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HDDと素材産業
理事　菊地　茂　（神戸製鋼所）

HDD の主要構成部品である、磁気ディスクのア
ルミニウム基板は、日本メーカーのみが全世界
に供給しているという事実は、案外知られてい
ないのではないだろうか。アルミニウムは、過
去四半世紀以上にわたってディスク基板素材と
して使われてきたが、アルミニウム素材メーカ
ー各社はいま、予想しなかった大きな変化に直
面している。
  HDD が年率１０数％の成長を続ける一方で、
ディスク基板の市場は急速に縮小し、もともと
わずかな収益の足をひっぱり、縮小均衡ないし
撤退を余儀なくされている。HDD１台に搭載さ
れるディスクの枚数が、メディアの高密度化・
高容量化によって減少していること、及びガラ
スを基板とするメディアの増加が主な原因であ
る。
  素材メーカーとして、技術変革と市場の変化
が急速に進む HDD産業に係ってきた視点で、デ
ィスク素材の技術をふりかえり、今後を考える
ヒントにしてみたい。
  １９７０年代末、１４インチのディスクパッ
クと称する技術が主流であった時代まで、アル
ミニウム基板の供給は米国がほぼ独占していた。
日本メーカー各社が独占的に供給することにな
った大きな理由は、当時の材料技術の進歩にあ
ったといえるであろう。
  ディスク用アルミニウム材料技術の根幹は、
エラーの原因となる材料欠陥の制御技術である。
高純度の地金を使用しても、溶解炉中の溶融ア
ルミニウムには微量の水素ガスや非金属介在物
が存在する。溶融アルミニウム中に精錬剤を吹
込み、拡散や物理吸着の原理で水素ガス、非金
属介在物を除去する。さらに鋳造直前にも脱ガ
スと特殊フィルターで非金属介在物を除去する。
金属間化合物と称する材料欠陥は、合金中の不
純物量、鋳造凝固時の冷却速度、及び熱間圧延
の条件で分布が大きく変る。究極の技術として、
金属間化合物分布を極小化した材料を開発する
ため、連続鋳造圧延という、鋳造凝固時の冷却
速度が通常の１００倍以上の技術を開発したが、
薄膜メディアへの移行により陽の目を見ずに終
わった。このような溶解精錬、フィルター、鋳

造凝固、熱間圧延等の技術開発、及び画像解析
等で欠陥分布を定量的に評価する技術の開発が、
日本の素材が世界のディスク市場を独占するに
至る過程で大きく貢献したことは間違いない。
但し、アルミニウム産業全体を米国と比較する
と、圧延品の市場は日本の約３倍、また電力コ
ストの問題で日本では成立たない製錬業を有し、
圧倒的な差があることは残念である。
  余談ながら、ディスク基板ビジネスを通じて、
純朴な中西部の米国人とお付合いする機会をは
じめ、異文化に触れる機会が得られたことは楽
しい記憶である。昼食から夜の１０時過ぎまで、
ビールとウオッカを飲みつづけて平気な普通の
米国人と、抑えて飲んでもへたってしまう日本
人との間にも、圧倒的な差があることを認識し
た。
  素材産業としてこれから HDD産業とどう付き
合い、現在の状況への対応のヒントという課題
に戻る。率直なところ、このビジネスに係って
きた経験から言えることは、素材産業の感覚で
技術や市場の予測をたてても、一度も当たった
ことがないということである。注文がくると思
っているとこないし、こないと思っているとく
る。技術開発や生産能力はここまで用意してお
けば十分と考えていると、追討ちをかける要求
がきて四苦八苦する。この逆に落ち込んだとき
はまことに悲惨で、ハイリスク・ハイリターン
の世界を、身をもって経験したことになる。重
要なことは、当たる予測をたてることではなく、
変化があることを前提として、変化に柔軟に対
応できる仕組みを作っておくことであるという
ことも、ディスク基板ビジネスから学んだこと
である。こうした経験を、変化のスピードは遅
いとはいえ、これからの素材ビジネスに生かし
ていくことが重要ではないかと思う。
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将来の高記録密度、高速回転に於けるアルミ媒体の極限設計
大月　章弘（富士電機）

1.はじめに
　固定磁気ディスク装置（以下は「HDD」と呼
ぶ）の大容量化・高速化の進展は、大方の予想
を越えるペースで進みつつある。20 年前には、
1Gbits/in2 が水平磁気記録と垂直磁気記録のター
ニングポイントであると考えられていたが、既
にその領域を越えていながらも、依然として水
平磁気記録方式で高記録密度化が進められつつ
ある。その様な HDD技術の飽くことなき進展は、
既存の技術の否定と革新によって支えられ、今
や、21 世紀の外部メモリ市場に於ても、中枢的
な位置を占めると、大きな期待を浴びるに至っ
ている。
　ここでは、「大容量化・高速化」の進展が、既
存技術の単なる否定と革新に止まらず、より複
合的で重層的な展開として進められつつあるこ
とを、「将来の高記録密度、高速回転に於けるア
ルミ媒体の極限設計」と言う観点で整理する。
猶、本報は、見通しを付けることに重点を置い
ており多くの議論は単純化されている。実際の
研究開発に於ては、より多面的に展開されつつ
あることを付記しておく。

2.容量進化の実態と今後の課題
　図 1 に典型的な商用 HDD の容量進化則を整理
する。ここで「典型的な」と述べたのは、主に
Desktop PC 用の、即ち 3.5”HDD に関する容量進
化則を整理したからである。Portable PC用の（主
に 2.5”）HDD であれば、記録密度はより高く設
計されており、反面データ転送速度は低い。サ
ーバ等に用いられるハイエンド HDD であれば、
より低記録密度でありながらもデータ転送速度
は最も高い。それら一つ一つの事情を説明する
のが目的ではないので、図 1 には典型例のみを
整理している。
　図 1 に見られる様に、最近の記録密度の増加
は、線記録密度よりもトラック記録密度の増加
増加に多くを負っている。また、HDD のスピー
ドパフォーマンスを維持すべく、記録密度の増
加に比例したデータ転送速度の向上も計られて
いる。一方、このデータ転送速度の向上は、ス
ピンドルモータの回転速度の増加をもたらし、
それは媒体の回転振動問題、即ち媒体が固有振

図 1　商用 HDDの容量進化則

動数に依存して垂直方向や水平方向に変位する
と言う問題を引き起すに至っている。これを TMR
（Track Misregistration）問題と呼ぶが、TMR が
大きいとヘッドの位置決め制御が困難になり、
その為にトラック記録密度を増加させることが
出来なくなる。即ち、媒体用の基板材料として、
従来のアルミ材料から、より剛性の高いガラス
材料に関心が移りつつある所以である。
　一方、高記録密度に於けるSNR問題はどう考
えるべきであろうか。図2に、それに対応する媒
体の記録システムの進化則を整理する。但しこ
れは研究開発レベルでの進化則であり、商用化
するに際しては、別の展開となる可能性も十分
にある。

図2　R&D媒体の記録システム進化則

図2に於て、記録密度の開発目標品質は、年率
100％の成長と置いている。それを前提として考
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図3　高速回転に於けるTMR問題

