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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、前記基板上に形成された、記録媒体からの磁気情報を電気信号に変換する再生
機能部と、前記再生機能部上に形成された、電気信号を元に記録媒体へ磁気情報を書き込
む電磁変換作用を有する書き込み機能部と、前記再生機能部と前記書き込み機能部を保護
するためにこれらの機能部上に形成された第１の保護膜と、前記第１の保護膜上に形成さ
れた前記第２の保護膜とを備えた磁気ヘッドであって、
　前記第１の保護膜と前記第２の保護膜とは直接接触し、前記第２の保護膜は珪素を含み
、前記第２の保護膜の線膨張係数は前記第１の保護膜の線膨張係数に比べて小さく、且つ
前記第２の保護膜は前記第１の保護膜に比べて浮上面に対して後退している
　ことを特徴とする磁気ヘッド。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第１の保護膜はアルミナ膜であり、前記第２の保護膜はアルミナ膜に酸化珪素を添
加した膜であることを特徴とする磁気ヘッド。
【請求項３】
　請求項２において、
　　前記第２の保護膜はアルミナ膜に５％以上の酸化珪素を添加した膜であることを特徴
とする磁気ヘッド。
【請求項４】
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　基板と、前記基板上に形成された、記録媒体からの磁気情報を電気信号に変換する再生
機能部と、前記再生機能部上に形成された、電気信号を元に記録媒体へ磁気情報を書き込
む電磁変換作用を有する書き込み機能部と、前記再生機能部と前記書き込み機能部を保護
するためにこれらの機能部上に形成された第１の保護膜と、前記第１の保護膜上に形成さ
れた前記第２の保護膜とを備えた磁気ヘッドであって、
　前記第１の保護膜と前記第２の保護膜とは直接接触し、前記第２の保護膜は珪素を含み
、前記第２の保護膜の線膨張係数は前記第１の保護膜の線膨張係数に比べて小さく、且つ
前記第２の保護膜における前記記録媒体側の端面に凹部を設けた
　ことを特徴とする磁気ヘッド。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、磁気ヘッド及び磁気ヘッドを搭載した磁気記録再生装置に関し、特に、磁気ヘ
ッドの磁極部における浮上面への突出を低減する技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
情報機器の記憶又は記録装置には、主に半導体メモリと磁性体メモリが用いられる。アク
セス時間の観点から内部記憶装置に半導体メモリが用いられ、大容量かつ不揮発性の観点
から外部記憶装置に磁気ディスク装置が用いられる。磁気ディスク装置の記録媒体は、ガ
ラス又はＡｌ基板上に磁性薄膜が成膜してあり、この記録媒体に磁気情報を書き込むため
、電磁変換作用を有する機能部（書き込み機能部）が用いられ、また、磁気情報を再生す
るため、磁気抵抗現象、巨大磁気抵抗現象、又は電磁誘導現象を利用した機能部（再生機
能部）が用いられる。この書き込み機能部と再生機能部は、磁気ヘッドの主要構成要素で
ある。
【０００３】
図５に本発明の記録ヘッドが適用される磁気ディスク装置の基本構成を示す。図５の（１
）は磁気ディスク装置の平面図であり図５の（２）は断面図である。記録媒体２（実際に
は複数の媒体２－１～２－４が存在する）は、モータ３に直結されており、情報の入出力
時に回転する機能を有する。磁気ヘッド１は、アーム７を介してロータリアクチュエータ
４に支持される。サスペンション８は、磁気ヘッド１を記録媒体２に所定の荷重で押しつ
