
2     巻頭言巻頭言巻頭言巻頭言巻頭言     「技術の正当な評価を」
3 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研究推進委員会　｢マイクロEMCの研究 －高透磁率薄膜の高性能化の試み－」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  東北大学多元物質科学研究所 島田　寛

 技術委員会技術委員会技術委員会技術委員会技術委員会
7 「水素ガス溶解水の半導体洗浄への応用とディスク基板洗浄への適用可能性」　　　
                                              ディスク・テスト分科会ワークショップより
11 「計測用走査型プローブ顕微鏡に求められる標準試料と応用」　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヘッド・テスト分科会ワークショップより
26 「ＨＤＤ関連技術アンケート調査報告」　　　　　 　　　ヘッド・テスト分科会ワークショップより

19  7 7 7 7 7月セミナー開催のご案内月セミナー開催のご案内月セミナー開催のご案内月セミナー開催のご案内月セミナー開催のご案内
18      新技術分科新技術分科新技術分科新技術分科新技術分科          コンシューマＨＤＤ分科会コンシューマＨＤＤ分科会コンシューマＨＤＤ分科会コンシューマＨＤＤ分科会コンシューマＨＤＤ分科会
                    発足にあたって発足にあたって発足にあたって発足にあたって発足にあたって

  IDEMA Japan News No.43　　　　　(2001年年年年年 7･････8月号月号月号月号月号 )　目次　目次　目次　目次　目次

32 国際ﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ協会協会組織図
34 行事予定
15 事務局からのお知らせ
37 国際ﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ協会会員
33 国際ﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ協会入会申込書

掲載広告掲載広告掲載広告掲載広告掲載広告(50(50(50(50(50 音順音順音順音順音順)))))
川鉄商事株式会社　　　　　　　1
株式会社　高純度化学研究所    25
大同特殊鋼株式会社            35

日本ｽﾊﾟｲﾀﾞｰ･ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社  表 4
ﾏｲｸﾛEｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ日本支社　    表 2
株式会社　メディア研究所      17

16 技術委員会報告技術委員会報告技術委員会報告技術委員会報告技術委員会報告
21 企画委員会　企画委員会　企画委員会　企画委員会　企画委員会　ﾃﾞｨｽｸﾌｫｰﾗﾑﾃﾞｨｽｸﾌｫｰﾗﾑﾃﾞｨｽｸﾌｫｰﾗﾑﾃﾞｨｽｸﾌｫｰﾗﾑﾃﾞｨｽｸﾌｫｰﾗﾑ報告報告報告報告報告
24 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｼｮｰｹｰｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰｼｮｰｹｰｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰｼｮｰｹｰｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰｼｮｰｹｰｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰｼｮｰｹｰｽ報告報告報告報告報告
36 ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ入門講座案内入門講座案内入門講座案内入門講座案内入門講座案内

http://www.kawasho.co.jp
http://www.kojundo.co.jp
http://www.daido.co.jp
http://www.spidersys.co.jp
http://www.microesys.com
http://www.mediken.co.jp
IDEMA Japan 
会社名をクリックしていただくと、ホームページが開きます。



IDEMA Japan News No.43                 2

　本年も大学卒業生の就職活動は既に終盤となっ
ている。筆者は毎年採用試験の面接を担当してい
る。筆者の所属する会社にはストレージ希望の学
生も少なからず会社訪問、受験に訪れる。しかし
驚くことに彼らにとっては、ごく一部のＧＭＲ現
象の研究をしているような学生を除き、ストレー
ジとは光ディスクを意味しているらしい。彼らは
異口同音に、「ストレージ関係に進みたい。これか
らの高密度記録はＤＶＤ等の“光“ストレージと
考えている。」と、のたまう。現在の”光“記録は、
“光”記録ではなく“熱”記録であるという基本も
認識せずに。
　ご存知のようにＨＤＤ技術は最先端の総合技術
であり、速さ、密度共に“光”ストレージを凌駕
しており、その高性能、低価格、高信頼性により
コンピュータ用だけでなく、コンシューマという
更に大きなアプリケーション及びマーケットを獲
得しようとしている。さらにその技術は物理限界
への挑戦も始まっている。その事実と学生の認識
のギャップにいつもながら愕然とさせられてしま
う。
これは何故であろうか？　大学の先生方また学
生の認識不足と言ってしまうのは簡単であるが、
正当な技術評価がなされていないということは、
一面においては正当な価値評価のもとでのビジネ
スが行われないということになる。もちろん、市
場経済原理はそれとは別のところにその端を発し
てはいるが。
過日、米国の巨大ＨＤＤメーカにいらっしゃる
日本人技術者と話をさせて頂いた折に、やはりそ
の話題となった。ヘッド、メディア、メカニカル、

回路の個別パートはもちろんのこと、総合先端技
術が一般に十分に知られず、正当な評価を得てい
ない、というのが彼の嘆きであった。日本とは異
なり、磁気記録に関する講座が相当数の大学にあ
るアメリカにおいてもそうなのかと驚いたもので
ある。その方は、やはり宣伝が足りないという結
論であった。
間違いなくここ当面は、ＨＤＤに代わる大容量、
高速、高信頼性、低価格のペリフェラルマススト
レージは出て来ないであろう。ただＨＤＤ技術が
抱える技術課題はもはや物理限界近くに来ており、
それぞれの技術でブレークスルーが必要なことも
事実である。このためには産学一体となった研究
の加速が強く要請される。それには、何よりも技
術の正当な評価とそれをベースとした市場の要求
がモチベーションとして不可欠である。
　先ほどの方との話の中で、マスメディアの理解
不足に対する苦言が述べられていた。筆者はさら
にアナリストもそうであると考える。また、“熱”
記録“光”記録と誤訳するセンスからして問題で
あるが、このような本質的認識の欠如は我々技術
者側にもあるのかもしれない。今後のＩＤＥＭＡ
の大きな課題と仕事の一つはこのような技術宣伝
と確信する。くだんの彼はテレビによる技術特集
の可能性を話されていたが、それらも含めてマス
メディアそれ自体に正確に事実を認識してもらう
ことが必要であろう。ＩＤＥＭＡには業界のあら
ゆる業種の企業が会員として入会している。今後
のストレージ、ＨＤＤ、またマーケットの更なる
発展のためにも、ＩＤＥＭＡとしての情宣活動の
必要性を痛感している。

技術の正当な評価を
理事・技術委員会委員長　松崎幹男（ＴＤＫ）

技術委員会　新分科会技術委員会　新分科会技術委員会　新分科会技術委員会　新分科会技術委員会　新分科会“““““コココココンンンンンシシシシシュュュュューーーーーマママママＨＨＨＨＨＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤ分分分分分科科科科科会会会会会”””””発足発足発足発足発足
セットメーカー、ドライブメーカー、デバイスメーカー、テスターメーカーの方々に、
リーディングポジションの一躍を担うメンバーとして有用な御提案を頂き、　四位一体となっ
た関係により合理的標準化仕様の策定を行っていきたいと考えております。　

(詳しくはP.18をご覧ください。）

第１回コンシューマＨＤＤ分科会第１回コンシューマＨＤＤ分科会第１回コンシューマＨＤＤ分科会第１回コンシューマＨＤＤ分科会第１回コンシューマＨＤＤ分科会
　　日時：２００１年８月３日(金) 14:00-17:00　場所：国際ディスクドライブ協会　会議室
　　※アジェンダはホームページ http://www.idema.gr.jp をご参照ください。　

http://www.idema.gr.jp/idemajapan/news.htm
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１．はじめに
 我々は、「マイクロ EMC」と名づけて近接電
磁ノイズの抑制技術について、磁性薄膜の開発
を中心テーマにして、評価法、ノイズ計測技術
も含めた研究チームを作り活動を始めている。
　EMC（ Electromagnetic Compatibility、
電磁環境の両立性）とは、EMI
（Electromagnetic　Interference,　電磁波相
互干渉）の抑制機能と、Immunity（電磁ノイ
ズ耐性）機能を持たせた実装技術の構築を意味
している。過去の電磁環境対策では、建築物に
よる電磁波の擾乱などが主な対象であったが、
機器の高度集積化、高周波化に伴って信号伝送
線路間や素子間の相互干渉を避けるための技術
が重要になってきた。電磁波の波長に対して対
象物間の距離が十分大きい場合には、従来の平
面波を前提とした電磁波理論で取り扱えるが、
その距離が波長以下になるような集積回路内で
は、素子、信号伝送線間の距離、放射電磁波の
波長、放射方向などは多種多様であり、相互干
渉の理論解析、計測法と機器開発、高分解能ノ
イズ源マッピング、ノイズ吸収材料開発とその
評価基準など多岐にわたる研究が精力的にすす
んでいる。
　本稿の主題は、「マイクロ EMCにおける電
磁波吸収磁性薄膜の研究」、および研究の進展
に伴って注目された「パターン薄膜」の提案の
話である。「マイクロ EMC」が、何故 IDEMA
JAPAN NEWSに寄稿する価値があるかと言
う質問には、HDDについて素人同然の私には
明快な解答がない。GMRヘッドでは、漏れ磁
場の遮蔽に高透磁率薄膜が使われていると聞い
ているが、ここでの話は単なる磁気遮蔽ではな
く、ノイズ電力の吸収である。しかし、HDD
でもダウンサイジングと高周波化のためには、
近接ノイズの問題は深刻になるに違いない。も
う 1つの「パターン薄膜」は、GHｚ帯では高
透磁率薄膜はもう限界か、と言う切羽詰まった
場面で出てきたもので、いずれ書き込みヘッド
用薄膜の課題と交差する問題に見える。
　と言う訳で、多少先取りに過ぎるかもしれな

いが、気軽に読んで頂いて、より現実的な立場
からのコメントを頂ければ幸いである。

２．電磁波吸収材料開発の現状
　我々の研究では、1GHｚ～数 10GHｚの周
波数で、干渉距離は数ｍｍから数μm、将来
はサブμmのスケールで電磁波（もはや電磁
波ではなく相互干渉電磁場）の放射を抑制する
磁性薄膜を研究対象にしている。この周波数帯
で電磁界エネルギー吸収に使える磁性材料とし
ては、これまではフェライトが唯一の材料であ
り、GHｚ帯で磁気共鳴吸収特性を持つW型、
マグネトプランバイト型が使われ、現在も高性
能化の研究がすすんでいる。ただし透磁率（虚
数部）は真空の透磁率の数倍程度で、相当に厚
くしないと効果がない。また合成には高温のプ
ロセスを必要とし、薄膜での作製が困難である
などの問題がある。
　これに対し数年前から、センダストなどの粉
体を平板のペレット状に加工してポリマーとの
複合シートにした材料（例として、バスタレイ
ド（トーキン製 )１）－３）がパソコンや携帯電話
などのダウンサイジングに寄与している。第 1
図（ａ）はその構造、（ｂ）は透磁率の周波数
特性の例である。　

この種の複合シートは 100MHｚ～数GHｚの
範囲で 5～ 50程度の透磁率（虚数部）を持つ
ために数 10ミクロンまで薄くできるメリット
があり、容易に高密度な回路に組み込むことが
できる。最近では、さらに 20μmまで薄くし
たものも市販の予定と聞いている。

マイクロマイクロマイクロマイクロマイクロ EMCEMCEMCEMCEMCの研究の研究の研究の研究の研究
－高透磁率薄膜の高性能化の試み－－高透磁率薄膜の高性能化の試み－－高透磁率薄膜の高性能化の試み－－高透磁率薄膜の高性能化の試み－－高透磁率薄膜の高性能化の試み－

島田　寛（東北大学多元物質科学研究所）

ポリマーポリマーポリマーポリマー

磁性粉磁性粉磁性粉磁性粉（（（（厚さ約２μ厚さ約２μ厚さ約２μ厚さ約２μ

第１図　（ａ）　複合シートの構造
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　さて、数 10μm以下の材料となると、薄膜
の出番がないかと考えたくなる。現在までに開
発されてきた高透磁率磁性薄膜をこのような目
的で使うとすると、以下のような得失がある。
１）薄膜の透磁率は指向性があるものの非常に
高く、共鳴周波数での虚数部（μ”）も数 1000
に達するものもある。また、磁場中熱処理など
によって磁気異方性の制御が可能で、ある範囲
内では共鳴周波数の設定も容易である。

２）電磁波の反射をおこさないためには非常に
高い電気抵抗が必須の条件であるが、現在の高
透磁率薄膜は強磁性金属が主成分である。

　これまでに開発された高透磁率薄膜のうちで
高い電気抵抗を持つのは、強磁性金属微粒が酸
化物、窒化物中に分散したグラニュラー薄膜、
スパッター法による作製法が確立されている。
第 2図には先に触れたバスタレイドとグラニュ
ラー薄膜の透磁率を比較した例を示した。
第2図のFe-Al-OとCo-Zr-Oは、それぞれFeと
Coの微粒子（5～ 10nm程度）が、Al-Oと Zr-
Oの酸化物中に析出しているグラニュラー薄膜

である。Fe-Al-Oでは、磁気共鳴周波数がおよ
そ１GHｚ、Co-Zr-Oでは、数 GHｚ以上にあ
る。この特性の違いは、薄膜が膜面内に持つ一
軸磁気異方性の大きさによって、共鳴周波数が
異なるためである。一軸磁気異方性の大きさと
方向は、Fe系では膜作成時に基板を傾けるこ
と、Co系では磁場中熱処理によって制御でき
る。第 2 図で比較した複合シート（バスタレイ
ド）は、磁気共鳴を決めている磁気異方性がど
こから来るのか、もう１つはっきりしていない
が、数100MHｚ付近から数GHｚまで広い範囲
にわたって二つの弱い（従来の吸収材料に比べ
ると非常に強い）磁気共鳴損失が重畳している
のが特徴である。この図から、1GHｚにおける
複合シートのμ”が7に対してFe-Al-O膜のμ”
が約 400あるので、100μm厚のシートに対し
て 1.8μmの薄膜で済むことになる。大変に面
白い薄膜ということになるが、この薄膜の弱点
は、やはり電気抵抗にある。グラニュラー構造
の電気抵抗は、酸化物の含有量によって異なり、
数 100～数 1000μΩ cmであるが、それ以上に
は上がらない。その理由は、Feまたは Co微粒
子はお互いに原子レベルで接触状態にあること
によって磁気的に結合し、安定な軟磁性を得て
いるからである。酸化物を増やすと電気抵抗は
増加するが、この結合が切れて微粒子が孤立し、
熱擾乱に負けてしまって強磁性を失ってしまう。
このため、軟磁性と電気抵抗はtrade offの関係
にあり、電気抵抗には限界がある。

３．特性評価
　まず実験的に確認しなければならないことは、

µ µµµ”

Frequency [MHz]

