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まえがき

世界一の放射光施設「SPring-8」に，富士電機を含む

13 社で，材料解析を目的とした産業用専用ビームライン

「サンビーム」を建設し，立上げを行い，1999 年 10 月か

ら各社交代で利用している。SPring-8の放射光は，Ｘ線

領域で世界一の輝度を持つため，これをいかに活用するか

が重要である。各社はさまざまな分野で，材料解析の課題

に取り組んでおり，2001 年 8 月には，「サンビーム研究発

表会」を開き，これまでの各社の成果を発表した。各社は，

エレクトロニクス分野をはじめ，素材，エネルギー，環境

分野におけるさまざまな材料の解析課題に取り組んでいる。

富士電機は，これまで，Ｘ線面内回折法を用いて，

HDD（Hard Disk Drive）用磁気記録媒体の磁性層解析に

重点的に取り組んできており，SPring-8の高輝度放射光

を利用することにより，磁性層中に存在する積層欠陥や

fcc 相の評価ができることを示してきた。また，サンビー

ム研究発表会では，Al 基板磁気記録媒体の基板表面テク

スチャ方向への磁気異方性発現メカニズムについても報告

した。ここでは，最近の成果として，非加熱成膜磁気記録

媒体の解析結果を中心に報告する。この内容の一部は，す

でに他でも報告している。

この他に，利用分野を広げるために，幾つかの材料的課

題に対し，放射光を利用した解析の試みを行ってきている。

その概要についても報告する。富士電機がこれまでに，

SPring-8を利用して行ってきた材料解析の成果および現

在の検討状況をまとめて表１に示す。

Ｘ線面内回折法による非加熱成膜磁気記録媒体

の解析

HDD用磁気記録媒体は，最密六方構造（hcp 構造）の

Co 系の薄い（10 ～ 20 nm）多結晶薄膜を用いており，結

晶の c 軸方向が磁化容易軸であるため，結晶の方位（配向
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表１　SPring-8 放射光を利用した富士電機の材料解析の成果および取組みの現状 

手　法 
利用した SPring-8 の 

ビームライン 

X 線回折 

XAFS 
（X 線吸収微細 
　　　　　　構造） 

X 線反射率 

X 線回折 
X 線トポグラフィー 

産業用専用ビームライン 
（BL16XU） 

産業用専用ビームライン 
（BL16B2） 

共用ビームライン 
（BL01B2） 

産業用専用ビームライン 
（BL16B2） 

産業用専用ビームライン 
（BL16XU，BL16B2） 

対象と課題 

X 線面内回折法による磁気記録媒体の 
結晶性・配向性解析 

りん酸形燃料電池の Pt 系合金触媒の 
 XAFS 解析 

磁気記録媒体磁性層の原子周辺構造 
解析（全反射蛍光 XAFS 法） 

新しい表面 XAFS 法 
（GG-XAFS 法） 

酸化物強誘電体 BST 薄膜への添加 
原子の原子周辺構造解析 
（多素子 SSD 蛍光 XAFS 法） 

磁気記録媒体多層膜の X 線反射率 
解析 

Si 微細加工部のひずみ評価法の検討 

成果および検討状況 参考文献 

磁性層に存在する積層欠陥および fcc 相の評価 
が可能 

Al 基板磁気記録媒体の磁気異方性発現メカニズ 
ムの解明 

非加熱成膜磁気記録媒体の結晶性・配向性向上 
メカニズムの解明 

PtCo 合金触媒は，Co との合金化により Pt の 
電子状態（5d 軌道）が変化する。 

Co と Pt の合金形成状況の原子レベルでの解析 
（継続中） 

新しい表面層の XAFS 解析法としての可能性を 
示した。 

BST 膜へ添加した Fe 原子は，原子価が3価で 
あり，Ti サイトに存在することを明らかにした。 

磁気記録媒体保護層および磁性層の膜厚，密度， 
表面・界面粗さの評価が可能 

X 線トポグラフィー像の拡大観察法について 
検討中 
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性）の制御が重要である。また，記録密度を向上させてい

