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(54)【発明の名称】磁気記録媒体の評価装置及び方法並びにコンピュータによって実行されるプログラム
(57)【要約】
【課題】

磁気記録媒体の比較的高い密度の記録領域に

おいて適切に評価を行なう。
【解決手段】

２値化部１は、磁気記録媒体のMFM観察

像をしきい値を用いて２値化し、正又は負の磁極領域を
抽出する。細線化部２は、磁極領域の細線化を行なう。
変換部３は、細線化された磁極領域に対してハフ変換を
行なう。特性取得部４は、磁極分布の方向性についての
定量的な解析を行なう。評価部５は、磁気記録媒体の高
密度領域におけるPEの評価を行なう。
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【特許請求の範囲】

ム。

【請求項１】

【発明の詳細な説明】

磁気記録媒体の観察像の磁極領域を抽出

する手段と、

【０００１】

その磁性領域の磁化状態を解析する手段と、

【発明の属する技術分野】本発明は、磁気記録媒体（以

その磁化状態に基づいて、前記磁気記録媒体の比較的高

下、「媒体」という。）の観察像を用いて媒体の記録密

い密度の領域のPE生成確率の評価を行なう手段とを具え

度を評価する磁気記録媒体の評価装置及び方法並びにコ

ることを特徴とする磁気記録媒体の評価装置。

ンピュータによって実行されるプログラムに関するもの

【請求項２】

である。

前記磁極領域を抽出する手段が、

前記観察像を２値化して、正又は負の磁極領域を抽出す
る手段と、

【０００２】
10

【従来の技術】従来、媒体の記録密度を評価するに当た

その正又は負の磁極領域の細線化を行なう手段とを有す

り、例えば、武隈育子、安井、雅彦、奥村善信、秋田

ることを特徴とする請求項１記載の磁気記録媒体の評価

憲、末岡和久、長谷山美紀及び武笠幸一による日本応用

装置。

磁気学会誌,22,No.9,1251(1998)で提案されているよう

【請求項３】

前記磁化状態を解析する手段が、

に、ビット領域に与える磁化の揺らぎの度合いを評価す

前記磁極領域の磁極分布の方向性を解析する手段を有す

るパラメータL/Wの値を用いている。

ることを特徴とする請求項１又は２記載の磁気記録媒体

【０００３】

の評価装置。

【発明が解決しようとする課題】このようなパラメータ

【請求項４】

磁気記録媒体の観察像の磁極領域を抽出

L/Wを用いた評価は、比較的低い密度の磁化領域におい

するステップと、
その磁性領域の磁化状態を解析するステップと、

ては適切ではあるものの、比較的高い密度の磁化領域で
20

は、トランジション領域における磁化状態の揺らぎとPE

その磁化状態に基づいて、前記磁気記録媒体の比較的高

(Partial Erasure)などの非線形現象の双方が反映され

い密度の領域のPE生成確率の評価を行なうステップとを

るため、値の判断が困難になる。

具えることを特徴とする磁気記録媒体の評価方法。

【０００４】本発明の目的は、比較的高い密度の記録領

【請求項５】

域において適切に評価を行なうことができる磁気記録媒

前記磁極領域を抽出するステップが、

前記観察像を２値化して、正又は負の磁極領域を抽出す

体の評価装置及び方法並びにコンピュータによって実行

るステップと、

されるプログラムを提供することである。

その正又は負の磁極領域の細線化を行なうステップとを

【０００５】

有することを特徴とする請求項４記載の磁気記録媒体の

【課題を解決するための手段】本発明による磁気記録媒

評価方法。

体の評価装置は、磁気記録媒体の観察像の磁極領域を抽

【請求項６】

前記磁化状態を解析するステップが、

30

出する手段と、その磁性領域の磁化状態を解析する手段

前記磁極領域の磁極分布の方向性を解析するステップを

と、その磁化状態に基づいて、前記磁気記録媒体の比較

有することを特徴とする請求項４又は５記載の磁気記録

的高い密度の領域のPE生成確率の評価を行なう手段とを

媒体の評価方法。

具えることを特徴とする。

【請求項７】

【０００６】高密度領域においては、隣接トランジショ

磁気記録媒体の観察像の磁極領域を抽出

するステップと、

ン間の相互作用が生じ、孤立トランジションの線形重ね

その磁性領域の磁化状態を解析するステップと、

合わせでは説明することができない非線形現象が起こ

その磁化状態に基づいて、前記磁気記録媒体の比較的高

る。その非線形現象の一つであるPEは、高密度領域にお

い密度の領域のPE生成確率の評価を行なうステップとを

ける媒体ノイズと密接な関係がある。本発明によれば、

具えることを特徴とするコンピュータによって実行され
る磁気記録媒体の評価プログラム。
【請求項８】

磁気記録媒体の比較的高い密度の領域のPE生成確率の評
40

前記磁極領域を抽出するステップが、

価を行なうので、高密度領域における媒体ノイズと密接
な関係を知ることができ、その結果、比較的高い密度の

前記観察像を２値化して、正又は負の磁極領域を抽出す

記録領域において適切に評価を行なうことができる。

るステップと、

【０００７】なお、本明細書中、高密度領域とは、非線

その正又は負の磁極領域の細線化を行なうステップとを

形現象が生じている記録密度の領域を意味し、低密度領

有することを特徴とする請求項７記載のコンピュータに

域とは、非線形減少が生じていない記録密度の領域を意

よって実行される磁気記録媒体の評価プログラム。

味する。

【請求項９】

【０００８】前記磁極領域を抽出する手段は、例えば、

前記磁化状態を解析するステップが、

前記磁極領域の磁極分布の方向性を解析するステップを

前記観察像を２値化して、正又は負の磁極領域を抽出す

有することを特徴とする請求項７又は８記載のコンピュ

る手段と、その正又は負の磁極領域の細線化を行なう手

ータによって実行される磁気記録媒体の評価プログラ

50

段とを有する。
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【０００９】前記磁化状態を解析する手段は、例えば、

