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Ⅰ.はしがき

本報告は文部省科学研究費の助成(基盤研究B )を受けて表記の研究課題につい

て2年間の研究成果をまとめたものである｡

最近､新磁性材料として注目されている物質に､非磁性体(4g,Cu,An等)中

に､磁性超微粒子(co,FらNi)を埋め込んだ､非固容系ナノグラニエラー磁性薄膜(以

下､グラニエラー膜と称す)がある｡この材料においても､金属磁性多層薄膜と同様

に巨大磁気抵抗効果(GMR)が出現する｡磁場に対する電気抵抗の変化が大きいと

いうことは､超小型磁気センサー等の開発に非常に有力であり､その組成や構造を制

御して､磁気抵抗比ばかりでなくより優れた磁化率その他の磁気特性を有する材料の

開発が進められている｡そして､次世代に向けての､磁気集積化ということを念頭に

置いた時､磁気特性の向上と同時に､半導体等と一体に集積化しようとする磁気部品

の薄膜パターン化のための基礎的な研究も求められ始めている｡

グラニエラー膜の作製には､ ①急冷法等で作った､非磁性体･磁性体アモルファ

ス合金をアニールして磁性微粒子を析出させるか､ ②非磁性金属のアトムビームと磁

性金属のクラスタービームとの同時蒸着法等が用いられている｡後者は､膜内の微粒

子の粒径が一様にそろったものが得られやすく､パターン化にもマスクを用いること

により1 f∠位の線幅のものを作るには適しているかもしれない｡しかし､更に将来に

は､サブミクロンあるいはそれ以下の大きさのものが要求される時が来ると考えられ

る｡

そこで､本研究では､作製法①と同様に､先ず､非磁性体と磁性金属のアモルフ

ァス薄膜を作製する｡そして､そのアモルファスの膜に細く収束した電子ビームを照

射することにより部分的にアニールをして､微粒子の析出を促し､サブミクロン以下

の分解能でグラニエラー状態のパターンの形成を目指す｡しかし､そのようの微小な

領域の磁化状態を調べる手法は未だ確立されておらず､まず､ 10
nm以下の超微粒子

の磁性の観察を実現する必要があった｡本研究では､試料本来の磁気構造を変えない

よう磁気シールドレンズを装着した､電界放出型透過電子顕微鏡によるローレンツ電

子顕微鏡法により磁気構造の観察を試みた.また､電子ビーム露光中の薄膜の様子は
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本助成にて購入した高感度TVシステムで実時間観察しながら､微細なパターンにそ

った微粒子の析出を試みた｡また､金属磁性多層膜のなかから､磁気記録用ヘッドと
して注目されているスピンバルブ膜のローレンツ電子顕微鏡観察も実施したのであ

わせて報告する｡

Ⅱ.研究組織

研究代表者:丹司 敬義(名古屋大学理工科学総合研究センター･助教授)

研究分担者:木村 啓子(名古屋大学理工科学総合研究センター･助手)

研究分担者:田中 成泰(名古屋大学工学研究科･助手)

研究分担者:室岡 義栄(名古屋大学工学研究科･助手)

研究協力者:前田 将宏(名古屋大学工学研究科)

研究協力者:石樽 伸生(名古屋大学工学部)

Ⅲ.研究経費

平成8年度 6, 800千円

平成9年度1, 300千円

合計 8, 100千円

2



Ⅳ.研究発表

1.学会誌等
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2.口頭発表

国際会議

発表者名 発表題目 学会等名 発表年月日

丹司敬義 DifferentialinterferometrybyTEMholography Fit(eenthPfefferkom 平成8年
他 conferenceonelectronⅠmage

andSignalProcesslng,

Si)verBay,USA

5月22日

丹司敬義 Differentialmicroscopybyelectronholography MiαoscopyandMicroanalysis
･平成9年

他 withanelectrontrapezoidalprism 1997,Cleveland,USA 8月11日

室岡義栄 Astudyofhdividualcarbonnanotubesby ElectronMicroscopyand 平成9年
他 angular-resolvedEELS AnalysisGroupConf.

