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コロナ禍における松江高専での遠隔授業システム

○金山 典世 †, 岡田 康 ‡, 池田 総一郎 ‡, 川見 昌春 ‡ 稲葉 洋 †, 杉山 耕一朗 †, 岩澤 全規 †, 原 元司 †, 廣瀬 誠 †

† 松江工業高等専門学校　情報工学科, ‡ 松江工業高等専門学校　実践教育支援センター

概要

昨年４月からのコロナにより、多くの教育機関で遠隔授業を余儀なくされた。この全国的な取り組みでは様々なトラ

ブルが報告されており、苦い経験ともなっている。松江高専においては、前期授業を全て遠隔授業を行い、結果としてト

ラブルは幸い皆無であった。本稿では、この遠隔授業の取り組みと、それを可能にしたシステムについて紹介する。

1 はじめに

多くの教育機関にとって、昨年のコロナ禍による遠隔

授業の取り組みは非常な負荷と経験をもたらしたと思わ

れる。幸い、本校においては教員の負荷は別にして、全

体としては非常にスムースに実施することができたと言

える。本稿では、この取り組みについて、主にはシステ

ムなどの面から述べたい。

昨年度のフォーラムで報告 [1] しているが、図書館改

修に伴う本校のサーバ室移転は実は昨年４月にまでずれ

込んで実施された。この理由は、主には電源室の整備が

間に合わないことが発覚し、そのために、4 月 9,10 日

に実施されたのである。移転自体は何とかつつがなく実

施されたが、正しくこの時期にコロナの感染拡大が発生

し、本校でも 4月 11日 (土)から 1９日までの学校活動

の停止が決定され、その間に全国に非常事態宣言が発出

されたのを受け、5月 11日までの休校とその後は遠隔授

業で行うことが決定された。その間、どのように遠隔授

業を行うかが教務や、そのシステムを構築する情報ネッ

トワークの管理者内部で議論がなされた。多くの高専で

は Teams を利用したと思われるが、Teams においては

学生の名前の問題などが既に明らかであったために、懸

念の声も多数あり、同時に本校の特有の事情として、学

内用認証システムと高専機構の認証システムが異なって
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いるという問題もあった。１年生については、幸い１週

間の登校期間中に、学内用のアカウントは既に配布され

ていたが、機構認証システムについてはまだ案内もして

いない状態であったために、本校学内認証システムと連

動したシステムがより混乱が少ないと判断され、Google

G Suite for Education を利用する方向で準備すること

となった。

先に G Suite の利用を述べたが、主には Google のク

ラウドストレージサービスである Google Drive を利用

し、課題の提示や提出・回収、出欠などは本校の e-ラー

ニングシステムをそのまま利用することとした。過去の

廣瀬先生の本フォーラムでの報告 [2]でも紹介されてい

るように、本校で採用している e-ラーニングシステム

である Moodle で展開される教科は 2019年度の時点で

200 科目を越えており、専門学科を中心とした多くの教

員や学生には既に慣れ親しんだ道具となっているからで

ある。

2 認証フロントエンド

既に高専機構でも導入している学認で用いられてい

る Shibboleth は SSO(Single Sighn On) を実現する

仕組みであり、技術的には SAML (Security Assertion

Markup Language) を用いてこれを可能にしている。

しかし、Shibboleth 及び SAML は今では古めかしい仕

組みであり、近年では OAuth や、これに認証を加えた

OpenID Connect(OIDC) などが中心となりつつある。

そのために、Shibboleth を用いて、Google と認証連係

するのは今後の展開を考えると採用すべきものではない

と思われた。そこで、RedHat を中心として、OSSとし



て開発されている KeyCloak を採用することにした。

しかし、Google ではOAuth は採用されているが、G

suite で認証をGoogle以外の IdP (Id Provider)に委譲

するのには SAML のみの対応であったために、残念な

がら実際には SAML による認証を行っている。とはい

え、KeyCloak はGUIを持ち、SAML にも OIDC にも

対応しているので、今後の認証フロントエンドとしては

非常に期待できるものであった。なお、当然 KeyCloak

は LDAP にも対応しているために、属性の対応関係な

どを定義することで、必要な情報のみを提供することが

できる。

また、KeyCloakは JDK を用いているが、Tomcatは

必要としない。この点も Shibboleth よりは運用を楽に

してくれる点である。実際、つい先日も Tomcat のアッ

プデートにより、AJP(Apache JServ Protocol)が稼働

しなくなり、Shibboleth が動かないというトラブルが

発生したが、Shibbolethのエラーではないために原因の

発見まで時間を要してしまった (AJPの設定を追加して

直った)。

このようにして、KeyCloak を IdPとして、G Suite

との連係を 4 月下旬には稼働させた。だが、この時点

では IdP が動いただけで、Moodle との SSO にはなっ

ていない。学生の間違いを減らすためにも、Moodle と

KeyCloak との連係を行い、SSO を可能にすることが必

要であったが、結論から言うとこれには失敗をした。

まず、Moodle には SAML と OIDC 用のプラグイン

が用意されている。しかしながら、SAML 対応はアッ

プデートに伴って何らかのエンバグが生じているよう

で、Moodle の FAQ でも解決されていないようであっ

た。実は他にも SimpleSAMLphp を用いたプラグイン

もあったのだが、筆者があまり SAML を好まない理由

と、多段に重ねたサービスはトラブルを招き易いために、

試してはいない。

次に、OIDC に対応したプラグインを試した。これは

動作したが、我々の要求に応えるものでなかったために

却下している。ソースコードまで読んでみたが、基本的

にこのプラグインは Active Directory(AD) に対応させ

るためのもので、AD でない場合には単純に IdP の ID

をそのままユーザ名として採用しており、KeyCloak の

IDは内部で自動的に付与される IDとなっており、ユー

ザ名を割り当てるようには作成されていなかったのが原

因である。勿論、AD に対応した高専などでは利用可能

と思われる。

以上のように、SSOは５月の上旬で取り組んでみたが

失敗と帰し、結局学生にはMoodle にログイン後、一旦

G Suite へのリンクを踏んで貰い (本校の KeyCloakで

認証され)、各種のサービスが利用可能になるようになっ

ている (図 1参照)。とは言え、一度認証を通れば、SSO

により 1日中再度の Google への認証は必要としないよ

うになっている。

IdP initiated SSO

login

login

!"

