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あらまし 情報セキュリティ人材の育成には，実践的な演習が可能なサイバーレンジが使われている．
しかし，導入・維持には高額な費用が必要で，教育機関での導入は一部にとどまっている．そのため，低
コストで導入・維持が可能なサイバーレンジが必要とされており，動作が高速・軽量で密度の高い環境を
構築可能な，コンテナ型仮想化を活用する研究が進められている．しかし，コンテナ型仮想化は他の仮
想化方式と大きく性質が異なるため，サイバーレンジの環境に必要となる脆弱性の再現性や，適切な利
用範囲が明確ではない．本稿では，安価で容易に導入できるサイバーセキュリティ演習環境の普及のた
め，コンテナ型仮想化と他の仮想化方式との脆弱性の再現性能を網羅的に比較検証し，コンテナ型仮想
化を用いたサイバーレンジ環境が遜色なく利用可能であることを確認した．情報セキュリティ教育の裾
野を広げるため，安価で容易に導入可能なサイバーレンジ環境として普及を促す．
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1 はじめに

ICT技術の発達に伴い，サイバー攻撃の規模や影響も

拡大を続けている．日本でも，仮想通貨の流出やモバイ

ル決済の不正利用など，社会活動や生活に直結する事件

が発生し，サイバー攻撃の脅威は増している [1]．一方

で対応するセキュリティ人材の不足が指摘され，国や高

等教育機関等による様々な人材育成の取り組みが行われ

ているが，量的・質的な不足が解消されていない [2]．

情報セキュリティ教育では，講義形式での学習の他，

サイバーレンジによる実践的演習が行われている．サイ

バーレンジは，実社会のシステムを模擬した仮想環境で，

セキュリティインシデントを体験して学ぶ演習用システ

ムである．高い教育効果が期待できるが，サイバーレン

ジの導入および維持管理には多大なコストを要する．

サイバーレンジの効果や必要性は認識されているが，

独力での導入・維持が困難で，一部の大学が企業等の協

力を得て導入するなど，普及は限定的である．そのため，

低コストで広く普及が可能なサイバーレンジが研究され，

産業技術大学院大学の CyExecなど，サイバーレンジの

普及・活用を促す取り組みが進められている [3, 4]．
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CyExecは，演習環境にコンテナ型仮想化を用いるこ

