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　通信ソサイエティでは、論文の書き方について会員の皆様に広く深く御理解頂く
ために、2021 年総合大会において、論文の書き方講座を下記のとおり開催致します。
今回はオンライン開催となっておりますため、本企画もオンラインにて開催致します。
　この書き方講座は、2009 年 3 月以来、総合大会／ソサイエティ大会において継続
的に開催され、数多くの方に御参加頂き、大変御好評を頂いております。
　通信ソサイエティ和文論文誌・英文論文誌の委員長／副委員長経験者が講師を務
める講座ですので、論文執筆のポイントを聞ける貴重な機会となっております。大
学あるいは企業において論文執筆に御興味をお持ちの方は是非御参加下さい。
　多数の皆様の御来場をお待ち致しております。

一般社団法人　電子情報通信学会
通信ソサイエティ

『論文の書き方講座』

論文の書き方講座開催のお知らせ

１　日時：3月 10 日 ( 水）9：45 ～ 11：30（Zoomによるオンライン開催）
２　プログラム：
 (1) 論文の書き方   　笹森　崇行（北海学園大学）
 (2) 英文論文の書き方のポイント 　長谷川　剛（東北大学）
３　定員：500 名
４　聴講費用：無料
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　本企画が具体的に動き始めたのは 2019 年 9月で，個人的には，当時，「テレワーク」から思いつくイメー

ジは，本小特集の記事の中でも述べられているように，家庭事情に配慮した在宅勤務などの働き方改革のた

めの一手法でした．偶然にも，直後の 2019 年 11 月以降に生じた新型コロナウイルスによるパンデミックに

より，テレワークが，危機的状況下の仕事を支える重要な手法の一つとして定着して，これまで以上に人々

に強く認識されるようになりました．パンデミックにおけるテレワークを支えるために様々なテクノロジー

の進歩がありましたが，中でも急激に性能が向上した技術の一つは，Zoom等のオンライン会議ソフトであり，

これらは仕事のみならず，今では当たり前になった「オンライン飲み会」など，人々のライフスタイルを変

化させました．昨今よく言われているように，オンラインによる遠隔接続を前提としたワーク及びライフス

タイルは，今回のパンデミック以前に戻ることはなく，今後もこれらを前提とした社会が作られていくと思

われ，中でもテレワークの活用は，今後の社会で，より一層重要になると考えます．

　上記の背景の中，本小特集は，テレワークの社会との関わり及び技術的な側面について理解を深めて頂く

ことを目的として企画されました．まず，我が国におけるテレワークの現状を把握するため，政府としての

テレワークに対する取組みについて解説して頂きます．次に，社会との関わりの観点から，今回のようなパ

ンデミックなどで生じる事業に対する危機事象に対応するための事業継続計画（BCP）におけるテレワーク

活用の意義や課題について解説して頂きます．また，後半 2件の記事で，技術的な観点から，テレワークを

支えるネットワークのセキュリティに関して，セキュリティ対策の概要，及び対策の前提として近年提唱さ

れているゼロトラストモデルについて解説して頂きます．

　上述のように，期せずして，本企画がパンデミックの最中に進められることになりましたが，このような

世情の中で，本小特集が，少しでもテレワークを活用する際のヒントになれば幸いです．最後になりましたが，

本小特集の発行にあたり，御尽力頂きました著者の皆様，編集関係者の皆様に，心より感謝申し上げます．

小特集の発行にあたって

編集チームリーダ  北尾光司郎
Kohshiro Kitao

今必要とされるテレワーク

小特集編集チーム
北尾光司郎，橋本尚久，廣田栄伸，福元徳広

山中仁昭，和田友孝，蕨野貴之
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1. はじめに

本記事では Raspberry Pi という小形パソコンと

Scratch というプログラミング環境を使って LED ライ

トをつけたり消したりする方法を学ぶ．今回は LED を

ブレッドボードに配置し，Raspberry Pi によってオン

－オフする方法を学ぶ．前回の (1) セットアップ編で

は，Raspberry Pi3 Model B+ の設定方法を学んだ．

今回は General-Purpose Input/Output（GPIO）ピン

に LED を接続し，Scratch というプログラミング環境

で GPIO ピ ン の 出 力 を 制 御 す る 方 法 を 学 ぶ． な お

Scratch はバージョン 3.0 が最新であるが，基本的な

動作は同じで動作が軽快なため，今回はバージョン 2.0

を用いた．

図 1　Scratch 2 の起動

図 2　言語の選択

２.Raspberry Pi と Scratch について

(1)Scratch 2.0 の設定

Raspberry Pi を起動し，図 1 のようにプログラミン

グタブから Scratch 2.0 を選択する．図 2 のように左

上の「SCRATCH」のとなりの マークをクリック

し，言語の選択を日本語にする．図 3 のようにスクリ

プトタブの「その他」を選択し，「拡張機能」をクリッ

ク す る． 図 4 の よ う な ウ ィ ン ド ウ が 開 く の で「Pi 

GPIO」を選択して「OK」ボタンをクリックする．

図 3　拡張機能の選択

図 4　Pi GPIO の選択

ジュニア会員向けページ

慶應義塾大学　眞田幸俊
Yukitoshi Sanada

Raspberry PiとSCRATCHで LEDをつけよう
(2) LED 制御編
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図 8　Raspberry Pi の GPIO ピン
配置

図 9　スクリプトウィンドウの選択

図 10　GPIO17 の制御

使い方については文献 (1) を参照のこと）．図 8 は

Raspberry Pi の GIPO ピンの配置を示したものである．

図 7 に示したように抵抗の片側を⑪ GPIO17，LED の

短い端子を⑥ GND ピンにジャンパ線を使って接続す

る．図 9 は Scratch のスクリプトエリア及び実行・停

止ボタンの位置を示している．図 10 のように Scratch

の「スクリプト」タブの「その他」を選ぶ．右側のスク

リプトエリアにブロックを運び，“17”及び“high”を

　　　図 5　 LDE 及びジャンパ線，
抵抗，ブレッドボード

図 6　回路を流れる電流

図 7　ジャンパ線による接続

(2) ブレッドボードの用意

　LED 回路を Raspberry Pi と接続するために，図 5 の

ようにブレッドボードとジャンパ線（メス―オス 2 本，

オス－オス 1 本），LED（順方向電圧 2 V ぐらいのも

の），1 k Ωの抵抗を用意する．Raspberry Pi の GPIO

ピンの出力が 3.3 V なので，LED の順方向電圧を 2.0 

V とすると図 6 のように 3.3 V － 2.0 V=1.3 V の電圧

が 1 k Ωの抵抗にかかる．したがって 1.3 mA の電流が

流れる．これは LED の最大定格電流（約 20 mA）より

も小さく，また GPIO ピンも 3 mA 以上電流を流さな

いほうがよいので，1 k Ωの抵抗を選択した．後述のよ

うに LED はこれでも十分明るく光る．

(3) 回路の接続

図 7 に回路の接続の様子を示す．（ブレッドボードの
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ブロック内で選択する．図 9 の緑色の旗の形の実行ボ

タンをクリックすると，図 11 のように LED が光る．

スクリプトは停止ボタンをクリックして止めることがで

きる．

図 11　LED が光る様子

図 12　プロジェクトの保存

図 13　プロジェクト保存先の指定

図 14　3 組の LED の接続

Scratch のスクリプトは図 12 のように「ファイル▼」

から「プロジェクトの保存」を選択することにより保存

できる．図 13 のようなウィンドウでプロジェクトの保

存先と，例えば“project.sb2”のようなプロジェクト

名を指定して保存する．このプロジェクトを改めて開始

する際には「ファイル▼」から「Load Project」を選

択して，保存したファイルを指定して開く．

図 15　ずっとブロックの移動

図 16 　GPIO17 制御ブロックのはめ込み

図 17　「1 秒待つ」ブロックのはめ込み

(4) Scratch 3.0 のプログラミング

赤，黄，緑の LED と 3 組の抵抗及びジャンパ線（長

いメス―オス及び短いオスーオスのみ，黒いメス―オス

は最初の 1 本で十分）を用意する．図 14 のように 3 組

の LED を ⑪ GPIO17， ⑬ GPIO27， ⑮ GPIO22 に 接

続する．図 15 のように「スクリプト」タブの「制御」

を選び「ずっと」ブロックをスクリプトエリアに運ぶ．

図 16 のように⑪ GPIO17 を制御するブロックを「ずっ

ジュニア会員向けページ
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と」ブロックにはめ込む．図 17 のように「1 秒待つ」

ブロックを⑪ GPIO17 を制御するブロックの下にはめ

込む．同様の操作で図 18 のようにスクリプトを作成す

る．このスクリプトは赤，黄，緑の LED を 1 秒ごとに

切り換えて点灯させる信号機のスクリプトである．図

19 に 3 個の LED の接続の様子と，上記スクリプトを

実行したときに緑 LED が光っている様子を示す．

(5) Scratch の終了と Raspberry Pi のシャットダウン

実験の後，Scratch を終了するためには図 20 のよう

にスクリプトエリアの右上の「X」をクリックする．ま

た Raspberry Pi そのものを停止するためには図 21 の

ようにマークをクリックし，「Shutdown」タブを選択

する．シャットダウンを確認するウィンドウが出るの

で，選択すれば Raspberry Pi が停止する．

３. まとめ

今回は LED を接続し，Scratch というプログラミン

グ環境で制御する方法を学んだ．GPIO を用いれば

図 20　Scratch の終了

LED だけでなく，様々な外付け機器を制御できる．今

後はそのような例を取り上げて説明していく．

　図 21　 Raspberry Pi の
シャットダウン

文献

(1) 中林寛暁，“ブレッドボードを用いたラジオの作製・実

験 ,”信学通誌，vol.14, no.2, pp.90-94, Sept. 2020.

眞田幸俊（正員：フェロー） 　
平4慶大・理工・電気卒．平9同大学院理
工学研究科博士課程了．同年東工大・工・
助手．平12（株）ソニーコンピュータサイ
エンス研究所入社．平13慶大・理工・講師．
平23教授，現在に至る．この間移動体通
信の研究に従事．平30～令元年度本会調
査理事

図 18　LED 信号プログラミング

図 19 　LED 信号機が光る様子



1 はじめに
新型コロナウイルス感染症の拡大が世界中で大きな

影響を与えている中，人々の働き方や，生活様式が大き
く変化し，企業・団体におけるテレワークの導入が急速
に進みつつあります．
総務省をはじめ，政府では，これまでも，働き方改革

の手段として「テレワーク」を推進してきました．新た
な生活様式においても，働き方の不可欠な手段となる
「テレワーク」推進の取組み等について紹介します．

2 我が国における社会的経済的
課題解決としてのテレワーク

「テレワーク」は，「ICT（情報通信技術）を活用し，
時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方です．ワー
クライフバランスの実現，人口減少時代における労働力
人口の確保，地域の活性化等へも寄与する，働き方改革
実現の手段となる働き方でもあり，社会，企業，就業者
に様々な効果（メリット）をもたらすものです．
少子高齢化が進み，2019年 12月に発表された 2019

年の人口動態統計の年間推計で，日本人の国内出生数は
86万 4,000 人となり，1899 年の統計開始以来初めて
90万人を下回りました．また，日本の時間当り労働生
産性は，OECD加盟 36か国中 21位であり，主要先進
7か国で最下位の状況が続いています．
高齢化が進展し，今後，労働力人口がますます減少

する中，一人一人の労働生産性を向上していくことが
重要となります．
近年，地方から大都市（特に東京圏）への人口移動が

生じ，人口の一極集中の是正も課題となっています．大
半は 20代で，就学や就職が大きな契機であり，地域に
いても，都心部の仕事をし続けられる，どこにいても，
自分が住みやすい地域で働き続けられるテレワークが，

地域活性化にも資する手段として期待されています．ま
た，新型コロナウイルス感染症への対策以前から，テレ
ワークは台風・大雪等災害時の業務継続性確保の手段と
しても導入が進んでいました．
企業や働く人にとっての課題解決にもつながります．
今後，副業・兼業等の拡大や，介護・育児等により時間
や場所を更に有効に活用することが必要となる社員も増
加することが考えられます．障害をお持ちの方など通勤
が困難な方でも，ICT環境があれば，在宅から自己の能
力を活用した働き方も可能です．
経営課題に対するテレワークの有効性に関するアン
ケート結果においても，①生産性の向上，②ステークホ
ルダーの満足度の向上，③サステナブルな経営の実現に
分類し，まとめたところ，①の生産性の向上では，テレ
ワーク導入企業の方が，売上げの増加，時間外労働時間
の減少，旅費交通費の減少が大きいと分かりました．ま
た②のステークホルダーの満足度に関しても，従業員満
足度，社内外コミュニケーションの向上などで比率の向
上が見られました．

3 テレワークの導入支援とは
新型コロナウイルス感染症への対策は危機管理上重
大な課題であり，感染の拡大を防止するためには，多く
の人が集まる場所での感染の危険性を減らすことが重要
であり，通勤ラッシュや人混みを回避し，在宅での勤務
も可能となるテレワークは，その有効な対策の一つと
なっています．
2020 年 2月 25日に決定された新型コロナウイルス
感染症対策の基本方針において，患者・感染者との接触
機会を減らす観点から，テレワークや時差出勤の推進等
を強力に呼びかけることとされ，総務省はじめ政府から
各方面へ積極的な活用の呼びかけを行いました．
総務省では，各省庁，各地方自治体や民間企業等にお
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解　説

我が国における
テレワークの取組みの概要

 総務省情報流通行政局



けるテレワークの各種支援策や，テレワーク導入に関す
るお役立ち情報をまとめ，ホームページ（https://
teleworkdays.go.jp/）にて公表しております．

3.1　テレワークマネージャー相談事業
総務省では，中小企業等のテレワーク導入を推進する

ため，テレワークの知見，ノウハウ等を有する専門家で
ある「テレワークマネージャー」によるテレワーク導入
の相談対応を行う「テレワークマネージャー相談事業」
を従来，実施しています（図 1）．　　
「働き方改革のため，テレワークの導入を検討した
い」，「テレワークを導入したいが，情報セキュリティや
労務管理面などで不安がある」といった企業・団体の課
題に対し，テレワークの専門知識を持つテレワークマ
ネージャーが，企業等の実状に即して，テレワークによ
る効果の説明，システム導入方法の説明，セキュリティ
対策のアドバイス等，導入に向けての支援を無料で行う
ものです．
新型コロナウイルス感染症の発生時には，テレワーク

導入ニーズの急激な高まりを受けた問合せ件数の増加に
対応するため，100 名を超える体制を整えたほか，速
やかな相談につなげられるよう，企業等とテレワークマ
ネージャーとのマッチングシステムの導入も行っていま
す．

テレワークマネージャー相談事業の対象は，民間企業
や，都道府県・市町村等の地方公共団体などであり，テ
レワークによる効果の説明，システム導入方法の説明，
セキュリティ対策のアドバイス，導入に向けての支援
を，無料で行えますので，是非積極的に御活用をお願い
致します．

【問合せ】
テレワークマネージャー相談事業　事務局
https://teleworkmanager.go.jp/
電話：03-5213-4032（直通）

3.2　 テレワーク・サポートネットワーク事業
大企業におけるテレワークの導入はかなり進んでい
るところですが，地域や中小企業への拡大が課題となっ
ています．
総務省では，令和 2（2020）年度から，全国各地の
中小企業等へのテレワーク普及促進のため，各地域にお
ける中小企業支援の担い手となる主体と協力し，「テレ
ワーク・サポートネットワーク」事業を開始しています
（図 2）．
地域企業のニーズや課題に合ったテレワークの導入
支援をスピーディーに行うために，全国各地での無料の
相談会の実施や，気軽に相談できる「地域窓口」を開設

図1　テレワークマネージャー相談事業リーフレット 図2　テレワーク・サポートネットワーク事業
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しています．
全国的にテレワークのサポート体制を整備していく

ことにより，地域でテレワークの導入を行う事業者を支
援しつつ，当該地域内において，テレワーク相談の相互
連携ができるネットワーク機能の展開を目指していま
す．具体的には，中小企業を支援する団体の既存の窓口
を「地域窓口」として設定し，それぞれの地域窓口にお
いて，テレワーク・サポートネットワークの事務局と連
携しつつ，テレワーク導入に向けたセミナーや相談会の
開催といった活動を中心にテレワーク導入支援を実施し
ています．
そのほか，テレワークに関する企業からの全般的な相

談も受け付けるほか，必要に応じて，上記の「テレワー
クマネージャー」をはじめとする専門家を紹介すること
も行っています．

【問合せ】
テレワーク・サポートネットワーク事業
https://teleworksupport.go.jp/ 
電　話：03-5422-1517 
メール：jimukyoku@teleworksupport.go.jp

3.3　テレワークのセキュリティ対策
新型コロナウイルス感染症の影響により，これまで未

導入だった中小企業等においてもテレワークの導入が広
まる中で，セキュリティの強化がより課題となっていま
す．Web会議システム等によるセキュリティの不安も
報道されました．新型コロナウイルスの混乱に乗じたサ
イバー攻撃も確認されており，テレワークの実施に当
たっては，適切なセキュリティ対策が重要となります．
総務省では，テレワークにおけるセキュリティ確保に

向けた様々な情報をホームページに掲載，発信するとと
もに，テレワーク導入にあたってのセキュリティ対策に
ついての考え方や対策例を示した「テレワークセキュリ
ティガイドライン（第４版）」を策定・公表しています．
新型コロナウイルス感染症の影響により，これまで未

導入だった中小企業等においてもテレワークの導入が広
まる中で，セキュリティの強化がしばしば課題として挙
げられています．
新型コロナウイルスの混乱に乗じたサイバー攻撃も

確認されており，テレワークの実施に当たっては，適切
なセキュリティ対策が重要となっています．
このような状況を踏まえ，従来のテレワークセキュリ

ティガイドラインに加えて，より実践的かつ具体的で分
かりやすい内容の資料について必要性が高まっているこ
とから，今般，「中小企業等担当者向けテレワークセ
キュリティの手引き（チェックリスト）（初版）」等を作

成し，公表したところです．セキュリティの専任担当が
いないような中小企業等におけるシステム管理担当者
（専門用語について仕組みの詳細までは分からないが，
利用シーンがイメージできるレベルの方）を対象とし
て，テレワークを実施する際に，最低限のセキュリティ
を確実に確保してもらうための資料として作成したもの
なので，広く活用頂きたいと考えています．

（参考）
・ テレワークセキュリティガイドライン（第 4
版）【総務省】
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/
cybersecurity/telework/#guide
・ 中小企業等担当者向けテレワークセキュリ
ティの手引き（チェックリスト）（初版）　　
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/
cybersecurity/telework/#checklist

