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ハッキング競技 CTF を取り入れた
情報セキュリティの教育イベント
－グループ対抗のコンテストの実施方法と
大会運営サーバ BeeCon の機能－
中矢誠 †

富永浩之 ††

近年，ハッキング競技 CTF が注目を浴びている．CTF は，サーバ上に隠された情報を旗に見立てて，攻撃側と防御側
が競い合う競技である．ハッカー達の腕試しや交流の場として，各地で CTF 大会が開催されている．本研究では，初
心者への情報セキュリティの導入教育の一環として，ハッキング競技 CTF を取り入れた教育イベントを提案する．ま
た，大会運営サーバ BeeCon を開発している．参加意識を高めるため，エモーション機能や余興ゲームも取り入れ，
競技者と応援者の協調を図る．本論では，大会の実施方法を述べ，支援システムの機能を論じる．

An Educational Event for Information Security
using Hacking Contest CTF
- A Practical Method of Group Competition
and Functions of Management Server BeeCon MAKOTO NAKAYA†1

HIROYUKI TOMINAGA†2

Recently, a hacking contest CTF is paid attention, which means "Capture The Flag". The rule of the contest is to find hiding
information as a flag in a Web site. There are held a lot of CTF events in the world to compete in IT skill. They are the place to
have communication among hackers. We propose an easy CTF event for novices as an introductory educational experience of
information security. We have developed contest management server BeeCon. We adopt collaboration mechanism between a
contestant and a supporter by emotion style communication and complementary game elements. In this paper, we introduce a
practical method of group competition in the contest. We discuss the support functions in the system.

むことが求められる．大学の授業として，体系的なカリキ

1. はじめに

ュラムを組んで，このような機会を用意することは，環境

近年，情報セキュリティに関する様々な社会問題が広が

整備などの点で労力がかかり難しい．

りを見せている．公共機関や大手企業の情報システムを狙

一方，営利を目的としない個人サイトでは，実際のトラ

ったクラッキングが増え，事件として報道されている．Web

ブルが起こるまで，セキュリティ対策の必要性を十分に意

サイトが第三者に改竄されたり，内部のシステムに侵入さ

識しないままとなりがちである．例えば，掲示板に何らか

れ，秘密情報が漏洩するなど，特定の機関が被害を受ける

の攻撃を受けてから対策を検討することなどがある．個人

だけでなく，他の機関やユーザへの波及により社会的な影

のレベルでも，そういった攻撃を受ける前に，対策を検討

響も大きい．被害者のサイトが踏台として利用され，加害

することは重要である．そのため，セキュリティに関する

者の一端となってしまうこともある．インターネット上の

事件を，身に降りかかる具体的な問題として捉えさせる教

どこからでも攻撃される可能性があり，国際的な問題に発

育の場が必要である．先行研究として，ゲームサイトにお

展することもある．このような状況から，遅まきながら，

ける不正行為を分類し，目的，原因，対策法を列挙した[1]．

社会基盤としての情報セキュリティの重要性が一般にも広

攻撃側の手法を理解する必要性を論じ，攻撃側と防御側を

く認識されるようになってきた．

TRPG 形式のゲームとして再現する教材を提案した[2]．

現状では，情報セキュリティに強い IT 技術者はまだ少な

また，システムや機関として，万全なセキュリティ対策

く，企業側の需要に対する供給不足が深刻である．特に日

を講じたとしても，利用者個人のセキュリティ意識が低い

本では，その教育体制も整備されている状況とは言い難い．

と，そこから穴が広がり，全体の防御が崩れていくことも

情報セキュリティの教育では，関連するネットワークやサ

起こり得る．一般のユーザの認識を高めることが必要であ

ーバの知識だけでなく，何らかの場で実習して，経験を積

る．さらに，駆出しの Web サイト作成者やサーバ管理者へ
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の啓蒙も重要になってくる．すなわち，情報処理教育の初
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期段階からセキュリティへの関心を高める場が求められて
いる．最初からセキュリティを意識したものづくりに励み，
将来のハッカー育成への布石とすることが急務である．
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2.2 CTF の特徴と教育的側面
本格的な CTF では，幅広い知識や経験が要求され，作業
量も多く長時間にわたる競技となるため，数人のグループ

