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	 会社紹介

NTTコミュニケーションズは，旺
盛な日系 ・ 欧米企業のインド進出に
対応すべく2003年に国際IP-VPN
を 提 供 す る た め の 駐 在 員 事 務 所
を 設 立し，2005年に現地法人NTT 
Communications India（NTT Comイ
ンディア）を設立しました．2015年は
記念すべき創業10周年の年であり， 4
月には「NTT Comインディアフォー
ラム」を盛大にインド北部グルガオン

（首都デリーの衛星都市）にて開催し
ました．現在，グルガオン本社をはじ
めムンバイ，バンガロール，チェンナ
イ，ニムラナ，そして2015年 4 月開
設のアーメダバードの合計 6 拠点，約
100名の社員が，主に日系企業，欧米
企業へのネットワークインテグレー
ション（NI）およびシステムインテ
グレーション（SI）を中心に事業展
開しています．

2012年には，インドでのビジネス
を加速させるため，インド国内でトッ
プ 3 のデータセンター事業者の一角

であるNetmagic Solutions（ネットマ
ジック）を買収しました．ネットマジッ
クの本社はムンバイで，ムンバイに 5
つ，バンガロールに 2 つ，チェンナイ，
ノイダ（デリーの衛星都市）にそれぞ
れ 1 つの合計 9 つのデータセンター
を持ち，約1000名の社員がデータセ
ンター事業に加え，クラウドおよびマ
ネージドホスティング事業を展開し，
特に高い保守性を強みとしています．
最新のデータセンターはムンバイに自
社ビルとして建設され，ビルの最上階
フロアはネットマジックの本社とNTT 
Comインディアのムンバイ支店が境目
なく共存し，お客さまへのワンストップ
ソリューションを提供すべく一体的な
活動を進めています（図1，写真 1）．

 各社の事業概要

インドは「IT立国」としてよく知
られています．旧英連邦であることか
ら「英語が堪能」であり，また「米国
との時差が12時間」であることから，
欧米企業からのBPO（Business Proc-
 ess Outsourcing）として，多くのイ

ンド企業がビジネス展開しています．
ソフトウェアのプログラミングやバグ
除去を米国―インドで時差を利用した
24時間体制で実施することで商品の
開発スピードを早めたり（Agile開発），
24時間365日遠隔監視が必要なクリ
ティカルシステムの保守運用を請け負
うインド企業が多く台頭しており，
CIA World Factbookによれば，イン
ドの第三次産業は人口比率31％なが
らITが特に寄 与し，GDP寄 与 率は
57.9％となっており，ITはインドでは

「国策産業」となっています．
インドのITビジネスに注目が集ま

る中，NTTグループも積極的にイン
ドへの投資を進めています．インドに
はNTTが過半数以上を保有する子会
社が 7 社あり，従業員の総数は 1 万
5000人を超えています．NTTコムグ
ループ会社 5 社内の連携はもちろん
ですが，Dimension Data India， NTT 
Data India両社とNTTコミュニケー
ションズグループ各社全体での連携も
強く進めており，NTTグループはイ
ンドでもっとも投資を進めている日系

NTT Communications India（NTT Comインディア）はインドに

てシステム ・ ネットワークインテグレーション事業を展開しており，デ

リー ・ グルガオン本社と 5 つの支店があります．Netmagic Solutions

（ネットマジック）は，インドのデータセンター ・ クラウド ・ マネージ

ドホスティング事業者でNTTコミュニケーションズが2012年に買収しま

した．両社はクロスセル，オフィス統合なども含めて一体的な活動を進

めています．

NTT Communications India Pvt. Ltd.
Netmagic Solutions Pvt. Ltd.

