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堀内義章（ピクシーピナクルコーポレーション）

　デフレ経済が続く日本は、依然として経済の先行きが見えない現状で、世界は米国のイラク戦争の
開始と終戦（？）、中国に発したサーズ騒ぎ等が今年前半の大きなマイナス要因であったが、後半は、
株価の急上昇（１万円代突破＜８月２０日現在＞）、デジタル製品（デジタルカメラ、携帯電話、DVD
レコーダー等）の好調に続き、前期（Q2）では設備投資が＋１ . ３％、個人消費も＋０ . ３％、公共
投資はー９. ９％で、結局、日本のDGP は＋０ . ６％(米国は＋２. ４％)となり、これは６期連続の
プラスで、徐々に明るい材料は整いつつある。
　一方、パソコンやHDD 市場も緩やかであるが、伸びており、特にコンシューマHDD の応用商品が、
期待され既に動き出しているので、今後の HDD 業界は明るい見通しと言える。
　そこで、HDD 業界と周辺部品および応用製品の状況について、今後の動向を展望してみる。

■■■■■     企業環境の変化および企業関係、企業環境の変化および企業関係、企業環境の変化および企業関係、企業環境の変化および企業関係、企業環境の変化および企業関係、部品関係の動き部品関係の動き部品関係の動き部品関係の動き部品関係の動き
　世界の経済状態は、非常に複雑で、四半期（Q2）の決算が、比較的好調で、日米とも株価が、高位
に推移しているものの、他方では、中国への生産移管による国内の空洞化と失業率の増加そして消費
の低迷、デフレ、低金利、低価格と不安要素が横たわっている企業及び環境の変化は、依然として競
合会社の統合・買収、技術供与等が繰り返されており、企業間格差が明確になってきているが、折か
らの日本の地上波デジタル放送（試験放送を含めると１５カ国）が今年１２月開始予定で、デジタル
製品の世界への発信が期待される。
環境の変化
＊ e － Japan・電子政府の推進により、自治体の電子申請が促進されてきていること。
＊ 本年１２月よりの地上波デジタル放送の開始（３大都市圏より）により、より身近にデジタルの
良さを実感できる環境が整うこと（双方向通信のメリット）

＊ ユビキタス社会を目指して、無線 LAN の構築が順次なされてきていること
＊ 家電ネットワーク化の商品発表が、順次なされており、来年度を目指したホームネットワークの
構築とホームサーバーへの期待が出てきていること

＊ 携帯電話を中心とした各種コントロール可能な社会となりつつあり、それにパソコンやデジタル
カメラ等が引っ張られていること

企業関係
＊ ウエスタンデジタル社がヘッドメーカーのリードライト社買収で、今まで、ヘッド分野を持って
いなかったドライブメーカーであるが、今後、この投資効果がどうでるか

＊ シーゲイト社が、２. ５インチのノートPC およびエンタープライズ用に参入。従来、２. ５イン
チは日本の牙城であり、それが初めて大手ドライブメーカーのシーゲイト社がチャレンジ。コン
シューマHDD のリムーバブル狙いが効を奏するかどうか

＊ PDA の競合会社であるパーム社がハンドスプリング社を買収。元もとパーム社を起こした２人が
飛び出してハンドスプリング社を設立したが、PDA の低迷で、それぞれもとの鞘に納まった形と
なった。果たして、PDA 製品の巻き返しは可能かどうか

＊ 更に、水面下で１～２社の買収の動きがあり、今後も統廃合が継続されると思われる
＊ 日立金属の株価取得による住友特殊金属のグループ化。従来の住友系から日立系へ。特に住友特
殊金属は GMR 用ヘッド基板を一部のヘッドメーカーを除いて出荷しているので、その影響がどう
でるか

＊ 昭和電工が台湾の Trace 社へのアルミメディアの生産技術供与。８０ GB のアルミメデァイの生
産を２００万枚／月まで了承。将来的には、系列化の可能性が高い

