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(57)【要約】
【課題】ロード／アンロード時の磁気ヘッドの移動にお
ける、ヘッド退避部と記憶領域との間の接続をスムース
にした磁気記録媒体用基板及びその基板を使用した磁気
記録媒体を提供する。
【解決手段】円盤状で中央に貫通孔４を有する樹脂性基
板の少なくとも一方の面の、外周端部８から所定距離の
内側部分が、基板の厚さ方向に直交する方向の面で貫通
孔と交わる基準面Ａから、外側に向かって徐々に離れて
いく形状を有する。すなわち、内側部分外側に向かって
徐々に厚くなる形状を有する。
【選択図】図２



(2) JP 2009-54252 A 2009.3.12

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円板状で中央に貫通孔を有する樹脂性基板の少なくとも一方の面の、外周端部から所定
距離の内側部分が、基板の厚さ方向に直交する方向の面で貫通孔と交わる基準面から、外
側に向かって徐々に離れていく形状を有する
　ことを特徴とする磁気記録媒体用基板。
【請求項２】
　前記内側部分が外側に向かって徐々に厚くなる形状を有することを特徴とする請求項１
に記載の磁気記録媒体用基板。
【請求項３】
　前記基準面から徐々に離れていく形状が一定の傾斜であることを特徴とする請求項１又
は請求項２に記載の磁気記録媒体用基板。
【請求項４】
　前記内側部分の傾斜と基準面とのなす角度が０．２度～５．０度であることを特徴とす
る請求項３に記載の磁気記録媒体用基板。
【請求項５】
　前記基準面から徐々に離れていく形状が曲面であることを特徴とする請求項１又は請求
項２に記載の磁気記録媒体用基板。
【請求項６】
　前記外周端部における円周方向と直交する方向の接線と基準面とのなす角度が０．２度
～５．０度であることを特徴とする請求項５に記載の磁気記録媒体用基板。
【請求項７】
　前記樹脂性基板の前記貫通孔から所定距離が平坦部であり、前記平坦部の外側が前記内
側部分であることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一つに記載の磁気記録媒体用基
板。
【請求項８】
　前記形状は前記樹脂性基板の両方の面に形成されていることを特徴とする請求項１乃至
７のいずれか一つに記載の磁気記録媒体用基板。
【請求項９】
　前記一方の面と前記樹脂性基板の他方の面との厚さが一定であることを特徴とする請求
項１に記載の磁気記録媒体用基板。
【請求項１０】
　円板状の形状で中央に貫通孔を有する樹脂性基の基板と、
　前記基板の少なくとも一方の面に形成された磁性層とを有し、
　前記少なくとも一方の面の外周端部から所定距離の内側部分が、基板の厚さ方向に直交
する方向の面で貫通孔と交わる基準面から、外側に向かって徐々に離れていく形状を有す
る
　ことを特徴とする磁気記録媒体。
【請求項１１】
　円板状の形状で中央に貫通孔を有する樹脂性基の基板と、
　前記基板の少なくとも一方の面の外周端部から所定距離の内側部分が、基板の厚さ方向
に直交する方向の面で貫通孔と交わる基準面から、外側に向かって徐々に離れていく形状
を有しており、
　前記少なくとも一方の面に形成された磁性層と、
　磁気情報の読み書きを行う磁気ヘッドを基板の回転が低速時もしくは停止時に前記記憶
領域の外に退避させるためのヘッド退避部と
　を備え、
　前記ヘッド退避部は外に向かって基準面から離れる傾斜を有しており、
　前記基板と前記ヘッド退避部との境界における、前記基板の傾斜と前記基準面とがなす
角度と、前記ヘッド退避部と前記基準面とがなす角度との差が０．２度～５．０度である
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　ことを特徴とする磁気記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、磁気ディスク記録装置の基板に用いられる磁気記録媒体用基板及びその基
板を使用した磁気記録媒体、及びそれらを使用した磁気記録装置に関し、特に、樹脂製の
基板を用いた磁気記録媒体用基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータなどに用いられる磁気ディスク記録媒体には、従来からアルミニウム基板
又はガラス基板が用いられている。そして、この基板上に金属磁気薄膜が形成され、金属
磁気薄膜を磁気ヘッドで磁化することにより情報が記録される（例えば、特許文献１、特
許文献２、及び特許文献３参照。）。
【０００３】
　例えばアルミニウム基板を用いる場合、アルミニウム板をプレス成形して円板状にした
後、表面に対して高精度の研削・研磨加工及び洗浄工程を施すことにより、表面を平滑化
し、続いて、メッキ処理を施すことにより、ニッケル－リン（Ｎｉ－Ｐ）合金を基板の表
面に形成する、その後、研磨加工、テクスチャー加工を施し、さらにスパッタリングによ
