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磁気記録媒体
　情報記録機器としてハードディスク装置（HDD）は小
型・大容量を達成し，従来のコンピュータ記録装置とし

ての用途に加えて，音楽プレーヤ，HDD・DVD（Digital 
Versatile Disk）レコーダなど，いわゆる情報家電機器と

しての新しい市場が拡大している。HDD・DVDレコーダ

には 160ギガバイト（GB）から 500GBの容量の 3.5イン

チサイズの HDDが搭載されている。 一方，音楽プレーヤ，

カーナビゲーションシステムには 2.5インチサイズ以下の

HDDが搭載され，2.5，1.89，1.3，1，0.89インチなどのラ

インアップがあり，小型・大容量という特徴を生かした各
種モバイル機器，携帯電話への搭載など新しい用途が生ま

れつつある。

　HDDは磁気記録媒体，磁気ヘッド，ヘッドアクチュ

エータ，スピンドルモータなどの部品から構成されている。

高記録密度化は，ヘッド特性，媒体特性，ヘッドの位置決
め精度の向上により達成されてきた。記録方式は磁化が面
内に平行の長手磁気記録方式が長らく採用されていた。そ

の中で媒体では磁性材料開発により高保持力化を進め，よ

り小さなビットサイズを可能として記録密度を伸ばしてき

た。しかし，ビットサイズの理論的限界に近づき，ビット

そのものが熱揺らぎの影響を受け不安定となり，これ以上
の高密度化は困難という領域に入ってきた。これに対する

ブレークスルー技術が垂直磁気記録である。垂直方向の磁
化のため記録密度が高くても磁気的に安定であり，さらに

高い記録密度の達成が可能となった。

　富士電機は 2006年に，2.5インチガラス機種で 1枚
80GB用の垂直磁気記録媒体を開発し量産を開始した。搭
載された HDDは 2006年度に急速な市場拡大が予測され

ている。市場では 3.5インチアルミ機種も 2.5インチに続
いて，今後急速に垂直記録方式に切り換わっていく動きが

顕著であり，富士電機ではアルミ，ガラス両機種の垂直磁
気記録媒体の開発の一層の強化を図るとともに量産体制を

整え，HDD市場の拡大に対応していく所存である。

感光体
　ユビキタス社会における電子写真カラープリンタの普及
は目覚ましく，オフィスにおける必要不可欠なネットワー

ク機器の一つになりつつある。その原動力は，高速性に加
えて，画質の向上，多機能化，および手頃感を持たせる価
格の実現によるものである。

　カラー機は，1本の感光体を用いて順に 4色を印刷する

4サイクル方式と，4本の感光体を直列に配置し，それぞ

れの感光体にて 1色ずつ連続的に印刷するタンデム方式が

適用されてきたが，ここにきて低速機用には 4サイクル方
式，中高速機用にはタンデム方式の採用が顕著になってい

る。特にタンデム方式は，画像処理技術の改良による高画
質画像の実現と，機構部品の小型化による装置のダウンサ

イジング化により，カラー機の主流となりつつある。

　富士電機は，素管加工・感光体材料・感光層設計・成膜
技術をベースに，マシンメーカーが求める機能・品質を満
たす感光体新製品を市場に展開してきた。

　カラー機用には，温度・湿度変化に伴う特性変動の少な

い独自感光体材料の創出と高精度素管加工技術の開発に

より，過酷な使用環境に対して常に安定して高画質画像が

得られる感光体を製品化した。また，感光体とトナーとの

マッチング性の検討や，クリーニングブレードによる感光
体表面へのしゅう動機構の解析を通して，連続印字に伴う

フィルミングや，膜摩耗による画質劣化を抑えた長寿命感
光体を開発し，モノクロ用からカラー用まで製品系列を拡
大してきた。現在，分子設計技術の活用により電気的欠陥
の少ない材料の開発を進めるとともに，トナー付着性の解
析を通して，解像度・階調性の向上に取り組んでいる。

　感光体の性能向上とともに，富士電機では，生産拠点を

中国地区へ集約し，素管加工，感光材料製造から感光層塗
布・組立・検査まで一貫生産ラインを構築した。さらに製
造条件の改善，フレキシブルなライン運用により生産効率
アップを図り，全世界の顧客にタイムリーに製品を提供し

てきた。今後とも，材料から生産に至る感光体の要素技術
を高め，顧客が求める要求機能・品質を満足する魅力ある

製品を生み出していく所存である。
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　アルミめっき・アルミポリッシュ基板

（a）アルミポリッシュ基板の表面粗さ（AFM）

（b）アルミポリッシュ基板の表面欠陥量
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　アルミ長手磁気記録媒体技術

　垂直磁気記録媒体の信頼性技術

図１　アルミポリッシュ基板の表面粗さと表面欠陥量
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図2　媒体表面のAFM像と媒体の断面TEM像
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図3　垂直磁気記録媒体用基板表面プロファイル

　アルミポリッシュ基板としての観点から，高記録密度
化へ対応すべく技術的課題は，磁気ヘッドが 10 nm以下
の超低浮上走行下でも記録再生できるような 0.1 nmオー

