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画質の違いは，感光体の違い。
鮮明画質に，
豊富なラインアップでこたえます。

富士電機の感光体

複写機やファクシミリ，プリンタなどさまざまな情報機器において，鮮明画質へのニー
ズは高まるばかりです。画質の決め手となる感光体にも，ますます高度な技術が求め
られます。私たちは，より高解像度化，より高速化をめざし，つねに技術革新を重ねて
きました。そのラインアップも複写機用からファクシミリ用，プリンタ用まで，じつに豊富。
最新のFA技術を結集した全自動一貫生産ラインと，厳しい品質管理のもと，日本・
米国・香港と広がる世界3製造拠点から，信頼の製品を充実のサービスとともにスピ
ーディに提供します。

自動検査装置

プリンタなどで活躍する感光体

複写機などで活躍する感光体
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21世紀の日本では，インターネットを通しての映像配信

等の情報通信産業が主要な戦略産業として期待されている。

このような背景をもとにハードディスク装置（HDD）は，

従来の PC市場から映像情報ストレージ装置として民生機

器への導入が期待されており，ストレージ技術の本命とし

て大きな鍵を握ることには疑いがない。そのため，近年で

は HDDの大容量化が年率 100 ％の勢いで急激に進んでい

る。

十数年前，当時の現場ノウハウを基本とした学術的裏づ

けのないHD開発では，極薄膜の微細構造の制御を必要と

する超高密度薄膜媒体の開発は困難であることを筆者は危

惧していた。その危惧を払拭すべく，筆者は富士電機をは

じめとする数社の民間企業と「磁気記録媒体の作製とその

評価」研究プロジェクト（HDPプロジェクト）をスター

トさせた。

このプロジェクトから生まれたのが，ウルトラクリーン

プロセス（UCプロセス）であり，さらに，超高密度磁気

記録に対応する熱揺らぎ耐性に優れる低ノイズ薄膜磁気記

録媒体の材料開発設計指針である。

UCプロセスは，現在国内のほぼ過半数を占める HD生

産に既に導入されており，今後は海外メーカーへの導入も

ほぼ確定的であり，全世界で日本の優れた独自技術として

確立されつつある。また，現在のHDの特性は着実に筆者

等の HDPプロジェクトにより提唱された上記の設計指針

に沿っている。筆者が提唱し，実験的に示してきたUCプ

ロセスの有効性及びUCプロセスを用いて初めて示された

物理的材料設計指針があってこそ現在の薄膜媒体の高性能

化が実現していると自負している。

しかし，課題がなくなってしまったわけではない。現実

の薄膜媒体には平均磁性結晶粒径を中心とした粒径の分布

が存在する。結晶粒径の大きな結晶粒は媒体ノイズの原因

となり，結晶粒径の小さな結晶粒は熱磁気余効の影響を受

けやすい。従って，今後の高密度磁気記録に対応する HD

では，磁性結晶粒径の微細化のみならず，その結晶粒径の

分布をシャープにすることが必要不可欠となる。現在，ス

トレージ研究機構（SRC）が掲げている 40Gb/inch2 に必

要とされる結晶粒の微細化・均一化の設定値は，我々の

UCプロセスの導入によりクリアすることがHDPプロジェ

クトで証明されつつあり，UCプロセスのポテンシャルの

高さを再び世界に見せつける時が近づいている。

現在のデバイス開発は，アトムオーダーの磁気物理に裏

づけられた技術の上に成り立っており，一民間の研究所だ

けでは，この技術動向全体をフォローするのは困難である。

このような背景をもとに，大学を基礎研究のコアとし，そ

の研究成果を民間企業が発展させる産学連携が強く叫ばれ

る昨今だが，筆者と富士電機等は10年以上も前から産学連

携を実践し，上述のような世界に誇る成果をあげてきてい

る。

しかしながら，研究成果をあげるだけでは産学連携は完

結しない。さらに重要なのが，その研究成果の有効性を素

早く認め，すぐに現場へと移行するスピードである。

“Fast eats slow”という言葉を聞く。すなわち，速く

世の中に出た製品が，グローバルスタンダードとなり，そ

の分野の主導権を握ることができるの意である。以前の日

本では「スピード」に関して軽視する傾向があった。周囲

のコンセンサスを得，その後に，一気にうち出て先行する

欧米に追いつき追い越すという戦法を選択してきた。しか

しながら，周囲の様子を窺っていては，現在の技術発展の

スピードについていくことは到底不可能であり，トップに

は立てない。従来は“Big eats small”，即ち大企業が中小

企業を支配するという状況だったが，今はスピードさえあ

ればベンチャー企業でも大企業を食うことが可能な時代で

ある。

UCプロセスの有効性は，万人が認めるところとなり，

グローバルスタンダードとなったといっても過言ではない。

さらに，今後のHD開発に必要とされる磁性結晶粒の微細

化・均一化の手法としてもUCプロセスが有効であること

が示された。

最後に，筆者は，富士電機が，自身も参加しているHDP

プロジェクトから得た日本の独自技術であるUCプロセス

を早く充実し，さらなる磨きをかけて世界のHD開発を引っ

張る牽引社となることを強く期待する。

ウルトラクリーンプロセス
と次世代ハードディスク

高橋　　研（たかはし みがく）

東北大学大学院工学研究科教授 工学博士
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小笠原 友信

磁気ディスク媒体の開発に従事。

現在，松本工場媒体第二製造部長。

小沢　賢治

地熱タービン材料，原子力構造材

料相変化型光記録材料の研究開発

に従事。現在，松本工場媒体第一

開発部担当課長。応用物理学会会

員。
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まえがき

磁気ディスク装置（HDD）は，搭載ヘッドに GMR

（Giant Magnetoresistive）技術が採用されるようになって

から，その容量は年率 60 ％を超える高密度化が進行して

いる。これまでの用途はパーソナルユースのデスクトップ

あるいはモバイルノートのパーソナルコンピュータ（パソ

コン）が主であったが，大容量を生かした高速サーバ用途，

高密度小形化を生かしたマイクロHDD用途，そして近年

はAV（Audio Visual）製品用途へとその応用範囲が広がっ

てきている。

それぞれにその用途に向いた技術の特徴化が進んでいる

が，本稿ではパソコンユースの磁気ディスク媒体の現状と

将来展望について記述する。

市場・技術トレンド

２.１ 大容量化

図１に年度ごとの面記録密度の伸びを示す。GMRヘッ

ドの製品適用以降，年率 60 ％以上の伸びで大容量化が進

んでいるが，製品セグメントによっては年率 100 ％を超え

る容量アップ競争が進んでいる。大容量化は 2.5 インチノー

ト形パソコンが先陣をきる形で進行し，これがデスクトッ

プパソコンの仕様へ展開される形を取っている。高密度化

に伴い，ヘッドの浮上量も図２に示すとおり年々低下の傾

向を示しており，近年では現状の評価法で浮上量測定の限

界である 0.4 ～ 0.5 マイクロインチレベルの要求が普通と

なっている。ニアコンタクトに近い低浮上量の測定・評価

技術も大きな技術課題の一つである。

２.２ 高転送レート化

一方，高速サーバ用途として高転送レート化が進行し，

HDDの高速回転化と高密度化が同時進行している。HDD

の回転速度は現状 5,400 r/min が標準であるが，7,200/

10,000 r/min が主流を占めるようになり，さらに高速サー

バ用として 15,000 r/min レベルのものが市場展開されつ

つある。図３に年度ごとの転送レートの伸びを示す。

高速回転，高密度化の技術的要請から，従来のアルミニ

磁気ディスク媒体の現状と展望

579（3）

小笠原 友信（おがさわら　とものぶ） 小沢　賢治（おざわ　けんじ）

面
記
録
密
度
（
M
ビ
ッ
ト
/i
n
2
）
 

100,000

10,000

1,000

100

10

1
200520001995

出荷開始年 

IBM Demo 
500Mビット/in2

IBM Demo 
1Gビット/in2

IBM Demo 5Gビット/in2
IBM Demo 10Gビット/in2
IBM Demo 11.6Gビット/in2 Read Rite Demo 

13.5Gビット/in2

Seagate Demo 
16.3Gビット/in2

ハイエンド 
面記録密度（年率60％） 

ローエンド 
面記録密度（年率27％） 

199019851980

IBM Demo 
（1999年5月） 
20.1Gビット/in2 

490kBPI x 41kTPI

＋ ＋ 
富士通Demo 
（1999年5月） 
20.1Gビット/in2 

(405kBPI） 
　c=3,380 
       r＝0.42 
     ＝0.67マイクロ 
       インチ 

H

FH
tM

HMT Demo 
（1999年5月） 
20.9Gビット/in2 

480kBPI x 43.5kTPI 
　c=2,500 
       r＝0.4（2層） 
保護膜50A

H
tM

図１　年度ごとの面記録密度の伸び

F
H

ヘ
ッ
ド
浮
上
量
　
　
（
マ
イ
ク
ロ
イ
ン
チ
）
 

4

3

2

1

0

（年） 
20022000199819961994

図２　年度ごとのヘッド浮上量の低下要求



磁気ディスク媒体の現状と展望

ウム基板からより剛性の高いガラス基板を用いた媒体を搭

載したHDDも近々市場に出回り始めると予測される。ガ

ラス媒体については，これまでその耐衝撃特性が生かせる

モバイルノートパソコン市場に限定された形で普及してき

たが，ガラス基板の持つ平滑性，平たん性，低うねりを極

限まで追求する形で 3.0 インチ/3.5 インチ HDD分野へ展

開されると予測される。

２.３ 低コスト化

パソコン市場では 1,000 ドルを切る低価格品が売れ筋と

なっており，さらに性能向上と低価格化とが同時進行して

おり，プロセスの見直しや構成部材の見直しをせまられて

いる。また徹底した低コスト版として 1ヘッド/1 ディス

クの廉価版HDDへの市場要求が強まっている。

磁気ディスク媒体の現状

最近のトピックス的な話題に限定して記載する。

３.１ 基板サイズと基板表面品質および材質

近年の磁気ディスク媒体で一番混とんとしているのは，

基板材質とそのサイズである。高速回転化に伴い，いわゆ

るTMR（Track Miss Registration）を抑制するために，

NRRO（Non-Repeatable Run Out）を低減する目的で各

種のHDDの設計仕様に基づいた基板のニーズが生じてい

る。小径の 2.5 インチはほぼガラス基板であるが，3.0 イ

ンチ以上のサイズではアルミニウム，ガラス双方の基材が

検討されている。

アルミニウム基板とガラス基板とでその表面品質にはほ

とんど優劣がなくなり，その特徴の限界とコスト，量産性

がキーとなりつつある。ガラス基板の最大の特徴は耐衝撃

（ヘッドスラップ）に強いことで，いわゆるランプロード

方式採用のHDDには不可欠の要素と考えられている。高

速サーバでは，容量と風損のバランスを考慮した基板サイ

ズが要求され，これが表１に示すような 5mm刻みの直径

と基板板厚の組合せニーズとなっている。

近年の大容量化に伴いヘッドの浮上量は著しい低下を示

しており，最近の仕様では 0.4 ～ 0.5 マイクロインチといっ

たほとんどニアコンタクトに近い領域にまで下がってきて

いる。

大容量化を遂行するためには，ヘッドが安定に浮上する

ことが必須（ひっす）条件となるが，HDDの機構，クラ

ンプひずみ，モータ振動などを除き，磁気ディスク媒体だ

けに注目すれば，平たん・平滑性，剛性を含めた機械的特

性および振動共振のダンピング定数などの物理定数などを

考慮する必要がある。基板の表面品質で留意すべきは，基

板の微小うねりがGH（Glide Hight）に及ぼす影響である。

最近の媒体はその浮上量を確保するために表面粗さ（Ra）

は 5 ～ 6 Åレベルまで下がっており，このレベルになると

ヘッドの浮上量は表面 Ra に依存しなくなる。むしろ図４

に示すとおり，基板の微小うねりとテークオフハイトとに

相関が見いだされ，微小うねりの低減とともにヘッドの浮

上性は改善される傾向にある。

一方で先にも述べたTMRを抑制するには，基板板厚を

増やす，基板剛性を上げる，ダンピング定数を上げるなど

の施策が考えられる。基板剛性が NRROに与える影響の

一例について図５に示す。基板板厚の増加は HDD機構と

の関係から限界があり，基板剛性を現状の 100GPa レベル

から 140GPa レベルまで引き上げたガラス基板材料の開発

が進行している。ダンピング定数はその基材固有の物理定

数であるため，自在に制御することは困難であり，基板材

質をまったく別物に変更するか，一部で検討されているラ

ミネート構造を考える必要がある。

３.２ ランプロード方式とパッド付ヘッド

前節で述べたランプロード方式はすでに IBM製 HDD

のノートパソコンで幾多の実績があり，技術的にはすでに

実証済みであるが，HDDの回転速度仕様は 4,200 r/min

と比較的低速であり，今後主流になると思われる 7,200
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表１　各種の基板サイズのニーズ 

板　厚 
基板直径 

0.635 
mm

2.5インチ  （65 mm） ○ 

1.0 
mm

○ 

1.27 
mm

○ 

2.75インチ（70 mm） 

3.0インチ  （75 mm） 

3.3インチ  （84 mm） 

3.5インチ  （95 mm） 

0.8 
mm

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 
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r/min 以上の高速回転対応の技術としてはまだ十分な実績

がない。ヘッドのロード・アンロード時に生ずるヘッドス

ラップによる衝撃力は想像以上に大きく，機構設計精度が

良くないとヘッド，媒体に強烈なダメージを与えかねない。

一方で，図６に示すようなパッド付ヘッドを用いたCSS

（Contact Start Stop）方式の検討がなされている。各

HDDメーカーによってその様式は千差万別であるが，基

本はばね力を抑えたパッド付ヘッドで摩耗問題を回避しよ

うとするものである。媒体表面が平滑になっていても大き

なトルクがあれば吸着問題に対応できるが，モバイルノー

トパソコンなどに搭載されるHDDでは省電力および発熱

の観点から，モータトルクを小さく抑え込んでいるため，

吸着が発生する可能性は否定できず，なにがしかの表面調

整が必要となる。

３.３ 磁気特性とノイズの低減

GMRヘッドの採用により微弱な信号の検出が可能となっ

た反面，媒体の持つノイズをいかに低減して信号品質（S

N比）を向上させるかが課題となっている。

低ノイズ化については，各種の学会およびシンポジウム

などで議論されているとおり，基本的には高真空下，高速

搬送（短時間）で，結晶性の整った細かい磁性粒をいかに

均一に形成するかにかかっており，富士電機においても材

料，プロセス，層構成などについて研究開発を進めている。

近年の高密度化で考慮すべきは熱揺らぎ現象である。一

般に現状の技術レベルでは低ノイズ化のための微細化・均

一化と熱安定性は両立せず，例えば磁性層の多層化はノイ

ズ低減には非常に効果がある反面，熱安定性に欠けるとい

う欠点を有する。図７にノイズの違いによる磁性粒サイズ

の比較結果を，図８に熱揺らぎ現象の評価結果の一例を示
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ヘッドスライダ面の 
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図６　パッド付ヘッドの概念図

図７　ノイズの違いによる磁性粒サイズのTEM像比較
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す。

３.４ 磁気スペーシング低減のための硬質保護膜

コンタクト記録が実用化されるまでは浮上ヘッド記録が

主流であり，高密度実現のためには磁気スペーシングを極

小とする必要がある。現状システムで磁気スペーシングを

削減する方策として，表２に示すとおり媒体保護膜，ヘッ

ド保護膜，ヘッドリセスの低減などがある。

媒体保護膜はその潤滑性と摩耗特性とのからみから，従

来スパッタ成膜によるカーボン膜，ダイヤモンドライクカー

ボン膜が主に採用されてきた。しかし高密度化に伴い，保

護膜厚は 100 Åレベルから 60 Åレベルへと要求仕様が厳

しくなっており，元来がポーラスな膜であるスパッタ膜で

は耐食性，耐久性に適合できない。そこで各社ともより硬

質・緊密な膜である CVD（Chemical Vapor Deposition）

膜の開発適用に取り組んでいる。表３に代表的な CVD成

膜法とその特徴について示す。CVD膜の場合，その機能

を発揮する膜組成・成膜方法などの開発が重要であること

はもちろんであるが，一方で連続成膜の量産性，パーティ

クル対策がより重要な決め手となる。富士電機においても，

各種CVD成膜法の開発に取り組んでいる。

３.５ スパッタ（SP）成膜後の表面処理

最近の媒体で問題とされるのは信頼性にかかわる HDI

（Head Disk Interface）特性である。SP成膜後の表面処

理に関しては各媒体メーカーによって考え方に差があるが，

富士電機においても工程の見直しを図っている。目的は成

膜による異常突起の削除，潤滑剤の表面被覆率の向上，表

面処理によるボンド率の改善などである。これまでにも

種々の改善を図ってきたが，基板に平滑性の高いものが使

用されるようになり，かつ保護膜に CVD膜が本格採用に

なるにつれて，CVD膜の性状に適した後処理工程が必要

とされている。また，高速回転サーバ対応を考えたときに，

潤滑剤のマイグレーションを抑制するために潤滑剤そのも

のの高分子化・精製技術を確立する必要がある。図９に成

膜後の表面処理によるGH特性の改善例を示す。

３.６ エラー，ディフェクトと自動外観・試験システム

高密度化に伴い最も厳しくなると予測されるのは，材料

プロセス，製造工程，製造環境のすべてに起因して発生す

るエラー，ディフェクト問題である。近々実用化されると

思われる 20 G ビット/in2 の媒体の記録ビットサイズは

0.05μm× 0.5μmレベルとなり，ごく微量の洗浄残渣

（ざんさ）やパーティクルが起因となってエラー特性の低

下を来す。サーボ信号の部位にディフェクトが存在すると

読み書き不能となる。

このような背景のもとで，磁気ディスク媒体の品質を保

証するには，微小欠陥を従来以上に厳しく選別する必要が

ある。と同時に世の中の低価格化要求に対応していくには，

手間と設備投資を最も必要とする試験システムの簡略化を

指向せねばならない。工程から見た場合，SP成膜前と試

験直前の欠陥・パーティクル検査が重要となる。

SP成膜前の表面欠陥検査

SP成膜前では基板の洗浄および表面加工に起因した洗

浄残渣やスクラッチきずがその対象となる。ガラス基板を

用いる場合は透明性ゆえの分解能の向上などが要求される。

試験前の表面欠陥検査

SP成膜工程で発生したスパッタ抜けおよびFTP（Final

Tape Polish）きずなどが対象となる。欠陥感度は現状

（2）

（1）
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図９　潤滑剤塗布後の表面処理によるGH特性の改善例表２　磁気スペーシングの低減項目（SRC資料より） 

ヘッドと媒体の表面粗さ 4 nm減 

ヘッドスライダの保護膜厚 3 nm減 
合計14 nm減 

ヘッドリセス 2 nm減 

媒体の保護膜 5 nm減 

表３　代表的なCVD成膜法と特徴 

各種CVD製法 膜質 

フィラメント形 IB（Ion-Beam） ○ 

ホローカソード形 IB ○ 

ECR（Electron-Cycrotron- 
　　　　　　　　 Resonance） 

◎ 

バイアス要否 

要 

要 

否 

連続時間稼動 

○ 

△ 

△ 

平行平板形RF ○ 要 ◎ 
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0.8μmまであるが，急速な高密度化に対応するためさら

なる高感度化が必要である。

試験の簡略化

光学的手法による欠陥検査方式と統計処理手法の組合せ

による欠陥検査システムが検討されており，試験工程の簡

略化と製造コストの引下げが期待できる。

将来展望

これまで述べてきた磁気ディスク媒体の現状技術を踏ま

え，将来技術の展望について述べる。

４.１ ガラス基板材料への切替え

富士電機でもアルミニウム基板の内製を行っているが，

技術革新の進行は速く，現時点で少なくとも平滑・平たん，

微小うねりに関する諸特性に関してアルミニウム基板，ガ

ラス基板の優劣はつけがたい。剛性が必要とされるサーバ

用途に関しても，当面のニーズに対して，アルミニウム基

板の厚板化で対処しようとする動きがあるのも確かであり，

反面，剛性の高いガラス基板の要求があるのも事実である。

モバイルノートパソコンおよび高速回転用途以外にガラス

基板が汎用的に使用されるには，低コスト化が重要なキー

であり，そのためにはブランクス材の薄板化と高レートポ

リッシュ技術の確立が前提となる。

４.２ 長手磁気記録方式の限界と垂直磁気記録方式

長手記録による面記録密度に関する限界についての考え

方は各社各様であるが，現状の技術進展を前提にして考え

ると，40G ビット/in2 までは確実に長手磁気記録方式でい

けるというのが標準的な考え方ではないであろうか。

1999年，韓国で開催された IEEE 主催の INTERMAG

では，久しぶりに垂直磁気記録媒体が話題となった。SRC

（情報ストレージ研究推進機構）やいろいろなシンポジウ

ムなどで長手磁気記録方式の熱安定性が問題視されるよう

になったのを機会に，一気に垂直磁気記録方式の優位性が

脚光を浴びる形となった。しかしながら，垂直磁気記録方

式にも幾つかの課題があり，その道のりは平たんではない。

まず第一に垂直媒体といえども薄膜化は必要であり，熱安

定性に問題がないわけではないこと，第二にかなり周辺技

術が整ってきたものの長手磁気記録方式と特性対峙（たい

じ）するヘッド技術が未確立であること，第三に垂直磁気

記録方式の宿命ともいえる外部磁界によって消磁現象が生

じること，これらの課題をクリアするにはいましばらく時

間を要すると考えられ，その点を考慮すれば長手磁気記録

方式の寿命は 60 ～ 80G ビット/in2 まで延びる可能性があ

る。

４.３ 低コスト化

磁気ディスク媒体の低コスト化を進めるうえで最も効果

があるのは，光学的手法と統計処理を組み合わせた試験シ

ステムの簡略化と，部材のなかで大きなコスト割合を占め

る基板材料のプラスチック化などである。

あとがき

高密度化にかかわる材料，プロセス技術，HDI 技術，

エラー，ディフェクトの低減にかかわる製造設備，クリー

ン管理技術にかかわる詳細については，本特集号の別稿を

参照いただきたい。磁気ディスク媒体はしばらくは長手記

録方式で高記録密度化の道を歩み，その応用範囲を広げな

がら外部記録装置の主要部材としての位置を維持し続けて

いくと考えられ，今後も幾多の技術課題に対して正面から

取り組んでいく。

（3）
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まえがき

近年，磁気ディスク装置（HDD）用磁気記録媒体の技

術的進展にはめざましいものがある。富士電機が1985年に

スパッタ法薄膜磁気ディスク媒体として事業化
（1）

した当時，

3.5 インチ 1枚あたり 10 ～ 20Mバイトだった容量は，今

日では 7Gバイトまでアップしたものが商品化されている。

さらには，2000年の商品化に向けて各社とも 20G バイト

の開発に注力している状況である。

ここに至るまでこの高記録密度を支えてきた技術は薄膜

からMR（Magnetoresistive）へ，そして今日GMR（Giant

Magnetoresistive）へと進展を遂げてきている磁気ヘッド

に負うところが大きい一方で，微小化する記録ビットを安

定に保持する磁気ディスク媒体自体の技術的進展も見逃せ

ない。

本稿では，記録密度の進展を支えてきている磁気ディス

ク媒体分野の富士電機の技術を紹介しながら現状と今後の

開発に向けての課題を明らかにする。

記録密度の技術動向

1980年代は，それまでの塗布媒体に代わりスパッタによ

る薄膜化技術が磁気記録密度の年率 30 ％アップの進展を

支えてきた。これは，磁気ヘッドの高感度化のなかで媒体

の微小記録ビット化を実現するのに重要な媒体特性の指標

である保磁力の増大と磁気記録層（磁性層）の薄膜化が進

められてきた歴史でもある。

1990年代に入りMRヘッドの実用化で年率 60 ％の記録

密度の増大がなされるなかで，媒体特性は媒体ノイズの低

減がよりクローズアップされ磁性材料や成膜プロセスに関

するより解析的な検討が開始された。さらにヘッドとの磁

気スペーシング低減のための低浮上化とMR特有の媒体

との接触によるサーマルアスペリティ問題を解決するため

に保護膜の一層の薄膜化とともに媒体表面を異常突起やパー

ティクルのない平滑な媒体表面を実現することが実用化を

確実なものとした。これに加えていえば，媒体表面のデー

タゾーンとは別に CSS（Contact Start Stop）ゾーンは新

たにレーザ加工による高密度バンプという制御された表面

を有することで耐久性を機能分離した形で実現した。

さらに，1990年代半ば GMRヘッドの登場により記録密

度の進展は，HDDの応用分野によっては年率 100 ％にま

でアップして今日に至っている。この記録密度の進展に伴

うビット価格の低下と新しい機械特性として，CSS 方式

に代わるランプロード方式や高速回転化技術により応用分

野ごとに特徴のあるHDDが確立し，その市場規模はさら

に拡大の様相を示している。媒体はこれに対応して，耐衝

撃性，高速回転剛性を要求される分野で従来のAl/NiP 基

板からガラス基板に置き換わる動きも明確である。1999年

に入って，研究レベルで 20G ビット/in2 の記録密度が相

次いで発表され
（2）

，早ければ2000年にも量産が予測されてい

る。

長手記録方式

以下に今日まで採用されてきた長手記録方式に使用され

ている媒体の具体的な技術の詳細を媒体の構成要件とキー

になる作成プロセスに分けて述べる。

３.１ 媒体の層構成

図１に示すように，媒体の層構成は基板，磁性層，およ

び保護潤滑層で構成される。記録密度を上げるために要求

される媒体特性は，線記録密度に直接反比例する磁気遷移

長 a，すなわち，

磁気ディスク媒体の高記録密度化と材料・プロセス技術
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保護潤滑層（10～15nm） 

