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DISKCON JAPAN は本年４月に第１０回目を開催しました。 この１０年間でドライブメーカー、 コンポーネ

ントサプライヤー、 製造装置メーカー、 部品 ・ 材料メーカーがまとまって業界の発展を目指すという目的は

達成できたと考えます。

来年からは、 従来と大きくスタイルを変えて、 フォーラムと展示会の連携を重視したものとします。 更に、

HDD ばかりでなくあらゆるストレージ関連の方が必ず訪れるイベントを目指します。

フォーラムを含め、 現 在 、 その他計画の詳細を検討しております。
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当初、国際ディスクドライブ協会NEWSと称してス
タートしたNEWS誌も50 号を迎えることになった。
制作･発送の手間や保管スペースの削減を目的に本
号をもって印刷物としてのNEWS誌を終息させる事
とした。但し、NEWS 誌の栄え有る歴史と会員企業
への情報サービスを継続するために、インターネッ
ト上での発行は継続させる。
WEB上での発行に限定するのは、もう一つ大きな理
由が有る。ディジタル情報記録機器を扱う当協会と
しては情報電子化の普及も目的のひとつである。こ
の意志を広く真摯に示したいため、アナログ情報の
印刷物から電子情報コンテンツへの移行を率先垂範
して実施する。
この方針は急に決めた訳ではなく、過去数年の助走
期間を設け検討してきた結果でもある。本NEWS誌
の読者の多くは印刷版だけでなく協会のホームペー
ジに電子版が既に掲載されてきたのをご存知であろ
う。
  http://www.idema.gr.jp/news/news_home.htm
のアクセスログを解析した結果、NEWS 誌閲覧目的
の訪問者が多いことを把握している。インターネッ
トにさえ接続できれば、いつでも閲覧できる仕掛け
を既に準備しておいた訳である。
従来はあくまでも印刷版がメインで電子版は補助的
な役割と位置付けていた。このため、図面の分解能
をやみくもに上げずにファイルの巨大化を避けてい
た。分解能よりも転送時間の短縮を優先させていた
訳である。この制限を受け、図面の一部が見にくく
なっていた場合もあった。
今後は電子版へ全面移行するため軽快さと分解能を
両立させる必要がある。このためコンテンツの２本
立てを計画する。すなわち、パラパラと軽快に読め
るテキスト重視の版と、転送時間はかかるが詳細な
図面が見える版の２本立て構成である。詳細版では
一冊分を１ファイルにまとめてしまうと目的のペー
ジが見え始めるまでに長時間を要し過ぎて、きわめ
て不便である。これを回避するために図だけの別
ファイルを準備するとか、記事毎に分割するとか、
今後、数号にわたり実験を重ね、使いやすい（読み
やすい）電子版に仕上げて行く積りである。

第二部（IDEMA USA）
" 新しい" と言うには、いささか旧聞にはなるが、
IDEMA USAでは4月末にHDD業界の経営責任者をメ
ンバとしたExecutive Advisory Council（EAC：経

営者諮問委員会）を結成した。委員会にはSeagate,
Maxtor, Western Digital, 富士通, Hutchinson,
Veeco, およびSalomon Smith Barney から社長・
役員レベルがメンバとして参加している。EAC は協
会活動に対し経営者の観点で判断した指針を与え
る。すでに数回の会合を重ね、従来のIDEMA USAの
性格(HDD の製造法や試験法に重点)を拡張し、HDD
の販売先（サーバ、PC、民生機器等）との協調を深
める方向を提言している。
IDEMA USAの新会長に就任したMark Geenenも「こ
れまではEACメンバのような各社のトップレベルの
委任が一度もなかった。今後はトップから活動指針
を得ることができるので、着実に事業を展開でき
る。」と述べている。
IDEMA USAは新規市場、新技術に関する業界標準の
策定にも焦点を当てて行くとしている。想定される
新市場は従来のPCやIT向け市場に比べて非常に大
きく、そこでの業界標準が重要になるためである。
IDEMA JAPANでは米国の動きに先駆け、技術委員会
の中に新しくConsumer HDD分科会を設け、積極的
な活動を開始しており、AN S I の標準化委員会で
IDEMA JAPANとしての提言を開始している。
9月16日からSan Joseで開催のDiskConでも技術
協力組織の新設に関する討議が予定される等、新し
いうねりが進行して行きそうである。

第三部（国際ディスクフォーラム）
まだ最終決定ではないが、従来4月に開催していた
国際ディスクフォーラムの形態を変えようと言う計
画を進めている。従来の国際ディスクフォーラムは
DISKCON Japanの付属企画のような位置付けであっ
たが、次回は、国際ディスクフォーラムを中心とし
た"Storage week”とでも呼ぶべきような新しい期
間を創出しようと言う狙いである。協会の技術委員
会もこの時期に開催する。HDD技術の初級・中級講
座や製品の宣伝セミナもこの期間に開催する。実物
の製品も展示してもらう。さらにHDDに関する某学
術研究団体の報告会と開催時期を合わせられないか
調整をしている。兎も角、この週に会場に来れば必
ず何かストレージに関して得られるものが有るよう
にしたい、という考えだ。このため会場を変更する
可能性も高い。
近日中に正式アナウンス出来る予定なので、協会の
ホームページhttp://www.idema.gr.jp/news/
news_home.htm に注目しておいていただきたい。

新しい動き新しい動き新しい動き新しい動き新しい動き
副会長・企画委員長・広報出版WEB委員

筧　朗（富士通）
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   When I was asked to contribute this article in
this IDEM Japan News, I thought it was a good
opportunity to introduce our recent activities in
the materials research oriented for data storage
as well as our laboratory itself.   However, when I
started writing, I thought it would be also a good
chance to include some of the recent developments
in this exciting field for future high-density
recording, and to add my own perspective of it.
   Because of the high market demand for cost
performance in HDD, yet aiming at high density
and high speed performance, we have been seeing
the reforming of the industries, as in the cases of
other business f ields,  such as f inancial
institutions, consumer products companies,
airline companies, auto-industries etc.  One most
recent case is the purchase of the IBM HDD

business by Hitachi, which came to our attention
with a kind of shocking feeling. (Please allow me
to say in this way, since I am also one of the IBM
retirees).  Such reformation is not exceptional for
any industries and is expected to take place more
and more in the HDD business environment.
   Needless to say, the developments in HDD have
been, and of course will need to be made through
all the intelligent resources and knowledge of the
main and peripheral technologies and science.
(Figure 1).  They include materials science and
engineering of thin-films fabrication of media-
head and head-media interface,  signal processing
and coding, high-precision mechatronics, and not
mentioning others. It is essential to utilize any
other developed technologies to enhance
performance and cost-reduction, and at the same

* Academic Frontier Promotion Center supported by The Japanese Ministry of Education, Culture, Sports,
Science and Technology.  Dr. Suzuki is the Director of the Center.

Figure 1   Outlook of Data Storage Technology
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time, all these must be integrated for backward-
/forward-compatibility. They also must have
potential to be extended for further performance.
Through this view, we have heard often in the
integration of both magnetic and optical
recordings, though it has not been realized in the
market as yet.

   Recently, “hybrid recording” is the terminology
that we often hear and find in articles and many
people are using this, implying a scheme of
hybridization of conventional HDD with optical
data storage technologies. A hybrid system is
different from the current magneto-optical
recording in that data is read back using a
magneto-resistive head rather than detecting a
polar Kerr rotation signal.  This sounds leading
to an ultra high density beyond a few hundred
Giga bit square inch or even much higher, but of
course many many issues must be overcome.
Some demonstrations of the hybrid recording are
a solid immersion type near field optical recording
with GMR heads, and “HAMR” (Heat Assisted
Magnetic Recording), which is the case of
thermally assisted recording and detection in a
perpendicular recording mode.  The HAMR is to
take the advantage of using high coercivity media
for better thermal stability of data, which is one
the key issues for HDD development. This
thermomagnetic recording is a well-practiced
technology in magneto-optical recording, but it
needs a far significant technological advances in
HDD head, media and subsystems to apply it to
ultra-high densities.

One of the issues associated with the HAMR is
“fast-and sub-micron size-local-heating” and “fast-
cooling” in a medium.  One way to implement is
the technique that has been proposed is via
absorption of a time-modulated flux of focused
electromagnetic radiation. Because a high-density
magnetic recording process on a moving medium
is a highly dynamical one with severe temporal
and spatial constraints, it is clear that the use of
readily available, near-visible wavelengths for
heating will require near-field confinement of the
electromagnetic energy.   By operating much
below the diffraction-limited condition, one may
extend a recorded bit-size to a well below sub-

micron scale.  So far much of the current
technological activity in the HAMR thus centers
on design of efficient integrated near-field sources.
One example is the technique to use “Bowtie”
antenna, but power efficiency is extremely
undesirable at this stage.

 Another issue in the HAMR is a complicated
phenomenon associated with near field optical
effects coupled with a medium.  When the near
field sources (antennas, apertures, tapered wave-
guides) are placed in proximity to the film-
medium, a joint optimization of the near field
source and medium structure must be made for
very high speed heating and cooling.  The coupling
between near field source and medium is strongly
dependent on the configuration, thus critical for
practical usage.
   A recent work demonstrated the way to
implement a HAMR system that uses a
transducer integrated for both the magnetic
source and heat on the same side of a medium.
Using a dielectric optical waveguide lens system
that channels light from the top of the slider and
focuses it onto the medium under a well-controlled
condition, one may obtain extremely small spot-
size.

   The choice of recording media structure for such
high density is critical, since signal to noise ratio
decreases with density.  In particular, for noise
reduction, a sharp transition between bits is more
required.  For this reason, it may soon be coming
true the current granular type media would be
replaced by other types, such as so called
patterned media, where, a transition noise can
be eliminated. (Figure 2).  The candidates for
materials of choice may be those with high
magnetic anisotropy constants such as FePt,
SmCo, Co/Pd, since they are potential to offer very
high coercivity well above 10 kOe.  The difficulty
is, of course as mentioned above already, to write
bits using magneto-resistive heads, which must
generate a very high field..

