
す情報の生成といった一連

のサイクルを“仮想化され

た情報ライフサイクル”と

位置付け、この情報ライフ

サイクル全体をカバーする

情報インフラストラクチャ

にフォーカスしています。

EMCのミッションは、情

報をいつでも、どこでも、

迅速かつ容易に、そして安

全に利用できるようにする

ことです」と語る。

情報は、PDAやラップト

ップPC、携帯電話などコン

シューマデバイスの進化によって、爆

発的に増大している。特に携帯電話に

代表されるユビキタスデバイスは、情

報の生成・利用を活性化させており、

必要とする情報にいつでも、どこから

でもアクセスすることを可能にしてい

る。どのようなデバイスからでも、時

間や場所を問わず情報にアクセスする

ことを可能にするためには、堅牢度の

高いリポジトリで情報を一元管理する

ことが必要である。

ジョー・トゥッチ会長兼社長兼

CEOは「情報が生成され、保存／

処理され、利用されるという情報ラ

イフサイクルは、各プロセスにおけ

るコストが安価になればなるほど早

1979年の設立以来、グローバル企

業として、現在85ヵ国でビジネスを

展開するEMC。従業員数は約36,000

人（2007年９月末現在）、2007年の売

上高は約130億ドルを予想。研究・

開発投資も積極的に行っており、

2007年の投資額は14億ドル強と巨額

に上っている。

EMCのジョー・トゥッチ会長兼社

長兼CEOは、自らを「情報ありきの

企業」としたうえで、「EMCは、情

報の生成、一元的な情報の保存／処

理、情報の利用、新たな需要を満た

54 ビジネスコミュニケーション 2007 Vol.44 No.12

特集　   次世代情報インフラ構築に向けた

          

情報ありきの企業“EMC”と
膨張を続ける“デジタル宇宙”

年間増加率�

出典：IDCおよびEMCによる予測�
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図1 ディスク・アレイに保存される情報量の推移

“情報ありき”のビジネスをワールドワイドで展開し、年間売上高約130億ドル（2007年予想）を誇るEMC。情報のライフサイクル
（保存、保護、最適化、活用）全体をカバーする「情報インフラストラクチャ」戦略のもと、「コンテンツ管理」、「ビジネスアプリケ
ーション」、「データセンター・運用管理」、「仮想化」、「セキュリティ・法令遵守」、「ビジネス継続性・災害対策」、「バックアップ・
アーカイブ」、「ストレージプラットフォーム」の8つの分野に注力するEMCの戦略と、日本市場への取組みを紹介する。

EMCコーポレーション　
会長兼社長兼最高経営責任者（CEO）

ジョー・トゥッチ氏

EMCのビジョンと戦略EMCのビジョンと戦略

http://www.bcm.co.jp/


く回る。つまり、情報の生成、保

存／処理、情報の利用に関するコス

トが安価になればなるほど、情報を

利用するユーザーの数が増え、さら

にコストが下がり利用が拡大すると

いった形でサイクルが加速し、好循

環します」と説明する。

実際、ディスク・アレイやネット

ワーク利用コストの低下は、世界中

で使用される情報の量を劇的に増加

させている。サーバ内蔵ディスクを

除いて、分散化されたデータセンタ

ーのディスク・アレイに保存される

情報量は、1997年からの10年間で年

間平均60％の増加を続けていると、

米調査会社IDCとEMCは分析して

いる（図１参照）。また、IDCが2007

年３月に発行した「The Expanding

Digital Universe（膨張し続けるデジ

タル宇宙）」（スポンサー：EMC）で

は、2006年に新たに生成された情報

量は161EB（エクサバイト）であり、

毎年新たに生成される情報の量は年

間平均60％ずつ増加し続け、2010年

には988EB、ほぼ1ZB（ゼッタバイ

ト）になると予測している（図２参

照）。1ZBは世界中の砂浜の砂の数に

相当する気の遠くなるような量であ

る。まさに、ビッグバンなどにより

宇宙が急激に膨張したような“デジ

タル宇宙”の爆発的増加である。

増え続ける情報の管理は、企業や

公的機関が行わなければならない。

当然、情報のセキュリティ、プライ

バシー、信頼性、コンプライアンス

（法令遵守）に対する責任は重大で

ある。また、情報の爆発的増加に伴

う IT投資にも限界があり、増え続

ける情報を効率的に管理することが

極めて重要になる。

さらに最近、「クラウドコンピュ

ーティング（cloud computing）」

という言葉がよく使われるようにな

った。クラウドは“インターネット

の雲”を指している。クラウドコン

ピューティングでは、ネットワーク

を利用して様々な処理をサーバ側で

全て行い、データはデータセンター

に蓄積するため、データセンターが

鍵となる。こういった ITの新たな

課題に対処するためには、「インフ

ラストラクチャを“情報中心型”に

再構築することが重要」と、ジョ

ー・トゥッチ会長兼社長兼CEOは

指摘する。
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次世代情報インフラストラ

クチャに向けた戦略を積極

展開している。

EMCジャパンは、2007

年から日本市場において

も、情報を効率的に保存し、

確実に保護し、最適化し、

活用する「情報インフラス

トラクチャ」の本格展開を

開始している。

日本市場での展開について、

EMCジャパンの諸星俊男社長は、

「EMCは米国企業ですが、日本のお

客さまに信頼していただけるパート

ナーになりたいということで、“日

本化”をキーワードにビジネスを展

開しています」と前置きしたうえで、

「これは、単に製品を日本語化する

ということのみならず、世界的にみ

てもご要望や製品に対する評価の厳

しい日本のお客さまに、ご満足いた

だけるサービスを提供することを重

要視しています。また、販売パート

ナーとのパートナシップの強化と、

成長著しい中堅・中小のお客さま向

けビジネスにも注力しています。こ

ういった取組みによって、ワールド

ワイドのベストプラクティスを日本

に根付いたサービス・品質とともに

提供することで、次世代情報インフ

ラストラクチャ実現のベストパート

ナーになることを目指しています」

と述べている。

実際、2007年10月１日には、日

本の IT市場、特に情報インフラス

トラクチャ市場のシェアを拡大する

ため、従来の直販を中心とした販売

体制から、日本市場で成長を続けて

いるシステムインテグレータ、VAR

（Value Added Reseller）等のパー

トナーとの連携によるビジネスモデ

ルに注力していくために、組織を改

編し、体制強化を図っている。

また、ジョー・トゥッチ会長兼社

長兼CEOは、EMCにとっての日本

市場の重要性について、「4兆7,000

億ドルの経済規模を誇る日本は、

EMCにとって、テクノロジーを熟

知したユーザーを抱える世界第２位

の市場です。EMCは、日本のお客

さまのニーズに合わせた製品をより

多くリリースする、サービス・レベ

ルの向上を図るなど、日本のお客さ

まの期待に応えることに全力を傾

け、“日本化”をフル・サポートし

ます」と語っている。

EMCでは、図３に示すように、情

報の保存（Store）／情報の保護

（ P r o t e c t）／情報の最適化

（ O p t i m i z e）／情報の活用

（Leverage）、の４つの領域からなる
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次世代情報インフラス
トラクチャ実現のベス
トパートナーを目指す

EMCジャパン㈱
代表取締役社長

諸星俊男氏
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