
IDEMA Japan News No. 31- 1 -

1999年年年年 7････8月　月　月　月　（隔月（隔月（隔月（隔月 15日発行　通巻第日発行　通巻第日発行　通巻第日発行　通巻第 31号）号）号）号）
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
http://www.idema.gr.jp

巻頭言巻頭言巻頭言巻頭言 「非平衡状態の HD」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

特集特集特集特集 「スペクトラムアナライザーによる信号雑音比（S/N）測定」ワークショップより・・・・・・・・・ 4

「ヘッドサスペンションの現状と展望」ワークショップより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

イベント実行委員会報告イベント実行委員会報告イベント実行委員会報告イベント実行委員会報告 「ディスコン・ジャパン 2000へ向けて」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

研究推進委員会報告研究推進委員会報告研究推進委員会報告研究推進委員会報告 「ディスクフラッタ制振機構」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･16

技術委員会報告技術委員会報告技術委員会報告技術委員会報告 各分科会活動状況、合同分科会より・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･20

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 10月クォータリセミナのご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

ScheduleScheduleScheduleSchedule 業界カレンダ、IDEMA行事予定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

協力運営協力運営協力運営協力運営 会員リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

事務局よりお知らせ事務局よりお知らせ事務局よりお知らせ事務局よりお知らせ 会員募集、フォーラム予稿集、DB変更事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ご 案 内 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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開催日：7月 23日（金）13:00～17:00

第一部：講演「リムーバブル･カートリッジ･ストレージ市場および技術動向」
ふじわらロスチャイルドリミテッド　藤原　卓利　氏

第二部：パネルディスカッション
日立　重松　和男　氏（DVD-RAM）、米国キャッスルウッドシステムズ　山崎　秀昭　氏（ORB）
アイオメガ　太田　哲也　氏（JAZ2）、富士通　諸戸　清郎　氏（GIGAMO）

場所　：虎ﾉ門パストラル（鳳凰（西）の間）
参加費：会員 18,000円　非会員 30,000円　　　　　　　　　　　詳しくは事務局までお問合せ下さい。

講師･演題は事情により変更する場合もございます。

ハードディスクドライブ入門講座ハードディスクドライブ入門講座ハードディスクドライブ入門講座ハードディスクドライブ入門講座
http://www.idema.gr.jp/class/class_home.htm

開催日：8月 27日（金）
時間　：13:00～17:00（途中休憩あり） 場所　：国際ディスクドライブ協会　会議室
定員　：30名 参加費：会員 10,000円　非会員 12,000円

今後のは 9月 17日（金）、10月 15日（金）、11月 12日（金）、12月 17日（金）です。
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非非非非平衡状態の平衡状態の平衡状態の平衡状態の HDHDHDHD

理事　伊野　洋一
（アネルバ株式会社）

小型ハードディスク装置の面内記録密度は、1985
年頃は 20M ビット／インチ 2 であったが、市場
は 2001 年には 40G ビット／インチ 2を要求して
いる。

なんと約 20 年間で 2000 倍の増加を、ロードマ
ップは示しているが、この様な記録密度の向上
には他人事のように感心してしまう。しかしハ
ードディスク成膜装置をこの世に供給している
社会的責任から、何が何でもこのロードマップ
に沿って乗って行かなければならないと言う強
迫観念と不安がわき起こってくる。

ところで、現在のハードディスクの膜構造は、
基板／下地膜／磁性膜／保護膜が基本になって
いるため、誰しも基板の上に単純に連続して 3
層の積層膜を堆積すれば良く、ハードディスク
成膜装置としては成膜工程用の真空室が仕切弁
で 3室連続していれば良いと安易に考える。

しかし、20G ビット／インチ 2以上のハードディ
スク成膜装置は、なんと 14 室以上の真空室が連
続して接続される事が、現在の技術から予想さ
れる。なぜ連続した 14 個以上のプロセスが必要
なのかと考える中で、ふと 15 年前の事を思いつ
いた。”ONE MACHINE FABRICATION SYSTEM”
という単語を。1984年である。

この時代は磁気記録媒体とともに半導体メモリ
ーが脚光を浴び始めた頃で、半導体製造装置の
一つの究極の姿として、その当時のプロセス技
術や開発途中のプロセス技術を組み合わせ、連
続して一つの装置で一貫生産することが出来る
システムを”ONE MACHINE FABRICATION
SYSTEM”と呼んだのだった。

全ての連続工程を真空下で行う完全ドライプロ
セスを夢見た時期であった。当時、このシステ
ム実現に要求された事は、現在やっと生産成膜
装置に展開が始まった超高真空技術であった。

その理由は二つあり、一つは真空装置内でウエ
ハーを搬送し、プロセス工程を行えば、完全な
防塵対策が出来る（現在は真空室の中はゴミの
溜まり場だと認識していますが）。もう一つはウ
エハー表面を完全に清浄雰囲気（10-8Pa）に保つ
事であった。

この二つの技術課題の内、超高真空技術が現在
はハードディスク製造装置まで応用されるよう
になり、ハードディスクの高記録密度化の条件
である、媒体の保磁力向上、磁性膜厚の極薄化、
磁性結晶粒径の均一化と微粒子化、磁性結晶間
の磁気分離等の課題に対して、この技術は必要
不可欠な因子になっている事は最近の装置の真
空度向上からも頷ける。

ここで心配事の話をさせて貰う。真空一貫 14 室
以上の真空プロセス工程を通過してきた基板に
は、ディスクにされるべき積層膜構造を持つが、
その真空成膜装置から大気に取り出されたディ
スクが、熱力学的に安定な熱平衡状態にあると
は、甚だ疑問を感じ、不安に思う。

なぜならば、ハードディスクの膜を堆積するに
は、真空中で、スパッタ法なる物理的堆積技術
で作るが、その方法は新しい物質を作り出す方
法として、化学的物質合成法とは異なり、熱力
学的非平衡状態にある物質がつくれ、自然界に
存在しないものである。人類が化学反応を利用
して、作り出してきた物質はほとんどが熱平衡
状態の物質である。それに対して、物理的手段
を利用して造り出される物質は非平衡状態にあ
る。

更に高密度化を目指したハードディスク成膜装
置を予想すると、前述の種々の課題を克服する
ためには 14 室の最初に導入された基板は次の真
空室で、ある化学組成比の下地層を堆積され、
次真空室で非平衡表面のモフォロジーを物理化
学的にエッチングで調整する。更に 次の部屋で
反応性ガスで表面装飾し、次堆積膜に最適な非



IDEMA Japan News No. 31- 3 -

平衡表面を造り出す。

この様な次堆積膜の機能を強く引き出す最適表
面の原子形態や組成を調整する必要が、今後は
重要になる。又、その表面が望まれた表面形態
か化学組成かをモニターしながら作成していく
であろう。

このような事を考えると、これからのハードデ
ィスクは、その面内記録度の高密度化には基板
／下地層／磁性膜／保護膜層、それぞれの層間
の界面／表面制御が重要になる。

従って、それを製造する装置は、表面制御プロ
セス工程が”ONE MACHINE FABRICATION
SYSTEM”に組み込まれるために、その真空室
は増加する。その数はいくつになるのであろう？

当然、界面／表面制御だけではなく、磁性層の
合金組成比や元素の新しい組合せの磁性合金の

作成を可能にするプロセス工程もこの SYSTEM
には欠かせない。

初めに現状の技術から類推した 14 個の成膜プロ
セス室からなる真空一貫成膜装置を予想したが、
記録密度向上のために表面／界面制御、層内化
学組成の事を考えると 14 個ではすまなくなる。
果たして何個のプロセス室が必要になるのだろ
うか？

人類の過去の創造力からすると、そのプロセス
は無限であり、その組み合わせも無限である。
そしてその一つの真空プロセスで造り出された
非平衡状態と磁性という非線形物質を無限に積
み重ねる事で、更に高密度なハードディスクは
造られるだろう。

