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仮想化・クラウドコンピューティング環境に進化する

国内ＩＣＴ基盤市場を調査
―２０１５年度市場予測―
●クラウド基盤ソリューション市場
●クラウド基盤サービス市場
●ネットワークサービス市場

１０年度比 ２.２倍
６,６５０億円
１０年度比 ２.７倍
３,０２２億円
１０年度比 ９.４％増 １兆４,９１１億円

マーケティング＆コンサルテーションの株式会社富士キメラ総研（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 田中 一志
03-3664-5839）は、２０１１年１１月から２０１２年１月にかけて、クラウドコンピューティングのＩＣＴ基盤市
場を調査してこの市場の動向を把握し、今後の市場予測と展望を行った。
この調査では、クラウドコンピューティングのＩＣＴ基盤市場のうち、クラウド基盤ソリューション（２品目）
、
・ソフトウ
クラウド基盤サービス（２品目）
、基盤ＳａａＳ（８品目）
、関連製品から、ハードウェア（１０品目）

ェア（５品目）
、ネットワークサービス（４品目）を対象とし、その市場規模推移や占有率、各市場とその環境を分析
して動向を把握し、今後の予測・展望を行った。
その結果を報告書「２０１２ ＳａａＳ・ＩＣＴ基盤市場総調査(下巻：ＩＣＴ基盤市場編)」にまとめた。
なお、ネットワーク経由のＳａａＳ（Software as a Service）の国内サービス市場は、１月２７日のプレスリ
リースで１０年度１,７８６億円、
１５年度予測は１０年度比６６％増の２,９５８億円とその市場を発表している。
産業が空洞化し国内市場が頭打ちのなか、
今後の日本のＩＣＴ産業はクラウドコンピューティングによって新規
需要を創造し、世界市場にビジネス展開することが重要となる。これまで遅れていた中小企業も費用対効果を考慮
しつつクラウドコンピューティング導入を進めて企業競争力を高めて行く。
東日本大震災は、企業及びキャリア/サービスプロバイダ、データセンタ事業者のＩＣＴインフラ構築構想に大
きな変化をもたらした。
物理的な距離による遅延や外部へのデータ配置によるセキュリティ問題などを懸念しＩＣ
Ｔインフラの外部委託を敬遠していた企業も、データの損失リスクやシステムダウンリスクに対するＢＣＰ（事業
継続計画）対策として、クラウドコンピューティングに対するニーズを重視している。
＜調査結果の概要＞
●仮想化・クラウド環境向けＩＣＴ基盤市場
市場は、プロダクトベンダ、ＳＩｅｒ、通信事業者、データセンタ事業者、クラウド事業者によって構成される。
クラウド基盤ソリューション
クラウド基盤サービス
基盤ＳａａＳ
関連製品
(重複分)
合
計
ネットワークサービス