3.4　地域を含めたテレワーク環境の整備
テレワークを行うには，働く場所，環境の確保も重要
な視点となります．全国的な通信環境の整備とともに，
地域でのサテライトオフィス等のテレワーク環境の整備
事業を行っています．
地域 IoT 実装・共同利用推進事業（総務省）では，
サテライトオフィス等の整備を行うことで，地方でも都
市部と同じように働ける環境づくりを目指しています．
人や仕事の地方への流れを促進するほか，職住近接の新
たなライフスタイルの実現を目指しています．こちらは
都道府県及び指定都市を除く地方公共団体が対象で，補
助率は事業費の1/2，上限が 2,000万円としております．

3.5　自治体テレワーク導入に関する特別交付税措置
総務省では，自治体行政のスマート化の実現のため
に，地方団体が自治体行政の高度化・効率化を実現し，
持続可能な行政サービスを確保するために必要な技術を
導入する経費について，地方財政措置を令和 2年度よ
り講じています．
地方公務員向けテレワークの導入経費が対象となっ
ているので，今後の自治体におけるテレワーク導入率の
拡大につながることも期待しています．

4 テレワークの普及状況
4.1　これまでの普及状況
これまでの我が国におけるテレワークの普及状況と，
新型コロナウイルス感染症対策後の状況を見ていきま
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す．令和 2年 5月公表の「総務省通信利用動向調査」
によると，テレワークを導入済みの企業は，20.2％，
導入予定の企業も含めると 29.6％となり増加傾向にあ
ります（図 3）．（なお当該調査は，新型コロナウイルス
感染症拡大前の令和元年 9月時点の調査です．）
テレワークには，「在宅勤務」（自宅にいて，会社とは

パソコンとインターネット，電話，ファクスで連絡を取
る働き方），「サテライトオフィス勤務」（勤務先以外の
オフィススペースでパソコンなどを利用した働き方），
「モバイルワーク」（顧客先や移動中に，パソコンや携帯
電話を使う働き方）の形態があり，導入済み・導入予定
の企業でのテレワーク導入形態は，モバイルワーク
（63.2％）が最も高い結果となります．
従業者規模別では 2,000 人以上の企業 60.8％，300

人以上の企業 32.1％，300人未満の企業 15.1％となっ
ており，企業規模が大きくなるにつれてテレワークの導

入率が高まる傾向にあり，企業の規模によって導入の差
が見られます（図 4）．

4.2　新型コロナウイルス感染症時の状況
新型コロナウイルス感染症の発生を経て，テレワーク
の導入は加速しました．令和 2年の民間事業者の調査
によると，企業のテレワーク実施率は 17.6％（3月 2
～8日）から 56.4％（5月 28日～6月 9日調査）へ上
昇しているというデータもあります．特に大企業は令和
2年 3月時点では，33.7％であったものが，83.3％と
なり，約 8割を超える企業においてテレワークが実施
されている状況が見られます．また，中小企業において
も，14.1％から 50.9％へと上昇しています．（以上，東
京商工リサーチ「第 2～6回新型コロナウイルスに関す
るアンケート調査」から．）
テレワーク実施率は大幅に増大しましたが，地域別に
見ると，緊急事態宣言が当初（令和 2年 4月）発令さ
れた７都府県では 34.6％，それ以外では 12.2％と，実
施率は地域での差が出ていることも分かりました．
また，急なテレワークの導入に伴い，課題も挙げられ
ています．職場がテレワークを推奨・義務付けしていな
い理由として，「職場以外でできる業務内容でない」が
最も多い一方，「セキュリティ上，パソコンや仕事道具
を持ち帰れない」，「印鑑などインターネットで完結でき
ない作業がある」といった課題も挙げられています．自
宅でテレワークを行っていない理由としては，「自宅で
仕事をする習慣がないこと」，「自宅に仕事をするスペー
スがないこと」，「昼間の自宅は集中できない」などの意
見もあり，テレワークが快適にできる環境の整備も求め
られているところです．
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図4　テレワークの導入状況の推移（従業者規模別）
出典：図3，4 とも令和2 年 5 月公表の総務省通信利用動向調査（調査は令和元年9 月時点）

図 ３　テレワークの導入状況（企業）
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課題もあるものの，従業員の反応としては，テレワー
クに満足している傾向が見られ，今後もテレワークで働
きたいとの回答が 6割を超えている調査もあり，その
理由としては，「通勤ストレスがなくなる」，「非常時に
も業務継続」，「業務に集中できて生産性が上がる」など
が多いことが分かりました．新しい生活様式として，テ
レワークの定着を推進していくことが期待されます．

5 総務省テレワーク普及展開施策
テレワークを全国的に更に普及するためには，様々な

業種，業態，企業規模の方々によるテレワークの理解が
重要であり，総務省では，従来から，先進的なテレワー
クの取組みを行う企業を選定・表彰する「テレワーク先
駆者百選」や国民運動である「テレワーク・デイズ」等
を通し，企業・団体の取組み事例を紹介しながら，テレ
ワークの実施を呼び掛けています．

5.1　テレワーク・デイズ
総務省，厚生労働省，経済産業省，国土交通省，内閣

官房，内閣府では，東京都及び関係団体と連携し，
2017 年から，2020 年東京オリンピックの開会式に当
たる 7月 24日（当時）を「テレワーク・デイ」と位置
付け，働き方改革の国民運動として展開しております．
2017 年（7 月 24 日のみで実施）に約 950 団体，6.3
万人からスタートした取組みは，2019年には 2,887 団
体，約 68万人が参加する取組みに拡大しました．テレ
ワーク・デイズ 2019 の期間中に，東京 23区全体で通
勤者が 1日当り約 26.8 万人（9.2%）減少，週間平均
では 134.1 万人（9.2％）の減少効果が得られました
（表 1）．
令和 2年のテレワーク・デイズは，新型コロナウイ

ルス感染症の拡大の防止と社会経済活動の維持の両立を
持続的に可能とするため，「テレワーク・デイズ」の取
組みについては，期間を限定せず，継続したテレワーク
推進の呼びかけ，情報提供等の強化として行っており，
様々な支援策，各都道府県等地域の情報を含めて掲載し
ておりますので御参照下さい．

テレワーク・デイズのサイト（図 5）
https://teleworkdays.go.jp/

5.2　セミナーの開催・展示会への出展
テレワークの導入等を検討している企業・団体等に対

して，テレワーク全般の動向，情報通信技術や労務管理
上の留意点，導入企業の事例等について説明するセミ 図 ５　テレワーク・デイズのサイト

表1　テレワーク・デイズ2019
期間中の通勤者週間平均減少量

勤務地 期間外 期間中 減少量 減少率

千代田区 1,817,024 1,680,278 -136,746 -7.5%

港区 1,786,483 1,660,517 -125,966 -7.1%

新宿区 1,215,667 1,098,452 -117,215 -9.6%

中央区 1,380,570 1,277,165 -103,405 -7.5%

品川区 809,723 729,191 -80,532 -9.9%

大田区 733,192 653,188 -80,004 -10.9%

世田谷区 489,559 410,099 -79,460 -16.2%

豊島区 528,188 467,631 -60,557 -11.5%

練馬区 391,729 338,319 -53,411 -13.6%

渋谷区 773,214 720,521 -52,692 -6.8%

江東区 914,165 862,661 -51,505 -5.6%

文京区 398,190 351,308 -46,882 -11.8%

杉並区 274,494 229,711 -44,784 -16.3%

板橋区 382,726 339,669 -43,057 -11.3%

足立区 421,777 380,479 -41,298 -9.8%

北区 259,668 221,725 -37,943 -14.6%

墨田区 340,783 307,819 -32,964 -9.7%

中野区 282,121 250,443 -31,678 -11.2%

葛飾区 252,054 221,129 -30,925 -12.3%

江戸川区 374,026 343,153 -30,873 -8.3%

台東区 457,553 431,674 -25,879 -5.7%

目黒区 193,745 174,534 -19,211 -9.9%

荒川区 133,913 119,152 -14,761 -11.0%

東京 23区合計 14,610,566 13,268,818 -1,341,748 -9.2%
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ナーを全国で開催しています．テレワークを先進的に活
用している企業の担当者から，実際の活用事例や体験談
等を紹介していますので，是非お近くのセミナーに御参
加頂けますようお願い致します（図 6）．

http://teleworkkakudai.jp/

5.3　 先進企業・団体の事例収集・表彰（テレワーク先
駆者百選）

総務省では，平成 27年度から，テレワークの導入・
活用を進めている企業・団体を「テレワーク先駆者」と
し，その中から十分な実績を持つ企業等を「テレワーク
先駆者百選」として公表しています．また，平成 28年
度からは「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」を創設
し，「テレワーク先駆者百選」の中から特に優れた取組
みを行っている企業・団体を表彰しています．テレワー
ク先駆者百選に選ばれた企業はロゴを使用することがで
きます（図 7）．

6 新たな生活様式として定着す
るテレワーク

2020 年 4月から，働き方改革が中小企業においても
本格的に施行となりました．新型コロナウイルス感染症
対策としても，今後の業務継続性確保の手段やディジタ
ルトランスフォーメーション（DX）を実行していくた
めにも，テレワークを含む働き方や業務改革は，喫緊に
取り組むべき事項となります．各企業においてもテレ
ワークを大前提とする制度改革や，コアタイムなしのフ
レックス勤務など，従業員一人一人が効果的に，効率的に
働き続けられる枠組みに変化する動きも増えています．
民間の調査によるとテレワークの導入にあたっての
課題は，「テレワーク可能な業務がない」ことのほか，
「社内体制」，「設備」，「セキュリティ」が課題として挙
げられており，行政に求める支援としては，「導入環境
整備」，「企業規模・業種に応じたモデル紹介」，「専門家
による個社支援」，「サテライトオフィスに関する情報提
供」などが挙げられています．
総務省ではテレワークマネージャー相談事業や，テレ
ワーク・サポートネットワークなどの各種取組みを通
し，地域を意識することなく仕事ができるようにもな
り，働き方，暮らし方の選択肢が広げられる手段となる
テレワーク導入をより推進します．

図 6　テレワーク導入のセミナー 図 7　「テレワーク先駆者百選」ロゴ
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1 はじめに
2019 年 11 月に中国湖北省武漢で発生が報告され，

2020年 1月に日本で初めて感染者が確認された新型コ
ロナウイルス感染症（以下「新型コロナ」と略称する．）
は，4月 7日に東京など 7都府県に緊急事態宣言が出
されるに至り，4月 16日には宣言が全国に拡大された．
5月 25日に全ての地域で解除されたが，その後，PCR
検査の積極化も一要因として，7月から 8月にかけて感
染者数が再び急増した．
新型コロナのまん延で，企業・組織は，感染を防ぎ従

業員の命を守る取組みとして，テレワークによる在宅勤
務を実施した．東京都の「テレワーク導入率緊急調査」
（2020 年 3月及び 4月（1））によれば，都内企業（従業
員 30人以上）のテレワーク導入率は 62.7％で，3月時
点の 24.0％に比べて 2.6 倍となった．また，テレワー
クを実施した社員の比率は，4 月は平均 49.1％で，
2019年12月の平均15.7％と比較して大幅に増加した．
筆者は事業継続計画（BCP）の研究者であり，新型

コロナのまん延もBCPにより対応する危機事象として
調査・研究を進めている．今のところ，日本ではテレ
ワークを含む感染防止対策の励行もあり，企業・組織の
事業所内でクラスタが発生し，大規模な業務中断がサプ
ライチェーンを介して取引先にまで波及する事態はさほ
ど見られていないが，今後その可能性はあると懸念して
いる．
一方で，テレワークが日本の企業・組織で実用できる

ことが初めて確認され，自然災害等のほかの危機事象に
対応するBCPにもテレワークを対策により強く位置付
けることが可能となったと考えている．そこで，本稿で
は，BCPにおけるテレワークの活用の意義や課題につ
いて論ずることとする．

2 BCPとは何か
BCP とは何かを，避難・誘導，緊急参集，安否確認
などの企業・組織の防災対策との違いが理解しやすいよ
う工夫して説明すると，次のとおりとなる．

（a ）企業・組織が何らかの危機事象により重要な事
業・業務に不可欠なリソース（人材，拠点，設備，
材料（の供給元），ライフラインなど）に不足が生
じると，その事業・業務を続けることは困難とな
る．

（b ）この危機事象によりリソースが不足する状況を
考慮し，自らの事業・業務をできるところから復
旧するのでなく，重要な事業・業務を絞り込み，
限られたリソースを集中させることで対応する．

（c ）絞り込んだ重要な事業・業務について，復旧の
許容期限までに復旧させる計画（及び許容限界以
上のレベルを維持する計画）を立てる．このため，
対応本部及び各部門で危機事象の発生時に実施す
べき対応，手順を決めておき，速やかに実施でき
るようにする．

（d ）重要な事業・業務の継続の支障要因となる不可
欠なリソースが不足に陥る可能性を，平常時の事
前対策として改善する．方法としては不可欠なリ
ソースをできれば二重化・多重化する．それが難
しいなら被害を少なくするように守りを固める．

（e ）事業継続力を維持し，改善していくために，訓
練や定期的な見直しに平常時から取り組む．

このように，BCP では一般に「供給責任を果たす」
ことを重視し，主要な方策として，重要な事業・業務に
不可欠なリソースの確保を重視する．（なお，需要低下
への対応もBCPに含むが，それは方法論が上述と異な
る．）
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次に，我が国のBCPの普及状況を説明する．内閣府
の BCP策定率の調査結果によれば，2019 年度には大
企業の 68.4%が BCPを策定済みであり（図 1（2）），中
堅企業では 34.4%が策定済みである．また，中小企業
を含めたBCPの策定率は，帝国データバンクの調査に

よれば 2020 年 5月時点で全国において 16.6%にとど
まる（3）．行政組織については，中央省庁及び都道府県
は全てBCPを策定済みであり，市町村については，消
防庁の調査（4）によれば，2019 年 6月時点で 89.7%が
策定済みである．

3 自然災害のBCPと感染症の
BCPの対比

BCPが対象とするのは理念としては全ての危機事象
であるが，BCPの対策内容は，地震のような突発する
タイプ，風水害のように予告があるタイプ，そして，感
染症のような徐々に被害が広がるタイプでは，かなり異
なるものとなる．表 1は，BCPの視点で地震，風水害，
感染症の性質の違いを整理したものである．
次に，BCPの対策においてかなり対照的である地震
と感染症の復旧曲線を比較する．図 2は新型インフル
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表1　地震・風水害と感染症の比較

地　震 風水害 感染症

地理的影
響範囲 地域的・広域的 地域的 広範囲・国家・

地球規模被害

対象 物的被害，人的
被害 同左 人的被害，社

会機能被害

影響期間 短期間 同左 長期間，複数
の波発生

予告 予告なし 直前に予告
あり

ある程度前に
予告あり

出典：NPO法人事業継続推進機構資料を参考に作成

図1　企業のBCPの策定状況（大企業）（2）

図 2　感染症BCPと地震BCPの復旧曲線の比較
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エンザの懸念が高まった 2009 年頃に，感染症の BCP
の復旧曲線を地震と比較して示すために筆者が作成した
ものであるが，新型コロナにも当てはまる．地震では復
旧の時間的な許容期限までに重要な事業・業務を復旧さ
せることが目標の中心となるが，感染症は感染が継続す
る数か月以上を視野に入れ，許容限界以上の操業度のレ
ベルを維持することが目標の中心となる．
そこで，感染症の対策としては，リソースとして人の

不足がまず起こるため，事業所内で集団感染が発生し濃
厚接触者も含めて出勤禁止となっても，重要な事業・業
務の操業度を許容限界以上に維持できる方策が求められ
る．テレワークは，出勤せず自宅やサテライトオフィス
で業務を行うことにより事業所が閉鎖されても一部業務
を継続できる手段として，また，社内の集団感染の発生
を未然に防ぐ手段として，BCPの有効な対策となる．

4 BCPガイドラインの中での
テレワーク

従来，BCPにおいてテレワークが対策としてどのよ
うに期待されてきたのかを理解頂くため，政府のBCP
に関するガイドラインでの関係記述を示す．
政府のBCPの最も基本的なガイドラインである内閣

府の「事業継続ガイドライン第三版」（5）では，「4.2.1 
重要製品・サービスの供給継続・早期復旧」に，「事業
継続戦略・対策の選択肢の具体例」として，「在宅勤務，
サテライトオフィスでの勤務」が記述されている．
内閣府の「事業継続ガイドライン第三版解説書」（6）

には，「Q．サテライトオフィスはどのように活用，あ
るいは留意すべきですか？　A.（中略）危機的事象が
発生した際の代替拠点としての活用が期待されます．た
だし，機密性の高い業務を実施する場合，サテライトオ
フィスやそこと拠点を結ぶネットワークなどから情報漏
えいや不正アクセスなどの懸念が生じますので，情報セ
キュリティの確保を考慮しなくてはなりません．データ
共有の方法としてクラウド環境やシンクライアントなど
を活用するにあたっても同様です．また，通信や電力な
どのライフラインの被害が懸念される危機的事象では，
相互の通信が確保できなくなる可能性も考慮しておくべ
きです．更には，異なる場所での業務となり，実際の労
働状況を把握することが難しい面があるので，その点を
考慮して労働条件など検討しておく必要もあるでしょ
う」と記述されている． 
また，新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等

に関する関係省庁対策会議の「新型インフルエンザ等対
策ガイドライン（2016 年改定）」（7）の中にある ｢事業
者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライ

ン｣ では，「まん延を防止する観点から，継続する重要
業務を絞り込むとともに，可能な範囲で業務の縮小・休
止や，在宅勤務など人との接触を減ずる方策の実施を検
討することが望まれる」との記述と，「表 3　業務を継
続する際の感染対策の例（1）」の従業員の感染リスク
の低減を目的とする対策例に「・在宅勤務の実施　＊在
宅勤務実施のための就業規則等の見直し，通信機器等の
整備を行う」と記されている．
これらより，テレワークに対して代替拠点としての役
割と，感染症では人の接触を減ずる役割が期待されてい
ることが分かる．一方，懸念事項としては，情報セキュ
リティや労働条件等が指摘され，現状の新型コロナ対応
のテレワークの課題と合致している．ただし，新型コロ
ナ対応で企業・組織が直面した情報通信容量の不足につ
いては記載がなく，ここまで幅広く実施されることを予
想していなかったのかもしれない．

5 自然災害等でテレワークが機
能する場面

新型コロナを含む感染症のための BCP では，テレ
ワーク中でも事業所が物理的に存在しており，電力，通
信などのライフラインも基本的には使用可能と想定され
る．一方，自然災害等の，物的被害が大きい危機事象に
対応するBCPでは，施設・設備の被害やライフライン
の途絶を想定するため，テレワークは事業所外で実施で
きる「一部業務」を行う手段となる．それでは，被害を
受けた事業所の業務全体の代替をどう確保するかだが，
コスト面や事業効率の面で平常時から代替拠点を確保す
ることは簡単ではない．そこで，被害を受けた事業所を
現地で復旧する方法をBCPに記述することになりがち
だが，筆者は，図 3のようにその事業所の被害が一定
以上の大きさになれば，現地復旧は困難または相当時間
がかかるので，代替拠点も考慮しておかないとなすすべ
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図3　災害の被害の大きさと代替拠点の確保との関係
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がなくなると説明し，理解を得ようとしている．
このような自然災害等により事業所に物理的な被害

