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不安定な情勢の中、私どもハードディスクの業界も
翻弄されている感があるが、一歩退いて見つめ直し
個人的な雑感をまとめてみたい。

日本はワールドワイドオペレーションのコンピテン日本はワールドワイドオペレーションのコンピテン日本はワールドワイドオペレーションのコンピテン日本はワールドワイドオペレーションのコンピテン日本はワールドワイドオペレーションのコンピテン
スセンターたれ。スセンターたれ。スセンターたれ。スセンターたれ。スセンターたれ。
ハードディスクの製造は最も進んだワールドワイド
オペレーションを実践している分野であろう。微細
なパーツから構成されているゆえに、その輸送費は
ゼロに等しく、最も効率的な拠点で各々のパーツを
製造し、最も人件費、税金の安いロケーションで組
上げている。
現在、アジアの国々は急速にスキルをあげ、一人一
人のオペレーターは日本人より器用に物作りができ
るようになっている。ソフトウエアに関してもイン
ドの開発能力は非常に高い。また、どこぞの衣料品
を例に挙げるまでも無く、多くのビジネスがダウン
サイジングされており、最終形として中国に流れ込
むシナリオを我々の業界も受け入れざるを得ないの
ではないだろうか。
またその中にあって、日本は世界一高い人件費と　
法人税３０％、地方税１３％を合わせるとイタリア
の５３．２％についで、高い税金を払わなくてはな
らない。このハンディキャップの中、日本のハード
ディスク業界が生き延びていくのは、グローバルな
オペレーションを推進していくイニシアティブにあ
るのではと考えている。アジア諸国は確かにその実
力を着々とつけているが、率先垂範、起業し、推進
していくより、受身の態勢が根本にあると思われ
る。US についてもアジアを仕切るだけの泥臭さは
持ち合わせていないかもしれない。日本の企業は
ハードディスクの、中心に位置しビジネスを統括し
ていく役目を担うべきと考えている。

もうそこまで来ているコンシューマーもうそこまで来ているコンシューマーもうそこまで来ているコンシューマーもうそこまで来ているコンシューマーもうそこまで来ているコンシューマーHDDHDDHDDHDDHDD 製品製品製品製品製品
セットトップボックス、ゲーム、ビデオのハード
ディスクレコーディングなどいままでも話題に事欠
かないコンシューマーHDD製品であるが、大きな追
い風が吹くには至っていない。しかしながら大きな
潮流が近いうちに押し寄せるような予感がする。い
よいよである。それは、ブロードバンドとのコンビ
ネーションによってなされるかもしれない。US で
はすでに製品化されているが、単純にイーサネット
およびブロードバンドの電話線の口があり、ジャッ
クにつなぐだけで、見たい番組や音楽、ゲームなど
が家中どこからでも得られるという。

もはや、PCを立ち上げる必要も無く、まさに家電の
感覚で使えるものである。現在のHDDやブロードバ
ンドでもパフォーマンスは十分得られ、見たい番組
をいつでも見られ、他人によって敷かれた番組予定
時間の呪縛から解き離されることになるのだ。
USでは、こんな箱がすでに６万円台で購入できる。
後は配信サービスの充実を待つだけである。　　　
IDEMAで新設されたコンシューマーHDD分科会、ま
さにタイムリーな活動と言えよう｡

ＨＤＤ業界の寡占化は進むのか？ＨＤＤ業界の寡占化は進むのか？ＨＤＤ業界の寡占化は進むのか？ＨＤＤ業界の寡占化は進むのか？ＨＤＤ業界の寡占化は進むのか？
ＣＤ－ＲＯＭドライブの例をあげるまでも無く、磁
気記録方式を伸ばしていく限り、今後も寡占化は進
むと思われる｡
話は飛ぶが、日本の産業で最も寡占あるいは独占が
進んだ枯れた産業はタワシとマッチだと聞いたこと
がある。「亀の子ダワシ」「パイプマッチ」である。
ハードディスクの業界がまさかこれほどまでに絞ら
れるとは考えにくいが、低価格、大量生産が進み、
かつ、技術が成熟する（行きづまる）過程において
この潮流は止められないであろう。

それにしても、それにしても、それにしても、それにしても、それにしても、すごい技術！すごい技術！すごい技術！すごい技術！すごい技術！
あらためてハードディスクの技術を見つめ直すにつ
け、そのレベルの高さには舌を巻く。ヘッドの浮上
量だけをみても、可視光はおろか紫外線領域までも
透過することが困難。実際に見ることはできない
が、まさに暗黒の世界でのイベントを演出してい
る。これだけの技術をさらに高付加価値の製品に展
開できないものだろうか？

ＨＤＤは無くならない？ＨＤＤは無くならない？ＨＤＤは無くならない？ＨＤＤは無くならない？ＨＤＤは無くならない？
世の中には、レコードや音楽用テープなど　急激に
次の発明品に置き換わったものもあるが、逆にどの
車にも搭載されている鉛と硫酸をつめた重たいバッ
テリーや白熱電球、蛍光灯といった、さしたる進歩
もしていないのに決して無くならないものもある。
以前からHDDは単純に円盤を回し、Headを動かす原
始的な構造物でいつかは新規技術に置き換わるであ
ろうという議論があったが、私はもしかしたら鉛蓄
電池同様、今後とも廃れる事の無い技術ではないか
と感じているし、またそう望みたい。俗な表現をす
れば、「皿回しは続く」であろう。

以上、雑感を書き綴りました。　皆さんはどうお考
えですか？

巻頭言

徒然なるままに徒然なるままに徒然なるままに徒然なるままに徒然なるままに
前理事　山崎　隆(日本アイ・ビー・エム)
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１．はじめに
磁気ディスク基板の表面形状（波長：1μm～
数mm）を定量化するための市販測定機は、1）ダ
イヤモンド触針の面内走査方式と2）ポイント型
光学式変位計の面内走査方式、そして、3）広領
域の光波干渉計型凹凸形状測定機に大別すること
ができる。産業界では生産性の向上が優先される
ため3）に類別される高性能の測定機が多用され
る傾向にある。具体的には、Zygo社、Veeco社、
Phase-Shift社、菱化システム社から販売されて
いる白色光干渉計型凹凸形状測定機が代表例とな
る。いずれも対象物表面への光照射は対物レンズ
を介して行っているので、照射面積（測定領域）
は当該レンズの仕様（例えば、倍率）によって選
定することができる。
これらの測定機の性能仕様は微妙に異なってい
るため、測定データおよび評価結果は測定機固有
の特質を含んでいるものと考えられてきた。しか
し、測定原理が類似していることから、測定デー
タの互換性を期待する産業界の声が依然として多
く聞かれる。
本寄書は代表的な市販の白色光干渉計型凹凸形
状測定機を対象に、供試磁気ディスクの表面形状
を実測し、マイクロウェイビネスを評価した際の
実験結果を報告するものである。

２．供試磁気ディスクと測定機
3.5インチのアルミ基板ディスクを測定対象と
し、表１のような微細な粗さ成分と巨視的なうね
り成分が異なる4種類のサンプルロット（Ⅰ～Ⅳ）
を用意した。表中のRaは光散乱方式の表面粗さ
形TMSで求めた算術平均粗さを示し、WaはPhase
Shift Technology社製の白色光干渉式表面形状測
定機OptiFlatで算出した算術平均うねり（5mmを
カットオフ値としたハイパスフィルタを適用）で
ある。使用した測定機は、Zygo社製のNew View

5000と Veeco（旧 Wyko）社製のNT3000、そして
Phase Shift Technology社製のMicroXAMであり、
対物レンズの公称倍率とズーム値の組合せにより
およそ表2の測定領域とサンプリング間隔（便宜
的な分解能）を確保した。各ディスク面において、
図１に示す等分割の4箇所を測定個所としたが、
マーキング位置を目視で合わせる程度の再現性で
ある。

３．測定機の校正と前処理
　対物レンズを含めた光学系の倍率と変位の校正
を行うためにVLSI社製の段差標準片（SHS-180QC
18nm段差）を用いた。各測定機にて標準片の表面
波形を測定し、図2のように実測データの一断面
を切り出した。測定機ごとのStep Height部デー
タの最頻値を各測定機の平均値とし、縦方向変位
の校正を行った。表3に測定機ごとの校正結果（倍
率補正係数）を示す。なお、本実験では表面の高

白色光干渉顕微鏡型表面形状測定機における機種間の性能調査結果白色光干渉顕微鏡型表面形状測定機における機種間の性能調査結果白色光干渉顕微鏡型表面形状測定機における機種間の性能調査結果白色光干渉顕微鏡型表面形状測定機における機種間の性能調査結果白色光干渉顕微鏡型表面形状測定機における機種間の性能調査結果
　　　　　　　　　　　　　　　　原　精一郎（東京工業大学　助教授）

　柳　和久（長岡技術科学大学　教授）
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表表表表表11111　供試ディスクの種類　供試ディスクの種類　供試ディスクの種類　供試ディスクの種類　供試ディスクの種類

表表表表表 22222　測定条件　測定条件　測定条件　測定条件　測定条件

測定機 倍率補正係数
MicroXAM 0.97
NT-3000 0.99

NewView5000 1.03

表表表表表 33333　各測定機の校正結果　各測定機の校正結果　各測定機の校正結果　各測定機の校正結果　各測定機の校正結果

図図図図図11111　測定位置　測定位置　測定位置　測定位置　測定位置

領域 領域 mm 対物レンズ
×ズーム 分解能 μm 波長帯域 μm

1 5.6×4.2 2.5×0.5 9.8 100～2000
2 2.8×2.1 2.5×1.0 4.9 50～1000
3 0.70×0.53 10×1.0 1.22 15～300
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さ値のみが重視されるため、厳密な像倍率（横方
向座標）の校正は行わなかった。
　続いて、測定データに及ぼす光学系の歪みの影
響を補正するため、全ての測定データからSiC製
参照平板（Morton Advanced Materials社）の実
測データを差し引くことにした。倍率が10倍の
対物レンズを使用した場合で、源データにおける
平面からの差が2～ 4nm、2.5 倍の対物レンズ使
用時で15nm程度に達することが判明した。

４．異常値の補正と面領域のバンドパスフィルタ
　顕微鏡方式の表面形状測定機では視野に限界が
あるため、測定領域すべての測定データが活かさ
れることが望ましい。一方で、表面欠損や付着物
等の特異部において突発的な振幅データを生じさ
せない工夫が必要となる。後者に関しては、短波
長域におけるRMS 振幅を基準とした閾値（例え
ば、RMS振幅の数倍）を超えた場合にその周囲の
平均値に置き換えるという便宜的な方法を適用し
た。面領域のハイパスフィルタとして慣習的なガ
ウシアンフィルタを用いると、周辺領域でカット
オフ波長分の無効領域が生じる。そこで、スプラ
インフィルタ（注）の代用により測定領域全体の
データを対象としたバンドパスフィルタを構築し
た。スプラインフィルタはガウシアンフィルタよ
りも鋭い遮断特性を示し、長波長成分の影響が少
なくなるが、直交独立の演算過程を採用した場合
には非等方性の振幅伝達特性となる。しかしなが
ら、その差異はわずかであるため、本対象では特

別の対策を講じなかった。
　以上のバンドパスフィルタ処理によって見かけ
上の基準面（非線形）が生成されるとともに、指
定した波長帯域の表面凹凸形状データが抽出され
る。ここではλ２として測定長さ（短い方の測定
領域幅）の半分を当てることにした。

５．マイクロウェイビネスによる測定機間の相互
比較

　ISO（JIS B 0601）では線状2次元の表面性状
について「輪郭曲線」と「粗さ曲線」、「うねり曲
線」を規定し、それぞれにパラメータ記号（P, R,
W ）を当てている。また、その記号に引き続く英
小文字によってパラメータの物理的な意味を表そ
うとしている。一方、面領域の3次元表面性状に
関しては、標準化の声は聞かれるものの規格化ま
でには至っていない。
　磁気ディスクに携わる業界／学会では「マイク
ロウェイビネス」という技術用語が共通語化しつ
つある。粗さよりも相対的に波長の長い帯域にあ
る微小振幅成分を意味するようである。上記のう
ねりパラメータ（W ）に対応するものであるが、
面領域を対象とする点が異なっている。本稿で
は、前述したバンドパスフィルタ（BPF）で抽出
された全測定領域の表面凹凸波形の算術平均値を
マイクロウェイビネスWa として評価することに
した。白色干渉顕微鏡型測定機によって測定され
た表面形状データには、ノイズと表面粗さに起因
する短波長の成分、及びディスク表面のうねりと
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Step HeightStep HeightStep HeightStep HeightStep Height平均値平均値平均値平均値平均値