磁性層（20～30nm） 

下地層（20～40nm） 

基板（Al/NiPめっき） 

図１　媒体の層構成例



磁気ディスク媒体の高記録密度化と材料・プロセス技術

a=〔｛４Mr・t（d＋ t/2）｝/Hc〕1/2 ………………………

Mr ：残留磁化

t：磁性層厚

d：ヘッドー媒体間隔

をいかに小さくすることができるかで考察できる。

まず基板に要求される特性は，ヘッドー媒体間隔 dを

狭めるために表面粗さ（Ra），微小うねり（Wa）などの表

面平滑性が重要となり，図２に示すように 1nmを切る数

値が実用化され，今後，ヘッドの低浮上化あるいはニアコ

ンタクト領域では一層の低減が要求されている。また後に

述べる磁気特性の円周配向制御のためにヘッド浮上に影響

を与えない範囲でテクスチャ加工が施される。また HDD

の応用範囲を大きく広げつつあるポイントになったのが，

従来のAl/NiP からガラスへの材料の変更である。耐衝撃

性を要求される小形・ポータブル市場では実用化され十分

な実績を積むとともに，より高速回転に必要な高剛性化の

可能性を秘めて今後の実用化が待たれる。

磁気記録層に要求される特性は，いかに微小記録ビット

を，読出しおよび経時劣化の観点で安定に保持できるかが

重要である。磁気パラメータとしては上述の式で，残留磁

化（Mr・t）と保磁力（Hc）の比が基本であり，薄膜磁気

ディスクが実用化されて今日に至るまで 3けたの記録密度

増加を支えてくるために，Hc は 600Oe から 3,000Oe に，

Mr・tは 5.5 emu/cm2 から 0.55 emu/cm2 にまで改良して

〔この間，（Mr・t/Hc）1/2 は 1 けたの減少〕きた背景がある。

磁性材料的には Co 合金系が過去から一貫して使用されて

きているが，その組成は大きく変化し，構成元素として

Cr，Pt，Ta などの組合せのなかで飽和磁化の最適設計，

結晶グレインの偏析による分離性促進に有効な比率を選択

してきた。今日実用化されている典型的な偏析構造を

TEM/EDXにより調査した例を図３に示す。図から，グ

レインの境界で Cr 元素の偏析が進んでいることが分かる。

また図１の媒体の層構成でも示したように磁性層に先行し

て，その上の磁性層の磁気特性実現のための好ましい結晶

配向の実現と，グレインサイズ調整の効果も持つ下地層お

よびシード層の存在も不可欠である。従来，下地層にはCr

が採用されてきたが，その上の磁性層の変遷と最適対応の

ためにW，Mo，Ti などとの合金組成が一般的になりつつ

ある。最近の典型的な下地層/磁性層構成でのX線結晶回

折の例を図４に示す。ここでは下地Cr 合金層（200）の配

向上に磁性 Co 合金層（110）の結晶配向が成長しており

hcp 構造の c軸（磁化容易軸）の好ましい面内配向が実現

（1）
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図２　媒体表面形状（AI の場合）
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されていることが分かる。また磁気特性は基板のテクスチャ

に沿った異方性のある膜応力起因で生じる円周方向への c

軸配向が実現されている，いわゆる配向性媒体であること

がAl/NiP 基板系の特徴である。一方，ガラス基板上への

好ましい磁性層形成のために，特定のシード層の形成が効

果的であることが判明しており，現在すでに NiAl 合金層

が市場で実用化されている。これによりテクスチャのない

平滑ガラス基板上でも適正グレインサイズと磁性層の c軸

面内配向が実現される。これはAl/NiP 系と異なりテクス

チャのないことで面内での c軸はランダムであり，等方的

磁気特性が得られる。現時点の記録密度では配向性媒体の

ほうがオントラック記録再生特性が全般に優位だが，図５

に測定例を示すようにトラックエッジノイズは等方性媒体

が優位であり，今後の記録密度増大のなかで TPI の向上

のためにはむしろ等方性媒体が優位となる可能性も十分秘

めている。さらに高記録密度領域での材料自体も含めた最

適化を推進していく必要がある。

ところで従来は媒体ノイズをいかに下げて，高い SN比

を実現するかという観点で磁性層の開発が終始してきたが，

記録密度が 10Gビット/in2（例： 400 kBPI × 25 kTPI）を

超えるようになるとビットサイズは 0.06μm× 1μm以下

となり，磁気遷移方向に 1ビットの占めるグレインは数個

のオーダーになる。このとき，熱じょう乱によって経時的

に記録ビットを安定保持できず，磁化の減少とともに読出

し信号の自然減衰の可能性が高まってくる。この熱ゆらぎ

現象を防ぐパラメータとして（磁気異方性定数：Ku）×

（活性化体積：V）を一定以上に保持することが重要になる
（3）

。

Vは，前述のグレインサイズとも関連し，媒体ノイズ低減

に有利な方向とトレードオフの関係になる。これを双方に

優位な解決は唯一グレインサイズの分布をできるだけ狭く

し，大小両端のグレインの比率を下げることである。かつ，

より小径グレインでも熱ゆらぎに強くするために合金組成

としての Pt 添加とグレイン内異方性を高めるための非磁

性 Cr の境界拡散による偏析構造がもう一方で重要である。

熱ゆらぎの簡単な評価法として図６に示すような Hc の温

度依存と反転磁場中の磁化減衰の測定法
（4）

をツールとして活

用している。現状の媒体で前者は温度係数（Δ Hc/Hc/Δ

temp）－0.3 ％/deg，後者は 8％/decade of time（s）程

度であり，今後の高記録密度化においても保持すべきガイ

ドラインと考えられる。ただし，いずれにしても今後の記

録密度の増大のなかで媒体のノイズと熱ゆらぎの両立は確

実に困難性を増してくることになり，記録方式自体の見直

しに直面することになる。

最後に，保護潤滑層は，本特集号の別稿（磁気ディスク

媒体の次世代 HDI 技術）にて紹介しているので詳細は省

くが，線記録密度は磁気スペーシング d（ヘッド浮上量＋

保護層厚）に対して に比例して増大できることか

ら，低浮上量のときに一層保護厚の低減が効いてくる。ま

た最表面の潤滑剤は，ヘッドー媒体間の摩擦係数低減とい

うトライボロジーの観点だけでなく，コンタミネーション

や潤滑剤自体のヘッドへの転写による浮上性の不安定化が

ひいては記録再生特性の障害になるという観点でも重要と

いえる。

３.２ プロセス技術

ここでは具体的なプロセス技術を紹介する。

３.２.１ 基板プロセス

Al/NiP 系についての要求特性とプロセス因子の関係を

図７にまとめた。

ヘッドの低浮上での安定性を確保するために基板表面の

平均的な平滑・平たん性だけでなく局所的な突起やスクラッ

1/　d
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チも問題となり，加工プロセスのあらゆる工程で精緻（せ

いち）化が要求されることになる。特に基板の最終表面を

決定するテクスチャ工程はそれまでの表面に残る異常（ス

クラッチなど）を除去できるだけの研削量を保持しつつ，

ごく低い粗さを実現しなければならない。研削量の確保で

きる形状を考慮したダイヤモンドパウダと，これを止める

テープ材質の選択が重要になる。しかしながら基本的に研

削量と表面粗さはトレードオフの関係にあり，少ない研削

量でも均一なテクスチャ表面を確保するためにはポリッシュ

加工段階での一層の平滑・平たん性が今後重要になってく

る。Al グラインドと NiP めっきの見直しとともにポリッ

シュ工程での新規加工条件の採用により，図８に示すよう

な，非常に平滑な表面を実現することができた。今後のプ

ロセスの課題は，ヘッドが究極の低浮上化（グライドハイ

ト性能＜ 0.3 マイクロインチ）を想定してもなお，安定浮

上を確保できる表面を実現することであり，各工程での一

層の加工精度が要求される。また，ガラス系においても要

求される平滑・平たん性は同様であり，加えて特殊な物性

（高硬度・高絶縁）に応じたプロセス変更が要求される。

３.２.２ 磁性層形成プロセス

前述のように高記録密度化に必要な磁性層に要求される

特性は，高 Hc と低媒体ノイズである。これらと具体的な

成膜プロセスとの関連を表１に示す。操作ガスの高純度化

や真空槽内のアウトガスを抑制するとともに到達真空度を

上げること自体は原則的な効果をもたらすことがすでに明

らかにされているが
（5）

，他の成膜因子の基板温度，ガス圧，

下地層厚，基板バイアスなどはそれぞれが関連しあい，か

つ採用する層構成や組成とも影響しあい，個々の最適化が

必要となる。図９にAl/NiP 基板上での主要プロセス依存

のグラフ例を示す。基板温度は Hc 増大のために重要なパ

ラメータだが，媒体ノイズ低減の観点からは Hc 極大値を

示す基板温度より手前に最適値が存在することが分かる。

Arガス流量を増やし，ガス圧を高めに設定することは媒体

ノイズ低減に効果的である。実際は要求される Hc，Mr・t

に応じて磁性層の組成（Pt，Cr など）は表１のように最

適調整されるが，プロセス最適化のなかで，Pt はより少

ない量でいかに高 Hc を実現できるか，そして低ノイズに

効果のある Cr，Ta などの非磁性元素をできるだけ添加し
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図８　ポリッシュ基板表面像（Al/NiP）

表１　媒体特性と成膜プロセス相関 

プロセス 

＊：真空度についてはより低圧まで真空排気を行ったときの特性変化。 
　　磁性層組成については添加量を増やしたときの特性変化。 

備　考 

ノイズ 

真空度 

成膜温度 
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要真空度向上 
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図９　Hc および媒体ノイズのプロセス依存
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つついかに Hc 低下を防ぐことができるかをめざすことに

なる。したがって総合的には，今後の高記録密度化のため

には，高Pt，高 Cr・Ta化の方向が望ましい。さらに，Cr

や Ta に加えて，あるいはこれに代わる効果的な非磁性元

素の採用も開発のポイントとなる。

以上，共通的な課題とは別に，ガラス系で典型的に適用

される等方性磁性層の実現のためにシード層の必要性を述

べた。このシード層のプロセス最適化（温度，膜厚）によ

りガラス上においても望ましい磁性層の結晶配向とグレイ

ンサイズの制御が可能になり，Al/NiP 上の配向性磁性層

と同等の特性が得られるようになる。実験例を，図 （プ

ロセス）と図 （パラメトリクス）に示す。シード層の厚

さで Hc 制御が可能なこと，また磁気特性の調整で等方性

媒体は配向性媒体と（OW特性を除いて）ほぼ同等の特性

が確認される。これら，等方性・配向性媒体にかかわらず

今後の 10G ビット/in2 を超える記録密度での磁性層の実

現は大きな挑戦的課題であり，前述の熱ゆらぎの特性劣化

を防ぎつつ高 SN比を得るためには，材料組成の最適微調

整とともに一層のプロセス制御の精緻化が要求される。

次世代記録方式

前章では，長手記録方式を中心に述べてきたが，今後の

記録密度の進展を支えていくためには，現在の媒体構成で

は近い将来限界がみえてくることは業界の共通認識になり

つつある。長手記録方式においても，より低ノイズ化の手

法として磁性層グレインを分離するために Cr の偏析から

SiO2 などの酸化物などを積極的に用いてよりグレインバ

ウンダリを明確化する，いわゆるグラニュラ構造も提案さ

れている。さらに，面記録密度を効果的に増大させるため

に従来のアスペクト比（BPI/TPI）を下げることで，すな

わち，線記録密度よりもトラック密度を上げることの重要

性が認識され実行されつつある。しかし最終的に熱ゆらぎ

の問題を解決する必要がある。高記録密度領域での SN比

に影響を与える因子を，Bertramら
（6）

は，

SN比∝ 1/〔（記録密度）3/2（W/B）1/2 D3〕

B：ビットスペーシング

W：リードトラック幅

D：グレイン径

と導出している。今までの論述と同様，高 SN比化のため

に微小グレイン化と低アスペクト比化が支持されている。

ここで，熱ゆらぎはグレイン体積 D2t（t：磁性層厚）と

直接関連することと，垂直方式が磁化の安定化のためにも

比較的厚めの磁性層が好ましいことを考えると，この熱ゆ

らぎによって制約を受ける SN比の限界は，垂直方式のほ

うが膜厚で稼げる分だけ，より優位となる。

以上の各技術の特徴を簡単に整理したのが表２である。

富士電機での開発はスタートしたばかりであるが，その実

験例を以下に紹介する。

Al/NiP 基板上にNiFe/TiCr/CoCrTaPt の構成で得られ

１１

１０
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図１０　Hc のシード層厚依存

表２　長手記録方式と垂直記録方式の比較 

：結晶の磁気異方性エネルギー 
：ボルツマン定数 

従来方式 

分類 長手記録方式 

熱安定性 

項目 

磁性層膜厚 

媒体ノイズ 
　　の低減 

　　の増大 

K kTVu

K ：活性化体積 
：絶対温度 

V
Tk

u

Ku

/
≧60

�高記録密度で 
　不安定 
�低記録密度で 
　安定 

�結晶粒界への 
　Cr の偏析 
�結晶粒径の低減 

�SiO2などの非磁 
　性マトリックスに 
　磁性粒子を分散 

課　　　題 
�熱安定性と低媒 
　体ノイズの両立 

�熱安定性の確保 

薄膜化 

必要 

解 決 方 法  
�結晶粒径分布の 
　均一化 
�高　  ，高　　化 

薄膜化 

必要 

グラニュラ方式 

�高記録密度で 
　不安定 
�低記録密度で 
　安定 

Ku Hc

�磁性粒子径分布の 
　均一化 
�高　  ，高　　化 Ku Hc

�結晶粒界への 
　Cr の偏析 
�逆磁区の低減 

�媒体ノイズの 
　低減 

薄膜化必要か？ 

必要か？ 

垂直記録方式 

�低記録密度で 
　不安定 
�高記録密度で 
　安定 

�磁性粒子間の 
　相互作用の低減 
�角形比の増大 
�逆磁区核形成 
　磁場の増大？ 
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た垂直保磁力は 2,000 Oe で，これを図 のセットアップ

で GMRヘッドを用いて評価した。中間に入れた TiCr の

厚みでノイズ低減の傾向もみられたが，典型的には図 に

示すような周波数特性となり，いまだ長手記録方式のノイ

ズ特性には及ばないことが分かった。

このように垂直媒体の場合，媒体ノイズの低減が大きな

課題になっていたが最近の学会発表のなかでその解決の方

向性が明確になりつつある
（7）

。今後の一層のプロセス開発を

通して，20G ビット/in2 以上の適用のなかで，長手記録方

式を上回る性能の確保をめざしたいところである。また，

垂直記録方式以外にも表３に示したように，各種の新規記

録原理ないしコンセプトが提案されてきており，将来への

HDDへの適用に期待がかかる。

あとがき

以上，HDD用の磁気ディスク媒体の最近の技術進展を

材料とプロセスに注目して詳細をみてきた。ここに至って

従来の長手記録方式を進めるうえでは一層の困難な技術的

局面を迎えており，その限界の拡大に向けて重要な課題を

も提起した。一方で，この長手記録方式に代わる新しい記

録方式が各所で開発推進中であり，今後のメモリ市場での

HDDの果たす役割はさらに拡大しつつ，多くの応用分野

を広げていくものと期待される。そのなかで，富士電機も

磁気ディスク媒体の継続的な技術進展への寄与を通して今

後ともHDD業界の発展を支援していく所存である。

参考文献

加藤忠臣ほか：スパッタ法Co合金系磁気ディスク媒体，富

士時報，Vol.59，No.11，p.741-745（1986）

Okamoto, I. et al.： Co Alloy Thin Film Media and Granu-

lar Media for 40 Gb/in2 Longitudinal Recording（Projec-

tion）, Intermag’99，Korea，AA-03

Charap, S. H. et al.：Thermal Stability of Recorded Informa-

tion at High Densities. IEEE Trans.Magn. Vol.33，978（1997）

Uwazumi, H. et al.：Time Decay of Remanent Magnetiza-

tion, Remanent Coercivity, and Readback Signal of Ultra-

thin Longitudinal CoCr12Ta2/Cr Thin Film Media. IEEE

Trans.Magn. Vol.33，3031（1997）

高橋研ほか：クリーン化技術と磁気記録媒体，第18回日本

応用磁気学会学術講概要集，14pF-7，330（1994）

Bertram, H. N. et al.：SNR and Density Limit Estimates：

A Comparison of Longitudinal and Perpendicular

Recording.  TMRC’99，San Diego, Al

Wu, L. et al.： Low Noise Co/Pd Multilayer Media for

Perpendicular Magnetic Recording. Intermag’99，Korea，

GB-05

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

１３

１２

589（13）

富士時報 Vol.72 No.11 1999

ヘッドアンプ 

GMR 
ヘッド 

差動フィルタ 

オシロスコープ 

テスタセッティング 

（再生周波数：1MHz） 

（a）差動フィルタなし： 
　　  TAA=1.144（mVpp） 

（b）差動フィルタ付き： 
　　  TAA=0.786（mVpp） 

C

R
IAアンプ 
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表３　高記録密度の候補技術各種 

新技術 内　容 特　徴 課　題 

非磁性体のマトリックス 
の中にCoPt などの 
強磁性体粒子が散在 

Co系結晶（六方晶）の 
C軸が膜面に垂直に並 
び，この方向に磁化して 
いる。 

グラニュラ 
媒体 

垂直磁化 

低ノイズ， 
高熱安定性 

高熱安定性 

磁区の幅と長さの比が1 
に近いもの，現状は10 
以上，1に近いと反磁界 
が小さい。 

スクエア 
　　ビット 

高熱安定性 

数十nmの磁区を格子点 
状に配置したもの。隣の 
磁区が離れているため磁 
気相互作用が小さい，水 
平も垂直もある。 

パターンド 
媒体 

低ノイズ， 
高熱安定性 

近接場光学の原理を用い 
て光のビームをサブミク 
ロン以下に絞り記録読出 
しをする。HDD用ヘッ 
ドに近接場光学用の 
Solid Immersion Lens 
を乗せた方式を 
Terastor 社が開発中， 
光磁気と同一。 
 

近接場記録 高熱安定性 

�高保磁力化 

�低ノイズ化 
�熱安定性 
　（低記録密度領域） 
�外部磁界に対する 
　安定化 

�小トラックピッチ 
　化 
�トラックサーボの 
　高精度化 

光の加熱による助けを借 
りて磁区を書き込む，光 
磁気と同一。光はファイ 
バを通ってHDD用ヘッ 
ドまで伝搬し，マイクロ 
ミラーとレンズを使って 
媒体上に磁区と書込みと 
読出しをする。詳細は不 
明，Quinta 社が開発中。 

光アシスト 
ウインチェ 
スタ 

高熱安定性 

�書込みと読出し 
　速度の高速化 
�低コスト化 

�ごみに対する対策 
�光学系の配置に対 
　する許容誤差の厳 
　しさ 
�光の低利用効率 

�光ファイバを用い 
　たときのノイズの 
　発生 
�ごみに対する対策 
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まえがき

磁気ディスク装置の記録密度向上に伴って，磁気ヘッド

と媒体磁性層との間隔である「磁気スペーシング」の低減

に対する要求がますます厳しくなっている（図１）。

磁気スペーシングを低減させるために，これまで最も効

果があったのはヘッド浮上量の低下であるが，浮上量が

20 nmを切ろうとしている現状では，媒体側に対してもさ

まざまの要求が出てきている。

媒体にかかわるHDI 技術の課題

第一に，実質的な磁気スペーシングを低減するために，

磁性層の表面を覆っているカーボン保護膜や，潤滑膜の薄

膜化の要求が強くなってきている。さらに，ヘッド浮上量

が低下してもヘッドと媒体が接触しないようにするために，

媒体の表面粗さ（Ra）や，表面うねり（Wa）を小さくし

て，できるだけ平滑な表面を得る基板加工技術に対する要

求がますます厳しくなってきている。

一方，起動・停止時にはヘッドと媒体の接触が必然的に

生じる。現在広く応用されている CSS（Contact Start

Stop）方式では，接触面積をできるだけ小さくする手段

としてレーザバンプ方式が用いられているが，ヘッド浮上

量の低下に伴って小径・高密度のレーザバンプの設計・加

工技術の開発が進められている。また，今後広く実用化さ

れるといわれているランプロード方式では，ヘッドとの一

時的な衝突が発生しても，これに耐えられる媒体設計が求

められる。

このように，ヘッドと媒体との相互作用である HDI

（Head Disk Interface）にかかわる現象がますます重要に

なってきており，磁気ディスク装置の信頼性を向上させる

ために，数多くの技術分野での開発が精力的に進められて

いる。

ここでは，HDI 技術として，CVD（Chemical Vapor

Deposition）カーボン保護膜と，潤滑剤の分布状態を微視

的に観察する分析技術について，以下に詳細に解説する。

CVD保護膜

３.１ CVDとカーボン膜質

現状のカーボン保護膜はグラファイトターゲットをスパッ

タリングすることにより形成しているが，膜厚が 10 nm

以下になると耐久性あるいは耐食性に耐えられない膜となっ

てしまう。CVDによる膜は，膜形成時に表面反応を伴う

ため下地層に対する被覆性に優れる。なおかつイオンエネ

ルギーを制御することで，カーボンの膜質をコントロール

できるので，スパッタ膜に比べて，より緻密（ちみつ）で

硬い膜を形成することができる。したがって，これからの

カーボン保護膜の形成はCVD法に変わっていくであろう。

現在，磁気ディスク媒体用として提案されている CVD

手法にはフィラメント形イオンビーム法（以下，IBDと

記す），ホローカソード形イオンビーム法，ECR（Electron

Cyclotron Resonance）-CVD法，RF（Radio Frequen-

cy）-CVD法がある。ホローカソード形イオンビームにつ

いては，今後評価する予定であるが，ECR-CVD，IBD，

RF-CVD法のカーボン膜については，装置も含め評価し

た。今回は特に ECR-CVDと IBDの成膜について以下に

報告する。

３.２ ECR-CVDによるカーボン膜

875 ガウスの磁場中に 2.45 GHz のマイクロ波を導入す
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ると電子サイクロトロン共鳴が起こり，マイクロ波のエネ