があった場合のBCPにおいて，テレワークをより有効
に役立たせるにはどのような対応が必要かを考える．一
般に，代替拠点が確保できたら，被災した事業所の従業
員は可能な範囲で代替拠点に移動し，そこで業務を継続
することが基本的には想定されている．これを修正し
て，テレワークで自宅やサテライトオフィスでできる業
務は，代替拠点に移さないこととし，代替拠点での業務
を少なくする方法が考えられる．ただし，このテレワー
クで代替できる業務割合は，工場や物流拠点などの大規
模で高額な施設・設備を使うことが不可欠な事業所では
さほど高くないであろう．また，テレワークに変更がで
きる業務でも，必要な準備ができていないと被災直後に
変更は難しい．
そこで，施設・設備が重要な事業所の BCP でテレ

ワークの活用を増やすには，平常時からテレワークにで
きる業務の範囲をできるだけ広げる努力を行い，実施準
備を進めておくことが必要であろう．その意味で，新型
コロナ対応でテレワークの導入を求められている中で，
自分の事業所では難しいとあきらめずに，少しでも導入
するよう努めることが，代替拠点をBCPで想定した場
合に，代替拠点での業務を減らせる方向となる． 

6 本社の代替拠点移転が困難で
ない業種の対応

自然災害で中小規模の建設会社の本社が使えなく
なった場合，代替拠点の選定は図 4のイメージで行う
ことが提案されている．（アイデアは筆者が提供したも
の．）代替拠点が社長の自宅でも役立つ理由は，被災直
後の情報収集・情報発信が重要という視点から考えられ
たものであり，このよう代替拠点を筆者は「代替情報拠
点」と呼んでいる．すなわち，本社が物理的に被災し，
電力・通信の機能も失えば，情報収集や取引先等への情
報発信ができなくなるが，その代替は，社長の自宅や小
さな出先事務所に通信手段，最低限のOA機器，重要な
情報のバックアップが備えてあればできるからである．
工場などとは異なり，建設業では代替拠点に不可欠な施
設・設備はさほど多くない．重要なのは，発注者や協力
会社との連絡が迅速に取れることで，業務の主要な実施
場所は事業所内ではなく外部だからである．
更に，建設業界以外にも，コンサルタントや情報関連

の一部，業界団体事務局など，施設・設備に余り依存し
ない業種はかなりあり，また，製造業であっても営業事
務所などはこれに合致する可能性がある．
このように，自然災害時の「代替情報拠点」は，新型

コロナ対応で実施しているテレワークの延長として，そ
の場所を考えることが有効である可能性がある．例え
ば，従業員向けの寮は，現在，そこで新型コロナ対応の
テレワークを実施している社員もいるであろう．従来，
自然災害が夜間・休日に発生した場合の代替拠点とし
て，従業員の寮は人が集まっており，一定のスペースが
あるので有望と考えられてきたが，テレワークを実施し
ながらその有効性を検証する機会とすることもできるで
あろう．

7 感染症に比べた自然災害のテ
レワークの難しさ

自然災害等により本社拠点が物理的な損傷やライフ
ラインの途絶で使用できなくなった場合にテレワークを
有効に活用することは，感染症の場合のテレワークに比
べて難しい面がありそうだ．
ある事業所が自然災害で被災すれば，その事業所に立
ち入りが禁じられることが多いであろう．したがって，
自然災害のBCPでは，テレワークに必要であっても重
要な情報や書類を取り出すことができないことを前提
に，代替拠点でバックアップがすぐに使用できることが
求められる．これに比べて感染症の場合には，テレワー
クをしながら事業所にある情報や書類を使う必要があれ
ば，許可を得て出勤することが可能であり，事業所内に
感染者が多発し出勤禁止になった場合でも，新型コロナ
であれば防護具をつけて立ち入る許可は得られる可能性
が高い．
関連して，大都市圏などで郊外から通勤している従業
員は，夜間，休日など職場に不在のときに自然災害が発
災した場合，事業所が入れないほどの被害ではなくて
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も，通勤できずに事業所に入れない状況になることが考
えられる．この場合は，前述の事業所に立ち入れない場
合と同様に事前準備が必要になると思われる．
次に，テレワークを実現するための情報機器・システ

ムが事業所内にあって，それらのバックアップの機器・
システムが別拠点にない場合，事業所の物理的被害や電
力・通信の途絶がテレワークを不可能としてしまう可能
性がある．テレワークが実施されている現在，この点を
検証するのによい機会と考えられるので，検証を推奨し
たい．

8 テレワークで担える重要業務
の範囲

筆者は，感染症に対応したBCPにテレワークが有効
であると，10年前の新型インフルエンザ対応でBCPが
注目されていた際にも説明していたが，その時点の想定
に比べて，テレワークにより実施できる業務の種類がよ
り広いことが今回分かった．以前は営業や他組織との調
整などの face to face のコミュニケーションが重要な
業務はテレワークでは行えないと考えていたが，最近，
Web会議システムでの面談で遜色なくできているとい
う報道も多い．
もっとも，これは感染症対応のための一時的な状況の

可能性もある．従来の「説明に上がらなければ失礼にな
る」「相手が説明に来るのが当然」といった認識が，「行
かない方が相手を大事にする」「来ない方がありがたい」
と今だけ変わっているのかもしれない．そこで，新型コ
ロナが脅威でなくなった時点でこれらがどこまで残るか
が注目される．テレワークは，混雑した列車での通勤を
減らし，家庭にいられる時間を増やすため，そして，首
都一極集中の緩和のためにも重要と認識されているが，
危機事象発生時の BCP のためにも，このようなテレ
ワークで対応できる業務が広がることが有利になる． 
この点に関して筆者が懸念しているのは，ITの活用

が遅れている地方自治体の状況がこのような業務実施方
法や業務慣行の変化の足かせにならないかである．紙と
印鑑を不可欠とする文化や対面を求める仕組みが減らな
ければ，テレワークで担える業務の増加は限られるであ
ろう．特に中小市町村の IT 基盤整備の遅れが目立ち，
積極的に改善に取り組んでいく必要があるので，産業界
も行政の経費削減要求とは別に応援していくことが有効
だと考えられる．

9 おわりに
テレワークとBCPの関係は，以上で述べた事項のほ
か，まだ把握できていない内容のものも出てくる可能性
がある．そこで，現時点でテレワークが企業・組織で広
く実用されている状況を利用して，テレワークのBCP
での活用に関して，読者の皆さんとも連携して，検討を
深めていきたいと考えている．
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1 はじめに
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策として

テレワークの普及が急速に進んでいる．これまで日本企
業におけるテレワークは，主に育児や介護といった家庭
の事情に配慮して特定社員に限定的な在宅勤務を認める
「働き方改革」の一つとして論じられることが多かった
が，COVID-19 の感染拡大によりテレワークは全く別
の要請に応じるものとなった．社会・経済活動を制限せ
ざるを得ない中，テレワークは業務を継続する数少ない
対処法であり，危機を乗り切るべく取り組まれたのは，
全社的に主要業務を常時テレワーク可能とする環境整備
であった．
テレワークが限定的なものから，日常的なものへと大

きく変化した今日，テレワークにおいて求められるセ
キュリティ対策は何か．本稿では，テレワークの方式と
その実現手法を俯瞰しつつ，昨今のサイバー空間の脅威
状況を踏まえたテレワークのセキュリティ対策について
解説する．

2 テレワークの方式
COVID-19対策として外出自粛が求められた2020年

春に導入が進んだのは，「在宅勤務」というテレワーク
形態である．テレワークにはほかにも，「モバイル」や
「サテライトオフィス」といった形態があるが，ここで
は「在宅勤務」に焦点を当て，テレワークの実現方式と
選定時によく議論されるポイントを紹介する．また「ゼ
ロトラストアーキテクチャ」を踏まえたテレワークの実
現についても触れる．

2.1　様々なテレワーク方式
「在宅勤務」を目的とするテレワークの実現には様々
な方式がある．これまで社内で取り扱っていたデータを

社外で取り扱うことになるため，データ漏えい対策が
しっかりされているか，不正接続対策として強固な認証
が利用できるかなどのセキュリティ対策は，企業がテレ
ワークシステムを選定する際の重要なポイントとなる．
しかし，どんなにセキュリティ対策が充実したテレワー
クシステムであっても，自宅にてやりたい業務がつつが
なく行えないと意味がない．そのため，テレワークシス
テムの選定にあたっては，利便性やパフォーマンスと
いったユーザの視点が重視されることが多い．
総務省の「テレワークセキュリティガイドライン第 4
版」（1）では六つのテレワーク方式が紹介されている（表
1）．この中から，既存の環境をテレワークに移行する
際によく利用される方式である，「リモートデスクトッ
プ方式」，「セキュアブラウザ方式」，そして「アプリ
ケーションラッピング方式」を紹介する ＊1．

2.2　リモートデスクトップ方式
リモートデスクトップ方式（パターン①）は，オフィ
ス端末をテレワーク端末から遠隔操作するもので，普段
と同じ業務を自宅でも行いたい場合やオフィス端末でな
ければできない業務がある場合に適した方式である．
Windows OS 標準機能のリモートデスクトッププロ
トコル（RDP）で容易に実現でき，VPNと組み合わせ
て利用されることも多い．基本的には遠隔操作となるた
め，テレワーク端末（接続元）にデータを保存する必要
はないが，RDPの設定次第で接続先のオフィス端末と
テレワーク端末間でデータコピー可能な点は，セキュリ
ティリスクの一つとして考慮する必要がある．
ちなみに，会社PCを自宅に持ち帰る方式（パターン

 ＊1 2020年春は急きょ「既存環境を在宅勤務可能な状態
にする」ために，構成変更を要する仮想デスクトップ
方式やクラウドアプリ方式より，本文で紹介した方式
が採用されることが多かった．しかし今後はこうした
暫定対策が見直され，採用されるテレワーク方式も変
わって行くものと思われる．
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⑥）は，業務データを保存している端末を自宅に持ち帰
ることになるため，ほかの方式よりも厳しい端末のセ
キュリティ対策が求められる．リモートデスクトップ方
式であっても，テレワーク端末側にデータコピーを許可
する場合は，これと同レベルのセキュリティ対策を実施
した方がよい．
リモートデスクトップ方式の選定においては，主にこ

のデータ漏えい防止が想定運用に対して十分かどうかと
認証が強固であるかどうかが争点となるが，遠隔操作す
る性質上，回線速度やパフォーマンスが重要視されるこ
とも少なくない．オフィス端末でしかできない業務
（CADソフトを利用する設計やデザインなど）の場合は
リモートデスクトップ方式が選択されることが多いが，
こうした業務ほど画面の反応が遅いと仕事にならない．
弊社の「Soliton SecureDesktop（ソリトンセキュア

デスクトップ）」はこの点を解消すべく，独自高速プロ
トコルにてリモートデスクトップ方式のテレワークを実
現している．オフィス端末とテレワーク端末間でのデー
タコピーを禁止しているほか，接続時の認証にクライア
ント証明書を用いた多要素認証を利用することができ
る．テレワークシステムの認証については後ほど解説す
る．

2.3　セキュアブラウザ方式
業務アプリが専用アプリではなく，ブラウザで利用可

能ならばセキュアブラウザ方式（パターン④）も選択可
能となる．一般的なセキュアブラウザは，セキュアブラ
ウザから外にデータを持ち出せない仕組みになってお
り，セキュアブラウザを終了すると全てのキャッシュ

データを削除することでデータ漏えいリスクを低減す
る．リモートデスクトップ方式と異なり，オフィスに端
末がなくとも，手元にテレワーク端末があれば実現可能
なため，テレワーク対象となる業務がブラウザで完結す
る場合はこちらの方が導入の敷居は低い．
セキュアブラウザ方式の選定においても，リモートデ
スクトップ方式と同様，データ漏えい防止の範囲と認証
強度が重要なポイントとなるが，リモートデスクトップ
方式とは異なりスマートデバイスで利用されることもあ
るため，より操作性が重視される傾向にある．利用した
い業務アプリのサイトがOS標準ブラウザでの利用と同
じように表示できるか，ページ内検索やブラウザ内の
「コピー＆ペースト」などができるかなどは，業務効率
にも影響を与える重要な選定基準となる．
弊社も，セキュアブラウザ「Soliton SecureBrowser

（ソリトンセキュアブラウザ）」ではこの点に注意して開
発している．セキュアブラウザとしてデータ漏えい防止
機能やクライアント証明書を利用した認証が実装されて
いるだけではなく，Webページの表示はOS標準のレ
ンダリングエンジンを利用し，HTML以外のファイル
をセキュアブラウザの保護領域内で閲覧できる専用
ビューアーを搭載するなど，セキュリティを確保しつつ
操作性や利便性を維持する配慮をしている．

2.4　アプリケーションラッピング方式
もし通信が不安定な環境での利用や一時的にオフラ
インでの利用を許可する必要がある場合，また，ブラウ
ザだけでは完結せずWord や Excel などの編集を
Office アプリで行いたい場合は，アプリケーションラッ
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表１　テレワークの6種類のパターン

パターン① パターン② パターン③ パターン④ パターン⑤ パターン⑥

リモートデスク
トップ方式

仮想デスク
トップ方式

クラウドアプリ方式
アプリケーション
ラッピング方式

会社PCの持
帰り方式セキュアブラウ

ザ方式

概要 オフィスにある
端末を遠隔操作

テレワーク用
の仮想端末を
遠隔操作

クラウド上のア
プリケーション
を社内外から利
用

特別なブラウザ
を用いて端末へ
のデータの保存
を制限

テレワーク端末内
への保存を不可と
する機能を提供

オフィスの端
末を持ち帰り
テレワーク端
末として利用

テレワーク端末
に電子データを
保存するか？

保存しない
*設定等による 保存しない どちらも可 保存しない 保存しない 保存する

オフィスの端末
と同じ環境を利
用するか？

同じ テレワーク専
用の環境

クラウド型アプ
リに関しては同
じ

ブラウザ経由で
利用するアプリ
に関しては同じ

テレワーク専用の
環境 同じ

高速インター
ネット回線の必
要性

必須 必須 望ましい 望ましい 望ましい 不要

総務省「テレワークセキュリティガイドライン第 4版」（1）より抜粋し，筆者にて＊を追記．
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ピング方式（パターン⑤）が適している．この方式では
テレワーク端末内に保護領域（「コンテナ」や「サンド
ボックス」と呼ばれることもある）を作成して業務用の
アプリはこの中で実行し，端末のローカル環境などの保
護領域外へのデータ持出しを禁止する．オフライン環境
でも，保護領域内のデータを利用できるところがこの方
式の最も重宝される点である．
アプリケーションラッピング方式の選定では，データ

漏えい防止の範囲と認証強度に加え，使いたい業務アプ
リに対応しているかどうかが争点となる．アプリケー
ションはテレワーク端末上で実行されるため，リモート
デスクトップ方式ほど回線速度が重視されることはない
が，セキュアブラウザ方式よりも保護領域で行われる操
作が多岐にわたり，データを持ち出せる経路が増えるた
め，実装においては様々な配慮が必要となる．
このアプリケーションラッピング方式には幾つかの

実装方法があるが，弊社が開発する「WrappingBox
（ラッピングボックス）」では，保護領域内からデータを
持ち出せないようWindows OS のカーネルレイヤでプ
ロセスを監視する方法で実現している．保護領域にて実
行されるアプリケーションは，保護領域から外部への
ファイル，レジストリ，印刷，クリップボード，COM
経由のデータ持出しが禁止され，通信は専用ゲートウェ
イ（Soliton SecureGateway）経由のみに制御される．
たとえ管理者権限を持つユーザでも保護領域から外に
ファイルやデータを持ち出す操作が禁止される．
「WrappingBox」には，「オフラインモード」があり，
あらかじめ保護領域に保存したファイルを一時的にオフ
ラインで利用することができる．（保護領域に一時保存
するファイルは暗号化される．）再度オンラインログイ
ンすれば，オフライン時に編集したファイルをサーバに
アップロードできるほか，「WrappingBox」終了時には
一時保存したファイルやキャッシュ情報含めて保護領域
ごと全て削除され，保護領域内で実行された全てのプロ
セスが終了される．なお「WrappingBox」を利用する
際の認証も，クライアント証明書を利用した強固な認証
が可能である．

2.5　ゼロトラストアーキテクチャ
近年，これまでのシステム設計とは考え方の異なる，

「ゼロトラストアーキテクチャ」でテレワークを実現す
るケースがみられるようになった．これはインターネッ
トの出入口であるゲートウェイ（境界）で対策を行い，
社内ネットワークを守るという「境界防衛モデル」が意
味をなさなくなりつつあることを踏まえた考え方であ
る．クラウドサービスの導入が進んで業務アプリ・デー
タが社内ではなくクラウドに移動し，テレワークの増加

によって保護すべき端末が社外に移動する中，サイバー
攻撃は境界防衛をすり抜け，メールやWeb経由でエン
ドポイントを攻略してくるため，ゲートウェイで対策し
ておけばよいという時代は終わりを告げつつある．ゼロ
トラストアーキテクチャは，機能不全となった従来の境
界防衛から脱却し，保護すべき業務アプリ・データやそ
れを利用する端末に焦点を当てる設計思想であり ,例え
ば，端末でのセキュリティ対策を強化して厳格な認証・
必要最小限の認可を行うことで，VPNを介さず直接ク
ラウド上の業務アプリ・データにアクセスさせる等の形
で実現される．

2.6　ゼロトラストアーキテクチャとテレワーク
ゼロトラストアーキテクチャを採用すれば，表 1に
例示されるようなテレワーク方式は一切不要になるかと
いうと，筆者は必ずしもそうではないと考えている．な
ぜならゼロトラストアーキテクチャはあくまで一つの設
計思想であり，あらゆるセキュリティ課題を解決するも
のではないからである．ゼロトラストアーキテクチャを
採用してテレワークを実現する場合でも，これまでの知
見を生かしたリスク対策を組み合わせるとよいだろう．
例えば，テレワーク端末から厳格な認証・認可を経て
クラウド上の業務アプリ・データにアクセスしたとして
も，完全に端末側にデータを残さない運用は往々にして
難しいが，従来テレワークセキュリティで取り組まれて
きたこうした課題がゼロトラストアーキテクチャで詳細
に言及されることは少ない．
全ての業務がブラウザ上で完結し，端末側にデータ保
存する必要のない業務だとしても，一般的なブラウザを
利用する限りブラウザにキャッシュや履歴などのデータ
が残る．場合によってはクレデンシャル（認証情報）が
ブラウザに一時保存されているかもしれない．業務アプ
リの仕様によっては，このように意図せずテレワーク端
末に重要データが残るリスクがある．
こうしたリスクへの対策として，端末のディスク暗号
化や遠隔操作で端末を初期化するリモートワイプを行え
ばよいという考え方もあるが，それは端末の紛失対策で
あって，昨今のサイバーリスクを考慮すると心もとな
い．端末がインターネットにアクセスできるなら，イン
ターネットリスクにさらされることと同義であり，いか
に悪性サイトをフィルタリングし，高度なマルウェア対
策を行っても 100%防御できるわけではない．ブラウ
ザに保存されるキャッシュ情報やクレデンシャルは，今
日においてもサイバー攻撃で狙われる情報の一つである
ことに変わりはない．ゼロトラストアーキテクチャを採
用する場合でも，できることなら，データの機密性・重
要性に応じて，端末にデータを残さないテレワーク方式
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と組み合わせたデータ漏えいのリスク低減は考慮してお
きたい．

