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　ＨＤＤ関連の仕事に入って30年が経過しよう

としているが、最近の変化の激しさには驚かされ

ることが多い。ＨＤＤは45年間も記録密度の急

坂を登り続け、去年などは、瞬間速度で+200%/

Year にも達して、ロッククライミングのようで

あった。しかしながら、ＨＤＤも中年となり、無

理が効かなくなってきたことに気がついた。

　Intermag 会議では、20Gb/in2 デモ(Kyonjyu、

'99)、35-56Gb/in2 デモ(Tronto、'00)が出て、

「2001年初頭には、100Gb/in2デモが複数社から公

表されるだろう」と盛り上がって調子に乗った

が、San Antonio、'01では63Gb/in2 に留まり、

+12.5%/8 ケ月しか伸びることができなかった。

「100Gb/in2 は相当に難しい」、「今後、100Gb/in2

デモはできたとしても、適正なコストで生産でき

る見込みが立たない」、などの反応が出てきた。

　再生ヘッド素子のみを見ても、CIP-Spin valve

素子の最終形態デバイスが論議され、良い性能が

示されたものの、100Gb/in2 クラスの<X>性能を

量産レベルで達成するにはとても及ばない。次候

補と目されるCPP-TMRヘッドも性能や実現性の点

で、聴衆を納得させるには至らなかった。それよ

りも、素子寸法を縮小してきた結果、「メディア

磁界の検出層が昇温して、スーパーパラ効果が顕

在化し、ソフトエラーが発生する」とか、「メディ

ア磁界への応答効率がどんどん下がるので、MR

比を上げても上げても追いつかない」とか、

「100nmトラック幅など、半導体プロセスを追い抜

いて、高額な電子ビーム露光を投入しないと作れ

ない」、..などのデバイス種類によらない難題が

発生し始めた。

　記録ヘッド・浮上メカニズム・記録メディア・

垂直記録・評価プロセスなどでも同等の難題が出

てきており、「デバイス物理や新材料の発見」と

いうレベルの解決策が必要となっている。「発見」

などと言い出すと、どの問題がいつ解決されるの

か?　全体としてどちらの方向に向かうのか?　判

らなくなってきたということである。

　このため、着実な進展の余力のあるメカニク

ス・エレクトロニクス・生産技術などで不確実さ

を回避して進むこととなりそうだ。それにも限度

があるので、ついにはＨＤＤの記録密度は緩むし

かなくなる。A/V-HDDブーム到来・垂直記録の時

代・記憶容量は限りなく必要・安く便利にして欲

しいと煽るが、そう簡単には行かない。

　一方では、残り少なくなったＨＤＤ企業が最終

的な生き残りをかけて動いている。ＨＤＤは他分

野にまたがる先鋭的技術の複合体なので、新規参

入で企業数が増えるなどとても無理だろう。最近

の米国有力２社の合併は驚きであった。さらな

る、統合が進むのでは？という憶測が常時、流れ

ている。「数年後にはＨＤＤ企業は3-4 社しか無

く、寡占化状態となり、A/V需要などを満喫する

だろう。その頃には記録密度は頭打ちとなるが、

ＨＤＤの競合デバイスは無いので、安泰だ」、「今

は苦しいが、がんばって生き残れば良いことがあ

るハズ」。

　しかしながら、これらの推測は当たらないかも

しれない。3-6ケ月後には、全く別のことを話題

にして、論議している可能性もある、というほど、

状況変化が早くなっている。

ひょっとすると、すごい発見が出たり、いきなり

TMRヘッドが搭載されたりして、ＨＤＤはまだま

だがんばるかも知れない。Tb/in2ストレージとい

う声も出てきた、どうなるか判らない。

　情勢が混沌化してきたので、的確なビジネス情

報や技術情報が得られる機会を作ることがＩＤＥ

ＭＡの役割として重みを増してくる。このような

場に、多くの方々に参加していただき、有効な情

報を得るために活用していただければ、...と思

いながら、ＩＤＥＭＡの活動に参加させていただ

いている。

ＨＤＤはどこまで進む？ＨＤＤはどこまで進む？ＨＤＤはどこまで進む？ＨＤＤはどこまで進む？ＨＤＤはどこまで進む？

理事　寺田　章（アルプス電気）
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私の研究室では光メモリの高速化、大容量化と

して多値記録用符号や光記録用誤り訂正符号など

色々と光メモリを研究している。今回ＩＤＥＭ

Ａより本稿の依頼があり、磁気ディスクにも関連

のあるＲＡＩＤに光ディスクを用いた場合に関し

て報告をする（１）（２）（３）。光ディスクの場

合はディスクライブラリーを使用するので通常Ｒ

ＡＩＬ (Redundant Array of Inexpensive
Library 又は Redundant Array of Independent
Library) と呼ばれる。

　近年高速ネットワークが使用されるようになっ

た、コンピュータの性能が向上した、などのため

に、大容量高速ストレージの必要性が増加してい

る。データの信頼性とデータ転送速度の向上のた

めに、ＲＡＩＤが良く用いられる。しかし、固定

ディスクによるアレー装置はディスクが満杯にな

ると、装置全体を取り替える必要が出る。もしこ

れを可換媒体で構成するとディスクの枚数を増加

させるだけで、容量を増加させ得るし、最終的に

はオフラインでディスクを保存することも可能で

あり経済的である。現在は磁気ディスクの容量の

増加速度の方が速く、ＲＡＩＬを構成することは

経済的に難しいのであるが、光ディスクも青色

レーザーを用いた大容量光ディスク（４）、Ｓｕ

ｐｅｒＲｅｎｓ（５）などで、将来的には記録密

度の向上が期待され、可換媒体である光ディスク

でも経済的にＲＡＩＤを構成できる可能性がある

ので、性能検討を行っている。

          図１　ＲＡＩＬの構成図

　図１は光ＲＡＩＬの構成図を示す。簡単のため

にＲＡＩＤ３構成を考える。外部から送られた

データは各光ディスクにストライピングされる。

光ディスクでＲＡＩＬを構成する際に特に問題と

なるのは動作の同期運転問題と、データの信頼

性、ディスク交換問題である。

同期運転問題

　ＲＡＩＬでも一部のドライブの動作が遅延する

とその差のデータをバッファーメモリーに蓄積し

て補う必要があり、動作の遅延、ハードウェアの

増加の点から望ましくない。固定磁気ディスクの

ようにＲＡＩＬでもディスク回転同期のための回

転制御を行うことが望ましい。その他には光ディ

スクのシーク時間が一定しない問題がある。媒体

上の欠陥の大きさと位置によるシーク誤りの発生

など光ディスクにはリシークにより動作の遅延が

発生する可能性がある。図２は或る固定した距離

のシーク時間の分布を示す。

図２　光ディスク上の２点間のシーク時間分布。ば

らつきがある。

　回転同期をした場合の必要バッファー量はディ

スクの回転周期の整数倍になり図中に示してあ

る。極めて稀ではあるが欠陥の種類と場所により

時間遅れ量が数１００ミリ秒以上になることもあ

る。この遅延までバッファーメモリーで吸収しよ

うとすると膨大なメモリー量が必要になる。この

ようなケースの発生頻度は非常に小さいので、後

で述べるような方法と同様に考えて、そのドライ

ブは故障して接続されていなかったことにすれば

大幅な動作の遅れは発生しないで済む。

データの信頼性

　光ディスクの場合、媒体の生のビット誤り率は

10-6くらいと比較的高いので、記録するデータで

可換媒体可換媒体可換媒体可換媒体可換媒体[[[[[光メモリ光メモリ光メモリ光メモリ光メモリ]]]]]を用いたＲＡＩＤ装置を用いたＲＡＩＤ装置を用いたＲＡＩＤ装置を用いたＲＡＩＤ装置を用いたＲＡＩＤ装置(((((ＲＡＩＬＲＡＩＬＲＡＩＬＲＡＩＬＲＡＩＬ)))))

帝京平成大学　教授　田中邦麿
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誤り訂正符号を構成して記録して、10-20くらいの

ビット誤り率に改善している。これをディスク内

誤り訂正符号と仮称する。しかし、ＲＡＩＬを構

成して多数同期運転をすると概ねドライブの台数

倍に誤り率が劣化する。対策としては通常のＲＡ

ＩＤのように、各ドライブにストライピングして

同時に記録するデータ同士で誤り訂正符号を構成

して、別に追加したパリティー用に、チェックバ

イトを記録することである。これを装置間誤り訂

正符号と仮称する。ディスク内誤り訂正符号とで

積符号になるので誤り訂正能力は大幅に向上す

る。一方、光ディスクでは欠陥管理と称して記録

時のベリファイで誤りが発生した場合に記録デー

タを交代領域に再記録する。光ヘッドが交替領域

に移動するとその時間の分だけそのドライブの動

作は遅延することになる。これはＲＡＩＬの同期

運転の点から望ましくない。図３は単一装置で装

置内誤り訂正符号と欠陥管理の組み合わせで誤り

訂正を行った場合の訂正後のセクタ誤り率とディ

スク内訂正符号と装置間符号の組み合わせにより

訂正したことによる訂正後のセクター誤り率を比

較したものである。

図３　装置間符号を用いた場合と欠陥管理を用いた

場合のＲＡＩＬのデータ信頼性の比較。装置間符号

を用いる方法は有効である。

　通常の使用状態での生誤り率では装置間誤り訂

正符号による方が訂正能力が高い。さらに当然な

がら運転同期は保たれる。装置間誤り訂正による

場合のもう一つの利点は、欠陥管理はデータを記

録した時点での誤りには対処できるが、データ記

録時には小さかったがその後に化学変化などで増

大するような欠陥には対処できない。その点装置

間誤り訂正はデータの再生時にまとめて誤りを訂

正するので、再生時に存在する誤り全部を訂正で

きて有利である。装置間誤り訂正符号の最小重み

は大きい方が望ましいのは当然であるが、あまり

大きいとハードウエアサイズか膨大になるので、

以降ではドライブ間誤り訂正符号の最小重みを5

として議論を行う。ＲＡＩＬで連続運転を行う場

合にはライブラリの故障対策も必要である。ライ

ブラリーが破損した場合は、ＲＡＩＬ装置から外

して修理をするのであるが、取り外し中のライブ

ラリーに関連するデータの処理が問題である。再

生に関してはディスク間に誤り訂正符号を構成し

ているので抜き去ってしまったドライブ、ここで

はドライブｉとする、のデータも図４に示すよう

に、誤り訂正符号により再生することが可能であ

り問題はない。

図４　一台のドライブｉが故障してもそのドライブ

のデータは再生できる。

修理の最中にもＲＡＩＬにはデータが送られて記

録する必要がある。しかし、修理中のライブラ

リーは取り外されているので、図５に示すように

ライブラリーの中のディスクにはデータは記録さ

れない。

図５　修理のために外したドライブｉへは新しい

データは記録されない。
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　再生時にはその部分はディスク内誤り訂正符号

