
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
磁気変換機能を有する機能膜と、
前記機能膜を挟み込むように設けられると共に、それぞれ絶縁性を有する第１のギャップ
膜および第２のギャップ膜と、
前記機能膜に不要な磁界の影響が及ばないようにするため、前記第１のギャップ膜および
前記第２のギャップ膜をそれぞれ介して前記機能膜を挟み込む第１のシールド層および第
２のシールド層と
を備えると共に、
前記第１のシールド層および前記第２のシールド層の少なくとも一方は、前記機能膜側か
ら順に、磁化の向きが規制された内側層と、前記内側層の磁化の向きを規制する磁化安定
化層と、磁化の向きが自由に変化しうる外側層とを有すること
を特徴とする薄膜磁気ヘッド。
【請求項２】
前記内側層の厚さは、１０ｎｍ以上３００ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１記載
の薄膜磁気ヘッド。
【請求項３】
前記磁化安定化層は、反強磁性材料および硬磁性材料の少なくとも一方を含むことを特徴
とする請求項１または請求項２に記載の薄膜磁気ヘッド。
【請求項４】
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前記磁化安定化層と前記外側層との間に、中間層が介在していることを特徴とする請求項
１ないし請求項３のいずれか１に記載の薄膜磁気ヘッド。
【請求項５】
前記機能膜に、この機能膜の磁区を制御するためのバイアス磁界を印加する磁区制御膜を
さらに備え、
前記内側層の磁化の向きは、前記磁区制御膜が前記機能膜に印加するバイアス磁界に対し
、ほぼ平行で同じ向き、または、ほぼ平行で反対向きであること
を特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれか１に記載の薄膜磁気ヘッド。
【請求項６】
前記機能膜は、
非磁性層と、
この非磁性層の一方の面に設けられた軟磁性層と、
前記非磁性層の軟磁性層と反対側の面に設けられた強磁性層と、
前記強磁性層の前記非磁性層とは反対側の面に設けられた反強磁性層と
を備えることを特徴とする請求項１ないし請求項５のいずれか１に記載の薄膜磁気ヘッド
。
【請求項７】
前記反強磁性層および前記強磁性層は、第１の温度に加熱されることにより交換結合を生
じ、
前記磁化安定化層および前記内側層は、前記第１の温度とは異なる第２の温度に加熱され
ることにより交換結合を生じること
を特徴とする請求項６記載の薄膜磁気ヘッド。
【請求項８】
磁気変換機能を有する機能膜と、
前記機能膜を挟み込む第１の絶縁膜および第２の絶縁膜と、
前記機能膜を、前記第１の絶縁膜および前記第２の絶縁膜をそれぞれ介して挟み込む第１
の磁性層および第２の磁性層と
を備えると共に、
前記第１の磁性層および前記第２の磁性層の少なくとも一方は、前記機能膜側から順に、
内側層と外側層とを有しており、
前記内側層における一軸異方性磁界よりも、前記外側層における一軸異方性磁界の方が０
に近いこと
を特徴とする薄膜磁気ヘッド。
【請求項９】
磁気抵抗効果を有する機能膜と、不要な磁界の影響がこの機能膜に及ばないようにするた
めの第１のシールド層および第２のシールド層とを備えた薄膜磁気ヘッドの製造方法であ
って、
基体の上に、所定の絶縁層を介して前記第１のシールド層を形成するステップと、
この第１のシールド層の上に、絶縁性を有する第１のギャップ膜を形成するステップと、
この第１のギャップ膜の上に、前記機能膜を形成するステップと、
この機能膜の上に、絶縁性を有する第２のギャップ膜を形成するステップと、
この第２のギャップ膜の上に、前記第２のシールド層を形成するステップと
を含むと共に、
前記第１のシールド層を形成するステップおよび前記第２のシールド層を形成するステッ
プの少なくとも一方において、前記第１のシールド層および前記第２のシールド層の少な
くとも一方を、前記機能膜側から順に、磁化の向きが規制された内側層と、前記内側層の
磁化の向きを規制する磁化安定化層と、磁化の向きが自由に変化しうる外側層とにより形
成するようにしたこと
を特徴とする薄膜磁気ヘッドの製造方法。
【請求項１０】
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前記磁化安定化層を、反強磁性材料および硬磁性材料の少なくとも一方により構成するよ
うにしたことを特徴とする請求項９記載の薄膜磁気ヘッドの製造方法。
【請求項１１】
前記内側層と前記磁化安定化層を、ほぼ同一の成膜方法を用いて連続的に成膜するように
したことを特徴とする請求項９または請求項１０に記載の薄膜磁気ヘッドの製造方法。
【請求項１２】
前記磁化安定化層と前記外側層とを、互いに異なる成膜方法を用いて、非連続的に成膜す
るようにしたことを特徴とする請求項９ないし請求項１１のいずれか１に記載の薄膜磁気
ヘッドの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ハードディスク装置などの磁気記録装置などで用いられる薄膜磁気ヘッドおよ
びその製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ハードディスクなどの面記録密度の向上に伴って、薄膜磁気ヘッドの性能向上が求
められている。薄膜磁気ヘッドとしては、磁気抵抗効果素子（以下、ＭＲ（ Magnetoresis
tive）素子と記す。）を有する再生ヘッドと、誘導型磁気変換素子を有する記録ヘッドと
を積層した構造の複合型薄膜磁気ヘッドが広く用いられている。ＭＲ素子は、信号磁界に
感応して抵抗変化を示す単層または多層の磁気抵抗効果膜（以下、ＭＲ膜とする）を有し
ており、このＭＲ膜における抵抗変化に基づいて情報の読み出しを行うようになっている
。ＭＲ膜としては、異方性磁気抵抗効果（ＡＭＲ（ Anisotropic Magnetoresistive）効果
）を示すＡＭＲ膜や、巨大磁気抵抗効果（ＧＭＲ（ Giant Magnetoresistive）効果）を示
すＧＭＲ膜が知られている。
【０００３】
ここで、磁気媒体には、多数のデータ要素（１ビットの情報に対応する領域）が配列され
てなるトラックラインが形成されており、そのデータ要素の間隔は極めて短い。そのため
、薄膜磁気ヘッドのＭＲ膜は、あるデータ要素の情報を読み取っているときには、隣接す
る他のデータ要素の影響を受けないようにする必要がある。そこで、薄膜磁気ヘッドは、
ＭＲ膜を、透磁率が高い磁性材料よりなる一対のシールド層で挟み込むようにしている。
すなわち、不要な磁束（すなわち、隣接するデータ要素からの磁束）が主としてシールド
層に流れ、ＭＲ膜には流れないようにすることにより、不要な磁界がＭＲ膜に及ばないよ
うにしている。このような作用は、シールド作用と呼ばれる。この一対のシールド層の間
隔は、トラックラインにおけるデータ要素の間隔にほぼ対応している。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ここで、近年のハードディスクなどにおける面記録密度の向上に伴って、トラックライン
におけるデータ要素の配列密度（すなわち、線密度）は高くなる傾向にあり、それに伴い
、薄膜磁気ヘッドのシールド層の間隔をさらに狭くすることが求められている。このよう
にシールド層の間隔を狭くすると、シールド層とＭＲ膜とが接近して配置されることとな
る。しかしながら、シールド層では、磁気媒体が発生する磁界を受けて、磁化の向きが不
規則に変動することがある。そのため、シールド層とＭＲ膜とが接近して配置されると、
ＭＲ膜が、シールド層における磁化の向きの変動の影響を受け、その結果、薄膜磁気ヘッ
ドの出力が不安定になるという問題がある。
【０００５】
このような問題を解決するため、シールド層を、強磁性層と反強磁性層との積層体により
構成し、強磁性層と反強磁性層とに生じる交換結合を利用して、シールド層の磁化の向き
を完全に固定することが提案されている（特開平９－２７４７１２号および米国特許第５
，６２１，５９２号）。
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【０００６】
しかしながら、このようにシールド層の磁化の向きを固定してしまうと、シールド層の透
磁率が低下し、不要な磁束がシールド層に流れにくくなり、シールド作用が低下してしま
う。このようにシールド層のシールド作用が低下すると、シールド層の間隔を狭くするこ
とができず、高密度記録への対応ができなくなるという問題がある。
【０００７】
本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、高密度記録への対応を可
能にしつつ、出力を安定させることができる薄膜磁気ヘッドおよびその製造方法を提供す
ることである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明による薄膜磁気ヘッドは、磁気変換機能を有する機能膜と、機能膜を挟み込むよう
に設けられると共に、それぞれ絶縁性を有する第１のギャップ膜および第２のギャップ膜
と、機能膜に不要な磁界の影響が及ばないようにするため、第１のギャップ膜および第２
のギャップ膜をそれぞれ介して機能膜を挟み込む第１のシールド層および第２のシールド
層とを備えると共に、第１のシールド層および第２のシールド層の少なくとも一方は、機
能膜側から順に、磁化の向きが規制された内側層と、内側層の磁化の向きを規制する磁化
安定化層と、磁化の向きが自由に変化しうる外側層とを有することを特徴とするものであ
る。
【０００９】
