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本レポートについて 
このSeagate Technologyレポートは、	
Seagateの委託により、独立系調査	
会社であるIDCが2019年12月から
2020年1月にかけて実施した世界的	
規模の調査をもとに作成されています。	
Seagateは調査結果に基づいて以下の
レポートを編成し、IDCによる分析	
とともに、予測と見解を公表しました。	
IDCまたはIDCのアナリストによって	
提供されたものではないすべての内容、	
データ、分析、または見解はSeagate
によるものです。このウェブ上での	

定量的調査は、カナダ、米国、英国、
フランス、ドイツ、ロシア、オース	
トラリア、日本、インド、韓国、	
台湾、中国の中小企業から大企業に	
所属する1,500名の回答者を対象に	
実施されました（北米375名、欧州
475名、アジア太平洋および日本	
500名、中国150名）。調査回答者の
役職は、CIO、CTO、IT担当部門長、
取締役、執行役員、COO／LOB、	
ストレージアーキテクト、ソリューション	
アーキテクトなどが含まれます。

Seagate Technologyは、40年以上にわたり、データのストレージおよび管理	
ソリューションを提供するグローバル・リーダーとしての地位を確立しています。	
Seagateは、データ環境（データスフィア）を創造し、持続可能なパートナー	
シップを重視しながら、世界クラスの精巧なデータストレージやデータ管理	
ソリューションのイノベーションを構築することにより、人類の可能性を最大限に	
高められるよう支援しています。
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調査結果の要約
かつてないほど増加し、無秩序に膨張
しているデータが、マルチクラウドや	
エッジなど、ますます多様化する	
エコシステム内でデータの動きを	
複雑化させています。また、データを
どこで扱い格納するべきかが複雑で	
あることも、経営部門にとってデータ	
管理の課題を深刻化させている要因	
です。ビジネスに利用できるデータの

大部分が活用されないままになってい
ます。本調査は、現在のデータ管理の
課題を解決するソリューションである
DataOps（データの生成者とデータの	
使用者をつなぐ手法）に照準を合わせて	
実施されました。DataOpsを導入する	
企業の経営部門は、ビジネス成果の	
向上を期待できます。
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調査結果の要点
• 今後2年間で、企業データは年率

42.2%で増加していくと予測され	
ています。

• 企業が利用できるデータのうち、	
活用されているのはわずか32%です。	
残りの68%は活用されていません。

• 現在、企業は平均して約36%の	
データをエッジからコアへ定期的に
転送していますが、この割合は2年
以内に57%にまで伸びると予測され
ます。エッジからコアへ即時に転送
されるデータの量は、8%から16%
と、2倍になる見込みです。つまり
企業にとって、移動するデータを	
さらに大量に管理しなければならな
くなることを意味しています。

• マルチクラウドのエコシステム内で
データを管理することが、この先	
2年で予測されるデータ管理に関	
する最大の課題になり、ハイブ	
リッドクラウドでのデータ管理が	
その課題に僅差で続きます。

• データの有効活用を妨げている要因	
として挙げられる上位5つの課題は、	
次のとおりです。1) 収集したデータを	
利用できるようにする、2) 収集した
データのストレージを管理する、	
3) 必要なデータを確実に収集する、	
4) 収集されたデータのセキュリティを	
確保する、5) 異なるサイロに収集	
されたデータを利用できるようにする。

• データ管理にまつわるこの数々の	
課題の解決策となるのが、データの
生成者とデータの使用者をつなぐ	
手法であるDataOpsです。企業全体で	
DataOpsを最大限導入していると	
回答した企業は、平均でわずか10%
です。回答者の大半が、DataOpsを
「非常に」または「極めて」重要で
あると回答しています。

• DataOpsは、他のデータ管理	
ソリューションとともに、顧客	
ロイヤルティや収益の拡大など、	
明らかに目に見えるビジネス成果を
もたらします。

• データセキュリティの強化は、	
企業が中央ストレージのニーズを	
管理する方法を変える最も重要な	
要因となっています。

• 調査回答者の3分の2は、データ	
セキュリティが不十分であると述	
べました。そのため、効率的な	
データ管理を検討するにあたり、	
データセキュリティを必須要素	
としています。
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世界全体の 
調査結果

 セクション1 
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 第1章 

現在、世界の人口は78億人と言われて
おり、この数は増加し続けています。	
自宅で仕事をする人々も増え、モノの	
インターネット (IoT)、エッジコンピュー	
ティング、エッジデータセンター、	
人工知能 (AI) などのテクノロジーが	
普及し、消費者向けエンドポイント	
デバイスの需要も高まりつつあります。
これらすべてが、企業データ急増の	
要因です。

かつてないほどの勢いで増え続ける	
大量の情報をスマートに管理するため
に、データがどこで、どのように増加	
しているかを、経営部門が把握しておく	
必要があります。この傾向を表す	
「増加」と「無秩序な膨張」という	
2つの概念が、手掛かりとなるのでは
ないでしょうか。

データの増加が示すのは、時間の経過

とともに増加するデータ環境が占める
割合です。データ環境は、人間社会で	
拡大し続ける生きたデータの規模で	
あり、限りない方法で生活を映し出し、	
事細かに示すものとも言えます。

データの無秩序な膨張は、エンド	
ポイントから、エッジ、クラウドまで、	
さまざまな構成要素を介して増加し	
続けるデータの広がりを表します。

データは、現在、過去、そして未来の 
人間のあり方を示すものです。

データの増加と 
無秩序な膨張

SEAGATEの見解

1 IDCによるSeagate「データを再考する」調査は、IDCによって実施され、その集計結果を本レポートで取り上げています。

2020年：企業データの総容量 ‒ 
1ペタバイト (PB)

160TB：その他の保存場所

390TB：エッジ、リモートの保存場所

407TB：サードパーティのデータセンター

498TB：クラウドリポジトリー
（パブリック、プライベート、インダストリー）

570TB：社内管理のデータセンター

89TB：その他の保存場所

193TB：エッジ、リモートの保存場所

201TB：サードパーティのデータセンター

221TB：クラウドリポジトリー
（パブリック、プライベート、インダストリー）

297TB：社内管理のデータセンター

2022年：企業データの総容量 ‒ 
約2.02ペタバイト (PB)

2年間の
平均年間増加率は

42.2%以上

データの年間増加率（推定）図1

出典：Seagate「データを再考する」調査1、IDC、2020年
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データの増加は、その量も前例のない 
規模であり、この状況は今後も続く 
と見られています。本調査により、 
2020年初めから2022年初めまでの 
わずか2年で、企業で生成されるデータ 
量が年間で42.2%増えることが示 
されました。IDCは企業のストレージ
容量を代用して、企業データの量を 
推定しています（図1）。

調査結果から、格納データを増加 
させる最も影響力のある要因として、
次の3点が示されています。

1. 分析の活用の広がり

2. IoTデバイスの普及

3. クラウドへの移行構想

データの無秩序な膨張が反映して 
いるのは、ビジネスデータがいかに 
分散化しているかです。

企業データは1カ所に集約保存されて
いるわけではなく、これがデータ管理を
ますます複雑にしています。

調査回答者は、保存データの約30%は
社内のデータセンター、20%はサード

パーティのデータセンター、19%は 
エッジのデータセンターまたはリモート 
ロケーション、22%はクラウドリポジト 
リー、9%はその他の場所にあると回答 
しています。この分散状況が今後 
2年間で大きく変わることはなく、 
当分の間は、企業のストレージ環境は 
分散した複雑な状態のままであることが
示されています。

企業は、データがどこに存在しよう 
とも、この散在するデータを管理する 
必要があり、その必要性はさらに高 
まっています。

調査結果

IDCによるデータ

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
合計 北米 中国 欧州 アジア太平洋

および日本
通信運輸／

電気自動車
メディア 製造 その他

社内で管理する企業
データセンター

サードパーティが
管理する企業
データセンター

データが集中管理される
エッジのデータセンター
またはリモートロケーション

クラウドリポジトリー
(パブリック、プライベート、
インダストリー）

その他の場所

今後2年間にデータが格納される場所（平均）図2

出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年
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イノベーションを加速するのはトレンドではなく、制約がある中でもより
多くの価値を引き出そうとするニーズです。そして、あらゆる場面で制約は 
避けられません。

データが持つ価値を100%手に入れるということも、その1つです。ここで 
少し、データドリブンな環境について考えてみましょう。データは増加を
続け、そのスピードは加速しています。2025年までに生成されるデータの 
総量は、175ゼタバイトまで指数関数的な増加に向かい、現在1時間当 
たりに生み出されるデータの量は、わずか20年ほど前に1年をかけて生成 
されていたデータの量よりも多くなっています。データには私たちにとって 
潜在的な可能性があります。明晰な頭脳ならば、データが持つパワーを 
活用しようとするでしょう。

データの可能性を最大限に引き出そうとするうえで足かせとなるのは、 
組織的な制限と運用上の制約の両方です。ゼタバイトの規模となると、 
シンプルであってもセキュア、かつ経済的な方法が、データの収集、 
格納、有効活用に必要となります。データを使用する側は、こういった条件を 
気にしたくはありません。それではどのようにして、この大規模なデータ
管理に関する問題を解決し、生活様式や働き方、通勤スタイル、環境保全の 
方法を変えるようなイノベーションを実現できるでしょうか？

こういった制約を慎重に乗り切ると同時に、チャンスに取り組んで最大限の 
価値を引き出すことができれば、イノベーションで最新のトレンドが考慮
されたかどうかなど、重要な問題でしょうか？人の考え方はトレンドに囚
われることもありますが、当初の盛り上がりが企業や社会にとっての価値
につながらなければ、イノベーションが開花することはありません。

大規模な問題を解決しようとするときは、複数の環境を1つに捉えて、 
相乗効果を生じさせることが必要になります」

DAVE MOSLEY 
SEAGATE TECHNOLOGY、CEO

「
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より深い考察
「Global DataSphere」1 の一環として 
IDCによって行われた補足調査から、
企業のデータの増加がこれほどまでに 
進む理由が明らかになっています。

• 2015年から2025年にかけて、 
毎年新たに生成されるデータの 
量は、約26%の複合年間成長率で 
増加しています。

• 2025年に生成されるデータの量は 
最大で175.8ゼタバイト (ZB) に 
なると見込まれています（この 
数値と比較して、2015年は 
18.2ゼタバイト）。

• 2025年に保存される企業データは
9ZBになります。一方、2015年は
0.8ZBでした。

• このトレンドを裏付けるように、 
「データを再考する」調査では、 

多くの企業が収集・格納するデータの
量が拡大し続けていると一貫して 
回答しています。これは、分析の 
利用、IoTデバイスの活用、クラウド 
への移行への高まりが、格納データの
増加に影響を及ぼす3大要因である
ことを示すものです。

• 「Global StorageSphere」2 と 
「Global DataSphere」の研究を 
参考にすることで、データの無秩序な
増加について、より深く理解できる
ようになります。

• 「Global DataSphere」によると、 
2015年には生成されたデータの
65%がエンドポイントに、35%が
コアとエッジにありました。

• 2025年までに、コアとエッジで 
生成されるデータは44%になると 

推定され、この傾向は、分析、 
人工知能、深層学習に加えて、 
企業のエッジにデータを送り込む
IoTデバイスの増加によっても促進
されます。

• データは、コアとエッジの両方に 
シフトしています。2025年までに、 
世界中のデータの80%近くがコアと 
エッジに保存され、これは2015年の 
35%と比べると大幅な伸びです。

• IDCでは、2025年までにHDD、 
フラッシュ、テープ、光学に格納 
される12.6ゼタバイトもの容量が 
企業によって管理されると予測 
しています。このうち51%を 
クラウドサービスプロバイダーが 
管理することになるとの見通しです。 

IDCによるデータ

1 Seagateが委託した「Data Age 2025」、および「Global DataSphere」からのデータ、IDC、2020年5月 
2「Global StorageSphere」、IDC、2020年

エンドポイント - 生成

エンドポイント - 格納

エッジ - 生成

エッジ - 格納

コア - 生成

コア - 格納

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2011年2010年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年

データが生成され格納される場所図3

出典：Seagateが委託した「Data Age 2025」、およびIDC「Global DataSphere」、「StorageSphere」からのデータ、2020年5月
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エッジは、どこにでも、広範囲の	
あらゆる場面に存在し、たとえば次の
ような場所もエッジに含まれます。

• 工場の製造現場

• ビル、建物の屋上

• 屋外の携帯電話通信基地局

• 農場の納屋

• 自律走行車

•  石油、ガス燃料の掘削	
プラットフォーム

エッジは場所であり、特定のモノを 
指しているわけではありません。 
ネットワークの外側の境界で、データ
ソースからは可能な限り近い位置に	
あるものの、最も近い企業やクラウドの	
データセンターからは数百や数千	
マイルも離れていることもあります。
エッジは、リアルタイムの意思決定が
行われる場所です。

エッジとは？

分析を必要とするデータはますます	
増え、エッジでの処理が求められます。

テクノロジーと経済的側面を独自に	
組み合わせることで、より多くの	
データの実用的な収集、保存、処理が
エッジで可能になるはずです。

次の4つのテクノロジーが、データの
重心をエッジに移す推進力となり	
ます。

1. コスト効率が高まり、実用化が	
進むAI

2. 数十億ものIoTデバイスの配置

3. 無線事業者ネットワークの第5 

世代移動通信システム (5G) への	
アップグレード

4. 施設の分散による複雑性を解消し、
ユニット当たりコストを削減する、
エッジデータセンターにおける	
イノベーション

これらのテクノロジーに加えて、	
レイテンシー、データの増加による	
帯域幅の逼迫、コスト、データの主権と	
コンプライアンスといった主要要因に
よって、エッジコンピューティングに
対する需要が高まっています。

