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記録層（磁性体）

ナノヒーター🄬

記録コイル

記録ヘッド

再生ヘッド

回転方向

ヘッド構成

記録密度を上げるには磁性体を小さ
くする。小さい磁性体は時間が経つ
と磁界が保てない超常磁性限界が起
こる。これの解決のため、保磁力の
大きな磁性体を用いるが、ヘッドの
磁界だけでは記録できない。温度上
昇で保磁力が下がる磁性体を用いる
のが、熱アシスト磁気記録である。
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代表的な熱アシスト磁気記録方式の光路図

ナノヒーター🄬

多い

部品点数

１個

Far field
Near field

光学系

Near field

半導体部品
＋光部品

部品構成

半導体部品

記録媒体

半導体レーザー
近接場
発生素子

伝搬光学系
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レーザーがロスなく反射する面（外壁・内壁）を作る

プロトタイプ技術開発のポイント

30nm程度で近接して配置する

Φ100nm以下の金ニードルを作る

GaAsレーザー基板作製とワイヤーボンディング以外は
ナノテクプラットフォーム東大拠点内でプロセス開発を行った



基板作製 情報通信研究機構（NICT）

Molecular beam epitaxy (MBE) 装置で作製
した。量子ドットの大きさを制御することで、
半導体のバンドギャップを制御できる＝発光
波長を制御できる。この材料では0.9～
1.2μmの波長を選べる。量子ドットレーザー
の特長としては、消費電力が低いこと、高効
率であること、温度依存性が非常に低いこと
である。

量子ドット層＿断面 量子ドットのAFM像

NICTのMBE装置

GaAs基板構成
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Before

After

量子ドット層の上
下で面がエッチン
グで大きく乱れる。

開発中のリングレーザー 加工技術の進展

過去の支援を通じて
拠点に蓄積されてい
るマテリアルデータ、
マテリアルプロセス
データ、データコン
バージョンに関する
ノウハウを供与し、
プロセス開発を行っ
た。（拠点長談）



同心円状のリングレーザー レーザー発振の歩留まり、ほぼ100％

Φ＝20um、80um、140um、200um



シミュレーション 福岡工業大学

Ｚ偏波を用いることで、エネルギー利用効率が
高く、金ニードルでほとんどロスがない＝熱損
失がない構成が可能なことを見出した。この構
成では、金ニードル径の40％程度に縮小した加
熱領域になる。

リングレーザー電場 金ニードル電場

金ニードル径 100nm

Confidential



Φ120nm h600nm

Φ140nm h1100nm Φ60nm h254nm

レーザー 金ニードル

ギャップ（SiO2）
30nm

Φ128nm h779nm



ナノヒーター🄬概観 Φ20μm

ナノヒーター🄬概観 Φ60μm

ナノヒーター🄬概観 Φ40μm ナノヒーター🄬プロトタイプ
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評価 Carnegie Mellon Univ.
Data Storage Science Center

３ω法で金ニードルからの、理論値にほぼ等しい
良好な出力を確認した。
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Carnegie Mellon Univ. Data Storage Science Center

３ω法で金ニードルからの、理論値にほぼ等しい
良好な出力を確認した。

ナノヒーター 現在の開発ステータス

評価 Carnegie Mellon Univ.
Data Storage Science Center

３ω法で金ニードルからの、理論値にほぼ等しい
良好な出力を確認した。

ナノヒーター
の基本動作確認

進捗率90％

作製方法の確立

進捗率80％

量産プロセス
の開発

性能向上

実用化 応用分野の拡大
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日本の科学技術の新たな成長 Society5.0 に対応した
ナノエレクトロニクスの素子を作製した。

COP22 を念頭に Society5.0 を電力面から支える。
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インターネットに流れる情報は、必ずデータセンターのハードディスクに記録さ
れる。情報は年率25％以上伸び、3年で倍になる勢いは今後も続く。電力使用量も
増加し、2025年にはIT機器が消費する電力は国内消費量の20％にも及ぶ。

世界のデータセンターは2012年に50万カ所だったが、800万カ所以上に増加し
た。数国分に当たる電力が消費され（世界電力消費量の約1～1.5％～3.0％）、
2030年までにデータセンターは世界の電力供給の10％以上を消費する。
データセンターから排出される電子廃棄物は、毎年200万トンという膨大な量。

全世界の環境負荷低減の基礎技術を開発
電力削減で世界の環境問題に寄与

インターネットに流れる情報量の推移
出展 経産省 グリーンITイニシアチブ

IT機器の消費電力 左 国内 右 世界
出展 経産省 グリーンIT推進協議会

国内総発電量の20％ 世界総発電量の15％



記録密度10倍の熱アシストハードディスクを実現し、電力削減を行い環境負荷
を低減する。この素子をデータセンターで用いる全ハードディスクに搭載した場合、
2030年に火力発電所が排出するCO2を全世界で11億トン削減でき、これは2019年
の日本全体で排出されたCO2量に等しい。なお、CO2排出が少ない原発であっても、
年間消費電力1,576TWhを賄うためには162基の増設が必要である。この素子によ
る環境負荷低減には大きな効果が期待される。

全世界の環境負荷低減の基礎技術を開発
電力削減で世界の環境問題に寄与

記録密度が10倍
＝装置の数が1/10

＝電力使用量が1/10

データーセンターの消費電力

ハードディスクは消費電力の40％を占める

ナノヒーターなし

ナノヒーターあり



ラボレベルで実証のために、数個のプロトタイプを作製する

⇓

数十億個/年 の量産が可能なプロセスの開発

＋新たな投資をせず、既存の設備で製造できることが大切！

市場予測
2025年
全世界のデータセンターで必要なヘッド数 60億個/年
日本の半導体業界でシェア66％→40億個/年

売価 50円/個

売り上げ：2000億円/年
原価 5円/個

純利益 ：1800億円/年

2019年の日本の半導体業界の売り上げ 7.9兆円

日本の半導体産業に新しい事業を興す



新応用分野の開拓
微細・光・熱・ハイパワー・波長・
高速・廉価・大量生産

ナノヒーターⓇ素子の製造

熱アシストハード
ディスクの実用化

バイオ用特定波長光源
微小領域観測用光源
分子の特定部分を加熱
生物3次元水状態解析
Lab-on-a-chipへ応用
NSOM応用



御清聴、ありがとうございました

電力削減で世界の環境問題に寄与
日本の半導体産業に新しい事業を興す
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