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新年度の市場新年度の市場新年度の市場新年度の市場・技術展望・技術展望・技術展望・技術展望
最新の詳細情報・オンライン申込みは http://www.idema.gr.jp/qsem/qsem_home.htmに掲載中

業界アナリスト・各社のトップの方々に講演いただく予定です。技術の躍進には目をみはるものがある一方、ビジネ

スとしては厳しい状況に有るＨＤＤ業界の将来動向を判断する絶好の機会です。多くの方のご参加を期待します。会

費･講演題目等の詳細についてはホームページにて最新情報を随時ご案内させて頂きます。

開催日：1月 20日（木）13:00～17:00 　終了後懇親会もあります。
場　所：プラザホール・霞ヶ関ビル 1階
参加費：会員 18,000円　非会員 30,000円（懇親会含む）

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
詳細情報・オンライン申込みは http://www.idema.gr.jp/class/class_home.htmに掲載中

開催日：1月 21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
今後の予定は、2月 18日（金）、3月 17日（金）です。

ハードディスクドライブ用語集発行のお知らせハードディスクドライブ用語集発行のお知らせハードディスクドライブ用語集発行のお知らせハードディスクドライブ用語集発行のお知らせ

『ストレージ用語辞典』の 4月発売が決定いたしました。
 定価 4980円のところ、予約特価は 会員 4000円、非会員 4500円 です。
 詳しくは、裏表紙をご覧ください。
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年末年始雑感

尾上　信久（日本軽金属）

11 月にアメリカから 1 通の通知を受け取った。
ハードディスクドライブ業界では老舗の
DISK/TREND REPORT 廃刊の知らせである。
同 REPORT については、主筆であり IDEMA
JAPAN のフォーラムの常連講師であるジム・ポ
ーター氏と共に、本誌をお読みのほとんどの方
がご存じのことであろう。今回の廃刊はポータ
ーさんの引退によるもののようであるが、当業
界にとってひとつのエポックメーキングな出来
事としてとらえるのは、筆者のみであろうか。

また、去る 9 月 20 日の週に例年通り San Jose
で開催された DISKCON USAでは、業界の不調
を反映し、参加者数、出展社数とも前年割れと
のことであった。これまで業界の順調な成長と
いっしょに、参加者数、出展社数とも好調な伸
びを示していただけに、これもひとつの象徴的
な出来事であった。各種調査機関の最近の発表
資料を見ても、ディスクドライブ自体の数量は
増えているにもかかわらず、ドライブメーカー
は価格競争の激化のため、国内外のほとんどの
企業が苦境にある。また、ヘッドとメディアに
関しては、ハードディスクドライブ一台当たり
の使用数量の伸びが、減少しているために、こ
れまでのような増加を期待して設備増強を進め
ていた各社は、数量減に伴う価格下落もあり、
これまた非常な苦境に陥ってしまった。原材料、
資材、部材の供給企業にも大きな影響を与えて
いる。各種の見通しによると、需給の均衡まで
には、最低でも 1年以上はかかりそうである。

この原因が、予想を大幅に上回る記憶容量の増
加によるものであることは、衆目の一致すると
ころである。つまり、これまで年率 60 パーセン
トで伸びると予測されていた記憶容量が、各社
の技術開発の結果、現実にはほぼその倍の 120
パーセント前後になったことが主要因である。
（数字は日経エレクトロニクス 99 年 8 月 23 日
号参照。私見ではこの年末で瞬間風速 140 パー
セント程度にさらに上がってきているように思
われる。）この情況を見ると、言い方は悪いが、

自分達で自分達の首を絞めあっていると言う、
笑うに笑えない構図が浮かびあがってくる。

しかし残念なことに、個々の企業にとってこの
ような事態に対応する手段は、ごく限られたも
のとなる。すなわち、コスト削減による低価格
化で受注量の確保を図り、消耗戦を勝ち抜くし
か道はない。この文章が皆様の目に触れるのは、
すでに 2000 年の新年になっているはずである。
その時にこの状況が大きく変わっていれば幸い
だが、その確率はたいへん低いと言わざるを得
ない。何年か後から振り返ってみた時、1999 年
はハードディスクドライブ業界の各社にとって、
歴史上最悪の年であったということになるので
はなかろうか。（もっとも、2000 年に事態がさ
らに悪化しないという保証は無いが。）

一方、最終消費者にとっては、この技術進歩と
競争による価格低下は大いなるメリットであり、
パソコンのさらなる普及に追い風となっている。
（と言うよりパソコンの価格競争がハードディ
スクドライブの価格低下への大きな圧力となっ
ているのが現実だが。）また、1～3 年先には情報
家電が立ち上がり、ハードディスクドライブの
数量の伸びが加速されると予測されている。も
っとも、その時のドライブと部品・材料の価格
を考えると、頭の痛い企業が多いと思われるが。

そんな中で、国際ディスクドライブ協会に課せ
られた使命は、その基本は設立当初のものと変
わらないにしても、環境の変化にどう対応して
ゆくべきか、思案のしどきに来ているのではな
いだろうか。西暦 2000 年はそんなひとつの節目
の年になるような気がしている。

いずれにしろドッグイヤーと言われているよう
に、猛烈な速度で進展している業界である。今
は次に何が起こってもおかしくない状況にある
ように思われる。ハードディスクドライブとそ
の部材については、現在のところ残念ながら、
製造側に一方的に負荷がかかっているよう見え
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る。しかし、振り子も極端に振れればいつかは
反転するはずで、それまでにどれ位時間がかか
るかが問題である。なんとか早期に明るい将来

の見通しが開けるような環境になることを期待
したい。

日本テクノビュート様広告日本テクノビュート様広告日本テクノビュート様広告日本テクノビュート様広告

事務局からおしらせ事務局からおしらせ事務局からおしらせ事務局からおしらせ

IDEMA Japan Newsの広告掲載に関するお問い合わせ、ご契約に関しましては下記にお願いいたします。

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

Tel: 03-3815-8163 Fax: 03-3815-8489 e-mail: info@kagaku.com
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HHHHDDDDDDDD におけるパ－ティクルアナライザ－の活用事例におけるパ－ティクルアナライザ－の活用事例におけるパ－ティクルアナライザ－の活用事例におけるパ－ティクルアナライザ－の活用事例