くうえで，結晶の微細化・均一化とともに良好な結晶性を

実現させることも重要である。このような薄い多結晶薄膜

の結晶性および配向性を評価するうえで，放射光を利用し

たＸ線面内回折法が強力な評価手法となることを，富士電

機はこれまでに，つくばの放射光施設「PF」（Photon

Factory）を利用した解析により示してきている。

図１は，Ｘ線面内回折法の説明図である。放射光（Ｘ線

ビーム）を試料面に対し全反射臨界角以下の微小な角度

（視射角）で入射させ，試料から出てくる回折線のうち，

特に，試料面から微小な角度（出射角）で出てくる回折線

を選択的に検出する。この方法では，放射光（入射Ｘ線）

が全反射され，試料に対するＸ線の進入深さが 10 nm程

度以下となるため，10 nm程度以下の表面層の情報だけが

得られ，さらに，微小な出射角で出てくる回折線だけを検

出することにより，基板に対し垂直な結晶面だけを選択的

に検出するため，磁性層の結晶性と配向性の両者を，下地

層などの情報による妨害を受けずに，正確に評価すること

ができる。SPring-8の放射光は，輝度が世界一高いため，

世界一高感度かつ高精度なＸ線面内回折測定が可能である。

HDD用の磁気記録媒体は，これまでのパソコンへの用

途の他に，AV（Audio Visual）機器などへも用途を拡大

しつつあり，記録密度のさらなる向上を目指し，磁性層の

薄膜化，磁性層組成の改良，下地層や層構成の検討などの

研究開発が活発に行われている。これまでは，結晶粒の微

細化のために，CoCr 系の磁性材料が使われ，スパッタ法

により基板を加熱して成膜することにより，Crリッチな

相を結晶粒界に偏析させて Coリッチな磁性結晶粒の微細

化，均一化および磁気的孤立化を実現させてきた。また，

Co 結晶粒の c 軸を面内に配向させるため，体心立方構造

（bcc 構造）である Cr 系下地層が用いられてきたが，これ

までの解析によれば，成膜時の基板加熱により，Co 結晶

粒の c 軸の面内への良好な配向性も実現していた。

このような CoCr 系磁性層/Cr 系下地層の構成を持つ磁

気記録媒体に対し，最近，Ruを下地層として CoPt 系の

磁性層を用いた場合に，成膜時の基板加熱なしで，良好な

磁気特性が得られることが報告された。しかし，この層構

成により基板加熱なしで良好な磁気特性が得られるメカニ

ズムは明らかではなかった。そこで，Ru 下地を用いた磁

気記録媒体が，いかなるメカニズムにより，基板加熱なし

で良好な磁気特性を示すのかを解明するために，SPring-

８を利用したＸ線面内回折法により，各層の結晶性と結晶

配向性を詳細に調べる実験を行った。磁性層の厚さは，良

好な特性を得るために 10 nm以下であり，このような薄

い膜の解析に，SPring-8は威力を発揮した。

図２に，実験に用いた磁気記録媒体の層構成を示す。ガ

ラス基板上に，W系の下地層，Ru 中間層，CoPt 系磁性

層，a-C 保護層を順次スパッタ法で形成する。CoPt 系磁

性層材料には，結晶粒の微細化，均一化および磁気的孤立

化を促進させるために SiO2を添加した，グラニュラ型の

磁性材料を用いた。各層の結晶性，配向性を調べるために，

各層で成膜を止めて，その上に保護層である a-C 膜（5

nm）を形成した試料を作製した。

SPring-8でのＸ線面内回折測定は，産業用専用ビーム

ライン BL16XUのＸ線回折装置を用いて，10 keV（波

長：0.124 nm）または 12.4 keV（波長：0.1 nm）の入射Ｘ

線エネルギー条件で測定した。a-C 膜は金属に比べ，全反

射臨界角が小さいため，視射角は，a-C 膜の全反射臨界角

とその下の金属膜の全反射臨界角の中間の角度（0.2 ～ 0.3

度）に設定した。そのように視射角を設定することにより，

非晶質である a-C 膜は結晶ピークを示さないため，その

下の薄い（10 nm程度以下）磁性層などの金属層のみの面

内回折パターンが得られ，さらに下にある下地層などの金

属層は検出されない。

図３は，そのような条件で，各層で成膜を止めた試料に

ついて測定したＸ線面内回折パターンである。下地層，中
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図１　X線面内回折法の説明図
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図２　非加熱成膜磁気記録媒体の層構成
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図３　非加熱成膜磁気記録媒体の各層のX線面内回折結果
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間層，磁性層それぞれの単独のＸ線面内回折パターンが得

