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巻頭言
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昨年頭は、21 世紀を迎えるにあたり、新しい10
年、100年がどんな時代になるか、明るい希望をもっ
て語られましたが、つい先日だったように思いま
す。それが、IT産業の不調、さらにはあの忌まわし
い米国の同時多発テロをきっかけに、世界同時不況
の様相を呈し、さらに昨年は磁気ディスク業界始
まって以来の生産台数の増加年率がマイナスに落ち
込んだ悲惨な年でした。
今年４月開催された"International DISK FORUM
2002"では、多くのアナリストが「昨年の不調は一
年で終わり、また従来の回復基調に戻ること、
"Consumer Electronics"といった新しい市場が本格
的に立ち上がってくるであろう事」を、予言してい
ました。更に、基調講演でのMaxtor, CEO の Mike
Cannon氏は、｢HDD業界の体質・行動を変えるべき時
が来た｣事を訴えかけました。具体的には｢過度の競
争体質から抜け｣｢製品サイクルを適正化し｣｢適正な
利潤を確保すべき時期が到来しているのでは｣と問
い掛けたように思います。私自信も、この業界に身
を投入して長くなりますが、｢異常な競争体質｣｢異常
な短製品サイクル｣｢利潤無き繁忙｣に失望しかかっ
ていた時です。
ところで、今後情報処理分野が大きく伸びること
は、疑いもないことであります。昨年、米国のある
調査報告にこんなことが述べられていました。人類
が今後２年半で蓄積する情報量は、12EB(x1018)と予
想され、人類が30万年かかｶって蓄積してきた情報
量に匹敵すると言うものです。こうした情報量の爆
発的増加の背景は、電子化したデータの圧倒的増加
によるものです。21世紀の大きな課題は、こうした
無限に近く拡大する情報を、如何に効果的に管理す
るかと言われています。本誌、前回号の巻頭言にも
これに似た話が掲載されたと思います。
　昨年10月米国フロリダ州オーランドで開催され
た"Storage Networking World (SNW) Fall 2001"で
は、高度なストレージ管理と強化された災害復旧技
術が焦点となったようです。別の言葉で言います
と、シームレス･データ・ストレージ、信頼性の高
いバックアップと復旧、システム構築・運用費用の

低減、相互運用性とストレージ管理の容易さ等で
す。こうした分野に、大きな産業発展の機会がある
事は言うまでもありませんし、それらを支える総合
的な技術の発展が必須です。
　こうした情報処理の分野で、一番大切なのは情報
そのものであり、次にその情報を蓄積・処理する効
率的なシステムの開発が期待されます。こうしたシ
ステムを構成する情報記憶装置で、性能価格比で最
も優れているデバイスは現時点では磁気ディスク装
置であり、更にこの10年～20年を予測しても、磁
気ディスクに代わるデバイスは考えられません。と
は言え、ある日突然、大発見がなされたら…分から
ないことは当然ですが。
国際ディスクドライブ協会IDEMAは米国西海岸で
10数年前に発足し、日本では丁度10年前にIDEMA-
JAPANとして発足しました。その活動の目的は、｢磁
気ディスクおよび関連製造・検査装置、材料などの
業界の健全な発展を目指し、新製品・技術の展示会
の開催、セミナー・フォーラムを通して業界人の意
見交換の場を提供、各種講座による啓蒙活動、協会
誌の発行を通して業界のコミュニケーションの一
助｣などを目指し活動してきました。
　こうした活動は、業界の主要各社から参加頂いた
理事さん方の献身的なボランティ活動・努力によっ
て今日に至っています。活動の健全さを示す指標の
一つである、経営状態もお蔭様で約１年分の活動費
に相当する繰越資産を持てる状況にあります。
　然しながら、事業的観点から見ましてもメーカ中
心の製品開発・販売の時代から、顧客中心へと大き
なパラダイムのシフトを感じます。技術開発の分野
でも、毎年２倍の記憶容量の新製品開発を続けるた
めには、研究・開発の仕組みのパラダイムシフトも
必須と感じると共に前述したビジネスモデルの改革
の必要性を痛感します。
　こんな時代背景の中、IDEMAの活動目標を新時代
にあった、新時代を拓くに相応しい業界組織とし
て、見直す時期に差しかかっていると感じていま
す。

磁気ストレージ産業の新展開に向けて磁気ストレージ産業の新展開に向けて磁気ストレージ産業の新展開に向けて磁気ストレージ産業の新展開に向けて磁気ストレージ産業の新展開に向けて
会長　菅沼庸雄　（日立製作所）

　　国際ディスクドライブ協会　77777 月クォータリーセミナー月クォータリーセミナー月クォータリーセミナー月クォータリーセミナー月クォータリーセミナー

「「「「「ネネネネネッッッッットトトトトワワワワワーーーーークククククががががが切切切切切りりりりり開開開開開くくくくくエエエエエンンンンンタタタタターーーーープププププララララライイイイイズズズズズススススストトトトトレレレレレーーーーージジジジジののののの新新新新新展展展展展開開開開開」」」」」

7月19日(金)午後1時より 主婦会館（四谷駅徒歩2分）
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研究推進委員会より

１．はじめに

　岩崎教授の指導の下で筆者が垂直磁気記録の研究
を始めて、はや四半世紀以上になろうとしている。
その間、実用化の機運が幾度もあったが、その都
度、当時の技術的な未熟さに直面し、挫折した。
もっとも今日、家庭用ディジタルVTRに広く使わ
れているME（金属蒸着）テープは斜め配向されて
おり、垂直磁化成分を使って高密度化を実現してい
る。垂直磁化方式の精神はすでに実用に活かされて
いるとも云える。
しかし、筆者らが提案してきた単磁極ヘッドに

よる真の垂直磁化方式を用いたHDDの開発は、い
ま漸くその機運が再度盛り上がり、実用化に向け日
米で広がりを見せてきている。以下では、その研究
開発の現状と課題、今後の展望について、筆者の主
観でまとめてみる。

２．現状
140nm
２．１　産の動向
　ご存知のようにHDDは、20世紀の半ばの
1957年、2kb/in2の面記録密度で産声を上げた。
それからほぼ 50年、20世紀も末の 2000年 4月、
垂直磁気記録で 50Gbit/inch2以上の可能性を日立
のグループが初めて示した [1, 2]。さらに、21世
紀に入った 2001年 1月には 60Gbit/inch2以上の
可能性もデモされた [3]。熱耐性の強い低ノイズ
垂直磁気ディスクの開発と、単磁極型ヘッドと
GMRヘッドを組み合わせた垂直磁化書き込み・
読み出し用マージ型ヘッドの開発、さらに垂直磁

気記録に特有の矩形波状読み出し波形に適した信
号処理方式の開発などが、これらを実現した。こ
れらを可能にするために並々ならぬ苦労が背景に
あったことは、云うまでもない。
一方、東芝グループも同様の苦労の末、2002年

1月、30Gbit/inch2を越える垂直HDDを試作し、初
めてPCに搭載して、実用の可能性をプロトタイプ
で実証した[4]。図１は、試作した35Gbit/inch2HDD
を搭載した PC の外観写真である。また同時に、
52Gbit/inch2の可能性を持つHDDもデモした。筆
者は、先頃行われたIDEMA Japanの国際ディスク
フォーラムで、東芝の試作した 35Gbit/inch2HDD
を搭載したPCをお借りして講演させて頂いた。こ
れに対して日立グループは、さらに2002年5月、単
磁極型書き込みヘッドと TMR読み出しヘッドを
マージした新しい垂直磁化書き込み・読み出しヘッ
ドを試作して、100Gbit/inch2以上の可能性も示し
た [5]。これらの技術内容については、すでに各社
から種々の形で報告されているので、ここでは省略
する。
本年１月に、米国で初めての垂直磁気記録シン

ポジウム N A P M R C（N o r t h  A m e r i c a
Perpendicular Magnetic Recording Conference）
が開かれた。筆者は、学内の所用で参加できなかっ
たが、100名ほどの参加者の内 75％が米国からで
あったことを聞き、Seagate を中心とする米国
HDD企業の関心の深さを示していると感じた。詳
細な動向は明らかにされていないが、Seagate、
Maxtor、IBM、Read-Riteなどの米国企業も開発
を進めており、ヘッドやディスクについては一部の
日本企業が注文を受けて試作し、提供しているとも
聞く。先頃、アムステルダムで行われた Intermag
2002でも、垂直磁気記録の発表が久しぶりに賑や
かであった。しかし米国企業の多くは、今は、日立、
東芝などの動向を眺めている状況で、巧くいきそう
なら、１ Tbit/inch2を狙うプロジェクトを垂直で、
と考えているように見える。

２．２ 学の役割
２．２． １　設計ツールの開発
　数年前、垂直磁気記録でHDDを実用化するには
設計ツールが必要であると云われた。長手磁気記録
では、1971年頃に出されたWilliam-Comstockモ
デル [6]を基本に、HDDのヘッド／ディスクの主

垂直磁気記録の現状垂直磁気記録の現状垂直磁気記録の現状垂直磁気記録の現状垂直磁気記録の現状・・・・・課題課題課題課題課題・・・・・展望展望展望展望展望
所長/教授　中村慶久 （東北大学電気通信研究所）

 

図１．垂直HDD（35Gb/in2）試作機を搭載したノー

     トPC（東芝）



IDEMA Japan News No.49                4

研究推進委員会より

要パラメータを決める設計ツールを、各企業が長い
時間をかけて仕上げ、今もそれが活用されている。
しかし漸く、これから実用化されようとしている垂
直磁気記録にそれがないのは当然である。
その後、計算機シミュレーションが急速に進展

し、種々の分野で設計ツールとして導入された。し
かしこれらの中で、実用的なものは、複雑ではあっ
ても線形的な解析式を解くものがほとんどである。
磁気記録で行われているように、エネルギー安定条
件を示す LLG方程式を、初期状態を推定してから
非線形的に比較的時間をかけて解く手法では、多数
のパラメータから最適なものを短時間で知りたい設
計ツールとしては使いづらい。
筆者は、1997年に秋田で開催されたPMRCにお

いて、磁気記録の基本特性を決める孤立磁化転移の
転移幅パラメータaを解析的に解く、基本的な考え
方を提示した [7]。書き込みヘッドと記録メディア
の主要パラメータを与え、減磁界の影響をセルフコ
ンシステントに考慮して求めるものである。その
後、これを改良し、垂直だけでなく長手に対しても
使えるものに仕上げた [8]。その内容は、（イ）記録
メディアの磁化容易方向に対する磁化曲線の数式化
と、（ロ）それを用いてヘッド磁界の極性反転時お
よびヘッド磁界除去時の磁化過程を追跡して転移幅
パラメータの解析式を導くことである。
図２は、これらの解析式を用いて、垂直磁気記録

