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ハードディスク事業にみる新事業の技術経営課題

－我が新事業立上げ人生－

2015 年 12 月 1 日 西村 二郎

１．はじめに

筆者が昭和電工㈱に入社したのは1960年である。当時は技術導入による事業拡大の全盛期であっ

たが、中央研究所設立ブームも始まっていた。研究に憧れをもつ筆者は中研に潜りこませて貰った。

ところが会社の業績に寄与するような研究成果を出せないまま 10 年が過ぎ、事業部研、地方の小工

場と渡り歩くことになった。

1980 年、超砥粒(ダイヤモンド、立方晶窒化硼素=CBN)の事業化が決まり、そのプロマネに任命され

た。優秀な人材はすでに要職に就いていたので補欠にお鉢が回ってきたのだろう。また、筆者はこの

研究開発が行われた事業部研に在籍したことはあったが携わったことはなかった。

超砥粒事業は技術的には既存事業との関連性は乏しかった。営業的にもダイモンド工具メーカーと

の付き合いはなかった。しかもCBNでさえ、GEに対して17年遅い企業化なので、常識的には無謀な

決断ということになるのかもしれない。しかし、鉄鋼用研削材としてこれから伸びるという見方があり、研

削材のトップメーカーとして参入すべき必然性があった。無機材研や東芝でも研究が行われていた。

当初、市場規模の大きいダイヤモンドを主、CBN を従として超砥粒事業を立ち上げる計画であった

が、ダイヤモンド砥粒は、石切用のソーグレード以外は陳腐化していて売れなかった。CBNも先行して

いたGE品に対して品質が劣り売れず、研究開発段階に逆戻りせざるを得なくなった。追い詰められた

がやる気満々の研究スタッフが量産プラントをも使っての研究開発は捗った。その分、赤字が積み重

なり、社内からはプロジェクトを解散させようとする動きが活発になってきた。しかし、メンバーの熱意と

中間評価ながら顕著な研究成果は、経営としても無視できなくなったに違いない。紆余曲折の後、

CBN に特課し２年以内に黒字化するという条件でプロジェクトを存続させるという方針が決まった。結

論から言えば、この条件は達成され、CBN事業は認知された。最大の理由は素晴らしい特性を持った

触媒（しかも新物質）の発明であった。この発明はコストの掛かる前処理工程を著しく簡素化させただ

けでなく、期せずして粒度コントロールをも可能にした(ダイヤに関しては同様な作用のある触媒は見

付からなかった）。その前の数年間、ヒットが打てなかった研究者が、後がない状態で逆転ホームラン

を打ったのである。この一打なくば、プロマネの筆者は会社における余生を窓際で送っていたに違い

ない。立上げ途中、プラーザ合意後の急激な円高(240 円/$→140〃)に遭遇したが、合成技術に起因

するコスト優位性からむしろ積極的に値下げをし、市場の急拡大に繋げるという戦略を取ることができ

た。 薄紙を剥ぐように業績が好転していく段階で、月次決算の説明会で眼を輝かせて耳を傾けてい

たプロジェクトメンバーの表情を忘れることが出来ない。

この立上げ成功のお陰で、1988 年、筆者は HD プロジェクトのプロマネに任命された。

ところで、新事業には既存事業と陸続き型のものと、既存事業との関係が薄い落下傘攻撃型のもの

がある。企業は既存事業には強いが新事業には弱いので、通常は、落下傘で飛び降りたりはしない。

しかし新規性が高ければ、企業による競争条件の違いは小さくなる。それに、新規分野という言葉に

は市場が急拡大しそうな響きがある。そのため、その事業分野に何らかの取っ掛かりをもつと考える企
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業が一斉に参入する。ハードディスク(HD)およびその関連分野はそのような事業の典型で、多くの企

