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Abstract

Particulate magnetic media capable of Gbit/in2-class recording densities have been developed owing to
the following technologies;

1) Coating technology for magnetic layers with uniform thickness of several tens of nanometer
(NANO COATING).

2) Preparation technology for extremely fine magnetic particles with several tens of nanometer
(NANO PARTICLE), and

3) Finely dispersing technology for uniformly close-packed magnetic layers (NANO DISPERSION)
These technologies, integrally named NANOCUBIC, achieved a ten-fold increase of recording density,

realizing 3GB capacity for 3.5 inch diameter flexible disk media and 1TB capacity for half inch width tape media.

1. はじめに

磁気記録は音声，画像，ディジタルデータなどさまざ
まな情報の記録再生に広範囲に使われてきた。近年で
は，コンピューターの高性能化やブロードバンドネット
ワークで代表される通信技術の発達にともない，大量の
データが記録されるようになっている。また，不慮の事
件や災害などでデータを失い，多大な経済的損失が発生
した例もあるために，データを複数の場所に分散して保
管するニーズも高まっている。これら大量のデータを
記録，保管する装置は磁気記録システムが主流を占めて
いる。これは，磁気記録が光記録などの他の記録方法と
比べて高密度化と大容量化のポテンシャルがあり，かつ
高速での記録再生に適しているためである。
磁気記録システムには，ハードディスクドライブ

（HDD）のように記録媒体とドライブが一体になった固
定型と，磁気テープ装置，フロッピーディスク装置のよ
うな可換型がある。HDDは，記録密度が高く記録再生
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が速いが，信頼性とビットコストの点で課題がある。
一方，可換型はドライブと切り離してデータを保存でき
るので，データ損失のリスクが少ない。磁気テープはア
クセス速度が遅いが，低ビットコストで大容量の記録が
できることがメリットである。これらの特徴からHDD
と可換型媒体は相互補完の形で組み合わせて用いられ
ることが多い。
磁気記録媒体には大きく分けて，磁性体を結合剤中に

分散した液を支持体上に塗布した塗布型媒体と，真空中
での蒸着やスパッタリングで金属薄膜を形成した薄膜
型媒体がある。塗布型媒体は，真空プロセスを用いない
ので大量生産に向いていること，磁性体が高分子で保護
されているので保存安定性に優れていることが利点で
ある。したがって，大容量と高い信頼性が要求される放
送用ビデオテープやコンピューター用メモリー
テープに用いられており，今後の大容量，高速化に対応
した高密度化の要求が高まっている。
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2. 高密度化の動向と課題

磁気記録システムの面積記録密度の変遷をFig. 1に示
した。HDDはクローズドシステムであり，媒体，ヘッド，
信号処理を最適化することができるので，最も高密度化
が進んでいる。1990年代初頭から記録密度の向上が加
速したのは，この時期に磁気抵抗型（MR）ヘッドと高効
率信号処理方式 PRML（Partial Response Maximum
Likelihood）が導入されたことが大きな要因になっている。

VTRなどヘリカルスキャン記録方式，コンピューター
テープに使われているリニア記録方式などのシステム
では，可換性のために記録密度の向上が緩やかであった
が，MRヘッドやPRMLの導入により，近年になって
HDDと同様に高密度化の加速が始まっており，可換型
媒体でも2005年には3～5Gbit/in2に達すると予測され
る。この記録密度は現在実用化されている可換型媒体
の約10倍であり，記録される最小ビット長は100nm，ト
ラック幅は1.2μm程度となる。
高密度化は線記録密度とトラック密度の向上による。
Fig. 2に媒体設計要素をまとめた。高密度化の基本とな
るのは，磁化単位を小さく，かつ均一にすることであり，
このために塗布型媒体においては，�磁性層の薄層化，
�磁性体の微細化，�磁性層の均一化・平滑化が特に重
要な課題になっている。

磁性層を薄くすることで磁化反転がシャープになり，
波形干渉が減少するので1），磁化反転を短い間隔で行う
ことが可能になる。PRMLの方式によるが，長さ100nm
のビットを記録するには100nm以下の厚みの磁性層が
必要である。また，磁性層を薄くすることでオーバーラ
イト特性も向上する。前述のように，再生ヘッドとして
MRヘッドを使用するが，MRヘッドの飽和現象を避け
るための磁化量の最適化2）にも磁性層を薄くすることが
有効である。
ビット長とトラック幅が小さくなると，ビットあたり