本発明による薄膜磁気ヘッドでは、第１のシールド層および第２のシールド層の少なくと
も一方において、機能膜に近い側には、磁化の向きが規制された内側層が設けられている
。すなわち、第１のシールド層および第２のシールド層の少なくとも一方において、機能
膜の近傍における磁化の変化が起こりにくくなる。また、外側層においては、磁化の向き
が自由に変化しうるため、この外側層に不要な磁束を流れさせることができる。すなわち
、不要な磁界が機能膜に及ばないようにするシールド作用が十分に発揮される。
【００１０】
本発明による薄膜磁気ヘッドでは、内側層の厚さは、１０ｎｍ以上３００ｎｍ以下である
ことが好ましい。さらに、磁化安定化層は、反強磁性材料および硬磁性材料の少なくとも
一方を含むことが好ましい。さらに、磁化安定化層と外側層との間に中間層を介在させて
もよい。加えて、機能膜に、この機能膜の磁区を制御するためのバイアス磁界を印加する
磁区制御膜をさらに備え、内側層の磁化の向きは、磁区制御膜が機能膜に印加するバイア
ス磁界に対し、ほぼ平行で同じ向き、または、ほぼ平行で反対向きであることが好ましい
。また、機能膜は、非磁性層と、この非磁性層の一方の面に設けられた軟磁性層と、非磁
性層の軟磁性層と反対側の面に設けられた強磁性層と、強磁性層の非磁性層とは反対側の
面に設けられた反強磁性層とを備えるようにしてもよい。この場合、反強磁性層および強
磁性層は、第１の温度に加熱されることにより交換結合を生じ、磁化安定化層および内側
層は、第１の温度とは異なる第２の温度に加熱されることにより交換結合を生じることが
好ましい。
【００１１】
本発明による他の薄膜磁気ヘッドは、磁気変換機能を有する機能膜と、機能膜を挟み込む
第１の絶縁膜および第２の絶縁膜と、機能膜を第１の絶縁膜および第２の絶縁膜をそれぞ
れ介して挟み込む第１の磁性層および第２の磁性層とを備えると共に、第１の磁性層およ
び第２の磁性層の少なくとも一方は、機能膜側から順に、内側層と外側層とを有し、内側
層における一軸異方性磁界よりも、外側層における一軸異方性磁界の方が０に近くなるよ
うにしたことを特徴とするものである。
【００１２】
本発明による薄膜磁気ヘッドの製造方法は、磁気抵抗効果を有する機能膜と、不要な磁界
の影響がこの機能膜に及ばないようにするための第１のシールド層および第２のシールド
層とを備えた薄膜磁気ヘッドの製造方法であって、基体の上に、所定の絶縁層を介して第
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１のシールド層を形成するステップと、この第１のシールド層の上に、絶縁性を有する第
１のギャップ膜を形成するステップと、この第１のギャップ膜の上に、機能膜を形成する
ステップと、この機能膜の上に、絶縁性を有する第２のギャップ膜を形成するステップと
、この第２のギャップ膜の上に、第２のシールド層を形成するステップとを含むと共に、
第１のシールド層を形成するステップおよび第２のシールド層を形成するステップの少な
くとも一方において、第１のシールド層および第２のシールド層の少なくとも一方を、機
能膜側から順に、磁化の向きが規制された内側層と、内側層の磁化の向きを規制する磁化
安定化層と、磁化の向きが自由に変化しうる外側層とにより形成するようにしたことを特
徴とするものである。
【００１３】
本発明による薄膜磁気ヘッドの製造方法では、第１のシールド層および第２のシールド層
の少なくとも一方が、機能膜側から順に、磁化の向きが規制された内側層と、内側層の磁
化の向きを規制する磁化安定化層と、磁化の向きが自由に変化しうる外側層とを有する薄
膜磁気ヘッドが製造される。
【００１４】
本発明による薄膜磁気ヘッドの製造方法では、磁化安定化層を、反強磁性材料および硬磁
性材料の少なくとも一方により構成することが好ましい。また、内側層と磁化安定化層を
、ほぼ同一の成膜方法を用いて連続的に成膜することが好ましい。さらに、磁化安定化層
と外側層とを、互いに異なる成膜方法を用いて非連続的に成膜することが好ましい。
【００１５】
【発明の実施の形態】
[第１の実施の形態 ]
＜磁気ヘッドスライダの構成＞
最初に、図１ないし図７を参照して、本発明の一実施の形態に係る薄膜磁気ヘッド１の構
造について説明する。
【００１６】
図１は、本実施の形態に係る薄膜磁気ヘッド１を備えた回転アーム８の構成を表すもので
ある。この回転アーム８は、例えば、図示しないハードディスク装置などで用いられるも
のであり、薄膜磁気ヘッド１（図２）が形成されたスライダ２を有している。このスライ
ダ２は、例えば、支軸８Ｂにより回転可能に支持された腕部８Ａの先端に搭載されている
。この腕部８Ａは、例えば、図示しないボイスコイルモータの駆動力により回転するよう
になっており、これによりスライダ２がハードディスクなどの磁気媒体３の記録面（図１
においては記録面の下面）に沿ってトラックラインを横切る方向Ｘに移動するようになっ
ている。なお、磁気媒体３は、例えば、スライダ２がトラックラインを横切る方向Ｘに対
してほぼ直交する方向Ｚに回転するようになっている。
【００１７】
図２は、図１に示したスライダ２の構成を表すものである。このスライダ２は、例えば、
Ａｌ 2Ｏ 3・ＴｉＣ（アルミナチタンカーバイド）よりなるブロック状の基体２Ｄを有して
いる。この基体２Ｄは、例えば、ほぼ六面体形状を有しており、その一面が磁気媒体３（
図１）の記録面に対して近接して対向するように配置されている。なお、磁気媒体３とス
ライダ２とが対向する方向Ｙは、上述した方向Ｘおよび方向Ｚに対して直交している。磁
気媒体３の記録面と対向する面はエアベアリング面（ＡＢＳ）２Ｅと呼ばれ、所定形状の
スライダレール２Ａが形成されている。基体２Ｄのエアベアリング面２Ｅに対する一側面
（図２においては左側の側面）には、薄膜磁気ヘッド１が設けられている。
【００１８】
図３は、薄膜磁気ヘッド１の構成を分解して表すものである。また、図４は、図３に示し
た矢印ＩＶ方向から見た平面構造を表し、図５は、図４に示したＶ－Ｖ線に沿った矢視方
向の断面構造を表している。また、図６は、図４に示したＶＩ－ＶＩ線に沿った矢視方向
の断面構造を表している。この薄膜磁気ヘッド１は、磁気媒体３に記録された磁気情報を
再生する再生ヘッド部１Ａと、磁気媒体３に磁気情報を記録する記録ヘッド部１Ｂとが一
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体に構成されたものである。
【００１９】
図３および図５に示したように、再生ヘッド部１Ａは、基体２Ｄの上に、絶縁層１１，第
１シールド層１２，第１ギャップ膜１３，第２ギャップ膜１４，第２シールド層１５およ
び絶縁層１６がこの順に積層された構造を有している。絶縁層１１は、例えば、積層方向
の厚さ（以下、単に厚さと記す）が２μｍ～１０μｍであり、Ａｌ 2Ｏ 3（酸化アルミニウ
ム）により構成されている。
【００２０】
第１シールド層１２および第２シールド層１５は、例えば、厚さがそれぞれ１μｍ～３μ
ｍであり、それぞれ３層構造を有している。これら第１シールド層１２および第２シール
ド層１５は、ＭＲ膜２０に不要な磁界の影響が及ばないようにするためのものである。こ
こで、第１シールド層１２および第２シールド層１５は、本発明における「第１の磁性層
」および「第２の磁性層」の一具体例にそれぞれ対応する。
【００２１】
図６に示したように、第１シールド層１２および第２シールド層１５は、それぞれ第１ギ
ャップ膜１３および第２ギャップ膜１４を介して、ＭＲ膜２０を挟み込んでいる。第１シ
ールド層１２は、絶縁層１１に近い側から、外側層１２１、下地層１２２、磁化安定化層
１２３および内側層１２４を有している。一方、第２シールド層１５は、絶縁層１１に近
い側から、内側層１５１、磁化安定化層１５２、隔離層１５３および外側層１５４を有し
ている。なお、下地層１２２および隔離層１５３は、本発明における「中間層」の一具体
例に対応する。
【００２２】
第１シールド層１２の外側層１２１は、例えば、厚さが０．５μｍ～３．０μｍであり、
透磁率が高い磁性材料により構成されている。この外側層１２１は、例えば、Ｎｉ（ニッ
ケル）およびＦｅ（鉄）を含む合金により構成されることが好ましい。さらに具体的には
、Ｎｉの含有率が約８０原子％で、Ｆｅの含有率が約２０原子％であるＮｉＦｅ（以下、
Ｎｉ 8 0Ｆｅ 2 0と記す。）により構成されることが好ましい。以下の説明では、透磁率が高
いこれらの磁性材料を、「高透磁率磁性材料」として説明する。
【００２３】
この外側層１２１は、磁化の向きが自由に変化しうるようになっている（すなわち、磁化
の向きが規制されていない）。磁化の向きが自由に変化できれば、不要な磁束が主として
外側層１２１に流れて、ＭＲ膜２０には流れにくくなり、これにより、ＭＲ膜２０に不要
な磁界が及ぶのを防止する作用（シールド作用）を十分に発揮できるからである。
【００２４】
第１シールド層１２の下地層１２２は、厚さが１ｎｍ～３０ｎｍであり、例えばＴａ（タ
ンタル）により構成されている。この下地層１２２は、その上に成膜される磁化安定化層
１２３の結晶性を向上させるためのものである。また、この下地層１２２は、外側層１２
１と磁化安定化層１２３とを隔てることにより、外側層１２１の磁化の向きが磁化安定化
層１２３によって規制されないようにする機能も有する。
【００２５】
第１シールド層１２の磁化安定化層１２３は、例えば、厚さが５ｎｍ～１００ｎｍであり
、反強磁性材料により構成されている。反強磁性材料としては、例えば、Ｐｔ（白金），
Ｒｕ（ルテニウム），Ｒｈ（ロジウム），Ｐｄ（パラジウム），Ｎｉ，Ａｕ（金），Ａｇ
