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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の少なくとも一方に情報の記録及び再生を行うための記録層が設けられた記憶媒体
と、該記憶媒体へ情報を記録する又は該記憶媒体の情報を再生するために該記憶媒体に対
向するように配置されたヘッドとを備える浮上式記憶装置において、
　前記記憶媒体の表面のうち、記憶領域に第１の潤滑層が配置され、ゼロ高さ検出領域に
該第１の潤滑層よりも粘性が低い第２の潤滑層が配置された記憶媒体
　を備える記憶装置。
【請求項２】
　前記ヘッドが、該ヘッドと前記記憶媒体との間隔を調整する調整機構を備える請求項１
に記載の記憶装置。
【請求項３】
　前記第１の潤滑層が、前記記録又は再生を行う際に前記第２の潤滑層よりも前記ヘッド
と近接することを特徴とする請求項１に記載の記憶装置。
【請求項４】
　基板の少なくとも一方に情報の記録及び再生を行うための記録層が設けられた記録媒体
において、
　前記記憶媒体の少なくとも一方の表面のうち、記憶領域に第１の潤滑層が配置され、ゼ
ロ高さ検出領域に該第１の潤滑層よりも粘性が低い第２の潤滑層が配置された
　ことを特徴とする記憶媒体。
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【請求項５】
　前記第２の潤滑層が、２０℃において１Ｐａ・ｓ以下の粘度を有する潤滑剤を含むこと
を特徴とする請求項４に記載の記録媒体。
【請求項６】
　前記第２の潤滑層が、末端基－ＣＨ２ＯＨを有し、末端基－ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ（ＯＨ
）ＣＨ２ＯＨを有しないパーフルオロポリエーテル系潤滑剤の含有量が８０重量％以上で
あることを特徴とする請求項４に記載の記録媒体。
【請求項７】
　基板の少なくとも一方に情報の記録及び再生を行うための記録層が設けられた記憶媒体
と、該記憶媒体へ情報を記録する又は該記憶媒体の情報を再生するために該記憶媒体に対
向するように配置されたヘッドとを備える記憶装置に使用される記憶媒体において、
　前記第１の潤滑層が、記録又は再生時に前記第２の潤滑層よりも前記ヘッドと近接する
ことを特徴とする請求項４に記載の記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は記憶媒体及びその製造方法並びに記憶装置に関するものであり、特に潤滑層を
備えた記憶媒体及びその製造方法並びに記憶装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、コンピュータの普及に伴って、日常的に多量の情報が取り扱われるようになって
いる。このような多量の情報を記録再生する装置の１つとして、ハードディスク装置（Ｈ
ＤＤ：Ｈａｒｄ Ｄｉｓｋ Ｄｒｉｖｅ）に代表される記憶装置が使用されている。このＨ
ＤＤには、記憶媒体として情報が記録される円盤状の磁気ディスク（磁気記録媒体）、お
よびその磁気ディスクに情報を記録又は再生する磁気ヘッドが内蔵されている。
【０００３】
　磁気ディスクは、非磁性の基板上に強磁性を示す材料からなる磁性層が形成されたもの
である。磁性層は、複数の各微小領域に区分けされ、これらの各微小領域における磁化の
方向によって情報を担持するものである。磁性層の上には、カーボンなどからなる保護膜
が形成され、さらに保護膜の上にはパーフルオロポリエーテル（ＰＦＰＥ）などからなる
潤滑膜が形成されている。
【０００４】
　磁気ディスクに代表される磁気記録媒体に対しては、年々記録密度を向上する要求が高
まっている。磁気記録密度を向上させる一つの手段として、磁気記録装置内においてヘッ
ドの浮上量を小さくする手段が挙げられる。ヘッドの浮上量を小さくする際には、ヘッド
の浮上量はより精密に制御されることが要求される。
【０００５】
　磁気記録装置内において磁気ヘッドの浮上量を一定に保つために、磁気記録再生装置の
使用前に、磁気ヘッドが磁気ディスクに接触するときの位置情報の検出（以下、ゼロ高さ
の検出と称呼する場合がある）が行われる場合がある。ゼロ高さの検出を行った磁気記録
装置は、検出された位置情報を基準（ゼロ）として所定の浮上量になるように、磁気ヘッ
ドと磁気ディスクとの間隔が制御されることにより、情報の記録再生に使用することがで
きる。特に、磁気記録装置を構成する部品の寸法変化や空気分子密度等の変化等、磁気記
録装置内の環境の変化により浮上量の変化を補正する、いわゆるＤＦＨ（ダイナミック・
フライングハイト）と呼ばれる浮上制御方式の磁気ヘッドを用いた磁気記録装置において
、上記ゼロ高さの検出は好ましく行われる。
【０００６】
　ＤＦＨ方式の磁気ヘッドを用いた磁気記録装置において、ゼロ高さの検出は、例えば、
以下の工程を経て行われる。まず記録再生用の素子部周辺をヒーターで暖めることにより
素子部を突き出させる。次いで、素子部が突き出した磁気ヘッドを磁気ディスクに接触さ
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せる。接触したときの素子部の先端の高さ情報が「ゼロ」として検出され、データを記憶
させておくためのメモリに記憶される。
【０００７】
　このゼロ高さの検出において、磁気記録媒体の潤滑層に磁気ヘッドの素子部の先端が接
触する瞬間、磁気ヘッドが振動するという問題がある。この振動の振幅が大きい場合、そ
の振動が素子部の先端の高さ情報を正確に検出することを阻害するおそれがある。
【０００８】
　潤滑層は、通常、磁気ヘッドとの摺動に伴う磁気ディスク表面の磨耗を抑制し、また、
磁気ヘッドとの接触（ヘッドクラッシュ）により磁性層に担持された情報が破壊されるこ
とを防ぐ役目を担っている。例えば特許文献１には、記録を行う内周部と磁気ヘッドをロ
ードする外周部とを、互いに異なる潤滑剤で被覆した磁気記録媒体が開示されている。し
かし、特許文献１に開示された磁気記録媒体は、磁気記録媒体の耐衝撃性を向上させる観
点から潤滑剤が選択されており、内周部に被覆された潤滑剤又は外周部に被覆された潤滑
剤に対してゼロ高さの検出を行うと、磁気ヘッドが振幅の大きい振動を生じる場合があっ
た。
【０００９】
　また、例えば特許文献２には、潤滑層が２層からなり、保護層側に、化学的に安定で且
つ保護膜と適度な密着性を有する固定的層（ボンド層）を備え、表面側に、主に低摩擦係
数の材料からなる流動的層（フリー層）を備える磁気記録媒体が開示されている。
【００１０】
　しかし、特許文献２に開示された磁気記録媒体を用いて、固定的層と流動的層が積層さ
れた潤滑層に対してゼロ高さの検出を行うと、磁気ヘッドが振幅の大きい振動を生じる場
合があった。
【特許文献１】特開２００４－１９９７２３号公報
【特許文献２】特開２００６－１４７０１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上記問題点に鑑み、本発明はゼロ高さの検出の際、ヘッドが記憶媒体に接触する瞬間に
生じる振動の振幅が抑制されうる記憶装置、その記憶装置に用いられる記憶媒体、及びそ
の記憶媒体の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この記憶装置は、基板の少なくとも一方に情報の記録及び再生を行うための記録層が設
けられた記憶媒体と、該記憶媒体へ情報を記録する又は該記憶媒体の情報を再生するため
に該記憶媒体に対向するように配置されたヘッドとを備える記憶装置において、
　前記記憶媒体の表面に、第１の潤滑層と、該第１の潤滑層よりも粘性が低い第２の潤滑
層とが配置された記憶媒体を備えることを特徴とする。
【００１３】
　この記憶装置は、更に、前記第２の潤滑層が、前記を接触させて前記ヘッドと前記記憶
媒体の間隔を調整するために配置されたことが好ましい。
【００１４】
　この記憶装置は、更に、前記ヘッドが、該ヘッドと前記記憶媒体との間隔を調整する調
整機構を備えることが好ましい。
【００１５】
