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オープンソースオンラインスト
レージの世界へようこそ

本書は、オープンソースオンラインストレージ ownCloud（オウンクラウド）を体系的に解説
した日本語による初の書籍です。

ownCloudはオープンソースオンラインストレージ、ファイル共有ソフトのリーディングカ
ンパニーである ownCloud社（ドイツ）が提供するオンラインストレージ構築パッケージです。
2010年より開発が始まり、2016年 3月に ownCloud 9.0.0がリリースされました。2014年には
opensource.comの「2014年オープンソースプロジェクト ベスト 10」に選出され、ownCloud
の機能面等の優位性は、オープンソースの世界で広く認められています。
オンラインストレージとは、インターネット経由のファイル共有サービスです。今までは、職
場でのみ利用できたデータが自宅や出先等どこでもアクセス可能になり、また複数人でフォル
ダー単位の共有が可能なため、多くのユーザーによって利用されています。

ownCloudは、専用サーバー上でオンライストレージ・ファイル共有・同期する環境が構築で
きるため、サービス型（ASP型）のオンラインストレージのセキュリティ上の問題を懸念する
大学・研究機関・民間企業などから支持されています。また、専用クライアントアプリも用意し
たマルチデバイス対応のため、DropboxやGoogle Driveと同様な使い勝手のサービスを安全に
使用したい！というユーザーに、その代替ソリューションとして世界中で導入されています。
私たち（株式会社スタイルズ）は、日本唯一の ownCloud公式代理店として、ownCloudの導
入やカスタマイズ、運用時のテクニカルサポート、Enterprise Editionなど正式ライセンスを提
供してきました。同時にユーザーグループ（Japan ownCloud User Group JOUG）のフォーラ
ムページの主催など、コミュニティ活動の支援をしてまいりました。
その活動の中で、ownCloudに関する情報がまとまった形で日本語であれば、というご要望を

たくさん頂き、今回このような書籍の執筆に至りました。本書は、「オープンソース技術の実践
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活用メディア Think IT（シンクイット）」上でのWeb記事連載に、さらに情報を大幅に追加し
て、ownCloudのインストールなどの基本情報からチューニング・API活用に至る応用編の知識
までを、幅広く記載したものです。
本書によって一人でも多くの方が ownCloudを理解し活用して、大学・研究機関・民間企業

（もちろん個人も）での利用が広がっていけば執筆者一同、この上ない喜びです。また、今後も
ユーザーグループフォーラム等を通して、フィードバックを頂き、ownCloudに関する情報を日
本において、さらに広めていければと願っています。

株式会社スタイルズ　代表取締役社長　梶原 稔尚

Privacy and security were the key motiviators to start the ownCloud project. Enhanced
with functionallity for modern Enterprise IT we deliver secure access to files worldwide and
in Japan! As an end user you will like the frictionless and intuitive web user interface, the
desktop sync clients or your mobile applications. With a decentralized approach to cloud
and by connecting federated ownCloud instances branch offices can easily collaborate with
each other.

In this book a clear overview of ownCloud is provided, from single instance setups to
scalable systems for the high-availability needs of your organization! Education, Research,
Manufacturing, Finance are just a couple of the industries where a decentralized cloud with
full functionallity and full privacy and security helps to increase productivity and reduce
risk. When reading this book I hope you will follow this path for your own organization!

Thanks to the authors, editors and to our partner Stylez for making this wonderful book
possible!