（銀），Ｃｕ（銅），Ｉｒ（イリジウム），Ｃｒ（クロム）およびＦｅからなる群のうち
の少なくとも１種と、Ｍｎとを含む反強磁性材料が用いられる。また、Ｎｉ，Ｆｅおよび
Ｃｏからなる群のうちの少なくとも１種と、Ｏ（酸素）とを含む反強磁性材料を用いても
よい。この磁化安定化層１２３は、その上に成膜される内側層１２４との間に交換結合を
生じ、これにより、内側層１２４における磁化の向きをＸ方向にほぼ固定する（すなわち
、規制する）ものである。
【００２６】
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なお、反強磁性材料には、熱処理しなくても強磁性材料との間に交換結合磁界を誘起する
非熱処理系反強磁性材料と、熱処理によって強磁性材料との間に交換結合磁界を誘起する
熱処理系反強磁性材料とがある。この磁化安定化層１２３は、そのどちらにより構成され
ていてもよい。非熱処理系反強磁性材料にはγ相を有するＭｎ合金などがあり、具体的に
は、ＲｕＲｈＭｎ（ルテニウムロジウムマンガン合金），ＦｅＭｎ（鉄マンガン合金）あ
るいはＩｒＭｎ（イリジウムマンガン合金）などがある。熱処理系反強磁性材料には規則
結晶構造を有するＭｎ合金などがあり、具体的には、ＰｔＭｎ（白金マンガン合金），Ｎ
ｉＭｎ（ニッケルマンガン合金）およびＰｔＲｈＭｎ（白金ロジウムマンガン合金）など
がある。
【００２７】
第１シールド層１２の内側層１２４は、例えば、厚さが１０ｎｍ～３００ｎｍであり、上
述した高透磁率磁性材料より構成されている。この第１シールド層１２の内側層１２４は
、磁化安定化層１２３との交換結合により、磁化の向きがＸ方向にほぼ固定されるように
なっている。これは、ＭＲ膜２０の出力を安定させるためである。
【００２８】
第１ギャップ膜１３および第２ギャップ膜１４は、例えば、厚さがそれぞれ１０ｎｍ～１
００ｎｍであり、Ａｌ 2Ｏ 3またはＡｌＮ（チッ化アルミニウム）によりそれぞれ構成され
ている。この第１ギャップ膜１３および第２ギャップ膜１４は、後述するＭＲ膜２０と第
１シールド層１２および第２シールド層１５とを電気的に絶縁するためのものである。絶
縁層１６は、第１ギャップ膜１３および第２ギャップ膜１４と同様、例えば厚さが１０ｎ
ｍ～１００ｎｍであり、Ａｌ 2Ｏ 3またはＡｌＮにより構成されている。この絶縁層１６は
、再生ヘッド部１Ａと記録ヘッド部１Ｂとを電気的に絶縁するためのものである。なお、
ＭＲ膜２０については後述する。
【００２９】
第２シールド層１５の内側層１５１は、例えば、厚さが１０ｎｍ～３００ｎｍであり、上
述した高透磁率磁性材料により構成されている。この第２シールド層１５の内側層１５１
は、磁化安定化層１５２との交換結合により、磁化の向きがＸ方向にほぼ固定されるよう
になっている。これは、ＭＲ膜２０の出力を安定させるためである。
【００３０】
第２シールド層１５の磁化安定化層１５２は、例えば、厚さが５ｎｍ～１００ｎｍであり
、第１シールド層１２の磁化安定化層１２３と同様、反強磁性材料により構成されている
。反強磁性材料の具体例は、上述したとおりである。この磁化安定化層１５２は、内側層
１５１との間に交換結合を生じ、これにより内側層１５１における磁化の向きをＸ方向に
ほぼ固定するものである。なお、第１シールド層１２の磁化安定化層１２３および第２シ
ールド層１５の磁化安定化層１５２をいずれも熱処理系反強磁性材料により構成する場合
には、磁化安定化層１２３と内側層１２４との間に交換結合が生じる温度と、磁化安定化
層１５２と内側層１５１との間に交換結合が生じる温度とを同じにすることが好ましい。
一度の熱処理で、両方の交換結合を生じさせることができるからである。
【００３１】
第２シールド層１５の隔離層１５３は、厚さが１ｎｍ～３０ｎｍであり、例えばＴａによ
り構成されている。この隔離層１５３は、磁化安定化層１５２と外側層１５４とを隔てる
ことにより、外側層１５４の磁化の向きが規制されないようにするものである。
【００３２】
第２シールド層１５の外側層１５４は、例えば、厚さが０．５μｍ～３．０μｍであり、
上述した高透磁率磁性材料により構成されている。この外側層１５４は、磁化の向きが自
由に変化しうるようになっている。特に、外側層１５４は、全体に亘って、磁化の向きが
自由に変化しうるようになっていることが好ましい。磁化の向きが自由に変化しうるほど
、ＭＲ膜２０に不要な磁界の影響が及ぶのを防止するシールド作用を十分に発揮できるか
らである。
【００３３】
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第１ギャップ膜１３と第２ギャップ膜１４との間には、スピンバルブ膜であるＭＲ膜２０
を含むＭＲ素子１Ｃが埋設されている。この再生ヘッド部１Ａは、磁気媒体３の信号磁界
に応じてＭＲ膜２０の電気抵抗が変化することを利用して、磁気媒体３に記録された情報
を読み出すようになっている。ここで、ＭＲ膜２０は、本発明における「機能膜」の一具
体例に対応する。
【００３４】
図７は、ＭＲ素子１Ｃの断面構造を表す断面図である。このＭＲ素子１ＣのＭＲ膜２０は
、第１ギャップ膜１３の上に、下地層２１，第１軟磁性層２２Ａ，第２軟磁性層２２Ｂ，
非磁性層２３，強磁性層２４，反強磁性層２５および保護層２６がこの順に積層された構
造を有している。下地層２１は、例えば、厚さが５ｎｍ～１０ｎｍであり、Ｔａにより構
成されている。
【００３５】
第１軟磁性層２２Ａは、例えば、厚さが１ｎｍ～３ｎｍであり、Ｎｉ，Ｃｏ（コバルト）
およびＦｅからなる群のうちの少なくともＮｉを含む磁性材料により構成されている。第
２軟磁性層２２Ｂは、例えば、厚さが０．５ｎｍ～３ｎｍであり、Ｎｉ，ＣｏおよびＦｅ
からなる群のうちの少なくともＣｏを含む磁性材料により構成されている。この第１軟磁
性層２２Ａおよび第２軟磁性層２２Ｂは、フリー層とも呼ばれる軟磁性層２２を構成し、
この軟磁性層２２では、磁気媒体３からの信号磁界に応じて磁化の向きが変化するように
なっている。
【００３６】
非磁性層２３は、例えば、厚さが１．８ｎｍ～３．０ｎｍであり、Ａｕ，Ａｇ，Ｃｕ，Ｒ
ｕ，Ｒｈ，Ｒｅ（レニウム），ＰｔおよびＷ（タングステン）からなる群のうち少なくと
も１種を含む非磁性材料により構成されている。この非磁性層２３は、軟磁性層２２を、
強磁性層２４および反強磁性層２５から磁気的にできるだけ隔離するためのものである。
【００３７】
強磁性層２４は、例えば、厚さが２ｎｍ～４．５ｎｍであり、ＣｏおよびＦｅからなる群
のうちの少なくともＣｏを含む磁性材料により構成されている。この強磁性層２４では、
磁性材料の（１１１）面が積層方向に配向していることが好ましい。なお、この強磁性層
２４はピンド層とも呼ばれ、反強磁性層２５との界面における交換結合により、磁化の向
きが固定されている。本実施の形態では、強磁性層２４の磁化の向きはＹ方向に固定され
ている。
【００３８】
反強磁性層２５は、例えば、厚さが５ｎｍ～３０ｎｍであり、Ｐｔ，Ｒｕ，Ｒｈ，Ｐｄ，
Ｎｉ，Ａｕ，Ａｇ，Ｃｕ，Ｉｒ，ＣｒおよびＦｅからなる群のうちの少なくとも１種と、
Ｍｎとを含む反強磁性材料、または、Ｎｉ，ＦｅおよびＣｏからなる群のうちの少なくと
も１種と、Ｏとを含む反強磁性材料により構成されている。また、この反強磁性層２５は
、熱処理しなくても強磁性材料との間に交換結合磁界を誘起する非熱処理系反強磁性材料
により構成されていてもよいし、熱処理によって強磁性材料との間に交換結合磁界を誘起
する熱処理系反強磁性材料により構成されていてもよい。非熱処理系反強磁性材料には、
上述したように、ＲｕＲｈＭｎ，ＦｅＭｎあるいはＩｒＭｎなどがあり、熱処理系反強磁
性材料には、ＰｔＭｎ，ＮｉＭｎおよびＰｔＲｈＭｎなどがある。
【００３９】
なお、反強磁性層２５を熱処理系反強磁性材料により構成する場合、強磁性層２４との交
換結合が生じる温度は、第１シールド層１２における磁化安定化層１２３と内側層１２４
との交換結合（および、第２シールド層１５における磁化安定化層１５２と内側層１５１
との交換結合）が生じる温度とは異なることが好ましい。交換結合のための熱処理工程を
独立に行うことが可能になるからである。
【００４０】
保護層２６は、例えば、厚さは５～１０ｎｍであり、Ｔａなどにより構成されている。こ
の保護層２６は、薄膜磁気ヘッド１の製造過程においてＭＲ膜２０を保護するためのもの
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である。
【００４１】
ＭＲ膜２０の積層方向に対して垂直な方向における両側には、磁区制御膜３０Ａ，３０Ｂ
がそれぞれ設けられている。磁区制御膜３０Ａ，３０Ｂは、例えばＣｏＰｔ（コバルト白
金）などの硬磁性材料により形成されており、この磁区制御膜３０Ａ，３０Ｂにより、Ｍ
Ｒ膜２０に対するバイアス磁界ＨｂがＸ方向に発生している。磁区制御膜３０Ａ，３０Ｂ
は、このバイアス磁界Ｈｂにより、ＭＲ膜２０の軟磁性層２２の磁化の向きを揃えること
により、いわゆるバルクハウゼンノイズの発生を抑えるようになっている。
【００４２】
なお、磁区制御膜３０Ａ，３０Ｂを硬磁性材料により形成する代わりに、反強磁性膜と強
磁性膜とを積層した構造としてもよい。反強磁性膜としては、上述した熱処理系反強磁性
材料および非熱処理系反強磁性材料を用いることができる。反強磁性膜を熱処理系反強磁
性材料により構成する場合には、反強磁性膜と強磁性膜との間に交換結合を生じさせるた
めの熱処理が必要であるのに対し、反強磁性膜を非熱処理系反強磁性材料により構成する
場合には、熱処理は不要である。
【００４３】
これら磁区制御膜３０Ａ，３０Ｂの上には、例えばＴａよりなるリード層３３Ａ，３３Ｂ