　この記憶装置は、更に、前記第１の潤滑層が、前記記録又は再生を行う際に前記第２の
潤滑層よりも前記ヘッドと近接することが好ましい。
【００１６】
　この記憶媒体は、基板の少なくとも一方に情報の記録及び再生を行うための記録層が設
けられた記憶媒体において、
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　前記記憶媒体の少なくとも一方の表面に第１の潤滑層と、該第１の潤滑層よりも粘性が
低い第２の潤滑層とが配置されたことを特徴とする。
【００１７】
　この記憶媒体は、更に、基板の少なくとも一方に情報の記録及び再生を行うための記録
層が設けられた記憶媒体と、該記憶媒体へ情報を記録する又は該記憶媒体の情報を再生す
るために該記憶媒体に対向するように配置されたヘッドとを備える記憶装置に使用される
記憶媒体において、
　前記第２の潤滑層が、前記ヘッドを接触させて前記ヘッドと前記記憶媒体の間隔を調整
するために配置されたことを特徴とする。
【００１８】
　この記憶媒体は、更に、前記第２の潤滑層が、２０℃において１Ｐａ・ｓ以下の粘度を
有する潤滑剤を含むことが好ましい。
【００１９】
　この記憶媒体は、更に前記第２の潤滑層が、末端基－ＣＨ２ＯＨを有し、末端基－ＣＨ

２ＯＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２ＯＨを有しないパーフルオロポリエーテル系潤滑剤の含有
量が８０重量％以上であることが好ましい。
【００２０】
　この記憶媒体は、更に、基板の少なくとも一方に情報の記録及び再生を行うための記録
層が設けられた記憶媒体と、該記憶媒体へ情報を記録する又は該記憶媒体の情報を再生す
るために該記憶媒体に対向するように配置されたヘッドとを備える記憶装置に使用される
記憶媒体において、
　前記第１の潤滑層は、記録又は再生時に前記第２の潤滑層よりも前記ヘッドと近接する
ことが好ましい。
【００２１】
　この記憶媒体の製造方法は、基板の少なくとも一方に情報の記録及び再生を行うための
記録層を備えてなる積層物の表面に、第１の潤滑層と、該第１の潤滑層よりも粘性が低い
第２の潤滑層が配置された記憶媒体の製造方法において、
　前記積層物上に前記第１の潤滑層を配置する工程と、
　前記第１の潤滑層の外周部の少なくとも一部を除去する工程と、
　前記第１の潤滑層が除去された外周部に前記第２の潤滑層を配置する工程
とを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の記憶装置は、ゼロ高さ検出のために従来の潤滑層よりも粘性が低い潤滑層を表
面に配置した記憶媒体を備えることにより、ゼロ検出時に、その粘性の低い潤滑層がヘッ
ドへ与える衝撃を吸収することができる。よって、その衝撃により生じるヘッドの振幅が
小さくなる分、ゼロ高さの検出精度が向上する。その結果、ヘッド浮上量が精度よく制御
され、記憶媒体への情報の記録及び再生が安定に行われうる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
１．記憶媒体
　本発明の記憶媒体は、基板の少なくとも一方に情報の記録及び再生を行うための記録層
が設けられた記憶媒体において、前記記憶媒体の少なくとも一方の表面に第１の潤滑層と
、該第１の潤滑層よりも粘性が低い第２の潤滑層とが配置されたことを特徴とする。
【００２４】
　まず、本発明の記憶媒体の一使用態様である磁気記録装置について、図１を用いて簡単
に説明する。図１は、本発明の記憶媒体を用いた磁気記録装置（ハードディスクドライブ
：ＨＤＤ）を示す概略図である。図１において、ＨＤＤ１００は、ハウジング１０１を有
する。ハウジング１０１には、スピンドルモータ１０２に装着される記憶媒体（磁気ディ
スク）１０３と、記憶媒体１０３に対向し磁気ヘッド１０８が搭載されたヘッドジンバル
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組立体１０４とが配置されている。磁気ヘッド１０８は、記憶媒体へ情報を記録する又は
該記憶媒体の情報を再生する働きを有する。磁気ヘッド１０８は、記憶媒体１０３へ情報
を記録する又は記憶媒体１０３の情報を再生するための素子部（図示せず）と、素子部を
備え記憶媒体１０３に対向するように配置されたスライダ（図示せず）とを含んでなる。
【００２５】
　磁気ヘッド１０８が搭載されたヘッドジンバル組立体１０４はシャフト１０５のまわり
で揺動することができるキャリッジアーム１０６の先端に固定される。キャリッジアーム
１０６はアクチュエータ１０７によって揺動駆動され、磁気ヘッド１０８が磁気ディスク
１０３の所望の記録トラックに位置決めされる。それによって、磁気ヘッド１０８は記憶
媒体１０３に情報を書き込み、あるいは記憶媒体１０３から情報を読み取ることができる
。
【００２６】
　以下、本発明の記憶媒体について、実施形態を挙げて説明する。図２は、本発明の記憶
媒体の一実施形態である磁気記録媒体を示す模式的平面図及び模式的断面図である。磁気
記録媒体１は、基板１１に、軟磁性層１２、中間層１３、記録層１４、保護層１５が設け
られてなる。保護層１５の表面には更に潤滑層１６がそれぞれ被覆されている。磁気記録
媒体１の形状は、目的とする磁気記録媒体の形状に合わせて任意の形状とすることができ
るが、通常、円盤状である。
【００２７】
　基板１１は、その形状、構造、大きさ、材料等について特に制限はなく、目的に応じて
適宜選択することができる。例えば、前記形状としては、本実施形態の磁気記録媒体が磁
気ディスク装置に装填される磁気記録媒体である場合には、円盤状であり、また、前記構
造としては、単層構造であってもよいし、積層構造であってもよい。また、基板１１を構
成する材料としては、磁気記録媒体の基板材料として公知のものの中から適宜選択するこ
とが可能であり、例えば、アルミニウム、ＮｉＰをメッキしたアルミニウム、ガラス、シ
リコン、石英、シリコン表面に熱酸化膜を形成してなるＳｉＯ２／Ｓｉ（尚、本明細書に
おいて「／」は、その前後の材料又は層が積層されていることを意味する。）等の非磁性
基板のなかから選択することが可能である。さらに、これらの基板材料は、１種類を単独
で使用してもよいし、２種類以上を併用してもよい。基板１１は、適宜製造したものであ
ってもよいし、市販品を使用してもよい。
【００２８】
　軟磁性層（Ｓｏｆｔ　Ｕｎｄｅｒ　Ｌａｙｅｒ：ＳＵＬ）１２は、その形状、構造、大
きさについて特に制限はなく、目的に応じて公知のものの中から適宜選択することができ
る。軟磁性層１２の材料としては、例えば、Ｒｕ、Ｒｕ合金、ＮｉＦｅ、ＦｅＳｉＡｌ、
ＦｅＣ、ＦｅＣｏＢ、ＦｅＣｏＮｉＢ、及びＣｏＺｒＮｂから選択される少なくとも１種
類の材料等が好適に使用可能である。また、これらの材料は、１種類を単独で使用しても
よいし、２種類以上を混用してもよい。
【００２９】
　中間層１３は、主に垂直磁気記録媒体において、記録層１４の配向性を向上させるため
に設けられる層である。中間層１３は、その形状、構造、大きさについて特に制限はなく
、目的に応じて公知のものの中から適宜選択することができる。中間層１３のとしては、
例えば、Ｎｉ系合金、Ｒｕ、Ｒｕ系合金、酸化物を有するＣｏＣｒ系合金等から選択され
る材料が好適に使用可能である。
【００３０】
　記録層１４は、磁気記録媒体において、情報の記録、再生を行うために設けられる磁性
を有する層である。記録層１４の材料としては、特に制限はなく、目的に応じて公知のも
のの中から適宜選択することができる。例えば、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、ＦｅＣｏ、ＦｅＮｉ
、ＣｏＮｉ、ＣｏＮｉＰ、ＦｅＰｔ、ＣｏＰｔ及びＮｉＰｔから選択される少なくとも１
種類の材料等が好適な材料として使用可能である。また、これらの材料は、１種類を単独
で使用してもよいし、２種類以上を混用してもよい。記録層１４の形状、構造は、前記材
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料により磁化膜として形成されていれば特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すること