   Keeping in mind all the above-mentioned issues
and the status and environment of HDD, our
laboratory has been involved with both magnetic
and optical recordings, emphasizing materials
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research as top priority.   The laboratory was
established in 1995 and I joined from IBM
Almaden Research Laboratory.   It was the time
when the Storage Research Consortium (SRC)
started aiming at the 20 Giga bits per square inch
project. 　I believe I do not have to explain about
SRC in this article, but for the sake of clarity, I
may say that this is the consortium, similar to
the NSIC (National  Storage Industrial
Consortium) in the US, which aimed to develop
the joint collaboration of both the industries and
universities. Till that time, no consortium had
been organized for HDD in Japan.  More than
twenty Japanese companies became the members
over the various fields such as media, head,
coding, and head-media interfaces.  It was also
the time when the Japanese HDD manufacturers’
share was much less than 10% in the worldwide
market, while the US industries dominated the
entire market.  It was just the time when the
reforming of the industry started, since more than
80 disk drive manufacturers in the worldwide
were competing with each others at that time.
One example was the case that Seagate purchased
Conner in 1995.

Figure 2  Comparison between the current and
future HDD media.

It was my great appreciation that the SRC offered
me the opportunity to join even though I was from
IBM Almaden Research Center.  I had a few post-
doctoral fellows during that time of 1995 through
1997.  They were all, as being the members of
this SRC, benefited through interacting with
those of the leading industries so as to be exposed
to the most advanced technologies.  The very first

work in my laboratory in conjunction the SRC
activity was on thermal stability of written bits
of CoCrPt based media, studied intensively by
magnetic force microscopy where Dr. Noel Abarra
was  the chief person working on this project.
After he spent a little more than two years, he
joined Fujitsu, who is now one of the key persons
in the activity of media development, especially
on so-called novel synthetic ferromagnetic media.
Dr. Vladi Safanov was another person who learnt
a lot through this SRC project.  He is a
theoretician and during his stay in my laboratory,
he developed a novel theory for thermal stability
of a recording medium by introducing a spin-wave
model, based on which the stabilization of
magnetic spins is found to be enhanced.  Dr.
Safanov is now working with professor Niels
Bertram at UCSD, and is very active in developing
theory in HDD media.  Dr. Ram.Acharya (Fujitsu,
and then MMC at the time of this issue
published.), Dr. Albert Chekhanov (MMC) and Dr.
Rachid Sbiaa (TDK)  and other post-doctoral
fellows and PhD students in my laboratory had
many invaluable opportunities to learn and to
study magnetic recording physics and technology
as well.  Of course, I am sure that other academic
groups must have had similar or even much better
accomplishments as to educating and training
their students and research fellows as we did.
Thus I should emphasize that the positive
outcome of the SRC was clearly and successfully
demonstrated!.
    When I was at IBM Almaden, I had a chance
to be involved with the NSIC project. The NSIC
is one of the main research and development
consortia in the USA, oriented for data storage
science and technology.   It was formed in the
1980’s in order to enhance research initiative in
the field.  The programs required the strong
collaboration between industries and universities,
and as a consequence, strengthened the research
activities at universities.   As I recall, students at
Stanford university for example, who worked
their PhD degrees under the NSIC projects, went
to the associated industries, and could start their
jobs right after their graduation.  This was a good
contrast to the Japanese case, in which such
freshly-graduated PhD students had to spent a

　　　　

　　　　　
現在　　　　　　　　　　　　　　　将来

３５ギガビット/(インチ）２ >200ギガビット/(インチ）２

高・磁気異方性ＦｅＰｔ

S.Sun et al. Science, Vol. 287, 1989 (2000).
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few months or even longer before their starting
jobs.   The SRC has given a similar impact to the
universities’ groups, because those students who
were involved with could have the opportunity to
be exposed to the updated status of the HDD
technology.  I view in this sense that the SRC is
playing a very important role in educating
students and research associate ( and of course
the professors as well !).

My laboratory was also involved with the
studies of magneto-optical recording media,
especially focusing on high magneto-optical Kerr
activity materials.   For this reason, we developed
a system by which one can measure the polar Kerr
activity (rotation and ellipticity) and also optical
constants over a wide wavelength range ( 180nm
– 900nm) including ultra-violet .  The system was
developed mainly by the very first postdoctoral
fellow, Dr. William Van Drent, who joined me in

1995, right after I came to the Institute.  We
further implemented the prototype system with
some improvements in performance, and finally
made it realized for commercial products. (Figure
3).   The system offers a unique capability of
measuring the polar Kerr magneto-optical effect
at ultra violet wavelengths. Fortunately, we have
been able to sell the products so far.   It may be a
while until we will be able to develop such
magneto-optical recording media optimized for
such short wavelengths, but eventually we will
need to develop media for high-density at
wavelengths less than 400nm.  In that case, such
a system as ours is found to be quite useful.  We
also developed a near field optical recording using
a solid immersion lens, and are ready for moving
into the hybrid recording using novel recording
media.

The media we are interested in at this stage
are multi-layered structure consisting of FePt L1o
ordered alloy thin films with a separator of Ag.
Such media based on the results of magnetic
properties and structure offer attractive behaviors
of perpendicular magnetic recording performance.

As mentioned above, nano-particle patterned
media is the candidate for future data storage.
We are developing the method called “Ion Beam
I n d u c e d  C V D ”  f o r  n a n o - p a r t i c l e
fabrications(Figure 4).  Ion beam irradiates
molecular gas such as Co2(CO)8, so that the
bonding between Co and (CO) is cut, Co being
deposited onto a substrate.   The technique has
been already proven to be useful for depositing
such metals  as  Co,  and they exhibited
ferromagnetic behaviors.  The method can offer
potentially a fabrication of clusters as small as a
few nm by controlling the beam intensity,
radiation times and a system vibration.  We are
now in the process to implement the system to
make multiplayer nano-particles of high magnetic
anisotropy.

It is my great appreciation for the Grant-in-
Aid by the Japanese Ministry of Education,
Culture, Sports, Science and Technology (“Kaken-
Hi” ,Kiban A ,2002-2005)), which supports this
research project

　　　

広帯域波長・高感度・光磁気光学効果測定装置
(1.4 -6.7 eV = 182-886nm, 20 kOe)

トヨタ自動車　　研究室紹介　　　　

1 2 3 4 5 6 7
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-0.8

-0.4
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0.4

0.8

 

 

θ
k(
°

)

photon energy(eV)

Co75Pt25

Fe50Pt50(S=0.8)

TbFeCo
fcc Co(111)
fcc Co(100)

Co50Pt50(S=0.7)

将来の高密度・光メモリー材料探索に必須な情報

短波長領域における
高いKerr　回転角ーー＞高SNR

Figure 3.  The polar Kerr spectroscopic apparatus
developed in the laboratory, together with the data
measured by the instrument.
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トヨタ自動車　　研究室紹介　　　　

　イオンビーム誘起　イオンビーム誘起CVDCVD・・ナノ微粒子作製法（ＩＢＩＣＶＤ）ナノ微粒子作製法（ＩＢＩＣＶＤ）

(Ga+)

nozzl
e

recoiled
particles
(Ga, CO)

Substrate Co deposited

Co2(CO)8

- Direct localized synthesis of individual particles
- No memory of film structure
- Resistless, contactless approach
- Unrestricted choice of pattern designs
- Scalable through the ion projection scheme*

A.Lapicki and T.Suzuki;
J.M.M.M. Vol.240,47 (2002).

　　　IBICVDにより作製した強磁性Ｃｏ粒子

2µm
400nm2µm

4µm

Experimental conditions:

• nominal size varied 
• 4 x 10-5 Pa, Co2(CO)8
• 8 pA 30 keV, Ga+

• glassy carbon substrate
• 0.5-2.0 x 109 ion/dot
• 5 µs dwell, multiple scans

Figure 4. Ion Beam Induced CVD for fabrication
of ferromagnetic nano-particles, and the
experimental results.

The hybrid recording scheme in the future
may need all those works from basic to applied
science and technologies.   We are working on
this project, collaborating closely with the outside
organizations.   Such collaborations are vital for
developing “Future Information Storage
Materials”.  Fortunately, our laboratory has been
nominated by the “Monbu-Kagaku-Shou” as the
Academic Frontier Center for “Future Data
Storage Materials Research”, and we are
delighted to make our efforts by all means.   For
this reason, I am grateful for all the supports and
suggestions given to us, without which our
progress could not have been made, and I ask you
for your continuous support.
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－これまで－
余裕の1980年代
１９８０年代から今日まで２０ヶ年間近くＨＤＤなどのストレージ市場を見てきました。
思いつくまま市場の動きを振り返り、これからを展望してみます。
机の上に少し埃で汚れた”Ｄ５１２６”を模したフｲギェアがあります。
１９８０年代、ＮＥＣがこの機種で１００万台を販売した記念の模型品です。
当時で１００万台を出荷するのには、数ヶ年間が必要であったでしょう。
一つのモデルで１００万台を販売する。これは今日では、ほとんど数週間でクリアします。
ＨＤＤは、すでに半世紀近い歴史（*）をもちますが、その年代ごとに一つの重要なコンピュータ／ＰＣ
の補助記憶装置の役割を果してきました。

* ＩＢＭは、１９５７年前後にＨＤＤを開発。その後、１９６０年代から１９７０年代にかけて大型コンピュータの補助記憶
装置として実用化。 正確な開発の年期は、不明です。

１９８０年代初頭のＨＤＤは、容量では１ＧＢもありませんでしたし、年間出荷台数も５０万台にも満た
なかったと思います。
それでも１９８０年代のＨＤＤは、”黄金の時代”とも言える＜期待＞と＜可能性＞と＜未知への挑戦＞
のような楽しいデケードであったような気がします。
もちろん現実には、言葉にすれば今日でも追求されている

・大容量化
・高速化
・小型化
・低消費電力化
・耐衝撃性の向上

などの開発を昼夜で競争し、さらに市場では激しい低価格化の嵐が吹いていました。それでもこの事業に
参加していた人々は、たまには息抜きで”池の魚”をみる余裕があったように思います。　Ｒ＆Ｄのサイ
クルは、２４ヶ月間でのバージョンアップ、製品としてのライフサイクルも３６ヶ月間以上が当たり前で
した。
それが１９８９年前後では、ＨＤＤ市場が”右肩上がりの成長”産業への期待で５０社近いエントリー
メーカー数になります。この年、ＨＤＤ市場は年間出荷台数で2,000万台を越え、ＯＥＭ出荷金額換算で
およそ８５億ドルをクリアしました。
成長の１９９０年代
ＨＤＤは、ＰＣではなくてはならいストレージになり、急速な成長期に入ります。 ＰＣの伸び率に
比例して、ＨＤＤは、このデケードで年率２０％前後で市場が拡大します。　1980年代に培った基本テク
ノロジーは、そんなに大きく変わりませんが、高密度化への開発テンポが速まり、”市場を牽引するのは、
Ｒ＆Ｄ先行メーカー”の色彩が濃くなってきます。もちろん、そのための生産技術や市場ニーズを反映し
たマーケッテｲングも大切でしたが、この時代は、<開発力>こそがモノを言いました。それについて行
けないたくさんのメーカーが撤退します。　１９９５年前後では、多くのＨＤＤメーカーが撤退、統合或
いは消滅して、エントリー数は１８社前後になります。
このデケードでＨＤＤ市場は、タイプ別のすみわけが体系化されます。

