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　激動の時代とかいわれる。世の中一寸先は、闇

かもしれない。それで、“変化”に対応するスピー

ドが問われる時代でもある。それにしても、HDD

にまつわる業界の変化の速さには、いつも驚かさ

れる。つい最近も、MaxtorとQuantumのMergeの

話が突然飛び込んできた。まさに飛び込んできた

という感じであった。その内容の詳細は、まだ良

く分からないが、とにかくMaxtor を存続会社と

して、忽然と世界一のHDDメーカが出現すること

になる。これまでも、歴史的に繰り返されてきた

ことではある。戦略的に統合を進めてきたように

見える企業もある。しかし、一体そのような発想

はどのようにして生まれるものなのであろう。火

のないところに煙は立たないというが、噂が立つ

ころには話がつまっているということか。企業の

エゴがぶつかりあえば、結構時間のかかることだ

と思うが、結果だけを知ることになる私達には、

“あっという間に”凄い事がおっこたように思わ

れる。どのように発案し、どのように提案し、相

手と合意していくのか。異次元の人達の仕業かと

思う。私の関連するメディア・サブストレートの

業界も全く同様で、Komag－ HMT、Trace－ MMC、

Komag－WDの例や、日本のサブストレートメーカ

さんの動向など枚挙にいとまがない。こんなに変

化の早い業界の中で、ビジネス戦略といっても立

てようがなく、ただじっと変化について行くので

精一杯と思っている自分に比べ、各企業の戦略的

な行動には、全く感心させられる。なるべく変化

が起こらないようにしようと、変化を望まないの

が私のような凡人の常で、このように自ら変化を

おこしていく人達には敬意を表したい。

　また、技術についても、HDDの関連では、変化

というよりは進歩といった方が適切だと思うが、

その速さはすさまじい。HDDは、互換性を基本と

した光ディスクとは異なり、規格でしばられるこ

とがない。規格化は、技術の革新・進歩の面では、

ややもするとそのさまたげになる。HDDは、その

中味はブラックボックスでよいので、自由に競争

できる。この競争が、技術的な進歩を継続させ、

代替技術を排除してきたのだと思うが、その競

争・進歩の速度が半端でない。1990年頃には、10

年後のパーソナルコンピュータでは、2GBの記憶

容量のHDDが必要になるという予測があった。本

当に、そんなとほうもない容量が必要なのかと思

いながら、それでも、高記録密度化が業界のトレ

ンドで、そのためにガラスが必要だとガラス磁気

ディスクの商品化を進めていた。ガラスが実際に

採用された2.5インチのHDDでは、記憶容量がメ

ディア1枚で40MBであった。それが、2002年中

には、40GB/枚になろうかとしている。10年強の

間に、ざっと1000倍の高記録密度化が達成され

ることになる。この間、弊社に限って言っても、

開発はもちろんのこと、製造についても次から次

へと技術的な課題に直面し悪戦苦闘して来た。技

術開発の速度について行くのが大変で、いつも

追っかけられている。製造でもますますきびしい

コントロールが必要になって来ている。価格が下

がるから、コストも下げなければならない。何も

かも競争で、負けると事業が立ち行かなくなるか

らつらい。これは、HDDのどの分野でも同様なの

ではないだろうか。皆して、全速力で競争して、

もう限界だ、限界だと言いながら、いつもその限

界に立ち向かって、少々息が切れかかっている、

そんな状態なのかも知れない。

　技術開発については、HDDに関連したコンポー

ネント含めて業界が一体になって協力し合わない

と、ブレークスルーが、ますますむずかしくなっ

ているのではないだろうか。もちろん、戦略的に

すでに手を打っている企業もあるだろうが、業界

全体が協力した技術開発体制が必要になるのかも

知れない。IDEMAもそのような活動で一役かって

いると思うし、今後も益々、その役割を果たして

行かねばならないだろう。

HDD業界の変化

理事　鈴木　勲（HOYA）
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１．はじめに

　情報化（ＩＴ）革命の名のもとに、情報記録の

担体としてハードディスクドライブ（ＨＤＤ）の

重要性が増している。もちろん半導体チップを利

用したメモリドライブという形で、ＦＲＡＭのＰ

Ｃカードドライブも登場してはいる。しかしなが

らビット単価、入手容易性、世界的インフラの活

用等総合的に勘案すると、ＨＤＤが今後も外部ペ

リフェラルとしての主要な位置を占めていくのは

疑うべくもないだろう。ＨＤＤは現時点でもいま

だ年率１００％を越えるような面記録密度の伸び

を示している。この業界に従事する我々にとっ

て、まさに藁にも縋りたいような悲壮な感情さえ

あるが、一方でなんとしてでもこのＩＴ革命を支

えなければという使命感も強い。

　このＨＤＤを支える技術は多数あるが、ここで

は磁気ヘッド技術、特に再生ヘッドについて考え

たい。この急速な記録密度ののびを支えるため

に、再生ヘッドも大きな技術革新を繰り返してき

た。近年ではスピンバルブＧＭＲヘッドが実用化

されているが、このスピンバルブヘッドでも再生

出力が十分でなくなってきた。そのため各種の新

しいスピンバルブ構造が提案され、ヘッド出力の

増大が模索されている1)。その一方で、困難な局

面を大きく打破するための、全く新しい

revolutionary技術も切望されている。この新技

術としての候補のひとつがここで述べるＴＭＲ

ヘッドである。

２．ＴＭＲとは？

　従来のGMR効果を示すスピンバルブとTMR(トン

ネリングGMR効果)との違いを簡単に説明するな

ら、スピンバルブ構造の中で中心に位置するCu

層を非磁性絶縁層（バリア層）で置き換えただけ

のものである。しかし物理的な観点からは２点の

大きな相違点がある。まず１点目は電流を流す方

向の違いである。スピンバルブでは電流は磁性層

積層面の面内に流れる。しかしTMRでは電流を積

層面に垂直方向に流さなくてはならない。２点目

として、GMR効果を発現させるメカニズムが異な

ることが指摘できる。スピンバルブでは、抵抗の

低いCu層を流れる電流は上下の磁性層磁化方向

の違いにより、大きな電気抵抗の変化を受ける。

一方、TMRでは上下の磁性層磁化方向の違いによ

り生じるGMRはほぼ同じであるが、流れている電

流は実電流ではなく、バリア層を確率的に通過し

てきたトンネル電流である。そのトンネル電流が

磁性層を通過するときに受ける磁気的散乱の違い

によってGMR効果が発現する2)-5)。

　TMR変化率はバリア層上下の磁性層の偏極率を

P1、P2とすると2P1*P2/(1-P1*P2)で表される。現

実的な磁性層材料のP1,P2を代入してみるとTMR

変化率は50%にも達する。実際に40%を越える変

化率の報告例も複数ある。一方スピンバルブにお

いては、実用的には10-14%程度のMR変化率で苦

戦している。将来のポテンシャルという点におい

てTMRの40%を越えるMR変化率は魅力的であり、

次世代へのブレークスルー技術として期待されて

いる4),5)。

３．低抵抗＆高MR変化率のTMR接合

　再生ヘッドへの応用を考えた場合、可能な限り

大きなMR変化率を確保したまま、低い接合抵抗

の実現が重要である。しかしながらTMRのバリア

層は絶縁層であるので、通常は数kΩレベルの抵

抗値を示す。このTMR接合の低抵抗化という点が

TMRヘッド実現の一つのキーワードである。最も

簡単な低抵抗化の方法はバリア層を薄くすること

であるが、単にバリア層を薄くすると低抵抗化と

同時にMR変化率も減少してしまう。この理由を

説明するためにFig.1 にバリア層の模式図を示

す。実際のトンネル接合ではバリア層面に凹凸を

有している。するとバリア層に局所的な薄いとこ

ろが不可避にできてしまい、この部分にリーク電

流が発生する。このリーク電流はトンネル現象で

発生したものでなく実電流であるので、MR 変化

率を大きく減少させる。したがってバリア層をい

かに平滑に生成するかがポイントとなる。これに

は成膜条件の最適化等様々な方法が考えられる

が、詳細は別報に譲る6)-8)。Fig.2に低抵抗TMR膜

の１例を示す。現時点で5.6Ωμm2の規格化抵抗

でかつ、12.3%のMR変化率が得られている。十分

な低抵抗は実現できたが、しかしMR変化率が12

％まで減少してしまった。薄いバリア層では同時

ＴＭＲヘッドの現状と展望

荒木　悟 (ＴＤＫ)
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にバリア高さも低くなっていると予想され、その