における転移幅パラメータ a2のヘッド磁界勾配 γ
依存性を求めた一例である。ここで、Hc 、Ms 、∆Hc

、β  は、それぞれ、 磁気メディアの保磁力、飽和磁
化、磁性粒の保磁力の分散幅、磁性粒間の交換相互
作用係数である。∆Hc は、負の飽和磁化からのメ
ジャ曲線と負のHc からのマイナ曲線のMs /2におけ
る両曲線の開きから推定できる。また β  は、隣接
粒子の磁化に比例して同極性で加わる平均磁界の強
さの程度を表す係数で、Hc 近傍の磁化曲線の傾き
から求められる。さらにここでは、減磁界の影響を

考えない転移幅パラメータを a0、ヘッド磁界反転
直後のものを a1、ヘッド磁界除去後のものを a2と
し、a0 から a1、さらに a2 へと順次変わる転移幅パ
ラメータを解析式で表し、PCで計算して求めた。
同図で示されるように、記録層が比較的厚く（δ

= 40nm）、粒子間に適当な交換相互作用（β = 0.2）
が働いていると、ヘッド磁界勾配 γ = 80Oe/nmで
も、a2はほとんどゼロになる。この本方式で求めら
れる磁化曲線のHc 付近の傾き α は、前者で 0.86、
後者で 1.034である。β = 0で α  = 1.0でないのは、
∆Hc がゼロでないためである。

２．２．２　ノイズ解析
　上述の電磁気学的解析によれば、垂直磁化方式で
はヘッド磁界勾配を急峻にするほど、記録メディア
の記録層が厚くても転移幅をゼロに近づけられる。
これに対し、長手磁化では記録層をゼロにしない限
り不可能である。しかし前者でも、磁性層が単磁区
の微粒子あるいは磁気クラスタから成る記録層で
は、物性論的には、それらの大きさのオーダーで磁
化転移位置や転移幅が揺らいでいる、と考えるべき
である。
　筆者らは、孤立磁化転移の磁化状態を、図３ (a)
に示すような多角形集合体を無秩序に生成できる

 

図２．垂直磁気記録における転移幅パラメータの

     磁界勾配依存性解析例
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図３．読み出し波形およびその変動量の解析例 (b)

図３．転移性ノイズ解析のためのVoronoi cellモ
      デル (a)
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Voronoi cellモデルでシミュレートし、磁気クラス
タの寸法と磁化転移の関係を調べた [9]。図３ (b)
は、上図が垂直磁化された多数のVoronoi cellモデ
ルに対するMR読み出し電圧の微分出力、下図がそ
の変動分、の一例である。同図で、ピーク位置およ
び振幅の変動量は、それぞれ、ピークジッタおよび
ノイズに相当する。ピーク位置が平均磁化転移位置
に対して揺らいでいるために、ピークジッタだけで
なく、転移中心の両側に大きな転移性ノイズが生じ
ている。Voronoi cellの平均直径を磁気クラスタの
平均直径とすると、ピークジッタと転移ノイズの大
きさはこの大きさに依存している。
一方、同様のことを、位相を揃えた読み出し波形

とMFMによる観察により実測で調べると [9]、①
磁化転移領域の前後に逆磁区に伴うDCノイズ分も
観測できる、②これに比べ転移ノイズの方がかなり
大きい、③ピークジッタや転移ノイズの大きさは
MFMで調べた磁気クラスタ径に依存して増える、
④現状の磁気クラスタ径はTEMで調べた粒子径よ
り大きく、数10～100nm程度ある、などのことが
判る。
これらのことから、ピークジッタや転移ノイズ

を小さくするには磁気クラスタを小さくする必要の
あることが判るが、書き込みヘッドの磁界勾配 γ を
急峻にすることも有効である。γ  を150Oe/nm程度
にできると、ピークジッタは現状ヘッドの磁界勾配
60Oe/nmの場合の 3分の 1程度にでき、転移ノイ
ズも大幅に減らせることも明らかになった [10]。

３．課題

　前述の 2.2.1から、垂直磁気記録は超高密度記録
が可能である、ということについては原理的には疑
う余地がない。しかし実現を目前にして、上述2.2.2
のような物性的に難しい問題に直面している。高密
度化と低ノイズ化、それに対する熱耐性との両立で
ある。前者は、上述した様に磁気クラスタの微細化
で実現できるが、これは後者を損なう。したがっ
て、これらを両立する記録メディアの探求が、現
在、最大の課題である。また、磁界勾配の急峻な単
磁極ヘッドを実現させることも、もう一つの課題で
ある。

３．１ 記録メディア
現在の記録メディア開発の動きは、当面の200～

300Gb/in2を目標とするものと、その先の 1Tb/in2

以上を狙うものに分けられる。前者には、熱耐性に
配慮した SF（AFC）長手記録メディアも含まれる

が、垂直磁気記録メディアに限定すると、Co-Cr系
グラニュラ膜とCo薄膜系多層膜がある。また後者
には、素材として Fe-Pt膜が候補に上がっており、
さらに、そのパターンド化や自己組織化などの新た
な挑戦も始まっている。
筆者は、当面の垂直磁気記録技術浮上までは、

Co-Cr系グラニュラ膜やCo/PtやCo/Pd多層膜な
ど、これまでの研究開発の蓄積を活かすことが得策
であると考えている。とすると、高密度・低ノイズ
化のために、Co-Cr系グラニュラ膜では磁性粒の微
細化が必須の要件である。磁性粒あるいは磁気クラ
スタの体積V を小さくするには、熱耐性を損なわ
ないように異方性定数Ku を大きくすることが望ま
れるため、PtやPdなどを添加したり、これらの薄
膜をCo膜とを積層化したりなどの努力が払われて
いる。しかし、熱減磁を抑えて、高密度・低ノイズ
化を実現するのは容易ではない。一方、Co/PtやCo/
Pd多層膜は、熱耐性は幾分改善されるが、交換相
互作用により磁気クラスタが大きくなり易く、低ノ
イズ化が難しい。歴史の長い長手磁気メディアに比
べ、垂直磁気メディアを急速に改善するにはまだ
データが不足しているが、最近、実用化に向けて多
くの企業や技術者・研究者が参加し始め、これらが
実用化レベルに達するのも時間の問題と思われる。
これに対し筆者らは、当面と将来の中間とでも

云うべき記録メディアの可能性をCGC（Coupled
Granular and Continuous）メディアに求めようと
している。図４ (a) はその概念図である [11]。磁性
粒の細かなグラニュラ膜上に膜面内交換相互作用の
強い連続膜を被着させ、グラニュラ膜の高密度記録
性と低ノイズ性に、連続膜の高熱耐性を付け加えよ
うとするものである。図 (b)と (c)は、厚さ15nmの
Co-Cr-Ptグラニュラ膜と、その上にCo/Pt連続膜
を3.6nmだけ薄く被着させたCGS膜の、磁化転移
付近のMFM像、及びこの磁化転移位置の変動分布
をヒストグラムで示したものである[12]。メディア
をCGC化することで、転移ジッタは 20％減少し、
その分、メディアノイズも減少して、書き込み分解
能も向上した。さらに、熱減磁が改善する。これは
実測でも確認できる。しかし、筆者らが期待する
100Gb/in2以上を十分に保証するような結果は、ま
だ得られていない。

３．２ 書き込みヘッド
　筆者は、以前から、「書き込めなければ記録では
ない」、と云っている。垂直磁気記録は、二層記録
メディアの裏打ち軟磁性層と単磁極ヘッドとで挟ま
れた記録層全層に強くて鋭い磁界を印加できるのが
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特徴である。しかし、記録層の異方性定数Kuを大
きくすると、保磁力Hc を高めることになり、強い
書き込み磁界が求められる。できるだけ磁界勾配の
鋭いことも求められ、これらを両立させた単磁極
ヘッドを作れるかが、課題である。
　強磁界の発生については、単磁極ヘッドの主磁極
膜の飽和磁化をできるだけ高める努力が払われ、さ
らに電磁石では磁極の形状を円錐状にして鉄心の飽
和磁束密度より強い磁界を発生させていることを手
本に、主磁極先端形状を絞ることが効果あることも
[13]、計算機シミュレーションでは現在検討されて
いる。
一方、磁界勾配については、垂直磁界分布を損な

わない程度に主磁極とリターンヨーク間のトレーリ
ングエッヂ側の空隙を狭めるなどすると、垂直磁界
勾配を150Oe/nm以上に急峻にできることが、計算
機シミュレーションで明らかにされている。AITグ

ループは、同様の結果を実験でも確かめることを試
みている [14]。図５ (a) に示すように、AITグルー
プが作成している単磁極型薄膜ヘッドは、通常、主
磁極を二枚のリターンヨークの中間に置いている
が、これを (b)の様にトレーリングエッヂ側にずら
して置くと、(c)の様にビット密度特性が改善され
ることを示している。
これら書き込みヘッドの強磁界化と高磁界勾配

化に対する提案は、今後の垂直磁気記録の進展を左
右するため大いに期待されるが、最大の課題は、優
れたアイデアがあっても、なかなか実験で確認でき
ないことである。最近の技術は、かなりの精度で
ヘッドやディスクを試作しないと、可能性が確認で
きないまでに進展した。1Tb/in2を目指すには、新
たなヘッド構造、新たな加工法に挑戦することも必
要になる。しかし、記録メディアと同様、このこと
を実用レベルに近い状態で、機動的かつ高精度で試
作し評価して、可能性を見出す環境が、今はない。
生産ラインの中に持ち込まないと実用レベルでの試

作評価ができない状況になっている
ためである。磁気記録技術をさらに
発展させ、ブレークスルーを図るに
は、より独創的なアイデアとそれを
迅速に試す環境が必要で、現在、そ
れに乏しいことが、今後の展望をや
や暗くさせている。

４．展望

　つい最近まで、HDDは年率100％
の超スピードで面録密度のトレンド

の上を突っ走ってきた。いま、幾分、そのスピード
を弱めてきたように見える。技術的に難しい領域に
入ってきたこともあるが、超高度な技術開発の割に
は超安値を求められていることに、嫌気をさしてい
ることにも関係があるかも知れない。現在市販され
ている PCにはかなりの容量のHDDが搭載されて
いる。これを使いこなす間もなく次の機種が、さら
に高速のCPUと大容量のHDD、そして若干便利に
なった程度の OS を搭載して発売される。「イン
ターネットや文書作成で使うだけがほとんどの最近
のPCに、そんな大容量HDDが必要なのか？」、「そ
れだけのために、赤字を出してまで最先端の研究開
発が必要なのか？」などと、開発技術者の悲鳴の声
が聞こえそうである。
　しかし一方で、HDDの新しいアプリケーション
への模索が始まっている。ビデオストレージへの応
用である。画像を中心とするモバイルストレージと