EMAG97,Cambridge,UK

9月3日

丹司敬義 Ⅰmprovementof】ightcollectidnefBcienqoflens htemationalSymposiumon 平成9年

他 00oupledYAGscreenTVsyste血forHVEM AtomicLeve1

皿aracterizatioⅠlSforNew

MaterialsandDevices'97,

Maui,USA

11月25日

丹司敬義 ObservationofmaBnetic血estructuresby MaterialsResearchSociety 平成9年

他 electrondiffemtialmicroscopy Fal1Meeting97,Boston,USA 12月3日

国内会議

発表者名 発表題目 学会等名 発表年月日

丹司敬義 YAGを用いたmM用TV観察システム 日本電子顕微鏡学会 平成8年

田中成泰

他

の開発 第52国学術講演会 5月22日

田中成泰 光化学エッチングによる化合物半導体TEM 日本電子顕微鏡学会 平成8年

他 試料の作製 第52回学術講演会 5月23日

丹司敬義 電子線ホログラフィによる新しい微分干渉 日本物理学会秋の分科会 平成8年

計測法 10月1日

丹司敬義

他

むSiO.の高分解能電子線ホログラフィ 日本物理学会秋の分科会 平成8年

10月1日
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発表者名 発表題目 学会等名 発表年月日

丹司敬義 CoFeBサンドイッチ膜のローレンツ電子顕 日本物理学会秋の分科会 平成8年
他 微鏡観察 10月2日

室岡義栄 パラレル電子エネ)i,ギ-捜失分光法たよる電気関係学会東海支部連合 平成8年
他_ 微弱信号検出 大会 10月14日

丹司敬義 ZrSiO4の高分解能電子線ホログラフィ 電気関係学会東海支部連合 平成8年

他 大会 10月14日

舟司敬義 YAGを用いたmM用TV観察システムの 電気関係学会東海支部連合 平成8年

他 開発 大会 10月14日

丹司敬義 ローレンツ電子顕微鏡痕による 電気関係学会東海支部連合 平成8年
他 a-CoFeB/Cu/a-CoFeBサンドイッチ膜の磁区

構造観察

大会 1'0月15日

木村啓子 原子分解能アナリテイカルトモグラフィ技 日本学術振興会 平成8年

他 術の開発 第141委員会研究会 12月4日

丹司敬義 ZrSiO4の高分解能電子線ホログラフィ 日本物理学会 平成9年

他 第52固年会 3月28日

丹司敬義 高感度.高解像度記録の進展 日本電子顕微鏡学会ワーク

ショップ

平成9年

5月21日

丹司敬義 高分解能電子線ホログラフィにおける収差 日本電子顕微鋳学会 平成9年
他 補正 第53回学術講演会 5月22日

室岡義栄 カーボンナノチエ-ブの運動量分解EELS 日本電子顕微鏡学会 平成9年

他 第53回学術講演会 5月23日

丹司敬義 電子線ホログラフィによる微分顕微鏡法 電気関係学会東海支部連合 平成9年
他 大会 9月29日

丹司敬義 YAGを用いた超高圧電子顕微鏡用新TV観 電気関係学会東海支部連合 平成9年
他 察システムの開発 大会 9月29日

日中成泰 イオンミリングと化学エッチングによる 電気関係学会東海支部連合 平成9年
他 Z】lSeT℃M試料の比較 大会 9月29日

田中成泰 光化学エッチングによるInGaAs/InP断面 電気関係学会東海支部連合 平成9年

他 TEM試料作製 大会 9月29日

室岡義栄 カーボンナノチューブの角度分解EELS 電気関係学会東海支部連合 平成9年

他 大会 9月29日

丹司敬義

他

電子線ホログラフィによる微分顕微鏡法 日本物理学会秋の分科会 平成9年

10月5日

丹司敬義 電子線ホログラフィによる微分顕微鏡法Ⅱ 日本物理学会 平成10年

他 第53回年会 3月30日
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Ⅴ.研究成果

1.背景と目的

磁性体は､磁気記録材料､永久磁石､電気設備等さまざまな分野で広く利用され

ており､古くから非常に様々な研究がなされている｡その磁性体研究の重要な分野と

して磁気構造観察が挙げられる｡さらに近年の急速な情報化により磁気記録材料の記

録密度も飛躍的に高くなり､それに応じて磁気記録材料はますます微細化してきてお

り､それらの性能を向上させるためには､磁性材料を微細なオーダーで制御する事が

必要不可欠であり､今まで以上に微細磁気構造観察の必要性が高まっている｡

また最近注目を集めている新しい磁性材料としては､グラニエラー膜(1.･2)や､磁性

金属多層膜の1種であるスピンバルブ膜P)などがあげられる.スピンバルブ膜は､軟

磁性薄膜で非磁性層を挟んだもので､ MRヘッド(4)などに応用が考えられており､そ

の2つの磁性層の磁気的な相関に興味が持たれている｡またグラニエラー膜は､非磁

性薄膜中にナノスケールの強磁性体微粒子が分散されているものであり､ナノスケー

ルの磁性体微粒子の振る舞いに興味が持たれていろ材料である｡そこで本研究では､

最近注目されているスピンバルブ膜とグラニエラー膜の2つを取り上げ､ローレンツ

電子顕微鏡法(5･6)で観察し､それぞれの磁気構造観察を試みた.

2.ローレンツ電子顕微鏡法

ローレンツ電子顕微鏡法は試料を通過した電子がローレンツ力によって偏向され

て生じる電子の密度の違いを利用して磁性体の磁区構造や磁化分布などを調べる観

察方法である｡

強磁性体が磁区構造を取るという考え方は､ 1 9 0 7年Weis(7)によって提唱され

た｡そして1 9 3 2年Bloch(8)は､磁区と磁区の境界でスピンが徐々に回転してある厚

みのある遷移層を作っているとし､これを磁壁と命名した｡

強磁性体は､電子顕微鏡で観察しようとすると､それ自身が持つ大きな磁化が収差

として働いたり､対物レンズの磁界により試料の磁区構造が変化してしまったりする

など電子顕微鏡観察試料としては扱いにくい試料である｡しかしこれまでに磁区観察

の方法はいくつか考え出されてきた(表1参照)
｡表1よりローレンツ電子顕微鏡法

以前の方法は､分解能のオーダーが 〟mオーダーであったので1 9 6 0年代に入り

磁区観察が盛んになると分解能の不足がしばしば問題となった｡そのため､ Boers血､
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Hamisch､ WohllebenとGrolmann(5)らや､ FullerとHale(6)らによってローレンツ電子顕微

鏡法が開発されたのである｡以下この章では､まず磁性体を観察するときの問題点と

対策について述べ､その後ローレンツ電子顕微鏡法の原理･特徴について説明する｡

表1磁区観察の方法

2. 1磁性体を観察するときの問題点

一般に電子顕微鏡に用いられているレンズは､磁界型電子レンズである｡これは

､コイルによって発生する磁界をポールピース(図2-
1)に集中し､試料を鉛直方

向に貫く強い軸対象磁界のもつレンズ効果を利用したものである｡試料は図2 - 1の

ように上極と下極の隙間(レンズギャップ)に挿入される｡このため試料には､ 1 T

以上の強い磁界がかかり磁区構造が変化してしまい､本来の磁区構造を観察できなく
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図2-1標準ポールピースの断面