業が参入した。昭和電工の参入理由には製品にアルミがあることが挙げられていた。

CBN は単発型イノベーションに基づく製品であるが、HD は Moore の法則にしたがって指数関数的

に記録密度を伸ばす製品である。技術進歩の激しい業界では時計の針が速く進む。われわれにも短

期間に、社内の問題を含め、技術経営上の問題が次々に振り掛かってきた。ここでは、そのような問

題に如何に対処したか・すべきであったか､自身の反省を篭めて後に続く人達に問題提起をしたいと

思う。蛇足ながら、HDD(HD ドライブ)業界をみれば、一つの例に過ぎないが、新事業の「一生」を窺い

知ることになるだろう。

３．HDD における Moore の法則

半導体は専ら線幅の微細化により 3 年毎に 4 倍というペースで記録密度を伸ばしてきた。HDD も指

数関数的に記録密度を伸ばしてきた。1956年上市された IBMのRAMAC対比、2015年現在、実に5

億倍になっている。記録密度向上の方策は、半導体ほど単純ではなく、多岐に亘っている（図1参照）。

HD におけるスッパター法の導入、MR ヘッドの採用。GMR ヘッドへの展開、垂直磁気記録への移行

などである。指数関数的に記録密度が上昇することが確実視されるとき、その関連分野において、夢

のような展開が期待できる。実際、パソコンを始めとする様々な製品で花開いた。反面、ロードマップが

定まっているので、参入障壁が小さく、過当競争になり、業界全体として業績面では恵まれない。Intel

のような例外もある。当初はニッチな製品分野であったことが幸いしたと思われる。

図 1 HDD における Moore の法則

図１から明らかなように、最近では、記録密度の上昇速度が鈍化してきている。ビットサイズを小さく

するには磁性結晶の小径化が必要であり HD メーカー律速となっている。状況は半導体でも同じで、

両者とも Moore の法則の事実上の終焉が迫っている。両者の棲み分けの勢力図は記録密度の到達

レベルに依存することになるだろう。また、残された記録密度向上余地を如何に多く手中に納めるかが

企業の残存者利益に大きな影響を持つに違いない。

Moore の法則の終焉がエレクトロニクス関連業界に与える負のインパクトは大きい。夢がなくなった。

４．HD技術のエッセンス : 化学の面白さ

HDD の記録密度向上に寄与した２つの方策は、ヘッドと磁性膜のギャップを狭めることおよびビット

サイズの微細化である。もちろんそのためにはヘッドの感度向上が不可欠であった。

ヘッドと磁性膜の間には、カーボン保護膜＋潤滑剤＋ヘッド浮上高が存在している。どれも取っても
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もう減少余地はないと考えるべきだ(図 2 参照)。

図 2 ヘッド浮上高－膜組成－記録用ビットのイメージ

記録ビットを小さくするとき、ビットに含まれる磁性結晶の数を確保しなければ S/N が悪化する。垂直

磁気記録では、基板に対して垂直方向に成長させる磁性結晶を小径化する必要がある。そのために、

例えば自己組織化の利用による結晶成長の基点の微細化・均一化と、磁性層の分断（磁気のカップリ

ングは残す）により結晶を太らせない努力が進行中のように見受けられる。この技術が進展すれば磁

性結晶の若干の縮小余地が見込まれる。最早、ナノインプリント等、半導体の微細化技術は大き過ぎ

て使えない。化学的手法の出番である。

蛇足だが、喧伝されている熱またはマイクロ波アシスト記録は、本質的には、磁性結晶の小径化が

可能になってこそ活きる技術である。即ち、磁性結晶が小さくなると熱揺らぎが大きくなる。対策として、

HD の保磁力を上げる必要がある。そうすれば磁気ヘッドでの書き込みが出来なくなる。HD の温度を

上げキュリー点を下げる、という因果関係である。

磁性結晶の小径化を必要としない技術として磁気記録膜の多重化が研究されている。ただしマイク

ロ波を使うので、発熱が問題となるようだ。ヘリウム封入ドライブは熱伝導が好いので、使用可能となる

可能性がある。

半導体の「線幅の縮小」よりも、HDD の「位置決め」の方に微細化余地が残されている。そのため、

HDD の機構を活かした電子記録、スピン記録も検討されている。

5．新事業の不確実性

新事業には不確実性が付きものである。調査会社や経営学者など、その道の専門家も間違う場合

がある。以下に自社の例を中心に事例を紹介する。

5.1 最初の危機は本格参入直後に訪れる

1989 年 11 月、HD の量産プラントが完成した。年内に客先でのライン認定を取り、90 年から本格稼

動開始の予定であったが、まず CSS 耐久性(Contact Start Stop)の認定で躓いた。このときは、研究所

段階に行われていたワンマンプレーで問題解決に当る組織運営からチームプレーで事に当る態勢に

変えることで解決した。しかし、一難去ってまた一難。今度は、単品としての出荷検査に合格して出荷

したディスクの大部分が出荷する度に返品される事態となった。"Non Conforming Material return to

Vendor"という札付きである。理由は、ドライブに組み込まれたときの不良率が競合品に比して高いた

めであった。マージンの少ないヘッドと組み合わさったときに発生する不良率を 0.5％とすると、1 枚構

成のローエンドドライブでは誤差に紛れて識別不能だが、14 枚構成のハイエンドでは 7％となるので

一目瞭然であった。業界に本格的に参入して初めて分かったことであった。
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量産プラントの稼動開始直後に重大な問題が顕在化することは経験済みなので驚かなかった。しか

