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クラウドコンピューティング（ク

ラウド）は，ネットワーク上に存在

するサーバやストレージなどのICT

リソースや，それらを使って提供さ

れるサービス（クラウドサービス）

を，ICTリソースの物理的な位置を

意識することなくネットワーク越し

に利用するコンピューティング形態

を表す言葉で，ここ数年急速にビジ

ネス分野での利用が進んでいます．

ここでは，クラウドの標準化動向に

ついて説明します．

クラウドサービスを利用すると，利
用者は自らICTリソースを保有するこ
となく，利用した分の費用を支払うだ
けでサービスを利用することができま
す．AmazonやGoogle等が提供する
コンシューマ向けクラウドサービスの
利用者はここ数年飛躍的に増加し，近
年はクラウドを企業の情報系システム
や政府系システムにも適用しようとす
る動きが広がっています．

一方で，クラウドは技術進化のス
ピードが速く，これまでそれぞれのク
ラウドサービスプロバイダが独自の仕
様でサービスの差別化を図り利用者に
提供する形態が続いてきました．しか
し，クラウドが広く社会インフラとし
て普及するにつれ，利用者が特定のプ
ロバイダにロックインされてしまうこと
で生じるデメリットが顕在化してきま
した．具体的には，一度特定のプロバ
イダのサービスを利用すると，条件が

良いプロバイダが現れても乗り換えが
難しいことや，利用しているプロバイ
ダが事業をやめた場合に，企業活動が
停止してしまうリスクがあることなど
です．

利用者が継続的に安心してクラウド
サービスを利用できるよう，クラウド
システム間の相互運用性や可搬性の実
現に向け標準仕様を策定すべきという
動きが2009年ごろから始まっています．

クラウドは，分散処理技術や仮想化
技術など，非常に幅広い技術分野の
集合体です．また，そのサービス提供
形態も，サーバ，ストレージ，ネット
ワーク装置といったICTリソース自
体 をサービスとして提供するIa aS

（Infrastructure as a Service），デー
タベースをはじめとするミドルウェア群
をサービスとして提供するPaaS（Plat-
form as a Service），会計管理やオ
フィススイートといったアプリケーショ
ンソフトウェアをサービスとして提供す
るSaaS（ Software as a Service）
など複数存在しています．

このようにクラウドの標準化ター
ゲットは多岐にわたるため，多くの標
準化団体はそれぞれの検討領域を定
め，そこに絞って課題を検討してい
ます．
図はクラウド標準化に向けた検討領

域と，主要なクラウド標準化団体との
関係を示しています．実際の標準化団
体の活動は多岐にわたっているため，

厳密に整理することは困難ですが，ク
ラウド標準化団体の検討領域は大きく
以下の３つに分類されます．

① 体系整理，用語定義，ユース
ケース，要件整理

②　クラウド構成管理
③　クラウド間連携

クラウドは幅広い技術要素，ビジネ
ス要素を含んでいるため，それらを体
系化し，統一的な用語を定義すること
は標準化を進めるうえで非常に重要
です．

クラウドの体系化と用語定義におい
ては，米国立標準技術研究所NIST

（National Institute of Standards
and Technology）が大きく貢献して
います．現在使われているIaaSやSaaS
といった用語はNISTが最初に定義し
たものです．

また，クラウドにおいて何を標準化す
べきかを明らかにするため，多くの団体
がクラウドのユースケースを議論し，そ
こから標準化が必要な要件を整理する
アプローチをとっています．ITU -T

（ International Telecommunication
Union-Telecommunication Stan-
dardization Sector） や ISO/IEC
JTC1（ International Organization
for Standardization/International
Electrotechnical Commission Joint
Technical Committee 1）＊１といった
デジュール標準化機関をはじめ，米国，
欧州，韓国，日本等の主要な団体が
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この検討領域に取り組んでいます．

クラウドシステムの構成管理に関し
ては，多くの団体が利用者やオペレー
タがクラウドを管理するための標準API

（Application Program Interface）＊２

仕様の策定を目指しています．
OGF（Open Grid Forum）は，

OCCI-WG（Open Cloud Computing
Interface Working Group）におい

てIaaS管理用APIを策定，公開してい
ます．また，DMTF（Distributed
Management Task Force）も，OCSI

（Open Cloud Standards Incubator）
において，同じくIaaS管理用のAPIを
策定しています．

ストレージ制御用のAPIについては，
SNIA（Storage Networking Industry
Association） がCDMI（ Cloud Data
Management Interface）という規
格を策定しています．

また，標準化団体とは少し趣きが異
なりますが，2010年７月にRackSpace
とN A S A を中 心 に設 立 された，
OpenStackというオープンソースコ
ミュニティがIaaS管理用ソフトウェア