なってしまう｡この間題を解決するため､本研究では以下の2つの方法を用いた｡

2. 1. 1対物レンズOFF法

対物レンズの電流を切り､それ以下のレンズを用いて結像する方法である｡この方法

は最も簡単ではあるが､対物レンズをきるため倍率がせいぜい数千倍までしかあげること

ができないのが欠点である｡しかし､本研究の3章のような磁性薄膜の磁区構造を観察す

るのであれば､この倍率でも十分である｡

2. 1. 2 磁気シールドレンズを用いる方法

磁気シールドレンズのポールピースの断面図を図2-2に示す｡このポ⊥ルピースの

特徴は､試料をレンズギャップの数Ⅱm上に挿入できるようになっていて､試料には強い

磁場がかからないことである｡このタイプのポールピースは1 9 7 0年代に開発され叩)､

ローレンツ電子顕微鏡法に利用された｡今回用いたレンズでは､試料位置での磁束密度は

約5ガウスであり(1S)
､標準のポールピースを用いた場合の1/1000以下になっているoま

た､倍率は標準レンズの約1βであり､最大倍率は約5 0万倍である｡これは本研究の4

章で述べる強磁性微粒子(10-前後のもの)の観察にも十分に使えるものと思われる｡

2. 2 原理

強磁性体中を運動する電子は､
J+ 1-

F-evxB (v :電子の速度､ B :磁束密度)

で表されるローレンツ力Fを受ける｡そのため強磁性体に入射した電子は偏向される｡こ

の電子の偏向を利用した磁区観察の方法がローレンツ電子顕微鏡法である｡このローレン

ツ電子顕微鏡法には大きく分けてFresnelモード､ Faucaultモードの2つの方法がある.以

下これらの方法について説明する｡

2. 2. 1 Fresnelモード(5･6)

磁区構造を持つ試料に電子が入射したとき､隣り合った磁区を通過してきた電子は､

それぞれの磁化の向きに応じたローレンツ力を受け偏向されるので､試料を通過
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図2-2 磁気シールドポールピースの断面
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試料面

図213 Fresnelモードの原理
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した後､.磁壁のある位置で電子の疎密が生じる｡例えば､図2 - 3の試料面のような磁区

構造を持つ試料に電子を入射させると､図の矢印のように電子は偏向され､観察面では電

子の密度が大きいところは白く､小さいところは黒いコントラストを示す｡このときのロ

ーレンツ像のコントラストは､図2-3観察面のようになる｡また､ジャストフォーカス

では磁壁のコントラストは消え､アンダーフォーカスでのコントラストはオーバーフォー

カスのコントラストが反転したものとなる｡

この方法の特長は､磁区･磁壁が直接像として観察できることと､それを動的に観察

することができることである｡また本研究では､すべてこの方法を用いた

2. 2. 2 Foucaultモード(19)

磁性体中を通過してきた電子はローレンツ力を受け偏向されるが､これは回折図形上

では図形のシフトになって現れる(図2-4)｡よって各々の回折スポットは分裂するので

しぼりで片方のスポットを遮るとこのスポットに対応する磁化成分は暗くなり､磁区構造

が明暗のコントラストとして観察される.この方法の利点はジャストフォーカスで観察で

きるために結晶中の欠陥も観察することができることである｡しかし回折角は非常に微小

であるため回折スポットをきちんと分裂させるためには､しぼりの加工制度や電子ビーム

の高い平行性が要求されるなど操作が複雑である｡

2. 4 磁性体の厚さと電子の偏向角の関係

ローレンツ電子顕微鏡法で磁性体を観察するにあたり､重要な要素として電子が磁界

によりどれくらい偏向をうけるか､つまりそれによる偏向角が考えられる｡この偏向角β

は､試料の厚さdとローレンツ力を受けているときの電子の軌道半径をRとすろと､次の

ように萄述できる｡ (図2-5参照)

0=d/R (2-1)

例として､厚さ10nmのFe薄膜に加速電圧200kVの電子が入射したときの偏向角を求

めてみる｡まず加速電圧200kVのときのRを求める｡まず磁性体の中を運動中の電子の運

動方程式は､

γ2

evB'<m_
R

(e ;素電荷､
Ⅴ ;電子の速度､ B

;磁束密度､ m;電子の質量)

と書け､これよりRは､
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a)電子の軌道

入射電子

試料

レンズ

対物絞り

b)儀察面でのコントラスト(央印は磁化の向きを表す｡)

｢ □

図2-4 Foucaultモードの原理

1.3



R

図2-5 ローレンツ力による電子の偏向
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R=
mv l･47%XV
- i -.

eB eB

(m｡ ;電子の静止質量)

となり､ (2-1)より

0;
♂ 10×10-9

⊥_=- 〔== ｣.二===---

R 7.6xlO-4

1.4x9.1xlO-31x2.1xlO8

1.6xlOJ9x2.2

-1･3×10~5-13 [pnad]

-o･76 [mm]

と求まる｡この時の電子の偏向量Ⅹは､ディフォーカス量△ fを用いて

x-4f･tan0-4f･0

のように表せ､この例の場合100 〟 m程度のディフォーカスで約1nmの偏向量が得られる

ことがわかる｡

2. 4 まとめ

本章では､本研究で用いた磁性体の観察方法であるローレンツ電子顕微鏡法について

述べた｡以下に､その要点をまとめる｡

1 ･

ローレンツ電子顕微鏡法は磁区や磁壁などを直接像として観察できる｡また､電子

顕微鏡を用いているので､高倍率で観察できるo (磁気シールドレンズを用いると最大

50万倍まで可能である｡ )

2.

3.

4.

観察試料の磁気構造を変化させずに観察するために､ 2.1で述べた対物レンズOFF

法や磁気シールドレンズを用いる必要がある｡

ローレンツ電子顕微鏡法には､ 2･2で述べたFresnelmodeとFoucaultmodeの2種類

あるが､本研究ではすべてFresnel
modeを用いた.