野上  　啓
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企業の 1 つであるといえます．ここで
は筆者の所属するNTT Comインディ
アと，ネットマジックの事業内容につ
いて紹介します．
■NTT Comインディア

主にグローバル企業向けのNIおよ
びSI事業を展開しています．2015年
度中にインド国内通信事業免許を取得
し，企業向け（第一種）電気通信事業

（IP-VPN事業）を開始予定です．なお，
インドにおいては法令上，日本におけ
るいわゆる第二種電気通信事業（自社
設備を保有せずに他社の設備を借りて
電気通信事業を行うこと）は認められ
ていません．

日系企業を含むグローバル企業がイ
ンド進出する際のインド拠点側のNI

（ルータやスイッチの設計，設定，設
置および保守運用）に加え，お客さま
オフィスや工場のLAN構築のSIも担

当しています．併せて，お客さまの
ITマネージャになり代わってITシス
テムの保守，運用を担当するソリュー
ションも提供し，ワンストップソ
リューション窓口となっています．イ
ンドに進出するグローバル企業が最初
に直面するICT上の課題は「アクセス
回線品質の悪さ」であり，それをカバー
する対応が求められます．通信回線の
品質の悪さをカバーするためのソ
リューションは「アクセス回線を複数
の事業者から冗長手配する設計とし，
常時メイン ・ スタンバイ回線も監視す
ることで可用性を上げる」であり，こ
のサービスは多数のグローバル企業に
ご利用いただいています．「ネットワー
クをストレスなくお客さまに使ってい
ただく」ための活動を設立当初より
NTT Comインディアは提供し続けて
います．

2015年度内にはインドにおいて自
社にて電気通信事業（インド国内マ
ネージドネットワーク）を提供予定で
あり，これによりお客さまはNTTの
高い保守運用性で直接通信回線をご利
用いただけるようになります．
■ネットマジック

データセンター，クラウドおよびマ
ネージドホスティング事業を展開して
います．インド国内にデータセンター
を 9 つ持ち，最新の「ムンバイ 5 デー
タセンター」は2015年10月に運用が開
始されました．ムンバイ 5 データセン
ターは，設計がNTTコミュニケーショ
ンズのデータセンタサービスブランド
である「Nexcenter」のグローバル設
備 ・ 運用基準に基づいて建設され，イ
ンド国内でも最大規模，かつ最新鋭の
設備を持つビルです（写真2， ₃）．

ネットマジックは199₈年に現在の
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図 1 　ネットマジックのデータセンター

写真 1 �　Sharad�Sanghiネットマジッ
クCEOと庄司哲也NTTコミュニ
ケーションズ社長
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CEOであるSharad Sanghi氏が設立
し，創業17年でインドデータセンター
業界のトップ 3 の一角に成長させま
した．NTT Comインディアはネット
マジック買収前の2011年より同社と
データセンター，クラウドの戦略パー
トナーとして連携していましたが，本
買収を機にネットマジックのムンバイ
本社とNTT Comインディアムンバイ
支店を統合するなどして一層シナジー
を深めることを推進しています．

 インドでの5つのコアビジネス

ICTソリューションとしてのビジネ
スはさまざまなものが存在しますが，
インドでNTTコムインディア，ネッ
トマジックが注力しているものとして
次の 5 つがあります．
■コロケーション
「コロケーション」（ハウジングとも

言う）は，コンピュータ，サーバを置
くスペースと，機器を動かす電力，機
器を正常に稼動させる空調機能，およ
び機器を守るための物理的セキュリ
ティなどを提供するものです．主たる
バリューは，「電源断，通信断などの

リスクを回避するための設備投資を利
用者全員でシェアすること」であり，
いわば「保険」のようなものです．ネッ
トマジックにおいては，NTTコミュ
ニケーションズの「Nexcenter」ブラ
ンド品質基準で設計，施工，運用され
ており，停電や通信トラブルが多いイ
ンドにおいても高品質なサービスがご
利用いただけます．
■ホスティング
「ホスティング」はIT機器を事業者

設備として購入し，レンタルするモデ
ルです．同じ機器を求めるユーザが多
ければ多いほど購買力が上がり，お客
さまが少数購入する場合よりも提供単
価を下げることが可能です．また大量
に同一の物品を保有していれば故障時
のノウハウがたまり運用性が高まり，
保守運用性も高くなりお客さまへのバ
リューが高まります．
■クラウド
「クラウド」は，ハードウェアを仮

