
2000年年年年 3････4月　月　月　月　（隔月（隔月（隔月（隔月 15日発行　通巻第日発行　通巻第日発行　通巻第日発行　通巻第 35号）号）号）号）
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
http://www.idema.gr.jp

巻頭言巻頭言巻頭言巻頭言 「時代の節目」････････････････････････････････････････････････････････････････････ 2

技術委員会技術委員会技術委員会技術委員会 「HDD における熱揺らぎ現象のマネジメント」 合同分科会 WS より ･････････････････ 3

「SCSI HDD の市場動向と Ultra160 SCSI の概要」合同分科会 WS より･･･････････････ 7
研究推進委員会研究推進委員会研究推進委員会研究推進委員会 「すきま較正を不要としないヘッドディスクすきまの新奇な測定法」 ････････････ 11

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 各分科会活動状況･･････････････････････････････････････････････････････････ 18

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 1月クォータリセミナ報告・ 4月国際ディスクフォーラム予告 ････････････････････････ 19

DISKCON JAPAN 2000DISKCON JAPAN 2000DISKCON JAPAN 2000DISKCON JAPAN 2000 等のご案内と行事予定等のご案内と行事予定等のご案内と行事予定等のご案内と行事予定 ･･････････････････････････････････････････････････････ 20

協会運営協会運営協会運営協会運営 会員リスト････････････････････････････････････････････････････････････････ 24

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ご 案 内 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
4月月月月 12日日日日（水）～（水）～（水）～（水）～ 14日日日日（金）　　　　　（金）　　　　　（金）　　　　　（金）　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京ビッグサイト　東１ホール
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詳細情報・オンライン申込みは http://www.mesago-jp.com/diskcon/に掲載中

DISKCON JAPANは第 8回目を数え、今年は新たに OPTICAL DISC PRODUCTION EXPOを併催し、
磁気ディスク装置のみならず光ディスクなどの記憶装置も包含した記憶装置関連の専門見本市として、新
たな展開を試みました。　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　＊詳細は P20以降をご覧ください。
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量的拡大は必至な一方、技術の進展と価格競争が激しいこの業界での一層の発展を目指した方針策定に、
非常に参考になる国際フォーラムです。

＊詳細は P19以降をご覧ください。

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

3月月月月 17日日日日（金）（金）（金）（金） 国際ディスクドライブ協会　  会議室
4月月月月 13日日日日（木）（木）（木）（木） 東京ビッグサイト　1階　101会議室　　　　　＊以降の予定は P23をご覧ください。

時間　：13:00～17:00（途中休憩あり）参加費：会員 10,000円　非会員 12,000円

ハードディスクドライブ用語集発行のお知らせハードディスクドライブ用語集発行のお知らせハードディスクドライブ用語集発行のお知らせハードディスクドライブ用語集発行のお知らせ
『ストレージ用語辞典』の 4月発売が決定いたしました。
 定価 4980円のところ、ご予約いただきますと、会員 4000円、非会員 4500円 です。
 予約特別価格は 3月 31日受付分までとさせていただきます。詳しくは、裏表紙をご覧ください。
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時時時時代の節目代の節目代の節目代の節目
副会長　上村　洋海（東芝）

　昨年のＨＤＤ業界は、記録密度の年率１００％
あまりの上昇が続く一方、売価の大幅な下落に
より、装置、部品メーカーとも収益の悪化に苦
しんだ。米国の株式市場では、ＨＤＤ業界は儲
からないという認識が定着し株価が低迷する一
方で、ネット関連産業株等が華やかに買われた
のはご承知の通りである。年末から今年の初め
にかけて、装置市場に回復感が出てきたものの、
価格の圧力は相変わらずで、またヘッドとメデ
ィアは装置内のパーツ・カウントの低減傾向と
いう構造的問題におちいり、設備能力の過剰感
は否めない。
　速い技術進歩へ対応するための開発と製造投
資が膨らみ、キャッシュ・マネジメントの観点
からすると、投資継続のためには収益の確保が
必須要件である。さもなくば、過去の遺産を食
いつぶしてゆくしかない。技術のシーズと市場
のニーズのギャップも思った以上に拡大してい
る。市場が何を望んでいるか改めて良く考えて
見る必要がある。また、既に製造の海外シフト
が定着している。安価な労働力、為替の影響緩
和、税のインセンティヴ等を求めて海外シフト
を始めたわけであるが、他の電子産業と同じよ
うに、これは一種の発展途上國への産業移転で
ある。これはこれで良いのだが、移転した方は
どうなるのであろうか？昨今の米国の状況を見
ると、日本でも将来似たようなことが起こらと
も限らないし、これを受け止める基盤が出来て
いるであろうか？いずれにせよ、厳しい生き残
り競争は続き、正に経営の資質が問われるとこ
ろであろう。
　サプライアー側に立つと大分悲観的トーンに
なってくるが、裏を返して見ると、こういう事
態はユーザー側にとって大変大きなメリットを
もたらす。ＨＤＤほど、安価で大容量、高速な
ストレージはまだ他にないし、当分出ないので
はないか！時代のキーワードになっている「デ
ィジタル、ネット社会、情報家電、-------　」で
はストレージは必須のデバイスであり、その中
でもＨＤＤが中心的地位を占めるのは間違いな
かろう。上記のような厳しい現状の中、新市場
の立ちあがりに大きな期待が寄せられるのは故

あることである。
新しい市場が開けるとともに、新しい問題、
課題も出てくる。いわゆるＮｏｎ ＰＣの世界で
は、ユーザー層、仕様環境、要求される性能、
価格、サービス等も今までの枠をはみ出たり、
違ったものになろう。ＨＤＤにとっては、大き
なチャレンジだが、これを乗り越えることによ
り、今まであったＨＤＤの弱点のようなものを
大きく減らせることになるかもしれない。何と
いっても速い、ランダムアクセス可能、大容量
というＨＤＤの長所がより際立ってこよう。
また、２１世紀はいわば環境問題の世紀
となるのは、目に見えている。日本でも家電の
リサイクル法が施行されたが、ＰＣが適用され
るのも時間の問題であろう。これから機器は３
Ｒ（Reduce、Reuse、Recycle）の観点を取り入
れて商品作りを考えてゆく必要がある。クリー
ンルームでの電力消費のようなことも効率化に
向けて真剣に取り組む必要が出てこよう。少し
前に、海外の Web サイトを見ていたら、「イン
ターネットは地球を温暖化から救う」という主
旨の報告書が、米国の環境専門家から出された、
というのがあった。ネットが流通のあり方を根
本的に変え、物理的空間がサイバー空間になり、
物理的な物の生成や移動が減ってエネルギー消
費が減少してゆくというのが論旨である。情報
量の増大、電力消費の増大等とのトータル・バ
ランスがどうなるかだが、もし本当なら「ＨＤ
Ｄが地球の温暖化を救う」という痛快な話にも
なる（？）
　ＨＤＤは、２１世紀初頭の２００１年にその
誕生から４５年目を迎える。そういうことも含
めて、今一つの時代の節目にさしかかっている
のではなかろうか？後１０年位は技術のシーズ
も出てこようが、その先はどうなるのであろう
か？性能アップの伸びが止まったからといって
世の中から消えてゆくものではなかろう。その
商品の効用が有る限り、世の中では使われてゆ
く。ＨＤＤを含めたストレージ・ビジネスが新
しい世紀に向けて、うまく舵を切ってゆくこと
を望みたい。
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SSSSCSI HDDCSI HDDCSI HDDCSI HDDの市場動向との市場動向との市場動向との市場動向と Ultra160Ultra160Ultra160Ultra160    SCSISCSISCSISCSIの概要の概要の概要の概要

吉岡　雄　（日本クアンタムペリフェラルズ）

 1. はじめに：

普段あまり取り上げられることの少ないインタ
フェース、且つその中でも ATA が主流の HDD
の市場で、あまり日の当たらないパラレル SCSI。
Sそのような状況下においてかすかに脚光を浴び
ているUltra160 SCSIを紹介いたします。
以下の内容は、昨年の 10 月 22 日にテストおよ
びディスク部会でのワークショップで行った、
「SCSI HDD の市場と最新のインタフェースで
ある Ultra160 SCSI の概要」の説明をもとにし
ています。