MicroXAMMicroXAMMicroXAMMicroXAMMicroXAM 20.92 nm20.92 nm20.92 nm20.92 nm20.92 nm
NT-3000NT-3000NT-3000NT-3000NT-3000 20.60 nm20.60 nm20.60 nm20.60 nm20.60 nm
NewView5000NewView5000NewView5000NewView5000NewView5000 19.74 nm19.74 nm19.74 nm19.74 nm19.74 nm

図図図図図 22222　段差標準片の断面波形　段差標準片の断面波形　段差標準片の断面波形　段差標準片の断面波形　段差標準片の断面波形

H 
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そりに起因する長波長の成分が含まれる。そのた
め、測定されたすべての形状成分をマイクロウェ
イビネスとみなすことは避けなければならない。
各測定倍率において有効な波長帯域は、およそ表
4の波長帯域に示される通りと考えられる。これ
をふまえ、マイクロウェイビネスを相対的な短波
長、長波長の2つに分け、表4のBPF波長に示さ
れる波長帯域をBPF のカットオフ波長としてWa
を算出した。図3に短波長及び長波長帯域に分類
した各測定機のWaを示す。短波長、長波長とも
切片の値が原点付近を通過し、比例定数も1に近
いことが確認することができた。以上の結果か
ら、Wa の評価における白色光干渉顕微鏡型の測
定機間での誤差はわずかであるため、各測定機間
の測定データの互換性に対して、Wa については
高い信頼性が得られたといえる。

６．おわりに
　物理学に則った測定原理が同一の測定機群にお
いては、的確な校正と前処理を行うことによって
互換性のある測定データが得られることを実証し
た。特に、表面波長帯域と横方向の像分解能に制
限を与えることが普遍的な測定データの収集を可
能とする前提であることを強調した。市販の測定
機がブラックボックス化するにつれて、測定機性
能に関する短絡的な思い込みが強くなる傾向にあ

表表表表表44444　各波長帯域に対する測定条件及び　各波長帯域に対する測定条件及び　各波長帯域に対する測定条件及び　各波長帯域に対する測定条件及び　各波長帯域に対する測定条件及びBPFBPFBPFBPFBPFによる抽出条件による抽出条件による抽出条件による抽出条件による抽出条件

図図図図図33333　　　　　WWWWWaaaaaによる測定機の相互比較による測定機の相互比較による測定機の相互比較による測定機の相互比較による測定機の相互比較
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る。利便性に流されることなく、測定・評価条件
を合理的に規定しつつ、前処理としての校正作業
を的確に行うことが強く望まれる。マイクロから
ナノの領域に踏込む測定技術においては、当事者
の心構えが「高い精度」を保つキーテクノロジー
となること必至である。

謝辞
　本稿で取り上げた課題は、ディスク分科会の委
員から寄せられたものであった。経験の浅い著者
には、いささか荷の重い仕事に写ったが、ご関係
の方々のご支援により最終結言を記述するまでに
至った。
　ここに紙面をお借りしてディスク分科会の皆様
に謝意を表します。

（注）連続サンプリング点の隣り合う点どうしの
微分係数が連続になるように、各点に対して3次
式の曲線を逐次当てはめて平滑化を行うフィルタ
処理。

領域 mm 対物レン
ズ　× 分解能 μm 波長帯域 μm BPF波長 μm

短波長 2.8×2.1 2.5×1.0 4.9 50～1000 80～500
長波長 5.6×4.2 10×1.0 9.8 100～2000 500～2000
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１．はじめに
  マイクロアクチュエータはHDDにおける高精
度トラッキングを実現するための技術である。
従来、ヘッドトラッキングは回転型VCM（Voice
Coil Motor）により行なわれているが、記録ト
ラックの高密度化、R/Wの高速化、外乱の増加
に伴い、その性能改善は限界に近づいている。
本技術はマイクロアクチュエータをHGA（Head
Gimbal Assembly）毎に設け、VCMに比べ極めて
小型、軽量であるヘッド可動部分を微小駆動す
ることにより、トラッキングサーボ帯域を拡大
し、外乱抑圧性能の向上を図るものである。そ
の際、シーク動作（粗動）は従来通りVCMが行
ない、高速かつ正確なトラックフォロイング
（微動）をマイクロアクチュエータが担当する形
の協調動作（２段サーボ制御）を行なう。
  当初、マイクロアクチュエータは、トラック
ピッチが１umを切る25ｋ TPIあたりから必要
であろうといわれていた。しかしながら現状の
メカ系、サーボ系の改善により、既に面記録密
度20Gbpsi、トラックピッチ0.6umが達成され
ている。各社の判断によるが、まずは従来技術
の改善を徹底的に行い、どうしても性能的に間
に合わないという時点でマイクロアクチュエー
タが採用されるものと思われる。現時点におけ
る予測では、2002年半ば頃（ 60～ 80Gbpsi、
＞80kTPI、TP＜ 0.3um）と考えられている。

  新規デバイスであるため、その実用化には、
性能と共にHDDに必要な高い信頼性、生産性、
低コストが要求される。そのハードルは非常に
高く搭載には慎重にならざるを得ない。これま
で様々なマイクロアクチュエータが提案されて
きた。また現在も開発中である。以下、HDD用
マイクロアクチュエータの現状、技術課題など
についてレビューする。

２．技術背景－外乱要因と外乱抑圧
  外乱成分はRRO（Repeatable Run Out）と
NRRO（Non Repeatable Run Out）があり、精密
トラッキングにおいてはNRRO成分の抑圧が重要
である。外乱要因は様々であるが、特にディス
ク径が大きく、回転が高速化している3.5イン
チ系で、スピンドル軸受けの振動、ディスク回
転が引き起こす風乱によるディスクのフラッタ
やサスペンション・キャリッジアームの振動誘
発などが顕著である。
  ヘッドの位置決め精度向上のためには①外乱
の低減、②外乱抑圧性能の向上、③サーボ信号
の品質改善が必要である。外乱の発生を低減す
る方法として、スピンドル玉軸受けを流体軸受
けに変更する、ディスクの小径化、増厚化、材
質面での剛性改良など現状の見直しが進められ
ている。スクウィーズエアベアリングによるフ
ラッタの低減など新しい手法も提案されている。

ＨＤＤ用マイクロアクチュエータＨＤＤ用マイクロアクチュエータＨＤＤ用マイクロアクチュエータＨＤＤ用マイクロアクチュエータＨＤＤ用マイクロアクチュエータ
添野佳一（ＴＤＫ）

図１．外乱要因
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外乱抑圧性能の向上に関しては、キャリッジ
アームの質量低減、剛性改善といった機構性能
の見直しに加え、サンプリングレートの増大、
共振モード制御（ダンピング）が提案されてい
る。本題であるマイクロアクチュエータ及び２
段サーボはサーボ帯域拡大のための新しい技術
である。また、特に高TPIにおいては、トラッ
キングの基準となるサーボ信号の品質改善も重
要であり、信号をディスク上に記録するSTW
（Servo Track Writing）の際のうねり低減が望
まれる。

３．マイクロアクチュエータへの要求性能
（１）機構系
① 高共振特性
  機構共振は、実現しようとするサーボ帯域の５
倍程度は必要と考えられる。後述する第一世代の
マイクロアクチュエータでは、2～3kHzのサーボ
帯域を得るためにおよそ10～ 15kHzの機構共振
を目標としている。共振特性はサスペンション、
キャリッジなどのトラッキング機構系トータルの
特性を考慮して実現する必要がある。
② 変位性能
トラックフォロイングに必要な変位量はおよそ±
0.5um程度と考えられている。狭トラックピッチ
化により、必要な変位量は次第に小さくなると
いった意見もあるが、外乱そのものが小さくなら
なければ必要変位量が小さくなるとは考えにく
い。さらに、隣接トラックへのショートシークや
セトリング時の残留振動抑制などによるアクセス
時間の短縮もマイクロアクチュエータにより実現
しようとすれば自ずと必要変位量は大きくなる
（例えば±1.0um）。
③ 信頼性
 マイクロアクチュエータという新しいデバイス
をHDDに搭載するためには、長期耐久性、環境信
頼性、耐衝撃性、マイグレーション、コンタミネー
ションなどに関し極めて高いレベルの信頼性が要
求される。
④ 生産性とコスト
 HDD は年々性能向上が図られているものの、そ
れに見合ったコストアップという考え方がしにく
い製品である。また、新デバイス搭載においても
高生産性、歩留まりを維持しなければならない。
  上述の各要求性能は、一般にトレードオフの関
係にある。実用化のためには、これらの多岐に渡

る要求性能を両立させなければならない。

（２）サーボ制御系への要求性能
① ２段サーボ制御技術
  パラレルループ制御、マスタースレーブ制御な
ど、マイクロアクチュエータとVCMを協調動作さ
せるための制御方式が検討されている。
② 高サンプリングレート
  サーボ帯域を拡大するためにはサーボ信号のサ
ンプリングレートを上げる必要がある。
  ①、②ともに実用化のためには、限られたDSP
性能を考慮しなければならない（制御モデル次数
の制約、高レート化には高い処理能力が必要な
ど）。また、サンプリングレートを上げることは
ディスク面上のサーボエリアの増加、即ちデータ
エリアの減少を意味する。現状10％程度といわ
れるサーボエリアの増加を抑えつつ、サンプリン
グレートを高める手法の開発（マルチレート技
術）なども重要となる。

４．各種タイプの特徴と技術課題
  マイクロアクチュエータはHGA 上への搭載位
置、即ちアクチュエータが駆動する部位により、
３つのタイプに大別される。
（１）サスペンション駆動タイプ（第一世代）
サスペンションのベース付近にマイクロアクチュ
エータを設け、ロードビームを揺動させる構造の
ため変位量が得やすい。ショートシークや、セト
リング時間の短縮といった機能向上を考える場合
には有利である。現在このタイプで提案されてい
るアクチュエータ素子は全て圧電アクチュエータ
が用いられている。現状のHGA構造からの変更が
少ないので、製品化という点では最も実現性が高
い。富士通、日本発条、ＩＢＭ、日立、ハッチン
ソンテクノロジーなどからの提案がある。（図２）
[1],[2]
  技術課題としては、機構共振特性、即ちサーボ
帯域拡大性能の上限がサスペンション自体の共振
特性に制約されること（10kHz 前後）、特にアク
チュエータ取り付け部を変位しやすい様、ヒンジ
構造をとり剛性を下げているため、本来のサスペ
ンションよりも共振が低くなってしまう傾向があ
る。また可動部であるロードビームの質量が後述
する他のタイプに比べ大きいため、駆動時の反動
がキャリッジアーム振動を誘発し制御性能を落と
してしまうとの意見もある。
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  圧電アクチュエータ素子は一般的には焼結セラ
ミックであるため、長期駆動耐久性、耐衝撃性（ク
ラック）、粒子脱落の抑制（コーティング）、ヒス
テリシスなどの問題が上げられる。
  このタイプは、現在ではほぼ性能確認と技術課
題への対策が実施されており、出番を待っている
状況といえる。
（２）スライダ駆動タイプ（第二世代）
  アクチュエータによりスライダを駆動するもの
で、サスペンション駆動タイプに比べ、可動マス
が小さく、スライダは剛体に近いため共振特性を
高めるのに有利である。またセンサー（R/Wエレ
メント）とアクチュエータが近いという特徴（コ
ロケーション）により、風乱によるサスペンショ
ン振動の影響を受け難い。現状のスライダをその
まま使用できるため、磁気ヘッドとして最も重要
であるMRエレメントや浮上特性に悪影響を与え
ない。組立はHGA プロセスの小変更で対応でき
る。
  マイクロアクチュエータ機構はMEMS構造によ
る静電アクチュエータや微細加工された圧電アク
チュエータなどが提案されている（図３）[3],
[4]。
  技術課題としては、アクチュエータがスライダ
の背面に配置されるためにHGA先端の厚みが増加
してしまうことがある。ME M S 構造の静電アク