想化（バーチャル化）し，必要なとき
に必要なコンピューティングリソース
をオンデマンドに利用できる従量課金
型のサービスです．クラウドでは，仮

想化技術の実現仕様として各ハード
ウェアがモジュール化され，各モ
ジュールはコモディティ化が加速し価
格が低下しています．このため，ユー
ザへの提供価格も低減可能となりま
す．またクラウド化により，保守運用
コストも下げることができます．クラ
ウドは，ユーザはハードウェアを意識
しないため，故障時はプロバイダ側で
自分の設備として修理します．プロバ
イダ内部でも，機器のモジュール化が
進んだことによる故障対応時の予備
パーツ共通化や，運用保守自動化によ
る保守コスト低減が可能となります．
■IT機器マネジメント
「IT機器マネジメント」は，前出の
3 つのサービスとは異なり，「サーバ，
ルータなどのIT機器の監視モニタリ
ング」「トラブル時の遠隔対応を含む
運用対処」「変更管理」などを請け負
うBPOです．これは必ずしもデータ
センターとセットではなく，多様なパ
ターンが考えられます．一番シンプル
なのは「コロケーション＋ホスティン
グ＋IT機器マネジメント」で，この
プラットフォームを複数ユーザでシェ
アしたものがクラウドにかなり近くな
ります．ユーザによっては「コロケー
ション＋ユーザ設備＋IT機器マネジメ
ント」という形態もあったり，また

「ユーザのサーバルーム＋ユーザ機器
＋IT機器マネジメント」という形態
も存在します．NTT Comインディ
ア ・ ネットマジックではあらゆるニー
ズに柔軟に対応を進めています．

IT機器マネジメントは，特にイン
ドで力を入れているソリューションで

写真 2 �　最新鋭のムンバイ 5 デー
タセンターの落成式

写真 3 �　ムンバイ 5 データセンター
開所式での田中NTT�Comク
ラウドサービス部長
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すが，日本では想像しづらいインド特
有のアウトソーシング動機がありま
す．運用チームはトラブルシューティ
ングを通じてノウハウを蓄積していき
ますが，インドでは離職率が日本とは
比較にならないくらい高いので，お客
さま個社で小さい運用チームを持って
いると，人が離職した場合にインパク
トが大きく，またその人材の穴埋めを
する新規採用にも時間がかかります．
NTT Comインディア ・ ネットマジッ
クでは，各社共通の大きい運用チーム
を持つことで，Job Market（人材雇
用市場）上高いプレゼンスを持ち人材
採用もしやすくなり，結果としてチー
ムとしての運用品質が高く，かつ
TCO（Total Cost Ownership）とし
て安く維持できます．またチームが大
きく運用範囲が広ければ，あるシステ
ムで発生した軽微な問題に他システム

で深刻になる前に対処が可能になりま
す．NTT Comインディア ・ ネットマ
ジックでは，このIT機器マネジメン
トを支える「高い保守運用能力」を 1
つのコア ・ コンピタンスとしており，
お客さまに満足いただけるよう，日々
品質向上を目指しています（図 2）．
■インド国内マネージドネット

ワーク
前述のとおり，NTTコムインディ

アは，2015年度中にはインドにおい
て（第一種）電気通信事業免許を取得
予定で，企業向けIP-VPNサービスを
提供できるようになります．「コアビ
ジネスの第 5 の柱」である「マネージ
ドネットワーク」サービスの開始に向
け，2015年10月現在，メンバ一丸と
なって鋭意準備を進めています．特に
回線品質への期待レベルの高い日系，
欧米系企業のクリティカルシステムに

フィットする，高い保守運用品質を提
供していきます．

 今後の展開

NTT Comインディアおよびネット
マジックにおいては，前述の 5 つのコ
アビジネスを柔軟に組み合わせること
で，お客さまにワンストップソリュー
ションを提供しています．今後も品質
向上に努め，バリューを高め続けてい
く活動を進めていきます．

