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２０世紀のハ－ドディスクは1956年ＩＢＭの

ＲＡＭＡＣに始まり、目を見張るべく技術の進

歩、市場の発展をみてきた。ＲＡＭＡＣでは24イ

ンチのディスクを50枚組み込み５ＭＢの情報記

憶容量であったものが、今日の装置では3.5イン

チのディスク1枚で20 ＧＢを超える情報を記憶

するまでに至った。装置市場は年間300億ドルを

超える規模まで成長した。しかし、現在、このハ

－ドディスクに関係する企業が装置1台当たりの

ディスク枚数・ヘッド個数の激減や装置価格の急

激な下落によりサバイバルゲ－ムに追い込まれて

おり、周知の通り、ディスクメ－カの撤退やドラ

イブメ－カの統廃合、また、設備メ－カにおいて

は事業を売却するところも出てきている。この装

置1台当たりの所要ディスク枚数・ヘッド個数の

低減はそれぞれのメ－カが市場により良い記憶装

置を提供しようとする理念を基に、各企業が努力

した結果、生まれたもので大変素晴らしいことで

あるが、あまりにも、この速度が速すぎたことと

ハ－ドディスクの一番の需要先であるパソコンに

おいて低価格品のシェアが増加したことで、現在

のような厳しい状況になったことは非常に残念で

ある。

振り返ってみると、1987年頃、光ディスク装置

が登場してきた時、ハ－ドディスクは光ディスク

装置に比べ記憶容量と記憶密度の点で劣ってお

り、その当時、コンピュ－タの外部記憶装置は光

ディスクに代わるのではないかと世評が立ち、

「ハ－ドディスクよ、何処へ行く」というような

パロディも聞こえた。その数年後、すぐに、ハ－

ドディスクは記憶容量、記憶密度とも光ディスク

を超え、「光ディスクよ、何処へ行く」という結

果になった。その頃から、ハ－ドディスクの記憶

密度は年率60％の伸びを示し、1998年以降はそ

れが100％の成長となった。そして、ハ－ドディ

スクは、ずっと現在までコンピュ－タには必須の

装置となっており、他の記憶装置に追従を許して

いない。

　この過去の経過をみても、やはり、今後のハ

－ドディスクの発展には市場ニ－ズニマッチした

性能や要求価格に対応できる技術の向上が必要条

件であることが判る。もし、仮に、記憶密度の向

２１世紀のハ－ドディスクに思う

理事　鶴　哲生（日立電子エンジニアリング）

上やビットコストの低減を怠ると、ハ－ドディス

クの存在価値が薄れる可能性もあることを我々は

しっかりと認識しておくべきと考える。

ハ－ドディスクは２１世紀にもパソコンをはじ

めとするコンピュ－タの需要は益々増大すること

は確実で、さらに、近い将来、現在使用されてい

る家電製品がデジタル化され、コンピュ－タとの

統合が図られ、家庭内ＡＶシステムや家庭内ＬＡ

Ｎシステムも実現されるであろう。そして、それ

に繋がる家電製品にも組み込まれ、一説では、こ

の新しい市場は年間数千万台の規模になるとも言

われており、大いに期待したい。

ただ、この新しい需要も、装置の要求価格はさ

らに厳しくなる事が予想され、これを如何に克服

するかが、重要なポイントとなる。今、ハ－ドディ

スクを取り巻く新しい技術開発としては、既にＴ

ＭＲヘッド、ＡＦＣディスク、垂直磁気、ＣＯＳ

等の技術の研究がなされているが、これらは確か

にビットコストを低減し、強いては装置コストを

下げるものではあるが、これらのみでは厳しい要

求価格に対し充分な対応ができる解ではないよう

な気がする。

いずれにしろ、この２１世紀、ハ－ドディスク業

界は大きな市場が約束されており、何とか、この

解を見つけ出し、更なる業界の繁栄に繋げて行き

たいものである。
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２０世紀の後半、さまざまな産業および地域にお

いて急速にコンピュータが普及し多方面で恩恵を

もたらした。ＨＤＤはコンピュータを構成する中

枢部品として１９５０年代後半の誕生から、１９

６０年代後半～１９７０年代前半には実用化が始

まり、１９８０年から今日に至っては成熟期に

入ってコンピュータ記憶装置にはなくてはならな

い存在となった。ＨＤＤの面密度の向上は３年ほ

ど前には前年対比６０％の伸びと言われ、昨年は

前年対比１２０％となり、２１世紀に入った今年

に至ってはさらに面密度の伸びは加速して前年比

１５０％に届く勢いがある。この急激な面密度の

伸びを支える要因としては、主要部品による性能

向上が背景にあり磁気ヘッド・媒体・スピンドル

モータの性能向上による恩恵が大きい。当初、Ｈ

ＤＤを構成する主要部品はヘッドにはインダク

ティブヘッド技術・媒体には塗布方式が使われ、

その後に性能と信頼性を向上させるために新たな

技術として薄膜媒体・ＧＭＲヘッド技術が導入さ

れ性能・信頼性ともに格段の向上をみせている。

しかし、その反面部品メーカに対するドライブ

メーカからの価格引下げ要求が強く、ＨＤＤの性

能の向上に反して部品単価は押し下げられて参入

メーカの収益性は決して高い状況にあるとは言え

ないのが現状である。過去のＨＤＤ用主要部品市

場の推移を見ると、需要個数(枚数)は伸び生産は

拡大したものの金額による市場規模は逆に縮小す

る傾向にあった。この先５年間のＨＤＤ市場動向

を予測するとＨＤＤに対する高容量化を含むパ

フォーマンスの伸びは継続し、また今後はコン

ピュータのみのアプリケーションではなくホーム

アプライアンスなどの分野へのＨＤＤの利用が拡

大することによって新たなる需要が追加されるこ

とが期待される。それに伴いＨＤＤ主要部品

（ヘッド・媒体・スピンドルモータ）市場も新世

紀に入り、以前とは違った環境に置かれることと

なる。本報告書では、ＨＤＤ主要部品市場におけ

る市場の現状を検証し、各主要部品市場の将来性

を予測する。

■ＨＤＤ用ヘッド市場―２０世紀の足跡■ＨＤＤ用ヘッド市場―２０世紀の足跡■ＨＤＤ用ヘッド市場―２０世紀の足跡■ＨＤＤ用ヘッド市場―２０世紀の足跡■ＨＤＤ用ヘッド市場―２０世紀の足跡

２０世紀におけるＨＤＤ用ヘッド市場はじつに技

術変化の激しい市場であった。ＭＩＧヘッド・イ

ンダクティブヘッドからＭＲヘッドへ、さらにＧ

ＭＲヘッドへと急速な技術進歩を遂げ、それに

伴って面密度は格段の向上をみせた。主要部品の

中でもヘッド市場は、最もＨＤＤの容量向上に貢

献した主要部品と言えよう。しかしながらドライ

ブメーカからの価格引下げ要求が強く、同時に

メーカはさらなる高密度化のため研究開発費用や

製造設備の導入に大きな継続した投資が必須とさ

れている状態で、参入メーカの収益率は決して高

くなく近年では撤退メーカが相次いでいるのが現

状である。ＨＤＤ用ヘッド市場は一台あたりに使

用されるヘッド個数が減少しており１９９７年以

降のＨＤＤ用ヘッド需要はほぼ横這いを続けてい

るのが現状である。

単価については量産向けのＨＧＡ（ヘッドジン

バルアッセンブリー）平均価格は２０００年第

４四半期時点の予測で＄７.-前後と低価格と

なっており、投資金額の増大に対して参入メー

カの利益確保は容易な状況ではない。近年専業

メーカの中では、引き続く面密度の向上に技術

的に追いつけず、且つ急速に悪化する収益性に

絶えられずに市場から撤退するメーカが多くみ

られた。例としては三洋電子部品やヤマハの市

場撤退に始まり、韓国三星電機（SEMCO）が撤

退した。

米国では米国アプライドマグネティックス社が

連邦破産法第１１条を申請し事実上市場から撤

退、日立金属は日立製作所との共同開発を選択

し、昨年後半では住友リードライト社が会社清

算の道を選んだ。各撤退メーカのトータルの投

資金額は数十億円から数百億円レベルに達して

ＨＤＤ主要部品市場―ＨＤＤ主要部品市場―ＨＤＤ主要部品市場―ＨＤＤ主要部品市場―ＨＤＤ主要部品市場―2121212121世紀への展望世紀への展望世紀への展望世紀への展望世紀への展望

横山 正人　(ピクシーピナクルコーポレーション）
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おり、ＨＤＤ用ヘッド事業の投資金額の大きさ

に驚かされる。昨年度後半のヘッド面密度の平

均は２０Gb/sq.inch前後に達している。今後、

ＧＭＲヘッドから次世代ヘッドであるＴＭＲ

ヘッドの開発競争が激化するものと予測される。

下記は昨年度第４四半期での月間生産数量を基

とした出荷台数シェアである。参入メーカーの

内、シーゲート社・ＩＢＭ社・富士通・日立製

作所の各メーカはキャプティブ需要を中心とし

たものである。又、TDK/SAE/HEADWAY・アルプ

ス電気・米国Read-Rite社は、専業メーカとし

て各ドライブメーカに出荷している。

■月間出荷量別ヘッド市場シェア予測月間出荷量別ヘッド市場シェア予測月間出荷量別ヘッド市場シェア予測月間出荷量別ヘッド市場シェア予測月間出荷量別ヘッド市場シェア予測

