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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非磁性基板の少なくとも一方の面に磁性層が設けられ、この磁性層に磁気的に分離され
た磁気的パターンが形成されてなる磁気記録媒体の製造方法であって、
　前記磁性層に原子を該磁性層の厚さ方向に均一に分布させて注入し、前記磁性層を部分
的に非晶質化させ非磁性化することによって、前記磁気的パターンを磁気的に分離する非
磁性部を形成すると共に、前記磁性層がＣｏを含み、且つ、前記非磁性部のＸ線回折によ
るＣｏ（００２）又はＣｏ（１１０）ピーク強度を１／２以下とすることを特徴とする磁
気記録媒体の製造方法。
【請求項２】
　前記磁性層に注入する原子が有するエネルギーに分布を持たせることを特徴とする請求
項１に記載の磁気記録媒体の製造方法。
【請求項３】
　前記磁性層に少なくとも２種類以上の原子を注入することを特徴とする請求項１又は２
に記載の磁気記録媒体の製造方法。
【請求項４】
　前記原子が、Ｂ、Ｐ、Ｓｉ、Ｆ、Ｈ、Ｃ、Ｉｎ、Ｂｉ、Ｋｒ、Ａｒ、Ｘｅ、Ｗ、Ａｓ、
Ｇｅ、Ｍｏ、Ｓｎの群から選ばれる何れか１種以上であることを特徴とする請求項１～３
の何れか一項に記載の磁気記録媒体の製造方法。
【請求項５】
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　前記原子が、Ｋｒ又はＳｉであることを特徴とする請求項１～３の何れか一項に記載の
磁気記録媒体の製造方法。
【請求項６】
　前記非磁性基板の表面粗さが、中心線平均粗さＲａで０．１ｎｍ≦Ｒａ≦２．０ｎｍの
範囲にあることを特徴とする請求項１～５の何れか一項に記載の磁気記録媒体の製造方法
。
【請求項７】
　前記磁性層の上に保護膜層を形成した後に、前記原子の注入を行うことを特徴とする請
求項１～６の何れか一項に記載の磁気記録媒体の製造方法。
【請求項８】
　前記磁気的パターンが、記録トラックパターン又はサーボ信号パターンであることを特
徴とする請求項１～７の何れか一項に記載の磁気記録媒体の製造方法。
【請求項９】
　前記磁性層が、垂直磁性層であることを特徴とする請求項１～８の何れか一項に記載の
磁気記録媒体の製造方法。
【請求項１０】
　請求項１～９の何れか一項に記載の製造方法により製造された磁気記録媒体と、前記磁
気記録媒体に対する情報の記録再生を行う磁気ヘッドとを備えることを特徴とする磁気記
録再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハードディスク装置等に用いられる磁気記録媒体の製造方法、並びに磁気記
録再生装置
【背景技術】
【０００２】
　近年、磁気ディスク装置やフレキシブルディスク装置、磁気テープ装置などの磁気記録
装置の適用範囲は著しく増大され、その重要性が増すと共に、これら磁気記録装置に用い
られる磁気記録媒体について、その記録密度の著しい向上が図られつつある。特に、ＭＲ
ヘッドやＰＲＭＬ技術の導入以来、面記録密度の上昇は激しさを増し、近年では更にＧＭ
ＲヘッドやＴＭＲヘッドなども導入され、１年に約１００％ものペースで面記録密度の上
昇が続いている。
【０００３】
　したがって、磁気記録媒体については、今後更に高記録密度を達成することが要求され
ており、そのために磁気記録層の高保磁力化、高信号対雑音比(ＳＮＲ)、及び高分解能を
達成することが要求されている。また、近年では線記録密度の向上と同時にトラック密度
の増加によって、面記録密度を上昇させようとする努力も続けられている。
【０００４】
　最新の磁気記録装置では、トラック密度が１１０ｋＴＰＩにも達している。しかしなが
ら、トラック密度を上げていくと、隣接するトラック間の磁気記録情報が互いに干渉し合
い、その境界領域の磁化遷移領域がノイズ源となり、ＳＮＲを損なうという問題が生じや
すくなる。このことは、そのままビット・エラー・レート(Bit Error Rate)の低下につな
がるため、記録密度の向上に対して障害となっている。
【０００５】
　面記録密度を上昇させるためには、磁気記録媒体上の各記録ビットのサイズをより微細
なものとし、各記録ビットに可能な限り大きな飽和磁化と磁性膜厚を確保する必要がある
。しかしながら、記録ビットを微細化していくと、１ビット当たりの磁化最小体積が小さ
くなり、熱揺らぎによる磁化反転で記録データが消失するという問題が生じる。
【０００６】
　また、トラック間距離が近づくために、磁気記録装置は極めて高精度のトラックサーボ
