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はじめに 
本書は、株式会社インプレスによる国内唯一の専門媒体『データセンター完全ガイド』監

修のもと、データセンターの市場動向、実際に提供されているサービスの動向、ユーザー企

業の利用動向をまとめた調査報告書である。2007 年に第 1 回目を発行し、9 年目を迎えた。

2007 年以前から同媒体が蓄積してきた資料、データ、知見をもとに、過去から現在までの

データセンター産業の変遷、そして将来に向けた動きまで網羅することを目的としている。

第 1 章「市場概況」では、『データセンター完全ガイド』が日々のニュースや業界トレン

ド、独自の取材活動で入手した情報などの豊富な知見をベースに、ビジネストレンドとテク

ノロジートレンドの両面から解説。「ビジネストレンド」はデータ新設状況やニーズなどを

分析し、「テクノロジートレンド」においては、この 1 年で明らかになってきた新たなトレ

ンドについて俯瞰し、データセンターサービス提供事業者としてどういった技術・方向を検

討すべきかのポイントと技術的な特徴、動向、将来性を紹介する。さらにデータセンターの

運用を効率化するという最新のトレンドに基づくソフトウェア「DCIM（Data Center 
Infrastructure Management」にもフィーチャーしている。 
第 2 章「データセンターサービス分析」では、市場で実際に提供されているデータセン

ターサービスの調査結果を掲載している。2015 年 8 月までに同媒体が収集した最新 176 サー

ビスの基本スペックや付加価値オプション、特長などを調査。『データセンター完全ガイ

ド』のサイトや雑誌版に掲載したデータをさらに多角的に分析。最新データの分析に加え、 

2011 年から 2015 年までの時系列の分析も掲載。総床面積や総ラック数、回線総量、IX・ISP

などの基本スペック、ラック料金や回線料金といったサービス利用の料金も掲載している。

第 3 章「利用企業動向調査」では、データセンター利用企業を対象としたアンケートの調

査結果を掲載している。調査は、2015 年 8 月に利用企業の担当者 201 人を対象に実施し、

データセンターの利用状況や選定理由、支払っている金額、満足度、満足な点、不満な点な

どをまとめて掲載している。

第 4 章「データセンターへ見積依頼・資料請求した担当者への調査」では、『データセン

ター完全ガイド』の資料請求・見積依頼サービス利用者に対して追跡調査を実施。その後の

採用状況や予算、採用において重視した点、採用にあたってのハードルなどをまとめている。

第 5 章「データセンターサービス一覧」では、第 2 章の元データとなっている日本国内に

おけるデータセンターサービスの連絡先やサービス仕様と特長などを、一覧形式で掲載して

いる。

 本書では、「データセンターの基本スペックやサービス費用」などの詳細な調査結果を盛

り込んでおり、データセンターサービスが進むべき方向性を豊富なデータから読み取れるよ

うにしている。本書がみなさま方のビジネスのお役に立てれば幸いである。

株式会社インプレス

インプレス総合研究所

2015年 10月 
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1.1 ビジネストレンド 

1.1.1 データセンター新設状況 

■データセンター新設に影響を及ぼす東京オリンピック 

データセンター市場の増大スピードは、技術の発展とビジネスニーズの 2 つの要素に大きく影

響されるが、日本社会のさまざまな動きとも当然無関係ではいられない。ここにきて、首都圏での

データセンター新設に待ったをかけているのは、2020 年東京オリンピックに向けた建設コストの

高騰だという。 

矢野経済研究所の「データセンター事業に関する調査結果 2014」では、国内データセンターの

総床面積は 2011 年度から 2017 年の年平均成長率が 3.7％で推移し、2017 年度には 2,470,000 ㎡

に達すると予測している（資料 1.1.1）。 

 

 
出所：矢野経済研究所プレスリリース （http://www.yano.co.jp/press/press.php/001358） 

資料 1.1.1 国内データセンター総床面積推移と予測 

注1. IT事業者の提供する施設の総床面積ベース（事業者間での OEM供給による重複分を除く） 

注2. 一般企業（ユーザー企業）が保有するサーバー室等の床面積を含まない 

注3. 見込は見込値、予測は予測値 

 