がそれぞれ設けられている。このリード層３３Ａ，３３Ｂは、第２ギャップ膜１４および
絶縁層１６に形成された図示しない開口部を介して、端子部３３Ｃ，３３Ｄに接続されて
いる。これにより、リード層３３Ａ，３３Ｂを介してＭＲ膜２０に電流をＸ方向に流すこ
とができるようになっている。
【００４４】
記録ヘッド部１Ｂは、図３および図５に示したように、再生ヘッド部１Ａの絶縁層１６の
上に、ＮｉＦｅなどの磁性材料よりなる厚さ０．５μｍ～３μｍの下部磁極４１を有して
いる。下部磁極４１の上には、Ａｌ 2Ｏ 3などの絶縁膜よりなる厚さ０．０５μｍ～０．３
μｍの記録ギャップ膜４２が形成されている。この記録ギャップ膜４２は、後述する薄膜
コイル４４，４６の中心部に対応する位置に開口部４２Ａを有している。この記録ギャッ
プ膜４２の上には、スロートハイトを決定する厚さ１．０μｍ～５．０μｍのＡｌ 2Ｏ 3な
どよりなる絶縁層４３が形成されており、その絶縁層４３の上には、厚さ１μｍ～３μｍ
の薄膜コイル４４およびこれを覆うフォトレジスト層４５がそれぞれ形成されている。こ
のフォトレジスト層４５の上には、厚さ１μｍ～３μｍの薄膜コイル４６およびこれを覆
うフォトレジスト層４７がそれぞれ形成されている。なお、本実施の形態では薄膜コイル
が２層積層された例を示したが、薄膜コイルの積層数は１層または３層以上であってもよ
い。
【００４５】
記録ギャップ膜４２，絶縁層４３およびフォトレジスト層４５，４７の上には、例えば、
ＮｉＦｅまたはＦｅＮ（窒化鉄）などの高飽和磁束密度を有する磁性材料よりなる厚さ約
３μｍの上部磁極４８が形成されている。この上部磁極４８は、薄膜コイル４４，４６の
中心部に対応して設けられた記録ギャップ膜４２の開口部４２Ａを介して下部磁極４１と
接触しており、磁気的に連結している。この上部磁極４８の上には、例えば、Ａｌ 2Ｏ 3よ
りなる厚さ２０μｍ～３０μｍのオーバーコート層（図１５におけるオーバーコート層４
９）が全体を覆うように形成されている。なお、本実施の形態では、下部磁極４１からオ
ーバーコート層までの層構造が記録ヘッド部１Ｂに対応している。この記録ヘッド部１Ｂ
は、薄膜コイル４４，４６に流れる電流によって下部磁極４１と上部磁極４８との間に磁
束を生じ、記録ギャップ膜４２の近傍に生ずる磁束によって磁気媒体３を磁化し、情報を
記録するようになっている。
【００４６】
＜ＭＲ素子および薄膜磁気ヘッドの動作＞
次に、このように構成された薄膜磁気ヘッド１による再生動作について、図６および図７
を中心に参照して説明する。
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【００４７】
この薄膜磁気ヘッド１では、再生ヘッド部１Ａにより、磁気媒体３に記録された情報を読
み出す。再生ヘッド部１Ａでは、ＭＲ膜２０の強磁性層２４と反強磁性層２５との界面で
の交換結合により、強磁性層２４の磁化の向きがＹ方向に固定されている。また、磁区制
御膜３０Ａ，３０Ｂの発生するバイアス磁界により、第１軟磁性層２２Ａおよび第２軟磁
性層２２Ｂの磁化はバイアス磁界Ｈｂの方向（ここではＸ方向）に揃えられる。なお、バ
イアス磁界Ｈｂと強磁性層２４の磁化の向きとは互いにほぼ直交している。情報を読み出
す際には、ＭＲ膜２０に、リード層３３Ａ，３３Ｂを通じて定常電流である検出電流（セ
ンス電流）が、Ｘ方向に流される。
【００４８】
このＭＲ膜２０では、磁気媒体３の信号磁界に応じて、軟磁性層２２における磁化の向き
が変化する。一方、強磁性層２４の磁化の向きは、反強磁性層２５との交換結合により固
定されているため、変化しない。軟磁性層２２における磁化の向きが変化すると、ＭＲ膜
２０を流れる電流は、軟磁性層２２の磁化の向きと強磁性層２４の磁化の向きとの相対角
度に応じた抵抗を受ける。これは、「スピン依存散乱」と呼ばれる現象によるものである
。このＭＲ膜２０の抵抗の変化量は電圧の変化量として検出され、磁気媒体３に記録され
た情報が読み出される。
【００４９】
次に、第１シールド層１２および第２シールド層１５の作用について説明する。磁気媒体
３のトラックラインには、図示しない多数のデータ要素（１ビットのデータに対応する領
域）がＺ方向に一定の間隔で配列されている。ＭＲ膜２０が、磁気媒体３のあるデータ要
素に対向しているときには、そのデータ要素に隣接する他のデータ要素からの磁束は、第
１シールド層１２および第２シールド層１５にそれぞれ流れるため、ＭＲ膜２０には殆ど
流れない。すなわち、第１シールド層１２および第２シールド層１５は、不要な外部磁界
の影響がＭＲ膜２０に及ばないようにするシールド作用を発揮する。
【００５０】
ここでは、第１シールド層１２の外側層１２１と第２シールド層１５の外側層１５４は、
いずれも、磁化の向きが自由に変化しうるようになっているため、読み取り対象でないデ
ータ要素からの磁束は、外側層１２１および外側層１５４に流れる。これにより、不要な
外部磁界がＭＲ膜２０に及ばないようにするシールド作用が十分発揮される。
【００５１】
さらに、第１シールド層１２の内側層１２４の磁化の向きは磁化安定化層１２３によって
ほぼ固定され、第２シールド層１５の内側層１５１の磁化の向きは磁化安定化層１５２に
よってほぼ固定されている。このように、第１シールド層１２および第２シールド層１５
におけるＭＲ膜２０に近い側の磁化の向きがほぼ固定されているため、第１シールド層１
２および第２シールド層１５の磁化の向きの変動に起因するＭＲ膜２０の抵抗の変動が防
止される。すなわち、薄膜磁気ヘッド１の出力が安定する。
【００５２】
このように薄膜磁気ヘッド１の出力を安定させ、かつ、シールド作用を十分に発揮させる
ためには、 (1)内側層１２４および内側層１５１の磁化の向きが規制されていること、お
よび、 (2)外側層１２１および外側層１５４の磁化の向きが自由に変化しうることが必要
である。これを他の表現で表すと、内側層１２４および内側層１５１における一軸異方性
磁界よりも、外側層１２１および外側層１５４における一軸異方性磁界が０に近いという
ことになる。理想的には、内側層１２４および内側層１５１における一軸異方性磁界が０
でない値を取り、外側層１２１および外側層１５４における一軸異方性磁界が０であるこ
とが好ましい。なお、ここで、一軸異方性磁界の値は、対象となっている層の中の平均値
であるものとする。
【００５３】
＜薄膜磁気ヘッドの製造方法＞
続いて、図８ないし図１５を参照して、ＭＲ素子１Ｃおよび薄膜磁気ヘッド１の製造方法
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について説明する。なお、図８ないし図１５は、図４におけるＶ－Ｖ線に沿った断面構造
を表している。
【００５４】
本実施の形態に係る製造方法では、まず、図８に示したように、例えば、Ａｌ 2Ｏ 3・Ｔｉ
Ｃよりなる基体２Ｄの一面上に、スパッタリング法により、絶縁層１１を構成の欄で述べ
た材料を用いて成膜する。次に、この絶縁層１１の上に、例えば、めっき法により、第１
シールド層１２の外側層１２１を、構成の欄で述べた材料を用いて形成する。続いて、こ
の外側層１２１の上に、例えばスパッタリング法により、下地層１２２，磁化安定化層１
２３，内側層１２４を、構成の欄で述べた材料を用いて順次成膜し、第１シールド層１２
を形成する。そののち、イオンミリング法を用いて、第１シールド層１２を図３に示した
形状にパターニングする。
【００５５】
続いて、この第１シールド層１２の上に、例えば、スパッタリング法により、図７に示し
た下地層２１，第１軟磁性層２２Ａ，第２軟磁性層２２Ｂ，非磁性層２３，強磁性層２４
，反強磁性層２５および保護層２６を、それぞれ構成の欄で説明した材料を用いて順次成
膜し、図９に示したＭＲ膜２０を形成する。そののち、図１０に示したように、ＭＲ膜２
０の上に、パターニング用のフォトレジスト膜５１を選択的に形成する。フォトレジスト
膜５１を形成したのち、例えば、イオンミリング法により、フォトレジスト膜５１をマス
クとしてエッチングを行うことにより、図７に示した形状のＭＲ膜２０が形成される。
【００５６】
ＭＲ膜２０をパターニングしたのち、例えば、スパッタリング法により、ＭＲ膜２０の両
側に、構成の欄で述べた硬磁性材料を用いて、図７に示した磁区制御膜３０Ａ，３０Ｂを
成膜する。そののち、スパッタリング法により、磁区制御膜３０Ａ，３０Ｂの上に、構成
の欄で述べた材料を用いて、図７に示したリード層３３Ａ，３３Ｂをそれぞれ形成する。
そののち、例えば、リフトオフ処理によって、フォトレジスト膜５１とその上に積層され
ている堆積物を除去する。
【００５７】
リフトオフ処理を行ったのち、図１１に示したように、例えば、スパッタリング法により
、第１ギャップ膜１３およびＭＲ膜２０を覆うように、第２ギャップ膜１４を構成の欄で
説明した材料を用いて形成する。これにより、ＭＲ膜２０は第１ギャップ膜１３と第２ギ
ャップ膜１４との間に埋設される。
【００５８】
そののち、第２ギャップ膜１４の上に、図１２に示したように、例えばスパッタリング法
により、第２シールド層１５の内側層１５１，磁化安定化層１５２，隔離層１５３、およ
び外側層１５４の一部を構成の欄で説明した材料を用いて順次成膜する。なお、ここでは
、外側層１５４の最終的な厚さ２μｍのうち、例えば３０ｎｍだけをスパッタリング法に
より成膜するものとする。次いで、図１３に示したように、外側層１５４の既に成膜され
た一部を電極として使用し、めっき法により、外側層１５４の残りの部分（厚さ約２μｍ
）を形成することにより、第２シールド層１５を形成する。そののち、イオンミリング法