 2. ハイエンドHDD市場動向：

現在、SCSI インタフェースを搭載した HDD は
一般のデスクトップ PCで用いられることは少な
く、主にハイエンド向け(サーバー、RAID、メ
インフレーム、ハイエンドワークステーション
など)で採用されています。
SCSI High-end HDDの出荷台数状況をスピンド
ルの回転数について見た場合、全世界を対象に
したある調査データによると１昨年の 1998 年は、
10,000rpmが 10％、7,200rpmは 87％、5,400rpm
が 3％でした。1999 年に対する当初の予想はそ
れぞれ 26％、73％、0％でしたが、10,000rpm
の需要が後半にかけて高まったことによって、
途中で予想に修正が入り 10,000rpm が 37％、
7,200rpm が 73％に変更されました。また今年
2000年内には、10,000rpm以上(15,000rpm?) が
市場に登場すると予想され、その台数の比率と
しては 4％程度であり、10,000rpm が 58％、
7,200rpm は 38％となり、10,000rpm 以上が市
場の半数以上を占めると推測されています。こ
の高速化傾向の要因は、より高性能な HDD が
High-end 市場アプリケーションによって求めら
れる一方、ATA インタフェース HDD 市場での
変化もあげられます。それは、今まで 5,400rpm
が主流であったこの市場にパーソナルワークス
テーション(主にWindows NT)用途に高性能製品
を求める傾向が始まり、その結果 7,200rpm HDD
を登場させたこともあります。つまり、下位製

品からの押し上げとハイエンド市場アプリケー
ションからの要求と二つの要因があるようです。

日本クアンタム ペリフェラルズの昨年の調査で
は、1998 年の国内出荷の SCSI HDD の総台数
の内Ultra2 SCSI HDDはすでに 26.5%であり、
昨年は Ultra2 SCSI 以上の HDD がおよそ 60%
と予想されました。また、HDD のバス幅を見た
場合には、最近はWideが主流で Narrowはかな
り少なくなってきています。

最近、インタフェースとしては、Fibre チャネル
や IEEE1394 が脚光を浴びており、SCSI(より
正確には、パラレル SCSI)はやや時代遅れのよ
うな印象をもたれているかもしれませんが、相
変わらず進歩・改善がなされ、転送速度を上げ
てきています。ハイエンド HDDの市場で、Fibre
チャネルとパラレル SCSI HDD の台数の比率を
比較したデータをみると、今後数年間はまだパ
ラレル SCSIが主流であると予測されています。
Fibre チャネル HDD は来年 2001 年で、ようや
く全体の 30%に近くになるようですが、パラレ
ル SCSIの下位互換性を維持しながらの改善と進
化が続いており、過去の資産を維持する観点か
ら、ハイエンド市場ではパラレル SCSIは今後も
採用が活発とみられています。Fibreチャネルは、
このハイエンド市場の中でもさらに大規模シス
テム向けに採用され始めてきてはおりますが、
デバイスのインタフェースというより、
SAN(Storage Area Network)の分野でサブシス
テム間を接続するインタフェースとして取り上
げられることも多いようです。

高速な SCSI バスへの要求は、HDD 自体のデー
タ転送速度が毎年増加するため必然的に起きて
きています。最近の SCSI HDD の最大サステイ
ンドスループットは、7,200rpm では 30MB/sec
程度、10,000rpmでは～40MB/sec程度です。市
場における SCSI HDD の採用状況を見ますと、
プラットフォームの規模にもよりますが、通常
サーバー環境では複数台(３台以上)搭載されてい
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ます。パラレル SCSI バスのデータ転送能力と
HDD のデータ転送速度の関係は、普通、HDD
４台分と SCSIバスの転送速度の比較で考慮され
ることが多いようです。

図 1　HDD のデータ転送速度とパラレル SCSI バ
スのデータ転送速度の関係

図１では、HDD１台あたりの転送速度が年毎増
加し(CAGR35%程度)、HDD４台を接続した累
計の転送速度とその時代のパラレル SCSIバス１
チャネル当りの転送能力を示しています。現在
では、Ultra2 SCSI の転送能力を遥かに超えて
しまいバスがボトルネックになっていることが
示されています。実際の測定においても、Ultra2
SCSI の１チャネルあたりに接続する HDD 台数
を増やしていった場合、HDD の最大転送速度を
維持できなくなり HDD１台あたりの最大転送速
度が下がってしまうことが計測されています。
Ultra160 SCSIバスでは、HDDの最大転送速度
を維持したまま、Ultra2 SCSI 上での接続台数
以上のHDDが接続可能になります。

 3. Ultra160 SCSIとUltra3 SCSI:

このような時代背景をもとに Ultra160 SCSI が
登場してきましたが、よく質問されることです
が Ultra3 SCSIとUltra160 SCSIの違いは何で
しょうか。
STA(SCSI Trade Association)による Ultra3

SCSI の定義では、下記５つの機能のうち１つで
も採用すれば、Ultra3 SCSIと呼べます。

 Double Transition Clocking (または Double
Edge Clocking)

 CRC (Cyclic Redundancy Check)
 Domain Validation
 Packetized SCSI (または Packetization)
 QA (Quick Arbitration)

図 2　発表当時の Ultra160/m SCSIのロゴマーク

したがって曖昧さが発生します。Ultra160 SCSI
はこの内の上から３つの仕様を必ず採用するこ
とを定義し曖昧さを排除しています(1998 年 10
月に発表されたときの名称は、「Ultra160/m
SCSI」でした。図２のロゴに示すように「160」
はバスの転送速度が 160MB/sec であること、そ
して「/m」は Manageability をあらわす名称と
して主要な HDDやホスト SCSIアダプタのメー
カーによって発表されました。しかし 1999 年の
秋には主要なメーカーによって「Ultra160
SCSI」名称の採用が進められほとんどのメーカ
ーがこの変更を受け入れていくようです) 。最初
の Ultra160 SCSI製品は、Quantum社の Atlas
IV と Atlas 10K が昨年の春に出荷されました。
昨年の後半から今年にかけて各社からこの
Ultra160 SCSI対応の HDDや SCSIホストアダ
プタ製品が次々と出荷、または発表されていま
す。さらに一部の HDDメーカーからは、上記５
つの機能をサポートした製品が発表され、それ
は Ultra160+ SCSIと呼ばれています。しかし、
この５つの機能をサポートした SCSIホストアダ
プタ製品は、Ultra160 SCSI 製品にではなく、
次の Ultra320 SCSI の製品から採用される傾向
のようです。

160 /m SCSI

Speed
160 MB/second

Ultra2 SCSIの２倍の転送速度

Manageability
Domain Validation及びCRC：
ストレージネットワークを自動検査

SCSI
下位互換性を保ち、現在までの

SCSI機器への投資を保護
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Ultra SCSIからUltra2 SCSIへ変更は、バスの
転送速度が２倍になったこと、および LVD (Low
Voltage Differential)の採用だったことに比較す
ると Ultra160 SCSI では革新的な機能拡張がさ
れたことになります。図３は、Ultra3 SCSI と
Ultra160 SCSIの関係を示しています。

図 3　Ultra3SCSIと Ultra160SCSIの関係

 4. Ultra160 SCSIの主要な三つの技術:

以下に主要な技術を紹介します。

4.1 Double Transition Clocking/Double Edge
Clocking：

Ultra160 SCSI 以前は、データのサンプリング
はクロック (REQ/ACK)の立下げのみでした。
Ultra160　 SCSI では、データシグナルが
REQ/ACK の立ち上がりと立下りの両エッジで
データをサンプリングします(図４参照)。よって、
クロックの周波数は Ultra2 SCSI と同じ
(40MHz)でありながら、データ転送速度を２倍
(160MB/sec)にすることができました。もちろん
これは同期モード転送でデータアウトとデータ
インフェーズで使用されるものです。
両エッジを使ってデータの転送速度を上げる考
え方は以前からあり、すでに Fast ATAからUltra
ATA/33への移行の際に使われた技法です。

図 4　Single Transition Clocking(上)と
Double Transition Clocking(下)

4.2 CRC：

従来、SCSI ではデータのエラーチェックをシン
グルパリティビット方式によって行ってきまし
た。データの転送速度が高くなるにつれ(パリテ
ィビットの周波数も高くなる)、データの信頼性
を向上させるためより高度なチェック機能が必
要となり、Ultra160 SCSI ではデータフェーズ
ごとの 32 ビットアルゴリズム CRC 機能が加わ
りました。これは以下の検出機能を持ち、従来
のパリティエラーと同様の方式でレポートされ
ます。

 すべてのシングルビットエラー
 すべてのダブルビットエラー
 すべての奇数エラー
 すべての32ビット長までのバーストエラー
 ランダムエラーパターンでの未検出率は 2-32

CRC は、ATA の世界において Ultra ATA/33 の
ときにからすでに採用されています。その他
FDDI、Ethernet、および Fibre Channel です
でに実績ある標準のエラー検出法です。
CRC は、データ転送の完全性を確実にし、より
高レベルのデータ信頼性を提供します。将来
320MB/sec、640MB/sec と一層高速化して行く
SCSIにとって、重要なテクノロジーとなります。
実用的には、RAID装置での「ホットプラグ」に
おいて効果を発揮するものと期待されます。