 

図４．CoCrPtグラニュラ層（右）及びそれに
  Co/Pt多層膜を被せたCGC膜のMFM像（b）

 

図４．　その転移位置分布のヒストグラム (c)

図４．CGCメディアの概念図 (a)
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ディジタル動画像の大量ストレージである。モバイ
ル化は、日本 IBMの 1インチ型をきっかけに、東
芝の 1.8 インチ型、2.5 型HDDを用いる iVDR
（information Versatile Disk for Removal usage）
など、種々のものがすでに用意されている。いずれ
にしろ、PCだけでなく、ビデオレコーダ、情報家
電機器、ホームサーバ、車載機器などと繋いで、個
人で使う情報の収集と活用のために、家庭、職場、
学校、車、病院などへ携帯して歩く時代が間もなく
来る。すでに車載応用が始まっているが、将来的に
は携帯端末への応用が期待されている。
一方、VTRの代わりにHDDにTV画像を大量に

ストレージする機器が市販され始めている。ディジ
タルTVの普及と共に、これはやがてホームサーバ
として普及することが期待されている。また、これ
からの IT社会ではコンテンツが重要であるとの認
識から、これを超大容量でコンパクトに蓄える大容
量ストレージ装置も期待されている。とくに、我が
国においては学術情報を初めとする各種大規模デー
タベースの整備が遅れていることが指摘されてお
り、我が国の情報科学分野における推進方策の一つ
として、その構築が取り上げられ様としている。真
の意味で ITを基幹産業の一つにしたいと考えてい
る我が国にとって、情報ストレージはネットワーク
社会の基盤技術の一つであり、生命線を握るとも云
える。こういう背景もあって、文部科学省は、東北
大学電気通信研究所に二十一世紀情報通信研究開発
センターの設置を認め、ここで世界最先端 IT国家
実現重点研究開発プロジェクトの一つである「超高
密度大容量ハードディスクの開発」を、産学連携で
行うことを許可した（図6）。これには、データベー
スの専門家から「ストレージ技術の進展が今後の
ネットワーク社会で必要不可欠である」、と支持し
て頂いたことのお陰もある。

ここでは、1Tb/in2以上の記録密度と 2Gb/s以上
を書き込み速度を可能にするHDDの要素技術を開
発すると同時に、これを適用した１インチ径クラス
の超小型HDDを大容量化し、セキュリティ性とワ
イヤレス高速通信機能を持たせた上で、ユビキタス
ストレージとしての用途を探索しようとしている。
さらに、従来のディスク状記録メディアに対し、単
４乾電池型のシリンダ状記録メディアを試作し、こ
れでテラビット級の超高密度化とギガbps級の超高
速化の可能性を追求しようともしている。超高密度
化と超高速化をディスクで追求することは、当然、
誰もが行う。幾分へそ曲がりの筆者らは、熟慮の
末、両者を実現しやすい方法として、シリンダ状記
録メディアを選択した。ここから新たな高速大容量
ストレージデバイスの可能性が生まれれば、瓢箪か
ら独楽でもある。我々の挑戦にご支援ご協力を頂け
れば幸いである。

図５．ヘッド磁界勾配を急峻にするための単磁極ヘッド構造の一例 (a)その書き込み記録密度特性 (b)

 

図６．東北大学電気通信研究所に設置された二十
      一世紀情報通信研究開発センター（IT21
          センター）とその中のストレージ分野にお
       ける目標

(b)(a)



IDEMA Japan News No.49                8

研究推進委員会より

５．むすび

垂直磁気記録は、早くから超高密度化の可能性
を示しながら、今日に至った。４半世紀以上、これ
に携わってきた筆者にとって、「もし・・」や「・・
たら」の思いも多々あるが、「漸くここまできた」の
感の方が強い。この技術が完全に浮上するまでは予
断を許さないし、解決すべき課題も多い。しかし、
これをやり抜くことが次の１ Tb/in2記録に繋がる
と思うと、責任を感じる。
幸い、HDDのニーズについては順風である。今

まで日本が米国の後塵を拝していた3.5インチ径以
上のものに変わって、2.5インチ径以下のモバイル
用途の小型HDDは、すでに市場占有率において我
が国がダントツである。今後、IT社会の本格化と
共に、以前のVTRのように、我が国を支える産業
の一つになることが十分期待できる。もともとオー
ディオやビデオ技術は、そのディジタル化も含め、
我が国のお家芸であった。IT社会を支えるコンテ
ンツが、これからは映像を使うものになることが明
確になってきた今、超大容量性と高速性を兼ね備え
るHDDの未来は明るい。ただ、その重要性と可能
性に対する社会の認識が、半導体デバイスに比べて
まだ極めて低いことが残念である。

参照文献
1. 1.　 H. Takano, Y. Nishida, M. Hutamoto, and H.

Aoi, Y. Nakamura, Possibilities of 40Gb/in2

Perpendicular Recording, Digest of INTERMAG
2000, AD-06(2000).

2. H. Takano, Y. Nishida, A. Kuroda, H. Sawaguchi,
Y. Hosoe, T. Kawabe, H. Aoi, H. Muraoka, Y.
Nakamura, and K, Ouchi, Realization of 52.5 Gb/
in2 perpendicular recording, J. Magn. Magn. Mater.,
235, pp.241(2001).

3. H. Takano, Y．Nishida, A. Kuroda, H. Sawaguchi,
T. Kawabe, A. ishikawa, H. Aoi, H. Muraoka, Y.
Nakamura, K．Ouchi, A Practical Approach for
Realizing High-Recording-Density Hard Disk drives,
Abstract of Joint MMM-Intermag Conf., CA-01,
p.131(2001).

4. 田中陽一郎、下村和人、竹尾昭彦、垂直記録イ
ンテグレーションに関する一検討、信学技報、、
102、MR2002-8、pp.41(2002).

5. K．Nakamoto, Read-write head for 100Gb/in2

perpendicular recording, SRC第 13回技術報告会
全体会議資料、pp.49(2002).

6. M. L. Williams, and R. L. Comstock, An analytical

model of the write process in digital magnetic
recording, 17th Annu. AIP Conf.  Proc. ,  5,
pp.738(1971).

7. Y．Nakamura，Technical issues for realization of
perpendicular magnetic recording, Jour. Mag Soc.
Japan., 21, S2, pp.125(1997).

8. Y. Nakamura, Perpendicular magnetic recording,
Magnetic storage systems beyond 2000 edited by G.
C.  Hadj ipanayis ,  NATO Science  Ser iec ,
pp.75(2000).

9. 三浦健司、村岡裕明、杉田　愃、中村慶久、垂
直二層媒体の時間軸ノイズ解析、応磁誌、24、
pp.231(2000).

10. 三浦健司、村岡裕明、中村慶久、垂直二層媒体
ノイズの記録磁界依存性、応磁誌、 2 5 、
pp.551(2001).

11. S. J. Greaves, H. Muraoka, Y. Sonobe, M. Schabes,
and Y. Nakamura, Pinning of written bits in
perpendicular recording media, J. Magn. Magn.
Mater., 235, pp.418(2001).

12. 三浦健司、村岡裕明、園部義明、中村慶久、
CGC(Coupled Granular and Continuous)垂直二層
膜媒体のノイズ低減効果、応磁誌、 2 6 、
pp.233(2002).

13. Y. Kanai, Write field calculation for a narrow-track,
single-pole head with a thin underlayer of
perpendicular medium, IEEE Trans. Magn., 38,
pp.169(2002).

14. K. Yamakawa, K. ise, S. Takahashi, and K. Ouchi,
A new single-pole head structure for high writability,
IEEE Trans. Magn., 38, pp.163(2002).



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9                IDEMA Japan News No.49

ヘッド・テスト分科会（2002.2）より

アブストラクト

狭トラックピッチ化により隣接トラックのイレー
ズが問題となる。その一方で自己トラックのライト
磁界の増大も要求される。また、磁極寸法公差も低
減しなければならない。我々はSiO2 スパッタ薄膜
を用いた深いギャップデプスを持つ新しいステップ
状スロート形状を採用した。これによりコア幅だけ
でなくギャップデプス寸法公差も改善する。O/W
＜-30dBを得るためには、媒体のダイナミックHc以
上のライト磁界が必要である。一方、許容サイドイ
レーズ磁界はVSMで測定されるHcの約80％以下の
値である。さらにBs=2.4Tの FeCoAlO スパッタ軟
磁性膜を開発し、O/Wが大幅に改善することを確認
した。

1. はじめに

面密度の増大にともない、狭いライトトラック幅
でありながら強いライト磁界を発生させ、なおか
つ、隣接トラックイレーズを生じさせないことが求
められる。媒体では磁性微粒子の熱擾乱の問題が現
実化しているため抗磁力（Hc）をますます増大させ
る傾向にある。さらに、転送レート、すなわち、ラ
イト周波数の増大も、特にエンタープライズHDDに
おいて著しい。以上のような理由により、ライト
ヘッド設計は非常に難しくなってきており、コン
ピュータシミュレーションによる詳細解析と最適化
が必要となっている。本論文の前半では、我々の設
計コンセプトについて述べる。
後半では新たに開発した超高Bsスパッタ磁性膜
膜について述べる。高Hc媒体においても十分な記
録を行うためには磁極の特に先端部の材料は高い
Bsを持つことが必要である。加えてヘッド材料は、
外部誘導磁場のない低基板温度の成膜条件下でも、
アズデポジット状態で良好な軟磁気特性を示すこと
が求められる。これはウェハー上に磁気抵抗効果
GMRリード素子部を先に作成した上にライト素子を
作成するプロセスである以上、GMR素子へのダメー
ジを回避するために必要である。我々はFeCo材料
をベースとしてAl2O3を添加することにより2.4Tの
Bs を維持し、良好な軟磁性と耐蝕性を持つ新しい
スパッタ材料を開発した。

2. ライトヘッド設計コンセプト

高性能ライトヘッドの設計と材料高性能ライトヘッドの設計と材料高性能ライトヘッドの設計と材料高性能ライトヘッドの設計と材料高性能ライトヘッドの設計と材料
田河育也　　池田正二　　上原裕二 （富士通）

2.1 スロート形状デザイン

ライトトラック幅の減少にともない寸法精度の向
上は非常に重要である。たとえば、40 Gb/in2 クラ
スHDDの場合、実効トラック幅は0.3～0.4 μmで
あるので、許容できる寸法公差は±0.06 μ m程度
である。ライト磁極をパターンめっき法により形成
しているため、コア幅の寸法公差は、めっきのため
のフォトレジストをいかに精度良くパターニングす
るかに強く依存する。これに対して我々は、図1に
示すような独自形状のスロート部（ギャップデプス
を決める部分）をデザインし、SiO2 スパッタ膜を
使った形成プロセスを開発した。図2(a)および(b)
は、それぞれ、浮上面SEM写真、および、断面SEM
写真である。SiO2スパッタ膜を使っているため非常
に薄くなおかつ平坦なスロート部を実現している。
これによりフォトレジストを非常に均一に塗布する
ことが可能となり、ウェハー内のレジスト膜厚分布
も向上した。さらに、ギャップデプス後端部におい
てスロート部がほぼ垂直に形成されており、斜めに
傾斜した部分が無いので、露光時に反射光が散乱さ
れることなく入射光に対して正反射するだけであ
る。このため、反射の影響によるパターニング精度
のばらつきも最小限に抑えることができる。以上の
ようにコア幅形成精度の改善を目的して新規スロー
ト形状を採用した。

Figure 1(a) Conventional apex shape with thick photo-resist
and (b) our throat design formed with a thin-film (TF apex).