                                                                           （（（（（20002000200020002000年第４四半期）年第４四半期）年第４四半期）年第４四半期）年第４四半期）

Source:株式会社ﾋﾟｸｼｰﾋﾟﾅｸﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

今後のＨＤＤ用ヘッド市場予測今後のＨＤＤ用ヘッド市場予測今後のＨＤＤ用ヘッド市場予測今後のＨＤＤ用ヘッド市場予測今後のＨＤＤ用ヘッド市場予測

ＨＤＤ用ヘッドの種類別出荷の主流は、9割以上

がＧＭＲヘッドである。ヘッド市場は、媒体と同

様にドライブ一台に対する使用個数が今後も少な

くなる傾向が続くことから、ドライブ需要に合わ

せて出荷個数の成長は期待出来ず、全体の需要個

数はほぼ横這い状態が続くことが予測される。こ

の傾向はホームサーバ向けやSTB(セットトップ

ボックス)向けの需要が本格的に拡大する2002年

後半まで継続することが考えられ、参入メーカの

収益は厳しい状況が続くことが考えられる。

しかし、2003 年以降はこれらのパーソナルコン

ピュータ(PC)以外の新規アプリケーションの需要

拡大を要因とした需要個数の拡大によって、急激

にヘッド需要は回復するものと予測している。弊

社の予測では専業メーカの中で今年から2003年

までの間で利益を確保できるメーカは、上位２社

までで3社目の収益はかなり厳しいものと予測さ

れる。その間を勝ち抜くには他社よりも優れたパ

フォーマンスを持つ製品を安定して客先に供給す

ることが必須であるが、合わせて最近の傾向とし

て固定顧客との関係を強化することが重要なポイ

ントとなっている。顧客との関係を強化し、ドラ

イブの開発ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに合わせた生産体制を持つこ

とがヘッド市場でも重要と言えよう。

HDDHDDHDDHDDHDD用ヘッド需要個数予測用ヘッド需要個数予測用ヘッド需要個数予測用ヘッド需要個数予測用ヘッド需要個数予測（（（（（20002000200020002000年～年～年～年～年～20052005200520052005年）年）年）年）年）

Source:株式会社ﾋﾟｸｼｰﾋﾟﾅｸﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

■ＨＤＤ用媒体市場―２０世紀の足跡■ＨＤＤ用媒体市場―２０世紀の足跡■ＨＤＤ用媒体市場―２０世紀の足跡■ＨＤＤ用媒体市場―２０世紀の足跡■ＨＤＤ用媒体市場―２０世紀の足跡

ＨＤＤ用媒体はヘッド市場と同様、ドライブ一台

に対する使用枚数の減少で需要枚数の増加は期待

出来ず、全体の需要枚数はほぼ横這い状態が続い

ている。その低需要に起因して昨年度までのＨＤ

Ｄ用媒体市場では、｢材料｣・｢サブストレート｣・｢膜

付け後の媒体｣のそれぞれの業界で市場の再編成

が行われてきた。特に２０００年の下半期、ＨＤ

Ｄ用媒体のサブストレート及び膜付け後の完成品

媒体市場では撤退または併合が相次いでみられ

た。現在の参入メーカ数はＨＤＤ用媒体市場への

１２社(ソニーを含めると１３社)で、ここ数年間

に市場撤退するメーカが相次いだ。サブストレー

トや研磨メーカを含めて例をあげると、コマグ社

とＨＭＴ社の併合や、倉元製作所の東洋鋼鈑への

事業移管、日経金、住軽メモリーディスク、ファ

イングラステクノロジーの市場からの撤退などが

あげられる。また、この数ヶ月でも三菱アルミニ

ウム（国内）・旭コマグ・日本ガイシなどが撤退

HDD用ヘッドメーカー市場シェア予測

Seagate IBM 富士通 日立製作所・日立金属

TDK/SAE/Headway アルプス電気 Read-Rite Others

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

800,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

ヘッド需要個数予測（2000年～2005年）
単位：千個



     IDEMA Japan News No.405

している。そして２１世紀に入った今年、この再

編成によってＨＤＤ用媒体市場では｢需要と供給｣

バランスが均衡を取り戻す方向にある。このよう

に市場からの撤退組みからの供給数量減少が発生

してきたことで、ＨＤＤ用媒体の需要・供給関係

の均衡が改善される方向にあるのである。これに

よって、劣悪であった媒体業界の収益性は需給関

係が正常化することで落ち着きを見せる方向に向

かっている。媒体の材質はデスクトップＰＣ用

3.5インチＨＤＤ向けとしては相変らずアルミ媒

体が使用され、2.5インチ以下のＨＤＤにはガラ

ス(結晶化ガラス・強化ガラス)が標準的に使用さ

れている。一時囁かれた3.5インチ媒体のガラス

化は非現実な状況で、新規参入してきた後発メー

カのほとんどは事業化することが出来なかった経

緯をもっている。その要因として指摘できるの

は、やはり価格というポイントである。3.5イン

チＨＤＤにガラスが採用されない理由も、価格面

でアルミ媒体とガラス媒体の価格差が依然大きい

ことが指摘できる。又、日本ゼオン・ソニーのプ

ラスチック媒体や米国チタニウムＸ社のチタン媒

体などは量産への移行は行われておらず、媒体史

上様々な材質が登場しているものの結局はアルミ

ニウムとガラス媒体が台頭しているのが現状であ

る。

月間出荷量別媒体市場シェア予測月間出荷量別媒体市場シェア予測月間出荷量別媒体市場シェア予測月間出荷量別媒体市場シェア予測月間出荷量別媒体市場シェア予測

（（（（（20002000200020002000年第４四半期）年第４四半期）年第４四半期）年第４四半期）年第４四半期）

Source:株式会社ﾋﾟｸｼｰﾋﾟﾅｸﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

今後のＨＤＤ用媒体市場予測今後のＨＤＤ用媒体市場予測今後のＨＤＤ用媒体市場予測今後のＨＤＤ用媒体市場予測今後のＨＤＤ用媒体市場予測

２０世紀におけるＨＤＤ用媒体市場は厳しい道を

歩んで来たが、新世紀に入った今年以降には参入

メーカの決算はゆっくりと改善され、パーソナル

コンピュータ(PC)以外のアプリケーションの立ち

上がりが見られる２００２年後半以降、媒体需要

は急拡大をすることが予測される。その需要を支

えるアプリケーションは、ホームサーバ向けやＳ

ＴＢ(セットトップボックス)向けであり、パーソ

ナル・ビデオ・レコーダ(ＰＶＲ)への採用も需要

拡大に寄与するであろう。２００３年以降はこれ

らの新規アプリケーションの需要拡大を要因とし

た需要個数の拡大によって媒体需要は回復するも

のと弊社では予測している。材質は、パーソナル

コンピュータ向けの内、2.5インチＨＤＤにはガ

ラス、3.5インチＨＤＤにはアルミが継続して使

われ、パーソナルコンピュータ以外のアプリケー

ションの内、ＳＴＢ・ホームサーバには3.5イン

チＨＤＤが２００５年までの間は使用されること

が予測される。また、ＰＶＲ向けには2.5インチ

あるいは2.5インチ未満のＨＤＤが使用され、ガ

ラス媒体の需要を押し上げるアプリケーションと

なろう。

HDDHDDHDDHDDHDD用媒体需要個数予測用媒体需要個数予測用媒体需要個数予測用媒体需要個数予測用媒体需要個数予測（（（（（20002000200020002000年～年～年～年～年～20052005200520052005年）年）年）年）年）

Souce:株式会社ﾋﾟｸｼｰﾋﾟﾅｸﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

■ＨＤＤ用スピンドルモータ市場■ＨＤＤ用スピンドルモータ市場■ＨＤＤ用スピンドルモータ市場■ＨＤＤ用スピンドルモータ市場■ＨＤＤ用スピンドルモータ市場

                                                                                                              ―２０世紀の足跡―２０世紀の足跡―２０世紀の足跡―２０世紀の足跡―２０世紀の足跡

ＨＤＤ用スピンドルモータは、FDD用や光ディス

ク用モータと比較して要求される精度が高いもの

の価格の下落は他のモータ並で価格下落が進んで

いる。この価格下落の傾向にあいまって参入メー

カの利益率は低く、後発の参入メーカは育成され

ない厳しい環境にあるのが２０世紀におけるHDD

用スピンドルモータ市場の現状であった。そのよ

うな厳しい環境の中、参入メーカ各社が事業継続

HDD用媒体メーカー市場シェア予測
IBM
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できているのはHDDの需要に合わせた台数需要の