従来のデータセンターの外側で膨大な
量のデータが生成されるにつれて、	
クラウドがエッジにまで届こうとして
います。もはや、クラウド対エッジの
構図ではなく、クラウドとエッジの	
融合という概念です。

データに優位性（エッジ）を

SEAGATEの見解
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エッジに保存されるデータ量は、 
コアと比べて速いペースで増加してい
ます。

本調査では、企業が平均して約36%の
データを定期的にエッジからコアへ 
転送していることがわかりました。 
この先の2年だけでも、この割合は
57%にまで上昇すると予測されてい 
ます。エッジからコアへ即時に転送
されるデータの量も同様に、8%から
16%になるとの見通しです。この増加に
対応するには、データ管理計画を立て、
エンドポイントからエッジを通り、 
パブリックやプライベートクラウド、 
インダストリークラウドまで、極めて
膨大な量のデータを移動できるように
しなければなりません。

この状況が企業にもたらすもの

データの無秩序な増加がさらに広範囲
に及び、企業にはますます管理業務の 
負荷が課されることになります。 
データの増加が進めば、データの 
サイロ化につながり、データを必要 
としているのにアクセスできない状況
にもなりかねません。自動化された 
手段なしにこの増加するデータを管理
するには、膨大な人的労力に加え、 
ツールの購入というコスト負担まで 
必要になります。

ストレージ容量が増加すれば、コン 
ピューティングの十分な理解が当然の 
こととして求められます。熟知しない
までも、結局はコンピューティング 
機能の提供が不可欠です。

エッジでは、重要なデータや分析に基
づくインサイトの保存が期待され、 

エンドポイントの取引やサービスから
の低レイテンシー重視の要望が高まり 
ます。同時に、ストリーミングデータの 
分析を実行する分散コンピューティング
も可能になると見込まれています。

ストリーミングデータは、サーバー 
群での分析が完了するまで、ストレー
ジメディアにキャッシュされるものと
考えられています。

そういった理由から、エッジでは 
ストレージとキャッシュ間の境界が 
あいまいになり、特に分析や処理が 
行われるまでの短期間に限りデータが
格納され、その後関連のあるデータの 
みがコアに移動されることを考えると
なおさらです。 

着目ポイント：エッジにおけるデータ

IDCによる分析

定期的にコアに転送

2020年

即時にコアに転送

複数モデルの混合

2022年

エッジで収集・格納

2022年

2020年

2022年

2020年

2022年 

2020年 

2022年

2020年

14%

8%

38%

15%

36%

57%

8%

16%

エッジでのデータ収集方法 
現在と2年後の比較

図4

出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年
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 第2章 

成功している企業は、社内で保有する
データをどう扱うかで、ビジネスの	
成長に直接的な影響が及ぶことを理解	
しています。

データを委ねられる企業、たとえば、

クラウドプロバイダー、スマート	
デバイスの製造メーカー、医療ネット	
ワーク、ストリーミングネットワーク、	
食料雑貨チェーン店などにとって、	
データは収集、分析、各種リポジトリー	

への保存に対する投資を意味します。

そのデータを利用して、投資を有効に
活用できるほど、そこから得られる	
価値も大きくなります。	

データ環境には、生死にかかわるような緊急の 
情報、知識の蓄積、操作指示、製造工程、感情の
記録など、万華鏡のように変化し、拡大し続ける、 
人間の活動情報が含まれています。データは、 
まさに価値の宝庫です。

価値の宝庫 

SEAGATEの見解
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手付かずのデータ
「データを再考する」調査では、 
企業のビジネスデータの大半が未使用、
または非アクティブであると報告され
ています。データは価値をもたらしま 
すが、その価値を得られていないことも
非常に多いです。

• 調査回答者は、社内業務で入手可能な
データのうち、収集できているのは
わずか56%にすぎないと推定してい
ます。つまり、ほぼ半分のデータを
見逃していることになります。

• その56%のうち、企業で使用した 
データはわずか57%です。

• 収集されたデータの43%はほとんど
活用されていません。

• これは、企業が利用できるデータの 
うち、活用されているのはわずか 
32%であることを意味します。 
68%ものデータが活用されない 
ままになっているということです。

取得された
データのうち活用
される割合

57%

43%

取得されないデータ
44%

業務内で
取得されるデータ

56%

ほとんど使用
されないまま

実際に活用されているデータの割合図5

IDCによるデータ

出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年
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全般的に見れば、データは多くの企業
にとって過小評価されている無形資産
であり、貸借対照表には記載されま 
せん。そうではあるものの、新たな 
収入源を開拓し、顧客体験や業務効率を
向上させようと、次第に活用される 
ようになってきています。簡単に言 
うと、財務諸表には正式に表記されな
くとも、データによって企業価値を 
高めることは可能です。

ただし、データの価値を実際に得るに
は、有効活用しないことには意味が 
ありません。調査では、企業が利用で
きるデータのうち、活用されているの
はわずか32%であることがわかりま
した。

データを機能させ、最大限の価値を 
引き出すには、まずデータ自体の価値を
測る手段が必要です。2018年にIDCが 
実施しSeagateに提供された調査結果1

から、少なくとも特定の状況において、
企業データの価値を積極的に数値化 
するシステムとプロセスを整えてい 
るのは、世界中で25%の企業に属する
スタッフに限られていることがわか 
りました。

データを効果的に活用し、競争優位性を
確保しようとする企業には、多くの 
ビジネスチャンスが広がっています。
前述の調査で、同業の他の企業と比較 
して、企業データの価値を活用する能力 
という点で業界でのリーダーシップを 
自認できると考えている企業は、全体の
わずか11%でした。この割合は医療 
業界と輸送・自動車業界ではさらに 
低く、業界でのリーダーシップを自認
している企業は10%未満となってい
ます。

確実に言えることが1つあります。 
多くの企業が、最新データを取り込み、

時間が経過した価値の低いデータを 
低コストのストレージドメインに移行
する、強力なデータレイクを求めてい
るということです。まだ活用されてい
なくても、いつか使えるかもしれない 
データをストレージメディアに休眠状態
で放置して、自社のデータレイクが 
データスワンプ（データの沼地）と
化してしまうのを望む企業はありま
せん。

どのような企業にとっても、データの
価値には、データが生成される業界、
データの用途、最終的に収益化される
可能性やその方法など、数多くの不確
定要素が関係してきます。

たとえば、病院で作成・管理される 
データには、患者の情報、治療計画、
保険と請求、MRI、がんの治療、 
経営・財務データ、広告など、さまざ
まな種類があります。規則により、 
患者が亡くなった後も長期間はデータを
保持しなくてはなりません（こうした

データは、いつか必要になるかもしれ
ませんが、休眠データになる可能性 
もあります）。データセットごとに 
価値は異なり、特に個人情報保護や 
コンプライアンスの要件によって高度に 
安全性が確保されているデータの場合は 
一様とはいきません。将来的には、 
指導／教育または法律に関する用途に
限っても、リモート診療用のビデオセ
ッションや、手術中の外科医の処置、 
ロボット操作の手術工程までが、さまざ 
まな理由で記録され、保存されることに
なります。実際にこのようなデータに 
価値を見出すことができるでしょうか？

IDCは世界全体のデータ環境の価値を
まだ完全には数値化していません。 
とは言っても、1,000名から2,500名の 
スタッフを抱え、収益が10憶ドルを 
超える病院で作成されるデータの 
価値に関して一般的な想定を行うと、
その病院で生み出されるデータの 
価値は数億ドルに達する可能性が高 
いとIDCでは考えています。

データの価値

IDCによる分析

1「Worldwide DATCON」および「VoB」調査、IDC、2018年9月
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すべてのビジネスはデータビジネスです。しかし、企業データは使用され
なければ価値はほとんどありません。データの意味を効率的かつスマートに 
把握するには、データレイクを、何本もの勢いのある河川が流れ込む豊かな 
貯水庫と見なすことです。つまり、入ってくるデータの流れを混ぜ合わせる 
作業が必要になります。完全に性質の異なるデータストリームを相互参照し、 
分析を実行するには、他のデータレイクと共有する必要も出てきます。

自律走行車を例にとってみましょう。まず、1つの企業の1台の車両から 
得たデータを分析することに価値が存在します。その1台の車両データと、
あらゆる自律走行車メーカーの車両データを相互分析することで、さらに 
深いインサイトが得られます。具体的な全体像を把握するために、そこから 
さらに広い範囲を見渡し、その1台の車両データから得た知識と、スマート 
シティを構成する数十億のセンサーが収集するデータを統合します。完全な 
全体像を描ければ、公共安全基準や交通の流れの改善を目指す地域政府や
都市計画立案者にとって有用な情報になるはずです。

組み合わせるピースの数が多くなるほど、より大きなパズルを解くことが 
できます。データを共有し、さまざまな情報の流れを相互参照して分析 
することで、はるかに難易度の高い問題にも取り組めるようになるのでは
ないでしょうか。

このような理由で、データ移動を可能にすることが重要になります。データに 
相互の関連性を持たせるには、データを移動させる必要があり、その結果
としてインサイトを得ることができるのです。｣

RAVI NAIK 
SEAGATE TECHNOLOGY 
上級副社長兼最高情報責任者

「
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企業では、的確なデータを取得して 
識別し、必要とされる場所に保存し、
有用な方法で意思決定者に提供できる
能力が必要とされます。

データの有効化、つまりデータの 
活用は、データの取得から始まります。
IoTアプリケーションの普及による 
データの爆発的な増加を考えると、 
企業は現時点で利用可能なデータを 
すべて手に入れているとは言えません。
これを実現しようとすれば、ITインフ
ラストラクチャーに過度な負荷がか 
かり、多大なコストが発生します。 
確実なデータ管理ソリューションが 
ない場合、データインジェストソフ 

トウェアの機能を利用して、データ 
ライフサイクルの最初の段階でデータの
識別と分類までしなければなりません。
適切に識別と分類ができれば、自動化 
されたポリシーにより、有用活用できる
期間においてデータを保持し、その後、
不要になれば削除またはアーカイブ 
できます。このデータプルーニングに
より、コストが削減され、データ管理
作業の停滞を回避できますが、データ
管理ソリューションテクノロジーの 
発展に伴い、企業はより多くのデータを
取得し、それを利用して人工知能や 
機械学習を強化することも、選択肢と
して検討できるようになっています。

収集データが次に投入されるのは、 
データ分析です。大半はデータレイク
内で実行され、業界またはその他の 
基準に基づく専用のデータ分析ソフト
ウェアがそのデータを評価します。 
データキュレーターやデータサイエン
ティストはこれらのツールを使用し、
データから情報を掘り起こし、意思決
定者に提供します。データはデータ 
レイクに取り込まれるため、データを
分断するサイロを解消し、一見したと
ころ無関係なデータ要素を関連付ける

ことができるようになります。

これこそが、競争優位性をもたらす 
カギです。

ストレージは、情報を分類して分析 
するプロセスに密接に関与するため、
企業のデータ戦略にとって不可欠 
です。ワークフロー、セキュリティ、
リソース管理を改善するのに保存 
されたデータを高い精度でリアル 
タイムにレポートする必要があるため、
高度なデータ管理と分析ソリュー 
ションの需要は高まり続けています。

データを活用する

「データは競争優位性の 
新たな基盤です。構造化、
半構造化、非構造化の 
データ形式も、生成した 
のが人でもマシンでも、 
保存先がデータセンター 
でもクラウドでも、関係 
ありません」

PHIL GOODWIN 
IDC、リサーチディレクター

エッジで行われること

エッジデバイスにより、データ取得に関する固有の課題が生じます。多くの場合、取得して処理する必要のあるデータと、 
一時的なものであるため無視できるデータを認識しているのはエッジアプリケーションのみです。多くの意思決定は、データが 
生成される場所に近いところで行われるものですが、最新の中央集権型のデータ管理インジェストアプリケーションを使用 
すると、人工知能 (AI) と機械学習 (ML) にこの判断を実行させることができます。こういったプログラムでは通常、機密 
データ（個人を特定可能な情報、個人的な医療情報、クレジットカード番号など）を識別し、権限を持たない人物には表示
しないよう自動的にマスクされるため、データ漏えいや不注意によるデータ流出の危険性を低減できます。

IDCによる分析
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ストレージのイノベーションとデータの価値
データの保存方法と保存場所は、企業が
データから得ることができる価値を	
大きく左右します。ストレージの	
イノベーションによってデータの	
価値に直接的な影響が及ぶ例として、
次のような分野が挙げられます。

1. マスキャパシティは、スケール	
メリット（規模の経済）の成功要因
です。アクセスするデータセットが	
大きいほど、分析精度は向上します。
適切なデータ管理を行うには、	
最新のAIやMLの画期的なテクノ	
ロジーが（可能な限り物理的に）	
すべてのデータに確実にアクセスで
きるようにしなければなりません。
これが、Seagateを含むデータ	
ストレージ企業が、面密度の向上に	
開発の焦点を当てている理由です	
(面密度が高いほど、デバイスが	
一定面積あたりに保存できる容量が	
増えます）。

	 面密度のイノベーションへの重点的な
取り組みは、世界最大級のクラウド	
からのデータが根底にあります。	
企業は一般的に90対10の法則、	
つまり、社内データの90%を	