りＣｏ系合金の磁性層を形成することで磁気記録媒体を製造している。
【０００４】
　また、ガラス基板を用いる場合、ガラス素材を溶融し、溶融したガラスをプレス成形し
、円板状のガラス基板を作製する。そして、ガラス基板の表面に対して高精度の研削・研
磨加工及び洗浄工程を施すことにより、表面を平滑化した後、アルカリの溶媒融塩による
イオン交換によって表面を化学強化処理し、精密洗浄工程を経た後、テクスチャー加工を
施し、さらにスパッタリングによりＣｏ系合金の磁性層を形成することで磁気記録媒体を
製造している。
【０００５】
　ところで、磁気記録媒体用基板としてプラスチック基板などの樹脂性基板を採用する試
みがなされている。この場合、樹脂性基板上に磁性層を形成することで磁気記録媒体を製
造している。
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－５４９６５号公報
【特許文献２】特開２００３－５５００１号公報
【特許文献３】特開２０００－１６３７４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　図８はＬ／ＵＬ（Ｌｏａｄ／Ｕｎｌｏａｄ方式）方式の磁気記録装置を説明するための
図である。磁気記録装置では、ディスク８１が高速で回転することにより、充填された空
気が磁気データの読み書きを行う磁気ヘッド８２と磁性体が塗られているディスク８１と
の間に隙間を作ることで、磁気ヘッド８２とディスク８１との接触を回避し記録領域の劣
化を軽減している。これに対し、ディスク８１の回転が遅い場合には、空気によって隙間
が作られないため磁気ヘッド８２とディスク８１が接触してしまうことになる。そこで、
非動作時にディスク８１に磁性体が塗られた記憶領域の外側にあるヘッド退避部（ランプ
）５と呼ばれる傾斜部に退避させるＬ／ＵＬ方式を採用する磁気記録装置が提案されてき
た。この方式は、先端付近に磁気ヘッド８２を有するヘッド・アセンブリ８３を記憶領域
の外まで駆動することで、起動時及び停止時の低回転状態にヘッド退避部５上に磁気ヘッ
ド８２を乗り上げさせディスク８１上から退避するようにしている。これにより、ディス
ク８１と磁気ヘッド８２が接触する可能性が軽減され、高い衝撃耐性を実現している。ヘ
ッド退避部５上への移動は、実際には磁気ヘッドはヘッド退避部５とは接触しておらず、
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ヘッド・アセンブリ８３の磁気ヘッド８２より飛び出した先端部がヘッド退避部５の傾斜
にと接触することで、磁気ヘッド８２は外に向かうにつれ徐々に持ち上げられることにな
る。
【０００８】
　しかし、従来の磁気記録媒体ではヘッド退避部の傾斜とディスクの表面との角度の差が
大きかったため、ランプから磁気ヘッドが記憶領域に降りてくるとき（ロード時）又は磁
気ヘッドがランプに退避するとき（アンロード時）の、磁気ヘッドの移動におけるヘッド
退避部と記憶領域との間の接続がスムースではなかった。そのため、ロード・アンロード
時においてヘッドを駆動させるサスペンションアームにねじれが発生し、負荷が大きく掛
かることで、サスペンション機構部の著しい耐久性の低下を起こす可能性があった。
【０００９】
　この点、ガラスやアルミを用いた基板では加工が困難であるため、基板の角度を調整す
ることは困難であるが、樹脂を用いた基板では加工が容易であり、基板の角度を精度よく
調整することができる。
【００１０】
　この発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、ロード／アンロード時の磁気ヘ
ッドの移動における、ヘッド退避部と記憶領域との間の接続をスムースにした磁気記録媒
体用基板及びその基板を使用した磁気記録媒体を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の磁気記録媒体用基板は、円板状で中央に
貫通孔を有する樹脂性基板の少なくとも一方の面の、外周端部から所定距離の内側部分が
、基板の厚さ方向に直交する方向の面で貫通孔と交わる基準面から、外側に向かって徐々
に離れていく形状を有することを特徴とするものである。
【００１２】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の磁気記録媒体用基板であって、前記内側部
分が外側に向かって徐々に厚くなる形状を有することを特徴とするものである。
【００１３】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載の磁気記録媒体用基板であって
、前記基準面から徐々に離れていく形状が一定の傾斜であることを特徴とするものである
。
【００１４】
　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の磁気記録媒体用基板であって、前記内側部
分の傾斜と基準面とのなす角度が０．２度～５．０度であることを特徴とするものである
