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　このところHDD業界はオーバーテクノロジーに

よる不況を嘆いてばかりいる。実際、設備投資は

激減し、部品メーカの合併や，撤退が相次いでい

る。しかしながらそれはほとんど全ての産業につ

いてどこかで経験する一種の試練であると思う。

もっと大きな視野で見ればメディア業界は今後当

分の間成長を約束された豊かな産業であり、何と

か他の媒体とも協調をはかりながら、うまくやっ

ていけないものであろうか？

　先日光ディスクの大手メーカのエンジニアと興

味深い話をした。彼に言わせると、光記録をやっ

ている技術者は最近の磁気記録の驚異的な高密度

化に恐れをなし、将来は生き残っていけないので

はと言う恐怖心を抱いていると言うのである。確

かに、最近話題になっているDVD－RAMやDVD-RW

は直径120ミリの媒体なのに、容量はたかだか５

GBにも満たない。スピードも遅い。かつてはHDD

数台分の容量をバックアップで光ディスクへ入れ

たのが、最近ではHDDをそのバックアップに使い

たくなるほどである。実際そのほうが，使い勝手

も良いし、最近は多くのユーザーが実質的にHDD

でバックアップをとっているケースが多いと思

う。

　現在の光記録業界にはROM, R, RAM(R/W) とさ

まざまな形態があるが、ビジネスの構造はROMと

その他で大きく異なる。

　ROMはコンテンツビジネスに密接に関わってい

る。2時間の映画を磁気の媒体に入れるのには相

当な時間とコストがかかるが、スタンパーを用い

た光ディスクには大変容易な技である。（例えば

9GBのDVDメディアの工場出荷額は量産すれば70

円前後である）それが故に、映画、音楽産業の受

け皿として大いに利益を享受してきた。実際、世

界的に見ると光ディスクの大手は、書き換え可能

なメディアメーカではなく、ワーナー、SONYのよ

うなコンテンツ部門を持っていて、ROMを作って

いるところが収益を上げているのが実態である。

実は、専業のRと RAM/RW の媒体メーカは現在大

変な苦労を抱えているのである。

　Write Onceの Rのメーカは過去2，3年利益を

享受できたが、最新鋭の設備を導入した台湾メー

カとのコスト競争に敗れ、お決まりの過当競争と

あいまって、ごく一部の先発メーカ以外はほとん

どが採算割れであったと聞いている。

　またRAM，RWのメーカに至っては、量産を始め

る前に台湾勢が大設備投資をいち早く行ってし

まったため、先発したごく一部のメーカ以外は量

産設備さえ作ることが出来ず、おいしい所をほと

んど台湾勢に取られているのが実態であろう。

　更に、光ディスク業界には大きな泣き所があ

る。規格争いである。大衆にとってはDVDを早く

買うとかつてのベーターとVHSのVTR戦争のよう

にならないかという不安がある。（それを解消す

べくどの規格でも対応できると言うDVD プレー

ヤーを各社開発中であるが）

　IDEMAのような友好的でかつフランクな業界団

体があって、各社のトップ同士がフランクに話す

機会が多ければああまでに争わなくとも良いもの

をと思う。

　是非、IDEMAに光記録関係者を取り込み、共に

発展する構図を作るべきと考える。近い将来、MO

とか近接磁場記録のように、光も磁気も合体した

ような新しい形の媒体が主流になっているかもし

れないし、Data Storage という枠でくくれば、

“同じ釜の飯を食う”仲間なのだから。

巻　頭　言

理事　百束雄一（メディア研究所）

７７７７７ 月月月月月１１１１１９９９９９ 日日日日日 （（（（（ 木木木木木）））））　　　　　クククククォォォォォーーーーータタタタタリリリリリ ーーーーーセセセセセミミミミミ ナナナナナーーーーー　　　　　 開開開開開催催催催催

２００１ 年７ 月クォータリセミナは、 ７ 月１９ 日 （ 木）霞ヶ関ビル１ 階のプラザホールにて開催予定です。

６ 月に最新情報をインターネットでご通知申し上げますので、 是非参加く ださい。

WEB ページの URL は http://www.idema.gr.jp/event/event_forum.htm です。 　
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■概要

　データクエストはITに関わる様々な産業に関

して、世界規模で調査を行い市場データや分析、

予測値などを提供する企業である。特にPCの出

荷台数データについては四半期毎にプレス発表を

しており、様々な報道機関を通じて弊社のデータ

が読者の目に触れることもあるかもしれない。

ちょうどこの原稿を作成している最中にも、2001

年第１四半期のPC出荷台数に関する調査結果の

発表を行っている。

　データクエストでは世界各地のPCベンダーに

対して販売台数及びその背景など定量／定性情報

の調査を行い、市場の動きとその背後にある要因

を各地域ごとに分析している。PC ベンダーの戦

略、テクノロジの動向、エンドユーザの需要面を

など分析は多岐に渡り5年後までの市場拡大の要

因、阻害要因をもとに予測値を提供している。(図

1)

　一方、ストレージデバイス市場の調査では、ス

トレージデバイスベンダーを主な調査対象とし、

ストレージの出荷台数等を調査している。RDD市

場調査では出荷台数調査とともにRDDが何に用い

られているのか？例えばPC搭載向けに何台出荷

されたか推定を行い、より正確な予測値策定を目

指している。このようにデータクエストではＰＣ

ベンダー側から、そしてストレージベンダー側か

らも同時にPC市場の販売／生産動向をみている

ことになる。（なお、データクエストでは歴史的

にHDDのことをRDD(Rigid Disk Drive)と呼んで

いる。）

　PCベンダーを直接調査した場合のPC販売台数

と、ストレージ側から見たPCの生産台数は、様々

な定義・条件が異なるため同一の数字にはならな

い。そもそも生産と販売台数は同じにならないの

は自明であるし、PCベンダーを調査する際には、

PCベンダーが自社向けに出荷するPCを除外する

など条件がかなり異なる。これまでデータクエス

トが発表している数字はPCベンダーを直接調査

した数字である。

　前置きが大変長くなってしまった。本稿では

ATAインタフェースを有するRDDを中心に2000年

のストレージデバイス市場とPC搭載市場につい

て分析する

■RDDの出荷台数推移

　図2はATAインタフェースを有するRDDの出荷

台数推移である。まず経過を簡単に振り返ってみ

たい。

　RDD世界市場は、1997年後半から、記憶容量競

争が激化し1998年に入ってドライブの供給過剰

が顕著となった。同時にドライブの低価格化が急

激に進行したが、第４四半期になってPC需要の

活性化によってRDDの需給関係が改善され価格も

安定化することとなった。19 9 9 年に入っても

2000年問題対策に伴う買い換え需要、PCの低価

格化やインターネットブームなどによってPC市

場はかなりの活況を呈した。RDD世界市場はその

恩恵を直接受け、年間出荷台数において20%を超

える成長率を達成している。しかし特に1999年

2000年のPC 向けストレージデバイス市場

鈴木雅喜(日本ガートナーグループ/データクエスト)

図2　RDD出荷台数（ATAインタフェース）
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前半のドライブベンダー間の価格競争は熾烈を極

め、全てのドライブベンダーの利益を圧迫し後の

業界コンソリデーションを招く結果となった。PC

市場は引き続き活況で1999年終盤から始まった

ドライブの供給不足によって価格は再び安定局面

を迎えた。

　2000 年は年初からやや特異な市場推移をみせ

た。例年第１四半期は在庫調整期にあたり、前年

の年末、クリスマス商戦時に積み上げられた在庫

の消化を行う時期である。従って1998年、1999

年がそうであったように、通常第1四半期のRDD

出荷台数は前年の第4四半期より減少する。しか

し2000年の第１四半期、出荷台数は直前の第4四

半期の数字を上回った。第２四半期の出荷台数

は、やや減少し第 3 四半期に上昇に転ずるまで

2000 年中盤の流れは例年の季節パターンと同様

に推移している。

　2000年 10月に行われたRDD各社の財務発表に

おいて主要RDDベンダーの多くが第４四半期は例

年通りの推移を見せる、すなわち年間で最も高水

準の出荷台数を確保するとの見込みを述べた。し

かし 12 月に入って CPU ベンダー、インテル社

(Intel)は世界的な景気の後退などからPC市場が

沈滞し、幾つかの顧客から大規模な発注取り消し

を受けたことを発表した。PC市場、そしてRDD市

場への影響は11月以降に急速なスピードで広が

り、通常年末商戦で急激に伸びるはずのPC市場、

RDD市場がともに失速した。

　データクエストでは2000年のPC市場伸び悩み

の要因として世界景気の他に、欧米市場での普及

率上昇に伴う市場飽和、2000年がPC買い換え需

要の不需要期にあたること、3. オーバースペッ

クのPC買い換えを促すキラーアプリケーション

が不在であることなどがあるとみているが、経済

動向の影響はあまりに急激に起こった。

　年間出荷台数が各四半期にどのような割合で出

荷されたか？表1にデータを示す。1998年、1999

年には第4四半期に年間出荷台数の28～30%が集

中している。2000年の出荷台数割合は第1四半期

から第 4 四半期までほとんどフラットで推移し

た。

　2000 年のこの状況は、主に米国の経済動向を

反映したものと考えられる。図3に米国の経済指

標をいくつかピックアップした。RDD市場が極め

て好調となった2000年第１四半期、GDP成長率は

1999年の第4四半期より大幅に低下しておりRDD

の市場動向と一致しないが、米国の個人消費、特

に耐久消費財の伸びは1999 年第４四半期の13%

から、第1四半期には24%と極端な増加を見せて

いる。2000年第4四半期の経済失速は様々な指標

に現れている。一年前1999年の第4四半期から米

国GDPの成長率は、8.4%、4.8%、5.6%、2.2%と推

移したのち、2000年第4四半期には米国のGDPの

成長率はわずか1%にまで落ち込んだ。

　もちろんRDD市場、そしてPC市場も経済動向だ

けで全てが決まる市場ではない。むしろ2000年

は経済の動きがあまりに激しく、マクロな経済の

波がはっきりと、目に見える形でRDD市場を襲っ

たと考えるべきであろう。厳密にどこまで精密に

相関関係があるか？非常に興味深いが、いずれに

しても経済動向はPC市場、RDD市場に影響する一

つの要因でしかない。はっきり言えることは、す

でに当たり前のことかもしれないがストレージデ

バイス業界のマーケティング部門でも、ミクロな

市場・業界動向に加えて極めてマクロな経済動向

も注視しておくのは重要である、ということにな

る。

　もうひとつ、株価の動向も見ておきたい。

NASDAQ指数は1999年第4四半期には約3000前後

で推移していたが12月末までに4000をいったん

超え、2月に4500、3月には一時的に5000を超え

た。第2四半期、4月に3500レベルにまで急落し

たのち第3四半期は再び4000レベルに戻ったが、

表1　出荷台数割合（RDD・ATAインタフェース）
Q1 Q2 Q3 Q4

1998 24% 22% 24% 30%
1999 24% 23% 25% 28%
2000 25% 24% 26% 25%

図3　米国の経済指標
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第 4四半期は再度下落し2600前後でもみ合う形

