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熱アシスト磁気記録媒体のシミュレーション技術

由沢

剛 Tsuyoshi Yoshizawa

高橋

伸幸 Nobuyuki Takahashi

磁気記録媒体の面記録密度向上のためには，ノイズの低減，熱安定性の向上，飽和記録といった相反する課題を解決し
なければならない。これらのトレードオフを解決する技術である熱アシスト方式の媒体の開発において，シミュレーショ
ン技術を活用した。温度シミュレーションでは，基板－記録層間にヒートシンク層を設けることにより，媒体上の熱スポッ
トを大幅に縮小できることを，また記録再生シミュレーションでは，熱スポットの極小化が記録直後の熱揺らぎの抑制に
有効なことを明らかにした。
To improve the areal recording density of a magnetic Recording Media, it is necessary to resolve some conﬂicting requirements with regard to signal-to-noise ratio, writability, and thermal stability. Simulation technology was used to resolve these conﬂicts and obtain optimum
design guidelines for the development of thermally-assisted magnetic recording media. Heat transfer simulation conﬁrmed that the provision
of a heat-sink layer between the substrate and recording layers signiﬁcantly reduces the size of heat spots on a recording medium, and read/
write simulation clariﬁed that minimization of the size of heat spots is an eﬀective means to reduce thermal ﬂuctuations immediately after recording.
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粒子状媒体の保磁力の温度特性

近年の急速な IT 化の進展とともに，ハードディスク装
置（HDD）に搭載される磁気記録媒体の記録密度は年率
40 % 以上の急ピッチで増加している。記録密度は 2008 年
で 400 Gbits/in2 を超えるところまで到達しており，2010
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年前後には 1 Tbits/in を超えるレベルに達すると見込ま
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れている。
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1 Tbits/in を超える面記録密度を実現するには，ノイズ

室温
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温度

の低減，熱安定性の向上，飽和記録という互いに相関関係
にある三つの大きな技術課題を克服しなければならない。
ノイズ低減のためには磁化遷移幅を狭くする必要があり，

い。そこで新たに熱に関する設計指針を取り入れる必要が

そのためには磁気記録層の結晶粒径の微細化と同時に，分

ある。従来媒体に比べ設計上の検討項目が増えるため，シ

布を抑えることが有効である。しかしノイズの低減のため

ミュレーション技術を設計開発のツールとして活用するこ

に結晶粒径を微細化すると，強磁性粒子の磁化を容易軸方

とが重要となってくる。本稿では，TAMR 媒体の開発に

向へ向けようとするエネルギーが減少するため，熱安定性

おけるシミュレーション技術の活用について述べる。

が低下する。一方，熱安定性の向上には磁気異方性の高い
材料の選択が必要となるが，磁気異方性の高い材料は保磁
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TAMR 媒体におけるシミュレーション技術

力も高くなるために，飽和記録が困難となる。このように，
高密度化のため相反する三つの技術的課題を解決すること

現在，TAMR 媒体の開発で利用されているシミュレー
ション技術とその適用対象は次のとおりである。

が求められている。
この課題を解決する新しい記録方式として，媒体をレー

⒜

トシンク設計，潤滑層の耐熱性評価など）

ザで加熱昇温させて低い記録磁界で記録する熱アシスト磁
気記録（TAMR：Thermally-Assisted
⑴，
⑵

Magnetic Record-

⒝

ing）を検討している。一般に媒体はキュリー温度まで加熱
すると実質的に記録層保磁力がゼロとなる特性を持ってい
る（図₁ ）
。保磁力が下がれば弱い磁界でも磁化反転させ
ることができる。TAMR は記録層の結晶粒径の微細化と
高い磁気異方性を許容し，高保磁力に対しては加熱するこ
とで飽和記録を可能とする。
TAMR 媒体のキュリー温度はおよそ 600 〜 800 K と高