1

１０２ １０３ １０４

１０

１０２

１０３

1

△：Fe72Al11O17

■：Co59Zr12O29

　 ：バスタレイド

   図３　電磁ノイズ吸収特性の評価法

第２図　複合シートとグラニュラー薄膜の透磁
        率（虚数分）

第 1図　（ｂ）　複合シート（バスタレイド）の
透磁率のアトライタ加工時間による変化
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薄膜のμ”による損失（電磁界エネルギー吸収）
が本当に起こっているか、と言うことである。そ
こで第 3 図に示すようなマイクロストリップラ
インの伝送特性を測定し、その上に平板試料を
置いた時に予測通りに抵抗損失が起こるかどう
か、を測定した。４）

　結果は、グラニュラー薄膜では電気抵抗の低
さがそのまま反映して、単に薄膜試料を置いた
だけでは反射が大きくて測定できなかった。そ
こで、グラニュラー薄膜に縦横にスリット（幅
0.1ｍｍ、周期1mm）を切って見た。すると、マ

イクロストリップラインから見ると、絶縁物と
して働くことがわかり、その共鳴損失は、シー
ト、グラニュラー膜ともに膜厚×μ”　がそのま
ま反映されることを確認した。しかし、第4図に
示すように、その等価抵抗値は複合シートも含
めて大きくない。これは、第3図の構成では、ス
トリップラインとの電磁的結合が弱いことを示
している。つまり、評価法としての信頼性は確
認できたが、この配置では実用的ではないこと
がわかる。
　そこで、ラインの出す電磁界との結合をよく
するために、第5図のように、磁界の方向と膜面

が常に平行になるような単純な配置にした。こ
れは、ストリップラインの信号電流に含まれる
ノイズ電流のみをμ”で吸収することになり、特
に目新しい方法ではないが、グラニュラー薄膜
その他の高電気抵抗膜、スリット膜を使うこと
で汎用性が大きくなる。この配置では、高周波
磁場のほとんど全部が膜面に平行であるので、
反射を起こす渦電流は非常に少なくなり、これ
までに開発されたグラニュラー薄膜でも約 2μ
m厚までは使えることになる。

４．マイクロ EMCの今後
　マイクロEMCの難しさは、近接電磁界の発生
源が吸収体から見ていろいろな方向、距離、周
波数を持つために､その全部についてマッチング
を取るのは不可能であるし、また、発生源から
みると、余計な抵抗負荷がぶら下がったことに
なる場合も起こる。現状の複合シートは、cut
and tryで実装回路内の最適位置に配置するやり
方で使っており、バンソウコウと呼ばれたりし
ている。薄膜でもこの使い方は有効であろうが、
もう一歩進んだ使い方（または、スケールを一
段落とした使い方）では、それぞれの発生源に
対応して、より局所的に対策をすることになる
し、さらに究極的には集積回路内部のラインそ
れぞれに薄膜吸収材が対応することになる。つ
まり、第5 図のような構成が将来の使い方の原
型ではないか、と考えて研究方針を立てている。

５．高透磁率薄膜の今後
　磁気書き込みヘッドの厳しい仕様から、これ
からの軟磁性薄膜は高い飽和磁化、高電気抵抗
を要求されている。現実の軟磁性薄膜は金属伝
導から逃れられず、グラニュラーにおいても先
に述べたような trade off　の関係がある。上記
の実験で苦し紛れに試みたスリット膜は、実は
GHｚ帯薄膜インダクタの試作実験で検討され
て来たもので、スリットによる形状磁気異方性
で透磁率と共鳴周波数を正確に制御できる。ま
た、この実験で確認したように、GHｚ帯の電磁
場にとってはほとんど絶縁物である。従来、高
周波透磁率と共鳴周波数を決定する磁気異方性、
飽和磁化、電気抵抗は薄膜材料の基礎物性値で
あり、これらが密接に関連するために最適設計
には多くの研究者が頭を悩まして実験を繰り返
してきた。しかし、このスリット膜（我々はパ

R
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　　ー　：：：：バスタレイバスタレイバスタレイバスタレイ

第４図　マイクロストリップラインで測定
した複合シート（バスタレイド）とグラ
ニュラー薄膜の損失抵抗換算値
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第５図　電流ノイズ吸収膜の配置
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ターン膜と呼んでいる）では、磁気異方性がパ
ターン形状で決められ、電気抵抗の心配が無い
ので、飽和磁化に対する制約が無くなって自由
に選択できる。また、飽和磁化の大きい材料は
磁歪も大きくなり、磁気ヘッドの場合にはこれ
が懸念されるが、細かく刻んでしまうとストレ
スが分散される効果があり、均一膜ほどには大
きな影響がでないと予測している。デメリット
は、形状磁気異方性が大きくなると透磁率が低
下することである。これはスリットの幅で決ま
るが、現段階では、スリットの幾何学的パラメー
タと軟磁性の周波数特性とを結びつける理論的
予測が出来ていない。
　さて、尻切れトンボで恐縮であるが、パター
ン膜についてはこれ以上わかっていないので、
ここまでである。薄膜インダクタ、マイクロ
EMC用磁心では予測した特性がほぼ得られて
いるが、今後は、電磁界シミュレーションによっ
て、最適パターン、膜厚、透磁率、B-Hループ
の周波数特性などを根気良く調べ、磁気ヘッド、
インダクタ磁心、EMC材料として最適化してい
く仕事が残っている。

６．おわりに
　マイクロ EMCの話につなげて高周波用軟磁
性膜について独断的な考えを述べた。マイクロ
EMCと言う呼称が出来たのが１年前であり、ま
だまだ take offできない助走の段階である。急
速に発展するHDDの総合技術に携わる方々に
とっては、ほとんど別世界の話かも知れないが、
動作周波数が上がって相互干渉の問題が起こっ
た時には思い出して頂きたい。そんな時には何
かの役に立つような技術に発展していることを
夢見て、努力を重ねて行くつもりである。

参考文献
１）佐藤、吉田、菅原、島田：日本応用磁気学
会誌、20－ 2、421（1996）
２）吉田、佐藤、菅原、島田：日本学術振興会
第１４７委員会第５７回研究会資料　5 －
11(1997)
３）吉田；工業材料、９８年 1０月号
４）S.Yoshida, H.Ono,sec.Ando, T.Ito,
Y.Shimada, M.Yamaguchi, K.I.Arai, S.Onuma
and T.Masumoto; 8th Joint Conf. Intermag
and 3M, BS-06 (2001)
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　1.はじめに
半導体製造用の超純水はウェハ表面を清浄化する
ための洗浄工程で使用されるので、不純物を極限
まで低減させることが必要とされてきた。これに
対応するため、金属は1ppt（1兆分の１）未満、
液中パーティクルは10個（0.03μm＜）未満1)と
いう、不純物がほとんど検出できないレベルにま
で精製された水を安定に供給できる超純水製造装
置が開発され、提供されるようになった。
　超純水は従来、薬液を使った後のリンス用水と
して使われてきた。これに対し、近年、超純水に
わずかなガス成分や薬品を添加した水がウェハ表
面上の微粒子や金属元素などの不純物を除去する
機能があることが見出された2)。この機能性洗浄
水による洗浄は、従来の高濃度の薬品を使用する
洗浄と同等以上の洗浄効果があることが次第に分
かってきた。これが従来洗浄法の代替として適用
出来れば、薬品使用量の大幅な低減とそれに伴う
洗浄用超純水の使用量の低減、そして洗浄排水の
処理が量、不純物濃度の両面から容易になってく
るなどの大きなメリットがあることは明らかであ
る。これに加えて、ISO14001認証取得に代表され
る環境対応のためには極めて有用な技術革新とな
るポテンシャルを持っているため、機能性洗浄水
が近年注目を浴びている。
機能性洗浄水には微粒子除去を目的とした水素

水、金属・有機物除去を目的としたオゾン水、水
の比抵抗を下げることを目的とした炭酸水等があ
る。本稿ではこの中から、水素水を中心に、半導
体洗浄プロセスへの適用を例にハードディスク洗
浄工程への適用可能性について述べる。

ウェット洗浄プロセス
２－１．RCA洗浄
　1970年に米国RCA社から発表されて以来、ユー
ザーごとにノウハウを加えながら世界中で30年
間使われ続けている洗浄技術がRCA洗浄3)である。
RCA洗浄は過酸化水素水をベースに、アンモニア
水と混合した薬液による SC1 洗浄（アンモニア
水：過酸化水素水：水＝１：１：５を標準とする；
APM）、塩酸と混合した薬液によるSC2洗浄（塩酸：

過酸化水素水：水＝１：１：６を標準とする；HPM）
を基本構成とする洗浄技術で、％オーダーの濃厚
薬液を60～ 80℃という高温で用いる。SC1洗浄
は主に微粒子除去に、SC2洗浄は金属汚染除去に
効果を発揮する。これらに、ウェハ表面にできる
酸化膜をエッチングする希フッ酸（通常0.5～1%
程度で使われる；DHF）や有機物除去に適した硫
酸＋過酸化水素水（硫酸：過酸化水素水＝４：１
を標準とする；SPM）による洗浄を適宜組み合わ
せて、総合的な洗浄プロセスが組み立てられてい
る。
２－２．最近の技術動向
　RCA洗浄は今日に至る半導体の発展を支えた重
要な基盤技術であった。しかしながら、濃厚薬液
による高温洗浄は、大量なリンス用超純水も必要
とし、環境負荷の大きい資源消費型技術として近
年問題視されるようになってきた。
　ウェット洗浄工程の改善は、現在２つの方向性
をもって進められている(図１)。1つはRCA洗浄

薬液の希薄化・運用温度の低温化という方向であ
る。要の技術であるSC1洗浄については、低濃度
化・低温化によって落ちる洗浄効果を高く保つた
めに、超音波などの物理力が併用されるように
なってきた。
もう１つの方向は、RCA洗浄にこだわらず、汚

染物の付着・除去メカニズムをベースにして、で
きるだけ簡便な方法で洗浄に求められる機能を獲
得しようとする試みである。代表例として東北大
学が1995年に発表した全５工程室温洗浄プロセ
ス4)が挙げられる。その他に、ソニーや欧州の

水素ガス溶解水の半導体洗浄への応用と水素ガス溶解水の半導体洗浄への応用と水素ガス溶解水の半導体洗浄への応用と水素ガス溶解水の半導体洗浄への応用と水素ガス溶解水の半導体洗浄への応用と
ディスク基板洗浄への適用可能性ディスク基板洗浄への適用可能性ディスク基板洗浄への適用可能性ディスク基板洗浄への適用可能性ディスク基板洗浄への適用可能性

塚本和巳（栗田工業）　

大きな、２つの流れ大きな、２つの流れ大きな、２つの流れ大きな、２つの流れ

１．　１．　１．　１．　RCARCARCARCA洗浄方式の省資源化洗浄方式の省資源化洗浄方式の省資源化洗浄方式の省資源化
　　SC1(APM)SC1(APM)SC1(APM)SC1(APM)：　：　：　：　低濃度化、低温化低濃度化、低温化低濃度化、低温化低濃度化、低温化
　　　　　　　　　　メガソニック併用による洗浄効果の維持　　　　　　　　　　メガソニック併用による洗浄効果の維持　　　　　　　　　　メガソニック併用による洗浄効果の維持　　　　　　　　　　メガソニック併用による洗浄効果の維持
　　→　量産工場でも取り組みやすいが、省力効果は小さい　　→　量産工場でも取り組みやすいが、省力効果は小さい　　→　量産工場でも取り組みやすいが、省力効果は小さい　　→　量産工場でも取り組みやすいが、省力効果は小さい

２．　新しい洗浄プロセスの試行２．　新しい洗浄プロセスの試行２．　新しい洗浄プロセスの試行２．　新しい洗浄プロセスの試行
　①　①　①　①　UCTUCTUCTUCT洗浄洗浄洗浄洗浄................東北大学東北大学東北大学東北大学 (1995(1995(1995(1995～～～～))))
　②　　②　　②　　②　IMECIMECIMECIMEC洗浄洗浄洗浄洗浄................IMECIMECIMECIMEC
　③　　③　　③　　③　DDDDDDDD洗浄洗浄洗浄洗浄................LetiLetiLetiLeti, etc., etc., etc., etc.
　④　　④　　④　　④　SCRODSCRODSCRODSCROD洗浄洗浄洗浄洗浄................SONYSONYSONYSONY
　☆　　☆　　☆　　☆　機能水の活用機能水の活用機能水の活用機能水の活用 ((((水素水、オゾン水水素水、オゾン水水素水、オゾン水水素水、オゾン水))))
　　→　変更は劇的だが、省力効果が大きい。　　→　変更は劇的だが、省力効果が大きい。　　→　変更は劇的だが、省力効果が大きい。　　→　変更は劇的だが、省力効果が大きい。

図１．ウェット洗浄プロセス　最近の動向図１．ウェット洗浄プロセス　最近の動向図１．ウェット洗浄プロセス　最近の動向図１．ウェット洗浄プロセス　最近の動向
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IMEC、LETIからオゾン水を中心とした新しい洗浄
技術が提案されている。

水素水
　基板上の微粒子除去に有用な水素水について述
べる。
３－１．製造技術
　原水である超純水に「予備脱気を施した後に水
素ガスを溶解させる」という２段階処理による水
素水製造技術が確立されている。超純水に水素ガ
スを溶解させるとき、高性能の気体透過膜を使う
方法が効果的であるが、窒素などが溶け込んでい
る超純水に気体透過膜を介して水素ガスを接触さ
せても、溶存水素濃度を飽和濃度（常温、大気圧
下で1.6ppm）付近まで高めることはできない。こ
れに対し、超純水に溶解しているガスの大部分を
予め除去した上で気体透過膜を介して水素ガスを
水に接触させると、飽和濃度付近まで容易に溶解
させることができる（図２）。この方法では、飽

和濃度以下であれば供給した水素ガスがすべて超
純水中に溶解するため、濃度制御が容易かつ、経
済的である。また、余剰の水素ガスを処理する必
要もない。
３－２．洗浄効果
　超音波照射を併用した水素水洗浄は、基板表面
に付着した微粒子を除去する高い効果を発揮する
が、その効果は溶存水素濃度に大きく依存する。
水素を1ppm以上溶解させると、基板表面に付着
しやすくとりにくいことが知られているアルミナ
微粒子でさえ、除去率95％以上と非常に効果的
に除去できた。図３に溶存水素濃度と微粒子除去
率の関係を示す。高い微粒子除去効果を発揮させ
るためには、溶存水素濃度を1ppm以上にあげる
必要があり、予備脱気した上で水素ガスを定量的

に供給する前述のガス溶解方式が適していること
が分かる。より詳しい検討の結果、図４に示すよ

うに、1ppm のアンモニアを添加した水素水を用
いた超音波洗浄により、0.12μm以上のアルミナ
微粒子が100%近く除去できることを確認できた。
さらに、CMP工程で使われるシリカスラリーで汚
染されたウェハの場合、わずか10秒間のスピン
洗浄で、ウェハに付着していた3,000～5,000個
のシリカ微粒子を完全に除去することができた
（図５）。