人類の造り出したこんな不安定な産物はいつか
ある日突然、自己崩壊するかもしれない？
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ススススペクトラムアナライザーによる信号雑音比（ペクトラムアナライザーによる信号雑音比（ペクトラムアナライザーによる信号雑音比（ペクトラムアナライザーによる信号雑音比（S/NS/NS/NS/N）測定）測定）測定）測定

柳本　吉之
（日本ヒューレット･パッカード株式会社）

１．概論

信号雑音比（Signal to Noise Ratio : S/N）の測定に
は様々な方式が提案されています。

信号の測定と、雑音（ノイズ）の測定とを別々
に行うことで S/N を得る方式は、考え方として
は単純で、測定も簡単なので、よく用いられて
います。しかし、ノイズを測定するために、信
号を消去するなどしてノイズのみが存在する状
態を作るため、信号の存在する状態でのノイズ
が測定される訳ではありません。

信号がノイズと同居する状態での S/N 測定は、
真の使用状態での S/N が測れるという意味では
有用なのですが、信号（S）とノイズ（N）との
分離が困難です。信号とノイズが同居した状態
を、時間軸で捕らえる（例えばオシロスコープ
などで波形をとる）と、どれが信号でどれがノ
イズなのかを分離するのは極めて困難です。一
方で、信号とノイズが同居した状態を周波数軸
で捕らえると、簡単なパターン認識によって信
号とノイズの識別が出来ることがわかります（図
1）。（オシロスコープでとった波形の S/N 測定の
ために、FFT したり、相互相関をとったりする
のは、結局、周波数軸でものを見るように変換
しているわけです。）

図 1　信号と雑音の分離

スペクトラムアナライザー（スペアナ）による S/N
測定は、信号の同居するノイズを簡単に分離、
測定できる有用な方法です。

２．スペアナによる S/N測定

図 2 のようなスペアナ画面において、黒丸（･）
の打ってあるのが信号で、斜線部分がノイズで
す。信号には高調波が存在しますので、黒丸す
べてのパワーの足し算が信号のパワーになりま
す。一方ノイズは斜線の部分を積分すれば得ら
れます。信号の存在する部分のノイズは測定で
きませんが、特にその周波数において特異的に
ノイズの状態が変わると考えにくい時は、周囲
のノイズの値で補間してしまっていいでしょう。

図 2　信号とノイズ

スペアナは一般的に dBm の単位で表示しますの
で、Watt に変換してから足し算なり積分なりを
しなければなりません。信号（S）は単に足し算
すればいいのですが、ノイズ（N）は図 3 のよう
に、表示点間隔（ΔF）と等価雑音帯域（Equivalent
Noise Band Width : ENBW）とを考慮し、測定値
に対して、その（ΔF/ENBW）倍の値を全表示点
について足しあわせます。こうして得られた S
と N との比を dB で表示（10*Log）したものが
一般的に言う S/Nです。

図 3　ノイズの積分
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３．スペアナによる S/N測定の注意点

スペアナを用いて S/N を測定する際に、注意す
べき点がいくつかあります。その代表的な物を
以下で説明します。

１）ピーク検出による誤差

一つ目はピーク検出による誤差です。スペアナ
はもともと信号を測るために作られた物で、ノ
イズの測定にはそのままでは不向きです。ピー
ク検出は図 4 のように行われます。図 4 では、
黒丸（･）が表示の 1 点に相当しています。すな
わち、分解能帯域幅（RBW）が表示点間隔より
狭い場合、表示点間に存在しうる信号を見逃し
てはいけないので、表示点間をも稠密に測定し、
その中の最大の値を表示するというのがピーク
検出です。信号はこの方式でないと正しく測定
できません。一方、図 5 のように、ノイズの測
定は、ピーク検出では誤差を生じます。ノイズ
の測定は、「サンプルモード」にて行わなければ
なりません。「サンプルモード」は、表示点間の
ピークをとるのではなく、表示点上でのデータ
を単に表示するというだけのものです。

図 4　ピーク検出

この設定を間違えると、最大で 6dB 程度の誤差
が生じてしまいます。スペアナによっては「ノ
イズモード」というものがある場合があります
が、この時は自動的に「サンプルモード」切り
替わってますので、気にせずに使えます。

２）ビデオフィルター（LOGをとったあとの平均）

ビデオフィルターは表示をなめらかにするだけ
のものです。表示の平均化ですから、図 6 のよ
うに LOG をとってから（dBm の単位になってか
ら）平均をおこないます。LOGをとったあとで、
平均する操作は誤差になります。例えば、「1, 100,
10」という 3 つの値の Log をとって、「0, 2, 1」
として（表示点に相当します）、その平均をとる
と「2」になりますが、これは、元のデータでは
「10」に相当し、本来の平均の、37=(1+100+10)/3
とは異なった値になってしまいます。

図 6　ビデオフィルター

ビデオフィルターを使うとノイズが安定して見
え、正確な値が測れるような気になりますが、
実は誤差を大きくしてしまうだけで、なんの利
点もありません。ビデオフィルターはオフ、も
しくは、RBW と同じ値のバンド幅にしなければ
なりません。

３）等価雑音帯域（ENBW）

ノイズを積分する際に、表示点の読み＊（表示
点間隔／等価雑音帯域）の演算をして、表示点
すべてを足していくわけですが、その際に分解
能帯域幅（RBW）ではなく、等価雑音帯域幅
（ENBW）を使わなければなりません。ENBW
は RBW と近い値ではありますが、機種によって
は 10-20%の差がある場合がありますので、マニ
ュアルを参考に、正しい値を用いてください。
「ノイズモード」のある機種では、ENBW を用
いてノイズの値を出していますので、この心配
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はいりません。

４）ゲート

通常のハードディスクからの信号はサーボ信号
が混じりますし、スピンスタンドを用いても、
ディスク一周に途切れることなく信号が書き込
める訳ではありません。このような場合、信号
もノイズも測定に影響が出ます。図 7 のように
信号が間欠的に途切れる場合、ゲートをかける
ことが必要です（Gated Sweep）。最近の多くのス
ペアナはこの機能が搭載されていますので、マ
ニュアルにしたがって使用してください。

図 7　Gated Sweep

５）周波数範囲

積分すべき周波数範囲は、誤差をどの程度許容
するかに依存しますが、信号やノイズの読みが
最大点と比べて 20dB も下がっていれば、誤差は
他の原因による誤差よりも十分に小さくなりま
す。例えば、20dB 下の信号（雑音）のパワーは
1%なので、10*Log(1+0.01)=0.04dB の誤差が生じ
ますが、問題にならないでしょう。10dB 下でも
10*Log(1+0.1)=0.4dB の誤差しか与えません。ノ
イズの帯域は無限大まであるから、全部積分し
たら無視できないはずだ、という議論はここで
は差し控えます。

４．信号（S）の定義と今後の課題

以上からわかるように、ノイズ（N）は、設定さ
え間違えなければ、スペアナによって、かなり
正確に測定できます。しかし、信号（S）をどう
定義するかで、S/N の値は大きく変わってきてし
まいます。例えば、同じ書き込み周波数で、PW
の太い信号と PW の細い信号とでは、PW の細い
信号の方が信号パワーが小さいので S/N は悪く

で出てしまいます。PWの細いヘッドの方が、S/N
は悪いということになってしまいかねません。

同様に、ID と OD とでも同じ理由で S/N に差が
でます。図 8 と図 9 は 12Mflux で書き込んだ場
合の ID と OD とでの測定画面の違いです。S/N
は IDで 22.8dB, ODで 20.5dBと読みました。「OD
の方が S/N が悪い」と言ってしまっていいので
しょうか。

