インフラストラクチャー

第

2章

第

4

部

インターネットサービスプロバイダー

データセンター事業者動向

iDC とは

情報システムのアウトソーシング拠点
サーバー中心のiDCから、ストレージ中心のiDCへ
モデルの展開、の４点に集約できる。こ

iDCが1998年頃から本格的に稼動した。

れらの特徴を実現するために、iDCでは、

米国では、ISPがiDCにスムーズに移行

インターネットデータセンター（以下、

施設（ハウジングやホスティング）の提

していったことが、iDCが盛んになった理

iDC）とは、「堅牢な建物と施設に信頼

供から、サービスプロバイダーによるアプ

由の1つである。同時に、異業種からの
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リケーションやトータルソリューション、

参入を含め、さまざまな人がiDCをビジ
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ビジネスモデルの提供・開発・コーディ

ネスに使うようになったことがiDC発展の

ジネスなどに利用しようという施設」
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大きな理由である。iDCを使ったビジネ

ンプレス刊「インターネットデータセンタ

アグリーメント）などの契約によるサービ

スは1999年になってから急速に全米に広

ー革命」より）である（図1）
。

ス保証を提供することになる。

がった。

iDCは、サーバーやネットワークの運用
を請け負うばかりではなく、ユーザーがコ
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アコンピタンスに集中するために、情報
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パケット通信の実験が開始された1969
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る。従来のユーザーの業務を代替するだ

したり転送したりするための拠点としてサ
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ーネットサービスプロバイダー
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企業でも、イントラネットやエクストラネ

商取引事業者などである。今後短期的に

ジネス分野においては、B2Bにおけるセ

ットなどを含め、ウェブをビジネスに利用す

は、インターネット事業者、あるいは一

キュアな専用の高速情報インフラである

るようになり、特に、ウェブを中心とした情
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と同時に、電子政府、電子自治体といっ
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ようになったため、ネットワークの接続性
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と予測される。また、iDCの設備面から

機関や地方自治体などの公的機関におけ
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iDCの方向性については、ネットワー

であると同時に、実際に稼動するまでに

クのブロードバンド化や光ファイバー網の

一定の時間を要するため、資金調達の効

利用環境の向上に伴い、コンテンツの集

率化や資金回収のための基盤づくりが重
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