られ，それぞれの下に存在する層からの回折パターンの混

在はない。この結果は，下地層，中間層，磁性層が，それ

ぞれ，bcc 構造のＷ，hcp 構造の Ru，hcp 構造の Coであ

ることを示している。ここで，同じ hcp 構造である Ruと

磁性層の Coの回折パターンを比較すると，c 軸の面内へ

の配向度を示すと考えられる（002）/（101）回折強度比が，

Ruよりも Coの方が大きく，Ruに比べ Coの方が c 軸の

面内への配向度が高いことを示している。この結果は，

Ru 中間層のｃ軸が，ある程度，面内に配向すると，その

上の磁性層の c 軸は，Ru 層よりも強く面内に配向するこ

とを示しており，磁性層のｃ軸を面内に配向させるうえで，

Ruが重要な役割を果たしていることを示唆している。下

地の bcc 構造のＷは，基板に垂直な（110）面を形成する

ことにより，Ru（002）面を基板に垂直に優先配向させ，

Ruの c 軸を面内に優先配向させる作用をしているものと

考えられる。

図４は，Ruの成膜条件をＡ，Ｂ，Ｃと変えた場合の磁

性層の面内回折結果を示し，図５は，Ru 層まで成膜した

場合の Ru 層の面内回折結果を示す。図５は，Ruの成膜

条件をＡ，Ｂ，Ｃと変えるに従い，Ruの（002）/（101）

回折強度比が顕著に増加すること，すなわち Ruの c 軸の

面内への配向性が著しく強まっていくことを示している。

また図４は，その Ruの配向性の変化に対応して，磁性層

の Coの（002）/（101）回折強度比も増加すること，すな

わち磁性層の c 軸の面内への配向性も強まっていくことを

示している。この結果は，面内方向の保磁力 Hcの増大に

も対応しており，Ruの成膜条件の重要性を示すとともに，

磁性層の c 軸配向制御における Ruの重要な役割を示唆し

ている。

図６は，磁性層の Pt 濃度を変えた場合の，磁性層の面

内回折パターンの変化を示すが，Pt 濃度の増加とともに，

磁性層の（002）回折強度が強まり，c 軸の面内への配向

が強まっていくことを示している。保磁力 Hcは，Pt 濃度

の増加とともに非常に大きく増大しているが，この要因と

して，c 軸の面内への配向度の向上が関与している可能性

がある。

このように室温成膜で磁性層のｃ軸の面内への良好な配

向性が実現する現象には，Ruが Coと同じ hcp 構造であ

り，室温で良好な結晶性を示すこととともに，Ru（001）

面上への Co（001）面のエピタキシャル的な成長が関与し

ているものと考えられる。Ruは Coに比べ格子定数が大

きく，そのため，図３，図４，図５に示すように，Ruの

回折ピーク位置は，Coのそれに比べ低角度側に位置して

おり，基板に垂直な結晶格子面間隔は，Ruの方が磁性層

の Coよりも大きい。そのため，Co/Ru 界面には比較的大

きな格子ミスフィットが存在するが，磁性層中の Pt 濃度

の増加とともに，Co 結晶の格子面間隔が広がって，Ruと

の格子ミスフィットが比較的小さくなり，その結果，Co

（001）/ Ru（001）エピタキシーが強まり，Coの結晶配向

性の向上が実現しているものと考えられる。実際，図６で

は，磁性層中の Pt 濃度の増加とともに，回折ピーク位置

は低角度側に若干シフトしており，磁性層の格子面間隔が

増加していることを示している。その結果，下地 Ruとの

格子ミスフィットは減少している。

このように，HDD用の磁気記録媒体の結晶性，配向性
