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「「「「Diskcon Japan ’99／／／／Information Storage Japan ’99
☆4月 14日（水）

10：00－17：00 DISKCON JAPAN/ISJ展示会 （西 3・ 4ホール）
11：00－12：00 ISJ記念特別講演会 （会議棟 1Fレセプションホール）
13：00－17：00 国際ディスク・フォーラム （会議棟 1Fレセプションホール）

☆4月 15日（木）
10：00－17：00 DISKCON JAPAN/ISJ展示会 （西 3・ 4ホール）
 9：30－17：00 国際ディスク・フォーラム （会議棟 1Fレセプションホール）
18：00－20：00 懇親パーティ （第一ホテル東京（新橋））

☆4月 16日（金）
10：00－17：00 DISKCON JAPAN/ISJ展示会 （西 3・ 4ホール）
11：00－12：00 ISJ記念特別講演会 （会議棟 1Fレセプションホール）
13：00－17：00 国際ディスクフォーラム （会議棟 1Fレセプションホール）

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
開催日：4月 16日（金）Diskcon Japanとの併催です

時間　：13:00～17:00（途中休憩あり）　　場所　：東京ビックサイト　会議棟 1F、102会議室

定員　：100名　　　　　　　　　　　　　参加費：会員（出展社）10,000円　非会員 12,000円

講師：日立製作所　ストレージシステム事業部　教育センター室　主任技師　矢部　純　氏
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パパパパーソナル・コンピュータ雑感　　ーソナル・コンピュータ雑感　　ーソナル・コンピュータ雑感　　ーソナル・コンピュータ雑感　　「此の比、都に流行るもの」「此の比、都に流行るもの」「此の比、都に流行るもの」「此の比、都に流行るもの」

副会長　筧　朗
（富士通株式会社）

『此の比、都に流行るもの』とは京都二条川原
に掲げられたと言う有名な落書の冒頭部分です
が、昨今のパーソナル・コンピュータの動静を
見ていると、まさにこの感があります。秋葉原
の電器街はもちろんのこと、スーパマーケット
にまでパソコン・コーナが設けられたりしてい
ます。まさに家電並みの人気です。書店に行っ
ても多くの関連雑誌や解説書がズラリと並んで
いてパソコンの隆盛を窺わせます。パソコンに
は HDD が不可欠と言う事で、おかげ様で HDD
業界も我が世の春を謳歌しています･････、と胸
を張って言えれば結構なのですが、パソコン価
格の値下げを HDD や他の部品の値下げ努力が支
える形となってしまっているため、量は増えれ
ど利益は増えず？と言うのが各社の実状といえ
そうです。とは言うものの、パソコンの普及に
拍車がかかれば、HDD 業界にとって有り難いの
も確かです。

そのパソコン業界の進歩を名実ともに牽引・支
配してきた"WINTEL 陣営"つまり Microsoft 社と
Intel社をおびやかす？2 つの新しい動きが押し寄
せています。一つはApple社の iMacで、他はUNIX
系の無料 OS である Linux（りぬくす、らいなっ
くす、りなっくす等と読む）の台頭です。これ
は IBM PC 互換機や Mac, Alpha と言った複数の
アーキテクチャの上で使用可能な OSです｡

Apple が 1998 年後半に出荷を開始した青い半透
明ボディーの iMacは大当たりとなり、第 2弾 iMac
ではオレンジ、赤、緑、紫といったカラフル・
ボディも増やされました。まだまだパソコン全
体に占めるシェアは少ないのですが Apple 復権
の兆しとも取れなくはありません。購入者の半
分近くが初心者との事で、あとは熱心な従来か
らのファンと Windows からの乗換え組との事で
す。ただ、アプリケーションソフトが IBM PC互
換機系に比べて少ない事、在ることには在って
も Word, Excel といったような人気の売れ筋
Software では Mac 版の発売が遅れる等のハンデ
ィがあることが不安材料です。iMac に関しては

CPU の方も勿論 Intel 製ではなく Apple, IBM,
Motorola の協同開発 RISC チップ PowerPC が使
用されています。個人的には命令セットのエレ
ガントなこちらの方が Intel系の 86ファミリより
も好みです。iMacの最新機種 CPUは G3ですが、
近くMotoloraから AltiVec Technologyを標榜する
ベクトルプロセッサ付き並列動作可能の高速版
G4が出されるようです。

一方、IBM PC互換機系の方で使用されている 86
系の CPUは現在 Intel製が最有力で、最新機種に
は Pentium IIが使用されています。この 3月には
これを発展させた Pentium III（Katmai）も出るよ
うです。互換 Chip メーカとして AMD, Cyriｘ等
が低価格を売り物に Intel に対抗中なのはご存知
の通りです。これに対抗し、Intel はマザーボー
ドのソケット形状を直線的に変えた『スロット』
を採用し、互換チップの正方形ソケット用 CPU
と差し替えられない様にし、アップグレード・
ユーザを囲い込んだり、Celeronといった格安CPU
を出してエントリ・マシンへの他社 CPU の浸透
を食い止めたり、と話題の多い分野です。（最近、
サード・パーティから四角い CPU ソケットと周
辺回路を搭載した格安のブリッジ・ボードを直
線スロットに挿せる様にしたアダプタが登場し
て Intel の目論見を覆すようになっと話題になっ
ています。）この 86 系 CPU の方は大昔の 8086
チップの命令セットを引きずったアーキテクチ
ャのため、アドレス修飾命令などエレガントさ
のかけらも無いのですが、『勝てば官軍』で市場
占有率の大半を占めており、Apple 以外の殆どが
このアーキテクチャを使用したパソコンを製造
しているのはご存知の通りです。

IBM PC用基本 OSとしての DOS開発を任された
Bill Gates と Microsoft 社のその後は立身武勇伝
そのものです。DOSとは Diskを使った Operating
System のことで当時は Disk としてフロッピを使
っていました。当初フローピ一枚に収まってい
た DOS はいまや CD-ROM でないと収まりきれ
ないくらいの巨大な OS の Windows 95/98/NT に
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変身しました。DOS ではシステム情報が
Config.sys と Autoexec.bat に集約されていたため
少しモノの本をかじれば隅々まで理解できたの
ですが、大変身をとげた Windows 95/98/NT では
制御の複雑さも様変わりで、システム情報とア
プリケーション情報を収めたレジストリなど、
プロの作った仕掛けかと疑いたくなるほどの見
通しの悪いスパゲッティ状態です。MS Office と
いった Application Software もファイル規模が巨
大になり、へたをすると Windows と MS Office
だけで内蔵 HDD の大半を占め兼ねないといった
事態です。

インタネットを使っていると知らない内に訪問
済みページのコピーが HDD キャッシュに保存さ
れたり、作業用に使った一時ファイルを消さず
にプログラムを終了する行儀の悪いアプリケー
ションがあったりして不要ファイルが HDD に山
のように溜まったりすることもあります。新し
いアプリケーションをインストールするにつれ
て起動時間が延びてしまったり、標準セットア
ップで日頃使用しないアプリケーションが自動
的にインストールされてしまった結果、起動終
了のたびにその情報が記録されファイルが巨大
化してゆくと共に、この読み書きのため、徐々
にパーフォマンスが低下したりといった事態も
起こります。このように本人の知らない内にど
んどんHDDの容量が食いつぶされて行きますが、
一般ユーザは何が起こっているかわからず、お
店の勧めによって増設 HDD や新規マシンを買っ
てしまうこともある様です。このあたりに必要
以上の大容量 HDD が希望されている事情が有る
のかも知れません。HDD 業界から見れば有り難
い現象ですがあまり誉められた話ではありませ
ん。誉められないといえば、バグ満載を承知で
Software を販売しておきながら、後でサービスパ
ックと称しバグ・フィックスを無料配布すると
いったプロにあるまじき事態も憂うべき事の一
つでしょう。