の磁性体数が減少してSN比は低下する。単純に磁性層
を薄くすると，さらに磁性体数が減少するので，粒子を
微細化し高充填して粒子数を増やさなければならない。
また，磁性体の長さに起因する出力損失3）が大きくなる
ので，磁化容易軸方向の粒子長をビット長に対して充分
短くすることも必要である。
磁性体は凝集で磁気的に結合すると，見掛け上大きな

磁性体として振る舞う。その結果，磁性体の分布状態が
不均一になり，ノイズが増加するのみならず，凝集粒子
に基づく表面の凹凸がスペーシングロスの原因ともな
る。磁性体をいかに磁気的に孤立させるかは，塗布型媒
体の高密度化に必須な技術である。
その他，ヘッド磨耗や静電破壊の防止など，ヘッド・

媒体インターフェイスの問題4），狭トラックに追従する
ためのサーボ技術や媒体の寸度安定性などが塗布型，薄
膜型媒体共通の課題である。

3. 高密度化のための媒体技術

前述のように，塗布型媒体の記録密度向上のため，磁
性層厚み，磁性体サイズ，分散状態をそれぞれ数十nm
オーダーに制御する技術（NANOCUBIC技術）を検討し
た。各論を述べてゆく。

3.1 超薄層精密塗布技術（NANO COATING）

塗布型媒体では塗布欠陥が発生しやすいため，蒸着媒
体，スパッタ媒体に比べて磁性層を薄くすることが困難
であると言われてきた。これに対して，非磁性層上に磁
性層を同時重層塗布（上下層塗布液が湿潤状態で二層を
塗布）し，実質的に厚く塗布することでサブミクロンの
磁性層を実現したのがATOMM技術である5)－7）。
これまで，サブミクロンの磁性層厚では磁性層の表面

近傍を使って記録してきたが，磁性層厚みが数十nmに
なると，磁性層全体を使ったいわゆる飽和記録状態にな
る。このとき，厚み方向には数個の磁性体しか存在しな
い。これら粒子数や充填密度の変動が再生信号振幅の
変動（変調ノイズ）になるので，塗布精度の向上が重要
な技術になる。具体的には，磁性層の厚み変動抑制，非
磁性層と磁性層の界面の均一化，上下層に含まれる粒子
混合抑制が必要になってくる。
磁性層厚みは，塗布液の送液精度やウェブハンドリン

グの精度向上により厚み誤差5％以内に制御した。界面
の乱れと塗布液の混合は，塗布液のレオロジカルな物性

Fig. 1 Areal recording density progress.

Fig. 2 Design strategy for high density recording media.

磁性体の
微細化
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と塗布ヘッドから突出する塗布液のせん断力の最適化
によって低減させた。Fig. 3に従来のATOMM媒体と
NANOCUBIC媒体の塗布層の断面写真（TEM像）を示した。
非磁性下層には針状ヘマタイト粒子，磁性上層にはバリ
ウムフェライト磁性体を塗布してある。従来媒体は磁
性層厚250nmで上下層の界面揺らぎが40nmであるのに
対して，超薄層精密塗布技術により磁性層厚50nmの均一
塗布が可能になり，界面揺らぎは数nmに低減している。

Fig. 4に磁性層厚と孤立反転信号の再生波形の半値幅で
あるPW50との関係を示した。磁性層を薄くすることで
波形がシャープになり，より高密度の記録が可能になる。

3.2 超微粒子磁性体（NANO PARTICLE）

現在実用化されている最も小さな磁性体は，Feを主体
とした針状の合金磁性粉末（メタル磁性体）で，長さは
約100nmである。この大きさでは100nm以下のビット
を記録することは困難である。磁性体は単磁区粒子な
ので，ビット長より大きな粒子は磁化反転が行われない
ためである。高密度化に適したビット長の約半分以下
の粒子長の磁性体として，メタル磁性体の微粒子化と六
方晶バリウムフェライト（BaFe）磁性体を検討した。
磁性体の超微粒子化における課題は，抗磁力Hcの確

