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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録再生素子を含むヘッドスライダと、
　磁気記録可能な幅Ｌ１の記録トラックと、前記記録トラックの幅Ｌ１より広い幅Ｌ２を
もつワイドランドトラックと、隣接する記録トラック間に設けられた幅Ｇ１の第１の非記
録部と、前記第１の非記録部の幅Ｇ１よりも広い幅Ｇ２をもつ第２の非記録部とを有する
磁気記録媒体と
を具備し、前記記録トラックの幅Ｌ１は前記記録再生素子の再生裾幅ＢＲＷより狭く、前
記ワイドランドトラックの幅Ｌ２は前記記録再生素子の再生裾幅ＢＲＷより広く、前記第
２の非記録部の幅Ｇ２は前記記録再生素子の再生裾幅ＢＲＷより広く、前記ワイドランド
トラックおよび前記第２の非記録部は前記ヘッドスライダの掃引幅内に設けられている磁
気記録装置。
【請求項２】
　前記第２の非記録部は前記ワイドランドトラックに隣接している請求項１に記載の磁気
記録装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の磁気記録装置の検査方法であって、前記ワイドランドトラックを用い
て、前記ヘッドスライダの浮上高検査、前記記録再生素子の電圧電流検査、および信号劣
化検査から選択される検査を行う磁気記録装置の検査方法。
【請求項４】
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　請求項１に記載の磁気記録装置の検査方法であって、前記第２の非記録部を用いて、非
記録部の磁気特性検査を行う磁気記録装置の検査方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁気記録装置、および磁気記録装置の検査方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　磁気記録媒体の記録密度を向上させるためには、記録トラック間の磁気記録層を除去す
るかまたは変性させて非記録部を形成し、隣接する記録トラック間の記録再生に関する干
渉を抑えたディスクリートトラック媒体を用いるディスクリートトラック型磁気記録装置
が有効である。
【０００３】
　ところで、磁気記録装置においては、ヘッドスライダの浮上高検査、記録再生素子の電
圧電流検査、および信号劣化検査を行う。これらの検査の結果に基づいて、磁気記録装置
のパラメータを調整する。
【０００４】
　従来の磁気記録装置に搭載されている磁気記録媒体は、非記録部をもたない連続膜から
なる磁気記録層を含んでいるので、上記の検査および検査結果に基づくパラメータ調整を
容易に行うことができる。
【０００５】
　しかし、ディスクリートトラック媒体上のディスクリートトラックを用いて、ヘッドス
ライダの浮上高検査、記録再生素子の電圧電流検査、および信号劣化検査を行うことは困
難である。
【０００６】
　これまでに、ディスクリートトラックが形成されているデータ領域に対して外側領域ま
たは内側領域に磁気ヘッドに加わる揚力を調整するための溝を設けたディスクリートトラ
ック媒体が開示されている。
【０００７】
　しかし、このような媒体では、ヘッドスライダの浮上高以外のパラメータの調整は困難
である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－３８４７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、ディスクリートトラック媒体上で、従来の連続膜からなる磁気記録層
を含む磁気記録媒体と同様の検査が可能な磁気記録装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　実施形態によれば、記録再生素子を含むヘッドスライダと、磁気記録可能な幅Ｌ１の記
録トラックと、前記記録トラックの幅Ｌ１より広い幅Ｌ２をもつワイドランドトラックと
、隣接する記録トラック間に設けられた幅Ｇ１の第１の非記録部と、前記第１の非記録部
の幅Ｇ１よりも広い幅Ｇ２をもつ第２の非記録部とを有する磁気記録媒体とを具備し、前
記記録トラックの幅Ｌ１は前記記録再生素子の再生裾幅ＢＲＷより狭く、前記ワイドラン
ドトラックの幅Ｌ２は前記記録再生素子の再生裾幅ＢＲＷより広く、前記第２の非記録部
の幅Ｇ２は前記記録再生素子の再生裾幅ＢＲＷより広く、前記ワイドランドトラックおよ
び前記第２の非記録部は前記ヘッドスライダの掃引幅内に設けられている磁気記録装置が
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提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施形態に係る磁気記録媒体の平面図。
【図２】記録トラックおよびワイドランドトラックの配置の一例を示す平面図。
【図３】サーボ領域およびデータ領域の模式図。
【図４】サーボ領域およびデータ領域における磁性パターンの一例を示す平面図。
【図５】実施形態に係る磁気記録装置のブロック図。
【図６】実施形態に係る第１の磁気記録媒体の平面図。
