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展　望

磁気ディスク媒体

感光体

社会の IT 化の進行に伴い，個人，法人にかかわらず膨

大な情報（文字，画像，音楽，ソフトデータなど）を取り

扱うようになり，それらの情報を大量に記録・再生・保存

するストレージ機器および伝達された情報を具視化するた

めの画像表示・プリント機器に対する要求が強まっている。

2003 年のパソコン市場は，デスクトップからモバイル

への市場シフトが顕在化し，かつ今後大きな需要が見込め

るパーソナルビデオレコーダ，ディジタルビデオカメラ，

カーナビゲーションなどのコンシューマ向け応用製品が本

格的に立ち上がる兆しを見せてきている。

技術的には，年々面記録密度の増加とともに要求特性が

高くなり，Hcが増大し記録ビットが微小化する状況にお

いて SN 比と OW特性の両立，磁気ヘッドの低浮上化に

よる HDI 特性の確保が難しくなっている。2003 年はφ95

mm媒体 1枚あたり 80 Gバイト製品が本格的量産に移行

し，主要製品となった。80 Gバイト製品の立上りは当初

予測から遅れており，2004 年も 80 Gバイト製品が主流を

占めるが，120 Gバイト製品も市場投入が始まるといわれ

ている。

富士電機は，いわゆる AFC構造の適用および製造プロ

セスの改善などによって 80 Gバイト製品の特性改善を図

り市場展開するとともに，今後必要とされる三つの技術課

題に取り組んできた。第一に現状の長手磁気記録方式によ

る 120 Gバイトの製品開発である。これには微細磁性結晶

粒の制御技術とヘッドの低浮上に対応する高信頼性の潤滑

技術が必要である。第二にガラス基板媒体の製品化である。

これまでもガラス基板媒体のプロセス開発を進めており，

モバイル用途に使用可能な温度・減圧・衝撃特性を保証で

きるレベルまで引き上げた。第三に従来から先行的に開発

を行ってきた垂直磁気記録媒体の実証特性確認である。現

時点で 162 Gビット/in2のポテンシャルまで確認済みで，

今後さらに外部機関との共同開発などを通じ，グラニュラ

磁性層の最適化を図っていく。

2004 年は上述の三つの技術課題をクリアし，面記録密

度競争の先陣を走りながらガラス基板媒体および垂直磁気

記録媒体を含めた製品系列の拡大を目指す。

記録する容量が拡大する一方で，情報を具視化する画像

出力装置の伸長も著しく，個人向けにインクジェット方式，

オフィス向けに電子写真方式が成長を続けている。

電子写真方式プリンタでは，モノクロ機の伸びは 10 ％

以下であるが，高解像度化によりカラー機は年率 30 ％の

伸びを示している。複写機分野ではアナログ機からディジ

タル複合機への置換えが急激に進み，オンデマンド印刷機

分野においても電子写真方式は，小量印刷・オンサイト印

刷が可能という特徴を発揮しつつある。今後は画像品質の

向上およびユーザーの利便性・経済性を指標としてインク

ジェット方式，電子写真方式が競い合って本分野が伸長す

ることが期待されている。また，環境対策の観点から，使

用材料の安全性，長寿命化，リサイクル化の取組みが推進

されている。

富士電機では，これらの市場要求に十分対応できる感光

体製品を提供し続けてきた。プリンタ分野では，安全性の

確認された新規有機材料の創出，高精度アルミニウム素管

加工技術の開発により，カラー機対応感光体の市場展開を

進めている。

複写機分野では，中高速ディジタル複合機の伸長に合わ

せ，高速応答性，高耐刷性，高階調性を実現した感光体を

製品化し，市場拡大を図っている。また，帯電プロセスに

おけるオゾン発生が少なく，表面で電荷発生することによ

り高解像度が実現可能と考えられる正帯電有機感光体を製

品化し系列拡大に注力している。特に高感度化による中高

速プリンタ，オンデマンドプリンタの適用開発に注力して

いる。

一方で，正帯電感光体，負帯電感光体開発で得られた電

子写真プロセス技術，感光体周辺技術をベースにして現像

スリーブやユニットの開発から生産まで行っている。さら

に，関連する周辺部材の設計および生産を推進するととも

に，富士電機独自のカートリッジ開発にも取り組んでいる。

富士電機は，市場のニーズに対応するため材料開発，製

品開発・設計，生産プロセス技術の高度化を推進し，今後

も世界の各拠点で高性能かつ信頼性が高く顧客満足の得ら

れる製品を生産，市場提供していく所存である。
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1 枚あたり記録容量 160Gバイトを達成する基板加工技

術として，高記録密度化に伴うヘッドの低浮上化に対応す

るために各周波数領域での高度な表面平滑性が求められて

おり，均一で表面微小うねりが極小となるポリッシュ技術

が要求される。富士電機では，ポリッシュ前の基板アニー

ル温度を高温化することにより，媒体成膜時のスパッタ加

熱による基板のうねり増加を現行に対して 20 ％以上低減

した基板を開発した。また同時に，基本部材であるグライ

ンドサブストレートのうねり低減，無電解 Niめっき工程

の改善による耐熱非磁性の改善および製造プロセス条件の

最適化を図ることで，微小うねりが 30 ％低減されるとと

もに，GHアバランシェ特性の向上とマイクロビットなど

の欠陥を低減した高品質低うねり基板の開発に取り組んで

いる。
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160 Gバイト/3.5 インチ媒体用アルミ基板