３－３．除去メカニズム

図２．水素ガス溶解に対する予備脱気の効果図２．水素ガス溶解に対する予備脱気の効果図２．水素ガス溶解に対する予備脱気の効果図２．水素ガス溶解に対する予備脱気の効果
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　水素水洗浄の微粒子除去メカニズムに関して
は、これまでに
1 微量添加するアンモニアは、微粒子とウェハ
表面のゼータ電位を同極性にして電気的反発
力を発生させ、微粒子の付着を防止する効果
を持つこと5,6)（図６）

2 単なる水素水は微粒子除去に役立たないが、
超音波などの物理力を併用すると極めて高い
除去効果を発揮することを確認していた7)（図
７）。

微粒子除去メカニズムを解明するために、超純
水にさまざまなガスを溶解させた水を準備し微粒
子除去効果を確認した。各種ガス溶解水による洗
浄結果は、水素水＞酸素水＞アルゴン水≒ヘリウ
ム水＞窒素水の順に効果が高かった(図８)。水素
水、酸素水の除去効果がほかのガス溶解水よりも
除去効果が高い。水素、酸素ともに水の構成原子
であることを切り口に検討を進め、以下に述べる
『余剰ラジカル』による微粒子除去をモデル化し
た。
水に超音波を照射すると一部の水分子が分解し

HラジカルとOHラジカルに分裂することが知られ

ている8)。非常に反応性の高いHラジカルとOHラ
ジカルは、発生後速やかにこの両者が結びついて
安定な水に戻る反応が最も優勢と考えられる。し
かし、ラジカルが特定の溶存気体と反応すること
も確認されている。例えば、酸素が多く溶けた水
に超音波を照射すると、Hラジカルが溶存酸素と
反応して水になり、OH ラジカルが余った状態に
なる。水素水の場合はOHラジカルが溶存水素と
反応して、相対的に水素ラジカルが余った状態に
なっていることが予測できる。
このようにして生じる『余剰Hラジカル』がウェ

ハや異物表面の最末端部と反応して微粒子除去を
促進する、というのが本モデルである。反応性の
極めて高いHラジカルが、ウェハや異物の活性点
である最表面ダングリングボンドに結合して不活
性化したり、Si-H、Si-O-Hボンドの末端原子との
置換を起こすことによって脱離が促されると推定
する。マクロに見るとほとんど変化がないが、最
表面の不活性化や擬似エッチングがマイクロバブ
ルによる物理的な剥離効果や超音波本来の振動加
速度の効果と組み合わさって、効果的に異物を脱
離させると推測している（図９）。

図６．種々の材質表面ゼータ電位の図６．種々の材質表面ゼータ電位の図６．種々の材質表面ゼータ電位の図６．種々の材質表面ゼータ電位のpHpHpHpH依存性依存性依存性依存性
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この『余剰ラジカル』による微粒子除去モデル
により、水素水＞酸素水＞希ガス水（希ガスはラ
ジカルと反応しない）＞窒素水（窒素はHラジカ
ルともOHラジカルとも反応して消耗する）とい
う微粒子除去効果の順番が説明できる。そもそも
超音波照射を受けても水の解離が起こらないため
ラジカルを発生させない脱気水は、窒素水よりも
劣る（図１０）。以上より微粒子除去にはラジカ

ルが関与しており、洗浄効果を上げるには水中で
のラジカルのバランスを崩し、余剰のラジカルを
発生させればよいと推測される。

ハードディスクへの適用可能性
　水素水は現在、半導体、ウェハ、液晶、フォト
マスク基板へと適用先を拡大し、実プロセスで使
われ始めている。水素水と超音波の組み合わせに
よる洗浄は万能ではなく、被洗浄物表面との相性
があると思われるが、シリコン、石英、ガラス等
多くの基板に対し有用性が認められている。ハー
ドディスク用の基板でも十分適用可能であると考
えられる。
　ハードディスクの洗浄は従来の薬液洗浄法でも
十分微粒子は取れているとのことであるが、今
後、記録密度の上昇に伴い管理微粒子サイズはま
すます微細になっていくと推測される。その際、
従来の洗浄方法で微粒子が除去できるかは不明で
ある。水素水では現状、0.12μm＜の微粒子除去
が可能である。今後を見据え、水素水をハード
ディスク製造プロセスでの洗浄に適用してみるこ
とを提案したい。
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１）１）１）１）１）はじめにはじめにはじめにはじめにはじめに
１９８１年にＩＢＭチューリッヒ研究所の
Dr.Binnigと Dr.Rohrerによって発明されたＳ
ＭＴ（走査型トンネル顕微鏡）はその後ＡＦＭ
(原子間力顕微鏡)や磁気力勾配を観察するＭＦ
Ｍ（走査型磁気力顕微鏡）、表面電位を測定する
ＫＦＭ（ケルビンフォース顕微鏡）等に発展し
てきた。これらはＳＰＭ（走査型プローブ顕微
鏡）と総称され研究者のみならず産業界でも日
常的に使われるツールとして認知されるように
なった。
ＨＤＤ業界においても、より厳しくなるヘッド
浮上間隔（量）によって発生するスティクショ
ン問題を回避する為にディスク（円板）の研磨
表面粗さ管理や磁性体粒度管理、テクスチャ管
理における３次元粗さ測定機として既に製造検
査工程での使用が始まっている。またヘッド開
発・製造においては高密度化要求からＧＭＲ
ヘッド製造工程でのヘッド寸法管理機器として
PTR測定等に日常的に用いられているのは周知
の通りである。
　ＳＰＭには近年、計測ツール（Metrology
tool）としての要求が急速に高まってきてお
り、これらの要求に応えるべくＳＰＭ装置各社
はルーチン測定プログラムの整備や大型サンプ
ル用ステージ付き装置開発などを積極的に行っ
てきた。
　セイコーインスツルメンツ（ＳＩＩ）からも
カンチレバーの自動交換やレシピ測定、オペ
レータを選ばないビギナーズモード等の機能を
強化し、生産工程での使用を容易にした産業用
ＳＰＭ装置を初めとして、単機能低価格、小型
パーソナルＳＰＭ装置など、多様化するユー
ザーのニーズに応えるべく各種ＳＰＭ装置が開
発・販売されている。図１にＳＩＩの産業向け
ＳＰＭ装置ＳＰＡ５００と小型パーソナルユー
スＳＰＭ Ｎａｎｏｐｉｃｓを示す。
　この様にＳＰＭは産業用計測機器として使用さ
れ始めた反面、校正用標準試料の未整備等まだま
だ改善すべき点が多いことも事実であり、完全な
計測機器として受け入れられるには至っていな
い。本稿では校正用標準試料の現状とＳＩＩでの

ＳＰＭ用標準試料への取り組みを紹介する。最後
にＨＤＤ分野へのＳＰＭ応用も一部紹介する。

２）２）２）２）２）校正用標準試料　の必要性校正用標準試料　の必要性校正用標準試料　の必要性校正用標準試料　の必要性校正用標準試料　の必要性
　計測機器は一般的に測定領域に合致した標準試
料(Standards)により装置を校正することによっ
て、その計測値を保証している。これらの標準試
料は国家・国際標準へのトレーサビリティ
（Traceability）の確保が求められ、標準試料の
定期的な再校正をもって継続的にその測定値が保
証されている。
　ＳＰＭに高い繰返し性や再現性が求められるの
は当然として、ＳＰＭを計測機器として使用し測
定値の信頼性を高める為には測定領域に合致した
最適な標準試料を用意する事が必要なのである。

2-12-12-12-12-1）））））汎用標準試料の現状汎用標準試料の現状汎用標準試料の現状汎用標準試料の現状汎用標準試料の現状
　現在ＳＩＩを含めＳＰＭ装置各社とＳＰＭユー
ザーが入手可能な汎用ＳＰＭ用標準試料には米国
ＶＬＳＩ社製の製品がある。

計測用走査型プローブ顕微鏡に求められる標準試料と応用計測用走査型プローブ顕微鏡に求められる標準試料と応用計測用走査型プローブ顕微鏡に求められる標準試料と応用計測用走査型プローブ顕微鏡に求められる標準試料と応用計測用走査型プローブ顕微鏡に求められる標準試料と応用
白川部喜春（セイコーインスツルメンツ）

    図 -2　VLSI Standards incorporated 製　
                            　SPM標準試料
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　図２に示す様な三次元グリッドパターン（ワッ
フルパターン）形状で、ピッチと高さはそれぞれ
スタイラス装置と光学手法によってＮＩＳＴにト
レーサビリティが取られている。ピッチは２０．
０ミクロンから１．８ミクロンで高さは１９nm,
１００nm,１９０nmの三水準が用意されている。
この標準試料は装置のＺ・Ｘ－Ｙの校正が一度に
できる便利な物だが、最小ピッチが１．８ミクロ
ンであり測定対象がこれより小さい場合、特にサ
ブミクロン以下の微小部計測には適さないという
問題がある。１９nm以下の段差標準が必要な場
合には、プロファイラー用の薄膜段差標準試料が
同ＶＬＳＩ社から販売されており、図３の通り最
小段差値は８ n m まで用意されている。しかし
ヘッドの多層薄膜の膜厚測定では１層が１ｎｍレ
ベルの膜厚であり、既に８ｎｍの標準試料では厚
すぎるレベルになっている。

３）３）３）３）３）標準試料へのＳＩＩの取り組み標準試料へのＳＩＩの取り組み標準試料へのＳＩＩの取り組み標準試料へのＳＩＩの取り組み標準試料へのＳＩＩの取り組み
　ＳＩＩはＳＰＭの標準試料として、下記のもの
が最低限必要であるという認識で作製もしくは選
択を進めている。
①微小領域用ＳＰＭ計測に対応するサブミクロン
　ピッチ標準試料
②微小高さ計測用標準試料
③形状再現性を把握する為の形状・角度既知標準
　試料
④プローブ形状を把握（将来はデータ補正）の為
　の標準試料
　①と②は絶対値計測の為に、③は形状、特に角
度の絶対値計測の為に、そして④はプローブ形状
の把握と測定の信頼性確保の為の物である。この
他、粗さ標準基準試料もユーザーからの要求が高
いもののひとつである。
　これらの標準試料を用意する事により、装置間
誤差を排除する事が可能になる。この結果異機種
間のデータ相互比較が初めて可能になり、計測
データの信頼性が飛躍的に高まるのである。

3-13-13-13-13-1）））））     微小ピッチ標準試料微小ピッチ標準試料微小ピッチ標準試料微小ピッチ標準試料微小ピッチ標準試料
　サブミクロン領域の計測に用いる標準試料とし
て、ＳＩＩはＮＴＴ物性科学基礎研究所・ＮＴＴ
アドバンステクノロジの試作協力を得てＥＢ
（Electron Beam）露光細線描画による微小ピッチ
標準試料（微小スケール）の評価を行っている。
ピッチ寸法は現状のアプリケーションに合わせ８

００nmから１００nmの物を作製した。技術的に
は数十nmレベルから数nmレベルまでの物も試作
されており、超微小領域への対応も可能にしてい
る。
標準試料のピッチ寸法値は光学手法によって国
家・国際標準へのトレーサビリティが確保されて
おり、光学手法のもつ不確かさ（uncertainty）の
小ささと合わせ、サブミクロン領域での誤差
（error = 測定値から真の値を引いた値）を格段
に小さくする事が可能となる。

3-23-23-23-23-2）））））微小高さ標準試料微小高さ標準試料微小高さ標準試料微小高さ標準試料微小高さ標準試料
　図３に示す通り８nmまでの高さ標準は市販品

として現在入手可能である。今後必要とされてい
るこれ以下の標準試料は学会や各研究会でも現在
議論されているものである。1nm以下の水準では
例えばSiのシングルステップを初めとした結晶
等が検討されている。

　　図-3　VLSI Standards incorporated 製　
                         薄膜段差標準試料
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3-33-33-33-33-3）））））角度既知標準試料角度既知標準試料角度既知標準試料角度既知標準試料角度既知標準試料
　図４に示したのはＮＴＴ物性科学基礎研究所・
ＮＴＴアドバンステクノロジーが開発・試作し、
ＳＩＩが評価している世界初のＳＰＭ用角度既知
微小ピッチ標準試料である。
　この標準試料はSi単結晶素材の特性を生かし、
マイクロ加工技術を駆使して単結晶Siの結晶方
位により試料壁面角度を５４．７５度に正確に規
定すると共に、ピッチは前述の微小ピッチ同様に
光学手法によるトレーサビリティが確保されてい
る。
　ＳＰＭ装置は簡便に３次元形状を観察・測定で
きるが、その形状の正しさ（被測定物構造物の側
壁角度の絶対値など）はこの様な形状既知試料を
もって装置を校正することにより初めて明らかに
なるのである。

3-43-43-43-43-4）））））TipTipTipTipTip形状把握の為の評価試料形状把握の為の評価試料形状把握の為の評価試料形状把握の為の評価試料形状把握の為の評価試料
　図５にはプローブTip形状把握の為の評価試料
と先端形状の異なるプローブTipで得たＣＤピッ

トのＳＰＭ像を例として示す。このようにＳＰＭ
におけるTip先端形状の影響は無視できない。
　Tip形状把握用評価試料で計測前後のTip形状
を把握することにより、今までどちらかといえば
経験や感覚に頼っていたプローブ交換時期の判定
や、同一プローブで得られた多くの計測データの
妥当性や採用可否を定量的に判断することが可能
になる。
　また図６に図示した通り、ＳＰＭの計測結果に
は必ずプローブ形状とTip形状の影響を含んでい
ることに注意が必要である。図６aの様にプロー
ブ形状が影響を与えずTipの先端曲率のみが誤差
となる場合の他に、図６ｂに示す様にサンプル形
状によってはプローブ先端形状の影響により実際
の形状とかけ離れた結果が得られてしまう場合が
ある。この様な影響を排除する為に、形状既知試
料での装置校正・データ補正も検討されている。

3-53-53-53-53-5）））））粗さ用基準試料粗さ用基準試料粗さ用基準試料粗さ用基準試料粗さ用基準試料
　ＳＩＩではさらに粗さ基準試料の検討も行って
いる。
　ＳＰＭで管理したいマイクロラフネスは前述の
プローブ形状や Tip 形状（曲率半径）の違いに
よって得られる値が容易に変化してしまうため、
Ra・P-V等のパラメータを管理する上でTip用標
準試料と共に粗さ用基準試料は不可欠である。図
７に粗さ基準試料の一例を示す。この基準試料は
ＮＩＳＴへのトレーサビリティが確保された標準
粒子を用いており、粗さ管理以外に微小ピッチ・
高さ管理やプローブ先端形状の把握まで考慮され
た非常に利用価値の高い物である。粗さ基準試料
はＳＰＭユーザーから整備が求められている標準

