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本レポートの内容は、IDC iView『Extracting Value from Chaos（2011 年 6 月、EMC 協賛）』の抜粋の

日本語翻訳版である。マルチメディアコンテンツが http://japan.emc.com/digital_universe から視聴

可能である。 

エグゼクティブサマリー：デジタルユニバースの状態 

IDC が毎年デジタルユニバースに関する調査を行うようになって今年で 5年になる。この 5 年間

で学んだことについて評価すべき時期が来ているとみている。IDC は常に、デジタルユニバース

は膨大なものであると認識してきた。その容量は、2010 年にゼッタバイトのレベルに突入した。

2011 年に生成および複製される情報量は、1.8 ゼッタバイト（1.8 兆ギガバイト）を超えることが

見込まれる。つまり、わずか 5 年で 9倍に増加したことになる。 

しかし、デジタルユニバースの研究者として、IDC は他の事実も多数発見した。予測していた通

りのものもあれば、驚くべきものや、気がかりな事実もあった。 

デジタルユニバースの情報の 75％は個人によって生成されるが、情報を扱う上で、企業はデジタ

ルユニバースに含まれる情報の 80％に何らかの責務を負うことになる。 

ますます多くの組み込み型システムがデジタルユニバースにさらに多くの情報を提供するように

なるに伴い、デジタルユニバースで情報をカプセル化する「ファイル」、つまりコンテナの数は、

情報自体よりも早いペースで増加する。今後 5年間で、こうしたファイルは 8 倍に増加するが、

その管理に利用可能な IT スタッフの数はわずかに増加するだけである。 

デジタルユニバースの情報の 3 分の 1未満が、最低レベルのセキュリティまたは保護しか適用さ

れておらず、対象にすべき情報の約半分しか保護されていない状況にある。 

個人が自ら生成する情報（文書の記述、写真の撮影、音楽のダウンロードなど）の量は、デジタ

ルユニバースで個人について生成される情報量と比べると、大幅に尐ない。 

デジタルユニバースの拡大ペースは引き続きストレージ容量の増加ペースを上回っている。しか

し、保存する 1ギガバイトのコンテンツから、通常は保存しない一時的なデータ（視聴するが記

録しないデジタルテレビ信号、通話中にネットワークバックボーンでデジタル化される音声通話

など）が 1 ペタバイト以上、生成される場合があることに注意すべきである。 

したがって、物理的な宇宙と同様、デジタルユニバースは注視すべき対象である。50 万兆個の

「ファイル」に 1.8 兆ギガバイトの情報が存在し、2年ごとに 2 倍以上に膨張している。これは、

物理的な宇宙における星とほぼ同じ数だけ、デジタルユニバースに情報のビットが存在している

ことを意味している。 
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ただし、物理的な宇宙とは異なり、デジタルユニバースは、わずかな瞬間しか存在しないデータ

