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ここでは，2010年５月開催の

Management World 2010の内容か

ら，TMFにおける統合ビジネスアー

キテクチャであるFrameworx，およ

びユーザ主導のクラウド関連検討グ

ループCloud Service Initiative（CSI）

などの最新の標準活動動向と，

Management World 2010でみる最

新動向を報告します．

TeleManagement Forum（TMF）（1）

は，相互運用のできる「情報通信シス
テムネットワーク管理」を達成するた
め，業界標準の検討や，普及および実
製品化の促進を目的に設立された非営
利業界団体です．1988年の発足以来，
コンスタントにメンバ企業が増加し続
けてきており，2010年９月時点でのメ
ンバ企業は195カ国，700社以上と
なっています．その中には，NTT，
AT&T，BT（British Telecom）な
ど世界の売上上位のキャリア企業や，
E r i c s s o n ， H u a w e i ， N o k i a
Siemens Networksなど大手通信機器
ベンダも加入しています．

TMFの標準活動では，NGOSS
（New Generation Operation Sys-
tems and Software）を中心に検討
が進められてきました（2）．メンバ企業
は検討されている業界標準をベースに
運用管理システムを開発し，問題点を
フィードバックし，より現実に即した
標準の推進に取り組んでいます．
NGOSSの中でも，サービス提供者の

全ビジネスプロセスを整理したeTOM
（ enhanced Telecom Operations
Map）フレームワークは，ITU-T（国
際電気通信連合）でも価値を認めら
れており，eTOMドキュメントを採用
したM.3050シリーズのITU-T勧告が
つくられています．

Management WorldはTMFが主
催する，テレコム業界のビジネス動向，
技術トレンド関連の講演会と展示会で
構成されるイベントで，毎年５月に開
催されています．

■Frameworx

最近のTMF標準活動の新たな取り
組みとして，Frameworx（3）の検討が
注目されています．Frameworxとは，
既存のNGOSSの後継標準として位置
付けられており，NGOSSの各フレー
ムワークからなる，サービス志向の統
合ビジネスアーキテクチャを提供する
ものです．サービスプロバイダが厳しい
競争下で迅速に新しいサービスを提供
する必要がある市場では重要なもので
あると考えられています．

Frameworxは基本的にNGOSSの
部品を流用し，以下のコンポーネント
から構成されています．

・ビジネスプロセスフレームワーク
（eTOM）：ビジネス・機能の標
準プロセス・アーキテクチャ

・情報フレームワーク（SID）：管理
情報を定義するための共通参照モ
デル

・アプリケーションフレームワーク
（TAM）：サービスプロバイダや
サプライヤ間のシステム・機能の
共通言語

・統合フレームワーク：標準イン
タフェースや支援ツールにより，
複数フレームワークの統合機能を
提供
図１に示すように，従来のNGOSS

においては，システム統合フレームワー
クであるTNA（Technology Neu-
tral Architecture）がすでに存在し
ていました．ただし，TNAがサービス
志向をベースにして確立されたもので
はないため，サービス構築時の迅速さ
や柔軟さに十分対応できないという意
見もありました．そこで，Frameworx
の統合フレームワークは，サービス志
向のアーキテクチャ構築に着目し，ビ
ジネスプロセス・情報・アプリケー
ションの間の柔軟な相互連携，ビジネ
スサービスカテゴリの迅速な開発のた
めの検討に重点を置いています．

さらに，TMFではFrameworx準拠
ソリューションの開発を促進するため
に，サービスプロバイダに対する実装
支援，ソリューション製品の準拠認
定，認定トレーニング，TMF認定パー
トナプログラムなどの活動実施も計画
されています．
■クラウドサービス

既存のクラウド関連の標準活動で
は，クラウドインフラ（IaaS）の相互
接続性の確保が多くの標準化団体の
メインターゲットであること，標準が
ベンダ側主導で確立されていることが
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大きな特徴となっています（表）．
一方，TMFのクラウド検討グルー

プCloud Service Initiative（CSI）
は，クラウドサービスの普及のため，
ユーザとベンダとの連携が不可欠であ
り，特にユーザ側のサービス要件の明
確化が必須であると考えています．そ
こで， CSIは， Enterprise Cloud
Leadership Council（ECLC）（4）を
設立し，ユーザとベンダ間の協力関係
を強化し，ユーザ側の要求条件を中心
に，ベンチマーキング（パフォーマンス
検証）なども含まれた，クラウド標準
の検討を開始しました（図２）．

ECLCの参加企業には，ベンダ企業
（Alc a t e l - Lu c en t，CA，Ci s co，
EMC，HP，IBM，Mic r o s o f t，
Nokia Siemens Networksなど）や通
信事業会社（AT&T，BT，Telecom