高原　寿雄（横河電機）
１．はじめに
パソコンが普及し、大量の情報を取り扱う高度
情報社会の到来で我々を取り巻く社会環境も急
速に変りつつある。磁気ディスク装置は、同じ
面積に記録できる情報量が薄膜磁気ヘッド、MR
ヘッドと世代の交代と共に飛躍的に増え、最近
では GMR ヘッドの登場で記録の高密度化は一段
と加速されている 1)。
これに伴い、情報を記録再生する時のヘッドと
ディスク表面の隙間は 10～20 ナノメ－トルのニ
アコンタクト領域に突入、ディスク表面のパ－
ティクル管理も半導体以上の厳しさが要求され、
また精密可動部品の発塵や付着粒子も同様の管
理が強く要望されている。このように HDD のパ
－ティクル管理は従来の異物分析の延長ではな
く、より高度な汚染制御技術が必要であり、新
たなサンプリング技術および分析手法が望まれ
ているのが現状である。
パ－ティクルアナライザ－システムはこれに対
応する技術の 1つであり 2)、図 1 の管理図に示す
ように、サイクロンサンプラ－（CY3000）およ
びディスクサンプラ－（WS1000HA）を用いて局
在する微粒子の大きさ、量、位置情報を検出、
更に捕集した微粒子をパ－ティクルアナライザ
－（PT1000）で分析、組成情報から物質を特定
できるため、これまで困難であったクリ－ン化
のための情報収集を飛躍的に向上させることが
できた。本稿では装置の紹介とその活用事例に
ついて述べる。

２． 装置の構造と特色
１）サイクロンサンプラ－CY3000
図 2 に CY3000 の構造を示す。毎分 1200L の大量
の空気を吸引し、吸引口前方の空間領域を検知
エリアとすることで、飛散する微粒子を分離濃
縮してカウンタ－を通してフィルタ－に捕集す
る。このため従来のパーティクルカウンタ（PC）
では得られない高感度の検出効率を持つ PC とし
て位置付けることができ、クリ－ンル－ムの環
境や可動部品の発塵を直接評価できる。特にカ
ウンタ－出力を最短5秒間隔に設定することで、
短周期の発塵モ－ドも詳細に確認できるのが特
徴である。

２）ディスクサンプラ－WS1000HA
図 3 に WS1000HA の構造を示す。ノズルを吹き出
しと吸引の 2 重管構造にして、内管からクリ－
ンエアを吹き出しディスク表面から微粒子を剥
離させる。剥離した微粒子は外菅で吸引され PC
で粒径と個数を計測した後、フィルタ－に捕集
される。
ディスクはスピンドルで回転させ、ノズルとデ
ィスクのギャップを一定になるように制御しな
がらディスクの表面から非接触で微粒子を吸い
上げる。この装置ではディスク表面の 0.1um 以
上の微粒子の粒径、個数、位置情報をリアルタ
イムで出力できるので、表面異物検査装置とし
て工程の管理にも使用できる。
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３）パ－ティクルアナライザ－PT1000
図 4 に PT1000 の構造をブロックダイアグラムで

示す。この装置は励起エネルギ－の高い高温の He
大気圧マイクロ波誘導プラズマに微粒子を導入
して原子化、イオン化させ、励起に伴う元素固
有の発光スペクトルを捕らえ、その発光波長か
ら元素を特定するものである。装置の特徴はフ
ィルタ－に捕集した多数の微粒子を特殊なアス
ピレ－タで吸引し、サンプリング技術により 1
個ずつプラズマに導入、得られた発光スペクト
ルをオプティカルファイバ－で 4 台の分光器に
同時に送り、発光電圧を演算することで粒径の
情報を、4 元素の同時発光分析から粒子 1 個の組
成情報が得られる点である。この装置により高
度な専門知識を必要としない世界でも初めての
固体のダイレクト分析装置が実現できた。

３． ハ－ドディスクアプリケ－ション
１）ディスク表面のパ－ティクル評価
ディスクサンプラ－は cassette to cassette で
ディスクの表面と裏面をアクセスし清浄度を評
価することができる。これにより 1カセット（25
枚）のディスク清浄度分布やディスク 1 枚毎の
粒子の面内分布も正確に出すことができる。図 5
にロットから 1カセット（25 枚）ずつ抜き取り、
ロット間のコンタミを比較したデ－タを示す。
このデ－タでは表裏については特に有意差は見
られないが、ロット間のコンタミには顕著な差
が見られる。
目視や SEM による抜き取り検査に比較し個人差

のない多数枚の定量評価が可能であり、工程管
理には強力なツ－ルとなる。
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２）カセットの発塵評価
ディスクの輸送や工程間搬送にはカセットが用
いられるが、カセットの発塵を正確に評価する
ことは難しい。図 6 に WS1000HA で洗浄カセット
と未洗浄カセットで発塵の差を評価した例を紹
介する。

先ず清浄なディスクを用意し、WS1000HA でコン
タミのないことを確認する。次に双方のカセッ
トにディスクを入れ、水平方向に一定振幅で 20
回加振する。加振後のディスクを再度 WS1000HA
で測定し、表面の清浄度を比較する。図 6 では
未洗浄カセットの発塵が顕著に増えており、ま
た面内分布でみるとエッジが集中的に汚染され
ており、カセットの定期的洗浄は欠かせないこ
とが分かる。この外に導電性カセットの評価や
振動を受けやすい部分の改善等、WS1000HA はカ

セット評価にも有効なツ－ルとして用いられて
いる。

　　　　　サンプリング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パーティクルの発塵状況

PT1000の測定結果
図 7　リニアスライドの発塵評価
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４． 精密機械部品アプリケ－ション
１）可動部品発塵評価 3)

無発塵対策を施した搬送装置やモ－タ等の回転
部品の発塵は、正常な状態では極微量のためこ
れまで PC による測定だけで、発塵物質を捕集し
分析することは不可能とされていた。
図 7 に密閉したクリ－ンボックスにリニアスラ
イドを設置、外部からエアシリンダで定速スラ
イドさせ、CY3000 により発塵の状況観察と、捕
集した粒子を PT1000 で分析した例を紹介する。
ボックスにはウルパフィルタ－を取り付け、摺
動部にクリ－ンエアを吹き付けることで発塵を
効率よく捕集出来るようにし、また装置全体は
外乱を避けるためクリ－ンブ－ス内に置いた。
リニアスライドには 2 種類のグリ－スが塗布さ
れ、性能の比較を試みた。図 7 に示すように、
CY3000 で定速スライドによる間欠発塵が確認さ
れ、また PT1000 の分析では 2 種類のグリ－ス共
各成分が含有量に対応して発塵しており、特に
No.1 グリ－スは母材（Fe）を削らず、グリ－ス
の発塵も少ないことが証明された。この手法は
ボ－ルネジやスピンドルモ－タ－等の精密可動
部品の発塵評価にも有効なツ－ルとして使われ
ている。