 

(a)        (b) 

1µm 

Figure 2 SEM images of write head tips for (a) air
bearing surface and (b) cross section, respectively.

(a)                     　　(b)
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図3(a)は、スロート（Apex）部を薄膜により形
成した新規ヘッドと従来 Apex 形状ヘッドのオー
バーライト（O/W）特性をシミュレーションにより
求め、比較したO/Wのライト電流依存である。ここ
で、ライト電流のオーバーシュート(IwOVS)は0%と
仮定した。GD=1.5μ mのヘッドのO/Wは GD=0.8μ
mのものよりライト電流の小さい領域（＜40mA）に
おいて良好である。比較的低電流でのO/W確保は非
常に重要であるが、高電流における過大なO/Wはサ
イドイレーズの悪化を招くことになるので望ましく
ない。GD が深いほど低電流領域O/W が改善するの
は、ライトヘッドの効率が上がるためである。低電
流で磁極が未飽和の状態では磁極部の透磁率が高い
ので、磁気抵抗はギャップ部（空隙部）に集中して
おり、GD を深くしてギャップ対向面積を大きくす
るほどトータルの磁気抵抗が低減することになる。
このためライト効率が上がり、ヘッド磁界も改善す
る。
さらに我々のヘッドはギャップデプスの公差にお

いても利点がある。図3(b)は、シミュレーション
により、O/WのGD依存性を従来ヘッドのものと比較
した結果である。ライト電流20mAと50mAの場合に
ついてプロットした。仮にギャップデプス（GD）の
製造公差を±0.3 μ m と仮定すると、従来ヘッド
におけるO/Wの変動量は約6dBとなるが、深いGDの
我々のヘッドではわずか1dB程度である。これは、

ノミナルのギャップデプスが大きいため、寸法変動
量に対する磁界変化感度が鈍いためである。

2.2 高 Bs磁極材料

図4は、磁極材料の飽和磁束密度Bs をパラメー
タとしてシミュレーションにより求めた(a)O/W の
ライト電流依存性と、(b)サイドイレーズ（Signal
degradation）の電流依存性である。ここで、サイ
ドイレーズ特性は一万回ライト後に最隣接トラック
に記録されたダイビットパターン信号がどのくらい
減衰するかによって評価した。大きな信号減衰は著
しいサイドイレーズが生じていることを意味する。
エラーレートとの相関からダイビット減衰率は10%
以下の減衰に抑える必要がある。この図から、サイ
ドイレーズを悪化させずにO/W特性を改善するため
に、材料の高Bs化が非常に有効であることがわか
る。
飽和磁束密度 B s が 1 . 9 T 以上の材料、例えば

CoNiFeを用いれば-30dB以下のO/Wが得られる。し
かし、様々なマージンを考慮すると、現実にはもっ
と大きなO/Wが必要であるため、我々は2.4Tの Bs
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Figure 3(a) Simulated O/W versus write current
characteristics for different gap depth and (b) the
gap depth dependence of O/W.

(a)

(b)
Figure 4 Simulated write current dependences of
(a) O/W and (b) di-bit signal degradation on adjoin-
ing track after 100k times “write” were performed
for various pole material combinations.
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を有する超高Bs材料FeCoAlO スパッタ膜を開発し
た。
3. 超高 Bs磁極材料の開発

3.1 実験

FeCoAlO薄膜はFe70Co30 合金の上にAl2O3 チップ
を乗せた複合ターゲットを用い、Ar 雰囲気中で水
冷アルチック（Al2O3-TiC）基板上に水冷で、2kWの
パワーにて成膜した。成膜中、誘導異方性を付与す
るための外部磁界は加えていない。また、基板温度
は 7 0℃以下である。薄膜の合金組成は複合ター
ゲットのFeCoとAl2O3の比率を変えることにより制
御した。サンプルの膜厚は0.15～0.3 μmである。
磁気特性はVSM、二軸B-Hループトレーサー、およ
びシールデットループコイル高周波透磁率測定装置
を用いて、また、電気抵抗率（ρ）は直流4端子法
によりそれぞれ測定した。膜の結晶構造や組成は制
限視野電子線回折（SAD）や透過電子線顕微鏡（TEM）
により調査した。FeCoAlO膜の耐食性は0.01NのKCl
電解液を用いたアノード分極カーブにより室温で評
価した。

3.2 膜特性

フェロ磁性合金において、現在まで実験的に確
認されている熱平衡安定状態でのBsは約2.4 T が
上限である。Bsが約2 Tで 100μΩcm程度の抵抗
率を持つFeCoAlO 膜については既に報告があるが
14)、我々は、熱処理なしに良好な軟磁性を維持しつ
つBs=2.4Tを実現した。図5にアズスパッタ状態膜
での磁化容易軸（EA）および困難軸（HA）方向のB-
Hループを示す。これらは5インチ・アルチックウェ
ハー基板で測定されたものである。FeCoAlO膜は良
好な一軸異方性とソフト磁性を示すことがわかる。
困難方向ループから、異方性磁界（Hkh）は約20 Oe
と推定され、容易軸方向抗磁力（Hch）は10 Oe以下

の十分小さな値である。また、スキュー角度は±3
deg以下であった。
図6は様々な組成を有するFeCoAlO膜の飽和磁束

密度Bsと電気抵抗率ρの関係を調査した結果であ
る。比較のために文献より調査した N i 8 0 F e 2 0、
Ni50Fe50、CoNiFe、およびFe-M-N（M、Nはそれぞれ
第二、第三元素）合金におけるBsとρの値もあわ
せてプロットした。一般にフェロ磁性膜中に非磁性
部分が分布することによって電気抵抗率は大きくな
る。従って抵抗率ρの増大に伴って必然的にBsが
低下してしまう。このような状況の中、FeCoAlO膜
のBs (2.2～ 2.4 T)とρ(40～ 80 μΩcm)は他の
ソフト磁性膜と比べて大きいことがわかる。これは
FeCoAlO 膜が高Bs と高ρが両立した貴重な材料で
あることを示しており、高周波ライトヘッド材料と
して極めて優れた材料である。
図7に、アズスパッタFeCoAlO膜の困難軸方向に

おいて測定された透磁率の周波数応答を白丸印で示
す。比透磁率の実数成分μ’は1000以上を有し、な
おかつ1GHz付近までフラットな特性を示している。
一方、実線はランダウ-リフシッツの式に基づき計
算した μ’である。実測値は単純なモデル計算と
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よく一致していることから、異方性分散などによる
損失も小さいと考えられる。
図8はスパッタ(SP-)FeCoAlO膜のアノード分極

カーブ実験結果である。比較のため、耐食性に優れ
ているとされるサッカリン無添加電解めっき(PL-)
により作成したCoNiFe膜の結果も同図中にプロッ
トした8)。FeCoAlO膜の自然電位RP と孔食電位PP
は、 飽和カロメル電極（SCE） に対して、 それぞれ
-60mV、および+410 mVである。これらの値はサッ
カリン無添加めっきCoNiFe 膜(RP=-360mV および
P P = + 2 0 0 m V ) と比べて非常に高い。すなわち、
FeCoAlO膜の耐食性は磁気ヘッドとしては十分なレ
ベルであることが確認された。
図9は、今回開発した2.4Tの Bsを持つFeCoAlO

スパッタ膜をギャップの両側に適用したヘッドと、
Bs=2.0T相当のスパッタ磁性膜を使用したヘッドの
オーバーライト(O/W)を比較したものである。O/W
はライトトラック幅によっても大きく変化するの
で、実効トラック幅WCWeを横軸にとって整理した。
同じトラック幅で比較するとFeCoAlO適用ヘッドは
非適用の従来ヘッドに比べて約10dB も O/Wが改善
している。このように、磁極材料の高Bs化がライ
ト能力アップに大きく貢献することも確認できた。

4. 結論

我々はSiO2 スパッタ薄膜により形成する新しい
スロート形状と深いギャップデプスを持つライト
ヘッドをデザインした。SiO2膜は非常に薄くエッジ
部が垂直にカットされている。これによりウェハー
内のレジスト膜厚分布が向上し、また、露光時の反
射光散乱も極めて少ない。結果としてライトトラッ
ク幅寸法の製造公差を低減することができた。ま
た、深いギャップデプスは低電流領域でのライト能
力を増大し、さらにギャップデプスの寸法マージン
も広くする。

さらに、我々は2.4Tという極めて高い飽和磁束
密度Bsを有するFeCoAlOスパッタ軟磁性薄膜を開
発した。この膜の比透磁率μ’は1000以上を示し、
1GHz 付近までフラットな周波数特性を示す。耐食
性も十分優れていることを確認した。この超高Bs
スパッタ膜をギャップ上下に適用したヘッドにより
O/Wが約 10dB改善することを確認した。
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１．はじめに
　近年、半導体業界の高集積化、高密度化に代表さ
れるように、様々な分野において、加工機、測定機
等の精密機器に対する高精度化への要求はますます
高まり、優れた振動対策を必要とする精密機器が急
速に増えてきている。精密機器を周囲からの振動よ
り保護するには、
①精密機器の周辺の振動発生源の振動が床に伝
達されることを防ぐ（防振）
②精密機器周辺の床に伝達された振動を減衰に
より取り除く（除振）