伸びであろう。スピンドルモータはヘッド・媒体

部品と違い、各ドライブに必ず1台が使用される

ことで需要グラフは右肩上がりで伸び、前年度対

比の出荷台数は二桁成長を続けている。同部品

は、ＨＤＤ用主要部品としてあげられる【ヘッド・

媒体・スピンドルモータ】の中で最も単価が安く、

また技術面でも比較的ローテクノロジーで付加価

値が取りにくい部品と言われてきたが、この市場

に大きな変化が生じる可能性が指摘される。その

火付け役となったのは、流体を使った動圧軸受け

(Fluid Bearing Motor)である。新世紀に入った

本年は、まさにスピンドルモータ史上の新たなる

幕開けの年である。その主役となるのは｢動圧軸

受け(Fluid Bearing Motor)｣と言えよう。この

部品の登場によってHDDは、更なる小型化・優れ

た静音性・低コストを実現してゆくことが可能と

なる。

ＨＤＤ用スピンドルモータ市場への参入メーカ

は、今期韓国の三星電機が市場撤退したことで第

4四半期には参入メーカは5社（日本電産、松下

寿電子工業、ミネベア、日本ビクター、三協精機

製作所）となった。業界の最大手は以前と変わら

ず日本電産で、昨年度第4四半期には月間約1000

万台のHDD用スピンドルモータを生産している。

同社はＨＤＤ市場の成長とともに事業ボリューム

も拡大を続け、スピンドルモータ市場が未だ市場

形成の初期段階において現在参入しているメーカ

各社が登場する以前、シェアを占有していたドイ

ツのパプスト社のスピンドルモータ市場シェアを

追い抜き、世界で高いシェアを保持してきた経緯

がある。かつて同社の永守社長と同じＴＥＡＣ出

身である中村氏率いる信濃特機を買収し70％～

80％のシェアを占める時期もあった。最近幾分

シェア下落したといっても全体の50%以上を占め

ている。クアンタム社を除くほとんどのHDDメー

カへの量産実績を持ち、米国系ドライブメーカか

らの支持率は高い。この業界大手の日本電産に次

いで業界2位のシェアを維持しているのは松下寿

電子工業大洲事業所である。同社はかねてからク

アンタム社向けにスピンドルモータを供給してき

ているが、昨年度は富士通向けに動圧軸受けを出

荷開始するなど、客先数を増やす傾向にある。現

在の出荷量は月産約250万台程度と予測される。

3位はミネベアで、シーゲート社との関係が最近

強化される傾向にあるメーカである。シーゲイト

の設計した動圧軸受けの量産に入っており、今後

生産が順調に進めば現在日本電産の持つ市場シェ

アに大きな影響を与える可能性のあるメーカで、

スピンドルモータメーカ中、向こう六ヶ月間の

フォーキャストで最もアグレシブな生産計画を

持っている。月間生産量は約300万台でクアンタ

ム・ＩＢＭ・マックストアなどを中心に出荷を

行っている。4位は日本ビクターで月間の生産量

は約100万台、ウエスタンデジタル・マックスト

ア・韓国三星電子向けに出荷を進めている。5位

は三協精機製作所で現在の生産量は約50 万台。

シーゲイトを中心に出荷を進めてきたが、ハイエ

ンドドライブ向け動圧軸受けの開発・量産経験を

活かして、来年度からは玉軸受けから動圧軸受け

に前面的に生産を移行する予定がある。そのた

め、ここ数ヶ月は月間の生産量が減少するもの

の、来春からの動圧軸受けを中心とした生産に期

待が持たれる。以前、スピンドルモータ市場に参

入していた韓国三星電機は、韓国水原工場で製品

を生産出荷してたが、今期事業継続を断念市場か

ら撤退した。同社はＨＤＤ関連では、以前磁気

ヘッド事業からも撤退しておりＨＤＤ向け主要部

品事業からの撤退は量産部品として2 番目とな

る。本年度第1四半期には、月産約70万台のスピ

ンドルモータを生産していた。主要顧客は同グ

ループである三星電子が中心であったが、最近で

は東芝向けにも出荷の予定があった。
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月間出荷量別市場シェア予測月間出荷量別市場シェア予測月間出荷量別市場シェア予測月間出荷量別市場シェア予測月間出荷量別市場シェア予測

（（（（（20002000200020002000年第年第年第年第年第44444四半期）四半期）四半期）四半期）四半期）

Source:株式会社ﾋﾟｸｼｰﾋﾟﾅｸﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

今後のＨＤＤ用スピンドルモータ市場予測今後のＨＤＤ用スピンドルモータ市場予測今後のＨＤＤ用スピンドルモータ市場予測今後のＨＤＤ用スピンドルモータ市場予測今後のＨＤＤ用スピンドルモータ市場予測

新世紀、HDD用スピンドルモータ市場に変革が訪

れようとしている。その主役は｢動圧軸受け｣であ

り、この部品の登場で2.5インチ以下のモバイル

用HDDに対する更なる小型化・AV用HDDに対する

優れた静音性・デスクトップ用3.5インチHDDに

対する更なる低コストと言う恩恵をもたらす可能

性が高くなっている。特に製造コストを削減する

点では、いままでの玉軸受けのパーツ（2個のベ

アリング+シャフト）の合算価格よりも（流体+

シャフト）の方が部品コストとしては有利であ

り、コストの限界と言われたスピンドルモータの

さらなるコスト削減の可能性が生まれてきた。ま

た、今後市場の拡大が予測されるAV用HDDなどへ

の搭載も、静粛性の点で期待され、モバイル用

HDDは高さの点でコンパクト化が可能になる。

期待される動圧軸受けの立ち上がり時期は、弊社

の予測では2001年度の第２四半期が量産への立

ち上がり時期と見ている。動圧軸受け製品の現状

は、多大な初期投資の必要性と劣悪な歩留まりの

悪さが問題になって、一部のハイエンドドライブ

向けを除いて今までなかなか市場への投入がされ

ていないのが現状である。しかしながら、各メー

カの製造設備の初期投資・拡充が完了し、歩留ま

り率の改善が厳しい状態の中でも進んで行くこと

で、ゆっくりではあるが動圧軸受けの出荷量が来

年度第2四半期を境に拡大してゆくものと予測さ

れる。出始めはアプリケーションの中心はノー

ト・サブノートＰＣに使用される2.5インチHDD

用と 7,200rpmのハイパフォーマンス向け3.5イ

スピンドルモーターメーカー市場シェア予測

日本電産 松下寿電子工業 ミネベア 日本ビ クター 三協精機製作所

ンチHDDで、来年度後半からはSTB(セットトップ

ボックス)向けなどＡＶ用途向けの静粛性を要求

されているAV用3.5インチHDD用も需要の対象と

なろう。本来のアプリケーションの中心であるよ

り安価なデスクトップ向け3.5インチHDDにはデ

スクトップPC需要のスローダウンと、継続する

HDD単価下落が影響して当初の採用は一部メーカ

を除いて立ち上がり時期は数ヶ月あるいは数四半

期遅れるものと弊社では予測している。また、重

要なポイントである動圧軸受けが玉軸受けの数量

を追い越すと予測される時期としては、2001 年

の第4四半期から2002年の第１四半期が、現在の

ところ最も有力視される時期と考えられる。この

理由としては、ドライブの価格低下がもたらす恩

恵としてHDD需要の拡大がパーソナルコンピュー

タ(PC)のみでなく他のデータストレージアプリ

ケーションに拡大することとPC用3.5インチHDD

向けでも出荷が開始されることが要因となろう。

動圧軸受けを必要とするアプリケーション（特

に、2.5インチとAV用HDD）からのニーズは強く、

来年度以降動圧軸受けの需要は高まる傾向にある

ことは間違いない事実である。

HDDHDDHDDHDDHDD用スピンドルモータ需要個数予測用スピンドルモータ需要個数予測用スピンドルモータ需要個数予測用スピンドルモータ需要個数予測用スピンドルモータ需要個数予測

（（（（（20002000200020002000年～年～年～年～年～20052005200520052005年）年）年）年）年）

Source:株式会社ﾋﾟｸｼｰﾋﾟﾅｸﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

2001年 1月 IDEMAニュースレター原稿
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　高純度科学研究所様広告

http://www.mesh.ne.jp/kojundo
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１．はじめに

　ハードディスクドライブの記録密度は１０Ｇｂｐｓｉを越え、さらに伸び続けている。その伸び率

は年率６０～１００％であり、ここ数年で１００Ｇｂｐｓｉに到達すると予測されている。そこに用

いられる磁気ヘッドもその記録密度の上昇に合わせて、様々な構造が提案され１）高性能化が進んでい

る。特に再生ヘッドに用いられている磁気抵抗効果（ＭＲ）素子は、狭ギャップ・狭トラック化に併

せて高性能化と共に小サイズ化が図られている。

　一方磁気抵抗効果素子はその当初から静電気に弱いことが指摘されており２）、静電気放電による溶

断やシールドとの絶縁破壊などが起こることから、特にその製造工程において静電気管理が重要であ

るとされている。さらに再生ヘッドとしてスピンバルブＧＭＲヘッドが主流になると、ピン層の磁化

方向が静電気放電により変わってしまう、いわゆるピン反転が起こることがわかり、しかもそのピン

反転が起こる電圧は、溶断や絶縁破壊よりもさらに低い電圧で起こる３，４）。磁気抵抗効果素子での静

電気に対する耐性は、そのサイズが小さくなればなるほど低下することから、高密度化の進展ととも

に静電破壊の問題はますます深刻となっている。

　ＥＳＤによる素子劣化は温度上昇と相関があると推察できるので、構造の違いによる接触抵抗の違

いと反強磁性膜の違いに着目し、熱的な観点から耐ＥＳＤ性向上をHuman-Body-Model(HBM)に基づい

た試験方法により検討した。

２．静電気について

　主な静電気の発生機構として、摩擦帯電・剥離帯電・流動帯電・噴出帯電・誘導帯電などがあるが、

これらの詳細については様々な文献や解説書が詳しいのでそれらを参照していただきたい５）。さて実

際に磁気ヘッドの破壊を引き起こす静電気放電は以下のようにして起こると考えられる。

1 人体から接地されたデバイスへの放電

2 人体が持つデバイスから接地への放電

3 人体から浮遊電位にあるデバイスへの放電

4 帯電した容量体とデバイスが接触する際の放電

5 帯電した容量体がデバイス近傍を移動する際の放電

6 帯電したデバイス自身からの放電

7 帯電した容量体近傍におかれた誘導帯電しているデバイスからの放電

　これらの放電現象に対応した半導体デバイス破壊試験方法の規格が定められている。代表的なもの

は米国のＭＩＬ規格や日本電子機械工業会規格６，７） である。これらの規格のうち人体帯電モデルに

基づいて今回スピンバルブ（ＳＶ）ＧＭＲヘッドの静電破壊試験方法を行った。

３．実験方法

　図１に本実験に用いた試験回路を示

す。規格により充放電用のコンデンサ

の容量は１００ｐＦ、放電抵抗は１．

５ｋΩであり、充放電の切り替えには

水銀リレーを用いている。スピンバル

ブのピン反転現象を調べるためにはＭ

Ｒカーブを測定する必要があるため、

ここではそのための切り替えスイッチ

を入れている。しかしこれにより放電

波形が乱れ規定からはずれてしまうた

Thermal management of ESD problem for GMR headThermal management of ESD problem for GMR headThermal management of ESD problem for GMR headThermal management of ESD problem for GMR headThermal management of ESD problem for GMR head