試料の一つである。
４）４）４）４）４）まとめまとめまとめまとめまとめ
　この様にＳＰＭを計測ツールとして使用するに
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は、これらの標準試料類の整備が不可欠である。
標準試料によって装置を校正し、常に正しい計測
値を得ると共に、Tip評価試料や粗さ基準試料を
用いてデータの信頼性を確認することも重要であ
る。今日ではＳＰＭを初めとしたこれらの機器は
簡便に計測結果が得られる反面、その根拠や信頼
性、誤差要因を理解していないと誤りに気づかな
い事が多々ある。
　私ども装置メーカーはこれらの問題を明らかに
すると共に、適正なツールを提供する義務がある
と考えている。

５）５）５）５）５）ＨＤＤ分野へのＳＰＭ応用ＨＤＤ分野へのＳＰＭ応用ＨＤＤ分野へのＳＰＭ応用ＨＤＤ分野へのＳＰＭ応用ＨＤＤ分野へのＳＰＭ応用
　ＳＰＭは表面形状以外にもＭＦＭを初めとした
多機能観察・計測が可能であり、ストレージＲ＆
Ｄ分野でも多くの期待が寄せられている。図８は
通電状態のＧＭＲヘッドの磁場状態をＭＦＭで観
察したものである。
　開発・生産技術においてヘッド形状と磁場状態
との相関性、書き込み結果のビットパターンや磁

気強度を解析することにより、書き込み・消去特
性の研究やヘッド形状の最適化などにＳＰＭは威
力を発揮する。
　また極薄膜化するディスク（円板）最表面の保
護膜特性検査にはナノインデンテーションを初め
とした表面硬度評価や表面摩擦・トライボロジー
解析等のＳＰＭ応用技術が不可欠である。
さらに磁気ダマシン（磁気ドットメディア）など
高密度化するメディア研究にはＭＦＭの高感度化
を実現する環境制御型ＳＰＭや試料のダイナミッ
クな状態観察を可能にする水平・垂直磁場印加シ
ステムが用意されている。図９にＳＩＩのＲ＆Ｄ
向けＳＰＭ装置SPA300HVとその外部磁場印加シ
ステムの例を示す。
　ＳＩＩではＳＰＭのもうひとつの重要要素技術
であるプローブ（マイクロカンチレバー）の開発・
製造も社内で行っている。図１０に示す自己検知
型カンチレバーは従来のレーザー光てこ検出機構
がまったく不要な扱いやすい生産現場向きのカン
チレバーである。また自己検知型ＭＦＭカンチレ
バーはカンチレバー直近までマグネットを接近で
きる等、カンチレバー周辺の自由度が高く、今ま
で実現困難であった磁場印加時の磁気強度確保に
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も威力を発揮する。
　さらに今話題のＣＮＴ：カーボンナノチューブ
をＡＦＭプローブ先端にアッセンブルした耐久性
や粗さデータ再現性の飛躍的に高い高機能プロー
ブ（カーボンナノプローブ）図１１の開発・販売
もすでに行っている。

６）６）６）６）６）おわりにおわりにおわりにおわりにおわりに
　計測ＳＰＭを取り巻く環境と現在開発中の標準
試料について概略を示した。

　また最後に紹介した高感度ＭＦＭ装置や磁場印
加システムはこれからの高密度記録媒体開発には
不可欠なツールとなるであろう。
　計測ツールとしてＳＰＭを確立する為に標準試
料類を整備すると共に、開発・研究ツールとして
高機能化されたＳＰＭ装置とカンチレバーを初め
とした要素技術の充実を行い、さらに高密度化す
るデータストレージ業界への貢献をしてゆきたい
と考えている。

事事事事事     務務務務務     局局局局局     よよよよよ     りりりりり     おおおおお     知知知知知     ららららら     せせせせせ
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現在の技術委員会は組織的に弱体化し、十分な
活動を行ない得ない状況となっております。５月
の技術委員会において、次年度の技術委員会では
各分科会活動の活発化のための組織見直しを行な
い、特に現在全分科会を通じて二人だけの副分科
会長を二人制とすることで至急人選及び依頼を行
うことになりました。皆様のご協力をお願いしま
す。またコンシューママーケットＨＤＤ分科会の
組織化及び実際の活動開始を急ぐこととしまし
た。コンシューママーケットは停滞する市場を活
性化し得るものとして期待され、特に重点を置い
た活動をして行きたいと考えております。当面は
参加メンバーを全力で募り、その上で活動を開始
します。

合同分科会（担当　ヘッド分科会）
６月８日(金) に合同分科会を開催しました。
プログラムは下記の通りです。
ワークショップ
「Specular spin valve and its head」
富士通研究所 ストレージシステム研究所
                             Jongill Hong様
「低抵抗TMR膜のキャラクタリゼーションと低抵
抗化の限界について」
日立中研 伊藤顕知様
「スピンバルブ膜を用いたCPP素子のGMR特性」
　　　　富士通研究所
　　　　ストレージシステム研究所　瀬山喜彦様
「マイクロアクチュエータ」
　ＴＤＫ　記録技術開発センター　添野佳一 様
メーカープレゼンテーション
「磁気ヘッド用スパッタリング装置」
　アネルバ　第一お客様事業推進本部　鈴木勝様
「エピオン社・Ultra Smoother US50XP」
　　丸文 科学機器部  伊山　進一（すすむ）様
技術委員会報告
IDEMA新分科会（コンスーマHDD分科会）からの
お知らせ
ディスク、ヘッド、テスト、コンタミ分科会

読み出しヘッドの記録密度限界が云々されてい
る状況において、タイムリーな興味深い内容であ
り、会場一杯の約７０名のがあり、活発な討論が

行われました。またメーカ・プレゼンテーション
も関連装置の紹介であり今後の参考となるもので
した。

ヘッド分科会報告（小林分科会長）
５月２５日(金) にテスト分科会と合同で分科
会を開催しました。議題及びワークショップは次
の通りです・
議題
｢テスターのロードマップ｣最終報告・来年度活動
計画策定(未定部分)
ワークショップ
「サスペンション駆動型アクチュエータ」
日本発条株式会社　
　　　　　　　　 ＤＤＳ事業本部 半谷 正夫 様
｢磁気ディスク装置とマイクロアクチュエータ」
 富士通 ストレージ事業本部磁気
　　　　　　　　ディスク事業部　植松 幸弘 様

７月１３日(金)に記録ヘッドに関する分科会を
予定しております。

ディスク分科会（渡辺分科会長）
４月２７日（金）にテスト分科会との合同分科
会を行ないました。概要は下記の通りです。
議題
（１）熱揺らぎワーキンググループ
①　熱揺らぎ測定の結果報告
熱減磁測定（その３）について協同電子 相川様
より説明があり、これまでＷＧで測定したデータ
に対して、ほぼ同様の傾向を示すデータでした。測
定データのうねりに関する検討は今後の課題。
②　今後の方針
　温度は、60℃(or 70℃)で問題なさそうです。
記録密度の規定はディスクのパフォーマンスによ
るので一概に決められませんが、もう少し高い
200kFCI程度のところが良いかもしれません。垂直
媒体の場合については、新規テーマとして測定手
順の標準化についてワーキンググループでたたき
台の検討をします。
（２）Microwaviness　ワーキンググループ
　日立電子エンジニアリング 樋口様よりWa を
0.479～0.9迄振ったサンプルのグライド測定報告

技術委員会報告技術委員会報告技術委員会報告技術委員会報告技術委員会報告
理事　技術委員会委員長　松崎幹男（ＴＤＫ)
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がありました。今回は初めての試みであり、Waの
比較的小さいもの２枚、大きいもの２枚の測定を
行い、様子を見ました。今回の打合せ内容を踏ま
えた上で精密な測定を行う予定です。

ワークショップ
「水素ガス溶解水の半導体洗浄への応用とﾃﾞｨｽｸ基
板洗浄への適用可能性」
栗田工業(株)　プラント・サービス事業本部　
　　　　　　　　　塚本 和巳 樣,　佐藤 活人 様
半導体の新しい洗浄技術として水素ガス溶解水

を使った洗浄方法が注目されています。これは水
素ガスを飽和溶解させた純水をメガソニック(Ｍ
Ｈｚオーダの超音波)と併用して洗浄するもので、
微小な異物を１分程度の短時間で95％以上除去
できます。洗浄液に微量のアンモニア等を添加し
て液をアルカリ性にすると、除去率は更に高くな
ります。水と水素だけなので、薬品を多く使う半
導体の洗浄工程では、薬品、廃液処理のコストを
低減し、しかも環境にやさしい洗浄技術として注

目されています。洗浄効果が高い理由は主として
水素ラジカル(余剰ラジカル)の発生によるものと
考えています。今後磁気ディスク基板洗浄工程へ
の適用を検討していく予定です。他に、オゾン溶
解水による、有機汚れ除去の効果を説明がありま
した。

次回分科会を７月、8月に実施の予定です。

ヘッド・テスト分科会
　7月13日（金）

ディスク・テスト分科会
　7月24日（金）

新分科会　コンシューマーHDD分科会
　8月3日（金）

コンタミ分科会
　分科会の開催予定はありません。
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　巷ではＰＣ向け3.5ＨＤＤドライブにおいてディ
スク片面で20ＧＢの製品が販売開始されるに至り、
ヘッドメディアの減少によるコストダウンも限界に
達した感がある。一方昨年からＨＤＤを利用した録
画機がコンシューマ製品として発売され始めたが、
価格は一般に普及するためにはまだ高価であり録画
時間（記憶容量）は不十分と言わざるを得ない。し
かし過去における新規市場の形成過程を振り返って
みると、これから２年ほどの間に製品は普及価格帯
に落ち着き、それと同時に急速にこの新規市場が立
ちがる事が容易に考えられる、これらの推定をさら
に裏付けるように2004 年にはPVR に定義されるＨ
ＤＤを搭載した録画機が世界全体で年間2800万台
の販売に達するとの見込みも既に明示されている。
　この新たなＨＤＤのアプリケーションであるＨＤ
Ｄ録画機（ＰＶＲ）においては、ＨＤＤの高速な記
録再生特性と大容量で安価な事がデジタルストレー
ジとして採用された主要因であるが、現存するスト
レージの中で最適ではあっても最適化はなされてい
ないというのが実態である。これらコンシューマ製
品とＰＣの間で根本的に異なるデータの信頼性、価
格、製品のサイクル等の考え方が、押し寄せてくる
2004 年の波を前にして埋めなければならない問題
であると理解している。面記録密度を向上すること
がＰＣ用ＨＤＤの最優先課題であった過去に決別を
つけ、これから長期に渡ってデジタル新時代の主ス
トレージとなるＨＤＤを育む健全な業界の基礎を作
る事が本分科会のミッションと理解している。
　前置きは長くなったが、会に参加するとVolun-
teer ばかりで得るところが無いといった集まりで
はなく、会合に参加すれば多くの人とのつながりや
知識など、きっと何かを得られるような会に、そし
て新時代の世界におけるリーディングポジションの
一躍を担うメンバーとして有用な御提案を頂きたい
と考えております。
ここで新分科会の内容を記述すると、

新分科会発足主旨新分科会発足主旨新分科会発足主旨新分科会発足主旨新分科会発足主旨
ＨＤＤの新たなアプリケーションとして今後市
場の拡大が考えられるコンシューマプロダクトに
関し、さらなるＨＤＤの利用分野の拡大ならびに
ＨＤＤの有する機能の効率的利用および開発を推
進するために、機能および信頼性の仕様と評価法
の標準化を行うために発足する。

活動内容活動内容活動内容活動内容活動内容
・想定されるコンシューマ機器のカテゴライズと
 それらに搭載されるＨＤＤの機能の標準化。
・カテゴライズされたコンシューマ機器に搭載さ
 れるＨＤＤの能力を客観的に把握できる評価法
　の標準化。

参加を募る関係各社と参加のメリット参加を募る関係各社と参加のメリット参加を募る関係各社と参加のメリット参加を募る関係各社と参加のメリット参加を募る関係各社と参加のメリット
セットメーカー
・評価法の策定、各社ドライブの比較に費やす無駄
な特性検討が軽減される。

・ドライブメーカーの長期ロードマップの策定に
先行的示唆が可能となる。

・標準化デバイスを用いることでコストメリット
が期待できる。
ドライブメーカー
・セットメーカーの要求仕様が先行的に把握でき開
発目標の明確化が可能となる。

・カテゴライズされたコンシューマ機器に対し開発
プロダクトの仕様を絞れる。

・標準化されたデバイスの選択によりコストメ
リットが期待できる。
デバイスメーカー
・市場動向をアプリケーションの立場を含めて先行
的に把握できるために、開発計画、投資計画の確
度が向上する。

・標準化デバイスの設定による歩留まり向上、商
品ライフの長期化、原材料コストの低減が期待
できる。
テスターメーカー
・新規評価システムに関する評価方法の情報が得ら
　れる。
・新規評価システム開発仕様情報の一助となる。
・ポテンシャルカスタマーと早期にコンタクトでき
　る機会を得る。

上記四位一体となった関係により合理的標準化仕様
の策定を行う。
まずは物珍しさで参加するも良し、歴史的？！第

1回会合にまずはご参加あれ。

新技術分科会新技術分科会新技術分科会新技術分科会新技術分科会“““““コココココンンンンンシシシシシュュュュューーーーーマママママＨＨＨＨＨＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤ分分分分分科科科科科会会会会会”””””発足にあたって発足にあたって発足にあたって発足にあたって発足にあたって
理事 技術委員会副委員長　コンシューマＨＤＤ分科会長　渕上祥児（ソニー）

第１回コンシューマＨＤＤ分科会会合第１回コンシューマＨＤＤ分科会会合第１回コンシューマＨＤＤ分科会会合第１回コンシューマＨＤＤ分科会会合第１回コンシューマＨＤＤ分科会会合
日時：２００１年８月３日　１４：００－１７：００
場所：ＩＤＥＭＡ（国際ディスクドライブ協会）会議室
※アジェンダはホームページをご参照ください。

http://www.idema.gr.jp/idemajapan/news.htm
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セミナ・懇親会参加費

　協会会員　18,000円
　非会員　　30,000円

今回、今回、今回、今回、今回、当日お持ち頂く参加証はお送りしません。当日お持ち頂く参加証はお送りしません。当日お持ち頂く参加証はお送りしません。当日お持ち頂く参加証はお送りしません。当日お持ち頂く参加証はお送りしません。会場受付にて、会場受付にて、会場受付にて、会場受付にて、会場受付にて、名札をお取りください。名札をお取りください。名札をお取りください。名札をお取りください。名札をお取りください。