Italiaなど）以外に，ドイツ銀行など
のユーザ企業があります．

ECLCの取り組みの方針としては，
世界中を対象に効果的・効率的なク
ラウドインフラの市場を育てること，ク
ラウドサービスの標準化を加速し最良
のサービスとして提供される最良の共
通プロセスを明確化すること，エコシ

ステムによりコストやサービスレベルの
透明性を実現することなどが挙げられ
ています．

ECLCは2010年までに，「Data -
base as a Service White Paper」
と「Private Cloud Reference Ar-
chitecture White Paper」のリリー
スを予定しています．そのほか，Pri-

図１　NGOSS と Frameworx のコンポーネント構成（3） 
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表　クラウドに関する主な標準化団体

標準化団体 主要メンバ 標準化内容

OGF
（Open Grid Forum）

Microsoft，Oracle，HP，IBM，Intel，
Fujitsu，Hitachi，Dell，NEC，AT&T

クラウドインフラ基盤リソース（IaaS）の管理のためのAPI

DMTF
（Distributed Management Task Force）

IBM，Intel，Dell，Novell，Oracle，
BT，Telefonica，VMware，SAP

クラウドインフラ基盤リソース（IaaS）の管理のためのAPI

SNIA
（Storage Networking Industry Association）

Microsoft，Dell，Intel，Symantech，
EMC2，HP，Vmware，IBM

クラウドデータストレージの管理のためのAPI

クラウドサービス 
関連のプロバイダ 

クラウドサービスのユーザ 

業界仕様 

金融サービス 

多業界間の水平連携 

協力 

ベンダ基準 

要件管理 

協力計画 

その他 

図２　ECLC の活動の構想（4） 
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vate Cloud Catalystワーキングの立
ち上げやベンダベンチマークの基準設
定，ベンダとのインタフェースカテゴリ
の定義などの活動も行うと計画されて
います．特に｢Private Cloud Refer-
ence Architecture White Paper｣
の確立に注力されており，以下の前提
に基づき，検討が進められています．

・アプリケーションをクラウド環境
にホスティングする場合の最適化
された参照構造であること

・構築，運用，課金までのすべての
要素を対象，ベンダに依存せず，
ソフトウェア，ハードウェアのす
べての構成要素が置き換え可能で
あること

・内部クラウドから外部クラウド，
オープンクラウドにまで発展可能
であること

・現在，利用可能な技術で実現可
能であること

2010年５月には，ドイツ銀行プラッ
トフォームサービスグループの責任者
であるSean Kel ley氏がECLCの議
長に任命され，銀行分野中心のユー
ザの要件への取り組みが強化されてい
ます．

Management World 2010（5），＊１

は，2010年５月18日から20日までフ
ランスで開催され，世界81カ国から約
3 000名が参加しました．本会合では，
｢Clouds on the Horizon?｣がメイン
テーマとなっており，基調講演（６テー
マ），カンファレンス・サミット（６テー
マ），Forumvilleデモ（７テーマ）を
中心に構成されています．

■基 調 講 演

基調講演は，ディスカッション式
（４テーマ）とプレゼン式（２テーマ）
の計６講演から構成されています．

①　All-IPネットワークの運用
②　管理されたサービス
③　顧客体験
④　モバイルコマース
⑤　クラウド
⑥　コスト削減
クラウド関連の講演「Cloud: the

new business model for tomorrow’s
world｣はディスカッション形式で行わ
れ，クラウド時代にクラウドユーザと
プロバイダがいかに協力し合いながら，
クラウドビジネスモデルを構築し普及
させていくかに焦点が当てられ，大き
な関心を集めました．

ディスカッションでは，クラウドプロ
バイダがユーザ利益の立場から，迅速
で柔軟なサービスをカスタマイズし構
築導入する重要性が強調され，今後の
クラウドの普及の前提条件として，セ
キュリティなどの標準化，透明性，移
植性などについて議論されました．今
後のTMFでのクラウド標準活動にお
いて，ユーザとベンダとの協力関係を
さらに強化したうえで，ユーザ側の要

件を積極的に検討していくことにより，
安心して利用できるクラウドサービ
スの適用領域の拡大に期待を示しま
した．
■カンファレンス・サミット

カンファレンス・サミットは，図３
に示すように，クラウドなど６つのサ
ミットに分けられ，さらにクラウド・
サミットが６つのセッションから構成
されました．クラウド・サミットの中
で，「企業ユーザの視点からみるクラウ
ドサービス」と「革新的なクラウドの
構築と収益獲得」のセッションでは，
クラウドサービスのユーザやプロバイダ
を代表する大手企業（ドイツ銀行や
IBMなど）から，｢クラウドサービス
ユーザ要件｣と｢収益モデルと構築｣を
テーマとした講演が行われ，参加者か
ら大きな関心が集まりました．以下，両
セッションの講演について紹介します．