。
【００１５】
　請求項５に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載の磁気記録媒体用基板であって
、前記基準面から徐々に離れていく形状が曲面であることを特徴とするものである。
【００１６】
　請求項６に記載の発明は、請求項５に記載の磁気記録媒体用基板であって、　前記外周
端部における円周方向と直交する方向の接線と基準面とのなす角度が０．２度～５．０度
であることを特徴とするものである。
【００１７】
　請求項７に記載の発明は、請求項１乃至６のいずれか一つに記載の磁気記録媒体用基板
であって、前記樹脂性基板の前記貫通孔から所定距離が平坦部であり、前記平坦部の外側
が前記内側部分であることを特徴とするものである。
【００１８】
　請求項８に記載の発明は、請求項１乃至７のいずれか一つに記載の磁気記録媒体用基板
であって、前記形状は前記樹脂性基板の両方の面に形成されていることを特徴とするもの
である。
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【００１９】
　請求項９に記載の発明は、請求項１に記載の磁気記録媒体用基板であって、前記一方の
面と前記樹脂性基板の他方の面との厚さが一定であることを特徴とするものである。
【００２０】
　請求項１０に記載の磁気記録媒体は、円板状の形状で中央に貫通孔を有する樹脂性基の
基板と、前記基板の少なくとも一方の面に形成された磁性層とを有し、前記少なくとも一
方の面の外周端部から所定距離の内側部分が、基板の厚さ方向に直交する方向の面で貫通
孔と交わる基準面から、外側に向かって徐々に離れていく形状を有することを特徴とする
ものである。
【００２１】
　請求項１１に記載の磁気記録装置は、円板状の形状で中央に貫通孔を有する樹脂性基の
基板と、前記基板の少なくとも一方の面の外周端部から所定距離の内側部分が、基板の厚
さ方向に直交する方向の面で貫通孔と交わる基準面から、外側に向かって徐々に離れてい
く形状を有しており、前記少なくとも一方の面に形成された磁性層と、磁気情報の読み書
きを行う磁気ヘッドを基板の回転が低速時もしくは停止時に前記記憶領域の外に退避させ
るためのヘッド退避部とを備え、前記ヘッド退避部は外に向かって基準面から離れる傾斜
を有しており、前記基板と前記ヘッド退避部との境界における、前記基板の傾斜と前記基
準面とがなす角度と、前記ヘッド退避部と前記基準面とがなす角度との差が０．２度～５
．０度であることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００２２】
　請求項１乃至９のいずれか一つに記載の磁気記録媒体用基板、又はその基板を利用した
請求項１０の磁気記録媒体に記載の磁気記録媒体は、外側に向かって傾斜を有するもしく
は曲面になっている。そして、その磁気記録媒体用基板又はその磁気記録媒体を利用した
請求項１１に記載の磁気記録装置によれば、ヘッド退避部の有する角度と基板の外周端部
における傾斜の角度（接線方向の角度も含む。）の差が小さくなる。これにより、記憶領
域上の磁気ヘッドが退避部に移動するとき、もしくは磁気ヘッドが退避部から記憶領域上
に移動するときの、記憶領域と退避部との連結をスムースにすることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
〔第１の実施形態〕
　この発明の第１の実施形態に係る磁気記録媒体用基板について図１及び図２を参照して
説明する。図１はこの発明の第１の実施形態に係る磁気記録媒体用基板を厚さ方向から見
た図である。図２はこの発明の第１の実施形態に係る磁気記録媒体用基板の断面図である
。図２は図１における一点鎖線での断面を表わしている。
【００２４】
　図１に示すように磁気記録媒体用基板１は円板状の形状を有し、図２に示すように、基
板の中央Ｏに貫通孔４が形成されている。この磁気記録媒体用基板１は非磁性材料により
構成されており、この実施形態では、非磁性材料の１例として樹脂を用いた場合について
説明する。
【００２５】
　次に、磁気記録媒体用基板１の材料について説明する。磁気記録媒体用基板１には、熱
可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、又は活性線硬化性樹脂の他、様々な樹脂を用いることができ
る。
【００２６】
　磁気記録媒体用基板１には、熱可塑性樹脂として、例えば、ポリカーボネイト、ポリエ
ーテルエーテルケトン樹脂（ＰＥＥＫ樹脂）、環状ポリオレフィン樹脂、メタクリルスチ
レン樹脂（ＭＳ樹脂）、ポリスチレン樹脂（ＰＳ樹脂）、ポリエーテルイミド樹脂（ＰＥ
Ｉ樹脂）、ＡＢＳ樹脂、ポリエステル樹脂（ＰＥＴ樹脂、ＰＢＴ樹脂など）、ポリオレフ
ィン樹脂（ＰＥ樹脂、ＰＰ樹脂など）、ポリスルホン樹脂、ポリエーテルスルホン樹脂（
