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ービスといった様々なソリューショ

ンを提供している。

さらに、NTT Com Chinaは、図

１に示すような既存の合弁会社であ

る、北京電信恩梯梯工程有限公司

(BNTE、北京市)、上海恩梯梯通信

工有限公司(SNTE、上海市)、及び

全額出資の現地法人であるN T T

Com Asia Network Systems

（Guangzhou）Co., Ltd.(広州市)、

NTT Com Asia Ltd.(香港行政特別

区)と連携し、NTT Comグループと

して中国市場におけるソリューショ

ン事業の拡大に向けて積極的に取り

組んでいく。

NTT Com China設立の背景につ

いて、NTT Com China 副総経理

営業企画統括　島村 明宏氏は次の

ように語っている。

「中国に進出されます日系企業の

最近の動きとして、次の２点が挙げ

られます。１点目は、北京、上海や

広州といった大都市のみならず周辺

の都市を含めた中国全国に拠点を持

つといった事業の面的な広がりがあ

ります。２点目は、情報セキュリテ

ィ管理、特に会社のノウハウや知的

ルネットワーク構築やサーバ監視・

保守、セキュリティ監視といった日

中間回線サポートからSIを含めた

プロジェクトマネージメントの支援

といった、高付加価値ソリューショ

ンのニーズが顕在化している。

NTTコミュニケーションズ（以

下、NTT Com）は、これらのニーズ

に対応するため、2004年10月より中

国で事業展開する日系企業をはじめ

としたグローバル企業を対象に、こ

れまでと異なるITソリューション事

業を提供するため、全額出資子会社

「NTT Communications China Co.,

Ltd.」（略称：

NTT Com China）

を設立し、営業

を開始した。

NTT Com China

は中国におけ

る日系グロー

バル企業のニ

ーズに対応する

ため、セキュリ

ティソリューシ

ョンや ITマネ

ージメントサ

中国における日系企業の進出は、

製造業の生産拠点としての進出が中

心であったが、最近は中国国内の豊

富なマーケットそのものをターゲッ

トにした、自動車、化粧品、情報家

電関連などの日系企業の進出が著し

くなっている。さらに、オフショア

開発やコールセンタ業務のアウトソ

ーシングなどグローバル企業のビジ

ネス展開は多様化している。それに

伴い、これらの日系企業のグローバ

中国向けソリューション提供の背景
とNTT Com China設立の経緯

NTTコミュニケーションズは、グローバルIPソリューションカンパニーを目指し、グローバル事業に積極的に取組んでいる。
日々、新たなソリューションを創出し、グローバルにビジネスを展開している日系企業にネットワーク及びITサービスを提
供しているNTTコミュニケーションズ。本稿では、グローバルソリューションの拡大例として、中国におけるグローバル企
業を対象にセキュリティ管理やITマネージメントサービスなどのITソリューションを提供するために設立した「NTT
Communications China Co., Ltd.」のビジネス展開と、最近の注目ソリューションについて紹介する。
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財産の管理に対するニーズの高まり

です。これらのニーズに対して、ワ

ンストップでサービス展開すること

と、情報セキュリティ管理に対して

スピード感を持って対応するために、

NTT Com Chinaを設立しました。」

昨今自動車業界をはじめ、中国へ

進出する日系企業が大型化になりつ

つあり、設計、生産、販売のプロセ

スを中国へシフトしようとしてい

る。そのため日系企業の中国におけ

る経営環境と情報管理環境の変化

は、①研究・開発事業が拡大し重要

情報の取り扱いが増加、②経営管理

の高度化による情報の多様化、③情

報化の促進により複雑化、④本社の

情報共有による情報量の増加、⑤日

本での個人情報保護法の実施による

情報保護要求の高まりなどが挙げら

れる。これらに対して、日系企業の

情報管理の状況は、IT管理者の不

足、または、IT管理者がいても上

長が IT業務を把握できていないこ

とや情報管理ポリシー、ルールが整

備されていないなどが課題となって

いる。その中で、技術情報などを中

心に情報セキュリティへの意識が高

まりつつある。

このような日系企業における IT

マネジメントの課題に対するNTT

Comの強みを以下に示す。

■日中間緊密な連携体制：お客様の

日本本社のグローバル IT戦略を

基に、中国の現状を踏まえた、最

適なソリューションを提供。

■強力な人材リソース：日本での法

人営業とプロジェクトマネージメ

ント経験があり、中国市場・商慣

習に詳しい出向者とSI経験豊富

なローカル社員により、リーズナ

ブルで高品質なサービスを提供。

■中国主要都市をカバーする保守体制：

NTT Com グループの現地法人や

パートナーと連携し、中国主要都

市で短時間の保守対応が可能。

中国ビジネスにおける事業コンセ

プトは、お客様が直面するセキュリ

ティの課題を解決する総合的なセキ

ュリティサービスの展開である。情

報セキュリティマネージメントの基

本コンセプトは、情報との接点を確

実にマネージメントするために、①

物理的な不正侵入の防止、②外部と

のセキュアなトランザクション、③

社内の不正アクセス・情報漏洩の防

止、④社外ネットワークの不正利用

監視などの4つの領域に分けて管理

する（図2参照）。

NTT Com Chinaは、グループ各

社と連携して、中国国内のネットワ

ークインテグレーションサービスや

企業内LAN、PBX、データセンタ

などのサービスをワンストップで提

供している。

「NTT Com China独自のソリュ

ーションとして、入退室管理から端

末管理としてのPCロックまで 1枚

の ICカードで実現するセキュリテ

ィシステムや認証VLAN、セキュ

アリモートアクセスを実現する認証

サービスなどを提供しています。本

年秋を目処に、ウイルス監視などの

アウトソーシング型のサービスを提

供していきたいと考えています。」

（前出　島村明宏氏）

632005 Vol.42 No.8

NTTコミュニケーションズの中国ビジネスの展開と
注目ソリューションの紹介
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