し、相次ぐ躓きは、開発部隊出身ではないプロマネのせいと言わんばかり。プロマネの交代論が燻り

始めた。しかし、トップはブレなかった。

救いの神も微笑んだ。忘れもしない 1990 年 5 月 5 日の早朝、顧客の Purchasing Manager から筆者

の自宅に国際電話が掛かってきた。返品されたディスクを活かそうという申し出であった。業界は予想

を上回る市場の急拡大にディスク不足に陥り始めていたのである。

HD事業は92年中にまず月次で黒字化し、93年からは完全に浮上した。設備も増設を続け、事業と

しては一応立上り、事業部に昇格した。しかし、その後次々に遭遇した新しい問題対応の中に悔いの

残るものがあった。

本格参入直後に重大な問題が発生する背景には次のような事情があると考えられる：①量産プラン

トを持たないメーカーに対する顧客の付き合い方は一般に真剣さに欠ける、②研究開発部門は自身

の技術に対して甘い評価をしがちである、③新事業の提案部門は提案を通すために甘い計画を作り

がちである、④興味がない経営管理部門はそのような業績見通しを真に受ける(受けざるを得ない！)。

この段階は開発後期と位置付け、業績は問題にすべきではない。数字だけで判断し、赤字が嵩め

ば見切りを付けるというやり方では、殆どの落下傘攻撃型新事業は立上らないだろう。このタイプの新

事業は山に木を植えるようなものだ。育つまでに時間が掛かる。といって、これなしでは企業の持続が

覚束なくなる。既存事業が産み出す利益とのバランスを考えながら、「植樹」すべきである。

他社の例だが、新事業の不確実性による失敗例には次のようなものもあった：まだ、面内磁気記録が

これから発展するという時期（90 年代初期)に米国の Censtor は垂直磁気記録方式の HDD を製造し

ていた。しかしこのメーカーの方式は、磁力線の行路に存在する垂直的成分を利用するというだけの

ものであり、今日の方式のように、磁性結晶が垂直に配列してはいなかった。ヘッドも信頼性上問題が

ある接触型を使っていた。肝心の記録密度も水平磁気記録のHDD対比勝っていたわけではなかった

ので、早い時期に脱落した。Censtor と提携していたディスクの電気化学とヘッドの大同製鋼は業界か

ら撤退した。

新事業に限らず、何か新しいことを始める場合、ポテンシャルリスクの分析に意を注ぐべきである。

KYT は安全管理だけの概念ではない。

5.2 専門家の誤り ： ①市場予測

図 3 は調査会社による市場予測の誤りの例である。1990 年の予測は全くの外れであった。さらにそ

れを修正した 94 年の修正も大きく外れていた。理由は光磁気記録を本命視したが、データ処理速度

で勝るHDDがブート・ドライブとしてパソコンに採用されたこと、記録密度向上速度自体もHDDが勝っ

ていることによる。

5.3 専門家の誤り ： Christensen の"破壊的イノベーション"理論

図 4 は Christensen の"破壊的イノベーション"の理論の説明図である。Christensen は、性能が市

場ニーズを越えたとき、従来技術よりも単純で性能が劣る新技術が現れ、やがて性能を上げて上位市

場に攻め上がり、そこに君臨していた優良企業を滅ぼすと主張した。そして、その例としてHDDのダウ

ンサイジングを挙げ、検証に彼の著書(The Innovator's Dilemma)において多くの頁を割いた。



5

図 3 市場予測の誤り 図 4 Christensen の"破壊的イノベーション"

