
記載内容

– ヘッドとメディア

– プリアンプとリード／ライト信号

– サーボ・ポジショニング

はじめに

HDD (Hard Disk Drive) 技術は数十年に渡り変化と進
歩を遂げていますが、設計エンジニアの目標は基本的に

変わっていません。それは、容量増大と高速化のあくな
き追求です。今日のハード・ディスク・ドライブは、コ
ンシューマ･デスクトップ PC 用の普及品であっても、
その容量が従来品に比べて桁違いに増大しています。ま
た、以前にも増してリード／ライトの動作が高速になっ
ています。ディスク回転速度と I/Oデータ速度が上がり、
データ容量が増えています。

ディスク・ドライブ設計のための測定ソリューション

アプリケーション・ノート
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ストレージ・システムの設計エンジニアは、HDD リー
ド・チャンネルの開発において、データ再生の信頼性を
高め、エラー・レートを限りなくゼロに近づけなければ
ならない（10 億分の 1 あるいはそれ以下）という課題
に直面しています。これは、微小電圧、電流を正確に伝
播するアナログ性能を持ったプリアンプなど、高速、低
ノイズ回路を開発しなければならないことを意味してい
ます。

このように、HDDの性能向上に対するプレッシャはなく
なることがありません。最新のHDD規格では、次のよう
なリード・チャンネルのアーチテクチャが必要です。

– 2.2Gbps、2.5Gbps、さらには 3.0Gbps へと、
高速化する一方のデータ速度に対応できる十分な帯
域をサポートする。

– 10mV レンジのヘッド出力電圧を受け入れ、増幅し
つつ、有効なデータと信号アベレーション（振幅の
時間変動）を区別することができる。

– 超低ノイズを実現する。

– 自身で発生するジッタを最小に抑え、他のソースか
らのジッタに対して高い耐性を持つ。

リード・チャンネルの本質は、ディスクおよびヘッドか
ら信号を受け取るレシーバです。設計プロセスの初期段
階では実際の読み取り信号を使えることがまずないた
め、検証やデバッグでは、代用信号を使う必要がありま
す。この信号は、タイミング、振幅、波形特性などを制
御できる信号源から出力します。

このアプリケーション・ノートでは、リード・チャンネ
ル回路の設計をサポートするための、オシロスコープと
任意波形ゼネレータ (AWG) の使用方法について説明し
ます。

オシロスコープは、ディスク・ドライブの設計やテスト
など、さまざまなアプリケーションでのダイナミックな
信号取込に欠かせない計測器です。最新のデジタル・オ
シロスコープには、最も厳しい HDD 測定要求に対応で
きるだけのサンプル・レート、周波数帯域、および精度
があります。

AWG は、どの計測器よりも正確に、実環境における信
号をアベレーション付きで、またはアベレーションなし
でシミュレーションすることができます。また、適合性
試験用の理想的な信号を出力できます。設計の最終段階
では、AWG からセクタやトラックのシミュレーション
された読み出し信号を供給することができます。ノイズ
やジッタを含め、必要なすべての信号パラメータをプロ
グラムできます。

AWGは、適切なオシロスコープとプローブを組合せるこ
とで、HDD 設計の最適な測定ツールセットになります。
このアプリケーション・ノートでは、HDDシステムの主
要なポイントとトラブルシュートにおける AWG とオシ
ロスコープの使用方法を、コンポーネント・レベルの場
合とシステム・レベルの場合に分けて説明します。
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図1. ハード・ディスク・ドライブの簡略ブロック・ダイアグラム
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ヘッドとメディア

HDD 容量の増大化傾向に伴い、ディスク・ヘッドはよ
り複雑な信号を読み込まなければなりません。この問題
に対する技術ソリューションとして、MR (Magneto-
resistive) ヘッドや、PRML (Partial Response Maximum
Likelihood) 、MxDFE (Multi-Level Decision Feedback
Equalization) などのデータ・エンコーディング技術が挙
げられます。

MR ヘッドは磁界に対して非常に感度が高く、メディア
の微小な磁気変動を受け取り、ヘッドで発生する微小な
電圧変動を読み取ることができます。事実、ドライブの
設計においては、MR ヘッドの開発とのからみで、信号
間干渉を避けるために磁気強度が抑えられていました。
弱い磁界であれば互いに干渉することがそれほどないの
で、データ・ビットを高密度に配置できます。

ディスクのデータを検出してビット列の正しさを判定す
る PRML 方式では、S/N 比を低減することなく、高密
度の信号を取り扱うことができます。MR ヘッド技術と
の組合せにより、ドライブの読み書き速度が上がります
ので、ヘッドとメディアの解析はますます難しくなって
います。

3www.tektronix.co.jp/signal_sources

システムの未完成部分の代用も可能な任意波形
ゼネレータ

入力部を持つ電子デバイスは、特定のフォーマット
の入力信号が供給されなければ、機能しません。
今日、パーツごとに同時進行で開発が行われるた
め、新しいシステム設計の一部が、その入力ソー
ス（システムの前段にある要素）より先に完成す
ることがあります。このように、入力信号が得ら
れない場合は、代用の信号源が必要です。また、
多くのケースでは、新しいデバイスをストレスの
ある条件でテストするために、ノイズや異常信号
を加える必要もあります。