【図７】再生裾幅ＢＲＷの測定方法を説明する図。
【図８】実施形態に係る第２の磁気記録媒体の平面図。
【図９】実施形態に係る第３の磁気記録媒体の平面図。
【図１０】実施形態に係る第４の磁気記録媒体の平面図。
【図１１】実施形態に係る第５の磁気記録媒体の平面図。
【図１２】実施形態に係るＤＴＲ媒体の製造方法を示す断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照しながら実施形態を説明する。　
　図１に実施形態に係る磁気記録媒体（ＤＴＲ媒体）１の概略的な平面図を示す。図１に
はデータ領域２とサーボ領域３を示している。データ領域２はユーザーデータが記録され
る領域である。後により詳細に説明するように、データ領域２にはパターン化された磁気
記録層からなる記録トラック（ディスクリートトラック）が形成されるとともに、記録ト
ラックの幅Ｌ１より広い幅Ｌ２を有するワイドランドトラック１２が形成されている。図
１では、ワイドランドトラック１２を媒体の中周部のみに形成しているが、複数の領域、
たとえば内周部、中周部および外周部の３つ領域に形成してもよい。媒体面上でのサーボ
領域３の形状は、ヘッドスライダがアクセスする際に描く軌跡に対応する円弧状となって
いる。サーボ領域３の周方向長さは、半径位置が外周側になるほど長くなっている。図１
では１５のサーボ領域３を図示しているが、実際の媒体では１００以上のサーボ領域３が
形成されている。
【００１３】
　図２は、記録トラックおよびワイドランドトラックの配置の一例を示す平面図である。
データ領域２はサーボ領域３によってセクタ分割されている。データ領域２には、周方向
に延びる多数の幅Ｌ１の記録トラック（ディスクリートトラック）１１と幅Ｌ２のワイド
ランドトラック１２が形成されている。記録トラック１１はユーザーデータの磁気記録に
用いられ、ワイドランドトラック１２は媒体の検査に用いられる。径方向に沿って隣接す
る記録トラック１１どうしの間および記録トラック１１とワイドランドトラック１２との
間の領域は非記録部２０となっている。ワイドランドトラック１２の幅Ｌ２は、記録トラ
ック１１の幅Ｌ１よりも広い。
【００１４】
　図３はサーボ領域およびデータ領域の模式図である。図４はサーボ領域およびデータ領
域における磁性パターンの一例を示す平面図である。
【００１５】
　サーボ領域３は、プリアンブル部３１、アドレス部３２、バースト部３３などを含む。
サーボ領域３のプリアンブル部３１、アドレス部３２およびバースト部３３には、サーボ
信号を与える磁性パターンおよび非記録部が形成されている。これらの部分は以下のよう
な機能を有する。
【００１６】
　プリアンブル部３１は、メディアの回転偏心などにより生ずる時間ズレに対し、サーボ
信号再生用クロックを同期させるＰＬＬ処理や、信号再生振幅を適正に保つＡＧＣ処理を
行うために設けられている。プリアンブル部３１では、半径方向に分断されることなく連
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続して放射状に略円弧をなして凸部の記録部が、周方向に繰返して形成されている。
【００１７】
　アドレス部３２は、サーボマークと呼ばれるサーボ信号認識コードや、セクタ情報、シ
リンダ情報などが、プリアンブル部３１の周方向ピッチと同一ピッチで、マンチェスタコ
ードにより形成されている。特に、シリンダ情報は、サーボトラック毎にその情報が変化
するパターンとなるため、シーク動作時のアドレス判読ミスの影響が小さくなるように、
隣接トラックとの変化が最小となるグレイコードに変換してから、マンチェスタコード化
して記録されている。
【００１８】
　バースト部３３は、シリンダアドレスのオントラック状態からのオフトラック量を検出
するためのオフトラック検出用領域で、径方向にパターン位相をずらした４種のマーク（
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄバーストと呼ばれる）が形成されている。各バーストには、周方向に複数
個のマークがプリアンブル部と同一のピッチで配置されている。各バーストの径方向周期
は、アドレスパターンが変化する周期、換言すればサーボトラック周期に比例する。各バ
ーストは、周方向に約１０周期分形成され、径方向にサーボトラック周期の２倍長の周期
で繰返すように形成されている。
【００１９】
　バースト部３３のマーク形状は長方形、または厳密にはヘッドアクセス時のスキュー角
を考慮した平行四辺形になるように設計されるが、スタンパ加工精度や転写形成などの加
工性能によっては多少丸みを帯びた形状になる。なお、マークは非記録部として形成して
もよいし、記録部として形成してもよい。バースト部３３から位置を検出する原理につい
ては詳細を省略するが、各ＡＢＣＤバーストの再生信号の平均振幅値を演算処理してオフ
トラック量を算出する。
【００２０】
　図４に示すように、記録トラック１１およびワイドランドトラック１２のいずれにおい
ても、サーボパターンを用いて記録再生素子の位置決めが行われる。
【００２１】
　実施形態において、記録トラック、ワイドランドトラックおよびサーボパターンを構成
する磁性パターンと非記録部は、磁気記録層の厚みの違いによって区別してもよいし、磁