新技術は従来技術よりも性能向上速度が速くなければ Christensen がいう破壊的イノベーション足り

得ない。このような技術開発に熱心なのは新規参入企業ではなく優良企業であることは彼も認めてい

た。ビットサイズの微細化とヘッド浮上高減少のためにはスパッター法の導入とダウンサイジングが不

可欠だったのだ。スパッター法自身、小径サイズ向きであった。彼はダウンサイジングの殆どを破壊的

イノベーションとみなしたが、3.5 インチ以下へのダウンサイジングは、ドライブのサイズという性能が評

価されたためのものであり、優良企業、新規参入企業入り乱れて参入した。ことの成否は、単純に、市

場原理が決めた。また、彼は立上らず優良企業ではなく新規参入企業が破壊された 2.5 インチへのダ

ウンサイジングのとき、これを持続的イノベーションと定義して、彼の理論の合理性を保とうとした。その

方便として、出荷開始後 4 年間の実績が予想と合っていたからとした。予想とは主観的なものであり、

彼が引用したデータと対立するものも存在した。

筆者は電気炉に親近感があるので敢えて紹介するが、ミニミルについての彼の主張：建築用の鉄筋

からスタートし、次第に高級な鋼材に攻め上り優良鉄鋼メーカーを滅ぼす：も誤りだ。スクラップを熔か

す電気炉に性能向上作用などない。その他の分野に関しても推して知るべき粗い理論であった。彼

自身は関与を否定しているが、1990 年設立の The Disruptive Growth Fund が１年も経たずに破綻し

たのは、ないものねだりだから、当然の帰結である。Christensen の理論はありそうな話であり、あれば

面白い話しなので現在も幅広く信奉されている。敢えて問題提起をしたい。

6. プロジェクト成功の要件

上述のように新事業には不確実性がある。そのような状況の下で立上げプロジェクトが成功させるた

めの要件について、筆者の体験に基づいて考えてみたい。

6.1 トップダウン

1990年 11月、実感出来るようになった市場拡大の動向、その後の技術進歩に対する自信に基づい

て、64 億円の増設計画を提案し承認された。業績は順調に改善されていたとは言え、1990 年の実績

は、売上は計画の 20％、営業赤字は実に建設費の半額に相当していた（予算はもちろん黒字であっ

た）。出荷量も 10 月にやっとキャパの 50％に達した段階であった。

多岐に亘る事業部門を抱える総合化学の経営陣は数字で判断しがちである。そのような背景と上述

のような状況のなかで、多額の増設予算が認められたのは、昭和電工の場合、HD が本質的にトップ



6

ダウンのテーマであり、プロジェクトが提案した投資の戦略的意味が理解された結果である。

業務遂行上、新事業にとって不適切な社内ルールや慣行が多くある。そして、そのことに誰も気付い

ていない。恥ずかしながら、プロマネであった筆者自身、具体的にそうした局面に直面したときに初め

て認識する始末であった。まして、保守的な管理部門が理解を示すはずはない。ときには社内抵抗勢

力と言いたくなるほどの障壁となった。担当重役の理解が得られないとき中間管理職に過ぎないプロ

マネは正攻法では対抗できない。そんなとき、トップへの説明を並行させた。効力は絶大であった。

新事業の成功例として評判の高い東レの炭素繊維にしても、1000億円の売上に到達する迄に40年

以上かかっている。途中経過をいわゆる MBA 的センスで評価すれば、継続は不可能であったはずだ。

該社では、スタート時点の藤吉社長は当然として、引き継いだ伊藤、前田など、歴代社長が確固たる

信念をもって推進していた、と言われている。また必要に応じて実施された増設計画も適切であり、大

きな赤字を出さなかったようだ。

6.2 競争力ある事業体質の構築

円高傾向のなか国内立地でスタートしたこと、赤字が嵩めば立上げ途上でプロジェクトが頓死する可

能性が大きいため、特段に効率的な組織運営と徹底した低コスト構造の構築が不可欠であると肝に銘

じていた。そのために次のようなな施策を行った。

＊組織の簡素化・効率的運営：製販一体化：製造・販売・研究開発・本社機能を一ヶ所に集結し、

グループ制を導入した（グループリーダーは職階に拠らない）。現在では当り前だが、当時としては

斬新な運営方式であった。

＊営業経費の削減：(1)当時の債権保全に関する会社規則では商社を介在させるか、売掛金相当

の担保を取ることになっていた。担保なんか取れないので、各事業部とも営業は専ら商社に依存して

いた。蛇足だが、ある事業部において商社が倒産して債権が焦げ付いた例があった。債権保全のた

めのルールも形骸化すれば意味がない。

HD の場合、90 年代は、1 年足らずで切り替わる次期製品開発に対応するため、頻繁な客先訪問が

不可欠であった。したがって、客先の経営状態は嫌でも耳に入ってくる。それと信用調査資料(ダンレ

ポート)を組み合わせれば、自前で債権保全を行うことが可能と考え、早い時期に直取引に切り替えた。

秘密保持という観点もある。商社口銭の節約と同時に、ルート変更により円転の手数料をそれまでの 1

円/$から 5 銭/$まで削減することに成功した。

1995 年 4 月、為替レートは 79 円/$ となった。タイミングを図っての為替予約が奨励されたが、われ

