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2008 年からの世界的金融不安とそれに伴う不況は，ハー

金融危機や地球温暖化の課題に対し，今後は新興国での

ドディスクドライブ（HDD）市場も直撃し，2008 年度下

経済的需要の拡大や環境配慮型のエネルギー効率の高い社

期はハードディスク媒体の需要もかつてないほど落ち込

会に移行すると考えられる。富士電機グループはパワーエ

みを見せた。しかし 2009 年 4 月以降ネットブックパソコ

レクトロニクスや制御技術，半導体技術などのコア技術を

ンの需要や Windows7 の発売などにより，市場は急速に

駆使して“エネルギー”と“環境”の分野へ事業集中を図

回復しつつある。HDD を含むメモリ市場については，フ

り，地球環境問題の解決に寄与する製品・技術の提供に力

ラッシュメモリを使った SSD（Solid State Drive）が小

を注いでいる。

型・低価格・低消費電力を武器に，モバイル家電の大部分

感光体が関係する電子写真のプリンタ，デジタル複写機

を占める結果となった。モバイル家電でデジタル化が進ん

などの市場においても環境対応型や低エネルギー型の電子

だ影響で，デジタルビデオカメラ，音楽ファイルなど一般

写真装置が上市されつつある。最近の感光体に対する要求

ユーザが大容量のファイルを扱う機会は着実に増加し，大

品質としては，低エネルギーレーザ光源用高画質感光体と

容量 HDD のニーズも増加している。

タンデムカラープリンタ用としてトナー消費量低減型感

このような環境下で，ハードディスク媒体に求められる

光体，そして環境に対応したオゾン発生の少ない正帯電型

ニーズは，高記録密度・信頼性に加え低価格という要求が

感光体の高感度化が求められている。また，最近は開発ス

強くなってきた。富士電機では 2.5 インチサイズに，アル

ピードの要求が高まり，顧客満足度を高めるよう研究開発

ミ基板を使った小径アルミディスク媒体を開発した。小径

の仕組みを変えている。特に要求特性から展開される物性

アルミディスク媒体は，記録容量はガラス媒体と同等とい

メカニズム解析を開発部門と新規解析が必要な研究部門と

う特徴から，外付け HDD 用媒体として急激に売上げを伸

に機能分担し，要因と対策を早期に見極め，開発スピード

ばしている。高記録密度・信頼性は，磁性層と保護膜・潤

を速めている。感光体の材料開発においても分子設計技術

滑膜の改善を実施した。磁性層に求められる，書き込みや

の高度化により，最先端技術であるコンピュータ分子設計

すさと，トラックにじみが少なく，低ノイズを満足させ

シミュレーション技術を確立し，有機感光体の性能や合成

るために，従来の 3 層から 4 層磁性層による ECC 構造を

時の化学反応などを検討して分子構造の決定を早めている。

開発した。保護膜は，CVD 単層保護膜を新規に開発した。

2009 年は市場要求に対応した感光体として，①低エネ

カーボン表面を窒化処理する新プロセスを導入することで，

ルギーレーザ光源用高画質感光体，②低トナー消費量型タ

高い耐久性と耐食性を維持しながら，保護膜膜厚を 20 %

ンデムカラー用感光体，③高感度正帯電型感光体をそれぞ

低減させた。磁気ヘッドの浮上量は，潤滑剤の分子にぶつ

れ開発完了し，市場へ展開した。

かる領域まで下がってきている。潤滑剤膜厚を薄くすると

今後の技術動向としては電子写真装置において最もエネ

ともに，潤滑剤分子をカーボン表面に密着させることで低

ルギーが消費されるトナー定着の低温度化，そして省ス

浮上化を実現した。

ペースに対応する超小型化や長寿命な電子写真装置など，

HDD は今後も記録容量とビットコストの優位性を維持

“エネルギー”と“環境”に対応するものである。

しながら，誰もが数テラバイト（TB）の個人データを持

将来技術の先取りとして低温定着用高潤滑型感光体およ

つ時代に移行しようとしている。それに適応した高記録密

び小径高機能型感光体そして高速機用高耐久型感光体に向

度のハードディスク媒体の開発を継続していく所存である。

け，さらなる材料開発と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，新製品創出に取り組んでいく所
存である。
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垂直磁気記録媒体用ガラス基板技術