を用いて、第２シールド層１５を図３に示した形状にパターニングする。
【００５９】
第２シールド層１５をパターニングしたのち、図１４に示したように、例えばスパッタリ
ング法により、絶縁層１６を構成の欄で説明した材料を用いて成膜する。絶縁層１６を形
成したのち、絶縁層１６の上に、例えばスパッタリング法により、下部磁極４１を構成の
欄で説明した材料を用いて成膜する。次いで、下部磁極４１の上に、例えばスパッタリン
グ法により、記録ギャップ膜４２を形成し、その上に、絶縁層４３を所定のパターンに形
成する。絶縁層４３を形成したのち、この絶縁層４３の上に、薄膜コイル４４を構成の欄
で説明した材料を用いて形成し、この薄膜コイル４４を覆うようにフォトレジスト層４５
を所定のパターンに形成する。フォトレジスト層４５を形成したのち、このフォトレジス
ト層４５の上に、薄膜コイル４６を構成の欄で説明した材料を用いて形成し、この薄膜コ
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イル４６を覆うようにフォトレジスト層４７を所定のパターンに形成する。
【００６０】
フォトレジスト層４７を形成したのち、図１５に示したように、例えば、薄膜コイル４４
，４６の中心部に対応する位置において、記録ギャップ膜４２を部分的にエッチングし、
磁路形成のための開口部４２Ａを形成する。そののち、例えば、記録ギャップ膜４２、開
口部４２Ａ，絶縁層４３およびフォトレジスト層４５，４７の上に上部磁極４８を構成の
欄で説明した材料を用いて形成する。上部磁極４８を形成したのち、例えば、この上部磁
極４８をマスクとして、イオンミリングにより、記録ギャップ膜４２および下部磁極４１
を選択的にエッチングする。そののち、上部磁極４８の上に、オーバーコート層４９を構
成の欄で説明した材料を用いて形成する。
【００６１】
続いて、交換結合を生じさせるための熱処理を行う。ここでは、ＭＲ膜２０の強磁性層２
４と反強磁性層２５との交換結合を起こさせる第１の熱処理と、第１シールド層１２にお
ける内側層１２４と磁化安定化層１２３との交換結合および第２シールド層１５における
内側層１５１と磁化安定化層１５２との交換結合を起こさせる第２の熱処理を行う。
【００６２】
ここでは、ＭＲ膜２０の強磁性層２４と反強磁性層２５との交換結合を起こさせる第１の
熱処理温度を例えば２５０℃とする。また、第１のシールド層１２における内側層１２４
と磁化安定化層１２３との交換結合を起こさせる温度と、第２のシールド層１５における
内側層１５１と磁化安定化層１５２との交換結合とを起こさせる温度とは等しく（第２の
熱処理温度とする。）、例えば２００℃とする。
【００６３】
この場合、まず、ＭＲ膜２０の反強磁性層２５と強磁性層２４との間に交換結合を生じさ
せるため、磁界発生装置などを利用して例えばＹ方向に磁界を印加しつつ、第１の熱処理
温度に加熱する。これにより、ＭＲ膜２０の強磁性層２４の磁化の向きは、反強磁性層２
５との交換結合によって印加磁界の方向Ｙに固定される。そののち、温度を第２の熱処理
温度まで低下させ、磁界発生装置により印加する磁界の方向をＸ方向に変えて、第１のシ
ールド層１２における内側層１２４と磁化安定化層１２３との交換結合、および、第２の
シールド層１５における内側層１５１と磁化安定化層１５２との交換結合を生じさせる第
２の熱処理を行う。
【００６４】
なお、第１の熱処理温度が第２の熱処理温度よりも低いも場合には、まず第２の熱処理を
行い、そののち、温度を降下させ、磁界の印加方向を変えて第１の熱処理と行う。
【００６５】
最後に、例えば、スライダ２のエアベアリング面２Ｅを研磨加工し、薄膜磁気ヘッド１が
完成する。
【００６６】
＜実施の形態による効果＞
以上説明したように、本実施の形態によれば、第１シールド層１２および第２シールド層
１５においてＭＲ膜２０側に位置する内側層１２４および内側層１５１の磁化の向きを、
磁化安定化層１２３および磁化安定化層１５２によって規制するようにしたので、第１シ
ールド層１２および第２シールド層１５の磁化の向きの変動に起因したＭＲ膜２０の抵抗
の変動を防止することができる。すなわち、薄膜磁気ヘッド１の出力を安定させることが
できる。
【００６７】
さらに、第１シールド層１２の外側層１２１および第２シールド層１５の外側層１５４の
磁化の向きを規制せず、自由に変化できるようにしたので、外部磁界の影響がＭＲ膜２０
に及ばないようにするシールド作用を十分に発揮することができる。すなわち、第１シー
ルド層１２および第２のシールド層１５の本来の機能を十分発揮しつつ、薄膜磁気ヘッド
１の出力を安定させることができる。
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【００６８】
加えて、第１シールド層１２の内側層１２４および第２シールド層１５の内側層１５１の
磁化の向きの規制を、反強磁性を有する磁化安定化層１２３および磁化安定化層１５２と
の交換結合を利用して行うようにしたので、磁化の向きの規制を比較的簡単な方法で行う
ことができる。
【００６９】
また、第１シールド層１２において、下地層１２２，磁化安定化層１２３および内側層１
２４の３層と、外側層１２１とを、別々の成膜方法を用いて、非連続なプロセスにより形
成するようにしたので、内側層１２４の磁化の向きを規制するための熱処理の際に、外側
層１２１の磁化の向きまでが規制されてしまうことが抑制される。
【００７０】
さらに、第１シールド層１２の外側層１２１と磁化安定化層１２３との間に下地層１２２
を介在させ、第２シールド層１５の外側層１５４と磁化安定化層１５２との間に隔離層１
５３を介在させるようにしたので、外側層１２１および外側層１５４の磁化の向きが規制
されてしまうことが防止される。
【００７１】
また、ＭＲ膜２０の強磁性層２４と反強磁性層２５との交換結合を起こさせる第１の熱処
理温度と、第１シールド層１２の内側層１２４と磁化安定化層１２３との交換結合（およ
び、第２シールド層１５の内側層１５１と磁化安定化層１５２との交換結合）を起こさせ
る第２の熱処理温度とが異なるようにしたので、強磁性層２４の磁化の向きを規制するた
めの熱処理と、内側層１２４および内側層１５１の磁化の向きを規制するための熱処理と
を、独立して行うようにすることができる。
【００７２】
加えて、内側層１２４および内側層１５１の磁化の向きが、磁区制御膜３０Ａ，３０Ｂに
よってＭＲ膜２０に印加されるバイアス磁界Ｈｂとほぼ平行（同じ向き、反対向きの両方
を含む）になるようにしたので、外側層１２１および外側層１５４における磁界がＭＲ膜
２０に与える影響を低減させることができる。
【００７３】
＜第１の変形例＞
次に、本実施の形態における第１の変形例について説明する。本変形例における薄膜磁気
ヘッド１０１は、上記の実施の形態で説明した薄膜磁気ヘッド１に対し、第２シールド層
の構造のみが異なるものである。なお、ここでは、図１ないし図１５に示した第１の実施
の形態における構成要素と同一の部分には同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００７４】
図１６は、本変形例における薄膜磁気ヘッド１０１の再生ヘッド部を磁気媒体側から見た
図であり、図４におけるＶＩ－ＶＩ断面に対応するものである。本変形例では、第２シー
ルド層１５０は、単層構造を有しており、上述した高透磁率磁性材料により構成されてい
る。第２シールド層１５０の厚さは、例えば１μｍ～３μｍである。すなわち、この第２
シールド層１５０は、その全体に亘って、磁化の向きが自由に変化しうるようになってい
る。
【００７５】
本変形例では、第１シールド層１２においてＭＲ膜２０に近い側の磁化の向きは規制され
ているが、第２シールド層１５０では磁化の向きは全く規制されていないため、ＭＲ素子
１Ｃの出力変動を抑制する効果は、上記の第１の実施の形態よりも僅かに低下する。しか
しながら、第２シールド層１５０の磁化の向きが全体的に自由に変化しうるため、不要な
磁束が第２シールド層１５０に流れ易くなり、これにより、不要な磁界がＭＲ膜２０に及
ばないようにするシールド作用が向上する。
【００７６】
＜第２の変形例＞
次に、本実施の形態における第２の変形例について説明する。本変形例における薄膜磁気
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ヘッド１０２は、上記の実施の形態で説明した薄膜磁気ヘッド１に対し、第１シールド層
の構造のみが異なるものである。なお、ここでは、図１ないし図１５に示した第１の実施
の形態における構成要素と同一の部分には同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００７７】
図１７は、本変形例における薄膜磁気ヘッド１０２の再生ヘッド部を磁気媒体側から見た
図であり、図４におけるＶＩ－ＶＩ断面に対応するものである。図１７に示したように、
本変形例では、第１シールド層１２０は、単層構造を有しており、上述した高透磁率磁性
材料により構成されている。この第１シールド層１２０の厚さは、例えば１μｍ～３μｍ
である。すなわち、この第１シールド層１２０は、その全体に亘って、磁化の向きが自由
に変化しうるようになっている。
【００７８】
本変形例では、第２シールド層１５においてＭＲ膜２０に近い側の磁化の向きは規制され
ているが、第１シールド層１２０では磁化の向きは全く規制されていないため、ＭＲ素子
１Ｃの出力変動を抑制する効果は、上記の第１の実施の形態よりも僅かに低下する。しか
しながら、第１シールド層１２０の磁化の向きが全体的に自由に変化しうるため、不要な