船山　知己、大沢　裕一（東芝）

Fig.1:ESD test circuit using human body model including measure ment
          system of resistance and MR response. Required   waveform is
          compensated by additional circuit which consists  of small L or C.
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め補償回路を付け加えている。図１の試

験回路の放電電流波形を図２に示すが、

充分規格内に収まるものとなっている。

　図３に本試験回路を用いて L e a d -

overlaid構造のＳＶ再生ヘッドにおける

抵抗変化量：ΔＲおよび抵抗：Ｒの放電

電圧依存性を示す。図に示したように、ピ

ン反転電圧はΔＲが０を切る点（反転後

のΔＲをマイナスと定義する）、溶断電圧

をＲが上昇し始める点で定義することに

する。以下、このように定義したピン反

転電圧・溶断電圧を用いている。

　図４に本実験に用いた素子構造図を示

す。本試験素子では再生ヘッドの上シー

ルド以降を作成せず、実ヘッドを簡略化し

たものである。Lead-overlaid構造では通

常のAbutted-junction構造で作成した後に

再度リードをオーバーラップさせるように

作成している。

　図５に示したように、Lead-overlaid構

造とAbutted-junction構造の電気抵抗の違

いは主に接触抵抗の違いである。Le a d -

overlaid構造では電極リードとＳＶ素子と

の接触面積が大きくなるため、接触抵抗を

小さくできるのである。

　まず本実験に用いた検討用素子が実ヘッド

の特性を再現しているかを検討した。図６に

実ヘッドおよび検討用素子のピン反転電圧、

溶断電圧を示す。この結果が示すように本実

験に用いた素子は充分実ヘッドのＥＳＤ特性

を再現していると考えてよい。

４．結果

Fig.2: ESD test pulse waveform on condition that
       two pine of probe card are shorted. This
       waveform satisfies the regulation. Fig.3: Voltage dependen of △ R， R of L○ reader

               (Human-body-model test)

Fig.4: Test-element structure

Fig.5 : Electrical resistance of abutted junction and lead

        overlaid

Fig.6: There is good correspondence between heads and test
       elements. Test element is sufficient to examine the
       ESD characteristic.
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　図７にリード間距離と実効トラック幅の関係

を示す。Abutted-junctionではハード間距離と

リード間距離がほぼ同じであり、ＳＶの両端で

ハード膜バイアスによる無効層があるため実効

トラック幅はリード間距離に比べて小さくなる

のが一般的である。それに対しLead-overlaidで

はその無効層部分にリードをオーバーラップさ

せるためほぼリード間距離と実効トラック幅が

等しくなる。そこでほぼ同じ実効トラック幅が

得られるように、Abutted-junctionではリード

間距離が２μｍ、Lead-overlaidでは１．５μｍ

で比較することとした。図８にその結果を示す。

これによるとLead-overlaid構造でＥＳＤ耐性が

向上することがわかる。

　ピン反転に対しては高ブロッキング温度とす

ることで耐ＥＳＤ性があがることが期待できる。

そこでブロッキング温度の違うＰｔＭｎとＩｒ

Ｍｎを反強磁性膜に用いた場合を比較した。結

果を図９に示すが、確かにＰｔＭｎを用いた場

合ＥＳＤ耐性が高い。しかしピン反転電圧だけ

でなく溶断電圧も上昇していることから、ブ

ロッキング温度というよりも素子抵抗が効いて

いると推察できる。実際ＩｒＭｎを用いたもの

の素子抵抗はＰｔＭｎを用いたものに比べ高い。

これはＩｒＭｎの膜厚が７ｎｍなのに対し、Ｐ

ｔＭｎは３０ｎｍであるためである。

　これらの結果を基に図１０に構造の違いと反

強磁性膜の違いについてまとめたものを示す。

この図よりＩｒＭｎ：７ｎｍ→ＰｔＭｎ：３０ｎ

ｍで約２０％、Abutted-junction　→　Lead-

overlaidで約３０％向上していることがわかる。

５．考察

　ＥＳＤ耐性を決める要因は以下のものが考

えられる。

①ＳＶ素子の発熱（Ｉ２・Ｒsv）

②Ｌｅａｄ／ＳＶコンタクト部での発熱（Ｉ
２・Ｒcontact）

③放熱

④ブロッキング温度

　これらを発熱に寄与する抵抗成分（Ｒeff＝

Ｒsv＋Ｒcontact）を横軸にプロットすると図

１１のようになる。この結果からＥＳＤ耐性の

Fig.7 : Optical and effective track-width of abutted junction
             and lead overlaid

Fig.8: Stripe height dependence of pin-reversal and
        melting voltage of LO and AJ elements

         Fig.9: Comparison between PtMn and IrMn

  Fig.10: The rate of increase of pen-reversal and melting
          voltage from IrMn-AJ to PtMn-AJ and IrMn-LO
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要因は表１のようにまとめられる。

　これらによりブロッキング温度の上昇（ＩｒＭｎ：７ｎｍ→ＰｔＭｎ：３０ｎｍ、～１００℃）は

ピン反転電圧を約５Ｖ向上させるのに対し、Abutted-junction → Lead-overlaidでは約１１Ｖ向上

させていることがわかる。したがってＥＳＤ耐性向上にはＬｅａｄ／ＳＶコンタクト部での接触抵抗

が小さく、その部分での発熱が小さいLead-Overlaid構造が効果的であるといえる。

６．おわりに

　ＨＤＤの高容量化は、ＧＭＲを用いた再生ヘッドの高性能化によるところが大きい。しかしこのＧ

ＭＲヘッドの高性能化は同時にＥＳＤ耐性を低下させる結果となり、人の手になる部分も多い製造工

程での静電気管理はいまだ難しいものである。また今回はふれなかったが人体帯電モデル以外にもデ

バイス帯電モデルによる検討も今後の課題である。

　ＡＶ分野にＨＤＤが広がろうとしているが、その際に今以上にＨＤＤの低コスト化が求められるこ

とから、価格上昇の一因ともなっている歩留まりの低下や検査工程の複雑化を引き起こしている静電

気問題は足かせとなる可能性も高い。したがってヘッドの高性能化だけでなく、ＥＳＤ等の静電気に

関わる問題も解決していかなければならない大きな課題であると思う。

参考文献

1)H.Yoda, H.Iwasaki, T.Kobayashi, A.Tsutai, and M.Sahashi, IEEE Trans.Magn. 32,3363(1996)

2)Albert J.Wallash, IEEE Trans.Magn. 32,49(1996)

3)Y.Ohsawa, T.Funayama, H.Sakata, H.Yoda, and M.Sahashi, IEEE Trans.Magn. 35,2613(1999)

4)Albert J.Wallash and Young K.Kim, IEEE Trans.Magn. 34,1519(1998)

5)IDEMA JAPAN NEWS No.22, 2

6)日本電子機械工業会規格, EIAJ ED-4701-1

7)日本電子機械工業会暫定規格, EIAJ EDX-4702

        Fig.11 : ESD failure voltage as a function of effective resistance



13                IDEMA Japan News No.40

1.1.1.1.1. はじめにはじめにはじめにはじめにはじめに

各種記録メディアの高密度化に伴い、メディア表面のトライボロジー特性向上を目的とした研究も

盛んに行われているが、そのためには表面層の機械的性質を正確に評価することが不可欠である。そ

の評価手法の一つとして、現在ナノインデンテーショ

ン法が多用さており、その簡便さと硬度のみでなく弾

性常数も測定できることから、今後さらに注目されて

いくであろう。本手法はヴィッカースなどの押し込み

硬さ試験の一種で、圧子を試料表面に深さナノメート

ルオーダーで押し込み、その押し込み過程において、荷

重と変位を逐一測定して図1に示したような荷重－変位

曲線(P－ h曲線)を得る。そして得られた曲線を 解析

することによって試料表面の硬度や弾性常数などを求

める手法である。しかし、この手法に関する規格化はな

されておらず、測定法やP－h曲線の解釈は各所に依存

している状況で、実際得られた各種物性値は時に倍以上

の隔たりがあるのも事実である。ところが、最近になり米国の半導体やディスクメーカーがディバイ

スメーカーに対して薄膜の強度データを要求することが多くなってきた。その際、米国のMTS社製の

試験機を用い、その解析手法を則ってデータ収集することが要求され、国内メーカーは困惑している

ことを耳にした。すなわち、MTS社試験機のde facto 規格化である。ここで恐れるのはMTSの試験

機は国内の試験機より3倍も高価であることはさて置いて、解析ソフトウェアがブラックボックス化

することである。その手法はOliverの論文に基づいて構築されている。本稿においてそれを解説す

るとともに、その問題点を指摘し、より簡単で明確な手法を提案する。IDEMAでも早急にナノインデ

ンテーション試験法の標準化することを望みたい。

2.2.2.2.2. 解析法解析法解析法解析法解析法

解析の基本概念は次の3つの仮定に基づいている。

(1) 荷重－(2) 変位曲線において、除荷曲線は完全に弾性挙動を示し、その解析は弾性力学

を用いて行える。

(3) ナノインデンテーション試験はバーコヴィッチ圧子と呼ばれる三角錐ダイヤモンド圧子を用

いて行うが、その弾性挙動の解析には軸対象圧子(例えば円錐圧子や円柱パンチ)の弾性解が

援用できる。

(4) 測定材料が一様であるならば、除荷弾性挙動は押し込み深さに依存せず幾何学的相似性が成

り立つ。

図１において除荷曲線の勾配(接触剛性)Sは試料の複合ヤング率E*と圧子との接触投影面積Aを用い

て以下のように表される。

                S = (2/π1/2)E*A 1/2 　　　　　　　　(1)

E*は試料のヤング率E
S
、それぞれポアソン比ν

S
、ならびに圧子のそれぞれの値E

I
、ν

I
を用いて次式

で算出される。

　　 1/E* = (1－ν
S

2) / E
S
＋(1－ν

I

2) / E
I

(2)