図 1 Moodle 及び Google Drive の利用方法

3 ネット環境の調査

システム側の準備と平行して、教務では学生のネット

ワーク環境や PCの保有などの調査が行われていた。結

果としては、ネットワーク環境が動画配信を受けるには

不足あるいは無いという学生は 20名程度で、そうした

学生には 4Gのアクセスルータを学校側で用意し、貸し

出しを行った。また、PC については、授業を受けるに

は古い PCなど不安のある学生を含めて、学内の実習用

PC などを貸し出しを行ったが、この数は 70 台であっ

た。学生数 1,080名に対しては比較的に少数であったた

めに、うまく対応できたと思われる。

4 遠隔授業

前節で述べたように 5月上旬には基本的なシステムが

用意されたために、教員への講習会を初旬から中旬にか

けて複数回に渡って行っている。講習会は、Moodle の

利用方法を中心に、初級・中級・上級の３コースをそれ

ぞれ 2回づつ、計 6 回開き、更に動画の作成や Google



Drive へのアップロード方法、圧縮などに関する講習会

を開いている。当然、これらの講習会の動画や、説明な

ども全てMoodle 上に展開した。受講者は主に、これま

でMoodleを利用していなかった一般科や非常勤講師の

方々が中心であり、講師は情報ネットークのWG のメ

ンバーがあたっている。

Google Drive へアップされた動画は、Moodle の各教

科のコース上にリンクを張り、動画へのデフォルト設定

で学外者からは閲覧できないようにしている。学生は各

教科のコースに参加することで、そこから授業や資料の

動画にアクセスし、Moodle 上で課題やレポートを提出

する訳であるが、同時にMoodleのプラグインを利用し

て、出欠を取るようにしていた。この点については当初、

遠隔授業なので時間割は必要ないという話もあったが、

特に低学年において規律ある生活を送れるのかという疑

念があり、通常の授業と同じように時間割を組み、学生

はMoodleに時間通りに参加するという形態を取ってい

る。また、動画などは教員により様々な形態であったよ

うだ。多くはパワーポイントに音声、あるいは動画付き

であったと思われるが、実際に黒板の前で授業を行う様

子を動画に取り、それをアップする教員や、あるいは英

語などでは既に音声やスライドなどの一般教材があり、

それに加えて課題を設定するような形態もあった。外部

にそれらの教材が洩れず、受講者に対してのみ提供され

ている事が担保されているので、改正著作権法の適用内

であることも教員には伝達されており、安心して様々な

形態が可能であったものと思われる。勿論、場合によっ

ては Google Meet などによる講義や、研究室での会議

なども実施されていた。

本校のMoodle は仮想 PC上で動作しているが、通常

の数倍のアクセスが予想されることから、メモリやCPU

コア数などは最大限与えて運用した (32GB,12CPU)。

ホストサーバは、メモリ 128GB,20core の Xeon E5-

2640 2.4GHz のサーバで、仮想 PCは ZFS 上で動いて

いるためにメモリの半分以上は ZFS とそのキャッシュ

に使われている。また、別にリバースプロクシーを 2台

用意し、負荷分散も行っている。この結果、同時に 7-800

名程度のアクセスが前期の間毎日あったが、問題なく安

定稼働し、前期の遠隔授業期間中一度も落ちることもア

クセス断になることもなく、運用できていた。

5 最後に

Moodle が広く利用されていたことによって、全体と

しては非常にスムースに遠隔授業が実施されたと思われ

る。同時に、遠隔授業での学生の参加状況を把握するた

めに、一人の学生がどの程度授業に参加していたかを調

査する必要があったが、これも情報系教員がツールを作

成し、前期中に担任教員に提供されていた。Mooodle が

OSS である利点が最大限に利用されたと言えるだろう。

一方、学外者による講演やあるいは会議などのために、

一時的に G suite のアカウント発行が必要になること

がある。当初は、Keycloak に直接登録を行っていたが、

Keycloak の冗長化などにおいてこれが問題となった。

Keycloak 自身には冗長機能もあるが、データはデータ

ベースに依存しており、このためにデータベースの冗長

化が必要になってしまう。勿論、内部の LDAPに登録す

ることも考えられる。しかし、その場合無線・有線など

の認証に用いられないようにするには、別のツリーを作

成する必要があるが、メンテナンスを考えると何らかの

ヒューマンエラーの原因になる可能性もある。同時に、

学生が卒業した場合には現在は LDAP から削除してい

るが、G suite には登録したままで、卒業後も利用可能

にすることで卒業生との連絡を密にすることを計画して

いる。しかし、これらについても現在の LDAP にその

ままデータを残すのは、負荷の観点からもやはり問題が

ある。

以上のような理由で、別の LDAPを作成し、そこに卒

業生や、学外の一時ユーザを保持する方向で解決しよう

と考えている。勿論、Keycloak には複数の LDAPを順

位をつけて参照する機能があるので、間単に複数の資源

を元にして認証を行うことができる。

また、G suite の契約については、7 月末にライセン

スを購入し、教職員プラス非常勤講師の人数分を用意し

た。G suite ではこのライセンス数の 10 倍の学生ライ

センスが付与されるので、本校の学生数には十分な数と

なっている。同時に、先の卒業生などには学生ライセン

スを与えない、言わば無料版の G suite と同じライセン

スを付与することが可能であるので、当面数の問題はな

いと思われる。
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遠隔授業関連対策と有明高専情報処理センタの対応 

 
有明工業高等専門学校  ○松野良信, 森山英明, 堀田孝之, 池上勝也, 平田裕次, 七田忠資

 
1. はじめに 

COVID-19 の影響により、多くの教育機関では遠

隔授業や在宅勤務が実施されている。有明高専でも

2020 年 3 月の原則登校禁止にはじまり、4 月からの

新学期の開始が後ろ倒しとなり、遠隔授業による授

業開始となった。 
本稿では、特に有明高専マルチメディアセンタ情

報基盤部(情報処理センタ)における対応を中心に、

有明高専での遠隔授業関連の状況について報告する。 
 
2. 遠隔授業関連の経緯 
有明高専では COVID-19 の影響を受けて、2020 年

3 月当初より学生の登校が原則禁止となった。この

時点で、既に 2019 年度の授業については終了してお

り、大きな影響はなかったが、卒業式・修了式およ

び新入生の入学説明会は中止となった。 
2020 年 4 月になると、入学式・始業式が中止とな

り、4 月下旬に授業開始が遅れることになった。この

頃に有明高専のある福岡県では緊急事態宣言も発令

され、その後特定警戒都道府県の指定・緊急事態宣

言の延長等にともない、学生の登校の原則禁止も 6
月上旬の分散登校が始まるまで延長されることにな

った。その間に、5 月中旬から遠隔授業が始まり、7
月中旬の通常登校・一斉登校まで分散登校と合わせ

て遠隔授業が実施された。一部の科目では、通常登

校・一斉登校開始後も、前期中は遠隔授業スタイル

で実施されたが、後期の授業に関しては、すべてが

対面授業となった。 
参考までに、教職員については 4 月～5 月の緊急

事態宣言期間中は、可能な限り在宅勤務を実施する

ことになった。 
 
3. 遠隔授業実施に向けた準備 
情報処理センタには、4 月に入ってから校長や教

務主事室をはじめとして、校内各所から様々な相談

や要望が寄せられることになる。ここでは、主だっ

た対応について述べる。 

3.1 遠隔授業の環境 
まず、有明高専では遠隔授業の経験のある教職員

はほぼ皆無だったため、遠隔授業に使える環境につ

いては、高専機構の Microsoft365 と有明高専の G 
Suite が利用できることアナウンスした上で、非常時

のため学生に対して授業を行うことを最優先事項と

し、教員が使える環境での実施を許容することにし

た。そのためオンプレミスで運用しているファイル

共有システムである Nextcloud で授業を開始した例

もあった。 

3.2 アカウントの運用 
つづいて、問題になったのがアカウントの運用で

ある。有明高専では、学生・教職員には主に次の 2 系

統のアカウントを付与している。 

・統合認証アカウント(Unified-One) 
校内 LAN システム・教育用コンピュータ・教務

システム・G Suite 等でパスワード連携 

・Microsoft アカウント(Azure AD) 
高専機構の Microsoft365/Office365 のみ 

しかし、新入生である 1 年生については、例年で

あれば情報リテラシ等の対面授業で直接アカウント

管理の指導が可能であるが、登校の原則禁止のため

直接指導が難しい状況であった。そのため担任教員

と連携し、入学式の代わりにオリエンテーションが

1 日のみ登校して行われる際に、G Suite の Google ア

カウントに連携している統合認証アカウントのみ、

簡易版のマニュアルとともに配布してもらい、電話

を含むサポートで対応することで了承してもらった。

Microsoft アカウントについては、サポートに必要な

リソースが不透明のため 1 年生では当面利用しない

ことにした。 
一方、2 年生以上については、各アカウントについ

てそれまでに使っていたはずであるが、「ログインで

きない」「パスワードがわからない」等の相談が情報

処理センタには多数寄せられ、遠隔授業の開始前か

ら開始後しばらくは、情報処理センタのスタッフの

対応が煩雑となった。 

3.3 模擬授業とガイダンス 
遠隔授業のイメージがわかないという教員が大多

数だったため、情報処理センタに教務主事室より教

員向けの講習会として模擬授業の実施の依頼があり、

4月末の連休前に、Google Classroom内のGoogle Meet
で教員を学生に見立てて実施した。Google Classroom
および Google Meet を採用したのは、当時 1 年生が

利用できるのが G Suite のサービスのみだったため

である。この模擬授業は録画し、録画データが含ま

れる Classroom を複製して全クラス分用意するとこ



ろまで情報処理センタで行った。そのクラスを利用

して、各クラス担任の教員が 5 月の連休明けに学生

向けの遠隔授業ガイダンスを実施してもらった。 
 
4. 遠隔授業実施中の対応 

5 月上旬から遠隔授業が始まると、情報処理セン

タには、サポートデスク的な対応が求められた。ひ

きつづきアカウントの管理に関する問い合わせは頻

発した。また、教員等からの使用方法の問い合わせ

も、初歩的なものから情報処理センタとしても初め

て見るような事案まで多岐にわたった。 
 
5. 遠隔授業の補正予算 

各国立高専には、遠隔授業対応との名目で補正予

算が配分された。有明高専では、当初 150 台のノー

ト PC を購入予定だったが、校内からの意見により

ノート PC は 100 台に減じたうえで、購入物品等を

検討することになった。 
検討した結果、情報処理センタのサーバ環境の安

定運用のために、サーバスイッチの冗長化と無停電

電源装置(UPS)の増強を行った。情報処理センタのサ

ーバ環境は、2018 年度から 2019 年度にかけてほぼ

情報処理センタスタッフの作業により構築された仮

想基盤で写真 1 のような 10GbE スイッチで運用運用

していた。これを写真 2 のようなスタック可能な

10GbE スイッチ 2 台に更新した。 

 
写真 1 旧スイッチ(Buffalo BS-MP2012) 

 
写真 2 新スイッチ(Cisco SX350X-24) 

また、UPS は電源障害時のバックアップの安定化

のために、写真 3 の 2 台のラックマウント型を追加

した。 

 
写真 3 無停電電源装置(APC Smart-UPS 1500 LCD RM) 

その他、G Suite Enterprise for Education のライセン

ス購入やノート PC の管理のための事務補佐員の雇

用等も行われた。 
 
6. まとめ 
今回は有明高専情報処理センタでの COVID-19 対

策について、遠隔授業関係の対応を中心に紹介した。

様々な初めての事案への対応が多かったが、なんと

か現状に至っている感がある。 
なお、サーバスイッチの冗長化については、一部

ストレージのマウントについてうまくいっていない

ところがある。今後調査しながら調整を行っていく

予定である。 
 

 
 



共同利用計算機「ディープラーニング
システム」の導入と運用
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* 松江高専・情報工学科
†松江高専・実践教育支援センター

