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「「「「真の豊かさ」を求めて真の豊かさ」を求めて真の豊かさ」を求めて真の豊かさ」を求めて

監事　原田　英樹
（日立金属テクノクス株式会社）

昨年定年を迎え、10年程前から気になっていた「真
の豊かさ」を求める気持ちが、益々高まって来てい
る。「豊かさ」とは何だろうか。岩波新書に暉峻淑
子の「豊かさとは何か」があるが、整理してみると
別表のようになる。現在日本で生活している我々は
豊なのだろうか。

日本の相当多くの企業が驚くべき多額の赤字を計上
し、苦しんでいる。IDEMA に関係の深い大手の電
気メーカほとんど全てが、赤字である。一方特色あ
る製品を、厳しい合理的設計、製法で、他社に先駆
けて生産している会社は、バブルの後始末や不況に
関係なく、高収益を上げている。今期最高の収益を
出す企業もある。増収増益を続ける企業もある。赤
字を出している企業は当然厳しいリストラを迫られ、
日本の企業は長期に「雇用を守る」と言われてきた
事が怪しくなってきている。失業率も大幅に悪化し
て行くだろう。

1988 年から 1991 年まで 3 年あまり、米国カリフォ
ルニアで会社の代表者を勤めながら生活した。丁度
日本のバブルの最後の絶頂期に米国で過ごした事に
なる。日本の会社が次々と米国の象徴のような不動
産を買い、日本人金持ち論がにぎやかであった。マ
ンハッタンのエンパイヤステートビルも、有名なペ
ブルビーチゴルフ場も、日本の会社が買収した。10

年たった最近、買収した両社とも、大損をして手放
した。私が過ごした 3年あまりの期間、米国の景気
は、必ずしも現在のように好調ではなかった。しか
し日本の情報記録分野に必勝の信念の持った NSIC

（National Storage Industry Consortium）は既にスタ
ートしており、IDEMA も交流の場を広げていた。
産官学と業界、異業種間の協調、交流は極めてスム
ースに進行していた。

1991 年帰国して、このままでは日本の磁気記録は
負ける、と思い東奔西走し、NSIC と IDEMA に相
当するものの設立に努めた。関係者の努力で
IDEMA/Japan は 1992 年に、SRC（Storage Research

Consortium）は 1995 年に発足した。しかし SRC は
米国のように官の協力は得られなかった。日本の現

状では官の支援を受ける方がマイナスに作用するよ
うに思えた。税金を集め一番金持ちの政府関係者が
一番頭が固く改革を拒んでいる。現在私は定年退職
し、この両者の業務とは関係無くなっているので、
偉そうな事は言えないが、磁気記録で日本の企業が
米国の企業より、経営、技術共に、未だ優れた業績
を上げているようには見えない。

最近会社の経営はどんどんグローバル化し、外資系
の会社に勤める日本人も多く、個人的にも米国企業
の株主になっておられる方も増えていると思う。従
って日本だ、米国だと言わずに、ともかく豊になっ
てゆけば良いではないか、と言う意見もあろう。し
かし現実に営々と何十年も働き、蓄積してきた財産
が半分とか数分の一に目減りし、何かやろうと考え
ていた事は全て見直し、となる日本人は本当に豊に
なれるのだろうか。外国の企業で勤め、外国の企業
の株主になっても、我々の顔は日本人である。仮に
外国籍を取っても、日本人と分類される。私は日本
人が「真に豊になる」ことがどうしても必要と考え
る。そうならないと日本は豊にならない。ここ何年
か日本人が蓄積してきた豊かさは、ものの見事に外
国に奪い去られたと思う。これではいけないのだ。

ではどうやって「真の豊かさ」を構築するか、であ
る。別表の各項目で米国やドイツとの比較をしてみ
たい。日本人の大多数の方が、米国やドイツでの豊
かな生活を実感しておられないので、日本では中の
上以上の生活を豊かにしている、と考えている。し
かし私はどの項目も大幅に未達と見る。特に税金で
やらねばならぬ項目と、創造的かつ自由に動く、例
えばボランティア的項目は、基本から直さねばなら
ないと考える。日本では規制の必要な所に規制がな
く、必要でない所に規制がある。暗黙の規制もある。
これらを根本から出来るだけ早く改革しないと、日
本人は「真の豊かさ」を得られないと思う。結論は
政治を改革しないとならない。選挙で「真の豊かさ」
を構築できる政治家を当選させねばならない。

具体的に少し提案してみたい。公共事業が関与する、
例えば電気代、水道代などの費用が米国の 2倍以上
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する。交通費は飛行機は競争でかなり安くなってき
たが、ガソリン代や鉄道はまだ非常に高い。過去の
無駄な投資、公的費用や経営のやり方に競争原理、
または市民の厳しいチェック機能を入れないと改善
出来ない。又道路から電柱を排除したい。先ず地方
のモデル市を計画し、確実に推進したい。交通信号
も白熱ランプから LED に計画的に切換えて行きた
い。信号系もカリフォルニアの様に、センサーを準
備し、車の交差点での台数に合わせ、Go 信号の時
間を調整すべきである。米国やドイツの都市のよう
に、連続した道路は、スピードに同期した Go 信号
にすべきである。

現実に磁気記録分野ではどうするか。先ず各企業の
狭い考えを捨てねばならない。他社の発明は尊重し、
技術を広くオープンにし、トップ技術のサンプルな
ども大いに交換すべきである。大学へも最新のサン
プルを提供したい。出来るだけ多くの企業が参加し、
大きな目標に向かって共同研究を繰り広げたい。デ
ータはどしどし公開し、討論し、次の分担と納期を
決め、スピードある研究、開発を進めたい。このく
らいオープン体制にしないと日本の磁気記録事業は
常に米国の後塵を拝する事になろう。異業種間の交

流も IDEMA などを通じ、広く楽しく繰り広げたい。
斬新なアイデアはこの交流で生まれてくる。

何時実現するかわからない戯言を多く並べた。少し
でも賛同いただける方がいらっしゃって、日本が、
日本人が豊になることを祈っている。私も出来るこ
となら「豊かな死」を何時か得たいと考えている。

真の豊かさ構築

１ 食、衣、住 の充足、余裕

２ 時間の余裕

３ 生活、社会、老後 の不安解消

４ 家庭、家族、親戚、近隣 との親和

５ 趣味、文化、自然 との接触、融和

６ 生活、社会基盤を充実させる

７ 創造的で自由に生きる

８ 社会的弱者にも豊かな生活

９ 悔いのない、満ち足りた、豊かな死

参考「豊かさとは何か」暉峻淑子、岩波新書
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高高高高周波周波周波周波 NLTSNLTSNLTSNLTSにおけるライトヘッド特性の影響におけるライトヘッド特性の影響におけるライトヘッド特性の影響におけるライトヘッド特性の影響

田河　育也、西田　周治、上原　裕二
（富士通株式会社）

１．はじめに

昨今の急速なコンピュータの処理能力の向上と
これに伴うハードディスク装置の記録容量の増
大に伴い、情報の出し入れの高速化が求められ
ている。従来のヘッド媒体記録系では、記録周
波数が 100MHz を越えた付近から非線型転移点
シフト（Non-Linear Transition Shift, NLTS）が急
激に悪化することが知られており、その対策が
急がれている。

本報告では、まず、NLTS の発生メカニズムにつ
いて説明を行ったあと、高周波 NLTS の優れた
ライトヘッドの設計指針を得ることを目的とし
て、数値シミュレーションによる NLTS のライ
トヘッド諸パラメータ依存性について述べる。