結果TMR変化率も減少したと考えられる。ある意

味で本質的な傾向であり、この限界をうち破るの

は極めて困難であろう。根本的なブレークスルー

が必要とされる。

４．TMRヘッドの構造と特性

　Fig.3にTMRヘッドとして試作した構造を示す。

特徴はTMR膜を構成するfree層をABS面に突き出

させ、フラックスガイドとした点である。これは

研磨加工からの要請による。すなわちTMR膜は極

めて薄いバリア層を有するため、研磨工程によっ

て接合がショートしてヘッド出力がほぼ０となっ

てしまったからである9)。フラックスガイドを設

け、接合部をABS面からリセスさせることによっ

て接合部を研磨加工のダメージより保護すること

が可能となった。Fig.4 に出力波形の例を示す。

約６Gb/in2のヘッド寸法において、トンネル電流

3mAの時に5.7mVの出力電圧と35dBのS/N比が確

認された。ノイズは観測されず、きれいな波形と

なっている。TMRという新現象を用いた場合でも

別段、取り立てて特別な問題点等は確認されてい

ない10)-12)。
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５．TMR接合の劣化モード

　GMRヘッドではESD劣化が問題とされる。これ

はESD電流によるpinned 層の磁化反転やギャッ

プ層の絶縁破壊等によるものと考えられている。

TMR接合においては極めて薄いバリア層が挟まれ

ているため、ESD耐性が懸念される。予想に反し

てESD耐圧はGMR膜と同等以上であることが確認

された13)。しかしながら、今後さらにTMR膜パター

ンが小さく、さらに低抵抗となっていくと GMR

ヘッドと同様のESD劣化モードの発生も予想され

る。

　Fig.5に示すのは60℃の雰囲気中で400mVのバ

イアス電流を印加し、約4mAのトンネル電流を流

した場合のTMR接合長期安定性テスト結果の一例

である。３本のTMRヘッドをテストした結果、１

本のみ劣化を示した。その劣化挙動は極めて特徴

的である。すなわちトンネル電流はまず、バリア

層の最弱点を見つけその点に集中して流れる。そ

の結果、局所的Breakdown等のなんらかの物理的

劣化をおこし、抵抗は低くなる。いったんはこの

状態で安定するが、時間とともにトンネル電流は

次のバリアの低い点を探し、またその点に集中し

て流れ、物理的劣化を引き起こす。この繰り返し

で劣化が継続するが、局所的breakdownが起こる

時間的間隔は指数関数的に長くなっていく。

６．さらに高密度化に向けての課題

　TMRヘッドではGMRヘッドと異なるノイズが存

在する。これは絶縁層を透過して流れるトンネル

電流に典型的なショットノイズである。TMRヘッ

ドで測定したノイズをショットノイズの理論式で

フィッティングした結果、極めてよい一致を示し

たことにより、このショットノイズの存在が確認

されたといえる10)。このショットノイズにより

TMRではヘッドノイズが増大し、S/N比は出力の

増大の割にはあまり向上しない。Fig.6 に TMR

ヘッドのバイアス電圧を変化させた時の出力電圧

とS/N比のシミュレーション結果を示す。このと

きのTMR変化率が半分に減少するバイアス電圧Vh

は約300mVである。信号電圧Signalは Vh付近で

最大となっているが、S / N としてみた場合は

0.6Vh程度で最大となる。これはバイアス電圧を

増加させたときの信号出力の増加分と、電流に伴

いノイズ成分も同様に増加するので、S/Nが思惑

通りに向上しないからである。このように TMR

ヘッドにおいては従来のGMRヘッドの時と異なる

センスでtotal の S/Nを考えなくてはならない。

さらにTMRヘッドによりヘッド感度が上がるとい

うことは、メディアノイズの検出感度も上がると

いう意味もあるため、メディアノイズの低減化も

急務である。

　最後にさらなる高密度化の可能性について考え

てみたい。メディアノイズの予測は困難なためノ

イズをヘッドノイズのみと考え、40,100,200Gb/

in2相当のヘッド諸元のときに30dBのS/Nが確保

されるために必要なTMR膜のMR変化率、規格化抵

抗RAとの関係をシミュレーションによって調べ

てみた。結果をFig.7に示す。プロットとして示
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しているのは、当グループで得られている最新の

低抵抗＆高TMR変化率の膜特性である。ここでは

メディアからの漏洩磁界を厳しく見積もった傾向

があるが、いずれの例でも100Gb/in2相当のヘッ

ド動作が可能という結果となった。

　TMRヘッドは確かに魅力的な次世代ヘッドでは

あるが、解決すべき問題点も多数ある。それらは

高転送レートの限界、製造プロセスの複雑化等で

ある。後者は我々の問題点として、ここでは最後

に TMR 膜がもたらす抵抗限界について述べる。

TMR膜の低抵抗化について6Ωμm2の可能性を述

べたが、将来の高記録密度領域ではまだ不十分で

ある。なぜならTMRヘッドを電気的等価回路で考

えると、Ｒ、ＣによってLow passフィルター回

路を形成するからである11)。これによって高周波

のカットオフ周波数が存在してしまう。この限界

をうち破るためには、さらなるＲ、Ｃ低減化の検

討が必要とされる7)。これらの問題点は本質的な

点も内包しており、決して簡単に解決するもので

はないと思うが、各方面の英知を結集して次世代

のヘッド技術のブレークスルーを模索していきた

い。

　末筆になったが、本件は島沢幸司、笠原寛顕、

藤田恭敏、佐藤一樹、Jijun Sun、加ヶ美健朗、猿

木俊司、Olivier Redon、松崎幹男の各氏との共

同開発であることを明記しておく。
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高密度記録対応新磁気ディスク用ガラス基板

山本浩貴・内藤孝・滑川孝・平野辰己

( 日立製作所日立研究所)

1. 緒言

近年、ハードディスクドライブ（Hard disk
Drive; HDD）の記録密度は、年率 60% ～ 100%
と大きく伸びてきており、現在 20Gb/inch2 の記

録密度は 3年後の 2003年には 100 Gb/inch2を超

えると予測されている1）。この記録密度の伸びに

対応するため、現行の面内記録から垂直記録、さ

らには光アシスト記録等の記録方式が次世代の記

録方式として提唱され、高密度記録化に伴う磁区

サイズの低減によるノイズ増大、熱揺らぎに対応

するための研究開発が行われている 2）。

磁区サイズが小さくなることに伴う他の課題とし

て、ヘッドの低浮上化がある。ヘッドの感度など

の特性とも相関するため断定はできないが、トレ

ンドとしては今後増々ヘッド浮上量は低下する方

向にあると考えられる。

また市場的背景として、HDD の低コスト化が挙

げられる。HDD の今後の大容量化に伴い、その

用途はコンピューターユースに留まらず、ホーム

サーバーや小型携帯機器等のデジタル情報家電へ

の展開が提案されている。現在もパーソナルコン

ピューターの低価格化の煽りでHDDの低価格化

が大きな問題となっているが、情報家電への展開

のためには、これまで以上に低コスト化が必要と

なってくる。

以上のような技術的、市場的背景にあって、磁気

ディスクに用いられているガラス基板の将来像に

ついて考えてみる。まずヘッド浮上量をこれまで

以上に低下させるためには、基板表面の平滑性を

より向上させる必要がある。またヘッドの浮上量

変動を抑制し、電磁変換特性を向上させるため、

マイクロウエービネスも低下させることが必要と

なる。

表面平滑性と並んで、ガラス基板を構成する成分

であるアルカリ元素の表面への偏析が大きな問題

となる。アルカリ元素の表面偏析により、基板と

膜との密着性が低下し、膜が基板から剥離して膨

れ上がることが懸念される 3）。またヘッド摺動

時、膨れ上がった部分でヘッドクラッシュを引き

起こすことが懸念される。ヘッドクラッシュする

確率は、ヘッド浮上量が低下するほど高くなると

予想される。

HDDが携帯機器に広く搭載されるようになると、

使用時に基板がヘッドの衝撃を受けたり、またこ

のような装置そのものを落下してしまう可能性が

増してくる。このような中で信頼性を確保するた

め、ヘッドクラッシュに対する耐衝撃性を向上さ

せる必要がある。ヘッドクラッシュによるデータ

破壊を防ぐためには、上記の膜密着強度が高いこ

とのほか、基板表面の耐衝撃性が高いことが要求

される。高密度記録化による磁区サイズの減少に

より、今まで問題にならなかった微少な表面の

チッピングまでもがエラーに影響を与えるように

なると予想される。

さらに、表面の耐衝撃性のみならず、落下等によ

り基板がスピンドルやスぺーサーから受ける曲げ

応力に対しても壊れない機械的強度が必要であ

る。また、このような機械的強度は、ディスクの

生産時にも要求される。

2. 新磁気ディスク用ガラス基板｢HR-1｣
現在主流になっている磁気ディスク用ガラス基板

は、化学強化基板と結晶化基板である。これらの

基板について上記のような将来動向と照らし合わ

せて考えてみる。化学強化基板は、基板表面層の

20 ～ 150 μ m 程度に存在する Li、Na などのア

ルカリ金属イオンを、それぞれ、よりイオン半径

の大きい Na、K に置換して、表面層を圧縮強化

することにより、引張り応力に対するクラックの

進展を抑制して強化する基板である 4)。

一方、結晶化基板は、ガラス中に50nm～150nm
程度の粒径のリチウムシリケートの結晶を多数析

出させ、クラックの進展を抑制して基板を強化す

る方法である 5）。

化学強化基板では、置換されたアルカリイオンが

化学的に不安定なため、基板の洗浄工程や成膜時

の加熱工程によって表面に析出しやすくなる。こ

のため、表面にアルカリ元素が偏析するのみなら
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ず、表面平滑性も低下する。また結晶化基板では、

結晶からリチウムが溶出し、表面のアルカリ濃度

が高まるほか、結晶の部分と非晶質の部分の研磨

レートが異なるため、表面の平滑性を向上しにく

い。これらを改善するため、析出させる結晶粒の

粒径を小さくしたり、結晶化の割合を低くする等

の対策が考えられるが、機械的強度が相反して小

さくなることが懸念される。

このことから将来のヘッド低浮上化における使用

環境下では、化学強化基板、結晶化基板とも、強

化に係わるプロセスによる表面平滑性の低下及び

アルカリ元素の基板表面への偏析が問題になるこ

とが予想される。

以上のような強化工程を経なくても十分高い機械

的強度が得られるガラスであれば、強化に纏わる

不具合を回避できる。そこで筆者らは、希土類元

素を含有させてガラス骨格を強固にしたアルミノ

ホウケイ酸ガラス基板「HR-1」を開発した。

HR-1 は、①希土類酸化物含有効果②ホウ酸異常

現象③混合アルカリ効果等によって機械的強度と

化学的安定性の双方の向上を図っている。

HR-1 に添加された希土類酸化物は、ガラス中で

はイオンで存在し、ガラスの網目を形成しない修

飾酸化物として存在している。希土類イオンは一

般に +3 価が安定であり、イオン半径が他の金属

イオンに比較して大きいことが特徴である。この

ことから、希土類の作る正の静電場(電場強度)は
他の金属イオンに比べて大きい 6）。このことか

ら、ガラスの網目構造を構成している負のガラス

骨格は、希土類の作る静電場によって結合してい

ると考えられる。このことから、希土類イオンの

ない骨格に比べて希土類が存在するガラス骨格は

静電的な結合によって安定な状態になっていると

考えられる。従って希土類イオンによってガラス

の網目構造が強固になり、機械的強度が向上する

と考えられる。

ホウ酸異常現象、混合アルカリ効果は従来のガラ

ス製品にも応用されている技術である。HR-1に

おいては、骨格を形成している硼素、アルミニウ

ムなどの3配位の網目形成酸化物がアルカリ添加

により4配位化し、ガラス構造が強固になってい

ると考えられる 7）。

またHR-1 では、2 種類のアルカリ成分を含有し

ており、混合アルカリ効果によって更なる機械的

強度、及び化学的安定性の向上を図っている。混

合アルカリ効果を用いると、1種類のアルカリを

含有させた場合に対して機械的性質、熱的性質、

電気的性質が特異的に変化することが報告されて

いる 8）。

以上のようなガラス高強度化技術により、HR-1
は化学強化、あるいは結晶化といった強化工程を

行わなくても十分に高い機械的強度を有するガラ

ス基板である。そのような強化処理を施さないた

め、化学的安定性が高くアルカリ元素の基板表面

への偏析が非常に少ない。また、化学的安定性が

高いことから基板加工後の洗浄工程などで表面が

荒らされにくく、高い平滑性を保持できる。さら

に、硬度が高いにもかかわらず表面の研磨性が良

好で、かつ高い表面平滑性が得られるという特異

的な特性を有している。

また先に述べたように、化学強化、結晶化強化と

いった特別な強化処理工程や、それに附随する洗

浄などの工程がないため、製造工程を削減できる

という特徴を有する。

以下、本基板の特性を、機械的強度、表面平滑性、

化学的安定性に着目して報告する。

3. 機械的強度

3-1. ディスク形状基板の機械的強度

ガラス基板の機械的強度として、基板全体のマク

ロ的な強度と、基板表面上でのヘッドクラッ

シュ、ヘッド耐衝撃などを想定したミクロ的な強

度が考えられる。本節では、まずディスク形状基

板のマクロ的な機械的強度の評価結果について示

す。

図1に、ガラス基板のマクロ的な機械的強度測定

法を示す。この方法では、従来の化学強化基板、

結晶化基板の機械的強度も統一的な評価が可能で

ある。この基板強度評価方法を、円環強度と呼ぶ。

基板は、厚さ0.635mm、外径65mm、内径20mm
のいわゆる 2.5”ガラス基板を用いた。このガラ

ス基板の外径部に内径 60mm、外径 70mm の円

筒状の下部パンチを、さらに基板内径部に内径

17mm、外径23mmの上部パンチを設け、上部パ
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ンチ上部より荷重を印加した。荷重負加速度は