2021/03/03 高専フォーラム OS-13 

はじめに
• 近年，分野や学科を問わず，ディープラーニングに関連す
る教育研究が盛んに行われている．
‒ この技術は社会の様々な分野において有用と考えられている

• コロナ禍であっても/だからこそ，教育研究を下支えする
情報基盤の導入と運用は必須である．

• 松江高専情報処理センターでは，共同利用計算機として
ディープラーニングシステムを導入・運用することにした．



本発表の内容
• 導入したシステムの概要 (2020年11月末 納品)
‒ スペック，特徴

• 運用方法の検討
‒ 世間の動向・学内動向を踏まえて

• テスト運用 (2020年12月末～)
‒ 第1フェーズ，第2フェーズ

• 現在の利用方法のイメージ
• まとめ，今後の予定

システムの概要

高専マスタープランで採択・導入．2020年11月末に納品．
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Xeon  2基 (16コア)

CPU  2基 (128 コア)

学内ネットワーク

10G
100G

100G スイッチ

10G スイッチ (既存)

ブレークアウトケーブル
40G – 10Gx4

TeslaV100 3 枚

ディープラーニングシステム
構成図

CPU強化版 GPGPU強化版



システムの特徴
• 2 種類の GPGPU サーバ
‒ GPGPU 強化版 : Intel Xeon + GPGPU(Tesla V100S) 3基
‒ CPU 強化版 : AMD EPYC (128コア) + GPGPU(Tesla V100S) 1基
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学内ネットワーク

10G
100G

100G スイッチ

10G スイッチ (既存)

ブレークアウトケーブル
40G – 10Gx4

TeslaV100 3 枚

ディープラーニングシステム
構成図

CPU強化版 GPGPU強化版

システムの特徴
• 大容量ファイルサーバ
‒ ZFS で SSD 4TB x 12台を束ねる
‒ NFS で GPGPUサーバと接続
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TeslaV100 1枚

GPGPUサーバ

100Gカード

GPGPUサーバ

ZFSを利用した200TBストレージ 100Gカード

ファイルサーバ

Xeon  2基 (16コア)

CPU  2基 (128 コア)

学内ネットワーク

10G
100G

100G スイッチ

10G スイッチ (既存)

ブレークアウトケーブル
40G – 10Gx4

TeslaV100 3 枚

ディープラーニングシステム
構成図

CPU強化版 GPGPU強化版



システムの特徴
• バックボーンとしての100Gネットワーク
‒ ブレークアウトケーブルで既存10Gスイッチと接続
‒ 将来的には本校の基幹ネットワーク中核としての利用も
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TeslaV100 1枚

GPGPUサーバ

100Gカード

GPGPUサーバ

ZFSを利用した200TBストレージ 100Gカード

ファイルサーバ

Xeon  2基 (16コア)

CPU  2基 (128 コア)

学内ネットワーク

10G
100G

100G スイッチ

10G スイッチ (既存)

ブレークアウトケーブル
40G – 10Gx4

TeslaV100 3 枚

ディープラーニングシステム
構成図

CPU強化版 GPGPU強化版

運用方法の検討：学内の動向調査
• 教員の希望は大きく分けて 2 グループ
‒ GPU 性能・数を重視. CPU には大きなこだわりない. (大多数) 
‒ GPU 性能だけでなく CPU コア数も重視 (少数)
• 数値シミュレーションの加速器としての利用など

• 研究室で購入している GPGPU は 10 万円程度が多い
‒ メモリ容量は 4 ~ 8 GB 程度

• 言語は Python, 利用するライブラリは研究室毎に多様．
‒ 研究室内で複数のライブラリ環境を使っているケースも
tensorflow, pytorch, chainer, keras, matplotlib, opencv, numpy, cupy, …

• OS：Linux (Ubuntu) が多数．
‒ Linux のコマンドラインからPythonプログラムを実行
‒ Windows の GUI, Google Colaboratory (Web UI)を
使っている研究室もある. 

• 2種類のGPGPUサーバ
• 最上位GPGPUカードの導入



運用方法の検討：世間の動向
• VM (Virtual Machine)

• Web UI (Jupyter など)
‒ Google Colaboratory
‒

• ベアメタルの提供

• ジョブ管理システム
‒ スパコンの GPU ノードな
どで使われる形態

‒ 管理ノードにログイン・
ジョブ投入

‒ 計算機資源の厳密な管理が
可能

https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/
validation/case/gpu/index.html

北大情報基盤センター

運用方法：入札時点での想定
• 利用を希望する研究室にVMを提供
‒ OSの選択，ライブラリ環境構築は各研究室に任せる
‒ ハイパーバイザ : VMware vSphere

• vGPU で 1 つの GPGPU を 2~4 研究室で分割
‒ GPGPU メモリ 32GB を分割
• GPGPU の数 < 研究室の数

https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/validation/case/gpu/index.html



運用方法：テスト運用 第1フェーズ
• 構築が思惑通りにいかず…
‒ 管理者：VMware や vGPU の設定方法が全然理解できなくて
‒ ユーザ：GPGPU のメモリを細かく分割しないで欲しいとの声

• 運用方法 : ジョブ管理システム
‒ 多様性：Python 環境の仮想化 (ユーザが構築)

2020年12月末～

100Gカード

TeslaV100 1枚

GPGPUサーバ

100Gカード

GPGPUサーバ

ZFSを利用した200TBストレージ 100Gカード

ファイルサーバ

Xeon  2基 (16コア)

CPU  2基 (128 コア)

10G
100G

高速ネットワーク

TeslaV100 3 枚

ディープラーニングシステム
(2020/12/16 版)

CPU強化版 GPGPU強化版

ログインノード
(xen1.matsue-ct.jp; 10.0.10.101)

学内ネットワーク

GPGPUサーバには
直接ログインできない

ジョブ投入

ログイン

Python 環境の仮想化

• Python venv
‒ Python の標準機能
‒ ホストマシンの
Python, cuda
cuDNNなどを利用．
‒ ユーザ権限でライブ
ラリのインストール
が可能

• docker
‒ コンテナ型の仮想環境
‒ ホストマシンのカーネ
ルを利用
‒ ユーザ権限でゲスト
OSの動作が可能
• Pythonや各種ライブラ
リのバージョン選択の
自由度が高い

• レベルの異なる 2 種類の仮想化をサポート
‒ 必要とされるライブラリは, Python, cuda, cuDNN な
どのバージョンに強く依存



運用方法：テスト運用 第2フェーズ
• 第1フェーズにおけるユーザからの声
‒ 管理ノードに SSH でログイン&ジョブ投入は敷居が高い
‒ Python の仮想環境を自分で構築するのが難しい/出来ない
• 先輩が作った計算実行環境をそのまま利用してきたユーザが多い

• 運用方法 : Web UI + ジョブ管理システムのハイブリッド
‒ Web UI (JupyterHub) によって利用の敷居を下げる
• Google Colaboratory と類似の利用方法に

‒ システム側で Python 仮想環境を複数提供
• ほとんどのユーザは仮想環境を構築しなくて済む
• 自前で仮想環境を構築することも引き続き可能. 

‒ 計算資源の使い分け
• テスト計算，短時間の計算 → Web UI
• 長時間計算 (バッチ処理) → ジョブ管理システム

2021年3月～

運用方法：テスト運用 第2フェーズ
• 第1フェーズにおけるユーザからの声
‒ 管理ノードに SSH でログイン&ジョブ投入は敷居が高い
‒ Python の仮想環境を自分で構築するのが難しい/出来ない
• 先輩が作った計算実行環境をそのまま利用してきたユーザが多い

• 運用方法 : Web UI + ジョブ管理システムのハイブリッド

2021年3月～
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GPGPUサーバ

100Gカード

GPGPUサーバ
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CPU  2基 (128 コア)

10G

高速ネットワーク
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ディープラーニングシステム
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CPU強化版 GPGPU強化版

学内ネットワーク

フロントエンド
JupyterHub

バッチ処理：PBS100G

ジョブ投入

UI 利用



利用のイメージ
(1) ログイン画面 (2) ランチャー画面 (メニュー: File → New Launcher)

アップロードファイル
一覧表示

対話的な実行

利用のイメージ

クリック

(1) Notebook を起動 (2) GPGPU の空き状況を確認し，使う GPGPU の ID を指定する．

Notebookのファイル
右クリックで名前変更できる

最初に必ず,  !nvidia-smi を実行
(先頭にびっくりマークが必要). 
シフトキーを押しながらエンターキーを押す

GPGPUの一覧

GPGPUの使用状況
この例では ID = 0 のGPGPU 
が使われている.