となった。2001 年に入っても下落トレンドが続

き4月初頭には一時1700を割り込んだ。FRBの利

下げなどから４月末現在2000を超えるところま

で回復している。

　NASDAQ指数が2000年第１四半期に急騰し、第

２で下落、第3でやや持ち直したものの、第4四

半期で再度下落したトレンドのマクロな傾向は、

耐久消費財金額の成長率、そしてRDD市場の出荷

台数の推移と一致している部分があるように思わ

れる。これは決して歓迎すべき話ではない。RDD

市場が非常に投機的で感情的に乱高下する株式市

場の動向と間接的にでも関連しているとは考えた

くない。しかし、米国で株が消費者の財布の一部

となっているのは事実であり、株が下がれば財布

のひもが堅くなるのはむしろ当然といえよう。米

国市場が約4割を占めるPC市場、RDD市場では、

株価が昨年の様な極端な動きをした場合、PC 市

場、ストレージデバイス市場にもその影響が及ぶ

点は今後も留意していかねばならない。

　

■ATAインタフェースのRDDの用途

　図2に示したATAインタフェースを有するRDD

(以下ATA RDD、と記す)のほとんどは依然として

P C 搭載向けに出荷されている。ドライブベン

ダーから直接大手PCベンダーに納入する場合の

他、ディストリビュータ経由でPCベンダーに販

売する場合がある。また部品さえ集まればPCは

比較的簡単に組み上げる事ができる。世界中に散

在するであろうゲリラ的なホワイトボックス PC

ベンダー向けのドライブも、PC 搭載用途のドラ

イブと考えるべきであろう。図5にATA RDDにつ

いて 2000 年の用途別割合を示す。ATA インタ

フェースを有するドライブの87%がPC搭載向け、

11% がアフターマケット向けであり、残りの約

400万台がPC以外の用途に出荷されている。注目

のビデオ録画機向けは将来がかなり期待できるこ

とには変わりないが、2000年の結果は100万台に

も満たない期待はずれの結果に終わった。

　2000年までのATA RDD市場の推移をみるとき１

割程度がアフターマーケットであることを除けば

残りがほぼそのままPC搭載向けRDD 市場である

と考えていい。2000年、PC搭載市場の規模は1億

５千万台を超えたとデータクエストではみてい

る。

■2000年の光ドライブ、FDD市場について

　ここで光ドライブ、FDD市場についても若干ふ

れておきたい。このふたつも主な用途がPCであ

ることは言うまでもない。まずFDDの動向をみて

いこう。小容量FDD市場は出荷台数の面で伸び続

けているが、完全に成熟した市場となった。大容

量FDD、特にアイオメガ社のZIPドライブはかつ

て米国のアフターマーケットで大ヒットし、OEM

市場でも一時広がりを見せたが、CD-RWがPC自体

の使い方を広げる新たな価値をもたらし大ヒット

する過程で市場が伸び悩むようになった。アフ

ターマーケットに軸足を戻している。

　光ドライブ市場は一年間で大きく状況が変わっ

た。1999 年後半に始まった光ドライブ向け半導

体の供給不足が2000年夏頃までは極めて深刻で、

CD-ROM、CD-RW、DVD-ROMドライブのいずれもが需

要に応じきれない状況が続いていた。時を同じく

してPCベンダーはPCの価値をユーザに訴求する

目玉として、CD-RWドライブやDVD-ROMドライブ

のPC搭載を進めたため、各PCベンダーにとって

光ドライブの必要台数の確保がかなり重要な要件

図4 NASDAQ指数の推移
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となった。しかし夏を過ぎ状況は一転し、前半に

不足していたCD-RWドライブが供給過剰に陥って

いる。特に欧州市場全体の沈滞、PC搭載の広がり

によるアフターマケットの需要減少、またPC搭

載に向けたドライブの見込み需要は実在する需要

を大きく超えていたとデータクエストではみてい

る。主に低速ドライブがだぶつき、価格は大幅に

下落した。CD-RWのみではなくCD-ROMの供給不足

も過剰供給へ一転し、CD-RWほどではないにせよ

DVD-ROM ドライブをだぶつくようになった。HDD

は 2000年夏過ぎにやや供給不足となったが、逆

に光ドライブは同時期にかなりの供給過剰になる

という全く逆の現象が起こっている。

　データクエストでは昨年春、2000 年の出荷台

数についてDVD-ROMドライブ、CD-RWドライブと

もかなり弱めの予測を出した。結果的に現実の数

字は予測値をかなり上回る結果となっている。予

測値が弱すぎたのも事実であるが、かなり過剰な

生産が行われた結果、必要以上の価格下落が起こ

り、このことが市場を広げる要因となったことも

事実と考えている。

　どの程度の市場規模となったのであろうか？図

6は、ATA RDD、小容量FDD、光ドライブの市場規

模の推移を表したものである。光ドライブの数字

にはCD-ROM、DVD-ROM、CD-R/RW、コンボドライ

ブ、書換型DVDドライブが含まれている。ゲーム

機、AV機器向けのドライブは含まれていない。

　小容量FDDとATA RDDの出荷台数規模は1997年

から1999年までほぼ同じレベルの出荷トレンド

をたどっている。2000年には小容量FDDを搭載し

ないPCが増加し、この二つのデバイス出荷台数

に大きな差が生じた。

　光ドライブがPCにほぼ標準搭載されるように

なったのは1997年から1998年のことである。CD-

ROMがほぼ全てのPCに搭載されるにいたり、DVD-

ROMや CD-RWドライブ市場の急拡大を可能とする

土壌を形成した。1999 年にはCD-RW のアフター

マーケットが急激な拡大を始め、2000年にはCD-

RWと DVD-ROM 等、PC一台に光ドライブを２台搭

載する方向が強まったことと、過剰生産の影響に

よって光ドライブの市場規模はATA RDDをかなり

上回るものとなった。

■まとめ

　ストレージデバイス市場は今後どのように広

がっていくのだろうか？　今後も熾烈な価格競争

を続けねばならないのだろうか？　デジタル化の

波がコンピュータストレージをよりコンスーマに

近い位置づけとしていく過程に大きなビジネス

チャンスがあるのは確かである。しかし、コン

スーマ製品に近づけば近づくほど一段と安価なも

のが求められる。

　データクエストではストレージデバイス開発・

販売への多大な努力に相応する利益をどのように

得ていくべきか、明らかな答を有していない。か

なり技術的に困難なテクノロジを駆使しても、

ATA RDDの場合、エンドユーザが見るのはほとん

どの場合「記憶容量」この一点のみである。記憶

容量に応じた単純すぎる付加価値－価格曲線、

OEMビジネス主体であることが利益を上げにくく

している一つの大きな要因であろう。ひとたび

RDDがディスクアレイ装置となると製品は驚くほ

ど高収益になる。多すぎるほどの付加価値軸が存

在し、多次元的な付加価値と価格の関連のなかで

多様なセグメントが存在すること、また完成品ビ

ジネスであることが高収益ビジネスとなっている

ひとつの大きな理由である。

　本稿では、ATAインタフェースを有するRDD市

場を中心にストレージデバイス市場の2000年の

動向とその背景、経済動向の影響について述べ

た。ストレージデバイス市場では日本の半導体・

部品ベンダー、ドライブベンダーが世界市場の中

で非常に大きい力を有している。今後どのような

方向に進むべきか、どのように変貌すべきか、今

後とも議論を続けていきたいと考えている。

図6 PC向けストレージデバイスの出荷台数
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1. はじめに

Co/Pd多層膜は，大きな垂直磁気異方性を持つ

ため，耐熱揺らぎ特性に優れた垂直磁気記録媒体

用磁性材料として多くの研究がなされている[1]-

[6]．一般に粒子間の交換結合が強いCo/Pd多層膜

媒体では，磁区が大きくなりやすく，大きな媒体

ノイズを示すため，磁区の微細化および媒体ノイ

ズの低減が重要な課題となっている．これまでの

検討では磁気特性および電磁変換特性の改善のた

めにCo層にCr,Ta等の元素を添加したCoCr/Pd,

CoCrTa/Pd多層膜の適用の検討 [2]，高Arガス圧ス

パッタリングや微量空気導入真空蒸着などの成膜

条件の検討[3] ,[4]，ITOやAu-SiO
2
などの下地層付

与などの検討[5], [6]が報告されている．一方，我々

はこれまでにC, Si, Geなどのアモルファス膜を

下地層としたCo-Cr-Pt-Ta垂直磁気記録媒体の諸

特性を調べ，下地膜厚を変化させることにより磁

気特性および電磁変換特性の制御が可能であるこ

とを報告してきた [7]．

本稿では，磁区の微細化および低ノイズ化を

目的として，アモルファス下地層を付与したCo/

Pd多層膜垂直磁気記録媒体を作製し，Co/Pd媒体

の磁気特性，微細構造，電磁変換特性について調

べた結果について紹介する．

2. 媒体作製および評価方法

Co/Pd 多層媒体はすべてDC マグネトロンス

パッタリング装置によって作製され，基板は2.5

インチガラス基板を用いた．Co ( 0 . 2 n m ) / P d

(0.8nm)の周期でそれぞれ20層成膜し，積層厚を

20nmとした．背圧は2.0×10-7Torr以下，下地層

および C o / P d 層成膜時の A r 圧はそれぞれ

50mTorr，20mTorrとした．諸特性の比較として

Pd下地層媒体も作製した．以後，サンプル名は元

素名・膜厚(単位：nm)で表記する(例：C60)．磁

気特性はVSM，K
u
はトルク磁力計により調べた．磁

化状態はMFMにより観察し，微細構造はX線回折

による2θ法および極点図形法，さらにTEMを用い

た平面像および断面像により調べた．電磁変換特

性はマージ型 M R ヘッド( 記録 G
l
= 0 . 2 8 µm ,

Co/PdCo/PdCo/PdCo/PdCo/Pd多層膜垂直磁気記録媒体の微細構造と電磁変換特性多層膜垂直磁気記録媒体の微細構造と電磁変換特性多層膜垂直磁気記録媒体の微細構造と電磁変換特性多層膜垂直磁気記録媒体の微細構造と電磁変換特性多層膜垂直磁気記録媒体の微細構造と電磁変換特性

逢坂哲彌、尾上貴弘、朝日透 (早稲田大学)