気記録層の特性変化たとえば結晶状態の違いにより区別してもよい。磁性パターンと非記
録部を磁気記録層の厚みの違いによって区別する場合、凹部の磁気記録層を全て除去して
もよいし、凹部の磁気記録層を一部残してもよい。また、磁性パターン間の凹部に非磁性
材料を埋め込んだ後に表面を平坦化してもよい。
【００２２】
　次に、実施形態に係る磁気記録装置について説明する。図５に実施形態に係る磁気記録
装置のブロック図を示す。この図では磁気記録媒体の上面にのみヘッドスライダを示して
いるが、磁気記録媒体の両面にディスクリートトラックを有する垂直磁気記録層が形成さ
れており、この磁気記録媒体の上下面にダウンヘッド／アップヘッドがそれぞれ設けられ
る。
【００２３】
　ディスクドライブは、ヘッド・ディスクアセンブリ（ＨＤＡ）１００と呼ばれる本体部
と、プリント回路基板（ＰＣＢ）２００とからなる。
【００２４】
　ヘッド・ディスクアセンブリ（ＨＤＡ）１００は、磁気記録媒体（ＤＴＲ媒体）１と、
磁気記録媒体１を回転させるスピンドルモータ１０１と、ピボット１０２を中心に回動す
るアクチュエータアーム１０３と、アクチュエータアーム１０３の先端に取り付けられた
サスペンション１０４と、サスペンション１０４に支持され再生ヘッドおよび記録ヘッド
を含むヘッドスライダ１０５と、アクチュエータアーム１０３を駆動するボイスコイルモ
ータ（ＶＣＭ）１０６と、ヘッドの入出力信号を増幅するヘッドアンプ（図示せず）など
を有する。ヘッドアンプ（ＨＩＣ）はアクチュエータアーム１０３上に設けられ、フレキ
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シブルケーブル（ＦＰＣ）１２０を通してプリント回路基板（ＰＣＢ）２００に接続され
ている。なお、上記のようにヘッドアンプ（ＨＩＣ）をアクチュエータアーム１０３上に
設ければヘッド信号のノイズを有効に低減できるが、ヘッドアンプ（ＨＩＣ）はＨＤＡ本
体に固定してもよい。
【００２５】
　上述したように磁気記録媒体１には両面に垂直磁気記録層が形成され、両面のそれぞれ
において、ヘッドが移動する軌跡に一致するようにサーボ領域が円弧をなして形成されて
いる。磁気記録媒体の仕様は、ドライブに適応した外径および内径、記録再生特性などを
満足する。サーボ領域がなす円弧の半径は、ピボットから磁気ヘッド素子までの距離とし
て与えられる。
【００２６】
　プリント回路基板（ＰＣＢ）２００は、４つの主要なシステムＬＳＩを搭載している。
これらは、ディスクコントローラ（ＨＤＣ）２１０、リード／ライトチャネルＩＣ２２０
、ＭＰＵ２３０およびモータドライバＩＣ２４０である。
【００２７】
　ＭＰＵ２３０はドライブ駆動システムの制御部であり、本実施形態に係るヘッド位置決
め制御システムを実現するＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＰＵおよびロジック処理部を含む。ロジッ
ク処理部はハードウェア回路で構成された演算処理部であり、高速演算処理が行われる。
また、その動作ソフト（ＦＷ）はＲＯＭに保存されており、このＦＷに従ってＭＰＵがド
ライブを制御する。
【００２８】
　ディスクコントローラ（ＨＤＣ）２１０はハードディスク内のインターフェース部であ
り、ディスクドライブとホストシステム（たとえばパーソナルコンピュータ）とのインタ
ーフェースや、ＭＰＵ、リード／ライトチャネルＩＣ、モータドライバＩＣとの情報交換
を行い、ドライブ全体を管理する。
【００２９】
　リード／ライトチャネルＩＣ２２０はリード／ライトに関連するヘッド信号処理部であ
り、ヘッドアンプ（ＨＩＣ）のチャネル切替えやリード／ライトなどの記録再生信号を処
理する回路で構成される。
【００３０】
　モータドライバＩＣ２４０は、ボイスコイルモータ（ＶＣＭ）７７およびスピンドルモ
ータ７２の駆動ドライバ部であり、スピンドルモータ７２を一定回転に駆動制御したり、
ＭＰＵ２３０からのＶＣＭ操作量を電流値としてＶＣＭ７７に与えてヘッド移動機構を駆
動したりする。
【００３１】
　次に、実施形態に係る磁気記録媒体における記録トラック、ワイドランドトラック、お
よび非記録部のパターンについてより詳細に説明する。
【００３２】
　図６に実施形態に係る第１の磁気記録媒体の平面図を示す。図６においては、データ領
域に、周方向に延びる多数の幅Ｌ１の記録トラック１１と幅Ｌ２のワイドランドトラック
１２が形成されており、ワイドランドトラックの幅Ｌ２は記録トラックの幅Ｌ１よりも広
い。記録トラックの幅Ｌ１は記録再生素子の再生裾幅ＢＲＷより狭く、ワイドランドトラ
ックの幅Ｌ２は記録再生素子の再生裾幅ＢＲＷより広い。径方向に沿って隣接する記録ト
ラック１１どうしおよび記録トラック１１とワイドランドトラック１２は、同じ幅の非記
録部２０によって分断されている。上述したように、記録トラック１１はユーザーデータ
の磁気記録に用いられ、ワイドランドトラック１２は媒体の検査に用いられる。
【００３３】
　記録再生素子の再生裾幅ＢＲＷ（bottom read width）とは、クロストラック方向にお
いて、記録再生素子が媒体上の磁気記録信号を検知可能な幅を示す値である。
【００３４】