3 テレワークシステムへのサイ
バー攻撃と対策

ここまで，テレワークの実現方式を見てきたが，テレ
ワークの普及とともに，サイバー攻撃者もテレワークで
利用されるシステムを主要な攻略対象として狙うように
なってきた．次にテレワークシステムへのサイバー攻撃
とその対策例を紹介する．

3.1　サイバー攻撃の変化
2019 年頃から，テレワークに利用される VPN や

RDPなどのぜい弱性の報告が増えており，そのぜい弱
性を悪用する攻撃も観測されている（表 2）．ぜい弱性
がなくとも，ID／パスワードのみで認証しているシス
テムがインターネットに公開されていれば，ブルート
フォース攻撃 ＊2 により攻略可能であることにも注意が
必要である．Kaspersky 社の調査によれば，RDPへの
ブルートフォース攻撃は図 1のとおりCOVID-19 の感

 ＊2 ブルートフォース攻撃（Brute Force Attack）とは，ID
／パスワードの組合せを総当たりで試して認証や暗号
化解読を突破する攻撃手法のこと．インターネットの
有名サービスからID／パスワードのリストが不正に窃
取される事案が後を絶たないが，こうして不正に得ら
れたリストを使って効率良くブルートフォースする攻
撃は「リスト型攻撃」と言われる．

染拡大とともに急増している（2）．

3.2　標的型ランサムウェア
表 1に示したような製品のぜい弱性攻撃やリモート
デスクトップへのブルートフォース攻撃は，情報流出を
狙う攻撃やランサムウェアを利用する一連の攻撃におい
て，侵入の端緒として利用されることが報告されてい
る．Microsoft 社の調査によると，近年増加しているラ
ンサムウェアキャンペーンには図 2のように，VPNや
RDPなどを攻撃の端緒とするパターンが見られる（3）．
これらはランサムウェアといっても，マルウェアを利用
した画一的な自動化攻撃ではなく，人によるオペレー
ションが行われるランサムウェア（Human-operated 
ransomware）である．本稿ではこれを「標的型ランサ
ムウェア」と呼ぶ．
標的型ランサムウェアは，個人向けの攻撃ではなく，
企業や組織に対し，カスタマイズした攻撃を行うことが
特徴的である．インターネットに公開されているぜい弱
なVPNや RDPなどから侵入し，標的型攻撃のように
横展開・永続化を行い，企業や組織の重要な情報を特定
し，ファイル暗号化だけでなく窃取した重要情報を暴露
すると脅迫して金銭を要求する．その企業の LAN内で
しか動作しないようにハードコードされたマルウェアが
利用されることも少なくない．
個人に対して金銭を要求するよりも，資金を持つ有名
企業・組織に対して脅迫したほうがより高い収益が期待
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表２　テレワークで利用されるシステムのぜい弱性と攻撃観測（2020年 8月時点）

種別 製品 概要 代表的なCVE ぜい弱性公開日 攻撃観測

ファイル共有 Microsoft SharePoint リモートコード実行 CVE-2019-0604 2019/2/12 〇

メールサーバ Microsoft Exchange Server リモートコード実行 CVE-2020-0688 2019/2/12 〇

リモートアクセス Pulse Secure リモートコード実行 CVE-2019-11510 2019/4/24 〇

リモートアクセス Microsoft Windows Remote 
Desktop リモートコード実行 CVE-2019-0708 2019/5/14 〇

リモートアクセス Fortinet FortiGate SSL VPN VPNアカウント情報
窃取 CVE-2018-13379 2019/5/24 〇

リモートアクセス Palo Alto Networks 
GlobalProtect リモートコード実行 CVE-2019-1579 2019/7/17 〇

リモートアクセス Citrix Systems ADCほか リモートコード実行 CVE-2019-19781 2019/12/17 〇

リモートアクセス Microsoft Windows Remote 
Desktop リモートコード実行 CVE-2020-

0609~0611 2020/1/14 -

リモートアクセス Palo Alto Networks PAN-OS SAML 認証バイパス CVE-2020-2021 2020/6/29 -

リモートアクセス F5 Network BIG-IP リモートコード実行 CVE-2020-5902 2020/7/1 〇

リモートアクセス Cisco Small Business Smart / 
Managed Switch 認証バイパス CVE-2020-3297 2020/7/1 -

リモートアクセス Cisco ASA / Firepower 機器上のファイル不
正窃取 CVE-2020-3452 2020/7/22 〇
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できることから，今後もこうした標的型ランサムウェア
攻撃は増えると考えられる．
テレワークに利用されるVPNや RDPなどが標的型

ランサムウェア攻撃の端緒になっている事実は，攻撃者
にとってこれが一つの有効な攻撃ベクトルであることを
意味する．メールやWeb経由でエンドポイントを狙う
攻撃ベクトルだけではなく，テレワークに利用されるシ
ステムからの侵入にも一層の注意が必要になってきてい
る．

3.3　テレワークシステムの攻撃対策
インターネットに公開されるVPNなどのテレワーク
システムにセキュリティパッチを適用し，ぜい弱性を修
正することは当然必要だが，RDPへのブルートフォー
ス攻撃のように，ぜい弱性がなくとも攻略される可能性
があるものにはどのように対策したらよいだろうか．
まず考えられるのは接続元 IPアドレス等でのアクセ
ス制御だが，テレワークシステムは，多くの場合さほど
厳しいアクセス制御がなされることなくインターネット
に公開される．これはあらゆる場所からテレワークでき
る必要があるためだが，もし絞り込める場合は，接続許
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図2　標的型ランサムウェアの攻撃プロセス（3）

図 1　リモートデスクトップ（RDP）へのブルートフォース攻撃（国別，2020年 2～4月）（2）
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可する IPアドレスを制限した方が攻撃対象領域を小さ
くすることができる ＊3．
もう一つ考えられるのが，テレワークシステムを利用

する際の認証強化である．ID／パスワードで認証する
単一要素認証ではなく，ワンタイムパスワードやUSB
キー，クライアント証明書などと組み合わせた多要素認
証にすることで，攻撃難易度を上げることができる．

3.4　テレワークシステムにおける多要素認証
多要素認証（MFA：Multi Factor Authentication）

とは，複数の認証要素を要求する認証方式のことであ
る．認証要素には，ID／パスワードなどの記憶ベース
（SYK： something you know），USBキーやディジタ
ル証明書などの所有ベース（SYH：something you 
have），指紋などの生体情報ベース（SYA：something 
you are）があり，一つの認証プロセスで異なる認証要
素を組み合わせたものを多要素認証という．
いずれの認証方式との組合せであっても ID／パス

ワードだけではログインできない多要素認証にするだけ
で，ブルートフォース攻撃への有効な対策となる．

3.5　クライアント証明書を利用した認証の有用性
攻撃対象領域の極小化という観点では，多要素認証の

中でも，クライアント証明書を利用した多要素認証の有
効性は高い．証明書を利用してクライアントとサーバを
相互認証するこの方式では，テレワークシステムにアク
セスする暗号化通信を確立する際にクライアント証明書
をチェックすることになるため，正規の証明書がなけれ
ば通信が確立できない．つまり，ほかの多要素認証とは
異なり，正規のクライアント証明書を持たない攻撃者は
ログイン画面にたどり着くこともできない．ブルート
フォース攻撃対策になるだけでなく，仮にサーバや
VPNゲートウェイ側にぜい弱性があっても攻撃成立が
困難になる．

3.6　セキュアなクライアント証明書の配布
クライアント証明書を利用する場合は，証明書の配布

や更新・失効を安全かつ確実に行う運用プロセスが肝要
となる．クライアント証明書は、P12ファイル という
秘密鍵付きのファイル形式で配布することも可能であ

 ＊3 攻撃難易度を上げるためにはアクセス元IPアドレス制
御や多要素認証のほかに，一定回数ログイン失敗する
とロックアウトし，当該IPアドレスからのログインを
ブロックする，該当アカウントの一定期間ログイン禁
止を行う，異常なログインイベントがないか監視を強
化する，組織情報が分からないようなホスト名・アカ
ウント名を設定するなどの方法が考えられる．しかし，
RDPを利用する場合，最も良いのはインターネットに
直接公開しないことである．

り，これまで組織内 LANのみで利用する端末にはP12
ファイルで配布するケースもよく見られた ＊4．しかし，
このP12ファイル自体は容易にコピーできるため，ユー
ザへこれを直接配布する運用はセキュリティリスクが高
い．クライアント端末への証明書配布は，P12 ファイ
ルをメールに添付して配布するようなぜい弱な方法では
なく，申請した端末に対して複製できない形で証明書を
配布することが望ましい．このクライアントへの証明書
配布プロセスをセキュアに実現するプロトコルとしては
SCEP（Simple Certificate Enrollment Protocol） が
よく利用される．

3.7　SCEPを利用した証明書配布
SCEPを利用した証明書配布のプロセスは，①利用申
請時に端末内で公開鍵と秘密鍵の鍵ペアを生成して，②
公開鍵のみ認証局へ署名要求し，③認証局の秘密鍵にて
ディジタル署名した証明書を発行して，④端末に証明書
をインストールするというものである．単純な仕組みだ
が端末の秘密鍵を取り出せない形で生成することがで
き，証明書の不正コピーを許容しない配布が可能とな
る．
図 3は弊社で提供している SCEP を利用したクライ
アント証明書の配布例である．インターネット経由で証
明書を配布する場合も，CA Proxy（NetAttest EPS-
ap）を利用して認証局（NetAttest EPS）をインター
ネットに直接公開しない構成を取ることができ，SCEP
を利用するためのクライアントアプリ（Soliton 
KeyManager）はマルチデバイスに対応しているため
（Windows，iOS, Android, macOSに対応），多くのテ
レワーク端末で利用できる．証明書を配布すべき端末か
どうかの判断は，クライアントアプリで生成する独自
ID（APID：Application ID） や IMEI（International 
Mobile Equipment Identity） ＊ 5，UDID（Unique 
Device Identifier） ＊6 のチェック，及び ID／パスワー
ド認証を組み合わせて行うことができ，そのプロセスも
クライアントアプリと認証局間（CA Proxy 経由）で自
動化が可能なため，管理者に大きな運用負荷を強いるこ
となく，セキュアな証明書配布・更新の運用フローが実
現できる．

 ＊4 Public-Key Cryptography Standards（PKCS）#12にて
定義されたパスワードベースの対象鍵による保護のも
と，秘密鍵や関連する公開鍵証明書，クライアント証
明書などの複数の情報を保管するために使われるファ
イルフォーマット（RFC7292）．P12ファイルと呼ば
れることが多い．

 ＊5 IMEIは携帯電話・データ通信端末に付与された15桁
の識別番号．

 ＊6 iOS端末に割り当てられた機器ごとに固有な識別コード．
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前述のとおり，テレワークシステムの認証にクライア
ント証明書を利用することで攻撃耐性が高くなるが，肝
心なクライアント証明書が不正に窃取されないような運
用にも注意したい．証明書のようなクレデンシャルの保
護は，認証・認可の強化という性質を持つゼロトラスト
アーキテクチャにおいても，今後更に重要視されるもの
と考えている．

4 緊急事態宣言下におけるテレ
ワークシステムの提供

ここまでテレワークのセキュリティ対策について解
説してきたが，セキュリティとともに可用性の重要性を
実感した例を最後に紹介したい．
COVID-19の感染拡大を受けてテレワーク導入・増強

が必要となった企業を支援すべく，弊社でも2020年 3
月からテレワーク用サービス（Soliton SecureDesktop
サービス）の無償提供を開始したところ，首都圏での感
染者数の増加や緊急事態宣言を受けて多くの申込みを頂
いた．微力ながらも役立てて頂だけることがうれしい反
面，殺到する申込みや問合せへの対応，サービス基盤の
負荷増加への対策に追われた．
このとき最も心を砕いたのは可用性の確保だった．急

激なユーザ数の増加とこれまでとは全く異なる「常時利
用」されるテレワークという利用形態により，予想以上
のシステム高負荷が発生したため，大幅なシステム増強
やチューニングを何度も行うこととなった．特にPCの
再起動によりテレワーク用サービスへの接続回数が大き
く増加するWindows Update のタイミングでは最大で
通常の約 2.8 倍の負荷となることもあり，いつ想定外の
事態が発生するかと気が抜けない状況が続いた．
緊急事態宣言下では，弊社のこうした状況と同じ経験

をされた企業も多かったと聞いている．一時的な利用で
はなく常時利用となるため， VPNやテレワークシステ
ムが高負荷でダウンした例も少なくなく，中には既存の

テレワークシステムが障害で利用できなくなり緊急措置
として弊社の無償サービスを採用頂くケースも見られ
た．
弊社のテレワーク用サービスが，大きなトラブルや
サービス停止を引き起こすことなく緊急事態宣言下の
サービス提供を乗り切ることができた要因は，収容ユー
ザ上限値を定義してシステムを分割していたことと，人
の判断による事前のシステム増強を行っていたことに
あった．システムを分割することで，何らかの問題が発
生しても影響範囲を限定的にする意図もあったが，予想
外の負荷急増にも耐えられるよう，かなりの余裕を持っ
て各システムを増強することもできた．当然，いかなる
急激な変化にも自動的にスケールアウトして対応できる
仕組みが理想的ではあるが，自動化に任せ過ぎなかった
おかげで想定外の事態に対応できたのも事実である．こ
れらは何ら目新しくもない地道な対策ではあったが，緊
急事態宣言下を乗り切ったテレワークシステムの多く
は，案外，こうしたシステム運用の基本に支えられてい
たのではないかと考えている．
ポストコロナ時代においては，これまでよりも企業の
テレワークへの依存度が高くなることが必至だろう．テ
レワークのセキュリティ対策としては，当然のことなが
ら情報漏えいやサイバー攻撃などのリスク対策が求めら
れるが，テレワークシステムの可用性の確保は，大前提
でもあるとともに最も厳しくチェックされるべき事項で
ある．

5 おわりに
COVID-19 によって社会・経済全体が深刻なダメー
ジを受ける中，多くの企業がテレワークをはじめとする
情報処理技術の力を生かして出口の見えない，この難局
を乗り切ろうとしている．特にテレワークについては
COVID-19 で得た経験を踏まえ，現在の業務継続のた
めだけではなく，今後の危機に備える投資として，セ
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キュリティ対策に配慮した見直しを進める企業が増えて
いる . 
テレワークシステムへの攻撃増加は決して他人事で

はない．サイバー攻撃者がテレワークシステムを一つの
攻撃ベクトルとしていることを理解し，有効なセキュリ
ティ対策をしていく必要がある．本稿が，テレワークの
セキュリティ対策に取り組み，COVID-19 に立ち向か
う読者の一助になれば幸いである．

■ 文献
（1） 総務省，“テレワークセキュリティガイドライン第 4

版，”April 2018．https://www.soumu.go.jp/
main_content/000545372.pdf

（2） Kaspersy, “Remote spring: the rise of RDP 
bruteforce attacks，”April 2020．https://
securelist.com/remote-spring-the-rise-of-rdp-
bruteforce-attacks/96820/

（3） Microsoft, “Ransomware groups continue to 
target healthcare, critical services; here’s how to 
reduce risk,” April 28th 2020. https://www.
microsoft.com/security/blog/2020/04/28/
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1 はじめに
クラウドの利活用や社外コラボレーション，そしてテ

レワークなどに代表される働き方の多様化により，実施
すべきセキュリティ対策にも変化が生じている．これま
で多くの組織で採用されてきた「境界防御モデル（ペリ
メタモデル）」，つまり，企業ネットワークの境界内部は
安全な状態に保たれており，サイバー攻撃等の脅威は境
界外部にのみ存在し，脅威が境界内部に侵入しないよう
にするという前提に立つネットワークモデルでは，日々
その激しさや多様性が増している脅威を防ぎ切ることは
難しくなってきている．それらの課題に対処する新しい
セキュリティの考え方として「ゼロトラストモデル」と
いうものが Forrester Research 社によって提唱されて
いる（1）．
ゼロトラストモデルはテレワークとも相性が良く，新

型コロナウイルス感染拡大防止策としてテレワークが積
極的に活用されている現状において，ゼロトラストモデ
ルへの移行を検討している組織も多い．本稿ではゼロト
ラストモデルに関して，特にテレワークセキュリティの
観点から解説する．最初にゼロトラストモデルを支える
技術的な要素について触れ，その上でゼロトラストモデ
ルに関して，従来の境界防御モデルとの違いを中心に解
説していく．

2 ゼロトラストモデルを支える技術
本章ではゼロトラストモデルを支える各種技術を解

説していく．利用されている技術は数多くあるが，本稿
では，ID，クラウドセキュリティ，エンドポイントセ
キュリティ，ネットワークが主な技術的要素であると
し，それぞれに関して解説を行う．

２.1　ID
ゼロトラストモデルにおいて IDは重要な役割を持っ
ているが，そもそも IDとは何か，そして IDを正しい
用途として利用するための認証及び認可という仕組み，
並びにそれらを実現するためのソリューションについて
解説を行う．

２.1.1　IDとは何か
まず IDとは何か，IDを考慮する上で，よく混同さ
れる概念として Identity, Identification, Identifier の
三つが存在する．Identity とは ISO/IEC24760-1 にて
「実態に関する属性情報の集合」と定義されており，氏
名や住所などユーザの属性情報のみでなく ,サービスの
利用履歴や他者との関係性などの情報も含まれる .
Identification は対象となるユーザをいわば「ラベル付
け」し ,個々のユーザを識別する行為を指す . その際に
付与されるラベルのことを Identifier（識別子）と呼ぶ .
実世界の例を踏まえて説明をすると，図１に示すよう
に，実世界でユーザがサービス利用時において，身元確
認のためにサービス提供者に対し，パスポートや免許証
を提示するケースを考える．提示したパスポートや免許

図1　実世界の IDと IT空間の ID
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証に記載された氏名や住所などの情報が Identity，提示
したユーザをサービス提供者側で識別する行為が
Identification，サービス提供者がユーザを区別するた
めの識別子（パスポート番号や免許証番号）が
Identifier に該当する．
IT の世界でも，何らかのサービスを利用する際に，