２．NLTSのメカニズム

１）媒体反磁界による NLTS

まず、非常に基本的な NLTSのメカニズムとして
従来から良く知られている、媒体内反磁界に起
因する NLTSについて述べる１）２）。

DC 消去状態の媒体にダイビット最悪パターンを
書く場合を考える。図 1（a）、および、（b）は、
それぞれ、なにも記録されていないところに 1
ビット目を書く場合、および、2 ビット目を書く
場合における、ヘッド磁界 Hh、ヘッド磁界が印
可される直前の媒体内反磁界 Hd、および、実際
の書き込み磁界である実効磁界 He=Hh+Hd の記
録トラック方向（x 方向）の分布を示したもので
ある。第 1 ビットを書く直前に媒体内反磁界は
ゼロであるから、ヘッド磁界の立上がり時間や
媒体内磁性微結晶粒の不均一性などの細かい議
論を抜きにすれば、ヘッド磁界 Hh が媒体 Hc と
等しい位置に磁化転移が形成されるはずである。
ところが、第 2 ビットの記録が行われるときに
は第 1ビットの磁化転移による反磁界 Hd が存在

する。この反磁界は、（b）図に示すように、ギ
ャップ側においてはヘッド磁界を強めるように
作用する。このとき、ヘッド磁界の Hc 付近での
磁界勾配 dHh/dx が無限大ではないため、ヘッド
磁界 Hh と反磁界 Hd の合成磁界、すなわち、実
効磁界 He は横に膨れた分布となる。このため、
Hc をクロスする位置がヘッド磁界のみの場合と
比べて第 1 ビット側へシフトし、媒体に記録さ
れたビット長は入力したビット長よりも短くな
ってしまう。これが、非線型転移点シフト NLTS
の原理である。

図 1　（a）第 1ビット、（b）第 2ビット
記録時の磁界分布
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２）ヘッド磁界立上がりによる NLTS

前述のモデルでは、記録密度依存性は説明でき
ても周波数依存性については解釈不可能である。
周波数応答の善し悪しはヘッド磁界の立上がり
時間で評価できるので３）４）、まず、図 2 に示す
ように、立上がり時間勾配 dHh/dt を等価な空間
磁界勾配 dHh/dxに換算してみる。

ヘッド磁界の時間的立上り勾配は少なくとも
3000Oe/ns 以上はあると考えられる。現状 HDD
装置は 3.5インチディスクで最高 10000 回転であ
るから、ヘッド媒体相対速度は最高でも 30m/s
以下である。時間勾配 dH/dtを速度 vで割ると空
間勾配 dH/dx の次元に変換され、その値は少な
くとも 100Oe/nm 以上となる。これに対して、通
常の意味でのヘッド磁界勾配 dH/dx は、狭ギャ
ップ低スペーシングで見積っても高々 40Oe/nm
以下である。従って、時間的なヘッド磁界勾配
は空間勾配よりも 2.5 倍以上急峻であることがわ
かり、NLTS においてはヘッド磁界分布の空間勾
配が支配的であると言える。従って、これでは
NLTSの周波数依存性を説明できない。

図 2　ヘッド磁界の空間勾配と時間勾配

シミュレーションから得られたダイビット入力
に対する磁界応答波形を詳しく見ると、図 3 に
示すように、第 1 ビットでの磁界立上り時間よ
りも、第 2 ビットでの立ち下がり時間の方が少
し短いことがわかる。これは、第 1 ビットでの
反転後、ヘッド磁界強度は飽和しているように
見えるが、この時点ではヘッド磁性膜内部の渦

電流はまだ消失しておらず、磁束は磁性膜表面
に集中して流れている。渦電流が完全に消失す
るまでには 10ns 近い時間を要する。この渦電流
は、第 2 ビットでの磁界反転をアシストするよ
うに働く。このため、立ち下がりスピードは第 1
ビットでのスピードより速くなる。このように、
ダイビットの立上りと立ち下がりに差があると、
ヘッド磁界の時間変化から定義されるビット時
間 Th は電流波形でのビット時間 Tb よりも小さ
くなるため NLTSが発生すると考えられる。ここ
では、磁界強度が媒体の飽和磁界 Hs を越えたと
きに磁化反転が起こると仮定して図示した。

図 3　磁化転移記録時刻のシフト

３．NLTSのヘッドパラメータ依存

１）シミュレーションモデル

渦電流を考慮した二次元の有限要素法を用いた。
薄膜ヘッド上部磁極の絞り込み形状効果を考慮
するため、飽和磁化 Bs、透磁率μおよび抵抗率
ρを先端部トラック幅に対するヨーク幅の拡大
比率に従って増大させ、また、先端部における
ポール側面からの漏れリラクタンスも考慮した
５）６）。また、残留磁化分布計算には、媒体を Curling
モデル微粒子集合体と仮定した期待値計算モデ
ルを用いた７）８）。

NLTS のシミュレーションは五次高調波法の測定
手順に従った。すなわち、参照パターンと測定
パターンに対する媒体磁化分布を求め、MR ヘッ
ドの相反定理９）を用いて再生出力を算出し、フ
ーリエ級数展開により五次高調波出力の比を算
出した。
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２）ヘッド磁界周波数応答の概要

まず、NLTS ではなくヘッド磁界強度の周波数特
性についてまとめておく。詳細は文献５）を参照
して頂くとして、ここでは様々なパラメータに
ついての概略をまとめたものを図 4 に示す。下
部磁極にはパーマロイを想定して、これを変化
させずに、上部磁極のみ材料特性および形状を
変化させて磁界長手成分 Hx の周波数特性を求め
た。

Bs を大きくすると低周波でのみ磁界が増大し、
ポール長 PL を小さくすると逆に低周波磁界が減
少する。高周波特性を伸ばすには抵抗率ρの増
大とヨーク長 YL減少が有効であるとともに、超
高周波では立上がり時間 Tr 短縮も必要である。
また、ターン数 N 増加やネックハイト NH の減
少は全周波数での特性向上に効果がある。一方、
平面絞り角度θ、ヨーク幅 YW、インナーギャッ
プ IGの影響は小さい。

図 4　ヘッド磁界周波数特性の変化

３）抵抗率およびヨーク長による変化

前述のように、ライトヘッドの高周波磁界は磁
極の抵抗率とヨーク長によって大きく変化する。
図 5 は、膜厚 0.5μm で Bs=1.5T の高 Bs 層と膜
厚 2.5μm で Bs=1.0T の膜が積層された複合膜上
部磁極を想定し、各磁性層の抵抗率ρの組み合
わせを変化させて NLTS周波数依存を求めたもの
である。ここで、記号 up2、up1、および lowは、
それぞれ、上部磁極低 Bs 層（主磁性層）、上部
磁極インナー側の高 Bs 層、および、下部磁極を
示す。抵抗率の増大により高周波 NLTSが向上し、
下部磁極の抵抗率も 40μΩcm とした場合には、

半分程度にまでNLTSを低減できることがわかる。

一方、図 6 はヨーク長（ギャップデプスからバ
ックギャップまでの長さ）を Yl=50、35、18μm
と短くしていったときの結果である。抵抗率は
高 Bs 層以外の全て 20μΩcm と設定した。NLTS
はヨーク長にも強く依存し、これが小さいほど
NLTS も改善する１０）。これは、ヨーク長短縮化
により渦電流密度そのものが低減するわけでは
ないが、ヘッドの磁束経路全体の渦電流損失が
ヨーク長に比例するためと考えることができる。