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技術を要求されると同時に、記録を幅広く実行し、再生は隣接トラックからの影響をでき
るだけ排除するために、記録時よりも狭く実行する方法が一般的に用いられている。この
方法では、トラック間の影響を最小限に抑えることができる反面、再生出力を十分得るこ
とが困難であり、そのために十分なＳＮＲを確保することが難しいという問題がある。
【０００７】
　このような熱揺らぎの問題や、ＳＮＲの確保、十分な出力の確保を達成する方法の一つ
として、記録媒体表面にトラックに沿った凹凸を形成し、記録トラック同士を物理的に分
離することによって、トラック密度を上げようとする試みがなされている。（以下、この
ような技術をディスクリートトラック法と呼び、それによって製造された磁気記録媒体を
ディスクリートトラック媒体と呼ぶ。）
【０００８】
　ディスクリートトラック媒体の一例として、表面に凹凸パターンを形成した非磁性基板
上に磁気記録媒体を形成して、物理的に分離した磁気記録トラック及びサーボ信号パター
ンを形成してなる磁気記録媒体が知られている（特許文献１を参照。）。
【０００９】
　この磁気記録媒体は、表面に複数の凹凸のある非磁性基板上に軟磁性層を介して強磁性
層が形成され、その上に保護膜が形成されたものである。この磁気記録媒体では、凸部領
域に周囲と物理的に分断された磁気記録領域が形成されている。
【００１０】
　この磁気記録媒体によれば、軟磁性層での磁壁発生を抑制できるため熱揺らぎの影響が
出にくく、隣接する信号間の干渉もないので、ノイズの少ない高密度磁気記録媒体を形成
できるとされている。
【００１１】
　ディスクリートトラック法には、何層かの薄膜からなる磁気記録媒体を形成した後にト
ラックを形成する方法と、予め基板表面に直接、或いはトラック形成のための薄膜層に凹
凸パターンを形成した後に、磁気記録媒体の薄膜形成を行う方法とがある（例えば、特許
文献２及び特許文献３を参照。）。
【００１２】
　このうち、前者の方法は、しばしば磁気層加工型と呼ばれ、表面に対する物理的加工が
媒体形成後に実施されるため、媒体が製造工程において汚染されやすいという欠点があり
、且つ製造工程が非常に複雑であった。一方、後者の方法は、しばしばエンボス加工型と
呼ばれ、製造工程中の汚染はしにくいが基板に形成された凹凸形状が成膜された膜にも引
き継がれることになるため、媒体上を浮上しながら記録再生を行う記録再生ヘッドの浮上
姿勢、浮上高さが安定しないという問題点があった。
【００１３】
　また、ディスクリートトラック媒体の磁気トラック間領域を予め形成した磁性層に窒素
イオンや酸素イオンを注入し、又は、レーザを照射することにより形成する方法が開示さ
れている（特許文献４を参照。）。しかしながら、この方法で形成した磁気トラック間領
域は、飽和磁化が低いものの保磁力が高いため、不十分な磁化状態がのこり、磁気トラッ
ク部に情報を書き込む際に、書きにじみが生じていた。
【００１４】
　さらに、磁気記録パターンが１ビットごとに一定の規則性をもって配置された、いわゆ
るパターンドメディアの製造において、磁気記録パターンをイオン照射によるエッチング
や、磁性層を非晶質化することで形成することが開示されている（非特許文献１及び特許
文献５を参照。）。しかしながら、この方法においても、製造工程における磁気記録媒体
の汚染が発生し、また、表面の平滑性が低下するといった問題点や、イオン照射による磁
性層の非磁性化が不十分であるといった問題点があった。
【特許文献１】特開２００４－１６４６９２号公報
【特許文献２】特開２００４－１７８７９３号公報
【特許文献３】特開２００４－１７８７９４号公報
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【特許文献４】特開平５－２０５２５７号公報
【特許文献５】米国特許第６，３３１，３６４号公報
【非特許文献１】信学技報、IEICE Technical Report MR2005-55(2006-02)、２１頁～２
６頁（社団法人　電子情報通信学会）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　エンボス加工型の製造方法では、基板に凹凸形状を形成し、その上に磁性層、保護層を
形成するため、その表面にそのまま凹凸形状が引き継がれ、平坦な表面を実現するのは容
易ではない。
【００１６】
　一方、磁気層加工型によるディスクリートトラック型磁気記録媒体は、基板表面に記録