の点から見ると正常なデータでありフラグを立て

ることはできない。しかし、不更新データは「誤

り」として扱うことができ、符号間距離２を消費

して取り出すことが可能である。その状態を図６

に示す。

図６　ドライブｉの修理が完了して挿入された場

合、外した間のデータも再生できる。

　ＲＡＩＬ装置としては正常に記録再生されたこ

とになる。故障ライブラリーが再接続されたとき

には、当然記録されなかった部分は古いデータが

記録されたままである。修理完了後にに不更新

データ部分に記録が行われるとその部分に新規

データが上書きされることになり、ディスクの

データは徐々に更新されて、不更新部分は減少

し、正常状態に復帰する。復帰途中にに別のドラ

イブ、ここではドライブｊ、が破損した場合には

現在故障しているｊドライブの位置が判っている

ので、装置間誤り訂正符号の符号間距離１で訂

正・再生できる。ｉドライブの不更新データの部

分を再生する場合は位置の判っている誤り１個と

位置の判らない誤り２個が発生することになるの

で、符号間距離３を消費して再生できる。記録の

場合は前述の例と同様にデータの不更新が発生す

る。しかし、データを記録しているときには既に

ｉドライブは修理が完了していてデータは更新さ

れるので、図７に示すようにデータ不更新は現在

故障しているｊドライブのみになり、ｉドライブ

が故障していたときのデータ不更新とは別の場所

にデータ不更新が発生する。

　しかし、それは一つの装置間誤り訂正符号から

見ると、常に１個のデータ不更新になり、データ

図７　ドライブｉが修理完了して使用されている間

にドライブｊが故障した場合。データ不更新がドラ

イブｉとドライブｊでは別々の場所に発生する。

図８　ドライブｊも修理が完了すると、ＲＡＩＬが

動作するに従いディスク中のデータは更新され、不

更新データは減少する。

不更新の位置は変化するが装置間誤り訂正符号の

1 符合語内の不更新データ数は増加していない。

しかも図８に示すように運転に伴い再度徐々に不

更新データは減少する。従って、少数の訂正可能

な不更新を許容すれば連続運転が可能になる。こ

のような系の動作は図９に示すようなマルコフの

鎖で表現することができる。

図９ ＲＡＩＬの故障の状態はマルコフの鎖で表現

できる。
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　状態は左からドライブが完全に動作している状

態、1 台故障した状態、２台故障した状態に対応

する。装置間誤り訂正符号の最小重みを5 とした

ので、それ以上はシステムダウンになる。今1 台

のライブラリーのMTBFを5000時間としてＲＡＩ

ＬとしてのMTTFを計算するとつまり3 台故障す

るまでの平均時間であるが、図１０のようにな

る。横軸はライブラリーの台数、μは修理完了ま

での時間である。

　マルコフチェーンの時間毎の各状態への滞留確

率の変化は系の動作を表す微分方程式を解くこと

により求めることができる。結果を図１１に示

す。

      図１０　修理時間とＭＦＢＦの関係

図１１　各々の状態への滞留時間。非常に長期無中

断運転が可能。

ディスクの交換

　ＲＡＩＬを構成するドライブはディスクの掛け

替えが必要である。多数のドライブのディスクを

同時に交換するのは大変なので多数のディスクラ

イブラリーを使用することになる。ライブラリー

の中ではディスクを棚からドライブまでハンドで

搬送するので、ディスクが移動している期間は記

録も再生もできない空白の時間である。従って、

その間のデータは別の固定小容量メモリに記録・

再生する必要がある。飲み屋のお通しのようなも

ので、お通しメモリーである。時間の空白を埋め

るのでＦｉｌｌｅｒメモリとも呼んでいる。お通

しメモリは固定磁気ディスクで行うのが速度の点

では望ましいが、棚ごとディスクを一括交換した

際の更新のことを考慮するとこれも可換媒体であ

る光ディスクで行う選択肢がある（２）。特に映

像のようなＲＯＭディスクのライブラリーの場合

はＲＯＭでお通しディスクを作成した方がお通し

ディスクの更新に便利である。一括交換する棚の

一部にお通しディスクを入れておき、棚を交換し

た際に、お通しディスクをドライブに装填するこ

とにより、ディスクセットの交換が完了する。

　図１２にお通しディスクのデータ配列と棚ディ

スクの対応関係を示す。１台のライブラリの内部

構造である。

図１２　お通しディスクと柵ディスクの間のデータ

の関係

　各棚ディスク一枚々々に対応したフイラー領域

があり、棚ディスクを移動している間のデータは

対応するフィラー領域に記録する。ディスクの先

頭にはどの棚ディスクのフィラー領域がどこから

どこまでかを示すディスクコレスポンデンス領域

がある。ディスクコレスポンデンス領域はアクセ

スの高速化のためにお通しドライブのＲＡＭメモ

リーに記録される。フィラー領域の先頭にはフィ

ラー領域に記録した各々のデータは対応する棚

ディスクのどのセクターから始まるデータの先頭

に接続されるかを示す対応表が記録されている。

各フィラー領域は同時に満杯にならず、一部の棚

ディスクに少量データが集中すると、対応の
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ファィラー領域のみが満杯になる可能性がある。