２）溶液サンプリング評価
精密機械部品に付着している粒子は、一般には
溶液に入れ超音波洗浄をかけ離脱した粒子を液
体パーティクルカウンタ（LPC）で評価する方法
がとられているが、この方法では粒子の組成を
知ることができない。図 8 にベアリングのコン
タミを評価した例を示す。
ベアリングを溶液に入れ超音波洗浄をかけ、発
塵物質を溶液中に離脱させ、その溶液 を図のよ
うに減圧ろ過しフィルタ上に発塵物質を捕集す
る。フィルタを乾燥させ PT1000 で分析した結果
をみると、ベアリングの構成物質の外にグリ－
スや砥粒と思われる物質も検出されており、発
塵の現状が確認された。また超音波洗浄をかけ
ない場合は、発塵物質はほとんど溶液中に離脱
しないことも分かり、興味深いデ－タとなって
いる。生産ラインで分析を行う場合には、測定
が自動化されており SEM－EDX に比べ人為ミスも
無く、ル－ティン管理の有用なツ－ルとして用
いられている。

３）付着粒子評価
GMR ヘッド Assy のようにヘッド、プリント板、
溶接部、フレキケ－ブル等複雑な組立加工品と
なっている部品では、超音波洗浄による LPC 法
では付着粒子を完全には離脱できない点、また
LPC の器差やブランクレベルの不安定さがあり、
定量評価が難しい。
ここでは図 7 で紹介した密閉クリ－ンボックス
内にヘッド Assy をセットし、評価したい部分に
ノズルで清浄エアを吹き付け、直接 CY3000 で測
定する方法を紹介する。
図9はヘッド部および溶接部にエアを吹き付け、
それぞれの部位のコンタミ量を CY3000 で測定、
3 社のヘッド Assy の清浄度を比較して示したも
のである。この結果から C 社の付着粒子が他の 2
社に比べて少ないことが分かる。この方法はダ
イレクトに付着粒子を発塵評価出来るので、溶
液で洗う煩わしさがなく、他の精密機械部品に
も広く適用されていくことが期待される。
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５． おわりに
半導体、液晶、ウエハ業界では、パ－ティクル
アナライザシステムは’94 年からクリ－ン化のた
めの発塵源の特定や、改善処置後の確認ツ－ル
として有効に活用されてきた 4)。最近はハ－ドデ
ィスクの急速な高密度化に伴い、HDD 装置に組み
込まれる精密機械部品にも極めて高いレベルの
清浄度が要求されており、複合する装置汚染や
部品レベルでの発塵評価には、より高度な汚染
制御技術が求められている。
本システムもこれらの要求に答えられるよう、
新しいサンプリング手法や解析ソフトの開発に
も鋭意取り組んでいきたいと考えている。

参考文献
1）田上 勝道：「アネルバニュ－ス」
No.69  P.2～6  1997
2）高原 寿雄：［粒子汚染物質の組成分析法］
エアロゾル研究 Vol.11 No.1 P.26～32
日本エアロゾル学会   1996
3）高原 寿雄、鵜野 義成：
「パ－ティクルアナライザの特性と活用事例」
クリ－ンテクノロジ－ Vol.5  No.4
P64～75  1999
4）高原 寿雄：
「マイクロ波誘導プラズマを用いた微粒子成分
分析法」
ウルトラクリ－ンテクノロジ－ Vol.5 No.4
P.34～42  1993

グラフテック様広告グラフテック様広告グラフテック様広告グラフテック様広告
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ココココンタミネーションコントロールにおけるブラックライトによる実例ンタミネーションコントロールにおけるブラックライトによる実例ンタミネーションコントロールにおけるブラックライトによる実例ンタミネーションコントロールにおけるブラックライトによる実例

松尾俊哉（マークテック）
1. はじめに
現在さまざまな機器や方法でコンタミ管理が行われているが、その一方で全体のパーティクルのレベ
ルがなかなか下がらない、人や資材が出入りするためにパーティクルがクリーンルームへ入ってきて
しまうという悩みを抱えていることも事実である。　コンタミ管理で最初に行われていることは外観
目視検査であり、その補助機器として紫外線（ブラックライト）を利用されている実例をまとめてみ
たい。

2.　ブラックライトとは
ブラックライトは別称 UV ランプ、紫外線灯とも呼ばれ、一般的には特殊効果照明（店舗照明など）
や非破壊検査（航空機のヘアークラック検査など）に用いられている。　光源には蛍光灯、水銀灯、
メタルハライドランプ等を使用していて特殊なフィルターを透過させることによって UV‐A と呼ばれ
る波長 330～390nm の近紫外線を選択的に発生させていて殺菌作用、皮膚紅斑などの作用で知られる
UV－B や UV－C　に属する人体に有害な短波長はカットされている。　特に 365nm を中心とする長
波長は蛍光の発光効果が高いことが知られている。

3.　実用例
ブラックライトに対し、蛍光体のほか有機物の一部も自ら発光し目視できるために簡便なコンタミ検
査機器として利用されている。　また実際のコンタミが肉眼で確認できるために、現場のコンタミ管
理用途だけでなく、コンタミとはどういうものなのか機器にどのような影響を及ぼすのかといったオ
ペレーター教育用にも用いられている。

コンタミコンタミコンタミコンタミ内容内容内容内容 管理対象管理対象管理対象管理対象
スキンフレーク等人体発塵 手袋表面、クリーンルーム着衣表面の皮膚かす付着
接着剤コンタミ（はみだし） スピンドルモーター目視検査
繊維くず等 クリーンルームへの入出時の確認（人および資材）
オイル残さ 製品洗浄後確認、洗浄ケース管理
一般ダスト オペレータ教育

4. まとめ
今後更なる清浄度要求の高まりの中でさまざまなコンタミ管理が求められて行くことになると思われ
るが、まず目視検査といった一見原始的とも思える手法を用いて全体のコンタミレベルを下げ、その
結果として特定有害のコンタミを減らして行くことができるのではないだろうか。
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　　　　紫外線放射の作用効果と応用例紫外線放射の作用効果と応用例紫外線放射の作用効果と応用例紫外線放射の作用効果と応用例

