
2000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 37号）号）号）号）
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
http://www.idema.gr.jp

巻頭言巻頭言巻頭言巻頭言 ｢HDD 新世紀の幕開け」 ･････････････････････････････････････････････････ 2

技術委員会技術委員会技術委員会技術委員会 ｢光記録と磁気再生を融合するための試み｣合同分科会 WS より ･･････････････････ 3
｢磁気記録媒体の Dynamic　Coercivity｣テスト分科会 WS より ･･･････････････････ 8

受賞報告受賞報告受賞報告受賞報告 ｢ＩＥＥＥ学会の Fellow に推挙されて｣第一工業大学 中山正之教授･･････････････ 13

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 各分科会の活動状況･･･････････････････････････････････････････････････ 14

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 7月・ 10月クォータリセミナーの予告･･･････････････････････････････････ 15

行事予定行事予定行事予定行事予定 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 16

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 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 23

会員リスト会員リスト会員リスト会員リスト ・ ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 24

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ご 案 内 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

7月月月月 クォータリセミナ－クォータリセミナ－クォータリセミナ－クォータリセミナ－
詳細情報・オンライン申込みは http://www.idema.gr.jp/qsem/qsem_home.htm

テーマ　：　　ストレージの新展開ストレージの新展開ストレージの新展開ストレージの新展開
開催日時：　　7月 14日（金）1時より
開催場所：　　　　　　　　霞ヶ関ビル１階　プラザホール（地下鉄銀座線　虎ノ門駅より徒歩 2分）
参加費用：　　会員　18,000円　　一般　30,000円

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

開催場所　：　　国際ディスクドライブ協会　会議室
開　催　日：　　第 27回 7月 19日(水)・第 28回 8月 25日(金)・第 29回 9月 14日(木)（1回で終了）
時　　　間：　　13:00～17:00　（途中休憩あり）
参　加　費：　　会員 10,000円　　一般 12,000円



IDEMA Japan News No.37 2

HHHHDDDDDDDD 新世紀の幕開け新世紀の幕開け新世紀の幕開け新世紀の幕開け
理事　久保川　昇

（インフォメーションテクノロジー総合研究所）

HDD 市場は，1980 年代終盤から 90 年代初めに
かけて HDDが PCに搭載され始めたことによって，
大幅に拡大した。さらに90年代半ばには，Windows
の普及によって，PC で必要とされる HDD 容量が
増大したことによって，市場は好調を呈した。
しかしその狭間には，大きな不況も経験した。
2000 年初頭の現在は，ようやくその不況から抜
け出す気配が見えてきたところだ。しかしそれ
も PC市場の好調に依存するところが大きい。
かつての好調時がそうであったように，市場

の拡大には新たなアプリケーションの開拓が不
可欠である。長く新しいアプリケーションが枯
渇していた HDD 市場にも，ようやく新しいアプ
リケーションのタネが見えてきた。AV 関連でい
ろいろな製品が HDD を採用しようとしている。
なかでも HDD を用いた録画機は，最も有力なア
プリケーションだ。
HDD メーカのたゆまぬ努力によって，急激に記

録密度は上昇しているが，現在の PC の主要なア
プリケーションであるワープロや表計算・電子
メールやホームページの閲覧などでは，HDD の容
量は到底消費しきれない。これらを消費するに
は動画アプリケーションが不可欠である。すで
に TV 放送を録画できるようにチューナカードと
キャプチャカードを搭載した PC が製品化されて
いるが，今後はこのような動きがさらに活発化
するだろう。うまく使えば VTR ではなく，PC で
TV の予約録画ができるようになる。
さらに HDD を搭載した TV 録画機も米国では製

品化されており，日本でもすでに製品が発表さ
れている。大手のケーブルテレビオペレータや
衛星放送事業者も自社の受信機（STB：Set Top
Box）に HDD を内蔵する方向で開発を進めている。
これが可能になれば，ペイ・パー・ビューサー
ビス（映画などの有料番組を見た分だけ課金さ
れるサービス）や，自分の好みの番組が常に HDD
内に録画されていて，ユーザはそれを好きな時
に見れるようになるなど，これまでになかった
ような TV の視聴形態が生まれてくるだろう。さ
らにこれと PC を組み合わせることによって，も
っと新しい PCの用途が広がる可能性がある。

HDD に動画を録画する場合，低画質でも 1 時間
あたり 1GB，高画質の場合 5GB 程度が必要である。
さらに HDTV などでは 10GB 以上の容量が必要と
なる。現在 HDD 業界で最大の問題である「オー
バテクノロジ」が解消される。現時点では，AV
機器向けの HDD では非常に低価格であることが
求められていると考えられているが，これが実
際に普及をはじめれば，人々はさらに大容量を
必要とするようになるはずだ。そうすれば，よ
り大容量の HDD に対して，余分の金を払うよう
になり，HDD 業界は再び収益性の高い産業となる
だろう。まさに新世紀の幕開けにあわせて巨大
なアプリケーションが誕生することになる。
また，AV向けの HDD が登場することによって，

これまでのコンピュータ向けになかったような
さまざまな要求が HDD に課されるようになって
きた。特に騒音に対する要求などは，これまで
になかったものである。また現在はデスクトッ
プ PC 向けの HDD を流用しているに過ぎないが，
ある程度の出荷台数が実現されれば，さらなる
低コスト化を図るために，AV 向けに必要となる
共通の機能を HDD 側でサポートするようにした
り，逆に HDD 側には必要最小限の機能だけを残
し，残りはセット側にもたせるような取り組み
も行われるようになるだろう。このような取り
組みにはハード・ディスク・ドライブメーカ・
セットメーカ相互の協力が不可欠である。この
あたりには IDEMA が活躍できるフィールドがあ
りそうだ。
市場が回復の兆しを見せ，各メーカ内のリス
トラも進み，新しいアプリケーションも具体的
な姿をあらわしつつある。ハード・ディスク・
ドライブが登場してから四十数年が経つ。HDD が
登場してすでに40年あまりが経過し，「産業の30
年説」が取りざたされることもあるが，HDD に関
しては，この定説はあてはまりそうにない。
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光光光光記録と磁気再生を融合するための試み記録と磁気再生を融合するための試み記録と磁気再生を融合するための試み記録と磁気再生を融合するための試み
根本広明、嵯峨秀樹　（日立製作所）