ける機能を有する。磁気ヘッド１は、ロータリアクチュエータ４の回転と共に記録媒体２
面上を移動し、任意の場所に位置決めした後、磁気情報の書き込み又は再生の各機能を実
現する。また、ロータリアクチュエータを稼働するＶＣＭへの信号やモータへの駆動信号
を処理するため、また記録又は再生信号を処理するために、信号処理回路５及び記録再生
用回路６が必要であり、これらの回路が磁気ディスク装置本体に取り付けられている。
【０００４】
図６は、磁気ヘッド１に搭載される情報の書き込み機能部及び再生機能部における基本構
造を示す。書き込み機能部１０は、渦巻き型コイル１２と、これを上下に包み且つ磁気的
に結合された磁極１４と磁極１５と、トラック幅を決定する磁極１６と、から構成される
。
【０００５】
再生機能部１１は、磁気抵抗効果素子１９と、前記素子に定電流を流し且つ抵抗変化を検
出するための電極２０と、から構成される。磁極１７及び１８は、磁気抵抗効果素子１９
と電極２０を包み、再生時に不要磁界を遮断する上部及び下部シールドとしての機能を有
する。この書き込み機能部と再生機能部は、磁気ヘッド本体２５（即ち、スライダ）上に
下地層２４を介して形成されている。
【０００６】
更に、再生機能部と書き込み機能部の上には、これらの構成要素の信頼性を確保する目的
から保護膜３０が設けられている。保護膜３０の機能としては、ヘッドが媒体上を浮上す
る際の機械的強度を保つ目的と、外気に含まれる腐食性雰囲気から各構成要素の劣化を防
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止する目的がある。これらの目的を満足させるため、保護膜としてはアルミナ膜が一般的
に用いられる。膜厚としては機械的強度を保つ目的から５ミクロン以上が設定される。こ
のアルミナ膜と構成要素との間には、アルミナ膜の接着性改善のため薄い金属膜が設けら
れる場合がある。また、構成要素の構造によって生じた凹凸を平坦化する目的でレジスト
等の樹脂膜が設けられた後にアルミナ膜を設ける場合がある。これら薄い金属膜及び樹脂
膜は保護膜を形成する際の中間層としての機能を有する。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
磁気ディスク装置は、高信頼性を有し且つ大容量である特徴を有するため、今日の情報技
術社会を支えるストレージ分野で広く適用されている。情報社会における情報量の増加は
目を見張るものがあり、当然、磁気ディスク装置へも大量の情報を短時間で処理する高速
化の性能改善が要求される。
【０００８】
磁気ディスク装置の高速化は、記録周波数と共に媒体の回転数（ヘッドと媒体との相対速
度）を高めることで実現する。今日、高速磁気ディスク装置と呼ばれる機種では、４００
ＭＨｚを超える記録周波数と１５０００ｒｐｍを超える媒体回転数を実現した装置が既に
製品化されている。また、高周波記録の技術に関しては、通信分野の技術を導入すること
で鋭意改良がなされている。媒体の高速回転化に関しても１００００ｒｐｍを超える高速
回転数で顕著となる空気と媒体表面との摩擦による発熱を押さえるべく、放熱設計を積極
的に採り入れる状況となっている。
【０００９】
このような状況のもとで、記録周波数を５００ＭＨｚ以上に高めると、記録操作時に磁気
ヘッドと記録媒体とが接触し、極端な場合には磁気ヘッドが記録媒体上でクラッシュする
障害が生じ得る。この原因を追求したところ、記録動作時に書き込み機能部で生じた高周
波損失分（いわゆる鉄損とコイルの銅損）による発熱により、記録媒体面に対向した磁極
からなる素子部（図６に示した磁極１４，１５，１６，１７，１８）が熱膨張して磁気ヘ
ッド浮上面から突き出たために、磁気ヘッドが記録媒体と接触するためであることが分か