紫外放射（100-380nm） 可視放射
UV-C UV-B UV-A

100 200 280 315 400 460

波長
nm

　オゾン生成・陰イオン生成（脱臭、水処理、空気清浄）

　表面洗浄：オゾン＋UV　(　IC、液晶、合せガラス、蒸着前処理)

　殺菌（表面・水・空気殺菌）

　有機物分解（超純水）

　光分解（ジアゾ複写）

　光架橋、光重合（製版、塗料硬化、インキ乾燥）

　光崩壊・退色（耐光試験）

　光合成（ナイロン原料、化学物質）

　ビタミンＤ生成（しいたけ、飼育）

工
業
応
用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*照明学会誌より抜粋
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垂垂垂垂直磁気記録の新しい展開直磁気記録の新しい展開直磁気記録の新しい展開直磁気記録の新しい展開

東北大学電気通信研究所　教授　中村慶久

１．はじめに

記録メディアの薄膜化に伴う熱減磁や書き込
みヘッドの能力不足など、現在の長手磁化方式
は、高密度化の上でいろいろな課題を抱えてい
る。これらから開放され、将来の超高密度記録
を可能にするものの一つとして、垂直磁化方式
が再び脚光を浴びてきた。すでに日米の幾つか
の研究機関で研究開発が再開あるいは開始され
ている。この開発が上手くいくと、HDDの更な
る発展が期待できるだけでなく、これからの情
報化社会の発展を質・量ともに支える重要な基
礎技術の一つとなる。

２．超 100Gbit/inch2の可能性

２．１　テラビットメモリの可能性
記録用磁性膜は、薄膜メディアといえども、

磁性微細粒からなる。単磁区磁性粒は、磁気を
担う電子のスピンが安定な平行に並んだ１つの
塊である。原理的には、これらの磁化の反転と
非反転で２値のディジタル信号が書き込める。
筆者は、1994 年、これを無謀にもスピニックス
トレージと呼んだ[1]。磁気ストレージには、１
ビットを１磁性粒に書き込める潜在能力があり、
究極的には、これに向けて研究が進められるべ
きである。
常温で安定な単磁区磁性粒の体積は Co で

300nm3 程度で、直径 8nm の球に相当する[2]。い
ま高さ 25nm の Co 系柱状単磁区磁性粒を基板に
垂直に立てて整然と並べた理想垂直磁気メディ
アを想定すると、4nm 程度まで直径を細めても良
い。粒間に 1nm の粒界があるとして、個々の磁
性粒にアクセスできる理想磁気ヘッドがあれば、
原理的にはこれに、ビット間隔 5nm（線記録密度
5Mfci）、トラックピッチ 9nm（トラック密度
2.8Mtpi）、面記録密度 14Tbit/inch2 で書き込め
る。
最近、エッチングなどで微細な磁性ドットが

整然と並ぶ形に磁性膜を微細加工し、各ドット
に１ビットずつ書き込む Patterned Media が提
案された[3]。アメリカでは、ディスクの作製法
や書き込み読み出し方式の検討が盛んである。

これは正にスピニックストレージを目指すもの
である。連続膜でも、強力なエラー訂正などの
信号処理法を採用すれば、磁性粒数個分に相当
する１Tbit/inch2 の実現も十分可能である、と
する論文も発表されている[4, 5]。スピニック
ストレージが、連続膜で可能になるか、ディス
クリートな磁性ドットで実現されるかは、今後
の技術の進展次第である。

２．２　100Gbit/inch2記録シミュレーション
長手磁化方式では、高線密度で高出力を得る

のに保磁力 Hcを高めることは必須の要件である。
またトラック密度を高めるためヘッドを狭トラ
ック化すると、書き込み磁界が弱まる。つまり
高面密度で書き込むのは益々難しくなる。また
リング形ヘッドは、ギャップ側面から漏れる磁
界でトラック滲みが大きいことも、トラック密
度を高めることを本質的に難しくしている[6]。
これに対し、垂直磁気記録用考案された単磁

極形ヘッドは、ヘッド走行方向と同じ急峻さを
トラック幅方向にも持っており、トラック滲み
が小さいので、高トラック密度化も期待できる。
最近、FIBで薄膜リングヘッドをトラック幅100nm
のリング・単磁極の両ヘッドに加工し、長手・
垂直両メディアに書き込んだ結果が米国から報
告され[7]、垂直メディアの方が書き込みも容易
で、トラック幅の広がりの少ないことが述べら
れている。
単磁極ヘッドの狭トラック化は、FIB などで主

磁極膜の幅を単純に狭めることでも可能である
が、メディアとの対向面積が減り、磁界強度が
弱まる。このため筆者らは、主磁極を 90 度回転
させ、その膜厚をトラック幅とする方式を提案
した[1]。この方式でトラック幅 400 nm、ビット
間隔 127nm（200kFCI）で書き込めることを実験
で確かめ[8]、これを主磁極厚書き込み法
（Main-Pole Thick Writing：MPTW）と名付けた。
三次元シミュレータによると、この方法で線

記録密度 500kfci、トラックピッチ 125nm（トラ
ック密度 200kTPI）で、100Gbit/inch2 の信号が
書き込める[6]。粒子間交換相互作用を適度に定
め、磁性粒の異方性分散を狭めると、逆磁区の
発生も減りビット境界も鮮明になる(図 1)。ここ
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では粒径 12.5 nm、磁性層厚 50nm として計算し
たが、結晶粒を細かくし、磁性層厚を薄くして
ヘッド磁界勾配を急峻にすれば、さらに書き込
み分解能が増す。

図 1　100Gbit/inch2記録の計算機シミュレーション

（粒子の異方性磁界分布σhk/Hkが狭く、粒子間相互作用β の
適度にある方が、書き込みビット形状が明瞭になる）

３．最近の進展

３．１　動向
垂直磁化方式ではビット間隔 50nm 以下で記録

できる。このことは、10 年以上も前に確かめら
れ[9]、一時期、実用化に向け多くの努力が払わ
れた。しかし開発に時間を取られている間に長
手磁化方式も進み、企業レベルでの開発は、
Censtor 社が HDD の開発を止めた 1996 年以降、
中断された。その技術的理由、すなわち開発過
程で明らかになった問題点は、Cain らによって
詳細に述べられている [10]。
日本では、その後も学術振興会磁気記録第 144