T
lw
=1.45µm; 再生G

ls-s
=0.2µm, T

w
=0.9µm) を用い，

線速度6.35m/sの条件で測定した．媒体ノイズは

0-50MHzの積分ノイズからシステムノイズを除去

した値とした．

3. 磁気特性

C下地層膜厚 δ=0,60nmの Co/Pd媒体のMHルー

プをFig.1に示す．C下地層成膜により，H
c
が増

大し，H
n
が大きな負の値を示した．粒子間交換相

互作用の強さを反映するパラメータである α(=

4π(dM/dH)
H=Hc

)は減少した．Fig.2， Fig.3および

Fig.4にH
c
，H

n
，αの下地層膜厚依存性をそれぞれ

示す．角形比は全てのCo/Pd媒体において誤差の

Fig.2. Dependence of Hc on δ of C, Si, and Pd
underlayers.
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Fig.1 Perpendicular M-H loops for (a)
[Co(0.2nm)/Pd(0.8nm)]20 and (b)
[Co(0.2nm)/Pd(0.8nm)]20 /C(60nm) media.
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範囲で1であった．H
c
と -H

n
はいずれの媒体にお

いても下地層膜厚の増大につれて増加し，その後

飽和する傾向にあった．しかしながら，α はCお

よびSi下地層媒体の場合，膜厚の増大に対して

減少したが，Pd 下地層媒体はほぼ一定の値を示

し，アモルファス下地層とPd下地層Co/Pd 媒体

の間に下地層膜厚依存性の顕著な相違が見られ

た．Fig.5にK
u
の下地層膜厚依存性を示す．Ｃお

よびSi下地層媒体は下地層膜厚増加に対してK
u

は減少したが，Pd 下地層媒体は増加する傾向を

示した．ＣおよびSi下地層媒体のK
u
は減少した

ものの，比較のために測定したCo
73
Cr

18
Pt

6
Ta

3

(50nm)/ Ti
90
Cr

10
(30nm)(K

u
=0.89× 106 erg/cc,

H
c
=1.8kOe, α=1.6)のK

u
の約2倍であった(図中点

線)．また，Fig.4とFig.5の結果から，K
u
とα と

の間に密接な関係があることが示唆される．さら

に，Fig.2に示したＣおよびSi下地層膜厚増加に

対してH
c
が増大する起因がCo/Pd層のK

u
の変化に

よるものではないことが明らかとなり，このこと

は過去に報告されているPd，Pt，CuおよびSiAlON

を下地層として用いた場合とは異なる[8]．

4. 磁区構造と微細構造

本節では特にC下地層を有するCo/Pd媒体の結

果について示す．Fig.6に VSMにより交流消磁し

た下地層膜厚の異なるC下地層媒体のMFM像を示

す．δ
c
=0では大きなメイズ状の磁区を示すのに対

し，膜厚増加に伴いメイズ状磁区のサイズは減少

し，δ
c
= 60 nmの媒体では微細な磁区を示した．こ

の傾向はSi下地層媒体においても見られた．こ

れより，アモルファス下地層膜厚の増加に伴い，

Co/Pd層の粒子間交換結合が低減していると考え

られる．

Fig.7に C下地層媒体のXRD patternを示す．

fcc-Pd(111)および基板の反射以外は観測されな

かった．Pd(111)のピーク強度はC下地層膜厚の

増加に伴い減少するが，2q の位置は変化しない

ことが判った．Fig.8に C下地層のd=5nm，60nm
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Fig.6. MFM images at the ac-demagnetized
state of (a) δ=0, (b) δ=5, (c) δ=10, and (d)
δ=60nm for [Co(0.2nm)/ Pd(0.8nm)]20/C media.
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の媒体におけるfcc-Pd(111)の極点図形を示す．

図中のピークの高さは膜垂直方向のfcc-Pd[111]

配向の度合いを表す．Fig.7では判らなかったが，

C下地層膜厚増大に伴い，fcc-Pd結晶粒の [111]

配向の分散が広がることが見いだされた．さら

に，アモルファス下地層Co/Pd 媒体の結晶学的性

質の特徴を調べるために，Fig.9に示したCo層と

Pd 層の膜厚比の異なる媒体につきXRD の実験を

行った．いずれの媒体もC下地層のdは60nmとし

た．Co層膜厚が0.8nmおよびCo層のみの媒体で

は基板の反射が障害となり，磁性層からの反射は

検出できなかったが，他の媒体においてはfcc-Pd

(111)に対応するfcc-(111)のみが観測され，さら

にその反射の2qの位置がCo層膜厚の増加につれ

て高角へとシフトすることが明らかとなった．こ

れはC 下地層膜厚を変化させたときにはfcc-Pd

の格子定数が変化しないことと対照的である．

Fig.10 に，Fig.9のfcc-(111)から求めた格子定

数をfcc-Coおよびfcc-Pdの単結晶のそれととも

に示す．格子定数は C o 層膜厚の変化に対し

Vegard則に従って直線的に変化することが判り，

Co/Pd層がfcc-Pd格子中にCoが置換固溶してい

る構造を含むことが明らかとなった．

C下地層のδ=5nm，60nmの媒体のTEM によるPd

(111)面の平面暗視野像ならびにED pattern を

Fig.7. XRD patterns of
[Co(0.2nm)/Pd(0.8nm)]20/C media with
various underlayer thickness.

(b)C60(a)C5

Fig.8. Pole figures of fcc-Pd(111) of (a)
δ=5 and (b) δ=60nm for
[Co(0.2nm)/Pd(0.8nm)]20/C media. The
height represents the magnitude of [111]
orientation of fcc-Pd.

35 40 45 50
2θ  [deg.]

2000

1000

0

3000

(a)

(g)

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

In
te

ns
ity

 [c
ou

nt
s]

Fig.9. XRD patterns of (a) glass sub., (b)
Co(20nm), (c) [Co(0.8 nm)/Pd(0.2 nm)]20,
(d) [Co(0.6 nm)/Pd(0.4 nm)]20, (e) [Co(0.4
nm)/Pd(0.6 nm)]20, (f) [Co(0.2 nm)/Pd(0.8
nm)]20, and (g) Pd(20 nm) with 60 nm of C
underlayers.

20 40 60 80 100 1200

4.0

3.9

3.8

3.7

3.6

3.5

La
tti

ce
 c

on
st

an
t [

Å
]

experimental values●

〇

lattice constant of fcc-Pd
lattice constant of fcc-Co

□

Thickness ratio of Co layer [%]
Fig.10. Dependence of lattice constant obtained from
fcc-Pd  (111) of [Co/Pd]20/C(60nm) media on the
thickness fraction of Co layer.

Fig.11. Plan-view TEM dark field images and
ED patterns for
(a) [Co(0.2nm)/ Pd(0.8nm)]20  /C(5nm) and
(b) [Co(0.2nm)/ Pd(0.8nm)]20 / C(60nm) media.
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Fig.11に，断面明視野像をFig.12にそれぞれ示

す．ED pattern中の基板以外の反射はすべてfcc-

P d 構造に由来した．平面像を解析した結果，

δ=60nmの媒体はδ=5nmの媒体より平均結晶粒径お

よび結晶粒径分布が小さいことが判った．一方，

Fig.12の断面像からはCo/Pdの多層膜の秩序構造

を観察することが出来なかった．また，δ=5nmの
媒体に比べると，δ=60nmの媒体のほうがCo/Pd層

の表面ラフネスはサブナノオーダーで大きく，こ

の変化はC下地層の表面ラフネスに起因している

ことが推察される．

5.　記録再生特性

Fig.13に記録密度300KFRPIにおけるS/N比の

C，Si，Pd下地層の膜厚依存性を示す．Cおよび

Si下地層媒体は下地層膜厚の増加に伴いS/N比は

向上した．このS/N比の下地層の膜厚依存性は，

我々がすでに明らかにしているアモルファス下地

層CoCrPtTa垂直磁気記録単層媒体のそれと同様

であり，アモルファス下地層垂直磁気記録単層媒

体の特徴と云えるかもしれない．それに対して，

(a)C5

10 nm

Co/Pd

C
sub.

(b)C60

Co/Pd

C10 nm

Fig.12. Cross-sectional TEM bright field images
for (a) [Co(0.2nm)/Pd(0.8nm)]20/C(5nm) and (b)
[Co(0.2nm)/Pd(0.8nm)]20/ C(60nm) media.
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Fig.13. Dependence of S/N ratio at the recording
density of 300 KFRPI on δ of C, Si, and Pd
underlayersr for [Co(0.2nm)/ Pd(0.8nm)]20media.

Pd下地層媒体のS/N比の下地層膜厚との相関性は

認められなかった．ここで，Co/Pd媒体の交換結

合の強さとS/N比との関係を調べるために，ヒス

テリシス曲線から求めたαに対するS/N比の依存

性を求めた．Fig.14に 300KFRPIにおけるそれら

の結果を示す．今回検討したCo/Pd媒体すべてに

おいて，α の減少に対してS/N比は直線的に増大

することが明らかとなった．超高密度領域におけ

るS/N比の向上には α をさらに小さくすること，

すなわち粒子間交換結合のさらなる低減化が望ま

れ，それにより磁気クラスターサイズを縮小させ

ることが不可欠になると考えられる．

6.　熱安定性

Co/Pd媒体の熱揺らぎに対する耐性を調べるた

めに，反磁場方向に外部磁界を印加した状態にお

ける残留磁化の時間依存性を測定した．実験には

下地層のδがC=60nm，Si=100nm，およびPd=120nm

のCo/Pd媒体を用いた．Fig.15にMr(t)/Mr(t=1)

= -S ln t + k で表せる時間経過に対する残留磁
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0 5 10 15
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S/
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C underlayer
Si underlayer
Pd underlayer

Fig.14. Dependence of S/N ratio at the
recording density of 300KFRPI on α of
[Co(0.2nm)/Pd(0.8nm)]20media with C, Si,
and Pd underlayer.
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Fig.15. Dependence of S values on external
applied magnetic field, Hrev.
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化減衰率の傾きSの外部磁界(H
rev
)依存性を示す．