CoCr 系磁気記録膜とは別に発展を遂げてきた磁
気記録膜として希土類遷移金属合金膜がある。
希土類元素としてテルビウム（Tb ）を用い、Fe や
Co と適当な組成比で製膜したものは光磁気ディ
スク用としてすぐれた記録特性を示すことが知
られている。この TbFeCo 合金からなる磁性膜
は光磁気ディスク用の磁気記録膜として 10 年以
上前に実用化され、その後も改良が続けられて
現在に至っている。近年、磁気ディスクの高密
度化にともなって記録の熱減磁の問題を無視す
ることが出来なくなってきた。磁気記録媒体の
改良が必須であり、この状況の中で TbFeCo 合
金膜を磁気ディスク記録媒体として用いる研究
が注目されている。同様な試みは 1980 年代に
も行われていたが[1,2]、光磁気ディスク技術の
進歩によって当時よりもすぐれた結果を得るこ
とが出来る。ここでは筆者らの検討内容を中心
に、この光記録技術を磁気記録技術に融合させ
る試みについて概説させていただこうと思う。

１．磁気ディスクと光磁気ディスク
図１ は近年に製品化もしくは学会発表された磁
気ディスク（HDD ）および光磁気ディスク
（MO ）のビット長（bit length [BL] ）とトラ
ック間隔（track pitch [TP]）を比較した図であ
る。両記録方式ともに高密度化のために BL と
TP を小さくしてきた。ただし、磁気ディスクと
光磁気ディスクではその BL と TP の比率とい
う点において技術トレンドが大きく異なる。大
雑把に言って、この比率の違いはヘッド製造プ
ロセスの都合からシールドギャップを縮小する
方が有利な磁気ヘッドと円形の光スポットを膜
面上に作り出す光ヘッドの違いであろう。この
ように今までは、磁気ディスクは光ヘッドにと
って TP が大きすぎ、光磁気ディスクは磁気ヘ
ッドにとって BL が大きすぎた。すなわち、磁
気ディスクと光磁気ディスクは相容れない記録
再生系であった。
２年前までそれぞれの記録方式で BL と TP の
比率はほぼ一定に推移していた。ところが図１
に示したとおり、この状況は近年大きく変わり
つつある。すなわち、磁気ディスクは急激にTP を

詰める方向に進み、光磁気ディスクは BL を詰
める方向に進んでいる。このような技術トレン
ドの変化はこれらの記録方式の持っている技術
的な問題点を示唆している。よく知られている
ように面内磁気記録方式の問題点は記録膜の熱
安定性であり [3]、この問題を避けつつ記録密度
を向上させるには狭 TP 化が有効である。一方、
光磁気ディスクの問題点は再生分解能の不足で
ある。光ヘッドは原理的に光の波長よりも短い
分解能を得ることが困難で、そのままでは再生
分解能の急激な向上は望みにくい。しかし、線
密度方向には光スポット径よりも短い磁区を形
成することが比較的容易であるため、磁気超解
像技術[4]と呼ばれる特殊な再生技術を導入して
BL を縮小する方向にある。
その結果、磁気ディスクと光磁気ディスクの BL
と TP の値はかなり近づいた。このような状況
にあって、これら２つの記録再生方式の利点を
組み合わせた方法を模索することは意義のある
ことであろう。

２．希土類遷移金属合金の磁区構造
室温でスパッタリング法によって製膜された希
土類遷移金属合金膜はアモルファス構造をとる
ことが知られている。そのため CoCr 系記録膜
が Cr 含有量の多い粒界部によって孤立した磁性
粒子からなるのに対して、希土類遷移金属合金
膜は比較的均質な磁気特性を持ち、膜面内で連
続的に交換結合しているものと考えられている。
とくに TbFeCo 合金膜は 3~6×106 erg/cm3 と
大きな垂直磁気異方性を示し、室温における保
磁力を 15kOe 以上と極めて大きくすることが可
能である。
図２  に TbFeCo 合金膜上の記録磁区構造を
CoCr 系記録膜の場合と比較して模式的に示した。
一つの記録単位が CoCr 系記録膜では磁性粒子
の集まりからなるのに対して、TbFeCo 合金膜
では周囲を磁壁で囲まれた一つの磁区からなる。
光磁気ディスクにおいては高パワー光照射によ
って記録を行った後に 100 ℃程度まで記録膜温
度の上がる光再生過程を繰り返し行っても光磁
気再生信号の S/N の劣化は起こらない。このこ
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とから TbFeCo 合金膜に形成された磁区は熱的
に高い安定性を有することが期待できる。この
特性は高密度化に伴う記録磁区の微小化に有利
な特性であると考えられる。以上のように熱安
定性にすぐれていると考えられる「光磁気記録
方式」を、高性能な磁束検出素子である GMR ヘ
ッドを用いた「磁気再生方式」と組み合せ、双
方の利点を生かして記録密度の向上を図りたい
というのが我々の検討の趣旨である。我々はそ
の実現可能性を示すために光磁気ディスク装置
と媒体を用いた基礎検討を行った[5,6]。

