
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板上に、分離領域によって囲まれた複数のセルが形成され、前記複数のセル内において
粒子状の記録材料が規則的な格子を組んで配列した構造を有し、前記分離領域は前記記録
材料の規則的な格子の最低指数面の方向に沿って形成されていることを特徴とする記録媒
体。
【請求項２】
前記基板はディスク形状をなし、前記複数のセルを囲む分離領域は、同心円状のトラック
方向に沿うほぼ平行な線状領域と、トラックを横切るほぼ平行な線状領域を含み、各セル
は四辺形をなしていることを特徴とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項３】
前記複数のセルを囲む分離領域は、ほぼ平行な線状領域と、これらの線状領域に対して６
０°または１２０°の角度をなして交差するほぼ平行な線状領域を含み、各セルは平行四
辺形をなしており各セル内で粒子状の記録材料が六方格子を組んでいることを特徴とする
請求項１または２に記載の記録媒体。
【請求項４】
前記分離領域は非記録材料からなることを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載
の記録媒体。
【請求項５】
前記トラック方向に沿うほぼ平行な線状領域と、トラックを横切るほぼ平行な線状領域で
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囲まれた領域にサーボ領域が形成されていることを特徴とする請求項１ないし４のいずれ
かに記載の記録媒体。
【請求項６】
基板上に複数のセルを囲むように分離する線状パターンを形成し、
前記複数のセル内で自己組織化材料を自己組織化させて規則的な格子を組んだ粒子状の配
列パターンを形成し、
前記配列パターンに対応して粒子状の記録材料が規則的な格子を組んで配列した構造を形
成することを特徴とする記録媒体の製造方法。
【請求項７】
前記基板上に凹凸構造をなすように線状パターンを形成することを特徴とする請求項６に
記載の記録媒体の製造方法。
【請求項８】
前記基板上に親水疎水パターンをなすように線状パターンを形成することを特徴とする請
求項６に記載の記録媒体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は記録媒体およびその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年の情報化社会において、情報量は増大の一途をたどっている。このため、飛躍的に高
い記録密度を実現できる記録・再生方法、それに基づく記録・再生装置および記録媒体の
出現が望まれている。記録密度を向上させるためには、記録媒体において情報を書き込む
最小単位である記録セルまたは記録マークの大きさを微小化することが要求される。しか
し、現状では記録セルまたは記録マークの微小化は困難に直面している。
【０００３】
例えば、ハードディスクなどの磁気記録媒体では、記録層に粒度分布の広い多結晶体を用
いている。しかし、結晶の熱揺らぎのために、小さい多結晶体では記録が不安定となる。
このため、記録セルが大きい場合は問題ないが、記録セルが小さいと記録の不安定性やノ
イズの増大が生じる。これは、記録セルに含まれる結晶粒の数が少なくなることと、記録
セル間の相互作用が相対的に大きくなることが要因になっている。
【０００４】
相変化材料を用いた光記録媒体においても状況は同様であり、記録マークサイズが相変化
材料の結晶サイズと同程度となる１インチ平方当たり数百ギガビット以上の記録密度では
、記録が不安定になるとともに媒体ノイズが大きくなる。
【０００５】
これらの問題を回避するため、磁気記録の分野においては、あらかじめ記録材料を非記録
材料により分断し、単一の記録材料粒子を単一の記録セルとして記録再生を行うパターン
ドメディアが提案されている（Ｓ．Ｙ．Ｃｈｏｕ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙ
ｓ．，７６（１９９４）ｐｐ６６７３；ＵＳ　Ｐａｔｅｎｔ　５，８２０，７６８および
５，９５６，２１６；Ｒ．Ｈ．Ｍ．Ｎｅｗｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｖａｃ．Ｓｃｉ．Ｔｅｃｈ