このような状態の中で UNIX 系 OSの一種である
無料の Linuxが台頭してきました。無料・軽快か
つ良質のため Windows を脅かす可能性が注目さ
れ始めています。UNIXはもともと AT & Tの Bell
研でコンパクトな OS として開発されたものでし
たが C 言語という移植性の良い言語で書かれて

いたこと、大学にはソースコードを無償で配付
したこと､全てのデバイスをルートディレクトリ
の下の Tree 構造で一元管理するコンセプトが優
れていた等の理由で大学関係、ワークステーシ
ョン関係、ネットワーク環境で普及しました。
その後AT&Tは純正UNIXを有償としましたが、
所有権に触れない様にした UNIX 互換の OS と
して多くの兄弟が育ちました。Linux もその一つ
で、パソコン上で軽快に動く事を特徴とした OS
で す 。 フ ィ ン ラン ドの Linus B. Torvalds
（torvalds@kruuna.helsinki.fi）さんなどが開発し
て無償で配布しており、ソースコードもコンパ
イル済みのバイナリーも自由に利用できます。
これは多くのボランティアが自分達の手作りの
プログラムや説明書執筆を無償で提供している
ためです。Linux は基本的には OS の中心となる
カーネルと呼ばれる部分だけで、フロッピ 1 枚
に収まる位にコンパクトなものですが、周辺機
器を使うために別途開発されたドライバやアプ
リケーションソフトウェアを追加した数種のパ
ッケージも配布されています。殆どのパッケー
ジはネットワークを通して自由に入手できます
が CD-ROM として（実費程度）で配付されてい
るものもあります。ドライバ等を全部含めると
大きくなってしまい、すべてをダウンロードす
るには時間がかかるためです。Linux ではボラン
ティアの努力でパッケージ化が進んでいるため
に「インストールが楽」であり、さらに「文書
や参考文献が豊富」という特徴が有ります。X-
Windowsといって Windows そっくりな GUI 窓を
使えるようにできるパッケージもあります。マ
ルチタスク OS ですのでＧＵＩ窓の横に、別の窓
を並べて別の作業をさせる事も可能です。また
高度のマルチユーザ OS なので同一マシンで同一
HDD を使ったとしても他人のファイルを全く見
えなくする事も可能です。（Windows の場合、同
一マシンなら別名でログインしても他人のファ
イルの中身を読める様にできます。） 参加して
いるボランティアの数のせいか、Mac 系マシン
より IBM PC互換機系マシンの方がドライバやア
プリケーションソフトウェアの点で充実してい
る様です。LinuxとWindowsはファイルを相互に
読み書きできるのでマルチブートとしておき、
目的に応じて使い分ける事も可能です。

Linuxを HDD から立ち上げるためには、HDD に
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専用のパーティションが必要となります。その
パーティションの中をさらにルート領域・スワ
ップ領域・その他に分けて使用する事が普通で
す。既存の HDD のパーティションを切り直して
使う手も有りますが、普通は記録済み情報が全
て無効となりますので作業前にバックアップし
ておく事が必要です。情報を無効にせずにパー
ティションを切り直してくれる市販ユーティリ
ティも有りますが操作に失敗すると情報を失っ
てしまいますので念のためにバックアップして
おく方が良く、結局バックアップを取ることに
なります。そんな事をするよりは、新しい HDD
を買って来て増設する方が安全だし、手っ取り
早い上、総容量も増えますので個人的には増設
を最も推奨します。（このように考える人もきっ
と多い筈ですので）Linuxの進展と共に増設 HDD
の売り上げも増加するのでは無いでしょうか。
業界発展のためにそうなってほしいと願ってい
ます。私の場合は自宅のマシンで Linuxを楽しむ
ために、増設済み HDD の殆どを Linux 用に割り
当てました。DOS 環境と共用したかったので、
この HDD の或るディレクトリを Linux 専用に割
り当てて FDD から立ち上げています。動作は軽
くて快調です。

バックアップに関して少し触れましたが、HDD
売り上げに関してはこれも重要な要素です。仕
事上のデータは本当に貴重なものなので、私は
業務用には同じ情報を 2 台に重複して記録して
います。いわゆるミラー化です。大昔の失敗に
懲りて、それ以降はミラー化しているのです。
当時、フロッピ上のファイルをオペミスで壊し
てしまい、（何気なくリターンキーを押したらせ
っかく作ったファイルが消えてしまいました）
ユーティリティも不満足な時代でしたので FAT
を解析し、手動で繋げて、繋げて、繋げて･････
どうやら復元できたのですが非常に長時間を要

しました。

HDD が格安になった今、可換媒体にバックアッ
プするよりもコンパクトで、しかも高速な HDD
でのミラー化が最もお推めです。ミラー化には
高速動作が不可欠で HDD が最適です。皆さんも
バックアップの重要さには異論がないと存じま
す。この目的のために多くのユーザがミラー化
を開始され、2 台ずつ HDD を使って頂ける様に
なっただけで売り上げは倍増します･････。ミラ
ー化といっても特殊なソフト無しの手動コピー
実行を一日一回程度でも実用上は十分です。

もう一つ HDD のうまい使い方を紹介します。最
近の HDD の容量増加は実質的に年間に 2 倍に近
い伸び方で、しかも価格は据え置きです。そこ
で私は数年おきに新しい HDD に入れ替える様に
しています。その時古いドライブの内容をそっ
くり圧縮して新しいドライブの一部に記録し一
種のアーカイブとしています。3世代も前の HDD
容量なら圧縮無しでも新 HDD の 2 割程度です。
圧縮すれば 1 割にも満たなくなります。こうし
ておけば古い情報も必ず残ります。必要なとき
にはいつでも取り出せる上、邪魔にもなりませ
ん。勿論ミラー化もしてあります。皆さんも試
されてはいかがですか？余った昔の HDD は
Windows のスワップ専用 HDD に割り当てると全
体のパフォーマンスが上がるため、捨てずに再
利用が可能です。

HDD 売り上げ拡大につながる（かもしれない）
話題を提供し、巻頭言と致します。

（本稿は富士通の見解ではなく個人的見解で
す。）
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MMMMicro Wavinessicro Wavinessicro Wavinessicro Wavinessの測定と評価の試みの測定と評価の試みの測定と評価の試みの測定と評価の試み

原　精一郎、柳　和久
長岡技術科学大学

１．はじめに

ヘッドスライダの浮上高さは HDD の発明以来減
少を続け、現在では 20nm 程度にまで達してい
る。ヘッドスライダとディスクの接触を避けつ
つ浮上高さを減少させるにはディスクの表面が
平坦で粗さが小さいことが必要である。現在、
表面粗さはÅレベルまで達しているにも関わら
ず、スライダとディスクのが接触し、浮上高さ
が低減できないという事態が発生している。こ
れはディスクの振動に加え、粗さに比べて波長
の長い表面形状成分に原因があると考えられる
ようになってきている。