ハードディスクドライブに、10%を	
フラッシュメモリーデバイス		
(SSD) に保存するというルールに	
従い、データを配分しています。

2. ストレージ、ネットワーキング、	
コンピューティングの各機能を横断
して安定したデータ移動を促すた	
めに、ストレージイノベーションに
さらに注力した結果、帯域幅の拡大
につながりました。これは分析にと
って重要です。現在、分析のバック	
ボーンとなっているグラフィックス
プロセッシングユニット (GPU) で
は、情報を高帯域で取り込む必要が
あります。たとえば、帯域幅を拡張	
するため、大規模なAIアプリケー	
ションでは、分離と構成が可能な	
アーキテクチャが採用されます。

3. もう1つのイノベーション分野が	
セキュリティです。デバイスを	
デジタル検証する適切なプロトコルを
ファームウェアと演算機能に実装	
して起動できるようにする、オー	
プンエンクレーブによるデバイスイ
ンテグリティへの投資が続いてい	
ます。システムソリューションは、

コンポーネントレベルとデバイスレ	
ベルでセキュリティが強化されます。
システムのセキュリティが強化され
れば、ネットワークのセキュリティ	
も高まり、ネットワークのセキュ	
リティは結果的に、コンピュー	
ティングのセキュリティ強化につな
がります。

4. 長期的に見ると、データ転送アー 
キテクチャには、適切なタイミングで
ストレージシステムを介したハード
ウェアの高速化とハードウェアの	
オフロードが必要になります。	
具体的には、データセットの圧縮、
暗号化、重複排除は今のところ	
コンピューティングで実行される	
ため、その結果、これらのタスクを
より高いレベルで行うには、大規模	
アーキテクチャの場合、拡張の	
必要性が生じます。これは、イノ	
ベーションによってハードウェアの
高速化とオフロードがストレージ	
またはネットワーク層に移行すれば
不要になります。

SEAGATEの見解
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 第3章 

大規模企業がパブリッククラウドに	
置かれている自社データへのアクセスに
苦戦しているケースはよくあります。
また、クラウドからデータを移動	
するにも手間がかかり、抽出に要する
コストは言うまでもありません。	
このため、パブリッククラウドの	
利用ではデータから最大限の価値を	
引き出すこともできなくなります。	
価値を得るには、データの移動が	

不可欠だからです。この結果、マルチ
クラウドエコシステムでのデータ	
管理を選択し、ストレージオプションを	
組み合わせる企業が増えています。

マルチクラウドとは、複数のパブリック	
クラウドを利用することを意味し、	
データ管理によって調整されます。	
プライベートクラウドのコンポー	
ネントが含まれることもあり、実際、	

一部のデータをパブリッククラウドに	
格納し、一部のデータをオンプレミスの
プライベートクラウドに格納する場合
も、マルチクラウドと呼ばれます。

一部のデータをプライベートクラウドに	
戻すことで、プライベートクラウドの	
メリットとマルチクラウドエコシステムの	
メリットを組み合わせることも可能
です。

1. 財務面の予測が可能、コスト範囲内での制御

2. データが物理的に配置されている場所のIP所有権、保護、制御：たとえば、	
明確な監査証跡が必要なデータや、規制要件の遵守が必須のデータの場合に有用。

3. 頻繁な大規模データセットへのアクセス：データの読み取り／分析頻度が高い	
場合も、ストレージコストの過剰な増大を回避。

4. 機密データセットに関するコンプライアンス遵守：たとえば、プロバイダーと
患者の特定が必要になる重要データ、HIPAAやGDPRなどの法律および規制	
への準拠。

パブリッククラウドによって成長が促された企業は数え
切れないほどあります。しかし、ある程度の規模に到達
すると、多くの企業がパブリッククラウドのみでは 
柔軟性が十分ではないことに気づくようです。

マルチクラウド

プライベートクラウドの優位性：

SEAGATEの見解
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1. 短期間での展開と拡張性：マルチクラウドでは、チームは共通の環境でアプリ	
ケーションやサービスを構築してデプロイすることが可能です。また、グローバルに	
設備投資しなくても、結果としての収益ストリームから利益を得られます。

2. 各種サービスへの幅広いアクセス：これには、アプリケーション、コンピュー
ティング、モニタリングなどのリソースも含まれ、マルチクラウドには、プライ	
ベートクラウドでは通常コスト面で手の届かない高性能コンピューティングを
利用できるという特長があります。GPUの運用には、50万ドルから500万ドル
かかるものですが、パブリッククラウドにアクセスするということは、企業が	
GPUをレンタル利用し、問題が発生すれば解決して、アイドル状態にすること	
なく処理を実行できることを意味します。パブリッククラウドコンピューティング	
へのアクセスにより、最大限のコンピューティングパワーを得て、効率性を	
向上でき、リソースを活用できないままにすることもなくなります。

マルチクラウドエコシステムにまで 
及ぶパブリッククラウドの利点：

ハイブリッドクラウドは、プライベート	
クラウドとパブリッククラウドの	
リソースをシームレスに融合し、1つの	
統合インフラストラクチャをサービス
として提供します。ハイブリッド化	
することで、クラウド間の通信と	
相互運用性、つまりリソースの境界を
またぐ処理機能を確保できます。	
それは、いったいどのようなもので	
しょうか？たとえば、ある企業が	

OEMのエンタープライズサービスを
購入し、共有ビル内のコロケーション
環境に配置して、バックエンドで	
クラウドサービスプロバイダーの	
プロトコルに接続するとします。

ハイブリッドクラウドは、単一の	
ソフトウェアポータル下で管理される
傾向にあり、接続という負荷の高い	
処理はそこで実行され、アプリケー	
ションはソフトウェアのリード層と	

通信する方法を認識しています。

マルチクラウドでは、アプリケーションは
クラウドネイティブとして構築される
傾向にあり、リソースの使用方法と	
実行方法を認識しています。多くの	
場合、ハイブリッドクラウドでは、	
レガシーシステムを取り込んで、	
これをパブリッククラウドの利点に	
つなげる方法を見つけなければなり	
ません。
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50%パブリッククラウド

51%エンタープライズ
プライベートクラウド

36%ホステッドプライベートクラウド

37%マルチクラウド

37%ハイブリッドクラウド

17%インダストリークラウド

1%その他

IDCのアナリストは、マルチクラウドを 
「複数のクラウドサービスプロバイ 
ダーが提供するクラウドサービスの 
利用に関する、複雑なデジタルサー 
ビスの設計に対する組織的戦略または
アーキテクチャ手法」であると説明 
しています。これらの中には、直接競合 

するクラウドサービスもあり、複数の
パブリッククラウドサービスプロバイ 
ダーが提供するパブリックオブジェ 
クトストレージや、異なるクラウド 
サービスプロバイダーが提供するIaaSや 
SaaSなどが含まれます。IDCによると、 
どちらの状況でも、マルチクラウドには

ハイブリッドクラウドよりもはるかに
大きな領域が含まれており、多様な 
クラウドオプションの一貫した管理・
調整に伴うコストと複雑さによっての
み選択が左右されます。

組織的戦略としてのマルチクラウド

企業のITインフラストラクチャに導入している 
クラウドの種類は次のうちのどれですか？

図6

複数のクラウドでのデータ管理

調査回答者は、採用するクラウドサー
ビスプロバイダーを複数にするなど、
幅広くクラウドを導入することを 
示しています。

• この調査では、マルチクラウドと 
ハイブリッドクラウドのデプロイ 
メントが同率であることがわかり 
ました（どちらも37%）。

• 一般的に、ハイブリッドクラウドは
アプリケーション主導です。複数 
クラウドの採用は、時間の経過とと

もに企業内で広がり、業務ライン 
ごとに、特定のタスクに対応した 
異なるクラウドプロバイダーの 
サービスが導入されるようになっ 
ています。

• マルチクラウドを使用していても、
明確な長期的統合計画を必ずしも 
用意しているわけではないと回答 
している企業もあります。

• マルチクラウド環境とハイブリッド
クラウド環境により、多種多様な 

問題を解決することができます。 
データや分析機能が活用しやすく 
なり、コストの削減、管理者による
適切な制御、データセキュリティの
強化にもつながります。

しかし、マルチクラウドとハイブ 
リッドクラウドのエコシステムでは、 
データ管理の点で課題が生じている
ことも否定できません。 

IDCによるデータ

IDCによる分析

出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年
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• 調査回答者によると、マルチクラウド 
環境でのデータ管理が、今後2年間の 
データ管理における最大の課題に 
なると見られています。

• ハイブリッドクラウドでのデータ 
管理が、それに続く重大なデータ 
管理の難問として挙げられています。

重要なポイント

「マルチクラウドのデプロイメントでは、一貫性のある 
調整と管理がはるかに困難になります。各クラウドプ 
ラットフォームにネイティブなインフラストラクチャー 
ツールは、概してその特定のプラットフォームの範囲内で 
動作するように設計されているからです。また、データ
管理や分析のためにパブリッククラウドプロバイダーから 
提供される隣接サービスは通常、ネイティブのパブリック 
クラウドインフラストラクチャで機能するように設計され 
ているため、他のパブリッククラウドプラットフォーム
とは統合できないことや、すべての機能を提供できない
こともあります」

ANDREW SMITH 
IDC、リサーチマネージャー

マルチクラウド環境で
データを管理する

25% 36% 25% 13%

ハイブリッドクラウド環境で
データを管理する 24% 33% 28% 14%

エッジ環境とコア環境間の
データ接続を管理する 22% 34% 30% 13%

どの環境（クラウド、
オンプレミス、エッジなど）で、
どのデータを保持するかを決定する

22% 34% 29% 14%

エンタープライズデータセンターの
範囲を越えて適切にデータを管理
するためのリソースを調達する

21% 34% 30% 14%

エンタープライズデータセンターの範囲を
越えて適切にデータを管理するために必要な

専門技術・知識を構築または採用する
22% 34% 30% 13%

困難非常に困難 ある程度困難 全く困難ではない

今後2年間の複数クラウドでのデータ管理図7

IDCによるデータ

出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年
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IDCの「IaaSView」調査1 によると、 
マルチクラウドの最も一般的なユース
ケースは、パブリッククラウドの 
IaaS上にアプリケーションを展開し、
そのアプリケーションと別のパブリック 
クラウドのIaaS上にある複数のアプリ
ケーション間を定期的に相互連携 
させるという用途です。この構成は、 

アプリケーションレベルでは機能 
します。

ただし、データ管理のレベルとなると、
次のような重大な課題が残ります。

• ワークフローが分断される

• 異なる管理ツールが混在する

• セキュリティ管理を統一できない

• 複数のクラウドプロバイダー間で 
大容量データを共有・移動するのは
負荷が高い

こういった課題により、マルチクラウド 
環境でのダッシュボード作成やレポート
出力といった比較的シンプルなデータ
関連タスクでさえ複雑になり、時間を
要することになります。

より深い考察

パブリッククラウドIaaS上に配置した
アプリケーションと別のパブリッククラウドIaaS上の
複数アプリケーション間で定期的な相互連携がある

パブリッククラウドIaaS上に配置した
アプリケーションと専用インフラストラクチャ上の
複数アプリケーション間で定期的な相互連携がある

特定のパブリッククラウドIaaSから別の
パブリッククラウドIaaSに移植／移行した

アプリケーションがある

プロビジョニング、管理、監視のための
単一のツールセットが用意されており、
すべてのプロバイダーをまたいで機能する

大部分のプロバイダーにわたって同様の
プロビジョニングおよび承認プロセスが

用意されている

プロバイダーごとに、チーム、プロビジョニング、
承認、管理、アプリケーションが異なる

48%

46%

26%

25%

21%

15%

複数のパブリッククラウドIaaSプロバイダーの統合レベル図8

IDCによる分析

出典：「IaaSView」調査2019年、IDC

1「IaaSView」調査、IDC、2019年
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 第4章 

本レポートの前章までに、以下が	
明らかになりました。

• ビジネスデータには膨大な価値が	
あります。

• この価値の大部分が活用されないま
まになっており、企業の経営部門に	

とっては潜在的な収益の損失に	
もつながってしまいます。

• 企業が自社データの多くを収集で	
きていないことが、データから	
最大限の価値を引き出す上での	
障害になっています。

ところが、データ管理が課題となって
いる理由はこれだけではありません。
それはマルチクラウドエコシステムに
固有の問題です。本章では、これらの
問題に焦点を当てます。

データ管理の課題と 
マルチクラウドエコシステム

データの管理
調査では、最も価値の高いリソースの
1つであるデータの管理に関して、 
ますます複雑化する社内データを 
独力で制御しきれているとは言えず、
データ管理について支援が必要で 
あると多くの企業が回答しています。

この主な理由として、エッジとクラウド 
リポジトリをまたぎ、データが広範囲に 
わたってほぼ均等に分布していることが
挙げられます。業界ごとに状況は 
若干異なり、たとえば運輸や電気自動
車業界では大部分のデータがエッジに
ありますが、製造部門では自社管理の 
データセンター内で保存される 
データのほうが多くなっています。

IDCによるデータ

社内で管理する
企業データセンター

サードパーティが管理する
企業データセンター

2020年

30%

その他の保存場所

9%

20%

クラウドリポジトリ
(パブリック、プライベート、
インダストリー）

22%

エッジデータセンター、
リモートのデータ保存場所

19%

現在のデータの保存場所図9

SEAGATEの見解

出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年
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ストレージの主なニーズに社内で対処
する手法が変化してきている最も中心
的な要因について質問したところ、 
回答者は以下を挙げました。

• データセキュリティの向上 (17%)

• データ分析と管理サービス 
(AI／ML、IoTなど）へのアクセスの 
増加 (14%)

• ITインフラストラクチャの運用 
状況の可視化と管理機能の強化 
(14%)