磁束が第１シールド層１２０に流れ易くなり、これにより、不要な磁界がＭＲ膜２０に及
ばないようにするシールド作用が向上する。
【００７９】
[第２の実施の形態 ]
次に、本実施の形態における第２の実施の形態について説明する。本実施の形態における
薄膜磁気ヘッド１０３は、上記第１の実施の形態で説明した薄膜磁気ヘッド１における磁
化安定化層を、反強磁性材料の代わりに硬磁性材料により形成するようにしたものである
。
【００８０】
図１８は、本実施の形態における薄膜磁気ヘッド１０３の再生ヘッド部を磁気媒体側から
見た図であり、図４におけるＶＩ－ＶＩ断面に対応するものである。ここでは、図１ない
し図１５に示した第１の実施の形態における構成要素と同一の部分には同一の符号を付し
、適宜説明を省略する。
【００８１】
本実施の形態における第１シールド層２２０は、絶縁層１１側から、外側層１２１，補助
層２２２，磁化安定化層２２３および内側層１２４とを有している。外側層１２１および
内側層１２４は、いずれも第１の実施の形態と同様に構成されている。
【００８２】
磁化安定化層２２３は、例えば、厚さ１５～１００ｎｍであり、硬磁性材料により構成さ
れている。ここで、硬磁性材料とは、具体的には、ＣｏＰｔ（コバルト白金合金）、Ｃｏ
ＰｔＣｒ（コバルト白金クロム合金）、ＮｄＦｅＢ（ネオジウム鉄ホウ素合金）、ＳｍＣ
ｕ（アンチモン銅合金）などである。補助層２２２は、例えば、１～１０ｎｍであり、例
えばＣｒにより構成されている。この補助層２２２は、磁化安定化層２２３の永久磁石と
しての特性を発揮させるためのものである。
【００８３】
第１シールド層２２０の磁化安定化層２２３は、その磁化の向きがＸ方向にほぼ固定され
ている。この磁化安定化層２２３の磁化の影響は、その磁化安定化層２２３に隣接する内
側層１２４に及ぶため、内側層１２４の磁化の向きはＸ方向にほぼ固定される。すなわち
、第１シールド層２２０の磁化安定化層２２３は、内側層１２４の磁化の向きをＸ方向に
ほぼ固定する機能を有している。なお、外側層１２１と磁化安定化層２２３との間には補
助層２２２が介在しているため、外側層１２１の磁化の向きが固定されることはない。す
なわち、第１シールド層２２０の外側層１２１では、磁化の向きが自由に変化する。
【００８４】
また、本実施の形態における第２シールド層２５０は、絶縁層１１側から、内側層１５１
，補助層２５２，磁化安定化層２５３，隔離層２５３Ａおよび外側層１５４とを有してい
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る。内側層１５１および外側層１５４は、いずれも第１の実施の形態と同様に構成されて
いる。
【００８５】
第２シールド層２５０の磁化安定化層２５３は、上述した硬磁性材料により構成されてお
り、その厚さは、例えば１５～１００ｎｍである。補助層２５２は、例えば、厚さ１～１
０ｎｍであり、例えばＣｒにより構成されている。この補助層２５２は、磁化安定化層２
５３の永久磁石としての特性を発揮させるためのものである。隔離層２５３Ａは、例えば
Ｔａにより構成され、その厚さは、例えば１～１０ｎｍである。この隔離層２５３Ａは、
磁化安定化層２５３の磁化により外側層１５４の磁化の向きが固定されないようにするた
めのものである。
【００８６】
第２シールド層２５０の磁化安定化層２５３は、その磁化の向きがＸ方向にほぼ固定され
ている。この磁化安定化層２５３の磁化の影響は、その磁化安定化層２５３に（補助層２
５２を隔てて）隣接する内側層１５１に及び、この内側層１５１の磁化はＸ方向にほぼ固
定される。すなわち、第２シールド層２５０の磁化安定化層２５３は、内側層１５１の磁
化の向きをＸ方向にほぼ固定する機能を有している。なお、外側層１５４と磁化安定化層
２５３とは、隔離層２５３Ａによって隔離されているため、磁化安定化層２５３の磁化の
影響は外側層１５４には殆ど及ばない。すなわち、第２シールド層２５０の外側層１５４
では、磁化の向きが自由に変化する。
【００８７】
本実施の形態では、磁化安定化層２２３および磁化安定化層２５３の作用により、第１シ
ールド層２２０の内側層１２４および第２シールド層２５０の内側層１５１の磁化の向き
がＸ方向にほぼ固定される。従って、第１の実施の形態と同様、第１シールド層２２０お
よび第２シールド層２５０における磁化の向きの変動によってＭＲ膜２０の抵抗が変動す
ることが防止される。すなわち、薄膜磁気ヘッド１０３の安定した出力が得られる。
【００８８】
また、第１シールド層２２０および第２シールド層２５０において、外側層１２１および
外側層１５４では、磁化の向きが自由に変化しうるので、第１の実施の形態と同様、十分
なシールド作用が発揮される。
【００８９】
＜第１の変形例＞
次に、本実施の形態における第１の変形例について説明する。本変形例における薄膜磁気
ヘッド１０４は、上記第２の実施の形態で説明した薄膜磁気ヘッドに対し、第２シールド
層の構造のみが異なるものである。なお、ここでは、図１８に示した第２の実施の形態に
おける構成要素と同一の部分には同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００９０】
図１９は、本変形例における薄膜磁気ヘッド１０４の再生ヘッド部を磁気媒体側から見た
図であり、図４におけるＶＩ－ＶＩ断面に対応するものである。本変形例では、第２シー
ルド層１５０は、単層構造を有しており、上述した高透磁率磁性材料により構成されてい
る。第２シールド層１５０の厚さは、例えば１μｍ～３μｍである。すなわち、この第２
シールド層１５０は、その全体に亘って、磁化の向きが自由に変化しうるようになってい
る。
【００９１】
本変形例では、第１シールド層２２０においてＭＲ膜２０に近い側の磁化の向きは規制さ
れているが、第２シールド層１５０では磁化の向きは全く規制されていないため、ＭＲ素
子１Ｃの出力変動を抑制する効果は、上記の第２の実施の形態よりも僅かに低下する。し
かしながら、第２シールド層１５０の磁化の向きが全体的に自由に変化しうるため、不要
な磁束が第２シールド層１５０に流れ易くなり、これにより、不要な磁界がＭＲ膜に及ば
ないようにするシールド作用が向上する。
【００９２】
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＜第２の変形例＞
次に、本実施の形態における第２の変形例について説明する。本変形例における薄膜磁気
ヘッド１０５は、上記第２の実施の形態で説明した薄膜磁気ヘッドに対し、第１シールド
層の構造のみが異なるものである。なお、ここでは、なお、ここでは、図１８に示した第
２の実施の形態における構成要素と同一の部分には同一の符号を付し、適宜説明を省略す
る。
【００９３】
図２０は、本変形例における薄膜磁気ヘッド１０５の再生ヘッド部を磁気媒体側から見た
図であり、図４におけるＶＩ－ＶＩ断面に対応するものである。図２０に示したように、
本変形例では、第１シールド層１２０は、単層構造を有しており、上述した高透磁率磁性
材料により構成されている。この第１シールド層１２０の厚さは、例えば１μｍ～３μｍ
である。すなわち、この第１シールド層１２０は、その全体に亘って、磁化の向きが自由
に変化しうるようになっている。
【００９４】
本変形例では、第２シールド層２５０においてＭＲ膜２０に近い側の磁化の向きは規制さ
れているが、第１シールド層１２０では磁化の向きは全く規制されていないため、ＭＲ素
子１Ｃの出力変動を抑制する効果は、上記の第２の実施の形態よりも僅かに低下する。し
かしながら、第１シールド層１２０の磁化の向きが全体的に自由に変化しうるため、不要
な磁界を第１シールド層１２０に取り込み易くなり、これにより、不要な磁界がＭＲ膜に
及ばないようにするシールド作用が向上する。
【実施例】
次に、本発明の具体的な実施例について詳細に説明する。
【００９５】
［実施例１］
実施例１として、図６に示した薄膜磁気ヘッド１を作成した。まず、Ａｌ 2Ｏ 3・ＴｉＣ製
の基体２Ｄの上に、スパッタリング法により、Ａｌ 2Ｏ 3を用いて厚さ２μｍの絶縁層１１
を成膜し、その上に、めっき法により、Ｎｉ 8 0Ｆｅ 2 0を用いて厚さ２μｍの外側層１２１
を形成した。そののち、スパッタリング法により、外側層１２１の上に、Ｔａを用いて厚
さ５ｎｍの下地層１２２を成膜し、その上に、ＲｕＭｎを用いて厚さ２０ｎｍの磁化安定
化層１２３を成膜し、さらに、その磁化安定化層１２３の上に、例えばＮｉＦｅを用いて
厚さ３０ｎｍの内側層１２４を成膜した。
【００９６】
次いで、第１シールド層１２の内側層１２４の上に、スパッタリング法により、Ａｌ 2Ｏ 3

を用いて厚さ１０ｎｍの第１ギャップ膜１３を成膜した。続いて、スパッタリング法によ
り、第１ギャップ膜１３の上に、Ｔａを用いて厚さ５ｎｍの下地層２１を成膜し、その上
に、Ｎｉ 8 0Ｆｅ 2 0を用いて厚さ３ｎｍの第１軟磁性層２２Ａを成膜し、その上に、ＣｏＦ
ｅを用いて厚さ１ｎｍの第２軟磁性層２２Ｂを成膜した。続いて、スパッタリング法によ
り、第２軟磁性層２２Ｂの上に、Ｃｕを用いて厚さ２．５ｎｍの非磁性層２３を成膜し、
その上に、ＣｏＦｅを用いて厚さ２ｎｍの強磁性層２４を成膜し、その上に、ＰｔＭｎを
用いて厚さ２０ｎｍの反強磁性層２５を成膜し、その上に、Ｔａを用いて厚さ５ｎｍの保
護層２６を成膜した。
【００９７】
次いで、下地層２１から保護層２６までの積層膜を、イオンミリングによりパターニング
して、図７に示した形状のＭＲ膜２０を形成し、そのＭＲ膜２０の両側に、スパッタリン
グ法により、ＣｏＰｔを用いて厚さ５０ｎｍの磁区制御膜３０Ａ，３０Ｂを成膜し、その
