
 

1  IDEMA Japan News 

 

 

1 昨年 12 月、中国・武漢で発生したコロナウイルスは、昨年 1 月 25 日に大きく報道され、あっという間に全世界

に広がり、2 月 13 日午後 4 時（日本は午後 8 時）現在で、感染者は 1 億人を超え 1 億 819 万 5,727 人、死者数 238

万 3,096 人、日本は感染者 41 万 4,742 人、死者数 6,932 人（米ジョンズ・ホプキンス大学まとめ）にまで増大し

た。更に日本を含めて世界で第 3 次感染が拡大しており、中々その勢いが止まらず抗体検査が十分できていないの

と、ようやくワクチン出始め、世界でワクチン接種が始まったが、日本は 2 月後半の予定で、また感染して 2 週間

後に発生するという潜伏期間の長いウイルスになった。またウイルスも変化しており、イギリスがなど新種のウイ

ルスも数十種類発生し世界へ広まっている。 

この影響で、世界の貿易、観光、行き来が閉鎖され、外出自粛などで完全にヒト・モノ・カネの動きがストップし

た。ワクチンも、短期間の治験のため後遺症も不透明感を残しながら他国ではスタートしている。現状では、非接

触・「3 蜜」を避けた世界経済と感染者防止を同時並行に進めないといけない難しいかじ取りなっている。また、日

本でも、昨年末からの第 3 次の感染拡大が止まらず、主要都市で、非常事態宣言が 11 都道府県に 1 月 14 から 2 月

7 日まで出され更に減少傾向が出てきているが、さらに 3 月 7 日まで主要都市（10 都道府県）で延長され、お酒や

お店の営業、人の動きが制限された。 

そこで今までと違った、ニューノーマル（新常態）と言われる新しい世界が生まれつつある。特に「3 蜜」を避け

るために、「マスク」「非接触」「ソーシャルディスタンス」は必須で、それをベースとした経済活動、「在宅勤務」

「リモート会議・講演・スクール」「通販購入」「医療関係（マスク、消毒液、フェースガード）」等が中心に、集会

が出来ないためリモート会議、セミナー、展示や講演会、集会もリモートが当たり前になってきている。また、海

外との行き来が遮断されたので、インバウンドがストップし、観光、旅館・ホテル、交通機関、百貨店などが、大

きな打撃を受けている。世界経済が大きく落ち込む中、回復には 2～3 年はかかるのでは、と言われている。 

コロナウイルスを抱えながらニューノーマルとなる社会の不透明感の多い状態で、デジタルが大きなキーワードに

なってきており、これを踏まえて、今後の世界経済やストレージ、HDD の動向を展望してみる(*1)。 

 

１ 世界経済とコロナウイルスによるニーノーマル（新常態社会） 

 １－１ 世界経済 

  コロナウイルス感染が拡大している中、米調査会社ユーラシア・グループは 1 月 4 日に恒例の 2021 年の世界

の「10 大リスク」を下記のように発表した。 

  ユーラシア・グループが予想した 2021 年の主要リスク 

  (1) 米国第 16 代米国大統領     (6) サイバー紛争の本格化 

  (2) 長引く新型コロナの影響     (7) トルコ 

  (3) 気候変動対策を巡る競争     (8）原油安の打撃を受ける中東 

  (4) 米中の緊張拡大         (9) メルケル独首相退任後の欧州 

  (5) 世界的なデータの規制強化   (10) 中南米の失望 

  即ち、トランプ前大統領から、バイデン新大統領への転換により、ようやく米国が世界を考える仲間に復帰し

た良い面はあるが、課題も多く、やはり第一はコロナ感染防止対策、次が米中の貿易摩擦と覇者争い、そして気

候変動とを含めた「SDGs（Sustainable Development Goals）」の目標達成、中国の強肩な覇者主義が大きな問
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題点となる。ここでは詳細は省くが、国際通貨基金（IMF）が 1 月 27 日に発表した最新の経済成長率の予測は、