私たちがオープンソースプロジェクトとして ownCloudを開始した時のキーワードは、「プラ
イバシー」と「セキュリティ」でした。ownCloudは、さらに機能をどんどん向上させ、世界中
の（もちろん日本でも）モダンな企業に対して、ファイルへの安全なアクセスを提供しています。
あなたが、企業システムのエンドユーザーならば、デスクトップの同期クライアントやモバイル
アプリケーションの快適で直感的な操作性を気に入ってくれると思います。また、クラウドへの
分散型アプローチでは、個々の ownCloudインスタンスを簡単に連携することも可能にしてくれ
ます。
本書では、ownCloudをシングル構成で構築する方法から、日本の企業が求めている可用性の
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高いスケーラブルな構成を構築する概要が述べられています。そして、ownCloudを利用しよう
とする、教育、研究、製造、金融など、完璧な機能性とプライバシー、セキュリティを求めるさ
まざまな業界の方々にとって、生産性を向上し、リスクを軽減するのに役立てくれるはずです。
本書籍を読み終わったときに、あなたの組織が、ファイル共有において、プライバシー、セキュ
リティの道を歩んでいくことを願っています。
この素晴らしい書籍を出版するにあたり尽力をしてくれた、著者の皆様、編集の皆様、そして
私たちのパートナーである株式会社スタイルズに感謝します。

Holger Dyroff 　 Co-Founder and Managing Director, ownCloud GmbH
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第 I部
概要編





第1章 セキュリティ要件を満た
すオンラインストレージ

1.1 ICTの急速な変化に代表されるワークスタイ
ルの変化

近年、スマートフォンやタブレット端末、ソーシャルメディア、クラウド等による急速な ICT
の進化は、私たちのワークスタイルに変化をもたらすようになりました。その中でも特に今後予
想されるのが、在宅勤務者や社外で働く社員によるスマートフォンやタブレット端末を利用した
ワークスタイルの増加です。
事実、NTTコム リサーチ／ NTTデータ経営研究所が実施した育児と介護における希望の働
き方に関するアンケートでは、「テレワーク＊1制度等を利用して、場所や時間にとらわれずに、
業務内容や業務量を変えない働き方がしたい」との希望を多くみることができました。

ICTの進化によってワークスタイルへの意識が多様化するにあたり、検討されるのが情報伝達
の在り方です。効率的に業務を行うには迅速にファイル共有を行う必要があります。加えて、社
内文書の通達、請求書や勤務届の提出など、外部には公開せず特定ユーザーにだけファイル共有
をする必要がでてきました。そのためのツールとして使われるようになったのがオンラインスト
レージです。

＊1 テレワークとは、情報通信機器等を活用し時間や場所の制約を受けずに、柔軟に働くことができる勤労形態
の一種です。
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図 1.1 出典：NTTコム リサーチ／ NTTデータ経営研究所「働き方に関する調査」育児・介護中の働
き方（N=1,308）（2013年、https://www.keieiken.co.jp/survey/goo/pdf/20131212.pdf）

1.2 オンラインストレージとは
オンラインストレージとはサービス提供者が、ユーザーにファイルをアップロードするための
ディスクスペースを貸し出し、インターネットを介してファイルを共有するための製品やサービ
スのことを指します。クラウドストレージと呼ばれることもあります。一般的に、ユーザー毎に
個別アカウントとパスワードが与えられ、ユーザー毎のディレクトリが割り振られます。
異なるユーザーのディレクトリには原則はアクセスできませんが、自分のディレクトリ内に作
成されたファイルやフォルダーをユーザーの権限で他者に公開するような機能を持っており、他
のユーザーと迅速なファイルの受け渡しに活用されています。
さらに、ブラウザーよりも利便性の高いクライアントアプリケーションを用意しているオンラ
インストレージサービスもあります。ローカルの特定フォルダーと同期できるものも存在し、個
人のみでなく、ビジネス用途としても多くの企業で導入されています。
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1.3 サービス型オンラインストレージの問題点
オンラインストレージサービスの多くは、インターネットから申し込みをするだけで簡単に利
用開始できるため、近年のワークスタイルの変化に応じて、急速に広まりました。具体的には、
Dropboxや Google ドライブといったサービスが挙げられます。しかしながら、オンラインス
トレージサービスには良いところだけでなく、注意しなくてはならない点もあります。
先ほど「サービス提供者が、ユーザーに貸し出したサーバーマシンのディスクスペースに、
ファイルをアップロードする」と述べたように、サービス型のオンラインストレージを利用する
場合、基本的にはサービスベンダーが管理するサーバー内に自分のデータが保存されることにな
ります。そのため、自分のデータがどこに設置されたサーバーに保存されているのか特定できな
い場合があります。そのうえ、サービスベンダーのセキュリティ事故や悪意のあるサービスベン
ダーによる情報漏えいのリスクが無いとも言えません。
さらに、経済産業省の資料＊2によると、他国のサーバーにファイルを保存していた場合、そ