委員会を中心にねばり強く研究が続けられ、東
北大学、東工大、早大などや AIT（秋田県高度技
術研究所）、および一部の企業の研究者らから、
垂直磁気記録国際会議（PMRC）などで成果が報
告されてきた。MR ヘッドが使える様になって、
1997 年頃から垂直磁気記録の高密度記録性を再
認識する実験結果が改めて示され、それぞれの
研究の歯車が再び噛み合うようになってきた[11,
12]。
本年 1999 年に入って、巨大なアメリカの歯車

も各所で回り始めたことが耳にはいるようにな

り、INTERMAG や MMM 会議での発表件数も増して、
聴衆も急激に増えてきた。そのきっかけの一つ
が、筆者らによるエラーレートの測定[13]とそ
れを可能にした単磁極型浮上ヘッドの試作[14]
であると自負している。これらにより実用化の
可能性に再び光が見えてきただけでなく、課題
や対策も明らかになってきた。

３．２　浮上型薄膜単磁極ヘッド
垂直磁気記録には、単層垂直磁気異方性メディ
アにリングヘッドで書き込む方法と、垂直磁気
異方性層を軟磁性層で裏打ちした二層メディア
にリングヘッドや単磁極ヘッドで書き込む方法
とがある。リングヘッドの技術はすでに確立さ
れており、これが使えれば垂直磁気記録の実現
も早い。
単層メディアに狭ギャップのリング形 MIG
（Metal-In-Gap）ヘッドを接触させて書き込む
と、比較的優れた記録特性が得られることは早
くから知られていた[15]。しかし浮上形薄膜ヘ
ッドでは、まだ単層メディアの高密度記録性能
を引き出せないでいる。リングヘッドでは垂直
磁界成分が長手成分よりも弱く、薄膜ヘッドコ
ア材の飽和磁化がMIGヘッドより小さいことが、
この要因である。またトレーリング端側での垂
直成分の分布がなだらかで、高密度ほどビット
間干渉による記録減磁が生じ易いことも、これ
を難しくしている。
これに対し二層垂直メディアと単磁極ヘッドと
の組み合わせでは、メディアの記録層がヘッド
主磁極とメディア軟磁性裏打ち層との間に挟ま
れ、記録層に強い垂直磁界を加えられる。この
ため書き込み能力が高く、主磁極後端部の垂直
磁界勾配もリングヘッドの長手成分より急峻に
できる[16]。同様のことは、上部コア後端部が
精度よく形成できれば薄膜リングヘッドでも原
理的には実現できるが、これに成功した例は未
だ報告されていない。
これに対し筆者らは、当初から単磁極ヘッドに
よる垂直磁気記録の可能性を追求してきた。1998
年、ソニー（株）仙台テクノロジーセンターの
ご厚意ご尽力も頂いて、筆者らにとって最初の
単磁極形薄膜浮上ヘッドを試作し、優れた性能
が得られることを確認した[15]。以後、AIT など
の協力も頂いて、細々ながら追試と改良を続け
ている。
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３．３　構造と性能
単磁極形ヘッドでは、コイルで励磁された主

磁極膜先端から生ずる磁界が、メディアの記録
層を垂直に貫き、その極性反転で情報を書き込
む。磁束はその後、記録層裏面の軟磁性裏打ち
層を通り、ヘッドのリターンコアで回収されて
主磁極に戻る。これを効率よく動作させるには、
できるだけ主磁極先端部を励磁することである。
試作した単磁極形薄膜浮上ヘッドは、主磁極

膜先端部を導体薄膜で挟んだものである（図 2）。
わずか数ターンの薄膜コイルで励磁するため、
インダクタンスが 1nH 程度と極めて小さく、今
後の高転送レート化にも十分対応できる。リン
グ形薄膜ヘッドの 1/10 以下の低起磁力で書き込
め[17]、重ね書き（Over- Write：OW）特性も十
分にとれる。薄膜リングヘッドに比べて構造が
簡単で、工程も少なく、現状の MR あるいは GMR
ヘッドとマージ化させることも、その気になれ
ば容易である。

３．４　エラーレート測定
この新型単磁極ヘッドと三層垂直磁気メディ

アと組み合わせて、現状のエラーレートを測定
した[13]。三層メディアは CoZrNb 軟磁性裏打ち
層の磁区固定層と、さらにその裏面に SmCo 膜を
被着させた JVC 製のものである[18]。測定には、
8/9 変換と PR4ML による長手磁気ディスク用装置
を用いた。垂直記録されたディジタル信号を MR
ヘッドで読み出すと孤立転移の再生波形が階段
状になるため、微分回路で長手磁化と同じ単峰
状に変換した。
比較のため、Mrt が 0.8memu/cm2と 0.64memu/cm2

の長手磁気ディスクを薄膜リングヘッドで書き
込み、MR ヘッドで読み出す場合のエラーレート
も測定した。長手記録では各記録密度で最適補
償を行い、10-7 のバイトエラーレート(BER)を、
前者で 210kfci、後者では 235kfci で得た（図 3）。
これに対し垂直ディスクでは、同じ BER が無補
償で、約 310kfci で得られ[13]、実用化の可能
性を示すものとして注目された。

図２．ハードディスク用単磁極型薄膜浮上ヘッド　　　図３．　垂直磁気記録のエラーレート測定

３．５　諸課題
垂直ディスクで BER 10-7 が得られる記録密度

は、期待値のまだ 60％程度である。規格化線密
度（ユーザ線記録密度）K を孤立パルスの半値
幅 PW50 と BER 10-7が得られるビット間隔 b との

比（PW50 /b）で与えると、0.8memu/cm2 の長手
ディスクでは、PW50が 290nm、bが 121nmで、
K はほぼ 2.4 である。これに対し垂直磁気ディ
スクでは PW50が 130nmであり、長手と同じ規格
化線密度で 10-7が得られれば、bで 54nm、線記
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録密度で 469kfci が期待できる。しかし実測は
310kfci で、期待値の 66％である。この原因と
して、非線形転移点シフト（NLTS）とノイズの
影響などが考えられる。
NLTSNLTSNLTSNLTS は、直前に書き込まれた磁化転移からの

反磁界がヘッド磁界分布を拡げることで生じる。
長手記録では高密度ほど増し、ビット間隔の 20％
以上にもなる。しかし垂直記録では、全記録密
度にわたってビット間隔の数％以内であること
が確認されている[19]。
一方、垂直磁気メディアのノイズ垂直磁気メディアのノイズ垂直磁気メディアのノイズ垂直磁気メディアのノイズには、逆磁