用の磁性層を形成し、その後磁気的パターンを形成する。このため、半導体などで利用さ
れているインプリント法により磁気的パターンを形成した後に、非磁性部となるべき部分
を例えばドライエッチングし、その後ＳｉＯ２やカーボン非磁性材料を埋め込み、表面を
平坦化処理して、更にその表面を保護膜層で覆ったうえ、潤滑層を形成した構造を有して
いる。このような磁気エッチング型ディスクリートトラック媒体は、製造工程が複雑で、
汚染の原因になるばかりでなく、平坦な表面を実現できない。
【００１７】
　一般に　このような構造の磁気記録媒体では、保護膜層が薄くなるほどヘッドと磁性層
との距離が短くなるため、ヘッドでの信号の出入力が大きくなり、記録密度も高めること
ができる。また、トラック内のピット密度は、凹凸状の保護膜層表面を走るヘッドの浮上
高さにより定まる。したがって、如何にして安定したヘッド浮上を保つかは、高記録密度
を達成するために重要な課題である。このため、安定したヘッド浮上を保ちつつ、ヘッド
をなるべく磁性層に近接させて、しかも隣接するトラックとの信号の相互干渉を防ぐよう
な凹凸パターンが求められる。
【００１８】
　しかしながら、製造工程で汚染のリスクが少なく、且つ表面が平坦になるディスクリー
トトラック媒体の製造技術、また、磁気トラック部に情報を書き込む際に書きにじみが生
じない磁気記録媒体の製造技術は未だ提案されていない。
【００１９】
　また、いわゆるパターンドメディアの製造において、磁気記録パターンをイオン照射に
より、磁性層を非晶質化することで形成することが提案されているが、磁性層の非磁性化
が不十分であり、書きにじみが生ずるといった問題点があった。これは、磁性層に打ち込
まれたイオンにより、磁性層の結晶が一時的に非晶質化するものの、その後のプロセスや
、イオン照射時の熱により、その非晶質構造の一部が再結晶化し、それによりイオン照射
を行った磁性層の磁気的特性が回復するためと考えられる。
【００２０】
　本発明は、このような従来の事情に鑑みて提案されたものであり、記録密度の増加に伴
い、技術的困難に直面している磁気記録装置において、従来と同等以上の記録再生特性を
確保しつつ、記録密度を大幅に増加させ、また、磁気的パターンを磁気的に分離する非磁
性部の保磁力及び残留磁化を極限まで低減させることにより磁気記録の際の書きにじみを
無くし、強いては面記録密度を増加させることを可能とした磁気記録媒体の製造方法、並
びに磁気記録再生装置を提供することを目的とする。
　特に、本発明は、非磁性基板上に磁性層を成膜した後に凹凸を形成するディスクリート
トラック型磁気記録媒体に対して、従来の磁気層加工型と比較して、その磁性層の除去工
程を排除することによって、製造工程を簡略化し、且つ汚染リスクが少ない、更にヘッド
浮上特性に優れた磁気記録媒体の製造方法、並びに磁気記録再生装置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】
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【００２１】
　本発明者らは、上記の課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、本発明を完成するに至
った。すなわち、本発明は、以下の手段を提供する。
（１）　非磁性基板の少なくとも一方の面に磁性層が設けられ、この磁性層に磁気的に分
離された磁気的パターンが形成されてなる磁気記録媒体の製造方法であって、
　前記磁性層に原子を該磁性層の厚さ方向に均一に分布させて注入し、前記磁性層を部分
的に非晶質化させ非磁性化することによって、前記磁気的パターンを磁気的に分離する非
磁性部を形成すると共に、前記磁性層がＣｏを含み、且つ、前記非磁性部のＸ線回折によ
るＣｏ（００２）又はＣｏ（１１０）ピーク強度を１／２以下とすることを特徴とする磁
気記録媒体の製造方法。
（２）　前記磁性層に注入する原子が有するエネルギーに分布を持たせることを特徴とす
る前項（１）に記載の磁気記録媒体の製造方法。
（３） 前記磁性層に少なくとも２種類以上の原子を注入することを特徴とする前項（１
）又は（２）に記載の磁気記録媒体の製造方法。
（４）　前記原子が、Ｂ、Ｐ、Ｓｉ、Ｆ、Ｈ、Ｃ、Ｉｎ、Ｂｉ、Ｋｒ、Ａｒ、Ｘｅ、Ｗ、
Ａｓ、Ｇｅ、Ｍｏ、Ｓｎの群から選ばれる何れか１種以上であることを特徴とする前項（
１）～（３）の何れか一項に記載の磁気記録媒体の製造方法。
（５）　前記原子が、Ｋｒ又はＳｉであることを特徴とする前項（１）～（３）の何れか
一項に記載の磁気記録媒体の製造方法。
