
 
社員も企業も強みを掛け合わせて成長する 

NTT Ltd. は設立されて 1 年が経ちました．年明けからは新型
コロナウイルスのパンデミックにより英国も大変な状況にあると
報道されていますね．現在の様子はいかがですか．

報道されているとおり，英国も新型コロナウイルスの

パンデミックの影響を受けました．私も基本的には自宅

で仕事をしており，多いときでは早朝から 1 日10件くら

いはオンラインミーティングに参加しています．最近，

やっとパブやレストランが開き始め賑わいは戻りつつあ

るのですが，日本と同様に感染者がまた増えてきていま

すので，先行きはまだ分かりません．

さて，会社設立から 1 年が経過しましたが，新型コロ

ナウイルスのパンデミック等，世界規模でさまざまな変

化が起きたことも手伝って， 1 年前の設立が遠い昔のよ

うに感じます．NTT Ltd. はDimension Data，NTTコ

ミュニケーションズのグローバルビジネス，NTTセキュ

リティ等31社を統合して設立しました．会社を統合する

世界トップクラスのグローバルテクノロジサービスプロバイダ，NTT Ltd.．本

社を英国のロンドンに置き，70超の国と地域に約 4 万人を携えています．世界経

済が新型コロナウイルスのパンデミックの影響を受けている最中も，テクノロジ

を駆使してプラスの影響を与え続け，IDC MarketScape：Asia/Pacific Managed 

Security Services，およびCisco® Partner Summit Global Awards等の受賞によっ

てその貢献をたたえられました．設立から 1 年，世界的な貢献によって短期間に

その名を知らしめたNTT Ltd. の基本方針と多様性を重視した企業のあり方につい

て，森林正彰 NTT Ltd. Senior Executive Vice President（SEVP）に伺いました．

互いに認め合い，
価値を高め合う
──世界トップクラスの強みを融合して
社会問題の解決に挑む
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際には業務だけではなく，各社の企業文化なども融合す

るというプロセスが伴います．業務も働いている人も違

いますからギャップがあるのは当然で，互いに理解に努

めるのですが，やはり，協働しているときとは異なり，

統合されてはじめて分かることも多くありました．NTT

グループ内の統合であっても会社を統合するのは難しい

と痛感しましたが，時間とともにまとまってきたという

実感を持っています．

統合した各社はこれまで兄弟 ・ 姉妹会社としてビジネ

スを展開してきました．つまり，グループにおいて複数の

会社がそれぞれ自社の利益を追求し，グローバル展開し

ている状況にあり，非効率な部分もありました．それを

解消するべく，NTT Ltd. に統合し，英国に本社を置いた

ことで社内外にビジネスの方向性などをOne NTTとして

明確に示すことができました．グローバル展開に注力し

ていく意気込みも示せたのではないかと実感しています．

こうした体制により，NTTの特徴を活かしたサービス

を提供していきます．インフラからアプリケーションに

至るまでのすべてのレイヤにわたりフルスタックでサー

ビスを提供できることは私たちの強みだと考えています．

私たちはグローバル的にみても非常にユニークな存在で，

世界トップ 3 のデータセンタを携え，ネットワークにお

いても多くのグローバルレベルのビジネスを展開し，ク

ラウド，マネージドサービス等さまざまなサービスを展

開しています．こうした企業は世界的にみても稀なので

す．このアイデンティティを活かしたビジネスに取り組

んでいます．

現在，世界的にも注目いただき，パートナーシップや

アライアンスのお申し出も増えて，パートナーリングや

アライアンスはやはり重要であると再認識しています．

中でも，Microsoftとのアライアンスは 1 つの象徴とい

えるでしょう．パートナーリングで一番重要なのは双方

にメリットがあることです．一方的な関係は長続きしま

せんから，存在を認め合い，価値を高め合うことを重視

して展開していくことになります．Microsoftとの関係

はまさにこのようにあると考えています．ほかにも統合

したDimension Dataとかかわりの深いCisco等，グロー

バル企業からのオファーが多くあることからもNTT Ltd. 