チュエータの場合、発生力が小さいためアクチュ
エータ自体の剛性を下げなければならず共振特性
がさがってしまうこと、また静電気によるダスト
の吸着対策が必要である。圧電アクチュエータは
前述の圧電材料特性に起因する課題に加え、小型
化による耐久性の低下をクリアする必要がある。
どちらもサスペンションタイプに使用されるシン
プルな圧電プレートと比べ構造が複雑であり、コ
スト、生産性の面で工夫が必要となる。
（３） R/Wエレメント駆動タイプ（第三世代）
  可動マスがμｇオーダーと極めて小さいため、
原理的には機構共振を非常に高くすることが期待
できる。またセンサー部とアクチュエータ部がほ
ぼ同じ位置となるためサーボシステムとしても理
想的である。富士通、東京大学生産技術研究所か
らMEMS構造の静電アクチュエータの提案がある
（図４）[5],[6]。
  しかしながら下記に列挙するように実現のため
の技術ハードルは高い。①現在のヘッドスライダ
浮上量は10nmに迫ろうとしている。R/Wエレメン
トをトラッキング方向に駆動する際、浮上方向へ
の変動は数nm以内に抑制することが要求される。
浮上方向の制御用アクチュエータの提案もある
が、機構面、制御面での負荷は増える。②スライ
ダの間欠的なディスク表面との接触やロードアン
ロード時の衝撃におけるアクチュエータ破損や摩
擦によるトラッキング性能への影響。③櫛歯構造
への潤滑オイルやダストの付着防止。④ディスク

図２．サスペンション駆動タイプ

IBM 1997

TDK 1998

図３．スライダ駆動タイプ

富士通 1998

日本発条2001
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との放電防止。 そして⑤ヘッドR/Wエレメント工
程（薄膜プロセス）とMEMS工程が融合したプロ
セス提案と実証が不可欠である。

５．マイクロアクチュエータの効果
  ＴＤＫで開発したスライダ駆動型マイクロアク
チュエータを用いた２段サーボ制御の実験結果の
一例を示す。積層型圧電マイクロアクチュエータ
がサスペンションとスライダの間に配置されてお
り、このアクチュエータによりスライダを微小駆
動し、精密トラッキングを行なう。スライダへの
信号配線はアクチュエータの変位性能を阻害しな
い様、スティフネスを低くしてある。（図５）
  HGA状態での主要特性を以下に示す。
・変位量：±0.8 um @ 7.5± 7.5 V
・主共振周波数：12 kHz
・アクチュエータ容量：1.2 nF

 

 

東大 生技研 1997

図４．R/Wエレメント駆動タイプ

サスペンションを動かすタイプに比べ可動マスが
小さく、前述の駆動時の反動によるキャリッジ
アーム振動を励起しにくい。

  このマイクロアクチュエータを搭載したHGAを
ドライブ（3.5インチ、7200rpm）に組み込み、サ
ンプリング周波数16.7kHzで、VCMとの協調制御
（２段サーボ）を行なった。実験系のセットアッ
プを図６に、制御ブロック（パラレルループ）を
図７示す。

図５．ＴＤＫマイクロアクチュエータ

 

図６． 実験系セットアップ

図７．制御ブロック図

図８．感度関数特性（外乱抑圧特性）

Schematic view of the actuaterSchematic view of the actuaterSchematic view of the actuaterSchematic view of the actuaterSchematic view of the actuater

富士通 1996
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  感度関数特性（外乱抑圧特性）を図８に示す。
VCMのみの場合（破線）と比較して２段サーボ（実
線）では特性カーブが高周波側にシフトし、サー
ボ帯域が拡大され、外乱抑圧性能が向上している
ことがわかる。またスライダ振動の測定結果にお
いてもVCMのみでは0.23ump-pであったのに対し
て、２段サーボでは0.15ump-pに抑圧され大幅な
改善効果（約35％）が得られた。

６．おわりに
　マイクロアクチュエータは、精密トラッキング
を実現するための最有力技術の一つである。HDD
の現状メカ・サーボの改良は進められているもの
の限界があり、記録密度の向上にはマイクロアク
チュエータ搭載が必須と考えられる。
  マイクロアクチュエータの世代が進むにつれ、
高性能化が期待できるが、基本構造が異なるため
固有の技術課題を有する。性能、信頼性、生産性、
コストを満足する製品の提案が重要である。

参考文献
[1]S. Koganezawa , et al., “Dual-stage actuator system

for magnetic disk drives using a shear mode piezo-
electric microactuator, ” IEEE Trans. Magn., vol.35,
no. 2, pp. 988-992, 1999

[2]T. Shimizu et al., “Development of a φ-shaped actu-
ated suspension for 100-kTPI hard disk drives,”  in
Abstracts MMM-Intermag 2001, pp. 295-296, 2001

[3]L.-S. Fan, et al., “Electrostatic Microactuator and de-
sign consideration for HDD application,” IEEE Trans.
Magn., vol.35, no. 2, pp. 1000-1005, 1999

[4]Y. Soeno, et al., “Piezoelectric microactuator for hard
disk drive,” IEEE Trans. Magn., vol.35, no. 2, pp.
983-987, 1999

[5]T. Imamura, et al., “Transverse mode electrostatic
microactuator for MEMS-based HDD slider,” in IEEE
Proc. MEMS Workshop, pp. 216-221, 1996

[6]H. Fujita, et al., “A microactuator for head position-
ing system of hard disk drives, ”IEEE Trans. Magn.,
vol.35, no. 2, pp. 1006-1010, 1999
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場所場所場所場所場所：：：：：日立金属高輪和彊館　港区高輪日立金属高輪和彊館　港区高輪日立金属高輪和彊館　港区高輪日立金属高輪和彊館　港区高輪日立金属高輪和彊館　港区高輪4-10-564-10-564-10-564-10-564-10-56　品川駅から徒歩　品川駅から徒歩　品川駅から徒歩　品川駅から徒歩　品川駅から徒歩1010101010分分分分分
総合司会総合司会総合司会総合司会総合司会：：：：：ディスク分科会会長　小林光男ディスク分科会会長　小林光男ディスク分科会会長　小林光男ディスク分科会会長　小林光男ディスク分科会会長　小林光男（（（（（富富富富富士士士士士電電電電電機機機機機総総総総総合合合合合研研研研研究究究究究所所所所所）））））

技技技技技術術術術術委委委委委員員員員員会会会会会　　　　　 合合合合合同同同同同分分分分分科科科科科会会会会会とととととワワワワワーーーーークククククシシシシショョョョョッッッッップププププ開開開開開催催催催催案案案案案内内内内内

お申込みはお申込みはお申込みはお申込みはお申込みはhttp://www.idema.gr.jphttp://www.idema.gr.jphttp://www.idema.gr.jphttp://www.idema.gr.jphttp://www.idema.gr.jpからお願いいたします。からお願いいたします。からお願いいたします。からお願いいたします。からお願いいたします。当日受付に名札をご用意いたします。当日受付に名札をご用意いたします。当日受付に名札をご用意いたします。当日受付に名札をご用意いたします。当日受付に名札をご用意いたします。
参加費参加費参加費参加費参加費：：：：：     会員会員会員会員会員(((((個人会員、個人会員、個人会員、個人会員、個人会員、法人会員会社の社員の方）法人会員会社の社員の方）法人会員会社の社員の方）法人会員会社の社員の方）法人会員会社の社員の方）の方は無料、の方は無料、の方は無料、の方は無料、の方は無料、一般の方は一般の方は一般の方は一般の方は一般の方は33333千円です。千円です。千円です。千円です。千円です。

13:00- 技術委員長技術委員長技術委員長技術委員長技術委員長     挨拶挨拶挨拶挨拶挨拶      松崎幹男 （ＴＤＫ）
13:10- ワークショップワークショップワークショップワークショップワークショップ
　　　　①（株）富士通研究所　磁気ディスクテクノロジ研究部　主任研究員　岡本 巌　様
　　　　　「フェリ結合媒体の熱ゆらぎ耐性と高密度記録特性」
　　　　②ＴＤＫ（株）情報技術研究所  青山 勉　様
　　　　　「パターン媒体の作製方法」
　　　　③ソニー（株）RMC・開発部門・ディスク開発部　課長　内山 浩　様
　　　　　「プラスチックハードディスク」
　　　　④日本スパイダー・システムズ（株）　システム営業部　次長　百瀬圭介　様
　　　　　「Kerr効果による垂直媒体の測定手法」
15:10- Coffee breakCoffee breakCoffee breakCoffee breakCoffee break
15:30- メーカープレゼンテーションメーカープレゼンテーションメーカープレゼンテーションメーカープレゼンテーションメーカープレゼンテーション
　　　　①三井・デュポンフロロケミカル（株）　バートレル（Ｒ）事業部  菊地秀明　様
　　　　　「バートレル（Ｒ）特殊溶剤のＨＤＤコンポーネントでの適用」　　　　　　　　　　　　　
　　　　②住友スリーエム（株） 化学製品事業部マーケティング部　矢ノ目秀利　様
　　　　　「溶剤がＨＤＩに与える影響及びＨＤＩに影響を与えるコーティング剤」
　　　　③（株）メディア研究所　真空装置部　加藤隆光　様

　　　　　「超薄膜３０Åの密着強度測定方法について」
　　　　　　　　  Center For Tribology社製
                    Universal Micro Tribometer（トライボメータ）」
17:00- 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     ディスク、ヘッド、テスト、コンシューマHDD、コンタミ分科会（各10分）
17:50- 懇親会懇親会懇親会懇親会懇親会

http://www.idema.gr.jp
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事事事事事     務務務務務     局局局局局     からのからのからのからのからの     おおおおお     知知知知知     ららららら     せせせせせ

国際ディスクドライブ協会　会員募集国際ディスクドライブ協会　会員募集国際ディスクドライブ協会　会員募集国際ディスクドライブ協会　会員募集国際ディスクドライブ協会　会員募集
展示会出展料や広告掲載料に会員割引がある他、会員企業社員の方はどなたでも、セミナ－、ディス
クフォ－ラム、ハードディスク入門講座等への参加費の会員割引があります。また、技術委員会の分
科会へも無料でご参加いただけます。協会案内と入会申込書をお気軽に事務局へご請求ください。

年会費（7月から翌年6月までの1年間）：

資本金1億1円以上の企業 20万円

資本金1億円以下の企業又は他地域の会員企業の100%子会社 10万円
入会金はいただきません。入会初年度は月割りで今年度分の年会費をいただきます。

IDEMA Japan NewsIDEMA Japan NewsIDEMA Japan NewsIDEMA Japan NewsIDEMA Japan Newsへの広告募集への広告募集への広告募集への広告募集への広告募集
    広告掲載料： 会員 一般

     1ペ－ジ 80,000円 100,000円

    1/2ペ－ジ 50,000円  60,000円
お問い合わせ、契約に関しましては科学技術社へお願いいたします。
　株式会社　科学技術社  IDEMA係　　東京都文京区湯島1－5－31　第一金森ビル
　電話: 03-3815-8163 　　Fax: 03-3815-8489 e-mail: info@kagaku.com

IDEMA Japan NewsIDEMA Japan NewsIDEMA Japan NewsIDEMA Japan NewsIDEMA Japan Newsの送付についての送付についての送付についての送付についての送付について
隔月発行のIDEMA Japan Newsはご希望の方へお送りいたしますので、新規送付希望と明記して事務
局まで送り先をご連絡ください。また、異動などで送り先の変更や不要になられた方も、お知らせい
ただきますようお願いいたします。ご協力を宜しくお願いいたします。
fax:03-3539-7072 　 E-mail:yamamoto@idema.gr.jp　http://www.idema.gr.jp/news/news_home.htm

会議室開放に関するご案内会議室開放に関するご案内会議室開放に関するご案内会議室開放に関するご案内会議室開放に関するご案内
協会事務局の会議室を会員企業に開放いたしております。 広さは約20坪、スクール形式で30席、ご
使用時間は10時から17時、ご使用料は3000円/時間です。ご希望の方は、事務局までご連絡くださ
い。