３．光磁気記録－磁気再生方式
（１）装置および媒体
図３ に記録再生評価装置の概要を示す。記録部
は光磁気ディスクと全く同じであり、記録を行
うための光ヘッドと磁気ヘッドを備えている。
光ヘッドは波長 635 nm の赤色半導体レーザーを
用いた光学系で透明基板側から光を入射させる
ことによって直径約 1 μm の光スポットを記録
膜面上に形成する。対向する位置にある磁気ヘ
ッドで-350 ～350 Oe の磁界を 50MHz 程度まで
の周波数で光照射領域よりも広い範囲に印加す
ることが可能である。再生には磁気ディスク用
のヘッド内の GMR 素子をそのまま利用した。GMR
素子のシールドギャップ長は約 0.2 μm 、再生
トラック幅は約 1.0 μm である。記録ヘッド部
は使わない。使用した GMR ヘッドのスライダー
浮上量は線速 4 m/s のときに約 30 nm であった。
図４ に記録媒体の構成を示す。記録媒体の基板
としては 0.6 mm 厚の光ディスク用ポリカーボネ
ート基板を使用した。 基板表面には深さ 65 nm の
ランド･グルーブ構造がトラックピッチ 0.6 μm
でスパイラル状に形成されている。このディス
ク面上の溝のある側に希土類遷移金属合金を記
録磁性膜とする記録膜を製膜した。記録磁性膜
は再生層と記録層の２ 層からなり、両層は互い
に強く交換結合している。このように２ 層構造
になっているのは以下の理由による。すなわち、
TbFeCo 系記録膜への光磁気記録特性を向上させ
るためには室温付近で飽和磁化が小さくなるよ
うな組成にすることが必要である。このため、
飽和磁化をただ大きくするだけでは良好な光磁
気記録特性と磁気再生とを両立させることが出
来ない。そこで我々は記録磁性膜を２ 層に分け
記録特性の優れた記録層と飽和磁化の大きな再

生層で役割を分担させることでこの問題を解決
した[7]。ただし、①記録層の磁化状態が再生層
に転写され、②記録層の光磁気記録記録特性が
再生層に影響されないように各層の磁気特性を
選ぶ必要がある。実験では記録層のキュリー温
度は約 300 ℃、補償温度は約 70 ℃であり、光
磁気ディスク用 TbFeCo 膜とよく似た特性を持た
せた。再生層には TbDyFeCo 膜を用い、室温での
飽和磁化の大きさを 270 emu/cc とし、キュリー
温度は約 240 ℃と記録層よりも低くした。また、
記録磁性膜は Si3 N4 層に挟んで積層し、耐候性
や機械強度を高めた。磁気再生をするため普通
の光磁気ディスクでは行われる紫外線硬化樹脂
のオーバーコートはしていない。
（２）記録再生特性
上記の記録媒体に固定磁界による光強度変調方
式を適用して光磁気記録を行った。記録時の固
定印加磁界は 300 Oe とし、また櫛形記録光パル
スによる記録補償を行っている。図５ は記録さ
れた磁区の磁気力顕微鏡写真である。記録媒体
のランド側に、磁区幅約 0.5 μm でさまざまな
長さの磁区が記録されている。記録磁区端が円
形なのは光スポットが円形であるためである。
また、磁区内には微小反転部が認められない。
つづいて線速 5 m/s で GMR ヘッドを浮上させ、
トラッキング動作なしで磁気再生を試みた。図
６ に得られた磁気再生信号波形を示す。図中に
示されているのは 1.0 μm 周期（磁区長 0.5 μ
m ）、2.0 μm 周期（磁区長 1.0 μm ）の信号波
形である。2.0 μm 周期の信号は垂直磁気記録
媒体の磁気再生に特有な双極パルス型の波形が
見られている。また、1.0 μm 周期の磁区は通
常の光磁気再生では振幅が著しく低下するが、
2.0 μm 周期の場合と比べて振幅の低下が見ら
れない。ビット方向の分解能が光再生と比べて
格段に向上している。
（３）光パルス磁界変調方式による短磁区記録
光強度変調方式では線方向に短い磁区を記録す
ることが困難な上、オーバーライトが不可能で
ある。そこで光磁気記録方式の中でも、光パル
スを照射しながらデータに応じて磁界をスイッ
チングして記録を行う光パルス磁界変調方式に
よる高密度記録を試みた。図２ に示した基本構
造に改良を施した記録媒体に記録を行った結果
が図７ である。幅は図４ と同じく約 0.5 μm で、
磁区の長さ 100 nm の磁区がきれいに形成された。
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同様に 75 nm までの磁区の形成が可能であるこ
とが分かっている[6]。以上のように光スポット
径の 1 μm に対してその 1/10 以下の長さの磁
区を記録できることが分かった。光スポット径
は 青 色 半 導 体 レ ー ザ ー [8] や SIL
（SolidImmersion Lens ）[9]等の近接場光技術
を導入すれば現状の数分の１ になる。当面、記
録可能な磁区面積は光スポット面積に比例して
縮小すると考えられるので大幅な記録密度の向
上が実現可能である。

４．まとめと展望
以上に概説した方法は光磁気ディスクと全く同
じ記録方式で、光スポットの熱分布を利用して
おり、TbFeCo 合金膜がキュリー温度以上に熱せ
られた部分だけに記録される。これに対して
TbFeCo 合金膜に通常の磁気記録を適用する（記
録ヘッドの磁界強度分布で記録領域を決める）
方法もある。磁気記録を行うためには光磁気デ
ィスク用の TbFeCo 合金膜から希土類の組成比を
ずらして保磁力や飽和磁化を磁気記録に適合さ
せる必要があるが、同じように高い熱安定性が
得られるものと考えられている。最近の報告[10]
では実際に良好な結果が得られることが示され
た。また、TbFeCo 合金膜に光を照射しつつ磁気
ディスクの記録ヘッドによって記録を行ういわ
ゆる熱アシスト磁気記録も報告されている[11]。
この方法を用いれば記録トラック側面の書き滲
み等を制限することが可能である。
以上、ひとくちに光記録と磁気記録の融合する
といってもさまざまな形態が考えられる。どの
方法が良いかということも見方によって様々で、
今後も引き続き検討していくことが必要である。
いずれにしても、我々は光ディスクの研究開発
で培われてきた技術が今後の磁気ディスクの記
録密度向上に何らかの形で役に立つものと考え
ており、またそうなれば幸いである。
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磁磁磁磁気記録媒体の気記録媒体の気記録媒体の気記録媒体のDynamicDynamicDynamicDynamic    CoercivityCoercivityCoercivityCoercivity
五十嵐　万壽和（日立製作所　中央研究所）