2020 年は中国を除いてマイナスだが、2021 年はプラスを予測している（表 1）。ただ、これもコロナウイルスと

ワクチン次第だと言える。 

表 1 IMF の経済見通し 

 2020 年（20 年 10 月からの修正幅％） 2021 年（20 年 10 月からの修正幅％） 

世界全体 ▲3.5（0.9） 5.5（0.3） 

日本 ▲5.1（0.2） 3.1（0.8） 

米国 ▲3.4（0.9） 5.1（2.0） 

ユーロ圏 ▲7.2（1.1） 4.2（▲1.0） 

英国 ▲10.0（0.2） 4.5（▲1.4） 

中国 2.3（0.4） 8.1（▲0.1） 

インド ▲8.0（2.3） 11.5（2.7） 

ブラジル ▲4.5（1.3） 3.6（0.8） 

新興・途上国 ▲2.4（3.3） 6.3（0.3） 

  また、世界全体の動きは 

  (1) コロナ感染拡大と死者増加の傾向は変わらないが、ワクチンの接種が各国で始まりだし後遺症が心配だが、

それでも感染を防止するために、進められている 

  (2) 米中の威信を賭けた貿易戦争 

  (3) 米大統領にバイデン氏、副大統領にハリス氏が当選し、世界の共通機関の WTO（世界保健機構）やパリ協

定への復帰し、再び世界の連携に参加し始めたこと 

  (4) 中国の第 5 次全中代により、益々、国家の発言力の強化と内政干渉への対抗措置 

  (5) 香港の中国ルールの導入、台湾の独立阻止への監視 

  (6) 英国の EU 離脱が成立、関税関連や金融センター本部をどうするかの問題が残る。またドイツで今年 10 月

に退任するメルケル首相の後任が大きな焦点 

  (7) TPP（Trans‐Pacific Partnership）、RCEP（東アジアの経済連携協定、（Regional Comprehensive Economic 

Partnership）の成立は、世界に力強い方向。米国は TPP 参加に慎重、英国は参加申込 

  (8) 東京五輪 2020 が今年（2021 年 7 月）開催予定だが、コロナ感染が止まらず微妙な状況だがワクチンが出

始めたことで、何らかの方法で実施される方向か 

  (9) EU が、ガソリン車の廃止を決め、今後は電気自動車へ。また各国もその動き 

  (10) SDGs が、気候温暖化の地球への影響を考えて、企業が積極導入することが必須に 

  (11) コロナウイルス感染で、サプライチェーンの見直し（中国から東南アジアへ） 

  (12) 米国や EU が中国のファーウェイ（華為技術）や SMIC（中芯国際集成電路製造）製品の輸入禁止 

  (13) ミャンマーの軍事クーデターによるミャンマーでの経済活動の不安定(スーチー国家顧問軟禁) 

  (14) 北朝鮮の核ミサイル強化と米国の大統領が米バイデン氏に代わり、仕切り直し 

  日本の動きと問題点は 

 (1) 対中、対米への板挟みによる外交の対応と舵取り 

  (2) 安倍政権（体力の限界）から菅政権へ。がこの国難にはカリス性が重要 

(3) 成長戦略の拡大がなく、技術革新を中心にして GDP を上げることが重要（岩盤規制の打破や新技術開発） 

  (4) デジタル化の遅れに対して、デジタル庁の創設。デジタル化と SDGs は、今後の大きな克服すべき課題 

(5) 人口減少と女性の活用が、大きな課題、独身者の増加 

  (6) 技術力の新規開発と 30 年後の技術戦略ロードマップの作成重要性 

  (7) 女性の国会議員や官庁、企業の管理職登用の拡大 
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  (8) テレワークによる地方分散と創生 

  (9) 交通機関、旅館・ホテル・観光地、飲食店の回復が最大課題 

  (10) インバウンドの再開時期 

  などが挙げられ、コロナと対峙しながら、これに対処施せねばならない難しい舵取りとなっている。 

また、今後予想される社会と技術として、“Inovation Roadmap2030”AI・IoT 変わる世界（衣食住に密着 共 

存の時代へ）では、下記の新技術を予測 

  2021 年：「消防士らが視覚や嗅覚などの身体機能を装着型装置で増強」 

「食生活や運動習慣の解析から病気を予防」 

  2022 年：“ロボットが社会進出”「サッカーなどの審判に AI を活用」 

「いたわりや手加減ができるロボットが介護や課題、掃除で活躍」 

      “人体とコンピュータが融合” 

      「コンタクレンズ型ディスプレイが視界に映像を投影」 

  2023 年：「血管内を移動する微小な医薬ロボットが実用化」 

  2024 年：「人間の脳と同等の情報処理ができるシステムが登場 

  2025 年：“AI が人の代役”「高齢者らの自立を支援するシステムが稼働」「民事調停の調停案を AI が提示」「工

事現場で知能ロボットが作業」「監督の演出意図を理解するバーチャル俳優が事実上デビュー」「歩行

者と車がやりとりし、道路の信号が事実上不要に」「AI が文の意味を理解」 

      “技術で言葉の壁が消滅”「言語の壁を越えてコミュニケーション」「動物と会話できる装置が実現」

「音声翻訳システムが国際商取引の場で同時通訳」 

  2026 年：「語学学校で AI 教師が授業」「コンピュータが従業員同士の人間関係を解析」 

  2027 年：「ロボットが 20 種類以上のメニューを調理」「頭の中で念じるだけでコンピュータを操作」「個人の

体感を記録・伝達できるメディアが登場」 

  2028 年：「ロボットが買い物を代行」 

  2029 年：「100km を超える都市で量子暗号通信の利用開始」 

  2030 年：“ヒトと機械が共存・協調する社会”「ヒトと機械が共に暮らすための法整備」「脳科学の進歩で、個

人に合う勉強法が確立」「AI 秘書や AI 教師を登用」「ドローン（小型無人機）を使う配送網が拡大」「自

動運転にタクシーが増加」「着るだけで体調がわかる衣服が普及」 

   これらを見据えながら、コロナの収まるのを待つしかないが、ワクチンが出てきても 1～2 年はこの状態が

続くものと思われる。大幅な、転換が必要となる。  

        

