
We have developed an advanced barium ferrite tape with a magnetic particle volume of 1600 nm3; a surface roughness Ra 
of 0.9 nm, as determined by optical interferometry; a 10-point average roughness Rz of 27 nm, as determined by atomic force 
microscopy, and a perpendicular squareness ratio of 0.87; the tape features a magnetic particulate coating medium enhanced by 
fine magnetic particle technology, surface profile design, and particle orientation control. In combination with advanced tape 
drive technologies, this tape demonstrated an areal density of 123 Gbit/inch2, corresponding to a cartridge capacity of 220 TB.

Abstract

1.	 はじめに

　近年，クラウドやビッグデータなどのICTを活用した研究
やビジネス，サービス等の普及により，企業や行政機関等か
ら日々生み出される莫大な量のデジタルデータを，いかに安
全にかつ低コストで長期に渡り保管しておくかが喫緊の課題
となっている。塗布型磁気テープは，かつての音声や映像を
記録する手段としての役目は終えたが，ハードディスクド
ライブ（HDD）などの他のデータストレージ製品に比べて，
①システムの導入，維持・管理を含めた総保有コスト（Total 
Cost of Ownership， TCO）が低い1），②長期保存性に優れ信
頼性が高い，③カートリッジ1巻当たり最大120 TB（テラ
バイト）までの高容量化のロードマップが示されており2），
将来性があるなどの理由から，デジタルデータのバックアッ
プやアーカイブ用途として広く使用されている。
　Fig. 1は磁気テープの技術デモ，エンタープライズ製品お
よびLinear tape-open （LTO） 製品のカートリッジ容量のト
レンドである。2000年代初期に市場導入されて以降，デー
タストレージ向け磁気テープシステムは年率40%，およそ2
年で2倍の割合で記録容量を増加させてきたが，近年，特に
LTOシステムではそのトレンドは鈍化傾向にあった。磁気
テープの記録材料として長年使用されてきた「メタル磁性体

（Metal particle， MP）」が，微粒子化の限界に直面してきた
のがその理由である。そのため当社ではポストメタル磁性体
として，「バリウムフェライト（BaFe）磁性体」による磁気テー
プの高密度化研究を進め，システムメーカーと共同し2006
年に面記録密度6.7 Gbit/inch2　（カートリッジ容量8TB相
当）3），2010年に29.5 Gbit/inch2（35TB相当）4），2014年
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Fig. 1　Capacity trends for technical demonstration of a linear 
tape system, enterprise-class tape cartridge, and LTO tape 
cartridge
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に85.9 Gbit/inch2 （154TB相当）5）の技術検証に成功した。
これらの技術検証をもとに，現在までに最大10TB（非圧縮
時）の容量を持つテープカートリッジが上市され，鈍化傾向
にあった高容量化のトレンドを飛躍的に向上させてきた。
　筆者らは，塗布型磁気テープの高容量化をさらに加速さ
せるべく，バリウムフェライト磁性体を用いた磁気テープ
の高密度化研究を行ってきた。本報告では，2015年4月に
システムメーカーと協働で実施した面記録密度123 Gb/inch2 
（カートリッジ容量220TB相当）の技術デモ6）で採用された
バリウムフェライト磁気テープのキー技術について報告す
る。

2.	 バリウムフェライト磁気テープの特徴

　Table 1に今回の技術検証向けに作成したバリウムフェラ
イト磁性体およびそれを用いた磁気テープの特性を示す。比
較として，上市されているバリウムフェライト製品テープお
よび最新メタル製品テープの特性も合わせて記載した。今回
の技術検証には粒子体積1600 nm3，保磁力Hc = 223 kA/m，
飽和磁化量σs = 45 A･m2/kgのバリウムフェライト磁性体
を採用した。この磁気テープは，バリウムフェライト磁性体
を含有する磁性層，非磁性層，ベースフィルム，バックコー
ト層から構成されている。次項より，高密度記録を実現する
ためのメディアのキー技術である（1）磁性体の微粒子化技
術，（2）表面平滑化技術，（3）垂直配向技術のそれぞれに
ついて記載する。

