(19)日本国特許庁（ＪＰ）

(12)

特

許

公

報（Ｂ２）

(11)特許番号

特許第3416736号
(45)発行日
(51)Int.Cl.
G06T

平成15年６月16日(2003.6.16)
７

1/00

(24)登録日

識別記号

ＦＩ

300

G06T

5/30

300

5/30

7/60
G11B

1/00

（Ｐ３４１６７３６）
平成15年４月11日(2003.4.11)

200

A

7/60

5/84

G11B

200

H

5/84

C
請求項の数１

(73)特許権者

（全５頁）

(21)出願番号

特願2001−68723(Ｐ2001−68723)

391016923

(22)出願日

平成13年３月12日(2001.3.12)

(65)公開番号

特開2002−269541(Ｐ2002−269541Ａ)

北海道札幌市北区北13条西８丁目 北海

(43)公開日

平成14年９月20日(2002.9.20)

道大学大学院工学研究科内

北海道大学長
北海道札幌市北区北８条西５丁目８番地
(72)発明者

審査請求日

平成13年３月12日(2001.3.12)

(72)発明者

長谷山

武笠

美紀

幸一

北海道札幌市北区北13条西８丁目 北海
特許法第30条第１項適用申請有り

第24回日本応用磁気

道大学大学院工学研究科内

学会学術講演概要集，日本応用磁気学会発行，2000年９

(72)発明者

月12日，12ｐＡ−３，第11頁に発表

末岡

和久

北海道札幌市北区北13条西８丁目 北海
道大学大学院工学研究科内
(74)代理人

100072051
弁理士

審査官

脇岡

杉村 興作

（外１名）

剛
最終頁に続く

(54)【発明の名称】観測画像信号解析のための濃淡画像処理方法
1
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(57)【特許請求の範囲】

体のＭＦＭ観察像から磁気記録媒体の磁極領域の形状及

【請求項１】

び方向性を解析することに関する。

磁気記録媒体の磁極領域の直線状分布特

性を解析する方法において、前記磁気記録媒体のＭＦＭ

【０００２】

観察像に遺伝的アルゴリズムを用いて前記磁気記録媒体

【従来の技術】例えば、高密度記録に適した低ノイズ媒

における磁極領域を抽出するステップと、前記抽出され

体を開発するためには、媒体の磁気クラスタ構造を把握

た磁極領域の画素値の平均値をしきい値とし、前記ＭＦ

し、記録磁化状態と記録再生特性との関係を明らかにす

Ｍ観察像を二値化し、二値化画像を得るステップと、前

る必要がある。磁気力顕微鏡（Ｍａｇｎｅｔｉｃ

記二値化画像に対して細線化アルゴリズムを適用し、線

ｒｃｅ

要素を抽出し、磁極領域の細線化画像を得るステップと
を含むことを特徴とする方法。

Ｆｏ

Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ：ＭＦＭ）は、媒体の磁

化状態を評価する手段として広く用いられており、磁気
10

クラスタの解析にも使用されてきた。ＭＦＭ信号のクラ

【発明の詳細な説明】

スタ抽出に用いられている従来の技術は、周波数分布や

【０００１】

統計処理を利用して実現されていた。

【発明の属する技術分野】本発明は、電子工学における

【０００３】

画像処理分野に関係し、特に観察濃淡画像信号を解析す

【発明が解決しようとする課題】上述したような従来の

る二次元定量解析方法に関し、さらに特に、磁気記録媒

方法では、ＭＦＭ信号を本来の二次元信号として処理し

( 2 )