Fresnel
modeは､外部磁場の印加による磁区構造の変化､磁壁の移動などの動的観

察が可能である｡

5･加速電圧200kVで加速された電子が10nmの強硬性体(Fe､ Co)を通過したときの

偏向角は､約10〝radである.このとき約100FLmのディフォーカスで偏向量は約1nm

である｡

3. スパッタリング法

スパッタリング法とは､薄膜作製に欠かすことのできない技術であり､加速した不活性

ガスイオンをターゲットに衝突させ､その時イオンの運動エネルギーの遷移を受け放出さ
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れる原子または分子を基板上に凝縮させる薄膜作製法である｡

3. 1原理(20･21)

ここでスパッタリング法の基本となっているグロー放電について説明する｡

10~2-10- ITorr程度のアルゴンなどの気体を封入したガラス管の中に2枚の対向電極を置

き､数百から数千vの直流電圧を印加すると放電が起きる｡これを直流グロー放電という｡

これにより､イオン化された気体は加速されて陰極に衝突し､原子をスパッタ(叩き出す

)するとともに2次電子も放出させる.この電子がさらに血ガスをイオン化して､次のグ

ロー放電が維持されると同時に､スパッタリングも持続する｡これが直流グロー放電をス

パッタリング源として利用する原理である｡しかし､ここでターゲットから飛び出てくる2

次電子は､膜質や結晶性に悪い影響を与えるといわれており､実際の装置では2次電子の基

板への流入を如何にして抑えるかが問題となっている｡この間題を解決するのが直流マグ

ネトロンスパッタリングである｡

3. 2 特徴

スパッタリング法の特徴として次のようなことが挙げられる｡

(1)膜の付着強度が強い｡

(2)比較的簡単に高融点材料の薄膜が作製できる｡

(3)比較的ターゲットの組成に近い膜を作ることができる｡

(4)ターゲットから飛び出す粒子のエネルギーが高い｡

(5)放電ガスの影響を受ける.

(6)基板表面温度が高くなる｡

(7)膜中に加速したイオンが取り込まれやすい｡

こうした特徴は､主として､スパッタリングでは粒子の運動エネルギーの直接転移を

利用していることに起因している｡

3. 3 マグネトロンスパッタリング

本実験で用いた直流マグネトロンスパッタリング装置を図3 - 1に示す｡その構成は

ターゲット電極と基板電極の備わった真空管､排気装置､直流電源､ガス導入装置から成

り立っており､ターゲットに直接数百-数k vの負の直流電圧を印加して､グロー放電で

イオン化したA rガス正イオンを加速してターゲットを衝撃する｡ターゲットの真には複

数の永久磁石が埋め込んであり､ターゲット表面付近に強い不均一な磁界を発生させ2次
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仲)

図1本研究で使用した直掩マグネトロンスパッタリ`ング装置

図3 - 1 tJS･ThinFilmPrbducts Mighty.MAR

((a)チャン′二ヾ-内部の図仲)外観図)
･
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電子の運動を磁界でターゲット付近に封じ込めることにより､スパッタガスのイオン化効

率が上がるように工夫されている｡この方式の特徴として次のことが挙げられる｡

(1)成膜速度が速い｡このため基板表面の原子が移動する前に原子が積層する｡

(2)成膜時の基板表面温度が低い｡このため基板に付着した原子のエネルギーが比較的小

さい｡

(3)膜厚が不均一になりやすい｡膜の表面が平坦でないため基板表面の原子の移動が押さ

えられる｡

これらのことよりマグネトロンスパッタリング法では通常のスパッタリング法より生成

された膜の結晶粒の成長が押さえられるためアモルファス薄膜の作製に適していると考え

られる｡また､第4章で用いたスピンバルブ膜は､高周波マグネトロンスパッタリングに

より作製された｡この方法は､ターゲットに印加する高電圧を､数十kⅢz以上の高周波数

とすることにより､ガス圧を低く抑えても安定に放電させることが容易である｡また､ク

ーゲントへの生イオンの帯電を防ぐことができるため､酸化物等の非金属の蒸着も可能で
ある｡
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4.スピンバルブ膜の磁気構造観察

近年の情報機器の飛躍的な進歩により､扱うデータ量も飛躍的に増加した｡そのため､

記録媒体の更なる高密度化･高速化が必要となり､新しい磁気記録材料の開発が必要とさ

れているoそこで最近注目されている材料の一つに､ "金属人工格子･･と呼ばれる新しい

考えに基づいた､極めて先駆的な材料の研究が活発化している｡この金属人工格子は､金

属の新しい現象､可能性を探るものとして､理論･応用の両観点から盛んに関心が持たれ

ているoこれは､異種原子を組成･膜厚･結晶性などを高精度で制御して原子オーダーで

積層したもので自然界には存在しない原子配列構造を持つことにより､バルクとは異なる

物性や機能を示すことが期待される. (2a24)

この金属人工格子の1つで高感度MRヘッドの材料として期待されているものにスピ

ンバルブ膜(2句があるoこれは､アモルファス軟磁性層で非磁性層を挟んだサンドイッチ膜

の､片方の磁性層の磁化だけをピン止めしたものである｡ "ピン止め"とは､強磁性層に

反強磁性層を隣り合わせることによって､その強磁性層の磁区を固定することである｡し

かし､この材料の磁区構造や磁化の分布などの詳細は､まだ明らかにされておらず､その

観察が望まれているoそこで本研究では､軟磁性層a--CoFeB､非磁性層Ch､ピン止め層

NiOからなるスピシバルブ膜(溢)をローレンツ電子顕微鏡法で観察し､その磁気構造を調べ

た｡

4. 1 実験方法

本研究では､次の2種類の試料について観察を行った｡

① NaCl/SiN/CoFeB(2nm)/Cu/CoFeB(10nm)仰iO

② NaCl/SiN/CoFeB(10nm)/Cu/CoFeB(2nm)仰iO

これらの試料は､ rf-スパッタリング法により作られたもので､ ①の断面図を図4- 1

に示すo NaClは基盤､ SiNはアモルファス膜を作製するための緩衝層､ NiOは隣り合う磁

性層の磁化だけをピン止めするための層であるoそのため､ ①では10nmのCoFeB､ ②で

は2mのCoFeBが､それぞれピン止めされている.ピン止めされている層の磁壁は､され

ていない層の磁壁よりも動きにくい｡以下に､この2つの試料のの検鏡手順を説明する｡

麹鍵幸些

まず､膜をすくいやすいようにグリッドをアセトンに入れ､超音波洗浄で5分ほど洗

浄し､親水化する｡次に､図4-2のように試料を適当な大きさにしてから水面剥離し､

水を2-3回取り替えて洗浄後､グリッドに慎重に貼り付ける.そしてこれを日立H-8000
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観察方向

