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垂直磁気記録媒体の HDI 関連技術
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磁気スペーシングを低減し，媒体特性を改善するためには，①カーボン保護膜と潤滑層の薄膜化，②磁気ヘッド浮上高さ
の低減，が必要である。保護膜・潤滑層を薄膜化すると，腐食抑制機能や耐久性などの信頼性の劣化が顕著になる。そこで，
保護層は，膜質を制御して，薄膜化しながら耐食性と摺動（しゅうどう）耐久性の向上を同時に達成している。潤滑層は，
PFPE（パーフルオロポリエーテル）の分子量・組成制御や添加剤，後処理技術を開発して，薄膜化と高信頼性化の両立を
図っている。HDI（Head Disk Interface）の浮上特性の評価技術を開発しながら，磁気スペーシングの低減を行っている。
To reduce the magnetic spacing and improve media characteristics, (1) a thinner carbon protective ﬁlm and thinner lubricant layer, and
(2) a lower magnetic head ﬂying height are necessary. However, reducing the thickness of the protective ﬁlm and the lubricant layer causes
a signiﬁcant deterioration in such reliability-related characteristics as corrosion resistance and durability. Thus, Fuji Electric controls the ﬁlm
properties of the protective layer so as to improve the corrosion resistance and sliding durability simultaneously with a reduction in the thickness. By controlling the molecular weight and composition of the PFPE (perﬂuoropolyether) used in the lubricant layer, and developing additives and post-processing technology, a thinner ﬁlm with higher reliability can be realized. Additionally, while developing technology for evaluating the ﬂying characteristics of the HDI (Head Disk Interface), Fuji Electric has been reducing the magnetic spacing.
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まえがき

潤滑層を薄くすると，磁気ヘッドとの摩擦耐久性の劣化
が顕著となる。そこで潤滑剤による摩耗耐久性を向上する

大容量の情報を素早く扱え，低価格な記憶装置として

ための添加剤の開発を推進した上で，耐久性確保とトレー

コストパフォーマンスに優れたハードディスクドライブ

ドオフとなる磁気ヘッドスライダー面への潤滑剤の移着を

（HDD）は，コンピュータの外部記憶としての市場を確立
している。さらに近年は，新規用途を含めて，市場はます
ます伸長するものと期待されている。

低減することが重要となる。
また，最近の HDD では，スライダーの浮上量を下げる
のではなく，素子部のみを熱膨張により媒体側へ近づけ

HDD に搭載する磁気記録媒体の高記録密度化も著し

る技術を適用した磁気ヘッドが用いられている。この技術

い。富士電機では，2009 年度に 3.5 インチディスク 1 枚で

は，DFH（Dynamic Flying Height） 技 術，TFC（Ther-

500 GB の記憶容量を持つ媒体を量産化した。2010 年度に

mal Flying-height Control） 技 術，FOD（Flying on De-

は 750 GB 容量の媒体を開発し，市場へリリースする予定

mand）技術などと呼ばれている。本稿では，FOD 技術と

である。

呼ぶことにする。

磁気ヘッドと媒体表面間の HDI（Head Disk Interface）

最近の富士電機の検証によって，FOD 技術で素子をよ

で，媒体における重要な要素であるカーボン保護膜および

り突き出させるためには，潤滑層を薄くすることが特に効

潤滑層の主要機能は，磁性層などを腐食から防ぐことと，

果的であることが分かってきている。

磁気ヘッドによる摩耗から磁性層を保護することである。

本稿では，HDI 技術の観点から最近の高記録密度化へ

さらに潤滑層には，潤滑剤の磁気ヘッドへの移着を抑えな

のアプローチと，高記録密度化とトレードオフとなる信頼

がら磁気ヘッドの低浮上化と，浮上安定性を向上させるこ

性技術の確保という側面から，ますます高度化するカーボ

とが求められている。今後の急速な高記録密度化に対応す

ン保護膜と潤滑層の技術開発状況および HDI 評価技術（浮

るためには，磁気ヘッド素子と磁性層表面との距離である

上性，信頼性）の開発状況を紹介する。

磁気スペーシング（浮上高さ + 潤滑層厚さ + カーボン保
護膜厚さ）をできるだけ小さくすることが必要である。ち
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⑴