一般的なアプローチとしては、ソフトウェア・ア
プリケーションを使って必要な信号を生成すると
いう方法と、オシロスコープを使ってライブ信号
を取り込むという方法があります。波形は、生成
したものであっても、取り込んだものであっても、
任意波形ゼネレータにロードすることで、いつで
も瞬時に呼び出せるようになります。

AWG はこの信号を繰り返し出力できるので、恒
温槽や EMC 試験室などの制御された環境下で最
終の回路設計をテストすることができます。出力
信号は簡単に修正を加えることができるため、テ
スト全体をコントロールして DUT の信頼性を徹
底的に検証することができます。
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設計上の課題

メディアは一般的には、アルミ基板の上に磁性体を蒸着
するという方法で製造します。その際に気をつけなけれ
ばならないのが、この磁性体を均一に蒸着させることと、
ギャップや傷の有無を確認することです。磁性体が均一
に蒸着されていないと、他の領域より厚い部分ができ、
そこにリード／ライト・ヘッドが衝突する危険性があり
ます。さらに、磁性体がまばらに蒸着されていると、磁
化されない可能性もあります。

メディアのテストでは、全トラックに連続した信号を記
録し、リード信号の振幅変動を解析します。

ドライブ・ヘッドの製造では、ヘッドの物理特性（サイ
ズ、重量、バランス、形状など）と磁性体データの感知
能力に問題がないかが問われます。リード／ライト・ヘッ
ドは非常に小さいので、完全に均一の物理特性で製造す

ることは困難です。MR ヘッドの製造メーカは、リード
信号のベースライン・シフトの原因となるヘッドの非対
称性に常に注意を払っています。

低レベル差動信号への接続

磁気ディスクでは、メディアへの書込み、またはメディ
アからの読み取りのすべてが差動で行われます。した
がって、差動プローブは、ヘッドで発生する µV レベル
の信号や、リード・チャンネルのプリアンプ後のmV レ
ベル信号の測定には最適なツールです（図 2 を参照）。

高性能のアクティブ差動プローブには、最大 1000:1
の割合で高周波コモンモード・ノイズを除去できる能力
があり、ディスク・ドライブのリード・チャンネルの高
帯域信号を、時間領域または周波数領域で測定できます。
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図 2. 差動リード・チャンネルに接続したアクティブ差動プローブ
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デジタル・フォスファ・オシロスコープとアクティブ差
動プローブを使用した、ディスク・ドライブ測定のセッ
トアップ例を、図 3 に示します。このセットアップで
は、Ch4 はインデックス・パルスに接続し、トラック
の開始位置を認識します。Ch3 はセクタ・パルスに接
続し、トラックの各セクタの開始位置を認識します。
Ch2 はリード・ゲート信号に（この接続はオプション
につき省略可能）、Ch1 はリード・チャンネルのアンプ
出力に接続します。
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図 3. ディスク・ドライブ測定のセットアップ例（フィクスチャ、DUT の
電源接続は省略）

デジタル・フォスファ・オシロスコープ

デジタル・フォスファ・オシロスコープ (DPO)
には、3 次元の信号情報（振幅、時間、時間に対
する振幅の分布）に基づいて複雑な信号をリアル
タイムに表示、保存、解析できるという、ユニー
クな機能があります。振幅と時間の 2つの次元は、
どのオシロスコープにも一般的なものですが、最
後のパラメータは信号解析の高速化を実現する画
期的な手段です。

すべてのデジタル・オシロスコープと同様、DPO
のスクリーンでは、基本的に信号波形の軌跡をポ
イントとそのポイントを結ぶ線で表現します。し
かし、DPO のユニークな点は、信号が特定の軌
跡を描く頻度に比例して波形を強調表示すること
です。この強調表示はカラー・レンジにマッピン
グされ、通常の波形軌跡と間欠的なグリッチやア
ベレーションを容易に見分けることができます。
さらに、DPO の波形取込レートは、他のデジタ
ル・オシロスコープに比べて100倍から1000倍
とはるかに高いため、トランジェントの詳細を取
り込める可能性も高くなります。

デジタル・フォスファ・オシロスコープを使用す
ることで、ディスク・ドライブの設計エンジニアは、
ディスク・ドライブ波形のすべてまたは一部のセ
クタをエイリアシングなしで観測し、ディスク・
ドライブ波形を細部まで取り込むことができます。
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ディスク・ドライブのデータ信号の代表的な測定パラメータである振幅と時間を、それぞれ図4a、図4bに示します。
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図 4a. ディスク・ドライブ測定の振幅パラメータ

図 4b. ディスク・ドライブ測定のタイミング・パラメータ
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ディスク・ドライブ測定パラメータ

