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のDCをご利用いただく場面が増え
ています。特に最近は、オフィス内
のサーバ類をNTT ComのDCに集
約されるケースが多くなっていま
す。また、海外においてもBCP（ビ
ジネス継続計画）を視野に入れ、災
害時にもビジネスを継続できるよう
に、DCとBCPオフィスをセットで
提供しています。2012年4月にオ
ープンしたシンガポールの「セラン
グーンDC」は、金融業界のお客さま
にもご好評をいただいています。ま
た、急速な成長を続ける金融市場の
中核都市である中国・香港に昨年5
月にオープンした「香港FDC（フ
ァイナンシャルDC）｣は、香港証券
取引所に近接し、アジアの主要金融
拠点である東京・シンガポール・香
港を結ぶ大容量光海底ケーブル
「A S E（A s i a  S u b m a r i n e - c a b l e 

Express）」の陸揚げ局をDC内に設
置し、そのままサーバルームと直結
しており、高スペックの ICT基盤を

に経済成長の著しい東南アジア地域
では、国内企業の進出が顕著であり、
そうした取引先企業のサポートと現
地企業への業務拡大を行うために銀
行さま自身が東南アジアに支店を拡
大するなど、『グローバルサービスへ
の対応力』を強化しています。
私どもでは、こうした金融業界の

お客さまのグローバル対応を ICTの
領域で支援することに注力していま
す。もちろん収益ベースでは、金融
業界のお客さまの国内基幹ネットワ
ークの提供がポーションとしては大
きいですが、伸びている、勢いがある
という点では、お客さまのグローバ
ル化の支援ビジネスです。

̶海外ビジネスの例としては、どの
ようなものがあげられますか。

上田　例えば、＜海外拠点を開設す
る際のネットワーク化＞、＜拠点内
のオフィスシステムの構築＞、さら
にはNTT Comが現在最も注力して
いる分野の一つである＜グローバル
DC（データセンター）の提供＞事
例が、最近増大しています。銀行さま
などは国内では自前のDCを所有さ
れていますが、海外ではNTT Com

　

●取引先企業の海外進出にともなって、
金融機関のグローバル展開も加速

̶第三営業本部さまの事業ドメイン
は、公共及び金融分野のお客さまです
が、本日は特に金融分野向けビジネス
を中心にうかがいたいと思います。は
じめに周辺環境を含めた最近の事業の
状況からお聞かせください。

上田　私どもは、主に金融業界のお
客さま（銀行・証券・生保・損保・
カード会社）のビジネスをサポート
させていただいています。お客さま
の事業環境につきましては、まずグ
ローバル化が著しいことがあげられ
ます。私どもの主要なお客さまは、
メガバンクをはじめとする大手銀行
さまや三大損保さま、五大生保会社
さま、二大証券会社さまと日本証券
取引所グループさまなど日本を代表
する金融機関なのですが、特にグロ
ーバル展開が加速しています。この
背景にはご存知の通り、国内企業の
海外進出が活発化しており、金融機
関もグローバルでの対応能力を求め
られていることが挙げられます。特
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方を可能にしています。

̶国内生損保の海外進出は、自社の
拠点を自前で開設するのではなく、海
外の現地保険会社との業務提携や
M&Aなどによって行う戦略をとって
いるところが多いようですが････。

上田　そうですね。少子高齢化の進
展に伴い、国内の保険市場は成熟化
したといっても過言ではありませ
ん。これに対し、保険の普及率が低
い新興国市場などは、人口増加や経
済成長を背景に、今後保険市場が大
きく拡大する可能性を秘めていま
す。そのため、国内生損保の多くは、
フットプリント拡大のために、提携
やM&Aによって海外事業基盤の拡
大を図っています。私どものお客さ
まの中にも、かなり大規模なM&A

を行ったお客さまがいらっしゃいま
す。こういったお客さまに対して私
どもは、買収後の ICTガバナンス、
M&Aによるビジネスのシナジーを
最大限発揮させるためのネットワー
クやシステムの活用に関するビジネ
スを推進しています。もちろん、将
来の ICT統合もご支援させていただ
きます。

̶M&Aによるシナジーを最大限生
かすための具体的なソリューションを
お持ちですか。

上田　数年前に、NTT Comグルー
プでは、顧客 IDをグローバルでファ
ミリーツリーを活用した方式に統一
しました。グローバルで体系化した
顧客 IDを振り直すことによって、提
案・受注状況などを含めたお客さま
の状況が全て把握できるような仕組

みを構築しました。この経験・ノウ
ハウが活かせると思っています。
　

̶日本の金融業界は、規制改革によ
り競争環境も激変しています。

上田　確かに規制改革によって銀
行・保険・証券の相互参入や、異業
種からの銀行業への参入、特に、小売
業からの金融業への参入やネットを
活用した新しい銀行形態の出現によ
って、私どものお客さまの競争環境
も大きく変わりました。

