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1　まえがき

磁気記録媒体の記録密度は，年率約 40% で増加し続
けている。現在は，記録密度が約 500 Gbits/in2のもの

が製品化されている。研究レベルでは，2010 年中には

1 Tbits/in2到達すると予想されている。およそ 1 Tbits/in 2

以上の記録密度になると，新しい記録方式の導入が必要に

なると考えられている。富士電機では，現行方式での目標
を 1 Tbits/in2に据え，磁気記録媒体の技術開発を行って

いる。

図1に，ハードディスクドライブ（HDD）と磁気記録
媒体の構造を示す。磁気記録媒体は厚さ 1.0 mm 前後の基
板上に，それぞれが数 nm から数十 nm の膜厚である合金
膜，カーボン保護膜，潤滑層を順次成膜して作製する。多

層構造の合金膜には，情報を保持するための磁性体からな

る磁気記録層が含まれる。最近の磁気記録媒体の合金膜の

層数は 10 層前後に及び，複雑化してきている。面記録密
度を高めるために，合金膜の層構造を設計する技術を総称
して，磁性関連技術と呼ぶ。

本稿では，まず高記録密度化の課題について述べる（2

章）。次に，課題解決のために実施した改善策のトピック

スを述べる（3章）。

2　高密度化の課題

記録密度を高くするためには，記録ビットを形成する記
録層の性能を高めることが必要である。具体的には，記録
層中に分散している円柱構造の磁性結晶粒子を，粒径が均
一で数 nmと微細になるようにし，かつ結晶配向性を高め

て熱エネルギーに対する耐性を高める。その結果，大容量
かつ長期間のデータ保存が可能となる。しかし，このよう

な方法で記録層の特性を制御すると，一般に保磁力 Hc が

増加し，磁化反転に高い磁場が必要になる。“1”“0”のデ

ジタル信号を記録するために磁化方向を 180 度反転させて

いるので，保磁力を上回る磁界を発生する磁気ヘッドで記
録する必要がある。磁気ヘッドの発生磁界は限りがある

ため，単純に前述した指針に基づいた設計は破綻（はた

ん）する。富士電機では，この課題に対して，ECC（Ex-
change-Coupled Composite）構造

⑴

と呼ぶ多層記録層構造
を精力的に研究し

⑵，⑶

，この解決に当たっている。

一方で，記録ビットの形成過程に大きな影響を与えるの

が，磁気ヘッドの記録磁界分布である。記録層に入射する

ヘッド磁界は，膜面に対して垂直であることが理想である。

これにより，シャープな記録遷移（隣り合うビットの境
界）が形成され，良好な信号品質が確保できる。このため
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図₁　HDDと磁気記録媒体の構造
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には，HDD では同心円状に形成した隣接記録トラックへ