ができる。記録層１４の厚みとしては、本発明の効果を害さない限り特に制限はなく、記
録時に使用される線記録密度等に応じて適宜選択することができる。
【００３１】
　保護層１５は、磁気記録装置の動作中に、磁気ヘッドと磁気記録媒体とが不慮の接触を
起こした場合でも、記録又は再生性能が劣化しないように、記録層１４の表面を物理的衝
撃から保護する働きを有する。この保護層１５を構成する材料は特に限定されるものでは
ないが、例えばダイヤモンドライクカーボン（ＤＬＣ）を好ましく用いることができる。
【００３２】
　軟磁性層１２、中間層１３、記録層１４、保護層１５の形成方法については、本発明で
は特に制限はなく、公知の方法に従って行うことができる。例えば、スパッタリング、電
着法、（交流）メッキ法等により行うことが可能である。
【００３３】
　保護膜１５は表面に極性基を有することが好ましい。固定的層１７が極性基を有する潤
滑剤を含む場合、保護膜１５と固定的層１７との極性基を介した分子間相互作用により密
着性が向上し、その結果、潤滑層１６全体の密着性が向上するからである。極性基の種類
は特に限定されるものではないが、例えばニトリル基が表面に存在する保護膜を用いるこ
とができる。ニトリル基を表面に有するＤＬＣの形成方法としては、例えば、プラズマＣ
ＶＤ法により表面にニトリル基を有するＤＬＣ膜を形成することができる。また、例えば
、スパッタリング法によりＤＬＣ膜を堆積させた後、更に窒素エッチングを行うことによ
り、堆積させたＤＬＣ膜の表面にニトリル基を配置してもよい。尚、本実施形態における
、表面に極性基を有する保護膜は、本発明における第２の極性基を有する層に対応する。
【００３４】
　潤滑層１６は、保護層１５上に被覆された固定的層１７、及びその固定的層１７上に被
覆された流動的層１８からなる。流動的層１８は内周側に被覆された第１の潤滑層１９及
び外周側に被覆された第２の潤滑層２０からなる。第１の潤滑層１９及び第２の潤滑層２
０は磁気記録媒体の表面に配置されている。潤滑層１６は、保護層１５とともに表面を物
理的衝撃から保護する働きを有する。また、潤滑層１６は、軟磁性層、中間層、記録層の
腐食を防止する働きも有する。
【００３５】
　固定的層１７は、保護層１５と流動的層１８の間に被覆される層である。固定的層１７
は保護層１５との密着性を向上させる働きを有する。固定的層１７に含まれる潤滑剤は特
に限定されるものではないが、密着性の点から、後述するように固定的層１７と第１の潤
滑層１９は、同一又は類似の主骨格（例えば、下記構造式（１）のＸで表現される骨格構
造）を有する潤滑剤を含むことが好ましく、特に第１の潤滑層１９と同一の材料を含むこ
とが好ましい。固定的層１７の形成方法は特に限定されないが、例えば、極性基を有する
第１の潤滑層１９形成用潤滑剤を、表面に極性基を有する保護層１５上に塗布した後、ベ
ークを行うことにより保護層側に固定的層１７を、表層側に第１の潤滑層１９形成するこ
とができる。固定的層１７に含まれる極性基と保護層１５の表面に存在する極性基との分
子間相互作用により、固定的層１７は保護層１５に固定される。形成された固定的層１７
の存在によって、固定的層１７と保護膜１５との間、及び固定的層１７と流動的層１８と
の間の密着性が向上する。このため、長時間の磁気記録媒体の回転による潤滑膜の減少が
抑制され、磁気記録媒体の耐久性が保持される。固定的層１７に含まれる極性基は特に限
定されるものではないが、例えば、ヒドロキシル基が挙げられる。尚、固定的層１７の形
成方法として、極性基を有する第１の潤滑層１９形成用潤滑剤を、表面に極性基を有する
保護層１５上に塗布した後、ベークを行わなくても、保護層側に固定的層１７を、表層側
に第１の潤滑層１９形成することができるが、ベークを行ったほうが、固定的層１７が厚
く形成されるため、上記密着性が向上するため好ましい。固定的層１７の厚さは特に限定
されないが、通常、１～１０Å程度、好ましくは５～１０Å程度である。
【００３６】
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　尚、固定的層１７に含まれる極性基は、本発明における第１の極性基に対応する。また
、固定的層に含まれる潤滑剤は、第１の潤滑層と異なる材料からなるものであってもよい
。
【００３７】
　第１の潤滑層１９は、磁気記録媒体の表面上に、記録層１４に対して記録又は再生を行
う際に第２の潤滑層よりも磁気ヘッド１０８の素子部と近接する領域（記録領域）３１に
設けられる層である。第１の潤滑層１９は、保護層１５とともに、表面を物理的衝撃から
保護する働きを有する。また、第１の潤滑層１９は、軟磁性層、中間層、記録層の腐食を
防止する働きも有する。
【００３８】
　第１の潤滑層の粘度は第２の潤滑層よりも高いものであれば特に限定されるものではな
いが、２０℃において４Ｐａ・ｓ以上であることが、第１の潤滑層に含まれる潤滑剤の磁
気ヘッドへの付着を軽減することができる点から好ましい。
【００３９】
　第１の潤滑層に含まれる潤滑剤は１種類を単独で使用してもよいし、２種類以上を混用
してもよい。第１の潤滑層１９を構成する材料は特に限定されるものではないが、例えば
、パーフルオロポリエーテル（ＰＦＰＥ）系潤滑剤等のフッ素系材料を用いることができ
、中でも、以下の構造式（１）で表現されるパーフルオロポリエーテル系潤滑剤を好まし
く用いることができる。
【００４０】
　　Ｒ１－Ｘ－Ｒ２　　　　（１）
　　Ｘ：－ＣＦ２－Ｏ－（ＣＦ２－ＣＦ２－Ｏ）ｐ－（ＣＦ２Ｏ）ｑ－ＣＦ２－
（但し、ｐは１０００～５０００の中から選択される自然数、ｑは１０００～５０００の
中から選択される自然数である。）
　　Ｒ１、Ｒ２：下記式で表現される末端基Ａ、末端基Ｂ、フッ素原子、又は水素原子か
ら選択される基
　　末端基Ａ：－ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２ＯＨ
　　末端基Ｂ：－ＣＨ２ＯＨ
　第１の潤滑層１９を４Ｐａ・ｓ以上とするため、Ｘの両末端に末端基Ａを有し、末端基
Ｂを有しないパーフルオロポリエーテル系潤滑剤の含有量が９０重量％以上であることが
好ましい。このような潤滑剤として市販の材料、例えばフォンブリンＺ－Ｔｅｔｒａｏｌ
（ソルベイソレイクシス社製）等を用いてもよい。第１の潤滑層１９の厚さは特に限定さ
れないが、通常、数Å、好ましくは１～２Åである。
【００４１】
　本実施形態において、保護層１５はその表面に極性基を有し、第１の潤滑層１９は極性
基を有する潤滑剤を含むことが好ましい。第１の潤滑層１９に含まれる潤滑剤が極性基を
有する場合、固定的層１７に含まれる潤滑剤も極性基を有する。固定的層１７に含まれる
極性基と保護層１５の表面に存在する極性基との分子間相互作用により、固定的層１７は
保護層１５に固定される。また、固定的層１７は第１の潤滑層１９と同一又は類似の主骨
格（例えば、上記構造式（１）のＸで表現される骨格構造）を有する潤滑剤を含むことか
ら、固定的層１７と第１の潤滑層１９との密着性は高い。よって、磁気記録媒体の表面か
ら潤滑剤１６が剥離しにくい点から好ましい。
【００４２】
　第２の潤滑層２０は、第２の潤滑層は前記ヘッドを接触させて前記ヘッドと前記記憶媒
体の間隔を調整するために配置される。よって、第２の潤滑層２０は、磁気記録媒体表面
のうち、ゼロ高さの検出を行う目的で設けられる専用領域（ゼロ高さ検出用領域）３２に
被覆される。第２の潤滑層２０は、図２において、磁気記録媒体の表面の第１の潤滑層１
９よりも外周側に設けられている。第１の潤滑層と第２の潤滑層を図２に示されるように
配置する第１の利点は、後述の磁気記録媒体の製造方法を用いて磁気記録媒体が容易且つ
安価に製造されうることである。また、第２の利点は、移着しやすい第２の潤滑層が磁気
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ディスクの回転による遠心力で第１の潤滑層に移着し、更に磁気ヘッドに移着することに
