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　まえがき

近年，ハードディスクドライブ（HDD）は，パソコン

用の外部記録装置としての用途のみならず，コンシュー

マエレクトロニクス（CE）と呼ばれるカーナビゲーショ

ンシステムやゲーム機などの情報家電の記録装置などの

用途が急速に拡大している。このような CEに搭載される

HDDではより小型化が求められ，主に 2.5 インチ，1.8イ
ンチサイズのガラス磁気記録媒体が用いられている。

さらに，近年のデジタル情報化の進展により，その扱う

情報量は急激に増加しており，HDD市場からは，より小
型でかつ大容量な HDDが求められている。

このような小型化，大容量化の市場ニーズに応えるため

に，富士電機では，これまでの長手記録方式に代わる垂直
記録方式

（1）

を用いた垂直磁気記録媒体の開発に 1999年から

着手し，今日市場に出回っている垂直磁気記録媒体の主流
となっている CoPtCr-SiO2グラニュラー垂直磁気記録媒
体
（2）

を，他社に先駆けて開発した。現在，この CoPtCr-SiO2
グラニュラー垂直磁気記録媒体の作製プロセスおよび材料
や層構成の最適化により，さらなる高記録密度化を目指し

た開発を推進中である。

本稿では，CoPtCr-SiO2グラニュラー垂直磁気記録媒体
の開発における高記録密度化への取組みと，垂直磁気記録
媒体の開発を効率的に進めていくうえで欠くことのできな

い最新のリードライト評価技術について紹介する。

　 CoPtCr-SiO2 垂直磁気記録媒体の高記録密度
化への課題

垂直磁気記録媒体において，高記録密度化には，高い

熱安定性と，媒体ノイズの低減の両立が必要不可欠である。

すなわち，高記録密度化を実現するには，記録ビットの体
積（V）を減少させながら，磁気異方性定数（Ku）と記録
ビットの V の積 KuV で表される磁気エネルギーを確保す

るため，垂直磁気記録媒体における Ku値を高くすること

が課題となる。

　垂直磁気記録媒体の高記録密度化への取組み

3.1　CoPtCr-SiO2 ガラス垂直磁気記録媒体の層構成
CoPtCr-SiO2ガラス垂直磁気記録媒体の層構成は，図 1

に示すようにガラス基板上に垂直磁気記録媒体特有の軟磁
性裏打ち層を形成し，その上に記録層の結晶粒径および結
晶配向性の制御を目的としたシード層および中間層を形成
する。そして CoPtCr-SiO2グラニュラー垂直磁気記録層
を形成した後，カーボンからなる保護膜を順次積層し，さ

らに表面に潤滑層を塗布した層構成となっている。

3.2　 高記録密度化に向けたCoPtCr-SiO2 磁気記録層の組
成設計

（1）　SiO2添加量と媒体ノイズの低減
CoPtCr-SiO2垂直磁気記録媒体において，高記録密度化

への課題を解決するために，CoPtCr-SiO2グラニュラー

垂直磁気記録層の組成検討を行った。CoPtCr-SiO2垂直
磁気記録媒体では，磁気記録層における，Coに対する Pt，
Cr，SiO2元素の組成比率により媒体特性は大きく変化す

る。したがって，高記録密度化のためには，磁気記録層の

組成設計が重要になる。そこで，上に示したおのおのの元
素が媒体特性に与える影響について検討し，磁気記録層組
成の設計指針の明確化を行った。
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図1　CoPtCr-SiO2 ガラス垂直磁気記録媒体の層構成
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CoPtCr-SiO2垂直磁気記録媒体において，媒体ノイズを

低減するためには，磁性結晶粒子の粒径を低減しながら，

磁性結晶粒同士の磁気的な孤立性を促進させることが重要
となる。磁性結晶粒子の粒径制御については，中間層の結
晶粒の上に磁気記録層中の個々の結晶粒子を，それぞれ 1
対 1でエピタキシャル成長させる必要がある。したがって，