のヘッド磁界の分散も抑制しなければならない。クロスト

ラック方向の磁界成分が大きい場合，既に記録されている

隣接トラックの信号強度を漏れ磁界が減衰させる。このた

めトラック密度が高くできないので，結果として面記録密
度が高くならない。磁気ヘッドの構造によるところが大き

い磁界分布であるが，媒体の構造を工夫して最適化制御を

行うことができる。

一般に，磁化容易軸方向とは，磁化が安定する方向のこ

とであり，磁性体の結晶構造に依存し，垂直磁気記録媒体
では膜面に対して垂直方向になる。この磁化容易軸方向に

磁化した磁性膜は，印加磁界が磁化容易軸方向に対して傾
くにつれ，保磁力 Hc が低下するという性質を持つ。その

ため，斜め磁界に対しては磁化反転が起こりやすくなるの

で，ヘッド磁界分布の制御に加え，記録層自体の斜め磁界
成分への耐性を高める必要がある。

上述の磁気記録媒体における課題をまとめると，次のよ

うになる。

⒜　記録層の基本性能向上（結晶配向性，粒径の微細化
と均一化）

⒝　書込み能力の確保（ECC 構造の最適化など）

⒞　シャープな記録遷移の形成（ヘッド磁界分布の制
御）

⒟　隣接記録トラックでの信号強度減衰の抑制（斜め磁
界成分への耐性向上）

3　磁性技術の開発状況

₃.₁　多層磁気記録層の設計

図₂⒜に示すように，一般に媒体の層構成は，記録層，

中間層，軟磁性裏打ち層の 3 種類に大別できる。さらに記
録層は，機能分離された複数の層からなっている。従来の

記録層では，ハード層（硬磁性層），結合力制御層，セミ

ハード層（半硬磁性層）の三層構造からなる ECC 構造を

採用していた。ECC 構造では，ハード層とセミハード層
の磁気的な結合力を結合力制御層によって最適化する方法
を採用している。

ハード層は，先に述べた記録密度を高めるための層で

あり，Hc が高く，単層では磁気ヘッドで書き込めない。

ECC 構造では，Hc の低いセミハード層を付与し，かつ結
合力制御層をハード層とセミハード層の間に配し，磁気的
な結合力を弱める方向で制御する。印加された磁界によっ

て，ハード層とセミハード層の磁化反転が半独立的に誘起
される。この結果，全体としての Hc は低下し，書込み能
力が高まる。このような ECC 構造を採用して，2章で述
べた課題“⒝書込み能力の確保”に対応してきた。

一方で，磁気ヘッドによってはクロストラック方向の磁
界分布幅が大きい場合があり，2章で述べた課題“⒟隣接
記録トラックでの信号強度減衰の抑制”の対策を強化する

必要があった。そこで，図₂⒝に示した斜め磁界耐性強化
層を新たに導入した。その効果を図₃に示す。評価は，ス

ピンスタンドテスタを用いて，いわゆる R/W（記録再生）

評価を行った。本記録トラックの両サイドに複数回書込み

を行った後，本記録トラックの出力を測定し，当初の出力
で規格化した値を図の縦軸の斜め磁界耐性（Squash 特性）

とした。図の横軸は書込み幅である。一般的には，書込み

幅が狭いほどクロストークが減少して Squash 特性は向上
する。同じ書込み幅で比較すると，記録層を新しい構造に

すると Squash 特性が 0.79 から 0.84 に 0.05 大きく改善した。

同時に測定した，OW（重ね書き）特性と SNR（信号対
雑音比）は同等であったため，書込み能力や信号品質を損
なうことなく，Squash 特性を高めることができた。ダウ

ントラック方向の性能（線記録密度）は維持したまま，ト

ラック密度が高められるので，面記録密度が高くなる。現
在，さらなる改善を目指し，斜め磁界耐性強化層を中心に

各磁性層の材料組成の最適化を進めている。

₃.₂　中間層による微細構造制御

記録層の総合的な性能は，多層構造の設計だけでなく，

それに含まれる各磁性層の組成やプロセスによって決まる

結晶粒径制御層

結晶配向制御層

ハード層

交換結合力制御層

斜め磁界耐性強化層

セミハード層

軟磁性裏打ち層

（a）基本層構成 （b）記録層と中間層の詳細

中間層

記録層

図₂　媒体の基本層構成と詳細

0.05
改善

新構造

従来構造

0.76

0.78

0.80

0.82

0.84

0.86

3.93.8 4.0 4.1 4.2

斜
め
磁
界
耐
性
S
qu
as
h

書込み幅MWW（  inch）
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部分が大きい。さらに，粒子サイズや結晶配向は，直下の

層の微細構造に大きく依存する
⑷

。先に述べたように粒径の

微細化と均一化を行い，かつ結晶配向度を高めて熱エネ

ルギーに対する耐性を高めることが必要である。一般には，

粒径の微細化と結晶配向度の向上はトレードオフの関係に

ある。いずれも並立させながら改善しなければならない。

このトレードオフの関係を改善する上で重要な役割を果た

すのが，中間層である。中間層と呼ばれる理由は，軟磁性
裏打ち層と記録層の間で磁気的な結合を分断する非磁性層
としての役割からくるものである。実際は，前述した記録
層の下地としての機能が非常に大切である。現在は，記録
層と同様に中間層も機能分離を図り，粒径制御を重視した

層と，結晶配向の制御を重視した層の二層構造を基本とし

ている（図₂）。

結晶粒径制御層に新しい材料を用いることにより，記録
層（ハード層）の微細構造を改善した例を紹介する。なお，

粒径などの解析には TEM（透過型電子顕微鏡）を，結晶
配向度の評価は X 線回折装置を用いた。表₁に，従来材
料と新材料を用いた場合の，記録層の微細構造に関する