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ＰＥＳ樹脂）、ポリアリレート樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂、ポリアミド樹脂
、又は、アクリル樹脂などを用いることができる。また、熱硬化性樹脂として、例えば、
フェノール樹脂、ユリア樹脂、不飽和ポリエステル樹脂（ＢＭＣ樹脂など）、シリコン樹
脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、又は、ポリ
ベンゾウイミダゾール樹脂などを用いることができる。その他、ポリエチレンナフタレー
ト樹脂（ＰＥＮ樹脂）などを用いることができる。
【００２７】
　さらに、活性線硬化性樹脂として、例えば、紫外線硬化性樹脂が用いられる。紫外線硬
化性樹脂としては、例えば、紫外線硬化性アクリルウレタン系樹脂、紫外線硬化性ポリエ
ステルアクリレート系樹脂、紫外線硬化性エポキシアクリレート系樹脂、紫外線硬化性ポ
リオールアクリレート系樹脂、紫外線硬化性エボキシ樹脂、紫外線硬化シリコン系樹脂、
又は、紫外線硬化アクリル樹脂などを挙げることができる。
【００２８】
　また、塗説された硬化前の層に活性線を照射することによって硬化するときに、光開始
剤を用いて硬化反応を促進させることが好ましい。このとき光増感剤を併用しても良い。
【００２９】
　また、空気中の酸素が上記硬化反応を抑制する場合は、酸素濃度を低下させる、または
除去するために、例えば不活性ガス雰囲気下で活性線を照射することもできる。活性線と
しては、赤外線、可視光、紫外線などを適宜選択することができるが、特に紫外線を選択
することが好ましいが、特に限定されるものではない。また、活性線の照射中、または前
後に加熱によって硬化反応を強化させても良い。
【００３０】
　さらに、磁気記録媒体用基板１には、液晶ポリマー、有機／無機ハイブリッド樹脂（例
えば、高分子成分にシリコンを骨格として取り込んだもの）などを用いても良い。なお、
上記に挙げた磁気記録媒体用基板１に用いられる樹脂の一例であり、この発明に係る基板
がこれらの樹脂に限定されることはない。２種以上の樹脂を混合して樹脂製の基板として
も良く、また、別々の層として異なる成分を隣接させて基板としても良い。
【００３１】
　磁気記録媒体用基板１の製造方法は、磁気記録媒体用基板１の形状に対応した形状を有
する金型を用いて、射出成形法、注型成形法、シート成形法、射出圧縮成形法、又は圧縮
成形法などの成形法によって作製することができる。さらに、必要に応じて、成形した基
板をカッティングし、打ち抜き、又はプレス成形を行って磁気記録媒体用基板１を製造し
ても良い。
【００３２】
　ここで、基準面Ａは磁気記録媒体用基板１の厚さ方向に直交する面であり、貫通孔４と
交差する面である。
【００３３】
　磁気記録媒体用基板１は、磁性層が形成される表面２及び裏面３が内周端部７から外周
端部８に向かって傾斜を有している。本実施形態では表面２及び裏面３の全面が本発明に
おける内側部分にあたる。これにより、内周端部７から外周端部８に向かって表面２及び
裏面３が徐々に基準面Ａから離れていく。またこれにより、磁気記録媒体用基板１の厚さ
が徐々に厚くなる。本実施形態では、表面２及び裏面３ともに記憶領域である磁性層が形
成されており、表面２及び裏面３のいずれでも磁気ヘッドにより磁気情報の読み書きが行
われるため、いずれの面にも傾斜を設けている。表面２と裏面３は対象な形状を有する同
一の構成であるため、以下では表面２側の構成で説明する。
【００３４】
　表面２が基準面Ａとなす角度は角度θである。また、ヘッド退避部５が基準面となす角
度は角度φである（ヘッド退避部５は裏面３側にも配置されている。）。この角度θは０
．２度以上及び５．０度以下に含まれる角度に構成することが好ましい。さらに、角度θ
と角度φとの角度の差は３．０度以下に含まれる角度に構成することが好ましい。
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【００３５】
　樹脂製の磁気記録媒体用基板１を作製した後、メッキ法などの製膜方法によって、磁気
記録媒体用基板１の全表面に対して皮膜層を形成する。その後、皮膜層を研磨し、研磨後
の皮膜層上に磁性層を形成して磁気記録媒体とする。この磁気記録媒体を以下「ディスク
」と呼ぶ。
【００３６】
　ここで、磁気記録媒体用基板１上に磁性層を形成して磁気記録媒体とするが、この磁性
層は非常に薄いため、ヘッドの動作は磁気記録媒体用基板１の形状に依存する。
【００３７】
　さらに、製造した磁気記録媒体に対し、背景技術で説明した図８のようにヘッド・アセ
ンブリ８３、磁気ヘッド８２、及びヘッド退避部５を取り付けることで磁気記録装置とす
る。
【００３８】
　以上のように、本実施形態における磁気記録媒体用基板１、その基板で構成された磁気
記録媒体、及びそれらで構成された磁気記録装置は、表面２及び裏面３のいずれも貫通孔
４から外に向かうにしたがい徐々に基準面Ａから離れていく構成にしているため、磁気ヘ
