
JP 4324316 B2 2009.9.2

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軟磁性裏打ち層を有する垂直磁気記録二層膜媒体と、シールド膜を有する磁気抵抗効果
型ヘッドを再生ヘッドに用いた垂直磁気記録再生装置であって、該垂直磁気記録二層媒体
上、最短ビット長間隔で記録される２つの隣接記録磁化反転の対に対する再生信号波形は
、直流成分を含む低周波信号成分を10%以上抑制する周波数特性を有するパーシャルレス
ポンス波形等化回路を介して、（a1, a2, a3・・・,aｋ,・・・, an）（ｋは、ビット時
刻を示す整数、a1, anは、異符号の非ゼロ実数：a1＋a2＋a3・・・＋aｋ＋・・＋an≠0,n
≧2）なる振幅比の波形干渉を各ビット時刻において有する信号波形として出力され、あ
るいは、奇対称な逆極性振幅をもつダイパルス信号波形として出力され、かつ、この出力
された信号は、最尤復号器に入力されてデータ再生されることを特徴とする垂直磁気記録
再生装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の垂直磁気記録再生装置において、該記録媒体上、最短ビット長間隔で
記録される２つの隣接記録磁化反転の対に対する再生信号波形は、該パーシャルレスポン
ス波形等化回路を介して、（p1, p2-αp1,・・・,pk-αpｋ-1,・・・,pn-αpn-1,-αpn）
（αは0<α<1なる実数値、ｋはビット時刻を示す整数、p1,p2,・・・,pk・・・,pnは同符
号実数、p1, pnは非ゼロ実数：n≧2）なる振幅比の波形干渉を各ビット時刻において有す
る信号波形として出力され、該最尤復号器に入力されてデータ再生されることを特徴とす
る垂直磁気記録再生装置。
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【請求項３】
　請求項２に記載の垂直磁気記録再生装置において、該パーシャルレスポンス波形等化回
路は、入力された各信号値から、これを所定ビット時刻遅延しα倍した信号値を減算する
演算回路と所定の波形処理回路により構成されることを特徴とする垂直磁気記録再生装置
。
【請求項４】
　請求項２または３に記載の垂直磁気記録再生装置において、α≧0.1なるパラメータを
用いることを特徴とする垂直磁気記録再生装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の垂直磁気記録再生装置を含み、異なる直流周波
数成分通過特性を有する複数のパーシャルレスポンス波形等化回路、あるいは、異なるパ
ラメータαにより規定される複数のパーシャルレスポンス波形等化回路を有して、同一の
該再生ヘッドからの再生信号をこれらに入力し波形等化処理することを特徴とする垂直磁
気記録再生装置。
【請求項６】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の垂直磁気記録再生装置を含み、該パーシャルレ
スポンス波形等化回路に対して、異なる直流周波数成分通過特性、あるいは、複数の異な
るパラメータαから一つを選択して設定し、該再生ヘッドからの再生信号をこれに入力し
波形等化処理することを特徴とする垂直磁気記録再生装置。
【請求項７】
　請求項５または６に記載の垂直磁気記録再生装置において、異なる直流周波数成分通過
特性のうち少なくとも一つは直流周波数成分を遮断するものであること、あるいは、異な
るパラメータαのうち少なくとも一つは、α=1なる条件を有するものであることを特徴と
する垂直磁気記録再生装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の垂直磁気記録再生装置において、該パーシャルレスポンス波形等化回
路に前置される回路を調整・制御するための信号は、直流周波数成分を遮断する特性を有
する該パーシャルレスポンス波形等化回路、あるいは、α=1なるパラメータを有する該パ
ーシャルレスポンス波形等化回路の後段から参照されることを特徴とする垂直磁気記録再
生装置。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか１項に記載の垂直磁気記録再生装置において、記録される情
報データ符号系列は、媒体上に最短ビット長間隔で記録される記録磁化反転の最大連続数
ｍが有限個の値に制限されるように符号変換処理された後に、該記録媒体に記録されるこ
とを特徴とする垂直磁気記録再生装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の垂直磁気記録再生装置において、記録磁化反転の最大連続数ｍは、４
以下に制限されることを特徴とする垂直磁気記録再生装置。
【請求項１１】
　軟磁性裏打ち層を有する垂直磁気記録二層膜媒体と、シールド膜を有する磁気抵抗効果
型ヘッドを再生ヘッドに用いた垂直磁気記録再生装置に搭載する信号処理回路であって、
該垂直磁気記録二層媒体上、最短ビット長間隔で記録される２つの隣接記録磁化反転の対
に対する再生信号波形は、直流成分を含む低周波信号成分を10%以上抑制する該パーシャ
ルレスポンス波形等化回路を介して、（a1, a2, a3,・・・,aｋ,・・・, an）（ｋは、ビ
ット時刻を示す整数、a1, anは、異符号の非ゼロ実数：a1＋a2＋a3・・・＋aｋ＋・・・
＋an≠0,n≧2）なる振幅比の波形干渉を各ビット時刻において有する信号波形として出力
され、あるいは、奇対称な逆極性振幅をもつダイパルス信号波形として出力され、かつ、
この出力された信号を最尤復号器に入力してデータ再生することを特徴とする磁気記録再
生信号処理回路。
【請求項１２】
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　請求項１１に記載の磁気記録再生信号処理回路において、該記録媒体上、最短ビット長
間隔で記録される２つの隣接記録磁化反転の対に対する再生信号波形は、該パーシャルレ
スポンス波形等化回路を介して、（p1, p2-αp1,・・・,pk-αpｋ-1,・・・,pn-αpn-1,-
αpn）（αは0<α<1なる実数値、ｋはビット時刻を示す整数、p1,p2,・・・,pk・・・,pn
は同符号実数、p1, pnは非ゼロ実数：n≧2）なる振幅比の波形干渉を各ビット時刻におい
て有する信号波形として出力され、該最尤復号器に入力されてデータ再生されることを特
徴とする磁気記録再生信号処理回路。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の磁気記録再生信号処理回路において、該パーシャルレスポンス波形
等化回路は、入力された各信号値から、これを所定ビット時刻遅延しα倍した信号値を減
算する演算回路と所定の波形処理回路により構成されることを特徴とする磁気記録再生信
号処理回路。
【請求項１４】
　請求項１２または１３に記載の磁気記録再生信号処理回路において、α≧0.1なるパラ
メータを用いることを特徴とする磁気記録再生信号処理回路。