より、記録、再生性能が劣化する現象が起こりにくいことである。尚、本発明の記憶媒体
において第２の潤滑層が設けられる位置は外周側に限定されるものではなく、内周部や中
周部でもよく、更に円周形状に限られず、円弧形状でもよい。
【００４３】
　ここでゼロ高さの検出とは磁気ヘッドが磁気記録媒体に接触するときの位置情報を検出
することである。ゼロ高さの検出は、磁気記録装置内において磁気ヘッドの浮上量を一定
に保つため、通常、磁気記録装置の使用前に行われる。磁気ヘッドの素子の位置は、検出
された位置を基準（ゼロ）として所定の浮上量となるように制御される。このような浮上
量の制御により、磁気記録装置の個体差間の浮上量のばらつきが少なくなる。特に、磁気
記録装置を構成する部品の寸法変化や空気分子密度等の変化等、磁気記録装置内の環境の
変化により浮上量の変化を補正する、いわゆるＤＦＨ（ダイナミック　フライング　ハイ
ト）と呼ばれる浮上制御方式の磁気ヘッドを用いた磁気記録装置において、上記ゼロ高さ
の検出は好ましく行われる。
【００４４】
　ＤＦＨ方式の磁気ヘッドを用いた磁気記録装置において、ゼロ高さの検出は、例えば以
下の工程を経て行われる。図３はゼロ高さ検出の各工程を示す模式図である。
【００４５】
　まず、図３（ａ）に示されるように、磁気記録媒体１０３を回転させ、気流４０を生じ
させ、磁気記録媒体上に磁気ヘッド１０８を浮上させる。次いで図３（ｂ）に示されるよ
うに、記録再生用の素子部１１１がヒーター部１１３で暖められることにより、素子部１
１１は磁気記録媒体１０３の方向へ突き出し、突き出し部１１２が生じる。次いで、図３
（ｃ）に示されるように、突き出し部１１２を磁気ディスク１０３に接触させる。接触し
たときの突き出し部の先端の高さ情報が「ゼロ」として検出され、データを記憶させてお
くＲＡＭ等のメモリ（図示せず）に記憶される。ゼロ高さ検出後、ゼロ高さの検出を行っ
た磁気記録装置は、図３（ｄ）に示されるように、メモリに記憶されたゼロ高さを基準と
して所定の浮上量Ｈになるように突き出し部１１２の突き出し量が制御されることにより
、情報の記録再生が安定して行われうる。ゼロ高さの検出の詳細については、例えば、特
願２００６－３４６７６０号を参照されたい。
【００４６】
　本実施形態の磁気記録媒体を用いた磁気記録装置は、素子部が突き出した磁気ヘッドが
第２の潤滑層２０上に接触するようにゼロ高さの検出を行う。第２の潤滑層が、情報の記
録又は再生が行われる部分の保護のために設けられた第１の潤滑層よりも粘度が低いため
、ゼロ高さ検出時に第２の潤滑層がヘッドの素子の先端へ与える反発力（衝撃）は抑制さ
れる。この反発力の抑制により、第２の潤滑層に接触した磁気ヘッドの振動振幅が減少す
る。よって、ゼロ高さの検出精度が向上し、磁気記録装置の使用時にヘッド浮上量を精度
よく制御することが可能である。このため、本実施形態の磁気記録装置は磁気記録媒体へ
の情報の記録及び再生を安定に行うことができる。
【００４７】
　第２の潤滑層２０の粘度は第１の潤滑層よりも低いものであれば特に限定されるもので
はないが、２０℃において１Ｐａ・ｓ以下であることが、上記ゼロ高さの検出の際に生じ
る磁気ヘッドの振動振幅を減少させる点から好ましい。
【００４８】
　第２の潤滑層２０に含まれる潤滑剤は１種類を単独で使用してもよいし、２種類以上を
混用してもよい。第２の潤滑層２０を構成する材料は特に限定されるものではないが、例
えば、パーフルオロポリエーテル（ＰＦＰＥ）系潤滑剤等のフッ素系材料を用いることが
でき、中でも、以下の構造式（２）で表現されるパーフルオロポリエーテル系潤滑剤を好
ましく用いることができる。
【００４９】
　　Ｒ３－Ｙ－Ｒ４　　　　（２）
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　　Ｙ：－ＣＦ２－Ｏ－（ＣＦ２－ＣＦ２－Ｏ）ｐ－（ＣＦ２Ｏ）ｑ－ＣＦ２－
（但し、ｐは１０００～５０００の中から選択される自然数、ｑは１０００～５０００の
中から選択される自然数である。）
　　Ｒ３、Ｒ４：下記式で表現される末端基Ａ、末端基Ｂ、フッ素原子、又は水素原子か
ら選択される基
　　末端基Ａ：－ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２ＯＨ
　　末端基Ｂ：－ＣＨ２ＯＨ
　第２の潤滑層２０を１Ｐａ・ｓ以下とするため、Ｙの両末端に末端基Ｂを有し、末端基
Ａを有しないパーフルオロポリエーテル系潤滑剤の含有量が８０重量％以上であることが
好ましい。このような潤滑剤として市販の材料、例えば、フォンブリンＺ－Ｄｏｌ（ソル
ベイソレイクシス社製）等を用いてもよい。第２の潤滑層１９の厚さは特に限定されない
が、通常、数Å、好ましくは１～２Åである。第２の潤滑層の表面と第１の潤滑層の表面
は略同一平面上に存在することが好ましい。
【００５０】
　第２の潤滑層２０は、図２に示す磁気記録媒体において、固定的層１７上に被覆されて
いる。固定的層１７に含まれる潤滑剤の主骨格Ｘ（構造式（１）参照）と第２の潤滑層２
０に含まれる潤滑剤の主骨格Ｙ（構造式（２）参照）とが同一又は類似の構造を有するた
め、固定的層１７と第２の潤滑層との密着性の点において優れている。
【００５１】
　尚、本発明の磁気記録媒体において、第２の潤滑層が被覆される下地となる層は、必ず
しも固定的層でなくてもよく、保護層上に直接被覆されていてもよい。第２の潤滑層が保
護層上に被覆される場合は、上記式（２）において、Ｒ３、Ｒ４は、ヒドロキシル基等の
極性基を有しない基であってもよい。
【００５２】
　固定的層１８及び第１の潤滑層１９の形成にあたっては、第１の潤滑層形成用溶液を保
護層１５上に塗布した後、固定的層１７を形成するための後処理を行う。
【００５３】
　第１の潤滑層形成用溶液の塗布の手段は特に限定されないが、例えばディップ方式が用
いられる。ディップ方式では、潤滑剤溶液中に、基板１１に保護膜１５までが形成された
積層物を浸漬しておき、その基板１１を引き上げたりあるいは潤滑剤溶液の液面を降下さ
せたりすることによって潤滑剤溶液の塗布を行う。このディップ方式は、大量生産に向い
ており膜厚制御が容易である。また、膜厚が均一になるように塗布することができる。こ
のほか、塗布の手段として、スピン方式や、スプレー方式を用いてもよい。
【００５４】
　第１の潤滑剤を塗布した後、後処理を行って固定的層１７を形成する。固定的層１７が
形成されることにより潤滑層１６の密着性を向上させることができる。後処理としては、
通常加熱処理（ベーク）が行われる。
【００５５】
　第２の潤滑層の形成手段は特に限定されないが、磁気記録媒体の外周側に第２の潤滑層
を形成する場合には、ディップ方式を用いることが生産性の点から好ましい。第２の潤滑
剤の形成手段については、磁気記録媒体の製造方法の項目において後述する。
【００５６】
　本実施形態の磁気記録媒体によれば、ゼロ高さ検出のために従来の潤滑層よりも粘性が
低い潤滑層を表面に配置することにより、磁気記録装置内において、ゼロ検出時に、この
潤滑層が磁気ヘッドから受ける衝撃を吸収することができる。よって、その衝撃により生
じる磁気ヘッドの振幅が小さくなる分、ゼロ高さの検出精度も向上する。その結果、ヘッ
ド浮上量が精度よく制御され、記憶媒体への情報の記録及び再生が安定に行われうる。
【００５７】
　尚、本実施形態においては、記録層として、磁性を有する記録層が用いられたが、本発
明の記憶媒体において、記録層は情報の記録及び再生を行う働きを有するものであればよ
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く、磁性を有するものに限定されない。
２．記憶媒体の製造方法
　本発明における記憶媒体の製造方法は、基板の少なくとも一方に情報の記録及び再生を
行うための記録層を備えてなる積層物の表面に第１の潤滑層と、該第１の潤滑層よりも粘
性が低い第２の潤滑層が配置された磁気記録媒体の製造方法において、前記積層物上に前
記第１の潤滑層を配置する工程と、前記第１の潤滑層の外周部の少なくとも一部を除去す
る工程と、前記第１の潤滑層が除去された外周部に前記第２の潤滑層を配置する工程を含