このアプリケーション・ノートで説明する高速ディスク
測定では、波形取込ツールとしてデジタル・フォスファ・
オシロスコープ (DPO) を使用しています。Tektronix の
DPO には数多くの機種がラインアップされ、上位機種
では 8GHz 以上のアナログ帯域、最大 100M ポイント
のレコード長を利用できます。ノーマル・モードでの振
幅分解能は 8 ビット、アベレージングでは 11 ビット、
ハイレゾ・モードでは 13 ビットにもなります。これは、
今日および次世代の HDD 測定でも十分に対応できる性
能です。

しかも、DPOはディスク・ドライブ測定 (DDM) ソフト
ウェアなど、Tektronix の強力な専用アプリケーション
を装備することもできます（図 5を参照）。これにより、
ディスク・ドライブの設計と評価に的を絞った、総合的
な自動測定システムを実現することができます。この
パッケージには、次の IDEMA (International Disk Drive
Equipment and Materials Association) 規格の測定が
含まれています。

規格測定

– TAA ＋（ピークのトラック平均振幅）

– TAA —（トラフのトラック平均振幅）

– TAA（全トラック平均振幅）

– PW50 ＋（ピークの 50% パルス幅）

– PW50 —（トラフの 50% パルス幅）

– PW50（50% パルス幅）

– Overwrite（オーバーライト）

– 分解能

タイミング測定

– 時間（ピークからトラフ）

– 時間（トラフからピーク）

PRML測定

– Correlation（時間相関）

– NLTS（非線形トランジション・シフト）

– S/N 比

MR ヘッドの設計のために、電圧と時間の非対称測定、
また統計測定も用意されています。
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図 5. ディスク・ドライブ測定のメニュー
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2 つの時間軸とイベントによる遅延カウンタを装備した
適切な DPO と組合せることにより、DDM アプリケー
ション・パッケージはトリガ・システムをコントロール
し、各セクタのデータ信号のみを取り込みます。この際、
プリアンブルやサーボ信号は除外できます。この機能で
は、１トラック全ての情報を取り込むのではなく、必要
な部分を数学的に解析できます。また、極端に長いレ
コード長に頼る必要もないため、計測器のレコード長を
浪費することがありません。

タイミングの非対称性

注：これ以降の説明は、ディスク・ドライブ測定アプリ
ケーション・パッケージを使用してテストすることを前
提としています。

タイミングの非対称性テストでは、対象となるヘッドと
メディアの組合せで、正、負のトランジションが同等に
処理できるかどうかを測定します。このテストでは、一
定の周波数シーケンスをトラックに書き込みます。非対
称性は、パルスのピーク間タイミングに基づいて、次の
ように計算されます。

A = 1/4N *∑ (|T 1-T 2|), (i =1...N)

ここで、

– i はトラフ（負のパルス）のインデックス

– N は時間間隔の測定回数

– T1 は前のピーク（正のパルス）と現在のパルス間の
時間

– T2 は現在のパルスと次のピーク（正のパルス）間の
時間

この測定は、他の測定と同様に、セクタ範囲を定義して、
平均値や標準偏差などで算出されます。各セクタで測定
する取込データの数は、カーソルで設定できます。

Overwrite（オーバーライト）

オーバーライト・テストでは、前の記録に新しいデータ
を上書きした後の残留信号の量を調べます。残留信号の
量は、メディアの保磁力、書き込み信号の振幅、ヘッド
の飽和特性によって決まります。基本的な手順は以下の
とおりです。

1.テスト・トラックを消磁します。

2. データを、低レート f1で 1トラック分書き込みます。

3. f1 に設定した侠帯域フィルタを通過した RMS 振幅
(Vo) を測定します。

4.データを、高い周波数 f2 でトラックに上書きします。

5.残留 RMS 振幅 (Vr) を f1 で再度測定します。

Overwrite は、以下のように計算で求められます。

OW(dB) = 20 Log (Vr/Vo)
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アスペリティ・テスト

メディアの表面にヘッドが物理的に接触すると（磁気
ヘッドはディスクのわずか数十ナノメートル上を浮上し
ているだけなので、比較的頻繁に起こり得ます）、大き
なスパイク電圧が発生します。アスペリティ・テストで
は、このスパイク電圧をサーマル・アスペリティとして
測定し、ヘッドがメディア表面で当たったかどうかを確
認します。

また、すべてのピーク（正のパルス）からトラフ（負の
パルス）のパルス・ペアを、設定したスレッショルド・
レベルと比較します。信号が正または負のスレッショル
ド・レベルを越えた場合、アスペリティと推測されます。
TDSDDM2 ソフトウェアは、アスペリティのセクタ番
号と時間ポジションを、ゲーティングされたデータ・セ
グメントの開始から記録します。アスペリティ・テスト
では、信号がゼロを交差するまで次のアスペリティをリ
アーム（認識）しません。

確認されたアスペリティの全イベント数が表示されます。
イベントは、1 つのピークの後に 1 つのトラフが続き
ます。直近の 10 個のアスペリティのセクタ番号と時間
ポジションも表示されます。

ヒステリシスについて

多くのディスク・ドライブ測定では、ピーク・トラフ・
ペアと呼ばれるローカル・イベントを検出する必要があ
ります。リード・チャンネル波形でノイズ等の影響に
よって間違ったピークを検出しないようにするため、測
定ソフトウェアのヒステリシス・レベルを設定すること
が重要です。ピークまたはトラフを取り込むためには、
信号はヒステリシス・レベルより大きくなければなりま
せん。

