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HDDのダウンサイジングと破壊的技術

－現実的でないクリステンセン・モデル－

2013年 11 ⽉ 8⽇(2015 年 3 ⽉ 29⽇改訂) ⻄村 ⼆郎

１．まえがき

筆者は1988年から2001年まで昭和電⼯㈱のHDプロジェクトとその後⾝のHD事業

部の責任者としてハードディスク事業に携わり、引退後もHDD業界の動向を注視している。

四半世紀に亘る業界の⾜跡を振り返ってみると、我々の認識はより明確になってくる。

クリステンセン・モデルに対する⾒解はその⼀例である。とくに 2014 年には 1.8 インチ

HDDの⽣産も終了し、ダウンサイジングそのものが完結した年なので意味がある。

クリステンセンの有名な著書"The Innovators' Dilemmma"が上梓されたのは 1997

年である（⽇本語版は2001年 1)）。この書は1997年の最優秀ビジネス書および最優秀ハ

ウトゥ・ブックに選ばれた。

クリステンセンは多くの⾴をHDD業界に起きた事例の分析に費やした。その理由を彼

の著書から拾えば、「ディスク・ドライブ業界の歴史を理解することに価値があるのは、

複雑ななかにも驚くほど単純で⼀貫した要因によって、幾度となく業界のリーダーの明暗

が分かれてきたことに気づくからだ。簡単にいうと、優良企業が成功するのは、顧客の声

に鋭敏に⽿を傾け顧客の次世代の要望に応えるよう積極的に技術、製品、⽣産設備に投資

するからだ。しかし、逆説的だが、その後優良企業が失敗するのも同じ理由からだ。」と

いうことと「技術、市場構造、全体規模、垂直統合がこれほど広範囲にわたって急速に進

化しつづけてきた業界はディスク・ドライブ業界をおいてほかにない」ということになる。

この著書が刊⾏されたとき、このドラマティックなモデルは新事業を⽴ち上げている

者およびHDD業界関係者の間に⼤きなセンセーションを巻き起こした。
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⼀読して説得⼒のあるモデルであるということとありそうな話なので、筆者も⼤いに

興味を持った。しかし、⽂章の中には、HDD関係者なら容易に気付く事実誤認や我⽥引⽔

的解釈がみうけられ、違和感を覚えたのも事実である。

筆者は昨年末、HDD業界の四半世紀の歩みを振り返ってみる機会を得た 2)。少なくと

も90年代に関しては、彼が提唱したモデルが成り⽴っていると考えるのが⾃然であろう。

ところが、筆者がHDD業界のなかで⾃分⾃⾝の⾜で情報を稼いでいたこの期間において、

彼が主張するような現象は起きていなかった。あまりにも現実と乖離している。HDD業界

関係者として看過できない。

では、80 年代に関してはどうであろうか。残念ながら、筆者は 80 年代に関しては個

別企業の栄枯盛衰について論ずべき⽴場にはない。しかし、90年代がこれだけ事実と乖離

しているならば、このモデルには、⾮現実的な考え⽅や不適当な仮定があったに違いない

と考えた。

クリステンセンはヘッド技術を持続的技術、そしてディスクにおけるダウンサイジン

グの殆どを破壊的技術と⾒做した。

記録密度を上げるために、優良企業がヘッドとディスクの技術を同時に開発していた

ことはよく知られている。このことは優良企業のディスクのダウンサイジングに対する認

識にも取組み姿勢にも影響していたに違いない。

２．クリステンセン・モデル

クリステンセンは持続的イノベーションと破壊的イノベーションの関係について図１の

ような模式図を⽤いて説明している。持続的技術は性能を向上させ、破壊的技術は短期的

には性能を下げるものと定義されている(逆は必ずしも真でない)。

そして持続的進歩により、製品の性能がハイエンド市場のニーズを上回るようになると、

ローエンド市場にそのニーズを充たす製品が現れ、持続的技術進歩によってやがてハイエ
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ンド市場に進出し、従来の製品に取って替るというものである。それゆえ破壊的技術であ