0.5mm/ 秒とした。測定 n数は、各 10 枚とした。

表 1に平均の円環強度（σ）を示す。また、同様

の検討を HR-
1、化学強化基

板の基板表面

に同じ成膜条

件で磁性膜な

どを形成し、

磁気ディスク

( メディア ) と
した場合の結果も示す。

表 1 より、HR-1 の円環強度は 2.40 × 103Nであ

り、化学強化基板、結晶化基板の円環強度よりも

高い値を示している。また表1に示したメディア

の円環強度は、HR-1、化学強化基板とも基板単

体の場合に比べて20％以上上

昇していた。これは、磁性層な

どの膜の熱膨張係数が基板の

熱膨張係数よりも大きく、高

温での成膜後基板よりも収縮

量が大きいため、基板表面に

圧縮応力が働いているためと

考えられる。また破壊の起点

となる恐れのある基板表面の

マイクロクラックを膜が覆う

ためにクラックの進展が抑制

されると考えられる。

3.2 基板の表面強度

次に、マイクロビッカース硬

度計及びスクラッチ強度計な

どを用いて、基板表面の強度

を評価した。基板表面にマイクロビッカース硬度

計により 4.9N、15秒間荷重を印加して圧痕を形

成し、圧痕の対角線の長さからマイクロビッカー

ス硬度を算出した。圧痕は各基板について 10 個

所形成した。またこの圧痕の4個所の頂点から出

るクラックに着目し、クラックの発生した圧痕の

割合を算出し、クラック発生率とした。

図 2 に、HR-1基板、化学強化基板、結晶化基板

のマイクロビッカース硬度試験後の圧痕及びスク

ラッチ強度試験部の SEM（走査型電子顕微鏡；

Scanning Electron Microscope) 像を示す。マイ

クロビッカース硬度はいずれの基板においても

620～650程度で、大きな違いは見られなかった。

圧痕の頂点から発生するクラックの発生に着目す

ると、クラック発生率（C）はHR-1では0%であ

り、まったくクラック発生が観察されなかった。

一方、化学強化基板、結晶化基板では圧痕頂点よ

りクラックの発生が認められ、化学強化基板では

C=60%、結晶化基板ではC=100% であった。

さらに上記基板表面強度をスクラッチ強度試験に

よって評価した。スクラッチ強度試験は JIS -
R3255に基づいて行った。カートリッジ針先端径

は 15 μ m とし、振幅 100 μ m、30Hzの周期で

針を振動させた。またカートリッジを移動させな

がら負加速度 2.45 × 10-3N/ 秒で徐々に負荷を印

加し、基板の剥離が見られる荷重を測定した。

HR-1では試験機の最大荷重である0.49Nを印加

してもガラス表面の剥離は観察されなかった。化

学強化基板では、カートリッジの最大振幅部

（エッジ部）においてガラスのカケが認められた。

このカケが生じた負荷荷重は0.20Nであった。ま

た、結晶化基板においてもガラスのカケが観察さ

れた。結晶化基板の場合には、カートリッジの走

査部分全面にカケが観察された。最初にこのカケ

が観察された荷重は、0.34N であった。

このように、表面強度に着目すると、HR-1 では

クラックの発生が少なく、化学強化基板や結晶化

基板に見られるような表面への衝撃に対するカケ

の生成が少ないことが分かった。この事から、モ

バイル機器への搭載時に懸念されるヘッド耐衝撃

性についてもガラスのカケを少なくできることが

期待される。
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4. 表面形状

図 3 に、HR-1、化学強化基板、結晶化基板の表

面の AFM（原子間力顕微鏡；Atomic Force
Microscopy) 像を示す。また、この AFM 像から

計算されるRa、Rmaxの値を表に記載した。HR-
1では表面粗さが0.1nm、Rmaxが3nmと、これ

までに例を見ない平滑性を有していた。

次に、ガラス表面の形状を X 線反射率法 (X-ray
Reflectivity; XREF)9）を用いて評価した。XREF
は通常積層膜の膜厚、膜と膜との界面の粗さなど

を測定する手法であるが、ガラス表面にガラス基

板内部と密度などの物性が異なる表面層を仮定

し、その表面層の膜厚及び最表面の粗さを解析す

ることによってガラス基板の表面構造を推定する

ことができる。さらにXREFではAFMと異なり、

5mm × 5mm 程度の広範囲な部分を測定できる

という特徴がある。

図4に、XREFの測定結果を示す。また表 2には

図 4 より得られた表面層の界面幅、表面層の膜

厚、及び表面層、基板の密度を示す。基板表面の

凹凸が大きいと、反射率は大きく低下する。この

現象は入射光の高角度側（散乱ベクトル：大）ほ

ど顕著になる。図 4 より、HR-1 では反射率の低

下率が他の基板に比較して低く、表面凹凸が小さ

いことが分かる。この図からモデル計算により表

面の界面幅（Σ）、表面層の膜厚（d）、表

面層の密度（ρ）を計算した。ここで表面

の界面幅 (Σ )は、最表面の粗さに相当す

るパラメーターである。

HR-1ではΣ=0.47nmと、化学強化基板、

結晶化基板に比較して小さい値になって

いた。これは、表面の粗さが小さいことと

対応しており、AFMの結果を支持するも

のであった。またdは化学強化基板よりも

小さく、結晶化基板と同等の値となった。

この表面層の密度ρを基板の密度ρsと比

較するといずれの基板においても小さく

なっていた。このことから、この表面層は

加工、あるいは加工後の強化、洗浄工程による変

質層のような部分と考えられる。

次にMicro XAMを用いて、基板表面のマイクロ

ウエービネスを評価した。測定条件は、対物レン

ズ :10 倍、中間レンズ :1 倍、フィルター :Zonal
Filter、バンドパスフィルター : 3μ m ～ 160 μ

m とした。

表 3にMicro XAMを用いて測定したマイクロウ

エービネス（Wa）の値を示す。HR-1 の Wa は

0.259nm と、結晶化基板の Wa と同程度の値で

あった。また化学強化基板のWaは 0.360nmと、

大きい値であった。HR-1 のマイクロウエービネ

スの値が小さいことから、ヘッド低浮上量におけ

る電磁変換特性も良好であることが期待される。

5. 化学的安定性

化学的安定性として、基板表面からのアルカリ元

素の溶出に着目し、純水中へのアルカリ溶出量を

評価した。2.5”ガラス基板をテフロン性の容器

を用いて8×10-5m3の純水中に浸した。全体を70
℃の恒温槽中に保持し、8～24時間経過後に取り

出した。そして純水中に溶出したアルカリ元素 (
アルカリ金属元素、アルカリ土類金属元素 )を化

学分析法を用いて定量し、そのトータル量をアル

カリ溶出量として算出した。

図5に、アルカリ溶出量の基板浸漬時間依存性を
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示す。HR-1の24時間後のアルカリ溶出量は8×
10-5kg/m3 であった。化学強化基板、結晶化基板

では 24 時間浸漬後のアルカリ溶出量ではそれぞ

れ 7 × 10-4kg/m3、5 × 10-4kg/m3 と、HR-1 の約

6～ 9倍のアルカリ溶出が見られた。化学強化基

板からは強化に使用したアルカリ元素が特に多く

溶出していた。また結晶化基板においては、結晶

中に含有されている Li が多く検出された。

以上のようにHR-1基板では、素材の機械的強度

が高いために化学強化処理、結晶化処理等の強化

工程が不要である。従って従来基板にみられたこ

のような強化工程に纏わるアルカリ元素の溶出量

を抑制することが可能である。またこのことから

基板の洗浄工程などにも強く、表面の荒れが少な

いと考えられる。このことから、前節のような高

い表面平滑性が得られたと考えられる。

6. 結言

(1) 強化処理なしで機械的強度が高く、表面平滑

性にすぐれ、化学的に安定な高記録密度化に対応

した磁気ディスク用ガラス基板｢HR-1｣を開発し

た。

(2) HR-1では希土類酸化物を含有し、さらに硼酸

異常現象、混合アルカリ効果により、機械的強度、

化学的安定性を向上させた。

(3) 円環強度は化学強化基板、結晶化基板よりも

高い値を有する。

(4) マイクロビッカース硬度は従来基板と同等で

あったが、クラック発生率が低く、スクラッチ試

験によるガラス表面のカケが見られなかった。

(5) 表面粗さ、マイクロウエービネスとも小さく、

優れた表面平滑性が得られる。

(6) アルカリ溶出量は従来基板の 1/9 ～ 1/6 であ

り、優れた化学的安定性を有する。
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１．はじめに

　我々の研究グループ（東北大学科学計測研究所

　磁気機能計測研究分野）では、硬質磁性微粒子

研究の歴史があり、バリウムフェライト、ビッタ

－法磁区観察法の高分解能化などの課題を研究

し、磁気記録技術とは多くの接点を持ってきた

が、今から７，８年前から、これらから発展した

課題として、hcpCo微粒子の作成とその磁化反転

機構の研究をすすめてきた。ちょうどその頃か

ら、HDD媒体であるCo－ Cr系合金微粒子のサイ

ズ低下の必要性と熱擾乱による限界説が我々にも

聞こえて来るようになり、SRCにも参加して実際

的な問題も含めて媒体関連の知識を勉強させても

らう機会が多くなった。SRC の会合では今後の

HDD が越えるべき技術的課題が多方面に山積し、

常に壁にぶち当たっているような悲観的見方で議

論がすすんでいるような印象が強かったが、にも

かかわらず、HDDの記録密度の向上はすばらしい

ものがあり、表に出ない技術分野での専門家諸氏

の努力には敬意を表する次第である。

　さて、熱擾乱の問題であるが、メデイアの高

SNR化、記録分解能向上などによって当面凌ぐの

か、それとも、安定した磁気異方性を持つ微粒子

材料が緊急の課題なのか、我々には容易に判断で

きない。しかしながら、SRCから課された「高異

方性材料の開発」の課題もあり、また、関連する

研究プロジェクトが進行中でもあり、この時点で

いざとなれば現実的に開発対象とすべき素材を検

討しておくことは大いに意義あることと考え、

種々の材料を検討している。現実の実用媒体を手

がけた事のない我々の研究陣では、手前味噌的な

研究のすすめ方になっていると思うが、この機会

に概略を紹介し、忌憚のないご意見を賜りたい。

２．高磁気異方性微粒子と熱擾乱

　第1図は、高磁気異方性を持つ材料を微粒子に

したと仮定してHcのサイズ依存性を（１）で計

算したものである（１）。永久磁石材料であるSm－

Co,　Fe－Nd－Bが最も熱擾乱に強いが、これま

での媒体を意識した薄膜の研究報告によると、こ

れらの薄膜は、高い磁気異方性を持つ本来の結晶

構造(hcp）を得るのが難しく、微粒子薄膜の形態

で作成した例はないようである。また、耐食性に

劣ることはバルク材料の特性からも明らかであ

る。また、hcpが得られたとすると、そのHcは異

常に大きくなることが予想される。

第第第第第 11111 図、図、図、図、図、高磁気異方性微粒子の室温における高磁気異方性微粒子の室温における高磁気異方性微粒子の室温における高磁気異方性微粒子の室温における高磁気異方性微粒子の室温における HcHcHcHcHc