例えば、最大のパワーを書き込める周波数を基
本波成分のロールオフ特性をとることで求めて
みます。ID で 27Mflux（図 10）、OD で 53Mflux
（図 11）と求まったので、それぞれの周波数で、
ID, OD それぞれに書き込んでみると、測定画面
は、それぞれ図 11、図 12 のようになりました。
S/Nの読みで IDが 24.5B、ODが 24.7dBとなり、
PW が細いという「ハンデキャップ」はなくなる
ことがわかります。以上の例はあくまで一例で
すが、条件に依存しない、本当の意味でのヘッ
ド／メディアの S/N をどう定義していくかは今
後話し合っていく必要があるでしょう。
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送付先データ変更記入用紙

協会ニュースの 7･8 月号をお届け致します。今後、さらに充実した内容にしていきたいと思っており
ますので、取上げて欲しい記事や内容などにつきご要望があればお知らせ下さい。

また、現在協会ニュースをお送りするメイルリストの整備を行っておりますので、下記につきご回答
下さい。（該当の箇所にレ印をつけて、事務局あてに FAXをお願い致します。）

１．今後ともニュースを送って欲しい

２．変更事項がある（タックシールと比べて）

会社名

氏名

部署

役職

（社内アドレス）
（ex. 13F-東 123）

住所 〒　　　　－

電話番号

３．今後ニュースは送らなくてよい

登録宛先データに変更がある方は記入の上、下記宛先まで登録宛先データに変更がある方は記入の上、下記宛先まで登録宛先データに変更がある方は記入の上、下記宛先まで登録宛先データに変更がある方は記入の上、下記宛先まで FAXにてお送り下さい。にてお送り下さい。にてお送り下さい。にてお送り下さい。

国際ディスクドライブ協会　事務局国際ディスクドライブ協会　事務局国際ディスクドライブ協会　事務局国際ディスクドライブ協会　事務局FAX：：：：03-3539-7072

◆このページをコピーしてお使い下さい◆
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ヘヘヘヘッドサスペンションの現状と展望ッドサスペンションの現状と展望ッドサスペンションの現状と展望ッドサスペンションの現状と展望

松本　真明
（株式会社　日立製作所）

ハードディスク装置に用いられるサスペンショ
ンとして、過去においてはウインチェスタタイ
プとか、ワトラスタイプと呼ばれる、ほとんど
画一的な形状の物が用いられた時期があった。
ところが現在は、各社各様の形状のサスペンシ
ョンが使われている。同じメーカでも機種によ
っては異なる形状のサスペンションを用いてい
るところさえある。さらにハードディスクの高
性能化に伴い、サスペンションの世代交代、形
状変更のサイクルも短くなってきている。本来、
金型を使った量産ラインで成形されることや、
磁気ヘッドとの組み付け、配線の接続、特性試
験等の生産プロセスにおける設備、治具がサス
ペンションの形状に大きく依存することを考え
ると、少なくとも数世代は同一形状のサスペン
ションを使用できることが望ましい。しかし現
実には、今後さらにサスペンションに今までに
なかった機能が次々と盛り込まれそうである。
何故このようなことになるのか。本稿では設計
者に何か新しい知見を提供申し上げるというよ
りはむしろ、一見趣味の世界だと思えるような
形状変更と、それに起因して発生するさまざま
な問題を苦々しく思われている製造メーカ、組
立プロセス部門の方々、さらにはサスペンショ
ンの存在を無視できなくなった関係者の方々に
対し少しでもご理解いただく一助として、サス
ペンションに必要とされる機能と、近い将来盛
り込まれる新技術について概説させていただこ
うと思う。

１．サスペンションの必要機能

サスペンションの構造は図 1 のような各部から
成る。これが図 2 に示すようにアーム、アクチ
ュエータ（VCM）に接続され、位置決め機構、
ならびにスライダ浮上機構として働く。このサ
スペンションには大きく分けて次の 4 つの機能
が必要とされる。

（１）位置決め機能

まず第 1 にサスペンションは、位置決め機構の
一部として、磁気ヘッドを目標とするデータト
ラックに位置決めする機能が必要とされる。

①高速移動

少ないパワーで高速に移動させるには低慣性モ
ーメント化が必須である。サスペンションの中
で最も重量比率の高いマウント部分の小型、薄
型化、またサスペンションとアームとの長さの
比率などが大きな因子である。この因子はサス
ペンション全体の寸法を決めるものであり、容
易に変え辛い部分であるにもかかわらず、近年
のハイエンド機での高速アクセスの要求に対応
するためには常に見直しを迫られる。

ヘッド

取付け部

（マウント）
配線

ロードビーム折り曲げ部

（荷重発生）
ジンバル

フランジ

中継端子

図１ サスペンションの構造

スライダ

サスペンション

アーム

アクチュエータ

(VCM)

図２　アクチュエータ構造

VCM:Voice Coil Motor
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②高速セトリング

アクセス動作直後のセトリング（整定）時間の
短縮もアクセス動作の完了までの時間に影響を
及ぼす。これにはサスペンションの共振点の周
波数とゲイン，位相が影響する。サスペンショ
ンは上記低慣性モーメント化と、後に述べる HDI
機能の必要性から薄板構造としているため、図 3
のようないくつかの振動モードがある。基本的
には主共振点(Sway)の高周波化が必要であるが、
アーム、キャリッジを含む全体構造の特性が重
要であり、またこれらの構造系の特性を把握し
た上での最適なサーボを必要とする。

③高精度トラック追従

これは基本的には制御帯域を向上させることに
より達成される。制御帯域向上には上記高速セ
トリングと同様の観点の性能が関係する。近年
サーボ帯域は拡大の一途であり、これに合わせ
てサスペンションの主共振点も高周波化してい
くためには、図 1 の折り曲げ部から先の長さを
低減していくことが有効である。

④耐外乱

外乱として最も大きい因子は装置内の空気流で
ある。空気流によりサスペンション自身が励振
され、サスペンションの曲げ、ねじり等の振動
モードが発生し、オフトラック振動となる。

また空気流によって円板やアームが振動し、こ
れとサスペンションの構造が関係してオフトラ
ック振動となる。円板振動がオフトラック振動
となるメカニズムの一つは図 4 のように説明さ
れる(1)。円板振動により円板が撓んで傾くと、傾

きのない場合に対し円板表面がずれる。同様に
磁気ヘッド位置は円板の傾きにより円板表面と
反対方向にずれる。これらのずれがオフトラッ
クとなる。この現象はほぼ幾何学的に決まるた
め、円板の剛性向上または剛性を維持しつつの
薄型化、スライダの薄型化が有効であり、これ
にサスペンションも対応できるようにする必要
がある。この耐外乱（耐空気流起因振動）性能
は、ハイエンド機が高速回転化するトレンドに
対応して重要で難しい問題となってきている。
設計と形成精度の両面からのアプローチが必要
である。

（２）HDI機能（HDI:Head Disk Interface）

第 2 にサスペンションには、磁気ヘッドを搭載
したスライダを安全に保持し、円板に対し安定
に浮上させる機能が必要とされる。

①スライダが円板に安定に追従

スライダを安定に浮上させるため、スライダへ
安定した押し付け荷重を付与する機能と、スラ
イダの面外の動き（ピッチング、ローリング）
を拘束しない機能が必要である。この 2 つはサ
スペンションにとっては柔軟性を要求される機
能であり、上述した位置決め機能で求められる
高剛性と相反する。ただし柔軟性は面外方向に
求められ、高剛性は面内方向に求められるので、
薄板構造とし、面外柔軟性を発揮するジンバル
部分と面内剛性を確保するロードビーム部を分
け、それぞれを最適化することなどにより対応
している。この特性はスライダサイズが小さく
なることに対応してさらに向上させていく必要
がある。