ｎｏｌ．，Ｂ１２（１９９４）ｐｐ３１９６；荻野谷他，特開平１０－２３３０１５号公
報）。
【０００６】
しかし、従来は記録材料粒子を孤立させた構造を形成する方法として、リソグラフィー技
術が用いられている。光リソグラフィーは一括露光であるためスループットの面で高密度
化には対応できるものの、加工サイズの面では十分微小な記録セルを加工するのは困難で
ある。電子線リソグラフィーや集束イオンビームなどは数１０ｎｍの微細な加工が可能で
あるものの、加工コストおよび加工スピードを考慮すると実現性は乏しい。
【０００７】
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これに対して、特開平１０－３２０７７２号公報には、基板上に直径数ナノメートルから
数マイクロメートルの微粒子を二次元に配列させ、微粒子をマスクとしてパターニングを
行うことによって、基板上に孤立した磁性微粒子が形成された磁気記録媒体を作製する方
法が開示されている。この方法は、安価なパターンドメディアの作製方法といえる。
【０００８】
上記のように、基板上に微粒子を二次元的に配列させる方法としては、長鎖アルキル基で
被覆した金などの微粒子を基板上に塗布し、乾燥時の微粒子間の自己凝集を利用して平面
状で六方格子のパターンを形成させ、大面積に比較的均一な単粒子層を形成する方法が報
告されている（Ｓ．Ｈｕｎｇ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊｐｎ．Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．，３８
（１９９９）ｐｐ．Ｌ４７３－Ｌ４７６）。
【０００９】
また、ブロックコポリマーが形成する自己組織的な相分離構造を利用して、基板に六方格
子を組んで平面内に配列した円形パターンの集合体や規則的な縞模様などの構造を形成す
る方法が知られている（例えば、Ｍ．Ｐａｒｋ　ｅｔ　ａｌ．，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２７６
（１９９７）１４０１）。ポリスチレン／ポリブタジエンやポリスチレン／ポリイソプレ
ンなどのブロックコポリマーでは、オゾン処理によりポリスチレンブロックのみを残すこ
とができ、これをエッチングマスクとして用いて孔やラインアンドスペースなどの構造を
基板上に形成できることが報告されている。
【００１０】
以上のように、基板上に微粒子やブロックコポリマーなどの自己組織化粒子を二次元的に
配列させる方法では、ミクロ的には自己組織化粒子が格子状に配列した構造が得られる。
滑らかな平面上で自己組織的パターン形成を行う場合、パターン形成時にランダムな位置
でランダムな結晶軸方向をもった有限サイズの六方格子ドメインが発生する。その結果、
パターン全体では結晶軸方向の定まらない多結晶構造となり、マクロ的には欠陥や粒界が
多く存在する。こうしたランダムな軸方向を有する多結晶パターンを含むパターンドメデ
ィアでは、記録ビットの特定が困難であるため、実用的な記録再生を行うことができない
。
【００１１】
したがって、自己組織的パターン形成を用いてパターンドメディアを作製する場合、自己
組織的パターン形成時にパターン配列方向を揃える工夫が必要である。例えば、単結晶表
面に存在する直線状ステップ方向に沿ってブロックコポリマーのパターンを配列させる方
法が知られている（Ｍ．Ｊ．Ｆａｓｏｌｋａ　ｅｔａｌ．，Ｐｈｙｓ．Ｒｅｖ．Ｌｅｔｔ
．Ｖｏｌ．７９（１９９７）ｐ．３０１８）。このように、パターンドメディア上で自己
組織的パターンの配列方向を揃えるために、基板表面に直線状の溝構造や峰構造など方向
性を持ったガイドパターンを形成する方法が有効であると考えられている。これらのガイ
ドパターン付近で自己組織パターン形成が起きると、パターンは溝や峰に沿って配列する
。したがって、ディスクの円周方向すなわちトラック方向に、同心円状の溝または峰パタ
ーンを形成すれば、記録材料のパターン方向を揃えて並べることができると考えられる。
【００１２】
上記の同心円状パターンを用いたパターンドメディア作製の場合、パターンは円周上のラ
ンダムな位置からドメイン成長するため、それぞれのドメイン内では規則正しい格子構造