＊日本電産（NIDEC）が同業メーカー三協精機製作所の筆頭株主（出資比率３９ . ８％）になり、グ
ループの傘下に入れる。資本提携の動きは、元もと１９８５年８月頃からあり、特に三協精機製作
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所は、小型モーター（１ . ８インチ以下）の流体軸受けモーター技術で先行しており、その意味で
は、双方の技術の強弱を補完した好例となった以上のように、まだまだ、業界の生き残りをかけて、
業界の再編成は続くものと思われる。
特にコンシューマ分野に入ると、価格は益々厳しくなるものと思われドライブの価格も＄５０（＄
３０以下とも言われている）を大幅に切ることが要望されている。それぞれのエリアで、３～４社
の企業しか残らないものと予測される。

部品関係（ヘッド・メディア・スピンドルモーター）
＊ GMR ヘッドメーカーは、部品専業メーカーでは TDK とアルプス電気、ドライブメーカーではシー
ゲイト社、ウエスタンデジタル社（リードライト社の買収）、HGST 社および富士通の６社になっ
た。 GMR ヘッドは、現在、８０GB／枚（６５～７５Gb/sq.inch）が、主力として導入されており、
次は１２０GB ／枚（１００Gb/sq.inch クラス）が年末に向けて導入準備されている。又、HGST 社
の２ . ５インチ、１インチドライブにフェムトスライダーが、業界で初めて採用された点は、今後
のヘッドの形状の流れに新たな技術を示したといえる。今後の歩留まりの向上を期待したい。又、
１５０Gb/sq.inch からが、垂直磁気記録ヘッドの採用と言われているが、まだ導入には多くの問
題を抱えており、現状のスピンバルブGMR ヘッドの更なる性能向上とCPP － GMR ヘッド、TMR ヘッ
ド、垂直磁気記録ヘッドの段階になろう。

＊ メディアメーカーは、専業メーカーでは昭和電工、富士電機、HOYA、日本板硝子、米国Komag 社、
台湾Trace 社、ドライブメーカーではシーゲイト社、MMC（マックストア社）、HGST 社、富士通
の 10 社である。大手シーゲイト社の２ . ５インチ参入で、今後、３ . ５インチドライブから２ .
５インチへのシフトが進むかどうかがポイントである。それにより、アルミディスクからガラス
ディスクへのメディアの移行が、また１インチドライブの今後の動きによって、かなりガラス基板
が動く可能性があるからで、特にガラスディスクメーカーが限られているだけに、その動きは、注
目に値する。

＊ スピンドルモーターは、殆どが日本のモーターメーカーで、今回三協精機製作所を傘下に治めた
日本電産（NIDEC）が圧倒的な市場シェアを持っており、続いてミネベア（NMB）、JVC、松下モー
ター社の４社と割とすっきりした業界となった。コンシューマへの導入により、静音性の必要度か
ら、従来の玉軸受けから、流体動圧軸受けへと変わっており、２ . ５インチドライブ以下は、ほと
んどこのタイプである。（但し、１インチは、まだ玉軸受け）今後は、流体軸受けへ順次変わって
いくものと思われる。

　以上から、HDD の基幹部品である GMR ヘッド、メディア、スピンドルモーターは、日本の部品技
術がそのポイントを押さえており、その意味では、HDD に対しての重要なキーポイントとなる。それ
だけに日本の部品技術に対する役割は大きいと言える。

■■■■■ H D D  H D D  H D D  H D D  H D D の動向の動向の動向の動向の動向
　HDD は、パソコン
の伸びそのもので
は鈍化しているも
ののその応用製品
が、DVD レコーダー
との複合商品で伸
び始めており、今後
が大いに期待でき
る。図１にハード
ディスクドライブ
の２００８年まで
の予想台数を示す。
今年は、約２億４千
万台、来年は２億７