ッドもその傾斜に沿って徐々に基準面Ａから離れてく、このとき磁気ヘッドの移動方向は
角度θで基準面Ａから離れる方向である。そして、ディスクの回転の停止時に磁気ヘッド
がヘッド退避部５に退避するときには、表面２上を角度θで基準面からはなれる方向で移
動し、その後、ヘッド退避部５に移り角度φでさらに基準面から離れる方向で移動する。
すなわち、磁気ヘッドの移動におけるディスクからヘッド退避部５へ移行する接続点では
、磁気ヘッドの移動方向が角度θから角度φに変化することになる。そして、この角度θ
と角度φの角度差が小さいため、磁気ヘッドの移動はこの接続点においてスムースに接続
されることが可能になる。これは、磁気ヘッドがヘッド退避部５からディスクへと移動す
るときも同様である。
【００３９】
〔第２の実施形態〕
　図３はこの発明の第２の実施形態に係る磁気記録媒体用基板の断面図である。本実施形
態に係る磁気記録媒体用基板１Ａは一方の面（ここでは表面２）に記録領域である磁性層
が形成されており、その記録領域に対し磁気ヘッドにより読み書きが行われ、他方の面（
ここでは裏面３）には磁気記録領域が存在せず、裏面３側には磁気ヘッドが配置されてい
ない構成である。
【００４０】
　磁気記録媒体用基板１Ａは円板状の形状を有する。この磁気記録媒体用基板１Ａも第１
の実施形態と同様に、基板の中央Ｏに貫通孔４が形成されている。この磁気記録媒体用基
板１Ａは非磁性材料により構成されており、この実施形態では、非磁性材料の１例として
樹脂を用いた場合について説明する。
【００４１】
　また、基準面Ａは磁気記録媒体用基板１Ａの厚さ方向に直交する面であり、貫通孔４と
交差する面である。
【００４２】
　磁気記録媒体用基板１Ａは、磁性層が形成される表面２が内周端部７から外周端部８に
向かって傾斜を有している。本実施形態では表面２の前面が発明における内側部分にあた
る。これにより、内周端部７から外周端部８に向かって表面２が徐々に基準面Ａから離れ
ていく。またこれにより、磁気記録媒体用基板１Ａの厚さが徐々に厚くなる。裏面３は磁
気記憶領域がないため、磁気情報の読み書きには使用されない面であり傾斜なく平坦に構
成されている。
【００４３】
　表面２が基準面Ａとなす角度は角度θである。また、ヘッド退避部５が基準面となす角
度は角度φである。この角度θは０．２度以上及び５．０度以下に含まれる角度に構成す
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ることが好ましい。さらに、角度θと角度φとの角度の差はこの発明の３．０度以下に含
まれる角度に構成することが好ましい。
【００４４】
　以上のように、一方の面だけに記憶領域が存在する場合には、その一方の面のみを貫通
孔４から外に向かうに従い徐々に基準面Ａから離れていく構成にすれば、一方の面側にし
かない磁気ヘッドもその傾斜に沿って徐々に基準面Ａから離れてく。このとき磁気ヘッド
の移動方向は角度θで基準面Ａから離れる方向である。また、ヘッド退避部５における基
準面Ａとのなす角度はφである。すなわち、磁気ヘッドの移動におけるディスクからヘッ
ド退避部５へ移行する接続点では、磁気ヘッドの移動方向が角度θから角度φに変化する
ことになる。そして、この角度θと角度φの角度差が小さいため、一方の面のみに配置さ
れた、磁気ヘッドの移動はこの接続点においてスムースに接続されることが可能になる。
これは、磁気ヘッドがヘッド退避部５からディスクへと移動するときも同様である。
【００４５】
〔第３の実施形態〕
　図４はこの発明の第３の実施形態に係る磁気記録媒体用基板の断面図である。本実施形
態に係る磁気記録媒体用基板１Ｂは表面２及び裏面３のいずれの面にも記憶領域である磁
性層が形成されており、いずれの面にも磁気ヘッドが配置されている構成である。
【００４６】
　磁気記録媒体用基板１Ｂは円板状の形状を有する。この磁気記録媒体用基板１Ｂも第１
の実施形態と同様に、基板の中央Ｏに貫通孔４が形成されている。この磁気記録媒体用基
板１Ｂは非磁性材料により構成されており、この実施形態では、非磁性材料の１例として
樹脂を用いた場合について説明する。
【００４７】
　また、基準面Ａは磁気記録媒体用基板１Ｂの厚さ方向に直交する面であり、貫通孔４と
交差する面である。
【００４８】
　磁気記録媒体用基板１Ｂは、表面２及び裏面３が曲面で構成されている。本実施形態で
は表面２及び裏面３の全面が本発明における内側部分にあたる。そして、いずれの面も内
周端部７から外周端部８に向かって徐々に基準面Ａから離れていくように構成されている
。またこれにより、内周端部７から外周端部８に向かって磁気記録媒体用基板１Ｂの厚さ
が徐々に厚くなる。本実施形態では、表面２及び裏面３ともに記憶領域を有しており、表
面２及び裏面３のいずれでも磁気ヘッドにより磁気情報の読み書きが行われるため、いず
れの面も曲面で構成している。表面２と裏面３とは対象な形状を有し同一の構成であるた
め、以下では表面２側の構成で説明する。