サービスに必要なアイデンティティをサービス提供者へ
伝える必要がある．最近では自動化されている機械など
のケースも考慮が必要となるため，各サービスに一意で
ある Identifier（以下，本論では「ID」と記載する）を
どう管理するかが重要となる．
システムによって割り振られるランダムな文字列や

自身で任意に定めた文字列だけでなく，重複がないとい
う特性からメールアドレスを IDとして利用するケース
も見られる．また，ITの世界では対面でのケースと異
なり，属性情報の連携手段やその真正性の確保，オンラ
イン越しの対抗ユーザの認証手段など，考慮すべき制約
が存在する．

2.1.2　IDと認証
サービス提供者の目線に立つと，ユーザが提示した

IDに対して正当な所有者であることを何らかの形で証
明する必要がある．この証明の仕組みを「認証」とい
う．例えば，実世界で IDとして利用するパスポートや
免許証には顔写真がついている．そのため顔写真とその
IDを提示した人の顔とを比較することで，IDに記載さ
れている人と目の前の人は同一人物であるかどうかの判
断をすることができるはずだ．ITの世界においても認
証を行うが，顔写真で認証するわけにもいかない．その
ため認証の 3要素といわれている以下の要素で認証を
行う（2）．それぞれの要素と具体例を表 1に示す．

①利用者が知っている ‘もの ’
②利用者が持っている ‘もの ’
③利用者固有の ‘もの ’

サービス提供者は何らかのサービスをユーザが利用
する際に，ID並びに IDを証明するための要素（例えば
パスワード）を提示させ，本人であることが確認できて
初めてサービスの提供を行う．ゼロトラストモデルにお
いては，誰がサービスを利用しようとしているかを常に
確認する必要があり，「誰が」を担保するための仕組み
として認証が非常に重要である．そのため，より正確な
認証を行うため，多要素での認証が推奨されている．
なぜ多要素で認証を行うことでより正確な認証が行

えるのか．パスワードだけで認証を行う場合，パスワー
ドが何らかの原因で流出すると，流出したパスワードを

利用した第三者によるなりすましが可能になり，認証の
信頼性が一気に下がる．しかし，パスワードだけでなく
同時にワンタイムパスワードトークンを利用したワンタ
イムパスワードを要求する場合，パスワードを入手した
悪意のあるユーザがなりすましを試みても，ワンタイム
パスワードは相変わらず不明であるため，なりすましは
失敗に終わる．このように，単一要素だけでは流出など
何らかの要因によって認証の信頼性が保てなくなるケー
スにおいても，多要素認証を導入することで信頼性を維
持することができるのである．

２.１. ３　認可とは
次に，認可（Authorization）について解説する．認
可というと聞き慣れない言葉であり，また認証との違い
が分かりづらいが，端的にいうと何かを行うことを許可
する／禁止する判断を行うことを指す．
例えば，図 2に示すように，入国審査を思い浮かべ
て頂きたい．外国に入国する際，一般的にはパスポート
コントロールにて身分を証明するためにパスポートを提
示する．これにより，審査を受けている者が何者である
のかが認証される．その上で，対象者を入国させてもよ
いかを入国審査官が判断している．この判断が認可であ
る．
入国の際は，例えばビザの有無や犯罪歴，過去の渡航
歴などに鑑みて入国の可否が判断されるが，ITの世界
ではあらかじめ決められたルールで認可処理を行い，
サービスやリソースへのアクセス可否を判断している．
例えば一部のスマートフォンアプリでは，無償版と有
償版があり，有償版だけ特定の機能が利用できるように
なっている．これは認証を行った後に，対象ユーザが無
償版ユーザなのか，有償版ユーザなのかの判断を行い，
有償版ユーザにだけ追加でリソース（機能）へのアクセ
スを許可しているという認可処理が行われている．ゼロ
トラストモデルにおいては，ユーザが特定のサービスや
リソースに対してアクセスする権利を有しているかどう
かを都度判断し，必要最小限のアクセスだけを許可する
仕組みを作り上げることが重要である．この仕組みの根
幹をなす認可処理は非常に重要な役割を担っている．

表1　認証の要素と具体例

認証の要素 具体例

① 利用者が知っ
ている ‘もの’ パスワード、PIN

② 利用者が持っ
ている ‘もの’

ワンタイムパスワードトークン、スマー
トフォン

③ 利用者固有の
‘もの’ 指紋、虹彩
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2.2　クラウドセキュリティ
2.2.1　接続先の多様化
境界防御のみ重視すればよかったときは，組織内の

ネットワークに設置されているサーバ等の管理のみに注
力すれば問題がなかった．しかし，IaaS，PaaS，SaaS
といったクラウドサービスが登場し，これらを活用する
ことが組織にとって重要事項となってきた現在では，境
界内部に限らずインターネットにもサーバ等が配備され
るため，管理も煩雑になりがちである．ゼロトラストモ
デルを語る上で，クラウド上のリソースをいかに安全に
保つかが肝要であり，幾つかの技術の説明を行ってい
く．

2.2.2　 IaaS，PaaS，SaaSにおける責任分界点に
ついて

まずは IaaS，PaaS，SaaS について改めて整理する．
NIST（National Inst i tute of Standards and 
Technology）の定義では Infrastructure as a Service
（IaaS）は「利用者に提供される機能は，演算機能，ス
トレージ，ネットワークその他の基礎的コンピューティ
ングリソースを配置することであり，そこでユーザはオ
ペレーティングシステムやアプリケーションを含む任意
のソフトウェアを実装し走らせることができる」とされ
ている（3）．ユーザはソフトウェアの管理を主に担当し，
基盤の管理をしなくてよい．
Platform as a Service（PaaS）は同様にNISTで「利

用者に提供される機能は，クラウドの基盤上にユーザが
開発した，または購入したアプリケーションを実装する
ことであり，そのアプリケーションはプロバイダがサ
ポートするプログラミング言語，ライブラリ，サービ

ス，及びツールを用いて生み出されるものである」とさ
れている．PaaS 上ではライブラリ等のサービスが提供
されるため，ユーザはそれらを用いてアプリケーション
を開発することが可能であり，ユーザが実装したアプリ
ケーションを主に管理することになる．
最後に Software as a Service（SaaS） は 同様に
NISTにおいて「利用者に提供される機能は，クラウド
の基盤上で稼動しているプロバイダ由来のアプリケー
ションである（3）．アプリケーションには，クライアント
の様々な装置から，Webブラウザのようなシンクライ
アント型インタフェース（例えばWebメール），また
はプログラムインタフェースのいずれかを通じてアクセ
スする」としている．SaaS 上ではプロバイダにアプリ
ケーションまで提供されており，ユーザは固有のアプリ
ケーションの設定以外は管理をする必要がない．
以上の整理を図 3に示すと，IaaS，PaaS，SaaS はそ
れぞれ，プロバイダとユーザが管理責任を持つ部分が異
なっていることが分かる．IaaS，PaaS，SaaS は手軽に
利用し始めることができ，スケーラビリティもあると
いった観点から，多様な組織に導入しやすいメリットが
ある．しかし，その反面，自由度の高い設定も簡単に行
えてしまうため，設定ミスに起因するようなセキュリ
ティインシデントも各組織で多発してしまっているのが
現状である．2020 Cloud Misconfigurations Report
によると，2018 年から 2019 年の間に，クラウドの設
定ミスを起因とする情報が漏えいした記録は全世界で
330 億件を超え，これにより生じた損失が推定 5兆円
であることが明らかになった（4）．このように，少しの設
定ミスで大きな損失につながる可能性があるため，手軽
に利用できるサービスだとしても，やはりその状態を常

図２　実世界と IT空間の認可と認証
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に確認し，サービスの安全性の信頼を担保する必要があ
る．

2.2.3　 クラウドサービスの安全性を確認するCASB，
CSPM，CWPP

IaaS や PaaS，SaaS といったサービスの信頼性を確
認する際に有効であるのが，Cloud Access Security 
B roke r（CASB），Cloud  Secu r i t y  Po s t u r e 
Management（CSPM），Cloud Workload Protection 
Platform（CWPP）と呼ばれるツールである．以下，
順番にその役割について確認していく．
まずCASB についてだが，CASB とはガートナーが

提唱した概念である（5）．ガートナーはCASB を「クラ
ウドサービスプロバイダとクラウドサービスコンシュー
マの間に配置され，クラウドベースのリソースへのアク
セス時にエンタープライズセキュリティポリシーを組み

合わせて挿入する」と定義している（6）．つまり，CASB
はクラウドアプリケーションの使用やアクセスの制限，
クラウドアプリケーション利用における組織のセキュリ
ティポリシーの実行を可能にするツールである．
CSPMはセキュリティポリシーが守られているか，
またインシデントが発生するリスクがないかといった，
クラウドのセキュリティ対策の評価をすることに加え，
ポリシーを守り，インシデントを防ぐためのクラウド上
の設定をサポートするツールである．
最後にCWPPとはクラウドやオンプレミスにおける
ワークロード，例えば仮想マシン，コンテナやサーバ等
のセキュリティを統合的にサポートする機能を提供す
る．システムのハードニングやぜい弱性のマネジメン
ト，ネットワークのセグメンテーション，ファイア
ウォールや通信の可視化等を行うことができる．
以上をまとめると，図 4に示すように，CASB は主

図 ３　IaaS，PaaS，SaaSにおける責任分界点

図４　CASB，CSPM，CWPPの主な確認範囲
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に許可されていないアプリ等のアクセスを制限すると
いったような，SaaS の利用状況の確認を行うことがで
き，CSPMは主に管理者権限の付与の状況といった
PaaS，IaaS における設定状況の確認が可能である．そ
してCWPPはコンテナや仮想マシンの情報漏えいを防
止するといった，ワークロード全体の状態を確認でき
る．CASB，CSPM，CWPPの提供する機能は重複する
部分もあるが，それぞれ単体でクラウドセキュリティを
カバーすることはできない．この三つのツールをうまく
組み合わせて活用することで，IaaS，PaaS，SaaS の状
態やセキュリティ対策状況を可視化できる．これらの
ツールを用いて可視化した結果を活用し，クラウドサー
ビスが安全であることを常に確認した上で，アクセスを
許可することがゼロトラストモデルを実現する際に重要
となってくる．

２.3　エンドポイントセキュリティ
次に，アクセスの起点となるエンドポイントに関して

の関連技術の解説を行う．ここでいうエンドポイントと
はユーザが操作を行う各種デバイスのことを指し，具体
的には，デスクトップパソコンやノートパソコン等のコ
ンピュータ端末（デバイス），並びにスマートフォンや
タブレット等のモバイル端末（モバイルデバイス）を指
すこととする．ゼロトラストモデルでは接続元であるデ
バイスの安全が十分に担保されていることを検証し，ア
クセスコントロールの一要因として利用する．組織で準
備されているデバイスだけではなく，最近ではBYOD
（Bring Your Own Device）と呼ばれる個人所有のデバ
イスを利用するケースもあり，どのようにデバイスの安
全を確保するかが重要である．
NISTでは，ゼロトラストモデルを実現するための端

末への対策として「組織に属する全端末が安全な状態に
保たれているように継続的に監視を行う」ことを推奨し
ており，それらを実現するEDR（Endpoint Detection 
and Response） 並 び に UEM（Unified Endpoint 
Management）という技術について解説を行う（7）． 

2.3.1　デバイスの状態を確認するためのEDR
EDRは，マルウェアの侵入，デバイスの隔離，駆除

までを自動で行うことができる．従来型のマルウェア対
策ソフトは，あらかじめウイルス対策ソフトウェアベン
ダが定義した既知のマルウェアデータベースと照合し，
マッチした場合のみマルウェアが駆除されていた（8）．
一方，EDRはマルウェアが端末に侵入した後のデバイ
ス上での振舞いを観察し，悪意ある振舞いとして判断し
た場合に駆除を行う．
EDRを利用したマルウェアの検知・駆除の具体例を

考えてみる．ある日メールを受信した従業員が，メール
に添付されていた「請求書 .pdf」という名称のファイ
ルを開封したところ，当該 PDFファイルには何も記載
されていなかった．実は，添付されていたファイルはマ
ルウェアであり，従業員の PCから外部の Command 
& Control サーバ（C2サーバ）に対して通信を試みよ
うとしていた．EDRは当該 PCにおける不審な挙動を
検知し，管理者に対してマルウェアに感染していると通
知する．通知を受け取った管理者は，社内システムへの
アクセスを制限するために当該 PCを隔離状態とし，
EDRを利用して遠隔からマルウェアの駆除を行う．
これまではC2サーバへの通信という振舞いを行って
いる場合，社内外の境界に設置されているセキュリティ
システムで検知することが一般的であった．しかし，テ
レワーク環境でPCとインターネットへの出口の間にそ
のような機器が設置されていない場合における不審な通
信の検知は難しい．EDRの登場により，エンドポイン
トにおいて不審な挙動の検知から対応までを「一気通
貫」に行えることが可能となり，ロケーションによらず
にデバイスの安全を保てるようになったのである．

2.3.2　モバイルデバイスのセキュリティ
次に，モバイルデバイスのセキュリティを確保するた
めに利用するUEMについて解説する．
主に機能は三点あり，一点目はリモート管理である（9）．
管理者は，管理画面からUEMがインストールされてい
るモバイルデバイスの状態を把握できる．例えば，従業
員が会社の機密情報が保管されているモバイルデバイス
を電車で紛失してしまった場合を考えてみよう．管理者
は，UEMの管理者画面からデバイスの位置を特定しデ
バイス上のデータを一括で削除し，工場出荷時の状態に
戻すことができる．
二点目はセキュリティ・コンプライアンスポリシーと
の整合性確認である．この機能は，組織が定めたポリ
シーに沿った設定・状態をデバイスが満たしているかを
確認することができる．例えば，モバイルデバイスの起
動時に PINコードが有効化されているか，不正な改造
が行われていないか等，組織が定めたポリシーとの整合
性確認を行うことができる．
三点目はアプリケーション管理である．これはアプリ
ケーションごとに許可する操作をきめ細やかに設定する
ことができる機能である．組織が認めるアプリケーショ
ンのみ使用を許可し，従業員が業務と関連のないアプリ
ケーションをダウンロードや実行することができないよ
うにポリシーを設定できる．例えば，機密情報を含む
メールの外部漏えいを防止するために，メールアプリか
らほかのアプリケーションへのコピー＆ペーストを禁止
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するなどの操作を制限し，機密情報の外部アプリケー
ションへの漏えいを防止することが可能である．
EDRと UEMを活用すると PCやスマートデバイス

といったエンドポイントの状態やセキュリティ対策状況
を可視化できる．これらのツールを用いて可視化した結
果を活用し，エンドポイントが安全であることを確認し
た上でアクセスを許可することがゼロトラストモデルを
実現する際に重要となってくる．

2.4　ネットワーク
次に，ネットワークに関してゼロトラストモデルと関

連の深い重要なコンセプトを解説する．
一般的な企業・団体においてネットワークに関して制

御すべき接続は二種類ある．一つ目は，オープンイン
ターネットへの接続であり，業務に必要な調査を行うた
めに外部公開されているWebサイトにアクセスする等
の一般的な接続である．二つ目は，社内システムへの接
続であり，これは，例えば社内ポータルサイトの閲覧や
会計システムへのアクセスである．
これらの接続を今までは組織内外の境界面でのアク

セス制御や社内でのセグメンテーションによってアクセ
スコントロールを行っていたが，より汎用的にネット
ワークセキュリティを向上させるソリューションとして
Secure Web Gateway（SWG），Software Defined 
Perimeter（SDP）＊が台頭している（10）．ゼロトラストモ
デルでも利用されることになるこの二つのソリューショ
ンの解説を行う．

2.4.1　 SWGによるオープンインターネット接続の保
護

まずは SWG に関して解説する．SWG とは，URL
フィルタリング，ウイルスチェック，TLS 復号やデー
タ損失保護等のセキュリティ機能をクラウドにて搭載
し，包括的な観点からWebトラヒックを保護すること
が可能なソリューションである．境界内に存在するデバ
イスからオープンインターネットまでの通信を集約でき
るペリメタモデルとは異なり，ゼロトラストモデルにお
いてはデバイスが発する通信を単一の経路に集約できな
いという課題がある．つまり，ユーザはデバイスから
オープンインターネットに直接的に接続することにな
り，不正なURLを持つWebサイトへのアクセス，マ
ルウェアに感染する等の脅威にさらされてしまう．
SWGを利用することによって，Proxy のようにクラウ
ド上の SWGを経由し，オープンインターネットを利用

する際に各種セキュリティ機能による検査を行うことが
でき，脅威を防ぐことが可能になる． 

2.4.2　SDPによる社内システム接続の保護
次に，SDPとはアプリケーションやサービスに対す
るアクセス制御を提供するものであり，分かりやすく言
うと，社外のデバイスから社内のリソースに対して安全
な接続を提供するソリューションである．ペリメタモデ
ルでは，境界外から社内システムに対してアクセスを行
う際はVPNを利用して社内NWにリモートアクセスす
るケースが一般的であった．しかし，VPN利用に関し
て主に二点の課題が挙げられる．
一点目はリモートアクセス用のポートを常時開放し
ておくことで，外部からの攻撃に常にさらされている点
である．開いているVPNポートに関するぜい弱性はこ
れまで数多く指摘されており，ぜい弱性を悪用して社内
ネットワークに不正アクセスし，社内ネットワークにあ
る情報資産を全て暗号化した脅威事例もこれまで報告さ
れている．
二点目はリモートアクセス後の社内ネットワークが
フラットに扱われる点である．本来権限を持つべきでな
いユーザが社内の重要な情報資産にアクセスできてしま
い，内部不正を起因とした外部への情報漏えいが発生し
てしまう恐れがある．
SDPを利用することで，先述した二点の課題を解決
することができる．一点目の課題に関しては，SDPは
社内から外向きの通信を常時維持することで，VPNの
ように常時ポートを開けておく必要がない．デバイスが
社内ネットワークにアクセスする際は，SDPへアクセ
スするだけで社内システムに対して通信が中継される．
また二点目の課題に対しては，先述したとおり IDにひ
も付けられたユーザの属性や，接続先・エンドポイント
の状態に関する情報を基にリスク評価を行った上で認証
を行うため，本来アクセスすべきでないユーザが重要な
情報資産にアクセスする事態を予防することができるの
である．

3 ゼロトラストモデルとは
3.1　ゼロトラストモデルの全体像
前章まで，ゼロトラストモデルに深く関わる技術につ
いて述べてきた．次に，ゼロトラストモデルの全体構成
について考察する．組織によって取り得る構成は異なる
が，図 5のような構成になると考えられる．EDR や
UEMでセキュリティが担保されているデバイスから
CSPM，CWPP，CASB等によって安全性が担保されて
いる各種リソースへアクセスが行われる．それらのアク