H
rev
が-2000Oeより大きい値ではどの媒体でもS=0

であり，測定した時間内では減衰しなかった．し

かしながら，Pd下地層媒体はH
rev

が-3800Oeに近

づくにつれてS が急激に大きくなった．それに比

べ，CおよびSi下地層媒体のSはそれほど大きな

依存性を示さなかった．これより，アモルファス

下地層Co/Pd媒体は熱揺らぎに強い特性を有して

いることが判った．

7.　まとめ

Co/Pd 媒体の下地層としてCおよびSiアモル

ファス膜を適用し，磁気特性および微細構造の膜

厚依存性を調べた．C及びSi下地層膜厚の増加に

つれて，H
c
とH

n
は増大し，aは減少することが判っ

た．下地層膜厚の増加につれて粒子間交換結合の

低減が進み，それにより磁気的クラスターサイズ

は減少した．これが本研究に用いたCo/Pd媒体の

S/N比の向上につながったと考えられる．XRDお

よびTEMの実験より，下地層膜厚の増加につれて

fcc-Pd[111]の膜垂直方向の配向の分散は大きく

なり，結晶粒サイズが減少することが明らかと

なった．このCおよびSi下地層によるCo/Pd 層

の微細構造の変化は，下地層のサブナノオーダー

の表面ラフネスに起因し，それが粒子間交換結合

の低減を引き起こしたと見られる．今後，さらに

微細構造の詳細な研究を行い，アモルファス下地

層Co/Pd媒体の強い垂直磁気異方性の起源を調べ

る必要がある．その解明により，100Gbit/in2 を

越えるCo/Pd多層膜垂直磁気記録媒体の設計指針

が得られるであろう．

謝辞　謝辞　謝辞　謝辞　謝辞　本研究に対する日本学術振興会未来開拓研

究「原子界面設計による超高密度磁気記録デバイ

スの研究開発」および SRC の研究援助に感謝す

る．TEM観察には沖エンジニアリング(株)の矢部

一博氏，およびX線回折実験には理学電機(株)の

西郷真理氏にご協力戴いた．ここに深謝する．
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1．緒言

数年前、あるHDDメーカーから次世代HDD開発

にあたり、ヘッドのモデルを代えドライブの動作

テストを行うと、それまでより大量のエラーが発

生するとの話があり、どういうことか理解できな

いまま調査を開始したのが本書で報告する研究開

発の始まりである。同様な問い合わせは、その後、

メディアメーカーからも寄せられるようになり、

原因追及方法の開発が大きな課題となった。

当時、HDDメーカーなどで行われていた一般的

なエラー解析法は、メディアの磁気現像による不

確実な欠陥位置特定と、取り扱いの難しいAFMに

よる観察で、非常に手間がかかり、原因解析の効

率が上がらなかったようだ。

弊社では、欠陥の正確な位置決めと光学観察が

それを解決すると考え、すでに開発所持していた

レーザ散乱方式の表面欠陥解析装置SDA-101を用

いることが適当であると判断した。エラー原因追

及は、マグネティック・サーティファイ・テスト

等のエラーパターンとSDA-101の欠陥解析結果を

比較することにより行った。

　SDA-101等、弊社のディスク基板欠陥検査装置

の発表された当時、エラーは必ずディスク表面形

状の異常によるものであり、磁気ヘッドのギャッ

プとのスペーシングで決まると考えられていた。

つまり、メディアのエラー欠陥は深さが問題で、

面積はエラー箇所の広がりであるとして弊社は検

査装置を開発した。

　しかし、ここにきて深さ以外の問題として、

GMR/TMRヘッド対応における、さらに微小な欠陥

に関する問題が提起されている。それは、従来問

題にならなかったような微小な起伏を持った欠陥

で、GMR/TMR が高さに対して非常に敏感なのか、

あるいは磁性膜異常により記録が破壊されるのか

わからないが、それらはデータエラーを引き起こ

す。我々はそれらを総称して、前工程における欠

陥応力緩和による磁気特性異常と呼んでいる。

　これら微小な欠陥を解析するため、高感度光学

系を新たに開発、SDA-101に搭載し、そこより得

られる欠陥位置情報を基に米Zygo社 NewView5030

（以下Zygo）により解析すると、高さ10Å程度の

欠陥がテクスチャの中から浮き出てくることがわ

かった。さらにこの装置を用いて解析を進める

と、薄い汚れ膜上にスパッタした場合についても

データエラーが発生していることが確認された。

これによりスパッタはかなり厳しい制約のもと

で行われなければならないことがわかる。つまり

逆スパッタが強ければ基板表面は荒れてしまい、

少なければ汚れの残渣のために磁気メディアとし

ての性能が劣化する。また、基板加熱が強いと基

板素地の応力緩和が発生、磁気特性異常を起こ

し、弱ければ磁気特性が出せないということにな

る。

この辺の詳しい議論は専門家に任せるとして、

以下に得られたデータを用いてここまでの議論を

深めていく。

2．解析方法

本実験は、データエラーを起こした位置が特定

可能なマグネティック・サーティファイ・テス

ターと、欠陥位置決め可能な高感度光学式検査

機、ノマルスキー型微分干渉顕微鏡およびZygo

よりなるSDA-101（図１）の4種の観測要素を組

み合わせて行った。

ここで用いた高感度光学系は、ディスク表面の

微細なマイクロピットやスクラッチ、異物などを

高い精度で分別でき、さらにディスク上の座標を

割り出す能力を有する(光学系名：Version10A)。

メディア上欠陥の光学式検査装置による解析メディア上欠陥の光学式検査装置による解析メディア上欠陥の光学式検査装置による解析メディア上欠陥の光学式検査装置による解析メディア上欠陥の光学式検査装置による解析

岩田　哲也、篠崎　亮（システム精工）

図１：ディスク表面欠陥解析装置 SDA-101 with Zygo
の外観

高感度光学系 Version10A，ノマルスキー型微分干渉顕

微鏡，３次元表面形状解析装置 Zygo NewView5030 及

び位置決めステージより構成される．

高感度光学検査系 Zygo 微分干渉顕微鏡

位置決めステージ制御部
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そのため、位置決めステージ及び各種観察機器と

組み合わせることにより迅速な欠陥解析が可能と

なる。観察機器として、ノマルスキー型微分干渉

顕微鏡は、説明する必要もないと思うが、観察対

象表面の傾斜に強く反応するので、ディスク表面

の浅い欠陥も肉眼で観察できるようになる。ま

た、米 Z y g o 社の３次元形状表面状解析装置

NewView5030はミロー型干渉計を白色走査型にし

広いダイナミックレンジと1Åの精度を両立させ

ており、ディスク上の欠陥プロファイラーとして

の能力は十分である。

ディスク上のマグネティック・サーティファ

イ・エラーを起こす箇所の解析は次の手順で進め

られた：まず、マグネティック・サーティファイ・

テストと光学式検査をそれぞれ行い、マグネ

ティック・サーティファイ・エラー・マップと光

学的欠陥マップを得る（例えば図2、 3）。ディス

ク上の欠陥等の位置座標として極座標を使うのが

便利だが、ディスクの対象性の方向角度q は特定

できないので、我々はコンピュータを使ってマグ

ネティック・サーティファイ・テストにより得ら

れた磁気的エラー分布を表すマップと、SDA-101

の光学式検査部により得られたマップを、光学式

顕微鏡により確認しながら、正確に重ね合わせ

た。一度SDA-101の光学式検査部によって検出し

たディスク上の欠陥は、先に説明したように、位

置決めステージにより即座に顕微鏡及びZygoの

視野内に位置決め可能なので、微分干渉顕微鏡で

の肉眼による確認や、そこで見えづらい欠陥でも

Zygoによる3次元形状測定により（例えば図4）、

欠陥を簡単に探し観察や測定を行うことができ

る。

　上記の方法で、マグネティック・サーティファ

イ・テストにおけるエラーがどのような外観を有

するのか調査することができ、その特徴からエ

ラーを起こした欠陥の起因を推測することができ

る。

3．解析結果

3．1．欠陥の深さに比例するマグネティック・サー

ティファイ・エラー

図2はマグネティック・サーティファイ・テス

トより得られたマップ、図3はSDA-101光学検査

部により得られたマップである。図3のマップは

著しく欠陥が多いように見えるが、これは光学検

査部の感度が高いせいもあるが、マグネティッ

ク・サーティファイ・テストの後、SDA-101で解

析するまでの間に付いてしまった傷やゴミもある

ことに注意していただきたい。

ここでは図2、3にあるスクラッチＡに注目す

る。この欠陥は図3の光学検査マップで、ディス

クの外周から内周付近を通り再び外周に抜けるこ

とがはっきりとわかる。ところが、図2のマグネ

ティック・サーティファイ・マップではエラー領

域がディスクの外周から始まり内周付近でほぼ終

わってしまっている。この原因を調べるために

Zygo（図4）を使うと、マグネティック・サーティ

ファイ・マップでエラーの強く表示されている部

分はスクラッチが深く(37 Å)、ほとんど表示さ

スクラッチＡ

スクラッチＢ

ピット

図2：マグネティック・サーティファイデータエラーマッ

プ

スクラッチＡ

スクラッチＢ

ピット

図３：SDA-101 光学検査部によるマップ

スクラッチは長くのびていることがわかる
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図 4：Zygo による計測結果，図２，３におけるスクラッチＡのマーキング部分を測定．

深さは，約 37Å だった．マグネティック・サーティファイエラーを引き起こしていない部分は非常に浅い．

図5：Zygoによる計測結果，図２，３におけるスクラッチＢのマーキング部分を測定．このスクラッチは突起になっ

ており高さ 13Å程度．応力緩和によると思われる．この欠陥は，テクステャと同程度の変化しかないため，Zygoの
画像処理でそれを消さなければ確認するのは難しい．
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れていない部分は浅いことがわかる。

また、図3のマグネティック・サーティファイ・

マップに点状のエラーがあるが、これは光学検査

（図2）ではピットと表示された。Zygo（図6）に

よる計測では72Åと深い。

以上のことから、欠陥がある深さ以上になると

マグネティック・サーティファイ・エラーが発生

すると考えられる。これは、磁気ヘッドと記録面

の磁性膜との距離が大きくなると記録ができなく

なる、または記録が弱くなりエラーを起こしやす

くなると考えれば理解できる。

3．2．磁性膜欠落

　図7は、磁性膜剥がれの顕微鏡写真である。こ

れは磁性膜形成時、基板上にゴミがあったとき発

生すると考えられる。スパッタによりゴミ上に形

成された磁性膜は、その後の工程（例えばバニッ

図 6：Zygo による計測結果．図２，３におけるピットのマーキング部分を測定．72Å 程度と深い．

図7：ノマルスキー型微分干渉顕微鏡写真． ゴミの上に

スパッタされた後，それが剥がれたと思われる．

図 8：マグネティック・サーティファイエラーマップ
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シュ工程など）で強制的に取り除かれるか、自然

に剥がれ落ち、ディスク上に記録不可能の部分が

作られる。従ってこれがマグネティック・サー

ティファイ・エラーを引き起こすと推測される。

3．3．汚れ上の磁性膜

　磁性膜形成時に、ゴミではなく汚れがあった場

合にもマグネティック・サーティファイ・エラー

が発生する（図8）。

図9の顕微鏡写真から言えることは、これは逆ス

パッタが弱かった、あるいは基板の汚れが激し

かったため、逆スパッタ後にも汚れが残ってしま

い、その上に磁性膜が形成されたということであ

る。先のゴミの場合とは異なり、汚れそのものの

厚さが20～ 40 Å程度と薄いため（図10）その

後の工程で磁性膜が剥がされることはなかった。

　ところで、これがなぜできたかは上記のように

推測できるが、なぜマグネティック・サーティ

ファイ・エラーを引き起こしたかを推測するのは

難しい。

欠陥が高さを持つ場合、磁気ヘッド衝突のおそ

れがあるが、この汚れによる欠陥の場合、磁性膜

ははっきりとついており、しかも高さも磁気ヘッ

ドが飛行する高さに比べ十分低い。もちろん、グ

ライド・ハイト・テストでエラーとなるような高

さではない。

図 9：ノマルスキー型微分干渉顕微鏡写真．図 8のマー

キング部

磁性膜が汚れ上にスパッタされたと思われる．高さが低

いため微分干渉顕微鏡でも確認しづらい．可視化には

Zygo の画像処理が必要（図 10）

図 10：Zygo による計測結果．顕微鏡写真，図 8 のマーキング部を計測した．

汚れによる高さは 26 Å 程度であった．
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このことから、GMR/TMRのような高感度ヘッド

は、近づくにしろ遠ざかるにしろ記録面との距

離、あるいはその急激な変化に非常に敏感である

可能性がある。

3．4．欠陥の応力緩和

　最後に図2のスクラッチBに注目する。これは

SDA-101の光学検査（図3）ではスクラッチと判

定されたが、Zygoの測定（図5）によると13Å程

度の高さを持つことがわかる。この欠陥の形状

は、磁性膜形成の前工程で付いてしまったスク

ラッチがスパッタ時の基板加熱による応力緩和に

より盛り上がり、作られたと考えられる。この形

状の欠陥の発生原因は解明されているので、前工

程の改善及びスパッタ条件等の調整により発生を

押さえるための対策はとられている。

　しかし、この欠陥がなぜマグネティック・サー

ティファイ・エラーを引き起こすのか解明したと

いう報告はなく、原因がつかめていないのが現状

である。そういった状況であるが以下2つの仮説

がある。

(1)応力緩和による磁性膜の配向性異常

テクステャによる磁性膜の異方性が記録方向

なのに対し、このマグネティック・サーティ

ファイエラーを起こす部分がそれとは異なる方

向を向いているために、正常な記録再生ができ

ない。

(2)ヘッド対磁性膜間距離の過敏性

図2のスクラッチB は高さ13 Å程度とヘッド

の飛行する高さに比べ約1/10ほどの高さしかな

いが、3．3．節「汚れ上の磁性膜」で述べたよう

に、ヘッドが磁性膜との距離に過敏である可能性

がある。

4．まとめ

本実験調査の方法は、磁気的検査のマグネ

ティック・サーティファイ・テスターと光学的検

査のSDA-101を組み合わせることにより、マグネ

ティック・サーティファイ・エラーの原因追及を

容易にした。SDA-101に搭載した微分干渉顕微鏡

とZygoによる欠陥形状測定は、マグネティック・

サーティファイ・エラーの本質的な原因と、どの

工程を改善すればよいのかという情報を与えてく

れる。

これまでの実験調査で理解できているマグネ

ティック・サーティファイ・エラーの様子をまと

めると、次のようになる。

(1)欠陥深さ起因

形状：ピット、スクラッチ

原因：ポリッシュサブの欠陥

(2)磁性膜欠落起因

形状：陥没的巨大なピット

原因：ゴミ上へのスパッタ

(3)応力緩和による磁気特性異常

形状：スクラッチ状のふくれ

原因：スパッタ時の過加熱

(4)ヘッドの過敏性?