4.3 Domain Validation：

システムのパワーオンまたはブートなどの初期
設定時、SCSI のシステムではホストアダプタ
(initiator)はどのようなデバイス(target)がバス
に接続されているかを確認していきます。ホス
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トアダプタとデバイス間でネゴシエーションが
あり、今からどのような速度やデータ幅でデバ
イスから、またはデバイスへデータ転送を行う
かを確立していきます。ただし、このときのメ
ッセージ、ステータスおよびコマンドの転送フ
ェーズは非同期 8 ビットの 5～7MB/sec 程度で
行われます。つまり、160MB/sec でデータ転送
を行うことをネゴシエーションできたとしても、
そのアダプタとデバイス間で本当にその速度で
データ転送ができるかどうかの保証はありませ
ん。そこで、Ultra160 SCSI ではネゴシエーシ
ョンされた転送速度でデータの転送ができるか
どうのテストを行います。もしそのデータ転送
速度でエラーが発生したら、自動的に速度を下
げてテストを行い、成功するまでこのテストを
繰り返します。これによりコンバータ、ケーブ
ル、ターミネータやバックプレーンを含んだ
SCSI バス全体にわたって問題点をチェックでき
ます。図５の例では、エクスパンダを介して HDD
を接続する構成をとっています。HDD #1、#2
および#3 の接続は問題ありませんが、#4 の接続
は障害が発生します。ネゴシエーションで#5 の
HDD とホストアダプタは 160MB/sec のデータ
転送を定義しますが、実際のデータ転送時にな
ると、エクスパンダが Ultra160 SCSI をサポー
トしないため接続上問題が発生してしまいます。
Domain Validation はこのような場合に発生す
る問題を未然に防ぎ、システム全体の信頼性を
向上する役目を持ちます。

この Domain Validation には、Basic Domain
Validation とよばれる Level 1 (ネゴシエーショ
ン時のパラメータのもとで INQUIRY コマンド
を発行してデータを比較し CRC とパリティエラ

ーを検査)、Enhanced Domain Validation とよ
ばれる Level 2 (WRITE BUFFERコマンドを発
行し 128 バイトのデータを転送、次に READ
BUFFER コマンドを発行して 128 バイトのデー
タを比較し CRC とパリティエラーを検査)など
があります。

最近の Ultra160 SCSI 製品に新たに採用された
機 能 に AIP(Asynchronous Information
Protection)があります。AIP は、データフェー
ズ以外の非同期モードのコマンド、ステータス
とメッセージフェーズでのデータ保護を目的と
して追加された CRC 機能です。ホットプラグを
必要とする環境でさらに効果を発揮します。

 5. パラレル SCSIの将来：

Fibre Channel や IEEE1394 と比較すると、話
題性においては時代遅れのように見られがちな
パラレル SCSIですが、互換性を維持しながら進
化を続けているインタフェースは他にありませ
ん。将来について見ていきますと、来年 2001 年
には Ultra320 SCSI が予定されております。こ
の後もUltra640 SCSI(仮称)のようにさらに高速
化する計画があり、ロードマップは途切れるこ
となく進展しています。パラレル SCSIは、今後
も機能の追加と強化が成されていきますが、HDD
を複数台接続するハイエンドの環境を強く意識
しデータの信頼性と転送の効率化を高める方向
性を持ち高速インタフェースとして発展を続け
ます。

図 5　Domain Validation

参考文献：

Ultra160 SCSI website (http://www.ultra160-scsi.com/)

Quantum website (http://www.quantum.com/)SCSI

Handbook (ｱﾀﾞﾌﾟﾃｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ、日本ｸｱﾝﾀﾑﾍﾟﾘﾌｪﾗﾙｽﾞ)
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ＨＨＨＨＤＤにおける熱揺らぎ現象のマネジメントＤＤにおける熱揺らぎ現象のマネジメントＤＤにおける熱揺らぎ現象のマネジメントＤＤにおける熱揺らぎ現象のマネジメント
田中　陽一郎（東芝）

１．熱揺らぎ安定性における課題

　近年のハードディスクドライブ(HDD)の高密度化
を支える重要な技術として、記録メディアの SNR 向
上技術が挙げられる。基本的には、記録メディアを
構成する磁性粒子の微細化が進められている。この
磁性粒子サイズの低減に伴い、熱的な安定性を維持
する観点でメディアの磁気的構造を含めた記録系の
設計が重要度を増してきている。図１にハードディ
スクメディアの構成模式図を示す。メディアを構成
する微細磁性粒子の反転磁界は、(1)式に示す様に
磁性粒子のもつ磁気異方性エネルギーと環境の熱エ
ネルギーとの比に依存して時間減衰する[1]。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　… (1)

 Hc(t) :Time-dependent coercivity,

 Hco :Dynamic coercivity, v :Grain volume,

 Ku :Magnetic anisotropy density

 k :Bortzmann constant, T :Temperature, fo=109Hz

図１　ハードディスクメディアの模式図

　熱的な反転磁界低下により記録メディアの磁化が
時間減衰し、結果的に再生信号の減衰を引き起こす
ことが熱揺らぎ現象の長時間レンジでの課題である。
また、短時間レンジでは、記録周波数の増加により
メディアの磁化反転磁界が増大し、より強いヘッド
磁界が必要となる。ここでは、メディア磁性粒子の
熱揺らぎ現象を考慮し、記録分解能、SNR および記

録容易性などの記録性能との両立の方向性について
述べる。

２．信号減衰の指標とターゲット

　信号減衰に関する制限を定量化するためには、信
号経時変化の傾向を表す簡易なパラメータを抽出す
ることが必要である。図２に、信号出力値の時間変
化（信号減衰）の様子を示す。このデータは、信号
減衰の特徴を捉えるために敢えて極端な減衰を起こ
すよう試作したメディアサンプルについて、数
100ms から 1000s までの時間３桁以上の減衰を実測
した結果である。この時間領域では、信号が時間対
数(Log)に比例して直線的に減衰する傾向を示す。
　ハードディスクにおける数年のライフタイム(109

秒オーダー；時間９桁)に亘り所要の信号品質を確
保するために、図２に示す様に記録後 1000s までの
時間３桁以上の傾向から時間１桁当たりの減衰率
(%/decade)を求め、その先の時間６桁以上の信号減
衰を直線近似で予想する方法が考えられる。記録密
度が高いほど減磁界が大きく信号減衰に関し厳しい
条件になることから使用最高周波数 Fmax での評価
が望ましいが、高い UD(User Density)で使われる
場合には信号出力の小さい Fmax では高い精度での
測定が容易ではない。そこで、再生出力が大きく測
定が容易な Fmax/2 などを測定周波数に設定し、Fmax
での信号減衰を考慮して信号減衰仕様により厳しい
制限値を設けることが現実的と思われる。因みに実
際の HDD では、Fmax/2 付近が最も生起確立の高い
状態になることが多い。また、温度環境についても
高温ほど信号減衰率が高くなることから、仕様上許
される最も高温の HDD 動作環境におけるメディア温
度での評価が必要である。
　例えば、上述の時間対数での直線近似推定を使い、
記録後 100ms から 109s まで時間１０桁間の信号出
力減衰を-6%以内に抑制するためには、HDD 内メデ
ィア温度環境の最高温度条件において時間１桁あた
りの信号減衰率を-0.6%/decade(-0.052 dB/decade)
以内に抑えなければならない。これは、最も高温の
状況で使用された場合でも、HDD ライフタイムに亘
り信号品質を所望レベル以上に維持するためである。
　

( ) ( )
n

fot
vKu

kT

Hco

tHc




−= ln1
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図２　熱揺らぎによる信号減衰の指標

図３　信号減衰率と vKu/kT の関係

　メディア磁性膜を設計する上では、熱揺らぎによ
る信号減衰現象を磁性膜レベルで表す中間パラメー
タが有効である。式(1)に示される vKu/kT が熱揺ら
ぎ安定性指標として用いられる。図３に vKu/kT と
信号減衰率の関係を示す。vKu/kT が十分大きい領
域では信号減衰率は非常に小さく安定であるが、
vKu/kT の低下に伴いある値以下にあると急激に信
号減衰率が大きくなり熱的に安定な状態を脱してし
まう。例えば、信号減衰を前述の制限値 -
0.6%/decade(-0.052dB/decade)に抑えるためには、
vKu/kT を 80 以上に設定することが必要であること
が分かる。具体的には、メディア磁性粒子のもつ異
方性エネルギーと粒子体積を制御することで、この
条件を満たす構造を達成することである。

３．電磁変換性能と熱揺らぎ安定性の両立設計

　熱揺らぎ安定性を保ちつつ高い記録密度を達成す
るには、以下の４項目全てを満足する解を得なけれ
ばならない。
（１）高 SNR：メディア単位面積あたりの磁性粒子
数 Mrt/vIsb を増加させ、所要 SNR を得る。

 Mrt:Remanence of recording layer, v: Grain volume

 Isb:Saturation magnetization of grain

（２）熱揺らぎ安定性：熱安定性指標 vKu/kT を増
加させ、仕様設定値を維持する。
（３）記録分解能：Hco/Mrt を大きくすることで、
磁化反転記録過程における自己減磁作用に耐え、記
録分解能を高める。
（４）記録容易性：ヘッド記録磁界で記録できる範
囲内にメディア Hco を抑制する。