ナノインデンテーション試験法の規格化を望むナノインデンテーション試験法の規格化を望むナノインデンテーション試験法の規格化を望むナノインデンテーション試験法の規格化を望むナノインデンテーション試験法の規格化を望む

長岡技術科学大学 大学院  澤 健司　教授　田中紘一

図1　荷重－変位曲線の概略図
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三角錐圧子の幾何学形状(対頂角65°)を考慮するとAは接触深さh
A
と次式で関連づけられる。

A =3 √ 3 tan265°h
A

2 =24.5h
A

2 　　(3)

h
A
はさらに最大押し込み深さh

max
および除荷曲線勾配と変位軸の交点h

S
と次式で関連づけられる。

　　　h
A  
= h

max
－ 0.75(h

max
－ h

S
) 　　(4)

除荷曲線を下記の指数則で記述した時、

P=B(h－ h
f 
)m 　　　　 (5)

(4)式の常数は指数mに依存して1.0～0.727まで変化する。しかし実験的にはmは1.5～2.0の間を

とり、常数は0.75と一定の値においても十分良い近似となる。すなわち、除荷曲線の最大荷重点よ

り、それぞれ垂線と接線を下ろし、h
max
とh

S
を定め、その間の長さの3/4の点を取ればh

A
が求まる。こ

のようにして求めたh
A
を(3)式に代入しAを求め、次に除荷曲線Sを用いて(1)式より、E* が求まる。

また、硬度Hは最大荷重時の圧子の平均接触面圧と定義できるので、

H=P
max
/A 　　　　　　　 (6)

と表され、Aが求まれば硬度が求まる。

このように書くと、手続きは簡単なように見える

が、実際に信頼性の高い数値を求めることは中々容易

でない。図2に3種類の異なる試験機を用いて測定し

た工具鋼(JIS；SK-5)のP－h曲線を示した。ここで用

いた試験機はA；国産のエリオニクス社製ENT-1100、B；

米国MTS社製XP、C；米国Hysitron社製Triboscopeで

ある。Aは国産の代表機種であり、Cは国際的に最も普

及している。図2よりわかるように明らかに試験機に

よって除荷曲線は異なっており、これらより求めたE*

と H値は異なってくる。したがってこれらの結果から

どのようにして真値を求めていくかが問題であり、そ

のノウハウの統一的見解、すなわち規格化が望まれる。以下にその手続きを述べる。

＜第1ステップ＞ 接触剛性Sおよびh
S
、h

A
の決定

　試験は同一材料に対し、同一圧子を用い、測定荷重水準を適当に変えて行う。その際、データの統

計的ばらつきを考慮すると一水準に対し少なくとも3点、できれば5点測定する。荷重も広い範囲、

できれば2桁は変えることが望ましい。まず得られたそれぞれのP－h曲線(図1)から、P
max

と h
max

を

読みとる。次にＳおよびh
S
を求めるのであるが、Oliverは除荷曲線を(5)式を用いて回帰し、h=h

max
に

おける微分係数をもってSと決定している。しかし我々の経験によるとBとmの値は最終深さh
f
に敏

感に依存して変化するので、この手法によるSの正確な決定は非常に難しい。とくにh
max

が100 nm以

下になると大きな誤差を生ずる。したがって、我々は除荷曲線の上部30%を直線近似してＳとh
S
を、

(4)式よりh
A
を求めている。実際上、この部分は直線と見放しても誤差は数%程度である。

＜第2ステップ＞

　得られたデータを図3に模型的に示したように接触剛性Sの逆数(コンプライアンス；C=1/S)をh
A
の

　 図2　試験機A、BおよびCによる工具鋼

(SK-5)に対する試験結果
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逆数としてプロットする。もし、理想的な圧子を用

い、誤差が全くないデータであれば、(1)式を変形し

て得られる

C ≡ 1/S = (π1/2/2)(1/24.51/2)(1/E*)(1/h
A
) =

（0.179/E*）(1/h
A
) (7)

の関係を満足しなければならない。すなわちデータ

は原点を通る勾配0.179/E*の直線上に乗らなければ

ならない。しかし、現実に得られたデータは1/h
A
が

大きい(荷重が低くh
A
が小さい)領域ではCは実線よ

り低い値をとり、1/h
A
が小さい領域では実線より僅かに高い値をとることが多い。後者のずれはフ

レームコンプライアンスの影響で、まずこれを補正する。

＜第3ステップ＞ フレームコンプライアンスC
f 
の補正

計測された変位には必ず試験機本体のフレームの伸びや試料台の変形量が加算されてしまう。それ

らの変形量は荷重に比例して大きくなると仮定でき、その変形割合を表すのがフレームコンプライア

ンスC
f
である。この値は最も1/h

A
の小さい(最も測定荷重の大きい)2点を結んだ直線を内挿してC軸

との交点として定まる。このC
f
値は試験機固有の値で、測定圧子や材料に依らない。したがって、こ

の値は試験機メーカーのソフトウェアの中に予め組み込まれていることが多い。我々が測定した上記

3種類の試験機のC
f
値はA；0.8、B；-0.4、C；3.2 nm/mNであった。C

f
値に基づく誤差は10mNを超え

る荷重において影響が出てくるので、試験機の規格としては±1nm/mN以下であることが望ましい。

＜第4ステップ＞ 真実接触投影面積Aの補正

図3にC
f
値を補正したデータを点線で示した。理論値からのデータのずれは1/h

A
が大きくなるに

従って大となるのが普通である。Oliverはこのずれを次式の面積関数A(h
A
)を用いて補正した。

A(h
A
) = 24.5h

A
2 +C

1
 h

A
1+C

2
 h

A
1/2+C

3
 h

A
1/4+・・・+C

8
 h

A
1/128 (8)

すなわち、データが最も一致するように係数C
1
、C

2
、

C
3
・・・C

8
を統計的に定める。次に求めたA(h

A
)を(3)

式のAの代わりに用い、E*とH値を計算する。C
f
とA(h

A
)

値の最適解は第3ステップと第4ステップを何回か繰

り返して得られる。

さて、Oliverの方法で問題なのは次の通りである。

(1)　少なくとも10水準に荷重を変えて測定しない

と面積関数は求まらない。

(2)　面積関数の物理的意味が直観的に把握できない。

(3)　面積関数は圧子先端形状のみで定まると仮定し

ているが、実際は測定材料にも依存する。

これに反し、我々が提案する方法は図4に示すように測定したh
A
に一定の補正長さΔh

C
を加えてデー

タ整理すれば良いという極めて簡便な方法である。すなわち、我々の方法は式(8)の、面積関数を

A(h
A
) = 24.5(h

A
＋Δh

C
)2 (9)

と置くことで等価である。

図4フレームコンプライアンスおよび

深さの補正後のCおよび1/h
A

図 3　 フレームコンプライアンス補正前後

　　　　のCおよび1/h
A
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　我々の方法の特徴は以下の通りである

(1) 最低限3水準に荷重を変化させれば、補正長さΔh
C
を求めることができる。

(2) 補正長さΔh
C
は圧子先端切断長さΔh

Ｔ
と負荷開始時に与えた表面損傷長さΔh

Ｄ
の和と

　　　して理解できる。

(3) Δh
Ｄ
は試験機の性能および材料に依存するので、Δh

C
値は圧子先端切断長さ形状のみで

　　　は定まらない

3.3.3.3.3. 補正結果補正結果補正結果補正結果補正結果

ヴィッカース硬度用標準試料片SK-5鋼(H
V
700)に対し、3機種を用いて得られたE*およびH値をP

max
に

対しプロットし図5～8に示す。図5、6は補正前のデータより得られた結果であり、図7、8は補正

後のデータである。ここで各点は3～12の測定データの平均を表している。図5および6においてE*

およびH値は荷重が減少するにつれ増加する傾向、いわゆる荷重依存性が見られ、また、その傾向は

機種によって大幅な差が見られる。ちなみに図5中実線はE*値の文献値(E*=186GPa)を示す。しかし、

補正を施すと図7よりE*値はほぼ文献値で一定になることが確認できた。また、図8より硬度にも荷

重依存性がないことがわかる。一昔前には硬度には寸法効果があると信じられてきが、これは前述の

誤差が原因で現れた見かけ上の現象である。また、図7および図8の結果は,機種による差が10%以

内である。しかし、補正長さΔh
C
は明らかに機種によって異なる。図9に4種類の材料に対し得られ

    図 5　 3種類の試験機による
           工具鋼(SK-5)のヤング率

  図 6　 3種類の試験機による工具鋼(SK-5)の硬度

  図 7　 補正後の工具鋼(SK-5)のヤング率      図 8　 補正後の工具鋼(SK-5)の硬度
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たそれぞれの試験機におけるΔh
C
値と硬度Hの関係

を示した。柔らかい材料ほどΔh
C
値が大きいことが

わかる。本図中に示した試験機Dは当研究室が開発

した変位制御型の試験機を用いて得たデータである

が、本試験機による試料表面損傷Δh
D
は原理上無視

できるほど小さい。そのため、本試験機のΔh
C
値は

材料依存性を示さずほぼ3nm 程度となっている。こ

れは圧子先端形状に基づく補正長さである。試料表

面損傷Δh
D
は試験開始時に試料表面に負荷される予

荷重P
D
に関係する。図9に試験機Dのデータを基に

予測した各試験機のP
D
値を示した。試験機Cは30μNという大きな荷重が働いているが、試験機Aと

Ｂは8～10μ Nと小さい。

4.4.4.4.4. おわりにおわりにおわりにおわりにおわりに

Oliverの解析法で規定している面積関数をユーザーが定めることは非常にやっかいである。そのた

め、ユーザーは面積関数が明らかな圧子をメーカーから購入せざるを得ないであろう。これは当然コ

ストがかかる。しかし、何よりも問題なのは、面積関数は圧子固有の値でなく、試験機性能、試験方

法、測定材料によって変動するものであることである。したがって、仮にメーカーの保証した面積関

数を用いても誤差が生ずる可能性が高い。とくに押し込み深さ100nm以下で柔らかい材料を試験する

時には誤差が大きくなる。これに反し、本稿で提案する補正長さΔh
C
を用いる方法は簡便であり、ユー

ザーが手軽に行える。この方法が普及し、ナノインデンテーション試験が現行の硬度試験と同じよう

に一般化することを期待したい。

図9　各試験機の補正長さと硬さの関係

および予荷重　
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技術委員会報告技術委員会報告技術委員会報告技術委員会報告技術委員会報告