最新ストレージ用語辞典発売中最新ストレージ用語辞典発売中最新ストレージ用語辞典発売中最新ストレージ用語辞典発売中最新ストレージ用語辞典発売中
国際ディスクドライブ協会監修、日経BP社発行の最新ストレージ用語辞典を頒布しております。 価
格は、会員4500円、一般4980円です。お申込みいただきますと郵便振替用紙を同封してお送りいた
します。http://www.idema.gr.jp/registration/reg_yougoshu.htmからお申し込みください。

会員連絡担当者会員連絡担当者会員連絡担当者会員連絡担当者会員連絡担当者・・・・・個人会員の方へ個人会員の方へ個人会員の方へ個人会員の方へ個人会員の方へ
2001年度会員名簿の内容更新につきまして、ご協力ありがとうございました。
会員名簿、総会資料、定款と細則を9月にお送りいたしました。まだ、お手元に届いていない方には
お送りいたしますので、恐れ入りますが、事務局までご連絡ください。
また、連絡担当者の方が交代なさった場合やご連絡先がご変更になられた場合は、お知らせいただき
ますようお願いいたします。　　　　　　　　         担当(山本)E-mail:yamamoto@idema.gr.jp

国際ディスクドライブ協会国際ディスクドライブ協会国際ディスクドライブ協会国際ディスクドライブ協会国際ディスクドライブ協会                         事務局事務局事務局事務局事務局 〒105-0003 東京都港区西新橋2-11-9ワタルビル6階

http://www.idema.gr.jphttp://www.idema.gr.jphttp://www.idema.gr.jphttp://www.idema.gr.jphttp://www.idema.gr.jp        　　　　　　　　　電話:03-3539-7071   fax:03-3539-7072
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組　織
　各分科会の複数副分科会長のための作業を進めて
おり、体制は整いつつあります。

用語集
　来年４月配布を目指して用語集の第２回増補版発
行の準備を開始します。　今回もリーダには岡村技
術士にお願いしており、近々第１回の打ち合わせを
行いスケジュール他を確定します。

　以下に各分科会の活動状況を報告します。

ヘッド分科会報告（小林（和）分科会長）
　１０月１９日にヘッド／テスト合同分科会及び
ワークショップを開催しました。
分科会においてはロードマップ検討の第一回を行
い、密度トレンドの想定を行いました。このトレン
ドも最終確定としづらく、各委員が持ち帰り次回ま
での継続検討としました。ワークショップにおいて
は、将来の微細加工を睨み、ニコン　沖野　輝昭様
、アドバンテスト　坂本 樹一様、日立ハイテクノ
ロジー　田和 邁様に各社のＥＢ露光装置の現状と
開発状況についてご講演頂きました。将来に向けて
ホットな話題であり、活発な討論が行われました。

ディスク分科会（小林（光）分科会長）
　１０月４日（木）にディスク／テスト合同分科会
を開催しました。
分科会はワーキンググループの活動報告を行い、
ワークショップとして日立製作所殿および富士電機
総合研究所殿にご講演を頂きました。詳細議事録は
下記をご覧下さい。
Ⅰ．ワーキンググループ活動報告
１．Microwaviness WG活動状況報告
　米山リーダから、原先生、柳先生の報告書、“白
色光干渉顕微鏡型表面形状測定器における機種間の
性能調査結果”に基づいて、これまで行ってきた表
面形状定量化手段の機種間性能調査結果についての
説明があった。分科会から提供したディスクはAl
ディスクであったが、報告書にはガラスディスクと
なっているので、原先生に確認する。
２．Imperfection WG 活動状況報告
渡辺リーダから、新たに発足した“Imperfection
WG”の活動計画について、説明があった。実媒体を
使って「欠陥分類表の見直し・改訂」と「サーティ
ファイテスタと欠陥検査装置の測定結果の対応付

け」を行いたい。
３．熱揺らぎ WG 活動状況報告
相川リーダから、「70℃の高温環境下で、記録密度
を変えて熱揺らぎ特性を測定した結果」について報
告があった。この媒体では、250kFCIで熱揺らぎの
影響が出てきた。垂直媒体の熱揺らぎ評価法につい
て議論した。
Ⅱ．ワークショップ
１．｢磁気ディスク潤滑膜のAFM観察｣

日立製作所  谷弘詞様
AFM（原子間力顕微鏡）により、ガラスディスク表
面の潤滑剤の分状態を測定した結果について報告が
あった。また、旭コマッグの坂根さんの測定結果に
ついての紹介があった。
２．｢走査型プローブ顕微鏡による磁気ディスク潤
滑剤分布の高空間分解能観察｣

富士電機総合研究所  熊谷明恭様
AFMのタッピングモードの位相遅れ変化から潤滑膜
の厚さ分布を測定する方法の原理と、メカニカルテ
キスチャ付きアルミ媒体の測定結果について報告が
あった。

テスト分科会報告（高木分科会長）
　１０月４日（木）にディスク／テスト合同分科会
を開催しました。１０月１９日にヘッド／テスト合
同分科会及びワークショップを開催しました。
ディスク分科会、ヘッド分科会の報告をご参照くだ
さい。

コンタミ分科会報告（藤本分科会長）
　１０月１８日（木）に分科会を開催しました。久
し振りの開催にもかかわらず、大勢の方々の参加を
頂き、関心の高さが伺えました。また、約半数が新
規参加者ということもさらなる活動への励みになり
ます。
　分科会においてはこれまでの活動のレビュー及び
今後の活動計画の具体的な検討を行いました。
　同時に、
　　　日立製作所      田坂様
　　　住友特殊金属    鏡味様
　　　住化分析センタ  武田様
が副分科会長に選出され、藤本分科会長と共に運営
を担当されます。
　詳細議事録は下記をご参照ください。

(1)分科会活動レビュウ

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
技術委員会委員長　松崎幹男（ＴＤＫ）
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　前回から時間があき、また、新規参加者が多かっ
たこともあり、従来活動を振り返って、藤本よりこ
れまでの成果を資料とともに紹介した。
①マイクロコンタミとヘッドメディアインタフェイ
ス信頼性
②コンタミ管理の流れとＩＤＥＭＡ清浄度活動
③コンタミ評価方法
（標準条件とクロスチェック）
  1)イオン    イオンクロマトグラフ
  2)ガス      ＧＣ－ＭＳ
  3)ＮＶＲ    定量と有機成分
  4)固体粒子  ＬＰＣ、ＰＡ、ＳＥＭ/ＦＴ－ＩＲ
  5)クリーンルーム環境管理
④信頼性設計とコンタミ管理指針作り
⑤パーティクルＷＧ活動
  ＬＰＣ／ＰＡ(パーティクルアナライザ)による評
価条件、サンプルクロスチェックを実施。クリーン
バッグとメタル(メッキ)部品について、結果を得て
いる。
⑥リサイクルＷＧ活動
  包装材・容器リユースや材料リサイクルなど視野
に入れ、必要清浄度の研究と材料・エネルギー節約
の観点からのメリットを追求。次回会合にて幅谷
リーダより報告、推進。

(2)パーティクルＷＧ
①ＬＰＣ技術    当日配布資料あり
  今回から参加の川鉄商事(HYAC-ROYCO)中島殿よ
り、計測の基本概念等について紹介いただいた。Ｑ
＆Ａでも検出器特性やシステム構成について、意見
交換を進めた。今後更に技術データを交えた突っ込
んだ議論を期待する。
②ＬＰＣ指針作り
  今回は、一条リーダ（リオン）不在であったが、
同社より、新敷氏・小坂氏に出席いただいた。今後
もＬＰＣ指針づくりをまとめていただく。
  1)サンプル処理／支持方法／包装保管条件が一番
厄介な点で測定データに対する誤差要因になる。ど
う克服するかがもっとも大事なところに思える。
  2)同じ対象に対して、データの桁が１つ２つちが
う場合が多いので、統一条件が見出せると有益。
  3)部品・部材毎に、形態／材質が異なるので、
別々に条件検討を進め、まとめるべき。
  4)部品毎に意見を聞いた。
  メディア：超音波材料ダメージによる誤差が大き
い。光学表面検査機等のほうが有効。ＬＰＣ ＷＧ
は進めない。
  ヘッド：条件検討難航が予測されるが、ドライブ

メーカーからの願望を踏まえ、ＬＰＣ ＷＧ進める。
   モータ：ＡＳＳＹレベルは濡らせないので不可。
部材レベルで、ハブ・基台などどうか？アルミの場
合はむづかしい。Ｄｉｓｋを併用した気中粒子捕集
など事例あり。今後検討したい。
   メカ部品：メッキマグ部品について、一度実施
したが、超音波・支持条件・包装など議論残る点あ
り。住特金殿に先導いただいているが、他の部品
メーカ参加も募り、対象を決める。本来、メタル・
樹脂材／切削材・成形材など一番のＬＰＣ活用の対
象と考える。
    クリーン袋：ＮＭＢ殿の支給により、一度測定
検討した。凸版印刷殿、ゴアテクス殿では、品質管
理にも応用。凸版印刷殿には、次回条件検討会に、
話題提供、参加いただく。前処理安定化として、Ｎ
ＭＢ殿よりシェーカー使用が提案されたが、ツール
準備がネックになっている（継続協議）。
   5)藤本文化会長と一条リーダが各参加者との調
整とる。
     各部品毎にサンプル決めて（供給協力とりつ
け）、条件を選定（各社情報をメール収集）、２次ク
ロスチェックを進める。準備でき次第、順次開始し
て、１２月に結果を持ち寄り議論したい。

(3)コンタミテーマ・清浄度ニーズについて
   先回の指針作りから時間もだいぶたったことも
あり、最新世代の信頼性達成のための清浄度基準や
より感度高い測定条件などを評価指針や有害コンタ
ミカタログとして、バージョンアップできないか、
ＷＧ活動を進めたい。今後、ワークショップ・情報
収集・分科会議論を実施するが、以下要望がでた。
次回以降、活動展開してゆく。
①清浄度管理・分析ツールは、ガスGC-MS／イオン
IC の活用が多いので、これらに関する評価の事例
やアドバイスを集められると有益か。
②数値相関どりを実施したい。      （ＮＭＢ 岡宮
殿）アウトガスをまず優先。材質(成分対象)を決め
て測定条件固定／標準試料などで。
③コンシューマ関係に対し、信頼性のためのＨＤＤ
およびパーツの使用条件提示／教宣など。（住化分
析 武田殿）
④コンタミコントロールに関する教育資料作成。英
文、あまり踏み込みすぎずに、一般的内容で。
・ＨＤＤ部品製造上の注意事項徹底
・工場オペレータの初歩教育
・業界常識の整理
 （日立 杉本前副分科会長、現在フィリピン駐在）
   ⑤最近業界活動中心がアジアに移っている現実
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会員企業が国内に軸足を残しながら、アジア各地に
実拠点を展開していることに対し、ＩＤＥＭＡとし
て、言語・地域を意識した活動にしようという、松
崎技術委員長の提言あり。

コンシューマＨＤＤ分科会（渕上分科会長）
　１０月５日（金）に分科会を開催しました。
今回も５０名以上の参加を得て盛会でした。分科会
においては各ワーキンググループの検討状況と問題
点の提示がされました。とくにカテゴライゼーショ
ンワーキンググループは仕様案の提示があり、活発
な議論が行われました。今後のワーキンググループ

企画委員会は協会主催の国際ディスク・フォーラム
(4月のDISKCON Japanと併催) 並びに1月、 7月、
10 月に開催するクォータリーセミナ講演の企画を
担当しています。

●●●●● 2001 2001 2001 2001 2001年年年年年 1010101010月クォータリセミナ月クォータリセミナ月クォータリセミナ月クォータリセミナ月クォータリセミナ
2001年10月12日（金）四ッ谷にある主婦会館プラ
ザエフのクラルテにて約150名の参加者をお迎えし
「高密度HDD技術･･100超Gbit/in2に向けて」と題し
てHDDの技術ロードマップ、磁気ヘッドと媒体の技
術、垂直磁気記録技術、磁気転写によるサーボ信号
記録技術、高密度用ヘッド・媒体テストシステムに
関してご講演頂きました。