形状：わずかな高さをもつ欠陥

原因：汚染上へのスパッタなど

このようにマグネティック・サーティファイ・

エラーの欠陥情報を蓄積し、我々はマグネティッ

ク・サーティファイ・テスターに替わるオプティ

カル・サーティファイ・テスターを提案する。こ

の光学式検査はトラックの一本一本を追うことは

しないので、3.5インチディスク片面で60秒以下

と非常に高速であり、さらに欠陥形状の情報も得

られるので工程改善にも有益であろう。

　また、本実験調査で使用したSDA-101に搭載し

た光学系はバンプ等の高さ成分をそれに比例する

電気的な出力に置き換えることができるので、オ

プティカル・グライド・ハイト・テストへの応用

も検討している。

5． 最後に

　ハードディスクの記録密度は年々高まり、GMR/

TMRとヘッドは進化し、垂直磁気記録も注目され

始めている。今後、各種技術の変化に伴い、これ

まで問題とならなかった新種の記録メディア上欠

陥が問題となる可能性がある。本実験調査では、

これまでに発見されたマグネティック・サーティ

ファイ・エラーを引き起こす欠陥について報告し

たが、次世代メディアに予想される欠陥、新種の

欠陥、または本件に関してご意見があればお聞か

せ願いたい。
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ＡＣ電界によるＧＭＲヘッドの電荷誘導と

その損傷の可能性について
本田昌實(インパルス物理研究所)

はじめに：

  ＧＭＲヘッドの製造や検査工程では相変わらず未解決のヘッド損傷問題が発生している。例えば検査工

程（静電気管理領域）に設置された試験機器近辺でのＥＳＤ検出器（ＥＭＩロケ－タ）の反応である。静

電気対策はあらかた終わっているので、原因を静電気だけに帰結する事は出来ない。静電気以外に電荷生

成の一つの原因として交流電源が考えられる為［１］、これによる電荷誘導の実態とヘッド損傷の可能性

を探る事にした。

  ＡＣ電源電圧のピ－ク値は実効値（ＲＭＳ）表示の２√２倍であり、工場の２００Ｖ
ｒｍｓ

は約５６５Ｖに

なる。（１００Ｖ
ｒｍｓ

でもピ－ク値は２８２Ｖ）最近のＧＭＲは１０Ｖかそれ以下の電圧で損傷を受ける事

が知られており、このような交流ピ－ク値は相対的に高電圧／高電界であり、最新型のＧＭＲヘッドに

とって潜在的な脅威となる可能性がある。

１．実験

１．１実験装置と方法

   図１に示すように交流（５０Ｈｚ）１００Ｖ
ｒｍｓ

が印加された上部銅板（２８０ｍｍ×４５０ｍｍ）と

接地電位にある下部銅板（３０５ｍｍ×６１０ｍｍ）に挟まれた空間（高さ：４２０ｍｍ）に、被誘導対

象（ＤＵＩ）を置く事により、交流電界を曝露させる。装置中央部での交流電界強度は計算上ピ－ク値で

６７３Ｖ／ｍである。図２にこの実験装置に印加した交流電圧波形を示す。ＤＵＩはジュラコン樹脂（帯

電しにくい絶縁物：８ｍｍ×１００ｍｍ×５００ｍｍ）の上に置き、これを手に持ち上下（ｚ軸）、左右

（ｙ軸）、前後（ｘ軸）に運動させて変動電界を与える。座標系は図３参照。静電荷誘導の有無は接地され

た導電ゴムの先端（１０ｍｍの電線が付いている）を DUI に触れて誘導した電荷を放電させ、これを超

高感度のＥＳＤ検出器（ＥＳ－９８Ｐ）で調べる。図４参照。

図４ 接地の状況とＥＳＤの検出方法”Test Object”=DUI

図１  実験装置の構造
図２　AC100V波形 V:50V/div, H:10ms/div

図３　座標系
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１．２ 電荷誘導対象（ＤＵＩ）

・ＨＧＡ：  静電容量 Ｃ＝０．９５ｐＦ （自由空間に対する容量）

ＨＧＡ＃１： Ｒ
ＧＭＲ

＝４０．７Ω

ＨＧＡ＃２： Ｒ
ＧＭＲ

＝４１．９Ω

・小型銅片（厚み０．１５ｍｍ）

Ａ１：３０ｍｍ×３０ｍｍ  Ｃ＝０．６ｐＦ

Ａ２：３０ｍｍ×６０ｍｍ  Ｃ＝１．３ｐＦ

Ａ３：３０ｍｍ×９０ｍｍ  Ｃ＝１．８ｐＦ

１．３ 使用測定器

・ ＥＳＤ検出器（図５）

  形式：ＥＳ－９８Ｐ（ＩＰＬ製）、放電検出感度 １０ｐＣ（１０Ｖｘ１ｐＦ）

    ＠距離１５０ｍｍ、受信アンテナ５０ｍｍ、検出可能インパルス幅４０ｐ

ｓ

    表示“Ｈｉｇｈ”２５０ｍＶ、表示“Ｌｏｗ”２．５ｍＶ、＠アンテナ入

力部

インパルス極性（＋ ｏｒ－）識別、従来のＥＳＤ検出器（ＥＭＩロケ－タ：

ＥＳ－８１Ｖ）に関しては文献［２］参照。

・ オシロスコ－プ

   形式：Ｔｅｋ ＴＤＳ６９４Ｃ、ＤＣ－３ＧＨｚ   ＥＳＤ波形測定用

   形式：Ｔｅｋ ７７０４Ａ＋７Ａ２６＋７Ｂ８０、ＤＣ－２５０ＭＨｚ Ａ
Ｃ波形測定用

・ 高周波電流プロ－ブ

   形式：Ｔｅｋ ＣＴ－６，２５０ｋＨｚ－２ＧＨｚ，６Ａ，

　３０ＶＤＣｍａｘ、５０Ω

２．実験結果

２．１ 運動の効果

    交流電界中でＤＵＩを動かして電荷が誘導するかどうかを調べた。ＤＵＩを乗せているジュラコンを上

下（ｚ軸）に運動させる。変位は約３０ｃｍ、運動速度は約１０ｃｍ／ｓである。電荷誘導の有無はＤＵ

Ｉ（ＨＧＡ含む）に接地した電線を触れた時の放電の有無

から間接的に判断した。表１に示す如く、ＤＵＩが静止し

ている状態ではＥＳＤ検出器（ＥＳ－９８Ｐ）は全く反応

せず、上下に動いた時だけ反応（“Ｌｏｗ”）する。電荷誘

導と運動の有無は密接な関係にある事がわかった。

２．２ 運動方向と電荷誘導

   ＤＵＩの運動方向と、電荷誘導の程度を調べた。ＤＵＩ

を左右（ｙ軸）に動かした時はＥＳ－９８Ｐは全く反応せ

ず、ＤＵＩを上から下（荷電板から遠ざける方向）に動か

した時に、最も強い反応（“Ｈｉｇｈ”）が認められる。装

置中央部で、ＤＵＩを前後（ｘ軸）に動かした時もＥＳ－９

８Ｐは反応するが、この時はいつも“Ｌｏｗ”である。表２

参照。この実験装置の内部に発生している交流電界は垂直

方向（ｚ軸）に電界成分（電気力線の方向）があり、これに

沿った運動が電荷誘導に大きく寄与していると考えられる。

２．３ 小型銅片における放電電流の確認

   小型銅片（Ａ１－Ａ３）を上から下に動かし、電流プロ－

ブ（ＣＴ－６）を介した接地線（約１０ｍｍ）を触れて放電

を発生させ、この時の電流波形をオシロスコ－プ（ＴＤＳ

図５超高感度ＥＳＤ検出器

         （ＥＳ－９８Ｐ）

    ES-98P Response
DUI  Movement    Stop
A1   low no detection
A2   low no detection
A3   low low
HGA#1   low no detection
HGA#2   low no detection

表２  運動方向と誘導電荷

Movement (axis) ES-98P Response
front to back (-x)  low
back to front (+x)  low
left to right (+y)  no detection
right to left (-y)  no detection
low to high (+z)  low
high to low (-z)  high
stop  no detection

表１  運動の効果
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６９４Ｃ）で確認する。同一の試験片（小型銅片）でこの動作を１０回行なった。図６に放電電流の分布

を示す。表３にピ－ク電流の最大値、平均値、最小値及び電荷量（計算値）を示す。面積が大きくなると、

観測されるピ－ク電流値（ｉ）も大きくなるが、Ａ１においても最大１４０ｍＡのピ－ク電流が観測され

ている。電流パルス幅（ｔ）を０．５ｎｓとした時の放電電荷量（ｑ＝ｉｔ）はＡ３（２７００ｍｍ２）で

１０６．１ｐＣであり、この値はＡ１（９００ｍｍ２）

の電荷量の約３倍になっている。他の条件が同一で

あれば、ＤＵＩが電界に曝された面積（投影面積）

が大きい程、誘導される電荷量も大きくなると考え

られる。図７にＡ２における放電電流波形の例を示

す。１６０ｍＡのピ－ク電流が観測されている。

２．４ ＨＧＡに於ける放電時のＧＭＲ抵抗変化

   ＨＧＡを上から下に運動させ、試験パッドの“Ｇ

ＭＲ＋”に接地線（１０ｍｍ）を触れて放電を発生

させ、直後にＧＭＲ抵抗をＤＭＭ（Ｆｌｕｋｅ２７）で調べた。この動作を計１４回行いその値をプロッ

トした。図８参照。ＨＧＡ＃１（初期抵抗値 ４０．７Ω）では、１回目の放電で５０．７Ωに上昇した。

５回目の放電では５７．６Ωから７７．４Ωになった。ＨＧＡ＃２（初期抵抗値４１．９Ω）では、１回

目の放電で一気に１０９．４Ωに上昇してしまった。交流電界による電荷誘導で確実にＧＭＲが損傷する

事がわかった。

３．検討

３．１ 交流電界下での運動による電荷発生

   交流電界に曝された誘導対象物体（ＤＵＩ）におい

て、この物体の外部電界に起因するエネルギ（Ｗ）は；

Ｗ = q E（（（（（d＋＋＋＋＋Δd））））） [J]  である。

ここで

   q = 電荷 [C] 、 E = 交流電界 [V/m]

 、 d = 変位 [m] 、Δd = 微少変位 [m]

　表３ 放電電流のピ－ク値及び電荷量（計算値）

 DUI  Peak Current
   (mA)

 Charge（計算値）
   (pC)

  A1  18 - 140
平均: 73.3

   36.7

  A2  40 - 300
平均: 171.6

   85.8

  A3  96 - 320
平均: 212.2

  106.1

図６ A1-A3放電電流の分布　

     放電回数は各々10回

図７ Ａ２の放電電流波形例

V：40ｍＡ/div，Ｈ：500ps/div

図８ＧＭＲ抵抗の変化     ＨＧＡ＃1： 初期抵

抗＝ 40.7 Ω、ＨＧＡ＃ 2：初期抵抗＝ 41.9 Ω
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　従って、力 Ｆ＝q E ［Ｎ］に逆らって、変位dをΔdだけ増大させれば Ｗ は増大する。 力Ｆの向き