そのためにフィラー領域の外にオーバーフロー領

域があり、フィラー領域からオーバーフローした

データはオーバーフロー領域に書き込まれる。大

量データと同時に少量データを記録する必要があ

る場合がある。少量データの場合は棚ディスクを

移動している間に記録が済んでしまう。従って通

常の処理を行ったのでは処理が複雑である上に記

憶容量の無駄遣いになる。そのために少量データ

領域もお通しディスクの中に設け、少量データは

棚ディスクに記録せずに少量データ領域に直接記

録すると良い。動作のシミュレーションを行っ

た。図１３は棚ディスクをディスク容量が１５Ｇ

Ｂ、棚ディスク枚数５０枚、記録するデータの

ファイルサイズ分布は容量に対して均等であると

したときのフィラー領域の充満率を計算したもの

で、横軸はフィラー領域の容量である。充満度と

はフィラー領域に記録されたデータ量をフィラー

領域容量で割ったものである。図１４は他の条件

は同一でディスクの容量のみを５０ＧＢとしたと

きの計算結果である。

図１３　フィラー領域の充満率をフィラー領域の容

量を変えてシミュレーション計算をした結果。

図１４　図１３と同一であるがディスクの容量を５

０ＧＢにした場合の結果。

　シミュレーションはどれかの棚ディスクが満杯

で書き込み不能になった時点で停止させた。フィ

ラーディスクの容量を大きくすれば、充満率は

徐々に減少する。容量の大きいディスクの方が

フィラー領域容量に対する充満率の減少の割合が

小さいので、上下の変動が大きい。オーバーフ

ロー領域と少量データ領域のサイズをフィラー領

域容量に対して求めてみた。ディスク全容量から

全フィラー領域を引いた残りの部分をオーバーフ

ロー領域と少量データ領域であるとした。

　オーバーフロー領域の容量は、シミュレーショ

ンが完了したときにオーバーフロー領域と少量

データ領域の残余容量が同一になるように設定す

るとした。図１５と図１６にフィラー領域を変化

させたときの、最適少量データ領域のサイズの変

化を示したものである。シミュレーションの基準

は図１２，１３と同一である。

図１５　最適少量データ領域のサイズとフィラー領

域サイズの関係。ディスク容量は１５ＧＢ

図１６　図１５でディスク容量を５０ＧＢにした場

合の結果

　少量データ領域の最適サイズはフィラー領域サ

イズの増加に対して山状に変化することが判る。

フィラー領域が小さい部分ではオーバーフローが

多いので最適少量データ領域が小さくなる。ある

量以上にフィラー領域容量が大きくなるとディス

クの中でフィラー領域が占める部分が大きくなり

結果的に少量データ領域が取れなくなる。
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実用化動向

　ＲＡＩＬの実用化された例としてライブラリー

を用いた小型システムが過去に発表されている。

（6）（7）

むすび

　光ディスク駆動装置のデータ転送速度の向上に

ＲＡＩＬを構成することは有効な方法である。現

在経済的な理由から固定磁気ディスクＲＡＩＤ程

には普及していないが、光ディスクのような可換

媒体で行うことも意味がある。光ディスクは将来

的には記録密度が向上してバイト当たりの価格が

低下することが期待されるので、データ転送の向

上のためにＲＡＩＬを構成することが有利になる

可能性があるので検討した。ＲＡＩＬで問題にな

るのは動作の同期、データの信頼性、ディスクの

交換である。これらに対して少し長めの装置間誤

り訂正符号を用いることにより解決することがで

きる。ディスクの交換している最中のデータはお

通しディスクを用いることで解決できる。本方法

が将来ネットワークサーバー、膨大な科学データ

の蓄積に利用されることを期待する。
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１．はじめに

　電子デバイスは年々静電気に敏感になってい

る。静電気は、力学的作用、静電誘導および放

電等の静電現象を引き起こし、これらが静電気

障害につながっている。電子デバイスにおいて

は静電気放電（Electrostatic Discharge,

ESD）による素子の破壊が大きな問題である。

また、力学的作用による塵埃の吸着は、コンタ

ミネーションの原因となる１）。

　実際の物体の帯電状態とは、正または負の電

荷が全体的に、あるいは部分的に過剰になった

り、不均一になることである。この過剰な電荷

を逆極性の電荷で中和し、電気的中性にするこ

とを電荷中和という。電子デバイスのＥＳＤ対

策には、電荷の漏洩を促進する素材の選定も大

切であるが、イオナイザ（除電装置）による電

荷中和が最も効果的な対策になっている２）。

　イオナイザは、電荷中和に必要な帯電物体と

逆極性の電荷をつくり、これを帯電物体へ供給

する機能を有する装置である。ここで、逆極性

の電荷は、空気分子をイオン化して生成するの

が一般的であり、コロナ放電式が最も実用化さ

れ、普及している３）。なお、電子デバイスのな

かでも、極端にＥＳＤに弱いのがＭＲヘッド、

特にＧＭＲヘッドである。この場合、イオナイ

ザの適用は不可欠であるが、そのイオナイザで

発生させる正負イオンのバランスが±６Ｖ以上

に偏ると、イオナイザが帯電の原因となり、デ

バイスの破壊につながるという厳しい条件とな

る４）。このたび、電子デバイスのＥＳＤ対策を

目指して、新しく、圧電トランスを適用した高

周波コロナ放電式イオナイザを開発したので報

告する。

２．交流コロナ放電式イオナイザの構成と機能

　静電気を中和除去するためのコロナ放電式イ

オナイザとしては、電圧印加式のものが最も広

範囲に適用されている。装置は除電電極と高圧

電源、それに両者を接続する高圧ケ－ブルに

よって構成されている。除電電極の放電針に高

圧電源からの高電圧を印加して、放電針の先端

に電界を集中させ、コロナ放電を発生させ、空

気イオンを生成する。

　電圧印加式イオナイザには、除電電極部への

高電圧の印加方式により交流、高周波、直流、

パルス直流の４種がある。表１に、各方式の特

徴を比較して示す５）。

　

　わが国では、長年の間、交流式が主流であっ

た。交流式は堅牢な巻線式の高圧トランスが信

頼を得ていた。近年、直流、パルス直流式が、

電源が小型、軽量で、電極構造が単純、また、

放電針１本当たりのイオン発生量が多いことか

ら、急速に普及してきた。しかしながら、直

流、パルス直流式では、放電針の汚れによるイ

オン発生量の低下が大きいこと、また、正と負

の放電針が独立していて、それぞれの汚れの状

態に違いがあり、正負のイオンのバランスが変

化しやすく、極端な場合には、正負、一方だけ

電子デバイスのＥＳＤ対策に適した高周波コロナ放電式イオナイザ電子デバイスのＥＳＤ対策に適した高周波コロナ放電式イオナイザ電子デバイスのＥＳＤ対策に適した高周波コロナ放電式イオナイザ電子デバイスのＥＳＤ対策に適した高周波コロナ放電式イオナイザ電子デバイスのＥＳＤ対策に適した高周波コロナ放電式イオナイザ
　　　　　　

             　　　　　　永田秀海（シシド静電気）

表１　印加電圧方式別イオナイザの比較

◎良好　○普通　△やや悪い

 放電の  商用周

波

 高周波   定　常 パルス

 周波数 50／
60Hz

 ～
60kHz

　連　続  0.1～
10Hz

 印加電

圧

 7kV 2kV ±5～±

15kV
  ±15kV

 放電の

制御

 印加電

圧

印加電圧  印加電

圧

パルス間
隔

 針密度     大 大     中 小

 電 極  接地極     要 要 不要 不要

 電流制

限

 容量結

合

 抵抗結

合

 抵抗結

合

 抵抗結

合
構 造    巻線  圧電 高周波巻

線
高周波巻
線

 電 源  トラン

ス

 トラン

ス

 トラン

ス

 トラン

ス
 形　状    中型  小型    小型 小型

 重　量     重     軽     軽 軽

 近距離     ○     ◎     ○ ○

 除 電  遠距離     △     △     ○ ◎

 高速対

応

    ○     ◎     ◎ △

特 性  送　風     要     要 無風も可 無風も可

イオン  近距離     ◎     ◎     △     △
     平 衡  遠距離     ◎     ◎     ○     ○

 時間変

動

    ◎     ◎     ◎     △

    ○     △     △     △

　　直　流

               　作 動
条 件

 方　式

経時変化(汚

　  　   　 項　　目         交     流
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が放電して帯電装置となる恐れがあることか

ら、徐々に直流、パルス直流式の採用が減り、

再び交流式が主流になる傾向にある。このよう

な状況のもとで、従来の交流式が 50/60Hzの商

用周波数の装置であるのに対し、高周波の高電

圧を適用した新しいイオナイザを開発した。高

周波式は、数十kHzの周波数の交流である。な

お、タイミングよく、高周波高電圧を連続的に

発生する圧電トランスが開発されたので、これ

を応用して実用化した。この高周波コロナ放電

式イオナイザは、一つの放電針から正負のイオ

ンを交互に発生するという交流式の特長と、電

源を小型、軽量にできる直流式の特長を兼ね備

える装置である。

３．高周波コロナ放電式イオナイザの特徴

　交流印加方式のイオナイザにおける除電電

極の概略構成とイオン生成モデルを図１に示

す。

　図１には、(a)商用周波式、(b)高周波式の両

者について示してある。交流式の場合、除電

電極部は、放電針と接地極からなる。放電針

に高電圧を印加し、放電針と接地極の間に電

界を形成し、各放電針の先端に電界を集中し

て正負のコロナ放電を発生させ、正負の空気

イオンを交互に生成する。コロナ放電を開始

させるためには、放電開始電圧を超える電圧

の印加が必要となる。商用周波数 50/60Hz の

場合には、安全のため放電針での短絡電流を

小さくするように高電圧線と放電針の結合を

容量結合とするのが普通で、このときの印加

電圧は 6kV 以上が要求される。また、高電圧

線と放電針を直結するときでも、印加電圧は

4kV 以上となる。一方、高周波式では放電開始

電圧が低くでき、印加電圧は 2kV で充分であ

る。印加電圧が低いことは大きな特長で、安

全性の向上、ノイズの低減等につながる。

　高周波電源としては、巻線トランスのものもあ

り、これも商用周波数の巻線トランスに比べると

小型、軽量である。今回の開発品は、最近、開発

された圧電トランスを使用した。圧電トランス

は、圧電セラミックスを電気的に振動させ、高電

圧を連続的に発生する電源である。これは、巻線

トランスより、さらに小型、軽量にできる可能性

があり、省エネルギーにも適している。

　圧電トランスを適用したイオナイザの特長をま

とめると次のようになる。

　●高効率で省エネルギー。

　●難燃性である。

　●磁束漏れがない。

　●出力電流の自己限流機能がある。

　●高調波ノイズが少ない。

　高周波式は多くの特長を有するが、下記す

るような改良すべき課題も存在する。

　○オゾンの発生が多い。

　○放電針の損耗が多い。

　○電極負荷と圧電トランスのマッチング。

　放電針の材質をタングステン、もしくはそ

れ以上の高級な素材にする必要がある。また、

除電電極の電気的な負荷に合わせて圧電トラ

ンスの特性を調整する必要があるので、電極

設計に労力を要する。

４．高周波式エアーノズル・イオナイザの除電

特性

　圧電トランスは非常に小型、軽量であるの

で、先ず、放電針１本のエアーノズル・イオナ

イザに組み込んだ。続いて、小型エアー・イオ

ナイザにも組み込んだところ、こちらも良好で

あった。

　エアーノズル・イオナイザＡＰＺⅡ型本体の

図１　除電電極の概略構成とイオン生成モデル
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構造図を図２に示す。

　

　後に述べるように、本装置では、ノズル部に

チューブやパイプを装着することができる。

　ＡＰＺⅡ型の仕様は表２に示す。

本装置の特長を列挙すると、次のようになる。

●高周波コロナ放電式の採用により、除電効

果が高く、イオンバランスも良好。

●圧電トランスは省エネルギー型で、低い電

圧でコロナ放電を発生させる。

●除電電極部と圧電トランスが一体に形成さ

れ、高圧部分が外部に露出していない安全設

計。

●ノイズの発生レベルが低い。

●イオンエアーがチューブやパイプを通して移

送できる。

　本装置の大きな特長は、除電電極と高圧電源

が一体に形成され、高圧部分が外部に出ていな

い点にあり、安全性が高い。また、イオンを含

む空気がチューブやパイプを通して供給できる

能力は、従来の商用周波数のイオナイザでは不

可能な特性であり、非常に画期的である。又、

高周波型は商用周波型(50/60Hz)に比べ正負イ

オンの発生周期が小さく真のイオンバランス電

圧を小さくすることが出来る。

　除電器により発生したイオンは除電物体にそ

そがれ、除電物体の表面は正負イ

オンの発生周期に同期した電位の

変動（電圧変動）をとる。この電

圧変動の値は、正負イオンの発生

周期により決まる固有の交流分の

値である。この電圧変動は除電能

力が同一の場合、周波数が低いほ

ど大きな値をとる。当社の実験では、50Hzの

場合約30Vであるのに対し、高周波型は0.08V

であった。

カタログ等に紹介されているイオンバランス電

圧は、直流分の値であり交流分は加味されてい

ない現状であり、低いイオンバランス電圧を要

求する場合には、交流分も検討する必要があ

る。

４.１　エアーノズル・イオナイザＡＰＺⅡ―

Ｓ型の除電特性

　エアーノズル・イオナイザＡＰＺⅡ型におい

て、ノズル口のみを装着したＡＰＺⅡ―Ｓ型の

流量特性と除電特性を示す。

　流量特性については、供給エアー圧力を

0.05～ 0.25MPaに変えたときの噴出エアー流量

の測定結果を表３に、その関係を図３に示す。

　

　

　エアー圧力 0.1MPaにおいてエアー流量は

図２　エアーノズル・イオナイザＡＰＺⅡ型の

外観構造図

表２　ＡＰＺⅡ型の仕様

項 目 内 容 
イオン発生方式 高周波コロナ放電式 
高圧電源 高周波・圧電トランス 68kHz 
入力電圧  DC24V 
容 量  2.4VA 
出力電圧  約 2kV 
寸 法  103L×30W×54H 
重 量  190g 

