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・2006年に、生成／キャプチャ／複製されたデジタル情
報の総量は1,288×1018ビットであった。コンピューター
の専門用語では、161エクサバイトまたは1,610億GB
（補足説明欄を参照）になる。この情報量は、これまで
に人類の歴史で記述された書籍の300万倍に相当する。

・デジタルユニバースに追加される情報量は年々増え、
2010年には161エクサバイトの6倍以上の988エクサバイ
トに達する。

・アナログからデジタルへの主要な3つの変換（フィルム
からデジタル画像のキャプチャ、アナログからデジタ
ル音声、アナログからデジタルテレビへの変換）がこ
の成長を後押ししている。

・世界中の10億台を超えるデバイス（デジタルカメラ／
カメラ付き携帯電話から、メディカルスキャナーや防
犯カメラまで）からキャプチャされる画像が、デジタ
ルユニバースの最大の構成要素となる。これらの画像
は、インターネットや民間企業のネットワークを介し
て、データセンター、デジタルテレビ放送、デジタル
プロジェクションスクリーンなどからPC、サーバーに
複製される。

・IDCでは、2010年までに、デジタルユニバースの約
70％が個人によって生成される一方で、これらのデジ
タルユニバースの少なくとも85％のデータのセキュリ
ティ、プライバシー、信頼性やコンプライアンスに対
しては、組織（あらゆる規模の企業、機関、政府、団

体など）が責任を負うことになると予測する。

・組織は、この急速に拡大する責任によって、既存のコ
ンピューティング運用が圧迫され、情報中心のコンピ
ューティングアーキテクチャの開発に追い込まれるで
あろう。

・IP電話が企業のネットワークに組み込まれ、ビルの自
動化やセキュリティがIPネットワークに移行し、監視
機能がデジタル化され、無線ICタグとセンサーのネッ
トワークが激増するにつれ、ITマネージャーは管理範
囲が大幅に拡大されたと感じるであろう。

・組織と顧客とのリアルタイムの結び付きがより緊密に
なっていくため、情報セキュリティとプライバシー保
護が経営上の懸案事項になる。これにより、新しいト
レーニング、ポリシー、手続きと共に新しいセキュリ
ティ技術の導入が必要になる。

・IDCでは、デジタルユニバースの20％がコンプライア
ンスの規制と基準の対象となっており、約30％がセキ
ュリティの適用対象となる可能性があると推定してい
る。

・企業データにアクセスするコミュニティはより拡散す
るであろう。労働者はより機動的になり、企業は顧客
のセルフサービス化を進め、グローバル化によって顧
客やパートナーとの関係が多様化し、サプライチェー
ンが延長される。

エグゼクティブサマリー
電波、電話回線、コンピューターケーブルが周辺に溢れ返り、我々の生活はデジタル情報に取り囲まれている。我々は次世代HDTV
で視聴し、インターネットで聴き、デジタルカメラで撮影して新しくデジタルビットを生成している。それを友人や家族に電子メー
ルで送ることで、デジタルビットはさらに増えていく。

そこに疑問はない。YouTubeという会社は数年前には存在していなかったが、現在では毎日1億ものビデオストリームを配信してい
る（i）。専門家によると、毎日10億を超えるMP3形式の楽曲がインターネットで共有されているという（ii）。これがデジタルビット
である。ロンドンの200か所に設置された交通監視カメラは、毎日64兆ビットをデータ指令センターに送信している（iii）。米国石
油メジャーのChevron社のCIOによると、同社ではデータが毎日2TB（17,592,000,000,000ビット）ずつ蓄積されているとい
う（iv）。ほとんどの国では、テレビ放送を2010年までにデジタル放送に移行する予定である。さらなるデジタルビットである。

我々が直面している疑問とは、これらすべてのビットがどこまで増え続けるのか、どのくらいの速度で膨張するのか、この膨張がど
のように影響するのかといったことである。

本ホワイトペーパー（Sponsored by EMC）では、デジタルユニバース（すべてが1と0で生成／キャプチャ（取り込み）／複製さ
れる世界）について、さらには、それに関係する人々（写真を撮影する人々、音楽を共有する人々、デジタルビットを生成する人々、
および情報を組織化し、保護し、アクセス管理を行う人々）への影響に関するIDCの予測を行う。

重要な調査結果：
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・デジタルユニバースの成長は一様ではない。デジタル
ユニバースに占める新興経済国（日本を除くアジア太
平洋諸国と、北米、西欧を除くそれ以外の世界の国々）
の割合は現在は10％だが、先進国の成長率よりも30～
40％速く成長するであろう。

・2007年には、生成される総情報量が初めて利用可能な
ストレージ総容量を超える。

デジタルユニバースのこの驚くべき成長は、単に我々が
個人として前例のないスケールで膨張する情報に直面し
ていくことを意味しているだけではない。このことは、
組織のプライバシー、セキュリティ、知的財産保護、コ
ンテンツ管理、技術の導入、情報管理やデータセンター
アーキテクチャなどに影響を及ぼすことになる。

デジタルユニバースにおけるビットの成長と同時に、そ
れらのビットの多様性によって、ビットの転送、保存、
セキュリティ、複製を行うITインフラを持つ世界中のあ
らゆる組織は、規模の大小に関係なく、情報管理や情報
セキュリティ、情報検索や保存のために、より高度な技
術を使うことが不可欠となる。

デジタルユニバースの計測方法
デジタルユニバースに関する調査方法と予測の前提条件
については、後述の「調査方法と予測の前提条件」で述
べる。基本的なアプローチは、デジタル情報を生成／キ
ャプチャするデバイス（PC、デジタルカメラ、サーバー、
センサーなど）に関するIDCの台数予測から、それらの
デバイスが年間にキャプチャまたは生成するメガバイト
の総数を予測した。電子メールの添付ファイル、アーカ
イブされたファイル、放送などの複製またはコピーされ
たデータ量の推定には、IDCの調査結果と他の資料を使
用した。

IDCの調査は、カリフォルニア大学バークレー校が行っ
た過去の調査の延長上にある。IDCの方法はバークレー
校の調査とは異なるが、基礎的な前提条件の多くは同一
である（v）。バークレー校の調査では、複製されたデー
タを除外してオリジナル情報の生成を調査し、それらの
情報がすべてデジタル形式に変換されると仮定した場合
のデジタル情報量を推定している。

一方、IDCでは、生成または複製されるすべてのデジタ
ルユニバースの情報量を測定し、予測を行い、それを地
域別に分割し、利用可能なストレージ容量との比較を行
った。本調査がデジタルユニバース全体の膨張速度の測
定と予測を行った最初の調査であると確信している。

ビットおよびバイトとは
「ビット」は、コンピューターに保存できる情報の最小
単位であり、1か0（またはオン／オフの状態）のいず
れかで構成される。コンピューターのすべての計算はビ
ット単位で行われる。

「バイト」は、8ビットの集まりである。バイトは便利で
ある。コンピューターのコードに変換するとき、数字や
英字などの256個の文字を表すことができる。このため、
1バイトは1ビットよりも8倍の大きさになる。

キロバイト、メガバイト、ギガバイトなど一般的なバイ
トの集合は、それぞれ1,000倍の単位である。以下の
順序で大きくなる。

ビット（b） 1または0
バイト（B） 8ビット
キロバイト（KB） 1,000バイト
メガバイト（MB） 1,000 KB
ギガバイト（GB） 1,000 MB
テラバイト（TB） 1,000 GB
ペタバイト（PB） 1,000 TB
エクサバイト（EB） 1,000 PB
ゼッタバイト（ZB） 1,000 EB

これは分かりやすいが、元来マシン言語が1か0の2つの
状態しか持てないことから、バイトの倍数が2の累乗と
みなされる場合もある。その場合1KBは210バイト
（1,024バイト）、1MBは220バイト（1,024KB）とい
ったように変換される。便宜上、この調査の計算ではす
べて、最初に述べた10進法を使用した。これは、バー
クレー校の調査で使用された表記と一致する。
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デジタルユニバースの大きさ
IDCが推定する2006年のデジタルユニバースの大きさ（年
間にデジタル形式で生成またはキャプチャされてから複
製される情報量）は161エクサバイトであり、2010年には
988エクサバイトに成長する。これは、年間平均成長率
（CAGR：Compound Annual Growth Rate）57％に相当する
（Figure 1）。

デジタルユニバースのおよそ4分の1はオリジナル情報
（記録された画像、キー入力された電子メール、通話など）
であり、4分の3は複製情報（転送された電子メール、バ
ックアップされたトランザクション記録、DVDのハリウ
ッド映画など）である。

これらのビットの大部分は画像（動画と静止画の両方）
である。画像が大半を占めるのは、デジタルカメラの画
像1枚が1MB以上のデジタル情報を生成し、ビデオやデジ
タルテレビが1秒ごとに12MBを生成するためである。