という２つの考え方がある。
一般的に、除振を目的に精密機器の設置台として利
用されているものをすべて除振台と呼んでいたが、
近年では除振台上に設置された精密機器を操作する
場合や精密機器自体がステージ等の振動発生源を搭
載する場合も多くなってきている。そのため床振動
を取り除くだけではなく、精密機器自体の振動も取
り除き、除振台そのものが揺れないように、変位セ
ンサ、アクチュエータ及びコントローラを有するア
クティブ除振台と呼ばれる除振台も現れ、床振動の
除振のみを目的とした除振台はパッシブ除振台と呼
ばれ、区別されるようになった。
　本稿では、京セラが振動体策の選択肢の一つとし
て提案している、高性能機械バネ式除振台をベース
にした、「フィードフォワード指令＋アクチュエー
タ」という非常にシンプルな構成のセミアクティブ
除振台について報告する。

高性能機械バネ式セミアクティブ除振台高性能機械バネ式セミアクティブ除振台高性能機械バネ式セミアクティブ除振台高性能機械バネ式セミアクティブ除振台高性能機械バネ式セミアクティブ除振台
　　　　　－フィードフォワード制御のみによる減衰時間－フィードフォワード制御のみによる減衰時間－フィードフォワード制御のみによる減衰時間－フィードフォワード制御のみによる減衰時間－フィードフォワード制御のみによる減衰時間（（（（（ダダダダダンンンンンピピピピピンンンンングググググ）））））の短縮化－の短縮化－の短縮化－の短縮化－の短縮化－

前田岳志 (京セラ)

２．優れた除振台とは
　精密機器を振動から保護する策は、
①精密機器に入力される振動の伝達率を小さく
する
②精密機器に振動が発生しても速やかに減衰さ
せる

ことであり、これらが除振台が必要とする要求項目
となる。
　伝達率の評価には、伝達曲線（周波数ごとの、入
力と出力の比）が用いられる。図１は２種類の除振
台の伝達率を比較した例であるが、除振台Ｂの方が
固有振動数周辺を除き、除振台Ａよりも振動伝達率
が小さいことが判る。除振をしたい振動数が、除振
台の固有振動数付近に無い限り、固有振動数の低い
除振台の方が、振動伝達率に優れていることにな
る。
また、減衰時間は、振動振幅曲線を時間軸にて評価
をする。除振台は、振動するとその固有振動数にて
特に大きく振動し、振動状態が元の状態（定常状
態）に戻るまで、いくらかの時間がかる。除振台が
振動している間は、当然、設置されている精密機器
が振動により所定の機能が満足できていないという
ことになるので、「振動状態が元の状態である定常
状態に戻る時間が早い」つまり、ダンピングが短い
ほど優れた除振台と言える。

３．パッシブ除振台とアクティブ除振台
  除振台は、まず、振動の伝達を取り除くためのバ
ネの方式により分類される。大別すると、金属バネ

と非金属バネに分類でき、さらに非
金属バネは、ゴムバネ（防振ゴム）
と流体バネに分類される。金属バネ
では、通常コイルバネや板バネがよ
く使用されている。金属バネは、安
価で固有振動数を低く設定すること
が出来る反面、非金属バネと比べ内
部摩擦が極端に小さく、減衰に時間
がかかるという欠点があり、粘性流
体の使用などによりダンピング対策
をとる必要がある。また、非金属バ
ネの代表は空気バネであり、これは
現状多岐にわたり使用されている。
空気バネは、搭載荷重の多少の変化図１　振動伝達率と減衰時間
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に対しても除振性能に大きな影響を受けず、大きな
減衰力が容易に得られる（減衰時間が短縮出来る）
などの利点が多くあるが、固有振動数が金属バネ

（以下、機械バネ）に比べて高いという欠点を持っ
ている。表１に空気バネ方式と機械バネ方式による
除振台の代表的な性能比較データを示す。
　また振動の制御による分類として、除振台はパッ
シブ除振台とアクティブ除振台に分類される。パッ
シブ除振台とは、除振台に振動が発生した場合、そ
の振動を除振台が持つ減衰力のみに任せ、振動が無
くなるまで待つ受動的除振台である。一方アクティ
ブ除振台は、その振動を外乱と捉え、その振動を
様々な検知方法、アクチュエータ、制御系により振
動を補正してしまう能動的除振台である。
アクティブ除振台は、基本的には固有振動数を持た
ず、パッシブ除振台に比べ優れた振動伝達性能を持
ち、除振台に設置された精密機器より発生した振動
に対しても、除振台の振動を非常に小さくできると
いう長所があるが、高価であり、制御周期の定振動
が常に存在する。またアコースティック振動（数百
Ｈｚの比較的高い周波域の振動）に共振する等の欠

点もある。
図２に、高性能空気バネ式除振台、高性能機械バネ
式除振台及びアクティブ除振台の振動伝達率並びに
減衰時間の比較を示す。

４．高性能機械バネ式セミアクティブ除振台－スー
パー減衰台－
　図３に京セラの機械バネ式除振台の原理を、図４
にその構造を示す。フックの法則から、固有振動数
はそのバネ定数の１／２乗に比例する。中央にヒン
ジを持つアーム（板バネ）の両端を、水平方向にし
か動かないようにブロックした機構を用い、この状
態でアームの両端から中央に向けて圧縮力Ｐをかけ
ると、このアームが水平で一直線であるならば芯が
合ってしまい破壊するが、破壊させずに芯をずらす
機構を用いることにより圧縮力Ｐを加えた際に山型
や谷型の様な運動をするようにさせる。このヒンジ
の動きを大きくしたり小さくしたりすることによ
り、負荷されたＭによる変位量δを圧縮力Ｐにより
調節することにより、バネ定数を小さくして固有振
動数を下げている。

この様に、搭載物の重量と板バネ及びコイルバネの
撓みにより発生するバ
ネ力を釣り合わせるこ
とにより、系全体のバ
ネ定数を非常に低く抑
え、低固有振動数を実
現した。図５に高性能
機械バネ式除振台と高
性能空気バネ式除振台
の振動伝達曲線の比較
データを示す。一般的
な床の固有振動数であ
る２～１０Ｈｚにおい
て、機械バネ式除振台
の伝達率特性が、非常
に優れていることがわ
かる。

表１　空気バネ式除振台と機械バネ式除振台

図２　パッシブ除振台とアクティブ除振台

図３　高性能機械バネ式除振台の原理
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また、図６にナノインデンタにおける除振性能比較
を示す。図は、横軸に深さ方向成分、縦軸に荷重を
示しているので、横軸方向の振動成分が少ないほど
除振性能が高いということになる。
しかしながら、前述のとおり機械バネ式除振台は、
内部摩擦が小さく減衰に時間がかかるという欠点が
ある。

そこで、図７に示すとおり、除振台上
のステージなどの搭載物の移動時の
動きに合わせ、その搭載物の移動な
どのいくつか繰り返されるパターン
の信号を、その駆動前に予告信号と
してタイミングパルスを得て、振動
の制御を行ういわゆる「フィード
フォワード制御」により、この減衰時
間の短縮を図った。
図８に基本的な構成を示すが、構成
は非常にシンプルで、精密機器が
ユーザの要求にて何らかの振動を発
する際に、前もって除振台を高速ア
クチュエータを用い機械的にロック
（固定）し、振動消滅後、除振台の
ロックを解除するだけである。但
し、ロックする際とロックを解除す
る際の振動が除振台に伝達しない機
構を有しているため、このロッキン
グ動作に伴う振動は除振台にほとん
ど影響を与えない。
図９は、この京セラの高性能機械バ
ネ式セミアクティブ除振台である
「スーパー減衰台」と従来のパッシ
ブ除振台の減衰時間の比較データで
ある。可動重量５ｋｇｆのステージ
を駆動させて、その減衰時間評価を
行った。

５．結論
　京セラの高性能機械バネ式セミアクティブ除振台
である「スーパー減衰台」の特長を、以下にまとめ
た。
①クランプ機構の作用により、テーブル上の搭
載物移動時の減衰時間を大幅に短縮した

図４　高性能機械バネ式除振台の構造

図５　空気バネ式除振台と高性能機械バネ式除振台の振動伝達率

図６　ナノインデンタによる各種除振台の振動伝達率の比較
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図８　京セラ製高性能機械バネ式セミアクティブ除振台

図９　高性能機械バネ式セミアクティブ除振台のダンピング特性

図７　高性能機械バネ式除振台のダンピング特性

②固有振動数を０．５Ｈｚ以下、低周波数領域
における除振性能を、従来の空気バネ式除振台
と比較して飛躍的に向上した
③完全機械式除振により、エアの供給による駆
動源が不要である
④温度変化の影響が小さいため、安定した除振
が可能である

　この「スーパー減衰台」は、上述のように、非常

に簡便な構造により、パッシブ機械バネ式除振台が
持つ優れた低い固有振動数などの長所を保ちつつ、
欠点である減衰時間を大幅に削減することを可能と
した。
これらの性能により、今後より一層革新的な研究開
発や製造が期待されるマイクロマシニングに代表さ
れる超精密加工や計測、また生体、バイオテクノロ
ジーなどの微細物の観察への寄与が期待がされる。
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各分科会共に２００１年度の総括と２００２年
度の活動計画の策定に入っております。

　２００１年度は全体方針として、
① 副分科会長複数制による活動のより一層の活

性化
② コンシューマＨＤＤ分科会の立ち上げ
③ ＳＲＣがテクノロジーオリエントのロード

マップを作成していることに対して、ＩＤＥ
ＭＡでは製造、計測装置も含めた会員企業の
実際の役に立つロードマップの策定

④ ＩＤＥＭＡ規格の見直し

といったものを共通重点活動項目として挙げてお
りました。　①，②については予期以上の成果、
③については低調ながらも継続、④についてはコ
ンシューマＨＤＤ分科会の新規格作りの活動以外
は成果がありませんでした。　個々の分科会活動
については概ね活発であり、ほぼ満足し得る内容
と考えております。

　２００２年度は、
① 分科会活動の更なる活性化
② 合同分科会の見直し
③ ロードマップを作成
④ 新分科会（ＥＳＤコントロール分科会）の検

討
⑤ マーケット活性化のための雰囲気作り

を重点活動とします。　特に技術委員会として最
も重要な分科会の活動を地道に行っていきたいと
思います。　また、コンタミネーション・コント
ロール分科会の活動が低調であるため、活性化を
至急検討します。　一方、記録密度の高密度化に
伴い、高密度対応ヘッドの開発が進んでおります
が、これに伴いＥＳＤの問題がクローズアップさ
れております。　ＥＳＤコントロールについても
活動領域としたいと思います。