ピン止め屑 NiQ (10nm)

磁性層ACoFeB (10nm)

非磁性層 Cu(2nm)

磁性層B CoFeB (2nm)

保護屑 SiN(10nm)

基盤 NaCl

図4-1観察試料(∋の断面
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試料

NaCl

グリッドに載るくら

いの大きさにキズを

つける｡

図4-2 観察試料の作製
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under foctlS

over Focus

図4-3 (a)試料(I:,のローレンツ像
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under focus

over focus

■

､iト1丁庵v-､藤綾瀬や磁拒め向溝■

■藩い感性膚の磁化の向き

図4-3 (b)試料{1:)の磁区構造の模式図

2:う
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電子顕微鏡(加速電圧: 200kV)またはHU-1000D (加速電圧: 1000kV)を用い､図4 - 1

の矢印の方向から観察し､電子顕微鏡フイルムは､ KODAKISO･163を使用した.また観察

方法は､ 2.2.1で述べた対物レンズOFF法を用い､写真撮影においては､第2コンデンサ

ーレンズを調整して､できるだけビームが平行になるように注意して撮影した.

4. 2 結果

この節では､実際にローレンツ電子顕微鏡法で観察した結果を示す0 4.3.1に試料①､

4.3.2に試料②の結果を示す｡

4. 2. 1試料(丑の観察結果

ここでは､試料①の観察結果を示す｡ 4.2で述べたように試料①は､厚い方の磁性層が

ピン止めされている試料であるので､薄い層の磁壁は､外部磁界によって自由に動くこと

ができるが､厚い層の磁壁は動きにくくなっている｡

図4-3 (a)に､アンダーフォーカスとオーバーフォーカスでのローレンツ像を示す｡

磁壁の白黒のコントラストから判断して､各磁性層の磁化の向きは､図4-3 (b)のよう

になっている事がわかる｡また､大きく分けると2種類の磁壁が観察でき､太くて(0.5-

1.0 〝m)コントラストのはっきりしている磁壁は厚い磁性層A､細くて(0.2-0.5 〝m)

コントラストの薄い磁壁は､薄い磁性層Bのものをそれぞれ表している｡この図の(a)から(b)

へとフォーカスを変える際に試料にかかる磁界が微少ではあるが変化するので､ピン止めさ

れていない薄いほうの磁鹿層の磁区構造だけが変化している様子が観察される｡

4. 2. 2 試料②の観察結果

次に試料②を観察した結果を示す｡この試料は､薄いほうの磁壁がピン止めされてい

て､磁壁が動きにくくなっている試料である｡

図4 - 4に､ (a)-(d)へと微弱な外部磁界を徐々に印加していった時の磁壁の動く様子

を示す｡この図より､外部磁界が増えるにつれて､矢印で示した白と黒の磁壁の間の磁区

が広がっていく様子が観察できる｡しかし､白い磁壁と黒い磁壁の動き方には違いが見ら

れる.黒い磁壁は､ (a)-(c)-と徐々に左方へ動いていき､ (d)で視野の外へ出てしまった｡

一方白い磁壁は､ (a)-(b)ではほとんど動かず､ (c)で少し右方へ動き､その磁壁が元あった

ところには､薄い白黒のペアのコントラストが表れた｡これは薄い磁性層の磁壁であり､
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これが厚い層の白い磁壁をトラップしていたことがわかる｡そして､ (d)になると白い磁壁

は､矢印まで一気に移動した｡これは､外部磁界の印加によって与えられたエネルギーが

磁性層間の相互作用によるトラップのエネルギーを超えたためと思われる｡

4. 3 まとめ

(1) 本章では､ローレンツ電子顕微鏡法によるスピンバルブ膜の磁区構造観察に

ついて記述した｡要点は以下のとおりである｡厚さの違う2つの磁性層の磁壁に

は太さの違いがあり､それにより各層の磁化を独立に決定することができた｡

(2) 微少な外部磁界を印加したとき､ピン止めの有無により2つの磁性層の磁壁

がそれぞれ独立に動く様子が観察できた｡これにより､ NiOと隣り合う磁性層だ

けピン止めされていることがわかった｡

(3) 外部磁界を微少に変化させたとき､上下の層の相互作用により同じ磁性層の

磁壁の動きに違いが見られることがわかった｡

5 強磁性体微粒子の磁化状態の観察

数ある磁性材料の中で最近特に注目されている新しい磁性材料に非磁性体薄膜中にナ

ノスケールの磁性体微粒子が分散しているグラニエラー膜がある｡これは､ 1992年に

Berkowitzら(1)や､ Xiaoら(q)などのグループが､ Co-Cuグラニエラー合金で巨大磁気抵抗効

果(GMR ; Giant Magnetorcsistance)を発見してから注目を集め､盛んに研究が行わるよう

になった｡この材料の磁気的性質を調べるため､個々の微粒子の磁化の様子を直接観察す

ることが望まれる｡この磁性体微粒子を観察する方法としては､ローレンツ電子顕微鏡法

や電子線ホログラフィーなどが考えられる｡しかしながら粒子のサイズが非常に微小で､

含まれる磁束の量が少なく観察は容易でないため､ 50nm以下の磁性体微粒子を観察した例

は皆無である｡そこで本研究では､それを観察する手法の確立のため､ローレンツ電子顕

微鏡法を用い､単結晶MgO中にF e微粒子が分散しているFe-MgOグラニエラー膜(か)