このように，情報セキュリティにおいては，専門の技術

によるチーム単位での参加となっていることが多い．数日

者のレベルから，一般のユーザのレベルまで，幅広い教育

にわたる大会では，交代で仮眠を取りながら常に作業を進

の機会や方法が必要となる．本研究では，特に，初心者へ

めなければならない過酷な競技もある．ただし，メンバが

の情報セキュリティの導入教育に焦点を当て，ハッキング

実際に同じ場にいるとは限らず，遠隔地からチャットなど

競技 CTF を中心とする大会イベントを提案する[3][4][5]．

で情報交換をしながら作業を分担することが多い．したが
って，個人の力量だけでなく，チームワークやマネジメン

2. ハッキング競技 CTF の概要と現状
2.1 ハッキング競技 CTF

トの能力も重要である．セキュリティホールは，当事者で
は気付きにくいケースも多く，誤った推測から見当違いの
対策を施すことに時間を費やしてしまうこともある．チー

近年，ハッキング競技 CTF(Capture The Flag)が注目を浴

ムの他のメンバから冷静な指摘を受け，初めて対処できる

びている．CTF は，サーバ上に隠された情報を旗に見立て

ことも多い．また，虱潰しに調べなければならない部分も

て，攻撃側と防御側が競い合うゲームである．出題側のヒ

あり，適切なタスクの分散が鍵となることも多い．

ントを手掛かりに，暗号を解いてパスワードを入手したり，

一方，イベントとしての娯楽的要素を高めるため，ゲー

秘密のページへのアクセス方法を探したり，バイナリデー

ム形式を取り入れている大会も多い．例えば，正解するた

タに埋め込まれたメッセージを見つけ出す．SQL インジェ

びに，カードをめくってビンゴを完成させたり，双六のよ

クション，バッファオーバーラン，XSS(クロスサイトスク

うに駒を進めていくなど，運に任せたギャンブル的なルー

リプティング)，CSRF(クロスサイトリクエストフォージェ

ルを採用しているものもある．CTF の問題への解答だけで

リ)など，Web サイトのセキュリティホールとして，よく話

は，成績が一方的になりやすく，途中で興味が削がれるこ

題に上がるものも題材となる．各種サイトでセキュリティ

とがある．多数が参加するイベントとしての魅力を保つた

の最新情報を確認させる問題もある．ハニーポットと呼ば

め，ゲーム形式の導入が図られている．また，進捗状況を

れる，あえて脆弱性を残したサーバを用意し，その穴を突

Web で公開することが多いが，ギャラリへの訴求度を高め，

き止めて実際に侵入したりといった実践的な内容もある．

大会への注目度を高める狙いがある．それが結果的に，継

ハッカー達の腕試しや交流の場として，各地で CTF 大会

続的で安定的な大会運営を支え，多くの参加者を集めるこ

が開催されている．有名なものとして，1993 年から開催さ

とに繋がる．本研究では，以上のような CTF の特徴を踏ま

れている米国の DEFCON[6]がある．DEFCON は，セキュ
リティに関するハッカーの祭典であり，そのイベントの 1
つとして CTF が実施されている．この CTF は，自分のチ