技術委員長　松崎幹男（ＴＤＫ）

　吉岡技術委員長に替わり新しく技術委員長を
仰せつかりました松崎です。不慣れでご迷惑を
お掛けするやも知れませんが、副委員長をお引
き受け下さいました日本スパイダー・システム
ズの鈴木様のご協力により、吉岡前委員長のも
とで活発化した技術委員会活動を少しでも前進
させたいと考えております。各分科会における
技術検討活動と共に、以前より技術委員会の中
で必要性が議論されておりました、現行の各規
格の見直しも手を付けていきたいと考えており
ます。
　１２月度の技術委員会において、今後の市場
の拡大が期待されているコンシューマ用ＨＤＤ
に関する規格を検討するための新分科会の設置
が提案されました。今後、技術委員会の中で検
討し理事会にお諮りします。
　また用語集の新語追加についても、１月より
小委員会を発足させ活動を開始します。４月の
ディスコンでの配布を目標としています。

　以下に分科会活動状況を報告します。

ヘッド分科会報告（小林分科会長）
　ヘッド分科会の活動はありません。
　１月２６日（金）にテスト分科会と共同で

「マイクロアクチュエータ」をテーマとした分科
会を開催予定。

ディスク分科会（渡辺分科会長）
　１２月１１日（月）に、テスト分科会と合同
で、第３回熱揺らぎＷＧの報告がなされました。
詳細はテスト分科会報告をご参照ください。
　３月上旬にテスト分科会と合同で分科会を開
催予定。

テスト分科会報告（高木分科会長）
　１１月２日（木）に合同分科会を開催し、「最
新スピンスタンドの技術動向」と題したワーク
クョップを併催しました。ワークショップには
スピンスタンドメーカ各社（Dover
Instruments, キャノン販売（株）、Axsys
Technologies, 日本スパイダー・システムズ

（株）、日本ＡＤＥ（株）、協同電子システム
（株））より、各社の特徴を生かした発表がなさ
れ、発表後のパネルディスカッションでも活発
な意見交換が行なわれました。当日用意した資
料が足らなくなるほど、多くの参加者があり、
タイムリーな企画であったと思います。
１２月１１日（月）には、ディスク分科会と

合同で、第３回熱揺らぎＷＧの報告がなされま
した。前回の測定では、70℃まで加熱しても熱
揺らぎによる再生出力の低下が見られなかった
ため、今回はもう少し熱揺らぎを起こしやすい
メディアサンプルを準備し、ＴＡＡの時間変化

およびスペクトラム・アナライザによる測定結
果が報告されました。記録密度 100 kFCI にお
いて -0.033～ -0.037dB/decade 程度の Output
Decay が観測されました（室温）。また、
Output Decay の記録密度依存性についても議
論がなされました。
　１月２６日（金）にヘッド分科会と共同で

「マイクロアクチュエータ」をテーマとした分科
会を開催予定。３月上旬にディスク分科会と合
同で分科会を開催予定。

コンタミ分科会報告（藤本分科会長）
　分科会の開催はありません。今後の取り組み
を進めているところです。

　９月の分科会での議論に続き、ＬＰＣについ

て、クロスチェックと測定条件のつめを進めてい

ます。メタル部材・パッキングバッグなどをサン

プルにとり、純水・超音波など条件の選び方や材

料の表面変化やバブル発生による測定の阻害要因

について、追試を行ない解明する予定です。また

部品毎の推奨測定方法も求めて行く予定です。

１月に分科会を開催予定。
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企画委員会報告企画委員会報告企画委員会報告企画委員会報告企画委員会報告

企画委員会

●●●●● 20012001200120012001年年年年年11111月クォータリセミナ予告月クォータリセミナ予告月クォータリセミナ予告月クォータリセミナ予告月クォータリセミナ予告

●●●●● 20012001200120012001 年年年年年 44444 月インタナショナル月インタナショナル月インタナショナル月インタナショナル月インタナショナル・・・・・ディスクディスクディスクディスクディスク・・・・・

フォーラム予告フォーラム予告フォーラム予告フォーラム予告フォーラム予告

　現在、企画委員会では【IT革命で輝かしき21

世紀へむけて。IT革命を支えるストレージ業界

の動向と将来を占う!!】とのキャッチコピーで

11111月クォータリーセミナ月クォータリーセミナ月クォータリーセミナ月クォータリーセミナ月クォータリーセミナを2001年1月19日（金）

午後、霞が関ビル1F、プラザホールにて開催の

予定です。

　今回は新世紀を迎えるにあたり、新年の業界

市場動向・技術動向を占う上で最新の情報に接

する事が出来る様に企画いたしました。プログ

ラムは

第１部　2001年のStorage市場動向

ピクシーピナクル・コーポレーション

記憶装置市場アナリスト 横山 正人氏

第2部　2001年のStorage技術動向

         （インタマグ速報有り）

日経ＢＰ社 日経エレクトロニクス

編集記者               今井　拓司氏

第３部　各社トップによる今年の我が社の抱負

日本マックストア

              代表取締役社長　森　巖氏

アルプス電気

磁気応用事業部第一技術部

　             技術部長　 栗山　年弘氏

日本板硝子ジー・ディー

　      代表取締役社長　 倉矢　隼太氏

の予定です。

　みなさん非常に多忙な方々ばかりですのでや

むを得ず、講演者・講演内容等変更の場合も有

り得ますのでこの点を予めご了承いただきます

ようお願い申し上げます。

　第一部：横山様にはＨＤＤ業界、最新の市場

動向を盛り込んで頂きます。本講演のまとめを

本号の別スペースにも執筆して頂ける事になっ

て居りますので、そちらもご参照ください。

第二部の技術動向には、本セミナの前週に終

わったばかりのインタマグ・ＭＭＭでのホット

な講演トピックスも盛り込んで頂く予定です。

第三部では例年同様、HDD業界で世界的に著名

な各企業の幹部の方々から新年の抱負をお伺い

します。 今回はHDD/ヘッド/媒体の各メーカの

方々に講演をお願い致しました。ご存知の通

り、新年にはMaxtor社はSeagate社を追い抜き

世界最大のHDDメーカになる予定です。ALPS社

は先進GMRヘッドの主要供給メーカ、日本板硝

子ジー・ディーは使用量が増大中のガラス基板

供給メーカです。各企業の幹部の方々がどのよ

うな夢と抱負を語られるか、ご期待下さい。

セミナー参加の皆様は全員、講演終了後、霞ヶ

関三井クラブ（東京倶楽部ビル）にて開催の懇

親会にご招待させていただく予定です。

　企画委員会ではクォータリセミナの詳細が決

まり次第、順次最新情報をインターネットを通

じてご通知申し上げております。当協会のホー

ムページは http://www.idema.gr.jpですがセ

ミナ関連のページには直接

http://www.idema.gr.jp/qsem/qsem_home.htm

と入力することでもアクセスして頂けます。こ

のページからオンラインでのお申し込みも可能

です。

　当委員会では21 世紀初のインターナショナインターナショナインターナショナインターナショナインターナショナ

ルルルルル・・・・・ディスクディスクディスクディスクディスク・・・・・フォーラムをフォーラムをフォーラムをフォーラムをフォーラムをDISKCON Japan2001DISKCON Japan2001DISKCON Japan2001DISKCON Japan2001DISKCON Japan2001

の開催に合せ、の開催に合せ、の開催に合せ、の開催に合せ、の開催に合せ、期間後半の期間後半の期間後半の期間後半の期間後半の44444月月月月月19 - 2019 - 2019 - 2019 - 2019 - 20日、日、日、日、日、東東東東東

京京京京京 Big SightBig SightBig SightBig SightBig Sightにて開催の予定にて開催の予定にて開催の予定にて開催の予定にて開催の予定です。

  現在企画を固めつつあります。詳細が決まり

次第、その都度当協会の WEB ページhttp://

www.idema.gr.jp/event/event_forum.htm にて

ご案内申し上げます。ご期待ください。多数の

方々のご参加をお待ち申し上げております。

  今後の開催予定今後の開催予定今後の開催予定今後の開催予定今後の開催予定 イイイイインンンンンタタタタターーーーーナナナナナシシシシショョョョョ ナナナナナルルルルル ・・・・・ デデデデディィィィィ スススススククククク ・・・・・ フフフフフォォォォォーーーーーラララララムムムムム　　　　　 ( ( ( ( (東京東京東京東京東京 Big Sight)Big Sight)Big Sight)Big Sight)Big Sight)

  2001年 4月 19日(木)-20日(金)

クォータリセミナ　クォータリセミナ　クォータリセミナ　クォータリセミナ　クォータリセミナ　(((((プラザホールプラザホールプラザホールプラザホールプラザホール)))))

  2001年 7月 19日(木)　2001年 10月 12日(金)  2002年 1月 18日(金）
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IDEMAIDEMAIDEMAIDEMAIDEMA行事予定行事予定行事予定行事予定行事予定