2.1	 磁性体の微粒子化技術
　Table 2にバリウムフェライト磁性体とメタル磁性体の特
徴を示す。

　高密度記録のためには，データを記録する磁性層において，
単位体積あたりの磁性体の粒子個数を増やし電磁変換特性を
向上させる必要があり，そのためには磁性体の微粒子化は不
可欠である。これまで主として磁気テープに採用されてきた
メタル磁性体は，Fe-Co合金を主体とした金属微粒子であり，
磁化の起源が形状異方性に由来する。そのため近年の高密度
化に伴い，磁性体が微粒子になるにつれて針状の粒子形状を
維持するのが技術的に困難になり，メタル磁性体は微粒子化
の限界に直面していた。一方，バリウムフェライト磁性体の
磁化の起源は結晶磁気異方性に由来するため，形状に左右さ
れず安定的に磁化を発現できる特徴がある。そのため，メタ
ル磁性体に比べて，バリウムフェライト磁性体は微粒子化に
適した素材であるといえる。
　Fig. 2にバリウムフェライト磁性体およびメタル磁性体の
粒子体積と保磁力の関係を示す。粒子体積は､ 透過型電子顕
微鏡 （Transmission Electron Microscope， TEM） 観察によっ
て板径および板厚の平均値を算出した値から求めた平均粒
子体積である｡ また，保磁力は試料振動型磁力計 （Vibrating 
Sample Magnetometer， VSM） を用いて測定した。バリウム
フェライト磁性体は板比や添加元素の種類や量などを変更す
ることによって保磁力を制御することができる。同じ粒子体
積でもさまざまな保磁力の磁性体が存在するのはそのためで
ある。Table 1に示すとおり，現在，バリウムフェライト製
品テープに採用されている磁性体の粒子体積は1950 nm3で
あるが，筆者らはこれまでに記録・再生に十分な保磁力を
維持しつつ粒子体積を1000 nm3程度までに微粒子化するこ
とに成功している。一方，メタル磁性体は粒子体積が2500 
nm3以下になると保磁力が急激に低下しており，メタル磁性
体を用いたテープでさらなる高密度化を実現するのは困難で
ある。

Table 1　Properties of magnetic particle and tape media

Table 2　Comparison between BaFe particles and metal particles　

Fig. 2　Particle volume dependence of particle coercivity for BaFe 
particles and metal particles
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　Fig. 3は今回の技術検証で使用したバリウムフェライト磁
性体および最新メタル磁性体のTEM像である。このバリウ
ムフェライト磁性体の粒子体積は1600 nm3であり，最新メ
タル磁性体に比べて粒子体積が約43 %小さいにもかかわら
ず18 %高い保磁力を有しており，微粒子でも十分な磁気特
性を持つ磁性体であることがわかる。
　また，上述のとおりメタル磁性体はFe-Co合金を主体とし
た金属微粒子であるため，酸化防止のための保護膜が無けれ
ば酸化による品質劣化が防げない。一方，バリウムフェライ
ト磁性体は元から酸化物であるため酸化による品質劣化の恐
れは無く，粒子自体が非常に安定である。このこともまた，
バリウムフェライト磁性体がメタル磁性体よりも微粒子であ
りながら，磁気テープ製品として実用化されている理由のひ
とつである。
　Fig. 4に60℃，90%RHの過酷環境下に磁気テープを30日
間保存した後の飽和磁化量Msの減衰率を示す。メタル磁性
体を用いたテープは粒子体積の低減に伴いMsが大きく減衰
していることがわかる。これは，微粒子化に伴い粒子表面に
酸化防止膜を均一に形成することが困難となり，メタル磁性
体では酸化による品質劣化が避けられないことを示してい
る。一方，バリウムフェライト磁性体は元から酸化物である
ため，粒子体積に依らずMsはほとんど減衰せず，過酷環境

に曝されても安定した磁気特性を有していることがわかる。
　Fig. 5は，上記バリウムフェライト磁性体および最新メタ
ル磁性体を用いて媒体化した磁気テープの，磁性層表面の走
査型電子顕微鏡 （Scanning Electron Microscope， SEM） 像で
ある。バリウムフェライト磁性体を用いたテープはメタル
テープに比べて磁性体が微粒子であり粒子間の空隙が少な
く，高い充填率でテープ表面に配置されていることがわかる。
このことから，バリウムフェライト磁性体はメタル磁性体に
比べて，より高密度記録に適した磁性体であることが見て取
れる。

2.2	 表面平滑化技術
　記録再生特性の向上には，上述した磁性体の微粒子化に加
え，磁気ヘッド－テープ間の距離（スペーシング）を低減さ
せることも有効である。スペーシングの低減のためには，メ
ディアとしては磁気テープの表面をできる限り平滑化するこ
とが効果的であり，支持体として用いるベースフィルムや，
ベースフィルムの直上に塗設する非磁性層の表面性の設計が
特に重要である。　
　Fig. 6に光干渉表面粗さ計 （WYKO社製HD2000，測定面
積170μm × 236μm） で測定した磁気テープの表面プロ
ファイル像を示す。今回作成したバリウムフェライトテープ

Fig. 3　TEM images of magnetic particles. （a）BaFe particles 
used for the latest  technical  demonstrat ion and
（b）latest metal particles

Fig. 4　Comparison of the degradation in saturation magnetization
（Ms）between BaFe particles and metal particles in terms 
of particle volume under conditions of 60℃ and 90 RH% for 
30 days

