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電着パーマロイ薄膜の磁区構造

　　　前　田　正　雄

　　　武　笠　幸　一

電子工学科繍体電子工学講座

Magnetic　Domain　Structures　in　the　E1ectrodeposited
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nickel－lron　Films

Masao　MAEDA
Koichi　lv］［uKAsA

Abstract

　　　　The　domain　observation　of　evaporated　ferromagnetic　films　has　been　reported　by　many

authors，　but　very　little　work　has　been　done　on　the　domain　structures　of　electrodeposited

thin　films．　lt　is　the　main　purpose　of　present　paper　to　report　the　Bitter　patterns　obtained

in　the　electrodeposited　nickel－iron　films．　ln　addition　to　the　domain　pattern　observation，

chemical　compositions　and　the　results　of　electron　diffraction　and　electronmicroscopic　obser－

vations　of　films　are　described　briefly．

　　　　The　magnetic　properties，　particularly　the　uniaxial　anisotropy，　of　the　films　are　deter－

mined　mainly　due　to　the　polishing　direction　of　substrate　and　the　chemical　compositions，

and　the　rol｝ing　directions　of　substrate　and　the　magnetic　field　strength　in　which　the　elec－

trodepositions　are　carried　out　have　no　significant　effects．

　　　　The　films　obtained　have　fairly　4efined　orientation　in　which　｛111｝planes　are　nearly

parallel．　to　the　film　surface．

　　　　liVEagnetic　domain　patterns　observed　are　nearly　the　same　as　those　observed　in　evaporated

films　and　correspond　to　those　predicted　by　the　theories．　ln　so　far　as　the　domain　structures

are　concerned，　there　were　no　remarkable　differencies　between　evaporated　and　electrode－

posited　films．
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2

　　　　　　　　　　　　　　　　L緒　論1）一一5）

　　強磁性薄膜は実用的にも理論的にも興味ある研究対象である。実用的には薄膜は電子計算

機の越高速度の記憶索子あるいは論理演算用switching素子として現在注目されてきている。

それは薄膜が角形ヒステリシス特性，すなわち図1で微

分透磁率（aの勾配〉が大で飽憩透磁率（bの勾酬が小で

あるという特性を持っためで，これを利用すれば2進情

報“1”，“0”を2っのエネルギド安定状態A，Bに対応さ

せることがi：H来る。現在の信頼性の高い計算機はフェラ

イトコアの出現によって可能となったが，フェライトコ

アのswitching　speed！μsecは薄膜の3～！0　mμsecに劣

る。この理由は薄膜ではjl莫厚方向の反磁場が大きいため

磁化が宇内に拘束され磁化が反転する際，ジャイロ効果

が制限されるためで，それで反転が速くなるのである（形　図1強附薄膜の繍麗麟

状異方性）。また駆動電力を小にするためにはヒステリシスループの囲む面積が小さいことが

要求され，　これは磁化が一定であるとすれば抗磁力Hcの大小で決る。要するに記憶素子と

してはspeed－power　product　S，。が問題となる6）。その他，薄膜の特長としては薄いため通常の

動作速度ではうず電流損は問題にしないですむし，形状が小型のため大量製作に適している。

　　さらに薄膜の重要な特性として，目当な処理を施すことにより一軸的な磁気異方性を付与

することが出来，従って容易軸：方向のヒステリシスカ・t一ブは上に述べた様なすぐれた角形を示

し，困難軸方向では損失の少ない直線となる。

　　これらの点からすぐれた特性を有するパーマロイ薄膜が注目され，従来多数の研究が行な

わ麹てきた。

　　強磁性薄膜の興味ある話題としては，第！に自発磁化の問題，第2に磁区構造の問題，第

3に磁化機構の問題がある。強磁性薄膜に適当な処理を施すと膜全体としては磁化容易軸をも

つが局部的にはばらつきがあり，このばらつきは磁区構造に影響を及ぼし，ひいては磁化反転

機構に対しても問題となる。

　　本報告はこのうち特に磁区構造に関する部分を主として述べたものである。磁区構造のみ

ならず磁性薄膜の研究は従来主として蒸着法によって作られたものが対象として取り上げられ

てきた。電着薄膜は多少蒸着薄膜とは異った特性を有し，欠点とも長所ともなっている。この

ような差異の原因を明らかにする為，電着パーマロイ薄膜について磁区構造の解明を主として

研究を行なった。

　　電着薄膜の磁区構造に関する報告は極めて少ない7＞一’9）。本報では電着パ・・マロィ薄膜の磁

区構造について，電着条件を変えて観祭した結果を報告する。
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　　　　　　　　　　　　　　　2．　薄膜の磁区構造理論