のビットで満たされている。しかし、そのわずかな瞬間は、こうしたビットがデジタルのごみの

山の中に消滅する前に、目や耳で情報を取り込むのに十分な時間といえる。 

これらのビットの存在時間が短いことは、その価値を減らすことにはならない。ビットはその短

い存在時間の間に、多様な目的に貢献する。たとえば、消費を促進し、Web サイトのトラフィッ

クから売上を増加させ、リアルタイムのデータ分析により、既存のオペレーションを最適化した

り、まったく新しい市場を創出したりする。 

何がこのデジタルユニバースの爆発的な増加を引き起こしているのであろうか。テクノロジーの

進化に伴い、情報の生成／キャプチャ／管理／保存にかかるコストが、2005年に比べて 6分の 1

に削減されたことが大きな要因になっているのは明らかである。しかし、主な要因は投資額の増

加である。2005年以降、企業によるデジタルユニバースへの投資は、50％増加し 4 兆ドルに達し

ている。こうした資金は、デジタルユニバースの生成、管理、保存に加え、デジタルユニバース

から売上を確保するためのハードウェア、ソフトウェア、サービス、スタッフに投資された。 

情報社会では、情報から利益が生み出される。つまり、デジタルユニバースから適切な情報を引

き出すことにより、価値が生み出される。平均的な CIO が熟知している「小宇宙レベル」では、

物理的な宇宙と同様に複雑化されており予測できないように見える場合がある。 

実際には、新しいツールやテクノロジー、IT／組織に関する新しいプラクティスのおかげで、

IDC は、まさにデジタルユニバースの本格的な探査の入り口に立とうとしている。テクノロジー

の統合により、ビジネスの運営／管理方法が変わるだけでなく、仕事のやり方およびライフスタ

イルも変化する可能性がある。 

考察 

新しいキャプチャ／検索／検出／分析ツールにより、組織は、デジタルユニバースの 90％以上を

占める非構造化データに関する詳細情報を入手できるようになる。こうしたツールにより、デー

タに関するデータ（Facebook の写真のタグ付けを支援する顔認識ルーチンなど）を自動的に生成

できる。データに関するデータ（メタデータ）は、デジタルユニバース全体に比べて 2倍の速さ

で増加している。 

ビジネスインテリジェンスツールはますますリアルタイムのデータを扱うようになっており、

人々がどこを運転するかに基づいて自動車保険の保険料を課金したり、スマートグリッドを介し

て送電したり、ソーシャルネットワーキングの応答に基づいて迅速にマーケティングメッセージ

を変更したりすることが可能になっている。 

新しいストレージ管理ツール（重複除外、自動階層化、仮想化など）により、保存されているデ

ジタルユニバースの一部分についてコストを削減できるほか、コンテンツ管理ソリューションと

同様にどのデータを保存すべきかを決定できる。 

業界全体は、人々が企業内の情報に関連するルール（法律、規則、習慣）に準拠できるよう成長

してきた。現在では、ストレージ管理システムに組み込まれた規制コンプライアンスシステムを

利用することが可能になっている。 

新しいセキュリティプラクティス／ツールにより、企業は、保護する必要のある情報とセキュリ

ティのレベルを見極めた後、特定の脅威保護デバイス／ソフトウェア、不正管理システム、レピ

ュテーションサービスを使用して情報を保護できるようになる。 

クラウドコンピューティングソリューション（パブリックとプライベート、またはこの 2つの組

み合せであるハイブリッド）により、企業に対し、従来の IT 環境と比べて、新たなレベルの経

済規模、俊敏性、柔軟性がもたらされる。このソリューションは、長期的には、デジタルユニバ

ースの複雑性を処理するための重要なツールとして位置付けられる（Figure 1）。 
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クラウドコンピューティングにより、IT as a Service を利用することが可能になる。IT as a Service

と「Big Data」を組み合わせることで、組織は次第に、IT に関して、社内インフラストラクチャ

への投資としてではなく、外部サービスとして活用する方向で考えるようになっている。 

 

F i g u r e  1  

10 年間のデジタルユニバースの膨張：容量（エクサバイト）  

 

Source: IDC's Digital Universe Study, sponsored by EMC, June 2011  

 

デジタルユニバースの「探査」の期間は多くの挑戦なしではすまされない。しかし、関与する

「宇宙飛行士」（CIO とそのスタッフ）にとって、この期間は、そのキャリアで一度だけかもし

れない、企業の成長を推進する千載一遇の機会となるはずである。CIO とそのスタッフは、デー

タから価値を引き出して活用したり、新しい役割設定や組織設計を行ったりするために、新しい

情報管理テクノロジーとベストプラクティスを採用し、企業を牽引する必要がある。各ステップ

では、数台の新しいコンピューターやさらなるソフトウェアの導入だけでなく、組織の変更を伴

う。今後、多くの企業が成功を収められるかどうかは、CIO がどのようにして、デジタルユニバ

ースの新たな現実に合わせた調整を企業全体で的確に推進できるかどうかにかかっている

（Figure 2）。 
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F i g u r e  2  

デジタルユニバースの膨張に関するパラドックス（逆説）：コストの下落と投資額の増加  

 

Source: IDC's Digital Universe Study, sponsored by EMC, June 2011  

 