表面形状計測学において、粗さに比べて波長の
長い形状成分はうねり（Waviness）と呼ばれ、通
常は波長約１mm 以上の成分を指している。しか
しながら HDD の分野においては、問題となる波
長はヘッドスライダのサイズに基づき 1mm 以下
であるとされ、そのようなうねりは、「Micro
Waviness」と呼ばれる。

本報告では以上のような現状をふまえ、ディス
ク表面のマイクロウェービネスを測定し評価す
る方法について、いくつかの装置を比較すると
ともに、製作した「円周方向表面うねり形状測
定器」について紹介する。また、この装置で得
られた表面形状を評価する方法として、ヘッド
スライダのサイズを考慮した波長帯域の分割と
パラメータ化を行った。

２．Micro Wavinessの測定方法

ディスクの Micro Waviness の代表的な測定方法
は以下のとおりである。

１）光干渉方式

ディスク全体に平行光をあて光波干渉を利用し
てディスク全体の形状を得る方式である。測定
は数秒で終了するためにディスク全体から欠陥

を発見するためには非常に有効な方法である。
ただし現在では干渉像を得るために CCD を利用
しており、そのため横方向の分解能に限界があ
り測定可能な波長帯域が制限される。

２）非接触変位計＋ディスクの回転

ディスクを高速で回転させ、レーザなどを利用
した非接触変位計で形状を読みとる。この方式
は、ディスクの動的な特性を知るためには有効
な方法であるが、回転に伴う振動の影響が大き
く、純粋にディスク表面のうねりを得ることは
困難である。

３）表面微細形状測定器（表面粗さ計）

接触式と非接触式があり、前者はダイアモンド
の触針、後者は Hiposs 等のレーザを応用した変
位計を用いる。測定速度が遅いため測定に長時
間かかり、三次元的なデータを得ることは実用
的でない。また接触式では被測定面を傷つけて
しまうという問題がある。

３．円周方向表面うねり形状測定器

物理的な接触を引き起こす機械的な表面と、光
の反射面である光学的表面は必ずしも一致しな
い。スライダとディスクの接触を問題とする場
合、接触式の変位計を用いて表面形状を測定す
ることが望ましいと考えられる。また、うねり
測定のような長い測定長を必要とする場合に
は、ディスクを回転させながら円周状に測定を
行うことが望ましい。

以上のことを考慮し「円周方向表面うねり形状
測定器」を作成した（図 1、図 2）。この測定器
は、DC サーボモータとプーリーを利用した駆動
系により極低速回転で回転する静圧エアスピン
ドル上にディスクを固定し、触針式の変位検出
器によって測定を行う。なお、図中のレーザ変
位計と傾斜補正テーブルはディスクの水平出し
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に使用するためのものである。

図 1　円周方向表面うねり形状測定器

図 2　円周方向表面うねり形状測定器の構成

４．測定結果

測定結果にはディスクの傾斜の影響が sin 波とな
って現れるため、これを最小二乗法によって取
り除いた。また波長が短い粗さ成分はカットオ
フ波長 25μm のガウシアンローパスフィルタを
かけることによってノイズ成分とともに除去し
ている。測定条件を以下に示す。

・測定長 →　12.5mm
・測定速度 →　20µm/sec
・触針先端径 →　10µm
・荷重 →　0.2mN（0.02gf）
・サンプリング間隔 →　約 2µm

以上のような条件で、測定器の精度確認のため
にオプティカルフラットを測定したとき、15mm
にわたって振幅は 2nm 以下であった。ただし、
この誤差の大部分はオプティカルフラットの形
状誤差であると考えられる。なお、繰り返し性
（Repeatability）は 0.5nm以下であった。

このうねり測定器を用いて製造年代の違うメデ
ィア 4 種（古い順にサンプル 1～4）の測定を行
った。測定された表面形状の結果の一例を図 3
に示す。

図 3　測定されたうねり波形

５．パラメータによる評価

・うねり波長の提案

測定された磁気ディスクの表面形状から、うね
り成分を抽出するためには、うねりの波長帯域
をどのように決定するかが重要である。スライ
ダとディスクの接触という問題では、スライダ
のサイズが重要な要因になると考えられる。そ
こで、波長が短い方から

　表面粗さ　（波長：25μm以下）
　ヘッドスライダのサイズ以下のうねり
　　　　　　（波長：25～250μm）
　ヘッドスイダのサイズに相当するうねり
　　　　　　（波長：250μm～2.5mm）
　それ以上の形状偏差
　　　　　　（波長：2.5mm以上）
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という 4 つの成分に分離して考えることにする。
分離のためのフィルタはカットオフ波長が 25、
250、2500μmのガウシアンフィルタを使用した。
この方法によって形状成分を波長帯域ごとに分
離した結果を図 4に示す。

図4　帯域に分離したうねり波形
（サンプル2）

・パラメータ化

JISでは、表面粗さを JIS B 601-1994によって、
表面うねりを JIS B 0610-1987 によって規定して
おり、これらのパラメータは縦方向（振幅方向）
のパラメータと横方向（波長方向）のパラメー
タに分類される。振幅方向のパラメータとして
は、一般的に広く使用されていことを考え、算
術平均うねり：Wa を採用した。また、波長方向
のパラメータとしては、頂上の間隔が接触問題
と大きく関係すると考え、図 5 に示す局部山頂
の平均間隔：Sを採用した。

図 5　局部山頂の平均間隔 S

図 6 にサンプル 1～4 の製造年が異なるディスク
の算術平均うねりの計算結果を示す。うねりを
波長帯域に分ける前（区間 1）では、サンプル 1、
2 には差がないが、短い波長のうねり（区間 2）
では、サンプル 2 のうねりの値が大きく下がっ
ている。また、サンプル 3 と 4 についても波長
帯域に分ける前（区間 1）ではほぼ同じ値になっ
ているが、区間 2 と 3 でサンプル 4 のうねりが
小さくなっていることがわかる。

図 6　算術平均うねり：Wa

次に局部山頂の平均間隔の計算結果を図７に示
す。なお区間 3、4 の S の値はグラフの表示の都
合上、それぞれ 1/10、1/100にして表示してある。
この図からサンプル 1 がその他のディスクとは
異なった波長特性を持っていることを読みとる
ことができる。
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図 7　局部山頂の平均間隔：S

以上で示したように、うねり形状を波長帯域に
分けてパラメータで表示することにより、ディ
スクのうねり（MicroWaviness）の特性をより詳
しく把握することが可能であることがわかる。

６．光学的な測定方法な測定方法との比較

最後に、光学的測定方法（Opti Flat：Phase Shift
Technology 社）と本測定器の比較を行った結果
を示す。Opti Flatの測定可能な最短の波長は、CCD
の解像度のため 400μm に制限されている。その
ため両者が同じ伝達特性を持つよう、うねり測
定器のデータに 400μm～4mmのバンドパスフィ
ルタを適用し、Opti Flat はハイパスフィルタを
4mm にセットして測定を行い Wa の値を比較し
た。ここで、Opti Flat の場合 Waはディスク全体