えると、今迄主流を占めて来たCo合金系の水
平磁気記録システムは、SNRと熱揺らぎ特性の
トレードオフの桎梏を免れ得ず、遂に限界が見
え始めたと言える。Co合金系水平磁気記録シス
テムの実用限界に就いては諸説があるが、
50Gbits/in2程度と考えるのが妥当な線ではなかろ
うか。その先の高記録密度を受け継ぐものとし
て、Co合金グラニュラーの水平磁気記録システ
ムと、Co合金の垂直磁気記録システムが考えら
れる。しかし、低温成膜技術を駆使して磁性層
の結晶粒径の分散をミニマイズし、Pt添加量を上
げてKu値を高めたとしても、Co合金グラニュラ
ーは、現行Co合金系の3倍程度の記録密度、即ち
150～200Gbits/in2が限界であろうと考える。また
Co合金垂直磁気記録システムは、熱揺らぎ特性
よりも媒体ノイズ問題が律則となり、400Gbits/in2

程度で高記録密度化の限界を迎えると考える。
従って、その先の高記録密度を達成するものは、
アモルファス垂直磁気記録システムか超格子垂
直磁気記録システムではないかと考えている。
その様な見通しの中で、現在はCo合金系垂直

磁気記録システムの実用化研究が本格化し、そ
の他の将来システムの調査研究に漸く着手した
段階であると言えるだろう。

　上述の進化則を前提にして、次に高速回転に
於けるTMR問題に関して少考し、引き続いてア
ルミ媒体に於ける高記録密度（特にトラック記
録密度）の限界に関して考察することにしたい。
また、最近の熱揺らぎ特性に関するトピックス
を紹介し、現在想定し得る高記録密度アルミ媒
体の磁気記録システムに関しても考察を加えた
い。

3.高速回転に於けるTMR問題
　媒体を高速で回転させると、基板の振動特
性に応じた媒体の変位が垂直方向や水平方向に
生じ、それにヘッドが追従出来ないと、オフト
ラック特性を劣化させることが知られている（図
3）。
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図 6　基板条件毎のトラック記録密度上限値

トラック記録密度を上げるには、この TMR 特
性を改善する必要がある。具体的には、基板の
固有振動数を高めることが有効な対策である。
この基板の固有振動数は、材料物性に関わる値
を変化させても改善することは出来るが、その
効果は物性値の平方根に比例する程度である。
それよりも、基板の板厚を厚くするか、半径を
小さくする方が、即ちフォームファクターを縮
小する方が遥かに効果が大きい。これらの関係
を定量的に把握する為に開発した測定システム
が、図 4である。これは、実際の HDDを改造し、
ヘッドの位置決め制御を行うヘッドサーボ信号
の PES（Position Error Signal）を測定しつつ、基
板のダイナミックな変位量をレーザードップラ
ー法で測定するシステムである。レーザードッ
プラー法で測定出来る変位量は、基板の垂直方
向のそれでしかなく、実際のオフトラック特性
に関係する水平（トラック）方向の変位量を測
定することは出来ない。しかし実際には、両者
の間には密接な関係があり、図 4の上下段の FFT
解析結果を見比べると分る様に、基板の垂直方
向変位量と、トラック方向の変位量に依存した
サーボ信号である PESの間の相関性は高い。

図 5 に実際の測定結果を示す。図 5 の左下に
掲げたデータが、実際の基板振動測定データで
ある。この様な波形データを回転数毎に且つ周
波数毎に積分して、Ave.＋3σのトラック位置決
め誤差量を求め、それをプロットしたものが左
上の図である。また右上及び右下の図は、材質
や形状の異なる基板を用いて振動測定を行い、1
次曲げモーモーメントの共振周波数や Specific
Modulus を横軸に取ってプロットした図である。
猶、これらの図に於ては、HDD 相関データに基
づき、基板の上下方向変位量を、Ave.＋3σのト
ラック位置決め誤差量に変換してプロットして
いる。
この様なデータを整理し、様々な材質や形状
の基板を、高速回転した時のトラック記録密度
上限値を整理したものが図 6 である。猶、この
トラック記録密度上限値は、トラック位置決め
誤差量（Ave.＋3σ）が、実効トラック幅の±10％
を越すに至るポイントで表現されている。図 6
から、同じ形状であれば、確かにアルミ基板媒
体よりもガラス基板媒体の方が限界トラック記
録密度は高いが、それ以上に、半径が小さく板
厚が厚い媒体の方が、より限界トラック記録密
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図 7　水平磁気記録媒体の熱揺らぎ特性

度が高い。例えば、アメリカの NSIC がリコメン
ドしている「100Gbits/in2（580KBPI，170KTPI，
10000rpm）」を達成するには、3.0”ｔ1.0 のガラス
基板媒体で設計しなければならない。しかし、
7200rpmで十分なローエンド HDDであれば、3.0”
ｔ1.27 のアルミ基板媒体であれば、それを達成
することは可能である。フォームファクターに
2.5”ｔ0.89 を採用すれば、アルミ基板媒体であっ
ても、10000rpm且つ 100Gbits/in2を達成すること
が出来る。

即ち、TMR 問題に関しては、フォームファク
ターを見直すことにより、アルミ基板媒体であ
っても、100Gbits/in2 以上の高記録密度媒体を作
ることは可能である。一般には、記録密度の進
展は、フォームファクターの縮小をもたらして
来ており、事実、最近の次世代 HDD 設計の比重
は、小径 HDDに移行しつつある。

4.熱揺らぎ特性
媒体の熱揺らぎ特性に関しては、既に様々な

文献で紹介されており、今更新たに付け加える
項目はない。従って、熱揺らぎ特性の詳細はそ
れらの文献に譲る。ここでは最近の実験的なト
ピックスを紹介する。そしてそのトピックスに
鑑み、将来のアルミ基板媒体はどう言う記録シ
ステムであるべきかを少考する。
図 7 は、3 種の水平磁気記録媒体の熱揺らぎ特

性データである。3 種の媒体の内、Co 合金異方
性媒体と等方性媒体は、アルミ基板の品質諸元
や CrMo 中間層・ CoCrPtTa 磁性層等の層構成、
そしてそれらの組成や製作条件を同一にして作
られている。単に NiAl シード層の有無で、等方
性と異方性の制御を行った媒体である（NiAl シ
ード層があると等方性媒体になる）。またシステ
ムの異なる Co合金グラニュラー（CoCrPt＋Si 酸
化物＋Cr 酸化物）媒体は、アルミ基板以外の諸
元が総て異なる媒体である。
図 7 の内の左図は、再生出力の経時変化デー

