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感光体・太陽電池・磁気記録媒体

感光体

プリンタ，複写機などの情報出力装置はネットワーク化が急速

に進み，小型化や省エネルギー化が強く求められています。それらの心
臓部品である感光体では長寿命化や廃棄トナーの削減に向けた高機能化
が重要です。富士電機は，感光体メーカーとして情報出力装置市場の発
展に寄与してきました。プリンタ用有機感光体，複写機用有機感光体に
ついて高感度化，高解像度化，高耐久化の技術を中心に，感光体評価技
術や有機材料開発技術を紹介します。
太陽電池

太陽電池市場は，急速な拡大が続く一方で，供給は過剰傾向

にあり低価格化が進んでいます。富士電機では，プラスチックフィルム
材料を基板に用いたアモルファス太陽電池で，軽い，曲がるといった特
色ある製品を開発し市場を開拓してきました。新たな展開として，フィ

エネルギー技術で、
社会の明日に応えます。

ルム基板太陽電池を機能材料と一体化した機能付加発電分野，ならび
に可搬電源や民生用途などの低電圧分野といった新市場の開拓を進めて
います。これらの新たな取組みを含め，太陽電池セルとその応用技術，
フィルム基板太陽電池モジュールとその応用事例を紹介します。
磁気記録媒体

ハードディスクドライブ（HDD）の記憶容量は，年率

40 % 以上の割合で増大しています。さらに，データセンター用の需要
が拡大し，年率 8 % を超える市場成長が予測されています。富士電機は，
最新の磁気記録媒体をいち早く開発・量産することで大容量化に貢献し
てきました。この大容量化を支える，最新の 2.5 インチディスク 1 枚当
たり 500 GB の高性能化技術，ならびに同 1 TB の大容量媒体を実現し
うる次世代技術である，瓦書き記録方式や熱アシスト磁気記録方式用媒
表紙写真

体について，その技術動向と開発状況を紹介します。

感光体製品・フィルム基板太陽電池セル・磁気記
録媒体

クリーンエネルギーを生む「創エネ」、消費の無駄を抑える「省エネ」、
その両輪を活かす「エネルギーマネジメント」。
富士電機は、電気を自在に操る独自のテクノロジーで、
持続可能な社会に貢献していきます。
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リニューアルのご挨拶

平素から「富士時報」をご愛読いただきありがとうございます。
富士電機は，2012 年 7 月に新たなブランドステートメントを
“Innovating Energy Technology”としました。このステートメ
ントには，電気エネルギーと熱エネルギーの技術を革新し，安
全・安心で持続可能な社会の実現に貢献するという私たちの想い
を込めています。今回，ステートメントの改定に合わせ，
「富士
時報」も「富士電機技報」と改称し，デザイン・内容を一新する
ことにしました。
本誌は，当社の創設の翌年である 1924 年に“最新の技術と学
理を専らにするの私心を捨て定時かつ江湖（こうこ = 世の中）
に紹介するため”創刊しました。創刊時の精神を忘れずに，読者
の皆さまに分かりやすい工夫を織り交ぜながら今後も，当社に関
わる技術等を皆さまに紹介して参ります。従前と変わらぬご愛読
を通じて，当社の製品や技術へのご理解が深まることを望んでや
みません。

2012 年 7 月吉日
富士電機株式会社
執行役員 技術開発本部長
「富士電機技報」編集兼発行人
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Miscellaneous Thoughts of an Organic Device Researcher

市川
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ICHIKAWA Musubu

信州大学 繊維学部 准教授 博士（工学）
科学技術振興機構（JST）さきがけ研究員

感光体
生活の隅々にまで行き渡った電子機器が，私達の生活を

が，太陽電池の生産におけるスケールメリットは大きい。

便利で豊かなものへと変貌させてきた。そして，有機感光

特に，フレキシブル基板を用いた薄膜太陽電池では，連続

体から始まった新しいエレクトロニクス材料である有機半

生産プロセスとの親和性が高いため，その効果が顕著であ

導体が，その特徴である柔軟性や軽量性を生かし，これま

ると期待される。すでに実用化されているアモルファスシ

でにない電子機器を創出し，さらに豊かで便利なものへと

リコン太陽電池や今後の発展が期待されている有機薄膜太

変貌させて行くと期待されている。

陽電池などがフレキシブル基板との高い親和性を有する。

便利で豊かな生活が多くのエネルギー，資源を必要とし，

太陽光発電は，小規模発電でも効率が落ちないことから，

今日の途上国の旺盛な発展がそれらの消費を加速している

スマートグリッドと組み合わせた分散発電システムによっ

ことはよく知られている。その一方で，地球環境で得られ

て送電ロスの減少につなげることも可能である。

るエネルギー，資源には限りがあり，それが人類の活動に

現在，有機薄膜太陽電池の研究開発が世界中で過熱して

変革を迫ることも，シンクタンクであるローマクラブによ

いる。有機材料は炭素，水素，窒素，酸素などのごくあり

る一連の報告書『成長の限界』
『限界を超えて - 生きるた

ふれた元素を主な構成元素とすることから，資源的な制約

めの選択』などで以前から指摘されている。持続可能な社

が少なく，コスト競争力が高く，フレキシビリティや耐衝

会の構築が叫ばれる昨今，研究や開発を生業とするものに

撃性などの付加的な価値を持つ太陽電池を実現できると

とっても，この観点はきわめて重要なものとなっている。

考えられているためである。現在は，電子ドナー性の主鎖

エネルギーを再生可能とすること，すなわち埋蔵された

π共役高分子とフラーレン誘導体を混合して作られるバ

枯渇性のエネルギー資源から脱却し，永続的に得られるこ

ルクへテロ構造型が，有機半導体の持つ種々の物性的制約

とのできるエネルギーへの転換が持続可能社会の構築のた

（低いキャリア移動度，低い励起状態拡散性，大きな励起

めに重要である。再生可能エネルギー生産の促進と普及を

状態束縛エネルギー）を巧みに克服できることから，広範

目的に，全量買い取りに関する法律が成立（2011 年 8 月）

囲な機関で研究開発対象となっている。新規共役高分子の

し，買い取りが 2012 年 7 月より開始されることなり，今

開発が高い変換効率に重要であり，幅広いスペクトル帯域

後，我が国においてもその大きな進展が期待されるところ

の光吸収と高キャリア移動度，そして，フラーレン誘導体

である。風力やバイオマスなども含めほとんどの再生可能

とのナノスケールの相分離構造（バルクへテロ構造）を形

な自然エネルギーは，太陽から降り注ぐエネルギーに端を

成する制御された自己組織化能力などを高い次元でバラン

発する。太陽からのエネルギーを直接電気エネルギーに変

スさせる必要がある。精力的な材料開発が実を結び 10%

換するのが太陽光発電であり，昨今，注目を集めている。

を超えるセル変換効率が実現されつつあり，今後の発展が

そのため，出力が 1 MW を越えるいわゆるメガソーラー

ますます期待される。

が全量買い取り制度と連動し国内各所に建設されつつある。

有機材料の光・電子物性を利用した身近なものにコピー

なお，太陽光からエネルギーを得る方法として，熱を媒介

機や印刷機がある。コピー機や印刷機は IT 化の進んだ現

として利用する太陽熱発電もある。蓄熱により夜間発電も

代においてもその役割を失うことはなく，さらに，より高

可能で，熱からの発電であるため従来の発電技術の応用が

速で鮮明な印刷，低騒音，低消費電力化など，要求は高度

可能であり，また，大規模化による発電効率の向上（ス

化し，これらに応える研究開発が必要とされている。無機

ケールメリット）が得られるなどの特徴から重要な発電技

材料をベースとした競合技術に打ち勝った有機感光体技術

術の 1 つである。

のこれからの発展は，他の有機半導体デバイスにおいても

太陽光発電には，発電効率上のスケールメリットはない
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孝
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プリンタ，複写機の市場動向
文字・画像情報の表示手段としてソフトコピー（表

展に伴いペーパーレス社会が近いといわれているが，

示）とハードコピー（印刷）が挙げられる。ソフトコ

いまだに印刷の量は多く，紙の使用量の顕著な減少は

ピーは液晶ディスプレイや有機 EL ディスプレイに表

みられない。

示されるデータに代表され，今後ますます普及してい

一方で，デジタル情報機器においても排出物質，主

くものと考える。

に CO2 の削減が重要であり，情報通信機器分野では省
エネルギー（省エネ）化が求められている。
富士電機は，情報出力機器の一分野としての複写機，
プリンタ，ファクシミリなどの電子写真装置の心臓部
（＊ 1）

一方，ハードコピーはその媒体として紙の消費を伴
うが，A4 両面に印刷した場合とパソコン画面で 5 分
間かけて A4 相当の文書を読んだ場合では CO2 排出量
⑴

は同等であるという報告もあり，今後も軽量で利便性

品である感光体（図 1 ）を製造・販売している。省エ

の高い媒体であることから継続して利用されていくも

ネ型感光体製品，長寿命感光体製品の開発を行い，地

のと考える。
コンピュータの出力装置においてハードコピーは，

球環境にやさしい電子写真装置の発展に貢献している。
本特集では，プリンタや複写機などの電子写真装置

パーソナルユース分野で強いインクジェット方式とオ

の市場動向，ならびにその主要部品である感光体につ

フィスユース分野で強い電子写真方式 に分類できる。

（＊ 2）

いて富士電機の最新の技術開発および製品特性を述べ
る。

帯電

露光

クリーニング

感光体

現象

定着

転写

図

感光体製品の例

（＊1）感光体

図

用紙または転写ベルト

電子写真方式

（＊2）電子写真方式

暗所では絶縁性を示して帯電電荷を保持し，光照射に

静電気や光導電性などの電気現象を利用し、可視光や

より電荷が減衰する特徴を持っている。電子写真方式

赤外光などの光像から感光体上に電気潜像を形成する

の帯電，露光，現像，転写，クリーニングの工程に携

方式の総称である。帯電・露光・現像・転写・定着の

わる重要な要素である。材料設計の自由度が高い有機

工程を含むプロセスにより普通紙などの媒体上にト

物を用い，塗布方式で製造可能な有機感光体が主流で

ナー像を印刷する複写機やプリンタなどが知られてい

ある。

る。
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感光体

インターネット網の整備やデジタル入出力機器の発

現状と展望

感光体の現状と展望

インクジェット方式は装置価格が安く，カラー対応，
インクジェット専用紙による高画質化ができるという

電子写真の動向

特徴を持つ。
図 に示す電子写真方式は，Chester F. Carlson に

よって 1938 年に文書複写用に発明された技術である。

電子写真装置も他の電子デバイスと同様に，2008 年
のリーマンショックによる出荷台数の大幅減から安定

70 年以上経った現在でも，プリンタ，デジタル複写

した成長率にまで回復しているが，金額で示される市

機，オンデマンド印刷分野で文書，写真，画像などの

場規模は閉塞（へいそく）感がある。

出力に用いられている。最近は，カラー化，高解像度

図 5 に印字方式別の装置の平均価格を示す。これは

化，高耐久化に向けた技術開発が進められ，消費市場

出荷金額（図 4）を出荷台数（図 3）で割った平均価格

では，パーソナルユースの増大を背景に，小型化・低

である 。

⑵

図 6 に電子写真方式における用途別の装置の平均価

価格化の要求が強くなっている。
⑵

格を示す。カラーデジタル複写機（DPPC）
，モノク

インクジェット方式が年率 4 % 程度の対前年成長率に

ロ複写機（PPC）が高価格である。しかし，カラー

とどまっているのに対して，電子写真方式は約 8 % と

DPPC，カラーレーザプリンタ（LP）などのカラー機
は価格競争が激しく，価格下落が急激に進んでいるこ

高いレベルを維持すると予想している。
⑵

図 4 は各印字方式の出荷金額を示したものであり，

とが分かる。
地域別売上に注目すると，図 7 に示すように，欧州，

金額ベースの成長率は低く装置単体の低価格化が進ん
でいることが明らかである。
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生産台数は少ないが，毎年 12% と高い成長率を示す
日本

北米

欧州

その他

と予測されている。

50

カラープリンタでは低速機の増加は緩やかであり，

出荷台数（百万台）

45
40

中高速機［11 ppm（page per minute）以上］が主流

35

になると予測される。低速機では 1 本の感光ドラムで

30

順に 4 色を印刷する方式（4 サイクル方式）が採用さ

25

れるのに対し，中高速機では 4 本の感光ドラムを直列

20
15

に配し，各感光ドラムが 1 色ずつ印刷するタンデム方

10

式が多く採用される。

5

カラープリンタ用感光体には，安定した解像度や色

0
2010

2011

2012
2013
（見込み） （予測）

2014
（予測）

（年）

再現性を示すことが要求される。また，タンデム方式
特有の要求特性として，色ずれ抑制のために高精度の

電子写真装置の地域別出荷台数

要求される。

の地域，すなわち中国を中心としたアジア，南米，東
欧，ロシアなど向けである。これらの地域ではモノク
ロ複写機やプリンタの需要が見込まれている。
一方で，日本，北米，欧州では，プロダクションプ

.

複写機の動向

複写機分野においても省エネ化やデジタル化が進ん
でいる。高速の複写機はオフィスでの設置も多く，省
エネ化が重要である。高熱を利用するトナーの用紙

リントなどの多品種少量プリントに適した装置の増加

への定着工程を改良するための IH 定着技術の採用や，

が予測されている。

定着温度を下げるための低融点トナーの採用などが多
くなっている。

.

プリンタの動向

複写機用感光体には，高速化に伴う高速応答性，長

電子写真方式のモノクロプリンタ，カラープリンタ

寿命化に向けた高耐刷性ならびにグラフィック画像の

の出荷台数動向を図 8 に示す。モノクロプリンタは年

中間調再現のための露光・現像条件に適合した光減衰

率 7 % の成長率ではあるが，生産規模は大きく，今後

特性 の実現が求められている。

（＊ 3）

も主要製品として拡大基調にある。カラープリンタは

富士電機の製品および開発動向
カラー LP

モノクロ LP

35
30
出荷台数（百万台）

富士電機は，1973 年にセレン感光体，1988 年に有
機感光体（OPC）をそれぞれ製品化し，販売を開始
した。電子写真技術の急速な進歩に伴う市場からの要

25

求に対応したプリンタ用および複写機用感光体の開発，

20

生産，販売を世界規模で展開している。2005 年に，日

15

本国内，米国，中国の三つの生産拠点を中国・深圳地

10

区に統合し，効率的な生産と迅速な顧客対応を実現し
ている。

5

また，マグネットスリーブ，トナーカートリッジを

0
2010

2011

2012
2013
（見込み） （予測）
（年）

2014
（予測）

はじめ各種周辺機器の生産も行っており，多くのプリ
ンタメーカーや複写機メーカーが中国などのアジア
の幅広い地域で装置生産を行っている現状に対応して，

図

プリンタの出荷台数

中国での感光体およびその周辺機器部材の生産で大き

（＊3）光減衰特性
帯電した感光体に光を照射したときに，表面電位が減
衰することを光減衰と呼ぶ。光照射により発生する
キャリアの量やキャリアの表面への移動速度により電
位減衰速度が異なる。感光体の機能を表すために重要
な特性である。
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感光体

色重ね技術が必要であり，感光体には高い寸法精度が
図

現状と展望

感光体の現状と展望

な利便性を提供している。

が要求され，装置価格も

富士電機では，多様化する顧客の要求に応えるため

章で述べたようにプリンタ

より高くなっている。

の体制を整えており，鮮明な画像を得るために，プリ

富士電機は，アナログ複写機用に負帯電型 OPC と

ンタや複写機の光源の波長に適合する各種感光体を製

して，タイプ 9 を製品化している。近年の主流である

品化している。

デジタル複写機用に，タイプ 10A（低感度）
，タイプ
10B（中感度）
，タイプ 10C（高感度）を製品化してい

.

る。

プリンタ用 OPC

プリンタは当初，大型コンピュータの出力装置とし

複写機用として特に要求される高速応答性，高耐刷

ての用途に限られていたが，その後小型化され，パー

性，光減衰特性を満足する製品をそろえるため，新材

ソナルユース化が進んだ。その結果，トナー一体タ

料の開発や新規層設計による高機能特性の実現を進め

イプの OPC カートリッジが主体となった。このため，

ている。
デジタル複写機用 OPC では，長寿命と電位安定性

小型・低価格化を目的とし，比較的寿命の短い OPC

感光体

が要求されるようになった。

が強く要求されるため，バインダー樹脂材料の分子設
（＊ 4）

富士電機では，プリンタ用に負帯電型 OPC として，

⑼，⑽

⑾

計技術や耐久性向上および長寿命化技術の開発を進め，

タイプ 8A（低感度）からタイプ 8B（中感度）
，タイ

高性能感光体を製品化している（285 ページ“複写機

プ 8C（高感度）を製品化しいる。これらにより，低

用有機感光体”参照）
。

速機から高速機に至る範囲に対応可能なラインアップ
をそろえている（279 ページ“プリンタ用有機感光体”

（＊ 4）

.

参照）
。

正帯電型 OPC

負帯電方式では，コロナ帯電方式の帯電機構による

また，最近ではカラープリンタが普及したことから，

オゾンの発生量を低減する必要があるが，正帯電方式

高解像度やカラー画像再現性などの要求が高度化して

は，コロナ帯電方式を用いてもオゾン発生量を極めて

おり，これに応える必要がある。

小さくでき，環境への負荷低減が可能である。
正帯電型 OPC では，光吸収と電荷発生が表面近傍

富士電機ではカラー化や写真画質対応による画像の
（＊ 5）

高解像度化のために，感光体の潜像 電位測定装置の

で起こると考えられる。富士電機は，電荷の横方向の

開発や潜像形成機構解析の研究を続け，感光体特性・

移動が生じにくく高解像度化が可能であることを独自

⑶ 〜⑺

⑶，⑷

材料物性と解像度の関係を明らかにしてきた（289 ペー

の潜像評価技術によって明らかにし，正帯電型感光体

ジ“有機感光体の評価技術”参照）
。

の開発に取り組んで製品化を果たした。タイプ 11A

一方で，省エネ型電子写真装置用の感光体として，

（低速型）
，タイプ 11B（中速型）
，タイプ 11C（中・

装置全体の消費電力の 70 % 以上を占める定着工程の

高速型）
，タイプ 11D（高速型）があり，多くのモデ

低温化に必要な低融点トナーに対応した OPC の開発

ルに搭載されている。

や，トナー消費量が少ない環境型 OPC の開発も進め

また，いっそう高感度な正帯電型 OPC として，タ

ている。この中で，トナーと OPC との付着力に着目

イプ 12 を開発し，露光工程で用いられるレーザ光源

して，感光体側とトナー側の両側面から各種物性を提

の省エネ化に寄与している。これまでのタイプ 11 系

⑻

案した。さらに，ドラムの寸法精度についても，素管

統に比べて，高感度化，高応答性，高い環境安定性を

加工技術の高度化や感光体駆動歯車の高精度設計技術

持った製品である。

の開発を進めている。

これらの特長を生かして，モノクロプリンタ，カ
ラープリンタおよびオンデマンドプリンタへ展開を図

.

るとともに，高速機へと適用範囲を拡大していく（279

複写機用 OPC

複写機は以前からオフィスを中心に設置が進んでお

ページ“プリンタ用有機感光体”参照）
。

り，多くはサービスマンによる定期のメンテナンスや
部品交換を行う方式が主流である。このため，感光体
を含めた各部品には交換頻度を低減するために長寿命

（＊4）負帯電型 OPC，正帯電型 OPC

.

有機材料開発

これまでに述べてきた各種 OPC の開発に先立って，

（＊5）潜像

有機材料を感光層材料に用いた感光体を，有機感光

帯電した感光体に，画像に対応した光を露光すること

体（OPC：Organic

により，感光体上に形成される電荷パターンのことで

Photoconductor）という。帯電

工程における帯電電位が，負の場合を負帯電型 OPC， ある。トナーが定着する前の段階で目に見えないこと
正の場合を正帯電型 OPC と呼ぶ。

から潜像と呼ばれ，印字の諧調性，解像度などを左右
する。
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2004, vol.77, no.4, p.299-304.

各層に適用される有機材料を開発することが重要であ
る。

会 沢 宏 一 ほ か. 潜 像 解 析 技 術 の 検 討. 日 本 画 像 学 会.

⑹

Imaging Conference JAPAN 2008 Fall Meeting. 2008,

富士電機では，有機材料の設計技術，材料を塗布液
とする溶解技術，分散技術，安定化技術，ならびに
OPC としてのコーティング技術の開発に継続的に取り

p.33-36.
⑺

会沢宏一ほか. 静電気力顕微鏡法による潜像解析技術
の検討. 日本画像学会. Imaging Conference JAPAN 2009

組んでいる。

Fall Meeting. 2009, p.29-32.

材料設計では材料物性値と膜摩耗量などの感光体特
性の相関を解明し，分子シミュレーションによる特定

現状と展望

⑻

人見美也子ほか.“有機感光体とトナーの付着評価技と

の物性を実現する材料開発を行っている。各機能層の

トナー付着に対する電荷輸送層の影響について”
. 日本画

設計においては，材料選定に加え塗布液として実用化

像 学 会. Imaging Conference JAPAN2007Fall Meeting.

するための評価方法，設計技術を開発してきた（274

2007, p.35-38.

ページ“有機感光体材料技術”参照）
。

⑼

人見美也子ほか.「粗視化分子動力学を用いたポリマー

回ポリマー材料フォーラム 2011.

あとがき
⑽

人見美也子.“粗視化モデルによるポリカーボネートの

電子写真分野では，高精細画像を得るための技術開

密度の評価”
. 社団法人新化学発展協会先端化学技術部会

発とともに，省エネルギー化に向けた取組みが加速し

コンピュータケミストリー分科会高分子ワークショップ

ている。

2010.

富士電機は市場要求に応えるために，材料設計技術，

⑾

会沢宏一.“感光体の耐久性向上・長寿命化に向けた取

製品設計技術および生産技術の高度化を進めている。

り組み”株式会社情報機構. 有機デバイス・材料の耐久

その中で，新規材料開発でのシミュレーション技術に

性向上および長寿命化技術2011. p.170-179.

よる開発期間の短縮や，評価技術の開発による評価資
源の削減を図っていく。
今後の世界規模での電子写真装置の拡大を念頭に置
き，消費する地域に適した使用条件と製品仕様を追求

会沢

宏一

アモルファスシリコン感光体，有機感光体，感光
体評価技術の開発に従事。現在，富士電機株式会
社電子デバイス事業本部光半導体事業部感光体部

し，顧客ニーズに適応する製品を提供していく所存で

開発担当部長。日本画像学会会員，応用物理学会

ある。

会員。
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界面におけるガラス転移温度の解析」
. 高分子学会 第20

特集

感光体・太陽電池・
磁気記録媒体

有機感光体用材料技術
Material Technology for Organic Photoconductors
鈴木 信二郎 SUZUKI Shinjiro

朱

豊強 ZHU FengQiang

北川

清三 KITAGAWA Seizo

富士電機では，高感度化，高安定化などの画像形成機能への要求，ならびに消費電力の低減や原材料の使用量の低減，製
品のライフサイクル全体での環境負荷の軽減に対応した有機感光体を提供している。有機感光体の開発においては，個々の
要求性能に合致した機能材料，高分子材料，添加剤などの材料開発が必須であり，独自の分子設計技術や化学合成技術を用
いて最適な材料設計を進めている。最近の事例として，石油系溶剤に対するクラック耐性や高温環境下における電位安定性

感光体

の向上，正帯電感光体用に最適な正孔輸送材料や膜形成材料の開発などがある。
Fuji Electric provides customers with organic photoconductors (OPCs) to meet demands for higher sensitivity and stability in imageforming function, and to reduce power consumption, the amount of raw materials and overall environmental impacts in the product lifecycle.
In organic photoconductors development, it is essential to develop materials that can meet the various performance requirements such as
functional materials, polymer materials, additives, etc., and we are advancing the development of optimal materials using our own molecular
design technology and chemical synthesis technology. Some recent examples of our development include crack-resistance against petroleum
solvent, and improved electric potential stability in hot environments, as well as optimal hole transport materials and ﬁlm-forming materials
optimized for positively charged photoreceptors.

まえがき

（CGL：Charge Generation Layer）
，および電荷輸送材料
（CTM：Charge Transport Material）の一種である正孔

富士電機では，小型プリンタ用の小径 A4 サイズから，

輸送材料（HTM：Hole Transport Material）と樹脂など

高速複写機用の大径 A3 サイズ，さらにはプロッタ用の長

か ら な る 電 荷 輸 送 層（CTL：Charge Transport Layer）

尺 A0 サイズまで，お客さまのニーズに合わせてさまざま

を順次積層した構成となっている。

な感光体を提供している。
感光体を用いるプリンタ，複写機などの電子写真応用機

負帯電型 OPC では，まず，感光体表面をコロナ放電あ
るいはローラなどによる接触帯電で負に帯電させる。次に，

器には，従来の画像形成機能への要求（高感度化，高安定

露光光により CGL 中の CGM で発生した正負両電荷のう

化など）とともに，消費電力の低減，原材料の使用量の低

ち，正電荷は CTL を通過して表面に到達，負電荷は UCL

減ならびに製品のライフサイクル全体での環境負荷の軽減

を通過して基体に達することにより，感光体表面に静電潜

が求められている。富士電機ではこれらのさまざまな要求

像が形成される。この後，トナー（粉末状着色樹脂イン

に対応するために，材料設計の自由度が高い有機材料を各

ク）による潜像の可視化と，トナーの紙への転写・加熱溶

種組み合せた有機感光体を開発し，製品化を進めている。

融定着を経てプリントが完成する。

本稿では，有機感光体の設計・製造に関する基礎技術で
ある材料設計技術，有機感光体の層設計技術および富士電

.

機の有機感光体の特徴について述べる。

正帯電型 OPC の層構成
図

に，正帯電型 OPC の層構成および動作原理を示す。

有機感光体の層構成
−−−

光

−−−−−−

有 機 感 光 体（OPC：Organic Photoconductor） は， 感

正孔輸送材料
（HTM)

光体表面の電位差を利用して用紙上に画像を形成するため

膜形成材料

電荷輸送層
（CTL）

に用いられる有機デバイスである。OPC 表面に付与され
る電位は正・負双方の方式があり，表面電位が正のものを
正帯電型 OPC，負のものを負帯電型 OPC と呼ぶ。
.

