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磁気ディスク装置の記録密度向上に伴って，磁気ヘッド

と媒体磁性層との間隔である「磁気スペーシング」の低減

に対する要求がますます厳しくなっている（図１）。

磁気スペーシングを低減させるために，これまで最も効

果があったのはヘッド浮上量の低下であるが，浮上量が

20 nmを切ろうとしている現状では，媒体側に対してもさ

まざまの要求が出てきている。

媒体にかかわるHDI 技術の課題

第一に，実質的な磁気スペーシングを低減するために，

磁性層の表面を覆っているカーボン保護膜や，潤滑膜の薄

膜化の要求が強くなってきている。さらに，ヘッド浮上量

が低下してもヘッドと媒体が接触しないようにするために，

媒体の表面粗さ（Ra）や，表面うねり（Wa）を小さくし

て，できるだけ平滑な表面を得る基板加工技術に対する要

求がますます厳しくなってきている。

一方，起動・停止時にはヘッドと媒体の接触が必然的に

生じる。現在広く応用されている CSS（Contact Start

Stop）方式では，接触面積をできるだけ小さくする手段

としてレーザバンプ方式が用いられているが，ヘッド浮上

量の低下に伴って小径・高密度のレーザバンプの設計・加

工技術の開発が進められている。また，今後広く実用化さ

れるといわれているランプロード方式では，ヘッドとの一

時的な衝突が発生しても，これに耐えられる媒体設計が求

められる。

このように，ヘッドと媒体との相互作用である HDI

（Head Disk Interface）にかかわる現象がますます重要に

なってきており，磁気ディスク装置の信頼性を向上させる

ために，数多くの技術分野での開発が精力的に進められて

いる。

ここでは，HDI 技術として，CVD（Chemical Vapor

Deposition）カーボン保護膜と，潤滑剤の分布状態を微視

的に観察する分析技術について，以下に詳細に解説する。

CVD保護膜

３.１ CVDとカーボン膜質

現状のカーボン保護膜はグラファイトターゲットをスパッ

タリングすることにより形成しているが，膜厚が 10 nm

以下になると耐久性あるいは耐食性に耐えられない膜となっ

てしまう。CVDによる膜は，膜形成時に表面反応を伴う

ため下地層に対する被覆性に優れる。なおかつイオンエネ

ルギーを制御することで，カーボンの膜質をコントロール

できるので，スパッタ膜に比べて，より緻密（ちみつ）で

硬い膜を形成することができる。したがって，これからの

カーボン保護膜の形成はCVD法に変わっていくであろう。

現在，磁気ディスク媒体用として提案されている CVD

手法にはフィラメント形イオンビーム法（以下，IBDと

記す），ホローカソード形イオンビーム法，ECR（Electron

Cyclotron Resonance）-CVD法，RF（Radio Frequen-

cy）-CVD法がある。ホローカソード形イオンビームにつ

いては，今後評価する予定であるが，ECR-CVD，IBD，

RF-CVD法のカーボン膜については，装置も含め評価し

た。今回は特に ECR-CVDと IBDの成膜について以下に

報告する。

３.２ ECR-CVDによるカーボン膜

875 ガウスの磁場中に 2.45 GHz のマイクロ波を導入す
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図１　浮上ヘッドと媒体の断面構造
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ると電子サイクロトロン共鳴が起こり，マイクロ波のエネ