　HDDの高記録密度化，高転送レイト化に伴い
磁気記録媒体の保磁力の時間依存性が深刻な問
題となって来ている。これは，測定時間スクー
ルによって保磁力の大きさが変って見える現象
で，Dynamic Coercivity と呼ばれている。Dynamic

Coercivity の原因は，熱揺らぎと磁気回転効果の
２つに大別されるが，どちらも測定時間が長い
と残留保磁力が低下する。前者は，熱揺らぎに
よって磁化が反転する影響であり， Kβ(=Kuv/kT；
Ku：異方性定数，v：磁性粒子体積，k：ボルツ
マン定数，T：温度) 値によって保磁力低下率が
決定される。高記録密度化に向け磁性粒径を小
さくして粒子性ノイズ低減化を図ると，Kβ値が
小さくなり熱揺らぎの影響が問題となる。後者
は，磁化方向の回転によってスイッチングが起
こるため，磁界パルスの変化に磁化が完全に追
従しない影響である。磁界パルス幅（時間）が
磁化のスイッチング時間と同等レベル以下にな
ると，より強い磁界がスイッチングに必要にな
ってくる。HDDの転送速度を上げるため，記録
周波数を高くすると媒体保磁力が増加し，十分
なヘッド磁界を印加できなくなる可能性がある。
　図１は，Dynamic Coercivity を模式的に表した
ものである。横軸は，時間を対数スケールで示
している。VSM，SQUIDの測定は，従来数秒か
ら数日の範囲で行われており，熱揺らぎによる
磁化の反転現象と考えられている。磁気記録の
書込み時間スケールでの保磁力が注目されたの

はそれほど古くはない。アラバマ大のDoyle 等は，
パルス磁界法を用いて最初にナノ秒領域の残留
保磁力Hcrを測定した[1]。数nsから数十nsの範囲
とVSM，SQUID領域はSharrock形式[2]のDynamic

Coercivity 解析式で接続可能であるが，パルス幅
が３ns以下になるとHcrが大きくなり，この辺（１
ビットあたり2.5 nsとして50 MB/S）が磁気回転効
果による高周波記録の限界と考えられた。
　Richter とBertram は，パルス磁界法とVSM，
SQUIDの中間領域を埋める逆ＤＣ消磁によるHcr

測定法を提案し，100 nsからVSM，SQUID領域の
範囲で，Bertram形式のDynamic Coercivity解析式
が成り立つことを示した[3,4]。Sharrock形式で
Kβ  (= Kuv/kT)値を推定すると通常10～15％大きな
値となる。逆ＤＣ消磁法では，100 ns (約１MB/s

に相当？？)以下になるとHcrが大きくなり，磁気
回転効果と考えることが問題視されていた。一
方，シミュレーションによる検討では，１nsでも
Hcrの増加は見られない[5]。
　本稿では，まずパルス磁界法，逆ＤＣ消磁法
をシミュレーションにより再現し，実験の問題
点とデータの取り扱いについて議論する。次に
磁気回転効果が支配的なタイムスケールと熱揺
らぎが支配的なタイムスケールの境界について
示す。最後に， Sharrockと BertramのDynamic

Coercivity解析式を比較し，問題点を指摘すると
ともに，新しい解析式の提案を行う。

図1　磁気記録媒体のDynamic Coercivity
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１）シミュレーションモデル
　媒体の計算モデルを図２に示した。媒体は６
角柱のセルから構成され，各々のセルの中では
磁化が一様で，回転により反転する。各セルは
一軸磁気異方性を持っており，その容易軸方向
は，媒体面内でランダム（2Dランダム）な分布
を持つ。セルを長手方向にＬ個，トラック幅方
向にＭ個並べ，周期境界条件で，それぞれのセ
ルの磁化方向を

図２　計算機シミュレーションに用いた媒体モデル

LLG(Landau- Lifshitz- Gilbert)方程式[5]

),'()1( 2
→→

→

×−=+ HM
dt

Md γα

,'
M

HM
HH

→→
→→ ×+= α 　　 　　（1）

を用いて計算する。ここで，Ｈは有効磁界で，
交換磁界Ｈex，異方性磁界Ｈa，反磁界Ｈd，外部
（ヘッド）磁界Ｈext および熱磁界Ｈthermal の５項
の和で表される。表１に，計算に用いたパラメ
ータを示す。

表１　媒体パラメータ
セル数   Ｌ=64, Ｍ=64(Hcr),256(RDC 法)
セル径       　　　D  = 13.0 nm
セル高さ   　　  tmag  = 18.2 nm
Bs       　　　　 7.48 kG
Hk             　 6.5 kOe
ΔHk              1.1 kOe
配向      　面内（２D）ランダム
α         　　　　0.05
Δt（計算ステップ時間） 5  ps

２）磁気回転効果と熱揺らぎの境界
2-a 残留保磁力のパルス波形依存性

　図３は，2Dランダム媒体について残留保磁力

Hcrのパルス幅 (全半値幅) 依存性を示したもので

ある。三角パルスと矩形パルスについて計算し

た。熱揺らぎは考慮していない（絶対零度）。

パルス幅が６nsより小さくなると三角パルスの

Hcr は徐々に大きくなっていく。これに対して矩

形パルスでは，パルス幅が１nsまでHcr がほとん

ど変わらず，0.6 nsより小さくなって急速に上昇

する。

図３　残留保磁力Hcrパルス波形依存性の

シミュレーション結果

( 2Dランダム媒体， Hk=6.5 kOe)