特許第３４１６７３６号

3

4

ていないため、高密度な抽出が困難であった。したがっ

向性を得る方法を提供することを目的とする。

て、その多くはクラスタサイズに関する解析が主であ

【０００７】

り、クラスタの形状や分布についての解析は十分に行わ

【課題を解決するための手段】本発明による濃淡画像信

れていなかった。この問題は、最近の高密度記録の要求

における特定濃度領域の形状を得る濃淡画像処理方法

が高まる現状では、より大きな問題として表面化してい

は、前記濃淡画像信号を二値化し、二値化画像を得るス

る。

テップと、前記二値化画像に対して細線化アルゴリズム

【０００４】発明者等は、磁気クラスタの形状や分布な

を適用し、線要素を抽出し、細線化画像を得るステップ

どを解析するために、ＭＦＭ観察像を二次元信号として

とを含むことを特徴とする。

とらえた解析方法を提案している。武隈育子、長谷山美
紀、末岡和久及び武笠幸一による、日本応用磁気学会

【０００８】本発明による濃淡画像信における特定濃度
10

領域の方向性を特定する濃淡画像処理方法は、前記濃淡

誌、２４、Ｎｏ．４−２、３０３（２０００）に記載の

画像信号を二値化し、二値化画像を得るステップと、前

この方法では、遺伝的アルゴリズム（ＧｅｎｅｔｉｃＡ

記二値化画像に対して細線化アルゴリズムを適用し、線

ｌｇｏｒｉｔｈｍ：ＧＡ）を用いてＭＦＭ観察像から磁

要素を抽出し、細線化画像を得るステップと、前記細線

気クラスタ境界部に存在する磁極領域を複数の楕円によ

化画像における線要素にハフ変換を適用するステップと

って抽出し、得られた磁極分布によりクラスタ構造を解

を含むことを特徴とする。

析する。しかしながら、高密度記録を可能とするために

【０００９】本発明による磁気記録媒体の磁極領域の形

は、より高密度な媒体の性質の解析が必要とされてい

状を得る濃淡画像処理方法は、前記磁気記録媒体のＭＦ

る。

Ｍ観察像に遺伝的アルゴリズムを用いて前記磁気記録媒

【０００５】例えば、トランジションノイズは、媒体の

体における磁極領域を抽出するステップと、前記抽出さ

記録密度を制限する重要な要因の一つである。したがっ

20

れた磁極領域の画素値の平均値をしきい値とし、前記Ｍ

て、トランジションノイズの原因となる減少を把握し、

ＦＭ観察像を二値化し、二値化画像を得るステップと、

記録再生特性との関係を明らかにする必要がある。トラ

前記二値化画像に対して細線化アルゴリズムを適用し、

ンジション領域における記録磁化状態は、ＤＣ消去状態

線要素を抽出し、磁極領域の細線化画像を得るステップ

におけるクラスタ構造に依存すると考えられており、Ｄ

とを含むことを特徴とする。

Ｃ消去状態では、媒体の局所的な磁化の揺動を反映し

【００１０】本発明による磁気記録媒体の磁極領域の方

て、磁化リップルと呼ばれる磁化クラスタ構造をとるこ

向性を特定する濃淡画像処理方法は、前記磁気記録媒体

とが知られている。これまでは主に磁化の瑶動の波長を

のＭＦＭ観察像に遺伝的アルゴリズムを用いて前記磁気

反映するクラスタのサイズに着目した解析が行われてき

記録媒体における磁極領域を抽出するステップと、前記

たが、リップルのブランチに着目した磁気クラスタ構造

抽出された磁極領域の画素値の平均値をしきい値とし、

の解析はほとんど行われていなかった。リップルのブラ

30

前記ＭＦＭ観察像を二値化し、二値化画像を得るステッ

ンチは、磁気クラスタの境界部分に存在する磁極領域に

プと、前記二値化画像に対して細線化アルゴリズムを適

相当し、媒体の局所的な磁化方向の分布などの特徴が反

用し、線要素を抽出し、磁極領域の細線化画像を得るス

映されると考えられる、したがって、これらの特徴に着

テップと、前記細線化画像における線要素にハフ変換を

目してトランジション領域の磁化状態との関係を調べれ

適用するステップとを含むことを特徴とする。

ば、トランジションノイズの生成メカニズムを解明する

【００１１】

ための新たな知見が得られる可能性がある。

【発明の実施の形態】本発明による観測画像信号解析の

【０００６】上述したことを鑑み、本発明は、ＭＦＭ信

ための濃淡画像処理方法を、磁気記録媒体のＭＦＭ観察

号を本来の二次元信号として処理し、従来の方法に比

像の解析を例として説明する。

べ、高精度な観測画像信号解析を可能とする濃淡画像信
における特定濃度領域の形状及び方向性を得る濃淡画像

【００１２】磁気記録媒体媒体のＭＦＭ観察像から磁極
40

存在領域の抽出を行う。解析に用いる例としての媒体の

処理方法を提供することと、特に、磁気記録媒体のＭＦ

特性を以下の表１に示す。

Ｍ観察像から磁気記録媒体の磁極領域の分布形状及び方

【表１】

これらの媒体Ａ及びＢを、テクスチャの無いＣｏＣｒＰ

観察手段として、ＭＦＭ（例えば、Ｄｉｇｉｔａｌ

ｔＴａ／ＣｒＭｏ媒体とする。本例において、記録ヘッ

ｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社製：Ｎａｎｏ

ドの書き込みギャップ長は０．３μｍ、書き込みトラッ

I）を用い、測定はＴａｐｐｉｎｇ

ク幅は１．５μｍ、浮上量は約５０ｎｍである。媒体の

50

Ｉ

Ｓｃｏｐｅ II

Ｍｏｄｅ、リフト

ハイト１５ｎｍで行う。探針はＡＦＭ専用Ｓｉ探針上に

( 3 )