【００４９】
　表面２とヘッド退避部５の境目における、円周方向と直交する方向の表面２の接線が接
線６である。そして、この接線６が基準面Ａとなす角度は角度θである。また、ヘッド退
避部５が基準面となす角度は角度φである。この角度θは０．２度以上及び５．０度以下
に含まれる角度に構成することが好ましい。さらに、角度θと角度φとの角度の差は３．
０度以下に含まれる角度に構成することが好ましい。本実実施形態では角度の差を少なく
する精度を向上させるため、表面２とヘッド退避部５との境目における接線６を使用した
が、ヘッド退避部５が表面２の上に重なっている部分は小さいため、最外周端部８におけ
る接線と基準面Ａとの角度とθとはほぼ同じであり、最外周端部８における接線と基準面
Ａとの角度を使用してもよい。
【００５０】
　以上のように、表面２及び裏面３のいずれも貫通孔４から外に向かうに従い徐々に基準
面Ａから離れていく曲面で構成されている。これにより、磁気ヘッドもその曲面に沿って
徐々に基準面Ａから離れてく。そして、ヘッド退避部５と表面２との接続点における磁気
ヘッドの移動方向は角度θで基準面Ａから離れる方向である。そして、ディスクの回転の
停止時に磁気ヘッドがヘッド退避部５に退避するときには、接続点において角度θで基準
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面からはなれる方向で移動し、その後、ヘッド退避部５に移り角度φでさらに基準面から
離れる方向で移動する。すなわち、磁気ヘッドの移動におけるディスクからヘッド退避部
５へ移行する接続点では、磁気ヘッドの移動方向が角度θから角度φに変化することにな
る。そして、この角度θと角度φの角度差が所定の値以下であるため、磁気ヘッドの移動
はこの接続点においてスムースに接続されることが可能になる。また、表面２及び裏面３
が曲面で形成されるため、直線で形成した場合に比較し、記録面上での磁気ヘッドのスム
ースな移動を確保したまま、角度φに角度θをスムースに近づけることが可能となる。こ
れは、磁気ヘッドがヘッド退避部５からディスクへと移動するときも同様である。
【００５１】
〔第４の実施形態〕
　図５はこの発明の第４の実施形態に係る磁気記録媒体用基板の断面図である。本実施形
態に係る磁気記録媒体用基板１Ｃは一方の面（ここでは表面２）に記録領域である磁性層
が形成されており、その記録領域に対し磁気ヘッドで読み書きが行われ、他方の面（ここ
では裏面３）には磁気記録領域が存在せず、裏面３側には磁気ヘッドが配置されていない
構成である。
【００５２】
　磁気記録媒体用基板１Ｃは円板状の形状を有する。この磁気記録媒体用基板１Ｃも第１
の実施形態と同様に、基板の中央Ｏに貫通孔４が形成されている。この磁気記録媒体用基
板１Ｂは非磁性材料により構成されており、この実施形態では、非磁性材料の１例として
樹脂を用いた場合について説明する。
【００５３】
　また、基準面Ａは磁気記録媒体用基板１Ｃの厚さ方向に直交する面であり、貫通孔４と
交差する面である。
【００５４】
　磁気記録媒体用基板１Ｃは、表面２が曲面で構成されている。本実施形態では表面２の
全面が本発明における内側部分に当たる。そして、表面２は内周端部７から外周端部８に
向かって徐々に基準面Ａから離れていくように構成されている。またこれにより、内周端
部７から外周端部８に向かって磁気記録媒体用基板１Ｃの厚さが徐々に厚くなる。裏面３
は磁気記憶領域がないため、次期情報の読み書きには使用されない面であり平坦に構成さ
れている。
【００５５】
　表面２とヘッド退避部５の境目における、円周方向と直交する方向の表面２の接線が接
線６である。そして、この接線６が基準面Ａとなす角度は角度θである。また、ヘッド退
避部５が基準面となす角度は角度φである。この角度θは０．２度以上及び５．０度以下
に含まれる角度に構成することが好ましい。さらに、角度θと角度φとの角度の差は３．
０度以下に含まれる角度に構成することが好ましい。
【００５６】
　以上のように、一方の面だけに記憶領域が存在する場合には、その一方の面のみを貫通
孔４から外に向かうに従い徐々に基準面Ａから離れていく曲面で構成すればよい。これに
より、磁気ヘッドもその曲面に沿って徐々に基準面Ａから離れてく。ここで、ヘッド退避
部５と表面２との接続点における磁気ヘッドの移動方向は角度θで基準面Ａから離れる方
向である。そして、ディスクの回転の停止時に磁気ヘッドがヘッド退避部５に退避すると
きには、接続点において角度θで基準面からはなれる方向で移動し、その後、ヘッド退避
部５に移り角度φでさらに基準面から離れる方向で移動する。すなわち、磁気ヘッドの移
動におけるディスクからヘッド退避部５へ移行する接続点では、磁気ヘッドの移動方向が
角度θから角度φに変化することになる。そして、この角度θと角度φの角度差が小さい
ため、磁気ヘッドの移動はこの接続点においてスムースに接続されることが可能になる。
