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情報機器関連
コンポーネント

展　望

磁気ディスク媒体

感光体

産業構造の抜本的な転換を促す情報技術（IT）革命を

てこに，社会はネットワーク化への道をまっしぐらに進ん

でいる。昔の文字情報から画像情報へ，やがては動画情報

へと取り扱うべき情報量の飛躍的な増大とともに，これを

実現する手段へのニーズは加速している。富士電機では情

報技術の発展に寄与すべく大量の情報の取扱いを可能にす

る記憶デバイス，高精細な画像の取扱いを可能にする画像

出力デバイスの分野で特長ある製品群を提供し続けている。

1999年，パソコン市場は低価格化とインターネットをキー

ワードにコンシューマー向けが回復しつつあり，サブ

1,000 ドルパソコンは全体の 50 ％にまで達しようとしてい

る。また，磁気ディスク装置（HDD）市場は現在 5,400

r/min 機が主体であるが，より迅速な情報処理を可能とす

る高速化対応機（7,200/10,000 r/min）の伸びは著しく，

2000年は主流に躍り出ることになろう。一方，磁気ディス

ク媒体市場は1998年の対前年マイナス成長から，1999年は

わずかながらも対前年プラス成長を達成したとみられる。

今後は既存分野の 5～ 8％レベルの安定成長に加え，家電

製品のディジタル化に対応したAV用 HDDが新たに登場

してHDDは家庭内に入り込み，成長を継続すると予測さ

れる。

HDDの技術の進展は加速されつつあり，記録密度向上

のスピードは従来の年率 60 ％からここ 1～ 2 年は 100 ％

へと増大している。これを支えるため磁気ディスク媒体へ

の技術的な要求はますます高度化しつつある。

富士電機は，事業参入以来，時代に要求される磁気ディ

スク媒体をタイムリーに市場へ提供してきた。1999年，い

ち早く 7Gビット/in2 の高記録密度化を達成し，3.5 イン

チ磁気ディスク媒体を市場に展開した。また，低うねり特

性をもつAl 基板は磁気ディスク媒体とともに市場からも

高い評価を受けている。さらに，従来からの基礎的な研究

開発を集成させ，磁気ヘッドのより低浮上化を可能とする

新たな極薄カーボン保護膜の成膜法である CVD手法を量

産レベルまで発展させた。これらの技術はさらに発展し，

より高度に制御された微細組織をもつ磁気記録層の技術と

複合することで，次の世代を担う 10G ビット/in2 高記録

密度磁気ディスク媒体として完成し，2000年の量産へと準

備を整えつつある。製品開発は，すでに 20Gビット/in2 の

記録密度に移っており，今後のHDD適用分野の拡大のな

かで，広く市場ニーズに応じた製品系列を整え，リーディ

ングカンパニーをめざしていく所存である。

画像出力デバイス分野においては，電子写真方式のプリ

ンタがその特長である高画質特性および高速性をベースに

年率 10 ％程度の堅調な伸びを続けている。OA化の進展

に伴い増加し続ける種々の情報を，短時間でかつ見やすい

画像に変換・処理しうるように，一層の機能・品質向上が

図られている。なかでも，ディジタル化技術の急速な進歩

と，現像剤などの改良により，フルカラープリンタ，ディ

ジタル複写機およびプリンタ機能・複写機能・ファクシミ

リ機能を 1台で兼ね備えた複合機の製品化が本格化してい

る。また一方では，環境への配慮が特に重視され，消費部

材の長寿命化・リサイクル化や，オゾン発生の少ないマシ

ンの開発が急ピッチに進められている。

富士電機では，これらの市場要求に対応しうる感光体の

開発を推進してきた。特に，プリンタ分野においては，数

種類の新しい材料系の創出により，画質の向上を実現する

とともに，従来のおよそ 2倍程度まで高速化・長寿命化を

可能にしうる感光体を製品化した。

さらに，これらの材料系をベースに層設計の最適化によ

り，フルカラー機，ディジタル機および複合機それぞれに

対応しうる感光体を開発し系列化した。また，オゾン発生

が少なくかつ低価格マシンの実現を可能にする感光体とし

て，正帯電有機感光体の開発を推進し，低速機分野での製

品化に引き続き中高速機分野への展開を図っており，この

タイプにおいては業界トップレベルの性能を実現している。

一方，感光体を含めたカートリッジの生産および新規開

発を精力的に進め，顧客要求仕様にあった製品の供給を続

けているとともに，独自の特徴ある製品を開発している。

今後も情報技術は加速度的に発展し社会生活をより豊か

に，より快適にしていくものと考えられる。富士電機の情

報機器関連コンポーネント分野は，情報技術の発展に寄与

すべく特長ある製品群を今後も提供していく所存である。
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GMR（Giant Magnetoresistive）ヘッドの採用により，

