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磁気記録媒体
　ハードディスク装置（HDD）は，大容量・高ビットコ

ストパフォーマンスを武器に市場拡大を続け，その出荷台
数は年率 15%を超える勢いで伸びている。

　記録方式では，高記録密度化に限界の見えてきた長手記
録方式に替わり，一層の記録密度の向上が可能な垂直記
録方式 HDDが，2005年末に初めて商品化された。2007
年には 3.5インチ HDDで 1枚 334ギガバイト（GB）が

達成され，磁気記録媒体（以下，媒体という）3枚で 1テ
ラバイト（TB）に達する HDDが登場した。それにより，

従来のパソコン向け外部記録装置としての用途からコン

シューマー向けのデジタル家電としての用途が急速に拡大
しつつある。

　3.5インチ HDDでは，1TBの HDDレコーダでハイビ

ジョン映像が 100時間録画可能であるが，市場ニーズとし

てはさらなる大容量化が望まれている。2.5インチHDDは，

大容量化によるモバイル性の向上や省スペース化の観点か

ら，ノートパソコン市場やディスプレイ一体型デスクトッ

プで市場が拡大しつつあり，2007年は，対前年で約 130%
の伸びを示した。1.8インチ HDDでは携帯音楽プレーヤ，

カムコーダ，車載用などへの応用が拡大している。

　富士電機は，いち早く垂直記録方式の媒体開発に取り組
み，2006年に第 1世代の 2層磁性層で 2.5インチガラス媒
体 1枚 80GBの製品を市場展開し，2007年にはさらに記
録密度を高めた 3層磁性層を開発し，2.5インチガラス媒
体 1枚 160GBの製品展開を実現した。

　さらなる高記録密度化のため，次世代技術の ECC
（Exchange Coupled Composite）媒体や，DTM（Discrete 
Track Media）などのパターン媒体，熱アシスト媒体など

の開発にも積極的に取り組んでいる。また，3層磁性層は

次世代の垂直媒体である ECC媒体の先駆けとなる層構成
であり，2008年から 2.5インチガラス媒体 1枚 250GBの

製品を展開する予定である。

　今後も，市場や業界の動向を的確にキャッチし，先行し

てこれらの技術開発に取り組み，業界での地位を不動のも

のにする所存である。

感光体
　情報通信技術は近年ますます高度化し，さまざまな

機器がネットワークでつながる NGN（Next Generation 
Network）が展開されようとしている。これに伴いネット

ワークと連動したオフィスや家庭環境も変化し，情報の入
出力装置，例えば携帯電話，デジタルカメラ，レーザプ

リンタ，デジタル複写機などにより，画像情報をインター

ネットを介して配信することが急速に広がっている。この

ような情報化社会の発展に伴い，画像情報機器にとっては，

訴求力の高いカラー情報を安く提供し，快適なオフィス環
境を支えることがますます重要になってきている。

　富士電機ではこうした市場要求に対し的確に応えるため，

主にプリンタ，デジタル複写機用感光体として数々の技術
や製品をマーケットに送り出している。特に最近の感光体
に対する要求品質としては，コピーコストの低減に寄与す

るトナー消費量の低減やカラートナー転写耐性の向上，そ

して環境に対応したオゾン発生の少ない正帯電型感光体の

高速化・高画質化が求められている。2007年はこうした

市場要求に対応した有機感光体として，①カラープリンタ

用新型感光体，②低トナー消費量型感光体，③環境特性安
定型正帯電感光体をそれぞれ開発完了し，市場へ展開した。

　今後の感光体を考えた場合，高耐久性と高解像度化はプ

リンタ，ファクシミリそして複写機のどれをとっても重
要な特性である。富士電機は業界ではじめて感光体そのも

のの解像度を評価する解析装置を完成させ，日本画像学会
にも発表し，高解像度感光体を開発してきた。また，2007
年にはトナーと感光体の付着メカニズムを解析し，秋の学
会に報告してきた。今後は解像度を 1,200 dpiから 2,400 dpi，
4,800 dpiに引き上げる超高解像度感光体や軽印刷用高耐
久感光体に対して，富士電機の強みであるコンピュータ分
子設計技術を活用し，新製品を生み出していく。

　感光体の性能向上とともに富士電機では生産拠点を中国
へ集約し，素管加工から検査・梱包（こんぽう）までの一
貫生産ラインを構築し，全世界の顧客にタイムリーに製品
を展開している。今後とも顧客が求める要求機能を大切に

し，魅力ある製品を開発していく所存である。
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　アルミ垂直磁気記録媒体