首都圏では年平均 4.2％、地方では平均 2.9％増となり、従来からニーズの高かった首都圏の平

均の伸び率は高い。しかし、2014～2017 年に予測を限定すると、首都圏の伸びは前述したオリン

ピックの影響や、土地確保の難しさから鈍化する。 
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首都圏と地方の格差の背景には、BCP/DR とパブリッククラウドのニーズを地方のデータセン

ターが担うという予測があまり実現されていないという事情がある。地方でも政令指定都市級の大

都市では社内サーバーのアウトソーシング先としてのデータセンターのニーズは伸長を見せており、

2014 年 7 月の北電情報システムサービスの増床や 2015 年のキューデンインフォコムのデータセ

ンター福岡空港の開設など拡張が進んでいる。一方、地方郊外型に期待されていたパブリッククラ

ウドのコスト面でのアドバンテージは、パブリッククラウドが規模事業であるという側面から、い

くつかの主要なプレイヤーを除いては大きな成功を収めてはいない。また、BCP/DR のニーズに

ついても、首都圏郊外型や地方大都市型の利便性を理由に選択するユーザーが多い。 

■クラウドの成長が後押しするデータセンターニーズ 

クラウド市場の成長は順調であり、企業のハイブリッドクラウドニーズも堅調であるところから、

都市型データセンターへのニーズは増大している。ハイブリッドクラウドが導入されだした当初は、

仮想化によるサーバー統合で実機の伸び悩みも不安視されたが、蓋を開けてみるとデータ量の伸び

が上回っていた。オリンピック需要の建材・建築費の高騰を乗り越えたタイミングで多くの新デー

タセンターの着工が予想されている。 

IDC も 2014～2019 年のデータセンターのファシリティ保守／更新市場の成長率を、事業者

データセンターで 13.4％、企業内データセンターで 5.0％と予想している（資料 1.1.2）ように、

アウトソーシングニーズは大きい。 

 
出所：IDC JAPANプレスリリース（http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20150604Apr.html） 

資料 1.1.2 国内データセンターファシリティ保守／更新市場 支出額予測：2014年～2019年 

 

これを後押しするクラウドの成長について、矢野経済研究所は 2014 年のクラウド基盤（IaaS／
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PaaS）サービス市場規模が売上高ベースで前年比 49.3％増の 906 億円と発表しており、2018 年

には 2,900 億円と順調に拡大すると予測している。 

■新設データセンターはファシリティのスペック以外の競争へ 

建設費高騰の状況下でもオープンにいたった首都圏のデータセンターが皆無というわけではない。

ビットアイルの文京地区第 5 データセンターが開所したのは 2015 年 3 月、SCSK の netXDC 千葉

第 2 センターは同 5 月、インテックの EINS/VDC 東京第 2 DC は同 6 月のオープンだ。 

これらのセンターの魅力は、ファシリティのスペックからは見えてきづらい。地盤の堅牢さ、セ

キュリティの強固さ、高電力消費サーバーに対応した電力供給など、それぞれ特徴と呼べる部分は

あるが、昨年の本書でも述べたが、ファシリティに関しては技術の革新は見られず、設備の標準化

傾向が大きい。 

どのセンターも、事業者として初のデータセンターというわけではなく、それぞれが有する既存

センターとのネットワークやクラウド戦略の一環としての新棟、増床であり、単に都市型で最新設

備のセンターを建設という意味合いは薄れている。ユーザーの選択肢としての一番の魅力を考えれ

ば、これらのセンターで提供される長年のサービス経験への信頼、それを将来的な環境として選択

できる継続性ということになるのだろう。 

データセンターのスペース効率については SqUE という新しい指標も登場し、今後もデータセ

ンター事業者はセンター内の効率化、環境の改善について努力を続けていくだろうが、クラウドの

発展、浸透によって、単独のデータセンターのスペックのみでユーザーを獲得する時代は終わりを

告げつつあるのかもしれない。 
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2.1 本章のデータについて 

本章の集計に用いたデータは、データセンターサービス提供事業者に依頼し、ウェブを使った回

答フォームに各社のサービス内容などを入力していただき、主に雑誌『データセンター完全ガイ

ド』（インプレス刊）に掲載したものである。 

 