え，初心者向けへの適用を図る．
2.3 CTF の出題内容の分類と学習項目
CTF では，多種多様な出題がなされる．本研究では，こ

ームのサーバを防御しつつ，相手のサーバを攻撃するとい

れを大きく 9 つに分類し，専門的か非専門的か，技術的か

う双方向型の競技である．韓国では，2004 年から始まった

知識的かという 2 軸を立て，図 1 のように位置付ける．CTF

CODEGATE[7]がある．他にも，ロシア，スペイン，フラン

大会を情報セキュリティの導入教育として捉えて，出題内

ス，インドなどで開催されている．有名な大会では，海外

容と学習項目を，以下のように整理する[4]．

からの参加も多く，成績優秀者には賞金も提供される．日

(1) Web Application

本のチームの活躍も目覚ましい．

Web アプリケーションは，インターネットが普及した現

国内でも，以前から小規模の CTF 大会が幾つか開かれて

在において，ユーザにとっても開発者にとっても馴染みが

きた．中四国では，著者らが主催する「かいらぼ」勉強会

あるといえる．特に最近では，個人運営による掲示板など

の企画として実施したことがある．大規模の大会としては，

も多く存在する．掲示板では，不特定多数の人が文章など

遅ればせながら，2012 年から SECCON CTF[8]が始まり，

の書き込みを行う．そのため，悪意のあるコードを含ませ

注目を浴びるようになった．主催は，SECCON 実行委員会

た文章が書きこまれると，利用者全員が被害者となる．よ

や日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)である．2013

って，適切なタグエスケープを行わなければならない．こ

年度は，各地区での予選大会と全国規模の決勝大会も予定

れらは，必ずしも専門性が高いわけではなく，特に技術力

されている．ただし，これらは，初心者やエンドユーザ向

を持たずとも，知っていればできる対策が多い．よって，

けのものではなく，情報系学生の上級学年や，多少なりと

分類では知識寄りで非専門的とした．特に，HTML のタグ

も技術に通じている人が対象となっている．情報セキュリ

と SQL におけるエスケープ処理について学ぶ．

ティ技術者の裾野を広げて底上げするためには，初心者や

(2) Crypto

エンドユーザ向けの教育機会が必要となる．
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サイトは数多くある．こういった Web サイトを運営する立