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を，放射光を用いたＸ線面内回折法により詳細かつ正確に

評価することができ，この手法を用いることで，Ru 層を

用いた CoPt 系磁気記録媒体が非加熱で良好な磁気特性を

示すメカニズムをほぼ解明することができた。

これまでの HDD用磁気記録媒体は，すべて水平記録方

式であり，Co 系の磁性層のｃ軸を面内に配向せさるもの

であるが，今後，さらに記録密度を向上させていくうえで，

垂直記録方式が有望と考えられ，開発が進められている。

このような垂直記録磁気記録媒体においても，放射光を利

用したＸ線面内回折法は評価法として有力であり，現在，

垂直記録磁気記録媒体についても，同様な実験を進めてい

る。

その他の放射光利用分野の検討

その他，SPring-8 放射光の利用分野を拡大するために，

幾つかの試みを行ってきた（表１参照）。

Ｘ線吸収微細構造（XAFS：X-ray Absorption Fine

Structure）については，幾つかの課題への適用を検討し

た。りん酸形燃料電池の PtCo 合金触媒については透過

XAFS 法で解析し，Pt LⅢ吸収端近傍のスペクトル

（XANES：X-ray Absorption Near Edge Structure）の解

析により，Coとの合金化が進むとともに，触媒活性に関

連すると思われる Pt-5d 軌道の空状態密度が増加してい

ることを示した。酸化物強誘電体 BST薄膜については，

蛍光 XAFS 法により，耐圧向上に有効な添加元素である

Fe 原子は，原子価が３価であり，Tiサイトに置換して存

在していることを示した。磁気記録媒体では，全反射蛍光

XAFS 法による磁性層構成元素の存在状態解析を進めた。

その他，新たな全反射 XAFS 法として，平面試料間の微

小ギャップに放射光を通して表面層の XAFS 測定を行う

方法（GG-XAFS 法）を開発した。

Ｘ線反射率法では，磁気記録媒体の薄い（5 nm 程度）

表面保護層の評価法を検討し，膜厚，密度，表面・界面粗

さの評価法として有効であることを確認した。

Siデバイスでは，トレンチ部などの微細加工部のひず

みを評価することが，プロセス開発上重要と考えられてい

る。Ｘ線トポグラフィーはウェーハ全体のひずみや結晶欠

陥の非破壊評価法として有力な手法であるが，位置分解能

が低いという問題点があり，1μｍ以下の分解能を実現す

ることは困難である。SPring-8の強力な放射光により，

この限界に挑戦すべく，Ｘ線トポグラフィー像の拡大方法

についても検討を行っている。

あとがき

SPring-8の高輝度放射光（Ｘ線）を利用した，Ｘ線面

内回折法による磁気記録媒体の解析，特に，非加熱成膜磁

気記録媒体に関する最近の成果を中心に，富士電機の放射

光利用への取組みの状況を報告した。SPring-8は世界一

強力な放射光施設であり，産業利用という面でも，期待が

大きい。これまで，13 社で 2 本のビームラインを建設し，

交代で利用することにより，放射光利用技術の蓄積と材料

解析の経験を重ねてきた。この技術と経験を生かし，今後

とも，富士電機の重要な材料解析的な課題に取り組み，高

いレベルの成果を上げることにより，SPring-8の産業利

用の進展にも貢献していきたい。
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