った。
【００１０】
上述した同様の課題は、特に高速性能を基本的には要求しない小型（２．５型又は１．８
型）磁気ディスク装置でも起こることが分かった。この場合、周波数が低いため記録時の
発熱は原因とならず、磁気ディスク装置を使用する環境の温度に起因して生じる点に特徴
がある。すなわち、小型磁気ディスク装置は可搬性に優れるため、高温環境下で使用され
るケースがあり、このケースにおいて磁気ヘッドと記録媒体との接触又はクラッシュが生
じるという課題がある。この環境温度の上昇に伴う課題は、熱により磁気ヘッドの書き込
み機能部及び再生機能部が熱膨張し、磁気ヘッドの浮上面から図６に示す磁極１５，１６
，１７，１８が突出することで記録媒体との障害が生じるものである。小型磁気ディスク
装置における環境温度による障害は、大型磁気ディスク装置に比べて、記録媒体と磁気ヘ
ッドの距離（浮上量）が狭いことにも起因している。
【００１１】
以上説明したように、熱（磁気ヘッド自体の発熱及び環境温度による熱）による書き込み
機能部及び再生機能部の磁気ヘッド浮上面への変形ないし磁気ヘッド浮上面からの突出現
象により、特に、高密度記録を達成するためには必要となる小さいな浮上量要求を満たす
ことが困難となってきた。具体的には、例えば浮上量を１０ｎｍ程度又はそれ以下の極め
て小の浮上量にまで下げることが困難となってきた。
【００１２】
上述した課題を解決する従来技術として、温度上昇に伴う磁気ヘッドのエアーベアリング
サーフェース（ＡＢＳ）側での変形を改善し、磁気ディスク装置における浮上量の低下、
クラッシュの危険性の増大、及びＴＡ（サーマルアスペリティ）の増大などを改善するた
めに、熱による変形を生じない磁気ヘッドを得る手法が、特開２０００－３０６２１５に
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開示されている。
【００１３】
上述した公報の開示技術は、コイルを包含する絶縁層を、７０～１００℃の低いガラス転
移点を有する樹脂、多孔質体、ポリイミドで構成して、高湿時の熱変形を低減し、又は動
作状態と同じ高温でヘッドのＡＢＳを研磨して、動作時のＡＢＳの変形突出を防ぐもので
ある。
【００１４】
この従来技術によれば、或る一定の効果はあるものの、金属から構成される磁極１５，１
６，１７，１８が熱変形することによる浮上面への突き出しを完全に防止することはでき
ない。すなわち、変形量を押さえる効果は認められるが、磁気ヘッドの浮上量を１０ｎｍ
近傍の高さにまで安定して設定することはできない。この原因を考察するに、書き込み機
能部及び再生機能部は異なる物質（磁極を一例とする金属、絶縁物、樹脂、無機物等）か
ら構成されるため、温度環境が変化すれば線膨張係数の異なるこれらの物質間で応力が生
じて磁気ヘッドに変形が生じるためであると考えられる。
【００１５】
本発明の目的は、温度上昇に伴う磁気ヘッドの局部的な変形を相殺する手段を設けること
によって、磁気ヘッド浮上面からの突出量を低減し、磁気ヘッドと記録媒体との温度上昇
による接触現象を回避する磁気ヘッド及びこれを用いた磁気記録再生装置を提供すること
にある。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決するために、本発明は主として次のような構成を採用する。
　基板と、前記基板上に形成された、記録媒体からの磁気情報を電気信号に変換する再生
機能部と、前記再生機能部上に形成された、電気信号を元に記録媒体へ磁気情報を書き込
む電磁変換作用を有する書き込み機能部と、前記再生機能部と前記書き込み機能部を保護
するためにこれらの機能部上に形成された第１の保護膜と、前記第１の保護膜上に形成さ