表３　ＡＰＺⅡ－Ｓ型の流量特性

エアー圧力（MPa） 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 
エアー流量（Nl/min） 90 127 156 190 223 
エアー噴射速度（m/s） 119 168 207 252 296 

 

図３　ＡＰＺⅡ－Ｓ型の

エアー圧力と吐出エアー量の関係
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127Nl/minとなり、ノズル口径3mmでの噴射速

度は168m/sに達し、除塵に十分な速度となる。

　除電特性については、除電時間とイオンバラ

ンスの測定結果を表４に示す。

　エアー圧力を0.05～ 0.25MPaに変えて測定

した．測定器としては、米国ＥＳＤ協会の規格

６） に準じた帯電プレートモニタ（弊社製 H0106

型）を用いた。除電時間は、プレートの電位が

±1000Vから± 100Vまで減衰するに要する時

間、イオンバランスは定常状態におけるプレー

トのオフセット電圧の測定によった。測定に際

し、エアー噴出口とプレートとの測定距離は

50mmとした。

　実験結果を見ると、イオンバランスはエアー

圧力が0.2MPa以下では、±5V以内で極めて良

好である。表４のデータから減衰時間に及ぼす

エアー圧力の影響を示すと図４が得られる。

 エアー圧力が0.05MPaと低くても、除電時間

は1sec以内であり、エアー圧力が高くなるに

つれて除電効果は良好になる。ただし、エアー

圧力が0.25MPaを超えると、イオンバランスが

不安定になる。これは、放電針先端部のエアー

流速が高くなりすぎ、流れが乱流となり、コロ

ナ放電の発生が不安定になるからと考えられ

る。

表４　ＡＰＺⅡ－Ｓ型の除電特性

エアー圧力（MPa） 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 
オフセット電圧（V） 0 +1 －2 +1 －11 
(＋)減衰時間（sec） 0.7 0.5 0.3 0.3 0.2 
(－)減衰時間（sec） 0.8 0.5 0.4 0.3 0.2 

 

図４　ＡＰＺⅡ－Ｓ型の除電時間に及ぼす

エアー圧力の影響

４.２　エアーノズル・イオナイザＡＰＺⅡ―

Ｐ型の除電特性

　エアーノズル・イオナイザＡＰＺⅡ型におい

て、ノズル口に、長さ120mm、外径4mm、内径

3mmのパイプを装着したＡＰＺⅡ―Ｐ型の除電

特性を示す。

　除電特性については、除電時間とオフセット

電圧の測定結果を表５に示す。

　エアー圧力を0.02～ 0.14MPaに変えて測定

した。エアー噴出口とプレートとの測定距離は

50mmとした。

　実験結果を見ると、イオンバランスは、±

5V以内で極めて良好である。表５のデータか

ら減衰時間に及ぼすエアー圧力の影響を示すと

図５が得られる。

 エアー圧力が0.06MPaと低くても、除電時間

は1sec以内であり、エアー圧力が高くなるに

つれて除電効果は若干良好になる。

４.３　エアーノズル・イオナイザＡＰＺⅡ―

Ｔ型の除電特性

　エアーノズル・イオナイザＡＰＺⅡ型に

チューブを装着したＡＰＺⅡ－Ｔ型の除電特性

として、除電時間とイオンバランスの測定結果

を表６に示す。測定に際し、エアー噴出口とプ

レートとの測定距離は50mm、チューブは素材

表５　ＡＰＺⅡ－Ｐ型の除電特性

図５　ＡＰＺⅡ－Ｐ型の

除電時間に及ぼすエアー圧力の影響

エアー圧力（MPa） 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14
オフセット電圧（V） ＋2 ＋2 ＋2 ＋2 1 0 0
(＋)減衰時間（sec） 2.7 1.2 0.9 0.7 0.7 0.6 0.6
(－)減衰時間（sec） 2.6 1.2 1 0.8 0.7 0.7 0.6
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が導電性プラスチックで内径 4mmのごく細いも

のを用いた。チューブの長さは100、200、

300、400、500mmの５通りに変えた。

　

実験結果をみると、イオンバランスはチューブ

の長さが 500mmの範囲では、±5V以内で極め

て良好である。図６は表６のデータから減衰時

間に及ぼすチューブ長さの影響を示した図であ

る。

　チューブ200mmまでの減衰時間は1sec以内

であり、チューブ 500mmでも除電時間は 2sec

と十分な除電効果が得られている。

　このように、チューブ内を通してイオンエ

アーを移送しても、イオンの消滅が少ない現象

は、商用周波のときには見られないので、高周

波の特長と考えられる。図１に示した放電状況

のモデルによれば、商用周波数50/60Hzでは、

正イオン塊、負イオン塊が交互に生成する形に

なるが、高周波では、正負イオンの発生周期が

約千分の一に縮まるので、あたかも正負のイオ

ンペアーが生成されたような状況になると推定

される。このイオンペアーの形成がチューブ壁

面への電気的な吸引力を弱め、消滅の頻度が小

さくなると考えられる。

図６　ＡＰＺⅡ－Ｔ型の

除電時間に及ぼすチューブ長さの影響

表６　ＡＰＺⅡ－Ｔ型の除電特性

チューブ長さ（mm） 100 200 300 400 500 
減衰時間（sec） 0.6 1.1 1.6 1.9 2.1 0.05 
オフセット電圧(V) +3 +2 +3 +2 +2 
減衰時間（sec） 0.5 1.0 1.4 1.7 1.9 

 
エアー圧力 
（MPa） 

 
0.1 

オフセット電圧(V) +3 +3 +3 +3 +3 
 

５．おわりに

　新たに、圧電トランスを適用した高周波コロ

ナ放電式イオナイザを実用化した。本開発品は

空気イオンをチューブやパイプを通して移送で

きる画期的な特性を示した。また、空気イオン

が構造物に接触しても消滅しづらいことから、

今まで除電できなかった局所の微細部分のトラ

ブルにも解決策を与えることが実証されつつあ

る。

　現在、圧電トランスは容量が小さいので、放

電針が１～２本のエアーノズル式のイオナイ

ザ、および放電針が１０本前後の電極をファン

やブロアと組み合わせたエアー式イオナイザが

実用に供されている。今後は、放電針損耗、オ

ゾン発生の抑制につき改良を加えるとともに、

圧電トランスの容量を増大させて、最も用途の

幅が広いバー型のイオナイザについて開発を進

め、電子デバイスのＥＳＤ対策に貢献したい。
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Over the past several years the data storage industry has exploded as the New Economy has driven storage
requirements through the roof. E-commerce and the Internet have pushed storage system manufacturers to new
levels of speed and capacity in the rush to meet the demand for increased data management and manipulation
capabilities.

While the need for precision motion control exists in a wide range of manufacturing industries, there are some
unique requirements in the field of data storage, such as Asynchronous Error Motion (AEM) and Velocity
Stability. Their importance increases as the manufacturing process becomes more demanding. Higher track
densities are being achieved on a regular basis, which makes acceptance testing more critical. At one time 1000
to 10,000 tracks per inch (tpi) were the standard, now the industry is approaching 200,000 tpi.
But greater density is only part of the story. Manufacturers must also achieve greater through-put with fewer
errors. One way to do this is to cut testing time without sacrificing quality, by using high-stability air-bearing
spin stands.

The Air Bearing Advantage
Air bearing technology is deceptively simple: it basically consists of
two surfaces separated by highly-pressurized air, enabling one surface
to “float” over the other. The concept has been around for over one
hundred years, but only recently has it evolved into a high-precision,
accurate, and clean method of moving objects with great reliability
and repeatability. Today, precision motion control using air bearing
technology is capable of accurate movements down to millionths of an
inch. One major advantage is the lack of friction, which results in
substantially reduced equipment downtime and virtually no wear and
tear.

Most existing spin stands use lead screw drives in a stacked stage
configuration, which is not stiff enough to reject the cyclic loading
from the spindle’s rotational imbalance at high speeds. At Dover,
we have developed a high-stability, split-axis, air-bearing, spin stand
(Figure 1) that features a patented, 50 msec vacuum lockdown
(Figure 2), achieving test velocities of up to 20,000 rpm with position
stability of less than 10 nm between stages. The split axis enables
both the spindle and the micro-positioning stage to move in the same
plane. The increased accuracy allows manufacturers to use tighter
guard bands to test higher data rates and track densities, providing
higher yields and further reducing testing costs.

We have also developed a compact spin stand (Figure 3) using the
same lock down technology; however, unlike our high stability split

Air-Bearing Precision Motion Technology Helps
Meet Growing Data Storage Demands

                                                                                                                            Kevan Perkins
                                                                                                                             Dover Instrument Corporation

Figure 1

Figure 3



                                       15                IDEMA Japan News No.41

axis spin stand, it features a planar stage design with a stationary spindle to enable a smaller form factor. The
single piece T-bearing stage design uses magnetically shielded preload magnets to create a stiff  XY platform.
Non-contact linear motors and encoders completethe assembly, while a separate controller and electronics box
enable the controller to be located at a safe distance from the test area.

Unique to our air-bearing spindles is the use of nickel-plated aluminum in our Revolution spindle line (Figure 4)
which significantly reduces the effect of electrostatic discharge (ESD). A proprietary air bearing design
 increases stiffness and load capacity. In fact, the high-stiffness design is capable of multi-disk packs up to
20,000 rpm and single disk operation at 30,000 rpm. This enables us to have a low inertia advantage combined
with a conductive path to eliminate electrostatic build-up, resulting in what we call our Conductive Path
architecture. This design also incorporates a low jitter encoder and proprietary buffer board providing less than
10 ns jitter.  We also improved AEM specifications to 15 nm under 15,000 rpm (Figure 5) and 20 nm up to
20,000 rpm (Figure 6).