【請求項１５】
　請求項１１から１４のいずれか１項に記載の磁気記録再生信号処理回路を含み、異なる
直流周波数成分通過特性を有する複数のパーシャルレスポンス波形等化回路、あるいは、
異なるパラメータαにより規定される複数のパーシャルレスポンス波形等化回路を有して
、同一の該再生ヘッドからの再生信号をこれらに入力し波形等化処理することを特徴とす
る磁気記録再生信号処理回路。
【請求項１６】
　請求項１１から１４のいずれか１項に記載の磁気記録再生信号処理回路を含み、該パー
シャルレスポンス波形等化回路に対して、異なる直流周波数成分通過特性、あるいは、複
数の異なるパラメータαから一つを選択して設定し、該再生ヘッドからの再生信号をこれ
に入力し波形等化処理することを特徴とする磁気記録再生信号処理回路。
【請求項１７】
　請求項１５または１６に記載の磁気記録再生信号処理回路において、異なる直流周波数
成分通過特性のうち少なくとも一つは直流周波数成分を遮断するものであること、あるい
は、異なるパラメータαのうち少なくとも一つは、α=1なる条件を有するものであること
を特徴とする磁気記録再生信号処理回路。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の磁気記録再生信号処理回路において、該パーシャルレスポンス波形
等化回路に前置される回路を調整・制御するための信号は、直流周波数成分を遮断する特
性を有する該パーシャルレスポンス波形等化回路、あるいは、α=1なるパラメータを有す
る該パーシャルレスポンス波形等化回路の後段から参照されることを特徴とする磁気記録
再生信号処理回路。
【請求項１９】
　請求項１１から１８のいずれか１項に記載の磁気記録再生信号処理回路において、該記
録媒体に記録する情報データ符号系列に対して、媒体上に最短ビット長間隔で記録される
記録磁化反転の最大連続数ｍが有限個の値に制限されるように符号変換処理を施す符号処
理回路（符号変調回路）を有すること、あるいは、該記録媒体から再生された記録データ
符号系列に対して、上記符号変換処理の逆変換符号処理を施す符号処理回路（符号復調回
路）を有することを特徴とする磁気記録再生信号処理回路。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の磁気記録再生信号処理回路において、記録磁化反転の最大連続数ｍ
は、４以下に制限されることを特徴とする磁気記録再生信号処理回路。
【請求項２１】
　請求項１１から２０の何れか１項に記載の磁気記録再生信号処理回路を搭載する半導体
集積回路。
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【請求項２２】
　請求項２１に記載の半導体集積回路を搭載する磁気記録再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、垂直磁気記録用の磁気記録再生信号処理回路に関する。
【０００２】
【従来の技術】
高記録密度に適した磁気記録方式として垂直磁気記録の研究が展開中である。垂直磁気記
録方式においては、記録ヘッドから発生する記録磁界の強力さ、急峻さという理由から、
単磁極ヘッドと軟磁性裏打ち層・記録磁性層からなる二層膜構造媒体を組み合わせた記録
方式が多く用いられる。
【０００３】
磁化記録された垂直磁気記録媒体から、再生ヘッドにより磁化情報を再生するとき、ヘッ
ドからの再生信号は、媒体上の記録磁化分布に対応した矩形波状の信号波形となる。
【０００４】
垂直磁気記録方式の再生信号をデータ復調するに好適な信号処理方式は、従来、あまり検
討されていなかったが、垂直磁気記録方式の再生信号は矩形波形状であり直流信号成分が
多く含まれていることから、光記録再生装置などに使用されるパーシャルレスポンスクラ
スI、及びこの拡張方式（特開平１１－６６７５５）や積分信号検出に類する技術がいく
つか提案されている。
【０００５】
パーシャルレスポンス（Ｐａｒｔｉａｌ－Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）による信号等化処理は、面
内磁気記録方式で広く一般的に用いられている信号処理方式であり、最尤（Ｍａｘｉｍｕ
ｍ－Ｌｉｋｌｉｈｏｏｄ）復号方式と組み合わせて信号処理を行うことにより、再生信号
のＳＮ品質を改善し、信頼性の高いデータ再生を行うことができる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
前述の通り、垂直磁気記録方式における再生信号波形には直流および低周波成分が多く含
まれている。現実的な再生信号処理回路系においては、その最前段に再生アンプや自動利
得制御回路（ＡＧＣ）が設けられているが、再生アンプやＡＧＣは、回路特性上、直流近
傍の低周波信号を遮断する特性を有する。したがって、再生信号波形には直流振幅成分の
歪や信号ベースラインの変動が発生する。
【０００７】
一方で、再生信号の直流および直流近傍の低域周波数には、媒体雑音と呼ばれる再生信号
上の雑音、歪が多く含まれている。この雑音歪みのパワースペクトルは、直流および低周
波近傍に集中したエネルギー分布を持っている。したがって、再生信号に対して単純に低
域補償を行っても、雑音成分も増幅されるため信号品質は低下する。前記パーシャルレス
ポンスクラスIやその拡張方式（特開平１１－６６７５５）や積分信号検出方式は、直流
成分をそのまま残す信号処理方式であるため、直流成分に含まれる雑音については、全く
考慮されていない。
【０００８】
係る垂直磁気記録方式における再生信号波形に対して、より好適な信号処理方式を提供す
るのが、本発明の課題である。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記のように、垂直磁気記録方式における再生信号には、直流信号成分を多く含まれてい
るが、一方で、この周波数成分近傍には、記録媒体からの種々の雑音や、再生系増幅アン
プ回路など信号伝送系の低周波周波数損失による歪など多くの外乱要因が局在する。
【００１０】
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この影響を低減するため、再生信号の直流信号成分近傍の低域信号成分を最適量だけ透過
させた周波数特性を与える波形等化処理を行う。このような波形等化処理を実施すること
で、低周波近傍の媒体雑音や波形歪の影響を適度に抑制され、直流近傍の低周波数領域に
より多く含まれる垂直磁気記録再生信号の検出信号成分が最適に維持される。同時に、装
置、ヘッドや回路素子から発生する再生信号上の白色雑音の高域雑音成分が強調されるこ
とを抑制するため、等化処理波形にパーシャルレスポンス波形等化を施し、最尤復号器へ
入力される雑音を白色化して、後段での最尤データ復調を行う。このように再生信号の波
形等化処理を行うことで、復調データの誤り率特性が改善される。
【００１１】
上記のような効用を併せ持つパーシャルレスポンス波形等化のための伝達特性は、具体的
には、多項式
【００１２】
【数１】

