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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
12「溶剤がHDIに与える影響」 合同分科会(2001.11)より            矢ノ目秀利 （住友スリーエム）
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お申込みをいただいた後、参加証と地図、請求書を郵送にてお送りいたしますので、御確認の上、
当日までに、みずほ銀行 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。
満席の場合はすぐにご連絡させていただきます。
キャンセルは受講日の1週間前までにご連絡ください。

日　日　日　日　日　          程程程程程：：：：：          第第第第第11111回回回回回 5 5 5 5 5月月月月月2424242424日日日日日(((((金金金金金) - ) - ) - ) - ) - 定員になりましたので締切らせていただきました定員になりましたので締切らせていただきました定員になりましたので締切らせていただきました定員になりましたので締切らせていただきました定員になりましたので締切らせていただきました

                                                       第第第第第22222回回回回回 8 8 8 8 8月月月月月3030303030日日日日日(((((金金金金金)))))　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(((((時間はすべて時間はすべて時間はすべて時間はすべて時間はすべて10:00-17:0010:00-17:0010:00-17:0010:00-17:0010:00-17:00　　　　　11111回で終了回で終了回で終了回で終了回で終了)))))

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     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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　¥15,000.-¥15,000.-¥15,000.-¥15,000.-¥15,000.-　　非会員　　　非会員　　　非会員　　　非会員　　　非会員　¥18,000.-¥18,000.-¥18,000.-¥18,000.-¥18,000.-　　　　　               学生　￥学生　￥学生　￥学生　￥学生　￥4,500.-4,500.-4,500.-4,500.-4,500.-

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/

国際ディスクドライブ協会事務局　FAX:03-3539-7072

－　内容　－－　内容　－－　内容　－－　内容　－－　内容　－
11111 HDDHDDHDDHDDHDD装置と技術の歴史装置と技術の歴史装置と技術の歴史装置と技術の歴史装置と技術の歴史
22222 HDDHDDHDDHDDHDDの構成とメカニズムの構成とメカニズムの構成とメカニズムの構成とメカニズムの構成とメカニズム
33333 ディスク媒体と磁気ヘッドディスク媒体と磁気ヘッドディスク媒体と磁気ヘッドディスク媒体と磁気ヘッドディスク媒体と磁気ヘッド
44444 磁気記録磁気記録磁気記録磁気記録磁気記録・・・・・再生方式再生方式再生方式再生方式再生方式
基本技術基本技術基本技術基本技術基本技術
PRMLPRMLPRMLPRMLPRML変復調方式変復調方式変復調方式変復調方式変復調方式
エラー修正エラー修正エラー修正エラー修正エラー修正

55555 VCMVCMVCMVCMVCMとサーボとサーボとサーボとサーボとサーボ
66666 インターフェースインターフェースインターフェースインターフェースインターフェース
77777 最新技術と将来展望最新技術と将来展望最新技術と将来展望最新技術と将来展望最新技術と将来展望

ハードディスクドライブ

★★★★★☆★★★★★☆☆☆☆☆★★★★★　　　　　こんな皆さんのために　こんな皆さんのために　こんな皆さんのために　こんな皆さんのために　こんな皆さんのために　★★★★★★★★★★☆★★★★★☆☆☆☆☆★★★★★☆★★★★★☆☆☆☆☆★★★★★☆☆☆☆☆
・・・・・HDDHDDHDDHDDHDD事業及び、事業及び、事業及び、事業及び、事業及び、HDDHDDHDDHDDHDD応用製品に携わっている方々応用製品に携わっている方々応用製品に携わっている方々応用製品に携わっている方々応用製品に携わっている方々
・・・・・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営業部門の方々
・・・・・これからこれからこれからこれからこれからHDDHDDHDDHDDHDD事業部門に配属される方々事業部門に配属される方々事業部門に配属される方々事業部門に配属される方々事業部門に配属される方々
・・・・・マスコミや出版関係の方々マスコミや出版関係の方々マスコミや出版関係の方々マスコミや出版関係の方々マスコミや出版関係の方々
・・・・・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

★☆★　新規開設のご案内　★☆★
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　1956年に、最初のHDD であるRAMAC が誕生し
てから、約５０年になります。昔は人生５０年で
ありましたが、近年人間５０年は働き盛り、HDD
はこの分だと、まだまだ現役で活躍してくるもの
と、大いに心強いものがあります。
　余談はさておき、この５０年間で、HDDは幾度
かのリストラの危機にあいましたが、その都度実力
が認められて一層の発展を遂げ、かけがえの無い装
置であるとの認識が深められてきました。本稿で
は、そのサバイバルの秘訣を独断と偏見でもって、
考察してみたいと思います。
　年代記的に振り返りますと、大雑把には“強敵”
は下記のように１０年ごとに現れています。
1950-1960年代（コアメモリとの共存）
1960-1970年代（ワイヤメモリの出現）
1970-1980年代（磁気バブルメモリ）
1980-1990年代（光磁気ディスクを振り切る）
1990-2000年代（向かうところ敵なし）
2000年以降（新たな市場と挑戦者続出）
　それぞれについて、どのようにHDDは強敵に打
ち勝ってきたかを考えて見ます。
（１） コアメモリ共存

　RAMACはよく知られていますように、直径 24"
の円盤 50枚の積み重ねで、約 5MBの記憶容量を
持ったものでした。このときの 1ビットの大きさ
は、面積で 0.1mm2程度、直径にすると 0.3mm位
の大きさとなります。
　コアメモリは当時は主として、コンピュータの内
部メモリとしての位置づけでありましたが、同じ磁
気仲間の故で、比較対照します。コアメモリはフェ
ライトのビーズに銅線を通し、網の目上に編み上げ
た形をしています。磁性体コアの磁化スイッチ現象
を利用したメモリですから、その動作速度は速いも
のでした。出現当初のコアサイズは数mmもありま
したが、最終的には 1mmをきるサイズにまで小さ
くなりました。
しかしながら、当初から 1mmをきるサイズで登場
したHDDに容量競争では勝てず、大容量メモリと
しては生き残れず、内部メモリとしては半導体に
取って代わられました。
　ここでのHDDの勝因はなんと言っても、記憶密
度のポテンシャルが圧倒的に高いことがありまし
た。
（２） ワイヤメモリ対戦
　コアメモリに代わる非破壊メモリとして、高密
度化を目指し、データのアクセス線をデータ記録

と兼用するワイヤメモリ（磁性線）が出現しまし
た。これも、磁性体の安定性の制御の難しさもあ
りましたが、ワイヤを布状に編みこむ製法の由縁
に、記録密度の限界があり、大容量メモリとして
の生き残りがかなわず、半導体に取って代わられ
ました。
（３） 磁気バブルメモリ対戦
　HDDの致命的な泣き所は、ディスクが回転し、
ヘッドが高速で移動するため、機械的な外乱に弱
く、定期的な保守が必要であり、移動体での使用
が困難でありました。これを解決する大容量メモ
リとして、磁区を磁性体内で移動させる磁気バブ
ルメモリが出現しました。
　このメモリは、記録密度的には当時出現した半
導体RAMに比べ大いに気を吐きましたが、ビッ
トを構成する加工技術の故、連続的に媒体ができ
ているHDDの記録密度には勝てるべくもありま
せんでした。また、複雑なドライバー回路を必要
とし、半導体RAMにも代わることはできません
でした。
　やはりHDDは記録密度での圧勝でした。
（４） 光磁気ディスク対戦
　光磁気ディスクは、光の波長のビットサイズで
記録でき、出現当時は、HDDに比べて1桁以上の
記録密度を誇っていました。まさしく強敵現るで、
HDDにとっては一種のパニック状態となりまし
た。
　しかし、光磁気ディスクの複雑な記録方式に対
応するヘッド部の大きな質量、基本的に熱記録に
よるための記録速度の限界のため当初は性能比較
でHDDが勝りました。後にHDDの記録密度の向
上が目覚しく、光磁気ディスクの光波長の限界を
超え、またしても記録密度の圧勝でした。
光磁気記録はメディアの可換性の利点を生かし、
現在は共存しています。
（５） 独壇場
1990年代以降は、大容量のストレージとしては、

性能、コスト、容量の面でHDDに勝るものはなく、
一人勝ちの状態です。ただ、難があるのは、HDD
はデータ破壊につながるクラッシュの可能性が付き
まとうことでありましたが、HDDの価格低下とあ
いまって、アレイ化の推進で、一部問題解決され始
めています。
（６） 新市場と挑戦者たち

　2000年以降は、これまで映像記録では他者の追
従を許さなかった、VTRに取って代わるAV用途に

サバイバルの達人サバイバルの達人サバイバルの達人サバイバルの達人サバイバルの達人“““““HDDHDDHDDHDDHDD”””””
　前理事 浦井 治雄（広島国際大学 教授）
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HDDが進出を始めました。これも、記録容量の大
幅な増大傾向を見据えた上のことでありました。
　ライバルとしては、記録容量的には青色レーザを
用いた各種光記録が出現してきています。また、超
大容量向けにホログラム記録も何度目かのチャレン
ジをしてきています。しかし、HDDの容量と性能
と価格のパフォーマンスに優れたものはこれまでに
は見当たりません。
　私個人的には、この領域で危機を感じるのは、
MRAMの出現です。磁性体を記録保持に使用する
ための非破壊性、磁性体スイッチ機構を使用する高
速性、トランジスター回路と一体形成する使い良さ
がMRAMにあります。
また、記録密度的には、半導体プロセスはHDD
に匹敵する状況になるのは、必須の流れです。
HDDでトラック幅、ビット長が制御できるなら、

その技術応用で半導体プロセスの描画密度の向上が
可能と考えられるからです。さらにMRAMには機
械制御が不要で、チップ化が容易でさらには3次元
化も可能であります。
まさしく強敵現るの危機感を私は持っています。
これに打ち勝つHDD側の対策は、何でしょうか。
これまでに多数の挑戦者たちを退けてきた地道な技
術開発こそ王道であると信じてやみません。着実な
記録密度の向上、アクセス性能、シーク性能の着実
な向上、生産コストの低減、HDIを含めた信頼性の
向上が何よりの対策でありましょう。
現在、私はHDD産業からはなれて、大学から第
三者的にHDDを見ることができるようになりまし
た。それだけに、今後もHDDが大容量ストレージ
の王道を進んでゆくに違いないことを信じてやみま
せん。

国際ディスクドライブ協会　事務局より国際ディスクドライブ協会　事務局より国際ディスクドライブ協会　事務局より国際ディスクドライブ協会　事務局より国際ディスクドライブ協会　事務局より

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）：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。　
　　　　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

ご参加についてご参加についてご参加についてご参加についてご参加について
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・・・・・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・・・・・ハードディスクドライブ入門講座ハードディスクドライブ入門講座ハードディスクドライブ入門講座ハードディスクドライブ入門講座ハードディスクドライブ入門講座・・・・・中級講座　中級講座　中級講座　中級講座　中級講座　：：：：：　
どなたでもご参加いただけます。IDEMA Japan News掲載の申込み用紙をFax、又は、ホームページからオンラインでお申込みくださ
い。参加料金には、会員割引料金、一般(非会員)料金があります。
技術委員会分科会技術委員会分科会技術委員会分科会技術委員会分科会技術委員会分科会
(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、合同分科会)：
ホームページをご覧になりご出席をご連絡ください。　会員(個人会員・会員会社社員)の方のみ無料で参加していただけます。　一般
の方もワークショップには有料(3千円)で御参加いただけます。
　
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 / 1/2ペ－ジ  　　80,000円 / 50,000円　　　　　　100,000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
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2001年のHDD総出荷台数は 1億 9297万台／年
で，2000年の 2億 277万台／年から 4.8%の減少
となった（図表 1）。2000年末に発生した生産調
整が予想以上の規模で，かつ予想以上に長期化し
た。年末には市況は回復に転じたものの，通年で
出荷台数が前年割れという未曾有の不況を体験す
ることとなった。最も低価格な 3.5"デスクトップ
PC向けが最も大きく落ち込んだことから，全体
の平均単価の下落幅は 2.6%と小さく，金額ベー
スの市場は，221億ドル／年（1$＝ 130円で換算
すると約 2兆 8千億円）となり，2000年の 236億
ドル／年から 7.2%の減少となった。