は電気力線の向きと同じであり、この実験装置ではＡＣ荷電板から下の接地板に向かっている（Ｚ軸）。つ

まり、ＡＣ荷電板から誘導対象物体を遠ざけると、ここのエネルギ（電荷）は増大する。このエネルギ（電

荷）増大メカニズムは電界の生成理由に依らない。例えば、帯電体による静電界であっても状況は変わら

ない。即ち、帯電体近傍の空間からＧＭＲヘッドが遠ざかる時でも、このＧＭＲヘッドに電荷は生じる。

運動は相対的であるから、ＧＭＲヘッドが静止していても電界が変動（特に高→低）すれば、同じ様に電

荷は増大する。

　工場で用いられているＰＷＭインバ－タは高調波が大量に発生し、電源波形が大きく歪み、かつ中性点

電位が漂動する事が有る。３相を一括して電線管（コンジット）に入れたとしても、大地に対する高調波

の不平衡成分がある為、正弦波から大きく歪んだ電界が発生する。このような場合のＧＭＲヘッドに対す

る影響も懸念されるが、現時点では定量的なデ－タは得られていない。

３．２  放電電流の大きさ

    ＨＧＡに見立てた小型銅片Ａ１（９００ｍｍ２、０．６ｐＦ）を接地した時の放電電流は最小でも１

８ｍＡが観測された。この値はＧＭＲヘッドの破壊スレショルドとされる１０ｍＡ（文献［３］）より

も大きく、実際のＧＭＲ素子を貫通している電流ではないが、問題となる可能性がある。一方、最大１

４０ｍＡ（ｉ）という値が得られているが、この値は仮にＨＧＡのサスペンション部分のインダクタン

ス（Ｌ）が２５ｎＨ、放電時の電流パルス幅（Δｔ）を０．５ｎsとすると、このサスペンションには

７Ｖの電圧（Ｖ＝Ｌｄｉ／ｄｔ）が誘起する事になり、最新型のＧＭＲヘッドでは問題となろう。Ａ

２、Ａ３で得られた放電電流値は、ＧＭＲ素子にとって確実に危険な値である事は言うまでもない。

３．３ ＧＭＲ素子の抵抗変化

    ＨＧＡ＃１（初期抵抗値 ４０．７Ω）の場合、１回目の放電でＧＭＲ抵抗が１０．０Ω増大し、５０．

７Ωになった。この値は素子が確実に破壊（ジュ－ル熱による溶融）している事を示す。実際のＧＭＲ素

子では僅か数％の抵抗変化でも磁気的に変成していると見做される［３］からである。交流電界によるピ

コク－ロンオ－ダの電荷誘導であっても、ＧＭＲ素子を破壊劣化させるには充分な破壊エネルギを有する

事がわかる。

４．まとめ

   ＧＭＲヘッドの損傷劣化（結果）が、静電気以外の原因、今回はＡＣ電界で起り得る事を実験により

明らかにした。強化条件としてのＧＭＲッドに対する運動の付与も重要である。

交流電界に曝されたＧＭＲヘッドは静止状態においては問題は少ないが、ロボットア－ムや顕微鏡ステー

ジ等で、ヘッドが移動（変位）させられると、新たな電荷誘導が起る可能性がある。ヘッドが静止してい

ても電界が変動 （特に電圧が high → low ）すれば同じ様に電荷が生じる。今回は触れなかったが、

ＡＣ電界以外にも空間を介して（界成分のみで）ＧＭＲヘッドを損傷させる可能性のある電磁界があり、

何れ報告する予定［４］である。
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Title: Possibility of GMR Recording Heads Damage Caused by AC Power Fields
Name: Masamitsu Honda
Affiliation: Impulse Physics Laboratory, Inc.
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３月、４月の技術委員会において、次年度の

技術委員会では各分科会活動の活発化のための

組織見直し、また近い将来に市場展開が予想さ

れるコンシューママーケット用ＨＤＤに関する

分科会の設置、さらには垂直記録に関する規格

制定の検討開始を行うことを基本とすることと

しました。

最新ストレージ用語辞典

　岡村技術士、筧副会長他の方々のご尽力によ

り、予想以上の（？）充実した増補版が出来上

がり、先の DISKCON JAPANにおいて来場者に配

布いたしました。皆様のご協力にこの場をお借

りしてお礼申し上げます。

ヘッド分科会報告（小林分科会長）

　３月１６日（金）にヘッド・テスト合同分科

会を開催し、「最新スピンスタンドの技術動向」

と題したワークショップを併催しました。

分科会

1.「テスターのロードマップ」ＷＧ第４回　

ＷＧリーダ：日立ＳＴＲ 宮本氏

宮本ＷＧリーダより、「ＨＤＤ技術およびテス

ティングロードマップに関するアンケート調査」

に関する中間報告がなされた。現在まで７６件

回収(配布総数 413件、回収率 18.4%)。締め切

りが３月２日となっており、配布してから ２

週間と短かったために、延長して３月１４日と

したが、アンケートに答えるのに時間が結構か

かりもっと時間が必要であろうという意見が出

て、締め切りは３月３１日とすることとしたが

４月１５日ぐらいが適当であろう。

2．２００１年度予定策定

以下の様に決定。ワークショップが決まって

いない１０月以降は次回決定の予定。

５月２５日(金)  マイクロアクチュエータ

６月８日(金)合同分科会(日立金属高輪和彊館)

７月１３日(金)  記録ヘッド

１０月１９日(金)

１月２５日(金)

３月２日(金)

3.　ワークショップ(ヘッドの形状および寸法

測定技術)講演会

「ヘッド・トラック幅測定装置」と題して、日

立電子エンジニアリング（株）営業本部販売推

進部 主任技師  樋口龍治様より御講演頂いた。

波長248 nmを用いた深紫外線顕微鏡を採用し

て、0.1μ mの最小線幅測定を非接触・非破壊

で高速に (１素子 １０ポイント測定で１秒)行

う優れ物。データは出なかったが、0.1μ m以

下も可能とのこと。

「走査型プローブ顕微鏡の磁気ヘッド計測への

応用(仮題)」と題して、セイコーインスツルメ

ンツ科学機器事業部 技術１部 技術２グループ

係長  白川部喜春様と、分析営業部横浜営業所

係長 高森秀之様より御講演頂いた。

様々な多機能測定モードを持った走査型プ

ローブ顕微鏡を用いて、ヘッドの各種測定例が

紹介された。 AFM(形状像)、 FFM(摩擦像)、DFM

(形状像)、PHASE(位相像)、MFM(磁気像)、LM-

FFM(摩擦像)、 E-AFM(粘弾性像)等である。

５月２５日（金）に分科会を開催予定。

また、６月８日６月８日６月８日６月８日６月８日（（（（（金金金金金）））））の合同分科会の合同分科会の合同分科会の合同分科会の合同分科会（（（（（日日日日日立立立立立金金金金金

属高輪和彊館　属高輪和彊館　属高輪和彊館　属高輪和彊館　属高輪和彊館　1313131313時より）時より）時より）時より）時より）は、は、は、は、は、ヘッド分科会がヘッド分科会がヘッド分科会がヘッド分科会がヘッド分科会が

主催、主催、主催、主催、主催、詳細は詳細は詳細は詳細は詳細はhttp://www.idema.gr.jp/stan-http://www.idema.gr.jp/stan-http://www.idema.gr.jp/stan-http://www.idema.gr.jp/stan-http://www.idema.gr.jp/stan-

dard/standard_home.htmdard/standard_home.htmdard/standard_home.htmdard/standard_home.htmdard/standard_home.htmに近日掲載予定に近日掲載予定に近日掲載予定に近日掲載予定に近日掲載予定。

ディスク分科会（渡辺分科会長）

　３月１６日（月）にヘッド・テスト合同分科

会を開催。

　４月２７日(金)にテスト分科会と合同で分科

会を開催予定。

テスト分科会報告（高木分科会長）
分科会の活動はありません。
４月２７日(金)にディスク分科会と合同で分

科会を開催予定。　

コンタミ分科会報告（藤本分科会長）

　分科会の開催はありません。

技術委員会報告

技術委員長　松崎幹男（TDK)
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　企画委員会では恒例のインタナショ ナル ・ ディス

ク ・ フォーラム (4 月の DISKCON JAPAN と 併催) 並

びに 1･7･10 月開催のクォータリ ーセミ ナの講演依頼

先 ・ 講演内容の検討 ・ 企画を担当しております。

20012001200120012001 年年年年年 44444 月月月月月イイイイインンンンンタタタタタナナナナナシシシシショョョョョ ナナナナナルルルルル･････デデデデディィィィィ スススススククククク･････フフフフフォォォォォーーーーーラララララムムムムム

　4 月に Big Sight で開催いたしましたインタナショ ナ

ル・ディスク ・フォーラムでは208名に登る多く の方々

に参加頂きました。 厚く 御礼申し上げます。

基調講演はQuantum社との合併で世界最大となられ

た Maxtor 社の副社長 Victor Jipson 氏にお願いしま

した。 その他、 各セッションの講演内容の概要は次

号に掲載致します。

20012001200120012001 年年年年年 77777 月月月月月クククククォォォォォーーーーータタタタタリリリリリセセセセセミミミミミ ナナナナナ

  7月のクォータリ ーセミ ナに関しまして、 大筋は決め

つつありますが、 最終決定には至っておりませんの

で、 ここではまだご紹介出来ません。 企画委員会で

企画委員会報告

企画委員会

はクォータリ セミ ナの詳細が決まり 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ており

ます。 WEB ページの URL は

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

ですので、 是非ともご参照をお願い致します。 この

ページからオンラインでのお申し込みも可能です。

  セミ ナー参加の皆様は全員、 講演終了後、三井ク

ラブ（ 東京倶楽部ビル）にて開催の懇親会にご招待

させていただきます。 懇親会参加者同士の情報交

換で昼間は聞けない業界の噂話も…とも聞こえてまい

ります。 貴社の戦略に重要な情報を入手できます。

多数の方々のご参加をお待ち申し上ております。

当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。ご興味をお

持ちの分野、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。

今後の開催予定今後の開催予定今後の開催予定今後の開催予定今後の開催予定 20012001200120012001 年年年年年 7 7 7 7 7 月月月月月 1919191919 日日日日日(((((木木木木木)       )       )       )       )       クククククォォォォォーーーーータタタタタリリリリリセセセセセミミミミミ ナナナナナ                     プププププラララララザザザザザホホホホホーーーーールルルルル

2001年10月12日(金)        クォータリセミナ                 プラザホール

                2002年 1月18日(金)   クォータリセミナ                 プラザホール
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　DISKCON JAPAN 2001 及び OPTICAL DISC

PRODUCTION EXPO 2001は，今年も東京ビッグサ

イトで4月18 日より20日まで3 日間開催され

ました。依然として非常に厳しい経済環境か続い

ているなかで，134 社・345小間のご出展をいた

だき，ほぼ昨年と同レベルの規模を維持すること

ができました。また来場登録者数は，前年実績を

764名上回る15,895名にものぼり，非常に盛況の

うちに幕を閉じることができました。ここに関係

各位に深く御礼を申し上げます。

来場者数

  4月 18日(水)(晴後曇)  3,936名

  4月 19日(木)(雨後曇)  5,684名

  4月 20日(金)(晴)      6,275名

  合計   15,895名

  前年比 +764名(前年実績15,131名)

出展社数、小間数

  出展社数  134社

  前年比 -3社(前年実績137社)