負帯電型 OPC の層構成
図

電荷発生材料
（CGM）

＋
−

電荷発生層
（CGL）

膜形成材料
導電性材料
膜形成材料

下引き層
（UCL）

に，負帯電型 OPC の層構成および動作原理を示

＋＋＋

す。負帯電型 OPC は，アルミニウム管などの導電性基体

＋＋＋＋＋＋

導電性基体

の上に，樹脂などからなる下引き層（UCL：Under Coat
Layer）を設け，その上に電荷発生材料（CGM：Charge
Generation Material） と 樹 脂 な ど か ら な る 電 荷 発 生 層
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図

負帯電 OPC の層構成および動作原理

有機感光体用材料技術
（4）

。図中積層型の潜像部電位は位置方向の
されている（図 ）

＋＋＋

光

潜像広がりが狭く，潜像部電位の再現が良い。

＋＋＋＋＋＋
電子輸送材料
（ETM）

−
＋

材料設計技術

正孔輸送材料
（HTM）

感光層

膜形成材料
電荷発生材料
（CGM）

に OPC の 主 要 材 料 を 示 す。UCL の 構 成 材 料，

表

CGM，HTM，ETM などの機能材料，各種樹脂などの膜
形成材料，およびさらなる高機能を付与する添加剤などか

下引き層
（UCL）

導電性材料
膜形成材料

−−−

−−−−−−

らなっている。OPC の製品化に際しては，トナーやクリー
ニング部材および帯電部材などの OPC 周辺部材に対する
適合性を考慮した設計が必要である。また，機能材料，膜

導電性基体

形成材料，添加剤など個々の材料の性能改善や機能向上だ
けでなく，全体のバランスを考慮した最適化層設計も重要
となっている。

正帯電 OPC の層構成および動作原理

.
500

分子構造設計

OPC の材料開発においては，化学理論に基づいた分子
構造設計を行う必要があり，富士電機では，コンピュータ

450
表面電位（−V）

感光体

図

を活用した分子構造設計技術を確立し，システム化して
いる。さらなる OPC の高機能化を目標として，機能材料，

400

（5）

膜形成材料，添加剤などの新規開発に適用している。

単層型
350

感光体に対する要求特性の重要項目の一つである耐久性
に，最も関連するものが CTL の膜形成材料である。この

積層型
300

に示すように摩耗量と非常に高い相

材料については，図
250

関を示す物性値を見いだし，CTL 材料の分子構造開発に
0

100

200
300
位置（µm）

400

500

活用している。シミュレーションによる検証ならびに最適
な樹脂の分子構造を計算し，試作確認を行うことにより開

図

正帯電型 OPC 静電潜像比較

発期間の短縮を図っている。

正帯電型 OPC も，アルミニウム管などの導電性基体上

.

合成技術設計

に，必要に応じて樹脂などからなる UCL を設け，その上

分子構造設計を行った OPC 材料を合成する際には，い

に CGM，HTM および CTM の一種である電子輸送材料

わゆるグリーンケミストリーの観点からも極力高純度で高

（ETM：Electron Transport Material）と樹脂などからな
る感光層を設けた構成となっている。

表

OPC の主要材料

正帯電型 OPC では，負帯電と同様の方式で感光体表面

層

をプラスに帯電させる。次に，露光光により感光層中の

正孔輸送材料
（HTM）

CGM で発生した正負両電荷のうち，負電荷は ETM 間を
移動して表面に到達，正電荷は HTM 間を移動して基体に
電荷輸送層
（CTL）

達することにより感光体表面に静電潜像が形成され，以降
は

.

節 で記載したプロセスを経てプリントが完成する。

正帯電型 OPC では負帯電型 OPC と比較して電荷発生

構成材料

感光層

電子輸送材料
（ETM）

アゾキノン類など

膜形成材料

ポリカーボネート類，
ポリエステル類など

添加剤

感光体特性改善材料，
膜形成補助材料など

電荷発生材料
（CGM）

フタロシアニン類，アゾ類など

膜形成材料

ポリ酢酸ビニル類，
ポリケタール類など

添加剤

感光体特性改善材料，
膜形成補助材料など

導電性材料

金属酸化物類など

膜形成材料

ポリアミド類，ポリエステル類，
メラミン類など

添加剤

感光体特性改善材料，
膜形成補助材料など

位置が表面近傍で，表面に移動する負電荷の移動距離が
⑴〜 ⑶

短いことから，静電潜像の再現性に優れている。この特長
をさらに生かすために，図

の感光層と下引き層の間に

HTM と樹脂などからなる CTL 層を設け，感光層の機能

電荷発生層
（CGL）

アリールアミン類，ヒドラゾン類，
スチルベン類など

〈注 1〉

を分離した正帯電積層型感光体では，MASPP 測定 にお
いて，より再現性に優れた静電潜像を形成することが確認
〈注 1〉 MASPP（Micro Area Surface Potential Probe）測定：微小
面積表面電位測定プローブ測定（289 ページ“有機感光体の
評価技術”参照）

下引き層（UCL）
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形成材料，添加剤などを組み合わせ，さまざまな分散技
術を用いて実現している。富士電機では，顧客の行う装置
小 ← 膜摩耗量 → 大

設計に応じた低・中・高感度それぞれに対応した CGM を，
独自の合成技術やプロセス制御技術により開発・製品化し
ている。
近年は，カラー機などの高精細画像出力に対応し，光干
渉による印字濃度の不均一性の抑制の要求が高まっている。
富士電機では，UCL での光散乱性の制御と合わせ，CGL
での光吸収率を高め，干渉を抑制した CGM の開発を進め
ている。一般に CGL で膜厚調整や CGM 配合比率などの
小 ← 物性値 → 大

調整により，光反射率を低下させると帯電の保持率は低下
するが，干渉抑制型 CGM を使用した場合では，高い保持

図

率と良好な画像品質を維持しながら OPC の低光反射率を

膜摩耗量とある物性値との相関関係

目的の分子を単純な構造の前駆体に分解し，目的の化合物

.

CTL の材料設計

を得るための効率的な合成経路を検討する必要がある。ま

CTL には，CGL との接着性，帯電の保持性，電荷の注

た，目的の化合物を高純度，高収率で合成するためには，

入性，注入された電荷の輸送性，耐刷性，耐オゾン性，耐

適切な触媒を採用することも重要である。富士電機では，

油脂性，塗布液の安定性などの多様な機能が求められる。

（6）

鈴木カップリング反応 などの革新的反応において適切な

これらの機能を HTM，膜形成材料，添加剤などを組み合

触媒を採用し，高機能・高収率かつ安全性に優れた合成反

わせて実現している。
小型化，省資源，リサイクルなど OPC が搭載されるプ

応を確立している。
化学合成時においては，電機メーカーならではのプラン
ト技術，プロセス設計技術を用いながら，再結晶，カラム，

リンタ・PPC の環境負荷軽減志向の高まりにより，特に
耐刷性に対する要求が高まっている。図

に，富士電機の

蒸留，昇華などの精製技術を駆使して必要な機能・品質の

CTL 用膜形成材料の耐摩耗性比較を示す。現在でもそれ

維持，向上を図っている。

ほど耐刷性が要求されない単機能小型プリンタなどに広く
使用されているビス Z 型ポリカーボネート樹脂や，耐久
性の高い特殊構造を持つ含む第 3 世代ポリカーボネート樹

各機能層の材料設計

脂を製品に展開している。2012 年度からは，さらに耐久
.

UCL の材料設計

性の高い第 4 世代ポリカーボネート樹脂の製品展開を進め

UCL には，導電性基体との接着性，基体側からの注入

るとともに， .

節 で述べた分子シミュレーション技術を

電荷のブロッキング性，光散乱性，上層である CGL を浸

駆使して，約 2 倍以上の耐久性を持った第 5 世代の新構造

漬塗布する際の塗布均一性，塗布液の安定性などの多様な

型樹脂の開発と製品化を検討している。

機能が求められる。導電性材料，膜形成材料，添加剤など

また，感光体には，使用環境由来の物質や帯電ローラ，

を組み合わせ，さまざまな分散技術を用いてこれらの機能

現像ローラなどの周辺接触部材に含まれる物質に対する耐
久性も求められる。富士電機では，HTM や膜形成材料な

を実現している。
使用環境や周辺部材の変化が装置側のプロセスコント

どの材料開発において，これらの外的要因の影響を受けに

〈注 2〉

ロールで補正される一方，ファーストプリント時間 が重
要な複写機用 OPC と実使用環境が過酷なプリンタ用 OPC
300

とでは UCL に求められる機能が異なる。富士電機では，
要求機能に合わせ最適な材料を開発・採用することにより，

250

各装置に適合した UCL を開発している。
.

耐摩耗性（%）

感光体

実現している。
収率となる合成反応を選択する必要がある。そのためには，

CGL の材料設計

CGL には，UCL との接着性，露光光に対する高い量子
効率，帯電の保持性，CTL の塗布性，塗布液の安定性な

200

150
100

第 5 世代（新構造）

第 4 世代ポリカーボネート

第 3 世代ポリカーボネート
ビス Z 型ポリカーボネート

どの多様な機能が求められる。これらの機能を CGM，膜
50
2000

〈注 2〉 ファーストプリント時間：1 ページ目のデータを受信開始し

2010
（年）

てから，印刷を終え，用紙を排出完了させるまでに要する時
間をいう。
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図

CTL 用膜形成材料の耐摩耗性

2020

有機感光体用材料技術

み合わせて実現している。ETM 以外の材料は，基本的な
25

機能としては負帯電 OPC 用と共通のものが使用できるが，

20
小 ← クラック耐性 → 大

富士電機では正帯電感光体用に最適な HTM や膜形成材料

電位変化量（V）

15
10

ΔV L
ΔV d

5
0
−5

を独自に開発し，各種要求に応えうる OPC を提供してい
る。

環境関連法令への対応
新しく導入する OPC 用材料は安全性の確認が不可欠で

−10

あり，仕向け先各国の法令ならびに富士電機独自の規定に

−15
添加剤なし

従来添加剤

新添加剤

ΔV d：繰返し疲労試験前後の暗部電位変化量
ΔV L：繰返し疲労試験前後の明部電位変化量

対応した安全性の確認を，開発の要所で第三者機関により
実施している。
表

クラック耐性と電位変化量

的な環境への関心が高まる中で，新規法令の発効や法令の
改正が頻繁にあり，その都度速やかに対応していく必要が

表

主要仕向け先国の環境関連法令

供するとともに，塗布液劣化抑制添加剤などを開発し，適

実施国
/機関

環境関連法令

化学物質
日

本
製

品

化学物質
米

国
製

品

化学物質

EU

製

品

化学物質
中

ある。富士電機では，環境負荷の軽減を図った OPC を提

国
製

品

新規化学物質の審査および製造等の規制に関する
法律
（化審法）既存化学物質名簿

用することで，廃棄物低減など製造面でも環境負荷に配慮
している。

あとがき

資源有効利用促進法
有害物質規制法
（TSCA：Toxic Substances Control Act）
既存化学物質リスト（TSCA Inventory）
REACH（Registration，Evaluation，
Authorization and Restriction of Chemicals）
規則
欧州既存商業化学物質リスト
（EINECS：the European Inventory of
Existing Commercial Chemical Substances）
電気・電子機器の含まれる特定有害物質の使用制
限に関する欧州議会及び理事会指令
（RoHS：the Restriction of the use of
certain Hazardous Substances in electrical
and electronic equipment）
新規化学物質環境管理弁法
中国現有化学物質名録
電子情報製品汚染規制管理弁法

プリンタや PPC などの電子写真応用製品は，今後も性
能向上，機能向上を図りながら紙媒体への出力機器として
安定的な市場拡大が見込まれている。これらの製品に必須
である有機感光体（OPC）の材料設計技術，層設計技術
および富士電機の有機感光体の特徴について述べた。
今後も，OPC 材料の機能向上とともに環境負荷の軽減
に対応した OPC を提供していく所存である。
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正帯電 OPC の材料設計

正帯電 OPC は，電荷発生と電荷輸送の機能を併せ持つ
層設計が必要であり，負帯電 OPC 用材料として紹介して
きた CGM，HTM，膜形成材料，添加剤の他に ETM を組
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図

に，主要仕向け先国の環境関連法令を示す。国際
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有機感光体用材料の開発および製造に従事。現在，

セレン感光体，負帯電および正帯電有機感光体の

富士電機株式会社半導体事業本部光半導体事業部
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感光体部課長補佐。
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特集

感光体・太陽電池・
磁気記録媒体

プリンタ用有機感光体
Organic Photoconductors for Printers
池田

豊 IKEDA Yutaka

小林

広高 KOBAYASHI Hirotaka

田中

靖 TANAKA Yasushi

情報処理の高度化に対応するため，電子写真プリンタには，印刷の高度化，高精細化，低コスト化，省エネルギー化など
のさまざまな要求がある。これに対応した機器の小型化やメンテナンスフリー化などが求められている。富士電機では，こ
れらの要望に応えるため豊富なラインアップの感光体を開発・製造し，市場展開を行っている。例えば，負帯電型プリンタ
用感光体では，感度領域や印字速度，寿命などにも幅広い対応が可能であり，正帯電型プリンタ用有機感光体では，低・中

To match the advancement of information processing, electrophotographic printers are expected to meet numerous demands for sophistication, high deﬁnition, cost reduction, energy eﬃciency, and so on. Moreover, consumers want equipment that can satisfy these demands
whilst also being compact and maintenance-free. To meet such demands, Fuji Electric is developing, manufacturing, and marketing a rich
lineup of photoconductors. For example, photoconductors for negative-charge type printers are capable of meeting a wide range of requirements, such as sensitivity region, printing speed, and service life; and as for organic photoconductors (OPCs) for positive-charge type printers,
in addition to single-layer type photoconductors with low or medium sensitivity, we are expanding the market to include multi-layer type
OPCs with higher sensitivity.

（レーザダイオード）や LED（発光ダイオード）光源に適

まえがき

合している。
近年の IT の進展に伴い，電子写真プリンタの用途は

これらのタイプの OPC に用いられる CGL に各種電荷

パーソナルユースからビジネスユースまで拡大を続けてい

輸送層（CTL：Charge Transport Layer）を組み合わせ

る。情報処理の高速化に対応した印刷の高速化，情報の多

ることにより，低速機から高速機までさまざまなプロセス

様化に対応したカラー化，高精細化，さらには情報処理コ

に適合する OPC の供給が可能である。

ストの低減と省エネルギー（省エネ）化の要求があり，こ

富士電機の OPC は，独自の導電性基体加工技術や成膜

れに対応した装置の小型化，メンテナンスフリー化，プリ

技術により外径 20 〜 262 mm まで，長さ 236 〜 1,000 mm

ントコストの削減がいっそう求められてきている。電子写

の生産が可能であり，A4 ページプリンタから A0 プロッ

真における帯電，現像，転写，定着のプロセスごとに，多

タまで幅広く製品を展開している。

様な技術が生まれ，発展してきている。
富士電機では，お客さまごとの電子写真プリンタの仕様
電荷輸送層
（CTL：Charge Transport Layer）

に対応するため，負帯電型および正帯電型の有機感光体
（OPC：Organic Photoconductor）のラインアップを充実

電荷発生層
（CGL：Charge Generation Layer）

させつつ市場展開を行っている。本稿では，プリンタ用有

下引き層
（UCL：Under Coat Layer）

機感光体の製品の概要とその特徴について述べる。

プリンタ用負帯電型 OPC（タイプ

）

⑴

.

製品の概要

導電性基体

負帯電型 OPC の層構成を 図

に示す。さまざまな露

光 量 に 対 応 で き る よ う に， 電 荷 発 生 層（CGL：Charge

図

負帯電型 OPC の層構成

表

プリンタ用負帯電型 OPC 製品の概要

Generation Layer）の特性を調整した，タイプ 8A（低感
度）
，タイプ 8B（中感度）およびタイプ 8C（高感度）の
3 タイプの製品系列を用意している。材料の選定および膜

タイプ

感度 *（−100 V到達露光量）

に示すとおり− 100 V 到達

タイプ8A（低感度）

0.60 〜 0.80 µJ/cm2

露光量で 0.15 〜 0.80 µJ/cm という低感度から高感度まで

タイプ8B（中感度）

0.40 〜 0.60 µJ/cm2

の調整が可能である。

タイプ8C（高感度）

0.15 〜 0.40 µJ/cm2

厚制御を行うことにより，表
2

図

にタイプ 8A，タイプ 8B およびタイプ 8C の代表的

＊感度：−600 Vから−100 Vに減衰するのに必要な露光量

な分光感度特性を示す。いずれのタイプも 600 〜 800 nm
の波長領域でほぼ一様な感度を持っており，一般的な LD
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感度対応の単層型に加えて，高感度化した積層型を市場に展開している。

J/cm2 照射後の表面電位（−V）

プリンタ用有機感光体

10

タイプ 8B（中感度）
タイプ 8A（低感度）

0.1
400

500

600

700

800

100

0.5

＊

1

感度 1/E

100

（cm2/ J）

タイプ 8C（高感度）

900

低温低湿

80

常温常湿

60

40

20

0
20

波長（nm）

高温高湿

30

40 50 60 70 80
露光−現像間時間（ms）

90

100

＊感度：−600 V から−100 V に減衰するのに必要な露光量

図
負帯電型 OPC の分光感度特性

700
OPC要求特性

技術課題

高速化

高速応答性

カラー化

高精細

高解像度化

光減衰
ゴースト
光疲労
高精度
環境安定性

高耐久性

小型化
メンテナンスフリー化

500
タイプ 8A（低感度）

400

タイプ 8B
（中感度）

300
200

耐オゾン性
耐リーク性
耐摩耗性

プリントコストの低減

図

600

表面電位（−V）

感光体

図

負帯電型 OPC の光応答性

タイプ 8C
（高感度）

100

高信頼性

0
0.01

0.1
1
露光量（ J/cm2）

10

OPC 要求特性と技術課題
図

.

負帯電型 OPC の光減衰特性

減衰特性を持つ OPC の開発・製品化を行っている。図

技術課題と対応

プリンタ用 OPC に要求される高速化，カラー化，高解

に，OPC のタイプ別光減衰特性の一例を示す。この特性

像度化，小型化，メンテナンスフリー化，プリントコスト

は，CTM の電荷移動性能に加えて各層間での電荷注入

の低減という六つの特性を実現するための四つの技術課題

性に大きく依存するため，下引き層（UCL：Under Coat

を図

Layer）
，CGL および CTL の組合せにより調整することが

に示す。各技術課題の詳細と富士電機の対応を述べ

できる。また，高画質の要求には，横方向の電荷拡散の少

る。
⑴

ない CTM を開発して対応している。細線再現性が高いた

高速応答性
小径の OPC（直径 20 〜 30 mm）で A4 縦送り 35枚/分

以上の高速機の一般的プロセス配置に適合させるために

め，トナーの消費量が少なくプリントコストの低減に貢献
している。

は，露光−現像間時間が 50 ms 以下の領域まで一様な露光

プリンタの高画質化が進むにつれ，OPC 表面の微小な

部電位となる応答性が必要である。富士電機では，移動

電位差が印字濃淡差として画像に再現されやすくなってき

度が 2×10

−5

2

cm /
（V・s）という高速対応の電荷輸送材料

（CTM：Charge Transport Material）を実用化している。
さらなる高速化対応として，8×10

−5

2

cm /
（V・s）という

高移動度の材料の開発も完了している。
図

に，負帯電型 OPC の光応答性を示す。いずれの環

境条件下においても安定した電位を示しており，露光−現

ている。感光層の膜厚の均一性に加え，転写部の逆極性印
加や連続露光部の残留電位上昇に対して影響を受けにくい
OPC が望まれている。負帯電型 OPC では，UCL や CGL，
CTL の各機能層に使用する材料の新規開発および最適化
を行うことにより，電位差の低減を図っている。
一般的な使用では，カートリッジ交換のタイミングある

像間時間が 30 ms レベルでも実用可能な特性を持っている。

いは紙詰まりの際に，OPC が室内灯や太陽光にさらされ

⑵

る可能性がある。このような光曝露（ばくろ）の影響が少

高精細性

カラー化・高解像度化が進むプリンタあるいは複合機

ない OPC が求められ，CGL および CTL を適切に組み合

用 OPC には，いっそうの色再現性やハーフトーンの濃度

わせることにより，蛍光灯などの室内光にさらされても画

階調再現性が要求され，各種マシンプロセスに最適な光

質への影響が少ない OPC を実用化している。
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4 色を重ね合わせるカラープリンタには，色ずれを防止

中低速分野のプリンタでは，接触帯電方式が主流となっ

するためモノクロプリンタよりも高い寸法精度が要求され

ている。非接触帯電方式であるスコロトロン帯電と比較

る。富士電機は，こうしたカラープリンタに適用可能な振

して UCL の耐リーク性が強く求められている。そのため，

れ精度 30 µm 以下，真直度 20 µm 以下の OPC 用素管加工

光干渉抑制機能を兼ね備えた UCL を市場に投入して以来，

技術を持っており，高精度樹脂フランジとの組合せにより，

耐リーク性および環境安定性の向上を継続的に進めている。

高精度 OPC の供給体制を整えている。

現在では，下引き層である陽極酸化皮膜と同等の耐リーク

初期画質を維持するためには，どのような使用条件にお

性を持ち，かつ環境安定性に優れた UCL を製品に適用す

いても耐刷による特性変化の少ない OPC が望ましい。直

るとともに，CGL，CTL も含めた総合的な性能向上を図っ

径 24 mm の OPC を搭載する市販の接触帯電方式のレー

ている。

ザプリンタにおいて，低温低湿環境（10 ℃，20 %RH）
，

OPC の寿命は，現像系や紙，クリーニングブレードな

常温常湿環境（25 ℃，50 %RH）
，高温高湿環境（32 ℃，

どの接触部材との摩耗によって決定される。耐摩耗性に優

80 %RH）条件下で，それぞれ A4 縦送り 16,000 枚の耐刷

れ，かつ潤滑性を持つ樹脂の独自開発を行い，装置プロセ

試験を行い，2,000 枚ごとに表面電位を測定した結果を図

スに合わせて適切な配合を行うことで，各種プロセスに最
適な OPC を提供している。
画質向上のため，トナーの細粒径化と粉砕トナーから重

⑵

⑶

高耐久性対応技術

合トナーへの切換えが進んだことにより，OPC 表面への

プリンタに内蔵される帯電器からは，一般にオゾンが発

トナー付着力が強くなっている。これを抑える必要があり，

生する。OPC にオゾンなどに対する耐ガス性能を付与す

各種トナーに合わせた最適な OPC の開発を進めるために，

るため，さまざまな酸化防止剤を添加している。通常，添

トナー残存率を用いてトナー付着力を評価する手法を独

加量を多くすると，オゾンや酸性ガスに対する耐性は向上

自に開発した。図

に示すように，CTM イオン化ポテン

〈注〉

するが，残留電位の上昇など電気特性に悪影響を及ぼす。

シャル と各種トナーのトナー残存率に相関関係があるこ

劣化の少ない CTM の開発と，電気特性への影響が少ない

とを明らかにし，これにより，各種トナーにマッチした最

独自の添加剤の開発により，耐ガス性能を確保している。

適な材料の選定を可能にした。
⑷

高信頼性
OPC は，さまざまな環境下で安定した特性を維持する

800

こと，および機械的・化学的ストレスに対して安定である

表面電位（−V）

700

ことが望まれている。

暗部電位 V D

600

材料開発段階から独自の検査項目を設定して開発を進め
低温低湿

500

るとともに，製品ごとに長期保管特性を含めた信頼性評価

400

を実施することにより，信頼性の高い OPC 製品を開発し，
中間電位V H

300
200

明部電位 V L

100
0

生産している。

高温高湿
常温常湿

0

2

4

プリンタ用正帯電型 OPC（タイプ
6
8
10
耐刷枚数（千枚）

12

14

）

16

.
図

，タイプ

製品の概要

正帯電型 OPC を搭載したプリンタは，一般的な負帯電

負帯電型 OPC の環境耐刷時電位安定性

型 OPC のプリンタよりも画質の高解像度化に有利である
という特徴があり，需要が伸びている。さらに，帯電器か
60

らのオゾンの発生が少ないので，環境対策としても優れて

50
トナー残存率（％）

いる。

疑似球形トナー

また，プリンタ側の露光レーザのエネルギー消費を低く
40

抑えることができるので，OPC の高感度化には強い要望

粉砕トナー
30
20

がある。しかしながら，負帯電型に比べて，要求特性を満
たす正帯電型 OPC の材料設計の裕度が低く，実現が難し

重合トナー

いという課題があった。
10
0
4.9

富士電機では，独自の計算化学技術や有機合成化学技術
5.0

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
CTM イオン化ポテンシャル（eV）

5.6

により正帯電用 CTM を開発し，正帯電型 OPC（タイプ
〈注〉 イオン化ポテンシャル：原子または分子から電子を取り去るの

図

トナー残存率の CTM 依存性

に要するエネルギーをいう。
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に示す。いずれの環境においても大きな電位変化は認め
られず良好な特性を示している。

プリンタ用有機感光体

表

プリンタ用正帯電型 OPC 製品の概要

タイプ

特

推奨マシン
（ppm*）

徴

表

タイプ 12 の課題と材料系の特徴
課

耐刷寿命
（千枚/A4間欠，
φ30換算）

タイプ11 A

低速型

〜 12

20

タイプ11B

中速型

10 〜 18

30

タイプ11C

中・高速型

12 〜 24

140

タイプ11D

高速型

30 〜

200

タイプ12

高速・
高耐刷型

35 〜

250
φ120にてA4連続換算
100万枚まで使用可能

題

CGM：量子効率の向上

高速応答

HTM：正孔移動度の向上
ETM：電子移動度の向上
正孔・電子輸送バランスの最適化

高強度

樹脂バインダー：ガラス転移温度の向上
表面硬度の向上

160

＊ppm：page per minute

材料系

高感度化

明部電位

L

140

タイプ 11A

表面電位（V）

120

感光体

10

＊

タイプ 12

80

タイプ 11C

60

タイプ 11C

タイプ 11D

40
20

1

タイプ 12

感度 1/E

100

（cm2/ J）

タイプ 11D

タイプ 11B
100

0
0

タイプ 11B

50

100

150

200

250

露光−現像時間（ms）
タイプ 11A
0.1
400

500

600

700

800

図

正帯電型 OPC の光応答性

900

光源波長（nm）

410

＊感度：600 V から 100 V に減衰するのに必要な露光量

400
正帯電型 OPC
390

正帯電型 OPC の分光感度特性

表面電位（V）

図

700
タイプ 11A

600

370
360
負帯電型 OPC
350
340

500
表面電位（V）

380

330

400

タイプ 1B

タイプ 11D

0

50

100

150 200
位置（ m）

250

300

350

タイプ 11C

300

図

1 ドット露光による静電潜像比較

200
タイプ 12

100

〜 0.386 µJ/cm2 の幅広い範囲の感度のタイプを取りそろえ，
低速（15枚/分以下）から高速（35枚/分以上）までのプ

0
0.01

0.1
1.0
露光量（ J/cm2）

10

リンタに対応している。特に新たに開発したタイプ 12 は，
に示す各機能材料の性能向上により高感度化を実現

表
図

正帯電型 OPC の光減衰特性（PIDC）

12）に適用することにより高感度化を実現し，市場への製
品展開を進めている。
表

に 正 帯 電 型 OPC タ イ プ 11 お よ び タ イ プ 12 の 製

品系列を，図

にその分光感度特性を示す。いずれの正

帯電型 OPC も 600 〜 800 nm の波長領域でほぼ一様な感

し，露光レーザの消費エネルギーを約 30 % 削減している。
.