保と磁化の熱的な安定性にある。Hcは，針状のメタル
磁性体のように形状磁気異方性を有する材料で問題と

なる。Fig. 5は磁性体の長軸長とHcの関係を示している。
メタル磁性体の場合，短くなると針状比が低下し形状異
方性が損なわれるのでHcが低下する。Co合金化と粒度
分布改善（低Hc成分減少）により，微粒子でも高いHc
を得ることが可能となった。結晶磁気異方性のBaFe磁
性体はさらに微粒子で高Hc化が可能である。Fig. 6に磁
性体のTEM像を示した。超微粒子メタル磁性体は長さ
が60nmで体積は従来比1/4，BaFe粒子は板径30nmで体
積は従来比1/6である。

磁化の熱安定性は，体積が小さくなるとスピンの熱揺
らぎによって磁化が減衰する現象8）と，熱酸化による磁
化の減衰9）がある。熱揺らぎは磁性体の飽和磁化σsと
異方性磁界Hkが大きいほど安定である。メタル磁性体
の場合，Coとの合金化により大きなσsが得られており，
BaFeはHkが大きいために30nmの大きさでも安定であ
る。熱酸化による減磁は，金属であるメタル磁性体の課
題で，粒子表面に酸化膜を形成することで安定化してき
た。しかし，超微粒子になると酸化膜の比率が高くなる
のでσs低下をもたらす。
これに対しては，Coを添加し，かつ緻密で薄い酸化膜

を形成することで，σsを確保しながら10）酸化安定性を
向上させた。初期のメタル磁性体に比べて1/10以下の
体積でも酸化安定は数倍改善されている。BaFeは酸化
物なので酸化による減磁がない。

Fig. 5 Particle long-axis length versus coercivity.

Fig. 6  TEM photos of NANO PARTICLEs.

Fig. 3 Cross sectional electron micrographs of NANO COATINGs.

Fig. 4 Magnetic layer thickness versus PW50.

100nm
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3.3 精密分散技術（NANO DISPERSION）

磁性体は粒子同士が凝集して磁気的に結合してしま
うと，一次粒子を小さくしても実質的に大きな粒子とし
てふるまう。また，凝集塊が発生すると配向の乱れ，充
填度のばらつき，表面粗さの増加によるノイズ増加を招
く。塗布型媒体では，低ノイズ化のためにこの凝集を防
止することが重要である。超微粒子磁性体を安定に均
一分散するために，立体障害安定化理論11）に基づいた
ポリマー吸着層の設計を行った。磁性体同士の凝集は
分子間力や磁気的引力が原因になるので，凝集力を充分
に弱めるため塗布液中での吸着層の厚みを厚くした。
Fig. 7に概念図を示した。

磁性体の分散には，粒子表面への吸着を促進するため
に親水性極性基を持つポリマーを使うことが知られて
いる12）。微粒子になると表面積が増大し，吸着膜厚が減
少するので，分散を安定化するにはポリマーの分子量を
大きくし，使用量を増加させればよいが，この場合，粒
子充填密度が低下する。この問題を解決するため，ポリ
マーの分子鎖が，塗布液中で充分に広がり，厚い吸着層
が得られるように分子構造を設計した。吸着したポリ
マー層は，塗布液中では分子鎖を広げて磁性体同士の凝
集を防止し，塗布後の乾燥とカレンダー処理によって収
縮するので粒子充填密度は低下しない。
これらの精密分散技術を適用したNANOCUBIC媒体

は，Fig. 8に示すように従来のATOMM媒体に比べ磁性
層表面が大幅に平滑化するため，スペーシングロスが低
減し，高密度記録が可能になる。

4. 記録再生特性

以上の技術内容を盛り込んだNANOCUBIC媒体の記
録再生特性を報告する。Table 1に媒体の諸元を示した。
磁性層厚みは現在実用化されているATOMM媒体の1/3～
1/5，磁性体体積は1/4～ 1/6と小さい。Fig. 9は，MIG
（Metal in Gap）ヘッドを搭載したドラムテスターで，
ビット長100nm（線記録密度253kfci）の信号を記録した
テープ媒体の磁化パターンを磁気力顕微鏡（MFM）で観
察したものである。色の濃淡が磁極の反転に対応して
おり，縞状模様が1ビットに相当する。従来のATOMM
媒体ではビット間にまたがる磁化反転が多くみられ，
SN比が劣るが，これは前述したように磁性層が厚く磁
化反転が急峻でないこと，磁性体サイズが大きく凝集し
ているので大きな磁区を形成していることが原因であ
る。これに対して，NANOCUBIC媒体では磁化の不整が
少なく，分解能が高くなっていることがわかる。

Table 1 NANOCUBIC Media Specifications.