のソースコードを公開しています．
現在，検討・策定されているクラウ

ド構成管理用APIは，いずれもIaaS向
けのものであり，PaaSやSaaS向けの
API検討は進んでいません．これは，
PaaSやSaaSがビジネス上の競争領域
と認識されていることに起因している
と考えられます．

その他，クラウドシステムのリファ
レンスアーキテクチャや，クラウドを安
全に利用するためのセキュリティに関
して多くの団体が検討を進めています．

CSA（Cloud Security Alliance）
は，クラウドの利用者や，クラウドを
提供するプロバイダにとってのセキュリ
ティ上のリスクや，クラウド導入にあ
たって必要なガバナンスとリスク管理，
法的証拠の電子開示，コンプライアン
スと監査など13分野にわたるベストプ
ラクティスを定義しています．

大規模な自然災害や障害等でクラ
ウドシステムが被害を受け，サービス
が提供できなくなった場合や，１つの
クラウドでは吸収できない負荷が発生
した場合でもクラウドサービスを安定
して提供するために，複数のクラウド
が連携してクラウドリソースを融通し
合ったり，クラウド間で利用者のID連
携を行ってシームレスなサービス提供
を行うクラウド間連携の検討が，この
１年の間に始まっています．

2009年７月に設立された日本の団
体，グローバルクラウド基盤連携技術
フォーラム（GICTF: Global Inter-
Cloud Technology Forum） は ，

図　クラウド標準化に向けた検討領域と関連標準化団体 
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＊1 ISO/IEC JTC1：ISOとIECの第一合同技術委
員会のこと．

＊2 API：ソフトウェアを開発する際に使用でき
る命令や関数の集合．
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クラウド連携分野にいち早く取り組ん
でおり，2010年６月にクラウド連携の
ユースケースや機能要件をまとめたホ
ワイトペーパーを発行しています（1）．

クラウドの標準化は，フォーラム標
準と呼ばれる業界団体による活動から
始まりましたが，2009年後半から
ITU-T，ISO/IEC JTC1といったデ
ジュール標準化機関やIEEE，IETF
といったICT系の標準化団体でも検討
が始まっています．米国や欧州では政
府関連団体においてもクラウド標準化
の議論が行われています．以下，主要
なフォーラム標準化団体，ICT系の標
準化団体，デジュール標準化機関，政
府系団体の活動概要を紹介します．
■フォーラム標準関連団体

フォーラム標準関連団体には，もと
もとグリッドや分散処理マネジメント
などの分野で活動していた団体が，新
たにクラウドを検討課題として加えた
ケース（DMTF，OGF，SNIAなど）
と，クラウド検討に特化して新たに設
立されたケース（OCC，CSA，GICTF
など）があります．

（1） DMTF
DMTFは，仮想マシンイメージの標

準フォーマットであるOVF（Open
Virtualization Format）を策定しま
した．2009年４月にOCSIを発足し，
クラウドの相互運用を可能とする標
準策定を行っています．2010年６月
には，CMWG（Cloud Management
Working Group） が 設 立 さ れ ，
VMware，富士通，Oracleなどが

APIを提案しています．そして2009年
11月にクラウドの相互運用に関するホ
ワイトペーパーを，2010年６月にクラ
ウド管理のユースケースと相互作用
に関するホワイトペーパーを公開し
ました．幹事企業は，VMwa r e，
IBM，Microsoft，Citrix，Cisco，
日立等です．

（2） OGF
OGFは2009年４月にOCCI-WG

を発足し，IaaS上の仮想マシン，ワー
クロードのライフサイクル管理などを
可能とするAPI仕様OCCIを策定，公
開しています（2）．OCCIは欧州の
OpenNebulaプロジェクト等において
実装されています．主なメンバは富士
通，EMC，Oracle等です．

（3） SNIA
SNIAは2009年４月にクラウドスト

レージ技術作業部会を発足し，クラウ
ドストレージのデータ管理インタフェー
ス規格であるCDMIを公開しました．
2009年10月にCSI（Cloud Storage
Initiative）という分科会を設立し，
Cloud BUR SIG （Cloud Backup
and Recovery Special Interest
Group）プロジェクトを通して，クラ
ウドストレージ市場に対する教育・普
及促進を進めています．EMC，IBM，
富士通，日立等が会員となっており，
2001年に日本支部を設立しました．

（4） OMG（Object Management
Group）

O M G は2 0 0 9 年 ７ 月 にC l o u d
Standards Summitを開催し，クラ
ウド関連の標準化団体による円卓会議
Cloud Standards Coordinationを
発足させました．現在はOMGのほか