である。しかし、隣り合ったドメインが成長してぶつかり合う位置では、互いのドメイン
に格子配列の整合性がないため、格子位置から外れた位置にパターン形成が起きて、欠陥
を発生させる。自己組織配列を用いたパターンドメディアでは、こうしたランダムな位置
の配列の欠陥は、書き込み・読み出しの際にエラーの原因となる。
【００１３】
また、記録密度が向上するとトラック密度も向上し、トラッキング用のサーボマークを書
き込むことも非常に困難になる。高トラック密度を実現する方法の一つとして、トラッキ
ング用のサーボパターンを物理的な凹凸パターンとして予めディスクに作り込む方法が提
案されている（特開平６－１１１５０２号公報）。この方法では、もともと真円度の高い
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トラックが形成されているため、従来のＨＤＤに比較するとトラック密度を向上できる。
しかし、１００Ｇ～１Ｔｂｐｓｉの記録密度となると、やはり安価なリソグラフィーでは
描画することが困難である。さらに、自己組織化を利用した記録媒体では、トラックに自
己組織化粒子に特有の規則配列構造が形成される。したがって、従来のトラッキング方法
では自己組織化粒子からなる記録セルにアクセスすることは不可能である。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、自己組織化を利用して作製され、粒子状の記録材料が規則的な格子を組
んで配列し、かつ記録材料の配列の乱れおよび欠陥の発生のない記録媒体、およびこのよ
うな記録媒体を製造できる方法を提供することにある。
【００１５】
【発明を解決するための手段】
本発明の一態様に係る記録媒体は、基板上に、分離領域によって囲まれた複数のセルが形
成され、前記複数のセル内において粒子状の記録材料が規則的な格子を組んで配列した構
造を有し、前記分離領域は前記記録材料の規則的な格子の最低指数面の方向に沿って形成
されていることを特徴とする。
【００１６】
本発明の他の態様に係る記録媒体の製造方法は、基板上に複数のセルを囲むように分離す
る線状パターンを形成し、前記複数のセル内で自己組織化材料を自己組織化させて規則的
な格子を組んだ粒子状の配列パターンを形成し、前記配列パターンに対応して粒子状の記
録材料が規則的な格子を組んで配列した構造を形成することを特徴とする。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態をより詳細に説明する。
本発明の実施形態に係る記録媒体全体の形状は、ディスクでもカードでもよく、特に限定
されない。このうち、ディスク状の記録媒体はディスク状の基板表面に記録材料を含む記
録層を形成したものであり、ディスクを回転させ、ディスク表面に沿って水平方向に移動
するヘッドを用いて記録・読み出しを行う。
【００１８】
記録層に含まれる記録材料とそれを用いた記録方法は特に限定されない。具体的には、磁
気情報を再生する記録再生装置において用いられるのであれば磁気記録媒体材料、光学的
に情報を再生する記録再生装置において用いられるのならば相変化光記録媒体材料や光磁
気記録媒体材料、半導体装置などで用いられているような電荷を検出する記録再生装置に
おいて用いられるのならば導体や半導体が用いられる。このほか、フォトクロミック材料
などや、物理的な凹凸表面形状を有する材料も挙げられる。記録方法としては、磁場印加
、光照射、加熱、加圧などが挙げられる。また、記録を読み出すには、記録層における磁
場変化、光散乱度変化、色変化、凹凸形状からの反射光強度変化などを利用する。
【００１９】
基板上には、分離領域によって囲まれた複数のセルが形成され、複数のセル内において粒
子状の記録材料が規則的な格子を組んで配列した構造を有する。
【００２０】
セルとは粒子状の記録材料が配置され、記録材料粒子に対して記録・読み出しが行われる
領域である。セルは一般的にはトラック方向に沿って形成され、かつトラック内で分断さ
れたほぼ四辺形の形状をなしている。各セルを囲む分離領域は、一般的には非記録材料か
らなる線状領域であるが、記録材料で形成してもよい。ディスク状の記録媒体の場合には
、トラックはマクロ的にはディスクの円周方向に沿って同心円状に形成されるが、ミクロ
