
NTT技術ジャーナル 2011.542

開発の背景

OpS（Operation Support System）
は業務（オペレーション）を効率的に進
めるうえで必要不可欠な存在です．例え
ば，アクセスネットワークを構成する膨
大な量の設備を管理するには，OpSが提
供する設備情報管理機能が不可欠です．
OpSを利用して業務をより効率的に

進めるには，業務とOpSが適切に連携
していることが重要になります．新サー
ビス開始等の要因により，時間とともに
既存業務は変化し新たな業務も発生し
ますが，OpSにはそれらの変化に対応し
ていくことが求められています．しかし
ながら，OpSの改造には非常に大きな開
発コストと時間がかかるため，すべての
変化に対して機能をタイミング良く提供
することは大変困難です．
そのため，多種多様な業務の中には

OpSが十分に対応していない業務もあ
り，OpSにはオペレータにとって使いに
くい部分が残されています．そのような
業務では，操作フローの複雑化による
冗長な操作や繰り返しによる単調な操作
が多くなること，チェック機能が不十分
で操作ミスを検出できないこと，などの
問題が発生し，オペレータの大きな負担
となっていました．

UMSの概要

NTTアクセスサービスシステム研究所
では，オペレーションコスト低減を目的
として， UMS（ Unified Manage-
ment Support System）の開発を行
いました．図１がUMSの概要です．
UMSはオペレータの操作を代理実行
（自動化）することで業務を効率化する
ソフトウェアです．
UMSを利用することで，冗長・単調

な操作の自動化や，オペレータの人為的
な操作ミス防止など，オペレータの負担
を軽減する効果を得ることができます．

UMSには主に次の２つの特徴があり
ます．
■既存OpS無改造による自動化

UMSは，操作対象のOpSに対して，
オペレータが自ら操作する場合と同じよ
うに振る舞います．そのため，操作の自
動化を実現するために対象OpSの改造
を必要としません．OpSの改造を不要と
することで，低コスト・短時間での業務
効率化が可能となります．
■現場のオペレータによる自動化の実施

UMSは，現場のオペレータ自らが利
用することを想定しています．
業務を理解し操作手順をよく把握し
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NTTアクセスサービスシステム研究所ではアクセスネットワークを中心とした業

務の効率化に取り組んでいます．今回，操作の自動化によってオペレータの負担を

軽減し，オペレーションコストを低減するソフトウェアUMS（Un i f i ed

Management Support System）の開発を行いました．ここではUMSの概要お

よび技術的な特徴を紹介します．

図１　UMSの概要 
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ているのは現場のオペレータであるため，
オペレータ自らが操作手順を記録し実行
できることが望ましいといえます．しか
し，現場のオペレータは業務には精通し
ていますが，ソフトウェア開発の専門家
ではありません．
UMSは，ソフトウェア開発スキルが

高くないオペレータを主な利用者と想定
して開発を行いました．「ビジュアルな編
集機能」や「例示操作による操作手順
の自動記録機能」によってスキルレス化
を実現しています．

UMSによる自動化例

UMSを用いた業務の自動化例として，
「定型繰り返し操作の自動化」「データ
不一致の防止」について紹介します（図
２）．
■定型繰り返し操作の自動化

定型的な繰り返し操作の自動化にお
いて，UMSは特に大きな効果を発揮し
ます．
定型的な繰り返し操作を行う業務に

は，例えば，大量の設備情報を一度に
更新する業務があります．この更新業務
では，１件ずつ書き換え対象となる設備
を検索したうえで，その設備に括り付け
られた情報の一部を新たな情報で書き換
えます．これを対象とする件数だけ繰り
返すことになります．
この業務を具体的な操作の流れとして
考えると，OpSの持つ検索用の画面を
操作し，検索された設備の情報を書き
換える画面を開き，該当するテキスト
ボックスに新しい情報を上書きして更新
ボタンを押す，という操作を行います．
これら，「ボタンを押す」「テキストボッ
クスに文字列を入力する」といった操作
は，対象の設備が違っていても，全く同
じ操作を繰り返すことになります．この
ような操作の流れが同じ繰り返し業務で
あれば，表示する情報や書き換える情報
が異なっていても，UMSを使って簡単
に自動化することができます．