むことを特徴とする。
【００５８】
　上述した本発明の記憶媒体は、製造方法について特に限定されない。しかし、記憶媒体
が容易且つ安価に製造されうる点、及び得られる記憶媒体を備えた記憶装置の使用中に、
移着しやすい第２の潤滑層が磁気ヘッドに移着することにより、記録、再生性能が劣化す
る現象が起こりにくい点において、本発明における記憶媒体の製造方法は優れている。
【００５９】
　以下、本発明の記憶媒体の製造方法について、実施形態を挙げて説明する。
【００６０】
　図４は、本発明の記憶媒体の製造方法の一実施形態である、磁気記録媒体の製造方法を
示す工程図である。
【００６１】
　本実施形態における第１の工程は、基板の少なくとも一方に磁性を有する記録層、該記
録層を保護する保護層を備えてなる積層物を準備する工程である。
【００６２】
　本実施形態における第２の工程は、第１の工程で準備した積層物上に流動性を有する第
１の潤滑層を配置する工程である。
【００６３】
　本実施形態における第３の工程は、第２の工程で配置された第１の潤滑層の積層物側を
積層物に密着させるための固定的層を形成する工程である。
【００６４】
　本実施形態における第４の工程は、第１の潤滑層の外周部の少なくとも一部を除去する
工程である。
【００６５】
　本実施形態における第５の工程は、第１の潤滑層が除去された外周部に前記第２の潤滑
層を配置する工程である。
【００６６】
　以下、各工程について、図５及び図６を用いて順に説明する。図５及び図６は、図４に
示す本発明の記憶媒体の製造方法の一実施形態において、各工程を示す模式図である。尚
、上記記憶媒体についての説明と重複する部分については、記載を省略する。
（第１の工程：積層物を準備する工程）
　第１の工程は、基板の少なくとも一方に磁性を有する記録層、該記録層を保護する保護
層を備えてなる積層物を準備する工程である。
【００６７】
　基板は、例えば上述した非磁性基板の中から適宜選択して用いることができる。基板は
適宜製造したものであってもよいし、市販品を使用してもよい。
【００６８】
　基板上には、記録層のほかに、上述した軟磁性層、中間層、保護層等を積層することが
できる。例えば、図５（ａ）に示されるような、非磁性基板１１／軟磁性層１２／中間層
１３／記録層１４／保護層１５からなる積層物２が形成されうる。上記各層を形成する手
段は特に限定されるものではなく、上記記憶媒体の一実施形態の説明で挙げた、スパッタ
リング、電着法、（交流）メッキ法等により行うことが可能である。
（第２の工程：第１の潤滑層を配置する工程）
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　第２の工程は、第１の工程で準備した積層物上に流動性を有する第１の潤滑層を配置す
る工程である。流動性を有する第１の潤滑層としては、本発明の記憶媒体の一実施形態と
して説明した磁気記録媒体に含まれる第１の潤滑層についての説明で挙げた材料を適宜選
択して用いることができる。
【００６９】
　第１の潤滑層を配置する手段は特に限定されないが、例えば、例えばディップ方式が用
いられる。ディップ方式では、図５（ｂ－１）に示されるように、第１の潤滑層形成用の
潤滑剤溶液４１中に、基板１１に保護膜１５までが形成された積層物２を浸漬し、その後
、基板１１を引き上げることにより潤滑剤溶液４１の塗布を行う。尚、基板１１を引き上
げる代わりに、潤滑剤溶液の４１液面を降下させることによって潤滑剤溶液４１の塗布を
行ってもよい。このディップ方式は、大量生産に向いており膜厚制御が容易である。また
、膜厚が均一になるように塗布することができる。このほか、塗布の手段として、スピン
方式や、スプレー方式を用いてもよい。第２の工程により、図５（ｂ－２）に示されるよ
うに、第１の潤滑層１９が形成された積層物２が得られる。
（第３の工程：固定的層を形成する工程）
　第３の工程は、第２の工程で配置された第１の潤滑層の積層物側に、積層物に密着させ
るための固定的層を形成する工程である。この固定的層１７を構成する材料としては、上
記実施形態の記憶媒体を構成する固定的層１７について説明したとおり、極性基を有する
潤滑剤を好ましく用いることができる。
【００７０】
　固定的層１７を形成する方法としては、第２の工程で得られた、第１の潤滑層１９が形
成された積層物２を加熱処理（ベーク）する方法が用いられる。この場合、加熱処理によ
り、第１の潤滑層１９のうち積層物２に近い部分が、分子間相互作用により保護層１５に
固定される。この固定された部分が固定的層１７である。図５（ｃ）は、第３の工程で得
られる固定的層が形成された積層物である。固定的層１７上には、保護層１５との分子間
相互作用が弱い第１の潤滑層１９が被覆されている。
【００７１】
　尚、本発明における記憶媒体の製造方法においては、積層物上に固定的層を形成した後
に、第１の潤滑層を更に形成してもよい。この場合、固定的層と第１の潤滑層とが、それ
ぞれ異なる材料からなるものであってもよい。また、上記実施形態においては加熱処理を
行っているが、加熱処理を行わずに常温で放置することにより固定的層を形成してもよい
。
（第４の工程：第１の潤滑層の外周部を除去する工程）
　第４の工程は、第２の工程で配置された第１の潤滑層の外周部のうち少なくとも一部を
除去する工程である。第１の潤滑層を除去する方法としては、例えば、図６（ｄ－１）の
ように、第３の工程で得られた積層物のうち磁気ディスクのデータエリアより外周部のみ
を溶媒４２に回転させながら浸漬させ、第２の工程で形成した第１の潤滑層１９をリンス
し、除去する。溶媒４２は、第１の潤滑層１９を除去可能なものであればよいが、例えば
、フッ素系溶媒及び純水等を用いることができる。フッ素系溶媒としては、市販の溶媒、
例えばＦＣ７７／ＦＣ３２５５／ＨＦＥ７３００（スリーエム社製）、Ｖｅｒｔｒｅｌ－
ＸＦ（デュポン社製）、Ｈ－Ｇａｌｄｅｎ（ソルベイソレイクシス社製）等を用いること
ができる。上記溶媒がフッ素系溶媒の場合、その揮発を抑えるために、溶媒は約２０～２
５℃の範囲に保つことが好ましい。図６（ｄ－２）は、第４の工程で得られる、第１の潤
滑層の外周部が除去された積層物を示す断面模式図である。
【００７２】
　尚、図６（ｄ－２）においては、外周部の第１の潤滑層が全部除去されているが、本発
明の記憶媒体の製造方法においては、第４の工程において、外周部の第１の潤滑層が一部
残されてもよい。また、本発明の記憶媒体の製造方法においては、第４の工程において、
外周部の固定的層が全部又は一部除去されてもよい。
（第５の工程：外周部に第２の潤滑層を配置する工程）
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　第５の工程は、第１の潤滑層が除去された外周部に第２の潤滑層を配置する工程である
。第２の潤滑層を構成する材料としては、上記本発明の記憶媒体の一実施形態の磁気記録
媒体を構成する第２の潤滑層２０で挙げた化合物を適宜用いることができる。
【００７３】
　第２の潤滑層の形成手段は特に限定されないが、ディップ方式を用いることが生産性の
点から好ましい。第４の工程で得られた積層物のうち磁気ディスクのデータエリアより外
周部のみを第２の潤滑層形成用潤滑剤溶液４３に回転させながら浸漬させ、第２の潤滑層
を配置する。
【００７４】
　図６（ｅ－１）は、図６（ｄ－２）の積層物を、ディップ方式を用いて外周部に第２の
潤滑層を配置する方法を示す模式図である。図６（ｅ－２）は、外周部に第２の潤滑層が
配置された、第５の工程で得られる積層体であり、本実施形態により得られる磁気記録媒
体である。
３．記憶装置
　本発明の記憶装置は、基板の少なくとも一方に情報の記録及び再生を行うための記録層
を備えてなる積層物の表面に、第１の潤滑層と、該第１の潤滑層よりも粘性が低い第２の
潤滑層が配置された記憶媒体の製造方法において、前記積層物上に前記第１の潤滑層を配
置する工程と、前記第１の潤滑層の外周部の少なくとも一部を除去する工程と、前記第１
の潤滑層が除去された外周部に前記第２の潤滑層を配置する工程を含むことを特徴とする