最新の行事予定についてはホームページをご参照下さい

IDEMA Japan IDEMA Japan IDEMA Japan IDEMA Japan IDEMA Japan 　　　　　国際ディスクドライブ協会国際ディスクドライブ協会国際ディスクドライブ協会国際ディスクドライブ協会国際ディスクドライブ協会

www.idema.gr.jpwww.idema.gr.jpwww.idema.gr.jpwww.idema.gr.jpwww.idema.gr.jp

HDDHDDHDDHDDHDD入門講座入門講座入門講座入門講座入門講座

国際ディスクドライブ協会　会議室

･1月 25日（木） （第33回）

･2月 23日（金） （第34回）

･3月 23日（金） （第35回）

DISKON Japan 2001会場特設教室

･4月 19日（木） （第36回）

クォータリーセミナークォータリーセミナークォータリーセミナークォータリーセミナークォータリーセミナー

霞ヶ関ﾋﾞﾙ1階 プラザホール（予定）

･7月 19日（木）

･10月 12日（金）

･1月 18日（金）

DISKCON Japan 2001DISKCON Japan 2001DISKCON Japan 2001DISKCON Japan 2001DISKCON Japan 2001

TOKYO BIG SIGHT・東京国際展示場

(東京都江東区有明)

･4月 18日（水）-20日（金）

IntIntIntIntInt’’’’’l Disk Forum 2001l Disk Forum 2001l Disk Forum 2001l Disk Forum 2001l Disk Forum 2001（（（（（国国国国国際際際際際デデデデディィィィィスススススクククククフフフフフォォォォォーーーーーラララララムムムムム)))))

TOKYO BIG SIGHT・東京国際展示場

･4月 19日（木）-20日（金）

技術委員会技術委員会技術委員会技術委員会技術委員会

分科会開催場所：協会会議室

ヘッド・テスト分科会　　　2001年1月26日(金)

ディスク分科会　　　　　　2001年3月2日(金)

開催場所：日立金属高輪和彊館

合同分科会　　　　　　　　2001年6月8日(金)

IDEMA USAIDEMA USAIDEMA USAIDEMA USAIDEMA USA

www.idema.orgwww.idema.orgwww.idema.orgwww.idema.orgwww.idema.org

Quarterly DinnersQuarterly DinnersQuarterly DinnersQuarterly DinnersQuarterly Dinners

･2月 14日（水）

Novel Storage Technologies &

 Applications Symposium

The Westin Hotel, Santa Clara, CA

 Subjects covered: Flash, microdrives, SMART

cards, and non-traditional, removable storage

devices and systems

IDEMA Asia PacificIDEMA Asia PacificIDEMA Asia PacificIDEMA Asia PacificIDEMA Asia Pacific

http://www.idema.org/asia/index.htmlhttp://www.idema.org/asia/index.htmlhttp://www.idema.org/asia/index.htmlhttp://www.idema.org/asia/index.htmlhttp://www.idema.org/asia/index.html

DISKCON Asia-PacificDISKCON Asia-PacificDISKCON Asia-PacificDISKCON Asia-PacificDISKCON Asia-Pacific

・3月 14日（水）-15日（木）

Canning Ballroom

Westin Stamford Hotel

Raffles City Convention Center Singapore

業界カレンダ業界カレンダ業界カレンダ業界カレンダ業界カレンダ

20012001200120012001年年年年年11111月月月月月8-118-118-118-118-11日日日日日

8th Joint MMM-Intermag Conference

San Antonio Texas

E-mail: magnetism@courtesyassoc.com

20012001200120012001年年年年年22222月月月月月1-21-21-21-21-2日日日日日

日本応用磁気学会 第118回研究会

「100Gb/in2を超える磁気記録技術」　(仮題)

湯河原厚生年金会館

Tel: 03-3272-1761

20012001200120012001年年年年年22222月月月月月1616161616日日日日日

電子情報通信学会磁気記録研究会

ハードディスクドライブ

機械振興会館

山川清志(秋田高度技研)

TEL:018-866-5800

E-mail:yamakawa@ait.pref.akita.jp

20012001200120012001年年年年年22222月月月月月2828282828日日日日日

東北大学スピニクス研究会

電気通信研究所 一ノ倉理（東北大）

Tel:022-217-7052

20012001200120012001年年年年年33333月月月月月66666日日日日日

日本応用磁気学会 第119回研究会

「微小磁性体の物性」

京都大学化学研究所

Tel: 03-3272-1761
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20012001200120012001年年年年年33333月月月月月8-98-98-98-98-9日日日日日

電子情報通信学会 磁気記録研究会 光記録・

情報記録材料

名古屋大学

田辺隆也(NTT)　TEL:0422-59-2803

E-mail: tanabe.takaya@lab.ntt.co.jp

20012001200120012001年年年年年55555月月月月月13-1613-1613-1613-1613-16日日日日日

The 10th ISEM-Tokyo2001

日本都市センター会館　日本AEM学会事務局

Tel:03-5814-5330

http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/jsaem/html/isem/

2001.62001.62001.62001.62001.6月月月月月13-1513-1513-1513-1513-15日日日日日

The 6th （ISSP国際シンポジウム）

金沢工業大学　高度材料化学研究開発センター　

草野英二　Tel:076-274-9257

E-mail: Issp@wwwr.kanazawa-it.ac.jp

　   　　 　　　　グラフテック様広告

http://www.graphtec.co.jp
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　　　大同特殊鋼様広告

http://www.daido.co.jp
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事務局よりお知らせ事務局よりお知らせ事務局よりお知らせ事務局よりお知らせ事務局よりお知らせ

国際ディスクドライブ協会　会員募集国際ディスクドライブ協会　会員募集国際ディスクドライブ協会　会員募集国際ディスクドライブ協会　会員募集国際ディスクドライブ協会　会員募集

展示会出展料や広告掲載料に会員割引がある他、会員企業社員の方はどなたでも、セミナ－、ディス

クフォ－ラム.HDD入門講座等への参加費の会員割引があります。また、技術委員会の分科会へも無

料でご参加いただけます。協会案内、入会申込書をお気軽に事務局へご請求のうえ、ご検討ください。

年会費（7月から翌年6月まで)：

    資本金1億1円以上の企業                            20万円

　　資本金1億円以下の企業又は他地域の会員企業の100%子会社 10万円

入会金はいただきません。入会初年度は月割りで今年度分の年会費をいただきます。

IDEMA Japan NewsIDEMA Japan NewsIDEMA Japan NewsIDEMA Japan NewsIDEMA Japan Newsへの広告募集への広告募集への広告募集への広告募集への広告募集

広告料金：　　　　       会員                 一般 　　　　　　

            1ペ－ジ   80,000円             100,000円 　　　　　　

          1/2ペ－ジ   50,000円              60,000円

科学技術社が広告代理店ですので、広告掲載に関するお問い合わせ、契約に関しましては下記にお願

いいたします。

　株式会社　科学技術社  IDEMA係　　東京都文京区湯島1－5－31　第一金森ビル

　Tel: 03-3815-8163 Fax: 03-3815-8489 e-mail: info@kagaku.com

IDEMA Japan NewsIDEMA Japan NewsIDEMA Japan NewsIDEMA Japan NewsIDEMA Japan Newsの送付についての送付についての送付についての送付についての送付について

隔月発行のIDEMA Japan Newsはご希望の方へお送りしております。ご希望の方は、新規送付ご希望

と明記して事務局まで送り先をご連絡ください。また、異動などで送り先の変わられた方や不要にな

られた方も、その旨明記のうえ、事務局までお知らせいただきますようお願いいたします。ご協力を

宜しくお願いいたします。      fax:03-3539-7072 ・ E-mail:yamamoto@idema.gr.jp

新規送付、ご変更のオンライン受付：http://www.idema.gr.jp/news/news_home.htm

にてもお受けいたします。

会議室開放に関するご案内会議室開放に関するご案内会議室開放に関するご案内会議室開放に関するご案内会議室開放に関するご案内

協会事務局の会議室を会員企業に開放いたしております。 広さは約20坪、スクール形式で30席、ご

使用時間は10時から17時まで、ご使用料は6000円/時間です。ご希望の方へご利用案内と申込書を

FAXさせていただきますので、事務局までご連絡ください。

ストレージ用語辞典発売中ストレージ用語辞典発売中ストレージ用語辞典発売中ストレージ用語辞典発売中ストレージ用語辞典発売中

国際ディスクドライブ協会監修、日経BP社発行のストレージ用語辞典を発売しております。 価格は、

会員4500円、一般4980円です。お申込みいただきますと郵便振替用紙を同封してお送りいたします。

事務局へお問い合わせ、又はhttp://www.idema.gr.jp/registration/reg_yougoshu.htmで お申し込

みください。

入門講座入門講座入門講座入門講座入門講座・・・・・セミナーセミナーセミナーセミナーセミナー・・・・・ディスクフォーラム等への参加お申し込みについてディスクフォーラム等への参加お申し込みについてディスクフォーラム等への参加お申し込みについてディスクフォーラム等への参加お申し込みについてディスクフォーラム等への参加お申し込みについて

ホームページhttp://www.idema.gr.jpにて随時最新情報を掲載しておりますので、詳細をご覧の上、

オンラインでお申し込みください。または、FAX用申込み用紙を事務局までご請求ください。

IDEMA  ASIA-PACIFICIDEMA  ASIA-PACIFICIDEMA  ASIA-PACIFICIDEMA  ASIA-PACIFICIDEMA  ASIA-PACIFIC

www.idema.org/asia/index.html

1 Maritime Square #10-29

World Trade Centre,(Lobby A or B)

Singapore 099253     Singapore

phone : 65-278-9522

fax   : 65-278-8762

IDEMA  USAIDEMA  USAIDEMA  USAIDEMA  USAIDEMA  USA

www.idema.org

3255 Scott Blvd., Suite 2-102,

Santa Clara, CA 95054-3013

USA

phone: 1-408-330-8100

fax   :1-408-492-1425
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　　　　　　　　　　　　川鉄商事様広告

http://www.kawasho.co.jp
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国際ディスクドライブ協会会員

2001年 1月 5日現在
法人会員　124社　個人会員24名

アイオメガ(株)

(株)　アイメス

旭コマグ(株)

アジレント・テクノロジー(株)

アネルバ(株)

アヒコファインテック(株)

アルバック・ファイ(株)