【００１３】
のように１ビット信号遅延演算子Ｄを用いて記述される。第１項は、等化処理のインパル
ス応答として、ｐ1、ｐ2、・・ｐnの実数値の符号間干渉応答をｎ連続ビット信号値とし
て与えることを意味し、記録再生系のインパルス応答波形に対して適切に符号間干渉応答
を与えることで、高域雑音成分強調を押さえた雑音白色化波形等化が実現できる。
【００１４】
また、(１－αＤ)（αは０≦α≦１なる実数値）なる第２項は低域抑制処理に相当し、こ
の処理は、処理される信号とこの信号の１ビット時刻前のα倍信号値の差分をとることを
意味する。ここで、αを１にとれば、デジタル微分処理に相当して直流信号を完全に遮断
する周波数特性を与える。
【００１５】
本発明では、パラメータαを適切な値にとることによって、低域信号成分を意図的に抑制
し、この抑制の比率をパラメータαの選択により任意に調整する。本発明では、このよう
な二つの機能を併せもつパーシャルレスポンス波形等化処理を実施し、低周波領域に局在
する雑音・歪の影響と高域等化雑音の増加を同時に抑制する波形等化方式とこれに従う最
尤データ復調処理を実施することによって、垂直磁気記録方式の再生信号に対して良好な
データ復調を実現する。
【００１６】
【発明の実施の形態】
（実施例１）
図１は、本発明が提供する磁気記録再生装置の基本的実施構成を示している。本実施例に
おいて、記録信号処理回路９ａに入力された情報符号データ１｛ａk｝（ｋ；ビット時刻
を示す整数）は、符号器２により所定の符号変換処理が施されて、記録符号データ｛ｂk

