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バリウムフェライト磁性体を用いた
塗布型磁気記録媒体の高密度化研究
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Abstract

A magnetic recording medium with an ultra-thin magnetic layer containing fine barium-ferrite particles
with high-coercivity was produced by using advanced dispersion and precision coating technologies. Using
a giant magneto-resistive head and a partial-response maximum-likelihood channel, we evaluated signal-to-
noise ratios, byte-error rates and pulse widths. The results indicate the feasibility of approximately as high
as 16 Gbits/in2 recording density.

1. はじめに

塗布型磁気テープは，記録再生・保存に対する信頼性
が高く，低コストなため，データのバックアップや長
期保存用途に広く用いられている。近年，情報量の飛
躍的な増加に伴って，磁気記録媒体の高容量・高密度
化のニーズはますます高まっている。
塗布型磁気記録媒体の高密度記録を達成するには，

微粒子磁性体を均一に分散し，薄層塗布することが必
要になってきており1），微粒子メタル（MP）磁性体と
薄層塗布技術を用いて，面記録密度1Gbits/in2に相当する，
1巻当たり1テラバイト（TB）の磁気テープの可能性検
証が報告されている2）。しかし，メタル磁性体は磁化の
発現がその形状磁気異方性に由来するため，微粒子化
に伴い，高い抗磁力を保つことが困難になってきてお
り，これに代わって，磁化の発現が結晶磁気異方性に
由来し，高抗磁力で微粒子化が可能であるバリウム
フェライト（BaFe）磁性体が提案されている3）。
本報告では，新しく開発した微粒子バリウムフェラ

イト磁性体を用いた，塗布型磁気記録媒体の記録密度
特性について解説する。

2. 実験方法

2.1 BaFeメディアの作成

本報告では，2種類のBaFe磁性体と，比較用に1Gbits/in2

技術発表に使用したMP磁性体を準備した。これら磁性体
の特性をTable 1に，BaFe磁性体の透過型電子顕微鏡
（TEM）像をFig. 1に示した。BaFe磁性体は，MP磁性体に
比較して磁性体体積が小さいが，高い抗磁力を保つことが
できている。また，飽和磁化量（σs）は小さい。
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Table 1 Properties of Barium-ferrite Magnetic Particles and Metal
Magnetic Particles.



48 バリウムフェライト磁性体を用いた塗布型磁気記録媒体の高密度化研究

これら3種類の磁性体を用いて，Table 2に示した層
構成，磁気特性の2種類の磁気テープと1種類のフレキ
シブル磁気ディスクを作成した。

一般的に，微粒子磁性体は凝集力が高いために分散
安定化処理が必要である。特に，BaFe磁性体は板状で
板面同志が凝集しやすいために，高分子結合剤の官能
基量や分子構造を工夫することで適当な吸着層を形成
し，分散安定化を行なった。BaFe磁性体Aを用いて作成
した磁気テープ表面の走査型電子顕微鏡（SEM）写真を
Fig. 2に，分子間力顕微鏡（AFM）像をFig. 3に示した。
微粒子のBaFe粒子が均一に分散安定化されており，MP
テープよりも平滑な表面性が得られている。

また，Fig. 4にBaFeテープのTEMによる断面写真を示
した。65nmという超薄磁性層が均一に塗布されている。

2.2 電磁変換特性の測定方法

本報告では，ドラムテスタによる磁気テープ評価と，
1.8吋フォームファクターのフレキシブル磁気ディスクド
ライブによる磁気ディスク評価を行なった。それぞれ
の評価系で使用した磁気ヘッドの仕様をTable 3に示し
た。今回準備したディスク用磁気ヘッドは，テープ用磁
気ヘッドに比べて記録の書込み能力が高い，再生トラッ
ク幅が狭い，シールド間距離が短いなど，高密度記録
のポテンシャルを見きわめるのに適している。

ドラムテスタによる磁気テープ評価は，スペクトラム
アナライザを用いてシグナル・ノイズスペクトラムを測
定し，SNRは200KFCIの信号出力と0から400KFCIの
積分ノイズとの比で算出した。また，孤立波形はデジ
タルオシロスコープによる33.3KFCI信号を採用し，波
形の半値幅をPW50として算出した。なお，テープと
ヘッドの相対速度は2m/sで評価を実施した。

Fig. 2 Surface SEM image of the barium-ferrite tape.

Fig. 3 AFM images of the barium-ferrite tape and the metal tape.

Fig. 4 Cross-section TEM images of the barium-ferrite tape and
the metal tape.

Barium-ferrite tape

Metal tape
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Table 2 Properties and Layer Structures of the Experimental Media.