上に、スパッタリング法により、厚さ１００ｎｍのリード層３３Ａ，３３Ｂを所定の形状
に形成した。
【００９８】
リード層３３Ａ，３３Ｂを形成したのち、ＭＲ膜２０，磁区制御膜３０Ａ，３０Ｂおよび
リード層３３Ａ，３３Ｂを覆うように、スパッタリング法により、Ａｌ 2Ｏ 3を用いて厚さ
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１０ｎｍの第２ギャップ膜１４を成膜した。次いで、スパッタリング法により、第２ギャ
ップ膜１４の上に、Ｎｉ 8 0Ｆｅ 2 0を用いて厚さ３０ｎｍの内側層１５１を成膜し、その内
側層１５１の上に、ＲｕＭｎを用いて厚さ２０ｎｍの磁化安定化層１５２を成膜し、その
磁化安定化層１５２の上に、Ｔａを用いて厚さ５ｎｍの隔離層１５３を成膜し、さらに、
その隔離層１５３の上に、Ｎｉ 8 0Ｆｅ 2 0を用いて外側層１５４の一部を厚さ３０ｎｍだけ
成膜した。次いで、この外側層１５４の一部（厚さ３０ｎｍの部分）を電極膜として、め
っき法により、Ｎｉ 8 0Ｆｅ 2 0を用いて厚さ２μｍの外側層１５４を形成した。
【００９９】
第２シールド層１５の上には、図５に示した絶縁層１６，下部磁極４１，記録ギャップ膜
４２，絶縁層４３，薄膜コイル４４，フォトレジスト層４５，薄膜コイル４６，フォトレ
ジスト層４７，上部磁極４８およびオーバーコート層４９を積層した。絶縁層１６からオ
ーバーコート層４９までの部分（記録ヘッド部１Ｂ）は、本実施例における測定事項に影
響を与えないため、詳細説明は省略する。
【０１００】
次いで、ＭＲ膜２０の反強磁性層２５と強磁性層２４との間に交換結合を生じさせるため
、磁界発生装置を利用して例えばＹ方向に磁界を印加しつつ、２５０℃に加熱した。その
のち、温度を２００℃まで低下させ、磁界発生装置により印加する磁界の方向をＸ方向に
変えて、第１のシールド層１２における内側層１２４と磁化安定化層１２３との交換結合
、および、第２のシールド層１５における内側層１５１と磁化安定化層１５２との交換結
合を生じさせた。
【０１０１】
［実施例２］
実施例２として、図１６に示した薄膜磁気ヘッド１０１を作製した。製造方法は、第２シ
ールド層の製造工程において、第２ギャップ膜１４の上に、めっき法によりＮｉ 8 0Ｆｅ 2 0

を用いて厚さ２μｍの第２シールド層１５０を形成したことを除き、実施例１と同じであ
る。
【０１０２】
［実施例３］
実施例３として、図１７に示した薄膜磁気ヘッド１０２を作製した。製造方法は、第１シ
ールド層の製造工程において、絶縁層１１の上に、めっき法によりＮｉ 8 0Ｆｅ 2 0を用いて
厚さ２μｍの第１シールド層１２０を形成したことを除き、実施例１と同じである。
【０１０３】
［実施例４］
実施例４として、図１８に示した薄膜磁気ヘッド１０３を作製した。まず、Ａｌ 2Ｏ 3・Ｔ
ｉＣ製の基体２Ｄの上に、スパッタリング法により、Ａｌ 2Ｏ 3を用いて厚さ２μｍの絶縁
層１１を成膜し、その上に、めっき法により、Ｎｉ 8 0Ｆｅ 2 0を用いて厚さ２μｍの外側層
１２１を形成した。そののち、スパッタリング法により、外側層１２１の上に、Ｃｒを用
いて厚さ５ｎｍの補助層２２２を成膜し、その補助層２２２の上に、ＣｏＰｔを用いて厚
さ２０ｎｍの磁化安定化層２２３を成膜し、さらに、その磁化安定化層２２３の上に、例
えばＮｉ 8 0Ｆｅ 2 0を用いて厚さ３０ｎｍの内側層１２４を成膜した。
【０１０４】
次いで、第１シールド層２２０の内側層１２４の上に、実施例１と同様に、第１ギャップ
膜１３、下地層２１、第１軟磁性層２２Ａ、第２軟磁性層２２Ｂ、非磁性層２３、強磁性
層２４、反強磁性層２５および保護層２６を順次成膜し、ＭＲ膜２０を形成した。さらに
、実施例１と同様に、ＭＲ膜２０を挟み込むように、磁区制御膜３０Ａ，３０Ｂおよびリ
ード層３３Ａ，３３Ｂを形成した。次いで、実施例１と同様に、第２ギャップ膜１４を成
膜した。
【０１０５】
次いで、スパッタリング法により、第２ギャップ膜１４の上に、Ｎｉ 8 0Ｆｅ 2 0を用いて厚
さ３０ｎｍの内側層１５１を成膜し、その内側層１５１の上に、Ｃｒを用いて厚さ１０ｎ
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ｍの補助層２５２を成膜し、その補助層２５２の上に、ＣｏＰｔを用いて厚さ２０ｎｍの
磁化安定化層２５３を成膜した。次いで、スパッタリング法により、磁化安定化層２５３
の上に、Ｔａを用いて厚さ５ｎｍの隔離層２５３Ａを成膜し、その隔離層２５３Ａの上に
、Ｎｉ 8 0Ｆｅ 2 0を用いて外側層１５４の一部を厚さ３０ｎｍだけ成膜した。次いで、この
外側層１５４における厚さ３０ｎｍの部分を電極膜として利用して、めっき法により、Ｎ
ｉ 8 0Ｆｅ 2 0を用いて厚さ２μｍの外側層１５４を形成した。
【０１０６】
第２シールド層２５０の上には、実施例１と同様に、絶縁層１６，下部磁極４１，記録ギ
ャップ膜４２，絶縁層４３，薄膜コイル４４，フォトレジスト層４５，薄膜コイル４６，
フォトレジスト層４７，上部磁極４８およびオーバーコート層４９を積層した。次いで、
ＭＲ膜２０の反強磁性層２５と強磁性層２４との間に交換結合を生じさせるため、磁界発
生装置を利用して例えばＹ方向に磁界を印加しつつ、２５０℃に加熱した。
【０１０７】
［実施例５］
実施例５として、図１９に示した薄膜磁気ヘッド１０４を作製した。製造方法は、第２シ
ールド層の製造工程において、第２ギャップ膜１４の上に、めっき法によりＮｉ 8 0Ｆｅ 2 0

を用いて厚さ２μｍの第２シールド層１５０を形成したことを除き、実施例４と同じであ
る。
【０１０８】
［実施例６］
実施例６として、図２０に示した薄膜磁気ヘッド１０５を作製した。製造方法は、第１シ
ールド層の製造工程において、絶縁層１１の上に、めっき法によりＮｉ 8 0Ｆｅ 2 0を用いて
厚さ２μｍの第１シールド層１２０を形成したことを除き、実施例４と同じである。
【０１０９】
このように作製した薄膜磁気ヘッドのそれぞれについて、出力変動値（ＣＯＶ；Ｃｏｖａ
ｒｉａｎｔ）を測定した。その結果を、表１に示す。ここで、出力変動値は、各薄膜磁気
ヘッドに繰り返し信号磁界を与えてヘッド出力を測定し、ヘッド出力のばらつきの標準偏
差σ（シグマ）をヘッド出力の平均値で割ったものである。
【０１１０】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１１１】
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［比較例］
また、本実施例に対する比較例として、第１シールド層１２および第２シールド層１５を
、いずれも単層構造とし、Ｎｉ 8 0Ｆｅ 2 0を用いてそれぞれ厚さ２μｍに形成した薄膜磁気
ヘッドを作成した。この薄膜磁気ヘッドについても、出力の変動率を測定した。その結果
を表１に合わせて示す。
【０１１２】
表１から分かるように、実施例１ないし実施例６では、出力変動値が０．５％～２．０％
となり、比較例（１０％）よりも良好な値が得られた。特に、第１シールド層と第２シー
ルド層の両方に磁化安定化層を設けた実施例１および実施例４では、出力変動値が０．５
％と最も良好な値が得られた。このことから、第１シールド層および第２シールド層の少
なくとも１方に磁化安定化層を設けると、出力が安定し、さらに、第１シールド層および
第２シールド層の両方に磁化安定化層を設けると、出力が最も安定することが分かった。
さらに、実施例１～３と実施例４～６とをそれぞれ比較すると、磁化安定化層を反強磁性
材料により構成した場合でも、硬磁性材料により構成した場合でも、同等の効果が得られ
ることが分かった。
【０１１３】
次に、実施例１の薄膜磁気ヘッドにおいて、第１シールド層１２の内側層１２４と第２シ
ールド層１５の内側層１５１の厚さを２ｎｍ～５００ｎｍまで変化させ、それぞれ、出力
変動値（ＣＯＶ；Ｃｏｖａｒｉａｎｔ）および出力波形の半値幅を測定した。その結果を
、図２１に示す。ここで、出力波形の半値幅は、各薄膜磁気ヘッドに繰り返し信号磁界を
与えてヘッド出力を測定したときの、信号波形の半値幅の平均値から求めたものである。
この出力波形の半値幅は、再生ヘッド部の分解能に対応するものである。
【０１１４】
図２１から、内側層１２４および内側層１５１の厚さが１０ｎｍ以上の場合には、出力波
形の半値幅はほぼ一定であり、内側層１２４および内側層１５１の厚さが１０ｎｍ未満に
なると出力波形の半値幅が増加することが分かる。これは、内側層１２４および内側層１
５１の厚さが薄すぎると、内側層１２４および内側層１５１の磁化の向きが完全に固定さ
れてしまい、内側層１２４および内側層１５１において磁化の向きが変化する余地が全く
無くなることから、第１シールド層１２および第２シールド層１５のシールド作用が僅か
に低下するためである。
【０１１５】
さらに、内側層１２４および内側層１５１の厚さが３００ｎｍ以下の場合には、出力変動
値が、許容限界である５％以下に収まっているが、厚さが３００ｎｍを超えると、出力変
動値が５％を超えている。これは、内側層１２４および内側層１５１の厚さが厚すぎると
、交換結合が内側層１２４および内側層１５１におけるＭＲ膜２０近傍領域までそれぞれ
十分には及ばなくなることから、ＭＲ膜２０の近傍の領域において磁化の向きが変動する
ようになるためである。
【０１１６】
すなわち、図２１から、第１シールド層１２の内側層１２４の厚さ、および、第２シール
ド層１５の内側層１５１の厚さが、それぞれ、１０ｎｍ以上３００ｎｍ以下であれば、特
に良好な出力変動値を得ると共に、出力は系の半値幅を狭くして分解能を向上できること