・３．５”ＳＣＳＩ系は、サーバやＲＡＩＤ向け中心
・３．５”ＡＴＡ系は、ＤＴパソコン向け
・２．５”系は、ＮＢパソコン向け

として市場を形成して行きます。　小型化は、ほとんど促進されなかった時代です。
１．８”或いはリムーバブルＨＤＤなどが登場しますが、ほとんどニッチ市場を形成するだけでした。　
一時、ＳｙＱｕｅｓｔのリムーバブルＨＤＤが北米市場で話題を呼びましたが、年間出荷台数で数百万台
という実績はつくれませんでした。

雑感雑感雑感雑感雑感     ーーーーー     ドドドドドタタタタタバババババタタタタタしししししななななながががががらららららもももももあああああっっっっっととととといいいいいううううう間間間間間のののののＨＨＨＨＨＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤ市市市市市場場場場場 ,,,,,

                                                  でででででもももももこここここれれれれれかかかかからららららででででですすすすす

雑感 － ドタバタしながらもあっという間のＨＤＤ市場,でもこれからです

馬籠敏夫（テクノ・システム・リサーチ）
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それでも１９９７年前後まで生き残った多くのＨＤＤメーカーは、”それなりに儲けていた”、と分析
できます。１９９７年のＨＤＤ市場は、１億台を突破して、売上高は２８５億ドル前後に達しました。
絶好調のときです。

－いま－
”ゼロサム時代”の到来
ＨＤＤ市場がかってない試練の時代に入るのは、世紀末でもある１９９９～２０００年からです。　最大
の原因は、ＰＣの激しい低価格化にあります。　１９８８年の年末・クリスマス商戦前後から多くのＰＣ
メーカーは、１，０００ドルＰＣとか、５００ドル或いはＦｒｅｅのＰＣと言った低価格戦争に突入しま
す。
その結果、ＨＤＤのＯＥＭ価格も急速に低下して行きます。１９９８年でＨＤＤの年間平均ＯＥＭ価格が
２００ドルを割り、１９９９年ではそれが１５０ドルを割ります。
それでもＨＤＤの年間出荷台数は、１９８１年から２０００年まで堅実に増大し続けました。
出荷台数で前年割れを起こしたのは、２００１年がはじめてです。
ところが、ＨＤＤの売上高では、すでに１９９８年からマイナス成長になっていました
（統計データ１を参照）。
そしてＨＤＤ市場で最悪の年である２００１年を迎えます。　この年は、出荷台数で前年割れであり、売
上高でも大きく減少します。　そのため既に１０社前後になっていた半分以上のＨＤＤメーカーが、Ｐ＆
Ｌ上で赤字に転落します。
まさにビジネスでは、”ゼロサム期”であり、数少ないメーカー間での買収或いは合併が再び発生します。

・２００１年３月でのＭａｘｔｏｒのＱｕａｎｔｕｍ買収
・そして２００２年4月での日立製作所のＩＢＭのＨＤＤ部門の買収発表

ＩＢＭは、台数ベースでは決してトップシェアの結果をだしたメーカーではありません。
それでもＨＤＤの歴史とは、ＩＢＭがリードしてきた、といっても過言ではないでしょう。
ＩＢＭが儲からないＨＤＤ部門の解体或いは身売り策に入るのは、２０００年での赤字転落であり、２０
０１年での４億㌦を越える大きな赤字計上の結果です。
２００２年8月現在、ＨＤＤメーカーとは、周知の通り、Ｓｅａｇａｔｅ，Ｍａｘｔｏｒ，ＷＤ，ＩＢＭ，

日立製作所,　東芝,　富士通及びＳａｍｓｕ
ｎｇの8社です。これが２００３年では７社に
なりますが、この7社がそのまま存続して行く
可能性は、きわめて低いでしょう。
何故なら、すでにＡ社によるＢ社買収説、或
いはＣ社の解体説などの噂があります。もち
ろん、ニューカマーも登場してくる可能性も
あります。
この時期、ＨＤＤメーカーが赤字に転落した
のは、何が原因でしょうか？
コンピュータやＰＣの低価格化或いはＰＣの
成長率の鈍化による外部要因が強いかもしれ
ません。
それだけではないような気がします。例えば、
ＨＤＤメーカー間での”やや異常な開発競争”
― あるバージョンの機種では、一つのクォー
ターで立上げ、次のクォーターではＥＯＬと
いうようなケースがありました。つまり一つ
の機種が６ヶ月もしないで市場から消えるわ
けです ― や市場シェアアップのための低価
格戦略或いは需給バランスを充分に反映して

ＣＹ Ｓｈｉｍｅｎｔ Ｒｅｖｅｎｕｅｓ Ｕｎｉｔ　Ｐｒｉｃｅ
（Ｕｎｉｔ：Ｍｉｌｌｉｏｎ） （＄Ｍｉｌｌｉｏｎ） （＄）

1981 0.13 1,200 9,230.7
1982 0.41 2,325 5,670.7
1983 1.45 2,615 1,803.4
1984 2.85 5,033 1,765.9
1985 3.65 5,127 1,404.7
1986 7.67 6,920 902.2
1987 11.40 7,638 670.0
1988 16.17 8,715 539.0
1989 20.03 8,524 425.6
1990 26.82 8,467 315.7
1991 29.58 9,298 314.3
1992 41.50 10,657 256.8
1993 48.09 12,277 255.3
1994 62.69 15,726 250.9
1995 86.35 20,500 237.4
1996 104.33 24,518 235.0
1997 122.26 28,500 233.1
1998 136.89 26,280 192.0
1999 170.20 24,248 142.5
2000 197.11 24,023 121.9
2001 189.14 20,571 108.8
2002 208.45 20,485 98.5

＊売上高は、ＯＥＭ出荷金額換算です。

統計ﾃﾞｰﾀ１．ＨＤＤの市場トレンド
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いない過剰生産などＨＤＤメーカー内部にも課題があったといえるでしょう。
もちろん、この期間に多くのＨＤＤメーカーが大胆なリストラを展開し、ＳＣＭやＳｉｘＳｉｇｍａ
を構築してきましたが。

－これから－
再び成長の時代へ
２００１年前後からＨＤＤの製品や市場構造は、ダイナミックに変化しつつあります。
＜ビジネス向けＰＣでの容量飽和＞
＜１９９０年代に体系化されたタイプ別すみわけの崩壊＞
＜ＡＶ向け市場での立上げ＞
＜垂直磁気記録方式の採用計画＞などです。
これらの一つ一つが市場からみれば大きな変化です。
容量飽和は、やがてＨＤＤの小型化を促進させるでしょうし、ドライブのタイプ別すみわけが崩壊すると、
３．５”ＳＣＳＩ系はやがて頭打ちに入ります。　ＡＶ向けが本格化すれば、市場規模は、現在の年間出
荷台数の２億台前後から倍の規模になる可能性があります。
仮に長手方向記録方式の限界によって垂直磁気記録方式が現実となると、部品や材料メーカー或いは製造
インフラなどが変化するでしょう。それでなくても３．５”ＡＴＡ換算で８０ＧＢ／Ｄｉｓｋの量産化前
後から、これまでの生産方式では通用しなくなる、という製造・検査装置メーカーの分析があります。

やがてＨＤＤは、”缶詰”となり、ローテクで生産されるようになるのか？
それとも半導体なみの生産技術力が前提となってくるのか？
これらの見極めは、大きなポイントであり、同時にここ数ヶ年間で明らかになるでしょう。
当面、ＨＤＤは、半導体メモリーによるリプレースはない。　とすれば、２００５年前後では、

・サーバでは、３．５”ＡＴＡや２．５”がかなり採用され
･ ＤＴパソコンでは、２．５”が３．５”ＡＴＡを徐々にリプレースして
・ＮＢパソコンには、１．８”が大量に搭載され
・ＡＶ市場では、年間５，０００万台以上の需要を生み
・容量的には、１００ＧＢが５０ドル未満で手に入る

ことなどが予想されます。
一般的に２０００年代の最初のデケードは、＜ＢＢネットワーク＞＜ユビキタスコンピュ－テイング＞
＜デジタル家電＞の時代と言われております。　しかも、そこではＨＤＤが重要な役割を演じると分析さ
れております。
とするならば、２００３年前後からＨＤＤ市場は、再び成長して行くことが予測されます。
求められるのは、利益追求型
これからのＨＤＤ市場は、ばら色です（？）。
これまでエレクトロニクス産業を牽引してきたＰＣは、もはや成熟期を迎えつつあります。　が、代わり
にＨＤＤは、これからデジタル家電向けがあります。また、ＰＣは、成熟期であろうとなくはなりません。
今日のオフィスや学校では、ＰＣはなくてはならないものだからです。
当然ながら新規需要のみでなく、リプレース需要が繰り返されます。
とするならば、当分の間、ＨＤＤの需要が減ることはないことになります。
でも儲かりません。
それでは、”ゼロサム期”からの脱出にはなりません。
２００２年夏では、

・たくさんのＰＣメーカーが赤字です。
・その部品のＨＤＤメーカーも赤字です。
・だからＨＤＤ用部品メーカーも泣いてください。

この理論は、ビジネス経営論ではいつまでも通用しません。　ヘッドのないＨＤＤは、ありません。ＨＤ
ＤのないＰＣもありません。　ＰＣがないと仕事になりません。
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それでもみんな損をしています。　そうではありません。　たくさんの一般ユーザーがこれらの恩恵を享
受しています。　儲けていないのは、あなたがたの勝手です。
これからは、見かけでＨＤＤ市場が拡大しても意味がありません。
それならば、＜需要＝供給＞で過剰に生産しないことです。
値下げとは、時系列での絶対条件ではありません。　大体が値崩れは、＜過剰在庫→値下げ→赤字化＞と
いう結果が多いです。　もっともこれからのデジタル家電向けなどは、低価格化の要請は、さらに激しく
なるでしょうが。
社会貢献をするならば、先ずは、ＨＤＤメーカーは、儲けることです。
単なる数量追求やｼｪｱアップではなく、利益を追求する方向性こそが重要な時期に入っているのでしょう。
格好の良いスマートさは必要ありません。　平然と黙して儲けることです。
どうしたら儲かるのか？