磁気記録層における結晶粒径を低減させるためには，中間
層の結晶粒径を下げることが必要条件となる。

一方，磁性結晶粒同士の磁気的な孤立性は，磁性結晶粒
の周りを囲む粒界部へ析出される SiO2量（粒界幅）に依
存すると考えられる。つまり，磁気記録層への SiO2添加
量を増加させることで，粒界幅が厚くなり，その結果，磁
性結晶粒同士の孤立性が促進され，媒体ノイズが低減でき

ることが期待できる。

図 2に，CoPtCr-SiO2垂直磁気記録媒体の中間層と， 
SiO2添加量を変化させた際の CoPtCr-SiO2垂直磁気記録
層の平面 TEM（透過電子顕微鏡）像を示す。また，図 3

に，CoPtCr-SiO2垂直磁気記録媒体における，平面 TEM
像から得られた磁気記録層の結晶粒径の変化と，膜構造の

模式図を示す。なお，図中で示した結晶粒径の値は，実際
の磁性結晶粒径に粒界幅を加えた値とした。0から 11 at% 
の SiO2を添加した組成領域では，粒界幅を含む結晶粒径
はほとんど変化していないが，添加量の増加に伴って，粒
界幅を含まない実際の磁性結晶粒径は単調に低下し，その

分，粒界幅が増加している。図 3の模式図（a）から（b）への変
化に対応している。

このような SiO2組成領域では，中間層の結晶粒径と，

磁気記録層の結晶粒径（粒界幅＋磁性結晶粒径）がほぼ同
じ値であることから，中間層における一つの結晶粒子上に，

磁気記録層における一つの結晶粒子が 1対 1で成長してい

ることが推察される。また，実際の平面 TEM像から，明
瞭（めいりょう）な粒界構造が形成され，結晶粒子同士の

分離が促進されていることが確認できる。

しかし，磁気記録層への SiO2添加量が 12 at%を超え

た組成領域では，磁気記録層における結晶粒径が急激に

低下し，平面 TEM像においてところどころに粒子の分離
度が悪くなっている箇所が観察されるようになる。この

ように，記録層への SiO2添加量が 12 at%を越えるよう

な組成領域では，図 3の模式図（c）に示すように，一つの中
間層の結晶粒子上に，粒径が小さく分離性も悪い磁性結晶
粒子が複数個形成され，不均質な膜構造となることが平面
TEM像から分かる。つまり，高濃度な SiO2組成領域に

おいては，中間層の結晶粒径で磁気記録層における結晶粒
径が制御できないことを示している。すなわち，中間層の

結晶粒径に対して，磁気記録層へ添加する最適な SiO2量
が存在し，この最適な SiO2量を添加した磁気記録層組成
を用いることで，媒体ノイズの低減を図ることができる。

以上のことから，CoPtCr-SiO2垂直磁気記録媒体におけ

る，高記録密度化のための磁気記録層組成の設計指針は，

粒界幅を含まない実際の磁性結晶粒径を小さくするため，

磁気記録層への SiO2添加量を増やすことである。微細化
された小さな粒径の中間層の結晶粒子に対し，磁気記録層
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図2　CoPtCr-SiO2 垂直磁気記録層の平面TEM像
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図3　 CoPtCr-SiO2 垂直磁気記録層における結晶粒径の変化と
膜構造の模式図



ガラス垂直磁気記録媒体富士時報　Vol.81 No.4 2008

特
集
1

の結晶粒子の 1対 1の粒成長を維持させるような精密なプ

ロセス制御が重要となる。

（2）　Pt添加量と高 Ku化
一方，高記録密度化のための磁性結晶粒径の低減は，同

時に熱安定性の悪化を招く。したがって，CoPtCr-SiO2垂
直磁気記録媒体においての高記録密度化のためには，熱安
定性の指標である KuV/kT（V：磁性結晶の体積，k：ボ