（６）　前記非磁性基板の表面粗さが、中心線平均粗さＲａで０．１ｎｍ≦Ｒａ≦２．０
ｎｍの範囲にあることを特徴とする前項（１）～（５）の何れか一項に記載の磁気記録媒
体の製造方法。
（７）　前記磁性層の上に保護膜層を形成した後に、前記原子の注入を行うことを特徴と
する前項（１）～（６）の何れか一項に記載の磁気記録媒体の製造方法。
（８）　前記磁気的パターンが、記録トラックパターン又はサーボ信号パターンであるこ
とを特徴とする前項（１）～（７）の何れか一項に記載の磁気記録媒体の製造方法。
（９）　前記磁性層が、垂直磁性層であることを特徴とする前項（１）～（８）の何か一
項に記載の磁気記録媒体。
（１０）　前項（１）～（９）の何れか一項に記載の製造方法により製造された磁気記録
媒体と、前記磁気記録媒体に対する情報の記録再生を行う磁気ヘッドとを備えることを特
徴とする磁気記録再生装置。
【発明の効果】
【００２２】
　以上のように、本発明によれば、ヘッド浮上の安定性を確保でき、磁気的パターンの優
れた分離性能を有し、隣接する磁気的パターン間の信号干渉の影響を受けず、高記録密度
特性に優れた磁気記録媒体を製造することができる。
　また、本発明によれば、従来非常に製造工程が複雑とされてきた磁性層加工型における
磁性層除去のためのドライエッチング工程を省くことができるため、生産性の大幅な向上
に寄与する磁気記録媒体の製造方法を提供することができる。
　また、本発明によれば、ヘッドの浮上特性に優れ、磁気的パターンの分離性能に優れた
磁気記録媒体を用いることによって、隣接する磁気的パターン間の信号干渉の影響や書き
にじみがなく、高記録密度特性に優れた磁気記録再生装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
　本発明は、非磁性基板の少なくとも一方の面に磁性層が設けられ、この磁性層に磁気的
に分離された磁気的パターンが形成されてなる磁気記録媒体を製造する際に、磁性層に原
子を該磁性層の厚さ方向に均一に分布させて注入し、この磁性層を部分的に非磁性化させ
ることによって、磁気的パターンを磁気的に分離する非磁性部を形成することを特徴とす
る。
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【００２４】
　本発明を適用した磁気記録媒体の製造方法は、磁性層に磁気的に分離された磁気的パタ
ーンを形成する際に、従来の製造方法とは異なり、ドライエッチングやスタンプ加工など
の磁気的パターンを物理的に分離する工程を有さない。
【００２５】
　本発明を適用した磁気記録媒体は、磁気的パターンとして、磁気記録パターンが１ビッ
ト毎に一定の規則性をもって配置された、いわゆるパターンドメディアや、記録トラック
パターンがトラック状に配置されたメディア、その他、サーボ信号パターンを含むメディ
アなどを挙げることができる。この中でも、本発明は、磁気的パターンとして、記録トラ
ックパターン及びサーボ信号パターンを含む、いわゆるディスクリート型磁気記録媒体に
適用することが、その製造における簡便性から好ましい。
【００２６】
　以下、本発明をディスクリート型磁気記録媒体に適用した場合を例に挙げて説明する。
　図１は、本発明を適用したディスクリート型磁気記録媒体３０の構造を示す断面である
。
　この磁気記録媒体３０は、非磁性基板１の表面上に、軟磁性層及び中間層２、磁性層３
及び保護層４が順次積層された構造を有している。また、磁性層３には、上述した記録ト
ラックパターン及びサーボ信号パターンとなる複数の磁気的パターン３ａが設けられてお
り、これら磁気的パターン３ａの間が非磁性部５により磁気的に分離されている。
【００２７】
　磁性層３は、記録密度を高めるため、磁気的パターン３ａの幅Ｗを２００ｎｍ以下とし
、非磁性部４の幅Ｌを１００ｎｍ以下とすることが好ましい。したがって、トラックピッ
チＰ（＝Ｗ＋Ｌ）は３００ｎｍ以下の範囲であり、記録密度を高めるためには、このトラ
ックピッチＰをできるだけ狭くする必要がある。
【００２８】
　非磁性基板１には、例えば、Ａｌ－Ｍｇ合金等のＡｌを主成分としたＡｌ合金基板や、
通常のソーダガラス、アルミノシリケート系ガラス、結晶化ガラス類、シリコン、チタン
、セラミックス、各種樹脂からなる基板などを任意に用いることができるが、この中でも
、Ａｌ合金基板や、結晶化ガラス等のガラス製基板、シリコン基板を用いることが好まし
い。
【００２９】
　非磁性基板１の表面粗さは、中心線平均粗さ（Ｒａ）で０．１ｎｍ≦Ｒａ≦２．０ｎｍ