（（（（（Stoner-WorlforthStoner-WorlforthStoner-WorlforthStoner-WorlforthStoner-Worlforthモデルによる計算）モデルによる計算）モデルによる計算）モデルによる計算）モデルによる計算）（（（（（１１１１１）））））

第第第第第22222図図図図図     （（（（（Co,Fe)Co,Fe)Co,Fe)Co,Fe)Co,Fe)－－－－－PtPtPtPtPt　規則相の結晶構造　規則相の結晶構造　規則相の結晶構造　規則相の結晶構造　規則相の結晶構造

　第1図には、次に大きいHcを持つ材料として、

Fe
５０

Pt
５０

,Co
５０

Pt
５０

の特性が描かれている。こ

れらの合金は、安定相としてLI0型の規則相（第

2図）があり、また準安定相としてFe,Co原子が

ランダムに配置した不規則相がある。不規則相は

高磁気異方性磁性微粒子の合成実験

東北大学科学計測研究所　教授　島田　寛
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むしろ軟磁性を示すが､規則相の磁気異方性は一

軸でそれぞれ３×１０７erg/cm3,7×１０７erg/cm3

であり、第1図の理論的なHcは非常に高い。また、

通常の作成技術で薄膜を作ると、不規則相が出来

てしまって、規則化するには600℃程度の高い熱

処理を必要とし、このままではあまりいい候補で

はない。しかし、規則化の制御によってHcの調

節ができるのではないか、と言う希望と、耐食性

が非常によい点、また、３．で述べるようなグラ

ニュラー構造が作れる点などを考慮すると、検討

に値すると考えている。実際、磁性材料に関する

国際会議では、媒体開発を標榜した（Co,Fe)-Pt

薄膜の研究が散見されるようになっている。しか

し、急速に研究者が増えているわけでもなく、上

記の欠点が全て克服できている状況にはない。

　我々のグループでは、上記の二つの課題、すな

わち、（Co,Fe)－Ptの微粒子化、規則化温度の低

下を取り上げた。また最近では、FePtの微粒子形

成について興味ある方法がIBMから発表されてい

る。これらの概要を以下の３節と４節に紹介す

る。

３．（Fe,Co)-Pt規則相の微粒子化は可能か

　まずは、（Co,Fe)－Pt合金に媒体の機能を持た

せるために、直径１０nm、できれば5nm程度の微

粒子が形成できるかどうかが興味あるところであ

る。また、この大きさで規則化が進行し、3～７

KOeの範囲でHcが制御できるとよい。微粒子薄膜

の作り方には、以下のような方法が考えられてい

る。

１）スパッター法によるグラニュラー薄膜

　グラニュラー薄膜とは、強磁性金属微粒子が

SiO
2
などの酸化物中に分散した構造で、強磁性金

属と酸化物を同時スパッターすることで作られ

る。作成したままの粒径は約５nmで、粒子間に

磁気的結合がないと超常磁性状態にあるが、熱処

理またはバイアススパッターによって２nmくら

いまで粒子が成長する。この時、Co-Pt（～２５

at%)ではHcが数KOeまでになり、超低ノイズ媒

体として興味ある特性を示す。このCo-Ptを５０

／50の組成で規則化した場合の実験結果を第３

図に示す（２）。

第第第第第 33333図図図図図

（（（（（ａａａａａ）））））CoPtCoPtCoPtCoPtCoPtーーーーーSiOSiOSiOSiOSiO
22222
グググググラララララニニニニニュュュュュラララララーーーーー構構構構構造造造造造　　　　　（（（（（ｂｂｂｂｂ）））））暗視野暗視野暗視野暗視野暗視野

像像像像像（（（（（一一一一一部部部部部ははははは単単単単単結結結結結晶晶晶晶晶ででででであああああるるるるるここここことととととがががががわわわわわかかかかかるるるるる。。。。。）））））　　　　　（（（（（ｃｃｃｃｃ）））））asasasasas

mademademademademade と規則化後のと規則化後のと規則化後のと規則化後のと規則化後のB-HB-HB-HB-HB-Hループループループループループ（（（（（２２２２２）））））

　（ａ)では、ほぼ完全に規則化しているが、サイ

ズのバラツキが大きくなっている。（ｂ）の暗視

野像は、一部は単結晶であるが、双晶になってい

るものもあり、高温の熱処理によって、規則化と

同時に粒子の結合による成長が始まっていること

がわかる。（ｃ）は規則化後には高いHcを示す。

これらの結果から、規則相の微粒子化は可能であ

るが、規則化に必要な高温の熱処理を避ける方法

が課題であることがわかる。

２）表面効果による粒子成長

　昔から知られているように、金属薄膜の厚みを

10nm 以下程度にすると、もはや薄膜の形でなく

島状構造になる。これは、基板あるいは下地表面

と、金属の表面エネルギーの差によるもので、お

おざっぱに言うと金属の表面エネルギーが高い場

合にできる構造である。（Co,Fe)－Ptを想定した

場合、規則相の飽和磁化は約１Teslaなので、媒

体厚みとしては非常に薄くてもよいのではないか
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と考えられる。その厚みを10nm以下とすると、下

地の選択によって、あるいは、下地に何らかの種

のパターンがあれば、この微粒子が自然に形成さ

れる筈である。第４図は、Fe-Ptを MgO下地上に

2.5，および５nmの厚みに形成したもので、2.5nm

の場合には直径10nm、高さ4nmの規則相粒子が形

成され、Hcは５KOeであった(3)。この時の基板温

度は５２０℃でまだ高いが、この実験でわかった

ことは、このような微粒子でも規則相が得られ、

高いHcが確認できたことである。

第第第第第44444図　厚さ図　厚さ図　厚さ図　厚さ図　厚さ2.5nm2.5nm2.5nm2.5nm2.5nmののののの FePtFePtFePtFePtFePt微粒子構造微粒子構造微粒子構造微粒子構造微粒子構造(3)(3)(3)(3)(3)

３）化学的手法による微粒子形成

　IBMアルマデン研究所のSunらは、いわゆるコ

ロイド状態から三次元的に規則的に配列した微粒

子薄膜を開発している。最初は、Coのコロイド液

をスピンコートにより薄膜化し乾燥させると、規

則的に配列した微粒子が得られることを報告し

た。微粒子のサイズは、3～10nmで制御できる。

次に、Fe－ Ptのコロイドを作成し、同じ方法で

微粒子配列を作った（４）。第５図は直径約4nm の

Fe－ Pt微粒子薄膜である。この微粒子は一個が

単結晶状態であるが、不規則相である。Co微粒子

の場合は磁気異方性が低いために超常磁性状態で

あるが、FePtの場合には、550℃の熱処理によっ

て規則化が進行し、Hc＝ 4.5KOeを得ている。こ

れを第6図に示す。

この研究の興味ある点は、完全に孤立した微

粒子配列が得られること、その間隔、粒径の制御

ができること、また、Fe－ Pt単結晶微粒子の合

成に成功し高いHcを実証していること、等であ

る。媒体として見た場合の今後の課題は、規則相

を得るための高温熱処理であるが、さらに、ここ

で得られる配列は膜厚が数１００nmのものであ

り、規則的に配列している微粒子は厚み方向にも

第第第第第55555図　図　図　図　図　FeFeFeFeFe－－－－－PtPtPtPtPt微粒子薄膜の粒子配列微粒子薄膜の粒子配列微粒子薄膜の粒子配列微粒子薄膜の粒子配列微粒子薄膜の粒子配列（（（（（透透透透透過過過過過電電電電電

子顕微鏡による）子顕微鏡による）子顕微鏡による）子顕微鏡による）子顕微鏡による）（（（（（４４４４４）））））

第第第第第66666図　図　図　図　図　FePtFePtFePtFePtFePt微粒子薄膜の微粒子薄膜の微粒子薄膜の微粒子薄膜の微粒子薄膜のHcHcHcHcHcと熱処理温度おと熱処理温度おと熱処理温度おと熱処理温度おと熱処理温度お

よび、よび、よび、よび、よび、FeFeFeFeFe－－－－－PtPtPtPtPt微粒子薄膜の微粒子薄膜の微粒子薄膜の微粒子薄膜の微粒子薄膜のHcHcHcHcHcと組成と組成と組成と組成と組成（（（（（560560560560560℃で℃で℃で℃で℃で

熱処理後）熱処理後）熱処理後）熱処理後）熱処理後）の関係の関係の関係の関係の関係（（（（（４４４４４）））））

規則正しく団子状につながっている。これを数

nm 程度に薄くし、一個か二個の団子にできるか

どうかである。また、結晶配向の制御が必要なの

は言うまでもない。

４．（Co,Fe)－ Pt規則相の低温合成は可能か

　（Co,Fe)－Pt合金薄膜を作ると不規則相ができ

てしまって、高い熱処理温度が必要である。これ

によって、粒子の成長、結晶配向制御用下地界面

との拡散、歪の増大など、多くの制御しにくい問

題が起こる。もし、300℃程度で規則相ができれ
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ば、これらの問題を取り除き、媒体としての評価