・開発型　＜常に３年先のターゲットマーケッテイング＞
・付加価値型　＜ＷＤの”Ｄｒｉｖｅｚｉｌｌａ”、東芝の”Ｃａｒ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ向け”
・スケールメリットタイプ　＜月産で１，０００万台＞
・常識的なＩｎｖｅｎｔｏｒｙ　Ｔｕｒｎｓ、　ＳＧＡやＲ＆Ｄ経費の計上いろいろな方策があるで

しょうが、それこそが今後のＨＤＤビジネスに問われる最大の課題ではないでしょうか。　ＨＤＤは、と
うの昔から８社だけのためのものではないのです。
＊ちょっとしつこいようですが、最近のHDDメーカーのP&Lとは、統計データ２のように惨憺たるも
のだからです。

－最後に－
市場動向をみる立場からは、R&Dや Products関係の皆様のご苦労が本当の意味では解りません。
すべてが数字であり、結果だけなのです。　もちろんそれだけでHDD業界を評価するつもりもありません。
これまでHDDやストレージ市場を調査させて戴き、たくさんの人たちと面談をさせて戴くとともに、いろ
いろな勉強や感動を得てきました。　忘れられないセリフ、印象に残る表現や分析を思いだします。　
かってダニエル・マン氏がHDDを”All　Weather Fighter”と表現したのが今でも強く記憶に残っていま
す。　HDDは、素晴らしい記憶装置なのです。
もしかするとHDD市場は、これまではほんの”序章”でしかなく、これからが本格的な時代を迎えるのか
もしれません。　
IT向け中心の時代から、AV／Ｈｏｍｅ向けをも取りこむ時代で初めてHDDの真価が問われるのかもしれな
いからです。当分は、HDD業界とは、いろいろな意味で＜挑戦＞する姿勢が必要なのだと思います。

統計ﾃﾞｰﾀ２．最近のHDDメーカーのP&L推移

Unit：　＄Million
CY２０００ CY２００１ CY２００２
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Seagate 136.0 231.0 62.0 94.0 57.0 102.0 32.0 122.0 196.0 -164.0
Maxtor 25.6 8.9 -13.9 5.0 1.3 -70.8 -87.5 -162.2 -64.0 -109.0
WD -70.7 4.2 -33.5 3.6 7.0 -9.0 20.5 12.6 20.0 13.1
IBM -25.0 -75.0 -30.0 -75.0 -40.0 -90.0 -182.0 -111.0 -25.0 -35.0
Fujitsu 45.0 -105.0 -45.0 -30.0 -45.0 -60.0 -50.0 -45.0 -15.0 -12.0
Samsung 20.0 -12.0 -8.0 5.0 3.5 0.8 1.2 2.0 1.5 1.0
Toshiba 10.0 5.0 2.0 1.8 3.5 -2.5 -3.0 0.0 5.0 7.0
Hitachi 12.0 6.0 -5.0 -2.5 2.0 1.0 0.9 2.5 3.0 3.0

　　Ｕｎｉｔ：Ｍｉｌｌｉｏｎ
CY２００１ CY２００２
1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total

3.5”SCSI 5.10 4.60 4.79 5.05 19.54 4.74 4.76 4.50 5.00 19.00
3.5”ATA 33.20 32.30 34.20 41.00 140.70 41.90 37.75 35.00 40.00 154.65
2.5” 6.80 6.60 7.06 7.70 28.16 7.90 8.45 7.80 9.00 33.15
＜1.8” 0.23 0.13 0.13 0.25 0.74 0.31 0.29 0.45 0.60 1.65

Total 45.33 43.63 46.18 54.00 189.14 54.85 51.25 47.75 54.60 208.45

＜最近のHDD市場推移＞
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１．緒言
　年々磁気ディスク装置の高記録密度化に対し
て、要求される磁気ヘッドスライダの浮上量は低
下する傾向にある。低浮上化の阻害要因は、スラ

イダ流出端浮上量 2h がスライダ加工組立バラツキ

やスライダ周辺の気圧変化、ガス・コンタミ付着
等により変動することである。これらの要因に

よって低下した浮上量 min2h が、媒体面上にある微

小うねりや面粗さの微小突起先端の最大高さより
小さくなった場合、スライダ流出端が微小突起先

端と接触する。 min2h は面粗さのない理想平面上か

らの浮上量を意味するため、理想平面上からの微

小突起先端の最大高さが接触開始浮上量 toh とな

る。したがって、 min2h と toh との差である浮上マー

ジン )( min2 tohh − をいかに大きくするかが低浮上化

においての課題となる。浮上マージンを大きくす
るアプローチとして、媒体面の面粗さを小さくす

れば toh は下げることができる。しかし、スライダ

が toh を下げた超平滑媒体と接触した場合、真実接

触面積の増大により摩擦係数が大きくなり、大振
動、ヘッドクラッシュに至る。今後、低浮上化を
実現するためには、浮上マージンを大きくできる
超平滑媒体を使いこなす技術が必須となる。
  本報では、超平滑媒体との接触時スライダ大振
動を抑えるスライダ設計指針を明確化するため
に、スライダ接触振動解析シミュレータを提示す
る。さらに、スライダ接触振動を実測した結果か
ら本解析モデルの妥当性を示す。
２．解析方法
　本解析モデルの特徴として（１）図１に示すよ

うに、負浮上マージン量 )( min2hhto − を Interference

Height )(IFH  [1]で定義し、スライダの媒体への押

し込み深さを IFH で表した。この IFH で外乱とし

た初期条件を表した。図１に示した記号 stF 、 stT は

それぞれ垂直方向の接触力、面内方向の摩擦力を
表す。

（２）接触面積を考慮して接触力を定式化した。
（３）設計パラメータである空気膜剛性と減衰係
数と接触振動との関係を明確化するため、空気膜
を線形化して、浮上力を空気膜剛性と減衰係数で
表した。
２．１　解析モデル
　図２に、スライダとサスペンションの解析モデ
ルと座標系を示す。スライダを各パッド面に微小
なステップ浮上面を設けた３パッドステップスラ
イダ [2][3]でモデル化する。流出パッド流出端を

BB ′ 流入パッド流入端を CC ′、 DD ′とする。 BB ′ CC ′、

DD ′は幾何学的に媒体面と接触する。また、スラ

イダの運動を並進方向及びピッチ方向の２自由度
振動系でモデル化する。サスペンションも並進及
びピッチ方向の２自由度系の線形バネとダンパで

モデル化する。ここで、 zk 、 θk ：サスペンションの

並進、ピッチ方向に関する弾性係数、 zc 、θc ：サス

ペンションの並進、ピッチ方向に関する減衰係
数。座標系の原点０は押付荷重 Fの荷重作用点か
ら任意の面に下ろした点とする。その任意の面を

0=z 面として、 0=z 面に座標 ),( yx を取る。この平

面Aの浮上量及び姿勢を ）（ θ,z で表わす。ｚは原点

０から平面Aとの距離、θはピッチ角度である。

時間ｔにおける浮上面位置ｘの浮上量 ),( xth を ）（ θ,z

で表すと式 (1)になる。
)()(),( txtzxth θ−=   (1)

　図３に、媒体面うねりの解析モデルを示す。時

磁気ヘッドスライダの接触振動に関する数値解析
土山龍司　本地雅之　徐釣国（日立製作所）
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図３　媒体面うねりの解析モデル
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間ｔにおける浮上面位置ｘでの媒体面うねり

),( xthto を式 (2)に示すように、振幅 0u 、波長 L、

うねり周波数 )/( Lvf = の正弦関数でモデル化する。

L
vt

L
xxtuxtz

xtzhxth

B

toto

πω

πω

2

2cos),(

),(),(

01

10

=






 −−=

+=

ここで、Bx ：流出パッド流出端 BB ′ 位置 x、 0toh ：

),( xthto の中心面、ω：媒体面うねりの角振動数、v：

媒体面の周速。
　図４に接触力の解析モデル [4][5]を示す。流出
パッド流出端 BB ′ が媒体面と接触した時、保護膜

表面に多数ある微小突起及び潤滑剤が変形する。

本解析では、接触力 ),( xtFc を保護膜表面の微小突

起の弾性変形からの復元力と潤滑膜の粘性抵抗力
の合力と定義する。突起先端の弾性変形量は、浮

上量 ),( xth  と媒体面うねり ),( xthto との差として表

す。したがって、時間ｔにおける浮上面位置ｘの

接触力 ),( xtFc は式 (3)となる。

)},(),({)},(),({),( xthxthcxthxthkxtF toDtoDc
&& −−−−= (3)

ここで、 Dk ：保護膜表面の微小突起の弾性係数、

Dc ：潤滑膜の減衰係数、h&： th ∂∂ 。

　さらに、積分領域を時間ｔにおける接触面積

)(tA として、浮上面位置ｘで接触力 ),( xtFc を積分

すると、接触時のピッチ角度θ、時間ｔにおける

接触力 )(tFc は式 (4)となる。

dxxtFwtF c

tA

c ),()(

)(
∫=  (4)

ここで、w：パッド流入出端幅、 )(tA ：単位幅当た

りの接触面積。
２．２　運動方程式の定式化
　本解析では、IFH のモデル化として、図５に示

すように、浮上力Qと押付荷重 F が釣り合い、ス

ライダ姿勢 0AG 、ピッチ角 0θ で安定浮上している

スライダがｔ＝０時に、段差 toh の媒体面に乗り

上げる場合を考える。この時、空気膜は引き伸ば

され、Qと F と接触力 stF が釣り合うようにピッチ

角は小さくなる。ｔ＝０時のQ , F , stF , stθ は希薄

流体潤滑方程式を解析し、任意形状浮上面に対応
した数値シミュレータを用いて求めた [6][7]。
　図６に、接触時にスライダに作用する力を示

す。接触時には、ｔ＝０時の接触力 stF 、摩擦力

stT が作用する。摩擦力 ),( xtFcµ は、摩擦係数 µ と

接触力 ),( xtFc との積で表わす。接触力によるモー

メント ),( xtxFc  は、接触力 ),( xtFc と荷重作用点から

接触位置までの距離 xとの積で表す。摩擦力によ

るモーメント ),( xtFe cµ  は、摩擦力 ),( xtFcµ  とスラ

イダ厚さ eとの積で表わす。接触時の運動方程式
を式 (5) (6)に示す。

図４　接触力の解析モデル
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質量マトリックスM 、 剛性マトリックス AK 、減