＊  SDP は Cloud Security Alliance によって提唱された概
念であり，ZTNA（Zero Trust Network Access）とも
呼ばれる．
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セスに関して，IDaaS（IDentity as a Service）におい
て認証・認可されたユーザのみがリソースへ接続すると
いう仕組みになっている．そして，これらの情報は有機
的に連携を行い，例えば EDRや UEMにおいて危険だ
と検知されているデバイスからのアクセスやリスクがあ
ると判断されるクラウドサービスへのアクセスなどを遮
断することによって，全体としてのセキュリティを保つ
ことが可能になっている．
ゼロトラストモデルを採用する際の利点についても

改めて考察する．クラウドサービスの活用やリモート
ワークが推進される中，ペリメタモデルでは社員の PC
からクラウドサービスへのアクセスといったような，組
織のネットワークの境界外から境界内へアクセスするよ
うなケースが増えている．このような場合，ペリメタモ
デルでは新たに発生する様々なセキュリティリスクへの
対応をし切れない場合が多い．例えば，境界外にある端
末の状況を監視することができないことによるユーザの
PCのマルウェアの感染，組織内で利用が許されていな
いオンラインストレージの利用や設定ミスによる機密情
報の流出といったインシデントが起きてしまう可能性が
ある．
一方で，ゼロトラストモデルを採用した場合，これら

のリスクの低減が可能となる．ゼロトラストモデルにお
いては，EDRによってエンドポイントのデバイスを監
視，マルウェアに侵入された場合に素早く該当デバイス
のネットワークへの接続を制限することができる，また
CASB，CSPM，CWPPにより接続先リソースの安全性
を担保することができ，利用が許されていないクラウド
サービスの接続を制限したり，クラウドサービスのセ
キュリティ設定の状態を確認したりすることができる．
そして，これらのアクセスや端末の情報を IDによって

一元的に管理することにより，組織全体を新たなセキュ
リティの脅威から守ることが可能となるのである．

3.2　 ゼロトラストモデルとペリメタモデルにおけるリ
モートワーク

既存のペリメタモデルと比較した際に特にリモート
ワークの観点ではどのような違いが出てくるだろうか．
例えば，デバイスから SaaS へのアクセスについて考え
る．ペリメタモデルにおいてSaaSにアクセスする場合，
VPNで一度境界内に接続し，そこから Proxy 経由で
サービスへアクセスすることになる．図 6に示すよう
に，一度境界に入ることにより，オーバヘッドは大きく
なる．また，リモートワーク環境の利用者が増えた場合
にVPNが組織にとっての単一障害点となってしまう懸
念がある．
SaaS へのアクセスはインターネットを利用する場合
においても，Proxy を経由しないこと等の理由から，従
来のセキュリティがバイパスされてしまい，シャドー

図 ５　ゼロトラストモデルの全体像

図６　ペリメタモデルにおける課題
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IT（未許可 SaaS）へのアクセスや，不正サイトへのア
クセス等を原因として，エンドポイントがリスクにさら
されることになる．一方，ゼロトラストモデルではエン
ドポイント自体を EDRや UEMで安全な状態に保ち，
社外へのアクセスも SWGを経由することにより，リ
モート環境下でもオーバヘッドを少なく，組織内にいる
場合と同等のセキュリティレベルを保ったまま各種リ
ソースへのアクセスが可能である．

3.3　ゼロトラストモデルの活用例
実際にGoogle 社において，BeyondCorp＊ というゼ

ロトラストモデルが実装されている（11）．BeyondCorp
においては，IDに基づき，接続する場所，デバイス，
デバイスの状態といった条件からアクセスの可否を決定
する“Context-Aware Access”が実現されており，リ
ソースへのアクセスに関するセキュリティのレベルが場
所を選ばず担保されている．社内外の境界を完全に取り
払い，必要な情報に必要な人が必要な場所からアクセス
することができ，まさに「リモートワークの理想形」だ
と言ってよい．

4 おわりに
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大をきっかけ

に，各企業・団体においてリモートワークが急速的に普
及するなど，これまでとは異なる新しい働き方への移行
に伴って，新しい脅威や課題も顕在化してきた．そのよ
うな脅威や課題を解決し得るアプローチとして，本稿で
はゼロトラストモデルを支える技術要素の概要やそれら
を組み合わせた際の全体像ついて解説を行った．
Google 社のように全社的にゼロトラストモデルの実現
に取り組んでいる企業は少ないが，今後ますます導入企
業の増加が期待される．これから世界的にゼロトラスト
モデルが普及していくに伴って，新たな課題や脅威が顕
在化していくことも考えられる．これからも絶え間なく
進歩し続けるゼロトラストモデルを見守っていきたい．
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	1. はじめに
国内含め，5G の商用導入が世界的に進められて

いるが，ほぼ全ての 5G の初期導入においては，
LTE（Long-Term Evolution）システムをベースと
し，そこに 5G の新たな機能を追加する NSA（Non-
Standalone）と呼ばれる方式が採用されている．こ
れは LTE が既に世界のほとんどの国，地域で導入さ
れており，5G をスムーズかつ安定的に導入する上
で確実な方式と考えられていることによる．その意
味でも LTE は国際的に広く普及し非常に成功した移
動通信システムと言える．標準化の観点においても，
LTE 標準化におけるプロセスや経験がその後の
LTE-Advanced 及び 5G の標準化作業のベースと
なっており，標準化関係者に与えた影響は極めて大
きい．また，LTE の標準化及び世界的普及等の成功
により，LTE-Advanced や 5G に関する世界的な技
術開発及びサービス開発競争が激化し，その普及ス
ピードも加速している．これらのことから，現在及
び今後の移動通信システム開発を検討する上で，
LTE の標準化と実証実験，システム開発は移動通信
の歴史において非常に重要なステップであったと考
えられる．それらの過程において，弊社は当初より
積極的に活動し，世界をリードした．本稿では，
LTE の標準化及び開発に当初から関わった者として
過去の活動を振り返り，LTE のコンセプト作り，標
準化準備，3GPP での標準化作業，実用化に向けた
取組みについて述べる．

	2．LTEコンセプト
LTE は 2010 年頃から世界的に商用サービスが開

始されたが，そのコンセプト作りは 2004 年から本
格的に始まった．当時，3G システムが世界的に普
及し始めた段階ではあったが，音声中心であった移
動通信サービスからデータ通信需要の増大が予見さ

れ，3GPP においても HSDPA/HSUPA の標準仕様
開 発 が 進 められ て いる 状 況 で あった．HSDPA

（High-Speed Downlink Packet Access）/HSUPA
（High-Speed Uplink Packet Access）等の 3G の短
期的な高度化技術を用いることにより，データ速度
だけでなく，周波数利用効率も改善でき，ビット当
りのコストの低減が可能であった．しかしながら，
長期的にはデータトラヒック需要の増大，及びコン
テンツの大容量化の要求が当時から急速に進んでお
り，その一方で低料金，更には定額性の要求も高
まっていた．これに対応するには，より一層の飛躍
的な性能向上とビットコストの削減が重要な課題で
あった．そこで NTT ドコモでは，3G の“長期的な
進化”として，2004 年 5 月に「Super 3G」コンセ
プトを提唱した（1）．Super 3G の基本コンセプトを
図 1 に示す．主なポイントは以下のとおり．

▪ 3G スペクトルを使用する，3G の長期的進化
▪  4G へのスムーズなマイグレーションを狙いと

する

技術的なコンセプトとしては以下のとおりである．
▪ データ速度，容量，カバレージだけでなく低遅

延を重要な要求条件とする
▪ 無線アクセスは直交周波数分割多重（OFDM：

O r t h o g o n a l  F r e q u e n c y  D i v i s i o n 
Multiplexing）等の新技術要素を導入し，かつ
周波数帯域幅を広帯域化して高速化

▪ ネットワークはパケット交換網のみのシンプル
アーキテクチャ

結果的に本 Super 3G コンセプトが LTE の原型と
な っ て お り，「 長 期 的 な 進 化：Long-Term 
Evolution」という説明が LTE の名称の由来となっ
ている．

ⓒ電子情報通信学会 2021

LTEの標準化と開発

（株）NTT ドコモ ネットワークイノベーション研究所　中村武宏　Takehiro Nakamura
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	3．LTE標準化と技術仕様
NTTドコモはSuper 3Gコンセプトをベースとし，

世界の主要企業とも意見交換を精力的に進めてコン
セプトや標準化の方針の共通認識を作り上げた．多
くの国内外のキープレーヤや 3GPP のリーダーたち
への説明と意識合わせをするために世界を飛び回
り，認識の相違点をできる限り事前に調整すべく議
論を重ねた．これら活動により，Super 3G コンセ
プトに沿った 3G の長期的な進化の必要性の認識が
高まり，3GPP では，2004 年 11 月にトロントにて
Future Evolution Workshop を開催するに至った．
本 Workshop では多くの参加者とともに 40 件に及

ぶ主要各社からの提案を扱い，3GPP にて LTE 標準
化作業を進める上での大筋の方向性を見いだすこと
ができた（2）．それを基に，2004 年 12 月の 3GPP 
TSG-RAN 会合にて NTT ドコモは LTE に関する基
本検討開始のための Study Item 提案を 26 社連名
で提出し承認されるに至った（3）．図 2 に本 Study 
Item 提案文書の冒頭部分を示す．なお NTT ドコモ

（筆者）は本 Study Item のラポーターとして標準化
議論をリードした．

Study Item の合意により，LTE の標準化作業が
3GPP にて正式に開始された．図 3 に 3GPP での
LTE 標準化経緯を示す．3GPP 内での LTE に対する
大きな関心と期待により，議論が精力的に進められ，

図 2　Study Item 提案文書

図 1　Super 3G 基本コンセプト
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2005 年 6 月には要求条件が合意された（4）．表 1 に
合意された主な LTE の要求条件を示す．最大データ
通 信 速 度 は，HSDPA の 14 Mbit/s に 対 し 100 
Mbit/s とかなりの高速化を目指した．遅延条件は
3G や HSDPA/HSUPA では考慮されなかったが，
LTE では制御遅延として，アイドル状態（着信／発
信待ち状態に相当する何ら無線資源が割り当てられ
ていない状態）からアクティブ状態（無線回線を割
り当てて通信可能となる状態）までの制御遅延とし
て 100 ms 以下，ドーマント状態（必要最小限の無
線資源を割り当てている状態）からアクティブ状態
までの制御遅延として 50 ms 以下としている．伝送
遅延は無線アクセスネットワーク内の片道で 5 ms
以下と高い目標が掲げられた．ユーザスループット
や周波数利用効率についても HSDPA/HSUPA の 2
～4 倍と，当時としては挑戦的な目標値であった．
使用周波数帯域幅は，3G では 5 MHz を基本として
いたのに対し，高速化を考慮して最大 20 MHz まで
拡張した．5 MHz よりも小さな周波数帯域幅は，
2G シ ス テ ム で あ る GSM（Global System for 
Mobile Communications）に使用している周波数

帯域への適用も考慮して加えられたものである．
一般に要求条件議論に関しては，通信事業者はよ

り良いサービス提供を目指して高めの要求条件を，
NW 装置や端末を製造するベンダは製造の困難性を
避けるために低めの要求条件を提案する傾向にあ
り，熱い議論となった．ラポーターとしてその間に
入り，リアリスティックな高めの要求条件を落とし
どころとして双方に対して提案し，終結を図る等尽
力した．

2006 年 6 月には Study Item 作業がほぼ終了し文
書（5）としてまとめられたことにより，次のフェーズ
として詳細仕様開発開始のための Work Item 提案
を弊社がラポーターとして提出し承認された（6）．そ
の後 2007 年中に主要仕様が完成し，2008 年末ま
でにテスト仕様含む全ての LTE 標準仕様が 3GPP
の Release 8 仕様として完成した．表 2 に LTE の
主要緒元を示す．アクセス方式として，下りリンク
にはマルチパス干渉に対する耐性が高く，サブキャ
リヤ数を変更することで広範囲な周波数帯域幅に柔
軟に対応ができる直交周波数分割多重アクセス

（OFDMA：Orthogonal Frequency Division 

図 3　3GPP での LTE 標準化経緯

表 1　主な LTE 要求条件

ピークデータ速度 下り : 100 Mbit/s, 上り : 50 Mbit/s 

遅延 
制御遅延 100 ms 以下（アイドル状態→アクティブ状態）

50 ms 以下（ドーマント状態→アクティブ状態）  
伝送遅延 5 ms（RAN 内の片道遅延） 

ユーザスループット
 （Rel. 6 HSDPA/HSUPA と比較） 

セル端でのスループット 2～3 倍 （下り）, 2～3 倍 （上り）
平均スループット 3～4 倍（下り）, 2～3 倍（上り）

周波数利用効率 （Rel. 6 HSDPA, HSUPA と比較） 3～4 倍（下り）, 2～3 倍（上り）

周波数帯域 1.25 M, 2.5 M, 5 M, 10 M, 15 M, 20 MHz
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Multiple Access）， 上 り リ ン ク に は 移 動 端 末
（UE:User Equipment）の無線増幅器の動作効率を
向上して低消費電力化が実現でき，ユーザ間の干渉
を除去できるシングルキャリヤ周波数分割多重アク
セ ス（SC-FDMA：Single-Carrier Frequency 
Division Multiple Access）を用いている．周波数
帯域幅は要求条件に沿って 1.4 GHz から 20 MHz
まで対応しており，各オペレータの様々な周波数割
当状況に柔軟に対応可能としている．信号処理単位
であるサブフレームの長さは低遅延化を考慮し，3G
の 10 ms に対し 1 ms と非常に短いフレーム長を採
用している．OFDM では，前シンボルの遅延波が次
の OFDM シンボルに及ぼすシンボル間干渉及びサ
ブキャリヤ間の直交性の崩れに起因するサブキャリ
ヤ間干渉が発生するが，それら干渉を除去するため
に，各 OFDM シンボルの後半部分のコピーを先頭
に付加した Cyclic Prefix と呼ばれるガード区間を
設けている．LTE の OFDM サブキャリヤ間隔とし
ては，Cyclic Prefix によるオーバヘッド量と実環境
における遅延波やドップラー周波数の性能への影響
のトレードオフを考慮し，15 kHz としている．その
Cyclic Prefix 長は，通常使われるセル半径での遅延
波を考慮した 4.7 µs とともに，大セルでの遅延波を
考慮した 16.7 µs をサポートしている．変調方式と
しては高速化を考慮し，最大 64 QAM までをサポー
トしている．ただし，移動機の複雑化回避を考慮し，
上りリンクでは 64 QAM はオプションとなってい
る．誤り訂正符号としては，高速データ伝送におい
て，3G の畳込み符号より符号化利得の大きいター
ボ符号が採用された．複数の送受信アンテナを用い

て 伝 送 速 度 を 向 上 で き る 技 術 で あ る MIMO
（Multiple Input Multiple Output）のアンテナ数と
しては，実環境での効果と装置の複雑性のバランス
を考慮し，最大 4 × 4（4 送信アンテナ，4 受信ア
ンテナ）までサポートしている．

仕様開発議論では，参加メンバーから多岐にわた
るトピックで極めて多くの提案が出されたが，各社
のビジネス面や IPR 確保等の目的から議論は紛糾し
た．基本的にはピュアな技術議論であるべきである
が，政治的な面も背後にあるのが常である．技術的
にできる限り良いものを標準化することを前提にし
つつ，政治的な面も考慮し，適切なバランス感覚で
主要企業と折衝し，自社提案の合意を図るのが肝要
であった．

	4．LTE実証実験と商用化
NTT ドコモでは，LTE の基本性能の把握と運用

スキルの取得，その潜在能力の社内外への訴求を目
的とし，3GPP にて LTE の Study Item がほぼ完了
し基本機能が明確になったことを契機に，2006 年 7
月に商用装置の調達プロセスを開始するとともに実
証実験装置の開発を開始した．開発した実験装置の
外観と屋外での実験結果を図 4 に示す．下りリンク
では，実際の屋外環境で，帯域幅 20 MHz，4 × 4 
MIMO 使用時に要求条件を超える 250 Mbit/s を達
成した．

実証実験とともに商用装置開発も進め，NTT ドコ
モは 2010 年 12 月 24 日に，Xi（クロッシィ）のブ
ランド名で LTE の商用サービスを世界の先頭集団の

表 2　LTE 主要緒元

Access Scheme
UL SC-FDMA

DL OFDMA

Bandwidth 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 MHz

Subframe length 1 ms

Sub-carrier spacing 15 kHz

Cyclic prefix length
Short 4.7 µs

Long 16.7 µs

Modulation QPSK, 16 QAM, 64 QAM* 
*UL では optional

Channel coding Turbo coding

Multi-antenna 1x2, 2x2 （4x2） MIMO, 4x4 MIMO
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1 社として開始した．2004 年初頭に Super 3G コン
セプトを立ち上げてから 6 年弱で標準化を経て商用
開始に至ったことになる．図 5 は当時のブランドロ
ゴと販売開始した LTE 端末である．市場の高いデー
タ通信ニーズに早期に応えつつスムーズに LTE サー
ビスを導入するために，端末は携帯電話タイプでは
なく，データ通信専用端末として USB 型と Express
カード型の 2 種でサービスを開始した．端末能力と
しては，LTE の下り伝送速度は 75 Mbit/s であり，
標準化上の要求条件である 100 Mbit/s には届いて
いないものの，当時の HSDPA の能力である 7.2 
Mbit/s を大きく上回っていた．当初は LTE サービ
スエリアが限定的であることを考慮し，3G/HSDPA/
HSUPA もサポートして，LTE エリア外でも通信可
能となっている．このような過去の世代のシステム
を当初よりサポートすることは，新たな世代の端末
の普及促進には必須の条件である．

	5．おわりに
現在，世界中でサービス提供されている LTE シス

テム開発の経緯として，コンセプトづくり，3GPP
での標準化，実証実験と商用化に関して述べた．こ
れらの過程は，その後の LTE-Advanced や 5G シス
テムの開発においても基本的に同様に適用されてお
り，かつ，そのスピードは速まり，国際的な開発競
争は激化している．また，移動通信業界とほかの
様々な業界との連携による新たなサービス創出に，
現在産学官で大きな関心を持たれており，その重要
性は増している．5G は商用開始されたものの，そ
のサービスエリアはいまだ限定的であり，数年かけ
て面的に広がっていくと考えられるため，当面は
LTE システムを活用した他業界との連携が重要であ
る．これらの状況から，今後の移動通信システムの
高度化とサービス創出に向け，LTE の開発経緯やそ
の内容は多くの関係者にとって有益な情報になると

図 4　LTE 実証実験装置外観と結果

図 5　LTE サービス開始時のブランドロゴと端末
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考えられる．読者の皆様に，本稿を今後の活動や業
務の参考にして頂ければ嬉しい限りである．ととも
に，世界で活躍できる日本の人材育成と創出が進む
ことを切に祈る．

文献
（1） K. Kinoshita, ＂Current status of ＂FOMA＂ 3G service 

and DoCoMoʼs B3G activities,＂ ICB3G-2004, 
pp.13-21, May 2004.