メモリの使用量の少ない (< 32 GB) 
GPGPU の ID を指定. この例では 2 にした．

計算時間 : 36 時間以内
プロセス監視：Sleep なプロセスは強制終了 (Jupyter が GPU を握り続けるため)



利用のイメージ
(3) プログラムを書いて実行する．

実行結果の表示

プログラムを書く
シフトキーを押しながら
エンターキーを押すと実行

計算時間 : 36 時間以内
プロセス監視：Sleep なプロセスは強制終了 (Jupyter が GPU を握り続けるため)

利用のイメージ (ジョブ投入)
• a

$ qsub job.sh

ターミナルからジョブ投入

#!/bin/sh
#PBS -q gpu
#PBS –l select=1:ncpus=1:ngpus=1 

cd $PBS_O_WORKDIR 

. venv/bin/activate # venv仮想環境利用
python test.py # プログラム実行
deactivate

ジョブスクリプトの例 (python venv)
#!/bin/sh
#PBS -q gpu
#PBS –l select=1:ncpus=1:ngpus=1 

cd $PBS_O_WORKDIR

# docker の仮想環境を利用して実行
docker run --gpus all -v $PWD:/tmp ¥
-w /tmp --rm chainer/matsue-ct ¥
python3 test.py

ジョブスクリプトの例 (python + docker)



利用のイメージ (ジョブ投入)
• a

$ qsub job.sh

ターミナルからジョブ投入

gpu
利用可能 CPU : 1 ~ 6
利用可能 GPU : 1 基
研究室単位での同時実行可能数に制限あり
(実行可能数 3).
実行時間の制限あり (72 時間)

cpu :
利用可能 CPU : 1 ~ 64
GPU 利用不可
研究室単位での同時実行可能数に制限あり
(実行可能数 2 ).
実行時間の制限あり (72 時間)

利用可能なキュー

#!/bin/sh
#PBS -q cpu #キューの指定
#PBS –l select=1:ncpus=8:mpiprocs=8  

cd $PBS_O_WORKDIR

# 実行
mpirun ./c_omphello

ジョブスクリプトの例 (C 言語, Fortran)

まとめ
• 共同利用計算機としてのディープラーニン
グシステムの導入と運用を開始した．

• ユーザの利用状況を見ながら運用方法を
アップデート中

• 現時点の運用方法
‒ Web UI + ジョブ管理システム
‒ Python環境の仮想化 (venv, docker)

• テスト運用第2フェーズを経て，本格運用
を開始 (2021年4月末を予定)．
‒ ユーザの義務：システムを利用した研究発
表の報告

GPGPUサーバ

ファイルサーバ

無停電電源装置

100Gネットワーク



 

 
【連絡先】〒866-8501 熊本県八代市平山新町 2627 熊本高等専門学校 技術・教育支援センター 

     岩本舞  

【キーワード】情報セキュリティ，マルウェア，情報漏洩 

 

学外ウェブサイトを活用したマルウェア検査システムの試作 

熊本高等専門学校 ○岩本舞，小島俊輔 

 

１.まえがき 

 マルウェアは，コンピュータシステムの破壊や保

存されている情報の窃取，また他システムへの攻撃

などの有害な動作をするソフトウェアの総称である．

近年ではメールなどに重要な文書を装ったマルウェ

アを添付し，ファイルを開かせ感染させる標的型攻

撃と呼ばれる手法が猛威を振るっており，IPA（情報

処理推進機構）が毎年発表している「情報セキュリ

ティ 10大脅威 1)」組織部門では 2016年～2020 年の

5 年連続で第 1 位にランクインした（2021 年は第 2

位）． 

標的型攻撃の手法は年々巧妙さを増しており，実

際の業務でやり取りされたメールに返信する形でマ

ルウェア添付ファイルが送られてくるなど，見破り

にくくなっている．そのため，不審なファイルは開

く前にファイルが安全であるかどうかチェックをす

る必要がある．通常，PC にインストールされている

セキュリティソフトは１種類であり，検査をすり抜

けることも多いため，同時に複数のセキュリティソ

フトで検査することが望ましい． 

そこで有用なのが，マルウェア検査サイト

VirusTotal2) である．VirusTotal のページに検査し

たいファイルをアップロードすると，複数のセキュ

リティソフトでチェックした結果が表示され(図 1)，

安全性の指標とすることができる．一方で

VirusTotal ではユーザがアップロードした検体フ

ァイルがコミュニティで共有され，セキュリティソ

フトの開発や研究等に使用される．そのため，不審

に思ってアップロードしたファイルが万一，正当な

ファイルでかつ機密情報を含んでいた場合は情報漏

洩となる． 

そこで今回，VirusTotal に検体ファイルを提供せ

ず，かつコンピュータに詳しくない教職員でも手軽

にセキュリティチェックを実施できる学内向けマル

ウェア検査システムを試作したので報告する． 

 

２.ハッシュ値を用いたマルウェア検査 

 VirusTotal の検査方法は，(1)検体ファイルをサ

イトにアップロードする，(2)ファイルのハッシュ値

を検索する，の 2種類が用意されている．(1)は過去

に一度も検査されていないファイルでも検査できる

が，ファイル自体を VirusTotal に提供しなければな

らず，コミュニティで共有されてしまう．そこで今

回は(2)のハッシュ値を使用した方法で検査を行う． 

 ハッシュ値は，あるデータ列に対して一定の計算

手順により求められる値であり，同一のデータ列か

らは同じハッシュ値が計算される．VirusTotal で

は，過去に検査されたファイルのハッシュ値をすべ

て保管しており，ハッシュ値のみでスキャン結果を

簡単に取得することができる．一般にハッシュ値は

不可逆であり，たとえばファイルのハッシュ値から

ファイル自体を復元することはできないため，情報

漏洩のリスクも極めて低い． 

 ハッシュ値は，OS 標準の certutil や sha コマン

ド(図 2)，あるいは各種 GUI ツールで計算すること

が可能だが，検査したいファイル１つ１つに対して

コマンドやツールを立ち上げてハッシュ値を計算し，

VirusTotal にコピーして検査するのは手間である．

ハッシュに馴染みのない一般のユーザにはハードル

が高く，また間違いも起こりやすい． 

 そこで今回は，ハッシュ計算と VirusTotal への問

い合わせを自動で行うシステムを構築した（図 3）．

図 1 VirusTotalのスキャン結果画面 

 

図 2 certutilコマンドによるハッシュ値計算 

 

図 3 試作した学内向けマルウェア検査システム 

 



 

 

今回，システムは学内用の Webサーバ上に構築した．

使用方法や仕組みは至ってシンプルである．専用ペ

ージに検査したい複数のファイルをドラッグ＆ドロ

ップするだけで，検査ファイルに対する VirusTotal

のスキャン結果へのリンクを自動生成し表示する． 

 

３.実装 

本システムは学内 Web サーバ上に Python CGI で

実装した．Python を使用した理由は，CGI やハッシ

ュ値計算などのライブラリがそろっており，必要な

機能を簡単に実装できるためである．本システムの

ソースコードは，核となるハッシュ値を計算する部

分が約 10 行(図 4)，表示用の HTML 生成部を入れて

も約 100 行と短い． 

学内のユーザは，本システムに複数の検査したい

検体ファイルをドラッグ＆ドロップするだけで，検

査 結 果 ペ ー ジ へ の リ ン ク （ https://www. 

virustotal.com/gui/file/[SHA256Hash]/summary）

が生成・表示される．表示されたリンクをクリック

することで VirusTotal の当該ファイルのスキャン

結果ページを閲覧できる．もしファイルが過去に一

度もアップロードされたことがない場合は，「Item 

Not Found」ページが表示される．なお，学内サーバ

にアップロードされた検体ファイルはハッシュ値の

計算のみに使い，サーバには一切の保存しない．こ

れによりセキュリティを確保している． 

 

４.本システムの特徴 

本システムの特徴は以下のとおりである． 

(1) ファイルをドラッグ＆ドロップするだけでスキ

ャン結果のページを閲覧 

(2) ハッシュ値計算などのツールを使わずに簡単に

検査を実施可能 

(3) アップロードは学内サーバで完結．ファイルを

含めた一切の情報を保存しない 

(4) VirusTotalにはハッシュ値のみを提供しており，

外部への情報漏洩リスクは極めて低い 

 

５.スキャン結果の利用方法と学内展開 

本システムを学内で展開するにあたっては，ユー

ザがスキャン結果をどのように取り扱えばよいかと

いう問題がある． 

システムでスキャン結果が表示された場合は，判

断は難しくない．VirusTotal 上の大多数のセキュリ

ティソフトで検知されていなければ安全，複数のセ

キュリティソフトでマルウェアと検知されていれば

危険である．大量にばらまかれた迷惑メールの添付

ファイルや，広く使用されているフリーソフト等の

ファイルについては，すでに誰かが同一検体を検査

している可能性が高く，本システムを使用すること

でファイルの安全性を確認することが可能である． 

一方で問題となるのは，ハッシュ値が登録されて

おらず検査結果が「Item Not Found」となった場合

である．これは正規のファイルを調査した際に表示

されるが，過去に検体がないゼロデイ攻撃や標的型

攻撃のマルウェアでも同様の結果となる．その場合

は，ファイルを送ってきた相手に，たとえば電話で

問い合わせることは有効である．本システムはこの

段階に至るまでのスクリーニングという位置づけで

ある．また，ゼロデイ攻撃の場合は，しばらく待っ

てもう一度検査するなども有効であろう． 

本システムを構築する際に，「Item Not Found な

ら自動で再検査すればよい」というアイディアも出

た．たとえばファイルのハッシュ値と検査を依頼し

た人物のメールアドレスの組を記憶しておき，シス

テムが自動検査してあとで結果を通知するという方

法などが考えられる．しかしメールアドレスとハッ

シュ値なら残しても良いのか，あるいは，後で検査

することは各自でも可能でありあえてシステムにさ

せる必要はあるのかなどの議論もあり，今回は，構

築システムには一切の情報を残さないというポリシ

ーを優先して実装を見送った． 

システムの検査はあくまでも広く流布されている

ファイルのみに限定されており，すべてのファイル

の安全性を保障できるものではなく，時間とともに

結果も変わるため，本システムを学内展開するにあ

たっては，システムの特徴をユーザに充分理解して

もらった上で利用していただくことが肝要である． 

 