ルギーが運動エネルギーに効率よく変換され，密度の高い

プラズマが形成される。この原理を利用したのが ECR-

CVDである。原理図を図２に示す。同じものが反対側に

もついており，マイクロ波は干渉を防ぐため位相を 90 °ず

らして導入している。

カーボンの膜質の評価には，一般的にラマン散乱分光が

用いられる。図３にマイクロ波パワー：70W，バイア

ス：－200V，C2H4 ：0.03 SLMで成膜したときのラマンス

ペクトルを示した。514 nmの Ar レーザでカーボン膜を

励起すると，グラファイト結晶子の末端にある炭素原子に

由来すると思われる 1,350 cm－1 近傍に現れる Dピークと，

グラファイトの面内振動に由来する 1,570 cm－1 近傍にピー

クを持ったGピークとが，非常にブロードで約 3,000 cm－1

にピークを持つ蛍光成分にオーバラップして観測される。

図３に示したように Gピーク全強度を B，Bから蛍光成分

を引いた強度をAとすると，その強度比B/Aはカーボン膜

中の水素濃度と相関があり，比が大きいと水素濃度が高い

ことが分かっている。

成膜パラメータとしては，マイクロ波パワー，原料ガス

（エチレン： C2H4）流量，基板に加えるバイアス電圧など

があるが，膜質に大きな影響を与えるパラメータは基板に

加えるバイアス電圧である。図４にラマン分光測定で得ら

れた B/A特性のバイアス電圧依存性を示す。負のバイア

スが大きくなると B/Aが減少し，膜中の水素濃度が減少

し膜の緻密化が起こっている。バイアス電圧が大きくなる

ことによりイオンによる衝撃エネルギーが大きくなり，結

合の弱い水素が切り離され，また膜中の炭素原子の再配列

が起こっていると考えている。

３.３ IBDによるカーボン膜

IBD の装置原理を図５に示す。加熱されたフィラメント

から発せられた熱電子は，アノード電極に引きつけられ，

アノード側から流れてくる原料ガスと衝突し，ガスを電離

分解する。イオン化されたガスは，アノード電圧で押し出

され，さらに基板に加えられた負のバイアス電圧に引きつ

けられ基板に到達して膜となる。したがって，IBDによ

るカーボン膜も ECRと同様，基板に印加する電圧により

膜質を制御する。特に IBDの場合は，アノード電圧とバ

イアス電圧の絶対値の和で制御する。図６に，アノード電

圧をパラメータにして，基板へのバイアス電圧を変化させ

たときの B/Aの依存性を示す。バイアス電圧が大きくな

るとECRの場合と同じようにB/Aが減少するが，アノー

ド電圧が高くなるにつれ，バイアス電圧の依存性が小さく
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なり 1.4 前後に収れんする。これはアノード電圧が高いと，

イオンの持つ初期エネルギーが高いためバイアス電圧の効

果が現れにくくなったためである。

開発当初，アノード電圧を高くしてバイアス電圧を印加

しない方法で，絶縁基板へも成膜が可能であると考えてい

たが，基板にバイアス電圧が印加されていないと，アノー

ド電圧により押し出されたイオンは，基板だけではなく広

範囲にわたって飛び出す。つまりチャンバ内のあちこちに

基板と同じ膜質の膜が成膜される。この膜は比較的内部応

力が大きく，膜厚が厚くなるとはく離しパーティクルとな

ることから，このプロセスは量産に適さないと判断し，ア

ノード電圧を低くして基板にバイアスを印加し，イオンを

基板のほうへ引きつけることでパーティクルの発生を抑止

するプロセスを採用した。

３.４ CVD膜の特性

カーボン保護膜の耐久性は，起動・停止を繰り返す

CSS テストで評価するが，CSS テスト以外にも，高信頼

性を確保するために，カーボン保護膜の被覆性能と膜表面

の耐ガス吸着性能が調査される。

被覆性能については高温高湿下に磁気ディスク媒体を放

置し，磁性層の主材料であるコバルト（Co）の析出量を

調査する方法が採られる。図７にその結果を示す。5nm

以上の膜厚では，ECR，IBDにあまり大きな差は見えな

いが，5nm以下の膜厚においては ECR膜のほうが被覆性

はよさそうである。このことは，IBDはイオンによる成

膜が主であるが，ECRは中性ラジカルの表面反応による

膜形成が行われているため，表面の被覆性が勝っているの

ではないかと考えている。

耐ガス吸着性能については，濃度 0.1 ppmの SO2 ガス

または濃度 1ppmの NH3 ガス雰囲気中に24時間放置した

後での表面を飛行時間形二次イオン質量分析法（TOF-

SIMS）により測定して評価している。酸系のガスである

SO2 は，吸着すると硫酸系のイオンとなり，磁性層の Co

溶出の原因となる。アルカリ系のガスである NH3 が吸着

するとアンモニウムイオンとなり，ヘッド汚れの原因とな

る。

緻密性・表面被覆性に優れる CVDカーボン膜は，これ

からの保護膜の主流になることは間違いないことであるが，

装置の長時間安定性，あるいはパーティクルの発生状況，

発生した場合の抑止方法など，不透明な点が多々あり早急

に解決する必要があり，技術のトップをめざして開発を進

めていく所存である。

液体潤滑剤の高空間分解能の観察手法

数 nm以下という非常に薄い膜厚で媒体に塗布される液

体潤滑剤の分析手法としては，フーリエ変換赤外分光法

（FTIR），X線光電子分光法（XPS），TOF-SIMS などの，

化学的情報が得られることを重視した手法が使われている。

しかし，ヘッドー媒体間のトライボロジーはミクロな観

点から議論されるべきであるにもかかわらず，これらの手

法によってサブミクロン以下の高空間分解能で，潤滑剤の

分布状態を評価することは容易ではない。

そこで富士電機では，試料表面を敏感に，しかも高空間

分解能で評価できる走査形プローブ顕微鏡（SPM）を利

用した新しい液体潤滑剤分布の評価法を開発した。

４.１ 原　理

SPMは，先端をとがらせた探針と試料との相互作用を

検出することにより，試料の表面状態を知る分析手法の総

称である。

ここで用いた探針部は，シリコンの微細加工技術によっ

て，探針がカンチレバの先端に一体的に作り込まれている。

カンチレバを共振点付近で振動させながら，探針が媒体表

面に接触する位置まで試料を近づけていくと，潤滑剤のメ

ニスカス力によって探針の振動振幅が小さくなる。このと

き，SPMはフィードバックにより，当初の振動振幅を回

復するまで試料を探針から遠ざけるように動作する。探針

が潤滑剤から「引きはがされる」ときに，潤滑剤の粘性作

用によってカンチレバの振動に位相遅れが生じ，この位相

遅れをモニタすることにより潤滑剤の膜厚分布を観察でき

る（図８）。

位相を検出する位相モード自体はよく知られた方法であ

るが，富士電機では媒体の潤滑剤にこの手法を適用して，

液体潤滑剤の膜厚分布を高空間分解能で定量的に測定でき
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る新しい評価法を開発した。

４.２ 結　果

潤滑層を有する媒体を上記の方法で観察すると，位相遅

れは局所的な潤滑剤の膜厚分布によって連続的に変化する

わけではないことが分かった。ある膜厚のしきい値を境に，

そのしきい値を超える膜厚で探針は急に潤滑層にトラップ

され，大きな位相遅れを生じる。

つまり，媒体をこの手法で観察すると，ある潤滑剤膜厚

のしきい値よりも厚い部分と薄い部分が明確に分離された

二値化位相像が得られる。さらに，そのしきい値はカンチ

レバの振動振幅を変えることにより，変化させることがで

きることも分かった。振動振幅を変えて得られた位相像を

重ね合わせると，いわば等高線表示された液体潤滑剤の膜

厚分布像が得られる。

得られたデータから，観察範囲内での液体潤滑剤の体積

を計算することができる。この時点で潤滑剤の膜厚は，そ

れに比例した量としてのカンチレバの振動振幅で与えられ

ているため，体積の計算値は相対的な潤滑剤量であるに過

ぎない。しかし，他の手法（FTIR など）で評価した平均

潤滑剤量とよい相関があり，本手法が定量的に液体潤滑剤

の分布状態を評価していることが分かる。

他手法で求めた平均潤滑剤量と，本手法で求めた相対的

潤滑剤量を比較することにより，カンチレバの振動振幅を

潤滑剤の膜厚値に換算することができる。

以上の方法により評価した，Al 基板媒体上（保護膜は

a-C：H：N）の液体潤滑剤の分布状態を図９に示す。明るい

色で示された場所ほど潤滑剤が厚いことを示している。

この手法でカンチレバの振動振幅を大きくしていくと，

ついには観察範囲内のどこにも探針がトラップされなくな

り，そのときには媒体の形状そのものが観察されるように

なる。すなわち，媒体表面形状と潤滑剤分布状態との比較

ができる。

図９で矢印で挟まれた部分はテクスチャ溝であり，この

媒体では溝の底部で潤滑剤が厚く，溝の斜面で潤滑剤が薄

いことが分かる。正確な分解能を定義するのは困難である

が，10 nm程度の大きさの潤滑剤構造が観察されている。

これは従来手法に比べ 2けた程度高い空間分解能である。

今後は，この手法をヘッドー媒体インタフェースで起き

ている，ミクロスコピックな現象の解析ツールとして用い

ていく。

あとがき

HDI 技術の一例として，CVDカーボン保護膜と，潤滑

剤の分布状態観察技術を紹介した。HDI 技術は多くの技

術分野がかかわる総合技術であり，磁気ディスク装置の信

頼性確保のために，その重要性を認識して，新しい技術開

発に取り組む所存である。
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磁気記録媒体の表面保護・潤滑技

術開発に従事。現在，松本工場共

通技術部。

坂口　庄司

磁気記録媒体の基板加工技術開発

に従事。現在，松本工場媒体第二

開発部。

上住　洋之

磁気記録媒体の磁性層成膜技術の

開発に従事。現在，松本工場媒体

第二開発部。
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まえがき

２～３年前から米国を中心として，コンピュータと家庭

と通信が収れんしつつ融合し，これとディジタル放送の進

展とが相まって，家庭をターゲットに置いた新しいサービ

スが21世紀に巨大な市場に成長すると期待されつつある

（図１）。しかもその動向は，国籍や業界を越えた合従連衡

によって実現されつつあり，いずれは既存の産業構造を変

革し全体を再編成するに至ると予想されている（図２）。

そういった全体的な動向の家庭における具体的な展開は，

例えば次のようになると考えられている。

家庭と社会とのインとアウトの接点に，ディジタル放送

などのAV（Audio Visual）情報を一時的に蓄えることが

できる STB（Set Top Box）を配置する。この STBは，

IEEE1394 などの高速通信システムを介して，ディジタル

テレビなどの家庭内 AV機器と接続されていることを特

徴とする。もちろん，携帯 AV機器もそれに自由に接続

することができる。そしてこれら家庭内のAV機器は，今

までのパーソナルコンピュータ（パソコン）に代わる，よ

りマンマシンインタフェースに優れたホームサーバによっ

て統御される。すなわち21世紀の消費者は，音楽や映像配

信データや個人 AV情報を自由に編集したり配ったりす

ることができるようになる，というものである。

そういったコンバージェンスの動向は，短期的には上述

の家庭内AV情報サービスの普及として現れ，中期的には

データ放送サービスの充実として，長期的には EC（Elec-

tric Commerce）やセキュリティ管理も含めた消費者の快

適な生活を保証する未来システムに直結すると期待されて

いるところである。

すなわち，2000年からのデータ放送の普及を契機に，増

大する情報量に対応した個別 AV機器とネットワークの

普及が第1期。2002年に開催されるサッカーのワールドカッ

プを契機にして，より高度な機能を有するホームサーバが

普及し，家庭が放送局化するのが第 2期。2004～2005年以

降，ECやセキュリティ管理も含めた，新しいオンデマン

ドサービスが花を開くのが第3期。そういった三つのステッ

プをたどって，コンバージェンスは家庭と社会に浸透する

と考えられている。

これを実現するうえでの技術上のポイントは，高品質な

（したがって大容量な）AV情報を，素早くマルチに（し

たがって高速に），気軽な値段で（したがって低価格で）

扱える，「AV情報キャッシュメモリ」の開発である。候

補とされる外部メモリは多いが，三拍子そろったメモリは

意外と少ない（表１）。近年，パソコンなどで必需品となっ

ている磁気ディスク装置（HDD）が，改めて脚光を浴び

つつあるゆえんである。

そのような動向の帰結として，21世紀の STBやディジ

AV用磁気ディスク媒体
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家電業界 ディジタル 
テレビ　　 

2000年 2002年 2004年 

パラダイムの変 
化と産業構造の 
変革 

テレビと 
パソコン 
の融合　 

パソコン 

広告業界 

出版業界 
新聞業界 

サービス業界 

金融業界 
小売業業界 

データ放送 放送業界 

コンピュ 
ータ業界 

ワンストップ 
ショップ 
システム化 
電子商取引 

家庭へのアクセス 
インターネット 
広帯域 
ビジネスユー 
ザー中心 

多機能化 
双方向性 
通信機能 
新サービス 
付与 

多チャン 
ネル化 
高画質化 
高機能化 

図２　コンバージェンスによる産業構造の変革
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タルテレビやホームサーバ，そして携帯AV機器には，仕

様や形状こそ違い，各種のAV-HDD（AV機器専用HDD）

が搭載されることになると考えられている。消費者が，手

軽に AV情報を持ち歩く時代は間近に迫っている。しか

も将来の立体テレビや，それの個人ユースとしての携帯機

器などの未来像も含めて考えると，AV-HDDの将来は実

に前途洋々たるものであるといえる。すなわち，その中枢

機能素子であるAV用磁気ディスク媒体の将来も明るい。

以下に富士電機が注力している最新の AV媒体の開発状

況について説明する。

プラスチック媒体

磁気ディスク媒体は，その表面を磁気ヘッドが浮上する

ことで，高速な読込みと書込みを行う特徴を持っているた

め，いままでは，超平面を形成できる，アルミニウム（Al）

媒体やガラス媒体が主流であった。一方，光ピックアップ

を使用している，CDやMD，PD，DVDなどは，面精度

がそれほど高くなくても，読み書きに支障がなく，また，

グルーブを形成する必要があるため，射出成形によるプラ

スチックが使われてきた。プラスチックディスクは射出成

形だけで，基板を形成できるためコスト的には非常に有利

な材料である。最近，プラスチックによる射出成形でも，

表面精度を上げる技術が開発され，磁気ディスク媒体にお

いてもヘッドが浮上できるだけの精度を持った基板を作成

することができるようになってきた。

さらに，AV分野においてディジタル化が進み，ディジ

タル放送がスタートすると，ディジタル AV市場は急激

な伸びが予測されている。ディジタル AV市場では，高

速で大容量のデータを扱うことのできるHDDがその中心

であると考えられている。そのため，安価で大容量の

HDDが市場のニーズとして求められている。

このニーズにマッチしているのが，プラスチックによる

磁気ディスク媒体（プラスチック媒体）である。プラスチッ

ク媒体は，材料費が安い点と，射出成形のみで基板を形成

することができるため，工程が少なくなり，低コストで媒

体を作製できる特徴を有している。さらに，軽量であるた

め消費電力が小さく，動作させたときの回転音も小さいた

め，AV用の記録装置としては，最適な条件を有している。

また，HDDで行われている，ランプロード方式に対して

も，プラスチックの弾性変形しやすい性質が，ヘッドの衝

撃を吸収するため，ダメージを受けにくい媒体を設計する

ことが可能になる。

AV用データは，コンピュータで扱われている 1ビット

が欠けても重大な障害を起こすデータとは異なり，人間が

感じ取れない画像や音楽のビット欠けはあまり重要ではな

くなる。その代わり，画像が途中で途切れたり，音楽がス

ムーズでない場合は重大な問題となる。また，耐環境性と

しては，家電製品として機械に不慣れな人にも扱われたり，

直射日光にさらされたりぶつけられたりするため，コン

ピュータに使われるHDDとは別な信頼性が要求される。

HDDからみたコンピュータ用とAV用のデータの取り扱

われ方の違いを表２にまとめる。

ここで，将来的にディジタル放送がスタートしたときの

状況を想像してみよう。小形のHDDと，ディスプレイを

組み合わせた持ち運び形の映像装置があれば，家を出る前

に，STBから今日のニュースを瞬時に録画し，通勤途中

で見たり，前日に見逃したドラマを昼休みに見たり，音楽

配信を記録しいつでも聞いたりすることができるようにな

る。このときのHDDは，小形・軽量・低消費電力であり，

耐衝撃性に優れ動作音が静かであり，なによりも安いこと

が必要とされる。これは，まさにプラスチック媒体の特徴

を生かした製品の一例である。

このような，プラスチック媒体を作成するためには，三
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表１　主要外部メモリの性能比較 

分類 
項目 

フラッシュメモリ HDD

製　品 

〈注〉1999年度量産品で比較 

SanDisk Corp. 
Compack  
Flash

東芝 
Smart Media

容　量 

データ 
転送速度 

アクセス 
時間 

48 Mバイト 

24 Mビット/秒 

10　s 7　s

16 Mバイト 

8 Mビット/秒 

Quantum  
Corp. 
Eagle

25 Gバイト 

288　　　  
Mビット/秒 

12 ms

光磁気 
ドライブ 

ソニー 
MDデータ 

650 Mバイト 

4.6 　　　  
Mビット/秒 

500 ms

表２　コンピュータ用とAV用のHDDの違い 

分　類 

項　目 

用　　　　　途 データ処理 

エラーレート  10
－10

環　　　　　境 33℃，80％ RH

データ保存期間 2～3年 

動　作　頻　度 数回/日 

アクセス速度  
高速回転 
低速シーク 

媒　　　　　体 AI・ガラス 

コンピュータ用データ 

パソコン用 ホームサーバ用 

ビデオ編集 
ホームテレビ 
インターネットデータ 

10
－10

80℃，80％ RH

3～5年 

数回/日 

中速回転 
高速シーク 

AI・ガラス 

AV用データ 

STB用 

画像データ 
ディジタルテレビ 

10
－3
～10

－4

80℃，80％ RH

1～7日 

常に動作 

低速回転 
高速シーク 

ガラス・プラスチック 

可搬ドライブ用 

ビデオカメラ 
携帯電話機 
ナビゲータ 

10
－3
～10

－4

80℃，80％ RH

1～2週間 

数回/日 

低速回転 
低速シーク 

ガラス 

可搬媒体用 

ビデオカメラ 
携帯ビデオ 
音楽配信 

10
－3
～10

－4

80℃，80％ RH

1～2週間 

数回/日 

低速回転 
低速シーク 

プラスチック 
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つの大きな技術的な課題をクリアしなければならない。一

つはプラスチック材料そのものであり，二つめはプラスチッ

ク基板の精密成形技術であり，もう一つは熱的に弱いプラ

スチック媒体の上に高記録密度用の磁性層を成膜させる低

温磁性層成膜技術である。

２.１ プラスチック材料技術

高度な表面精度が要求される磁気ディスク基板において，

従来のMO，DVDなどのプラスチック基板を磁気ディス

ク基板として用いると，特に表面のうねりが影響し，磁気

ヘッドが浮上せず読み書きが行えないという問題を引き起

こす。また，基板の表面精度が良好だったとしても，機械

的強度が低く，熱的変形が大きく，吸湿性の存在する従来

のポリカーボネートなどの樹脂で得られたプラスチック基

板は，高温・高湿環境放置で基板の形状変化が増大すると

いう問題も引き起こす。

磁気ディスク用プラスチック基板材料に求められる要求

特性は次のとおりである。

成形基板の残留応力がきわめて小さく，高温・高湿環

境下でも良好な形状安定性を保持できる樹脂材料。

表面粗さが小さく，表面欠陥のない高精度な表面性状

を保持できる樹脂材料。

低発ガス，低コンタミネーションコントロールしたク

リーン化対応樹脂材料。

このような要求特性を満足すべく樹脂材料としては，従

来のポリカーボネートやポリアクリレート樹脂ではすでに

不可能なレベルであり，より剛直で三次元分子構造を保有

し，機械的強度やクリープ特性（熱膨張特性）に優れた材

料特性を有する樹脂の適用および新規材料開発を行ってい

る。

表３に今回検討を行った新樹脂とポリカーボネート

（PC）の主な材料特性を示す。

新樹脂はポリカーボネートと比較し，耐熱性・クリープ

特性や機械的強度が高く，吸湿性のきわめて少ない特徴を

有しており，材料特性的に優位な樹脂といえる。この新樹

脂の優位性は，分子構造的には，より三次元的でかつ耐熱

安定性の高いモノマー単位が相互に共重合した剛直性の高

い構造を有しているためである。

要求特性 項の「形状安定性」は，プラスチック基板に

求められる最重点課題であり，形状変化を生ずるメカニズ

ムは以下のように考えられている。

射出成形金型への樹脂充てん時に金型表面（基板表面）

で冷やされ固化した樹脂とキャビティ中心部（基板バルク）

を高温で流れる樹脂との間で温度・速度こう配が発生し，

その界面でせん断応力が働き，絡まりあった分子が配向す

ることなく固化してしまう。一方，キャビティ中心部の樹

脂は，温度・速度こう配が少ないので，樹脂の流れる方向

（基板半径方向）へ配向することになる。この基板表面層

とバルクにおける分子配向性差異の大きい基板ほど，基板

表面近傍に残留応力が強く発生することになる。この残留

応力の大きい成形基板は，高温・高湿環境下放置で樹脂固

有の吸湿性の影響も加わり，基板の変形量がさらに増大し，

形状安定性を維持することができなくなる。

この基板の変形量と残留応力の発生度は，材料特性的に

は樹脂構造に由来するクリープ特性によって関連づけられ

る。

新樹脂およびポリカーボネートで各種成形条件下，成形

された基板での線膨張係数と 60 ℃・80 ％ RH・500 時間放

置後基板の形状変化率との関係を図３に示す。

成形基板の線膨張係数は新樹脂はポリカーボネートに比

べ小さくなっており，それに対応し高温・高湿環境放置後

の形状変化率も小さくなっている。しかしながら，新樹脂

でも成形条件の違いにより，線膨張係数，形状変化率とも

大きくばらついており，より形状変化の少ないプラスチッ

ク基板を安定的に得るためには，

™より残留応力の少なく，線膨張係数＜4×10－5 を達成し

得る高度な精密成形技術の探索。

™より剛直三次元構造を保有し，クリープ特性・機械的

強度に優れた高耐熱性新規材料開発の適用。

を鋭意検討，探索していく必要がある。

一方，要求特性 項「高精度表面性状」を得るためには，

樹脂の溶融粘度が低く，流動性の良い状態での射出成形が

可能な樹脂と，表面欠陥となる樹脂含有発ガス成分やパー

ティクルなどのコンタミネーション成分を極力除去したク

リーン化対応樹脂の適用を図ることが重要である。その方

策としては，

樹脂流動性の向上

分子量分布制御による低溶融粘度化。

高温・高速成形が可能な高耐熱樹脂材料の適用。

表面欠陥の低減

樹脂合成工程や搬送系クリーン化によるパーティク

ルの低減。

などの技術開発も推進中である。

（a）

（2）

（b）

（a）

（1）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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0
1086