120 Gバイト/3.5 インチ磁気記録媒体

垂直磁気記録媒体

従来基板 開発基板 

Zygo ：0.294nmRa Zygo ：0.194nmRa

図１　基板の表面微小形状イメージ（新旧）

磁気ヘッド 
（約1.5×1.0×0.3mm） 

スペーシング（10～12nm） 

カーボン保護膜（3nm） 

磁性層/下地層 

NiP/Al基板 
（表面粗さ＜0.3nm） 10nm

図２　磁気記録媒体の断面TEM像

富士電機では，ハードディスクの記録密度をさらに上げ

ることのできる垂直磁気記録媒体の開発を行っている。記

録層として酸化物を使ったグラニュラ方式の磁性層を開発

し，平均粒径が 6.6 nmと微細で，粒径のそろったノイズ

の少ない媒体が得られている。この磁性層を使い 200 G

ビット/in2を超える記録密度の媒体開発を目指している。

また，量産をふまえ垂直媒体に必要とされる軟磁性層を，

めっきにより形成する垂直媒体用基板の開発も行っている。

この基板を使うことで，従来の水平磁気記録媒体を製造す

る設備をそのまま使い，垂直磁気記録媒体を製造すること

が可能となる。現在，スパッタで成膜された軟磁性層とほ

ぼ同等のノイズ特性を，めっき軟磁性層で実現できること

が確認されている。 平均粒径  6.6nm

30nm

図３　垂直磁気記録媒体の平面TEM像

2004 年は現行の 1.5 倍の記録容量 1枚あたり 120 Gバイ

トが製品化目標である。このときの磁気記録ビットの大き

さは，32 nm× 220 nmときわめて微小である。このよう

に微小な磁気記録ビットを安定して形成するためには，ス

ペーシング（磁気ヘッドと磁気記録層との距離）を 10 ～

12 nmまで近づけ，さらに熱減磁（磁気記録ビットが熱の

影響で消滅する現象）を起こさない磁性層設計が必要とな

る。富士電機では，基板表面粗さを 0.3 nm 以下に制御す

るテクスチャ加工技術と 2.5 ～ 3.0 nmの薄さで磁気記録媒

体を保護するカーボン保護膜形成技術を開発し，スペーシ

ングの低減を実現した。これにいわゆる AFC（反強磁性

結合）磁性層構造を組み合わせることで熱減磁問題を解決

し，1 枚あたり 120 Gバイトの容量実現を目指している。
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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近

年オフィス用としての伸長が著しい。カラー画像では高い

色再現性・解像度が要求され，それ故使用される感光体に

は，モノクロ機用と比較して，さらに高い階調再現性が要

求される。富士電機では，カラー機用として有機感光体の

下引き層，電荷発生層，電荷輸送層の個々の最適化および

最適組合せの検討を行い，モノクロ機用と比較して High-

γな光減衰特性を持ち，高い暗抵抗を保持しうるカラー機

用有機感光体を開発した。

今後は，市場で要求される高速化・長寿命化に対応すべ

く，電荷輸送層の組成検討によりさらなる高速応答化・長

寿命化を図ることで，より高性能な感光体を開発し，魅力

のある製品を提供していく。
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カラープリンタ用有機感光体

高画質正帯電有機感光体

電子写真プロセスユニット
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図４　有機感光体の光減衰特性比較

富士電機では，オフィス用低速および中速プリンタ向け

正帯電有機感光体を製品化しているが，より高画質・高解

像度化されたプリンタやディジタル複合機にも適用可能な

正帯電有機感光体を開発し，市場展開を進めている。これ

らの高品位プリンタおよびディジタル複合機用感光体にお

いては，画像メモリと称される印字濃度差を解消すること

が必要である。従来，画像メモリは出力した印字を官能評

価で行っていたが，今回，メモリ電位として数値化し，目

標値を明確化することにより，新規電荷輸送材の開発と材

料組成の最適化を行い，高画質化・高解像度化を図った中

速ディジタル複合機に適用可能な感光体を開発した。今後

は中高速分野への適用を考慮し，さらなる高感度・長寿命

感光体の開発に取り組んでいく。
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図５　低温・低湿度環境における画像メモリ

普通紙複写機，レーザプリンタなどに代表される電子写

真応用機器においては，信頼性や利便性向上の目的から感

光体を含む画像形成部分がユニット化されているのが一般

的である。

富士電機では，このような電子写真方式のプロセスユ

ニットの開発・生産を中心に，その機能を担う感光体，現

像ローラやトナーの開発も行っている。その中で，高画質，

高信頼性，エコロジー対応などの要求に応えるために，正

帯電有機感光体のプロセスユニット開発に注力しており，

従来の負帯電型ユニットと比較して，優れた階調性を実現

している。今後もさらなる高性能化を目指して，カラー機

への対応を進めるとともに，多様化するニーズに応え，特

徴ある電子写真プロセス関連製品の開発に取り組んでいく。

図６　富士電機にて設計した電子写真プロセスユニット
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