　図４にメディア SNR とメディア単位面積あたりの
磁性粒子数 Mrt/vIsb との関係を実測データで示す。
Mrt/vIsb の増加に伴い、メディア SNR が増加する
傾向が分かる。磁性粒子モデル理論に基づく粒子微
細化の傾向におおよそ合致し、Mrt/vIsb が２倍に
なる毎に 3dB の SNR 向上が見られる。
　

図４　単位面積あたりの磁性粒子数 Mrt/vIsb とメ
ディア SNR 改善量の関係

図５　Mrt/Hco, Mrt/Hc と PW50 の関係
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　図５に、分解能指標 Mrt/Hco と PW50 の関係を示
す。分オーダーの時間を要する VSM 測定で熱揺らぎ
効果を受けた結果として得られる Hc(VSM)に代わり、
高速磁化反転時のダイナミック抗磁力 Hco を用いる
ことで、分解能を示す再生パルス半値幅 PW50 との
強い相関関係が確認できる。
　ここで、熱揺らぎ安定性を考慮した高密度記録系
の設計について考えるために、先に述べた４項目を
同時に満足する解の領域を求める。Mrt については
記録分解能指標 Hco/Mrt と SNR 指標 Mrt/vIsb との
間に、磁性粒子体積 vについては SNR 指標 Mrt/vIsb
と熱揺らぎ安定性 vKu/kT との間にトレードオフの
関係が存在する。Ku に大きく依存する Hco につい
ては、記録分解能指標 Hco/Mrt 及び熱揺らぎ安定性
指標 vKu/kT と記録容易性 1/Hco の間に同様にトレ
ードオフの関係がある。このように、複雑なトレー
ドオフの中で４項目を満足する解を得なければなら
ない。
　図６に４項目の指標を満足する領域について示す。
横軸に記録分解能指標として磁化転移幅ａ、縦軸に
熱揺らぎ安定性指標 vKu/kT をとり、メディア記録
層厚み t=10～24nm の範囲において常に所望の SNR
を得られる条件で解析した結果である。所要 SNR に
ついてはそれを所要 Mrt/vIsb に置き換え、磁化転
移幅 a については Hco で磁化反転直後の転移幅が決
定される解析法を用いて計算した。例えば記録分解
能 a≦20nm、熱安定性指標 vKu/kT≧80 を満足する
領域は図中左上の領域に相当する。更に、与えられ
た記録ヘッド能力の範囲内でメディア Hco の上限が
定められる。図中右上に走る曲線は Hco 等高線であ
り、左上方が高 Hco の方向である。Hco 等高線の上
限は、ヘッド記録能力とのバランスで規定される。
４項目の条件を満足する解(Design Target)は以上
の３つの制限により囲まれた中央部三角形の領域と
いうことになる。

図６　熱揺らぎ安定性を考慮した記録系設計例

４．環境温度の影響

　熱揺らぎ安定性指標 vKu/kT に示されるように環
境温度 T は信号減衰に大きな影響を与える。更に、
メディア記録層の異方性エネルギー、つまりは Hco
にも温度依存性があることを考慮する必要がある。
図７は CoCrPt メディアの Hco と Hc(VSM)の温度依
存性の例を示したグラフである。HDD 内に置かれた
メディアの環境温度範囲を 0℃～70℃とした場合、
Hcoは 0℃で約3900 Oe、70℃で 3650 Oeとなり 250 Oe
もの変化を示す。長時間の信号減衰を規定する最も
厳しい条件は高温状態であるので、70℃での Hco が
熱揺らぎ安定性を担う役割を持つ。一方で、記録容
易性を制限する指標は使用温度範囲内で最も高い
Hco であるから、この場合 0℃の Hco が対応する。
従って、Hco の温度依存性が大きく高低温での Hco
差が大きいほど、長時間の信号減衰制限と低温での
記録容易性を満足する解の領域は狭くなってしまう。
熱揺らぎ現象を考慮した記録系検討の際には、Hco
の温度依存性にも注意しなければならない。記録メ
ディアにおいては、Hco 温度依存性の小さい記録磁
性層の開発が必要となる。

図７　メディア抗磁力の温度依存性

５．むすび

　本稿では、HDD の高密度化に際し、熱揺らぎ現象
に係わる電磁変換系の現実的課題に焦点を当て、そ
のマネジメントの考え方について解説した。メディ
アの高 SNR 化、熱揺らぎ安定性、記録分解能、記録
容易性の４項目に関連する複雑なトレードオフ課題
を厳密に解くことによって、熱的安定性を維持しつ
つより高い記録密度の HDD を開発することが可能と
なる。
　今後、制限４項目を満足する解の領域を広く維持
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するためには、磁性粒子微細化によらない SNR の向
上、より強いヘッド記録磁界、更に異方性エネルギ
ー温度依存性の低いメディア記録磁性材料の開発が
求められる。

参考文献
[1] M.Sharrock, IEEE Trans. Magn. Vol.26, pp193

(1990)
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すすすすきま較正を不要としないヘッドディスクすきまの新奇な測定法きま較正を不要としないヘッドディスクすきまの新奇な測定法きま較正を不要としないヘッドディスクすきまの新奇な測定法きま較正を不要としないヘッドディスクすきまの新奇な測定法
名古屋大学大学院教授　三矢保永

１．まえがき１．まえがき１．まえがき１．まえがき
ヘッドとディスクのすきまは，記録密度を直接
支配する電磁変換上の基本パラメータであるが，
ナノメータすきまの実現に高度な技術を必要と
するために，機構技術の総合的な到達度を表す
指標としての意味ももっている．このために，
研究開発や設計試作の段階のみならず，製造工
程においても，すきまを厳密に管理しておく必
要があり，すきま測定は磁気ディスク産業に関
連する重要な周辺技術となっている．測定長さ
が可視光波長の十分の一以下であり，光の干渉
を利用する方法がもっぱら応用されている．こ
れまでに，種々の方法が提案されているが，広
く実用に供されている方法は，磁気ディスクを
ガラスディスクに置き換えて，透過光による干
渉光の強度を利用するホモダイン法（Phase
Metrics 社，交洋製作所，日立 DECO 社），およ
び直交偏光と平行偏光による多層膜反射の特性
を応用した偏光干渉法（Zygo 社）である．これ
らの方法では，検出された光強度をすきまに変
換するため，較正曲線と比較する工程が必要で
あり，較正曲線の精度が測定精度を支配するこ
とになる．すきまの微小化とともに，較正の基
準となるすきま（HeNeレーザの場合には，ホモ
ダイン法では 158 nm，偏光干渉法では 40 nm）
との差が増大するために，精度の確保が難しく
なる．
著者らは，マイケルソン干渉を応用した方法と
して，レーザビームをスライダの背面とディス
クの表面に同時に照射し，それらからの反射光
と基準面である全反射ミラーからの反射光との
間で，スライダ背面とディスク表面上に空間的
な干渉縞を形成して，２つの干渉縞の位相関係
を画像処理によって求め，ヘッド浮上姿勢を３
次元的に計測する方法を開発した（マイケルソ
ン干渉位相差法）．この方法は，実ディスク・実
ヘッドに適用できるという特長があるが，スラ
イダ背面に光学的反射面を必要とするため，実
用に際しては制限があった．そこで，この方法
の汎用性を高めるために，ガラスの透過光を利
用する方法へ展開するための研究を進めてきた．
この場合には，画面上において２つの干渉縞を

比較すれば，原理的にはすきまを直読できるた
めに，較正作業が一切不要になるという特長が
付加される．しかし，スライダ浮上面からの反
射光が，再びガラスを透過する際に位相回転が
生じること，基準位置を与えるガラス背面反射
光と，スライダ表面反射光との反射率の差が過
大であること，などの新たな困難性も生じる．
これまでの研究により，これらの困難性をある
程度は解決して，測定可能なレベルに達したの
で，速報としてここに紹介する．再現性が十分
ではないが，まだ研究途中の段階であり，本性
能でもって限界と判断することは時期尚早と思
っていただければ幸いである．

２．透過型マイケルソン干渉法の原理２．透過型マイケルソン干渉法の原理２．透過型マイケルソン干渉法の原理２．透過型マイケルソン干渉法の原理
ガラスディスクの透過光を利用したマイケルソ
ン干渉位相差法の原理を図１に示す．表面を無
反射コーティングしたガラスを透過して，スラ
イダの流出端近傍の境界にレーザ光を面照射す
る．ここからの反射光と参照面からの反射光に
より形成される干渉縞を CCD カメラで撮影する．
このとき，スライダ浮上面上とガラスディスク
の背面上に，それぞれ図２(a)示すように２種類
の干渉縞が観測される．干渉縞の３個の縞パラ
メータ（縞の勾配a，縞の間隔w，縞の切片 0x ）
は，図(b)に示すように平面の姿勢パラメータ（垂
直位置 z，ピッチング角 φθθ sin=p ，ローリン