線膨張係数（cm/cm・℃） 
42

新樹脂 
PC

図３　線膨張係数--形状変化率比較表３　材料特性比較 

分　類 
項　目 

樹脂A

＜5×10－5 

420 

5

線膨張係数（1/℃） 

熱 分 解 温 度（℃） 

含　水　量（ppm） 

樹脂 B

6×10－5 

400 

5

ポリカー 
ボネート 

8×10－5 

360 

150
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パソコン用磁気ディスク基板の製造方法は近年の急激な

高密度化要求に伴い，ますます複雑化しており，一方で

AV用磁気ディスク基板では，高機能を維持したままで，

従来以上に安価な磁気記録媒体が求められており，この相

反する要求を解決できる磁気記録媒体としてプラスチック

媒体はきわめて有望である。

そのためには従来のプラスチック基板の常識や概念にと

らわれず，成形技術・金型技術と並んでプラスチック材料

技術の一層の高度化を図ることもきわめて重要であり，現

行材料の性能・品質改善やより高性能な新規材料開発を鋭

意推進していく必要がある。

２.２ 精密成形技術

AV用磁気ディスク用基板に要求される品質としては，

高表面精度：表面粗さ，表面うねり

高機械特性：平たん性，面振れ，表面加速度

低表面欠陥：異常な凹凸，付着物

耐熱安定性：材料物性，後処理方法

が挙げられる（図４）。

従来からある光ディスク用プラスチック成形基板におい

ては，そのドライブ方式の違いにより，上記 ， ， 項

のほかにパターン転写性と光屈折性を制御特性としている。

したがって，上記 項の「高表面精度」については，ある

レベル以上で制御されていれば特に必要にならない特性値

であるため，実際の光ディスク表面は現在の磁気ディスク

媒体表面とは大きくかい離している状況にある。磁気ディ

スク媒体を成形する場合の重要因子として，

™ペレット材料

™金型精度

™成形条件

™雰囲気

™設備

が挙げられるが，今回は「成形条件」に関する研究結果を

列記する。

精密射出成形において，形状などに関与する重要な因子，

™金型温度

™樹脂温度（ノズル温度）

™射出速度

™型締め圧力

™冷却時間（成形サイクル）

の 5因子を取り上げ，それぞれ水準を振って形状に与える

効果をみた。また，成形後には，成形時の内部応力を開放

することで，より高精度なプラスチック基板を作製するた

めの加熱処理（アニール）を実施することも重要な因子の

一つであることを見いだし，実際の効果も同時に確認した。

金型温度については使用する樹脂特性によって適正温度

が異なり，Tg（ガラス転移温度）が高い材料ほど金型温

度設定を高くする必要がある。また，可動側と固定側の金

型温度設定については，図５のように温度差を付けるに従

い成形後の形状を良好にすることが可能となる。しかしな

がら，アニール後形状は温度差を付けるに従い，悪化傾向

を示す。これは成形後の基板における表面スキン層応力と

内部応力が表裏で差が生じ，アニールにより応力が開放さ

れ，より応力が残留している側へと引っ張られる現象が起

きていると考えられる。実際，金型温度差を付けた場合の

表裏の線膨張係数が異なることが分析により判明しており，

アニールによる形状変化と応力との関係が裏づけられてい

る。

図６に他の重要因子ごとの形状変化を示す。それぞれ最

適点があり，最終的には各因子の相互作用を考慮した成形

条件設定が必要となる。

現時点で最適と思われる成形条件に成形したプラスチッ

ク基板形状と表面性状を図７に示す。

ミクロ的な視野での評価では，図７のように Al ディス

クを上回る高精度な基板を製造することが可能となる。

しかしながら，基板表面全体を見たとき，部分的な成形

異常が確認される。成形異常とは，一般的な，

™ひけ：樹脂流動異常による表面の荒れ

™シルバーストリーク：樹脂内の発ガスによるすじ

™凹み：スタンパ表面の付着物

であるが，この項目に関しては今後の改善課題である。

項の「耐熱安定性」に関しては，元来樹脂が持ってい

る熱による質的変化，および形状変化を抑制するための成

形後の樹脂流動を制御する必要がある。そのため，いかに

（4）

（1）

（4）（3）（2）

（4）

（3）

（2）

（1）
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項目 光磁気ディスク媒体（PC） 磁気ディスク媒体（AI） 

形状 

表面 
粗さ 

（AFM） 

うねり 
（ZYG　 
　O） 

Wa 3.2 nm Wa 0.4 nm

Ra1.2 nm Ra 0.4 nm

平たん性3　m平たん性50　m

図４　表面精度比較

平
た
ん
性
（
　
m
）
 

80

60

40

20

0
130/120130/122.5130/125

金型温度（可動側/固定側）（℃） 

アニール前 

アニール後 

130/127.5130/130

図５　金型温度差による基板平たん性
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強固な分子構造を持たせるか，またいかに内部応力を均一

化させるかが重要なポイントとなる。前者に関しては材料

開発が必要であり，後者は成形後の処理方法の検討が必要

となる。

成形後の後処理として幾つかの方法を検討した結果，ア

ニールによりあるレベルまで形状変化を抑制できることを

見いだした。

具体的には，「温度と時間」のファクタにより形状品質

と，耐熱安定性の両者が制御できる。基板形状品質に関し

ては前記図５を参照いただきたい。耐熱安定性（環境試

験：60 ℃-80 ％-500 h 放置後の形状）に関するアニール

条件検討結果を図８に示す。このように，アニール条件を

最適化し，基板内部の応力を開放させることで環境試験後

の基板形状変化を抑え，より安定したプラスチック成形基

板を提供することが可能となる。

品質の安定した精密成形品を速く，しかも安く作る精密

成形をするには，製品設計から，金型加工，射出成形，応

力開放，評価に至る工程をシステム化し，そのサイクルを

極力縮めることが重要である。成形技術の大部分はトライ

＆エラーの繰返しの産物である。その蓄積されたデータを

よく整理体系化しデータベースとして有効活用することが

精密成形技術の高度化につながるものと考える。

２.３ 低温磁性層成膜技術

従来の磁気ディスク媒体の成膜は，300 ℃程度まで基板

の温度を上げた後に，下地層として Cr 合金薄膜を，磁性

層として CoCrPtTa 系合金を順次スパッタリングする方

法が一般的である。基板温度を上昇させることで，磁性層

中の Cr の Co 合金結晶粒の粒界への偏析が促進され，し

たがって，Co 合金結晶粒同士の磁気的な相互作用を低下

させることができ，高記録密度化に適した高 Hc，低ノイ

ズの媒体が作製できる。

一方，基板としてプラスチックを採用した場合，その耐

熱温度がたかだか 100 ℃程度であることから高温成膜が不

可能であり，従来とはまったく異なる新規の磁性層成膜技

術を開発する必要があった。すなわち，非加熱低温成膜プ

ロセスを用いても Co 合金結晶粒同士が孤立化し，磁気的

相互作用が低下できるような磁性層材料とその成膜技術で

ある。そこで，低温スパッタ成膜においても Co 合金結晶

粒の孤立化を進めるため，平衡状態ではほとんど Co 合金

とは固溶しない物質である SiO2 などの酸化物を添加した，

いわゆるグラニュラ磁性層を採用した。あわせて従来の

DCマグネトロンスパッタ方式に代わり，酸化物などの絶

縁性物質をもスパッタ成膜可能な RFスパッタ方式を導入

した。

図９に，プラスチック基板上にまず Cr 合金下地膜を成

膜したのち，連続して CoCrPt 合金に SiO2 を添加した複

合ターゲットを用いて RF成膜したグラニュラ磁性層の平

面 TEM（Transmission Electron Microscope）像を示す。

酸化物を主体とする結晶粒界相（白っぽい部分）が磁性金

属結晶粒を取り囲んだ，いわゆるグラニュラ構造が形成さ

れていることが分かる。さらに，この媒体の磁気特性およ

び媒体ノイズは，低温成膜で作製した酸化物を添加してい

ない CoCrPt 媒体と比較して非常に優れている。これは，

図９に見られるような酸化物の粒界偏析が，磁性金属結晶

粒間の磁気的な相互作用を低減したためと考えられ，グラ

ニュラ媒体は低温成膜においても優れた特性を示すことが

明らかになった。

しかしながら，このようなグラニュラ媒体の諸特性は，

従来の高温成膜媒体と比較すると劣っており，酸化物の粒
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AV用磁気ディスク媒体

界偏析を促進し，さらなる低ノイズ化を図ることが不可欠

である。粒界偏析や結晶粒径などの微細構造は，薄膜の初

期成長層の形成の仕方に強く依存して変化すると考えられ

ることから，Cr 合金下地膜最表面層の成膜条件を変更し，

磁性層との界面状態を制御することで初期成長層を制御す

ることを試みた。その結果，下地膜最表面の成膜条件を最

適化することで，グラニュラ構造をより促進し，磁気特性

および電磁変換特性が大きく改善されることを見いだした。

図 に，プラスチック基板/Cr 合金下地層/下地層最表

面改質層/CoCrPt-SiO2 グラニュラ磁性層の順に積層した

媒体の磁性層のTEM像を示す。下地層最表面の成膜条件

を変更した以外は図９に示した媒体と同一の組成，層構成

であるが，図９と比較すると粒界層が鮮明に観察されてお

り，SiO2 の粒界偏析が大きく促進されていることが分か

る。

表４には，下地層最表面の成膜条件変更媒体と変更して

いない媒体の保磁力 Hc，残留磁化膜厚積Mrt，および 200

kFCI の記録密度で AMRヘッドを用いて測定した O/W

および SN比の比較を示す。特に SN比が大きく向上して

いることが分かる。このように，下地層最表面の成膜条件

を変更し磁性層との界面状態を制御することで，磁性層微

細構造の変化を介して媒体特性が大きく向上でき，低温成

膜条件下でも従来媒体に匹敵する特性を実現することがで

きた。

従来の CoCrTaPt 系高温成膜磁性層は，低ノイズ化の

ために Cr 量を増加させて粒界偏析を促進させることで，

同時に磁性結晶粒の飽和磁化が低下してしまい，磁性粒の

磁気的エネルギーよりも熱エネルギーが優勢となって常温

放置下でも記録ビットが消えてしまう，いわゆる熱減磁が

大きな問題となりつつある。一方，グラニュラ磁性層は，

粒界偏析を酸化物が担うため，粒界偏析を促進しても磁性

結晶粒の飽和磁化が低下せず，したがって熱安定性に優れ，

かつ媒体ノイズの低い優れた高記録密度媒体が形成できる

可能性を秘めている。低温成膜技術は従来のAl やガラス

基板媒体にも問題なく適用できるため，現在，さらなる高

性能媒体の開発を推進中である。

あとがき

21世紀はコンピュータとインターネットがもたらした情

報革命が家庭内に入り込み，だれもが好きな映像・音楽・

情報を扱えるようになる。これを実現するためには，低価

格・高性能のHDDが必要とされ，それに搭載される磁気

ディスク媒体を開発した。

HDDはコンピュータ用はもちろんのこと，AV用とし

てもいろいろな種類が必要とされ，今後ますます需要が増

えてくると予想されている。それら各種のニーズにこたえ

るために，磁気ディスク媒体のレパートリーを広げ，用途

に最適な媒体を供給するために今後とも改善に注力する所

存である。

１０
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表４　Cr 最表面改質層の有無による諸特性の比較 

改質層 

なし 

あり 

 crH
（Oe） 

2,200 

2,500

O/W 
（dB） 

36.7 

38.3

SN比 
（dB） 

26.6 

32.5

 rM t
（memu/cm2） 

0.77 

0.73

図９　グラニュラ磁性層TEM像

図１０　グラニュラ磁性層TEM像（Cr 最表面改質層あり）

10 nm

10 nm
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まえがき

各業種での製造ライン自動化は，主に人員削減を大きな

目的としているが，磁気ディスク媒体（以下，媒体と略す）

では，人員削減はもとより自動化することによって得られ

るクリーン化による媒体の品質向上・安定化を大きな目的

としている。

媒体表面 1ビットの大きさは，磁気ディスク装置の記憶

容量増大に伴い年々小さくなってきており〔現状 0.8 × 0.07

（μm）〕，問題視されるパーティクルサイズおよび欠陥も

小さくなってきている。この対応策の一つとして，媒体製

造ラインを自動化することで，不安定な人手搬送による媒

体に対するダメージなどの解消，さらにクリーン搬送によ

りパーティクルの付着を防ぐことができる。

しかし，単純なラインの自動化だけでは，媒体のさらに

高度化する要求品質に対応できなくなる。そこで，クリー

ンルーム設計と一体化した自動搬送システムの開発が必要

になってきた。

また，媒体製造ライン用のクリーン化自動搬送システム

は特有な条件が多いため，他業界と比べて適合するシステ

ムが非常に少ない。そのため，自動搬送システムの構築は

搬送装置メーカーの既存システムなどをもとにした考案，

共同開発が主になっている。

本稿では，いままで人手で搬送していた工程間への自動

搬送システムの導入と，新規製造ラインへ実施した自動搬

送システム，そして高度化する要求品質に対応しクリーン

化を目的とし，クリーンルーム設計と一体化して開発した

全体システムとしての自動搬送システムの実施例について

紹介する。

既存ラインへの自動搬送システムの構築

従来，媒体搬送用カセットを人手により搬送していた工

程間へ，媒体のクリーンアップを目的として導入した自動

搬送システムの実施例を紹介する。概略を図１に示す。

２.１ クリーンルームの省スペース化

工程内および工程間にまたがる自動搬送システムは，設

置などにかなりのスペースを必要とする。特に床上に設置

する場合，通路上の障害となったり作業スペースが狭くな

る問題などがある。クリーンルーム内のスペース拡張を必

要とすることは，それだけでクリーンルームのコストアッ

プになってしまう。

以上のように既存ラインへの自動搬送システム構築に関

してはスペース上の制約があった。そこで，クリーンルー

ム内において天井部分のスペースに着目し，省スペース化

を目的として天井搬送システムを考案した。

その結果，搬送装置下部のスペースを確保することがで

き，既存の通路や作業スペースを維持しクリーンルームを

拡張することなく，クリーン搬送システムを構築できた。

２.２ 天井搬送によるクリーン化

搬送装置を天井部分に設置することで，クリーンユニッ

ト直下を媒体搬送ルートとしたので，クリーンなエリアが

媒体搬送用カセットの搬送ルートとなり，発じん源の一つ

である作業者と媒体を分離することができた。また，自動

磁気ディスク媒体製造ラインの自動化
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図１　既存ラインへの自動搬送システムの構築