20nm

　高信頼性垂直磁気記録媒体

　アルミ垂直磁気記録媒体用基板

図１　アルミ垂直磁気記録媒体の磁性粒径

サスペンション

スライダ

ヒータ

リード・
ライト素子潤滑剤分子

（ヒータオンのとき）
4nm

ディスク

図2　FODヘッドの模式図

（a）アルミポリッシュ基板の表面欠陥（スクラッチ欠陥）

（b）アルミポリッシュ基板の表面欠陥量（パーティクル欠陥）

長手磁気記録媒体用基板 垂直磁気記録媒体用基板

長手磁気記録媒体用基板 垂直磁気記録媒体用基板

図3　アルミポリッシュ基板の表面欠陥

　富士電機では，業界に先駆けガラス基板を用いた垂直
磁気記録媒体を 2006年度から量産している。2007年度は，

デスクトップパソコンに加え，特に HDDレコーダを代表
とする高記録容量に対応するため，アルミ垂直磁気記録
媒体で 334ギガバイト（GB）/枚という業界最高記録容
量の量産化を開始した。HDDとしては 3枚で 1テラバイ

ト（TB）となっている。達成にあたっては，垂直磁気記
録媒体専用テクスチャによるアルミ基板の表面欠陥の低減
と表面粗さの緻密（ちみつ）なコントロールを行った。ま

た，垂直磁気記録層には積層中間層技術，3層磁性層技術
を用いて，垂直方向の成長を促進し，かつ成長分散を制御
し，さらに低ノイズ化を実現するため磁性粒の微細化を実
現した。独自の保護膜技術と潤滑剤技術を組み合わせ，高
い信頼性を確保している。

　垂直磁気記録媒体は，量産開始から 1年半ほど経過し，

記録密度は年率 50%以上で伸びている。記録密度は磁性
層の特性向上とヘッド低浮上化で達成されているが，デー

タの長期信頼性にかかわる耐食性・浮上特性・耐久性など

の信頼性技術も一層重要性が増している。

　低浮上化に対して，ヘッドでは FOD（Flying on De-
mand）技術（図参照）が採用され，ヘッドと媒体の距離は，

数 nmと潤滑剤の分子サイズの領域まで近づいた。このよ

うな超低浮上に対する安定性や耐久性を確保するため，媒
体には一層の表面平滑性や良好な潤滑性が要求される。富
士電機では独自の垂直テクスチャ技術により表面微小欠陥
の除去と超平滑表面を両立させ，新規洗剤の開発や洗浄プ

ロセスの最適化を図り高耐食性を実現し，高い信頼性の垂
直磁気記録媒体を提供している。

　長手磁気記録方式から垂直磁気記録方式への世代交代の

中でアルミ基板における技術課題は，磁気ヘッドが 10 nm
以下の超低浮上走行でも安定した記録・再生ができるよう，

数 nmオーダーの表面欠陥と付着パーティクルの低減を図
ることにある。ポリッシュ洗浄プロセスの高度化開発に注
力し ,ポリッシュ砥粒および洗浄残渣（ざんさ）の徹底し

た除去を目的とした，新洗浄方式の開発および新規洗浄剤
の開発に取り組み，大幅な表面欠陥とパーティクルの低減
を達成し，垂直磁気記録媒体用アルミ基板としての開発目
標をクリアした。今後は，次世代垂直磁気記録媒体用アル

ミ基板に求められる 0.1 nmオーダーの微小うねりと表面
粗さの制御や，一層の表面欠陥の低減に向け，新規ポリッ

シュ材料の開発も含めたポリッシュ技術の高度化に努めて

いく。

磁気記録媒体
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　ECC（Exchange-Coupled Composite）媒体

軟磁性層

交換結合
エネルギー制御層

硬磁性層

　DTM（Discrete Track Media）

　HDI（Head Disk Interface）技術

図4　ECC媒体の模式図
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図6　保護膜表面のESCA（X線光電子分光）による分析

　富士電機は，2006年 6月に第 1世代垂直磁気記録媒体
（記録密度：150Gbits/inch2）の量産を開始し，現在は第
2世代垂直磁気記録媒体（同：250Gbits/inch2）の量産を

行っている。第 2世代垂直磁気記録媒体では 400Gbits/ 
inch2レベルの高記録密度まで拡張可能な新規構造を採り

入れているが，さらなる高密度化を目指して，現在 ECC
媒体の研究開発を行っている。ECC媒体は，通常トレー

ドオフの関係にある“高密度化”“記録の長期安定性”“記
録容易性”を同時に満たすことが可能な技術として注目さ

れており，Tbits/inch2に迫る記録密度が実現可能と期待
されている。富士電機では，大学との共同研究による原理
検証を終え，量産装置を用いた初期サンプル試作の段階に