特許第３４１６７３６号

5

6

ＣｏＣｒ系磁性膜を蒸着したものを使用し、測定に先立

の方向性の特徴を抽出しやすくするために領域の細線化

ち、試料に対して垂直な方向に着磁しておく。また、共

を行う。細線化とは芯線化とも呼ばれ、線図形の認識の

振周波数を約８０ｋＨｚとする。

ために用いられる一般的な手法である。検出された線成

【００１３】本例において、局所的な磁化方向の分布な

分は、この場合において、磁化リップルのブランチに相

どの媒体の二次元クラスタ構造の特徴が反映されると考

当すると考えられる。

えられるブランチの方向性に着目した解析を試みる。こ

【００１５】（２）分布の方向性の解析

のような解析を行うためには、ブランチに相当する磁極

前記磁極分布の方向性について解析するために、前記細

領域（磁気クラスタの境界部分に存在）を抽出し、その

線化された画像に対し、ハフ変換を用いる。ハフ変換で

分布を解析すればよい。具体的には、以下の２つの手順
により解析を行う。

は、細線化によって認識された線要素から主要な直線成
10

分を検出することが可能であり、線状に分布する傾向の

【００１４】（１）磁極領域の抽出

度合いや、分布の方向性を定量的に評価することができ

前記ＭＦＭ観察像をしきい値を用いて二値化し、正又は

る。ここでハフ変換の簡単な例を用いてその原理を説明

負の磁極存在領域を抽出する。ここで、最適なしきい値

する。図１はハフ変換の原理を説明する図である。図１

を決定するために、予め遺伝的アルゴリズムによる手法

ａはｘ−ｙ空間上の画素（ｘｉ ，ｙｉ ）（ｉ＝１，２，

を用いて前記磁極領域を抽出し、この領域の平均画素値

３）を示す。これらの画素をそれぞれ、

によって前記しきい値を決定する。次に、抽出した領域
ρ＝ｘｉ ｃｏｓθ＋ｙｉ ｓｉｎθ

（１）

に従って変換すると、曲線Ｃ（ｘｉ ，ｙｉ ）が得られ

長さを示しており、表１に示した従来手法によって得ら

る。これらの曲線を図１ｂのグラフにおいて示す。ｘ−

れるクラスタサイズの値との相関はあると考えられる

ｙ空間上において（ｘｉ ，ｙｉ ）は直線Ｌ上において並

20

が、厳密には異なる量である。

んでいるため、変換されたθ−ρ空間の曲線Ｃ（ｘｉ ，

【００１７】次に、細線化された複数の画像に対してハ

ｙｉ ）は１点Ｐ（θＬ ，ρＬ ）において交差する。この

フ変換を行い、抽出された線成分の傾きθの分布（ヒス

１点Ｐ（θＬ ，ρＬ ）を式（１）に代入すると、対応す

トグラム）を求める。図３は、このようにして求めた各

るｘ−ｙ空間上の直線Ｌが得られる。このようなハフ変

々の媒体に関するヒストグラムである。図３には、θの

換を上記例に適用する。具体的な手順は以下のとおりで

値と、トラック方向との関係も示す。ａ、ｂ及びｃは、

ある。

それぞれ、媒体Ａ、Ｂ及びＣに関するヒストグラムであ

１．細線化により抽出された画素のｘ−ｙ座標（ｘｉ ，

る。媒体Ａ及びＢでは、トラック方向に対してほぼ対称

ｙｉ ）（ｉ＝１，．．．，Ｎ）（ここでＮを細線化によ

な方向に強いピークが現れており、クラスタ境界部に存

り検出された画素数とする）に対し、上記式（１）に従

在する磁極領域の分布に特定の方向依存性がみられる。

ってθ−ρ空間上に曲線を描く。

30