２０１０年度
３,０２３億円
１,１０２億円
２７５億円
１,５９２億円
１,４２９億円
４,５６３億円
1 兆３,６３３億円

２０１１年度見込
３,６５０億円
１,４８０億円
３１８億円
２,０７４億円
１,７２３億円
５,７９９億円
1 兆３,７１７億円

２０１５年度予測
６,６５０億円
３,０２２億円
４７１億円
４,４４７億円
２,９９７億円
１兆１,５９３億円
１兆４,９１１億円

１０年度比
２２０.０％
２７４．２％
１７１．３％
２７９．３％
２０９．７％
２５４.１％
１０９.４％

仮想化・クラウドコンピューティング環境向けＩＣＴ基盤市場は、タブレット端末、サーバ、ストレージ、ルー
タ／スイッチといった関連製品(特にハードウェア)が牽引し、１４年度には１兆円を突破、１５年度には１兆１,
５９３億円に拡大すると予測する。
１５年度のクラウド基盤サービス市場は、企業がＩＣＴ基盤を“所有から利用”へ着実に移行するため、自社所
有型システムを中心に対応するクラウド基盤ソリューション市場を上回る伸長（１０年度比１７４％増）になると
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予測する。セキュリティ管理やコンテンツ配信などの基盤ＳａａＳ市場は、クラウド基盤のソリューションやサー
ビス、汎用ＳａａＳ市場の拡大に伴い、付加価値を高める周辺サービスとして堅調に拡大すると予測する。特に画
像や動画通信の増大やＰＣ、モバイル端末、ＴＶなど利用端末が多様化し、スマートフォンも登場して通信量の増
加と大量アクセスに対応するコンテンツ配信プラットフォームに対するニーズが更にＷｅｂ運営事業者に高まる
と予測する。
国内のＩＣＴ環境は仮想化･クラウド化し、今後はサーバを中心とした仮想化からストレージやネットワークの
仮想化構築も進む。
信頼性を最重要視する大企業など一部の企業では自社所有型システムの構築が主体となるもの
の 、一般 企業 では“ 所有 から利 用” への流 れが 加速し てＰ ａａＳ (Platform as a Service)/ Ｉ ａａＳ
(Infrastructure as a Service)やＳａａＳなどの利用型パブリッククラウド市場が一層拡大すると予測する。
<注目される市場>
クラウド基盤ソリューション（仮想化クラウド環境、シンクライアント環境）
１０年度 ３,０２３億円 １５年度予測 ６,６５０億円（１０年度比２２０.０％）
この市場は、仮想化機構を利用して複数の仮想マシンを１台の物理サーバ上で稼動させる｢仮想化環境｣、複数の
仮想化環境のリソースをプール化・一元管理化する｢統合環境｣、
システム運用を標準化･自動化した｢クラウド環境｣
へと進化する。そして仮想化クラウド環境市場は１０年度２,５４３億円と、国内のＯＳやミドルウエアなどのプ
ラットフォームソリューション全体市場の９％規模から、
１５年度には同２１.５％の５,７００億円に拡大すると
予測する。
現状では一部の先進的企業で複数の仮想化システムを統合して自動化する例も見られるが、
大部分の企業は情報
系サーバやファイルサーバなど限定したクラウドシステムを個別に手動で運用して統合環境を構築する段階に留
まっている。ただ大震災後はクラウド環境に対する期待が高まって、今後は一気にクラウド環境構築を検討する企
業が増加すると予測する。
シンクライアント環境のシステム設計・構築から運用･保守までの市場は１０年度４８０億円であったが、１５
年度では９５０億円に拡大すると予測する。企業のセキュリティ目的からニーズが年々拡大し続けており、この分
野も大震災後のＢＣＰ意識が追い風となっている。またスマートデバイスの普及や、クラウドコンピューティング
の認知度が向上して、外出先や自宅などからオフィスＰＣにリモートアクセスするニーズも高まりが見られる。
クラウド基盤サービス（データセンタ･ＰａａＳ／ＩａａＳ、ＤａａＳ）
１０年度 １,１０２億円 １５年度予測 ３,０２２億円（１０年度比２７４.２％）
この市場は、
仮想化技術によって集められたＩＴ資源をネットワーク経由で利用するオンデマンド型のサービス
であるＰａａＳ／ＩａａＳ、ＤａａＳを対象としている。ＰａａＳとＩａａＳ市場は１０年度の１２０億円から、
１５年度には５.２倍の６２０億円に拡大すると予測する。従来型サービスに代わり、初期コストを抑えてＩＴ資
源を利用できるメリットからユーザー規模が急増しているほか、
社内向け業務システムとして利用する企業も増加
している。複数ユーザー向け共有型サービスは認知度が向上し、サービス信頼性も向上しており引き続き高い成長
を予測する。
ＤａａＳ（Desktop as a Service)はデスクトップＰＣの運用・管理体制を一新する必要があり長期利用コスト
が自社所有型より高くなるため伸び悩んでいる。しかしクラウドサービスに対する注目度が高まり、ＤａａＳ提供
事業者が増加してサービスの認知度が向上し、
大手通信事業者による大規模自社導入や数千〜万単位の大規模案件
が見られたため１１年度は前年度比１２.５倍、３０億円と大幅に市場が拡大したと見込む。
関連製品（サーバ、ストレージ、ルータ／スイッチなど１５品目）
１０年度 １,５９２億円 １５年度予測 ４,４４７億円（１０年度比２７９.３％）
ハードウェアでは、
タブレット端末が１０年度の４３億円から、
１５年度には２６.３倍の１,１３０億円に拡大、
サーバも１５年度には１.８倍の７０５億円に拡大、ストレージが１５年度には２.８倍の７７５億円に、ルータが
同じく２倍の４００億円に市場を拡大して牽引していくと予測する。法人向けクライアント端末には、シンクライ
アント専用端末、タブレット端末、スレートＰＣなど、多様な業務内容や利用用途に合わせた端末が利用される環
境が更に進行する。特にタブレット端末は最大の不安要素であったセキュリティ対策に目処が立ち、販促ツール、
プレゼンテーションツールの需要中心に更に拡大していくと予測する。外回り要員向け需要が中心に拡大し、Ｗｉ
−ＦｉタイプではＷｉ−Ｆｉモバイルルータやスマートフォンによるテザリングが活用され需要が増える。
本件に関するお問合せ：広報部