的にはほぼ直線によって囲まれているとみなすことができる。
【００２１】
上記のそれぞれのセル内において、粒子状の記録材料が規則的な格子を組んで配列する。
記録材料粒子はあるサイズの面積を持ち、個々の記録材料粒子に対して記録ヘッドにより
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書き込みがなされるとその状態が変化する。すなわち、個々の記録材料粒子が１つの記録
ビットとして用いられる。記録媒体表面における単位面積あたりの記録材料粒子の数密度
が高いほど、記録密度が向上する。ビット密度が上がると、記録媒体表面の記録ビットど
うしの距離が接近するため、記録読み出し時に目標とする記録ビットの読み出し情報に、
隣り合った記録ビットの読み出し情報が重なり、クロストークが起こりやすくなる。この
問題に対しては、記録媒体表面において、隣り合う記録ビットの間に非記録材料の領域を
設けて記録ビットどうしを分断することによりクロストークを抑えることができる。非記
録材料とは、記録書き込み動作によっても記録材料のような状態変化を起こさず、記録読
み取り時に記録材料からの情報に影響を与えない材料である。非記録材料としては、例え
ばＳｉＯ 2やＡｌ 2Ｏ 3などを用いることが可能であるが、これらに限定されない。
【００２２】
記録材料粒子は媒体表面で規則的な格子を組んで配列している。規則的な格子とは、個々
の記録材料粒子の位置を示す座標が２次元方向に一定の間隔を隔てて配列していることを
示す。２次元に配列した規則的な格子の座標位置は、２つの異なる方向に延びる基本ベク
トルの整数倍の足し合わせで示される。２つの基本ベクトルとは、例えば正方格子におい
ては２本の互いに直行する同じ長さのベクトルであり、六方格子においては互いに１２０
°の角度で交わる同じ長さのベクトルである。格子位置は２本のベクトルの整数倍の足し
合わせで表され、この整数を指数と呼ぶ。最低指数面とは、単独の基本ベクトルのみで形
成される複数の方向を示す。格子はこの方向に最も高密度で配列している。例えば正方格
子における最低指数面は最近接の格子点を結んだ２本の互いに直行する直線方向であり、
六方格子における最低指数面は最近接の格子点を結んだ、互いに６０°または１２０°で
交わる３本の直線方向である。本発明に係る記録媒体では、分離領域を記録材料粒子の規
則的な格子の最低指数面の方向に沿って形成しておくことにより、記録材料粒子を規則的
に配列させることができる。
【００２３】
上記のような記録媒体を製造するには、基板上に複数のセルを囲むように分離する線状パ
ターンを形成し、複数のセル内で自己組織化材料を自己組織化させて規則的な格子を組ん
だ粒子状の配列パターンを形成し、配列パターンに対応して粒子状の記録材料が規則的な
格子を組んで配列した構造を形成する。
【００２４】
自己組織化とは、例えばブロックコポリマーのような材料が相分離や凝集の際に自然にパ
ターン形成を起こす現象であり、人為的なパターン形成によらずにパターンを形成できる
。この自己組織的パターン形成をパターンドメディアの作製時に用いることで、光リソグ
ラフィー技術では困難であった微小サイズのパターン形成を、低コストかつ高速に行うこ
とが可能となる。
【００２５】
自己組織化では、円形粒子が等方的に配列することが、欠陥の少ないパターン形成に有利
である。この場合、自己組織的パターン形成で得られる格子は六方格子である。六方格子
は、稠密に並ぶ円形粒子パターン列と、そのパターン列に６０°の角度で交わる複数のパ
ターン列の集合体で形成される。
【００２６】
ただし、ランダムな位置からのパターン形成により、複数のドメインが形成され、その中
間点での欠陥形成を防ぐことが要求される。本発明の実施形態においては、あらかじめパ
ターン領域をある一定面積のセルに区画しておき、パターン形成がそのセル内で起こるよ
うにする。
【００２７】
セルの面積は、平坦な基板表面でのランダムなパターン形成で得られる平均ドメインサイ
ズよりも狭いことが望ましい。これにより、パターン形成時にセル内にはドメインは一つ
しか存在しなくなる。その結果、セル内は単結晶構造となる。また、セルの外形は、自己
組織パターン形成によって得られる格子構造が安定に存在できる形状であることが好まし