区によるものと、磁化転移の揺らぎによるもの
とがある。前者は垂直磁気記録固有のものであ
る。一様に垂直磁化された領域内の強い垂直反
磁界によって、磁性粒の磁化が塊（クラスタ）
状に反転するため生じる。逆磁区の発生し易い
膜は残留磁化 Mr が小さいことから、Hcに対し 4πMr
を小さくしたり、粒子間の交換相互作用を幾分
強めたりして、角形比 S（= Mr/Ms ）を 1 に近づ
けると逆磁区ノイズ逆磁区ノイズ逆磁区ノイズ逆磁区ノイズを低減できることが明らか
にされた[20, 21, 22, 23]。
他方、後者の転移性ノイズ転移性ノイズ転移性ノイズ転移性ノイズは、磁化転移付近

の磁性粒の位置や大きさの揺らぎなどによって
生じる。長手磁化では、粒子間に交換相互作用
が働くと、反磁界で粒子の磁化が塊（クラスタ）
状に繋がって、高密度時ほど転移の揺らぎを大
きくし、転移性ノイズを大きくする。このため、
各粒子を孤立させる努力が図られ、大幅に低減
された。これが本質的に小さいと思われていた
垂直記録でも、逆磁区ノイズが低減されて低ノ
イズ化が進むと、転移性ノイズが目立ってきた
[24]。軟磁性層で裏打ちされた二層メディアで
よく見られることから、裏打ち層が記録層の粒
径や磁気クラスタに影響を与える、あるいは裏
打ち層自身がノイズを生じる、などの面からも、
ノイズ源の解明と低減が懸命に図られている。
その他、ヘッド誘導減磁ヘッド誘導減磁ヘッド誘導減磁ヘッド誘導減磁（ head-induced
erasure）あるいはアンテナ効果と呼ばれる固有
の現象に対しても、かなりの知見が得られた。
これは、面積の広い軟磁性裏打ち層の上に置か
れたヘッド主磁極膜が周囲の浮遊磁界を集めて
主磁極先端に磁界を発生し、記録層に書き込ま
れたデータを消したり、書き換えたりするもの
である[11]。計算機シミュレーションによる解
析では、ヘッド構造の工夫やメディア軟磁性裏
打ち層の透磁率を下げる、などで低減できるこ

とが明らかにされた[25]。上述の単磁極型薄膜
浮上ヘッドではヘッド誘導減磁がかなり低減さ
れ、また裏打ち層に Hcが 20Oe 程度で磁区を観察
し難い Fe-Si-Al 膜を用いたディスクでは、記録
感度を悪化させずにヘッド誘導減磁を抑えるこ
とができることも示された[26, 27]。軟磁性裏
打ち層の裏面にハード磁性層を被着するなどし
て、両層の界面に交換相互作用を働かせて軟磁
性層を単磁区化させると、磁壁の揺らぎによる
データの書き換えやパルス性ノイズの発生を抑
える効果があることも明らかになった[18]。
筆者らは現在、記録性能を決める磁化転移幅パ
ラメータを解析的に求める手法解析的に求める手法解析的に求める手法解析的に求める手法を提案し[28]、
ノイズの起因を明らかにして磁気クラスタ径な
どとの関連を解析するシミュレーション法の開
発なども進めている[24]。

４．むすび

２１世紀には光ネットワークやディジタル放
送など情報インフラが完備される。有線・無線
を通じ膨大な情報が雨霰と送られてくる。その
中には、当然、高精細度な映像も含まれる。こ
れを有効に活用するには、必要な情報をオンタ
イムで可能な限り一時保存し、必要な時に利用
できる個人用情報ストレージシステムが必要不
可欠である。ホームサーバ[29]あるいはパーソ
ナルサーバである。これらは種々の階層のスト
レージ装置で構成されるが、その中心は大容量
HDD である。大量な情報を一時保存し活用した後、
必要なら情報の交換、配布、保管に、情報量に
応じ光ディスクや磁気テープが使われる。
一方、情報の送り手には、個人・法人を問わ

ず「伝えるべきコンテンツをいかに創るか」が
問われ、質・量ともに、その豊かさが求められ
る。質・量ともに豊かにしようとすれば情報量
は益々膨大になり、これを何処に蓄えておくの
か、蓄えられた情報をいかに迅速に提供するか
が、大問題になる。これらを解決するのは、情
報ストレージデバイスおよびシステムの発展以
外にない。これ無くしてコンテンツの質も高ま
らず、量も増やせない。HDD の高密度・大容量化
は、これからの情報化社会進展の鍵を握ってお
り、最近の垂直磁気記録の動向には、その鍵を
握って新たな展開を迎えようとしていることを
感じる。
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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
技術委員会　委員長　　吉岡　伸晃（日本電気）

　技術委員会発足以来、数多くの方々にご参加
いただきヘッド、ディスク、テスト、コンタミ
等の分科会で活発な議論がなされてきました。
名簿には 170名を超える方々のお名前があり
ましたが、最近の分科会活動状況を見ておりま
すとかなりメンバーの交替等があったように思
えます。そこで今回、各分科会の再登録（新規
含む）をお願いすることにしました。あわせて、
IDEMA USAからのスタンダード案に対して
投票を行なうか否かの区分けも行うことにしま
した。登録は
http://www.idema.gr.jp/registration/
reg_standard.htmから随時行なえますので、
多くの方々の参加をお待ちしております。12
月 13日現在の登録者数は、ヘッド分科会 26
名（内投票メンバー 7名）、ディスク分科会 45
名（同 16名）、テスト分科会 23名（同 13名）、
コンタミ分科会 39名（同 19名）となってい
ます。

　次に、前号報告以降の分科会活動状況を報告
します。
1.ヘッド分科会（小林分科会長）
　分科会の開催はなかった。主に、用語集ヘッ
ド関連用語の解説作成に協力いただいた。次回
の分科会はテスト分科会との共同で 2 月 4 日
の予定。
2.ディスク分科会（渡辺分科会長）
　分科会の開催はなかった。今年度の
Microwaviness-WG の検討課題である、ガラ
ス基板における Microwaviness の電磁変換特
性への影響調査に関しサンプル基板が集まり成
膜、評価に入った。1 月 28 日に開催される次
回の分科会で結果報告の予定。
3.テスト分科会（鈴木分科会長）
　分科会の開催はなかった。新たに発足した熱
揺らぎ WG の活動として評価ディスクを収集
中。次回の分科会はヘッド分科会との共同で 2
月 4日の予定。
4.コンタミ分科会（藤本分科会長）