クラウドへの移行 

デジタルユニバースが拡張し、より複雑になるにつれ、デジタルユニバースにおける情報の処理、

保存、管理、保護、廃棄もより複雑になる。 

次に示すような状況を想像してもらいたい。今後10年間で最低でも、世界中のサーバー（仮想サ

ーバーと物理サーバー）の数は10倍に、企業のデータセンターで管理される情報量は50倍に、デ

ータセンターで処理する必要のあるファイルの数は75倍にそれぞれ増加することが見込まれてい

る。同じ時期、世界中のITプロフェッショナルの数は、せいぜい1.5倍しか増加しない。 

結果として、こうしたすべてのデータビットを管理するのに必要なスキル、経験、リソースは不

足し、より専門化されることになるため、会社の垣根を越えて拡張できる、柔軟性と拡張性に優

れた新しいITインフラストラクチャが必要になる。こうしたインフラストラクチャのことを現在

ではクラウドコンピューティングと呼んでいる。 

そして、現在のIT投資でクラウドコンピューティングが占める割合は2％未満に過ぎないが、IDC

では、2015年までに情報の約20％がクラウドコンピューティングサービスプロバイダーによって

処理されると予測している。つまり、データが生成されてから破棄されるまでの間どこかで、ク

ラウドに保存されるか処理されるということになる。おそらく10％程度がクラウドに保持される。 

現在行われているクラウドアーキテクチャへの移行のほとんどが、広範囲に及ぶ仮想化の導入に

よって推進されている。昨年、仮想サーバーの出荷台数が物理サーバーの出荷台数を初めて上回

った。IDCでは、現在、サーバーを介して処理される情報の約10％が、仮想化システム上で処理

されていると見積もっており、この数値が2015年には20％を超えると予測している。この数値は、

組織の規模に応じて増加する。現在の一部の大規模環境は、100％仮想化されたシステムで運用

されている。 

もちろん、クラウドサービスには、さまざまな形態（パブリック、プライベート、ハイブリッド）

が存在する。独自のクラウドサービスを提供する組織の場合、単に仮想サーバーを稼働させる以

上のことを行う必要がある。また、仮想化されたストレージおよびネットワーク、セルフプロビ

ジョニング、セルフサービスを実現して、情報セキュリティおよび課金を提供する必要がある。

GB当たりのコスト
総投資額（兆ドル）
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ほとんどの企業がまだこのレベルに達していない。したがって、現時点でのプライベートクラウ

ドによるデジタルユニバースへの影響は限定的である（Figure 3）。しかし、仮想化インフラスト

ラクチャが普及する2015年までに、この増加率は加速すると見込まれる。 

 

F i g u r e  3  

デジタルユニバースとパブリッククラウド、2015 年 

 

Source: IDC Digital Universe Study, sponsored by EMC, June 2011  

 