タである。ヘッドは、測定トラック上を 0.25Hz
の周期でシークしつつ再生出力を計測しており、
従ってアンテナ効果による減衰を含んだ最悪パ
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ターンでの測定データである。この測定手法で
の熱揺らぎ特性は、Co 合金グラニュラー媒体が
最も良く、次いで Co合金異方性媒体、最後に Co
合金等方性媒体の順に並んでいる。
図 7 の右図は、Dynamic Remanence Coercivity
法による熱揺らぎ特性の測定データである。記
録周波数毎に書き込み電流を変化させ、媒体ノ
イズが極大となる所の電流ポイントで、プロッ
トしたものが図 7 の右図である。猶、この図の
縦軸は、最もゆっくりと書き込んだ際の最大電
流値が、振動式磁力計の保磁力の値に一致する
と仮定して、Hcr 値に換算したものである。この
測定手法での熱揺らぎ特性でも、Co 合金グラニ
ュラー媒体が最良な結果を示している。しかし
注目すべきは、図 7 左図と評価順位が Co 合金異
方性媒体と等方性媒体の間で入れ替っている点
である。また熱揺らぎ特性が劣る媒体ほど、書
き込み周波数が上がると、実効的な保磁力が急
増する点も重要である。
媒体特性の何にウェイトを付けて設計するか

によって考え方は変わるが、図 7 のデータを総
合的に判定すると、Co 合金グラニュラー媒体を
別格として、今後の高記録密度媒体は、異方性
媒体よりも等方性媒体こそ適していると考えら
れる。
図 7 の左図はリードとしての熱揺らぎ特性で

あり、右図はライトとしての熱揺らぎ特性と考
えることが出来る。再生出力が減少することは
重大な問題であり、それはそれで対策すべき項
目である。しかし、今後の高記録密度化では、
媒体の保磁力は更に上がり、一方で記録ヘッド
のギャップ長は、高周波特性を改善する為に一
層狭くなる。将来の高記録密度設計は、書き込
みにくい媒体と書き込み能力に劣るヘッドの組
み合わせで進めざるを得ない。それにライトと
しての熱揺らぎ特性が加算され実効的な保磁力
が高まると、リードとしての熱揺らぎ特性で問
題を起す前に、媒体に信号を書き込めないライ
ト熱揺らぎ障害が先行すると予想される。即ち、
（記録密度が低い今ではなく）将来に於ては、
等方性媒体こそ適合していると判断する所以で
ある。
猶、異方性と等方性媒体に於けるリードとラ

イトの熱揺らぎ特性の違いは、定性的には次の
様に解釈している。異方性媒体は、磁性粒子ク
ラスターが配向し一種の集合組織化している。

従って実効的な Switching Volumeは大きく、リー
ドモードに於て磁化は反転しにくい。その反面、
ライトモードでも磁化反転を起しにくいので、
一斉に磁化反転する最大電流ポイントは却って
高くなる。一方等方性媒体は、磁性粒子クラス
ターがランダム配向を呈しているので、丁度異
方性媒体とは逆の現象を引き起す。Dynamic
Remanence Coercivity を測定する時の媒体ノイズ
が、異方性媒体に於て低く、等方性媒体に於て
高いこと。及び、同じ Dynamic Remanence
Coercivity 測定に於て、最大電流値の半値幅が、
異方性媒体が狭く等方性媒体は広いこと、等々
はそれを示唆する現象であると考える。
以上より、記録システムとしては、「Co合金水
平異方性 → Co合金水平等方性 → Co合金グラ
ニュラー等方性 and/or Co合金垂直」と言う進展
を経ると予想している。

5. 将来の高記録密度、高速回転に於けるアルミ
媒体の極限設計
　先述した様に、媒体のフォームファクター次
第では（例えば 2.5”ｔ1.27）、限界とする記録密
度は変るが、ガラス基板媒体が主流である
2.5”HDD を除外して考えると、アルミ媒体の限
界設計は次の通りである。

6.おわりに
磁気記録の限界が叫ばれてから久しく時が経っ
ているが、依然として HDD の進展は著しい。却
って 21 世紀に於ける様々な新市場に於て、HDD
は中枢機能素子の役割を担うのではないかと期
待されている。そしてその様な新市場に共通す
る HDD ニーズは、「大規模高速キャッシュメモ
リ」ではないだろうか。HDD は、本質的には今
の使われ方を本旨とする商品ではないと思われ
るが、アーカイバとしての役割を除き、非本質
的な機能を外した先に見える 21 世紀の HDD 像
は、もしかしたら、現在問題とされている技術
的課題の幾つかを歯牙にもかけない商品である
のかも知れない。
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基板振動特性（変位量、共振周波数）
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磁気ディスク用ガラス基板の高性能化の現状と今後
鄒　学禄（HOYA）

　　磁気ディスク駆動装置（ＨＤＤ）のメディ
ア用ガラス基板の市場が立ち上がる兆しを見せ
ている。ＨＤＤの高性能化や磁気記録の高密度
化が急速に進んだ結果、従来のアルミ基板に限
界が見え始めたためである。ガラス基板は、高
剛性で薄型化に対応できる上に耐衝撃性が高い
などのメリットを生かし、2.5 インチＨＤＤ用基
板市場の大半を占めるほか、3.5 インチＨＤＤへ
の採用も進みはじめている。
　　デスクトップパソコンでは 3.5 インチＨＤＤ
を搭載しているが、そのすべてはアルミディス
クである。一方、ノートパソコンでは 2.5 インチ
ＨＤＤが用いられているが、そのほとんどは次
の理由でガラスディスクが採用されている。
１） 表面平滑･平坦性に優れ、低浮上化が可能

で高記録密度が得られる。
２） 表面硬度が高く、塑性変形を起こさない

ためヘッドとの衝突衝撃による媒体の損
傷がないので、書き込みや読み取りのエ
ラー数が激減する。

３） 剛性率が高く、基板の薄型化が可能なた
め複数枚構成による小型･大容量化が可能
となる。（表１には市販の各種基板材料の
特性を比較して示す）

表 1　市販磁気ディスク基板材料の特性比較

　　ＨＤＤの大容量化のためにはディスク媒体
の記録密度の向上と共にディスクの薄型化によ
り限られた容積の中にできるだけ多くの枚数を
収納することが鍵となる。実機での記録密度は
1999年 12月時点では 10Ｇｂ/ｉｎ２を超えている
が、現在年率 60-80%記録密度の増大が続くとす
れば 2000 年には 30Ｇｂ/ｉｎ２に、2002 年には
70-100Ｇｂ/ｉｎ２に達すると予測される。試作機
では 35Ｇｂ/ｉｎ２がすでにＩＢＭにより実現さ