技術委員会において、テスト分科会長として高

木分科会長の後任にレクロイの飯田様を選任しま
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、他の分科
会も協力して興味あるプログラムとなっておりま
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）
５月８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。
　２００２年度活動方針の検討を行い、また、継
続中のロードマップ検討を行いました。
　ワークショップとしては記録ヘッドの開発の現
状を中心に発表がありました。

ディスク分科会（小林（光）分科会長）
　分科会の開催はありません。

テスト分科会報告（飯田分科会長）
　新分科会長としてレクロイの飯田氏が高木氏の
後任として選出されました。
５月８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。
　
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）
　４月までにまとめた日本からのＡＶコマンド要
求案を米国のＴ－１３委員会へ提案しました。
５月３１日に分科会を開催し、Ｔ－１３委員会

の進捗状況、また６月のＴ－１３委員会への提案
内容の討論を行いました。
５月の理事会において、ｉ－ＶＤＲコンソーシ

アムの分科会への参加が承認されました。　今後
協力して活動を進めます。

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)

合同分科会のお知らせ合同分科会のお知らせ合同分科会のお知らせ合同分科会のお知らせ合同分科会のお知らせ

66666月月月月月2828282828日日日日日(((((金金金金金)))))　　　　　1313131313時より　日立金属高輪和彊館時より　日立金属高輪和彊館時より　日立金属高輪和彊館時より　日立金属高輪和彊館時より　日立金属高輪和彊館

総合司会：テスト分科会会長　飯田大樹（レクロイジャパン）

13:00- 技術委員長 挨拶 松崎幹男 （ＴＤＫ）

13:10- ワークショップ/Intermag　レポート
①（株）日立製作所 中本一広 様
　　 「100Gbit/in2垂直記録用磁気ヘッド」
②（株）富士通研究所　田中厚志 様
　　 「高感度CPP素子開発」
③（株）東芝  内藤勝之 様
　　 「自己組織化とナノインプリントを組み合わせた
                   ディスク状パターンドメディアの試作」

15:00-15:30 (特別講演)
　　財団法人　日本電子部品信頼性センター　塩野登 様
　　　「RCJにおけるESD活動」

15:30- 　メーカー/テクニカル　プレゼンテーション
①（株）メディア研究所　徳島忠夫 様
「接触式騒音測定機 ～HDD分野への応用～」

②日本エー・ディー・イー（株）　伊藤幹雄 様・鈴木紀和 様
「精密振動測定システム＆精密変位計システム」

③三洋電機（株）　日置敏昭　様
「iVDRリムーバブルHDDとコンソーシアム活動の紹介」

17:00- 技術委員会　分科会報告（各5分～10分程度）
17:30- 懇親会
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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

企画委員会は協会主催のディスク・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。

● 20022002200220022002 年年年年年 44444 月月月月月     インタナショナルインタナショナルインタナショナルインタナショナルインタナショナル・・・・・ディスクディスクディスクディスクディスク・・・・・
フォーラム報告フォーラム報告フォーラム報告フォーラム報告フォーラム報告
4月 10～ 12日、東京Big Sight にてインターナ
ショナル・ディスク・フォーラムを開催致しまし
た。今回から光記憶装置関連のTrack1と磁気記憶
装置関連のTrack2を設けました。初日は光記記憶
置編、2-3日目は磁気記録装置編と致しました。３
日間で合計485名の参加を頂きました。講演内容の
概要を次ページに掲載していますので参照ねがいま
す。

●●●●● 2002 2002 2002 2002 2002年年年年年 77777 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
2002年 7月 19日（金）四ッ谷にある主婦会館プラ
ザエフ（B2階 クラルテ）にてテーマを「ネットワー
クが切り開くエンタープライズストレージの新展
開」と題して以下のご講演（仮題）をいただく予定
です。
１．「SAN時代のソフトウェア技術」
２．「エンタープライズサーバ用HDDの
                               技術開発動向」
３．「ストレージシステムの市場トレンド」
４．「ブレードサーバ」

５．「ネットワーク時代のRAIDシステム」
６．「NASが切り開くストレージの未来」

プログラムなど詳しいご案内、お申し込みにつきま
しては、　最終ページをご参照ください。

  セミナでは毎回、講演終了後に懇親会を開催し講
師ならびに参加の皆様をご招待いたしております。
昼間のセミナの席で聞きそびれた質問や、開発の裏
話等、普段は聞けない内容・業界の情報交換等、人
脈拡大の場としてにご利用ください。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。

NEWS発行時点では確定していない講演者も居られ
ます。講演者・講演テーマが決まり次第、その都度
当協会のWEBページ
http://www.idema.gr.jp/qsem/qsem_home.htm に
てご案内申し上げます。

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 年年年年年 77777 月月月月月 1919191919 日日日日日(((((金 ）金 ）金 ）金 ）金 ） 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セセセセセミミミミミナナナナナ 主婦会館主婦会館主婦会館主婦会館主婦会館     （（（（（四四四四四ツツツツツ谷谷谷谷谷）））））

20022002200220022002 年年年年年 1010101010 月月月月月 1818181818 日日日日日(((((金 ）金 ）金 ）金 ）金 ） 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セセセセセミミミミミナナナナナ 主婦会館主婦会館主婦会館主婦会館主婦会館     （（（（（四四四四四ツツツツツ谷谷谷谷谷）））））

20032003200320032003 年年年年年 00000 １１１１１月月月月月 1717171717 日日日日日(((((金 ）金 ）金 ）金 ）金 ） 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セセセセセミミミミミナナナナナ 主婦会館主婦会館主婦会館主婦会館主婦会館     （（（（（四四四四四ツツツツツ谷谷谷谷谷）））））

20032003200320032003 年年年年年 00000 ４４４４４月月月月月 99999 日日日日日よよよよよりりりりり イイイイインンンンンタタタタターーーーーナナナナナシシシシショョョョョナナナナナルルルルル ・・・・・ デデデデディィィィィスススススククククク ・・・・・ フフフフフォォォォォーーーーーラララララムムムムム

http://www.idema.gr.jp/qsem/qsem_home.htm
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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、東京ビッグサイトで開催致しました。初日の
１０日は、光記録関連の市場と技術動向に関する講
演（トラック１－光記憶装置）、１１日と１２日の
両日は、磁気記憶関連に関して同様の講演（トラッ
ク２－磁気記憶装置）が行われました。トラック２
－磁気記憶装置においては、基調講演と７つのセッ
ションの講演が実施され、ご参加いただいた方々が
熱心に聴講され盛会裏に終えることができました。

　トラック２－磁気記憶装置の１日目の講演に先立
ち、菅沼IDEMA JAPAN会長から開催のご挨拶があり
ました。この中で、今回初めての試みとして、光
ディスクとＨＤＤの両者について、各々の関連技術
及び市場動向の同時講演を行うが、その趣旨は、互
いに切磋琢磨することにより、より良い技術の開
発、あるいは新製品の創造を図ろうとするものであ
る、ことが説明されました。また、昨年度は、ＨＤ
Ｄ出荷台数が前年度を下回ると云う、ＨＤＤ史上最
悪の年であったが、景気は既に回復基調にあり、今
後もＨＤＤ業界の発展に協会として寄与していく、
と述べられました.
　続いて、Maxtor社のMichael R. Cannon氏より、
「Hard Drive Industry : Mid-life Crisis」と題
するキーノートスピーチがありました。この中で、
ＨＤＤ産業は、既に成長期を過ぎ成熟期に入ってい
ること、及び最近の３～４年間では、出荷台数は増
加しているにも拘わらず収益は減少の一途をたどっ
ており、業界全体として好ましくない方向に向かっ
ていることが指摘されました。今後、ＨＤＤ業界を
健全に発展させるためには、従来競合関係にあった
ドライブ、及び部品メーカーが互いに協調し、製品
寿命（モデル当たりの）、及び生産台数の適正化を
図ることが必要不可欠である、ことが強調されまし
た。

　Session 1 では、「著名リサーチファーム２００
２年のストレージ動向を占う」と題し、国内外の著
名アナリストにストレージ市場の最新動向を解説し
ていただきました。
　ＩＴ総合研究所の久保川氏は、「新時代のＨＤＤ
事業戦略～コンシューマアプリケーションの台頭に
向けて」と題して、今後ＨＤＤが、Game、 ＰＶＲ、

ＨＤＤ/Home/Portable/Car Audio、Digital Video/
Still Camera 等の民生用機器に展開されることに
より新市場が開け、これが原動力となって、ＨＤＤ
の出荷台数は、２００５年度まで、10～20%／年の
伸びが期待されること、また、ＨＤＤの民生用機器
への応用に伴い、その製品寿命、価格と云った点で
従来とは異なったコンセプトが要求される、こと等
が述べられました。TrendFOCUS社のMark Geenen氏
から「The Seven Deadly Myths of the HDD
Business」と題して、ドライブ、及び部品メーカー
の現状と今後の動向に関して解説がなされ、ＨＤＤ
の出荷台数は、民生用機器への展開により、今後も
伸び続けること、またドライブ、部品メーカーを問
わず寡占化が進行すること、等の予測が述べられま
した。このSessionの最後は、Gartner Dataquest
社の John Monroe 氏による「Artful Symbiotic
Alliance : The Future of HDD Markets」と題する
講演であり、この中で氏は、今後各メーカーが互い
に協調し共生していくことこそが、今後のＨＤＤ業
界にとって最も重要であることを強調されました。

　昼食を挟んで午後の前半のSession 2は高密度メ
ディア技術で、「記録密度の向上を支えるメディア
の高信頼性技術」をテーマとして、３件の講演があ
りました。
島津製作所の小西氏は、「超高硬度ＤＬＣ保護膜成
膜装置―ＧＭＲヘッドへの応用―」と題し、ＦＣＶ
Ａ法( Filtered Cathodic Vacuum Arc)法を用いて
成膜したＣ保護膜の諸特性について講演されまし
た。その中で、ＦＣＶＡ法で形成したＣ保護膜は従
来のＩＢＤ法( Ion Beam Deposition )、及びＥＣ
Ｒ-ＣＶＤ( Electron Cyclotron Resonance CVD)
法で成膜されたものに比べて、硬度、及び耐食性の