ルギーが運動エネルギーに効率よく変換され，密度の高い

プラズマが形成される。この原理を利用したのが ECR-

CVDである。原理図を図２に示す。同じものが反対側に

もついており，マイクロ波は干渉を防ぐため位相を 90 °ず

らして導入している。

カーボンの膜質の評価には，一般的にラマン散乱分光が

用いられる。図３にマイクロ波パワー：70W，バイア

ス：－200V，C2H4 ：0.03 SLMで成膜したときのラマンス

ペクトルを示した。514 nmの Ar レーザでカーボン膜を

励起すると，グラファイト結晶子の末端にある炭素原子に

由来すると思われる 1,350 cm－1 近傍に現れる Dピークと，

グラファイトの面内振動に由来する 1,570 cm－1 近傍にピー

クを持ったGピークとが，非常にブロードで約 3,000 cm－1

にピークを持つ蛍光成分にオーバラップして観測される。

図３に示したように Gピーク全強度を B，Bから蛍光成分

を引いた強度をAとすると，その強度比B/Aはカーボン膜

中の水素濃度と相関があり，比が大きいと水素濃度が高い

ことが分かっている。

成膜パラメータとしては，マイクロ波パワー，原料ガス

（エチレン： C2H4）流量，基板に加えるバイアス電圧など

があるが，膜質に大きな影響を与えるパラメータは基板に

加えるバイアス電圧である。図４にラマン分光測定で得ら

れた B/A特性のバイアス電圧依存性を示す。負のバイア

スが大きくなると B/Aが減少し，膜中の水素濃度が減少

し膜の緻密化が起こっている。バイアス電圧が大きくなる

ことによりイオンによる衝撃エネルギーが大きくなり，結

合の弱い水素が切り離され，また膜中の炭素原子の再配列

が起こっていると考えている。

３.３ IBDによるカーボン膜

IBD の装置原理を図５に示す。加熱されたフィラメント

から発せられた熱電子は，アノード電極に引きつけられ，

アノード側から流れてくる原料ガスと衝突し，ガスを電離

分解する。イオン化されたガスは，アノード電圧で押し出

され，さらに基板に加えられた負のバイアス電圧に引きつ

けられ基板に到達して膜となる。したがって，IBDによ

るカーボン膜も ECRと同様，基板に印加する電圧により

膜質を制御する。特に IBDの場合は，アノード電圧とバ

イアス電圧の絶対値の和で制御する。図６に，アノード電

圧をパラメータにして，基板へのバイアス電圧を変化させ

たときの B/Aの依存性を示す。バイアス電圧が大きくな

るとECRの場合と同じようにB/Aが減少するが，アノー

ド電圧が高くなるにつれ，バイアス電圧の依存性が小さく
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図２　ECR-CVDの原理図
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図４　B/A特性のプロセス依存性（ECR-CVD）
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図３　ラマン分光測定結果
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磁気ディスク媒体の次世代HDI 技術