衰マトリックス AC を式 (8)に示す。
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ここで、 0t ：スライダが媒体面と接触する直後の

走行時間、 ),( ststz θ ：初期スライダ姿勢、m：スライ

ダ質量、a：質量中心から荷重作用点までの距離、

I：スライダのピッチ方向に関する慣性モーメン

ト、 )(tQ ：浮上力、 )(ts ：圧力中心位置、

　浮上力 )(tQ と圧力中心位置 )(ts を静的平衡状態

とその変動量との和として表わすと式 (9)になる。
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　本解析では、浮上力の変動量 )(tQ∆ と圧力中心

位置の変動量 )(ts∆ を式 (10)に示すように、２自由

度系の線形ばねとダンパでモデル化する。
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AK 、 AC を式 (11)に示す。
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ここで、 )2,1,( =jikij , )2,1,( =jicij はそれぞれ並進方

向、ピッチ方向の連成項を持つ空気膜の剛性及び

減衰係数である。 ijij ck , は摂動法 [8]を用いて周波

数の関数として求める。
　図７、式 (12)に非接触時にスライダに作用する
力、運動方程式を示す。
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初期条件を式 (13)に示す。
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　数値計算は、微分方程式 (5)(12)をルンゲクッタ

法で解き、 )(tz , )(tθ , ),( xth , ),( xtFc を計算した。時

間幅 t∆ は１ｎｓである。

３．計算結果及び考察
　図８に、本解析に用いる浮上面形状を示す。本

解析では、ｔ＜０時の 2h を周速２ .２ｍ /ｓ時の３

.９ｎｍとした。また、IFH を外乱とした初期条件
による影響のみを見るために、うねり振幅をゼロ
にした。

　図９に摩擦係数μに対する 2h の最大値 max2h を

図７非接触時のスライダに作用する力
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計算した結果を示す。μが大きくなると max2h は

大きくなり、μがある値以上になると max2h は発

散する。これは、平滑媒体になる程接触振動は大
きくなり、超平滑になると大振動することを意味
している。大振動するメカニズムを調べるため、
図１０に、大振動しない場合μ＝１ .９６と大振

動する場合μ＝１ .９８について、2h 及び流入パッ

ド流入端浮上量 ch の時間変化を計算した結果を示

す。図より、 0=t 時に流出パッド流出端が接触す

ると 2h は上がり、ch は下がりスライダが前のめり

となる。２回目の前のめり時に流入パッドは接触
するが、μの違いによって、その後の浮上量は大
きく変化する。大振動しない場合、浮上量は収束
するが、大振動する場合は、３回目の流入パッド
が接触した後に浮上量は発散する。つまり、流入
パッドが接触することによってスライダは大振動
することが分かった。
４．妥当性検討
　以上の計算結果に対する妥当性を検討するため
に、スライダの接触振動を実測した結果を以下に
示す。
　図１１に、実験に使用した高さ6ｎｍのテクス
チャスライダのAFM測定結果を示す。浮上面に

アルゴンエッチングによってテクスチャを形成す
ることによって摩擦係数を変化させた。また、面

粗さ aR が０ .６ｎｍの平滑媒体を使用した。テク

 

6nm texture 

図１１　テクスチャスライダのＡＦＭ測定結果

図１２　ＬＤＶの測定位置
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図１３　ＩＦＨに対する振動振幅の実験結果

スチャスライダと平滑媒体を減圧チャンバに入れ

て、2h を約１０ｎｍから減圧させて浮上量を下げ、

接触させた。この時の接触振動を、レーザドップ
ラ振動計 (ＬＤＶ )で測定した。ＬＤＶの測定位
置は、図１２に示すように、流出パッド流出端の

CT位置である。
　図１３に、IFH に対する振動振幅の結果[9]を示

す。IFH が大きくなるとテクスチャのないスライ
ダの場合、振動振幅は急激に増加し、テクスチャ
スライダの場合、振動振幅は小さい。このよう
に、実験結果においても、摩擦係数の違いによっ
て大振動する発散モードと大振動しない収束モー
ドがあることが分かった。
５．結論
　本報では、スライダの接触振動解析シミュレー
タを検討し、計算結果より　摩擦係数の大小に
よって接触振動には、大振動する発散モードと大
振動しない収束モードがあり、この傾向は実験結
果と一致する。したがって、本シミュレータは有
用であると考える。超平滑媒体との接触時スライ
ダ大振動を抑えるスライダ設計指針は、摩擦係数
を小さくし、流入パッドを接触させないようにす
ることと考える。

図１０　浮上量変動に及ぼす摩擦係数μの影響(計算結果)
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1. はじめに
近年の磁気ディスク装置の高記録密度化に伴い，高
保磁力化した記録媒体に対し十分な記録磁界を得ら
れる記録ヘッドが必要である．そのため，記録ヘッ
ドの磁極材料には高い飽和磁束密度 (BS)を有する
材料が求められている．バルク材料において，
CoNiFe合金系で2.0 T以上のBSを示す組成領域の
結晶構造は体心立方構造 (bcc)であることが知られ
ているが 1)，結晶磁気異方性が大きいため，軟磁気
特性，特に低い保磁力 (HC)を得ることは困難であ
る．これまで記録ヘッドの磁極材料として用いられ
てきたFeNi，CoFeなどの材料は面心立方構造(fcc)
をベースとしており，良好な軟磁気特性が得られる
反面，BSはそれぞれ 1.6 T2)，1.9 T3)であり十分高
いとはいえない．また fcc相に微量の bcc相を混晶
させることにより，低HCと高BSをめっきにより実
現したCoNiFe膜の報告もあるが 4)，今後の更なる
高BS化の要求に対しては，bcc単相組成領域におけ
る高BS材料開発が不可欠である．
本稿では記録ヘッドの磁極膜として，高BSかつ低
HCを有する bcc単相めっき膜の開発を行い，以下
のような結果を得たので報告する 5), 6)．
(1) bcc組成領域において組成探索を行った結果，

bcc単相膜ではしばしば結晶粒が異常に成長し，
表面起伏の大きく外観の濁っためっき膜が形成
された．組成範囲を適切に選択することによ
り，BS=2.0 Tで光沢を有するbcc単相めっき膜
が得られたが，このときのHCは 30 Oeであり
従来材料に比べ大きかった．

(2) 高い電流密度でめっきを行うことにより結晶粒
径を微細化することが可能となり，BSを低下さ
せずにHCを15 Oeまで低減することができた．

(3) 以上の検討で得られためっき膜を記録ヘッドの
磁極に適用し，記録トラック幅0.17～0.28 µm
のヘッドを作製したところ，高い記録特性が確
認できた．

2. 実験方法
めっき装置には電極表面をパドル (スキージ )で攪
拌するパドルタイプの装置を用い，基板には5イン
チφ× 2 mm tのガラスウェハ上に，下地膜として
スパッタ法で作製した CoNiFe(100 nm)/NiCr(5
n m ) を用いた．めっき浴組成及びめっき条件を
Table 1に示す．浴温度及び浴pHはそれぞれ30℃，

3.0～4.0とした．めっきは定電流電解法で行い，約
300 Oeの外部磁界中で1.0µm成膜を行った．3.1節
に示しためっき膜組成探索に於いては，電流密度は
6 mA/cm2で一定とし，浴中に含まれるNi2+イオン
の量を 1とした場合のCo2+イオンの比率を 0.7～
1.8，Fe2+イオンの比率を 0.25～ 1.2の範囲で変化
させた．また3.2節に示した成膜時の電流密度依存
性の検討においては，電流密度によらずめっき膜組
成が同一となるように，浴中の金属塩濃度を適宜調
整した．
作製しためっき膜の評価・観察には以下の方法を用
いた．膜組成分析には蛍光X線分析装置，磁気特性
評価は振動試料型磁力計 (VSM)を用いた．結晶構
造はCu-Kα線を用いたX線回折および電子線回折
を用いて確認し，表面形状は原子間力顕微鏡
(AFM)を用いて観察した．平均結晶粒径は，透過型
電子顕微鏡 (TEM)により得られた像から任意の結
晶粒を選択し，それぞれの粒径を測定してその平均
値を求め表した．

3. 実験結果および考察
3.1 CoNiFeめっき膜組成の最適化
めっき膜の結晶構造および磁気特性は主に組成に
よって決定されることから，まずbcc組成領域で2.0
T以上のBSを有し，かつ金属光沢が得られるめっ
き膜組成範囲の探索を行った．Fig. 1に本検討で作
製しためっき膜の組成範囲を示す．得られた
CoNiFe膜は，表面形態と磁気特性の観点からFig.
1中で (A)(B)(C)(D)と表記した4種類の組成領域に
分類した．

記録ヘッド用高記録ヘッド用高記録ヘッド用高記録ヘッド用高記録ヘッド用高BBBBBSSSSSめっき膜の開発めっき膜の開発めっき膜の開発めっき膜の開発めっき膜の開発

岡田泰行，工藤一恵，芳田伸雄，府山盛明，星屋裕之(日立製作所)

Chemicals Concentration
H3BO3 25 g/L
NaCl 25 g/L
Saccharine sodium 0.4 g/L
CoSO4·7H2O 16.0 – 43.0 g/L
NiSO4·6H2O 10.0 – 16.9 g/L
NiCl2·6H2O 10.0 – 16.9 g/L
FeSO4·7H2O 7.0 – 33.3 g/L
pH 3.0 – 4.0
Bath temperature 30 °C
Current Density 6 – 50 mA/cm2