  小間数    345小間

  前年比 -30小間(前年実績375小間)

ディスコン･ジャパン2001展示会報告

イベント実行委員長　久保川昇（IT総研）

　当初，同じ会期中にディスプレイ関連の展示会

が開催され，出展者数の減少が懸念されておりま

したが，ほぼ同レベルの出展者数が得られたこと

で，胸をなでおろしております。逆に，同展示会

登録者に対してもDISKCON JAPAN/OPTICAL DISC

PRODUCTION EXPOへの入場を許可したことで，実

際の来場者数は上記を上回るものとなっていたも

のと思われます。

　また、2000 年より新しい企画としてスタート

した、OPTICAL DISC PRODUCTION EXPO も，光

ディスクの生産に関連する専門の展示会として

徐々に業界に浸透してきております。これは従来

協会が併催しておりましたINFORMATION STORAGE

JAPAN の光部門を切り離し、光ディスクのプレマ

スタリングからパッケ－ジ･ソフトウエアなどレ

プリケ－ション産業も含めた総合的な光ディスク

の専門展示会です。

　来年度も，DISKCON JAPAN/OPTICAL DISC

PRODUCTION EXPOを併催する予定です。引き続き

関係各位のご指導・ご協力を賜りますようお願い

申し上げます。
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　4月 18日から20日の3日間開催された第9回

DISKCON JAPANも無事終わり、私の担当した業務

もこれですべて終了しました。

　振り返ってみますと、国際ディスクドライブ協

会は9年前の1992年4月1６日、場所はビッグサ

イトとは違いますが、晴海国際展示場でメサゴ・

ジャパン（現在のメサゴ・メッセフランクフルト

株式会社）とシ－・エヌ・ティの主催で開催され

ておりましたディスクショウの最中に展示会場内

の国際貿易センタ－会議室で設立総会が開催さ

れ、産声をあげました。これは既に1987年設立

され国際的に活動を拡大しつつあったIDEMA USA

に呼応し、連携をとり、協力し合いながら、HDD

業界の発展を支援し国際交流の場を提供する目的

でありました。

　発足当時は会員数も29社でしたが、この協会

の大きな特徴はHDDメ－カ－を中心として素材、

部品、製造装置、測定機器メ－カ－や商社、リサ

－チ会社までHDDに携わる広範囲な関連企業が参

加していることで、新技術の発表や市場動向ま

で、日・米・亜の3地域を軸とした幅広い国際交

流をベ－スに活動を展開してまいりました。その

活動は年4回のセミナ－やフォ－ラムを通じての

聴講者と講師の方々の交流、技術分科会によるテ

－マごとの問題点の討議と規格標準化への模索、

業界へ新しく参加された方々へ技術の習得をお手

伝いするハードディスクドライブ入門講座の開

設、これらの活動をより広く一般の方々へPRす

るための機関紙「IDEMA JAPAN NEWS」の発行な

どであり、その集大成が年一回 4 月に行う

DISKCON JAPANであります。

　このような活動はすべて理事の方々のボラン

ティアによる地道な努力の積み重ねであり、その

活動に共鳴され参加される方も年々増加し、現在

では、会員数も日本で法人会員125社、個人会員

24名となり、全世界では1000社に近い会員数と

なっております。

　私はこの協会設立当初から、理事として、副会

長として、また、最後の2年半は専務理事として

お手伝いをさせていただきました。特に見本市に

関しましては、協会設立翌年、メサゴ・CNTより

引継ぎDISKCON JAPANと改称し、第1回を晴海で

開催して以来、1996 年には有明の東京ビッグサ

イトに会場を移してからも、今年第9回の見本市

まで、企画・運営を担当させていただきました。

したがって見本市に対する想いは一入のものがあ

ります。昨年は、かねてよりの念願であった東ホ

－ル１館を満杯にすることができ、感激したもの

です。

　このように協会の活動が活発に行われ、拡大し

て来ましたのは、ひとえに協会を支え、ご協力し

てくださった皆様方のおかげであると心から感謝

致す次第であります。このところ関連企業の統廃

合が行われ、企業業績が停滞気味でありますが、

これは現在ひとつの踊り場に差し掛かっているも

のであり、市場動向を見ますとHDDそのものの生

産数量は相変わらず伸びておりますので、新技術

とコストの吸収を調整できれば、AV 関連の新し

い応用分野の需要の増加も目前にきております

し、更なる発展、成長も間近であろうと期待する

ものであります。

　今後とも、協会が業界の発展に少しでもお役に

立てることを念願しております。私も、これで協

会を離れますが、外部から何かお役に立つことが

できればと思っております。本当に長い間ご支援

とご鞭撻を賜り有難うございました。最後に皆様

方のご多幸と繁栄を心からお祈りしております。

協会9年の足跡を顧みて

国際ディスクドライブ協会　元専務理事・事務局長　杉浦達夫
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  第15回“DISKCON USA 2001” は、本年９月１９日（水）～２０日（木）、サンノゼ・コンベンショ

ンセンターで開催されます。今回は一般の展示に加え、会場内に特に「ジャパニーズパビリオン」（他

に「アジア・パシフィックパビリオン」もあり。）が設定されます。IDEMA USA では、低コストで効

果的なセールスプロモーションとして「ジャパニーズパビリオン」に多数の日本の企業からの出展を

呼びかけています。

  出展方法は、「ポスターボード展示（ボード使用料990ドル）」と「フルブース展示（3,000ドル）」

の二通りがあります。詳細は下記をご参照願います。

DISKCON USA の 「ジャパニーズパビリオン」 への出展について

専務理事・事務局長　多羅尾悌三
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The Japanese Pavilion at DISKON USA 2001
(there will be a similer Asia-Pacific Pavilion)

IDEMA, the presenter of DISKON USA celebrates 15 years of service to the Data Storage Industry this
year! This celebration includes a special pavilion inside the DISKCON USA tradeshow where companies
may display with other companies doing business in Japan. We hope the trade consulate will also be on hand
to promote global business as well.

TWO DISPLAY OPTIONS
There are two opportunities to exhibit: a poster board display or a furnished booth in the Japanese Pavilion.

1) The Poster Board Display-this is a series of one meter wide by eight-foot high panels, each separated by
a 1/2 meter panel with the DISKCON logo. The $990 fee includes only the display space (meter board area)
and does not inclide any cost for producing the graphic. Professional production assistance is avairable for a
modest fee.[see sketch]

2) The Full Booth Display-this display area includes a booth space(9’x10’), hardwall (shell) structure, select
furnishing , carpet, one duplex electrical outlet (15 amps) and an identification sign. The $3,000 fee includes
these items as described above. [see sketch]

Both of these display types will be housed under the Pavilion ceiling array sign that will identify this unique
area on the tradeshow floor.

APPLICATION PROCESS
*Applications will be accepted on a first-come, irst-served basis.
* Payment must be received no later than August 1, 2001. Please ask the IDEMA show group for an invoice
or information on wiring payment if needed.
* Each participating company is asked to submit the Show Guide and Product Index Form as soon as possible
in order to be included in the official guidebook.
Copy may be emailed to:showgroup@idema.org

For more inforamtion:
Please contact the IDEMA show group in Santa Clara, California.
Phone:(408)492-1436 Fax:(408)492-9749
Email: showgroup@idema.org
Mail:DISKCON USA, 3255 Scott Blvd.,
Ste 2-102, Santa Clara, CA 95054



31                IDEMA Japan News No.42

国際ディスクドライブ協会　組織図国際ディスクドライブ協会　組織図国際ディスクドライブ協会　組織図国際ディスクドライブ協会　組織図国際ディスクドライブ協会　組織図

事務局 事務局長（委嘱）：多羅尾悌三 

　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

会長　　　菅沼　庸雄 (日立製作所)

副会長　　筧    朗　（富士通）  広報出版委員会 委員長：鶴 哲生 Co:村上俊一

監事　　　原田  英樹（ＨＴＡ）

名誉理事　金子  　峻 (日本ｽﾊﾟｲﾀﾞｰ･ｼｽﾃﾑｽﾞ) 会員管理委員会 委員長：百束雄一 Co:上野寿久

専務理事　多羅尾悌三（国際ﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ協会)

理事　  　上野　寿久（神戸製鋼所） 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　　　久保川　昇 (ＩＴ総合研究所）

理事　　　久保田　裕二 (東芝） イベント 委員長：久保川昇  Co:多羅尾悌三

理事　  　篠原　肇 　(日立金属） 実行委員会

理事　  　鈴木　勲 　(ＨＯＹＡ）

理事　  　鶴　　哲生 (日立電子ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ） 教育推進委員会 委員長：山崎秀昭　Co:山崎　隆

理事　  　寺田　章　（アルプス電気）

理事　    百束　雄一 (メディア研究所） 研究推進委員会 委員長：篠原 肇

理事　    渕上　祥児 (ソニー）

理事　    松崎　幹男 (ＴＤＫ）  技術委員会 委員長：松崎幹男　Co:鈴木隆夫

理事　  　村上　俊一（アネルバ）         (TDK) (日本ｽﾊﾟｲﾀﾞｰｼｽﾃﾑｽﾞ)

理事 　 　山崎　秀昭（日本ｽﾊﾟｲﾀﾞｰ･ｼｽﾃﾑｽﾞ）   　ディスク分科会 分科会長：渡辺正博

理事　  　山崎　隆 　(日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ）         (日立製作所)

理事(USA) John Kurtweil(Read-Rite Corp）   　ヘッド分科会 分科会長：小林和雄　Co:福田一正

          (富士通)　　　(TDK)

  　テスト分科会 分科会長：高木　均  Co:八田秀明

    (協同電子ｼｽﾃﾑ) (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)

IDEMA  USAIDEMA  USAIDEMA  USAIDEMA  USAIDEMA  USA

www.idema.org
3255 Scott Blvd., Suite 2-102,
Santa Clara, CA 95054-3013  USA
phone: 1-408-330-8100
fax   :1-408-492-1425

IDEMA  ASIA-PACIFICIDEMA  ASIA-PACIFICIDEMA  ASIA-PACIFICIDEMA  ASIA-PACIFICIDEMA  ASIA-PACIFIC

www.idema.org/asia/index.html
World Trade Centre,(Lobby A or B)
1 Maritime Square #10-29
Singapore 099253
phone : 65-278-9522
fax   : 65-278-8762
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事事事事事     務務務務務     局局局局局     よよよよよ     りりりりり     おおおおお     知知知知知     ららららら     せせせせせ

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、ハードディスク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（7月から翌年6月まで)：

    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への広告募集への広告募集への広告募集への広告募集への広告募集

広告掲載料：　　　　       会員                 一般 　　　　　　

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

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

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 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:yamamoto@idema.gr.jp

新規送付、ご変更のオンライン受付はhttp://www.idema.gr.jp/news/news_home.htmです。

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。ご希望の方へ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。

最新ストレージ用語辞典発売中最新ストレージ用語辞典発売中最新ストレージ用語辞典発売中最新ストレージ用語辞典発売中最新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社発行の最新ストレージ用語辞典を頒布しております。 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。http://www.idema.gr.jp/registration/reg_yougoshu.htmで お申し込みください。

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ハードディスクドライブ入門講座・・・・・クォータリーセミナー等への参加お申込みについてクォータリーセミナー等への参加お申込みについてクォータリーセミナー等への参加お申込みについてクォータリーセミナー等への参加お申込みについてクォータリーセミナー等への参加お申込みについて

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、

オンラインまたは、FAX用申込み用紙を事務局までご請求ください。
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国際ディスクドライブ協会入会申込書国際ディスクドライブ協会入会申込書国際ディスクドライブ協会入会申込書国際ディスクドライブ協会入会申込書

