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マクロトレンドに基づくインター
コネクションニーズの優先順位付け
GXIレポートでは、主要なグローバルマクロトレンドと2020年に入ってのCOVID-19流
行が相まって、組織が推進するデジタル変革に対しどのような予期しなかった影響を及
ぼしているかを示します。

はじめに

COVID-19などの外的要因とグローバルマクロトレンド全体の影響
により、効率性、拡張性、セキュリティについての大きな課題が生じ
ています。これらの課題には、セキュアで俊敏なグローバルプラット
フォーム上のデジタルインターコネクションを活用した、変革に不可
欠なデジタル基盤を構築することにより対応することができます。次
ページ以降で、これらのトレンドがもたらす主要な課題、解決の要件、
ソリューションから得られる価値について詳しく説明します。

1.	 デジタルビジネス
2.	 都市化
3.	 サイバーセキュリティ
4.	 データ量とコンプライアンス
5.	 ビジネスエコシステム

マクロトレンド
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デジタルビジネス
成長により高まるネットワーク最適化のニーズ

今後10年間で生まれる新しい経済価値の70%は、デジタル化
されたビジネスモデル プラットフォームに基づくものになります1

ニーズ
ビジネス上の戦略的なロケーションそれぞれに
おいて、ユーザーサービス、データ、クラウドそし
てエコシステムパートナーの間のローカルなイ
ンターコネクションを実現するため、デジタルイ
ンフラの分散配置とネットワークアーキテクチャ
の変革が必要です。地域を超えてネットワークを
最適化し、拡張性を高める必要があります。

ビジネスリターン 
ネットワークコストを60%以上削
減、ネットワーク遅延を30%以上縮
小、そして、ネットワーク帯域を10倍
以上に拡大します。2

課題
組織が既存事業の変革に取り組むとき
には、新しい価値を創造すると同時にコ
ストの削減と更なる効率化が求められ
ます。

1. "Shaping the Future of Digital Economy and New Value Creation," World Economic Forum, 2020.

2. “Total Economic Impact™ Study,” Forrester, Commissioned by Equinix, April 2019. 
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ニーズ
ローカルなインタラクションを強化す
るために、グローバルに一貫性のあ
る拡張性の高いプラットフォームの展
開が必要です。地域を超えたハイブリ
ッドクラウド、マルチクラウド移行の必
要性が高まります。

ビジネスリターン
クラウド接続コストを70%削減し、
接続の選択肢を増やし、複雑さを軽
減します。2

課題
都市化はデジタルエンゲージメントを必要とす
る人々の地理的な集中を加速させます。一方
で、COVID-19の影響により都市部以外への移
住も最近のトレンドとなっています。この動きによ
り人々が分散し、より多くの市場に「デジタルエッ
ジ」が広がっています。

1. "Worlds Cities In 2018—Data Booklet," United Nations,  
Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2018.

2. “Total Economic Impact™ Study,” Forrester, Commissioned by Equinix, April 2019. 

都市化
拡大により高まるハイブリッドマルチクラウド	トランスフォーメーションのニーズ

2030年までに世界の人々の60%が都市部に居住し、
人口100万～500万規模の都市が600近くに 
増えると予測されています1
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ニーズ
セキュリティ管理とインフラを「デジタルエクス
チェンジ」上に分散させるためのベストプラテ
ィクス開発が必要です。ユーザー、リソースそし
てデータ交換に対して一貫したガバナンスを
確立します。このために、インターコネクション
を介したグローバルな分散セキュリティが必
要です。

ビジネスリターン
ポリシー管理、監査コストの削減、
キャパシティ拡大を、ハブ構成全体
で実現できます。

課題
COVID-19によるビジネス変化によりデジタル
化へのニーズが高まり、従来の本社集中型セキ
ュリティモデルでは、新たな脅威に対して必要
とされるスピードと規模で対応することが難し
くなりました。

1. "DDoS Attacks Jump 542% from Q4 2019 to Q1 2020," DarkReading, June 30, 2020.