がしやすくなる。我々は、グラニュラー構造での

Fe-Ptの粒子成長と規則化の過程を詳しく調べた

結果、不規則相からの規則化には、Fe原子とPt

原子の入れ換えの過程が必要であり、このために

は熱励起による原子移動を促さなければならない

のではないか、これが高温の熱処理を必要とする

理由であろうと推測した。また、グラニュラー構

造では、微粒子が結合して成長する過程で急速に

規則化が進行することから、結合の過程での原子

の移動（拡散）が原子の入れ換えを促進している

とも推測した。そこで、以下のような課題を設定

して研究をすすめている。

１）界面拡散による規則化

　Fe膜とPt膜を多層に重ねて熱処理をすると規

則化が早くなると言う報告にヒントを得て、Fe

と Pt の界面では濃度差による原子拡散が低温で

起こり､規則化が進行するであろうと考えた。第

７図（ａ)は、Fe／Ptの多層構造を変えた時の熱

処理によるHcの増大の様子である。FeとPtを同

じ厚み(2.5nm）にすると、300℃～400℃の熱処理

によって H c が急速に増大することがわかった
（５）。第7図（ｂ）は、多層構造の層数を変え、総

厚み10nmまで減らしたときの熱処理実験である。

Ptを下地にすると、ほとんど層数に関係なくHc

が増大し、規則化のdriving forceが界面にある

ことを示すと同時に、媒体に近い厚みでもこの効

果が使えることを示している。

第第第第第 77777図図図図図
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２）不純物添加による規則化

　原子拡散を促すと言う狙いでは、不規則相に高

密度の欠陥、空隙（void)を入れて、低温の熱処

理を行うことも同じ原理が働くはずである。そこ

で、CoPt に固溶しない元素で原子半径の大きく

異なる元素としてSn,Pb,Sb,Bi,Agをスパッター

時に混入し、熱処理実験を行った。結果を図8に

示す(6)。規則化温度の低下が顕著に現れている

が、特にSbは、効果がある。

第第第第第 8 8 8 8 8 図　図　図　図　図　CoPtCoPtCoPtCoPtCoPtの規則化に対する添加物の効果の規則化に対する添加物の効果の規則化に対する添加物の効果の規則化に対する添加物の効果の規則化に対する添加物の効果(6)(6)(6)(6)(6)

　以上のように、高い磁気異方性を持つ（Co,Fe)

－Ptの規則相は、１０nm以下の大きさでも規則

化が進行し充分なHcを示すことがわかった。し

かし、規則化の温度が高く、何らかのプロセスの

工夫が必要である。現在までに、低温化のヒント

がいくつか得られていて、近い将来には結晶形

態、配向制御のための下地の研究も可能になるの

ではないかと期待している。

（１）北上修、島田寛：未発表

（２）C.Chen,O.Kitakami,S.Okamoto

Y.Shimada, K.Shibata and M.Tanaka:
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IEEE Trans.Magn.,Vol.35,No.5,(1999)

3466.

（３）坂上博充、北上修、島田寛

    ：応用磁気学会誌（投稿中）

（４）S.Sung,C.B.Murray,D.Weller,L.Folks

     and A.Moser

     :Science,vol.287,(2000)1989　

（５）遠藤恭、菊地伸明、北上修、島田寛

    ：応用磁気学会（投稿中）

（６）北上修、島田寛：投稿中

メディア研究所様　広告
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大同特殊鋼株式会社様　

広告
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DISKCON2000DISKCON2000DISKCON2000DISKCON2000DISKCON2000に参加してに参加してに参加してに参加してに参加して

理事　百束雄一

DISKCON US展示会に参加しての第一印象は、参加

者、展示会社とも激減したと言うことであった。

渡米前から予想はしていたが、展示会場のスペー

スが大幅に縮小し、かつそこらじゅうにキャンセ

ルによる虫食い状態で空きブースがあり（IDEMA

が自分のブースにして、カレンダーを配ったりし

て、埋めてはいたが）業界の低迷状態が良く分

かった。

数年前までは覇権を競い合うようにして、大きく

また派手なブースがいくつもあったが、今年、そ

のようなブースはほとんどなく展示も地味であっ

た。速報のデータでは99年度914社在った参加社

は約25％減って、702社になったそうである。

そもそもIDEMAは Equipment and Materials の

サプライヤーが多数の会員で成り立っており、そ

のお客さんである、HDDおよびそのコンポーネン

トメーカが不調であれば当然そのあおりを食うわ

けである。ましてや、お客さんの数がこの数年で

半分になり、各社とも巨額な赤字で何とか操業を

続けているわけなので、展示会が盛り上げるはず

はない。

一方で技術はどんどん発展し、どうしても買い換

えなくてはならない装置も特定の分野ではまだあ

る。また、高性能，低価格化のおかげで新しいHDD

のアプリケーションが増大し、ここ1，2年踏ん

張れば、また過去のような設備投資のブームが来

ると言う楽観的な見方もごく一部に在るが、展示

会社のほとんどは少なくともかつてのような状況

はもうこないと思っているようである。

日本から参加した理事たちとの会食の席で金子前

会長が、ラジアルタイヤの出現したときの状況と

良く似ている。あるいは英語で “ The Victim

of its own Success”と言うとおっしゃってい

たことが、印象的であった。

さて、この不況から如何にして脱出するのであろ

う。米国はどこへ行っても好景気で、人を採用す

ることが大変難しくなっているそうである。昨年

行ったときはバブルが崩壊寸前と言って皆心配し

ていたのに今年はそんな声もほとんど聞こえない

程であった。良いときがあれば悪いときも来る。

歴史は繰り返す。と信じて頑張るしかないのであ

ろうか？

Key Note Dinner SpeechKey Note Dinner SpeechKey Note Dinner SpeechKey Note Dinner SpeechKey Note Dinner Speech

理事　山﨑秀昭

DISKCON USA 2000の展示会開場の前日である９

月１９日火曜日の夕刻、Key Note Dinnerが行わ

れました。例年はSan Jose Convention Center

やその筋向いにあるFairmont Hotelで開催され

るのですが、今年は数キロメーター離れたWestin

Santa Claraの一階にあるBall Roomが会場とな

りました。夕方６時前の交通渋滞は厳しく、San

Joseの中心部からHighway 101のGreat America

Parkway出口まで通常は５分くらいなのに２０分

も３０分もかかってしまいます。６時からBall

Room 外の通路に仮設バーが店開きし、ビールや

ワインなどを求めて列が出来ます。並びながら、

顔見知りを見かけては声をかけます。中には毎年

一度のDISKCON Showでしか会えない顔もありま

す。

　７時近くになるとBall Roomの扉が開き、今ま

で立ち飲みしながら歓談していた面々がグラスを

片手に続々と入っていきます。会場に入ると前面

にプロジェクター投影用のスクリーンが特設ス

テージの左右に一対あり、横に長いホール全体か

らスクリーンが見えるように設営されています。

10人がけのテーブルが50脚並んでいるので、満

席になれば500名ということになります。日本か

らのIDEMA理事の面々は中ほど2列めのテーブル

に集まりました。

　大勢のウェイターやウェイトレスが500名近く

の客を手際よくさばきます。サラダの皿を片付

け、メインディッシュの皿を配り、デザートと

コーヒーで一通りのコースが終了です。IDEMA

USA PresidentのLarry Eichenの挨拶のあと、お

馴染みJim Porterが今日の講師のプレゼンテー

ターとして登場し、いよいよ Q u a n t u m

CorporationのPresident & CEO, Michael Brown

を紹介します。

　いつも気が付くことはアメリカ企業、特にHDD

DISKCON USA 2000 報告



19                IDEMA Japan News No.39

業界のトップは大変若く、ほとんどが40歳台だ

ろうということです。しかも業界での専門知識が

豊富で色々な話題を持っているのです。

さて、Michael Brownの講演の内容ですが、や

はりHDDの将来の出荷拡大とホームビデオ用途の

増加予測です。IDCの予測では2003年には年間3

億台のドライブが出荷され、そのうち1億台はパ

ソコン以外の用途に出荷されるだろうと見ていま

す。映画業界では既に映像編集機器の記録装置と

してHDDを使っており、George Lucasの次回作の

Star Warsはそういった設備を駆使して製作が進

められていると言った内容のスピーチでした。

講演が終了したのは 9 時半近く、周囲はもう

真っ暗になっていました。その頃から業界の噂と

なっていましたが、この日のDinner Speechの 2

週間後にはMichael Brownが経営するQuantumが

Maxtorに買収されるというドラマが待っていたの

です。当然それを知っていたMichael Brownはス

ピーチを終えて壇上を後にした時、何を心に浮べ

ていたのでしょうか？大変興味深いところであり

ます。

UniversityUniversityUniversityUniversityUniversity

IDEMA USA では 5 年前から会員大学を対象に

Fellow Ship Programという特別研究奨学金制度

をはじめている。

公募に応じた論文を審査し、優秀な学生に奨学金

を授与する。

奨学金は一位 $25,000, 二位 $10,000, 三位

$5,000である。

今年選ばれたのは以下の3件である。

First position

Nian-xiang Sun, Stanford University

High Saturation Magnetization Soft Materials

for Inductive Write Head Applications

スパッタ成膜のFeCoN軟磁性膜の研究。

Bs=2.45T、Hc=0.6 Oe、ρ=55μΩ・cm, μi=1200

を得ている。

Second position

Hongwei Song, Carnegie Mellon University

Iterative Soft Decoding for High Density Data

Storage Channels

通常のPRLMを拡張したGPR(generalized Partial

Response)を内部コーダに採用、

外部コーダにはターボコードか Low Density

Parity Check Codeを採用した結果、

通常のPRMLに比べ3-5 dBのゲインが有る事をシ

ミュレーションで示した。

Third position

Baekho Hoe, University of washington

Reducing Disk Flutter by Improving Aerodynamic

Design of Base Casting

高速の Disk回転によって発生する円板の振動を

抑制するためのHDD Baseの改善実験結果を

示した。円板とBaseのスキマを狭める事, Base

の内壁を適当に荒らす事で振動が抑制される。

DISKCON Technical ConferenceDISKCON Technical ConferenceDISKCON Technical ConferenceDISKCON Technical ConferenceDISKCON Technical Conference

会　　長　 菅沼  庸雄

技術委員長 吉岡　伸晃

　先月開催されたDiskcon US 2000の中の一催物

である “International Technical Conference”

について、その概況を報告する。講演会場はSan

Jose Convention Center２階の展示場と同フロ

アにあり、今回は400人、200人容量の２部屋で

並行セッションを進行した。従って、全ては聴講

できなかった。３日間、参加者は計約570名で過

去最高とか、常時満席ではなかったが盛況であっ

た。毎年回を重ねるごとにプログラムに工夫がみ

られ、業界人の関心事にFocusするようになって

いる。全体構成は以下の９ Sessionで、その概要

を以下に報告する。

1. Microcontamination　Symposium

‐ Tuesday, Sept. 19, 9 a.m. to noon

　Kimberly-Clark　Corp.から静電対策手袋の評

価、特性比較について報告があった。手袋単品の

帯電と実際に手袋を装着した場合の帯電、指を動

かし作業を行なった場合の帯電特性が必ずしも対

応しないデ－タ等を提示。ESD対策が形式的なや

り方が通用しないことを示していた。

　3MからFTIRを用いた部品の発ガス測定手法に

ついて報告があった。発ガスを構成する幾つかの
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成分がそれぞれ経時的にどのように発生するか定

量可能であるとのこと。

2.IEEE　INTERMAG　Toronto　Conference　

Review

‐ Tuesday, Sept. 19, 1 p.m. to 4 p.m.