一方、音声信号は1秒間に1MB未満で伝達される。1MBの
キー入力を行うには、優秀なタイピストで1日半強かかる
であろう。

画像の多くは個人によって生成されるが、それらの画像
は、電子メールシステム、Web投稿、医療画像、治安監視、
保険請求をサポートする複合文書、記録されたWeb会議、
広告／マーケティングのコンテンツといった形態で、組
織ドメインへと広がっている。

これらエクサバイト級の情報がどこから生じているかの
手がかりを掴むためには、世界中で情報を生成またはキ
ャプチャできるデバイスの台数や加入者数について考察
するとよい。

これはそのリストの一部である。

カテゴリー 2006年（百万台、百万人）
デジタルカメラ 400
カメラ付き携帯電話 600
PC 900
オーディオプレイヤー 550
携帯電話加入者 1,600
液晶／プラズマテレビ 70

2010年までに、インストールベースでのデバイスの台数
や加入者数は50％増えるであろう。また、デバイスは価
格が下落し、解像度は高くなるであろう。デジタルビッ
トの生成はさらに加速する。

生成／キャプチャ／複製された情報量をどのくらい保存
できるかも問題である。このプロジェクトの調査の一環
として、IDCでは、この情報をすべて保存しようとした
場合の利用可能なストレージ容量についても調査を行っ
ている。Figure 2は、生成される情報量と各種のストレージ
技術で利用できるストレージ容量との関係を示している。

4年間で
6倍の成長

2006年
161エクサバイト

2010年
988エクサバイト

Figure 1

Source: IDC, 2007
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Figure 2

Source: IDC, 2007
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IDCでは、2007年に生成および複製される情報量（255エ
クサバイト）が初めて利用可能なストレージ容量（246エ
クサバイト）を超えると予測している。

デジタルユニバースのビットやバイトの保存に利用でき
るストレージメディアは、2006年～2010年にCAGR 35％
で成長する。一方、生成／複製される情報は、同じ期間
においてCAGR 57％で成長する。

デジタルユニバースのビットのすべてが保存される必要
があるとは限らない。たとえば、デジタルテレビを観て
も、その信号は記録されない。Webページはブラウザー
をオフにすると表示されなくなる。音声電話は通話して
いる間だけネットワークバックボーンでデジタル化され
る。一方で、これらのビットを保存する場合もある。パ
ーソナルビデオレコーダーやセットトップボックスの中
には、設定しなくても一時的にビットを保存するものも
ある。組織内のIP電話やWebサイトの履歴は、多くの組
織で法的な理由で記録する傾向が強まっている。

こうした情報は、永久に保存されるかどうかにかかわら
ず、ネットワークを介して転送され、スイッチ間を往復
し、どこかで一時的に保存される。そうでなくても、ネ
ットワーキングとストレージのインフラ（組織のインフ
ラ、あるいは通信事業者、ホスティングファーム、デジ
タル情報サービスプロバイダーのインフラ）で保存され
ている。

組織情報の成長
組織で生成／複製されるデジタル情報は、デジタルユニ
バース全体よりもさらに速いスピードで成長している。
2006年においては、デジタルユニバースにおけるビット
の約25％が職場で生成／複製された情報である。2010年
までには、その割合が30％に近づくであろう（デジタル
ユニバースのそれ以外の部分は、ほとんどが音楽、ビデ
オ、デジタルテレビ信号、写真である）。

組織内の情報を成長させる要因は、中小企業のコンピュ
ーター化、法規制によるアーカイブとプライバシー保護
の新しい基準、業界固有のアプリケーション（セキュリ
ティ画像、インターネットコマース、医療画像、センサ
ーネットワーク、Webベースの「Click-to-Talk」サービス
を含めた顧客サポートアプリケーションなど）である。

世界最大と言われる顧客取引データベースを持つウォル
マート社の例を見てみよう。2000年には、1日あたり数千
万の取引情報を記録および保存するデータベースのサイ
ズは110TBであったと報告されている（vi）。2004年まで
に、データベースは500TBになった（vii）。ウォルマート
社のデータは内部の意思決定を支援するだけでなく、数
千のサプライヤーに対しても情報を提供している。

実際のデジタルユニバースの
大きさ
1バイトをイメージするのは非常に容易である。ページ
上の1文字と同じだからである。また、メガバイトも短
編小説と同じ情報量であるため、簡単にイメージできる。
では、100万の100万倍のメガバイト、つまりエクサバ
イトになるとどうであろうか。

書籍に例えると、2006年のデジタルユニバースは、地
球から太陽まで積み重ねたものの12個分に相当する。1
つの束は地球の軌道の2周分である。2010年までに、
書籍の山は太陽と冥王星を往復する距離に到達する。
2006年には、これらの書籍は、地球上の男性、女性、
子供、つまりすべての人間がそれぞれ6トンの書籍を所
有するのに相当する。大人の象の重さが約6トンである。

デジタルユニバースの大きさのイメージはまだぼんやり
しているであろうか。2006年分のすべての情報をタイ
プ入力されたページに印刷すると、地球を4回以上包装
できる。

デジタルユニバースは、急速に膨張すると同時に、ビッ
トやバイト自体は収縮している。つまり、ビットやバイ
トを保存する回路やメディアは、同じスペースに、より
多くの量を詰め込むことが可能になっている。1956年
に、IBMが最初のディスクドライブを導入したとき、1
平方インチ（一般に「面記録密度」と呼ぶ測定単位）あたり
2,000ビットしか保存できなかった。今日では、ディス
クは日常的に1平方インチあたり100,000,000,000
ビットを保存する。以前は、ディスクにおける面記録密
度の年間成長率は100％であった。ここ数年から近い将
来にかけて、面記録密度は2～3年ごとに2倍になると予
想される。

このため、デジタルユニバースは膨張すると共に収縮し
ているともいえる。これは容易には視覚化しにくい。
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それぞれのキャッシュレジスターがどのくらいの回数で
入力されて伝達されたかを想像してみるとよい。現在で
は、他の組織向けに複製されたウォルマート社のデータ
とビットは、デジタルユニバースの1％近くに達している
可能性がある。

あるいは、石油会社が「デジタルオイルフィールド」と
呼ぶものについて考察してみよう。これは、リアルタイ
ム生産と掘削システムを、貯留層モデリングとシミュレ
ーションに統合する概念で、大量のデータを生成する。
典型的な石油会社では、50件の3D地震探査プロジェクト
で生成される350TBのデータ、シミュレーションモデル
の10TB、油田の遠隔計測器から送られてくる1日あたり
10GBのデータ、精油所にある3万のサブネットワークと
結ばれた1日あたり4TBのデータを保持する。

今回の調査では、組織の情報を企業規模や特定産業で十
分に区分しきれていない面もあるが、組織の情報の4分の
3がデータセンターのドメインに含まれており、残りの4
分の1が別の部門に置かれていると推定している。後述す
るが、セキュリティ、プライバシー保護、およびデータ
保存に関する法要件のコンプライアンスに対する責任は、
ほぼ100％集中化されている。

膨張する情報とファイル数
時間の経過に伴い、デジタルユニバースの情報量が膨張
すると共に、その情報を格納するものの数（電子ファイ
ル、パケット、デジタル画像など）も膨張する（Figure 3）。

画像ファイルは、カメラの解像度の向上によって、数MB
までファイルサイズが大きくなっているが、同時に、セ
ンサー、無線ICタグ、IP電話の通話で生成されるパケッ
トの指数関数的な成長によって、128ビットで構成される
何兆個もの小さな信号がデジタルユニバースに流れ込ん
でいる。

大した影響を受けないと思うかもしれないが、インター
ネットサービスプロバイダーやバックボーンスイッチの
管理者から、大量の情報管理のため、より多くの情報量、
より多様化した情報を扱わなければならないITマネージ
ャーまで、デジタルユニバースのビットストリームを管
理する多くの人々には、明らかにさらなる負荷を課して
いる。

各地域の状況
膨張するデジタルユニバースの地域別分布は、地域別IT
支出とおおよそ類似している。すべての地域が成長して
いるが、新興経済国と、特にアジア太平洋地域が世界平
均よりも高速に成長している（Figure 4）。

この安定した（急激かもしれないが）成長率を見るだけ
では、デジタルユニバースの膨張の基礎をなす地域ごと
の原動力については分かりにくい。北米、日本、西欧な
どの先進国では、デジタル情報の成長は、人口全体への
デバイスの浸透に加え、デバイスの使用率の増加や高解
像度化が原動力になっている。
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Figure 3

Source: IDC, 2007
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一方、新興経済国では、原動力が逆転する。新興経済国
では、デジタルユニバースの成長は、デバイスの容量増
加や高解像度化よりも、人口へのデバイスの普及が主な
原動力になっている。

人口とIT支出、インターネット利用者数の関係について
は、Figure 5の「デジタルユニバースの普及率」で示した。

その他の諸国セクターとインド、中国を合わせても、IT
支出では世界の13％だけであるが、これらの地域の人口
の合計は、世界人口の69％を占めている。また、この地
域におけるインターネット利用者が世界の38％という数
字は、人口とIT支出の中間に位置している。

デジタルユニバースの構成比を国別には区分しなかった
が、新興経済国の構成比は、IT支出の構成比に近い数値
からインターネット利用の構成比により近くなっていく
ものとみている。