存在すると，不正な利用により，管理者権限を奪われてし

場に回る学生も多い．しかし，アカウントの情報を保存す

まう．その結果，情報が漏洩したり，サービスの継続が不

る際に，暗号化を行わないのは危険である．アカウント情

可能となったりする．Shell 上のプログラムには，具体的に

報を暗号化して保存しなかった場合に，どのようにして情

どういった脆弱性が存在し得るのかを，過去の事例から学

報が流出し得るのかを学ぶ．また，鍵長によって，どのよ

ぶ．また，脆弱性を利用することで，どういったことがで

うに暗号が破られるのかを学ぶ．これらを通して，具体的

きてしまうのかを学ぶ．それらを踏まえ，どういった対策

にどういった対策を取るべきかを考える．これらは，あま

が必要かを考える．Shell を扱う人の層を考え，分類では専

り専門的ではなく，誰でも学習が可能である． よって，非

門的とした．

専門的で知識的とし，特に学生向けであると位置付けた．

(6) Network

(3) Forensics

ネットワークの利用において，ネットワーク上を流れる

Forensics は，科学鑑定の意味である．HDD(ハードディ

データは通常は見えない．しかし，パケット監視のツール

スクドライブ)上のデータの一部や痕跡から，内容を復元し

などを使えば，ある程度は推測できることができる．クラ

たり推測する手法を指す． HDD のうち，ファイル構造を

ッキングがオンラインで行われる場合，攻撃の情報や漏洩

格納している箇所が破損してしまうと，ファイル自体は壊

している情報が，ネットワーク上を流れる．この情報を得

れていなくても，ファイルの中身を見られなくなってしま

ることで，攻撃者，攻撃の内容，流出した情報を特定する

う．こういった際に，ファイルデータを自力で救出するた

ことができる．どのようにしてネットワーク上を流れるデ

めの知識を学ぶ．実際には，ツールやソフトを使うことで

ータを採取するのかを学ぶ．また，ネットワーク上を流れ

簡単にデータを救出できる場合が多い．よって，分類では

るデータには，どういった種類があるのかを学ぶ．ネット

知識的で非専門的とし，特に学生向けであると位置づけた．

ワーク管理者という立場から，専門的であると分類した．

まず，FAT32，NTFS，LVM など，HDD のフォーマット

また，データの種類や構造に関する知識が必要なことから，

形式について理解する．その上で，ファイルを削除した際

知識的であると分類した．

に，HDD 上では実際にどういう処理が行われているのかを

(7) Captcha

学ぶ．また，画像ファイルや音声ファイルなど，日常的に

キャプッチャは，システムによる連続的な自動アクセス

扱うファイルのシグネチャを学ぶ．シグネチャから，バイ

を防止するため，人間でなければ判別しにくい情報を入力

ナリデータの種類や形式が分かるため，データの救出も容

させる仕組みである．CTF では，これをハッキングする問

易となる．技術力よりは，フォーマットやシグネチャに対

題として出題される．OCR 技術などを用いる必要がある．

する知識が重要となる．

(8) OS

(4) Crackme
有料のプログラムを開発し，公開している人は多い．特

OS の脆弱性を攻撃する．脆弱性が修正される前のバー
ジョンの OS が入った環境などを攻撃する．Kernel など，

に，体験版や機能制限版などを公開し，ライセンスを購入

OS の低レイヤ層の知識や技術を問う．

してシリアルナンバーを入力することで正規版となる製品

(9) Miscellaneous

も存在する．プログラムの書き方によっては，少し知識が

上記分類には入らない，余り知識や技術を必要とせず，

ある人に，簡単にシリアルナンバーを知られてしまう．ま

誰でも解けるような問題である．CTF に対する興味を惹く

た，技術力も伴っていると，プログラムの内部構造なども

ために，導入として用意されたり，参加者に対するボーナ

全て分かってしまう．これに対して，どういった対策を施

ス問題として出題される．

すべきなのかを学ぶ．これらには，プログラムに関する専
技術的

門的な知識や技術が必要である．したがって，分類では専
門的で技術的とした．

Captcha

その上で，ソフトウェアの著作権や，セキュリティの倫
理についても学ぶ．これは，鍵を持たない人が勝手に他人
のドアを開ける方法について学ぶことに近いからである．

Crackme

WebApplication

OS
Shell

非専門的

専門的

しかし，鍵屋が泥棒に入らないのと同じように，こういっ
たセキュリティの知識や技術を悪用してはいけないことを，
再認識させる．
(5) Shell
サーバの運用や管理を行う際に，Shell が利用される．サ
ーバ上で稼働するプログラムは，Shell 上から操作すること