特性の比較を示した。新材料の適用により，平均粒径が

5.9 nm から 5.7 nm に微細化し，平均粒界幅が 1.4 nm から

1.8 nm に増加し，粒径ばらつきが 23% から 19% に低減し

ている。配向分散Δθ50は 2.7 度から 2.5 度に低減し，結晶
配向度も同時に改善している。この結果で特に注目される

のは，粒径ばらつきの改善幅が 4 ポイントと大きい点であ

る。図₄に，中間層材料による記録層の粒径分布の変化
を示す。従来は，粒径 4 nm 近辺の超微細粒子や粒径 9 nm
近辺の肥大粒子が，多く存在していたが，新材料への変更
で分布の幅が狭まっていることが分かる。図₅に，新材料
を適用した記録層の平面 TEM 像を示す。なお，この場合

の記録層材料は，富士電機が精力的に開発を進めてきた

（Co-Pt-Cr）-SiO2

⑸

をベースとしたものである。

新材料の大きな効果は，粒径分布の均一化と考えること

ができる。つまり，2章で述べた課題“⒜記録層の基本性
能向上”が改善できた事例である。

₃.₃　軟磁性裏打ち層による記録性能の向上

磁界分布の制御に関して，媒体側の設計で重要となるの

は，各層の膜厚や軟磁性裏打ち層の材料特性である。磁気
ヘッドの磁極から発生する磁界の分散を抑えながら軟磁性
裏打ち層に急峻（きゅうしゅん）に引き込み，リターン

ヨークに戻す必要がある。磁気ヘッドと軟磁性裏打ち層の

間の距離を縮めることで，磁界勾配（こうばい）は高まる。

この距離が再生時にも影響を与える
⑹

ことや，中間層や記録
層の膜厚が，記録層の磁気特性（例えば Hc）に影響を与
えることも考慮すると，実際に設計可能な膜厚の範囲は限
られる。

一方で，軟磁性裏打ち層の材料特性に求められるのは，

優れた平坦（へいたん）性や高飽和磁束密度 Bs，高透磁
率である。平坦性は，上部に成膜される中間層，記録層の

結晶配向に影響を与える。表面の凹凸が大きいと，結晶配
向性の悪化に直結する。磁気特性として，高い Bs，高透
磁率を実現することで，先に述べたような磁界分布の制御
が可能となる。今回は，比較的高い Bs と良好な平坦性を

両立した，新しい材料の例を紹介する。

図₆に，書込み幅に対する SNR について，軟磁性裏打
ち層の従来材料と新材料の場合を比較した結果を示す。新
材料では同じ記録幅で比較すると，従来材料よりも SNR
が 0.2 dB 向上している。このとき，OW 特性，Squash 特
性など，ほかの特性も同等以上の性能を示していた。新材
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図₄　中間層の材料による記録層の粒径分布の変化

30nm

図₅　新材料を適用した記録層の平面TEM像

表₁　中間層（結晶粒径制御層）の材料による記録層（ハード層）の微細構造の特性比較

中間層の材料 平均粒径
（nm）

平均粒界幅
（nm）

粒径ばらつき
（%）

配向分散Δθ50
（度）

従　来 5.9 1.4 23 2.7

新 5.7 1.8 19 2.5
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料は，従来材料に比して平坦性は同等のまま Bs が約 15%
向上しており，その効果が R/W 特性に反映されたもの

と考える。以上の結果は，2章で述べた課題のうち，“⒞
シャープな記録遷移の形成”の改善に特に対応し，⒝⒟の

改善にも寄与していると考えられる。

4　あとがき

記録層，中間層，軟磁性裏打ち層の設計指針を述べる

とともに，改善事例を紹介した。高密度化の課題に対し

て，各世代の磁気ヘッドに適応した改善策を講じていくこ

とになる。一方，従来の記録方式に置き換わるものとして

期待されている方式の一つに，“Shingled-Write Record-
ing（瓦書き記録）方式”がある。そのポテンシャルは

10 Tbits/in2に達するといわれている
⑺

。富士電機でも，本
方式に適した記録層構造の設計に着手した。今後，極限の

記録密度に向け，新しい材料 ･ プロセス技術の開発に努め

る所存である。
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