メタル磁性体を使用したNANOCUBIC媒体をMR
ヘッドを用いて再生し，従来の6倍の記録密度が確認さ
れたことが報告されている13）。さらに，1/2インチ幅の
テープにして，従来100GBであった記録容量を10倍の
1TBにできる可能性が確認されている14）。
Fig. 10に，BaFe磁性体を用いたNANOCUBIC媒体を，

3.5インチ径のディスクに加工し，スピンスタンドを用い
て3600rpmで回転させ，マージ型MRヘッドを用いて記録
再生したときの記録密度特性を示した。ヘッドのトラッ
ク幅は1.9μmで，記録信号の線記録密度は180kfci（面積
記録密度2.5Gbit/in2）である。再生出力が孤立反転の再生
出力の50％になる記録密度であるD50は，ATOMM技術
による従来の大容量フロッピーディスクの120kfciに対
し，NANOBUCIC技術によるフロッピーディスクは
180kfciと高く，高密度記録が可能であることがわかる。

Fig. 7 Schematic images of NANO DISPERSION.

Fig. 9 MFM images of recorded signals with 0.1μm bit length.

NANO CUBIC媒体 ATOMM
媒体

Fig. 8 Surface configuration of NANOCUBIC media.
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Fig.11には同様にして記録再生したときの変調スペク
トルを示した。再生出力は，従来のATOMM媒体に対し
て＋4dB，全帯域においてノイズが低く，CN比（搬送波
出力とノイズの比）では約10dB向上している。約45dB
のCNが得られており，適切なPRMLを組み合わせるこ
とで3Gbit/in2程度の記録密度が可能と推定される。

磁気記録は光記録に対し，より高速の書き込みができ
ることが特長である。たとえば，外径が約90mmのディ
スク媒体の場合，回転速度 3600rpm，磁束反転密度
180kfciで10MB/s以上の転送速度が可能となる。これは，
Zipなどの従来の高容量フロッピーディスクの4倍以上
であり，また，開発が進められている青紫色レーザーを
使用する光ディスク対しても2倍以上の高速書き込みを
実現するもので，HDTVの録画に必要な転送速度も十分
に満たしている。
一方，テープ媒体で相対速度10m/sで記録した場合は，
1チャンネルあたりの転送速度は9MB/sになる。リニア
トラックで 8～ 16chで記録すると，転送速度は 70～
140MB/sとHDD同等以上になる。

5. 今後の展望

NANOCUBIC技術により，塗布型媒体の記録密度を飛
躍的に向上させることができた。ビットコストが低い
記録デバイスとしてHDDとともに今後も発展していく

と考えられる。高品位の映像記録の普及が進み，映像の
資産価値が高まっている中，大容量で保存安定性に優れ
た塗布型媒体はますます重要な役割を担うと考えられ
る。塗布型媒体の高密度化はこれらのニーズに応える
だけでなく，省資源，省スペースにも有効である。たと
えば，10倍の記録密度になれば，支持体に用いるポリエ
ステルフィルムの使用面積や，テープカートリッジ・
ディスクの保管体積を1/10にすることができる。
今後は，本報で解説した三つの高密度化の技術のレベ

ルをさらに高めることを進めていく。具体的には，面
積記録密度10Gbit/in2を目標として，20～30nmの磁性層
厚みの実現，磁性体体積の半減，単粒子分散技術の開発
である。
上記の高密度化は磁性層の性能向上のみでは達成し

得ない。磁気ヘッドはAMRからGMRへとさらなる高
感度化が進み，狭トラックを正確にトレースするための
高精度サーボ技術が重要になってくる。今後は，記録媒
体，記録再生装置，信号処理技術の歩調を合わせた開発
の重要性がますます高まると考えられる。
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（本報告中にある“NANOCUBIC”は富士写真フイルム
（株）の商標です。）

Fig. 10 Linear density responses of normalized reproduced
output.

Fig. 11   Modulation noise spectra of NANOCUBIC media.