ヒステリシス設定は、TAA、PW50、タイミングの非
対称性、ピーク間の時間測定など、全般にわたって使用
されます。

プリアンプとリード／ライト信号

リード／ライト・ヘッドとメディアのテストではコン
ポーネントに注目しましたが、内部のディスク・ドラ
イブ信号のテストではシステム・レベルに注目します。
多くの測定は同じですが、モータやデジタル機器からの
ノイズなど、他の要因を含む環境にさらされることにな
ります。

ヘッドやメディアのテストと同じように、プリアンプや
リード／ライト回路の解析では、差動の低振幅信号を観
測します。さらに、プリアンプやリード／ライト回路
の特性評価では、ノイズやジッタのある中で信号を評価
し、データ・エラーを識別して取り込み、時間と周波数
の両方のドメインの応答を検証しなければなりません。
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差動プローブと高周波CMRR

プローブから信号を受け取って初めて正しい測定結果が
得られるため、テストに対する配慮はプローブから始め
ます。差動信号を取り扱うには、高いコモンモード除去
比 (CMRR) を持ったプローブの使用が不可欠です。
CMRR は、差動増幅器が両方の入力から共通の信号を
どの程度除去できるかを示す値であり、コモンモード利
得に対する差動利得の比として定義されます。一般に、
周波数が高くなると CMRR は低下します。

ディスク・ドライブのリード／ライト・チャンネルの差
動特性のため、差動プローブには特別な要件が課されま
す。多くのエンジニアは、電源による周波数ノイズを除
去するために差動プローブを使用しますが、リード・
チャンネルのエンジニアは、モータやデジタル・ロジッ
クからの高周波コモンモード・ノイズにより多くの注意
を払います。したがって、高周波での CMRR 性能がプ
ローブ選定の重要な判断材料になります。

差動測定では、周波数帯域だけがプローブ選定の判断材
料となることはありません。たとえば、リード・チャン
ネル測定では、差動プローブの周波数帯域の値がいくら
優れていても、相応の CMRR 性能がなければ無意味で
す。5Vのリード・チャンネル回路のHDD測定では、プ
ローブの CMRR 性能は、AC カップリングにおいて
1MHz で最低 5000:1 は必要です。このレベルの性能
を実現するために、さまざまなソリューションが用意さ
れています。プローブのコモンモード電圧レンジを超え
ることなく最高の感度が得られるようにするには、AC
カップリングを使用する必要があります。

シングルエンド測定では、リード・チャンネルとデジタ
ル・ロジックは同じ電源で、同じグランド（グランド・
リターン・パス）を使用するため、リード・チャンネル
信号を正確に測定するのは困難です。
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リード／ライト・ヘッドの電流

ライト・ヘッドの電流振幅は、ヘッド・リードを電流プ
ローブでルーピングすることにより簡単に測定できま
す。オシロスコープ用の代表的な高性能電流プローブは、
50Ω負荷において 1mAあたり 5mVを発生する高感度
電流トランスフォーマです。測定結果は、オシロスコー
プのスクリーンに電流波形として表示されます。当然な
がら、電流トランスフォーマに DC 応答はないため、
このツールで DC 消磁電流をモニタすることはできま
せん。

電流トランスフォーマのもう一つの上手な使い方は、図6
に示すように、逆に使う方法です。任意波形ゼネレータ
を 50Ω の信号源として使用すると、電流トランス
フォーマに通した導線に電流が発生します。このように、
リード・チャンネルのフロント・エンドは誘導的に結合
され、ヘッドやプリアンプの周波数応答が測定できます。

アクティブ・プローブの取扱方法

一般的に、アクティブ・プローブは、プローブ・チップ
の高感度 FET 入力バッファ・アンプにより高インピー
ダンスを得て、被測定デバイスにかかる負荷を最小にす

ることができます。抵抗分配器である従来の受動プロー
ブとは違い、このような FET 入力プローブは軽く静電
気にさらされただけで簡単に壊れます。アクティブ
FET プローブを使用する前に、従来の受動プローブで
電圧レベルを確認することをお勧めします。最新の差動
プローブには静電気耐性の高いものもありますが、取り
扱いに注意することに越したことはありません。

差動プローブの高周波における CMRR 性能は、注意深
く評価する必要があります。5V単一電源の回路に対し、
差動プローブをDCカップリング・モードで使用すると、
CMRR は最低でも 1000:1 になります。
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図 6. リード・チャンネルの電流を生成するために使用する任意波形ゼネレー
タと電流プローブ

CT-6 型電流プローブ
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図 7 に、リード・チャンネル信号を測定した場合の、
ノイズと信号精度に対する差動プロービングの効果を示
します。この図（周波数領域のプロット）の X軸スケー
ルは 12.5MHz/div、Y 軸スケールは 20dB/div です。