の範囲にあることが好ましい。より好ましくは１ｎｍ以下であり、更に好ましくは０．５
ｎｍ以下である。
【００３０】
　磁気層３は、主としてＣｏを主成分とする合金から形成することが好ましい。また、磁
性層３は、より高い記録密度を実現するため、垂直磁気記録層とすることが好ましい。
　垂直磁気記録媒層としては、例えば、ＦｅＣｏＢ、ＦｅＣｏＳｉＢ、ＦｅＣｏＺｒ、Ｆ
ｅＣｏＺｒＢ、ＦｅＣｏＺｒＢＣｕなどの軟磁性のＦｅＣｏ合金や、ＦｅＴａＮ、ＦｅＴ
ａＣなどのＦｅＴａ合金、ＣｏＴａＺｒ、ＣｏＺｒＮＢ、ＣｏＢなどのＣｏ合金等からな
る裏打ち層と、Ｐｔ、Ｐｄ、ＮｉＣｒ、ＮｉＦｅＣｒなどからなる配向制御膜と、必要に
よりＲｕ等から成る中間膜、及び６０Ｃｏ－１５Ｃｒ－１５Ｐｔ合金や７０Ｃｏ－５Ｃｒ
－１５Ｐｔ－１０ＳｉＯ２合金等からなる磁性層とを積層したものを用いることがきる。
　一方、磁性層３は、面内磁気記録層であってもよい。面内磁気記録層としては、例えば
、非磁性のＣｒＭｏ下地層と強磁性のＣｏＣｒＰｔＴａ磁性層とを積層したものを用いる
ことができる。
【００３１】
　磁性層３は、使用する磁性合金の種類と積層構造に合わせて、十分なヘッド出入力が得
られるように形成すればよい。通常、磁性層３はスパッタ法により薄膜として形成する。
また、磁性層３は、再生の際に一定以上の出力を得るため、ある程度以上の厚みが必要で
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あり、一方で記録再生特性を表す諸パラメーターは出力の上昇とともに劣化するのが通例
であるため、最適な膜厚に設定する必要がある。具体的に、磁気層３の厚みは、３ｎｍ以
上２０ｎｍ以下の範囲が好ましく、より好ましくは５ｎｍ以上１５ｎｍ以下の範囲である
。
【００３２】
　保護層４には、例えば、炭素（Ｃ）、水素化炭素（ＨｘＣ）、窒素化炭素（ＣＮ）、ア
ルモファスカーボン、炭化珪素（ＳｉＣ）等の炭素質層や、ＳｉＯ２、Ｚｒ２Ｏ３、Ｔｉ
Ｎなどの通常使用される材料を用いることができる。保護層４は、通常はスパッタ法又は
ＣＶＤ法により形成することができる。また、保護層４は、２層以上積層したものであっ
てもよい。
【００３３】
　保護層４の厚みは、１０ｎｍ未満とすることが好ましい。この保護層４の厚みが１０ｎ
ｍを越えると、浮上ヘッドと磁性層３との距離が大きくなり、十分な出入力信号の強さが
得られなくなる。
【００３４】
　また、保護層４の上には、潤滑剤層を形成することが好ましい。潤滑剤層は、例えばフ
ッ素系潤滑剤や、炭化水素系潤滑剤、又はこれらの混合物等を用いて、通常は１～４ｎｍ
の厚みで形成される。
【００３５】
　本発明では、磁性層３に原子を該磁性層３の厚さ方向に均一に分布させて注入し、この
磁性層３を部分的に非磁性化させることによって、磁気的パターン３ａを磁気的に分離す
る非磁性部５を形成する。
【００３６】
　磁性層３に注入する原子としては、例えば、Ｂ、Ｐ、Ｓｉ、Ｆ、Ｎ、Ｈ、Ｃ、Ｉｎ、Ｂ
ｉ、Ｋｒ、Ａｒ、Ｘｅ、Ｗ、Ａｓ、Ｇｅ、Ｍｏ、Ｓｎの群から選ばれる何れか１種以上で
あることが好ましく、より好ましくは、Ｂ、Ｐ、Ｓｉ、Ｆ、Ｎ、Ｈ、Ｃの群から選ばれる
何れか一種以上であり、若しくは、Ｓｉ、Ｉｎ、Ｇｅ、Ｂｉ、Ｋｒ、Ｘｅ、Ｗの群から選
ばれる何れか一種以上であり、更に好ましくは、Ｓｉ又はＫｒである。また、これらの原
子は、２種類以上注入してもよい。
【００３７】
　これらの原子は、例えばイオンビーム法等を用いて磁性層３の非磁性部５となる部分に
注入することができる。なお、イオンビーム法では、原子を加速するために原子をイオン
化するが、磁性層３に打ち込まれたイオンは、磁性層３内で中性化していると考えられる
。
【００３８】
　ところで、磁性層３に打ち込まれたイオンは、磁性層３の結晶構造を一時的に非晶質化
するものの、その後のプロセスや、イオン照射時の熱により、その非晶質構造の一部が再
結晶化し、その結果、イオン照射を行った磁性層３の磁気的特性が回復してしまうことが
ある。このような問題を解決するために、本発明では、磁性層３に注入される原子を磁性
層３の厚さ方向に均一に分布させるようにした。これにより、磁性層３にひずみを導入し
、非晶質化した磁性層３が再結晶化することを防止している。
【００３９】
　ここで、原子を磁性層３の厚さ方向に均一に分布させるとは、磁性層３の厚さ方向にお
ける注入原子の濃度のばらつきが小さいことを意味する。具体的には、磁性層３に注入さ
れる原子の濃度の平均値に対する最も高い濃度の比率が、１５０％以内であることが好ま
しく、より好ましくは１３０％以内、更に好ましくは１１０％以内である。なお、磁性層