分析には 2011 年～2015 年までの 5 年分のデータを使用しており、それぞれの調査時期は下記

の通りである。 

 2011 年 6 月 ：2011 年 5 月下旬～6 月上旬 156 サービス 

 2012 年 6 月 ：2012 年 5 月下旬～6 月上旬 164 サービス※1 

 2013 年 7 月 ：2013 年 5 月下旬～7 月上旬 169 サービス※1 

 2014 年 8 月 ：2014 年 5 月下旬～8 月初旬 173 サービス 

 2015 年 8 月 ：2015 年 5 月下旬～8 月初旬 176 サービス 

 

なお、本文グラフ中で調査時期が明記されていないグラフは、2015 年 8 月のデータを集計した

ものである。 

 

本文グラフ中の表記で「未回答」となっている項目は、調査時点でデータセンターサービス提供

事業者よりデータを取得できなかった項目を表す。同様に「非公開」となっている項目は、データ

センターサービス提供事業者がデータを公表していない項目を表す。 

 

※1：集計後（雑誌発行後）、社名変更などについて個別にいくつか更新している。 
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2.2 基本スペック 

2.2.1 回線総量 

回線総量についての有効回答は対象 176 のうち 46 である。 

2015 年 8 月の回線総量は、帯域別に分けたレンジのうち最も広帯域である「100Gbps 以上」と

「4Gbps 未満」が 21.7％で最も高い。2011 年から 2014 年にかけて一貫して増加傾向が続いてき

たが、2014 年から 2015 年にかけては最低ランクの「1Gbps 未満」のサービスが復活したり、

「4Gbps 未満」の比率が増加したりするなど、集計としては低速のサービスの比率が増加してい

る。 
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資料 2.2.2 回線総量の推移 
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 1 サービスあたりの平均回線総量は、2015 年 8 月では 75.9Gbps である。2011 年から 2012 年

にかけてはほぼ横ばいだったが、この 3 年間は大幅な増加が続いている。 

上位のサービスを見ると、ケイ・オプティコムがこの 1 年で 532Gbps から 611Gbps へと増加。

「ComSpace」および「UCOM データセンター」が統合された ARTERIA ComSpace データセン

ターが合計で 451Gbps から 606Gbps へと増加。その他、IDC フロンティアが 290Gbps から

400Gbps へ増加している。 
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※回線総量について有効回答のみを集計している 

資料 2.2.3 回線総量の合計と 1サービスあたりの平均回線総量の推移 
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 本章では、データセンターユーザーに実施した調査をもとに、ユーザー動向を把握する。各設問とも全

体集計（時系列）のほか、基本的に売上規模別集計、業種別集計、地域別集計を掲載している。 

ただし、業種別、地域別の集計ではサンプル数が少ない場合も多いためコメントは付与しておらず、参

考資料とされたい。 

3.1 調査概要 

3.1.1 調査概要 

■調査対象 

・NTTコムリサーチのリサーチモニター 

■対象地域 

・全国 

■調査方法 

・NTTコムリサーチを利用したWebアンケート 

■サンプリング条件 

・勤務先においてデータセンターを利用していて、データセンターの選定や決定に関与する個人 

■有効回答数 

・201人 

■調査期間 

・2015年 8月 18日（火）～25日（火） 
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3.1.2 回答者（回答企業）のプロフィール 
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4.1 調査概要 

4.1.1 調査概要 

■調査趣旨 

データセンターサービスを実際に採用するタイミングの検討担当者に対してアンケート調査を行い、採用

した／しなかった／継続検討中などの結果や現状、想定予算や重視した点、採用にあたってのハードル

（懸念点）など、比較・検討・採用決定現場の実際を把握することを目的としている。 

■調査対象 

株式会社インプレスが運営する国内唯一の専門媒体「データセンター完全ガイド」のサイト

（http://www.impressRD.jp/idc/）で提供しているデータセンターサービス「一括資料請求」または「一括

見積依頼」（いずれも無料利用）を、2013年 7月～2015年 8月（約 2年間）で利用した方が対象（※重

複利用は名寄せし、いたずらや不正利用などは対象から除外）。 

 
資料 4.1.1 データセンター完全ガイド（http://www.impressRD.jp/idc/） 
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■調査方法 

・対象者にメールを送付し、Web上のアンケートフォームへ誘導。 

■有効回答数 

・89人 

■調査期間 

・2015年 8月 24日（月）～9月 10日（木） 

■留意事項 

 ・アンケートは調査対象者全員に依頼しているが、全員から回答を収集できておらず（回収率は非公

開）、調査結果には偏りが生じている可能性がある。 

 ・回答者が属する企業によっては利用しているデータセンターサービス名といった情報が機密扱いと

なっている場合もあり、サービスの採用（利用）が決まった対象者からの回答は少ない可能性が考

えられる。 
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4.1.2 回答者（回答企業）のプロフィール 
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【各項目の解説】    

