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バルビジネスを推進してきました

が、海外では物理的な設備を持って

いないため、海底ケーブルを IRU

などで調達して、各国のローカルキ

ャリアとタイアップして私どもの

POP（Point of Presence）を構築

し、そこから先のお客様拠点をつな

ぐアクセス回線はローカルキャリア

の回線を利用することにより対応し

てきました。

しかし最近ではNTTコムの国際

ビジネスがお客様に認知されてきた

こともあって、ご要望も多岐にわた

ってきました。こういったお客様の

ニーズにお応えするためには、特に

品質の面で、ローカルキャリアの品

質に影響されないようにしなければ

なりません。また、競争も激しく、

昨今の経済情勢を考えると、品質と

価格で選択されるというお客様が増

えてきたことから、抜本的に改善を

行う必要性に迫られてきました。例

えば国内・国際で同じVPNサービ

スでも微妙に違うというようなこと

もありました。このような課題を解

決するために、設備もサービスも国

内外シームレスに、またデリバリや

監視・保守もシームレスに行うため

の改善活動に全社で取り組んでい

ます。

－やはり、計画的な設備投資が必

要ですか。

伊藤 ある程度計画を立てながら

設備投資を行わないとその効果を十

分発揮することはできません。例え

ば、現地キャリアから、サービス回

線を１本ずつ借りる場合、トータル

コストは１本のコストの積み上げと

なりますが、100本まとめて安価に

借り、それを小分けにすることで、

安く提供することもできます。また、

最近では香港やシンガポールなど、

アジアパシフィック地域における

NTTコムのデータセンタービジネ

スなどの拡大を踏まえ、例えば東

京－香港－シンガポールをトライア

ングルの拠点として考えた時に、タ

イやマレーシアについてはそれぞれ

の国と東京をつなぐよりは、一旦シ

－ネットワーク事業部を取り巻く

周辺環境を含めた最近の状況からお

聞かせください。

伊藤 日系企業はもちろん世界の

グローバル企業に対して、NTTコ

ミュニケーションズ（以下、NTT

コム）は、国内・国際をシームレス

につなぐグローバル規模での各種ネ

ットワークサービスを提供していま

す。私どもの最大の価値は、世界規

模でビジネスを展開されるお客様に

対して、NTTコム品質すなわち最

高の品質と、コスト競争力を付加価

値とするICTインフラを国内外問わ

ず提供し、お客様のビジネスを支え

ることにあります。

NTTコムは、会社発足時より国

際ビジネスを展開してきました。し

かし、ネットワークに関しては、日

系のお客様を中心としたSI的な個

別対応が主でした。この間、現地法

人を設立するなど、手厚いサポート

や各種サービス提供を含めてグロー
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ンガポールに集線してから東京とつ