の三次元形状から値が計算され、うねり測定器
は一本の断面曲線から計算されるという違いが
あるが、その影響は無視している。その結果を
図 8 に示す。両者の値に差はあるが、結果には
非常に良い相関がある。光干渉法による Micro
Waviness 測定は、観察可能な波長帯域をよく考
慮したうえで、その測定結果を使用する必要が
あるといえる。

図 8　光学式の測定装置との比較

７．おわりに

ディスクの Micro Waviness を測定するために円
周方向うねり測定器を製作し、そこで得られる
データの処理方法について述べてきた。本測定
器の弱点は、測定速度の遅さから測定長が最大
でも数 cm の一断面の測定に限られ、また被測定
面を傷つけてしまうことである。ただしこの場
合でも、6 章で示したように、他の測定器の測定
データを検証するという目的に有効に使用する
ことが可能である。

今後は浮上高さやフライアビリティのデータと
の相関を調査しつつ、カットオフ波長の選択法、
パラメータ化の方法などについて検討を進める
予定である。
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AAAA New Generation System for  New Generation System for  New Generation System for  New Generation System for ESD Stress and Analysis of ESD Stress and Analysis of ESD Stress and Analysis of ESD Stress and Analysis of MR HeadsMR HeadsMR HeadsMR Heads

Chris Moore
（Integral Solutions International）

As magneto-resistive (MR) head technology matures there is a growing need to evaluate the susceptibility of these
devices to electro-static discharge (ESD) stress.  The trend towards increasing the areal density of disk drives has
resulted in a decrease in the geometry of the MR read element.  This decreased geometry makes the read element
more sensitive to ESD damage due to joule heating.

Another area of growing concern is the ability to detect ESD damaged heads in a production environment.  Early
detection means that there is less chance of running damaged heads through any or all of the production cycle.
This can provide a significant reduction in cost.

Historical Solutions

Historically the ESD characterization of MR heads has been a cumbersome process.  The requirement that the
MR head be first subjected to ESD stress and then analyzed has traditionally meant that ESD stress systems as
well as a MR analysis system were both needed.  These two components were generally utilized in one of two
methods.  The first configuration was to leave the two as separate systems.  This meant that there were two
steps required for each ESD stress point.  First the MR head had to first be taken to the ESD stress system and
subjected to a single ESD event.  Then the head had to be returned to the MR analysis system in order to
determine whether there were any electrical or magnetic changes due to the ESD stress.  Significant drawbacks
to this system are clear.  The need to handle the head meant that there always existed the possibility of
introducing uncontrolled ESD transients or other undesirable events to the head.  Thus the results which were
observed on the analysis system might not accurately reflect the response of the element to the controlled ESD
event.  Another significant disadvantage of this system was cycle time.  The characterization of a single head
could take many hours.

The obvious solution to this set of disadvantages is to somehow connect these two systems.  The method of
connecting which has most traditionally been utilized is to use a cable to stretch from the ESD stress system to the
MR head mounted on the analysis system.  While this method reduces the likelihood of uncontrolled ESD
transients, it also introduces new problems.  One problem is protecting the analysis system electronics from the
ESD signal being injected into the head.  In this configuration, either manually switching between ESD stress
and analysis connections or the development of a custom hardware interconnect is necessary to protect the
analysis system.  Another problem is that the length of the interconnect cable almost certainly means that the
waveform seen by the head has been significantly distorted.

Next Generation Solutions

A more recent solution to this problem has been introduced by Integral Solutions International (ISI).  The
addition of an ESD stress system to their currently existing quasi-static tester means that more comprehensive
system integration is now possible.  This provides the advantage of fully integrated controlling software resulting
in the ability to characterize a single head in minutes.

As an example, Figure 1 shows the results of the ESD characterization of a MR head.  The graph is plotted real-
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time with the results of positive stress displayed towards the right of center and the results of negative stress being
posted to the left of center.  In this example the ESD voltage was swept from 20 volts to 90 volts in increments of
5 volts and then from 91 volts to 120 volts in increments of 1 volts.  Since at each voltage level the head was
stressed at both a positive and a negative stress the total number of stress points was 88.  This characterization
took a total of 523 seconds or 8.7 minutes.

Figure 1.  Sample ESD Results

In figure 2 we notice an interesting phenomenon.  At about 45 volts there is a sudden reversal in both peak-to-
peak amplitude and asymmetry.  What is interesting to note is that there is no change in measured resistance until
approximately 80 volts.  On the transfer curve plot the reversal in these values corresponds to a reversal of the
slope of the transfer curve.  The relationship between the magnetic failure voltage and the electrical failure
voltage is described by Dr. Al Wallash of Quantum Corporation using the term “Magnetic Failure Ratio” (MFR).
The MFR is described as the ratio of the magnetic failure voltage to the electrical failure voltage and is included
as a standard measurement in the ESD Sweep Test.
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Figure 2.  Example of  Amplitude and Asymmetry reversal due to ESD Stress
and the associated transfer curves

Below are some typical values of the MFR for various types of heads.

AMR Heads: 95%
PlMn (Platinum Manganese): 95%
FeMn (Iron Manganese): 35%

These values help to underscore the importance of ESD characterization of the MR element.  Electrical
resistance is insufficient as a means of determining whether the head has sustained magnetic degradation as a
result of an ESD transient.

Enhanced System Capabilities

Greater system capability is now available since the ESD stress system is part of a larger quasi-static test
environment.  ESD analysis is performed at the HGA level.  However, the system also has the ability to perform
quasi-static measurements at the HSA level.  With a gap size of 1.31 inches and a field uniformity of 1% across
the entire gap height, the magnet is capable of testing most of the headstacks being produced in today’s market.
This capability is currently being utilized in a study being performed by Dr. Al Wallash entitled “ESD Testing of
Head Stack Assemblies Used in Magnetic Recording Hard Disk Drives”.  In this study Dr. Wallash is injecting
ESD transients into the HSA connector pins and then performing quasi-static measurement on the individual
heads of the head stack to monitor electrical and magnetic changes.

Also integrated into the ISI system is a closed-loop temperature control module or “Hot Finger”.  This provides
the ability to heat from 1 to 8 heads up to 250C while performing quasi-static measurements.  A study currently
under way by Chris Moore and Dr. Al Wallash is “ESD Testing of MR Heads at Elevated Temperatures”.  This is
a study of the ESD failure points of PlMn MR Heads at various temperatures.
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An additional study being performed by Dr. Wallash is “Thermal Stability Testing of GMR Recording Heads”.
Which is a discussion of the use of the Integral Solutions QST-2001 and “Hot Finger” to investigate the magnetic
behavior of GMR Sensors at temperature.

The ISI 8x option allows the testing of up to 8 MR heads at temperature.  This system was developed in
conjunction with Dr. Chung Lam of Read-Rite Corporation.  The goal was the development of a system that
could replace oven testing of heads with a more sophisticated analysis system capable of providing long-term
characterization of heads.

New Concepts in Production

Some additional capabilities provided by the ISI system are appropriate for both the engineering and production
environments.  The ability to test at the HDA level provides the opportunity to track the individual performance
of a head from the starting at the HGA level and ending with the head in a completed HDA.  Changes in the head
performance can be noted and studied.