われは相場師ではない。当時、会社の輸出入がほぼバランスしていたことでもあり、相殺勘定の導入

を提案したが実らなかった。

(2)当初の海外出張は格安航空券を利用した：頻繁に米国およびシンガポールに行く必要があるプロ

ジェクトでは規則どおり（ビジネス）の運用には無理があった。事業部に昇格した後には、North West

航空とHD事業部単独で法人契約を結び海外渡航費を削減した。因みにNWに対する支払額は、日

本の法人として、Sony についで 2位だった。筆者のマイレージも退職時、150 万マイルを越えていた。

(3)火災保険も見直しの対象とした：当時、半導体製造用クリーンルームでは、シラン等の危険物起因

の爆発事故が散発し、そのことを考慮した料率が設定されていた。われわれのクリーンルームは、危険
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物フリーであったので、別料率の適用を要求したがレスポンスがなかったので掛けなかった。

(4)その他：ケチケチに徹したが、戦略的研究開発装置や評価装置に対する出費は、少なくとも主観的

には、ケチらなかった。

図 6 事業部毎営業経費率(199X 年)

こうした努力は結果的に、既存部門のマンネリ化したムダを炙り出すことになる。参考のため、HD 事

業部の営業費率・販直率を他部門と比較してみれば、図 6 のようになった。 競争力あるコストになっ

たのは営業経費だけではなかった、と自負している。

７． 特許対策：後追いの特許対策研究はしない

新事業を立上げようとするとき気になる先行特許が必ずある。重要な特許の実施権が得られない場

合は事業化計画そのものを見直さざるを得ない。後追いの特許対策研究は効率が悪いからである。

HD プロジェクトが発足したとき、社内・特許部の鑑定で抵触する重要特許が 2 件存在した。一つは

カーボン保護膜に関するもので米国の個人が所有していた。明らかに通常実施権の取得が可能であ

った。今一つは磁気異方性を発現させるテクスチャーに関する特許で、権利者は米国の同業者であ

った。われわれは即、交渉に入り通常実施権を得た。Licensee の第１号ということで、こちらの言い分

はとおり易かった。その最たるものは係争が起きたとき日本で裁判を起こせるとしたことである。悔やま

れたのは、最恵国待遇条項を抽象的なきまり文句のものにしたことだった。後に、特許の所有権が米

国の特許事務所に移ったとき、同条項に関する先方の解釈に疑義が生じたからである。少し遅れて保

護膜の特許に関しても、特許権者の自宅まで押し掛け Licensee となった。この特許権者は侵害してい

る企業を ITCに訴えた。訴えられた企業は結局、特許を買収することで決着したが、そのときわれわれ

を新しい特許権者からは解放してくれた。CMU(Carnegie Mellon Univ.)のガラス基板ディスクの磁性

結晶の微細化に関する特許が公になったときも自己申告し、当該大学と友好関係を樹立し、発明者

の一人と共同研究を実施するまでの付き合いとなった。

割り切れない思いを抱きながらも、顧客からのクロスライセンスの誘いには応じた。独立系部品メーカ

ーは高い技術開発力をもちクロスライセンス網の外にいるべき、と考えていたが、実力不足であった。

Seagate が一世を風靡したレーザーテクスチャーの特許を公開したのは、張り巡らされたクロスライセン

ス網のせいだろう。

2009年9月、NHKのクローズアップ現代でパテント・トロールの問題が取上げられた。セイコーエプソ

ンの判断では勝算ありとのことだったが、訴訟は避け、何がしかのお金を支払って解決した、と紹介さ

れた。実は 2008 年 1 月、HD 業界にもパテント・トロール問題が起きていた。OB の筆者にも反証に関
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する問合せがあった。明らかにいかがわしい特許であり反証は容易に見付かったが、最終的には金

銭の支払いで解決した、と聞いている。同業他社も同様の対応をとったものと思われる。費用が嵩む

現地の弁護士を使わずに米国の法廷で争うには、どの州でも代理人となれる人材が必要である。近

年、企業内弁護士は増えているが、必要とされる米国の州の弁護士資格をも併せ持ってはいないだ

ろう。日本企業は数億円程度の支払いで済むのなら和解する方が経済的と考える。先方の弱みは特

許がいかがわしいことなので、日本企業が法廷闘争を避けるギリギリの和解金を要求してくる。争わな

いことを見越して見くびられているのである。一社で争えば経済性がなくても、業界連合として徹底的

に闘う姿勢を示し、禍根を断つ必要がある。

8. 技術開発の加速策：(Closed) Open Innovation-M&A

企業内だけで遂行する Innovation(Closed Innovation）に対して、社外をも巻き込んで実施するOpen

Innovation の効用が叫ばれるようになってから、それなりの時間が経ち、反省期に入った。

われわれは DSSC(Data Storage Systems Center : CMU) ; DSI (Data Storage Institute of Singapore)