図 7 の赤い波形は、シングルエンド、グランド基準の
プローブを AC カップリングで使用し、ヘッド・プリア
ンプの後のリード・チャンネルの片側を測定したもので
す。青い波形は、リード・チャンネルの同じポイントを、
DC カップリングした差動プローブで測定したものです。
2 つの波形を比較すると、差動プローブによる測定はお
おむねすっきりしており、特に 50MHz（黒の矢印で示
したポイント）より右側で顕著です。差動プローブによ
る波形は、信号をより正確に表しています。

分割されたグランド、ノイズの多いグランド、きれいな
グランド

差動プロービングを必要とするアプリケーションとして
は他に、アナログ回路、デジタル回路、モータ回路の分
割されたグランド・リターンの解析があります。ノイズ
の多いモータ駆動回路やデジタル・ロジック回路は、mV
以下のリード・チャンネル回路との共存が避けられま
せん。リード・チャンネルからスイッチング・ノイズ
を除去するために一般的に行われているのが、電源のリ
ターン・パスの分離です。

グランド・リードで接続するリファレンス・ポイント
をユーザが選ばなければならないので、リターン・パ
スの分離措置の効果を従来のプロービングで測定する
のは困難です。グランド・リードをドライブ回路の任
意のグランド・ポイントに接続すると、ドライブ回路
のリターン・パスが電源と並列になるリターン・パス
がオシロスコープに生成されます。この結果、複雑なグ
ランド・ネットワークとなり、標準的なドライブ構成で
数十 mV の変動が発生し、差動グランド測定の忠実度
が低下します。
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図 7. シングルエンド・プロービングと差動プロービングによるスペクトラム観測の相違。50MHz（黒の三角印）より上で
は、差動プローブがより正確なスペクトラムを取り込んでいます。
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これを解決するには、真の差動プローブを使用すること
です。つまり、電位に関係なく、任意の 2 点間の電圧
を測定します（これは、差動電圧の片側をオシロスコー
プのグランド・リード電位にすることとは異なります）。
真の差動電圧を測定できるアクティブ差動プローブを使
用し、ドライブ回路のグランド・ノード間を mV/div
の分解能で測定する必要があります。プローブは、2 つ
の測定ノードに対し、平衡のとれた高インピーダンス負
荷となります。この条件を整えなければ、パスを分離す
る手法を正確に評価、検証することはできません。

任意波形ゼネレータによるリード・チャンネル信号の正
確なシミュレーション

ハード・ディスク・ドライブ設計の性能基準が厳しくな
ると、制御されたディスク・ドライブのテスト・パター
ン、信号をシミュレーションすることが重要になります。
この波形は、リード・チャンネルの性能検証、正確な
マージン・テストで必要になります。設計エンジニアが
必要とするのは、設計基準となる、非常に安定し、制御
された、正確な信号源です。これには任意波形ゼネレー
タ (AWG) が最適で、被測定デバイスに対するジッタの
影響、増幅器のノイズ、サンプル・クロックのジッタ、
量子化誤差、補間エラーなど、さまざまな信号をシミュ
レーションすることができます。

AWG は、正確に定義された信号のタイミングや振幅を
出力できるだけではありません。問題のある信号を故意
に出力することや、適合性試験に必要な業界標準のパル
ス・ストリーム、データ・ストリームを出力することも
できます。問題のある信号とは、シンボル間干渉から
ピーク・シフトやジッタまでさまざまです。高性能な
AWG プラットフォームには、ピコ秒レンジでエッジを
制御できるものもあります。

Tektronix の AWG シリーズは、シンボル間干渉、ピー
ク・シフト、ジッタなどの波形の問題をエミュレートす
るのに適しています。また、パルス応答を生成し、テス
ト用の波形を出力することもできます。AWGは、ライト
信号の電流トランジション・パルス応答を、8 ビットま
たは 10 ビットの分解能でシミュレーションします。
ユーザは必要に応じて、MATLABなどのソフトウェア・
シミュレーション・ツールから希望の応答形状をダウン
ロードすることができます。

さらに、Tektronix の AWG では、さまざまな書き込み
電流パターンをモデル化することもできます。通常、こ
れには外部のシミュレーション・ツールを使い、その出
力データを AWG にロードするという手順を踏みます。
ボタンを押すだけで、シミュレーションしたライト電流
信号のパルス応答を出力できます。

リード・チャンネル設計では、リード信号のノイズを克
服しなければなりません。AWG を使用して、ビット・
エラー・レートが上がり始めるまで、リード信号にノイ
ズを付加します。こうすることで、設計の限界をはっき
りと理解し、リカバリ・システムの信頼性を確認するこ
とができます。
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AWG は、LAN または GPIB（最近では USB メモリ・
デバイスも）経由で PC に接続するので、MATLAB や
Microsoft Excel などのソフトウェア・ツールで生成
される波形フォーマットとの互換性は一般的になりつつ
あり、AWG に頼ることなく波形ファイルを開発するこ
とができます。完成した波形ファイルは、AWG のメモ
リに直接ロードできます。

AWG は、実環境の特定のイベントまたはビット・スト
リームと同等の信号を生成するのに適しています。この
概念は "ゴールデン・リファレンス" と呼ばれ、既知の
良品回路の信号または欠陥の特性がよくわかっている信
号を正確に模造した信号を表します。しかし、通常の演
算、編集手法でこのような信号のすべてのエッジ、トラ
ンジション、高調波を複製することはできません。

