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1. エネルギー・環境のために

2. HDD と磁気記録媒体が成すべきこと
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netic Recording）といった新技術の実現が不可欠である。
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新材料を適用した記録層の平面 TEM 像

さらに，磁気記録媒体においては新材料・新構造の開発
2.5 インチ以下のガラス基板と 3.5 インチのアルミ基板の
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