(6) JP 5023196 B2 2012.9.12

10

20

30

40

50

　図７（ａ）および（ｂ）を参照して、ＢＲＷの測定方法を具体的に説明する。
【００３５】
　（１）記録ヘッドによりワイドランドトラック１２に一定周波数の信号を記録する。
【００３６】
　（２）図７（ａ）に示すように、再生素子５０をクロストラック方向に移動させて、（
１）で記録した信号を読み取り、再生素子５０の中心位置から信号が記録されたワイドラ
ンドトラック１２の再生素子５０側の端部までの距離をオフセットと定義する。図７（ｂ
）に、オフセットに対する信号強度のプロファイルを示す。
【００３７】
　（３）（２）で得られたプロファイルにおいて、再生素子５０により信号が検知され始
めるオフセット距離が、再生素子５０の中心から信号を検知可能なワイドランドトラック
１２の端部までの距離に相当する。この距離を２倍した値がＢＲＷである。
【００３８】
　なお、ＢＲＷの測定方法は上記の方法に限定されない。たとえば再生素子５０の両側で
上記と同等の測定を行い、再生素子５０の両側のオフセット距離を足し合わせてもよい。
また、非常に狭い幅の記録トラックに対する再生素子の信号強度プロファイルを取得し、
プロファイルの両端で信号強度が立ち上がる位置の距離を測定してもよい。
【００３９】
　実施形態に係る磁気記録装置においては、ワイドランドトラック１２上で検査された再
生信号の特性に基づいてパラメータ調整が行われる。ワイドランドトラック１２上で検査
された再生信号の特性は、連続膜からなる磁気記録層を有する媒体上で検査された再生信
号と同等の特性であることが要求される。したがって、ワイドランドトラック１２の幅Ｌ
２は再生素子の再生裾幅ＢＲＷより広いことが望ましい。
【００４０】
　一方、記録トラック１１上では再生信号の検査を行わないので、記録トラック１１の幅
Ｌ１を再生裾幅ＢＲＷより広くする必要がない。逆に、記録トラック１１に記録されたユ
ーザーデータを、感度の高い再生素子の中央部分を用いて読み取ることにより、高い信号
強度で読み取るために、再生素子の再生裾幅ＢＲＷを記録トラック１１の幅Ｌ１より広く
することが望ましい。
【００４１】
　図８に実施形態に係る第２の磁気記録媒体の平面図を示す。図８の磁気記録媒体におい
て図６の磁気記録媒体と異なるのは、隣接する２つの記録トラック１１間の第１の非磁性
部２１（厳密には記録トラック１１の両側の非磁性部のうち狭い方を、第１の非磁性部２
１と定義する）の幅をＧ１としたとき、ワイドランドトラック１２の両側に、第１の非磁
性部２１の幅Ｇ１よりも広い幅Ｇ２をもつ第２の非磁性部２２が設けられている点である
。
【００４２】
　実施形態に係る磁気記録媒体の製造方法には、後述するように磁気記録層上に塗布され
たレジストにスタンパを押し付けて凹凸パターンを転写するインプリント工程が含まれる
。インプリント工程では、非記録部に相当する部分のレジストがスタンパの凸部によって
押し込まれ、押し出されたレジストが当該非記録部に隣接した記録部に相当するスタンパ
凹部に移動する結果、レジストに凹凸パターンが転写される。こうして形成されたレジス
トパターンは磁気記録層を加工する際にマスクとして機能するため、凸部のレジストの厚
さが不十分であると磁気記録層の加工ができなくなる。
【００４３】
　ワイドランドトラックに対応するスタンパの凹部の幅は記録トラックに対応するスタン
パの凹部の幅よりも広いため、ワイドランドトラック上のレジストの凸部の厚さを確保す
るためには、記録トラックの場合よりも多くのレジストを必要とする。すなわち、ワイド
ランドトラックに対応するスタンパの凹部に対して、近傍のスタンパ凸部からより多くの
レジストを供給する必要がある。この目的のために、ワイドランドトラック１２の両側に