図 5　抵抗率による NLTSの変化

図 6　ヨーク長による NLTSの変化

４）記録電流による変化

ライトヘッドの高周波磁界はヘッドのパラメー
タだけでなくコイルを流れる電流によっても大
きな影響を受ける。これまでの論文では３）、ヘッ
ドのインダクタンス分によりコイルを流れる電
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流の立上り時間が大きく変化することなどが述
べられている。ヘッドインダクタンス低減も高
周波化には重要な項目であるが、ここではヘッ
ドインダクタンスの影響も含めてコイルに流れ
る電流が決まったとき、その電流波形が NLTSへ
どのような影響を及ぼすかを検討した。

図 7 はライト電流のオーバーシュート量 O/S を
変化させて NLTSを求めたものである。オーバー
シュートがあると NLTS は大きく改善し、
O/S=30％では O/S=0％の半分以下の NLTSとなっ
ている。オーバーシュートの増大による NLTSの
改善は、実効的な記録電流の増大の効果と考え
ることができる。すなわち、前述したように、
起磁力の増加（=コイルターン数 N の増加）によ
り高周波磁界が増大することと等価である。

図 7　電流オーバーシュートによる NLTSの変化

図 8　電流立上り時間による NLTSの変化

一方、図 8 は、ライト電流の 10％-90％立上り時
間 Tr をパラメータとしたときの結果である。こ

こではオーバーシュートを 20％として、そのリ
ンギング時間を立ち上がり時間と同じになるよ
うに設定した。従って、電流立上りが悪いほど
0.4AT 以上の起磁力となっている時間が長くなり、
それだけ多くの磁界エネルギーが供給されるこ
とになる。これは実効的な記録電流の増大とな
るので NLTSを低下させる効果を与える。このこ
とを反映して、立上り時間が短いほど NLTSが小
さいという結果にはなっていない。もし、オー
バーシュートがゼロであるとすると Tr が小さい
ほど NLTSも小さくなると思われるが、立上り時
間とリンギング時間の和がビット時間を越えな
い範囲においては、むしろ、立ち上がりが遅い
ほど NLTSは小さい。

４．まとめ

シミュレーションによりライトヘッド特性と
NLTS 周波数依存の関係について調査するととも
に、ヘッド磁界の時間的立上りの悪化に起因す
る NLTSのメカニズムについて検討した。その結
果、NLTS は抵抗率の増大、ヨーク長の短縮化、
および、実効的なライト電流の増大によって改
善することがわかった。また、ダイビット記録
時にはライト磁界の立上り時間が立ち下がり時
間に比べて遅いため、ビット間隔がシュリンク
してしまうことが NLTS悪化の原因であることを
示した。
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CCCCDM Field Induced Waveforms from DM Field Induced Waveforms from DM Field Induced Waveforms from DM Field Induced Waveforms from MR HeadsMR HeadsMR HeadsMR Heads

Bernard Hall

(Oryx Instruments Corporation)

Introduction:

The testing of integrated circuits (IC’s) for susceptibility to Electrostatic Discharge (ESD) is a well-established and accepted

procedure.  The exact nature of an electrostatic stress which is delivered to a particular part, under real world conditions, is

never be known yet it is still important that we understand these effects.  Complicating the process is the fact that an ESD

stress can be delivered to the IC in a variety of ways.  A charged object, a person or machine can come in contact with the

part and discharge itself through it.  In addition  the part itself can become charged and then subsequently discharged.  To

address this, and to simplify the eventual the testing of IC’s, several standards have emerged over  the last two decades with

the purpose of establishing representative ESD stress conditions and, as much as possible, eliminating the effect of test set up

on the results.  Two organizations, JEDEC and the ESD Association, have arrived at similar standards for HBM (Human

Body Model) and MM (Machine Model) testing and draft documents are now being circulated for CDM (Charged Device

Model) testing.  These three test standards cover the three ESD stress conditions listed above and include, as a basis for the

standards, methods for minimizing the effect of the tester on the results.

In recent years the testing of MR Heads for susceptibility to ESD stress has gained widened interest.  A primary reason for

this growing interest is the exceptionally low failure voltage thresholds exhibited by MR Heads, especially GMR devices1.

Whereas some work has been done regarding failures due to the above mentioned HBM and MM stress, less work to date has

been performed using CDM testing.

The following will first give a brief outline of the standards associations specifications for the three models and will emphasis

the need and reasons for the standards.  We will then establish a test methodology for CDM testing and finally present some

results from CDM testing with a comparison to results obtained from the same part under HBM stress.

  

What is Charged Device Model Testing?:

As mentioned earlier a part can, during its life, become charged due  to, for example, tribo-charging or field induction. If this

does occur and then subsequently the part is allowed to discharge, say to a grounded object, the part has been subject to a

CDM ESD stress.  In order to simulate this event and to gain greater understanding as to the effect on parts (e.g. MR Heads)

that undergo such ESD stress the charged device model was established.  Like all other waveform standards the process

began by viewing waveforms from many objects charged in this manner and leading finally to an accepted waveform 2,3.

A typical CDM test involves charging the device under test (DUT) by placing it onto a charged plate with a thin layer of

insulation between the plate and the part.  The plate is then grounded leaving the part charged.  This procedure is called

field induced charging. With this done the part is then discharged through a 1 ohm resistor.  Unlike HBM or MM the pulse

associated with CDM is very fast with rise times < 400 ps and a narrow pulse width < 600 ps (HBM for example uses a 10 ns

rise time and > 100 ns fall time.( See figure 1).

MR Heads pose a unique problem in that they are often tested at the HGA level but damage to the part can occur at the wafer,

bar or slider level during manufacture.  This fact must be kept in mind when performing CDM testing at the HGA level.

We will discuss this point when we look at establishing a test procedure.
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It should be mentioned at this point that although in the real world little may interfere between part and discharge path, testers

used to simulate such events do have some impact, or coupling, with the device under test.  This is primarily seen as parasitic

capacitance and effects the testing procedure.  In order to minimize this effect and allow for standardization between tester

manufacturers the standards association specifications very carefully lay out procedures not only for waveform verification

but also for tester verification.

Waveform Standards:

We have already mentioned that the standards associations have included both waveform and tester standards.  Before

proceeding let us take a brief look at this using the HBM standard as an example.  The first portion of the standard

outlines the value of the RC network required to create the pulse.  In the case of the ESD Association and JEDEC this

is composed of a 100 pF capacitor and a 1500 ohm resistor charged and then discharged through the  DUT using a

simple relay.  It must be noted that the values for R and C are not arbitrary for the purpose of obtaining a specified

waveform.  These values have been determined so as to mimic the R and C of a typical human body 2, 3.

The second portion of the specification involves the precise nature of the actual waveform produced.  Rise time, fall

time and peak current delivered by the pulser are included as are details such as ringing and overshoot.  We must also

note that an additional test is included whereby the system pulser is discharged in a 500 ohm resistor, placed in the

tester at the location of the DUT.  The waveform associated with this 500 ohm test is meant to ensure minimal

parasitic capacitance associated with the test setup.

CDM Setup for MR Head Testing:

The basic setup for CDM testing has already been illustrated (Figure 2).  When testing MR Heads in an HGA format

under CDM additional precautions must be taken.  Previously published results for CDM testing of MR Heads

included a double peak5 not in compliance with standard CDM testing.  It was found that when using industry standard

CDM test equipment CDM waveforms taken from either  the flexure or paddle board alone gave consistent and

“correct”  waveforms4.  The combined system, however, did not.  We reproduced the previously reported CDM

waveform as seen in figure 3.  By properly isolating the paddle board during testing the established waveform can be

met (figure 4).  Major reasons for ensuring that the paddle board is not contributing to the charge – discharge process

are that:

1. Paddle board designs may change more frequently than do the MR Heads and then subsequent failure thresholds

would appear to have changed.