現在，ガラス基板を用いた垂直磁気記録媒体は，2.5 イ

図₁

ガラス基板の表面プロファイルと欠陥個数

ンチサイズにおいて記録密度 250 ギガバイト（GB）
/枚を
中心に生産しており，さらに 320 GB/枚の生産が始まって
いる。継続的に高まる記録密度に対して，ガラス基板表
面にはさらなる平滑化と表面形状の最適化，および欠陥
気ヘッド浮上性などの性能に影響し，表面欠陥は品質に影
響を及ぼす。富士電機では表面形成技術，および洗浄技術
に対して，新たな材料の開発と製造プロセスの最適化に

1.5
欠陥数相対値

低減が求められている。平滑性と表面形状は磁性配向や磁

より超平滑化と欠陥低減を両立し，今後の 500 GB/枚の性
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能と品質を保証するガラス基板技術を確立した。この技術
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は 320 GB/枚の製品にも展開されている。今後も高記録密
度化の要求に対応して，さらなるガラス基板技術の向上を
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320 GB 用基板表面の AFM 像

図っていく。

2

HDI（Head Disk Interface）技術 ――超薄膜保護膜――

高記録密度を実現するためには，ヘッド素子と磁性層と

図₂

HDI 特性の開発課題

の距離である磁気スペーシングを小さくすること，磁気
ヘッドが媒体上を低い浮上量で安定して浮上することが必

ヘッド振動の抑制
（基板うねり）

要である。また，媒体の表面技術ではカーボン保護膜と潤
滑層との組合せを最適化することが重要である。これまで
以上に低磁気スペーシングが求められることから，富士電
機では薄膜カーボン保護膜および薄膜潤滑層の開発に取り
組んでいる。カーボン保護膜では，2.0 nm の超薄膜化を

ヘッド素子
ヘッドへの
潤滑剤の移着
保護膜表面
（保護膜 / 潤滑層）

実現している。また，潤滑層では新規高耐久性潤滑剤材料

磁気スペーシングの低減
（保護膜 / 潤滑層の薄膜化）

の適用を検討しており，潤滑層を薄膜にしても高い信頼
磁性層

性（浮上性および耐久性）を確保できるような研究開発を
行っている。今後は 1 Tbits/in2 に適用できるような表面
技術（保護膜および潤滑層）の開発に取り組んでいく。

3

磁気転写サーボ媒体

1 Tbits/in2 を超える磁気記録媒体用のサーボライト技術

図₃

磁気転写媒体の再生サーボ信号波形

として，磁気転写技術を開発している。磁気転写は，サー
ボ情報を軟磁性体にパターニングしたマスタと記録媒体を
一括記録する手法である。サーボ情報が記録された高付加

磁気転写された
サーボ情報
ヘッド
による
再生

価値記録媒体を顧客に提供することができる。数百 nm 以
下の微細なパターンを形成する技術と，それを磁気情報と
して正確に記録媒体に転写する技術が必要となる。富士電
機では，実際のヘッドによりサーボ信号を読取り可能な磁
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気転写媒体を試作した。今後は，進展する記録密度に対応
する微細化技術を進展させていく。

0.3

信号強度（a.u.）

密着させ，外部磁界を印加することによってサーボ情報を

ヘッド

媒体

−0.2

時間
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垂直媒体シミュレーション技術

ハードディスクドライブ（HDD）において年率 40 % 以

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.3, p.
（22）
.
図₄

TAMR の解析モデルと解析結果

上の記録密度向上を今後とも実現していくためには，搭載

再生素子

記録ヘッド

される垂直媒体の高性能化や新しい記録方式の適用が必須

主磁極

である。富士電機は最新のシミュレーション技術を駆使し

記録層

加熱領域

て，これらの先端磁気記録の早期開発を推進している。
例えば，媒体をレーザで加熱して高保磁力媒体への記録

裏打ち層
ディスク移動方向

を可能とする熱アシスト磁気記録（TAMR）方式の媒体

（a）解析モデル
クロストラック位置（nm）

開発においては，媒体内の微小領域での熱挙動を解析する
ために熱伝導シミュレーション技術を，また記録信号の詳
細な解析のためにマイクロマグネティックシミュレーショ
ン技術を確立した。その結果，1 Tbits/in2 の面記録密度達
成に必要な媒体仕様と加熱記録条件を導き出すことができ