が分かる。
【０１１７】
図２２は、第１シールド層１２の内側層１２４と第２シールド層１５の内側層１５１の厚
さを２ｎｍ～５００ｎｍまで変化させた場合の、内側層１２４および内側層１５１におけ
る一軸異方性磁界（Ｈｕａ）を測定した結果を表す特性図である。
【０１１８】
図２２に示したように、内側層１２４および内側層１５１の厚さが薄いほど一軸異方性磁
界が大きくなることが分かる。また、内側層１２４および内側層１５１の厚さが厚いほど
一軸異方性磁界が小さくなり、内側層１２４および内側層１５１の厚さが５００ｎｍ以上
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になるとほぼ０になることが分かる。これは、内側層１２４および内側層１５１の厚さが
薄いほど、磁化の向きが強く規制され、内側層１２４および内側層１５１が厚いほど、磁
化の向きが変化する余地が生まれるためである。
【０１１９】
図２１に示した内側層１２４および内側層１５１の好ましい厚さ（１０ｎｍ～３００ｎｍ
）に対応する一軸異方性磁界は、約４８０Ａ／ｍ（６Ｏｅ）～１５９００Ａ／ｍ（２０Ｏ
ｅ）である。すなわち、内側層１２４および内側層１５１における一軸異方性磁界が、４
８０Ａ／ｍ～１５９００Ａ／ｍの範囲にあれば、出力変動を好ましい範囲に抑制しつつ、
高密度記録に対応することができることが分かった。
【０１２０】
以上、実施の形態および実施例を挙げて本発明を説明したが、本発明はこの実施の形態お
よび実施例に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。例えば、第１シールド
層の磁化安定化層を反強磁性材料とし、第２シールド層の磁化安定化層を硬磁性材料とし
てもよいし、第１シールド層の磁化安定化層を硬磁性材料とし、第２シールド層の磁化安
定化層を反強磁性材料としてもよい。
【０１２１】
加えて、磁化安定化層を、第１シールド層または第２シールド層において、ＭＲ膜に対応
する局所的な領域のみに形成するようにしてもよい。
【０１２２】
また、上述した実施の形態においては、ＭＲ膜２０の反強磁性層２５を熱処理系反強磁性
材料により構成したが、非熱処理系反強磁性材料により構成してもよい。この場合には、
熱処理を行わなくとも、反強磁性層２５と強磁性層２４との界面で交換結合を誘起させる
ことができる。
【０１２３】
また、上記の実施の形態では、磁区制御膜３０Ａ，３０Ｂを硬磁性材料により形成したが
、反強磁性膜と強磁性膜とを積層した構造としてもよい。反強磁性膜を熱処理系反強磁性
材料により構成する場合には、反強磁性膜と強磁性膜との間に交換結合を生じさせるため
の熱処理が必要である。反強磁性膜を非熱処理系反強磁性材料により構成する場合には、
熱処理は不要である。
【０１２４】
さらに、薄膜磁気ヘッド１のＭＲ膜は、スピンバルブ膜には限定されず、他の種類のＧＭ
Ｒ膜、ＡＭＲ膜、またはＴＭＲ（ Tunnel-type Magneto-Resistive ）膜などであっても良
い。また、薄膜磁気ヘッド１は、再生専用ヘッドであっても良く、磁気センサやメモリで
あってもよい。
【０１２５】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項１ないし請求項８のいずれか１項に記載の薄膜磁気ヘッドま
たは請求項９ないし請求項１２のいずれか１項に記載の薄膜磁気ヘッドの製造方法によれ
ば、第１のシールド層および第２のシールド層の少なくとも一方が、機能膜側から順に、
磁化の向きが規制された内側層と、内側層の磁化の向きを規制する磁化安定化層と、磁化
の向きが変化しうる外側層とを有するようにしたので、第１のシールド層および第２のシ
ールド層の少なくとも一方における機能膜に近い側の磁化の向きの変動が抑制され、薄膜
磁気ヘッドの安定した出力を得ることができる。また、外側層により不要な磁界を取り込
むことができるため、高密度化に伴って第１シールド層と第２シールド層との間隔を狭く
した場合でも、機能膜に不要な磁界が及ぶことが防止される。すなわち、高密度記録に対
応しつつ、薄膜磁気ヘッドの出力を安定させることができる。
【０１２６】
特に、請求項２記載の薄膜磁気ヘッドによれば、内側層の厚さを１０ｎｍ以上３００ｎｍ
としたので、薄膜磁気ヘッドの出力を安定させ、かつ、高密度記録に対応できる分解能を
得ることができる。
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【０１２７】
さらに、請求項３記載の薄膜磁気ヘッドによれば　磁化安定化層が反強磁性材料または硬
磁性材料を含むようにしたので、内側層の磁化の向きを容易に規制することができる。
【０１２８】
また、請求項４記載の薄膜磁気ヘッドによれば、磁化安定化層と外側層との間に中間層を
設けるようにしたので、内側層の磁化の向きのみを規制して、外側層の磁化の向きが自由
に変化できるようにすることができる。
【０１２９】
加えて、請求項５記載の薄膜磁気ヘッドによれば、内側層の磁化の向きを、磁区制御膜が
機能膜に印加するバイアス磁界の向きに対してほぼ平行になるようにしたので、シールド
層における磁界が機能膜に及ぼす影響を低減することができる。
【０１３０】
さらに、請求項６記載の薄膜磁気ヘッドによれば、機能膜における反強磁性層と強磁性層
との交換結合が生じる第１の温度と、磁化安定化層と内側層との交換結合が生じる第２の
温度とが異なるようにしたので、強磁性層の磁化および内側層の磁化を、それぞれ独立に
規制することが可能になる。
【０１３１】
また、請求項８記載の薄膜磁気ヘッドによれば、内側層における一軸異方性磁界よりも、
外側層における一軸異方性磁界の方が０に近くなるようにしたので、内側層では磁化の向
きが変動しにくく、外側層では磁化の向きが変化しやすくなる。すなわち、高密度記録に
対応しつつ、薄膜磁気ヘッドの出力を安定させることができる。
【０１３２】
また、請求項１１記載の薄膜磁気ヘッドの製造方法によれば、内側層と磁化安定化層とを
ほぼ同一の成膜方法を用いて連続的に成膜するようにしたので、磁化安定化層が反強磁性
材料よりなる場合には、内側層と磁化安定化層との間で交換結合を生じさせ易くなる。
【０１３３】
さらに、請求項１２記載の薄膜磁気ヘッドの製造方法によれば、磁化安定化層と外側層と
を、非連続的に成膜するようにしたので、磁化安定化層が反強磁性材料よりなる場合には
、外側層と磁化安定化層との間に交換結合を生じさせないようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態に係る薄膜磁気ヘッドを搭載した回転アームの外形形状を
表す斜視図である。
【図２】本発明の一実施の形態に係る薄膜磁気ヘッドが形成されたスライダの外形形状を
表す斜視図である。
【図３】本発明の一実施の形態に係る薄膜磁気ヘッドの構造を分解して表す分解斜視図で
ある。
【図４】図３に示した薄膜磁気ヘッドの平面形状を表す平面図である。
【図５】図３に示した薄膜磁気ヘッドのエアベアリング面に直交する面における断面構造
を表す断面図である。
【図６】図３に示した薄膜磁気ヘッドのエアベアリング面と平行な面における断面構造を
表す断面図である。
【図７】図３に示した薄膜磁気ヘッドのＭＲ素子の構造を拡大して示す断面図である。
【図８】図３に示した薄膜磁気ヘッドの製造方法における一工程を説明するための断面図
である。
【図９】図８に続く工程を説明するための断面図である。
【図１０】図９に続く工程を説明するための断面図である。
【図１１】図１０に続く工程を説明するための断面図である。
【図１２】図１１に続く工程を説明するための断面図である。
【図１３】図１２に続く工程を説明するための断面図である。
【図１４】図１３に続く工程を説明するための断面図である。
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【図１５】図１４に続く工程を説明するための断面図である。
【図１６】第１の実施の形態の第１の変形例に係る薄膜磁気ヘッドの断面構造を表す断面
図である。
【図１７】第１の実施の形態の第２の変形例に係る薄膜磁気ヘッドの断面構造を表す断面
図である。
【図１８】本実施の形態の第２の実施の形態に係る薄膜磁気ヘッドの断面構造を表す断面
図である。
【図１９】第２の実施の形態の第１の変形例に係る薄膜磁気ヘッドの断面構造を表す断面
図である。
【図２０】第２の実施の形態の第２の変形例に係る薄膜磁気ヘッドの断面構造を表す断面
図である。
【図２１】本発明の実施例における出力変動値および分解能の測定定結果を表す特性図で
ある。
【図２２】本発明の実施例における一軸異方性磁界の測定結果を表す特性図である。
【符号の説明】
１…薄膜磁気ヘッド、１Ａ…再生ヘッド部、１Ｂ…記録ヘッド部１Ｂ、２…スライダ、２
Ｄ…基体、１１…絶縁層、１２…第１シールド層、１２１…外側層、１２２…下地層、１
２３…磁化安定化層、１２４…内側層、１３…第１ギャップ膜、１４…第２ギャップ膜、
１５…第２シールド層、１５１…内側層、１５２…補助層、１５３…磁化安定化層、１５
３Ａ…隔離層、１５４…外側層、１６…絶縁層、２０…ＭＲ膜、２１…下地層、２２…軟
磁性層、２２Ａ…第１軟磁性層、２２Ｂ…第２軟磁性層、２３…非磁性層、２４…強磁性
層、２５…反強磁性層、２６…保護層、３０Ａ，３０Ｂ…磁区制御膜、３３Ａ，３３Ｂ…
リード層。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】
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