　2・1．薄膜の磁区構造に関する従来の研究2）・5）

　　磁区構造についての理論的考祭には’Kittelie）やN6eli’）等の研究がある。　Kittelは容，易軸

方向が膜面に垂直のとき，膜を薄くするにつれてどの様な磁区構造がXネルギー白勺に安定かを

考察し，薄：くなるとCoの場合膜厚3×10“5　cmを境に還流磁区から単磁区構造に変わること

を示した。又Neelは異方性が膜面に垂直でない場合でも薄くなると磁区構造が変化し得るこ

と，即ち膜厚が厚いところでは磁壁のスピンが磁壁内でi司転ずるBloch磁壁であるが，薄い膜

になると磁壁の部分の反磁場が大となり磁壁上下にあらわれる磁極による静磁エネルギーが増

すためスピンは膜面内で回転するN6el磁壁となることを示した。またN6elは二重磁壁の実

現すべきことも論じている。

　　実験的には広範囲の糸i；1成を持つ蒸着合金1莫につし、て最初Williams，　Sherwoodi2）のBitter

模様の観察があり，bulkのものと異なり薄膜独特の興味ある磁区構造が観察され，特に二重．磁

壁が実際に見られた。　さらにHuber，　Smith，　Goodenoughi3）らは新らしい型の磁壁，枕木磁

壁（Cross－Tie　Wa11）を見出した。2J、来蒸着パーマロイ薄膜の磁区構造について多数の報告がな

されている。

　2・2　磁区構造に関する理論

　　この節では国書による磁区構造の変化を，前節で述べたN6elの考えをもととしたMiddel－

hoek’4）の理論に従って述べよう。

　　磁化方向を異にする磁区間ではスピンは急激にその方向を変えるよりは徐々に変える方が

エネルギ・一的に安定である。これはスピンが方向を変えるのにある有限の厚さが必要であると

いうことで，これが磁壁である。その厚さや磁壁の種類は，両側の磁区の磁化の方向，交換力，

異方性，紬i鮎表面にあらわれる磁極，欠陥，試料の形状等できまる15）。

　　そこで一軸異方性をもつ，図2の様な楕円断面をもつ180。磁壁を考え，磁壁エネルギーを

計算する。考えるべきエネルギーは，交換エネルギ・・一一，異方性エネルギー，静磁エネルギーで，

／／／／

i　／〈）
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，／！
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この和が最小となる条件より磁壁の構造がきまる。ここで注意すべきことは，薄膜ではbulk