講演１．講演１．講演１．講演１．講演１．「「「「「高高高高高密密密密密度度度度度化化化化化へへへへへののののの技技技技技術術術術術ロロロロローーーーードドドドドマママママッッッッップププププ」」」」」
情報ストレージ研究推進機構(SRC)では、技術ター
ゲットである200Gb/in2 （100Gb/in2超）の実現のた
め、ヘッド、媒体をはじめHDD技術の各要素部分で
の技術検討が進んでいます。この検討結果が紹介さ
れました。
  SRC テクノロジーボード議長
  （株式会社富士通研究所 ストレージシステム
　　　　　　　　研究所所長代理） 押木　満雅氏
講演２．講演２．講演２．講演２．講演２．「「「「「磁磁磁磁磁気気気気気ヘヘヘヘヘッッッッッドドドドドののののの先先先先先端端端端端技技技技技術術術術術」」」」」
磁気ヘッドは今後の高密度記録実現のために、エレ
メント構造、材料、プロセス共に技術的イノベー
ションが求められています。これらに関し今後の
ヘッド技術の開発状況が紹介されました。
  TDK株式会社　記録技術開発センター
  磁気デバイス開発部部長  松崎　幹男氏
講演３．講演３．講演３．講演３．講演３．「「「「「ＳＳＳＳＳＦＦＦＦＦメメメメメデデデデディィィィィアアアアアににににによよよよよるるるるる面面面面面内内内内内高高高高高密密密密密度度度度度磁磁磁磁磁気気気気気記記記記記録録録録録」」」」」
交換反結合型媒体である S F メディアにおいて
100Gb/in2以上の高密度記録が可能なことが実証さ

の日常的な活動はＩＤＥＭＡのホームページを利用
して行える環境作り紹介があり、他の分科会にも参
考になると思います。
　メーカープレゼンテーションとして、ＮＥＣ三栄
株式会社の花本英樹様より、　DataTransit 社製　
Bus Doctorのご紹介を頂きました。
　また、副分科長に松下電産の清水亮輔氏を選出
し、リーダの決まっていないワーキンググループの
リーダとして、テスティングWGリーダ: 日本スパ
イダー・システムズ　金子理事、コモディティドラ
イブ・デバイス検討WGリーダー: 多羅尾専務理事
を選出しました。

れています。さらなる高密度化に向けた媒体開発の
取組みについて講演されました。11月のMMMでの招
待講演の一部に関しても事前解説がなされました。
  株式会社富士通研究所　
  磁気ディスクテクノロジ研究部 猪又　明大氏
講演４．講演４．講演４．講演４．講演４．「「「「「最最最最最近近近近近ののののの垂垂垂垂垂直直直直直磁磁磁磁磁気気気気気記記記記記録録録録録技技技技技術術術術術」」」」」
垂直磁気記録技術の最近の動向がAITの研究を中心
に述べられました。特に性能決定要因であるメディ
ア、記録ヘッド、HDIに重点がおかれ、他機関の最
新の結果を踏まえて、将来の方向が述べられまし
た。
  秋田県高度技術研究所
 　所長　          　　大内　一弘氏
講演５．講演５．講演５．講演５．講演５．「「「「「磁磁磁磁磁気気気気気転転転転転写写写写写記記記記記録録録録録技技技技技術術術術術」」」」」
古典的テープ磁気転写方式とは異なり、マスターに
微細加工された強磁性体パターンを用いる新しい磁
気転写記録方式に関して講演がなされました。この
方式の応用で機械式サーボトラックライターを使用
せずにサーボ信号を記録することが可能であり、
Maxtor社のDriveに適用するため、富士電機と協同
開発された量産装置の稼動状況ビデオも映写されま
した。
  松下電器産業株式会社　HD開発センター
  所長　  松岡　薫氏
講演６．講演６．講演６．講演６．講演６．「「「「「高高高高高記記記記記録録録録録密密密密密度度度度度対対対対対応応応応応テテテテテススススストトトトトシシシシシススススステテテテテムムムムム」」」」」
依然変わらぬスピードで向上を続ける記録密度に対
応して、高精度・高周波数のヘッド・媒体のテスト
システムに求められる要求事項と、それに対応する
技術が展望されました。
  日本スパイダー・システムズ株式会社
 　専務取締役　   金子　峻氏

  講演終了後は会場を同ビル9Fのスズランに移し、

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企画委員会報告
企画委員会
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上智大学やJR中央線を窓外にして恒例の懇親会が
開催されました。懇親会では、昼間の講演の際に
聞きそびれた質問や、開発裏話等めったに聞けな
い様な業界の情報交換等で、人脈拡大の場として
ご利用頂けた模様です。

●●●●● 2002 2002 2002 2002 2002年年年年年11111 月クォータリセミナ月クォータリセミナ月クォータリセミナ月クォータリセミナ月クォータリセミナ
　現在、企画委員会では1 月クォータリセミナを
【【【【【2002 年のハードディスクの市場予測・技術展望
(案)】】】】】と題して、2002年1月18日（金） 午後に四ッ
谷の主婦会館プラザエフ7F　カトレアにて開催す
ることを企画しています。
  現在、詳細を詰めている最中です。調査会社・出
版社によるによる市場・技術動向ならびに、HDD関
連企業の幹部の方にご講演いただくべく交渉中で
す。 詳細が固まり次第
 http://www.idema.gr.jp/qsem/qsem_home.htmに
案内を掲載いたしますのでご覧ください。
お申込みをお待ち申し上げております。このペー

ジからはオンラインでのお申し込みも可能となって
おります。
  次回の1月もセミナに参加の皆様は、講師を含め
全員、講演終了後、同ビル内別会場にて開催する懇
親会にご招待させていただく予定です。懇親会では
貴社にとって有用な情報を思いがけなく入手できる
かも知れません。多くの方々のご参加をお待ち申し
上げております。
　なお当協会ではクォータリセミナの他、国際ディ
スクフォーラムやHDD入門講座等の最新情報をイン
ターネットを通じてご案内申し上げております。WEB
ページのURLは
    http://www.idema.gr.jp/
です。随時ご参照をお願い致します。
　また当委員会では皆様のご要望にお応えするべく
講演テーマの募集を随時行っております。ご興味を
お持ちの分野、取り上げをご希望されるテーマ等、
お有りでしたら是非とも協会事務局までお寄せ願い
ます。

今後の開催予定今後の開催予定今後の開催予定今後の開催予定今後の開催予定 20022002200220022002年１月年１月年１月年１月年１月1818181818日日日日日(((((金）金）金）金）金） 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クォータリセミナー 主婦会館主婦会館主婦会館主婦会館主婦会館 ﾌﾟﾗｻﾞｴﾌ  ﾌﾟﾗｻﾞｴﾌ  ﾌﾟﾗｻﾞｴﾌ  ﾌﾟﾗｻﾞｴﾌ  ﾌﾟﾗｻﾞｴﾌ （（（（（四四四四四ツツツツツ谷谷谷谷谷）））））
2002年 4月 11-12日(木 -金)国際ディスクフォーラム東京ビッグサイト
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DISKCON USA 2001 DISKCON USA 2001 DISKCON USA 2001 DISKCON USA 2001 DISKCON USA 2001 報告報告報告報告報告

DISKCON USA DISKCON USA DISKCON USA DISKCON USA DISKCON USA 展示会展示会展示会展示会展示会（（（（（そそそそそののののの１１１１１）））））
理事 百束雄一(メディア研究所)

9月17日のゴルフコンペを皮切りに　San Jose
で第15回のディスコンが開催された。
小生は、19，20の2日間の展示会のみに参加した
ので、その部分の感想を下記に述べたい。
そもそも出発前のテロ事件で、開催そのものが

危ぶまれた。実際、日本の多くの企業が米国向け
の出張を禁止していた中での開催であった。ま
た、米国内の飛行機も乗客が激減し、間引き運行
状態で、東海岸の出展者や、日本の出展者でも展
示物が届かなかったところが幾つもあったそうで
ある。飛行場もがらがらで、ラスベガスでは全て
の展示会を取りやめている中での強行開催で、果
たしてお客が来るのか不安であった。
　それにしても、出展者、参加者とも激減し、全
く元気のない展示会であった。出展者は、37％減
ということで、ホールは半分しか使用せず、あち
らこちらに虫食い状態で空きブースができ（恐ら
く直前のキャンセル組）、IDEMA提供のコーヒーの
無料サービス場や、休憩所、展示場などでかろう
じて外観の格好を保っていた。
いわゆるビジターはもっと減っており、イメー

ジ的には50%減であった。日本からの参加者は、
出展者以外はほとんど見かけなかった。出展者の
中には、最初のブース訪問者が午後1時過ぎで、
それまでは誰も来なかったとか、お客が来ないの
で1日でブースをたたんで帰ったとか冗談とも本
気とも思われる話がされていた。
　出展者ではKLA社とVeeco社が大きなブースを
出していたが、それでも昨年より小ぶりになって
いた。また、大きな装置を実演している会社も少
なく、経費節減の目立つところが多かった。また、
人だかりのするような注目製品はなかったと思
う。（あったかもしれないが気がつかなかった？）
日本のディスコンは、光ディスクの展示会と併

設だったり、センサー展や、フラットパネルの展
示会もお隣で開催している関係で、それなりに賑
わっていた。また、日本では最近コンシューマ
HDD委員会を開設させ、新たなIDEMA加入者も増
えている。米国もそれに習って他の技術を見られ
るような工夫をしないと、業界の設備投資の衰退

以上に展示会の衰退が目立ってしまうと思った。
　今後、周辺技術や、その先のコンシューマ製品
を数多く持つ日本の方が、寧ろ米国より有利な展
開をして行くということはあり得ないことではな
いと思う。是非関係者の奮起を期待したいところ
である。

DISKCON USA DISKCON USA DISKCON USA DISKCON USA DISKCON USA 展示会展示会展示会展示会展示会（（（（（そそそそそののののの２２２２２）））））
　　　　　　　　　事務局長　多羅尾悌三

(国際ディスクドライブ協会)

＜全般的な印象＞
　展示会は９月19日（水）、20日（木）の２日間、
サンノゼコンベンションセンター２階で開催され
た。ガイドブックに記載された出展者数は非常に
少なく１９６社であった。テロ事件の直接の影響
が残っており、日本国内では海外出張を禁止した
会社が多く、米国内でも航空機の利用を禁止した
会社もかなりあった。更に展示用の貨物が届かな
かった会社もあった。このため、真空装置、研磨
盤、洗浄装置、搬送装置、試験装置等の製品展示
が少なく、パネル展示のみのブースがかなりあっ
た。
　久しぶりの海外出張のためかつての盛況時を知
らないので、これでも結構立派に見えたが、出展
者や来場者の何人かに聞いたところでは今年は展
示会の規模が小さくなり、寂しいと言っていた。
前回出展していたが今年は出展していない会社が
多いが、一方、よく調べてみると新規出展した会
社もかなりあり、この不況の中で新規顧客獲得の
成果が現れていることが分かった。
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＜テクノロジーショーケース＞
　DISKCON JAPAN でも同名の展示をしているが、
元祖のDISKCON USA のテクノロジーショーケー
スは健在であった。過去のその時々の特徴的な製
品と対応するその後の製品を並べて展示してい
た。展示内容はリファインされている。James
Porter 氏が来場者に懇切丁寧に説明している様
子に感銘を受け、好感が持てたてた。

＜ディスクドライブパビリオン＞
　ディスクドライブパビリオンと名付けた HDD
メーカー各社の最新製品を展示するブースが設定
されていた。出展者はMaxtor、IBM、Seagate、日
立の４社であった。残念ながらWD、東芝、富士通
等、他メーカーは出展していなっかったが、その
場で各社の最新製品のHDDを見ることができた。
来年４月の DISKCON JAPAN ではもっと多くのHDD
メーカーから最新鋭機を出展していただき、大勢
の人に見ていただきたいと思う。

＜その他雑感＞
今回は異常事態発生にもかかわらず、DISKCON
USA の全ての行事は予定通り実施された。主催者
のみならず関係者の努力と誠意が感じられた。
８年ぶりにサンノゼ地区を訪問したが、このあ
たりにしては大きなビルも出現し、昔ほど殺風景
ではなくなり、治安も改善されあまり物騒ではな
くなったとのことである。しかし良いことばかり
ではなく、ホテル代は１．５倍程度高くなってい
る。