しかしながら，それぞれのHcrを与える磁界パル

ス に つ い て switching force integration SFI=

dtHtH cro ))(( −∫  [6](図４の斜線部分に示すような

時間積分値)を求めるとほぼ共通して67 Oens ⋅ が

得られることが分かる。これは，この媒体のス

イッチング定数Swが67 Oens ⋅ であることを意味

している。スイッチング定数は従来，τ をパルス

幅として S H Hw o= −τ ( ) , のように求められてい

たが，パルス幅が短く，時間依存性を持ってい

る場合には図４のような時間積分を求める必要

がある。式に現れるHcroやHoはスイッチング磁界

である。
　以上のようにナノ秒スケールの磁化反転を調
べるには，パルス波形に十分注意する必要があ
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る。実際，最近の磁界立上がり時間の十分速い
パルス磁界を用いた測定では，１nsでもHcr の増
加は見られない[7]。また，書込みの過程のシミ
ュレーションでは，矩形に近いヘッド磁界の立
上がりにより，300 MB/sの転送レイトでも必要
な書込み磁界の上昇がほとんどないことを確認
している[8]。

図４　Switching Force Integration (SFI)

2-b   逆DC消去法
　逆 DC 消磁法による残留保磁力の推定は，ヘ
ッドからの磁界（パルス幅 Tp）が繰返し（ｎ回）
媒体に印加された時，積算パルス時間 n×Tp の
１つのパルス磁界と同等とする仮定に基づいて
いる[3]。DC 消磁状態の媒体に逆方向に磁化す
るヘッド磁界を印加し，ある積算パルス時間（回
数）に対する最も再生ノイズが大きくなるヘッ
ド磁界が Hcrである。ノイズ解析には，磁化状態
を直接トラック幅方向に平均したプロファイル
の自己相関関数を用いた。磁界パルスは，３次

図５  逆ＤＣ消去法で求めた Hcr の実効パルス幅依存性

のシミュレーション結果(積算パルス幅＝パルス回数 n×

パルス幅)

元磁界解析ｿﾌﾄを用いてギャップ長 0.3μm ヘッ

ドが ABS 面から 75 nm 離れた面上の磁界を計算
し,これが媒体上を一定速度で移動するようにし
た[9]。

　図５は, 逆DC消磁法で求めた残留保磁力Hcrの
積算パルス幅依存性を示している。計算は300 K

の熱揺らぎ効果を仮定している。周速が16 m/s の
場合，100 nsを境にしてHcrのパルス幅依存性の傾
きが変っている。ところが，傾きが変る時間は，
周速が大きくなるにしたがって短時間側にｼﾌﾄす
る。そこで，繰り返し回数が等しい点を結ぶと(点
線)，回数が多くなるにつれて低磁界側に平行移
動するが，繰り返し回数が10回を超えると収束
することが分かる。
　このことは，積算パルス時間の仮定が10回以
の繰り返しでのみ正しいことを示している。反
磁界の解析によると，繰り返しが10回未満の場
合には，書込み時のライトバブルからの反磁界
の大きさが，変化していることが分かった。
2-c   熱揺らぎの影響
残留保磁力Hcrの温度依存性を図６に示す。計
算は0 K, 300 K, と 600 Kに付いて矩形パルス磁
界を用いて行った。パルス幅が0.8 nsより小さい
場合には，Hcr が温度に依らず，急上昇している。

図６　残留保磁力 Hcr温度依存性の

シミュレーション結果

( Hk=6.5 kOe， Ku*v= 5.1*10-12 erg )

これは，磁気回転効果によると考えられる。
　パルス幅が１nsを超える場合には，Hcr が温度
に依存するようになる。時間１桁あたりのHcr の
低下は, 300 K と 600 Kでそれぞれ40 Oe と 79

Oe である。１nsを超えると熱揺らぎが支配的に
なっていることがわかる。
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　以上から，磁気回転効果が支配的なタイムス
ケールと熱揺らぎが支配的なタイムスケールは，
約１nsを境界にして入れ替わっていることが分か
った。

３）熱揺らぎモデル
　熱励起により磁化がエネルギーｰ障壁ΔEを超
えて反転する確率は単位時間あたりに熱反転確
率Pは，ボルツマン定数:kと絶対温度:Tを用いて,

         )/exp( kTEfP o ∆−= ,          (2)

で与えられる。ここで，foは周波数因子と呼ばれ
るもので，109-10 程度の定数値が使われている。
Dynamic Coercivity の解析に用いられている残留
保磁力Hcrと時間の関係は，異方性磁界Hkを用い
て次のように表される。
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BA
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th β2ln
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    　           A      B      C
Sharrock’s [2]     1      1     1/2
Bertram’s [4]   0.567  0.976    2/3

Sharrock形式 とBertram形式 の大きな違いは，
ln(t)にかかる指数Cで，これはポテンシャル障壁

E∆ の規格化磁界h依存性，
C

SWh

h

Kv

E
1

1 





−=∆

,           (4)

に拠るものである。hSW はHk で規格化されたス
トナーウォルファスのスイッチング磁界であり，
容易軸と磁界の成す角θを使って(cos2/3θ+sin2/3θ)-3/2

で表される[4]。.