とで，安価で容易に導入可能なサイバーレンジ環境を実

現し，共同開発・共同利用による演習コンテンツの充実

と普及拡大を図っている．しかし，コンテナ型仮想化は

他の仮想化方式と大きく特徴が異なり，サイバーレンジ

環境で活用できる範囲が明確ではないため，演習コンテ

ンツの開発や利用の障壁となっている．

そこで本論文では，コンテナ型仮想化を用いたサイ

バーレンジにおいて，脆弱性やインシデントが正確に再

現できるか否かを調査するため，サイバーレンジで使用

される可能性のある脆弱性の検出や攻撃プログラムの適

用結果を，他の仮想化方式と網羅的に比較した結果を報

告する．

2 サイバーレンジと仮想化技術

2.1 サイバーレンジの定義

サイバーレンジは，サイバーセキュリティ演習を行う

仮想空間を，電子計算機上に構築するシステムの総称で

ある．演習実施のため，以下の機能を備えている [5, 6]．

• 現実を模擬したシステム環境の構築
PCやサーバ，ネットワーク機器，セキュリティ機

器など，企業や組織で実際に運用されているシス

テム環境を再現できる．

1



• 環境の複製や入れ替え
演習シナリオ毎に構築される環境を，受講者やグ

ループの数に対応できるよう，環境のリセットや

複製・入替等が可能である．

• 脆弱性やインシデントの再現
現実に起こるセキュリティインシデントを，脆弱性

のある環境や本物のマルウェアを用いて再現し，攻

撃や防御の一連の流れ（シナリオ）を体験できる．

これらの機能は，仮想化技術を用いて実現される．

2.2 仮想化技術

仮想化技術は，OSやアプリケーションの動作に必要

なリソースを複数の環境（仮想マシン）で共有・分割す

ることで，効率的にハードウェアを活用する技術である．

図 1に仮想化技術の実現方式の概要を示す．

図 1: 各仮想化方式の概要

ハイパーバイザ (HV)型は，専用に用意されたハード

ウェア上で，ハイパーバイザと呼ばれるプログラムが仮

想マシン（VM）を構築し，メモリや CPUなどリソー

スを占有させて動作する．ホスト型は，実機上で既に稼

働中のOS（ホストOS）上に，ハイパーバイザの役割を

担う専用ソフトを動作させて VMを構築し，ホストOS

で認識されるリソースの一部を割り当てて動作させる．

コンテナ型は他の仮想化方式と異なり，稼働中のホスト

OS上で利用する機能に必要なプロセスのみを提供する，

コンテナと呼ばれる分離された空間を作り出して動作さ

せる．表 1に，各仮想化方式の特徴を示す．

分離レベルは，同じハードウェア上で動作するホスト

OSや他の VMからの独立性を表す．VM上で負荷の高

い処理やトラブルが発生した際に，分離レベルが低いと

ホストOSや他のVMへ影響が及ぶ可能性が高い．オー

バーヘッドは，仮想環境上で発生する処理性能の劣化を

表す．VMを動作させるための仕組みを介してハードウェ

表 1: 各仮想化方式の特徴

　
仮想化
方式

分離
レベル

オーバー
ヘッド

ゲスト
OS

HV 型 最高 大 必要
ホスト型 高 最大 必要
コンテナ型 低 小 不要

アへアクセスするため，実機環境と比較した場合に処理

性能の劣化が発生する．

2.3 サイバーレンジで用いられる仮想化方式

既存のサイバーレンジでは，ハイパーバイザ型やホス

ト型の仮想化により，クライアント端末やサーバ機器等

を再現した環境を用意する．実機とほぼ同等の環境が構

築できるため，脆弱性の再現性も高く，現実に起こるイ

ンシデントを忠実に再現した演習が可能である．しかし，

サイバーレンジで再現する環境は，演習シナリオや受講

生の数により異なるが，多くなると 100以上の VMを

動作させるなど，高性能のハードウェアの導入が必須で

ある．必要な数のVMを動作させられる高性能のハード

ウェアは，高コストの一因となっている [3]．

2.4 コンテナ型仮想化のサイバーレンジへの活用

図 2は各仮想化方式の動作イメージを示す．ハイパー

バイザ型は，ゲストOSのカーネルがハイパーバイザを

介してハードウェアへのアクセスを制御する．ホスト型

は，仮想化ソフトがハイパーバイザの役割を担い，ホス

ト OS上のプロセスとしてゲスト OSを動作させる．こ

れらの方式は，VMにOSのインストールが必要で，特

定の機能のみ必要な場合も，OS上で動作するすべての

プロセスがハードウェアリソースを消費する．そのため，

VMの数が増えると負荷の増大や処理性能の低下を招く．

一方コンテナ型は，機能に必要なプロセスのみを隔離

して動作させる．ゲストOSや不必要なプロセスを起動

させず，カーネルやその他のプロセスをホストOSと共

有する．そのため，他の仮想化方式と同等の機能を持つ

演習環境を構築しても，必要なハードウェアリソースを

劇的に抑えられる．したがって，高密度かつ低負荷な環境

が構築でき，大規模演習用に大量のコンテナを起動した

場合でも，必要なリソースを抑えた低コストなサイバー

レンジ環境が構築できる [7]．

3 コンテナ型仮想化によるサイバーレンジの
課題と対応

3.1 コンテナ型仮想化のサイバーレンジ活用の懸念点

2章で確認した通り，コンテナ型仮想化を用いること

で，コストを抑えたサイバーレンジ環境の構築が可能と
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図 2: 各仮想化方式ごとの動作イメージ