• インフラストラクチャのコスト／ 
TCOの削減 (11%)

• アプリケーションおよび事業部門に
対する、より高速なデータアクセスの
提供 (10%)

サードパーティが管理する
企業データセンター

社内で管理する
企業データセンター

2020年

2022年

エッジデータセンター
またはリモートのデータ保存場所

クラウドリポジトリ
(パブリック、プライベート、
インダストリー）

その他の保存場所

2022年

2020年

2022年

2020年

2022年

2020年

2022年

2020年

2022年

2020年 9%

8%

22%

25%

19%

19%

30%

28%

 20%

 20%

現在と2年後のデータの保存場所の比較図10

データ管理の変化を 
促進する要因

データセキュリティの向上 17%

14%

14%

11%

10%

9%

9%

8%

8%

データ分析と管理サービス
（AI／ML、IoTなど）へのアクセスの増加

ITインフラストラクチャの運用状況の
可視化と管理機能の強化

インフラストラクチャのコスト／TCOの削減

アプリケーションおよび事業部門に対する、
より高速なデータアクセスの提供

データ容量増大の要望への対応

使いやすさの向上

可用性の向上とアップタイムの拡大

サードパーティサービスとの統合による
最新インフラストラクチャの併用

データ保存方法の変化を促進する要因図11

出典：Seagate「データの再考」調査、IDC、2020年

出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年
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経営部門は、データ管理の効率化に向
けた段階的な手順を踏む前に、社内	
データを理解する必要があります。

残念ながら、大半の企業はデータを	
収集しても、大規模なリポジトリに
そのまま放置してしまっているよう
です。

当然、単に大量のデータを収集する	
だけでは、データの意味を理解する	
ことなどできません。社内のデータを
理解していなければ、どのデータを	
収集する必要があり、そのデータから
どのような有用な情報を引き出せるか
も判断できません。

ビジネスリーダーがまずやるべきこと
は、データを収集する理由と、そこ	
から得ようとしているインサイトを	
定義することです。この課題を	

クリアして初めて、特定の目標を	
追い求めることができます。つまり、	
キッチン・シンク・アプローチとは	
逆の手法です。

データを収集するだけなら簡単ですが、
そこから有用な情報を得るのは簡単で
はありません。

データを収集してスマートに選り分	
けるには、ツールの重複、データの	
複雑性、統合、「クリーンさ」と	
適切な相関性の確保といった課題	
への対処が必要になります。

データの収集は、何がビジネス目標を
実現できるか、つまり経営部門が知	
りたいことを中心に据える必要があり、	
これが明確でなければ、データを蓄積
しても期待する価値は得られません。

たとえば、製造業を例に取ってみ	
ましょう。製造業の多くの企業では、
製造エコシステムを管理するために、
マシンラーニングやAIだけでなく、	
大量のIoTデバイスやプラットフォーム、	
センサーを備えたエンドポイントデ	
バイスを導入しています。収集される	
データの規模はかつてないほどです。
経営部門は膨大な量のデータを収集で	
きますが、データから何を引き出した
いのかを把握しないまま、異なる	
プラットフォームで数万台ものIoT 

デバイスがまとまりもなく工場に	
あふれている状態になれば、たとえば	
製造の処理スループットを高めるという
根本的な目的でさえも達成するのは厳
しくなるでしょう。	

経営部門はデータの単なる貯め込みをやめるべき

データ管理を成功させるもう1つの	
方法は、スマートなデータストレージ
ソリューションを選択することです。

ただし、次のような複数の要因が重な
ると、問題が発生します。

• 非標準のアーキテクチャ

• 異なるストレージテクノロジーの	
拡散と共存

• 管理しづらいストレージテクノロジー	
フットプリント

• 可視性の低さ、いわゆる単一画面での	
可視性を備えた保存データの集中	
管理の欠如（オブジェクトやファイル	
ストレージの見え方に一貫性がない)

• どのデータをどこに移動するかの	
判断

• ストレージソリューションに関する
意思決定を左右する法外なコスト

• オンプレミスとクラウド間でひとま
とまりのマルチクラウドストレージ
プールとして認識されない

データストレージ管理のこういった	
課題に対するカギとなる解決策は、	
経営部門がどのように保存データを 
見るかという点に関係しています。	
これは、すべての保存データを、	
まるで1枚のガラス越しに見ているかの	
ように認識できるという発想で、	
データの民主化を超えた、ストレージの	
一体化にまで及ぶ考え方です。CIOは、	
複数のクラウドエコシステムを	
シームレスに見渡せる必要があります。

データストレージの集中管理

SEAGATEの見解
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マルチクラウドエコシステムに	
データを移すことによって示された	
この意味のある課題は、企業がデータ	
全体を制御できるクラウド（オン	
プレミス、プライベートクラウド、	
またはデータがロックインされたままに
ならない貴重なパブリッククラウド）に	

データを格納することで解決できます。

近い将来のもう1つの解決策とされて
いるのは、ストレージの仮想化です。
数多くの企業がイノベーションに取り
組んでいます。このシナリオでの	
「1枚のガラス」は、データストレージ	
管理のソフトウェア層になります。

経営部門にとっての最終目標の達成は、	
1枚のガラス越しのような、遮るもの
がなく、簡単に見通せる状態での	
データの管理から始まります。	
	
	

データ管理の課題

企業は、収集データの潜在的価値を 
フル活用する機会を阻む要因と確信 
している、次の5つの主要課題に立ち
向かっています。

1. 収集したデータを使用できるように
する

2. 収集したデータのストレージを管理
する

3. 必要なデータが確実に収集されるよ
うにする

4. 収集したデータのセキュリティを 
確保する

5. 別々のサイロに収集されたデータを
使用できるようにする

IDCによるデータ

ここで挙げた課題はIT部門で扱う処理 
ですが、すべて経営部門が関心を向ける 
べき問題でもあります。なぜなら、 
企業が見出すことができるデータの 
価値に直接影響を及ぼす存在であり、
それによって収益も左右されるから 
です（これについては、第6章でも取
り上げます）。最新のデータ管理 
ソリューションでは、これらの課題の

解決に焦点を当て、ビジネス経営と 
顧客の両方に可能な限り有益な体験を
提供し、活用できないデータの割合を
少しずつでも減らす取り組みを開始 
しなければなりません。

次の章では、これを実現するうえで 
役立つ可能性のあるデータ管理の 
ミッシングリンクについて詳しく 
説明します。

39%

37%

36%

35%

30%

28%

26%

25%

22%

7%

収集したデータを
使用できるようにする

収集したデータの
ストレージを管理する

必要なデータが確実に
収集されるようにする

収集したデータの
セキュリティを確保する

別々のサイロに収集された
データを使用できるようにする

必要なリソースを確保して、
収集されたデータを管理する

適切なテクノロジーにより、
データを分析する

データ管理のガバナンスと
プロセスを確立する

データの分析に
必要な人材を育成する

選別されたデータを
データの使用者に結びつける

データ活用の障壁図12

出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年
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調査の回答から、製造業はデータ管理に 
おいて出遅れている分野であることが
わかりました。

直観的な印象とはかけ離れた結果かも
しれませんが、この業界はデータ管理
におけるタスクの自動化では最も低い
レベルを示し、データ管理機能の 
完全統合（単一プラットフォームの 
導入）についても最も低い割合を 
示しています。

• 製造業は、マルチクラウドと 
ハイブリッドクラウドの両方に 
ついて導入が遅れています。

• 通信業、CDN／メディア業界と並 
んで、データ管理手法に関する 
満足度は平均を下回っています。

• 通信業と同様に、製造業の回答者から 
データ管理ツールに関する満足度が
低いことが示されています。

• 製造業のデータ管理に関する最大の
課題は、ストレージ管理です。

また、製造業はデータ増加率が最も低
い業界の1つであることが示されました
（平均値の42.2%に対して37%）。

ただし、調査対象の業界の中で、この 
分野は企業データセンターの設置占有率 
（オンプレミス）は最も高くなってい
ます。ここから、製造業のデータ 
増加率が低い理由を、容量の面で 
拡張しづらい傾向にあるオンプレミス 
インフラストラクチャにより増加 
ペースがそれほど加速しないと推測で
きます（特に拡張性の高いクラウド 
インフラストラクチャと比較した 
場合に顕著です）。

製造業ではセンサーやデバイス関連の
データが大量に生成されますが、その
大部分はエッジで生成され、そのまま 
エッジで破棄されることから、長期 
保存のためにコア環境に転送される 
ことがないことも要因であると考 

えられます。

さらに、製造業はデータ管理機能の 
自動化レベルが最も低く、単一の 
プラットフォームへのデータ管理機能の 
完全統合率も最も低いことが示され 
ました（他のすべての業界では19%を 
超えるのに対し、わずか9%にとどまっ 
ています）。どちらのデータポイントも、 
現在メーカーで導入が進む非常に多くの 
コネクテッドアセットによって引き上
げられる可能性はあります。

IDCが実施した「Manufacturing 
Insights 2018 IT and OT Integration 
Survey（製造業における情報技術と
運用技術の融合に関するインサイト
2018年版）」調査では、導入済み 
生産性デバイス資産の80%近くが何 
らかの形でデジタル接続されている 
ことが示されました。ここで疑問なの
は、なぜ製造業で、このデジタル 
アセットとデータ管理の間での分断が 
発生しているのかということです。 
IDCの調査によって、この調査結果と
並んで検討すべき重要な2つの課題が
特定されました。

1.  製造業は重大なスキルギャップに 
直面しています。発展した経済に 
おいて、未来の工場に最終的な 

チャンスをもたらすのがスキルの 
高い熟練者だとしたら、スキルが 
十分ではないことが、企業が対処 
すべき最大の障壁の1つとなってし
まいます。ハードとソフトのITスキル 
という点についても、従業員の高齢
化に加え、自らの意思で工場現場で 
働こうと希望するスキルの高い新しい 
従業員を見つけなければならないと
いう課題にも直面しています。

2.  大部分の製造工場は、現場の資産の
半分を接続できれば恵まれている方
です。これは、アプリケーション、
データセンター、ネットワークだけで 
はなく、ITとOTの融合やセキュリティ 
といった、企業のコアアーキテクチャと 
インフラストラクチャの意思決定に
ついても当てはまります。多くの 
場合、レガシーインフラストラクチャ 
では、工場に導入される大量の 
コネクテッド資産にまったく追 
いつけません。その結果多くの 
工場で、デバイス資産を接続して 
管理するためにその場しのぎの 
プロセスを実装するものの、基盤と
なるインフラストラクチャに包括的
な管理を期待できないままになって
います。

製造業: 外れ値

IDCによる分析
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 第5章 

前例のない速さでデータ量が増大して
いるこの時代に、企業はこのデータ	
すべてをどのように管理すれば、その
価値を活用してステークホルダーと	
顧客どちらの満足度も向上させること
ができるでしょうか？

調査結果から、このデータ管理の	
ジレンマを解消する1つの手がかりが
得られました。DataOpsです。	
グローバルビジネスの環境全体にわ	

たって、DataOpsはデータ管理の	
ミッシングリンク、そしてビジネス	
経営におけるデータ問題の解決策	
として浮上してきています。

IDCではDataOpsをデータの生成者と 
データの使用者をつなぐ手法と定義し、
データ管理戦略を成功させるためには、
これを組み込む必要があると考えてい
ます。

DataOpsは、データ管理の構成要素
です。DataOpsに加え、データ管理
にはエンドポイントからコアまでの	
データオーケストレーション、データ
アーキテクチャ、データセキュリティ
も含まれます。データ管理の目標は、	
データの全体像を可視化し、ユーザーが	
移動中のデータにも保存済みのデータ	
にもアクセスして、最適な価値を	
引き出せるようにすることです。

ここまでのセクションで説明してきた内容から 
浮き彫りになった、1つの難題。

DataOps：データ管理の 
ミッシングリンク

DataOps

すべての地域と業界にわたり、企業 
全体でDataOpsを完全導入していると
回答した企業は、平均でわずか10%で 
した。チャンスはすぐ手に届くところ
にあります。

DataOpsはテクノロジーでもプロセス
でもありません。データの使用者と 
データの生成者をつなぎ、コラボレー
ションやイノベーションを促進する 
ための新たな手法です。

DataOps機能を
企業全体で完全に
実装している

DataOps機能を
部分的に実装している

DataOps機能の
構築を開始している

DataOps機能の
構築を検討・計画
している

DataOps単独
としてはまったく
検討していない

全体 33% 30%7% 21% 10%

運輸／電気自動車 39% 28%7% 17% 9%

通信 31% 35%8% 17% 9%

メディア 28% 32%9% 18% 12%

製造 39% 32%5% 19% 5%

その他 32% 27%6% 25% 10%

DataOps導入の現状図13
IDCによるデータ

SEAGATEの見解

出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年
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データ使用者とは、事業部門の中で 
製品開発、商品の流通、マーケティング、
コスト管理、運用などに対し、組織的な 
意思決定を行う責務を負っている人々の
ことです。一般的には、ジェネラル 
マネージャー、VP、CXO、および 
これらの人々をサポートする人員を 
指します。データ使用者が実際に 
必要とするのはデータ自体ではなく、 
アクショナブルインフォメーション 
(効果的な意思決定を行うための 
実用的な情報）です。

データ生成者は、エンドポイント 
デバイスやIoTデバイスなどのマシンで 
あることも、意思決定者に提供する 
レポートや情報を作成する担当者で 
あることもあります。データ生成者に 
とっての課題は、多くの場合、短期間で 
アクションへ移せるようにどのデータを
収集するべきかと、長期間保持する 
べきデータを判別することです。 
たとえば、デバイスの健全性（稼働 