　両形式に共通する問題点は，f0 として定数値
を使っている点にある。「磁界が磁化容易軸方
向に印加される場合にはf0 に磁界強度依存性が
ある」ことは，もともとBrownにより示されてい
た[10]。容易軸と磁界の向きが異なる場合のポテ
ンシャル表面を示したのが図７である。中心部
の窪み(BT)に拘束されている磁化は熱的に刺激
され, エネルギーｰ障壁を超えて反転する。従来
モデルでは，φ=0 上を磁化が動く(SPを通過して)
ものとし，反転確率を算出している。ところが,

図に示されているように，反転は必ずしも点SP

を通過する必要は無く,このときのエネルギー障
壁は，ΔEとは異なっている。熱的刺激により磁
化が点BTの外側へ等方に反転すると仮定すると，
foは近似的に

)}()(){exp(                         

)1)(1(
)1(

),(

10

2

2

SISIS

hhK
H

hf k
ho

ω
απ

αγθ β

−−

±−
+

=
　 (5)

のように表される[11]。ここで、γはジャイロ磁

気定数、αはダンピング定数、Ｉ0,1 はベッセル

関数、 Ｓは SPhhK θθβ sinsin2 (θh とθSP は，磁界

と点 SPの角度)で与えられる。

　fo は容易軸と磁界の角度により２桁以上変るこ

ともあり,モンテカルロ法等の確率計算から媒体

熱揺らぎ特性をシミュレーションする場合に重

要な因子である。さらに，式５を用いて実効的

なΔE の磁界依存性を求めると，式３の形式で

表したときの指数Ｃが Kβの関数として求まる

[12]。指数Ｃは，Kβ(=Kv/kT)が 100 と 50の場合

にそれぞれ，0.72 と 0.76 であった。foが 109の

定数を用いる場合，Sharrock 形式で Kβ値を推定

すると，Kβが 100の時には 15%大きく，50の時

には５%小さく求まる。Bertram形式は，Kβが 100

の時にはほぼ正しい値が得られるが，50 の時に

は７%小さくなる。

図７  孤立粒子のポテンシャル表面

(上下方向が磁化容易軸,外部磁界は下方 150度)
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ＩＩＩＩＥＥＥ学会のＥＥＥ学会のＥＥＥ学会のＥＥＥ学会の FellowFellowFellowFellowに推挙されてに推挙されてに推挙されてに推挙されて
中山　正之（第一工業大学　電子工学科）

　国際ディスクドライブ協会の皆様にはご無沙
汰致しました。私は協会を離れて１年以上にな
りますが、現在は鹿児島の大学におり、なかな
か協会の行事に参加できないのが残念です。
　大学に移り学会活動に主力をおくようになり
まして、多くの方々からソニーにいるときに私
が開発した３．５インチのフロッピーディスク
はパソコンの世界に多大な貢献をしていること
を認めていただけまして２０００年１月１日よ
り IEEE 学会の Fellow に推挙されました。正式
には４月にトロントで開かれた INTERMAG の
席上で授与されました。受賞理由は
"For contribution to the development and
standardization of the 3.5 inch floppy disk
drive system "です。
最初に３．５インチのフロッピーディスクを発
表したのは１９８０年の末ですから今年で２０
年になります。勿論発表した時から世界中で注
目されましたので世界中に普及するであろうこ
とは予測しておりました。しかし最初は多くの
競争相手が出てきまして標準化には大変苦労し
ました。特に IBM 社が認めてくれるまでには７
年かかりました。コンピュータの世界は激しい
技術開発で進む世界です。その中にあって標準
化が達成された結果２０年間１つのフォーマッ
トを維持してきておりまだ当分変わることもな
い様です。この間コンピュータの世界の飛躍的
な発展をとげておりますが、その一翼をになっ
たのが３．５インチのフロッピーディスクであ
ったことは間違えない事実だと思います。さら
に日本企業が世界中のフロッピーディスクの生
産を独占しコンピュータ産業の発展に寄与てい
ることも事実です。このような成功をおさめた
理由はいろいろとあると思いますが今になって
考えれば１９８０年という年がエレクトロニク
ス製品が軽薄短小の方向をたどった８０年代の
スタートの年であったことが理由の１つにあげ
られます。
その時代のコンピュータが要求していた仕様、

INTERMAG での授与式
価格、信頼性等にマッチしたものを作ったから
だと信じております。商品を企画するときに一
番大切なのは将来を含めた要求仕様を的確に捕
えることだということをこの経験から学ぶこと
ができました。ややもすると高い技術が良い商
品を生むという考えになりますがフロッピーデ
ィスクのような日常生活用品の場合は要求仕様
と価格を購入しやすいところに目標をおくこと
でした。
協会の多くの皆様の関心事はハードディスクで
すがこの分野もフロッピーディスクが成功した
のでやれば成功すると考えた人もあるかと思い
ますがハードディスクの場合はフロッピーディ
スクとは違い標準化というものは必要ありませ
んから最新の技術を製品に投入した方が市場に
受け入れられるという性格の製品です。従って
技術力の差がそのまま売上になって出てきます
ので開発競争が大変です。日本企業が苦労して
いるのもそのあたりにあると思います。
私の経験でいえばフロッピーディスクの成功の
基になった技術は家庭用 VTR の成功にあったの
です。フロッピーディスクの成功は次の時代の
製品の技術に確実に継がれ次の成功を生むもの
と信じております。皆様のご健闘を期待いたし
ております。
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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

　６月９日、日立金属和彊館（品川）にて合同
分科会が開催されました。約６０名の出席者の
もと、４件のワークショップと IDEMA USA
を含めた各分科会の活動状況報告がありました。
今回はコンタミ分科会が幹事ということもあり
ワークショップではマイクロコンタミネーショ
ンに関する講演が多かったようです。２～３年
前まではなかなか表舞台に現れなかったマイク
ロコンタミですが、HDDの信頼性を左右する
重要なファクターであり、ほとんどすべての部
材が関わる課題であるため注目度は高く部材開
発の必須項目となっています。題目と講演者は
以下の通りです。
「カーボンナノチューブ複合樹脂による新規
静電防止部品‐ヘッドケース他の周辺部材
用」　三菱化学　鷺坂功一氏
「次世代メディア搬送容器他の紹介」
　メディア研究所　前川　貢氏
「最新の検査・分析技術ソリューション‐ヘ
ッド、メディアを中心に」
　島津製作所　高田知弘也氏、森田洋造氏
「表面分析法を用いたヘッド、ディスクの測
定事例‐TOF-SIMSを中心に」
　アルバックファイ　星　孝弘氏
　なお、今後技術委員会のワークショップでは
製品 PRも取り入れていきたいと考えておりま
す。講演希望の方がいらっしゃいましたら
IDEMA事務局まで御連絡下さい。
　合同分科会の後、恒例の懇親会を用語辞典出
版記念パーティとして開催しました。執筆者を
含め出版に御尽力いただいた方々を労いつつ、
業界の内輪話に花が咲いたようです。今後も懇
親会は業界関係者とコネクションの取れる数少
ない機会かと思いますので、情報交換の場とし
て多いに利用していただきたいと考えておりま
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）
　5 月 30 日、分科会を開催。次回からの新規
活動テーマとして、ESD を選んだ。ESD につ
いては既にUSAで ESD Committeeが活動し