技術課題と対応

正帯電型 OPC の技術課題に対する富士電機の対応を述
べる。
⑴
図

高速応答性
に，正帯電型 OPC の光応答性を示す。いずれの

度を持っており，一般的な LD や LED 光源に適合してい

正帯電型 OPC も露光−現像間時間 75 ms でも機器に適

に示すように，帯電 600 V を 300 V に光減

用できる。特に，タイプ 11D およびタイプ 12 は露光後

衰させるのに必要な露光量としての半減衰露光量が，0.12

30 ms においても明部電位の上昇が少なく，より露光−現

る。また，図

富士電機技報

282（18）

2012 vol.85 no.4

プリンタ用有機感光体

表

信頼性試験による特性変化

700
暗部電位

試験前後特性変動値

D

600

表面電位（V）

500

試験条件

暗部電位
変動率

明部電位
変動率

高温放置

45 ℃：1,000時間

<±5%

<±10 %

高温高湿放置

35 ℃，90%RH：
1,000時間

<±5%

<±10 %

<±5%

<±10 %

なし

なし

タイプ11A
タイプ11B

400

タイプ11C
タイプ11D

300

タイプ12
200

試験項目

明部電位

ヒートサイクル
①〜⑤
（10サイクル）

L

100
0
0

5

15
20
25
環境温度（℃）

30

35

ローラ
汚染試験

40

ローラ材質：
NBR，ウレタンゴム，
シリコーンゴム
50 ℃，90%RH：250時間

画像障害なし

露光-現像時間
タイプA, B, C/140 ms

部電位，明部電位ともに安定していて，環境変動が小さい。
⑶

正帯電型 OPC の明部電位 V L・暗部電位 V D の環境依存

図

−20 ℃：1時間
常温常湿：0.5時間
45 ℃：1時間
−20 ℃：1時間
常温常湿：0.5時間

性

高耐刷性
に 示 す よ う に， い ず れ の 正 帯 電 型 OPC も 濃 度

図

5 ppm のオゾン雰囲気に 30 分間曝露した直後は一時的に
帯電位が低下するものの，24 時間の室温放置で初期の帯
電位まで回復する。特に，タイプ 11 A，11D およびタイ

120

タイプ 11A

プ 12 はオゾンに対する耐性が高く，曝露直後の帯電位低

タイプ 11D

下も少ない。

帯電能変動率（％）

100

タイプ 12 は，長寿命が要求される複写機の耐刷性評価
80

で，明部電位，暗部電位ともに安定でかつ画像欠陥もなく，

タイプ 12
タイプ 11B

60

約 25 万枚の高耐刷寿命を持つ。

タイプ 11C

⑷

40

高信頼性

表

に，各種信頼性試験による特性変化を示す。いず

れの試験項目においても，明部電位変動率が 5 % 以下，明

20

部電位変動率が 10 % 以下と信頼性が高い。
0

曝露
直前

曝露
直後

24 時間
放置後
放置時間

特に，ローラ汚染試験においては，アクリロニトリル
ブタジエンゴム（NBR）
，ウレタンゴム，シリコーンゴ
ムなどからなるローラをそれぞれ感光体に圧接し，50 ℃，

図

正帯電型 OPC のオゾン耐性

90 %RH の環境下で 250 時間放置しても，感光層のクラッ
ク発生や感光体特性変化が起きないことを確認した。

像間時間の短い小型高速機に適用できる。
⑶

⑵

高精細性

あとがき

正帯電型 OPC は，露光光吸収とそれに続く電荷発生が
OPC 表面近傍で起こるため，感光層内での露光光や電荷

電子写真方式の出力機器は，今後ますます高速化・多機

の散乱・拡散が少なく，高解像度化に適している。図 1 に，

能化・高品質化・低価格化が進み，感光体に要求される性

1 ドット露光書込み部分の静電潜像の測定結果を示す。正

能もより多岐にわたっていく。

帯電型 OPC は切り込みが鋭く，解像性能の高さが分かる。

今後も化学技術・感光体技術を活用し，かつ発展させ，

残像現象（ゴースト）に関しては，電荷発生量と正負電

さまざまな情報出力ニーズに応えた感光体の提供を通じて，

荷輸送バランスの最適化調整によりゴーストの原因である

環境保全への社会的責任にも取り組みながら，より豊かな

感光層内残留電荷を最少化し，耐刷の初期から寿命まで，

社会の実現に貢献していく所存である。

ハーフトーン画質の均一性を高めた。
光疲労特性は，いずれのタイプも 1,000 lx で 10 分間の
光照射による暗部電位の変化量は小さく，照射後の時間経
過による回復も早い。
図

に， 明 部 電 位 VL お よ び 暗 部 電 位 VD の 環 境 特

参考文献
森 田 啓 一 ほ か. プ リ ン タ 用 有 機 感 光 体. 富 士 時 報. 2010,
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③
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株式会社電子デバイス事業本部光半導体事業部感
光体部課長。
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広高

有機感光体の開発・設計に従事。現在，富士電機
株式会社電子デバイス事業本部光半導体事業部感
光体部。

感光体
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靖

有機感光体の開発・設計に従事。現在，富士電機
株式会社電子デバイス事業本部光半導体事業部感
光体部。
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複写機用有機感光体
Organic Photoconductors for Plain Paper Copiers
小川

祐治 OGAWA Yuji

上野

貴志 UENO Takashi

中村

友士 NAKAMURA Yuji

富士電機は，有機感光体（OPC：Organic Photoconductor）の耐久性を向上することにより，廃棄物を削減し，ランニ
ングコストの低減と地球環境保護への貢献を目指している。高耐久を実現するために，特に高帯電性と高耐刷性が重要とな
る。帯電性を向上させるために，UCL（Under Coat Layer）では最適な抵抗率を示す材料の選定と配合比率の最適化を行い，
さらに CGL（Charge Generation Layer）と CTL のイオン化ポテンシャルの最適化も図ることで性能向上を図った。また，

By improving the durability of organic photoconductors (OPCs), Fuji Electric aims to reduce waste and running costs and contribute to
preservation of the environment. In order to achieve high product durability, high electrostatic propensity, and high printing durability are
especially important. As for improving electrostatic propensity, in addition to the selection of materials that demonstrate optimal resistivity
in the undercoat layer (UCL) and optimization of material blend ratios, by pursuing the optimization of the ionizing potential of the charge
generation layer (CGL) and charge transport layer (CTL), we have increased performance. Our development of a highly durable CTL resin is
facilitated by computer-based molecular structure design.

富士電機は，プリンタ用 OPC に使用しているタイプ 8

まえがき

をベースに，さらに高耐久対応など独自技術を適用し，複
複写機市場は，欧州の金融財政危機などの影響を受け

写機用途に最適なタイプ 10 を提供している。

2011 年度の出荷台数は，前年度から横ばいとなっている。
⑴

今後も大きな伸長が見込めないと予測される中，業界の動

製品の特徴

きとして，モノクロ機から付加価値の高いカラー機への移
複写機分野では，装置の高機能化，高速度化，高信頼性

行や軽印刷市場への参入が見られる。
このような業界の動きに伴い，複写機では高速化やカ
ラー化，高画質化，動作安定性，メンテナンスフリー化

化がいっそう進んでおり，OPC に求められる特性も多様
化している。

（ユニット化）が指向されている。このため，電子写真装

富士電機は，低・中速機から高速機に至るまでの複写機

置の画像形成の重要部品である感光体は，いっそうの高感

用 OPC をそろえており，おのおのの要求特性に応えるた

度化，高耐刷化，動作安定性，高信頼性などが必要不可欠

め，材料開発を進めている。要求特性には次のものがあり，

となっている。

高耐久を実現するためには，高帯電性と高耐刷性が特に重

富士電機は，有機感光体（OPC：Organic Photoconduc-

要である。

tor）の耐久性を向上することにより，廃棄物を削減して，

⒜

高感度

ランニングコストの低減と地球環境保護への貢献を目指し

⒝

高帯電性

ている。本稿では，複写機用高耐久型 OPC について述べ

⒞

高耐刷性

る。

⒟

環境安定性

⒠

高信頼性

製品の概要
.

高感度

OPC を使用した複写機は，その複写速度で低速機（25

複写機は露光光源にレーザダイオード（LD）や発光ダ

枚/分以下）
，中速機（25 〜 50枚/分）
，および高速機（50

イオード（LED）を使用しているため，OPC として波長

枚/分以上）に大別できる。富士電機はいずれの速度にも

領域 600 〜 800 nm で高感度であることが要求される。富

対応し，顧客の要求仕様に応じた OPC の材料開発と感光

士電機は，この波長領域で高感度なフタロシアニン顔料を

層設計を進めている。

採用している。表

OPC の構造は，アルミニウムなどの円筒状導電性基体
に下引き層（UCL：Under Coat Layer）
，次に電荷発生層
（CGL：Charge Generation Layer）
，最表面に電荷輸送層
（CTL：Charge Transport Layer）を塗布した機能分離型
積層構造である。

に示すとおり，顧客のプロセス設計に

応じ，低感度（タイプ 10A）
，中感度（タイプ 10B）
，高感
度（タイプ 10C）の三つのタイプを用意している。図

に，

各タイプの分光感度特性を示す。
また，図

に，各タイプの光減衰特性を示す。高感度で

あるタイプ 10C は，タイプ 10A，タイプ 10B と比較して，
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高耐久 CTL（Charge Transport Layer）樹脂は，コンピュータを用いた分子構造の設計により開発を促進している。

複写機用有機感光体

基本特性
項

半減衰
適用感度帯
暗中帯電 残留電位
露光量
半減衰
保持率
Vr
露光量
（5秒後）
2
2
（−V）
（µJ/cm ） （µJ/cm ） （%）

目

タイプ

印字速度
適用領域別
（枚/分）

タイプ
10 A
（低感度）

0.20 〜
0.40

タイプ
10B
（中感度）

0.12 〜
0.24

0.18

96

25

20 〜 60

タイプ
10C
（高感度）

0.06 〜
0.14

0.08

96

10

40 〜 20

0.38

98

50

初回転目と 2 回転目の帯電位差（−V）

表

20 〜 30

200

100

0

従来品

0

400

800

1,200

改良品

1,600

2,000

印字枚数（千枚）

図

初回帯電時の帯電性能

感度 *1/E 1/2（cm2/ J）

感光体

100

それに伴い，OPC には初回帯電時から高い帯電性能が求

タイプ 10C（高感度）

められる。
10

初回帯電時の CGL 中の熱励起キャリアおよび各層中や
接合部に滞留したキャリアが印刷枚数とともに増加し，帯
電性が低下する。富士電機は，帯電性を向上させるために，

タイプ 10B（中感度）

1

タイプ 10A（低感度）

UCL および CTL の改良に取り組み，UCL では，最適な
抵抗率を示す材料の選定と配合比率の最適化を図っている。
CGL と CTL のイオン化ポテンシャルの最適化および高

0.1
400

500

600
700
800
波長（nm）

900

1,000

い帯電能を持つ電荷輸送材料（CTM：Charge Transport
Material）を開発している。

＊感度：−600 V から−300 V に減衰するのに必要な露光量

に示すように，初回帯電時の帯電性能を大幅に向上

図
図

している。従来は印字プロセスに入る前に OPC の帯電不

分光感度特性

足を補うため，3 〜 5 回転程度のアイドリングをしていた
が，改良品では初回回転時より高画質な画像が得られ，無
600

駄なアイドリングを省略して高速化や省電力化が期待でき

表面電位（−V）

る。
400

.

タイプ 10A
（低感度）

タイプ 10C
（高感度）

略化の観点から，レーザプリンタ用 OPC よりも数倍から

200

10 倍程度の高耐刷特性が要求されている。富士電機では，

タイプ 10B
（中感度）
0
0.001

高耐刷性

複写機用 OPC は，複写機の使用頻度やメンテナンス簡

ランニングコストの低減を図った高耐久 OPC を製品化す
るため，コンピュータを用いて分子構造の設計を行い，高

0.01

0.1

露光量（

1

10

J/cm2）

耐久 CTL 樹脂の開発を促進している。
⑴

図

電気特性の改善

OPC は，帯電−露光工程でコロナ放電およびその放電

光減衰特性

によって発生するオゾンや光に繰り返し曝露（ばくろ）さ
それぞれ 50 %，30% 程度高感度であり，露光光源の省電

れると，機能材料が化学的変質を起こす。帯電位低下ある

力化に貢献している。

いは残留電位上昇といった特性劣化が起きて，濃度低下や
〈注 2〉

白紙かぶり など印字不良の原因となる。
.

高帯電性

富士電機は，帯電特性の劣化および残留電位上昇を低減

各複写機メーカーは，パーソナル用途の小型低速機から，

するために，CGL や CTL 中に発生する電気的欠陥を抑制

オフィス・業務用途の大型高速機まで，複写機を幅広くラ

する独自の電荷制御剤を開発し，さまざまなマシンプロセ

インアップしている。高速機では，よりオンデマンド性を

スにおいても安定的に動作する OPC を提供している。

〈注 1〉

高めるため，ファーストコピー時間 の短縮が図られている。
〈注 1〉
ファーストコピー時間：最初の 1 枚の複写に要する時間をいう。
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図

は，代表的な複写機で評価をした際の表面電位と印

〈注 2〉白紙かぶり：白地部が汚れて灰色に見える現象をいう。
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1,000
900

表面電位（−V）

従来品

暗部電位

800

従来品

700

改良品

600
改良品

500
中間電位

400

0

300

0.005

200

0.015

0.02

明部電位

100
0

0.01

摩耗量（ m/ 千枚）

図
0

400

800

1,200

1,600

耐刷特性（摩耗量）

2,000

印字枚数（千枚）

（a）表面電位

1,000

表面電位（−V）

黒ベタ濃度

1.2

改良品

従来品
印字濃度

暗部電位

800

1.4

1.0
0.8
中間濃度

0.6

700
600
500
400

従来品

300

明部電位

200
0.4

100
白ベタ濃度

0.2
0

0

400

0
800

1,200

1,600

感光体

900

1.6

改良品
低温低湿

常温常湿

高温高湿

（10 ℃，20 %ＲH）（22 ℃，45 %ＲH）（32 ℃，85 %ＲH）

2,000

環境条件

印字枚数（千枚）

（b）印字濃度

図

図

プロセスシミュレーションによる表面電位の環境依存性

表

信頼性試験

耐刷特性

項

目

試験内容
耐オゾン試験

従来品

強光疲労試験
高温放置試験
電気特性
高湿放置試験

改良品

低温放置試験
0

0.5

1

1.5

温湿度サイクル試験

2

摩擦係数

クリープ試験
機械特性

図

油脂付着試験

摩擦係数

きず試験

字濃度の推移を示している。従来タイプと比較して，電位
変動や画質変化が少なく，動作安定性に優れた OPC を実

大きく向上させることに成功した。
CTL バインダー材料の分子設計を行って，高分子構造

現している。
⑵

機械特性の改善
OPC は，クリーニングブレードや帯電ローラ，転写ロー

ラ，紙およびトナーなどの接触により，感光層の摩耗やき

で潤滑性にも優れた材料を使い，膜硬度を向上しながらク
リーニングブレードとの摩擦係数を低減できるようにした。
図

に示すように，ほかの接触部材との摩擦を低減し，感

ず，トナーや紙粉の異物付着などの機械特性の劣化が生じ

光層の摩耗やスクラッチを改善した。その結果，図

る。マシンプロセスによって，感光層の劣化のしやすさ

すように，摩耗量は従来比率で約 25 % 低減している。こ

は異なるが，CTL 中の成分である CTL バインダーの性能

れにより富士電機の OPC は，高速機分野，さらには軽印

に大きく依存する。CTL バインダーは OPC の寿命を決め

刷分野まで適用できるようになった。

に示

る大きな要素である。富士電機は，短期間で CTL バイン
ダーの性能評価ができる摩擦試験機や摩耗試験機などの設
備を導入し，加速評価を進め，CTL バインダーの性能を

.

環境安定性

複 写 機 の さ ま ざ ま な 環 境 で の 使 用 に 対 応 す る た め，
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OPC の環境安定性が望まれている。富士電機では，UCL

把握し，環境にやさしくかつ魅力ある OPC の開発を進め

のフィラー性能とバインダーを最適化し，環境による電気

ていく所存である。

抵抗の変動を抑制することで，低温低湿，常温常湿，高温
高湿のいずれの環境下でも OPC の安定性を確保している。
図

に，プロセスシミュレータによる表面電位の環境依存

性を示す。改良品は変動量が少なく，良好な特性を持って

参考文献
宮本貴仁ほか. デジタル複写機用有機感光体. 富士時報.

⑴

2010, vol.83, no.4, p.297-300.

いる。

小川
.

高信頼性

OPC の信頼性を確保するため，表

祐治

レーザプリンタおよび複写機用有機感光体の製品

に示す信頼性試験

開発に従事。現在，富士電機株式会社電子デバイ
ス事業本部光半導体事業部感光体部。

を実施している。各項目とも，実際の複写機での使用に
沿った試験内容になっており，これらの諸特性を確認した
上で，製品開発を進めている。

感光体

上野

あとがき

貴志

複写機用有機感光体の製品開発に従事。現在，富
士電機株式会社電子デバイス事業本部光半導体事
業部感光体部。

地球環境の保護に貢献できる複写機用の高耐久型有機感
光体（OPC）について述べた。
複写機市場では，技術開発の中心はモノクロ機からカ
ラー機へ移行し，OPC に関しても，カラー機への対応が
要求されている。また，昨今の環境意識の高まりにより，
OPC の耐久性向上による廃棄物削減，低融点トナーに対
応した OPC による消費電力削減などが進められている。
お客さまや市場のニーズに合わせて，要求特性を的確に
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有機感光体の評価技術 ̶ 潜像評価と材料設計 ̶
Organic Photoconductor Evaluation Technology: Latent Image Evaluation and Material Design
寺崎

成史 TERASAKI Seishi

長谷川 知貴 HASEGAWA Tomoki

会沢

宏一 AIZAWA Koichi

電子写真装置の印字品質向上には，帯電および露光後に，感光体に形成される電気潜像の再現性を向上することが重要で
ある。感光体上の電気潜像形成機構の解明を目的として開発した，微小面積表面電位測定プローブ法，および静電気力顕微
鏡法による潜像測定結果では，電荷移動度が低い低移動度感光体の方が精細な潜像電位が得られている。潜像幅の広がりは
電荷移動度の異方性に起因することを明らかにした。高移動度かつ高解像度となる感光体には，塗布膜中での凝集・配向の

In order to improve the printing quality of electrophotography devices, it is important to improve the reproducibility of the electrical latent image formed on the photoconductor after charging and exposure. The results of latent image measurements using a micro area surface
potential probe (MASPP) and an electrostatic force microscope (EFM) (developed to clarify the electrical latent image structure on the photoconductor) have demonstrated that low-mobility photoconductors, having low charge mobility, obtain more detailed latent image electrical
potential. We clariﬁed that expansion of latent image width is caused by anisotropy of charge mobility. A photoconductor with high mobility
and high resolution requires choosing the materials in which the anisotropy of charge mobility occurs by regulating cohesion and orientation
in the dipping layer, or by interacting with the resin.

高移動度感光体で高解像度を実現するための材料設計につ

まえがき

いて考察した。
電子写真装置は小型化，高速化，カラー化が進んでお
り，感光体に対しては高耐久かつ印字品質の向上に関する

MASPP 法による静電潜像測定

技術的要求が高まっている。印字品質とは，解像度，階調
性，濃度均一性などを指す。感光体においては帯電 - 露

.

光プロセスを経て形成される電気潜像をいかに再現性よく

測定装置および測定方法

に，MASPP 法による潜像測定装置の構成を示す。

図

形成させられるかが印刷品質を向上する上で重要である。

まず，帯電および所定の書込みレーザ露光を行った感光体

微小面積表面電位測定プローブ（MASPP：Micro Area

と，感光体表面に対向して設置した透明電極でキャパシタ

Surface Potential Probe）は，検知レーザ光を照射して感
⑴

を形成させる。次に，透明電極側から検知レーザ光（直径

光体表面電位を誘導電流から測定する原理を応用した。富

5 µm，10 µm ピッチ）を当て，表面電位の局部的減衰に伴

士電機は，これを用いた潜像形状の評価結果を報告して

う誘導電流を測定する。感光体表面電位と誘導電流との相

⑵〜⑸

いる。また，静電気力顕微鏡（EFM：Electrostatic Force
⑹〜⑻

Microscope）を応用した表面電位測定方法を開発し，従来

関式を用いて換算することにより，書込みレーザ露光によ
る潜像電位プロファイルが得られる。

不可能だった感光体上の電気潜像を顕在化させた測定結果
⑼

を報告している。電荷輸送材料の移動度と電気潜像の再現

.

測定用サンプル

性には相関関係があり，電荷移動度が高い高移動度感光体

直径 24 mm のアルミニウム素管に次に示す材料からな

は潜像の広がりが大きくなることを示した。本稿では膜厚

る電荷発生層（CGL：Charge Generation Layer）と電荷

方向と表面に沿った方向の移動度の異方性に着目し，感光

輸送層（CTL：Charge Transfer Layer）とを積層したサ

体膜中での機能材料の構造モデル立案とその検証を通じて，

ンプルを作製した。
⒜

CGL

™チタニルフタロシアニン
感光体

ガード

アルミニウム基板

C

感光層

表

各サンプルの移動度と感光体特性

検知レーザ（λ＝780 nm）

電荷輸送材料

ガード

図

透明電極

出力
増幅器

MASPP 法による潜像測定装置の構成

移動度
［10−6cm2/
（V・s）
］

E 300*
［µJ/cm2］

E 100*
［µJ/cm2］

V r5*
[−V］

低移動度

5.4

0.14

0.27

13

高移動度

73.3

0.12

0.25

14

＊ E 300：− 600 V から− 300 V への減衰に必要な光量
E 100：− 600 V から− 100 V への減衰に必要な光量
V r5 ：5 µJ/cm2 露光後の残留電位
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制御か，樹脂との相互作用により移動度の異方性が生じる材料選択が必要となる可能性がある。
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™ポリビニルブチラール樹脂
⒝

認められることに起因すると考えられる。

CTL

⑵

™電荷輸送材料（CTM：Charge Transfer Material）
™Z 型ポリカーボネート樹脂

潜像形状のシミュレーションおよび考察

CTL の移動度が静電潜像形状に与える影響についての
シミュレーションでは，CTL の移動度が移動度の大小に

CTM は，高移動度，低移動度の 2 種類を用い，電荷移
動度と潜像との関係を調査した。表

に，CTM 各サンプ

よらず，深さ方向と水平方向で異なる条件設定をした場合，
潜像深さと潜像幅の変化が再現すると報告されている（図
⑽

ルの移動度および感光体特性を示す。

）
。
この結果は，高移動度かつ CTL 中での電荷移動が等方

.

性を持つ CTM を用いることができれば，高速かつ高解像

⑴

測定結果と考察

度の感光体を提供できることを示唆している。

CTL 電荷移動度依存性
高移動度 CTM を使用したサンプルは，低移動度 CTM

を使用したサンプルと比較して潜像深さが浅く，潜像幅が

EFM 法による表面電位測定

約 1.5 倍となっている（図 ）
。本現象については，CTM
.

測定装置および測定方法
図

に，EFM 法の原理を示す。直流バイアス VDC と交

流バイアス VAC sinωt を印加したカンチレバーを帯電させ
500

表面電位（−V）

た試料上に接近させる。カンチレバーのたわみ量は，探針

高移動度 CTM 潜像幅
（約 300 µm）

の静電誘導により発生する静電気力によって生じる。これ

低移動度 CTM 潜像幅
（約 200 µm）

450

⑾

を光てこ法で検出し，平行平板モデルを用いた計算式から
試料表面電位を求めることができる。

400
潜像深さ
高移動度 CTM
350

.

300

測定用サンプル

CTL 中の電荷の移動を評価するため， .

低移動度 CTM

節 と同一の

材料構成からなる膜厚 5 µm の CTL をアルミニウム平板
250

0

100

200

300

400

500

600

位置（ m）

上に塗布してサンプルを作製し，図

に示すように CTL

表面にアルミニウムを真空蒸着して電極を形成した。電極
A，B，C にはそれぞれ異なる電源を接続し，潜像を想定

図

負帯電感光体の潜像形状の CTM の移動度に対する依存性

光検出センサ
電荷密度（10−4 C/m2）

8
半導体レーザ

7
6

ロックインアンプ

カンチレバー

5
4

たわみ

3
2
1
0
150

直流バイアス

移動度：
水平方向 10 倍

移動度：等倍

電荷
交流バイアス

250

350

450

550

試料

650

位置（ m）
（ａ）潜像シミュレーション

図

EFM 法の原理

8
電荷密度（10−4 C/m2）

感光体

の違いにより，後述する深さ方向と水平方向の移動度差が

7
6
カンチレバー

5
4

200 m

3
2
1
0
150

5 m
移動度：
水平方向 10 倍

移動度：等倍

250

350

450

550

C

100 m

300 m
A
電荷輸送層（CTL）

650

位置（ m）

電極：D

（b）MASPP シミュレーション

図

潜像形状のシミュレーション結果
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EFM 法用サンプルの構造

B
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した電位分布を付与する。カンチレバーとサンプル表面と
の距離は 5 µm とし，水平方向に 2 µm ピッチで移動させ

高移動度・高解像度材料設計

ながら測定した。
.

深さおよび水平方向各電荷移動度測定
⑿

.

深さ方向についてはタイムオブフライト（TOF）法で，

測定結果と考察

電極 A，B には，感光体の一般的な印加電界 30 V/µm

水平方向については図

に示すサンプル構造による電界効

に相当する−150 V を印加し，電極 C には電圧を印加しな

果トランジスタ（FET）法により，それぞれ電荷移動度

に示す。低移動度サンプルと比較

の測定を行った。FET 法においては，Au-SiO2 間に電圧

して，高移動度サンプルでは水平方向に電荷分布が広がっ

Vd を，Au-Au 間に電圧 Vg を印加し，計測された電流値

ていることが分かる。

から水平方向の移動度を測定した。

い場合の測定結果を図

各種 CTM について，TOF 法と FET 法で測定した電荷
移動度を表

に示す。

CTM-3 〜 CTM-6 は，TOF 移動度は一致しているも
から，材料構造の違いにより，深さ方向と水平方向の電荷
300 m 100 m

200 m
C

20

移動の機構が異なるか，あるいは電荷移動を妨げる何らか

B

A

の機構が生じると考えられる。

0
表面電位（V）

−20
−40

低移動度
高移動度

.

−80
−100
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−140

移動度異方性発生機構

CTM が CTL 中でランダムな向きで均一に分散してい

−60

る場合，移動度は等方的であると考えられることから，移

印加電圧
V A＝−150 V
V B＝−150 V
V C＝GND
V D＝GND

−160
−200

0

動度異方性が生じる原因として，図

に示すような CTM

が CTL 膜内で凝集し配向性が生じるモデルを考えた。
200

400

600

このモデルの検証のために， .