　10月 29日に分科会を開催した。パーティク
ル WG の活動として、一条 WG 長から LPC
に関する基本原理の説明があった。更に、LPC
測定での応用事例やノウハウの紹介があり有意
義な情報交換となった。また、各社で実施され
ているパーティクル測定について対象部品、粒
径、抽出方法などを紹介し合い標準案の模索を
行なった。今後、対象部品毎に測定方法の指針
作りを進めクロスチェックなども行なう予定。
リサイクル WG では、リサイクル・リユース
に関するアンケートを回収中で次回（1 月 26
日）までにまとめる。
5.用語集委員会（岡村分科会長）
　予定していた用語すべての原稿が集まり、最
終チェックを行なっている。出版社も決定し
DISKON JAPAN2000 などで販売される見込
み。
執筆者の皆様、御協力ありがとうございました。
6.合同分科会（ディスク分科会担当）
　年に 2 回開催される合同分科会であり、今
回（11 月 5 日）は６０名を超える出席者があ
った。「磁気記録の限界」と題して行なわれた
ワークショップの講演は以下の通り。
(1)「将来の高記録密度、高速回転における Al
媒体の極限設計」　大月章弘氏（富士電機）
(2)磁気ディスク用基板ガラスの高性能化の現
状と将来」　鄒　学禄氏（ＨＯＹＡ）
(3)「ＨＤＤにおける熱揺らぎ現象のマネジメ
ント」　田中陽一郎氏（東芝）
(4)「非晶質ＲＥ－ＴＭ膜を用いた光アシスト
垂直磁気記録」　片山博之氏（シャープ）
(5)「光記録と磁気再生を融合するための試み」
　根本広明氏（日立）
　高性能化における Al、ガラスの比較、熱揺
らぎ問題、最後は光アシストと幅広くかつ興味
深いテーマであり好評であった。
　続けて各分科会からの活動報告があり、最後
は懇親会で締めくくった。
　なお、詳細は分科会議事録（事務局保管）を
ご参照下さい。
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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

 2000200020002000 年年年年 1111 月クォータリセミナ月クォータリセミナ月クォータリセミナ月クォータリセミナ
 2000200020002000 年年年年 4444 月国際ディスクフォーラム予告月国際ディスクフォーラム予告月国際ディスクフォーラム予告月国際ディスクフォーラム予告

企画委員会では 2000 年代最初の 1111 月定例クォ月定例クォ月定例クォ月定例クォ
ータリーセミナータリーセミナータリーセミナータリーセミナを以下のように企画しています。

総合テーマ：
「２０００年  磁気ディスク業界
　－変化への胎動－」
  １月 20 日午後１時より、霞が関ビル１階の
プラザホールにて第１部：技術動向、第２部：
各社トップの年頭の抱負、第３部：市場展望、
に分けてご講演頂く予定です。

講演者は
第１部：技術動向
－ＨＤＤの新規アプリケーション動向－

 ソニー株式会社 ホームネットワークカンパ
ニー  ホームビデオ開発部
統括部長　三橋通孝氏

第２部：
－国内有力企業、トップの年頭の抱負－

 株式会社　日立製作所
ストレージシステム事業部
HDD 本部長　高橋　毅氏

 株式会社　東芝
ディジタルメディア機器社
記憶情報機器事業部
事業部長　新田義廣氏

 昭和電工株式会社
専務理事
エレクトロニクス事業本部
ＨＤ担当  西村二郎氏

第３部：市場展望
－1999 年実績と 2000 年の見通し－

 ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ総合研究所
チーフアナリスト　久保川昇氏

の各氏の予定です。
　ＨＤＤ技術の躍進には目をみはるものがある
一方、ビジネスとしては厳しい状況に有る昨今、
業界の将来動向を占う絶好の機会です。多くの
方のご参加を期待します。会費・講演題目等の
最新状況については随時協会のホームページに

てご案内させて頂きます。
（URL:  http://www.idema.gr.jp/qsem/qsem_h
ome.htm ）
なお、このホームページからオンラインのお申
し込みも可能です。
講演終了後は会場を三井クラブに移し恒例の懇
親会を開催の予定です。なお、都合によりプロ
グラム・講演者・講演内容等変更の場合もござ
いますのでご了承いただきますようお願いいた
します。

　一方、恒例となっております国際ディスク国際ディスク国際ディスク国際ディスク・・・・
ドライブドライブドライブドライブ・フォーラム・フォーラム・フォーラム・フォーラムも 2000 年４月、ディス
コンジャパン 2000 の期間中、東京ビックサイ
トにて内外多数の講師をお招きして開催する予
定です。セッション数は昨年と同じですが、開
催日を後半の２日間に集中させ、13 日(木）14
日(金）に変更の予定です。初日の 4月 12 日（水）
は展示会場の方をゆっくりとご覧ください。
  13 日(木)午前はキーノート・プレゼンテー
ション、ディスク関連市場動向の講演、午後は
メディア技術、計測技術の講演を予定していま
す。14 日(金）午前は次世代記憶装置技術の講
演を、昼食後は特別学術講演と Drive 装置技術、
ヘッド技術の講演をを予定しています。
  現在講演予定者と交渉中の段階です。詳細は
決まり次第、順次最新情報としてインターネッ
トを通じてご通知申し上げます。国際ディス
ク・ドライブ・フォーラムへの直接アクセス U
RL は
http://www.idema.gr.jp/event/event_forum.ht
m  で可能です。
またフォーラムに参加いただいた方々は全員
13 日の夜に開催されるレセプションにご招待

の予定です。
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IIIIDEMADEMADEMADEMA 行事予定行事予定行事予定行事予定
最新の行事予定についてはホームページをご参照下さい