 １－２ コロナウイルスとニューニューノーマル（新常態社会） 

  日本も含めて、コロナウイルスの第 3 次感染拡大が収まらない。そこで、ワクチンが少しずつ世界で接種され

始めたが、恐らくコロナウイルス後の世界を考えると、ここ 1～2 年はコロナウイルスと共に生きながら社会活

動をし、以前のような社会には戻らず、大きな変化が見られる。問題として挙げられるのは、次の通リである。  

  (1) 都市封鎖 

  (2) 各国の入国禁止 

  (3) 外出と他県への移動の自粛 

  (4) 映画館、ボーリング場、ゲームセンター、パチンコ、スポーツセンター、ゴルフ場、バー、キャバレー、

学校、企業の在宅勤務、公営施設（図書館、公民館）の閉鎖要望、デパート・百貨店、 

  (5) 通勤（在宅勤務）、外出の自粛（夜間 8 時以降の外出自粛） 

  (6) 飛行機、バス、新幹線の移動自粛で、乗客の大幅減少 

  (7) 各種イベントの中止、展示会のリモート化 

  (8) スーパー、コンビニ、銭湯、床屋、美容院は、容認 
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  (9) 交通機関の利用客の大幅減少（飛行機、新幹線、地下鉄、バス） 

  (10) インバウンドの激減で、温泉地やホテル、旅館業、交通機関、土産物、観光地 

 などで、中小企業や自営業、芸能人、漫才・落語家、学生などの無収入などが大きく、影響している。 

  その一方で、逆の面で導入されたり対応を考えた新規の事業が出来ている。 

  (1) 在宅勤務 

  (2) リモート会議、リモート営業、リモート講演会・セミナー 

  (3) テレビ電話による会話 

  (4) インターネット診療 

  (5) パソコンによる在宅授業（小学校から大学まで） 

  (6) 世界の首脳会議のインターネット化 

  (7) TV 放送のテレビ内のモニターでの出演やグループの合作ディスプレイでの歌 

  (8) マスクの販売 

  (9) 料理のテイクアウトの増加 

  (10) コンビニ、スーパーの繁栄 

 (11) パソコン、ウエッブカメラ、ゲーム機、空気清浄機の在庫切れ 

 (12) 医薬品で、消毒液、手洗い洗剤の販売増加 

  (13) レンタルオフィス、サティライトオフィスの活用 

   (14) 移動コンビニ、テイクアウト、ドライブスルー 

 そして、「非接触」「3 蜜」を基本にした経済活動が進められると思われる。 

コロナウイルス後の大きく変わるターニングポイントは 

  (1) 在宅勤務：在宅ができる家庭環境整備と地方への分散 

  (2) デジタル社会：日本は世界で見ると大きくデジタル化が遅れており、システムを含めたデジタル（ある意

味ではペーパレス、ハンコなし社会）の構築 

  (3) オフィスビルや展示会場の縮小・不要：在宅勤務が増えると、事務所の必要ななくなり、サティライトオ

フィスが増加し、かつ地方への分散が始まる 

  (4) 在宅スクール：学校教育のパソコン活用で、2 年後だったのを今年中に全校に 1 人 1 台のパソコンを配布 

  (5) 通販やネットによる商品購入の増加 

  (6) 会議やセミナー、講演会：リモートで開催、それによる交通費や会場費の不要 

   ただ問題点は、人と人との接触が減少すると人間がロボット化する可能性があり、感情のない人が増え、危

険性を増すので、やはり企業での対面の交流は、コロウイルス終息後も重要な要素となる。特に人同士のコミ

ュニケーションは、面談が遮断されて、如何に対面で、心理的な情報読み取っていたかを痛感する。これは、

展示会でも同じで、現場の展示物をみて読み取ることが多いのに対して、リモート展示では細かい状況が読み

とれない危険性がある。ただ、講演会などはどこでも聞けるので有効である。 

  