サイバーセキュリティ
脅威によって高まるグローバルな分散セキュリティのニーズ

DDoS攻撃は対前年比270%以上で増加しており、 
30%の企業は、IT監視のスコープ外で接続してくる安全対策 
されていない何千ものデバイスの問題に直面しています1
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“Revelations in the 2020 Global DataSphere,” IDC, Doc # US45906920, July 2020

ニーズ
インターコネクションに基づくデータモデルを採
用し、エッジコンピューティング、クラウドアナリテ
ィクス、そしてAI/MLエコシステムとデータマーケ
ットプレイス間でのデータ交換に対応することが
必要です。コンプライアンス強化と新しい価値創
出のための分散データが必要です。

ビジネスリターン
データインサイトの強化とともに、クラ
ウド近接型ソリューションによるデータ
伝送、ローカルでの処理、IOPS(Input/ 
Output Operation per Second)
単位でのコ	ストを削減します。

課題
デジタルワークフローのためのローカル
なデータ分析およびデータ交換のニーズ
が拡大し、地域を超えてデータ分類、セキ
ュリティ管理、データ転送、そして処理を
おこなうためのインフラでは対応が難し
くなっています。

データ量とコンプライアンス
複雑化により高まる分散データのニーズ

データ量が加速的に増加する一方で、企業において 
分析に使用されるデータは新しく生成される量の 
3%未満にすぎません1
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ニーズ
グローバルなエコシステムへ密度の高いセキュ
アな接続を可能とする、柔軟性の高いデジタル
インフラへのアクセスを必要とします。リアルタイ
ムのエンゲージメントを提供するデジタルエコ
システムにおいて、アプリケーション交換の必要
性が高まります。

ビジネスリターン
オンデマンドの低遅延接続が
デジタルエンゲージメントを強
化し、新しいビジネス価値をダ
イナミックに創出します。

課題
柔軟性のない接続性に欠けるエコシステムモ
デルで顧客との関係を維持すると、成長やイ
ノベーションそして新しい価値創出の大きな
障害となります。

 “IDC FutureScape Webcast: Worldwide Digital Transformation 2020 Predictions,” IDC, Doc # US46287720, May 2020

ビジネスエコシステム
接続性によリ高まるアプリケーション交換のニーズ

2025年までに、80%のデジタルリーダーは、 
複数のエコシステムへ接続することにより顧客価値の向上を含む
ビジネス効果を得るでしょう1
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最初にネットワークハブを導入し
て物理的な距離を短縮し、WAN
アーキテクチャを変革します。ま
た、エッジロケーションへネット
ワークを拡張し、ラストマイル接続	
を最適化します。

高密度のクラウドとネットワーク	
プロバイダが利用できる戦略的	
ロケーションで複数のクラウドに
接続し、事業継続性のための	
第2ハイブリッドを構築します。	
地域にまたがる機能を拡張し	
ます。

DDoS/WAF、CASB、SASE 
やその他のセキュリティ機能を提
供するセキュリティインフラをハ	
ブ構成全体に分散配置すること	
により、デジタルインタラクショ	
ンをローカルに保護します。

大規模データプールに対する分析
をローカルに行うため、AI	とML
ソリューションをエッジに配置しま
す。クラウド分析やエコシステムを
活用するため、クラウド近接のデー
タインフラを構築します。

エコシステム参加者の密度が高い
戦略的なエクスチェンジポイント
にデジタルインフラを構築し、高い
B2Bトランザクション処理能力や
リアルタイム処理能力、効率的な
データ交換を実現します。

ネットワーク最適化 分散データ分散セキュリティハイブリッド
マルチクラウド

アプリケーション交換

デジタルリーダーが競争優位性を生み出すため
の5ステップ
マクロトレンドの集約に伴い、企業はインターコネクションを利用してニーズに対応し、	
IT課題を解決することができます。

ネットワークハブ ネットワークおよび
クラウドハブ

ネットワーク、クラウド、
セキュリティハブ

ネットワーク、クラウド、
セキュリティ、データハブ

ネットワーク、クラウド、セキュリティ、
データ、エクスチェンジハブ
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詳細情報
451 Research - Strategies for  
Next-Gen Architecture

次のステップ
GXI Vol. 4 インターコネク	
ション帯域の成長予測

EQIX-GXI-Vol4_Trends_JP_D4 | 12640 | v100720 | 0820 | Q120

次のマクロトレンドへの備えを固めましょう
競争優位性を確保する手段をお探しならこちらをご確認ください。
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