Table 3 Head Specifications.
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フレキシブル磁気ディスク評価用のドライブは，
プリアンプとしてTI社製SR1644，リードチャネルとし
てAgere社製Copperheadを搭載し，回転速度4200rpmで
チャネル後のSNRとバイト・エラー・レートの評価を
行なった。メディアにはサーボ信号を書き込み，サー
ボオントラック状態で，0.28μmという非常に狭いト
ラック幅での評価を可能にした。

3. 実験結果

3.1 BaFeテープとMPテープの記録密度特性
比較

Fig. 5に線記録密度200KFCIにおけるBaFeテープと
MPテープのシグナル・ノイズ・スペクトラムを示し
た。BaFeテープはMPテープとほぼ同等の再生出力が
得られているにもかかわらず，モジュレーションノイ
ズが非常に低く，SNRで23.5dBとMPテープより9dB
高い値を示した。さらに，Fig. 6に200KFCIの記録信号
の磁気力顕微鏡（MFM）像を示しており，MPテープに
比較して，BaFeテープに記録された信号の分解能が高
いことがわかる。

このように，BaFeテープのモジュレーションノイズ
が低い理由は，磁性体体積が小さいこと，磁性層表面
が平滑なこと，磁性層の厚み変動が小さいことに由来
していると考えられる。

Fig. 7に両テープの孤立波形を示した。MPテープの
PW50が279nmであるのに対して，BaFeテープのPW50
は172nmと非常に狭く，高密度記録に適している。こ
れは，BaFeテープの磁性層厚が薄いこと，磁性層表面
が平滑なこと，垂直磁化成分をもっていることに由来
すると考えている。一方で，この垂直磁化成分が原因
で孤立波形の対称性が損なわれており，信号処理によ
る波形等価が必要となっている。

Fig.8に再生出力の周波数特性を示した。BaFeテープ
のPW50が狭いことを反映して，200KFCI以上の高い線
記録密度領域でMPテープより高い再生出力を示した。

3.2 BaFeメディアが達成できる面記録密度の
見積もり

今回準備したフレキシブル磁気ディスクドライブは，
漓高密度記録に適した磁気ヘッドを搭載している，滷
最新の PRMLチャネルを搭載している，澆サーボト
ラッキングにより狭トラックでの評価が可能である，
という特徴があり，メディアの記録密度特性に関する
ポテンシャルを評価する上で有効である。
Fig. 9にPRMLチャネル前後の波形データを示した。

波形等価前のプリアンプ出力では波形が非対称になっ

Fig. 5 Signal and modulation noise spectra. The SNR of the
barium-ferrite tape was 23.5dB, and the output level was
-20.5dBm. The SNR of the metal tape was 14.5dB, and the
output level was -21.8dBm.

Fig. 6 MFM images of recorded signals at 200 KFCI.

Fig. 7 Isolated pulse waveforms. PW50 of the barium-ferrite tape
was 172 nm. PW50 of the metal tape was 279 nm.

Fig. 8 Frequency response of the barium-ferrite tape and the
metal tape.
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ているのに対し，チャネル後の出力波形は対称性が改
善されており，バリウムフェライトの波形等価の見通
しが得られた。

本PRMLチャネルを用いた場合の線記録密度とチャ
ネル後のSNRの関係をFig. 10に示した。再生トラック
幅 0 . 2 8 μm の GMR ヘッドを用いて，線記録密度
350KBPIで19.3dBというシステム設計可能なSNR値を
得た。

Fig. 11では同チャネル，ヘッドも用いた場合の線記
録密度とバイト・エラー・レートの関係を示した。線
記録密度350KBPIにおいて8E-4のバイト・エラー・
レートが得られた。
現行テープシステム同様，トラックピッチと再生ト

ラック幅の比を2:1と仮定すると，本条件はトラック密
度45.4KTPIに相当し，線記録密度350KBPIと併せて，
15.9Gbits/in2と1TB技術発表に使用したメタルテープの
約16倍の面記録密度を達成できる見積もりとなる。

4. まとめ

高い抗磁力を持った微粒子バリウムフェライト磁性
体を均一に分散し，65nm厚に薄層塗布して得られた磁
気テープとGMRヘッドの組み合わせにより，1TB技術
発表に使用したメタルテープに対して，大幅なSNRお
よび分解能の向上を達成することができた。本磁気
テープを使用し，IBMアルマデン研究所（米国カリ
フォルニア州）との共同研究により，記録密度が現行
テープ比で15倍以上となる6.67Gbits/in2のリニアデータ
記録に世界で初めて成功した。これにより，1巻当たり
の記録容量が現行LTOテープ比で20倍となる，8TBの
大容量磁気テープの開発が，将来的に可能となる見通
しを得た。
さらに，高精度サーボトラッキング技術や最新PRML

チャネル技術を組み合わせることで，面記録密度
16Gbits/in2を達成できる見通しが得られており，本技術
が次世代磁気テープのマイグレーションを描く上で，
有力な候補になると確信している。
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Fig. 9 Barium-ferrite waveforms before and after PRML channel.
The preamp output gives an asymmetrical waveform,
which becomes more symmetrical after FIR filtering.

Fig. 10 SNR versus linear density plots for the barium-ferrite disk.
The SNR of the barium-ferrite disk at 350KBPI was
19.3dB.

Fig. 11 Byte error rate versus linear density plot for the barium-
ferrite disk. The byte error rate of the barium-ferrite disk at
350KBPI was 8E-4.