Additional production support is provided by a complete set of static tests.  These tests are designed to verify the
integrity of the HSA flex cable, preamp chip, and voice coil.  Software support for production is available at the
HSA, HGA, and HDA levels as well.  Correlation studies have been performed between the ISI QST system and
the Guzik dynamic testers.  At the HGA level with a sample of only 12 heads the peak-to-peak amplitude
correlated with an R2 = 0.8 and asymmetry correlated with an R2 = 0.6.  It is felt that a larger population would
produce even higher correlation results.  A more significant study was done at the HSA level with 6 headstacks
each containing 6 heads.  For the population size of 36 heads the peak-to-peak amplitude correlated with an R2 =
0.93.

Finally, a new use for the ESD Stress system in a production environment has been suggested.  It has been noted
that the HBM waveform is very similar in nature to the “reset pulse” function currently being included in many
preamp chips.   The idea is to use the ESD Stress system as a “reset pulse” generator at the HGA level in
manufacturing.

The ISI QST-2001 Quasi-static Tester introduces a new set of opportunities for the study of ESD in both the
engineering and production environments.  As a tool for the ESD characterization of MR heads the system
provides a completely integrated solution for stress and analysis.  In the production setting the QST-2001 can be
used as a tool for monitoring ESD damage, identifying trouble processes, and as a true production platform for
MR heads from the HGA through the HDA level.
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技技技技術委員会報告（術委員会報告（術委員会報告（術委員会報告（99/199/199/199/1～～～～99/299/299/299/2））））

技術委員会　委員長　岡村　康弘
（株式会社　エムエーディスク）

１．各分科会活動状況

新年早々から、各分科会は予定通りに活動を開
始した。それぞれ、一斉に用語集編集に係わる
作業に着手している。

今回、技術委員会としては初めてのことである
が、大学のご提案を受けて分科会を大学で開催
した。学生、開催地の地場事業体の方々という
普段参加頂けない方々の参加を得て、盛大に終
わった。今後の新しい運用法として、大いに参
考にしたいと考えている。

4 月 Diskcon 開催中の恒例の、 International
Chairperson's Meetingのスケジュールが14日10:30
～12:00於 Big Sight会場会議室と決まった。

以下の様に、技術委員会 co-委員長の退任、分科
会分科会長の交代があった。

技術委員会：co-委員長の中山正之氏（Sony）は、
第一工業大学に赴任されるということで co-委員
長を退任された。

ディスク分科会：分科会長の井上俊雄氏（三菱
化学）は社内人事異動で転出されたため、白土
正之氏（三菱化学）へ交代され、co-分科会長は
福井利安氏（住軽金）となった。

コンタミ分科会：分科会長の岡村康弘（エムエ
ーディスク）から吉岡伸晃氏（NEC）、co-分科会
長の藤本敏夫氏（東芝）へ交代された。

１）コンタミ分科会

1 月 8 日に会合をもった。参加者は 20 名であっ
た。今回は、用語集編集に係わる作業に特化し
た。IDEMA の諸活動に見られる用語を洗い出す
ことに重点をおいて、分野別に分担し、出てき
た約 200 語を対象に一語一語採否を検討した結
果 100余を抽出した。

２）テスト分科会 次回開催：4/9

2月 5日に第 4回の分科会を開催した。前半に、
用語集関連、後半にワークショップを持った。
参加者は 20名であった。

用語集関連では、テスト、電気回路分野の予め
用語集編集委員会で抽出済み用語の洗い直しを
中心とする作業を行った。テスト関連の用語が
少なすぎるので昨年度の用語解説集のを追加す
ることを決めた。

後半、GMR ヘッド信頼性 WG/測定法 WG 共同
で、下記 3題のワークショップを持った。

・ CDM Testing for GMR Head
　Dr. Bernard Hall
（VP Engineering and R&D, Oryx Instruments Corporation）
・ A New Generation ESD Stress System for GMR

Head Testing
　Mr. Chris Moore（Integral Solutions Int'l）
・スペアナによる S/N測定の基礎とヒント
　柳本吉之氏（日本 HP　電子部品計測事業部）

最初の 2件は、米国で GMRヘッドの擬似静特性
試験、ESD 試験の標準になりつつある試験法の
紹介であり、講演後の Q&A も活発に行われた。
最後の柳本氏の講演は、分かりやすい解説で大
変有意義であった。（会議議事録より抜粋）

３）ヘッド分科会 次回開催：3/24

1 月 20 日に分科会を開催した。前半に用語の洗
い直し作業を、後半に「高周波 NLTS における
ライトヘッド特性の影響」「今後のヘッドテスタ
ー関連設備の動向」についてワークショップを
持った。参加者 22名であった。

４）ディスク分科会

2月 5日、長岡技術科学大（機械系、柳教授）の
ご好意で当地で開催した。協会からの参加者 13
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名の他に、田中教授他の先生方、大学生、地場
企業からの参加者を含め 50 名程度の規模で行わ
れた。

一部では、Microwaviness WGの研究発表として、
「磁気ディスクうねりの測定と評価」と題して、
原先生（長岡技術科学大）のお話を頂いた。研
究室で独自に設計製作された測定装置の特徴（傾
斜除去機能他）、これを用いての、サンプルディ
スクの評価結果の紹介があった。尚、本号に論
文掲載されておりますのでご参照頂きたい。二
部では、WG サブリーダーの佐藤元治氏（神戸
製鋼所）の学位論文公聴会に参加させていただ
いた。三部（懇親会）は、長岡駅に近い然る料
理屋で有志懇親を深めた。

４）用語集編集委員会

2月 10日に第 3回を開催した。各分野間の調整、
今後の課題の確認を行った。

・各分野毎の用語を総合 Excel list 作成を急ぐ。
そして、要調整ヶ所の有無を確認した。

・ 2 月末までに、用語解説 format の設定、原稿

作成要領書を作成する。
・原稿料は、理事会に計ることとした。
・可能なところで、各分野毎に作業を開始して
いただく。

いよいよ、これから実作業に入るので会員各位
の積極的ご協力をお願いしたい。連絡は極力 E-
mail で済ますこととし、必要があれば 4 月中旬
頃に次回の会議を持つ。

２．Diskcon が近いということは、ぼちぼち、次
年度活動計画を考える時期でもある。

日米の活動テーマ比較一覧表を添付しますので、
じっくり眺めて頂き、ご提案等頂ければと願っ
ている。

添付表：Standard Committee（USA）技術委員会
活動テーマ比較

なお、4 月 15 日ディスクフォーラムの昼食休憩
時間に日米の標準化委員会の活動報告が行われ
ます。
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Microcontamination Control   balloted(#210~219)

・Terminology  ・ Effect
・Test Methology  ・Contami Catalogue

部品への要求指針 N. Yoshioka/T. FujimotoN. Yoshioka/T. FujimotoN. Yoshioka/T. FujimotoN. Yoshioka/T. Fujimoto

・MTBF  ・Handling(#206)
・Emitted Shock & Vibration

Femto Slider   

  Future Initiative
　・Optical Inspection ・Suspension Microactuator
　・MR/GMR Head  Definitions  ・Handling

・Dimension   ・Bond Pad Location
・Center/Side Rail Transducer Loc. Std.
・Alternative Sub.　・Rowbar/Carrier

Femto Slider

84mm  balloted

・Microwaviness　・Media Handling
・Disk Lube Thickness(Task Force)
・Disc Magnetics(Task Force)       