（1） 「企業ユーザの視点からみるク
ラウドサービス｣セッション

ドイツ銀行からは，｢Cloud as a
Business Game Changer｣と題し
て講演があり，企業ユーザの視点から
みたクラウド要件について説明されま
した．

銀行が求めているクラウドサービス

カンファレンス・サミットのテーマ クラウド・サミットのセッション 

Cloud Service - The Enterprise User’s Perspective 
（企業ユーザの視点からみるクラウドサービス） 

Creating & Monetizing Innovative Cloud 
（革新的なクラウドの構築と収益獲得） 

The Cloud Eco-System; from Requirements to Delivery 
（クラウド・エコシステム，要件から配信まで） 

Telecom Providers Become Cloud Providers －  
Impact & Opportunity 

（テレコムプロバイダはクラウドプロバイダになる，インパクトと機会） 

Opportunities, Business Models & Requirements 
for Cloud Providers 

（クラウドプロバイダのための機会，ビジネスモデル，要件） 

Management & Operations for Cloud Services 
（クラウドサービスのためのオペレーションと標準） 

・クラウド 
・NGOSS等のフレームワーク 
・ビジネス変革 
・優れた顧客体験 
・収益管理と収益性 
・技術・運用上の推進 

図３　カンファレンス・サミットのテーマ，クラウド・サミットのセッション  

＊1 世界大会のManagement World以外には，地
域大会のManagement World Americas / Asia /
Africa / Middle Eastも年に各１回開催されて
います．

Management World
2010でみる最新動向
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は，ミッションクリティカルレベルの要
件が満たされたもので，主な要件とし
て，セキュリティ，信頼性，制御，セ
ルフサービス，経済性，抽象化，標準
化が挙げられています．特に標準化は，
ユーザにとって重要な要件で，ベンダ
ロックインへの懸念を解消し，安心し
てサービスを選択・利用できるために
必須であると強調されていました．

（2） 「革新的なクラウドの構築と収
益獲得｣セッション

IBMは ｢Moving Your Cloud-
Based Services Business from
Concept to Reality｣講演により，ク
ラウドのビジネスモデルと構築について
説明しました．

クラウド市場は，ビジネスサービス，
インフラサービス，コンポーネント提供
という３つのサブ市場に分類され，コ
ンサルティング会社の調査によると，
2012年までに市場規模が1 260億ドル

に到達すると予想されています．
現在，多くの企業が自社資産の活用

によりクラウドプロバイダへの転換を図
ろうとしていますが，SWOT分析＊２や
進出市場の明確化が必要となります．
さらに，サービスを提供する前に，ま
ず自社での試験により，構築や運用上
のノウハウを蓄積しておくことが大事
であると主張しています．
■Forumville

Forumvilleは，TMFが推進した標
準をベースとして試験的に開発した製
品のデモを展示するコーナで，標準の
有用性を証明し，普及を促進するため
に開設されました．Management
World 2010のForumvilleでは，ク
ラウドサービスを含め，全７つのテー
マに分類され，デモ展示が行われま
した．

①　クラウドサービス
②　ビジネス変革
③　収益管理とモバイルコマース
④ 顧客体験・ビジネスインテリ

ジェンス
⑤　デジタルメディア
⑥　技術とオペレーション

⑦　防衛
その中で，クラウドサービス関連の

デモ「Cloud Service Broker（クラ
ウドサービス・ブローカ）」はBTの要
求を受けて開発されているため，キャリ
アのクラウドへの取り組みとして大き
く注目されました（6）．

クラウドサービス・ブローカはユーザ
企業とクラウドサービス環境間の管理
インタフェースを提供するツールです

（図４）．これを利用することにより，
ユーザ企業が自社のガバナンスポリシー
に従い，クラウドサービスに対して自ら
コントロールできるようになり，サービ
スの性能やセキュリティ，コスト管理
などの可視化も可能になります．

以上のとおり，Man a g em e n t
World 2010では，クラウドサービス
が大きく取り上げられており，クラウ
ド関連の講演やデモ，ECLCの活動状
況報告が行われていました．今後，標
準活動の進展に伴って，クラウド市場
の拡大が大いに期待されています．

NTTコムウェアは，Management
W o r l d で活 発 に議 論 されている
Frameworxやクラウドサービスの検討
に注目し，各国のテレコム業界動向
を継続的に把握していくほか，NTTグ
ループの一員として，TMFにおける日
本企業のプレゼンス向上への貢献も視
野に入れて活動を進めていきます．
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図４　クラウドサービス・ブローカ（6） 

＊2 SWOT分析：目標を達成するために意思決
定を必要としている組織や個人のプロジェ
クトやベンチャービジネスにおける，強み
（Strength），弱み（Weaknesses），機会
（Opportunities），脅威（Threats）を評価す
るのに用いられる戦略計画ツールの１つ．
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