磁気ディスク媒体製造ラインの自動化

化することで工程間の媒体仕掛品が少なくなり，媒体の滞

留時間を減らす効果があった。

以上を実施し，パーティクル付着を防止した媒体のクリー

ン搬送を実現できた。

２.３ 既存ライン自動化後の考察

以上の実例では，既存ラインへの設置であったため，搬

送装置を天井からつることが強度的にできず，自立柱や既

存設備から支えを取るなど工夫して設置した。しかしなが

ら，既存スペース確保のため，支え柱の位置は制限されて

しまい，搬送ルートが限定されてしまった。

このように，クリーンルーム内に設置される自動搬送シ

ステムは，クリーンルームの構造や設備レイアウトによっ

てさまざまな制約を受ける。

そこで，自動搬送システムのコンセプトをいちはやくク

リーンルーム設計に反映させ，クリーンルーム設計と一体

化したライン設計が必要かつ重要となった。

この天井搬送システムを基本として，次章に述べる自動

搬送システムを構築した。

新規ラインへの自動搬送システムの構築

３.１ 目的にあった搬送システムの使い分け

新規ラインへ導入した工程間天井自動搬送システムの概

要を図２に示す。これらは，既存ラインへ実施した媒体搬

送用カセット天井搬送システムへの応用を基本に，搬送装置

メーカーと共同で開発し実施したものである。

ストレート式搬送装置（リニア搬送形）

搬送距離が短く，工程間のバッファが必要なく，搬送ス

ピードが要求される高清浄度エリアに適用。

ループ式搬送装置（軌道給電形）

入力側・出力側設備が複数台で構成され，搬送用カセッ

トも複数で搬送する中低清浄度エリアに適用。

クリーンコンベヤ式搬送システム

工程間に媒体搬送用カセットのバッファ機能が必要な高

中清浄度エリアに適用。

これらの搬送システムを用途や使用環境により使い分け，

要求品質の高度化に対応した自動搬送システムの構築を実

施した。

３.２ クリーンルーム設計と一体化した自動化ライン

搬送システムの導入にあたっては，それぞれに必要な，

搬送ルートエリア，天井つりボルトの位置，天井部強度，

クリーンルームとの関係，カバー設置によるクリーンルー

ム内気流制御など，当初からクリーンルーム設計と一体化

して搬送システムの設計，設置を実施した。

その結果，設計を一体化することでクリーンルームの機

能に影響を及ぼすことなく自動搬送システムをスムーズに

導入し，設置工数の低減などにも効果があった。

設備設置後，クリーンルーム内のパーティクル，気流な

どを調査解析し，床開口部の変更，カバー追加など，細か

な部分を対策してクリーン度の改良を実施した。

ここで，媒体の要求品質がさらに厳しくなると，自動搬

送システムに関しては搬送設備ばかりでなく，周辺の設備

レイアウトやクリーンルーム構造など，全体システムとし

てのクリーンルーム設計，工程間自動搬送システム設計が

必要となる。

全体システムの設計

媒体の高品質化に対し，全体のシステムとして工程間自

動搬送システムを導入した実施例を紹介する。全体システ

ムの概略を図３に示す。

４.１ 各エリアの分割

自動搬送システムのラインを設計する際，工程内および

工程間の各エリアを必要クリーン度に応じて分離し，それ

ぞれのクリーン度を明確にした。

媒体搬送エリア近くでは高度なクリーン度が要求される

が，発じん源である部分をなくすのはコスト的，技術的に

限界がある。そこで，媒体搬送用カセットの搬送ルート，

設備設置エリア，メンテナンスエリア，作業者の作業エリ

アをそれぞれ完全分離し，媒体と発じん源を遮断した。ま

た，媒体搬送用カセットの搬送ルート上には遮へい物をな

（3）

（2）

（1）
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図２　新規ラインへの工程間天井搬送システム



磁気ディスク媒体製造ラインの自動化

くして，天井クリーンユニットからの層流を確保した。概

要を図４に示す。

これらにより，クリーンルーム内の発じん源と媒体を完

全に遮断し，たとえ人や設備から発じんしても媒体を汚さ

ず，全体としてクリーン度を維持できるクリーンルーム環

境を構築した。

４.２ クリーン化を目的とした搬送システムの開発

従来，クリーン度の高い所で使用できる搬送システムは

コスト的な限界があった。

ここでは，従来中低清浄度エリアでしか利用できなかっ

た軌道給電形の搬送システム〔上記３.１節 ，ループ式搬

送装置〕を改良し，クリーンルーム設計と一体化して超高

清浄度で使用できる低コストクリーン搬送システムを開発

したので紹介する。概要を図５に示す。

従来のタイプでは，搬送装置本体下部に媒体搬送用カセッ

トのチャック部を備えていた。このチャック部を装置から

離して本体カバーの外に出し，搬送装置本体の発じん源と

遮断した。また，発じんが多い搬送装置本体への給電方式

はクリーン化を目的として，発じん源となる接触方式に代

え発じんが少なくなる非接触方式で給電できる新しいタイ

プを開発した。

これらの考えをもとに，その周辺のクリーンルーム設計

と一体化した全体システムの一部として搬送システムを設

計し，媒体の高品質化に対応した。

４.３ 搬送システム全体のクリーン化

発じん源である設備の排気は，クリーンルーム内のクリー

ン度を維持するための重要なユーティリティである。しか

し，工程内および工程間にまたがる自動搬送システムの排

気には，その膨大な排気量に見合う分だけ吸気量を増やす

必要があり，コストアップになる。

そこで，搬送設備からの排気が有害なガスなどはなくパー

ティクルだけであることに着目し，以下を考察した。

まず，吸気量を減らすため，搬送システムにクリーンルー

ム内圧力の差を利用し発じん部から直接リターンエリアに

排気して，パーティクルを除去するシステムを考案した。

概要を図５に示す。

具体的には，クリーンルーム設計と一体化し，システム

天井に設置した搬送装置本体上部に排気用のパイプを設置

する。通常は，このパイプに生産排気を接続するが，今回

はリターンエリアへ戻した。さらに，媒体搬送用カセット

のチャック部がカバー外にあるので，カバーにスリットが

必要となる。このスリットからクリーンルーム内圧力を利

用すれば，カバー内にクリーンエアを引き込むことができ

る。このクリーンエアが，カバー内を流れて排気用のパイ

プから直接リターンエリアに戻ることになり，クリーンルー

ム内圧力を利用した排気システムを構築した。

また，媒体搬送用カセットは，クリーンユニット直下の

カバー外を搬送されることで，常にクリーンエアが層流で

（2）
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磁気ディスク媒体製造ラインの自動化

流れる場所を搬送することになり，媒体のクリーン搬送を

実現した。

このような排気方式は，他の天井搬送システム〔上記，

３.１節 〕でも採用した。

搬送装置の駆動ユニットを媒体搬送用カセットより下に

設置してカバーで遮断し，カセットと分離した。そのカバー

に排気用の開口を設置しリターンエリアへ直接戻した。

これらを実施することで，工程間自動搬送装置の生産排

気におけるコストダウンを実現した。

４.４ 周辺設備とのシステム化

全体システムとしてクリーン化を考えたときの，周辺設

備と自動搬送システムの位置関係を図６に示す。

全体システムとして，自動搬送システムのクリーン化ば

かりでなく，生産設備側にもクリーン化対策を実施した。

特にポイントとなるところは，自動搬送装置とのカセット

受渡しポイント，およびカセットや媒体の通過エリアとそ

の周辺である。

また，媒体の高品質化に伴い，工程間の滞留時間が問題

となってきたので，媒体搬送用カセットのバッファ機能に

ついても対策を実施した。

４.４.１ カセット，媒体の通過部

カセット，媒体の通過部については，天井からの層流を

確保する対策を設備側にも実施した。

まず，各エリアとの切り分けを目的として仕切りカバー

を天井から取り付けた。また，床までの層流を確保するた

めに媒体搬送用カセットを置くポジションは骨組み構造と

し，床下へクリーンエアが流れるようにした。

カセットや媒体の受渡し部や移動部では，カセットおよ

び媒体の下部に移載機構を配置し，さらに横からチャッキ

ングする機構のロボットを採用して，移動の際，真上を遮

へいする機構がないようにして，クリーンエアの乱れを防

止した。

これらの対策を実施することで，天井クリーンユニット

からの層流を確保した。

４.４.２ カセットのバッファ機能

媒体の高品質化に伴い，パーティクルやイオンコンタミ

ネーションが付着する可能性を減らすため，工程間のカセッ

ト滞留時間を短くする必要性がある。また，滞留時間が制

限されている工程間もある。このため，工程間自動搬送設

備設計の際，単にタクトタイムばかりでなく，媒体搬送用

カセットの滞留時間も考えて設計した。

滞留時間は，短くしなければならないが，同時に設備の

ごく短時間の停止に対応する媒体搬送用カセットのバッファ

機能も必要である。このバッファカセット数については，

各工程の設備台数，設備信頼性，タクトタイムなどを全体

システムの設計時から考え，各設備製作仕様に展開した。

媒体搬送用カセットのバッファエリアにも，カセット受

渡しポイントと同じ構造を採用することで，天井からのク

リーンエア層流を確保できるようにした。

また設備側ばかりでなく，天井搬送システムの長所を生

かし，天井搬送部の搬送ルートへのバッファ機能を取り付

けた。

具体的には，天井搬送ルート上に媒体搬送用カセットを

受けることができる場所を設置した。通常稼動時は使用し

ないが，製造ライン稼動中に次工程へ媒体搬送用カセット

を搬送する際，生産設備側でごく短時間の停止が発生した

場合，前工程設備からの媒体搬送用カセットをすべて取り

除くために，緊急退避的に媒体搬送用カセットをバッファ

できる機能を取り付けた。

媒体搬送用カセットは，天井のクリーンユニット直下に

バッファするので，他の発じん源と遮断され，たとえ短い

時間のバッファでもパーティクルの付着を防止した。

あとがき

工程内および工程間の自動搬送システムの構築は，それ

本体だけを考えればいいのではなく，その設備を含めたす

べての設備，クリーンルーム，各エリアを総合的に考え，

全体システムとして設計する必要がある。

また，クリーン度を追求するとコスト的，技術的な限界

に突き当たる。ここで，全体をシステムとして考えること

で大幅なコストダウンが可能となる。

媒体の低コスト化は，予想を超えるスピードで進んでお

り，それに伴う生産設備および搬送設備のコストダウンが

急務となってきている。また，媒体の高品質化に伴う生産

ラインの完全自動化も要求されている。

この相反する課題を実現するためには，媒体の滞留時間

を減らし汚れる機会をなくすこと，仕掛品をなくし管理を

容易にすること，搬送部分の設備コストダウンおよび省ス

ペースを追求することなどをめざした搬送極少化の製造ラ

インが必要となる。

工程間の距離をなくし生産設備をつなげ，設備の信頼性

をアップすることで搬送極少化製造ラインができる。

今後は，生産設備内に搬送機能を持たせた設備を製作仕

様段階から開発していく予定である。

（3）（1）
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まえがき

パーソナルコンピュータの飛躍的な普及と高性能化に伴

い，磁気ディスク装置（HDD）用の磁気ディスク媒体

（以下，媒体と略す）に要求される品質は一層厳しくなっ

てきている。

第一の理由は，HDDの小形化・低コスト化の要求によ

る呼吸孔のない密閉形HDDの普及である。広範囲の普及

に伴う劣悪環境下での使用と，モバイル使用と相まって，

HDD内の温湿度のバランスが崩れ，媒体表面が結露する

場合もある。この結露による表面の吸着水はイオン性のコ

ンタミネーションと作用して，薄膜磁性材料や潤滑剤を腐

食・分解させる原因となることがある。

第二の理由は，高記録密度化に対応した課題である。ディ

ジタルデータを記録する媒体では，記録磁区（ビット）の

大きさが極端に小さくなった。現在量産している機種の記

録磁区の大きさは 0.8 × 0.08（μm）と小さく，これと同

程度の大きさの欠陥があれば，再生データに欠落を生じる。

一方，記録ヘッドとのすきま（ヘッドの浮上量）は同じ理

由で 0.03μmと狭い。媒体表面のじんあいは記録ヘッド

と媒体表面をきずつけ，最悪の場合，記録データを失うこ

とにもなる。記録磁区の微小化，浮上量の低下は図１に示

すようにまさに指数関数的であり，今後も同じ傾向が続く

と考えられている。

高記録密度化の進展に伴い，製造工程途中で媒体表面へ

のコンタミネーションを最小限にする必要があり，クリー

ンルーム内環境，材料，設備を含めたトータルコンタミネー

ションコントロールが重要である（表１）。本稿では，ク

リーンルーム内における汚染対策，媒体表面の汚染防止，

および静電気対策の概要を述べる。

クリーンルーム内の汚染対策

クリーンルーム内の汚染物質は大別して，パーティクル

状の汚染物質と，じんあい除去用フィルタで除去できない

ガス状の化学汚染物質である。近年，HEPA（High Effi-

ciency Particulate Air），ULPA（Ultra Low Penetrate

Air）などの高性能なじんあい除去フィルタの開発により，

じんあい汚染物質の制御は可能となってきた。クリーンルー

ム内の汚染対策としては，ガス状の化学汚染物質対策を主

流とする。

化学汚染物質は酸，アルカリ，有機ガスなどである。発

生源は，装置，作業者，建材，部材と外気からの進入など

である。これらは媒体やヘッド表面に選択的に吸着し，品

質に悪影響を及ぼすため対策を必要とする。

化学汚染物質対策は大別して，「持ち込まない方法」と

「発生させない方法」と「除去する方法」の 3とおりがあ

る。持ち込まない・発生させない方法は，クリーンルーム

内で使用する建材や部材にアウトガスの少ないものを使用

することである。除去する方法は，ケミカルフィルタやエ

アウォッシャの設置により除去する方法である。図２にク

リーンルームの空調系統図を示す。

２.１ クリーンルーム内のじんあい汚染物質対策

２.１.１ 気流制御による汚染対策

じんあい汚染物質はクリーンルーム内の製品に吸着する

と，そこに欠陥が発生し品質に悪影響を及ぼす。これには

じんあい除去フィルタによる対策が一般的であるが，それ
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だけでは不十分である。クリーンルーム内で発生したじん

あい汚染物質が製品を汚染することなく，製造工程外へ排

出するような気流制御による汚染対策を必要とする。

気流制御は，空気の供給口・排気口の位置（プッシュ・

プル構造の検討）や，空気流量・室内の装置レイアウトな

どによる乱流防止のパラメータ調整を必要とする。現在，

気流制御の主流は建設時のシミュレーションで行っている。

ただし注意する点は，建設当初は問題なくとも，時間経過

とともに，ライン装置レイアウトの変更などにより，気流

が乱れて製品を汚染する状態に変化している場合である。

その対策として，レイアウト後定期的にクリーンルーム

内の気流を気流可視化装置などにより調査し，問題箇所の

改善を行っている（図３）。

２.１.２ じんあい汚染物質のモニタリング

クリーンルームの清浄度の維持管理は，制御対象により

管理基準を設けて，定期的なモニタリングを必要とする。

そこで集中監視システムを構築し，クリーンルーム内の浮
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表１　クリーン化項目とチェック方法の概要 

項　目 

クリーンルーム環境 

フィルトレーション 

完成品コンタミネーションチェック 

部材・ユーティリティ 

評価対象 評価方法 

気流制御 

モニタリング 

建材選定 

フィルタ 

エアウォッシャ 

潤滑剤・溶媒など 

超純水 

カセット・袋など 

気流可視化装置 

自動パーティクルカウンタ 

自動モニタリング装置 

インピンジャ捕集→IC 

ウィットネス媒体→IC 

放置媒体への吸着→FTIR 

活性炭吸着→GC-MS 

超純水抽出→IC 

濃縮捕集→GC-MS 

インピンジャ捕集→IC 

活性炭吸着→GC-MS 

電気伝導率センサ 

インピンジャ捕集→IC 

超純水抽出→IC 

超純水抽出→ICP 

超純水抽出→FTIR 

IC 

FTIR 

パーティクルカウンタ，IC 

超純水抽出→IC 

超純水抽出→FTIR 

濃縮捕集→GC-MS 

パーティクルカウンタ 

気流 

気中じんあい 

温度，湿度，室圧 

気中イオン成分 

気中有機成分 

有機成分 

パーティクル 

イオン成分 

有機成分 

イオン成分 

有機成分 

水 

水イオン成分 

イオン成分 

コロージョン 

有機成分 

イオン成分 

有機成分 

パーティクル，イオン成分 

イオン成分 

測定頻度 

随時 

常時 

週ごと 

随時 

新築改築時 

月ごと 

必要に応じ 

常時 

月ごと 

週ごと 

週ごと 

常時 

週ごと 

選定時 

週ごと 

ガス除去フィルタ 
HEPAフィルタ 

ファン 

FFU用ガス除去フィルタ 

FFU

フリーアクセス 
フロアグレーチング 

空調機 

外調機 

エア 
ウォッシャ 

ロールフィルタ 

差圧ダンパ 

図２　クリーンルームの空調系統 図３　気流可視化装置による調査
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遊じんあい，液中じんあい，温度，湿度，室圧を同時にリ

アルタイムでモニタリングして，突発異常などに対応して

いる。

２.２ クリーンルーム内の化学汚染物質対策

２.２.１ クリーンルーム建材の選定による汚染対策

化学汚染物質のなかでも有機ガスはクリーンルーム内装

に用いられる建材やカセットなどの部材から発生するガス

が主な原因である。この対策としてアウトガスの少ない建

材を選定し，有機ガスの少ないクリーンルームを建設した。

また，部材に関しても建材と同様な方法で選定している。

建材の選定

選定対象のクリーンルーム用建材としては，塗料，シー

ル材，接着剤，壁材，床材，樹脂成形品，テープなどであ

る。

第一段階として候補にあがった建材のなかで，ガスクロ

マトグラフ質量分析計（GC-MS）を用いて，有機アウト

ガスの総量の少ない，また特定成分ごとにアウトガスの少

ない建材を選んだ。着目した特定成分はシロキサン，ジオ

クチルフタレート（DOP）などであり，品質に悪影響を

及ぼすと予想される成分である。

第二段階としてイオンクロマトグラフ（IC）を用いて，

イオン成分を分析して基準値以内の建材を選定した。図４

に，建材分析の一例としてシール材の GC-MS分析結果を

示す。シール材 Aは全体的にアウトガスが少なく，また

イオン成分も基準値以内で良好であった。しかしシール材

Bはアウトガスが多く，また DOPなどのアウトガスが認

められ不適当と判断した。

建材選定の効果確認

建材選定の効果を確認するため，クリーンルーム内の有

機ガス濃度を調査した。調査対象は完成時期の異なるクリー

ンルーム A（CR-A）とクリーンルーム B（CR-B）であ

る。CR-B は CR-Aの18か月後に完成し，よりアウトガ

スの少ない建材を選定し建設した。

図５に CR-Aと CR-B の有機ガス濃度の推移を示す。

CR-B が CR-Aに比べて建設直後から有機ガス濃度の少

ない結果となり，建材選定の効果と重要性を確認した
（1）

。

２.２.２ ケミカルフィルタなどの設置による汚染対策

化学汚染物質の発生源は，クリーンルーム内の装置・作

業者と，外気からの進入などであり，建材・部材の選定対

策だけでは不十分である。そこで，ケミカルフィルタやエ

アウォッシャにより有害ガスの低減（除去）を実施してい

る。

ケミカルフィルタによる汚染対策

化学汚染物質が注目されるおり，さまざまなタイプのケ

ミカルフィルタが開発されている。除去したい成分によっ

て使い分ける必要がある。現在，アルカリ系ガスに対して

はイオン交換フィルタを，酸性ガスに対しては化学吸着フィ

ルタを，有機ガスに対しては活性炭フィルタを使用して除

去している。フィルタは必要に応じて，空気循環系と外調

機に設置している。また工程内の設定ガス濃度に応じて，

実装率を変えて使用している。

エアウォッシャによる汚染対策

化学汚染物質の発生源の一つは，循環系へ導入する外気

である。外気中には SOx，NOxなどの成分が含まれており，

その濃度は気象条件，風向きなどにより変動し，クリーン

ルーム循環空気中の濃度に影響を与える。外気中からこれ

らを除去するには，外調機へのフィルタ設置もあるが，フィ

ルタだけでは除去能力の不十分な点とコスト面で不利なこ

とから，エアウォッシャを併用している。

エアウォッシャとは，外気をクリーンルーム循環系に取

り入れる際に，純水の噴霧水に通し，化学汚染物質を水中

に吸収させて除去する装置である。

（2）

（1）

（2）

（1）
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図４　シール材のGC-MS分析結果
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特にエアウォッシャの使用で注意しているのは，噴霧水

に吸収された化学汚染物質の水中濃度の上昇により，除去

率が低下する点である。そこでエアウォッシャの循環水に

使用する純水は，電気伝導率センサにより常時自動計測し，

一定の除去率を維持するように管理している。

２.２.３ 化学汚染物質のモニタリング

化学汚染物質のモニタリングは，試料捕集，分析方法を

確立して取り組んでいる。現在 SOx，NOxやアンモニアに

対しては，硫黄酸化物計などによる自動モニタリングが可

能で実施している。しかし検出限界と情報量の多さから，

試料捕集と分析計を組み合わせた測定によるモニタリング

を併用している。試料捕集はインピンジャ捕集と，活性炭

吸着管捕集などがあり，分析計は IC，GC-MSなどを用い

ている。また，IC による自動モニタリングも一部で検討

している。

媒体表面の汚染防止

媒体表面汚染に関しては環境，工程の管理，梱包（こん

ぽう）容器，表面加工部材などについて総合的管理を行う

必要がある。前述のように，記録密度の上昇に伴いコンタ

ミネーションコントロールの高度化は時代の流れであり，

いかに効率よく無駄のない管理が実現できるかが現在の課

題となっている。次に表面汚染を防止するために実施中の

管理法について説明する。

３.１ 工程内滞留時間管理

スパッタ以降で潤滑剤塗布工程の環境，媒体工程内滞留

時間管理が媒体表面の汚染防止のポイントとなっている。

媒体最表面のカーボン層は潤滑剤を塗布する段階までが

一般的にコンタミネーションに対し活性度が大である。工

程滞留時間と媒体吸着コンタミネーションの関係は図６に

示すように時間とともに上昇傾向にある。

これらの結果を踏まえ工程内滞留時間の管理を厳密に行

い，コンタミネーション付着を最小限としている。管理方

法は生産管理システムを用いた全工程の時間管理であり，

品質確認は媒体の純水抽出による IC分析で行っている。

３.２ カセットおよび梱包時の汚染対策

長時間カセットに装着された媒体は，少なからずカセッ

トからの発ガスにさらされることとなる。したがってカセッ

トの樹脂の吟味，洗浄品質の確認が重要となってくる。

現在主流のカセットは，静電気対策を考慮した本体のポ

リカーボネート（PC）と上下ふたのポリプロピレン（PP）

から成り立っている。PCと PP とも，発じんと発ガスの

品質確認を十分に行い，特に媒体表面に吸着しやすいコン

タミネーションである可塑剤やサイズ剤などがカセットに

多量に含まれていないか定期的に定量管理すべきと考える。

そのなかで特に，BHT，DBP，DOP，DEP，シロキサン

などの特定高分子は過去に各方面でクレームになった事例

があり，コンタミネーション物質として注意が必要である。

これらの分析方法は GC-MSのパージ＆トラップによる

濃縮高感度法と，媒体の溶剤抽出によるフーリエ変換赤外

分光法（FTIR）の 2種類にて行い，定期的に品質確認を

実施している。

３.２.１ カセット素材の改善例

カセットメーカーの協力により素材の発ガスを大幅に改

善でき，カセット洗浄工程の簡略化が可能となった。

次にカセット素材の改善例を示す。この改善により，洗

浄時におけるガスキュア工程の省略が可能となった（図７，

図８）。

３.２.２ 梱包袋の改善

包装材のコンタミネーション対策，対環境バリア性向上

も同時に重要項目となっている。

発ガス

カセットと同様に GC-MS分析を行い，素材の吟味を行

い選定を実施した。

対環境バリア性（透湿度）

輸送時における湿度対策についての改善例が図９である。

アルミニウムを含む 4層構造の袋を新たに包装材メーカー

と共同開発し，静電気対策，強度対策も含めた新世代の包

装材を実用化した。

（2）

（1）
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３.３ コンタミネーションモニタリング（部材，CR，プロ

セス，完成品）

表１に示す各項目を常時モニタしながら媒体表面の汚染

状態および環境を監視している。これら各項目を週単位，

月単位，ロット単位で定期測定し，データベース化を図り，

トータルのコンタミネーション管理，品質向上をめざし製

造工程へのフィードバックを実施している。

今後は媒体信頼性評価項目とこれらコンタミネーション

項目との関連性をより明確にし，新世代媒体に対応できる

無駄のない，効率の高い品質保証のあり方を再構築してい

く予定である。

静電気

静電気の影響は，じんあい付着汚染と部材破壊である。

じんあい付着汚染防止対策において静電気は，最後に

実施する項目であり，粒子径 0.5μm以上のじんあい付

着を防止するには帯電電圧を 50V以下にすることが知

られている。媒体の製造工程では，製品搬送系の接地，

カセットの導電化，湿度制御などにより対策している。

部材破壊においては，試験工程の GMR（Giant

Magnetoresistive）ヘッドの静電気破壊対策を実施して

いる。対策の基本を，①接地，②材質の導電化，③湿度

制御，④イオナイザ使用とした。

① 接地は，試験機と GMRヘッド交換作業台などで実

施。人体の帯電電圧は，リストバンドの使用により

1,500V を 3V以下に対策できている。

② 材質の導電化により，カセット内の基板は最大

2,310Vから 5V以下に，装置カバーは2,200Vから 3V

以下に，いすは 7,910V から 5V以下に対策した。

③　湿度は，45 ％以下にならないように制御している。

④ イオナイザは，AC特殊形のファン付きのイオンバ

ランス 5V以下品を選定し，GMRヘッド交換作業

台で使用している。

今後の課題として，無じん服の静電気対策品を開発依頼

している。無じん服の繊維を疎水性から親水性にすること

で，導電床上の着用時に，従来品 350 ～ 470V に対し，10

V 以下である。絶縁物上の着用時でも，図 に示すよう

に従来品の最高帯電電圧 600 ～ 1,500 V に対し，300V と

低く，優位性がある。手袋も検討中である。

あとがき

クリーンルームの環境改善・管理法の工夫，製品のチェッ

ク法などについて述べた。これらの手法はさらなる高性能

化に対応して，今後とも継続的に改善していかなければな

らない。

一方，ここ数年のうちに革新的な発想の転換が必要とな

りそうである。垂直磁気記録方式，光アシスト記録再生方

式など製造プロセス自体が大幅に変更される場合と，低コ

スト化を狙った代替基板の採用である。これらに対応した

クリーン化技術の開発とさらなる高度化が必要となる。

参考文献

岩田英之ほか：クリーンルーム構成材の選定による有機汚
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まえがき

1938年に C. F. Carlson により発明された電子写真法ま

たはゼログラフィ法の応用製品は複写機に始まり，現在で

はプリンタ，ファクシミリなど多岐にわたっている。電子

写真法の原理は，帯電，露光，現像，転写，定着，および

クリーニングの各プロセスからなっている。これらの各プ

ロセスにおける要素技術は，長い歴史のなかで多くの変遷

を経て，その応用製品の機能の多様化に幅広く寄与してき

ている。

感光体は，このプロセスのなかで光電変換機能を担う素

子として画像形成上，重要な役割を果たしている。また，

電子写真法の特徴として，各プロセスが相互に影響を及ぼ

し合うこと，およびその要素技術が機械，電気，物理，化

学など幅広い分野にわたっていることが挙げられる。

本稿では，電子写真の応用製品の市場動向および技術動

向に対応した，富士電機の感光体とその周辺技術分野とし

てのユニットカートリッジの現状と今後の展望について述

べる。

電子写真応用製品の市場動向

近年の情報の多様化，ネットワーク化に代表される情報

化社会の進展は，その社会において用いられるツールの役

割を急速に増大させてきている。この情報化社会の進展の

基盤になっており見逃すことができないものとして，メモ

リなどに代表される半導体技術の進展と通信技術の発展が

挙げられる。

こうした技術分野の高度化に伴い，電子写真応用製品の

市場動向ならびに技術動向についても，この数年大きな変

化がもたらされてきている。具体的な変化としては，ディ

ジタル化とカラー化が挙げられる。

電子写真の応用製品は複写機とプリンタに大別される。

このうち，複写機分野については，情報の複製化という基

本機能に対する需要に大きな変化はなくなってきており，

その意味から，今後も大幅な伸長は予想されないものの，

一定の地位を保ち続けるものと考えられる。

この分野でのポイントは，情報の複製化に対する処理技

術の多様化をめざす動きである。その目的から，従来のア

ナログ方式からディジタル方式への転換が近年急速に進展

してきている。

一方，プリンタ分野については，情報処理端末として急

速な伸長を示してきている分野である。電子写真方式のほ

かに，インクジェット方式など幾つかの方式が適用されて

いるが，前述の二つの方式がその主流となっている。

この背景としては，情報処理分野における①経済性，②

伝達情報の正確性，③処理情報の多様性といった，顧客要

求に適合した方式であることが挙げられる。また，製品価

格，機能面などからパーソナル分野でのインクジェット方

式と，ビジネス分野での電子写真方式といった形でのすみ

分けがなされ，発展が促されてきたことも大きな要因となっ

ている。図１にインクジェット方式と電子写真方式のプリ

ンタの市場規模を示す。また，電子写真方式のプリンタの

今後の方向として，前述の技術動向に対応したカラー化が

進展するものと予想されており，図中に，今後のカラー化

の動向を合わせて示す。

感光体の現状と展望
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感光体の現状と展望

感光体に対する技術動向

光電変換素子としての感光体に使用される材料としては，

①有機感光体（OPC：Organic Photoconductor），②セレ

ン感光体，および③アモルファスシリコン感光体が実用に

供されている。これらの材料のなかで，現在最も多く使用

されているものは OPCであり，全数量の 95 ％以上を占

めている。この理由としては，有機材料の特徴であるその

多様性と新規材料に関する将来的な発展性が挙げられる。

事実，OPCの実用化後の性能向上は想像以上のものがあ

る。

OPCに求められる具体的な機能とその今後の方向性を

まとめると次のようになる。

経済的に情報伝達を行うための機能

™プリントコストの低減を実現する高耐刷性

™製品価格の低減を目的とした装置の小形化を実現す

る高速応答性

伝達される情報の正確性，多様性に対する機能

™プリント品質の高度化を実現する高階調性

™プリント品質の安定化を実現する環境安定性

こうした機能を実現するための有機材料の研究開発が鋭

意なされてきている。この材料開発の内容を，OPCの機

能と関連させて考察する。

一般的な OPCは，その帯電極性から負帯電型の積層機

能分離型と正帯電型の単層分散型に分けられる。各タイプ

の層構成を図２に示す。図２の主な機能材料の今後の展開

をまとめると以下のようになる。

導電性基体

アルミニウムをベースとしたドラム形状が今後も主体と

なる。プリント速度の高速化，カラー化への対応としてフ

レキシブルシートの適用が考えられている。

下引き層（UCL：Under Coat Layer）

ブロッキング性の向上と環境安定性の高度化がさらに追

求される。

電荷発生層（CGL：Charge Generation Layer）

アナログ対応，ディジタル対応ともに，電荷発生効率お

よびその電界依存性の安定性が追求され，高階調性の実現

が図られる。

電荷輸送層（CTL：Charge Transport Layer）

正孔輸送材料，電子輸送材料ともに高移動度を実現する

材料の探求がなされるとともに，電荷発生材料との適合性

に基づくプロセス安定性の実現が図られている。また，高

耐刷性能を実現するための材料の探求がなされるとともに，

クリーニングなどのプロセスとの適合性を図るための，表

面物性の向上が図られる。さらに各種添加材料によるオゾ

ン，光などの外的因子に対する安定性の高度化を実現する

ための材料探索がなされている。

一方，セレン感光体については，セレン-テルル系およ

びセレン-ヒ素系感光体が複写機および高速プリンタ用と

して実用に供されている。また，半導体レーザを光源とし

たページプリンタ用として，多層構造からなるセレン-テ

ルル-ヒ素の 3元系感光体が製品化されている。これらの

感光体は，高感度高耐刷を利点として幅広く用いられてき

たが，現在では高速プリンタを除き，その用途の多くは補

修用となっている。

今後は，前述した OPCの性能の高度化の進展に伴い，

感光材料としての地位の交代がさらに急速に進展するもの

と予想される。

富士電機の製品概要

富士電機は，1973年に複写機用セレン-テルル系感光体

を市場展開し，さらに高感度，高耐刷性能を有するセレ

ン-ヒ素系感光体をプリンタならびに複写機用として開発

し，当該分野での発展に貢献してきた。さらに1988年には

有機感光体の開発を完了し，多様化する市場動向にこたえ

るための製品系列の拡大を図ってきた。

また，生産拠点についても1983年には米国に U. S. Fuji

Electric を，また1986年には香港に香港富士電機を設立し，

全世界での需要に対応できる体制を実現している。

プリンタ分野においては，プロセスのカートリッジ化に

より普及が拡大しており，こうした動向に対応するため，

1990年には中国・深 地区に香港富士電機の子会社として

富穂電機を設立し，カートリッジの組立事業に参入して感

光体の周辺事業の拡大を図りつつある。

1999年 7 月から，電子写真応用製品分野における急激な

環境変化に対応するため当該事業分野を富士電機画像デバ

イス（株）として独立会社化し，スピーディかつフレキシブ

ルな対応を図り事業の推進を行っている。

富士電機の OPCおよびセレン感光体の製品系列を表１

および表２に示す。

これらの製品系列の概要と特徴をまとめると次のように

なる。

有機感光体（OPC）

顧客ニーズに対応した各種機能材料の開発ならびに最適

層設計技術を確立してアナログ用途 1タイプおよびディジ

タル用途として複写機ならびにプリンタ用 2タイプを製品

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）

（2）

（1）
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電荷輸送層 
（CTL） 

 
CTM＋樹脂バインダ 

（a）積層機能分離型 

電荷発生層 
（CGL） 

CGM＋樹脂バインダ 

下引き層 

導電性基体 
（アルミニウム） 

電荷発生材料 
（CGM） 
＋ 

電荷輸送材料 
（CTM） 
＋ 

樹脂バインダ 

（b）単層分散型 

導電性基体 
（アルミニウム） 

図２　有機感光体の層構成



感光体の現状と展望

化している。また，従来の負帯電型に加えて，正帯電単層

型の OPCも製品化した。各タイプにおいて，各種プロセ

スとの適合性を図るための感度，光応答性，さらには耐刷

性に関連した表面性能に対して豊富なバリエーションを実

現している。

セレン感光体

セレン精製技術ならびに真空蒸着技術を基盤として，セ

レン-テルル系，セレン-ヒ素系，およびセレン-テルル-ヒ

素系からなる 3タイプを製品化している。

LED（Light Emitting Diode）あるいは，ガスレーザな

どを光源とする高速プリンタ分野においては，ページプリ

ンタ分野における印字品質の高度化に対応するとともに，

オンデマンドプリンティング分野を視野に入れた製品開発

がなされており，当該分野に対してセレン感光体について

も表面品質の改良，解像度の高度化が図られている。

次に，特に OPCの生産プロセスの観点から，富士電機

の概要を説明する。先に述べた OPCの品質の高度化と並

び，当該製品特にプリンタ分野の動向として，需要の拡大

を狙いとした低価格化の進展への対応は，重要な課題であ

る。

富士電機は，プリンタ用電子発生材料の開発および製造

技術を確立するとともに，アルミニウム基体の洗浄工程か

ら各種機能材料の塗布工程，さらには，試験，フランジ組

立，および梱包（こんぽう）といった最終工程までの一貫

自動生産ライン化を実現し，品質の安定化とコストの低減

に取り組んでいる。

先に述べた独立会社化に伴い，海外生産拠点である U.