｝に変換される。記録符号データ｛ｂk｝は、記録電流変換処理回路３ａ、及び記録アン
プ３ｂを経て、アナログの記録電流信号｛ｃk｝に変換された後、記録垂直磁気記録ヘッ
ド媒体系４に供給され、情報記録がなされる。
【００１７】
垂直磁気記録ヘッド媒体系４においては、記録媒体６として、記録磁性層６ａと軟磁性裏
打ち層６ｂを基板６ｃ上に有する二層膜垂直磁気記録媒体を用い、記録ヘッド５には、単
磁極ヘッドを使用する。記録ヘッドの記録磁界は主磁極５ａに巻かれたコイル５ｂを通る
記録電流によって誘起される。記録磁界により媒体厚さ方向に記録媒体を磁化する。この
ように記録された垂直磁気記録媒体から磁気抵抗（ＭＲ：Ｍａｇｎｅｔｏ Ｒｅｓｉｓｔ
ｉｖｅ）効果素子７ａを有する再生ヘッド７を用いて磁化情報を再生するとき、ヘッドか
らの再生信号８は、図２の如く、媒体上の記録磁化分布に対応して、記録磁化方向の遷移
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位置でステップ状に電圧が変化する立ち上がりの鈍った矩形波形状となる。符号｛ｄk｝
は再生信号系列を示す。
【００１８】
再生信号の波形立ち上がりまたは立ち下がりの幅は、垂直磁気記録ヘッド媒体系４の構造
や特性、記録再生条件などにより決定され、信号の出力電圧ともに高記録密度化を妨げる
要因となる。また、波形上には、種々の原因による雑音が重畳する他、ヘッド媒体系、そ
の他電子部品が有する周波数伝達特性に依存した波形歪が重畳する。再生信号処理回路９
ｂでは、この再生信号８を再生アンプ１０にて増幅し、自動利得制御アンプ１０ａでその
再生信号振幅を所定のレベルに調整、低域フィルタ１１によって高周波の不要な雑音や信
号成分を除いた後、アナログ／デジタル（Ａ／Ｄ）変換器１２によって、記録符号データ
｛ｂk｝のビットタイミングで、デジタル値にサンプリングした離散再生信号列｛ｅk｝に
変換する。本発明では、この離散再生信号列｛ｅk｝から、最も効率よく高信頼度なデー
タ符号の復調を行うため、後段の等化器１３により再生信号８に適したパーシャルレスポ
ンス波形等化を施すとともに、この等化器１３からの出力信号を最尤復号器１４によって
、最も誤り率の低いと思われる復調データ符号列｛ｇk｝へと変換する。パーシャルレス
ポンス波形等化においては、出力信号波形上の有限ビット長にわたり、既知の波形干渉値
を付加することによって、波形処理における高周波信号成分の強調による高域雑音の増加
を可能な限り低減するとともに、再生信号８が有する直流（ＤＣ）成分を含めた低域周波
数領域での信号歪や雑音の影響を避けるための波形処理を施す。
最尤復号器１４では、ビタビ・アルゴリズムを用いてデータ復調処理を行う。最尤復号器
１４で復調された復調データ符号列｛ｇk｝は、復号器１５を介して、逆変換処理され、
もとの情報符号データ１｛ａk｝に対応する再生符号データ１６｛ａk‘｝として再生出力
される。
【００１９】
図３は、図１の実施例において、等化器１３におけるパーシャルレスポンス波形処理の詳
細を説明したものである。図３において、再生波形１９は、記録媒体６上のダイビット記
録磁化パターン１８（最短ビット間隔で記録された２つの隣接記録磁化反転の対１８ａ）
を再生したときの再生ヘッド７からの出力波形である。前述のように、２つの磁化遷移の
タイミングで、ヘッド媒体系の周波数特性に依存して立ち上がりの鈍ったステップ応答信
号１９ａが重なりあうことで、孤立したパルス状波形が出力される。上記のヘッド媒体系
を有する一般的な垂直磁気記録再生系において、各々のステップ応答信号１９ａは、ｔａ
ｎｈ型の関数で近似できることが知られており、上記のダイビット再生波形１９は、信号
振幅Ｖｐｐと立ち上がり幅を決めるパラメータＫにより、
【００２０】
【数２】

【００２１】
なる式で近似される。ここで、Ｋは、記録媒体６上の孤立記録磁化反転を再生したときに
得られるステップ応答信号波形立ち上り、または立ち下がりにおいて、最大振幅の２５％
から７５％までの変化に要する時間幅をビット時間間隔Ｔｂで規格化した値である。これ
は、該ヘッド媒体系に対するインパルス応答出力波形、すなわち記録符号データ｛ｂk｝
上の孤立ビット“１”に対する信号応答であり、記録符号データの個々のビットｂkに対
する検出応答と見なすことができ、このダイビット再生波形１９の周波数領域でのパワー
スペクトル２０（点線曲線）は、図４に示すように、直流成分を中心に、より低域にビッ
ト検出のための信号エネルギーが集中したものとなる。
【００２２】
しかしながら、再生ヘッド７からの再生信号８は、再生アンプ１０などの電子部品・信号
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伝送路特性を経てデータ再生されるので、これら周波数特性の劣化による波形歪の影響を
受ける。特に再生アンプ１０では、高密度・高周波記録再生に対する広帯域増幅回路の実
現上、直流成分を含む低域遮断特性を許容せざるを得ず、その結果、出力信号上において
、この低周波信号成分の損失による波形歪が、顕著なものとなる。即ち、上述のダイビッ
ト再生波形１９のパワースペクトル２０は、再生アンプを通過することにより、２０ｂに
示されるように直流近傍の周波数成分が欠落した周波数特性を持つように歪んでデータ復
調されることになる。この低周波波形歪の補償を波形処理の上で行うためには過大な補償
回路が必要であり、重畳する雑音成分の過度の強調を招き弊害を生む。
【００２３】
更に、記録媒体６から再生ヘッド７によりセンスされる媒体雑音のスペクトルは、図４の
２０ａに示されるように、直流成分を中心とした低周波領域に局在した周波数組成を有す
る。このように、検出されるべきダイビット再生波形１９のパワースペクトル２０と媒体
雑音のスペクトル２０ａとは、直流成分近傍にピークをもつ同様の周波数組成を有するた
め、これと再生信号の低域成分とを分離し検出することが極めて困難である。
【００２４】
この信号組成に対して、本発明では、等化器１３により、上記のダイビット再生波形１９
を、図４における等化波形パワースペクトラム２１形状を有するような等化波形２２へと
波形処理する。
【００２５】
再生アンプを通過してきた再生波形（図４の２０ｂのパワースペクトルを時間領域で見た
波形）に対して、直流成分が適度な大きさを持つように低域補償を行う。等化処理での適
度な低域抑圧を加えることにより、２０ａの如く低域に集中した媒体雑音成分を適度に抑
圧・遮断し、また、実際に観測される再生信号波形のパワースペクトル２１に見られる低
域の信号成分を有効にデータ復調に利用して、より好適な信号対雑音比率でのデータ復調
を実現できる最適な信号状態を設定することができる。
【００２６】
ナイキスト周波数近傍での高周波領域においては、従来のパーシャルレスポンス等化と同
様、再生波形１９の本来持つパワースペクトル２０のスペクトル強度と等化波形のスペク
トル強度とが整合（理想的には一致）するように波形等化処理を行うことで等化処理での
高域雑音強調を抑える。低域を適度に抑圧し残留させる等化処理では、直流を完全に遮断
する等化処理に比べ、ナイキスト周波数近傍で再生波形１９が本来持つパワースペクトル
２０のスペクトル強度と等化波形２１のパワースペクトラムのスペクトル強度をより近づ
けることができるので、等化処理での高域雑音強調がより抑制できる。更に、後段でのデ
ータ復号処理の劣化を防ぐために、再生信号波形に含まれる雑音成分を白色化する。以上
のように、図４の２１のような周波数特性を有する信号を等化目標として、再生信号の等
化処理を行うことにより、より雑音や歪の少ない状況でのデータ復調が可能となる。
【００２７】
従来のパーシャルレスポンス等化処理では、波形干渉量（ａ1、ａ2、ａ3、・・・ａn）（
各干渉値ａkは実数値、ｋは、ビット時刻を示す整数、ａ1、ａnは、非ゼロ）を、再生波
形１９、すなわちパワースペクトラム２０の周波数組成（直流信号成分をピークとする周
波数組成）に忠実に整合するよう適切に選ぶことにより高域等化雑音の強調を低減してい
る。この場合、すべての干渉値は同符号の値であることが条件である。本発明では、再生
波形１９に対し直流信号成分を適度に補償するため、ａ1から始まる先頭からの同極性（
同符号）干渉量と、anで終わる末尾の同極性（同符号）干渉量が異なる極性となるように
等化目標の波形干渉量を計算する。この時のダイビット再生波形１９に対する等化波形２
２の形状は、非対称な逆極性振幅をもつダイパルス信号波形として観測され、図３にしめ
される如く、主信号応答（図４の２２では、ａ1、ａ2、ａ3の部分）に対し、その後尾部
分に逆極性のアンダーシュート波形（図４の２２では、a4、ａ5の部分）を付加したよう
な波形形状となる。
【００２８】
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一方、このような等化目標の干渉量に対して直流成分を完全に遮断する場合には、（ａ1

