富士時報

Vol.84 No.1 2011

［コンポーネント］

磁気記録媒体

磁気記録媒体

展

望

垂直磁気記録方式のハードディスクドライブ（HDD）

させ，長期信頼性を確保する HDI（Head Disk Interface）

の量産が開始されてから，既に 6 年を迎えようとしている。

技術，ビットの微細化に適合する低ノイズと書込み性を両

一時期，長手磁気記録方式による密度進化の限界で停滞し

立した垂直磁気記録磁性技術，さらにそこから得られる微

ていた記録容量は，この垂直磁気記録方式の採用により年

細信号の計測・評価技術を重要視し，おのおのにおいて特

率 40 % アップの順調な進歩を続けるようになった。一方

徴ある技術開発を行っている。また，次世代の HDD に向

で，携帯電話や MP3 プレーヤ向けに開発された 1.8 イン

けては，瓦書き記録（SWR：Shingled-Write Recording）

チ以下の小径 HDD はフラッシュメモリに置き換わり，用

方式から熱アシスト磁気記録（TAMR）やマイクロ波ア

途別のすみ分けが進んでいる。その中で HDD はビット単

シスト磁気記録（MAMR）などのエネルギーアシスト磁

価が廉価で大容量という特長を生かし，また常にその容量

気記録方式，ビットパターンドメディア（BPM）に向か

を増やしていくことで，パソコンはもちろん，AV 機器や

う新技術に適合したディスク媒体技術，ならびにそれを支

ゲーム機，カーナビゲーションなどのコンシューマー製品

える高い磁気異方性定数 K u を実現する磁性材料を並行し

への搭載が一般化してきた。さらには，近年実用化が進

て開発中である。

むクラウドコンピューティングの要となる各種データセン

進化の早い HDD 分野でコストパフォーマンスを維持し

ター用のストレージとしてもその用途は引き続き拡大・伸

つつ，SSD（Solid State Drive）など競合するほかのスト

長すると予想されている。

レージをしのぐスピードで記録密度を向上していくために

富士電機では，これらのニーズに対応する磁気記録媒体

も，開発の手を緩めることはできない。今後も HDD の発

技術として，超平滑で欠陥のない精緻（せいち）な加工を

展に貢献できるよう，さらなる高密度化を進めていく所存

実現したアルミ基板技術，低浮上化するヘッドを安定化

である。

磁気記録媒体
新しい高密度記録技術

─高 K u 磁性材料─

面記録密度 1 Tbits/in2 を超える磁気記録媒体において
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L 10型FePt規則合金薄膜の結晶格子図と平面TEM像

は，記録ビットの微細化に伴い記録磁化が不安定となる熱
緩和現象が顕在化する。これを克服するためには，高い磁
気異方性定数（K u ≧ 1.5×107 erg/cm3）を持つ磁性材料の
適用が必要である。
富 士 電 機 は 東 北 大 学 と 共 同 で， ス パ ッ タ 法 を 用 い，

＜001＞
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FePt 磁性粒子

350 ℃程度の低温プロセスにて，図に示す L10 型の規則構
造を持つ FePt 規則合金薄膜のグラニュラー構造形成に成
功し，粒径≒6 nm，Ku≒1.6×107 erg/cm3 を確認した。今
後，さらなる低温成膜化を進めるとともに，媒体としての
完成度を高めていく技術開発を推進する。

10 nm

グラニュラー粒界
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─熱アシスト磁気記録媒体─

ハードディスクドライブ（HDD）の面記録密度を向上
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図2

熱アシスト概念図およびヒートシンク効果

していくため，エネルギーアシスト磁気記録方式の一つで
ある熱アシスト磁気記録（TAMR）の適用が期待されてい

記録ヘッド

再生素子

主磁極

記録層

る。これは，媒体をレーザ光でキュリー温度付近まで加熱

加熱領域

し，媒体の保磁力を下げた状態で書込みを行う方式である。
媒体内の記録ビットを加熱する際，隣接ビットの情報を消

シミュレーション技術と媒体の磁化シミュレーション技術
を立ち上げた。これらシミュレーション技術を組み合わせ
て用いることにより，媒体内にヒートシンク層を設け，熱
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去しないように，熱の拡散を制御することが求められる。
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（a）熱アシスト記録方式の概念図
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拡散を抑制することで，1 Tbits/in 以上の面記録密度に到
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（b）ヒートシンクによる集中加熱効果