なぐといったグローバル中継機能の

ようなものを更に徹底して、ネット

ワークの整備を推進していくことに

よって、コスト効果や信頼性を高め

ることができると考えています。

－ネットワーク事業部では、どの

ような改善活動に取り組まれている

のですか。

伊藤 冒頭お話したように、最高

の品質とコスト競争力を付加価値と

して、全世界でシームレスサービス

を提供するためのネットワーク基盤

設備を国内外シームレスに構築する

ことを狙いに、４つの柱からなる改

善活動を行っています（図１参照）。

①ローカルキャリアのアクセス回線

の品質改善

例えば、海底ケーブルの断線や、

各種のノード故障をはじめグローバ

ルのネットワークトラブルには様々

な事象がありますが、私どもの経験

では、全体の7割以上は現地通信事

業者のネットワークトラブルです。

内容としては、ケーブルが切れたと

か、通信機器が故障したとか、建物

で電力設備にトラブルが発生したな

どといったことがあげられますが、

そこを改善しないと品質向上は望め

ないということで、約2年前から全

社体制による「アクセス改善プロジ

ェクト」をつくり、海外キャリアと

の継続的な改善打ち合わせや、アク

セス回線の冗長化による品質向上に

取り組んでいます。

その効果は着実に現れています

が、特に長時間故障の減少という形

で顕著に現れています。例えば、あ

る国では1回故障が起きると、回復

までに平均数時間以上かかっていた

ものが、今は３時間程度になったと

いう事例もあります。この活動を行

っている国が、東南アジア中心に現

在、数カ国ありますが、各国で長時

間故障は減少しています。

今年からは、私どものお客様の意

見を反映させるために、私ども自身

も現地をつぶさにチェックして、キ

ャリア分散や冗長構成を希望のお客

様に対して最適な提案をするように

しています。冗長構成の場合、例え

ば１つのキャリアが２面ネットワー

クを持っていればそれを使います

し、そうでなければ別のキャリアを

調査して提案するようにしていま

す。現地キャリアの様子が分かって

きたことで、こういった具体的な提

案が可能になったと考えています。

②POP構築の推進/施工品質の向上

国内でネットワークの工事を行う

場合は、NTTコムが設計した設計

書を通信建設会社に提示して、ラッ

クの建て方、機器の設置方法、ケー

ブリングの仕方等々、NTTコムの

工事規格書／施工マニュアルに基づ

いた一定の品質で施工していただい

ています。これは、工事のしやすさ

や費用の最適化のみならず、トラブ

ル発生時に部品を交換したりする時
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合、各国のデータセンター事業者の

場所を借りています。その場合、運

用方法などが異なるため、トラブル

が発生することがあります。このた

め、すべてのデータセンターの品質

を定期的にチェックしています。私

どもの建物や電力・空調設備等の専

門家を動員して海外のデータセン

ターの現状を把握し、各国のデータ

センター事業者に品質改善を依頼し

ています。また各国の現地法人に

データセンターの専門技術者を置い

て、現地で借りているデータセン

ターの品質管理とトラブル対応を

迅速に行うべく体制の強化を図っ

ています。

－海外のデータセンタービジネス

は、今年からは N T T 国際通信

（NTT WT）が主管で行うことにな

りましたね。

伊藤 各国のデータセンターの管

轄をNTT WTが行い、各国の現法

に卸すというスキームです。私ども

は、NTT WTに対して全面的に技

術支援を行うという体制になってい

ます。

④海底ケーブルの戦略的構築

お客様のトラフィックや G I N

（グローバルIPネットワーク）のバ

ックボーンのトラフィックが増えて

きたこともあり、昨年５月に日米間

の海底ケーブルを保有する P C L

（Pacific Crossing Limited）を買収

し、子会社化しました。

これにより、調達コスト削減に加

え、運用面の改善による品質向上を

図ることができるようになりまし

た。他のエリアも各種通信事業者が

共同で費用負担するケーブルコンソ

ーシアムへの参画や、IRU調達、

M&Aや自前による戦略的な構築な

どにより、最適な海底ケーブルネッ

トワークの構築を行っていきたいと

思っています。

－海底ケーブルの構築については

どんな課題がありますか。

伊藤 東南アジアから先のインド

や、インドから先のヨーロッパへの

ケーブルの最短ルートをどうする

か、アフリカや南米に向けてどうす

るかといった課題があります。

－最後に今後の抱負をお聞かせく

ださい。

伊藤 日本も含め、NTTコムがビ

ジネスを展開している全ての国をフ

ルメッシュ的につなぎ、お客様のご

要望に応じて翌日（サービスによっ

てはオンデマンドで）開通可能な付

加価値の高いオペレーションが出来

るようになることを目指し、さらな

る改善活動を推進していきたいと思

います。また、お客様の拠点間をエ

ンド－エンドでシームレスに管理す

る運用・監視の仕掛けも実現したい

と考えています。

－本日は有難うございました。

（聞き手・構成：編集長　河西義人）

のやりやすさを含めて、このような

方法で行っています。こういった取

組みを海外でも適用しようというこ

とで、１年半前からグルーバル事業

本部に私どものメンバーを出して一

緒に海外POPの設計・工事を行っ

てきました。

今夏からはそのチームがネットワー

ク事業部に集合してPOPの設計・

構築を行っています。その際に、日

本とほぼ同等の施工品質が保てるよ

うに、英語版の工事規格書やマニュ

アルを作成し、基本的には現地の通

信工事会社から見積りをとって、工

事を依頼する方式も開始しました。

合わせて、現地法人のエンジニアに

対する指導も実施しています。既存

のPOPの設備更改や新規POP構築

等のタイミングで新しい方式で施工

を行っていく方針です。

③データセンターの品質向上

国内と同様に海外でもデータセン

ターに対する需要が急速に高まって

います。特に、多くの企業がグロー

バル展開を加速するなかで、すべて

のデータを一箇所のデータセンター

に集中するわけにはいかないという

ことで、各国重要拠点のデータセン

ターに置きたいという要望が増えて

います。日系企業だけでなく、外資

系グローバル企業や現地企業からの

ニーズも増加しています。

こういった需要に応えるために、

世界各国でデータセンタービジネス

を展開しています。香港とシンガポ

ールでは、新しいデータセンターの

構築を予定していますが、多くの場
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