■データ不一致の防止

人為的な操作ミスによるデータ不一致
の防止にもUMSは大きな効果を発揮し
ます．関連する複数のシステム間で十分
な連携が取れていない場合，システム間
のデータ整合性を保つには，オペレータ
が手作業でデータの連携を取る必要があ

ります．例えば，投入するデータにシス
テム間で関連がある場合は，オペレータ
が責任を持って関連するすべてのデータ
を書き換える必要があります．
これらの作業は煩雑であり，オペレー

タの手作業では書き換え忘れや間違った
データの投入が発生しやすく，システム

図２　UMSによる自動化例 

導入前 

業務端末 

業務端末 
データ 
ベース 

データ 
ベース 

オペレータ 

オペレータ 

オペレータ 
オペレータ 

導入後 

UMS

UMS

データ 

データ 

導入前 

導入後 

（a）　定型繰り返し操作の自動化 （b）　データ不一致の防止 

２つの入力画面に 
同じデータを入力 

入力ミスにより 
不整合発生 

UMSを利用することで，より効率的に
データの投入が可能になります 

UMSを利用することで，ミスのないデータ
投入が可能になります 

データ 

… 

… 

シナリオ編集 

例示操作 

代理実行 

シナリオ入出力機能 

例示操作検出機能 実行制御機能 

アダプタ 

… 画像 
認識 

シナリオビジュアル編集技術 

シナリオ自動生成技術 

実行時データ 
連携技術 

アダプタ 
技術 

UMS

データ一覧管理機能 

フローチャート 
管理機能 

シナリオ 

オペレータ 

OpS 
クライアント 

図３　UMS による自動化例 



間のデータ不一致を引き起こしています．
UMSを利用することで，複数システ

ムへの関連データ投入業務を自動化で
き，人為的なミスを防止できます．また，
関連する複数のシステムに投入された
データの整合性チェックの自動化にも利
用できます．

UMSの技術的な特徴

UMSの技術的な特徴として，「シナ
リオ自動生成技術」「シナリオビジュア
ル編集技術」「実行時データ連携技術」
「アダプタ技術」があります．シナリオと
は，UMSで自動化する操作手順を記録
した情報のことを言います．UMSの機
能構成図と適用技術を図３に示します．
■シナリオ自動生成技術

UMSに操作を例示することで，操作
手順を自動的に記録することができます．
UMSを起動した状態で対象アプリケー
ションを操作すると，UMSは自動的に
オペレータの操作を検出し，操作手順ど
おりにシナリオを生成していきます．
この例示操作による操作手順の自動

記録機能によって，オペレータは直観的
にシナリオを作成することができます．
■シナリオビジュアル編集技術

UMSではシナリオを表示・編集する
方法として，フローチャートを採用しま
した．図４がシナリオの編集画面です．
フローチャートは，操作の流れを視覚

的に表現できるため，オペレータはシナ
リオを直観的にコーディングレスで編集
することができます．
■実行時データ連携技術

定型的な操作であっても，実行時に
取り扱う具体的なデータは１件ごとに違
う場合が多くあります．UMSは，図５
のように操作手順とデータを分けて管理
する仕組みを備えています．UMSは各
操作の自動実行時に，シナリオ内に定
義された変数を介してデータを参照し
ます．
利用するデータは，「データ一覧」と

して用意します．データ一覧は１行目に
その列の名前を配置し，２行目以降に
データを配置した表形式の情報です．１
行がシナリオ１回分のデータを表してい
ます．保存ファイル形式は，CSVか

Excelファイルを利用できます．
実行時には次の流れでデータ連携が行
われます．シナリオ実行開始前に，デー
タ一覧のデータ１行分が変数に読み込ま
れます．次に，データが反映された変数
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図４　フローチャートによるシナリオの編集 
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を基にシナリオが実行されます．そして
シナリオ実行終了後に，変数の値がデー
タ一覧に書き戻されます．
シナリオ実行終了後には変数の値が書