る。HDDの場合の破壊的技術としてダウンサイジングが挙げられている。

クリステンセンは､(製品の性能が市場ニーズを充たしていない場合でも:筆者による注

釈)、最初、性能の劣る技術を引提げて下位のバリューネットワークに新規参⼊した企業が

性能を向上させ、上位のバリューネットワークに進出し、優良企業を"破壊"する場合につ

いても⾔及している。図１の⾚線はその辺りの事情を説明するために筆者が付け加えたも

のである。この場合、破壊的技術の進歩の度合いは従来技術の持続的技術進歩よりも⼤き

くなければならない。

図１ 持続的技術と破壊的技術

３．HDD におけるダウンサイジングの実態

クリステンセンによれば、HDDのダウンサイジングは図２のようになっている。これ

によって、ダウンサイジングとその後の持続的技術進歩の状況を窺い知ることができる。

概ね、コンピューターのダウンサイジングに随伴している。
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図２ サイズ別HDDの記録容量の向上の軌跡

破壊的イノベーションの意味からいえば、ダウンサイジングが起きたとき、元のサイ

ズの HDD は⼤きな打撃を蒙るはずである。出荷量に関する情報を知るためにサイズ別

HDDの出荷状況を 35年間に亘ってプロットしたものが図３である。

ダウンサイジングの後、出荷量が⼤きく増加したのはで 6.5"~9.5"→5.25"の場合と

5.25"→3.5"の場合である｡ 厳密に⾔えば、この図では、14"〜6.5”に関する情報は含まれ

ていない。しかし、このサイズは主としてメインフレーム対応であり、PC⽤途が開け、厳

しい⽣存競争が始まった 5.25"以下の場合とは様相を異にしていた。メインフレーム対応

では 6.5"という⽇⽴製作所の独⾃仕様のサイズが存在し得た。
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図３ サイズ別HDDの出荷量の推移

クリステンセンの著書のなかで、この図に相当していると考えられるのが図 4である。

図 4 最初の商業出荷後 4年間の持続的技術と破壊的技術
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クリステンセンの判定によっても、破壊的技術としてのダウンサイジングは幾度も起

きているわけではない。3.5"HDD と 2.5"HDD は現在にいたるも共存している。したがっ

て、2.5"HDDは3.5"HDDの破壊的技術ではありえない。クリステンセン⾃⾝も2.5"HDD

を持続的技術と定義したが、理由は、上市後４年間の出荷量がディスク・トレンド・レポ

ートの予想どおり⽴ち上がらなかったから、としている。これは⾒解の相違で参⼊した企

業は⽴ち上がると予想していたのだ。そして、⼆こぶになっている 1.8"の最初の⽴ち上が

りは、予想に反して⽴ち上がらなかったから破壊的技術であるとした。⽴ち上がらなかっ

たダウンサイジングで破壊されたのは、市場ニーズよりもトレンド神話を盲信した企業で

あって優良企業とか新規参⼊企業とかは関係ない。持続的技術か破壊的技術かの判定に主

観的判断を持ち込むのは合理的でない。

この四半世紀を振り返ってみると、HDD業界においては、きわめて常識的なことが起

きていた。結果論ではあるが、早過ぎるダウンサイジングを敢⾏した企業は"破壊"された。

3.5"の Rodime、2.5"の Conner、Prairie Tech.、1.8"の Maxtor､Integral、Ministor、

1.3"の HPなどである。

90年代後半、3.5"HDDの筐体に納められたSeagateの 3"/2.5"HDDがハイエンドの

市場において⽴ち上がった。これは容量よりも、振動を抑え 10/15krpm という⾼速回転

を可能にするためのダウンサイジングであった。現在も市場性を有している。5.25"に関

する⼆こぶ⽬の⽴上りは、市場に容量増のニーズありとみた Quantum がアップサイジン

グを敢⾏し、ある期間成功したためである。

図3 で、⼆こぶになっている1.8"の後の⽅の⽴上げのように、機が熟してからのダウ

ンサイジングはある期間、事業性があった。しかし、1.8"以下の HDDは NAND型フラッ

シュ・メモリーに"破壊"された。したがって NAND 型は HDDの部分的破壊的技術という

ことになろうか。
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注⽬すべきは 1.8"以下のサイズが、⼀時フラッシュ・メモリーに対する破壊的技術の