中のFe微粒子の磁化状態を観察した｡

5. 1 実験方法

観察に用いた試料は､名古屋大学工学研究科田中信夫助教授の研究室から提供して

いただいた｡ 10~5pa程度の真空中で350℃に加熱したNaCl (001)努開面上にFeとMgO

を同時蒸着して作製されたものである. MgOの蒸着には電子ビーム加熱装置を用い､ Fe
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図5- 1 Fe微粒子のMgOに対する成長方位
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の蒸着はMgOの蒸着の途中で行い､ Fe微結晶がMgOの結晶内部に埋め込まれるように

配慮されている. MgOの表面の面方位は(001)､ Fe微粒子の方位は図5 - 1に示すような

･ (a) : (001)【110]F.〟 (001)【100]Mg.､ (b) : (011)[100]Fe〟(001)[100]Mg｡の2種類しか存在し

ない(句｡またFeの粒子径は､ 5 nm前後である.このFe微粒子の磁気構造を極力変化さ

せずに観察するためには､ 2. 2. 2で述べた磁気シールドした対物レンズが必要であ

り､また2. 4で述べたように､ローレンツ力による電子の偏向角は､ 5 nmの厚さの

FeやCoなどの強磁性体を通過したときに5FLrad程度と非常に微小であるため､電子銃

は平行性の良い電界放出型電子銃を用いることが望ましい｡そこで観察は､磁気シール

ドレンズを搭載した電界放出型電子顕微鏡(和TACHI HF-2000)を用い､加速電圧200kV

､電子顕微鏡の直接倍率は1万倍-2
3万倍で行った｡撮影には冷却型スロースキャン

CCDカメラ及び高感度テレビカメラを用いた｡このカメラにより､像は約1 0倍拡大さ

れる｡テレビカメラで取り込んだ画像は､そのままではSN比が低いため､ 3 0フレー

ム積算したものを採用した｡

5. 2 フォーカスステップの補正

本研究では磁気シールド対物レンズを用いたため､倍率やフォーカスステップが､標

準の対物レンズを用いたときと異なる｡倍率は標準の対物レンズを使用した時の1βにな

ることは既に測定されているので､フォーカスステップの補正を次のようにして行った｡

まず表示倍率3万倍(表示フォーカスステップ1 〝m)で､図4`-2のように一番大

きなフォーカスステップのつまみを回したときの､ MgO粒子の回折の移動量を測定する.

この図から､つまみを左に1日盛りまわしたときの移動量XIcftは､ a+b
= 516.9nm､右に1

日盛り回したときの移動量Xdgh.は､仲+c)/2- 497･3nmである.

次に､ MgOの回折角0を求める. 0は､ブラッグ条件の式から､

o呈土=竺ヨ12[m,ad]d 2.1

となるoここで､入は加速電圧200kVでの電子の波長､ dはMg-0の結合の長さである.

先に求めたX此,Xdghtとこの0を用いて､それぞれのディフォーカス量△ fbft及び△frightは､

y,eJ,
X柳 516･9nm

0 12mrad
-43.

1Inn

y,ight-
Xright 497･3nm

.._
-

. _ _0 12mrad
= 4l.4J〟〃

となり､この二つの平均から1ステップのディフォーカス量は､約42 〝mであり､表示

の約4 2倍である｡
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(a)初期位置

(b)ステップ猿人のつまみを7i三-1日購り

(c)ステップ最大のつまみを右へ2 R感り

図5 -
2 MgO粒子暗視野像の#.:=J.引まずれによる移動
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5. 3 結果および考察

5. 3. 1 TEM像及びローレンツ像

この節では実際に単結晶MgO中のFe微粒子を観察した結果を示す｡図5 - 3は､粒

子のコントラストをあげるため､アンダー側に100 nmディフォーカスして観察したTEM

像である｡この図から､ 1つの微粒子の直径は2nm-8nmであり､微粒子は試料中でほぼ

一様に分散していることがわかる｡

図5 -4に実際にローレンツ電子顕微鏡法で観察した像を示す｡図の中で､黒いコント

ラストはFe粒子を表し､白いコントラストはローレンツ力により偏向された電子が密に集

まっていることによるものである｡この図では､各粒子の大きさは10-30nmであるが､こ

れは図5 -

3で示した個々の微粒子の大きさより大きいので､この領域に含まれる数個の微

粒子の､磁化の向きがそろってた粒子群であるものと考えられる｡

次に､フォーカスを連続的に変えて観察した像を図5-5に示す｡これから､ディフ

ォーカスがオーバー側に160FLm以下､アンダー側に120pm以下のときは､ローレンツの

コントラストより位相コントラストが強いため､磁気構造を観察できていない｡これより

､この程度のサイズの粒子の磁気構造をはっきりと観察するためには､オーバー側では240
〝m以上､アンダー側では､ 200〝m以上のディフォーカスが必要であるとことがわかる｡

またこの図のローレンツのコントラストから､この領域にある微粒子の磁化は､矢印の向

きであることがわかる｡
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図5-3 Fe-MgOグラニエラー脹のⅧM像
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(d)磁化の向き
50nm

図5-4 Fc微粒子のローレンツ像と磁化の向き

:う2



over400 Ilm

over360 1L n1

over 240 /i rT1

ovel･ 120 JJ Ill

磁化の向き

over320 〝m

40nm

over280 Jlm

over200 Jlm over 160 〃111

over80 IL m

:∴

over40 1L m



Just focus under40 〃Ill under80 ノJnl

under120 JL m under160 〃m under200 /I m

unde1･240 /I m under280 IL m tlnder320 JL m

図5-5 1ii:..寅の変化によるローレンツ像のコントラストの変化

こう一1



[o-40]pe

■■

ll

ヽ

[002]MgO

[o9]山go
[o22]Fe

[020]MgO

■=■ [022]Fe

′

▲

[040]Fe

(a)回折像

[001】MgO

【001】MgO

(ち)MgOの配向方向
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Fe【001】

(a) Feの磁化容易軸

(b)磁化の向き

40nm

図5-7 Fe微粒子の磁化容易軸
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5. 3. 2 回折像

この節では､図5
-

5と同じ視野からの.回折像から､その図の中心のFe微粒子群の磁

化の向きを求め､それと前節でローレンツ像から求めた磁化の向きと比較して､托微粒子

のMgOに対する配向性を調べる.