れている。
　　ＨＤＤには動圧気体軸受の原理を応用して
磁気ヘッドを記録媒体上に浮上させる浮動ヘッ
ドスライダ方式が用いられている。高密度化に
伴い信号の記録･再生を行う磁気ヘッドの浮上量
も低くなり、現在の 10-15Ｇｂ/ｉｎ２に対する
30-40nm が、30Ｇｂ/ｉｎ２では約 18nm 程度にな
り、基板表面の最大粗さはこの浮上量の半分以
下であることが必要となる。即ち、記録密度が
高いほど基板の表面粗さに対する要求が厳しく
なる。ガラスはアモルファスであるため、多結
晶体のアルミ基板より表面平滑である。現在、
アルミ基板並みの研磨コストで表面粗さがアル
ミ基板の十分の一となるガラスの研磨技術がす
でに確立されており、平均表面粗さは Raで 0.2nm
以下、最大表面粗さは Rmaxで 3.0nm以下が実現
されている。
　　一般にガラス基板はアルミ基板に比べては
るかに平滑･平坦な面を研磨により形成すること
が可能である。研磨面の平滑性は Ra で 10 オン
グストローム以下が容易に得られるが、現状の
ＣＳＳ動作方式では平滑すぎて磁気ヘッドと媒
体が吸着を起こしやすい。これを防ぐため、デ
ィスク表面にテクスチャ処理が必要となる。一
般に行われているのは基板の第一層の膜（下地
膜）に結晶粒界の発達しやすい材料を用い、島
状成長を行わせた後に順次磁気膜をスパッタで
形成することで、媒体の最表面層の粗さを制御
する方法である。一方、最近では炭酸ガスレー
ザーを基板表面に照射して、高さ数 10nm、直径
数 10mｍの微小突起を多数形成するレーザーゾ
ーンテクスチャリング(LZT)という手法が用いら
れている。この方法はレーザー光のエネルギー
を制御することにより、突起のサイズ、形状を
精密に制御できるという利点がある。これらの
技術により、ガラス基板の平滑性を生かしつつ、
高記録密度化に対応したテクスチャ処理が可能
となっている。
　　しかしながら、記録密度を高めるためには
情報の記録領域をさらに小さくする必要があり、
結果として信号の出力が低下するため、磁気ヘ
ッドと媒体間の距離はますます狭くなる。一方、
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磁気ヘッドも高感度化の改良が進み、ＭＲヘッ
ドからＧＭＲヘッドへと置き換えられつつある。
ヘッドと媒体間の距離の低下に伴い、表面の凹
凸が問題となるため、平均粗さ Ra で数オングス
トロームという超平滑な面が要求される。この
場合、ＣＳＳ（コンタクト･スタード･アンド･ス
トップ）機構ではヘッドとディスクとの摩擦が
大きくなり、動作不能となる可能性がでてくる。
そこで、Load/Unload と呼ばれる新しいヘッドの
移動機構に移行しつつある。ＣＳＳ機構では、
装置停止中は磁気ヘッドが媒体に接触しており、
ディスクが回転し始めるとヘッドは浮上し、装
置が停止すると再び媒体と接触する。Load/Unload
方式では、ディスクが停止時にはヘッドがディ
スクの周外に保持されており、回転時にはヘッ
ドがディスク上に移動してくる機構をもつもの
である。この機構の設計にはかなりの精度が要
求されるため、表面平滑性のほかディスクの平
坦性に対する仕様も一層厳しくなっている。さ
らに、ＨＤＤのトレンドは、高容量化と共に小
型･薄型化へと進んでいるので、ディスク基板を
薄くすることが要求される。基板を薄くすれば
ＨＤＤ全体の厚みが薄くなり、ＨＤＤ一個当た
りに多くのディスクを搭載できる

ので大容量になる。しかし、アルミ基板を薄く
すると塑性変形して端部が自重で“ダレ”て平
坦性が悪くなる。さらに、ＨＤＤのスピンドル
に基板を取り付ける組み立て工程などで、降伏
点を超える応力がかかって不均一なうねりが生
じ易くなる。このように平坦性が悪くなると、

図 1　ガラス基板とアルミ基板製の HDDに 100-400G

の加速度で衝撃を与えた時のデータエラー発生回数

磁気ヘッドが基板にぶつかる確率が高くなるた
め、フライングハイトを小さく設計できない。
これに対し、ガラスは弾性体で塑性変形を起こ
さないので、平坦性のよい基板を容易に研磨で
きる。
　　耐衝撃性もガラス基板に軍配が上がる。ガ
ラス基板は外部からの衝撃で磁気ヘッドが基板
にぶつかっても小さな傷が入る程度だが、アル
ミ基板は塑性変形を起こしてぶつかった部分が
へこんでしまう。アルミ基板は幅広い範囲でデ
ータが破壊されるが、ガラス基板は傷が付きに
くいし損傷も小さいので、データエラー発生数
は非常に少ない。図１はＨＤＤに 100-400G の加
速度で衝撃を与えた時のガラス基板とアルミ基
板のデータエラー発生回数の比較である。加速
度が 200G を超えると、アルミ基板のエラー発生
回数が急速に多くなり、ガラス基板の耐衝撃性

図 2　イオン交換により強化されたガラスのイオン交換前後の表面層変化
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はアルミより数倍高いことが図 1 からはっきり
分かる。
　　ガラス材料は化学強化ガラスと結晶化ガラ
スに大別できる。いずれもガラス本来の脆いと
いう欠点を克服するために強化処理を施したも
のである。通常、ガラス表面の傷の存在は機械
的強度を大きく損なうため、ディスク信頼性向
上の点からイオン交換による化学強化処理が施
されている。化学強化は図 2 に示したようにガ
ラス転移点以下の温度でガラス基板をアルカリ
溶融塩中に浸し、ガラス表面のアルカリイオン
と溶融塩中のより大きなイオンと交換すること
で、ガラスの表面層に圧縮応力歪み層が形成さ
れ、ガラス表面クラックに図 2 示したような圧
縮応力がかけられガラス基板の破壊強度を大幅
に増加するものである。ガラス中のアルカリイ
オンの種類により用いる溶融塩の種類も変化す
るが、例えば Na＋と K＋を含むソーダライムガラ
スの場合、溶融塩として KNO3 を使用し、十分
な厚みの圧縮応力層を形成するための処理条件
は 400℃で 16時間程度が必要である。  Li＋と Na
＋を含むアルミノシリケ－トガラスの場合には、
KNO3 と NaNO3 の混合塩を用いて、かなり短時
間（4 時間）で深い圧縮応力層(約 150�ｍ)が形
成できるという特徴を持っている。このように
してガラスの表面層に深い圧縮応力層を形成す
ることによって、ガラス内部からのアルカリ溶
出が抑えられる。また、強化処理後に表面の精
密研磨仕上げをすることも可能である。一方、
結晶化ガラスはガラスマトリックス中に微細な
結晶粒子が均一に析出分散した材料で、ガラス
と結晶相との間で硬度や化学的耐久性に差があ
るため、研磨した際に結晶粒子が表面に微細な
凹凸を形成する。このような凹凸はテクスチャ
ーとして有効ではあるが、不均質構造をもつこ
とから、平滑な面を得るための研磨が難しい。
図 3 の AFM 写真に示したように結晶化ガラスか
ら析出した結晶粒子がマトリックスガラスより
硬度が高いので研磨工程で突起となったり、研
磨材の摩擦により脱落されたりして、化学強化
ガラスに比べ表面欠陥がはるかに多い。従って、
結晶化ガラス基板に対して磁気記録の高密度化
に対応するため表面粗さを抑えることが重要と
なり、結晶粒子のサイズを現在の数 100nm から
数 10nm以下に制御することが必要となる。