に ， D M T F ， O G F ， S N I A ，
OASIS，OCC，CSA，TM Forum，
ETSI，NIST等が参加しています．

（5） OASIS（Organization for the
Advancement of Structured
Information Standards）

OASISは2010年５月にIDCloud
TC（Identity in the Cloud Tech-
nical Committee）を発足，既存の
ID管理標準等の調査を行い，クラウ
ドのID管理に関するユースケース，脆
弱性軽減のためのガイドラインの作成
を行いました．SAML（Secur i t y
Assertion Markup Language）＊３等
の基礎的なセキュリティ標準を策定し，
CSAやITU-Tとリエゾンを結んでいま
す．主なメンバは，IBM，Microsoft
等です．

（6） OCC（Open Cloud Consortium）
OCCはイリノイ大学シカゴ校が主導

して2009年１月に設立された非営利
団体です．クラウドテストベッドによ
るベンチマークや，クラウド間の相互
運用の実現を目指しており，クラウド
テストベッドOpen Cloud Testbed，
NASAと連 携 したProject Matsu，
科学分野を対象としたOpen Science
Data Cloud等のWorking Groupが
あります． 主 なメンバはN A S A ，
Yahoo，Cisco，Citrix等です．

（7） Open Cloud Manifesto
Open Cloud Manifestoは，クラ

ウドのオープン性を保持するという原
則のもと，利用者視点を踏まえたクラ
ウド環境発展を目指して2009年３月

主要クラウド標準化団体の
活動状況

＊3 SAML：IDやパスワードなどの認証情報を安
全に交換するためのXML仕様．
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に設立された非営利団体です．クラウ
ドの利用形態と標準化の要件・利用
事例をホワイトペーパーとして2009年
８月に公開しました．現在Ver4が公
開されており，SLA（Service Level
Agreement）の観点が追加されていま
す．IBM，VMware，RackSpace，
AT&T，TM Forumなどが参加して
おり，ホワイトペーパーの日本語訳も公
開されています（3）．

（8） CSA
CSAは2009年３月にクラウドセ

キュリティのベストプラクティスの検討
や，その利用促進を目的として設立さ
れた非営利団体です．2009年４月に
クラウドセキュリティのガイドラインド
キュメントを作成，公開しました．現
在Ver2.1が公開され，ガバナンス，コ
ンプライアンス等13分野のベストプラ
クティスを提案しています．主なメン
バはPGP，ISACA，ENISA，IPA，
IBM，Microsoft等で，ほかの標準
化団体には加盟していないGoogleや
Salesforceといったクラウド先行企業
が参加している点が特徴的です．2010
年６月には日本支部であるNCSA（日
本CSA）が発足しました．

（9） CCF（Cloud Computing Forum）
CCFはクラウド標準化ならびに公的

機関への適用を目指し，2009年12月
に設立された韓国の団体です．2010
年５月現在，32社，60名以上の有識
者が参加しています．メディアクラウ
ド，ストレージクラウド，モバイルクラ
ウド等６つのWorking Groupで構成
されています．

（10） GICTF
GICTFは高信頼なクラウド実現を

目指し，クラウド間連携の標準インタ
フェース等について検討している日本
の団体です．2011年１月現在，産官
学から74社４団体が参加しています．
2010年６月にクラウド間連携のユース
ケース，機能要件に関するホワイト
ペーパーを公開しました．主なメンバ
は，NTT，KDDI，NEC，日立，
東芝ソリューション，日本IBM，
Oracle等です．
■ICT系の標準関連団体

主要なICT系の標準化団体において
も，クラウドの検討グループが相次い
で設立され，活発な議論が行われてい
ます．

（1） IETF（Internet Engineering
Task Force）

IETFでは，クラウドについて非公式
な議論（Bar BOF）が行われていま
したが，2010年11月のIETF79におい
て，クラウドのリソース管理・モデリ
ングについて議論するCloud OPS WG

（クラウドコンピューティングとメンテ
ナンスに関するWorking Group）と，
主にアプリケーション関連の議論をす
るCloud APS BOF（クラウドコン
ピューティングアプリケーションの利益
団体）を設立することが合意されまし
た．2010年末ごろよりクラウド業界・
標準化団体の調査やリファレンスフ
レームワーク，ロギング等に関するド
ラフトが投稿されています．

（2） IEEE（Institute of Electrical
and Electronic Engineers）

IEEEは20 1 0年３月にCCSSG
（Cloud Computing Standards Study
Group）を発足し，クラウドリソースの
ポータビリティや相互運用性を実現す