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い。自己組織配列ドメインはその配列中で最も高密度で格子が並んでいる辺、すなわち最
低指数面で囲まれた構造が最も安定である。配列が六方格子の場合、最低指数面とは、一
つの軸方向から６０°ごとに傾いた全部で３つの軸方向である。この軸方向で囲まれた形
状とは、例えば全ての角が１２０°である六角形、全ての角が６０°である正三角形が挙
げられ、４隅の角度が６０°と１２０°である平行四辺形も含まれる。また、配列が正方
格子の場合、最低指数面とは、一つの軸方向から９０°ごとに傾いた２つの軸方向である
。この軸方向で囲まれた形状とは、例えば長方形や正方形である。
【００２８】
図１に、一例として６０°と１２０°の角度で交差する直線で囲まれた平行四辺形のセル
２と、このセル２内で自己組織的に配列し六方格子を組んだ記録材料粒子４を概略的に示
す。
【００２９】
自己組織パターンが六方格子であるにもかかわらず、セル形状が例えば４隅が９０°の長
方形である場合には、長辺に沿って配列するドメインと短辺に沿って配列するドメインは
軸方向が異なるため、軸方向の異なる多結晶構造を生じる。一方、４隅の角度が６０°と
１２０°である形状は、どの辺に沿って六方格子が成長しても、すべて同じ軸方向を持っ
た配列であるため、軸方向の異なる多結晶構造は生じない。すなわち、自己組織パターン
のセルの外形は、その自己組織パターンの配列から得られる最低指数面に平行な線分で形
成されている必要がある。上記の理由から、６０°と１２０°で構成される平行四辺形の
セルを敷き詰めた構造が、六方格子を組む自己組織パターンを高密度で詰められる構造で
あり、パターンドメディアに適している。角度は６０°または１２０°から±１０°程度
ずれても効果は失われないが、ずれが小さいほうがより好ましい。
【００３０】
平行四辺形の先端は鋭角である必要はなく、記録ビット配列の格子間隔以下の曲率半径を
持つ曲線であっても良い。また、平行四辺形の内側における辺の長さは、内部に形成され
る格子パターン配列の格子定数の整数倍であることが好ましい。
【００３１】
パターンドメディアがディスク形状である場合、上記の平行四辺形は円周上に並べられる
ことが望ましい。この場合、トラック方向の線は厳密には円周の一部であるため曲線であ
るが、上述したようにミクロに見れば直線とみなすことができる。この場合、セルの４隅
の角度とは、厳密には交点付近での円周の接線の方向との角度のことである。
【００３２】
また、トラック方向の線と交差してトラック内を分断する線は、複数のトラックに交わっ
ていれば、少ない本数で多数のセルを区切ることができる。しかし、ディスク形状におい
てはトラックの円周の長さが半径により異なるため、最外殻のトラックから最内殻のトラ
ックまで横切る線を引くことは難しい。このため、トラックを横切る線を、所定範囲の半
径をもつトラック群、すなわち薄いドーナツ状の部分毎に区切ることが望ましい。
【００３３】
図２（Ａ）および（Ｂ）にパターンドメディアのディスク１表面に形成されるセルの一例
を示す。図２（Ｂ）は図２（Ａ）の拡大図である。図２に示すように、トラックに平行な
同心円または螺旋の一部からなる複数の平行な線状パターン３ａと、これらの同心円また
は螺旋の一部の線分と６０°の角度を成して交わる複数の平行な線状パターン３ｂで構成
される格子模様で囲まれる構造を有するセル２が好ましい。
【００３４】
図３にセル２内に規則正しく配列した記録材料粒子４を示す。図３に示されるように、図
２（Ｂ）に示した格子模様のセル２に対し、記録材料粒子４が自己組織化により規則正し
く配列して最も稠密な配列をとり、単結晶ドメインとして収まる。
【００３５】
図４は、図３の構造から記録材料粒子４の位置のみを取り出した状態を示す。この図に示
されるように、全ての記録材料粒子４（記録ビット）が欠陥なく規則正しく配列している
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ため、パターンドメディアにおいてエラーなしにこれらの記録ビットへの読み書きが可能
となる。
【００３６】
図５に、ハニカム状のセル２内で、記録材料粒子４が自己組織化して六方格子を形成して
いる状態を示す。
【００３７】
図６に、碁盤目状のセル２内で、記録材料粒子４が自己組織化して正方格子を形成してい