中かどうかなど）は、必ずしも即時に 
処理する必要はなく、長期アーカイブに
移動できる場合があります。しかし、
デバイスの動作に関するデータ（温度、
容量、速度など）は、即時に分析 
または調整する必要が生じるかもしれ
ません。この種のデータにより、 
予測分析の精度を上げ、イベントの 
相関関係を割り出すことも可能に 
なります。

DataOpsは、特にAIやMLなどの 
テクノロジーを駆使して、コア、 
クラウド、エッジといったデータ 
ソースから抽出したデータを関連付 
ける際に役立ち、また、ELT（抽出、
格納、変換）のようなデータ取り込み
機能を使用して、データレイクと 
同様の頻度で複数のソースから 
データを引き出し、共通の構造体に 
蓄積します。AIは、データを意思決 
定者にとって必要な情報に変換する 
カギにもなり得ます。

異なるソースから抽出したデータ間で
相関関係を割り出すという処理は、 
他の手法を使って容易に行えることで
はありません。難易度が高く、完全に
使いこなせるようになれば、競合他社 
よりも優位に立つことを期待できます。

調査では、大部分の企業が複数の 
ツールを使用して同様の機能を実行 
しており、それが企業のデータ管理に
負荷をかけている原因であることが 
判明しました。

実際に、1つの機能に対して1つの 
ソリューションを適用していると回答
した企業はわずか3分の1程度です。 
これは、企業内に複数の調達担当が 
いる、プラットフォーム間でソリュー 
ションに互換性がない、単にシステムの 
時間的な変遷など、さまざまな理由で
生じます。 

バックアップ／リカバリー

コンテナのオーケストレーション

ポリシー管理

データディスカバリー

データ分類

メタデータ管理

リカバリーのオーケストレーション

保存済みデータに対するデータセキュリティ

移動中のデータに対するデータセキュリティ

データの移行、階層化、配置

34% 47% 16% 3%

33% 41% 20% 6%

38% 41% 18% 3%

33% 46% 19% 3%

33% 47% 17% 3%

33% 44% 19% 4%

32% 45% 18% 5%

34% 45% 18% 3%

34% 45% 18% 3%

34% 46% 17% 3%

不明

一部の保存場所に複数の
アプリケーションを
デプロイしている

企業全体にわたり、
すべての保存場所に複数の
アプリケーションを
デプロイしている

企業全体にわたり、
すべての保存場所に単一の
アプリケーションを
デプロイしている

データ管理機能をもつツールやアプリケーションの 
デプロイに使用される手法

図14

出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年



データを再考する：より多くのビジネスデータを有効活用する — エッジからクラウドへ       |    31    |  

システムごとにポイントプロダクトが
必要になる場合もありますが、統合 
されたデータ管理機能を使用する 
ことは不可欠です。DataOpsは、 
異種のデータシステムを理解可能な 
エンティティにまとめる手法です。 
メタデータ管理、データ分類、 
ポリシー管理が中核として機能し、 
取り込まれたデータは、メタデータ 
管理機能によって、その特質に基 
づいて関連付けられ、管理されます。
このメタデータとデータ分類機能に 
よって、個人を特定可能な情報  
(PII) や、医療保険の相互運用性と 

責任に関する法律 (HIPAA) が管轄する
データなど、特定の種類のデータを 
識別します。データが分類されれば、 
AIアルゴリズムを展開して、データを
自動的に認識し、関連付けることがで
きるようになります。

DataOpsは特に、AI駆動型アプリケー
ションに欠かせない反復学習に適して 
います。これは、従来のデータ分析手法 
とは逆のアプローチです。従来の 
分析では問題を取り上げ、解決策を 
探します。一方、DataOpsはデータを
関連付け、そこからインサイトを 
探します。たとえば、消費者が一見 

したところ関係のない製品を同時に 
購入していることがデータから判明 
した場合、これによって商品の宣伝や
配置をより効果的に行うことができ 
ます。また、特定の購買層の傾向を 
つかみ、重点的なマイクロマーケ 
ティングにつなげることもできます。 

効果的なDataOpsを妨げる要因とな
るのは、テクノロジーだけとは限り	
ません。経営部門は企業文化と業務	
スタッフの課題を認識する必要が	
あります。

企業がサイロに分かれて運用されて	
いる場合、競合する別々のグループが	
それぞれ独自の目標に向かって取り組
んでいることは非常によくあります。	
求められているのは、データの制御と、	
その維持です。データを制御できな	
くなると、原動力であるデータを失	
うことで、意欲までそがれてしまった
ように感じるのではないでしょうか。

その結果、データは異なるサイロに	
分断されて保存、管理、分析される	
ことになります。

同一企業内でさまざまなグループが	
同じ未加工の企業データにアクセスし、
それぞれが分析を行っても、出力結果が	
一致しないことはよく起こります。	
これはデータのグローバルリポジトリを	

利用できていないためです。

このような人的要因を解決するには、
経営部門の戦略から開始する必要が	
あります。この戦略では、グローバルな	
スタンダード、データアーキテクチャ、	
データ管理を策定し、企業全体で同一の
分析ツールに同じようにアクセスで	
きるようにしなければなりません。

IT部門にレポート作成機能を戻すこ	
とで、すべてのグループが利用できる	
共通のツール、機能、ソリューションを	
提供できるようになります。企業内の	
各グループが独自データに対するサイロ
化された管理から抜け出し、IT部門が
設定したツールによる共通の管理に	
移行します。

こうすることで、信頼性の高い全社	
共通でアクセス可能なデータプールから
得たインサイトに基づいて、それぞれの	
チームが自由に意思決定を行えるよう
になります。

DataOps：人的要素

SEAGATEの見解
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• 回答者の大半が、DataOpsを	
「非常に」または「極めて非常に」
重要と回答しています。

• DataOpsは、北米と中国では最も
重要であると見なされています	
(セクションIIの地域別の分析結果を
参照）。

• すべての業界にわたり、DataOpsは	
重要であると見なされていますが、
その中でも運輸業界では他の業界に
比べてわずかに高い必要性が示され
ています。

• この調査は新型コロナウイルス	
感染症 (COVID-19) のパンデミックが	

発生する前に実施されていますが、
在宅勤務の継続的な増加に伴い、	
クラウドサービスへの移行がすでに	
加速していることから、DataOpsの	
必要性は今後さらに高まると予測	
されます。

世界中のビジネスリーダーがDataOpsの必要性に賛同

それほど重要ではないある程度重要重要非常に重要極めて重要

全体

北米

中国

欧州

アジア太平洋
および日本

42% 24%23% 10% 1%

40% 17%34% 9% 1%

0%52% 15%29%

44% 28%15% 11% 3%

37% 29%21% 12% 1%

3%

DataOpsの重要性図15

出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年
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 第6章 

調査結果により、データ管理の問題に
対するソリューションの大部分は、	
データ使用者とデータ生成者をつなぐ	
手法とそれに伴うプロセスである
DataOpsの実装に関連することが	
わかりました。なぜ、DataOpsが	
有用であると言えるのでしょうか？	

調査結果には重要な内容が示されてい
ます。

DataOpsは、分析を通じて可能になる	
データオーケストレーションや効果的に
機能するデータアーキテクチャなど、
その他のデータ管理ソリューションと
連携して、確実にビジネス成果を拡大	

します。たとえば、顧客ロイヤルティや	
顧客満足度の改善、利益・収益の	
増大、従業員の定着率と生産性の	
向上などです。

このため、DataOpsは企業の競争	
優位性に対して立証済みの影響力を	
持つと言えます。

調査結果からようやく得られた、経営部門にとっての 
明るい兆し：

ビジネス成果の拡大

SEAGATEの見解
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競争優位性
効率的なDataOpsは、AIモデルを 
短期間で構築・トレーニングし、 
大規模な分析をデプロイするための 
基盤です。こういった高度な分析結果
は、競争優位性の確保につながります。

調査から、精度の高いデータ分析に 
よって、企業業績に有意な改善が 
もたらされることがわかりました。

以下のグラフでは、データ分析が 
向上したと回答している企業で、どの
部門が強化されたかを示しています。
長い年月をかければ大抵の企業で 
改善が見られるのは当然であるため、
改善の速度が重要であることにも 
留意してください。

最も短期間で改善できる企業が、 
競合他社よりも高いビジネス上の 
成果を期待できます。図16の結果には
DataOps単独の効果は反映されてい 
ませんが、DataOpsがデータ管理を 
改善するための最新かつ最先端の手法
であることに変わりはありません。

多くの企業にとって、企業業績の 
向上を表す上位3つの指標は、以下の
とおりです。

1. 収益の増加

2. 利益の増加

3. 顧客満足度／ロイヤルティの向上

ただし、データ管理と分析による 
業績の向上は企業全体に見られ、 
以下のような点も含まれます。

• 従業員の生産性の向上

• 従業員の定着率の向上

• コスト削減

• 法規制コンプライアンスの遵守

• 新規顧客獲得数の増加

より積極的な成果として、新規顧客獲
得数の増加が挙げられます。これは 
明らかに、収益増加にとって重要な 
要素です。

IDCによるデータ

従業員の生産性

収益

利益
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企業の業績向上を目的とした、データ管理と分析に対する 
投資の成果を測定する指標

図16

出典：Seagate「データのを再考する」調査、IDC、2020年
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DataOps：データを通じた顧客満足度の向上と利益の確保
この調査では、DataOpsが円滑に	
機能することがデータ管理の要となる
ことがわかりました。これにより、	
企業はデータからより多くの価値を	
引き出し、利益や顧客満足度などの	
企業業績を高めることができます。

それでは、企業はどのようにそれを	
実現できるのでしょうか？

前章でも触れたとおり、この難問を	
解く方程式における人的要素に関して、
どれだけ強調してもし過ぎることは	
ありません。データをサイロに閉じ	
込めるのは人です。

そのため、効果的にDataOpsを導入
する方法は、単に適切なツールを	
使用すればよいということにはなり	
ません。確かに、適切なツールは	
重要です。仮想化ツールは、必須で	
はないとしても、データの抽出と	
処理という点で非常に有用です。	
ソフトウェアの仮想プレーン（たとえば	
Kubernetesは、コンテナ化された	
ワークロードとサービスを管理する	
ための、移植と拡張が可能なオープン	
ソースプラットフォームであり、	
宣言型コンフィグレーションと	
自動化の両方を促進します）であれ、
アプリケーションデプロイメントの	
抽象化メカニズムである仮想マシンで
あれ、仮想化レイヤーによりデータ	
管理を合理化することができます。

ただし、DataOpsで仮想化を実装する	
には、データに関する判断から始める
必要があります。ツールを機能させる
のは難しくありませんが、データ	
ガバナンスとそれを中心とした	
プロセスに従ってデータに関する	
意思決定を行う企業の経営部門に	
とっては扱いにくい問題です。

経営部門は目標の設定から始める	
必要があり、多くの場合これには	

顧客満足度と収益の向上が関係して	
きます。この目的を達成するには、	
経営部門で自由にデータを取り出せる
ようにしなければなりません。	
さまざまなソースから得たデータを	
整理して、以下のようなガバナンスに	
関する問題を解決する必要があります。

• 誰にどのデータへのアクセス権を	
付与するか

• データをどのように分類するか

• どのデータをどこで保持するか

• 分析後のデータをどのように扱うか

• どのようにしてデータを使用可能に
するか

• どのようにしてデータを相互に	
関連付けるか

これらの項目を決定するために、	
経営部門、データ管理部門、CIOは、
内容領域専門家 (SME) に相談します。	
SMEと連携して行うのが、データの 
識別、評価、浄化（不正確なレコードの
検出と修正）、検証です。特定の	
種類のデータについての深い知識を	
持っているのはSMEのみであるため、	
SMEの参加は不可欠と言えるでしょう。

SMEが加わり、経営部門の指示に基
づいて、データ管理者の進行により、	
主に次のような問いに決定を下します。
どのデータからどのような有用情報を
引き出したいのか？それから何を	
知りたいのか？それをどのように	
活用したいのか？

ある企業が製造する1つの製品に対	
して収集されるエントリーポイントの
パラメータだけで、10,000ほどにな
ることもあります。たった1つの製品
についてこれらのポイントすべての	
情報を保持しようとすると、どこに	
保存して、環境間でどのように移動	

させるかを定義する明確なデータ	
アーキテクチャがなければ、データが	
データスワンプに埋もれてしまう	
リスクがないとは言えません。製品設計
エンジニアや品質エンジニアとともに
10,000個の中から最重視すべき	
パラメータを決定し、それから選別	
したデータを詳しく調べて追跡する	
ことで、コンポーネントとソリュー	
ションを構築するためのより効果的な
工程を進めることができます。

調整、意見の抽出、分析、言語にまつ
わる合意、データ分類など、データガ
バナンス策定の重要作業（次の章で	
さらに詳しく解説します）を、仮想化	
ツールによって促進される、ほぼ自動化	
されたダウンストリームプロセスに	
移行することも可能です。

DataOpsのこの二重プロセスにより、	
顧客満足度の結果が高まる可能性が	
あります。データのガバナンスと	
フローが最適化されることで、より	
品質の高いサービスを提供できるよう
になり、これが購入商品に対する顧客の	
感情に直接の影響を及ぼすためです。
前の章でIDCのアナリストが指摘した
とおり、提供のスピードも重要になり
ます。短期間で結果を得られるほど、
顧客満足度は高まります。データに	
より素早くアクセスできるというこ	
とは、顧客も企業の経営部門もより	
素早く決定を行うことができるように
なるからです。