(7) JP 5023196 B2 2012.9.12

10

20

30

40

50

、隣接する２つの記録トラック１１間の第１の非磁性部２１の幅Ｇ１よりも広い幅Ｇ２を
もつ第２の非磁性部２２を設けることが好ましい。
【００４４】
　図９に実施形態に係る第３の磁気記録媒体の平面図を示す。図９に示すように、幅Ｇ２
をもつ第２の非磁性部２２を必ずしもワイドランドトラック１２の両側に設ける必要はな
く、ヘッドスライダ１０５の掃引幅内でワイドランドトラック１２の近傍に幅Ｇ２をもつ
第２の非記録部２２を設ければよい。
【００４５】
　ここで、ヘッドスライダの浮上高は、その下の媒体表面の凹凸によって影響を受ける。
具体的には、凹部が凸部と比較して広いほどヘッドスライダの浮上高は下がり、凸部が凹
部と比較して広いほどヘッドスライダの浮上高は上がる。実施形態に係る磁気記録媒体で
は、ワイドランドトラック１２の幅Ｌ２が記録トラック１１の幅Ｌ１と比較して広いため
、ヘッドスライダ１０５の下方にワイドランドトラック１２が位置していると、ヘッドス
ライダ１０５の浮上高が上がる可能性がある。このようなヘッドスライダ１０５の浮上高
の変動を避けるには、ヘッドスライダ１０５の掃引幅内でワイドランドトラック１２の近
傍に幅Ｇ２をもつ第２の非記録部２２を設けることが好ましい。ヘッドスライダ１０５の
掃引幅Ｗとは、図９に示すように、ヘッドスライダ１０５にスキュー角が生じている場合
には、媒体上に投影したヘッドスライダ１０５の径方向の長さをいう。したがって、スキ
ュー角ゼロの位置でヘッドスライダ１０５の掃引幅Ｗが最も小さくなる。実施形態におい
ては、スキュー角ゼロの位置で、ヘッドスライダ１０５の掃引幅内でワイドランドトラッ
ク１２の近傍に幅Ｇ２をもつ第２の非記録部２２が含まれていればよい。
【００４６】
　通常のヘッドスライダは媒体に面したサイズが縦横１ｍｍ×１ｍｍの矩形以下であるこ
とが一般的であるため、ワイドランドトラック１２から媒体の径方向に１ｍｍ以内の範囲
に幅Ｇ２の非記録部２２を設けることが好ましい。
【００４７】
　なお、ワイドランドトラック１２と第２の非記録部２２とでは半径位置が異なるため、
両者が離れてすぎていると片方のみがヘッドスライダ１０５の掃引幅内に入ることが多く
なる。このため、ワイドランドトラック１２と第２の非記録部２２との径方向の距離は短
い方が好ましい。したがって、図８に示したように、ワイドランドトラック１２と第２の
非記録部２２とが互いに隣接していることが好ましい。
【００４８】
　図１０に実施形態に係る第４の磁気記録媒体の平面図を示す。図１０の磁気記録媒体で
は、ワイドランドトラック１２の近傍に設けられた第２の非記録部２２の幅Ｇ２が記録再
生素子の再生裾幅ＢＲＷより広くなっている。
【００４９】
　ＤＴＲ媒体においては、非記録部に磁気記録がなされないという特性が要求されるが、
媒体作製時に生じる加工ばらつきによっては、非記録部が磁気記録可能な状態になること
があり得る。装置出荷時に非記録部の信号検査を行うことにより、不良品の媒体を選別す
ることができる。
【００５０】
　図１０に示したように、第２の非記録部２２の幅Ｇ２が記録再生素子の再生裾幅ＢＲＷ
より広くなっていると、磁気記録ヘッドを第２の非記録部２２にアクセスさせて、隣接す
る磁性パターンからの影響を受けずに、第２の非記録部２２のみの信号を読み取ることが
でき、非記録部の特性を評価することができる。
【００５１】
　図１１に実施形態に係る第５の磁気記録媒体の平面図を示す。図１１の磁気記録媒体で
は、ワイドランドトラック１２の幅Ｌ２と、記録トラック１１の幅Ｌ１および第１の非記
録部の２１幅Ｇ１とが、下記の関係
　　　Ｌ２≧Ｌ１＋２Ｇ１
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を満たしている。
【００５２】
　再生素子により目的とする記録トラック１１で再生することを考えると、隣接する記録
トラック１１からの再生信号の干渉を抑えるために、再生素子の再生裾幅ＢＲＷは記録ト
ラック１１の幅Ｌ１およびその両側の２つの非記録部２１の幅Ｇ１の合計よりも狭いこと
が望まれ、ＢＲＷ＜Ｌ１＋２Ｇ１となる。一方、上述したように、再生素子の再生裾幅Ｂ
ＲＷはワイドランドトラック２２の幅Ｌ２よりも狭いことが望まれ、ＢＲＷ＜Ｌ２となる
。
【００５３】
　実施形態の磁気記録装置においては、ワイドランドトラック１２における検査の結果に
基づいて、ヘッドスライダの浮上高および記録再生素子の電流電圧を調整する。調整前の
記録素子の記録幅ＭＷＷ（magnetic write width）はヘッドスライダの浮上高および記録
再生素子の電流電圧等によって変動する。当該検査において調整時の測定値を正しく把握
するためには、ワイドランドトラック１２の幅Ｌ２をある程度広くすることが必要である
。一方、記録トラック１１では、ワイドランドトラック１２での検査および調整後の最適
値で記録再生を行うので、記録トラック１１および両端の非記録部２１の幅に余裕を取る
必要はない。また、記録密度を上げるためには、媒体上で大部分の面積を占める記録トラ
ック１１を狭いトラックピッチで形成することが望ましい。これらの理由から、ワイドラ
ンドトラック１２の幅Ｌ２は、記録トラック１１の幅ｌ１とその両側の２つの非記録部２
１の幅との和Ｌ１＋２Ｇ１と同じか広いことが好ましい。
【００５４】
　実施形態の磁気記録媒体において、ワイドランドトラックの本数は記録トラックの本数
より少ないことが好ましい。ワイドランドトラックは検査工程に用いられるが、ユーザー
データの磁気記録には用いられないため、ワイドランドトラックの占有面積が大きいほど
記録容量が減少する。また、ワイドランドトラックを用いた検査工程は媒体全面で行う必