Increasing spindle speed, however, created several potential problems, including heat build-up, spindle noise,
and turbulence. We solved the heat problem by isolating the spindle motor from the bearing and using fans and
heat sinks to rapidly remove excess heat from the enclosure. To reduce noise and turbulence, we have
streamlined the design, eliminating exposed bolt and balance holes. We have also introduced a new line of
media clamps for our Revolution spindles, utilizing flexural retainers which deploy at 3-4000 rpm over the disk,
with no contact with the disk, preventing accidental dismount at the higher velocities (Figure 7). The clamps can
be balanced separately or with the spindle as an entire assembly. The result of all these improvements in spindle
technology has been a virtually crash-proof product that has enabled us to offer lifetime warranties on all our
data storage spindle products.

In summary, air bearing technology has enabled the data storage industry to meet the growing demand for
increased speed and capacity by enhancing manufacturing capabilities, while maintaining quality and cost-
competitiveness. Continual improvements in air bearing technology, including further heat generation reduction,
improved velocity stability (<0.001%) and automatic spindle balancing, will enable the industry to meet future
data storage requirements without compromising cost, quality, or product design.

Figure 4

Figure 7
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Figure 2

Figure 5
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Figure 6
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技術委員会の分科会において若干の分科会役

員の方々が業務のご都合で実質的な活動が行な

いづらい状況となって来ております。理事会、

技術委員会の中で後任候補者の推薦、また技術

委員会において各分科会における技術検討活動

の活性化を図って行きたいと考えております。

このため本年上半期においては技術委員会の開

催頻度を増す予定です。

ストレージ用語辞典

　用語辞典の新語追加についても、２月より岡

村技術士を委員長として小委員会を発足させ活

動を開始しました。用語辞典と同様のＢ６サイ

ズとし、４月のディスコンでの配布を予定して

います。小委員会において追加用語選定をほぼ

済ませ、各技術分科会に付託して解説を付与し

ております。

技術ロードマップの作成のためのアンケート

ヘッド/テスト両分科会が中心となり、技術

ロードマップの作成を進めております。このた

めに技術委員会登録者及びワークショップ参加

者等を対象に技術の方向に関するアンケートを

実施します。詳細はテスト分科会の報告をご参

照ください。

ヘッド分科会報告（小林分科会長）

　１月２６日（金）にヘッド／テスト合同分科

会を開催し、「最新スピンスタンドの技術動向」

と題したワークショップを併催しました。

　３月１６日（金）に分科会を開催予定。

ディスク分科会（渡辺分科会長）

　分科会の活動はありません。

　３月３０日(金)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）

　１月２６日（金）にヘッド／テスト合同分科

会を開催し、「最新スピンスタンドの技術動向」

と題したワークショップを併催しました。以下

議事録の抜粋です。３月３０日（金）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。

１．「テスターのロードマップ」について

ＷＧリーダ日立製作所の宮本氏より、「ロード

マップに関するアンケート原案」が示され、議

論を行なった。技術動向から応用まで網羅した

力作であり、下記のヘッド分科会のＷＴ活動に

関するアンケートでも「ヘッドロードマップ」

の希望があることも加味し、単にテスターにと

どまらず、さらに範囲を広げて「ハードディス

クに関するロードマップ」に拡充することで意

見の一致を見た。なお、「テスターに関するロー

ドマップ」については、若干の加筆・修正の後、

ＩＤＥＭＡ関係者を通して広くアンケートを募

り、その結果を集計、発表することとした。

２．新ＷＴテーマ選定（アンケートに基づいて）

ヘッド分科会メンバーを中心にしたアンケート

結果が紹介された。１０名中４名から「ヘッド

ロードマップ」の提案があり、これを上記の

「テスターロードマップ」と一緒にしてさらに充

実したものとすることに決定した。

３．ワークショップ「ＥＳＤ講演会」

「新しい帯電現象について－ＧＭＲヘッドに対す

るＡＣ電界電荷誘導現象」

インパルス物理研究所主任研究員　本田昌寛様

これまで、ＭＲヘッドのＥＳＤ障害としては、

静電気による破壊現象が主に議論されてきてい

るが、ＥＳＤには各種の原因があり、今回はＡ

Ｃ電源からの誘導についてお話し頂いた。工場、

実験室を問わずＡＣ電界はいたるところに存在

しており、このような電界中でＭＲヘッドが移

動すると、新たな電荷誘導が起こり、ヘッドを

破壊する可能性があるとのこと。決定的な対策

はないが、とりあえずＡＣ線をシールドして、

不要な電界を減衰させること、ヘッドを導体で

はなく絶縁体に近いような高抵抗で接地すれば

効果があることなど、我々が日常あまり気にし

ていないことが思わぬ障害を引起している可能

性があることをお話し頂いた。

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)
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　21世紀最初のクォータリーセミナを去る1月

19日、霞が関ビルのプラザホールにて開催致し

ました。今回は

「　IT革命で輝かしき21世紀へむけて。

ITを支えるストレージ業界の動向と将来を占

う!!　－2001年の市場・技術の展望－　」

をテーマとし、以下の３部で構成しました。

第1部：2001年のStorage市場動向

－HDDとHDD用主要部品市場予測－

��株式会社　ﾋﾟｸｼｰ･ﾋﾟﾅｸﾙ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

  　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

 （San Antonio 3M-InterMag速報）

　－2001年のストレージ技術動向

　　「延長線」からの脱却－

��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抱負

－Maxtor Corporationの事業内容について－

��日本Maxtor株式会社　代表取締役社長

  　森  巖  氏

－2001年、～100Gb/in2に向けて　HDD用磁気ヘッ

ド業界の課題とALPS事業戦略－

��アルプス電気株式会社　磁気応用事業部

  第一技術部　技術部長　栗山 年弘 氏

－板硝子のサブストレート事業について－

��日本板硝子ジー・ディー株式会社

 代表取締役　社長　倉矢 隼太 氏

とし、上記各社の代表の方々からご講演を頂きま

した。

  第1部では、1999-2000年はPC市場の停滞も

あってHDDの出荷台数が頭打ちとなったが、2001

年以降は新しい市場の台頭で希望が持てる。企業

間の整理・統合も一息つき、部品価格の下落に歯

止めか。

　第２部では、San Antonio 3M-InterMagは一時

の面記録密度向上競争は一休みし、今後の技術課

題を掘り下げ、真摯に取り組む本来の学会に戻っ

たとの報告があった。

　その中で、日本の研究機関からの垂直磁気記録

の取り組みは、課題を正面から取り組む姿勢が好

意的に評価された。ヘッド・媒体等の要素技術に

も新しい展開が見られ、HDD分野の将来を期待さ

せてくれた。

　第３部の各社トップの年頭の抱負は、協会の１

月セミナーの恒例テーマとなったが、今年も３氏

が事業展望から経営哲学まで、更にはHDD業界の

異常さを批評するなど、参加者を飽きさせず、大

いに盛り上がった。

　Maxtorの森氏からは同社の創業からの紹介、顧

客迷惑の最小化、製品品質の向上努力が強調され

た。後半は森哲学の披露。

　アルプス電気の栗山氏からは100Gb/in2に向け

ての磁気ヘッドの課題、投資の大変さの説明後、

｢国内一貫の強みを出す｣事業戦略の説明があっ

た。

　日本板硝子ジー･ディーの倉矢氏からは同社特

有のガラス基板製法の紹介と、近い将来にAl基

板と市場を折半したいとの決意表明、後半はこの

業界の異常さを強調。

　参加者は協会関係者を含め200名余と会場一杯

で、参加者にご迷惑を掛ける程盛会。

  講演終了後は会場を三井クラブに移し、多数の

参加者と共に恒例の懇親会を開催致しました。本

音の意見続出で裏情報も散聞された一時でした。

　

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

本協会の通年で最大の行事である、4月東京ビッ

クサイトで開催のHDD業界最大のトレード

ショー：「DISKCON Japan 2001」の準備が進めら

れています。その中で、恒例となりました「国際国際国際国際国際

ディスクフォーラム」ディスクフォーラム」ディスクフォーラム」ディスクフォーラム」ディスクフォーラム」も同期間中、国内外の著名

な講師をお招きして開催する予定です。

　　　　　2001 1st Quarterly Seminar の開催　の開催　の開催　の開催　の開催　

　DISK FORUM’01 at DISKCON JAPAN 　今年も昨年同様のセッション構成と開催日程を

設けました。フォーラムは後半の2日間に集中さ

せ、19日(木)～ 20日(金)と致しました。初日の

4月18日（水）は展示会場の方をゆっくりご覧頂

きたいと考えます。

　フォーラムに参加いただいた方々、及び展示者

は19日の夜に新橋第一ホテルでのレセプション

に全員ご招待致します。
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次のページにプログラムが掲載されておりますの

で詳細はそちらをご覧ください。また変更のあっ

た場合にはインターネットにて随時、最新情報を

ご通知申し上げております。直接アクセスURLは
http://www.idema.gr.jp/event/event_forum.htm  です。

オンライン申し込みも可能となっております。ど

うぞご利用ください。

  フォーラム１日目の冒頭には、世界最大企業と

なった Maxtor Corp. の副社長である Mr. Victor
Jipsonに ” Maxtor : Past, Present and Future”という

タイトルでキーノートスピーチを企画致しまし

た。

　引き続き、内外のストレージ市場動向分析の講

演が有り、午後からは、磁気記録限界に挑戦する

メディア技術の新展開、究極の計測技術のセッ

ションを予定しています。

　2日目は午前中は、マルチメディア応用に開け

る新マーケット関する講演、昼食後、麗澤大学国

際経済学部高橋三雄教授による、ユーザーの目か

らみたパソコンソフト探訪：目的指向のパソコン

活用というタイトルで特別学術講演をお願いして

います。その後、小型化、高密度化に向けての次

世代装置技術、最後に最先端のヘッド技術のセッ

ションを予定しています。

  HDDは量的拡大は必至な一方、新マーケットの

登場、新技術の進展と価格競争が激しいこの業界

です。各社一層の発展を目指した事業方針を策定

する際、非常に参考になる国際フォーラムです。

是非とも参加頂きますようご案内します。

メディア研究所様広告
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国際ディスクフォーラム開催のご案内国際ディスクフォーラム開催のご案内国際ディスクフォーラム開催のご案内国際ディスクフォーラム開催のご案内国際ディスクフォーラム開催のご案内

会期：2001年 4月 19日（木）10:00～ 17:00

　　　　　　　   20日（金） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（1F　レセプションホールA）　東京国際展示場