四半期別に見ると（図表 2），1999年末に出荷が
大きく伸びた流れを受け，2000年 1Qから 2Qに
かけても，その高い出荷レベルを維持した。携帯
電話をはじめ，あらゆる電子機器の生産が好調
で，深刻な部品不足が発生した。しかし，後半に
入ってこれが解消し各社とも生産を大きく伸ばし
たが，需要はそれほど伸びなかった。このため
4Qから大規模な生産調整期に入った。むしろ，
2000年前半の状況は需給がほぼ均衡した状況にあ
り，部品の供給不足が過剰生産を抑止していたと
いえる。3Qに入ってこれが解消したとたん，各
社とも生産計画を上方修正し，生産量を増やし
た。しかし，この時期に米国の景気が一時的な調
整局面に入ったため，在庫を大きく積み増す結果
となり，4Qにはいって生産調整を余儀なくされ
た

本来ブレーキを踏むべきところで，アクセルを全
開にしたわけであるから，当然その反動は大き
く，2001年前半も在庫調整に終始した。しかし
3Qに入って徐々に回復の兆しが現れた。9月に発

生したテロ事件の影響で，本格的な回復がやや遅
れたものの，その後 4Qに入って市場は完全に回
復した。2002年にはいっても比較的好調な出荷を
続けており，市場は完全に回復したと考えてよい
だろう。

図表 3にHDD総出荷台数シェアとその推移を示
す。2000年から 2001年にかけて，メーカシェア
は大きく変動した。MaxtorとQuantumは合併に
伴って，その両者を合わせたシェアは大きく減少
した。また富士通がデスクトップ PC向けHDDか
らの撤退に伴って，シェアを大きく落とした。
IBMもデスクトップ向け 5400rpmモデルを廃止し
たことに加え，ハイエンドの主力となる
10,000rpmモデルが不調でシェアを失っている。

完全回復したHDD市場
～新規アプリケーションを軸にさらなる拡大期へ

 理事　久保川　昇 (インフォメーションテクノロジー総合研究所)

E-mail: kubokawa@iit.co.jp   URL: http://www.iit.co.jp/
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図表 1　HDDの出荷台数と出荷金額の推移 0 
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図表 2　2000年から 2001年にかけての四半期
別HDD総出荷台数の推移
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Seagate
23.4%

Maxtor
13.5%

Quantum
13.2%

WD
12.7%

IBM
15.9%

Fujitsu
8.3%

Others
0.0%

Hitachi
3.2%

Samsung
5.2%

Toshiba
4.6%

図表 3　HDD総出荷台数シェア

注）2001年の総出荷台数ベース。総出荷台数 1億
9297万台／年。QuantumとMaxtorは 2001年 4月
から一つの企業として運営されているが，ここで
は旧Quantum開発モデルをQuantum，旧Maxtor
開発モデルをMaxtorとして個別に集計している。
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これらのシェアを奪って順調に出荷を伸ばしたの
が Seagateである。2001年後半の市場では，ほぼ
一人勝ちといってよいだろう。年末の市場では
Microsoftのゲーム機Xbox向けのHDD需要も市場
に大きな影響を与えた。これを生産する Seagate・
WDの両者が大きく出荷を伸ばし，需給環境が引
き締まった。

図表 4にHDDのアプリケーション別出荷シェア
を示す。依然として，PCがその最大の出荷先で
あることに変わりはない。ポータブル PCが相対
的に好調であったことから，その比率を増やして
いる。これに加えて，一部の省スペース型デスク
トップやブレードサーバが 2.5"HDDを採用し始
め，2.5"HDDの出荷が大幅に伸びた。またハイエ
ンドシステム向けHDDとデスクトップ PC向け
HDDの間にそれほど大きな差がなくなってきたこ
とから一部のサーバ機がデスクトップ PC向け
HDDを採用する例も目立ち始めている。

これまで 1%にも満たなかった，非コンピュータ
アプリケーション向けの出荷が大きく伸びた。依
然として全体に占めるシェアはわずかであるが，
MicrosoftのXboxの量産が開始されたことから，
年末の時点では，デスクトップ PC向けHDD全体
の 10%近くを消費するまでに至っている。HDD
の需給環境にも少なからぬ影響を与えるまでに
なっている。2002年にはこれが通年で寄与するば
かりでなく，この他のアプリケーション向けの出

荷も開始される。全体に占めるシェアも 5%を超
えるまでに達するだろう。

2001年は需要は低迷したが，一時のような急激な
価格低下は見られなかった（図表 5）。最も低価格
なデスクトップ PC向けHDDの出荷台数の落ち込
みが最も大きかったため，全体でみれば価格は安
定的に推移したといえる。新しいフォームファク
タが低価格を武器に市場を獲得しようとするよう
な動きがなくなったほか，MaxtorとQuantumの合
併，富士通の撤退による競合環境の緩和や，Xbox
向けの需要の急増による需給環境の改善もこれに
寄与している。

MB単価を下落させても，装置単価を下げてはな
らない。半導体ではビット単価は下がっても，
チップ単位面積あたりの売上は着実に伸びてい
る。HDD需要の約 90%は PC向けである。コン
シューマアプリケーションへの採用は価格がカギ
などといわれることは多いが，たとえ価格が半分
になっても，HDDの需要が大幅に伸びることはな
い。逆に価格が 2倍になっても，需要が大幅に減
少することもない。過度な価格競争によって，業
界全体の収益性を低下させる戦略は避けるべきで
ある。

ここでは，大手専業サプライヤ 4社（Quantum・
Seagate・WD・Maxtor）について，その売上高・
経常利益・在庫金額について分析を行う。これ
らの企業のシェアは台数ベースで 60%を超えて
おり，この合計値はHDD業界全体の動向を表
していると考えることができる。図表 6-a～ c
はそれぞれ，大手専業サプライヤ 4社の売上
高・経常利益・売上高在庫比率の推移を示した
ものである。なお IT総研では，ホームページ1

に最新の情報をアップロードしている。

Desktop
49.5%

Portable
13.4%

Aftermarket
22.7%

Other Computers
11.7%

Others
2.7%

注）2001年の総出荷台数ベース。総出荷台数 1億
9297万台／年。「Desktop」，「Portable」はそれぞれ
OEM向けに出荷されたもののみ。「After Market」
は量販店などでHDD単体で販売されたもの。
「Other Computers」は PC以外のコンピュータを指
す。ゲーム機などの新規アプリケーションは
「Others」に含まれる。

図表 4　HDDのアプリケーション別出荷シェア
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図表 5　HDDの平均装置単価の推移

注）総出荷金額を総出荷台数で割ることによって
求めた。全HDDの価格の出荷台数を考慮した加
重平均値。
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図表 6-a　大手専業サプライヤの売上高の推移
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図表 6-b　大手専業サプライヤの経常利益の推移

注）各社の発表による。Seagateの 2000年 4QはGross Profitで表示。

注）各社の発表による。
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図表 6-c　大手専業サプライヤの売上高在庫比率の推移

2001年に入って，MaxtorはQuantumおよび
MaxMediaの買収に伴う巨額の費用を計上してい
る。これを除けば一時期のような大幅な赤字を計
上するようなことはなくなった。しかし，依然と
して損益ぎりぎりの状況が続いている。4Qには
Seagateは記録的な出荷台数に伴って，収益性も
大幅に改善した。またWDもHDD事業単体を見

れば，なんとか黒字を確保できるようになった。
図表 7にHDD市場の短期見通しを示す。これは，
後述のセグメント別の市場見通しを合計したもの
である。ただし，サプライヤの出荷計画・開発計
画に IT総研の推計を加えて算出したもので，ユー
ザサイドの事情は一切考慮されていない。
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図表 7　HDD総市場の短期見通し

加することが大きく影響する。ただし，平均価格
の下落を出荷台数の伸びがわずかに上回り，金額
ベースの総市場は 2001年の 221億ドルから 2006
年には 274億ドルに成長する。2001年から 2006
年までの平均成長率は 4.4%である。

(Footnotes)
1 http://www.iit.co.jp/

これによると，HDDの出荷台数は，堅調なコン
ピュータ向け需要を背景に安定した成長を続け
る。ここに 2003年頃から，非コンピュータ分野
の需要が加わり，HDD市場は極めて好調に推移す
るだろう。2005年には，全体の約 1/4程度をこれ
らの新規アプリケーションが占める。ただし，こ
れらの新規需要が一巡したあとは再び年率 10%前
後の低成長期が訪れることになる。今後数年間の
好調期に，その後の低成長期に備えた戦略をとれ
るかどうかが，成熟期に向かうHDD産業におけ
るポジショニングを決定することになるだろう。

2001年から 2006年に至る 5年間の年平均成長率
は 16.2%である。平均価格は，2001年の 114ドル
から漸減し，2006年には 67ドルに低下する。特
に非コンピュータ向けで，低価格製品の採用が増

図表 6-d　大手専業サプライヤの平均販売価格の推移
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１．はじめに
近年のインターネットをはじめとするＩＴ産業の

目覚しい発展に伴い、シリコン、サファイア等の硬
く脆い材料を基盤とする技術が数々製品化されてき
た。しかしながら、海外製品のずば抜けた価格競争
力に後押しされて、高付加価値な製品さえも低価格
化しなくてはならない状況がこの数年間で更に顕著
となってきている。それら製品の製造工程に目を移
すと、目的の形状に作りこむ加工工程が歩留まり向
上と低価格化のネックとなっている。今回はこの問
題点を解決する方法として平面加工及び研削切断技
術について述べる事にする。

２．定圧送り研削盤
ＩＴ産業に代表される新素材を用いた製造業種に

おいては、薄膜技術の更なる高精度化に対応するた
め、サブミクロンの平坦度とナノメートルオーダー
の表面粗さを持つ薄板が求められている。今後、デ
バイスの高性能化に伴って、さらに平坦度や表面粗
さへの要求が厳しくなるものと予想される。一般に
薄板の平面加工は、表面に大きな欠陥を生じにくい
遊離砥粒を用いたラッピングが施されてきた。しか
し、ラッピングは加工能率が低く、加工量の制御が
難しい。そこで、被削材表面に欠陥を生じず、高能
率・高精度に加工できる装置が切望されている。筆
者らは、素材に与えるダメージを極限まで抑え、サ
ブミクロンの平坦度とナノメートルオーダーの表面
粗さを実現し、かつ高能率に加工できる新しい発想
の研削加工機を開発し提案してきた。
図1に高能率かつダメージフリー加工を実現す

るために研削方向に、定圧機構を仕上げ面方向に
は定寸機構を適用した新しい研削装置を示す。研
削機構を考えた場合、被削材の表面性状を向上す
るためには、被削材表面に過度の力が一切かから
ない定圧機構が望ましい。一方、加工後の被削材
の厚さの寸法精度を確保するためには定寸機構が
望ましい。定圧送り研削盤は、削られる材料の立
場で機械の動きを制御する。低摩擦の案内機構と
定圧の送り機構を用いて、加工工具(砥石)の切れ
味に合わせて加工が進行することを特徴とする。
機械主導の動きではなく、材料の立場、工具の立
場(砥石)から、新しい研削機構を提案する（1-
4）。
また、本方式では、研削速度は定圧方式のため

に研削能力によって決まり、高能率な砥石を用い
ると、その砥石の能力を最大限に発揮させること
ができる。目詰まり等で砥石の研削能力が低下し
た場合、研削速度が低下するため砥石のドレッシ
ング間隔が判定しやすく、表面粗さや平坦度など
を維持した加工が可能である。

２．１　高能率新型砥石の開発:
定圧送り研削盤は、加工速度が砥石の性能に依

存する。そこで砥石形状、構造、条件等を考慮
し、鏡面加工と高能率を同時に実現できる新型砥
石を開発した（5.6）。図2に同じ砥粒サイズ

定圧送り研削盤によるセラミックスの超平坦・薄板加工
松丸　幸司、足立　卓也、金　賢眞、高田　篤＊、石﨑　幸三

（長岡技術科学大学、＊株式会社ナノテム）

図１　定圧送り研削盤概観
高能率・ダメージフリー研削を実現するために、高能
率研削砥石、多孔質セラミックス製真空チャック、定

圧送り機構を開発した。

0.1
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図2　砥粒サイズ（30-40 μｍ）を用いたラッピング、
市販砥石および新型砥石の研削速度と研削後の表面粗
さの関係
新規に開発した砥石の研削速度と表面粗さの関係を

示す曲線は、市販砥石やラッピングに比べて右下に位
置し、良好な仕上げ面と高能率な加工を同時実現して

いることを示す。



                                      9                IDEMA Japan News No.48

（30-40 μｍ）を用いた市販砥石および新型砥石
の研削速度と研削後の表面粗さを示す。比研削材
はハードディスクに用いられる結晶化ガラスであ
る。また、同じサイズの遊離砥粒を用いたラッピ
ングの結果もあわせて示す。新規に開発した砥石
の研削速度と表面粗さの関係を示す曲線は、市販
砥石やラッピングに比べて右下に位置する。これ
は新型砥石が、良好な仕上げ面と高能率な加工を
同時実現していることを示す。