ルツマン定数，T：絶対温度）値を確保するため，Ku値を

高くすることが必要になる。この垂直磁気記録媒体の Ku

値は，磁気記録層へ添加する Pt量に大きく依存している。 
　図 4に，CoPtCr-SiO2垂直磁気記録媒体および Crを添
加していない CoPt-SiO2垂直磁気記録媒体における Ku値
の Pt添加量依存性を示す。なお，検討を行った垂直磁気
記録媒体の磁気記録層組成は，Cr組成を 10 at%，SiO2添
加量は 11.2 at%に固定した。磁気記録層への Cr添加の有
無によらず，Ku値は，Pt添加量が 15〜 25 at%近傍で緩
慢な極大になっている。CoPt-SiO2合金のみではノイズが

高いためノイズを下げる効果のある Crを添加するが，Cr
を 10 at%含む磁気記録層組成でも，その Ku値は 5.3×106 
erg/cm3という大きな値になっている。なお，高 Pt組成
領域で，Ku値が低下するのは，結晶粒内に fcc（面心立方
構造）相が形成されることに起因していると考えられる。

このように，CoPtCr-SiO2垂直磁気記録媒体における

Ku値は，Pt添加量によって適切に制御することができる。

しかし，Ku値を高めるための Pt量の増加は，媒体ノイズ

の増加をまねくことになる。したがって，磁気記録層への

Pt添加量は，求められる記録密度に対して必要な媒体特
性が得られるように，Coに対する組成比率のバランスを

考慮した磁気記録層組成を設計することが重要となる。

　 CoPtCr-SiO2 磁気記録層組成の最適化による
媒体特性改善

高記録密度化を実現するため，これまで述べた磁気記
録層における設計指針を基に，現在の中間層の材料および

それによって得られる結晶粒径に対し，CoPtCr-SiO2グラ

ニュラー垂直磁性層組成の最適化を行い，媒体特性の改善
を行った事例を以下に示す。

図 5に，従来用いていた磁気記録層組成および今回，磁
気記録層組成の最適化を実施した新規磁気記録層を用い

た CoPtCr-SiO2垂直磁気記録媒体の，磁気記録層の平面
TEM像を示す。磁気記録層組成を変更した以外は，どち

らの垂直記録媒体もすべて同じ成膜条件で作製した。実際
の磁性結晶粒径に粒界幅を加えた全粒径はどちらも 8.3 nm
程度と同じである。これらの値が中間層の結晶粒径値と

ほぼ一致することから，磁気記録層中の個々の結晶粒子が，

中間層の結晶粒子上に，1対 1で成長していることが推察
される。また，全粒径はほぼ同じであるが，従来組成媒体
の磁性結晶粒径が 6.5 nm，粒界幅は 1.7 nmであるのに対
し，新規組成媒体における磁性結晶粒径は 6.1 nm, 粒界幅
が 2.2 nmとなっており，組成の最適化による粒界幅の増
大が図られ磁性粒径の微細化が実現されていることが分か

る。この結果から，当初のねらいどおり，磁性結晶粒子
間の磁気的孤立性が向上し，媒体特性の改善が期待できる。

そこで，これらの垂直磁気記録媒体の媒体特性を比較した。

表１に，これら記録層組成の異なる垂直磁気記録媒体
の保磁力（Hc）および信号対雑音比（SNR）の値を示し

た。従来組成媒体の Hcが 8.2 kOeであるのに対し，新規
組成媒体の Hcは 9.3 kOeとなり，約 1 kOeの Hcの増加が

確認された。また，SNR値の比較でも，新規組成媒体は，

SNR値で約 0.4 dBの改善が認められる。

以上のことから，中間層材料や結晶粒径に対してうま

くマッチングするように，磁気記録層組成を最適化するこ

とで，媒体特性を大幅に改善できることが明らかとなった。

これらの結果は，平面 TEM像観察で確認した粒界幅の増
加によって磁気的孤立性が向上したことによるものである。

これらの技術により，2007年には 2.5インチ 1枚で 160ギ
ガバイト（GB），記録密度で 250Gbits/in2の媒体を製品化
している。

しかし，次世代の 2.5インチ 1枚で 250GB，記録密度で

400Gbits/in2以上の高記録密度化を達成するには，磁性結
晶粒径を決定する中間層の結晶粒径のいっそうの微細化を

図りながら，成膜プロセスおよび磁気記録層組成の最適化
により磁性結晶粒の微細化および磁気的孤立性を向上させ

ることが必要であり，現在，開発に取り組んでいる。

　垂直磁気記録媒体評価技術

5.1　垂直磁気記録媒体特性評価

現在の HDDにおける高記録密度化の実現には，垂直磁
気記録を確立し，微細化と熱安定性の両立を図った媒体記
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図5　CoPtCr-SiO2 垂直磁気記録層の平面TEM像