　　最近、サーバー用ＨＤＤではデータの伝送
速度の高速化が進んでいる。このためにはディ
磁気ディスク高速回転時の振動とその振動によ
る Track Ｍisregistration (TMR）との関係を示す。
図スクの回転速度を高める必要があり、デスク
トップパソコンの 5400rpm、7200rpm に対して、
ハイエンドＨＤＤの 10000rpm、12000rpm のもの
が製品化されている。このように回転速度が大

図 3　化学強化ガラスと結晶化ガラスとの研磨表面
　　　の AFM写真

きくなるとＨＤＤ装置内の空気の乱流圧力によ
るディスクの不規則振動が増大する。図 4 には 4
から分かるようにこの振動にヘッドのサーボ機
構が追随できなくなると、信号記録のトラック
密度が高い場合には、データの読み取りエラー
が生じる。基板の振動が大きくなるほど、また
は記録密度が高いほど TMRが大きくなる。通常、
高速回転ディスクの振幅と基板材料の特性やサ
イズとの関係が次のような式で与えられる。

( )
43

22 1)(

λβ
ν

hE

arpmF
W

−=

ここで、W はディスク基板の振幅、F(rpm)はＨ
ＤＤ装置内空気の乱流圧力（回転数の関数）、ａ
はディスクの外半径、E は基板材料のヤング率、
βは基板のダンピングファクター、h はディスク
の厚み、��は基板形状パラメーター、�は基板
材料のポアソン比である。高速回転時ＨＤＤ装
置内の空気の乱流圧力によるディスクの不規則
振動 W はディスク基板の厚み h と外形寸法 a 及
び基板材料のヤング率 E に大きく影響される。
回転速度が早くなると装置内空気の乱流圧力が
大きくなるので、ディスクの振幅 W が大きくな
る。このような基板の振動が小さく抑えられる
ためには、ディスク基板を厚くするか、或いは
その外径を小さくするかとの対策が考えられる
が、厚みを増やすと HDDに収納できるディスク
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図 4　TMRに対する高速回転時ディスクフラッタの影響

の枚数が減り、基板の外径を小さくするとディ
スク一枚当たりの面積が減少するので、ＨＤＤ
の記憶容量減を招くこととなって望ましくない。
例えば、3.5 インチのディスクを 3.0 インチに小
さくすると、ディスクフラッタは約 36%程度改
善されるが、磁気記録面積も 30%程度減少して
しまう。従って、ディスクの高速回転時の不規
則振動を抑えるためには、高剛性ディスク基板
材料が要求される。例えば 150GPa のヤング率
をもつ 3.5 インチのガラス基板のフラッタは
70GPa のヤング率を有する 2.5 インチのアルミ
基板のそれより小さいため、高剛性ガラス基板
を用いるＨＤＤには高速回転も実現できると同
時に記録容量の倍増も可能となる。図 5 には
Quantum 社の技術者らが市販各種高剛性セラミ
ックス材料を用いたディスク基板のフラッタか
ら試算した TMRの結果を示す。基板材料のヤン
グ率が高いほど TMRが小さくなることが図５か
ら分かる。しかし、Al2O3、ZrO2、SiC などが
焼結セラミックス材料で表面欠陥が多く、コス
トも高いのでディスク基板として採用される可
能性が低いのに対し、結晶化ガラスは平滑性が
悪く、表面欠陥も多いので期待されない。そこ
で筆者らはこのようなＨＤＤの高速回転化に対

応して高剛性ガラスの開発を行ってきた。表 2
にはこれまでに開発した高剛性基板ガラスの特
性を示す。市販の基板材料と比較するため、表 2
に示した高ヤング率ガラスと各種市販ガラス及
び Al合金を用いた 3.5inch/0.8mmディスクの高
速回転時のフラッタを測定した。その結果、デ
ィスク基板のフラッタは基板材料のヤング率の
増加に伴って小さくなることが分かった(図 6)。
現在、筆者らは 150GPa 以上の高いヤング率を
有し、かつ表面平滑性や平坦性に優れたガラス
基板材料の開発を進めている。通常のガラス材
料は市販の高ヤング率セラミックスより約 1.5－
2倍程度高いダンピング比を有するので、150GPa
のヤング率をもつガラスには 215GPa のヤング
率を有する ZrO2 材料以上に TMR を抑えること
が期待される。図６に示すように 150GPa のヤ
ング率をもつガラス基板（厚み 0.8mm）のフラ
ッタは厚み 1.1mmのAl基板のそれより小さく、
3.5 インチの同ガラス基板のフラッタは 2.5 イン
チの Al 基板のそれより小さい。2.5 インチの Al
基板でＨＤＤの高速回転に対応する場合、5枚 2.5
インチの Al 基板を搭載したＨＤＤの記録容量に
は 3 枚の 3.5 インチ高ヤング率ガラス基板を用
いて十分カバーできる。この場合、基板の振動
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やフラッタは改善される上、磁気ヘッドを４本
減らすこともでき、ＨＤＤのコストダウンに貢
献できる。
　　従って、高剛性ガラス基板材料はＨＤＤの
高密度化と高性能化にとって必要不可欠となっ
ている。特にＨＤＤの大容量化や情報アクセス
の高速化が急速に進んでいる今、従来のアルミ
基板の限界が見え始め、平滑性や平坦性など優
れた表面特性が得られ、剛性率の大きいガラス
基板の優位性を活かせる状況がますます鮮明と
なってきている。今後、ＨＤＤの大容量化、高
性能化、小型化の需要が必然である限り、磁気
ディスク基板に対して高剛性、高平滑性、高平
坦性、耐衝撃性などの特性がさらに厳しく要求
されるので、高剛性･高平滑性のガラス基板に対
して大きく期待される。

表 2　新規高剛性化学強化ディスク基板ガラスの特性

図 5　TMRのディスク基板材料ヤング率への依存度

図 6　高速回転ディスクのフラッタに対する
　　　基板ヤング率の影響
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２２２２１世紀の科学へ、夢を語ろう１世紀の科学へ、夢を語ろう１世紀の科学へ、夢を語ろう１世紀の科学へ、夢を語ろう
京都大学化学研究所　教授　新庄　輝也

１．まえがき
　小渕首相のミレニアムプロジェクトのひとつ
に「２１世紀の科学へ、あなたの夢を聞かせて
ください」というタイトルでの作文の募集があ
った。しかし記憶に残した人はごく少なかった
ように思われる。私はその選考の手伝いを頼ま
れたために雑誌に広告が出ていることに気付い
たが、そうでなければ見落したに違いない。昨
年暮れに新聞雑誌には一応の広告が出されたも
のの、地味な印象であったためか、宣伝が行き
渡らなかったきらいがあった。作文の募集は、
小学校、中高、一般の３部に分けられ、１月末
に締め切られた。一般の部には約５００篇の応
募があり、その中の５０篇あまりが私の審査分
として送られてきた。資格を問わない一般から
の募集であり、内容はといえば玉石混淆どころ
か大部分が石ころであるのはやむをえない。ま
ず半分程度はとても表彰の対象にはできないと
ただちに判定できる。二次審査に残す数篇を選
べという指示なので、その中から３篇ばかりに
評点を付けて報告した。しばらくすると、予備
審査を通過した作品として２２篇が送られてき
た。今度はいずれも作文として一定のレベルに
達してはいるが、独創性の点で評価できるもの
はごく少ないというのが率直な印象であった。
私の役目は審査の下請けであり、これらにコメ
ントを付けて返送することで仕事は終わった。
俵万智さんや毛利衛さんといった著名人による
委員会が最終的な入選作品を決定し、表彰式が
行なわれるはずである。どの作品が総理大臣賞
に輝くのか、現時点ではまだ結果は発表されて
いない。
　審査する立場でいえば、何千通も応募が来た
ら大変である。５０篇の作文でも一応目を通し
て、しかも実質一週間くらいで採点結果を提出
するよう要求されると、ある程度まとまった時
間が必要であり、その結果なんらかの仕事を後
回しにせざるをえない。この程度の作品量です
んでやれやれというのが審査員としての気持ち
である。しかし審査を離れていえば、まず応募
数が少なすぎるといわざるを得ない。総理大臣
が呼び掛けて、しかも千年に一度の試みとうた