６.まとめ 

 本稿では，外部サイトに検体ファイルを提供せず，

かつコンピュータに詳しくない教職員でも手軽にセ

キュリティチェックを実施できる学内向けマルウェ

ア検査システムの構築について報告した．情報セキ

ュリティの確保には，システム面の強化だけでなく，

ユーザの理解が重要である．本システムはまだ十分

に学内展開できておらず，今後，ユーザに対してシ

ステム利用方法を含めた展開をしていきたい． 
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import cgi 
import hashlib 
form = cgi.FieldStorage() 
for f in form.list : 
  data = b"" 
  if f.file : 
    filename = f.filename 
    data = f.file.read() 
    dig = hashlib.sha256(data).hexdigest() 
    message += u''' 
<p>ファイル名：%s の  
<a href="https://www.VirusTotal.com/gui/file/%s/ 
summary" target="_blank">判定結果を見る</a></p> 
''' % ( filename, dig ) 

図 4 サーバスクリプト(一部抜粋) 



マルチホーム化における経路設計とコアルータ
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概要

従来より、SINETと広島ノードで接続を行っていたが、これに加えて大阪ノードと接続し、マルチホーム化を行っ

た。この接続及び、新しいコアルータを利用した学内ネットワークの変更について本稿では述べる。

1 はじめに

2017 年のフォーラムで本校の基幹ネットワークの組

み替え計画を報告 [1] し、その後図書館の改修に伴う

サーバ室の移転計画による学内ネットワークの変更につ

いても昨年度のフォーラムで報告 [2] しているが、基幹

ラインに新たなファイバーケーブルを付設している (図

1 参照)。これはサーバ室移転の間もネットワークを利

用可能にするためのものであり、同時にこの目的のため

に SINETとの別回線も新設した。別回線は 100Mのフ

レッツ網を利用したものであり、SINETとは広域 LAN

接続 (UNO)で接続している点も報告した通りであるが、

この接続に伴う経路制御などの設計について今回は報告

を行う。また、同時に、Deep Learning システム [3] が

昨年 10月に納品されたが、このシステムの一部として、

100G のコアルータとして Cisco Nexsus 9336C-FX2 2

台が入り、今後はこの 9336C が本校のネットワークの

中心となる予定である。この 9336C を用いた学内ネッ

トワークの構築についても報告する。

2 経路制御設計

SINET との経路制御は BGP を用いて行っている。

広島ノードが通常の経路であるが、その経路に障害が

生じたさいには大阪ノードで接続できるようにしてい
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　　松江工業高等専門学校情報工学科
金山 典世 TEL:0852-36-5111 FAX:0852-36-5119
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[キーワード] ネットワーク,マルチホーム,経路制
御
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る。大阪ノードとピアを張る BGPスピーカは通常より

長いパスを出すことで、広島ノードとピアを張る経路が

優先されるようにしている。一方、この外部への公告経

路に合うように内部の経路も制御する必要がある。同じ

BGPルータが 2つの外部接続を持つようになっている

のであれば、内部経路には何の変更も生じない。しかし、

今回の場合にはセンター自体に問題が生じた場合にも

対応できるように、大阪ノードと接続しているのはセン

ターのサーバ室ではなく、2棟のネットワーク室から接

続をしている (図 2参照)。これにより、センターのネッ

トワーク機器全てが落ちているような場合にも対応が可

能であり、例えばセンターの電源が落ちた場合であって

も、外部接続は生きたままであり、内部のネットワーク

もリング状になっており、OSPF で経路制御しているた

めに落ちることはない。しかし、BGP から得た経路全

てをOSPFで流すと、各棟のルータには非常に負荷の高



いものとなってしまう。実際、SINET 内部の経路情報

だけでも数千経路があるためである。従って、単純にデ

フォルト経路のみをOSPFで流すように設計を行った。

デフォルト経路を BGP で流すには、内部ピアルー

タに neighbor default-originate 設定をすれば良い。同

時に、それ以外の経路を削除するために route-map 設

定で SINET ピアルータからの情報を流さないように

設定をした。このデフォルト経路を受け取るには別の

BGP ルータが内部に必要である。残念ながら、機構で

調達された C3850 や C3650は OSPF は装備されてい

るが、BGP は装備されていない。本校で調達している

C6504 や今回調達した Nexsus 9336C には装備されて

いるが、6504 は既に 8 年が経ち、今後廃止予定である

ことから、9336C にのみ頼るのは、センターに障害が

あってもサービスを継続させるという目的からすると

合致するものではない。そこで、境界ルータの内側に別

のルータを設置することにした。実は、広島ノード側は

元々 nat 用のファイヤーウォールの内側に、更に別の実

装のファイヤーウォールを用意しているので、ここに受

信用 BGP と OSPF を用意した。BGP 及び OSPF は

Quagga のものを利用している。なお、外側の BGPも

同じ Quagga を利用しているが、外側では BGP単体で

動かし、Quagga の経路制御用デーモンである zebra は

動かしていない。何故ならば、zebra を動かすと、BGP

の経路がカーネルにそのまま流れ込むからである。一

方、内側のファイヤーウォール上では、zebra, bgpd,

ospfd を動かしているが、元々内側にはデフォルトしか

伝達していないので、負荷はほとんどない。この BGP

の経路情報を OSPF に渡し、OSPFを用いてデフォル

ト経路の伝播を全てのルータに流している。

冗長回線側の大阪ノードに繋がる方では 2 台のファ

イヤーウォールの代わりとして FreeBSD の Jail を用

いて、模擬的に 2 台のファイヤーウォールにしている。

Jail では仮想 PCとは異なり、カーネルはホスト OSの

カーネルが動作しているが、ネットワークスタックや、

ファイル空間、プロセス空間などが独立している。これ

によって、通常利用のファイヤーウォールの設定と同じ

設定を Jailに行い、ほぼ同じ機能を実現している。BGP

及び OSPFの構成も同様に行った。

SINET
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図 2 マルチホーム設計

3 コアルータと内部ネットワーク

既に述べたように、各棟を横に繋ぐファイバー (SM)