き戻されるため，データ投入業務だけで
なく，OpSからデータを取得する業務の
自動化も可能です．
■アダプタ技術

UMSでは今後の発展性を考慮し，容
易に機能拡張可能なアーキテクチャを採
用しています．
UMSはオペレータの操作を検出・再

現する性質上，OSやブラウザに強く依
存するコードを含んでいます．このOSに
強く依存するコードを，アダプタとして
プラグイン化しました．今後，多様なOS
やブラウザにUMSを適用する際には，こ
のアダプタの追加・差替によって対応で
きます．また，アダプタによって新たな
機能追加も可能になっています．
■操作可能なアプリケーション

現在，UMSはMicrosoft Windows
XPの標準的なアプリケーションおよび
Internet Explorer 6の自動操作に対
応しています．
前述の対応アプリケーションの自動操
作機能以外に，マウスとキーボードの入
力を再現する機能も搭載しています．こ
の機能を使うと，UMSが直接対応して
いないJavaやFlashを利用したアプリ
ケーションも自動操作可能です．

最 近 で は SBC（ Server Based
Computing）環境が多く利用されてい
ますが，SBC環境の業務アプリケーショ
ンもマウス・キーボード入力再現機能で
自動操作が可能です．

類似ソフトとの比較

市中には多くの自動化ソフトウェアが
存在しています．主な自動化ソフトウェ
アとの比較を表に示します．
UWSCやテスト自動化ツールは高機

能ですが，使用者には高いソフトウェア
開発スキルが要求されます．一方UMS
は，ビジュアルな編集機能等により，ソ
フトウェア開発スキルを持たないオペ
レータでも利用することができます．
さらに，業務の自動化を目的とした

UMSは，他の自動化ソフトウェアと比
較して業務データとの連携がより容易に
行えます．他の自動化ソフトウェアは，
データの読み書きにおいて，自由度が大
きい反面，スクリプトのつくり込みが必
要になります．

今後の予定

NTTアクセスサービスシステム研究所
では業務を効率化しオペレーションコス
トを低減するソフトウェアUMSの開発
を行いました．今後はNTTグループ各社
協力のもと，社内業務へのUMSの展開
を図っていき，そこで得られた課題や要

望を次期開発に取り込んでいきます．こ
れらの活動を通して，業務の効率化を一
層進め，お客さまへのより良い通信サー
ビスの提供に寄与していきます．
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これからも維持・管理，次期開発を通し
てUMSを発展させていきます．UMSの適
用にご興味がありましたら，下記問い合わ
せ先までぜひご連絡ください．

◆問い合わせ先
NTTアクセスサービスシステム研究所

第一推進プロジェクト
TEL 046-859-4844
FAX 046-859-5514
E-mail ums-staff lab.ntt.co.jp

表　主な自動化ソフトウェアとの比較

特　徴

要求スキル

データとの連携

UMS UWSC※1 テスト自動化ツール※2

業務ノウハウを持ったオペレータの使
用を前提としていて，直観的にシナリ
オの作成が可能

例示操作の自動検出や，ビジュアルな
編集機能により，コーディングレスで
利用可能

CSV，Excelファイルを使った業務デー
タの連携が容易に可能（データ形式は
固定）

スクリプトをテキストエディタで編集
する必要があり，使用者にはコーディ
ングスキルが必要

スクリプトのつくり込みで対応可能

ビジュアルな編集環境も用意されてい
るが，ソフトウェア開発者向けで操作
は複雑

スクリプトのつくり込みで対応可能

マウス・キーボード操作の再現を基本
としており汎用性が高く，高機能のス
クリプトにより柔軟性も高い

ソフトウェア開発のテスト自動化用途
に特化しており，テストに関する機能
が豊富

※1 http://www.uwsc.info/
※2 Micro Focus TestPartner，HP WinRunner/QuickTest Professional，IBM Rational Functional Tester Plus 等