の社会的価値をご評価いただいていると感じています．

社内外のさまざまな強みが結集しているのですね．事業概要，
事業戦略についてさらにお聞かせいただけますでしょうか．

事業の方向性としてはハイバリューサービス，つまり，

お客さまのご要望に沿ったソリューションや付加価値の

高いサービスを提供できるようにシフトしていき，これ

が事業の大きな柱の 1 つとなります．そのためにはサー

ビスもパートナーリングに加えて，私たちの強みを分か

りやすく提案，構築からオペレーションまでできる人材

育成と確保を重要視した体制を強化しています．

また，私たちのビジネスは企業のお客さまが対象であ

り，お客さまにとって付加価値の高い競争力のあるソ

リューションを提供していくことが使命です．このため

には一歩先をいく取り組みをしていかなければなりませ

ん．それぞれの分野で統合した会社の強みを組み合わせ

て一歩先へいこうと考えています．例えば，ハイブリッ

ドクラウドソリューションの提供です．クラウド関連の

ソリューションをお客さまに提供する際に，自社のプラ

イベートクラウドとMicrosoft Azureなどのパブリック

クラウド，それにネットワーク，セキュリティ，そして

マネージドサービスを組み合わせるなどしてお客さまに

最適なソリューションを提供します．クラウドの利用が

増えていく中で，ネットワークの重要性も増していると

思っています．クラウドやSaaSへの接続，そしてオフィ
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ス内やリモートアクセスなども含めたEnd to Endで高い

品質で付加価値の高いネットワークも含めたソリュー

ションを提供できるのは我々の強みです．こうした強み

を前面に打ち出してお客さまの満足度を向上させていく

つもりです．

ちなみに， NTT Ltd. の社員は国籍も98％が日本以外

で，ビジネス展開もグローバルです．日本国内で仕事を

している社員も500名ほどいますが，世界に点在する同僚

のほとんどが外国籍という環境で働いています．日本か

らこちらに来た社員はグローバル企業に再就職したよう

な感覚で仕事をしてるかもしれせんね．このようにさま

ざまな背景を持った社員の特性は私たちの強みであり，

尊重し相互に良い影響を与え合う環境を設立当初から非

常に重要視しています．その結果として，持続可能なイ

ニシアチブを推進するために，あらゆるレベルのビジネ

スを通じて人材を育成することで知られ，2020年に入り，

31カ国でトップ ・ エンプロイヤーズ ・ インスティテュー

トを取得，ヨーロッパ，グローバルにおいて認定を受け

ました． 

その強みを存分に発揮するためにはさまざまな文化的

背景への配慮も必要です．社員にアンケートを実施して

理解を図り，在宅勤務をしている社員に向けて社長から

メッセージを配信する．さらに，eラーニング等によって

業務トレーニングを可能にし，ビデオ会議で議論をする

場を多く設ける等，さまざまな施策に取り組んでいます．

社員がお互いの強みを尊重し合うスタンスが会社のカ

ルチャーへと押し上げられたとき，さらに強い会社にな

るでしょう．さらに，統合した31社それぞれの特性，強

みを認め合い，高めていければそれがNTT Ltd. のカル

チャーになり，One NTTとして強い会社へと成長できる

と考えています．例えば，先ほどお話ししたハイバリュー

サービスの大半はNTTコミュニケーションズが手掛けて

きたもので，これを拡大していける体制にあることは

NTT Ltd. が強い会社へと成長していくベースとなりま

す．また，Dimension Dataはソリューションを中心と

したグローバル展開においてブランド力やマンパワーを

フルに活かしてきました．社内においては従業員向けの

情報発信，社外に向けてはブランド認知のための発信に

もDimension Dataの強みを多いに活かしていけるだろ

うと見込んでいます．

いかなる状況もポジティブに変換できる

前職のNTTコミュニケーションズでは，日本の技術やサービス
を世界に打ち出していきたいとお話しされていましたが，NTT 
Ltd. でもこの意気込みはお持ちですか．