に比して磁極間の距離が近いため静磁エネルギ・・一がその構造の決定に大きな役割を演ずる点で

ある。

　　（a）　Bloch磁壁

　　単位面積当りの磁壁エネルギー．Eβは

　　　　EB　＝＝　Eex十Ea十Es　（1）
で表わされる。但しE，x，　E。，　Esはそれぞれ磁壁の単位面積当りの交換，異方性，国庫エネル

ギーである。磁壁内でスピンの方向が徐々に変化するのは，その変化が多くの原子層にわたっ

て分布している方がエネルギ・一的に安定であるからである。スピンSi，　Sjをもつ原子i，ブ間

の相互作用エネルギー16）は

　　　　e，．　x－2．TS，・・Sj　un一　一2JISiHSjlcos　ei

ここで，ノは交換積分である。スピンのなす角ffが小さいとして，　COS・0を展開し，常数項を無

視して2項目のみをとれば

　　　　eE．，　r　JS202　（2）
一方壁の厚さをDとすれば一原子間隔毎にスピンが等角度で向きを変えるとして磁壁内のス

ピンが，薄膜表面の法線とのなす角φは

　　　　（P　＝：’L　r・　一i一一一　（一Df2E；xsDIL？）

従って（2）式は

　　　　ゆ激・（盟一瓢（秀）2

故に磁壁単位面積当りの交換エネルギドは

　　　　恥画一）2・島A（iLD）2・D　　　　　（・）

となる。但しCtは格子定数である。

　　（3）式で交換エネルギーが厚さに逆比例するからこれだけであると磁壁がどんどん拡がっ

てしまう。これを制限するのが異方性エネルギ・・である。

　　異方性エネルギーは

　　　　飴甑瓦・・勲」｝・D　　　　　　（・）

但しK，は異方性定数である。

　　また静磁エネルギーは次式で表わされる。

　　　　恥一∫去即鱒
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ここでA4，，は膜而に垂直な磁化の実効的値で，；！青円柱の反磁場．H硯は

　　　　H’ne　t．　＝一N・俸一一命・・以

であるから

　　　　玖「皐か・r・・A42　・　D　　　　　　　　（・）

一方A’！sを飽和磁化とすると而に垂直な磁化成分は八4s　cos　0となり薄い膜の場合，すなわち

T《Dであれば

　　　　四一llL・・M．k…場・一・M急・D　　　　　…

（5），（6）式はT《Dに対して等しいから
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　oooo
　　　　IVf，　＝：＝　A4．s・／V2　＋

従って

　　　　Es「望万A4？s’の（・）

故にBloch磁壁のエネルギーは

　　　　E紐lc秀）2の＋与

　　　　　　　　r．D
×D坊聯蝶の（8＞

ノ0000

5000

oKE

v

q　／ooo

　　磁壁の厚さDはエネルギー最小

の条件より求まる。パーマロイの顛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5ao／1瓢10－6erg／cm3，　Kl＝　！03　erg／cm3，

A4s　＝＝　800　gaussを用いて膜厚について

これらの植をプロットすると図3，4の

様になる。

　　上記の結果を用いて厚い膜（T》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　
！一））では静磁エネルギeが無視出来て　　　　　　0　　　500　　　／000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア　　‘A｝
　　　　Dイ頭£）1／2　　　図・磁鋤さと・・厚・・関係

　　　　E、、一V2π（AK，）∀2．

薄い膜（7’《D）ではK、《2πハ環とすれば異方性エネルギーが無観出来て

　　　　D一⑫・（2翻㌍

　　ノq／eθ／

一 　9

_　　810cん

／500
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　　　　　　　図4　各種1磁鐘のエネルギーと膜厚との関係