が入力される２値化部１と、その出力が入力される細線

前記磁極領域の磁極分布の方向性を解析する手段を有す

化部２と、その出力が入力される変換部３と、その出力

る。

が入力される特性取得部４と、その出力が入力される評

【００１０】本発明による磁気記録媒体の評価方法は、

価部５とを具える。評価部５は、その結果の信号Ｓ２を

磁気記録媒体の観察像の磁極領域を抽出するステップ

出力する。評価装置の動作は、図示しないメモリに格納

と、その磁性領域の磁化状態を解析するステップと、そ

されたプログラムを図示しないCPUが実行することによ

の磁化状態に基づいて、前記磁気記録媒体の比較的高い

って行われる。

密度の領域のPE生成確率の評価を行なうステップとを具

【００２０】トランジションノイズは、媒体の記録密度

えることを特徴とする。
【００１１】本発明によれば、比較的高い密度の記録領

を制限する大きな要因となっている。したがって、媒体
10

の高密度化のためには、トランジションノイズの原因と

域において適切に評価を行なうことができる。

なる現象を把握し、記録再生特性との関係を明らかにす

【００１２】前記磁極領域を抽出するステップは、例え

る必要がある。

ば、前記観察像を２値化して、正又は負の磁極領域を抽

【００２１】トランジション領域における記録磁化状態

出するステップと、その正又は負の磁極領域の細線化を

は、ＤＣ消去状態における媒体の磁気クラスタ構造に依

行なうステップとを有する。

存すると考えられており、ＤＣ消去状態では、媒体の局

【００１３】前記磁化状態を解析するステップは、例え

所的な磁化の揺動を反映した磁化リップルと呼ばれる構

ば、前記磁極領域の磁極分布の方向性を解析するステッ

造をとることが知られている。

プを有する。

【００２２】従来、主に磁化の揺動の波長を反映するク

【００１４】本発明によるコンピュータによって実行さ

ラスタサイズに着目した解析が行われてきたが、磁化リ

れる磁気記録媒体の評価プログラムは、磁気記録媒体の

20

ップルのブランチに着目した磁気クラスタ構造の解析は

観察像の磁極領域を抽出するステップと、その磁性領域

ほとんど行われておらず、その特性についてもほとんど

の磁化状態を解析するステップと、その磁化状態に基づ

知られていない。

いて、前記磁気記録媒体の比較的高い密度の領域のPE生

【００２３】磁化リップルのブランチは、磁気クラスタ

成確率の評価を行なうステップとを具えることを特徴と

の境界部分に存在する磁極領域に相当し、媒体の磁化方

する。

向の分布やクラスタ形状の特徴が反映される。したがっ

【００１５】本発明によれば、比較的高い密度の記録領

て、これらの特徴に着目してトランジション領域の磁化

域における適切な評価をコンピュータによって実行する

状態の関係を調べると、トランジションノイズの生成メ

ことができる。

カニズムを解明するための新たな知見が得られる可能性

【００１６】前記磁極領域を抽出するステップが、前記

がある。

観察像を２値化して、正又は負の磁極領域を抽出するス

30

【００２４】本実施の形態では、媒体のMFM(Magnetic F

テップと、その正又は負の磁極領域の細線化を行なうス

orce Microscopy)観察像を使用し、磁化リップルのブラ

テップとを有することを特徴とする請求項７記載のコン

ンチに相当する磁極領域の分布に着目した特徴解析を行

ピュータによって実行される磁気記録媒体の評価プログ

う。また、得られた結果から、DC消去状態における磁気

ラム。

クラスタ構造と、トランジション領域における磁化状態

【００１７】前記磁化状態を解析するステップが、前記

や記録再生特性との関係を調べる。

磁極領域の磁極分布の方向性を解析するステップを有す

【００２５】そのような関係を調べた結果、後に説明す

ることを特徴とする請求項７又は８記載のコンピュータ

るように、DC消去状態において磁化の局所的な分散が大

によって実行される磁気記録媒体の評価プログラム。

きく、かつ、磁極分布に特定の方向依存性が強く現れる

【００１８】
【発明の実施の形態】本発明による磁気記録媒体の評価

媒体においてトランジション領域の磁化状態の揺らぎや
40

PE(Partial Erasure)生成確率が大きくなることが明ら

装置及び方法並びにコンピュータによって実行されるプ

かになった。また、PE生成確率が大きくなるに従って規

ログラムの実施の形態を、図面を参照して詳細に説明す

格化媒体ノイズも大きくなることが確認される。

る。図１は、本発明による磁気記録媒体の評価装置のブ

【００２６】磁化状態の解析に用いる媒体の特性を以下

ロック図である。

の表に示す。

【００１９】この評価装置は、媒体の観察像の信号Ｓ１

【表１】

( 4 )

特開２００３−６８４７

5

6

Medium A, Medium B及びMedium Cは全てテクスチャのな

【００３２】ここで、ハフ変換の一例を、図２を用いて

いCoCrPtTa/CrMo媒体である。記録ヘッドの書込みギャ

説明する。図２（ａ）のx‑y空間上の画素(xi ,yi )(i=1,

ップ長を0.3μmとし、書込みトラック幅を1.5μmとし、
浮上量を約50nmとする。なお、本実施の形態では、Medi

2,3)をそれぞれ、以下の式に従って変換すると曲線C
10

(xi ,yi )(i=1,2,3)が得られる（図２（ｂ））。

um A, Medium B及びMedium Cにおいて、150kFCI以下の

【数１】ρ=xi cosθ+yi sinθ(i=1,...,N)

記録密度領域が低密度領域に対応し、250kFCI以上の記

ここで、Nは、細線化によって検出された画素数を示

録密度領域が低密度領域に対応する。

す。x‑y空間上において(xi ,yi )(i=1,2,3)は直線K上に並

【００２７】媒体の観察のためにMFM(Digital Instrume

んでいるので、変換されたθ‑ρ空間の曲線C(xi ,yi )(i=

nt社製:Nano Scope III)を使用し、測定を、Tapping Mo

1,2,3)は1点P(θK ,ρK )で交差している。このP(θK ,

de,リフトバイト15nmを用いて行った。探針としては、A

ρK )を数１に代入すると、対応するx‑y空間上の直線Kが

FM専用Si探針上にCoCr系磁性膜を蒸着したものを使用

得られる。

し、測定に先立ち試料に対して垂直方向に蒸着した。ま

【００３３】分布の方向性の解析の具体的な手順は以下

た、共振周波数を約80kHzとした。表１には、文献M.Tak

のとおりである。

ahashi, A.Kikuchi, H.Hata and H.Shoji: IEEE Trans.