IDEMA Japan　　　　　　　　　　　　www.idema.gr.jp/

クォータリセミナークォータリセミナークォータリセミナークォータリセミナー
･2000年 1月 20日（木）
「２０００年  磁気ディスク業界

　－変化への胎動－」
プラザホ－ル（霞ヶ関ビル１階）

Diskcon Japan2000
･2000年 4月 12日（水）-14日（金）
東京ビッグサイト東１ホール（東京国際展示場）

International Disk Forum2000
･2000年 4月 13日（木）-14日（金）
東京ビッグサイト会議棟（東京国際展示場）

技術委員会技術委員会技術委員会技術委員会
分科会開催　国際ディスクドライブ協会会議室
･2000年 1月 26日（水）

コンタミネーションコントロール分科会
･2000年 1月 28日（金）

ディスク分科会
･2000年 2月 4日（金）

ヘッド・テスト合同分科会
･2000年 6月 9日（金）　於日立金属高輪和彊館

合同分科会

HDD入門講座入門講座入門講座入門講座
国際ディスクドライブ協会会議室

･2000年 2月 18日（金）（第 22回）
･2000年 3月 17日（金）（第 23回）

IDEMA USA　　　　　　　　　　　　www.idema.org/
･2000年 2月 16日（水）

Off the Desktop Symposia
The Westin, Santa Clara, CA. USA

･2000年 2月 17日（木）
Quarterly Dinners
Todd Baker, Hambrecht & Quist
The Westin, Santa Clara, CA. USA

業界カレンダ

･2000年 1月 27日（木）-28日（金）
第 113回研究会
リムーバブル記録の現状と将来展望
開催地　湯河原厚生年金会館
問合せ　日本応用磁気学会 03-3272-1761

･2000年 2月 18日（金）
電子情報通信学会
磁気記録研究会　ハードディスクドライブ
開催地　機械振興会館（東京）
問合せ　田辺隆也（NTT）0422-59-2803

･2000年 4月 9日（日）-12日（水）
INTERMAG Conference
開催地　Toronto, Ontario, Canada
問合せ　magnerism@courresyassoc.com

2000年 9月 12日（火）-15日（金）
第 24回日本応用磁気学会　学術講演会
開催地　早稲田大学
問合せ　日本応用磁気学会 03-3272-1761

2000年 11月 6日（月）-8日（水）
第 3回アジア太平洋磁気記録会議
（Asia Pacific Magnetic Recording Conference :
APMRC' 2000）
開催地　コクヨホール　東京都港区港南
問合せ　APMRC' 2000事務局 044-754-2120

2001年 1月 8日（月）-11日（木）
8th Joint MMM-Intermag Conference
開催地　San Antonio, Texas

問合せ　magnerism@courresyassoc.com
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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 116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
アジレント･テクノロジー株式会社
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

株式会社　ｴｲﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰｱﾝﾄﾞﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
＊株式会社　エイブル
上村工業株式会社
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
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
住化分析センター株式会社
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
＊大日本印刷株式会社
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
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
＊日本ビーコ株式会社
日本ビーピーエス株式会社
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

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
日立コンピュータ機器株式会社
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
フジクラ株式会社
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
ミノルタ株式会社
株式会社　メディア研究所
メルテックス株式会社
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（松山大学　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
（2000年 1月 5日現在)
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国国国国際ディスクドライブ協会理事際ディスクドライブ協会理事際ディスクドライブ協会理事際ディスクドライブ協会理事・役員・役員・役員・役員
会長　　　菅沼　庸雄 (日立製作所)

副会長　　筧    　朗 (富士通）

副会長　　上村　洋海 (東芝）

監事　　　原田  英樹（日立金属テクノクス）

専務理事　杉浦　達夫（IDEMA　Japan）

理事　  　伊野　洋一（アネルバ）

理事　  　浦井　治雄（日本電気）

理事　 　 尾上　信久（日本軽金属）

会長　　　金子  　峻 (アイオメガ)

理事　　  菊地　　茂（神戸製鋼所）

理事　　　久保川　昇 (ＩＴ総合研究所）

理事　  　篠原　　肇 (日立金属）

理事　  　高嶋　孝明 (日本アイ・ビー・エム）

理事　  　鶴　　哲生 (日立電子ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）

理事　  　寺田　章 （アルプス電気）

理事　    百束　雄一 (メディア研究所）

理事　    松崎　幹男 (ＴＤＫ）

理事 　 　山崎　秀昭 (日本レップ機構）

理事 　 　吉岡　伸晃 (日本電気）

理事 　   Joel Weiss (IDEMA USA）

組組組組  織織織織  図図図図

　　　事務局　事務局長（委嘱）：杉浦達夫、山本明子、三浦尚子

　　　会　計　担当理事：浦井治雄、百束雄一

　理　広報出版委員会　委員長：尾上信久、鶴哲生、久保川昇

　　　会員管理委員会　委員長：杉浦達夫

　事　企画委員会 (ﾌｫｰﾗﾑ/ｾﾐﾅｰ)　委員長：筧朗、Co：寺田章、久保川昇

　　　イベント実行委員会　委員長：杉浦達夫

　会　教育推進委員会　委員長：山崎秀昭

　　　研究推進委員会　委員長：篠原肇

　　　技術委員会　委員長：吉岡伸晃

　　　　　ディスク分科会　分科会長：渡辺正博

　　　　　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

　　　　　Contamination Control分科会　分科会長：藤本敏夫、Co：杉本博幸

　　　　　用語集編集委員会　分科会長：岡村康弘

Asia Pacific  IDEMA

Address:53B Temple Street. Singapore 058598

USA  IDEMA

Address: 3255 Scott Blvd. Suite 2-102 Santa Clara, CA 95054-3013

メディア研究所様広告メディア研究所様広告メディア研究所様広告メディア研究所様広告



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

電話： 03-3539-7071   FAX： 03-3539-7072

IDEMA監修

ストレージ用語辞典ストレージ用語辞典ストレージ用語辞典ストレージ用語辞典　４月発売決定４月発売決定４月発売決定４月発売決定

定価：4980円（IDEMA会員価格 4500円）

予約申し込みは今すぐ！！

IDEMA 技術委員会が中心となって進めてまいりました，「ストレージ用語辞

典」が４月に発売されることが決定いたしました。HDD を中心に光ディスク・

PC 関連の用語約 1400 語を，IDEMA の理事・技術委員会メンバなどがわかり

やすく解説しました。単なる用語集ではなく，重要な単語については，詳細な

解説を付し，ストレージ関連の技術入門書としてもご利用いただけるよう留意

して編集いたしました。

下の申し込み用紙でご予約いただきますと，早期予約特価として，上記価格か

らさらに割引をさせていただきます。また，会社単位・部署単位での大量購入

についても，さらに割引させていただきます（詳細は事務局にご相談ください）。

社員研修のテキストとして，贈答用として，ぜひご利用ください。

会社名

部署

役職

氏名

TEL

FAX

E-m ail

申し込み部数
　会員予約価格￥４０００×　　　　　部

非会員予約価格￥４５００×　　　　　部

ID EM A　ストレージ用語辞典　予約申込書
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