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まえがき

磁気ディスク装置（HDD）の記録容量は，年率 100 ％

の速度で高密度化が進行している。高密度化に対応した磁

気ディスク媒体の研究開発アイテムは多岐にわたるが，そ

れらのアイテムの原理解明，スピードアップ，効率化にとっ

て分析・解析技術は必要不可欠な技術となっている。また，

製造プロセス，品質保証においても分析・解析技術は有力

な武器となる。さらに，分析対象の進化に伴い分析・解析

技術も新規技術の開発，従来技術の高度化が要求される。

磁気ディスク媒体に関係する分析・解析技術としては，ノ

イズ特性に代表される電磁変換特性にかかわる磁性粒の微

細構造解析技術，磁気特性にかかわる結晶性評価技術，ヘッ

ドの低浮上化に対応した潤滑性・耐摩耗性などのトライボ

ロジー特性にかかわる表面解析技術，カーボン保護層の薄

膜化により厳しい仕様が要求される耐食性評価技術，近年

の基板材料の多様化に対応した材料分析技術，製造プロセ

スの清浄度評価技術，品質保証にかかわる微小部分析技術

などが代表的なものである。本稿では，磁気ディスク媒体

表面の評価技術について紹介する。

走査形プローブ顕微鏡

走査形プローブ顕微鏡（SPM）とは先鋭化された探針

と試料間の相互作用を検出することによって試料の極表面

の性状を知る手法の総称である。検出する相互作用をうま

く選べば，さまざまな表面状態を非常に高い空間分解能で

得られることが最大の特長である。最近の電子デバイス，

情報デバイスなど，表面性状が非常に重要な意味を持つデ

バイスあるいはその材料の分析的評価手法として，今や不

可欠なツールといっても過言ではないであろう。

富士電機では，SPM技術をさまざまなデバイス・材料

に適用して解析してきたが，そのなかでも磁気ディスク媒

体は最も SPM技術の適用例の多いデバイスの一つである。

そのなかで，特にヘッドと媒体のインタフェースに関する

最近の適用例を幾つか紹介する。

２.１ ヘッド媒体インタフェース（HDI）

HDDでは，ヘッド媒体インタフェース（HDI：Head

Disk Interface）に関する問題の重要性が増している。HDI

は，ヘッドと媒体の機械的相互作用を示す語として用いら

れる。

磁気ディスク媒体の記録密度を向上させるためにはヘッ

ドをなるべく媒体に近づけたいが，距離ゼロ，すなわちヘッ

ドと媒体が接触すると摩耗してしまうというジレンマがあ

る。それを解決するために現在採用されている方法は，磁

気ヘッドをスライダと呼ばれる構造体に作り込み，スライ

ダをディスクの回転によりわずかに浮上させて，ヘッドー

媒体間距離が非常に短く，なおかつヘッドと媒体が接触し

ていない状態を作り出すという方法である。現在のヘッド

浮上量は 20 ～ 25 nm程度であるが，記録密度のさらなる

向上への期待から，今後も低下し続けることが予想される。

一方，磁気ディスク媒体が回転していないときにはヘッド

が浮上しないが，そのときにヘッドが磁気ディスク媒体上

に着地している方式（Contact Start Stop：CSS 方式）で

は回転初期にヘッドと媒体がしゅう動するため，磁性層を

保護する目的で保護層（10 nm程度），潤滑層（1～ 2 nm

程度）の形成が不可欠である。保護層や潤滑層はこのよう

なヘッドとの機械的接触から媒体を守ると同時に，媒体を

腐食やコンタミネーションから守る重要な役割も持ってい

る。しかし，これらの層はヘッドと磁性層の距離（磁気ス

ペーシング）を増大させているため，記録密度向上の観点

からはますます薄膜化が要求されている。

以上で述べてきたように，HDI では 1 ～ 10 nmのオー

ダーで現象が起きており，また，そのようなオーダーの薄

膜を取り扱う必要がある。面内方向も，記録密度の向上に

より 10 ～ 100 nmのオーダーでの現象を対象にする必要

があり，分析的評価・解析においてもごく微小な対象や現

象を取り扱うところに難しさがある。

２.２ 液体潤滑剤の高空間分解能分布評価法
～

この手法は，液体潤滑剤の分布を評価する手法として富

士電機が開発したものである。従来の手法では 1μm以下
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の空間分解能での潤滑剤分布の評価が困難であったのに対