る状態を示す。
【００３８】
本発明の実施形態に係る記録媒体（パターンドメディア）のサーボ領域について説明する
。サーボ領域は、記録材料粒子の配置と整合性をとるために、自己組織配列パターンが六
方格子の場合には、トラック方向に沿うほぼ平行な線状領域と、トラックを横切るほぼ平
行な線状領域で囲まれた領域に形成される。この場合、隣り合うトラック同士の配置が、
従来のディスク状記録媒体における９０°から６０°に変わっただけであり、ディスク回
転中に記録ヘッドが読み取る情報は従来のものと変わらない。したがって、従来と同様の
サーボ方法や記録読み取り方法が適用できる。
【００３９】
以下、本発明に係る記録媒体の製造方法の一例についてより詳細に説明する。
ディスク基板上に記録材料からなる記録層を製膜する。この記録層上に自己組織化粒子の
配列を制御するための溝構造または化学的なパターンの帯構造を形成するための制御膜を
製膜する。この制御膜にリソグラフィーにより帯構造を作りこむ。上記の溝構造内または
帯構造上に、自己組織化材料を製膜した後、アニール処理などにより規則配列化させる。
自己組織化粒子をマスクにしてエッチングを行い、記録層に規則配列した記録材料粒子を
形成する。制御膜を取り除いた後、分断領域を形成する非記録材料により記録材料粒子を
被覆し、研磨することにより記録媒体を作製する。なお、制御膜は取り除かずに残したま
ま使用することも可能である。
【００４０】
制御膜に利用する材料は、記録層を破壊することがなくリソグラフィーにより構造形成が
可能であり、自己組織化粒子の製膜、規則配列化処理によりダメージを受けないものであ
ればよく、例えばレジストが用いられる。制御膜のリソグラフィーには、光リソグラフィ
ーや電子線リソグラフィーや原子間力顕微鏡、走査型トンネル顕微鏡、近接場光顕微鏡な
どの走査型プローブを用いた方法、ナノインプリントリソグラフィー（Ｐ．Ｒ．Ｋｒａｕ
ｓｓ，ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｖａｃ．Ｓｃｉ．Ｔｅｃｈｎｏｌ．Ｂ１３（１９９５），ｐｐ
．２８５０）などが用いられる。
【００４１】
自己組織化粒子としては、ブロックコポリマー、ポリマーや金属などからなる数１０ｎｍ
径の微粒子などが用いられる。
【００４２】
ブロックコポリマーを利用する場合には、形成される２種類以上のブロックのＲＩＥなど
の加工手段に対するエッチング耐性が異なる材料を用いるか、またはいずれかのブロック
がなんらかの方法により除去可能であるものを用いることが好ましい。例えば、前述した
ようにポリスチレンとポリブタジエンからなるブロックコポリマーを用いた場合には、オ
ゾン処理によりポリスチレンブロックのみが残るように現像処理が可能である。ポリスチ
レンとポリメチルメタクリレートからなるブロックコポリマーを用いた場合には、ＣＦ 4

をエッチャントとして用いるリアクティブイオンエッチング（ＲＩＥ）に対するエッチン
グ耐性がポリスチレンの方がポリメチルメタクリレートより大きいためＲＩＥによりポリ
メチルメタクリレートの下地にある部分の記録層のみを選択的に削ることを可能であるこ
とが報告されている（Ｋ．Ａｓａｋａｗａ　ｅｔ　ａｌ．；ＡＰＳ　Ｍａｒｃｈ　Ｍｅｅ
ｔｉｎｇ，２０００）。ブロックコポリマーを用いる場合、基板表面においてミセル構造
またはシリンダ構造を形成するような成分比の分子を用いることが好ましい。これにより
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円形の互いに分離され規則配列した記録材料粒子を形成することが可能となる。ここでは
、ミセルまたはシリンダを構成するブロックのエッチング耐性が高いか、または現像処理
によりミセルまたはシリンダを構成するブロックのみが残るようなポリマーの組み合わせ
が必要である。ブロックコポリマーはトルエンなどの適当な溶媒に溶解したものをスピン
コートなどにより製膜することが可能である。ブロックコポリマーの自己組織的な配列へ
の相分離は、一般的には材料のガラス転移点温度以上の温度でアニール処理することによ
り得られる。
【００４３】
ポリマーや金属などからなる数１０ｎｍ径の微粒子を用いる場合には、微粒子を分散させ
た溶液を、帯構造を形成したディスクの上から展開し乾燥し溶媒を取り除いた後、適当な