グ角 φθθ cos=r ）に変換することができるため，
縞パラメータから平面の空間位置と姿勢を同定
することができる．同定された２つの平面の差
をとれば，ディスク面に対するスライダの位置
と姿勢がわかる．
本方法には，２つの大きな問題がある．第一点
は，必要な反射光はディスク面からのものとス
ライダ面からのものであるが，両者の反射率が
大幅に異なるために，縞階調の分解能が制限さ
れる問題である．第二点は，スライダ面からの
反射光には，ディスク背面からの反射光が重畳
するために，光波の位相回転が生じてしまう問
題である．本報告では，第一の問題については，
光量調節と画像処理により，また第二の問題に
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ついては，多光束干渉のシミュレーションにより
解決する方法を提案する．

３．測定装置と測定方法３．測定装置と測定方法３．測定装置と測定方法３．測定装置と測定方法
実験に使用した測定装置の構成を図３に示す．
光源には直線偏光 HeNeレーザ（15mW）を使用
した．金属顕微鏡を流用し，対物レンズ２倍，接
眼レンズ２０倍として，ハイビジョン白黒 CCD
カメラにより干渉縞を観測した．また，光量調節
のために透過率 70%のフィルタを参照ミラーの
前面に挿入した．ハイビジョン方式と標準方式に
ついて，分解能を比較して表１に示す．ハイビジ
ョン方式を採用することにより，空間分解能が 1.5
倍，すきま分解能が 2倍に向上した．
図中の右端のハーフミラーをピエゾアクチュエ
ータで駆動する機構は，観測画像を画面に固定し
て撮影するための特別の機構である．観測面の背
景画像に階調の不均一性がある場合には，干渉縞
が画面上を移動すると，不均一性の影響を受けて，
干渉縞の位相が変化することになり，これがばら
つきの原因になる．このばらつきは，縞位置を画
面に固定することより，大幅に抑圧することがで
きる．この方法については，ここでは説明を割愛
する．
３個の干渉縞パラメータを同定するためには，
少なくとも２本の縞があればよいが，平均化によ
る精度の向上を行うためには，本数が多い方がよ
い．しかし，本数を多くすれば，すきま分解能が
低下することになる．ここでは，３本の縞が形成
されるように調整して測定を行った．
  
４．画像処理４．画像処理４．画像処理４．画像処理
観測された干渉縞の原画像を図４(a)に示す．上
半部がガラスディスク面，下半部がスライダのセ
ンタレールの流出端部である．中央部の横棒状の
ハイライト部は，ヘッドヨークのリセス部である．
この写真からもわかるように，干渉縞には種々の
ノイズが含まれている．レーザビームの強度分布
はガウス分布状であるために，背景画像には低周
波の不均一性があり，また主として散乱光・迷光
に起因した種々の円弧状ノイズが含まれる．さら
に，CCD 素子に固有の黒点・白点などのパルス
状のランダムノイズも存在する．これらのノイズ
の影響を抑圧して尾根線を検出し，干渉縞パラメ
ータの同定精度を向上するために，以下のような
多段階の平滑化処理と平均化処理を実施する．

(1) メディアンフィルタ（9×9; １回）⇒パ
ルス状のノイズの除去

(2) 平滑化空間フィルタ（15×15; 2回）⇒高
周波ノイズの除去

(3) 走査線に沿った閾値処理⇒尾根部の領域
抽出

(4) 尾根断面の放物線回帰（最小二乗法）⇒
高周波ノイズの除去

(5) 放物線の頂点検出⇒尾根線抽出
(6) 尾根線の直線化（最小二乗法）⇒中周波
ノイズの除去

(7) 尾根線群の平均化（最小二乗法）⇒低周
波ノイズの除去

先にも述べたように，スライダ側とディスク側
とで，反射率が大幅に異なるので，スライダ側を
飽和させて，暗い側の半波（谷部）のみを尾根線
検出の対象とした．抽出した対象領域について，
走査線に沿った階調分布（谷部の断面）を放物線
によって回帰し，その頂点を尾根点とする．この
操作を走査線ごとに繰り返せば，尾根線が求まる．
つぎに，最小二乗法によって尾根線を直線近似し，
さらに複数の尾根線が同一平面上に存在するとし
て，最小二乗法により平面を決定して，この平面
上における縞パラメータを決定する．
図４はそれぞれの処理段階における画像を比較
したものである．横棒状のハイライト部が上下に
伝搬して尾根線を乱すので，この部分を尾根線処
理の対象から外した（図(d)，(e)）．最終段階の平
面の決定は，数値的に行っているので表示はして
いない．これらの処理により，尾根線が明瞭に求
められることがわかる．しかし，この尾根線の間
隔の三百分の一の分解能で，位相を測定すること
になるために，実眼で観測できるようなノイズの
影響は許容されない．

５．ガラス透過光とスライダ導電性の補正方法５．ガラス透過光とスライダ導電性の補正方法５．ガラス透過光とスライダ導電性の補正方法５．ガラス透過光とスライダ導電性の補正方法
スライダ表面の反射光がガラスディスクとの間
で起こす多光束の反射・屈折のモデルを図５に示
す．スライダ表面からの反射光として観測される
光は， ⋅⋅⋅+++= 3212 RRRu であるが，スライ

ダの位置を直接示す光波は 2R のみである．すな
わち，スライダ表面で観測される干渉縞は，参照
光 0u との干渉の結果であり，│ 20 uu + │と
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Fig. 3 Constitution of experimental apparatus

Table 1 Comparison between Hi-vision and standard CCDs
Hi-vision Standard

Width, W(dot) 1940 768
Tip pixels

Hight, H(dot) 1040 494
Width, W’(dot) 1920 640

Available pixels
Hight, H’(dot) 518 240

Magnification 37.7× 44.4×
Horizontal 0.192 0.294Spatial resolution (μm)

Vertical 0.383 0.588
Fringe interval (Fringe No. =3) (dot) 380 169

Spacing resolution (nm) 0.832 1.872
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表されるが，必要とする干渉縞は│ 20 Ru + │で

ある．このため， 2u から 2R を分離して，その差
を補正する必要がある．また，スライダ表面に
は導電性があるために，反射に伴って生じる位
相の回転を補正する必要がある．これらの補正
を行うために， 0u の位相を基準とし， 0h をパラ

メータとして，│ 20 Ru + │と│ 20 uu + │を計

算し，これらの光路差を求め，これをすきまに
換算して補正すきまとすればよい．すなわち，
導電性による位相回転に相当する擬似的すきま
を d ，ガラス透過による位相回転に相当するす
きまをδ とすれば，以下の関係が成立する．

機械的なすきま： 0h

光学的なすきま： dhh +=′ 0

観測されるすきま：
δδ −+=−′=′′ dhhh 0

ここで，δ は 0h をパラメータとして求めたもの

であり， ( )0hf=δ の関係がある．

しかし， 0h 未知であるために，既知である h ′′ と
の関係に変換しておく．
　　　 ( ) ( ) ( )hgdhfhf ′′=+−′′== δδ 0

スライダの複素反射率とガラスの反射率を与え
て，δ を求めておけば，以下の手順に従って補
正を行うことにより，観測すきま h ′′ より機械的
すきま 0h を求めることができる．

(1) h ′′ を測定し， ( )hg ′′=δ の関係を用いて，
δ を求める．

(2)  δ+′′=′ hh より，h′を求める．
(3) dhh −′=0 より， 0h を求める．

この手順を図６に図解する．

６．実測結果６．実測結果６．実測結果６．実測結果
図１の右図に示すナノサイズのセンタレール付
き負圧利用型スライダを用いて，スーパスムー
ズディスク上で浮上実験を行った．このスライ
ダの定常浮上すきまは約 50 nm である．３本の
スライダについて，２回ずつ測定を行った．測
定結果を補正手順にしたがって図７に示す．●，
□，△はそれぞれ異なるスライダを使用した独
立した実験結果を表す．図(a)は測定した生デー
タ，図(ｂ)はガラス透過による位相回転を補正し
た結果，図(c)はスライダ導電性による位相回転
を補正した結果である．また，実線は分子気体

潤滑方程式に基づくシミュレーション結果であ
る．この領域では，浮上すきまの実測値は，シ
ミュレーション結果とほぼよい一致を示すとい
われている．
これらの結果より，観測されるすきまは 50 nm
を越えていたが，補正するにしたがって，すき
まは小さくなり，シミュレーション結果に近づ
く様子がわかる．平均値としては，シミュレー
ション結果とほぼ良い一致を示しており，本方
法が有効であることがわかる．しかし，同一速
度におけるばらつきの範囲が，かなり大きいと
いう問題点が指摘できる．この原因としては，
レーザパワーの不足による背景画像の不均一，
シャッタ速度の不足による画像のふらつき，汎
用光学部品の使用による迷光の生成，および図
４(d)，(e)に示したように，画面中央部が測定で
きないために，この部分の尾根線を直線外挿す
ることによる誤差の拡大，などが考えられる．
また，速度 =U 10m/s，25m/s近傍のすきま値が
やや過大であり，システムエラーも存在してい
る可能性がある．これらは，光学部品の性能仕
様を向上することにより，解決可能なものもあ
る．また，現在取り除いている画像中央部のハ
イライト部を有効利用することができれば，さ
らなる精度の向上も期待できる．

