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磁気ディスク媒体

感光体

ブロードバンド革命はピア・ツー・ピア接続により個人

間を直接結合しようとしている。従来のサーバによる情報

の集中管理に加え，大容量の情報ファイルが個人の端末に

分散蓄積され，これがネットを通じて個人間を直接飛び交

おうとしている。富士電機ではこれらの進化を実現可能と

すべく，大容量の情報蓄積を可能とする記憶デバイス，

ネットワーク化された画像出力を可能とする画像デバイス

の分野で特徴ある製品群を提供し続けている。

記憶デバイスとしてのハードディスク装置（HDD）は

記録密度の進展の中で高性能化，小型化，低価格化し，従

来のパソコンに加えて各種応用が確実な歩みを見せ始めて

いる。先進国でのパソコン普及の限界が見える一方で，イ

ンターネットの浸透がブロードバンドアクセスによって一

層進み，個人が利用し蓄積するための記憶デバイスへの

ニーズは，今後さらに膨大かつ多様になると予想され，こ

の中で HDDが本命視されている。2001年は HDD技術は

さらに進展し，一層の困難の中にも確実にその足跡を残せ

た一年であった。各社2001年春のリリースを目指して40 G

バイト/枚（3.5インチ）クラスの先陣を競ったが，20 G

バイト/枚（3.5インチ）からの一気の容量アップは，キー

パーツである磁気へッドと磁気ディスク媒体の特性改善が

難しく，開発完了までに多くの時間を費やし，ほとんどの

メーカーが生産移行を夏以降に遅らせる事態に至った。

富士電機は，アルミ基板から媒体完成までの一貫した工

程の改善と主要な要素技術の開発成果の組合せで 40 Gバ

イト/枚（3.5インチ）容量媒体の製品化を完了し，他社に

先駆けて量産・市場投入を達成した。これを可能にした新

規技術開発の一つは磁気ヘッドの 0.5μインチ高さの安定

浮上走行を実現する平滑アルミ基板と 5 nm薄膜 CVDの

耐久性・信頼性を実現する表面保護潤滑技術の開発であり，

一つは一層敏感になったエラー欠陥を極少に制御する基板

の緻密（ちみつ）テクスチャー技術と成膜技術高度化の実

現，すなわち 40 Gバイト/枚（1ビット面積 0.02μm2）の

高密度条件で，相反しがちな媒体ノイズの低減と耐熱安定

性とを両立させた磁性膜技術の開発である。

今後も市場に，40 Gバイト/枚（3.5インチ）クラスの

安定供給責任を果たしながら，2002年はさらにチャレンジ

ングな 80 Gバイト/枚（3.5インチ）を世界に先駆けて製

品化するとともに，先に述べた新規応用分野への積極的な

展開を推進していく所存である。

画像出力デバイス分野においては，個人向けを中心とし

たインクジェット方式とオフィス向けを中心とした電子写

真方式の住み分けが明確となっている。この中で，電子写

真方式は，プリンタ，複写機，ファクシミリ，およびこれ

らの機能を兼ね備えた複合機が，中高速機を中心に年率

10 ％増と堅調な伸びを示している。特にカラー機は現在

画像出力スピード10枚/分以下の低速機が主流であるが，

技術開発，製品化が急ピッチで進められており，今後は20

枚/分以上の中高速機が主流になり，急激な市場拡大が予

測されている。

また一方では，情報のネットワーク化の進展に伴うオン

デマンドプリンタなど，新しい市場も形成が期待されてい

る。この分野では高速応答性とともにオフセット印刷に迫

る高解像度が要求される。このほか，環境対策という観点

から，部材・ユニットの長寿命化・リサイクル化が一段と

加速するとともに，オゾン発生が少なく，省エネルギーを

追求したマシンが望まれている。

富士電機では，このような市場の要請に対応すべく，高

画質・高速・長寿命感光体を提供し続けている。特に，要

求の高いカラー機用有機感光体については，有機材料系の

改善と層構成の改良により，色再現性，解像度に優れた製

品の市場展開を開始した。

また，正帯電型有機感光体は，オゾン発生が少ないとい

うメリットとともに，本質的に高解像度が可能，かつ，応

答性も高いという利点を生かして，オンデマンドプリンタ

への展開を進めるとともに，感度の改良により中速プリン

タ対応機種の製品化を実現した。

さらに，カートリッジを含めた周辺部材の設計および生

産を推進するとともに，小型・高画質を実現する富士電機

独自カートリッジの開発に取り組んでいる。

富士電機は今後も世の中のニーズに対応し，特徴ある製

品群を提供し続けていく所存である。
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磁気記録密度の向上を実現させるためには，１ビットあ

たりの面積の縮小が図られるため，電磁変換特性の改善と

ともに，信号の微小化に伴うヘッドの低浮上化が要求され

る。ヘッドの低浮上安定性を確保するためには，平滑性に

影響を与える基板両表面の NiPめっきの質・膜厚の均一

性，平滑なポリッシュ技術と，均一で粗さが小さく緻密

（ちみつ）なテクスチャー加工技術が要求される。特にテ

クスチャー加工においては，ポリッシュ時のひずみやスク

ラッチ痕（こん）を除去しつつ表面に 1 nm以下の微細な

凹凸を均一に設ける必要がある。富士電機においては，プ

ロセス条件，使用部材（テクスチャー加工テープ，スラ

リーなど）すべてを見直し，従来平均粗さ 0.8 nmの凹凸

に対し，精緻（せいち）な 0.3 ～ 0.5 nmの凹凸にすること

で 40 Gバイト/枚の媒体技術完成に寄与した。
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オングストロームを制御するテクスチャー技術