し，10 nm程度の高い空間分解能を有する。詳しい原理は

他報
～

を参照されたいが，カンチレバー（シリコン製の薄い

板ばねで，SPM探針はこのカンチレバー先端に微細加工

技術で一体的に作り込まれている）を共振点付近で振動さ

せながら媒体試料に近づけ，潤滑剤と探針の相互作用によ

りカンチレバー振動の位相が変化することを利用している。

位相検出モードそのものはよく知られた手法であるが，こ

れを磁気ディスク媒体の液体潤滑剤のようなごく薄い有機

液体膜の定量的な分布評価ができるように応用した。

図１にこの手法で観察したレーザバンプ付近の形状と潤

滑剤分布を示す。レーザバンプとは，ヘッドとの摩擦特性

を向上させるために，媒体上のヘッドが離着陸するゾーン

（CSS ゾーン）に形成された突起のことである。本手法で

は，ほかの手法で平均的な膜厚を求めておけば膜厚絶対値

に換算することが可能であるが，図１の潤滑剤分布像の場

合は最大膜厚を 1とした相対膜厚値で示し，明るい部分ほ

ど潤滑剤膜厚が大きいことを示している。図１に示したよ

うに，異なる条件で作製したレーザバンプA，Bにおいて

形状および潤滑剤分布が異なることが分かる。

２.３ フォースディスタンスカーブによる表面評価

フォースディスタンスカーブ（以下，フォースカーブと

略す）とは探針を試料に近づけたり，探針を試料から遠ざ

けたときに探針ー試料間に作用する力を探針ー試料間距離

に対してプロットした曲線のことをいう。ここでは，カン

チレバーを振動させないモードでのフォースカーブについ

て述べる。フォースカーブは，探針ー試料間に作用する力

とカンチレバーのばね力の関係から，探針を試料に近づけ

るときと，探針を試料から遠ざけるときで異なる挙動，す

なわちヒステリシスを示す。探針を近づける場合と離す場

合のフォースカーブそれぞれに意味があるが，例えば，探

針を試料に接触した状態から離していく場合の挙動を示し

た模式図を図２に示す。

探針が試料に接触し，若干試料に押し付けられている状

態ではカンチレバーは上側に反っている〔図２ の A〕。

このカンチレバーが上方に反っている状態を斥力が作用し

ているといい，図２ で＋方向の力として表示している。

カンチレバーの支点〔図２ のカンチレバー右端〕を徐々

に試料から遠ざけていくと，斥力はそれに伴って小さくなっ

ていく〔図２ の A〕。さらにカンチレバーを探針から遠

ざけていくと，潤滑層と探針の付着力によりカンチレバー

は下側に反り引力状態になる〔図２ ， の B〕。さらに

カンチレバーを試料から遠ざけていくと，探針ー潤滑層の

付着力よりもカンチレバーの復元力が大きくなった時点で

探針は試料から離れ，力は急激にほぼゼロとなる〔図２ ，

の C〕。このようにフォースカーブを測定すれば，探針

と試料表面間に作用する力を通じて試料表面の状態を知る

ことができる。

ある媒体試料Aと媒体試料Bについて，繰り返しフォー

スカーブを測定（探針と試料が接触した状態からカンチレ

バーを徐々に試料から遠ざけて測定）した結果を図３に示

す。

媒体試料 Aでは，50回繰り返してフォースカーブを測

定しても 1回目とほぼ同様のカーブが得られたが，媒体試

料 Bでは測定回数が10回程度で徐々に変化し始め，50回

近くでは，図３ に示すように異常なカーブが見られるよ

うになった。図３ に灰色で示したカーブは47回目のもの

であるが，図２の Cにあたる部分で試料表面から探針が
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図１　2種類のレーザバンプにおける形状と潤滑剤分布
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緩慢に離れている。おそらく，探針側に潤滑剤が移着した