カーボン保護膜技術

なみに，浮上高さは 3.5 インチ 500 GB 容量で 2.5 〜 3.0 nm，
750 GB 容量では 2.5 nm 以下になる。磁気スペーシングを

₂.₁ カーボン保護膜の目的と課題

低減し，記録密度を向上させるためには，①カーボン保護

カーボン保護膜の代表的機能は，①耐食性，②耐衝撃性

層および潤滑層の薄膜化，②ヘッドの浮上高さを下げるこ

（表面硬度）
，③摺動（しゅうどう）耐久性の三つである。

と，が必要である。一方で，次の問題点や課題が生じる。

これらは，磁性層などを保護するために重要な機能でもあ

保護層を薄くすると，コロージョン（腐食）抑制機能が

る。磁気スペーシングを低減するためにカーボン保護膜を

低下する。これを解決するための技術的課題は，カーボン

薄膜化すると，その機能が低下してしまう。また，カーボ

保護膜の成膜条件をさらに適正化し，カーボン保護膜構造

ン保護膜の膜厚分布の均一化，量産プロセスに必要な高

の緻密（ちみつ）化（膜密度の向上）を図ることである。

レート成膜やパーティクルの低減などの課題もある。
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新規カーボン保護膜
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カーボン保護膜膜厚

図₁

カーボン保護膜膜厚

酸に対するコバルト溶出試験評価結果

図₃

減圧摺動評価結果

の評価結果を図₁ に示す。新規カーボン保護膜は耐食性に
優れており，現行カーボン保護膜よりも薄膜化することが
現行カーボン保護膜

できる。

押込み深さ

⑵

表面硬度
ナノインデンテーションを用いて，一定荷重をかけたと

きのダイヤモンド圧子による押込み深さを評価した結果を
図₂ に示す。新規カーボン保護膜は薄膜でも押込み深さが

新規カーボン保護膜

浅いので，塑性変形しにくく，硬い膜質になっていること

良

が分かる。
⑶

カーボン保護膜膜厚

図₂

摺動耐久性
摺動耐久性の評価には，実際の磁気ヘッドを用いて減圧

摺動試験を行った。その結果を図₃ に示す。減圧摺動試験

ナノインデンテーション評価結果

とは，減圧下では磁気ヘッドの浮上が低くなることを利用
して，HDD での低浮上状態を模擬した摺動耐久性評価試
₂.₂ カーボン保護膜の開発状況

験である。新規カーボン保護膜は現行カーボン保護膜より

カーボン保護膜には，高密度層と安定化層の 2 層構造を
採用している。磁性層の上に形成する高密度層は，磁性層

も数倍の摺動パス回数を示し，カーボン膜表面の耐久性が
向上していることが分かる。

を保護する役割を持つ。高密度層の上に形成する安定化層

新規に開発したカーボン保護膜は，耐食性や表面硬度，

は，潤滑層を安定化させる役割を持つ。高密度層の緻密化

摺動耐久性のすべての面で優れ，カーボン保護膜を薄膜化

と安定化層の薄膜化により，耐食性の改善，摺動耐久性の

して磁気スペーシングの低減が可能になった。

向上，磁気スペーシングの低減を行った。
高密度層のカーボン保護膜は，プラズマ CVD（Chemi-

3

潤滑層技術

cal Vapor Deposition）により形成している。CVD による
カーボン膜は，膜形成時に表面反応を伴うため磁性層に対
する被覆性に優れている。さらにイオンエネルギーを制御