（2） 3GPP, REV-WS044, ＂Summary of requirements 
identified during 3GPP RAN long term evolution 
workshop,＂ www.3gpp.org, Nov. 2004.

（3） 3GPP, RP-040461 , ＂Proposed study item on 
evolved UTRA and UTRAN,＂ www.3gpp.org, Dec. 
2004.

（4） 3GPP, TR 25.913 , ＂Requirements for evolved 
UTRA and evolved UTRAN,＂ www.3gpp.org, June 
2005.

（5） 3GPP, TR 25.912 , ＂Feasibility study for evolved 
UTRA and UTRAN,＂  www.3gpp.org, June 2006.

（6） 3GPP, RP-060426 , ＂Agreed feature WID for 3G 
Long-Term Evolution,＂ Warsaw, Poland, May ‒ June 
2006.

中村武宏
（株）NTT ドコモ執行役員ネットワークイ
ノベーション研究所長．1992 から NTT
ドコモにて移動通信システムの研究開発及
び標準化に従事． 1997 から移動通信シ
ステム標準化に従事．現在，5G モバイル
推進フォーラム企画委員会委員長代理．
2005～2013 3GPP TSG-RAN 副議長及
び議長を歴任．



街 plus 探訪　Covid-19 環境下での「タイ・バンコク」 329

Covid-19 環境下での「タイ・バンコク」 

	 1 	はじめに
筆者は，2018 年 8 月から，タイ・バンコクにある
NICTアジア連携センターに勤務しています．縁があっ
て，三回目のタイでの勤務です．一回目は 2000 年頃，
二回目は 2010 年頃と，大体，10年おきにタイで働い
ていることになります．その間のタイの変化・発展は
目を見張るものがあり，特にバンコクは，鉄道等の交
通インフラの拡張，新たなショッピングモールの開業，
中間所得者層の増加に伴う生活水準の向上，逆に負の
面として，アパート賃料をはじめとした物価の急上昇
など，変化が激しいことを実感しています．また，ICT
（情報通信技術）の分野でも，例えば，スマートフォン
は，日本をしのぐと思われるほど人々の生活に不可欠
なアイテムとして広く普及しています．
当初，そういったタイの変化を主題にバンコクの暮
らしを紹介してみようと思っていましたが，昨今の新
型コロナウイルス感染症（Covid-19）は，タイの社会，
ひいてはそこに暮らしている私にも強烈なインパクト
を与えており，この話を避けて通れないな，と思うよ
うになりました．Covid-19 環境下での暮らしぶりを通
して，タイと日本の国民性や考え方の違いなど，少し
でも，雰囲気をつかんでもらえれば，幸いです．

	 2 	
NICT アジア連携センター
について

NICT アジア連携センターは，前身の CRL（通信総
合研究所）アジアリサーチセンターが 2002 年 10 月に
設置されたことから始まります．当センターでは，主
に東南アジア地域における情報収集や研究連携の推進・
支援を行うとともに，それらの業務実施に必要な関係
機関との人脈形成にも力を入れています．当初は，バ
ンコク市街地から北に 40km ほど離れたサイエンス
パーク敷地内に事務所を構えていましたが，2015 年 2
月に，バンコク市街地にあるチュラロンコン大学の工

学部内に移転してきました．
チュラロンコン大学は，大学名が過去のタイ国の
王様の名に由来した名門大学で，首都にある点などを
考えると，日本だと東大に当たるような大学と言って
も，当たらずとも遠からずです．普段，昼食は，学内
の学食で済ますことが多いですが，1食 50 バーツ弱
（2020 年 7月末のレートで約 170 円）で，おなかいっ
ぱいに食べることができます（図 1）．また，20年前に
はタイでは，ほとんど味わえなかった本格的なコーヒー
も，安いところだと 35バーツ程度で買い求めることが
できます．

	 3 	チュラロンコン大学の閉鎖
さて，Covid-19 の話題に移ります．2020 年 1月頃，
中国でCovid-19 が流行し始め，タイでも話題に上るよ
うになってきました．例年，中国の旧正月の頃には，
中国からタイに観光客がどっと押し寄せてきて，バン
コクの観光地・レストラン等は大混雑（注：中国人の
渡航先の第 1位はタイ，2位は日本）となるのですが，
2020 年は旧正月の直前に，中国政府が団体による海外
旅行を禁止したため，旧正月の期間中，バンコクが閑
散としていたのが印象に残っています．ただ，その頃

ⓒ電子情報通信学会2021

図１　学食の昼食の一例（45 バーツ＝約 150 円）
（2020.8.3 撮影）
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はまだ，渋滞のないバンコクを，多少，喜ぶ余裕もあ
りましたが，その後，徐々に街の雰囲気が悪くなり，
何とも言えない閉塞感が漂ってきました．
多くのタイ人は，Covid-19 に対して，大変，過敏に
なっており，特に，外国人に対して，警戒心を抱いて
いたように感じます．実際，この時期，タイ人に会っ
てもらえなかったとか，会社の事務所への外国人の立
入りを禁止していたといった話を耳にしました．また，
私自身，この時期，タイ人に会うときには，「私は日本
人だが，しばらく日本には行っておらず，バンコクで
暮らしている」といった話し方をしていました．
そうした中，3月に入ると，タイでもCovid-19 の感
染が徐々に広がるようになり，3月末には，非常事態
宣言や海外からタイへの入国禁止といった措置が矢継
ぎ早に取られるようになりました．チュラロンコン大
学についても，3月 25日に大学が閉鎖されることが決
定し，大学内に居室を構える当センターも閉鎖される
ことになりました．結果，小金井にあるNICT 本部よ
りも一足早く，テレワークを開始することになりまし
た．

	 4 	
テレワーク中のバンコクの
様子

大学の閉鎖は，当初，2週間の予定でしたが，何度
か，閉鎖の延長が繰り返されました．最終的に 6月末
まで，計 3か月以上閉鎖されていたことになり，その
間は，基本的に，自宅でテレワークを行うことになり
ました．テレワークの期間中は，タイ国内において，
夜間外出禁止，レストランの閉鎖（持帰りのみ可），公
園の閉鎖，アルコール販売の禁止など，様々な制限が
あり，しばらく，じっとしているしかないな，と思っ
て過ごしていました．一方で，普段は大渋滞で，運転
する気が起きないバンコク市内の道路はがらがらで，
昼休みを利用して自分で運転して弁当や食材などの買
出しに出掛けていました．唯一，グラブ（grab）など
のバイクの宅配便だけは，元気に，がらがらの道路を
滑走していました（図 2）．また，がらんとしたバンコ
ク市内の中で，スーパーだけはいつも混雑しており，
一部の品を除いて食料品だけは豊富にありました．特
に，テレワーク期間中は，タイでは，フルーツが最も
出回る時期で，ドリアン，マンゴスチン，ランブータ
ンなど豊富でした（図 3）．

	 5 	タイ政府の対応
先に簡単に触れていますが，Covid-19 に関しては，
タイ政府はかなり矢継ぎ早に，様々な対策を行ってき
ており，それなりに効果が上がっているように思いま
す．一方で，日本人の自分からすると，時々，びっく
りするような対策も行っており，そのうちの幾つかを
紹介します．

①タイ正月休みの返上・延期
タイには三つの正月休みがあります．一つ目は我々
と同じ正月の 1月 1日．二つ目は 1月末～2月頃の旧
正月，そして三つ目は 4月頃のタイ正月．三つ目のタ
イ正月が一番，規模が大きく，多くのタイ人はこの休
みを利用して，それぞれの実家に戻ったりしており，3
日間ほどの休日も設けられています．しかし，今年は，
Covid-19 のタイ国内の地方への拡散を防ぐという理由
で，タイ政府は，この 3日間の休日（4月 13～15 日）
を返上し，別の日に割り当てることを決定しました．
日本で言えば，正月を別の日に変えるようなもので，
その決定に，少々，驚きました．なお，3日間の代休
については，7月末現在，まだ，1日しか決まっておら
ず，タイに暮らす人間としては，残りの 2日がちゃん

図２　グラブ（grab）のバイク
（2020.4.4 撮影）

図３　豊富なフルーツ
（2020.5.13 撮影）
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と割り当てられるのか，また，割り当てられたとして，
いつになるのか，気になるところです．（注：8月 13
日にタイ政府は，9月 4日及び 9月 7日の 2日間を代
休とすることを決定．）

②アルコール販売の禁止
4 月 9 日夕方，突然，バンコク都政府は，4月 10～
20 日の期間中のアルコール販売の禁止を発表しまし
た．これはダイナミックな決定だと驚きつつ，我が家
にアルコールのストックがほとんどなかったので，妻
と二人で慌てて，スーパーに買い出しに出掛けました．
　スーパーは，私と同じような境遇の人たちであふれ
かえっており，大混雑していました．この話には，続
きがあり，アルコール販売解禁を翌日に控えた 4月 20
日に，またもやアルコール販売禁止の延長が発表され，
アルコールのストックのなくなった我が家では，しば
らく，ノンアルコールビールで，過ごす羽目になりま
した．その後，タイ政府内で延長・解禁の議論がなさ
れたようで，紆余曲折があり，最終的に，5月 3日か
らアルコールの販売が開始しました．また，再び販売
禁止になることを恐れ，ビール売り場に殺到する客の
映像が SNSなどを通じて拡散していました。実は，他
人事ではなく，我が家族も，朝からスーパーに向かい，
ビール等を買いあさりましたが…（図 4）．

③陸路の国境閉鎖
バンコクには，タイと国境を接するミャンマー，ラ
オス，カンボジアからのたくさんの出稼ぎ労働者が，
レストラン・ショッピングモール・工事現場等で働い
ており，彼らなしで，都市の機能が維持できないので
は，と思うくらいです．3月から，順次，そういった
サービスが休業に追い込まれ，職を失ったこれらの人
たちが，自分たちの国に戻るしかないような状況に陥

り，陸路でバンコクからそれぞれの国に戻るため，（タ
イの地方からバンコクに働きに来ている人たちと合わ
せて，）一時，バンコクの長距離バスターミナルが，大
混雑していたそうです．更に，休業とほぼ同じタイミ
ングで，タイ政府は，国境の封鎖も決めたために，母
国に戻ることもできず，国境のイミグレーションは大
混乱となって，暴動すら起きかねないほど不穏な空気
に包まれた旨のニュースが流れていました．
こういったダイナミックな決定に対して，（外国人か
らは目につかないだけかもしれませんが，）多くのタイ
人は，おとなしく，淡々と従っているように見えまし
た．日本だと，マスコミや世論が大騒ぎするのでない
かと思うのですが…．

	 6 	テレワーク中の生活
幸い，部屋の中に作業を行えるだけのスペースがあっ
たので，職場から，大型ディスプレイを持ち込んで，
テレワークを行っていました（図 5）が，特にテレワー
ク初期の頃は，ほとんど人と会わずに暮らしていまし
た．また，初期の頃は，公園も閉鎖されてしまいまし
たが，幸い，外出自体は禁止されていなかったので，
夕方は，できるだけアパートの周りを走るなど，心身
の維持に努めていました．
5月になると，公園に入れるようになったので，近く

にあるルンピニ公園を走るようにしていました（図 6，
7）．一方で，公園に入るには，入り口で，警官による
体温チェックを受ける必要（図 8）があり，また，走っ
ている辻々に警官が立って，マスク着用を指示してきま
した．夕方とは言っても，気温が 30度以上あるタイ・
バンコク．正直，マスク着用だと，暑くて，息ができま
せん…．（大きな声では言えませんが，）時々，警官の目
を盗んで，マスクをずらして走っておりました．

図４　買い集めたアルコール
（2020.5.3 撮影）

図５　テレワーク風景
（2020.4.22 撮影）
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3 月末から 6月 30日まで，オフィシャルにはチュラ
ロンコン大学は閉鎖され，構内への立入りも制限され
ていました．が，大学の中には学生寮もあり，寮に住
んでいる学生等を対象に，大学の一角にある学食やコー
ヒーショップが開いていて，そこで食事をとることが
できるのを発見したのは，5月に入ってからでした．
まだ，バンコク市中のほとんどのレストランは営業し
ていない時期だったのですが，本当にひっそりと店を
開けており，渋滞のないバンコク市内を運転して，結
構な頻度で，この学食を利用させてもらっていました
（図 9）．

	 7 	最後に
まだ，この原稿を書いているとき（7月末）には，
世界中Covid-19 流行の真っただ中ではあるのですが，
一方で，タイでは，5月末から市中感染が出ておらず，
普段の生活については，徐々に平常に戻りつつありま
す．当センターも，7月 1日から大学が開いたことに
伴い，業務を再開しています．一方で，海外との往来
については，タイ政府，大変，慎重です．タイに住ん
でいる日本人から見ると，（日本での 2週間の自己隔離

を受け入れれば，）日本に戻ることはできますが，一方
で，日本からタイに戻るのが，現時点では，（不可能で
はないが，）大変，ハードルが高く，しばらくは，実質
的に，タイに閉じ込められる状況が続きます．
Covid-19 以前のタイ・バンコクは，ビジネス・観光
の両方で本当に多数の人が訪れて活気のある街でした．
　個人的にも，バンコクに暮らしていると，公私とも
に，多数の来訪者があり，生活・仕事が単調にならな
いという面もありました．身勝手なもので，以前はバ
ンコクの渋滞や観光客の多さに，煩わしさを感じたこ
ともありましたが，やはり活気のある方が，バンコク
らしいなと，懐かしく感じるこの頃です．

河野隆宏 
1991 郵政省（現，総務省）入省．ICT
技術政策や電波政策などの情報通信行
政に従事．2018 からタイ・バンコクに
ある NICT アジア連携センターに勤務．
センター長として，主に東南アジア地域
における研究連携の推進・支援や情報収
集，それらに必要な人脈形成に従事．

図６　ルンピニ公園，みんなマスク着用
（2020.5.19 撮影）

図７　ルンピニ公園，ベンチもソーシャルディスタンス
（2020.5.4 撮影）

図８　ルンピニ公園，警官のチェック
（2020.5.4 撮影）

図９　ひっそりと開いていたチュラロンコン大学の食堂
（2020.5.5 撮影）



1  はじめに
2012 年 5月に国内で金環日食が観測された．筆者も

テレビのニュースで金環日食の映像を見たのを覚えてい
る．次に国内で金環日食が観測されるのは 2030年 6月
だそうで非常に楽しみである．このような天体が織り成
す様々な現象はミステリアスであり，天文学が発達して
いない大昔の人々は脅威に感じたであろう．今回は国内
で天文学の研究をしている国立天文台の三鷹キャンパス
を訪ねた．
三鷹キャンパスは，1921 年に観測を開始した歴史あ

る施設であり，都内にありながら非常に緑豊かで広大な
敷地を持つ観測施設である．キャンパスには歴史を感じ
させる正門があり，正門を入って南方向に 80 ｍほど進
むと本記事で紹介する第一赤道儀室があり，そこから西
に 100 ｍほど進むと大赤道儀室がある．このように，
キャンパス内には観測施設が点在し，それらの建物は機
能的であるとともに趣があり，散策するだけでも天文学
に触れることができる．詳細なキャンパスの案内は本記
事最後に紹介している国立天文台のHPで確認して頂き
たい．

2  太陽の観測を知る
天文学というと，夜空に見える星をイメージする人が
多いと思う．夜空は流星群やすい星など多くの天体
ショーを見せてくれる．一方，我々が通常用いているカ
レンダーは太陽暦の一種であるグレゴリオ暦である．ま
た，太陽に発生する黒点の影響がたびたびニュースに
なっていることからも太陽の観測は重要である．三鷹
キャンパスには太陽を観測するために建築された施設が
幾つかある．第一赤道儀室（図 1）は 1921 年に建設さ
れ，太陽の黒点を観測してきた．第一赤道儀室の外観
は，小さなドーム形状をしており非常に趣がある．ちな
みに，建物の名前に含まれている“赤道儀”とは星の日
周運動と同じ速度で回転する機構のことである．すなわ
ち，この建物は太陽を追従しながら観測する機構を持
つ．第一赤道儀室は天文台三鷹キャンパスを代表する建

物の一つである．第一
赤道儀室の中には口径
20 cm，焦点距離 359 
cmの非常に長い望遠
鏡があり，ドーム内に
収まるように設置され
ている（図 2）．この
部屋で今から 100 年
ほど前に太陽の黒点の
動きなどを観測してい
たかと思うと感慨深い
ものがある．部屋の中
には過去の黒点をス
ケッチした様子が保存
されており，太陽観測
の歴史を感じることが
できる．
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有馬卓司　Takuji Arima　東京農工大学

国立天文台三鷹キャンパス
科学館・博物館めぐり

図１　第一赤道儀室．重みのある外観です．

図２　 第一赤道儀室内の望遠
鏡．これで太陽を観測
していました．



3  大型ドームでの観測
大赤道儀室は，その名前のとおり大きな望遠鏡で星を

追従しながら観測するための施設で，大きなドームが特
徴的な建物である．ドームの大きさは直径 14.5 ｍ，高
さ 19.5 ｍに及ぶ．大赤道儀室の構造は，コンクリート
造りの 2階建てになっており，2階の観測者が立つ床は
エレベータ式に上下し，観測がしやすくなっている．こ
の建物が大正時代に完成していたのは驚きである．ま
た，大赤道儀室の中には国内で最古とも言われる望遠鏡
などが保存されており，天文台歴史館としての役割も果
たしている．この建物の中（図3）には，焦点距離10 ｍ
の大型の屈折望遠鏡が収められており，木星の衛星の観
測などが行われていたそうである．

4  レプソルド子午儀室
大赤道儀室から東に60ｍほど進むとレプソルド子午
儀室がある（図4）．地球は東西方向に回転しているため，
地球上において南北に結んだ線上を天体が通過する様子
を精密に観測することは，時刻の決定や，経度の測定に
おいて重要である．この南北を結ぶ線を子午線と言い，
この子午線上を通過する天体の位置を精密に観測する望
遠鏡が子午儀である．天文台三鷹キャンパスのレプソル

ド子午儀室は外観が大変趣のある建物であり，外観から
は分かりにくいが，天井が開く構造になっている．上述
したように，子午線上を通過する天体の観測は時刻や経
度など生活に密着した量が分かるので，古くから観測さ
れていた．建物名の由来になっている，レプソルド子午
儀は1880年にドイツで作製され，実際に時刻の決定に
使用されていた歴史的な子午儀である．建物の外からで
も窓越しに見えるので，訪れた際は是非御覧頂きたい．