が張られ、2棟からセンターへと接続されているが、本

年度末には更に 5 棟とセンター間も接続され、これに

より各ルータがループ状に接続されるようになっている

(図 3参照)。

これら全ての接続は 10GBase-LR を用い、最低でも

20G、2,5棟では 40Gで接続される。

冒頭に紹介したように、昨年 10 月に Deep Learn-

ing システムの一つとして、Cisco Nexus 9336C-

FX2(N9336C) が 2 台納品された。 N9336C は 100G

の QSFP28 ポートを 36 個有する L3 スイッチである。

ここで 100G での接続方法には、いくつかの種類がある

が、サーバを接続するためには 10Gでも利用している銅

線の DAC(Direct Attach Cable)を利用しているが、各

棟にある C3650 とどのようにして接続するかが問題に

なる。100G の QSFP28ポートを 10G SFP+ として利

用するアタッチメントもあるが、流石にそれでは勿体無

い。ここで、少し 100Gの規格について触れると、100G

は主には 25Gを 4 本束ねることで達成されている。そ

のためにマルチモードの規格である 100G-SR4 では実



際に 8本のマルチモードファイバを束ねており、そのた

めに 25G での 4 本の接続ができるようになっている。

この 100G の規格では、40G の規格も内包し、そのため

に先のマルチモードの場合では、4つの 10G マルチモー

ドとの接続も可能になっている。一方、シングルモード

については、4つの異なる波長を一本のシングルモード

ファイバに通す 100GBase-LR4 が使われている。しか

し、実はマルチモードと同じように同じ波長を 4本のシ

ングルモードファイバに通す規格である Parallel LR4

がある。これの 40G 対応 40G-PLR4 ならば、10G-LR

で受けることができ、C3650 の 10G で送受信が可能と

なる。

以上のことが年明けに判明し、40G-PLR4 のモジュー

ル 4個と光ケーブルを調達したので、本校のネットワー

クは図 3 のように変更される予定である。ちなみに、

40G-PLR4 のモジュールは今回の調達ではほぼ 1 モ

ジュール 10万円であった。中国と見られる国内サイト

の価格では 5万円を切っているのに較べると、いささか

割高であったが、調達期間が短いために、立て替えで 4

本を調達することも出来ず、日本国内メーカであるエイ

ムズ電子から直接調達をした。但し、エイムズ電子のモ

ジュールも中国製と見られ (何と春節のために納品がと

の注釈があった)、こうした光モジュールは世界的に数

社しか製造していない点から考えると、ものは同じであ

ると思われる。いずれかの時点で調達して、較べてみる

予定である。また、100Gのモジュールも amazon.com

などで既に数万円になっていることも付記しておく。

同時に、この N9336Cについて少し触れたい。元々、以

前から導入していたCisco 6504は VSS(Virtual Switch-

ing System) で構成しており、機構で調達されている

Cisco 3850 も VSS 構成での納品となっている。VSS

では、2 台のルータが仮想的に 1 台のルータとして構

成され、冗長性を保ちつつ、ルータをまたがった回線の

aggregationが可能になっている。これは、それ以前で

は STP(Spanning Tree Protocol)、あるいは STP over

VLAN などによるものと比べると面倒な STP を使わず

に、かつ帯域を有効利用する点で優れているが、欠陥も

ある。実際、本校では Cisco 6504 の SUP7200 が狂い、

しかし VSS に対しては正常に反応するために、テイク

オーバーが起きず、狂った 6504 を眠らせてようやく正

常復旧できたことがある。このように、VSSではマスタ

側の CPUが支配し、スレーブ側は利用されていないと

いう問題がある。そこで、今回の調達では、アクティブ

アクティブで動作することを要件とした調達を行った。

N9336C では vPC(virtual PortChannel) を用いて構

成されている (設定は非常に簡単で、筆者が行った)。

vPC では、2 台のルータは独立したルータである。し

かし、回線の aggregation や、VRRP などでのゲート

ウェイの選択に工夫がされており、障害時以外は 2台の

間で通信が流れることはなく、ほとんど 1台のルータ内

部でパケット交換がされる。そして、片側に障害が発生

すると、チャンネル毎に処理を代行する仕組みになって

いる。これにより、帯域の有効利用と、冗長性を確保し

ており、今後は VSSに代わり、 vPCあるいは、他社に

おいても似た機能が実装されているので、それらに主流

は代わって行くだろう。但し、少し注意が必要な点は、

あくまでも基本は 2台の別のルータであるという点であ

り、そのために設定もそれぞれに行う必要がある点が少

し面倒である。
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図 3 2021年基幹ネットワークとコアルータ

4 最後に

SINET との接続のマルチホーム化を行った。費用的

には年間 20 数万円程度であるので、他高専でも十分に

検討に値するものと思われる。しかし、接続に BGPを

用いて経路制御する点に特有の難しさがある。最も簡単

な実現方法は、1台のルータにマルチホーム回線を収容

することであろう。そうすれば、BGPの設定のみで、内



部の経路制御問題は発生しない。

同時に、導入してもうすぐ 10年を迎える C6504の代

替機を丁度良い時期に準備できたのは幸運であった。今

後、高専機構の調達も視野に入って来るものと思われる

が、本校での経験からコアルータやフロントルータには

QSFP28 のインターフェースに揃えることが必要であ

ろう。実際、10G は既に無線APなどにも採用されるつ

つあり、10 万円を切るスイッチも出つつある点を考え

ると、25Gに対応することで、高専によっては 100G へ

の対応も視野に入るからである。勿論、基幹ファイバー

網はシングルモードであることも必須である。残念なが

ら、マルチモードファイバやその対応モジュールについ

ては、コスト面でも到達距離の面でも、あるいは帯域の

点からしても、既に基幹ラインとしての役割は終ったと

言える。むしろ、銅線の DACが太いケーブルであるた

めに取り回しが困難であり、ラック内配線として AOC

やマルチファイバケーブルが利用されるものと思われ

る。今回 100Gのスイッチを導入する中で、ネットワー

ク投資のコストをどのように押えつつ整備して行くかが

見えた点は大きな収穫であったと思える。

参考文献

[1] 認証ネットワークと新ネットワーク組替計画, 金山

典世, 他,2017, 平成 29 年度全国高専教育フォーラ

ム,オーガナイズドセッション高専 ICT 基盤,ワー

クショップ情報セキュリティ報告集, pp6-13.

[2] センター移転に伴う冗長化設計, 金山典世,他,2019,

令和元年全国高専フォーラムOS24・WS10予稿集,

pp3-9.

[3] 共同計算機としてのディープラーニングシステム,

杉山耕一郎, 他,2021,令和二年全国高専フォーラム

OS-13,93予稿集.
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K-SEC情報セキュリティ管理者教材の紹介

1

K-SEC情報セキュリティ管理者教材
の紹介

国⽴⾼専機構情報セキュリティ部⾨≒⾼専機構CSIRT
国⽴⾼専機構サイバーセキュリティ⼈材育成事業第⼀ブロック拠点校

⼀関⾼専 千⽥ 栄幸

令和2年度KOSENフォーラム
3/4/2021(Thu)

内容

I. 国⽴⾼専機構サイバーセキュリティ⼈材育
成事業(K-SEC)の概要

II. K-SEC教材の概要
III.情報セキュリティ管理者教材の紹介

2



K-SEC情報セキュリティ管理者教材の紹介

2

１．サイバーセキュリティ⼈材育成事業
(K-SEC)の概要

3

国⽴⾼専機構サイバーセキュリティ⼈材育成事業

4

K-SEC 検索

https://k-sec.kochi-ct.ac.jp/

詳細はWeb
ページをご覧
ください♪



K-SEC情報セキュリティ管理者教材の紹介

3

国⽴⾼専機構サイバーセキュリティ⼈材育成事業

5

•セキュリティスキルを持った実践的な⼈材を、
早期教育で継続的に輩出する仕組みづくり

•セキュリティ専⾨技術者として必要な⾼度な技術
（⾼専卒のトップレベル︓１％）

⾶び抜けた情報セキュリティ⼈材（質的向上）

•情報系技術者が持つべきセキュリティ技術
（情報系技術者を⽬指す学⽣︓２０％）

•他の⼯学分野の技術者が持つべきセキュリティ技術
（各専⾨学科の学⽣︓１００％）

セキュリティスキルを⾝につけた⾼専⽣（量的拡⼤）

⾼専が、社会の⼈材ニーズに応える︕
（全国の⾼専卒業⽣ 毎年約１万⼈）

全学科が対
象になって
いることが
ポイント♪

COMPASS「サイバーセキュリティ分野」
 令和2年度より、COMPASS 5.0の先⾏事例と

いう位置づけに…

 2021年3⽉3⽇(⽔) 14:00〜15:20
OS-33 未来技術⼈財育成（COMPASS事
業）の活動状況報告

6

動画コンテンツ
が後⽇、⾒られ

るはず…

国⽴⾼専機構サイバーセキュリティ⼈材育成事業



K-SEC情報セキュリティ管理者教材の紹介
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２．K-SEC教材の概要

7

本セクションの内容

8

①K-SEC教材の体系と位置づけ
②教材の利⽤について



K-SEC情報セキュリティ管理者教材の紹介

5

①K-SEC教材の体系と位置づけ1
〜教材の体系(対象学科/コース)〜

9

No 教材名称 共通 情報系 各学科
01-① 情報モラル教材 〇
01-② 情報リテラシー教材 〇
01-③ 各専⾨分野別教材 ○ 〇
01-④ ⾮情報系実践的ビデオ教材 〇
01-⑤ CSSCビル制御システム

ビデオ教材
〇

02-① 情報セキュリティ基礎教材 〇 △
02-② 情報セキュリティ管理者教材 〇
02-③ 学外実習事前学習教材 〇 △
10~23：K-SEC関連教材（演習） 〇 △

10

1年⽣ 2年⽣ 3年⽣ 4年⽣ 5年⽣

10〜23：K-SEC関連教材

01-①情報モラル教材
01-②情報リテラシー

01-③各専⾨分野別教材
01-④、01-⑤各ビデオ教材

02-①情報セキュリティ基礎教材

02-③学外実習事前学習教材

02-②情報セキュリティ管理者教材

①K-SEC教材の体系と位置づけ2
〜教材の体系(対象学科/コース)〜

今回ご紹介の教材範囲
但し、この対象学年に限定する必要はございません。



K-SEC情報セキュリティ管理者教材の紹介

6

A)教材の⼊⼿⽅法
• Office365のSharePointに格納済み。
• 国⽴⾼専機構の全教職員にアクセス権限を設定済み。

→各⾃ダウンロードして⼊⼿可能です。
• 不具合がある場合には、各⾼専の担当者経由で拠点校まで…

11

②教材の利⽤について1

【教材へのアクセス⽅法】

12

※他のビデオ教材や演習教材については、「教材取扱いに関す
る覚書」等が定められている場合がありますので、各利⽤ガ
イドラインをご確認ください。

②教材の利⽤について2
B) K-SEC教材(01-①〜③,02-①~③）

• 著作権は⾼専機構に帰属
• 再利⽤・⼆次利⽤とも国⽴⾼専機構内の利⽤であれば可能
• ⾼専が主体となって実施する、公開講座・出前授業等でも利

⽤可能



K-SEC情報セキュリティ管理者教材の紹介

7

３．情報セキュリティ管理者教材
の紹介

13

本セクションの内容

① 教材の概要
② 教材の構成
③ 教材の活⽤に向けて…

14



K-SEC情報セキュリティ管理者教材の紹介

8

①教材の概要1

15

▪ 開発の背景
⾼度⼈材向け情報モラル教材のニーズ
将来的に、“システム管理者、情報セキュリティ技術者/

情報セキュリティ管理者”となる学⽣のために…?
到達度試験のレベル設定
▪ レベル1（知識・記憶レベル）
▪ レベル2（理解レベル）
▪ レベル3（適応レベル）
情報セキュリティマネジメント試験や情報処理安全確保⽀
援⼠試験などを参考に制作