インド、中国、東欧、南米、中東、アフリカなどの新興
経済国によるデジタルユニバースの構成比は、今日では
デジタルユニバースの10％近くあると推定される。新興
経済国のデジタルユニバースは、先進国よりも30～40％
速い速度で成長するであろう。

これらの新興経済国での成長の扉を開く要因としては、
テレビインフラをデジタル伝送に切り替えるまでの速さ、
ハイエンドの電子機器を購入できる消費者の数、データ
が豊富で洗練された企業用アプリケーションの展開、中
小企業での自動化の導入、監視カメラの設置などが挙げ
られる。

成長の原動力
デジタルユニバースの急激な膨張を生み出している現象
にはさまざまな潮流がある。その範囲は、インターネッ

トやブロードバンドの可用性の向上から、過去のアナロ
グ情報（フィルム、音声電話、テレビ信号など）のデジ
タル形式への変換まで、さまざまである。

デジタルデバイス（電話やカメラから無線ICタグやコンピ
ューターまで）の価格の下落と性能の向上は、利用率を押
し上げている。また、標準形式（MPEG 2、MP 3、MPEG 4）
での情報の保存／共有が可能となったことも、同様に膨張
を生み出す要因となっている。

ストレージとプロセッサーの価格下落も、業界が豊富な
データを処理するアプリケーションを採用する後押しを
している。通常の保険請求で使われる電子的な「書類手
続き」には、今では、数MBのデジタル画像が含まれてい
る。法執行機関や公安組織は、デジタルのセキュリティ
信号を着信データフィードに迅速に追加している。一方、
警察では、パトカー内のカメラからナンバープレートを
スキャンするデジタルシステムの実験をしている。

また、一般的な映画でもデジタルコンテンツ利用が増え
続けており、映画館自体もデジタルに移行している。他
にも、グラフィック中心のアプリケーション（新薬開発
の分子モデリングや、自動車設計やシミュレーションの
視覚化）が組織内でのデータベースを成長させている。
2006年実施のIDC調査では、組織のほぼ5分の1が、2007年
には自社のデータウェアハウスのデータ量が2倍になると
予測している。

しかし、原動力の中心となるのはインターネットであろ
う。1996年には、日常的にインターネットを使用するユ
ーザーは4,800万人しかいなかった。当時、WWW（World
Wide Web）は誕生してからわずか4年しか過っていなかっ
たのである。2006年までには、インターネットのユーザ
ーは11億人になった。2010年までには、オンラインを利
用するユーザーがさらに5億人増えると予測される
（Figure 6）。

 41% 22% 5%
 31% 25% 7%
 15% 15% 19%
 13% 38% 69%

 100% 100% 100%

2006年 2010年
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  インターネット
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Figure 5

Source: IDC, 2007
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同時に、ブロードバンドアクセスの利用者数も成長して
おり、今後はさらに増えることが予測される。今日では、
60％を超えるインターネット利用者が家庭や職場、学校
でブロードバンド回線にアクセスしている。

インターネットの急激な成長とアクセスの高速化によっ
て、情報共有やコミュニケーションがより簡単に行える
ようになり、ユーザーの関心も増している。

電子メールを例に考えてみよう。電子メールのメールボ
ックスの数は、1998年の2億5,300万から2006年には16億近
くにまで成長している。10年も経たずに、メールボック
スの数は約20億に到達することが予測される。

同じ期間（1998年～2006年）で、送信された電子メール数
は、電子メールを利用するユーザー数の3倍の速度で増加
した。原因として、スパムメールが増えたことやユーザー
が単により多くの電子メールを送信したことなどが考えら
れる。企業の電子メールシステムを担当している普通の管
理者であれば、添付ファイルで送信されるメッセージが増
えたこと、およびメッセージが長く保存されるようになっ
たことを理由として述べるであろう（Figure 7）。

IDCでは、2006年にユーザー間の電子メールトラフィッ
ク（スパムメールを除く）が、デジタルユニバースの中
で6エクサバイト（3％）を占めたと推定している。

画像の激増
年間にデジタルユニバースに追加される情報量は、2006
年の161エクサバイトから2010年の988エクサバイトと、6
倍以上に増えるであろう。これらのエクサバイトの4分の
1はカメラやビデオカメラの画像である。

2006年に消費者向けデジタルカメラでキャプチャされた
画像数は、世界中で1,500億を超えた。一方、携帯電話で
キャプチャされた画像数は、ほぼ1,000億に達した。IDC
では、2010年までに、キャプチャされる画像が5,000億を
超えると予測している（Figure 8）。画像の解像度は毎年
向上し、画像あたりのメガバイト数も増えている。

次にビデオについて考えてみよう。2006年に実施した調
査では、デジタルカメラのユーザーの77％が、カメラに
ビデオ機能が付いており、カメラ付き携帯電話のユーザ
ーの50％にビデオ機能が付いていた。ビデオ機能は通常、
月あたり3～5回使用されており、それぞれのビデオクリ
ップの長さは、おおよそ30秒（カメラ付き携帯電話）～1
分30秒（デジタルカメラ）である。

ただし、大きな成長はビデオカメラの利用とデジタル監
視カメラで見込まれるであろう。ビデオカメラは、現在
から2010年までに使用合計時間が2倍になるとみている。
また、デジタル監視カメラについては、2006年～2010年
に10倍以上成長すると予測される。アナログシステムが
デジタルシステムに置き換えられることや、設置される
カメラの総数が増えることがその要因である。
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Figure 6

Source: IDC, 2007

Figure 7

Source: IDC, 2007
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音声
デジタルユニバースの次の大きな分野は、2006年に生成
された情報の約20％を占める音声である。ただし、通話
あたりの時間は、現在も2010年もそれほど変わらず、圧
縮技術が向上することもあり、デジタルユニバースに占
める音声データ量の構成比は大幅に低下するであろう。

音声についての大きな疑問は複製である。実際に記録さ
れた通話の数についての情報がないため、今回の調査で
は通話の複製の量をゼロにした。ただし、通話に関する
情報のストレージは計算した。また、音声メールに関連
する複製とVoIP通話に関連するストレージも予測した。
この前提を変更した場合は、デジタルユニバースは予測
よりもさらに巨大になる。

発信者としてのユーザー、
管理者としての組織
インターネットはデジタルユニバース（大部分のビット
のソース）の別の側面を創造した。IDCでは、2006年に
生成または複製された161エクサバイトの情報の内訳を推
定した。

その結果、約75％が消費者によって生成されていること
が分かった（写真撮影、電話での通話、家庭のコンピュ
ーターでの作業、楽曲のアップロードなど）。

では、企業はデジタルユニバースのわずか25％を占める
存在にすぎないのであろうか。

いやそうではない。ユーザーが生成したほとんどのコン
テンツは、ネットワーク、データセンター、ホスティン
グサイト、PBX、インターネットスイッチやバックアッ
プのシステムなど組織の中を経由している。

仕事と遊びの両方で個人が使うカメラ付き携帯電話を見
てみよう。カメラ付き携帯電話を仕事で使うとき、企業
は、撮影された写真、送信されたメッセージ、カメラ付
き携帯電話からの購入品について気にする必要はないの
であろうか。連絡先リストは誰が所有しているのであろ
うか。仕事に関係する電話や電子メールはどのようにア
ーカイブされているのであろうか。

Figure 9の左の円は、2010年に個人（組織で情報を生成／キ
ャプチャ／複製する消費者および労働者）が生成するデ
ジタルユニバースの大まかな情報量を示している。図の
右側の円は、組織の介在（転送／ホスト／管理／保護）
が加わるデジタルユニバースの情報量を示している。
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情報のセキュリティとプライバシーに対する企業責任は、
デジタルユニバースでユーザーが生成した情報だけでな
く、その情報に関する情報にも関係している。

デジタルユニバースでは、顧客の名前と住所、取引記録、
口座番号、検索照会などはエクサバイトのほんのわずか
しか占めていない。にもかかわらず、企業には、それら
のプライバシーとセキュリティを守るために甚大な責任
が生じている。その責任の不履行はCIOの命取りになり
かねない。

IDCは、企業が2010年までにデジタルユニバースの約
30％を生成／キャプチャ／複製するとみている。同時に、
デジタルユニバースの85％以上のセキュリティ、プライ
バシー、信頼性、コンプライアンスについて考慮する必
要があるであろう。

すべての情報をどこに保存するのか
新しく生成および複製されるデジタルユニバースのビッ
トとバイトを保存可能なメディアは、2006年～2010年に
CAGR 35％で成長する（185エクサバイトから601エクサ
バイトへ）とIDCは予測している。

この予測値は、過去に出荷されたメディアでまだ利用可
能なストレージの推定値に、1年間に新しく出荷されるス
トレージを加算したものである。

Figure 10は、ストレージ技術別の成長を示している。グラ
フは、ある特定の年に新しいデジタルコンテンツの保存
に利用できる各技術のストレージ容量を表している。デ
ジタルコンテンツの存在場所は表していないが、これは
別の問題であり、ここでは取り上げないものとする。ハ
ードディスクドライブで利用可能なストレージの割合は、
2010年には、総ストレージ容量の2分の1以上に成長する
であろう。