もちろん，その志は携えています．ただ，日本の研究

所で培ってきた技術や成功例を世界に向けて発信してい

るかというと現段階ではまだ十分とはいえず，やれるこ

とはまだたくさんあると思います．そして，その結果グ

ローバルにその実力を認めていただける可能性は十分に

あるとも感じています．　　　

それらに加えて，NTT Ltd. がこれまで手掛けてきた

取り組みの中にもユニークなものもあります．例えば，

NTT Ltd. がスポンサーを務めている自転車競技の「ツー

ル ・ ド ・ フランス」では，すでに当社のサービスをご利

用いただいていますが，それに加えてイベントに利用で

きそうな技術をさらに提供するための取り組みとして

「ハックフェスト」を実施しました．これは，社員からア

イデアを募り，実際にソリューションも作成してもらう

コンテストです．コンテストには，私は審査委員として

参加しました．ビデオ等も使った本格的なプレゼンテー
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ションにはすぐにでも使えるプロフェッショナルなソ

リューションばかりが並び，日本から参加した作品も入

選していました．しかも，これは社員が業務の合間に世

界各国をオンラインでつなぎつくり上げるという取り組

みであるにもかかわらず，とにかく，非常にレベルが高

いものです．今回は「ツール ・ ド ・ フランス」用に発案

したものですが，マラソンやインディカーレース，ゴル

フ等，グループがスポンサードしている類似したイベン

トにも応用でき，すぐにでも実用化できるソリューショ

ンばかりなのです．本務以外の取り組みであるにもかか

わらず社員が個性を発揮して生き生きと輝く，今後もこ

のような取り組みをもっと活用していきたいと思ってい

ます．

アフターコロナ，ウィズコロナを見据えたとき，トップはどうある
べきでしょうか．

私の信条は一貫してポジティブに考えることです．こ

の新型コロナウイルスのパンデミックにおいても，やは

りポジティブに考えていきたいです．例えば，現在の状

況をきっかけにして新しい方向性を見出し前進するのに

はどうしたら良いかは常に頭の中にあります．昨今の状

況をかんがみると，今までのようにオフィスのみで働く

という時代ではなくなりました．そうであるならば，仕

事をしやすいリモート環境を整えるのが私たちの仕事で

はないでしょうか．皆さんがお困りの状況をいかに改善

できるか．これはある意味ではチャンスなのです．自宅

にいながら会社で働いているのと同等，あるいはそれ以

上の効果を生み出し，安心して仕事ができる環境をICTが

支えることは社会課題解決の 1 つです．

現在，社内でも議論している最中ですが，リモートも

含めたオフィス環境を私たち自身がつくり上げて検証し，

ニューノーマルに即したサービスを提供していこうと考

えています．実現するには，社員側からするとどこにい

てもセキュアに会社のシステムにアクセスできるリモー

ト環境で仕事をすることがポイントになり，会社側から

すると業務や社員をきちんとマネージできるかがポイン

トになります．

新型コロナウイルスのパンデミックは世界規模で大変

な状況ではありますが，そうでなくても，ビジネスがう

まくいかないことは当然あります．問題に直面したとき

にどう思考を転換するかかが大切で，熟考を重ねた「ベ

スト」がうまくいかないなら「セカンド ・ ベスト」で遂

行すれば良いのです．思考が止まってしまうと負のスパ

イラルに入ってしまいますから，どの時点で切り替える

かを見極めることが大事です．例えば，新型コロナウイ

ルスの感染拡大防止のため，人を集めることが難しくさ

まざまなイベントが中止となりました．実際の現場へ人

を集めるのが難しいなら，別の手段で人を集めることに

着眼し，発想の転換を図るのです．私たちならICTの力を

駆使して多くの人々のためにデジタルで安全なイベント

を開くこともできますし，セミナーも十分可能です．オ

フィスへ出勤できなくても，CEOのメッセージを在宅勤

務の社員たちに届けることもできます．こうしたことが，

私たちの技術により十分に実現可能であることを広く一