、ａ2、ａ3、・・・ａn）に対し式（２）のような拘束条件を設定する。
【００２９】
【数３】

【００３０】
式（２）の拘束条件は、等化波形２２の周波数表現Ｈ（ｆ）（ｆは周波数）
【００３１】
【数４】

【００３２】
が、ｆ＝０で０となる条件より容易に導かれる。
【００３３】
また、
【００３４】
【数５】

【００３５】
のとき、|Ｈ（０）|＝｜ａ1＋ａ2＋ａ3＋・・・ａn｜≠０であるから、絶対値｜ａ1＋ａ2

＋ａ3＋・・・ａn｜の大小を拘束することで、等化波形パワースペクトラム２１の直流成
分を所望の値に規定することができる。
【００３６】
拘束条件（４）のもとで、再生波形１９に対して、等化器１３からの出力雑音エネルギー
が最小化されるような雑音白色化フィルタ特性を決定する方法は、多くの古典的フィルタ
理論によって与えられており、線形予測フィルタの学習アルゴリズムなど、開示される多
くのアルゴリズムを用いることにより、現実の再生波形に対して容易に実施することがで
きる。
【００３７】
このような直流成分を意図的に抑制するパーシャルレスポンス等化波形（干渉量）目標値
は、
【００３８】
【数６】

【００３９】
なる伝達多項式Ｆ（Ｄ）で一般的に規定することができる。ここで、ｐ1、ｐ2、・・・、
ｐk、・・・ｐnは、付加干渉量比率を示す実数であり、伝達多項式（４）を、前述のよう
なパーシャルレスポンス干渉量として表記すると
【００４０】
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【数７】