170（ 22 ）

熱伝導方程式に基づく温度シミュレーション（ヒー
マイクロマグネティクスに基づく記録再生シミュ

レーション（記録層の設計，ヘッドの特性評価など）
⒞

分子動力学に基づくトライボロジーシミュレーショ
ン（高被覆・TAMR 対応潤滑剤構造の探索，潤滑剤
－保護層結合メカニズム解明など）

さらに，これらのシミュレーション技術を連携したシ
ミュレーションも行っている。例えば，記録再生シミュ
レーションでは温度シミュレーションで求めた媒体温度分
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蓄積された熱を，面内方向ではなく垂直方向（厚さ方向）

布を使用して計算を実行する。

に逃がすことが重要である。熱伝導率の高い材料からなる
ヒートシンク層を基板と記録層との間に追加することによ

て述べる。

り，厚さ方向への熱の流れを加速する効果が得られると期
待される。この効果を確認するため温度シミュレーション

3

温度シミュレーション

を行った。
図₂に計算モデルに使用した媒体構成を示す。媒体はガ

₃.₁ 概

要

ラス基板の上に，ヒートシンク層，裏打ち層，中間層，記

2

1 Tbits/in を超える大容量ストレージに必要なビットサ

録層，保護層が順次積層された層構成を仮定し，ヒートシ

イズの目標値は数十 nm 径であり，加熱領域も同程度に小

ンク材料として銅〔熱伝導率 398 W/
（m・K）
〕を仮定した。

さなサイズが必要である。また 20 nm 程度のビット長で

またレーザ光強度は半値幅 50 nm のガウス分布とし，連

記録した場合，線速度を 20 m/s とすると，記録に費やす

続光として保護層から垂直に入射すると仮定した。

ことのできる時間は 1 bit 当たり 1 ns 程度となる。すなわ

図₃にレーザ連続照射状態における記録層中心の温度分

ち，1 ns 程度の間に加熱と冷却を完了する必要がある。こ

布を示す。横軸は半径方向の相対位置，縦軸は周囲温度か

のように TAMR では空間的・時間的に極めて微少なス

らの相対温度上昇 ΔT をピーク温度 Tmax で正規化した温

ケールにおける熱の制御が必要不可欠となる。このような

度を示している。図より，ヒートシンク層を追加した場合，

微少なスケールの熱の挙動を実験的に把握することは精度

温度分布の面内方向の広がり方が少なくなり，加熱領域が

的に難しい。そのため温度シミュレーションを用いて媒体

局所化されることが確認できる。さらに面内方向の広が

温度分布を求めることとした。

り方は，ヒートシンク層の膜厚を増加させるほど少なくな

媒体温度分布を求めるためには，光の吸収と熱伝導との
⑶，⑷

連携が必要となる。光の吸収の解析では光を電磁波として

る。これは，記録層の熱の垂直方向（厚さ方向）への流れ
がヒートシンク層により加速された結果である。

扱い，マックスウェル方程式を解いて電磁界分布を求める
ことが基本となる。マックスウェル方程式は厳密解を求め

図₃

記録層内の温度分布

る方法と，数値計算で解く方法がある。前者は計算量を比
レーザ光照射位置

較的少なくできる反面，複雑な構造が解析できない。また
後者は任意形状が解析できるが，計算量が多くなるなど，

1.2

それぞれ長所短所がある。なお，本シミュレーションでは

1.0

める方法を採用した。
一方，熱伝導解析では光の吸収の解析で得られた発熱量
分布をインプットとする。そして非定常熱伝導方程式を解

ΔT /ΔT max

構造が単純であるため，計算量を少なくできる厳密解を求
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いて媒体温度分布を求める。三次元の非定常問題であるた
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め数値計算を使用した。また計算パラメータとして各層の
熱伝導率と比熱を与える。
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₃.₂ ヒートシンク層の設計

次に，この温度シミュレーションの適用例について紹介
する。TAMR 媒体では，加熱と冷却が可能な限り速やか

図4

記録層温度の時間変化

に，かつ局所的に行われる必要がある。このため記録層に
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特 集

本稿では，これらのシミュレーション技術の中で特に，
温度シミュレーションと記録再生シミュレーションについ
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図₅

ヒートシンクの熱解析結果

特 集
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また， 図₄ はレーザ光を 1 ns のパルスで入射させた場
加熱領域