アルプス電気(株)

ＩＴ総合研究所

ウエスタンデジタルジャパン(株)

上村工業(株)

(株)　エイトテクノロジー＆トレーディング

(株)　エイブル

(株)　オハラ

オリエント測器コンピュータ(株)

川鉄商事（株）

海外マシンツール(株)

協同電子システム(株)

(株)　クボタ

ケーエルエー・テンコール(株)

(株)　高純度化学研究所

(株)　神戸製鋼所

(株)　交洋製作所

(株)　相模オプト

相模ピーシーアイ(株)

(株)　サンエイテック

(株)　三協精機製作所

サンコール(株)

システム精工(株)

(株)　島津製作所

ジャスタム(株)

ジャパンゴアテックス(株)

昭和アルミニウム(株)

昭和電工(株)

信越化学工業(株)

神鋼商事(株)

(株)　シンセイ

スピードファム・アイペック(株)

(株)　住化分析センター

住友金属工業(株)

住友軽金属工業(株)

住友商事(株)

住友スリーエム(株)

住友特殊金属(株)

セイコーインスツルメンツ(株)

ゼオン化成(株)

ソニー(株)

ソニーケミカル(株)

ソニー・テクトロニクス(株)

大同特殊鋼(株)

大日本印刷(株)

(株)　タケシバ電機

(株)　ツガミ

月島機械(株)

ＴＤＫ(株)

(株)　東芝

(株)　東設

東洋ガラス(株)

東洋鋼鈑(株)

戸田工業(株)

凸版印刷(株)

長瀬産業(株)

日商岩井ハイテック(株)

日商エレクトロニクス(株)

(株)　日製メックス

日東電工(株)

日本アイ・ビー・エム(株)

日本板硝子(株)

日本エー・ディー・イー(株)

日本ガイシ(株)

日本クァンタム・ペリフェラルズ(株)

日本真空技術(株)

日本スパイダー・システムズ(株)

日本テクノビュート(株)

日本電気(株)

日本発条(株)

日本ビーコ(株)

日本ポール(株)

日本ミクロコーティング(株)

日本メクトロン(株)

日本山村硝子(株)

日本レップ機構(株)

パシフィック・ダンロップ・ジャパン(株)

浜井産業(株)

原田産業(株)

(株)　ピクシーピナクルコーポレーション

日立金属(株)

日立コンピュータ機器(株)

(株)　日立製作所

(株)　日立国際電気

日立電子エンジニアリング(株)

日立マクセル(株)

フェーズ・メトリックス･ジャパン(株)

(株)　フェローテック

フォステクス(株)

(株)　フジクラ

不二越機械工業(株)

富士通(株)

富士電機(株)

フジモリプラケミカル(株)

(株)　フューテックファーネス

プラクスエア工学(株)

古河電気工業(株)

フロロウエア・バルカージャパン(株)

ＨＯＹＡ(株)

松下寿電子工業(株)

(株)　マツボー

丸紅メタル(株)

長岡技術科学大学　　　石崎　幸三

早稲田大学　　　　　　逢坂　哲也

東京工業大学　　　　　小野　京右

工技院機械技術研究室　加藤　孝久

新潟工科大学　　　　　金井　靖

東京大学　　　　　　　喜連川　優

東海大学　　　　　　　後藤　顕也

東北大学　　　　　　　島田　寛

京都大学　　　　　　　新庄　輝也

豊田工業大学　　　　　鈴木　孝雄

大同工業大学　　　　　神保　睦子

東北大学　　　　　　　高橋　研

松山大学　　　　　　　田崎　三郎

帝京平成大学　　　　　田中  邦麿

長岡技術科学大学　　　田中　絋一

東京工業大学　　　　　直江　正彦

東北大学　　　　　　　中村　慶久

長岡技術科学大学　　　原　精一郎

東北大学　　　　　　　藤森　啓安

三井・デュポンフロロケミカル(株)

三菱アルミニウム(株)

三菱化学(株)

ミツミ電機(株)

ミネベア(株)

ミノルタ(株)

(株)　メディア研究所

メルテックス(株)

ユナクシスジャパン(株)

横河電機(株)

ラップマスターSFT(株)

リードライトインターナショナル　ジャパン

リオン(株)

(株)　レイテックス

レクロイ・ジャパン(株)

ワイエイシイ(株)

*



IDEMA Japan News No.40                26

インターナショナルインターナショナルインターナショナルインターナショナルインターナショナル     ディスクディスクディスクディスクディスク     フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム20012001200120012001

会期：4 月 19 日（木）・20 日（金）

会場：東京ビッグサイト　レセプションホール  (東京都江東区有明 3-21-1)

44444月月月月月 1919191919日日日日日（（（（（木木木木木）））））(10:00(10:00(10:00(10:00(10:00～～～～～17:00)17:00)17:00)17:00)17:00)

開催挨拶

Key Note Speech

Session 1. HDD 市場動向

Session 2. メディア技術

Session 3. 計測技術

懇親会 (18:00-20:00) 第一ホテル東京（新橋）

44444月月月月月 2020202020日日日日日（（（（（金金金金金）））））(10:00(10:00(10:00(10:00(10:00～～～～～17:00)17:00)17:00)17:00)17:00)

Session 4. 新分野アプリケーション

Session 5. 特別学術講演

Session 6. 次世代装置技術

Session 7．ヘッド技術

＊講演はすべて同時通訳付きで行います。

＊１日目の19日(木)終了後、第一ホテル東京(新橋)にて懇親会を開催致します。

　１日のみ参加の方も懇親会には出席していただる予定です。

＊講師・演題は決定次第、http://www.idema.gr.jp/event/event_forum_p2001.htmに掲載致します。

＊講師のご都合等により、演題・講師の変更の可能性がありますことをご了承下さい。

＊申込み締め切りは、4月4日（水）です。

ハードディスクドライブ入門講座ハードディスクドライブ入門講座ハードディスクドライブ入門講座ハードディスクドライブ入門講座ハードディスクドライブ入門講座

国際ディスクドライブ協会の理事をはじめとした講師が、皆様にわかり易く親切にお教えします。

詳細情報・オンライン申込み http://www.idema.gr.jp/class/class_home.htm

開催場所：国際ディスクドライブ協会　会議室

開催日：　　

第33回 1月 25日(木)

第 34回 2月 23日(金)

第 35回 3月 23日(金)

第 36回 4月 19日(木)

(36回はディスコン会場特設教室)

（1回で終了）

時間：13:00～ 17:00　（途中休憩あり）

参　加　費：

会員10,000円・一般12,000円
学生3,000円

国際ディスクドライブ協会　国際ディスクドライブ協会　国際ディスクドライブ協会　国際ディスクドライブ協会　国際ディスクドライブ協会　wwwwwwwwwwwwwww.idema.gr.idema.gr.idema.gr.idema.gr.idema.gr.jp.jp.jp.jp.jp
〒 105-0003   東京都港区西新橋 2-11-9   ﾜﾀﾙﾋﾞﾙ6 階

電話 03-3539-7071       FAX 03-3539-7072

CPU＝中央演算処理装置

PC

メインメモリー（主記憶装置）

HDD（補助記憶装置）

FDD（可動記憶媒体、装置）

CD-ROM（読出し専用メモリー）
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国際ディスクドライブ協会事務局行　FAX０３－３５３９－７０７２

入門講座・フォーラム参加申込書

HDDHDDHDDHDD 入門講座入門講座入門講座入門講座
会　員：10000 円

非会員：12000 円　学生：3000 円

第 1 希望　　　　　月　　　　日

第 2 希望　　　　　月　　　　日

国際ディスクフォーラム国際ディスクフォーラム国際ディスクフォーラム国際ディスクフォーラム
4444 月月月月 19191919 日日日日((((木木木木))))～～～～20202020 日日日日((((金金金金))))
　　　　　　 　2 日間  ・ 1 日のみ

会員･出展社：　50000 円・ 35000 円

非会員     ：　60000 円・ 40000 円

□　19 日・ 20 日 2 日間

□　19 日（木）のみ

□　20 日（金）のみ

ふりがな

氏　　名

会社名

社内アドレス部　署

役　職

住　所 〒

E-mail

TEL FAX
申込書到着後、参加証と請求書を郵送にてお送りいたしますので、御確認の上、参加料金を当日ま

でに、第一勧業銀行　新宿南口支店　普通口座１１１３０７８国際ディスクドライブ協会へお振込

みいただきますようお願いいたします。

・入門講座入門講座入門講座入門講座--第 33 回 1 月 25 日(木)、第 34 回 2 月 23 日(金)、第 35 回 3 月 23 日(金)--協会会議室

                                            第 36 回 4 月 19 日(木)--ディスコン会場特設教室

第 1 希望が満席の際はすぐにご連絡させていただきます。キャンセル・振替は、受講日の 1 週間前

までにご連絡ください。4 月 19 日分のキャンセルは、ディスコン 2001 開催前日 4 月 17 日(火)ま
でにご連絡ください。以降のキャンセルは全額をいただきます。

＊　入門講座お申込の方は目的にチェックしてください。＊　入門講座お申込の方は目的にチェックしてください。＊　入門講座お申込の方は目的にチェックしてください。＊　入門講座お申込の方は目的にチェックしてください。（該当するもの全て）

□新入社員研修の一環　□幹部社員研修の一環　□配置転換による研修の一環　□その他・社内研

修の一環　□会社が新たに HDD への進出を決めたので　□HDD の一般基礎知識を習得したい

□自社の技術が HDD 業界にどのように貢献しているのか理解したい　□自分の興味で受講する

□会社から受講を勧められた　□その他（具体的に記入願います。）

・フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム---申込み日以降の受付は会員の方も非会員料金とさせていただきます。キャンセルは

ディスコン 2001 開催日前日 4 月 17 日(火)までにご連絡ください。以降のキャンセルは全額をいた

だきます。
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DISKCON　Japan広告