入っており，優れた特性が得られることを確認している。

　500Gbits/inch2を超える次世代磁気記録媒体の一つとし

て DTMの研究開発を進めている。DTMは，磁性層に幅
100 nm以下，深さ約 20 nmの溝を形成することでトラッ

クを分離した磁気記録媒体である。隣接トラック間の磁気
的干渉を低減して，トラック方向の記録密度を 30%以上
向上させることができる。微細な溝を形成するプロセスと

して，ナノインプリント技術，ドライエッチング技術を立
ち上げ，トラック間隔 60 nmの DTMを試作した。MFM
（磁気力顕微鏡）を用いて観察した結果，トラックが磁気
的に分離していることを確認できた。今後は，ディスク全
面での溝形成，ヘッド信号評価，信頼性評価を行うととも

に，量産化に向けたプロセス開発を進めていく予定である。

　富士電機では，垂直磁気記録媒体の急速な記録密度向上
に対応すべく，磁性層の開発と並行して，保護膜を中心に，

磁気ヘッドおよびドライブにマッチした HDI技術の開発
に注力してきた。特に，ヘッド磁界をより有効に磁性層に

印加させるために，保護膜の薄膜化に取り組み，記録密度
260Gbits/inch2の製品に適用した。現在，400Gbits/inch2

以上の高密度磁気記録媒体の実現に向けて，保護膜のさら

なる薄膜化を目指して材料・成膜技術の検討を進めている。

また，ナノスケールの分析技術を駆使し，図に例示した保
護膜表面状態の分析を通して，保護膜への結合性，被覆性
の高い潤滑剤の開発を進め，信頼性の向上を図っている。

磁気記録媒体
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　カラープリンタ用有機感光体

　低トナー消費量型有機感光体

　環境特性安定型正帯電有機感光体

図7　新規カラープリンタ用有機感光体製品　
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図8　耐刷特性（トナー消費量，黒濃度）と1ドットレベル特性
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図9　正帯電有機感光体の画像濃度環境特性

　カラープリンタ用有機感光体は，多種多様な紙への印刷
対応と高速化に伴い，その周辺プロセスからの負荷が大
きくなっている。特に負帯電型有機感光体の転写プロセス

では，帯電プロセスと逆極性の正電圧が印加される。モノ

クロ機と比較すると，その転写電圧は高く設定されるため，

転写履歴がノイズとして画像上に現れやすく，カラー機に

はより正極性の影響が少ない感光体が要求されている。富
士電機では，カラー機用として下引き層，電荷発生層，電
荷輸送層の各膜中に存在する電荷トラップサイト低減なら

びに各層への電荷注入性を改善し，膜内に存在する正電荷
を制御することで，正極性の影響を受けない負帯電型有機
感光体を開発した。今後はカラー機の高速・長寿命化へ対
応すべく，より高性能な有機感光体の開発に取り組む。

　進展著しいデジタル印刷分野においては，高画質化に加
え低コスト化の要求が強い。富士電機では，ランニングコ

ストの低下と高画質化を両立した低トナー消費量型有機感
光体を開発し，市場への展開を進めている。トナー消費量
を低減するためには，印刷用紙へのトナー搬送量を抑える

ことが有効であるが，印刷内容すべてに対しトナー搬送量
を抑制すると，高画質化に必要な 1ドットレベルの再現性
が損なわれるという弊害を持つ。そのため新たな材料開発
および層設計を行うことで，光放電曲線における最適な低
露光領域と高露光領域の露光後電位を確保した。また，塗
りつぶし画像領域の過剰トナー搬送の抑制，ならびに 1
ドットレベル画像領域のトナー搬送量確保とトナー散り低
減に成功した。これにより，低トナー消費量と高画質化と

いう相反する項目の両立を実現した。

　正帯電型電子写真プリンタは負帯電型に比較し，オゾン

発生量が少なく，高品質画像が得られるため，オフィス用
途を中心に需要が増加している。同時に市場からは，高速
化・小型化・高信頼性の要求が高まっており，画像品質を

担う正帯電有機感光体への要求はさらに厳しくなってきて

いる。特に高信頼性の点では，使用環境の変動に対しても

安定した画像が得られることが重要な課題である。

　富士電機では，環境変動に対して，画像濃度特性変動が

少ない有機感光体を製品化しているが，高量子効率電荷発
生材や高移動度電荷輸送材の開発により，さらに画像濃度
特性が安定した正帯電有機感光体の開発を実現した。

　今後も高速化・小型化の厳しい条件の中でも，さらに安
定した印字品質を提供する製品の開発を進めていく。

感光体