【００４１】
となる。すなわち
【００４２】
【数８】

【００４３】
である。
【００４４】
伝達多項式Ｆ（Ｄ）の第一項（ｐ1＋ｐ2Ｄ＋ｐ3Ｄ

2＋・・・ｐnＤ
n-1）は、再生波形１９

のパワースペクトル２０に等化波形パワースペクトラム２１を整合させるための波形干渉
であり、雑音白色化整合フィルタの設計に基づいて決定することができる。一般に、パワ
ースペクトル２０のような直流成分をピークとする周波数組成の信号に整合する付加干渉
量比率は、全て同符号をとる。
【００４５】
Ｆ（Ｄ）の第一項（１－αＤ）は、本発明の特徴である低周波抑圧の特性を付加するため
の符号間干渉量の付加操作を意味し、再生信号の時系列の各信号値に対して、これを１ビ
ット時刻遅延してα倍した信号値を減算する処理を意味する。このパラメータαは、目標
等化波形の低周波領域を抑圧し直流信号成分を調整するためのパラメータである。特にα
＝０に設定されるときは直流成分遮断しないことを示し、α＝１に設定されるとき、直流
成分を完全に遮断することを示す。再生波形に対して、Ｆ（Ｄ）の第一項の干渉量を決定
した後、このパラメータαを適切に調整する。また、αを先に決定しておいて、式（４）
の拘束条件のもとで、上述の雑音白色化整合フィルタの設計基準に基づき、Ｆ（Ｄ）第一
項の干渉量を決定しても良い。
【００４６】
図５～図７は、様々なパラメータＫを有する式（１）の再生波形１９に対して、各パラメ
ータαに対して、本発明において設定されるべき最適な波形干渉量の振幅比率を示したも
のである。
【００４７】
また、図８は、パラメータＫが１．５である再生信号に対して、選択された低域抑圧パラ
メータαとデータビットの誤り率（データ復調の信頼度）との関係を示すものである。こ
の図に示されるように、αは０．１≦α≦１の範囲で、α＝０つまり、直流成分を遮断し
ない方式の波形等化方式に比べてデータビット誤り率の低い等化方式を実現できることが
分かる。実際の垂直磁気記録再生系の再生信号に対しては、再生信号の特性や媒体雑音に
よって最適αの値が設定される。
【００４８】
以上、本発明のパーシャルレスポンス等化方式においては、再生信号に対して直流成分を
どの程度補償するかという第１の条件および雑音成分を白色化し雑音強度をなるべく小さ
くするという第２の条件から、等化目標、すなわち波形干渉量が決定される。
【００４９】
上記のように決定された最適な波形干渉量（ａ1、ａ2、ａ3、・・・ａn）に対し、入力さ
れる再生波形１９との関係から等化器１３の回路パラメータを設定することは、公知のフ
ィルタ設計理論により、極めて容易である。多くの場合、等化器１３は、図９に示される
ように、１ビットの信号値を記憶する記憶遅延素子２３を直列に接続したシフトレジスタ
と、所定のタップ係数（ｈ1，ｈ2，ｈ3・・・ｈL）(Ｌは、タップ長)をそれぞれの記憶内
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容に乗じて積和演算を行うための乗算器２４、加算器２５ａなどから構成されるトランス
バーサル型フィルタにより構成される。２６は適応学習回路であって、等化器から出力さ
れる信号を観測し、波形干渉量（ａ1、ａ2、ａ3、・・・ａn）で決まる目標信号との誤差
を評価しながら最適タップ係数を計算する。
【００５０】
図１０は、本発明におけるパーシャルレスポンス等化を、実際の再生信号に対し有効に実
現するための一般的な等化器の実施例を示している。実際の記録再生系では、様々な特性
を有する垂直記録ヘッド媒体系に対応し、より最適なαを選択して用いるため、２つの遅
延加算演算処理回路部で等化器１３を実現する。前述のパーシャルレスポンス伝達特性
【００５１】
【数９】

【００５２】
に従って構成される。前段のフィルタ２７は雑音白色整合フィルタであり、図９のトラン
スバーサルフィルタと同様の構成により、第一項（ｐ1＋ｐ2Ｄ＋ｐ3Ｄ

2・・・＋ｐn
n-1）

で記述される符号間干渉付加を行うパーシャルレスポンス波形等化を行う。次段の低域抑
圧フィルタ２８は、可変パラメータαを用いて第二項（１－αＤ）を実現するため、１ビ
ットの信号を記憶する記憶遅延素子２３と、記憶遅延素子２３からの出力に対し抑圧パラ
メータαを乗算する乗算器２４、減算器２５bから構成される。この後段の低域抑圧フィ
ルタ２８による（１－αＤ）処理は、雑音白色整合フィルタ２７に前置しても良い。また
、雑音白色整合フィルタ２７や本等化器１３の出力信号値を参照して、適応学習回路２６
