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NTTコムウェアでは業務やオペ

レーションシステムの全体最適化を

実現するため，エンタープライズ

アーキテクチャ（EA）に注目してお

り，特に情報通信事業者向けのEAと

してTeleManagement Forum（TM

フォーラム：TMF）の各種規定を活

用するために調査検討を実施して

います．ここではTMFの活動状況

および2 0 1 2年５月開催のTMF

Management World（TMW）2012

会合について紹介します．

TMF概要

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
実現するため，業界標準の検討と，そ
れに基づく製品化の促進，業界の活性
化を目的に設立された非営利の業界団
体です．
スマートフォン等のデバイスが多様

化し，また市場がグローバル化して，
ニッチな領域への事業者の新規参入が
容易になった昨今の状況をTMFでは
「デジタルワールド」と呼んでおり，そ
の中で収益確保可能な「デジタルサー
ビス」を提供することが重要であると
しています．デジタルサービスの代表
的なものとしてeHealth，スマートグ
リッド，クラウドが挙げられており，そ
の実現と収益確保のために必要となる
情報サービス通信事業者向けのエン
タープライズアーキテクチャ（EA）を
「Frameworx」と呼称して，業務や
システムの全体最適を目指した各種フ

レームワークやインタフェース等の検討
を進めています．また，ビジネスベン
チマーキングやシステム構築支援，次
世代固定－移動網統合管理等の技術
を含めた広範囲な検討を実施している
ほか，関連する標準化団体との連携も
活発に行っています．

TMF標準の概要

■Frameworx概要

Frameworxは情報通信サービス事
業者向けのEAとして規定されており，
EA構築の際に必要となる参照モデル
相当のプロセス・情報・アプリケー
ションの各フレームワーク，および実

装の際に必要となる標準インタフェー
スなどの詳細を含んだものとなってい
ます（図１）．なお，Frameworx12.0
については後述します．
図１の中央に配された，ビジネスプ

ロセス，情報，アプリケーションおよ
び統合の４つのフレームワークが
Frameworxの中核部分であり，例え
ばビジネスプロセスフレームワーク
（eTOM: enhanced Telecom Opera-
tion Map）が業務プロセス分析やビジ
ネスアーキテクチャ検討の際の参照モ
デルとして利用できます．同様に情報
フレームワーク（ SID: Shared
Information and Data）は情報モデ
ルやデータアーキテクチャ検討に，ア
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プリケーションフレームワーク（TAM:
Telecom Application Map）はア
プリケーション構成やその検討に利用
できるものです．統合フレームワーク
は実装で必要となるインタフェース規
定や個別技術のサポート等を含んでお
り，テクノロジアーキテクチャ検討の
ベースとしても利用できます．EMS
（ Element Management System）
やNMS（ Network Management
System）間インタフェースとして規
定されていたMTNM（Multi-Tech-
nology Network Management）や
MTO S I（M u l t i - T e c h n o l o g y
Operations System Interface）は
現状では統合フレームワーク規定の一
部となっており，TM Forum Inte-
gration Program（TIP）という体制
の下で検討されています．検討範囲は
以下のとおりです．
① Shared Interface Infrastruc-
ture（SII）定義
・プロトコルによらないインタ
フェースパターンやメタモデル，
共通モデル定義
・Webサービスに特化したモデル
検討（XSD/WSDL）
・ドキュメントやRI（Reference
Imp l em e n t a t i o n），CTK
（Compliance Test Kit）作
成の自動化，支援

② TMFインタフェース規定である
MTNM，MTO S IやO S S / J
（OSS Through Java）等の拡
張，メンテナンス
③ TMF全体でのインタフェース関
連作業の管理
④ SIIおよびWebサービス/XML
ベースの管理インタフェースであ
る Joint Open Source Inter-
face Framework（JOSIF）を
基にした新規統一インタフェース

定義および既存のインタフェース
規定のマイグレーション
⑤　その他
・インタフェース概念の形式化・
プロファイリング
・eTOM，SID，TAM，SIIと
のインタフェース的整合

最近ではMTNM/MTOSI独自の
検討はありませんが，TIP内で検討さ
れたキャリアイーサネットやGPON
（Gigabit-capable Passive Optical
N e t w o r k ） 管理，M P L S - T P
（Multi Protocol Label Switching -
Transport Profile）管理のプロファ
イル等に関してはその検討結果が組み
込まれ，2013年５月にはMTOSI3.0
がリリース予定とのことです．
図１の左上部分は「マネジメントお

よび実装ガイド」規定であり，要求実
現やクラウドの運用，SLA等の個別業
務に特化したクイックスタートパック
と呼ばれるガイドライン規定群のほか，
後述のビジネス評価指標規定や顧客
経験価値や収益管理ガイドライン等を
含むものとなっています．特にクイッ
クスタートパックは，クラウド等の新
サービスを迅速に導入する際に
Frameworxの全体に習熟することな
く利用できるものと期待できます．
図１右上の「クラウドおよび新サー

ビス」はクラウドに特化したモデルや
ソフトウェアイネーブルドサービスに関
する規定部分となっており，新たな
サービスの効率的で迅速的な導入に役
立つとされています．
Frameworxの各技術についてはそ