要はなく、媒体の中周部、または内周部、中周および外周など、媒体の一部分で実施でき
ればよい。したがって、記録容量を確保するために、ワイドランドトラックの本数は記録
トラックの本数より少ないことが好ましい。
【００５５】
　実施形態の磁気記録媒体において、ワイドランドトラックの内周側および外周側に１つ
以上の記録トラックを有していることが好ましい。実施形態の磁気記録装置は、回転する
磁気記録媒体上で浮上するヘッドスライダを有する。ヘッドスライダの浮上高は媒体表面
の凹凸形状の影響を受ける。特に、ワイドランドトラック近傍では磁性パターン（凸部）
の幅と第２の非記録部（凹部）の幅が、記録トラック（凸部）と第１の非記録部（凹部）
と比較して急激に変化するので、ヘッドスライダの浮上高が影響を受けやすい。この影響
を最小限にするため、ワイドランドトラック近傍の媒体形状は、記録トラックに近いこと
が望ましい。具体的には、ワイドランドトラックの両側に記録トラックが形成されている
ことが好ましい。したがって、図６に示したように、ワイドランドトラック１２の内周側
および外周側に１つ以上の記録トラック１１を有していることが好ましい。
【００５６】
　実施形態の磁気記録装置においては、再生ヘッドと記録ヘッドがヘッドスライダ上でト
ラック方向に距離を置いて並んでいるため、スキュー角に応じて傾いたスライダのトラッ
ク方向に対する角度の分、記録再生時にヘッドの位置調整を必要とする。記録再生ヘッド
のスキュー角ゼロの位置にワイドランドトラックを設けることによってオフセット量を減
らした位置で評価をすることが好ましい。
【００５７】
　実施形態の磁気記録装置においては、図５に示したように、記録再生素子を含むヘッド
スライダ１０５はアクチュエータアーム１０３を介してサスペンション１０４の先端に取
り付けられており、ヘッドの軌跡はボイスコールモータ（ＶＣＭ）１０６によって駆動さ
れるアクチュエータアーム１０３の回転に沿って円弧状になる。このため、記録トラック
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に対する記録再生素子の角度すなわちスキュー角はアクチュエータアーム１０３の位置に
より変動する。
【００５８】
　実施形態の磁気記録装置の検査は、記録再生素子のスキュー角ゼロの位置で実施するこ
とが好ましい。したがって、実施形態の磁気記録媒体において、検査を実施するワイドラ
ンドトラックはスキュー角ゼロの位置に設けることが好ましい。ただし、実施形態の磁気
記録媒体におけるワイドランドトラックは、必ずしもスキュー角ゼロの位置のみに限定し
て設ける必要はなく、内周部から外周部までの種々の領域で検査を行えるように複数の領
域に設けてもよい。
【００５９】
　実施形態の磁気記録装置においては、ワイドランドトラック上で記録再生ヘッドを浮上
させて記録再生を行うことにより、ヘッドスライダの浮上高検査、記録再生素子の電圧電
流検査および信号劣化検査のいずれかの検査を行い、その検査結果に基づいて磁気記録装
置の各種パラメータを調整する。
【００６０】
　図１２（ａ）～（ｇ）を参照しながら、実施形態に係るＤＴＲ媒体の製造方法を説明す
る。
【００６１】
　まず、図１２（ａ）～（ｃ）のようにして、インプリントスタンパを製造する。図１２
（ａ）に示すように、スタンパ用の基板４１上に電子線レジスト４２を塗布する。基板と
してはＳｉ基板またはガラス基板を用いることが好ましい。図１２（ｂ）に示すように、
記録トラック間および記録トラックとワイドランドトラックとの間の非記録部に対応する
パターンを電子線描画し、現像処理を行うことにより、レジスト４２の表面に凹凸パター
ンを形成する。図１２（ｃ）に示すように、基板４１上の電子線レジスト４２上にＮｉ電
鋳層を形成し、これを剥離することによって凹凸パターンを有するスタンパ４３を得る。
スタンパ４３表面に転写された凹凸パターンは、レジスト４２の凹凸パターンが反転した
形態になっている。なお、スタンパの材料としてはＮｉが好ましいが、これに限定されな
い。
【００６２】
　次に、図１２（ｄ）～（ｇ）のようにして、インプリント法を用いてＤＴＲ媒体を製造
する。スタンパ４３表面の凹部は磁性パターン（記録トラックまたはワイドランドトラッ
ク）、凸部は非記録部に対応する。スタンパ上において、ワイドランドトラックに相当す
る部分は記録トラックより幅の広い凹部、ワイドランドトラックの近傍に設けられる第２
の非記録部に相当する部分は記録トラック間の第１の非記録部より幅の広い凸部である。
【００６３】
　図１２（ｄ）に示すように、媒体基板５１上に磁気記録層５２を成膜する。磁気記録層
５２上にインプリント用のレジスト５３を塗布する。図１２（ｅ）に示すように、媒体基
板５１表面のレジスト５３にスタンパ４３を対向させ、スタンパ４３と媒体基板５１との
間に圧力をかけて押し付け、スタンパ４３表面の凹凸パターンをレジスト５３に転写した
後、スタンパ４３を剥離する。
【００６４】
　インプリントの際、ワイドランドトラックと幅の広い第２の非記録部との距離が１ｍｍ
以上であると、第２の非記録部に対応するスタンパ上の幅の広い凸部によって周囲に押し
のけられたレジストが、ワイドランドトラックに対応するスタンパ上の幅の広い凹部まで
到達しなくなる。この結果、ワイドランドトラックに対応するレジストの凸部は十分な高
さにならないおそれがある。この場合、後工程でレジスト凹部の磁気記録層をエッチング
する際に、ワイドランドトラック表面の磁気記録層もエッチングされることがある。
【００６５】
　これに対して、ワイドランドトラックと幅の広い第２の非記録部の距離が１ｍｍ以内で
あれば、ワイドランドトラックに対応するレジストの凸部で十分な高さになる。この場合