20

Magn., 34, 1573(1998)に記載された手法を用いて求め

1.細線化により抽出された画素のx‑y座標(xi ,yi )に対
し、数１に従ってθ‑ρ空間上に曲線を描く。

たDC消去状態におけるクラスタサイズの値も示す。

2.N個の(xi ,yi )に対して1の手順を繰り返す。

【００２８】本実施の形態では、磁化方向の分布などの

3.最終的に得られるθ‑ρ空間において、比較的多数の

媒体の２次元クラスタ構造の特徴が反映されるブランチ

曲線が交差している(θ,ρ)から、対応するx‑y空間にお

の方向性に着目した解析を試みる。このような解析を行

ける主要な直線成分を検出する。

うためには、磁化リップルのブランチに相当する磁性領

【００３４】本実施の形態において、DC消去領域として

域を抽出し、その分布を解析すればよい。なお、磁性領

10kFCIで記録したビット領域を解析の対象とする。実際

域は、磁気クラスタの境界部分に存在する。具体的に

に負の磁極領域に対して細線化を行なった例を図３に示

は、以下説明する磁性領域を抽出する手順及び分布の方

す。なお、図３（ａ），（ｃ），（ｅ）はそれぞれ、DC

向性を解析する手順により解析を行う。

30

消去状態におけるMedium A,Medium B及びMedium CのMFM

【００２９】先ず、磁性領域の抽出について説明する。

イメージを示し、図３（ｂ），（ｄ），（ｆ）はそれぞ

２値化部１は、MFM観察像を、しきい値thを用いて２値

れ、図３（ａ），（ｃ），（ｅ）に対する細線化の結果

化し、正又は負の磁極存在領域を抽出する。本実施の形

を示す。

態では、最適なしきい値を決定するために、予めGA(gen

【００３５】Medium Aの場合、図３（ｂ）に示すよう

etic algorithm)による手法を用いて磁極領域を抽出

に、Medium B及びMedium Cに比べてクラスタサイズが大

し、その領域の平均画素値によってしきい値を決定す

きいことを反映し、長い線成分が確認できる。但し、検

る。

出されている線成分の長さは、クラスタ境界に存在する

【００３０】その後、線形化部２において、磁性領域の

磁極存在領域の長さを表しており、上記文献M.Takahash

方向性の特徴を抽出しやすくするために領域の細線化を
行う。細線化は、芯線化とも呼ばれ、線図形の認識のた

i, A.Kikuchi, H.Hata and H.Shoji: IEEE Trans. Mag
40

n., 34, 1573(1998)の手法を用いて求めたクラスタサイ

めに用いられる一般的な手法である。

ズの値（表１）との相関があると考えられるが、厳密に

【００３１】次に、分布の方向性の解析について説明す

は異なる量である。

る。変換部３は、磁極分布の方向性について定量的な解

【００３６】特性取得部４は、細線化された複数の領域

析を行うために、細線化された領域に対してハフ変換を

（画像）に対してハフ変換を行なった後に抽出された線

行なう。ハフ変換では、細線化によって認識された線要

成分の傾きθの分布（ヒストグラム）を求める。それぞ

素から主要な直線成分を検出することができ、線状に分

れの媒体について得られた結果を図４に示す。図４

布する傾向の度合いや、分布の方向性を定量的に評価す

（ａ），（ｂ），（ｃ）はそれぞれMedium A, Medium B

ることができる。また、ハフ変換は、直線などのパラメ

及びMedium Cに対するθの分布を示し、θとトラック方

トリックな図形のパターン抽出法として最も有力な手法

向との間の関係も同時に示す。

である。
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【００３７】図４（ａ）及び４（ｂ）に示すように、Me
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dium A及びMedium Bでは、トラック方向に対してほぼ対