なる．しかし，コンテナ型仮想化は他の仮想化方式と特

徴が異なり，カーネルやリソースを共有するため，ホス

ト OSや他のコンテナからの影響を受けてしまうなど，

状態が異なる場合がある．そのため，個々の脆弱性やイ

ンシデント全体が正しく再現できず，想定したシナリオ

通りの動作が行えない可能性がある．コンテナ型仮想化

を用いたサイバーレンジ環境の最大の懸念は，シナリオ

の再現に必要な実システムの脆弱性を，正しく再現でき

るか否かである．

3.2 脆弱性の再現性評価

コンテナ型仮想化による脆弱性の再現性を評価するた

め，サイバーレンジ上で行われる動作をプログラムとみ

なし，VMで構築した環境と，コンテナで同等の機能を

持つよう構築した環境とで，全てのプログラムの実行結

果を比較すると考える．図 3に示すように，実行プログ

ラム Aについて，VM上での実行結果 A′と，コンテナ

上での実行結果 A′′が同一であれば，そのプログラムに

関し仮想化方式による違いは無く，コンテナ型仮想化に

よるサイバーレンジでも，他の仮想化方式と同一のシナ

リオの実行が可能であると考えられる．

図 3: 仮想環境でのプログラム実行結果比較

全てのプログラムの実行結果が同一であれば，あらゆ

る演習シナリオの遂行に問題は無く，コンテナ型仮想化

によるサイバーレンジの懸念を払拭できる．これは理論

的には，すべての識別アルゴリズム ϕが，実行プログラ

ム Aの結果がコンテナ上で実行されたものか，VM上で

実行されたものかを識別できないことであると定義され

る．Pを実行プログラム全体の集合，CをVMとコンテ

ナを識別可能なことが自明な実行プログラムの集合とす

る．Cは具体的には，コンテナがホストOSと環境を共

有することを意図的に利用して識別を試みるプログラム

であり，6章で詳しく述べる．

このとき，全ての計算可能な識別アルゴリズム ϕにつ

いて,Cを除いた全ての実行プログラム A ∈ P \Cに対し

て, ある許容可能な値 ϵ ≪ 1が存在して，以下の式が成

り立つことであると定義する．

∑
A∈P\C

��Pr [ϕ(AVM) = 1
]
− Pr

[
ϕ(AContainer) = 1

] �� < ϵ
全ての実行プログラム Aについて、VM 上で実行し

た時の挙動を AVM，コンテナ上で実行した時の挙動を

Acontainerとし，それらが許容可能な僅かな違いを除いて

同一の場合にこの式を満たす．Aとして多様な脆弱性を

検出するプログラムや，それらを利用する exploitコー

ドを網羅的に選択し，AVMと Acontainerの挙動を比較す

ることで，コンテナベースのサイバーレンジの有効性を

検証する．また，VMとコンテナの差異を表す ϵ を，コ

ンテナ型仮想化をサイバーレンジで活用するための指標

とする．

4 検証内容

4.1 検証方法

サイバーレンジ上で必要となる動作について，コンテ

ナ型仮想化と他の仮想化方式を比較するため，VMおよ

びコンテナで同等の環境を構築し，脆弱性検査などで用

いられるツールでの検査結果による違いの有無と，検出
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された脆弱性を突いた攻撃結果の違いの有無を確認する．

表 2に，検証に用いたツールを示す．

表 2: 検証に用いた脆弱性検査ツール

名称
主な検査対象領域

Web

アプリ

ミドル

ウェア
OS NW

OpenVAS ○ ○ ○

Nmap ○

Owasp ZAP ○

Nikto2 ○ ○

実際のサイバーレンジ演習での使用も想定し，無償で

利用可能で更新が続けられているツールを選定した．ま

た，検査対象領域をWebアプリケーション，ミドルウェ

ア，OS，ネットワークの 4つに分け，各ツールの主な検

査対象となる領域を考慮し，各領域に対して検査可能な

ツールを用いることで，様々な脆弱性に対する網羅的な

検証が行えると考えた．

4.2 検証環境

検証は，Docker[8]によるコンテナと，VirtualBox[9]

による VMの環境で比較した．Dockerはコンテナ型仮

想化を利用するためのプラットフォームで，様々な用途

で普及が進んでいる．VirtualBoxはフリーのホスト型仮

想化ソフトで，導入の手軽さや対応OSの多さから広く

利用されている．それぞれ攻撃や防御の検証に活用でき

る環境が入手し易く，有効な検証が行えると判断した．

それぞれの環境でペネトレーションテスト用のディス

トリビューションである Kali-linux[10]と，わざと脆弱

性を持たせた検証環境として利用されるMetasploitable

2[11]を利用し，コンテナ，VMそれぞれでKali-linuxお

よびMetasploitavble2を使って構築した環境で，脆弱性

検査や攻撃テストを行った結果を比較した [12, 13]．表

3は検証に用いた環境を示す．

表 3: コンテナと VMの比較検証環境

環境
ハードウェア

仮想ソフト/イメージ等
スペック

物理
●MacBook Pro

13inch 2017

・Ubuntu 16.04

2.3GHz Corei5

16GB RAM

VM

● VirtualBox6.0

・Metasploitable2

・Kalilinux2019.1

1CPU

2GB RAM

割当

コン
テナ

● Docker CE18.09.01

・Metasploitable2(VMから作成)