2. CDM events most probably occur prior to HGA construction

3. Paddle board contribution may dominate the process

4. The double peak does not conform to industry standards.

Experimental Results:

With proper procedures established for testing and using the standards association test procedures, results have been

obtained for failure thresholds of a particular MR Head under both HBM and CDM stress.  For the HBM testing an

Oryx Instruments 700 HMR system was used exclusively (figure 5).  Since the ESD stress and quasistatic test

capabilities are integrated in this system data was easily collected.  For the CDM testing an Oryx Instruments model

9000 CDM tester (figure 5) was used to apply the CDM stress and the 700 HMR was used for quasistatic testing.

Under HBM stress the part fails at about the same ESD stress voltage using several parameters for fail criteria.  MR
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output peak to peak voltage, Bias point and resistance all begin rapid change at a stress voltage of approximately 40

volts (figure 6).  The results for CDM stress differ substantially.  Repeated measurements indicate a failure threshold

of > 105 volts (figure 7).  It must be noted that since two pieces of equipment were used this necessitated the moving

of the part between the two testers.  Although great care was taken in this procedure, the possibility of additional ESD

damage due to this procedure must be considered.

Conclusion:

It seems clear from the above results that differing failure thresholds are obtained with different ESD stress and in

particular HBM vs CDM.  In order to properly study this a test setup which includes both CDM, HBM and quasistatic

testing is under construction.  The tests will then be re-conducted.

It should also be noted that both CDM and HBM or similar waveforms must be considered when evaluating MR Heads

for ESDstress susceptibility since they will most likely be subject to both types during manufacturing and subsequent

handling of the parts.

In conclusion I would like to thank Dr. L.G. Henry for his work in establishing the proper CDM test smtup and

collection of the CDM data.
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Previously published waveform Waveform reproduced

Setup

Figure 3
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Proper CDM Setup and recorded Waveform

Figure 4

Figure 5  Oryx 700 HMR Figure 6  Results from HBM ESD Stress

Figure 7  Results from CDM ESD Stress
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長岡技術科学大学　教授　柳　　和久
助手　原　精一郎

その１　研究室紹介

ISO（International Organization for Standardization）
に TC213 と称する技術委員会がある。そのタイ
ト ル は Dimensional and geometrical product
specifications and verificationsとなっており、寸法
と角度、位置、姿勢、形状、表面性状などの幾
何特性に関連する規格を扱っている。機械要素・
生産機械工業界からの代表者および機械工学分
野を専門とする学識経験者が中心となって委員
会を構成している。国内では（財）日本規格協
会が事務局となって国内対策委員会を組織して
いる。幸か不幸か、筆頭著者は両方の委員を兼
ねている。しかしながら、対象とする案件があ
まりにも多いため、個人的に形状と表面性状を
守備範囲と決めている。ところが、表面性状
（Surface texture）だけでも Roughness profile,
Waviness profile, Primary profile, Surface
imperfections, Edges と分類されており、今後ま
すます枝別れをするものと考えられる。

表面性状の歴史をひも解くと、蓄音機の発明に
端を発した触針式粗さ計に出会うことができる。
1933年に Abbottと Firestoneは触針の垂直動作を
電気的振動に変換する装置を考案している。そ
の後に、光学式レバーで拡大するメカニズムの
開発も手がけた。また、1944 年には Reason が機
械式レバーのみで触針の垂直動作を目に見える
量に増幅することを試み、実用化を成し遂げて
いる。いずれにしても、現在市場に出回ってい
る触針式粗さ計とメカニズムに大きな違いが認
められない。正に驚きである。

上記の表面性状の分類項目が触針式粗さ計の歴
史を引きずっていることは否めない事実である。
例えば、profileは通称で断面曲線と呼ばれており、
触針あるいは類似の探針で得られた表面輪郭曲
線のことである。ところが、この情報は本来的
に直線状の 2 次元データを意味する。決して広
がりを持った「表面」を対象としていないこと
に留意すべきである。ISOでは未だに 3次元表面
に関する規格を取り扱っていないことになる。

不思議なことに、学会あるいは特定の産業界で
は独自に 3 次元表面に関するデータや決め事を
流通させている。工業規格の制定を待てないの
であろう。そのせいか、商用の当該測定機が市
場をにぎわしている。ご多分にもれず、私の研
究室にも固体表面を 3 次元的にデータ化できる
測定機がいくつか設置されている。被測定表面
の波長帯域や凹凸振幅の大きさ、材質によって
機種が分けられている。研究の課題は自ずと工
業規格化に向けられてしまう。表面の 3 次元凹
凸データの離散化条件と表示法、幾何学的な特
徴付けを行うための数理処理とパラメータ群、
それらの算出条件と評価法などが目下の研究課
題である。ところが、これらを統合的に整理す
ることは限りなく不可能に近い作業であると考
えている。対象とする表面の機能（意図したは
たらき）が千差万別であるからである。そこで、
なるべく用途を限定しないように表面の 3 次元
測定・評価の規範を作ることを心がけてきた。
そのうち測定規範はドキュメント化して精密工
学会を中心に公表段階にある。しかし、測定デ
ータの評価に関しては表面機能が優先するため
評価結果自体の意味は薄れがちとなる。したが
って、最終的な表面機能を追求する段階でよう
やく日の目を見ることができる程度である。い
ずれは表面テクスチャと表面機能の関係を事例
集として公表したいところであるが、後の祭り
とならないことを祈っている。

宣伝めいて恐縮であるが、開発・試作したソフ
トウェアのブロック構造を図 1 に示す。これは
Windows95/98/NT4.0 のもとで動作するもので、
市販されている代表的な面領域対応の測定機に
よる 3 次元凹凸データを直接処理することがで
きる。生データの前処理（例えば、回帰やフィ
ルタリング）、全体および局所の視覚化表示や統
計情報の算出は言うまでもなく、大方の表面凹
凸 形 状 パ ラ メ ー タ （ Surface topography
parameters）を出力できるようになっている。手
前味噌であるが、ヘルプ機能が殊のほか充実し
ており、その上 FD1 枚に格納できるコンパクト
さも兼ね備えている。図 2～図 4 は本ソフトウェ
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アのディスプレイ表示例を示す。ハードディス
クあるいはヘッドスライダの微視的な表面テク

スチャを評価する際に威力を発揮しそうである。

図 1　開発したソフトウェアのブロック構造

当研究室では、上述した表面テクスチャ評価に
関する研究のほかに、測定データの正確さと精
密さを追求する研究課題も取り扱っている。
IDEMA JAPAN NEWS 29号 6～9ページに紹介し
た「Micro Wavinessの測定と評価の試み」がその
一つである。表面の波長帯域を大きく取った場
合の技術的な問題点や円弧状トラックの表面凹
凸を高精度にデータ化するためのハードウェア
について記述したものである。折りしもディス
ク基板の表面うねりが話題となっていたために、
関係者からの質問、意見、要望がしばらく絶え
ない状況が続いた。本研究課題の目的は「的確
な計測技術の確立と保証法の提示」にある。測
定精度の追求よりもむしろ測定誤差の低減策や

情報抽出の方法論を重視したものである。今後
はディスク基板の機能に直結したMicro Waviness
の多次元的な評価を試みていくことにしている。

さて、ここで多少の言い訳をお許しいただきた
い。本誌前号でも同じことであったが、Micro
Waviness をあえて和訳せずに済ませたことであ
る。どうしても「微小うねり」と直訳する気に
はなれなかったからである。本来ならば
Microwaviness が正統派の英単語とは思うが、勝
手に Micro Waviness と書き換えてしまった。デ
ィスク分科会および用語編集委員会よりのご教
示を頂戴したいと思っている。
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入出力