合の，記録層中心温度の時間変化を示している。ヒートシ
ンク層の膜厚が大きいほど，温度の立上がり，立下りのレ
スポンスが改善されることが分かる。これは，ヒートシン
ク層により，記録層の熱が拡散する速度が高められた結果

裏打ち層

である。
以上の結果を表₁にヒートシンクの熱解析結果として示

記録層

ディスク移動方向

す。ΔTmax は，レーザ光を連続照射した場合の記録層中
心における最大の相対温度上昇，FWHMth は面内方向の
温度分布の半値幅である。また τfall は，レーザ光をパル

図₆

ヘッド通過直後の媒体磁化状態シミュレーション結果

ス照射した場合の記録層中心温度の立下り時間（レーザ
出力停止後，温度が 100 %/5 % に減少する時間）である。

良い。表より，ヒートシンク層には FWHMth，τfall を減少
させる効果があるが，ΔTmax を減少させるデメリットがあ
ることが分かる。加熱能力には制限があるため，ヒートシ

オフトラック位置（nm）

高密度化の観点からは FWHMth，τfall はなるべく小さく，
レーザパワーの観点からは ΔTmax はなるべく大きい方が
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て，ヒートシンク材料の選定やその膜厚の決定では，使用
なお，温度シミュレーションは，前述の用途以外に，保

100
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必要な温度まで加熱できなくなる可能性がある。したがっ
する加熱源の能力を十分に考慮して実施している。

記録ビット間隔

ディスク移動方向
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要

ノイズの低減，熱安定性の向上，飽和記録という三つの

くことにより，各ステップでの媒体磁化状態を決定する。

相反する課題を解決し必要な記録再生特性を達成するため，

再生過程では，最終的な媒体磁化と GMR 素子の感度関数

マイクロ磁化解析に基づいて記録再生特性を左右するさま

から相反定理に基づいた計算を行い，再生信号電圧を求め

⑸

ざまなパラメータを最適化する。マイクロ磁化解析は，記

る。

録媒体の各種物性値（飽和磁化，異方性定数，容易軸方
向など）とそれらのばらつき，およびヘッド磁界分布や温

₄.₂ 熱揺らぎ影響解析

度分布をパラメータとして任意に指定できる柔軟かつ強力

TAMR は高保磁力媒体を使用することで，記録層のグ

な解析手法である。マイクロ磁化解析に基づく記録再生シ

レインサイズを小さくしても，保存状態での熱安定性を高

ミュレーションにより，記録密度や記録条件に応じた最適

めることができる。しかしレーザによる熱印加の際には，

な設計指針を導き出し，効率的な材料開発を行うことがで

保磁力の減少および温度の上昇により高保磁力媒体でも一

きる。

時的に熱安定性が低下し，熱揺らぎ（77 ページ「解説 3」

図₅にシミュレーションモデルを示す。記録過程では，

参照）が加速することが懸念される。そこで，記録再生シ

媒体を一定の速度で図の矢印の方向にステップ状に移動さ

ミュレーションにより，記録直後の熱揺らぎの影響につい

せながら，ヘッド主磁極から発生する記録磁界と記録層

て調査した。シミュレーションでは，加熱領域の温度分布

LLG（Landau-

をガウス分布とし，その半値幅（FWHMth）を変化させた

Lifshitz-Gilbert）方程式（77 ページ「解説 2」参照）を解

場合の影響を調べた。また熱揺らぎの影響については，ラ

の加熱領域内の温度分布を計算する。次に

172（ 24 ）
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保磁力と保磁力分散の温度依存

キュリー温度：700 K

2,000

りから急激に増加する。例えば温度 600 K における保磁力
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TAMR にとって，保磁力分散の増加は重大な問題である。
保磁力分散

