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　まえがき

　ハードディスク装置（HDD）の生産台数は，従来のパ

ソコン，サーバ用途だけでなく，ノートパソコンなどのモ

バイル用途，音楽プレーヤなどへと広がりを見せており，

今後も年率 10%以上の成長が予測されている。

　基板材料の視点から市場を見ると，パソコン，サーバ用
途の 3.5インチ媒体はアルミ基板製が多いが，モバイル用
途の 2.5インチや 1.8インチ媒体にはガラス基板製が用い

られることが多い。そのモバイル HDD市場は，ノートパ

ソコンの高性能化と低価格化による需要増加，また家電向
けの新用途創出により年率 25%で拡大を続けている。図 1 

に示すとおり，2008年には HDD全体需要の 30%近くが

モバイル HDDになることが予想される。その HDD生産
台数は，2005年度の 0.9億台から 1.7億台を超えることが

予想されている。

　富士電機では，アルミ長手磁気記録媒体で培った高配向
技術をガラス長手磁気記録媒体（ガラス長手媒体）に展開
し，業界に先がけた高配向ガラス長手媒体に独自技術を採
用し，2004年 9月から本格量産を続けている。独自技術
としては，

（1）　高度テクスチャ技術による高配向媒体

（2）　シード層技術による高配向媒体
（3）　AFC（Anti-Ferromagnetic Coupling）磁性層技術に

よる高 SNR（Signal-to-Noise Ratio）媒体
（4）　2層保護膜技術および混合ルブ（Lube：潤滑剤）技術

の採用による高耐久性媒体
が挙げられる。

　富士電機で生産するガラス長手媒体は，2.5インチ，40
ギガバイト（GB）/枚，5,400 r/min用の高級機種に採用さ

れており，顧客からの高い品質要求を満足し，物量を拡大
させている。

　2005年度から，ガラス長手媒体の最終機種となる 2.5イ
ンチ 60GB/枚の開発に着手した。ガラス垂直磁気記録媒
体（ガラス垂直媒体）もすでに製品化準備が完了しようと

しているが，これが品質面，コスト面で安定するまで，し

ばらくの間 60GB/枚ガラス長手媒体が主体で生産が続く

ものと予想される。

　本稿では，富士電機が，60GB/枚ガラス長手媒体用に

開発してきた技術について紹介する。

　60GB/枚ガラス長手媒体に要求される品質

　60GB/枚ガラス長手媒体の開発は，究極の特性であ

る 105Gbits/in2の記録密度へのチャレンジであり，上記
のように，5,400 r/min機種に対応するため，一般的な

4,200 r/min機種と比較し，1世代進んだ品質が要求される。

　富士電機では，40GB/枚ガラス長手媒体で採用した独
自技術をさらに改善し製品化を進めてきた。40GB/枚か

ら 60GB/枚へ品質を向上させるには，先に述べた記録密
度を 66Gbits/in2から 105Gbits/in2へ上げていく必要があ

り，一つのビットサイズも 40%小さくなる。したがって，

要求される浮上特性，欠陥特性，低ノイズ特性，書込み特
性，LUL（Load/Unload）機構に対する耐久特性は，より

厳しくなっている。

　40GB/枚ガラス長手媒体と 60GB/枚ガラス長手媒体に

要求される品質の比較を表１に示す。
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図1　HDD市場（セグメント別）
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　ガラス長手媒体の高配向化技術