S. Fuji Electric，香港富士電機も一体化して，その生産体

制の強化を図るとともに，中国の労働資源の活用を図るた

め深 地区に設立した富穂電機でのプロセスユニットの生

産を含め，ワールドワイドな事業展開により，顧客のニー

ズへの対応を実現している。

プロセスユニットについては，電子写真プロセスそのも

のであり，感光体のみならず，周辺部品とそのプロセス条

件との適合性が重要な要素となる。こうした意味合いから，

ユニットの設計技術の確立を図り，その展開に今後注力し

ていく計画である。

あとがき

電子技術の発展に伴い，ペーパーレス化の実現が予想さ

れるなかで，情報の伝達機能を有する電子写真プリンタ，

あるいはインクジェットプリンタなどのハードコピープリ

ンタの重要性は，予想に反しますます増大するものと考え

られている。

この意味から，ハードコピープリンタの画像形成素子と

しての感光体に求められる役割は，さらに大きくなるもの

と予想される。また，情報処理の多様化に伴い，機器のネッ

トワーク化，複合化，さらには，カラー化といった付加価

値の増加が急速に進展している。したがって，感光体に求

められる機能もさらに高度なものとなる。

今後，こうしたニーズに迅速かつ的確に対応するため，

材料開発，製品開発，さらには，生産技術の高度化をより

強力に推し進めていく所存である。

（2）

611（35）
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表１　OPCの製品系列 

タイプ 
帯電極性 層構成 

特　徴 
用　途 

8 

9 

10 

11

負帯電 

負帯電 

負帯電 

正帯電 

積層機能分離型 

積層機能分離型 

積層機能分離型 

単層分散型 

プリンタ，ファクシミリ，マルチ 
ファンクションプリンタ（MFP） 

アナログPPC 

ディジタルPPC 

プリンタ，ファクシミリ，MFP

表２　セレン感光体の製品系列 

タイプ 特　徴 用　途 

4C 

4D 

5 

5B 

5E 

5F

導電性基体（AI）/CTL（Se-Te）/ 
CGL（Se-Te） 

導電性基体（AI）/CTL（Se-Te）/ 
CGL（Se-Te-As） 

単層（As2Se3）：鏡面 

単層（As2Se3）：粗面 

単層（As2Se3＋ドーパント）：鏡面 

単層（As2Se3＋ドーパント）：粗面 

中・低速PPC 

半導体レーザプリンタ 

 

高速 PPC 
He-Neプリンタ 
LEDプリンタ 



寺崎　成史

有機感光体の開発・設計に従事。

現在，富士電機画像デバイス（株）

感光体生産部課長補佐。日本化学

会会員。

大日方　孝

有機感光体の開発・設計に従事。

現在，富士電機画像デバイス（株）

第一開発営業部課長補佐。高分子

学会会員。

鍋田　　修

薄膜太陽電池デバイス，有機感光

体の開発に従事。現在，富士電機

画像デバイス（株）感光体生産部次

長。
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まえがき

レーザビームプリンタ（LBP）ならびに LED（Light

Emitting Diode）プリンタに代表される電子写真方式のプ

リンタは，ディジタル化技術の進歩に支えられ，カラープ

リンタ，ディジタル複写機およびマルチファンクションプ

リンタ（MFP）へと機能アップが進むとともに，小形化，

高速化および高画質化が図られている。さらに，環境への

配慮から部材の長寿命化やリサイクル化が活発化している。

これに伴い，搭載される感光体に要求される機能・品質は，

より一層高度化かつ複雑化している。このような要求に対

応するため，富士電機では，負帯電型および正帯電型有機

感光体（OPC）を各種開発・製造し，市場展開している。

本稿では，ファクシミリ用，プロッタ用，ディジタル複

写機用ならびにMFP用を含め，特に負帯電型のプリンタ

用OPC製品の概要とその特徴について紹介する。

製品の概要

図１に，負帯電型 OPCの層構成を示す。図に示すよう

に，アルミニウムの導電性基体上に，正電荷のブロッキン

グと露光レーザ光の干渉防止を目的とした，樹脂層からな

る下引き層（UCL：Under Coat Layer）を設け，その上

に電荷発生層（CGL：Carrier Generation Layer）と，電

荷輸送層（CTL：Carrier Transport Layer）を形成した

機能分離型の構造をとっている。CGL は電荷発生材

（CGM：Carrier Generation Material）と樹脂バインダか

らなり，主に露光光による電荷発生機能を担う層である。

また，CTLは，主に上記光発生電荷を CTL表面まで輸送

する機能を担い，電荷輸送材（CTM：Carrier Transport

Material）と樹脂バインダから形成される。

表１に製品の概要を示す。プリンタ・ファクシミリ向け

（タイプ 8）と，ディジタル複写機・MFP向け（タイプ

10）に大別され，おのおの適用マシンのレーザ，LED露

光光量に合わせ，低感度・中感度・高感度タイプ（A，B，

C）の 3種類をラインアップし，4ppmレベルの低速機か

ら 40 ppm以上の高速機まで適合しうる構成である。また，

外径 24mmの小径機種から，外径 80mm・長さ 700mm

クラスのA1プロッタ用大形機種まで製造している。

特に，タイプ10については，ディジタル複写機に要求さ

れる高速起動性と高階調性にマッチした感光体である。

製品の特長

プリンタの高機能化および高品質化の流れのなかで，さ

まざまなマシンプロセスが登場し続けており，OPCに求

められる性能も，多様化している。富士電機の OPC製品

の最大の特長は，これら多岐にわたる要求性能にきめ細か

く対応しうることである。表１の製品系列を，マシンの露

光光量，マシンスピードおよび現像プロセスに応じて，図

２のように感度，応答性，耐刷性によりさらに細かく系列

プリンタ用有機感光体
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寺崎　成史（てらさき　せいし） 大日方　孝（おびなた　たかし） 鍋田　　修（なべた　おさむ）

電荷輸送層（CTL） 

電荷発生層（CGL） 

下引き層（UCL） 

導電性基体 

図１　負帯電型OPCの層構成

表１　製品の概要 

呼　称 適用分野 推奨プロセス 形　状 

  8A（低感度タイプ） 

  8B（中感度タイプ） 

  8C（高感度タイプ） 

10A（低感度タイプ） 

10B（中感度タイプ） 

10C（高感度タイプ） 

プリンタ， 
ファクシミリ 

ディジタル 
複写機， 
MFP

光源：LD， 
　　　LED 
 
速度：低速機 
　　（4 ppm） 
　　 
　　高速機 
（＞40 ppm） 

〜 

外径：24～ 
　　　80 mm 
 
長さ：250～ 
　　　700 mm
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化している。

以下に，画質特性および信頼性を含め特長を述べる。

３.１ 感度特性

OPC の感度特性は CGMに依存する。富士電機では，

構造の異なる新しい 3種の CGMを独自開発し，適用する

ことにより，暗中帯電保持率（5秒後）90 ％以上で，半減

露光量 E1/2 が，0.08μJ/cm2 から，0.6μJ/cm2 までの範囲

において，すべての要求感度に対応可能な OPCを製品化

している。図３は，低感度・中感度および高感度タイプの

代表的な製品の光減衰特性である。また，図４に示したよ

うに，どのタイプも 600 ～ 800 nmの波長範囲でフラット

な分光感度特性を有し，レーザ光源波長および LED光源

に十分にマッチしている。

３.２ 応答性

装置の小形化・高速化に伴い，露光系ー現像系間の感光

体通過時間は短くなり，100ms 以下までに短縮化されて

きている。これに対応するため新たに，5×10－5 cm2/V・s

と高い移動度を持つ独自 CTMを創出することにより，高

速タイプの OPCを開発し，従来までの中速タイプおよび

低速タイプと合わせて 3種類を系列化した。

図５に，これらの 3種類の OPCの，移動度の電界依存

性を示す。低電界領域から高電界領域にわたり電界強度依

存性の小さい移動度特性を有している。図６は光減衰特性

における明部電位の露光ー現像時間依存性であり，OPC

の応答性を表したものである。特に，高速タイプでは，露

光ー現像時間が 50ms においても電位上昇は見られず，十

分な応答性を備えている。また，環境による応答性の変動
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感　度 
（半減衰露光量：  1/2） 

 
E

スピード 
（適用マシンスピード） 耐刷性 

低速タイプ 
（4～20ppm） 

高摩耗・ 
潤滑性タイプ 

低感度 
（0.20～0.60　J/cm2） 

中速タイプ 
（21～40ppm） 標準タイプ 中感度 

（0.13～0.20　J/cm2） 

高速タイプ 
（＞40ppm） 

低摩耗・ 
潤滑性タイプ 

高感度 
（0.08～0.13　J/cm2） 

図２　感度・スピード・耐刷性による製品分類
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図５　キャリヤ移動度の電界依存性
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も，図７のように 20V程度ときわめて少ない。

３.３ 画質特性

600 dpi から 1,200 dpi へと高解像度化が進むとともに，

カラープリンタおよびディジタル複写機の台頭により，階

調性アップの要求が一段と高まっており，微細トナーの適

用，高精細なビームスポット制御，ソフトウェアの改良な

どがなされている。このような高画質化の検討は，感光体

の光減衰特性と感光体表面の暗抵抗にも大きく左右され，

各種マシンプロセスに最適な光減衰特性を持ち，高い暗抵

抗を保持しうる OPCの開発・製品化を進めている。光減

衰特性は CGL から CTL への光発生電荷の注入性に強く

依存し，CGLと CTLとの組合せの最適化により，図８の

代表例に示したような高γタイプと低γタイプの OPCを

開発した。また，独自の抵抗制御材の添加により，感度と

応答性を悪化させずに，CTL表面を高抵抗化したOPCを

製品化した。図９は，この高抵抗化 OPCと従来 OPCと

の印字特性比較例であり，ドット部トナー散りの改善が見

られる。

３.４ 耐刷特性

繰返し使用に伴う感光体の耐刷寿命を制約する要因のな

かで，現像系，紙，クリーニングブレードなどとの接触に

よる感光体膜削れ，感光体表面へのきず発生，さらにはト

ナー，紙粉などの感光体表面への付着（フィルミング）が

特に重要である。これらの現象は，マシンプロセスにより

発生しやすさが異なるが，CTLを構成する樹脂バインダ

の性能に強く依存する。樹脂バインダ材料としては，ポリ

カーボネートが広く用いられているが，高分子量化などに

よる膜削れ低減は，フィルミングの発生を増長する結果を

招く。

これに対して，富士電機では，新規構造を有する骨格成

分の創出と潤滑性の付与により，膜削れが少なく，耐衝撃

性に優れ，かつフィルミングを起こしにくい低摩耗・潤滑

性タイプを新たに製品化した。このほか，特にフィルミン

グしやすいプロセスに対応しうるため，バインダの分子量

調整による高摩耗・潤滑性タイプも開発し，標準タイプと

あわせもつことにより，さまざまなマシンプロセスに広く

対応しうるOPCを取りそろえている。

図 は代表的なプリンタによる10万枚の耐刷試験結果で

ある。低摩耗・潤滑性タイプは標準タイプに比べ，約

50 ％低減している。また，図 に示すように，潤滑性の

付与により，表面の摩擦係数の低減が見られ，かつ膜削れ

１１

１０
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図１０　耐刷特性（感光体膜厚の変化）

（a）従来OPCでの印字 （b）高抵抗化OPCでの印字



プリンタ用有機感光体

の進行による変化が大幅に抑制される。また，膜表面の粗

さの変化も低減している。

以上に述べた樹脂バインダの改良とともに，CGMおよ

び CTMの改良により，耐刷による電位変動ならびに画質

変化のきわめて少ない，安定な OPCを実現した。図 は，

その具体例である。

３.５ 信頼性

表２に各種信頼性試験による OPCの特性変化を示す。

すべての試験において，暗部電位変動率 5％以下，明部電

位変動率 10 ％以下と高い信頼性を有している。

あとがき

今後とも電子写真方式のプリンタは多機能化・高品質化

が進むとともに，環境に配慮した設計がなされていくもの

と想定される。この流れのなかで，その中心部材である感

光体の果たすべき役割は非常に重要である。富士電機は，

従来から取り組んできた有機材料合成技術，感光体設計技

術および製造技術をより一層充実させることにより，これ

らの市場ニーズによりマッチした OPC製品をより早く提

供し続けていく所存である。

１２
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図１２　耐刷特性（電位・画像の安定性）

表２　信頼性試験によるOPCの特性変化 

試験項目 試験条件 

試験前後特性変動値 

暗部電位 
変動率 

明部電位 
変動率 

オゾン暴露  オゾン濃度100 ppm下：2時間 ＜±5％ 

蛍光灯1,000 lx 下：15分間 

45℃下：1,000時間 

35℃，90％RH下：1,000時間 

－20℃下：1時間� 
常温常湿下：0.5時間� 
45℃下：0.5時間� 
－20℃下：1時間� 
常温常湿下：0.5時間 

強 光 疲 労  

高 温 放 置  

高温高湿放置 

ヒート 
　　サイクル 
（5サイクル） 

＜±10％ 

＜±5％ ＜±10％ 

＜±5％ ＜±10％ 

＜±5％ ＜±10％ 

＜±5％ ＜±10％ 
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イス（株）第二開発営業部課長補佐。
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まえがき

複写機市場の技術的動向としては，1990年代後半まで各

メーカーともに高速度化，メンテナンスフリー化，低価格

化を進めてきた。これに対応するため，感光体は感度特性，

動作安定性，高耐刷性などの改善がなされてきた。特に有

機感光体（OPC：Organic Photoconductor）は小形化（小

径化）に適し，低価格で製造でき，また廃棄しやすいため

急速に進展してきた。

近年は各メーカーが複写機のディジタル化を急速に進め

たため，1998年以降発表の複写機はほとんどディジタル機

となり，アナログ機からの置換えが始まった。今後もこの

傾向は続くと考えられるが，一方で構成部品の少ないアナ

ログ機も低価格分野では根強く残ると考えられる。

富士電機は，複写機用有機感光体としてディジタル式に

はタイプ 8系で，アナログ式にはタイプ 9系で対応してい

る。本稿では，アナログ複写機用高性能タイプ 9系有機感

光体の概要を紹介する。

製品の概要

有機感光体を使用した複写機は，その複写スピードで低

速機（3～12枚/分），中速機（13～39枚/分），および高速

機（40枚以上/分）に大別できる。富士電機はこれらの複

写機に対応可能な有機感光体を開発し，図１に示すように

大別して 3タイプで対応している。これらの代表的な特性

を表１に示す。適用感度帯は各タイプで異なり，顧客の要

求に応じ，自由に選択することができる。

有機感光体の概略構造を図２に示す。図に示すように，

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）を，次に電荷発生層（CGL：Carrier

Generation Layer）を，最表面に電荷輸送層（CTL： Car-

rier Transport Layer）を塗布した機能分離型積層有機感

光体である。

アナログ複写機用有機感光体
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図２　複写機用有機感光体の構造

表１　基本特性 

適用感度帯 
半減衰 
露光量 
（lx・s） 

項　目 

分　類 

タイプ9A 

タイプ9B 

タイプ9C

1.0～1.5 

0.7～1.1 

0.4～0.7

－803 

－802 

－804

半減衰 
露光量 
 

（lx・s） 

1.10 

0.80 

0.55

暗中帯電 
保持率 
（5秒後） 
（％） 

96.4 

95.0 

95.0

帯電位 
 
 

（V） 

V0

－24 

－18 

－19

残留電位 
 
 

（V） 

Vr



アナログ複写機用有機感光体

製品の特長

富士電機の複写機用有機感光体は，低・中速機から高速

機に至るまで搭載可能であり，次のような特長を備えてい

る。

高帯電能

高感度

安定的環境応答性

高耐刷

高信頼性

３.１ 高帯電能

複写機用有機感光体の帯電能特性は画像濃度に直接影響

する重要な特性である。富士電機はこの帯電能を向上させ

るために，UCLにブロッキング性を高めた架橋形の樹脂

を採用している。これにより，特にタイプ 9Eは 1,000 V

以上の高帯電圧にしても画像の乱れは生じない。また，複

写機によってはローラ方式，ブラシ方式などの接触帯電方

式が用いられるが，この場合でも良好な帯電特性が得られ

る。

３.２ 高感度

複写機は露光光源として可視光を用いているため，有機

感光体としては波長領域 450 ～ 650 nmで高感度なことが

要求される。富士電機はこの波長領域で高感度なアゾ顔料

を採用している。図３にタイプ 9A，9B，そして高感度な

タイプ 9Cの分光感度を示す。高速複写機では光源にハロ

ゲンランプを使用するため赤色原稿の再現性が悪くなるこ

とがあるが，高感度タイプ 9Cはこの点も考慮されており，

赤色再現性は赤色カットフィルタなしでも良好である。

実際の複写機中の動作に対応した光減衰特性を図４に示

す。高感度タイプ 9C は 9A，9B に比較し，それぞれ

50 ％および 30 ％以上高感度となっている。また，各タイ

プとも残電領域での裾（すそ）切れが良く，複写機とのプ

ロセス設計上も有利である。このような高感度化を達成す

るには，外因系の電荷発生機構を持つアゾ顔料系電荷発生

材料（CGM：Carrier Generation Material）および移動度

の高い電荷輸送材料（CTM：Carrier Transport Material）

の構造設計はもちろん，それぞれの組合せ（イオン化ポテ

ンシャルの整合）に重点を置く必要がある。

３.３ 安定的環境応答性

複写機用有機感光体の応答性を図５に示す。露光ー現像

間時間は 65ms，そして環境温度は 5～ 35 ℃である。各

タイプとも全環境で優れた応答性を備えている。特に高速

機用のタイプ 9Cは低温環境下においても安定な応答性を

示している。応答性を向上させるには材料の移動度，純度

そして各材料間のイオン化ポテンシャルの整合がポイント

となる。富士電機の有機感光体は材料設計および層構成設

計をベースに，高速応答性を実現した。

３.４ 高耐刷

有機感光体の一般的な劣化モードは次の二つに大別され

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図３　有機感光体の分光感度
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図５　有機感光体の環境応答性
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アナログ複写機用有機感光体

る。

有機感光体基本特性の劣化

帯電能の低下（濃度低下）

感度の低下（白紙かぶり）

残留電位の上昇（白紙かぶり）

感光層表面の劣化

きず（画像ノイズ）

フィルミング（画像ノイズ）

富士電機の複写機用有機感光体は，CTL中のバインダ

に高分子構造で潤滑性にも優れた材料を採用することによ

り，膜硬度を向上させながらクリーニングブレードとの摩

擦係数を低減することが可能となった。図６にタイプ 9C

の機械特性（ビッカース硬度，動摩擦係数），図７に複写

機内での膜削れ量の改善例を示す。感光層表面へのフィル

ミングがなく，しかも膜削れ量が少ないため，複写機内で

の感光体寿命は約 40 ％以上向上している。

３.５ 高信頼性

有機感光体の信頼性として表２に示す信頼性試験を行っ

ている。耐オゾン試験は複写機中でのコロナ放電で発生す

るオゾン雰囲気を想定した試験であり，試験結果を表３に

示す。オゾン濃度 100 ppm２時間暴露後においても諸特

性にほとんど影響はない。また，強光疲労試験はメンテナ

ンス時に有機感光体が光にさらされる場合を想定したもの

で，試験結果を図８に示す。照度 1,000 lx の蛍光灯に 5分

間さらされても諸特性にほとんど影響はない。

あとがき

アナログ複写機用有機感光体について紹介した。そのな

かでも主に，高感度型有機感光体のタイプ 9Cについて述

べた。今後アナログ複写機はシンプルな機構に集約してい

くと予測され，その分有機感光体に対しては高感度，動作

安定性が要求される。富士電機は材料の特性を生かし，性

能向上を図っていく所存である。

（b）

（a）

（2）

（c）

（b）

（a）

（1）
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図６　有機感光体の機械特性
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図７　有機感光体の摩耗量 900
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図８　有機感光体の強光疲労