②装置の起動／停止動作に対応

これにはコンタクトスタート･ストップ（CSS）
方式への対応と、ロード･アンロード（L/UL）方

図３　サスペンションの振動モード

Bend２次Bend１次

Torsion２次 Torsion３次

Torsion１次

Sway１次

図４　円板振動によるオフトラック
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式への対応がある。CSS 方式への対応としては
起動時にスライダと円板間に働く摩擦力や吸着
力に耐える面内強度が必要である。吸着を解除
するために加振動作を行う場合もあるため、最
大発生力に対し座屈しないこととともに、繰り
返し力に対する疲労強度が必要とされる。この
特性は上記スライダの安定浮上のための柔軟性
とトレードオフの関係となるが、柔軟性を保っ
たまま面内強度を上げるために、等応力形状な
どの工夫がなされる。

L/UL 方式への対応としては、スライダを極力円
板と平行に保ったまま、ロードビームを円板か
ら離す、あるいは近づけるために、ロードビー
ムの長手方向中心軸上にリフタ構造を設ける。
またロードビームの上下の動きに従い負圧スラ
イダを回転中の円板から引き剥がすために、柔
軟なジンバル部にロードビームの一部と引っか
かり合うフック構造を設ける。これらの構造は
サスペンション先端の幅や長さ、剛性を確保す
るためのフランジ構造等に影響するため、上記
１．（１）で述べた振動特性との整合性の見直し
が必要となる。

③耐衝撃

装置の動作時、非動作時の外部からの衝撃に対
し、スライダが円板から跳躍し、あばれ、円板
に着地／衝突すると、円板や磁気ヘッドに磁気
的／機械的損傷を与える。近年ハードディスク
装置の適用範囲が拡大するにつれて、耐衝撃性
の向上への要求が急激に高まっている。この障
害をなくすためには、ハードディスク装置が格
納されるコンピュータの筐体も含めた装置全体
の構造を耐衝撃という観点から設計することが
必要であるが、サスペンション設計の基本とし
ては、衝撃印加時にスライダを跳躍しにくくす
ることと、跳躍した場合のスライダの着地角度
を低減し、円板損傷を低減することである。

スライダの跳躍は、スライダとサスペンション
を含む等価質量と、スライダに加えている初期
荷重との比を低減することで定性的には向上で
きる。ただしどのような衝撃値でスライダが跳
躍し始めるかは、衝撃入力の波形(時間変化)と、
サスペンション／アーム等の構造体の振動特性

との関係に大きく左右される。非動作時の耐衝
撃性は、前述の L/UL 方式により大幅に改善され
るが、動作時の耐衝撃性には、このスライダが
跳躍しにくい性能の追求が必須である。

スライダの着地角度の低減には、跳躍時のスラ
イダのあばれを低減することが有効である。図 5
に示すような、ロードビームの先端からせり出
し、ジンバル部の上面を覆うようなルーフ構造
は、スライダのピッチ方向のあばれを制限する
構造の一例である(2)。

（３）信号伝達機能

第 3 にサスペンションには、記録再生を行う磁
気ヘッドと、これを駆動する IC とを電気的に中
継する役割がある。そして近年の高記録密度化、
高速データ転送に対応し、この中継部分の伝送
特性も改良が必要とされるようになってきてい
る。

①高速／低ノイズ伝送

サスペンション上の伝送配線は、従来のワイヤ
配線から、サスペンション上への薄膜／パター
ン形成プロセス等による一体化配線へと移行し
てきた。この配線部分の断面構造、配線の幅／
ピッチの最適化によりインダクタンス、キャパ
シタンスを制御し、伝送特性の向上が図られて
いる。近い将来の技術として、後に述べるプリ
アンプをサスペンション近傍に搭載することに
より、更なる改良が目論まれている。

②接続

磁気ヘッドや IC と接続するためにはサスペンシ

図５　スライダあばれ制限構造(ルーフ構造)
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ョンに端子が必要である。接続にはボールボン
ディング、超音波圧接、半田接合などが使われ
ているが、磁気ヘッド側と IC 側との接続が同じ
方法を選べない場合もあり、接続信頼性確保の
ための端子形成条件の選択に配慮がいる。また
端子自体が伝送特性に影響を及ぼすため、より
微小で低容量の接続が必要となるが、接続の位
置決め精度、接続信頼性確保とのトレードオフ
となる。

（４）実装機能

第 4 に上記機能には入れ切れなかった様々な実
装上の機能が要求される。

①省スペース（狭円板間隔、データエリア確保）

サスペンションは装置内に積層された円板間で
アクセス動作を行わなくてはならないので、寸
法上の制約を受ける。とりわけ 2.5”装置のよう
に薄型化が必要とされる場合には、サスペンシ
ョンにも、円板間に一対のサスペンションが実
装できるような薄型化が必要となる。これには
取付け部（マウント）の厚さやフランジの断面
形状が関係する。

また内周側のデータエリアを拡大し少しでも円
板上を広く使おうとすると、サスペンション先
端が円板を上下から挟んでいるスペーサと干渉
しないように、幅を極力狭くする必要がある。

②アーム／キャリッジへの連結

サスペンションはアクチュエータアームへ接続
して使うため、この部分の接続信頼性や、修理
／ヘッド交換のための取り外し／再取付けの容
易さが必要となる。円板積層数の多い大型装置
ではかしめによる連結方法がとられ、円板積層
数の少ない小型装置ではアームとサスペンショ
ンが溶接されて一体となったものを締結固定す
る連結方法が主にとられている。かしめによる
方法では前述の高速移動のための軽量化と、か
しめに必要なかみ合わせしろの形成、締結力確
保、締結によるサスペンション本体の変形低減
等の両立が必要である。

③製造／組立（位置決め穴）

サスペンション自体を成形し、ジンバル／ロー
ドビーム／取付け部(マウント)を組み立てるため
には、位置決めの基準となる部分が必要となる。
また出来上がったサスペンションをスライダと
接着し、端子接続するためにも同様の基準が必
要である。このためサスペンション上にはいく
つかの穴が形成されている。高精度に組み立て
るためには複数の穴を使う必要があるが、振動
特性向上のためのサスペンションの小型化や、
後述するプリアンプ搭載のためには、この基準
穴との場所の取り合いに苦労する。しかもこの
基準穴は生産のための治具寸法を決めるもので
あるため、設計変更のたびに変えることは混乱
とコストアップを招く。性能設計とプロセス全
体を見た判断が必要である。

④取り扱いの容易さ、安全性

生産プロセスが自動化されてきているとはいえ、
どうしても人手を介する部分がある。サスペン
ションは組立、特性試験、装置搭載等で取り扱
い単位となるため、掴んで良い場所を作ってや
らなければならず、取り扱いによるダメージを
受けにくくするための配慮が必要である。とり
わけ振動特性に敏感に影響する変形や、GMR ヘ
ッドの静電破壊に影響する配線／端子周りの構
成には今後ますます工夫が必要とされるであろ
う。

２．新技術への展望

最近のサスペンションにおける新展開は、配線
一体化、ピコスライダ対応、L/UL 方式対応に引
き続いて、下記の二つが挙げられる。

（１）プリアンプ搭載

磁気ヘッドを駆動する IC から、その機能の一部
をプリアンプとして分離し、サスペンション近
傍に実装することにより、磁気ヘッドとプリア
ンプまでの距離を、従来の 30～40mm から 5～
15mm に短縮できる。これにより高速データ転送
に対応した高周波信号伝送特性を向上でき、ま
た耐外部ノイズ特性も向上が見込まれている。
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搭載形態としてはサスペンション上の配線に直
接プリアンプチップをフリップチップ実装する
もの、FPC にプリアンプチップを搭載しこれを
サスペンションに貼り付けるもの、取付け部(マ
ウント)近傍にせり出し部を設けてそこに実装す
る方法など、これまた様々である。設計のポイ
ントとしてはプリアンプの発熱に伴う熱設計、
プリアンプからの配線本数によっては接続方式
の見直し、プリアンプの重さの影響、プリアン
プ／磁気ヘッド双方の特性試験方法、そして追
加コストの圧縮等が新たに挙げられる。

