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仮想化技術を用いたネットワーク演習について解説する．実機に比べて仮想マシンを使うことには，演習環境構築の柔
軟性，環境の信頼性，及び評価の容易さなどにアドバンテージがあり，授業の運営において金銭的・時間的・人的なリ
ソースが限定される場合においても有効である．本稿では，演習環境の設計，運用事例，及び将来への展開を概説する．
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1．は じ め に

2020 年の COVID-19 の感染拡大に伴い，オンライン
会議の導入事例や，動画像配信サービスの利用者数が大
きく増加した．このようなサービスの開発や運用には，
ネットワーク構築やプログラミングだけでなく，セキュ
リティ対策の組み入れも必須である．
筆者らの所属する学科は名古屋工業大学または近畿大

学の情報工学系であり，そのような業務に携わる技術者
の輩出も重要な使命としている．このため，ネットワー
クやセキュリティの技術を学ぶ講義や演習を取り入れて
いる．演習では，受講者がそれらの技術を体験・実感す
ることで，セキュリティの視点を持ってサービスの開発
や運用に臨めるようになることも期待している．
実機によりネットワークを構築し，セキュリティの演

習を行うには，機材の導入費用，準備や片付けの手間，
及び故障による演習中断などに課題がある．その点，
User-mode Linux（以降，UML）(1)は Linux 計算機を
OS 上に仮想的に実現し，他の UML とイーサネットで
接続されたネットワークを形成できるため，実機での課
題を克服できる可能性を持つ．本稿では，セキュリティ

の演習をUMLにより行っている各々の所属学科の事例
を交えて紹介する．

1.1 基本的なネットワークセキュリティ演習
ネットワークやセキュリティの講義を受講済みの者が
下記のような作業を行う．

･ サーバ，クライアント，ルータ，ファイヤウォー
ルなどのネットワーク機器（以降，機器）をイーサ
ネットで接続したネットワークを構成する．
･ DoS/DDoS，パケット盗聴，セッションハイ
ジャック，不正侵入，SQL インジェクションなど
の攻撃を行う．
･ プログラムの動作や捕獲した通信データを分析し
て，攻撃を検知する．
･ 通信を遮断したり，ネットワークの設定を変更し
たりすることで，攻撃を防御する．

教師は受講者のつまづきを解消したり，作業内容を評
価したりする．

1.2 User-mode Linux
UML は Linux 上で動作するプログラムであり，Li-

nux 計算機を仮想的に実現する．ルートファイルシステ
ム(注1)へのファイルパスを引数として UML のプログラ
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(注 1) ルートファイルシステムは，ルートディレクトリを含むファイ
ルシステムで，Debian のツールやRedHat のツールを含むものがある．



ムを実行すると，Linux を実現するプロセスが起動され
る．UML を稼動させる OS（以降，ホスト OS と呼ぶ）
にて管理者権限を持っていないユーザであっても，
UML 内で管理者権限を持てるため，ソフトウェアをイ
ンストールしたり，サービスを提供したりできる．ま
た，オリジナルのルートファイルシステムからの変更分
を新規のファイルに保存していくため，オリジナルのコ
ピーなしに（すなわち，即座に）新しい機器を用意でき
る．これは，演習に伴う試行錯誤（例えば，機器の実験
的な追加や修復困難な機器の置き換え）に有用である．
uml_switch は UML の付属ツールで，仮想的なス

イッチングハブのように複数のUML間をイーサネット
で接続する．起動した uml_switch を引数にして UML
を起動することで，両者をイーサネットで接続できる．
図 1 では，二つの UML（クライアントとサーバ）と
uml_switch（スイッチングハブ）が稼動し，それらが
イーサネットで接続され，ネットワークを形成してい
る．このとき，クライアントとサーバのウィンドウは，
各々のコンソールとなっており，ここからログインし，
コマンドを実行できる．

1.3 演習におけるUMLの長所
1.1 の演習の環境を，実機で実現する場合と比べた

UMLでの長所は下記のとおりである．

･ 受講者数やネットワーク規模に応じた台数の機器
が必要となるが，UML では一つの計算機上で複数
の機器を実現できるので，導入費用を抑えられる．
･ 機器の均一化が不十分であるほど，発生するトラ
ブルが多種になるため，それらへの対処法の模索が
負担となる．追加や交換において，実機では廃盤な
どにより同一の機器を入手できないことがあるが，
UMLでは同一の機器を実現できる．