EB＝V2π（2π∠｛1ハ4忌）1！2
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mV8θ1

810cん

ひ。 5一ナ～θ

6

となる。

　　（b）　N6e｝　磁　壁

　　非常に薄い膜に対しては膜厚方向の反磁場が大となるのでスピンは嘆面内に拘束される。

これがNeel磁壁である。

　　φを磁化と膜而内で磁壁に垂直な方向とのなす角とすれば，E、。，　E，tはBloch磁壁と同じ

形になり，また長軸が膜而内にある楕円柱を仮定すれば長軸方向の反磁場イ系数は

　　　　瓦斤万野4・

となり，磁壁エネルギーは

　　　　E・話伝）2・D＋与の＋一遍bM急の

となる。

　　実現すべきE、V，　Dの値をBloch磁壁と比較してプuツトすると図3，4の通りである。

これから膜厚350Aを境としてBlochからN6elへ変わることがわかる。

　　厚い膜に対しては異方性エネルギーが無視出来て

　　　　D國万・（　．・a，2πM急）1／2

　　　　Eぎ；V2π（2πAM多）1／2

薄い膜に対しては静磁エネルギーが無視出来

　　　　D厨万・（£）瑠
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∠ごβ

0　TT？　（Eli）　YS，1．　0　MT　Q　S．1　S　O　P，

71

　　　　　　　〈一一一　qe一一　一　（一一一一　e　一
　　　　　　　　　　　　　　　図5　枕木磁壁の．模型

　　　　EAT　＝　V　2　r．　（AK，）i／2

となる。

　　（c）祝木磁壁

　　観祭された枕木磁壁に対して図5の様なモデルが考えられた22）。磁壁表諏あるいは膜而

で磁極が交互にあると静磁エネルギーが減少する。従ってスピンの回転方向が右まわりの部分

と左まわりの部分との境界ではスピンは徐々にその向きをかえ磁雛の垂直部分があらわれるこ

とになる。

　　．ヒのモデルについて，♪をBloch　lineの長さ，βを枕木間の：”［z均の磁化方向とすると，1

つの枕木聞の主磁壁のエネルギt－uはDl）e．v（！80。）・（1－sinβ）2，枕木のエネルギーはρρ6N（180。）

×（1－cosβ）2・異方性エネルギ・・一・一はZ塑2Kl　sin2βとなる。但しelv（！80。）は！80。　N6el磁壁のエ

ネルギー密度である。また静磁エネルギーを考えると金エネルギーは

　　　　Ec，7・　”’一　e，v　（1－sin　3）2＋e．N，　（1－cos　B）2＋／．1〈，　sin2　S－t－pefi　sin2　（B一　一1’ls－E一）　＋rr，　DA4／／・　sin2　S

となる。（∂E／勿））p＝・O，（∂E／∂β）1、　・”　Oの条件より，還流の磁束は枕本閲で岡心七一に分布している

と仮定すれば

　　　　f）　：　一一1，一12・f一一1一］一　［e，．　asoo）一2D！vfe，．］

　　　　Ec．7r　tx　O．6　e，v　（180’）

となる。ECr．7’を前と同じ値についてプロットすると図4の様になる。

　　これより900A以下で枕木．磁壁が出来，それ以上ではBloch磁壁が出来ることがわかる。

N6el磁壁は出来ないことになる。このことは蒸着膜についての実験結果と一致しない。その

：不一致はN6el磁壁部分間のBloch　lineを無祝したことにその原凶がある。



72 前田正雄・武笠幸一 8

　　　　　　　　　　　　　　　3．　電着薄膜に関する研究

　3・1　　実　験　方　i去

　　薄膜の電着基板としては“1｛∫販の銅板を酸化クWムで犀延方向と垂iし1・〔に注意深くラシャ．ヒで

　　　　　　　　水飼化ナトリウム溶液（50％）で竃解脱脂を行ない，　エチルアルコールで旋

回を行なったものを用いた。

　　篭：着液は．．ド記の3葎類を用いた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bl液　　　 B2液　　　 C液
　　　　　　　NiSO4・6H2C　　　　　　　　　I40（g！の　　　　　　！40　　　　　／40

　　　　　　　FeS　Q，　・7｝tl　，O　6一　22　6　10

　　　　　　　H3BO，　！5　15　15
　　　　　　　NH，Cl　15　16　16
　　　　　　　Saccharin　5　5　5
　　アノs一一ドとしてパーマmイ板またはニッケル坂を用い，電流密度はすべて25　mA／cm2で，