３に注入される原子のばらつきは、スパッタリングオージェやＳＩＭＳ等により測定する
ことができる。
【００４０】
　磁性層３に注入される原子を磁性層３の厚さ方向に均一に分布させる方法としては、以
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下の（１）～（３）がある。
（１）磁性層３に原子を注入する際に、原子の注入深さに分布を持たせる。
（２）磁性層３に原子を注入する際に、原子が有するエネルギーに分布を持たせる。
（３）磁性層３に原子を注入する際に、種類の異なる複数の原子を用いる。
【００４１】
　（１）（２）の具体的方法については、例えば、注入イオンがＡｒの場合、このＡｒ原
子をＡｒ＋、Ａｒ２＋、Ａｒ３＋のように異なる価数にイオン化する。これにより、原子
の注入深さに分布を持たせたり、原子が有するエネルギーに分布を持たせたりすることが
できる。また、複数のイオン銃を用いることにより、注入するイオンのエネルギーに分布
を持たせることも可能である。また、（３）の具体的な方法については、例えば、注入イ
オンとして、Ａｒ＋、Ｋｒ＋、Ｘｅ＋などの種類（原子質量）の異なる複数のイオンを用
いる。これにより、原子の注入深さに分布を持たせたり、原子が有するエネルギーに分布
を持たせたりすることができる。また、原子の注入深さは、イオン注入器での加速電圧に
より適時設定することができる。
【００４２】
　本発明では、このような方法を用いてディスクリートトラック型磁気記録媒体１０を製
造することにより、磁気トラック間領域の保磁力、残留磁化を極限まで低減させることに
より磁気記録の際の書きにじみをなくし、高い面記録密度の磁気記録媒体を提供すること
が可能である。
【００４３】
　また、本発明では、磁性層３がＣｏを含み、且つ、非磁性部５のＸ線回折によるＣｏ（
００２）又はＣｏ（１１０）ピーク強度を１／２以下とすることが好ましい。
　ここで、Ｃｏ（００２）ピークは、垂直磁気記録層においてメインとなるピークであり
、Ｃｏ（１１０）ピークは、面内磁気記録層においてメインとなるピークである。例えば
、垂直磁気記録層におけるＣｏ（００２）ピークとは、Ｘ線回折において２θ＝４２．６
度付近に現れるＣｏ（００２）に起因するピークを指す。
　これにより、本発明では、磁気トラック間領域の保磁力、残留磁化を極限まで低減させ
ることにより磁気記録の際の書きにじみをなくし、高い面記録密度の磁気記録媒体を提供
することが可能となる。
【００４４】
　さらに、本発明では、非磁性部５を非晶質化することが好ましい。
　ここで、磁性層３を非晶質化するとは、磁性層３の原子配列を、長距離秩序を持たない
不規則な原子配列の形態とすることを指す。より具体的には、２ｎｍ未満の微結晶粒がラ
ンダムに配列した状態とすることを指す。そして、この原子配列状態を分析手法により確
認する場合は、Ｘ線回折または電子線回折により、結晶面を表すピークが認められず、ま
た、ハローが認められるのみの状態とする。
　これにより、本発明では、磁気トラック間領域の保磁力、残留磁化を極限まで低減させ
ることにより磁気記録の際の書きにじみをなくし、高い面記録密度の磁気記録媒体を提供
することが可能となる。
【００４６】
　本発明では、磁性層３への原子の注入を、磁性層３の上に保護層４を形成した後に行う
ことが好ましい。
　このような工程を採用することにより、原子注入を行った後に、保護層４を形成する必
要がなくなり、製造工程が簡便になり、生産性の向上及び磁気記録媒体の製造工程におけ
る汚染の低減の効果を得ることができる。
　なお、本発明では、磁性層３に原子を注入する工程を磁性層３の形成後、又は保護層４
の形成前に行ってもよい。この場合も、磁気記録トラックやサーボ信号パターンなどの磁
気的パターン３を磁気的に分離する非磁性部を形成することが可能である。
【００４７】
　以下、磁性層３の表面に保護層４を設けた後に、磁性層３に磁気的に分離した磁気的パ
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ターン３である記録トラックパターン及びサーボ信号パターンを形成する場合を例に挙げ
て説明する。
　本例では、例えば磁性層３として、７０Ｃｏ－５Ｃｒ－１５Ｐｔ－１０ＳｉＯ２合金を
成膜した後に、保護層４として、カーボン膜を成膜する。その後、保護層４の表面にレジ
ストを塗布し、フォトリソグラフィー技術を用いて記録トラックパターン及びサーボ信号
パターンに対応した形状にパターニングされたマスクを形成する。次に、その表面にイオ