クラウド採用に伴う課題は次の通りである。 

 クラウドに移行するためのデータの変換準備 

 クラウドとクラウド以外の管理の統合 

 SLA（Service Level Agreement）とターミネーションストラテジー 

 セキュリティ、バックアップ、アーカイブ、災害の管理に関する戦略 

 国際間のデータ転送とコンプライアンス 

 組織的な駆け引き 

後の方で示した課題は些細なものではない。成功を収めている仮想化プロジェクトの大半は、か

つて「自分達の」情報またはデータと考えていた項目について責任を分担することを嫌がる社内

部門に対して、CIOが説得するために「オプトインおよびオプトアウト」の戦略を策定したこと

が一因となって成功を収めている。クラウドコンピューティングへの移行は、現状を変革するこ

とを意味する。この移行は、たとえ移行を実行する正当な理由がある場合でも常に困難な作業に

なる。 

Big Data の大きな価値 

Big Dataは、どこか分からない場所から現れてくるかのように見える非常に動的な存在である。

しかし、実際は、Big Dataは目新しいものではない。むしろ、Big Dataは、相当の理由によって、

主流となりつつあり、大きな関心を払われている。Big Dataは、低価格のストレージ、センサー

の普及、データキャプチャテクノロジーにより活用が可能になり、クラウドと仮想化ストレージ

インフラストラクチャ、および革新的ソフトウェアと分析ツールによって、その情報へのアクセ

デジタルユニバース全体

クラウドによる「アクセス」

クラウドサービス
0.8 ZB

1.4ZB

7.9 ZB
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スを向上させることができる。Big Dataは、単なる「モノ」ではなく、多くのITに関する障壁を

越える動的で活動的な存在である。IDCはBig Dataを次のように定義している。 

Big Dataテクノロジーは、高速なキャプチャ／検出／分析の実現により、 

多様なデータで構成された非常に大規模なボリュームからコストパフォー

マンスに優れた方法で価値を引き出すようにデザインされた、新世代のテ

クノロジーとアーキテクチャである。 

Big Dataは、デジタルユニバースの水平的な断面であり、そこにはトランザクションデータ、蓄

積保存されたデータ、メタデータ、非常に大容量のファイルに格納されたデータなどが含まれる。

増加を続けるBig Dataの新しいセグメントの明白な例としては、メディア／エンターテインメン

ト、医療、ビデオ監視が挙げられる。ソーシャルメディアソリューション（Facebook、Foursquare、

Twitterなど）は、最も新しいBig Dataのデータソースである。本質的に、こうしたソリューション

は、ユーザーが（意識的に、または無意識のうちに）自分自身に関するデータをほぼ継続的に提

供するシステムを構築しており、成功を収めたサイトの「ネットワーク効果」のおかげで、生成

される総データ量は大幅に増加している。 

Big Dataは、保存または使用されるオリジナルのコンテンツだけではなく、そのコンテンツの利

用についての情報（データ）でもあることを理解することが重要である。スマートフォンは、ど

のようにしてモバイルデバイスが、さらなるデータソースを生成するのかを示す分かりやすい実

例である。スマートフォンでキャプチャされたデータソースには、位置情報、テキストメッセー

ジ、閲覧履歴、さらには（加速度計やGPSの追加により）動きや方向までもが含まれる（Figure 

4）。 

 

F i g u r e  4  

Big Data とは、生成されたコンテンツではなく、消費されたコンテンツでもない。 
Big Data とは、データを取り巻いているすべてのデータに関わる分析である。 

 

Source: IDC's Digital Universe Study, sponsored by EMC, June 2011 

 

このデータを「取り巻いている渦」をキャプチャして分析することは、明確なBig Dataのビジネ

ス機会であると共に、データセンター管理者を驚かせる要因にもなっている。Big Dataアプリケ

認識されていなかった課題を明らかにし、そのソリューションを見出す

科学的な実験からソーシャルネットワーク、

スマートテクノロジーまでをカバー

より多くの
アプリケーション

より多くの
オンデマンド
アクセス

より多くの
デバイス

より多くの
コンテンツ
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ーションが会社のインフラストラクチャ全体に行き渡るに伴い、データセンターアーキテクチャ