フル機能を装備した最新の AWG には、それを解決する
ソリューションがあり、オシロスコープから波形を直接
ダウンロードすることができます。手順は簡単で、オシ
ロスコープの持つ高度なトリガ機能により希望するイベ
ントを検出し、取り込みます。次に、LAN または USB
メモリ経由でオシロスコープの波形メモリから AWG の
波形メモリに波形データを転送するだけです。AWG の
内部シーケンサを使用すると、ある範囲内で希望する回
数、希望する周波数で信号を繰り返すことができます。
同様に、振幅もスケーリングできます。

測定システムのジッタの対処

オシロスコープは、ジッタを検証し、増幅器の垂直軸ノ
イズ、サンプル・クロック・ジッタ、量子化誤差、トリ
ガ・ジッタ、補間エラーを正確に測定することができま
す。図8は、DPOで立下りエッジを測定した例を示して
います。ヒストグラムで示されるジッタの標準偏差 σは
3.14ns です。

また、オシロスコープの測定から、全てのポイントが平
均値の ±5σ以内に入っていることがわかります。この統
計は、26.5ns のピーク・ツー・ピーク・ジッタ測定結
果からも理解できます。
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ストレージ・デバイス・テストのための新しいシ
グナル・ゼネレータ

ストレージ・デバイスの大容量化に対する要求
の高まりに押される形で、磁気ストレージ・デ
バイス用、光ストレージ・デバイス用の新しい
高速リード／ライト・ストラテジが開発されてい
ます。そして、ストレージ容量を効果的に増や
すことのできる方法として期待されているのが、
光ディスクとマルチレベル・コーディングの組
合せです。

Tektronix の AWG シリーズは、ディスクのリー
ド／ライト信号を正確に再生して出力する、優れ
た機能を装備しています。これにより、リード・
チャンネルのすべての機能を正確に検証、評価し、
自信を持って高度なストレージ・デバイスを設計、
開発することができます。

最新の AWGは、最大サンプル・レート 20GS/s
をサポートします。最大サンプリング・レート
10GS/s では、クロック・タイミング分解能
100psで最大6信号（アナログ出力 x 2、デジタ
ル・マーカ x 4）の出力が可能です。AWGシリー
ズは、業界の新基準を確立しています。
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統計測定は、収集するサンプル・ポイント数を増やすほ
ど確かなものになります。DPO オシロスコープの三次
元データベースは、毎秒数千万サンプルの統計情報を収集
することができます。この例では、100,000回以上の取
り込みが実行され、100 万個以上のデータが計算に使
われています。

ジッタ測定

インデックスまたはプリアンブル・ロック検出回路にタ
イミング・ジッタがあると、回転するメディアから読み
込まれる波形を観測することは困難です。連続した回転
からの同一波形はわずかに異なった時期に取り込まれる
ので、結果として表示される波形はジッタでぼやけてき
ます。DPOのヒストグラム機能を使うと、図8のように、
リード信号のジッタ量を統計的に評価できます。DPO は、
ダイナミックに変化する複雑な波形を、三次元の波形
データによってリアルタイムに、しかも正確に表示する
ことができます。

TAA測定

トラック平均振幅 (TAA) は、特定のセクタ・レンジに
おけるリード・チャンネル信号データの平均ピーク・
ツー・ピーク値です。一般的に、正確な統計測定を行
うための十分な数のピーク・ツー・トラフ・パルス・

ペアを得るには、全てのセクタの取り込みが必要です。
TAA は、次のように定義できます。

TAA = 1/N * ∑ Vp-p (i ) , (i =0...N-1)

ここで、

– i は各測定ポイントのインデックス

– N はピーク・トラフ・パルス・ペアの数

– Vp-p はピーク・ツー・ピーク電圧
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図 8. ジッタの程度と信号の量的分布を示すヒストグラム表示
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前のページで説明した基本的なセットアップと DDM 測
定ソフトウェアを使用すると、オシロスコープが自動
的にインデックス・パルスにトリガするよう設定されま
す。ユーザは、テストするセクタの範囲を指定するだけ
です。ソフトウェアは、ユーザが定義したセクタを取り
込んで測定を実行します。測定値は直接リードアウト表
示されるとともに、リファレンス・メモリに保存され、
指定セクタ範囲内の TAA 測定結果がグラフ表示されま
す。測定手順を早めるには、時間カーソルで各セクタ内
のより狭い領域を指定します。

図 9に、DPO と差動プローブを使用して測定した TAA
の結果を示します。測定データは、スクリーンの別の枠
内に表示されています。

PW50測定

PW50 測定では、ピークとトラフの両方のピークの
50% 振幅での平均パルス幅を測定します。この計測は、
ピークとトラフ間のトランジションから計測されますの
で、平均を計算するための十分な数のピーク・トラフ・
パルス・ペアを十分なサンプリング・レートで取り込み
ます。さらにこの測定では、ユーザはセクタ・パルスか
らプリアンブルのオフセット時間を指定することにより、
ライト・スプライス、サーボ・ギャップ、ヘッド・
フィールドなどを測定から除外するようにします。