図１ ドライブ（H D D ）の予測（単位は千台）
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千万台を予測している。そ
の増加分は、主にアプリ
ケーションで、その予測を
図２に示す。大きくは、
PDA、車載用HDD、ゲーム機
器、ホームアプライアンス
に分けられ、ゲーム機器を
中心に、ホームアプライア
ンス、特に DVD ＋ HDD レ
コーダーや音楽、車載用等
が期待されている。
応用製品については、後述
する。

　ドライブのタイプ別（イ
ンチ）の予測を図３に示
す。従来は、３. ５インチ
ドライブが伸びの中心で
あったが、デスクトップの
頭打ち、２. ５インチへの
部分的シフト、ユビキタス
ネットワーク社会の到来に
よるリムーバブル機器の増
大、更には携帯電話やデジ
タルカメラ、音楽用の１イ
ンチタイプドライブの採用
が増えてくると、２. ５イ
ンチ以下のドライブ需要が
増大していくものと予測さ
れる。特に１インチドライブは、今年に入って急に脚光を浴び、IBM（現 HGST）が先行したものの価
格や用途の面で十分でなかったが、ここにきて海外２社（Cornice 社、GS Magicstor 社）の動きで、
活発化してきている。特にCornice 社は携帯電話でトップシェアのNokia 社の投資が入っているこ
とも大きく、ひょっとすると大化けする可能性もある。その意味で、１インチドライブには、今後の
期待感がある。
　一方、HDD のトップシェアを誇るシーゲイト社が２. ５インチドライブで、初めてノート PC とエ
ンタープライズへの参入を表明したことは、ちょうど流れに沿っていて、日本が圧倒的に強かった２
. ５インチドライブ分野に挑戦してきた形となる。過去にも参入の動きがあったが、今回は果たして
吉と出るかどうかが、注目に値する。もしこれが成功すれば、益々２ . ５インチドライブへのシフト
が加速され、メディアメーカーに影響するからである。

　部品関係では、ヘッド、メディア、スピンドルモーター等の HDD のキイ部品を日本が占めており、
その意味では、優位である。ドライブの開発サイクルが以前に比べると多少鈍化しているが（従来は、
半年サイクル、現状は９～１２ヶ月）、高容量化の動きは、依然として続いている。現状のパソコンで
は、これ以上の容量（８０ GB）が一般使用には必要性がないが、サーバー用、放送用、映像用、小型
用には、容量の限界は無いものと思われる。その意味で、ヘッドは、更に１００、１２０、１５０、
２００Gb/sq.inch と開発が望まれている。ただし、ヘッドは、今後価格の点から、高容量化になれ
ばディスク１枚にヘッド１個の傾向にあり、ドライブの生産増大にもかかわらず減少して行く傾向で
ある（理想的な歩留まりであると想定して）。一方、メディアの方も高容量化に伴いドライブ１台当り

図２ 応用製品の予測（単位は千台）

図３ インチ別ドライブの予測（単位は千台）
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の使用枚数が減少していき、最終的には１枚使いの方へと限りなく近づいていく方向である。かつ、ヘ
ッドとメディアとのインターフェースでの高性能化の役割が非常に大きいので、双方で検討しないと
一方のみでは難しい。特に熱擾乱の影響は、今後の大きな課題として、検討が続けられている。又、
スピンドルモーターは、ドライブ１台に必ず１個使用されるので、あとはその歩留まりのみである。
又、コンシューマ用途に入ることによって、騒音の問題から、従来の玉軸受けから、動圧軸受けへと
急速に変わっていっている。これを考慮して、図４に、ヘッド、メディア、スピンドルモーターの予
測を示す。