図5- 6(a)に回折像を示す.これは図5 -

5のMgOの配向を保存したまま撮影したも

のであるoこの図から､鳩0は図5-6(b)のように配向していることがわかる.また図

5 -

1のように､ Fe微粒子はMgOに対して2種類の配向しか持たないので､ Feの磁化容

易軸<100'は､図5-7(a)のような4本であることがわかる.これと､図5-7(b)に示し

たローレンツ像から求めた磁化の向きと比較すると､この領域の微粒子群の磁化は､容易

軸の一つである珂010】と一致している｡よって､この微粒子群の中の粒子は､図5 -

1(b)

のように配向していることがわかる｡

5. 3. 3 偏向量

また､図5 -

5の中心のFe粒子群による電子の偏向の様子を調べるため､白と黒のコ

ントラストの､中心間の距離dを測定し､ディフォーカス量Afに対するdの関係を図5-

8のグラフに10nmのFeを通過したときの偏向量の理論値と共に示した.ただし､オーバ

ー側アンダー側共に160〝m以下は､ローレンツのコントラストがはっきりと表れていない
ため､測定は行わなかった｡また､ディフォーカス量･偏向量共にアンダー側をマイナス

とした｡

グラフから､実測した偏向量は､ディフォーカス量によく比例しており､理論値と一致

している｡しかし､実測値の傾きは､計算値のそれよりも4･2倍大きくなっている｡この

原因としては､大きく分けると実測値の測定誤差と微粒子の厚さの誤差が考えられる｡測

定誤差としては､電子顕微鏡の倍率､フォーカスステップ､偏向量を測定したときの誤差

などが考えられる｡その中でも一番大きな原因は､偏向量の測定誤差で約20%の誤差を含

み､倍率やフォーカスステップはそれぞれ約10%くらいの誤差が含まれていると考えられ

る｡また､微粒子の厚さにも､ 50%以上の誤差が含まれていると考えられる｡

5. 4 まとめ

本章では､ローレンツ電子顕微鏡法によるFe-MgOグラニエラー膜の観察について記

述した｡要点は以下のとおりである｡

(1) 10nm以上のFe微粒子群からローレンツ像が得られ､磁化方向を決定するこ

とができた｡また得られたローレンツ像から､ 10-30nmの領域で各微粒子の

磁化方向が､そろっている領域が散在していることがわかった0
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(2)ローレンツ像と同じ視野からの回折像から､ Fe微粒子群の磁化方向を調べ､

( 1 )の磁イ蛎向と比較することにより､微粒子群中の粒子の配向方向を決定

した｡

(3)実測した偏向量は､計算値よりも4倍程度大きかったが､ディフォーカス量

には良く比例しているので､この点は理論に一致している｡

6･ Fe/Mo微細構造グラニエラー膜の作製

6. 1実験方法

本研究で用いt=F伽薄膜は直流マグネトロンスパッタリング法によって作製した.

使用したターゲットはFeとMoの面積比率が8対2からなるものを使用､基板には厚さ2
5

Ⅱmのカーボン膜を真空蒸着したNaClを用いた｡

本研究ではできるだけアモルファスに近い試料作製が望まれる｡スパッタリング法の

特徴としてターゲットから飛び出す原子のエネルギーが高いので､基板に到着する原子の

エネルギーが高く､積層した原子間で拡散が生じて韓晶化しやすい｡そこで液体窒素を用

い基板温度を下げることにより基板到達原子のエネルギーを下げることにした｡以下に作

製条件を示す｡

Fe/Mo試料スパッタ条件

使用したスパッタリング装置: US ThinFilmProducts MightyMAX
パワー 45-石OW

時間 3～5
min

基板温度 174.3K
-室温

背景の真空度 5.1×10.7 T｡汀

■

A一分圧 5.0×10-3 TbIT

6･ 2 試料のグラニエラー化とその観察

スパッタ法で作成した薄膜を鋼メッシュのグリッドに乗せ以下にあげる電子顕微

鏡で観察した｡
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1グラニエラー化

日立H･8㈱E(加速電圧200kⅥ

･試料を乗せたグリッドを加熱ホルダーを用い電子顕微鏡内で加熱し､粒子の析出を
観察した｡

･粒子の析出し始める温度まで加熱した後､電子線ビームを照射し､粒子を

析出させた｡

2 EDX解析

日立H-800 (加速電圧100kV)

分析装置: Kevex Del-taI

･加熱し粒子の析出した試料の成分組成を調べた｡

3 粒子の磁性観察

ⅢTACHI HF-2000(加速電圧200kV､サイドエントリー型試料ホルダー)

●

ローレンツ電子顕微鏡法により微粒子の磁性の有無を調べた｡

このとき､試料が外部磁場(磁気レンズ)によって影響を受けないようにするため磁気シー

ルドレンズを用いた｡

6. 3 結果と考察

6･ 3･ 1 FeMoアモルファス金属薄膜の作製

試料1(パワー45W･時間5min･基板温度室温)と試料2(パワー60W･時間5min･基

板温度174･3K)を作製した.

図6 I

1にFeMo金属薄膜TEM像及びその制限視野回折像を示す.