Table1  Bath composition and plating conditions of
the electroplated CoNiFe films.
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まず磁気特性に関して，2.0 T以上のBSはFe含有
量が30 at%以上，Ni含有量が10 at%以下の領域，
即ちFig. 1の領域 (A)および (D)で得られた．一方
10 Oe以下の困難軸保磁力 (HCh)は領域 (B)および
(C)，即ちFe含有量が30 at%以下かつNi含有量が
10 at%以上の領域で得られている．
これらのめっき膜の結晶構造を X線回折により評
価したところ，すべての領域より作製しためっき膜
について，bcc構造の存在を示す 2θ=45°のピーク
が見られた．領域 (C)より作製しためっき膜は加え
て 44°付近に弱いピークが認められ，bccと fccの
混晶になっていることが示唆された．
表面形態については，(I)光沢を有する黒色の膜，
(II)白濁を起こし光沢のない膜，(III)金属光沢を有
する膜，の3つの形態が認められた．ここで，先に
述べた磁気特性とこれらの表面形態は関連があり，
(I)の黒色膜は比較的 Fe含有量の多い組成領域 (A)
で得られた．また (II)の白濁膜は bcc相と fcc相の
境界に近い組成領域 (B)で得られ，光沢膜 (III)はこ
れらの組成領域の間 (C)(D)で得られた．Fig. 2には
これらの代表的な膜のAFM像を示す．黒色膜 (I)の
表面には非常に大きな凹凸が短い周期で認められ，

その高さは約260 nm，周期は約400 nmであった．
一方，白濁膜 (II)については緩やかな凹凸が比較的
長い周期で存在しており，高さと周期はそれぞれ
150 nm，1 µmである．光沢膜 (III)の表面には大
きな凹凸は認められなかった．(I)(II)の凹凸に関し
てさらに詳細に検討するため，それぞれの膜表面近
傍の断面をTEMにより観察した結果をFig. 3に示
す．(I)の表面には三角形状の非常に大きな結晶粒

が存在し，これが短周期かつ大きな凹凸を形成して
いると考えられる．一方，(II)の表面にも大きな結
晶粒は存在するものの，複数の結晶粒が凹凸を形成
しているため，AFMでは比較的周期の長い凹凸と
して観測されたと考えられる．
以上，作製しためっき膜の磁気特性および表面形態

を纏めたのがTable 2である．高BSを示すbcc組成
領域から作製しためっき膜は，広い組成範囲にわ
たって異常な表面形態が認められた．このことか
ら，bcc組成領域のめっき膜は結晶粒および表面凹
凸が大きくなりやすく，記録ヘッドへ適用するため
には非常に重要な問題であることがわかる．しかし
ながら，本検討の結果では，領域 (D)のように狭い
領域ではあるが，高BSかつ平滑表面が得られる組
成領域があることがわかった．この領域組成のめっ
き膜はBS=2.0 T，HCh=30 Oeであり，従来材料と
比較してHCがまだ大きい．記録ヘッドへの適用に
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Fig.2  AFM images of CoNiFe films electroplated in
various plating conditions.
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あたっては HCの低減が必要と考えられることか
ら，次節ではその手法および検討結果について述べ
る．

3.2 CoNiFeめっき膜のHC低減
磁性材料のHCは結晶粒径と相関があることが一般
に知られており，HCの低減には結晶粒径の微細化
が必要である．電気めっき法による薄膜作製におい
て結晶粒を微細化する手法には，添加剤を使用する
ことにより核成長を抑える方法や，結晶核発生を核
成長よりも優先させる手法がある 7)．しかし，前者
については膜中に非磁性元素が混入しBSが低下す
る懸念がある 8),9)ため，本報告では後者について検
討を行うこととした．結晶核発生を優先させる方法
の一つとして，成膜時の電流密度を変化させてめっ
き膜を作製し，結晶粒径および磁気特性の電流密度
依存性について検討した．
Fig. 4に，電流密度を6 mA/cm2から45 mA/cm2ま
で変化させて作製しためっき膜のTEM像及び，こ
れから求めた平均結晶粒径を示す．45 mA/cm2で作
製しためっき膜の結晶粒径は約 80 nmであり，6
mA/cm2のそれは 120 nmであることから，電流密
度を大きくすることにより結晶粒が微細化されてい
ることが分かる．
Fig. 5はHChと結晶粒径の電流密度依存性を比較し
たものである．電流密度6 mA/cm2で作製した膜の

HChは30 Oeであったが，電流密度を高くするにつ
れてHChは小さくなり，45 mA/cm2で作製した膜で
は 15 Oeまで低減した．したがって高い電流密度，
すなわち過電圧領域で成膜を行うことで核発生が増
大して結晶粒は微細化し，その結果HChが低減され
たものと考えられる．
以上の検討から，bcc組成領域のCoNiFeめっき膜
は，結晶粒が粗大化しやすいことにより表面凹凸が
大きいこと，ならびに保磁力が大きいことが分かっ
た．さらに，我々は組成領域の探索と高電流密度を
用いた成膜により結晶粒径を制御し，BS=2.0 T，
HCh=15 Oeの磁気特性を有するbcc-CoNiFe膜の作
製を可能とした．磁極材料のさらなる高BS化に対
しbcc組成領域での材料開発を進めていく上で，本
手法は非常に有効だと考えられる．

3.3 bcc-CoNiFe膜を用いた記録ヘッドの記録特
性

前節で得た b c c - C o N i F e めっき膜を用いて
Stitched-Poleタイプの記録ヘッドを試作し，オー
バーライト特性を評価した結果を述べる．作製した
ヘッドのトラック幅は 0.18 µmから 0.30 µmまで
変化させ，上部磁極厚は2.8 µm，下部磁極厚は0.30
µm，ギャップ長は 0.15 µmとした．bcc-CoNiFe
めっき膜は上部磁極にのみ用いた．評価に用いた記
録媒体は保磁力4.6 kOe，残留磁化・膜厚積は50 G･
µm のものを用いた．ヘッド－媒体間の磁気的ス
ペーシングは 22 nmとした．オーバーライト特性

Fig. 4 TEM images and average grain sizes of CoNiFe films electrodeposited at various current densities.
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評価における線記録密度は H F = 1 0 0  k F C I，
LF=600 kFCIで行った．
Fig. 6にオーバーライト特性のトラック幅依存性を
示す．トラック幅が 0.30 µmから 0.20 µm以下ま
で狭小化したヘッドにおいても，40 dB以上のオー
バーライトが得られていることが分かる．したがっ
てbcc-CoNiFe膜が高密度記録に非常に有望である
ことが分かった．

4. 結論
bcc組成領域において，高飽和磁束密度 (BS)を有す
るCoNiFeめっき膜の作製について検討し，以下の
結論を得た．
(1)bcc組成領域では，膜中 Fe含有量が多くなると
表面凹凸が現れやすいが，組成領域の選択により，
光沢かつBS=2.0 T, HCh=30 Oeを有するCoNiFe膜
を得ることができた．
(2)高電流密度でめっきすることにより，結晶粒径
は 120 nmから 80 nmまで低減でき，それに伴い
HChも 30 Oeから 15 Oeまで低減できた．
(3)bcc-CoNiFeめっき膜を用いた記録ヘッドを試作
し，トラック幅0.20 µm以下のヘッドにおいても40
dB以上のオーバーライトを得ることができた．

謝辞
本研究の推進にあたり，記録ヘッドを評価していた
だいた (株 )日立製作所・ストレージ事業部の吉田
亮氏に深謝致します．

5. 参考文献
1) R. M. Bozorth, Ferromagnetism, 165 (1951).
2) N. Robertson, B. Hu and C. Tsang, IEEE

Trans. Magn., 3333333333, 2818-2820 (1997).
3) S. H. Liao, IEEE Trans. Magn., MAG-23, No.MAG-23, No.MAG-23, No.MAG-23, No.MAG-23, No.

5, 5, 5, 5, 5, 2981-2983 (1987).
4) T. Osaka, M. Takai, K. Hayashi, K. Ohashi,

M. Saito, and K. Yamada, Nature, 392392392392392, 796-
798 (1998).

5) Y. Okada, K. Kudo, M. Fuyama, H. Hoshiya,
J. Magn. Soc. Jpn., 2626262626, 297-300 (2002)

6) Y. Okada, K. Kudo, M. Fuyama, N. Yoshida,
H. Hoshiya, Dig. Intermag ’02, FB-10FB-10FB-10FB-10FB-10 (2002)

7) 電気鍍金研究会編 , めっき教本 , p. 24 (日刊工
業新聞社 , 東京 , 1986).

8) T. Yokoshima, M. Kaseda, M. Yamada, T.
Nakanishi, T. Momma, T. Osaka, IEEE Trans.
Magn., 3535353535, 2499 (1999).

9)  Tabakovic, S. Riemer, P. Jallen, V. Inturi, A.

Thayer, Proc. of the Symp. on Magnetic
Material, Processes, and Devices, PV98-20PV98-20PV98-20PV98-20PV98-20,
531 (1998).



IDEMA Japan News No.50 　　　　       22

　企画委員会は協会主催のディスク・フォーラム
(4月のDISKCON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。

● 2002年7月クォータリセミナ報告● 2002年7月クォータリセミナ報告● 2002年7月クォータリセミナ報告● 2002年7月クォータリセミナ報告● 2002年7月クォータリセミナ報告
2002年7月19日（金）四ッ谷の主婦会館プラザエ
フに100名超の参加者をお迎えし、「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」
と題して以下の様な内容でご講演頂きました。

講演１．「SAN時代のソフトウェア技術」
日本アイ・ビー・エム　上野博氏
  コンピュータシステムにおいてストレージの重要
性が増し、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
求められており、ストレージ・ネットワーク関連の
ソフトウエアの課題と現状と関する講演をお願いし
ました。講演では、顧客先における問題点、バー
チャリゼーション・エンジン、共通ファイル・シス
テム (Storage Tank)、共通マネージメント (CIM)
等についてわかりやすく解説頂きました。

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　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が中心です。そし
て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り、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
に直面しています。これに対しNRROの要因分析、流
体軸受（FDB)の導入、ドライブ内部の流体解析　風
外乱の低減、高速・高共振アクチュエータ、加速度
センサを用いた外乱抑制制御、今後のTPIにおける
回転外乱応答特性予測等の技術的対策を講演いただ
きました。

講演３．「激動のストレージ市場」
ガートナージャパン　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ます。このセッションで
は、ディスクアレイを中心としたストレージ・シス
テム市場と世界市場の推移、予測をお願いしまし
た。講演では豊富な資料に基づいてストレージの重

要性、SAN (Storage Area Network)とNAS (Network
Attached Storage) を総合したFAS (Fabric
Attached Storage)と言う概念、ストレージ市場の
構造と予測、ディスクアレイとHDD、システム向け
HDD市場等について解説していただきました。

講演４．「ブレードサーバ」
日立製作所　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
に求められています。その解決手法の一つとして提
案されている剃刀の刃の様に薄いと言ったニック
ネームを持つブレードサーバの製品例と利用事例紹
介をお願いしました。講演では、インターネット・
データセンタの課題、ブレードサーバの狙い、ブ
レードサーバの分類と動向、ブレードサーバの構
造、システム構成例、ブレードサーバと1Uｻｲｽﾞ薄
型ラックマウントサーバの比較、ブレードサーバの
適用分野と技術的課題等に関し詳細な説明を頂きま
した。