(10) JP 5023196 B2 2012.9.12

10

20

30

40

50

、
後工程でレジスト凹部の磁気記録層をエッチングする際に、ワイドランドトラック表面の
磁気記録層がエッチングされることはない。
【００６６】
　図１２（ｆ）に示すように、凹凸パターンが転写されたレジスト５３をマスクとして、
磁気記録層５２をエッチングして非記録部に対応する凹部を形成する。図１２（ｇ）に示
すように、凹部を非磁性体で埋め込み、表面を平坦化することにより、非記録部５４を形
成する。なお、媒体表面を完全に平坦化する必要はなく、媒体表面に凹凸が残っていても
よい。その後、全面にカーボン保護膜５５を成膜する。さらにカーボン保護膜５５上に潤
滑剤を塗布してＤＴＲ媒体を製造する。
【実施例】
【００６７】
　以下、実施例における磁気記録装置の検査方法および調整方法について説明する。
【００６８】
　［ヘッド浮上高の調整］
　記録再生素子をワイドランドトラック上に位置決めし、記録波長λ1［ｎｍ］で無変調
の連続矩形波を記録した。ヘッドの最大浮上高がＨ0［ｎｍ］となるように、浮上高調整
量をＤ0に設定して、位置決め誤差量ＰＥ0を取得した。最大浮上高Ｈ0よりも少しずつ低
くなるようにヘッドの浮上高調整量を逐次設定しながら、位置決め誤差量ＰＥを取得し、
ＰＥ＞ＰＥ0となった最初の浮上高調整量を、浮上高Ｈ1＝０［ｎｍ］に相当する浮上高調
整量Ｄ1とした。先に記録した無変調の連続矩形波を再生し、再生信号を逐次Ａ／Ｄ変換
し、高速フーリエ変換によって再生信号中の記録波長λ1［ｎｍ］の信号成分（基本波成
分）の振幅Ｖ1と、再生信号中のλ3＝λ1÷３［ｎｍ］の信号成分（第３次高調波成分）
の振幅Ｖ3を算出し、振幅比Ｒ0＝Ｖ1／Ｖ3を取得した。ヘッド浮上高が最小浮上高Ｈ1よ
りも少しずつ高くなるように、浮上高調整量Ｄを逐次設定しながら、同様に振幅比Ｒを取
得した。また、次式により、振幅比がＲであるときの浮上高さＨ［ｎｍ］を逐次推定した
。
【００６９】
　　Ｈ＝Ｋ（３・λ3）ｌｏｇ（Ｒ／Ｒ0）／４π　　　（１）
　（１）式において、Ｒは取得した振幅比、Ｒ0は最小浮上高Ｈ0における振幅比、ｌｏｇ
は自然対数を示す。Ｋは測定補正係数を表し、個々の媒体の凹凸パターンの設計に依存す
る。
【００７０】
　ここで、従来のＤＴＲ媒体に組み込んだ磁気記録装置では、記録トラックの凹凸パター
ンの設計に応じて補正係数Ｋが変化したため、凹凸パターンの設計変更毎に補正係数Ｋを
算定する必要があった。このため、ヘッド浮上高の調整に長時間を要した。
【００７１】
　これに対して、実施形態に係るワイドランドトラックを有するＤＴＲ媒体を組み込んだ
磁気記録装置では、凹凸パターンの設計に依らずワイドランドトラックの補正係数Ｋを一
意に決定できた。このため、ヘッド浮上高を調整している間に補正係数Ｋを導出する必要
がなく、ヘッド浮上高の調整時間を短縮できた。
【００７２】
　逐次推定した浮上高Ｈ［ｎｍ］と目標浮上高Ｈ1［ｎｍ］とを比較して、Ｈ≧Ｈ1［ｎｍ
］となった時点での浮上高調整量Ｄ1を取得し、これに基づいてヘッド浮上高を調整する
ことができた。
【００７３】
　［再生素子のバイアス電圧調整］
　記録再生素子をワイドランドトラック上に位置決めし、線記録密度ＬＤ［Ｍｂｉｔ／ｍ
ｍ2］で変調信号を記録した。再生素子のバイアス電圧をＶＢ0［ｍＶ］からＶＢ2［ｍＶ
］（ＶＢ0＜ＶＢ2）まで変化させながら、先に記録した信号を再生・復調し、誤り率ＥＲ
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を算出した。得られた誤り率のうち最低値ＥＲ1に対応するＶＢ1を再生素子のバイアス電
圧とした。このようにして、誤り率が最も低くなる、最適な再生素子バイアス電圧を決定
できた。
【００７４】
　［記録素子の電流調整］
　記録再生素子をワイドランドトラックでない記録トラック上に位置決めし、記録電流を
Ｉｗ0［ｍＡ］からＩｗ2［ｍＡ］（Ｉｗ0＜Ｉｗ2）まで変化させ、線記録密度ＬＤ［Ｍｂ
ｉｔ／ｍｍ2］で変調信号を記録した。それぞれの記録電流で記録した信号を再生・復調
し、誤り率ＥＲを算出した。得られた誤り率のうち最低値ＥＲ1を求めたところ、磁気記
録装置の記録再生性能として許容される誤り率ＥＲtと比較してＥＲ1＞ＥＲtであったた
め、当該ヘッドと媒体の組み合わせでは記録再生性能が不足することがわかった。
【００７５】
　ここで、従来のＤＴＲ媒体に組み込んだ磁気記録装置では、記録再生性能が不足する原
因が、記録再生素子の設計もしくは品質に依存するのか、または媒体の設計もしくは品質
に起因するのか、特定することが不可能であった。
【００７６】
　実施形態に係るワイドランドトラックを有するＤＴＲ媒体を組み込んだ磁気記録装置で
、記録再生素子をワイドランドトラック上に位置決めして、上記と同様な検査を行ったと
ころＥＲ1＜ＥＲtとなり、磁気記録装置の所望の記録再生性能を満足した。この検査の結
果から、媒体の設計または品質に問題があることが明確になり、記録再生性能を満足する
ためには媒体の設計または品質を向上させればよいことが判断できた。
【００７７】
　［信号劣化検査］
　記録再生素子をワイドランドトラックでない記録トラック上に位置決めし、線記録密度
ＬＤ［Ｍｂｉｔ／ｍｍ2］で変調信号を記録した。記録後間もない経過時刻ｔ0において、
先に記録した信号を再生・復調し、誤り率ＥＲ0を算出した。経過時刻ｔ0からｔ1（ｔ0＜
ｔ1）の間、一定時間間隔で先に記録した信号を再生・復調し、誤り率ＥＲを逐次算出し
た。記録品質の劣化速度を推定するために、ｔ0からｔ1の間の単位時間当たりの誤り率の
増大速度ΔＥＲ／ｔを、逐次算出した誤り率ＥＲの結果から近似により導出した。導出し
た誤り率の増大速度を所望の製品寿命ｔ2まで外挿して、誤り率ＥＲ0＋（ΔＥＲ／ｔ×ｔ

