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eTOM(Enhanced Telecom Operation MapⓇ)ｲﾝﾄﾛﾀﾞｸｼｮﾝ

eTOM(Enhanced Telecom Operation MapⓇ)-Introduction

Ⅰ. ＜概要＞

Ⅰ.＜Overview＞

本標準は、ｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞが使用するﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾛｾｽを分類するための参照ﾌﾚｰﾑﾜｰ

This item contains a reference framework for categorizing the business activities that

Ⓡ

ｸを規定している。拡張ﾃﾚｺﾑ運用ﾏｯﾌﾟ(Enhanced Telecom Operations Map 、以降

a service provider will use. The Enhanced Telecom Operations MapⓇ (or eTOM for

eTOM)はﾃﾚﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄﾌｫｰﾗﾑ(TeleManagement Forum)によって開発されており、ｻｰﾋﾞ

short), which has been developed by the TeleManagement Forum, describes the

ｽﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞに必要な企業体ﾌﾟﾛｾｽについて記述している。各ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾛｾｽは、そのﾋﾞｼﾞ

enterprise processes required by a service provider and analyses them to different

ﾈｽの重要性や優先度に応じて必要とされる詳細ﾚﾍﾞﾙにまで分析され規定されてい

levels of detail according to their significance and priority for the business. This

る。 このﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾛｾｽｱﾌﾟﾛｰﾁは、全てのﾋﾞｼﾞﾈｽ活動を分類するためのﾌﾚｰﾑﾜｰｸを

business process approach has built on the concepts of management services and

開発する目的で、管理ｻｰﾋﾞｽと機能のコンセプトに基づいて構築している。

functions in order to develop a framework for categorizing all the business activities.

本標準は、TMN の管理ｻｰﾋﾞｽ/機能ｱﾌﾟﾛｰﾁを開発した背景と、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾛｾｽのｱﾌﾟﾛ

This item gives the background to the development of the TMN management

ｰﾁが通信ﾈｯﾄﾜｰｸの管理に関する TTC 標準または ITU-T 勧告とどのように関連する

services/functions approach and describes how the business processes approach

かについて記載したものである。また、この標準は、JT-M3050.1(eTOM ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾛｾ

relates to other telecommunications management TTC Standards or ITU-T

ｽﾌﾚｰﾑﾜｰｸ)とｼﾘｰｽﾞになっている。

Recommendations. And this item is a series of JT-M3050.1(eTOM-The business
process framework)

Ⅱ. ＜参考＞

Ⅱ. ＜References＞

１. 国際勧告等との関係

１. Relation with international standards

本標準は、ITU-T 勧告 M.3050.0 に準拠している。

This standard is based on the ITU-T M.3050.0(03/2007)

２. 追加項目等

２. Departures with international standards

2.1 オプション選択項目

2.1 Selection of optional items

なし

None

2.2 ナショナルマター項目

2.2 Definition of national matter items

なし

None

2.3 先行した項目

2.3 Early implementation items

なし

None

2.4 付加した項目

2.4 Added items

なし

None
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2.5 削除した項目

2.5 Deleted items

なし

None

2.6 その他

2.6 Others

なし

None
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