■■■■■     応用製品の動向応用製品の動向応用製品の動向応用製品の動向応用製品の動向
　今後期待されているのがコンシューマ向け HDD の応用製品である。昨年は、約１ , １００万台で、
主にはゲーム機器とカーHDD、その他のホームアプライアンス（ PVR、DVD+HDD プレーヤー、音楽等）
が中心であった（図２）。今年は、約２ , ５００万台を予測しており、来年度は約５ , ０００万台と見
ている。現状では、VTR（市場累計で約９億台の出荷）の買換え需要としてDVD+HDD レコーダーが牽
引するものと思われる。それ以外は、PVR、音楽用、ゲーム機器、車載用HDD、PDA、STB、外付けHDD
（バックアップ、情報蓄積の役割）等が出て行くと思われる。又、各社、ホームサーバー等の名称で８
０ GB ～１６０ GB に相当するものが、各社各様で出されており、ホームサーバーに関しては、ホーム
ネットワークと合わせて今後の仕様の早期決定が必要と思われる。更に、民生とは言いがたいかもし
れないが、セキュリティとして監視用のHDD が、従来のVTR に取って代わってきており、銀行やコ
ンビニエンスストア等に通常用いられているが、折からの長崎の少年の事件解決の糸口や新宿での防
犯等効果が出ていることから採用が続々と増えている。
　今年秋から来年に期待されている商品は、ホームサーバー、iVDR、１インチドライブ内蔵携帯電話・
音楽用、PSX、カーサーバー、携帯電話とPDA の一体型、携帯電話とゲーム機器との複合型等があり、
大いに期待が出来る商品群であるが、今後、市場としてその環境作り（例えば、ホームサーバーの統
一仕様や家庭内ネットワークの統一等）が重要である。
　又、１２月から開始される三大都市圏の地上波デジタル放送は、テレビの双方向通信の良さを体験
できる機会であり、デジタル社会の雰囲気つくりに貢献するものと思われる。これらの商品群の期待
が多きものをいくつか紹介する。先ず、「ホームサーバー」であるが、今後、家庭内のホームネット
ワークが確立すると家庭内の多くの情報整理ボックスとしてのサーバーが必要になり、国内で約４ ,
６００万世帯、世界で約９億８, ００万世帯を考慮するとかなりの数量が期待できる。「iVDR」は、２
. ５インチ以下のリムーバブルの HDD カセットで、現在、コンソーシアムメンバー３０社での規格策
定が行なわれており、従来の VTR の置換えとして身近に感じられ、市場での知名度が上がれば、来年
以降大いに期待できる。１インチドライブ内蔵携帯電話および PDA・ゲーム機は、特にノキア企業の
投資があり、携帯電話中心の社を考えるとその需要は、今年が約４億３ , ０００万台、来年は約４億

図４ G M R ヘッド・メディア・スピンドルモーターの予測( 単位は千個・枚)
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７, ０００万台が予測され、うまくいけばおお化けする可能性が高い。又、ゲーム機搭載も今後が期
待できる。それらを合わせて応用製品別コンシューマHDD の市場予測を図５に示す。

■ 今後の方向今後の方向今後の方向今後の方向今後の方向
　株価も１万円代突破し（８月２０日現在）経済全体も上向きの気配が出ている中、HDD業界もパ
ソコンの微増ながらの伸びと、それに伴ってノンPC つまりコンシューマ分野の大幅な伸びにより、
業界の更なる発展が期待できる。そこで、今後の方向・展望としては
（１）HDD および周辺部品関連企業の買収、統廃合は、更に続き、今後１分野で３～４社の企業し

か生き残れないと思われる。
（２）HDD の応用製品、特にコンシューマ商品は、今後大きく伸びていくものと思われる。
（３）当面、DVD+HDD レコーダー、ゲーム機器、車載用HDD、監視用HDD、音楽用が急速に伸

び、今後の期待商品は、ホームサーバー、iVDR、１インチドライブ内蔵携帯電話、携帯電話一
体型PDA・ゲーム機、システム製品等である。

（４）社会環境が、ユビキタス・ネットワーク社会を目指し、パソコン・携帯電話を中心とした社
会に対応した情報家電のコントロールシステム時代になると思われるので、HDD 業界は、更に
発展していくものと思われる。

e-mail：yhoriuchi@pixiepinnacle.co.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ ：゙http://www.pixiepinnacle.co.jp

図５ 応用製品別コンシューマH D D の予測（単位は千台）