講演５．「ネットワーク時代のRAIDシステム」
日立製作所　岩嵜正明氏
　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
ことはないと見られています。しかし、情報システ
ムが処理中心から、情報保管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
ます。この動きの具体例について実例を交えた説明
をお願いしました。
　講演では、システム分類に続き、日立の"SANRISE
シリーズﾞ"を例に、高性能/高信頼/高機能アーキ
テクチャ、異種ネットワーク接続対応、シームレ
ス・ストレージ・ソリューションを支える高機能、
性能チューニング支援、バックアップ支援、ディザ
スタ・リカバリ支援、管理基盤、自動運用による管
理コスト削減、ストレージ管理ソフトウェア、顧客
先での使用例を解説していただきました。

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　宮治彦氏
　ネットワークストレージが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。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

企画委員会報告企画委員会報告企画委員会報告企画委員会報告企画委員会報告
企画委員会
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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を削減するとされているためです。講
演では企業IT部門における課題、ユーザー調査か
ら見た企業が抱えるストレージ管理の問題点、ユー
ザーが考えているストレージ管理の課題解決方法、
SAN導入に当たっての課題、導入済み・導入予定企
業からの回答、効率化実現例としてオープン系基幹
システムの分散構成を集約したユーザーの成功例、
NTサーバのストレージ統合成功例を判り易く講演
いただきました。
  講演終了後、会場を移し、眼下に暮れ行く東京の
街を眺めつつ懇親会が開催された。講師ならびに数
多く参加頂いた皆様は互いに裏話の交換や普段は聞
けない業界裏話の収集にご利用頂けたようです。

● 2002年10月クォータリセミナ予告 2002年10月クォータリセミナ予告 2002年10月クォータリセミナ予告 2002年10月クォータリセミナ予告 2002年10月クォータリセミナ予告
次回のクォータリーセミナーは、10月18日（金）、
主婦会館プラザエフにてテーマを「先進テクノロ
ジー特集」として開催します。
「高密度記録用サスペンション」、「高密度記録用磁
気ヘッド技術」、「大容量垂直磁気記録媒体の開発状
況」、「垂直記録用チャネル」、「１TBホログラムメ
モリ」、「MRAM」などの講演と、新規発足する「ESD
分科会」の紹介を予定しています。講師は内外から
お招きし、最新の技術動向に関する講演を行ってい
ただきます。
詳細が決まり次第、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。
多数の方々のご参加をお待ち申上げております。

　　　　　今今今今今後後後後後ののののの開開開開開催催催催催予予予予予定定定定定

20022002200220022002 年年年年年 10 10 10 10 10 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 1 1 1 1 1 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 55555 月月月月月 2828282828 日日日日日(((((水水水水水)-30)-30)-30)-30)-30 日日日日日(((((金金金金金))))) 国国国国国際際際際際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 ＴＴＴＴＴＦＦＦＦＦＴＴＴＴＴ　　　　　（（（（（予予予予予定定定定定）））））

-----　事務局より　　事務局より　　事務局より　　事務局より　　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、又は、Webからご覧ください。
　　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

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   e-mail: info@kagaku.com

最新ストレージ用語辞典発売中最新ストレージ用語辞典発売中最新ストレージ用語辞典発売中最新ストレージ用語辞典発売中最新ストレージ用語辞典発売中     　(http://www.idema.gr.jp/registration/reg_yougoshu.htm)
国際ディスクドライブ協会監修、日経BP社発行の最新ストレージ用語辞典を頒布しております。
価格は、会員4500円、一般4980円です。お申込みいただきますと郵便振替用紙を同封してお送りいたします。
2001年増補版、2002年増補版は、ホームページでご覧いただけます。

会員連絡担当者会員連絡担当者会員連絡担当者会員連絡担当者会員連絡担当者・・・・・個人会員の皆様へ個人会員の皆様へ個人会員の皆様へ個人会員の皆様へ個人会員の皆様へ
9月開催の総会資料、定款、会員名簿をお送りいたしましたので、お手元に届かない場合は、ご連絡ください。
ご担当者の方が交代なさったり、ご連絡先が変更になられた場合は、お知らせいただきますようお願いいたします。
何かご不明な点がありましたら、 担当(山本)E-mail:XLZ01734@nifty.comまでお問い合わせください。

＜協会＜協会＜協会＜協会＜協会NEWSNEWSNEWSNEWSNEWS変更のお知らせ＞変更のお知らせ＞変更のお知らせ＞変更のお知らせ＞変更のお知らせ＞          広報出版広報出版広報出版広報出版広報出版WebWebWebWebWeb委員会より委員会より委員会より委員会より委員会より

協会NEWS（IDEMA Japan News）は国際ディスクドライブ協会発足と同時に1992年 5月に第1号を発行し、本年9月
で50号を迎えます。この度、印刷や発送等の費用削減と、電子化の推進を目的として本年11月に発行する51号より
IDEMA JAPANのホ－ムペ－ジ(http://www.idema.gr.jp)(http://www.idema.gr.jp)(http://www.idema.gr.jp)(http://www.idema.gr.jp)(http://www.idema.gr.jp)でサ－ビスさせて頂くこととなりました。　
不都合もあるかもしれませんが、費用の低減や電子化の促進という主旨をご理解賜り、今後ともご愛読頂きますよう
お願い申し上げます。なお、電子化向けまして、よりよい情報提供ができますよう工夫を重ねて行く所存ですので、
ご要望・ご意見等ございましたら、協会事務局へご連絡頂きたく併せて宜しくお願い申し上げます。
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１．１．１．１．１．２００１度総括２００１度総括２００１度総括２００１度総括２００１度総括
　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。

２．２．２．２．２．技術委員会のミッション技術委員会のミッション技術委員会のミッション技術委員会のミッション技術委員会のミッション
① ＩＤＥＭＡ規格の制定及びメンテナンス。
②　会員企業への技術情報サービス。

３．３．３．３．３．技術委員会２００１年度重点活動方針技術委員会２００１年度重点活動方針技術委員会２００１年度重点活動方針技術委員会２００１年度重点活動方針技術委員会２００１年度重点活動方針（（（（（案案案案案）））））
①　ＩＤＥＭＡ規格の制定及びメンテナンス。
② 分科会活動の更なる活性化。特に、コンタミ

ネーションコントロール分科会の活性化。
③ 合同分科会の見直し。（収支改善）
④ ロードマップの作成、開示。（ＳＲＣ技術委

員会との共同歩調も検討）
⑤ 新分科会（ＥＳＤコントロール分科会）の準

備と開始。
⑥ マーケット活性化のための雰囲気作り。

４．４．４．４．４．分科会活動方針分科会活動方針分科会活動方針分科会活動方針分科会活動方針
ヘッド分科会
① ２００１年度からの継続のロードマップ策定

をテスト分科会と共同で行う。
② タイムリーなテーマによるワークショップ活

動を重点。
分科会は、４回／年の予定。

ディスク分科会
①　ＷＧ活動（Microwaviness WG、Imperfection
WG）により媒体表面状態と、信号出力との相関を
明確化。
②　ワークショップでは、磁気記録媒体の最新技
術とともに、製造・測定・評価等の周辺技術の最
新情報を紹介。
分科会は、３回／年の予定。

テスト分科会
ヘッド分科会、ディスク分科会との合同での分科
会開催を原則とする。

コンタミネーションコントロール分科会
渡辺新分科会長（日立製作所）のもとで活動の活
発化を目指す。
分科会は、２回／年の予定。

コンシューマＨＤＤ分科会
①　Ｔ－１３へのＡＴＡ－７/ＡＶコマンドの提
言。
②　信頼性仕様（ガイドライン）骨子の確立。
③ ベンチマーキングテスト方法の定義。
分科会は３回（外部会場）／年、ワーキンググルー
プ会合、サブ・ワーキンググループ会合は５回／年
の予定。

ＥＳＤコントロール分科会
２００２年後半での正式発足を目指す。　大津分科
会長（日立製作所）、鈴木副分科会長（アイメス）と
して、具体的な検討を依頼。
分科会は、２回／年の予定。

５．５．５．５．５．組織活性化組織活性化組織活性化組織活性化組織活性化
２００２年度において副分科会長の複数化を行い
ました。　２００２年度にはより実行あるものと
して、現在の分科会長の業務の副分科会長への移
管、分担を具体的に進めます。

技術委員会　２００２年度活動計画技術委員会　２００２年度活動計画技術委員会　２００２年度活動計画技術委員会　２００２年度活動計画技術委員会　２００２年度活動計画
技術委員会委員長　松崎幹夫（ＴＤＫ）
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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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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
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中級講座中級講座中級講座中級講座中級講座

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 33333 回回回回回 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 月月月月月 151 51 51 51 5 日日日日日(((((金金金金金)))))
第第第第第 44444 回回回回回  2  2  2  2  2 月月月月月 212 12 12 12 1 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 1 0 : 0 0 - 1 7 : 0 01 0 : 0 0 - 1 7 : 0 01 0 : 0 0 - 1 7 : 0 01 0 : 0 0 - 1 7 : 0 01 0 : 0 0 - 1 7 : 0 0 　　　　　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 , 5 0 0 . -4 , 5 0 0 . -4 , 5 0 0 . -4 , 5 0 0 . -

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 H D DH D DH D DH D DH D D 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 H D DH D DH D DH D DH D D 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
P R M LP R M LP R M LP R M LP R M L 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 V C MV C MV C MV C MV C M 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　★★★★★ ★★★★★☆ ★★★★★☆☆☆☆☆★★★★★☆ ★★★★★☆☆☆☆☆★★★★★☆☆☆☆☆
・・・・・H D DH D DH D DH D DH D D 事業及び、事業及び、事業及び、事業及び、事業及び、H D DH D DH D DH D DH D D 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 H D DH D DH D DH D DH D D 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

各種パーシャル・レスポンス波形
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磁気記録再生方式　
PRML変復調方式

各種パーシャル・レスポンス波形
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PR(1,1)標本化関数

磁気記録再生方式　
PRML変復調方式
磁気記録再生方式　
PRML変復調方式

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

http://www.idema.gr.jp/class/mclass_home.htm
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99999 月月月月月 11-1311-1311-1311-1311-13 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 （武蔵工大）　Tel:03-3703-3111