れた前記第２の保護膜とを備えた磁気ヘッドであって、
　前記第１の保護膜と前記第２の保護膜とは直接接触し、前記第２の保護膜は珪素を含み
、前記第２の保護膜の線膨張係数は前記第１の保護膜の線膨張係数に比べて小さく、且つ
前記第２の保護膜は前記第１の保護膜に比べて浮上面に対して後退している構成とする。
【００１７】
また、前記磁気ヘッドにおいて、前記第１の保護膜はアルミナ膜であり、前記第２の保護
膜はアルミナ膜に酸化珪素を添加した膜である構成とする。
【００１８】
また、前記磁気ヘッドにおいて、前記第１の保護膜はアルミナ膜であり、前記第２の保護
膜はカーボン又はボロンを主成分とした膜である構成とする。
【００１９】
また、前記磁気ヘッドにおいて、前記第２の保護膜はアルミナ膜に５％以上の酸化珪素を
添加した膜である構成とする。
【００２０】
前記構成を採用することにより、温度環境に伴う磁気ヘッドの局部的な変形を相殺するこ
とが可能となり、磁気ヘッド浮上面からの磁気ヘッド突出量を実効的に低減することがで
きる。また、磁気ヘッドと記録媒体との温度変化による接触現象を回避でき、使用温度範
囲が広くて高密度記録ができる磁気ディスク装置を実現できる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
本発明の実施形態に係る磁気ヘッドについて、図１～図４を参照しながら以下説明する。
図１は本発明の実施形態に係る磁気ヘッドの具体的構造を示す構成図と磁気ヘッドの機能
乃至作用を示す説明図である。図２は本実施形態の磁気ヘッドを備えたスライダの全体構
成を示す見取図である。図３は本実施形態の磁気ヘッドにおける書き込み及び再生機能部
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（磁極部）の突出量と第２の保護膜厚との関係を示す図である。図４は本実施形態の磁気
ヘッドにおける各構成要素の線膨張係数を含む特性を示す図である。
【００２２】
図１の（１）において、本実施形態に係る磁気ヘッドは、例えばＡｌ２Ｏ３－ＴｉＣから
なる基板２５（スライダ）と、その上に積層された例えばＡｌ２Ｏ３からなる下地層２４
と、更にその上で記録媒体上の磁気情報の再生を行う再生機能部１１と、更にその上で記
録媒体への磁気情報に電磁変換する書き込み機能部１０と、第１の保護膜３０と、第２の
保護膜３１と、を備えている。ここで、書き込み機能部１０は、渦巻き型コイル１２と、
これを上下に包み且つ磁気的に結合された磁極１４及び磁極１５と、トラック幅を決定す
る磁極１６と、から構成されている。また、再生機能部１１は、磁気抵抗効果素子１９と
、前記素子に定電流を流し且つ抵抗変化を検出するための電極２０と、磁極１７及び１８
と、から構成される。ここで、磁極１７及び１８は、磁気抵抗効果素子１９と電極２０を
包み、再生時に不要磁界を遮断する上部及び下部シールドとしての機能を有する。この書
き込み及び再生機能部を含む磁気ヘッドは、基板（スライダ）２５上に下地層２４を介し
て形成されている。
【００２３】
本発明の実施形態では、再生機能部１１及び書き込み機能部１０の上方に設けた保護膜に
ついて、第１の保護膜に第２の保護膜を形成した構造とその特性に特徴があり、以下その
構造と特性について詳述する。
【００２４】
再生機能部１１及び書き込み機能部１０の上に、これらの構成要素の信頼性を確保する観
点からまず、第１の保護膜３０として厚さ２５ミクロン（μｍ）のアルミナ膜をスパッタ
法を用いて積層する。次いで、厚さ９μｍの酸化珪素を含むアルミナ膜３１を積層する。
成膜にはアルミナ膜と同様にスパッタ法を用いる。その後、従来技術と同様にスライダ加
工並びにエアベアリング面加工を施すことによって磁気ヘッドを備えたスライダを製造す
