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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
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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
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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
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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。
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図６　自動搬送システムと周辺設備



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