様相を帯びていたことである。理由は、MRヘッドの導⼊により、HDDの記録密度上昇速

度が年率 100％という、フラッシュ・メモリーを⼤きく上回っていたからである。このよ

うな情勢変化をつくりだした⽴役者である IBM は、１"HDD(マイクロ・ドライブ)をコン

パクト・フラッシュの⼤容量領域を狙って上市した。しかし、その後の記録密度上昇速度

の鈍化により短命に終わった。東芝の 1.8"も 2014 年に役⽬を終えた。ここに、磁気記録

におけるダウンサイジングは終了したといわざるを得ない。蛇⾜だが、この先、NAND型

フラッシュ・メモリーが2.5"HDDを”破壊”することはないだろう。NAND型の記録密度上

昇速度も鈍っているからである。

要するに、市場性ありと判断すれば、新規参⼊企業、優良企業を問わずダウンサイジ

ングを敢⾏し、市場の声に正しく⽿を傾けていた企業が成功していたのである。

以上のような検証により、少なくとも直近の四半世紀のHDD業界に関するかぎり、ク

リステンセン・モデルに描かれたような事例は起きていなかった、といえる。となると、

このモデルには何か誤解があるのではないか、と思うのが⾃然の成り⾏きである。

４．HDD におけるダウンサイジングの意味

クリステンセンによれば、ヘッドの技術進歩は図 5 のようになっている。何れも持続

的技術の進歩とされている。

記録密度の向上は関係する部品等の進歩の総合によって達成される。なかでも、ヘッ

ドとディスクには密接な相互依存性がある。

記録密度向上のためには、ヘッドの感度向上とともに、ディスク上の磁性粒⼦のサイ

ズを⼩さくし、ヘッドの浮上⾼を下げる必要がある。

図6は塗布型ディスクを⽤いたHDDの例である。塗布型HDDが如何に⼤掛かりな装

置(外観に似ず⼩容量)であったかよく判る。⼤径ディスクの場合、機械的振動が激しく、
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図 5 ヘッド技術の進歩

ヘッドの浮上⾼を下げるのは困難である。ここにダウンサイジングすべき理由があった。

また、磁性酸化物の粉砕粉の縣濁液をディスク表⾯にスピンコートして作られる塗布型デ

ィスクの場合、粉砕という機械的操作による磁性粉の微細化には限界があった。そして磁

性粉が粗ければ⾯も粗い。

図 6 塗布型 HDDの例(RAMAC)
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⼀⽅、スパッター法では、磁性粒⼦も⾶躍的に⼩さくなり⾯粗度も⾶躍的によくなる。

そしてスパッター法は⼩径サイズ向きである。ダウンサイジングは記録密度を上げるため

に不可⽋であったのだ。なお、図7はヘッド浮上⾼に関するイメージ図である。HDDの技

術基盤の微妙さ、絶妙さが窺える。

図 7 ヘッド浮上⾼のイメージ

つまり、ある⼤きさまでのダウンサイジングは、記録密度向上のために必要な持続的

技術であったのである(そのサイズは 3.5"〜2.5"ということになる)。優良企業がヘッドと

ディスクの技術開発をリードし、ダウンサイジングに対してスタンバイしていたことはク

リステンセンも認めている。IBM が 90年代の後半に⾄るまで、HDD技術に関して圧倒的

優位にあったことはその象徴である。しかしこうした事情はモデルには反映されていない。

クリステンセンは破壊的技術の属性として、「単純で既存の部品を使い、アーキテク

チャーも従来のものより単純な」な場合をイメージしているように思われる。これは HDD

には当てはまらない。基幹部品に既製品など存在しなかった。とくに塗布型ディスクから

スパッター法に替わったときは、MR ヘッド対応ディスクや垂直磁気ディスクのときと同

様、技術的落差が⼤きかったに違いない。

５．バリュー・ネットワークのパラドックス

クリステンセンは、図５のような３種類のバリュー・ネットワークの例を挙げている。

最上位のネットワークは企業経営情報システム(MIS)で、コンピューターはメインフレー
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ム､HDDは主として⼤径の塗布型HDDが使われていた。中位のCAD/CAMでは、ワークス

テーションと5.25"のスパッター法HDD、最下位のポータブルPCでは、ノートPCと2.5"

のスパッター法 HDDが使われていた。

図8 HDD 関連の３種類のバリュー・ネットワークの例
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製品サイクルは IBM の場合 6 年。顧客は 10 年程度使っていたようだ。最下位のポータブ

