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ICTの活用で海外の発展に貢献するNTTコミュニケーションズの取組み

特集

は、ICTを利用可能な人や地域とそ

うでない人や地域との間にある情報

格差（デジタル・デバイド）の問題

に対処するとともに、わが国発の

ICT技術を官民連携によって海外に

展開することで、環境負荷低減や、

開発途上国における貧困削減や持続

的成長に貢献するようになってきて

います。NTTComも、産学官NPO

の連携のもとに、アジアを中心に各

国の関連省庁や国際機関とも連携を

とりつつ、公共分野のグローバル案

件への参画を積極的に行っています。

－後続の各論頁で具体的な事例を

いくつかご紹介しますが、なぜ ア

ジア中心なのですか。

薗 NTTComは、スローガンとし

て“Global ICT Partner”を掲げて

いますが、パートナーは日本企業や

多国籍企業ばかりではなく、現地の

住民を含めてサービスをご利用いた

だいているお客様すべてのパートナ

ティと高信頼のネットワークコネク

ティビティを具備したプレミアムデ

ータセンターを海外 33都市に設置

しており、香港とシンガポールには、

新たな自社ビルのデータセンターを

建設中です。ネットワークインフラ

からクラウドのプラットフォーム、

上位レイヤのアプリケーションま

で、世界中のどこの地域でも、高品

質で信頼性の高いサービスをワンス

トップで提供し、日本企業および多

国籍企業の海外展開はもちろん、政

府関連機関の海外政策や、政府の

ICT政策に関連した取組みをサポー

トしています。

政府の ICT政策は、2009年10月

の「グローバル時代におけるICT政

策に関するタスクフォース」発足を

契機に、わが国の国際競争力強化に

加えグローバルな視点からICTの利

活用によってわが国および諸外国が

抱える経済的・社会的課題を解決す

る方向へと重点施策の方向性が移っ

てきました。これに伴い、公共分野

でのグローバル案件に関するODA

（政府開発援助）や各種実証実験等

の ICT政策に基づくプロジェクト

－“Global ICT Partner”として、

グローバル企業や日系企業の海外展

開をサポートすることに加え、政府

の公募案件を中心に公共分野におい

て、ICTの利活用を通して海外の発

展に貢献する国際貢献ビジネスを積

極的に展開されています。公共分野

における、グローバルビジネスの基

本的な方向性からお聞かせくださ

薗 全社の事業ビジョンの重要な柱

の１つとして、国内外シームレスな

サービス提供を基軸にしたグローバ

ルビジネスの拡大があげられます。

NTTComは現在、海外の29の国・

地域、77都市に現地法人や営業拠

点を設け、データ通信サービス提供

エリアは159カ国、国際電話サービ

ス提供エリアは230カ国・地域を超

えています。特に、最近はグローバ

ルな規模でネットワークとデータセ

ンターの拡充を進めており、その基

盤の上でクラウドサービスにも積極

的に取り組んでいます。データセン

ターについては、高品質なファシリ

サポート力を活かし、
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グローバル企業や日系企業の海外展

開をサポートすることに加え、政府

の公募案件を中心に公共分野におい

て、ICTの利活用を通して海外の発

展に貢献する国際貢献ビジネスを積

極的に展開されています。公共分野

における、グローバルビジネスの基

本的な方向性からお聞かせくださ
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―後続の各論頁で具体的な事例をい

くつかご紹介しますが、なぜ アジ

ア中心なのですか。
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ーだと思います。ICTを利活用する

ことによって、国民生活が楽になる、

企業も成長し、国も繁栄するという

ことを考えると、欧米というよりは

新興国、開発途上国を中心に広げて

いくほうがいいかなと思っていま

す。しかも、開発途上国の中でもア

ジアは大きな成長が期待されている

地域であり、アフリカや南米と異な

りアジア地域は地理的にも近いとい

った利点があります。しかも、

NTTComの現地法人や営業拠点、

POP（Points Of Presence）も多数

設置しています。

特にアジアについては、日本が技術

をリードするという強さは、以前ほど

なくなってきているかもしれません

が、個人的にはまだ負けたくないとい

う思いもあります。日本がリードして、

まだこれからという国の人々が少しで

も豊かになっていく仕掛けを作り込ん

でいきたいと思っています。

－アジア地域の拠点数は、どのく

らいあるのですか。

薗 現在、アジア 12の国と地域、

26都市にスタッフを配置し、各国

の ICT事情に精通したスタッフが、

現地にて高品質で安定したICTサー

ビスをトータルに提供しています

（図１）。成長著しいグレータチャイ

ナ地域は９都市（北京、天津、大連、

上海、蘇州、広州、香港、台北、武

漢）に拠点を設け、アジア地域に強

みを持つグローバルキャリアとして

お客様をサポートしています。こう

いったNTTComのサポート力を大

きな武器に、アジア地域での官民連

携ビジネスなどを加速していきたい

と考えています。

－アジア以外についてはどうでし

ょうか。

薗 アジアの事例が多いですが、ア

ジアに限定して取り組むというわけ

ではありません。Dimension Data

社との連携を図ることで中東、アフ

リカ、南米もしっかりサポートする

ことができますし、Emer io社、

Integralis社との連携によって保守

運用やセキュリティ関連もグローバ

ルでのサポート力が広がります。

－貴社では、かなり以前から政府
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図1 NTTComのアジアにおけるサポート力（全域）