２．２　定圧送りシステム
定圧送り機構には、わずかな圧力差で駆動する
エアスライダーを採用した。通常のエアスライ
ダーでは、点浮上のために十分な機械剛性が得ら
れない。そこで、多孔質セラミックスを用いて、
面で浮上できるエアスライダーの作製し、研削加
工に耐えうる高剛性のエアスライダーを開発し
た。ダメージフリー加工の最大の特徴は、この定
圧送りシステムである。素材に、あらかじめ一定
以上の力を加えないようにすることで、材料に生
じる欠陥を力で制御することになる。投入した力
は、当然クラックや表面状態に影響するため、あ
らかじめ投入の力を軽減することがダメージフ
リー加工につながる。

２．３　多孔質セラミックス製真空チャック
平坦面を作り上げるには、高剛性の真空チャッ
クの開発が必要となる。そこで多孔質セラミック
スを利用した真空チャックを開発した。この真空
チャックの出来如何がサブミクロンオーダーの加

工精度(特に平坦度)実現に直結する。本方式で
は、まず、ドレッシング、ツルーイングが完了し
た砥石を用いて、真空チャック表面の研削加工を
行う。これにより砥石面と真空チャック面は平行
に加工される。加工後、真空チャックに被削材を
取付け、加工を行うことにより、被削材表面を真
空チャック面に対して平行に加工できる。これ
が、高精度の組み立て精度を必要とせずに高精度
な加工が可能となる本方式の平面加工原理であ
る。

２．４ 加工結果
　定圧送り研削盤による加工結果の一例を図４、
図５に示す。シリコンウエハとアルミナ焼結体は
いずれも 50μmまで破壊することなく加工可能
であり、その加工速度は約 10μｍ /minである。
この研削盤で厚さが 40μmまで加工したアルミ
ナ焼結体は良好な透過性を示す。

３．新型切断砥石の開発
磁気ヘッドを製品化する工程においてもラッピ
ング、イオンミリング等の技術革新が必要である
が、それらの仕上げ加工工程に移る前加工工程と

 

真空ポンプ 真空ポンプ 

������������
������������

�����������
����������� 多孔質セラミック

（a）真空チャック概観（上面）

（ｂ）真空チャック断面図

図３　多孔質セラミックス製真空チャック多孔質セラ
ミックスを用いることにより、高剛性かつ平坦度の高

いチャックとなった。

 

100µm 

40µm 

70µm 

(a)アルミナ焼結体 

(b) シ リ コ ン ウ エ

図４　加工結果　
（a）アルミナ焼結体、
(b)シリコンウエハ 50μｍまで特別な操作なく加工可
能である

 

10mm 

図５　厚さ 40μmのアルミナ焼結体の透光性
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して研削切断工程に製造のボトルネックがある。
研削切断工程は基板から素子を切り出す工程で、
仕上げ工程の能率を考慮すると、より精密な研削
切断が要求される。精密研削用切断砥石におい
て、材料を一度に切断し終えるフルカットで、切
断幅を少なく、加工速度を早く、ドレスインター
バルを長くしたいという強い要求を背景に切断薄
刃砥石の刃厚はますます減少傾向にある。それに
伴い、切断砥石自体の剛性低下及びそれに起因す
ると考えられている切断溝の蛇行、カーブ現象が
問題とされる事が多い。現在、この問題に対処す
るためにメタルボンド砥石や電気鋳造砥石が被切
断材料や切断条件に応じて多大な経験とノウハウ
に基づいて選定され用いられる。しかしながら、
ますます硬脆難研削化する材料を更に厳しい条件
で研削切断しなくてはならない時代背景に直面
し、これまでのノウハウや加工経験を生かした対
処方は特にセラミックスの研削、切断の分野にお
いて限界に達してきていると痛感している。そこ

で筆者らはまず、ドレスインターバルの長い（加
工速度の低下が少ない）精密切断用薄刃砥石の開
発を行った。
硬脆材料セラミックスの研削において優れた研

削性能を維持するには、結合材はダイヤモンド砥
粒との接合力を高く、かつ、除去性を高くし、砥
粒切れ刃を常に砥石表面に維持する事が最も重要
である。図6にAl2O3･TiC研削切断用の一般的な電
気鋳造薄刃砥石の概要図を示す。砥石自体は無気
孔で高剛性、かつ、適度な靭性を有している。砥
石表面はダイヤモンドがボンド材にかしめられた
ように保持されている。図 7 に本研究で新たに開
発した新型薄刃砥石の概要図を示す。砥粒（ダイ
ヤモンド）は結合材と化学的に結合する事により
強固に保持され、かつ結合材は気孔を導入する事
により除去性を高めた。これによりダイヤモンド
は砥石表面で常に維持され、砥石表面の切れ刃が
失われても新たに切れ刃が現れる（自生初刃）。つ
まり、砥石の切れ味、体積除去能率を常に高い状

図 6電気鋳造薄刃砥石概要図
無気孔で高剛性、かつ、適度な靭性を有している。
砥石表面はダイヤモンドがボンド材にかしめられたよ
うに保持されている。

図 7新型薄刃砥石概要図
砥粒（ダイヤモンド）は結合材と化学的に結合する
事により強固に保持され、かつ結合材は気孔を導入

する事により除去性を高めた。

無数のダイアモンド砥粒が確認でき、ボンド材とダイ
ヤモンドの間に隙間がある。

ダイヤモンド砥粒はボンド材が表面に付いた状態で確
認できる。
ダイヤモンド砥粒はボンド材と強固に反応、保持さ
れ、破壊する時は、ボンド材同士で破壊するような組
織をしている。

図8　切断面砥粒のSEM写真(a)一般的に市販されてい
る切断面砥石の破断面、(b)今回作製した切断用砥石の
破断面
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態で維持する事によりドレスインターバルを長く
し、切断溝の蛇行やカーブ現象に対処しようとい
う試みである。

３．１　有気孔切断砥石
結合材には金属中最も硬く微粒が得られやすい
タングステンを用いた。しかし、タングステンは
焼結温度が高いため、コバルトを少量添加する事
で焼結温度を低く抑えた。また焼結方法に気孔率
制御性に優れ、短時間で焼結可能なPECS（Pulsed
Electric Current Sintering）法を用いる事で気
孔率を20%程度に制御し、かつダイヤモンドの熱
損傷を抑えた。薄刃という特殊な形状を高い精度
で実現するため、成型法としてドクターブレード
法を用いた。図 8に (a)一般的に市販されている
切断用砥石及び、(b)今回作製した切断用砥石の
破断面 SEM写真を示す。市販砥石の破断面には
無数のダイヤモンドが確認でき、中にはボンド材

とダイヤモンドの間に隙間があるものも確認でき
た。これはダイヤモンドの保持力がボンド材によ
る機械的な保持にのみ依存している事を示す。一
方、作製した切断用砥石の破断面にはダイヤモン
ド砥粒はボンド材が表面に付いた状態で確認でき
る。ダイヤモンド砥粒はボンド材によって強固に
保持され、破壊するときはボンド材同士で破壊す
るような組織を有している。また、ボンド材には
気孔が導入され、ボンド材の除去性向上が期待さ
れる。

３．２切断加工結果
図9に切断砥石の性能を評価した定荷重試験装
置概要図を示す。切断砥石の切断性能は、被研削
材を一定加重で切断砥石に接触させ、所定寸法の
被研削材の切断時間を測定することにより評価し
た。被研削材はハードディスクのヘッドに用いら
れるAl2O3･TiCを 75mm、厚さ1.2mmに加工したも
のを使用した。付与荷重は1.8N～ 3.2N である。
図10に同じ砥粒サイズ（12-25 μｍ）を用いた
市販砥石(CM80)、および新型切断砥石(0.6WC90)
の研削長さに対する研削速度を示す。新規に開発
した砥石の研削速度は、全ての条件において研削
速度が初期の速度を維持し、市販砥石のものに比
べて長いドレスインターバル性を示す事が分か
る。
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図 9　定荷重試験装置概要図

図10切断長さに対する切断速度の変化
全ての条件（付与荷重）において研削速度が初期の速
度を維持し、市販砥石のものに比べて長いドレスイン

ターバル性を示す。
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１．はじめに
　弊社は、１９８０年代よりフロリナートと呼ばれ
るパーフルオロカーボン（ＰＦＣ）をハードディス
ク潤滑剤塗布時のフロンに代わる代替溶剤として、
供給し続けてきた。１９９０年代後半からは、より
地球環境に対して影響の少ないノベックハイドロフ
ルオロエーテル（ＨＦＥ）もこの用途に供給してい
る。近年ＨＤＤの高密度化や高信頼性が求められる
中、ヘッドディスクインタフェース（ＨＤＩ）の評
価が進んでいる。その中で、ヘッドの保護膜、ディ
スクの液体潤滑剤及び保護膜といった直接ＨＤＩに
関係するものだけではなく、弊社が供給している潤
滑剤塗布のための溶剤についてもＨＤメーカーから
は様々な特性・品質についての要求がある。これま
でに溶剤がＨＤＩに対して与える影響について明ら
かになったことや今後の潤滑剤塗布溶剤としての問
題点をまとめ、将来の潤滑剤塗布溶剤選択のポイン
トを紹介したい。

２．潤滑剤塗布工程がＨＤＩに与えると考えられ
る影響
　　潤滑剤塗布工程でＨＤＩに与える影響の中で潤
滑剤塗布溶剤（以下単に溶剤と呼ぶ）が関係すると
思われる主なものには、潤滑剤塗膜の均一性、潤滑
剤のボンディング、マイクロコンタミネーション、
メニスカスによる液滴等があげられる。 これらの特

性は色々なＨＤの特性に複雑に影響し合っている。
一見、使用された溶剤が単純にＨＤの特性に影響を
与えているような実験結果もあるが（図１）、結果
と原因を科学的に解明するのは難しい。例えば、マ
イクロコンタミネーションはそのコンタミがディス
クに潤滑剤の代わりに結合することによって、潤滑
剤塗膜の均一性を乱し、また潤滑剤のボンディン割
合を落とすと考えられる。また、潤滑剤塗膜の不均

溶剤がＨＤＩに与える影響溶剤がＨＤＩに与える影響溶剤がＨＤＩに与える影響溶剤がＨＤＩに与える影響溶剤がＨＤＩに与える影響
矢ノ目 秀利（住友スリーエム）

溶剤の影響とＨＤ特性との関係(例）

マイクロ
コンタミネーション

潤滑剤塗膜
の均一性

潤滑剤の
ボンディング

ＣＳＳ、
グライドノイズ

スピンオフ ヘッドへの
転写

溶剤以外のＨＤＩ特性に影響を
与える工程

• カーボン保護膜成膜
スパッタ ｖｓ ＩＢ／ＣＶＤ

• ポストキュア
加熱 ｖｓ ＵＶ

• バフ
機械的研磨 ｖｓ 溶解

図１

図２

図３

Lube Solvent Effects on Media Performance

PFC HFC
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一性はＣＳＳやグライドノイズといったディスク性
能に影響を及ぼすと考えられる（図２）。しかし、こ
れらの現象は溶剤に起因するものだけではなく、
カーボン保護膜の成膜方法によっても影響を受ける
し、潤滑剤塗布工程後のキュアーやバフ工程によっ
ても影響を受けると思われる（図３）。ここでは、単
純に潤滑剤塗布工程で使用される溶剤がＨＤＩに与
える影響に絞って述べたいと思う。

３．理想的な溶剤
　理論的に最も溶剤に適したものとしては、不活性
な溶剤が良いと考えられる。理由としては水分やそ
の他の有機物、イオン等を溶解しずらいため、それ
らマイクロコンタミネーションと潤滑剤のメディア
への吸着の競争反応を優位に行えること、また、環
境中からのコンタミを吸い込みにくいため、溶剤の
交換頻度を抑えることができ、コストを抑えること
ができるからである。しかし、溶剤は潤滑剤を完全
に溶解させることができなければならない。よっ
て、理想の溶剤とは物性を別にすれば、「潤滑剤は
溶かすがその他の物質を全く溶かさない」ものと言
えるであろう。これまで使用されてきた潤滑剤はＰ
ＦＰＥを主鎖とするもので、末端にわずかに官能基
を持つものが使用されてきた。これらの潤滑剤に
とってはＰＦＣは理想に近い溶剤であり、今でも広
く使用されている。