Microwaviness     M. Hashimoto/M. SatoM. Hashimoto/M. SatoM. Hashimoto/M. SatoM. Hashimoto/M. Sato

･測定法、実態把握､影響度
Corrosion  H. WakabayashiH. WakabayashiH. WakabayashiH. Wakabayashi

ContaminationContaminationContaminationContamination
  Control  Control  Control  Control

Disk DriveDisk DriveDisk DriveDisk Drive

HeadHeadHeadHead

TestTestTestTest

Disk/SubstrateDisk/SubstrateDisk/SubstrateDisk/Substrate

技術委員会(日本）

today

SNR

Reliability  balloted(#206, 223, 224, )

Ｋ. KobayashiＫ. KobayashiＫ. KobayashiＫ. Kobayashi

M. ShiradoM. ShiradoM. ShiradoM. Shirado
co-:T. Fukuico-:T. Fukuico-:T. Fukuico-:T. Fukui

 N. Yoshioka N. Yoshioka N. Yoshioka N. Yoshioka
    co-: T. Fujimotoco-: T. Fujimotoco-: T. Fujimotoco-: T. Fujimoto

99999999

         EHS         EHS         EHS         EHS
Environmental, Health & SafetyEnvironmental, Health & SafetyEnvironmental, Health & SafetyEnvironmental, Health & Safety

 T. Suzuki  T. Suzuki  T. Suzuki  T. Suzuki 
    co-:K. Hatakeyamaco-:K. Hatakeyamaco-:K. Hatakeyamaco-:K. Hatakeyama

GMR ヘッド信頼性

AMR/GMRヘッド測定法

Workshop

・Head Substrate Trend
・Throat Height Lapping
・High Frequency Head Tech.

HDD &StorageHDD &StorageHDD &StorageHDD &Storage
 Dictionary Dictionary Dictionary Dictionary

・Dimension

技術委員会/Standard Committee、日米対照表
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1111999999999999年年年年 1111 月クォータリセミナ報告月クォータリセミナ報告月クォータリセミナ報告月クォータリセミナ報告

理事　牧野　駿彦
（日本電気株式会社）

本年最初のクォータリセミナが、「1999 年　磁気
ディスク業界の動向と各社の年頭の抱負」と題
して 1月 22日に虎ノ門パストラルで開催された。
今回は講師や協会理事などを含めると 212 名の
多数の参加申し込みがあり、従来よりも大きな
会場で行われた。セミナ後の金子協会会長の挨
拶にもあったように、今回の講演テーマは業界
の関心事を”てんこ盛り”にしており、お買い
得の内容であったことがこのように多数の参加
に結びついたと考えられる。

セミナは以下の 3部構成でおこなわれた。
第第第第 1 部部部部：「 Transforming the waste land: Recent

development in the Rigid Disk Drive Industry」
第第第第 2 部部部部：「急展開するデジタル放送－ＩＳテレビ

とホームサーバー」
第第第第 3 部部部部：ドライブ、ヘッド、メディアの国内有

力企業の事業戦略

以下に各部の講演内容をご紹介する。

第 1 部：「 Transforming the waste land: Recent
development in the Rigid Disk Drive Industry」
by John Monroe, Chief Analyst, Dataquest

HDD 業界の動向と今後の市場予測とともに、今
後の技術動向、最近の新製品発表などの最新動
向の紹介がされた。HDD は今後も主要なストレ
ージであるが、業界が繁栄するには過去の供給
過剰時の教訓に学んで適正な需給状況を作りだ
すことが重要だとの指摘であった。

第 2 部：「急展開するデジタル放送－ＩＳテレビ
とホームサーバー」

NHK放送技術研究所：沼澤部長
HDD の用途として注目されているディジタル放
送の動向についてこれまでの技術の進展と最近
の動向について説明された。ホームサーバーで
動画をサポートするためのストレージ機器とし
て HDD、テープ、OD を取り上げ、それぞれに
要求される条件が示された。

第 3 部：ドライブ、ヘッド、メディアの国内有
力企業の事業戦略

このセッションは国内の主要関連メーカである
以下の 4 社の事業責任者の方々から各社の戦略
について紹介があった。4 人もの事業責任者が一
堂に集まり、順次講演される例は非常に希な事
なのでセミナに参加された方々からも好評をい
ただいた。

①「IBMの HDD事業戦略」：井野理事
MicroDrive のディジタルカメラへの応用を例に
挙げながら、HDD の利用面では要求される容量
に限界はなく、今後もスーパーパラマグの記録
限界を押し上げながら大容量化と小型化が進む
との方向が示された。さらに、ホログラフィー
など、将来技術にも取り組んでいることが紹介
された。

②「富士通の事業戦略」：三浦主席部長
CAPSや SFSなどの独自技術や、スーパーパラマ
グへの取り組みの紹介があり、研究開発強化、
製造体制の拡充などの事業拡大方針が示された。
冒頭、1990 年前後のトップディシジョンによっ
て今日の同社 HDD 事業の急成長がもたらされた
との裏話の紹介があり、興味を引いた。

③「TDKのヘッド事業戦略」：江﨑常務取締役
磁気ヘッド開発上の課題と同社の取り組み方に
ついての方向が示された。高密度化の進歩が加
速されることによって、開発から生産までのサ
イクルタイムが 2 か月以下になりつつある現状
と今後の展望を自筆の絵を交えながら紹介され
た。

④「三菱化学のメディア事業戦略」：小林事業部長
同社のストレージ用メディア（HDD, OD, FD, テ
ープ）事業と、各メディアの事業展望が紹介さ
れた。さらに、HDD 用メディアと次世代 OD 製
品に関する高密度化の施策について説明された。
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DDDDiskcon Japan iskcon Japan iskcon Japan iskcon Japan ’99999999開催のご案内開催のご案内開催のご案内開催のご案内

4月月月月 14-16日は日は日は日は DISKCON JAPAN '99です。お見逃しなきようご来場をお待ちしております。です。お見逃しなきようご来場をお待ちしております。です。お見逃しなきようご来場をお待ちしております。です。お見逃しなきようご来場をお待ちしております。

今年のディスコンジャパンは 4 月 14 日から 16
日の三日間、昨年同様東京ビッグサイトで開催
されます。会場は西 3 ・ 4 ホールにてインフォ
ーメーション・ストレージ・ジャパンとの併催
となります。この不況下におきましてどの程度
の規模にて開催できるか懸念されましたが、幸
い皆様方の暖かいご支援とご協力によりまして、
昨年と同程度の規模にて開催できる見通しとな
り、感謝致しております。目下準備に追われて
おりますが、何とか皆様方のご期待に沿うよう
な展示会としたいと思っておりますので、是非
ご来場下さい。

関連行事の日程は下記の通りです。なお、講演
会などは、有料のものと無料のものがあります
ので、お間違えないようお願い致します。有料
のものは事前登録が必要ですので、早めにお申
し込み下さい。また、今年は、昨年来好評で開
催回数を重ねております HDD 入門講座をディス
コン会期中に開催することと致しました。通常
の講座よりも大勢ご参加できますので、是非こ
の機会に展示会の見学を兼ねてご参加下さい。

一連の行事に関するお問い合わせは事務局まで
どうぞ。

会会会会議室開放に関するご案内議室開放に関するご案内議室開放に関するご案内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致します。お気軽にご利用下さい。