２ ストレージの動向 

   ストレージは、「HDD（ハード・ディスク・ドライブ）」「フラッシュメモリ」「光ディスク」「磁気テープ」

が、いずれも用途に応じて活用され、ストレージシステムとして導入されている。それぞれに一長一短がある

が、特徴を生かしたシステム構成をしている。 

   HDD は大容量化が可能であり、GB 当たりのコストも安いが、可動部があるため寿命に制限があり（3～4

年）、バックアップやアーカイブ、外付け HDD として活用されている。NAND 型フラッシュメモリは、可動部

がないため機械的な故障はなく、パソコン等の立ち上がりが早いが、大容量になるとコストが高くなり、現在

では 500GB 当たりには多く使われているが、それ以上になると価格がアップする。ただ、応答速度が速いた

め、サーバー系では、フラッシュメモリと HDD の混載で活用されている。また、オールフラッシュのサーバ
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ーも増えてきている。ただフラッシュメモリの使用回数でデータが完全に消えるので、記録性再生回数には注

意を要する。光メモリは、ディスク 1 枚の容量が現状では 300GB と限られているため、ディスク 10 枚をパッ

ケージ化して、3TB にして、それを 12 パッケージ等にしてオートランで引き出しながら大容量化している。

ディスクコストが安く、寿命も 50 年などと言われており、アーカイブ等でシステム化して使用されている。

磁気テープは、オーディオテープ時代からの信頼性があり、またコストも安く、安定性があるために現在でも

NHKの放送センターのアーカイブやバックアップ用として用いられている。容量もLTO8（容量は非圧縮で12TB）

まで来ていて、トレンドは LT012（192TB）までの開発トレンドが示されている。さらに富士フイルムは、ス

イスのチューリッヒとツーソンの IBM リサーチヨーロッパと共同で実施したランニングテストで、ストロンチ

ウムフェライト(SrFe)を使用して 580TB(スパッタ付きメディアを置き換える)を磁性粒子に 317Gb/in2 の記録

で供給する新技術を発表しました。これは、現在の LTO-8 の 48.3 倍の容量に相当するものを発表しているの

で、更に高容量化が進むものと期待されている。このように、各種ストレージは一長一短あるものの用途に応

じて使用されているのが現状である。表 1、2 にその比較を示す。 

 

表 1 各社ストレージの状況 

ストレージの種類 現状(枚） 発表または予定 今後のターゲット 

HDD 
3.5 型ディスク 1.78 TB 25TB/34TB 20～40TB 

2.5 型ディスク 750 GB  2 TB 

光(BD) 5 型ディスク 100/200/300GB/枚 500GB/1TB(多層膜) 1 TB 

NAND 型、3 次元 

NAND 型、3 次元 
64/128/256/512GB/1TB/4TB/5T

B/8TB/16TB/32TB 
多値 3～4 ﾋﾞｯﾄ 128TB 

SSD 型、3 次元 
128/256/512GB/1TB/4TB/5TB/8

TB/16TB/32TB 
多値、3～4 ﾋﾞｯﾄ 128TB 

MRAM 型（SSD) 4GB   

磁気テープ LTO8 12TB（非圧縮）/30TB (圧縮) 
LTO9/10/11/12

（24/48/96/192TB<非圧縮>) 
220 /330/400 TB 

 

表 2 各種ストレージの特徴 

媒体名 記録容量 価格 応答速度 寿命 

HDD ◎ ◎ 〇 〇 

フラッシュメモリ 〇 〇 ◎ 〇 

光 〇 ◎ 〇 ◎ 

磁気テープ 〇 ◎ × ◎ 

 

３ HDD の業界の動向 

 ３－１ HDD 業界の動き 

   コロナ感染拡大により、「3 蜜」「非接触」「マスク」が対策の基本になり、在宅勤務や在宅クール（小中高校

のパソコン授業、大学のリモート化）、リモート会議、講演会、セミナーなどが増え、パソコンが必要機器と

なり、そのため通信のトラフィック量が増大し、かつクラウドの活用が増えている。そのためにパソコンは急

激に増え（ただし、一巡すれば落ち着くが）、国内でも JEITA の資料によれば、年間 1 千万台を超えている。

ただし、フラッシュメモリの高容量化、低価格化によりコンシューマのパソコンはほとんどが SSD（Solid State 
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Silicon）に置き換わっている。また、ゲームでソニーのプレステーション 4（PS4)までは、HDD が使われてい