表２　信頼性試験 

項　目 条　件 

　－20℃，1h→常温常湿，0.5h 
→　45℃，1h→常温常湿，0.5h 
→－20℃，1h

1,000 ppm，2h 

1,000 lx，5min 

45℃，1,000h 

40℃，90％RH，1,000h 

－20℃，1,000h

耐 オ ゾ ン 試 験  

強 光 疲 労 試 験  

高 温 放 置 試 験  

高 湿 放 置 試 験  

低 温 放 置 試 験  

温湿度サイクル試験 
　（5サイクル） 

表３　有機感光体の耐オゾン特性 

項　目 

分　類 

タイプ9A

タイプ9B

タイプ9C

暴露前 

暴露後 

暴露前 

暴露後 

暴露前 

暴露後 

－803 

－802 

－802 

－802 

－804 

－802

半減衰露光量 
（赤色カット　 
　　フィルタ） 
（lx・s） 

1.10 

1.12 

0.80 

0.83 

0.55 

0.57

暗中帯電 
保持率 
（5秒後） 
（％） 

96.0 

94.4 

95.0 

93.2 

95.0 

93.5

帯電位 
 
 

（V） 
V0

－24 

－26 

－18 

－19 

－19 

－21

残留電位 
 
 

（V） 
Vr
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従来，有機感光体は電荷発生と電荷輸送の機能を各層に

分離，積層し，帯電電位はマイナスとする積層型負帯電有

機感光体が主流であった。これに対し単一の感光層で電荷

発生と電荷輸送の両機能を担い，帯電電位はプラスとする

単層型正帯電有機感光体は，以下の特長を持ち，実用化が

望まれていたものである。

帯電プロセスにおけるオゾンの発生が少ない。

単層構造のため生産プロセスの単純化が可能である。

光吸収とそれに伴う電荷発生が感光体表面近傍で起こ

り感光層内での光散乱が少ないため，高解像度が期待で

きる。

また，セレン系やアモルファスシリコン系などの感光体

は帯電電位をプラスとして用いられるが，これらを使用し

ていたプリンタマシンの後継機種に正帯電の有機感光体を

用いれば，現像プロセス設計の変更を最小限とすることが

できるというメリットもある。

これらの特長を持ちながら正帯電有機感光体の普及が今

一つ遅れていたのは，感光体に用いられる電荷輸送材のう

ち，正の電荷（正孔）を輸送する正孔輸送材（HTM：

Hole Transport Material）の開発が先行していたのに対

し，負の電荷（電子）を輸送する電子輸送材（ETM：Elec-

tron Transport Material）の性能が低く，実用上のネック

となっていたことに原因がある。

富士電機では，従来から高性能の ETMの開発に取り組

んできたが，このたびこれに成功し，単層型の正帯電有機

感光体を製品化するに至った。本稿ではこの単層型正帯電

有機感光体の特徴について述べる。

感光体の層構成と材料

図１には単層型の正帯電有機感光体と積層型の負帯電有

機感光体の層構成を示す。有機感光体では，光照射により

電荷発生材（CGM：Carrier Generation Material）で生じ

たプラスとマイナスの電荷が，帯電電位による電界によっ

てそれぞれ感光層中を走行し，基板と感光体表面の電荷を

打ち消すことにより電気的な潜像を形成する。積層型の負

帯電有機感光体では前述のように機能別の層構成となって

おり，光照射による電荷発生は電荷発生層（CGL：Car-

rier Generation Layer）に限定される。このため，発生し

た電子が基板の正電荷を打ち消すには比較的薄い下引き層

（UCL：Under Coat Layer）を走行すればよい。これに対

し単層型の正帯電有機感光体の感光層には CGMが均一に

分散されているため，積層型に比して電荷発生領域は層内

深くにまで及ぶことになる。したがって，単層型において

は，表面電荷を打ち消すために電子は積層型に比べて長い

距離を走行する必要がある。仮に感光層の電子輸送能力が

不十分な場合は，印字過程において感光層中に電子が捕獲

されランニング疲労，メモリなどの現象が認められること

になる。このため単層型の感光層には高い電子輸送能力が

必要とされる。

富士電機が新規に開発した ETMの電子の移動度測定の

結果を図２に示す。電界強度 40V/μmで 1× 10－6cm2/s 以

上の移動度が観測されている。この新規電子輸送材を用い

ることにより，従来の単層型正帯電有機感光体での課題で

あったさまざまの問題を解決することが可能となった。ま

た本材料は他材料との相溶性，環境安定性などの実用性も

優れており，今後広い範囲での応用が可能と考えられる。

また，今回開発した単層型正帯電有機感光体では，CGM

（3）

（2）

（1）
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図１　有機感光体の層構成
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として，独自に開発した高純度のフタロシアニン系顔料を，

また HTMとしては正孔移動度が 10－5 cm2/s 以上の高移

動度材料を用いている。また，樹脂バインダとしては靱性

の高い高強度材料を用いている。これにより，後述するよ

うに応答性，耐刷性，環境特性に優れた感光体となってい

る。

電気特性

富士電機では，上記の単層型正帯電有機感光体の製品群

の呼称をタイプ11とし，感度，耐刷性などの観点から表１

に示すタイプ11A，11B，11C を標準特性とした。低感度

（半減衰露光量＝ 0.38μJ/cm2）から，中感度（半減衰露光

量＝ 0.20μJ/cm2）の範囲での感度が可能である。

図３，図４には，これらの感光体の分光感度特性と光減

衰特性（PIDC：Photo Induced Discharge Characteris-

tic）を示す。分光感度特性は光波長 600 nm以上でほぼ平

たんであり，LD（Laser Diode），LED（Light Emitting

Diode）などの光源に対応可能である。図５，図６には，

帯電特性，およびランニング疲労特性を示す。A4 判2万

枚（ドラム外径 30mm換算）までの連続ランニングにお

いても，暗部電位，明部電位とも安定に推移している。

図７，図８には光応答性，および明部電位の環境依存性

を示す。光応答性は光照射後 40ms で十分に明部電位が落

ち切っており，従来にない高速応答が可能である。また，

環境依存性については，10 ～ 35 ℃での明部電位差は十分

小さく抑制されている。これらの特性は，従来の積層型負

帯電有機感光体の特性に比しても同等以上のものである。

富士電機の正帯電有機感光体のもう一つの特徴は，優れ
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表１　正帯電有機感光体（タイプ11）の分類と静的電気特性 

項　目 

タイプ 

タイプ11A 

タイプ11B 

タイプ11C

半減衰 
露光量 

（　J/cm2） 
特　徴 

0.38 

0.26 

0.20

暗中帯電 
保持率（％） 
［5秒後］ 

≧90 

≧90 

≧90

70 

30 

≦30

低感度，高耐刷 

中感度，高耐刷 

中感度 

  残留電位（V） 
［5　J/cm2  

　　　　　  後］ 

10－5

10－6

9.07.05.0

電
荷
移
動
度
（
c
m
2
/ 
V
・
s
）
 

電界強度（V/　m）　 1/2

図２　新規電子輸送材の電子移動度の電界強度依存性
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図４　正帯電有機感光体の光減衰特性
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図３　正帯電有機感光体の分光感度特性
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図５　正帯電有機感光体の帯電特性
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た強光疲労特性である。図９に示すように，1,000 1x，10分

の光照射による帯電特性の劣化は負帯電有機感光体に比し

て小さく抑制されており，その後の時間経過による回復も

早い。特に低感度型のタイプ11Aでは，室内の通常の蛍

光灯下ではほとんど光疲労することがなく，「感光体」で

あることを意識しないで各種の作業が可能である。

あとがき

以上に述べたように，富士電機は中低感度用の単層型正

帯電有機感光体を実用化した。この感光体は，特に，応答

性，耐刷性，環境特性などに優れた特性を示すものである。

今後は，新規材料開発，感光層設計改良を推進し，感光

体特性のさらなる改善を図ることで，その適用範囲を広げ

ていく所存である。
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図６　正帯電有機感光体のランニング疲労特性（タイプ11B）
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図７　正帯電有機感光体の光応答性
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図８　正帯電有機感光体の明部電位環境依存性
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感光体の開発と生産技術，ELD

の開発に従事。現在，富士電機画

像デバイス（株）感光体生産部担当
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まえがき

富士電機は自社のセレン（Se）整流板における材料技

術，真空蒸着技術などを応用し1973年にセレン感光体を製

品化して以来，セレン感光体メーカーとして業界トップに

ある。現在では有機感光体が主流になったが，高い耐刷性

を要求する大形高速プリンタなどには依然としてセレン感

光体が採用されている。

なかでもセレン-ヒ素（Se-As）合金を感光材料とする

セレン感光体が最も表面硬度が高く耐刷性に優れている。

また，高速プリンタの他の要求である高感度化のために

ヨウ素（I）を Se-As 合金に添加する材料技術開発，真空

蒸着による成膜技術開発，および層構成の設計技術により

性能の向上を進めてきた。

製品の概要

富士電機のセレン感光体の機種系列を表１にまとめて示

す。タイプ 4Cは複写機用途に開発され，高感度化を得る

ために，①母体材料の Se にテルル（Te）を添加し，長波

長領域への波長分光感度を高め，②感光層を光生成キャリ

ヤ発生層（CGL：Charge Generation Layer）とキャリヤ

輸送層（CTL：Charge Transport Layer）の機能分離層

とした。タイプ 4Dは半導体レーザプリンタ（露光波長

780 nm）用途に開発された。これは CGLの Te 濃度を40

wt ％とすることにより 780 nmに高い光感度を持たせ，か

つ CTLは正孔移動度が最も高い純セレンで形成すること

により感度の向上を果たした。また保護層を表面に設け，

これに As を 3wt ％添加し，ガラス転移点および硬度を

高めることにより耐刷性能を強化した。

さらなる高耐刷性，高感度化の市場要求に対し，タイプ

5A～ 5Fの Se-As 系感光体を開発した。Se-As 合金はガ

ラス転移点および表面硬度が高く，大形の高速プリンタに

採用されている。高感度化の要求に対しては Se-As 感光

膜にヨウ素を添加し，キャリヤの移動度を高めた。また最

近では CGL，CTLの二層構造により Se-As 系感光体では

最も高感度な製品を開発している。

タイプ5系感光体の高感度化

感度を決定する主な因子は光生成キャリヤ量とキャリヤ

の移動度である。光生成キャリヤ量は次式で表される。

（ε・ε0/L）・（dV/dT）＝η・e・F……………………

ε：真空の誘電率

ε0：感光層の比誘電率

L：感光層の膜厚

e ：電子の電荷

η：量子効率

F ：吸収フォトン数

この式から，光生成キャリヤの発生量を増やすには量子

（1）
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表１　セレン感光体の機種系列 

タイプ 感光材料 層構成 特　徴 用　途 

4C
Se-Te 
合金 

Se-Te10wt%

Se-Te5－8wt%

Al基板 

Se-Te-As 
合金 

Se-As 
合金 

白色光に対する半 
減衰露光量感度 
1.5～2.5 lx・s。 

波長780 nmの半 
導体レーザに光感 
度を持つ。 
半減衰露光量感度 
は0.6　J/cm2。 

白色光に対し半減 
衰露光量感度が 
0.5 lx・sと超高感 
度。 
He-Neレーザや 
LED光源に対し 
0.5　J/cm2。 

Se-As 
合金 
＋ 

ヨウ素 
添加 

Se-As感光膜中 
にヨウ素を添加す 
ることにより 
0.5 lx・s 以下に 
一層の高感度化が 
得られる。 

4D

5A 
（鏡面） 

 
5B 

（粗面） 

5E 
（鏡面） 

 
5F 

（粗面） 

普通紙 
複写機用 
（低中速機） 

半導体 
レーザ 

　　　（780 nm） 
　　プリンタ用 

中高速 
普通紙 
複写機用 
 
中高速 
プリンタ用 

Se-As3wt%＜ 

Se-Te40wt%

Al基板 

Se

As2Se3

Al基板 

As2Se3 
＋ヨウ素 

Al基板 



セレン感光体

効率ηを高める必要がある。材料物性の観点からは光学吸

収端に注目し，光学的バンドギャップを小さくする施策を

とる。Se-As 系においては，化学量論組成において光学

的バンドギャップが最も小さくなるのでAs2Se3 の組成を

採用してきた。この組成はガラス転移点および硬度が最も

高いという利点をあわせ持つ。

次にキャリヤ移動度の向上の取組みについて述べる。

３.１ 添加剤による高感度化

キャリヤの走行を阻害するトラップ因子は，Se-As 結

合が切断したダングリングボンドと考えられている。ダン

グリングボンドは静電的に負に荷電しており，これを終端

する方法として，マイナス 1価の不純物を添加し，ダング

リングボンドとの共有結合による静電的中和を図る。この

目的でハロゲン元素の添加が有効である。真空蒸着による

成膜条件は真空度 10－3 Pa レベル，基板温度 150 ～ 200 ℃

であるので蒸着後の基板からの再蒸発を考慮し，ハロゲン

系でも比較的蒸気圧の低いヨウ素を添加材として検討した。

図１は感光膜のヨウ素濃度とキャリヤの移動度の関係を示

す。移動度の評価はTOF（Time of Flight）法による。ヨ

ウ素の添加量に伴い移動度が高くなる。これはフリーなダ

ングリングボンドの密度が減ったことを表しているものと

考えられる。

３.２ 機能分離型の層構造による高感度化

セレン-ヒ素合金を使用した感光体の層構造は従来単層

であった。高感度化のために前述のヨウ素添加を行ってき

たが，さらなる高感度化を果たすために CGL と CTL か

らなる機能分離型の層構造を検討した。図２および図３に

CGL，CTL 各感光層のヒ素濃度と移動度の関係を示す。

また表２に感光体の感度特性を示す。従来の単層型タイプ

５系感光体に比べ，CTL/CGL 機能分離型感光体は高い正

孔移動度と感度を得ている。

あとがき

セレン感光体は高耐刷性を特徴とし，高速プリンタなど

の分野で採用が続いている。特にセレン-ヒ素合金を感光

層の材料とする富士電機のタイプ 5系感光体は，高い表面

硬度と熱的安定性により高速プリンタの分野に適している。

今後もヨウ素添加の材料技術，成膜技術，CGL/CTL 機能

分離層の形成などの層設計技術による高感度化などの市場

要求に対応していく所存である。
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図１　感光膜中のヨウ素濃度と移動度の関係
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図２　CTLのヒ素濃度と移動度の関係 表２　感度特性 

層構成 組　成 
半減衰露光量感度 
（   J/V・cm2） 

CTL As3Se7 
CGL As5Se5 
ヨウ素 2,000 ppm

0.24

0.5

0.65

As2Se3 
ヨウ素 2,000 ppm

As2Se3

機能分離型 
　CTL 35　m 
　CGL10　m

単層 45　m

単層 45　m
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まえがき

電子写真方式を用いた普通紙複写機（PPC），プリンタ，

ファクシミリあるいはその複合機などの OA機器は，そ

の高い画像品質と高速，低騒音という特長を生かして年々

市場を拡大している。また，これら電子写真応用製品は主

要な電子写真プロセスをユニット化することにより小形，

低価格化，メンテナンスフリーを実現し，最近ではオフィ

スユースのみならずパーソナルコンピュータ（パソコン）

の普及とともにパーソナルユースへの需要も伸びている。

富士電機も感光体メーカーとしてセレン感光体，有機感

光体（OPC）の開発製品化を行うとともに，感光体の高

付加価値化をめざしプロセスユニットの開発生産に取り組

んでいる。

本稿では電子写真プロセスユニットの動向と富士電機の

取組みについて紹介する。

プロセスユニットの概要

PPC やプリンタなどの電子写真応用製品に用いられて

いるプロセスユニットとは，電子写真方式の心臓部である

感光体を中心とした帯電部，現像部，クリーニング部を一

体とし交換可能としたものである。図１にプリンタ断面図

の一例
（1）

を示す。これにより従来のサービスマンなどによる

メンテナンス作業を不要とし，ユーザーによるユニットの

交換のみで常に良好なプリントが得られるようになった。

プロセスユニットには図２に示すように各種方式があり，

それぞれ特長を生かして製品化されている。

一体形ユニットは感光体，帯電部，現像部，クリーニン

グ部が一体となり，また現像部には一定量のトナーが充て

んされている。この一体形ユニットでは充てんされたトナー

が消費されるとユニット全体を廃棄し，新しいユニットと

交換される。したがって取扱いが容易な反面，充てんされ

るトナー量でユニットのプリント可能枚数が決まってしま

う（数千プリント）という問題がある。

ドラムユニット，現像ユニット分割形は感光体，帯電部，

クリーニング部を一つのユニット（ドラムユニット）とし，

また現像部，トナー容器部を一つのユニット（現像ユニッ

ト）にと二つに分割可能としてある。これによりユニット

内に充てんされたトナーを使い切っても寿命の長いドラム

ユニットを残し，現像ユニットのみを交換することが可能

となる。

ドラムユニット，現像ユニット，トナーユニット分割形

はさらに現像部とトナー容器部を分割することによりトナー

のみの補給を可能とし，ユニットの長寿命化を図ることが

できる。

電子写真用プロセスユニット
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木村　　弘（きむら　ひろし） 野　幸雄（たかの　ゆきお）

クリーナ 

定着器 

感光ドラム 転写帯電器 給紙ローラ 

一次帯電器 

結像レンズ 

プロセス 
ユニット 

反射ミラー 

ポリゴンミラー 

現像器 

図１　プリンタ断面図

一体形プロセスユニット 

二分割形プロセスユニット 
　　ドラムユニット 
　　現像ユニット 

プロセスユニット 

三分割形プロセスユニット 
　　ドラムユニット 
　　現像ユニット 
　　トナーユニット 

図２　プロセスユニットの方式
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プロセスユニットの市場動向

複写機，プリンタなど OA機器の世界需要の約 80 ％を

占めるアメリカおよびヨーロッパでの電子写真方式プリン

タ用プロセスユニットの市場動向を図３
（2）

および図４
（2）

に示す。

低速機分野では他方式であるインクジェットプリンタの伸

長が著しいものの，電子写真方式の長所である高速，高解

像度により今後も市場の拡大が続くものと予想される。

次に日本国内における電子写真方式のプロセスユニット

の市場動向を図５
（3）

および図６
（3）

に示す。日本国内においても

アメリカやヨーロッパと同様に今後も市場が続くと予想さ

れる。図５はプロセスユニットの方式別の市場動向であり，

現在一体形プロセスユニットが全体の約 75 ％を占めてい

るが，今後はドラムユニット，現像ユニットの分割形プロ

セスユニットの比率が高まるものと予想される。図６は用

紙サイズ別での市場動向であり，B4 サイズが減少傾向に

あるものの A4サイズ，A3サイズが増加する。特に今後

はA3サイズの急成長が見込まれる。このような市場拡大

のなか，最近の世界的な環境問題への関心の高まりととも

に OA機器ならびに消耗品であるプロセスユニットへも

環境に対する取組みが重要視されてきている。従来使用済

みのプロセスユニットは廃棄物として扱われ処理されてい

たが，近年ではメーカー各社で使用済みユニットの回収，

リサイクルなどに取り組み始めている。今後はさらに回収，

リサイクル性を考慮したプロセスユニットが求められるも

のと考えられる。

富士電機の取組み

富士電機はセレン感光体，OPCの製品開発で長年培っ

た電子写真プロセス技術をもとにプロセスユニットの開発

富士時報 Vol.72 No.11 1999
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図３　プロセスユニットの市場動向（台数ベース）
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図４　プロセスユニットの市場動向（金額ベース）
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図５　日本国内ユニット別の市場動向
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図６　日本国内用紙サイズ別の市場動向

表１　プロセスユニットの製品開発の取組み状況 

年 取組み 

PPC用ドラムユニットの生産を開始（セレン感光体使用） 1986

海外拠点である香港富士電機にてPPC用ドラムユニットの 
生産を開始（セレン感光体使用） 

1987

香港富士電機にてPPC用ドラムユニットの生産を開始 
（有機感光体使用） 

1990

プロセスユニット生産のため中国・深　に富穂電機を設立 
（図8） 

1995

三分割形A4プリンタ用プロセスユニット（ドラム，現像， 
トナー各ユニット）の生産を開始（有機感光体使用） 

1996

三分割形A3プリンタ用プロセスユニットの生産を開始 
（有機感光体使用） 

1997

二分割形A4プリンタ用ドラムユニットの生産を開始 
PPC用トナーユニットの生産を開始 

1998
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製品化に取り組んでいる。これまでの取組み状況を表１に

示す。図７にはプロセスユニットの製品例を示す。

現在，さらにこれまでの感光体，プロセスユニットの生

産技術を生かし，ユニットの設計開発から生産までの体制

を整えプロセスユニットの製品開発を行っている。

また，感光体で培った高精度アルミニウム素管加工技術

を生かし，1998年から電子写真方式の重要部品である現像

スリーブの開発生産も行っている。

あとがき

今後も伸張が見込まれる電子写真応用製品はパソコンの

普及と相まってさらにディジタル化，カラー化が進み，よ

り高性能化が求められる。富士電機は今後も高性能化，低

価格化，長寿命化に対応するとともにリサイクル性など環

境問題に配慮したプロセスユニットの製品開発を行ってい

く所存である。

参考文献

電子写真学会編：電子写真技術の基礎と応用，コロナ社，
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図７　プロセスユニットの製品例 図８ 中国・深 の工場（富穂電機有限公司）
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〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