現在、事務局の会議室は理事会、技術委員会、ワークショップ、HDD 入門講座など、協会の活動の用
途にのみ使用しておりますが、地理的にも比較的便利な場所にあるため、空いているときには会員企
業にも使わせて欲しいとのご希望が寄せられておりました。

前回の理事会においてこの件が審議され、会員企業のお役に立つならば、それもよろしかろうとの、
結論に至り、ご利用いただくための要項を纏めました。

会議室の広さは約 20 坪、スクール形式で 30 席、□の字会議形式で 24 名程度、収容可能です。下記の
条件にて 3 月 1 日より開放致しますので、ご利用になりたい方は事務局までお申し込み下さい。申込
書をお送り致します。

☆　使用可能時間は午前 10時より午後 5時まで。
☆　会議室の予約はご使用日の前月 1日より次月分を受付けます。
☆　ご予約後はご使用の 7日前までに使用申込書を提出願います。
☆　その際に人数及び席の配置の形式をご指定下さい。
☆　ご使用料は時間単位にて 1時間当たり¥6,000を申し受けます。
☆　備品のご使用はホワイトボード、OHP、スクリーンは無料と致しますが、液晶プロジェクタは

1日当たり¥5,000、また、コピーは 1枚当たり¥6を申し受けます。
☆　飲食物の持ち込みはご遠慮願います。コーヒー、お茶の用意は致します。
☆　会議室内は禁煙ですので、喫煙の際はエレベータホールの専用灰皿の前でお願します。

以上ですが、これ以外の事項に関しましては事務局までお問い合わせ下さい。
お気軽にご利用いただければと思っております。
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業業業業界カレンダ界カレンダ界カレンダ界カレンダ

99年 3月 4日（木）-5（金）
電子情報通信学会
磁気記録研究会（光記録・情報記録材料）
開催地　名古屋大学
問合せ　田邊　隆也（NTT）
TEL：0422-59-2803

99年 3月 19日（金）
マイクロメカトロニクス学術講演会
開催地　中央大学理工学部（後楽園キャンパス）
問合せ　大隅　久（中央大学理工学部）
FAX：03-3817-1820

99年 5月 10日（月）-12日（水）
トライボロジー会議 ’99
開催地　機械振興会館（東京）
問合せ　日本トライボロジー学会
TEL：03-3434-1926

99年 5月 18日（火）-21（金）
INTERMAG Conference
開催地　韓国　慶州現代ホテル
http://intermag99.kist.re.kr/

IIIIDEMADEMADEMADEMA行事予定行事予定行事予定行事予定

99年 3月 12日（金）
HDD入門講座（第 11回）
開催地　協会会議室

99年 3月 24日（水）
ヘッド分科会
開催地　協会会議室

99年 4月 9日（金）
テスト分科会
開催地　協会会議室

99年 4月 14日（水）-16日（金）
Diskcon Japan ’99/ISJ ’99
開催地　東京ビッグサイト　西 3・ 4ホール

国際ディスクフォーラム ‘99
開催地　東京ビッグサイト

会議棟 1Fレセプションホール

ISJ記念特別講演会
開催地　東京ビッグサイト

会議棟 1Fレセプションホール

99年 4月 16日（金）
HDD入門講座（第 12回）
開催地　東京ビッグサイト

会議棟 1F、102会議室

IDEMA USA

99年 4月 20日（火）-21日（水）
Understanding ESD Symposium and Exhibition
Westin Hotel, Santa Clara, CA

99年 5月 5日（水）
Industry Analyst Roundtable Assessment
Westin Hotel, Santa Clara, CA

IDEMA ASIA PACIFIC

99年 3月 8日（月）
Asia Computer Storage Conference and Exhibition
Hotel Equitorial, Penang

99年 3月 10日（水）-12（金）
Asia Computer Storage Conference and Exhibition
Westin Stamford, Singapore

99年 3月 10日（水）
ESD Tutorial and Symposium
Westin Stamford, Singapore

99年 3月 13日（土）
ESD Tutorial and Symposium
Penang Development Center, Malaysia



Idema Japan News No. 29- 21 -

事事事事務局よりお知らせ務局よりお知らせ務局よりお知らせ務局よりお知らせ

広告募集広告募集広告募集広告募集　　　　IDEMA JAPAN NEWSは、各会員企業で磁気ディスクドライブに関する事業に直接携わる管理者、

技術者と協会が主催するコンファレンス、セミナ等の参加者及び大学関係者に配布しております。皆様の意

志を直接伝える事の出来る効果的な広告媒体ですので、ご利用ください。

募集要領

１．広告記載内容 ：企業及び製品、部品の宣伝を目的とするもの

２．掲載単位 ：半ページを 1掲載単位とする

３．広告掲載料 ：（会員） ¥150,000（1掲載単位) 年間契約　¥200,000

（非会員） ¥100,000 年間契約　¥400,000

４．発行部数 ：3,000部

５．発行日 ：奇数月の 15日、年 6回発行予定

Standards Binder　IDEMA USAでは STANDARDS BINDERの最新版を 1994年から丸 4年振りに発行す

ることとなりました。日米の標準化委員会にて討議決定されました 41 項目が掲載されております。今回は

すべて有料配布となります。販売価格は下記のとおりです。

会員 1部 18,000円 非会員 1部 10,000円

送料は協会にて負担させていただきます。

送付先データ変更事項送付先データ変更事項送付先データ変更事項送付先データ変更事項　当協会では活動の内容をご理解頂くため年 6 回の協会ニュースを発行し、特に技術

委員会での議題を中心に編集し、お手元にお送りさせて頂いております。しかしながら、発行部数も限られ

ていることでもあり出来るだけ希望される方々に読んで頂きたく、ご送付先を整備したいと考えております。

変更事項や新たに購読をご希望の方はご連絡下さい。

会員募集会員募集会員募集会員募集　　　　入会ご希望の場合、所定の用紙に必要事項をご記入の上、事務局までご送付下さい。理事会で審

議後、入会承認のご連絡と併せて資料及び年会費の請求書をお送り致します。年会費は下記のとおりです。

法人会員　年間 20万円 個人会員　年間 21万円

＊個人会員とは、原則として企業及び特定の団体、グループに属していない個人を以っ

て個人会員と呼び、入会にあたっては理事会の承認を得るものとします。

その他、お問い合わせは下記までお願い致します。

事務局長　杉浦：イベント等全般（E-Mail：XLZ01732@nifty.ne.jp)

　　　　　山本：技術委員会、会員企業管理、HDD入門講座等担当（E-Mail：XLZ01734@nifty.ne.jp)

　　　　　三浦：IDEMA Japan News、クォータリーセミナ等担当（E-Mail：XLZ01733@nifty.ne.jp)
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国国国国際ディスクドライブ協会会員際ディスクドライブ協会会員際ディスクドライブ協会会員際ディスクドライブ協会会員

（法人会員 50音順 111社)