ストレージ技術：今後の計画
デジタルユニバースの膨張と共に、ストレージ容量も膨張している。ここでは、デジタルユニバースの成長に対応するため
に進化を続けるストレージ技術について要約する。

ハードディスクドライブで提供するストレージの容量は、毎年継続的に増加している。2007年には、最初のテラバイト
（1,000GB）ドライブが出荷される予定である。容量が継続的に増えることが期待されると同時に、ディスクの小型軽量化
も期待される。2TB以上の容量を実現する高度な技術には、垂直磁気記録（従来の記録技術よりもディスクプラッターの1
インチあたりに多くのビットを詰め込む）、パターン化メディア（別名「ナノビット」とも呼ばれ、プラッターにビットを保
存するための新しい配列）、熱支援磁気記録（HAMR：ビットの保存に必要な磁気量を削減する）が使われている。

テープストレージは、バックアップやアーカイブメディアとして大企業で顕著に使われている。テープには固有の欠点がある
ため、代替機能の登場と共に長期アーカイブや災害対策用に追いやられている。今日のテープカートリッジでは、非圧縮容量
でカートリッジ1本あたり1GB未満～500GBのものが提供されている。テープカートリッジ容量の改良には、線／トラック
の高密度化、メディアの細線化（平方リニアフィートあたりより多くの線をカートリッジ上に刻むことができる）、テープ幅
の拡張のいずれかの方法を使っている。IDCでは、テープカートリッジは年率約40％で高密度化が進むと予測している。

オプティカルストレージには、コンパクトディスク（CD）とデジタル多用途ディスク（DVD）の形式があり、今日の社会
ではあらゆる所に存在している。CDとDVDは、主にコンテンツ（映画やソフトウェアなど）の配布に使用されているが、
情報のアーカイブにも使用できる。次世代の確実なオプティカルストレージ技術の1つは、ホログラフィックストレージであ
る。ホログラフィックストレージによって、高密度のパッケージに非常に安定した状態で長期保存が可能となる。最初のホ
ログラフィック製品は今年中に発売予定である。

不揮発性フラッシュメモリー（別名「サムドライブ」、「メモリースティック」、または「USBメモリー」）は価格が急速に下
落している。これによって、携帯電話や小型ゲーム機から電子機器やネットワークコンポーネントにまで利用範囲が拡大し
た。価格の下落が継続することで、フラッシュメモリーは携帯用電子機器やノート型PCのソリッドステートメモリーに使用
されることが期待される。最終的には、フラッシュメモリーに自分自身のPCのプロファイルを保存し携帯できるようになり、
あらゆるPCで起動し、自分のデータとアプリケーションをすべて使えるようになるかもしれない。
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ユーザーが生成したコンテンツや家電製品に関連したデ
ジタル情報の成長に比べると、組織情報に関係する利用
可能なストレージの成長は目立って安定した状態を維持
するであろう。

組織内のストレージを成長させる要因を次に示す。

・アーカイブが必要な電子メールや急速に展開するVoIP
電話など、ネットワーク経由のコミュニケーションの
成長。

・サプライチェーン管理、コラボレーション、製品設計、
顧客セルフサービスといった、オートメーションや基
幹業務アプリケーションの能力向上と結び付いた企業
データの成長。

・新しいアーカイブとプライバシーの保護ルールに関す
る法規制。

・セキュリティ画像、無線ICタグとセンサー、インター
ネットコマース、診療記録や医療画像などの業界固有
のアプリケーション。

・中小企業でのコンピューター化。

・消費者主導の情報の交換、配布、保護を促進する組織
のニーズ。

すべてのコンテンツをどのように対処するのか
デジタルユニバースの管理は、必要なものを保存するた
めに十分なストレージ容量を確保すればよいといった単
純な問題ではない。こういった側面は、時間の経過と共
に解決すると思われる。また実際にそれらは結び付いて
いる。カメラ付き携帯電話の成長は、オンボードストレ
ージのおかげで継続している。ボリュームサーバー市場
の成長は、ストレージ価格の下落が続いているため継続
している。まさしく、利用可能なストレージを活用すべ
くアプリケーションを構築し、そして、手にしたアプリ
ケーションとデータに応じたストレージを構築している
のである。

こうした情報を有効に利用することは可能であろうか。
これらすべてのエクサバイトも、電子「靴箱」に保管さ
れた古い無数の写真と同じになってしまうのであろうか。

両方とも可能性があるというのが正解であろう。

情報の雪崩に対処しない場合のコストは、CEOやCFOに
はすぐには確認できないが、確実に積み上がっていく。
米国企業に対して行われた調査によれば、情報従事者が1
週間の作業時間のうち、電子メールの確認と返信に14.5
時間、文書の作成に13.3時間、情報の検索に9.6時間、情
報の分析に9.5時間費やしている。

1,000人のナレッジワーカーを雇用している組織は、情報
が別のアプリケーションに移動した際に必要なフォーマ
ットの再設定のために年間570万ドルを失っている。情報
が見つからない場合を同じ組織で考えた場合、年間でさ
らに530万ドル失うことになる。

情報管理やその情報の価値を理解した、包括的で統制の
とれたアプローチを採用することは、情報の激増に付随
した隠れた（あるいは明白な）コストを削減するための
鍵である。

情報価値の決定：情報ライフサイクル管理
デジタルビットはすべて等価値に作成されるわけではな
い。消費者にとって、家族の写真は昨年の電子メールの
送信記録よりも大切であろう。緊急の場合に家から最初
に持ち出すものを大抵の人は分かっているものである。

組織には、より多くの情報群が何千ものビジネスアプリ
ケーションやより多くの内部顧客の中に埋もれている。
このような組織では、デジタルビットを比較して、どの
デジタルビットがより価値が高いのかを決定することが、
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まさに今急を要する技術になっている。

情報の価値を決定するためのプロセスは、一般に「情報
ライフサイクル管理」（ILM）と呼ばれる。ストレージネ
ットワーキング・インダストリ・アソシエーション
（SNIA）はILMを次のように定義している。

情報が創造されてから破棄されるまで、情
報のビジネス価値を最も適切で費用効果の
高いインフラに関連付けるために用いられ
るポリシー、プロセス、プラクティス、サ
ービス、およびツール。情報は、アプリケ
ーション、メタデータ、データの3つに関連
した管理ポリシーとサービスレベルを通じ
て、ビジネス要件との関連付けがなされる。

ILMのコンセプトは、単純で分かりやすい。基本的には、
情報に価値を割り当て、その価値を時間の経過と共に変
更し、その価値に従って情報を保存し、時期が来たらそ
の情報を削除することを意味している。ただし、いざ実

行するとなると、ILMは難しい。組織内のすべてのユー
ザーが自分の情報が重要であると考えており、価値がな
いと思われていたデータが、監査人と弁護士が要求した
ときに突然、計り知れない価値を持つことがあるからで
ある。データの価値は、そのデータが生成されてからの
年月によって常に決定されるとは限らない。

よって、ILMの導入は、通常、階層型ストレージアーキ
テクチャの開発から始まり、段階的に進められる。基幹
業務の取引データは、サーバーに接続された高性能のデ
ィスクシステムに保存され、重要度の高くない過去の在
庫履歴などのデータは、低速の安価なドライブが装着さ
れたストレージエリアネットワークに保存され、組織の
PCからの文書バックアップなどの最も重要度の低い情報
はテープに保存される、といった具合である。

ILMのツールとソリューションには、ハードウェア、ソ
フトウェア、および企業による情報の価値別分類と、そ
の分類のクラス別管理を支援するコンサルティングサー

デジタルアーカイブの耐久期間
デジタルユニバースのパラドックスの1つは、「デジタルビットの保存容量は拡張していくが、時間の経過と共に保存機能が
低下していく」ことである。

我々は粘土板に刻まれた数千年前のくさび形文字、千年前の巻物や書物、百年前のマイクロフィルムを読むことができる。
一方、30年前の8トラックテープ、20年前のフロッピーディスク、10年前のVHSテープを読むことができるであろうか。

デジタル記録メディアの寿命は、石や紙の足元にも及ばない。メディアは劣化し、再生機構は陳腐化する。低価格のハード
ドライブの設計寿命は5年である。磁気テープの有効寿命はわずか10年と推定され（viii）、CDやDVDの寿命予測はわずか
20年である（ix）。

つまり、保存データの寿命は2つの対立した曲線、容量の上昇曲線と寿命の下降曲線に従う。

差し当たり、National Media Labがデジタルアーカイブ担当者に推奨する解決策は、デジタル記録を10～20年ごとに新
しいメディアに書き換えることである。かなり厳しい作業量であるが、これを行えばきちんと整備される。

