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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

594（18）

鄭　　用一（てい　よういち） 坂口　庄司（さかぐち　しょうじ） 上住　洋之（うわずみ　ひろゆき）

Consumer 
（家庭） Computer 

（コンピュータ） 
Communication 

（通信） 

Convergence 
（収れん） 

三つのCが収れんする！ 

既存の枠組みにとらわれない新しい流れが産業構造を変革！ 

図１　21世紀を切り開くコンバージェンスの流れ
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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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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
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）
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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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図６　重要因子ごとの形状（平たん度）
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図７　最適成形条件による基板形状と表面性状



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。
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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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