･ 不慣れな者が機器を物理的に触るのは故障リスク
が高くなるが，UML では機器を物理的に触らな
い．
･ 実機では，修理やOS 再インストールなど復旧に
時間がかかる．UML では，変更分を記録したファ
イルの削除で機器を復旧できる．
･ 実機では，持ち運びが大変であり，展開の場所を
広くとるので，演習場所に制約ができる．UML で
は，PC が使える場所であれば演習できる．

2．名古屋工業大学での事例

2.1 ネットワークセキュリティ演習の概要
受講者は下記を到達目標とした演習を行う．

･ サーバ，クライアント，スイッチングハブ，ファ
イヤウォールを用いたネットワークを構築できる．
･ 攻撃＆防御及びセキュリティホールの仕組みを説
明できる．
･ 安全なネットワーク運営のためのファイヤウォー
ルポリシーの設計とシステムログの解読を行える．

演習では，受講者は指導書に掲載されている課題に取
り組む．攻撃や防衛を行うための実験環境としてのネッ
トワークを構築し，そのネットワークにて各種ツールを
実行し，その経過や効果を観察する．その後，ネット
ワーク管理者やクラッカなどが登場し，攻撃成功や防衛
成功などが起きる物語を考案の上，その攻撃や防衛など
をネットワークで実験する．

2.2 UML による演習環境の問題点
UML をイーサネットで接続した仮想的なネットワー
ク（以降，仮想 NW）を演習に用いるにあたり，以下
のような問題点がある．

（1） UML のホスト OS は Linux であるため，受講
者が自宅の PC やタブレットに仮想 NW を実現
するのが難しい．

（2） 仮想 NW のネットワークトポロジーはコマン
ド実行により形成される．受講者が，コマンド引
数の設計に手間取ったり，コマンド入力を間違え
てしまったりするなどして，目的の仮想 NW を
速く正確に作成できない．

（3） 以下の理由により，様々なバージョンの UML
から成る仮想NWの実現が難しい．

･ 最新のOS では，セキュリティホールは発見され
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図 1 UMLと uml_switch による仮想的なネットワーク



るたびに埋められているため，演習したい攻撃に
よっては古い OS やツールが必要となる．しかし，
UML のホスト OS が両者のバージョンで決まる事
例が確認されており，様々なUMLを混在させた仮
想NWを単一のホストOSでは実現困難である．
･ 異なる計算機の異なるホスト OS 上で稼動する
UML を，それらの計算機がイーサネットで接続す
るネットワークに接続することができる．しかし，
UML のネットワークの設定が接続先のネットワー
クに応じた制約を受けたり，その制約に反すると接
続先のネットワークが障害を起こしたりするなど，
演習に向かない．

2.3 演習システム LiNeS Cloud
LiNeS Cloud(2)は，直感的でシームレスな操作を目指

したWeb 型演習システムであり，下記の特徴を持つこ
とで，問題点を解決した．

･ 遠隔計算機上で仮想 NW を実現し，それを編集
可能なWeb ページを提供する（問題点 1を解決）．
･ 仮想 NW をマウスで直感的に編集可能な Web
ページを提供する（問題点 2を解決）．
･ UML に応じたホスト OS 上で稼動させた機器間
を，イーサネットフレームを転送できるトンネルで
接続する（問題点 3を解決）．

2.3.1 LiNeS Cloud のシステム構成
図 2において，模擬サーバは設定サーバからの遠隔操

作を受け付け，UMLなどを稼動させて仮想NWを形成
する．設定サーバは，仮想 NW のトポロジーを編集す
るためのWeb ページ，及び UML のコンソールとの入
出力のためのWeb ページを提供する．中継サーバは，
自身と模擬サーバとの間に作成された二つのトンネルを
接続することで，各々の模擬サーバでのトンネルに接続
された機器間でイーサネットフレームを交換可能にす

る．端末サーバはWeb ページと UML のコンソールと
の入出力を中継する．X 転送サーバは UML の X クラ
イアントを受講者が操作するためのWeb ページを提供
する．Windows，Mac，Android や iOS の Web ブラウ
ザをクライアントとして用いて，受講者は仮想 NWを
管理する．

2.3.2 LiNeS Cloud の実行例
図 3はMac 版の Google Chrome によるクライアント

の実行例である．図中(1)から機器を選択した状態で，
領域(2)をクリックすると，選択した機器が描画される．
ウィンドウ(3)は領域(2)の左上の機器（種類はクライア
ント）のプロパティ画面であり，ウィンドウ中央のコン
ソール領域は模擬サーバ上で稼動しているUMLのコン
ソールを描画し，キーボード入力を受け付ける．ウィン
ドウ(4)では，同機器で起動したブラウザ（Xクライア
ント）が表示されている．