TAA 測定と同様に、アプリケーション・ソフトウェアは
各セクタのデータ領域を取り込み、PW50測定を実行し
ます。測定手順を早めるには、時間カーソルを使用する
か、レコード長を短くして、各セクタ内のより狭い領域
を指定します。TAA 値の 1/2 の大きさが、ピークとト
ラフのパルス幅を測定するためのスレッショルド・レベ
ルとして使われます。トラックのすべてのパルスから平
均パルス幅が測定されます。
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図 9. TAAの測定結果
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PW50+ 測定では、正のピークのみを使って平均パル
ス幅を測定します。PW50–測定では、負のピーク（ト
ラフ）のみを使用します。Snapshot PW50 測定では、
PW50、PW50+、PW50–、分解能、平均回数、平
均における測定回数、ピークからトラフまでの時間、ト
ラフからピークまでの時間、タイミングの非対称性、周
期分解能、周波数を測定します。さらに、リミット・テ
ストの結果、ヒステリシス設定とフィルタ設定も表示
されます（図 10 を参照）。

SNRの計算

SNR（S/N 比）測定では、リード信号とノイズの比を
測定します。測定されるノイズには、メディア・ノイ
ズ、クロストーク、電子ノイズ、ディスク・ドライブ動
作によるノイズなどが含まれます。

SNRは信号とノイズの比として定義されるため、リード
電圧の DC オフセットからは独立しています。SNR の
測定アルゴリズムにおいて、取り込んだ信号は、周期的
な信号と独立した付加的なノイズで構成されているとみ

なします。ノイズは、取り込んだ波形のすべての非周期
性の動作に関連しているとみなします。ノイズ・サンプ
ルは、互いに独立で同一の分布に従うものとみなします。
SNR 測定は、次のように定義されます。

SNR = 10 Log10(σ2s/ σ2n)

ここで、

– σ2s はノイズのない周期的な信号の分散

– σ2n はノイズの分散

測定では、最低でも推測される 3 周期の波形を含んだ
信号を取り込みます。オシロスコープは、ユーザが設定
した周期長から波形を調べ、次に正確な周期を計算しま
す（図 11 を参照）。ユーザは、ノイズが含まれる周期
性信号の推測する周期に対して、30% までの許容値を
設定することができます。ディスクの回転速度がわずか
でも変化すると正確な周期長は得られないので、周期を
推測する上で許容値を大きく取れるということは非常に
重要です。
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図 10. スナップショットによるPW50の測定結果 図 11. SNRの測定結果
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NLTS測定

アプリケーション・ソフトウェア・パッケージには非線
性トランジション・シフト（NLTS）測定機能がありま
す。トランジション・シフトは、磁化の影響により、
ピークやトラフが本来の記録されるべきポジションから
シフトする現象です。このトランジション・シフトは、
通常、非線形に起こります。ソフトウェア・パッケージ
では、3 種類の NLTS を測定できます。

– 初期磁化（DC 消磁）

– 第 1 隣接トランジション

– 第 2 隣接トランジション

メディアの初期磁化は、トランジション（磁化の反転）
が記録されるポジションに影響します。初期磁化はト
ランジションの遅延となって現れ、トランジションが前
の磁化方向と逆になる場合に発生します（図 12 を参照）。

2 番目のトランジションは、隣接トランジションまたは
第 1隣接トランジションと呼ばれます。第 1隣接トラン
ジションには、ライト・データが連続して反転する場合、
後のトランジションは時間的に早くシフトする、という
特長があります。言い換えると、1 つのトランジション
が発生すると、次のトランジションは本来よりも早く発
生します（図13を参照）。
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第 2 隣接トランジションは、第 1 隣接トランジション
と似ていますが、トランジションが 1ビット周期ではな
く、2ビット周期です（図 14を参照）。

測定では、最低でも推測される 3 周期の波形を含んだ
信号を取り込まなければなりません。オシロスコープは、
ユーザが設定した周期長から波形を調べ、次に正確な周
期を計算します。ユーザは、ノイズが含まれる周期性信
号の推測する周期に対して、30% までの許容値を設定
することができます。ディスクの回転速度がわずかでも
変化すると正確な周期長は得られず、測定結果がばらつ
くため、周期を推測する上で許容値が大きく取れるとい
うことは非常に重要です。

NLTS が評価され、理解できると、その影響は、書込み
の予備補償によって軽減できます。

リード・チャンネル・エラーの取込

ハード・ディスクには一定のデータが保存されているわ
けではないので、間欠的なリード・チャンネルの異常信
号を取り込むのは困難です。これを解決するには、
DPO の拡張トリガ機能を使用します。

従来のオシロスコープのトリガには、単一レベルのス
レッショルドしかありません。言い換えると、入力信
号がトリガ電圧レベルを下から上、または上から下に横
切る場合にトリガします。これを、エッジ・トリガとい
います。高性能 DPO などでは、さまざまな拡張トリガ
機能を装備しており、パターン／ステート、セットアッ
プ／ホールド、パルス幅、グリッチ、ラント・パルス、