　本発明の記憶装置は、上述した本発明の記憶媒体を備えていることにより、記憶装置内
においてゼロ高さの検出を精度よく行うことができる。ゼロ高さの検出については、本発
明の記憶媒体の一実施形態の説明で述べたとおりである。ゼロ高さの検出の精度がよいた
め、記憶装置の動作中、ヘッド浮上量を所定値に保持した状態で、情報の記録再生が安定
して行われうる。
【００７５】
　記憶装置の実施形態については、図１乃至図３を参照して概要を説明しているため、詳
細な説明は省略する。図１における磁気ヘッド１０８は本発明の記憶装置におけるヘッド
に対応する。本発明の記憶装置におけるヘッドは磁気ヘッドに限定されるものではなく、
使用する記憶媒体の記憶方式に応じて、変更することができる。なお、記憶装置の製造方
法については、公知技術を参照すればよい。
【００７６】
　本発明の記憶媒体、記憶媒体の製造方法、及び記憶装置は上記実施形態に限定されるも
のではない。上記実施形態は例示であり、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思
想と実質的に同一な構成を有し、同様な作用効果を奏するものは、いかなるものであって
も本発明の技術的範囲に包含される。
【実施例】
【００７７】
（実施例１）
　直径６５ｍｍのガラス基板上に、Ｒｕ及びＲｕ系合金等の反強磁性材料を積層した軟磁
性層、Ｎｉ系合金、Ｒｕ系合金、及び酸化物を有するＣｏＣｒ系合金を積層した中間層、
Ｃｏ、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｃｏ系合金、Ｎｉ系合金、Ｆｅ系合金等の強磁性材料を積層した記録
層をスパッタリング法により積層しダイヤモンドライクカーボン（ＤＬＣ）からなる保護
膜を順にＣＶＤ（ケミカルベーパーデポジション）法により積層し、図５（ａ）に示すよ
うな積層物２を形成した。
【００７８】
　次いで、下記式（３）～（５）に示すフッ素系材料を含む潤滑剤が入れられた処理槽に
、得られた積層物を完全に浸漬した後、引き上げるディップ処理を行い、第１の潤滑層を
保護膜に塗布し、図５（ｂ－２）に示すような第１の保護膜１９を被覆した積層物を形成
した。
【００７９】
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　　Ｒ５－Ｘ１－Ｒ５　　　（３）
　（但し、Ｘ１：－ＣＦ２－Ｏ－（ＣＦ２－ＣＦ２－Ｏ）ｐ－（ＣＦ２Ｏ）ｑ－ＣＦ２－
、ｐ：１１００－１２００、ｑ：１０００－１１００、Ｒ５：－ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ（Ｏ
Ｈ）ＣＨ２ＯＨである。）
　　Ｒ６－Ｘ１－Ｒ６　　　（４）
（但し、Ｘ１：－ＣＦ２－Ｏ－（ＣＦ２－ＣＦ２－Ｏ）ｐ－（ＣＦ２Ｏ）ｑ－ＣＦ２－、
ｐ：１１００－１２００、ｑ：１０００－１１００、Ｒ６：－ＣＨ２ＯＨである。）
　　Ｒ７－Ｘ１－Ｒ７　　　（５）
（但し、Ｘ１：－ＣＦ２－Ｏ－（ＣＦ２－ＣＦ２－Ｏ）ｐ－（ＣＦ２Ｏ）ｑ－ＣＦ２－、
ｐ：１１００－１２００、ｑ：１０００－１１００、Ｒ７：－Ｆである。）
　上記式（３）、（４）、（５）の配合比はそれぞれ、９４．０重量％、５．７重量％、
０．３重量％だった。第１の潤滑層の粘度は２．７８Ｐａ・ｓだった。尚、粘度は、粘度
・弾性測定装置（ＲＥＯＬＯＧＩＣＡ社製、商品名「ＶＡＲ－１００」）を用いて測定し
た。尚、後述の実施例及び比較例の粘度の測定も同様に行った。
【００８０】
　次いで、加熱炉内に第１の保護膜を被覆した積層物を配置して、１３０℃で４８分間ベ
ーク処理を行い、図５（ｃ）に示すような固定的層１７備える積層物を形成した。
【００８１】
　次いで、図６（ｄ－１）のように、ベーク処理後の潤滑層を形成された積層物を、磁気
ディスクのデータエリアより外周部のみ、Ｖｅｒｔｒｅｌ－ＸＦに回転させながら浸漬さ
せた。溶媒の温度は２０～２５℃の範囲に保った。この浸漬によって、図６（ｄ－２）に
示すような、外周部の第１の保護膜を除去した積層物を得た。
【００８２】
　次いで、図６（ｅ－１）のように、第１の保護膜を除去した外周部、すなわちデータエ
リア外部に、下記式（６）～（８）で表現されるフッ素系材料を含む潤滑剤が入れられた
処理槽に、外周部の第１の保護膜を除去した積層物を回転させながら浸漬させ、固定的層
１７上に第２の保護膜を被覆した。この塗布によって、実施例１の磁気記録媒体を得た。
【００８３】
　　Ｒ５－Ｙ１－Ｒ５　　　（６）
　（但し、Ｙ１：－ＣＦ２－Ｏ－（ＣＦ２－ＣＦ２－Ｏ）ｐ－（ＣＦ２Ｏ）ｑ－ＣＦ２－
、ｐ：４００－５００、ｑ：４００－５００、Ｒ５：－ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ

２ＯＨである。）
　　Ｒ６－Ｙ１－Ｒ６　　　（７）
（但し、Ｙ１：－ＣＦ２－Ｏ－（ＣＦ２－ＣＦ２－Ｏ）ｐ－（ＣＦ２Ｏ）ｑ－ＣＦ２－、
ｐ：４００－５００、ｑ：４００－５００、Ｒ６：－ＣＨ２ＯＨ、ｐ：１１００－１２０
０、ｑ：１０００－１１００である。）
　　Ｒ７－Ｙ１－Ｒ７　　　（８）
（但し、Ｙ１：－ＣＦ２－Ｏ－（ＣＦ２－ＣＦ２－Ｏ）ｐ－（ＣＦ２Ｏ）ｑ－ＣＦ２－、
ｐ：４００－５００、ｑ：４００－５００、Ｒ７：－Ｆである。）
　上記式（６）、（７）、（８）の配合比はそれぞれ、１７．１重量％、８０．６重量％
、２．３重量％だった。第２の潤滑層の粘度は０．１３Ｐａ・ｓだった。
（実施例２）
　上記式（６）～（８）の代わりに、下記式（９）～（１１）で表現されるフッ素系材料
を用いた。
【００８４】
　　Ｒ－Ｙ２－Ｒ５　　　（９）
　（但し、Ｙ２：－ＣＦ２－Ｏ－（ＣＦ２－ＣＦ２－Ｏ）ｐ－（ＣＦ２Ｏ）ｑ－ＣＦ２－
、ｐ：４５０－５５０、ｑ：３５０－４５０、Ｒ５：－ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ

２ＯＨである。）
　　Ｒ６－Ｙ２－Ｒ６　　　（１０）
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（但し、Ｙ２：－ＣＦ２－Ｏ－（ＣＦ２－ＣＦ２－Ｏ）ｐ－（ＣＦ２Ｏ）ｑ－ＣＦ２－、
ｐ：４５０－５５０、ｑ：３５０－４５０、Ｒ６：－ＣＨ２ＯＨである。）
　　Ｒ７－Ｙ２－Ｒ７　　　（１１）
（但し、Ｙ２：－ＣＦ２－Ｏ－（ＣＦ２－ＣＦ２－Ｏ）ｐ－（ＣＦ２Ｏ）ｑ－ＣＦ２－、
ｐ：４５０－５５０、ｑ：３５０－４５０、Ｒ７：－Ｆである。）
　上記式（９）、（１０）、（１１）の配合比はそれぞれ、６６．２重量％、３３．３重
量％、０．５重量％だった。第２の潤滑層の粘度は０．４７Ｐａ・ｓだった。
【００８５】
　上記材料の変更を除き、実施例１と同様の方法により、実施例２の磁気記録媒体を得た
。
（実施例３）
　上記式（６）～（８）の代わりに、下記式（１２）～（１４）で表現されるフッ素系材
料を用いた。
【００８６】
　　Ｒ５－Ｙ３－Ｒ５　　　（１２）
　（但し、Ｙ３：－ＣＦ２－Ｏ－（ＣＦ２－ＣＦ２－Ｏ）ｐ－（ＣＦ２Ｏ）ｑ－ＣＦ２－
、ｐ：１２５０－１３５０、ｑ：１２５０－１３５０、Ｒ５：－ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ（Ｏ
Ｈ）ＣＨ２ＯＨである。）
　　Ｒ６－Ｙ３－Ｒ６　　　（１３）
（但し、Ｙ３：－ＣＦ２－Ｏ－（ＣＦ２－ＣＦ２－Ｏ）ｐ－（ＣＦ２Ｏ）ｑ－ＣＦ２－、
ｐ：１２５０－１３５０、ｑ：１２５０－１３５０、Ｒ６：－ＣＨ２ＯＨである。）
　　Ｒ７－Ｙ３－Ｒ７　　　（１４）
（但し、Ｙ３：－ＣＦ２－Ｏ－（ＣＦ２－ＣＦ２－Ｏ）ｐ－（ＣＦ２Ｏ）ｑ－ＣＦ２－、
ｐ：４５０－５５０、ｑ：３５０－４５０、Ｒ７：－Ｆである。）
　上記式（１２）、（１３）、（１４）の配合比はそれぞれ、７７．０重量％、２２．０
重量％、１．０重量％だった。第２の潤滑層の粘度は０．６１Ｐａ・ｓだった。
【００８７】
　上記材料の変更を除き、実施例１と同様の方法により、実施例３の磁気記録媒体を得た
。
（実施例４）
　上記式（６）～（８）の代わりに、下記式（１５）～（１７）で表現されるフッ素系材
料を用いた。
【００８８】
　　Ｒ５－Ｙ４－Ｒ５　　　（１５）
　　（但し、Ｙ４：－ＣＦ２－Ｏ－（ＣＦ２－ＣＦ２－Ｏ）ｐ－（ＣＦ２Ｏ）ｑ－ＣＦ２