BOPビジネスやPPPスキーム
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ービスの展開では、パブリックとプ

ライベートの役割分担を明確にする

と同時に、オペレーション、運用を

しっかりと行うことが重要です。し

っかりとした運用を現地の企業とコ

ラボレーションしながら行ってい

く。そのためには、人との繋がりは

非常に大事です。私は人との繋がり

を大事にしており、現地の政府に対

してもビジネスというよりは、国民

の皆さんが豊かになるような提案を

一生懸命考えることが第一義だと思

っています。そのうえで民間だけだ

とリスクの大きい案件という時は国

の支援をいただきつつPPPのスキ

ームでの提案とか、ODAでの提案

といったことが公共分野でのグロー

バル展開の基本だと思っています。

官民が上手く役割分担をしてICTの

利活用をドライブすることで様々な

国の方々がみんな豊かになって、最

終的にはNTTComも日本も豊かに

なっていく、Win-Winの関係を作

りたいという想いが強いですね。

－公共分野でグローバル案件を手

がけることの課題や難しさをどのよ

うに捉えていますか。

薗 ICT関連の経験は豊富ですが、

各国ごとの大型プロジェクトの進め

方、スキーム作りなどは経験不足で

す。商社などは、場数を踏み経験豊

富で進め方もよく分かっています。

したがって、少しずつ経験を積むこ

とが重要です。そのためには、パー

トナー企業と連携しつつ、私どもの

強みを活かせる ICTの領域を手が

け、ノウハウを蓄積していくという

取組みを積み重ねることが重要だと

思っています。加えて、公共分野の

グローバル人材の育成にも注力した

いと考えています。

－人材育成の基本はOJTですか。

薗 基本はOJTですが、経験者の

ノウハウが継承できるような取組み

も必要だと思っています。百聞は一

見に如かずで、特にグローバル案件

の場合は現地に実際に行って肌で感

じてくるのが重要だと思います。例

えば、エジプトでのシステム構築を

行う場合の最大のリスクの一つは砂

だといいます。目に見えないくらい

の細かな砂が、サーバーをダウンさ

せる原因だそうです。こんなことは

現地でないとなかなか分かりませ

ん。OJTで一緒に案件を手がけな

がら、若手にノウハウを上手く継承

させ、経験を数多く積ませたいと思

っています。そういうふうに経験を

積んで、その経験を積んだ人達が、

また経験の輪を広げていくことでグ

ローバルな動きに対しても機敏に自

然に対応できるようになると思って

います。

－公共分野のグローバルビジネス

の基本は、政府との連携ですか。

薗 私どもは公共営業ですから、官

公庁への提案活動というのは基本で

す。官公庁が日本の発展のための政

策を推進し、そこにNTTComの強み

を活用して頂けるような提案活動を

継続していきたいと思っています。

－本日は有り難うございました。

（聞き手・構成：編集長　河西義人）

要請に基づく国際貢献活動を継続し

て行ってきていますね・・・・。

薗 NTTCom単独というよりは

NTTグループとして、特にODAプ

ログラムへの協力・参加を通じて

ICT分野における開発途上国の発展

のために、研修生の受け入れ、技術

協力専門家の派遣、遠隔教育・研修、

海外プロジェクトの展開など、多岐

にわたる国際協力活動を継続して実

施しています。例えば、国内の通信

事業で培った豊富なノウハウ・優れ

た技術を海外のICT関連構築プロジ

ェクトに活用しています。現在、ベ

トナムで実施・継続中で、今後イン

ドネシアでもICTを活用したプロジ

ェクトを推進していきます。

－国際貢献という観点で、これま

でにない新しい取組みとして、何か

あげられますか。

薗 ICTの応用の幅が拡がっている

こともあるかと思いますが、これま

でNTTComが取り組めていなかった

分野の案件も増えています。その代

表的な例が各論の頁でご紹介する

「BOP（Base of the Pyramid）ビジネ

ス」や、官民協働の新しいスキーム

「PPP（Public Private Partnership）」

を活用した国際貢献活動に対する提

案です。開発途上国の人達の暮らし

を見るにつれ、なんとか生活向上の

お手伝いができればと思っており、

BOPビジネスやPPPという新しいス

キームを活用した提案を積極的に行

うようになりました。

－PPPの取組みでは、どんな点

がポイントになるお考えですか。

薗 PPPによる官民協働の公共サ
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分野の国際ビジネス拡大の鍵
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