ル PC の場合は１年程度。したがって性能指標のランキングはバリュー・ネットワークに

よって異なっているとはいえ、基本的な技術では、最上位のバリュー・ネットワークに属

するHDDが時代遅れという⽪⾁な状況があった。このような状況の中で、IBMはHDDの

技術に関してはリーダーであり続けた。そのIBMが2003年、HDD事業から撤退した。直

接的原因は基板の全⾯的ガラス化という技術戦略の失敗によりドル箱のハイエンド市場の

シェアを失ったためと考えられる。ありふれた理由による撤退であった。

６．確⽴された技術と破壊的技術

表 1 はクリステンセンによる破壊的技術の事例である。上から順にこのモデルとの関

連性を評価してみよう：デジタル写真はハロゲン化銀写真フィルムに対して凄まじい"破壊

⼒"を発揮した。しかし、優良企業(例えば富⼠フィルム)は破壊性を計算に⼊れて対策を打

っていた。顧客の反応もこのモデルの場合とは違っていたはずである。

携帯電話は固定電話に影響を与えた。これも優良企業にとって予測可能なことであり、

NTT は NTT ドコモを⽴ち上げた。また"破壊"の度合いも部分的"破壊"に⽌まっている。

パケット通信網は回路交換電気通信網に対して⾰命的な"破壊⼒"を発揮した。同時に今

⽇の IT 世界を切り開く原動⼒となった。この理論が公表されたのは 1965年のことである。

発明に関与したアメリカ・イギリスではすぐに実⽤化に向けて始動した。しかし当時、今

⽇のような IT 社会の到来を誰が想像していたであろうか。

現在、携帯デジタル端末の出荷は伸び、ノート・パソコンは停滞している。しかし機能

の違いから、影響は部分的"破壊"に⽌まっている。

この表には、Christensen モデルが端的に当てはまる事例はなさそうである。
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表1 確⽴された技術と破壊的技術の事例

クリステンセンがHDDのダウンサイジング以外の破壊的技術の例として著書のなかで

説明しているものにミニミルがある。下位のバリュー・ネットワークから出発し、持続的

技術進歩により次々に上位のバリュー・ネットワークに攻め上るというタイプの破壊的技

術は、別のバリュー・ネットワークに属している企業にとっては盲点になり易いので興味

深い視点である。
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ミニミルはスクラップが⼤量に発⽣する地域ではコストメリットがある。しかし、品

質向上に関して、既存技術(⾼炉ー転炉法)に⽐べて有意差があるとはいえない。むしろ、

スクラップを再使⽤する場合独特の問題を抱えている。例えばステンレスからは Ni、Cr、

表⾯処理材からはZn、Sn、複合材からはCuなどの⾦属不純物が⼊り込む。鉄より貴な⾦

属の除去は困難である。

ミニミルはスクラップのリサイクル利⽤なので、本質的に、既存事業を"破壊"する性

質のものではない。電気炉製鋼が 60％以上を占める(⽇本は 20％程度)アメリカならでは

の発想であろうが、このモデルの事例としては適切ではない。

開発途上国が通貨安、労務コスト安、インフラ・コスト安による低価格を武器にして、

初めはローエンド市場に参⼊し、⼒を付けるにしたがってハイエンド市場に攻め上るとい

う例はよくあるケースだが、クリステンセン･モデルとは似て⾮なるものである。

また"破壊”までに⻑い時間を要する場合は別次元のテーマとして論じられるべきであ

る。いろいろな対策が取れるし、セクション３で紹介したような情勢変化も⽣じる。

７．まとめ

企業がその企業にとっての新規事業を⽴ち上げようとするとき、クリステンセンの⾔

う破壊的技術という概念は、とくに新規参⼊企業にとって魅⼒的である。しかも、彼の我

⽥引⽔的説明は、事情を知らない部外者に対しては却って説得⼒があり歓迎されたのであ

ろう。しかし、クリステンセン･モデルは彼の破壊的技術の定義に基づけば現実性に乏し

い。筆者は「あり得ない」と⾔いたいくらいである。しかし、「あり得ない」ことの証明

は悪魔の証明と⾔われ困難である。むしろ、クリステンセン・モデルの信奉者から、彼の

⾔う破壊的技術の定義に基づく具体例を挙げてもらいたいものである。クリステンセン・

モデルは経営学や経営⼯学の範疇に属するものなので論理性が要求される。

筆者は、クリステンセンの⾔う破壊的技術とは離れて、優良企業を破壊する可能性の
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ある破壊的技術という”⻘い⿃”を探したいと思う。キーワードは”意外性”や”⾒過ごされ易

さ”である。

参考資料

1)クレイトン・クリステンセン(⽟⽥俊平太監修／伊⾖原⼸訳)

「イノベーションのジレンマ」翔泳社(2001 年 7 ⽉)

2)⻄村⼆郎：「ハードディスク四半世紀の歩みより」化学⼯学 77 (No.12) (2013)

3)⻄村 ⼆郎：「HDDのダウンサイジングと破壊的技術」化学⼯学 79(No.1)（2015)