液温はB！液とB2液では一定（20～35℃）に保ち，　C液では室温とした。

　　電着膜の縄成は比色法によって調べた。　その操作は次の通りである。（1＋4）酢酸約！0cc

に覇晩電着されたパ・t一マwイ薄膜をひたしておくことによって，銅基板一ヒのパー一’マorイのみを

溶解した。この場合，あまり酢酸の中に長時聞つけておくと鋼も溶解しだすので注意を要する。

次に分．訴手順を1裏1欝tに記す。

　　鉄の分析：（O一フェナスロリン法〉試料溶液を正確にピペットで25ccメスフラスコに分取

し硫酸（1÷！5）でP登を2二一ドにしておく。10％塩酸ヒドロオキシアミン溶液1ccを加えて

第二鉄イオンに還元し，0一フェナスロリン（G．5％溶液）！　ccを添加して，25％クエン酸ナトリ

ウム溶液を！～3cc加えて十分に発色（赤）させる。標線まで希釈してから波長5！0　mμであら

かじめ作成してある検鍛線より鉄の量を決定する。

　　ニッケルの分析：（ヂメチルグリオキシム法〉試料溶液を正確にピペットで50ccメスフ

ラスコに分取し，飽和臭索水2～3ccを加えてニッケルを酸化する。濃アンモニア水（！÷！）を

臭桑の色が消える程度入れ，さらに1ccほど過剰に：加えてpH　8～10くらいにしておく。ヂメ

チルグリオキシムのアルコ・一ル溶液（ヂメチルグリオキシムlgを100ccのエチルアルコール

にとかす）を！cc謡えると発色（Niの量が多いとllllのような色）する。よくふってから水で標

線まで希釈し，波長450mμで測定する。

　　注意すべきことは，検量線の直線部分を使用するように試料溶液を分取する量を決定する

ことである。なお測定波長感度は，ある粥；を持っているので必ずしも指定されたフィルターを

使胴する必要はない。

　　磁区図形観察の方法はBitteri7）法によった。強磁性体が磁区の集まりからなるならば，強

磁性体の表面に細かい．磁性紛をふりまくことにより磁区構造が．磁性紛（マグネタイト）の紛末
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模様として観察される筈である。

　　普通用いられているマグネタイト（Fe、O、）の膠質懸濁液の製法は，　Elmor♂）の方法がもと

となっているが著者らはそれを改良したWilliams，　BozorthおよびShock｝eyの方法19）に従っ

た。すなわち，塩化第1鉄（FeC12　・　4H20）29と塩化第2鉄（FeCl，・6H20）5．49を蒸溜水300　cc

に溶かし，液温を30～40℃に保ちカセイソ・・mダ59／50cc溶液を一一様にかくはんしながら滴』．ド

するとマグネタイトの沈澱が出来る。沈澱が沈降したら上澄液を捨てる。これを4～5回操返

してからろ過し，洗浄し，石けん水を加える。なお著者らの実験では次の点を：こし二夫することによ

り細かいマグネタイi・粒子が得られた。カセイソt・一・ダを加えるときの液温が低い方（15～30℃）

がよく，またろ過は始めmeshの粗いろ紙を用いた後，　meshの細かいろ紙を用い細かい粒子

が得られた。また石けんは市販のシャンプーを適当量加えた。

　　電着膜に対する交流消磁及び膜簡に平行な直流磁場はケイソ鋼板を磁心とする小型の電磁

石を用いた。これは4500e迄連続lfl勺に可変で反獄型金属顕微釘包にはめ込むため，試料の360。

聞紙が可能である。

　3・2　薄膜の組成と構造

　　無毒の条件で電着した膜糸柳は化学分析の結：果Bl液及びB2液ではほぼ85　Ni－15　Fe，

C液では75Ni－25　Feであった。しかし後者では成分についてばらつきが大きかった。電着液

中のF♂の濃度を変化させた場合の化学分析の結果の一・例を図6に示した。膜の類いくつか

は磁場中で電着を行なったが一・軸異方性に対してその効果は，はっきり表われなかった。ただ

し以下に示す濃厚は電気分解に関するファラデーの法期からの計算値である。
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　　　　6　　　　　／o　　　　／4　　　　　！8　　　　22

　　　　　　　　　Ee　5（）4・7H』O　（9／の

　　　図6　霞着液中のFe”濃度と薄膜の組成

電流密度；25mA／cm2，膜厚：3000　A，霞着液：B1，2液
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　　また電着膜の電子回折および電子顕微鏡観察の