 
①基本情報 
◇サービス名 
提供するデータセンターサービスの名称（またはブランド
名）サービス自体の名称がない場合は事業者名のみを記載 
◇事業者名 
データセンターサービスを提供･運営している組織･事業者
の名称 
②連絡先 
◇URL 
データセンターサービスを紹介･説明しているページ（ま
たはサービス提供者のホームページ） 
◇電話番号/FAX/メール 
ユーザーからのサービスに関する問合せ先 
③基本スペック 
◇回線総量 
IX や ISP へ接続したインターネット（IP）回線量（帯
域）の合計 
◇接続（IX、その他） 
バックボーンとして利用している IX（インターネットエク
スチェンジ）とその回線帯域 
その他、データセンターが直接加入者として利用している

ISPとその回線帯域 
◇所在地 
データセンター施設の所在地（事業所ではない） 
◇総床面積 
データセンター施設内でユーザーに提供されるエリアの広
さ（平方メートル）、データセンターが複数ある場合は全

体の総計 
◇総ラック数 
データセンター内に設置可能なラックの最大数 
◇稼動サーバー数 
現在、実際に動作中のサーバー数（概数） 
◇常駐スタッフ数 
データセンター施設内に常駐している監視を行うスタッフ
数（概数） 

 
◇入退室認証 
入退室の方法（IDカード、生体認証による認証など） 
◇セキュリティ認証 
ISO20000（ITMS）や ISO27001（ISMS）、プライバシー
マークなど各種の認証取得状況 
◇顧客例 
具体的な利用顧客（名前が出せない場合は、業種など） 
④月額料金 
ラック/回線の月額利用料金（税込み）、共有回線はベスト

エフォート、専有回線は帯域保証。従量制･固定性、品質
別コースなどがある場合は、一番シンプルなもの掲載 
⑤提供サービス 
※標準、追加オプション問わず、提供可能なものは「○」 
◇専用サーバーレンタル 
専用サーバーのレンタルサービス 
◇サーバー保守運用 
データセンター内に設置したサーバー（ユーザー持ち込み
含む）の基本的な保守運用 
◇防火設備 
データセンター用途に特化した火災対策や消火設備 
◇耐震設備 
データセンター用途に特化した地震対策や耐震設備 
◇発電設備 
データセンター用途に特化した停電対策や電源･発電設備 
◇ネットワークセキュリティ 
アクセス監視、ファイアウォールの設定、IDS/IPS の装備
など 
◇ストレージ 
SANやNASといったストレージの提供･運用･管理サービス 
◇バックアップ 
ユーザーのサーバーにあるデータバックアップサービス 
◇システム開発 
システムインテグレーションやコンサルティングサービス 
◇IPv6 
ルーティングなどネットワークの設備や運用の IPv6 プロ
トコルへの対応 
◇ウイルス対策 
ウイルスに対してセキュリティホールへの対処を含めた検
出と駆除 
◇EC支援･サイト構築 
決算システムを含む EC 利用に特化したサイト構築サービ
ス 
◇24時間障害対応 
24時間体制の障害監視･通知･対応サービス 
◇ディザスタリカバリ 
大規模な災害に備えて遠距離にあるバックアップセンター
などにデータを保管したり、サーバーを二重化したりする
サービス 
◇サービスの保証条件 
データセンターのネットワークトラブルや管理するサー
バーの停止時などについての保証が契約条件に含まれてい

るかどうか（例：「ダウンタイムが○○分以上生じた場合
は料金を○○％減額する」など） 
⑥特色･営業展開等 
提供するデータセンターサービスの概要や特色、また関連
する事業や営業展開など 
⑦その他サービス･備考 
定型項目に書けなかったことの補足やその他の提供サービ
ス、特記事項な