磁気ディスク装置（HDD）の記録容量は飛躍的に向上し

ている（年率 100 ％以上）。15G バイト/枚を達成するに

は，１ビットのサイズは長さ 0.85 ×幅 0.067 ×高さ 0.018

（μm）となる。１ビットに幾つの磁性粒子が含まれるか

がかぎであり，ここから磁性粒子の目標直径が決まってく

る。磁性粒子は 15 nmから 12 nmへスケールダウンする

ことが目標となる。これを実現するため富士電機では，磁

性層の機能を向上するためより多層化すること，磁性層の

組成を 5元化すること，さらにプロセス条件を再度見直す

ことにより，磁性粒径を 11 ～ 12 nmにスケールダウンす

ることに成功した。この技術を用い，10G バイト/枚のプ

ログラム受注，量産を達成するとともに，15G バイト/枚

に対しての技術の達成にめどがついている。
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15 Gバイト/枚の高記録密度磁気ディスク媒体

CVD-C 保護膜の量産化技術

15 Gバイト/枚磁気ディスク媒体用低うねり基板

図１　透過形電子顕微鏡写真（磁性粒子構造）

スパッタカーボン膜に比べ，緻密（ちみつ）で硬い膜が

形成可能なプラズマ CVD（Chemical Vapor Deposition）

法によるカーボン膜を製品に適用すべく開発を行ってきた。

しかしこれは反応性ガスを用い，プラズマ分解させ膜を形

成させるため，膜は装置の至るところに形成され，製品化

に有害なパーティクルの原因となる。

富士電機では，膜が形成される箇所をできるだけ限定し，

また基板に負のバイアスを印加することで成膜種の一つで

あるイオンが，できるだけ基板に飛んでくるようにするこ

とで解決した。また，イオンのエネルギーを利用して膜の

緻密化を図るプロセスを開発したことで，膜厚 5nmの膜

でも CSS 耐久性に十分耐えられ，Co の溶出もスパッタ膜

同等以上の特性を有する媒体を開発できたので，2000年の

量産機種に対応を図っていく。
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図２　イオンビームCVDの改善概要図

磁気ディスク媒体の記録密度向上のためには，ヘッドと

ディスクの間隔を限りなく狭くしなければならない。これ

を達成するための必須（ひっす）条件として，Al 媒体用

基板として使用されている Ni-P ポリッシュ基板の超低う

ねり化が急がれている。

富士電機では，15G バイト/枚磁気ディスク媒体用基板

として，① Ni-P めっきのベースとして使用されているAl

合金組成の最適化，②グラインドサブストレート加工の高

度化，③ Ni-P めっき皮膜のディフェクトフリー化，④コ

ロイダルシリカを用いた超精密ポリッシュ加工の技術を確

立し，従来基板うねり（Wa）6 ～ 8 Åから 2Åレベルま

で低減することに成功し量産を開始した。現在，30G バ

イト/枚媒体用基板として，さらなる低うねり化の開発を

進めている。

図３　急速に低うねり化が進む磁気ディスク媒体用基板

関連論文：富士時報 1999.11 p.584-589
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電子写真応用機器の高画質化，高速化に伴い，感光体に

も高機能化が要求されるとともに，帯電部材，現像部材な

どを感光体に接触させたプロセスにおいては，膜摩耗が少

なくきずの付きにくい高耐刷性感光体の要求が強まってい

る。

富士電機では，感光層を構成する樹脂バインダへの潤滑

性成分付与，分子量調整，および組成最適化によって低摩

耗で高潤滑性の感光体を開発し，特に現像剤や用紙粉の付

着による画像不良（フィルミング現象）を大幅に抑止する

ことができた。合わせて新規電荷発生材，電荷輸送材の開

発によって連続印字時の画質安定性を実現し，各種マシン

プロセスに対応可能な長寿命感光体を製品化した。

今後，材料技術，プロセス適合技術のレベルアップを図

り，さらなる長寿命化に取り組んでいく。
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高耐刷有機感光体

中高速プリンタ用正帯電有機感光体

電子写真用プロセスユニット
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図４　連続印字における感光体膜厚の変化

電子写真応用機器分野においても環境への配慮は重要で

あり，オゾンレス化への要求が強くなっている。正帯電有

機感光体は，従来の負帯電有機感光体に比べてコロナ放電

による帯電プロセスでのオゾン発生量を低減できるため適

用が進められている。

富士電機では，低速プリンタ用正帯電単層型有機感光体

に続き，新規の電荷輸送材料の開発・適用による中高速プ

リンタ用正帯電単層型有機感光体の系列化を行った。これ

らの感光体は光疲労特性，耐刷寿命などでも優れた特性を

有している。

今後はさらなる新材料開発およびプロセス適合技術の高

度化を図り，低速パーソナル分野から高速大型分野への適

用とカラー化，高解像度化などの高性能化に取り組んでい

く。
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図５　正帯電有機感光体の光減衰特性

普通紙複写機（PPC），レーザプリンタなどの電子写真

応用機器は，その高い画像品質と高速・低騒音という特長

を生かし年々市場を拡大している。また，画像形成機能を

担う感光体周辺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。

富士電機ではこのような電子写真プロセスユニットを提

供するため，ユニットの設計開発を行うとともに香港での

感光体生産と中国・深 でのユニット組立生産により，高

品質および低コスト化を図っている。

今後は電子写真応用機器のディジタル化，カラー化に対

応する高性能化と近年の環境問題に配慮したより高品質な

プロセスユニットの製品開発，系列拡大に取り組んでいく。

図６　電子写真用プロセスユニット

関連論文：富士時報 1999.11 p.619-621

関連論文：富士時報 1999.11 p.612-615

関連論文：富士時報 1999.11 p.624-626
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