2）を算出した。この誤り率を、磁気記録装置の記録保持性能を保証するために許容され
る誤り率ＥＲＴと比較したときに、ＥＲ０＋（ΔＥＲ／ｔ×ｔ２）＞ＥＲＴとなり、当該
ヘッドと媒体の組み合わせでは磁気記録装置の記録保持性能が不足することがわかった。
【００７８】
　ここで、従来のＤＴＲ媒体に組み込んだ磁気記録装置では、記録保持性能が不足する原
因が、記録再生素子の設計もしくは品質に依存するのか、または媒体の設計もしくは品質
に起因するのか、特定することが不可能であった。
【００７９】
　実施形態に係るワイドランドトラックを有するＤＴＲ媒体を組み込んだ磁気記録装置で
、記録再生素子をワイドランドトラック上に位置決めして、上記と同様な検査を行ったと
ころＥＲ1＜ＥＲＴとなり、磁気記録装置の所望の記録保持性能を満足した。この検査の
結果から、媒体の設計または品質に問題があることが明確となり、記録保持性能を満足す
るためには媒体の設計または品質を向上させればよいことが判断できた。
【００８０】
　［非記録部の検査］
　記録媒体ＡまたはＢを組み込んだ磁気記録装置ＡまたはＢにおいて、記録再生素子をワ
イドランドトラック上、およびワイドランドトラックの両側にあるＢＲＷより広い幅Ｇ２
を有する第２の非記録部上に位置決めし、それぞれ、一定周波数の信号を記録した後に再
生して信号強度を測定した。ワイドランドトラックでの信号強度に対する非記録部での信
号強度の比が、装置Ａでは０．０％、装置Ｂでは３０％となった。
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【００８１】
　次に、記録トラックにおいて複数回隣接記録テストを行った。その結果、装置Ａは合格
、装置Ｂは不合格であった。記録媒体Ａ、Ｂの構造を分析したところ、記録媒体Ａでは凹
部の磁気記録層が完全に除去されていたのに対し、記録媒体Ｂでは凹部に磁気記録層が残
っていることが確認された。
【００８２】
　上記の複数回隣接記録テストの実施には約１時間を要する。これに対して、ワイドラン
ドトラックの両側にあるＢＲＷより広い幅Ｇ２を有する第２の非記録部上に位置決めして
行う非記録部の検査は約１分で完了する。したがって、非記録部の検査に基づく評価を事
前に行って不良品を排除することにより、複数回隣接記録テストでの合格率を上昇させる
ことができ、検査時間を短縮できた。
【００８３】
　［ＤＴＲ媒体の製造例］
　製造したＤＴＲ媒体は１．８インチ径である。磁性パターンと非記録部が形成された表
面の凹凸は１０ｎｍであった。幅５０μｍのワイドランドトラックを形成した。第２の非
記録部の設計を変えて、以下の３種のＤＴＲ媒体を製造した。
【００８４】
　（１）幅Ｇ２の第２の非記録部を設けていないＤＴＲ媒体。（２）ワイドランドトラッ
クから１ｍｍ離れた位置に幅Ｇ２が２５μｍである第２の非記録部を設けたＤＴＲ媒体。
（３）幅５０μｍのワイドランドトラックの両側に幅Ｇ２が２５μｍである第２の非記録
部を設けたＤＴＲ媒体。
【００８５】
　１ｍｍ×１ｍｍのヘッドスライダを用い、媒体表面から１０ｎｍの浮上高で記録再生を
行った。（１）のＤＴＲ媒体では、ワイドランドトラックを含む領域にヘッドスライダが
アクセスしたときに、浮上高が０．０５ｎｍ上がり、信号強度が低下した。（２）のＤＴ
Ｒ媒体では、ワイドランドトラックおよび１ｍｍ離れた第２の非磁性部を含む領域にヘッ
ドスライダがアクセスしたときには、浮上高さは変わらなかった。（３）のＤＴＲ媒体で
は、ワイドランドトラックおよび両側の第２の非磁性部を含む領域にヘッドスライダがア
クセスしたときに、ほとんどの領域で浮上高の変化はなかった。
【００８６】
　さらに、別のＤＴＲ媒体を製造した。製造したＤＴＲ媒体は１．８インチ径である。記
録トラックのトラックピッチを３２５ｋＴＰＩ（７８ｎｍ）、記録トラックの幅Ｌ１を５
２ｎｍ、記録トラック間の第１の非記録部の幅Ｇ１を２６ｎｍとした。ワイドランドトラ
ックの幅Ｌ２を３００ｎｍとし、ワイドランドトラックの両側に設けた第２の非記録部の
幅Ｇ２を１５０ｎｍとした。再生素子の再生裾幅ＢＲＷは１２０ｎｍであった。記録領域
を媒体中心から９ｍｍの内周から媒体中心から２３ｍｍの外周まで形成した。ワイドラン
ドトラックは半径位置１０ｍｍ、１７ｍｍ、２１ｍｍの領域に３本ずつ記録トラック１０
０本の間隔で形成した。
【００８７】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００８８】
　１…磁気記録媒体（ＤＴＲ媒体）、２…データ領域、３…サーボ領域、１１…記録トラ
ック、１２…ワイドランドトラック、２０…非記録部、２１…第１の非記録部、２２…第
２の非記録部、３１…プリアンブル部、３２…アドレス部、３３…バースト部、４１…ス
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タンパ用の基板、４２…電子線レジスト、４３…スタンパ、５０…再生素子、５１…媒体
基板、５２…磁気記録層、５３…レジスト、５４…非記録部、５５…カーボン保護膜、１
００…ヘッド・ディスクアセンブリ（ＨＤＡ）、１０１…スピンドルモータ、１０２…ピ
ボット、１０３…アクチュエータアーム、１０４…サスペンション、１０５…ヘッドスラ
イダ、１０６…ボイスコイルモータ（ＶＣＭ）、１２０…フレキシブルケーブル（ＦＰＣ
）、２００…プリント回路基板（ＰＣＢ）、２１０…ディスクコントローラ（ＨＤＣ）、
２２０…リード／ライトチャネルＩＣ、２３０…ＭＰＵ、２４０…モータドライバＩＣ。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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