・kalilinux/kali-linux-docker

5 検証結果および考察

5.1 検査ツールによる比較

5.1.1 OpenVASによる検査結果比較

OpenVASは豊富な検査項目を持つオープンソースの

脆弱性検査ツールである．表 4は，CVE(Common Vul-

nerabilities and Exposures:共通脆弱性識別子)に基づい

た検査の比較結果を示す．尚，検出されたCVEの総数は

298で，数が多いため脆弱性を種類別に分類した CWE

（Common Weakness Enumeration）ごとに集計した．

表 4: OpenVASでの CWEごとの脆弱性検出数比較
CWE

識別子
脆弱性
タイプ

VM
コン
テナ

16 環境設定 2 2

20 不適切な入力確認 52 52

22 パス・トラバーサル 6 6

59 リンク解釈の問題 3 3

79
クロスサイト・
スクリプティング

16 16

89 SQLインジェクション 5 5

93 CRLFインジェクション 1 1

94 コード・インジェクション 9 9

119 バッファエラー 27 27

134 書式文字列の問題 5 5

189 数値処理の問題 22 22

200 情報漏えい 18 18

255 証明書・パスワード管理 1 1

264 認可・権限・アクセス制御 32 32

275 パーミッションの問題 1 1

287 不適切な認証 6 6

310 暗号の問題 6 6

352
クロスサイト・リクエスト
・フォージェリ

2 2

362 競合状態 2 2

399 リソース管理の問題 28 28

476
NULL

ポインタデリファレンス
2 2

772
有効なライフタイム後の
リソース解放の欠如

1 1

835
到達不能な終了条件による
ループ

1 1

Design

Error
設計上の問題 4 4

Other その他 22 22

noinfo 情報不足 24 24

当初，コンテナで検出されない CVE項目が存在した

が，脆弱性の内容を確認し，コンテナ側で必要なサービ

スの起動や設定の確認を行うことで，すべての項目で完

全に一致する結果が得られ，OpenVASで確認できた脆
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弱性について，同等の再現性を確認することができた．

5.1.2 Nmapによる検査結果比較

Nmapはオープンソースのポートスキャナで，豊富な

機能を持つ反面，悪意のある者が攻撃対象のホストの

状態を調査するなど，攻撃行為にも利用されている．サ

イバーレンジ演習においても，ポートスキャン行為の発

見をきっかけにインシデント対応を実施するなど，演習

シナリオの初期段階などでよく利用される．そのため，

NMAPによる検査結果の比較は，コンテナでのサイバー

レンジ環境によるシナリオ遂行にも重要である．表 5は

NMAPによる検査の比較結果を示す．

表 5: Nmapでの検出結果比較
port
(tcp)

service version VM
コン
テナ

21 ftp vsftpd 2.3.4 ○ ○

22 ssh
OpenSSH 4.7p1
Debian 8ubuntu1

○ ○

23 telnet Linux telnetd ○ ○
25 smtp Postfix smtpd ○ ○
53 domain ISC BIND 9.4.2 ○ ○
80 http Apache httpd 2.2.8 ○ ○
111 rpcbind 2 (RPC #100000 ○ ○

139
netbios
-ssn

Samba smbd 3.X ○ ○

445
netbios
-ssn

Samba smbd 3.X ○ ○

512 exec netkit-rsh rexecd ○ ○
513 login ○ ○
514 shell Netkit rshd ○ ○

1109 java-rmi
GNU Classpath
grmiregistry

○ ○

1524 shell
Metasploitable
root shel

○ ○

2049 nfs 2-4(RPC#100003) ○ ○
2121 ftp ProFTPD 1.3.1 ○ ○

3306 MySQL
MySQL
5.0.51a-3ubuntu

○ ○

3632 distccd distccd v1 ○ ○

5432
Postgre
SQL

PostgreSQL
DB8.3.0-8.3.7

○ ○

5900 vnc VNC protocol 3.3 ○ ○
6000 X11 ○ ○
6667 irc Unreal ircd ○ ○
6697 irc Unreal ircd ○ ○