一方、長期的な解決策は模索中である。SNIAはXAM（Extensible Access Method）の専門であるストレージ企業と共
同で、100-Year Archive Initiativeを通じて陣頭指揮を執っている。実装では、相互運用性、ストレージの透過性、ILMベ
ースのプラクティスの自動化、長期記録保持、情報保証（セキュリティ）を実現するために、アプリケーションとメタデー
タを調整するストレージシステムとの間に数種類のインターフェースが設定される予定である。
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人生に匹敵する情報を保存
サイエンスフィクションのライター達は、人生のすべての出来事を保存して再生できるシステムを長く想像してきた。産業
界の著名人の少なくとも1人がこれを実現しようと試行錯誤を繰り返している。

2000年にGordon Bell氏は、自分が生成、あるいは収集した情報のすべてを保存する試みを開始した（x）。彼は長年、
Digital Equipment Corporation社でトップテクノロジストを務め、現在はマイクロソフトのシニア研究員を務めている。
このプロジェクトではもともと、読了した書籍、鑑賞した音楽、PCで生成した文書などをエンコードされたアーカイブマテ
リアルとして保存するものであった。次にそれは、会話や通話の録音、アクセスしたWebページ、医療情報などの収集へと
拡大した。さらには、ユーザーが望むときをセンサーが自動認識するカメラで撮影された画像が加わる。

最初の計画は、個人が、人生に匹敵する価値の情報を、1台のテラバイトドライブにまるごと保存できるという仮説をテスト
することだった。これは、圧縮を行い、かつすでに記録済みのビデオ（鑑賞した映画や視聴したテレビ番組）を除外すれば、
依然として実現可能だと思われる。この実験は、蓄積した情報の保存と検索を管理するためのソフトウェアとデータベース
の技術を研究するためにも使用されている。

2007年までにBell氏は、150GBのストレージに30万件のレコードを蓄積したことになる。よって、彼は1TBのディスク
に情報を収めることができそうだ。ただし、視聴したテレビ番組も記録した実験の場合では、すぐに2TBのストレージを使
い切っている。1TBの容量は、20世紀の解像度でのテキスト／オーディオ記録には適していると思われるが、フルビデオ解
像度の記録には適さない。

この実験でBell氏は、我々が予測するデジタルユニバースの傾向の1つを再現した。2000年には画像あたり2MBでデジタ
ルカメラ写真を撮影していた。2005年に新しいカメラを手に入れたとき、画像は5MBに増えていた。添付ファイルが大き
くなったので、電子メールファイルも大きくなった。

人間1人に1TBを割り当てた場合はどうなるであろうか。地球上のすべての人が、Gordon Bell氏の行ったようにすべての
ものを記録するとしよう。この場合、620エクサバイトのストレージが必要となる。これは今日利用できるストレージ量の
約30倍にもなるのである。

ビスが含まれる。アーカイブ管理と階層ストレージ管理
のソフトウェア市場は、2006年～2010年に世界における
規模が2倍となり、17億ドルに達すると予測される。

今日の情報のどのくらいの量が、その価値に基づいて
「分類」や格付けが行われているであろうか。IDCでは、
組織内の分類はまだ10％未満であると推定する。組織が
所有する情報の約4分の1がデータセンターの外部に置か
れ、企業情報の30％に相当する量が中小企業内に存在す
る。ただし、情報管理ソフトウェアとサービスの堅調な
成長によって、分類されたデータ量は年率で50％以上成
長すると予測している。

また、デジタルユニバース内において、データの総量は
成長するにしても、分類されるデータの割合はもっと緩
やかなペースで成長するであろう。

構造化されていないデータの問題
デジタルユニバースの95％以上が「非構造型データ」で
ある。つまり、コンテンツは、名前、住所、最終処理日
付などのコンピューターレコード内の位置によって正確
に表すことはできない。デジタル画像、音声パケット、
MP3ファイル内の楽譜は、構造化されていないデータと
考えられる。組織内では、非構造型データは全情報の
80％以上を占めている。

コンテンツがキャプチャされた日付（ビデオカメラのク
リップのタイムスタンプなど）、コンテンツの圧縮方式、
コンテンツの送信元や受信先のアドレス、ファイルサイ
ズといった、コンテンツに関する情報が存在する場合が
ある。しかし一般的には、そのような「メタデータ」情
報だけでは、その情報単位に何が含まれているかを判断
することはできない。判断するためには、人、または自
動化による介入が必要になる。
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IDCでは、非構造型データの処理が時間の経過と共に容
易になっていくと考える。理由は次の3点である。（1）非
構造型データにより多くのメタデータが追加されていく、
（2）非構造型データに構造が追加されていく、（3）構造
型データと非構造型データの両方に対して、構造化され
たビューが、アクセスシステムによって提供されるよう
になる。

以上の考えを裏付ける最新の研究動向の一部を次に示す。

・コンテンツ自体の分析結果に基づいて非構造型データ
を自動的に分類し、コンピューターのアプリケーショ
ンで利用できるようにするための技術。構造型と非構
造型の混在したデータをデータベースの照会結果とし
て表示できる。

・コンテンツ内の単語や画像の分析、「ファジー」マッチ
ング技術の利用、索引作成エンジンの利用などを通じ
て、構造化されていないコンテンツに「構造」を追加
するための方法。

・マルチメディア検索を最適化するためのツール。
WWW上の画像と携帯端末上の画像を照合するための
技術の研究などがある。

・画像を検索するためのツール。今日ではこの種のツー

ルのほとんどが、ユーザーやソフトウェアプログラム
による画像のタグ化や、キーワードの提供が必要とな
る。今日の画像検索のほとんどが、画像情報に関する
テキストの分析に基づいている。だが研究者は、画像
やビデオストリーム自体を分析して、認識可能なアー
チファクト（人工物）を追い求めることで、画像情報
の取得に取り組んでいる。

・テキストのメタデータではなく、発声された単語別の
音声ファイルを検索するための方式。ポッドキャスト
などの音声情報配信が発展すれば、有効なツールとな
る。

・Webの発明者であるTim Berners-Lee氏がリーダーシップ
を執るWorld Wide Web Consortium（W3C）では、「セマ
ンティックWeb」の作成に取り組んでいる。これは、
データの自動タグ化を利用して、XML文書内の検索を
可能にするものである。

以上の方式の実装例は、アイルランドのダブリンの空港、
イタリアのミラノの地下鉄、イギリスのドーバーの港に
設置された公衆安全システムで確認できる。ここでは、
監視カメラが情報システムに連結し、「ファジー」マッチ
ング技術を駆使するソフトウェアが場面を分割し、スー
ツケースを置いたまま立ち去る人物など、不審な挙動に
ついて理解しているパターンと画像を照合している。照
合は必ずしも正確である必要はない。画像に対して注意
を促すだけで十分である。

コンプライアンス：組織的な実施
Sarbanes-Oxley法、HIPAA（xi）、SEC規則17条a-4（xii）、
FDA規則21 CFR Part 11（xiii）、Basel II（xiv）、その他数百
の法規で、「コンプライアンス」と呼ばれる政府や業界団
体の集成した規制について言及がなされている。

これらの規制では、特に記録保存、記録の保持、情報セ
キュリティ、プライバシー保護に対する基準を設定して
いるため、これらに対応するために、企業は膨張するデ
ジタルユニバースの新しい局面に対処することを余儀な
くされている。「電子証拠開示」（e-Discovery）と呼ばれ
る文書の法的証拠開示手続きに対する新しい規制によっ
て、企業は新しい記録管理ポリシーの設定、長期保存基
準の策定、ポリシー変更や従業員研修の設定などに取り
組まざるを得なくなっている。

デジタルユニバース内では、どの程度が遵守事項や規制
の対象になるのか。明言するのは難しいが、現在のIDC
の最良推定としては、およそ20％である。企業運営、従
業員、および顧客に関する記録とファイル、証拠開示で

重複の抑制：少ない方がよい
複製情報は、実測して証明するのは困難だが、常にス
トレージ容量の必要性を高めてきた主要な原動力であ
る。世界中のサーバーやPCに複製されるさまざまな
アプリケーションの膨大な配布量を、さらに複製（コ
ピー）してバックアップするという考えもある。

デデュプリケーション（「レコードリンケージ」およ
び「シングルインスタンス」とも呼ぶ）は、構造化／
非構造化にかかわらず、データ環境内で同じデータを
参照しているレコードをリンクすることで、複製デー
タの除去を特定／管理できる技術である。バックアッ
プ後に変更された文書をバックアップするという考え
ではなく、変更された文書内の単語と語句のみをバッ
クアップするという風に考えてみて欲しい。

バックアップされた情報内のこの冗長性を低減するこ
とで、従来のバックアップ方式に比べ、現在で20倍、
将来的にはさらなる効率化を図ることができる。
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求められる監視カメラ画像、記録された通話と電子メー
ル、オンライン取引記録などが想定される。デジタル監
視カメラの現在の成長率だけを見ても、対象となるデー
タの割合は着実に増加するであろう。

結果を述べると、コンプライアンスは大きなビジネスで
ある。世界においてコンプライアンスをサポートするた
めのITインフラの開発に必
要なハードウェア、ソフト
ウェア、およびコンピュー
ターサービスの支出は、2006
年～2010年に2倍の214億ドル
となることが見込まれる
（Figure 11）。