　2000年 4月に開催されたINTERMAGで特に革新

的と思われた講演のReviewとその後の検討状況

の報告会。

　100Gb/in2達成の有力な手法として反強磁性体

膜 を 磁 性 膜 の 一 部 に 使 用 す る A F C

(antiferromagnetic coupling)媒体の検討結果が

富士通とIBMから報告された。これは媒体薄膜化

の過程におけるS/Nの維持と熱減磁特性を両立す

るための有力な手法であり100Gb/in2超技術とし

て有望な技術と考えられる。富士通、IBMだけで

なく他社でも検討されておりごく近い将来製品化

の可能性がある。到達可能面密度の質問に300Gb/

in2との回答であった。

　一方、垂直磁気記録に関する52.5Gbits/in2デ

モの発表が日立からあった。この講演に対する注

目度は大きく、このセッション全体での質疑応答

の約6割が本講演に集中した。垂直記録は、以前

から話題は出るがなかなか実用化されないという

歴史を繰り返してきた。しかし媒体熱減磁とその

対策としてHcを上げるとヘッド記録磁界が不足

するという面内記録の原理に関連する問題が

100Gb/in2を超える領域では顕在化する可能性を

多くの研究者が恐れている反映と思われる。米国

研究者の感心の高さを感じた。

　Maxtorからドライブの温度上昇のHDA部位によ

る寄与率を調べた結果、ヘッドABS面とディスク

間での空気を剪断する効果が大きいとの報告があ

り興味深かった。

3.Requirements of Storage Architecture

‐ Tuesday, Sept. 19, 1 p.m. to 4 p.m.

　最近注目されているSAN/NASなどのシステムは

今後成長する、HDDの有望な市場として期待され

ている。ここでは、よく行なわれるSANとNASの

比較、SAN/NASに適したHDDの提案、更にはSAN/

NASから見たHDDへの要求などについて5件の講

演があった。ちなみにIDEMAでは教育コースとし

てStorage Networks(SAN) Basicsを新たに開設

した。

4.New Applications Where is Storage Going?

‐ Wednesday, Sept. 20, 9 a.m. to 11 a.m.

　Maxtorからは、技術的には200Gb/in2を超える

記録密度も可能であり、マーケット的にはCE、IT

やその他の新しい市場に色々なタイプのHDDが有

用になることから需要も旺盛になるという、HDD

の将来に関する明るい予測がなされた。D a t a

Play からは500MB の容量を持つ、直径がたった

32mmの追記型の光ディスク、IBMからは容量1GB

の Microdriveの紹介があった。Microdriveは容

量増、転送レート増だけでなく、消費電力、耐衝

撃についても改善されておりモバイル機器により

適した仕様となっている。

5.Disk　Drive　Electronics/Data　Channel　

Technology

‐ Wednesday, Sept. 20, 9 a.m. to 11 a.m.

　IBMからヘッド－サスペンション－配線－R/W

　IC の伝送系を伝達関数で表現し、特に重要な

幾つかのパラメーターについて議論した報告が

あった。再生から記録まで含んだ形式で伝達関数

を構成し議論を進めていくやり方で、見通しの良

い設計法であるように思われた。R/W　IC内部に

ついても議論しており、伝送系評価において参考

になりそう。記録ヘッドの抵抗値がWrite性能に

与える影響についての質問に対し、あまり気にし

ていない様子でWriteヘッドの抵抗が大きいほど

立ち上がりが速いのではと答えていた。

　R/W　Channelに関する報告がLucentとMarvel

社からあった。現在のチップ統合化の流れからは

Channelと HDCはいずれ統合されると考えられて

いる。しかしMarvel の講演者からは、High　

E n d 3 . 5 型 H D D に対しては最高性能の R / W　

Channelが要求され、SOCには向かないとのコメ

ントがあった。またR/W　Channelのサイズ、要

求性能が SOC の設計を決めてしまうため R/W　

channelメーカーにしかSOCはできないと断言し

ていた。今後R/W　Channel自体はECC、Turbo　

Codingを取り入れ必要S/Nを低減する方向に進む

と考えられる。

　Texas　Instruments社からDSPをアピールする

報告があったが、DSPの機能及び性能向上により、

現在行なわれているサーボ制御だけでなくOn　

The　Fly　R/W　Channel　制御も可とのこと。

6.Disk　Drive　Product　Technology

‐ Wednesday, Sept. 20, 2 p.m. to 4 p.m.

　部品、プロセスから見たHDD性能向上のロード

マップが示された。Seagate社から100Gb/in2を

睨んだ技術動向、Komag社からやはり100Gb/in2

を睨んだメディアロードマップが示された。
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現在の技術トレンドを整理するには良い機会で

あった。

　Hutchinson　Technology社からは2段アクチュ

エーターを実装したサスペンションでGuzik社の

スピンスタンドを使用しサーボ帯域2KHzを達成

した実証実験の報告があった。

　100Gb/in2の先に行くためにヘッド/メディア

系での Key　Word として指摘されたのは、TMR

ヘッド、　AFC 媒体、　垂直磁気記録、　2 段アク

チュエーターである。

7.Disk Drives for New Consumer Applications

‐ Wednesday, Sept. 20, 2 p.m. to 4 p.m.

　Request社、Sony、Panasonicから3件の講演が

あった。Request社は「Digital Music and the

Hard Drive」の表題で、おもにジュークボックス

の観点からHDD への要求を示した。300,000H の

MTBF以外に、静音設計、耐衝撃の必要なことは、

他のAV機器と同じであり、注目の価格は20GBで

$50という要求であった。Sonyは「HDD Consumer

Applications」の表題で、同時に多数のストリー

ムを扱う H D D の重要性を強調していた。

Panasonic は「PVR? PDR? DVR? Consumer

Applications for HDD」の表題でサービスプロ

バイダーDVRを推奨していた。

8.Business Perspectives for the Industry

‐ Thursday, Sept. 21, 9 a.m. to 11 a.m.

　投資、経済アナリストからのHDD業界の分析、

将来展望。このようなセッションは、他の学会、

展示会ではあまり見られず、I D E M A 主催の

Diskcon ならではのセッションといえる。この

セッションは毎年Wall Streetの Analystが HDD

業界をどう見ているかと言う点で興味深い。この

５年を見ても大きな変化が見られる：HDD有望市

場→Management に気をつけろ→HDDは単なる箱

→Storage Service Providerを目指せ。今年は

以下の３件だった。

1) Darwin and the Drive Industry

   W. A. Lewis, Chase H&Q

2) Life After Disk Drive

   David Takata, Gerard Klauer Mattison

3) Computer Storage Services /

   The New New Thing

   Cindy Shaw, Solomon Smith Barney

　データセンター、AV及び家電へのHDDの搭載、

Internetによるデ－タ供給/消費の増大からHDD

の需要は年率20％近くの成長を続けると予測さ

れる。過去に出ていた半導体メモリあるいは光

ディスクによる HDD の代替という話題は一切出

ず、現状の性能アップのスピードが維持されれば

当分の間HDDの天下が継続する。ただしHDDで大

きな利益が得られるという話は出ず、HDD業界の

利益無き繁忙という構図が指摘された。これだけ

の巨大な産業、企業が多いにも関わらず、光通信

関連企業に比べ投資家からの評価が低いという現

状も指摘されていた。では何をすればよいかとい

うと彼らも明確には答えられないようであった

が、SAN/ESN/NASやConsumer等の新市場に対する

各企業の対応の仕方が明暗をわけることは確かな

ようだ。特にSAN/ESN/NSAを利用した情報サ－ビ

スは年率50％以上で成長する有望な市場であり、

今、HDDメーカー(特にHigh-end)に絶好のチャン

スが訪れている時期というのが大勢の見方であ

る。

　その他、話題としてMaxtor社の躍進とIBM社、

WD 社の苦戦、HDD メーカーと部品メーカーの関

係、Seagate社のPrivate　Company化、Quantum

社と Maxtor社合併の噂（その時点ではことの真

偽は全く確かではない）等が上げられた。

9.Manufacturing　Technology

‐ Thursday, Sept. 21, 2 p.m. to 4 p.m.

　スパッタ装置、メディアLube及びSolvent、メ

ディア表面の光学的手法を使った検査法等につい

て報告があった。Phase　Metrics社からメディア

のGlide及びCertify　Testを代用する有力な候

補として光学的手法を用いた検査が提案されてい

た。光学的手法の場合、微小なゴミや有機物でも

見つけてしまうためクリーンルームの環境等バッ

クグラウンドの維持が量産適用に対しての大きな

問題になると指摘していた。
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　DISKCON USA2000開催中の 9月 21日、サンノ