国際ディスクフォーラム２００２より国際ディスクフォーラム２００２より国際ディスクフォーラム２００２より国際ディスクフォーラム２００２より国際ディスクフォーラム２００２より
企画委員会
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点で優れていることが報告されました。アネルバ
（株）の古川氏からは、「ディスクスパッタ装置の将
来技術」と題し、超100Gb/in2対応の面内及び垂直
媒体用スパッタ装置の提案が為されました。この中
で、垂直媒体用のスパッタ装置に関しては、多くの
技術課題が未だ解決されていないこと、また装置開
発にはメディアメーカーとの共同開発が必要になる
であろうこと、が報告されました。本Sessionの最
後は、（株）カイジョーの久保氏による「洗浄・乾
燥装置から見た技術ロードマップ」と題する講演
で、半導体プロセスにおける洗浄・乾燥技術に関す
るロードマップ、及びこれを支える洗浄・乾燥装置
及びその周辺機器の技術動向が紹介されました。

Coffee Breakの後、Session3は高密度記録対応計
測技術で「100Gb/in2 を越える面密度を達成するた
めの計測技術」をテーマとして４件の講演がありま
した。
　三菱化学の有田氏から、「パルスレーザを使った
ＨＤへの磁化パターニング」と題して、迅速かつ高
精度にサーボ信号を記録する方法が報告されまし
た。本方法は、所謂熱磁気記録の一種であり、媒体
は、所望サーボパターンを有するマスクを介しての
レーザー照射により加熱/記録されること、及び量
産機の導入も既に完了していること、等が紹介され
ました。東芝の阿部氏から、「磁気力顕微鏡のヘッ
ド開発への応用」と題して、磁気力顕微鏡の高分解
能化手法、及び高分解能磁気力顕微鏡を用いて、磁
気ヘッドを計測した結果が紹介されました。ADE
T e c h n o l o g i e s 社の D. S p e l i o t i s 氏からは、
「Metrology System for Perpendicular Recording
Media」と題して、同社製の高磁場VSM（最大磁界：
3T）、垂直媒体評価用カーループトレーサーが紹介
されました。最後に、レクロイ・ジャパンの辻氏か
ら、「超高速ディスクドライブアナライザによる次
世代ＨＤＤ解析事例」と題し、同社の新製品である

ＤＤＡ５００５の新機能、及び計測事例等が紹介さ
れました。

　当日（４月１１日）のフォーラム終了後、恒例の
レセプションが、東京ベイ有明ワシントンホテル
で、フォーラム参加者と展示企業の方々の参加をい
ただいて開催されました。和やかな雰囲気の中で、
懇親と情報交換が行われました。

  ２日目は、４セッション１２件の講演があり、多
くの聴衆を集めました。

　Session 4では"ストレージ・デバイスの新分野
アプリケーション"--ハード・ディスク装置と他の
記憶装置は競合か分業か? 新規分野応用での記憶装
置への要求は?--というテーマのもとで、4件の講
演がありました。サン･マイクロシステムズ(株)の
北島氏は、"Sun Cobalt"と題して、 誰もがネット
ワークをベースにしたサービスを簡単に、安全に、
安く始めるためのサーバープライアンスを提供する
ことを使命として"Cobalt Networks"が設立された
こと、小型ストレージシステムのSun Cobaltは地
域･SOHO･家庭の中小規模の市場に浸透して、市場占
有率がNo.1であること、市場規模が拡大しつつあ
ること、容量拡張が容易であることなどが紹介さ
れ、さらには、建築家･学校などもろもろのお客様
でのシステム構築例を紹介して頂きました。(株)日
立製作所の富永氏は、"新世代のＩＴ最新動向と日
立の最新ストレージ戦略"と題してご講演頂き、大
規模ストレージシステムの需要が高まっているこ
と、ストレージの販売価格比率がサーバーを上回る
こと、大容量データーを管理するためにはSANが有
利であること、日立は高速･大容量ＨＤＤを用いて、
<1TBから 27TBの SANRISEシリーズをラインアップ
して、エンタープライズ系のお客様に多様なスト
レージシステムやサービスを供給していること、さ
らには、運用やバックアップ･災害復旧システムな
どにより高信頼でシステム稼働が可能であること、
金融や運輸業などあらゆる事業分野でシステム構築
例があるなど幅広い事業内容を紹介して頂きまし
た。アップルコンピュータ(株)の柳原氏は、"iPod"
と題して、米国で話題となっている手のひらサイズ
で1000曲の音楽が聴ける、携帯型デジタルプレイ
ヤーのご紹介があり、1.8"ＨＤＤを使うことで、音
楽鑑賞の世界が著しく広がることが述べられまし
た。松下電器産業(株)の河村氏は、"ＤＶＤビデオ
レコーダー"と題して、追っかけ再生ができ、プロ
グレッシブ再生で画像が綺麗なＤＶＤ－ＲＡＭレ
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コーダーや、ＤＶＤとＨＤＤを両方搭載して、高機
能化した次世代ハイブリッドＤＶＤレコーダーのご
紹介がありました。ハイビジョン対応のＤＶＤレ
コーダーは青色レーザー２７ＧＢ－ＤＶＤと４００
－８００ＧＢ－ＨＤＤを搭載する予定とのことでし
た。ビジネスや家庭機器のデジタル化が急激に進
み、ＨＤＤが多方面で活用されている様子が判りま
した。

 Session 5 の特別学術講演では、東北大学　電気
通信研究所の中村所長より、" 垂直磁気記録の現
状･課題･展望"と題して、日立の52Gb/in2デモや東
芝の52Gb/in2-HDD 試作例を手始めとして、シミュ
レーションツールを用いて記録密度の理論限界を追
求していること、高記録密度を狙いとしてＣＧＣ、
Ｆｅ－Ｐｔ等の各種の垂直記録メディアや低インダ
クタンスで記録能力の高い単磁極ヘッドを追求して
いること、東北大学電気通信研究所にＩＴ21セン
ターが設立され、1Tb/in2クラスのユビキタスＨＤ
Ｄやシリンダ･ストレージシステムを目標に研究開
発が開始されることがご紹介されました。

  Session 6の新規記憶装置技術-多様化する超高
密度メモリーのテーマのもとに、3件の講演があり
ました。富士通(株)の三浦氏は"Future of High
Density Magnetic Recording"と題して、ＨＤＤ技
術を包括していただきました。そこでは、面内記録
のSF-mediaは1300kBPIが可能であること、垂直記
録は>100Gb/in2で期待され、探索を行っているこ
と、記録ヘッドの高速化･狭トラック化が進展して
いること、再生ヘッドではＣＩＰモードからＣＰＰ
モードに開発が移っていること、ＨＤＤメカニクス
やサーボ技術･信号処理技術･ＨＤＩ技術が限界性能
を追求していること、これらの潮流からHDDは Tb/
in2に向かって進歩し続けるであろうことが述べら
れました。Stanford 大の L.Hesselink 教授は、
"Recent Advances in Holographic Data Storage:
Pre-cursor for Commercialization?" と題して、
フォトポリマーメディアを用いて２次元一括記録再
生の研究状況が報告され、1TB/Surface、1Gb/sの
ＤＶＤの延長にあるビデオメモリーの実現を目標と
していること、データーレイトと容量のトレードオ
フ解消や安く製造可能なドライブ技術の開発が課題
であること、ＨＤＤとは競合しないことが述べられ
ました。(株)東芝の與田氏は"大容量モバイルメモ
リ応用に対するMRAM ポテンシャルと課題"と題し
て、不揮発性で書き換え回数の多い、ＴＭＲ-ＭＲ
ＡＭについて、その動作原理から大出力の２重接合

ＴＭＲ型ＭＲＡＭの開発状況や課題について講演し
て頂きました。
  Session 7の高密度ヘッド技術では"100Gb/in2を
超える面記録密度を達成するためのヘッド技術"の
テーマのもとに、4件の講演がありました。Seagate
TechnologyのEd Murdock氏は、"Reaching for the
Stars:Heads for Over 100Gb/in2"と題して講演さ
れ、3T材料の可能性･ヘッドセンサー寸法が結晶粒
寸法に接近する効果･表面原子効果など原子レベル
の課題が多くなること、高感度TMRヘッドを用いた
R/W-demoにより、100Gb/in2の達成は可能であるこ
と、>100Gb/in2 では垂直記録の可能性があること、
ヘッド浮上量が限界的に低くなること、P r e -
Patterned Disk や Heat-Assisted Magnetic
Recordingなどを1Tb/in2狙いにR&D展開している
こと、球形であるが表面が入り組み表面積が非常に
大きいビールスに記録して面に並べれば、
10,000Tb/in2も夢では無いことなどが報告されまし
た。(株)東芝の高岸氏は、"100Gbpsi 超を担う次世
代HDDヘッドCPPGMR ヘッドの開発と課題"と題し
て、CPP-GMRヘッドについて、>100Gb/in2を狙いと
してシミュレーションした結果を主体に講演され、
現状材料の積層膜ではＭＲ比･抵抗値ともに小さい
こと、高ＭＲ比でかつ高抵抗材料の探索が進んでい
ること、ＣＣＰ－ＣＰＰ型は一つの候補であること
が述べられました。松下電器産業(株)の松岡氏は
"Actuator technology of HDD for mobile use"と
題して、ＰＺＴ薄膜素子をサスペンションとスライ
ダーの間に配置して、スライダーを微小駆動させて
トラック追従性を向上させる、第二世代アクチュ
エーターについて講演され、薄膜プロセスで作製し
たPZT素子を張り付けるだけなのでＨＧＡ工程が簡
便となること、リゾナンス周波数が18-19kHzに伸
びること、800G の耐衝撃性があり、耐環境性に優
れていることなどが述べられました。TDK(株)の六
本木氏は"垂直記録ヘッド技術"と題して、トラッ
ク幅が 200nm クラスのヘッド試作していること、
10kOe程度の記録磁界を発生すること、スキュー角
度によるサイド記録をトラペゾイダルポールで回避
していること、ポール先端の磁区制御で不要な消去
を回避していること、50Gb/in2の R/W-demoができ
たことなどが報告されました。

  昨年の国際ディスクフォーラムと比較すると、Ｈ
ＤＤの記録密度向上も、用途拡大も着実に進捗して
いること、ビジネスから基礎研究まで、多くの方々
が努力を続けていること感じさせる中身のある内容
となりました。
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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

88888 月月月月月 26-2826-2826-2826-2826-28 日日日日日

The Magnetic Recording Conference (TMRC '02:

Media/Tribology)    Santa Clara University, Santa Clara,

CA  h t tp ://www. i i s t . scu .edu/ i i s t/TMRC/

future_TMRC.html

88888 月月月月月 27-2927-2927-2927-2927-29 日日日日日

Asia Pacific Magnetic Recording Conference

(APMRC '02)       Singapore

http://www.dshub.com/apmrc/apmrc02.html

1 111111111 月月月月月 11-1611-1611-1611-1611-16 日日日日日

47th Conference on Magnetism and Magnetic

Materials,  Tampa, Florida

 http://www.magnetism.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

  ・ 6 月 21 日 （金） （第 43 回 ）

  ・ 9 月 20 日 （金） （第 44 回）　　

  ・ 12 月 20 日 （金） （第 45 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

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

　　　　　 ・ 12 月 6 日 （金） 10:00-17:00   （第 3 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　　　　　　　　　　　　　
    2003 年 4 月 9 日(水)-11 日(金)