４．最近の動向
近年のＨＤＤの高性能化により、潤滑剤への要求も
厳しいものになってきており、従来の潤滑剤とは異

なる新しい潤滑剤や潤滑剤への添加剤が開発されて
きており、実際に使用されている（図４）。これら
の新しい潤滑剤の中にはＨＤＤ高性能化に伴うＨＤ
の高回転数化に対応するために、潤滑剤のボンディ
ングを上げスピンオフを防ぐ目的で採用されている
ものがある。その例としてＺ－Ｔｅｔｒａｏｌとい
うものがある。一方、最近使用されている添加剤は
潤滑剤の流動性を上げ耐衝撃性を向上させたり、潤
滑剤の分解を防ぐ等の信頼性を上げる目的で使用さ
れている。その例としてＸ－１Ｐをあげることがで
きる。これらの新しい潤滑剤や添加剤はその効果を

典型的な潤滑剤等

• 従来からの潤滑剤
Z-Dol
AM-3001

• 最近開発（使用）された潤滑剤
Z-Tetraol
Amine salt
X-1P

PF-5060 HFE-7100 HFC-4310 HCFC-225

Z-DOL
AM-3001 相溶 相溶 相溶 相溶

[1]

Z-Tetraol 0.5wt% 2.0wt%
10wt%
以上

10wt%
以上

X-1P
250wt
ppm 相溶 相溶 相溶

[1]精製されたもの（平均分子量約３０００）

図５

PF-5060 HFE-7100 HFC-4310 HCFC-225

[1]水分
(wtppm) 11 95 490 310

[2]

コンタミ 0 + + ++

[1]＠２５℃での飽和水分量
[2]溶解度の目安

図６

[1]水分量
(wtppm)

溶剤１L中の
水分量(mol)

[2]潤滑剤の
OH基量(mol)

H2O／OH基
割合

PF-5060 6 5.6*10-4 25.2*10-4 0.2

HFE-7100 45 38.0*10-4 22.8*10-4 1.7

HFC-4310 250 219.4*10-4 23.7*10-4 9.3

HCFC-225 200 172.2*10-4 23.3*10-4 7.4

[1]相対湿度５０％での水分含有量
[2]Z-DOL2000を0.15wt%溶解させた時
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図４

各種溶剤に対する潤滑剤等の溶解性

各種溶剤中での水分の影響度

各種溶剤に対する水分及びコンタミの溶解性

図７
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合同分科会(2001.11)より

発揮するために、官能基を多く持っていたり、ＰＦ
ＰＥでない構造を持っている。これらの化合物はそ
の構造的特徴のため、ＰＦＣには極わずかしか溶解
しない（図５）。よって、潤滑剤塗布液の調整を容
易にすることから、ＰＦＣ以外のＨＦＥやＨＦＣな
どのある程度溶解性のある溶剤が使用されてきてい
る。
５．溶解性のある溶剤の問題点及びその解決方法
　ＨＦＥやＨＦＣは新しい潤滑剤を溶解するのに加
えて有機物や水などをＰＦＣと比較すると溶解しや
すい（図６）。よって、溶剤中のマイクロコンタミ
ネーションの影響が大きいことが予想される。例え
ば、各種溶剤の水分の影響を模擬的に考察してみ
る。各種溶剤に相対湿度５０％で潤滑剤としてＺ－
ＤＯＬ（分子量２０００のもの）を０．１５ｗｔ％
溶解させたという条件を設定する。溶剤中の水分と
Ｚ－ＤＯＬのＯＨ基との割合は最も小さいＰＦＣで
０．２であり、最も大きいＨＦＣで９．３となる（図
７）。ここで、メディアの活性点（潤滑剤が吸着さ
れる点）に水分子と潤滑剤のＯＨ基が同じ速度で近
づくとした場合、活性点に潤滑剤ではなく水分が吸
着される確率はＨＦＣではＰＦＣの４０倍以上高く
なることになる。水分が先に吸着するとその上に潤
滑剤がのっても、強固な化学吸着の作用がないため
ボンディングの割合が少なくなると予想される。実
際そのような結果を示す実験結果も出ている（図
８）。 また、同様の考えから、溶剤中の有機物やイ
オンなどのマイクロコンタミネーションが潤滑剤の
ボンディング割合に悪い影響を与えることが考えら
れる。有機物などは不揮発性残渣物となることから
潤滑剤の均一性や表面状態に影響を与え、そしてグ
ライドノイズなどのＨＤの性能にも影響を与えるこ
とがあると考えられる。このことを示唆する実験結
果も得られている（図９）。
　　また、比較的溶解性の高い溶剤を用いた場合塗
布工程の最終部分でＨＤの最下部と液面が離れる際
に、そのわずか上部のメニスカス部と蒸気層中の乾
燥によって潤滑剤の濃縮が起こり、ＨＤ下部に潤滑

剤が液滴の様に塗布されてしまうといった現象も起
きやすいと言われている。
　　最近になり、Ｚ－ＴｅｔｒａｏｌやＸ－１Ｐと
いったＰＦＣには溶解しにくい潤滑剤や添加剤を塗
布する場合にも、上記で述べたマイクロコンタミ
ネーションの問題や溶剤交換頻度等コストの面か
ら、ＰＦＣを溶剤として使用することが行われ始め
ている。この場合は、塗布液の調整を容易にするた
めに、潤滑剤等を最初ＨＦＥやＨＦＣなどの比較的
溶解性の高い溶剤に溶かし、濃い濃度のマスター
バッチを作り、それをＰＦＣで希釈するという方法
で行われている。

６．まとめ
　ＣＳＳ等のＨＤの性能や潤滑剤のスピンオフなど
のＨＤＩの特性は、主に潤滑剤それ自体の特性及び
性状に起因すると考えられる。だが、溶剤中の水分
やマイクロコンタミネーションがそれらの特性に影
響を及ぼすことがあることが分かってきた。このこ
とから、溶剤としては水分やマイクロコンタミネー
ションをなるべく溶解しないＰＦＣのようなものの
方が好ましいといえる。
最近、ＨＤＤの高性能化に対応するために開発され
た新しい潤滑剤等には、従来から使用されてきたＰ
ＦＣにはわずかしか溶解しないものがあり、ＨＦＥ
やＨＦＣなど溶解性の高い溶剤が使用されるように
なってきた。しかし、溶解性の高い溶剤を使用する
とマイクロコンタミネーションの影響やその他溶解
性に起因する問題の発生が増える可能性が高くなる
ことが考えられる。そこで、そのような問題を回避
するために、ＰＦＣをそれら新しい潤滑剤等の溶剤
して使用するような工夫が行われ始めている。

今後の潤滑剤塗布溶剤を選択する上では、先ずは潤
滑剤の溶解性が良いこと、しかし、その他のマイク
ロコンタミネーションを溶解しずらいことに注意す
る必要があると思われる。この場合、この相反する
要求を満たすために２つの溶剤を併用するなどの工
夫が可能かどうか検討することも重要である。ま
た、コストということは商業上切り離すことができ
ない問題である。それを評価する際にはただ単に溶
剤の単価ということだけではなく、塗布液の交換頻
度及びそれに含まれる潤滑剤のコストといったこと
も含んで考慮する必要がある。さらに、最近の世の
中の流れから、地球環境に対する影響や安全性と
いった点にも目をむける必要があると思われる。

図９
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DISKCON Japan 2002 および OPTICAL DISC
PRODUCTION 2002は，今年も東京ビッグサイトで4
月10 日より12日までの3 日間の会期で開催され
ました。依然として非常に厳しい経済環境を反映
し，出展者数・来場者数ともに昨年実績を下回る結
果となりました。しかしながら会場では，活発に商
談が繰り広げられ，盛況のうちに会期を終えること
ができました。ここに関係各位に深く御礼を申し上
げます。

来場者数
4月10日(水)(曇)      3,062名
4月 11日(木)(曇)      4,014名
4月 12日(金)(雨後曇)  4,731名
合計   11,807名
前年比 -4,086名(前年実績15,893名)

出展社数
90社　前年比 -44社　(前年実績134社)

小間数
211小間 前年比-134小間(前年実績345小間)

これ以外に同時期に開催されたセンサ展などの来場
者にも入場を許可したため，実際の来場者数は上記
を上回るものとなっていたものと思われます。

ディスコンディスコンディスコンディスコンディスコン･････ ジャパンジャパンジャパンジャパンジャパン 2 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 2 展示会報告展示会報告展示会報告展示会報告展示会報告
イベント実行委員長　久保川昇（インフォメーションテクノロジー総合研究所）

また、2000年より新しい企画としてスタートした、
OPTICAL DISC PRODUCTION も，今回で3回目を迎
え，光ディスクの生産に関連する専門の展示会とし
て徐々に業界に浸透してきております。これは従来
協会が併催しておりましたINFORMATION STORAGE
JAPAN の光部門を切り離し、光ディスクのプレマス
タリングからパッケ－ジ･ソフトウエアなどレプリケ
－ション産業も含めた総合的な光ディスクの専門展
示会です。

来年度も，2003年4月9日(水)-11日(金)の会期で、
DISKCON Japan /OPTICAL DISC PRODUCTIONを併催
する予定です。引き続き関係各位のご指導・ご協力を
賜りますようお願い申し上げます。

前身の国際ディスク＆ディスクドライブ製造展を引
き継ぎ、当協会主催で1993年4月に第1回DISKCON
JAPANが開催されて以来、今回で10回目を迎えまし
た。この間10年連続して出展を続けていただいた会
社は次の9社で（五十音順）、各社は協会のみならず
業界全体に多大なる活力を与えました。この9社に
は、その功績を称えるため、会期中、DISKCON懇親
パーティーで協会の菅沼会長より感謝状と記念品が
贈られました。
株式会社アルバック、ケーエルエー・テンコール株式
会社、ジャスタム株式会社、株式会社東陽テクニカ、
日本エー・ディー・イー株式会社、ヒューグルエレク
トロニクス株式会社、松下インターテクノ株式会社、
株式会社マツボー、株式会社メディア研究所。
他の会社、特に9回、或いは8回ご出展いただいた会

社に対しても感謝申し上げます。また10年間、オー
ガナイザーとしてご尽力いただいておりますメサゴ･
メッセフランクフルト株式会社、株式会社シー・エ
ヌ・テイの両社にも感謝申し上げます。

1 01 01 01 01 0 年連続出展会社の表彰について年連続出展会社の表彰について年連続出展会社の表彰について年連続出展会社の表彰について年連続出展会社の表彰について（（（（（報報報報報告告告告告）））））
　　　多羅尾悌三（国際ディスクドライブ協会 事務局長）
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本年の DISKCON Japan 2002 および
International Disk Forum も、ＨＤＤ業界の厳
しい状況を反映して参加者の減少を見たものの無
事終了し、その役割をまっとうしたものと思いま
す。

ストレージ用語辞典
岡村技術士を始めとする編集委員および各分科

会長のご尽力により２００２年増補が完成し、
DISKCON Japan の会場で配布しました。今回も前
年に比べて素晴らしい出来栄えと考えます。特
に、筧副会長、多羅尾専務理事には多大のお骨折
りを頂きました。

次回の合同分科会
　次回の合同分科会は６月２８日に開催予定で
す。テスト分科会が担当分科会ですが、高木分科
会長の辞任を受け、担当分科会の見直しを含めて
プログラムの検討を行います。

　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）
分科会の開催はありません。

ディスク分科会（小林（光）分科会長）
　３月２５日にテスト分科会と合同で分科会と
ワークショップを行いました。以下に議事録を掲
載します。

Ⅰ．Microwaviness WG活動状況報告
・原先生から、「試作ディスクのWicro-Waviness
と Glide Avalancheの関係について」という題目
で報告があった。
・各社の協力で作成した2.5"ガラスディスクを
Wa によって４クラスにランク分けし、グライドア
バランシェテストを行ったが、グライドアバラン
シェに差は見られなかった。
・アバランシェが発生する前の、浮上時の出力波
形をRMS値で整理し、"Opti-Flat；Wa"、
"Chapman；Ra"、"AFM；Ra"との相関を調べた。
・一応の相関は見られたが、相関係数は低い。
AFMの Raはデータ数が少なく、相関についてはま
だなんとも言えない（AFMの測定データを増や
す）。
・今後、①Micro XamもしくはZygoを使用した
Wa 測定、②グライドアバランシェ試験で取得した
生波形の分析（周波数分析など）を継続する。