一方、媒体Ｃのヒストグラムは、媒体Ａ及びＢに比べ扁

２．Ｎ個の（ｘｉ ，ｙｉ ）に対して上記１の手順を繰り

平な形状をしていることが確認できる。

返す。

【００１８】

３．最終的に得られるθ−ρ空間において、多くの曲線

【発明の効果】本発明によれば、ＭＦＭ信号を本来の二

が交差している（θ，ρ）から、対応するｘ−ｙ空間に

次元信号として処理することによって、従来の方法に比

おける主要な直線成分を抽出する。

べ、高精度な観測画像信号解析を可能とする濃淡画像信

【００１６】表１に示す媒体においてＤＣ消去領域とし

における特定濃度領域の形状及び方向性を得る濃淡画像

て１０ｋＦＣｌで記録したビット領域を解析した例を説

処理方法と、磁気記録媒体のＭＦＭ観察像から磁気記録

明する。実際に負（本例で用いたＭＦＭ観察像では白で

媒体の磁極領域の形状及び方向性を得る方法とが提供さ

表される領域に相当）の磁極領域に対し、細線化を行っ
た例を図２に示す。ａ、ｃ及びｆは、各々表１に示す媒

れる。
40

【００１９】本発明によれば、観測画像ディジタル信号

体Ａ、Ｂ及びＣのＭＦＭ画像、ｂ、ｄ及びｆは各々の細

において、２値化、ハフ変換といった画像処理方法で解

線化画像である。この図からわかるように、本発明によ

析することにより、特定濃度領域の方向性を特定できる

る方法によれば、ＭＦＭ観察像上で磁極分布を把握する

ようになる。本発明による方法により、分布形状の直線

ことができるので、二次元の磁極分布の特徴がより明確

性が発見でき、さらに、ハフ変換のパラメータから信号

になる。これらの細線化画像に見られる磁極領域の線状

の性質を解析できる。特に、本発明をＭＦＭ信号の特徴

分布の特徴は、クラスタの形状やサイズ、また媒体ノイ

解析に用いることによって、媒体の性質を解析する上で

ズの値と密接な関係があると考えられる。例えば、媒体

重要な媒体ノイズに関係する記録磁化状態を評価する定

Ａでは他の媒体に比べてクラスタサイズが大きいことを

量値を発見することができる。本発明は、その利用を考

反映して長い線成分が確認できる。ただし、検出されて

えた場合には、電子工学にとどまらず、画像処理一般、

いる線成分は、クラスタ領域に存在する磁極存在領域の

50

特に医学（自動診断）の分野にも応用することができ

( 4 )
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る。

8
体ＢのＭＦＭ画像であり、ｄは磁気記録媒体Ｂの細線化

【図面の簡単な説明】

画像であり、ｅは磁気記録媒体ＣのＭＦＭ画像であり、

【図１】

ｆは磁気記録媒体Ｃの細線化画像である。

ハフ変換の原理を説明する図であり、ａはｘ

−ｙ空間上の画素を示す図であり、ｂはこれらの画素を

【図３】

ハフ変換して得られた曲線を示すグラフである。

すヒストグラムであり、ｂは磁気記録媒体Ｂの線成分の

【図２】

傾き分布を示すヒストグラムであり、ｃは磁気記録媒体

ａは磁気記録媒体ＡのＭＦＭ画像であり、ｂ

は磁気記録媒体Ａの細線化画像であり、ｃは磁気記録媒
【図１】

【図３】

ａは磁気記録媒体Ａの線成分の傾き分布を示

Ｃの線成分の傾き分布を示すヒストグラムである。
【図２】
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