40 Gバイト/枚対応磁性薄膜技術

潤滑剤の超臨界流体による精製技術
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図１　媒体表面のAFM像

40 Gバイト/枚（30 Gビット/in2）に対応する磁性薄膜

技術として，①結晶配向性向上，②結晶粒径制御，③低ノ

イズと熱ゆらぎ（記録信号が熱じょう乱により消滅する現

象）特性の両立，の 3 項目が必要とされた。この課題に対

して，各種薄膜の多層化による機能分離を検討した。下地

層の 2 層化により，自身の結晶配向性を高めるとともにエ

ピタキシアル成長性を改善し，その上層である記録層の結

晶配向性を改善した。また，記録層の 2 層化により，本来

相反する低ノイズ化と熱ゆらぎ対策を両立させた。さらに

下地層の多元合金化により，結晶粒径分布を高めた。これ

らの組合せにより，従来機種（20 Gバイト/枚）よりも

SN 比を約 3dB 改善した。熱ゆらぎ耐性も約 10 ％改善し，

業界に先駆け 40 Gバイト/枚に対応する磁性薄膜の開発を

達成した。

図２　記録層薄膜の平面TEM像

記録密度の上昇に伴うヘッドの低浮上化により，媒体潤

滑剤のヘッド移着防止，しゅう動耐久性（CSS，シーク）

およびヘッド浮上安定性の向上など潤滑剤に対する要求が

厳しくなっている。このようなヘッドー媒体間の信頼性を

向上するには，潤滑剤の分子量および分布を制御すること

が重要となる。超臨界CO2 流体を用いた精製技術は，CO2

が 31 ℃/7.3MPa 以上で超臨界状態となることを利用し，

温度と圧力を調整することで，それぞれの潤滑剤分子量に

対する溶解性を変化させ細かく分画する方式である。従来

の精製（蒸留など）と比較して，①潤滑剤種類を選ばない，

②高分子量領域の分画が可能，③狭い分子量分布の分画が

可能など汎用性，制御性に優れる。現在は，精製条件の最

適化を終了し，60 Gバイト/枚機種での潤滑剤設計を実施

している。
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図３　超臨界CO2 分画装置の構成
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電子写真方式のカラープリンタおよびカラー複写機はオ

フィス用として伸長が著しい。近年特に装置の画像安定化

システムが高度化するとともに，感光体の特性を向上させ，

高速化と画像の高品質化（色再現性，解像度）が図られて

いる。

富士電機では，さまざまな現像方式に対応が可能な感光

体を提供するため，寸法精度・電気特性およびその安定

性・耐刷性の改善に取り組んできた。特に，UCL，CGL，

CTL 各層の材料を新規開発し，繰返しによるコントラス

ト電位の変化率を従来に比べ大幅に低減した。これにより

高品質なカラー画像を安定して得ることが可能となった。

今後も，より一層の高速化と長寿命化を図ることにより

魅力ある製品を創出していく。
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カラー電子写真用有機感光体

高耐久型正帯電有機感光体

電子写真用プロセスユニット
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図４　繰返し試験における帯電特性の変化

電子写真プリンタの高画質化は，従来までのパーソナル

用やオフィス用出力端末としての用途に加え，印刷機分野

などへの拡大を図るために必要不可欠な重要課題である。

富士電機では，高画質化が期待できる正帯電有機感光体

の開発を手がけ，業界最高レベルの高感度・高速感光体を

製品化してきた。今回さらに，感光体材料の検討により，

マシン内稼動時に想定されるオゾン雰囲気や，現像ローラ

などの周辺部材との接触による機械的ストレス，ならびに

温湿度，屋内照明光暴露などの厳しい使用環境に十分耐え

うる高耐久型に改良した。特にこの高耐久型は，低温低湿

～高温高湿下において，ほとんど特性変化を示さない。

今後は，オフセット印刷および銀塩写真レベルの画像の

実現に向け，トナーなど関連部材を含め開発を推進してい

く。
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図５　高耐久型正帯電有機感光体の特性に及ぼす環境影響

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

とともに感光体を含む画像形成機能部をユニット化するこ

とでメンテナンス性の向上が図られ，需要を伸ばしている。

富士電機では独自に開発した高画質を実現し，特性安定

性に優れた正帯電有機感光体を使用した電子写真プロセス

ユニットの開発を行っている。正帯電有機感光体に適した

プロセス設計をすることで，従来の負帯電プロセスと比較

し優れた濃度階調性を実現している。

今後もさらなる高画質化を目指すとともに，カラー化に

対応する高品質なプロセスユニットおよび電子写真周辺製

品の開発に取り組んでいく。
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図６　正帯電プロセスと負帯電プロセスの濃度階調性
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