Ⅱ．ワークショップ
「磁気ヘッドスライダの接触振動に関する数値解
析」
日立製作所　土山龍司様

・ヘッドの支持をZ(上下方向)、θ(ピッチ方向)
の二自由度のバネとダンパーで近似した。ABS面
は 3個のパッド形状。
・ディスクは、保護膜をバネ、ルブをダンパーで
近似し、ヘッドが接触した時に周方向に摩擦力が
働くとした。
・ディスクにステップ状の段差をつけ、ヘッドの
流出端が段差に当たった後の、ヘッドの挙動につ
いて解析した。
・基本的には、流出端が当たって、その後ヘッド
がつんのめる形で流入側のパッドが段差にぶつか
ると、計算が発散して、クラッシュが起こる可能
性がある。
・LDV、AE、ストレンゲージの測定系をつけたス
ピンスタンドで実験し、ほぼ計算と会うことを確
認した。

テスト分科会報告（高木分科会長）
　３月２５日にディスク分科会と合同で分科会を
開催しました。内容はヘッド分科会の項を参照く
ださい。
　止もう得ない事情により高木分科会長から辞任
のお申し出があり、現在後任分科会長就任をを他
の方にお願いしております。

コンタミネーション・コントロール分科会（藤本
分科会長）
分科会の開催はありません。

コンシューマＨＤＤ分科会（渕上分科会長）
　３月２５日および４月１１日にカテゴライゼー
ションＷＧの会議を行いました。米国のＴ－１３
で検討中のＡＴＡ－７のＡＶコマンドに関して、
日本のコンシューマＨＤＤ分科会としての意見を
反映させるべく、セットメーカ、ドライブメーカ
の意見の集約を行っております。
　また、iVDR コンソーシアムの説明を幹事会社の
三洋電機殿から頂きました。

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
技術委員長　松崎 幹男（ＴＤＫ）
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　第１０回国際ディスクフォーラムを昨年と同様、
ＤＩＳＫＣＯＮ　ＪＡＰＡＮ２００２の開催にあわ
せて、４月１０日（水）から１２日（金）までの３
日間、東京ビックサイトで開催致しました。本年か
ら、光記録（トラック１）と磁気記録（トラック２）
の２部構成としています。
　初日の１０日は、トラック１で光記憶関連の市場
と技術動向に関する講演、１１日と１２日の両日
は、トラック２で磁気記録関連の市場と技術動向に
関する講演が行われました。トラック１では５件
が、またトラック２では、基調講演と７つのセッ
ション、合計２８件の講演が実施され、ご参加いた
だいた方々からの質疑応答を含め盛会裏に終えるこ

企画委員会報告　国際ディスクフォーラム２００２より企画委員会報告　国際ディスクフォーラム２００２より企画委員会報告　国際ディスクフォーラム２００２より企画委員会報告　国際ディスクフォーラム２００２より企画委員会報告　国際ディスクフォーラム２００２より
企画委員会

とができした。
　４月１１日にはフォーラム終了後、レセプショ
ンが、東京ベイ有明ワシントンホテルにてフォーラ
ム参加者と展示企業の方々に出席いただいて開催さ
れました。和やかな雰囲気の中で、懇親と情報交換
が行われました。
　各セッションの講演内容要約は次号に掲載の予定
です。
　なお、７月19日(金)には恒例のクオータリセミ
ナを開催の予定です。詳細テーマは現在企画中で
す。決り次第協会のホームページ
http://ww.idema.gr.jp/ に案内を掲載いたします。
多くの方々の参加をお待ちいたします。
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１．はじめに
　電子ビーム露光は、１００ｎｍを下回るパターン
形成の要求に答える有力なリソグラフィ技術であ
る。ＬＳＩ製作では、Ｒ＆Ｄや少量品種で生産に寄
与している。この技術を磁気ヘッド製作へ適用する
場合、電子ビームが磁気ヘッド基板に積層されてい
る磁性膜で受ける影響を考慮する必要がある。この
影響を、弊社の電子ビーム露光装置Ｆ５１１２を
使って調査したので報告する。
本紙では、まず電子ビーム露光装置の描画方式を紹
介し、磁性膜がビームに与える影響について示す。
続けて、解像度や重ね合わせの評価、処理量の見積
もりなどを示し、磁気ヘッド製作用途でもパターン
作成の有効なツールとして使用出来ることを示す。

２．電子ビーム露光装置
最近、電子ビーム露光技術と言った場合ＥＰＬ

などマスクを使った描画方式を指す場合もあるが、
ここでは主に矩形ビームを使ってウェハに直接パ
ターンを描画していく直描機について示す。
直描機は、“電子のペン”を使ってパターンを書く
機能をもつ。これは人間が書写を行うのと同じであ
る。我々が何かを書き写す場合、その内容を記憶し
ペンを使って書いていく。直描機の場合、これから
描画するパターンデータをＣＰＵに記憶し、電子の
ペンで書いていく。ペンを動かす指先に相当する動
作は副偏向器が、手首を移動させる動作は主偏向器
が、紙を動かす行為はステージが各々担当する。こ
の原理を図１に示す。
静電偏向方式を採用している副偏向器は、ビームを
描画出来る範囲であるサブフィールド内で高速に偏
向する。サブフィールドが書き終わると、電磁偏向
方式である主偏向器が、フィールド内でサブフィー

電子ビーム露光装置の磁気ヘッド製作への適用電子ビーム露光装置の磁気ヘッド製作への適用電子ビーム露光装置の磁気ヘッド製作への適用電子ビーム露光装置の磁気ヘッド製作への適用電子ビーム露光装置の磁気ヘッド製作への適用
坂本 樹一 (アドバンテスト)　

ルドを動かす。これを繰り返していく。電磁偏向器
が偏向できる範囲であるフィールドを全部書き終わ
ると、ステージを動かして次の場所へ移動する。こ
のように、書く→移動する→書く・・を繰り返す描
画方式をステップ＆リピート方式と言う。最近は、
少しでも処理時間を早くするための工夫として、ス
テージを止めずに連続的に移動させながらビームを
偏向して描画していくステージ連続移動方式も運用
されつつある。
直描機は、シャープな“ペン先”を用意できるので
１００ｎｍ以下、例えば３０ｎｍのパターンも形成
でき、かつ広い焦点深度も持つ。その反面、一画素
ずつ書いていくため処理に時間がかかる短所を持
つ。また、主偏向器・副偏向器でつないで書くため、
パターンつなぎと言う、それまでのリソグラフィ手
段には無かった概念が入る。直描機を「電子のペン
を使った書写」と表現したが、従来のホトリソグラ
フィは、「マスクを使ったコピー」と表現できる。
表１に、弊社の電子ビーム露光装置であるＦ５１１
２の主要項目の仕様を示す。本装置は、加速電圧が

５０ｋＶ、電流密度は２０Ａ／ｃｍ 2で、ビームサ
イズは、最大４μｍ□までの範囲で可変出来る。サ
ブフィールドは８０μｍ、フィールドは横幅が１．
６ｍｍであり、ウェハ全体をこの幅の帯にきり、ス
テージを連続に移動させて描画する、ステージ連続
移動方式を採用している。

３．磁性膜の影響
磁気ヘッド製作用の基板は、パーマロイなどの磁性
膜が被着されている場合が多い。直描機は、静電／
電磁偏向器の電場／磁場のほか、電子ビームを集束
し基板上に結像させるための電磁レンズを有する。
特にＦ５１１２は、解像性能を向上させるため、意
識的に基板を貫く磁場を発生させており、この磁場
と基板上の磁性膜が干渉しこの影響をビームが受け
ることになる。

　　　　　　　　項　　　　目 仕　　様

加速電圧 ５０ｋＶ

主偏向（フィールド）領域 １．６×０．８ｍｍ

副偏向（サブフィールド）領域 ８０×８０μｍ

可変矩形での最大ビームサイズ ４×４μｍ

２０Ａ/ｃｍ２　

連続移動方式　

ビーム電流

ステージ移動方法

表１　Ｆ５１１２装置仕様

図１．直描機の描画方法
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磁性膜の有り／無しの影響を調べた結果、
１）静電／電磁偏向器の電場／磁場はビーム精度
に影響を与えない。

２）解像性能は、磁性膜の有り無しでは変わらな
い。

３）基板上の磁性膜は、位置ズレ（重ね合わせズ
レ、つなぎズレ）を悪化させる要因となる。　

の３点が分かった。以下では、位置ズレに焦点を絞
り評価結果を示す。
まず基板上の磁性膜が、どの程度位置ズレを発生さ
せるかを調べた。
位置合わせ検出マークを入れたアルチック基板に
パーマロイ膜を1μｍ以上と０．５μｍ以下の膜厚
を各々被着したサンプルＡとＢを用意した。この基
板を露光装置に入れ、ステージで基板上の各マーク
をビーム直下に移動してマーク検出を行ない、位置
ズレ量をプロットした。この結果を図２に示す。磁
性膜が付いていないウェハでこの評価を行うと、最
大でも３０ｎｍ以下であるが、サンプルＡでは5μ
ｍ以上、サンプルＢでも１μｍ程度の大きなズレを
示した。ズレる方向は、ステージ移動方向に対して
反時計周りになった。
これらのズレの原因を探るため、次の２つの実験を
行った。
１)パーマロイを全面被着したウェハの中心をビー

ム直下おく。
２）この位置を中心とし、半径５mmの円周上の
各位置まで、ランダムな方向順で移動、再度元
に戻してズレ量を測定する。

３）ステージ移動方向はX軸上とし、移動距離を
順じ変えて移動、元に戻してズレ量を測定す
る。

この時のズレの測定結果を図３Ａ、３ Bに各々示
す。この結果より、以下のことが言える。
１）ズレ量は、どの方向から測定点へ移動してき
たかに依存する。再現性も良い。

２）ズレ量は、その直前のステージ移動距離に依
存し、ヒステリシスを持つ。

以上より、磁性膜の影響による位置ズレ量は、電磁
レンズの磁場とステージ移動方向及び移動距離との
関係で定まっていることがわかった。つまり、ある
強度でレンズ磁場が貫いている領域に対して、ウェ
ハ上に被着した磁性体（磁性体の容量はもちろん、
磁方位や磁力が関係する）が、どの方向からどれだ
けステージ移動して来たかによって、その測定位置
の位置ズレ量が決まってくると言える。
この位置ズレ対策の1つは、磁性膜の容積を少なく
することである。これはプロセス側で出来る工夫で
あり当然ではあるが、我々の評価では、被着部分の
面積の１０分の１以下にすれば、磁性膜が無い場合
とほとんど同じに処理出来ることがわかった。もう
１つは、上記で得た性質を理解した上で位置合わせ
や描画を行う際に、電子ビームの偏向量に対して校
正を加えれば、位置ズレ量を極小に出来る。この検
証結果を図４に示す。これは、図２で示した膜厚が
1μｍ以上の全面磁性膜付き基板を用いたが、位置
ズレ量は当初の１００分の１以下の４０nm以下に
することが出来た。ズレを発生させる要因は、同一
条件の基板であれば再現することから、ロットの１
枚目で補正すべき量を取得すれば、それ以降は測定
を行わなくても補正が可能である。この方式は、プ
ロセス側の工夫に頼る必要がなくなるので、顧客の
自由度を確保することが出来る。
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図４．基板に合わせた校正後の位置ズレ

図２．膜厚が異なる２種類の全面磁性膜付き基
      板の位置ズレ
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を行わなくても補正が可能である。この方式は、プ
ロセス側の工夫に頼る必要がなくなるので、顧客の
自由度を確保することが出来る。

４．解像度評価
次に、Ｆ５１１２での解像例を示す。装置条件

は、加速電圧が５０ＫｅＶで電流密度が２０Ａ／ｃ
ｍ２である。図５－１は薄膜レジストを用いて解像
限界を評価した結果である。住友化学製のレジスト
を用いた。上記条件でも３０ｎｍ程度までの解像力
があり、かつ露光量に対する線幅の依存性もあるこ
とがわかる。図５－２は、厚膜レジスト上での解像
度評価結果である。レジストは、富士フィルムアー
チ社製の物を使った。膜厚は０．７μｍと２．０μ
ｍの２種類だが、どちらも１：１０に近いアスペク
ト比を持って解像していることがわかる。

５．重ね合わせ評価
図６に重ね合わせの評価結果を示す。ホトリソ

グラフィで形成した下層パターンに対して、ＥＢで
露光を行った時のズレ量を示す。描画はすべてス
テージ連続移動方式で行った。数値は、ウェハ上で
の２７０ポイントでの測定結果である。

基板上に積層する磁性膜強度及び、膜厚の異なる2
種類のウェハで行った。いずれも、最適条件にて
ビーム校正を行ない、製品作成上不要な部分の磁性
膜は削除してある。
マップはサンプルＤの測定結果である。この内ｍｅ
ａｎ値は、オフセットとして削除可能である。ま
た、下層を露光した際のレンズ歪みの補正も行え
ば、重ね合わせ精度として、３σで３０ｎｍを達成
出来ることがわかる。

