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情報産業の成長はめざましく，そのけん引役はインター

ネット・イントラネットの普及により適用範囲が急速に拡

大しているパソコンである。

米国から始まった情報革命は全世界に広がり，パソコン

の需要台数は1997年の7,700万台から2000年には 1億4,000

万台に達するものと予測されている。

WindowsNTの登場によりコンピューティングの環境は

大きく変化し，スタンドアロンの使い方から社内ネット

ワークが当然といえる状況になってきている。

情報技術産業では「秒進分歩」といわれるほど技術革新

が早いので，迅速かつ付加価値の高い独自技術の開発がき

わめて重要である。

そのなかで，パソコン用補助記憶装置の中心が将来も

固定ディスク装置（HDD）であることは間違いない。ハー

ドディスク（HD）の面記録密度は年率60％とすさまじい

勢いで伸び続けており，2000年を過ぎるころには10Gバイ

トを超えるのが当たり前の時代となろう。

業界の一部からは，これほど大容量のHDDを何に使う

のかという疑問の声も上がり始めているが，アプリケー

ションやOSの高機能化により肥大化は避けられない状況

にあり，1998年夏ごろに発売が予想されるWindows98 に

より一層顕著になるものと予想される。パソコン周辺機器

にとどまらず，あらゆる分野でディジタル化が急速に進ん

でいる。パソコンの動画機能がDVDクラスの「鑑賞に耐

える動画」に変わるには，さらに大量のデータ処理が前提

となり，これを実現する高速プロセッサ，高速大容量の通

信回線，そして大容量のメモリストレージが必要になる。

富士電機では，情報化社会の発展を担うべく大容量のメ

モリストレージに使われる HDを供給している。記録密

度の向上については，1996年からMRヘッドが多用され，

富士電機はこのヘッドに適合する高保磁力，低 Br・δ磁

性膜の成膜技術を先行して開発し，低ノイズ，高分解能の

電磁変換特性をもつHDを提供してきた。

また，記録密度の向上に欠かせない浮上量の低下に対応

するため，ポリッシュ加工，メカニカルテクスチャ加工の

ファイン化を実施するとともに1996年前半からレーザゾー

ンテクスチャ技術を開発して，先端のHDに適用してきた。

一方，3Gバイト/in2 の記録密度以降は，次世代の磁気

ヘッドとして感度の高いスピンバルブ膜を用いた GMR

（GiantMagneto-resistive）ヘッドの適用が予測されてい

る。富士電機では GMRヘッドに適合するHDの研究開発

も着実に進めており，「次世代レーザゾーンテクスチャ技

術」や「高ボンデッド潤滑膜形成技術」など数々の技術分

野で1998年中には実用化に入る予定である。

さらに，富士電機では 2.5 インチの小形HDから 5.25 イ

ンチの大形 HD の全領域で，製品を系列化しているが，

モバイルパソコンでの耐衝撃性のニーズから，ガラス媒体

のラインアップ化も計画しており，今後も多用なニーズに

対応していく計画である。

パソコンの伸長により，プリンタの需要も拡大しており，

1996年の国内出荷台数は420万台と前年比 53％増の伸びを

示した。このうち，カラープリンタ分野では，インクジェッ

トプリンタがディジタルカメラやインターネットの普及に

より家庭用を中心として順調に伸びている。

一方，企業向けにはネットワークにつながるモノクロー

ムのレーザプリンタが中心となっている。この分野では，

LANなどの構築が進むなかで，数台のパソコンがネット

ワークを通して指定のプリンタで印刷するニーズが高まっ

ている。オフィス文書を大量に印刷するほか，複数の人が

同時に利用する可能性があるため，高い印刷速度と長寿命

の感光体が必要とされる。

複写機についても，オフィス用を中心として高速化の要

求が高まるとともに，狭いオフィスを有効に使うためプリ

ンタにファクシミリや複写機などの機能を取り込んだ複合

機市場も拡大の気配を見せている。

このような市場動向に適合するため，富士電機では新規

材料，技術の開発を進め，感光体の高性能化を推進してき

た。特に，プリンタ用としてはフィルミング特性，膜減り

特性の改善により，感光体の長寿命化を達成した。また複

合機に対応するためディジタル PPC用感光体の開発にも

注力している。一方，複写機用感光体については高速，長

寿命化を達成し，高速機への適用を進めている。
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ハードディスクの高密度化にはヘッド浮上量の低下がか

ぎであり，媒体には超平滑な表面が要求される。一方，

ヘッドとの吸着を防ぐため，ヘッド停止ゾーンにのみレー

ザでバンプを形成したレーザゾーンテクスチャ（LZT）

が開発され，実用化が進んでいる。

富士電機ではすでに第一世代の LZT媒体を商品化した。

LZTではバンプ高さを高度に制御して，高さばらつきを

抑えることが，浮上量の低下およびヘッド浮上時のヘッ

ド－媒体間の衝撃を抑え，高信頼性を確保するうえで非常

に重要である。そのため，われわれはバンプ形状を工夫し，

高さばらつきを従来の媒体の約半分に低減，より低浮上に

対応した第二世代 LZT媒体を開発した。現在，さらなる

低浮上化をめざし次世代 LZT媒体の開発を進めている。
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図１　バンプ形状例