れぞれ検討チームが設けられており，
最新の業務やサービスから利用しやす
いよう，基本的には電話会議ベースで
検討が進められています．検討結果
に基づき，Frameworxは年に２回リ
リースされており，201x年の１回目

（春季）のリリースは1x.0，２回目
（秋～冬季）のリリースは1x.5とナン
バリングされます．
■ビジネスベンチマーキング

ビジネスベンチマーキングはテレコム
キャリアビジネスの効率化のための相
対的評価データをレポートとしてまと
めるものです．収益・利益，顧客の体
験，オペレーションの効率性の観点か
ら評価を行い，収益性やコスト対効
果，顧客満足度等を測るものとなって
おり，業務効率の具体的な目安を得ら
れると期待できます．図２に評価指標
値の例を示します．
ベンチマーキングは課金やオペレー

ションコスト等に実施されるものとブ
ロードバンド，モバイル等のサービス単
位で実施されるものとがあり，キャリ
アごとのビジネス展開に応じた評価や
業務単位での評価も可能です．また，
評価の指標値については標準的なビジ
ネスメトリクスとして整理，規定され
ており，業務のリアルタイム監視や分
析と改善に役立つと期待できます．
■システム構築支援，ツール検討

TMFではTMW等のイベント，会合
に合わせてトレーニングも実施してい
ますが，2012年７月以降，検討チー
ムが一堂に会して集中的に議論を行う
アクションウィーク会合では開発ツー
ルワークショップが実施されています．
これはオープンソースの開発環境であ
るEclipseに，同じくオープンソースの
プラグインであるTigerStripe等を組
み合わせた開発環境を紹介するもので
あり，テレコムサービスプロバイダ向け
のモデル駆動開発を可能とし，WSDL
（Web Services Description Lan-
guage）形式のインタフェースコード
を自動生成することが可能なものです．
同様な取り組みはフランステレコム
/Orangeでも取り入れられているとの
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ことで，UML/XMLエディタのみを利
用したときに比べて開発期間が短縮で
きたという報告もあります．
上記Eclipse環境のほか，ビジネス

プロセスや情報モデルのモデリングツー
ル，マッピングツールについても検討
が進められており，TMF各技術に基
づいた開発をスムーズに行えるような
取り組みとなっています．前述のク
イックスタートパックのようなガイドラ
イン規定と併せ，よりサービスや業務
の実現に近い検討もTMFとして重要
視していると考えられます．
■次世代固定－移動網統合管理

固定－移動網を効率的に管理する
方式について，特に欧州キャリアから
の要望に基づいて検討が進んでいます．
現時点ではFMCでの故障管理をケー
ススタディとし，統合管理によって故
障アラームの統合管理や故障切分けが
容易な管理モデルの構築について，

3GPP（ Third Generation Part-
nership Project）とも連携しながら
議論が進められています．
固定－移動網統合管理は今後は日

本でも重要となってくると思われ，
3GPPとの連携も含めて継続的に調査
していきたいと考えています．
■他標準化団体との連携

TMFの検討領域が情報通信システ
ムネットワーク管理であるため，旧来
よりITU-T SG2（旧SG4）とのリエ
ゾン関係，勧告化の提案等は実施さ
れてきていましたが，最近では上記固
定－移動網連携に伴った3GPPとの合
同会合の開催等，さまざまな領域で各
標準化団体との連携，合同会合が実
施されています．日本に関連しては
ICM研究会（2）との連携を強化しよう
という動きがあり，APNOMS2012会
合でTMFからの特別講演が実施され
たほか，TMW会合ではICM研究会

からの講演が予定されるなど情報共有
が活発化しています．

World2012

TMF Management World会合は
年に数回実施されており，技術講演や
ケーススタディの報告と技術製品展示
の統合イベントです．その中でも５月
に実施される欧州での会合が最大規模
であり，2012年の会合はアイルランド
ダブリンで開催されました．以下にそ
の概要を述べます．
■各キャリアの取り組み

ドイツテレコム（DT），ポーランド
テレコム，NTTコミュニケーションズ
等のキャリア勢からTMF標準の活用
事例が紹介されていました．特にDT
では同社グループ企業向けO S S
（Operation Support System）の参
照アーキテクチャとしてNext Gener-
ation Service and Resource Life-
cycle Management（次世代サービ
スリソースライフサイクル管理）を
TMF技術を拡張するかたちで構築し
たとのことで，運用の効率化を目指し
たTo-Beアーキテクチャへの取り組
みといえます． D T によるT M F
（Frameworx）技術を採用したメリッ
トは以下のとおりです．
・既存の標準を参照することでゼ
ロからの構築を防ぎ，開発コスト
削減
・完全性（網羅性）の保証
・意識疎通が迅速かつ容易
・アーキテクチャの持続可能性向上
・OSSの市販製品（COTS）の利
用が可能
・ベンダ選択の自由度高
一方で注意点としては以下が挙げら