６．処理量の評価
　磁気ヘッド用途の場合、基板サイズが４～６イン
チであり、また、描画するパターンがヘッド周辺の
一部であるため、ビームのショット数は基板あたり
数万ショットと、ＬＳＩより４桁程度低くなる。こ
のため時間あたりの処理量を決める要因は、ショッ
トに要する時間より、描画前に行うチップ単位での
アライメント時間が支配的になる。
図７は、チップサイズの大きさを約５ｍｍ□～２０
ｍｍ□を想定して、この大きさを横軸にとり、処理
時間を縦軸にとった時の露光処理時間を示す。チッ
プの大きさを約２０ｍｍまで大きくすると、純粋な
描画時間が約６割になるまで改善出来る。
露光装置は、一般的にチップサイズの外側でアライ

29.5nm　line 30.6nm　line

0.10μm ｔ　ネガ 0.7μm ｔ　ポジ

81.8nm　line 217.6nm　line

2μm ｔ　ポジ

64μＣ 66μＣ 24μＣ 34μＣ

図５－１．ネガパターン 図５－２．ポジパターン

図５．解像製評価結果

Mean   3σ Total  (nm) 
(X) 7       35      42
(Y)   21      45      66

サンプルＣ

Mean   3σ Total  (nm) 

(X) -1       36     37
(Y)  　 11      32     42

サンプルＤ

図６．重ね合わせ結果

磁性強度　： サンプル　Ｃ　＜　 Ｄ　

磁性膜厚　： サンプル   Ｃ　＞　 Ｄ
（ ： 共に 1 μ m 以 上 ）
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メントを行うので、このサイズを大きくすると、
チップ内部の合わせ精度が悪くなる可能性があり、
磁性膜の影響も受けやすくなる。しかし、チップサ
イズ内に対しても適切なるビーム校正を行うこと
で、精度を悪化させずに処理量を最善に維持するこ
とが出来る。
我々の実験では、４０ｎｍ以下の重ね合わせ精度を
維持しつつ、約３～４枚の処理が実現できることが
実証できた。

図７．処理時間の内訳け

描画

Chip size 大小

その他調整

チップアライメント

７．最後に
以上、磁気ヘッド製作用途である、磁性膜上のパ
ターン形成に電子ビーム露光装置を使う場合につい
て、Ｆ５１１２を使った評価結果を示すことで、今
後市場で要求されるであろう１００ｎｍ以下のパ
ターン形成で有効なツールになりうることを示し
た。
ところが、電子ビーム露光装置と言うと装置安定性
を危惧する声が少なからずある。これは、荷電粒子
を扱う特有の問題として、「ビームドリフト」や
「チャージアップ」に代表される課題があるからで
ある。荷電粒子を扱う装置の世界では、訳のわから
ない事象を「チャージアップ」として片付けてしま
いがちである。
我々は、「ビームの緻密な制御」と「安定性確保」が、
お客様が装置を安心して使って頂く上で最重要項目
と考え技術の蓄積を行ってきた。実際、チャージ
アップによる精度悪化は存在するが、適切な装置構
成と監視技術を用いることでこれらをコントロール
している。今回は、紙面の都合上この部分に触れな
かったが、Ｆ５１１２は、これらの技術を盛り込ん
でおり、磁気ヘッド製作において、十分満足する性
能を発揮できると考えている。本装置で、微細化技
術の開発や対応製品の生産など広い分野で貢献出来
れば幸いである。
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１． はじめに
 　パターン媒体1),2)とはトラックに沿って整然と
配置した磁性粒子の配列に、１ビット／１粒子
（ドット）の磁化情報を記録するものであり、数十
～数百個の磁性粒子に１ビットを記録する現行の記
録方式に比べ、同じ面記録密度では磁性粒子の体積
を格段に大きくすることができる。
 　パターン媒体は現行のハードディスク媒体と比
較して、下記の特徴を有する。
(a) 1bit/1粒子のため磁性粒子の体積が大きく、磁
化の熱安定性3)に優れる

(b) 磁化情報が物理的に分離形成されているため、
磁化遷移ノイズおよびトラックエッジノイズが
原理的に生じない（若しくは極めて小さい）

(c) プリフォーマットでありサーボライタによる
サーボ書込み工程を省略できる

  パターン媒体の研究として、高電圧で加速した収
束イオンビーム（FIB）を用いて媒体磁性層をドッ
ト状に分離加工する実験報告がなされているが、Ga
などの原子量の大きい元素のイオンビームによる加
工のため磁性層へのダメージが避けられず、また収

束ビームによる加工は、直径１インチ程度の小径
ディスク媒体であっても加工に数十時間を要するた
め、現実には量産は不可能である。
　　本稿では、まずインプリント法および反応性イ
オンエッチング法を用いた試料の作製方法を紹介
し、次に実際に作製されたCoPtドットアレイ資料
の磁気物性の評価結果を報告し、パターン媒体の実
現性について述べる。

２． 試料作製方法
2-1作製プロセス
  作製プロセスは、図１に示すとおり大きく分けて
次に示す４つの工程から成る。
①成膜工程：ディスク基板上に磁性層およびマ
スク層を形成する

②インプリント工程：樹脂を塗布し、モールド
を用いたプレスによりパターンを形成する

③ドライエッチング工程：樹脂に形成されたパ
ターンを磁性層に転写加工する

④表面加工工程：表面を平坦化し、保護膜・潤
滑膜を形成する

成膜工程は、現在のハードディスク
の成膜工程にエッチング用マスクの
成膜工程を加えたものである。以下
に②以降の工程について述べる。
2 - 2 インプリント法によるナノス
ケールパターンの一括転写
  インプリントに用いるモールド材
には多くの特性が求められるが、次
に示す項目は特に重要であると考え
られる。①高硬度 ②高平滑性 ③ポ
アレス構造 ④プロセス適応性（エッ
チング性、耐薬品性、耐熱性） 種々
の材料候補から我々は上記の要求を
満たす材料として SiC を選択した。
図２にSiC モールドの作製プロセス
を示す。まず電子線リソグラフィに
よりSiC 基板上のレジストをパター
ニングし、リフトオフ法により金属
マスクを形成する。次にフロロカーボ
ン系ガスを用いた RIE により SiC を
エッチング加工した。
  作製したSiCモールドと図３に示す
実験装置を用いて転写実験を行った。
樹脂にはレジストを用い、モールドお
よびレジストを塗布した基板の双方を
加熱してサーボプレスにより加圧し
た。ドットアレイとライン＆スペース
の混在パターンをプレスした後のレジ
ストSEM写真を図４に示す。SiCモー
ルドのパターンが忠実にレジストに転

パターン媒体の作製方法と実現性パターン媒体の作製方法と実現性パターン媒体の作製方法と実現性パターン媒体の作製方法と実現性パターン媒体の作製方法と実現性
青山 勉（ＴＤＫ）
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図１  インプリント法によるパターン媒体の作製プロセス
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写されていることが確認される。転写領域の中央部
の転写量（深さ）が端部に比べて浅くなる傾向があ
り、今後の技術課題である。

2-3磁性体のドライエッチング
  COとNH3の混合ガスを用いた反応性イオンエッチ
ング(RIE) 4)により磁性膜（CoPt）をドライエッチ
ングした。マスク材によりエッチング形状は大きく
異なることが分かった。図５にマスク材に(a) Tiお
よび(b) Ta を用いて RIE 加工したドットアレイ
（ドット径：D=80 nm）のSEM写真を示す。マスク材
にTaを用いることにより、均一なドット形状を実
現できることが明らかとなった。エッチング後、フ
ロロカーボン系ガスを用いたRIE により残余のTa
マスクを除去した。

2-4表面加工工程
  パターン媒体としてRIE 加工された磁性
層を平坦化する必要性については、今後検
討すべき重要な項目であるが、平坦化プロ
セスの実現性の確認を目的に、図６に示す
非磁性体の充填～CMP加工を検討した。まず
RIE加工したCoPtドットアレイ上にSiO2 を
スパッタ法により堆積させ、SiO2 スラリー
を用いたCMPにより平坦化加工を行った。研
摩終点はSiO2 ベタ膜の研摩レートから単純
に求めた研摩時間で制御したが、ほぼ計算
どおりの加工を行うことができた。

３．CoPtドットアレイの磁気物性
  パターン媒体には、現在用いられている連続薄
膜媒体とは大きく異なる磁気特性が要求される。
連続薄膜媒体ではCr などの非磁性体を磁性粒子
間に偏析させることにより、磁性粒子間の磁気的
な交換相互作用を分断し再生信号のS/Nの向上を
図っている。パターン媒体の場合、各ドットが均
一な磁気特性を有する単磁区状態を実現するため
に、むしろ交換結合した均質な磁性膜を用いるこ
とが望ましい。我々は、①高い一軸垂直磁気異方
性 ②高い飽和磁化 ③化学的な安定性 を有する
ことより、Ptを下地膜とするCo75Pt25 合金を磁性
材料に選んだ。

3-1磁気特性および磁化構造
  作製されたCoPt ドットアレイの磁化曲線およ
び磁化構造をそれぞれVSMおよびMFMを用いて測定
した。図７に作製された4種類（D=1000, 300, 160,
80 nm）の試料の磁化曲線およびAC 消磁状態での
MFM像を示す。磁化曲線から全ての試料が垂直磁気
異方性を有することが確認された。垂直方向のHc
は、ドット径の大きい順に1070, 2020, 2980, 4940
Oeであり、ドット径が小さくなるに従いHcが大き
くなることが分かった。加工形状が完全な直方体で
はないためドットの正確な体積を求めることは難し
いが、SEM像から算出した体積より求めた磁化量Ms
は加工前の磁性膜の値と誤差範囲内で一致し、加工
によるMsの低下はないものと考えられる。MFM像の
解析から、それぞれのドットアレイの磁化構造は以
下のとおりであることが分かった。①D=1000およ
び300 nmの試料では全てのドットは多磁区状態で

SiCモールド

樹脂塗布基板

加熱・冷却ユニット

加熱・冷却ユニット

図３  インプリント実験装置

拡大図

パターン中央部

図４  転写パターンの SEM像 （Tp=150 nm, Tw=95 nm）

【プレス条件】 加熱温度 ： 110℃ ，圧力 ： 579kgf/cm2

【被転写材】   レジスト （ZEP520） , t=135 nm/Siウェハ

100nm

(a)

500 nm

(a) Tiマスク

(ｂ)

500 nm

(b) Taマスク

Etch ing rate Se lectivity to

(nm/min) CoPt

CoPt 44 .6 1

SiO 2 12 .5 3 .6

T i 3 .6 12 .4

Ta 1 .7 26 .3

【エッチング条件】

process gas：CO/NH3, gas flow rate：50/150 sccm,

total gas pressure：6.0 Pa,

source power：3.0 kW, bias power：1.2 kW

100 nm 100 nm

図６  CoPt パターンの表面平坦化プロセス

図５  カルボニル系 RIE による CoPt 磁性膜の微細加工
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ある。②D=160 nmの試料では約70％のドットは2
～3個の磁区から成る多磁区状態であり、残りの30
％は単磁区状態である。③D=80 nmの試料では全て
のドットは単磁区状態である。以上の結果より、今
回試作したCoPtドットアレイにおける多磁区／単
磁区の臨界寸法は、100 nm 程度と考えられる。

3-2磁化の熱安定性
  作製されたD=80 nmの CoPtドットアレイの磁化
の熱安定性をVSMを用いて測定した。試料の磁化容
易軸方向に20 kOeの直流磁界を印加することによ
り飽和磁化させ、その後外部磁界ゼロの状態で試料
の磁化の時間変化を測定した。図８に、300, 350,
400 K における磁化の減衰率の温度依存性を示す。
ドット加工前の連続膜の磁化の減衰率が室温で
0.49%/decade であり、温度の上昇と共に減衰率が
大きく増加するのに対し、ドットアレイでは室温で
0.06%/dacadeと連続膜の約1/8であり、温度依存性
も極めて小さく優れた熱安定性を有することが確認
された。

3-3非磁性体充填によるMFM像の変化
  図７に非磁性体の充填加工の有りおよび無しそれ
ぞれの試料のMFM像を示す。充填加工された試料で
は、ドット間のスペースに関わらず全てのドットは
同等の磁化像を示した。一方、充填加工の無い試料
では、ドット間のスペースが大きくなるに従い、試
料と探針間の距離の変動に起因すると考えられる複
雑な磁気像が観察された。実際のハードディスクド
ライブにおいてヘッドと媒体間の距離がMFMの場合
と同様な変動を示すことは確認されていないが、少
なくとも表面平坦化の効果を示す一例と考えられ
る。