プログラムプログラムプログラムプログラムプログラム

テーマテーマテーマテーマテーマ ：：：：：「「「「「HDDHDDHDDHDDHDD新市場の台頭新市場の台頭新市場の台頭新市場の台頭新市場の台頭・・・・・・・・・・・・・・・コンシューマ用コンシューマ用コンシューマ用コンシューマ用コンシューマ用HDDHDDHDDHDDHDD市場展望は！！」市場展望は！！」市場展望は！！」市場展望は！！」市場展望は！！」

実機デモによる技術内容のご紹介もあります。実機デモによる技術内容のご紹介もあります。実機デモによる技術内容のご紹介もあります。実機デモによる技術内容のご紹介もあります。実機デモによる技術内容のご紹介もあります。
日時 ：2001年 7月 19日（木） 13:00～ 17:00（終了後懇親会）
場所 ：プラザホール(霞が関ビル 1F) 〒 100-6009千代田区霞が関 3-2-5　TEL：03-3580-0576(代)
交通 ：地下鉄銀座線虎ノ門駅より 2分

2001年 7月クォータリーセミナー
開催のご案内

　2001年 7月クォータリーセミナーをご案内申し上げます。このセミナーは、国際ディスクドライブ協会の主要イ
ベントのひとつです。この絶好の機会を活用することで、講演聴講による業界情報の収集、ご出席者相互の親睦・情
報交換・人的ネットワークの拡大等にご活用いただけます。
　また、講演終了後は講師の方々を囲んでの立食パーティも予定しております。大勢の皆様のご参加をお願い致し
ます。
今回はHDDのアプリケーションとして注目を集めているコンシューマ用HDDについて、セットメーカの方々に

よる技術動向の講演と、著名なアナリストによる市場動向の展望の講演を企画いたしました。
第一部：HDDを搭載した代表的な AV機器について、メーカ 4社から実機のデモも含めた技術内容を紹介。
第二部：HDDのAV機器への展望と、ストレージ市場の変化について、動向をまとめた講演。

このようにHDD関連メーカはもとより家電メーカ、情報コンテンツサプライヤ、調査会社、及びその他の皆様のご

参加をお待ちいたします。

聴講ご希望の方は、協会事務局宛FAX、、、、、E-mailまたはオンラインまたはオンラインまたはオンラインまたはオンラインまたはオンラインhttp://www.idema.gr.jp/
registration/reg_home.htmでででででお申し込み下さい。請求書の発送をもって受け付け済みと
させていただきます。お申し込み締め切り日は 7月月月月月 13日日日日日（（（（（金金金金金）））））ですが、定員となり次第
締め切らせていただきます。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。

挨拶（会長）             13:00 - 13:05

第１部：
講演１　「ＤＶＤ－ＣＡＭ」                                                     13:05 - 13:50
日立製作所　デジタルメディアグループ　事業統括本部　吉野　正則　氏
講演２　「ＨＤＤサイバーナビ」 　　　　　　　　　13:50 - 14:35
パイオニア　モーバイルエンターテイメントカンパニー　事業企画部　山下　元之　氏
講演３　「ＨＤＤ搭載　ＤＶＤレコーダの御紹介」 　　　　　　14:35 - 15:20
東芝　デジタルメディアネットワーク社　DVD 設計部　伊藤　雄司　氏

Coffee Break 　　　　15:20 - 15:35

講演４　「ＨＤＤ録画装置」 　　　　15:35 - 16:20
ソニー　ホームネットワークカンパニー　ＮＥ事業本部　ネットワーク開発部　三橋　孝通　氏
第２部：

講演５　「ストレージの市場環境変化と近未来課題」 16:20 - 17:05
ギガ・ストリーム・インク　代表者　石川　純二　氏

技術委員会よりお知らせ「コンシューマ HDD 分科会」の新規発足について 17:05 - 17:15

懇親会：月曜会クラブ（霞が関ビル23F） 17:15 - 19:00

講師・演題は変更する場合がございます。
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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6階

TEL：03-3539-7071　FAX：03-3539-7072　E-mail：office2@idema.gr.jp

事務局行  FAX：03-3539-7072 
 

2001年年年年 7月クォータリーセミナー参加申込書月クォータリーセミナー参加申込書月クォータリーセミナー参加申込書月クォータリーセミナー参加申込書 
ONLINEONLINEONLINEONLINE 申し込みも申し込みも申し込みも申し込みも    http://www.idema.gr.jp/registration/reg_home.htmhttp://www.idema.gr.jp/registration/reg_home.htmhttp://www.idema.gr.jp/registration/reg_home.htmhttp://www.idema.gr.jp/registration/reg_home.htm    から可能です。から可能です。から可能です。から可能です。    

 
年  月  日 

会社名  
 当社は   当社は 
会員 ・ 非会員 
 である   である 

ふりがな  

氏名  

部署  

役職  

住所 
〒   － 

社内アドレス  

TEL  

FAX  

E-Mail  

 

＊参加者お一人につき一枚でお願い致します。   締め切り日 7月 13日（金） 

 

必要事項をご記入の上、事務局宛てに FAXにてお申し込み下さい。 

 

引き換えに請求書を郵送させていただきます。会場受付にて、名札をお取りください。 

参加費は請求書をご確認の上、第一勧業銀行 新宿南口支店 普通１１１３０７８国際ディスクドラ

イブ協会へ銀行振り込みにてお支払い下さい。 

 尚、銀行振り込みにてご入金の場合、原則として領収書の発行は致しませんので予めご承知おき下

さいますようお願い申し上げます。 

http://www.idema.gr.jp/registration/reg_home/htm
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　第9回国際ディスクフォーラム2001を DISKON
JAPAN2001の開催にあわせて、4月19日（木）と4
月20日（金）の2日間、東京ビッグサイトで開催
しました。この2日間で、基調講演と7つのSession
の講演を実施しましたので、終日（午前10時から
午後5時まで）タイトなスケジュールでしたが、ご
参加いただいた皆様が熱心に聴講され盛会に終え
ることができました。

　フォーラムの冒頭は、IDEMA JAPANの菅沼会長の
開会挨拶でした。情報化の流れの中で今後も成長
拡大が期待されるHDD業界の健全な発展に協会と
して寄与していくとの表明がなされました。続い
て新生Maxtor社の副社長、Victor Jipson 氏の
「Maxtor：Past、Present and Future」と題した
キーノートスピーチで始まりました。Jipson氏は、
この講演の中で、MaxtorとQuantumの統合により、
DesktopやEnterpriseにとどまらず広範な製品群
にわたって競合できる技術とファイナンスの資源
を持った世界最大のHDD企業を創出できたこと、ま
た、磁気記憶装置に対する需要は、今ある用途に
加えて新たな用途の出現により指数関数的な成長
が続くとの見通しと、New Maxtorはその双方の市
場で成長し、ストレージを中心にした付加価値製
品を広めていくと抱負を述べられました。

　　　　　SessionSessionSessionSessionSession１１１１１では恒例の通り、ディスク市場につ
いて、「激動のストレージ新世紀を占う 熾烈な競
争はどう動くか？」をテーマに、国内外のトップ
アナリストに最新動向を解説していただきました。
　TrendFOCUS社のJohn Donovan氏から「Silver
Lining：The Pending Form Factor Shift」と題し
て、Desktop、Enterprise及びMobile様HDD市場
の現状分析と小型化への流れについて、現有マー
メットから新規市場にわたって、その課題を含め
た紹介がありました。IT総合研究所の久保川氏は、
「HDDの新規アプリケーション市場展望」と題して、
まず2001年のHDD出荷台数について、2000年より
はSlowであるが後半で回復し、通年では14％台の
成長率を確保するという予測を出され、現状では
まだ小さいがポテンシャルの高い新規なアプリ
ケーションとしてPersonal Video Recorder、Game
Console、Digital Video/Still Camera、Mobile

Phone等紹介されました。ただ、これらの新規市場
は、ベンチャーや家電/ゲームメーカ主導で、HDD
メーカ自らは新市場を開拓していないとの指摘が
ありました。Understanding & Solution社のSimon
Harvey氏から「European Storage Trends」と題
して、西欧のRemovable Storage市場の紹介があ
り、光メディアや磁気テープ/ディスク等の解説
がありました。このSessionの最後はDataquest社
の John Monroe 氏で、講演のタイトルは「The
Thicket of Life：Changing Competitive Dynamics
in the Rigid Disk Drive Industry」でした。こ
こでは、2005年までのRDDの出荷台数は2桁（年
率10%台）の成長を継続し、ドライブの大容量化
は止まることを知らず、2005年では、ドライブ１
台あたりの平均記憶容量は300GBを超えるとの予
測が出されました。また、同時に行き過ぎた低価
格化や高記録密度化に対して警告していました。

　昼食を挟んで午後の前半のSession 2Session 2Session 2Session 2Session 2はメディ
ア技術で「磁気記録限界に挑戦するメディア技術
の新展開」がテーマでした。まず、富士通研究所
のNoel Abarra氏から「Thermally Stable High
density Longitudinal Recording with Synthetic
Ferrimagnetic Media」と題して、同社のSFMedia
の構造、熱安定性の評価結果及びSNR、PW50等の
特性データが紹介され、SFM構造にすることで、今
後の高記録密度化を長手記録で達成できることが
示されました。アネルバの渡辺氏からは「次世代
メディア対応スパッタ装置技術」として、垂直記
録用メディアやAFCメディアに対するスパッタ装
置の構成や提案がありました。また、ガラスディ
スクでバイアスをかける工夫やCVD装置の説明等
がありました。次いで、日立製作所の細江氏から
は「垂直磁気記録媒体の最近の開発状況」と題し
て同社がIntermag 2000で発表した52.5Gb/in2デ
モのメディアとその後の改善が、軟磁性下地層
（Spike Noise）と記録層（Superlattice、Hybrid）
について、Intermag 2001での発表を含めて、紹介
されました。

　Coffee Breakの後、Session 3Session 3Session 3Session 3Session 3 は計測技術で
「究極の計測技術」と題して３件の講演がありまし
た。

企画委員会報告　　　国際ディスクフォーラム国際ディスクフォーラム国際ディスクフォーラム国際ディスクフォーラム国際ディスクフォーラム 2 0 0 12 0 0 12 0 0 12 0 0 12 0 0 1 よりよりよりよりより
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企画委員会
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　Center for Tribology社のCharles Gao氏から
「Quantitative Fast Durability Mapping of Ultra-
Thin Overcoats for Magnetic and Magneto-Optical
Disks and Heads」 と題して、同社のMicro Blade
を使用したMicro-Tribometerで、近年ますます薄
膜化する保護膜の耐久性を評価した結果の紹介が
ありました。日本スパイダーシステムズ社のKen
Wing氏から「Magnetic Head Test Requirements
and Test Architecture Requirements for
100,000TPI to 450,000TPI」と題して、高記録密
度化（高TPI化/高BPI化）に伴って、Testerの
高精度化/高性能化が求められており、熱安定性
やServo等の対応について説明され、同社のスピ
ンスタンドの紹介がありました。Sessionの最後
は、Integral Solution Int’l 社のHenry Patland
氏から「Quasi Static Testing：Ultimate Solution
for Cost Effective Quality Verification and
ESD Analysis of GMR Heads」と題しGMRヘッドの
検査に交番磁界をかけてTransverse Transfer
Curveを測定評価するQuasi Static Testingの紹
介がありました。

　初日のフォーラム終了後は、恒例となったレセ
プションを新橋の第一ホテル東京で、フォーラム
参加者と展示企業の方々の参加をいただいて開催
しました。和やかな雰囲気の内で懇親と情報交換
が繰り広げられました。

　2日目はSession 4Session 4Session 4Session 4Session 4の「新分野アプリケーショ
ン－マルチメデイア応用に開ける新マーケット」
から始まりました。
　松下電器産業の梶野氏は「AV･ITネットワークと
記憶メデイア」のタイトルで、デジタル動画の記
録などにHDDが中心的な役割を演じて、ホームサー
バーに発展して行くこと、動画保存にはDVDが有
用であること、携帯機器にはSDメモリーカードが
普及していくことが述べられました。日本Quantum
社の斉藤氏からは、「A discussion on Disk Storage
use in Digital Video Editing」と題して、放送
局や映画会社で行われている非圧縮・フレーム対
応で画像処理する際に用いられているハイエンド
HDDシステムの概要が解説され、>数TB容量でかつ
>300MB/sの大容量･高速システムが必要とされてい
ることが述べられました．ソニーの藤家氏と
シャープの高橋氏は、連名で、「小型高密度光磁気
デイスク」と題して、2GB/50mmφのメデイア可換

な光磁気デイスクドライブがPDA、Note-PC、Disc
Camcorderなどの携帯機器映像ファイル市場で有望
であり、数年後の商品化を目指して開発中である
ことが紹介されました。家庭･オフィス・センター
や携帯機器に、HDDを主役とするストレージ機器
が、今後、どんどん進出するという近未来像が示
されました。

　Session 5Session 5Session 5Session 5Session 5の特別学術講演では、麗澤大学の高
橋教授が、ご自分のPCや各種のデジタル機器を自
由自在にご活用されており、各種記事やＨＰを即
座に見られるファイリングシステム、健康管理･仏
教関連などの日常身近に使える個人ファイル、デ
ジカメで収録したお墓参り記念ファイルなどを紹
介され、ストレージを有効活用して、シニアライ
フを満喫されていることが紹介されました。

　Session 6Session 6Session 6Session 6Session 6は「次世代装置技術-さらなる小型
化･高密度化に向けて」と題して、4件の講演があ
りました。
　DataPlay Inc.の D. H. Davies氏は｢DataPlay
Digital Media Technology｣と題する講演において、
メデイア可換な500MB、32mmφのFar-field-MOデ
イスクドライブの技術紹介があり、百年以上の寿
命･150mWの低消費電力･200msec以下のアクセス時
間・低価格メデイアなどの優れた特徴があること
が紹介されました。文部科学省･無機材質研究所の
李氏は「ホログラフィックメモリによる不揮発性
記録再生システム／角砂糖サイズで１テラビット
を目指して」と題した講演で、ホログラフィック
ストレージの原理から、判りやすく解説されると
ともに、実験系での映像記録･再生例を示され、
着々と次世代ストレージ技術が進捗していること
を紹介されました。Maxtor社のS.Lambert氏は垂
直記録を用いてHDDを作る際の、skew効果･サーボ
ライト･PES･チャネル品質･外来磁界の効果などに
ついてご講演され、実際に垂直記録R/Wが可能な
HDDに記録したデーターを用いて、プレゼンテー
ションされました。商品化は80-100Gb/in2からと
の見通しでしたが、初めて垂直記録HDDが動作し
ていることを、参加者は見ることができました。日
本IBM社の山崎氏は「IBMのマイクロドライブにつ
いて」と題して講演され、各種のIT機器･携帯機
器に向けて販売されている1"マイクロドライブの
ご紹介があり、プログラム開始時のご苦労なども
交えてお話になり、今後、価格低減や耐衝撃性向
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上などを、容量増加と同時に追求することで、
Note-PC、PDA、Still-Cameraなどの市場で普及さ
せたいことが述べられました。MO、Holography、
Perpendicularと異種のストレージデバイスの開
発･探索が活発に進められ、面内HDDも携帯機器の
超小型ストレージ市場に挑戦されている状況が、
良く判りました。