の国の法規制上の制約を受ける場合もあります。例えば、米国愛国者法（USAパトリオット法）
では、捜査機関は金融機関やプロバイダーの同意を得れば、裁判所に許可を求めることなく操作
を行うことができることと規定されています。そのため、政府機関の操作権限が大きく、他ユー
ザーが操作を受けることで、自社システム停止などの影響を受けるリスクがあります。
また、日本ｅ-文書法（民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関す
る法律）に規定されるように、記録を外部のサーバーへ保管することに関しては必ずしもセキュ
リティを考慮されていないため、個別の法令によっては、データを政府の指定する環境下で保管
しなくてはいけないという制約なども残っています。

1.4 世界を震撼させた「スノーデン事件」
そうは言っても、「サービスベンダーが利用者の情報を漏えいするなんてことはありえないん
じゃないの？」と思われる方もいるかもしれません。しかしながら、過去には世界中を恐怖に陥
れた「スノーデン事件＊3」というものがありました。

＊2 出典：経済産業省「中小 IT ベンダが今後のクラウドビジネス等に対応したサービス供給力を強
化するための教材コンテンツ　５．クラウドを活用する上で理解しておくべきこと（2012 年、
http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/jouhoukeizai/jinzai/002_02_03d.pdf）」

＊3 出典：「スノーデン事件」って何？／米個人情報収集を暴露
https://thepage.jp/detail/20130718-00010002-wordleaf
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　いわゆる「スノーデン事件」とは、米国家安全保障局（NSA）がテロ対策として極秘
に大量の個人情報を収集していたことを、元 NSA外部契約社員のエドワード・スノー
デン容疑者が暴露した事件です。
　米中央情報局（CIA）の元職員でもあるスノーデン容疑者は、英米紙に対して NSA
の情報収集活動を相次いで暴露しました。米通信会社から市民数百万人の通話記録を入
手したり、インターネット企業のデータベースから電子メールや画像などの情報を集め
ていたりしたといいます。

1.5 プライベートに構築できるオンラインスト
レージ「ownCloud」の登場

そのため、便利だから、安価だからといって、自社の重要なデータがどこに保管されているか
分からないオンラインストレージサービスを安易に利用するには注意が必要です。また、現実問
題として国外のデータセンターにデータを預けることを明確に規制している企業も少なくないの
ではないでしょうか。
実はスノーデン事件が起こる 3年前、2010年に上記のようなセキュリティ事故が起こるこ

とを予言していた人がいました。それこそが ownCloudを開発した Frank Karlitschek氏です。
同氏はアメリカのサンディエゴで開催された Camp KDEというイベントで、「自分はファイル
データを外部に保存するということはしたくない。しかしながら、使い勝手の良いオンラインス
トレージは手放すことはできない。そのため自分自身がコントロールできる環境下で利用できる
オープンソースのオンラインストレージが今後必要となる。だから、それを私が開発する！」と
宣言したのです。これがプライベートクラウドでオンラインストレージを構築できる ownCloud
の始まりとなりました。

1.6 ownCloudの歴史
そしてその二年後、ownCloud,Incが設立されました。ownCloudはより柔軟に、多くの人が

利用できるようにオープンソースで開発されたのですが、それが功を奏し、ownCloud社が考え
てもみなかったソリューションが世界中の開発者によりカスタマイズされました。また、多言
語に翻訳されたことで、飛躍的に利便性や UI、特にセキュリティ面での機能が成長していきま
した。
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