拡大する
クラウド
世界のデータセンター トラフィックは、2014 年から 2019 年に
かけて 3 倍になり、特にデータセンターのクラウド トラフィック
はこの期間に 4 倍になると予測されています。

2019 年までに、世界のデータセンター
トラフィックの 83 % がクラウド サービ
スおよびアプリケーションから生じるよ
うになる見込みです。
従来のデータセンター トラフィック

1.3 ZB

1.8 ZB

クラウドのデータセンター トラフィック

2.1 ZB

2014

8.6 ZB

3.4 ZB

2019

10.4 ZB

データセンター トラフィック合計

データセンター トラフィック合計

1 ゼタバイト
（ZB）は、10 の 21 乗バイト、つまり 1 兆 GB です。

10.4 ZB とはどれほどの
データ量なのでしょうか?
超高解像度（UHD）ビデオ ストリーミング
1.2 兆時間分

1.2 兆

2019 年に世界の全人口（76 億人）が毎日約
25 分間 UHD ビデオをストリーミングした場合
に生成されるデータ量に相当します。

音楽のストリーミング 144 兆時間分

2019 年に世界の全人口が約 26 ヵ月間連続で
音楽をストリーミングし続けた場合に生成され
るデータ量に相当します。

144 兆
Web カメラによるビジネス Web 会議
26 兆時間分

26 兆

2019 年に世界の全労働人口が毎日 21 時間
Web 会議を開催した場合に生成されるデータ
量に相当します。

このデータ センター
トラフィックの源はどこに
あるのでしょうか?

トラフィックの中には、データセン
ターとエンド ユーザの間を流れ
るものもあれば、各データンセン
ター間を流れるものも、データセ
ンター内に留まるものもあります。

これらのタイプのトラフィックは、
データ センター トラフィック全体に
どのような影響を
及ぼすのでしょうか?

18 %

9%

2019 年までに、データ
センターとエンド ユー
ザの間のトラフィックは
年間で 1.9 ZB（データ
センター トラフィック全
体の 18 %）に達する見
込みです。

73 %

0.9 ZB（9 %）が、たとえば
レプリケーションやデー
タベース間のリンクなど、
各データセンター間を行
き交うことになります。

しかしながら、
データセ
ンター トラフィックの大
部分にあたる 7.6 ZB
（73 %）は今後も、
ストレ
ージ、実稼働、開発、認証
トラフィックなど、依然と
してデータセンター内で
発生します。

クラウドのトラフィックと
ワークロード

クラウド トラフィックは、2014 年から 2019 年の間に
4 倍になる見込みです。

8,300 万のクラウド
ワークロード
2.1 ZB 2014
8.6 ZB

2019

2 億 7,500 万のクラウド
ワークロード

2019 年までにすべてのワークロードの約 86 % がクラウドベースと
なる見込みです。従来のデータセンターのワークロードが減少してい
るのに対し
（年平均成長率 [CAGR] -0.7 %）、
クラウド ワークロードは
大幅に増加しています（CAGR 27 %）。

各地域のネットワークの
動向やリソースの違いが、
データ トラフィックの増加に
影響します。インターネットの
普及状況は地域によって
異なります。
固定とモバイルの比較

2019 年の固定インターネットの
地域別人口普及率の予想は
以下のとおりです。

2014 年から 2019 年までの
固定インターネットの地域別
普及成長率の予想は以下の
とおりです。

2019 年の固定インターネット ユーザ

固定インターネット ユーザ

2014 年から 2019 年までの地域別
増加率（アルファベット順）

地域別（アルファベット順）

アジア太平洋

28 %

中央および
東ヨーロッパ
中南米

アジア太平洋

4.9 %

50 %

5.3 %

35 %

中東および
アフリカ

75 %

7.6 %

北米

4.4 %

72 %

西ヨーロッパ

中南米

中東および
アフリカ

5.6 %

15 %

北米

中央および
東ヨーロッパ

10 %

西ヨーロッパ

2019 年のモバイル インター
ネットの地域別人口普及率の
予想は以下のとおりです。

2014 年から 2019 年までの
モバイル インターネットの
地域別普及成長率の予想は
以下のとおりです。

2019 年のモバイル インターネット
ユーザ

モバイル インターネット ユーザ

2014 年から 2019 年までの地域別
増加率（アルファベット順）

地域別（アルファベット順）

アジア太平洋

57 %

中央および
東ヨーロッパ
中南米

アジア太平洋

27.5 %

68 %

27.5 %

53 %

中東および
アフリカ

18.8 %

81 %

83 %

西ヨーロッパ

中南米

中東および
アフリカ

21.5 %

37 %

北米

中央および
東ヨーロッパ

28.3 %

北米

西ヨーロッパ

22.9 %

クラウドへの対応準備状況は、
地域の固定デバイス
およびモバイルデバイスの
所有状況や接続状況に
よって変わってきます。

2014 年、インターネット ユーザ
1 人あたりの固定/モバイル デバイス
およびマシン ツー マシン（M2M）接続の
平均数が最も多かった地域は
以下のとおりです。

2014 年の各地域のインターネット
ユーザ 1 人あたりの平均デバイス数
（上位 3 地域）

7.3

5.5

2019 年、インターネット ユーザ
1 人あたりの固定/モバイル デバイス
および M2M 接続の平均数が
最も多くなることが予想される地域は
以下のとおりです。

2019 年の各地域のインターネット
ユーザ 1 人あたりの平均デバイス数
（上位 3 地域）

北米

西ヨーロッパ

中東およびアフリカ

5.4

13.6

9.9

中央および東ヨーロッパ

6.2
出典：Cisco® Global Cloud Index（2015 年）

詳細については、www.cisco.com/jp/go/cloudindex を参照してください。
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