により、トランスバーサルフィルタのフィルタタップ係数ｈfを再生信号に対して最適に
計算することも、公知の技術を用いて容易に実施することができる。
【００５３】
上記実施例のような等化器１３から出力された信号は、最尤復号器１４により、公知のビ
タビ・アルゴリズムなどを用いてデータ復調される。図１１は、このビタビ復号の状態遷
移トレリス線図の一例（ｎ＝４）を示しており、各矢印には、ビット時刻ｋで仮定される
記録符号データ３｛ｂk｝とこれに対応する等化器１３からの出力信号値｛ｆk｝の値が記
されている。このトレリス線図の時間的推移が示す全ての状態遷移において、最も確から
しい遷移が示す符号系列が復号データとして選択され、信号再生が行われる。
【００５４】
（実施例２）
本発明の等化器１３においては、抑圧パラメータαを変えることにより、再生信号がもつ
直流成分を含めた低周波信号成分を柔軟に調整することができる。これは、実再生信号上
にしばしば起こる直流成分のオフセットや低周波変動・歪の影響を排除することに役立つ
。とりわけ、高密度記録再生系では、再生ヘッド７の特性変動、再生ヘッド７と記録媒体
６間の距離の狭小化に伴い、磁気抵抗効果素子７ａと記録媒体６の接触による温度上昇で
磁気抵抗特性が大きく変化することによるＴＡ（サーマルアスペリティ：Ｔｈｅｒｍａｌ
　Ａｓｐｅｒｉｔｙ）現象が顕著である。このとき、再生信号には、正規最大振幅を超え
るような大きな直流オフセット変動が発生する。図１２は、このようなＴＡ現象を模式的
に説明した図である。
【００５５】
通常、正規信号波形３０は、自動利得制御アンプ１０ａによって、正規最大信号レベル２
９ａの間の信号レベルに収められており、所定のオフセット調整によって安定した正常オ
フセットレベル２９ｂを有する。この正規信号波形３０上に上記のＴＡ現象が発生した場
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合、典型的には、ＴＡ再生波形３２のような波形現象が観測され、ＴＡ発生時刻３２aか
ら正規最大信号レベル２９aを超えるような急激な信号オフセット変動３２ｂが発生する
。このオフセット変動は、ＴＡ現象が緩和されるまでの期間比較的長期にわたって継続す
る。信号オフセット変動３２ｂは、正規最大信号レベルをはるかに超えることもしばしば
であり、持続時間も典型的には数１０～数１００ビットに及ぶ。図から分かるように、Ｔ
Ａ現象による信号オフセット変動３２ｂは、長期間のオフセット信号変動が、正規再生波
形３０上に重畳したものとなり、直流成分が残留するような方式のパーシャルレスポンス
波形等化と最尤復号によるデータ復調ではデータ復調が困難になる。この影響は、等化器
の直流遮断特性を強めることにより排除できる。
【００５６】
図１３は、このための再生信号処理回路９ｂの実施例を示している。再生アンプ１０の後
段には、図１２に示したようなＴＡ再生波形３２の発生を検知するＴＡ検出回路３３が設
けられる。ＴＡ検出の方法は様々であり、信号の自動利得制御アンプ１０ａにおいて、検
出された入力再生信号レベルの急激な変動を検知する、あるいは、再生信波形３２のレベ
ルが、予め設定されたＴＡ検出しきい値３１ａ，３１ｂを所定の時間Ｔta以上連続して超
えた場合に信号異常としてこれをとらえるなど様々な方法がある。本実施例では、通常は
、正規再生信号波形３０に対して最適な信号条件を与えるパラメータα、あるいは適度に
低域を補償するパーシャルレスポンス等化処理を用いてデータ復調を行い、ＴＡ再生波形
３２が検知されたとき、等化器１３での低域抑圧パラメータαを１とすることで直流遮断
を強めて、その影響を排除する。抑圧パラメータαは、レジスタ回路３４などに複数個（
α1、α2、・・・）を収納しておき、ＴＡなどの信号異常を知らせる異常検知信号（制御
信号）３３ａに応じて、その一つを選択回路３５により選択して、これを等化器１３に与
える構成としている。
【００５７】
このように、ＴＡ波形２８やオフセット変動など信号の異常を検知した場合と、検知され
ない正常な場合で、複数のパラメータαの値を変えて、等化器１３を動作させる、言い換
えるならば、異なる直流成分通過特性を有するパーシャルレスポンス等化処理を選択的に
用いることで、再生信号の状態により適した再生信号処理条件で、データ復調の信頼度を
より高めることができる。また、パラメータαではなく、直流成分通過特性を有するパー
シャルレスポンス等化のための等化器特性を実現するための等化器１３のタップ係数（ｈ