たが PS5 からは SSD（ソリッド・ステート・ドライブ）に代わっている。従って、パソコンが SSD に置き換

えられている現状で（デスクトップ型でも SSD が増加）、HDD の用途は限られてきた。ニアライン、外付け

HDD、TV 内蔵型 HDD、監視カメラシステム、コピー機、アーカブなどになってくる。ただ、今後、情報量の

増加により、クラウドの活用が増えているため、データセンター向けサーバーの拡充が進められていて、東芝

は HDD の 3 割増産を打ち出しており、益々サーバー系向け大容量の HDD の出荷が望まれている。だが、HDD

の高容量化（面記録密度の向上）があまり進んでいない現状で、各部品メーカーは、サーバー系の増加により、

HDD のディスク枚数を増やして高容量化を進めており、HDD のディスクメーカー・昭和電工（栃木県小山工

場）が、アルミ基板の 3 割の生産アップも発表している。特にサーバー系は、3～5 年サイクルでの交換サイク

ルがあり、サーバー系出荷状況を考えると、この HDD の入れ替えビジネスも年々増えていくものと思われる。

一方で、アシスト系の磁気ヘッドが出てくると、当然、ヘッドの構造と媒体（メディア）も変わるためのコス

トアップになると考えられる。アシスト系の磁気ヘッド・ディスクが出てくるまで、現状ではディスク枚数の

増加が図られているが、ディスク 9 枚を 10 枚までは可能とされる。果たしてどこまで増やせるかは未知数だ。

が、3 年前にディスク素材メーカーの HOYA のデモでは、ガラス基板 0.38 ミリ㍍（現状のガラスは厚みは 0.5

ミリ㍍）を用いれば、14 枚まで可能とされているが、実際に量産できるかは、不透明である。従って、データ

センターのスペースや電力消費を考えると高容量化は必要だが、コスト面を考えると致し返しである。結局は

事業者の判断にゆだねられる形になる。表 3 に HDD と主要部品メーカーを示す。 

 

表 3 HDD と各社部品メーカー 

HDD 主要部品分野   会社名  

  HDD（3 社） Seagate､Western Digital(HGST)､東芝 

ヘッド(社) 
専業 1 社 TDK 

内製 2 社 Seagate、Western Digital（HGST) 

メディア(4 社) 
専業 2 社 昭和電工、富士電機 

内製 2 社 Seagate､Western Digital（HGST) 

サブ基板 
アルミ 6 社 

Seagate、Western Digital（HGST)、昭和電工、富士電機、

東洋鋼鈑、Kaifa、ウエカツ工業 

ガラス 1 社 HOYA 

ブランク材 
アルミ 2 社 古河電工、神戸製鋼所 

ガラス 1 社 HOYA 

 スピンドルモーター      専業 2 社 日本電産、ミネベア 

 サスペンション（3 社） 3 社 ニッパツ、TDK、サンコール 

 

 ３－２ 容量と面記録密度の動き 

   ここ 5～6 年、HDD の面記録密度が伸びておらず、次期高容量化の手段としてアシスト方式の HAMR（Heat 

Assist Magnetic Recording）や MAMR（Micro Assist Magnetic Recording）が期待されたが、思うようにそれ

を導入した製品（磁気ヘッドと M メディア)がまだ出ていない。すでにサンプルでは、MAMR は数千個レベル

投入されているが、量産へのゴーは出ていない。一部には MAMR は線記録密度があげられないため、ある程

度、高容量化には限界が出てくると言われており、その意味で HAMR 方式が有利になってきている。現状の面

記録密度は、今主流になりつつあり 18TB の 1.2Gb/in2 であるが、20TB は SMR（瓦記録）で、今後は、さら

に 22 年に 25TB/10 枚、23 年に 34TB が見込まれている。既に HAMR の 20TB/9 枚がサンプルで数千台出され

ているが、本格生産は、来年度になりそうだ。現状の流れでは従来の PMR（垂直記録方式）で、18TB/9 枚、
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20TB/10 枚の方向である。ウエスタンデジタル（WD)が ePMR という方式で、従来の垂直記録方式に磁気ヘッ

ドのギャップ付近に電流を少し容量（18TB)をのばしたが、本筋ではない。従って、今後は HMAR が主流で高

密度化が進められていくものと思われる。図 1 に面記録密度の推移を示す。また記録は問題であり、記録用と

して CPP－GMR（Current perpendicular to Plane）も盛んに研究されており、シミュレーションでは 2.4～

2.77Tb/in2や 4Tb/in2の研究会開発も進められている。アシスト系の導入は、信頼性やコストの面で遅れている

が、サーバー系の HDD の大容量化が必須の現状では、設置場所や環境を考えると、HDD の大容量化に期待が

かかっている。 

  なお、面記録密度は、2010 年までは製品の容量発表と同時になされていたが、これ以降は発表されていない。

そこで、IDEMA JAPAN の武藤弘氏が、推測計算式で産出されたのが、ほぼ以前の発表値に合うとして、2010

年以降は、この推測値での面記録密度のグラフを示している。その計算式によると 18TB は 1.42Gb/in2、20TB

は 1.573Gb/in2 になることを参考までに付け加える。 

図１ 面記録密度の推移*2) 

  