７．あとがき７．あとがき７．あとがき７．あとがき
本報告のタイトルは， “Novel measurement of
…”　と訳せるが，逆に”novel”を和訳すれば，「新
規な＝新しいことをすること」，あるいは「新奇
な＝目新しくて珍しいこと」のいずれの漢字も
該当する．ここでは，「奇抜な」，「奇妙な」，「珍
奇な」の印象を与えるために，学術報告では嫌
われる「新奇な」をあえて採用することとした．
本方法が汎用されている方法とはまったく異な
る点を強調したい意図からである．本手法では
較正がまったく不要であるため，理想的な光学
系が構築できれば，分解能は基本的には CCD 画
面の空間分解能によって決まる．本方法に類似
する方法としては，レーザドップラー効果を用
いるレーザヘテロダイン法がある．この方法は，
時間領域で干渉縞の位相をポイント測定するも
のであり，分解能は時間分解能によって決まる．
いずれの方法も精度の制限要因はノイズである
が，ヘテロダイン法では平均化の手法は使用で
きないのに対して，本手法では測定箇所が百万
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ポイントもあり，これらの平均化処理によって，
精度を向上できる点が有利である．本方法はま
だ研究途中の段階であり，そのまま実用に供す
るレベルには達していないが，改良の余地は多々
あるので，実用装置のレベルにもっていきたい
と考えている．
本研究は，一部を文部省の科学研究費（基盤研
究 B10450159），および情報ストレージ研究推進
機構（SRC）の助成金を利用して実施された．
最後に，実験試料のご提供をいただいた日立製
作所機械研究所時末裕充博士，富士電機総合研
究所デバイス技術研究所小林光男氏に感謝の意
を表する．
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(b) After correcting phase shift due to glass
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Fig. 7 Measurement results

文献文献文献文献
(1) 三矢保永，大島康司，日本機械学会論文集 C
編，65巻，629号，1999年，pp. 116-121.
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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

技術委員会　委員長　　吉岡　伸晃（日本電気）

　1月後半から 2月にかけて各分科会が開催さ
れました。いずれも 30名前後の多数の参加者
があり、今年度の活動テーマに沿って活発な議
論がなされました。標準化を目指すワーキング
グループ（WG）、標準化には至らずとも各企
業間の測定基準合わせを行なうWG、評価結
果をもとに意見交換を行なうWGなど活動形
態はいろいろですが、メンバー企業の利益や業
界の発展に結びつくものと期待しています。メ
ンバー登録を
http://www.idema.gr.jp/registration/
reg_standard.htm にて受け付けておりますの
で御気軽に御参加ください。それでは、以下に
前号報告以降の分科会活動状況を報告します。
1.ヘッド分科会（小林分科会長）
　２月 4 日、テスト分科会と共同で分科会を
開催。GMRヘッドの電極極性配列規格WGで
はディスクを中心に面対称となる配列案と点対
称案とを比較検討した。面対称案では HSA 後
に再着磁できるメリットがあり、点対称案では
チップオンサスペンションになった場合、IC
チップが一種類ですむメリットがある。折しも、
IDEMA USA からフェムトスライダの電極極
性配列についてスタンダード案の投票依頼が来
た。スタンダード案は線対称案と一致していた
が、ヘッド分科会としては討議中のため、小林
分科会長から IDEMA USAに保留要請する。
　ヘッド分科会主催のワークショップとして 3
件の講演があった。
「高磁場中熱処理装置について」
　成瀬科学　田口善之氏
「高温強磁場中真空熱処理炉」
　フューテックファーネス　三輪一雄氏、
　住友重機　御田潤一氏
「磁場中熱処理装置」
　Despatch　Mr. D. H.Schrupp
2.ディスク分科会（渡辺分科会長）
　1月 28日、分科会を開催。MicrowavinessWG
の活動として、長岡技科大の原先生からアルミ
基板、ガラス基板における Microwaviness の
電磁変換特性に及ぼす影響についての評価結果

が報告された。
1)表面形状測定に関しては、触針式粗さ計と
OptiFlatとの間に非常に良い相関が見られた。
2)表面形状と出力エンベロープとの間に強い相
関見られるのは、表面形状測定におけるハイ
パスフィルタのカットオフが 3mmの場合であ
り、従来言われていたスライダ長さの 1/4～1/1
よりも長い波長であった。
3)ガラス基板ではアルミ基板に比べ相関は低か
ったが、測定ヘッドが異なっていたため同一
ヘッドによる再実験を予定。
　下記ワークショップを併催。
「EBSP による金属表面微小部の結晶構造解
析」
　テクセムラボラトリーズ　鈴木清一氏
3.テスト分科会（鈴木分科会長）
　２月 4 日、ヘッド分科会と共同で分科会を
開催。ヘッド分科会との共同活動テーマを議論
したが、決定に至らなかった。
　テスト分科会主催のワークショップとして
「PRMLディスクドライブ解析手法」
　レクロイジャパン　辻嘉樹氏
4.コンタミ分科会（藤本分科会長）
　1月 26日に分科会を開催。パーティクルWG
の活動としてメンバー間でのクロスチェック
（パーティクル測定値の企業間比較）を計画。
参加メーカ、サンプル、測定条件を決定した。
リサイクル WG からはアンケートの結果報告
があった。
　下記ワークショップを併催。
「HDD基板のイオン洗浄による表面改質法」
　メディア研究所　徳島忠夫氏
5.用語集委員会（岡村分科会長）
　昨年末、原稿を出版社（日経 BP）に提出し
た。出版社でのチェック後、校正刷りに入る予
定。編集委員会にて校正刷りを確認後印刷に回
される。予約販売を始めたが、DISKCON
JAPAN2000 でも販売される予定。執筆者の皆
様、御協力ありがとうございました。
　なお、詳細は分科会議事録（事務局保管）を
ご参照下さい。
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企企企企画委員会報告画委員会報告画委員会報告画委員会報告
企画委員会

  協会では 2000 年代最初の定例クォータリー
セミナ「２０００年  磁気ディスク業界 －変
化への胎動－」を去る１月 20 日、霞が関ビル
のプラザホールにて開催致しました。当日は満
席のため後席で画面が見えにくかった方々にご
迷惑をおかけいたしました。深くお詫び申し上
げます。
  セミナの内容といたしましては、
第１部：技術動向
－ＨＤＤの新規アプリケーション動向－

 ソニー株式会社 ホームビデオ開発部
統括部長　三橋通孝氏

第２部：
－国内有力企業、トップの年頭の抱負－

 株式会社　東芝
記憶情報機器事業部
事業部長　新田義廣氏

 株式会社　日立製作所
HDD本部長　高橋　毅氏

 昭和電工株式会社
専務理事
ＨＤ担当  西村二郎氏

第３部：市場展望
－1999年実績と 2000年の見通し－

 ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ総合研究所
チーフアナリスト　久保川昇氏

とし、上記各社の代表の方々からご講演を頂き
ました。
  ＨＤＤの出荷台数と記録密度は伸びているも
のの各社の売り上げや主要部品の使用数の動向
は厳しい状況に有ること、ビデオを中心とする
新しい巨大市場に期待が大きい事等のお話で、
聴講の各位も意を強くされた事と存じます。
  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ひととき
でした。

　一方、恒例となりました国際ディスク国際ディスク国際ディスク国際ディスク・ド・ド・ド・ド
ライブライブライブライブ・フォーラム・フォーラム・フォーラム・フォーラムも４月のディスコンジャ
パン 2000 の期間中、東京ビックサイトにて内
外多数の講師をお招きして開催する予定です。

セッション数は昨年と同じですが、開催日を後
半の２日間に集中させ、13 日(木）14 日(金）
と致しました。初日の 4 月 12 日（水）は展示
会場の方をゆっくりとご覧ください。
フォーラムに参加いただいた方々は 13 日の夜
に開催されるレセプションに全員ご招待致しま
す。

  本誌の 21 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
た変更の有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/ev
ent/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。

  フォーラムの冒頭には、長らく業界アナリス
トとして活動してこられた James Porter 氏が
引退されますので引退記念特別講演を兼ねたキ
ーノート・プレゼンテーションを企画致しまし
た。
引き続き、内外の市場動向分析の２件の講演が
有ります。午後からは技術講演と高記録密度を
目指したメディア技術、超精密計測技術の講演
を予定しています。
２日目には午前中に急拡大する記憶装置の新分
野アプリケーションに関する講演、昼食後、東
大生産技術研究所喜連川教授による巨大情報高
速転送時代の記憶システムに関する特別学術講
演、また小型 Drive や光利用の装置技術、更
に最先端のヘッド技術の講演を予定しています。
  量的拡大は必至な一方、技術の進展と価格競
争が激しいこの業界で、一層の発展を目指した
方針を策定する際、非常に参考になる国際フォ
ーラムですので是非とも参加頂きますようお願
い申し上げます。
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DDDDISKCON 2000ISKCON 2000ISKCON 2000ISKCON 2000開催のお知らせ開催のお知らせ開催のお知らせ開催のお知らせ