₃.₁ 潤滑層の目的と課題
-CF O）の繰返し構造単位を持つパーフル
潤滑層は，
（
2

することで，膜質をコントロールすることが可能である。

オロポリエーテル（PFPE）系液体潤滑剤を，カーボン

成膜プロセスを最適化することで，より緻密で高硬度な膜

保護膜上に 1 nm 前後の膜厚で塗布して形成されている。

が形成できる。さらに，安定化層の形成には，潤滑剤との

PFPE 系潤滑剤は，高耐熱性および低摩擦 ･ 低摩耗物性を

密着性を高めるための新規プロセスを用いて，薄膜化を実

兼ね備えている。また，使用している PFPE 系潤滑剤の

現した。

末端部構造は水酸基－OH で終端されている。この官能基

新規に開発したカーボン保護膜と，現行カーボン保護膜

部でカーボン保護膜表面と化学結合して安定した潤滑層に

を比較した結果を次に示す。

なる。潤滑層は，磁気記録媒体の上で磁気ヘッドを安定浮

⑴

上させるためには不可欠である。また，磁気記録媒体と磁

耐食性
耐食性を評価する方法の一つに，希硝酸を媒体表面に滴

下して，磁性層などから溶出する微量のコバルトを

ICP-

気ヘッドが接触したときに，磁気記録媒体表面を保護する
役目を担っている。

MS（Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry：

前述したように潤滑層膜厚は，カーボン保護膜の膜厚と

誘導結合プラズマ質量分析）を使って測定し，評価する方

同様に，磁気スペーシングの要素の一つである。潤滑層膜

法がある。ICP-MS による希硝酸抽出物のコバルト溶出量

厚差と磁気スペーシング差の関係を図₄ に示す。2 種類の

266（ 24 ）
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潤滑剤を使って検証したところ，ともに潤滑層膜厚が厚く

において，主に次の項目を並行して推進している。
⒜

潤滑層に耐久性を付与する添加剤の開発

厚にほぼ等しかった。つまり，潤滑層膜厚はそのまま磁気

⒝

PFPE 系潤滑剤の分子量や組成を適正に調整する材

料精製技術開発

スペーシングの増加になる。
また，潤滑層膜厚は FOD の磁気ヘッド素子の突き出し
量にも関係している。潤滑層膜厚と FOD により突き出さ
れた素子部の量の関係を図₅ に示す。潤滑層膜厚が増加す
ると，突き出し量は減少した。すなわち，潤滑層の薄膜化

⒞

潤滑剤塗布後の後処理技術の開発

1

この中で，本節では⒜の添加剤技術について紹介する。
添加剤にはフォスファゼン骨格を持つ材料が提案されて
いる。

は，前述のスペーシング低減と FOD 突き出しの相乗効果

水酸基で終端された PFPE 系潤滑剤とフォスファゼン

で電磁変換特性を向上させ，記録密度向上につながること

系添加剤からなる混合潤滑層における，フォスファゼン系
添加剤の割合と POD 摩耗試験での摺動パス回数の関係を

が分かる。
潤滑層膜厚と耐久性の関係を図₆ に示す。ここで，耐

図₇ に示す。フォスファゼン系添加剤の割合が増加すると，

久性評価としては，AlTiC ボールを摺動させる POD（Pin

パス回数が増加している。フォスファゼン系添加剤の添加

On Disk）摩耗試験による結果を示す。潤滑層膜厚が薄く

によって耐久性が向上でき，その分，潤滑層膜厚を薄膜化

なると，摺動パス回数が減少する。つまり，記録密度を向

することが可能となる。一方で，フォスファゼン系添加剤

上させるために，潤滑層を薄膜化すると，その分だけ耐久

の割合を高くすると，磁気ヘッドスライダー面への潤滑剤

性が低下してしまう。記録密度向上のために潤滑層を薄膜

の移着量が増加し，浮上安定性が阻害される。潤滑層の耐

化しても耐久性が維持できるように，潤滑層自体の耐久性

久性と潤滑剤移着量は，フォスファゼン系添加剤の構造と

や信頼性を向上させることが重要な開発課題である。

物性に大きく依存する。HDI 特性の改善には，新材料開
発を含め，総合的に信頼性の高い潤滑層設計を行っていく

₃.₂ 潤滑層の開発状況

ことが非常に重要となる。さらに，磁気記録媒体単体の評

前述のように，潤滑層薄膜化と耐久性を向上させる開発

価のみでなく，あらゆる環境下における HDD 評価を実施
し，潤滑層設計を実施していくことも重要である。

良

磁気スペーシング差（nm）

0.6

POD パス回数

0.4

良

0.2

0

0

0.2

0.4

0.6

潤滑層膜厚差（nm）
潤滑層膜厚

図₄

潤滑層膜厚と磁気スペーシングの関係
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潤滑層膜厚と POD パス回数の関係
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なると磁気スペーシングは増加し，その増加量は潤滑層膜

添加剤比率による POD 耐久性改善
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AE センサとは，固体中を伝播（でんぱ）する弾性波を