そして、この角度θと角度φの角度差が小さいため、一方の面のみに配置された、磁気ヘ
ッドの移動はこの接続点においてスムースに接続されることが可能になる。これは、磁気
ヘッドがヘッド退避部５からディスクへと移動するときも同様である。
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【００５７】
〔第５の実施形態〕
　図６はこの発明の第５の実施形態に係る磁気記録媒体用基板の断面図である。本実施形
態に係る磁気記録媒体用基板１Ｄは表面２及び裏面３のいずれの面にも記憶領域である磁
性層が形成されており、いずれの面にも磁気ヘッドが配置されている構成である。
【００５８】
　磁気記録媒体用基板１Ｄは円板状の形状を有する。この磁気記録媒体用基板１Ｄも第１
の実施形態と同様に、基板の中央Ｏに貫通孔４が形成されている。この磁気記録媒体用基
板１Ｄは非磁性材料により構成されており、この実施形態では、非磁性材料の１例として
樹脂を用いた場合について説明する。
【００５９】
　また、基準面Ａは磁気記録媒体用基板１Ｄの厚さ方向に直交する面であり、貫通孔４と
交差する面である。
【００６０】
　磁気記録媒体用基板１Ｄは、表面２及び裏面３のいずれの面も内周端部７から距離Ｌ（
この発明における所定距離）は平坦な面で構成されており、それより外側では外周端部８
に向かって徐々に基準面Ａから離れていく傾斜で構成されている。本実施形痛いでは表面
２及び裏面３の内周端部７から距離Ｌの領域の外側の部分が本発明における内側部分に当
たる。これにより、外周端部８の付近（具体的には、表面２及び裏面３の内周端部７から
距離Ｌの領域の外側の部分。）では磁気記録媒体用基板１Ｄの厚さが徐々に厚くなる。本
実施形態では、表面２及び裏面３ともに記憶領域を有しており、表面２及び裏面３のいず
れでも磁気ヘッドにより磁気情報の読み書きが行われるため、いずれの面も外周端部８付
近で傾斜を有している構成である。表面２と裏面３とは対象な形状を有し同一の構成であ
るため、以下では表面２側の構成で説明する。
【００６１】
　表面２が基準面Ａとなす角度は角度θである。また、ヘッド退避部５が基準面となす角
度は角度φである（ヘッド部退避部５は裏面３側にも配置されている。）。この角度θは
０．２度以上及び５．０度以下に含まれる角度に構成することが好ましい。さらに、角度
θと角度φとの角度の差は３．０度以下に含まれる角度に構成することが好ましい。
【００６２】
　以上のように、表面２及び裏面３のいずれも貫通孔４から距離Ｌまでは平坦な面を有し
、その外側では外に向かうに従い徐々に基準面Ａから離れていく傾斜で構成されている。
これにより、磁気ヘッドもその曲面に沿って徐々に基準面Ａから離れてく。そして、ヘッ
ド退避部５と表面２との接続点における磁気ヘッドの移動方向は角度θで基準面Ａから離
れる方向である。そして、ディスクの回転の停止時に磁気ヘッドがヘッド退避部５に退避
するときには、接続点において角度θで基準面からはなれる方向で移動し、その後、ヘッ
ド退避部５に移り角度φでさらに基準面から離れる方向で移動する。すなわち、磁気ヘッ
ドの移動におけるディスクからヘッド退避部５へ移行する接続点では、磁気ヘッドの移動
方向が角度θから角度φに変化することになる。そして、この角度θと角度φの角度差が
小さく押さえられているため、磁気ヘッドの移動はこの接続点においてスムースに接続さ
れることが可能になる。また、表面の全面が傾斜を有している場合と比較し、表面２又は
裏面３における傾斜部と平坦部の境目における接続のスムースさが軽減するが、平坦部で
は磁気ヘッドの読み書きをより安定させることができる。これは、磁気ヘッドがヘッド退
避部５からディスクへと移動するときも同様である。
【００６３】
　また、本実施形態では直線的な傾斜で説明しているがこれは曲面であっても良い、また
、一方の面にのみ記憶領域がある場合には、その一方の面だけに傾斜又は曲面を有し、他
方の面は全面が平坦な構成でもよい。
【００６４】
〔第６の実施形態〕
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　図７はこの発明の第６の実施形態に係る磁気記録媒体用基板の断面図である。本実施形
態に係る磁気記録媒体用基板１Ｅは一方の面（ここでは表面２）に記録領域である磁性層
が形成されており、その記録領域に対し磁気ヘッドにより読み書きが行われ、他方の面（
ここでは裏面３）には磁気記録領域が存在せず、裏面３側には磁気ヘッドが配置されてい
ない構成である。
【００６５】
　磁気記録媒体用基板１Ｅは円板状の形状を有する。この磁気記録媒体用基板１Ｅも第１
の実施形態と同様に、基板の中央Ｏに貫通孔４が形成されている。この磁気記録媒体用基
板１Ｅは非磁性材料により構成されており、この実施形態では、非磁性材料の１例として
樹脂を用いた場合について説明する。
【００６６】
　また、基準面Ａは磁気記録媒体用基板１Ｅの厚さ方向に直交する面であり、貫通孔４と
交差する面である。
【００６７】