ＩＦＦＴ

解析条件の
デフォルト値の
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窓関数の選択

自己相関の
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自己相関の算出

フィルタ処理

フィルタの選択
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窓関数の選択
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突起頂上の抽出
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条件

自己相関関数
による

評価領域の設定

ベアリングエリア
カーブによる

高さしきい値の設定

突起頂上の抽出

評価領域，高さ
しきい値の
任意設定

任意設定

頂上情報の
出力

自動設定

突起形状の評価

算出結果の
出力

表面
テクスチャ

突起頂上の形状
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突起頂上部の
曲率半径値の
算出

突起頂上部の短軸・
長軸曲率半径値の

算出

非等方性等方性

突起頂上部の
方位の解析

針補正

先端半径の入力

オフセット処理

傾斜・波長の算出

算出法･平滑化
微分点数の選択

傾斜・波長算出

傾斜分布図

回帰処理

回帰方法の選択

回帰処理

パワースペクトル
算出入力待ち

入力待ち

データに反映される

データに反映されない
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その２　情報非公開の原則

人間社会に関与する団体の情報公開が急速に進
んでいる。当たり前のことが成されていなかっ
たという反省には大きいものがある。ところが
経済活動の根幹を成す企業の技術情報公開は比
べ物にならないほど進んでいないと思う。勿論、
過度の公開は油断と見られるであろうし、敵に
塩を送るようなものである。周囲からの情報は
黙って享受し、手持ちの情報は公開しないに越
したことはない。

例えば前述の 3 次元表面凹凸形状データ処理用
ソフトウェアを特定の企業で試用したような場
合、評価結果を公開するのはまず許されないと
考えなければならない。また、開発した表面う
ねり形状測定器で供試ディスクを測定した場合
も、データ処理結果をむやみに公開することは
大罪となるようである。とすると、我々のよう

な工学分野は何に喜びを感じたらよいのであろ
うか。形状評価法の提案と適格性の保証は機能
解析プロセスの 1 ステップに過ぎないため、技
術開発のストーリーを構築することができない
のである。バックデータとして資料ファイルに
眠っているのがほとんどであり、せいぜい割合
の低い説明変数として末席を汚すのが関の山で
ある。ところが IDEMA JAPAN のディスク分科
会（Microwaviness WG）だけはニュアンスが最
初から違っていた。最新ではないにしても会員
企業のサンプルディスクを持ち寄って、公開を
前提にディスク表面の測定・評価に関わる作業
を進めてきたのである。その結果が良かったか
どうか断言できないが、情報非公開の壁を破っ
たことだけは事実である。著者が知る限り、こ
のような事例は皆無に等しい。後ろ向きの結言
となってしまうが、情報記憶デバイスでは技術
情報公開は当分の間タブーと言わざるを得ない。

図 2　同メイン画面

図 3　頂上の抽出結果 図 4　ヘルプ画面
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技技技技術委員会報告（術委員会報告（術委員会報告（術委員会報告（99/399/399/399/3～～～～99/499/499/499/4））））

技術委員会　委員長　岡村　康弘
（株式会社　エムエーディスク）

１．活動状況概況

この期間、各分科会とも会合を持ち、来年度の
取り組み課題の検討を開始した。又、用語集の
作成に関しては、各委員に用語の振り分けが行
われ、作成作業が具体的に始まった。テスト、
ヘッド分科会で継続的に持っているワークショ
ップは何れも好評で、活発な交流が見られる。
DISKCON 初日の 4 月 14 日に International
Standards Chairperson's Meetingで、日米交流を深
めた。ディスク分科会委員長は、4 月に、1 月に
交代されたばっかりの白土氏から、転勤のご都
合から横山氏（三菱化学）に交代があった。

２．分科会活動状況

１）コンタミ分科会 次回開催：6/4（金）

3/26に分科会開催、参加者 10名であった。

・新規テーマ
ワークショップ：コンタミ分科会では第1回に東
レリサーチ様、横河電機様による講演を行った
後、開催していなかった。コンタミ分科会の会
員はHDD業界の多岐にわたるため分野ごとに講
演をしてもらっても良いのではという意見も出
て、次回からワークショップを開催することと
した。

＜予定＞
次回：HDDメーカ（東芝様検討）、半導体関係者
（半導体におけるコンタミコントロール：吉岡
氏調整）

次々回：HDD部品メーカ…モータメーカ（ミネ
ベア様検討）、接着剤メーカ（吉岡氏調整）

・標準化：イオン性コンタミ、アウトガス、NVR
についてはクロスチェックまで終えたが、パー
ティクル関係はあまり深く掘り下げていない。
LPCなども一般的に使われ始めているためパーテ
ィクルWGを発足してパーティクル全般について

討議する。WGリーダーとして富士通若松氏を推
薦することとした。

また、梱包袋の再利用について議題に取り上げ
て欲しいという意見があり、ディスクやヘッド
のケースも含めてコンタミ観点のリサイクル基
準を検討することにした。具体的な活動手順に
ついては次回議論する。

２）テスト分科会 次回開催：6/11（金）

4/9分科会開催、参加者17名であった。

・新規テーマ
下記候補を上げ、今後具体化を検討することと
した。
・Ramp Load/Unload
・Dual Actuator
・高速回転における問題
・Pseudo-Contact MR slider

・ワークショップを持った。
「HDD用ピギーバックアクチュエータ」
富士通（株）ストレージプロダクト事業本部
ファイル研究部　部長　植松　幸弘氏
「コンタクト記録の技術動向」
日本電気（株）機能デバイス研究所
記憶研究部　主管研究員　柳沢　雅広氏

３）ヘッド分科会 次回開催：5/12（ワ
ークショップ：ドライエッチング技術）

3/24に分科会を開催、参加者20名であった。

・新規テーマ
標準化テーマとして、日本IBM, TDKの提案で、
「GMR Headの電極極性配列規格」を取り上げる
こととした。ワークショップは今後とも継続的
に開催することとし、今後１年間の予定を立て
た。5月は上記、6月は合同分科会（ヘッド幹事）、
7月は「薄膜成膜装置」と言う具合である。
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・ワークショップを持った。
「ヘッドサスペンションの現状と展望」
（株）日立製作所　ストレージ事業部
ディスク装置開発部　主任技師　松本　真明氏
「HDD用ピギーバックアクチュエータ」
富士通（株）植松　幸弘氏
偶々、テスト分科会での演題と重なったが、趣
を変えてお話しいただいた。

４）ディスク分科会

3/17に分科会開催、参加者 11名であった。

・新規テーマ
欠席の方からもメールで、ご意見をいただき、
ディスカスした。マイクロウェビネスについて
は、今後の高密度化対応に欠かせない基板の要
素として、期を跨いで活動しても良いのではと
の意見があり、6 月末に今期分としてのまとめは
行うが、7 月以降も引き続き、このテーマでワー
キンググループ活動を行うこととした。ただし、
リーダー・サブリーダーは別途 6 月末に決める
こととした。

『基板を出し合ってテストを行うこともあり、
リーダーは、比較的客観的に仕切れる、例えば
評価機メーカーなどに依頼するのが好ましいの
ではないか』などの意見があった。

構成員が均等に情報を持ち寄り、ギブ＆テイク
の関係が保てるようなテーマがなかなか見つか
らなかったが、代替基板用途として、注目され
ている、高速回転ドライブで必要なメディア、
基板とは何か、というある種の勉強会的な活動
があっても良いのでは、との意見が出され、ワ
ークショップ形式での活動をテーマとしてあげ
た。特にドライブメーカー各社に教えを乞う形
式になる。リーダーは、ディスク分科会で唯一
ドライブも手がけてられる富士通さんにお願い
したいとの意見があった。また、サブリーダー
として評価機などを手がけておられる日本 ADE
さんにとの案が出された。