３－３ 今後の展望 

   フラッシュメモリの大容量化・コストの低下により容量の低い（500GB～1TB）ものは SSD に置き換えられ

てきている。現に、容量が 512GB までのパソコンは、殆どが SSD になっている（中心は 256GB）。若干価格

は高くなっているが、立ち上がり時間や消費電力に有利に働き、デスクトップ型でも徐々に増えている。学校

教育などは、タブレット系が普及し今年中に全校（約 1200 校）に配布される予定である。従った HDD はサー

バー系や外付け HDD として、監視カメラ、TV 内蔵などに用いられ、大容量の HDD に期待が寄せられている。

また、特にコロナウイルス感染拡大で、テータ通信のトラフィック量が増大し、年増えるビッグデータには大

容量の HDD は必須と思われる。今後は、HDD の応用製品に期待したいが、かなりの製品が出されており、大

容量が必要なホームサーバー、船舶サーバー、カーサーバー、モバイルサーバー等のサーバー系に期待したい。

また、スーパーコンピュータ、量子コンピュータなどにも期待が寄せられている。 
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４ 半導体メモリの動向 

 ４－１ 半導体メモリの動き 

   半導体メモリ、つまりフラッシュメモリは多層化がどんどん進み、現状で 96 層が主流だが、136 層、176

層（マイクロン・シンガポール、SK ハイニックス・韓国＜3 ビット/セル・512G ビット＞）、中国の紫光集団

（紫光集団傘下の長江存儲科技＜長江メモリ・テクノロジーズ、YMTC＞）が 192 層に乗り出そうとしている。

セルも TLC（トリプル・レベル・セル）の 256G ビット品や QLC（クワトロ・レベル・セル）など、容量アッ

プへと進んでいる。ただ、セル数が増えると書き込み回数に制限が出てくるため、寿命が短くなるので、用途

に応じた選択タイプが必要である。線幅では 7 ミクロン、5 ミクロン、3 ミクロンと線幅の狭小化が進められ

ている。また、企業では、NAND で業界 4 位の SK ハイニックスは 2020 年に 6 位のインテル（中国の大連工

場）の事業買収を発表し、DRAM では高いシェアを持っているが、NAND 型フラッシュメモリへ存在感が薄く、

その強化策としてインテルの NAND 部門を買収したものと思われる。また、半導体メモリは米国、韓国が圧倒

的に強いが日本では唯一東芝系でキオクシアがウエスタンデジタルと組みながら唯一奮闘している。一方、中

国は、ファーウエイ（華為技術）や SMIC（中芯国際集成電路製造）などが米国の安全保障上から輸入禁止と

なり、以前から半導体自給率向上（2025 年に 70％）を進めてきたが、思うように進まず、2020 年現在で 15.9％、

2025 年でも 19.4％に留まる見通しだ。また、半導体業界は、競争が激化しており、ファブレス企業の台湾の

TSMC が、その主導権を握り、半導体露光装置の大手メーカー・オランダ ASML はなんと、EUV（極端紫外線）

露光装置を合計 100 台出荷し、半導体の活発化が見られる。また、アップルはパソコン Mac に自社の半導体

CPU（中央処理装置）を自社開発の「M1 チップ」に昨年 11 月から置き換えているが、今後、全てをインテル

から置き換えていく。又インテルは半導体に危機感を持っていて、米の AMD にその地位を脅かされている。

また、半導体で旺盛な地域は、米国、韓国、日本だがそれにシンガポールは SK ハイニックスの進出でその地

位に入ろうとしている。その意味では、是非日本も、各分野に入り込んでいる半導体のステータスを高めても

らいたいと思っている。 

  

４－２ 今後の展開   

   半導体メモリは、メモリの多層化により益々高容量化と低コストがどんどん進んでいる。方法は、この多層

化（開発含めて 192 層）、線幅の狭小化（3 ナノ㍍）、セルのビット数の増加（4 ビット）など多くの手段が残

されている。特に今後は、自動車の EV 化に伴う半導体が重要なキーパツになっていること、5G の通信規格に

対する拡大化、人工知能（AI）の発展などに期待が寄せられている。 

 

５ HDD と SSD の今後について 

   HDD と SSD は、お互いの特徴（前者が大容量、後者が転送速度が速い）を生かしながら共存していくと思

われるが、はっきりしていることは、コンシューマ向けパソコンは、殆どが SSD に置き換わっていく事とサ

ーバー系は SSD と HDD が共存しながら使われていくことなどが挙げられる。また学校教育などはどちらかと

いえば大容量は必要なく、タブレット系（クロームブックが推奨されている）が主に使われている。また、在

宅勤務の増加によりパソコンは重要なツールとなってきている。また、大きなことは、図書館が蔵書を電子化

して、インタ―ネット貸し出しが始まり、図書館蔵書のアーカイブ化が進んできている。そうなると大容量が

必要で、HDD としては、サーバー用途として重要な役割を果たすようになる。また、医療関係は、4K・8K の

映像になり記録が必ずなされるので、その意味で容量は膨大である。勿論、5G 通信が今後伸びて行けば、高

速通信として、大容量の送信が必要になってくる。これらがクラウドの活用にもつながり、更に 6G 通信にな

ると光通信で、益々大容量通信が高速で用に出来るようになり、大容量のアーカイブ化はさらに重要になって

くる。従って、今後は SSD がパソコン系で増えてくるが、メインが大容量のアーカイブになれば、HDD はま

すます重要な情報の蓄積装置となる。図 2 に HDD と SSD（SSD はテクノ・システム・リサーチの資料*3）の

推移と予測を示す。昨年（2020 年）筆者が予測した HDD の出荷台数 2 億 6,441 万台は、ほぼ当たっており、
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業界の見込では最近 TorendFocus が発表した資料*4)では 2 億 5,981 万台と発表している。SSD は 3 億 1,255

