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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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図１　ビットサイズと浮上量の年次推移
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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。
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図８　発ガス対策後のカセットふたのPP分析

帯
電
圧
値
（
－
V
）
 

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0
60302520151050

時　間（s） 

A社品 
B社品1 
B社品2 
B社開発品 

図１０　無じん衣の帯電電圧と減衰特性
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