および組織モデルについても発展させていくことが必要になる。クラスター化された環境（大規

模なHadoopグリッドなど）で利用されるITアーキテクチャおよび組織に関するアプローチは、ほ

とんどの組織がデータセンター変革の戦略として推進している、統合され、仮想化されたIT環境

とはまったく異なる。 

Big Dataでは、キャプチャと分析、結果／予測レポートを迅速に行うという要件が生じる。Big 

Dataにより、ITを単なる共有サービスセットとしてではなく、特定の機会および機能向けに的確

に構成できるようになる。ほとんどのITに関する規律（インフラストラクチャからアプリケーシ

ョン、ガバナンスに至るまで）は、1つの統合されたチームに理想的な形で組み込まれ、従来の

エンタープライズITのアプローチとはまったく異なるやり方でBig Dataのユーザーと密接に連携

する。 

クラウドプロバイダーは、Big Data分野のほぼすべての局面で、Big Dataの利用に関わる重要な役

割を果たす。まずクラウドプロバイダーは、データストリームおよびコンテンツの最も重要な収

集者である。次にクラウドプロバイダーは、自社のビジネスを運営するのにBig Dataシステムを

活用する最も積極的なユーザーである。3番目に、クラウドプロバイダーは、大規模なコンピュ

ーティングプールとデータプールを一時的に提供することで、技術面での経験は豊富だがリソー

スに制約のある組織がBig Dataを利用できるようにする。たとえば、クラウドベースのBig Dataプ

ラットフォームにより、小規模なエンジニアリング／アーキテクチャ志向型企業が、自社でBig 

Dataファームを構築しなくても、おおまかに予測可能な短い期間、大量のコンピューティングリ

ソースにアクセスできるようになる。 

Big Dataの実装による究極的な価値は、次に示す3つの基準のうちの1つ以上を実現しているかど

うかで判断される。 

 より有益な情報が提供されているか 

 情報の正確さは向上しているか 

 応答速度は向上しているか 

実際に Big Data がいかに今日の生活に関わっているかを示す例としては、米国の映画レンタル会

社である Netflix を挙げることができる。Netflix では、エンベデッドセンサーによる動的な監視で

生成されたデジタルビデオ映像を分析することで、店舗ごとに製品やディスプレイのレイアウト、

プロモーションスペースを最適化している。Big Data は、CIO にとって大きな機会であり、大き

な課題でもある。ほぼすべての CIO が、IT を組織にとって、より価値のあるものにしたいと考

えている。そして、IT は Big Data プロジェクトの中心に位置付けられる。Big Data のプロジェク

トは典型的には、最重要視されるビジネスの拡大、またはコスト削減の機会が多く存在するビジ

ネスの境界部分に位置する。 

Big Data では多数の課題も生じる。前述したように、Big Data の構築は、現在のデータセンター変

革の計画に大きな影響を及ぼす可能性がある。さらに、Big Data を導入するには、新しい IT 管理

およびアプリケーション開発のスキルセットが必要になる。こうしたスキルを有するスタッフの

数は、当面の間、不足すると見込まれる。しかし、最も大きな課題は、IT に関わる文化の課題で

ある。現在、こうした Big Data プロジェクトの多くが、小規模に集約されたサーバーとストレー

ジを使用し、「ジュニアサイエンスプロジェクト」といった様相を呈している。 

しかし、こうした小規模なプロジェクトは、厳密に管理されない場合、会社全体および業界全体

に対して組織、法的な問題が生じる、第 2の「マンハッタン計画（意図した結果を招かない壮大

な計画）」へと即座に発展する可能性がある。 
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Big Data に関しては、課題が存在するのは事実であるが、機会も多数存在する。Big Data の取り組

みでリードすることは、ビジネスユニットの重要な戦略的パートナーとなったり、企業全体の変

革を推進したりする機会を CIO にもたらすことになる。 

デジタルユニバースの信頼性 

昨年、IDCは初めて、何からのレベルのセキュリティを必要とするデジタルユニバース内の情報

量を測定した。そこで得られた驚くべき認識は、保護する必要のある情報量は、現状における保

護できる能力を超えて増加しているという事態であった。こうした事態が起こっているのは、企

業の従業員がより多くのモバイルデバイスを使用するようになり、消費者が意識的に（および無

意識のうちに）より多くの個人データを共有するようになると共に、企業がこうしたデータを活

用する新しい方法を見つけたためである。 

デジタルユニバースのセキュリティレベルを理解するため、IDCは、セキュリティを必要とする

情報を5つのカテゴリーに分類した。それぞれのカテゴリーは、下に行くに従い、より高いレベ

ルのセキュリティが必要となる。 

 プライバシー：YouTube アップロード時に使用するメールアドレスなど 

 コンプライアンス：訴訟時に検出しやすくしたメール、または保存ルールに準拠したメール

など 

 管理：アカウント情報。この漏洩により、ID の盗難につながったり、ID の盗難が助長され

たりする可能性がある 

 機密：作成者が保護したい情報（取引上の秘密事項、顧客リスト、機密性の高いメモなど） 

 ロックダウン：最も高いレベルのセキュリティを必要とする情報（金融取引、個人ファイル、

医療記録、軍事情報など） 

2010年、デジタルユニバースの28％で、何らかのレベルのセキュリティが必要とされた（Figure 5

参照）。これは、セキュリティを必要とする情報だということに注意していただきたい。実際に

はセキュリティが確保されていない可能性がある。 
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F i g u r e  5  

情報セキュリティの必要性：デジタルユニバースにおける割合  

 

Source: IDC's Digital Universe Study, sponsored by EMC, June 2011  

 