電子メールのアーカイブ市
場についてだけで、2010年ま
でにソフトウェアとホスト
サービス市場は、2006年の4
億7,100万ドルから10億ドル
単位の規模に上昇すること
が見込まれている。

これは、新しい規制への対
応に必要なコンサルタント
料、弁護士費用、内部研修
費、その他IT以外のコスト
を除いた額である。

単に法的要件の充足を図るだけでなく、確固としたコン
プライアンス戦略を制定することは、企業にとっては利
益がある。IDCが想定するコンプライアンス関連インフ
ラには、コンテンツ、コラボレーション、ストレージ、
セキュリティ、およびコンプライアンスの支援に適した
システム管理とネットワーク管理の統合が含まれる。組
織化されたIT運用にこのインフラを加えた企業は、本来
のビジネスの統制で次第に効果を発揮していくであろう。

しかし、デジタルユニバースの膨張は、非常にうまく編
成された組織にも難題を突き付けている。新しい規制は、
構造型データと非構造型データを区別しない。組織内外
を出入りする新しい情報タイプの流れを、このコンプラ
イアンスインフラに組み込む必要があるであろう。これ
らには、電子メール、データベースレコード、文書の他
に、次のものがある。

・組織内のインスタントメッセージ（IM）。これは、
2010年までに2億5,000万のIMアカウントで送受信され
るであろう。IMアカウントには、ビジネスIMが送信さ
れるコンシューマーアカウントも含まれる。

・VoIP電話。組織のITネットワークへの統合が進むであ
ろう。

・Web会議。音声とビデオの両方、およびホストベース
と構内ベースの両方を含む。他のビジネスアプリケー
ションへの組み込みが進むであろう。

・ポッドキャストやビデオ放送などのマルチメディア発信。

・監視カメラと防犯カメラ
の画像。デジタル化され
たこれらの画像は、次の4
年間で10倍以上の成長が
見込まれている。

IDCでは、コンプライアンス
とリスク管理は、この先数
年に渡りソフトウェア、サ
ービス、およびストレージ
への投資を押し上げる主要
な原動力になると確信して
いる。

セキュリティ：デジタル
ユニバースの暗部
インターネットのセキュリ
ティ侵害が大々的に報道さ

れたのは、Robert Morris氏が作成した99行の「ワーム」が
最初であった。1988年当時、彼はコーネル大学の23才の
大学院生であった。後に「インターネットワーム」と呼
ばれるようになるこのワームは、数時間で約6,000台のコ
ンピューターに感染し、それらのコンピューターがシャ
ットダウンされワームが駆除されるまで動作を低下させ
た。この攻撃を世界中の報道機関が大きく取り上げ、作
成者には罰金、地域社会への奉仕、および3年の執行猶予
が科せられた。これが最初の「ワーム」と言われている。

最初のワームであったかもしれないが、最後のワームで
なかったことだけは確かである。

デジタルユニバースでのセキュリティ脅威は、ハッカー
のいたずらや不満を抱いている労働者による破壊行為か
ら、決済サイトに見せかけてユーザーをだましたり、金
銭目的のサービス拒否攻撃（DoS攻撃）を行ったり、他
のワームの発生や攻撃につながるワームを生成するよう
な高度ななりすまし犯罪へと移行している。

過去には、セキュリティ侵害はほとんど報道されなかっ
た。しかし、情報セキュリティの攻撃が高度になり、個
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人情報の入ったノート型PCの紛失、ハッカーによるクレ
ジットカードや顧客記録の盗難、データ漏洩などが日常
的に報道されるようになると、問題に対して世間が関心
を持つようになった。たとえば、カリフォルニア州では
現在、企業や政府機関に対し情報の機密性を侵害された
場合は公表するように要求している。

脅威の高まりに対応して周辺機器装置のセキュリティを
強化すると共に、組織では、アクセスやIDの安全を確保
し、情報自体にデジタル著作権（DRM）のレイヤーを設
け、ストレージシステムなどのシステムのセキュリティ
属性を強化し、バックアップテープや外部に持ち出すメ
ディアの暗号化を行うなどの措置を施す方向に向かって
いる。セキュリティポリシーや関連規制を確実に遵守す
るために、組織ではセキュリティアプリケーションやイ
ンフラ要素に関連する大量のログデータの統合、保存、
および分析を行っている。

セキュリティに特化したソフトウェアに対する投資額は、
すでに年間約400億ドルに上る。2010年までには650億ド
ルに到達し、総IT投資額の5％近くになるであろう。これ
らのセキュリティ製品のサポートに必要なソフトウェア、
ハードウェア、およびネットワークを追加していけば、
費用はIT支出の10％を超えるであろう（Figure 12）。

デジタルユニバースの成長は、情報セキュリティやプラ
イバシー保護に投資されるIT支出の比率を引き上げてい
るといえる。

インターネット上の数十億もの新しいユーザー、より高
度化するアタッカー、増えつづけるネットワークを流れ
る信号によって、セキュリティ問題は悪化していくであ

ろう。IDCでは、現在のデジタルユニバースのビットの
約30％が、潜在的にセキュリティアプリケーションの影
響下にあると推定する。2010年までにその割合は40％近
くになるであろう。

幸いなことに、コンプライアンスをサポートするために
情報をより合理的に構成するように組織へと迫る圧力は、
情報セキュリティとプライバシー保護の強化に対するニ
ーズとうまく符合するものである。この圧力は次第に新
しい組織情報インフラの開発に向かっていくであろう。

デジタルユニバースの今後の方向
デジタルユニバースは膨張しているだけでなく、その過
程で性格を変え、情報を利用し情報に依存する人々の期
待や習慣も変わってきている。

・会社のノート型PCで個人の電子メールを送信する従業
員から、個人のプレイヤーで企業のポッドキャストを
聴くコンシューマーまで、ユーザーが生成する情報と
組織が管理する情報の混合が起こっている。

・デジタルユニバースのほとんどが構造化されないまま
残るであろう。このことは、検索、照会、管理、セキ
ュリティ、ストレージを強化するために、コンテンツ
に構造を追加するツールや手法が求められていること
を意味する。

・デジタルユニバースのほとんどのビットが、インター
ネット、新しいIP電話網、放送網などのネットワーク
を移動する。

・2007年までに、保存することのできる情報の容量を超え
る情報が、生成／キャプチャ／複製されるであろう。

デジタルユニバースのこのような特徴は、我々に深く影
響するであろう。消費者や一般市民にとっては、1990年
代にPC、インターネット、携帯電話の普及と共に始まっ
たデジタル情報の襲来が継続することを意味している。

今日では、より多くのデジタルデバイスがデジタルユニ
バース膨張の方程式に加わっている。その範囲は新製品
のビデオゲームや自動車のGPSシステムから、プログラ
マブルインプラント、マラソンランナーの無線ICタグチ
ップ、Bluetoothサングラスにまで及ぶ。

デジタルユニバースは社会に直接的な影響を及ぼす。デ
ジタル情報リテラシーはますます重要な生活技能になる
であろう。同時に、デジタルユニバースにあるビットに
アクセスするコストは携帯電話のコストのレベルにまで
低下するであろう。2005 2006 2007 20092008 2010
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組織にとって、デジタルユニバースの膨張による影響は大
筋において明確である。より多くのストレージ、それもよ
りインテリジェントなストレージが必要になってくる。ま
た、我々が生成／複製／保存する情報の適切な管理の必要
性が増し、法規制からの要求だけでなく市場競争から生ま
れる要求にも応える必要がある。具体例を次に示す。

・デジタルユニバースの成長は、組織が顧客、サプライ
ヤー、従業員に対処する方法の著しい変化を意味する。
IDCでは、企業と顧客間の電子商取引の接続数が5年間
で100倍になると予測している。これにより、ブログの
作成／管理から顧客データマイニングや異なるアプリ
ケーションの統合まで、現在は使用されていない方法
による新しい管理戦略と技法が喚起されるであろう。

・VoIP電話が企業のネットワークに組み込まれ、ビルの
自動化やセキュリティがIPネットワークに移行し、監
視機能がデジタル化され、無線ICタグとセンサーのネ
ットワークが激増するため、ITマネージャーは管理範
囲が急速に拡大されたと感じるであろう。

・ITマネージャーとストレージマネージャーは、組織内
で拡大するデジタル情報の量、性質、ソースに対応す
るために、ILMとコンプライアンスインフラを強化す
る必要があるであろう。デジタルユニバースの成長に
おいて、これは時間との競争のように感じられる。

・リアルタイム接続によって、組織と顧客との結び付き
がより緊密になっていくため、情報セキュリティとプ
ライバシー保護が経営上の懸案事項になるであろう。
これにより、マルチメディアの暗号化や電子透かし、
高度な生体認証などの新しい技術の導入だけでなく、
新しいトレーニング、ポリシー、手続きが共に必要に
なる。物理的セキュリティと情報セキュリティは融合
するであろう。