図５に示す。なお、図５（ａ）は、250kFCIにおけるMed

称な方向に強いピークが出現しており、クラスタ境界部

iumAのMFMイメージを示し、図５（ｂ）は、図５（ａ）

に存在する磁極領域の分布に特定の方向依存性が見られ

に対する細線化の結果を示す。

る。一方、図４（ｃ）に示すように、Medium Cのヒスト

【００４５】図５（ｂ）の円で囲んだ部分に示すよう

グラムは、Medium A及びMedium Bに比べて偏平な形をし

に、記録されたトランジションの線成分の他にPEが起こ

ていることが確認できる。

っている領域で線成分が検出される。本実施の形態で

【００３８】従来、トラック方向に対して垂直な方向に

は、この線成分の出現する頻度を用いてPE生成確率の評

ブランチが分布する縦波モードのリップル構造が観察さ

価を行なう。

れているが、いずれの媒体においてもトラック方向（磁
化方向:θ=π/2）に平行なθ成分が比較的多く検出され

【００４６】Medium A, Medium B及びMedium CのMFM観
10

察像を用いてそれぞれ求めたパラメータL/W(150kFCI),P

ており、縦波モードのリップル構造と異なる傾向を示し

E生成確率(250kFCI)の値を図６に示す。図６において、

ている。この点についての詳細な説明を後に行なう。

250kFCIにおける規格化媒体ノイズの値もプロットし

【００３９】次に、表１に示した媒体と同一媒体につい

た。PE生成確率が大きい媒体では、規格化媒体ノイズも

て、150kFCI及び250kFCIの二つの記録密度におけるトラ

大きな値を示していることがわかる。

ンジション領域の磁化状態の解析を行なうとともに、そ

【００４７】また、図６から、比較的低い記録密度(150

れぞれの記録密度における評価方法について説明する。

kFCI)において遷移領域の揺らぎが大きい(L/Wの値が小

【００４０】低密度領域における磁化状態の揺らぎの解

さい)媒体では、高密度記録(250kFCI)を行なった際のPE

析によれば、150kFCLにおいて比較的低密度な記録を行

生成確率や媒体ノイズの値が大きくなる傾向が確認でき

なった際における遷移領域の磁化の揺らぎを評価する。

る。

評価には、ビット領域に与える磁化の揺らぎの度合いを

20

【００４８】ここで、磁極分布の傾向と媒体の磁気クラ

評価するパラメータL/Wの値を用いる。但し、パラメー

スタ構造の関係について説明する。これまで知られてい

タL/Wの値が小さいほどトランジション領域における磁

るDC消去状態におけるリップル構造は、図７（ａ）に示

化状態の揺らぎが大きいことに対応する。なお、パラメ

すような縦波モードと呼ばれる構造である。このような

ータL/Wについては、例えば、武隈育子、安井、雅彦、

構造をとる場合、図７（ｂ）に示すように、媒体におけ

奥村善信、秋田憲、末岡和久、長谷山美紀及び武笠幸一

る磁極はトラック方向（平均の磁化方向）に対し垂直に

による日本応用磁気学会誌,22,No.9,1251(1998)で詳細

沿った分布を示す。

に説明されている。

【００４９】しかしながら、解析の対象とした媒体の磁

【００４１】高密度領域におけるPEの解析によれば、高

極分布は、図４に示すように、いずれもトラック方向に

密度領域において隣接トランジション間の相互作用が生

沿った方向(θ=π/2)の分布が顕著であり、縦波モード

じ、孤立トランジションの線形重ね合わせでは説明する

30

のリップル構造を反映した方向の分布(θ=0,2π)はほと

ことができない非線形現象が生じる。その非線形現象の

んど確認できない。

一つであるPEは、高密度領域における媒体ノイズと密接

【００５０】解析に用いた媒体が平坦(Rm a x 値=5‑10nm)