ンビーム法等を用いて原子を注入すると、マスクから露出した非磁性部５となる部分にの
み原子が注入される。これにより、磁性層３を部分的に非磁性化させた非磁性部５が形成
されると共に、磁性層３に磁気的に分離された磁気記録トラック及びサーボ信号パターン
が形成される。その後、マスクを除去して保護層４を再形成した後に、潤滑剤剤を塗布し
て磁気記録媒体を製造する。
【００４８】
　なお、本発明では、保護層４に直接スタンパーを密着させ、高圧でプレスすることによ
り、保護層４の表面にトラック形状の凹凸を形成してもよい。あるいは熱硬化型樹脂、Ｕ
Ｖ硬化型樹脂などを利用して凹凸パターンを形成してもよい。
【００４９】
　この場合、スタンパーとして、例えば、金属プレートに電子線描画などの方法を用いて
微細なトラックパターンを形成したものを使用することができる。スタンパの材料として
は、上述したプロセスに耐え得る硬度及び耐久性があればよく、例えばＮｉなどを用いる
ことができる。また、スタンパーには、通常のデータを記録するトラックの他にバースト
パターン、グレイコードパターン、プリアンブルパターンといったサーボ信号のパターン
も形成することができる。
【００５０】
　レジストの除去に際しては、ドライエッチングや、反応性イオンエッチング、イオンミ
リングなどの手法を用いて、表面のレジスト、保護層４の一部を除去する。これらの処理
の結果、磁気的パターン３ａが形成された磁性層３及び保護層４の一部が残ることになる
。また、条件を選ぶことにより保護層４まで完全に除去し、磁気的パターン３が形成され
た磁性層３のみを残すことも可能である。
【００５１】
　磁気記録媒体の各層のうち、保護層４以外の形成には一般的に成膜方法として使用され
るＲＦスパッタリング法やＤＣスパッタリング法などを使用することが可能である。一方
、保護層４の形成には、一般的にはＤＬＣ（Diamond Like Carbon）の薄膜をＰ－ＣＶＤ
などを用いて成膜する方法が用いられるが、この方法に特に限定されるものではない。
【００５２】
　次に、本発明を適用した磁気記録再生装置について説明する。
　図２は、本発明を適用した磁気記録再生装置２０の構造を示す側面図である。
　この磁気記録再生装置２０は、本発明を適用した磁気記録媒体（磁気ディスク）１０と
、これを記録方向に（回転）駆動する媒体駆動部１１と、記録部と再生部からなる磁気ヘ
ッド１２と、磁気ヘッド１２を磁気記録媒体１０（の径方向）に対して相対運動させるヘ
ッド駆動部１３と、磁気ヘッド１２への信号入力と磁気ヘッド１２からの出力信号再生を
行うための記録再生信号処理手段を組み合わせた記録再生信号系１４とを備えている。
【００５３】
　本発明では、これらを組み合わせることにより記録密度の高い磁気記録装置２０を構成
することが可能となる。
　また、磁気記録媒体１０の記録トラックを磁気的に不連続に加工したことによって、従
来はトラックエッジ部の磁化遷移領域の影響を排除するために再生ヘッド幅を記録ヘッド
幅よりも狭くして対応していたものを、両者をほぼ同じ幅にして動作させることができる
。これにより、十分な再生出力と高いＳＮＲを得ることができる。
　また、磁気ヘッド１２の再生部をＧＭＲヘッド又はＴＭＲヘッドで構成することにより
、高記録密度においても十分な信号強度を得ることができ、高記録密度を持った磁気記録
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再生装置２０を実現することができる。
　また、この磁気ヘッドの浮上量を０．００５μｍ～０．０２０μｍと従来より低い高さ
で浮上させると、出力が向上して高い装置ＳＮＲが得られ、大容量で高信頼性の磁気記録
再生装置２０を提供することができる。
　また、最尤復号法による信号処理回路を組み合わせると、さらに記録密度を向上でき、
例えば、トラック密度１００ｋトラック／インチ以上、線記録密度１０００ｋビット／イ
ンチ以上、１平方インチ当たり１００Ｇビット以上の記録密度で記録・再生する場合にも
十分なＳＮＲが得られる。
【実施例】
【００５４】
　以下、実施例により本発明の効果をより明らかなものとする。なお、本発明は、以下の
実施例に限定されるものではなく、その要旨を変更しない範囲で適宜変更して実施するこ
とができる。
【００５５】
（比較例）
　比較例では、ＨＤ用ガラス基板をセットした真空チャンバを予め１．０×１０－５Ｐａ
以下に真空排気した。ガラス基板には、Ｌｉ２Ｓｉ２Ｏ５、Ａｌ２Ｏ３－Ｋ２Ｏ、Ａｌ２

Ｏ３－Ｋ２Ｏ、ＭｇＯ－Ｐ２Ｏ５、Ｓｂ２Ｏ３－ＺｎＯを構成成分とする結晶化ガラスを