・企業データにアクセスするコミュニティはより拡散す
るであろう。労働者はより機動的になり、企業は顧客
のセルフサービス化を進め、グローバル化によって顧
客やパートナーとの関係が多様化し、サプライチェー
ンが拡大される。

IDCのビジョンである、動的な組織をサポートする「ダ
イナミックIT」によって、仮想化やサービス指向ソフト
ウェアなどの技術を通じた、リソースプールが出現する
であろう。それは、情報が非常に限られたアクセスしに
くいサイロに閉じ込められた状態であった、コンピュー
ター、ストレージ、データ、個人アプリケーションの間
の固定化された結び付きを解き放つであろう。

ダイナミックITは、情報の保存、管理、保護を行う従来
の基礎的なITインフラから情報を解放する。これにより、

情報は高度な情報インフラのデザインセンターとなるこ
とができる。組織では現在、インフラをよりダイナミッ
クかつ情報中心のものとするため、インフラの再設計に
取り掛かっている。

付言すれば、インフラをより柔軟かつダイナミックでサ
ービス中心のものに変えることで、IT組織もより柔軟で
ダイナミックなサービス中心の姿に変貌するであろう。

今日、賢明な組織では膨張するデジタルユニバースの要
求に応えるための対策を講じている。次にその対策の一
部を紹介する。

・サービス指向のIT組織の創造。事業単位内にスタッフ
を配置し、内部顧客とサービス契約を結び、ビジネス
測定基準を使ってITの性能目標を設定する。

・情報ストレージ、管理、セキュリティなどのさまざま
なIT機能にサービスレベル目標を設定する。

・情報セキュリティ、記録と電子メールの保持、プライ
バシー保護、およびデータアクセスのための組織全体
のポリシーを策定する。継続的なトレーニングとシス
テムサポートを提供してポリシーを推進する。

・ITインフラを新しいダイナミックITツール（サーバー
とストレージの仮想化、データベース連携、ビジネス
ルールベースのアプリケーション開発、自動データセ
ンタープロビジョニング、ビジネスアナリティクスな
ど）で活性させる。

・情報キャプチャ、検索と照会、データ分類とタグ付けの
ための高度な技術をパイロットプロジェクトに配備し、
情報ライフサイクル管理のコンセプトを普及させる。

・CSO（Chief Security Office）を設立し、それをIT機能か
ら経営機能に引き上げる。

デジタルユニバースのかなたにインフォメーションユニ
バースがまだ存在している。世界中で用紙の利用が相変
わらず増加（過去5年間で約5％の増加）している（xv）。
しかし、それは明らかに限界に達している。デジタルユ
ニバースは、商取引、教育、社会交流、娯楽などの場に
遍在するようになっている。デジタルユニバースは今後
もますます大きくなっていくであろう。

調査方法と予測の前提条件
膨張するデジタルユニバースの大きさを算定する上での
基本的なアプローチは、次の通りである。

・デジタル情報をキャプチャ／生成できるデバイス／ア
プリケーションについて、49の分類によってインスト
ールベースでの予測を行う。
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・1年間に生成される情報（ファイル、画像、楽曲、ビデ
オ録画、通話、情報のパケットなど）の単位数を推定
する。

・解像度、デジタル変換速度、利用パターンを想定して、
これらの単位数をメガバイトに変換する。

・共有または保存のために複製される情報単位の複製回
数を推定する。これは、共有されるスプレッドシート
の数などは回数が少なく、DVDにコピーされた映画や
ピアツーピアネットワークにアップロードされた楽曲
などの場合は数が大きい。

この情報のほとんどは、IDCで継続中の調査の一部であ
る。たとえば、予測したほぼすべてのデバイスの出荷お
よびインストールベースについて、すでに調査結果を発
表している。また、デジタルカメラ、ビデオカメラ、お

よびカメラ付き携帯電話によって生成されたMB数、電子
メールトラフィックのMB数、およびPCで生成されたオ
リジナル文書の平均数などの数値情報はすでに持ってい
る。

PCやサーバーなどのデバイスについては、アプリケーシ
ョンやワークロードに基づいて情報の生成、キャプチャ、
または複製を分析した。たとえば、IDCでは、過去10年間
に渡るサーバー市場やユーザーへの調査を通じて、サー
バーワークロードについての詳細な情報を蓄積している。

また、IDCの予測のほとんどは地域別に区分されている
ため、デジタルユニバースの予測を地域別に作成してか
ら、それらを集計して全世界の合計を出したものもある。

以下に示すのは、調査したデバイスの種類または情報カ
テゴリーのリストである。

情報生成デバイス
画像キャプチャ（取り込み）／生成 データ生成　 データストレージ

PCアプリケーション HDD
ハイエンドカメラ データベース 光学式
デジタルカメラ オフィスアプリケーション テープ
ビデオカメラ 電子メール 不揮発性フラッシュメモリー
カメラ付き携帯電話 ビデオ／テレビ会議 メモリー
Webカメラ インスタントメッセージ（IM）
監視カメラ その他
スキャナー スマートハンドヘルド
多機能周辺機器 端末、ATM、キオスク、専用コンピューター
OCR 産業用機械／車両／玩具
バーコードリーダー 無線ICタグ（RFID）
メディカル画像 センサー
デジタルテレビ スマートカード
デジタル映画／ビデオ ビデオゲーム
特殊効果 MP3プレイヤー
グラフィックワークステーション SMS

GPS
サーバーワークロード

デジタル音声キャプチャ（取り込み） ビジネス処理
有線テレフォニー 意思決定支援
VoIP電話 連携
携帯電話 アプリケーション開発

ITインフラ
Webインフラ
テクニカル
その他
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利用可能なストレージ容量
IDCでは、毎年、出荷されたハードディスクの容量を地
域別、ドライブタイプ別、アプリケーションタイプ別
（PC、デジタルカメラ、ストレージアレイなど）に調査
している。また、テープとオプティカルディスクドライ
ブの出荷も調査している。

ハードディスクドライブ上の利用可能なストレージ容量
を把握するために、IDCのストレージアナリストは、過
去数年内に出荷された容量に対するストレージの利用率
を推定し、その推定値に当年の出荷容量を加算している。

オプティカルディスクドライブと不揮発性フラッシュメ
モリーの場合、ドライブあたりの導入済み容量比、およ
び利用率と上書きのアルゴリズムを明らかにした。オプ
ティカルディスクドライブの場合、記録済みと追記型の
ストレージの方が、ユーザーによって上書きされたスト
レージよりもはるかに多いことが明らかになった。

予測の前提条件
容量、解像度、圧縮、または複製に関するほとんどの前
提は、IDCによるオリジナルの予測に組み込まれている
ため、ここでは繰り返さない。

ただし、その結果に対して次の重要な前提がある。

・画像：ほとんどの画像は生データではなく、圧縮形式
（JPEG 100など）でキャプチャまたは複製されているこ
とを前提とした。これにより、エクサバイト全体の値
が下がった。

・デジタルテレビ：テレビ上に表示するコンテンツの作
成を生成とし、その放送は複製とした。今回の調査で
は、表示された放送だけをカウントした。つまり、デ
ジタルテレビのエクサバイトの成長は、デジタルテレ
ビの展開状況に基づいて調査した。

・音声キャプチャ：従来の音声ネットワーク上の多くの
通話はアナログ信号であるが、ネットワーク上の任意
の場所でそれらの通話がすべてサンプリングされてデ
ジタルパルスに変換されることを前提とする。

・音声複製：電話会社または政府によって記録または保
存された通話数に関するデータが公的に利用できなか
ったため、VoIP電話を除くすべての複製をゼロに設定
した。ただし、請求や追跡の通話データとしての音声
トラフィックはわずかな割合と推定した。

・コンピューター：コンピューターにはデジタルユニバ
ース内のファイル、画像、音声パケット、楽曲の多く

が保存および転送されるが、それらに関連する情報量
は端末デバイスに基づいて推定した。これが、コンピ
ューターの「データ」部分が画像に比べて小さいとみ
なされる理由の1つである。デジタルカメラからPCに
複製された画像を、カメラから複製されたとカウント
し、PCに「キャプチャ」された画像としてはカウント
しなかった。これは、カウントの重複（別のデバイス
のキャプチャとして複製）を避けるためである。

・音楽：新しく生み出された楽曲の総数に基づいて調査
した。これは、配布用の大容量ファイル形式としてCD
で作成されたと前提した。MP3形式の楽曲は複製とみ
なした。合法的な楽曲の販売数（CDおよびWeb配信）
を推定し、不正に配布された楽曲を控えめに見積もっ
て追加した。ピアツーピアネットワークを介して不正
に共有される楽曲の推定については実際は見積りより
も大きい可能性がある。

・センサーおよび無線ICタグ：信号が読み取られる頻度
が堅調に増加することを前提とした（たとえば、無線
ICタグの場合、毎週1回から1日数回へ）。数年内に見込
まれるタグとセンサー使用回数は大きいものの、信号
は非常に小さいため、エクサバイト総数にはほとんど
影響しないが、情報「単位」の総数には影響する。