な関係がある。

であるため、表面磁極の存在が無視できると仮定した場

【００４２】PEが生成していない低密度領域において

合、これらの媒体が縦波モードのリップル構造をとって

は、トランジション領域の磁化状態の評価値としてパラ

いる可能性は低いと考えられる。

メータL/Wが適切であるが、高密度領域におけるパラメ

【００５１】したがって、磁化が平均の磁化方向に対し

ータL/Wの値には、トランジション領域における磁化状

て内面でランダムに分布している構造について考える。

態の揺らぎとPEなどの非線形現象の双方が反映されるた

この構造では、全ての位置における磁化は独立であり、

め、値の解釈が困難になる。したがって、高密度領域に
おいては、パラメータL/Wを用いずにPEの評価のみを行

平均磁化方向に垂直な方向の磁化が揃う傾向を示す縦波
40

モードのリップル構造に比べ、各クラスタが独立してい

なう。

る。

【００４３】PEは、記録トランジションの一部で磁化の

【００５２】図５（ｃ）に示すように、局所的な磁化ML

転移が消失する現象である。PEが生じると、記録トラン

を平均の磁化Ma v e からのずれθＬ で表現し、磁化が面内

ジション以外の不規則な領域が存在する。本実施の形態

のある角度内でランダムな方向を持つと仮定する。但

では、２値化部１、細線化部２、変換部３及び特性取得

し、￨ML ￨を一定とし、θL は特定の範囲内で一様分布す

部４で行なった解析を高密度記録磁化状態のMFM観察像

なわち確率密度関数が一定値である分布に従う。

に適用した後、評価部５において、PEが生成している領

【００５３】磁極密度分布ρ(r)は以下の式によって計

域を検出する。

算することができる。

【００４４】250kFCIにおけるMedium AのMFM観察像を使

【数２】ρ(r)=‑▽ML (r)

用し、負の磁極存在領域に対して細線化を行なった例を

50

￨θL ￨≦5°の場合の磁極密度分布の計算例を図７（ｄ）
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に示す。ここでは、白が負の磁性を示し、黒が正の磁性