る。
【００２５】
本実施形態に係る磁気ヘッドの構成は、第１の保護膜３０とともに第２の保護膜３１が存
在する点にあり、更に、第２の保護膜３１の線膨張係数が第１の保護膜３０のそれに比べ
て小さい点にその特徴がある。更に、第１の保護膜３０は磁気ヘッドで通常使用される材
料を使用しても良いことである（第１の保護膜の材料を特定することは後述するように本
発明の必須要件ではないが、少なくとも第１の保護膜は汎用のものでも良い）。なお、線
膨張係数の小である第２の保護膜を第１の保護膜上に形成した本実施形態に関する保護膜
の全体構造は、従来技術の第１の保護膜のみのものと外見上は異ならないが、材料を組成
分析したり密度分析することで線膨張係数の異なる２種の保護膜を用いたことが確認でき
、更に、これらの保護膜の線膨張係数の大小関係は、温度変化に伴うスライダの空気流出
端の変形方向を測定することによって確認することができる。
【００２６】
次に、本実施形態に係る磁気ヘッドの機能乃至作用上の特徴を図１の（２）を参照しなが
ら説明すると、基板（スライダ）よりも線膨張係数の大きい磁性材料からなる再生機能部
及び書き込み機能部は、温度上昇（記録ヘッドの高周波数信号による発熱又は使用環境の
高温度）によって記録媒体側に変形して突出するという現象を引き起こす（図１の（２）
の点線図示のように）。そこで、本実施形態では線膨張係数の小である第２の保護膜を第
１の保護膜上に形成することによって（第１と第２の保護膜の線膨張係数の大小関係は後
述する図６を参照）、再生機能部及び書き込み機能部の突出しようとする現象に対して、
第２の保護膜の線膨張係数の小さいことから、第２の保護膜には前記突出現象を抑制しよ
うとする力が働き、その抑制力に引きずられて再生機能部及び書き込み機能部の突出量が
抑制されて図の実線のようにその突出が抑制されるのである。
【００２７】
換言すると、温度上昇があれば、スライダも含めて全体として膨張するのであるが、特に
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、再生機能部及び書き込み機能部がその線膨張係数の大きさによって点線図示のように突
出しようとする傾向を第２の保護膜の膨張抑制力によって、再生機能部及び書き込み機能
部の突出量を結果的に低減している。第２の保護膜の厚さが厚いと抑制力が大となるので
前記突出の低減の程度も大きくなると云える（後述する図３もその傾向を示している）。
【００２８】
なお、スライダの空気流出端の突出量を測定することは容易であるので、第１の保護膜の
線膨張係数が未知ものを採用する場合であっても、第２の保護膜の膜厚を種々変更するこ
とで突出量（書き込み及び再生機能部の突出量）を最低とする条件を見い出すことが可能
である。この場合においても、当然に、第１の保護膜の線膨張係数が未知であっても第２
の保護膜の線膨張係数が第１の保護膜の線膨張係数に比べ小さくなっているはずである。
【００２９】
図３は、線膨張係数が７．１Ｅ－６／Ｋのアルミナ膜（即ち、第１の保護膜）上に線膨張
係数が４．８１Ｅ－６／Ｋの酸化珪素を含むアルミナ膜（即ち、第２の保護膜）を積層し
た際の書き込み及び再生機能部周囲の浮上面突出量について、酸化珪素を含むアルミナ膜
の膜厚（ｔ）を変化させて計算した結果である。なお、図３で横軸は下部シールド（図１
で符号１８）からの距離であり、最左側はスライダの空気最流入端であり、右側は保護膜
側である。
【００３０】
図３の縦軸は書き込み及び再生機能部の記録媒体側への突出量である。図３は磁気ヘッド
の各構成要素の材料、寸法、線膨張係数、温度などの条件に基づいて計算した値であるが
、実際に測定したところ図３のデータと略一致することを確認した。この計算の場合、書