溶媒により過剰に吸着した微粒子を取り除くことにより自己組織的な規則配列を作製する
ことができる。また、微粒子を分散させた溶液中にディスク基板をある時間浸すことによ
り微粒子をディスク基板に吸着させ、規則配列を形成させることも可能である。
【００４４】
以上のような方法により自己組織化粒子の規則配列を形成した後には、自己組織化粒子を
マスクとして下地である記録層をイオンミリングなどにより削り、所望の規則配列した記
録材料粒子を形成することができる。記録層をよりアスペクト比高く削るためには、記録
層と自己組織化粒子膜との間にＳｉＯ 2やＳｉなどの膜を形成し、ＲＩＥなどにより自己
組織化粒子の規則配列パターンをＳｉＯ 2やＳｉに転写した後、記録層を加工することも
有効である。ＳｉＯ 2やＳｉはＲＩＥによりアスペクト比高く削ることができるため、こ
れをマスクにして加工することにより、記録層をよりアスペクト比高くエッチングするこ
とができる。
【００４５】
以上のようにして作製した記録材料粒子の規則配列を、分断領域を形成する材料で被覆し
、研磨することにより基板を平坦化すれば、分断領域に埋め込まれた記録材料粒子からな
るパターンドメディアが作製される。
【００４６】
次に、自己組織化粒子を用いた方法により、凹凸の形状を持つスタンプを作製し、このス
タンプを利用して、ナノインプリントリソグラフィーの方法によりディスク基板にパター
ンを転写する方法について説明する。
【００４７】
まず、ディスク基板上に自己組織化粒子の配列を制御するための溝構造または化学的なパ
ターンの帯構造を形成するための制御膜を製膜する。この制御膜にリソグラフィーにより
溝構造または帯構造を作りこむ。溝構造内または帯構造上に、自己組織化材料を製膜した
後、アニール処理などにより規則配列化させる。自己組織化粒子をマスクにしてエッチン
グを行い、スタンプを形成する。制御膜を取り除いた後、記録層または分断領域となる膜
を製膜したディスク基板上にマスクとなるレジスト材料の膜を形成し、加熱しながらスタ
ンプを押し付けることにより、レジストにパターンを転写する。エッチングにより記録材
料粒子のアレイまたは分離領域内の微細孔アレイを形成し、その後は上記の方法と同様に
して記録媒体を製造する。
【００４８】
【実施例】
以下、実施例に基づいて本発明を説明する。
実施例１
本発明の方法に従って磁気ディスクを製造した例を説明する。
図７（Ａ）に示すように、ガラスディスク基板１１上に垂直磁気記録材料として膜厚約５
０ｎｍのＣｏＣｒＰｔ膜１２を製膜した。ＣｏＣｒＰｔ膜１２上に膜厚約５０ｎｍのＳｉ
Ｏ 2膜１３を製膜した。
【００４９】
図７（Ｂ）に示すように、ＳｉＯ 2膜１３上にレジストをスピンコートし、光リソグラフ
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ィーにより分離領域に対応するレジストパターンを形成した。このレジストパターンをマ
スクとして、ＲＩＥによりＳｉＯ 2膜１３をＣｏＣｒＰｔ膜１２に達するまでエッチング
して、セルとなる溝を規定する分離領域１４を形成した。その後、レジストパターンを除
去した。
【００５０】
図７（Ｂ）で断面が現れている分離領域１４は、ディスクの円周に沿う幅が約２００ｎｍ
の凸部であり、同心円状をなす幅が約２００ｎｍの溝を規定している。また、図７（Ｂ）
には現れていないが、ディスクの円周に沿う凸部に対して６０°（または１２０°）の角
度で交わる凸部も同時に形成されている。同心円状の凸部パターンと交わる凸部パターン
は、ＺＣＡＶ方式により所定範囲の半径をもつドーナツ状の領域毎に形成した。
【００５１】
図７（Ｃ）に示すように、ＣｏＣｒＰｔ膜１２の表面をヘキサメチルジシラザンにより疎
水化処理した後、その上の溝内にポリスチレン（ＰＳ）－ポリブタジエン（ＰＢ）のブロ
ックコポリマー（分子量ＰＳ＝１００００、ＰＢ＝４００００）のトルエン溶液（１％ｗ
／ｗ）をスピンコートにより製膜した。次に、真空中において１５０℃で３０時間アニー
ルすることにより、ブロックコポリマーを規則配列化させて、島状部分１５と海状部分１
６を形成した。
【００５２】
図７（Ｄ）に示すように、ブロックコポリマーをオゾン処理した後に水洗して、自己組織
化粒子を除去し、Ａｒイオンミリングによりエッチングして孔１７を形成した。