万台で、SSD の割合は 54％になっている。今後の HDD の予測は、2021 年 2 億 3,004 万台（前年比 11％減、

SSD は 3 億、2,910 万台）、2022 年は HDD が 2 億 474 万台（SSD は 3 億 5,100 万台）、2023 年は HDD が 1

億 8,222 万台（SDD は 3 億 6,530 万台）、2024 年は HDD が 1 億 9,133 万台（SSD は 3 億 7370 万台）と HDD

が増加に転じ、2025 年は HDD が 2 億 855 万台（SDD は 3 億 7,730 万台）と予測している。ほぼ SDD の導入

が一巡した後の 2023 年から大容量の導入により HDD の生産が増えて行くと予想している。特にスマートシテ

ィや都市のインフラ事業の対応として増加すると予想している。なお、図 3 に 2020 年のメーカー別シェアを、

最近発表した TrendFocus*4)の 2 億 5,981 万台のシェアを示す。 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 HDD と SDD の出荷台数推移(*3) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 2020 年 HDD のメーカー別シェア（*4） 

    

また、大阪の家電量販店で調べた HDD とフラッシュメモリ（メモリと SSD）の GB 当たりの価格比較を表

2 に示す。幸い 1TB（ソニー製品）では、フラッシュタイプと HDD、SSD の比較ができ、フラッシュタイプ

では 1TB（では GB 当たり 273 円と高いが、HDD と SSD では 7.1 円と 13 円となりほぼ 1:2 まで来ている。
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ただし HDD では 4TB で GB 当たり 2.5 円と非常に安くなっており、やはり大容量では、まだ HDD の価格優位

は変わらない。ただフラッシュメモリは多層化で価格がどんどん安くなっているので、その動きは注視する必

要がある。尚、HDD の 1TB 以上の製品は、東芝、WD、Seagate の製品で、その中で安い製品を列挙している。 

    

表 2 家電量販店での HDD とフラッシュメモリの GB 当たりの価格比較 

（家電量販店・大阪のよどばしカメラ、大阪・枚方市のケーズ電機で直接調べた価格比較） 

タイプ 容量 円/GB タイプ 容量 円/GB タイプ 容量 円/GB 

フラッシュ

メモリ 

  

HDD 

6TB 2.9 

SSD 

  

  4TB 2.5   

  3TB 3.7   

  2TB 3.8   

1TB 273 1TB 7.1 1TB 13 

    500GB 14 

256GB 39   240GB 27 

128GB 40     

64GB 35     

32GB 32     

16GB 55     

 

６ 今後の伸びる分野 

  コロナウイルス感染拡大で、世の中の経済や人の行き来が完全に遮断され、大きな転換点となり、ニューノー

マル社会に突入した。カギは、この 1～2 年はコロナと共存しながらの経済活動となり、業態や働き方など大き

く変わり、特にデジタル改革により日本では中々できなった、また遅れていたデジタル化が急速に進展して行く

と思われる。そしてリモートの活用により、都市への集中が緩和され、地方創生元年になると思われる。従って、

HDD を中心に今後伸びる分野としては、下記に期待したい 

  (1) 世界中のインフラ構築 

  (2) 医療診断の遠隔診療、農業の遠隔操作 

  (3) 無人コンビニ（非接触で大分増えてきた） 

  (4) 自動運転システム 

   (5) 逆クラウドシステム 

  (6) ホームサーバー、携帯サーバー、カーサーバー 

  (7) 図書館、自治体、政府などの情報のアーカイブ 

  (8) シェアリングビジネス 

  (9) 医療情報の情報保存 

  (10) ビッグデータのアーカイブ化 

  (11) テレワークによる情報センター 

(12) ペーパレス社会の構築（印鑑の廃止） 

(13) ロボットシステム活性化（工場の完全無人化）、ロボットガイドなど 

 

７ まとめと今後の展望 

   一昨年の中国・武漢に発したコロナウイルス感染拡大により、世界中の経済・都市封鎖、外出自粛などによ

り世界が一変した。その感染拡大は今でも続いているが、日本は第 3 次感染拡大を第 2 回目の緊急事態宣言と
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その継続により、感染拡大は大分抑えられてきたが、医療分野の逼迫や感染減少幅に停滞感があるために、再