ディスク移動方向

記録トラック
0

た。
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（b）解析結果（記録層の磁化パターン）

2 Tbits/in2 を狙う高 K u 材料

2015 年ごろの製品化を想定し，記録密度 2 Tbits/in2 級

図₅

磁気記録媒体に必要な，非常に高い異方性定数 Ku を持つ

L11 構造 Co-Pt 薄膜の模式図（左）と電子線回折像（右）
＜111＞

磁性材料の開発を行っている。記録ビットの微細化に伴い，
温度により記録磁化が不安定になる熱緩和現象が顕在化す
る。高 Ku 化はこれを抑制する技術である。富士電機は東
北大学と共同で，世界で初めてスパッタ法を用いて，L11
型の規則構造を持つ Co-Pt 合金薄膜の形成に成功した。
本材料はガラス基板上において 2×106 J/m3 の高い Ku

Ｌ11 輝点

が得られており，良好な結晶配向性を持ちかつ低温成膜可
能な点から，将来の高記録密度化に不可欠な材料であると
見込まれる。今後はさらなる低温成膜化およびグラニュ

Co

ラー構造化を進めていく予定である。

Pt

感光体
1

高画質有機感光体

電子写真プリンタは高速化，高画質化ならびに低価格化

図₆

が進んでおり，画像品質を担う感光体はさまざまな要求を

富士電機の感光体感度ラインアップ
100

受ける。特に，高速化に伴う露光光源側の制約から，低露
光量領域でも十分な感度を持つ感光体の要求が強くなって
富士電機では，低感度から高感度までほぼ全感度域に対
応できる負帯電型有機感光体をそろえているが，高感度域
と中感度域間のラインアップ充足と性能向上を目的に，中
感度域での高感度タイプ有機感光体を開発した。従来の中

保持率 V k5 (%)

いる。

95
高感度域

中感度域
高感度タイプ
（新規）
中感度域
中・低感度
タイプ
（従来）

90

低感度域
高感度
タイプ

低感度域

感度有機感光体よりも帯電性能が高い上，電荷輸送層との
組合せによって解像性が高く，さらに繰返し疲労に強い特
徴を持っている。今後もさらに高い画像品質を提供しうる
製品の開発に努める。
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タンデムカラー用有機感光体

デジタル印刷分野では，市場ニーズの多様化に合わせ，

図₇

帯電ローラへのトナー固着不具合

カラー機の伸長が著しく，電子写真方式機器においても同
様の傾向が見られる。最近のプロセス動向としては，印刷
速度に有利な感光体を 4 本使用するタンデムカラー方式が
主流になり，これに適した感光体の提供が求められている。
富士電機では，これらタンデムカラー方式対応型有機感
光体を開発している。市場への展開を進める上では，モノ

（a）従来品（帯電ローラおよび感光体へのトナー固着が顕著）

クロ用トナーに比べて外添材添加量が多いカラー用トナー
に対し，良好なマッチング特性を確保することが必須であ
る。また，4 本のドラムによる色バランスを維持すること
も要求される。そのため，新規材料の開発および組成の調
整を行い，トナーの付着性および膜の硬度を改善した。さ
らにトナーに起因する不具合を低減し，安定した画像品質

（b）改良品（帯電ローラおよび感光体へのトナー固着は改善）

を実現した。

3

高感度正帯電型有機感光体

電子写真プリンタは高機能化，小型化，低価格化が進み，

図₈

印字出力結果

その心臓部品である感光体への要求品質，コストは年々厳
しいものになっている。画像品質の優位性から需要を伸ば
している正帯電型電子写真プリンタ用感光体においては，
プロセス設計マージンの点から，高感度特性の実現が重要
な課題となっていた。
富士電機では高移動度電荷輸送材の開発，高量子効率電
荷発生材の開発および分散性の向上を図り，負帯電型感光
体とほぼ同等の高感度特性を示す正帯電型感光体の開発に
成功した。これにより，従来は負帯電型感光体に比べ，感
度領域が狭かった正帯電型感光体も低感度から高感度まで

（a）低感度特性感光体
の印字結果

（b）高感度特性感光体
の印字結果

の広範囲領域をカバーでき，多様化する要求品質に対応で
きるようになった。
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