セキュリティを必要とする情報量の増加を引き起こしている原因として、主に企業（従業員を含

む）と消費者という2つが挙げられる。これに拍車をかけているのが、多様なデータのキャプチ

ャ／保持を義務付ける政府の規制と会社のポリシー／プロセスの存在である。 

多くの組織が、ユーザーがビジネスを遂行したり、個人の用事を実行したりするのに使用できる

ラップトップ／タブレット／スマートフォンについて、ユーザー自身が管理できるポリシーを採

用している。ITリソースが次第に、プライベートインフラストラクチャとパブリックインフラス

トラクチャの組み合せで構成されるようになっており、複数の多対多の関係をまたがる形でセキ

ュリティやコンプライアンスに関する責務を果たす方法を見つけ出すというプレッシャーが組織

に対してかかるようになっている。 

この複雑で流動性の高い環境で、情報が、どのように利用、共有、アーカイブ、管理されている

かに対しての信頼感を持つということは極めて重要である。信頼は、情報の生成元、プロセスの

整合性、情報を生成／キャプチャ／管理するコンピューティングシステムのほか、情報にアクセ

スできる個人または事業体の認証情報／IDと関連している。 

この信頼性に関する議論を展開していこう。オンラインデータコレクションはより積極的に行わ

れ、データマイニング分析とBig Dataにより、企業は個別の消費者をプロファイリングすること

が可能になる。そして個人は、モバイルデバイスアプリケーションの利用およびソーシャルネッ

トワーキングサイトへの参加により「デジタルシャドー」を拡大している。その結果、弁護士、

学識者、規制当局などから、現在のプライバシーおよびデータ保護体制の見直しを求める声が増

えている。 

数年前、IDCはデジタルシャドーの概念を紹介した（Figure 6）。このシャドーは毎年急速に増加

しているが、だいたいにおいてその存在が認識されることはない。デジタルシャドーは、一般公

開された情報であると見なされることもあるが、多くは個人情報として扱うことが望ましいデー

タである。このデジタルシャドーの中には、Big Dataの機会が存在しており、それはより個別化

ロックダウン
機密
管理
コンプライアンス
プライバシー
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されたサービスの促進、より効率的な接続性の管理、グループや個人の集まりの間でのデータの

交換によって生み出される未発見の価値に基づいたビジネスの創出を支援できる。 

 

F i g u r e  6  

デジタルユニバースを加速させるデジタルシャドー  

 

Source: IDC's Digital Universe Study, sponsored by EMC, June 2011  

 

自分達のプライベートクラウドを管理する組織、またはパブリッククラウドサービスを提供する

組織は、機密情報に関する不要なリスクまたは偶発的に生じるリスクを軽減する方法を見つける

必要がある。企業の従業員と消費者（個人）が常に適切に行動すると信頼することはできない。

むしろ、組織は、サイロ化された手作業によるオペレーションを排除し、自動化され、綿密に設

計された信頼できる環境を構築するために、ポリシーとプロセスを統合する必要がある。具体的

には次のステップが必要になる。 

 企業は、プロセスとコンピューティングリソース間の依存関係を把握する必要がある 

 企業は、潜在的なポリシーの競合を特定し、全般的なリスク／コンプライアンス状況に対す

る新しいテクノロジーとプロセスによる影響を分析する必要がある 

 非常に複雑なネットワークトポロジーおよびベンダー関係を管理している IT 組織においては、

複数のシステムをまたいでイベントや変更が生じた場合は、その依存関係を関連付けできる

ことが必要となる。さらに、スタッフ、プロセス、情報、基盤となるコンピューターリソー

ス間の依存関係を追跡できる必要もある 

 企業は、規制および法律に常に準拠していることを示す必要がある 

こうした進歩（モバイルコンピューティング、ITのコンシューマライゼーション、クラウドコン

ピューティング、Big Data、先進的なデータマイニングテクノロジー）を統合することで、多く

の組織が「コンプライアンス追求」型のマインドセットから「リスク管理型」のマインドセット

自分自身に関する情報は、
自分で作成した情報よりもはるかに多い
こうした情報のことを次のように呼ぶ

そして
常に

増え続ける

デジタル

シャドー
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への移行を余儀なくされる。リスク管理フレームワークにより、組織は、情報／ビジネスプロセ