れています．
・自社独自開発のソリューション

図２　ビジネスベンチマーキング，評価指標値 

収益性 

コスト・収益 

獲得顧客 

流出顧客 

（a）　収益・利益 

顧客の平均待ち時間 

初回問合せでの解決率 

放棄呼率 

SO実現までの平均時間 

約束期日までのSO実現率 

事故解決時間 

（b）　顧客の体験 

顧客管理プロセスのコスト 

顧客管理プロセスの全コストに占める割合 

サービス実現プロセスのコスト 

サービス実現プロセスの全コストに占める割合 

再作業が必要だったSOの割合 

品質保証プロセスのコスト 

（c）　オペレーションの効率性 

TMF Management
World2012



NTT技術ジャーナル 2013.268

グローバルスタンダード最前線

減少
・標準化の遅さ
・標準の記述の曖昧さ
・現状の標準には，UML（Uni -
fied Modeling Languag）など
の記述が不足
キャリアが自分自身ですべてを構築

する必要がなくなるというのが標準を
利用した際のメリットですが，一方で
標準化の遅さや自社の業務に合致する
かという問題は考慮する必要がありま
す．TMFとしてはDTのようなキャリ
アからの要望も取り入れ，より現状に
即した標準の構築を目指して改良が進
められると思われます．
■Frameworx12.0

会合に合わせ，Frameworx12.0の
リリースが発表されました．内容とし
ては主に以下の項目が追加拡張された
ものとなっています．
（1） ビジネスプロセスフレームワー
ク（eTOM）詳細化
ビジネスプロセス規定は階層的なプ

ロセス定義の構造となっており，レベ
ル０では大まかな業務領域規定ですが，
レベルの数字が増えるにしたがって詳
細化されたプロセス規定となっていま
す．レベル１がプロセスグループ，レ
ベル２がコアプロセスと呼ばれますが，
実際の業務プロセスを表現するのはレ
ベル３プロセス（タスク）やレベル４
プロセス（ステップ）の粒度のもので
す．今回のリリースでは主にレベル４
プロセスが800程度新規に規定されて
おり，プロセスフロー規定が大幅に詳
細化されました．これは業務プロセス
の詳細分析に基づく業務の効率化や新
サービスの迅速な導入が重視されてい
るためと考えられます．
（2） 情報モデル（SID）の拡張
SIDの変更点として一番大きなもの

は「Capacity」エンティティの追加で

す．これはネットワークの帯域等の提
供能力を情報モデルとして規定したも
のであり，製品，サービス，リソース
のそれぞれのCapacityごとに規定さ
れるものとなっています．例えばクラウ
ドサービス構築の際にCapacityを利
用することでマルチクラウド環境でも
統一的にサービスの「能力」を管理す
ることが可能になると考えられ，クラ
ウドの相互運用や負荷分散にも役立つ
と期待できます．
（3） そのほかの規定追加，拡張と
今後の予定

そのほか，アプリケーションフレーム
ワークでは請求書計算や支払管理等の
課金業務関連を中心に規定が追加，
詳細化されています．また，統合フレー
ムワーク規定では，統合インタフェー
ス規定の記述の充実化，インタフェー
ス規定全般の統合や整合化が図られ
ています．前述のサービス構築ガイド
ラインであるクイックスタートパック
も「要求実現」および「クラウドサー
ビストラブルの解決」が追加され，
Frameworx全般としては上流工程の
業務プロセスの分析から実装までを
幅広くカバーしたアップデートといえ
ます．
今後はさらに，スマートグリッド，

eHea l t h，M2M（Mach i n e - t o -
Machine）などのデジタルサービスの
提供・運用における新たな要件を分
析・整理し，次期リリース以降のバー
ジョンに組み込む予定とのことです．
■アジアのプレゼンス向上

マレーシア（マレーシアテレコム）と
ベトナム（ベトナムテレコム）からの参
加者が自社の取り組みを紹介していた
ほか，Huaweiはデモ展示への参加や
講演のスポンサーやチェアを担当して
おり，アジアからの参加が目立った会
合だったといえます．主催者側として

も欧米や日本から中国，インド等のア
ジア勢の活発化には期待しており，今
後はアジア地域での会合も多く開催さ
れる予定です．
■エグゼクティブコミッティ会合

エグゼクティブコミッティ会合は各
技術検討チームとは別に，TMFの今
後の検討方針や取り組みについて議
論する場となっています．フェイス・
ツー・フェイスの会合がTMW会合に
合わせて開催されるほか，毎月定例の
電話会議が実施されて，ビジネス全般
の方向性，技術のトレンドと検討方
針，ロードマップ等について議論され
ます．
NTTグループからはNTTコムウェア

品質生産性技術本部研究開発部長の
北井敦が参加しており，TMFの方針
を把握するとともにNTTグループの状
況を踏まえた検討の方向性をTMF側
にインプットしています．

今後の展開

TMFは市場の変化を考慮した新規
サービスの迅速な導入と効率的管理の
ほか，収益の確保や業務改善について
も検討する幅広い業界標準の構築と業
界の活性化を目指しています．今後も
TMFの取り組みに注目し，技術検討
状況や業界動向を把握してNTTグ
ループ向けに情報共有していきたいと
考えています．
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