・①マイクロウェビネスWG（継続テーマ）
・②高速回転ドライブ対応メディア・基板に求

められる特性は？（workshop 形式中心に）マイ
クロウェビネスWGの今期（～6月末）の予定

２．技術委員会

3/19 に第 3 回を開催した。用語集編集に係わる
部分で、原稿料につきその額を決めた。

原稿 a：文字数 1,200~1,600,　¥2,500/用語
原稿 b：文字数 400~1,200未満,　¥1,000/用語
原稿 c, d は、原則原稿料無しとするが、10 用語
前後以上/1 分担者となる場合は、相応額を充て
る。尚、特に a, b の区分の、微妙な場合は、用
語集編集委員会で判定することとした。

３．International Standards Chairperson's Meeting

4/14 Big Sight 会議室で開催した。米側から、事
務局長（J. Pinder）、標準化委員長（D. Perettie、
担当スタッフ（S. Ayers）その他含め 6 名、日本
側は、筧副会長、各分科会長計 5 名が参加し、
双方の活動状況を報告、意見交換をした。

米側の目新しい動きとして、下記が上げられる。
・ Environmental, Health & Safety Committeeで、
Power Consumption Subcommitteeが活動を開始、
水の再利用法、HDD のエネルギー効率の測定法
の提案を行っている。又、政府機関等関連機関
との共催で、ワークショップ：「工業用水の再利
用」を持ったりしている。参加者 170 名も有っ
たようである。
・ヘッド、コンタミで、クロスチェック方式の
活動を行おうとしている。日本側の実績を参考
にしたようである。
・ Standar Binderに登録済みの、documentを、イ
ンターネットで配布するようにした。

４．合同分科会とワークショップの予告

来る 6 月 18 日、午後 1 時より、合同分科会とワ
ークショップ（幹事：ヘッド分科会）を日立和
彊館（品川）で実施します。

プログラム設定され次第、ホームページ
www.idema.gr.jpで流します。乞ご期待。
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企企企企画委員会報告画委員会報告画委員会報告画委員会報告

企画委員会　委員長　菅沼　庸雄
副委員長　　筧　朗

国際ディスク・フォーラム’99より

第 7回国際ディスク・フォーラム'99を、DISKCON
JAPAN ‘99の開催にあわせて昨年と同様、東京有
明のビッグサイト 1 階の大会議場において開催
しました。昨年から展示会の見学もしていただ
けるように会期を 3 日間に延長し、その内 2 日
間は講演を半日のみとしています。またフォー
ラム参加のご希望も年々増えており、今年の有
料参加登録者は約 250 名、発表者その他関係者
を含め約 300名と盛会でした。

フォーラムの初日は、金子会長の開会挨拶開会挨拶開会挨拶開会挨拶に続
き、IBM の Robert A. Scranton 氏の「Magnetic
Recording : Past, Present, and Future」と題した基調基調基調基調
講演講演講演講演で始まりました。昨年 100 周年を迎えた磁
気記録の歴史と今後の発展を視点に入れたご講
演でした。日本に関する話題として ACバイアス
記録の東北大学永井先生の業績、SONY の早期
に開発されたテープレコーダ等の紹介も有りま
した。講演の最後には輝かしき HDD 王国に陽が
当たり続けると締めくくられました。200MB 余
のマルチメディアプレゼンテーションは圧巻で
した。

Session 1 では恒例の通り、ディスク市場につい
て国内外のトップアナリストに最新動向を解説
していただきました。J. Porter（DISK/TREND社）、
John M. Donovan（TrendFOCUS社）、横山氏（ピ
クシーピナクルコーポレーション）の各氏から、
HDDを中心とした市場動向の紹介があり、PCの
伸びと同期して、HDD も伸びている。但し昨年
は PCが従来ほど伸びなかったため、前半、HDD
の供給が過剰となったが、後半持ち直した。1999
年は回復基調との事でした。但し、技術革新と
競争が激しいこの業界ではタイミング良く新製
品を量産しつづける事、”Time to Market”が生き
残りの必須事項との指摘も有りました。

Session 2 ではメディアの技術動向に関し、富士
通の岡本氏から高記録密度実現に向けた磁性膜

と HDI に関連したご講演、上村工業の多田氏か
らはガラス基板用 NiP めっき技術に関するご講
演、WD 社の Russ Krapf 氏からはガラス基板の
利点を列挙した上で、トータルコストではガラ
ス基板が Al 基板より有利とのご講演がありまし
た。

2 日目は Session 3 において計測技術に関し、日
立電子エンジニアリングの下川氏から媒体テス
タの高性能化と、光学検査装置 ODT の併用によ
り試験時間低減に関するご講演が、 Veeco
Metrology社の Donald C. Zipperian氏からは GMR
ヘッド関連でWaferレベルからスライダーレベル
に至る寸法・平面性等の計測技術がありました。
Veeco Metrology 社の Robert Tench 氏からは
AFM ・ MFM 等の Scanning Probe 技術を応用し
たヘッドの感度測定記録磁界測定、素子発熱分
布測定等に関するご講演が、日立の鈴木氏から
は電子線を応用した記録ヘッドの高周波磁界測
定技術に関するご講演が、そして、IBM 社の
Juergen Heidmann氏からはMicro-Kerr効果を利用
した記録ヘッドの高周波磁界測定技術に関して
のご講演がありました。この後、昼休みには時
間をお借りしまして当協会から日米の技術標準
化委員会の活動紹介がなされました。（活動の詳
細に関しては、本号、技術委員会のページをご
覧ください。）

昼食後の Session 4 Special Speech from Academy
では、情報ストレージ材料研究の分野で指導的
立場におられる豊田工業大学の鈴木教授から話
題の高密度磁気記録の限界を決める Super
Paramagnetic Limit に関し特に Activation Volume
を中心に考え方と注意、更に最新の光磁気記録
に関する技術動向をも含めた特別講演を頂きま
した。

午後の Session 5 では固定 HDD に替わり得る各
種の次世代記憶装置関連のトピックスに関し、
応用面を中心に取り上げました。 Iomega
Corporation 社の Mike Lynch 氏から 1.3 インチ媒
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体使用の可換 HDD「Clik!」の Digital Camera 他
広範な応用に関するご講演、Castlewood Systems
のSyed H. Iftikar氏から安価な可換HDD装置ORB
に関するご講演がありました。この中ではわざ
と絨毯に落として拾い上げた媒体を装置に戻し
て再生しノーエラーとなるデモビデオの紹介が
有り会場に驚きが広がりました。セガの佐藤氏
からは話題の 128 ビット・ゲーム・マシーン
Dreamcast（あの Pentium IIはまだ 32ビット・マ
シーン）の開発の狙いと所要のメモリ容量等に
関するご講演を頂きました。最後に日本電気の
磯崎氏からは各種のリムーバブル記憶装置の性
能・容量・価格応用場面等を相互に比較し総括
して頂きました。

2 日目のフォーラム終了後は新橋の第一ホテルに
て、フォーラム参加者と展示企業の代表の参加
を頂いてレセプションを開催しました。和やか
な雰囲気の内に懇親と情報交換が繰り広げられ
たと存じます。