2000年を迎えた今年、DISKCON JAPANは第 8回目を数え、4月 12日－14日の 3日間東京ビッグ
サイトの東 1ホ－ルで開催されます。今年は新たに OPTICAL DISC PRODUCTION EXPOを併催し、
磁気ディスク装置のみならず、光ディスクなどの記憶装置も包含し、記憶装置関連の専門見本市とし
て新たな展開を試みました。
DISKCON JAPANにつきましては過去７回の実績を踏まえ、皆さま方の絶大なるご支援とご協力をい
ただきながら、着実に規模を拡大してまいりました。業界内ではすっかり定着し、海外においても広
く認知されるに至りました。今年はご出展いただく企業数、小間数も昨年比 10％強の増加となりまし
たので、会場も東 1 ホ－ルに移し整備いたしました。商談や技術交流の場としてご活用いただければ
と思っております。
同時に併催されます国際ディスクフォ－ラムも、今年は 13 日、14 日の 2 日間とし、内外より講師 21
名を招聘し、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-ジの通りです。ぜひ多数の方のご参加をお待ちしております。
また、昨年同様、初心者の方に HDD とは何かをやさしく解説する HDD 入門講座を 13 日午後１時よ
り行います。この講座は毎月協会事務局会議室にて開催いたしており、好評を頂いております。４月
は見本市のご見学と併せてご参加いただけるようビッグサイト内の 101 会議室にて開催いたします。
ご興味のある方は、ぜひこの機会に、参加されることをお勧めいたします。
さて、当協会では予てよりストレ－ジ関連の用語集の編集を企画しておりましたが、過去 1 年半にわ
たる技術委員会の方々のご努力により、漸く日の目を見ることになり、この DKISKCON 会期中にス
トレ－ジ用語辞典として発売の運びとなりました。約 1300 語が解説されております。業界初の用語辞
典ですので、初心者の方の参考書にもなるような丁寧な解説内容となっております。
用語辞典は DISKCON 会場の協会ブ－スとフォ－ラムの受付でも販売いたしますが、招待状に割引券
を添付いたします。割引券を持参された方には会員割引が適用されますので、ぜひ、お忘れなく活用
ください。
DISKCON関連の行事日程、時間割につきましては下に一覧表で掲示いたしました。
皆様のご来場をお待ち致しております。

　　　　　　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１ホール）
4月 12日
（水） OPTICAL DISC PRODUCTION EXPO (東１ホール)

DISKCON JAPAN (東１ホール）

OPTICAL DISC PRODUCTION EXPO (東１ホール)

国際ディスクフォーラム（レセプションホール A）

パーティーパーティーパーティーパーティー

第一ホテル東京
(新橋)

4月 13日
（木）

HDD入門講座（101会議室）

DISKCON JAPAN (東１ホール）

OPTICAL DISC PRODUCTION EXPO (東１ホール)
4月 14日
（金）

国際ディスクフォーラム（レセプションホール A）
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国国国国際ディスクフォーラムプログラムとご案内際ディスクフォーラムプログラムとご案内際ディスクフォーラムプログラムとご案内際ディスクフォーラムプログラムとご案内
講師敬称略・演題、講師は変更になることもありますので、ご了承ください。

4月 13日（木）

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　－HDD産業の歴史と未来への提言－産業の歴史と未来への提言－産業の歴史と未来への提言－産業の歴史と未来への提言－ 10:10-11:00

James N. Porter, President, DISK/TREND, Inc.

「The Disk Drive Industry's Dynamic Past -- and Future」

Session 1. HDD市場動向　―市場動向　―市場動向　―市場動向　―HDD市場の最新動向―市場の最新動向―市場の最新動向―市場の最新動向―

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 11:00-11:30

「PC・ HDD市場の最新動向」

John Donovan, Vice President, TrendFOCUS Inc. 11:30-12:00

「The HDD Industry, Update, Overview, Outlook 」

Session 2. メディア技術　－さらなる高密度をもとめて－メディア技術　－さらなる高密度をもとめて－メディア技術　－さらなる高密度をもとめて－メディア技術　－さらなる高密度をもとめて－

瀧野　浩　ソニー株式会社　コアテクノロジー&ネットワークカンパニー

　データメディア二部　HD担当部長 13:00-13:30

「Sonyのプラスティック・ディスク技術」

佐藤　賢治　富士通株式会社　ストレージプロダクト事業本部　テクノロジ開発統括部　ファイル研究部 13:30-14:00

「高密度記録用媒体技術」

吉田　和悦　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 14:00-14:30

「垂直磁気記録技術の現状と課題」

coffee break 14:30-15:00

Session 3. 計測技術　－高密度記録における超精密計測技術への挑戦－計測技術　－高密度記録における超精密計測技術への挑戦－計測技術　－高密度記録における超精密計測技術への挑戦－計測技術　－高密度記録における超精密計測技術への挑戦－

原　精一郎　長岡技術科学大学　工学部　機械系 15:00-15:30

「マイクロウェ－ビネスの電磁変換特性に及ぼす影響」

Steven W. Meeks,  Chief Technical Officer, Candela Instruments 15:30-16:00

「New Techniques for Optical Inspection of Magnetic Media」

是成　貴弘　日本電気株式会社　機能デバイス研究所　ビデオファイル開発センター　主任 16:00-16:30

「熱揺らぎによるエラーレート劣化」

竹田　菊男　株式会社　住化分析センター　千葉事業所　副所長 16:30-17:00

「マイクロコンタミネーション分析評価技術」

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（新橋）（新橋）（新橋）（新橋） 18:00-20:00

4月 14日（金）

Session 4. 新分野アプリケーション　－急拡大する記憶装置の新分野アプリケーション　－急拡大する記憶装置の新分野アプリケーション　－急拡大する記憶装置の新分野アプリケーション　－急拡大する記憶装置の PC 以外への応用－以外への応用－以外への応用－以外への応用－

今中　良一　松下電器産業株式会社　AVC社　事業戦略室　参事 10:00-10:30

「広がる記憶装置の新応用分野」

渕上　祥児　ソニー株式会社　コアテクノロジー＆ネットワークカンパニー

　マグネティックシステムカンパニー　Tプロジェクト担当部長 10:30-11:00

「ディジタル社会におけるハードディスクストレージ」

Konstantions Konstantinides, Director of Advanced Products, Stream Machine Company 11:00-11:30

「Bringing Digital Video Recording to the Home」



IDEMA Japan News No. 35 22

Session 5. 特別学術講演特別学術講演特別学術講演特別学術講演

喜連川　優　東京大学　生産技術研究所　第三部　教授 12:30-13:10

「2次記憶系におけるシステム技術の展開－高性能マイクロプロセッサと高速ネットワーク技術のインパクト－」

Session 6. 次世代装置技術　―小型、高密度、高速化を目指して―次世代装置技術　―小型、高密度、高速化を目指して―次世代装置技術　―小型、高密度、高速化を目指して―次世代装置技術　―小型、高密度、高速化を目指して―

青柳　充彦　日本アイ・ビー・エム株式会社　藤沢事業所

　　　　　　ストレジ製品開発　ストラテジック HDDプロジェクト　課長 13:10-13:40

「1インチ型ハードディスクドライブ’マイクロドライブ’」

Thierry R. Valet, Director, Optical Storage, Seagate Research, Seagate Technology 13:40-14:10

「Optically - Assisted Magnetic Recording : Perspectives and Challenges」

John Harris, Strategic Marketing Manager, Storage Products,

Lucent Technologies Inc. Microelectronics Group 14:10-14:40

「System on a Chip : Lucent's SOC Strategy」

coffee break 14:40-15:00

Session７．ヘッド技術　－超高密度記録実現へのヘッド技術－７．ヘッド技術　－超高密度記録実現へのヘッド技術－７．ヘッド技術　－超高密度記録実現へのヘッド技術－７．ヘッド技術　－超高密度記録実現へのヘッド技術－

Masashi Shiraishi, Sr. Manager, Advanced Component Development Dept., SAE Magnetics (H.K) Ltd. 15:00-15:30

「HGA Trends」

樋上　文範　リードライト・エスエムアイ株式会社　開発部長 15:30-16:00

「高密度／高転送レート記録のデモンストレーション」

Kiyotaka Hayakawa, Japan Country Manager, Hutchinson Technology, Inc. 16:00-16:30