び 3 月 7 日までその宣言を延長した。が、2 月 13 日現在での発表では、世界的に感染者が減少に傾向に入っ

たと伝えている。それにワクチン接種が世界中で始まり、日本にもようやく到着、早ければ 2 月後半から医療

従事者から接種が始まる。ただ、当分はコロナウイルスと共に経済活動と感染防止を進めなければならず、難

しい舵取りになる。そこで、今までの経済活動と全く違った非日常（ニューノーマル）の社会生活と経済稼働

となる。大きく変わる点は、 

   (1) 勤務形態が、在宅勤務を中心にしたシステムになり、都心に住まなくても地方での住宅も可能になり、企

業の地方分散開始 

   (2) 従って、働き方改革につながり、従来の勤務時間制度から、成果主義へ移行 

   (3) 主な会議や講演、展示、セミナーが、リモートになり交通費をかけずにどこでも受講・発信できること 

   (4) 日本のデジタルの遅れが明確になり、デジタル庁の創設、岩盤規制の打破などが、今後の重点的な政策と

なる 

   (5) 日本の人口減少と少子化対策（2050 年には人口が 9,710 万人へ） 

   (6) 女性の地位向上（今回のオリンピックに対しての森会長発言のように、会長辞任） 

   (7) 小中高校の学校教育がパソコンを 1 人に 1 台配布して、パソコン（タブレット教育を導入、前出しして

2021 年度中） 

   (8) 非接触が今後の製品開発の重要なキーとなり、ロボットや工場の自動化が重要 

   (9) また社会的に大きな動きは、5G 通信規格により IoT（インターネット・オブ・シングス）やスマートシテ

ィの構築、自動車の EV 化で、ガソリン車が衰退。またカーシェアリングにより、自動車産業の伸びの鈍

化が予想される 

   (10) 世界的な対応は、「ここ 1～2 年はコロナと付き合いながら、経済政策を進めなければならないこと」「地

球環境を考慮した SDGs を念頭に置いた企業活動が必須になること」「中国の強権主義の台頭、米国の民

主党のバイデン大統領、ハリス副大統領体制で、世界への機関への復帰」「独メルケル首相の退任の英国の

EU 離脱に関してこの今後の経済対応」「北朝鮮の対米政策の一からのやり直しと核ミサイルへの爆弾をか

かえている事と日本は拉致問題の解決へ対応」「インドの人口増加と経済への取り組み」「中国のアフリカ

への債務の罠の危険性」 

  などが挙げられる。 ただ、重要なのは、やはり今回のコミュニケーションがリモートになった為、人間一番

重要な、フェーストーフェースのコミュニケーションがおざなりになっており、人同士の対話は人間の重要な

感性で、画面やロボットでは、読み取れない心理があり、こればかりはリモートを交えながらも進めることが

重要である。 

   一方、ストレージ・HDD 業界にとっては追い風で、学校教育の 1 人 1 台のパソコン配布や、在宅勤務によ

るパソコンの必須化、テータ通信料の増加や 5G 通信規格の普及により、通信トラフィック増大・情報量の拡

大により、クラウドを活用したサーバー系が増加し、益々HDD の高容量化が望まれている。勿論、フラッメモ

リの大容量化と価格低下、通信速度の高速化により、HDD と SDD は、複合化しながら用途に応じた活用が進

められて行く。 

   HDD の大容量化については、アシスト方式の HAMR や MAMR が今度導入されていく予定で、現状の 16TB、

18TB から 20TB、さらに 22 年に 25TB/10 枚、23 年に 34TB が見込まれている。面記録密度も現状の 1.2G/in2

から、シミュレーションでは 2.4～2.77Tb/in2や 4Tb/in2の研究会開発も進められている。応用製品はサーバー

系で、ホームサーバー、モバイルサーバー、カーサーバー、船舶サーバーなど、いずれも今後の大容量化には

重要な開発であり、今後に期待したい。 

   HDD の出荷台数は、昨年（2020 年）筆者が予測した HDD の出荷台数 2 億 6,441 万台は、ほぼ当たってお

り、業界の見込（*4 TorendFocus 資料）では 2 億 5,981 万台と発表している。SSD は 3 億 1,255 万台で、SSD

の割合は 54％になっている。今後の HDD の予測は、2021 年 2 億 3,004 万台（前年比 11％減、SSD は 3 億、
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2,910 万台）、2022 年は HDD が 2 億 474 万台（SSD は 3 億 5,100 万台）、2023 年は HDD が 1 億 8,222 万台

（SDD は 3 億 6,530 万台）、2024 年は HDD が 1 億 9,133 万台（SSD は 3 億 7370 万台）と HDD が増加に転

じ、2025 年は HDD が 2 億 855 万台（SDD は 3 億 7,730 万台）と予測している。ほぼ SDD の導入が一巡した

後の 2023 年から大容量の導入により HDD の生産が増えて行くと予想している。 
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