Fig. 5　SEM images of magnetic tape surfaces: （a）BaFe tape 
for the latest technical demonstration and（b）latest metal 
particle（MP）tape

Fig. 6　Surface profi le images measured by optical interferometry: 
（a）new BaFe tape,（b）BaFe product tape, and（c）latest 
metal particle（MP）tape

FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.61-2016) 19



は，特に非磁性層の平滑性の制御によって，製品テープに比
べて数ミクロンの波長を持つ長周期のうねり成分を除去する
ことにより，算術平均粗さRa = 0.9 nmの表面平滑化を実現
した。
　その一方で，一般的に磁気テープの表面性を平滑にすると，
磁気ヘッドとの真実接触面積が増加するため，摺動時の摩擦
係数が増加し，走行性が損なわれることが知られている。こ
れを解決するためには，磁性層内に非磁性のフィラー粒子を
内添してテープ表面に微小突起を形成するなどして，ミクロ
な領域での表面形状を制御することで磁気ヘッドとの真実接
触面積を低減させることが効果的である。今回の技術検証で
は，真実接触面積を減らすために，フィラー粒子の素材や形
状などの設計を見直すことで，テープ表面に微小な突起を多
数設けて短波長の粗さを制御することに成功した。その結果，
長波長のうねりの少ない平滑なテープでも製品テープ以上に
走行性を改善することができた。　
　Fig. 7は短波長粗さを観察するために，原子間力顕微鏡
（Atomic Force Microscope， AFM） を用いて測定面積40μm
角で測定したテープ表面のプロファイル像である。今回作成
したバリウムフェライトテープは，製品テープに比べて7～
13nm低い十点平均粗さRzを維持しつつ，表面に微小な突
起を均一に形成できていることがわかる。

2.3	 垂直配向技術
　記録再生特性を向上させるためのその他の重要な技術とし
て，磁性層内での磁性体の配向度が挙げられる。従来，メタ
ル磁性体はその針状の形状から，テープの長手方向に磁性体
の配向度を揃えることで電磁変換特性を改良するのが一般的
であったが，Table 2に示すように，バリウムフェライト磁
性体は六角板状の形状でかつ磁化容易軸を板面に対し垂直方
向に持つため，媒体化する際にテープの垂直方向に配向させ
ることができる。バリウムフェライトテープの配向方向によ
る影響については，垂直方向に配向することによって電磁変
換特性が向上することが報告されている7）。そのため今回の
技術検証では，バリウムフェライト磁性体を垂直方向に配向
してテープ化した。
　Fig. 8にバリウムフェライト最新テープ，バリウムフェラ
イト製品テープ，および最新メタルテープの磁性層の断面
TEM像およびその模式図を示す。現在上市されているバリ
ウムフェライト製品テープは無配向品であるため，磁性体が

ランダムに配置されている様子が見て取れる。一方，垂直配
向技術を導入して作成した最新バリウムフェライトテープ
は，垂直方向を向いた磁性体を多数確認することができる。
　Fig. 9にMsのヒステリシス曲線を示す。測定にはVSMを
用い，バリウムフェライトテープは垂直方向に，メタルテー
プは長手方向にそれぞれ外部磁場15kGを印加してヒステリ
シス曲線を測定した。バリウムフェライト製品テープの反
磁界補正後の垂直方向の配向度比 （Squareness ratio， SQ） は
0.66であったが，最新テープでは0.87までの向上に成功し
た。これは，最新メタルテープの長手方向のSQと同等レベ
ルの配向性を実現できている。

3.	 まとめ

　粒子体積1600 nm3の微粒子バリウムフェライト磁性体
を用い，光干渉粗さ計による長波長平均粗さRa = 0.9 nm， 
AFMによる短波長領域の十点平均粗さRz = 27 nm，垂直SQ 
= 0.87の磁気テープを塗布型メディアで作成することに成功
した。この磁気テープは，システムメーカーによる磁気ヘッ
ドや信号処理などのドライブ側の技術革新との組み合わせに
より，塗布型磁気テープでは最高密度となる面記録密度123 
Gb/inch2の記録再生特性を実証し6），カートリッジ容量220 

Fig. 7　Surface profile images collected by atomic force microscopy 
（a）new BaFe tape,（b）BaFe product tape, and （c）latest 
metal particle（MP）tape

Fig. 8　Cross-sectional transmission electron microscopy images of 
the magnetic layer: （a）new BaFe tape,（b）BaFe product 
tape, and（c）latest metal particle（MP）tape

Fig. 9　Magnetic hysteresis loop
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TBの実現可能性を示した。
　また，筆者らは現在までに粒子体積1000 nm3の磁性体の
合成にも成功しており，さらなる高密度化が可能である。そ
のため筆者らは，バリウムフェライト磁性体を用いた塗布型
磁気テープが，今後もさらなる高容量化を実現できると確信
している。
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