　Session 7Session 7Session 7Session 7Session 7のヘッド技術「50Gb/in2超に備える
磁気ヘッド技術」では、4件の講演がありました。
　日立製作所の田和氏は、「EB描画技術の磁気ヘッ
ド分野への応用」と題してご講演され、100nmパ
ターン加工に向けて、レジスト・磁性材料固有の
問題への対応・ビーム補正などの技術を着々と準
備されていることが述べられ、磁気ヘッドプロセ
スが半導体プロセスの微細化速度を上回る実態が
示されました。TDKの荒木氏は、「次世代の再生ヘッ
ド技術－TMRヘッド」と題してご講演され、EB露
光を駆使して、100nmパタンのTMRヘッドに挑戦し、
100Gb/in2クラスの寸法で、>1Gb/sのデーターレイ
トが達成可能なこと、主要雑音はトンネルバリヤ
の抵抗成分によるショット雑音であることなどが
述べられました。Headway Technology社のKochan、

Ju氏は、「Areal Density Extendability of Spin
Valve Head」に於いて、ハードバイアスによる不
感化現象を、Patterned-exchange bias と
Leadoverlayという手法を用いて軽減することによ
り、MR比が12%のSpin-valve素子でも130Gb/in2

クラスの記録再生が可能であることが示されまし
た。エラーレイトデーターなどを追加しさえすれ
ば、100Gb/in2超のR/Wデモンストレーションが実
現されると思われました。Read-Rite社のA.Mennon
氏は、「Perpendicular or Longitudinal Magnetic
Recording-When Will the Transition Occur?」と
題してご講演され、Read-Rite社が世界記録を保有
している60+Gb/in2クラスの面内記録および垂直記
録のR/Wデモンストレーションをご紹介され、こ
のデモの延長で、面内記録でも垂直記録でも
100Gb/in2が実現可能と結論されました。100Gb/in2

クラスの技術が手を伸ばせば届く位置にあること
が示されるとともに、いくつかの技術が本命を競
い合っていることが判りました。
　2日間にわたり、多様な分野の第一線でのご講演
を聴いて、ストレージ分野の変遷の速さを痛感す
るとともに、がんばっただけ儲かれば良いがと感
じたInternational Disk Forum 2001でした。
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DISKCON JAPANでは、ＨＤＤの歴史展示と
して９６年の「HDDギャラリー」、次いで広くス
トレージ製品を系統的に展示した９７年の「スト
レージ・テクノロジー・アベニュー」に続き、９
８年からは「テクノロジーショーケース」として
展示を続けてきました。   「テクノロジーショー
ケース」はＨＤＤの歴史的展示物を集めたもので、
昨年までは IDEMA USAの James Porter氏
(DISK/TRND, Inc.)の収集品を借用していました
が、今回から全面的に協会が準備することに踏み
切り、会員企業はもとより非会員企業に御願いし
て、多数のドライブ、ヘッド、媒体等を提供して
いただきました。ご協力いただきました皆様にお
礼申し上げます。
ドライブはかつての14インチクラスから最新の
１インチクラスまで、バランスよく揃え、ヘッド
は２社から社内展示品のパネルを借用させていた
だきました。また、かつて製品化された通称ドリ
スク(ヘッド／トラック式)も展示しました。製品
ロードマップは旧版を書換え、BPI、TPIその他、
技術の変遷を示したパネルはデータの収集から始
めて製作しました。

テクノロジーショーケース報告テクノロジーショーケース報告テクノロジーショーケース報告テクノロジーショーケース報告テクノロジーショーケース報告
理事 テクノロジーショーケース推進委員長  久保田裕二(東芝)

専務理事 事務局長    多羅尾悌三

お蔭様にて多数の皆様に「テクノロジーショー
ケース」をご覧いただくことができました。幾人
かの方々の感想を伺ったところでは、歴史展示物
それ自体が有意義である。ＨＤＤとはどのような
物であるかを理解する上での橋渡しになった。技
術の変遷がよく分かった。等々、概して好評でし
た。協会では今後、「テクノロジーショーケース」
を更に有意義なものにして行きたいと考えており
ます。
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１． はじめに

 　技術委員会ヘッド・テスト合同分科会では、ＨＤＤ関連技術に関してアンケート調査を実施しま

した。本アンケート調査はＨＤＤ技術ならびにヘッドテスト技術（今回はヘッドテスタ対象）に関し

てロードマップを整備するため、その基礎データを収集する目的で進めて参りました。調査結果につ

きましては、5月25日のヘッド・テスト合同分科会において概要を紹介いたしましたが、今回IDEMA

Japan Newsでも掲載の機会をいただきましたのでその内容をご報告いたします。

２． アンケート概要

　今回のアンケート調査はＩＤＥＭＡ会員企業の従業員の方々、ＩＤＥＭＡ主催のセミナへ参加され

た方々を対象に記名式にてお願いしました。アンケートは、できるだけ最先端で仕事をされている技

術者のご意見を集めたく、各々の方へ直接電子メールにて送付させていただきました。本年2月に配

布を開始し、5月上旬まで事務局に届いたものを集計しました。配布総数413件に対し、回答件数81

件、配布総数に対する回収率は19.6％でした。

　回答していただいた方々のプロフィールを紹介しますと、業務分野ではＨＤＤ関連の方 2 9 名

（36%）、ヘッド関連15名（21%）、媒体関連13名（16％）、光、ＦＤＤ等を含めその他の方が14名（17%）

です。職種では、研究/開発分野の方21名(26%)、設計分野7名(9%)、製造/ＱＡ/ＱＣ分野5名(6%)、

技術マネージメント14名(17%)、経営マネージメント4名(5%)、マーケッティング22名(27%)という

内訳になります。経験年数は10年以上の方が27名と最も多く、次に3年未満15名、10年未満13名、

5年未満の方10名という順でした。

３． アンケート結果報告

　各項目ごと図表としてまとめました。この図表をもとにご報告いたします。

３．１　面記録密度の推移に関して

  Q1～Q5は面内記録の面記録密度に関する質問です。Q1ではここ数年続いている年率100%の推移が

今後も続くかどうかお聞きしました。この質問に関して大きく意見が別れ、100%で推移すると回答さ

れた方と、そうはならないとされた方々がほぼ半々でした。更に、Q2は予想される具体的な年率に関

して詳しくお聞きした結果ですが、60%と回答された方が33名と最も多く全体の42％を占めておりま

す。ここでは、100％と答えられた方は11名と全体の14％に過ぎませんでした。半数以上の方が年率

100％の推移を肯定しているものの、（おそらく）技術的な見地から見た場合、年率60％程度の推移が

妥当と考えておられるようです。先行き不透明ながらも、ニーズにおされた形で100％という高い年

率がもうしばらくは続くのではないかと予想される結果です。

　Q3は面内記録方式の記録密度限界に関しての質問です。全体の39％にあたる26名の方が100Gb/in2

に限界があると回答されています。さらに21名の方が、より低い70Gb/in2以下にあるとされ、わか

らないという方を除くと、全体の70%の方が100Gb/in2以下に限界点があると回答されています。

この質問に併設して限界点を決めている技術要素についてお答えいただきました(Q4)。その結果、23%

にあたる方が,媒体の熱減磁性能と回答されています。以下、順に浮上限界(13%)、記録ヘッド限界

(11%)、再生ヘッド限界(10%)、媒体Ｓ／Ｎ限界(9%)になっています。回答の中で、際立って熱減磁性

能を心配されている方が多いようです。

ＨＤＤ関連技術アンケート調査報告ＨＤＤ関連技術アンケート調査報告ＨＤＤ関連技術アンケート調査報告ＨＤＤ関連技術アンケート調査報告ＨＤＤ関連技術アンケート調査報告
宮本詔文（日立製作)
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Q5では記録限界点の打開策となる技術要素の実現時期を予想していただきました。3つまであげて

いただき、各記録密度で最も支持された技術要素を列挙しました。その結果、50Gb/in2クラスで第一

世代（サスペンション駆動型）のマイクロアクチュエータが登場。続いて、ＡＦＣ媒体、第2世代マ

イクロアクチュエータ、フェムトスライダ、ＴＭＲ、ＣＰＰ-ＧＭＲ、ＥＢ描画ヘッドプロセスなど

が100Gb/in2 クラスで登場します。パタンドメディアは200Gb/in2 以降、サーマルアシスト記録方式

に関しては実現しないという意見が多数を占めています。技術要素のうちＡＦＣ媒体は50Gb/in2クラ

スでも実現するというご意見も多々ありました。現在、一部の製品機にＡＦＣ媒体が採用され始めて

おり、同技術は記録限界点打開の重要な技術要素となることは確実と考えられます。Q5ではあらかじ

めこちらから技術要素を提示したこともあり、これ以外の技術要素の提案は特にありませんでした。

記録限界点は媒体、磁気的浮上量、ヘッド、の3つの技術要素それぞれが補完しながら向上するもの

であり、低浮上化、ヘッド（記録/再生）に関して何らかの新技術の登場を期待したいところです。

Q6/Q7は垂直記録方式に関しての質問です。まず垂直記録方式が実現する／しないという問いかけ

に対して73％の方が実現すると回答されています。実現しないと積極的に回答された方はわずか9％

にとどまり、垂直記録方式に多くの期待がかけられていることが伺われる結果です。垂直記録が採用

され始める面記録密度は100Gb／in2と回答された方が多数を占めており、面内記録の限界が100Gb／

in2と考えられている背景と併せると、面内記録方式に代わる技術として大きな期待が寄せられてい

るものと思われます。

また、実現しないと回答された方の理由を伺ったところ非常に興味深く、以下に箇条書きします。

(1)面内記録と同様に小さくても強い磁場を発生する記録ヘッド用材料必要。

(2)実現されると回答したが、発熱による位置ずれ影響をマイクロアクチュエータ併用で、補正する

必要があると思う。
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わからない
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Q.1　ここ数年 面記録密度が100%/年で上昇していますが、
　　この傾向はまだ続くと考えますか？（今後2年程度内）
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Q.2 具体的な面記録密度の上昇率はどの程度になると
　　　考えますか？

Q.3 　現在の技術の延長（面内記録）での記録密度の限界は
　　　どの程度になると考えますか？
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Q.4 　面記録密度の限界を決めているものは何ですか？
　　　（3つ選択の合計人数（のべ214人））

1位：媒体/熱減磁性能[50人]
2位：機構系/浮上限界[27人]
3位：ﾍｯﾄﾞ/記録系[23人]
4位：ﾍｯﾄﾞ/再生系[22人]
5位：媒体/媒体SN限界[19人]

Q.5 　ﾌﾞﾚｰｸｽﾙｰとなる技術の実現時期(面密度）に関して

50Gb/in2：第１世代ﾏｲｸﾛｱｸﾁｭｴｰﾀ
100Gb/in2：AFC媒体（50Gb/in2ｸﾗｽでの実現も多い)、
　　　　　　　　第2世代ﾏｲｸﾛｱｸﾁｭｴｰﾀ(ﾁｯﾌﾟ駆動）、ﾌｪﾑﾄｽﾗｲﾀﾞ、
　　　　　　　　TMR,、CPP-GMR、電子線描画ﾌﾟﾛｾｽ
200Gb/in2：ﾊﾟﾀﾝﾄﾞﾒﾃﾞｨｱ
実現しない：ｻｰﾏﾙｱｼｽﾄ記録

図表１　面記録密度の推移に関する質問図表１　面記録密度の推移に関する質問図表１　面記録密度の推移に関する質問図表１　面記録密度の推移に関する質問
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(3)ヘッド/媒体合わせて磁気回路を形成しなければならず，外乱による悪影響（磁場やスペーシン

グロス等）を排除するのが困難。

(4)研究者の絶対数不足。

(5)コスト、量産性にまだめどが立ってない。

(6)ノイズの点。

(7)メディア品質の信頼性と面内記録に対する優位性が小さいと予想される。

(8)BPIが劣る(面内比),磁気スペーシングに敏感すぎ、接触記録となる.接触記録は浮上記録比で約

100万倍耐久性要(低摩耗)で実現できない等々。

　これらの回答から、たとえ記録方式が変わったとしても、ヘッドの寸法は従来の延長で小さくなる

ことに変わりはなく、微小ヘッドでの記録磁界確保、トラック位置決め精度の向上の問題は残ること。

垂直媒体特有のノイズ問題など。また、現実的な課題として技術者の不足、コストなどの問題がある

ことを教えてくれます。実現しないと回答された方は少数派ですが、垂直記録方式実現を真剣に考え

た上での回答であろうと考えられます。現状は、垂直記録実現の妨げとなる技術課題の整理と対策が

まだまだ十分に検討されておらず、期待のみが先行している状況ではないでしょうか。

３．２　転送レートの推移に関して

　Q8ではハイエンドの3.5型ＨＤＤを対象にデータ転送レートの上昇推移に関して質問しています。

現時点での年率30%に対して、ほぼ現状維持が半数。減速傾向の方を合わせると75％以上の方が、現

状維持以下と回答しておられます。加速すると回答された方はわずか10％でした。転送レート向上に

は信号処理系の速度向上、信号伝送路の改良、高ＢＰＩ化、スピンドル回転数向上等が必要になりま

すが、いずれの技術も飛躍的な向上は望めそうにないことや、市場のニーズがそれほど強くないこと

などが背景にあると考えられます。次のQ9 はチップオンサスペンション技術に関しての質問です。

チップオンサスペンションが実現するであろう転送レートを予想してもらうと150MB/s(1.2Gbps)から

200MB/s(1.6Gbps)にかけてという回答になります。転送レートの上昇推移から換算すると、早ければ

2003/3Q頃、遅くとも2004中には採用され始めると予想します。Q10では転送レートの技術的限界に

関して質問をしてみました。限界点はほぼ300MB/s(2.4Gbps)以上にありそうですが、回答された方も

300MB/s～2000MB/s(16Gbps)まで広く分布しており、明確な数値は今回の調査からは予測できません

でした。Q11はスピンドルの回転数に関しての予想ですが、多くの方が現状最高の15krpmに対して、

20krpmまで伸びると予想しています。高回転化に関しても、それに伴う振動の増加、発熱の問題があ

り、ニーズと要素技術のマッチングから当面20krpm以上にはならないと予想します。

図表２　垂直記録方式の実現に関する質問図表２　垂直記録方式の実現に関する質問図表２　垂直記録方式の実現に関する質問図表２　垂直記録方式の実現に関する質問
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Q.6　垂直記録方式は実現すると考えますか？
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Q.７　垂直記録方式が実現すると考えられる面記録密度は
　　　　どの程度ですか？
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３．３　ストレージ製品適用分野に関する質問

