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垂直磁気記録方式ハードディスク装置垂直磁気記録方式ハードディスク装置

面内磁気記録面内磁気記録

垂直磁気記録垂直磁気記録HDDHDDの記録密度の推移の記録密度の推移

* 国内外のHDDメーカーが相次いで製品発表：東芝，Seagate, 日立GST，富士通
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ハードディスク装置の仕組みハードディスク装置の仕組み

ハードディスク装置
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磁気記録とサーボ信号磁気記録とサーボ信号

サーボ信号はハードディスクドライブ(HDD)の出荷時に書き込まれる

従来の方法（サーボトラックライタ）はひとつひとつの信号を磁気ヘッドで記録する

→大容量高密度HDDほど，サーボ信号書き込みのための時間，コスト増

ハードディスク上のデータと

 サーボ信号 磁気ヘッドを誘導するためのサーボ信号

バースト部アドレス部

オートマティック

 ゲインコント

 ロール(AGC)

サーボ信号

データ

 信号
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垂直磁気転写（ビット転写）垂直磁気転写（ビット転写）

一方向に初期磁化 反対向きに磁場を印加
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ハードディスクの製造概要（従来法の場合）ハードディスクの製造概要（従来法の場合）

製品出荷

タイミングが合わず停滞

コンポーネント ＆

サーボ信号書き込み‥‥約1時間
磁性膜作製‥‥数秒×層数

ガラス基板
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マスター媒
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ハードディスクの製造概要（磁気転写の場合）ハードディスクの製造概要（磁気転写の場合）

ガラス基板

大量に製品出荷が可能

コンポーネント

垂直磁気転写‥‥数秒

スムーズに次の段階へ

磁性膜作製‥‥数秒×層数
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従来技術との性能比較従来技術との性能比較

比較項目比較項目 サーボトラックライタサーボトラックライタ

（磁気ヘッドで記録）（磁気ヘッドで記録）

磁気転写磁気転写

サーボ信号サーボ信号

書き込み時間書き込み時間

△△

11時間時間

（約（約300Gbit/inch300Gbit/inch22で）で）

記録密度が増加する記録密度が増加する

につれて，時間増加につれて，時間増加

◎◎

数秒数秒
記録密度に依存しない記録密度に依存しない

サーボ信号品質サーボ信号品質 300 Gbit/inch300 Gbit/inch22 △△

1 Tbit/inch1 Tbit/inch22 ××

300 Gbit/inch300 Gbit/inch22 ○○

1 Tbit/inch1 Tbit/inch22 ○○

機器導入による機器導入による

コストコスト

△△ 記録密度が増加記録密度が増加
 するたびに設備投資するたびに設備投資
 が必要が必要

○○ 初期投資は必要だが，初期投資は必要だが，

記録密度が増加しても，記録密度が増加しても，

マスター媒体作製のみマスター媒体作製のみ
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研究課題研究課題

超高密度垂直磁気記録ハードディスクのための超高密度垂直磁気記録ハードディスクのための

パターンドマスター磁気転写技術を確立するパターンドマスター磁気転写技術を確立する

計算機シミュレーションによる転写性能の解析計算機シミュレーションによる転写性能の解析
ビット転写及びエッジ転写

転写磁場，記録密度，マスター構造，パターン傾斜角，スペーシング転写磁場，記録密度，マスター構造，パターン傾斜角，スペーシング

磁気特性（スレーブ及びマスター）依存性磁気特性（スレーブ及びマスター）依存性

超高記録密度超高記録密度((１１Tbit/inchTbit/inch22))の可能性の可能性

転写実験用スレーブ媒体の開発転写実験用スレーブ媒体の開発//供給供給
CoCrPtCoCrPt--SiOSiO22系垂直磁化膜の作製検討，垂直系垂直磁化膜の作製検討，垂直HDDHDDの調達の調達

転写実験及び磁化状態の評価転写実験及び磁化状態の評価
ビット転写及びエッジ転写ビット転写及びエッジ転写

転写磁場，ビット長，マスター構造，パターン傾斜角転写磁場，ビット長，マスター構造，パターン傾斜角

磁気力顕微鏡による磁化状態評価

実機による転写実験及びサーボ動作実証実機による転写実験及びサーボ動作実証
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磁気転写の高記録密度への可能性磁気転写の高記録密度への可能性

0.25 Tbit/inch2

現行と同程度の記録密度

0.5 Tbit/inch2 1 Tbit/inch2

サーボ信号の一部

（バースト）を計算
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HDDHDD対応サーボ信号の磁気転写対応サーボ信号の磁気転写

ビット長55 nmサーボパターンに

対応するマスター媒体のSEM写真

代表的な再生波形

富士フイルム(株)の

協力による
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2.52.5インチ垂直磁気記録ハードディスク用インチ垂直磁気記録ハードディスク用
 マスター媒体マスター媒体

現在の状況現在の状況

次世代媒体の記録密度次世代媒体の記録密度
にに おけるサーボ信号おけるサーボ信号
（（AGCAGC，アドレス信号，，アドレス信号，

バースト信号）の転写がバースト信号）の転写が
可能可能

従来のサーボトラック従来のサーボトラック
ライタと同程度以上のライタと同程度以上の

性能を確認性能を確認

複数のドライブメーカが複数のドライブメーカが
導入を検討中導入を検討中

現行以上の記録密度を有する現行以上の記録密度を有する2.52.5インチインチ

HDDHDD用マスター媒体用マスター媒体( ( 富士フイルム富士フイルム((株株))提供提供 ))
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33年間の研究成果（論文，特許等）年間の研究成果（論文，特許等）

学術誌論文（査読あり）学術誌論文（査読あり） 1717報報
–– 英文英文 22報報
–– 和文和文 1515報報
研究会資料等（査読なし）研究会資料等（査読なし） 66件件
学会発表学会発表 2626件件
–– 国内学会国内学会 2121件件
–– 国際会議国際会議 55件件
輩出した学生数：輩出した学生数： 学士学士 2525名，修士名，修士 1717名名
特許特許 1010件（数件は準備中）件（数件は準備中）
–– 出願中出願中 国内国内 55件件
–– 特許取得済み特許取得済み 海外（海外（EPC,USPEPC,USP））

 
22件件
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まとめと今後の展望まとめと今後の展望

まとめまとめ
–– 現行の記録密度を大幅に越える現行の記録密度を大幅に越える11テラビットテラビット//平方インチの平方インチの

 HDDHDDへの磁気転写が射程にあることがわかったへの磁気転写が射程にあることがわかった

–– 本手法による垂直磁気転写技術は実用化の一歩手前の本手法による垂直磁気転写技術は実用化の一歩手前の

段階にある段階にある

今後の展望今後の展望

–– さらに微細なビットが磁気転写できるよう高密度化の可能性さらに微細なビットが磁気転写できるよう高密度化の可能性
 を探索するを探索する
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