ホスティング
（IT機器レンタル）

お客さま
Pain

ソリューション

提供する
主な価値

・運用仕様策定能力
・決められた仕様どお
りに運用する能力と
蓄積運用ノウハウ

・安定した運用を実現
する人材マネジメン
ト能力
・採用なども含む総人
件費の安さ

・使いやすさ，変更の
しやすさ
・より柔軟なスペック
選 択 （ C P U ，
Memory，HDD）

・柔軟な契約期間（週，
月単位など）

・細やかな仕様変更に
よる価格の安さ

・柔軟なメーカ選択，
機器選択

・柔軟な契約期間
（一般的に年単位）
・大量購入による機器
価格の安さ

・安定した回線品質
・トラブル対応時の進
捗管理，レポーティ
ング
・トラブル復旧を急が
せる相互接続先と
の交渉力，情報入手
能力

・物理的な堅牢さ
・電源供給の堅牢さ
・通信回線の堅牢さ
・空調供給の堅牢さ
・物理的セキュリティ
の堅牢さ

・電気利用効率の高さ
・ファシリティ一元運
営による価格の安さ

・停電が多くITシステ
ムが頻繁にダウン
・火災，漏水，盗難な
ど物理セキュリティ
が不安

・回線断が多くITシス
テムが頻繁にダウン
・回線ダウンからの復
旧状況が分からず次
の手を打ちづらい

・IT機器資産を自社保
有したくない
・機器ベンダへの価格
交渉力がなく，高い

・必要なITリソースの
季節変動が大きく，
最大ニーズに合わせ
ると高くなりすぎる．
使いたい分だけ使い
たい

・自社の本業ビジネス
の拡大に手一杯で，
IT運用チームを構築，
維持管理するリソー
スがない

コロケーション
（ハウジング）

マネージド
ネットワーク

IT機器
マネジメントクラウド

図 2 　インドでのコアビジネス
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NTT Comインディア ・ ネットマジックショートコラム

インドで盛んなスポーツ，クリケット
日本では野球，サッカーなどのスポーツが盛んです

が，インドでは何といっても「クリケット」です．イ
ンドではプロリーグ（IPL: Indian Premier League）
が存在し，プロクリケットプレーヤーは国民的な人気
者です．TVでは複数のクリケット専門チャンネルが
24時間ずっと過去のゲームなどを放送し続けており，
休日ともなれば空き地という空き地はすべて，その
辺の道端でも若者や子どもがクリケットに興じてい
ます．

ネットマジックとNTT Comインディアにおいて
も，Netmagic Premier League（NPL）と称して年
に 1 度 2 月の土日に，社内運動会のような位置付けで

「アツい」トーナメント戦が行われます．数カ月前か
ら休日に集まって練習するなど，あまりにもメンバー
がまじめに取り組んでいるので，気軽に未経験の日本
人が当日だけ来て「ちょっとやらせて」と言える雰囲
気ではありません．皆マジで，けが人続出です（汗）．

筆者（右）も背番号なしのそ
ろいのユニフォームでNPLに
参加．応援のみ

クリケットは野球と同じルーツを持つとされ，似て
いるところもありますが，全く異なるスポーツです．
1 チームは11人で，守備はピッチャーのような「ボ
ウラー」，キャッチャーのような「キーパー」に加え，
9 人の「フィールダー」が360度に散らばって守りま
す．キーパー以外，グローブはつけません．攻撃は「ス
トライカー」と「ノンストライカー」の 2 人．アウト
になると次のプレーヤーに交代します．ストライカー
は，ボウラーが投げた球を360度どこにでも打ってよ

く，野球でいうところのファウルはありません．
球場は楕円型のフィールドで，中央に「ウィケット」

と呼ばれる 3 本の棒が二対立てられます．

2015年 2 月のNPLの様子．ボウラー（左）
が助走をつけて投げるところ

ストライカーがアウトになるケースは主に 3 通り．
1 つは，野球と同じく打った球がノーバウンドで
フィールダーに捕球される場合． 2 番目は，空振りや
見逃したボールがストライカーの後ろのウィケットを
倒した場合． 3 番目は，「ランアウト」と呼ばれ，進
塁アウト，とでもいうべきものです．細かいルールは
ありますが，ストライカーはアウトにならないように
ボールを打ち返し，点を取ります．点の取り方の詳細
は省きますが，打ったボールがフィールダーに取られ
ずにフィールドの端の壁まで届いたら 4 点（エンタイ
トルツーベースのようなもの），ノーバウンドで壁を
越えたら 6 点（ホームランのようなもの）となります．
これをIPLの場合，120球ずつ打ち合って多く点を取っ
たチームが勝ちです．大体，試合時間は 4 時間（！）
ほどですが，NPLでは30分ほどに短縮しています．
NPLでは優勝チームにトロフィーが贈られるなど，
社内の一大イベントで，大いに盛り上がります．

ストライカーがボールを打ち返す

インドでは雨の時期も含め 1 年中，観戦するなりプ
レーするなりで皆がクリケットを楽しんでいます．ぜ
ひ，ルールを知っていただいて，インドにクリケット
を見に来てください！