－、ｐ：１７００－１８００、ｑ：１７００－１８００、Ｒ５：－ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ（
ＯＨ）ＣＨ２ＯＨである。）
　　Ｒ６－Ｙ４－Ｒ６　　　（１６）
（但し、Ｙ４：－ＣＦ２－Ｏ－（ＣＦ２－ＣＦ２－Ｏ）ｐ－（ＣＦ２Ｏ）ｑ－ＣＦ２－、
ｐ：１７００－１８００、ｑ：１７００－１８００、Ｒ６：－ＣＨ２ＯＨである。）
　　Ｒ７－Ｙ４－Ｒ７　　　（１７）
（但し、Ｙ４：－ＣＦ２－Ｏ－（ＣＦ２－ＣＦ２－Ｏ）ｐ－（ＣＦ２Ｏ）ｑ－ＣＦ２－、
ｐ：１７００－１８００、ｑ：１７００－１８００、Ｒ７：－Ｆである。）
　上記式（１５）、（１６）、（１７）の配合比はそれぞれ、４７．５重量％、５２．０
重量％、０．５重量％だった。第２の潤滑層の粘度は０．６１Ｐａ・ｓだった。
【００８９】
　上記材料の変更を除き、実施例１と同様の方法により、実施例４の磁気記録媒体を得た
。
（実施例５）
　上記式（６）～（８）の代わりに、下記式（１８）～（２０）で表現されるフッ素系材
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料を用いた。
【００９０】
　　Ｒ５－Ｙ５－Ｒ５　　　（１８）
　　（但し、Ｙ５：－ＣＦ２－Ｏ－（ＣＦ２－ＣＦ２－Ｏ）ｐ－（ＣＦ２Ｏ）ｑ－ＣＦ２

－、ｐ：１０００－１１００、ｑ：１０００－１１００、Ｒ５：－ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ（
ＯＨ）ＣＨ２ＯＨである。）
　　Ｒ６－Ｙ５－Ｒ６　　　（１９）
（但し、Ｙ５：－ＣＦ２－Ｏ－（ＣＦ２－ＣＦ２－Ｏ）ｐ－（ＣＦ２Ｏ）ｑ－ＣＦ２－、
ｐ：１０００－１１００、ｑ：１０００－１１００、Ｒ６：－ＣＨ２ＯＨである。）
　　Ｒ７－Ｙ５－Ｒ７　　　（２０）
（但し、Ｙ５：－ＣＦ２－Ｏ－（ＣＦ２－ＣＦ２－Ｏ）ｐ－（ＣＦ２Ｏ）ｑ－ＣＦ２－、
ｐ：１０００－１１００、ｑ：１０００－１１００、Ｒ７：－Ｆである。）
　上記式（１８）、（１９）、（２０）の配合比はそれぞれ、５９．３重量％、３９．９
重量％、０．８重量％だった。第２の潤滑層の粘度は０．９４Ｐａ・ｓだった。
【００９１】
　上記材料の変更を除き、実施例１と同様の方法により、実施例５の磁気記録媒体を得た
。
（比較例１）
　まず、実施例１と同様に、図５（ａ）に示すような積層物２を形成した。
【００９２】
　次いで、下記式（３）～（５）に示すフッ素系材料を含む潤滑剤が入れられた処理槽に
、得られた積層物を完全に浸漬した後、引き上げるディップ処理を行い、第１の潤滑層を
保護膜に塗布し、図５（ｂ－２）に示すような第１の保護膜１９を被覆した積層物を形成
した。
【００９３】
　　Ｒ５－Ｘ１－Ｒ５　　　（３）
　（但し、Ｘ１：－ＣＦ２－Ｏ－（ＣＦ２－ＣＦ２－Ｏ）ｐ－（ＣＦ２Ｏ）ｑ－ＣＦ２－
、ｐ：１１００－１２００、ｑ：１０００－１１００、Ｒ５：－ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ（Ｏ
Ｈ）ＣＨ２ＯＨである。）
　　Ｒ６－Ｘ１－Ｒ６　　　（４）
（但し、Ｘ１：－ＣＦ２－Ｏ－（ＣＦ２－ＣＦ２－Ｏ）ｐ－（ＣＦ２Ｏ）ｑ－ＣＦ２－、
ｐ：１１００－１２００、ｑ：１０００－１１００、Ｒ６：－ＣＨ２ＯＨである。）
　　Ｒ７－Ｘ１－Ｒ７　　　（５）
（但し、Ｘ１：－ＣＦ２－Ｏ－（ＣＦ２－ＣＦ２－Ｏ）ｐ－（ＣＦ２Ｏ）ｑ－ＣＦ２－、
ｐ：１１００－１２００、ｑ：１０００－１１００、Ｒ７：－Ｆである。）
　上記式（３）、（４）、（５）の配合比はそれぞれ、９４．０重量％、５．７重量％、
０．３重量％だった。第１の潤滑層の粘度は２．７８Ｐａ・ｓだった。
【００９４】
　次いで、加熱炉内に第１の保護膜を被覆した積層物を配置して、１３０℃で４８分間ベ
ーク処理を行い、図５（ｃ）に示すような固定的層１７備える積層物を形成し、比較例１
の磁気記録媒体を得た。尚、後述の磁気ヘッドのゼロ高さ検出は、第１の潤滑層が形成さ
れた部分のうち、実施例１～５において第２の潤滑層が被覆された部分に対応する部分に
おいて行った。
（評価）
　１．磁気ヘッドのゼロ高さ検出時の変位量Dと粘度ηの関係
　実験例１、比較例１で得られた磁気記録媒体を図１に示す磁気記録装置に組み込み、ゼ
ロ高さ検出を行った。この磁気記録装置の磁気ヘッド１０８は、図３に示される磁気ヘッ
ド１０８のように、素子部１１３を加熱することが可能なヒーター１１３が設けられた。
ヒーター１１３加熱し、素子部１１１の突き出し量を徐々に増加させ、一定の回転数で回
転させた磁気記録媒体上の第２の潤滑層が塗布された面に、磁気ヘッドを接触させた。磁
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気ヘッドが接触した後０．２秒間の振動の変位量（振れ幅）を、ＬＤＶ（レーザー・ドッ
プラー・バイブロメーター）振動計（電子技研工業社製、商品名「Ｖ１００２」）を用い
て測定した。
【００９５】
　図７は、振動の変位量を検出する手段について示した概念図である。ＬＤＶ１１０から
磁気ヘッド１０８に対して垂直にレーザー光を照射し、磁気ヘッドから反射されるドップ
ラー信号をＬＤＶ１１０により検出した。検出した信号は周波数分解された。特定の周波
数における信号強度が、磁気ヘッドの変位量として出力された。尚、観測した磁気ヘッド
の振動の方向は、磁気記録媒体の表面に対して垂直な方向である。
【００９６】
　図８は、磁気ヘッドのゼロ高さ検出時の変位量に対する第２の潤滑層の粘度のプロット
である。図８において横軸は粘度η（Ｐａ・ｓ）、縦軸は磁気ヘッドの変位量Ｄ（ｎｍ）
である。実施例１～５の磁気記録媒体を使用した場合、磁気ヘッドの変位量Ｄは０．５ｎ
ｍ以下だった。一方、比較例１の磁気記録媒体を使用した場合、磁気ヘッドの変位量Ｄは
０．９８ｎｍと、実施例１～５のそれと比較して、約２～３倍程度大きかった。
【００９７】
　２．磁気ヘッドの汚れと粘度の関係
　実施例１の磁気記録媒体を、図１に示す磁気記録装置に組み込み、減圧約３００ｈＰａ
の環境下で、一定時間、磁気記録媒体表面の第１の潤滑層上でヘッドシークを行った。ヘ
ッドシークを行った後、磁気ヘッドの表面を顕微鏡を用いて観察した像を図９の左上に示
す。また、ヘッドに転写した潤滑層の様子を測定用基板に移着させ、その移着させた測定
用基板をＯＳＡ（オプティカル・サーフェース・アナライザー）（Ｃａｎｄｅｌａ社製、
商品名「ＯＳＡ６１００」）を用いて偏向解析を行い、得られたＯＳＡ像を図９の左下に
示す。移着の方法は特願２００６－３２６１７６号、段落番号００３４～００３６に記載
された方法に準じて行った。測定用基板としては、上記積層物２と同じ層構成のものを準
備して用いた。移着時間は３０分、移着処理温度は２０～２５℃だった。また、偏向解析
の方法は、特願２００６－３２６１７６号、段落番号００３８～００３９に記載された方
法に準じて行った。ＯＳＡ像において、色が濃い部分ほど第１の潤滑層から潤滑剤が転写
され、磁気ヘッドが汚染されていることを意味する。第１の潤滑層上でシークした場合は
、ＯＳＡ像の色が濃い部分の面積が小さく、磁気ヘッドはあまり汚染されていないことが
分かった。
【００９８】
　また、実施例１の磁気記録媒体を、図１に示す磁気記録装置に組み込み、減圧約３００
ｈＰａの環境下で、上記と同じ一定時間、磁気記録媒体表面の第２の潤滑層上でヘッドシ
ークを行った。ヘッドシークを行った後、磁気ヘッドの表面を顕微鏡を用いて観察した像
を図９右上に示す。更に、ヘッドに転写した第２の潤滑層の様子を、上記と同様に測定用
基板に移着させ、偏向解析を行い、得られたＯＳＡ像を図９右下に示す。第２の潤滑層上
でシークした場合は、ＯＳＡ像の色が暗い部分の面積が大きく、磁気ヘッドは第２の潤滑
層が転写され、汚染されていることが分かった。
【００９９】
　仮に上記実施例１の第１の潤滑層が第２の潤滑層に用いた材料により形成されると、そ
の第１の潤滑層が磁気ヘッドに転写し、磁気記録、再生性能に悪影響を及ぼす恐れがある
。一方、実施例１の磁気記録媒体の場合、第２の潤滑層上にヘッドが近接するのは通常ゼ