スルー・レート、シリアル・ビット・パターン、タイム
アウトなどでトリガすることができます。これらのトリ
ガ機能を使用することで、ディスク・ドライブの問題点
を容易に特定することができます。

ラント・パルス・トリガは、特にリード・チャンネル・
エラーの取り込みに適しています。ラント・パルス・
トリガでは、信号が第 1 スレッショルド電圧を横切り、
第 2 スレッショルドを横切ることなく再び第 1 スレッ
ショルドを横切る場合にトリガします。たとえば、ト
ラック平均振幅 (TAA) の 50 ～ 75% しかないパルス
だけを検出するのに使用できます。
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図 14. SAT-NLTS測定
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パルス幅、グリッチ、セットアップ／ホールド、タイム
アウトなどの時間によるトリガ機能では、設定した時間
条件に合致する、または合致しないイベントにトリガす
ることができます。たとえば、ある DPO では、2 つの
パルス幅スレッショルドの間のパルスのみを取り込むこ
とができます。このような時間条件でトリガすることに
より、データ・リカバリ・チャンネルの欠落パルス、余
剰パルス、時間が合っていないパルスなどを検出するこ
とができます。

リード・チャンネルの信号スペクトラム

リード・チャンネルのスペクトラム測定には、通常、ス
ペクトラム・アナライザまたはネットワーク・アナライ
ザを使用します。DPOを含む、最新のデジタル・オシロ
スコープには、スペクトル解析ツールをビルトインして
います。高速なサンプリング・レートでもロング・メモ
リを装備しているので、周波数ドメインで十分な分解能
を得ることができます。

FFT（高速フーリエ変換）などのDSP（デジタル信号処
理）技術により、時間ドメイン波形からのスペクトル計
算が可能です。高速 FFT 解析に懐疑的な人は、広帯域の
デジタル・オシロスコープに搭載される8ビットA/Dコ
ンバータで、十分な周波数ドメイン解析を行うだけのダ
イナミック・レンジが確保できるか疑問視しています。8
ビットは、理論的に 48dB のダイナミック・レンジがあ
ります。しかし、FFT で振幅を計算する場合、複雑な指
数関数とデータ・レコードを掛け合わせ、すべてのサン
プル（取り込みデータ）を平均化します。これにより、
振幅の分解能は 8ビット以上になります。FFT 機能に固
有のアベレージングに加え、出力振幅もアベレージング
されます。ノイズ・フロアも 10 ～ 20dB 低減される
ため、ダイナミック・レンジは広くなります。
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サーボ・ポジショニング

ヘッドがトラック中央の位置を維持するのは、サーボ・
ポジショニング・ユニットの役割です。このため、ディ
スク・ドライブの製造メーカは、アクチュエータがリー
ド／ライト・ヘッドの位置を微調整できるよう、各セク
タにタイミングとポジションの信号を埋め込んでいま
す。サーボ・システムは埋め込まれたポジション信号を
使い、アクチュエータがヘッドを動的に位置調整するた
めのポジション・エラー信号を生成します。

一般的に、埋め込まれるサーボ信号は、図 15 に示すよ
うに各セクタの先頭の両サイドに配置されています。

この図では、BURST 1はトラックのわずかに外側に、
BURST 2はトラックのわずかに内側に配置されています。
リード・ヘッドがこの領域を横切ると、バースト振幅が
読み込まれます。この 2つの信号振幅が同じ場合、リー
ド／ライト・ヘッドはトラックの中央ラインに正しく位
置していることになります。1つの信号振幅がもう 1つ
の振幅に比べて大きい場合、リード／ライト・ヘッドは
正しい位置になく、アクチュエータに補正電圧を加えて
位置を微調整しなければなりません。この補正電圧は、
ポジション・エラー信号と呼ばれます。

21www.tektronix.co.jp/signal_sources

図 15. 組込みサーボ信号の図解



ディスク・ドライブ設計のための測定ソリューション
アプリケーション・ノート

まとめ

Tektronix の高性能プローブ、オシロスコープ、任意
波形ゼネレータ、アプリケーション・ソフトウェアを組
合せることにより、メディアからリード／ライト・ヘッ
ドまで、またリード・チャンネル回路、スピンドル・
モータ、サーボ・ポジショニング回路、デジタル・イン
タフェース、組込みプロセッサなど、ディスク・ドライ
ブに関する解析とトラブルシューティングが可能になり
ます。

Tektronix のデジタル・オシロスコープには、最も厳し
い HDD 測定アプリケーションに対応できるだけのサ
ンプル・レート、周波数帯域、精度があります。

AWG（任意波形ゼネレータ）は、どの計測器よりも正確
に、実環境における信号を、アベレーション付きで、
またはアベレーションなしでエミュレーションすること
ができます。また、適合性試験用の理想的な信号を出
力することもできます。ディスク・ドライブ設計・開発
の最終段階では、トラック全体のシミュレーションされ
たディスク・データを出力します。ノイズ、ジッタを含
め、ほとんどすべての信号パラメータを、プログラムで
きます。
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