４．おわりに
  パターン媒体の作製方法およびCoPt磁性膜をナ
ノメータスケールに加工したドットアレイの磁気物
性について紹介した。電子線リソグラフィにより作
製したSiCモールドを用いたインプリント法は、数

十nmの微細パターンを極めて忠実に転写すること
が確認された。またRIE法によりドットアレイに微
細加工されたCoPt磁性膜はMsの劣化を生じること
無く、D＝80 nmでは熱的に安定な単磁区状態を示
すことが分かった。ハードディスクドライブに適用
するためにはヘッドのポジショニングおよびR/W制
御など解決すべき課題は数多く残されているが、数
百Gbit/in2 の超高密度磁気記録を実現する有力な
技術候補として、今後実用化に向けた開発を進める
ことが必要である。
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図７ CoPt パターン媒体の磁化曲線および磁化状態
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１．はじめに
  バートレル  は非常にユニークな溶剤である。例
えば水や他の有機溶剤に比べ粘度や表面張力が極め
て小さい、比重が非常に大きい、多くの有機溶剤と
混合物／共沸混合物を作る等の特性を有している。
また不燃性であり、毒性も低く熱安定性にも優れて
いる。地球環境面から見ても、オゾン破壊係数はな
く、地球温暖化係数も小さい。そしてこれらの特性
が、洗浄剤や乾燥すすぎ剤、更には分散剤、熱媒体
等の用途における使用を可能にし、多岐に渡る分野
において広く使用されている。そしてもちろんＨＤ
Ｄの各分野においても、その優れたパフォーマンス
で、製品品質の向上に大きく貢献している。
  ここではその中から、①微粒子除去用途、②水洗
浄後の水切り乾燥用途、③メディア用ルブリカント
の分散剤用途、④撥水･撥油剤用希釈剤用途につい
て述べる。

２．ＨＤＤへの応用
① 微粒子除去
  一般に部品表面に付着した微粒子を除去するため
には、後述するように流体そのものの性質として、
粘度及び表面張力が低いほど、そして密度が高いほ
ど優れているといわれている。バートレル ＸＦは
表１に示すようにまさしくこの条件を満たしてお
り、またアルコールを混合したバートレル ＸＥや

バートレル  Specialty Fluid
∼ HDD分野への応用 ∼

菊地 秀明 (三井･デュポンフロロケミカル)

ＸＰは共沸混合物を形成し、そしてフッ素系溶剤の
長所でもあるが欠点でもあった体積抵抗が小さく、
帯電性を抑えることが可能になり、より一層優れた
微粒子除去能力を発揮する。
  バートレル  は、以下に述べるような特性から微
粒子除去能力が優れていることが説明される。微粒
子は図１に示すように分子間力を介して部品表面に
付着している。そこに流体が衝突すると、微粒子を
移動させる抗力が働き、同時に付着力に比例する摩
擦力が働く。ここで抗力が付着力と摩擦力の和より
大きくなれば微粒子は除去されるわけである。しか
しながら物体を流体中に置いた場合、物体表面に境
界層といういわば非常に流体の流れの遅い層が形成
される。抗力は流体速度に比例するので、境界層内
に収まっているより小さい微粒子には抗力が殆ど働
かず除去することができない。逆に言えば境界層が
薄くなればより小さな微粒子も除去される。この境
界層の厚さは粘度の１／２乗に比例する（σ ≅（ν
χ／Ｕ）0.5、σ；境界層の厚さ、ν；粘度、χ；部
品先端から微粒子までの距離、Ｕ；流速）、即ち粘
度が小さい流体ほどより小さな微粒子の除去も可能
である。これがバートレル が微粒子除去能力に優
れている理由の１点目である。２点目の理由として
は、微粒子を動かす抗力は、流体の密度に比例し、
また粘度の平方根に反比例するとされており（ＦＤ

表１．バートレル  の基本物性

図１ .微粒子に働く力

 密度 

(g/cm3) 

粘度 

(mPa･s) 

動粘度 

(cm3/sec､ X100) 

抗力 

(水=1) 

ＩＰＡ ０．７９ ２．４ ３．０ ０．４６ 

純水 ０．９９７ １．００ １．０ １．００ 

活性剤添加水 ０．９９８ １．０５ １．１ ０．９５ 

バートレル ＸＥ １．５２ ０．７３ ０．４８ ２．２０ 

バートレル ＸＰ １．５３ ０．６８ ０．４４ ２．３１ 

表２.各種洗浄剤の流体特性

 単位 バートレル ＸＦ バートレル ＸＥ バートレル ＸＰ 

沸点 ℃ ５６ ５２ ５２ 

比重 － １．５８ １．５２ １．５３ 

表面張力 mN/m １４ １４ １５ 

粘度 mPa･s ０．６７ ０．７３ ０．６８ 

体積抵抗 Ωcm ３ Ｘ １０９ ３ Ｘ １０７ Ｎ／Ａ 

引火点 ℃ 無し 無し 無し 

燃焼範囲 ％ 無し 無し 無し 

図２. 各種洗浄剤の境界層の厚さ
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∝ ρν 0.5、Ｆ；抗力、ρ；密度）、高密度、低粘度
のバートレル  はまさしくその特性を満たしてい
る。またバートレル  の表面張力は水の約１／５、
ＩＰＡに比べても約２／３と、非常に小さく、この
ことは水やＩＰＡでは入り込めないような小さな間
隙にもは入り込み、そこに留まっている微粒子も除
去できることを示唆している。
  バートレル  と、純水・ＩＰＡの境界層の厚さ、及
び抗力を比較したデータを図２及び表２に示す。こ
れらからもわかるように、バートレル は境界層の
厚さがＩＰＡの約１／３、水の約２／３であり、ま
た抗力はＩＰＡの４倍以上、水の２倍以上であり、
物質そのものの特性としてＩＰＡや水より微粒子除
去能力が優れているということを示唆している。
  実際にＨＤＤメーカーが水系洗浄剤とバートレル
 の微粒子除去の比較テストを行なった結果を図３
に示す。水系洗浄の場合には３槽使用し、一方バー
トレル の場合には１槽のみの使用で、いずれも４
分タクトで洗浄した。また超音波の周波数について
も２工程行なっている。いずれの工程においても
バートレル による洗浄は、水系洗浄に比べ２倍か
ら４倍の洗浄効率が認められ、理論どおりの優れた
パフォーマンスを示した。
  最後にバートレル  に代表されるフッ素系溶剤は
どうしても価格が高いというイメージが付きまとう
が、コストについても簡単に考察してみる。図４に
洗浄にかかる大まかのコスト比較を示した。水系の
場合大量の水を使用するため、その処理費用が莫大

のものになる。一方バートレル  の場合、液自体の
価格は高いが常時蒸留再使用する方法なので、補充
及び廃液処理費用が抑えられ結果としてトータルの
ランニングコストは、水系のおよそ１／４程度に抑
えられる。
  以上のように、バートレル  を使用した微粒子除
去洗浄は性能面でもコスト面でも水系洗浄剤を凌駕
している。

② 水切り乾燥用途
  バートレル  はまた水洗浄後の水切り乾燥にも特
異な能力を発揮する。この分野にはアルコール分が
１０％混合されたバートレル  Ｘ－Ｅ１０若しく
はＸ－Ｐ１０が対応する。水切り乾燥用途にバート
レル を使用することにより、以下の様なメリット
が享受できる。・しみの無い乾燥が短時間で可能・
比較的低温で乾燥可能・部材への影響が少ない・不
燃性・消費エネルギーが少ない、等が挙げられる。
  バートレル  を用いた水切り乾燥システムの最大
の特徴は、置換乾燥方式ということである。図５に
示すように、この方式は部品から引き剥がした水を
バートレル  との比重差によってバートレル  液
面の表面に浮かせ、そのまま系外に排出するシステ
ムである。従って仮に水中にイオン性の汚れや無機
物が溶解していてもそれらは水と一緒に系外に排出
されるので、部品表面に残ってしみとなることは殆
ど無い。熱風に代表される蒸発による乾燥では、水
は蒸発しても水中に溶解しているコンタミはそのま
ま部品表面に残るのでしみとなる危険性がある。更
に表面張力が極めて小さいので非常に小さな穴にも
入り込んで水を置換することが可能である。ここが
バートレル  と蒸発乾燥との清浄度の大きな違い
である。またＩＰＡに代表される溶解による乾燥で
は、水が溶剤中に蓄積されるため頻繁な液交換等が
必要など液管理に難点があるが、置換乾燥において
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図３.ＨＤＤ部品からの微粒子除去

図４．コスト比較
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は水は常時排出され蓄積することはないので液交換
も殆ど不要で、液管理が遥かに容易である。次に実
際に乾燥時間を比較した例を図６に示す。このテス
トは光学機器メーカーが直径１ｍｍのガラスビーズ
に付着した水の乾燥時間をバートレル  とオーブ
ンで比較した例である。このテストにおいてはバー
トレル  はオーブンに比べ約１／７の乾燥時間で
済んでいる。
  またこの方式では沸騰状態で使用、若しくは蒸気
乾燥を行なうが沸点が５３℃と比較的低温なため、
高温に弱いプラスチックや、温度変化でクラックが
入ってしまう肉厚のあるガラス等にも対応可能であ
る。またスピン乾燥では、部品の破損にも注意を払
わなければならないが、その様な心配も無く非常に
部材への影響が少ない方法である。
  ３番目の特徴としては、不燃性なので引火の心配
も無く設備に防爆の必要も無い。すなわち安心と同
時に防爆のためのコストも削減できる。
  以上述べてきたようにバートレル  を使用した水
切り乾燥システムは、性能面、安全面、乾燥時間等
いずれのファクターにおいても他の方法に比べ秀で
ており、近年特に光学機器分野や光通信分野での浸
透が目覚しく、本HDD分野においても同様に歩留
まり・生産性の向上が期待される。

③ メディア用ルブリカントの分散剤用途
  バートレル  はまたメディア用ルブリカントの分
散剤として、バートレル ＸＦ－ＵＰが上梓されて
いる。このＸＦ－ＵＰは有機不純物・微粒子を極く
低レベルに抑えた高純度品で、その性能面において
も従来より使用されていたフッ素系溶媒よりも優れ
た性能が認められている。この高性能を可能にして
いる特性は・潤滑剤に対する溶解性が優れている・
適度な親水性が潤滑膜密着性向上に貢献・低い体積
抵抗等が挙げられる。
  従来のフッ素系分散剤は、現在主として使用され
ているＺ－ＤＯＬやＺ－ＴＥＴＲＡＯＬ、ＡＭ－３

００１の他Ｘ－１Ｐの様な添加剤に対して非常に限
られた溶解度しか有しないものが多く、特により一
層の高密度化が進んでいる現在のＨＤ市場において
その均一性が必ずしも要求を満足しきれているとい
うわけではない。一方バートレル はこれらの潤滑
剤、添加剤に対して完全な相溶性を有しており、こ
れら潤滑剤の素早い均一塗布が可能であり、種々の
潤滑剤、添加剤に対して幅広く対応が可能である。
  またバートレル  は水素原子を含有している構造
から、雰囲気中の水分を適度に溶解しやすい性質が
ある。Ｒ．Ｚ．Ｌｅｉらによれば１）、この溶剤中の
水分が潤滑剤末端基のカーボン保護膜への結合強度
を高めると考えられている。その結果潤滑膜内の固
着層の厚さが増し、ヘッドがメディアに接触した際
の摩耗に対する耐久性の向上につながっている。各
種溶剤を使用して潤滑剤を塗布した際の固着層、及
び潤滑剤全体の膜厚を図７に示す。図からも明らか
なように、バートレル  は他の溶剤に比べ固着層、
固着層比率が大きく、スティクション等によるトラ
ブルの可能性が小さいということを示唆している。
   もう一つの重要な特徴として体積抵抗が小さいこ
とが挙げられる。一般にフッ素系溶剤というと、体
積抵抗が高く帯電しやすい傾向があった。実際従来
本用途様に最も一般的に使用されてきた溶剤は１０
Ｅ１６Ωｃｍと非常に高い体積抵抗を有している。
そのためディスクをルーブバスにディッピングして
潤滑剤を塗布する際、静電気により雰囲気中の微粒
子を吸着する傾向にあった。従来までは特に大きな
障害にはなっていないが、今後ますます記録密度が
上昇し、ヘッドとディスクの空隙が狭まれば大きな
問題となる危険性を秘めている。これに反してバー
トレル は１０Ｅ９Ωｃｍのオーダーで、前述溶剤
に比べ著しく体積抵抗が小さい。従ってディスクを
ルーブバスから引き上げる際の帯電性も極めて小さ
く、そのため雰囲気中の微粒子の吸着、そしてそれ
によるクラッシュ等のトラブルも極めて低レベルに
抑えることができる。