2940088 井口　研二ディジタル形継電装置

2940170 田上　三郎半導体装置の動特性のシミュレーシ
ョン方法

2940191 根岸　克彦負荷開閉器

2940205 河野　悦雄物品搬出モニタ

2940209 柳嶋　良平ランドリモニタ

2940212

倉　　　馨
岩本　昌三
木村　幸雄
永田　和重
松島　幸三
垣内　弘行
阿部　順一
伊藤　康作

自動販売機

2940225 深澤　直人
瀧川　亜樹

インクジェット記録ヘッドの製造方
法

2940227 百瀬　恵司
山本　　浩

城所　　勲
天野　忠信
松島　　億

半導体素子の温度トリップ特性測定
方法および装置

2940233 紙幣回収装置

藤原　宏和2940228 車両用変圧器の取付構造

倉島　昭介

古閑　丈晴2940328 電力用半導体素子

中嶋　宏明2940280 制御装置の枠構造

黒木　一男2940536 無停電電源装置

平岡　睦久
財津　靖史
大戸時喜雄
星川　　寛
佐々木明徳

2943343 微粒子測定装置

下田　　勲
後藤　真司2942065 オープンショーケースの商品陳列量

可変装置

川北　敏城2943352 自動販売機の前面扉

近藤　　悟
丹羽　雅夫2943351 ホットアンドコールド自動販売機の

冷温表示装置

竹内　玲治2943355 交流電圧の差電圧演算方法

堂面　俊則2943354 紙幣識別機の制御装置

相場　　茂2943384 ペルトン水車用電気式調速装置

関　　康和2943385 伝導度変調型MOSFETを備えた半
導体装置

井川　　修2943367 電圧非直線抵抗体の製造方法

川合　正美
山口　一幸2942064 オープンショーケースの商品陳列方

法

2940245 回転電機の固定子鉄心

2943392
伊藤　康作
宮尾　哲也自動販売機の商品搬出装置

2943393

森　　伸義
佐藤　勝博
野上　純孝
高橋　　章

電子写真用感光体およびその製造方
法

2943411
野並　光晴
田中　順造
河村　幸則

圧電アクチュエータの駆動電源装置

2943421

霜田　和彦
土信田徹也
山本　隆夫
岸　　郁朗
西本　晴保

タービンのシュミレーション装置

2943434 八ツ田　豊プログラマブル・コントローラ

2943442 宮尾　哲也
高橋　正人自動販売機の商品残数検出装置

2943483 橘　　　学カップ式自動販売機の容器供給装置

2943497 高橋　宏行回転軸追従装置

2943515 鈴木　　健回転電機の台板の支持装置

2945801 山田　英司オープンショーケース

2945812 高野　哲美屋外碍子の付着塩分量推定方法

2946553 長安　芳彦横型 NPNトランジスタを備えた半
導体装置

2946659 佐々木公彦移動物体識別システム

2946750 上野　勝典半導体装置

2946803 田中　良和PWMインバータの電圧制御方法

2946816 角田　春生補助電源供給回路

2946858 朝日　信夫配線用遮断器の外部操作ハンドル装
置

2946906 安藤　敏宏自動販売機の情報伝送異常検出装置

2947372
定由　征次
加藤　幹男
黒木　一男

多機能電力交換システム

2943443 三木　勝博電子写真用感光体およびその製造方
法

2943459 渡辺　　徹蒸気タービンの非常塞止弁に用いる
トリップ用電磁弁

2943465
志賀　　悟
堤　　睦生
金子　英男

避雷器の故障監視装置

2943425 繁田　雅信メンテナンス支援機能付自動販売機

2943427 佐藤　　桂
田中　順造モータの可逆運転装置



業務用民生機器ほか

電　機
電動機，可変速装置，誘導加熱装置，誘導炉，産業用電源装置，クリーンルームシステム，非常用電源装置，コンピュー

タ用電源装置，舶用電気品，車両用電気品，変圧器，遮断器，ガス絶縁開閉装置，電力変換装置，原子力機器，火力機器，

水力機器，発電機，新エネルギー発電システム，発電設備用保護・監視・制御装置，発電設備用コンピュータ制御装置，

誘導電動機，ギヤードモータ，ブレーキモータ，ファン，ポンプ，ブロワ，電磁開閉器，操作・表示機器，制御リレー，

タイマ，ガス関連機器，配線用遮断器，漏電遮断器，限流ヒューズ，高圧受配電機器，汎用モールド変圧器，電力制御機

器，交流電力調整器，近接スイッチ，光応用センサ，プログラマブルコントローラ，プログラマブル操作表示器，多重伝

送システム，汎用インバータ，サーボシステム，加熱用インバータ，可変速電動機

制御・情報・電子デバイス

コンピュータ制御装置，運転訓練・系統解析シミュレータ，電力量計，放射線モニタリングシステム，保護・監視・制御

装置，マイクロコントローラ，水処理装置，水質計測制御装置，遠隔制御装置，オゾン処理システム，電気集じん機，計

測情報通信制御システム，レーザ応用装置，画像処理応用装置，工業計測機器，放射線計測機器，磁気記録媒体，複写

機・プリンタ用感光体，パワートランジスタ，パワーモジュール，スマートパワーデバイス，整流ダイオード，モノリ

シック IC，ハイブリッド IC，半導体センサ，サージアブソーバ

自動販売機，コインメカニズム，紙幣識別装置，貨幣処理システム，飲料ディスペンサ，自動給茶機，冷凍冷蔵ショー

ケース，ホテルベンダシステム，カードシステム
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磁気ディスク装置を取り巻く環境は，年率 100 ％を超える面記録

密度の向上と，急激な市場価格の低下により年々厳しくなっている。

最近の磁気ディスク媒体の開発課題として，低ノイズ化だけでなく

使用部材やプロセス，環境の問題が大きくクローズアップされてき

ている。具体的には基板の微小うねり，硬質薄膜 CVD保護膜，ス

パッタ後の表面処理法，クリーンルーム環境中のパーティクルコン

タミネーションなどである。評価試験機および製造装置の性能・精

度向上により，現行の長手記録方式で面記録密度 60 ～ 80G ビット

/in2 までは対応可能と考えている。

磁気ディスク媒体の現状と展望

小笠原 友信 小沢　賢治

富士時報 Vol.72 No.11 p.579-583（1999）

磁気ディスク装置用磁気ディスク媒体の高記録密度化の現状を概

観し，進展を支えている材料技術のポイントを明らかにした。高記

録密度化を実現し，かつ現在開発を行っている 10G ビット/in2 レ

ベルの富士電機のプロセスを磁性層を中心に紹介し，かつ今後さら

に記録密度を向上させていくための課題を明確にした。従来の長手

記録方式から，将来の課題解決のために垂直記録方式などの可能性

も併せて紹介した。

磁気ディスク媒体の高記録密度化と材料・プロセス技術

高橋　伸幸 柏倉　良晴 柴田　一喜

富士時報 Vol.72 No.11 p.584-589（1999）

記録密度の向上に伴って重要性が増している HDI（Head Disk

Interface）技術のうち，「CVDカーボン保護膜技術」と「潤滑剤の

微視的な分布状態を観察する技術」の現状を報告した。「CVD膜」

では，２種類の成膜法の原理と特徴を説明し，それぞれで成膜した

膜の特性について述べた。「潤滑剤の分布観察」では，新たに開発

した操作形プローブ顕微鏡を使って潤滑剤厚さの分布状態を 10nm

程度の分解能で観察できる観察法の原理を説明し，この方法で観察

した媒体表面の潤滑剤の分布状態を示した。

磁気ディスク媒体の次世代HDI 技術

小林　光男 神山　道也 熊谷　明恭

富士時報 Vol.72 No.11 p.590-593（1999）

コンピュータと家庭と通信の三つが収れんし融合しつつある。近

未来の家庭において，要（かなめ）となるデバイスはAV-HDDで

あると考えられている。それは大容量性・高速性・低価格性を兼ね

備えた「AVキャッシュメモリ」がHDDをおいてほかにないから

である。AV-HDDの中枢機能素子であるAV用磁気ディスク媒体

の開発に，富士電機はいち早く着手し，市場に先鞭（せんべん）を

つけようとしている。本稿ではプラスチック媒体の開発状況を紹介

する。これは富士電機の次代の戦略商品として位置づけられている

ものである。

AV用磁気ディスク媒体

鄭　　用一 坂口　庄司 上住　洋之

富士時報 Vol.72 No.11 p.594-599（1999）

クリーンルーム用の自動搬送設備は，その特殊性などから専用の

ものは少なく，あっても非常に高価で融通性のないものが多い。そ

こでクリーンルーム全体を一つのシステムとしてとらえ，0.1μm

クラス10に対応した省スペース，低コストの搬送システムを構築し

た。このシステムはクリーンルーム内で清浄度が最も確保されてい

るクリーンユニット吹出し直下を搬送する天井搬送方式を基本に，

その構造，設置方法，気流制御，排気方法などをクリーンルーム構

造と一体化して設計，開発したものである。

磁気ディスク媒体製造ラインの自動化

橋田　博史 藤沢　永一 中澤　基訓

富士時報 Vol.72 No.11 p.600-603（1999）

パーソナルコンピュータの飛躍的な普及と高性能化に伴い，磁気

ディスク媒体に要求される品質は厳しくなってきた。その要因は使

用環境の多様化と高密度化である。品質を向上させるためには。磁

気ディスク媒体の生産環境のクリーン化が必須（ひっす）である。

汚染対策としては，じんあい汚染対策とコンタミネーション防止を

必要とする。一方，プロセス部材であるカセット・梱包（こんぽう）

材の選定も重要な要素である。また，静電気の帯電によるじんあい

付着も考慮しなければならない。これらの技術は今後も継続的に改

善・開発していかなければならない。

磁気ディスク媒体の高密度化とクリーン化技術

幅谷　倉夫 岩田　英之 荻村　好友

富士時報 Vol.72 No.11 p.604-608（1999）

電子写真の応用製品としては，複写機とプリンタがある。情報の

多様化，ネットワーク化に代表される情報化社会の進展に伴い，複

写機のディジタル化，プリンタの多機能化，カラー化が急速に進展

している。富士電機は，1973年にセレン系感光体を，その後，有機

感光体を製品系列化してきた。1999年には，その事業分野を，富士

電機画像デバイス（株）として独立会社化し，米国，香港の拠点とと

もに，全世界で事業を展開している。本稿では，電子写真分野の現

状と今後の動向を解説するとともに，富士電機の今後の取組みにつ

いて紹介する。

感光体の現状と展望

田中　辰雄 浅村　　淳

富士時報 Vol.72 No.11 p.609-611（1999）

レーザビームプリンタならびに LEDプリンタに代表される電子

写真方式のプリンタは，ディジタル化技術の進歩に支えられ機能アッ

プが進んでいる。これらのプリンタに搭載される感光体に要求され

る機能・品質もより高度化かつ複雑化している。富士電機ではこの

ような要求に対応する各種感光体を開発，製造している。本稿では，

特に負帯電型のプリンタ用有機感光体の概要とその特徴について紹

介する。

プリンタ用有機感光体

寺崎　成史 大日方　孝 鍋田　　修

富士時報 Vol.72 No.11 p.612-615（1999）
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Abstracts (Fuji Electric Journal)

Recent enhancement of the recording density of magnetic hard disks

and the point of material developments supporting the enhancement are

outlined.  Fuji Electric has attained high recording density on a 10

Gbits/in2 level and is striving to raise it higher.  This paper describes its

disk manufacturing process, focusing on the magnetic layer, and problems

in improving recording density in the future.  In addition, future prospects

for new recording technology, such as perpendicular recording, to inno-

vate on the conventional longitudinal recording are stated.

Recording Density Enhancement and Material/
Process Technologies for Magnetic Hard Disks

Nobuyuki Takahashi Yoshiharu Kashiwakura Kazuyoshi Shibata

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.11 p.584-589  (1999)
The hard disk drive market becomes severer year by year due to

increase in recording density over 100% a year and rapid decrease in the

market price.  Recently noticed problems in the development of hard disks

are parts quality, process control, and environmental problems as well as

low noise.  To be concrete, they are substrate waviness, thinner hard pro-

tective layers by chemical vapor deposition, surface treatment after sput-

tering, and particles and contaminations control in the clean room.  As the

performance and accuracy of evaluation and production equipment are

improved, 60 to 80 Gbits/in2 will be realized using the current longitudinal

recording method.

Present Status and Prospects for Magnetic Hard 
Disks

Tomonobu Ogasawara Kenji Ozawa

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.11 p.579-583  (1999)

Computers, consumer, and communications are converging and fus-

ing.  The key device in homes in the near future will be an audio-visual

hard disk drive (AV-HDD).  The reason is that there is no other AV cash

memory with high capacity, high speed, and a low price than the HDD.

Fuji Electric has early started developing an AV magnetic hard disk, a

core-functional element of the AV-HDD, to take the initiative in the mar-

ket.  This paper describes the state of plastic medium development, which

is regarded as a next-generation strategic commodity.

Magnetic Hard Disks for Audio-Visual Use

Youichi Tei Shoji Sakaguchi Hiroyuki Uwazumi

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.11 p.594-599  (1999)

Head disk interface (HDI) technologies are becoming important with

the improvement in recording density.  From among them, this paper

describes the chemical vapor deposition (CVD)-carbon protective layer

technology and the new method of observing a lubricant distribution.  In

the former, the principle, features, and characteristics of each of CVD-car-

bon layers of two types are explained.  In the latter, the principle of highly

resolved observation in the scale of 10 nm with a newly developed probe

type microscope and the observation result of lubricant distribution on the

surface of a medium are explained.

Next Generation Head Disk Interface Technologies
for Magnetic Hard Disks

Mitsuo Kobayashi Michinari Kamiyama Akiyasu Kumagai

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.11 p.590-593  (1999)

According to the rapid spread and advances in performance of per-

sonal computers, quality required for magnetic hard disks has become

severer.  This is mainly caused by diversified working environments and

enhanced recording density.  It is indispensable to quality improvement to

prepare a clean environment for magnetic hard disk production.  Meas-

ures for cleanness must be taken against both dust and contamination.

The selection of materials for process parts such as cassette and packing

materials is also an important factor.  In addition, dust sticking due to

electrostatic charge has to be taken into consideration.  These technologies

are required to be continuously improved and developed in the future.

Ultra-Cleanness Technology for High Density 
Magnetic Hard Disks

Kurao Habaya Hideyuki Iwata Yoshitomo Ogimura

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.11 p.604-608  (1999)

With regard to automated material handling systems for clean room

use, few systems for exclusive use are available because of specialty, and

most of available ones are very expensive and not flexible.  Taking the

whole clean room as a system, Fuji Electric has developed a space-saving,

low-cost material handling system that can meet 0.1μm of Class 10.

Materials are conveyed directly under the clean air nozzles where clean-

ness is most secured in the clean room.  Based on this overhead system,

the configuration, installation method, air flow control, and exhausting

method of the whole system are designed and developed so as to be inte-

grated into a clean room structure.

Automation of Magnetic Hard Disk Production Lines

Hiroshi Hashida Eiichi Fujisawa Motonori Nakazawa

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.11 p.600-603  (1999)

The function of electrophotographic printers such as laser beam print-

ers and light emitting diode printers has been enhanced with the progress

in digitization technology.  Photoconductors, main parts of these printers,

are required to have more sophisticated and complicated functions with

higher quality.  Fuji Electric has been developing and producing various

photoconductors to meet these requirements.  This paper outlines the line

and features of negative charge type organic photoconductors for printers.

Organic Photoconductors for Printers

Seishi Terasaki Takashi Obinata Osamu Nabeta

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.11 p.612-615  (1999)

Plain paper copiers (PPCs) and printers are applications of elec-

trophotographic technology.  With the development of information society

toward variety and networking, digital PPCs, multifunctional and full-

color printers are rapidly growing.  Fuji Electric developed selenium pho-

toconductors in 1973 and then added organic photoconductors to the prod-

uct line.  Fuji Electric Imaging Device Co., Ltd. separated for this busi-

ness field in 1999 is doing worldwide business with subsidiary companies

in USA and Hong Kong.  This paper outlines the present status and future

trend of the electrophotographic industry and introduces Fuji Electric’s

line of photoconductors and its attitude for the future.

Present Status and Prospects for Photoconductors

Tatsuo Tanaka Atsushi Asamura

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.11 p.609-611  (1999)



複写機市場において各メーカーは高速度化，メンテナンスフリー

化，低価格化を進めてきた。これに対応するため，有機感光体は感

度特性，動作安定性，高耐刷性の改善がなされてきた。近年は各メー

カーが急速に複写機のディジタル化を進めており，アナログ機から

の置換えが始まっている。一方で，従来のアナログ機も低価格分野

で根強く残るものと考えられる。本稿ではアナログ複写機用有機感

光体についてその概要を紹介する。

アナログ複写機用有機感光体

成田　　満 篠崎　美調

富士時報 Vol.72 No.11 p.616-618（1999）

単層型正帯電有機感光体を開発した。単層型正帯電の特徴である

オゾン発生の抑制，製造工程の簡略化というメリットに加えて，新

規開発の電子輸送材，高移動度の正孔輸送材，高純度の電荷発生材

などの採用により，応答性，耐刷性，環境特性などで，従来の負帯

電有機感光体をもしのぐ特性を実現した。感度としては半減衰露光

量として，0.20μJ/cm2 から 0.38μJ/cm2 が可能である。製造群の

呼称をタイプ11とし，感度と耐刷性の観点から，三つの標準特性を

設定した。

正帯電有機感光体

北川　清三 会沢　宏一 川上　春雄

富士時報 Vol.72 No.11 p.619-621（1999）

セレン感光体は高耐刷性を特徴とし，高速プリンタなどの分野で

採用が続いている。特にセレン-ヒ素合金を感光層の材料とする富

士電機のタイプ 5系感光体は，高い表面硬度と熱的安定性により高

速プリンタの分野に適している。また，要求される高感度化のため

にセレン-ヒ素感光膜にヨウ素を添加する材料技術，真空蒸着技術

を開発，および層構成の設計技術などにより性能の向上を果たして

きた。

セレン感光体

喜納　秀樹

富士時報 Vol.72 No.11 p.622-623（1999）

電子写真方式を用いた普通紙複写機（PPC），プリンタ，ファク

シミリなどのOA機器はその高い画像品質と高速，低騒音という特

長を生かして年々市場を拡大している。また，それら電子写真応用

製品は主要な電子写真プロセスをユニット化することで小形，低価

格，メンテナンスフリーを実現しオフィスユースだけでなくパーソ

ナルユースへの需要も伸びている。富士電機も感光体の高付加価値

化をめざし，プロセスユニットの開発生産に取り組んでいる。本稿

ではプロセスユニットの動向と富士電機の取組みを紹介する。

電子写真用プロセスユニット

木村　　弘 野　幸雄

富士時報 Vol.72 No.11 p.624-626（1999）



In the copier market, manufactures have aimed at high speed, free-

dom from maintenance, and low cost.  To meet these requirements,

organic photoconductors have been improved in photosensitivity, electri-

cal stability and durability.  Recently, manufacturers have rapidly been

developing digital copiers to replace analog ones.  However, conventional

analog copiers are thought to survive in the low-priced field.  This paper

outlines organic photoconductors for analog plain paper copiers.

Organic Photoconductors for Analog Plain Paper 
Copiers

Mitsuru Narita Micho Shinozaki

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.11 p.616-618  (1999)

Fuji Electric has developed a single-layer organic photoconductor

(OPC) used in a positive charge condition.  In addition to the advantage of

its low ozone generation and simplified manufacturing process, it has

realized characteristics superior to a conventional negative type OPC in

response time, print durability, and immunity to environment.  These

advantages are derived from the use of newly developed electron transport

material, high-mobility hole transport material, and high-purity carrier

generation material.  Sensitivity expressed in energy  for half decay is

between 0.20 and 0.38 μJ/cm2.  This OPC is called Type 11 and three

standard models are prepared according to sensitivity and print durability.

Positive Charge Type Organic Photoconductors

Seizou Kitagawa Kouichi Aizawa Haruo Kawakami

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.11 p.619-621  (1999)

The selenium photoconductors of Fuji Electric have been adopted to

the high speed printers.  In particular, selenium-arsenic photoconductors,

noted for the highest glass transition temperature and surface hardness,

have shown strong durability when applied to the high speed printers.

The high photosensitivity of photoconductors is another essential require-

ment of high speed printers.  Fuji Electric developed the iodine doping

technology for the selenium-arsenic photoconductive films to achieve the

high photosensitivity.  Recent development has achieved the highest pho-

tosensitivity by the multi-layered construction, comprising of carrier gen-

eration layer and carrier transportation layer.

Selenium Photoconductors

Hideki Kina

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.11 p.622-623  (1999)

The market of plain paper copying machines, printers, and fax

machines using the electrophotographic process are expanding year by

year because of the advantage of high quality image, high speed, and low

noise.  Since these products achieved compactness, low price, and free-

dom from maintenance by uniting major electrophotographic processes,

they have been in an increasing demand for personal use as well as for

office use.  Fuji Electric is developing process units to add more value to

conventional photoconductors.  This paper outlines the trend of process

units and Fuji Electric’s attitude.

Process Units for Electrophotography

Hiroshi Kimura Yukio Takano

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.11 p.624-626  (1999)
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山 形 営 業 所 1（023）641-2371 〒990-0057 山形市宮町一丁目10番12号
新 庄 営 業 所 1（0233）23-1710 〒996-0001 新庄市五日町1324番地の6
福 島 営 業 所 1（0249）32-0879 〒963-8004 郡山市中町1番22号（郡山大同生命ビル）
い わ き 営 業 所 1（0246）27-9595 〒973-8402 いわき市内郷御厩町二丁目29番地
水 戸 営 業 所 1（029）231-3571 〒310-0805 水戸市中央二丁目8番8号（櫻井第2ビル）
茨 城 営 業 所 1（029）266-2945 〒311-1307 茨城県東茨城郡大洗町桜道304番地（茨交大洗駅前ビル）
金 沢 営 業 所 1（076）221-9228 〒920-0031 金沢市広岡一丁目１番18号（伊藤忠金沢ビル）
福 井 営 業 所 1（0776）21-0605 〒910-0005 福井市大手二丁目7番15号（安田生命福井ビル）
山 梨 営 業 所 1（0552）22-4421 〒400-0858 甲府市相生一丁目1番21号（清田ビル）
松 本 営 業 所 1（0263）33-9141 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
岐 阜 営 業 所 1（058）251-7110 〒500-8868 岐阜市光明町三丁目1番地（太陽ビル）
静 岡 営 業 所 1（054）251-9532 〒420-0053 静岡市弥勒二丁目5番28号（静岡荏原ビル）
浜 松 営 業 所 1（053）458-0380 〒430-0945 浜松市池町116番地13（山崎電機ビル）
和 歌 山 営 業 所 1（0734）32-5433 〒640-8052 和歌山市鷺の森堂前丁17番地
山 陰 営 業 所 1（0852）21-9666 〒690-0007 松江市御手船場町549番地1号（安田火災松江ビル）
徳 島 営 業 所 1（0886）55-3533 〒770-0832 徳島市寺島本町東二丁目5番地1（元木ビル）
高 知 営 業 所 1（0888）24-8122 〒780-0870 高知市本町四丁目1番16号（高知電気ビル）
小 倉 営 業 所 1（093）521-8084 〒802-0014 北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
長 崎 営 業 所 1（095）827-4657 〒850-0037 長崎市金屋町7番12号
熊 本 営 業 所 1（096）387-7351 〒862-0950 熊本市水前寺六丁目27-20（神水恵比須ビル）
大 分 営 業 所 1（097）537-3434 〒870-0036 大分市寿町5番20号
宮 崎 営 業 所 1（0985）20-8178 〒880-0015 宮崎市大工二丁目27番地
南 九 州 営 業 所 1（099）224-8522 〒892-0846 鹿児島市加治屋町12番7号（日本生命鹿児島加治屋町ビル）
沖 縄 営 業 所 1（098）862-8625 〒900-0005 那覇市天久1131番地11（ダイオキビル）

エ ネ ル ギ ー 製 作 所 1（044）333-7111 〒210-9530 川崎市川崎区田辺新田1番1号
変電システム製作所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
東京システム製作所 1（042）583-6111 〒191-8502 日野市富士町1番地
神 戸 工 場 1（078）991-2111 〒651-2271 神戸市西区高塚台四丁目1番地の1
鈴 鹿 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
回 転 機 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
松 本 工 場 1（0263）25-7111 〒390-0821 松本市筑摩四丁目18番1号
山 梨 工 場 1（0552）85-6111 〒400-0222 山梨県中巨摩郡白根町飯野221番地の1
吹 上 工 場 1（0485）48-1111 〒369-0192 埼玉県北足立郡吹上町南一丁目5番45号
大 田 原 工 場 1（0287）22-7111 〒324-8510 大田原市中田原1043番地
三 重 工 場 1（0593）30-1511 〒510-8631 四日市市富士町1番27号

（株）富士電機総合研究所 1（0468）56-1191 〒240-0194 横須賀市長坂二丁目2番1号
（株）ＦＦＣ 1（03）5351-0200 〒151-0053 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号（新宿コヤマビル）

お問合せ先：富士電機画像デバイス株式会社 電話（03）5435-7166

画質の違いは，感光体の違い。
鮮明画質に，
豊富なラインアップでこたえます。

富士電機の感光体

複写機やファクシミリ，プリンタなどさまざまな情報機器において，鮮明画質へのニー
ズは高まるばかりです。画質の決め手となる感光体にも，ますます高度な技術が求め
られます。私たちは，より高解像度化，より高速化をめざし，つねに技術革新を重ねて
きました。そのラインアップも複写機用からファクシミリ用，プリンタ用まで，じつに豊富。
最新のFA技術を結集した全自動一貫生産ラインと，厳しい品質管理のもと，日本・
米国・香港と広がる世界3製造拠点から，信頼の製品を充実のサービスとともにスピ
ーディに提供します。

自動検査装置

プリンタなどで活躍する感光体

複写機などで活躍する感光体
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聞こえてきますか、技術の鼓動。
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定価525円（本体500円）
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磁気ディスク媒体特集
感光体特集

本誌は再生紙を使用しています。
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