800

節で記述した高移動度

測定位置（ m）

図

EFM 法による表面電位分布
溶液時

CTM

樹脂

50 µs
金電極
50 nm

金電極
CTL

CTL 製膜時
SiO2 基板

300 nm

n+ −Si 電極

図

FET 法サンプルの構造

表

TOF 法と FET 法による電荷移動度

図

CTL 製膜時の CTM 凝集・配向モデル

100
90

電荷輸送材料

FET移動度
［10−6cm2/
（V・s）
］

CTM-1

35.0

14.6

CTM-2

4.9

CTM-3

13.0

CTM-4

13.0

0.1*

CTM-5

13.0

3.5

3.7

CTM-6

13.0

5.7

2.3

0.1*
47.1

＊ FET 特性が現れなかったため，FET 移動度を 0.1 とした。

QE 値（%）

80

TOF移動度
［10−6cm2/
（V・s）
］

TOF/FET比

2.4
49.0
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溶液中

図
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50％

70％

CTM 分散膜中 CTM 比率

高移動度 CTL の QE 値の CTM 濃度依存性
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のの，FET 移動度には大きな差が認められる。この結果
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動度の異方性が生じ，潜像幅が縮小している可能性が考え

ラマン散乱強度（a.u.）
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られる。
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MASPP 法および EFM 法による潜像電位の計測結果か
ら得られた潜像幅の差異が，CTL 膜中での CTM の凝集・
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配向あるいは樹脂との相互作用によって生じる移動度異方
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性に起因する可能性があることについて述べた。
本結果より，高移動度と高解像度を両立し得る感光体の

2,500

材料設計の可能性を導き出した。
高速・高解像度に対応する感光体を提供できるよう，今
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感光体
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後もさまざまな材料についての評価データを蓄積し，最適
な材料設計についての指針を見いだしていく所存である。
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これらの結果から，今回測定した高移動度 CTM におい

ては，CTL 製膜時に図

に示すような凝集・配向が生じ，

それによる移動度の異方性が生じることで潜像幅が拡大し
ていると考えられる。また，今回測定した低移動度 CTM
においては，ポリカーボネート樹脂との相互作用により移
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これからの太陽電池
Future Outlook of Solar Cells

近藤

道雄

KONDO Michio

独立行政法人産業技術総合研究所
太陽光発電工学研究センター長 工学博士

太陽電池

太陽光発電の低コスト化技術開発はオイルショックを契

か泣き所はある。一つは原料と製造に必要な電力の確保で

機として 1970 年代に始まったサンシャイン計画のなかで，

ある。たとえば 100 万トン（現状 20 万トン）の原料シリ

当時の太陽電池のコストをワットあたり 2 万円から 2000

コンを製造するには 100 テラワット時の桁の電力が必要で

年にはワット 100 〜 200 円程度までに低減させるという長

あり，これからの世界的な電力需給の逼迫を考えると容易

期的，かつ野心的な目標を掲げた大型国家プロジェクトと

な数字ではない。一方，薄膜シリコンをはじめとする薄

して行われてきた。当時このプロジェクトの立ち上げにか

膜太陽電池は製造エネルギーと環境負荷の小さい太陽電池

かわった人の話を聞くと，政官学が一体となって，自分の

である。結晶シリコン太陽電池ではポリシリコン製造のエ

未来をどうしたいのか，どうしようとするのかという問題

ネルギーがパネル全体の 60 % を超えるが，薄膜ではシリ

意識，課題解決の方策への強い信念，高い目標達成に向け

コンの使用量が 1/100 と少ないので，エネルギー消費は大

た実行力という三つが揃ったことがこのプロジェクトを成

幅に減らすことができる。モジュール化のエネルギーはモ

功に導いた原動力であったようである。今，世界の太陽電

ジュール全体の 20 % 弱を占めるが，その中の相当分がガ

池の技術と市場は，このサンシャイン計画がもたらしたブ

ラスやアルミフレームなどの部材の製造エネルギーである

レイクスルーの賜物と言えるのではないだろうか。

ので，薄膜太陽電池の中でもフレキシブル太陽電池などで

その当時，今，太陽光発電で起こっていることを予見
できた人は一人もいなかったのではないだろうか。2010

は，モジュール化部分でも相当エネルギーが節約できる。
フレキシブル太陽電池は，用途の本命は平板型であろう。

年の日本での太陽光発電導入目標が 4.8 ギガワットであり，

しかしフレキシブルというのは同時に部材使用量，エネル

2011 年度で一年遅れでこの目標は達成された。世界の総

ギー使用量が少ないということであるから，コスト低減と

導入量は 70 ギガワットにならんとしている。モジュール

いう意味では有利であり，軽量という特徴から設置可能性

コストも欧米ではワット 100 円を割り込むまでに下がって

が広がるという意味でも軽量平板型としての可能性を秘め

きた。日本で始まった住宅用導入補助金やヨーロッパでの

ていると考える。さらに，製造プロセスを考えるとフレキ

固定価格買取制度などの政策には，やはり強力な政治の

シブル基板はロールツーロールという製造方法によって生

リーダーシップが必要であった。エネルギーは社会インフ

産効率を極限まで高めることを可能にするので，プロセス

ラであり，再生可能エネルギーへの重心移動は意志を持っ

コストも安くできる可能性を秘めているのである。

て誘導しないと，経済原理に頼るだけではだめなのである。
太陽電池価格の低下により，企業間の競争が熾烈になり
いまや生き残り競争の段階に突入したといって良いだろう。
では，これからの時代に求められる太陽電池，太陽光発電
とはどのようなものであろうか ?

これらの技術革新には，腰を落ち着けて長期的にじっく
り技術を信じて育てることが重要だと考える。そうすれば
その強みがいつか開花する時が来ると期待される。
時代は変わる。技術も変わる。10 年前には考えられな
かったことができるようになる。変わらないもの，それは

最も重要な点は，今後の大量生産大量普及に対応できる

人間の知的好奇心であろう。それが技術を進展させる反面

確固たる技術的優位性を持つことであると言える。今は世

で物質消費を増やし，情報量を増やし，そしてエネルギー

界の太陽電池の 60 % 以上は中国や台湾で生産され，世界

消費を増やす。その結果，人類はその持続可能性を問われ

のトップメーカーの過半数を中国企業が占めている。価格

る岐路に直面している。未来はだれにも予見できない。し

以外で競争できる土俵と言えば変換効率や信頼性などの発

かし，今の日本社会に必要なことは，吾唯足るを知るとい

電性能面であるが，環境性能というのも重要な指標である

う禅の言葉にあるように，少し我慢するということではな

し，設置のしやすさも看過できない要素である。

いだろうか。それが成熟した社会のあるべき姿である。そ

今，市場で主流にある結晶シリコン太陽電池にもいくつ
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の中で技術もまた真に熟成されていくのではないだろうか。
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太陽電池の現状と展望
Solar Cells: Current Status and Future Outlook

成田

満

NARITA Mitsuru

安田

耕治

YASUDA Koji

まえがき
シリコン

世界のエネルギーは，CO2 を排出する化石燃料から

単結晶，多結晶

結晶系
化合物

地球温暖化対策のためクリーンエネルギーへ転換しよ

GaAs

太陽電池

ギーは，環境にやさしいだけでなく半永久的に利用が

アモルファスシリコン
シリコン
（フレキシブル） （フレキシブル基板）

可能である。その中でも，太陽光を利用する太陽電池
は，メガソーラーなどの大規模発電から携帯電話など

薄膜系

シリコン
（ガラス）

アモルファスシリコン
（ガラス基板）

の個人向けのスモール発電まで多くの用途に対応でき，
化合物
その他

特に注目されている。

CIGS，CdTe
有機材料系

（＊ 1）

富士電機は，フレキシブルなアモルファスシリコン
（a-Si）太陽電池「FWAVE」を 2006 年から熊本工場

図

太陽電池の種類

で量産し，系統連系市場および独立電源市場へ展開し
てきた。2011 年からは，フレキシブル太陽電池の特長

レキシブル基板タイプである。基本的な特徴は，非常

を最大限に生かせる分野として，民生製品をはじめと

にしなやかで軽く，サイズの自由度が高いことである。

する新規分野の開拓を開始した。多品種の製品に対応

⑵

（＊ 2）

（＊ 2）

するため，セル 販売を本格化しており，モジュール

メーカーと共同で，新たな製品群が構築されつつある。
本稿では，太陽電池の市場と特徴，ならびに富士電
機の取組みと今後の新規商材の開発について述べる。

種類別市場動向

図 2 に太陽電池種類別世界市場動向（モジュール販
⑴

売ベース）を示す 。
2010 年の実績値は 20.8 GW であり，その後 2015 年
まで 14 〜 25 % の高い成長率が続くと予想されている。
こうした背景には，再生可能エネルギーを優遇する固
定価格買取制度の効果があると考えられる。その一方

太陽電池の種類と市場

で，太陽電池モジュールの低価格化が急速に進み，事
⑴

業を進める上では厳しい環境になってきている。

太陽電池の種類
（＊ 3）

（＊ 3）

太陽電池は， 図 1 に示すように結晶系 と薄膜系 に

種類別では，結晶系が依然として主流であるが，薄

分類される。このうち結晶系は，シリコンタイプと

膜 Si や CIGS といった薄膜系太陽電池が全体に占める

GaAs 化 合 物 に 分 類 さ れ る。 一 方， 薄 膜 系 は，a-Si

割合は増加している。

フレキシブル基板タイプ，a-Si

⑶

ガラス基板タイプ，

フレキシブル太陽電池

CIGS，CdTe の化合物およびその他の有機系などに分

図 3 に，薄膜 Si フレキシブル太陽電池の市場動向を

類される。富士電機の太陽電池は，薄膜系の a-Si フ

示す。年平均成長率は 20 % 以上あり，結晶 Si を含め

（＊1）アモルファスシリコン

（＊2）セル，モジュール

（＊3）結晶系太陽電池，薄膜系太陽電池

シリコンの原子が規則的に結合した結晶シリコンに対

太陽電池として機能する素子をセルという。配線や裏

結晶系太陽電池は，単結晶シリコン太陽電池，多結晶

し，規則正しい結晶構造を持たない，ランダムに結合

面封止（保護）がされてない太陽電池の基本単位であ

シリコン太陽電池のことをいう。2011 年では全出荷

したシリコンをアモルファス（非晶質）シリコンとい

る。一方，モジュールは複数のセルを配列して，保護

量の 81.8 % を占めている。一方，薄膜系太陽電池は，

う。

シートや強化ガラス，金属枠などでパッケージ化し， 薄膜シリコン太陽電池，CIGS 太陽電池，CdTe 太陽
端子箱（電気の取出し口）を取り付けたものである。 電池のことをいう。全出荷量の約 17.7 % を占める。
モジュールは，一般に，パネルもしくは太陽電池パネ

両者で 99.5 % とほぼ全体を表現できることから，簡

ルと呼ばれる。

便な分類法として使用されている。
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図

フレキシブル太陽電池モジュール
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また，2008 年にはセルの両面を樹脂と対候性フィル
ムで封止したフレキシブル太陽電池モジュール（図 5）
の販売を開始した。

図

薄膜 Si フレキシブル太陽電池の世界市場動向

その一方で，リーマンショックや太陽電池の供給過
多が原因となって低価格化が進み，太陽電池製造メー

た全体の年平均成長率よりも高く，今後の応用範囲の

カーには厳しい状況が続いている。こうした中，富

拡大が期待されている。軽量で折り曲げ可能であるこ

士電機は，フィルム基板太陽電池の特長を最大限に生

とから，現在主流の結晶 Si 太陽電池では導入が困難，

かせる分野に注力するという方針を打ち出した。主な

あるいは不可能な用途での利用が期待されている。一

ターゲットとしては，民生製品や，機能材料と一体化

方で，CIGS によるフレキシブル太陽電池も急速に伸

した高付加価値製品などで多岐にわたっている。

びてきており，いかに差別化を行うかが重要なポイン
トとなっている。

多品種の製品に対応することを主な目的として，
2011 年からフィルム基板太陽電池セルの形態での販売
を本格化した。富士電機はモジュールメーカーにセル
を供給し，モジュールメーカーが最終製品に仕上げて

富士電機の取組み

最終顧客に提供する形である。現在，モジュールメー
富士電機は，1978 年に

a-Si

太陽電池の研究開発を

開始し，1980 年に世界に先駆けて電卓用太陽電池を製

カーと共同で各種モジュールを開発しており，新たな
製品群が構築されつつある。

品化して，長野県の松本工場で量産を開始した。また，
1994 年にフィルム型太陽電池の開発を開始し，2004

製品分野と概要

年には鋼板一体型太陽電池の開発を完了した。2005 年
には熊本県の南関町に着工し，2006 年に熊本工場（生
産能力 24 MW）として操業を開始した。図 4 に熊本工
場の外観を示す。
建物への荷重負荷が低い FWAVE と系統連系技術
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富士電機が現在取り組んでいる太陽電池の製品分野
のマップを表 1 に示す。
これまで事業を行ってきた既存領域および新たに注
力している領域を示している。民生用途などの低電圧

太陽電池の現状と展望

現状と展望

分野を含め，製品形態のバリエーションが多様になっ
ている。これに対応するため，新たな取組みとしてセ

.

機能付加発電分野

フィルム基板太陽電池モジュールおよびセルを機能

ル販売に注力している。

材料と一体化して複合機能素材化することで，結晶 Si
.

発電分野

系では実現できない新たな価値を付加することを狙い

発電分野は系統連系による売電を目的としている。

としている。一体化の対象となる主な機能としては，

この分野は，これまで取り組んできた既存分野であり，

遮光，蓄熱，防水，遮音，防草が考えられる。このう

2012 年 7 月からスタートする再生可能エネルギーの固

ち，遮光と防水について次に示す。防水機能を付加し

定価格買取制度が追い風となって今後も伸張するもの

たモジュールについては，
“フィルム基板太陽電池の

と考えられる。鋼板一体型太陽電池モジュールは，軽

モジュール化技術”
（304 ページ）で述べる。

量および曲面設置が可能であることから，横浜みなと

⑴

遮光機能付加モジュール

みらい・さいたまスーパーアリーナに代表されるデザ

図 7 に，遮光機能を持たせた応用例として可動式の

。
イン性の高い屋根が有効な用途と考えている（図 6 ）

店舗用オーニングを示す。92 W タイプのフレキシブ
ルモジュール 11 枚を一体化した構造であり，電動式

表

で太陽電池の巻出しと巻取りができる。

太陽電池の製品分野のマップ

機

系統連携系

途

売

能
発

*1
メガソーラー・
住宅屋根

電

複合機能建材

遮

光

蓄

熱

電
デザイン性の
高い屋根

⑵

独立電源
常用
電源
*2
可搬・
簡易設置

補助
電源
民

生

店舗・住宅
*3

積雪地域

防

水

ビル屋上

遮

音

高速道路

防

草

休耕田・山林・鉄道・高速道路

：既存領域
：新規領域（富士電機が注力している領域）
＊ 1：
【発電分野】コストの低下によりさらに拡大する。
2：
【低電圧分野】拡大するポテンシャルが高い。
3：
【機能付加発電分野】ハイブリッド機能により新しい分野を開拓する。

防草機能付加モジュール

図 8 に，防草シート一体型太陽電池とその適用例

を示す。防草シートに 92 W タイプのフレキシブルモ
ジュールを一体化させたものである。主な設置場所と
しては，工業用地や道路，耕地などの傾斜地（のり面）
が考えられ，防草機能を持ちながら発電を行うことで，
土地の有効利用や管理費の削減が可能になるといった
メリットがある。また，フレキシブルモジュールの特
長を生かし，設置や撤去にかかる費用も大幅に削減で
きる。

（a）横浜みなとみらい（80 kW）

図

店舗用オーニングの例

図

防草シート一体型太陽電池の適用例

（b）さいたまスーパーアリーナ（210 kW）

図

鋼板一体型太陽電池モジュールの設置例
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モジュールが考えられる。このモジュールは，エベレ
.

スト登山において，携帯電話，パソコン，デジタルカ

低電圧分野

低電圧分野は，可搬電源や民生用途などが新たに取

メラの補助電源として使用したものである。巻き取っ

り組んでいる市場である。この分野はフィルム基板太

て筒に入れ，コンパクトな状態で運搬することが可能

陽電池セルの軽量，フレキシブル，割れないなどの特

である。モジュール形態についてはこうした巻取り式

長を生かしやすい分野である。顕在化しているニーズ

の他に，折り畳み式もある。

は小さいが，潜在的なポテンシャルは高いと考えてい

⑵

る。
⑴

簡易設置型モジュール
簡易設置型モジュールは，農業や漁業への応用が考

えられる。図

可搬電源
可搬電源の例として，図 9 に示すようなシート状の

は熊本県で実証実験として行ったビ

ニールハウスへの簡易設置型モジュールの設置例であ

太陽電池
図

登山における可搬電源の使用例

図

簡易設置型モジュールの設置例

モバイルソーラーユニット
ロールブラインド

衣料

フィルム基板太陽電池セル

フィルム基板太陽電池セル

巻取り式充電器

折り畳み式ソーラユニット

図

フィルム基板太陽電池セルと民生製品への応用例
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災害用バック

太陽電池の現状と展望

現状と展望

る。作物を育てながら一定量の発電ができることが分

得ることができる。また，FWAVE と同様に軽量かつ

かっている。

フレキシブルな特徴を備えている。室内光用としては

⑶

色素増感太陽電池 が優れているとの発表がなされてき

（＊ 6）

民生用途
に示すようにフィルム基

た。これに対して表 2 に示すように，富士電機の a-Si

板太陽電池セルを用いたさまざまな応用製品が考えら

太 陽 電 池 は， 蛍 光 灯（1,000 lx） で 66 µW/cm2，LED

れる。通常，リチウムイオンやニッケル水素などの蓄

（1,000 lx）で 79 µW/cm2 と他の種類よりも高い出力が

民生用途としては，図

電池とセットで用いることが多く，電圧は数 V から

得られている。

数十 V 程度までと比較的低い。富士電機の 23 W タイ
（＊ 4）

プのフィルム基板太陽電池セルは，最適動作電圧 が

あとがき

80 V と民生用途としては高いが，自由にセルを切断
して低電圧モジュールに再構成できるというメリット

本稿では，太陽電池の市場と特徴，ならびに富士電

がある（300 ページ“フィルム型アモルファス太陽電

機の取組みと今後の新規商材の開発について述べた。

池「FWAVE 太陽電池セル」
”参照）
。こうした特長を

富士電機は，太陽電池の新分野に焦点を当て，さらな

生かし，ロールブラインド，かばん，シャツなど多く

る市場拡大につなげていく。特に，民生用の太陽電池
は今後個人ごとに持つことになると考えられる。太陽
電池をより使いやすくそして人が身につける道具にも

民生用途としては，これ以外に，蛍光灯や LED の
室内光下で発電する製品も考えられる。蛍光灯や白

活用することで，今後ともフレキシブル多用途型太陽
電池の発展に貢献していく所存である。

色 LED などのスペクトルは太陽光に比べて狭く，波
長 300 〜 700 nm の可視光領域に分布している。この

参考文献

（＊ 5）

スペクトル分布は a-Si 太陽電池の分光感度 と合致し
ているため，室内光下では結晶 Si よりも高い性能を
表

出力 *（µW/cm2）
類
蛍光灯光源

LED光源

①薄膜Si（富士電機）

66

79

②薄膜Si（A社）

43

51

③結晶Si（B社）

34

38

④結晶Si（C社）

24

22

⑤色素増感（D社）

46（光源不明）

⑥色素増感（E社）

40（光源不明）

＊出力：照度 1,000 lx 時
①〜④：社内で測定
⑤
：TECHNO-FRONTIER-2011, EE Times 2011 年 7 月
⑥
：環境ビジネス 2011 年 2 月号

（＊4）最適動作電圧

富士経済. 2011年版 太陽電池関連技術・市場の現状と
将来展望（上巻）
.

成田

室内光用太陽電池の出力特性比較
種

⑴

満

電子写真用感光体の設計・開発および太陽電池の
業務に従事。現在，富士電機株式会社電子デバイ
ス事業本部光半導体事業部太陽電池部主幹。電子
写真学会会員，応用物理学会会員。

安田

耕治

海外産業プラント向けマーケティングおよび太陽
電池の業務に従事。現在，富士電機株式会社電子
デバイス事業本部光半導体事業部太陽電池部長。
太陽光発電協会（JPEA）幹事会メンバー。

（＊5）分光感度

太陽電池の出力（電力）は，
電流＊電圧で求められる。 光の波長とともに太陽電池の出力は変化する。光の波

（＊6）色素増感太陽電池
色素増感太陽電池のメカニズムは木の葉の葉緑素が太

太陽電池に負荷をつないで一定の強さの光を当て，負

長を変化させたときの出力分布を分光感度という。太

陽光を受けて電子を発生させ，その働きで光合成を行

荷抵抗を変化させると電圧と電流の出力特性が得られ

陽電池の場合，光の種類としては太陽光と室内光があ

うのに似ている。葉緑素の代わりをするのが色素であ

る。このとき出力が最大になる電圧を最適動作電圧と

る。それぞれの波長強度分布に似た感度分布を持つこ

り，この色素に光が当たるとそのエネルギーによって

いう。

とが望ましい。

色素が励起し，電子を放出する。このメカニズムを活
用したのが色素増感太陽電池である。
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のパーソナルユース用の太陽電池製品を，モジュール
メーカーと一体になって開発している。

特集

感光体・太陽電池・
磁気記録媒体

フィルム型アモルファス太陽電池「FWAVE 太陽電池セ
ル」
Amorphous Silicon Solar Cell with Film Substrate
藤掛

伸二 FUJIKAKE Shinji

佐藤

広喜 SATO Hiroki

下沢

慎 SHIMOSAWA Makoto

フィルム基板太陽電池の新たな市場展開を目的として，富士電機は，セルの形態での販売を開始した。フィルム基板太陽
電池セルにおいて，独自の直列接続構造を採っており，ユニットセル単位で自由に切断できる。この特長を生かすと，寸法
だけでなく，出力電圧を数 V から数百 V の広い範囲で設計することが可能である。また，耐熱性のポリイミドフィルムを
用いた太陽電池であり，軽量で高いフレキシブル性を備えている。この特長を生かし，お客さまと共同でモバイルソーラー
ユニット，ソーラーバッグ，ロールスクリーンカーテンなどのユニークな製品を開発している。

太陽電池

In order to develop a new market for ﬁlm substrate solar cells, Fuji Electric has commenced sale in cell structure. Because our ﬁlm
substrate solar cells use an original series-connection structure, they can be freely divided into several solar cell units. Utilizing this feature,
we can design not only the size but also the output voltage within a wide range, from several volts to several hundred volts. Also, as our solar
cells are made with a thermal-resistant polyimide ﬁlm, they are lightweight and highly ﬂexible. Making good use of these features, we are
developing a variety of unique products, such as mobile solar units, solar bags and roll screen curtains in collaboration with our customers.

本稿では，FWAVE 太陽電池セルと新分野への展開に

まえがき

ついて，FWAVE 太陽電池セルの構造と，軽量・フレキ
富士電機では，フィルム基板太陽電池「FWAVE」の新
たな市場展開を目的として，2011 年度からセルの形態で

シブルといった特長を生かしたモジュールへの応用例につ
いて紹介する。

の販売を本格化した。セル販売の場合，お客さまが各種の
要望に応じてモジュール化を行えるため，これまでのモ

「FWAVE 太陽電池セル」の構造および特徴

ジュール販売に比べて形態の自由度が広がる。富士電機の
フィルム型アモルファス太陽電池「FWAVE 太陽電池セ

.

ル 」 は，
“SCAF”
（Series-Connection through Aperture
formed on Film Substrate）という独自の直列構造をとっ
⑴，⑵

構造および電気特性

富士電機の FWAVE 太陽電池セルの外観を図

に示す。

耐熱性のポリイミドフィルムを用いた太陽電池であり，高

ており，ユニットセル単位で自由に切断できるという特徴

いフレキシブル性を備えている。セル表面には発電層の損

を持っている。この特長を生かすと，寸法だけでなく出力

傷防止を目的に樹脂フィルムを被着している。

電圧を数 V から数百 V の広い範囲で設計することが可能

FWAVE 太陽電池セルの構造を図

に示す。フィルム

となる。これにより，リチウムイオン電池を用いたモバイ

基板の片面には透明電極，アモルファスシリコン（a-Si）

ル機器の充電用電源などの民生用途から，軽量で巻取り可

層，金属電極からなる薄膜デバイスが形成され，もう一方

能といった特徴を持つ可搬電源まで種々のユニークな応用

には背面電極が形成され，それぞれレーザーパターニング

が考えられる。

ラインにより分離されている。セルの直列接続は 2 種類の
接続孔である集電ホールと直列接続ホールを用いて行われ

集電ホール

直列接続ホール

ユニットセル
透明電極

アモルファス
シリコン層
フィルム基板
パターニングライン

図

「FWAVE 太陽電池セル」
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図

背面電極

「FWAVE 太陽電池セル」の構造

金属電極

フィルム型アモルファス太陽電池「FWAVE 太陽電池セル」

る。なお，図には示していないが，薄膜デバイスの表面に

て導電性テープを用いて並列接続し，樹脂で封止すること

は表面保護を目的として全面に樹脂フィルムを被着してい

でモジュールとなる。図

る。

⒝に，23 W セルと後述するモ

バイルソーラーユニットの 16 W モジュールの構成比較を

FWAVE 太 陽 電 池 セ ル の 仕 様 を 表

に 示 す。 現 状 の

示す。この比較から，後者は，標準セルに対して低電圧大

23 W セルに加えて，ユニットセル数を増やした 25 W セ

電流型に再構成されていることが分かる。

ルも開発中である。

⑵

発電層の保護

FWAVE 太陽電池セルにおける薄膜デバイスは， . 節
.