図6 -

1 (a)と(b)のTEM像を比べると(a)の試料の粒子(黒い部分)径は致-十数n
mほど

であり､ (b)のそれは1 nm以下であるo回折像のリングを比較してみても､ (a)のリングの

方は輪郭がはっきりしているが､ O,)の回折像のリングは輪郭がぽんやりしている｡これよ

り(a)の薄膜は結晶化してしまっているが､(b)の薄膜はアモルファスに近い状態であるとい

えるoこれより本実験でのFeMoアモルファス金属薄膜を作製するスパッタ条件は,

/i7- 60 W

時間 3 min

基板温度 174.3 K

であるとした｡
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6･ 3･ 2 試料からの微粒子の析出観察

まず加熱ホルダーを用いて図6 -

2のように100℃ずつ､500℃まで加熱した(実験1とす

る)oその結果､ 400℃-500℃で粒子の成長に大きな変化がみられた(図6 - 3)｡回折像でも

500℃においてはリングもはっきりしておりスポットも出ていることより明らかに粒子が

成長していることがわかるoこのことよりF〟Moアモルファス金属薄膜における粒子の析

出する温度は400℃-500℃であることがわかった｡

次に電子線ビームによって粒子の成長が見られないかを調べた(実験2とする)｡まず､薄

膜に電子線ビームのみを照射したが変化はなかったoこれは電子線ビームだけでは粒子の

成長する温度に達しなかったためと考えられる.そこで薄膜を加熱ホルダーを用いて400

℃付近まで加熱しそこにⅧMの電子線ビームを当ててみた(図6
-4)｡すると電子線ビー

ムを当てた部分で粒子の成長が見られたoまた電子線ビームの強度がヨ〟m
2と21.2〟血2

の場合では､粒子の析出の仕方に違いが生じたo図6
-4(c)のようにビーム強度3A/m

2

で約1時間照射するとビーム照射部分に均一に粒子が析出するが､図6 -

5(a)のようにビ

ーム強度21･2A/m2で約15分間照射すると粒子の析出は不均一になった.これは中心での

電子線ビームの強度が強すぎたため粒子の運動が激しく､粒子は周囲に移動してしまった

と考えられるoここで､電子線ビーム(-ム強度21･2Nm2)により文字を書いた(図6-

5(b))0

6･ 3. 3 組成の分析

EDX (Energy Dispersive Xray
analysis)解析により薄膜および､析出した粒子の成分組成

を調べた｡

まず膜の平均的な部分の組成比は実験1の試料ではFe:81･8% Mo:18･2%となった(図6 -

6(a))o実験2ではFe:77･4% Mo:22･6%となった(図6 - 7(a))｡これはスパッタに用いたタ

ーゲットの組成比(Fe:Mo=8‥2)にほぼ一致しており､
､比較的ターゲットの組成に近い膜を

作ることができる､というスパッタリング法の特長に一致している｡次に実験1の試料に

析出した100nm程度の大きさの粒子の一つを解析した結果､この粒子はFeであることが

わかった(図6 - 6(b))o実験2の試料ビーム照射部分の粒子を解析した結果をみると､平

均的部分よりも多少Feを多く含んでいることがわかる(図6 -

7(b))｡これは､粒子が小さ

いため､また付近にコンタミネーションが付着していたためX線が散乱し､そのために解

析範囲が粒子の周囲も含んだものとなりこのような結果となったと考えられる｡よってこ

の粒子もFeを多く含んでいると考えられる｡
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(b)

図6 - 6 EDXによるeFe/Mo薄膜伽熱500℃)の成分分析結果

(a)平均的な部分(領域2 × 2･5 p /m2)

(b)粒子(100n程度)の部分
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(b)

図6 - 7 EDXによるFe/Mo薄膜(加熱420℃)の成分分析結果

(a)ビーム非照射平均的な部分(領域2×2･5p /m2)

(b)ビーム照射部分
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6. 3. 4 析出微粒子の磁化状態の観察

次にローレンツ電子顕微鏡法を用い､析出した微粒子の磁性を観察した.図6 - 8に実

験1で析出した粒子の一つのローレンツ像を､図6 -

9に実験2で描画した文字部分(図6
-

5(b)円内部)の粒子のローレンツ像を示す.どちらの囲も矢印で示した粒子について､ロ

ーレンツ像のunder fo伽Sとoverfocusで白いコントラストが左右に反転していることがわ

かる｡このことより､観察した微粒子は磁性を持っていることがわかった｡

6. 4 まとめ

･本研究ではスパッタリング法を用い､ F伽アモルファス金属薄膜を作製し､加熱し

電子顕微鏡で粒子の析出を観察し､ EDX解析､ローレンツ電子顕微鏡法により微粒子の磁

性の有無を調べた｡得られた結果は以下のことである｡

1) Fe/Moアモルファス金属薄膜を作るスパッタ最適条件を求めた.

2) FeMoアモルファス金属薄膜から粒子が析出する温度は400℃-500℃である｡

3) FeMoアモルファス金属薄膜を加熱しながら電子線ビームを当てる

ことによって特定部分に微粒子を作ることができた｡

4)析出した微粒子の中には磁性を持つ粒子も存在していることが確認

できた｡

以上のことより本研究により微細なグラニエラー状態のパターンを形成することができ

たといえる｡
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7. 総括

本研究では､ローレンツ電子顕微鏡法を用いたスピンバルブ膜と強磁性体微粒子の磁

気構造観察を行った｡スピンバルブ膜では､今まで観察されたことがなかった2つの磁性

層の磁気構造を独立に観察することに成功し､その相互作用による磁壁のトラップなども

観察することができた｡また､今まで見られたことのない50nm以下の微粒子をローレン

ツ電子顕微鏡法で観察した｡これから､ 10-30nmの領域で数個のFe微粒子の磁化の向き

がそろった領域が散在していることがわかった｡

また､ 2元金属アモルファス膜を透過型電子顕微鏡の加熱装置と電子ビーム加熱とを

併用することにより､ 0･1FLmの線幅でグラニュラー状態のパターンを措くことができた.

今後は､

1 )任意の大きさの粒子を均一に析出させるためのビーム照射の最適条件の探索｡

2)グラニエラー化した薄膜のマクロな磁気特性の測定｡

3 ) FeMo系以外の強磁性体/非磁性体金属アモルファス膜への拡張｡

等を計画している｡
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