　Mrt-OR（残留磁気膜厚積の配向比）は，磁性膜の磁気
モーメントをいかに効率よく記録のために用いているかを

測る指標である。この値を高くするほど効率よく記録が行
われ，高密度化設計の基本である磁性膜の薄膜化を促進す

ることができる。

　この薄膜化により磁気モーメントを効率よく基板面内に

閉じこめることが容易となり，記録信号の高周波特性が改
善され，また同じ磁性層膜厚でありながら高い出力特性を

可能とする。磁気記録媒体にとって最も重要な指標である

SNR特性が改善する。

　富士電機では，テクスチャ技術とシード層技術の組合
せにより高Mrt-OR化を達成してきた。また，これらに

AFC磁性層技術を組み合わせ，さらに高い SNR特性を達
成している。

3.1　テクスチャ技術開発

　テクスチャ加工とは，ガラス基板をスピンドルに固定し

て回転させ，そこにゴムローラを介して極細繊維から成
る加工布にダイヤモンド砥粒を含む研磨スラリーを滴下し，

押し付けて円周状の nmオーダーの溝を形成する加工であ

る。テクスチャ加工による表面形状が媒体特性に与える影
響は，以下の 3点が挙げられる。

（1）　電磁変換特性（書込み特性，低ノイズ特性）

（2）　信号品質特性（欠陥特性）

（3）　磁気ヘッドの浮上特性
　富士電機では，ガラス基板を直接加工し上記特性の制御
を行っている。

　Mrt-ORはテクスチャ形状と成膜によるシード層のひず

みにより決まる。テクスチャ形状的には凹凸の曲率半径が

小さいものが要求される。曲率半径を小さくするためには，

①凹凸を大きくする，②線密度を高くする，の二つがある

が，磁気ヘッドの浮上特性と信号品質特性の観点からは低

表面粗さが要求されるため，線密度をいかに高められるか

がポイントである。

　テクスチャ形状を決める加工パラメータとしては，①加
工布，②研磨スラリー，③加工条件の 3点が挙げられるが，

表面硬度の高いガラス基板に微細な溝を形成するためには，

①加工布と②研磨スラリーの組合せが最も重要である。

　富士電機では，ガラス媒体生産当初から，低表面粗さか

つ高線密度のテクスチャ形状を得るために，極細繊維から

成る不織布を加工布として用い，特殊形状ダイヤモンドを

含む研磨スラリーを加工に用いることで上記微細形状を形
成している。

　60GB/枚対応テクスチャ加工としては，従来よりもさ

らに線密度を上げる目的で，従来より繊維径の細い加工布
を用いて基板表面との接触面積を高め，研磨スラリーは，

加工布とガラス基板表面にとどまりやすくするために加工
布へのダイヤモンドの保持性が高い加工液を用いている。

それらの効果により加工に寄与するダイヤモンド砥粒を増
やし，テクスチャ加工後の表面形状としては線密度を上げ

ることが可能となっている。富士電機の特徴は，図 2に示
すとおり表面粗さが小さな領域で先端曲率半径を小さくし

高配向化を可能としていることである。

3.2　シード層による高配向化技術

　ガラス長手媒体においては，テクスチャによる形状異方
性のほかに，シード層と呼ぶ配向制御層の材料選定と構成
の最適化が重要な鍵となっている。そのポイントとしては，

（1）　シード層の材質
（2）　シード層の膜厚比率

表1　40GB/枚と60GB/枚ガラス長手媒体の要求品質比較
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（3）　反応ガスの制御
が挙げられる。

　60GB/枚ガラス長手媒体の開発にあたっては，40GB/
枚ガラス長手媒体に使用したシード層材料を一から見直す

ことから開始した。上記（1）〜（3）の改善により，40GB/枚ガ

ラス長手媒体開発時に 1.4であったMrt-ORは，60GB/枚
ガラス長手媒体で 1.8まで向上している（図 2）。この結果，

図 3に示すように，媒体にとって最も重要な指標である

SNR特性が飛躍的に改善している。

3.3　AFC磁性層技術による低ノイズ化

　ガラス長手媒体は，前述のシード層の上に，下地層，安
定化層，スペーシング層，磁性層を積層し，AFC構造を

有している。図 4に断面，平面 TEM像を示す。

　60GB/枚ガラス長手媒体では，前述のように要求され

るビットサイズが非常に小さくなるため，外部の熱環境に

よる磁気特性低下（熱揺らぎ特性）が発生しやすくなる。

また要求される SNR特性も厳しくなるが，通常では SNR
特性を改善するためには，磁性粒子の体積低減とその大き

さの均一化が重要となる。それは，熱揺らぎ特性と相反す

る特性であり，それらを両立するために AFC磁性層を改
善してきた。安定化層は従来に比較し多元化し，従来に比
べ熱揺らぎ特性の向上を可能にした。また磁性層も組成の

改善を行い，SNR特性とオーバーライト（O/W）特性の

バランスが取れるものとした。

　ガラス長手媒体のHDI 技術

　ガラス基板媒体の HDI（Head Disk Interface）方式は，

LUL方式を採用している。この方式では，ヘッドは駆動
時媒体上にロードし，非駆動時には媒体外に退避しており，

基本的にヘッドが媒体表面に接触しないことを特徴として

いる。しかし，ヘッドが浮上している間，媒体側の潤滑剤
がヘッド側に付着し，その量が限界を超えるとヘッド浮上
が不安定になり，場合によってはヘッドが浮上できずに媒
体表面と衝突する。