などで展開したが実らなかった。ただし、情報収集には役立った。このようなOpen Innovation では、秘

密保持が難しいため、隔靴掻痒的なテーマ設定に成り易い。加えて、先方の研究担当者の資質が充

分でない場合もあった。単なる研究委託ではなく、自社にない視点に価値を見出して行うべきである。

特定の企業連合で秘密裏に行ったOpen Innovation(Closed Open Innovation とでも言うべきか）にお

いて素晴らしい経験をした。東芝-TDK-昭和電工連合の垂直磁気記録一番のりである。2000 年には

フィールドテストに入り 2004年に上市した。3社の関係は相補的でありしかも強固な信頼関係があった。

HDに関しては、昭和電工における直接の研究従事者は2名しかいなかった。東芝のエース級研究者

とのコラボが強く印象に残っている。Seagate は垂直磁気記録立上げのために、CMU からこの分野

(Ba-Ferrite)の権威をスカウトし、Pittsburgh研究所を設立した。所長に就任したMark Clyder教授はド

クターだけで 100 名集めると豪語していた。この研究所は垂直磁気記録立上げ後、目的を果たしたと

して解散になった。察するに、維持費が嵩むためであろう。

企業の狙いが明確になっている場合、M&A や技術買いの成功確率は俄然高くなる。小松の重機

IoT 化の例はあまりにも有名である。企業の生存競争の過程における M&A も一般に有効だ。昭和電

工は三菱化学のシンガポールプラントを買収した。仕事を選び移籍した人達の活躍振りも耳にしてい

る。人材も手に入れたのである(富士通山形も同様)。少し遅れて台湾の Trace を傘下に納めた。

IT技術が進歩し、最近ではIoTのもの作りにへの利用が喧伝されている。技術開発に関しては、グロ

ーバルに有用な人材ネットワークを張り巡らせることだろう。IoP (Internet of Persons) とでも言うべきか。

9. 顧客のビジネスモデル対応

製品の品質を保証するため、客先には認定制度があった。認定された原材料を使い、認定された製

造ラインで、認定された方法で生産するのである。この制度自体の必要性には異論はない。しかし、監

査によって内製部門を持っているか持とうとしている顧客に対して製造技術がまる裸になる。しかも断

れない。パワハラの一種である。対策として考えられるのは研究開発（設備、進め方など）において"秘

密兵器"を意識的に持つことである。

顧客がキイ部品である HD やヘッドに関して内製志向をもつことは自然の成り行きである。独立系部
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品メーカーは、顧客をその気にさせない努力が必要である。オーソドックスな方法は、相手が納得する