ロ高さの検出時のみであり、通常の記録、再生動作時に、第２の潤滑層が磁気ヘッドへ転
写することは稀である。
【０１００】
　ここで再び、本発明の詳細な特徴を改めて説明する。
（付記１）
　基板の少なくとも一方に情報の記録及び再生を行うための記録層が設けられた記憶媒体
と、該記憶媒体へ情報の記録する又は該記憶媒体の情報を再生するために該記憶媒体に対
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向するように配置されたヘッドとを備える記憶装置において、
　前記記憶媒体の表面に、第１の潤滑層と、該第１の潤滑層よりも粘性が低い第２の潤滑
層とが配置された記憶媒体を備える記憶装置。
（付記２）
　前記第２の潤滑層が、前記ヘッドを接触させて前記ヘッドと前記記憶媒体の間隔を調整
するために配置されたことを特徴とする付記１に記載の記憶装置。
（付記３）
　前記ヘッドが、該ヘッドと前記記憶媒体との間隔を調整する調整機構を備える付記１に
記載の記憶装置。
（付記４）
　前記ヘッドが、前記調整機構としてヒーター部を有することを特徴とする付記３に記載
の記憶装置。
（付記５）
　前記第１の潤滑層が、記録又は再生時に前記第２の潤滑層よりも前記ヘッドと近接する
ことを特徴とする付記１に記載の記憶装置。
（付記６）
　前記ヘッドを前記第２の潤滑層に接触させることにより、該ヘッドと該記憶媒体との間
隔の位置情報を検出し、該位置情報を使用して該ヘッドと該記憶媒体との間隔を制御する
、付記１に記載の記憶装置。
（付記７）
　基板の少なくとも一方に情報の記録及び再生を行うための記録層が設けられた記録媒体
において、
　前記記憶媒体の少なくとも一方の表面に第１の潤滑層と、該第１の潤滑層よりも粘性が
低い第２の潤滑層とが配置されたことを特徴とする記憶媒体。
（付記８）
　基板の少なくとも一方に情報の記録及び再生を行うための記録層が設けられた記憶媒体
と、該記憶媒体へ情報の記録する又は該記憶媒体の情報を再生するために該記憶媒体に対
向するように配置されたヘッドとを備える記憶装置に使用される記憶媒体において、
　前記第２の潤滑層は前記ヘッドを接触させて前記ヘッドと前記記憶媒体の間隔を調整す
るために配置されたことを特徴とする付記７に記載の記憶媒体。
（付記９）
　前記第２の潤滑層が、２０℃において１Ｐａ・ｓ以下の粘度であることを特徴とする付
記７に記載の記録媒体。
（付記１０）
　前記第２の潤滑層が、末端基－ＣＨ２ＯＨを有し、末端基－ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ（ＯＨ
）ＣＨ２ＯＨを有しないパーフルオロポリエーテル系潤滑剤の含有量が８０重量％以上で
あることを特徴とする付記７に記載の記録媒体。
（付記１１）
　基板の少なくとも一方に情報の記録及び再生を行うための記録層が設けられた記憶媒体
と、該記憶媒体へ情報を記録する又は該記憶媒体の情報を再生するために該記憶媒体に対
向するように配置されたヘッドとを備える記憶装置に使用される記憶媒体において、
　前記第１の潤滑層は、記録又は再生時に前記第２の潤滑層よりも前記素子部と近接する
ことを特徴とする付記７に記載の記憶媒体。
（付記１２）
　前記第１の潤滑層が、２０℃において４Ｐａ・ｓ以上の粘度であることを特徴とする付
記７に記載の記録媒体。
（付記１３）
　前記第２の潤滑層が、末端基－ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２ＯＨを有し、末端基
－ＣＨ２ＯＨを有しないパーフルオロポリエーテル系潤滑剤の含有量が９０重量％以上で
あることを特徴とする付記７に記載の記録媒体。
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（付記１４）
　前記第１の潤滑層に、該第１の潤滑層の密着性を向上させる固定的層が設けられたこと
を特徴とする付記７に記載の記憶媒体。
（付記１５）
　前記第２の潤滑層の前記基板側に、前記第２の潤滑層の密着性を向上させる固定的層が
設けられたことを特徴とする付記７に記載の記憶媒体。
（付記１６）
　前記固定的層が第１の極性基を有する潤滑剤を含み、前記固定的層の前記基板側に第２
の極性基を有する層が設けられたことを特徴とする付記１５に記載の記憶媒体。
（付記１７）
　前記第２の潤滑層が、前記第１の潤滑層よりも外周側に配置されたことを特徴とする付
記７に記載の記憶媒体。
（付記１８）
　前記記憶媒体へ情報を記録する又は前記記憶媒体の情報を再生するため前記記録媒体に
対向するように配置された前記ヘッドを、前記第２の潤滑層に接触させることにより、該
ヘッドと該記憶媒体との間隔の位置情報を検出し、該位置情報を使用して該ヘッドと該記
憶媒体との間隔を制御する記憶装置に備えられることを特徴とする、付記７に記載の記憶
媒体。
（付記１９）
　前記１Ｐａ・ｓ以下の粘度を有する潤滑剤がフッ素系材料からなることを特徴とする付
記７に記載の記憶媒体。
（付記２０）
　基板の少なくとも一方に情報の記録及び再生を行うための記録層を備えてなる積層物の
表面に第１の潤滑層と、該第１の潤滑層よりも粘性が低い第２の潤滑層が配置された磁気
記録媒体の製造方法において、
　前記積層物上に前記第１の潤滑層を配置する工程と、
　前記第１の潤滑層の外周部の少なくとも一部を除去する工程と、
　前記第１の潤滑層が除去された外周部に前記第２の潤滑層を配置する工程
を含むことを特徴とする記憶媒体の製造方法。
（付記２１）
　前記積層物上に、前記第１の潤滑剤の密着性を向上させる固定的層を設ける工程
を含むことを特徴とする付記２０に記載の記憶媒体の製造方法。
（付記２２）
　前記固定的層を設ける工程においてベークを行うことを特徴とする付記２１に記載の記
憶媒体の製造方法。
（付記２３）
　前記基板上の少なくとも一方に、前記記録層及び該記録層を保護する保護層を順に積層
する、積層物準備工程
を含むことを特徴とする付記２０に記載の記憶媒体の製造方法。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】本発明の記憶媒体を用いた記憶装置（ハードディスクドライブ：ＨＤＤ）を示す
概略図である。
【図２】本発明の記憶媒体の一実施形態を示す模式的平面図及び模式的断面図である。
【図３】ゼロ高さの検出の各工程を示す模式図である。
【図４】本発明の記憶媒体の製造方法について一実施形態を示す工程図である。
【図５】図４に示す本発明の記憶媒体の製造方法の一実施形態において、各工程を示す模
式図である。
【図６】図４に示す本発明の記憶媒体の製造方法の一実施形態において、各工程を示す模
式図である。
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【図７】振動の変位量を検出する手段について示した概念図である。
【図８】磁気ヘッドのゼロ高さ検出時の変位量に対する第２の潤滑層の粘度のプロットを
示す図である。
【図９】磁気ヘッドの表面を顕微鏡を用いて観察した像、及びＯＳＡ（オプティカル・サ
ーフェース・アナライザー）で観察した像である。
【符号の説明】
【０１０２】
　１　　記憶媒体（磁気ディスク）
　２　　積層物
　１１　　基板
　１２　　軟磁性層
　１３　　中間層
　１４　　記録層
　１５　　保護層
　１６　　潤滑層
　１７　　固定的層
　１８　　流動的層
　１９　　第１の潤滑層
　２０　　第２の潤滑層
　３１　　記録領域
　３２　　ゼロ高さ検出用領域
　４１　　第１の潤滑層形成用の潤滑剤溶液
　４２、４２’　　溶媒
　４３、４３’　　第２の潤滑層形成用の潤滑剤溶液
　１０１　　記憶装置（ＨＤＤ）
　１０２　　スピンドルモータ
　１０３　　記憶媒体（磁気ディスク）
　１０４　　ヘッドジンバル組立体
　１０５　　シャフト
　１０６　　キャリッジアーム
　１０７　　アクチュエータ
　１０８　　磁気ヘッド
　１０９　　回転方向
　１１０　　ＬＤＶ
　１１１　　素子部
　１１２　　突き出し部
　１１３　　ヒーター
　１１４　　スライダ
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