
世界最初の磁気ディスク装置 IBMRAMAC350 E11956 IBMRAMAC350

）retcarhc-stib7（sretcarahcM5：量容憶記
（2HD フロッピーディスク約 3枚分）

ディスク：塗布媒体
直径 24in（61cm）　ディスク 50枚
回転数：1200rpm　最外周の周速：38m/s

ヘッド：巻き線式誘導ヘッド エポキシ埋め込み
静圧空気軸受により浮上　浮上すきま：20μm

ヘッド位置決め
上下運動はモータとクラッチ
半径方向は空気圧シリンダと機械式デテント

高圧空気を供給するための圧縮機を搭載

重量：1ton
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経済効果

IBM RAMAC350 24in 
5M (7-bits) characters 
=4.4M (8-bits) characters
Rease 750$/M

NTT PATTY 8in 
400MBytes
薄膜媒体　モノリシックヘッド
400 万円

WD(HGST) 内蔵 HDD 3.5in 
20TBytes
垂直記録　ヘリウム封入
アマゾン価格 64622 円

買い取り価格：1458 万円
リース金額の 4.5 年分と仮定
（1$=360 円）
（次機種の IBM1301 では 4.5 年）

292 万円 / 百万文字

1万円 / 百万文字 5億円
（PATTY 価格換算）

2.3 億円（RAMAC 価格換算） 11 兆 7千億円
（RAMAC 価格換算）

0.003 円 / 百万文字

1956 1981 2022

記憶容量 5万倍

記憶容量 80 倍
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ディスクモジュール交換とウィンチェスタ技術 E2

ディスクモジュール（交換方式）

ハンドル

ケース

ヘッドアーム

サーボヘッド
サーボディスク

キャリッジ

ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ
結
合
部

開
口
部

開口部開閉扉
回転スピンドル
ベルトプーリ

ディスク

固定用ピン
ベース

約 450

ウィンチェスタ技術
従来のヘッドディスクインタフェースの構成を画期的に変革した新技術。この構成は､基本的
には現在のHDDまで踏襲されています。

IBM3330→IBM3340 への革新技術
浮動ヘッド：
円筒面形状ガラス埋め込み型→テーパフラット形状モノシリック型
押圧力　250g→10g（荷重を 1/25）
スライダの保持法：
長円形のばね材に接着固定し､ばね材をアームの先端にスポット溶接。アームの撓みにより押
圧力を印加。
→先端で繋がった両腕構造の片持ちばね材の先端部に接着固定し､両腕の真ん中から延びる負
荷アームの撓みによって押圧力を印加。

ヘッドディスクインタフェースの起動停止方式
ランディングオン／テイキングオフ→コンタクトスタート／ストップ
スライダの平坦化､軽押圧力化､表面潤滑剤の塗布によって､トライボロジー条件を緩和して､ヘッドと
ディスクが接触したままでの起動停止を実現。（その後､面精度の向上とともに､停止中にヘッドとディ
スクが凝着する問題（スティクション）が顕在化しました。これを解消するために､起動停止時には､ヘッ
ドを退避させるロード／アンロード方式が開発され､現在に至っています。）

データヘッド

サーボヘッド
キャリッジ

IBM3340 装置では､ディスクが 4枚積層されたスピンドル､およびヘッドアーム 3本を搭
載したキャリッジが収納されたモジュールを交換する方式が採用されました。2本のアー
ムには､それぞれに 4個のヘッドが搭載されて､上側と下側のディスクの内周側と外周側
の記録再生を分担します。すなわち､ディスク 1面は内周側と外周側に 2分割されます。
最下段のアームには､サーボヘッドが 1本搭載されて､サーボ情報を読み取ります。モ
ジュールは､キャリッジがボイスコイルに結合されて､ヘッドが位置決め制御され､またス
ピンドルのプーリがベルト駆動されます。

1973 IBM 3340 14in 35MB & 70MB



サーボディスク（1面）

4/4 トラック
3/4 トラック
2/4 トラック
1/4 トラック

サーボヘッド（1面）
2/4 トラックと 3/4 トラック
の境界に位置付けられます

セクタ情報
トラック番号（シリンダ番号）
転送データ誤り検出

位置情報
2相位置情報

ディスクエンクロージャ構造
両持高剛性構造
γ酸化鉄薄膜媒体・薄膜ヘッド
直進 2段アクチュエータ
ボイスコイルモータ駆動
加速度検出・加速度フィードフォワード制御