（２）アクチュエータ搭載

前述のように高精度トラック追従のためには、
制御帯域の拡大が必須であるが、これを制限し
ている因子の一つがアクチュエータ構造体の主
共振点である。現状の装置サイズではこの主共
振点は 4～5kHzが限界と考えられるが、2段目の
精動アクチュエータをサスペンションやスライ
ダ近傍に搭載することにより、この制限を大幅
に拡大することが期待される。

図 6 には圧電素子によりサスペンションを駆動
するタイプの例を示す。精動アクチュエータの
主共振点は約 9kHz までに拡大している(3)。この
方式転換に対応し、圧電素子などの新たな材料
の導入が必要であることに加え、実装形態やコ

スト配分に影響が及ぶだけでなく、サスペンシ
ョン製造プロセス形態にも影響が及ぶ。関連業
界のご協力に頼むところ大である。

３．結言

サスペンションに要求されている機能と、それ
に対応する具体的手段につてい概説させていた
だいた。これらに対し 100 点満点を取れるとは
到底思えない。トレードオフの部分で何を判断
基準に選択するか、悩みが多い。各メーカの従
来のプロセスの継承や、製造依頼メーカのイン
フラの状況等、判断基準の重みも様々となる要
素を含んでいるため、各社各様の形状となって
いる現況も頷けるとお感じいただけるであろう
か。少しでもサスペンションに対する理解を深
めていただき、これに関する技術の向上にお力
添えをいただければ幸いである。
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デデデディスコン･ジャパンィスコン･ジャパンィスコン･ジャパンィスコン･ジャパン 2000200020002000へ向けてへ向けてへ向けてへ向けて

専務理事　杉浦　達夫

ディスコン･ジャパン'99が終わって早くも 3ヶ月
が経過しました。事務局では息を抜く間も無く
2000 年に向けて準備を開始しております。新し
い世紀の始りに相応しい展示会に仕上げたいと
企画を練っております。

ディスコン'99 は今年も東京ビッグサイトで 4 月
14日より 16日まで 3日間開催されました。経済
状況の好転しない時期にも拘わらず 130 社、340
小間の出展を頂き、来場登録者数も 16,702 名と
前年度を上回り盛況でした。

米国の 98 年度のディスコン･ショウは 840 小間
の展示で日本の 2.5 倍の規模ですが、そのうちの
多くの出展者は新しいベンチャ－企業の出展で、
ハ－ドやソフトを含めて新しい技術、装置の紹
介が毎年来場者の注目を集めます。日本でもこ
のような新しい技術をぜひ紹介したいと思い、
出展の勧誘を行なってきましたが、まだ日本に
代理店もなく、出展を支援してもらえる伝手も
なく、出展料以外に来日のためのコストが嵩む
ため、なかなか出展してもらえませんでした。

今年は米国側の協力を得て、日本に代理店の無
い企業が 28 社参加してくれました。これらの出
展者からは展示して良かったと概して好評でし
た。来年度はこういったベンチャ－企業に更に
出展し易いように、特別な小間の設定や展示会
にアテンドできなくても協会で小間のお世話を
し、報告をするシステム作りを行ない更に出展
者数を拡大したいと企画を練っております。そ
れによって、米国の新しい技術や装置の動向を
日本の来場者にも知っていただく機会を持ちた
いと念願しております。

また、今年のディスコンでは重量物の展示を希
望される企業が出てまいりました。これは従来
比較的小型の機器の展示が主体であったディス
コン･ジャパンとしては画期的な事であり、実物
の製造装置を展示会で実演して来場者に見てい
ただこうというメ－カ－の意欲の表われである
と、大いに歓迎したいところであります。現在

の展示会場では出展していただけませんので、
来年度はこうした重量展示物にも対応できるよ
うにビッグサイトの東ホ－ルを使用する事と致
しました。

また、新しい企画として、 OPTICAL DISC
PRODUCTION EXPO を同時期に開催し、光ディ
スクの生産に関連する専門の展示会としてご披
露したいと思っております。これは従来協会が
併催しておりました INFORMATION STORAGE
JAPAN の光部門を切り離し、光ディスクのプレ
マスタリングからパッケ－ジ･ソフトウエアなど
レプリケ－ション産業も含めた総合的な光ディ
スクの専門展示会としてスタ－トします。

従って HDD の製品の展示は今年も出展しており
ました TECHNOLOGY SHOWCASE の特別展示
ブ－ス内にパビリオンを儲け展示致します。

協会では広く出展企業の皆様方よりご意見を聴
取し、それを出来るだけ企画に盛り込んで行き
たいと思っております。来年度の展示会に関し
まして、事務局までどしどしご意見をお寄せ下
さい。
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デデデディスクフラッタ制振機構ィスクフラッタ制振機構ィスクフラッタ制振機構ィスクフラッタ制振機構

東京工業大学　教授　小野　京右

１．はじめに

6月 18日（金）夜 10時、家に持って帰って土日
に処理すべき仕事の資料を集めていたら、6月 20
締め切りの IDEMA からの原稿依頼を発見した。
最近処理すべき仕事が待ち行列を作るが、当面
の仕事に精神を集中せざるを得ずあまり先のこ
とは考えられない。そこで依頼状が届いても開
こうとしないためにしばしばこうなるのである。
最近の多忙さは異常だ。COE としてのロボット
の研究、SRC としてのハードディスクの研究、
精密工学会での柔軟媒体搬送技術と学理に関す
る産学協同分科会の運営と紙送り技術解析の研
究、科研基盤研究 A のコンタクトスライダの研
究など、金と義理でなすべき課題が多く、論文
も報告書もあれこれと出さなければならない。
依頼される仕事も最近はお断りする場合も多い
のであるが、やむなく JIS の機械振動と衝撃用語
の見直しの仕事を引き受け、今その準備が大変
である。更に解説とか、講演とか、この IDEMA
記事のような評論･随想の依頼もときどき飛び込
む。本来の研究教育では週 2 回のゼミと 2 つの
授業の講義（学部と大学院）があり、講義でも
真面目に宿題を出すのでレポートの点付けが大
変である。普通週末は点付け作業が多いのだが、
今週はまずは IDEMA 原稿を書かなければならな
くなった。

こんなにわか原稿の内容であるが、ハードディ
スク技術で情報発信効果があるとすれば自分の
最近の研究成果の話しかない。前にこのニュー
スレターで HDI 関係を述べたので、今回はメカ･
サーボの最近の成果報告となる。といっても今
春の SRC ニュースレターに書いたばかしなので
二番煎じである。そこでメカ･サーボ研究の中で
も最近問題となっているフラッタ振動を制振す
る機構について、ようやく英論文をまとめたの
で、この最新データを用いて解説する。

２．ディスクフラッタ振動の課題と従来の研究

近年、磁気ディスク装置のデータ処理能力向上

のため、ディスク回転速度を増大させることが
要求されているが、高回転速度化により空力励
振力が増大し、ディスクフラッタが生じ、ヘッ
ド位置決め誤差の要因となっている。一方では
高トラック密度化も益々大きな課題となってき
ており、高トラック密度化と高速度化を同時に
実現するには、ディスクフラッタを低減するこ
とが不可欠となってきた。ヘッド位置決め誤差
外乱要因には、（a）サーボライト時の記録信号
真円誤差、（b）実機の再現性振れ（RRO）、（c）
非再現性振れ（NRRO）がある。要因（a）は空
気･流体軸受スピンドルサーボライタによるサー
ボ信号記録方式で、また要因（b）は学習制御で
対処できるが、要因（c）は外乱の低減か、サー
ボ帯域の大幅増大しか解決策がない。外乱の要
因には転がり軸受とフラッタがあり、転がり軸
受代替として油軸受の開発が行われている。だ
だし油軸受を用いてもフラッタが低減できなけ
れば油軸受の利点が見えてこない状況であり、
フラッタは独立に低減する必要がある。一方 2
段アクチュエータは理論的には有望だが、理論
通りの実物が低コストで実現できるかが問題で、
さらにサーボ信号のサンプリングレートを顕著
に上げなければその利点が引き出せない。筆者
は従来形のサーボ技術の限界追求と外乱低減と
により高トラック密度化の研究しており、転が
り軸受の NRRO低減では NSKとの共同研究によ
り 12 個玉構造を提案した。転がり軸受も 12 個
玉による高精度化を行えば 6σ=70nm程度には行
けそうである。一方フラッタ低減では最近以下
に述べるスクイーズ空気軸受板による制振機構
を提案した。