①教材の概要2

16

▪ 教材構成
1. 基礎編（役割・責務・法律）
• eラーニング教材/PowerPoint教材︓25ページ
• 確認テスト10問、到達度試験32問

2. 応⽤編（役割・責務・法律）
• eラーニング教材/PowerPoint教材︓25ページ
• 確認テスト10問、到達度試験22問

3. 倫理（倫理観）
• eラーニング教材/PowerPoint教材︓11ページ
• 確認テスト5問、到達度試験7問

教材を⾒てみましょう♪



K-SEC情報セキュリティ管理者教材の紹介

9

②教材の構成1

17

▪ eラーニング教材

②教材の構成2

18

▪ PowerPoint教材



K-SEC情報セキュリティ管理者教材の紹介

10

②教材の構成3

19

▪ 確認テスト、到達度試験

②教材の構成4-1︓基礎編

20

 情報セキュリティ管理者の役割
■情報セキュリティ管理体制、■ITシステムに関する業務、■情
報資産とは、■情報資産の保護、■脅威の分類、■脅威の具体例、
■情報セキュリティの三要素、■情報資産のライフサイクル

 情報セキュリティ管理者の責務
■セキュリティポリシーの策定、■情報セキュリティ対策基準と
実施⼿順、■情報セキュリティ教育の実施、■災害と障害

 知っておくべき法律など
■ISMS、■プライバシーマーク、■IT基本法、■マイナンバー法



K-SEC情報セキュリティ管理者教材の紹介

11

②教材の構成4-2︓応⽤編

21

 情報セキュリティ管理者の役割
■リスクマネジメント、■ぜい弱性検査、■運⽤前検査と定期検
査、■サービスマネジメント、■インシデント管理、■委託先の
管理

情報セキュリティ管理者の責務
■監査の分類、■システム監査、■情報セキュリティ監査、■情
報セキュリティ管理基準、■情報セキュリティ監査基準、■内部
統制、■IT統制、■COSOフレームワーク

知っておくべき法律など
■⽇本版SOX法、■データの保存に関する法律

②教材の構成4-3︓倫理編

 情報セキュリティ管理者の倫理観
■情報倫理、■内部告発、■公益通報者保護法、■従業員の義務



K-SEC情報セキュリティ管理者教材の紹介
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③教材の活⽤に向けて…

23

▪ 全国国⽴⾼専の
情報担当・情報セキュリティ担当のみなさま︓
 知識・記憶(?)の確認⽤に♪
 国家資格取得対策（の⼀部）に♪
 新任(?)担当職員の教育⽤に♪

利⽤頂いた後のフィードバックも
頂けると⼤変嬉しいです！

最後までご覧頂き、ありがとうござ
いました。
不明な点がありましたら、遠慮なく
お問合せください。

24

おわりに…

今後とも、⾼専機構情報セキュリ
ティ部⾨≒⾼専機構CSIRT、なら
びにサイバーセキュリティ⼈材育
成事業(K-SEC)に係る各種取り組
みへのご理解とご協⼒をお願い致
します。m(__)m <(_ _)>



Microsoft365のログの取得と確認
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Microsoft365のログの取得と確認

⾼専機構CSIRT
情報処理安全確保⽀援⼠ 登録番号 第012067号
⾼専機構本部事務局 情報企画課 ⼩清⽔ 誠

2020 KOSEN フォーラム OS-93 令和3年3⽉4⽇

SPAMを送信してるユーザの確認
管理センター → レポート
→ セキュリティコンプライアンス

↓
Office365セキュリティコンプライアンス
→ 脅威の管理
→ 確認
→ 制限されたユーザ



Microsoft365のログの取得と確認

2

メールのログの取得と確認
Office365セキュリティコンプライアンス
→ メールフロー
→ メッセージ追跡
→ ＋追加の開始

・ユーザでワイルドカードの使⽤が可能
・1回の操作で5万件まで
・ログの保存期間は90⽇

Microsoft365監査ログの取得と確認 その1

Office365セキュリティコンプライアンス
→ 検索
→ 監査ログの検索
→ ＋追加の開始

・1回の操作で5千件まで
・ログの保存期間は90⽇
・アクティビティ:UserLoginFailed



Microsoft365のログの取得と確認
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Microsoft365監査ログの取得と確認 その2

PowerShell を使⽤する⽅法

Connect-EXOPSSession -UserPrincipalName koshimizu@kosen-k.go.jp

Search-UnifiedAuditLog -StartDate "2/1/2021 00:00:00" -EndDate "2/1/2021 00:00:29" -ResultSize 5000
| Export-csv -Encoding UTF8 -NoTypeInformation -Path "c:¥AzureLog¥2021_2¥AzureLog202102010000-1.csv”

------------------------------------------------------

(例)釧路⾼専の場合

Connect-EXOPSSession -UserPrincipalName ms-hokatsu@kushiro.kosen-ac.jp

Search-UnifiedAuditLog -StartDate "2/1/2021" -EndDate "2/2/2021" -ResultSize 5000 -FreeText
"kushiro.kosen-ac.jp" | Export-csv -Encoding UTF8 -NoTypeInformation -Path "c:¥AzureLog¥AzureLog.csv”

AzureAD監査ログの取得と確認
管理センター
→ 管理センター
→ Azure Active Directory

↓
Azure Active Directory 管理センター
→ Azure Active Directory 
→ 監視
→ 監査ログ

・1回の操作で25万件まで
・ログの保存期間は30⽇



Microsoft365のログの取得と確認

4

危険なユーザ・サインイン
管理センター
→ 管理センター
→ Azure Active Directory

↓
Azure Active Directory 管理センター
→ Azure Active Directory 
→ セキュリティ
→ レポート

・危険なユーザ
・危険なサインイン
・りクス検出



Teamsの機能・仕様変更と注意
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Teamsの機能・仕様変更と注意

2020 KOSENフォーラム
OS-93 情報セキュリティとICT利活用

12021/03/04

高専機構CSIRT

2020 KOSENフォーラム （OS-93情報セキュリティとICT利活用）

⽬次

• 2020 – 2021 変更点
• 2021～ 今後の変更点
•参考URL

2



Teamsの機能・仕様変更と注意

2

2020 KOSENフォーラム （OS-93情報セキュリティとICT利活用）

2020 – 2021 変更点
（伏線を貼る意味での）

3

2020 KOSENフォーラム （OS-93情報セキュリティとICT利活用）

2020/06

• チームのメンバー上限数が
10,000人まで拡大
（2,500→5,000→10,000）

• 会議参加人数が300人まで拡大
（250人から）

4



Teamsの機能・仕様変更と注意

3

2020 KOSENフォーラム （OS-93情報セキュリティとICT利活用）

しかし

• クラスチームで「課題」を使
用するメンバー上限は 200人
（変わらず・・・）

– 授業用のチームは200人以内で作
成する？

5

https://docs.microsoft.com/ja-jp/microsoftteams/limits-specifications-teams

2020 KOSENフォーラム （OS-93情報セキュリティとICT利活用）

2020/06

• [OneDrive] Office以外のファ
イル（PDFや画像）のダウンロ
ード禁止共有設定が追加

– 動画ファイルに対する設定機能
はなし

6



Teamsの機能・仕様変更と注意
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2020 KOSENフォーラム （OS-93情報セキュリティとICT利活用）

2020/10

• 会議中のスポットライト
• 会議出席者によるミュート解
除禁止

7

2020 KOSENフォーラム （OS-93情報セキュリティとICT利活用）

2020/10

• 会議や通話の録画保存場所の
変更
（※後述します）

8



Teamsの機能・仕様変更と注意
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2020 KOSENフォーラム （OS-93情報セキュリティとICT利活用）

2020/11

• AI によるノイズ抑制
• 全画面モードの追加
• モバイルデバイスからの会議
開始の追加

• 投稿のピン留め
• Teams内でのPowerAppsアプリ

9

2020 KOSENフォーラム （OS-93情報セキュリティとICT利活用）

2020/12

• ブレイクアウトルーム機能の
追加

– 授業内における班別ディスカッ
ションなど

10



Teamsの機能・仕様変更と注意

6

2020 KOSENフォーラム （OS-93情報セキュリティとICT利活用）

2021/01

• iPadからのライブイベント開
催 [MC228362]

– これまではiPadはライブイベン
トの出席者としてのみの参加

11

2020 KOSENフォーラム （OS-93情報セキュリティとICT利活用）

2021/01

• チャネルへの共有予定表を追
加

• 承認（ワークフローアプリ）
機能追加

• オフライン時メッセージ自動
送信

12



Teamsの機能・仕様変更と注意
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2020 KOSENフォーラム （OS-93情報セキュリティとICT利活用）

2021/02

• OutlookとTeamsの統合
（というよりは接近）
– OutlookからTeamsのチャンネル、
またはその反対方向のメッセー
ジ共有

• チーム内ユーザーへのタグ付
け

13

2020 KOSENフォーラム （OS-93情報セキュリティとICT利活用）

2021/02

• Mac用Teamsデスクトップアプ
リでのウィンドウ共有時にお
けるPCサウンドの共有

14



Teamsの機能・仕様変更と注意
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2020 KOSENフォーラム （OS-93情報セキュリティとICT利活用）

2021～ 今後の変更点
（セキュリティを絡めて）

15

2020 KOSENフォーラム （OS-93情報セキュリティとICT利活用）

2021/03(?)

