
2010年２月８～11日までスイスの

ジュネーブにおいて開催されたITU-

TのTSAG会合において，スマートグ

リッドとクラウドコンピューティン

グに関する２つのフォーカスグルー

プ（FG）が新設されました．ここ

では新設されたFGの概要を紹介し

ます．

TSAG（Te l e c ommun i c a t i o n
Standardization Advisory Group）
は４年ごとに開催されるWT S A
（World Telecommunication Stan-
dardization Assembly） の下に，
いわゆるITU-T勧告の作成を行う各
SG（Study Group）と並列に位置付
けられたグループです（図）．TSAGの
主な役割は，ITU-T局長および各SG
に対して，SG横断的な視点で各種標
準化活動の管理運営面に関する助言
を行うことです．また，各種グループ
の新設を承認する機能も併せ持ってい
ます．2010年２月に開催されたTSAG
会合では，ITU-Tが今後取り組むべき
重要課題として，スマートグリッドと
クラウドコンピューティングの２つが認
識され，その検討手段としてFGを活
用することが合意されています．

F G は 2 0 0 0 年 に開 催 された
WTSA - 00で採用された検討スキーム
で，TSAGにより作成・改訂を行って

いるITU-T勧告A.7にその主旨とルー
ルが規定されています．すなわちFGは，
本来の勧告作成組織であるSGの特定
課題の検討の加速や，従来のSG単位
の所掌にとらわれないSG横断的な課題
への対処を目的に，ITU-Tメンバ以外
からの参加も許容する柔軟な検討グ
ループとなっています．FGは通常１年
程度の活動を通じてデリバラブルと呼
ばれる成果文書を作成し，それを関連
するSGに対して入力します．SGでは，
デリバラブルはITU-T勧告を作成する
にあたって参照される重要な文書とな
ります．

FGを設置するタイミングはテーマに
よってさまざまです．例えば2008年
に設置された「ICTと気候変動」の
FGは，TSAG会合で課題認識を共有
したうえでシンポジウムを２度開催し，
最適な検討スキームとしてFGの設置
が合意されました．一方，スマートグ
リッドとクラウドコンピューティングに
関しては，2009年10月に開催された
CTO（Chief Technology Officer）
グループ会合（1）における議論が端緒と
なってFGの設置に至っています．以下
ではCTOグループ会合について概説し
ます．
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TSAGの概要

WTSA 標準化推進のための 
体制と作業計画の決定 

決議案の策定 

SGへの助言 

TSAG（管理運営側面） 

SG2（サービス・オペレーション） 

SG3（料金） 

SG6（環境と気候変動） 

SG9（統合型ケーブル網） 

SG11（信号方式） 

SG12（品質） 

SG13（NGNおよび将来網） 

SG15（伝達網） 

SG16（マルチメディア） 

SG17（セキュリティ・言語） 

図　TSAG の位置付け 

長津 尚英
な が つ なおひで

NTT研究企画部門

FGについて



CTOグループは2008年に開催され
たWTSA-08会合で採択された決議68
を受けて2009年に設置されたグループ
です．決議68では，ITU-T局長に対
して以下を履行するようにとの要請が
なされていました．
① 産業界の技術役員級を集めた
会合を招集し，標準化団体数を
最小化すべく，標準化の優先度
や新規テーマを共有し合うこと．
② 途上国のニーズも取り込めるよ
う，会合に先立って途上国に質問
票の送付を行うこと．
③ 本決議案に関する進捗状況と
会合の実施により得た知見を次回
WTSAに報告すること．
このうち上記の①の要請にこたえる

かたちでITU-T局長からの招待により
CTOグループが2009年５月に構成さ
れています．CTOグループには，日本
からの４社を含む計20社のCTOある
いはそれ相当の各社役員級が参加して
います（表）．
2009年10月に開催されたその第１

回の会合では，ICT標準化における
いくつかのホットトピックへの対応が
議論されました．その中でスマートグ
リッドとクラウドコンピューティングに
ついては，まずはITU-T内での定義と
ITU-Tが果たすべき役割を整理すべき
ことが求められ，ITU-Tへの勧告とし
て共同コミュニケ（声明）（2）にまとめ
られました．