るためのオープンなプロファイルの策定
を目指しています．

（3） TM Forum（TeleManagement
Forum）

TM Forumは2009年12月に，企
業がプライベートクラウドをホスティン
グする際の課題（標準化，セキュリ
ティ，性能等）を解消してクラウド利
活用を促進させることを目的とした
ECBC（Enterprise Cloud Buyers
Counc i l）を設立しました．また，
2010年５月から，クラウドサービスの
市場成長の支援を目的とするCloud
Services Initiativeの活動を開始し
ています．このイニシアティブの主なメ
ンバは，IBM，Microsoft，AT&T
等です．
■デジュール標準関連団体

2009年後半から，主たるデジュール
標準関連団体においてもクラウドが検
討課題として扱われるようになりまし
た．いずれの団体も，先行するフォー
ラム標準における検討状況を踏まえた
ギャップ分析を行い，デジュール機関
として標準化すべきターゲットを明確
にする活動が行われています．2011年
は勧告化に向けた具体的な活動が開始
されると考えられます．

（1） ITU-T
ITU-Tは2010年２月にクラウドの課

題を検討するFocus Groupを設立し，
テレコム観点でのクラウドのベネフィッ
トや標準化ターゲットについて議論中
です．現在，クラウドエコシステム，
機能アーキテクチャ，クラウドセキュ
リティ，ネットワーク対応クラウドな
ど６つのドキュメントを作成していま
す．Focus Groupの活動期間は2011
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年12月までとなっており，それ以降，
関連するStudy Groupで順次勧告化
を進める予定です．

（2） ISO/IEC JTC1
ISO/IEC JTC1には2009年11月，

JTC1のSub Committee 38（SC38）
においてクラウドの検討を行うStudy
Groupが設立され，ANSI（American
National Standards Institute）が
事務局となり，クラウドの分類や用語
整理，他団体との連携などの活動を
行っています．日本においても2010年
２月にSC38専門委員会が発足してい
ます．その他，SC27ではクラウド環境
におけるISMS（Information Security
Management System）に対する要件
の検討が行われています．

（3） ETSI（European Telecommu-
nications Standards Institute）

ETSIではグリッドとクラウドに関す
るTCが設定されており，TC Cloudで
はクラウドサービスの実現に必要な標
準についてTR（Technical Report）
を公開しています．
■政府系団体

米国や欧州では，政府系組織によ
るクラウドの標準化活動が活発に行わ
れています．政府系システムはクラウ
ドの大きな潜在市場であり，その調達
仕様がクラウドのデファクト標準とし
て採用されることも十分に考えられ
ます．

（1） NIST
NISTは米商務省配下の技術部門で

す．2009年10月に発行された『The
NIST Definition of Cloud Com-
puting』は，いろいろな場面で引用さ
れています．現在，NISTのクラウド

標準化の取り組みは，５つのWorking
Groupで進められていて，その１つであ
るSAJACC（Standards Acceleration
to Jumpstart Adoption of Cloud
Computing）は，実例やユースケース
からクラウドの標準作成を促進するこ
とを目的としており，さまざまなクラ
ウドシステムのスペックや実装例をポー
タルに公開しています．また，標準策
定仕様の試験結果の公開も実施して
います．

（2） ENISA（European Network
and Information Security
Agency）

ENISAはEUのネットワーク情報セ
キュリティ庁で，2009年11月，クラウ
ドのセキュリティ・リスク・アセスメン
トに関する報告書『Cloud Computing :
Benefits, risks and recommendations
for information security』，およびク
ラウドにおけるセキュリティ確保のため
のフレームワーク『Cloud Computing:
Information Assurance Frame-
work』の文書を発表しています．

現在，多くの団体がクラウド標準化
の議論を行っていますが，各団体の議
論 を統 合 する活 動 はCloud Stan-
dards Coordinationなど一部の取り
組みはあるものの決して十分とはいえ
ません．本格的に検討を開始したデ
ジュール標準化機関が，フォーラム標
準団体といかにうまく連携し有効な標
準仕様をつくれるかが鍵になると思わ
れます．

ここで紹介したクラウド標準化団体

には，Amazon，Google，Salesforce
といったメジャーなクラウド先行企業
は参加していません．また，現時点で
のクラウドの標準化は，技術革新を妨
げるおそれがあり時期尚早といった意
見も少なくありません．標準化団体が
策定した仕様が市場にどう受け入れら
れるかはまだ不透明であり，今後も注
視していく必要があると考えます．

NTTは，クラウドの相互運用性や
可搬性を実現するために，クラウドの
外部インタフェースの標準化が特に重
要と考えています．具体的には，クラ
ウド利用者やクラウドアプリケーショ
ン開発者向けのインタフェース，さら
には複数のクラウドが連携して動作す
るためのクラウド間連携インタフェー
スなどです．

現在，NTTは国内フォーラムの
GICTFにボードメンバとして参加して
おり，GICTFでの活動を通してクラウ
ド間連携等に関する成果をITU-Tや
NISTなどに提案しています．
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