き込み及び再生の各機能部はスライダ空気流出端面の中央部に設けられている。縦軸の突
出量は最も突出の大きなスライダ中央部でエアベアリング面を基準にプロットしている。
図３には、比較の意味で保護膜に酸化珪素を含むアルミナ膜を積層しない場合（ｔ＝０）
も示している。
【００３１】
まず、酸化珪素を含むアルミナ膜を積層しない計算結果（ｔ＝０）に着目すると、書き込
み及び再生機能部位置でエアベアリング面から約１．６ｎｍの突出（本発明において、相
殺すべき突出量）が認められる。そして、記録媒体上には約８ｎｍの凹凸があり、且つ媒
体を回転した際の浮上量ばらつきが約２ｎｍあるため、前記約１．６ｎｍの突出量を考慮
すると、磁気ヘッドと記録媒体面との距離である浮上量を１０ｎｍの狭さには設定できな
いことになる。
【００３２】
一方、図３から分かるように、酸化珪素を含むアルミナ膜（第２の保護膜）を積層した場
合、第２の保護膜の膜厚（ｔ）を厚くするほど、スライダ空気流出端部が大きく引き込み
方向に変形し、実効的に書き込み及び再生の各機能部での突出（ｔ＝０のときの突出量１
．６ｎｍ）を相殺する方向に機能していることがわかる。
【００３３】
本発明は、この計算結果に見られる書き込み及び再生の各機能部での突出量それ自体を減
らすのではなく、図１の（２）に図示するように、第１の保護膜上にさらに線膨張係数の
小さな第２の保護膜を積層することによって、第１の保護膜を引き込み方向に熱変形させ
、その結果として書き込み及び再生の各機能部の突出を相殺することを特徴とするもので
ある。
【００３４】
図４には本実施形態で用いた保護膜の線膨張係数とヤング率等を実測した値を示す。図４
から第１の保護膜として用いたアルミナ膜の線膨張係数が第２の保護膜に用いた酸化珪素
を含むアルミナ膜に比べて、高い線膨張係数であることが分かる。そして、本実施形態で
用いた保護膜の線膨張係数に図示の差がある場合、書き込み及び再生機能部における約２
ｎｍ（約５０℃の温度上昇による）突出を相殺させるためには、第１の保護膜の厚さが２
５μｍの場合、約９ミクロン（μｍ）の第２の保護膜を成膜する必要があった（実験結果
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によると）。ここで、第１と第２の保護膜とでその線膨張係数の差が大きければ、それだ
け大きな効果が得られるため、第２の保護膜の必要膜厚を薄くすることができる。
【００３５】
上述した具体的な実験例では、アルミナ膜に１５％の割合で酸化ケイ素を含有させた例を
紹介したが、第１と第２の保護膜の線膨張係数の差は、酸化ケイ素含有率が５％以上にな
ると顕著になることが実験で確かめられた。即ち、酸化ケイ素含有率が５％未満であると
線膨張係数にそれ程差が出ないので、突出量低減に大きな効果は期待できないことになる
。逆に、酸化ケイ素含有率を高めるほど線膨張係数に大きな差を持たせることができるの
で、酸化ケイ素の含有率を高めた場合においては、磁極の突出量を相殺するのに第２の保
護膜を薄い膜厚に設定できる。
【００３６】
ここにおいて、書き込み及び再生機能部における磁極部の突出を相殺する手段として、本
発明のような第１の保護膜上に第２の保護膜を形成する代わりに、保護膜そのものを線膨
張係数の小さな酸化ケイ素を含むアルミナ膜を用いることも可能であるが、磁気ヘッドが
記録媒体と接触すると、記録媒体上に設けられている潤滑剤と保護膜に含まれるケイ素と
の反応によって反応生成物が生成し、磁気ヘッドと媒体間に介在する前記反応生成物が磁
気ヘッドの浮上特性を劣化させることが知られている。そして、この反応生成物の生成は
第２の保護膜を形成する本発明の実施形態においても起こり得るが、これに対して、本発
明では、図２に示すように、第２の保護膜における記録媒体側の端面をスライダ浮上面か