　Q12ではいくつかのアプリケーションに関して、どのような製品群が適用されるかをお聞きしまし

た。ひとつのアプリケーションに3つまで答えて頂きました。

デスクトップＰＣからハイエンドサーバまで、据え置き型のコンピュータには今後も3.5型ＨＤＤが

主流となると答えています。据え置き型の機器ではどの分野でも第2位に2.5型ＨＤＤ、第3位に大

容量の光ディスク（ＤＶＤ－ＲＡＭ等）の順になっており、薄型ＰＣなどでは2.5型が徐々に浸透し

てくる余地はあると考えられるものの、3.5型の地位は当面不動と考えてよさそうです。ノートＰＣ

に関して、1位が2.5型ＨＤＤ、2位が1.8型ＨＤＤで、主流の2.5型に対して、1,8型がすぐに置き

換わる状況ではなさそうです。携帯端末(ＰＤＡ)では1.0型ＨＤＤが今後主流になるという回答です。

ＰＤＡ端末の機能がノートＰＣ並みの性能になるに従い、大容量のストレージ機器が要求されるため

と考えられます。ＡＶ機器への適用はストレージ産業が最も期待をかけている分野ですが、業務用、

家庭用を問わず3.5型ＨＤＤが主流になりそうです。この分野は第2位に大容量光ディスク、3位に

2.5型ＨＤＤという順になっています。携帯電話、携帯ビデオ/デジタルカメラ、携帯オーディオ分

野では1.0型ＨＤＤが第2位についているものの、1位の半導体メモリの地位は不動のようです。携

帯関機器は他の機器に比べ、乱暴に取り扱われる危険性が常に付きまとうため、今後ともＨＤＤは補

助的な適用にとどまるものと考えます。その他のストレージではＭＲＡＭ機器が携帯電話の第3位に

入っています。低消費電力不揮発性への期待がかけられているのではないかと考えます。

　以上の結果から、3.5型ＨＤＤに関しては据え置き型のコンピュータ、ＡＶ機器を中心に、ほぼ不

動の地位であり続けると予想されます。2.5型ＨＤＤはノートＰＣ分野での地位は堅持しながら、小

図表３　転送ﾚｰﾄの推移に関する質問図表３　転送ﾚｰﾄの推移に関する質問図表３　転送ﾚｰﾄの推移に関する質問図表３　転送ﾚｰﾄの推移に関する質問
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Q.8  現在の転送ﾚｰﾄ上昇率はほぼ30%/年ですが、この傾向は
　　　続くと考えますか？

Q.9  転送ﾚｰﾄを向上させる技術にﾁｯﾌﾟｵﾝｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ技術がありますが、
　　　どの程度の転送ﾚｰﾄで実現されると考えますか？
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Q.10  転送ﾚｰﾄに技術的限界があるとすれば、どの程度
　　　　になりますか？
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Q.11  HDDｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙの回転数はどこまで伸びると考えますか？
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型の据え置き機器（ＰＣやＡＶ分野の）に少しずつ浸透していきそうです。1.0型ＨＤＤは、より高

機能化していくＰＤＡ端末分野で重要な位置付けになると予想するとともに、携帯型のビデオ、オー

ディオ機器向けに補助的な大容量ストレージとして進出していくことが予想できます。一方で1.8型

ＨＤＤに関しては、そのコンセプトがはっきりせず、超小型化では1.0型ＨＤＤに奪われ、据え置き、

ノートＰＣ分野での2.5型ＨＤＤに置き換わるほどのインパクトを持っておらず、やや苦戦が強いら

れそうな予想がされます。

３．４　ヘッドテスタ（スピンスタンド）に関する質問

　Q13以降はスピンスタンドを実際に使われている方を対象に質問した内容です。スピンスタンド導

１位 ２位 ３位

ﾊｲｴﾝﾄﾞｻｰﾊﾞ 3.5型HDD[61人] 2.5型HDD[39人] 大容量光ﾃﾞｨｽｸ[21人]

ﾛｰｴﾝﾄﾞｻｰﾊﾞ 3.5型HDD[59人] 2.5型HDD[41人] 大容量光ﾃﾞｨｽｸ[23人]

ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC 3.5型HDD[53人] 2.5型HDD[47人] 大容量光ﾃﾞｨｽｸ[32人]

ﾉｰﾄPC(A4,B5ｻｲｽﾞ) 2.5型HDD[61人] 1.8型HDD[51人] 半導体ﾒﾓﾘ機器[17人]

PDA端末 1.0型HDD[54人] 半導体ﾒﾓﾘ機器[46人] 1.8型HDD[27人]

業務用AV機器 3.5型HDD[５８人] 大容量光ﾃﾞｨｽｸ[44人] 2.5型HDD[29人]

家庭用AV機器 3.5型HDD[57人] 大容量光ﾃﾞｨｽｸ[45人] 2.5型HDD[37人]

携帯電話 半導体ﾒﾓﾘ機器[58人] 1.0型HDD[38人] MRAM機器[28人]

携帯用ﾋﾞﾃﾞｵ/ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ 半導体ﾒﾓﾘ機器[48人] 1.0型HDD[41人] 大容量光ﾃﾞｨｽｸ[24人]

携帯用ｵｰﾃﾞｨｵ機器 半導体ﾒﾓﾘ機器[57人] 1.0型HDD[30人] 光ﾃﾞｨｽｸ機器[20人]

Q.12  HDDほかｽﾄﾚｰｼﾞ機器の適用分野に関する質問
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（上位３分野）

図表４　ｽﾄﾚｰｼﾞ製品の適用分野図表４　ｽﾄﾚｰｼﾞ製品の適用分野図表４　ｽﾄﾚｰｼﾞ製品の適用分野図表４　ｽﾄﾚｰｼﾞ製品の適用分野
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Q.13  ｽﾋﾟﾝｽﾀﾝﾄﾞ導入で、最も重視する項目は？

図表５　ｽﾋﾟﾝｽﾀﾝﾄﾞに関する質問図表５　ｽﾋﾟﾝｽﾀﾝﾄﾞに関する質問図表５　ｽﾋﾟﾝｽﾀﾝﾄﾞに関する質問図表５　ｽﾋﾟﾝｽﾀﾝﾄﾞに関する質問
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Q.14  ｱﾅﾗｲｻﾞ導入で、最も重視する項目は？
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Q.15  ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾍｯﾄﾞｱﾝﾌﾟ（汎用のﾍｯﾄﾞｱﾝﾌﾟ）は必要ですか？

1位：価格が高い[12人]
2位：精度不足[10人]
3位：ﾊｰﾄﾞの拡張ができない[9人]
4位：測定時間が（長い）[7人]
5位：故障多い、ｿﾌﾄ拡張に不満[それぞれ4人]

Q.16  現在お使いのｽﾋﾟﾝｽﾀﾝﾄﾞの不満は何ですか？
　　　　（使用されている方のみへの質問です）
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入にあたって、最も重要視する項目がステージの位置決め精度と27％の方が答えられています。順に、

回転数仕様、振動性能、価格の順になっています。また図表には掲載しておりませんが、ステージの

位置決め精度に関してトラックピッチの5％(3σ)内が目安と答えた方は、全体の70％でした。

一方、アナライザに関しては、記録再生性能が重要視され、順にエラーレート評価機能、カスタム

ヘッドアンプへの対応有無の順になります。1位の項目はスピンスタンド、アナライザの基本機能で

あり、もっともな回答と考えます。また、ユニバーサルヘッドアンプの必要性に関しては、必須と答

えた方が25％です。さらに開発用途で必要と答えられた方を含めますと約70％近い方が必要と考え

ているようです。

３．５　技術ロードマップ

以上のアンケート結果を元にして、図表６に技術ロードマップとしてまとめました。面記録密度は

やや高めの方向で予測しています。2003年までは年率100%で推移すると考え、2003/1Qに100Gb/in2

達成と考えています。それ以降は60%/年と仮定し、2004年に160Gb/in2と予測します。ＴＰＩ/ Ｂ

ＰＩ比率は現在約12ですが、その比率も徐々に小さくなると考え、2002年で10、2003年で8と予測

します。その結果、ＴＰＩは2002年/1Qで70kTPI、2003年/1Qで111kTPI、2004年/1Qで151kTPIに

なります。

技術要素に関しては第一世代のマイクロアクチュエータが2002/1Qに出現。ＡＦＣ媒体は2002/2Qあ

たりと考えますが、アンケート調査期間中に、一部製品において搭載されたことが発表されるなど、

各社前倒しで搭載を開始することが予想されます。また、その他の技術として、ＴＭＲ/ＣＰＰ-Ｇ

ＭＲや、フェムトスライダ、第2世代のマイクロアクチュエータなどは100Gb/in2が実現される2003/

1Qあたりから出現すると予想。垂直記録方式に関しても、早ければ、同時期に製品適用したものが発

表されると予想します。チップオンサスペンション技術は転送レートが150MB/s(1.2Gbps)が実現し始

める2003/3Qあたりからの採用となると推定しています。

４．終わりに

ＩＤＥＭＡ技術委員会として、今回が始めてのアンケートによる技術調査になります。まだまだ、

不十分な点はあるかと思いますが、第一線で活躍されておられる技術者の総意をまとめるという意味

では、小さいながらも結果を残せることができたと考えております。今回アンケートにご協力いただ

いた方々へ感謝するとともに、ぜひこの結果をお役立て頂ければと考えます。

　今後ともこのような調査を定期的に続けていきたいと考えておりますので、ご協力よろしくお願い

いたします。

Calendar 2001/1Q 2Q 3Q 4Q 2002/1Q 2Q 3Q 4Q 2003/1Q 2Q 3Q 4Q 2004/1Q 2Q 3Q 4Q
面密度 25Gb/in2 50Gb/in2 100Gb/in2 160Gb/in2

(項目） (～100%/年） （60%/年～）

転送ﾚｰﾄ 75MB/s 100MB/s 130MB/s 170MB/s
周波数換算 (320MHz) 430MHz 550MHz 730MHz
BPI/TPI比 12 10 8 7
[kBPI] 547 707 894 1058
[kTPI] 45.6 70.7 111 151
ﾄﾗｯｸﾋﾟｯﾁ 557nm 359nm 229nm 168nm
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図表6　技術ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ図表6　技術ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ図表6　技術ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ図表6　技術ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ
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国際ディスクドライブ協会　組織図国際ディスクドライブ協会　組織図国際ディスクドライブ協会　組織図国際ディスクドライブ協会　組織図国際ディスクドライブ協会　組織図

2001年7月現在2001年7月現在2001年7月現在2001年7月現在

事務局 事務局長（委嘱）：多羅尾悌三 

　理　　事　　会                 山本明子、三浦尚子

　　　会計 担当理事：浦井治雄、久保田裕二

会長　　　菅沼　庸雄 (日立製作所)

副会長　　筧    朗　（富士通）  広報出版委員会 委員長：鶴 哲生 Co:村上俊一

監事　　　原田  英樹（ＨＴＡ）

名誉理事　金子  　峻 (日本ｽﾊﾟｲﾀﾞｰ･ｼｽﾃﾑｽﾞ) 会員管理委員会 委員長：百束雄一 Co:上野寿久

専務理事　多羅尾悌三（国際ﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ協会)

理事　  　上野　寿久（神戸製鋼所） 企画委員会 委員長：筧 朗　Co:寺田 章、鈴木 勲

理事　  　浦井　治雄（日本電気） （ﾌｫｰﾗﾑ／ｾﾐﾅｰ）

理事　　　久保川　昇 (ＩＴ総合研究所）

理事　　　久保田　裕二 (東芝） イベント実行委員会 委員長：久保川昇  Co:多羅尾悌三

理事　  　篠原　肇 　(日立金属）

理事　  　鈴木　勲 　(ＨＯＹＡ） 教育推進委員会 委員長：山崎秀昭　Co:金子 峻

理事　  　鶴　　哲生 (日立電子ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）

理事　  　寺田　章　（アルプス電気） 研究推進委員会 委員長：篠原 肇

理事　    百束　雄一 (メディア研究所）

理事　    渕上　祥児 (ソニー）  技術委員会 委員長：松崎幹男Co:渕上祥児 鈴木隆夫

理事　    松崎　幹男 (ＴＤＫ）         (TDK) (ソニー)(日本ｽﾊﾟｲﾀﾞｰｼｽﾃﾑｽﾞ)

理事　  　村上　俊一（アネルバ）   ディスク分科会 分科会長：小林光男

理事 　 　山崎　秀昭（日本ｽﾊﾟｲﾀﾞｰ･ｼｽﾃﾑｽﾞ）         (富士電機)

理事　  　山崎　隆 　(日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ）   ヘッド分科会 分科会長：小林和雄　Co:福田一正

理事(USA) John Kurtweil(Read-Rite Corp）           (富士通)　　　(TDK)

  テスト分科会 分科会長：高木　均  Co:八田秀明

    (協同電子ｼｽﾃﾑ) (ｱｼﾞﾚﾝﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰ)

　   コンタミネーションコントロール分科会

分科会長：藤本敏夫  (東芝)

     コンシューマーHDD分科会

分科会長：渕上祥児(ソニー)木下尚行(日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ)

IDEMA  USAIDEMA  USAIDEMA  USAIDEMA  USAIDEMA  USA

www.idema.org
3255 Scott Blvd., Suite 2-102,
Santa Clara, CA 95054-3013  USA
phone: 1-408-330-8100
fax   :1-408-492-1425

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

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

http://www.idema.org
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国際ディスクドライブ協会入会申込書国際ディスクドライブ協会入会申込書国際ディスクドライブ協会入会申込書国際ディスクドライブ協会入会申込書    
参加企業名 

 
和 文 
 
英 文 

会員代表者/ふりがな  

所属部署名  

役 職  

住 所 〒 

TEL番号  

FAX番号  

E-Mail  

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

設立 本社 ディスクドライブ関連 
（事業開始年度） 年 年

従業員数 人 人

関連取扱製品 

資本金 百万円 1年間の年会費    10万円・  20万円 

他地域会員の100%子会
社の場合、親会社名 

英文                      国名: 
 

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

希望入会年月日 ２００ 年    月から 
連絡先 (代表者と異なる場合のみご記入ください。お知らせや年会費の請求書を送ります。) 

連絡担当者/ふりがな  

所属部署名  

役 職  

住 所 〒 

TEL番号  

FAX番号  

E-Mail  

＊年会費のご入金をもってご入会とさせていただきます。 
  事務局へFAXまたはご郵送いただきますと、年会費の請求書をお送りします。 
 
国際ディスクドライブ協会 事務局 
〒105-0003 東京都港区西新橋2-11-9 ワタルビル6F   TEL:03-3539-7071  FAX:03-3539-7072 
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業界カレンダ業界カレンダ業界カレンダ業界カレンダ業界カレンダ