などの理由で，探針ー試料間に作用する力の挙動が異常を

示したものと思われる。潤滑剤の過度の移着は，相手がヘッ

ドの場合には，ヘッドの汚れや，飛行姿勢に影響を及ぼす

などの問題となる可能性がある。

表面保護層膜厚測定技術

磁気ディスク媒体における記録容量の高密度化のアイテ

ムとしては磁性層の構造微細化のほかに，ヘッドと磁性層

の距離を近づけるためのカーボン保護層の薄膜化がある。

カーボン保護層の薄膜化は，本来の保護層の目的であるヘッ

ドとの摩擦・摩耗および環境からの磁気ディスク媒体（主

に磁性層）の保護という機能に逆行する。このため，従来

のスパッタカーボン膜からより高硬度・高密度であるプラ

ズマCVD（Chemical Vapor Deposition）カーボン膜が適

用されつつある。

このような状況下で，カーボン保護膜が目的の膜厚に均

一に成膜されているか否かの評価は最も基本的かつ重要な

課題である。カーボン保護層膜厚の成膜プロセス上の管理

は，X線光電子分光（XPS），蛍光 X線，エリプソメータ

などの手法が挙げられる。しかしながら，これらの手法は，

いずれもカーボン膜質や磁性層の組成に影響される物理パ

ラメータから膜厚を推定する手法であり，膜厚換算のため

に何らかの補正が必要になる。富士電機はこの補正の基準

になる膜厚を透過形電子顕微鏡（TEM）による断面観察

により求める技術を確立した。単純に断面からカーボン保

護層の膜厚を測定するだけの技術であるが，実際の磁気ディ

スク媒体のカーボン保護層の膜厚はすでに 10 nmを切る

値になっており，研究段階のカーボン保護層は数 nmの膜

厚になっている。このようなオーダーの膜厚測定において，

誤差を低く抑え，再現性よく膜厚を求めることは，分析技

術的に容易ではない。具体的課題は，①膜厚に影響を与え

る試料変形の少ない試料作製方法の開発，②カーボン保護

層を明確に認識するための前処理技術などである。

図４ に，TEM用試料作製の一般的な手法であるダイ

ヤモンドナイフによる切削により薄膜化を行うミクロトー

ム法による試料作製例を示す。薄膜多層構造である磁気ディ

スク媒体の場合，基板やスパッタ膜の切削性の違いにより

チャタリングと呼ばれる試料変形が発生する。具体的には，

切削加工前には存在しない突起がミクロトーム加工後に観

察される。チャタリングによる試料変形量はテクスチャー

による凹凸が大きいほど大きくなる。現在はテクスチャー

はより低減される傾向ではあるが，一方で保護層の薄膜化

により誤差の影響はむしろ増加している。

図５にミクロトーム法と富士電機が採用しているイオン

ミリング法によるカーボン保護層膜厚測定比較結果を示す。

膜厚値はミクロトーム法がイオンミリング法より大きい傾

向が認められ，相関係数は R2 ＝ 0.97 と良好な相関性が認

められた。また，各膜厚水準内のばらつきについては，イ

オンミリング法が小さいことが判明した。これらの絶対値

およびばらつきの差異については，保護層以外の磁性層お

よび下地層の膜厚がミクロトーム法とイオンミリング法で

ほぼ一致していること，図４に示したチャタリングによる

試料変形が明らかなことから，ミクロトーム法ではばらつ

きおよび膜厚が真の保護層膜厚値より大きいと考えられる。

手法の比較検討と平行して，カーボン保護層の最表面の

認識性の向上検討を行い，金属を表面にコートする前処理
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方法を見いだした。この方法により，カーボン保護層は，

磁性層と表面コート層とに挟まれた電子透過率の高い層と

して明確に区別できる〔図４ 〕。なお，表面コートによ

るカーボン保護層のダメージがないことは蒸着法との比較

などで確認している。

耐食性評価技術

カーボン保護層が薄膜化するにつれて，耐食性の向上が

課題になっている。高信頼性を要求されるHDDは結露が

想定される高温高湿度環境下でも安定して作動することが

必要である。この場合の信頼性はカーボン保護層の膜質に

大きく左右される。磁気ディスク媒体の耐食性は純水への

磁性層成分の溶出量で管理されている。この手法は比較的

簡便かつ短時間で耐食性の良否が判断できる優れた手法で

ある。しかしながら，この手法では磁気ディスク媒体の面

内での耐食性のばらつき，腐食の原因と考えられるカーボ

ン保護層の欠陥密度の評価は困難である。これらの課題を

解決するために，酸性溶液を磁気ディスク媒体上に滴下後，

その腐食ピットを画像処理により定量化することでカーボ

ン保護層の欠陥密度およびその面内分布を評価する手法を

開発した。

図６に本評価法の例としてカーボン保護層膜厚と腐食ピッ

ト数の関係を示す。保護層膜厚の減少に従って腐食ピット

数は増加する。また，腐食ピットの数はカーボン膜質にも

依存し，より緻密（ちみつ）な CVDカーボン膜は耐食性

に優れた特性を有していることが分かった。

ガラス基板表面強化層の評価

最近の磁気ディスク媒体の基板材料はアルミニウムのほ

か，剛性が高く，そのため基板厚みを低減できるガラスを

用いた磁気ディスク媒体も市場に展開されている。主要な

ガラス基板である強化ガラスについては目的の剛性を得る

ためにガラス中に含まれるアルカリイオンをイオン半径の

大きいイオンと置換する表面強化処理が行われる。この場

合，基板の剛性を左右するイオン交換層膜厚の評価はガラ

ス基板媒体開発において重要である。富士電機では，置換

されたアルカリイオンに注目しイオン交換層の膜厚測定法

を検討している。通常行われるイオンエッチングによる深

さ方向の元素分析は，アルカリイオンの移動により不正確

である。このため，ガラス断面の分析領域を絞れるオージェ

電子分光法を検討した。図７に，チャージアップ対策を行

い測定した強化ガラスの断面ラインプロファイルの結果を

示す。この手法では，チャージアップによりアルカリイオ

ンの移動が起こっても深さ方向分布に与える影響は比較的

少ない利点がある。

図７に示すように，ガラス基板表面に強化のために置換

したカリウムの分布が認められた。今後，置換イオンの分

布と基板剛性の関係を調査する予定である。

あとがき

磁気ディスク媒体は製品の進化に伴い，それまでと異な

る物質，結晶系，層構成，形状などが分析対象となり，分

析・解析技術も新たな技術開発が要求される。これらの要

求に迅速に対応することにより磁気ディスク媒体の発展に

貢献する所存である。
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