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1.エネルギー・環境のために

富士電機は，“エネルギー・環境”事業を通して社会
に貢献する企業を目指している。その一つの目標がス

マートコミュニティの実現であり，富士電機のコアテク

ノロジーである“パワーエレクトロニクス”とそのキー

デバイス“パワー半導体”の二つの強みを生かすことが

できる。一方で，図1に示すように，スマートコミュニ

ティを実現するためのすべての技術は ICT（Information 
and Communication Technology）基盤上に成り立ってい

る。スマートコミュニティ住人のスマートライフを実現
する上でも ICT 基盤の重要性は今後もますます高まって

いく。磁気記録媒体は，ICT 基盤の三本柱の一つである

情報蓄積を担うデバイスである。その記録密度の向上が，

ICT 基盤の強化と省エネルギー（省エネ）を通してエネ

ルギー・環境に貢献する。

2. HDDと磁気記録媒体が成すべきこと

情報蓄積の主役であるハードディスクドライブ（HDD）
とこれに使われる磁気記録媒体の技術ロードマップを

図2に示す。世界の情報蓄積量が年率 40%近い増加を続
ける近年のトレンド

⑴

を前提として考えたとき，情報蓄積
によって消費するエネルギーの増加をゼロに抑制するた

めには，単位容量当たりの消費電力を年率 40%低減する

必要がある。同時に磁気記録媒体の面記録密度は，年率
40%向上させなければならない。これにドライブ方法の

工夫を加えることによって情報蓄積の総消費エネルギー

を減らすことが可能となる。磁気記録媒体が年率 40%の

面記録密度の向上を続けるためには，図2に示す，瓦書き

記録（SWR：Shingled-Write Recording），熱アシスト磁
気記録（TAMR：Thermally-Assisted Magnetic Record-
ing），二次元磁気記録（TDMR：Two Dimentional Mag-
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図1　スマートコミュニティとスマートライフを支える ICT基盤
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netic Recording）といった新技術の実現が不可欠である。

さらに，磁気記録媒体においては新材料・新構造の開発
と結晶粒径の微細化が鍵を握る。

3. 2010 年の成果

2010 年においては，ECC（Exchange-Coupled Com-
posite）技術の高度化により面記録密度 500Gbits/in2の製
品化を実現した（36ページ「ハイライト」参照）。磁性層
を多層化し機能別に最適化した新構造によって低ノイズ

性と書き込み容易性を両立させる技術
⑵

と，結晶粒径を微
細化する新中間層材料を開発した成果である。また低欠
陥で平坦度の高いアルミ基板や，膜厚 2nmでも信頼性の

高い保護膜・潤滑層や，これらの技術を適用した媒体を

高精度に測定・評価する技術の開発により量産化が可能
となった。これらの技術の詳細は，富士時報

⑶

で詳述して

おり，本号でも概説している。

将来に向けては，面記録密度 1Tbits/in2 以上の磁気
記録媒体に用いる新技術開発に取り組んでおり，次に示
す技術を確立した。①高い磁気異方性定数Kuを実現す

る FePt 規則合金膜のグラニュラー磁性層を形成する技
術，②ダイヤモンド結合性を上げることで膜厚 1.5 nmを

実現する新しい保護膜を形成する技術，③今後の高い面
記録密度を実現するための材料構成や層構造を設計する

ためのシミュレーション技術である。2010 年に試作した

磁性層の平面TEM像を図3に示す。FePt 磁性粒子が非
磁性材料である炭素によって囲まれ隔離されており，低
ノイズ性を実現するために必須のグラニュラー構造が実
現できている。このときのKuは 1.6×107erg/cm3であり，

最新製品の 2 倍に達している。また，このグラニュラー

構造とKuは 320℃の低温スパッタで形成することができ
⑷

，

2.5インチ以下のガラス基板と 3.5インチのアルミ基板の

両方に適用できる点で極めて画期的な成果である。

前述の FePt 磁性層開発は東北大学電気通信研究所殿と

の共同研究の成果であり，シミュレーション技術の一部
は愛媛大学殿との共同研究の成果である。ここに感謝の

意を表したい。また，今後も大学や他機関・企業との共
同研究により研究開発をさらに加速していきたい。

4.今後の展望

2011 年は，まず 750 Gbits/in2 を製品化し，1Tbits/in2

の量産準備を行わねばならない。それと並行して 2Tbits/
in2に向けた技術開発に注力し，年率 40%の面記録密度向
上を継続して情報蓄積のための総エネルギーを増加させ

ないだけでなく，確実に低減できるような道筋をつけた

い。HDD各社のさらなるご支援をいただきたいとともに，

パワーエレクトロニクス技術の HDDへの活用による消費
エネルギーの低減を模索していきたい。
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図2　HDDと磁気記録媒体の技術ロードマップ
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図3　新材料を適用した記録層の平面TEM像
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