達できることを示した。

垂直磁気記録媒体の磁性関連技術
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ハードディスクドライブ（HDD）の大容量化の要求に

図3

新構造の適用による斜め磁界耐性の向上

2

応え，富士電機は，面記録密度 500 Gbits/in の磁気記録
0.86

媒体を製品化した。高記録密度化のための新技術の一つと
斜め磁界耐性 Squash

して，第 3 世代となる ECC 記録層技術を導入した。従来
は 3 層構造であった記録層に“斜め磁界耐性強化層”を付
与した 4 層構造とし，最適化設計を行った。その結果，磁
気ヘッドからクロストラック方向への磁界の影響を低減し，
トラック密度を大幅に高めることに成功した。書込み幅に
対する斜め磁界耐性を図に示す。
“斜め磁界耐性”は本記
録トラック信号出力に関して，両サイドに複数回の書込み
を行った後の出力を，当初の出力で規格化した値である。
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界耐性が得られている。

垂直磁気記録媒体の HDI 関連技術
ハードディスクドライブ（HDD）の大容量化に応じ，
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酸に対するコバルトコロージョン評価結果

2

2010 年度は 500 Gbits/in 磁気記録媒体の製品化に成功し
た。HDI の観点からは，カーボン保護膜と潤滑層の薄膜
保護膜においては，膜質を改良し，薄膜化しながらも耐食
性と耐久性の向上が達成できるカーボン成膜技術を確立し
た（図）
。加えて，潤滑層においては，潤滑剤の分子量と
組成制御をさらに高度化するとともに保護膜との結合性が
高い新規開発の添加剤を適用することで潤滑層を薄膜化し，
総合的に浮上特性と信頼性を兼ね備えた HDI 技術を確立

現行カーボン保護膜
コバルト溶出量（ICP−MS）

化技術および磁気ヘッド浮上高さの低減技術を確立した。

新規カーボン保護膜

と結合強化を目的とした後処理技術の開発に注力している。

88

良

した。現在は次世代技術として，より高性能な潤滑剤開発
カーボン保護膜膜厚
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磁気記録媒体の評価・分析技術
富士電機では記録容量が増大し続けるハードディスクド
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視覚化によるサイドトラックイレース評価例

ライブ（HDD）に適した磁気記録媒体を開発・提供して
いけるよう，評価・分析技術にも注力している。

センタートラックに記録された信号

記録再生信号評価では，その周波数特性を重視した技術
開発を推進している。また，記録密度評価精度に著しく影
響を与えるトラッキング精度は，約 1.3 nm までを達成し

サイドシールドによって乱された磁化

ており，HDD で実現される記録容量に適合した記録密度

（a）改善前

評価を実現している。さらには，信号記録された媒体の磁
化分布を二次元的に視覚化して分析する手段（図）などを
取り入れ，近傍の磁化が乱されるサイドトラックイレース
現象に代表される，信号品質への信頼性を含めた記録再生
特性改善を進めている。

（b）改善後

3.5 インチ 1 TB 磁気記録媒体用アルミ基板
3.5 インチで 1 枚当たりの記録容量が 1 TB に達する高
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アルミ基板の基板表面欠陥個数と表面粗さ分布

記録密度を実現するためには，数 nm で浮上走行する磁気
ヘッドが安定して記録再生できるように，基板表面の平滑
減することが重要である。特に表面欠陥に関しては，年々
要求品質が厳しくなっていることから，富士電機ではめっ
き技術および研磨・洗浄技術の開発に重点を置いて取り組
んでいる。
新しい研磨剤などの開発とプロセスの最適化により欠陥
数の低減をはかり，3.5 インチ 1 枚で 750 GB の容量に適合
するアルミ基板技術を確立している。
さらに 1 TB の要求に応えるために，表面欠陥低減に関

ディフェクトカウント相対値

性を高めることと，100 nm クラスの微小な表面欠陥を低
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する技術を中心とした基板開発に取り組んでいく。
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