うのであれば５００篇では少ない。応募総数が
少ない上に、内容を見ても、優れた作品は乏し
く、選択に苦労したというより、表彰に値する
ものを捜し出すのが苦労というのが審査の実感
であった。「なんでもしてくれるロボットがほし
い」というような類型的な作品、あるいは今ま
でにどこかで聞いたようなアイディアを列挙す
るタイプの作文が多く見られた。新聞の家庭欄
の投書や単なるエッセイではなく、斬新なアイ
ディアを柱とした作文を期待したが、日本中か
ら集められた結果としては物足りないというの
が実感で、ミレニアムと銘うっての行事という
には盛り上がりに欠けた。
　しばしば日本人は独創性が乏しいといわれる
が、独創性を発揮する努力が足りないのではな
いかと思う。出さなければないのと同じで、乏
しいといわれても仕方がない。もっと独創性を
発揮する努力が必要ではないのか？　また優れ
た独創性を評価して、さらに育てようとする風
土が欠けているのではないか？　という気がす
る。そういう観点からいえば総理大臣が募集す
る作文は多くの人がチャレンジできる好適の場
であり、優れたアイディアを誇示しようとする
人がもっといても良かったはずである。しかし
例えば大学院生や研究の第一線にある人達から
の応募はほとんど皆無であった。募集方法に問
題があったとすれば、ひとつは小学生、中高生
に並べて一般の部が設けられたためにレベルの
高いアイディアを競うコンテストというイメ－
ジにはならなかったのかもしれない。また最優
秀作品には総理大臣賞が贈られるとあるがなに
をくれるのかは明らかでない。表彰状だけでは
なく、ミレニアムという名にふさわしい賞品を
くれることが明らかでなければ参加意欲もかき
たてられない。最優秀賞を一千万円くらいにす
れば、キラリと光るどころか、ギラギラ輝くア
イディアが多数集まってきたかもしれない。
　ミレニアムプロジェクトは終わってしまった
が、私もアイディアをひねり出すコンテストに
参加したつもりで作文を考えてみることにする。
磁気記録を原点として夢を展開させることにす
るが、上のような経過があっての作文なので、
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一般向けの平易な記述になっており、専門的な
内容についての説明が不十分であることを予め
お断わりしておく。

２．クライオコンピュ－タ
コンピュ－タの発展によって我々は大きな恩恵
をうけてきたことは明らかであり、ハ－ドディ
スクの容量の高密度化がそれを支えてきた。
図１(＊図１ＨＤＤにおける磁気記録技術の進展
は都合により最後にあります　IDEMA 事務局)
でわかるように、さらに容量を増加させ、大量
の情報を瞬時に処理するための努力が続いてお
り、国際的な熾烈な競争が行なわれている。し
かし磁気記録の密度はどこまでも高められるわ
けではない。磁気記録媒体では超微粒子の磁石
を記録の単位として利用しており、微粒子の体
積があまりに小さくなってしまうと熱ゆらぎの
ために磁石としての安定性がなくなってしまう
現象（超常磁性）が起きて記録素子としての機
能は失われる。したがって記録の単位となる微
小磁石のサイズをある最小値以下にすることは
できない。図にも示したように、磁石のサイズ
の限界に到達するのは比較的近い将来であり、
ハ－ドディスクの機能の成長は止まるのではな
いかと心配されている。これはまさに物理的原
理からくる限界であり、どうしようもない壁が
存在するように見える。しかしこの問題を解決
して記録密度をさらに一桁以上簡単に増加させ
る策を提案してみたい。それは低温を利用する
ことである。磁石の熱的揺らぎの確率は、体積
が１０分の１にしても温度を１０分の１にすれ
ば変化しない。すなわち絶対温度３０Ｋで使用
すれば微小磁石の体積は室温の１０分の１にす
ることができる。液体ヘリウム温度なら室温の
１００分の１に近い。つまり低温で利用すれば
記録密度をまだ２桁近く向上できる可能性があ
り、２１世紀中は限界を心配しないですむこと
になる。
　しかしそのように超高密度で記録できるディ
スクができたとしても、それを読み出すことが
できるだろうか？　従来の磁気記録の読み出し
には誘導コイル型ヘッドが利用されてきたが、
磁気抵抗効果を利用するＭＲヘッドの方が有利
であり、最近の記録密度の向上は巨大磁気抵抗
効果（ＧＭＲ）を利用したＧＭＲヘッドの出現
によって支えられている。　ＭＲヘッドの能力