ディスクエンクロージャ構造
両持高剛性構造
Co-Ni-P 薄膜媒体・薄膜ヘッド
揺動 2段アクチュエータ
ボイスコイルモータ駆動
加速度検出・加速度フィードフォワード制御

メインフレーム計算機が主流であった時代では、互換性が優先されたため、 HDDについても米
国の先行メーカを後追いして互換機を製造する期間が続いていました。計算機の資本自由化
（1975 年）に対処するため、国産の計算機産業の強化政策が策定され、これに沿って日本電信
電話公社（現NTT）が主導して、国産の計算機の開発が進められ（DIPS 計画）､このなかで国産
技術によるHDDが開発されました。 HDDの主要な性能指標は、単位面積当たりの記録密度です。
本装置では、浮上すきま 0.18 µm（富士通製）および 0.15 µm（日本電気製） を実現し、面記録
密度 62 kbit/mm2（当時の世界最高性能）を達成しました。これを実現した技術は、平滑性の
高い薄膜記録媒体、追従性の高い小型浮動ヘッド、加速度フィードフォワードなどの高精度位
置決め､信頼性の高いヘッド・ディスクインタフェースなどです。これらの技術は、磁気記録の
トライボロジーという一分野を興隆させ、さらにマイクロ・ナノトライボロジーへと発展して
いく契機となりました。

富士通製 日本電気製

1軸 2ポジショナ構造
（日本電気製で採用）

出典：
三矢保永，他，研究実用化報告，Vol. 36, No. 4, p.  471, 1987.
佐藤勇武，他，研究実用化報告，Vol. 36, No. 4, p.  485, 1987.
越本泰弘，他，研究実用化報告，Vol. 36, No. 4, p.  449, 1987.
高波修一，他，研究実用化報告，Vol. 36, No. 4, p.  463, 1987.

GEMMY の技術（大容量高速磁気ディスク装置） E3（純国産コンピュータ用　世界初の薄膜ヘッド・薄膜媒体の組合せ） 1986 NTT GEMMY 10.5in 2.2GB



溝付き動圧滑り軸受 E4

ディスクシール

溝付き動圧
ジャーナル軸受

溝付き動圧
スラスト軸受

スピンドル
軸受スリーブ

ハウジングモータ ベース

出典：Nidec ウエブサイト
FDB（流体動圧軸受）技術

回転に伴ない油が溝に沿って押し込まれて
圧力が発生→スピンドルが浮上

特長：玉軸受のような玉がない
構造がシンプル
→低振動　低騒音　耐衝撃　高信頼
回転非同期の振動が発生しない
→トラック追従制御に有利

1994 Nidec



ヘリウムの特性（ヘリウム /空気の物性値比較）
密度≒1/7 倍　　粘度≒0.9 倍　　熱伝導率≒6倍
　→ディスク回転損失の低減
　→回転励起振動の低減
　→発熱の低減・冷却効果の向上

従来構造の上側に､アルミ合金
製の第 2のカバーを重ねてベー
スにレーザ溶接

第 2
のカバー
（アルミ合金）

レーザ溶接

ベース
（アルミ合金）

アルミ合金同士
のレーザ溶接

US Patent US7957092

出典：日本機械学会賞，
日本機械学会誌 , 
Vol. 121, No. 1191, p. 44, 
2018.

ヘリウム封入により､風損の低減､発熱量の低減､振動の低減､温度上昇
の低減などのメリットが発揮され､HDDの構造設計に大きな変化をも
たらしました。すなわち､ディスク板やヘッドアームの板を薄くするこ
とが可能となり､結果的にディスクの積層枚数を大幅に増やして､HDD
当たりの大容量化に大きく貢献することとなりました。

7枚のディスクを積層
→8TB

出典：中村滋男，日本機械学会誌 ,Topics, 
Vol. 119, No. 1169,  p. 223. 2016.

ヘリウム封入技術の開発 E52013 Hgst He6  3.5in 6TB
2014 Hgst He8  3.5in 8TB