   〒 135-0063　東京都江東区有明3-21-1

聴講料金：

1日目の4月 19日（木）終了後、18:00 より第一ホテル東京（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けます。講演はすべて同時通訳付きで行います。

お申し込み方法お申し込み方法お申し込み方法お申し込み方法お申し込み方法：：：：：

オンラインオンラインオンラインオンラインオンラインhttp://www.idema.gr.jp/registration/reg_forum.htmhttp://www.idema.gr.jp/registration/reg_forum.htmhttp://www.idema.gr.jp/registration/reg_forum.htmhttp://www.idema.gr.jp/registration/reg_forum.htmhttp://www.idema.gr.jp/registration/reg_forum.htmまたは、申込書にご記入の上、

国際ディスクドライブ協会事務局あてにFAXFAXFAXFAXFAX で 44444 月月月月月 44444 日日日日日（（（（（水水水水水）））））までにお申し込み下さい。　

資料引換券資料引換券資料引換券資料引換券資料引換券、名札名札名札名札名札および請求書請求書請求書請求書請求書を郵送致します。

会場定員の都合上、満席になり次第締め切らせていただきます。締め切り日以降は当日参加料金となり

ます。また、当日キャンセルの場合は参加費の返却は致しませんのでご了承下さい。

　 　 　 　 　 　 　  　 2 日 間   ・  1 日 の み □ 　 1 9 日 ・ 2 0 日  2 日 間  
□ 会 員 ･ 出 展 社 ：  5 0 , 0 0 0 円 ・  3 5 , 0 0 0 円 □ 　 1 9 日 （ 木 ） の み
□ 非 会 員 　 　  ：  6 0 , 0 0 0 円 ・  4 0 , 0 0 0 円 □ 　 2 0 日 （ 金 ） の み
ふ り が な

氏 　 名
会 社 名

部 　 署

社 内 ア ド レ ス

役 　 職

住 　 所 〒

E - m a i l

T E L F A X :

2日間通し 1日のみ 2日間通し 1日のみ
会員・出展社 50,000円 35,000円 60,000円 40,000円
一　般 60,000円 40,000円 60,000円 40,000円

事前登録 当日参加

オンライン申込み http://www.idema.gr.jp/registration/reg_forum.htm

□にチェックをおいれください　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局　FAX：03-3539-7072
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“International Disk Forum 2001” プログラムプログラムプログラムプログラムプログラム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師敬称略
4 月 19 日（木）

開催挨拶　開催挨拶　開催挨拶　開催挨拶　開催挨拶　 10:00-10:10

菅沼　庸雄　国際ディスクドライブ協会　会長　
／　株式会社　日立製作所　ストレージシステム事業部　主管技師長

キーノートスピーチ　キーノートスピーチ　キーノートスピーチ　キーノートスピーチ　キーノートスピーチ　 10:10-11:00

Victor Jipson, Executive Vice President of Engineering, Maxtor Corp.
「Maxtor : Past, Present and Future」

S1. HDD 市場動向　－激動のストレージ新世紀を占う　熾烈な競争はどう動くか？－市場動向　－激動のストレージ新世紀を占う　熾烈な競争はどう動くか？－市場動向　－激動のストレージ新世紀を占う　熾烈な競争はどう動くか？－市場動向　－激動のストレージ新世紀を占う　熾烈な競争はどう動くか？－市場動向　－激動のストレージ新世紀を占う　熾烈な競争はどう動くか？－

John Donovan, Vice President of TrendFocus, Inc. 11:00-11:25
「Silver Lining, The Pending Form Factor Shift」

久保川　昇　インフォメーションテクノロジー総合研究所　チーフアナリスト 11:25-11:50
「HDD の新規アプリケーション市場展望」

Simon Harvey, Senior Consultant, Understanding & Solutions Ltd. 11:50-12:15
「Storage and PC trend in WW emphasis on Europe（仮）」

John Monroe, Chief Analyst, Rigid Disk Drives Worldwide, Gartner Dataquest 12:15-12:40
「HDD/Storage/Head/Media and PC trend in WW emphasis on US（仮）」

lunch break 12:40-13:40

S2. メディア技術　－磁気記録限界に挑戦するメディア技術の新展開－メディア技術　－磁気記録限界に挑戦するメディア技術の新展開－メディア技術　－磁気記録限界に挑戦するメディア技術の新展開－メディア技術　－磁気記録限界に挑戦するメディア技術の新展開－メディア技術　－磁気記録限界に挑戦するメディア技術の新展開－

E. Noel Abarra　Senior Engineer, Magnetic Recording Tech. Lab., Storage Syst. Lab., Fujitsu Lab.
13:40-14:10

「Thermally Stable High Density Longitudinal Recording with Synthetic Ferrimagnetic Media」

渡辺　直樹　アネルバ株式会社　第三装置事業推進部　先端技術グループ　マネージャー
「次世代メディア対応スパッタ装置技術」                               14:10-14:40

細江　譲　株式会社　日立製作所　中央研究所　ストレージ研究部　主任研究員 14:40-15:10
「垂直磁気記録媒体の最近の開発状況」

coffee break 15:10-15:30

S3. 計測技術　－究極の計測技術－計測技術　－究極の計測技術－計測技術　－究極の計測技術－計測技術　－究極の計測技術－計測技術　－究極の計測技術－

Norm Gitis, President, Center for Tribology, Inc. 15:30-16:00
「The Measurements of Ultra-Thin Overcoats on Heads and Disks」

Alex Varlahanov, Director of Quality Assurance and Software Engineering, GUZIK Technical Enterprises
16:00-16:30

「New Products for Dynamic Testing」

Henry Patland, President/CEO, Integral Solutions Int’l. 16:30-17:00
「Quasi Static Testing an Ultimate Solution for Cost Effective Quality Verification and ESD Testing」

懇親会　第一ホテル東京懇親会　第一ホテル東京懇親会　第一ホテル東京懇親会　第一ホテル東京懇親会　第一ホテル東京（（（（（新新新新新橋橋橋橋橋））））） 18:00-20:00
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4 月 20 日（金）

S4. 新分野アプリケーション　－マルチメディア応用に開ける新マーケット－新分野アプリケーション　－マルチメディア応用に開ける新マーケット－新分野アプリケーション　－マルチメディア応用に開ける新マーケット－新分野アプリケーション　－マルチメディア応用に開ける新マーケット－新分野アプリケーション　－マルチメディア応用に開ける新マーケット－

梶野　二郎　松下電器産業株式会社　AVC 商品開発センター　所長 10:00-10:30
「AV・IT ネットワークと記憶メディア」

Scott Stetzer, AV Applications Director, Quantum Corp. 10:30-11:00
「Digital Video Editing; a Discussion on Disk Storage Use in HDTV Movie Making」

藤家　和彦　ソニー株式会社　ホームネットワークカンパニー　ギガバイトラボ　OD 部　部長
高橋　明　シャープ株式会社　生産技術化発推進本部　光ディスク開発センター　技師長
                                                                           11:00-11:30

「小型高密度光磁気ディスク」

lunch break 11:30-12:30

S5. 特別学術講演特別学術講演特別学術講演特別学術講演特別学術講演

高橋　三雄　麗澤大学　国際経済学部　国際産業情報学科　教授 12:30-13:10
「ユーザーの目からみたパソコンソフト探訪：目的指向のパソコン活用」

S6. 次世代装置技術　－さらなる小型化、次世代装置技術　－さらなる小型化、次世代装置技術　－さらなる小型化、次世代装置技術　－さらなる小型化、次世代装置技術　－さらなる小型化、高密度化に向けて－高密度化に向けて－高密度化に向けて－高密度化に向けて－高密度化に向けて－

David H. Davies, Chief Technology Officer, DataPlay Inc. 13:10-13:40
「DataPlay, a New Dimension in Portable Products」

李　明奎　文部科学省　無機材質研究所　第 13 研究グループ 13:40-14:10
　　「ホログラフィックメモリによる不揮発記録再生システム / 角砂糖サイズで１テラ ビットを目指して」

Steven Lambert, Director, Advanced Head/Media Tech., Quantum Corp., Milpitas CA 14:10-14:40
「Progress on Drive Integration of Perpendicular Recording」

山崎　隆　日本アイ・ビー・エム株式会社　ストレジ開発製造　計画管理ストレジ事業計画　課長
14:40-15:10

「IBM　1GB マイクロドライブについて」

coffee break 15:10-15:20

S7. ヘッド技術　－ヘッド技術　－ヘッド技術　－ヘッド技術　－ヘッド技術　－ 50Gb/in2 超に備える磁気ヘッド技術－超に備える磁気ヘッド技術－超に備える磁気ヘッド技術－超に備える磁気ヘッド技術－超に備える磁気ヘッド技術－

田和 邁　株式会社　日立製作所　計測器グループ　エレクトロニクスシステム本部　
第二設計部　主任技師 15:20-15:50
「EB 描画技術の磁気ヘッド分野への応用」

荒木　悟　TDK 株式会社　記録技術開発センター　磁気デバイス開発部　磁気ヘッド開発グループ
         グループリーダー                                                                                       15:50-16:10
      「次世代の再生ヘッド技術　－ TMR ヘッド－」

Kochan Ju, Vice President, Headway Technologies, Inc. 16:10-16:30
「On the extendibility of Specular Spin Valve」

Mark Re, Senior VP, R&D, Read-Rite Corp. 16:30-17:00
「TBD」

＊ 2 月 28 日現在
＊講師・演題・講演時間は変更になる場合がございます。
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　今年もDISKCON JAPANの時期となりましたので、開催日程をお知らせ致します。