ら凹ませる加工を施している。この加工によって、記録媒体に最も接近する第２の保護膜
が記録媒体と接触する可能性が少なくなる。図２の図示構造では、凹み加工を第２の保護
膜の全面に施し、更に第１の保護膜をも部分的に凹み加工しているが、要は、磁気ヘッド
の書き込み及び再生機能部を凹み加工時に傷付けずに、保護膜を凹み加工することである
。この保護膜の凹み加工も本発明の実施形態の特徴の一つである。
【００３７】
本実施形態において特定した第１の保護膜の線膨張係数と第２の保護膜の線膨張係数との
大小関係を維持する範囲内であれば、第２の保護膜に酸化珪素を含むアルミナ膜に代えて
、第２の保護膜としてカーボン又はボロンを主成分とした保護膜を用いても良い。特に、
カーボンを用いる場合、硬度が高い理由からスライダ後端における機械強度を増す効果が
あり、衝撃に強い磁気ディスク装置を実現する上で好適である。また、ボロンを用いる場
合、媒体との接触が万一生じても、接触時の発熱により昇華反応が生じて、磨耗紛が磁気
ディスク装置内に残留し難い効果が確認できた。
【００３８】
このように、本発明の実施形態は、第１の保護膜の線膨張係数に対して第２の保護膜の線
膨張係数が小さい点であり、この条件を満足させることで書き込み及び再生機能部での発
熱、環境温度による突出を相殺する方向に第１の保護膜を通して前記機能部の磁極部を突
出抑制させることである。従って、この条件を満足する範囲内であれば、第１の保護膜と
して、アルミナ膜を用いない保護膜又はアルミナ膜に他の元素が含まれる保護膜を採用す
る磁気ヘッドも本発明の範疇に含まれるのである。
【００３９】
本発明の実施形態に係る磁気ヘッドを適用した磁気ディスク装置の基本的な構成は、図５
に示した従来技術と外見上は異ならない。記録媒体２は、モータ３に直結されており、情
報の入出力時に回転する機能を有する。磁気ヘッド１は、アーム７を介してロータリアク
チュエータ４に支持される。サスペンション８は、磁気ヘッド１を記録媒体２に所定の荷
重で押しつける機能を有する。再生信号の処理及び情報の入出力には、信号処理回路５及
び記録再生用回路６が必要であり、装置本体に取り付けられている。磁気ヘッド１は、ロ
ータリアクチュエータ４の回転と共に記録媒体２面上を移動し、任意の場所に位置決めし
た後、磁気情報の書き込み又は再生機能を実現する。磁気ヘッドを制御する電気回路も装
置本体に存在する。
【００４０】
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本発明においては、書き込みと再生の各機能部の温度上昇によるエアベアリング面からの
突出を第２の保護膜の引き込み方向への変形によって防止することができる。この第２の
保護膜の引き込みの機能乃至作用を用いて、磁気ヘッド１と記録媒体２との距離を、記録
媒体上の凹凸（例えば、約８ｎｍ）と浮上量ばらつき（例えば、約２ｎｍ）を加算した距
離に近接できるように、エアベアリング面形状と記録媒体の回転数（磁気ヘッドとの相対
速度）を設定している。
【００４１】
また、第２の保護膜としてカーボンを用いた場合には、記録媒体に単発的な接触が発生し
てもカーボンの機械的強度によって磁気ヘッドの破損が避けられるため、機械的な公差の
比較的大きいサスペンションを使用して磁気ヘッドを支持でき、サスペンションの単価を
抑制することができる。また、第２の保護膜としてボロンを用いた場合にも、磁気ディス
ク装置の熱的及び機械的交差の比較的大きいサスペンションを使用可能とする設計を実施
でき、開発コストと製造コストを低下させることができる。
【００４２】
更に、敷衍して説明すると、本発明の基本的な構成として、記録媒体と磁気ヘッドとを接