結果を図7，図8に示した。図7によると，上述の

条件で得られる薄膜はかなり明瞭な方位配列を示

し，膜面はほぼ｛1！！｝面であり，＜1！1＞方向は膜

面に垂直な方向から30。程度の範囲に分布している

ことがわかる。このような方位配列と一軸異方性と

の間の関係については今後なお検討を要する。図8

に示す如く，電着膜は非常に一様に付着するが，基

板の研磨溝の影響がかなり厚い場合にも見られ，こ

れがまた磁気的特性に対しても大きな影響を持ち，

たとえば磁場中電着の場合，磁場の影響は蒸着薄膜

の場合程顕著ではなかった2。）。磁化容易軸の方向は

主として研磨方向と，磁歪定数の正負によって決定

されるように思われる。

　3・3　磁区構造の観察と考察

　　膜厚300～7000Aについて実験を行ない，種々

の磁区構造が観察された。以下に得られた典型的な

各種磁区構造を示し考察する。

　　図9～14はBloch磁壁で，膜厚はいずれも7000

Aである。図9は普通bulkに見られるのと同様の

180。磁肇であり磁壁は研磨方向とほぼ垂直にのびて

いる。電着はB1液を用い22℃に保ち！0000eの

磁場中で行なった。図10は90。磁壁で，5000eの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　w

10

　　　図9襖型Bloch磁壁
膜の端から磁化反転に伴って生長したもの

　　電着液：B1液，膜厚：7000　A

図7　電着パーマロイ薄膜の電子回折像

　　各回折環の一定方向に特異な線の

　　ボヤケが観察されるが，これは薄

　　膜の磁気異方性の影響と考えら
　　　　　　　　　　　　む　　れる　　　C液，4000A

　　．’，．『．．　司ζ’・　、／・’馳二㍗．’．；一、・・、ごこ・．を、ゼこ鰹・’．・ゴ死』

　　　．冨瀦鞍諺

　　　　．ご：簿絵灘：黛：潮…

図8　パーーマロイ電着薄膜の電子顕微鏡

継，

・灘雛懸

写真の一例　　　C液，3000A

素地の研磨溝の影響が見える

　　　乱雑．

図1090。磁壁Bloch－type

電着液：B1液，膜厚＝7000A
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、董《珍白

図11薄膜の角の部分に生じた弧状磁壁
　　　180。磁壁　　Bloch．type

　　　電着液：C液，膜厚：7000A

縢轍雛’ Lbu”，」．

ioo　iEik

沙

の疹

図13　真直に生長した襖型磁区

　　　　　　　　　　　　ほ　電着液；C液，膜厚二7700A

75

　　　図12　薄膜の角に見られる弧状磁壁

　　　　　電着液　C液，膜厚＝7000A

　　　図14　不均一磁化回転により生じた

　　　　　　迷路磁区

　　　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　　電着液：B1液，切目＝7000A

　図15枕木磁壁
電着液：C液，膜厚；1200A

図16磁場による枕木磁壁の移動を示す

　　　　　　　　　　　　　　サ　　　電着液＝C液，膜厚：1300A
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　　図17同心円状のStriationを伴う平
　　　　　行な枕木磁壁

　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　電着液：C液，膜厚；1300A

　　図19　枕木磁壁に囲まれたrhOlnboid

　　　　　型磁区

　　　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　電着液＝B2液，膜厚＝1000　A

　　　　　　　　　　　　図21

　　　　　　　　　　　　　　　　電着液＝
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　　大きな異方性分散の存在を示す

　　ripple

　　電着液＝B2液，膜厚：450A

　　図20微少な島隠磁区

　電着液：B2液，膜厚：400　A
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　　　　　　　　　　　ゆ　　　　B2液，露華12000A

　ae　ee
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磁場中で22℃のB1液で電着した結果得られた。図11，図12は試料の角に表われた弧状の

興味ある磁区である。50℃のC液で得られた。図！1では磁壁は二重になっていて，恐らく細

い襖型磁壁が弧状に発達したものと思われる。図！3は長く伸びたくさび状の磁化反転の芽で

ある。500CのC液で得られた7700Aの膜である。

　　蒸着膜においてSmith2i）らによって観察されているLabyrinth磁壁が，消磁後の膜厚

　　　　　む250～2500Aの領域にわたってしばしば見られた。これは不均一磁化回転を示し，磁化反転に

必要な磁場の閾値に局部的不均一があるために生じたものである。図14に22℃のB1液を

用いIOOO　Oeの磁場申で電着した7000　Aの薄膜についてこの種の実例を示す。

　　図15～19に枕木磁壁を示した。この種の磁壁は膜厚900Aから3000Aの範囲にわたっ

て観察された。多くのものは主磁壁がzig－zag状をなす傾向があり，その一方が基板の研磨方

向に伸びている。これは磁化容易軸が研磨方向に沿っているためであると思われる。また枕木

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むの間隔は蒸着膜に見られるものとほぼ同じ程度であった。図15はC液を用いた1200　Aの膜