近年，パソコンの普及に伴って，過酷な環境で固定ディ

スク装置が使われる機会が増えてきた。これにより記録再

生ヘッドに対する耐久性に加えて，耐環境性も保護膜に

とって重要な品質項目となっている。

従来，保護膜として耐久性に優れたダイヤモンドライク

カーボン（DLC）膜を使用してきたが，これに代えて窒

素を添加することにより耐久性を損なうことなく耐環境性

に優れているアモルファスカーボン（a-C : N）膜を開発し

た。特に媒体特性に重大な影響を及ぼす酸性ガスの吸着量

を低減できることが確かめられた。

今後，記録密度の向上に伴い，保護膜の厚さが 100 Åを

切るような薄膜化が必要となるので，新しい成膜法の検討

も含めて開発する予定である。 保護膜膜質 

a-C：N（8％） a-C：N（18％） DLC

表
面
硫
黄
量
（
相
対
値
）
 

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

図２　SO2 暴露後の表面硫黄

近年，ノートブック形パソコンの普及により，耐衝撃性

に優れた 2.5 インチガラス媒体の搭載が増加し，2.5 イン

チ以下の小口径分野ではほぼガラス媒体に切り換わってい

る。ハイエンドユース向け 3.5 インチの市場においても，

10,000 r/min の高速回転に耐える高剛性基板を用いたガラ

ス媒体へのニーズが顕在化してきた。

富士電機では従前からスパッタ成膜でテクスチャを付与

する方式を採用し，浮上特性と耐久性の両立を図ってきた。

今回，磁性層の下引き層として，結晶粒の微細化と配向性

の向上，格子定数ミスマッチの低減を目的として，シード

層，下地層の合金化，マルチ構造化を図り，面記録密度

3.2 Gビット/in2 のプロセス技術を確立した。さらに面記録

密度 5.0 Gビット/in2 の開発に向けて，バイクリスタル，

グラニュラ磁性材の実用化を推進している。

図３　サイズの多様化が進むガラス媒体
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電子写真応用機器は，高速・高画質・多機能化が図られ

るとともに，低価格・無公害化をめざし，ローラやブラシ

などを用いた接触帯電および接触現像プロセスの適用が急

ピッチに進められている。これに伴い，耐刷性を大幅に改

善した長寿命有機感光体の要求が強まっている。

富士電機では，特に接触帯電－現像プロセスにおいて，

長寿命化を図るうえで大きな障害となる現像剤や紙粉の感

光体表面への付着，めりこみにて画像障害を起こすフィル

ミング現象の抑止に取り組み，潤滑性材料の開発，層構成

の最適化により従来に比べ，各種プロセス・現像剤・印字

用紙に対応可能な裕度の大きい長寿命感光体を製品化した。

今後は，新規材料開発・層設計開発を通してより一層の

長寿命化に対応しうる製品展開を進めていく。
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長寿命有機感光体

高速複写機用有機感光体

メッセージELディスプレイ

図４　耐刷試験後の感光体表面の比較

電子写真方式のアナログ複写機は，ディジタル複写機の

急速な立上りと，その低中速機分野への展開により，高速

機分野へと移行しつつある。これに伴い，感光体の感度，

応答性ならびに耐久性の向上が強く要求されている。特に，

連続使用に際して，光，熱および電気的ストレスによる感

光体の帯電特性悪化を抑止することが課題である。

富士電機は，有機材料技術，物性評価解析技術をベース

に取り組み，帯電特性悪化の原因となる電荷発生層および

電荷輸送層中に発生する電気的欠陥を補償しうる独自の電

荷制御剤を開発し，50 枚/分以上の高速機に十分対応でき

る有機感光体を製品化した。

今後は，電荷発生剤，輸送剤ならびに樹脂の開発を通し

て，より高速機へ適用可能な感光体の実現を図っていく。
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図５　連続使用に伴う帯電特性の変化

パソコンの CRT置換えなどをターゲットとした従来の

市場に加え，新市場を開拓するための製品として，メッ

セージ表示を目的とした EL（Electroluminescent）ディ

スプレイの開発を行った。８階調表示や横拡大表示に加え，

黒色背面電極の採用により，高コントラストを実現した。

仕様は次のとおりである。

画素数… 448×128（ドット）

文字数… 7文字×2行［64 × 64（ドット）/文字］

外形寸法… 294×111×40（mm）

有形表示エリア… 250.7×71.6（mm）

コントラスト… 50：1

質　量… 670g

動作温度範囲…－20 ～＋65 ℃（7）
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図６　メッセージELディスプレイ MD7H
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