はＭＲ比（磁場による抵抗の変化）に依存する
が、商品化されているいわゆるスピンバルブ型
ＧＭＲヘッドのＭＲ比は１０％程度である。さ
らに優れた性能のヘッドを作り出すにはより大
きなＭＲ比を示すシステムを開発しなければな
らないが、室温でさらに大きなＭＲ比を実現す
ることは容易ではない。ではついでにヘッドも
低温にすればどうなるだろうか？　実はＭＲ比
は数倍に増大し、簡単に大幅な性能アップが実
現できる。ＧＭＲは室温でかなり大きなＭＲ比
を示すことが注目され、物理現象の発見以来約
１０年の間に実用化にも到達したが、ヘリウム
温度では室温より一桁近く大きな効果がえられ
ることは発見者の第一報に既に記載されている。
ＧＭＲの発見を契機として様々なタイプのＭＲ
効果の研究が始まり、低温では非常に大きなＭ
Ｒ比が実現したという報告は少なくない。例え
ば磁性層にスピン分極度が高い化合物を利用し
た場合にはＧＭＲ効果が増大し、ヘリウム温度
では１００％以上のＭＲ比が観測されている。
ただし室温では非常に小さな変化しか得られて
いない。マンガン酸化物には低温では１００％
をはるかに越えるＭＲ比を示すものが発見され
ているが、やはり室温で優れた特性を発揮させ
ることは困難である。しかし室温という条件を
取り払えば事情はまったく異なり、従来のヘッ
ドに比べて性能を画期的に改善する可能性がい
ろいろ存在することが明らかである。ヘッド方
式の分解能では足りなくなったときにはＳＴＭ
方式の利用が検討されるであろう。ＳＴＭを低
温で利用すれば原子サイズの検出能力が確保で
きることは確認されており、分解能に関しては
再生技術に限界に来る心配は全くない。
　低温が舞台となれば超伝導の登場も期待でき
る。磁場を与えると超伝導が常伝導に転移する
物質をＭＲ素子として利用する「超伝導ＭＲ素
子」も可能であり、その場合はＭＲ比で示せば
無限大に相当する。最近新しいメモリ－技術と
して関心を集めているＭＲＡＭにはトンネルＭ
Ｒ素子の利用が検討されているが、超伝導ＭＲ
素子の利用も考慮する価値はありそうである。
超伝導が利用できるなら基板の上の配線はすべ
て超伝導にすればＭＲ素子部分の実効的ＭＲ変
化は相対的に大きくなるし、配線部分の抵抗に
よる局所的なジュ－ル発熱も心配しなくてすむ。
ただし低温維持のための電力が必要となるので、
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超伝導の利用がただちにト－タルでの省エネル
ギ－にはならない可能性はあるが、配線基板部
分での発熱をなくすことはかなり効果的である。
したがってコンピュ－タのできるだけ多くの部
分を低温ボックスの中に収納することができれ
ば結構なことづくめではないか？　低温ボック
スに収められたコンピュ－タをとりあえず国際
的にもわかりやすくするためにクライオコンピ
ュ－タと呼ぶことにする。（筆者は今までに聞い
たことがないが、このような言葉が既に存在す
るものであればお知らせください。）
　２０世紀の常識では、実用は室温が前提であ
り、低温は単なる基礎研究の場であった。極低
温で如何に優れた特性があっても実用的価値は
ゼロとみなされてきた。ひところ磁性半導体の
研究が盛んに行なわれ、非常に大きなＭＲ効果
も観測されているが、磁気転移温度が室温には
達しないために実用には至らず、磁性半導体の
研究全体が永らく沈滞期に入っている。しかし、
低温で利用するなら全く話が違ってくる。ＭＲ
効果の増大はひとつの例であるが、その他の物
性に関しても極低温にすれば画期的な特性が発
揮されるという可能性は非常に広く存在する。
しかし、とりわけ磁気記録技術に関しては低温
を採用することにはかなりの抵抗があるに違い
ない。なぜならば記録という以上、半永久的な
保存が必要条件という概念があり、もしシステ
ムを低温に維持できないという事故が起きて室
温になった時にはメモリはすべて失われるので
は記録技術として利用するには危険が大きく、
不揮発性メモリという磁気記録の特徴を放棄し
ているように感じられるであろう。しかしメモ
リの中でかなりの長時間保存が必要なものは実
はごく一部である。個人個人が求めるものは大
量の情報の処理であって、情報の記録ではなく
なりつつある。膨大なデ－タが背後に存在する
ことは必要条件ではあるが、実際に利用するの
はそのごく一部である。必要とするわずかなデ
－タが膨大な情報の中からひきだされるから価
値があるのであって、ほとんどのデ－タはまも
なく捨てられる運命にある。我々は毎日相当数
のメ－ルや広告を受け取っているが見ないで終
わっている添付ファイルが既に非常に多くなっ
ている。将来にわたって保存が必要なデ－タに
は、別の方策を講じるべきで、磁気記録の中身
はいずれ消えていくものと考えておいた方がよ

い。世界中の列車の座席や劇場のチケットの予
約を自宅で瞬時に行なったり、世界中の新聞を
毎日翻訳して見ることを可能にするのがコンピ
ュ－タであり、人類はそれが進歩した生活だと
感ずるかぎり、いくらでも情報が増えつづける
であろう。しかしそれらを本当に活用する機会
は非常に少ない。人間の頭脳は毎日大量に押し
寄せる情報を適当に処理し、ほとんどを次の日
には忘れてしまう。重要な情報のみがメモリに
インプットされているが、忘れては困るものは
メモにして記録に残す必要がある。コンピュ－
タの役割も同様で、長期にわたって必要なごく
一部の情報は別途保存すればよく、大部分のデ
－タはまもなく消え去る運命にある。小型コン
ピュ－タには大量デ－タを瞬時に処理する能力
が要求されるが、大量の記録を長期に保存する
必要は少ない。したがって低温にしたためにコ
ンピュ－タが記憶喪失を起こす可能性が若干ふ
えるとしても大した問題ではない。
　低温を四六時中維持することについては、や
る気になれば技術的にも経済的にも大した問題
は存在しない。低温の技術は大いに進歩してお
り、液体ヘリウムの維持にも大した苦労はいら
なくなっていることが各病院に普及した診断用
ＭＲＩによって実証されている。お医者さんは
診断だけに集中しておればよく、液体ヘリウム
の供給は数か月に一度来る業者にまかせておけ
ばよい。液体の代わりに冷凍機を利用すれば取
り扱いはさらに簡単である。大型コンピュ－タ
には液体ヘリウムを利用し、パソコンは冷凍機
で３０Ｋ位に保つのが実際的だろう。各家庭に
クライオパソコン、といっても非現実的に聞こ
えるかもしれないが、１００年前に各家庭に冷
蔵庫が行き渡るなどとはだれも予想できなかっ
たことである。各家庭に超高性能クライオパソ
コンが普及するために必要な時間は１００年よ
りずっと短いだろうと予想する。
３．千年プリント
　我々の周囲には情報があふれており、大量の
記録を生産している。これだけの記録があれば
千年後になって２０世紀がどのような時代であ
ったかが手にとるようにわかるか、というとは
なはだ心もとない気がする。百年後でさえ保証
のかぎりではない。磁気テ－プやディスクが良
好に保存され、磁気記録としての内容が維持さ
れていたとしても、それを読み出せる可能性は
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一般家庭からはなくなっているであろう。昔の
８ミリ映画を見たりレコ－ドを聞くことは現在
非常に困難になっている。かつては、究極の録
音技術が完成した暁にはだれもがそれを利用し
つづけることのなるだろうと考えられていたが、
さらに画期的に進歩したものを作りつづけるの
が技術革新であることがわかってきた。技術革
新とは既存の技術を否定する努力であり、大量
に普及させる努力が終わるまもなく、できるだ
け早くそれらを無駄にしてしまうように努力す
るのがその本質である。同じ記録方式を２０年
も継続できないのが今日の状況であるが、将来
もその傾向は止められそうにない。いずれにし
ても千年後には現在のテ－プやディスクを再生
するすべはなくなっているものと思われる。ご
く特殊な内容の記録は重要性があるとして保存
されるかもしれないが、一般人の生活がどのよ
うであったかなどは伺い知れなくなっているの
ではなかろうか？　阪神大震災の記録を見て当
時の家屋の構造や人々の服装が観察されている
かもしれない。
　千年後の人類に誇れる遺産としてなにかを残
しつつあるのかと考えると、文化的には２０世
紀はかなりさみしい時代であったという気がす
る。歴史に残る建築物はほとんどないし、音楽
や絵画はむしろ前世紀より劣っているかもしれ
ない。千年後の鑑賞に耐えるものはいくばくも
なさそうである。価値判断は後世の人に委ねる
として、上に述べたように記録自体がほとんど
死んでしまうのであれば３０世紀になって２０
世紀の様子を知ることはかなり困難になってい
るに違いない。磁気記録や写真に比べると、書
籍などの印刷物はある程度残っているかもしれ
ないが、千年前の古文の内容が正しく読みとれ
る人がどれだけいるだろうか？　いずれにして
も記録を残す努力をしておかないとなにも残ら
ない可能性が高い。では千年後に残すにはどの
ような方法がベストであろうか？　判読の最も
容易な記録はやはり写真である。ひところ百年
プリントと称して写真の品質の高さが広告され
たことがあったが、千年保持するにはどうすれ
ばよいだろうか？　実はこの技術は既に開発さ
れており、通常のカラ－プリントと同じ品質の
写真が陶板に復元できるようになっている。高
温で処理したセラミックスの発色であれば、寿
命はもはや無限に近い。この手法をさらに改良