近させるため、図２に示す記録媒体面に対向する磁気ヘッド面４１にエアベアリングを形
成する。磁気ヘッドにおいてエアベアリング面を形成する部位は一般にスライダ４２と呼
ばれるが、このスライダの空気流出端側に、記録媒体からの磁気情報を電気信号に変換す
る再生機能部１１と、コイルへの電気信号から記録媒体への磁気情報を書き込む書き込み
機能部１０とを設ける。従来技術では、この再生機能部及び書き込み機能部上（スライダ
の空気流出端側）にアルミナ膜からなる保護膜３０が形成されているのに対して、本発明
では、第１の保護膜３０上にさらに第２の保護膜３１を形成し、且つ第２の保護膜３１の
線膨張係数を第１の保護膜３０の線膨張係数に比べ小さくしている（低くしている）。
【００４３】
また、第１の保護膜３０がアルミナ膜であり、第２の保護膜３１としてカーボン又はボロ
ンを主成分とした保護膜を形成する。また、第１の保護膜３０をアルミナ膜とした場合、
第２の保護膜３１をアルミナ膜に酸化珪素を添加した膜を用いる。また、第２の保護膜３
１としてアルミナ膜に５％以上の酸化珪素を添加した膜を用いる。
【００４４】
また、以上のような第１の保護膜と第２の保護膜を形成した磁気ヘッドを備えた磁気ディ
スク装置も本発明の適用例であり、磁気ヘッドと記録媒体との距離を１０ｎｍ程度の間隔
となるように構成する。
【００４５】
換言すると、本発明の特徴は、磁気ヘッドを構成するスライダの空気流出端部に設けられ
、書き込み及び再生機能部を保護する保護膜に線膨張係数の異なる２種類の積層膜（保護
膜が２種類以上であっても本発明の技術的思想を達成するものであれば当然に良い）を用
い、且つ書き込み及び再生機能部から遠い方の保護膜に線膨張係数の小さな保護膜を用い
た点にある。
【００４６】
【発明の効果】
本発明によれば、温度環境に伴う磁気ヘッドの局部的な変形を相殺することが可能となり
、磁気ヘッド浮上面からの磁気ヘッド突出量を実効的に低減することができる。このため
、磁気ヘッドと記録媒体との温度変化による接触現象を回避でき、使用温度範囲の広い、
高信頼の磁気ディスク装置を実現できる。
【００４７】
また、磁気ヘッドの局部的な変形を相殺することによって、記録媒体と磁気ヘッドとを１
０ｎｍ程度に接近させることが可能となって、記録密度の高い（ビット単価の安い）磁気
ディスク装置を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に係る磁気ヘッドの具体的構造を示す構成図と磁気ヘッドの機
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【図２】本実施形態の磁気ヘッドを備えたスライダの全体構成を示す見取図である。
【図３】本実施形態の磁気ヘッドにおける書き込み及び再生機能部（磁極部）の突出量と
第２の保護膜厚との関係を示す図である。
【図４】本実施形態の磁気ヘッドにおける各構成要素の線膨張係数を含む特性を示す図で
ある。
【図５】磁気ヘッドを備えた磁気ディスク装置の全体構成を示す図である。
【図６】従来技術に関する磁気ヘッドの具体的構造を示す構成図である。
【符号の説明】
１　磁気ヘッド
２　記録媒体
３　モータ
４　ロータリーアクチュエータ
５　回路基板
６　記録再生用回路
７　アーム
８　サスペンション
１０　書き込み機能部
１１　再生機能部
１２　コイル
１４，１５　書き込み用磁極
１６　トラック幅規定用磁極
１７，１８　再生用上部及び下部磁極（シールド）
１９　磁気抵抗効果膜
２０　電極
２４　下地膜
２５　基板（スライダ）
３０　保護膜（第１の保護膜）
３１　第２の保護膜
４１　エアーベアリング面
４２　スライダ
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