さて、ディスクの回転によるディスク内の流体
挙動と空力励振されるフラッタについては 14 イ
ンチディスクの時代にかなり詳しく研究された
ことがある。IBM社の Rennnemann（1974）、NTT
通研の金子ら（1977）、ミネソタ大の Abrahamson
ら（1989）は可視化できる水槽内の透明ディス
クを用いて等価流動場におけるディスク層間の
流れを調べ、内部にコアが生じこれによる圧力
変動がフラッタの原因であることを明らかにし
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た。またコアを無くし流れ変動を低減するため
に、ディスク層間にスポイラーとよぶ平板を挿
入する方法（Lennemann）、中央クランプ部のス
ぺーサに孔をあけ、中央吹き出し循環構造にす
る方法（金子）が提案された。また Harrison ら
（1991）によって、スポイラーよりもディスク
を囲むシュラウドのすきまを小さくする方がフ
ラッタ低減に有効であることがなどが示された。
しかしディスクサイズの減少と共にフラッタの
影響は問題なくなっていった。ところが近年、
ディスク回転速度の増大とトラック密度の向上
によりディスクの傾き振動がトラックずれに及
ぼす影響が無視できなくなってきた。今井ら
（1997）はディス板の曲げ振動振幅の 1/27 がト
ラックずれに影響することを理論と実験により
明らかにし、3.5 インチディスク装置での中央吹
き出し構造により 40%～60%の振動低減ができる
ことを示している。一方、Shen ら（1999）はデ
ィスク面状に円環状板を粘弾性支持しておき、
この板に音響的に伝達された振動を動吸振器と
して減衰させる方法によりフラッタが、30%～
50%低減できることを報告している。これに対し
て、筆者ら（1999）はディスク面の一部の領域
に平滑な固定壁面を平行に近接させ、ディスク
板と固定壁面との間にスクイーズ空気膜を形成
し、スクイーズ空気膜の減衰効果でディスクフ
ラッタを制振する機構を提案し、その有効性を
実験的、理論的に示した。

３．フラッタ制振機構実験装置

図 1 にスクイーズ空気軸受板によるフラッタ制
振特性を測定した実験装置を示す。空気軸受支
持ディスクスピンドルに付けた 3.5 インチディス
クに対して、部分的に円環状の平滑面を有する
板を 1 対の各種ブロックゲージでディスクとの
すきまを平行に変化させてスクイーズ空気膜を
形成し、このスクイーズ空気膜のフラッタ減衰
効果を調べた。部分環状スクイーズ軸受板とし
ては、

SABP 1（半径方向幅 lr=10mm, 円周角θs=90 ﾟ）
SABP 2（半径方向幅 lr=15mm, 円周角θs=90 ﾟ）
SABP 3（半径方向幅 lr=10mm, 円周角θs=180 ﾟ）
SABP 4（半径方向幅 lr=15mm, 円周角θs=180 ﾟ）

の 4 種類を製作した。番号は軸受面積が小さい
方からの順番である。スクイーズ軸受板はヘッ
ドポジショナのヘッド近傍に設置するので、ヘ
ッドがある軸受板上流側のディスク面の振動を
LDV で測定し、FFT で分析した。最初予備研究
として市販プレパラート用矩形スライドガラス
を用いたが顕著な減衰効果がえられたので、実
用に一歩近い部分環状軸受板を製作した。軸受
け面の平面度は 2μm、粗さも 2μm以下である。
実験装置の最大回転速度は 9600rpm なので、
7200rpm と 9600rpm の回転速度条件下における
フラッターの制振効果を調べたが、ここでは
9600rpmの場合の結果を示す。

図 1　フラッタ制振機構実験装置

図 2　9600rpmにおけるディスクフラッタの
振幅スペクトルの軸受板 2による減衰効果

（80サンプルの平均値）
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４．部分環状スクイーズ空気軸受のフラッタ制
振特性の実験結果

図 2 はディスク回転速度が n=9600rpm のとき、
SABP 2（lr=15mm, θs=90 ﾟ）を用いて軸受板と
ディスクとのすきまを h=50, 100, 150, 200μmと
変えたときのディスク振動のスペクトルを軸受
板がない場合と比較したものである。軸受板の
有無に影響されない等間隔のスペクトルはディ
スクの変形による RRO 成分である。それ以外の
成分が空力励振されたフラッタ成分で、ディス
クの固有モード成分が励振されている。フラッ
タは変動しているのでこのデータは 80 サンプル
の平均値である。よってフラッタの振幅の最大
値は少なくともこの 3 倍はある。これから軸受
すきま h が 50μm ならフラッタはほぼ完全に抑
圧され、h=200μmでも 2, 3分の 1となっている。
振幅の最も大きい成分は 3 本のノード直径を有
する後ろ回り成分の（0, 3）bモードである。

図 3　6個のフラッタ成分の振幅の
軸受板 2による減衰効果

（（0, 3）bモードの軸受板の無い場合の
振幅に対する振幅比）

そこで図 2 のスペクトルに現れている最低次の
450Hzの（0, 2）bモードから 2.2kHzの（0, 5）b
モードまでの 6 個の成分の振幅のすきま h によ
る変化を、軸受板のない場合の最も大きい（0, 3）
b モードの振幅の比として図 3 に示す。なおディ
スクのフラッタ振動には RRO によりマスクされ

てしまって計測できないモードがこれ以外に 3
個ある。この図から、h=100μm ならば何れのモ
ードもほぼ振幅比 0.1 まで減衰し、h=200μm で
も 0.4 以下となっている。またスクイーズ空気膜
の減衰効果は振動数が低いモードの方が若干小
さくなっている。

そこで 9600rpmで最も振動数の低い 450Hzの（0,
2）b モードの振幅に注目し、4 種類の軸受板を
用いたときのこのモードの振幅の、軸受板がな
い場合の振幅に対する比を、軸受すきまの関数
として示したのが図 4 である。この図から振幅
比を 0.3に減衰させるに必要な軸受すきま h は、
SABP 1, SABP 2, SABP 3, SABP 4を用いたときそ
れぞれ、h=130, 170, 165, 200μmとなっている。
これから軸受面積の最も大きい SABP 4が最もす
きまを大きくできるが、注目すべきは、半径幅
10mm、円周角θs=90°の SABP 1 に対して円周
角を 2倍にした SABP 3よりも、半径幅を 1.5倍
にした SABP 2の方が若干大きいすきまで同じ減
衰効果が得られることである。

図 4　450Hzのフラッタ成分の振幅の
各種軸受板による減衰効果

５．理論と実験に基づくスクイーズ空気軸受面
の最適設計

ここでは詳しい説明を割愛するが、すきま内の
完全粘性流を仮定した矩形スクイーズ空気軸受
の理論解析によれば、3.5 インチディスク用のス
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クイーズ空気軸受板の空気膜は、h=50μm 以上
では 5kHz 以下の振動成分に対しては周波数依存
性のない一定の粘性減衰として作用し、等価的
な粘性減衰係数 Cは、C∝（lｒ/h）3θsに比例す
る。よって減衰効果を高めるには環状軸受面の
円周角を大きくするより半径幅を大きくした方
が効果的であり、上記の実験結果はこのためで
ある。ただし半径幅 1.5 倍が減衰効果 3.3 倍とな
らないのは、ディスクの振動振幅が内径側にい
くに従って急激に小さくなるためであろう。デ
ィスク面の有効半径は 32.5mm で、半径幅 15mm
は外周から約半分内側に入った位置である。よ
って軸受板の半径幅をこれ以上大きくしても同
じ割合で減衰効果が上がるとは考えられない。
恐らく軸受面の半径幅は 15mm 程度が最適であ
ろう。