以上が、経営部門の意思決定から始まる
プロセスによって、DataOpsを使用
したデータの最適化を通じて、顧客満
足度と収益を高めるという目標を達成
する方法になります。

つまり、大部分のデータの生成は 
意図的であるべきということです。

SEAGATEの見解
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 第7章 

DataOpsに加えて、データセキュリティは 
特に検討すべきデータ管理の固有要素

データセキュリティと 
データ管理

調査回答者の3分の2は、データ  
セキュリティが不十分であると  
述べました。そのため、効率的な 
データ管理を検討するにあたり、 
データセキュリティは必須要素と 
しています。

データセキュリティについては、 
IT部門と業務部門のどちらの責任者と 
も一貫して、最大の懸念また優先事項と
見なしています。データ漏えいが 
発生すれば、直接的な経済的損失、 
規制違反に対する莫大な違約金、 
評判の失墜や顧客離れなどにつなが 
ります。マルウェア攻撃を受ければ、 
企業機密の盗難や、従業員の生産性 
低下、データが回復不能になること 
もあり、ランサムウェア攻撃により 
財政上の損失や逼迫に陥る危険性は 
高まるばかりです。

それにもかかわらず、調査対象の 
多くの企業は、企業全体にわたる 
共通のデータセキュリティ対策を 
実装していませんでした（図17）。

図17の結果は、企業のセキュリティに
対するオール・オア・ナッシングの 
アプローチを表しているのではあり 
ません。たとえば、1人の回答者が 
保存済みデータの暗号化対応については

「はい」と答え、その他のすべてに 
「いいえ」と答えている場合もあります。 
つまり、大多数の企業が環境内に少な
くとも何らかの重大な脆弱性を抱えて
いる可能性が高いということです。

IDCによるデータ

移動中のデータの暗号化

データストレージ設備の
物理的セキュリティ

機密情報の扱いに関する
従業員のトレーニング

保存済みデータの暗号化

データのマスキング

データの保存場所と
移動に対する制限

36%

34%

34%

32%

32%

32%

主要なセキュリティ対策を 
完全に実装している企業の割合

図17

出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年
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企業データのセキュリティに関する	
最大の誤った通説は、難題はテクノロ
ジーに関連している部分であるという
考えですが、実際はそうではありま
せん。

課題は、リスクごとにデータ分類の	
整合性を持たせ、データの保存と	
保護の方法を統一することにあります。
これは、DataOpsの場合と同様に	
人的要素です。

テクノロジーの選択は、結局は経営部門の	
意思次第で決まります。たとえば、	
保存済みデータを保護したいならば、

自己暗号化デバイスを購入し、それで
問題解決です。

データ生成者やデータ使用者である、
社内でデータの作成、処理、分析、	
移動を行うスタッフの教育は、また	
別の問題です。セキュリティ教育を	
受ける社内のデータ生成者やデータ	
使用者の数が増えるほど、ビジネスが
うまくいくということを、経営幹部は	
忘れてはなりません。データセキュ	
リティに関する経営部門自体の教育も	
成功のカギになります。これによって、	
積極的な取り組みが促進されるから
です。

データセキュリティに関する教育は、
民主的に行われる必要があります。	
データの保護（およびそれに伴う	
教育）は、他のスタックにも組み込	
まなくてはならず、単にCISO、CIO、	
IT管理者、セキュリティチーム、法務
担当の占有領域にしておくことはで	
きません。データ所有者も関与する	
必要があります。

結論：経営幹部であるならば、データ
漏えいやデータ損失が発生するまで	
放置せず、データセキュリティは企業が	
データから獲得できる価値の基盤で	
あるという事実を把握するべきです。

データセキュリティ：人的な問題

1. データ分類：部門間のさまざまな意思疎通が必要になる非常に手ごわいタスクで	
すが、データの分類は不可欠です。企業内でデータの生成者、所有者、使用者	
すべてが、データ分類の基準に沿って、データを種類ごとの分類にマッピングする	
必要があります。定義と整合というこの手順を通らなければ、どのようなデータ
保護プログラムも失敗は免れません。シンプルさの維持を意識してください。

たとえばSeagate Technologyでは比較的大まかな基準に従っていましたが、
最終的にチームで統一を図り、機密、部外秘、社内限定、公開という4つの	
データ分類にたどり着いています。

2. データフロー：経営部門は、計画的または意図的であるかどうかに関係なく、
企業データがどこを流れているのかを把握する必要があります。何が正確か
つ有効であるかを判別することは、制御を定義するうえで重要な手順です。	
データフローを把握すれば、最大のリスクがどの領域に潜んでいるかを特定で
きるようになります。

3. アクセス制御：ロールベースアクセス制御 (RBAC) は最も基本的な形式の	
アクセス制御ですが、これだけで包括的な制御ができるケースはほぼありません。	
アクセスが必要なユーザーにのみアクセス権を付与するという考え方は容易に
理解できますが、この原則を実装して維持するのはもっと困難です。データの	
機密度が（データ分類ごとに）高くなるほど、実装も厳密になります。RBAC
以外に検討対象となる他の制御として、次の手法が挙げられます。

• ファイル権限管理 (IRM) -	より粒度の高いアクセス制御（所定のアセット	
ごとに印刷、編集、コピー／ペーストなどの機能を制限）を使用する、	
ファイル単位の暗号化による制御

• その他のアクセスメカニズム -	ブラウザーのみのアクセス（ダウンロード	
不可）、スクリーンショット／キャプチャーを防止するウォーターマーク	
(透かし画像）など

データ保護の主な手順

SEAGATEの見解
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完璧に実装されたデータセキュリティプログラムと聞くと、威圧的な印象を受ける場合があり
ます。そうすると、「できるところから、まずは行動に移す」というほうが、賢明な考え方に
思えるのではないでしょうか。たとえばこのプログラムに圧倒されて、直ちにすべて実装する
など不可能だと頭を抱えてしまったとしても、経営責任がある立場ならば、まずは最も重視	
すべき最低限必要な手順だけ対応してから、緊急性の比較的低い保護機能を後で整えようと考
えるはずです。

このような場合に、最大のリスクから防御するために必要なデータセキュリティの「必須要件」を	
以下に挙げます。

1. 移動中のデータの暗号化：最低限でも、すべてのリモートアクセスに対してセキュアな	
プロトコルとサービス（HTTPS over HTTP、SFTP over FTP、IPSec、SSL VPN）のみを	
使用します。これは難しくはありません。セキュアな通信を介するツールを使用して、正しく	
設定し、これを標準としてコンプライアンスを適用するだけです。

2. 保存済みデータの暗号化：ノートPCやモバイル端末は、データにとって最大のリスクです。	
ストレージアレイやサーバーは通常、アクセスが制御されたデータセンターに配置されている	
ため、車から盗まれたり、タクシー内でポケットからこぼれ落ちたりする恐れはほぼありま
せん。まず最大のリスクから対処します。ノートPCには、社内管理のフルディスク暗号化を	
適用します。モバイル端末には、モバイルデバイス管理ポリシーで規定されるファイルシステム	
暗号化を適用します。

3. ユーザーの教育：本レポート全体を通じて指摘していることですが、ユーザーは最強の制御	
ポイントになることもあれば、最も制御の利かない脆弱ポイントになることもあります。	
経営部門では、すべての従業員に対し、ベストプラクティスとリスクについて教育の受講を	
徹底する必要があります。立ち止まり、考え、保護することが大切です。

データセキュリティの基礎

SEAGATEの見解
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 セクション2 

地域別の 
調査結果
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 第1章 

APJの回答者は、オーストラリア、日本、インド、 
韓国、台湾を拠点としている人々です。 
この調査の目的上、中国は単独の地区として扱い、 
このカテゴリーには含めていません。

アジア太平洋および日本

アジア太平洋および日本のような 
地域を取り上げ、それを1つのまとま
りとして特徴づけるのは、ますます難 
しくなってきています。テクノロジーの 
進歩は、この多様な地域全体で均等に 
行き渡っているわけではないからです。
とは言うものの、調査ではこの地域の 

5つの技術先進国を対象としています。
ただ、この5か国でさえも、この地域に 
おけるデータ管理機能の統合状況は 
依然として発展途上であると結論付 
けざるを得ません。

次の調査結果によって、この地域と 
他の地域の相違点がわかります。

• ポリシー管理に関して企業全体で 
単一のアプリケーションを使用して
いると回答したのは、アジア太平洋
および日本では34%です。これは 
北米 (NA) と欧州に後れを取る形 
となっています（図1）。

IDCによるデータ
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アプリケーションを使用していると回答した割合

図1

出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年
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• DataOpsを「極めて重要」、「非常に 
重要」、または「重要」と回答した
割合は87%でした。（図2）。

• アジア太平洋および日本 (APJ) では、 
高度なデータ分析と、データを 
自動的に収集するIoTデバイスの 
普及拡大により、今後2年間で 
データの増加がますます進むと見込
まれます。APJの企業では、他の 
地域の競合企業とは異なり、クラウド
への移行の結果としてのデータ 
増加はそれほど大きくはないと 
予測されています（図3）。

• 今後数年で直面するであろうデータ
管理の問題に、最も関心が薄いのは
APJの企業でした（図4）。

• APJの企業データはあまり動的で 
はないようです。他の地域のデータ 
ほど移動しません。それでも、今後 
2年間で、APJの企業データの7%が
クラウドに移行すると予想されます
(図5）。

それほど重要
ではない

ある程度重要

重要

非常に重要

極めて重要

北米 中国 欧州 APJ

40%

17%

34%

9%

1%

52%

15%

29%

44%

28%

15%

11%

3%0%

37%

29%

21%

12%

1%
3%

高度なデータ分析の利用拡大

自動的にデータを収集する
IoTデバイスの利用拡大

オンプレミスアプリケーションから
クラウドへの移行

SaaSアプリケーションの利用拡大

エッジアプリケーション開発の促進

レガシーアプリケーションの最新化

オンプレミスアプリケーションの
デプロイメントの増加

オペレーティングシステム (OS)
 環境の変化

中国APJ

54%
54%

51%
44%

37%
45%

36%
40%

32%
38%

26%
29%

32%

32%
33%

17%

DataOpsの重要性図2

データ増大に影響を及ぼしている要因図3

出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年

出典：Seagate「データを再考する」アンケート、IDC、2020年
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アジア太平洋および日本 (APJ) には、
たとえば欧州の一般データ保護規制 
(GDPR) のような、国境を越えての 
データ移動を制限する、地域全体に 
わたる法律や規制はありません。 
データ主権への問題意識が他の地域 
ほど高くないか、少なくとも扱い方が 
異なっています。統一されたポリシーに 
よる手法は、大規模かつ一貫性のある 
データ管理を行ううえで、最も効率的で 
自動化された方法です。

これを実施しているとの回答が4分の 
1に過ぎないということは、この地域の 
企業の大部分はデータ管理機能の統一
に苦労していることを示しています。 
APJでデータ移動を阻んでいる潜在的
要因の1つは、この地域を非常に異種
混合的なものにしているさまざまな 
言語と法律であり、これにはローカライ 
ゼーションとコンプライアンスに関 
する多くの要因が伴います。

次のデータ管理の問題に対して「極めて
困難」または「困難」と回答した割合を 
見ると（図4）、APJは調査全体の 
平均よりも一貫して低くなっています。 
APJの回答者が、他の地域ほどデータ
管理に関する問題にプレッシャーを 
感じていないように見えるのはなぜで
しょうか？データ管理の成熟度に関係
しているというのが、Seagateでの 
仮説です。

APJでは他の地域と比較して、企業の
データ管理に対する全般的アプローチ
について、最も低い平均満足度が示 
されています。また、APJではデータ
管理ツールについても、最も低い平均
満足度が示されていました。データ 
管理の運用とツールに対する満足度が
このように低いことは、この地域での
ツールとプロセスの成熟度が初期段階 
にあることの表れと見るのが妥当なよう
です。APJの回答者が運用とツールに
満足していないのであれば、高度な 
データ管理タスク（マルチクラウドや
ハイブリッドクラウド環境でのデータ
管理など）を追求しようとする企業の 

割合は、この地域ではもっと低くなると
思われます。APJの企業は、単にまだ
データ管理戦略の運用面と技術面の 
改善に取り組んでいる最中であり、 
より高度なタスクに向かうのはこれ 
からなのかもしれません。

とは言うものの、APJ（中国も同様）は、 
データ分析とIoTの分野では先導して
おり、これがデータの増大を推進する
最大要因となっています（図3）。 
これは、この地域のOEMサプライヤー 
など、各種製造業者でのデバイス利用の
拡大によるものと見られています。

この調査結果が意味すること

IDCによる分析

他の地域と比較すると、APJでは	
企業のデータ管理の統合がまだ進んで
はいませんが、各社の経営幹部には、
デジタル活動を根本から変えてしまう
ような世界的パンデミックも例外で	

はなく、将来的なニーズに対するより	
適切な素早い対処が求められています。

企業のデータ管理では、1) データを	
適切に分類し、達成すべき目標を	
明確にするように経営部門を促す、	

2)	意思決定の中心に分析を位置付ける、	
3) データドリブンな将来に向けて	
人員の準備をする、というニーズが	
あります。	

成長の機会と教育

SEAGATEの見解

北米 57.5%

78%中国

54.8%欧州

51.7%APJ

今後2年間でデータ管理が「極めて困難」
または「困難」になると予測している 
企業の地域別割合

図4

出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年
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IDCの指摘にあるように、統一された
ポリシーによる手法は、大規模かつ一
貫性のあるデータ管理を行ううえで、
最も効率的で自動化された方法です。	
ではアジア太平洋および日本 (APJ) で
統一されたポリシーとDataOpsの	
どちらも他の地域ほど重視されてはい
ない理由は何でしょうか？