で述べたように，表側は樹脂フィルム，裏面側はポリイ

特徴

セル形態での販売の場合，FWAVE 太陽電池セルは次
の特徴を持つ。

のフレキシブルセルよりも，モジュール化の際の，擦り傷

モジュール設計自由度

⑴

ミド基板で保護された形となっている。したがって，通常
あるいは押し傷などが薄膜デバイスに損傷を与えにくい構

FWAVE 太陽電池セルは用途に応じて電圧を自由に再
構成できるというユニークな特徴を持つ。後述のモバイル
ソーラーユニットへの適用を例に取り，図

造となっている。表面の樹脂フィルムに擦り傷がついても，
モジュール化の際のラミネート工程で溶融して消えるため
問題ない。ただし，ハンドリングなどでセル自身に折れ目
をつけると薄膜デバイスの損傷が発生するので，注意が必

圧）が 1.17 V であることを考慮し，用途に応じて直列セ

要である。

ル数を決定する。次に，セルを背面電極に沿って切断する。

⑶

モジュール化の作業性

その際，切断後のセルの直列段数 n は背面電極数を m と

FWAVE 太陽電池セルは，切断や導電性テープによる

となる。切断したセルは，必要に応じ

配線などの一連のモジュール化の作業を全て背面電極側か

したとき，n=m-1

ら行うことができる。このため，モジュール化しやすい構
表

「FWAVE 太陽電池セル」の仕様
項

目

直列段数
並列数
公称最大出力（W）

造になっている。

23 Wセル

25 Wセル（開発中）

68直列

74直列

2並列

2並列

23

25

公称最適動作電圧（V）

79.8

86.8

公称最適動作電流（A）

0.288

0.288

414×832

414×904

50

38

寸法（mm）
基板厚さ（µm）

「FWAVE 太陽電池セル」を用いた応用製品
FWAVE 太陽電池セルによって，民生用途を中心に軽
量・フレキシブルといった特長を生かした新たな応用製品
が考えられる。
図

は，携帯型電源として株式会社オーエスと開発し

たモバイルソーラーユニットである。フレキシブル性を生
かした巻取り式の携帯型太陽電池であり，セルを巻き出
した状態で発電し，巻き取って移動できる。モジュール
の質量は約 2.8 kg であり，モジュール出力は 16 W である。
DC12 V のニッケル水素バッテリを内蔵し，発電した電気
を蓄電できる。既に，非常時の情報端末電源として市場に
展開している。

4 W セル
（12 ユニットセル × 2）

図

にバッグへの応用例を示す。1 W セル（6 直列）を

複数並列接続して構成したフレキシブルモジュールからな
23 W セル
（68 ユニットセル
× 2）

16 W モジュール
（12 ユニットセル
× 2）×4

（a）モジュール再構成

項
構

目

造

最大出力（W）
最適負荷電流（A）
最適負荷電圧（V）
短絡電流（A）
開放電圧（V）

23 Wセル

16 Wモジュール

68直列×2並列

12直列×8並列

23.0

16.2

0.288
79.8
0.379
108.8

1.152
14.1
1.516
19.2

（b）構成比較

図

モバイルソーラーユニットを例としたモジュール構造再構
成の概念図

図

モバイルソーラーユニットへの応用例
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⒜の概念図を

用いて説明する。まず，ユニットセルの電圧（1 直列の電

フィルム型アモルファス太陽電池「FWAVE 太陽電池セル」

る構造で，透明なポケットに挿入して発電できる。軽量か
つフレキシブルという特性を生かし，持ち運びながらアウ

民生用途を想定したモジュール性能評価

トドアで発電を行える。また，バッグから取り外して太陽
電池単独で使用できるというメリットもある。
インテリア用途の一例として，図

に，ロールスクリー

通常の発電用途と比べて，民生用途では低照度での発電
特性が重要になる。これは，ロールスクリーンカーテンや

ンカーテンへの応用例を示す。23 W セル 4 枚を並列接続

モバイル応用製品などは日射条件が相対的に悪い環境で使

した巻取り式のロールスクリーンカーテンである。サイズ

用されるためであり，また，防災用の非常電源などでは曇

は，約 0.9×1.8（m）であり，出力は 92 W である。開発

天時でもある程度の発電性能が要求されるためである。図

中の 25 W セルを適用すれば，幅が約 1 m となるが出力を

は，照度 1 kW/m2 で規格化した FWAVE の太陽電池モ

100 W まで高めることができる。巻取り機構をつけたイン

ジュールの変換効率の照度依存性を示す。比較のため，結

〈注〉

テリアへの応用例としては，この他にオーニング も考えら

晶シリコン太陽電池の照度依存性も示す。この結果から，

れる。

FWAVE の方が結晶シリコン太陽電池よりも低照度側で
の特性低下が小さくなっていることが分かる。民生用途で
は，0.1 〜 0.2 kW/m2 での発電性能が重要になると考えら
れるが，この領域での規格化変換効率はフィルム基板太陽
電池の方が約 5 〜 10% 程度高くなる。

太陽電池

巻取り式の応用製品においては，巻取りを繰り返し行っ
た際に特性変動がないことが重要である。図

に，45 W

フ レ キ シ ブ ル モ ジ ュ ー ル を 用 い て 行 っ た 15,000 回 の 巻
取り試験結果を示す。試験は，実使用環境を想定して，
−20 ℃，室温，＋60 ℃の 3 条件とし，試験時の曲率半径
は 45 mm とした。この結果から，試験を通しての特性変
動はなく，安定性が良好であることが確認できた。

1.05

図

FWAVE

1.00

ソーラーバッグへの応用例
規格化効率

0.95
結晶シリコン太陽電池

0.90
0.85
0.80
0.75
0.70

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

照度（kW/m2）

図

規格化変換効率の照度依存性

1.2

規格化出力

1.0
0.8
0.6
−20 ℃
室温
＋60 ℃

0.4
0.2
0

図

ロールスクリーンカーテンへの応用例

〈注〉 オーニング：建物の外側に設置して，日差しを調整したり，
雨をよけたりする機能を持つ可動式テントのことをいう。
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図

フレキシブルモジュールによる巻取り試験結果

20,000

フィルム型アモルファス太陽電池「FWAVE 太陽電池セル」

あとがき

藤掛

伸二

アモルファスシリコン太陽電池の開発に従事。現

フィルム型アモルファス太陽電池「FWAVE 太陽電池
セル」と新規分野への応用について紹介した。セル販売と

在，富士電機株式会社電子デバイス事業本部熊本
工場開発部長。工学博士。電気学会会員，応用物
理学会会員。

いう形態の中で，軽量・フレキシブルといった特長を生か
したユニークな製品をお客さまと共同で開発していく。こ
れにより，新規市場を開拓し，フィルム基板太陽電池をよ

佐藤

り広く普及させていく所存である。

アモルファスシリコン太陽電池の開発に従事。現

広喜

在，富士電機株式会社電子デバイス事業本部熊本
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フィルム基板太陽電池のモジュール化技術
Modularization Technology of Film Substrate Solar Cells
横山

尚伸 YOKOYAMA Hisanobu

中村

哲郎 NAKAMURA Tetsuro

富士電機は，フィルム基板太陽電池の特長である“軽い，曲がる，割れない”を生かしたフレキシブルタイプの太陽電池
モジュールを開発した。これをさまざまな用途に適用するため，フレキシブルタイプをベースに鋼板一体型モジュールや防
水シート一体型モジュール，軽量タイプモジュールなどを開発している。近年，太陽電池の普及拡大に伴い安全性および高
信頼性への要求が高まっており，JET 認証の取得が必須になりつつある。モジュール構成材料や厚みを変えた事前実験に
より，認証に必要な火災試験に対応したモジュール構造を開発し，JET 認証を取得した。

太陽電池

Fuji Electric has developed a ﬂexible solar cell module that utilizes the characteristics of ﬁlm substrate solar cells, being lightweight,
ﬂexible and not easily broken. To enable a wide range of applications of this ﬂexible module, we have incorporated it as a base in developing
various other modules, such as a steel-plate-integrated module, a waterproof-sheet-integrated module and a lightweight module. In recent
years, with the increasing popularization of solar cells, there has been a higher demand for safety and reliability, and the acquisition of JET
certiﬁcation is gradually becoming an essential requirement. Through the conduct of preliminary experiments in adjusting module materials
and thickness, we were able to develop a module structure that passed the approval ﬁre test and obtained JET certiﬁcation.

まえがき

太陽電池モジュール
.

太陽光発電は，世界各国の環境・エネルギー政策に牽引
（けんいん）され，市場が急拡大している。日本において

構造比較

富士電機における太陽電池モジュールの構造比較を表

も 2012 年 7 月から再生可能エネルギーの固定価格買取制

に示す。基本モジュールは，セルを封止材により封止し，

度が施行され，今後，さらに太陽光発電の導入が期待され

表裏に保護層を設けた構造となっている。応用モジュール

ている。

は，基本モジュールをベースに裏面に鋼板などの基板を適
用した構造になっている。

富士電機は，1978 年からアモルファスシリコン太陽電
池の研究開発を行っており，2006 年 11 月に熊本県に太陽

.

電池量産工場を建設し，2007 年 4 月に本格生産を開始し
ている。富士電機の太陽電池セルは，プラスチックフィル

基本モジュールの仕様

富士電機の基本モジュールであるフレキシブル太陽電池

ム基板を用いたアモルファスシリコン系太陽電池で，軽量

モジュールの外観を図

でフレキシブルという特長を持っている。この特長を生か

本仕様を表

に，モジュール構造を図

に，基

に示す。

すため，ガラスを用いず樹脂で封止することで“軽い，曲

フレキシブル太陽電池モジュールは，プラスチック基板

がる，割れない”フレキシブル太陽電池モジュールを開発

の太陽電池セルを樹脂性接着材で封入し，最表面に耐候性

した。このフレキシブル太陽電池モジュールをベースに，

が高く，電気絶縁性にも優れている ETFE（エチレンテ

建材として適用可能な鋼板一体型太陽電池モジュールや防

トラフルオロエチレン）を使用している。このように樹脂

水シート一体型太陽電池モジュールなどを開発している。

材料のみで構成することで，
“軽い，曲がる，割れない”

本稿では，このようにさまざまな用途に適用可能な太陽電

を実現している。また，太陽電池モジュールの出力を直接

池のモジュール化技術について述べる。

パワーコンディショナに入力できるように，出力電圧を高

表

太陽電池モジュールの構造比較
基本モジュール

応用モジュール

太陽電池セル

セル

フレキシブルタイプ

鋼板一体型

防水シート一体型

軽量タイプ

表面材（ETFE）

表面材（ETFE）

表面材（ETFE）

表面材（ETFE）

封止材

封止材

封止材

封止材

セル

セル

セル

セル

鋼板

防水シート

PET 系シート

裏面層（ETFE）
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図

フレキシブル太陽電池モジュール
図

火災試験（飛び火）の状況

図

火災試験（火炎伝播）の状況

ETFE（エチレン テトラ フルオロ エチレン）

太陽電池

接着剤（封止材）

セル
ETFE

図

フレキシブル太陽電池モジュールの構造

表

フレキシブル太陽電池モジュールの基本仕様
型

式

FPV1092DSJ1

FPV1046DSJ1

92

46

最大出力動作電圧
（V）

319

159.5

最大出力動作電流
（A）

0.288

0.288

435

217.5

公称最大出力（W）

開放電圧（V）
短絡電流（A）
外形寸法（mm）
質量（kg）

0.379

0.379

L3,339×W460×H1

L1,733×W460×H1

1.58

0.8

JIS C 8992-1：太陽電池モジュールの安全適格性確

⒝

認−第 1 部：構造に関する要求事項
JIS C 8992-2：太陽電池モジュールの安全適格性確

⒞

認−第 2 部：試験に関する要求事項
富士電機の太陽電池モジュールは，表層が樹脂で構成
されているため，JIS C 8992-2 に規定される火災試験へ
の対応が最大の課題であった。火災試験は，太陽電池モ

くしている。これにより，現地での配線接続作業が軽減で

ジュールが火災にさらされたときの耐火性能を検証するも

きる。

のである。火災試験には，燃焼した火種が飛来して太陽電
池モジュールの上に落ちることを想定した飛び火試験と太

太陽電池モジュールの認証規格

陽電池モジュールが延焼の原因にならないことを検証する
火炎伝播試験の二つがある。モジュール構成材料や厚みを

太陽電池モジュールは，屋外で長期間にわたって安定稼

変えた事前実験によって，火災試験に合格できるモジュー
に火災試験（飛び火）
，図

に火

動を実現するためには高い品質が要求される。このため，

ル構造を開発した。図

太陽電池モジュールの性能および安全性に関する認証制度

災試験（火炎伝播）の状況を示す。富士電機の太陽電池モ

が浸透しつつある。日本における認証制度は，一般財団法

ジュールは，2011 年度に JET 認証試験に合格した。

人電気安全環境研究所（JET）が行っており，薄膜系の太
陽電池モジュールは，次の規格を満たす必要がある。

太陽電池モジュールは建物の屋根や壁に設置されること
が多いため，風圧に対しても十分な強度が必要である。一

JIS C 8991： 地 上 設 置 の 薄 膜 太 陽 電 池（PV） モ

般的な荷重（風圧）としては，JIS C 8991 機械的荷重試験

ジュール−設計適格性確認および型式認証のための要

に規定されている 2,400 Pa が用いられ，沿岸近くなどの突

求事項

風が予想される地域に設置される場合は，さらに高い耐風

⒜

富士電機技報

2012 vol.85 no.4

305（41）

フィルム基板太陽電池のモジュール化技術

鋼板（表面）相当応力

鋼板（裏面）相当応力

最大 65 MPa

応力
大

（a）表面荷重
鋼板（表面）相当応力

鋼板（裏面）相当応力
小

最大 70 MPa
固定金具との
境目に応力集中

（b）裏面荷重

図
図

機械荷重の応力解析結果

圧が要求される。図

鋼板一体型モジュールの壁面設置事例
（コープさっぽろ とんでん店）

モジュールはガラスを使用していないので，災害時にも割

に鋼板一体型モジュールでの解析結

れることがなく，安全性も高いといえる。2012 年 3 月現在，
実サイトでの発電量データを収集中であり，積雪時には雪

の応力を示している。3,000 Pa の要求仕様に対して，太陽

面からの反射光も利用でき，予想以上の発電量が得られる

電池モジュールの固定方法を改良することで，表面荷重と

ことが分かってきた。図

裏面荷重のどちらも材料の許容応力である 115 MPa 以下

間発電量を予測した結果である。このように，年間の累積

になることを確認した。

発電量では屋根設置を上回ることが予想され，今後の普及

は，北海道地区のある都市の年

が期待される。

太陽電池モジュールの設置事例
.
.

鋼板一体型モジュールの屋根設置

2012 年 7 月から再生可能エネルギーの固定価格買取制

鋼板一体型モジュールの壁面設置

北海道などの降雪地域は，屋根に太陽電池モジュールを

度が施行される。その適用条件として，第三者機関によ

設置すると，冬場の積雪時に発電が期待できないため，太

る認証取得が必要である。富士電機では 2011 年度に改良

陽電池の有効活用が難しい地域と考えられていた。しかし，

型の鋼板一体型モジュールにおいて，JET 認証を取得し，

壁面に設置すれば積雪時にも発電が期待でき，年間を通し

2012 年 3 月には椎葉村新庁舎の屋根に設置している。
（図

に壁面設置事例を示す。本

）
。本モジュールは，ガラス基板の太陽電池モジュール

た有効活用が可能となる。図

1,400
富士電機
1,200
1,000

発電量（kWh）

太陽電池

果を示す。表面荷重は表面に風を当てた場合の表面と裏面
の応力を，裏面荷重は裏面に風を当てた場合の表面と裏面

壁面設置

結晶系

壁面設置

結晶系

屋根設置

11

12

800
600
400
200
0

1

2

3

4

5

6
（月）

1月

2月

3月

4月

富士電機 壁面設置 ＊1

670

721

953

834

結晶系 壁面設置 ＊2

673

643

647

372

331

303

結晶系 屋根設置 ＊2

5

12

317

702

1,084

1,139

5月
523

＊1：コープさっぽろ 大橋大通店，さつない店，西宮の沢店より算出
＊2：2011 年 北海道地区某市気象データより算出

図

年間発電量予測

富士電機技報

306（42）

2012 vol.85 no.4

6月
456

7

7月

8

8月

9

10

9月

10 月

11 月

12 月

年

600
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7,278
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図

鋼板一体型モジュールの屋根設置事例

図１

軽量タイプモジュールの設置事例

（椎葉村新庁舎）

シートとして機械強度を持った樹脂を適用した軽量タイプ
モジュールの開発を進めている。軽量タイプは，鋼板一体

量タイプモジュールの設置事例を図

に示す。固定金具

で上下から挟み込むことで，荷重を均一化し，風圧にも耐
え得る構造としている。

あとがき
太陽電池は再生可能エネルギーの柱として期待を集めて
いる。本稿で，モジュール化技術について述べたように
フィルム型アモルファス太陽電池モジュールはさまざまな
用途への適用が期待されている。今後もお客さまの要望に
図

防水シート一体型モジュールの設置事例

応えて，高い信頼性を確保した製品開発を行い，より豊か

（栃木県総合文化センター）

な社会づくりに貢献する所存である。

に比べて 20 % 程度軽く，木造建築物への負荷が低く抑え

横山

られた。

太陽電池モジュールの製品開発に従事。現在，富

尚伸

士電機株式会社電子デバイス事業本部熊本工場開
発部課長。

.

防水シート一体型モジュール

防水シート一体型モジュールの設置事例を図

に示す。

本システムは固定するための金具や架台が不要なので，屋
根にかかる荷重負荷を大幅に低減することが可能である。

中村

哲郎

また，防火規定（建築基準法第 63 条）の性能規定（飛び

太陽電池モジュールの製品開発に従事。現在，富

火性能試験評価試験）にも合格しており，防火地域での設

発部主査。

士電機株式会社電子デバイス事業本部熊本工場開

置も可能である。
.

軽量タイプモジュール（開発中）

フレキシブル太陽電池モジュールをベースに，バック
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太陽電池

型モジュールよりも軽く，機械強度を持つことで設置や施
工が簡素化され，適用先が拡大するものと考えている。軽

特集
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磁気記録媒体

フィルム基板太陽電池の高効率化技術
High Efficiency Techniques for Film Substrate Solar Cells
松山

秀昭 MATSUYAMA Hideaki

和田

雄人 WADA Takehito

澤柳

悟 SAWAYANAGI Satoshi

富士電機では，フィルム基板太陽電池の高効率化のために微結晶シリコン（µc-Si）を利用した太陽電池を開発している。
µc-Si 太陽電池は高速で製膜する必要がある。高速製膜と変換効率との間にはトレードオフの関係があるが，製膜方法や条
件の開発により，開発当初の 4 倍の製膜速度でも同等以上の高い変換効率が得られた。また，この技術を適用した多接合太
陽電池において，現状のフィルム基板太陽電池を超える高い安定化効率 11.7 % を得た。

.

まえがき

製膜速度とセルの変換効率

µc-Si の製膜速度と太陽電池特性の間にはトレードオ
薄膜 Si 系太陽電池の高効率化を目的として，微結晶シ

フの関係があり，変換効率の向上には各種条件の検討が

リコン（µc-Si）の適用が進んでいる。µc-Si 膜はアモル

必要である。µc-Si 膜はプラズマ CVD（Chemical Vapor

ファスシリコン（a-Si）膜に比べて長波長の光を吸収でき

Deposition）法で形成するが，製膜速度を速くするとイオ

るため，a-Si セルと組み合わせた多接合太陽電池におい

ン衝撃による損傷のため変換効率が低下することが分かっ

て大きな出力が期待できる。

てきた。

〈注 1〉

本稿で述べる高効率化技術の適用によって得られた製膜

富士電機では，フィルム基板太陽電池の高効率化を目的

に示す。製膜速度 2.2 nm/s

に，µc-Si の適用を検討した。µc-Si 太陽電池を高速で形

速度と変換効率との関係を図

成するための技術を開発し，ガラス基板上と同等の高速か

で変換効率 9.5 % を得ている。これは，内部からガスが放

つ高効率な太陽電池を得ることができた。さらなる効率向

出されるフィルム基板上に形成した太陽電池でありながら，

セルを積層した多接合太陽

ガラス基板上のセル特性（製膜速度 2.3 nm/s で変換効率

電池についても検討し，3 接合太陽電池において高い安定

9.13 %）と同等である。µc-Si 太陽電池の効率向上のため

上のために，µc-Si

セルと

a-Si

⑵，⑶

化効率を得ることができた。
本稿では，フィルム基板上に µc-Si 太陽電池を高速で製
10

膜する技術，µc-Si を用いた多接合太陽電池の特性，およ
びこのフィルム基板太陽電池モジュールの信頼性について

8

述べる。

変換効率（％）

太陽電池

To increase the eﬃciency of ﬁlm substrate solar cells, Fuji Electric is developing microcrystalline silicon (µc-Si) solar cells. It is essential to
increase the deposition rate of the µc-Si solar cells. Despite the trade-oﬀ relation between the deposition rate and the eﬃciency, we have succeeded to obtain high eﬃciency equal to or higher than in the initial stage of development while the deposition rate quadrupled by improving
deposition methods and conditions. Applying these techniques to multi-junction solar cells, we have attained a high level stabilizing eﬃciency
of 11.7 %, being higher than that of the present solar cells on ﬁlm substrates.

微結晶シリコン太陽電池
µc-Si は a-Si 中に結晶 Si の微粒子が混合された材料で

6

熱処理
直流バイアス電圧の印加
p/i 層と ITO 層の最適化
高圧製膜
低圧製膜

4

2

あり，結晶 Si と同等に，1,100 nm までの赤外光を吸収で
きる。一方，光の吸収係数が小さく，a-Si 膜の 0.2 µm と
比較して 2 µm 以上の厚い

µc-Si

0

0

膜が使用される。太陽電

1

2

3

製膜速度（nm/s）

池は基板上に裏面金属電極，n 層，i 層，p 層と ITO 透明
電極を順次積層した構造であり，光吸収層である i 層が厚

図

µc-Si の製膜速度とセルの変換効率の関係

くなる。このため，µc-Si 薄膜を高速で製膜することが必
〈注 1〉イオン衝撃：プラズマ中のイオンが電界によって加速され，

要となる。

膜の成長面を打撃して薄膜の構造に影響を及ぼす効果をい
う。
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し，透明電極として ITO 膜をスパッタ法で積層して，太

に行った主な検討を次に示す。
⒜

µc-Si 膜は，プラズマ CVD 法で形成するが，発電

陽電池（面積 1 cm2）とした。

層の製膜圧力を 0.5 〜 0.8 kPa の低圧力（電極間距離

µc-Si 膜の特性は，膜中の結晶成分の割合を示す結晶化

10 mm）から 2.1 kPa 高圧力（電極間距離 5 mm）に

率をラマン分光スペクトルにおける結晶 Si ピーク（520

することで 2 nm/s 程度の高速な製膜速度において高

cm−1）と a-Si ピーク（480 cm−1）の高さの比（Ic/Ia）で

い効率が得られた。

評価した。µc-Si 膜の結晶性を X 線回折法で測定し，Si の

⒝

発電層以外にも，励起電子の p 層への拡散防止や

（2，2，0）面の回折ピーク幅からその結晶子径を算出した。

界面での再結合抑制のための p/i バッファ層の挿入，

太陽電池の特性は，開放電圧 Voc，短絡電流密度 Jsc，曲線

および ITO 透明電極のスパッタ条件最適化が変換効

因子 FF，変換効率ηを求めた。
製膜速度は，シラン流量に比例して増加した後に飽和

率の向上に寄与していた。
⒞

直流バイアス法によりイオン衝撃を制御することが

た。結晶化率はシラン流量の増加とともに減少し，µc-Si

高速化・高効率化に効果があった。
⒟

し，放電電力を大きくすると，この飽和速度が大きくなっ
から a-Si に変化した。高周波電力を大きくすると結晶化

太陽電池の熱処理で効率は向上した。

これらの中から高速製膜技術とイオン衝撃の制御技術に
ついて述べる。

率は増加する傾向にあった。µc-Si 太陽電池の変換効率は
Ic/Ia が 2 〜 8 で高く，シラン流量に対しても極大を持った。
この近傍における製膜速度と変換効率の関係を図

高速製膜技術

に示す。

放電の電力密度を大きくすると製膜速度は速くなるが，変

シリコン薄膜を高速で製膜するためには，原料ガスと放

換効率は低くなっている。

電電力を増やす必要がある。放電電力が高いとイオン衝撃

分光感度測定から放電電力密度を大きくすると 600 nm

が増加するため，太陽電池特性が低下する。これは製膜中

以上の波長領域で量子効率が低下することが分かった。こ

に Si 膜がイオン衝撃により損傷を受けるためと考えられ，
放電周波数の高周波化や製膜圧力の高圧力化が行われてい
10

る。

圧力

〈注 2〉

製膜圧力の高圧力化は平均自由行程 を短くし，イオン
変換効率（％）

のエネルギーを下げる効果がある。これをフィルム基板
太陽電池に対して適用し，µc-Si 太陽電池を 2 nm/s 程度
⑴, ⑷

の高速で製膜できる条件を得た。フィルム基板太陽電池の
作製にはステッピングロール方式の製膜装置を用いた（図
⑸

3.2 kPa

8

）
。

0.08
W/cm2

6

2.1 kPa

0.16 W/cm2

4

1.6 kPa
0.32 W/cm2

2

フィルム基板としてポリイミドフィルム上に Ag/ZnO

電力密度

裏面電極をスパッタ法で製膜し，この上に各製膜室で n

0
0.0

0.5〜
0.8 kPa

0.48 W/cm2
0.8 W/cm2

0.5

1.0

層，i 層，p 層の µc-Si を積層した。その製膜方式は平行

1.5

1.3 W/cm2

2.0

2.5

3.0

製膜速度（nm/s）

平板型の高周波プラズマ CVD 法であり，i 層は 27 MHz
と 41 MHz の高周波を用いた。原料ガスはシランと水素で

µc-Si 太陽電池の製膜速度と変換効率

図

あり，n 層と p 層についてはそれぞれホスフィンとジボラ
ンを微量に添加した。発電層である i 層の厚さは 2 µm と
10

し，各種の放電電力と製膜圧力に対してシラン流量を変え

3.2 kPa

て製膜した。圧力が 0.5 〜 0.8 kPa のときは電極間距離を
変換効率（％）

考慮して電極間距離を 5 mm とした。基板温度は 200 ℃と

巻出し

n層

i層

p層

ITO

2.1 kPa

8

〈注 3〉

10 mm，圧力が 1.6 kPa 以上のときはパッシェンの法則 を

巻取り

1.6 kPa
0.5〜0.8 kPa

6

4

2

0

0

5

10

15

20

結晶子径（nm）

図

スッテッピングロール方式の製膜装置

〈注 2〉平均自由工程：気相中の粒子が他の粒子との衝突から衝突ま
での間に動く距離の平均をいう。

図

µc-Si 太陽電池の Si 結晶子径と変換効率

〈注 3〉パッシェンの法則：放電開始電圧が圧力と電極間距離の積の
関数で表され，約 1（Pam）で極小となる。
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れは発電層の深い領域で発生したキャリアが収集できない

Vplasma に比例する。この電位をカソードの平均電圧 Vdc と

ためであり，µc-Si 内の Si 粒子の結晶性が低下したと考え

電圧振幅 Vrf から，式⑴で表すことができる。
Vplasma=
/2 ……………………………………⑴
（Vdc+Vrf）

られる。この量子効率の低下は製膜圧力の高圧化によって

Vplasma ： アノードに対するプラズマの電位

回復し，製膜速度 2.0 nm/s で変換効率 8.9 % を得た。
に，µc-Si 太陽電池の Si 結晶子径と変換効率の関係

Vdc： カソードの平均電圧

を示す。これらの間には正の相関があり，Si 結晶粒が大

Vrf： カソードの電圧振幅

図

きくなることでキャリアの収集が容易になったものと考え

両電極の面積は等しいので，圧力が高いときはカソード

られる。製膜時の放電電力を大きくすると結晶子径は小さ

平均電位がアノードとほぼ等しくなり，プラズマ電位はカ

くなり，製膜圧力を大きくすると結晶子径は大きくなる傾

ソード電位振幅の半分となる。

向がある。透過顕微鏡による断面観察からも，変換効率と

に，圧力が 1.1 kPa 時のカソード電圧振幅 Vrf とプ

図

結晶粒の関係が確認された。この結晶粒の変化は，イオン

ラズマ電位 Vplasma の変化を示す。直流バイアス電圧 Vbias を

衝撃が膜成長に影響しているものと考えられる。

大きくするとカソード電圧振幅は増加するが，プラズマ電
〈注 4〉

位は単調に減少する。また，カソード側のシース が厚く
.