スクイーズ軸受板を実機に適用する際の問題点
は空気膜の粘性による摩擦トルクの増大である。
実際単板実験機でも、最も面積の大きい SABP 4
をすきま 40μm で用いたときにはモータ電流の
10%程度の増加がみられた。シュラウド内のディ
スク層の場合には風損の初期値が小さいと考え
られるからフラッタ抑圧と摩擦トルクの観点か
ら軸受板の最適設計が必要である。いま摩擦ト
ルク T は軸受面積に比例し、すきまに逆比例す
るとすれば、同じ振幅抑圧比 0.3 を可能とする 4
種の軸受板の摩擦トルクの比は、面積が小さい
方から、1, 1.18, 1.53, 1.95となる。これから、摩
擦トルクを押さえつつ所望のフラッタ抑圧を行
うには、軸受面の円周角を大きくするよりも軸
受すきまを小さくした方がよいといえる。理論
的には、（振幅抑圧比/摩擦トルク）=（lr/h）2 と
なる。よって摩擦トルクを増大せずにフラッタ

制振できるスクイーズ軸受は、半径幅が 15mm
程度で、軸受すきまを精度的に管理できる範囲
で極力小さくし、最後に必要な減衰力を得るだ
けの円周角をもたせた部分環状形に設計するの
がよいと考えられる。

６．おわりに

本スクイーズ空気軸受フラッタ減衰機構は、現
在 SRC 協同研究会社で実機に組み込める軸受板
を製作いただいており、実機でのフラッタ減衰
特性と摩擦トルク特性も間もなく明確になろう。
実用に際しては、フラッタの主原因がスピンド
ル系としてのロッキングモードである場合には、
最下ディスク面に対向する筐体基板内面の一部
にすきまの小さい環状形の平滑面を設ければよ
いだけなので、極めて低コストである。また更
に減衰効果が必要ならディスク最上面に対向す
るカバー面にもスクイーズ空気軸受面を設けれ
ばよい。更に各ディスクのバランスモードも問
題ならば各ディスク面の片面に対向してバリコ
ン板状に軸受面を設ければよい。スクイーズ空
気膜の減衰能は、転がり軸受からの励振力によ
るディスクスピンドルの共振振幅の抑圧やディ
スク面に垂直方向の耐衝撃向上にも効果がある
と予想される。このスクイーズ空気軸受制振機
構については、今年 3 月機械学会で発表し、ま
た 6 月末に米国機械学会の ISPS 部門のシンポジ
ウムで発表する。プログラム情報から米国 S 社
から詳しい論文に関する問い合わせがあった。
この簡便なスクイーズ軸受フラッタ制振機構が
日本発信の技術としてハードディスクの高密度
記録に寄与できることを期待している。
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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（99/599/599/599/5～～～～99/699/699/699/6））））

技術委員会　委員長　岡村　康弘（岡村技術士事務所）
ヘッド分科会　分科会長　小林　和雄（株式会社　富士通研究所）

１．活動状況概況

各分科会とも次年度活動テーマを検討し、コン
タミ分科会、ヘッド分科会はほぼ決定、他の分
科会は引き続き検討する事になった。各分科会
の新年度テーマは次号紹介します。又、用語集
の原稿作成に関しては、大方 50～80%の進捗と
なっている。6/18 の合同分科会とワークショッ
プ（GMR ヘッド特集）大会は、久しぶりの梅雨
空の下、盛大裏に終えることができた。

２．合同分科会とワークショップ
　（GMRヘッド 特集）

場所；日立金属　高輪和彊館、大会議室
日時；6月 18日（金）午後 1:00-5:30、
　　　非会員数名を含み 60余名の参加者を得た。

今回は従来と趣向を変え、はじめにワークショ
ップを、後半に Std. Managerの S. Ayers氏の米国
報告を含む合同分科会を持った。ワークショッ
プでは、各報告毎に活発にディスカッスが行わ
れ、時代の寵児の面目を伺わせた。ここでは、
ワークショップの各発表の概要を報告します。

（１）「積層フェリピンド層と PtMn を用いたス
ピンバルブ」：アルプス電気　長谷川　直也氏

スピンバルブの改良版として、ピンド層に
Co/Ru/Co 積層フェリ磁性膜を用い、これを PtMn
反強磁性膜でピニングしたスピンバルブ膜を検
討。ピンド層の Co 膜どうしが Ru 膜を介して反
強磁性結合したもの。特徴として、ピンド層か
らの漏洩磁界が少ないためにバイアス点の調整
（アシンメトリーコントロール）が容易である
事、ハード膜と接する部分でピンド層の磁化が
ハード膜の影響を受けにくいために高出力が期
待できる事、ESD（Electro-Static Discharge）に強
いこと、反強磁性層を薄くできる（シールド間
隔を狭められる）、等の利点があげられる。熱処
理温度依存性、Ru 膜厚依存性、磁場安定性等の

新しいデータの発表がなされ、スピンバルブの
改良版として必須の技術であるとの感を新たに
した。

（２）「電極オーバーラップ型 GMRヘッドの再
生特性」：日立製作所　中本　一広氏

リードコア幅が 0.5μm と狭い、電極オーバーラ
ップ型（リードオーバーレイド）スピンバルブ
ヘッドを実際に作製し、計算との比較検討を行
った内容。40Gbit/in2 ぐらいの面記録密度になる
とリードコア幅が 0.3μm 以下と狭くなるため、
従来型の Abutted Junction タイプだとハード膜に
よるデッドゾーン（不感体部分）の寄与が大き
くなるために、再生出力が取れなくなる。これ
を回避するために考えられた技術であり、実際
の素子は大きいままで、電極を素子上にオーバ
ーラップし、その間隔でコア幅を規定するもの。
そのためサイドリードが気になるが、クロスト
ークも少なく問題ないとのこと。従来型のハー
ドバイアスに比較して、狭トラックで再生出力
が取れ、記録再生動作の繰り返しによる出力安
定性（COV：Coefficient of Variation）も良い。高
記録密度実現に向けての有望な技術であると思
われる。

（３）「PdPtMn/CoFeB積層フェリピン･スピン
バルブヘッドと 20Gbit/in2記録」

：富士通　金井　均氏

ピンド層に CoFeB/Ru/CoFeB積層フェリ磁性膜を
用い、これを PdPtMn 反強磁性膜でピニングした
スピンバルブヘッドを作製し、保磁力 3.38 kOe
の CoCrPt系 4元系媒体を用いて、20Gbit/in2の面
記録密度を実証。INTERMAG '99 での内容をベ
ースにした発表。線記録密度 405kBPI（430kFCI）、
トラック密度 50.3kTPI。記録トラック幅 0.45μm、
リードトラック幅 0.36μm。信号処理は 16/17 コ
ード、EPR4ML。再生出力は 2.5mVp-p/μm と高
い。エラーレートの測定を行い、13.3MB/s の転
送速度で 3.5x10-6（十のマイナス 6乗）を得る。
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媒体の熱揺らぎの評価も行い、問題ないレベル。
20Gbit/in2 ぐらいからそろそろ苦しいのではない
かと言われていたが、以外とあっさりクリアで
きた感じであり、HDD の面記録密度は今後も従
来どうりの延びを維持するものと思われる。次
のターゲットは 40 Gbit/in2となろう。

（４）「アドバンストスピンバルブ GMR」
：東芝　佐橋　政司氏

次世代スピンバルブとして、スピンフィルター
スピンバルブ（SFSV）とナノオキサイド層を持
ったスピンバルブ (NOLSV)を紹介。やはり、
INTERMAG '99 での内容をベースにした発表。
SFSVは 40Gbit/in2程度まで、NOLSVは 40Gbit/in2