̶スマートフォンの保有率拡大を背
景に、通信キャリアとメガバンクが共
同でモバイルバンキングサービスに特
化したインターネット銀行を設立した
例もあります。

上田　こういった激動の時代ともい
える競争環境の中で、金融機関にと
って不変のテーマである高い信頼性
とセキュリティを確保しつつ、ICT

関連投資の効率化、運用コストの削
減、ワークスタイル変革による業務
の効率化、BPR（ビジネス・プロセ
ス・リエンジニアニング）による業
務改善をいかに図るかが、競争力強
化には不可欠です。私どもは、お客
さまの競争力強化を担う ICTについ
て、ネットワーク及びDCの提供か
らシステムの開発・維持・運用管理
まで、環境変化への柔軟かつ迅速な
対応を実現する ICTサービス／ソリ
ューションの提供をグローバルシー
ムレスにワンストップで提供してい
ます。

求める金融業界のお客さまに最適な
ICT環境を実現しています。
なお、NTT Comは東京証券取引
所さまが海外の機関投資家を日本市
場に呼び込むことを目的に構築した
「arrownet-Global」のネットワーク
を提供しています。これは、高頻度
取引（High Frequency Trading）を
可能にした高速・低遅延の国際ネッ
トワークで、｢ASE｣ を活用してい
ます。

●海外では情報系を中心に、金融機
関のクラウド利用が拡大

̶貴社は、通信事業者ならではのネ
ットワークとクラウドの連携を強化し
たセキュアな“キャリアクラウド”を
グローバルシームレスに提供されてい
ますが、金融業界における活用につい
てはいかがですか。

上田　金融業界、特に銀行さまはク
ラウドの利用には極めて慎重です。
しかし海外では、基幹業務系・勘定
系システム以外の情報系システムや
オフィス系アプリケーションについ
ては、クラウドを利用するお客さま
が出始めています。例えば、ファイ
ルサーバやデータバックアップ、さ
らにシンクライアント、VDI（Virtual 

Desktop Infrastructure）などについ
てクラウド利用が急速に拡大してい
ます。特にサーバの高性能化、仮想化
技術の進展による ICTインフラの仮
想環境へのシフトが、シンクライア
ント化とVDI化の流れを後押しして
いますが、私どもはお客さまのニー
ズに応じて、クラウド型サービスと
オンプレミス型ソリューションの両

激動の金融業界で、ICTによる
お客さまの競争力強化を支援
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̶先ほど、グローバルで顧客IDを統
一されたとうかがいましたが、フロン
ト営業を担う海外現法との連携を含め
た営業体制についてお聞かせください。

上 田　NTT Comグループでは、
GAMS（グローバルアカウントマネ
ジメントシステム）という制度を設
け、海外現法の営業フロントと私ど
もの営業担当者とが連携しながらお
客さまに対応しています。この制度
は、私が前職の経営企画部営業戦略
担当のときに手掛けた制度です。

̶GAMS制度創設の背景と、具体的
な仕組みをお聞かせください。

上田　グローバル、クラウドといっ
たNTT Comの成長事業をしっかり
と軌道に乗せていくためには、従来の
グローバル営業体制について、点から
面へ抜本的に変える必要があるとい
う強い想いがありました。仕組みは、
図に示すように、世界各国のGlobal 

Account Manager（GAM） 社 員 と
National Account Manager（NAM）
社員が連携して、グローバルにビジ
ネスを展開しているお客さま企業の
課題解決に向け、グローバル一体の
取組みを加速するものです。

GAMは、意思決定者が居る所在地
のAM（アカウントマネジャー）一
人が務めます。したがって、日系の
金融機関のお客さまのGAMは、当然
第三営業本部のAMになります。こ
のGAMがお客さまの経営戦略やIT

戦略を踏まえたADP（アカウントデ

ベロップメントプラ
ン）を策定し、全世
界のNAMと共有し
て、営業展開します。
　GAM・NAMによ
るADPの高度化な
ど を 目 的 と し た
Global One Meeting

の定期的な開催や全
世界統一の営業支援
システム（SFA）を
活用した活発なコミ
ュニケーションに基
づいた営業展開によ
り、大型案件の受注
実績を着実に伸ばし
てきました。グロー
バル共通の最重要と
定義したお客さまに対して、GAM/

NAMが、グローバルワンチームと
なって、お客さまにグローバルシー
ムレスなサービスを提供する「面
的」な営業体制による成果と感じて
います。

̶金融業界向けビジネスの2014年
度の注力分野は････。

上田　NTT Comグループでは、全社
施策である「Global Cloud Vision 

2014」の推進そのものですが、敢え
て言うならば、冒頭でお話ししたお
客さまのグローバル展開をしっかり
と支えることと、金融業界でのクラ
ウド活用の促進、サイバー攻撃への
対応を含めたセキュリティビジネス
の3つがキーワードとして挙げられ

ます。クラウドサービスについては
オンプレミスの情報系システムをク
ラウドに移行するインターネットゲ
ートウェイや、クラウド型コミュニ
ケーションサービス｢UCaaS」をは
じめとするオフィス系アプリケーシ
ョンの活用が拡大しています。

̶最後に、今後の抱負をお聞かせく
ださい。

上田　お客さまのコンタクトセンタ
ーのマーケティングセンター化な
ど、ビジネスそのものを拡大させて
いくような新領域への取組みにも注
力していきたいと考えています。事
業目標としては、対前年比10 ～ 15
％アップを目指しています。

̶本日は有難うございました。
（聞き手：特別編集委員　河西義人）
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図1　GAMSによる面的なグローバル営業体制

手厚いお客さまサポートを実現す
るGAMSによる強固な営業体制

2014年度は、グローバル、クラウ
ド、セキュリティのビジネスに注力
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