ダーでの基板微小うねりや表面粗さの制御と，数 nmサイ

ズの表面欠陥低減を図ることにある。富士電機は，めっき

技術，ポリッシュ技術の両プロセスにおいて，より高度な

新材料を開発し，適性な製造パラメータを組み合わせるこ

とで，表面粗さおよび表面欠陥の大幅低減を達成し，次世
代アルミ基板の開発目標をクリアした。今後は，量産適用
への課題へ注力するとともに，より一層の表面精度の高度
化が求められている垂直磁気記録媒体方式のアルミ基板特
性を満足するため，基板技術・めっき技術・ポリッシュ技
術・洗浄技術のより一層の高度化に努めていく予定である。

　富士電機では，垂直磁気記録媒体の立上げ後も長手磁気 
記録媒体の記録密度と特性のさらなる向上を図っている。

長手磁気記録媒体による 3.5インチで 160ギガバイト（GB）/ 
枚クラスのハードディスク装置（HDD）にて，基板表面
の細密テクスチャ加工技術による物理欠陥低減および磁気
配向の向上，さらに記録層の構造や組成の最適化による

ノイズ特性の改善と記録ビットの熱安定性を改善した。ま

た，媒体表面のカーボン保護膜と潤滑膜の材料やそれらの

膜厚の最適設計を行って，磁気スペーシング（記録ヘッド

と記録層との距離）を低減しつつ記録ヘッドの安定浮上と，

多様化している HDDの用途に求められる使用環境（温度，

湿度，高度）下での信頼性を確保している。

　垂直磁気記録媒体の量産が開始された。富士電機では，

信頼性の高い垂直磁気記録媒体を提供するために，ガラ

ス基板の表面加工・垂直ガラス基板用洗浄・スパッタ層構
成・保護膜の開発と，垂直磁気記録媒体用のプロセス開発
を実施してきた。これらを実際の垂直磁気記録媒体に適応
することで，高記録密度でありながら，長手磁気記録媒体
と同等以上の信頼性を確保した。垂直磁気記録媒体の場合
は，長手磁気記録媒体と比べトータルのスパッタ膜厚が

厚いため，耐久性を確保しながら，高記録密度を達成させ

るためには，部分的な改善だけでは不十分であり，基板・

洗浄・スパッタ層・保護層を含めた総合的な改善が必要に

なってくる。垂直磁気記録媒体は，量産が開始されたばか

りであり，今後とも改善を図っていく予定である。

磁気記録媒体

関連論文：富士時報 2006.4 p.297-299

関連論文：富士時報 2006.4 p.300-304

関連論文：富士時報 2006.4 p.313-316
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　カラープリンタ用有機感光体
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図4　帯電位の転写影響比較
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図5　耐刷特性
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図6　正帯電有機感光体の環境特性　

　カラープリンタ用有機感光体は，多種多様な紙への印刷
対応と高速化に伴い，その周辺プロセスからの負荷が大
きくなっている。負帯電用感光体の転写プロセスでは，帯
電プロセスと逆極性の正電圧が印加される。モノクロ機と

比較すると，その履歴がノイズとして画像上に現れやすく，

カラー機にはより正極性の影響が少ない感光体が要求され

ている。富士電機では，カラー機用として下引き層，電荷
発生層，電荷輸送層の各膜中に存在する電荷トラップサイ

ト低減ならびに各層への電荷注入性を改善し，膜内に存在
する正電荷を制御することで，正極性の影響を受け難い負
帯電用有機感光体を開発した。今後は長寿命化に対応すべ

く，電荷輸送層の組成検討を行い，より高性能な感光体の

開発に取り組む。

　プリンタの多機能化，低価格化に対応するため，富士電
機では，環境配慮ならびにランニングコスト低下に直結す

る低トナー消費量型有機感光体を開発し，市場展開を進め

ている。トナー消費量を低減するためには，印刷用紙への

トナー搬送量を抑えることが有効であるが，印刷内容すべ

てに対してトナー搬送量を抑制すると，1ドットレベルの

再現性が損なわれてしまう。そのため新規材料の開発と材
料組成の最適化を行うことで，低露光領域および高露光領
域における最良な露光後電位を実現した。トナー占有面
積が大きい印刷部位においては過剰トナーの搬送を抑制し，

逆に微小領域においてはトナー搬送量を確保することに成
功した。これにより，低トナー消費量と，1ドットレベル

の再現性および黒濃度確保という相反する項目の両立を果
たした。

　電子写真プリンタは，高品質の画像を安定して出力する

ことが求められる。多くの構成部材の中で画像品質への寄
与が大きい感光体特性の安定化は，この要求に対して大き

く貢献する。正帯電有機感光体は，高解像度が得られると

いう特徴を持つが，環境変動や繰返し印刷の中で，高品質
画像の維持が最重要課題である。

　富士電機では，高量子効率電荷発生材や高移動度電荷輸
送材の開発により，使用環境が大きく変化しても，安定し

た特性を示す正帯電有機感光体を開発した（図）。

　今後，電子写真プリンタはさらなる高速化・小型化・省
電力化が進み，感光体の使用環境はさらに厳しくなる。そ

の状況の中でも，高い安定性を持つ正帯電有機感光体の開
発に挑戦していく。

感光体

関連論文：富士時報 2006.4 p.335-339
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