なることも観察でき，直流バイアス電圧の印加によりプラ

イオン衝撃の制御技術

薄膜 Si の製膜において，プラズマからのイオン衝撃が
太陽電池特性に影響を及ぼすことが見いだされている。例

ズマ電位が制御できることが分かった。

⑹，⑺

ることが報告されている。イオン衝撃の強さは直流バイア

図

に，直流バイアス電圧と µc-Si 膜の結晶化率（Ic/

Ia）の関係を示す。直流バイアス電圧が増加するとともに
Ic/Ia も増加する。これは，イオン衝撃の減少によって Si

ス電圧の印加により制御でき，電極間距離が比較的広い状
⑻，⑼

態でも効率の高い µc-Si 太陽電池が得られた。直流バイア
ス電圧の印加はフィルム基板上への製膜にとって有用な技

300

術であることが分かった。

250

電圧（V）

イオン衝撃の制御方法

⑴

直流バイアス電圧を印加したプラズマ CVD 装置の構成
を図

に示す。アノード上に置かれるフィルム基板は，搬

送のためアース電位となっている。このため，カソード平

カソード電圧振幅V rf

200
150
100

プラズマ電位V plasma

均電圧を制御した。
カソードには高周波電力がかかっているため，高周波

50

カットフィルターを介して直流電源を接続した。カソード

0

には負で大きさ Vbias の直流バイアス電圧を印加した。

0

100
200
直流バイアス電圧V bias（V）

300

原料ガスをシランと水素とし，製膜圧力を 0.5 〜 2.1 kPa
とした。電極間距離を 10 mm として 27 MHz の高周波で

図

直流バイアス電圧に対するカソード電圧振幅とプラズマ電
位の関係

放電させた。セルの作製はステッピングロール方式の平行
平板型プラズマ CVD 装置を用い，i 層のみ直流バイアス
電圧を印加した。

12

イオン衝撃の強さはアノードに対するプラズマの電位

0.53 kPa
1.1 kPa

10

2.1 kPa

結晶化率 I c / I a

太陽電池

の効率（安定化効率）がイオン衝撃の強さとともに低下す

イオン衝撃制御と µc-Si 太陽電池特性

⑵

えば，a-Si 太陽電池において光照射 300 時間を行った後

RFカット
フィルタ

カソード

8
6
4
2

フィルム基板
アノード

0

RF
直流
電源

図

0

100
200
直流バイアス電圧 V bias（V）

300

直流バイアス電圧と µc-Si 膜の結晶化率の関係

〈注 4〉シース：プラズマにおける電荷の遮蔽効果により，これに接

図

直流バイアス電圧を印加したプラズマ CVD 装置の構成
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10

10
0.53 kPa

電流（mA/cm2）

変換効率（％）

9

1.1 kPa

8

2.1 kPa

6

4

2

8
7
6
5
4
3
2
1

0

0

100

200
プラズマ電位/圧力 V plasma / P（V/kPa）

プラズマ電位/圧力と µc-Si 太陽電池の変換効率の関係

図

0

300

1

1.5

2

µc-Si セルを用いた３接合太陽電池の VI 特性

図

節での検討は電極間距離を 5 mm と狭くすることが

必須であったが，直流バイアス電圧の印加によって電極
間距離が広い 10 mm においても高い変換効率が得られる。

トップ i
トンネル接合層

n

フィルム基板はうねりが発生しやすくなるため，この手法
はフィルム基板での製膜において有用な方法であることが

p

c-Si セル

分かった。

ボトム i
n

微結晶シリコンを用いた多接合太陽電池

フィルム基板

金属電極
ポリイミド

太陽電池を多接合構造とすることで，さらなる変換効率

金属電極

の向上が期待できる。現行製品はアモルファスシリコン
µc-Si セルを用いた 2 接合太陽電池の構造

図

（a-Si）とアモルファスシリコンゲルマニウム（a-SiGe）
の セ ル を 重 ね た 2 接 合 太 陽 電 池 で あ り， 波 長 が 800 nm
以下の太陽光を利用している。ボトムセルを a-SiGe か

の結晶成長が促進されたものと考えられる。直流バイアス

ら µc-Si セ ル に 変 更 す る こ と で， 吸 収 で き る 波 長 領 域

電圧の印加により，シラン流量を増やしても印加しない場

が 1,100 nm の赤外光まで広げることができる。ここでは，

合と同程度の結晶化率を得ることができ，高速化に役立つ。

µc-Si セルと a-Si セルを積層した 2 接合と 3 接合の太陽電

a-Si 太陽電池の特性改善については高圧化や低プラズ
マ電位が有効であり，安定化効率がプラズマ電位/圧力

池について述べる。
⑴

Vplasma/P をパラメータとして整理できることが報告されて
⑺

いる。µc-Si 太陽電池の変換効率について同様に整理した
結果を図

に示す。製膜圧力を高くすることで変換効率が

2 接合太陽電池

図

に，µc-Si セルを用いた 2 接合太陽電池の構造を示

⑴

す。フィルム基板に µc-Si セル，トンネル接合層，a-Si セ
ル，ITO 透明電極が順次積層されている。その作製は図

高くなることが改めて確認できる。直流バイアス電圧を

に示す製膜装置で行い，トンネル接合層は n 型の µc-Si と

大きくしてプラズマ電位を下げることで，変換効率は高く

した。µc-Si セルと a-Si セルは i 層の製膜速度をそれぞれ

なった。その後，変換効率は低くなるが，適当な直流バイ

2.0 nm/s と 0.37 nm/s とした。

アス電圧の印加は効率向上に有効であることが分かった。
以上のように変換効率と結晶化率が同時に変化するので，

µc-Si と a-Si セ ル の i 層 厚 を そ れ ぞ れ 2.4 µm と 0.7 µm
としたとき，初期の変換効率は 12.3 % であったが，光照

各直流バイアス電圧に対してシラン流量によって結晶化率

射を 300 時間行った後の安定化効率は，10.4 % と劣化が大

を変える実験を行った。結晶化率が変わったことによる効

きかった。

率への影響を考慮しても直流バイアス電圧の印加により，

⑵

⑼

3 接合太陽電池

変換効率が向上していた。この実験から圧力 1.1 kPa およ

3 接 合 太 陽 電 池 と し て µc-Si/µc-Si/a-Si の 積 層

びバイアス電圧 150 V のときに，製膜速度 1.5 nm/s で変

構 造 に つ い て 検 討 し た。 各 セ ル の i 層 厚 を そ れ ぞ れ

換効率 9.1 % が得られた。また，µc-Si セルの Si 結晶子径

1.8 µm/1.3 µm/0.3 µm と し た と き， 初 期 の 変 換 効 率 は

と同様であった。プラズマ電位の

12.4 % であった。図 0 に，光照射 300 時間後の電流電圧

低下によってイオン衝撃が小さくなり，Si 結晶粒の成長

特性を示す。安定化効率は 11.7 % と高い効率が得られた。

と変換効率の関係も図

が促進されたと考えられる。
富士電機技報

2012 vol.85 no.4

311（47）

太陽電池

a-Si セル

0.5

電圧（V）

.
透明電極
p

0

フィルム基板太陽電池の高効率化技術

1.1

参考文献
⑴

1.0

Tsuji, T. et. al. Large - area, light - weight flexible

規格化出力

solar cells using plastic film substrates, 25th European
Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition/5th

0.9

World Conference on Photovoltaic Energy Conversion,
0.8

Valencia, 2010, p.2740.
⑵

0.7

Matsui, T. et. al.: High rate microcrystalline silicon deposi-

tion for p-i-n junction solar cells, Solar Energy Mat. Solar
0.6

0

1,000

2,000

Cells, 90, 2006, p.3199.

3,000

⑶

試験時間（h）

Nakano, Y. et. al.: High-deposition-rate of microcrystalline silicon solar cell by using VHF PECVD, Thin Solid

図

２接合太陽電池（6 試料）の高温高湿通電試験

Film, 506-507, 2006, 33.
大瀬直之ほか. フィルム基板上への微結晶シリコン太陽電

⑷

池の高速製膜技術. 応用物理学会学. 長崎大学. 2010秋, 14p-

太陽電池のモジュール化と信頼性

ZB-11.

太陽電池

市川幸美, 原嶋孝一. アモルファス太陽電池の開発. 富士時

⑸

µc-Si フィルム基板太陽電池に対して信頼性試験を行っ
た。
⑴

報. 2000, vol.73, no.4, p.249-252.
⑹

試料と試験内容

Takano, A. et al. Excitation frequency effects on stabilized efficiency of large-area amorphous silicon solar cells

試 験 試 料 と し て， フ ィ ル ム 基 板 上 に 2 接 合 太 陽 電 池

using ﬂexible plastic ﬁlm substrate, Jpn. J. Appl. Phys., 42,

（µc-Si/a-Si）を製膜した大面積のモジュールを作製した。
µc-Si

セルの i 層厚は 1 µm として，これに富士電機独自の

2003, Pt.2, L1312.
⑺

藤掛伸二ほか. プラズマCVDによるa-Si系薄膜製膜時のイ
オン衝撃の影響. 電気学会誌論文誌A. 2004, 124, 837.

直列接続構造である SCAF（Series-Connection through
⑴，⑸

Apertures formed on Film Substrate）構造を形成し，さ

⑻

らに封止材とフッ素系樹脂でラミネートした。信頼性試験
として通電状態において高温高湿環境（85 ℃，95%RH）

⑼

で 3,000 時間保持し，太陽電池の出力変化を計測した。
⑵

松山秀昭ほか. 直流電圧を印加した高周波プラズマCVDに
よる薄膜Si太陽電池の形成. 応用物理学会学. 長崎大学. 2010

試験結果
この 2 接合太陽電池は Si の膜応力のため反りが大き

松山秀昭ほか. 直流電圧を印加した高周波プラズマCVD法.
応用物理学会学. 富山大学. 2009秋, 10a-N-1.

秋, 14p-ZB-12.
⑽

大瀬直之ほか. プラスチックフィルム基板上の大面積微結

かったが，直列接続構造を形成することが可能であり，モ

晶シリコン太陽電池. 応用物理学会学. 長崎大学. 2010秋, 14p-

ジュール化工程で平坦（へいたん）化することができた。

ZB-10.

信頼性評価として 33 直列の太陽電池を試験し，その結果
⑽

を図 1 に示す。3,000 時間の試験後に出力低下は 5 % 以内

松山

であり，このモジュールが現行製品と同様に高い長期信頼

薄膜太陽電池の開発に従事。現在，富士電機株式

秀昭

性を持つことが確認できた。

イス開発センターマネージャー。応用物理学会会員。

会社技術開発本部電子デバイス研究所次世代デバ

あとがき
微結晶シリコンを用いた太陽電池を高速で製膜する技術
や，微結晶シリコンの多接合太陽電池への適用について述
べた。フィルム基板上の 3 接合太陽電池で 12% 近い安定
化効率が得られた。今後も，フィルム基板太陽電池の高効

和田

雄人

薄膜太陽電池の開発に従事。現在，富士電機株式
会社技術開発本部先端技術研究所基礎技術研究セ
ンター材料基盤技術研究部。応用物理学会会員，
高分子学会会員。

率化に向けて，さらなる技術開発を進め，地球温暖化など
環境問題に貢献する所存である。
本研究の一部は，独立行政法人新エネルギー・産業技術
総合開発機構の共同研究および助成研究として実施したも
のである。
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特集に寄せて

HDD のさらなる高密度化に
向けて
Toward the Further Density Growth of HDD
岡本

好弘

OKAMOTO Yoshihiro

愛媛大学大学院 理工学研究科 電子情報工学専攻 教授
博士（工学）

我々は，何らかのデジタル情報端末を持ち，情報を生み

1 テラビットを超える記録密度の実証実験も報告されるよ

出し，相互に接続・活用することで快適な生活を享受でき

うになったが，現行の垂直磁気記録にとって代わるために

る高度情報通信ネットワーク社会で暮らしている。情報化

は，これからいくつかハードルを越える必要があるように

社会の構築には，情報通信，情報処理と共に情報ストレー

思われる。

中核を担う。

これら新たな方式のうちで，最初に導入が見込まれる瓦
書き記録方式においても，記録ヘッドのトラック幅を確

計算機の外部記憶装置として生まれた HDD は，今や社

保することで記録能力に対する制約は解除されるものの，

会インフラを支える重要な電子デバイスとなっている。モ

SN 比に対する媒体の微細化は必須である。さらに，ガー

バイル機器では，記憶媒体としてフラッシュメモリを用い

ドバンドレス記録となるために隣接トラックからのトラッ

る半導体メモリ装置（SSD）の搭載比率が向上しているも

ク間干渉（ITI）が新たな SN 比の劣化要因となり，ITI

のの，モバイル機器を快適に運用するためのクラウドサー

に対する信号処理が必要となる。また，サーボパターンの

ビスは，サーバ，大容量ストレージをベースに構築される

改良などによるトラッキングの性能向上も必要となるであ

データセンターをインフラとしており，高信頼性，大容量

ろう。二次元磁気記録（TDMR）を実現するにはさらに

性を持ち，低コストで提供される HDD が主要な位置づけ

ハードルが高くなる。

にある。

次に控える熱アシスト磁気記録では，記録ヘッドの生産

また今後も，デジタルカメラやスマートフォンのような

性，潤滑材の寿命，隣接トラックにおける情報の信頼性も

デジタル端末の普及，ソーシャルネットワークサービス

気にかかる。さらに，パターン媒体を導入するには，媒体

（SNS）
，監視カメラなどのセキュリティーサービス，各種

の生産性やヘッドの安定浮上はもとより，所望のアイラン

センサ情報，ネットワークログ，音声・画像などのマルチ

ドに記録できない場合や，すでに記録したアイランドの情

メディアサービスなどによって，生み出される情報は爆発

報が次のアイランドの記録時に再記録されるような記録誤

的に増加することが予想され，これらを記憶するためには，

りという問題が現れ，繰り返し復号と呼ばれる信号処理へ

情報ストレージの大部分を担っている HDD に一層の高
密度化が求められるのは疑う余地もない。

の影響も懸念される。
しかしながら，HDD は現在まで，磁気記録再生系を構

HDD の記録方式は長手磁気記録から垂直磁気記録に移

成するヘッド，媒体をはじめ，ヘッド・メディアインタ

行し，記録密度の向上を続けている。今後もこのトレン

フェース，メカサーボ，信号処理といった基幹技術が集約

ドを維持するためには，信号対雑音（SN）比，記録能力，

されて装置を作り上げてきた。また，それぞれの要素技術

熱安定性という記録密度の向上を阻むトリレンマに立ち向

の性能向上が HDD の記録密度の向上を支え，何かがドラ

かっていかねばならない。近未来の新たな記録方式として，

スティックに進歩すれば他を補って飛躍的に向上してきた

瓦書き記録方式，熱アシスト磁気記録方式，パターン媒体

歴史がある。今後も HDD の研究開発に携わる各々が切磋

を用いた磁気記録方式の三つの方式が有力視され，その導

琢磨し，相携えて社会の要請に応えていくことが望まれる。

入が盛んに検討されている。最近では 1 平方インチあたり
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磁気記録媒体

ジが不可欠であり，ハードディスク装置（HDD）がその

特集

感光体・太陽電池・
磁気記録媒体

磁気記録媒体の現状と展望
Magnetic Recording Media: Current Status and Future Outlook

松尾

MATSUO Sota

壮太

上住

洋之

UWAZUMI Hiroyuki

原

直毅

HARA Naoki

⑸

ノロジー社（HGST）を統合し，2012 年に HDD メー

まえがき

カーは，SG，WD，および株式会社東芝の 3 社体制と
（＊ 1）

富士電機が垂直磁気記録方式 のハードディスクドラ

なる。SG と WD の 2 強で 80 % 近いシェアを確保する

イブ（HDD）用の垂直磁気記録媒体の量産をスタート

構図となり，HDD 業界も従来の過度な競合状態から

して，6 年が経過した。

脱し，安定成長市場になることが期待される。
（ ＊ 2）

磁気記録媒体

垂直磁気記録媒体とトンネル磁気抵抗効果 ヘッ

HDD 業 界 以 外 の ス ト レ ー ジ ビ ジ ネ ス を 見 る と，

ド（TMR ヘッド）を用いた現在の HDD の記録シス

HDD と の 競 合 が 想 定 さ れ る デ バ イ ス と し て，SSD

テムは，順調に記録密度を向上させ，3.5 インチ換算

（Solid State Drive）が挙げられる。しかしながら，

で 1 TB を超える記録密度が近づいているが，その高

ビット単価，およびシリコンウェーハの供給能力の観

⑴

密度化は頭打ちになりつつある。そこで，今後期待

点などから，SSD は急速に HDD に取って代わるので

される高密度化技術として，主に HDD 側の記録再生

はなく，その用途により共存していくものと推察する。

技術の革新による瓦書き記録方式（SWR：Shingled-

また，上述のように市場が過度な競争状態から脱し，

⑵

Write Recording）
，ならびにヘッドと媒体双方に技

安定成長し始めると，記録密度の向上もさることなが

術革新が必要な熱アシスト磁気記録方式（TAMR：

ら不良発生率の低減を目指した品質の向上が今まで以

⑶

Thermally-Assisted

Magnetic Recording） が 提 案 さ

れており，SWR が 2012 年，TAMR が 2014 年末にも

上に重要となると予想している。
⑹

図 1 に，調査会社の見解 を元に富士電機が予測した，

製品化される予定である。これらの技術が製品化され

2010 年から 2016 年までの全世界の用途別 HDD 出荷

れば，さらなる記録密度の向上が期待でき，TAMR は，

台数予測を示す。HDD 市場全体としては，今後も年

2

2 Tbits/in （3.5 インチ 1 枚当たり 3 TB）も達成可能

率 10% 前後の伸長を見込んでおり，2020 年までは少

と考えられている。

なくとも安定した成長分野であり続けると考えている。

本稿では，今後も成長が期待される HDD の市場動

デスクトップパソコンやサーバ向け需要は，大幅な

向，技術動向について述べるとともに，富士電機の磁

成長こそないものの，今後も安定した水準を維持する

気記録媒体の技術開発状況について述べる。

と予想している。特徴的であるのは，従来大きく成長
すると期待されていた HDD レコーダやビデオカメラ
などの情報家電分野向けの需要が，小幅な成長にとど

HDD の現状と市場動向

まることである。
HDD 業界は，大きな再編が進んでいる。米・シー

また，フラッシュメモリを搭載し，大幅な成長が

⑷

ゲート社（SG）が韓国・サムスン社 を，米・ウエス

見込まれるスマートフォンやタブレット市場の影響

タ ン デ ジ タ ル 社（WD） が 米・ 日 立 グ ロ ー バ ル テ ク

で，ノートパソコンの市場は従来の予想より伸び悩む

（＊1）垂直磁気記録方式

（＊2）トンネル磁気抵抗効果

記録の単位となる微小な磁石の N 極-S 極を膜面に垂

外部から磁場を印加することで，電気抵抗が変化する

直方向に立てて並べるように記録する方式である。隣

現象を磁気抵抗効果と呼ぶ。そのうち，酸化物からな

り合った磁石が反発し合わないため，高い記録密度が

る薄膜絶縁層を挟んで数種の磁性薄膜を積層した素

実現できる。

子において，トンネル効果により発現する大きな磁
気抵抗効果をトンネル磁気抵抗効果（TMR：Tunnel
Magneto-Resistance Eﬀect）と呼ぶ。微小な外部磁
場の変化により電気抵抗が大きく変化するため，高感
度の磁場検出が可能であり，現在，ハードディスクド
ライブ（HDD）用の磁気ヘッドに広く用いられている。
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全世界の用途別 HDD 出荷台数

ラッシュメモリを組み合わせたハイブリッド型 HDD

低ノイズ化
（粒径微細化）

と，SSD で不足する容量を補う外付け HDD の伸長が

高記録密度化

高 TPI 化
（ヘッドトラック幅減）

期待される。
さらに，クラウドコンピューティング環境の発展に
伴い，データセンターで使用されるサーバやストレー

熱安定性
劣化

ヘッド書込み
磁界低下

ジの重要性が増加するため，2015 年からは 3.5 インチ

熱安定性

記録容易性

磁気異方性エネルギー増

媒体記録磁界増大

の需要が再度拡大すると考えている。

磁気記録媒体の技術動向
.

従来型垂直記録の課題

図

媒体の高容量化における課題

やすくするために磁界を強くすると，本来記録するト

図 2 に，媒体の高容量化における課題を示す。高密

ラックの外側の領域に磁場が漏れ，隣接したトラック

度化に必要とされる高記録密度化，熱安定性および記

に記録されたデータを消してしまう隣接トラック消去

録容易性は，お互いにトレードオフの性質を持ってお

と呼ばれる問題も発生する。

り，これらのバランスを取るための限界が近づいてい
る。
現 在 の 基 盤 技 術 で あ る 垂 直 磁 気 記 録 媒 体 と TMR

一方，ビット長を短くするためには，媒体の記録層
の磁化反転単位を小さくし，ノイズの発生を抑える必
要がある。磁化反転単位を小さくするためには，ビッ

ヘッドを用いたシステムは，記録密度の向上において

ト内の微小な磁石の結晶粒径を小さくし，かつ大きさ

従来の成長率を描けなくなっている。
“高記録密度化”

を均一化する必要がある。しかしながら，個々の磁石

のためには，トラック幅を狭く，ビット長を短くすれ

を小さくすると，
“熱安定性”が低下し，熱エネルギー

ばよい。トラック幅を狭くするためには書込みヘッド

によって保存した記録が消えてしまうリスクが大きく

の磁極幅を狭くすれば良いが，それによって書込み磁

なる。そこで，磁化反転単位が小さくなっても熱安定

界強度が低下し，書けなくなってしまう。書込みをし

性を十分に保つために，記録層に用いる磁性材料の磁

（＊3）磁気異方性エネルギー
磁性体がその形状や結晶構造に対して特定の方向に磁
化が向きやすい性質を持つときに，これを磁気異方性
と呼び，磁化が向きにくい方向に磁化を向けるために
必要なエネルギーを磁気異方性エネルギーと呼ぶ。磁
性体の持つ磁気エネルギー（磁気の強さ）を示してい
る。
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と思われる。一方，薄型（厚さ 7 mm）で HDD とフ

現状と展望

磁気記録媒体の現状と展望

（＊ 3）

気異方性エネルギー を高くすることが必要となる。し

するのは難しい。これに対し，SWR は，現在の信号

かし，磁気異方性エネルギーを高くすると，媒体に書

処理方法を大きく変えることなく記録密度の向上を図

込みをする際に必要な磁界が増加し，
“記録容易性”

ることができる。SWR の主な特徴として，次に示す 3

が損なわれてしまう。

点が挙げられる。

したがって，媒体の高容量化は上述のトリレンマの

トラックを一方向に重ね書きして記録するため，

⒜

関係があるため，これまでのペースで記録密度を今後

磁極幅の大きな書込みヘッドを使用することがで

も向上させるためには，2012 年度以降において技術の

き，書込み磁界強度を高めることができる。

大きなブレイクスルーが必要である。ここでは，高密

⒝

従来，トラック間に設けられていたガードバン
ドが不要で，トラック密度を向上できる。

度化を可能にする，瓦書き記録方式（SWR）および熱
アシスト磁気記録方式（TAMR）のコンセプトと特徴，

⒞

ならびに課題について述べる。

従来方式では，多数回の書込み時に隣接トラッ

ク消去してしまう問題があり，トラック密度の向
上が制限されていた。SWR では，基本的に書込

.

みが 1 回のみであるため，この問題を考慮する必

次世代記録技術

⑴

要がなくなり，ヘッド・媒体設計の幅が広がる。

瓦書き記録方式（SWR）
SWR の 基 本 的 な コ ン セ プ ト は，2008 年 に Roger

一方，SWR の最大の課題は，データ書換え時のロ

Wood ら に よ り， 二 次 元 磁 気 記 録（TDMR：Two

ジックや書込み・読出しの応答速度など，HDD の記

Dimensional Magnetic Recording）として報告されて

録再生システムに関連する部分にある。

⑵

磁気記録媒体

いる。この報告には二つの新しいコンセプトが含まれ

上述のとおり，SWR の最大の効果はトラック密度

ている。その一つは書込み時の工夫である。従来の方

の向上であり，30% 程度の向上が確認されている。一

式では，トラックは 1 本ずつ，相互の干渉がないよう

方，この方式による線記録密度の向上効果は期待でき

⑹

にある間隔を隔てて記録されるのに対し，本方式では，

ず，結晶粒径の微細化によるノイズの低減と熱安定性

図 3 に示すようにトラックの一部を瓦のように重ねな

の確保は，SWR においても引き続き必要不可欠な課

がら次々と記録していく。もう一つのコンセプトは読

題である。

取り時の工夫である。従来方式では 1 トラックごとに

⑵

記録された情報を読み取るのに対し，本方式では，隣

熱アシスト磁気記録方式（TAMR）
先に述べたとおり，現在の TMR ヘッドと垂直磁気

接する数トラックを一度に二次元的に読み取って処理

記録媒体の組合せでは，高記録密度化・熱安定性化・

する。

記録容易性がトレードオフの関係にあり，さらなる大

TDMR に関しては，複数トラック読込み時の信号

幅な高容量化は困難である。ここで，磁性材料の温度

処理技術をはじめ技術的な課題が多く，今すぐ実用化

を上昇させると低い磁場でも磁化反転が生じるという
特徴を利用し，磁気ヘッドに熱源となるレーザ光を導
入し，磁場と熱を同時に加えながら記録を行う方式が

1
1

2

3

4

⑶

2

3

TAMR である。この方式を用いることで，熱安定性
4

の高い，すなわち磁気異方性エネルギーの高い磁性材
料を用いても書込みを行うことができ，さらなる高密
度化が可能になると期待されている。
TAMR の実用化に向けた磁気ヘッドの基本設計は
終了しており，その実用化は近いといわれている。し
かし，媒体側はこれまでとは異なる磁性材料を適用す
ること，耐熱性を考慮した設計が必要なことなど，開

（a）通常の記録トラック

（b）SWR

発すべき課題が多く残っている。磁性材料としては，
（＊ 4）

高い磁気異方性エネルギーを持つ，規則化合金 と呼
図

SWR の概念図

（＊4）規則化合金
2 種類以上の金属からなる合金のうち，各金属原子が
結晶格子内で占める位置が規則的に定まった状態の合
金を規則化合金と呼ぶ。同じ組成であっても原子の格
子内での位置がランダムな状態の合金とは異なる性質
を持つ。FePt 合金では，規則化することにより非常
に高い磁気異方性エネルギーを持つ。
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ばれる材料が主に検討されている。しかしながら，現
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現状と展望

在広く研究されている FePt 系の規則化合金は，必要

垂直磁気記録媒体は一般に，基板に対する密着層，

な結晶構造を実現するために，一般的に 600 ℃程度の

ヘッドの書込みを助ける軟磁性層，磁性層を微細化し

比較的高温下での成膜が必要であり，膜の表面粗さの

かつ結晶配向を垂直方向に成長させることを促す中間

増大および基板の耐熱性に課題がある。現行のアル

層，ならびに微細な磁石を均一に孤立化させることを

ミニウム基板の耐熱性は 250 ℃程度，ガラス基板でも

目的とし，結晶粒界を形成するための特殊な酸化物を

500 ℃程度であり，現在，成膜温度の低減のための研

持った磁性層から構成される。垂直磁気記録媒体は，

究が数多くなされている。

製品化当初 3.5 インチ換算で 160 GB であったが，現在

また，レーザによる加熱パワーの低減と，記録後の

の生産の主流は 500 GB であり，2012 年度中には 1 TB

速やかな温度低下を促進するためのヒートシンクの設

の生産を開始する見込みである。機能分離のため，当

計，ならびに熱耐久性の高い保護膜や潤滑材の開発も

初 3 層構成だった磁性層は現在 5 層化し，中間層も 2

必要である。

層から 4 層へと多層化している。

直近では，3.5 インチ媒体で最大 60 TB の記録容量

最新の 1 TB 品には 3 種類の酸化物が添加され，そ

が実現可能であるとのシミュレーション結果が報告さ

れぞれの酸化物が磁性結晶粒の孤立化を進めるため

⑺

れており，HDD の記録密度はこのような技術的ブレ

の役割を担っている。その結果，当初 10 nm 程度で

イクスルーを経て，まだ当分拡大し続けるものと思わ

あった微細な磁性結晶粒の直径は 6 nm 程度まで小さ

れる。

くなった。またその膜厚も，主に書込みのしやすさを
確保する観点から，当初の 20 nm 程度が 15 nm 程度ま

磁気記録媒体の開発状況

で薄膜化している。その結果として，磁性結晶粒の体

基板技術

なっている。

ノートパソコンなどモバイル用途の HDD には，主

材料の結晶磁気異方性エネルギーを高めつつ，書込

に耐衝撃性に優れ，かつ薄板化が可能なガラス基板を

みのしやすさを確保して高密度化を実現するために，

用いた媒体が使われ，デスクトップパソコンやサーバ

磁性層の組成改良や層構成改良を続けている。この垂

用途などの非モバイル HDD には，主にアルミニウム

直磁気記録媒体の技術を応用することで SWR への適

基板を用いた媒体が使われている。

用が可能である。SWR 媒体は，現行の設備でも生産

富士電機では，この 2 種類の基板のうち，アルミニ

が可能なため，少なくとも TAMR 媒体の本格立ち上

ウム基板を用いた媒体の開発，製造，販売を行ってい

げまでは大きな投資を行わずに対応できると考えてい

る。その製造工程では，所定の寸法に加工したグライ

る。

ンド基板を基板メーカーから入手し，その表面にニッ
ケル・りん合金を無電解めっき法で成膜する。次にポ
リッシュにより表面を平滑化し，最後に洗浄によりス

.

HDI 技術

HDI（Head Disk Interface）技術は，具体的には，

ラリー残渣（ざんさ）などを取り除くという手順を経

媒体表面を保護する役割を担うカーボン保護膜，磁

る。

気ヘッドとの摩擦を低減し耐久性を確保する役割を担

記録密度の向上に伴って磁気ヘッドの浮上量は

う潤滑層，およびその周辺技術を指す。パソコンメー

2 nm まで低下しており，浮上に関与する基板表面の

カーの高信頼性に対する要求は年々ハードルが上がり，

粗さとうねりを極限まで平滑にし，磁気ヘッドにダ

現在では，極端な温湿度環境下でも 3,000 台に 1 台以

メージを与える nm オーダーの微小残渣を残さない

下の不良発生率であることが要求されている。すなわ

ことが重要である。また，記録容量を確保するため

ち，HDI 技術は信頼性を確保するため最も重要な項目

に，基板の縁部ぎりぎりまで使用するため，端部の平

である。

坦（へいたん）性も重視される。現在，うねりや表面

.