なり 1.4 前後に収れんする。これはアノード電圧が高いと，

イオンの持つ初期エネルギーが高いためバイアス電圧の効

果が現れにくくなったためである。

開発当初，アノード電圧を高くしてバイアス電圧を印加

しない方法で，絶縁基板へも成膜が可能であると考えてい

たが，基板にバイアス電圧が印加されていないと，アノー

ド電圧により押し出されたイオンは，基板だけではなく広

範囲にわたって飛び出す。つまりチャンバ内のあちこちに

基板と同じ膜質の膜が成膜される。この膜は比較的内部応

力が大きく，膜厚が厚くなるとはく離しパーティクルとな

ることから，このプロセスは量産に適さないと判断し，ア

ノード電圧を低くして基板にバイアスを印加し，イオンを

基板のほうへ引きつけることでパーティクルの発生を抑止

するプロセスを採用した。

３.４ CVD膜の特性

カーボン保護膜の耐久性は，起動・停止を繰り返す

CSS テストで評価するが，CSS テスト以外にも，高信頼

性を確保するために，カーボン保護膜の被覆性能と膜表面

の耐ガス吸着性能が調査される。

被覆性能については高温高湿下に磁気ディスク媒体を放

置し，磁性層の主材料であるコバルト（Co）の析出量を

調査する方法が採られる。図７にその結果を示す。5nm

以上の膜厚では，ECR，IBDにあまり大きな差は見えな

いが，5nm以下の膜厚においては ECR膜のほうが被覆性

はよさそうである。このことは，IBDはイオンによる成

膜が主であるが，ECRは中性ラジカルの表面反応による

膜形成が行われているため，表面の被覆性が勝っているの

ではないかと考えている。

耐ガス吸着性能については，濃度 0.1 ppmの SO2 ガス

または濃度 1ppmの NH3 ガス雰囲気中に24時間放置した

後での表面を飛行時間形二次イオン質量分析法（TOF-

SIMS）により測定して評価している。酸系のガスである

SO2 は，吸着すると硫酸系のイオンとなり，磁性層の Co

溶出の原因となる。アルカリ系のガスである NH3 が吸着

するとアンモニウムイオンとなり，ヘッド汚れの原因とな

る。

緻密性・表面被覆性に優れる CVDカーボン膜は，これ

からの保護膜の主流になることは間違いないことであるが，

装置の長時間安定性，あるいはパーティクルの発生状況，

発生した場合の抑止方法など，不透明な点が多々あり早急

に解決する必要があり，技術のトップをめざして開発を進

めていく所存である。

液体潤滑剤の高空間分解能の観察手法

数 nm以下という非常に薄い膜厚で媒体に塗布される液

体潤滑剤の分析手法としては，フーリエ変換赤外分光法

（FTIR），X線光電子分光法（XPS），TOF-SIMS などの，

化学的情報が得られることを重視した手法が使われている。

しかし，ヘッドー媒体間のトライボロジーはミクロな観

点から議論されるべきであるにもかかわらず，これらの手

法によってサブミクロン以下の高空間分解能で，潤滑剤の

分布状態を評価することは容易ではない。

そこで富士電機では，試料表面を敏感に，しかも高空間

分解能で評価できる走査形プローブ顕微鏡（SPM）を利

用した新しい液体潤滑剤分布の評価法を開発した。

４.１ 原　理

SPMは，先端をとがらせた探針と試料との相互作用を

検出することにより，試料の表面状態を知る分析手法の総

称である。

ここで用いた探針部は，シリコンの微細加工技術によっ

て，探針がカンチレバの先端に一体的に作り込まれている。

カンチレバを共振点付近で振動させながら，探針が媒体表

面に接触する位置まで試料を近づけていくと，潤滑剤のメ

ニスカス力によって探針の振動振幅が小さくなる。このと

き，SPMはフィードバックにより，当初の振動振幅を回

復するまで試料を探針から遠ざけるように動作する。探針

が潤滑剤から「引きはがされる」ときに，潤滑剤の粘性作

用によってカンチレバの振動に位相遅れが生じ，この位相

遅れをモニタすることにより潤滑剤の膜厚分布を観察でき

る（図８）。

位相を検出する位相モード自体はよく知られた方法であ

るが，富士電機では媒体の潤滑剤にこの手法を適用して，

液体潤滑剤の膜厚分布を高空間分解能で定量的に測定でき
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図７　カーボン膜厚に対するCoの析出量
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る新しい評価法を開発した。

４.２ 結　果

潤滑層を有する媒体を上記の方法で観察すると，位相遅

れは局所的な潤滑剤の膜厚分布によって連続的に変化する

わけではないことが分かった。ある膜厚のしきい値を境に，

そのしきい値を超える膜厚で探針は急に潤滑層にトラップ

され，大きな位相遅れを生じる。

つまり，媒体をこの手法で観察すると，ある潤滑剤膜厚

のしきい値よりも厚い部分と薄い部分が明確に分離された

二値化位相像が得られる。さらに，そのしきい値はカンチ

レバの振動振幅を変えることにより，変化させることがで

きることも分かった。振動振幅を変えて得られた位相像を

重ね合わせると，いわば等高線表示された液体潤滑剤の膜

厚分布像が得られる。

得られたデータから，観察範囲内での液体潤滑剤の体積

を計算することができる。この時点で潤滑剤の膜厚は，そ

れに比例した量としてのカンチレバの振動振幅で与えられ

ているため，体積の計算値は相対的な潤滑剤量であるに過

ぎない。しかし，他の手法（FTIR など）で評価した平均

潤滑剤量とよい相関があり，本手法が定量的に液体潤滑剤

の分布状態を評価していることが分かる。

他手法で求めた平均潤滑剤量と，本手法で求めた相対的

潤滑剤量を比較することにより，カンチレバの振動振幅を

潤滑剤の膜厚値に換算することができる。

以上の方法により評価した，Al 基板媒体上（保護膜は

a-C：H：N）の液体潤滑剤の分布状態を図９に示す。明るい

色で示された場所ほど潤滑剤が厚いことを示している。

この手法でカンチレバの振動振幅を大きくしていくと，

ついには観察範囲内のどこにも探針がトラップされなくな

り，そのときには媒体の形状そのものが観察されるように

なる。すなわち，媒体表面形状と潤滑剤分布状態との比較

ができる。

図９で矢印で挟まれた部分はテクスチャ溝であり，この

媒体では溝の底部で潤滑剤が厚く，溝の斜面で潤滑剤が薄

いことが分かる。正確な分解能を定義するのは困難である

が，10 nm程度の大きさの潤滑剤構造が観察されている。

これは従来手法に比べ 2けた程度高い空間分解能である。

今後は，この手法をヘッドー媒体インタフェースで起き

ている，ミクロスコピックな現象の解析ツールとして用い

ていく。

あとがき

HDI 技術の一例として，CVDカーボン保護膜と，潤滑

剤の分布状態観察技術を紹介した。HDI 技術は多くの技

術分野がかかわる総合技術であり，磁気ディスク装置の信

頼性確保のために，その重要性を認識して，新しい技術開

発に取り組む所存である。
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