参加企業名 和 文

英 文

会員代表者氏名

所属部署名

役　職

住　所 〒

TEL番号

FAX番号

E-Mail

上記企業所の形態 本社・販売事業所・工場・研究開発・サービス・その他（　　　　　）

設立 本社 ディスクドライブ関連

（事業開始年度） 年 年

従業員数 人 人

関連取扱製品

資本金 百万円 1年間の年会費    10万円・  20万円

他地域会員の100%子会

社の場合、親会社名

英文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国名:

入会ご希望技術委員会 ディスク・ヘッド・テスト・コンタミネーションコントロール

希望入会年月日 ２００　年　　　　月から

連絡先　(代表者と異なる場合のみご記入ください。お知らせや年会費の請求書を送ります。)

連絡担当者

所属部署名

役　職

住　所 〒

TEL番号

FAX番号

E-Mail

＊年会費のご入金をもってご入会とさせていただきます。

  事務局へFAXまたはご郵送いただきますと、年会費の請求書をお送りします。

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
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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

55555月月月月月 16-1716-1716-1716-1716-17日日日日日

 計測連合シンポジウム 先端計測2001

 日本学術会議講堂

 梶原逸朗（東工大）

 TEL：03-5734-2502　kajiwara@mech.titech.ac.jp

66666月月月月月 13-1513-1513-1513-1513-15日日日日日

 The 6th （ISSP国際シンポジウム）

 金沢工業大学　高度材料化学研究開発センター　

  草野英二　Tel:076-274-9257

  E-mail: Issp@wwwr.kanazawa-it.ac.jp

66666月月月月月 2222222222日日日日日

 マイクロ磁区専門研究会

 日本応用磁気学会

  Tel:03-3272-1761

  幹事 松山（九州大学）　大森（SONY)

77777月月月月月 23-2423-2423-2423-2423-24日日日日日 or 7 or 7 or 7 or 7 or 7月月月月月30-3130-3130-3130-3130-31日日日日日

  電気学会マグネティックス研究会

 「マイクロ磁気デバイス・磁気応用一般」北大

　山口正洋（東北大）yamaguti@riec.tohoku.ac.jp

88888月月月月月 20-2220-2220-2220-2220-22日日日日日

  The Magnetic Recording Conference (TMRC 2001)

  Minneapolis,MN IEEE    www.iist.scu.edu

88888月月月月月 2828282828日日日日日 -9-9-9-9-9月月月月月11111日日日日日

  Joint European Magnetism Symposia (JEMS '01)

　www.polycnrs-gre.fr/JEMS01/

99999月月月月月 25-2825-2825-2825-2825-28日日日日日

  第 25回日本応用磁気学会 学術講演会

  秋田大学

  日本応用磁気学会 Tel:03-3272-1761

1010101010月月月月月 16-1916-1916-1916-1916-19日日日日日

  2001年光メモリ国際シンポジウム(ISOM2001)

  圓山大飯店（台北）

  ISOM2001事務局学会事務センター

          講演会開催業務部 Tel:03-5814-5800

1111111111月月月月月 13-1613-1613-1613-1613-16日日日日日

  MMM Seattle, Washington

  Janis Bennett, American Institute of Physics

  TEL: 516-576-2403

  E-mail intermag@courtesyassoc.com

  http://www.magnetism.org

20022002200220022002年年年年年 44444月月月月月 2828282828日日日日日-5-5-5-5-5 月月月月月22222日日日日日

  Intermag Europe 2002

  RAI Congress Center, Amsterdam

  Courtesy Associates TEL: 202 973-8668

  E-mail intermag@courtesyassoc.com

  http://www.intermag2002.org

国際国際国際国際国際ﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ協会協会協会協会協会
www.idema.gr.jpwww.idema.gr.jpwww.idema.gr.jpwww.idema.gr.jpwww.idema.gr.jpをご参照ください

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ入門講座入門講座入門講座入門講座入門講座

                                                                                                                                                                               協会会議室

･6月 15日（金）（第37回）

･8月 24日（金）（第38回）

･10月 26日（金）（第39回）

･12月 21日（金）（第40回）　　　

クォータリーセミナークォータリーセミナークォータリーセミナークォータリーセミナークォータリーセミナー

                                                                                            霞ヶ関ﾋﾞﾙ1階 プラザホール

･7月 19日(木)

･10月 12日(金)

･2002年 1月 18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

5月25日(金)ヘッド分科会           協会会議室

6月8日(金) 合同分科会     日立金属高輪和彊館

IDEMA USAIDEMA USAIDEMA USAIDEMA USAIDEMA USA　　　　　
www.idema.orgwww.idema.orgwww.idema.orgwww.idema.orgwww.idema.orgをご参照ください

5月23日(水)　　　　　

SymposiumSymposiumSymposiumSymposiumSymposium

             The Westin Hotel,Santa Clara, CA

Analysts' Assessment:

         New Storage Markets and Technologies

John Dean, Salomon Smith Barney

John Donovan, TRENDFOCUS, Inc.

John Monroe, Gartner Dataquest

Dave Reinsel, Senior Analyst, IDC

William Ress, Data Storage Review

5月 24日(木)　　　　　

QUARTERLY DINNER MEETINGQUARTERLY DINNER MEETINGQUARTERLY DINNER MEETINGQUARTERLY DINNER MEETINGQUARTERLY DINNER MEETING

           The Westin Santa Clara, California

Interactive panel of industry experts focusing

on "Tough Questions for a Tough Panel"

Guest Panel:

Alan Lowe, President & CEO, Read-Rite Corp.

Bill Watkins, President & COO, Seagate Technology

Michael Russak, President & CTO, Komag, Inc.

Edward Braun, Chairman & CEO Veeco Instruments

6月 13日(水)

Advanced Head Interface Technology SymposiumAdvanced Head Interface Technology SymposiumAdvanced Head Interface Technology SymposiumAdvanced Head Interface Technology SymposiumAdvanced Head Interface Technology Symposium

        Radisson Hotel South & Plaza Tower,MN

9月 19日(水)-20日(木)  (Exhibition）

DISKCON USADISKCON USADISKCON USADISKCON USADISKCON USA

     San Jose Convention Center, San Jose, CA
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入入入入入     門門門門門     講講講講講     座座座座座

CPU＝中央演算処理装置

PC

メインメモリー（主記憶装置）

HDD（補助記憶装置）

FDD（可動記憶媒体、装置）

CD-ROM（読出し専用メモリー）

参加希望日 第１希望 　　　月　　　日 第 2 希望 　　　月　　　日

氏名 年齢 性別

会社名

部署

役職

住所 〒

TEL

FAX

E-mail

申込書到着後、参加証と地図、請求書を受講月初頃に郵送にてお送りいたしますので、

御確認の上、料金を当日までに、第一勧業銀行　新宿南口支店　普通口座１１１３０７８

国際ディスクドライブ協会へお振込みいただきますようお願いいたします。

キャンセル・振替は受講日の1週間前までにご連絡ください。

第一希望が満席の場合はすぐにご連絡させていただきます。

日　程　日　程　日　程　日　程　日　程　：：：：：     (時間は全て13:00から17:00まで／1回で終了）

第第第第第3737373737回回回回回66666月月月月月1515151515日日日日日(((((金金金金金)/)/)/)/)/第第第第第3838383838回回回回回88888月月月月月2424242424日日日日日(((((金金金金金)/)/)/)/)/第第第第第3939393939回回回回回1010101010月月月月月26(26(26(26(26(金金金金金)/)/)/)/)/第第第第第4040404040回回回回回1212121212月月月月月2121212121日日日日日(((((金金金金金)))))          　

受講料金受講料金受講料金受講料金受講料金：：：：：　　　　　     会員　会員　会員　会員　会員　¥10,000.-¥10,000.-¥10,000.-¥10,000.-¥10,000.-　　非会員　　　非会員　　　非会員　　　非会員　　　非会員　¥12,000.-¥12,000.-¥12,000.-¥12,000.-¥12,000.-　　　　　               学生　￥学生　￥学生　￥学生　￥学生　￥3,000.-3,000.-3,000.-3,000.-3,000.-

会　　場会　　場会　　場会　　場会　　場：：：：：          　国際ディスクドライブ協会　会議室　国際ディスクドライブ協会　会議室　国際ディスクドライブ協会　会議室　国際ディスクドライブ協会　会議室　国際ディスクドライブ協会　会議室

HDD??

HDDHDDHDDHDDHDDっっっっっててててて何何何何何？？？？？
PCPCPCPCPC ととととと HDDHDDHDDHDDHDD、、、、、 なななななぜぜぜぜぜ HDDHDDHDDHDDHDD なななななののののの？？？？？
記記記記記憶憶憶憶憶装装装装装置置置置置にににににどどどどどんんんんんなななななのののののがががががあああああるるるるるののののの？？？？？
市市市市市場場場場場のののののサササササイイイイイズズズズズははははは？？？？？　　　　　 今今今今今後後後後後どどどどどううううう 伸伸伸伸伸びびびびびるるるるるののののの？？？？？
磁磁磁磁磁気気気気気記記記記記録録録録録のののののしししししくくくくく みみみみみををををを教教教教教えええええててててて。。。。。
HDDHDDHDDHDDHDD ををををを分分分分分解解解解解しししししてててててみみみみみるるるるるととととと …………… . .. .. .. .. .
どどどどどんんんんんななななな部部部部部品品品品品がががががあああああるるるるる？？？？？　　　　　 部部部部部品品品品品ののののの役役役役役割割割割割ははははは？？？？？
MRMRMRMRMR ヘヘヘヘヘッッッッッドドドドドっっっっってててててどどどどどんんんんんなななななヘヘヘヘヘッッッッッドドドドド ？？？？？
PRMLPRMLPRMLPRMLPRMLっっっっっててててて何何何何何？？？？？

こここここんんんんんななななな皆皆皆皆皆さささささ んんんんんのののののたたたたためめめめめににににに ……………
非非非非非技技技技技術術術術術系系系系系ややややや専専専専専門門門門門分分分分分野野野野野でででででななななないいいいい方方方方方々々々々々。。。。。
営業部門の方々。営業部門の方々。営業部門の方々。営業部門の方々。営業部門の方々。
こここここれれれれれかかかかかららららら HDDHDDHDDHDDHDD 事事事事事業業業業業部部部部部門門門門門ににににに配配配配配属属属属属さささささ れれれれれるるるるる方方方方方々々々々々。。。。。
マママママスススススコココココミミミミミ ややややや出出出出出版版版版版関関関関関係係係係係ののののの方方方方方々々々々々。。。。。
証 券 、証 券 、証 券 、証 券 、証 券 、 金融機関の方々。金融機関の方々。金融機関の方々。金融機関の方々。金融機関の方々。

お申込は下記のFAX、又はオンラ

インでお受けします

FAX:03-3539-7072

http://www.idema.gr.jp/class/

class_home.htm

国際ディスクドライブ協会事務局　FAX:03-3539-7072
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アイオメガ(株)

(株)　アイメス

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)

東京電子交易（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)

（株）広田製作所

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

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

*

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）

金井　靖　　（新潟工科大学）

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　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　（電気磁気材料研究所）

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）

丸紅メタル(株)

三井・デュポンフロロケミカル(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

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)

リンテック（株）

(株)　レイテックス

レクロイ・ジャパン(株)

ワイエイシイ(株)

2001年 5月 1日現在
法人会員　122社　個人会員24名

* は新入会員です。

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

*