般の人に知っていただき，活用していただこうという方

向に考えを切り替えればビジネスにつながります．もち

ろん，私たちのビジネスの中にも，新型コロナウイルス

の感染拡大防止に努めることで，価値を失ってしまうよ

うなものもあります．しかし，それに落胆せずに，価値

あるサービスや伸びているサービスをさらに伸ばす方向

へと切り替えれば良いのです．ただ，この切り替えも早

くしなくてはいけませんし，見極めのポイントは非常に

難しいところです．社員の中には今まで取り組んできた

ことに未練があり，「これまで上手くできてきたのだから」

「また復活するのではないか」と期待する，あるいは思い

込んでしまうこともあるでしょう．しかし，この思い込

みをいかに払拭して切り替えるか，私たちトップが方向

性を示さなければならないと考えています．

直感は経験値や鍛錬の極み

切り替え方やタイミングはどのようにして身につけられたのでしょ
うか．

何か特別に学んだりしたことはありませんが，これま

での経験の蓄積で自然に身についた感覚的なもので判断

しているところはあります．しかも，これが正しいかも

分からないし，100％絶対に正しいと思って挑んでいるわ

けでもないのです．直感は経験値や鍛錬の極みという人
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もいますが，それに近いのではないかなとも感じます．

ただやみくもに経験値を活かすことを優先しては失敗

を招きますから，立ち上がったばかりのNTT Ltd. のビ

ジネスについては自分で判断できるような最低限の情報

収集と経験を蓄積しています． 1 年が経過してかなり情

報収集ができており，大きな方向性を示せる段階にきて

いるのではないかという実感があり，タイミングを計っ

ているところですが，さらに情報収集は継続しています．

また，私はICT Infrastructure Service に加え， ₇ 月か

らManaged Service全般も担当していますのでこちら

も勉強中です．さらに， 1 人の考えでは及ばないことも

ありますから，ほかの幹部や親会社の考えともすり合わ

せながらこの先を見据えていこうと考えています．自分

がもう少し若いときは，今の年齢になればもう少し楽に

仕事ができるのではないかと想像していましたが，現在

の立場を考えるとますますタフに働いているというか，

NTT人生の中で一番タフな仕事をしています．裏を返せ

ば，それだけやりがいのある充実した仕事をしているの

だと考えています．

技術者の皆さんへ一言お願いいたします．

現代は会社の規模や立場に関係なく，いろいろな場所

や人から良いものが生まれてくる時代です．ちょっとし

たアイデアから役立つモノやサービスが生まれてくるこ

とが非常にたくさんあるし，機会もたくさんあります．

自らの創造性を発揮してどんどん発信していただければ

と思います．私たちは大きな会社ではありますがベン

チャーからのアプローチも大歓迎です．発信はSNSでも

良いですし，個人のつながりを活かす，LinkedInのよう

にビジネスのつながりを活かすこともできます．NTTグ

ループにもベンチャーキャピタルの会社が米国の西海岸

にありますので，パンデミックが落ち着いたら私も積極

的に訪ねていこうと思います．また，日本でもアジアの

ベンチャーを対象にしたコンテストを企画しています．

これまでマレーシア等でコンテストを開いて優秀な技術

を発掘することができました．こうした機会を活かして

私たちのビジネスとも結びつけていけたらと考えていま

す．つながりは至る所にありますし， 1 人のエンジニア

のアイデアによって社会が変わることがありますから，

どんどん創造性を発揮していただきたいと思います．（イ

ンタビュー：外川智恵）
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に置き換えてお話しくださいます．また，旅行の代わりに，料理をはじめ家事をするようになられた
とという森林SEVP．「家にいるのだから少しは手伝わなければと思って，餃子を焼いたり，ご飯
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