対して、θt 方向に相互作用が強く働く場合、隣接トラ

を示す。

ンジション間におけるθt 方向に沿った相互作用距離y

【００５４】計算によって得られた磁極密度分布から得

は、以下の式で表すことができる。

られた磁極領域の方向性の解析結果を図８に示す。図６

【数３】y =xb i t /cosθt xb i t を、隣接トランジション間

（ａ）及び６（ｂ）はそれぞれ￨θL ￨≦5°の場合及び ￨

の距離とすることができる。図４においてピークがトラ

θL ￨≦22.5°の場合の結果を示す。図６（ａ）及び６

ック方向に対してほぼ対称に出現しているので、θt の

（ｂ）のいずれの場合も、平均の磁化方向(θ=π/2)に

値は、Δθp ‑ p の約半分の値として見積もることができ

沿った分布が多く見られ、図４に類似した傾向を確認す

る。

*

ることができる。
【００５５】したがって、解析の対象とした媒体は、縦

*

【００６２】ここで、数３で表される隣接トランジショ
10

*

ン間におけるθt 方向の相互作用距離y の値は、同一記

波モードのリップル構造に比べて各クラスタが孤立した

録密度（xb i t 一定）ではθt の値が小さくなるに従って

構造をとっていることが推測される。これは、いずれも

小さくなる。

*

S が小さい、すなわち、粒間相互作用が小さい媒体であ

【００６３】したがって、トラック方向に対して最も浅

ることからも妥当と考えられる。

い角度のピークが出現している（θt の値が小さい）Med

【００５６】但し、これまで知られている縦波モードの

ium Bにおいて、同一記録密度におけるθt 方向の相互作

リップル構造は、いずれもローレンツTEMによって観察

用距離y の値が最も小さいと考えられる。その結果、隣

されたものであるため、TEM観察によって得られた傾向

接トランジション間の相互作用が起こりやすくなり、ト

（図４参照）との差異には、観察手段や試料の状態(TEM

ランジション領域の揺らぎやPE生成確率が大きくなった

試料は前処理が必要)の違いなどの影響も反映されてい

と考えられる。

る可能性がある。したがって、より厳密な解釈を行なう

*

20

【００６４】また、図８（ａ）及び図８（ｂ）を比較す

ためには、同一媒体についてMFMとローレンツTEMによる

ると、θL の分布の範囲が大きくなるに従ってθの分布

観察像の比較を行う必要がある。

が広がることが確認できる。すなわち、磁化方向の分散

【００５７】次に、上記のように評価を行なったトラン

が大きくなるに従って、θの分布が広がることを示す。

ジション領域の磁化状態とDC消去状態における磁化状態

【００６５】図４（ｂ）に示すように、Medium Bでは、

との関係について説明する。表１に示すように、Medium

Medium A及びMedium Cに比べてトラック幅方向(0≦θ≦

Bは、平均クラスタサイズが最も小さいにもかかわら

π/4,3π/4≦θ≦π)の磁極分布が多く検出されてお

ず、高密度記録状態におけるPE生成確率が高い値を示

り、平均磁化方向に対して大きな￨θL ￨の値を有する磁

す。これは、クラスタサイズだけでは高密度記録状態に

化が比較的多く存在していると推定される。したがっ

おける媒体ノイズの傾向を予測できないことを示してい

て、DC消去状態における磁化方向の局所的な分散が大き

る。以下、既に説明したようなDC消去状態における磁極

30

いことも、高密度記録磁化状態の劣化要因の一つである

分布の解析結果から、トランジション領域における磁化

と考えられる。

状態の揺らぎやEPについて考察を行なう。

【００６６】既に説明したように、ブランチに相当する

【００５８】図４に示すように、Medium Cの磁極分布

磁気クラスタ境界部の磁極領域をMFM観察像から抽出

（図４（ｃ））は、Medium A, MediumBに比べて偏平な

し、その分布の方向性について解析を行なった結果、解

形状をしているので、局所的な磁化方向の分布の偏りが

析の対象とした媒体が縦波モードのリップル構造ではな