し、陶板を薄くかつ軽量にできれば最も長寿命
の記録メディアとして利用できる。第４ミレニ
アムに残すべき写真はなにか、広くコンテスト
を行い、歴史の部、芸術の部、一般生活の部な
どについてそれぞれに１００枚づつの入選作を
決め、セラミック写真として保存すればどうか？
セラミック写真ミュジアム、これはミレニアム
プロジェクトとしてなかなか良いアイディアで
はないか？

４．おわりに
　夢を聞かせてくださいと小渕首相に頼まれた
ら、私ならどんなことが書けるだろうか、とい
う気持ちで書いてみたのがこの文章である。た
だし私にはそんな依頼はないし、首相に聞かせ
てあげたくても聞いてきただけないという思い
がけない事態になってしまった。　未来を予測
するのは難しいことである。柔軟な発想は若い
頭脳の特権とされており、私の脳にも年令的な
硬化が生じていることは否定できない。私の文
章が若手になにかのヒントを与え、さらに夢を
発展させてもらうことに役立てば幸いである。
日本人には独創性が欠けているなどという議論
をしばしば聞くが、若い人達に自分の独創性を
積極性に主張させ、競い合わせる場が欠けてい
るように思う。また優れた独創性を褒賞するこ
とが必要である。その意味で小渕ミレニアムプ
ロジェクトは格好の機会でありえたのに十分に
は生かされずに終わったという気がする。環境、
エネルギ－、情報、生物、娯楽などと分野を選
びながら毎年アイディアを募集するコンテスト
を行なってはどうであろうか？　その分野の最
前線の研究者まで巻き込むような行事であるこ
とが望ましい。ベストアイディアに総理大臣賞
を与えるコンテストをポストミレニアムプロジ
ェクトとして毎年実施してはどうであろうか？
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1111999999999999年の年の年の年の HDDHDDHDDHDD市場総括と今後の見通し市場総括と今後の見通し市場総括と今後の見通し市場総括と今後の見通し
久保川　昇（インフォメーションテクノロジー総合研究所）

1999 年の HDD 出荷台数は 1億 7394 万台／年で，98
年の 1 億 4251 万台／年から 22.1%の大幅な伸び
となった（図表1-a）。98年末に出荷は大きく伸び，
99年前半もその高い出荷レベルを維持した。99年
後半も出荷は伸びつづけ，さらに年末には急増し
た（図表1-b）。台数ベースの市場は完全に回復し
たといってよい。これに伴って，一部の容量帯の
HDDでは，アロケーションが行われたほどである。
2000 年に入ってもこの傾向は続いており，一部の
メーカは 2000年 1Qの業績の上方修正を行ってい
る。しかし，記録密度の上昇ほどには容量に対す
る需要が伸びず，低価格製品の比率が急増し，メ
ディア消費原単位は引き続き減少した。この結果，
金額ベースの市場は，231 億ドル／年（1$＝110
円で換算すると約 2兆 6千億円）となり，98 年の
235億ドル／年から 1.8%の減少となった。
図表1-a　HDDの出荷台数と出荷金額の推移

図表1-b　1999年の HDD出荷台数の推移

図表2にHDD総出荷台数シェアとその推移を示す。
1998年には，上位 3社（Seagate ・ Quantum ・
WD）がシェアを落とし，二番手グループ 3 社
（IBM・Maxtor・富士通）がシェアを伸ばした。
99 年に入って大きなシェアの変動はおさまったが，

99年 3Q に WD が大規模なリコールを行い，大幅
にシェアを落とした。年間の出荷台数でも，IBM・
Maxtor・富士通に次ぐ第 6位に甘んじている。こ
れに伴ってその他のメーカがシェアをわずかに伸
ばした。ただし Maxtor ・富士通は，以前のよう
な大幅なシェアの拡大傾向は見られなくなり，ど
ちらかというと頭打ちとなっている。

図表2-a　HDD総出荷台数シェア

注）1999年の総出荷台数ベース
総出荷台数 1億 7394万台／年

図表2-b　上位 3社と二番手グループ 3社の
シェアの推移

注）各四半期の出荷台数をベースにしたシェア

図表3-a～c はそれぞれ，大手専業サプライヤ 4 社
（Quantum ・ Seagate ・ WD ・ Maxtor）の売
上高・経常利益・売上高在庫比率の推移を示した
ものである。これらの 4 社のシェアは台数ベース
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で 70%近くに達しており，この合計値は HDD 業
界全体の動向を表していると考えて差し支えない。
なお IIT では，ホームページにて最新の情報をア
ップロードしている。

1999年に入って，各社とも価格低下の影響を受け，
厳しい決算を強いられたが，12 月期の決算では，
急激に出荷台数が伸びたことにより，改善傾向が
見られるようになった。しかし，WDは 97年以降，
9 四半期続けて赤字を計上しており，財務的にも
厳しい状況に追い込まれている。99 年に入ってメ
ディア部門の売却やハイエンド部門の閉鎖・生産
拠点のマレーシアへの集約などを行っているが，
債務超過状態は解消せず，会社の存続すら危うい
状況が続いている。

図表3-a　大手専業サプライヤの売上高の推移

注）各社の発表による

図表3-b　大手専業サプライヤの経常利益の推移

注）各社の発表による

図表3-c　大手専業サプライヤの
売上高在庫比率の推移

注）各社の発表による

　図表4に HDD 市場の短期見通しを示す。HDD
の出荷台数は，好調な PC 出荷を背景に順調に成
長を続け，2003 年には 3 億台を突破する。とくに
2002年頃からは A/V向けの HDDの伸びも大きく
寄与する。99 年から 2004 年に至る 5 年間の年平
均成長率は 15.6%である。平均価格は，1999 年の
132ドルから漸減し，2004年には 109ドルに低下
する。ただし，平均価格の下落を出荷台数の伸び
が上回り，金額ベースの総市場は 99 年の 229 億
ドルから 2004 年には 393 億ドルに成長する。99
年から2004年までの平均成長率は11.3%となった。

図表4　HDD総市場の短期見通し
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