77777月月月月月 23-2423-2423-2423-2423-24日日日日日
 電気学会マグネティックス研究会
 「マイクロ磁気デバイス・磁気応用一般」北大
　山口正洋（東北大）yamaguti@riec.tohoku.ac.jp
77777月月月月月 3131313131日日日日日
 ｢MSJ初等磁気工学講座」
 早稲田大学理工学部55号館
 日本応用磁気学会 Tel: 03-3272-1761
88888月月月月月 1-31-31-31-31-3日日日日日
 ｢ＭＳＪサマースクール」
 湯河原厚生年金会館
 日本応用磁気学会 Tel: 03-3272-1761
88888月月月月月 20-2220-2220-2220-2220-22日日日日日
  The Magnetic Recording Conference (TMRC 2001)
  Minneapolis,MN IEEE    www.iist.scu.edu
88888月月月月月 2828282828日日日日日 -9-9-9-9-9月月月月月11111日日日日日
  Joint European Magnetism Symposia (JEMS '01)
　www.polycnrs-gre.fr/JEMS01/
99999 月月月月月77777日日日日日
 電子情報通信学会磁気記録研究会
 「磁性薄膜＋一般」
 東京工業大学
99999月月月月月 25-2825-2825-2825-2825-28日日日日日
  第 25回日本応用磁気学会 学術講演会
  秋田大学
  日本応用磁気学会 Tel:03-3272-1761
1010101010月月月月月 16-1916-1916-1916-1916-19日日日日日
  2001年光メモリ国際シンポジウム(ISOM2001)
  圓山大飯店（台北）
  ISOM2001事務局学会事務センター
          講演会開催業務部 Tel:03-5814-5800
1111111111月月月月月 13-1613-1613-1613-1613-16日日日日日
  MMM Seattle, Washington
  Janis Bennett, American Institute of Physics
  TEL: 516-576-2403
  E-mail intermag@courtesyassoc.com
  http://www.magnetism.org
20022002200220022002年年年年年22222月月月月月 1515151515日日日日日
 電子情報通信学会磁気記録研究会
 「ハードディスクドライブ」
 機械振興会館
 山川清志（秋田県高度技術研究所）
  Tel: 0188- 66-5800
  E-mail: yamakawa@ait.pref.akita.jp
20022002200220022002年年年年年 44444月月月月月 2828282828日日日日日-5-5-5-5-5 月月月月月22222日日日日日
  Intermag Europe 2002
  RAI Congress Center, Amsterdam
  Courtesy Associates TEL: 202 973-8668
  E-mail intermag@courtesyassoc.com
  http://www.intermag2002.org

国際国際国際国際国際ﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ協会協会協会協会協会
www.idema.gr.jpwww.idema.gr.jpwww.idema.gr.jpwww.idema.gr.jpwww.idema.gr.jpをご参照ください

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ入門講座入門講座入門講座入門講座入門講座
                                                                                                                                                                               協会会議室
･8月 24日（金）（第38回）
･10月 26日（金）（第39回）
･12月 21日（金）（第40回）　　　

クォータリーセミナークォータリーセミナークォータリーセミナークォータリーセミナークォータリーセミナー
霞ヶ関ﾋﾞﾙ1階 プラザホール

･7月 19日(木)　　　
･10月 12日(金)
･2002年 1月 18日(金)

技術委員会　　　　　技術委員会　　　　　技術委員会　　　　　技術委員会　　　　　技術委員会　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分科会開催場所　協会会議室
7月13日(金)　ヘッド・テスト分科会
7月24日(火)　ディスク・テスト分科会
8月3日(金)　第1回コンシューマHDD分科会
11月 22日(金) 合同分科会  日立金属高輪和彊館

IDEMA USAIDEMA USAIDEMA USAIDEMA USAIDEMA USA　　　　　
www.idema.orgwww.idema.orgwww.idema.orgwww.idema.orgwww.idema.orgをご参照ください

7月19日(金)
QUARTERLY DINNER MEETINGQUARTERLY DINNER MEETINGQUARTERLY DINNER MEETINGQUARTERLY DINNER MEETINGQUARTERLY DINNER MEETING
           The Westin Santa Clara, California
Featuring Linda Sanford
Senior Vice President & Group Executive
Storage Systems Group, IBM Corporation

DISKCON USADISKCON USADISKCON USADISKCON USADISKCON USA
　　　　　　　     San Jose Convention Center
Exhibition              9月 19日(水)-20日(木)
Keynote Dinner　　      9月 18日(水)
Technical Cinference    9月 18(火)-20日(木)
Welcome Reception       9月 19日(水)
Education Class         9月 17(火)-21日(金)
Charity Golf Tournament 9月 17日(火)

IDEMA USA では、低コストで効果的なセールスプロモー
ションとして「ジャパニーズパビリオン」に日本の企業か
らの出展を呼びかけています。  「ポスターボード展示
（ボード使用料990ドル）」と「フルブース展示（3,000ド
ル）」の二通りがあります。
　お問い合わせ先：
　　　IDEMA show group　/　showgroup@idema.org
　　　Phone:(408)492-1436 Fax:(408)492-9749

http://www.idema.org
http://www.idema.gr.jp


IDEMA Japan News No.43                36

入入入入入     門門門門門     講講講講講     座座座座座

CPU＝中央演算処理装置

PC

メインメモリー（主記憶装置）

HDD（補助記憶装置）

FDD（可動記憶媒体、装置）

CD-ROM（読出し専用メモリー）

参加希望日 第１希望 　　　月　　　日 第 2 希望 　　　月　　　日

氏名 年齢 性別

会社名

部署

役職

住所 〒

TEL

FAX

E-mail

申込書到着後、参加証と地図、請求書を受講月初頃に郵送にてお送りいたしますので、
御確認の上、料金を当日までに、第一勧業銀行　新宿南口支店　普通口座１１１３０７８
国際ディスクドライブ協会へお振込みいただきますようお願いいたします。
キャンセル・振替は受講日の1週間前までにご連絡ください。
第一希望が満席の場合はすぐにご連絡させていただきます。

日　程　日　程　日　程　日　程　日　程　：：：：：     第第第第第3838383838回回回回回88888月月月月月2424242424日日日日日(((((金金金金金)/)/)/)/)/第第第第第3939393939回回回回回1010101010月月月月月26(26(26(26(26(金金金金金)/)/)/)/)/第第第第第4040404040回回回回回1212121212月月月月月2121212121日日日日日(((((金金金金金)))))

                                                                                                                                                                       (時間は全て13:00から17:00まで／1回で終了）
受講料金受講料金受講料金受講料金受講料金：：：：：　　　　　     会員　会員　会員　会員　会員　¥10,000.-¥10,000.-¥10,000.-¥10,000.-¥10,000.-　　非会員　　　非会員　　　非会員　　　非会員　　　非会員　¥12,000.-¥12,000.-¥12,000.-¥12,000.-¥12,000.-　　　　　               学生　￥学生　￥学生　￥学生　￥学生　￥3,000.-3,000.-3,000.-3,000.-3,000.-

会　　場会　　場会　　場会　　場会　　場：：：：：          　国際ディスクドライブ協会　会議室　国際ディスクドライブ協会　会議室　国際ディスクドライブ協会　会議室　国際ディスクドライブ協会　会議室　国際ディスクドライブ協会　会議室

HDD??

HDDHDDHDDHDDHDDっっっっっててててて何何何何何？？？？？
PCPCPCPCPC ととととと HDDHDDHDDHDDHDD、、、、、 なななななぜぜぜぜぜ HDDHDDHDDHDDHDD なななななののののの？？？？？
記記記記記憶憶憶憶憶装装装装装置置置置置にににににどどどどどんんんんんなななななのののののがががががあああああるるるるるののののの？？？？？
市市市市市場場場場場のののののサササササイイイイイズズズズズははははは？？？？？　　　　　 今今今今今後後後後後どどどどどううううう 伸伸伸伸伸びびびびびるるるるるののののの？？？？？
磁磁磁磁磁気気気気気記記記記記録録録録録のののののしししししくくくくく みみみみみををををを教教教教教えええええててててて。。。。。
HDDHDDHDDHDDHDD ををををを分分分分分解解解解解しししししてててててみみみみみるるるるるととととと …………… . .. .. .. .. .
どどどどどんんんんんななななな部部部部部品品品品品がががががあああああるるるるる？？？？？　　　　　 部部部部部品品品品品ののののの役役役役役割割割割割ははははは？？？？？
MRMRMRMRMR ヘヘヘヘヘッッッッッドドドドドっっっっってててててどどどどどんんんんんなななななヘヘヘヘヘッッッッッドドドドド ？？？？？
PRMLPRMLPRMLPRMLPRMLっっっっっててててて何何何何何？？？？？

こここここんんんんんななななな皆皆皆皆皆さささささ んんんんんのののののたたたたためめめめめににににに ……………
非非非非非技技技技技術術術術術系系系系系ややややや専専専専専門門門門門分分分分分野野野野野でででででななななないいいいい方方方方方々々々々々。。。。。
営業部門の方々。営業部門の方々。営業部門の方々。営業部門の方々。営業部門の方々。
こここここれれれれれかかかかかららららら HDDHDDHDDHDDHDD 事事事事事業業業業業部部部部部門門門門門ににににに配配配配配属属属属属さささささ れれれれれるるるるる方方方方方々々々々々。。。。。
マママママスススススコココココミミミミミ ややややや出出出出出版版版版版関関関関関係係係係係ののののの方方方方方々々々々々。。。。。
証 券 、証 券 、証 券 、証 券 、証 券 、 金融機関の方々。金融機関の方々。金融機関の方々。金融機関の方々。金融機関の方々。

お申込は下記のFAX、又はオンラ
インでお受けします
FAX:03-3539-7072
http://www.idema.gr.jp/class/
class_home.htm

国際ディスクドライブ協会事務局　FAX:03-3539-7072
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アイオメガ(株)
(株)　アイメス
アジレント・テクノロジー(株)
アネルバ(株)
アヒコファインテック(株)
アルバック・ファイ(株)
アルプス電気(株)
ＩＴ総合研究所
ウエスタンデジタルジャパン(株)
上村工業(株)
(株)エイトテクノロジー&トレーディング
(株)　エイブル
(株)　オハラ
オリエント測器コンピュータ(株)
川鉄商事（株）
海外マシンツール(株)
協同電子システム(株)
(株)　クボタ
クラリオンデバイス（株)
ケーエルエー・テンコール(株)
(株)　高純度化学研究所
(株)　神戸製鋼所
(株)　交洋製作所
(株)　相模オプト
相模ピーシーアイ(株)
(株)　サンエイテック
(株)　三協精機製作所
サンコール(株)
システム精工(株)
(株)　島津製作所
ジャスタム(株)
ジャパンゴアテックス(株)
昭和アルミニウム(株)
昭和電工(株)
信越化学工業(株)
神鋼商事(株)
(株)　シンセイ
スピードファム・アイペック(株)
(株)　住化分析センター
住友金属工業(株)
住友商事(株)
住友スリーエム(株)
住友特殊金属(株)
セイコーインスツルメンツ(株)
ゼオン化成(株)
ソニー(株)
ソニーケミカル(株)
ソニー・テクトロトロニクス（株）
大同特殊鋼(株)
大日本印刷(株)
(株)　タケシバ電機
(株)　ツガミ
月島機械(株)

ＴＤＫ(株)
東京電子交易（株）
(株)　東芝
(株)　東設
東洋ガラス(株)
東洋鋼鈑(株)
ドクターシェンクジャパン(有)
戸田工業(株)
凸版印刷(株)
長瀬産業(株)
日商岩井ハイテック(株)
日商エレクトロニクス(株)
(株)　日製メックス
日東電工(株)
日本アイ・ビー・エム(株)
日本板硝子(株)
日本エー・ディー・イー(株)
日本ガイシ(株)
日本クァンタム・ペリフェラルズ(株)
日本真空技術(株)
日本スパイダー・システムズ(株)
日本テクノビュート(株)
日本電気(株)
日本発条(株)
日本ビーコ(株)
日本ポール(株)
日本ミクロコーティング(株)
日本メクトロン(株)
日本山村硝子(株)
日本レップ機構(株)
パシフィック･ダンロップ･ジャパン(株)
浜井産業(株)
原田産業(株)
(株)ピクシーピナクルコーポレーション
日立金属(株)
日立コンピュータ機器(株)
(株)　日立製作所
(株)　日立国際電気
日立電子エンジニアリング(株)
日立マクセル(株)
（株）広田製作所
フェーズ・メトリックス･ジャパン(株)
(株)　フェローテック
フォステクス(株)
(株)　フジクラ
不二越機械工業(株)
富士通(株)
富士電機(株)
フジモリプラケミカル(株)
(株)　フューテックファーネス
古河電気工業(株)
フロロウエア・バルカージャパン(株)
ＨＯＹＡ(株)

石崎　幸三　（長岡技術科学大学）
逢坂　哲彌　（早稲田大学）
小野　京右　（東京工業大学）
金井　靖　　（新潟工科大学）
加藤　孝久　（工技院　機械技術研究所）
喜連川　優　（東京大学）
後藤　顕也　（東海大学）
島田　寛　　（東北大学）
新庄　輝也　（京都大学）
神保　睦子　（大同工業大学）
鈴木　孝雄　（豊田工業大学　大学院）
高橋　研　　（東北大学）
田崎　三郎　（松山大学）
田中　邦麿　（帝京平成大学）
田中　絋一　（長岡技術科学大学）
直江　正彦　（東京工業大学）
中村　慶久　（東北大学）
原　精一郎　（長岡技術科学大学）
藤森　啓安　（電気磁気材料研究所）
古川　泰男　（豊橋技術科学大学）
堀江　三喜男（東京工業大学）
三矢　保永　（名古屋大学  大学院）
柳　和久　　（長岡技術科学大学）
綿貫　理明　（専修大学）

松下寿電子工業(株)
(株)　マツボー
丸紅メタル(株)
三井・デュポンフロロケミカル(株)
三菱化学(株)
ミツミ電機(株)
ミネベア(株)
ミノルタ(株)
(株)　メディア研究所
ユナクシスジャパン(株)
横河電機(株)
ラップマスターSFT(株)
リードライトインターナショナル　
　　　　　　　 　　　　　　　ジャパン
リオン(株)
リンテック（株）
(株)　レイテックス
レクロイ・ジャパン(株)
ワイエイシイ(株)

2001年 6月 30日現在
法人会員　124社　個人会員24名

* は新入会員です。

国際ディスクドライブ協会会員国際ディスクドライブ協会会員国際ディスクドライブ協会会員国際ディスクドライブ協会会員国際ディスクドライブ協会会員

*

*