　「第９回DISKCON JAPAN」は４月１８―２０日の３日間、昨年同様、東京ビッグサイト東２ホ―ル

で開催されます。「第２回OPTICAL DISC PRODUCTION EXPO」も同時開催となります。

磁気ディスク装置と光ディスク装置など、記憶装置関連の総合的な見本市として、新しい製品や技術

の紹介がなされますので、昨年同様に、商談や国際交流の場としてご活用いただければ幸いです。

　同時に開催されます「国際ディスクフォ－ラム」も１９―２０日の２日間、内外より２３名の講師

をお招きし、最近の市場動向や、新しい話題性のある技術に関しまして、ご講演をお願いすることに

なっております。プログラムは別ペ－ジのとおりですので、多数の方の参加をお待ちしております。

すでに予約を受け付けておりますので、お早めに事務局までお申し込みください。

　また、配置転換された方々や、新入社員の方々に、ハードディスクドライブの初歩的な知識を習得

して頂くために、今年も会期中に「ハードディスクドライブ入門講座」を開催致します。この機会に、

ぜひご利用ください。この講座は事務局でも毎月開催致しておりますので、会期中にご都合のつかな

い方は定期講座をご利用ください。

　DISKCON会期中、昨年出版致しました「ストレ－ジ用語辞典」の改訂版として、その後の新語を含

めて編集した小冊子を協会ブ－スにて、無料で配布致しますので、ご来場の際にはぜひお立ちよりく

ださい。また、用語辞典の割引販売も致しております。

　DISKCON関連の行事日程、時間割につきましては下に一覧表で記載いたしました。皆様のご来場を

お待ち致しております。

          8:00 9:00 10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00   16:00  17:00  18:00  19:00  20:00
DISKCON JAPAN

(東 2 ホール）4 月 18 日

(水) OPTICAL DISC PRODUCTION EXPO
(東 2 ホール)

DISKCON JAPAN
(東 2 ホール）

OPTICAL DISC PRODUCTION EXPO
(東 2 ホール)

国際ディスクフォーラム

（レセプションホール A）

パーティー

第一ホテル東京

(新橋)
18 時より

4 月 19 日

(木)

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ入門講座
13 時より（102 会議室）

DISKCON JAPAN
(東 2 ホール）

OPTICAL DISC PRODUCTION EXPO
(東 2 ホール)

4 月 20 日

（金）

国際ディスクフォーラム

（レセプションホール A）
4 月 21 日

   (土) ディスコンジャパン・ゴルフト－ナメント (芝山ゴルフ倶楽部)

DISKCON JAPAN 2001開催のお知らせ
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第第第第第3535353535回回回回回33333月月月月月2323232323日日日日日(((((金金金金金) ) ) ) ) (協会　会議室)

第第第第第3636363636回回回回回44444月月月月月1919191919日日日日日(((((木木木木木) ) ) ) ) (東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 1F 102)

参加費

会員10,000円  一般12,000円  学生3,000円

・1回で終了　13:00～ 17:00　（途中休憩あり）

□ 3月 2 3日 （ 金 ） 　 □ 4月 1 9日 （ 木 ） □ 会 員 ・ 出 展 社 　 □ 非 会 員 　 　 □ 学 生
ふ り が な

氏 　 名
会 社 名

部 　 署
社 内 ア ド レ ス

役 　 職

住 　 所 〒

E - m a i l

T E L F A X :

□にチェックをおいれください　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局　FAX：03-3539-7072

オンライン申込み http://www.idema.gr.jp/registration/reg_class.htm

お申込み到着後、参加証(4月はテキスト引換券となります)と請求書をお送りします。

4月19日は日立インフォメーションアカデミー、小田原研修センタ、主任技師の矢部純氏を講師に

お招きします。キャンセル､振り替えは受講日の1週間前までにご連絡ください。

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

リーダー電子



IDEMA Japan News No.41　　　　　　　　30　　　 　　　　　　　　　

ディスコンジャパン・ゴルフト－ナメント開催のお知らせ

4 月 21 日（土）に下記の要領にて協会主催のゴルフト－ナメントを開催いたします。

従来、日米の IDMEA役員を主体に行ってまいりましたが、一般からのお問い合わせもあるため、今

回より協会会員企業、およびDISKCON JAPAN出展企業の方々にもご参加いただけるように致しま

した。

初めての試みでもあり、規模をあまり拡大できませんので、従来どおり6組、24名様に限定させてい

ただきます。海外よりの参加者が当日帰国される方々が多いため、成田空港周辺にて、スタ－ト時間

も早めに設定させていただきました。

ゴルフ終了後、パ－ティを開催致しますので、国際交流を深めていただければと思います。参加費予

約料として、5,000 円を申し受けます。申し込みと同時にお振込み願います。

ゴルフに関しての詳しいお問合せはE-mailにてsugiura@idema.gr.jpへお願いいたします。

記

名　　　称  ： ディスコンジャパン・懇親ゴルフト－ナメント

開　催　日  ： 4月 21日（土）

場　　　所  ： 芝山ゴルフ倶楽部 　千葉県山武郡芝山町大台2176
集 合 時 間 ： 午前 8時（現地にご集合ください）

スタ－ト時間： 8時35分

参 加 人 員 ： 6組、24名

参 加 費 用 ：  25,000円
       （うち 5,000 円を申し込みと同時に振り込み願います。残金は当日会場にて申し受けます）

申込金(5,000円)振込み先 ： 郵便振替　00180-0-187595　国際ディスクドライブ協会

参加費用にはプレイ代、キャディフィ－、パ－ティ費用、賞品代を含みますが、パーティー以外のク

ラブハウスでの飲食代、交通費、レンタル料金等は個人負担とさせていただきます。

●貸し靴1,000円、貸しクラブ3,000円。

●ソフトスパイク限定です。

●最寄駅ＪＲ・京成「空港第２ビル駅」からタクシー約２０分　3,000円。

*お申込みにつきましては、下記内容を事務局山本宛て4月 16日(月）迄事務局でお受けします。

　ご希望の方へ請求書と振替用紙、周辺地図をお送りします。

FAX:03-3539-7072 / E-mail:XLZ01734@nifty.com(4月 16日(月）迄受付)

ディスコンジャパン・懇親ゴルフト－ナメント申込書

氏　名：

会社名：

部署・お役職：

E-mail：

電　話：                             　 FAX：

住  所：〒

ハンディーキャップ：

☆申込金のお振込みに請求書と郵便振替用紙希望（　）　☆周辺地図希望（　）
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国際ディスクドライブ協会入会申込書国際ディスクドライブ協会入会申込書国際ディスクドライブ協会入会申込書国際ディスクドライブ協会入会申込書

参加企業名 和 文

英 文

会員代表者氏名

所属部署名

役　職

住　所 〒

TEL番号

FAX番号

E-Mail

上記企業所の形態 本社・販売事業所・工場・研究開発・サービス・その他（　　　　　）

設立 本社 ディスクドライブ関連

（事業開始年度） 年 年

従業員数 人 人

関連取扱製品

資本金 百万円 1年間の年会費    10万円・  20万円

他地域会員の100%子会

社の場合、親会社名

英文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国名:

入会ご希望技術委員会 ディスク・ヘッド・テスト・コンタミネーションコントロール

希望入会年月日 ２００　年　　　　月から

連絡先　(代表者と異なる場合のみご記入ください。お知らせや年会費の請求書を送ります。)

連絡担当者

所属部署名

役　職

住　所 〒

TEL番号

FAX番号

E-Mail

＊年会費のご入金をもってご入会とさせていただきます。

  事務局へFAXまたはご郵送いただきますと、年会費の請求書をお送りします。

国際ディスクドライブ協会　事務局

〒105-0003　東京都港区西新橋2-11-9　ワタルビル6F　　　TEL:03-3539-7071  FAX:03-3539-7072
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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

国際国際国際国際国際ﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ協会協会協会協会協会                    www.idema.gr.jpwww.idema.gr.jpwww.idema.gr.jpwww.idema.gr.jpwww.idema.gr.jp

DISKCON JAPAN  2001 DISKCON JAPAN  2001 DISKCON JAPAN  2001 DISKCON JAPAN  2001 DISKCON JAPAN  2001 他他他他他   4   4   4   4   4月月月月月1818181818日日日日日(((((水水水水水)-20)-20)-20)-20)-20日日日日日(((((金金金金金)))))

                   25                   25                   25                   25                   25頁頁頁頁頁､36､36､36､36､36頁をご参照ください頁をご参照ください頁をご参照ください頁をご参照ください頁をご参照ください

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ入門講座入門講座入門講座入門講座入門講座

･3月 23日（金）（第35回）　　　　   協会会議室

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

･7 月 19 日(木) ･10 月 12 日(金) ･1 月 18 日(金)

セミナー開催場所：霞ヶ関ﾋﾞﾙ1階 プラザホール

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

3月16日(金)ヘッド分科会           協会会議室

3月30日(金)ディスク・テスト分科会 協会会議室

6月8日(金) 合同分科会     日立金属高輪和彊館

IDEMA USAIDEMA USAIDEMA USAIDEMA USAIDEMA USA　　　　　www.idema.orgwww.idema.orgwww.idema.orgwww.idema.orgwww.idema.org
4月 17日(火)-18日(水)　　　　　SymposiumSymposiumSymposiumSymposiumSymposium

4th Annual ESD Extravaganza

5月 23日(水)　　　　　SymposiumSymposiumSymposiumSymposiumSymposium

Analysts’ Assesment

5月 23日(水)　　　　　Quarterly Dinner MeetingQuarterly Dinner MeetingQuarterly Dinner MeetingQuarterly Dinner MeetingQuarterly Dinner Meeting

上記開催場所:The Westin Hotel, Santa Clara

IDEMA Asia PacificIDEMA Asia PacificIDEMA Asia PacificIDEMA Asia PacificIDEMA Asia Pacific
www.idema.org/asia/index.htmlwww.idema.org/asia/index.htmlwww.idema.org/asia/index.htmlwww.idema.org/asia/index.htmlwww.idema.org/asia/index.html

3月 14日(水)-15日(木)　DISKCON Asia-PacificDISKCON Asia-PacificDISKCON Asia-PacificDISKCON Asia-PacificDISKCON Asia-Pacific

Westin Stamford Hotel, 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

33333月月月月月 2121212121日日日日日

 文部科学省　学術フロンティア推進事業

 「未来情報記録機能材料」

　　　　　　共同研究推進センター研究会

 「テラバイト記録を目指して　-垂直磁気記録-」

 豊田工業大学　青山晃子

 （豊田工業大学　鈴木孝雄教授室　秘書)

  aoyamaa@toyota-ti.ac.jp Tel:　052-809-1870

44444月月月月月 2525252525日日日日日

 ＡＳＥＴ磁気記録研究成果最終報告会

 コクヨホール

 山口一幸（超先端電子技術開発機構）

  Tel:03-5531-0091

  E-mail: yamaguchi@aset.tokyoinfo.or.jp

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://www.soc.nacsis.ac.jp/jsaem/html/isem/