ゼ・コンベンションセンタにて International

Standards Chairperson's Meetingが開催され

ました。これは日米とアジアパシフィックの分

科会長が集まり活動報告を行なうものです。今

回はアジアパシフィックからの報告はありませ

んでしたが、日本からは各分科会の活動内容を

報告しました。USAからは Disk Committeeの中

の Magnetic Test Task Force から各企業間に

共通の磁気特性測定用標準サンプルを作ろうと

いう提案がありました。これは NIST(National

Institute of Standards and Technology)とIDEMA

の協同作業として位置付けられており、日本企

業にも参加（出資）を呼びかけています。また、

Heads Committeeについては、続いて行なわれ

た Committee Meetingの中で日本のヘッド分科

会から提案したフェムトスライダの電極極性配

列を議論しました。USAの面対称案に対し点対

称案、更には第三案が出され、結論は 12月の

会合に持ち越されました。フェムトに関するス

タンダードもここに来てようやく熱を帯びてき

た感があります。次回のI n t e r n a t i o n a l

Chairperson's Meetingは DISKCON JAPAN 2001

開催時に行なわれます。

　以下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）

　10月 13日、テストと合同で分科会を開催。今

後も、テスターのロードマップ WGに関して一

緒に活動していくことになった。前回の分科会

後、ヘッド分科会としての今後の活動形態、テー

マについてアンケート調査を行なった。その結

果、まず最初は勉強会形式から始めてという意

見が多かったが、その技術領域に関しては具体

的な意見は少なかった。そのため、領域を絞り

込めるよう再度アンケート調査することにした。

興味のあるテーマがありましたら、事務局まで

ご連絡願います。

　次回は、来年 1月下旬を予定。

以下のワークショップを併催。

「COS の最新動向」

　日本 TI　米岡義信氏

2.ディスク分科会（渡辺分科会長）

　9月 8日、分科会を開催。マイクロウェイビ

ネス WGでは、スプラインフィルタによるマイ

クロウェイビネス測定の途中経過報告があった。

また、測定器差、グライドハイトへの影響（タッ

チダウンハイトと相関の高いパラメータ抽出）

を調査の予定。欠陥 WGではアルミ基板の欠陥

分類表に今回新たに研磨ピット、基板起因ブリ

スター、PED(Polish Enhanced Defect)、

Protueberanceの 4種類の欠陥を追加した。

次回は、12月を予定。

以下のワークショップを併催。

「Effect of solvent on lube performance of

hard disk」

　米国デュポン　Abid N. Merchant氏

3.テスト分科会（鈴木分科会長）

　10月 13日、ヘッドと合同で分科会を開催（前

述）。開催にあたり、分科会長を髙木氏（協同

電子）、副会長を八田氏（アジレントテクノロ

ジー）、鈴木氏（日本スパイダーシステムズ）と

する旨の報告があった。テスターのロードマッ

プ WGでは、記録密度、データ転送レートのト

レンドについて議論し、当面は各々年率 100%、

35％を維持するとの意見が多かった。

4.コンタミ分科会（藤本分科会長）

　分科会の開催はなし。

5.合同分科会

　11月 2日（木）に開催予定。ワークショップ

「最新スピンスタンドの技術動向」と半年間の

各分科会活動報告を行なう。

技術委員会報告技術委員会報告技術委員会報告技術委員会報告技術委員会報告

技術委員会
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・・・・・ 20002000200020002000年年年年年 1010101010月クォータリセミナ報告月クォータリセミナ報告月クォータリセミナ報告月クォータリセミナ報告月クォータリセミナ報告

・・・・・ 20012001200120012001年年年年年 11111月クォータリセミナ予告月クォータリセミナ予告月クォータリセミナ予告月クォータリセミナ予告月クォータリセミナ予告

・・・・・ 20012001200120012001年年年年年 44444月インタナショナル月インタナショナル月インタナショナル月インタナショナル月インタナショナル・・・・・ディスクディスクディスクディスクディスク・・・・・

フォーラム予告フォーラム予告フォーラム予告フォーラム予告フォーラム予告

  HDD の記録密度が急激に上昇している事を

踏まえ、ヘッド・媒体・コーディング・ＥＳＤ

対策にどのような変化が起きているのか、各社

は何をどのように追求されておられるのか等に

焦点をあててさる10月19日に定例の1010101010月クォー月クォー月クォー月クォー月クォー

タリーセミナタリーセミナタリーセミナタリーセミナタリーセミナを約 100名の参加者をお迎えし、

以下の様に開催いたしました。

総合テーマ総合テーマ総合テーマ総合テーマ総合テーマ：：：：：「「「「「100Gbit/in100Gbit/in100Gbit/in100Gbit/in100Gbit/in22222 高記録密度を達成す高記録密度を達成す高記録密度を達成す高記録密度を達成す高記録密度を達成す

るための要素技術」るための要素技術」るための要素技術」るための要素技術」るための要素技術」

（霞が関ビル１階：プラザホール）

1. 面内記録システム 富士通  岡本 巌氏

2. 垂直記録システム 日立　高野公史氏

3. 信号処理技術  愛媛大　岡本好弘氏

4. 記録ヘッド技術  NEC　石綿延行氏

5. 再生ヘッド技術 東芝　岩崎仁志氏

6. ESD対策動向 カイジョ－　 藤江明雄氏

   講演 1と 2ではそれぞれ、従来理論的密度限

界とされていた 40Gbit/in2 を超えた 50Gbit/in2

以上の記録再生デモの結果を踏まえて、水平記

録モードではFerro-coupled-layerの採用で、ま

た垂直記録モードでは高密度でも単位記録体積

を大きく取れるため理論限界は一層高密度側に

上昇可能との見解で、水平・垂直のそれぞれに

将来への改善方向が述べられました。また講演

3では垂直記録には波形の特徴を活かした

Partial Response 3が有利との理論検討と実験

結果が示されました。

  休憩をはさんだ講演４では高密度対応の高 Hc

媒体にも十分な記録能力を有する高 Bs磁極で、

高速記録を可能にするため Yoke長を短縮した

試作ヘッドの性能デモの結果が報告されました。

講演５では、ビットサイズが高密度のとき微小

になるため高感度化が必要なため通常の Spin

Valve GMR Headを改良したSpin Filter GMRヘッ

ドや更に NOL(Nano oxide layer)を追加採用し

高感度化を図った試作で良好な結果を得たとの

報告がなされました。最後の講演６では情報産

業における静電気によるロスの大きさの指摘と

静電気制御の大原則、GMR Head での対策改善

例等が講演されました。

 講演終了後は会場を霞ヶ関三井クラブに移し

恒例の懇親会を開催致しました。セミナの席で

は公式には伺えないことや疑問点を直接講師に

確認して頂いたり、業界の情報交換や人脈拡大

の場としておおいにご利用頂けた模様です。

　現在、企画委員会ではの 11111月クォータリーセ月クォータリーセ月クォータリーセ月クォータリーセ月クォータリーセ

ミナミナミナミナミナを【IT革命で輝かしき 21世紀へむけて。

IT革命を支えるストレージ業界の動向と将来を

占う!!】ために基本テーマを「2001年の市場・

技術の展望」とし 2001年 1月 19日（金）午後

に恒例の霞が関ビル1F、プラザホールにて開催

の予定です。セミナーに参加いただいた方々は

全員、講演終了後の懇親会にご招待の予定です。

詳細が決まり次第、順次最新情報をインターネッ

トを通じてご通知申し上げます。国際ディスク

ドライブ協会のホームページの URLは  http:/

/www.idema. gr.jpですがセミナ頁へは直接 URL

として

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

アクセス頂けます。

なお、このページからオンラインでのお申し込

みも可能です。

  当委員会では 21世紀初のインターナショナインターナショナインターナショナインターナショナインターナショナ

ルルルルル・・・・・ディスクディスクディスクディスクディスク・・・・・フォーラムをフォーラムをフォーラムをフォーラムをフォーラムをDISKCON Japan 2001DISKCON Japan 2001DISKCON Japan 2001DISKCON Japan 2001DISKCON Japan 2001

の開催に合せ、の開催に合せ、の開催に合せ、の開催に合せ、の開催に合せ、期間後半の期間後半の期間後半の期間後半の期間後半の 44444月月月月月 19 - 2019 - 2019 - 2019 - 2019 - 20日、日、日、日、日、東東東東東

京京京京京 Big SightBig SightBig SightBig SightBig Sightにて開催の予定にて開催の予定にて開催の予定にて開催の予定にて開催の予定です。

  ご興味をお持ちの分野、講演ご希望のテーマ

等、お有りでしたら是非とも協会事務局までお

寄せ願います。

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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株式会社　高純度化学研究所様

　広告
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IDEMAIDEMAIDEMAIDEMAIDEMA行事予定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

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   www.idema.gr.jp   www.idema.gr.jp   www.idema.gr.jp   www.idema.gr.jp   www.idema.gr.jp

HDDHDDHDDHDDHDD入門講座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 11月 17日（金） （第31回）

･2000年 12月 15日（金） （第32回）

･2001年 1月 25日（木） （第33回）

･2001年 2月 23日（金） （第34回）

･2001年 3月 23日（金） （第35回）

DISKCON Japan 2001会場特設教室

･2001年 4月 19日（木） （第36回）

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クォータリセミナー

霞ヶ関ﾋﾞﾙ1階 プラザホール

･2001年 1月 19日（金）

テーマ「2001年の市場・技術の展望」

DISKCON Japan 2001DISKCON Japan 2001DISKCON Japan 2001DISKCON Japan 2001DISKCON Japan 2001

TOKYO BIG SIGHT・東京国際展示場

･2001年 4月 18日（水）-20日（金）

IntIntIntIntInt’’’’’l Disk Forum 2001l Disk Forum 2001l Disk Forum 2001l Disk Forum 2001l Disk Forum 2001

TOKYO BIG SIGHT・東京国際展示場

･2001年 4月 19日（木）-20日（金）

技術委員会技術委員会技術委員会技術委員会技術委員会                                             分科会開催場所：協会会議室

ヘッド分科会　　　2001年 1月 26日

IDEMA USAIDEMA USAIDEMA USAIDEMA USAIDEMA USA      www.idema.org      www.idema.org      www.idema.org      www.idema.org      www.idema.org

Quarterly DinnersQuarterly DinnersQuarterly DinnersQuarterly DinnersQuarterly Dinners

･2000年 11月 9日（木）

Interactive panel to Discuss Areal Density:

What me Worry?

Dr. Yoshimasa Miura, Fujitsu, Ltd.

Tom Porter, Seagate Technology

Michael A. Russak, HMT Technology

Dr. David Thomson, IBM Almaden Research Center

IDEMA Asia Pacific      IDEMA Asia Pacific      IDEMA Asia Pacific      IDEMA Asia Pacific      IDEMA Asia Pacific      www.idema.orgwww.idema.orgwww.idema.orgwww.idema.orgwww.idema.org

DISKCON Asia-PacificDISKCON Asia-PacificDISKCON Asia-PacificDISKCON Asia-PacificDISKCON Asia-Pacific

2001年 3月 14日（水）-15日（木）

Canning Ballroom,Westin Stamford Hotel

Raffles City Convention Center,Singapore

業界カレンダ業界カレンダ業界カレンダ業界カレンダ業界カレンダ

20002000200020002000年年年年年1111111111月月月月月1717171717日日日日日

第116回応用磁気学会研究会

「MRAM及び競合技術の現状と将来展望」

機械振興会館Ｂ2ホール

日本応用磁気学会 Tel:03-3272-1761

20002000200020002000年年年年年1212121212月月月月月88888日日日日日

応用磁気セミナー

｢走査型プロープ顕微鏡による磁気測定技術」

機械振興会館

日本応用磁気学会 Tel:03-3272-1761

20002000200020002000年年年年年1212121212月月月月月14-1514-1514-1514-1514-15日日日日日

電子情報通信学会磁気記録研究会

信号処理＋一般

愛媛大学

山本節夫(山口大工学部)