秋田住友ベーク株式会社
旭コマグ株式会社
アダプテックジャパン株式会社
アネルバ株式会社
アヒコファインテック株式会社
アルプス電気株式会社
ウエスタン　デジタル　ジャパン株式会社
上村工業株式会社
エム・ワイ・ジー　ディスク株式会社
株式会社　オハラ
株式会社　完エレクトロニクス
オリエント測器コンピュータ株式会社
協同電子システム株式会社
株式会社　クボタ
株式会社　倉元製作所
ケーエルエー・テンコール株式会社
株式会社　神戸製鋼所
株式会社　交洋製作所
株式会社　相模オプト
株式会社　サンエイテック
サンコール株式会社
三徳金属工業株式会社
ジェネラルスキャニングジャパン株式会社
システム精工株式会社
シチズン時計株式会社
株式会社　島津製作所
ジャスタム株式会社
ジャパンゴアテックス株式会社
昭和アルミニウム株式会社
信越化学工業株式会社
神鋼商事株式会社
スピードファム株式会社
住友金属工業株式会社
住友軽金属工業株式会社
住友商事株式会社
住友スリーエム株式会社
住友特殊金属株式会社
セイコーインスツルメンツ株式会社
ゼオン化成株式会社
ソニー株式会社
ソニーケミカル株式会社
ソニー・テクトロニクス株式会社

大同特殊鋼株式会社
株式会社　タケシバ電機
ＴＤＫ株式会社
株式会社　東芝
東洋鋼鈑株式会社
東レ株式会社
戸田工業株式会社
長瀬産業株式会社
＊株式会社　南陽
日商岩井ハイテック株式会社
日商エレクトロニクス株式会社
＊株式会社　日製メックス
日東電工株式会社
日本アイオメガ株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社
日本板硝子株式会社
日本エー・ディー・イー株式会社
日本ガイシ株式会社
日本クアンタムペリフェラルズ株式会社
日本軽金属株式会社
日本ジェイ・ティー・エス株式会社
日本システムハウス株式会社
日本真空技術株式会社
日本テクノビュート株式会社
日本電気株式会社
日本発条株式会社
日本ヒューレット・パッカード株式会社
日本ポール株式会社
日本ミクロコーティング株式会社
日本メクトロン株式会社
日本レップ機構株式会社
株式会社　野村総合研究所
伯東バルザース株式会社
パシフィック・ダンロップ・ジャパン株式会社
浜井産業株式会社
原田産業株式会社
日立金属株式会社
株式会社　日立製作所
日立電子エンジニアリング株式会社
日立マクセル株式会社
ファイングラス･テクノロジー株式会社
フェーズ・メトリックス･ジャパン株式会社
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株式会社　フェローテック
フォステクス株式会社
富士通株式会社
富士電機株式会社
富士電気化学株式会社
藤森工業株式会社
古河電気工業株式会社
フロロウエア　インク
ＨＯＹＡ株式会社
松下寿電子工業株式会社
株式会社　マツボー
丸紅メタル株式会社
三菱アルミニウム株式会社
三菱化学株式会社

ミツミ電機株式会社
ミネベア株式会社
株式会社　メディア研究所
メルテックス株式会社
ヤマハ株式会社
山村硝子株式会社
Unique Technology International Pte. Ltd.
横河電機株式会社
ラップマスターＳＦＴ株式会社
＊リオン株式会社
リードライト・エスエムアイ株式会社
株式会社　レイテックス
ワイエイシイ株式会社

（個人会員 50音順 15名)

石崎　幸三 （長岡技術科学大学　教授）
小野　京右 （東京工業大学　教授)
逢坂　哲彌 （早稲田大学　教授)
島田　　寛 （東北大学　教授)
新庄　輝也 （京都大学　教授)
高橋　　研 （東北大学　教授)
田崎　三郎 （愛媛大学　教授)
田中　邦麿 （帝京平成大学　教授)

田中　絋一 （長岡技術科学大学　教授)
直江　正彦 （東京工業大学　教授)
中村　慶久 （東北大学　教授)
藤森　啓安 （東北大学　教授)
三矢　保永 （名古屋大学　教授)
柳　　和久 （長岡技術科学大学　教授）
綿貫　理明 （専修大学　教授)

＊印の方が新規に入会されました
（1999年 2月 26日現在)

国国国国際ディスクドライブ協会組織図際ディスクドライブ協会組織図際ディスクドライブ協会組織図際ディスクドライブ協会組織図
事務局 事務局長（委嘱）： 杉浦　達夫 IDEMA USA

　理　　事　　会 山本　明子、三浦　尚子
3255 Scott Blvd., Suite 2-

　　　会計 担当理事： 牧野　駿彦、百束　雄一 Santa Clara, CA 95054-3
TEL: 408-330-8100

 広報出版委員会 委員長： 尾上　信久 FAX:408-492-1425
会長　　　金子  　峻 (日本アイオメガ)
副会長　　菅沼　庸雄 (日立製作所）　　 会員管理委員会 委員長： 杉浦　達夫
副会長　　筧    　朗 (富士通） IDEMA ASIA-PACIFIC
監事　　　原田  英樹（日立金属テクノクス） 企画委員会 委員長： 菅沼　庸雄、Co：筧　朗、上村　洋海
専務理事　杉浦　達夫 （ﾌｫｰﾗﾑ／ｾﾐﾅｰ） 1 Goldhill Plaza, #03-35
理事　  　伊野　洋一（アネルバ） Podium Block; Singapore
理事　　  岡村　康弘（エムエーディスク） イベント 委員長： 杉浦　達夫 TEL:65-356-3992
理事　 　 尾上　信久（日本軽金属） 実行委員会 FAX:65-356-1340
理事 　   上村　洋海 (東芝）
理事　　  菊地　　茂（神戸製鋼所） 教育推進委員会 委員長： 山崎　秀昭、Co：佐藤　光一
理事　  　佐藤  光一 (日本アイ・ビー・エム）
理事　  　篠原　　肇 (日立金属） 研究推進委員会 委員長： 篠原　肇
理事　  　高塚　惠治（アルプス電気）
理事　  　鶴　　哲生 (日立電子ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）  技術委員会 委員長： 岡村　康弘
理事　    百束　雄一 (メディア研究所）
理事　    牧野　駿彦 (日本電気）   　ディスク分科会分科会長： 白土　正之、Co：福井　利安
理事 　 　山崎　秀昭 (日本ジェイ・ティー・エス）
理事 　   Joel Weiss (IDEMA USA）   　ヘッド分科会 分科会長： 小林　和雄

  　テスト分科会 分科会長： 鈴木　隆夫、Co：畠山　耕一

　　 Contamination Control分科会 分科会長： 吉岡　伸晃、Co：藤本　敏夫

　　 用語集編集委員会 分科会長： 岡村　康弘
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すでにご承知の通り、国際ディスクドライブ協会では WWW にホームページを開設しています。この
URL はhttp://www.idema.gr.jpです。姉妹組織である米国 IDEMA の URL http://www.idema.orgとも相互
にリンクしています。

現在、セミナ案内、技術委員会開催予定、HDD 初等教室開催案内、会員リストの頁等を掲示していま
す。会員リストのページではお申し出のありました会員企業のホームページへのハイパーリンクを張
って有ります。新しくリンクを張ることを希望される会員の方はその旨を事務局までお申し出くださ
い。次回の更新の際に反映いたします。

インターネットを用いたオンライン申し込みを 1 月のクォータリーセミナと HDD 初等教室から開始い
たしました。ワンタッチでお申し込みいただけますので是非ご利用ください。ホームページに関する
ご要望、質問等も事務局へお寄せ願います。

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