66666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

事務局 事務局長（委嘱）： 多羅尾悌三

　理　　事　　会 山本明子、三浦尚子

　　　会計 担当理事： 浦井治雄、久保田裕二

会長　　　菅沼　庸雄 (日立製作所)
副会長　　筧    朗　（富士通）  広報出版委員会 委員長： 鶴 哲生 Co:村上俊一

監事　　　原田  英樹（ＨＴＡ）
専務理事　多羅尾悌三（国際ディスクドライブ協会) 会員管理委員会 委員長： 百束雄一　Co:上野寿久

理事　  　浦井　治雄（日本電気）
理事　　　金子  　峻 (アイオメガ) 企画委員会 委員長： 筧 朗　Co:寺田 章、鈴木　勲

理事　　　久保川　昇 (ＩＴ総合研究所） （ﾌｫｰﾗﾑ／ｾﾐﾅｰ）

理事　　　久保田　裕二 (東芝）
理事　  　篠原　肇 　(日立金属） イベント 委員長： 久保川昇  Co:多羅尾悌三

理事　  　鈴木　勲 　(ＨＯＹＡ） 実行委員会

理事　  　鶴　　哲生 (日立電子ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）
理事　  　寺田　章　（アルプス電気） 教育推進委員会 委員長： 山崎秀昭　Co:山崎　隆

理事　  　上野　寿久（神戸製鋼所）
理事　    百束　雄一 (メディア研究所） 研究推進委員会 委員長： 篠原 肇

理事　    松崎　幹男 (ＴＤＫ）
理事　  　村上　俊一（アネルバ）  技術委員会 委員長： 松崎幹男　Co:鈴木隆夫

理事 　 　山崎　秀昭（日本ｽﾊﾟｲﾀﾞｰ･ｼｽﾃﾑｽﾞ） (TDK) 　　(日本ｽﾊﾟｲﾀﾞｰｼｽﾃﾑｽﾞ)

理事　  　山崎　隆 　(日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ）   　ディスク分科会 分科会長： 渡辺正博

理事(USA) John Kurtweil(Read-Rite Corp） (日立製作所)

  　ヘッド分科会 分科会長： 小林和雄　Co:六本木哲也

(富士通)　　　(TDK)

  　テスト分科会 分科会長： 高木　均  Co:八田秀明
(協同電子ｼｽﾃﾑ) (ｱｼﾞﾚﾝﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰ)

　　 コンタミネーションコントロール分科会

分科会長： 藤本敏夫

(東芝)

国際ディスクドライブ協会　組織図国際ディスクドライブ協会　組織図国際ディスクドライブ協会　組織図国際ディスクドライブ協会　組織図国際ディスクドライブ協会　組織図
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事事事事事     務務務務務     局局局局局     よよよよよ     りりりりり     おおおおお     知知知知知     ららららら     せせせせせ

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

広告掲載料：　　　　       会員                 一般 　　　　　　

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

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

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へお願いいたします。

　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はhttp://www.idema.gr.jp/news/news_home.htmです。

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。

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・・・・・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・・・・・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。

＊　訂正とお詫び＊　訂正とお詫び＊　訂正とお詫び＊　訂正とお詫び＊　訂正とお詫び

IDEMA Japan News No.39 11･12月号「高密度記録対応新磁気ディスク用ガラス基板」の中で､表2と

表3がもれてしまいました。お詫びし、訂正させていただきます。
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　国際ディスクドライブ協会には、平成４年４月

の協会設立時から２年半参画し、その後勤務先が

変り、今回再び協会の活動に参加させていただく

ことになりました。当時の事はよく覚えています

が、あまりこの点にはこだわらず、前任の杉浦様

が築かれた基盤を傷つけることなく、新入職員と

して誠心誠意尽くす所存です。よろしくお願いい

たします。

　さて、以前、磁気テープやフロッピーディスク

の標準化活動に参画していたため、ハードディス

クの標準化についても関心を持っていました。磁

気テープ等は基本的にコンシューマー製品である

ことから、業界規格を制定するだけでは不十分

で、消費者を含むメンバーが審議に参加して公的

な規格を整備することが求められています。この

点で現在のハードディスクとは事情が異なってい

ます。

　標準化の観点からハードディスクを見ると、か

つてディスクパックが全盛であった時代にはＩＳ

ＯやＪＩＳ、ＡＮＳＩ、ＥＣＭＡがそれぞれ情報

交換用記録媒体として規格を制定していました。

その後、固定ディスクの時代に入るとハードディ

スクはブラックボックスと化し、標準化の対象外

となりました。更に時代は進み、ダウンサイジン

グの勢いで８インチ及び８インチ以下のいわゆる

小型ディスクが市場に出現し出荷台数も増加を続

け、多数のベンダーが扱うようになりました。

　ハードディスクの商談では商品の素晴らしさを

説明をするだけでは十分でなく、同等品のセカン

ドソースが存在することを顧客に示し、安心感を

与えなければ商談が成立しにくいこともしばし

ば生じます。そのためには、例えばインター

フェースや寸法等はできるだけ共通にしなけれ

ばなりません。円板やヘッド、その他の詳細も自

由な競争を阻害しない範囲で、規定する必要が

あります。技術の進歩が極めて早いことから、提

案→原案作成→審議→投票と続く一連のプロセ

スを短期間に整然と進めなければなりません。

この要求に応える業界規格がＩＤＥＭＡ  ＳＴ

ＡＮＤＡＲＤで、技術委員会はこの活動に大き

く貢献しています。

　技術委員会の事を今少し続けると、規格案の

審議以前の問題として、技術の進歩に伴って生

じる種々の問題点、例えば諸々の特性評価のた

めの測定方法などについて当事者が集まって、

可能な範囲で情報を開示し検討が行われている

ことは、スタートが米国より遅れたとはいえ、か

つての我国の状況と比較すると大きな進歩と言

えるでしょう。更に、間もなく完成する技術及び

テストのロードマップは、今後の指針を示すも

のとして有用性が期待できるものです。

　以上、技術委員会に関して感じていることを

述べました。展示会やセミナーも大変重要です。

展示会では、ＤＩＳＫＣＯＮ ＪＡＰＡＮ は、

ハードディスク関連のトレードショーとして素

材、部品、半完成品、製造設備、試験設備等を網

羅しています。セミナーでは今後は、周辺技術動

向にも配慮して、光関連の他に、例えばリムーバ

ブルのハードディスクやパターンディスクなど

興味深い技術もあり、タイミングを見て範囲を

拡大することも考えてよいと思います。

就任ご挨拶就任ご挨拶就任ご挨拶就任ご挨拶就任ご挨拶

専務理事　多羅尾悌三

 4月 18日(水)～20日(金)   10:00-17:00（3日間）  DISKCON JAPAN 2001 　　www.idema.gr.jpから
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　(東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ　東２ホール)　　事前登録無料

 4月 19日(水)～ 20日(金)  10:00-17:00(2日間)    国際ディスクフォーラム2001 (P22)　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾎｰﾙＡ)

 4月19日（木）            13:00-17:00　         ハードディスクドライブ入門講座 (P29)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ　102会議室　ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾎｰﾙＡ向)

 4月 19日(木)             18:00-20:00            パーティー （第一ホテル東京/新橋）(P22)

 4月21日(土)              8:00-                 ﾃﾞｨｽｺﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝ ｺﾞﾙﾌﾄｰﾅﾒﾝﾄ(芝山ｺﾞﾙﾌ倶楽部)(P30)

DISKCON JAPAN 2001DISKCON JAPAN 2001DISKCON JAPAN 2001DISKCON JAPAN 2001DISKCON JAPAN 2001開催期間　開催期間　開催期間　開催期間　開催期間　44444月月月月月1818181818日日日日日（（（（（水水水水水）））））～～～～～2020202020日日日日日（（（（（金金金金金）））））
国際ディスクドライブ協会行事予定国際ディスクドライブ協会行事予定国際ディスクドライブ協会行事予定国際ディスクドライブ協会行事予定国際ディスクドライブ協会行事予定
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国際ディスクドライブ協会会員国際ディスクドライブ協会会員国際ディスクドライブ協会会員国際ディスクドライブ協会会員国際ディスクドライブ協会会員

2001年 3月 5日現在
法人会員　125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)

石崎　幸三　（長岡技術科学大学）

逢坂　哲彌　（早稲田大学）

小野　京右　（東京工業大学）

金井　靖　　（新潟工科大学）

加藤　孝久　（工技院　機械技術研究所）

喜連川　優　（東京大学）

後藤　顕也　（東海大学）

島田　寛　　（東北大学）

新庄　輝也　（京都大学）

神保　睦子　（大同工業大学）

鈴木　孝雄　（豊田工業大学　大学院）

高橋　研　　（東北大学）

田崎　三郎　（松山大学）

田中　邦麿　（帝京平成大学）

田中　絋一　（長岡技術科学大学）

直江　正彦　（東京工業大学）

中村　慶久　（東北大学）

原　精一郎　（長岡技術科学大学）

藤森　啓安　（財　電気磁気材料研究所）

古川　泰男　（豊橋技術科学大学）

堀江　三喜男（東京工業大学）

三矢　保永　（名古屋大学  大学院）

柳　和久　　（長岡技術科学大学）

綿貫　理明　（専修大学）

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)

リンテック（株）

(株)　レイテックス

レクロイ・ジャパン(株)

ワイエイシイ(株)

*

* は新入会員です。
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3255 Scott Blvd., Suite 2-102,
Santa Clara, CA 95054-3013  USA
phone: 1-408-330-8100
fax   :1-408-492-1425

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

www.idema.org/asia/index.html
World Trade Centre,(Lobby A or B)
1 Maritime Square #10-29
Singapore 099253
phone : 65-278-9522
fax   : 65-278-8762