9月18日夕刻、ディスコンの展示会が開場する前
夜祭としてキーノート・ディナーがサン・ホゼ市
内中心地でコンベンションセンターからも歩いて
5分ほどのフェアモント・ホテルの一階大レスト
ランで開催されました。ディスコンＵＳＡ２００
１のイベントの中で唯一チケットが売り切れのイ
ベントだとのフレコミでしたが、やはり前週に起
きたテロ事件で出張を取りやめた２、３社の企業
の皆さんのテーブルは空いていました。今回の
キーノート・スピーチはMaxtorのマイク・キャ
ノン社長です。確か昨年か一昨年もマイク・キャ
ノン社長だったのですが、とに角クァンタムを合
併した巨大企業の社長ですので、業界の動向を決
めるだけの影響力が十分あるだけあって、耳を傾
けるだけの価値はあるし、質問もしてみたいもの
です。
　例によって各テーブルでの食事が終わってデ
ザートが配られた頃を見計らってIDEMA USA会長
のJohn Kurtzweil氏が演台に立ちます。マイク・
キャノン氏のスピーチに先立って、前IDEMA USA
のプレジデントだったLarry Eischen氏への退任
をねぎらうセレモニーが行なわれ、Eischen氏の
御夫人共々ステージに上がって記念品の贈呈式が
行なわれました。
　こうした和やかな雰囲気の中でキャノン氏のス
ピーチが始まりました。「ハード・ディスク・ド
ライブ45 年間の歴史と現在直面している危機」
というテーマのスピーチです。確かにこれだけの
技術の粋を集めてこれだけ急速に開発のサイクル
をこなす製品であるにも拘らず、適正な利益を確
保できないのは不自然ですし、この業界の皆さん

Key Note Dinner SpeechKey Note Dinner SpeechKey Note Dinner SpeechKey Note Dinner SpeechKey Note Dinner Speech
理事 山﨑秀昭

(日本スパイダー・システムズ)
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テクニカルテクニカルテクニカルテクニカルテクニカル・・・・・コンファレンス報告コンファレンス報告コンファレンス報告コンファレンス報告コンファレンス報告
理事　金子　峻

(日本スパイダー・システムズ)

今年のDISKCON USAは米国経済状況悪化の影
響に加え、直前に起きた米国での同時多発テロ事
件のため多くの会社が航空機による出張を禁止し
た事情も加わり、テクニカル・コンファレンスも
連年の 3分の１以下という寂しい状況であった。
講師が参加できないものが数点。また資料の配布
の無いものが例年以上に多かった。
しかし内容的には密度の濃いものが多く、また、
HDD以外の記録装置・デバイスにも言及したも
のが見られ、幅の広がりを感じた。ここでは、そ
の一部の概要のみを紹介する。

Session１　Storage Technology for the Future
1-1  ”Hybrid Recording Technology”

カーネギーメロン大学 ,  Tim Rausch
熱揺らぎ問題に対してはHcを上げると効果的
であるが、ヘッドによる記録を容易にするために
部分的に媒体を加熱するという方法である。この
ために加熱によるHcの低下が顕著な材料として
Co/Pt Superlattice が紹介された。
加熱のための微小オプティカルスポットの当て
方やオプティカル・ウェーブガイドつきのヘッド
の構造が課題である。

1-2  “Tunnel Junction MRAM”
IBM,　Stuart Parkin

Magnetic Tunnel Junction を使ったMagnetic
Random Access Memory（MRAM） の発表。メ
モリーは構造的には昔のコアメモリーに似てい
る。Word Lineと Bit LineをX－Y的に配列し、
交点に記録素子を挟む。

SRAMとMRAM（IT-IMIT）の特性比較は下
記のとおりである。本表はプレゼンテーション

 SRAM DRAM NOR Flash 
IT-IMTJ 
MRAM 

XPC MRAM 

Cell Size in 
F2 

100 8 6 >8 >4 

Retention 
Power 

1 uW -  
375 mW 

10 mW 0 0 0 

Retention 
Time 

∝ 
with power 

64ms 10 years 10 years 10 years 

Random 
Read Access 

2-100 ns 60 ns 
90 ns 
 

10-50 ns 50 ns-1us 

Random 
Write Access 

2-100 ns 60 ns 10 us 10-40 ns 20-40 ns 

Endurance >1015 ＞1015 >105 write 1015 (expect) 1015 (expect) 
 

はほとんどの方が感じられていることと思いま
す。キャノン氏があげた是正されるべき３つの点
は「市場シェア争いに対する価格設定」、「新製品
出荷のサイクル」それと「量産数量の決定」です。
　スピーチの中で苦笑を誘ったのが、「Ａ、Ｂ、Ｃ、
Ｄという４社の顧客が各々１００Ｋずつのフォー
キャストを出したら、その瞬間４００Ｋの需要が
発生する。ハード・ディスク・ドライブメーカー
が４社あったとして、その４社とも最大の４００
Ｋのフォーキャストを組んでしまい、極端な話、
１，６００Ｋを作ってしまって溢れてしまう。」と
いう図です。これでは余剰在庫を生む結果になっ
てしまうし、余った製品は値段競争で叩き売る訳
ですので利益が確保できません。それからもっと
もだと思えるのが製品サイクルを最低１年間に引
き伸ばせば量産効果や歩留まり改善でかなりの利
益が確保できるという説明です。当り前のことで
すが、この業界では競争が激しすぎて、なかなか
実現できていないのが現状です。キャノン氏は至
極当然のことを説明していましたが、これは競争
相手に対する「もう少しゆっくりやろうよ」とい
う希望であって、いざ現実に戻るとこれまでのサ
イクルの延長なのかも知れません。
　さて、来年４月のディスコン・ジャパンでの国
際ディスクフォーラムのキーノートスピーチにこ
のマイク・キャノン氏を何とかお呼びしようとい
うことですので、この続きはその時のお楽しみと
いうことにしておきます。是非国際ディスク
フォーラムでキャノン氏に直接色々と質問してみ
るのも良いかと思います。
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OHPを写し取ったもので、配布資料とは多少異
なります。
特長は小型、高速と省電力である。用途はFlash
メモリーと似て携帯機器である。

1-3  “Next generation storage technology”
 Biosemiconductors International,

Vekatesan Renue
シリコンベースの半導体の限界を超えるものと
して、合成蛋白質 (Bacteriorhodospin(br)を使っ
た記憶素子の提案。低コスト・大容量(Terabytes)
の可能性が大きいという。

1-4  “Experimental and Numerical Investigation of
                     Slider/Disk Interaction Phenomena”

UC San Diego,  Frank Talke
ヘッドがスライドから浮上するときの様子を解
析。ニアコンタクト時の潤滑剤マイグレーション
によるスライダー表面のテキスチャの効果を調
査。並びにショックテスト時のヘッド・スラップ
のシミュレーションなどについて発表。
潤滑剤の厚さとディスク速度がスライダーの動
きに影響する。潤滑膜が厚いとスライダーの振動
が大きくなる。膜厚は1.5nm, 2.5nm, 3.5nmで測
定。3.5nmではかなりの FrictionやBendingが
生じている。測定はAEセンサ。
スライダーのテキスチャはIon beam etch と RF

magnetron sputtering etchで行った。表面の様
子はあまり変わらない。ニアコンタクト状態での
潤滑剤の枯渇はテキスチャ・スライダーの方が少
ない。
ショック時のサスペンション、HGAの変形は
かなり大きい。FE解析（LS DYNA）はかなり実
験結果と合っている。

1-5  “Future trends in optical DVR and beyond”
Philips Research Labo,  Ferry Ziip

既に馴染みになっている D V R については、
Single-layer で 25GB, 35Mbps、Dual-layerで
40-50GBが可能。100Mbpsもデモしたとのこと。
次の世代としては >100GB, >100Mbps (DVRと
同じλ =405nm)か？
その他に、Near File Recording, Super Reso-

lution, Multi Level などの紹介があったが、いず
れも日本では周知の内容と思われる。

Session 2a  IEEE INTERMAG/MMM Review
2-1  “The Future of Magnetic Storage”

IBM,  D. Thompson
磁気の記録密度もそろそろ限界を迎えていると
言ったトーンである。
＊ The rate of progress must slow down.（

(We hope.)というのが付け足しか。）
＊ We will soon reach the density limits of

magnetic storage….
＊ Holography and MEMS: They’re the fu-

ture!
＊ Optical storage is the wave of the future…
　と光ディスクに期待している。

限界は以下の要因で決まる；
＊ 原子サイズによる限界
＊ Superparamagnetic 効果
＊ ヘッドの出力感度
＊ スイッチングタイムの限界

ヘッド・ディスク間スペースについては、1nm
の潤滑膜のときはヘッド・ディスク間スペースと
して 3.5nmとなる（Capillary wave によるエア
と潤滑剤のじょう乱のため）。5nm以下の non-
contact recordingは不可。

Superparamagnetismを延命させる技術は；
＊ Hc向上
＊ Aspec t 比を低下（Microac tuator や

Microlithographyにより）
＊ AFC媒体
＊ Thermal Assist 記録 (1-1参照 )
＊ Patterned Media
＊ Nanoparticle Media
＊ Turbo Codes/Large Recording Size ECC
（Superparamagnetismとは違う話と思う
が。）

MEMSを使ったMicroactuatorは50,000TPIか
ら使われる、とあった。（近くこの領域に突入す
ると思われるが、Microactuatorが広く使用され
る気配は未だなさそうである－金子私見）。
ビットセルのサイズは、100Gbit/in2 で4:1まで
図示してあったが、それ以上は記してなかった。
電子回路については；
＊ 6dB　S/Nゲインは可能
＊ Turbo Codeまたは他の冗長度の大きい
コードが使われよう
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＊ ECCブロックサイズは大きくなる
＊ サスペンション・ワイアは今や伝送ライン
である

＊ ディスク径とデータレートは減少せざるを
得ないであろう

垂直磁気記録については；
＊ 同じS/Nやエラーレートで比較しての高密
度であることを証明すべし

＊ 着実に進んでいる、しかしまだ皆が使うま
でに至っていない

その他に、Patterned Media, Thermal Assist
Writing, Holographic Disk Drive, などの色々な
技術の紹介があり、総括的に良くまとまってお
り、分かりやすかった。

2-2  “Micromagnetic Recording Model of Pole-Tip
Saturation and Medium Orientation Effects at 100
Gb/in2 “

Seagate Technology,  Martin Plummer
記録ヘッドの問題
50＋Gb/in2 では
＊ Thermal stabilityのためにHigh Hc が必
要

＊ HMS(Head Media Separation)/TW比は大
きくなる一方

＊ このため、媒体に到達するフィールド
(Hm)は急速に小さくなる

＊ Pole tip saturationの問題も大きい問題で
ある

その他、100Gb/in2 ではオリエンテーションの
かかったメディアの出力・S/N特性が優れている
ことを強調。
このクラスの高記録密度ではMicromagnetic

recording model の理解が不可欠と説く。

2-3  “Demonstration and Characterization of
     Greater Than 60 Gbits/in2  Recording System”

Kroum Stove,  Read Rite Corporation
本論文はKomag, HMTT, Guzik との共同

で昨年アナウンスされたものの詳細である。
テスト条件は以下のとおりである。
＊ WWWWWrite headrite headrite headrite headrite head: High Bsat, 11-turn, 1-layer

coil, 24um yoke length, ROBE trimmed,
write gap=0.10um

＊ Read sensorRead sensorRead sensorRead sensorRead sensor: IrMn-based dual synthetic

spin valve, shield-to-shield=0.10um
＊ Slider: Pico, Flying height≒ 0.4u-inch,

5nm carbon overcoat, magnetic spacing≒
20nm, Suspention: Piezoelectric actuated
TSA (aTSA)

＊ MediaMediaMediaMediaMedia:  HMT: 0.41Mrt,  3,800 Oe,
Hrem2.5nm carbon overcoat

＊ TTTTTest condition and electronicsest condition and electronicsest condition and electronicsest condition and electronicsest condition and electronics: BER
test@3000RPM, 0.8u-inch@ID, Zero Skew,
29u-inch Z-height, Preamp type: TI5410,
Channel: Guzik, Code rate 1, Pulse Re-
shaping Post processor