表1　CoPtCr-SiO2垂直磁気記録媒体の　 値およびSNR値の
　　　比較

従来磁気記録層組成

新規磁気記録層組成

保磁力

　　（kOe）

8.2

9.3

14.3

14.7

信号対雑音比

SNR（dB）HC

HC
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録層の進歩，急峻（きゅうしゅん）に磁場をスイッチす

る磁気ヘッドの進歩，FOD（Flying On Demand）技術に

よるスペーシングロス低減などに加えて，PRML（Partial 
Response Maximum Likelihood）による信号再生技術が

重要な役割を果たしている。媒体特性の評価は，長手記
録時代からの経験的知見から，広く知られている SNRや

オーバーライトなどのアナログ信号をみることで行われて

きているが，そこでは実際の HDD内で行われている信号
処理が考慮されていないため，高記録密度化を目指した媒
体評価としては不十分なものとなりつつある。ここでは，

磁気記録媒体の代表的評価指標として広く使われている

MF（Middle Frequency）-SNRについて，内在する問題
点を指摘し，問題点を修正した評価手法について紹介する。

5.2　記録再生の観点からみた従来の媒体との相違点

現在 HDDで広く使われている再生信号処理に PRML
の一つの方式である PR4方式というものがある。PR4方
式は，入力信号列から 2ビットずらした列を減算した列を

出力するという方式であるが，これは，隣接ビットの信号
が干渉しあうことを積極的に利用するとともに，隣接ビッ

トの符号反転，すなわち微分波形を得るという設計思想に

基づいている。これは本来，磁化反転箇所でのみ媒体外に

磁束が漏れるという長手磁気記録媒体の特徴を生かしたも

のであったが，垂直磁気記録が当たり前となった現在にお

いても使われている信号処理手法である。

垂直磁気記録方式では，図 6において（a）記録信号波形，

（c）垂直磁気記録での再生信号波形，（d）PR4方式再生波形
の順で信号処理が行われる。PR4方式の場合は，実際の

記録信号と再生信号の関係から最終の PR4方式の出力波
形を得るために，再生信号サンプリング後に FIR（Finite 
Impulse Response）フィルタを配置することによって

PR4等化が行われる。具体的には，再生信号列 {xn}から

PR4等化信号 ynを得るために，数列 {an}で表される FIR
フィルタを用いて式（1）の演算が行われる。

yn＝Σan-kxk ……………………………………………… （1）
その過程の中で理想的な PR4波形に近づくよう，数列

{ak}（FIRフィルタ）が選ばれる。図 6（a），（b）に示すよう

に長手磁気記録では記録信号波形と再生信号波形が微分関
係にあり，上記 FIRフィルタは補正演算にすぎないのに

対して，垂直磁気記録では FIRフィルタが微分演算を事
実上担っている。

また，長手磁気記録媒体との大きな相違点の一つとして，

SULの存在が挙げられる。SULは，記録時にヘッドから

の磁場を取り込んで記録を助けるというだけでなく，記録
磁化により分極が起こることによって再生時の信号を増幅
するという効果もある。この分極は磁化反転間隔によって

も媒体構造によっても異なる。例えば記録層と SULとの

距離が近い媒体ほど分極が増大し，また反転間隔の長い磁
化ほど分極が大きくなり，低記録密度信号強度のみが増幅
される結果として見かけ上の分解能が低下する。垂直磁気
記録 HDDに搭載される FIRフィルタはこの SUL分極が