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

http://www.idema.org/
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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

 

参加企業名 

和 文 

 

英 文 

 

URL:http: 

 

 

 

会員代表者/ふりがな   

所属部署名   

役 職   

住 所 〒 

 

 

E-Mail   

電話番号  FAX番号  

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

社ならば、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 〒 

 

 

E-Mail   

電話番号  FAX番号  

国際ディスクドライブ協会入会申込書国際ディスクドライブ協会入会申込書国際ディスクドライブ協会入会申込書国際ディスクドライブ協会入会申込書国際ディスクドライブ協会入会申込書
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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 6 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
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非技術系や専門分野でない方々。
営業部門の方々。
これからHDD事業部門に配属される方々。
マスコミや出版関係の方々。

   証 券 、金融機関の方々。

 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？？？？？

ハードディスクドライブハードディスクドライブハードディスクドライブハードディスクドライブハードディスクドライブ
入門講座入門講座入門講座入門講座入門講座

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  〒  

 

 

T E L   

F A X   

E - m a i l   

 

会員・　非会員

申込書到着後、参加証と地図、請求書を受講月初めまで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　日　日　日　日　     程程程程程 ：：：：： 第第第第第4343434343回回回回回66666月月月月月2121212121日日日日日(((((金金金金金)))))
第第第第第4444444444回回回回回99999月月月月月2020202020日日日日日(((((金金金金金)))))
第第第第第4545454545回回回回回1212121212月月月月月2020202020日日日日日(((((金金金金金)))))

             (時間は全て13:00から17:00まで／1回で終了）

受講料金受講料金受講料金受講料金受講料金：：：：： 会員会員会員会員会員  ¥10,000.-  ¥10,000.-  ¥10,000.-  ¥10,000.-  ¥10,000.-　　非会員　　非会員　　非会員　　非会員　　非会員 ¥12,000.-  ¥12,000.-  ¥12,000.-  ¥12,000.-  ¥12,000.- 　学生　学生　学生　学生　学生 ¥3,000.- ¥3,000.- ¥3,000.- ¥3,000.- ¥3,000.-
会　場会　場会　場会　場会　場 ：：：：： 国際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　会議室協会　会議室協会　会議室協会　会議室協会　会議室

国際ディスクドライブ協会事務局　FAX　０３－３５３９－７０７２

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/

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


                           　　プログラム　　プログラム　　プログラム　　プログラム　　プログラム

講師、演題は変更する場合がございます。

2002年 7月クォータリーセミナー
テーマテーマテーマテーマテーマ ：：：：：「「「「「ネネネネネッッッッットトトトトワワワワワーーーーークククククががががが切切切切切りりりりり開開開開開くくくくくエエエエエンンンンンタタタタターーーーープププププララララライイイイイズズズズズススススストトトトトレレレレレーーーーージジジジジののののの新新新新新展展展展展開開開開開」」」」」

開催のご案内

日時:2002年 7月 19日（金）13:00～ 17:00（終了後懇親会）
場所:主婦会館プラザエフ(B2クラルテ) 〒 102-0085千代田区六番町15番地 TEL：03-3265-8111(代)

13:00 - 13:10 会長挨拶   
株式会社 日立製作所 RAIDシステム事業部 主管技師長 菅沼 庸雄 

13:10 - 13:45 講演１．「SAN 時代のソフトウェア技術」 
日本アイ・ビー・エム株式会社 ネットワーク・システムズ開発  

APTO 技術理事 青木 直孝 氏  
 コンピュータシステムにおいてストレージの重要性が増すにつれて、これを運用・管理するソフトウ

ェアについても、より使いやすく、効率的なソフトウェアが求められている。本講演では、ストレー
ジ・ネットワーク関連のソフトウエア(バーチャリゼーション、シングル・ファイル・システム. . .
等)の最新技術動向をわかりやすく解説する。 

13:45 - 14:20 講演２．「エンタープライズサーバ用 HDDの技術開発動向」 
富士通株式会社 ストレージプロダクト本部 磁気ディスク第一事業部 
  担当部長 有賀 敬治 氏 

 ストレージシステムの根幹を支えるのは、過去も現在もそして未来においても HDD が中心である。
情報技術の発展に伴って HDD に求められる信頼性や性能も飛躍的に高まりつつある。これと同時に
記録密度も飛躍的に向上させていくという困難な課題に対して、現状の問題点を整理しその解決手法
を提案する。 

14:20 - 14:55 講演３．「激動のストレージシステム市場」 
  ガートナージャパン株式会社 データクエスト・ストレージ 
    シニアアナリスト 鈴木 雅喜 氏 

 IT インフラのなかでのストレージ・システムの戦略的重要性が高まっている。本講演では、ディス
クアレイを中心としたストレージ・システム市場の構造を明らかにし、これまでの世界市場の推移、
予測値について説明する。 

14:55 - 15:15 Coffee Break 
15:15 - 15:50 講演４．「ブレードサーバ」 

  株式会社 日立製作所 インターネットプラットフォーム事業部  
    開発本部 ブレードサーバ推進プロジェクト 
    チーフマネージャ 勇 恵一 氏 

 非常に多くのデータを取り扱うデータセンターなどにおいては、ストレージシステムの性能だけでな
く、管理の容易さや信頼性・トータルコストも同時に求められている。その解決手法の一つとして提
案されているブレードサーバは、小さなスペースに、数百ものサーバーが本棚の本のように積み重ね
ることが可能となる。本講演ではこのようなシステムの利用事例を紹介し、同時にストレージシステ
ムに求められる特性を概説する。 

15:50 - 16:25 講演５．「ネットワーク時代の RAIDシステム」 
  株式会社 日立製作所 システム開発研究所  

情報プラットフォーム研究センタ センタ長 山本 彰 氏 
 RAID システムはエンタープライズストレージの根幹をなす技術であり、その重要性は今後も揺るぐ

ことはない。しかしながら、情報システムが情報処理中心から、情報ストレージ中心へと比重を移す
中で、その形態にもさまざまな変化が起こり始めている。一つにはメインフレームのストレージとし
ての RAID から、ネットワークに接続されたマルチユースのストレージであり、もう一つはより 
低価格な SOHO・小規模グループ向けの RAID システムである。これらの具体的なユーザ事例を紹
介しながら、それぞれにおいて求められる RAID システムの姿や、そこで使用されるコンポーネン
トである HDD に対する要求性能を述べる。 

16:25 - 17:00 講演６．「SAN・NASが切り開くストレージの未来」 
  イーエムシージャパン株式会社 マーケティング本部 
    プログラム・マネジメント部長 宮 治彦 氏 

 ネットワークストレージは、日本で本格的に導入が急ピッチで進むようになってきた。単なるブーム
ではなく、クリティカルなサーバとストレージを結ぶ SAN と全社知的資産の共有化を推進する NAS
が企業の経営課題を解決し、また大きく TCO を削減する。本講演では先進ユーザの利用事例を交え
ながら、この新しいシステムの将来性について述べる。 

17:00 - 懇親会：スズラン 9F 
 



セミナ・懇親会参加費：　協会会員　18,000円
　　　　　　　　　　　　非会員　　30,000円

参加証はお送りしません。参加証はお送りしません。参加証はお送りしません。参加証はお送りしません。参加証はお送りしません。　当日、　当日、　当日、　当日、　当日、会場受付にて、会場受付にて、会場受付にて、会場受付にて、会場受付にて、名札をお取りください。名札をお取りください。名札をお取りください。名札をお取りください。名札をお取りください。

テーマテーマテーマテーマテーマ ：：：：：「「「「「ネネネネネッッッッットトトトトワワワワワーーーーークククククががががが切切切切切りりりりり開開開開開くくくくくエエエエエンンンンンタタタタターーーーープププププララララライイイイイズズズズズススススストトトトトレレレレレーーーーージジジジジののののの新新新新新展展展展展開開開開開」」」」」

日時　：　2002年 7月 19日（金） 13:00～ 17:00（終了後懇親会）
場所  ：　主婦会館プラザエフ(B2クラルテ) 〒 102-0085千代田区六番町15番地　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：03-3265-8111(代)
交通　：　JR(中央線)四ツ谷駅前（麹町口)、地下鉄(丸の内線、南北線)四ツ谷駅から徒歩２分

2002年 7月クォータリーセミナー
開催のご案内

聴講ご希望の方は、協会事務局宛 FAX、、、、、E-mail またはオンラインまたはオンラインまたはオンラインまたはオンラインまたはオンライン http:/ /www.idema.gr. jp/registrat ion/
reg_home.htmでででででお申し込み下さい。請求書の発送をもって受付完了とさせていただきます。ご確認の上、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。締め切り日は 7月月月月月 12日日日日日（（（（（金金金金金）））））ですが、定員となり次第締め切らせていただきます。また、当日キャンセルの
場合は参加費の返却は致しませんのでご了承下さい。

　2002年7月クォータリーセミナーをご案内申し上げます。このセミナーは、国際ディスクドライブ協会の主要イベ
ントのひとつです。この絶好の機会を活用することで、講演聴講による業界情報の収集、ご出席者相互の親睦・情報
交換・人的ネットワークの拡大等にご活用いただけます。

　今回のテーマは、「ネットワークが切り開くエンタープライズストレージの新展開」です。IT（情報技術）を支え
るハードウェアは、情報処理（MPU・メモリ）、情報伝達（入出力・通信）、情報ストレージの3つによって構成されて
います。その重要性は、ITの進化・発展に伴って、かつての情報処理中心から、情報伝達、そして情報ストレージへ
とシフトしつつあります。特にネットワーク技術が急速に発展していることによって、ストレージの形態にも大きな
変革の波が押し寄せてきています。本セミナーでは、このような変革がもたらすインパクトを明らかにし、将来のエ
ンタープライズストレージの姿を描くことを目的としています。

　HDD関連の皆様をはじめストレージシステムをご担当の皆様に、様々な課題についてソリューションを示せるプロ
グラムと致しました。大勢の皆様のご参加をお願い致します。

氏名  

 

会社名  

 

部署  

 

役職  

 

住所 〒 

 

 

TEL  

FAX  

E-mail  

 

会員・非会員

http://www.idema.gr.jp/registration/reg_home.htm