以上の面記録密度に適用されるヘッド技術。SFSV
の膜構成は Ta/High cond. layer/CoFe/Cu/
CoFe/Ru/CoFe/IrMn であり、普通の SV のフリー
層の上に高伝導層（High Conducting Layer、物は
何か不明）を設けた簡単な構成である。その特
徴は、高密度化とともにヘッド感度を上昇させ
るためにはフリー層を 5nm 以下と薄くせねばな
らず、そのために発生する MR 比の劣化とバイ
アスポイントの大幅なずれを改良できる点にあ
る。ピンド層を積層フェリ磁性膜とすることに
よって MR 比 9%を達成。計算ではあるが、出力

4mV/μmが期待できる。

NOLSV は、酸化物による電子の反射（Specular
性）を利用したものであり、膜構成は SiOsubstrate/
Ta（5）/NiFe（2）/IrMn（7）/NOL/Pinnedlayer/Cu/CoFe
（2）/CoFeO（0.4）TaO（0.4）〔単位は nm〕であ
る。MR 比 16.6％を達成。NOL 層を入れても強
いピニング磁場が発生している。反射性と交換
結合を損なわないことの両立が大切であり、作
り込みをうまくせねばならない。NOL の材料は
CoFe の酸化層。反射性をもっと上げてやれば、
MR 比 20～30%が可能であり、40Gbit/in2 以上の
記録密度が達成できるとしている。非常に良く
考えられており、これら技術を用いることによ
り、40 Gbit/in2 以上の面記録密度の達成が実現可
能との感を強くした。

（５）「静電気/ESD現象の基本的な考え方」
：インパルス物理研究所　本田　昌實氏

電子と電荷の関係を、トラックとその荷物に例
えたり、実験による、電磁波放電の説明のよう
に独特の分かりやすい説明で、ESD の本質に迫
ろうとするものであった。持ち時間が 30 分と少
なく、説明しきれなく、誤解を招いた心配が残
ったとは、先生の弁であった。

1111999999999999年年年年 10101010月月月月 Quarterly SeminarQuarterly SeminarQuarterly SeminarQuarterly Seminarのご案内のご案内のご案内のご案内

企画委員会

企画委員会は 1、7、10 月の Quarterly Seminar の
計画を担当しています。

７月は本誌表紙にご案内の通り、「大容量リムー
バブル記憶装置、最新動向」としたセミナを開
催します。

10 月は 20 日（水）に半日コースではなく本格的
に午前中からの一日コースの予定です。予定表
のご記入の際ごは留意願います。

今回はテーマを"Enabling technology for Higher
Areal Density Symposium"とし、装置技術、Head

技術、媒体技術、その他個別技術関連をテーマ
に内外から講師を選定した講演を考えておりま
す。4 月開催の"Disk Forum"のミニ 1 日コースを
考えています。日進月歩のこの業界にあって半
年は大きな技術進歩･変化があります。是非、多
くの参加者を期待しています。会場は虎ノ門パ
ストラルの予定です。会費･講演題目等の詳細に
ついては随時ホームページにてご案内させて頂
きます。
（URL://http://www.idema.gr.jp/qsem/qsem_home.htm）
10月 20日の Seminarと同様の内容で、22日：シ
ンガポール、23 日：ペナンでも Seminar を開催
の予定です。
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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 7月 21日（水）
第 111回研究会
｢微細加工微小磁性体における新しい物理現象｣
開催地　商工会館（東京）

･99年 8月 9日（月）-11（水）
The Magnetic Recording Conference（TMRC '99）
開催地　San Diego, CA

･99年 9月 9日（木）-10日（金）
電気学会基礎･材料･共通部門大会
開催地　早稲田大学理工学部（新宿区大久保）

･99年 9月 10日（金）
第 65回マイクロ磁区専門研究会
開催地　未定

･99年 9月 17日（金）
電子情報通信学会　磁気記録研究会
「磁性薄膜および一般」
開催地　東京工業大学工学部

IIIIDEMADEMADEMADEMA行事予定行事予定行事予定行事予定

IDEMA Japan
･99年 7月 16日（金）

HDD入門講座（第 15回）
開催地　協会事務局会議室

･99年 7月 21日（水）
ヘッド分科会
開催地　協会事務局会議室

･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

･99年 8月 20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 8月 27日（金）
HDD入門講座（第 16回）
開催地　協会事務局会議室

･99年 9月 2日（木）
第 8回定期総会
開催地　協会事務局会議室

･99年 9月 17日（金）
HDD入門講座（第 17回）

開催地　協会事務局会議室
･99年 10月 15日（金）

HDD入門講座（第 18回）
開催地　協会事務局会議室

･99年 10月 20日（水）
クォータリセミナ･懇親会
開催地　虎ノ門パストラル

･99年 11月 5日（金）
合同分科会
開催地　日立金属高輪和彊館

･99年 11月 12（金）
HDD入門講座（第 19回）
開催地　協会事務局会議室

･99年 12月 17（金）
HDD入門講座（第 20回）
開催地　協会事務局会議室

IDEMA USA
･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 CEO, SGI
Westin Hotel, Santa Clara, CA

･99年 9月 20日（月）-24日（金）
DISKCON USA '99

･9月 22日（水）
Quarterly Dinner Meeting
Mike Canon, Maxtor
Fairmont Hotel, San Jose

･11月 11日（木）
Quarterly Dinner Meeting
Tom Porter, Seagate
Westin Hotel, Santa Clara, CA

IDEMA ASIA PACIFIC
･99年 10月 22日（金）

Symposium
TBD, Singapore

･99年 10月 23日（土）
Symposium
Equatorial Hotel, Penang

最新の最新の最新の最新の IDEMAIDEMAIDEMAIDEMA の行事予定についてはホームペーの行事予定についてはホームペーの行事予定についてはホームペーの行事予定についてはホームペー

ジジジジhttp://www.idema.gr.jphttp://www.idema.gr.jphttp://www.idema.gr.jphttp://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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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 113社、個人会員 16名：50音順)

アイオメガ株式会社
＊株式会社　アイメス
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
＊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
株式会社　オハラ
オリエント測器コンピュータ株式会社
株式会社　完エレクトロニクス
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
＊相模ピーシーアイ株式会社
株式会社　サンエイテック
サンコール株式会社
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
＊株式会社　シンセイ
スピードファム・アイペック株式会社
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･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
日本山村硝子株式会社
日本レップ機構株式会社

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
＊株式会社　ピクシーピナクルコーポレーション
日立金属株式会社
株式会社　日立製作所
＊日立電子株式会社
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
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
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
リードライト･エスエムアイ株式会社
リオン株式会社
株式会社　レイテックス
ワイエイシイ株式会社

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 7月 1日現在)



IDEMA Japan News No. 31 - 24 -

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

会会会会員募集員募集員募集員募集　新年度から協会の年会費が変わります。

IDEMAの会員が他地域との共通性を持たせるために、米国と協議の上、日本での法人会員の年会費を下記

の通り新年度（1999年 7月 1日）より改定する事になりました。

資本金 1億円以上の企業 20万円

資本金 1億円未満の企業 10万円

また、下記の特典も加わります。

☆　日本の法人会員が米国で会員になりたい場合には米国の年会費が半額になります。

☆　米国の法人会員が日本で会員になりたい場合にも日本の年会費は半額となります。但し、この場合米国

の法人会員による 100％資本の子会社。

☆　日本の法人会員が他地域の活動に参加するために日本より社員を派遣した場合には、その地域の会員扱

い料金が適用されます。

特にディスコン･ショウに出展をご検討される企業は、展示会出展の会員割引を考慮しますと、大変お得に

なります。その上、セミナ－、ディスクフォ－ラムに参加される場合には更にコスト面でお得になります。

この機会にぜひ入会をご検討下さい。

国国国国際ディスク･フォーラム際ディスク･フォーラム際ディスク･フォーラム際ディスク･フォーラム ’99予稿集予稿集予稿集予稿集　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。

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