8009 ajp13
Apache Jserv
(Protocol v1.3)

○ ○

8180 http
Apache
Tomcat/Coyote
JSP engine 1.1

○ ○

8787 drb Ruby DRb RMI ○ ○

Nmapによるネットワーク検査でも，当初検出できな

いサービスが存在した．特に，リモート接続に関するサー

ビスを中心に差異が発生したが，不足するサービスと設

定の追加により，最終的に同一の結果を得た．なお，検

証環境のネットワークでは，図 4に示すようにホストと

同じセグメント上にコンテナも配置することで，Docker

標準のネットワークではなく、ホストおよびコンテナ間

の通信に制限の無い状態を構築している．サイバーレン

ジ環境でも，現実の環境を再現するための柔軟なネット

ワーク構築のため，同様の対応が必要となる．

図 4: Dockerネットワークの変更

5.1.3 OWASP ZAPによる検査結果比較

ZAP（Zed Attack Proxy）は，OWASP（Open Web

Application Security Project）が提供するオープソース

のWeb アプリケーション脆弱性検査ツールで，Nmap

同様に悪用も可能なため扱いには注意が必要であるが，

Webアプリケーションの脆弱性を突いた攻撃やそれによ

る不正アクセス・情報漏洩等のインシデントは増加して

おり，演習環境での攻撃手法の理解や対処技術の習得に

役立つツールとしても利用されている．

脆弱な環境として用意したMetasploitable2は，にい

くつかのWebアプリケーション環境も用意され，様々

な脆弱性を持つWebページが確認できる．表 6は，こ

れらに ZAPで脆弱性検査を行った結果の比較を示す．

数に差異が出ているものについて，VMに比べコンテ

ナでの検出数が少ないものについては，サービスの起動

や設定上の問題，必要なファイル等の有無による原因な

ど，対処可能な要因が考えられる．一方，コンテナでの

検出数が増加しているものについては想定外の動作であ

り，一部でホスト OSのリソースを参照した動作になっ
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表 6: ZAPでの脆弱性検出数結果比較