【００５３】
図７（Ｅ）に示すように、分断領域となる厚さ約５０ｎｍのＳｉＯ 2膜１８を製膜した後
、ケミカルメカニカルポリッシング（ＣＭＰ）により研磨した。
【００５４】
製造した磁気ディスクを磁気力顕微鏡により観察したところ、シングルドメインからなる
記録材料粒子が幅２００ｎｍの範囲内で６列の細密充填構造で配列しているのが確認でき
た。
【００５５】
実施例２
本実施例では、実施例１の磁気ディスクの一部にサーボ領域を形成した。すなわち、図８
に示すように、実施例１で得られた磁気ディスクに対し、サーボライターによりサーボ領
域２１を書き込んだ。このディスクを記録ヘッドで読み取る際に、従来のトラック方向と
９０°の角度で交わる領域で構成されるサーボ領域と同様の読み取り方法で、サーボ情報
を取得することができた。
【００５６】
実施例３
本実施例では、アルミニウム膜の陽極酸化による自己組織構造形成を利用する方法を説明
する。実施例１と同様に、ガラス基板上に垂直磁気記録材料であるＣｏＣｒＰｔ膜および
ＳｉＯ 2膜を製膜した。次に、スパッタ法により厚さ約２００ｎｍのアルミニウム膜を製
膜した。このアルミニウム膜表面に２００ｎｍ間隔で六方格子状に凸部が形成された金型
を押し付け、アルミニウム膜表面に六方格子状に並ぶ凹部を設けた。次いで、１０％リン
酸水溶液中で基板を陽極酸化反応させた後にＣＭＰで表面研磨したところ、先に基板上に
設けた凹部を中心に六角形の組合わさったハニカム構造で穴の空いた酸化アルミニウムの
膜が得られた。この穴に実施例１で用いたブロックコポリマーをキャストし、実施例１と
同様な操作を行ったところ、ハニカム構造の穴の中に一辺４個で六方格子を組んだドット
パターンが得られた。
【００５７】
実施例４
本実施例では、記録材料粒子が正方格子で配列した磁気ディスクを製造した。実施例１と
同様に、ガラス基板上にＣｏＣｒＰｔ膜およびＳｉＯ 2膜を製膜した。次に、ＳｉＯ 2膜上
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にレジストを塗布し、光リソグラフィーにより４００ｎｍ間隔で並んだ幅６０ｎｍの凸部
が互いに直交する碁盤の目構造のレジストパターンを作製した。このレジストパターンを
マスクとして、ＲＩＥによりＳｉＯ 2膜をエッチングした。その後、アルキル鎖で化学修
飾された鉄コバルト微粒子を塗布したところ、それぞれの碁盤目内に一辺２０個で正方格
子を組んだ鉄コバルト微粒子の配列が得られた。この鉄コバルト微粒子に磁気ヘッドを用
いて情報を書き込むことにより、磁気ディスクとしての動作を確認した。
【００５８】
【発明の効果】
以上詳述したように本発明によれば、自己組織化を利用して、粒子状の記録材料が規則的
な格子を組んで配列し、かつ記録材料の配列の乱れおよび欠陥の発生がなく、読み書きエ
ラー率の少ない記録媒体を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に係る平行四辺形の１つのセル内で六方格子を組んだ記録材料
粒子を示す平面図。
【図２】本発明の実施形態に係るディスク表面に形成されるセルを示す平面図およびその
拡大図。
【図３】本発明の実施形態に係る平行四辺形の複数のセル内で六方格子を組んだ記録材料
粒子を示す平面図。
【図４】本発明の実施形態に係る平行四辺形の複数のセル内で六方格子を組んだ記録材料
粒子を示す平面図。
【図５】本発明の実施形態に係るハニカム状の複数のセル内で六方格子を組んだ記録材料
粒子を示す平面図。
【図６】本発明の実施形態に係る碁盤目状の複数のセル内で正方格子を組んだ記録材料粒
子を示す平面図。
【図７】実施例１における磁気ディスクの製造方法を示す断面図。
【図８】実施例２における磁気ディスクに形成されたサーボ領域を示す平面図。
【符号の説明】
１…ディスク
２…セル
３ａ、３ｂ…分離領域
４…記録材料粒子
１１…ガラスディスク基板
１２…ＣｏＣｒＰｔ膜
１３…ＳｉＯ 2膜
１４…分離領域
１５…島状部分
１６…海状部分
１７…孔
１８…ＳｉＯ 2膜
２１…サーボ領域
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】
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