2.3.3 LiNeS Cloud の評価
図 1のようなUMLをコマンドで操作する演習環境と
LiNeS Cloud の両方を体験したTAから，以下のような
LiNeS Cloud に好意的な意見を得た．

･ 自身の演習において，視覚的にトポロジーを設
計・作成でき，短時間でネットワークを構築でき
た．
･ 受講者のサポートにおいて，トポロジーの間違い
や，コマンド実行の機器の間違いを発見しやすかっ
た．

2.4 今後の展望
受講者が自宅にて本システムで演習をする場合，教師

からの効果的な支援を期待できない．例えば，誤解した
作業をしていたり，進捗が遅れていたりすることに受講
者も教師も早期に気付きづらい．また，演習の行き詰ま
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図 2 LiNeS Cloud のシステム構成



りについて，受講者と教師とが円滑に相談できない．
第一筆者は，仮想 NWへの受講者による編集やその

結果などを随時収集する機能を開発した．この機能を生
かし，下記のような新たな支援機能を開発する．

･ 受講者の作業内容を随時分析し，進捗を表示する
機能
･ 受講者の実験目的（例えば，ある攻撃の成功）を
収集し，それに対する失敗の原因（例えば，IP ア
ドレスの誤り）をネットワークから見つけ出して表
示する機能

3．近畿大学での事例

3.1 ネットワークセキュリティ演習の概要
受講者は Linux のコマンドやネットワークに関する

基本的な知識・スキルを持っているが，ネットワークセ
キュリティに関するものが不足している．演習の目的
は，このような受講者が防御や攻撃の構造を理解するだ
けでなく，ネットワーク管理やネットワークシステム開
発などにセキュリティの視点を取り入れられるようにな
ることである．
演習では，二人の学習者が攻撃側と防御側に分かれて
演習を実施する．単純に攻撃側と防御側に分かれて実施
できる代表的な攻撃方法である DoS 攻撃，ARP Spoof-
ing 攻撃，不正侵入攻撃，及び SQL インジェクション
攻撃を演習する．

具体的には下記の手順を繰り返す．

① 防御側は攻撃可能なネットワークを構築し，完了
した旨を攻撃側に伝える．

② 攻撃側は攻撃用ホストをネットワークに追加す
る．このとき，初学者でも攻撃に取りかかれるよ
うにするため，攻撃側にネットワークトポロジー
の全貌を伝える．

③ 攻撃側は攻撃用ホストを用いて攻撃を開始し，検
出・防御の開始を防御側に要求する．

④ 規定時間の経過，またはどちらかの降参により演
習を終了する．

⑤ 攻撃側と防御側の行動を評価して，勝敗を決定す
る．防御側が攻撃を防いでいた場合は防御側の勝
利，攻撃を防いでいない場合は攻撃側の勝利とな
る．

⑥ 防御側が敗北した場合，防御側に対策方法を提示
する．

このような演習は下記の特徴を持つ．

･ 演習終了後に勝敗を決定することで，学習者の学
習意欲や興味，関心の向上を期待できる．
･ 繰り返し演習を実施することで，学習者は理解度
と定着度を高めるとともに，各攻撃に対してより早
く正確に対応できるようになると期待できる．
･ 単純な座学やシナリオの決まった演習と比較して
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図 3 クライアントの実行例



実施可能な演習の自由度が高くなる．

3.2 UML による演習環境の問題点
前節の演習を低コストかつ安全，手軽に実施するため

の演習環境の実現にあたり，下記のような問題点があ
る．

① 2.2 の問題点(1)のように，演習環境の構築が難
しいことがある．

② ネットワークの編集・閲覧を攻撃側と防御側とで
分けて制御する機能を有していない．このため，
例えば，手順②のように攻撃側だけにネットワー
クトポロジーの全貌を伝えられない．

③ 勝敗を判定する機能を有していない．このため，
手順⑤を人手で実施することになり，迅速に演習
を繰り返せない．

④ 作業を効率的に実施する機能を有していない．こ

のため，UML の操作（2.2の問題点(2)）や，演
習目的の達成に必須と言えないツールの利用など
で，受講者が手間取ってしまう．

3.3 演習システムNetPowerLab
NetPowerLab(3), (4)は，図 4 に示されるように，仮想
的なネットワークの構築・管理やユーザの管理などを行
うサーバとユーザインタフェースを提供するクライアン
トから構成される．サーバ・クライアント間はソケット
により接続されており，XML 形式のメッセージにより
やり取りを行う．攻撃側，防御側の学習者は，それぞれ
の PC 上にある Flash Player を導入したWeb ブラウザ
を用いて演習を実施する（問題点①を解決）．