フォーラム 3日目は、Session 6において HDD装
置技術に関し講演がありました。 ADMAT
International 社の D. J. Perettie 氏から高速回転時
に問題となる Disk 媒体の振動を制振剤を挟んだ
AL 基板を用いることで抑制する 3M 社の DLD
(Damped Laminate Disk)技術に関するご講演、GHI
Systems 社の George Henderson 氏からは HDD を
PC やサーバに組付ける時に受ける衝撃の大きさ
や周波数成分の PC 数社での実測結果に基づく最
悪値の報告が、また東京大学の藤田教授からは
高 TPI の時に重要になるヘッド位置決めに用い
られる Dual Actuator の各世代分類と実例、第 3
世代に属し、ご自身で研究されている超小型
MEMS Actuatorに関してご講演が有りました。

フォーラム最後の Session 7 ではヘッド技術に関
し講演がありました。LeCroy社の Tim Perkins氏

から PRML 方式の動作説明ならびに SN とエラ
ーレートの関係解説、実機では最悪パターンで
評価する事の重要性に関するご講演、American
Environmental Systems の James Yehl 氏から
MR/GMR ヘッドの実用化に伴い重要になってい
る ESD 抑制のための緒施策に関し、安易に接地
する事を戒めたご講演、Hutchinson Technology社
の Pete Carlson氏からは LSIをサスペンションに
搭載し高速度動作を可能にする技術と Piezo 素子
使用の Dual Actuator に関するご講演がありまし
た。Read-Riteの Aric K. Menon氏から 2002年頃
に 20Gb/in2 に達する高密度記録に関し、ヘッド
始め各種の技術的挑戦項目の解説、日本電気の
柘植氏からは GMRの次の技術として有望な Spin
Dependent Tunneling MR Sensors の最新研究状況
と課題に関し、そして最後に、Seagate Technology
の Sunita Gangopadhyayから Spin Valve GMR Head
開発の留意点、現在の世界最高の面記録密度
17Gb/in2 のデモ発表に関する詳細条件に関してご
講演がありました。

以上 3 日間にわたって発表者の独創技術をわか
りやすく紹介戴きました。技術と市場動向のど
ちらに重点を置くか、そのバランスが企画委員
会の課題です。

皆様のご意見、ご希望が基本ですので内容の一
層の改善について皆様の忌憚の無いご意見をぜ
ひとも事務局までお寄せくださいます様お願い
申し上げます。

 企画委員会では次回のクォータリセミナは、7
月 23 日（金）の午後、虎ノ門パストラルにて開
催することを企画しています。詳細は未定です
が決まり次第、協会のホームページにて別途ご
案内いたしますので参加予定の方は、できる限
りこの日の予定を空けておいてください。

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

（法人会員 50音順 112社)

秋田住友ベーク株式会社
旭コマグ株式会社
アダプテックジャパン株式会社

アネルバ株式会社
アヒコファインテック株式会社
アルプス電気株式会社

ウエスタン デジタル ジャパン株式会社
上村工業株式会社
エム・ワイ・ジー　ディスク株式会社
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株式会社　オハラ
株式会社　完エレクトロニクス
オリエント測器コンピュータ株式会社
協同電子システム株式会社
株式会社　クボタ
株式会社　倉元製作所
ケーエルエー・テンコール株式会社
株式会社　神戸製鋼所
株式会社　交洋製作所
株式会社　相模オプト
株式会社　サンエイテック
サンコール株式会社
三徳金属工業株式会社
ジェネラルスキャニングジャパン株式会社
システム精工株式会社
シチズン時計株式会社
株式会社　島津製作所
ジャスタム株式会社
ジャパンゴアテックス株式会社
昭和アルミニウム株式会社
信越化学工業株式会社
神鋼商事株式会社
スピードファム株式会社
住友金属工業株式会社
住友軽金属工業株式会社
住友商事株式会社
住友スリーエム株式会社
住友特殊金属株式会社
セイコーインスツルメンツ株式会社
ゼオン化成株式会社
ソニー株式会社
ソニーケミカル株式会社
ソニー・テクトロニクス株式会社
大同特殊鋼株式会社
株式会社　タケシバ電機

＊株式会社　ツガミ
ＴＤＫ株式会社
株式会社　東芝
東洋鋼鈑株式会社
東レ株式会社
戸田工業株式会社
長瀬産業株式会社
株式会社　南陽
日商岩井ハイテック株式会社
日商エレクトロニクス株式会社
株式会社　日製メックス
日東電工株式会社
日本アイオメガ株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社
日本板硝子株式会社
日本エー・ディー・イー株式会社
日本ガイシ株式会社
日本クアンタムペリフェラルズ株式会社
日本軽金属株式会社
日本システムハウス株式会社
日本真空技術株式会社
日本テクノビュート株式会社
日本電気株式会社
日本発条株式会社
日本ヒューレット・パッカード株式会社
日本ポール株式会社
日本ミクロコーティング株式会社
日本メクトロン株式会社
日本レップ機構株式会社
株式会社　野村総合研究所
伯東バルザース株式会社
パシフィック･ダンロップ･ジャパン株式会社
浜井産業株式会社
原田産業株式会社
日立金属株式会社

株式会社　日立製作所
日立電子エンジニアリング株式会社
日立マクセル株式会社
ファイングラス･テクノロジー株式会社
フェーズ・メトリックス･ジャパン株式会社
株式会社　フェローテック
フォステクス株式会社

＊不二越機械工業株式会社
富士通株式会社
富士電機株式会社
富士電気化学株式会社
藤森工業株式会社
古河電気工業株式会社
フロロウエア　インク
ＨＯＹＡ株式会社
松下寿電子工業株式会社
株式会社　マツボー
丸紅メタル株式会社
三菱アルミニウム株式会社
三菱化学株式会社
ミツミ電機株式会社
ミネベア株式会社
株式会社　メディア研究所
メルテックス株式会社
ヤマハ株式会社
山村硝子株式会社
Unique Technology International Pte. Ltd.
横河電機株式会社
ラップマスターＳＦＴ株式会社
リオン株式会社
リードライト・エスエムアイ株式会社
株式会社　レイテックス
ワイエイシイ株式会社

（個人会員 50音順 16名)

石崎　幸三 （長岡技術科学大学　教授）
小野　京右 （東京工業大学　教授)
逢坂　哲彌 （早稲田大学　教授)
島田　　寛 （東北大学　教授)
新庄　輝也 （京都大学　教授)
高橋　　研 （東北大学　教授)
田崎　三郎 （愛媛大学　教授)
田中　邦麿 （帝京平成大学　教授)
田中　絋一 （長岡技術科学大学　教授)
直江　正彦 （東京工業大学　教授)
中村　慶久 （東北大学　教授)
藤森　啓安 （東北大学　教授)

＊古川　泰男 （豊橋技術科学大学　教授）
三矢　保永 （名古屋大学　教授)
柳　　和久 （長岡技術科学大学　教授）
綿貫　理明 （専修大学　教授)

＊印の方が新規に入会されました
（1999年 4月 26日現在)