脆弱性
検出数

VM
コン
テナ

SQLインジェクション 358 422

Server Side Include 1 1

XSS（反射型） 1075 1000

XSS（持続型） 5 5

パストラバーサル 21 21

OSコマンドインジェクション 361 342

ファイルインクルージョン 209 206

外部リダイレクト 210 206

X-Frame-Options

ヘッダーの欠如
4640 4542

アプリケーションエラーの開示 242 246

ディレクトリブラウジング 14 15

パラメータ改ざん 13 14

Cookieの HTTPOnly属性が未設定 26 22

Cross-Domain.JavaScript

Source File Inclusion
4 0

Information Disclosure -

Debug Error Message
291 287

X-content-Type-Options

ヘッダの設定ミス
4725 4621

プライベート IPの開示 136 139

不完全なキャッシュ制御や
Pragma HTTPヘッダ設定

7 0

ていないかなど，コンテナ環境による再現不可能な脆弱

性に由来した本質的な違いによるものかを確認する必要

がある．

5.1.4 Nikto2による検査結果比較

Nikto2は，Webサーバやその上で稼働するWebアプ

リケーションに対し，公表されているセキュリティホー

ルや問題のある設定を辞書ベースで検査するツールであ

る．表 7は Nikto2による検査の比較結果を示す．　

Nikto2はOSVDB（Open Source Vulnerability Data

Base）に基づいた検査が実行できる．OSVDBは現在サ

イトが確認できず更新状態が把握できなかったため，最

新の情報が反映されていない可能性があるが，VMおよ

びコンテナで全く同じ検出結果が出力され，同一の再現

性が確認できた．

5.2 Metasploitによる攻撃結果の比較

Kali-linuxに含まれるMetasploit Frameworkは，様々

なモジュールを使用したネットワーク侵入や権限奪取など

の攻撃テストを実行することができる．Metasploitable2

への攻撃結果を比較し，各脆弱性に対して同等の再現性

があるかを検証する．テストに使用した exploitモジュー

表 7: Nikto2での検出結果比較
OSV

DB
検出内容例

検出数

VM
コン
テナ

48 The /doc directory is browsable 1 1

877

HTTP TRACE method is

active, suggesting the host is

vulnerable to XST

1 1

3092

phpMyAdmin is for managing

MySQL databases, and should

be protected or limited to

authorized hosts

3 3

3233 Apache default file found 2 2

3268 Directory indexing found 3 3

12184

PHP reveals potentially

sensitive information via

certain HTTP requests that

contain specific QUERY strings

1 1

ルは，各ツールで検出した脆弱性に対し，CVEや動作す

るソフトウェアのバージョンにより攻撃可能と思われる

ものを選出した．表 8は，攻撃テストに用いたモジュー

ルとテスト結果の比較を示す．

表 8: 攻撃テストによる検証結果比較

metasploitモジュール VM
コン
テナ

auxiliary

/scanner

ftp/ftp login ○ ○
http/dir scanner ○ ○
http/tomcat mgr login ○ ○
mysql/mysql login ○ ○
mysql/mysql version ○ ○
postgres/postgres login ○ ○
smtp/smtp enum ○ ○
vnc/vnc login ○ ○

exploit

/linux

misc/drb remote

codeexec
○ ○

mysql/mysql yassl

getname
○ ○

exploit

/multi

http/php cgi arg

injection
○ ○

http/tomcat mgr deploy ○ ○
misc/java rmi server ○ ○
samba/usermap script ○ ○

exploit

/unix

ftp/vsftpd 234 backdoor ○ ○
irc/unreal ircd 3281

backdoor
○ ○

misc/distcc exec ○ ○

これらの攻撃テストの結果，VMとコンテナの環境で

同一の再現性を確認することができた．コンテナ型仮想

化を用いた環境でも，アカウント情報の検出や不正ログ

イン，権限昇格の成功など，サイバーレンジ演習で使用
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する際の攻撃の再現性はVMの環境と遜色はなく，これ