「Suspension Progression for High Servo Bandwidth」

森田　治幸　TDK株式会社　記録デバイス事業本部　開発部　課長 16:30-17:00

「高効率 GMRヘッド技術」

会期会期会期会期：：：：2000200020002000 年年年年 4444 月月月月 13131313 日日日日（木）（木）（木）（木）10:0010:0010:0010:00～～～～17:0017:0017:0017:00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14 14 14 14 日日日日（金）（金）（金）（金）10:0010:0010:0010:00～～～～17:0017:0017:0017:00

1 日目の 4 月 13 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。

聴講料金聴講料金聴講料金聴講料金：：：：

事前登録 当日参加
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
一　般 60,000 円 40,000 円 60,000 円 40,000 円

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 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.htm または、聴講申込書を事務局にご請求、
ご記入の上、国際ディスクドライブ協会事務局あてに FAXFAXFAXFAX で 3333 月月月月 31313131 日日日日（金）（金）（金）（金）までにお申し込み下さい。4
月以降に資料引換券資料引換券資料引換券資料引換券、名札名札名札名札および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。

会場会場会場会場：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
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IDEMA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　　　　　　　　　　　　www.idema.gr.jp/

DISKCON Japan 2000

･2000年 4月 12日（水）-14日（金）
東京ビッグサイト 東１ホール

（東京国際展示場・東京都江東区有明）

International Disk Forum 2000

･2000年 4月 13日（木）-14日（金）
東京ビッグサイト 1階レセプションホール

HDD入門講座入門講座入門講座入門講座
東京ビッグサイト 101会議室(ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾎｰﾙ向)

･2000年 4月 13日（木）（第 24回）
国際ディスクドライブ協会　会議室

･2000年 5月 19日（金）（第 25回）
･2000年 6月 16日（金）（第 26回）

クォータリセミナー　　　　クォータリセミナー　　　　クォータリセミナー　　　　クォータリセミナー　　　　 霞ヶ関ﾋ゙ ﾙ1階 プラザホール

･2000年 7月 19日（水）
･2000年 10月 20日（金）

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　協会会議室

･2000年 3月 24日（金） ヘッド分科会
･2000年 4月 07日（金） テスト分科会

･2000年 6月 9日（金）　　　　　　合同分科会
日立金属高輪和彊館

IDEMA USA　　　　　　　　　　　　www.idema.org/
Quarterly Dinners
･2000年 5月 25日（木）
John Gannon, President, Hard Disk Drive
Group, Quantum Corporation
･2000年 7月 20日（木）
Michael Ruettgers

President and CEO, EMC Corporation

DISKCON USA
･2000年 9月 20日（木）-21日（金）

San Jose Convention Center

業業業業界カレンダ界カレンダ界カレンダ界カレンダ
2000年年年年 4月月月月 9日日日日-12日日日日
INTERMAG Conference  Toronto, Ontario,
Canada
E-mail: magnetism@courtesyassoc.com

2000年年年年 6月月月月 12日日日日-23日日日日
NATO/ASI: "Magnetic Storage Systems Beyond
2000" Aldemar Paradise Royal Island of Rhodes,
Greece
Dr. G. C. Hadjipanayis
Tel: (302)831-2736
E-mail:hadji@udel.edu or hlong@udel.edu
http://physics.udel.edu/~natoasi

2000年年年年 8月月月月 14日日日日-16日日日日
The Magnetic Recording Conference
(TMRC2000), Santa Clara, CA, USA
http://www.iist.scu.edu

2000年年年年 9月月月月 12日日日日-15日日日日
第 24回日本応用磁気学会学術講演会
早稲田大学 日本応用磁気学会
Tel:03-3272-1761

2000年年年年 10月月月月 23日日日日-26日日日日
第 5回垂直磁気記録国際会議（PMRC2000）
宮城蔵王ロイヤルホテル
中川茂樹(東工大工学部) Tel:03-5734-3567
E-mail: nakagawa@pe.titech.ac.jp

2000年年年年 11月月月月 6-8日日日日
第 3回アジア太平洋磁気記録会議 (Asia Pacific
Magnetic Recording Conference: APMRC '2000)
コクヨホール 東京都港区港南
富士通(株)ストレージプロダクト ( 事 ) 内
APMRC '2000 事務局 相川 隆
Tel:044-754-2120
E-mail:aikawa@file.cs.fujitsu.co.jp

2001年年年年 1月月月月 8-11日日日日
8th Joint MMM-Intermag Conference San Antonio,
Texas E-mail: magnetism@courtesyassoc.com
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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　　      　　　　　(2000年 3月 1日現在）

（法人会員 119社、個人会員 18名：50音順)

アイオメガ株式会社
株式会社　アイメス
秋田住友ベーク株式会社
旭コマグ株式会社
アジレント･テクノロジー株式会社
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
インフォメーションテクノロジー総合研究所

ウエスタン　デジタル　ジャパン株式会社

株式会社　ｴｲﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰｱﾝﾄﾞﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
株式会社　エイブル
上村工業株式会社
株式会社　オハラ
オリエント測器コンピュータ株式会社
株式会社　完エレクトロニクス
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
相模ピーシーアイ株式会社
株式会社　サンエイテック
サンコール株式会社
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
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
株式会社　シンセイ
スピードファム・アイペック株式会社
住化分析センター株式会社
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

大日本印刷株式会社
大同特殊鋼株式会社
株式会社　タケシバ電機
株式会社　ツガミ
ＴＤＫ株式会社
株式会社　東芝

*株式会社　東設
東洋鋼鈑株式会社
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･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
日本ビーコ株式会社
日本ビーピーエス株式会社
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
日本山村硝子株式会社
日本レップ機構株式会社
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
株式会社　ピクシーピナクルコーポレーション
日立金属株式会社
日立コンピュータ機器株式会社
株式会社　日立製作所
日立電子株式会社
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
フェーズ･メトリックス･ジャパン株式会社
株式会社　フェローテック
フォステクス株式会社
株式会社　フジクラ
不二越機械工業株式会社

富士通株式会社
富士電機株式会社
藤森工業株式会社

*株式会社　フューテックファーネス
*プラクスエア工学株式会社
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
ミノルタ株式会社
株式会社　メディア研究所
メルテックス株式会社
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
リードライト･エスエムアイ株式会社
リオン株式会社
株式会社　レイテックス
ワイエイシイ株式会社

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 （松山大学　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)

*原　精一郎（長岡技術科学大学）

*堀江　三喜男（東京工業大学　教授）
藤森　啓安 （東北大学　教授)

古川　泰男 （豊橋技術科学大学　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
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P25 株式会社　メディア研究所 日本テクノビュート株式会社

26 大同特殊鋼株式会社

27 大同特殊鋼株式会社

28 有限会社　ハヤマ ジェー・エー・ウーラム・ジャパン株式会社

29 日本ビーコ株式会社

30 マイクロEシステムズ

31 株式会社　高純度化学研究所

32 株式会社　東陽テクニカ

33 日商エレクトロニクス株式会社

34 住友スリーエム株式会社

35 Praxair Surface Technologies グラフテック株式会社



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

電話： 03-3539-7071   FAX： 03-3539-7072

IDEMA監修　　　　　　　　発行 日経 BP社

ストレージ用語辞典ストレージ用語辞典ストレージ用語辞典ストレージ用語辞典　４月発売決定４月発売決定４月発売決定４月発売決定

定価：4980円（IDEMA会員価格 4500円）

3333 月月月月 31313131 日までのご予約は、日までのご予約は、日までのご予約は、日までのご予約は、

会員会員会員会員 4000400040004000 円、非会員円、非会員円、非会員円、非会員 4500450045004500 円となります。円となります。円となります。円となります。

IDEMA 技術委員会が中心となって編集いたしました，「ストレージ用語辞典」

は４月初旬に発売される運びとなりました。HDD を中心に光ディスク・ PC 関

連の用語約 1300 語を，IDEMA の理事・技術委員会メンバなどがわかりやすく

解説しました。単なる用語集ではなく，重要な単語については，詳細な解説を

付し，ストレージ関連の技術入門書としてもご利用いただけるよう留意して編

集いたしました。

下記の申し込み用紙で 3 月 31 日までにご予約いただきますと，早期予約特価

として，上記価格からさらに割引をさせていただきます。また，会社単位・部

署単位での大量購入については、事務局にてご相談に応じます。社員研修のテ

キストとして，贈答用として，ぜひご利用ください。

ストレージ用語辞典　予約申込書ストレージ用語辞典　予約申込書ストレージ用語辞典　予約申込書ストレージ用語辞典　予約申込書

会員予約価格　４０００円 ×　　　部　計　　　　　　円
申込部数 一般予約価格　４５００円 ×　　　部　計　　　　　　円
会社名

部署・役職
氏名
E-mail

郵送先住所 〒

電話 FAX
2000 年 3 月 31 日までご予約受付　Fax:03-3539-7072

発行次第, 請求書を同封し郵送させていただきます。代金は, できるだけお早

くお振り込みいただきますようお願い申しあげます。