ス／ビジネス関係における重要な局面に対応することができるようになる。リソースには限りが

あるため、組織は、プログラム化されたリスク管理フレームワークを使用することにより、セキ

ュリティおよびコンプライアンスに関する状況への重大な脅威をより迅速に特定し、対処できる

ようにリソースの優先順位を設定することも可能になる。 

アクションプラン 

2007年以降、IDCの「Digital Universe Study」では、デジタルユニバースが急速に拡大している一

方、それを管理するためのスタッフの増加や投資の増額が追いついていないというミスマッチを

取り上げてきた。今回の調査では、CIOと経営幹部の今後10年間のキャリアの大半を決定付ける

ことになる問題を取り上げている。それは、データ間に存在する価値のミスマッチである。デジ

タルユニバースでは、遠くから工場を稼働させ、ソーシャルネットワーキングの大量のトラフィ

ックを利用し、数年前までは不可能であった効率的な方法で顧客を分析し、スマートシティやビ

ルディングや家を構築することができるようになった。しかし、これを実行するには、デジタル

ユニバースにデータが存在する間、対象となるデータを特定できることが必要になるほか、デー

タから組織のための価値を創出する必要がある。 

さらに困難が存在する。CIOとそのスタッフは、検索と検出、情報の分類と管理、情報セキュリ

ティ、情報破棄に関する新しいツールを管理できるが、組織は、デジタルユニバースから引き出

せる価値を活用する準備を整えておく必要がある。 

したがって、今回の調査で導き出されるアクションプランは、技術的なものと組織的なものの2

つで構成される。 

技術的なアクションプランとしては以下のことが挙げられる。 

 メタデータを生成するための新しいツールを調査／研究する。メタデータとは、いつ何のた

めにどのデータが必要かを理解するために必要な情報である。Big Data は、メタデータを介

して利用できるようになる場合に、より大きなメリットを生み出す。 

 仮想化技術をマスターする。単なるサーバーとストレージの仮想化だけでなく、アプリケー

ションの仮想化もマスターする必要がある。セルフプロビジョニングおよびセルフサービス

（メータリングおよび課金を含む）から作業を開始する。 

 可能な限りクラウドに移行する。この移行は必然である。しかし、この移行を実行するには、

プロセスを管理するために、新たなレベルのコミットメントおよび厳格さが必要になる。こ

れは、単なるアウトソーシング契約では済まされない。 

 必須となるデータセット／分析ツールに加えて、どの Big Data プロジェクトが重要な契機に

なのかを決定する。ここから、必須となる新しいツール／技法を用いて、従来のデータ統合

に関する制約やレイヤーを超える企業としてのデータ戦略を構築する。 

 最新の情報セキュリティ戦略とそのプラクティスを常に把握するようにする。 

 高度なストレージ管理ツールの開発および運用を積極的に行う。 

次に、組織としてのアクションプランを示す。 

 戦略を設定して、IT 部門以外の最高責任者レベルと共に、共有リソース（現時点では仮想化、

将来的にはパブリック／プライベートクラウド）への移行プロセスを構築する。この結果、

リーダーシップが確立するほか、企業内において、アクションプラン推進のための政治的な

活動も可能になる。 
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 Big Data から想定される最大の価値を引き出すために必要な分析／管理に関する特定のスキ

ルセット、マインドセット、プロセスを使用して、組織の土台構築を開始する。 

 会社がデータ指向の組織となる活動をする。新しいツール（スマートフォン、iPad から経営

者向けダッシュボード、リアルタイムビジネスインテリジェンスに至るまで）により、容易

にこの活動を行うことができるが、データの内容に基づいて行動できない組織では、デジタ

ルユニバースによってもたらされる恩恵は失われる。このように行動できない場合、必ず厳

しい競合に巻き込まれる。 

 サプライヤーとビジネスパートナーに対し支援を要請する。依然として世界規模の不況下に

あるが、今後 10年間はテクノロジーの復興時期となる。尐なくとも、データおよび情報の利

用／管理を推進している会社のすぐ後ろに追随していない会社は取り残される。 

不況後のビジネスの成長、テクノロジーの復興、今後10年間のデジタルユニバースの拡大は、

CIOとそのスタッフに、そのキャリアで一度しかない組織の変革と成長を推進する機会をもたら

すであろう。デジタルユニバースの膨張は、課題をもたらす一方で、新しく刺激的なデータの活

用を促進することになろう。 
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