TEL：0836-85-9621

E-mail: yamamoto@po.cc.yamaguchi-u.ac.jp

20002000200020002000年年年年年1212121212月月月月月19-2019-2019-2019-2019-20日日日日日

電気学会マグネティックス研究会

ナノスケール強磁性体マイクロ磁気デバイス

ＫＫＲ熱海

島田 寛（東北大）

山口正洋（東北大）

Tel:022-217-5356

Tel:022-217-5488

20002000200020002000年年年年年1212121212月月月月月2222222222日日日日日

第117回応用磁気学会研究会研究会

「薄膜アクチュエータの応用と新展開」

機械振興会館

日本応用磁気学会 Tel:03-3272-1761

20012001200120012001年年年年年11111月月月月月8-118-118-118-118-11日日日日日

8th Joint MMM-Intermag Conference

San Antonio Texas

E-mail: magnetism@courtesyassoc.com

20012001200120012001年年年年年22222月月月月月 1616161616日日日日日

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

機械振興会館

山川清志(秋田高度技研) TEL:018-866-5800

E-mail:yamakawa@ait.pref.akita.jp
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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：浦井治雄、久保田裕二

 広報出版委員会 委員長：鶴 哲生  Co:村上俊一

会長　　　菅沼　庸雄 (日立製作所)

副会長　　筧    朗　（富士通） 会員管理委員会 委員長：百束雄一　Co:吉岡伸晃、畑中邦彦

監事　　　原田  英樹（ＨＴＡ）

専務理事　杉浦　達夫（国際ディスクドライブ協会) 企画委員会 委員長：筧 朗　Co:寺田 章、鈴木　勲

理事　  　浦井　治雄（日本電気） （ﾌｫー ﾗﾑ／ｾﾐﾅー ）

理事　  　金子　峻  （アイオメガ）

理事　　　久保川　昇 (ＩＴ総合研究所） イベント 委員長：久保川昇

理事　　　久保田　裕二 (東芝） 実行委員会

理事　  　篠原　肇 　(日立金属）

理事　  　鈴木　勲 　(ＨＯＹＡ） 教育推進委員会 委員長：山崎秀昭　Co:山崎　隆

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） 研究推進委員会 委員長：篠原 肇

理事　  　畑中　邦彦（神戸製鋼所）

理事　    百束　雄一 (メディア研究所）  技術委員会 委員長：吉岡伸晃　Co:松崎幹男

理事　    松崎　幹男 (ＴＤＫ）

理事　  　村上　俊一（アネルバ）   　ディスク分科会 分科会長：渡辺正博　Co:畠 源七

理事 　 　山崎　秀昭（日本ｽﾊ゚ ｲﾀ゙ ･ーｼｽﾃﾑｽ゙ ） (日立製作所) 　(HOYA)

理事　  　山崎　隆 　(日本ｱｲ･ﾋ゙ ･ーｴﾑ）   　ヘッド分科会 分科会長：小林和雄　Co:六本木哲也

理事　　　吉岡　伸晃 (日本電気） (富士通)　　　(TDK)

理事(USA) Joel Weiss(Seagate Recording Media Group）   　テスト分科会 分科会長：高木　均　

(協同電子ｼｽﾃﾑ)

Co：鈴木隆夫、　　八田秀明

       (日本ｽﾊ゚ ｲﾀ゙ ｼーｽﾃﾑｽ゙ )(ｱｼ゙ ﾚﾝﾄﾃｸﾉﾛｼ゙ )ー

　　 コンタミネーションコントロール分科会

分科会長：藤本敏夫

(東芝)

国際ディスクドライブ協会組織図
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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事務局よりお知らせ

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、HDD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、入会申込書をお気軽に事務局へご請求のうえ、ご検討ください。

年会費：

    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

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。

IDEMA Japan NewsIDEMA Japan NewsIDEMA Japan NewsIDEMA Japan NewsIDEMA Japan Newsへの広告掲載への広告掲載への広告掲載への広告掲載への広告掲載

広告料金：　　　　

                    会員                 一般 　　　　　　

            1ペ－ジ   80,000円             100,000円 　　　　　　

          1/2ペ－ジ   50,000円              60,000円

科学技術社を広告代理店に指定しましたので、今後広告掲載に関するお問い合わせ、契約に関しまし

ては下記にご連絡下さい。

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

IDEMA Japan NewsIDEMA Japan NewsIDEMA Japan NewsIDEMA Japan NewsIDEMA Japan Newsの送付についての送付についての送付についての送付についての送付について

隔月発行のIDEMA Japan Newsはご希望の方へお送りしております。ご希望の方は、新規送付ご希望

と明記して事務局まで送り先をご連絡ください。また、異動などで送り先の変わられた方や不要にな

られた方も、その旨明記のうえ、事務局までお知らせいただきますようお願いいたします。ご協力を

宜しくお願いいたします。      fax:03-3539-7072 ・ E-mail:office1@idema.gr.jp

会議室開放に関するご案内会議室開放に関するご案内会議室開放に関するご案内会議室開放に関するご案内会議室開放に関するご案内

協会事務局の会議室を会員企業に開放いたしております。 広さは約20坪、スクール形式で30席、ご

使用時間は10時から17時まで、ご使用料は6000円/時間です。ご利用案内と申込書をFAXさせてい

ただきますので、事務局までご連絡ください。

ストレージ用語辞典発売中ストレージ用語辞典発売中ストレージ用語辞典発売中ストレージ用語辞典発売中ストレージ用語辞典発売中

国際ディスクドライブ協会監修、日経BP社発行のストレージ用語辞典を発売しております。 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。

事務局へお問い合わせ、又はhttp://www.idema.gr.jp/registration/reg_yougoshu.htmで お申し込

みください。

入門講座入門講座入門講座入門講座入門講座・・・・・セミナーセミナーセミナーセミナーセミナー・・・・・ディスクフォーラム等への参加お申し込みについてディスクフォーラム等への参加お申し込みについてディスクフォーラム等への参加お申し込みについてディスクフォーラム等への参加お申し込みについてディスクフォーラム等への参加お申し込みについて

ホームページhttp://www.idema.gr.jpにて随時最新情報を掲載しておりますので、詳細をご覧の上、

オンラインでお申し込みください。または、FAXお申し込み用紙を事務局までご請求ください。

fax:03-3539-7072 ・ E-mail:office2@idema.gr.jp
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国際ディスクドライブ協会会員

2000年 11月 1日現在
法人会員　124社　個人会員23名

アイオメガ(株)

(株)　アイメス

旭コマグ(株)

アジレント・テクノロジー(株)

アネルバ(株)

アヒコファインテック(株)

アルバック・ファイ(株)

アルプス電気(株)

ＩＴ総合研究所

ウエスタンデジタルジャパン(株)

上村工業(株)

(株)　エイトテクノロジー＆トレーディング

(株)　エイブル

(株)　オハラ

オリエント測器コンピュータ(株)

川鉄商事（株）

海外マシンツール(株)

協同電子システム(株)

(株)　クボタ

ケーエルエー・テンコール(株)

(株)　高純度化学研究所

(株)　神戸製鋼所

(株)　交洋製作所

(株)　相模オプト

相模ピーシーアイ(株)

(株)　サンエイテック

(株)　三協精機製作所

サンコール(株)

システム精工(株)

(株)　島津製作所

ジャスタム(株)

ジャパンゴアテックス(株)

昭和アルミニウム(株)

昭和電工(株)

信越化学工業(株)

神鋼商事(株)

(株)　シンセイ

スピードファム・アイペック(株)

(株)　住化分析センター

住友金属工業(株)

住友軽金属工業(株)

住友商事(株)

住友スリーエム(株)

住友特殊金属(株)

セイコーインスツルメンツ(株)

ゼオン化成(株)

ソニー(株)

ソニーケミカル(株)

ソニー・テクトロニクス(株)

大同特殊鋼(株)

大日本印刷(株)

(株)　タケシバ電機

(株)　ツガミ

月島機械(株)

ＴＤＫ(株)

(株)　東芝

(株)　東設

東洋ガラス(株)

東洋鋼鈑(株)

戸田工業(株)

凸版印刷(株)

長瀬産業(株)

日商岩井ハイテック(株)

日商エレクトロニクス(株)

(株)　日製メックス

日東電工(株)

日本アイ・ビー・エム(株)

日本板硝子(株)

日本エー・ディー・イー(株)

日本ガイシ(株)

日本クァンタム・ペリフェラルズ(株)

日本真空技術(株)

日本スパイダー・システムズ(株)

日本テクノビュート(株)

日本電気(株)

日本発条(株)

日本ビーコ(株)

日本ポール(株)

日本ミクロコーティング(株)

日本メクトロン(株)

日本山村硝子(株)

日本レップ機構(株)

パシフィック・ダンロップ・ジャパン(株)

浜井産業(株)

原田産業(株)

(株)　ピクシーピナクルコーポレーション

日立金属(株)

日立コンピュータ機器(株)

(株)　日立製作所

(株)　日立国際電気

日立電子エンジニアリング(株)

日立マクセル(株)

フェーズ・メトリックス･ジャパン(株)

(株)　フェローテック

フォステクス(株)

(株)　フジクラ

不二越機械工業(株)

富士通(株)

富士電機(株)

フジモリプラケミカル(株)

(株)　フューテックファーネス

プラクスエア工学(株)

古河電気工業(株)

フロロウエア・バルカージャパン(株)

ＨＯＹＡ(株)

松下寿電子工業(株)

(株)　マツボー

丸紅メタル(株)

石崎　幸三 長岡技術科学大学

逢坂　哲彌 早稲田大学

小野　京右 東京工業大学

加藤　孝久 工技院 機械技術研究所

喜連川　優 東京大学

後藤　顕也 東海大学

島田　　寛 東北大学

新庄　輝也 京都大学

神保　睦子　 大同工業大学

鈴木　孝雄 豊田工業大学　大学院　

高橋　　研 東北大学

田崎　三郎 松山大学

田中　絋一 長岡技術科学大学

直江　正彦 東京工業大学

中村　慶久 東北大学

田中  邦麿 帝京平成大学

原　精一郎 長岡技術科学大学

藤森　啓安 東北大学

古川　泰男 豊橋技術科学大学

堀江　三喜男 東京工業大学　大学院

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

*
*

*

*

三井・デュポンフロロケミカル(株)

三菱アルミニウム(株)

三菱化学(株)

ミツミ電機(株)

ミネベア(株)

ミノルタ(株)

(株)　メディア研究所

メルテックス(株)

ユナクシスジャパン(株)

横河電機(株)

ラップマスターSFT(株)

リードライトインターナショナル　ジャパン

リオン(株)

(株)　レイテックス

レクロイ・ジャパン(株)

ワイエイシイ(株)

*
*



表表表表紙部分　広告掲載紙部分　広告掲載紙部分　広告掲載紙部分　広告掲載

表紙

株式会社　東洋テクニカ様

裏表紙　カラー

株式会社　高純度化学研究所様

日本スパイダー・システムズ株式会社様