①  

② 

③  

④  

⑤  

⑥  

⑦  
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@DACS-iDC 

事業者名：DACS 

連絡先 

電話番号：06-6203-1441 FAX：06-6203-2301 メール：dacs_idc@dacs.co.jp 
 
基本スペック 

回線総量  ：非公開 

接続（IX,ISP） ：非公開 

所在地  ：東京 23区内、大阪市内 

総床面積 ：約 4,000㎡ 

総ラック数 ：非公開 

稼働サーバー数 ：非公開 

常駐スタッフ数 ：拠点により異なる 

入退室認証 ：有人対応、生体認証、共連れ防止 

セキュリティ認証 ：ISO 20000、ISO 27001、プライバシーマーク、FISC 及び JEITA の安全対策基

準適合（JQA認定） 

顧客例 ：製造業、金融業、保険業、学校、自治体、公団体 
 

月額料金 

■ラック月額 ■回線月額 

1U ：― ●共有  ●専有  

1/4ラック ：31,500円 1Mbps ：― 1Mbps ：個別見積 

1/2ラック ：49,700円 10Mbps ：― 10Mbps ：個別見積 

1ラック ：84,300円 100Mbps ：― 100Mbps ：個別見積 

5ラック ：個別見積   1Gbps ：― 
 
提供サービス 

専用サーバーレンタル ― ネットワークセキュリティ ○ ウイルス対策 ○ 

サーバー保守運用  ○ ストレージ ― EC支援・サイト構築 ○ 

防火設備 ○ バックアップ ○ 24時間障害対応 ○ 

耐震設備 ○ システム開発 ○ ディザスタリカバリ ○ 

発電設備 ○ IPv6 ― サービス補償条件 ○ 
 
特色・営業展開等 

銀行関連会社として誕生し、約 30年にわたって金融機関をはじめとした 800社以上のさまざまな顧

客の業務システム運用に携わる。金融機関の監査事務を経験した銀行 OB職員によるセキュリティ診

断・運用診断サービスも手がけており、その実績と業務システム運用ノウハウを集結した高品質な

サービスを提供する。 
 
その他サービス・備考 

■iDC 

ハウジングやコロケーションをはじめ、大型計算機の運用も可能。 

■BPO 

大量印刷から加工・封入・封緘を 1フロアのセキュアな環境で実施。各種バックオフィス業務にも対

応。 

■ビジネスソリューション 

システム構築／運用に関するコンサルティングから実運用まで、トータルに支援。 

■MSP 

サーバー統合監視や各種オペレーションを提供。 

■セキュリティ 

ウイルス対策などからセキュリティ診断まで、さまざまなサービスを提供。 
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@PTOP 

事業者名：丸紅 OKI ネットソリューションズ 

連絡先 

電話番号：03-5439-6579 FAX：― メール：info@ptop.ne.jp 
 
基本スペック 

回線総量  ：― 

接続（IX,ISP） ：― 

所在地  ：東京都内 

総床面積 ：― 

総ラック数 ：― 

稼働サーバー数 ：― 

常駐スタッフ数 ：― 

入退室認証 ：ICカード、生体認証 

セキュリティ認証 ：ISO 20000、ISO 27001 

顧客例 ：― 
 

月額料金 

■ラック月額 ■回線月額 

1U ：個別見積 ●共有  ●専有  

1/4ラック ：個別見積 1Mbps ：個別見積 1Mbps ：個別見積 

1/2ラック ：個別見積 10Mbps ：個別見積 10Mbps ：個別見積 

1ラック ：個別見積 100Mbps ：個別見積 100Mbps ：個別見積 

5ラック ：個別見積   1Gbps ：個別見積 
 
提供サービス 

専用サーバーレンタル ― ネットワークセキュリティ ○ ウイルス対策 ○ 

サーバー保守運用  ○ ストレージ ― EC支援・サイト構築 ○ 

防火設備 ○ バックアップ ― 24時間障害対応 ○ 

耐震設備 ○ システム開発 ― ディザスタリカバリ × 

発電設備 ○ IPv6 ○ サービス補償条件 ○ 
 
特色・営業展開等 

エンタープライズ向け iDC。標準仕様だけでなく個別の要望にも対応可能。インターネット接続は、

従量課金にも対応しているため、コンテンツ配信事業者にも適している。ファイアウォールやルー

ターなどの機器運用のアウトソーシングサービスも提供可能。 
 
その他サービス・備考 

ラック料金には、電源 1系統と ping監視を含む。また、サーバーリソース監視、SI構築、ドメイン

名／IPアドレス申請代行、ホスティングサービス（メール／ウェブ／DNS／ウイルスチェックな

ど）、テクニカルサポートも提供。 
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