保磁力（kA/m）

0.75

この問題が TAMR のパフォーマンスの上限を規定する可
能性もあり得る。
このように，媒体の設計段階において潜在的な問題点を

0.25

事前にも明らかにする用途としてもシミュレーションを活

0

度を成立させる TAMR 条件が策定できている。

用している。現在，その成果として 1 Tbits/in2 の記録密

温度（K）

5

ンダムな磁界成分を LLG 方程式の実効磁界として各タイ

あとがき

磁気ディスク媒体の開発・設計では，本稿で紹介した以
外にもさまざまなシミュレーション技術を適用している。

ムステップで加えることによりモデル化した。
図₆は高保磁力媒体にビット長 12.7 nm で信号を記録し

今後さらに高性能化が進むと予想される磁気ディスク媒体

た場合の，ヘッド通過直後の磁化状態のシミュレーショ

の開発において，シミュレーションの重要性はますます高

ン結果である。温度分布の半値幅が 70 nm と狭い場合は

まるものと考えられる。富士電機は，TAMR 方式の技術

図₆⒜に示すように一定の間隔の磁化反転パターンが記録

を早期に確立し，記録密度の向上を行う所存である。

ビットとして確認できるが，半値幅が 200 nm と広い場合
は図₆⒝に示すように磁化反転パターンが確認できない結

参考文献

果となった。この原因について，さらに磁性粒子単位で磁

⑴

Robert E. Rottmayer, Sharat Batra, Dorothea Buechel,

化過程を詳しく調べた結果，温度分布の半値幅が 200 nm

Heat- Assited Magnetic Recording. IEEE Trans. Magn.

の場合は，加熱領域内の一部の磁性粒子がヘッド磁界の方

2006-10, vol.42, no.10.

向に磁化された直後に熱揺らぎにより反転し，熱減磁を生

⑵

Terry W. McDaniel, William A. Challener, and Kursat

じていることが分かった。一方，半値幅が 70 nm の場合

Sendur, Issues in Heat- Assited Perpendicular Recording,

は，熱減磁はほとんど発生していなかった。この結果から，

IEEE Trans. Magn. 2003-7, vol.39, no.4.

TAMR では記録直後の熱減磁を抑えることが重要であり，
そのためには温度分布の面内方向の幅を狭くすること，す
なわちレーザスポットを極小化するとともに，ヒートシン

⑶

Masud Mansripur, et al. Laser-induced local heating of

multilayers. Applied Optics. 1982, vol.21, no.6, p.1106-1114.
⑷

Masud Mansripur and G. A. Connell. Laser-induced local

クなどで，面内方向への熱拡散を抑えることが有効である

heating of moving multilayer media. Applied Optics. 1982,

ことが分かった。

vol.22, no.5, p.666-669.
⑸

₄.₃ 保磁力ばらつきの解析

Jian-Gang Zhu and H. Neal Bertram, Micromagnetic stud-

ies of thin metallic ﬁlms, J. Appl. Phys. 63（8）
, 15 1988-4.

シミュレーション結果を踏まえて，媒体保磁力を解析し
た。媒体保磁力は一定のばらつきを持つ。このばらつきは

由沢

磁化遷移ジッタを増大させ，SNR（Signal-To-Noise

磁気記録媒体の研究開発に従事。現在，富士電機

Ra-

tio）を劣化させる要因となる。そのため媒体保磁力のばら

剛

デバイステクノロジー株式会社ディスク媒体事業
本部次世代媒体開発部。

つき（保磁力分散）を少なくすることが求められる。一般
に粒子状媒体の保磁力はキュリー温度付近まで温度ととも
にほぼ線形に減少する。しかし温度上昇により保磁力が小
さくなると，相対的に保磁力分散の増加が予想される。図

高橋

₇は，シミュレーションで求めた保磁力と保磁力分散の温

磁気記録媒体の研究開発に従事。現在，富士電機

度依存である。保磁力分散とは，各温度での保磁力で正

デバイステクノロジー株式会社ディスク媒体事業

規化した値である。記録層のキュリー温度は 700 K とし

伸幸

本部次世代媒体開発部長。IEEE 会員。

た。 図₇に示すように，保磁力は温度上昇に伴いほぼ線形
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分散は室温 300 K の約 1.8 倍であった。高温で記録を行う

保持力
1,500

に減少する。一方，保磁力分散は温度が 400 K を超えた辺
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