5  おわりに
筆者の職場から車で 15分と比較的近い場所にあり非
常に親しみのある天文台三鷹キャンパスを紹介できた．
三鷹キャンパスは年に数万人が訪れる人気スポットであ
る．また，屋外での観測施設や見学施設も多くあり，図
5に示す 6 ｍのミリ波電波望遠鏡や，歩きながら太陽
系のスケールが理解できる太陽系ウォークなどもあり，
散策するだけでも楽しめる．是非一度訪れてほしい．

有馬卓司 （正員）
2003東京農工大大学院博士課程了．博
士（工学）．2003同大学助手，2008同
講師，2013 同准教授，現在に至る．
2012米国ペンシルベニア州立大客員研
究員．電磁界解析手法の開発，メタマ
テルアルの開発に従事．2001本会学術
奨励賞，2007同通信ソサイエティアン
テナ・伝播研究専門委員会若手奨励賞
各受賞．

Access
「国立天文台三鷹キャンパス」

住　　所：〒 181-8588　東京都三鷹市大沢 2-21-1
交　　通： JR 中央線武蔵境駅，京王線調布駅からバスあり．
  有料駐車場も利用できます．詳細は下記HPで御確認下

さい．
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.nao.ac.jp/
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図５　屋外の観測施設．是非散策してみて下さい．

図４　レプソルド子午儀室．外観を見るだけでも楽しめます．

図３　大赤道儀室内の大型望遠鏡．国内では最大級です．
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 はじめに
筆者は 2017 年 9 月から，スイス・ジュネーブの国
際電気通信連合（ITU）無線通信局に無線通信エンジニ
アとして勤務しています．
本稿では，多様な文化や価値観が入り混じったジュ
ネーブで筆者が働いてきて，感じていることや気付い
たことを紹介します．
今後，海外留学や海外赴任，あるいは海外での就職
に関心がある方に参考になりましたら幸いです．
なお，本記載内容は筆者個人の見解や経験に基づく
ものであり，所属組織を代表するものではないことを
あらかじめ御承知おき下さい．

 ジュネーブについて
筆者の勤務する ITUはスイス・ジュネーブ市（図 1）
に所在します．ジュネーブ市はスイス第 2の都市で，
人口は約 20万人です．
ジュネーブは国際連合欧州本部（戦前の国際連盟本

部，図 2）を中心に，国際機関が 20程度集積していま
す．
ITU以外の国連専門機関としては，WHO（世界保健
機関），WIPO（世界知的所有権機関），WMO（世界気
象機関）等の本部がジュネーブにあります．
ジュネーブはフランスやイタリアにも近いことから，
スイス国内でも特に外国人比率が高く，ジュネーブ州
の人口の外国人比率は 40％以上に上ります．
ジュネーブ郊外には CERN（欧州原子核研究機構 )
があります．CERN は素粒子物理学の研究のほか，
1989 年に当時の技術職員であったティム・バーナー
ズ・リー氏がWWW	(World	Wide	Web) を発明したこ
とでも有名です（図 3）．

 ITU について
筆者が勤務する ITUは，情報通信技術（ICT）に関
する国際連合の専門機関です．1867 年創立で，世界で
最も古い国際機関と言われています．
ITUは無線周波数の国際的な分配・割当・調整，電

1

2 3

図１　ジュネーブのレマン湖畔 図２　国際連合欧州本部 図３　 CERN の世界最初の
WWW サーバの展示

国際電気通信連合 (ITU)　住吉宏一　Koichi Sumiyoshi
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気通信技術の標準化，途上国を中心とした ICT の開発
支援を行っています．その中で，筆者は無線通信局宇
宙業務部門におり，各国が打ち上げる人工衛星の周波
数や軌道位置を割り当てるための技術審査や各国間の
調整等を行っています．
ITU の加盟国は 193 で，職員の出身国数は 95 に上
ります．業務上のやり取りも世界各国の政府や通信事
業者等に及び，世界の縮図のような職務環境です．

	 ヨーロッパから見た日本
ジュネーブの街中もオフィスも，多様な文化，言語，
国籍が混じっており，日本人にとっては非常に特殊な
環境です．そして，次のように，海外から日本を客観
的に見たり，海外と日本を比較したりすることが多く
なります．

４.１　スイスと日本の違い
（1）ワークライフバランスの意識
日本の組織は近年，積極的にワークライフバランス
の向上に取り組んでいますが，スイスで「ワークライ
フバランス」という言葉を聞いた記憶がありません．
欧州の文化として，個人の生活や家族との生活が重
視されています．そのため，「ワークライフバランス」
を意識するまでもなく，ワークもライフも大切にされ
ていると考えています．
ただし，業務の目標を達成するために，週末や深夜
に働く職員も少なくありません．むしろ，予想以上に
勤勉な職場環境であり，職員はまとまった休暇を効率
良く取得している印象です．

（2）食べ物の種類や美しさ
基本的に欧州のスーパーに陳列されている野菜の大

きさや形は不ぞろいであったり，購入後に家庭で丁寧
に野菜を洗わないといけなかったりします．
日本は，野菜や果物の大きさや形が規格化されてい
て奇麗であり，日本の農業のきめ細かさを感じます．
また，スイスではジャガイモとチーズの料理（図 4）
が定番ですが，日本で食べられる料理の種類は多く，
世界中の料理のレストランが日本に集まっている，と
実感しています．

（3）サービスの提供時間や価格
スイスでは基本的に店は平日夜 7時頃閉店し，日曜
祝日は休業です．
日本は土日・祝日や夜間を含め様々なサービスをい
つでも受けることができます．そのため，スイスに来
た当初は，日本の感覚で買い物に行き，店に着いたら
閉まっている，という経験をしばしばしました．
また，日本とスイスで同等の機能の品物もスイスの
方が値段が高く，日本の物価がとても安く感じます．

（4）モバイル環境
欧州ではいまだに 2Gしか入らない場所がよくあり
ます（図 5）．日本のように地下街，トンネル，鉄道な
どで常にモバイルが入るわけでもありません．
一方で，スイスでは 2019 年 4 月に 5Gのサービス
が開始されました．

４.２　日本は島国で，面積が広い
スイスにいると，日本は島国であること，また，面
積が広いことを実感します．図 6に欧州に日本列島が
あった場合の日本列島の大体の大きさを示しています．
日本列島の中に幾つもの国境があることが分かります．
（注：筆者が概算で作成したものなので，あくまでも参
考として捉えて下さい．）

4

図４　スイスの料理（定番のチーズとジャガイモ） 図５　時々筆者のアパートで 2G（EDGE）になります
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そして，次のような背景から，欧州は国境をまたぐ
移動に対する物理的及び心理的なハードルが島国の日
本より低い，また，日本は国土の面積が意外と広い，
と感じています．

（1）周辺国との距離感
ジュネーブから車を 10分も運転すると，国境を越え
てフランスに入ります．フランスの方が物価が安いた
め，ジュネーブ市民はしばしばフランス側に買い出し
に行きます．容易に行ける隣国のスーパーなのに，陳
列されている商品も品物の価格も異なることは，日本
人にとって不思議な感覚です．
また，国境をまたいでジュネーブに通勤するフラン
ス人も非常に多いです．
他の国の人が日帰り出張でジュネーブを訪問し，打
合せをすることもあります．
そのほか，家族が欧州内の別々の国に住むことも珍
しくありません．欧州は日本ほど鉄道網がきめ細かく
ありませんが，短距離でも飛行機が頻繁に飛び交って
います．欧州の人々は日本人が新幹線を使う感覚で飛
行機を使ってお互いに行き来しているように見えます．
余談ですが，筆者の妻も 2020 年初めまでハンガリー
に赴任しており，夫婦でスイスとハンガリーで別々の
生活でした．スイスとハンガリーの距離は 1,000	km
程度で，直行便の飛行機で片道 2時間弱です．日本で
単身赴任者が赴任先と自宅の間を新幹線で週末に行き
来する感覚で，夫婦別々の国の赴任生活を過ごせまし
た．
それと同時に，共に日本より小さくて，近い距離に
あるスイスとハンガリーが，同じ欧州にありながら社
会の制度や街並み，文化が大きく異なることにも驚か

されました．

（2）日本より面積が小さい国が多くある
欧州にはスイスを含め日本より面積が小さい国が多
数あります．それぞれの国は面積が小さくても，異な
る文化，伝統あるいは歴史を有しています．そして，
各国ごとに人々の生活や街の雰囲気が異なっていると
感じます．こういったことも，実際に欧州にいないと
実感できないことではないかと思います．

４.３　グローカルな視点
スイスに住むことで，外国の多様性を感じることに
加え，日本にいるときより日本のことを意識し，日本
の歴史，制度，社会や文化について，客観的に考える
機会が多くなりました．筆者の場合も，ジュネーブで
働いていた新渡戸稲造や柳田國男といった日本人の足
跡や，日本と国際連盟の関わりなどの歴史を勉強する
こともあります．
海外の滞在により，日本を客観的に俯瞰するだけで
なく，グローバルの視点で考え，ローカルな視点で行
動するグローカル (Glocal) なマインドが自然と身に付
くのではないかと考えています．

 業務上のコミュニケーション
業務上のコミュニケーションはほぼ英語です．国連
公用語の 6か国語（英，仏，スペイン，中国，露，ア
ラビア）のうち，フランス語も多く使われます．
一方，勤務評価のポイントは，当然ながら言語の流
暢さではなく，いかに自分の役割を果たし，きちんと
アウトプットを出すか，という点です．業務評価の観
点は日本でも外国でも，また，日本語でも英語でも変
わらないと思います．
したがって，英語，その他業務で必要な言語はあく
まで業務を行うためのツールであり，業務内容に対す
る能力や知識，更には業務を進めるにあたっての管理
能力や人間性，誠実さがまずは必要です．
日本人なら海外で英語に苦労する人は多いはずです．
筆者もいまだに日々英語のトレーニングは継続してい
ます．なかなか思い描くように流暢に話せませんが，
最近は「英語は善しあしでなくて，その人やその国の
個性である．日本人の英語のアクセントは日本人の個
性，インド人のアクセントはインド人の個性．英語の
流暢さより，まずは業務に対する知識や経験が重要」
と割り切って考えるようになり，気分的に楽になりま
した．

5

スイス

日本の大きさ
（参考）

図６　日本列島が欧州にあった場合のイメージ
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 おわりに
本稿では，筆者がジュネーブで生活して気付いた点
や思っていることを紹介しました．現在，ジュネーブ
の生活は 4年目ですが，いまだに日々新たな気付きが
あります．
筆者自身，海外での活動や赴任を意識したのは社会
人になってしばらくしてからですが，もっと早く，海
外へ飛び出すチャレンジをして新たな視点や経験を身
に付けていればよかった，と思っています．
読者の皆様も，ぜひ「自分はまだ若い」と思われる
うちに，チャンスを見つけて海外に飛び出して，日本

の特異性や世界の多様性を実体験として体感頂ければ
と思います．6

住吉　宏一 
2003 総務省入省．これまで電波政策，無
線通信の標準化等の ICT 政策に従事．
2008 横須賀市経済部 YRP 研究開発推進
担当課長，2013シスコシステムズ合同会
社（官民人事交流）等を経て 2017から国
際電気通信連合（ITU）無線通信局に勤務．

正　誤

2020 年冬号（55号）の記述につきまして、著者から記載指示頂いた内容の反映漏れがございました。ここにお詫びす
るとともに、下記のとおり正誤表を掲載致します。

和文マガジン編集委員会

● 2020年冬号（55号）　pp.	186-199　解説論文
　「5Gを活用する遠隔診療システムの実証試験」
　奥村幸彦／増野　淳／南田智昭／須山　聡／岡田　隆

訂正箇所 誤 正

p.187　図 1
引用元の追記

（記載なし）
厚生労働省，「オンライン診療の適切な実施に関する指
針」，2018年 3月．

p.188　図 3
引用元の追記

（記載なし） 総務省移動通信課資料より

p.199　文献（1）
タイトル誤記の訂正

kオンライン診療の オンライン診療の

若者よ、
世界に
出よう！
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なぜ論文を書くのか？
 通信ソサイエティ編集長 山里敬也

Takaya Yamazato

コロナ禍の中，対面での会議もままならず，果たし
てやっていけるのか，などと思いながら通ソ編集

長のお仕事を 2020 年 6 月から始めました．
幸い，岡本，西森，萬代各副編集長は大変パワフル

な方々でございます．オンラインでのディスカッショ
ンも活発で，当方の「無茶振り」にも期待以上のペー
スで対応下さり，とても感謝しております．

また，笹森・和文論文誌編集委員長，府川・英文論
文誌編集委員長，太郎丸・ComEX 編集委員長，眞田・
和文マガジン編集委員長をはじめとする編集委員会の
皆様，更には，菊間・通ソ会長，葉玉・次期通ソ会長，
高橋・副会長，福知・副会長など執行部の皆様にも，
編集会議の新しい施策についての御理解と御支援を賜
り，大変ありがたく思います．

皆様がこの記事を読む頃には，お酌をしつつお礼を
言うことができるようになっていればよいなぁ，と願
うばかりです．

さて，通ソ編集会議では三つの施策（トライアル）
を進めています．

一つ目はオープンコール特集号企画．これまで特集
号は和文論文誌，英文論文誌，ComEX とそれぞれ個別
に企画することしかできませんでした．オープンコー
ル特集号では，和文・英文・ComEX の枠を超えた特
集号を企画することができます．例えば，和文・英文
の両者にまたがる特集号など，これまでよりも自由な
枠組みで特集号を企画することができます．関連して，
非会員も論文が投稿できるように編集連絡会，サービ
ス委員会，理事会へ働きかけています．詳細が決まり
ましたら，稿を改め御紹介したいと思います．

二つ目は推薦論文制度の対象拡大です．これまで第
一種研専を対象に運用していた推薦論文制度を通ソ主
催の国際会議，第二種，第三種研究会及び分野横断型
研究会に拡大します．これで，より，推薦論文制度を
御利用しやすくなると考えております．

三つ目は編集会議推薦発表制度です．こちらは推薦
論文制度の逆で，優れた論文の著者を研究会や通ソ主
催の国際会議で発表してもらおう，という試みです．
こうすることで，研究専門委員会と編集委員会の連携
を強め，研究会等の発表数と論文投稿数を増加させる
ことを狙っています．

実は，この制度の密かなターゲットは海外在住の著
者です．海外在住の方は，論文は投稿しても研究会で
発表する機会はありません．このような方に研究会で
発表する機会を提供することで，本会が誇る研究会を
知ってもらう．あるいは通ソ主催の国際会議で発表し
てもらうことで，通ソそのものを知ってもらう．こう
すれば，おのずと信学会にも親しみを持ってくれるよ
うになり，ひいてはこれが海外会員の獲得につながる
のではないか，と考えております．ありがたいことに，
通ソフラグシップカンファレンスである ICETC2020
にて，論文賞受賞者による特別セッションを企画して
頂きました．

以上のように，通ソ編集会議では三つの施策（トラ
イアル）を通して編集の立場から通ソの活性化に貢献
したいと考えております．

ところで，このような施策のアイデアをつらつらと
考えていると，そもそも論文とは何か，（我々は）なぜ
論文を書くのか，編集とは何か，などの問いに行き当
たります．最後に論文についての当方の考えをまとめ，
筆を置くことにします．

なぜ論文を書くのか？ズバリ言っちゃいましょう．
技術・研究の継承のためです．教養について書いてあ
る多くの本には書籍を知識の源とあり，さしずめ論文
は専門分野の知見をまとめたものになります．ではな
ぜ継承する必要があるのか？優れた知見は継承されて
初めて意味を持ちます．巨人の肩に立つと言いますが，
巨人の肩に新しい知見を積み上げていく．こうするこ
とで次代の技術者・研究者に知見を継承していくので
す．その源泉が論文．では，編集の役割は何かというと，
論文に書いてある内容が正しく，検証可能で，そして
読んで理解できることを保証するのです．また，広く
読んでもらえるように論文を整理し，公開する．そして，
未来の再発見に備えて蓄積する．このように考えてい
くと，通信の未来は通ソ論文誌が創ると言っても過言
ではありません．

さあ，皆さん，次代の技術者・研究者のために，通
信の未来のために，論文を投稿しましょう．たくさん
の投稿を心からお待ちしております．

巻 末 言

Afterword
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編集委員長　眞田幸俊

編集副委員長　辻　宏之　有馬卓司

編集委員
井上和弘 遠藤寛之 大下裕一 大西祥浩

北尾光司郎 後藤　薫 坂野寿和 佐藤陽一

瀧川道生 田久　修 竹村暢康 中島昭範

中林寛暁 廣田栄伸 松井健一 山ヶ城尚志 

山口実靖 山中仁昭 山本　嶺 湯田泰明 

和田友孝 蕨野貴之

Editors Note
最近は，テレワークにも慣れましたが，会社に行った方が，
夜，よく寝られますし，体調も良い気がします．テレワー
クでも，自宅や周辺で運動すればよいのですが，怠け者の
私は，これまでのように通勤した方が健康かもしれません．
 （K.K.）

56号は，今年度私たちの大きな関心となったテレワークや，
コロナ禍で欧州・アジアなどで働く人たちの記事など，読
み応えのある号になったと思いました．一方で，次の春の
花見は普通にしたいと思う今日このごろです． （H.T.）

この 1年，生活様式が大きく変わったことの一つは，自宅
からテレワークで勤務ができるようになったことです．10
年前には考えもしなかったことで，このテレワークを支え
る情報通信技術の重要性を確認した１年でした． （H.H.）

小特集の編集を担当させて頂きました．テレワークはコロ
ナ禍の中で自身身近なテーマでしたが，それ以外にも様々
な取組みがなされていることを勉強させて頂きました．貴
重な機会をありがとうございました． （M.Y.）
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説明文（約 300字）を募集致します．詳細は，通信ソサイエティマガジンHP（http://www.ieice.org/~cs-edit/magazine/ieice/
photo.html）を御参照下さい．
送り先：
【郵　送】〒105-0011　東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館内　電子情報通信学会　通信ソサイエティマガジン担当
【メール】b-plus@ieice.org までお送り下さい．

この山の名前がすぐに分かれば，相当な山好きで

はないか．この山は八ヶ岳であり，写真の中で最も

高い山は八ヶ岳の主峰，赤岳である．雄大な八ヶ岳

の前に映るこれまた雄大なアンテナは，長野県南牧

村野辺山にある国立天文台野辺山の観測設備の一つ

であるミリ波干渉計を構成する，一つのアンテナで

ある．アンテナの直径は 10 m である．このアンテ

ナを用いて，宇宙から到来する微弱な電波を受信し

てきたが，現在科学運用は終了している．この写真

を撮影したのは 2020 年 3月，まだまだ雪の残る時

期であった．野辺山は標高が 1,300 m 以上あり，

ピンと引き締まった空気の中で見るアンテナと八ヶ

岳は本当にすばらしい．是非一度訪れて頂きたい．

56The pho tograph,
Communica t ion can be seen.  

国立天文台野辺山のミリ波干渉計

有馬卓司（正員）
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