ている。まずは最近スタンダードとして承認
され た「 MR and GMR Heads General
Practices for ESD Control」の勉強から始め
る。以下のワークショップを併催。
「ステッパー露光機」
　キャノン　伴瀬和隆氏
「TMRヘッドの特性とノイズ解析」
　TDK　荒木　悟氏
　次回は、7月 12日を予定。
2.ディスク分科会（渡辺分科会長）
　5 月 25 日、分科会を開催。マイクロウェー
ビネス WG の今後の予定として、各種表面粗
さ測定法の比較と波長ごとの標準的測定法の
レコメンデーション、ヘッド挙動への影響解
析を行なう。また、新たな WG として「微小
欠陥」と「媒体腐食評価方法」を検討中。
ワークショップを併催。
「ディスク基板を中心とした薄膜デバイス基
板洗浄技術の最新動向」
スピードファムクリーンシステム菅井淳一氏
　次回は、7月 13日を予定。
3.テスト分科会（鈴木分科会長）
　6 月 23日、分科会を開催。熱揺らぎ WG で
は高木リーダーから TAA の時間依存性に関す
る測定結果の紹介があった。今回は顕著な出力
低下は見られなかったが、測定の安定性を改善
し PW50 などを測定していく予定。もうひと
つの WG としてテスターロードマップ WG の
キックオフがあった。宮本リーダーから進め方
の提案があった。まずは、面記録密度、転送速
度の推移をまとめる。ワークショップを併催。
「 Realization of 52.5Gb/si perpendicular
recording」　日立　高野公史氏
4.コンタミ分科会（藤本分科会長）
　分科会の開催はなし。
5.用語集委員会（岡村分科会長）
　用語辞典の誤記訂正作業に取り掛かった。6
月末を目処に IDEMA の HP に訂正箇所を掲
載予定。読者の方でお気づきの点がありました
ら IDEMA事務局まで。
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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 7777 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 10101010 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

企画委員会では既にご案内しております様に
2000 年 7777 月の定例クォータリーセミナ月の定例クォータリーセミナ月の定例クォータリーセミナ月の定例クォ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：「ストレージの新展開」
  7 月 14 日(金)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：市場動向、第２
部：新小型記憶装置の最新情報、第３部：各種
アプリケーションからのＨＤＤストレージに対
する要求、に分けてご講演頂く予定です。

講演者は

第１部：市場動向
「ブロードバンド時代の到来とストレージ」
ギガストリームインク 石川　純二　氏

第２部：新小型記憶装置の最新情報
「1.8インチ HDD（2GB）」東芝

川越　誠司　氏
「iDフォーマット」三洋電機

市浦　秀一　氏

第３部：各種アプリケーションからの HDDス
トレージに対する要求
(講演後パネルディスカッション）

NEC群馬 道野　正実　氏
富士通 須田　治彦　氏
日立製作所 永井　英男　氏
ソニー 豊田　啓志　氏

の各氏の予定です。
　昨今ＨＤＤが新しい分野に浸透し始めていま
す。今回、情報ネットワークが進展して行く中
でデスクトップ・モーバイル応用にどのような
変化が起こるのか、ユーザは何をどのように要
求されておられるのか等に焦点をあてて講演願
います。
 多くの方のご参加を期待します。

  講演終了後は会場を 23 階月曜会クラブに移
し恒例の懇親会を開催の予定です。セミナの席
上聞き逃した事を直接講師に確認して頂いたり、
裏話を含む情報交換や人脈拡大の場としてご利
用ください。
  （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予めご了承いた
だきますようお願い申し上げます。）

　さらにその次の 10101010 月定例クォータリーセミ月定例クォータリーセミ月定例クォータリーセミ月定例クォータリーセミ
ナナナナは、19 日(木）午後同じく霞が関ビル、プラ
ザホールにて高記録密度を達成するための要素
技術を基本テーマとして、100 Gb/in2を視野に
入れてヘッド技術・媒体技術・計測評価技術・
信号処理技術・製造関連技等の各論をご講演頂
く予定で準備を進めております。出席ご予定の
方はさっそく予定表を埋めておいてください。
  現在講演予定者と交渉中の段階です。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・ドライブ協会クォータリセミ
ナの頁へは URL:  http://www.idema.gr.jp/qse
m/qsem_home.htm  から直接アクセス頂けま
す。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。

またセミナーに参加いただいた方々は全員、終
了後の懇親会にご招待です。

  企画委員会では皆様のご要望にお応えするべ
く講演テーマの募集を随時行っております。お
聞きになりたいテーマ、取り上げて欲しいテー
マ等、お有りでしたら裏表紙の下方に記載の協
会事務局あてにお寄せ願います。

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

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

HDDHDDHDDHDD 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 7 月 19 日（水）（第 27 回）
･2000 年 8 月 25 日（金）（第 28 回）
･2000 年 9 月 14 日（木）（第 29 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
霞ヶ関ﾋﾞﾙ 1 階 プラザホール