Crypto
Forensics
学生向け

Network
知識的

図 1 CTF の出題内容の分類

ができる．しかし，脆弱性のあるプログラムがサーバ上に
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3. 情報セキュリティ教育の大会イベント
3.1 初心者向けのハッキング競技 CTF を中心とした大会
本研究では，初心者を対象とする情報セキュリティの導
入教育として，ハッキング競技 CTF を中心とする大会イベ
ントを提案する．ハッカーのための本格的な CTF と異なり，
ゲーム感覚で楽しみながら，初心者が気軽に参加できる大
会を実現する．CTF の問題は，Web 上に掲示され，競技者
は，グループ単位で取り組んでいく．その過程で，情報セ
キュリティに関する基礎的な知識や手法を実感し，当事者
としての意識を高めてもらう．また，大会の進捗状況を
Web で公開し，競技をするには至らない観戦者にも広く関
心を持ってもらう．そのため，観戦者にも応援団という形
での参加を用意している．
実際の利用場面としては，大学生の新入生ガイダンスや，
新入社員の研修などに取り入れることを想定している．情
報系学科の学生や，情報セキュリティに関わる部署に就く
社員の場合は，短期の集中講座の一環として，講義・実習・
大会を組み合わせて実施すると，より効果的である(図 2)．
講義は，対面授業や e-Learning の形態で行われる．セキュ
リティ関連のクイズを解いて，知識の定着を図ることも多
い．しかし，事項の解説だけでは実感を掴みづらい．実習
では，実際に起きたセキュリティ事案を調査したり，ケー
ススタディに取り組んだりする．より進んだ内容としては，
環境が許せば，ネットワーク系のツール群を試用してみた
り，IPA が提供する脆弱性学習ツール AppGoat[9]を活用し
たりすることも考えられる．ただし，技術的なレベルが高
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それ以外は，観戦者となり，公開用の閲覧ページから競
技の進行を観戦する．ここで，観戦者は，より積極的な参
加形態として，応援者という立場に立つこともできる(図
3)．応援者は，特定のチームを選んで応援する．応援した
チームが好成績を収めれば，応援者も表彰される．応援す
るチームの競技者に対して，各種のメッセージやエモーシ
ョンを送信し，サポーターとして間接的に競技を盛り上げ
る．メッセージは，1 行程度の短い応援の言葉である．た
だし，出題内容に関わるメッセージはカンニングとみなさ
れることがあり，主催側のモデレータによる制限が必要で
ある．エモーションは，顔文字やアイコンなどによるノン
バーバルなコミュニケーションである．応援者が競技者と
ともに一喜一憂の感情を共有する手段となる．各チームと
応援団の一体感を醸し出す．
さらなる応援手段として，競技者と応援者が協調して取
り組む余興ゲームを取り入れる．余興ゲームは，ハッキン
グ競技と連動し，ゲームのポイントが競技の過程や結果に
影響を与える．例えば，競技の得点に加算されたり，ヒン
トを閲覧する機会を得たり，時間延長の権利になる．これ
により，競技者を具体的にアシストし，競技に間接的に参
加することになる．競技者としての参加は敬遠していた観
戦者も，このようにして巻き込み，次回の競技者へと誘導
する．逆に，過去の大会で既に競技者を務めた先輩が，後
輩にエールを送る形で応援者になる場合もある．なお，集
中講座の状況によっては，システムが自動的に各チームに
応援者を割り振る設定にしてもよい．

く，準備も大変で，広く一般には向かない．
本研究が提案する大会は，講義や実習を代替または補完
する位置付けである．この場合，大会は，講義や実習の進
展に合わせて，4 回程度を設ける．各大会は，内容的に段
階を踏んだ構成とし，回数を重ねるごとにステップアップ
していく．大会の後は，十分な講評の時間を設け，復習を
促す．また，複数回の大会を開催することで，最初は単な
る観戦者だった利用者も，次回の大会からは競技者へと，
より積極的な参加を促していく．
3.2 大会の競技者と応援者
本研究が提案する大会イベントでは，実際に CTF に取り
組む競技者だけでなく，大会の進捗状況を閲覧する観戦者
も，広い意味で参加者と捉える．そのため，集中講座の受

図 2 情報セキュリティの集中講座での位置付け
コンテスト

体験的な内容
メンバ同士で協力

講者などを，事前に大会サーバに登録しておく．実際の大

CTF競技

会の開催通知を受けて，まずは競技者を募集する．オープ
ンな大会として広く告知し，競技への参加や観戦を希望し

分かりやすいルール
モチベーションの向上

余興ゲーム

コラボ

た時点でユーザ登録を行ってもよい．競技者は，2～4 名で
チームを編成する．登録されたチームは，大会の事前ペー
ジに一覧される．定数に達するまでは，フリーの競技者が

競技者

競技者

チーム

競技者

応援者

参加へ繋げる

応援者

応援者

応援団

後からチームに加わることもできる．競技者は，大会当日，
専用の出題ページにアクセスできる．
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図 3 大会イベントにおける競技者と応援者の協調
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4. 初心者向けの CTF の出題内容