2010年２月のTSAG会合では，新
しいFGのスコープや目的を記したToR
（Terms of Reference）が作成され
ました．新しいグループのToRを作成
する際には，各国から提出された寄与
文書を付き合わせドラフティング作業
を行うのが通例ですが，今回の２つの
FGについてはCTOグループの共同コ
ミュニケの内容を反映したITU-T事務
局のドキュメントをベースに議論が進
められました．日本をはじめ各国もこ
の２つの分野への取り組みが重要であ
るとの認識で，一気に新FG設置の流
れが出来上がりました．ToRの作成は
ゼロからの作業になりましたが，日本
もその作業に積極的に参加し，TSAG
会合の最終日に２つのFGのToRが合
意されています．同時に，TSAG会合
で作成されたToRが，より多くの専門
会や関係者の意見を反映したものに

なるよう４週間のレビュー期間を設け
るとともに，FG議長・副議長のノミ
ネートを行うことがTSAG会合では合
意されました（レビューは2010年３月
17日より開始されています）．
それぞれのToRに記載されたFGの

スコープと想定されるデリバラブルを以
下に記します．

(1) スマートグリッドFG（FG on
Smart Grid）

①　スコープ
・標準作成への潜在的なインパクト
の精査
・ITU-Tにおける将来的な標準化項
目と必要な対処の精査
・ITU-T内外に対し，スマートグ
リッドの構成要件を知らしめる
こと
・ITU-Tとスマートグリッド・コ
ミュニティとの協調を推し進める
こと
②　想定されるデリバラブル
・スマートグリッド関連団体とその
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活動状況および発行文書のリスト
・スマートグリッドのビジョンとその
訴求点
・用語とその分類
・スマートグリッドの要求条件
（QoS/QoE，セキュリティ，信
頼性等を含む）
・ユースケース，サービスモデルな
らびに参照モデル
・標準作成のためのロードマップ
(2) クラウドコンピューティングFG
（FG on Cloud Computing）
①　スコープ
・標準作成への潜在的なインパクト
ならびにクラウドコンピューティン
グの普及を進めるうえで必要とな
る標準の優先度の精査
・ITU-Tのスコープの範囲で，固定
および移動体ネットワークに対し
て検討が必要となる項目やアク
ションの精査
・クラウドコンピューティングの相互
接続性をいかにして担保するか明
らかにすること
・ITU-T内外に対し，クラウドコン
ピューティングの構成要件および
課題を知らしめること
②　想定されるデリバラブル
・電気通信網の観点からのクラウド
コンピューティングの利点
・標準化フレームワークと原則
・クラウドコンピューティングのビ
ジョンと訴求点
・用語とその分類，また必要に応じ
て新しい定義
・クラウドコンピューティングを支え

る電気通信網の要求条件と固
定・移動体電気通信網における
クラウドコンピューティングのアプ
リケーション
・ユースケース，サービスモデルな
らびに参照モデル
・標準作成のためのロードマップ
これら２つのFGは，それぞれのToR
が承認された後，当面はTSAGの下で
正式な活動を開始します．両FGの検
討が進捗し，メインとなるSGが明らか
になるであろう次回TSAG会合（2011
年２月に開催予定）において，両FG
の主たる帰属SGや関連SGが承認さ
れ，検討がより具体的になるものと期
待されています．

ここではITU-Tに設置されたスマー
トグリッドとクラウドコンピューティン
グに関する２つの新しいFGについて報
告を行いました．これら２つのFGが対
象とする分野については，ITU-T以外
の団体・機関においても活動のレベル
が高くなってきています．今後は関連
団体との協調の中で，スマートグリッ
ドとクラウドコンピューティングという
言葉が指すサービス像や目的，それを
可能とするシステム全体の要件等を共
有するとともに，標準化すべき範囲を
互いに明確にし合うなどして作業の重
複やダブルスタンダードを回避する取
り組みも必要となります．特にこの２
つの分野における電気通信網の役割や
あり方の議論はまだ混沌としており，

ITU-Tにおける新FGの動向が注目さ
れます．
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