　したがって，HDI特性として以下の項目が要求される。

（1）　ヘッド浮上時の潤滑剤付着量を低減する。

（2）　ヘッド衝突時の媒体表面にきずが付かない。

　さらに，高記録密度化を実現するためには，磁気スペー

シング（磁性層－ヘッド間距離）を低減することが有効で

あり，低浮上領域でのヘッド浮上安定性を確保することが

重要である。

　60GB/枚ガラス長手媒体に対応する HDI技術の主要項
目である保護膜技術と潤滑技術について紹介する。

4.1　保護膜技術
　60GB/枚ガラス長手媒体を達成するにあたり，保護膜
に求められる特性は，3 nm前後という極薄膜において，

（1）　磁性層からのコバルトコロージョン抑制
（2）　ガス吸着量の低減
（3）　LULに対する耐久性確保
を達成することである。

　（1）においては，より高密度なカーボン膜の成膜が必要
であり，（2）（3）においては潤滑剤との密着性を高めるとと

もに，腐食性ガスに対して不活性な表面にする必要があ

る。上記の特性を満足するために，富士電機では二層保護
膜を採用している。まず下層には CVD（Chemical Vapor 
Deposition）法による高エネルギー成膜によって，より高
密度なカーボン膜を形成し，耐久性の確保，コロージョ

ン抑制を行っている。また，上層にはスパッタ法により

a-C：N膜を形成し，ガス吸着を抑制している。

　特に CVDに関して，使用するガス種の選定，成膜速度
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の制御，印加バイアス電圧最適化などの改善を図った。結
果として，40GB/枚ガラス長手媒体に比較し 60GB/枚ガ

ラス長手媒体は，図 5に示すとおり薄い膜厚ながら 96時
間 80℃ 85%RHの環境に放置しても，ほとんどコロージョ

ンが起きない特性を達成している。

　富士電機独自の二層保護膜技術で，特許を取得している
（4）

。

4.2　潤滑技術

　保護膜を形成した後，潤滑剤を表面に塗布している。前
述のとおり，潤滑剤がヘッド側に付着する量を低減させ，

かつ LULに対する耐久性を上げる必要がある。またヘッ

ドが媒体表面で滑走する際，潤滑剤の膜厚が変化したり，

モーグルといわれる凸凹の形状も形成される。これらが，

さらにヘッドの浮上特性を不安定にさせる要因となる。

　富士電機では，社内で潤滑剤の精製を行い，分子量分

布を制御し，40GB/枚ガラス長手媒体に対応してきた。

60GB/枚ガラス長手媒体に関しては，従来に比べヘッド

が小型化され，これに伴いヘッドに生じる負圧が強くなり，

潤滑剤が付着しやすいデザインに向かっている。そこで，

さらに高度な潤滑剤の分子量制御を行い，保護膜と潤滑剤
の結合力，さらに潤滑剤の流動性も制御している。これに

より，ヘッドへの潤滑剤吸着を低減し，また流動性を制御
することでヘッド滑走時の膜厚変化とモーグルが形成され

ない技術を開発した。これに添加剤を入れ，混合潤滑剤と

することで従来どおり非常に高い耐久性も保持している。

　以上の保護膜技術と潤滑技術の改善により，図 6に示す

70℃ 80%RH下での LUL耐久性評価で潤滑剤の変化がな

く，図 7に示す減圧時の浮上特性が向上した。さらに厳し

い条件として，ヘッドが表面接触しながら LULさせる評
価においても，図 8に示すとおり高い耐久性を確保するこ

とができている。

　あとがき

　富士電機では，40GB/枚ガラス長手媒体に引き続き

60GB/枚ガラス長手媒体の製品化を達成し，現在生産し

ている。市場に対して，富士電機のガラス媒体は，アルミ

媒体とともに地位を確立した。今後，ガラス媒体とアルミ

媒体の両方を手がける総合磁気記録媒体メーカーとして，

さらに貢献していく。

　今後の中核技術として，ガラス垂直媒体が挙げられる。 
ガラス垂直媒体は，飛躍的な記録密度向上に寄与し，

200Gbits/in2の実用化も可能となっている。この技術は，

モバイル HDDの使用用途を拡大し，ユビキタス社会へ確
実に浸透していくものと確信する。富士電機では，今後は

ガラス垂直媒体の開発，製品化にも注力し，業界 No.1の
ガラス媒体メーカーを目指す所存である。
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