5. 余興ゲームとエモーションの導入

CTF 大会の多くの問題は，かなり難度が高く，上級者向

5.1 余興ゲームとしての神経衰弱

けである．そこで，初心者向けの問題を工夫する必要があ

余興ゲームとしては，CTF 競技を盛り上げ，応援団がチ

る．本提案の大会イベントにおいて，対象とする一般およ

ームをアシストできるものを導入する．具体的な例として，

び情報系学科の新入生の技能レベルは，表 1 を想定してい

神経衰弱を考える．神経衰弱は，裏返しのカードから適当

る．これらの知識や技能のレベルに合わせ，情報セキュリ

に 2 枚を選び，同じ数位であれば，そのカードを取ること

ティとしての学習項目を絞り込む．図 1 の分類のうち，初

ができ，そうでなければ，再び裏返す．カードを取れれば，

心者向けと考えられる Crypto，Forensics，Web Application

続けてカードを選べる．多くの枚数を取った人が勝ちであ

に着目し，問題のパターンを幾つか用意する．

る．運の要素もあるが，記憶力が試されるゲームである．

(1) Crypto

余興ゲームとしては，以下のように設定する．まず，裏

Crypto では，パスワード管理に関する問題が挙げられる．

返しのカードを長方形状に並べておく．CTF において，問

パ ス ワ ー ド の 文 字 列長 を 短く 設 定 し た 圧 縮 フ ァイ ル や

題に 1 問正答するたびに，チームと応援団から 1 人ずつが

Office ファイルを提示し，復号化させる．パスワードの文

カードを 1 枚めくる．双方が同じ数位であれば，チームと

字列長が短ければ，専用ソフトを使うことで瞬時に解析さ

してその数位の数値を得点として得る．このように，応援

れてしまうことを体験する．

者の行動が，競技の得点に寄与する．

(2) Forensics

さらに，応援団によるチームの援護の仕組みを考える．

Forensics では，メディア情報の管理に関する問題が挙げ

あるカードをめくったとき，ヒントとして，そのカードに

られる．EXIF タグが埋め込まれた JPEG ファイルを提示し，

上下左右で隣接する 4 枚のカードに書かれた数位の合計値

撮影場所を答えさせる．ファイルには，目に見えない情報

も表示する．この合計値から，隣接するカードの数位を予

が含まれており，安易に写真をアップロードすることの危

想することができる．しかし，競技者は，CTF に集中して

険性を体験する．

いるため，ゲームの方に余り労力を割くことができない．

(3) Web Application

代わりに，応援団がカードに書かれた数位を予想し，めく

Web Application では，様々な Web サービスに関する問題
が挙げられる．アクセスログの IP アドレスを提示し，サイ

るカードを絞り込む．
5.2 エモーションによる意思疎通

トへの接続元のおおよその所在地を答えさせる．「IP ひろ

応援者は，チームとある程度の意思疎通ができるように

ば」などの Web サービスを用いることで，ある程度の所在

する．しかし，応援者がチームの代わりに問題を解き，チ

地が分かってしまうことを体験する．

ームに対して問題の解答を教えてしまうのは，応援者とい

表 1 CTF 大会で想定する技能レベル
一
般
学
生

1

情
報
系
学
生

3

2

4

者は，チームに対して，エモーションと呼ばれる簡易メッ
キーボードのキー配置とシフト操作
Web ページや HTML ソースの閲覧
ユーザ認証とパスワード管理
画像や音声のファイル形式と個人情報
二進数やビット列の変換と計算
文字コードの変換やシーザー暗号
IP アドレスやドメインネーム
ハッシュ関数や文字列処理
バイナリエディタでビット列を確認

企画フェーズ

コンテストの企画

予告フェーズ

準備フェーズ

コンテストの告知

参加締切

問題の作成

出題者

登録フェーズ

試行フェーズ

競技者

参加登録、チーム編成

試行

応援者

参加登録

応援チーム決定

定型文の応援メッセージや挨拶に加え，顔文字やアイコン
などを用意し，必要に応じて競技者に送信できるようにす
る．補助記号として，数字や矢印なども使えるようにする．
5.3 ヒントの提示
一般的に開催されている CTF 大会の多くでは，主催者の
裁量によってヒントが小出しに与えられる．また，競技終
説を待つか，直接コンタクトをとる必要がある．本研究の
提案する CTF では，出題者が問題ごとにヒントと講評を用
意する．ヒントは，競技者がコンテスト中に時間経過に伴
って閲覧できるようにする．講評は，競技者や応援者がコ
ンテスト終了後の復習に用いる．