寄与する符号間干渉も反映した復元処理を行っている。

5.3　MF-SNRの問題点
磁気記録媒体の典型的評価指標の一つであるMF-SNR

とは，2ビット長で記録，再生したときの記録信号強度と，

1ビット反転周波数までスペクトルを積算して得たノイズ

強度との比をとったものである。この指標は，エラーレー

トとの相関がよいとされ，長手磁気記録時代から重要視
されてきた。上述したように垂直磁気記録方式でのMF-

SNRは実際に HDDで行われている信号処理とは異なっ

ているためエラーレートとの相関性に疑問が生ずる場合が

ある。

長手磁気記録では，再生信号，すなわち媒体から磁気
ヘッドに達する磁場自体が PR4方式再生波形とよく似た

波形となるのに対して，垂直磁気記録では大きく異なり，

したがって本来評価したいフィルタ透過後の信号波形と直
接測定できるフィルタ透過前の信号波形とは異なっている。

また，垂直磁気記録媒体の再生信号波形は SULや中間層
厚さなどの媒体構造によっても影響を受けるため，それら

が異なると適切な FIRフィルタも異なってくる。したがっ

て，垂直磁気記録媒体評価では，媒体ごとに適切な FIR
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（a）記録信号，（b）（a）に対する長手記録方式の再生波形，
（c）（a）に対する垂直磁気記録時再生波形，
（d）PR4理想再生波形

（a）

（b）

（c）

（d）

図6　記録信号に対する再生信号波形の例

（a）記録信号，（b）（a）を記録した時の再生信号， 
（c）FIRフィルタによるPR4等化後出力，
（d）MF記録信号，(e) MF 信号記録時の再生信号スペクトル，
（f）伝達関数を乗じた，BERに直結するスペクトル
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（d） （e） （f）

t

f
f

FIR
フィルタ

フーリエ
変換

t

伝達
関数

f

t

図7　垂直磁気記録での信号処理内容
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フィルタを予測したうえで，フィルタ透過後の信号品質を

評価することが望ましい。

5.4　FIR フィルタ透過信号処理によるSNR評価方法

フィルタ透過後信号による SNR評価方法とその効果に

ついて紹介する。まず，再生信号強度の周波数依存（線記
録密度依存）を測ることによってインパルス応答を求め，

この逆変換をとることによって等化フィルタを得る。こう

して得たフィルタを周波数変換し，これをスペクトルアナ

ライザで得られる再生信号パワースペクトルに乗じること

によってフィルタ透過後の信号に関するスペクトルが得ら

れる。一連の信号処理内容を図 7に示した。

図 8は，富士電機の垂直磁気記録媒体でMF信号を記
録し，スペクトルアナライザで得た再生信号のノイズスペ

クトルと，これに PR4等化フィルタを乗じたノイズスペ

クトルを示したものである。再生信号自体のノイズ強度は

低周波側に集中しているが，PR4等化後の SNRには影響
せず，MF付近のノイズが大きくなっていて，MF付近の

ノイズを減らすことが重要であることがわかる。

図 9は，構造や組成が異なる各種の垂直磁気記録媒体に

対して，通常のMF-SNRおよび PR4等化 SNRを評価し，

これと実測したエラーレート実測値との関係を比べたもの

である。紹介した SNR評価方法により，ハードウェアと

してはスペクトルアナライザのみを用いたものでありなが

ら，デジタル再生品質を表すエラーレートとの対応を飛躍
的に向上させることができた。

　あとがき

HDDのいっそうの大容量化という市場要求に対してタ

イムリーに応えていくために，富士電機では，外部機関と

の連携を密にしながら垂直磁気記録媒体の高記録密度化を

推進している。しかし，1Tbits/in2を超える記録密度の実
現には現行の垂直磁気記録媒体構成の改善では限界があり，

技術のブレークスルーが必要である。今後，次に続く技術
であるディスクリートトラックメディア，熱アシスト媒体
などの次世代技術開発に重点をシフトし，これらの技術を

早期に確立していく所存である。
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図8　PR4等化後のフィルタを乗じたノイズスペクトル
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図9　各SNRとエラーレート実測結果との関係
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