用い、外径６５ｍｍ、内径２０ｍｍのドーナツ円盤状に加工したものを用いた。また、ガ
ラス基板の表面粗さ（Ｒａ）は、２オングストロームであった。
　次に、このガラス基板に、ＤＣスパッタリング法を用いて、ＦｅＣｏＢからなる軟磁性
層を６００Å、Ｒｕからなる中間層を１００Å、７０Ｃｏ－５Ｃｒ－１５Ｐｔ－１０Ｓｉ
Ｏ２合金からなる磁性層を１５０Åの厚みで順次成膜した後に、Ｐ－ＣＶＤ法を用いて、
Ｃ（カーボン）からなる保護層を平均４ｎｍの厚みで成膜し、最後にフッ素系の潤滑剤を
塗布した。
　次に、磁性層に原子を注入した。すなわち、熱硬化性樹脂のレジストを塗布し、パター
ンに対応する凹凸を形成した後、イオンビーム法により、Ａｒ＋原子を打ち込んだ。イオ
ンビームの加速電圧、照射時間などの条件を表１に示す。また、加速電圧は５０ｋｅＶで
一定とした。
【００５６】
（実施例１）
　実施例１では、比較例と同様の条件で磁気記録媒体を製造した。但し、磁性層に原子を
注入するに際して、原子を磁性層の厚さ方向に均一に分布させて注入した。すなわち、注
入イオンとしてＡｒを用いて、Ａｒを、Ａｒ＋、Ａｒ２＋、Ａｒ３＋と異なる価数にイオ
ン化することにより、磁性層への原子の注入深さに分布を持たせた。イオンビームの加速
電圧、照射時間などの条件を表１に示す。また、加速電圧は３０ｋｅＶとした。
　なお、イオンビームの注入量、加速電圧の条件は、予備実験で予め設定する必要がある
。例えば、Ｘ線回折による磁性層のＣｏ（００２）またはＣｏ（１１０）ピーク強度を１
／２以下とする場合は、図３に示すように、原子の注入により磁性層の回折ピークが破線
に示すような状態とする。また、磁性層が非磁性化する条件、磁性層が非晶質化する条件
も、予めＸ線回折測定、電子線回折測定等により設定しておく必要がある。なお、図３中
、実線はＩｎ原子注入前の磁性層の状態を示し、破線はＩｎ原子注入後の磁性層の状態を
示す。
【００５７】
（実施例２）
　実施例２では、比較例と同様の条件で磁気記録媒体を製造した。但し、磁性層に原子を
注入するに際して、原子を磁性層の厚さ方向に均一に分布させて注入した。すなわち、イ
オンビーム法により、Ａｒ＋原子を３種類の加速電圧で磁性層に打ち込んだ。イオンビー
ムの加速電圧、照射時間などの条件を表１に示す。また、加速電圧は、２０ｋｅＶ、３０
ｋｅＶ、６０ｋｅＶの３種類をこの順で用いた。
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【００５８】
（実施例３）
　実施例３では、比較例と同様の条件で磁気記録媒体を製造した。但し、磁性層に原子を
注入するに際して、原子を磁性層の厚さ方向に均一に分布させて注入した。すなわち、注
入イオンとして、Ａｒ＋、Ｋｒ＋、Ｘｅ＋の３種類のイオンを用いて、加速電圧は５０ｋ
ｅＶで一定にした。イオンビームの加速電圧、照射時間などの条件を表１に示す。
【００５９】
　そして、比較例及び実施例１～３について、スピンスタンドを用いて電磁変換特性の評
価を行った。具体的には、評価用の磁気ヘッドには、記録用に垂直記録ヘッド、再生用に
ＴｕＭＲヘッドを用い、７５０ｋＦＣＩの信号を記録したときのＳＮＲ値及び３Ｔ－ｓｑ
ｕａｓｈを測定した。その測定結果を表１に示す。
【００６０】
【表１】

【００６１】
　表１に示すように、実施例１～３は比較例に比べて、ＳＮＲや３Ｔ－ｓｑｕａｓｈとい
ったＲＷ特性が大幅に改善していることがわかった。これは磁気トラック間領域の磁化状
態が完全に消失したためと考えられる。
　また、比較例及び実施例１～３で製造した磁気記録媒体の磁性層について、注入した原
子の濃度分布をＳＩＭＳによって調べ、その結果から磁性層に注入される原子の濃度の平
均値に対する最も高い濃度の比率を求めた結果を表１に示す。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】図１は、本発明を適用した磁気記録媒体の一例を示す断面図である。
【図２】図２は、本発明を適用した磁気記録再生装置の一例を示す側面図である。
【図３】図３は、磁性層へのＩｎ原子注入によるＸ線回折におけるＣｏ（００２）又はＣ
ｏ（１１０）ピークが低減することを示す特性図である。
【符号の説明】
【００６３】
　１…非磁性基板　２…軟磁性層および中間層　３…磁性層　３ａ…磁気的パターン　４
…保護層　５…非磁性部　１０…磁気記録媒体　１１…媒体駆動部　１２…磁気ヘッド　
１３…ヘッド駆動部　１４…記録再生信号系　２０…磁気記録再生装置
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