節 で述べたように磁気ヘッドの浮上高さは，

粗さの低減に対しては，ポリッシュ工程の部材選定と

2 nm レベルまで下がっている。この領域になると潤

加工条件の最適化を，また表面の清浄に対しては，新

滑層の分子高さも無視できない。

しい洗浄剤の開発を進めるなど，常に業界でリードす
る品質を目指して開発を推進している。

潤滑剤は分子量数千の高分子からなる液体で，媒体
表面の保護膜との分子結合の度合いをコントロールす
ることで，相反する摩擦力と吸着力を両立させてい

.

磁性関連技術

垂直磁気記録媒体において，その中核を成す技術が，

る。現在，2 種類の潤滑材を混合して使っている。磁
気ヘッドが滑走する際に潤滑材が変化しないこと，磁

記録再生を直接担う磁性やその他の薄膜の材料および

気ヘッド側に潤滑材が癒着しないこと，ならびに高速

成膜技術である。

回転による遠心力で外側に潤滑材が移動しないことな
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積が減少し，磁化の熱安定性を確保することが難しく
.
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磁気記録媒体の現状と展望

どが要求され，nm オーダーレベルでのデザインが必

課題があることから，使用分野が当初限定される可能

要である。

性がある。また，TAMR も原理的には実用化が可能

保護膜は，磁性層中のコバルトが水分の影響でイオ

な領域に入ってきたが，実用上の技術的な課題はまだ

ン化し，媒体表面に移動してコバルト酸化物を生成す

残っている。さらには，スパッタ設備や試験方法の抜

る，いわゆるコロージョンを抑制し，潤滑材との結合

本的な変更など，媒体コストが増大する可能性もある。
（＊ 5）

力を強化し，かつヘッドが接触した際に傷がついたり，

一方で，現在の状況は，過去に長手磁気記録方式

へこんだりしないことなど複数の機能が要求される。

から垂直磁気記録方式に移行した技術の遷移過程によ

さらに高密度化のためには，磁気ヘッドと磁性層をな

く似ており，これから主流となる 3.5 インチ 1 TB，2.5

るべく近づけることが有効であり，保護膜の薄膜化も

インチ 500 GB に用いられる TMR ヘッドと垂直磁気

重要である。

記録媒体の組合せは，比較的長い製品寿命が期待され

保護膜の膜質と潤滑材の組合せ，そしてその後の後

ている。したがって，新規技術の開発もさることなが

処理方法の改良により上述の特性を実現する HDI 技

ら，現行技術の改良も 2012 〜 2013 年度において重要

術を開発している。

である。

.

次世代記録技術

富士電機では，

あとがき

章で紹介した次世代技術の中で，

TAMR に使う規則化合金として，高い磁気異方性エ

富士電機は，磁気記録媒体の事業の全てをマレーシ

ネルギーを持つ規則化合金磁性材料の開発を，東北大

アに集約し，高いコスト競争力と生産直結型の技術開

磁気記録媒体

学と共同で進めている。これまでに，高温での成膜が

発体制を持ち，かつお客さまであるハードディスクド

不可欠であった FePt 規則化合金薄膜を，実用的なプ

ライブ（HDD）メーカーとの共同開発を行いつつ，開

ロセスとして適用可能な 400 ℃程度の基板温度で形成

発方法のイノベーションを進めようとしている。今後

する技術を開発してきた。現在は，課題である粗さの

も，熱アシスト磁気記録方式（TAMR）の材料開発を

増加を抑えながら，ガラス基板のみならずアルミニウ

鋭意進め，HDD の発展に貢献していく所存である。

ム基板に適応できる低温化技術を開発中である。さら
に，従来の垂直磁気記録媒体にはないヒートシンク層
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感光体・太陽電池・
磁気記録媒体

垂直磁気記録媒体の磁性関連技術
Magnetic Technology for Perpendicular Magnetic Recording Media
渡辺

貞幸 WATANABE Sadayuki

大山

浩永 OYAMA Hirohisa

穂積

康彰 HOZUMI Yasuaki

富士電機では，垂直磁気記録媒体の高容量化のために，課題であるトリレンマを克服する手段の一つとして，磁気ヘッド
−軟磁性裏打ち層間の磁気スペーシングを低減する研究を行っている。従来は，二つに機能分離して設計していた非磁性中
間層を，新しく三つに機能分離することで薄膜化し，磁気スペーシングを低減した。粒径制御層として新材料を適用し，結
晶性担保層には基礎実験結果を元にしてその組成を改良し，さらに，磁気異方性強化層という新しい機能層を導入した。そ
の結果，記録容易性を確保しつつ，信号品質および熱安定性を高め，トリレンマからの脱却に成功した。
Fuji Electric is researching the reduction of the magnetic spacing between the magnetic head and the soft magnetic under-layer, as
one of the methods to overcome the problem of trilemma, to increase the recording density of perpendicular magnetic recording media.
Conventionally, non-magnetic interlayers have been designed with functions divided into two, but by employing a three-way functional separation design, we were able to make non-magnetic interlayers thinner to reduce the magnetic spacing. We applied a new material as a grain
size control layer, improved the composition of the collateral crystalline layer based on results of basic research, and addition of a magnetic
anisotropy-enhancing layer as a new functional layer. As a result, we were able to ensure ease of recording, increase both signal quality and
thermal stability, and successfully break the bottleneck of trilemma in magnetic recording.

磁気記録媒体

まえがき

図

に断面模式図を示す。
ディスク媒体は厚さ 1.0 mm 前後の基板上に，合金膜，

これまで，ハードディスクドライブ（HDD）の記録密

カーボンからなる保護層，液体潤滑層を順次成膜して作製

度は，年率 30 〜 40 % で増加し続けてきた。2012 年 3 月

される。さらに合金膜は，それぞれ nm オーダーの厚みを

現 在 で は， 面 記 録 密 度 750 Gbits/in2 が 製 品 化 さ れ て い

持つ多層構造に細分化され，その中に記録信号を保持する

る。HDD に用いられる記録方式は，長手磁気記録方式

ための磁性体を持つ記録層が含まれる。HDD でまず求め

から垂直磁気記録方式に移り変わり，現在に至る。近年，

られるのは記憶容量の大きさであり，そのために，ディ

新しい記録技術として瓦書き記録方式（Shingled-Write

スク媒体としては，特に記録層の微細構造を厳密に制御し，

⑴

Recording ）が有力と考えられ，実用化の段階にある。こ

材料の性能を最大限に引き出す必要がある。

の方式で用いるディスク媒体は，従来の材料を用いた改良

このような記録層を含む合金膜の材料設計を行う技術を

で対応できる。富士電機では，垂直磁気記録方式あるいは

総称して，磁性関連技術と呼ぶ。なお，垂直磁気記録の名

瓦書き記録方式での目標を 1 Tbits/in2 として，その技術

は，磁性体の磁化方向が基板面に対して垂直であることに

開発を継続している。

由来し，これに用いられるディスク媒体は，一般に垂直磁
気記録媒体と呼ばれる。
本稿では，垂直磁気記録媒体の高容量化の課題と改善策

ディスク媒体の構造

を述べる。
富士電機が製造販売するディスク媒体の構造について，

高容量化の課題−トリレンマ−
磁気ヘッド

垂直磁気記録媒体の高容量化の課題は，
“トリレンマ”
として知られている。
“高記録密度化”
“熱安定性”
“記録
容易性”の三つの並立が難しいことから，そう呼ばれてい

磁気ディスク

。
る（図 ）
保護層 / 液体潤滑層
記録層
非磁性中間層
合金膜
軟磁性
裏打ち層

磁気
スペー
シング
書込み磁界

基板

.

トリレンマの構造

一般に，ディスク媒体の記録層は，粒径数 nm の円柱状
の磁性粒子の集合体であり，その粒子一つあるいは複数で
磁化反転単位を形成する。ディスク媒体の記録容量を高め
るには，より細かいビットが書き込めるように磁化反転単
位を小さくすればよい（
“高記録密度化”
）
。しかし，単純

図

ディスク媒体の断面模式図
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高記録密度化

記録層
合金膜

非磁性中間層
軟磁性裏打ち層

熱安定性

記録容易性

薄膜化
結晶性担保層

図

垂直磁気記録媒体の高容量化の課題

トリレンマ

磁気異方性強化層
結晶性担保層
粒径制御層

粒径制御層
従来構造

新構造

信号を保持することが難しくなる（
“熱安定性”の劣化）
。
熱安定性を高めるには，磁性材料が持つ物性値である磁気

図

合金膜の非磁性中間層の構造

異方性エネルギー Ku を高めればよいが，このとき，記録
層の示す磁気特性である保磁力 Hc は増加する。一方，磁

ることはできない。また，保護層および液体潤滑層は，合

気ヘッドからの高容量化へのアプローチとしては，より細

わせて既に 3 nm 程度と薄くなっており，こちらも劇的な

かいビットを書き込むことで記録密度を高めればよい。記

改善は期待できない。一方，非磁性中間層は 20 nm 前後
が主流であり，薄膜化する余地が残されている。しかしこ
の層は，直上の記録層の微細構造を制御するという非常に

は，磁極の断面積が小さくなることを意味し，ディスク媒

重要な役割を担っている。具体的には，記録層の粒子サイ

体に信号を書き込むために発生する磁界は低下する。前述

ズ，粒子の結晶配向であり，記録密度の向上に必須である

のように，ディスク媒体側で高記録密度化を進めると Hc

磁化反転単位および Ku すなわち熱安定性の性能に直結す

は増大するため，磁気ヘッドの発生磁界も増大させる必要

る。通常，非磁性中間層の膜厚は，これらを考慮した最適

がある。言い換えると，磁気ヘッドの発生磁界が不足する

な値に設定されており，磁気スペーシング低減だけのため

とディスク媒体への信号記録は困難となる（
“記録容易性”

に，単純に膜厚を下げることはできない。

の劣化）
。

磁性関連技術の開発状況
.

磁気スペーシングによる対策

このようなトリレンマを乗り越えて初めて高容量化が達

本章では，トリレンマの課題に対して実施した非磁性中

成できる。つまり，ディスク媒体の設計指針としては記録

間層の改善例を紹介する。これまで二つの層に機能分離さ

密度・熱安定性を持った記録層を目指しつつ，いかにして

れていた層をさらに細分化し，三つの層に機能分離するも

記録容易性を確保するかである。特に記録容易性の確保の

。三つの層の機能とは，具体的に，粒径
のである（図 ）

課題に対して，富士電機では，ECC（Exchange-Coupled

の制御，結晶性の確保，記録層とのミスマッチの低減であ

Composite）構造と呼ばれる，多層からなる記録層構造を

る。なお，従来の非磁性中間層は，粒径の制御と結晶性の

⑵

研究してこの解決に当たっており，それを継続・発展させ
ている。
一方，別のアプローチとしては，磁気スペーシングすな

確保の一部を下層が，結晶性の確保の一部と記録層とのミ
スマッチの低減を上層が担っていた形であったと考えてい
る。

わち磁気ヘッド−軟磁性層裏打ち層間の距離を縮める手
法がある。図 1 に示したように，ディスク媒体の基本構造

.

粒径制御層

は，機能別に軟磁性裏打ち層，非磁性中間層，記録層，保

軟磁性裏打ち層の直上であり，かつ非磁性中間層のうち

護層，液体潤滑層に分けられる。信号書込み時，磁気ヘッ

最も下層である粒径制御層は，従来，粒径制御とともに結

ド磁極からの発生磁界は軟磁性裏打ち層を介してリターン

晶性の確保の役割も担ってきた。しかし今回，
“粒径制御”

ポール（磁力線ループを回収するためのもの）に戻される

という役割に特化し，材料を大幅に変更した。具体的には，

経路を考えると，軟磁性裏打ち層は，磁気回路の上では磁

ぬれ性に着目し，従来よりも表面エネルギーの高い材料を

気ヘッドの一部となる。したがって，軟磁性裏打ち層の材

採用し，軟磁性裏打ち層上に，粒状に形成されやすいもの

料特性（飽和磁束密度や透磁率）および磁気スペーシング

を選択した。粒径制御層の効果を確認するために行った実

は，記録層での磁界強度や磁界勾配を制御する意味で非常

験の結果を次に述べる。

に重要である。したがって，記録容易性の確保という課題

図

に，粒径制御層を付与した場合としない場合につい

に対しては，磁気スペーシングを縮めることが一つの対策

て，粒径の評価を行った SEM 観察結果を示す。付与しな

となる。記録層の膜厚は現在 15 nm 前後が主流となって

い場合は，平均粒径 8.5 nm，標準偏差 2.63 nm であったも

いるが，信号出力や熱安定性を確保する上で極端に薄くす

のが，付与した場合は，平均粒径 7.7 nm，標準偏差 1.91 nm
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録トラック幅は，記録磁界を発生する磁極の物理的な幅に
ほぼ対応するため，それを狭める必要がある。しかしこれ
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表

各添加元素の粒径および配向分散
材

平均粒径 8.5 nm
標準偏差 2.63 nm

M（Ref.）

M-A

M-B

M-C

粒径（nm）

7.9

7.4

6.9

7.4

配向分散（deg.）

2.7

2.9

2.8

2.7

平均粒径 7.7 nm
標準偏差 1.91 nm

（a）粒径制御層なし

料

8,600

（b）粒径制御層あり
新組成

粒径制御層の有無による粒径変化

8,200
保磁力（Oe）

図

13.8
粒径制御層あり

7,400

13.6
SNR（dB）

7,800

従来組成

保磁力向上

SNR向上
13.4
7,000
結晶性担保層の膜厚（a.u.）
13.2

粒径制御層なし

図

結晶性担保層の膜厚と保磁力の関係

13.0

2.9

3.0
記録幅（

3.1

3.2

36

inch）

新組成（薄膜化）
34

図

重ね書き特性（dB）

磁気記録媒体

12.8
2.8

記録幅と SNR の関係

となり，粒径およびそのばらつきが大幅に低減していた。
次に，これらのサンプルについて，記録再生特性を評
価した。記録幅と信号品質 SNR の関係を図

に示す。同

32
OW向上
30
28

じ記録幅で比較するとき SNR が約 0.4 dB 増加しているこ

26

とが分かる。粒径の低減により，ビットの境界で発生する

24
2.6

遷移ノイズが低減し，SNR が向上することが推察される。

従来組成

2.7
記録幅（

2.8

2.9

inch）

なお，SNR の向上はビット方向の線記録密度の向上を意
味し，本例の増加幅 0.4 dB では記録密度 2 〜 4 % の向上

図

記録幅と重ね書き特性の関係

を見積ることができる。
くとも結晶性を維持できる可能性が示唆された。
.

結晶性担保層

⑵

新しい結晶性担保層の効果

節で述べた粒径制御層の上に形成される結晶性担保

次に，この基礎実験の結果を元に，詳細な検討を行った

層は，中間層全体の中で最も膜厚のある層である。 章で

ところ，添加元素として先に述べた元素 B を適用するこ

述べた記録容易性の課題から，結晶性担保層ではできるだ

とで，膜厚が薄くても良好な磁気特性や電磁変換特性を得

け薄い膜厚で結晶性を確保することを目指し，添加元素を

ることに成功した。図

.

に，結晶性担保層の膜厚と Hc の

新しい元素に変更することで，それを達成した。この過程

関係を示す。なお，ここで示す Hc は，多層構造からなる

では，次のように段階的に実験を行った。

記録層のうちの一層（一組成）のものである。この図から，

⑴

従来組成に対して，新組成では，薄い膜厚領域から高い

添加元素の効果を確認するための基礎実験

まず，添加元素を選択するために，ベースとなるある

Hc を示す傾向にある。この結果から，従来と同程度の Hc

金属 M（Ref.）に添加元素を加えた単純な組成系において，

を得ようとするとき，新組成では非磁性中間層の膜厚を低

それぞれの添加元素における結晶粒径，配向分散を調べる

減できることになる。

基礎実験を行った。3 種類の添加元素 A，B，C における

図

に，記録幅と重ね書き（OW：Over Write）特性の

結晶粒径と配向分散の値を表 1 に示す。結晶粒径は，添加

関係を示す。このグラフから，新組成を用いた場合は，従

元素 A，B，C いずれにおいても微細化し，特に B でその

来組成に対して OW が約 3 dB 向上していることが分かる。

効果が大きくみられた。配向分散は，添加元素 C で添加

このほか，SNR など他のパラメータも同等以上であった。

前と同等で C<B<A の順でわずかながら悪化していく傾

なお，新組成を適用したサンプルは，従来組成に対して非

向にあった。この結果から，添加元素 B，C で粒径が小さ

磁性中間層の総膜厚を 25 % 低減させたものである。この
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結果は，記録層の性能としては同等以上のものを確保しつ

SNR の関係を示す。磁気異方性強化層を付与しない Ref.

つ，磁気スペーシングを低減し，書込み容易性を向上させ

に対して，0.5 nm の場合は SNR が 0.1 dB 程度改善してい

たことを示している。

る。0.75，1.0 nm の場合は，Ref. とほぼ同等であった。
以上の結果から，磁気異方性強化層の導入で，SNR を

.

磁気異方性強化層

これまでは， .

維持しつつ，熱安定性を向上できることが分かった。なお，

節で述べたような，中間層そのものの

通常ならば Ku の増加（Hc の増加）による OW の低下と

結晶性を高めることに注力していた。しかし今回，記録

いうトレードオフに陥るが，今回の検討範囲では OW の

層との結晶格子の整合性（マッチング）をも考慮し，新た

劣化は見られなかった。この理由については，磁気異方性

に磁気異方性強化層を導入した。これにより，比較的ミス

強化層の導入は，記録層粒子それぞれの Ku を底上げする

マッチが大きいために存在すると推定される，記録層成長

効果よりも Ku の分散を低減する効果の影響が大きいと推

初期の積層欠陥が低減され，その結果 Ku が増加し，熱安

測している。粒子個々の Ku が均一化される一方，膜平均

定性の向上が期待される。図

に，磁気異方性強化層の膜

厚に対する信号出力の減衰度合いを示す。なお，信号出力

の Ku の増分は小さく書込み能力を損なわないのではない
かと考える。

の減衰度合いは，ある記録密度で書き込んだ信号出力の経
時変化を測定して得た結果である。磁気異方性強化層のな

あとがき

い，すなわち厚さ 0 nm に対して，磁気異方性強化層を付
与したものは，信号出力の劣化度合いが低減している。膜

垂直磁気記録媒体の磁性関連技術として，非磁性中間層

厚を 0.5，0.75，1.0 nm と増加させるにつれて改善度合い

での改善例を紹介した。750 Gbits/in2 では，軟磁性裏打ち

が高まる傾向にあった。

層，記録層においても従来の 500 Gbits/in2 から改善を加

に，磁気異方性強化層の各膜厚における記録幅と

えている。次の目標である 1 Tbits/in2 に対しては，さら
に厳しい特性が要求されるであろう。ここでも総合的な改
善を行い，それぞれの機能層で材料の限界に挑んでいく所

出力の減衰率（％/decayed）

0.3

存である。
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垂直磁気記録媒体の HDI 関連技術
Head Disk Interface Technology for Perpendicular Magnetic Recording Media
二村

和男 NIMURA Kazuo

永田

德久 NAGATA Naruhisa

渡邉

武 WATANABE Takeshi

垂直磁気記録媒体の記録密度の向上には，書込み素子と磁気記録層との間の距離，すなわち磁気スペーシングの低減が必
要である。このため，保護層の成膜プロセスを制御して保護層を薄膜化するとともに，耐食性と耐久性の向上を図っている。
潤滑層においては，潤滑材料の分子構造や分子量の検討による薄膜化や，添加剤の検討によるヘッド浮上性と耐摩耗性の向
上に努めている。また，低浮上の磁気ヘッドと磁気ディスク間（HDI：Head Disk Interface）で起こる現象を捉える評価技
術を開発し，垂直磁気記録媒体の記録密度の向上と高信頼性の確保を図っている。
To increase the recording density of perpendicular magnetic recording media, it is necessary to reduce the distance between a write
element and a magnetic recording layer, or a magnetic spacing. For that purpose, we are conducting research to control the process for deposition of the protective layer and reduce the thickness of the protective layer, while also improving corrosion resistance and durability. We
are also making eﬀorts to reduce the thickness of the lubricant ﬁlm through investigation into the molecular structure and molecular weight of
the lubricant substance, and to improve both head ﬂy-ability and wear resistance through investigation into the additives used. Additionally,
we are developing evaluation technology to look into the phenomena that occur in a low-ﬂying head disk interface (HDI), and we are making
eﬀorts to increase the recording density and ensure a high level of reliability for perpendicular magnetic recording media.

磁気記録媒体

を微小領域に記録することができる。磁気スペーシングは，

まえがき

図

ハードディスクドライブ（HDD）に搭載される磁気記

に示すように次の五つで構成される。
書 込 み 素 子 か ら ス ラ イ ダ ー 表 面（Air Bearing

⒜

Surface）までの距離（スライダー保護膜厚を含む）

録媒体（ディスク）の記録密度を向上するためには，記録
信号を微小化させる必要がある。このためのキーワードの

⒝

ヘッド浮上高さ

一つに“磁気スペーシングの低減”がある。これを達成

⒞

表面粗さ

するには磁気ヘッドとディスクのインタフェース（HDI：

⒟

潤滑層の厚さ

Head Disk Interface）のデザインと制御が重要である。

⒠

保護層の厚さ

本稿では，ディスクの高密度化に向けた HDI 関連技術に

上述の⒝〜⒠を低減することで磁気スペーシングの低減
に貢献できる。

ついて述べる。

現在用いられている空気浮上式スライダーの浮上量は 5
〜 10 nm で，その下を流れる空気膜が必要なため，浮上

磁気スペーシングの低減

量の低減には限度がある。そこで，磁気ヘッドの書込み素
磁気スペーシングは書込み素子と磁気記録層との間の距

子（ヘッド素子）の上部に設けたヒータに通電し，素子近

離のことをいい，これを狭めることで，書込み素子がいっ

傍のスライダー材料を熱膨張により突出（protrusion）さ

そう磁気記録層に近づいて書込み磁束が絞り込まれ，信号

せることで，書込み素子をいっそうディスク表面に接近さ

磁気ヘッド

ヘッドスライダー
ヒータ
書込み素子
スライダー保護膜

ヘッド浮上高さ
ヒータによる突出
（Protrusion）

表面粗さ
ディスク

磁気スペーシング

潤滑層
保護層
磁気記録層

図

磁気ヘッドとディスク断面模式図
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図

ヒータを用いたヘッド浮上高さの低減

ヒータに通電し
てスライダーを
熱膨張させ，
ヘッド浮上高さ
を低減

垂直磁気記録媒体の HDI 関連技術
⑴

せる技術が近年用いられるようになった。これにより，ス

を開発し，安定化層の薄膜化に成功した。このプロセスは，

ライダー表面とディスク表面の間隙は 1 〜 2 nm で制御さ

ヘッド浮上性などの安定化層の機能を維持しつつ，その膜

。このとき膨張したスライダー表面がディ
れている（図 ）

厚をほぼゼロにするものである。さらに，2010 年度以降

スク表面に接触（タッチダウン）するまでに要するヒータ

は高密度層の薄膜化を進めてきた。高密度層を下層（磁気

電力をタッチダウンパワー（TD パワー）といい，スライ

記録層側）と上層（安定化層側）とに分けて詳細に検討し

ダー表面とディスク表面の間隙を表すパラメータとして用

たところ，下層は磁気記録層の被覆性に，上層は潤滑層と

いられる。この TD パワーが大きいほど，書込み素子を

の密着性に大きく影響していることが分かった。また，磁

ディスク表面に近づけることができることになる。ディス

気記録層の被覆性は耐食性に強く影響しており，潤滑層と

ク表面には，突起がない平滑な面であることと，スライ

の密着性は耐久性だけではなく，ヒータを用いてスライ

ダー表面との相互作用を減らすために表面エネルギーが小

ダーを突出させた際のヘッド浮上性にも影響していること

さいことが求められる。

が分かった。
まず，磁気記録層の被覆性に着目し，高密度層下層の成
膜条件を種々検討したところ，被覆性を改善できる条件

保護層技術

を見いだした。耐食性の評価結果を図
.

に示す。希硝酸を

ディスクの表面に滴下し，磁気記録層などから溶出する

保護層の目的と課題

保 護 層 は 硬 質 で 表 面 平 滑 性 に 優 れ た DLC（Diamond

Co の 量 を ICP-MS（Inductively Coupled Plasma-Mass

Like Carbon）膜から成り，磁気記録層の上にプラズマ

Spectrometry）で評価したもので，Co 溶出量が少ない方

CVD（Chemical Vapor Deposition）法により形成してい

が良好である。新規条件は，安定化層を薄膜化しただけの

る。

従来条件に比べ，耐食性が向上している。
次に，潤滑層との密着性に着目し，高密度層上層の成膜

と（耐食性）と，磁気ヘッドの接触による摩耗から防ぐこ

条件を種々検討したところ，密着性を改善できる条件を見

と（耐久性）である。さらには，磁気ヘッドを安定的に浮

いだした。耐久性の評価結果を図

上させること（ヘッド浮上性）も求められている。

雰囲気下で磁気ヘッドをディスクの表面で摺動（しゅうど

このように，保護層の役割は重要であるにもかかわらず，
保護層自体は磁気スペーシングの一部となっているため，

に示す。これは，減圧

う）させ，保護層が破たんするまでの摺動パス回数を AE
（Acoustic Emission）の変化から評価したもので，摺動パ

記録密度を向上させるためには，保護層をできるだけ薄膜
良

化する必要がある。ただし，そのまま薄膜化しただけで
は，前述の耐食性，耐久性，ヘッド浮上性といった HDI
信頼性を保てなくなってしまうため，薄膜化してもこれら
新規条件
摺動パス回数

の HDI 信頼性を保つことのできる保護層を開発すること
が課題である。

.

保護層の開発状況

従来条件

富士電機は，保護層の構造として，高密度層と安定化層
の 2 層構造を採用している。磁気記録層のすぐ上に高密度
層を，その上に安定化層を形成している。高密度層は，主

保護層膜厚

に耐食性，耐久性を担い，安定化層は，主にヘッド浮上性
図

耐久性の改善結果

良

を担っている。富士電機では，2010 年度に新規プロセス

従来条件

良

Co 溶出量

TD パワー

新規条件

従来条件

保護層膜厚

図

耐食性の改善結果

図

新規条件

ヘッド浮上性の改善結果
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ス回数が多い方が良好である。新規条件は，安定化層を薄

ヘッドがディスクにタッチダウンするまでのヒータによる

膜化しただけの従来条件に比べ，耐久性が向上している。

磁気ヘッドの突出量の関係を示す。潤滑層が薄くなると

さらに，ヘッド浮上性の評価結果を図

に示す。これは，

ヘッド素子部がディスク表面に接触するのに要する TD パ

磁気ヘッドをディスクの上に浮上させた状態からヒータパ

ワーは大きくなり，スライダーの突出量が増加し，ヘッド

ワーを徐々に増加させていき，ヘッド素子部が磁気記録媒

素子部をディスク表面により近づけることができる。

体の表面に接触するポイントを TD パワーとして評価した

さらに，潤滑材料分子のディスク表面での配向形態も，

もので，TD パワーが大きい方が，ヘッド浮上性は良好で

磁気ヘッドの低浮上化に効果があると考えられる。これに

あると判断する。新規条件は，安定化層を薄膜化しただけ

は潤滑材料の分子構造，分子量分布，さらに保護層と潤滑

の従来条件に比べ，ヘッド浮上性が向上している。

層の結合性が影響すると推察される。図

に異なる分子

上述の結果により，高密度層の薄膜化と実効的なヘッド

構造を持つ 2 種類の潤滑層について，磁気ヘッドがディス

浮上量の低減を両立させることが可能となった。このよう

クにタッチダウンするまでの突出量の比較を示す。二つの

にして，HDI 信頼性を損ねることなく磁気スペーシング

潤滑材料の分子量はほぼ同じであり，保護層へ強く付着

を低減させることに成功した。

した潤滑材料の膜厚を 0.9 nm にそろえている。どちらも
PFPE 材料であるが，潤滑材料 A は−
（C F O）
（CF O）
n −
m
を，潤滑材料 B は−
（C F O）
n−の繰返し構造を持つ。潤

潤滑層技術

滑材料 B のほうが突出量が多く，より磁気ヘッドをディ
.