（Tel.03-3664-5697

Fax.03-3664-5842またはmail address：koho@fk-m.co.jp）
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ソフトウェアでは、仮想化・クラウド環境構築のベースとなるサーバ仮想化ソフトが１０年度８３億円から１５
年度１４０億円に拡大し、
次いでセキュリティ対策目的のシンクライアントソフトの実績が１０年度の６４億円か
ら１５年度で１１７億円と拡大を予測する。サーバ仮想化ソフトは、１１年以降もサーバの統合と集約によりスト
レージ、ネットワーク周辺機能が一層強化されていくと予測する。
シンクライアントソフトは、
比較的安価なＳＢＣ(サーバにアプリケーションやデータを置く)方式による市場が
先行して立ち上がったが、その後ＶＤＩ（仮想化マシーンにＯＳ、アプリ、データを置く）方式のニーズが急速に
高まっている。
ネットワークサービス（高速／超高速デジタル専用線、携帯電話（法人）
、リモートアクセスなど４品目）
１０年度 １兆３,６３３億円 １５年度予測 １兆４,９１１億円（１０年度比１０９.４％）
ネットワークサービスは、仮想化・クラウド環境に特化したネットワーク部分のみ算出することが困難であるた
め全体市場を対象としている。
仮想化・クラウド環境が増加してネットワークのトラフィックが混雑し、より広帯域のネットワークニーズが高
まると予測する。法人向け携帯電話サービスでは、３Ｇ対応のタブレット端末の需要拡大、Ｍ２Ｍ(ネットワーク
機器間)通信モジュールの需要拡大が予測される。こうしたデータ通信の拡大が法人市場の伸びに大きく貢献する
と予測する。
企業のプライベートクラウドやクラウドサービス利用を拡大することで、ネットワーク全体の広帯域対応、トラ
フィックが集中するデータセンタ接続回線の大容量化が一層求められて行く。
＜調査対象＞
●クラウド基盤ソリューション

仮想化・クラウド環境構築ソリューション、 シンクライアント環境構築

ソリューション
●クラウド基盤サービス
●基盤ＳａａＳ

データセンタ・ＰａａＳ／ＩａａＳ、 ＤａａＳ

販売管理・課金プラットフォーム、ＧＩＳ、ＣＴＩ、コンテンツ配信プラットフォーム 、

セキュリティ管理、ログ収集・管理、ＩＴ資産管理 、タイムスタンプ
●関連製品
・ハードウェア

クライアント端末、サーバ 、クラウド統合パッケージ、ストレージ、ＳＡＮスイッチ／ダ

イレクタ、ストレージ仮想化アプライアンス、 ルータ/スイッチ、 Ｌ４−７スイッチ、 ＷＡＮ高速化装置、
ＵＴＭアプライアンス
・ソフトウェア

サーバ仮想化ソフト、ストレージ仮想化ソフト、シンクライアントソフト、仮想化・クラウ

ド運用管理ソフト、 バーチャルアプライアンス
●ネットワークサービス 専用線サービス、ＶＰＮサービス、携帯電話サービス、リモートアクセスサービス
＜調査方法＞
富士キメラ総研専門調査員による参入企業・関連団体などへの直接面接を基本としたヒアリング調査および、弊
社データベース、外部関連情報などを補足活用して調査・分析した。
＜調査期間＞ ２０１１年１１月〜２０１２年１月
以上
資料タイトル ：
「２０１２ ＳａａＳ・ＩＣＴ基盤市場総調査（下巻：ＩＣＴ基盤市場編）
」
体
裁 ：Ａ４判 ２７４頁
価
格 ：９７,０００円 （税込み１０１,８５０円）
ＣＤ-ＲＯＭ付価格 １０７,０００円（税込み１１２,３５０円）
集計ファイルセット価格 １２７,０００円 （税込み１３３,３５０円）
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