第一に、個人情報の保護を除き、	
APJ諸国の政府の多くは従来から民間
企業のデータ管理に干渉してきません
でした。

第二に、この地域の大多数の国の企業
は、全社的なデータポリシーによって
データ価値を最適化できるという認識
がまだ高くはない状況にあります。	
経営幹部は、統一されたデータ	
ポリシーとDataOpsのメリットを	
よく理解し、導入を検討するべきです。

第三に、企業のITインフラストラクチャを
カスタマイズしてAIを使用できるよう
にし、特にリアルタイムでのデータの
収集、分析、使用を可能にするエッジ
デバイスを使用できるようにする必要	
があります。自動制御により膨大な量の	
データを収集するハードウェア	

プラットフォームとソフトウェア	
プラットフォームを含む安定した	
インフラストラクチャを用意することが	
重要です。経営部門は社内のIT部門と
緊密に連携して、最も適切なプラット	
フォームを確保し、必要な場所に	
確実に配置する必要があります。	
これは多くの企業にとって、エッジ	
デバイスをオフサイトではなく、	
工場設備の近くに配置することを	
意味します。

第四に、従業員は再度トレーニングと
研修を受けて、効率性を高める必要が	
あります。これは、データアジリティの	
実現に関連します。企業は適切な	
スキルを持つ優秀な人材を新たに調達
するにしても、既存の従業員に再度	
トレーニングや教育を行うにしても、
ビッグデータを活用した意思決定に	
精通する優れた人材ベースを構築しな
ければならないということです。その
結果として、将来のデータドリブンな
環境で成長する人材を確保できるで	
しょう。

第五に、企業は将来に備えてより	
長期を見据えた投資を検討する必要が
あります。新型コロナウイルス感染症 

(COVID-19) によるパンデミックが	
日常生活に示したように、長期間に	
わたる備えが非常に重要です。

APJの企業は総じて、データ管理に	
よっていかにデータの価値を高める	
ことができるかを理解するまだ途上に
あると言えます。この地域では、	
たとえばクラウドへのデータの配置や	
データの保存場所の変更といったことに
なると、他の地域よりもわずかながら
保守的な傾向があるようです。この	
地域で変化を促す最大の促進剤は、	
データセキュリティの強化です。

手段に関連することであれ、不十分な
データ教育であれ、データの処理に	
関しては安全圏から出ようとしない	
傾向にあります。増え続けるデータの
価値を最大化するために、DataOps

に投資するというチャンスが、APJに
はあります。

在宅勤務がこれまでになく広がる結果
となった世界的なパンデミック発生の	
余波で、企業によるデータ管理への	
より本格的な取り組みがさらにいっそう	
重要になっています。

北米 中国

欧州 APJ

社内で管理する企業
データセンター

サードパーティが管理
する企業データセンター

エッジのデータセンター、
またはデータが集中管理
されるリモートの保存場所

クラウドリポジトリ
(パブリック、
プライベート、
インダストリー)

その他の場所

-5%

7%
3%

-1%
1%

-12%

9%
20%

-10%

-13%

0%-3%2%

-9%

14%

-4%0%-1%

-10%

10%

データ保存方法に関して今後2年間に予測される変化図5

出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年
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 第2章 

この調査の目的上、中国を単独の地区として 
扱っています。これは、中国の広さ、均質性、 
地理的独自性を考慮した結果です。

中国

調査では、中国はデータ管理の課題 
への取り組みにおいて、最も積極的な
地域であることが示されています。

• すべての地域の中で、DataOpsが 
「非常に」または「極めて」重要と
捉えられている割合は中国が 
最も高く、DataOpsの概念をどの 
程度重要であると考えているかという 
質問に対する回答は、「非常に重要」が 

52%、「極めて重要」が29%で、
合計81%でした（図6）。

• データの増大に影響を及ぼしている
要因について、中国はデータ分析が
最も高く（アジア太平洋および日本 
(APJ) と同じく回答者の54%）、 
レガシーアプリケーションの最新化
への関心は最も低くなっています 
(図7）。

• 回答者は、今後2年間でクラウド 
リポジトリに移動される企業データ
はさらに20%増え（現時点で、 
調査対象地域で最も高い割合）、 
エッジデータセンターに移行される 
データは9%増えると予測しています 
(図8）。 

IDCによるデータ

それほど重要で
はない

ある程度重要

重要

非常に重要

極めて重要北米

中国

欧州

APJ

40% 17%34% 9% 1%

3%52% 15%29%

44% 28%15% 11% 3%

37% 29%21% 12% 1%

DataOpsの重要性図6

出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年
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• 中国は他の地域と比べて、企業 
データ管理の集中化が進んでおり、 
中国内の企業の多く (67%) が、 
1つのグループをデータ一元管理の
専任部門として機能させています 
(図9）。

• データ管理の統合という点では、 
中国は他の地域に後れを取ってい 
ますが、中国が最も関心を持って 
いるのも統合です（図10）。

• 中国は、収集したデータを使用可能に 
する、収集したデータのストレージを 
管理する、データのセキュリティを 
確保する、異なるサイロに収集された
データを利用可能にするなど、 
データの潜在的可能性をフル活用 
するという課題に対して、最も高い
数値を示しています（図11）。

ケースごとの管理を
その場で判断

アプリケーションまたは
インフラストラクチャの
種類ごとに個別管理

業務部門／子会社
ごとに編成

企業全体にわたり
1つの専任グループで
一元管理

北米
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67%
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SaaSアプリケーションの利用拡大

エッジアプリケーション開発の促進

レガシーアプリケーションの最新化

オンプレミスアプリケーション
導入の増加 

オペレーティングシステム (OS)
 環境の変化
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32%
17%

32%
33%

データ増大に影響を及ぼしている要因図7

社内で管理する企業
データセンター

サードパーティが管理
する企業データセンター 

エッジのデータセンター、
またはデータが集中管理
されるリモートの保存場所

クラウドリポジトリ
(パブリック、
プライベート、
インダストリー)

その他の保存場所

-5%-12%

9%
20%

-10%

データ保存方法に関して今後2年間に 
予測される変化

図8
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データ管理機能の編成方法図9
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中国の企業ではデータ管理機能が急速に
発展し、多くの企業が、DataOpsが 
持つパワーを理解しています。

中央集権型のデータ管理により、 
サイロ化を解消し、データを活用する 
能力を向上させることが可能です。 
ポリシー管理の一元化も重要ですが、
データ管理機能の統合はもう一歩進 
んだデータ活用と言えます。

中国はデータの統合についてはそれ 
ほど成果を出していませんが、今後 
2年間の主要な目標はデータ統合で 

あると回答者の大多数が考えています。

複数の大規模なクラウドプロバイダーが
中国に拠点を置いているため、企業の
クラウドの採用に地域市場の準備は 
整っています。これが、この地域の 
クラウド（パブリック、インダストリー、
プライベート）への移行レベルが最も
高い割合を示した理由であると言え 
そうです。このデータの大半は、IoT 
デバイス、センサー、AIアルゴリズムの 
普及によって生成されています。地域の
プロバイダーによって提供される 

パブリッククラウドIaaSリソースの 
採用の増加も、クラウドへの移行を 
促進する要因です。

中国はデータアクセスの向上と分析の
利用拡大に最も前向きであり、コスト
削減には最も消極的になっています。
中国のIT成熟度の状況を考えると、 
競争力強化の妨げになるレガシー 
アプリケーションは、この地域では 
他の地域よりも少ないと考えられます。

この調査結果が意味すること

IDCによる分析

1つのプラットフォームに
完全に統合されている

大部分が統合
されている

半分以上が統合
されている

部分的に統合
されている

まったく統合
されていない

統合されたデータ管理

中国 北米 欧州 APJ

データ管理の統合に対する関心
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データ管理の統合（現在の状況と今後2年間の比較）図10

出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年
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中国では、データがオンプレミスから
クラウド、そしてエッジへと移動して
います。

中国経済は発展に向けた投資段階に	
あり、これは多数の中国企業について
も当てはまります。企業がこの状況に
ある場合、損益 (P&L) はそれほど重視	
されません。代わりに、長期的な利益が	
重視されます。つまり、最終的な大規
模利益の獲得を目指し、発展に向けた
投資が選択されるわけです。

中国企業は、クライアントサーバー	
時代に開発および構築されたレガシー	
アプリケーション（典型的なものは	
単一テナントのオンプレミス	
アプリケーション）のアップデートを	
懸念する必要はありません（たとえば、	
発電所のハードウェア、MS-DOSで	
稼働するコンピューターによって制御
されている製造機器、時代遅れの財務
システムなど）。つまり、データを	

(クラウドやエッジに）移動するための	
投資と、DataOpsによる効率化から	
データの価値を引き出す取り組みに、
予算を投入できるという意味です。

中国の回答者からは、データの活用に	
関する難易度が最も高いレベルで	
示されていますが、これは中国企業の	
熱意と成長に対する強い関心に加え、	
DataOps導入の難題に立ち向かって
いる状況を単に反映していると考えら
れます。

データ管理機能の統合については、	
中国は最も「後れを取って」いるように	
思えるかもしれませんが、これは	
中国では一元管理がすでに進んでいる
ことと、レガシーアプリケーションの
統合について懸念する必要がないため
です。多くの欧米諸国と異なり、	
中国は政府と法律によって経済成長が
強く促進されています。

約14億という膨大な人口によって生成	
される大量のデータも、中国でAIが	
大規模な戦略構想になっている理由の
一部です。AIは、中国が世界規模で	
競争するうえで利用できる、主要な	
戦略構想の1つとの声が高く、AIを	
はじめ、5G、ハイパースケールデータ	
センター、データの移動を加速する	
さまざまなテクノロジーの開発が、	
中国政府の支援を受けています。

こういった要素が、中国のインフラ	
ストラクチャが非常に高い順応性を	
示している理由です。中国はデジタル
経済を促進するための新規インフラ	
ストラクチャプロジェクトを展開して	
います。この戦略構想とテクノロジーが	
組み合わさることで、企業のデータ	
管理につながる新しいビジネス	
チャンスにも転換されるのではないで
しょうか。

データの移動

SEAGATEの見解
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データの潜在的可能性を活用するための主な課題図11
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欧州のデータを考察する中で注目すべき 
ポイントは、さまざまなテーマにわたる 
世界規模の調査ほぼすべての項目に 
おいて、他の地域と比べて保守的な 
回答が目立つ傾向があるという点です。 
この地域の調査対象国には、西欧の 
三大国とロシアが含まれています。

• 欧州は、すべての地域の中で
DataOps手法の導入率が最も低く、 
DataOps機能を完全または部分的に
導入していると回答している企業は
わずか18%です（図12）。

• しかし、欧州諸国はDataOpsの 
必要性を理解しています。 

DataOpsを「極めて重要」、「非常に 
重要」、または「重要」と回答した
割合は86%にものぼりました  
(図13）。

• この地域のデータ増大率も、他の 
地域と比較して最も低くなってい 
ます（図14）。

IDCによるデータ

 第3章 

調査は、英国、フランス、ドイツ、ロシアという4つの
欧州諸国の企業を対象としています。

欧州

DataOps機能の構築を開始している

30%

13%

DataOps機能を部分的に実装している

40%

DataOps機能の構築を
検討・計画している

12%

DataOps単独としては
まったく検討していない

5%

DataOps機能を企業全体で完全に
実装している

欧州

出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年

企業におけるDataOps導入の状況図12
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• 欧州の企業はクラウドにデータを 
移動しつつあり、今後2年間で企業
データの14%がクラウドに移行 
されると予測されます（図15）。 
データ増大に影響を及ぼしている 
要因としては、オンプレミスアプリ
ケーションのクラウドへの移行や、
オンプレミスアプリケーションの 
デプロイメントの増加などがあり 
ます（図16）。

• 欧州でのデータ保存方法を決定する 
要因としては、セキュリティの 
強化とコストの削減が、データ 
ストレージの選択における主要な 
目的となっています（図17）。
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社内で管理する企業
データセンター
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する企業データセンター

エッジのデータセンター、
またはデータが集中管理
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(パブリック、
プライベート、
インダストリー)

その他の場所

-5%

7%
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9%
20%

-10%

-13%
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-9%

14%

-4%0%-1%

-10%
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DataOpsの重要性図13

データの年間増加率（推定）図14

データ保存方法に関して今後2年間に予測される変化図15

レガシーアプリケーションに費やされる 
時間（更新など）が少なくなれば、 
企業は新たなイノベーションに向けて
より多くのリソースを投入できるよう
になります。その逆も然りです。

欧州は、既存アプリケーションの 
アップデートとオンプレミス 
アプリケーションに焦点を当ててい 

この調査結果が意味 
すること

IDCによる分析

出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年

出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年

出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年
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成熟度の高い地域における圧倒的多数の
レガシーアプリケーションが存在する
という状況に加え、欧州ではより厳格
な規制制度と地政学的多様性により、
データ主権とデータの個人情報保護が	
多大な影響を及ぼしています。	
特定分野への投資（欧州の場合は	

既存の古い構成やアプリケーション	
への投資）によって成果を出すのは	
簡単ではありません。これはある種の
経路依存性で、よりコストのかかる	
新しい配置に向けて思い切って乗り出	
すよりも、すでに発生しているコストを	
回収したいという論理と同様です。	