1，ｈ2，ｈ3・・・ｈL）、あるいは、他の特性を規定する等化器パラメータを複数用意し
て、これを選択して設定してもよい。なお、信号遅延回路３６は、上記信号異常の検出処
理による遅延やパラメータの切り替え処理に伴う遅延を補完するため、信号異常部分に遅
延を施す処理を行う回路であるが、本発明の本質には関わらないので説明は省略する。
【００５８】
（実施例３）
再生信号に応じて等化特性を使い分けるという回路を実施する具体的構成としては、図１
３のように等化器パラメータを可変にして１つの再生系信号処理回路で実現するという構
成方法の他に、異なる直流低周波成分通過特性を有する等化器１３と最尤復号器１６の組
を複数系統用意した図１４のような構成の実施例をとることもできる。前述のＴＡ検出回
路２９などによる信号異常の検出に基づいて、これら複数系統への再生信号の入力を選択
的に行うことでより信頼度の高いデータ復調結果が得られる。あるいは、信号異常の検出
時には、直流遮断特性の強い、より適切な信号系統からのデータ復調結果を選択器３５を
通じて選択するようにしても良い。
【００５９】
（実施例４）
多くのパーシャルレスポンス波形等化回路に対しては、その前段に置かれる自動制御利得
回路１０aの調整利得を制御する自動利得制御回路３９ａや、アナログ・デジタル変換器
１２での再生信号のサンプリングタイミングを制御するタイミング抽出回路３９ｂが置か
れる。この場合、制御のための制御信号情報３８は、等化器１３の出力やあるいはそれ以
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後の部位から、帰還して参照される。また、等化器１３のタップ情報を調整する適応学習
回路２６の制御情報も同様にその後段からとられる。この場合、上述のＴＡ変動など直流
オフセットあるいは低周波の波形変動は、これら制御系に大きな悪影響を与え、この帰還
制御系内に長期にその影響が滞留して、再生信号処理系の正常な動作を妨げる。
本実施例では、図１４の実施例で複数用意されたパーシャルレスポンス信号処理系のうち
、直流成分を遮断する特性を有する系統、あるいは、α＝１なるパラメータを有する再生
系系統の等化器１３後段から参照信号を得る。本実施例の回路構成を図１５に示す。この
場合、上記のような制御情報信号３８を得る目的のみに、直流成分を遮断する特性を有す
る系統、あるいは、α＝１なるパラメータを有する再生系系統の等化器１３のみを備え、
これより後段の最尤復号器１４などの信号処理系を省略するものであってもよい。これに
より、制御系に動作に悪影響を及ぼす直流・低周波変動の入力を排除して、他系統による
最適直流遮断特性、最適パラメータαでの高信頼度なデータ復調とともに本発明磁気記録
再生装置の高い再生信頼度を維持することが可能となる。
【００６０】
（実施例５）
本発明が提供する磁気記録再生装置では、直流近傍の低周波領域の信号成分を許容したパ
ーシャルレスポンス波形処理と最尤復号によるデータ復調を用いるため、図４に示したよ
うな低域に集中する媒体雑音の量がデータ復調の信頼度を決定する大きな要因である。本
発明により、その影響は、再生信号が有する低周波信号成分の効率的利用の観点から最適
に低減されるが、この媒体雑音の絶対量を低減することが、本磁気記録再生装置のデータ
復調を高める上で優位であることは言うまでもない。このため、図１６に示されるように
、低周波の揺らぎを持った媒体雑音の影響が局在すること押さえるため、媒体上に最短ビ
ット長さで記録される磁化反転の最大連続数ｍを一定以下に制限するよう、符号器２にお
いて、記録データに対する符号変換処理を施した後に、これを記録媒体６上に記録する。
【００６１】
例えば、ｍ＝３なる制約を設けたとき、記録媒体６に記録されるビット情報は、記録情報
の６～９％以下の程度の冗長度を設けることで実現できる。ｍ＝４なる制約では、３～５
％以下の冗長度のみで実現することが可能であり、これは、記録再生の効率を損なわず、
媒体雑音を低減して、データ復調信頼度を向上させることにつながる。本発明のパーシャ
ルレスポンス波形処理とともに、このような符号変換処理を用いることで媒体雑音の影響
を低減できる。
【００６２】
以上の実施例における磁気記録再生装置の信号処理回路系、記録信号処理回路９aおよび
、再生信号処理回路９ｂは、既存の回路技術により、高速・高集積・小型な半導体集積回
路として容易に実現することができる。この半導体集積回路を、垂直磁気記録ヘッド媒体
系４を有する磁気記録再生装置に搭載することにより、そのデータ復調信頼度を向上させ
、より高密度での情報の記録再生を実現することが可能になる。
【００６３】
【発明の効果】
本発明により、二層膜媒体と高感度ＭＲ再生ヘッドによる垂直磁気記録方式の再生信号に
対し、従来技術を用いた場合に比べ、最尤復号におけるデータ復調の信頼性をより高め、
より低ＳＮ信号品質を許容することができ、より高密度な情報記憶が実現できる磁気記録
再生装置、および、これを用いた磁気記録再生信号処理回路が提供できる。
本発明では、記録媒体からの雑音の影響をより効果的に軽減できる他、再生波形が、再生
系増幅アンプ回路などの前段信号処理伝送系の伝達特性による低周波周波数劣化歪を受け
ることを前提とし、これを抑制する波形等化処理が行えるため、特殊な補償回路などの増
加を要せず、この影響を低減して、該前段信号処理伝送系の特性劣化を許容した記録再生
信号処理回路を提供することができる。また、再生信号からの直流再生検出を排除する処
理系を備え、これを選択して用いることで、記録媒体とＭＲ再生素子の接触（サーマル・
アスペリティ）、ヘッド特性の変動により発生する再生波形の直流オフセットや変動など
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供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の基本的実施例を示す図。
【図２】垂直磁気記録方式の記録再生過程を示す図。
【図３】本発明パーシャルレスポンス波形等化処理を説明する図（時間波形）。
【図４】本発明パーシャルレスポンス波形等化処理を説明する図（周波数スペクトラム）
。
【図５】本発明で設定されるパーシャルレスポンス波形干渉量の一例を示す表。
【図６】本発明で設定されるパーシャルレスポンス波形干渉量の一例を示す表。
【図７】本発明で設定されるパーシャルレスポンス波形干渉量の一例を示す表。
【図８】本発明における低域抑圧パラメータαとデータビット誤り率の関係を示す図。
【図９】トランスバーサルフィルタによるパーシャルレスポンス等化器構成を説明する図
。
【図１０】本発明パーシャルレスポンス等化器の実施例を説明する図。
【図１１】本発明におけるビタビ復号の状態遷移トレリス線図の一例を示す図（ｎ＝４）
。
【図１２】サーマルアスペリティ現象を説明する図。
【図１３】本発明の再生信号処理回路の第２の実施例。
【図１４】本発明の再生信号処理回路の第３の実施例。
【図１５】本発明の再生信号処理回路の第４の実施例。
【図１６】本発明における記録符号変換処理を説明する図（ｍ＝４の例）。
【符号の説明】
１：情報符号データ、２：符号器、３ａ：記録電流変換処理回路、３ｂ：記録アンプ、４
：垂直磁気記録ヘッド媒体系、５：記録ヘッド、５ａ:主磁極、５ｂ：コイル、５ｃ：補
助磁極、６：記録媒体、６ａ：記録磁性層、６ｂ：軟磁性裏打ち層、６ｃ：基板、７：再
生ヘッド、７ａ：磁気抵抗（ＭＲ）効果素子、７ｂ：シールド膜、８：再生信号、９ａ：
記録信号処理回路、９ｂ：再生信号処理回路、１０：再生アンプ、１０a：自動利得制御
アンプ、１１：低域フィルタ、１２：アナログ／デジタル（Ａ／Ｄ）変換器、１３：等化
器、１４：最尤復号器、１５：復号器、１６：再生符号データ、１７：記録磁化パターン
、１８：ダイビット記録磁化パターン、１８ａ：隣接記録磁化反転の対、１９：ダイビッ
ト再生波形、１９ａ：ステップ応答信号、２０：ダイビット再生波形のスペクトル、２０
ａ：媒体雑音のスペクトル、２０b：低周波歪を有するダイビット再生波形のスペクトル
、２１：等化波形のスペクトル、２２：等化波形、２３：１ビット記憶遅延素子、２４：
乗算器、２５a、加算器、２５b：減算器、２６：適応学習回路、２７：雑音白色整合フィ
ルタ、２８：低域抑圧フィルタ、２９a：正規最大信号レベル、２９ｂ：正常オフセット
レベル、３０：正常信号波形、３１a、３１ｂ：ＴＡ検出しきい値レベル、３２：ＴＡ再
生波形、３２a：ＴＡ発生時刻、３２ｂ：ＴＡによる信号オフセット変動、３３：ＴＡ検
出回路、３３ａ：異常検知信号（制御信号）、３４：レジスタ回路、３５：選択回路、３
６：信号遅延回路、３８：制御信号情報、３９ａ：自動利得制御回路、３９ｂ：タイミン
グ抽出回路。
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