• 閲覧専用参加者としての会議
参加機能の追加

– 最大参加者数を超えた場合に、
閲覧専用参加者（傍聴人）とし
て１万人まで会議に参加できる

16

https://docs.microsoft.com/ja-jp/microsoftteams/view-only-meeting-experience



Teamsの機能・仕様変更と注意
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2020 KOSENフォーラム （OS-93情報セキュリティとICT利活用）

2021/07(完全移⾏)

• 会議や通話の録画保存場所の
変更

– StreamからOneDriveまたは
SharePointへ変更

17

https://docs.microsoft.com/ja-jp/microsoftteams/tmr-meeting-recording-change

2020 KOSENフォーラム （OS-93情報セキュリティとICT利活用）

2021/07(完全移⾏)

18

いままで これから

通話録画の保存場所 Streamに保存 OneDrive（レコーディング）に保存

チャネル内会議の保存場所 Streamに保存 Sharepoint（Recordings）に保存

開催者が録画したファイル
開催者・参加者視聴可能
開催者ダウンロード可能
参加者ダウンロード不可

開催者・参加者視聴可能
開催者ダウンロード可能
参加者ダウンロード可能

“記録を共有するユーザーを制御することはできますが、共
有アクセス権を持つユーザーが記録をダウンロードできない
ようにすることはできません。”（公式より）

遠隔授業などにおいて録画する場合、生徒の顔出しなどは注意す
る必要がある



Teamsの機能・仕様変更と注意
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2020 KOSENフォーラム （OS-93情報セキュリティとICT利活用）

参考URL
（コロコロ変わるMicrosoft365を見張るための）

19

2020 KOSENフォーラム （OS-93情報セキュリティとICT利活用）

– Tech Community Education Blog
• https://techcommunity.microsoft.
com/t5/education-blog/bg-
p/EducationBlog

– Posts by Japan Windows Blog
• https://blogs.windows.com/japan/
author/xueli/

20
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KOSEN-CSIRTメンバーが
受講している研修等

⾼専機構CSIRT
福井⾼専教育研究⽀援センター

内藤岳史

⽬次

はじめに
研修等紹介

NISC主催
⽂科省主催
NISC/NCA連携

紹介されていたツールたち

2

KOSEN‑CSIRTメンバーが受講している研修等



2

はじめに

⾼専機構CSIRTは研修等に参加し、
研鑽するよう努⼒しています💪💦

今年度実施された(る)研修等を紹介します。

3

はじめに︓主な研修等

①NISC主催
• CYMAT/CSIRT研修
• NISC-CTF

②⽂科省主催
•情報セキュリティ監査担当者研修
•⽂部科学省CTF

③NISC/NCA連携
分野横断的演習

4

NISC︓内閣官房内閣情報セキュリティセンター
NCA ︓⽇本シーサート協議会

KOSEN‑CSIRTメンバーが受講している研修等
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研修等紹介

5

NISC主催研修等①
6

CYMAT/CSIRT研修
4回に分けて実施

1. インシデント対処等（7⽉）
2. デジタル・フォレンジック（9⽉）
3. 令和元・2年度のトピック（11⽉）
4. 総括（2⽉）

PowerPoint資料(⾳声付き)を閲覧し受講
各回スライド100枚超でなかなかのボリューム💦

KOSEN‑CSIRTメンバーが受講している研修等
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NISC主催研修等①
7

そもそもCYMATって︖
CYber Incident Mobile Assistance Team
情報セキュリティに係る事象に対して機動的な⽀援を⾏う
ため、内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターに設置
される体制

CYMAT要員・CYMAT研修員
各府省庁から選出された職員

（参考）情報集約・⽀援体制の枠組み
8

出典︓サイバーセキュリティ2019（2018年度報告・2019年度計画）
https://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/cs2019.pdf

KOSEN‑CSIRTメンバーが受講している研修等
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NISC主催研修等②
9

NISC-CTF
Capture The Flag
サイバーセキュリティに関する知識・スキルを問うような問
題に解答し、より早く、より多く得点を獲得することを競う
競技

VPN接続

制限時間3時間で獲得した得点を競う

⽂科省主催研修等

情報セキュリティ監査担当者研修
•監査担当者
情報セキュリティ内部監査研修

•脆弱性診断（来週開催）
• ネットワーク
• Webアプリ

⽂部科学省CTF（来週開催）
• ⽂科省版のCTF
• 開催期間約8⽇間

10

KOSEN‑CSIRTメンバーが受講している研修等
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NISC/NCA「連携分野横断的演習」

連携分野横断的演習
インシデントハンドリング演習
• 1〜10名（連絡窓⼝担当︓1名）
• 事務局がZoom上にシナリオを表⽰
• 連絡窓⼝担当がシナリオをメンバーに提⽰
• シナリオに対しどのようにインシデントハンドリング
を⾏うか話し合う
• 対応内容を「⾏動記録シート」に記⼊

11

紹介されていたツールたち

12

KOSEN‑CSIRTメンバーが受講している研修等
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研修で紹介されていたツール
FTK Imager Lite

データ保全
Autopsy

イメージファイル解析、タイムライン作成
BrowsingHistoryViewUSB

ブラウザの履歴解析
USB Deview

USBメモリ接続履歴解析
LastActivityView

ファイルOpen履歴等解析
Autoruns

不正プログラムの常駐化解析
Strings

バイナリファイル解析
CyberChef

⽂字列エンコード/デコード、ファイル形式判別、etc.

13

CyberChef
14

たくさん機能があってとっても便利👍

KOSEN‑CSIRTメンバーが受講している研修等



KOSEN-CSIRT対応状況とPPAP

1

高専機構CSIRT

KOSEN-CSIRT対応状況とPPAP

高専機構 情報戦略推進本部 情報セキュリティ部門

松野良信(有明高専) csirt＠kosen-k.go.jp
yoshi＠ariake-nct.ac.jp

2020KOSENフォーラム OS-93

＠オンライン(Teams会議)

2021/3/4(木)

1

高専機構CSIRT

今日の内容

• KOSEN-CSIRTの対応状況

– 2020年度の状況

• 近話題のPPAP

• 参考情報

• まとめ

2



KOSEN-CSIRT対応状況とPPAP
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高専機構CSIRT
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KOSEN-CSIRT対応状況とPPAP
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高専機構CSIRT

KOSEN-CSIRTの対応内容

• 2020年度の内容(KOSEN-CSIRT把握分,未遂・疑い・相談含む)

– メール誤送信 39件

–情報漏えい 8件

– フィッシング 8件

–不適切取扱い 6件

–不正アクセス 5件

–マルウェア 5件

–設定ミス・脆弱性 5件

–その他

5

[2021/3/3現在]

全体の5割弱

高専機構CSIRT

近の高専機構での
KOSEN-CSIRT対応案件

6

不注意による
脅威

攻撃による
脅威＞



KOSEN-CSIRT対応状況とPPAP
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高専機構CSIRT

近話題のPPAP

• Pen Pineapple Apple Pen ??

• 日本の電子メールの慣習

– PasswordつきZIPファイルを送ります

– Passwordを送ります

– Aん号化(暗号化)

– Protocol

7

PPAP関連情報

8

情報処理学会・学会誌「情報処理」2020年7月号
小特集「さようなら、意味のない暗号化ZIP添付メール」
https://www.ipsj.or.jp/magazine/magazine.html

ITmedia NEWS 2020年11月24日
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2011/24/news097.html



KOSEN-CSIRT対応状況とPPAP
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高専機構CSIRT

PPAPのメリット・デメリット

メリット

• 手軽に暗号化できて盗聴を
防止できる可能性がある

• 誤送信時に情報漏えいを
未然に防げる可能性があ
る

• 受信側に特別なソフトウェ
ア・サービスが必要ない

• 情報セキュリティ対策をした
気分になれる

デメリット

• セキュリティ対策のすり抜け

• パスワードが判れば暗号化
は無意味・同じアドレスへの
送信は問題外

• そもそもzipの安全性が低い

• 作業量が増える

• 情報セキュリティ対策をした
と慢心する

• 攻撃に悪用された例有

9

高専機構CSIRT

PPAPの代替案

• パスワードを同じ経路で送らない

–ある程度軽減可能

• オンラインストレージを利用する

–アカウント管理や権限管理がされてる前提

• そもそもメールに頼らない

–ビジネス系のチャット等(Teams含む)で代替で
きないか?

10
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高専機構CSIRT

情報セキュリティ10大脅威2021

• (独)情報処理推進機構[IPA]の
解説資料

• 「10大脅威選考会」約160名の

投票により、情報システムを取
巻く脅威を順位付けして解説

• 2020年に発生した情報セキュ
リティ事案の状況

11

(独)情報処理推進機構「情報セキュリティ10大脅威 2021」
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2021.html

2021/2/26解説書出ました

参考:

高専機構CSIRT

情報セキュリティ10大脅威2021

12

(独)情報処理推進機構「情報セキュリティ10大脅威 2021」
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2021.html

2019版で
上昇

2020版で
上昇

2020まで
5年連続



KOSEN-CSIRT対応状況とPPAP
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高専機構CSIRT

まとめ

• ICTを利活用しない選択肢は…たぶんない

• ICTを利活用すれば脅威の機会は増える

• 誰でもサイバー攻撃を受ける可能性はあ
る!!

• 誰でもミスが起きる可能性もある!!

• 落ち着こう!!安全な代替策も考えよう!!

13