データの個人情報保護に置かれている
価値は追加コストを上回るため、	
これによってクラウドへのデータ	
移行のペースが下がる可能性もあり	
ますが、それでもクラウドへの移行の
意向は強く、今後2年間では14%と	
見込まれています。

レガシーアプリケーションの混在とDataOpsへの対応

SEAGATEの見解

ます。オンプレミスアプリケーションは、 
そのアーキテクチャが固有であり、 
ローカルに配置されたコンピューティング 
およびストレージリソースに依存して
いるため、一般にクラウドアプリケー
ションよりも俊敏性が低いと言われて 
います。この問題は新型コロナウイルス 
感染症 (COVID-19) の拡大により日常的 
な環境が変化したことで表面化し、 
企業は素早く適応しようと、クラウドの 
使用に目を向け始めました。欧州は、
インフラストラクチャの点では他の 
地域ほど俊敏ではなく、これにより、
データの移動が妨げられ、その価値を
引き出せずにいる可能性があります。

欧州全土に拠点を置く企業では、共通の 
アプリケーションを使用することはで 

きても、GDPRやその他の規制により、 
国境を越えてデータを共有することは
できません。このため、データ管理の 
テクノロジーだけではなく規制によっ
ても、アジア太平洋および日本 (APJ) を 
拠点とする企業などと比べて、データの 
フル活用が妨げられているとも言え 
ます。規制によって制限を受けている 
企業が、入手できるデータから価値を 
得るには、より労力を費やし、クリエイ 
ティブに取り組む必要があります。 
DataOpsがこれを後押しする手段と 
なるかもしれません。

欧州の企業は、地域の規制に従いな 
がら、レガシーアプリケーションを 
維持しなければならないため、総所有
コスト (TCO) を非常に意識するよう

になっています。GDPR、データの 
個人情報保護、忘れられる権利に関 
する問題や規制により、データ管理は
ますます複雑化し、すべてに相応の 
コストが伴います。セキュアなデータ
サイロによって個人情報を保護できる
場合もよくありますが、これがデータ
管理のイノベーションを阻む可能性も
否定できません。

クラウドに移行する動機はさまざまで、 
企業の俊敏性を高めるためであったり、 
アプリケーションのホスティング 
コストやデータの保有コストを削減 
するためであったりします。1つの 
仮説として言えることは、欧州の 
企業はコスト削減の要因から受ける 
影響がより大きいということです。

オンプレミスアプリケーションから
クラウドへの移行

欧州 北米 中国 APJ

40% 39% 45% 37%

オンプレミスアプリケーション
導入の増加

38% 32% 29% 26%

欧州 北米 中国 APJ

地域ごとのデータ増大に影響を及ぼしている2つの要因図16

出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年
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欧州の企業データは38%のペースで
増加しています。これは他の地域と比
べるとわずかに遅いペースですが、	
すべての分野でこれまでに予測され	
ていた全体的なデータの増加率よりも	
速いペースです（IDCではこれまで
32%と予測していました）。西欧での
データ活用に関する成熟度と規制への	
保守的な傾向、さらにロシアの一部	
地域ではITの発展が比較的初期段階で
あることを考えると、38%という	
数値は非常に目を見張るものがあり
ます。

Seagateが委託したIDCレポート
「The EMEA Datasphere」1 による
と、世界のデータ空間の増大の3分の	
1近くがビデオ監視、IoTデバイス	
からの信号、メタデータ、エンター	
テインメントによるものです。

英国とフランスにおける監視の増加に
せよ、ドイツにおける製造業にせよ、
あるいはロシアの鉱業の成長にせよ、

近年データが果たす役割はますます	
重要になってきています。この	
データをより効果的に活用するために、
この地域の企業はDataOpsが持つ	
パワーをうまく引き出そうとしてい
ます。

調査では、データセキュリティの	
強化に加えて、総保有コスト (TCO) が、	
データの保存場所を決定するうえで	
主な要因であることがわかりました	
(図17）。これは、クラウドへの移行が	
進んでいる裏付けになります。

欧州の企業はレガシーアプリケー	
ションの維持とアップデートに焦点を
当て過ぎていましたが、それらの	
アプリケーションはクラウド対応の	
ものと比較すると俊敏性に欠けるため、	
イノベーションに思い切った投資をで
きずにいました。ビジネス環境の変化
に素早く対応するには、欧州の	
データインフラストラクチャは	
俊敏性を高める必要があります。	

クラウドへの移行も、新しいビジネス
環境や、COVID-19による環境の変化
といった課題に、迅速かつコスト効率
よく適応できるソリューションになり
得ます。

多くの場合、クラウドに移行することで	
ビジネスのイノベーションが加速され、	
俊敏性が高まります。しかし、欧州の
企業が現時点で直面している課題は	
データ管理です。ハイブリッドクラウドや
マルチクラウドにデータを保存してい
るため、データから最大限の価値を	
引き出すには、効率的なデータ管理は
欠かせません。

このニーズは、欧州企業の40%が
DataOps機能の構築を計画し、	
30%がすでにその工程を進めている
という調査結果に表れています。	
データから最大の価値を引き出すた	
めに、DataOps導入の緊急性を 
欧州は認識しています。

1「The EMEA Datasphere」、IDC、2019年

データセキュリティの向上

欧州 北米 中国 APJ

データ分析と管理サービス
（AI／ML、IoTなど）
へのアクセスの増加

ITインフラストラクチャの
運用状況の可視化と
管理機能の強化

インフラストラクチャの
コスト／TCOの削減

アプリケーションおよび
事業部門に対する、より高速な
データアクセスの提供

データ容量増大の
要望への対応

使いやすさの向上 可用性の向上と
アップタイムの向上

サードパーティサービス
との統合による最新

インフラストラクチャの併用
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15% 18%

11% 13%

23%

15%
11%

15% 13% 15% 15%
9% 6%

12%

9% 8% 7%
10%

7%
12%

9% 7%
11% 8% 6% 7% 9%

5%

13%
6%
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データの保存方法の変化を促進する要因図17

出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年
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 第4章 

調査は、米国とカナダの企業を対象としています。

北米

北米は、データ管理機能の統合では 
他の地域よりも先行しています。

• 北米の企業の45%が、企業全体にわ
たり単一のデータ管理ポリシーを 
適用していると回答しました。 
これと比較して、欧州は38%、 

アジア太平洋および日本 (APJ) では
34%という結果です（図18）。

• 北米は、データ増加が最も見込 
まれる地域です。この地域の企業の
データ量は、50%に近い増加率で拡
大傾向を見せています（世界平 

均値の42.2%よりも速いペース） 
(図19）。

• 北米はDataOpsの導入が最も進んで
います。この地域は最も多くの 
回答者、具体的には合計で45%の 
回答者が、データの生成者とデータの 

IDCによるデータ

バックアップ／リカバリー

35%
39%

31%
36%

45%
38% 33%38%

31%
36%36% 36%

34%36% 34%
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37% 39%38%
35% 27%

41%
34%

コンテナのオーケストレーション ポリシー管理 データディスカバリー データ分類

メタデータ管理 リカバリーのオーケストレーション 保存中のデータのセキュリティ 移動中のデータのセキュリティ データの移行、階層化、配置

欧州中国北米 APJ

40%
36% 32% 33% 29% 34% 30% 27%

30% 29% 28% 28% 30%

欧州中国北米 APJ

欧州中国北米 APJ

欧州中国北米 APJ

欧州中国北米 APJ

欧州中国北米 APJ

欧州中国北米 APJ

欧州中国北米 APJ

欧州中国北米 APJ

欧州中国北米 APJ

出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年

企業全体にわたり単一の管理ポリシーを適用していると回答した割合図18
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使用者をつなぐ手法であるDataOpsを 
完全または部分的に導入していると
回答しています（図20）。

• データの保存方法を決定する際に 
北米の企業が最も影響を受ける 
要因は、データセキュリティの 
向上でした (20%)（図21）。

• 北米の企業は、社内データから 
最大の価値を引き出すという点で 
最先端を進んでいます（図22）。

• 北米にとってデータのメリットを 
フルに活用する点で最大の課題は、
収集したデータを使用できるように 
する、収集したデータのストレージを 
管理する、収集したデータのセキュ
リティを確保する、必要なデータが
確実に収集されるようにするという
点です（図23）。

DataOps機能を企業全体で
完全に実装している

DataOps機能を部分的に
実装している

DataOps機能の構築を
開始している

DataOps機能の構築を
検討・計画している

DataOps単独としては
まったく検討していない

北米 22% 31%3% 29% 16%

中国 42% 25%3% 19% 11%

欧州 40% 30%12% 13% 5%

APJ 33% 30%6% 23% 9%

統一されたポリシーによる手法は、 
大規模かつ一貫性のあるデータ管理を 
行ううえで、最も効率的で自動化された 
方法です。中規模または大規模な企業に 
とっては、手動での作業は現実的で 
はないため、これが一貫性を持って 
データを管理できる唯一の方法かもし
れません。ポリシー管理は、データ 
管理とそのデータを活用するための 
基盤です。

この調査結果から、北米の企業は企業
全体で統一されたデータポリシーへ 
移行しようと最も積極的に取り組んで 
いることがうかがえ、DataOpsを通じて 
データから最大限の価値を引き出す点
においては最も精通していると思われ
ます。

概して、企業全体にわたるデータ管理
ポリシー（企業全体でポリシーにより

管理する方法）が適用されていること
は、データ管理の成熟度が高いレベル 
にあることを示しています。このため、 
これを導入している企業は、入手可能な 
データから得た価値を完全に活用する
ための態勢が比較的整っていると言 
えます。もちろん、企業全体にわたり
単一の管理ポリシーを適用している 
からと言って競争優位性が保証される
わけではありませんが、企業を比較 

この調査結果が意味すること

IDCによる分析

データの年間増加率（推定）図19

企業におけるDataOps導入の状況図20

出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年

出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年
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するためのベンチマークとして主要な
指標の1つにはなります。

コスト削減に焦点を当てている企業は、 
データアクセスの高速化やデータからの 

価値の抽出を重視している企業に後れを 
取らないために、必要十分な投資を
行っているとは言えないかもしれま
せん。

北米の企業は、おそらく規制上の 
理由から、あるいはIP保護を維持 
するために、データセキュリティを 
重視しているようです。

今後2年間で、企業データは年率平均	
42.2%で増加すると予測されています。	
これは、IDCがこれまで予測していた	
年平均32%（企業データのみではなく、	
すべての種類のデータが対象）の	
増加ペースを大幅に上回る値です1。
北米地域が特異である点は、世界の	
平均42.2%と比べて、今後2年間に	
予測されるデータの年間増加率が 
49%という驚くべきペースで上昇	

していることです。

北米企業がデータの増加を牽引してい
ると結論付けて問題なさそうです。	
この地域のデータ増大は、データを	
自動収集するIoTデバイス、高度な	
データ分析、SaaSアプリケーションの	
利用拡大によって生じています。

北米企業がデータの保存場所を決定	
する際の要因については、データ	
セキュリティ上の目的が他よりも高い

値を示しています。ハッカー、産業	
スパイ、知的財産、地政学的防御に	
関する懸念は北米企業の経営部門に	
とって排除できないものであるため、	
セキュリティリスクを特定することは、	
DataOpsを円滑に機能させるカギと
なる部分です。ビジネスデータ保護に
対する意識は日常的な業務とも強く	
関係するものですが、ビジネスの	
持続性という点でも同様に重要です。	

データ増大の先導者

SEAGATEの見解

データセキュリティの向上 データ分析と管理サービス
（AI／ML、IoTなど）
へのアクセスの増加

ITインフラストラクチャの
運用状況の可視化と
管理機能の強化

インフラストラクチャの
コスト／TCOの削減

アプリケーションおよび
事業部門に対する、より高速な

データアクセスの提供

データ容量増大の
要望への対応
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FIGURE 4

1 Seagateが委託した「Data Age 2025」、「Global DataSphere」からのデータ、IDC、2020年5月

出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年

データ保存方法の変化を促進する要因図21
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出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年

北米のデータは企業レベルで保護	
され、国としてのファイアウォールが
ないため、米国では、これらのデータ
セキュリティの問題に関する教育や	
周知が広く行われています。

多くの企業がDataOpsを導入し、	
少なくともその意思を持っていると	
回答していることから、データの	
活用という点で北米が最も先を進んで
いることが示されました（図22）。

同時に、データのメリットをフルに	
活用するという点で、収集したデータを	
使用できるようにする、収集した	
データのストレージを管理する、収集	
したデータのセキュリティを確保する、	
必要なデータを確実に収集するといった	
最大の課題が含まれていることも認識
されています（図23）。

多種多様なデータセットの保存に	
適切なストレージ環境を把握する、	
データ生成者と経営部門の意思疎通	
によりデータを正しく分類する、	
データの種別ごとに目的を明確にする、	
必要なデータを確実に収集できるよう

にする、データを保護する、収集	
されたデータを利用可能なデータに	
変換するといったことはすべて、	
DataOpsを構成する関連要素です。

特に北米の回答で、データの使いやす
さを向上する必要性が挙げられている
点は、他の地域から突出した特色を	

示す結果となっています（図21）。	
これは、価値のある自己認識です。	
北米地域はDataOpsの適用がかなり
進んでおり、導入の必要性について	
も比較的認識が高まっていますが、	
入手可能なデータから得られる価値を
さらに高めるには、この手法の教育と	
実践がまだまだ必要だと考えられます。
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出典：Seagate「データを再考する」調査、IDC、2020年

入手可能な潜在データを活用している 
割合

図22
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データの潜在的可能性を活用するための主な課題図23
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