価格での安定供給を保証することである。顧客が納得するかどうかは判らない。仮に合意が成り立っ

たとしても、経営者が代わればどうなるか判らない（双方共に！）。

1999 年、有力顧客の HD 内製プラントが立上った。同じ頃、Supply Chain Management なる概念がも

てはやされた。この顧客は、明らかに、購買政策にこの概念を取り入れた。毎週更新される情報に基

づいて不足分だけきっちり外部から購入するようになったのである。組立メーカーと部品メーカーが相

互に依存する HD には汎用性がない。賞味期限も短い。売れ残りは即、損失となる。独立系部品メー

カーには受け入れられないビジネスモデルであった。外国の組立メーカーには、日本の自動車メーカ

ー等では一般的な、「系列企業と共生する」という考え方は乏しいようである。筆者は内製の影響を甘

く見ていた。IT不況とも重なり1999年下期からドラスティックに赤字になり、IT不況が収まるまで続いた。

日本電産は早い時期に Seagate(Oklahoma)のスピンドルモーター部門を買収して内製の芽を摘んだ。

スピンドルモーターは今でこそ汎用色が強くなったが、ハイエンド用に高回転数化が図られた時期に

は戦略部品であった。永森社長は流石である。TDKはHead Way とアルプス電気（ヘッド部門）を買収

したが内製防止には繋がっていない。日本のHDメーカー3社(富士電機、HOYA、昭和電工)はWDC

のKomag買収を傍観していた（2007年）。これを契機に日本連合を作るという発想が欲しかった。日本

のHD業界に坂本龍馬はいなかったのだ。資金調達に問題があればファンドの出資を得てでも、買い

取るべきであった。筆者の失敗経験は活かされなかった。

内製を防げなかったとき、独立系は技術開発において、常に先行する必要がある。今のところ何とか

クリヤしている（垂直磁気記録の導入→500GB/2.5"-1 枚→750G/〃）ように見受けられるが・・・

10. NAND 型フラッシュメモリとのせめぎ合い

90 年代の後半、記録密度の上昇速度は、HDD がフラッシュメモリーを大きくリードしていた。 このと

き、東芝は 1.8 インチ HDD を上市し i-Pod に大口採用された。IBM は１インチのマイクロドライブを開

発しコンパクトフラッシュの大容量領域に進出した。図7において1.8インチ以下のドライブの急激な立

上り（2 コブ目）がその辺の事情を物語っている。しかし、2005 年頃からからフラッシュメモリーも多値化

などで記録密度向上速度を上げ、逆に HDD に攻勢を掛けた。その結果、高速の SSD(Solid State

Drive)が小容量領域ではHDDに取って替って使用されるようになった。マイクロドライブは存在理由を

失った。1.8 インチ HDD も 2014 年に生産を終了した。データセンター向けの HDD は 2.5 インチから

ビットコストで有利な3.5インチへと移り始めている。HDDの"最終"サイズは3.5インチなのであろうか。

2.5 インチ HDD は扱い易い。当分の間、そうなならないというのが、筆者の見方である。

記録密度の上昇余地は半導体においても乏しい。方策として喧伝されていた3次元化にも限界があ

る。このような状況の中で、もし HDDが数世代、Moore の法則を復活させることができれば、2.5 インチ

という小径サイズの魅力が活きてくる。ビット当りの消費電力も小さい。記録密度向上をもたらす可能性

がある技術は、§4で紹介したように、磁性結晶を小径化した場合の熱アシスト記録と、電子記録・スピ

ン記録などであろう。熱アシストでは、耐熱性の関係で、嫌でも、ガラスを使わなくてはならない。ガラス

基板の経済性は 2.5 インチ以下にある。HD 業界の OB としてはこれらの技術の進展に期待したい。
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図 7 HDD のサイズ別立上り状況

11. 業界の変化

HDD は SSD に攻め込まれている。この先どうなるのであろうか？

11.1 HDD vs SSD

図 8 から明らかなように、必要とされる記録容量は右肩上がりに伸びている。HDD の出荷台数は停

滞しているが、理由はノート PC がスマホに喰われているためである。ブート・ドライブはデスクトップを

含めて SSD に置き換わるだろうから、こうした流れが落着くまではHDD の出荷台数は減るだろう。しか

し、その後は上昇に転じるとみる。因みに、バックアップ用として使われている磁気テープは年率 20％

伸びているといわれている。

記録容量換算で、現在 10％程度の SSD の比率を急激に高めるには、フラッシュメモリーとともにシリ

コン基板の大増産が必要となる。コストパフォーマンスを上げながら増産を達成するのは容易ではな

い。大容量はHDD、小容量は SSD という棲分けが続くとみるのが現実的であろう。
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図 8 HDD vs SSD

11.2 業界の整理統合と残存者利益

図 9. HDD 業界の消長
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HDD 業界は図 9のように整理統合が進み、HDD メーカーは 3 社、独立系 HD メーカーは 2社、

独立系ヘッドメーカーは 1社だけとなった。

寡占化の進行とともに HDD メーカーの業績は、SSD の攻勢に遭っている最中であるにも拘らず

残存者利益を享受している（図 10 参照)。

図 10. 残存者利益を享受する HDD メーカー

13. 円高対策

海外展開をする動機には、市場、原料、コスト、顧客の海外展開に追随、などがある。問題は円高で、

海外展開をしなければコスト競争力を失う場合である。

13.1 新興国台頭の構図

新興国の強みは、一般に、「通貨安･労務費安・インフラコスト安」である。先進国が上昇志向の強い

新興国に生産拠点をもったとき、時間が経てば、技術は拡散する。技術をマスターした現地の従業員

が独立して競争相手になる場合もあれば、国策として技術の開示を迫る国もあるだろう。冷遇されてい

た日本の技術者が高給と引き換えに個人的に教えに行く場合もある。かくて、技術は次第に新興国に

移っていく。最終段階になると新興国で、製品だけでなく原料や生産設備も国産化する。そのような段

階になっても、新興国の強みはまだ、かなりの部分が残っている。その場合、先進国は自国での生産

が立ちいかなくなる。
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図 11、12 は為替レート(\/$)の推移と、日本 vs 中国の一人当たり購買力平価の推移である。最終段