国国国国際ディスクドライブ協会組織図際ディスクドライブ協会組織図際ディスクドライブ協会組織図際ディスクドライブ協会組織図

事務局 事務局長（委嘱）： 杉浦　達夫
　理　　事　　会 山本　明子、三浦　尚子

　　　会計 担当理事： 牧野　駿彦、百束　雄一

 広報出版委員会 委員長： 尾上　信久
会長　　　金子  　峻 (アイオメガ)
副会長　　菅沼　庸雄 (日立製作所）　　 会員管理委員会 委員長： 杉浦　達夫
副会長　　筧    　朗 (富士通）
監事　　　原田  英樹（日立金属テクノクス） 企画委員会 委員長： 菅沼　庸雄、Co：筧　朗、上村　洋海
専務理事　杉浦　達夫 （ﾌｫｰﾗﾑ／ｾﾐﾅｰ）
理事　  　伊野　洋一（アネルバ）
理事　　  岡村　康弘（エムエーディスク） イベント 委員長： 杉浦　達夫
理事　 　 尾上　信久（日本軽金属） 実行委員会
理事 　   上村　洋海 (東芝）
理事　　  菊地　　茂（神戸製鋼所） 教育推進委員会 委員長： 山崎　秀昭、Co：佐藤　光一
理事　  　佐藤  光一 (日本アイ・ビー・エム）
理事　  　篠原　　肇 (日立金属） 研究推進委員会 委員長： 篠原　肇
理事　  　高塚　惠治（アルプス電気）
理事　  　鶴　　哲生 (日立電子ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）  技術委員会 委員長： 岡村　康弘
理事　    百束　雄一 (メディア研究所）
理事　    牧野　駿彦 (日本電気）   　ディスク分科会分科会長： 横山　文明、Co：福井　利安
理事 　 　山崎　秀昭 (日本レップ機構）
理事 　   Joel Weiss (IDEMA USA）   　ヘッド分科会 分科会長： 小林　和雄

  　テスト分科会 分科会長： 鈴木　隆夫、Co：畠山　耕一
IDEMA USA

　　 Contamination Control分科会 分科会長： 吉岡　伸晃、Co：藤本　敏夫
3255 Scott Blvd., Suite 2-102,
Santa Clara, CA 95054-3013 　　 用語集編集委員会 分科会長： 岡村　康弘
TEL: 408-330-8100
FAX:408-492-1425

IDEMA ASIA-PACIFIC

1 Goldhill Plaza, #03-35
Podium Block; Singapore
TEL:65-356-3992
FAX:65-356-1340
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業業業業界カレンダ界カレンダ界カレンダ界カレンダ

99年 5月 18日（火）-21（金）
INTERMAG Conference
開催地　韓国　慶州現代ホテル
http://intermag99.kist.re.kr/

99年 5月 26日（水）-28（金）
計測連合シンポジウム　先端計測’99
開催地　日本学術会議講堂
問合せ　長松　昭男（東工大工学部）
Tel,Fax：03-5734-2502

99年 6月 7日（月）-9（水）
2nd International Symposium on Hysteresis Modeling
and Micromagnetics
開催地　Perugia Italy
問合せ　高橋　則雄（岡山大　電気電子）
Tel：086-251-8115

99年 6月 13日（日）-18日（金）
国際計測連合　第 15回世界大会（IMEKOⅩⅤ）
開催地　アジア太平洋トレードセンター（大阪市）
問合せ　計測自動制御学会
Tel：03-3814-4121

99年 6月 18日（金）
第 5 回スパッタリング＆プラズマプロセス国際
シンポジウム　ISSP’99
開催地　金沢工業大学
問合せ　日本工業技術振興協会
Tel：03-3238-5300

99年 10月 5日（火）
第 23回日本応用磁気学会　学術講演会
開催地　北九州市国際会議場
問合せ　日本応用磁気学会
Tel：03-3272-1761

IIIIDEMADEMADEMADEMA行事予定行事予定行事予定行事予定

99年 5月 21日（金）
HDD入門講座（第 13回）
開催地　協会事務局会議室

99年 6月 4日（金）
コンタミネーションコントロール分科会
開催地　協会事務局会議室

99年 6月 11日（金）
テスト分科会
開催地　協会事務局会議室

99年 6月 17日（木）
HDD入門講座（第 14回）
開催地　協会事務局会議室

99年 6月 18日（金）
合同分科会
開催地　日立金属高輪輪彊館

99年 7月 23日（金）
クォータリセミナ・懇親会
開催地　虎ノ門パストラル

IDEMA USA

99年 6月 2日（水）
Requirements for High TPI Recording Symposium
Radisson Hotel South and Plaza Tower,
Minneapolis, Minnesota

99年 6月 3日（木）-4日（金）
Technical Education Classes
Radisson Hotel South and Plaza Tower,
Minneapolis, Minnesota

99年 7月 18日（日）-23日（金）
SPIE’s 44th Annual Meeting
Denver, Colorado

99年 7月 22日（木）
Quarterly Dinner Meeting
Richard “Rick” Belluzzo, Chairman and Chief
Executive Officer, Silicon Graphics, Inc.
Westin Hotel, Santa Clara, CA

最新の最新の最新の最新の IDEMA の行事予定についてはホームペの行事予定についてはホームペの行事予定についてはホームペの行事予定についてはホームペ
ージージージージhttp://www.idema.gr.jpをご参照下さい。をご参照下さい。をご参照下さい。をご参照下さい。
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事事事事務局よりお知らせ務局よりお知らせ務局よりお知らせ務局よりお知らせ

広広広広告募集告募集告募集告募集　　　　IDEMA JAPAN NEWS は、各会員企業で磁気ディスクドライブに関する事業に直接携わる管理
者、技術者と協会が主催するコンファレンス、セミナ等の参加者及び大学関係者に配布しております。皆様
の意志を直接伝える事の出来る効果的な広告媒体ですので、ご利用ください。

募集要領
１．広告記載内容 ：企業及び製品、部品の宣伝を目的とするもの
２．掲載単位 ：半ページを 1掲載単位とする
３．広告掲載料 ：（会員） ¥150,000（1掲載単位) 年間契約　¥200,000

（非会員） ¥100,000 年間契約　¥400,000

４．発行部数 ：3,000部
５．発行日 ：奇数月の 15日、年 6回発行予定

Standards Binder　IDEMA USAでは STANDARDS BINDERの 98年版を 1994年から丸 4年振りに発行
しています。日米の標準化委員会にて討議決定されました 41 項目が掲載されております。今回はすべて有
料配布となります。販売価格は下記のとおりです。

会員 1部 18,000円 非会員 1部 10,000円
送料は協会にて負担させていただきます。

国際ディスク・フォーラム ’99予稿集　4月 14日～16日に開催された国際ディスク・フォーラム ’99の
予稿集を販売しております。販売価格は 1冊 10,000円です。送料は協会にて負担させていただきます。（国
内の場合のみ）

送送送送付先データ変更事項付先データ変更事項付先データ変更事項付先データ変更事項　当協会では活動の内容をご理解頂くため年 6 回の協会ニュースを発行し、特に技
術委員会での議題を中心に編集し、お手元にお送りさせて頂いております。しかしながら、発行部数も限ら
れていることでもあり出来るだけ希望される方々に読んで頂きたく、ご送付先を整備したいと考えておりま
す。変更事項や新たに購読をご希望の方はご連絡下さい。

会会会会員募集員募集員募集員募集　　　　入会ご希望の場合、所定の用紙に必要事項をご記入の上、事務局までご送付下さい。理事会で
審議後、入会承認のご連絡と併せて資料及び年会費の請求書をお送り致します。年会費は下記のとおりです。

法人会員　年間 20万円 個人会員　年間 21万円
＊個人会員とは、原則として企業及び特定の団体、グループに属していない個人を以っ
て個人会員と呼び、入会にあたっては理事会の承認を得るものとします。

その他、お問い合わせは下記までお願い致します。

事務局長　杉浦：イベント等全般（E-Mail：XLZ01732@nifty.ne.jp)

　　　　　山本：技術委員会、会員企業管理、HDD入門講座等担当（E-Mail：XLZ01734@nifty.ne.jp)

　　　　　三浦：IDEMA Japan News、クォータリーセミナ等担当（E-Mail：XLZ01733@nifty.ne.jp)

国際ディスクドライブ協会

事務局 〒105-0003 東京都港区西新橋 2-11-9　ワタルビル 6F

TEL：03-3539-7071　FAX：03-3539-7072