3.3.1 仮想機器操作機能
図 5 と 6 はWeb ブラウザに表示されるクライアント
の画面例である．学習者が機器追加パネルから対象の機
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図 4 NetPowerLab のシステム構成

図 5 クライアントの画面例（攻撃側）



器のアイコンをネットワーク図表示部にドラッグ＆ド
ロップすることで，ネットワークトポロジーを決定する
（問題点④を解決）．攻撃側の演習画面では，機器追加パ
ネルで追加可能な機器が攻撃用ホストのみに限定されて
いる．防御側の演習画面では，攻撃側の追加した機器は
表示されない（問題点②を解決）．コンソール部は機器
のターミナルと接続されており，その機器に対してのコ
マンド発行を行える．
受講者は複数のネットワークインタフェースに個別に

IP アドレスなどを設定する．攻撃や防御において，受
講者はこれらの設定と演習問題に記載された設定を参考
にする．しかし，設定した値を忘れてしまったり，設定
し忘れに気付かなかったり，同一値を誤って設定してし
まったりすることで，作業効率の低下が懸念される．そ
こで，受講者の実行コマンドを解析して求めた設定と演
習問題に記載された設定を統合して機器情報一覧パネル
に表示する（問題点④を解決）．

3.3.2 通信データ表示機能
DoS 攻撃は，コンソール部にて tcpdump の実行によ

りネットワーク中を流れるパケットを見ることで検出可
能である．しかし，tcpdump の引数設計やその入力に
手間取ったり，出力の理解が困難であったりする受講者
もいる．通信データ表示機能は，受講者に直感的で簡単
に操作できるユーザインタフェースを提供し，演習に必
要十分な内容を，演習に役立つ形式で表示する（問題点
④を解決）．
サーバの通信データ管理部は，仮想ネットワーク上を

流れる全てのパケットをキャプチャして保存する．クラ
イアントの通信データ管理 IF 部は，受講者に指定され
た機器の保存データをサーバの通信データ管理部から取
り寄せ，それを解析して表示する．
図 7は，機器の送受信したパケットを表示する画面の

例である．画面左端のリストからパケットを選択する
と，そのパケットの内容が画面中央に表示される．学習
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図 7 通信データの表示例

図 6 クライアントの画面例（防御側）



者はネットワーク図表示部（図 5，6）に表示される機
器アイコンで機器を指定する．

3.3.3 勝敗判定機能
受講者が攻防戦の成否を判定できなかったり，教師に

よる判定を待つ時間がかかったりすることがある．勝敗
判定機能は，DoS 攻撃，ARP Spoofing 攻撃，不正侵入
攻撃の勝敗を攻防戦終了後即座に自動的に判定する（問
題点③を解決）．
攻撃側のコンソール部からコマンド履歴を収集・分析

し，実行された攻撃の種類と対象を求める．防御側の機
器からコマンド履歴と内部状態（例えば，ARP テーブ
ル）を収集・分析し，その攻撃に対する適切な防御が行
われたどうかを判定する．
例えば，攻撃側のコマンド履歴から arpspoof コマン

ドを発見した場合，ARP Spoofing 攻撃が行われたと判
定する．その後，コマンド引数の分析により，影響を受
ける機器を特定する．最後に，防御側が正しく対策をし
たかどうかを，機器のARP テーブルの取得・分析によ
り判定する．

3.4 実施可能な演習シナリオと学生からの評価
本システムで実施可能なネットワークセキュリティ演

習は，①DoS 攻撃とその対策，②ARP Spoofing 攻撃と
その対策，③不正侵入攻撃とその対策，④ SQL イン
ジェクション攻撃とその対策がある．
また，本システムを利用した学生からは，「分からな
い点はヒントを使ったが，できるだけ自分の知識で演習
できた」，「実際の機器と同じように機器を操作できるの
でよかった」などおおむね良好な意見を得た．

3.5 今後の展望
現システムではネットワークアプリケーションセキュ

リティに関する演習としてWeb のみを対象としている
が，DNS や電子メールに関する演習も実施できるよう，
機器の種類や事前学習ページ等の教材を拡充する予定で
ある．また，Flash Player はサポート終了するため，利

用はやめる予定である．更に，システム内に仮想的な
ユーザを導入しメールやWeb を介したフィッシングや
標的型攻撃に遭う状況を再現する機能，チームによる攻
防戦が行える機能など，より幅広い演習を実施できるよ
う機能を拡張する予定である．

4．お わ り に

ネットワーク構築を伴うセキュリティ演習における
UML のメリット，及び UML を用いて開発した演習環
境について述べた．教育機関におけるセキュリティ演習
導入への一助となれば幸いである．
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