⑵，⑶

4

HDI（Head Disk Interface）評価技術

検知するセンサである。本測定では，タッチダウン時に生
じる振動周波数（70 〜 500 kHz）に感度を持つ AE センサ

₄.₁ 浮上性評価技術

を使う。AE センサの出力信号を，AE プリアンプで増幅

浮上性評価の一例として，FOD タッチダウンパワー測

し，バンドパスフィルタで必要な周波数帯に絞り込み，不

定を紹介する。FOD は，磁気ヘッドの書込み ･ 読込み素

要なノイズを除去する。また，AE センサの出力信号の電

子部を素子部近傍に内蔵したヒータの熱膨張を利用して

圧は極性が正負に振動しているため，そのままではタッチ

磁気記録媒体表面に近づけるものである。また，ヒータ

ダウンを検出するには扱いにくい。そこで，検出回路を用

への印加パワー（電力）の大きさに応じて，FOD の書込

いて，タッチダウン時に大幅に変化する AE センサ出力値

み ･ 読込み素子部（FOD 素子部）が突き出される。FOD

の強度を，統計的に表す目的で実効値（RMS：二乗平均

タッチダウンパワー測定とは，媒体が回転し，磁気ヘッド

平方根）処理し，タッチダウンを検出するのに扱いやすい

が浮上した状態から徐々にヒータへの印加パワーを増加さ

形に変換する。

せ，最終的に FOD 素子部が媒体表面に接触（タッチダウ

磁気ヘッドのヒータに印加するパワーと AE 出力の実

ン）したときの印加パワーを測定する評価である。この

効値をプロットした結果を図₉ に示す。測定は磁気ヘッド

FOD タッチダウンパワーが大きい程，FOD 素子と媒体が

を 2.5 インチ径媒体の半径 20 mm の位置で浮上させ，印

接触せずに許容できる FOD 素子部の突き出し量が大きく，

加 パ ワ ー を 0.05 mW/ms で 増 加 さ せ，FOD 素 子 部 と 媒

FOD 素子をより媒体に近づけることができることを意味

体表面との接触過程を AE 信号の時間変化で観察してい

する。これは，磁気スペーシングを低減し，電磁変換特性

る。パワーを増加しても，FOD 素子部が媒体と非接触で

を向上させ，記録密度の向上につながるものである。

あるうちは，AE 出力値は，ノイズ信号レベルで一定であ

本測定でのタッチダウンの判定手法として，主に次の三

る。FOD 素子部が媒体と接触すると，AE 出力値が一気
に大きくなる。非接触時のノイズ信号レベルに対して一定

つが挙げられる。
⒜

AE（Acoustic Emission）を利用するもの

量増した値をスライスラインとして設定し，これを超える

⒝

記録信号（TAA：Track Average Amptitude）の

とタッチダウンと判定し，そのときの印加パワーを FOD

飽和特性を利用するもの
⒞

タッチダウンパワーとする。

記録信号の変調度（Modulation）の変化を利用す

潤滑層膜厚を変化させた媒体の，FOD タッチダウン
パワーを測定した結果を図₁0 に示す。潤滑層が薄いほど，

るもの
ここでは⒜の AE を利用した FOD タッチダウンパワー
測定法を説明する。

タッチダウンパワーは大きくなっている。これにより，潤
滑層の薄膜化が，許容される FOD 素子部の突き出し量を

測定回路構成を図₈ に示す。

大きくし，磁気スペーシングを低減する有効手段であるこ
とが分かる。

AE センサ

₄.₂ 耐久性評価技術

バンドパスフィルタ
（BPF）

AE プリアンプ

次に，磁気記録媒体の耐久性加速評価に FOD を適用し
た例を紹介する。実際の HDD の起動 ･ 停止時の磁気ヘッ
ド動作方式の一つに，媒体外周部のさらに外側に設けたラ

検出回路
（RMS 回路）

ンプと呼ぶヘッド退避部に磁気ヘッドをロード ･ アンロー
ドするランプロード方式がある。この方式に対応し，さら

図₈

に加速試験とするための減圧環境と FOD とを組み合わせ

FOD タッチダウン測定回路構成

ノイズレベル

印加パワー

タッチダウン
パワーピーク

スライスレベル

タッチダウンパワー

タッチダウンパワー

AE 出力（RMS）
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薄

図₉

印加パワーに対する AE 信号出力
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図₁₀

タッチダウンパワーの潤滑層膜厚依存性
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1
潤滑層（添加剤 B）