データとして、
Ampl i tude  (  =1 .8mV for  I r=3 .5mA,

Ps=8.6mVp-p/um),
Full track profile (MWW@93KFCI is 14.3u-

inch=0.36um), (MWW@600KFCI is 10.5u-
inch=0.27um)

Micro-track Profile (MRW=0.21um)
Overwrite saturation plot
Non-linear transition shift
等の紹介のほか、エラーレート・カーブとして、

Bathtub 曲線や 747Curve の紹介があった。
747Curve時のOTCのエラーレート基準は　
3x10-5としており、15％OTCラインとの交点を
トラック密度としている。
結論として、

エラーレート 2.2 x 10-8 TSAオンで、63.2GB/
in2が得られた。そのときの

BPI= 600KBPI@160Mbps
TPI=105.3KTPI with OTC>15% of track pitch
Bit Aspect Ratio（この場合は単にBPI/TPI）は

5.7である。
熱安定性については、<0.5% per decade であっ
た。

2-4  “Areal Density Extensibility of Spin Valve
                                                                  Heads”

     Headway,  Ben Hu
Density Mapと称して横軸にKbpi、縦軸にKtpi
をとって、面記録密度とアスペクト比を示したグ
ラフがあり、それに今回のHeadwayの発表の位
置付けをNSICと富士通の100Gb/in2クラスと並
べて記入していた。それによるとHeadwayのパ
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ラメータは、
WTW=0.13um
RTW=0.1um
PW50=3.8u-inch
である。グラフから読むと、BPI=160Kbpi、

TPI=800Tpiであり、面記録密度は128Mbp/in2と
なる

Reader（ヘッドのリード部分）の特性は、
＊ Thin free layer ≒ 38A NiFe eq.
＊ GMR ratio ≒ 12%
＊ Syn_AF SV with LOL and Pattern-ex-

change
＊ Rtw=0.1um, SH=0.07um, S-S=0.06um
＊ Oxygen RIE reduce PR track-width to

0.1um
Writerの特性は、
＊ 12um Yoke length with 5 turn coil
＊ High moment pole materials, Bs=1.9T
＊ Wtw=0.13um, Wg=0.06um
＊ Stitched poles/Recessed yoke
＊ Wafer level excessive pole trimming
実際のヘッド浮上量は 5 n m 程度であるが、

Magnetic Spacingはほぼ 15nmである。
実際の孤立波信号波形や、Track-Profile、媒体
の熱安定性のデータ、S/N(18dB)データなどを紹
介した。

0 . 1 n m のリードトラック幅は E - b e a m
lithographyにて加工。E-beam/DUV resist並び
に aggressive stitchingによってスループットが
改善される。

20％GMR比の Specular SVが達成されたこと
により、さらに高記録密度が期待できるとして
いる。

2-5  “Promising SFM (Synthetic Ferrimagnetic
                                             Media) Technology”

      Fujitsu,  Akira Kakehi
今回はテロ事件による富士通の出張禁止によ
り、現地駐在の人からの代理報告となった。
今回の発表は 1月のMMM/INTERMAG(San

Anton io )、8 月の TMRC(Minneapo l i s )、
JEMS01(Grenoble)で発表された同社の媒体関連
の内容を集大成したもの。

106.4Gbit/in2デモは8月のTMRCでダブルスペ
キュラー G M R ヘッド技術の講演にて報
告されたものであった。

内容は周知のとおり、SFメディア (Synthetic
F e r r i m a g n e t i c  M e d i a )  を使って
Superparamagnetismを緩和させる方式である。
ルテニウム層を挟んで2層（またはそれ以上）の
磁気レーヤ -を作り、下層 (stabilizing layer, L1)
の反強磁性カップル特性を利用して、記録膜を薄
膜化しながら磁気ボリュームを大きくする方法で
ある。

 BPI,TPIはそれぞれ、750kBPI、141.9kTPIで
BPI/TPI比は約 5である。

 Bit error rate curveや 747Curveが示された。
TPIを決める方式は747Curve上のトラックピッ
チの充分大きい箇所でのOTC値と 747Curveの
交点でのTrack pitchを取っており、ReadRite 
(2-３項 )のようなOTC/Track pitch比（2-3項の
場合は15％）法ではない。富士通方式では広い目
のトラックピッチを採用することになり、低めの
面密度を宣言することになる。

 今回の106Gbit/in2を実現したSFメディア方式
により、水平記録でも 300Gbit/in2までは可能性
があるという。

 今回の発表では下層 (L1)の厚さと磁気異方性
(Ku)をパラメータとして遷移幅（Mrδ/Hc）並び
に熱安定性の変化のデータを発表し、下層(L1)の
厚さと磁気異方性 (Ku)が重要な設計パラメータ
であるとの新規な知見を与えた。

“The Possibilities are infinitive” という所であ
ろうか。

2-6  “Focused Ion Beam Patterning of Perpendicu
lar Magnetic Media and Writing and Reading on
                                                         Such Media”

    IBM Almaden Research Center,
Charles Rettner

垂直記録にPatterned Media を適用する発表。
35Gb/in2の Longitudinal媒体と 60Gb/in2の

Patterned perpendicular 媒体に記録した実際の
磁化パターンに比較写真（MFM?）を提示。後者
の磁化状態ははるかに良好。
＊ １Tb/in2を実現するには 25nm のビットセ
ルが必要。
または同じビットとスペースを得るた
めに 12.5nm の lithography
回転ディスクに利用するには円周上の
シンメトリー性が必要

＊ $1/ディスク以下のコストが必要
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サーボ・マークのPatterningにより低
コスト化の可能性あり。

CoPtCr媒体に FIB(Focused Ion Beam)にて
100nm毎に 60nmのアイランド状パターン作製
した例や、1 4 0 G b / i n 2（6 7 n m 間隔）の
（AFM,MFM）写真を表示。
結論は、
＊ 現状の媒体でも 60-100Gb/in2は可能
＊ 垂直磁気方式は確実に後継者となろう
・ 実績は無いが、500Gb/in2までは可能であ

ろう
＊ Patterned Mediaは 1Tb/in2の可能性を秘

める

Session 3a  Mobile Storage is a Moving Target
3-1  “Trend in Mobile & Wireless Space”

     Mobile Insights,  Stacy wu
最初の2枚のOHPで各種のテクノロジーや製品
が普及するまでの期間の比較図には興味がある。
例えば電話が 90%普及するのに 90年、TVは 40
年でほぼ100%、PCは20年で40%以上に、とい
た具合である。
これに対し、携帯電話やインターネットの普及
速度はすさましいものがある。
携帯型や移動通信にワイヤレスは不可欠であ
り、21世紀はインターネットを中心としたワイ
ヤレス時代となり、

2000年から 2005年にかけて、
＊　デスクトップ PC（56k Modem）：

70　→  100 million
＊　デスクトップ PC (DSL, Cable)　：

１　→　100 million
＊　ポータブル PC：

25  →  100 million
＊　ワイヤレス PDA：

1   →  200 million
＊　（携帯）電話：

80  →  700 million
となろう。
携帯電話とPDAは融合し、（PDAの）音声サポー
トが普通になる。これはVDA(Voice Data Assist)
ともいうべきもので、イヤホン（ear piece）もワ
イヤレスとなる。VDAは 2004年から 2005年に
は支配的になろう。
携帯PCに大きな変化はないであろうが厚さは

CD-ROMなどの記録装置で決まる。HDDメーカ

は、熱対策、騒音対策、コストダウンに集中すべ
きである。

｛他の講演として IBM MicrodriveとDataPlay
があったが、DISKCON Japan ‘01 でも報告が
あったため、省略する。｝

Session 3b  Disk Drive Electronics/Coding/Data
                                                          Channels
3-2  “A Proposed Implementation Strategy for Long
                                                         Data Blocks”

3-2-1  “Integrated Sector Format”
     IBM Almaden Research Center,

Martin Hassener
セクタの容量を 512Bytesから 4096Bytesにす
ることによりセクタ効率とエラー修正能力を上げ
る方式が取りざたされている。

IBMIBMIBMIBMIBMからの提案からの提案からの提案からの提案からの提案：　4セクタを１つのブロック
とし、2nd line Protectionを付加してこのブロッ
クをprotectする（エラー修正）。さらに次の4セ
クタにも同じ構造とし、最後に 2ブロック（8セ
クタ）の後に 3rd line Protectionをつける。

CompaqのLong Block Format Proposalは
＊ 8-sector,4kB-Block Physical Alignment
＊ Integral Multiple of 4kB-Blocks Layout
＊ Logical-to-Physical Transition

3-2-2  “Summary of IDEMA long sector com-
     mittee work-argument for moving to longer
                                               physical sectors”

Maxtor,  Steve McCarthy
面記録密度向上には３つのRRRRRへの考慮が必要
＊ ヘッドと媒体： 同じ SNRSNRSNRSNRSNRを維持・・ま

たは
＊ 信号処理： 同じ B E RB E RB E RB E RB E R(Bit  Error

Rate) を維持・・・または
＊ エラー修正： 同じ SERSERSERSERSER(Sector Error

Rate)を維持・・または
＊ 上記の組み合わせ
しかし実際にはヘッドや媒体 S/NやBERの改
善スピードは遅い。従って SERでカバーするし
かない。すなわち、エラー修正機能を改善しなけ
ればならない。
フィールドでのエラーの大半は（媒体）欠陥で
ある。BPIが上がり磁化サイズが小さくなるにつ
れて欠陥は顕在化する。浮上量を低くしても同じ
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く欠陥は顕在化してくる。この他多くの修正がエ
ラー修正機能の強化によってなされる。また、多
くの failureは 1つまたは 2つのセクターにまた
がって影響する。
ヘッド、媒体、信号処理の改善によるその他の
ロス分として、
－　Timing/Gain
－　Synchronization
－　Spin tolerance field
－　Writer/Reader separationなどがある。
また、フォーマット効率も低下してきている。
そのためにセクタ・サイズを大きくすることが
必要である。
－　フォーマット効率をあげる
・ オーバーヘッド・フィールドの数を減ら

す
・ ヘッド・媒体・信号処理改善のための余地

を残す
－　データ・インテグリティ（欠陥などによる）
    の改善
・ フォーマット効率を上げることによる欠

陥修正
－　BERが悪くても装置としての性能が落ちな
    いようにする
セクタ・サイズを 512Bytesから 4096Bytesに
することによる「ECCオーバーヘッド」対「実効
BPI向上率」のグラフを提示。512BytesではECC
オーバーヘッドが 50Bytesくらいからから実効
BPI向上が下がり始めその後マイナスに向かう。
4096Bytesではオーバーヘッドが120Bytesくら
いまでは実効BPIが上がり続け、10％くらいに向
上し、その後は飽和気味になるグラフである。
結論：最善策はセクタ・サイズを大きくするこ
とである。これにより、
＊ フォーマット効率が上がり、ヘッド・媒体

改善がより効果的になる
＊ 信号処理のロードマップが改善
＊ エラー修正機能が改善
＊ 我々は 1セクタ、4096Bytsを推奨する
＊ 本件はOS/Softwareの大きな問題であるこ
とは理解している

＊ 我々はこれを実行しな場合の問題を提起し
た

3-3  “SCSI Interface Electronics Roadmap”
     Texas Instruments,  Paul Alosini

先ず設計者は要求に対応するための明確なロー
ドマップを必要とする。
―　2年先まで見通すこと
―　生産計画は長期計画となる
・ 標準開発期間　–　2年、　IC開発とオー

バーラップ
・ IC開発期間　–　18ヶ月、　ある程度は製

品とオーバーラップ
・ 製品開発期間　–　18ヶ月
・ 製品寿命　–　2年、　mid life kick（途中

での延命策）
Technology Trend として、HDDやPCなどの
性能向上を年代順に2012年まで予測したチャー
トを示していた。性能は 4年で 10倍のペースで
あると言う。
ちなみに本図によれば、2004年にはHigh end

desk top PC向けのHDD容量は 1TBytes、標準
PC用は 100GBytes、携帯 PCでも 10GBytesで
ある。2012年ではこれがそれぞれ、100TBytes、
10TBytes、1TBytes(1.8-inch)となっている。