に見られる枕木磁壁である。図16は枕木磁壁が外部磁場をかけることにより移動した様子を

示したもので，膜面に対し約70～110。で容易軸方向に磁場を加えてから約20分後で，わずか

に残ったマグネタイト粉末の三二から磁壁の以前あった場所がわかる。図17には2本のほぼ

平行な枕木磁壁を示す。同心円状のstriationが観察されるが，この成困は明らかでない。図

16，17はC液を用いて作られ，膜厚1300Aの薄膜で観察されたものである。図！8に示す枕

木磁壁にはゆらぎが観察され，局部的に磁化方朔の角度分散が極めて大きいことによるものと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む

思われる。これは35℃のB2液で電着した450　Aの膜である。図19は1000Aに見られた山

立した枕木磁壁である。これは種々の磁壁方向をもつ枕木磁壁，Labyrinth磁壁のある膜を，

研磨方向に消磁した後に表われた。

　　400Aの非常に薄い膜に観察された小孤立磁区を図20に示す。基板の研磨方向に磁場を

加えた場合，磁場に垂直な方向への磁区の伸縮は観察されなかった。また磁壁の幅が広くなっ

ている。これは35℃のB2液で得られた。

　　図19，図20の差異は前者は周囲が枕木磁壁である点にある。後者の程度の厚さになると，

N6el磁壁が出現しうるが，これが果してN6el磁壁であるかどうかは明らかでないが，　Bloch

磁壁であれば磁場に垂直な方向への伸縮も見られる筈であり，またN6el磁壁であるとすれば，

薄い場合にこの種の幅の広い磁壁の観祭される可能性がある。

　　図21に非常に興味のある磁区図形を示す。磁区は基板の研磨方向とほぼ平行である。こ

の方向に消磁後磁区と直角に200eの磁場を加えて得られた園形である。磁場の増加と共に

磁区の面積が増加し，コントラストが強くなる。また加える磁場の方向を逆転すると明暗も逆

になる。これは35℃のB2液で電着した膜厚2000Aの膜である。この種の磁区構造は，磁化

が完全に膜面内に拘束されず，膜面に簸直な成分を持つとすれば一応説明可能であるが，この

点についてはなお検討を要する23）。
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4．　結 論

　　従来，ほとんど観察されていなかった電着パーマnイ薄膜の磁区構造の観察結果を主とし・

て述べると共に，あわせて組成，構造等についても簡単に述べた。

　　電着薄膜は蒸着薄膜に比してかなりの特徴がある。たとえば薄膜の磁気特性を決定する上

に非常に大きな影響を持つ歪の分：布なども，水回の共析によるものが考えられるが，この点に．

ついては現在のところほとんど全く知られていない。

　　また基板の圧延方向や，磁場中電着の影響は，研磨方向のそれに比して極めて小さかった。

　　得られた薄膜は｛111｝面をli莫面に平行とするような，かなり明瞭な方位配列を示している

が，これと異方性との関係はあまり明瞭でない。

　　従来，電着薄膜の磁区は蒸着薄膜に比して極めて小さいという報告があるが7＞・8）・9），著者ら

の観察結果では，磁区構造に関する限り，大きさや種類の点で蒸着薄膜との大きな差異は認め・

られなかった。しかし，磁気異方性を決定する大きな要因が基板の研磨方向にあるため，研磨

きずのため，磁区の観祭は蒸着膜に比してかなり困難であった。特に磁化ベクトルが完全に膜

面内に拘束されているとしては説明できないような興味ある磁区が観察された。

　　本研究を行なうに当り，薄膜の化学分析については本学工学部分析化学教室，永山教授，

後藤助教授のご指導を受けた。また電子回折や電子顕微鏡写真については，El本電信電話公社

電気通信研究所磁性材料研ヲビ室，小川忠政氏のご好意によるものである。記して深く感謝の意、

を表する。
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