● 競技とコンテスト終了後の流れ
本番フェイズ

審査フェイズ

講評フェイズ

主催者

司会、出題管理

審査

解説・表彰

競技者

問題解答、ゲームプレイ

応援者

セージを通じて，一喜一憂の感情や激励の気持ちを伝える．

了後のフォローアップは何もない場合が多く，正答者の解

● コンテスト開催までの流れ
主催者

う立場の意義から考えて余り好ましくない．そこで，応援

自習フェイズ

ヒントは，一定時間ごとに段階的に公開されていく．競
技者は，解けない問題については諦めるか，後回しにする

歓談交流

解説の聴講 問題の復習

競技観戦、ゲームプレイ

と考えられる．しかし，一定時間毎にヒントを出すことで，
苦手な問題に対しても，最後まで諦めずに取り組む機会を

図 4 大会の準備と実施の流れ
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設ける．
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6. 大会運営サーバ BeeCon

7. おわりに

本研究で提案する大会イベントを運営するため，大会運

情報セキュリティの導入教育の一環として，主に大学新

営サーバ BeeCon を開発している[10]．名称の由来は，余興

入生を対象とする CTF 大会を提案した．初心者向けに CTF

ゲームの 1 つの候補である神経衰弱を英名 Concentration に

の問題を整備し，運営サーバ BeeCon を開発した．競技者

由来する．実装は，Web アプリケーションフレームワーク

だけでなく，観戦者の一部が応援者として，より積極的に

の一種である Ruby on Rails で行った．Ruby on Rails では，

関わる仕組みとして，エモーション機能や余興ゲームを取

デザインとロジックを分離する MVC モデルによる開発が

り入れた．これにより，多くの学生を巻き込んで，情報セ

容易である．また，関係データベースをオブジェクト指向

キュリティへの意識を高めさせる．現在，試作システムで，

にマッピングする ActiveRecord が利用可能である．これに

試行的な大会を実施している．余興ゲームには，神経衰弱

より，余興ゲームをアタッチメントとして，他のゲームに

を採用している．ユーザからのフィードバックを大会運営

取換えがしやすい設計が可能となった．

やシステムの機能に活かし，本格運用を目指したい．

大会の準備と実施の流れは，図 4 のようなフェーズにな
る．準備では，主催者が出題者に問題作成を依頼し，大会

エモーション通知領域

の告知をして，参加者を募集する．参加者は，観戦者のま
エモーションの送信

までいるか，競技者としてチームを編成したり，応援者と

ゲームタブ

して応援団に加わる．BeeCon では，大会管理ページ(図 5)
や問題作成ページ(図 6)を提供する．
大会本番では，ハッキング競技 CTF の実施ページ(図 7)
と余興ゲームの実施ページ(図 8)を提供する．進捗状況とし
て，現在の得点ランキング以外に，得点遷移のグラフ表示

問題の一覧

図 7 ハッキング競技 CTF の実施ページ

も行う．各チームの得点の経緯が視覚的に分かり，競争意
タブで情報整理

欲を刺激する．また，応援者からのエモーションも表示す
どのチームがめくっているか

る．余興ゲームには，現在のところ，神経衰弱を採用して
いる．神経衰弱は，ルールが単純で，逆転性などのゲーム

めくられたカード情報

性が高い．将来的には，参加者のレベルや目的に沿って，
大会ごとにゲームのルールを選択できるようにする．ビン

盤面

ゴ，オセロ，双六などを候補に考えている．
図 8 余興ゲームの実施ページ

解答の閲覧

参考文献

正答確認

図 5 大会管理ページ
基本情報，ヒント，講評

ファイルの添付

解答を柔軟に設定

図 6 問題作成ページ
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