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

99999 月月月月月 2 72 72 72 72 7 日日日日日

秋季マイクロメカトロニクス学術講演会

新丸ビル地下大会議室

梅田和昇 （中央大）  Tel:03-3817-1820

E-mail:umeda@mech.chuo-u.ac.jp

http://wwwsoc.nii.ac.jp/hij

1 01 01 01 01 0 月月月月月 8-108-108-108-108-10 日日日日日

トライボロジー会議 2002 秋

仙台国際センター

日本トライボロジー学会

Tel ： 03-3434-1926 Fax ： 03-3434-3556

http://www.jast.or.jp

1 010101010 月月月月月 10-1110-1110-1110-1110-11 日日日日日

電気学会マグネティックス研究会

長野市若里市民文化ホール

佐藤敏郎 （信州大） sato@yslab.shinshu-u.ac.jp

1 11 11 11 11 1 月月月月月 6 - 86 - 86 - 86 - 86 - 8 日日日日日

第１２回RCJ信頼性シンポジウム

産業プラザ(PIO)（東京都大田区）

財団法人　日本電子部品信頼性センター

Tel:03-3272-2736

1111111111 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/

11111 月月月月月 15-1615-1615-1615-1615-16 日日日日日

電気学会マグネティックス研究会

テーマ：ナノスケール磁性構造体、 次世代超高速マ

イクロ磁気デバイス、 磁気応用一般

東北大学電気通信研究所

石山和志 （東北大）

ishiyama@riec.tohoku.ac.jp

66666 月月月月月 15-1815-1815-1815-1815-18 日日日日日

情報精密機器のメカトロニクスに関する日本・米国機

械学会合同会議

パシフィコ横浜

日本機械学会  Tel:03-5360-3500

http://www.jsme.or.jp/

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

  ・   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

　　　　　 ・ 11 月 15 日 （金） 10:00-17:00   （第 2 回）　　

　　　　　 ・   2 月 21 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

  ・10月18日(金)　主婦会館 プラザエフ　（四ッ谷）　

　 ・  1月17日(金)               “

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

技技技技技術術術術術委委委委委員員員員員会会会会会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協会会議室

　各分科会予定はwww.idema.gr.jpをご覧ください

　9 月 27 日(金)　ディスク ・ テスト分科会

　　

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

　　11 月 22 日(金)　担当 ： ヘッド分科会

国国国国国際際際際際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　　　　　及及及及及びびびびび　　　　　展展展展展示示示示示会会会会会

　2003 年 5 月 28 日(水)-30 日(金)

　ＴＦＴ　（東京都江東区有明）

詳細は、 ホームページ又は直接、 事務局までお問い合わせいた

だきますようお願いいたします。

　

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

              Matthew Massengill

              President and Chief Executive Officer

              Western Digital Corporation

9 月18日(水)                 CEO Summit　

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
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㈱　アイメス

iVDR ハードディスクドライブ ・

                              コンソーシアム

アイオメガ㈱

アジレント・テクノロジー㈱

㈱　アルバック

アネルバ㈱

アルプス電気㈱

インフォメーションテクノロジー

                                  総合研究所

ウエスタンデジタルジャパン㈱

㈱　エスピーシー

ＮＯＫ㈱

㈱　エイブル

㈱　オハラ

川鉄商事㈱

オリオン電機㈱

協同電子システム㈱

㈱　クボタ

京セラ㈱

㈱　神戸製鋼所

㈱　高純度化学研究所

ケーエルエー ・ テンコール㈱

三洋電機㈱

相模ピーシーアイ㈱

㈱　三協精機製作所

㈱　島津製作所

ジャスタム㈱

システム精工㈱

ジャパンゴアテックス㈱

情報ストレージ研究推進機構 （SRC）

昭和電工㈱

新日鐡化学㈱

神鋼商事㈱

信越化学工業㈱

スピードファム㈱

住友商事㈱

㈱　住化分析センター

住友スリーエム㈱

住友特殊金属㈱

セイコーインスツルメンツ㈱

ソニーケミカル㈱

石崎幸三 (長岡技術科学大学)
逢坂哲彌 (早稲田大学)
加藤孝久 (産業技術総合研究所)
金井靖 (新潟工科大学)
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)
田中邦麿 (帝京平成大學)
田中絋一 (長岡技術科学大学)
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 8 月 28 日現在
　法人会員 99 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

ゼオン化成㈱

ソニー㈱

ＴＤＫ㈱

大同特殊鋼㈱

東京電子交易㈱

㈱　東芝

東洋ガラス㈱

東洋鋼鈑㈱

戸田工業㈱

長瀬産業㈱

凸版印刷㈱

㈱　日製メックス

日東電工㈱

日商エレクトロニクス㈱

日本エー ・ ディー ・ イー㈱

日本板硝子㈱

日本ガイシ㈱

日本電気㈱

日本発条㈱

日本シーゲイト㈱

日本ビーコ㈱

日本バンモップス㈱

日本ビクター㈱

日本ミクロコーティング㈱

日本ポール㈱

日本マックストア㈱

㈱　ピクシーピナクルコーポレーション

パイオニア㈱

浜井産業㈱

日立コンピュータ機器㈱

㈱　日立製作所

日立金属㈱

㈱　広田製作所

日立マクセル㈱

日立電子エンジニアリング㈱

不二越機械工業㈱

㈱　フジクラ

㈱　フェローテック

船井電機㈱

富士電機㈱

富士通㈱

古河電気工業㈱

㈱　フューテックファーネス

㈱　ブリヂストン

フロロウエア ・ バルカージャパン㈱

松下寿電子工業㈱

ＨＯＹＡ㈱

丸紅メタル㈱

松下電器産業㈱

三井 ・ デュポンフロロケミカル㈱

ミノルタ㈱

ミネベア㈱

三菱化学㈱

㈱　メディア研究所

リードライト　インターナショナル　

                                     ジャパン

ユナクシスジャパン㈱

ワイエイシイ㈱

レクロイ ・ ジャパン㈱

リオン㈱

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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セミナセミナセミナセミナセミナ・・・・・懇親会参加費懇親会参加費懇親会参加費懇親会参加費懇親会参加費 協会会員協会会員協会会員協会会員協会会員 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000円円円円円
非会員　非会員　非会員　非会員　非会員　 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000円円円円円

プププププロロロロログググググラララララムムムムム （仮）

テテテテテーーーーーマママママ ：：：：： 　　　　　                    「「「「「先先先先先進進進進進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テテテテテクククククノノノノノロロロロロジジジジジーーーーー」」」」」
     ～～～～～１１１１１ＴＴＴＴＴ BBBBB （（（（（テテテテテラララララバババババイイイイイトトトトト））））） ををををを視視視視視野野野野野ににににに入入入入入れれれれれたたたたた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デデデデデバババババイイイイイスススススののののの現現現現現状状状状状ととととと課課課課課題題題題題～～～～～

日時：20022002200220022002年年年年年1010101010月月月月月1818181818日日日日日（（（（（金金金金金）））））    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

20022002200220022002 年年年年年 1010101010 月月月月月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
開催のご案内

挨拶挨拶挨拶挨拶挨拶     （会長）

「「「「「Suspension Technologies for Future Areal Density Progressions  Suspension Technologies for Future Areal Density Progressions  Suspension Technologies for Future Areal Density Progressions  Suspension Technologies for Future Areal Density Progressions  Suspension Technologies for Future Areal Density Progressions  （（（（（高高高高高密密密密密度度度度度記記記記記録録録録録用用用用用サササササスススススペペペペペンンンンンシシシシショョョョョンンンンン）））））」」」」」

　　　　 Hutchinson Technology　Robert Evans

「「「「「高高高高高密密密密密度度度度度記記記記記録録録録録用用用用用磁磁磁磁磁気気気気気ヘヘヘヘヘッッッッッドドドドド技技技技技術術術術術」」」」」 株式会社　富士通研究所

「「「「「大容量垂直磁気記録媒体の開発状況大容量垂直磁気記録媒体の開発状況大容量垂直磁気記録媒体の開発状況大容量垂直磁気記録媒体の開発状況大容量垂直磁気記録媒体の開発状況」」」」」 富士電機株式会社　媒体第二開発部　部長　大月　章弘　氏

「「「「「垂垂垂垂垂直直直直直記記記記記録録録録録用用用用用チチチチチャャャャャネネネネネルルルルル」」」」」 Marvel Japan

「「「「「１１１１１ＴＴＴＴＴＢＢＢＢＢホホホホホロロロロログググググラララララムムムムムメメメメメモモモモモリリリリリーーーーー」」」」」 株式会社　オプトウェア　代表取締役社長　堀米　秀嘉　氏

「「「「「ＭＭＭＭＭＲＲＲＲＲＡＡＡＡＡＭＭＭＭＭ」」」」」 日本電気株式会社　 シリコンシステム研究所　鈴木　哲広　氏

懇親会懇親会懇親会懇親会懇親会     ：   ９ F スズラン

「先進ストレージテクノロジー」としてHDD、及びHDD以外の競合技術について特集しました。

HDDの高密度化、高速化を実現するため、各要素技術それぞれに解決するべき問題点を明らかにして、実現可能な

解決方法を示したいと考えます。今回は、高密度化可能なサスペンションについて、及び開発が進んでいるヘッド、

メディア、チャネルについて講演していただきます。

HDD以外の製品では、次世代光ディスクを上回る性能が期待されるホログラムメモリと、次世代不揮発性メモリと

して注目されているMRAM についての技術を紹介していただきます。

氏 名   
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部 署   

 

役 職   

 

住 所  〒  
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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。当日会場受付にて、当日会場受付にて、当日会場受付にて、当日会場受付にて、当日会場受付にて、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。

締め切り 1010101010 月月月月月1111111111 日日日日日（（（（（金金金金金）））））

聴講ご希望の方は、協会事務局宛FAXFAXFAXFAXFAX、、、、、E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail又はオンライン又はオンライン又はオンライン又はオンライン又はオンラインhttp://www.idema.gr.jp/registration/reg_home.htmhttp://www.idema.gr.jp/registration/reg_home.htmhttp://www.idema.gr.jp/registration/reg_home.htmhttp://www.idema.gr.jp/registration/reg_home.htmhttp://www.idema.gr.jp/registration/reg_home.htm

でででででお申し込み下さい。請求書の発送をもって受け付け済みとさせていただきます。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。

http://www.idema.gr.jp/qsem/qsem_home.htm