　磁気記録媒体用基板１Ｅは、磁性層が形成される表面２が内周端部７から外周端部８に
向かって傾斜を有している。本実施形痛いでは表面２の全面が本発明における内側部分に
当たる。これにより、内周端部７から外周端部８に向かって表面２が徐々に基準面Ａから
離れていく。またこれにより、内周端部７から外周端部８に向かって磁気記録媒体用基板
１Ｅの厚さが徐々に厚くなる。裏面３は磁気記憶領域がないため、磁気情報の読み書きに
は使用されない面であり、表面２と裏面３が一定の厚さを保つように表面２と同じ傾斜で
構成されている。
【００６８】
　表面２が基準面Ａとなす角度は角度θである。また、ヘッド退避部５が基準面となす角
度は角度φである。この角度θは０．２度以上及び５．０度以下に含まれる角度に構成す
ることが好ましい。さらに、角度θと角度φとの角度の差は３．０度以下に含まれる角度
に構成することが好ましい。
【００６９】
　以上のように、一方の面だけに記憶領域が存在する場合には、その一方の面のみを貫通
孔４から外に向かうに従い徐々に基準面Ａから離れていく構成にすれば、一方の面側にし
かない磁気ヘッドもその傾斜に沿って徐々に基準面Ａから離れてく、このとき磁気ヘッド
の移動方向は角度θで基準面Ａから離れる方向である。また、ヘッド退避部５における基
準面Ａとのなす角度はφである。すなわち、磁気ヘッドの移動におけるディスクからヘッ
ド退避部５へ移行する接続点では、磁気ヘッドの移動方向が角度θから角度φに変化する
ことになる。そして、この角度θと角度φの角度差が小さいため、一方の面のみに配置さ
れた、磁気ヘッドの移動はこの接続点においてスムースに接続されることが可能になる。
また、この場合表面２と同じ傾斜で裏面３が構成されているため、磁気記録媒体用基板１
Ｅの厚さが一定となり円板の比重の片寄りを軽減することが可能となる。これは、磁気ヘ
ッドがヘッド退避部５からディスクへと移動するときも同様である。
【００７０】
　本実施形態では、表面２の全面が傾斜している場合で説明したが、これは、実施形態４
のように曲面で構成されていても裏面３が表面２と反対の曲面で構成されていれば良いし
、また、実施形態５の表面２のように途中まで平坦で途中から傾斜部を有するような面で
構成されていても、裏面３が同様に途中まで平坦で途中から表面２と同様の傾斜を有する
ように構成されていればよい。このように途中から傾斜部を有するような面で構成する場
合、内部の平坦部分の距離は２ｍｍ以上１０ｍｍ未満の範囲が好ましい。より好ましくは
、３ｍｍ以上５ｍｍ未満の範囲にあることが好ましい。これは、基本的には記録部分に角
度の変化する部分があると読み書き特性に支障をきたすため、平坦な部分は記録部分では
なく内径の固定エリア（クランプ部）とする。そのため、記録領域を増やすためにその固
定エリアが大きく取られないことが好ましいからである。
【００７１】
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（実施例）
基板傾斜角度３．５度（曲面の場合：接線の角度３．５度）
ヘッド退避部角度４．５度
基板の大きさ
外形：４８ｍｍ
内径：１２ｍｍ
内周の厚み：０．６０ｍｍ
外周の厚み：０．７５ｍｍ
評価方法：毎分４２００回転で回転させた状態で、ロード・アンロードを繰り返し実施し
クラッシュが発生するまで継続して評価。
評価結果　
　１台目：６２万回でクラッシュ
　２台目：５０万回でクラッシュ
　３台目：７８万回でクラッシュ

比較例の結果（基板厚み：０．６０ｍｍ）
　１台目：７．２万回でクラッシュ
　２台目：４．６万回でクラッシュ
　３台目：６．８万回でクラッシュ
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】この発明の第１の実施形態に係る磁気記録媒体用基板を厚さ方向から見た図
【図２】この発明の第１の実施形態に係る磁気記録媒体用基板の断面図
【図３】この発明の第２の実施形態に係る磁気記録媒体用基板の断面図
【図４】この発明の第３の実施形態に係る磁気記録媒体用基板の断面図
【図５】この発明の第４の実施形態に係る磁気記録媒体用基板の断面図
【図６】この発明の第５の実施形態に係る磁気記録媒体用基板の断面図
【図７】この発明の第６の実施形態に係る磁気記録媒体用基板の断面図
【図８】Ｌ／ＵＬ方式の磁気記録装置を説明するための図
【符号の説明】
【００７３】
１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ、１Ｅ　磁気記録媒体用基板
２　表面
３　裏面
４　貫通孔
５　ヘッド退避部
６　（外周端部における）接線
７　内周端部
８　外周端部
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【図７】



(15) JP 2009-54252 A 2009.3.12

【図８】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