H D D の転送速度は 2 年ごとに 2 倍になる
（2X2Y）と予測してSCSIの転送速度も 2X2Yと
している。

2003年にはUltra640 SCSIとなるが、その後
2005年にはUltra1280、2007年にUltra2560、
2009年にはUltra5120 SCSIとなる。

SCSIの特長は着実な進化であって、コストと
性能のバランスが良いこと（コストを大幅に上昇
させる突然の変更が無い）、バックワード・コン
パチビリティが長所である。
サーバやRAIDの選択肢として適している。

｛この他、本 sessionではSeagateから垂直記録
用のRead-Channelについて、日立からも同じく
垂直用のSignal Processing Channelの発表（日
立は代理者による発表）があった。Seagateは垂
直記録の信号の特性をより良く理解し、変換フィ
ルタやコードの検討をすべきであるとしている。
日立はDC成分に注目、PR3チャネルを中心に解
説。詳細は省略する。｝

Session 5  Business Perspective for the
                                        Storage Industry
5-1  “A View of the 2001 HDD Supply Chain”

     Equity Research,  Scott McBridge
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HDD, Disk subsystem, PC, Components,
Semiconductorなどの業界の 1996年と 2000年
におけるGross marginと設備投資額 (PP&E)の
売上に対する比率を示した。これを見ると、1996
年は ComponentメーカのGross marginは 20-
30%, 設備投資額比率も大きかったが、2000年に
はGross marginは 0％になった。これは capac-
ity risk（生産能力のリスク、供給過剰）のためで
ある。ちなみにHDD業界では 1996年はGross
marginはマイナスから20%の間に各社がばらつ
いており、2000年はそのバラツキは小さくなっ
ている。Storage subsystemはGross marginが
50-60%あるが、設備投資比率は低い（Storage
subsystem事業者が潤っていることを示してい
る）。このため、部品メーカは技術の進歩と生産
能力の関係からAllocation risk（供給不足）が想
定されるが、これについてのマッピングを示して
いる。これによると、Technology risk, Capac-
ity risk共に高いのはヘッド、Technology riskは
高いが Capacity riskが低いのはモーター、Tech-
nology riskは低いが , Capacity riskの高いのが
半導体、媒体はそれぞれの中間くらい、HDD生
産はいずれも低い箇所にある。
半導体についてのAllocationリスクについては
次のように解説している。
- Capacity riskが高いのは、各社ともより高
いROIを目指しているため、並びにCirrus
Logicと TI(read-channel)からの撤退のた
め。

- Technology riskが低いのは、アルゴリズム
の開発やスピードやサイズなどの対応に特
に問題はないため。

＊ 2003年までにallocation risk は起こらない
であろう。

＊ 急に需要が増えればallocation riskはある
かも知れないが、4半期以上続くことはな
いであろう

＊ ROIが悪いため、合併やsupply chain から
脱落することは今後とも起こる

5-2  “Disk Drive Industry Update: Is the Worst
                                                          Behind us?”

     JP Morgan  H&Q,  William Lewis
米国市場環境やHDDと関連会社の業績等を紹
介しているが、興味あるコメントは以下のとおり
である。

＊ 生き残り：The stronger have gotten
stronger(or at least less weak)

＊ 合併は（特に down marketにて）続く
＊ HDD価格の低下はモデレートになろう
＊ 半導体メーカは HDD 業界に強気で臨む
（finding highest demand）

　　（低マージンは生産を止める理由になる）
＊ Y2Kのアップグレード以来、PCを買い換
える理由はない

＊ 企業のストレージもオーバーキャパシティ
になっている

＊ 新しい製品やアプリケーションがない、
Windows XPは刺激になるだろうか？

＊ HDDマーケットシェアについては、IBM
は富士通とMaxtorのシェアをとったが、
大きな変化はない（各社の市場シェアの
1998年からのデータが示された）

世界のPCの出荷動向についても1995年以来の
データを提示
＊ 台数ベースの成長率は、

1999年 23.9%
2000年 15.3%
2001年E 5.8%
2002年E 12.2%
2003年E 14.3%
2004年E 10.7%

となっている。ただし、特に2002年と2003
年はoptimisticであると述べていた。（それ
にしても 2001年はマイナス成長を予測す
る声が大きいようだが？―　金子）

＊ ATA array
ATAは企業ネットワークにも使われる
低価格
一部では SCSIや Fibre Channel
と競合
従来よりはるかに高信頼性となろ
う
2002年に出る Serial ATAは従来
の色んな制限をクリアする

SCSIはATAとFibre Channelに挟ま
れて無くなろう（dying market）

構造変化による（HDDの）価格安定
＊ ConsolidationによってデスクトップHDD

の価格安定がもたらされた
富士通の撤退はこのトレンドを助成



IDEMA Japan News No.45                26

数年以内に 80%のシェアは、Maxtor,
Seagate, Western Digital, IBMの4社
によってコントロールされる
Key point：業界はマーケットシェア
より利益を重視する方向になり始めて
いる

＊ 競合と弱い需要は企業セグメントに価格競
争をもたらす
高マージンのためこの（企業セグメン
ト）分野は次の戦場となる
利益率は悪化しよう

Consolidationのベネフィット
＊ Consolidationは続く

多すぎるHDDメーカから少なくとも
あと 1社
媒体は需要をはるかに越えている

＊ Wall Streetは vertical integrationを歓迎
部品点数の減少傾向は終わった
HDDが先に進むには部品需要が先に
くる
技術先行のためにも自社部品を持つこ
とが必要

業界動向
＊ デスクトップ（HDD）市場が先ず回復
＊ コンシューマ・エレクトロニクス製品はデ
スクトップ市場の助けにならない
アプリケーションは低価格を必要とす
る、従ってマージンは少ない
一時的なベネフィットは工場稼働率と
在庫減

＊ HDDに変わる技術は無い

5-3  “Profitless Opportunity Obscured in Long-
                                                      Term Decline”

     David Takata
利益なき機会
＊ 量産時のコンシューマ製品の価格は $300

以下であろう
＊ HDDのコストは10%以下とすれば、HDD

の価格は $30以下
＊ これが実現すれば

100million台の増加が見込める
ネット利益を 5%とすれば業界全体で
$150Mの利益

＊ 1997年には$150であり、このときの出荷
は 100million、純益は $750Mであった

HDD業界の健全度
＊ まだ競合者が多すぎる
＊ 3社が財政的に健全

IBMはHDDトータルでは第 3位、モ
バイルでは第1位、企業向けでは第2位

会社としては健全
Consolidationに動くか？

Maxtor
デスクトップでは最大
$627M　cash

Seagate
総台数ではトップ
$965　cash

＊ 次に位置する各社
富士通
総台数では 4位、モバイルでは 3
位、企業向けでは 3位
会社としは健全
デスクトップからの撤退は財政的
理由

Western Digital
総台数では 5位
$150M　Cash

日立
モバイルでは 4位
会社としては健全
キャプティブ・カスタマ向けHDS
の方向

Samsung
総台数では 6位
会社としてはやや弱いが、破産の
心配はない

HDD事業は過去利益なき繁栄を続けており、
大きな変化がなければ今後の見通しは付け難い。

以上
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電子情報通信学会磁気記録研究会
「映像情報機器＋一般」
松下電器株式会社
田辺隆也　(日本電信電話（株）)
Tel: 0422-59-2803
E-mail: tanabe@ilab.ntt.co.jp
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33333月月月月月
日本応用磁気学会第124回研究会「磁気記録」
開催地：未定
日本応用磁気学会
Tel: 03-3272-1761
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

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
･12月 21日（金）（第40回）　
･2002年 2月 15日（金）（第41回）
･2002年4月11日（木）（第42回ﾃﾞｨｽｺﾝ会場内教室)
･2002年 6月 21日（金）（第43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

･2002年 1月 18日(金)    　主婦会館 プラザエフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（四ッ谷）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
11月22日(金) 合同分科会　　日立金属高輪和彊館
　　　　　　　*P.10 をご参照ください

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分科会開催場所　協会会議室
12月 5日(金) コンシューマHDD分科会
2002年 1月 25日(金) ヘッド・テスト分科会

DISKCON JAPAN 2002DISKCON JAPAN 2002DISKCON JAPAN 2002DISKCON JAPAN 2002DISKCON JAPAN 2002　　　　　
                             東京ビッグサイト
2002年 4月 10日(水)-12日(金)
DISKCON JAPAN 2002DISKCON JAPAN 2002DISKCON JAPAN 2002DISKCON JAPAN 2002DISKCON JAPAN 2002　
Exhibition
2002年 4月 11日(木)-12日(金)
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 2002 2002 2002 2002 2002
International Disk Forum 2002

Quarterly Dinner MeetingQuarterly Dinner MeetingQuarterly Dinner MeetingQuarterly Dinner MeetingQuarterly Dinner Meeting
11月 5日(月)

The Fairmont Hotel, San Jose, CA
       no-host cocktails: 6 p.m. dinner: 7 p.m.
Clayton Christensen, Ph.D.
Author of The Innovator’s Dilemma,and professor
of business administration at the Harvard
Business School.

2002年 2月 21日（金）　

Technical SymposiaTechnical SymposiaTechnical SymposiaTechnical SymposiaTechnical Symposia
2002年 2月 20日（木）

The Westin, Santa Clara, CA

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

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

行　事　予　定

11月 9日(金)　　　　　　　　　　The Raffles Hotel, Singapore

"Decision Support Systems for HDD""Decision Support Systems for HDD""Decision Support Systems for HDD""Decision Support Systems for HDD""Decision Support Systems for HDD"
Mr. Misha Rozenberg, Senior VP, Quality, Maxtor

Traveling  SymposiumTraveling  SymposiumTraveling  SymposiumTraveling  SymposiumTraveling  Symposium
The Role of Manufacturing Process and Control
in Technology Growth

12月 10日（月）---Shenzhen
12月 12日（水）---Bangkok

DISKCON Asia Pacific 2002DISKCON Asia Pacific 2002DISKCON Asia Pacific 2002DISKCON Asia Pacific 2002DISKCON Asia Pacific 2002
2002年 3月 21日（木）-22日（金）
Technical Conference and Exhibits
2002年 3月 22日（金）　Golf Tournament

IDEMA Asia PacificIDEMA Asia PacificIDEMA Asia PacificIDEMA Asia PacificIDEMA Asia Pacific

www.idema.org/asia/index.htmlwww.idema.org/asia/index.htmlwww.idema.org/asia/index.htmlwww.idema.org/asia/index.htmlwww.idema.org/asia/index.htmlをご参照ください

www.idema.gr.jpwww.idema.gr.jpwww.idema.gr.jpwww.idema.gr.jpwww.idema.gr.jpをご参照ください
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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 
 
ＵＲＬ： 

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 
技術委員会分科会 

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  

＊ 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、ご入金をもってご入会とさ 
ていただきます。 

国際ディスクドライブ協会 事務局 

国際ディスクドライブ協会　事務局　www.idema.gr.jp　　　　　　
〒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
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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4040404040回回回回回1212121212月月月月月2121212121日日日日日(((((金金金金金)/)/)/)/)/第第第第第4141414141回回回回回20022002200220022002年年年年年22222月月月月月1515151515日日日日日(((((金金金金金)/)/)/)/)/第第第第第4343434343回回回回回20022002200220022002年年年年年66666月月月月月2121212121日日日日日(((((金金金金金)))))
第第第第第4242424242回回回回回20022002200220022002年年年年年44444月月月月月1111111111日日日日日(((((木木木木木)DISKCON Japan)DISKCON Japan)DISKCON Japan)DISKCON Japan)DISKCON Japan会場内特設会場会場内特設会場会場内特設会場会場内特設会場会場内特設会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                          (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　国際ディスクドライブ協会　国際ディスクドライブ協会　国際ディスクドライブ協会　国際ディスクドライブ協会     会議室会議室会議室会議室会議室 (DISKCON JAPAN (DISKCON JAPAN (DISKCON JAPAN (DISKCON JAPAN (DISKCON JAPAN会期中の会期中の会期中の会期中の会期中の44444月月月月月1111111111日を除く日を除く日を除く日を除く日を除く)))))

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

http://www.idema.gr.jp/class/class_home.htm