小さく、均一な磁気クラスタ構造をしていると考えられ

く個々のクラスタが独立した構造を有する可能性が示さ

る。このようなDC消去状態を反映し、Medium Cでは、ト

れ、DC消去状態の磁極領域の分布に特定の方向依存性が

ランジション領域における磁化状態の揺らぎの度合いや

見られる媒体において、トランジション領域における記

PE生成確率が小さい値を示したと考えられる。
【００５９】一方、Medium A及びMedium Bでは、磁極分

録磁化状態の揺らぎやPE生成確率が大きくなる傾向が確
40

認される。

布に特定の方向依存性が確認でき、いずれも高いPE生成

【００６７】さらに、磁極領域の抽出手法を用いて高密

確率を示す。図４（ａ）及び図４（ｂ）からMedium A及

度記録磁化状態のPE生成確率を評価した結果、PE生成確

びMedium Bの最も強いピーク間の角度Δθp ‑ p を見積も

率は、規格化媒体ノイズの値と同様な傾向を示し、いず

ると、それぞれ約33°及び 19°である。

れも低密度記録状態における遷移領域の揺らぎとの相関

【００６０】ここで、図９に示すように、磁極分布に特

が確認される。

定の方向性が現れることがその方向に静磁気的相互作用

【００６８】これらの結果は、従来の解析には反映され

又は交換相互作用が強く働くことを反映していると仮定

なかった傾向であり、本発明によって得られる磁極分布

し（図９（ｂ））、ピークが現れる角度とトランジショ

の方向性の傾向を、従来のクラスタサイズなどの特徴と

ン領域の磁化状態の関係について考察する。

合わせて考えると、高密度記録磁化状態における媒体ノ

【００６１】図９（ａ）に示すように、トラック方向に

50

イズ生成メカニズムが更に明確になると考えられる。
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【００６９】本発明は、上記実施の形態に限定されるも

【図５】

のではなく、幾多の変更及び変形が可能である。例え

し、負の磁極存在領域に対して細線化を行なった例を示

ば、上記実施の形態では、細線化によって認識された線

す図である。

要素から主要な直線成分を検出するためにハフ変換を用

【図６】

いたが、方向性を持ったテンプレートを回転させること

像を用いてそれぞれ求めたパラメータL/W(150kFCI),PE

によって様々な方向の線を検出する方式（局所オペレー

生成確率(250kFCI)の値を示す図である。

タ処理）を用いることもできる。

【図７】

リップル構造を説明するための図である。

【００７０】また、磁性領域の磁化状態を解析する際

【図８】

計算によって得られた磁極密度分布から得ら

に、分布の方向性の解析以外の解析を行なうことができ

250kFCIにおけるMedium AのMFM観察像を使用

Medium A, Medium B及びMedium CのMFM観察

れた磁極領域の方向性の解析結果を示す図である。

る。
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【図９】

磁極分布に特定の方向性が出現することを説

【図面の簡単な説明】

明するための図である。

【図１】

【符号の説明】

本発明による磁気記録媒体の評価装置のブロ

ック図である。

１ ２値化部

【図２】

ハフ変換の一例を説明するための図である。

２ 細線化部

【図３】

実際に負の磁極領域に対して細線化を行なっ

３ 変換部

た例を示す図である。

４ 特性取得部

【図４】

５ 評価部

Medium A, Medium B及びMedium Cに対するθ

の分布を示す図である。

Ｓ１，Ｓ２
【図１】

【図３】

信号
【図２】

【図５】

【図９】
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【図４】

【図７】

【図６】

【図８】
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