図６.乾燥時間の比較

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

乾
燥

時
間

、
分

バ トレル オ ブン

図７.潤滑剤の厚さ
バートレル  オープン

0

5

10

15

20

25

30

35

潤
滑
剤
全
体
膜
厚

固着層

固着層比率

固
着
層
比
率
、
％

潤滑剤全体膜厚

Solvent CSolvent Bバートレル 



合同分科会(2001.11)より

IDEMA Japan News No.48                28

  以上述べてきたように、バートレル  ＸＦ－ＵＰ
潤滑剤用溶剤は、潤滑剤に対する優れた溶解性であ
らゆる潤滑剤の均一塗布に対応可能で、その適度の
溶解された水分の働きで潤滑剤とカーボン保護膜の
結合が強固になることにより、ディスクの保護効果
が高まり、またその低い体積抵抗により雰囲気中の
微粒子の帯電による巻き込みを最小限に抑え、より
高密度化されていくメディアに十分対応可能であ
る。ＨＤＤメーカーで従来の溶剤と比較した結果を
図８、９及び表３に示す。

④ 撥水･撥油剤用希釈剤
  また最近、ヘッドの汚染によるトラブル防止のた
めヘッドのコーティングについても注目が集まって
いるが、ここでも前述のルブリカント用溶媒として
の機能がそのまま生かされている。すなわち、撥水
撥油剤に対する優れた溶解性、適度な親水性、そし
て低い体積抵抗により、撥水･撥油剤を均一にそし
てより強固に部品に塗布することが可能で、そして
雰囲気中の微粒子の吸着によるコンタミネーション
も低レベルに抑えることにより、より高密度化され
ていくＨＤＤ部品本来の能力発揮に貢献が期待され
る。

図８.CSSクラッシュテスト 図９.マイクロコロージョン

３．その他の用途
  バートレル  は上述以外にもＨＤＤ関連分野に
おいて、金属部品の脱脂、ＦＰＣのフラックス除
去、あるいはスライダーからの接着剤･ワックス除
去等幅広い用途での洗浄に対応することが可能であ
る。

４．まとめ
  以上述べてきたように、バートレル はそのもの
の安全性に優れており、なおかつ洗浄用途や分散剤
用途に優れたコストパフォーマンスを発揮し、ＨＤ
Ｄの多種のコンポーネントに対し優れた品質と、コ
ストパフォーマンスを与える、魅力ある溶剤であ
り、今後ますます発展していくＨＤＤ業界において
必要不可欠な溶剤であると確信している。

５．参考文献
１）Humidity Effects on Hard Disk Lubrication,
R.Z. Lei, Data Storage Systems Center

表３.常温でのノイズ（AE）

 バートレル ＸＦ Ｓｏｌｖｅｎｔ Ａ Ｓｏｌｖｅｎｔ Ｃ 
Ｌｏａｄ １３ ２１ １５ 
Ｇｌｉｄｅ １０ １４ １８ 
Ｕｎｌｏａｄ １４ ３４ ２３ 
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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

年会費（7月から翌年6月までの1年間）：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。　
　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
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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、みずほ銀行 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 434 34 34 34 3 回回回回回 6 6 6 6 6 月月月月月 212 12 12 12 1 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 , 0 0 0 . -3 , 0 0 0 . -3 , 0 0 0 . -3 , 0 0 0 . -

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((((( D I S K C O N  J A P A ND I S K C O N  J A P A ND I S K C O N  J A P A ND I S K C O N  J A P A ND I S K C O N  J A P A N 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 1 11 11 11 11 1 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 H D DH D DH D DH D DH D D 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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77777 月月月月月 44444 日日日日日

第７回MSJ初等磁気工学講座

大橋会館  日本応用磁気学会

Tel:03-3272-1761

http://www.wdc-jp.com/msj/seminar/index.html

77777 月月月月月 55555 日日日日日 -6 -6 -6 -6 -6 日日日日日

第２６回MSJサマースクール

「応用磁気の基礎」

大橋会館 日本応用磁気学会　Tel:03-3272-1761

http://www.wdc-jp.com/msj/seminar/index.html

77777 月月月月月 77777 日日日日日 - 1 1- 1 1- 1 1- 1 1- 1 1 日日日日日

ジョイント光メモリ国際シンポジウム2002

（ISOM/ODS2002）

米国ハワイ州ハワイ島コナ 日本学会事務センター内

ISOM/ODS2002事務局

Tel:03-5814-5800　　Fax:03-5814-5823

99999 月月月月月 1 11 11 11 11 1 日日日日日 - 1 3- 1 3- 1 3- 1 3- 1 3 日日日日日

電気学会基礎・材料・ 共通部門　

平成14年度部門大会

武蔵工業大学横浜キャンパス 田中康寛（武工大）

Tel:03-3703-3111　tanaka@me.musashi-tech.ac.jp

99999 月月月月月 1 71 71 71 71 7 日日日日日 - 2 0- 2 0- 2 0- 2 0- 2 0 日日日日日

第26回日本応用磁気学会学術講演会

東京農工大学

日本応用磁気学会　Tel:03-3272-1761

http://www.wdc-jp.com/msj/kouenkai/index.html

1 01 01 01 01 0 月月月月月 1 91 91 91 91 9 日日日日日 - 2 0- 2 0- 2 0- 2 0- 2 0 日日日日日

第６回磁性アタッチメント国際シンポジウム

パシフィコ横浜（第４回日本国際歯科大会と共催）

愛知製鋼 （株） 内

磁性アタッチメント国際シンポジウム事務局

http://www.wdc-jp.com/msj/kouenkai/index.html

Tel ： 052-603-9286　Fax ： 052-603-9831

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

  ・ 6 月 21 日 （金） （第 43 回）　

　

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 ﾞ中級講座中級講座中級講座中級講座中級講座     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                           協会会議室

　　　　　 ・ 5 月 24 日 （金） 10:00-17:00   （第 1 回）　　

　　　　　 ・ 8 月 30 日 （金） 10:00-17:00   （第 2 回）　　

ククククク ォォォォォ ーーーーー タタタタタ リリリリリ ーーーーー セセセセセ ミミミミミ ナナナナナ ーーーーー

  ・7月19日(金)　   主婦会館 プラザエフ　（四ッ谷）　

  ・ 10 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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協会会議室

　各分科会予定はwww.idema.gr.jpをご覧ください

　　

合同分科会合同分科会合同分科会合同分科会合同分科会　　　　　                日立金属高輪和彊館

　　6 月 28 日(金)　担当 ： テスト分科会

　

DISKCON JAPAN 2003DISKCON JAPAN 2003DISKCON JAPAN 2003DISKCON JAPAN 2003DISKCON JAPAN 2003　　　　　　　　　　　　　

　　東京ビッグサイト(江東区有明)

    2003 年 4 月 9 日(水)-11 日(金)

Quarterly Dinner MeetingQuarterly Dinner MeetingQuarterly Dinner MeetingQuarterly Dinner MeetingQuarterly Dinner Meeting

5 月 9 日(木)

The Westin Hotel,Santa Clara, CA

Matthew Massengill

Chairman, President and Chief Executive Officer

Western Digital Corporation

DISKCON USA 2002DISKCON USA 2002DISKCON USA 2002DISKCON USA 2002DISKCON USA 2002

San Jose Convention Center

9 月 16 日(月) Charity Golf Tournament

9 月 16 日(月)-17 日(火) Standards Workshops

9 月 17 日(火)-19 日(木) Technical Education Classes

9 月 18 日(火)-19 日(木) Technical Conference

9 月 18 日(水)-19 日(木) Tradeshow

9 月 18 日(水) Keynote Dinner

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

業業業業業界界界界界カカカカカレレレレレンンンンンダダダダ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

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

お詫びお詫びお詫びお詫びお詫び
2002年1･2月号の記事、「HDDの2002年度の展望」
（ピクシ－ピナクルコ－ポレ－ション）で下記の誤り
がありましたので、お詫びして訂正いたします。

＊ スピンドルモーターの予測値とグラフスピンドルモーターの予測値とグラフスピンドルモーターの予測値とグラフスピンドルモーターの予測値とグラフスピンドルモーターの予測値とグラフ
 （下記へ変更）

 変更理由:スピンドルモーター台数の誤り

0

100,000

200,000

300,000

400,000

個
数

（
ｋ
）

図４　スピンドルモーターの需要予測玉ベアリング

動圧軸受け

玉ベアリング 204,342 207,447 207,136 199,051 194,347

動圧軸受け 12,378 30,945 61,890 123,780 185,670

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年



アイオメガ㈱
㈱　アイメス
アジレント・テクノロジー㈱
アネルバ㈱
㈱　アルバック
アルバック・ファイ㈱
アルプス電気㈱
ＩＴ総合研究所
ウエスタンデジタルジャパン㈱
㈱　エイトテクノロジー
　　　　　　アンドトレーディング
㈱　エイブル
ＳＲＣ
㈱　オハラ
オリエント測器コンピュータ㈱
オリオン電機㈱
海外マシンツール㈱
川鉄商事㈱
京セラ㈱
協同電子システム㈱
㈱　クボタ
クラリオンデバイス㈱
ケーエルエー・テンコール㈱
㈱　高純度化学研究所
㈱　神戸製鋼所
㈱　交洋製作所
相模ピーシーアイ㈱
㈱　サンエイテック
㈱　三協精機製作所
三洋電機㈱
システム精工㈱
㈱　島津製作所
ジャスタム㈱
ジャパンゴアテックス㈱
昭和電工㈱
信越化学工業㈱
神鋼商事㈱
スピードファム㈱
㈱　住化分析センター
住友金属工業㈱
住友商事㈱
住友スリーエム㈱
住友電工プリントサーキット㈱
住友特殊金属㈱
セイコーインスツルメンツ㈱
ゼオン化成㈱
ソニー㈱
ソニーケミカル㈱
ソニー・テクトロニクス㈱
大同特殊鋼㈱

石崎　幸三　（長岡技術科学大学）
逢坂　哲彌　（早稲田大学）
金井　靖　　（新潟工科大学）
加藤　孝久　（産業技術総合研究所）
鎌部  浩    (岐阜大学)
喜連川　優　（東京大学）
越本　泰弘　（和歌山大学）
後藤　顕也　（東海大学）
島田　寛　　（東北大学）
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　（東京工業大学）
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）

 2002 年 5 月 1 日現在　　
　法人会員 118 社　　個人

会員  24 名
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

大日本印刷㈱
㈱　タケシバ電機
㈱　ツガミ
月島機械㈱
ＴＤＫ㈱
東京電子交易㈱
㈱　東芝
東洋ガラス㈱
東洋鋼鈑㈱
ドクターシェンク　ジャパン
戸田工業㈱
凸版印刷㈱
長瀬産業㈱
日商エレクトロニクス㈱
㈱　日製メックス
日東電工㈱
日本アイ・ビー・エム㈱
日本板硝子㈱
日本エー・ディー・イー㈱
日本ガイシ㈱
日本テクノビュート㈱
日本電気㈱
日本発条㈱
日本ビーコ㈱
日本ビクター㈱
日本ポール㈱
日本マックストア㈱
日本ミクロコーティング㈱
日本メクトロン㈱
日本レップ機構㈱
パイオニア㈱
浜井産業㈱
㈱　ピクシーピナクル
　　　　　　　　コーポレーション
日立金属㈱
日立コンピュータ機器㈱
㈱　日立製作所
㈱　日立国際電気
日立電子エンジニアリング㈱
日立マクセル㈱
㈱　広田製作所
㈱　フェローテック
フォステクス㈱
㈱　フジクラ
不二越機械工業㈱
富士通㈱
富士電機㈱
㈱　フューテックファーネス
㈱　ブリヂストン
古河電気工業㈱

フロロウエア・バルカージャパン㈱
船井電機㈱
ＨＯＹＡ㈱
松下寿電子工業㈱
松下電器産業㈱
㈱　マツボー
丸紅メタル㈱
三井･デュポンフロロケミカル㈱
三菱化学㈱
ミネベア㈱
ミノルタ㈱
㈱　メディア研究所
ユナクシスジャパン㈱
ラップマスター SFT ㈱
リードライト インターナショナル
　　　　　　　　　　　　ジャパン
リオン㈱
リンテック㈱
㈱　レイテックス
レクロイ・ジャパン㈱
ワイエイシイ㈱

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,
1 Maritime Square #10-29
Singapore 099253 Republic of Singapore
phone : 65-278-9522
fax   : 65-278-8762

*

*は、新入会員です