スク表面へ近づけることができる。これは，潤滑材料 A

潤滑層とその課題

の分子が二つの構造単位から成るために，B に比べていわ

ディスクの接触に備えて保護層表面の摩耗を抑えるととも

ゆるランダムコイル状にディスク表面に配向しやすく，分

に，湿度や腐食性ガスなどに対する耐久性を高めている。

子レベルの凹凸をより形成しているものと考えられる。

この液体潤滑層には，従来，直鎖のパーフロロポリエー

ディスク表面上の潤滑材料の配向形態は，潤滑材料の分

テル（PFPE）系の材料が用いられている。これは，その

子量によっても変わると考えられる。長い分子，短い分子，

耐熱性，低摩擦特性，さらに化学的安定性をバランス良く

さらにそれらが混合された状態とでは，ディスク表面上の

兼ね備えた材料であることによる。また，分子の末端には，

分子の並び方が違うと予想されるからである。この分子量

潤滑材料と保護層のカーボン表面との密着性を高める官能

分布の違いが浮上性に与える効果については， 章で述べ

基を付与している。

る。

上述のように，磁気ヘッドとディスクの磁気スペーシン
グの低減のため，保護層の薄膜化が進められており，その

.

薄膜潤滑層での耐久性の向上

ため潤滑層による摩耗耐久性の維持・向上が重要である。

潤滑層に使われている PFPE 自身は低摩擦材料である

一方で潤滑層自身の厚さも，磁気スペーシングの要素とし

が，1 nm 程度の薄膜になるとその摺動耐久性は厚膜の場

て無視できなくなっている。これらのことから，潤滑層の

合に比べて低下してくる。そこで富士電機では，さらに別

開発の課題としては，浮上性の改善および薄膜潤滑層での

の潤滑材料を添加して摺動耐久性を補うことを検討してき

耐久性の向上を重点に開発を行っている。

た。現在，この添加剤として，耐摩耗性，耐熱性を兼ね備
えた材料であるシクロホスファゼン構造を持ち，さらに主

.

潤滑層による浮上性の改善

成分の潤滑材料との親和性を持たせるために PFPE 構造

磁気ヘッドに埋め込まれたヒータによる熱膨張を使い，
ヘッド素子部をディスク表面に極力接近させるには，潤
滑層を薄くする必要がある。図

に，潤滑層の厚さと磁気

を付与したものを選定している。図

に，添加剤の有無の

効果を示す。ヒータで熱膨張させてディスク表面に接触さ
せた状態でシーク動作を繰り返したときのヘッド摩耗量は，

突出量

大

大

平均

突出量

磁気記録媒体

保護層の表面に設けられた液体潤滑層は，磁気ヘッドと

潤滑層膜厚

図

潤滑層の厚さとスライダーの突出量
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潤滑材料 A

厚

図

潤滑材料と磁気ヘッドの突出量

潤滑材料 B

平均

POD パスサイクル

大
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（a）潤滑材料 A

添加剤なし

添加剤あり

（a）POD パスサイクル

モーグル

大

平均

ヘッド摩耗量

（b）潤滑材料 B

図

添加剤あり

（b）ヘッド摩耗量

.

潤滑層のモーグル評価

ヒータを用いた浮上高さ制御技術の採用によるヘッド浮
図

添加剤と摩耗特性の関係

上量の低減に伴い，磁気ヘッド−ディスク間の相互作用は，
無視できないレベルとなってきている。ディスク上のある
半径位置にて磁気ヘッドを一定時間浮上させた後，ディス

添加剤を加えることで低減した。また，ディスクの耐摩耗

ク表面を OSA（Optical Surface Analyzer）と呼ばれる光

性を表す Pin-On-Disk 摩耗試験（POD）の摺動パスサイ

学式測定器にて測定すると，ディスク表面に生じた潤滑層

クルは添加剤を加えると増加し，耐久性の向上がみられた。

の厚さの分布を可視化できる。磁気ヘッド−ディスク間の

上述のように，磁気スページングは，潤滑材料の分子構

相互作用が強いと，ディスク表面の潤滑層に“モーグル”

⑵

⑶

造とサイズが影響する領域になっている。今後も潤滑層の

と呼ばれる痕跡を残す。本技術は，このモーグルの発生有

材料検討を継続し，薄膜で，かつ耐久性に優れた材料の開

無に着目することにより，ディスク表面の安定性を評価す

発を推進していく。

る手法である。
図

に，潤滑材料を変更した場合のモーグル評価結果

HDI（Head Disk Interface） 評 価・ 浮 上 性

を示す。潤滑材料 A においては，磁気ヘッドの浮上によ

評価技術

る痕跡は確認できないが，潤滑材料 B においては痕跡が
確認できる。この場合，潤滑材料 B は A に比べて，磁気

記録密度の向上に伴い，ヘッド浮上量は低減を続けてお
り，スライダー表面とディスク表面の間隙は

〜

nm

ヘッドによる相互作用の影響を受けやすく磁気ヘッドの浮
上が不安定になりやすいと判断できる。

まで低減している。
一方で，ヘッド浮上高さが低減したことで，磁気ヘッド

.

クリアランススタビリティー評価

−ディスク間に強い相互作用が働くことは避けられない。

磁気ヘッド−ディスク間の相互作用の強さを表す指標と

ここでいう相互作用とは，磁気ヘッド−スライダー間の直

して，磁気ヘッド表面への潤滑層の付着現象が挙げられる。

接接触によるものと，非接触の場合の両面間に働く分子間

クリアランススタビリティー評価は，潤滑層の磁気ヘッド

力によるものとがある。そのため磁気ヘッド−ディスク間

への付着現象が引き起こす TD パワーの変化に着目したも

の相互作用に対して，長期間安定したヘッド浮上状態を維

のである。

⑷

持する設計が必要である。これを実現するために，信頼性

まず，初期の磁気ヘッドの浮上状態を確認するために

評価として，極低浮上量に対応した評価方法の開発が求め

TD パワー測定を実施する。次いで，ヘッドシーク動作で

られている。本章では，富士電機がヘッド浮上量の低減に

潤滑材料を付着させ，その後，再び TD パワー測定を実

伴い採用した浮上性評価技術について述べる。

施する。評価は，最初と最後の TD パワーの差異Δ TDP
に基づいて行い，このΔ TDP が小さいほどヘッド浮上安
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添加剤なし

モーグル評価結果
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定性が良いと判断する。図 0 に，潤滑材料を変更した場

を示す。条件 A と比較して膜厚を 10 % 低減させた条件 B

合のクリアランススタビリティー評価結果の例を示す。こ

では，ヘッド摩耗量が 30 % 程度増加しており，潤滑層膜

こで，潤滑材料 C と D を構成する材料の平均分子量は同

厚のデザインは，ヘッド摩耗量の抑制において重要である

じであるが，分子量の分散は C のほうが大きい。図から，

ことを示している。

分子量分布が狭い方が，ヘッド浮上が安定しやすいことが
分かる。
.

あとがき

ヘッドバニッシュ評価

磁気ヘッドとディスクのインタフェース（HDI）の制御

磁気スペーシングの低減により，磁気ヘッドがディスク

は，ハードディスクドライブ（HDD）の記録容量の増加

へ間欠的に接触する現象が発生しやすくなっている。この

と信頼性の確保に欠かせないものになっている。今後も磁

ため，両者に接触が発生したとしても，磁気ヘッドに摩耗

気スペーシングの低減に向けて，信頼性の高い保護層と潤

ダメージを生じさせないディスク表面のデザインであるこ

滑層の検討と，オングストローム領域での HDI 現象を把

とが求められている。ヘッドバニッシュ評価は，磁気ヘッ

握して理解する評価技術の確立を強力に推進していく所存

ドに埋め込まれたヒータに通常より高いパワーを与え熱膨

である。

張させて，連続的に磁気ヘッドがディスクと接触する状況
を作り出し，長時間摺動させた後，磁気ヘッドに生じた
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磁気記録媒体の HDI 開発に従事。現在，マレーシ
ア富士電機社媒体統括部開発部。
条件 A

図

德久

磁気記録媒体の HDI 開発に従事。現在，マレーシ

ヘッドバニッシュによる摩耗量

磁気記録媒体

部の摩耗が進展した場合，再度，接触状態を得るには，当

条件 B
（膜厚 10％減）

潤滑層膜厚とヘッドバニッシュによる摩耗量
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熱アシスト磁気記録媒体関連技術
Thermal-Assisted Magnetic Recording Media Technologies
内田

真治 UCHIDA Shinji

稲葉

祐樹 INABA Yuki

剛 YOSHIZAWA Tsuyoshi

由沢

熱アシスト磁気記録用媒体において，媒体設計技術，材料技術および評価技術を開発している。媒体設計において，新た
にシミュレーションによる熱拡散設計手法を確立した。これにより，効率よく加熱および冷却するための媒体層構成の設計
が可能になった。設計した媒体層構成における熱伝導の優位性を実際の媒体で確認し，設計手法の妥当性を実証した。また，
材料開発においては，高い異方性定数の材料を開発すると共に，熱アシスト磁気記録時の数ナノ秒での残留保磁力を正確に
見積もる評価システムを確立した。
We are developing media-design technology, material technology and evaluation technology for thermal-assisted magnetic recording
media. In media design, we have established new methods of thermal diﬀusion design through simulations. These have enabled us to design
a medium-layer structure for eﬃcient heating and cooling. We veriﬁed the validity of our planned method by conﬁrming the heat-conducting
superiority of the planned medium-layer structure using the actual medium. Also, in our development of materials, we have created high anisotropy constant materials and have also established an evaluation system that can estimate remanent coercivity of thermal-assisted magnetic
recording media over a few nanoseconds.

トリレンマと呼ばれている。このトリレンマからいかに
全世界で情報量は増加し続けているが，情報蓄積に必要

脱却するかが，高密度化における大きな課題となってい

なエネルギー量に対しては，増加を抑制することで，持続

る。そのための一つの手法として，熱アシスト磁気記録方

可能な社会に貢献することが求められている。富士電機は，

式（TAMR：Thermally-Assisted Magnetic Recording）

磁気記録媒体の高記録密度化により，これに応えてきた。

がある。熱アシスト磁気記録方式は，信号記録の際に磁気

現行の垂直磁気記録方式は密度向上の限界に近づいている

と熱とを併用することで，記録の容易性を改善する方式で

ため，新しい記録方式とそれに用いる磁気記録媒体を早急

ある。

に確立することで，密度向上のトレンドを伸長し，引き続

図

⑴，⑵

に，この方式の概念図を示す。記録を担う磁性層の

保磁力 Hc は，温度によって可逆的に変化する性質を持っ

き社会の要請に応える必要がある。
本稿では，新しい記録方式による熱アシスト磁気記録媒

ており，この性質を利用して，記録の保存を行う。室温状
態では高い Hc 状態にすることで記録された信号の安定性

体の関連技術について述べる。

を保証し，記録を行う際は高温に加熱することで磁性層の
Hc を低下させ，書込みの容易性を確保する仕組みである。

熱アシスト磁気記録方式の必要性

図

に，この方式の構成例を示す。これまでのような，

高記録密度化には，
“熱安定性”
“記録容易性”
“高記録

磁界のみでの記録と異なり，磁気ヘッドには熱を発生する

密度化”の 3 要素を同時に満足させる必要がある。しか

機構が組み込まれる。磁気記録媒体側は新規に熱に対応し
た媒体設計が求められる。このため，富士電機ではシミュ

媒体磁性層の保磁力 H c

レーションに基づいた熱設計を行うとともに，高記録密度
化に必要な材料およびその評価技術の開発を行っている。
保存
加熱
冷却

再生
素子

記録主磁極

ヘッド磁界

レーザ素子
加熱領域

磁気記録
媒体

記録

室温

図

熱アシスト磁気記録概念図

磁気ヘッド

温度 T

図

熱アシスト磁気記録方式の構成例
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し，この 3 要素は互いに相反する関係にあり，磁気記録の

まえがき

熱アシスト磁気記録媒体関連技術

面からの深さ，縦軸は周囲温度からの温度上昇Δ T を示し
ている。図から，ヒートバリア層の断熱効果により，磁気

開発状況

記録層を効率的に加熱することができていることがわかる。
.

さらに，ヒートシンク層がヒートバリア層からの余分な熱

媒体設計技術

富士電機は，熱伝導シミュレーションを用いた検討によ

を吸収することにより，ヒートバリア層より深い層では，

り，基板−磁気記録層間に熱伝導率の高い材料からなる

すみやかに冷却できている。この結果として，より少ない

ヒートシンク層を設けることで，媒体上の熱スポットを大

レーザパワーで，磁気記録層のみを記録温度付近まで加熱

幅に縮小できることと，熱スポットの極小化が記録直後の

する構成となっている。

⑶

熱揺らぎの抑制に有効なことを明らかにした。また，熱伝

図

は，現行の磁気記録媒体と，熱アシスト磁気記録媒

導シミュレーションにレーザ光の媒体内伝搬を組み入れ，

体に対する記録層中心から面内方向の温度分布を示してい

さらに媒体の磁化シミューション技術を組み合わせた検討

る。横軸は半径方向の相対位置，縦軸は周囲温度からの上

により，媒体内にヒートシンク層を設け，熱拡散を抑制す

昇温度を示している。ヒートバリア層とヒートシンク層を

ることで，1 Tbits/in2 の面記録密度に到達できることを示

設けた熱アシスト磁気記録媒体は，温度分布の面内方向の

した。

広がり方が少なくなり，加熱領域が局所化されることが確

1 Tbits/in2 以上の面記録密度を達成するためには，媒体
内の記録ビットを加熱する際，隣接ビットの情報を消去し

認できる。その結果，記録エッジ付近での温度勾配を高め
ることができた。

ないよう，さらなる熱の拡散を制御することが求められる。
つまり，磁気記録層の面内方向の温度勾配 dT/dx を大き

.

く取れる層設計が重要となる。

磁性材料技術

熱アシスト磁気記録向けの磁性材料として，現行の垂直
磁気記録媒体で用いられている CoPt に変わる高い磁気異

磁気記録媒体向けに開発中の層構成を示す。熱アシスト磁

方性（Ku）材料の実用化を目指している。富士電機が試

気記録媒体の層構成においては，記録の終了後に速やかに

作した熱アシスト向け高 Ku 磁性層の平面 TEM 像を図

磁気記録層の熱を逃がし，深さ方向への熱の流れを加速す

に示す。磁性粒の周囲を非磁性材料で覆い磁気的孤立性を

るためのヒートシンク層を形成する。記録時に磁気記録層

持たせた，現行の媒体と同様のグラニュラー形態が得られ

を効率的に加熱させるため，磁気記録層−ヒートシンク間
に，熱抵抗の大きい材料からなるヒートバリア層を設け，
600

温度勾配を向上させる。さらに，微小スポットで効率良く

記録層
500
上昇温度（K）

磁気記録層を加熱するため，磁気記録層の面内方向の熱抵
抗を深さ方向と比べて大きくすること，保護層における光
の反射率を小さく抑えて，磁気記録層での吸収効率を上げ
ることを開発中である。
これらの工夫を施した熱アシスト磁気記録媒体の熱伝導
シミュレーションによる温度プロファイルの例を，現行の
磁気記録媒体の層構成と比較して図 ，図

に示す。なお，

現行の磁気記録媒体

300
200

0

熱伝導シミュレーションにおいては，両者の書込み幅が同
じになるようにレーザ光の入力パワーを調整した。
図

熱アシスト磁気記録媒体

400

ヒートシンク層

100

熱バリア層
0

50

媒体表面

100

150

深さ方向位置（nm）

は，現行の磁気記録媒体の層構成と，ヒートバリ

ア層およびヒートシンク層を形成した開発中の熱アシスト

図

温度プロファイル（深さ方向）

磁気記録媒体の層構成における，レーザ直下の磁気記録媒
体の垂直方向の温度プロファイルである。横軸は，媒体表
600
500
保護層
磁気記録層

中間層

ヒートバリア層

裏打ち層

ヒートシンク層

ガラス基板

ガラス基板

深さ方向

保護層
磁気記録層

上昇温度（K）

磁気記録媒体

に，現行の非熱アシスト磁気記録媒体と熱アシスト

図

図
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磁気記録媒体
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（b）熱アシスト磁気記録媒体

熱アシスト磁気記録媒体の層構成

現行の磁気記録媒体

100

面内方向

（a）現行の磁気記録媒体

400
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図

温度プロファイル（面内方向）
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評価システムのデータ
記録時の推計
（573 K）
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高 K u 磁性層の平面 TEM 像

図
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⑶〜 ⑻

ている。
熱アシスト磁気記録向けの磁性材料の開発に必要な新規

図

保磁力の温度依存性

評価手法の開発にも取り組んでいる。媒体の書込み容易性
の指標である残留保磁力 Hr は，一般的に振動試料型磁力

磁場を印加せず，熱による消去のみを行っている。本手法

計（VSM：Vibrating Sample Magnetometer） な ど の シ

を用いて現行の磁気記録媒体と熱アシスト磁気記録媒体と

ステムを使用して秒単位で測定されている。これは，電磁

を測定し，比較評価した結果，後者は，現行の磁気記録媒

石を用いた磁界変化速度スケールでの評価であるため，測

体に比べて温度勾配が 2 倍以上向上した。
以上のように，ヒートバリア層とヒートシンク層を設け

ている。一方で実際の磁気ヘッドを用いた書込みは数ナ

た熱アシスト磁気記録媒体において，温度勾配が向上する

ノ秒という非常に短い時間でなされるため，熱擾乱の影響

結果が得られ，その有効性が検証できた。

は小さい。したがって，VSM などの電磁石を用いて測定
⑼

した Hr は，実ヘッド記録時よりかなり低くなる。この Hr

あとがき

低下は高温下で顕著となるので，熱アシスト磁気記録媒体
用の材料開発には，熱印加状態下において数ナノ秒の時間

熱アシスト磁気記録方式の実用化に向けた各種課題とそ

軸で磁場を印加した際の挙動を正確に把握することが重要

の開発状況を述べた。新たな設計技術，材料技術，評価技

である。

術を必要とするチャレンジングな分野だが，オープンイノ

富士電機は，東北大学島津教授の協力により，熱印加状

ベーションを活用し，切り開いていく所存である。

態下においてパルス磁場に対する磁化挙動を評価するシス
テムを開発した。本システムの評価結果を，磁界印加時間

本研究の一部は，国立大学法人東北大学島津教授との研
究連携の成果である。この場を借りて御礼申し上げる。

⑼

による磁化の緩和現象を表すシャーロックの式に入れ込む
ことで Hr の時間依存性および温度依存性を導出できる。
図

に導出結果の一例を示す。これまでに取得できて
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略語（本号で使った主な略語）
AE

Acoustic Emission

CGL

Charge Generation Layer

電荷発生層

CGM

Charge Generation Material

電荷発生材料

CTL

Charge Transport Layer

電荷輸送層

CTM

Charge Transport Material

電荷輸送材料

CVD

Chemical Vapor Deposition

化学蒸着

DLC

Diamond Like Carbon

ECC

Exchange-Coupled Composite

EFM

Electrostatic Force Microscope

ETM

Electron Transport Material

電子輸送材料

HDD

Hard Disk Drive

ハードディスクドライブ

HDI

Head Disk Interface

HTM

Hole Transport Material

ICP-MS

Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry

静電気力顕微鏡

正孔輸送材料

LED

Light Emitting Diode

発光ダイオード

MASPP

Micro Area Surface Potential Probe

微小面積表面電位測定プローブ

OPC

Organic Photoconductor

有機感光体

OSA

Optical Surface Analyzer

POD

Pin on Disk

SCAF

Series-Connection through Apertureformed on Film Substrate

SEM

Scanning Electron Microscope

走査型電子顕微鏡

Signal to Noise Ratio

信号対雑音比

SSD

Solid State Drive

半導体ドライブ

SWR

Shingled-Write Recording

瓦書き記録方式

TAMR

Thermally-Assisted Magnetic Recording

熱アシスト磁気記録方式

TDMR

Two Dimensional Magnetic Recording

二次元磁気記録

TEM

Transmission Electron Microscope

透過型電子顕微鏡

Magneto-Resistance

Eﬀect

略語

SNR

トンネル磁気抵抗効果

TMR

Tunnel

UCL

Under Coat Layer

下引き層

VSM

Vibrating Sample Magnetometer

振動試料型磁力計
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新製品・新技術紹介
食品放射能検査システム「NMU2」
食品に含まれる放射性物質に社会的な関心が高まる中，
厚生労働省が定める食品中の放射性セシウムスクリーニン
グ法に対応し，米袋を非破壊で高速・高精度で測定できる
食品放射能検査システム「NMU2」を開発しました。
特

長

⑴

放射性セシウムの基準値以下を高速判定
30 kg 米袋の場合，最速で約 10秒/袋の測定が可能です。

⑵

簡単な操作で確実な測定
本体のタッチパネルから簡単に操作でき，専門的な知識

がなくても確実に測定できます。
⑶

食材を非破壊で測定可能

ダンボール箱や袋のままで計測することが可能です。対
象食材を刻んだり，容器に詰める手間も必要ありません。
⑷

NMU2

主な仕様
測定対象核種

柔軟な拡張性を実現（オプション）

周辺機器と LAN で接続でき，測定データのトレーサビ

測定下限値

リティシステムにも対応が可能です。
処理能力（米30 kg袋）

新製品・新技術紹介
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放射性セシウム（Cs-134，Cs-137）
25 Bq/kg（測定時間：自動設定の場合）
測定時間は周辺バックグラウンド・測定物の
寸法・質量により装置が自動計算
約250袋/時間（BG：0.1 µSv/h時）

主要事業内容
電力・社会インフラ

パワエレ機器

世界トップクラスの地熱発電設備や高い技術力を誇る火力発電設備

パワー半導体技術，回路技術，制御技術を融合させたパワエレ機器

などを通じて，安全で安定したエネルギー供給を環境に配慮しなが

で CO2 排出量削減やエネルギーの高効率化を実現し，社会に貢献し

らグローバルに展開しています。

ていきます。

地熱発電

ドライブ

タービン発電機，地熱発電プラント，バイナリー発電プラント

汎用インバータ，サーボシステム，モータ/モータ応用製品，同期

火力発電

モータシステム，車載用 IGBT

蒸気タービン・発電機，ガスタービン・コンバインドサイクル

パワーサプライ

発電システム

サーバ用電源，ミニ UPS

燃料電池 燃料電池
水力発電 水車・発電機，受配電設備
高温ガス炉
原子力

器具
電磁開閉器（マグネットスイッチ）
，配線用遮断器（ブレーカ）
，
安全機器

電力・社会インフラ

電子デバイス

電力安定化，エネルギー最適運用などのキーテクノロジーをベース

エネルギー・環境分野をはじめ，自動車，情報機器，産業機器など

に，マイクログリッドやスマートグリッドなどの実現をめざしてい

の進化に貢献するパワー半導体，印刷の高精度化に貢献する感光体，

ます。

フィルム型の太陽電池セル，情報機器の記録媒体として活躍するディ
スク媒体を提供しています。

エネルギーマネジメント
エネルギー総合監視システム（グリッド監視・制御システム）
，

半導体

電力量計，特別高圧受変電設備

IGBT モジュール，パワー IC，パワー MOSFET，車載用 IGBT，

放射線機器 放射線計測器，放射線計測システム
輸送システム

感光体，太陽光セルモジュール

ディスク媒体
磁気記録媒体

新幹線のぞみ N700 系用主変換装置，駆動モータ，鉄道用変電
システム，リニアドア，トンネル換気システム・高速道路遠方監
視制御システム，急速充電器

食品流通
食品流通分野における循環社会の実現を目指して，食の産地から消
費者までのトータルソリューションを提供しています。

産業インフラ
電動力応用技術，計測技術，パワーエレクトロニクス技術を駆使して，

自動販売機・通貨機器

さまざまな産業分野のお客様に，省エネに貢献する最適なソリュー

ヒートポンプ式自動販売機，自動釣銭機

ションサービスを提供しています。

店舗流通
冷凍・冷蔵ショーケース，ユニット組立型店舗システム

産業プラント
プ ラ ン ト 用 イ ン バ ー タ， 同 期 モ ー タ シ ス テ ム， 制 御 シ ス テ ム
，製造実行システム，ガス分析機器
（MICREX-NX）

ファシリティ
電気炉設備，大容量整流設備，工業電熱，クリーンルームシステム，
無停電電源装置，パワーコンディショナ
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感光体・太陽電池・磁気記録媒体

感光体

プリンタ，複写機などの情報出力装置はネットワーク化が急速

に進み，小型化や省エネルギー化が強く求められています。それらの心
臓部品である感光体では長寿命化や廃棄トナーの削減に向けた高機能化
が重要です。富士電機は，感光体メーカーとして情報出力装置市場の発
展に寄与してきました。プリンタ用有機感光体，複写機用有機感光体に
ついて高感度化，高解像度化，高耐久化の技術を中心に，感光体評価技
術や有機材料開発技術を紹介します。
太陽電池

太陽電池市場は，急速な拡大が続く一方で，供給は過剰傾向

にあり低価格化が進んでいます。富士電機では，プラスチックフィルム
材料を基板に用いたアモルファス太陽電池で，軽い，曲がるといった特
色ある製品を開発し市場を開拓してきました。新たな展開として，フィ

エネルギー技術で、
社会の明日に応えます。

ルム基板太陽電池を機能材料と一体化した機能付加発電分野，ならび
に可搬電源や民生用途などの低電圧分野といった新市場の開拓を進めて
います。これらの新たな取組みを含め，太陽電池セルとその応用技術，
フィルム基板太陽電池モジュールとその応用事例を紹介します。
磁気記録媒体

ハードディスクドライブ（HDD）の記憶容量は，年率

40 % 以上の割合で増大しています。さらに，データセンター用の需要
が拡大し，年率 8 % を超える市場成長が予測されています。富士電機は，
最新の磁気記録媒体をいち早く開発・量産することで大容量化に貢献し
てきました。この大容量化を支える，最新の 2.5 インチディスク 1 枚当
たり 500 GB の高性能化技術，ならびに同 1 TB の大容量媒体を実現し
うる次世代技術である，瓦書き記録方式や熱アシスト磁気記録方式用媒
表紙写真

体について，その技術動向と開発状況を紹介します。

感光体製品・フィルム基板太陽電池セル・磁気記
録媒体

クリーンエネルギーを生む「創エネ」、消費の無駄を抑える「省エネ」、
その両輪を活かす「エネルギーマネジメント」。
富士電機は、電気を自在に操る独自のテクノロジーで、
持続可能な社会に貢献していきます。
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