潤滑層（添加剤 A）

ロード・アンロード耐久サイクル（10 回）
3

図₁₁

0

減圧ロード・アンロード試験における FOD の有無の比較

500

結果
図₁₃

添加剤 A
（薄膜）

1,000

タッチダウンサイクル（回）

FOD 素子部の劣化試験結果

₄.₃ 信頼性評価技術

最後に長期的信頼性評価として，FOD 素子部の劣化試

添加剤 B
（薄膜）

験を紹介する。
HDD の動作環境によっては，突発的に磁気ヘッドと媒

添加剤なし
（薄膜）

体表面との接触が発生する場合がある。最初に接触する部

添加剤なし
（厚膜）

位が FOD 素子部であるため，磁気記録媒体の表面状態に
0

10

20

30

40

50

ロード・アンロード耐久サイクル（103 回）

よっては FOD 素子部の摩耗といったダメージが発生する。
FOD 素子部が摩耗すると，本来の突き出し量が確保され
ないだけでなく，摩耗した部分から腐食が発生し記録特性

図₁₂

減 圧ロード・アンロード試験における潤滑層の添加剤の

に重大な支障をきたす可能性がある。FOD 素子部の劣化

比較結果

試験は，FOD 素子部の媒体表面との接触によるダメージ
発生具合を把握し，高信頼性記録媒体設計の指針とする

たロード ･ アンロード加速試験を開発した。基本動作は，

ための信頼性評価である。タッチダウンの繰返しによる

ランプと媒体外周記録部との間で磁気ヘッドを繰り返して

パワーの増加は，FOD 素子の摩耗を意味するので，FOD

往復させるもので，目視にて，媒体表面に傷が付くまでの

タッチダウンパワー測定を数千回繰り返してタッチダウン

往復サイクル回数（耐久サイクル）を測定する耐久性試験

パワーの変化を評価する。

である。
同じ従来仕様の磁気記録媒体について，減圧環境のみ

潤滑層を薄膜化した磁気記録媒体と，これに添加剤を混
合した媒体の FOD 素子部の劣化試験の結果を図₁3 に示す。

でロード ･ アンロード試験した場合と，FOD を併用した

薄膜化して添加剤を混合した潤滑層を用いた磁気記録媒体

場合の耐久サイクル比較を図₁1 に示す。減圧環境だけで

は，1,000 回以上タッチダウンを行ってもパワーが変動せ

も加速試験であるが，FOD を併用すると，FOD を用い

ず安定している。一方，添加剤なしに薄膜化した潤滑層を

ない場合よりも耐久サイクルが大幅に減少する。これは，

用いた磁気記録媒体は，500 回を超えた辺りから徐々にパ

評価時間の短縮が実現できることを意味する。これによ

ワーが増加していることが分かる。これは，FOD 素子が

り，耐久性評価としてのロード ･ アンロード試験において，

摩耗しやすい磁気記録媒体表面であり，実際の HDD で記

FOD を用いることがさらなる加速試験として有効である

録障害を起こす可能性が高いことを示唆している。

ことが分かった。
磁気スペーシングの低減には，潤滑層の薄膜化が有効で

5

あとがき

あることは既に述べた。潤滑層の薄膜化は耐久性の劣化に
つながる。これを補強するため潤滑剤に添加剤を加える手

磁気記録媒体を高記録密度化するためには，これまで以

法がとられている。本試験方法を用いて潤滑層に添加剤

上に磁気スペーシングの低減が求められる。そのため，保

を加えたときの磁気記録媒体の耐久性比較を 図₁2 に示す。

護層ではカーボン保護膜のさらなる薄膜化検討を，潤滑層

添加剤なしでは潤滑層を薄膜化すると耐久性は劣化する。

では高耐久性潤滑剤材料の適用検討を行って，低磁気ス

しかし，薄膜化した状態で添加剤を加えると，潤滑層を薄

ペーシングの高い信頼性（浮上性および耐久性）を確保

膜化しつつ耐久性は従来媒体と同程度に維持していること

できるような研究開発を行っていく必要がある。今後は，

が分かる。また，添加剤の種類を変えることによりさらに

1 Tbits/in2に適用できるような表面技術（カーボン保護膜

耐久性を向上できる。

および潤滑層）開発や，それに合わせた信頼性評価技術の
開発に取り組んでいく所存である。
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