らを組み合わせることで様々な演習シナリオの開発が可

能である．

5.3 検証結果の考察

脆弱性検査や攻撃テストによる比較において，実施し

た各ツールによる検査や攻撃テストに関し，結果がどの

程度一致したかを確認した．図 5は，それぞれの検査で

の結果の一致率を示す．

図 5: VMとコンテナの脆弱性の再現性一致率

VMとコンテナの環境で，脆弱性の再現性が 100%一

致したものについては，コンテナ型仮想化を用いること

に対する懸念は無く，サイバーレンジ環境や演習シナリ

オの開発に問題なく利用可能である．

今回の検証では，ZAPによる脆弱性の再現性は 100%

一致しなかった．コンテナでの検出数が VM より多く

なってしまったものは，VMと同等の再現性が得られて

いないものとして，コンテナの特徴に由来する本質的

な違いが存在すると仮定し，一致率の計算からは除外

した．それ以外の項目において算出した一致率は 97.2

（ϵ = 0.028）となった．

これは我々の予想を超えた高い数値であり，実用的な

サイバーレンジ環境の開発や演習シナリオの利用にも問

題ないレベルであると考える．本検証により，コンテナ

型仮想化によるサイバーレンジの懸念をほぼ払拭できた．

6 コンテナの特徴に関する事項の確認

コンテナ型仮想化による環境において，ホストOSと

共有する部分に対する直接的な攻撃の場合など，他の仮

想化方式との動作結果比較が一致せず，識別可能である

ことが自明であると思われる事項が存在する．これらは

サイバーレンジ の環境に適さないため，除外すべき条

件に該当するが，実際にVMとの動作が識別可能である

かの確認を行った．メモリやストレージを消費するプロ

グラムを攻撃と見立て，VMとコンテナそれぞれの環境

に実施した結果を表 9に示す．

VMはホストOS上のリソースの一部を占有し，独立

したマシンとして動作するため，ゲストOSの停止を伴

表 9: リソースの消費と仮想環境の動作
対象 方式 動作結果

メモリ
VM

仮想マシンのメモリ割当上限で

プログラム停止．他への影響なし

コン

テナ

物理メモリ上限でプログラム停止

ホスト OSを含む全体の動作が遅延

スト

レージ

VM
仮想マシンの容量割当上限で

プログラム停止．他への影響なし

コン

テナ

物理容量上限でプログラム停止

ホスト OSを含むシステム全停止

うような攻撃を受けたとしても，ホストOSの動作を害

するような影響は無かった．しかし，コンテナの標準構成

では，ホストOSや他のコンテナとリソースを共有する

ため，コンテナへの攻撃がホストOSを含むシステム全

体に影響を及ぼすなど，VMと明らかな違いが見られた．

同様に，カーネルに関する脆弱性の再現や，コンテナ

の実行に必要なホストOSの設定やファイルの有無など，

コンテナ環境であるからこそ存在する脆弱性や，それら

に対する攻撃に関しては，コンテナ型仮想化によるサイ

バーレンジの環境や演習シナリオからは除外すべき条件

と考えられる．

ただし，Dockerにはメモリやストレージの消費量を

ホストOSの一定割合に制限するなど，共有リソースの

制限に関するオプションもあり，これらを正しく設定す

ることで，サイバーレンジ上で許容できる範囲まで影響

を抑えられる可能性がある．

7 サイバーレンジ環境への活用

サイバーレンジ演習では，目的や受講者のレベルに

合わせて様々な演習シナリオを作成し，環境を構築する

[14]．今回の検証により，コンテナと VMで脆弱性の再

現性が一致すると確認できた内容は，コンテナ型仮想化

によるサイバーレンジ環境の構築に活用できる．例とし

て，次のような攻撃シナリオが考えられる．

1. 攻撃者による webサーバへの脆弱性検査

2. 判明した脆弱性への攻撃によるバックドアの設置

3. 設置されたバックドアからのネットワーク侵入

4. ネットワーク上の他のデバイスの検索や，開いて

いるポートのスキャン

5. 脆弱な機器への侵入および権限昇格

6. 侵入した機器上での DBパスワード情報の取得

7. DBへの不正アクセス・機密情報の取得

このような攻撃シナリオを想定したネットワークの例

を図 6に示す．
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図 6: サイバーレンジ用仮想ネットワーク例

これらの環境をコンテナ型仮想化で構築しても，VM

と同等の再現性を持ち，シナリオの遂行に懸念は無い．

演習の際は防御手法の学習も想定し，アラートの検出や，

ログの確認ができる環境を構築するなど，多くのデバイ

スの実装が必要になるが，コンテナ型仮想化を用いるこ

とで，動作に必要なリソースを大幅に削減できる．その

ため，個人の PC上でのサイバーレンジの稼働や，既存

のサーバ機器を使った演習環境の構築などにより，コス

トを大幅に抑えたサイバーレンジの導入が実現できる．

8 おわりに

情報セキュリティ人材の不足が指摘される中，サイバー

レンジによる演習の高い教育効果が期待される．しかし，

コスト面の課題などにより，ごく一部の教育機関での導

入に留まっている．

本稿では，コンテナ型仮想化による安価で導入可能な

サイバーレンジの普及のため，サイバーレンジで使われ

る可能性のある脆弱性や攻撃プログラムをコンテナ型仮

想化と他の仮想化方式で比較検証し，コンテナ型仮想化

が広い範囲でサイバーレンジ環境に活用可能であること

を確認した．

これらの内容は，CyExecなどコンテナ型仮想化によ

るサイバーレンジの実装やシナリオ開発，演習の実施時

の指標となる．一部で演習での活用が始まっているが，さ

らに多くの教育機関等で，安価で容易に導入可能なコン

テナ型仮想化によるサイバーレンジを活用可能にし，情

報セキュリティ教育のスタンダードな演習プラットフォー

ムとして成長させる．

今後さらに詳しい検証を行うことで，より明確に活

用可能範囲を示し，様々な演習シナリオを想定したサイ

バーレンジ環境でのコンテナ型仮想化の活用を促す．ま

た，演習による教育効果の検証や，受講生の行動分析に

よる演習シナリオの精査など，サイバーレンジの有効性

を高められるよう調査・研究を進め，不足するセキュリ

ティ人材育成の裾野を広げる．
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