･2000 年 7 月 14 日（金）
･2000 年 10 月 19 日（木）

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

･2000 年 7 月 12 日（水） ヘッド分科会
･2000 年 7 月 13 日（木） ディスク分科会

合同分科会開催場所：日立金属高輪和彊館
･2000 年 11 月 10 日（金） 合同分科会

IDEMA USAIDEMA USAIDEMA USAIDEMA USA www.idema.org/www.idema.org/www.idema.org/www.idema.org/
Quarterly DinnersQuarterly DinnersQuarterly DinnersQuarterly Dinners
･2000 年 7 月 20 日（木）
Michael Ruettgers
President and CEO, EMC Corporation

The Westin Hotel, Santa Clara, CA
･2000 年 11 月 9 日（火）
　講師等未定

DISKCON USADISKCON USADISKCON USADISKCON USA   2000 年 9 月 18 日（月）-21 日（木）

San Jose Convention CenterSan Jose Convention CenterSan Jose Convention CenterSan Jose Convention Center
Education Classes 9 月 18-19 日
Charity Golf Tournament 9 月 18 日
Standards Workshop 9 月 18-19 日
Technical Conference 9 月 21 日
Exhibition 9 月 20-21 日
Welcome Reception 9 月 20 日

The The The The WestinWestinWestinWestin Hotel Hotel Hotel Hotel,,,,    Santa Clara, Calif.Santa Clara, Calif.Santa Clara, Calif.Santa Clara, Calif.
Keynote Dinner 9 月 19 日

業業業業界カレンダ界カレンダ界カレンダ界カレンダ

2000200020002000 年年年年 7777 月月月月 25252525 日日日日
ＭＳＪ初等磁気工学講座
早稲田大学 各務記念材料研究所
日本応用磁気学会 Tel: 03-3272-1761

2000200020002000 年年年年 7777 月月月月 26-2826-2826-2826-28 日日日日
ＭＳＪサマースクール
湯河原厚生年金会館
日本応用磁気学会 Tel: 03-3272-1761

2000200020002000 年年年年 8888 月月月月 14-1614-1614-1614-16 日日日日
The Magnetic Recording Conference
(TMRC2000)
Santa Clara  CA. USA
http://www.iist.scu.edu

2000200020002000 年年年年 9999 月月月月 5-85-85-85-8 日日日日
International Symposium
on Optical Memory 2000 (ISOM 2000)
千歳科学技術大学
日本学会事務センター Tel: 03-5814-5800
http://optics.bk.tsukuba.ac.jp/ISOM/Index.
html

2000200020002000 年年年年 9999 月月月月 12-1512-1512-1512-15 日日日日
第 24 回日本応用磁気学会学術講演会
早稲田大学
日本応用磁気学会 Tel: 03-3272-1761

2000200020002000 年年年年 9999 月月月月 28-2928-2928-2928-29 日日日日
電気学会マグネティックス研究会磁気センサ/
磁気利用センシング技術
新日鐵代々木研修センター
脇若弘之（信州大） Tel: 026-269-5190

2000200020002000 年年年年 10101010 月月月月 23-2623-2623-2623-26 日日日日
第 5 回垂直磁気記録国際会議（PMRC2000）
宮城蔵王ロイヤルホテル
中川茂樹(東工大工学部) Tel:03-5734-3567
E-mail: nakagawa@pe.titech.ac.jp
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P.17　日本テクノビュート株式会社

P.18　株式会社　高純度化学研究所

P.19　ソニー・プレシジョン・テクノロジー株式会社

P.20　株式会社　東洋テクニカ

P.21　マイクロ Eシステムズ

P.22　大同特殊鋼株式会社

P.23 1/2　メディア研究所
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事事事事務局よりお知らせ務局よりお知らせ務局よりお知らせ務局よりお知らせ
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－ラム等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 1億円以上の企業　20 万円/1 億円未満又は他地域の会員の 100%子会社 10 万円

IDEMA 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

広告掲載料　　会員価格 80,000 円(1 ペ－ジ)　　50,000 円(1/2 ペ－ジ)
　　　　　　　一般価格 100,000 円(1 ペ－ジ)　　60,000 円(1/2 ペ－ジ)
広告掲載のお申込、お問い合わせは、広告代理店の科学技術社へお願いいたします。

株式会社　科学技術社  IDEMA 係　　　　東京都文京区湯島 1－5－31　第一金森ビル
Tel: 03-3815-8163 Fax: 03-3815-8489 e-mail: info@kagaku.com

IDEMA 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
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、異動などで送り先の
変わられた方や不要になられた方は、事務局まで FAX(03-3539-7072)にてご連絡をお願いいたします。

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     http://www.idema.gr.jp/registration/reg_yougoshu.htm
国際ディスクドライブ協会監修、日経 BP 社発行のストレージ用語辞典を発売中です。



国際ディスクドライブ協会   www.idema.gr.jp

事務局
〒105-0003
東京都港区西新橋 2-11-9ワタルビル 6階
電話: 03-3539-7071  FAX: 03-3539-7072

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 119社、個人会員 18名　50音順)

アイオメガ（株）
（株）アイメス
秋田住友ベーク（株）
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）
アルプス電気（株）
インフォメ-ションテクノロジ-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

アンドトレーディング
（株）エイブル
（株）オハラ
オリエント測器コンピュータ（株）
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）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
サンコール（株）
ジェネラルスキャニングジャパン（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）
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
住友軽金属工業（株）
住友金属工業
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）
東芝（株）
（株）東設

＊東洋ガラス（株）
東洋鋼鈑（株）
戸田工業（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）
日本ビーピーエス（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-ピナクルコ-ポレ-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
日立電子（株）
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）
藤森工業（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）

＊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）
横河電機（株）
ラップマスター SFT（株）
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）

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
島田　寛 東北大学
新庄　輝也 京都大学
高橋　研 東北大学
田崎　三郎 松山大学
田中　邦麿 帝京平成大学
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
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
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

*印の方が新規に入会されました。

(2000年6月26日現在)
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