階における中国での製造コストが、一人当たり購買力平価に比例すると仮定すれば、2014年現在、日

本の約 1/3 ということになる。CBN の場合、この推算値は当らずと言えども遠からずではなかろうか？

図 11 為替レート(￥/$)の推移 図 12 一人当たり購買力平価の推移

13.2 新興国フリーの HDD 業界

家電を含む EL 業界が新興国に攻め込まれているなかで、HDD 業界では新興国の存在感がない。

理由について考察してみる：

（韓国）Samsungは早い時期から米国のシリコンバレーにデザインセンター、韓国亀尾市に生産拠点を

もち HDD ビジネスを展開していたが、2011 年 4 月、事業を Seagate に売却し、HDD 業界から姿を消

した。HDD 業界は記録密度を上げるには新しいコンセプトが必要な時期に差し掛かっていた。該社は

展望を見出せない HDD を見切り、3 次元化という方向性を見出せた半導体メモリーに経営資源を集

中させた、とみる。

（台湾）HDD メーカーの Magtron、Zentec は、業績不振で早々に姿を消した。HD メーカーの Trace

は昭和電工の傘下に入り現存している。

（中国）HDD および関連製品の海外メーカーの生産拠点はあるが、中国が主体性を持った製造拠点

はない。21世紀に入り、新規参入のMagicstor、Corniceが中国立地で小径サイズのHDDの立上げを

図ったときが転機と考えられたが小径サイズの HDD はフラッシュメモリーとの競争に敗れ短命に終わ

った。2015 年 9 月、北京の紫光集団は Western Digital に 15％出資すると発表した。

(シンガポール)早くから大学にハードディスク工学講座を開設するなど、力を入れていた。米系HDDメ

ーカーの現法ではシンガポール人の技術者も活躍していた。90年代末、Seagateの現法において、現

地で設計・製造したHDDも出現した。Singapore Technologies が HDD メーカーとしてカウントされた時

期もあったが量産はしていなかったようだ。生産拠点として、HDD メーカーを誘致した信義上の配慮

が働いていたのかも知れない。垂直磁気記録以降の新技術開発については力量不足とみた。

以上を総合して、次の技術開発の方向性が見えなくなってきたとき、まだ自力で問題解決するだけ

のポテンシャルを持ち合わせていない、と推察している。

13.3 持続性ある海外展開

上述のように単発型イノベーションに基づく製品やロードマップが定まっているタイプの Moore の法

則にしたがう製品の場合、新興国の追い上げにあう可能性がある。

対策として、一般的に、①マザー工場または研究開発拠点（組立型製品の場合はデザインセンタ

ー）を維持し、絶えず「次の製品」に新技術もしくは新機軸を盛り込むこと、あるいは、②量産工場のキ
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イとなる装置や原材料（必ずあるはずだ）のブラックボックス化を図ることである。しかし、どのような仕組

みを作ろうとも、止まっていれば、新興国は必ず追い上げる。したがって、例えばブラックボックスの中

身も進化したものと入れ替える必要がある。そのためには、先進国は常に一歩先を行けるポテンシャ

ルを持っていなければならない。そのようなことは一朝一夕でできることではない。＜創造性を涵養す

る教育制度と創造性を尊重する国民性＞といった知的インフラが整備されていなければならない！

企業は資本が支配する。グローバル化が進行すれば、原理的には、世界中の適地に拠点をもち事

業を展開することになり、海外展開という概念はなくなるということになる。しかし、実際にそうなるまで

にはまだ長い時間を必要とするだろう。Samsung はすでに韓国の企業ではなくなっている。

14. 予期しない問題への対処能力の涵養

先人の経験を知ることは後に続く人達にそれなりに参考になるだろう。しかし、これから起きる問題は

過去に起きたものとは違うはずだ。ではどうするか？ 処方箋などない。基本は考える力である。広い

分野に関心をもち大局観をもち将来起きる問題を先取りし対策を講じるには、図 13 のような知識の三

角形をベースに、「考える」ことだと思う。とくにマネージャーには一般教養の大切さを強調したい。

人は本質的に自分に都合が良いように考えるようだ。何かで成功すれば、同じようなことで次も成功

すると思い込む。成功するための条件を冷静に考え、深化させなければならないのに、である。そのた

めにも知識の三角形を大きくしなければならない。三角形を大きくするには、日常、湧いてくる興味や

抱く疑問をそのままにせず即、調べ、学ぶ習慣を意識して身に付け、実践することが基本であった、と

今更ながら思っている。

図 13 知識の三角形

15. あとがき

このレポートは主として筆者の体験に基づいている。一般化するわけにはいかない。しかし、何らか

の普遍性も含まれていると思う。その辺りを汲み取って頂ければ幸いである。

以上