定性的評価
一部のケースでは、構造化および非構造化コンテンツな
ど、情報カテゴリーの推定を行った。これは、適用され
るデバイスタイプのカテゴリー（「非構造化」の画像など）
の割合の推定による。これらを加算し、デジタルユニバ
ースの割合を算出した。構造化データと非構造化データ、
組織が保有するデータと個人が保有するデータ、セキュ
リティやコンプライアンスデータ、および組織の「介在」
に関係するデータの推定値が含まれている。これらのデ
ータについては、デバイスの出力に基づいたデジタルユ
ニバースの算定よりも主観的である。

集計のレベル
デジタルユニバースの予測を行うにあたって、IDCでは、
内容を簡潔にすると共に、土台となる調査を購入してい
るクライアントの投資を保護する目的で、調査結果を上
述のカテゴリーに統合した。論点を明らかにするため、
必要に応じて、IDC独自のデータを使用した。

本調査をサポートする基礎的な調査についての詳細は、
「BIBLIOGRAPHY」を参照されたい。



19

BIBLIOGRAPHY
･ Worldwide Plasma Display Panel 2006-2010 Forecast（IDC

#201988, June 2006）

･ Worldwide LCD TV 2006-2010 Forecast（IDC  #201593,
May 2006）

･ Worldwide  DVR  2006-2010  Forecast（IDC  #204071,
October 2006）

･ Worldwide  Digital Television  Semiconductor  2006-2010
Forecast（IDC #203201, September 2006）

･ Asia/Pacific (Excluding Japan) Digital Set-Top Box 2006-
2010 Forecast（IDC #AP654108N, October 2006）

･ Worldwide and U.S. Digital Pay TV Set-Top Box 2006-2010
Forecast（IDC #204338, November 2006）

･ U.S. Digital Cable, Satellite and Telco TV Subscriber 2005-
2009 Forecast（IDC #34628, December 2005）

･ Western Europe Digital TV Technologies Forecast 2005-
2010（IDC #KD04N, November 2006）

･ 2006 U.S. Consumer Digital Imaging Survey（ IDC
#203900, October 2006）

･ Worldwide  Digital  Image  2006-2010 Forecast: The Image
Capture and Share Bible（IDC #204651, December 2006）

･ Worldwide Consumer Video Content and Archive 2006- 2010
Forecast（IDC #204640, December 2006）

･ Worldwide Digital Camcorder 2006-2010 Forecast （IDC
#203195, August 2006）

･ Worldwide Digital Still Camera 2006-2010 Forecast Update
（IDC #203675, September 2006）

･ Worldwide PC Camera 2006-2010 Forecast（IDC #34962,
March 2006）

･ Worldwide  Camera  Phone  and Videophone  2006-2010
Forecast（IDC #204456, December 2006）

･ U.S. High-Speed Document Imaging Scanner 2006-2010
Forecast（IDC #203552, September 2006）

･ Worldwide  Flatbed  Scanner  2006-2010  Forecast （IDC
#203000, August 2006）

･ 2006 U.S. Mobile Imaging Survey（IDC #203901, October
2006）

･ Worldwide Content Management and Retrieval Services
2006-2010 Forecast（IDC #35076, March 2006）

･ Worldwide Content Access Tools (Search and Discovery)
2006-2010  Forecast  Update （IDC  #203439,  September
2006）

･ Unified Access to Content and Data: Delivering a 360-
Degree View of the Enterprise （IDC #34836, February
2006）

･ Unified Access to Content and Data: Database and Data
Integration Technologies Embrace Content（IDC #204843,
December 2006）

･ Unified Access to Information: Content Vendors Heed the
Urge to Converge（IDC #202942, August 2006）

･ U.S. Network Camera 2007-2011 Forecast（IDC #205402,
January 2007）

･ Worldwide High-Speed Document Imaging Scanner 2006-
2010 Forecast（IDC #204929, January 2007）

･ Portable Audio Device Survey Results: IDCﾕs Consumer
Markets Audio Telephone and Web Surveys（IDC #203090,
September 2006）

･ Worldwide and U.S. Portable Compressed Audio Player
2006-2010 Forecast（IDC #201325, April 2006）

･ 2006 Compliance in Information Management Forum West
Survey: End-User Attitudes and Investment Priorities（IDC
#202615, July 2006）

･ Worldwide Archive and Hierarchical Storage Management
Software  2006-2010  Forecast  Update （IDC  #203150,
August 2006）

･ Worldwide IT Security Software, Hardware and Services
2006-2010: The Big Picture （IDC #204736, December
2006）

･ Worldwide Email Usage 2005-2009 Forecast（IDC #34504,
December 2005）

･ Worldwide Email Archiving Applications 2006-2010
Forecast（IDC #203535, September 2006）

･ Worldwide Compliance Infrastructure 2006-2010 Forecast
（IDC #201961, June 2006）

･ Worldwide Enterprise Instant Messaging Applications and
Management Products 2006-2010 Forecast（IDC #203848,
October 2006）



20

･ Server Workloads 2005: Understanding the Applications
Behind the Deployment（IDC #35069, March 2006）

･ Worldwide Videogame  Hardware  and  Software  Forecast
2006-2010（IDC #34683, January 2006）

･ Worldwide Multifunction Peripheral 2006-2010 Forecast
（IDC #204136, November 2006）

･ Worldwide IP PBX and Hardware Desktop IP Phone 1H06
Vendor Shares（IDC #203949, October 2006）

･ Worldwide IP PBX and IP Phones 2006-2010 Forecast
Update（IDC #202531, July 2006）

･ U.S. Residential VoIP Services 2006-2010 Forecast （IDC
#201638, May 2006）

･ U.S. Residential VoIP Handset 2006-2010 Forecast （IDC
#204690, December 2006）

･ Demystifying the Digital Oilfield （IDC #EI202344, July
2006）

ADDITIONAL DATA SOURCES
･ IDC Worldwide Black Book

･ IDC Worldwide Telecom Black Book

･ IDC Worldwide PC Tracker

･ IDC Worldwide Server Tracker

･ IDC Worldwide Internet Commerce Market Model

･ IDC Worldwide Smart Handheld Device Tracker

･ IDC Worldwide Storage Tracker

FOOTNOTES
iWired, December 2006, "The Rise of YouTube," p. 22.
iiPirates of the Digital Millennium, Gantz and Rochester, FT
Prentice Hall, 2005, p. 175.

iiiIEEE Spectrum, July 2006, "Ring of Steel II," p. 12.
ivComputerworld, October 30, 2006, "Where Size is

Opportunity," p. 22.
vLyman, Peter and Hal R.Varian, "How Much Information,"
2003. Retrieved from
http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-
info-2003/

viPrepared remarks before the Senate subcommittee on Science,
Technology, and Space, October 28, 1999.

viiEvan Schuman, Ziff Davis Internet, October 13, 2004, "At
Wal-Mart, World's Largest Retail Data Warehouse Gets Even
Larger."

viiiA 1995 article in Scientific American by Jeff Rothenberg
entitled "Ensuring the Longevity of Digital Documents"
engendered years of discussion and debate on just how long
magnetic tape lasts.

ixNIST Special Publication 500-252.
xGordon Bell and Jim Gemmell, "A Digital Life," Scientific
American, March 2007, pp. 58-65.

xiHealth Insurance Portability and Accountability Act.
xiiRules on electronic record-keeping for brokers and dealers.
xiiiRules on electronic record keeping by the U.S. Federal Drug

Administration.
xivBasel II refers to the International Convergence of Capital

Measurement and Capital Standards - A Revised Framework
accord between international banks on standards measuring
the adequacy of a bank's capital. It sets standards for
electronic record-keeping, among other things.

xivEarthTrends.wri.org database - paper/paperboard products
2000-2004 and "No End to Paperwork," World Resources
Institue (WRI).



21

IDC is the premier global provider of market intelligence, advisory services, and events for the information technology,
telecommunications, and consumer technology markets. IDC helps IT professionals, business executives, and the investment
community make fact-based decisions on technology purchases and business strategy. More than 900 IDC analysts provide
global, regional, and local expertise on technology and industry opportunities and trends in over 90 countries worldwide. 

For more than 43 years, IDC has provided strategic insights to help our clients achieve their key business objectives. IDC is
a subsidiary of IDG, the world's leading technology media, research, and events company. You can learn more about IDC by
visiting www.idc.com.

About IDC

COPYRIGHT NOTICE

本レポートは、IDCの製品として提供されています。本レポートおよびサービスの詳細は、IDC Japan株式会社セ
ールス（Tel：03-3556-4761、jp-sales@idcjapan.co.jp）までお問い合わせ下さい。また、本書に掲載される「Source:
IDC Japan」および「Source: IDC」と出典の明示されたFigureやTableの著作権はIDCが留保します。

Copyright 2007 IDC Japan 無断複製を禁じます。



22

NOTES



IDC Japan（株）
東京都千代田区九段北 1-13-5
Tel 03-3556-4761 Fax: 03-3556-4771
www.idcjapan.co.jp


