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別紙－１ 
５．滞在中の日程 

月 日 出発地 到着地 宿泊地 訪 問 研 究 機 関 等 及 び 用 務 

平成 15年

2 月 20 日 
日本 
成田 

ハンガリー 

ブダペスト 

ハンガリー 

ブダペスト 

極薄薄膜の三次元的解析用試料作製法の研究 

ハンガリー科学アカデミー 応用物理･材料研究所 

   
ハンガリー 

ブダペスト 
記録メディアとしての粒径・粒界の存在状態の解析研究

ハンガリー科学アカデミー 応用物理･材料研究所 

   
ハンガリー 

ブダペスト 
記録メディアとしての膜堆積現象の解明研究

ハンガリー科学アカデミー 応用物理･材料研究所 

平成 15年

５月 19日 
ハンガリー 

ブダペスト 
 機中泊  

平成 15年

５月 20日 
 

日本 
成田 
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別紙－２ 
６．所期の目的の遂行状況及び成果 

（研究指導，研究協力，講演，調査等実施の状況とその成果） 
研究テーマ：「磁気記録媒体用磁性薄膜の成長初期における堆積機構の解明」 

 

本プロジェクトでは，秋田県高度技術研究所（AIT）における薄膜磁性材料の優れた研究成果を，ハン

ガリー共和国，ハンガリー科学アカデミー応用物理・材料研究所（MFA）の薄膜解析グループに指導しつ

つ，同解析グループの解析能力を磁性材料に広げる展開を補助すると共に，AIT における研究を解析面で

進展させる事を目的とした．  

解析に用いた試料は FeCo 系合金薄膜である．FeCo 合金は 2.4T 以上の高い飽和磁束密度(Bs)が得られる

ため，磁気ヘッド材料および垂直磁気記録二層膜媒体の裏打ち層材料として注目されている．スパッタリ

ング法による FeCo 膜は通常保磁力(Hc)が 50～100Oe と大きい．ＡＩＴでは，1%という微量の Al2O3 添加と

下地膜の導入により，Bs 2.4T を維持したまま Hc 1 Oe 以下の膜を 50-600nm の広い膜厚範囲で得る方法を

世界に先駆けて開発した． 

Al2O3 添加や下地膜による軟磁性特性改善のメカニズムについては良くわかっておらず，また，これら

FeCo 系合金膜の軟磁性発現は，堆積初期段階にその原因があると考えられるが不明な点が多い．このよう

なナノメートルレベル領域での薄膜成長初期段階を調べるため，ＭＦＡにおいて透過型電子顕微鏡を用い

て観察を行った． 

 

ＭＦＡでは Thin Film Physics Laboratory で研究を行った. ＴＥＭ試料の作成法の研究においては Dr. 

Sáfrán György， Geszti Tamásné と，電子線回折の解析法については Dr. Lábár János も加わり共同で

研究を進めた．Dr. Radnóczi György は研究統括として，技術討論に参加した．AIT で作製した FeCo 系合

金磁性薄膜について議論を重ねたことにより，AIT・MFA 両者に磁性薄膜の構造から特殊磁性薄膜堆積時

のプロセスにより進行する薄膜反応に対し重要な知見が得られた． 

 

具体的成果 

1-1 Al2O3添加効果について 

 FeCo膜に１％のAl2O3を添加する事でHchは減少した． 

 FeCo膜はカラム構造を示し，結晶は基板表面から粒径が20-60nmと広範囲にわたり膜堆積と共に隣の結晶

と融合・分離をするが，結晶粒径に大きな変化はない．一方，Al2O3を添加した膜の粒径も20-60nmと広い

範囲を示すが，隣の結晶との融合は観察されず，カラム構造は基板上から膜表面まで貫いている．これは

添加したAl2O3が粒子の界面に偏析し，粒子の融合が生じにくくなったためと予想される． 

 この粒子の界面状態を確認するため膜表面の観察を行った． FeCo膜の結晶粒子は様々な形状を示しその

大きさも10-110nmと断面観察結果よりも広い範囲で存在していた．それに対し，FeCoAlO膜の結晶粒子は明

らかに細かく，15-70nmで，粒子の形状も揃っていた．この明視野像をover-focus及びunder-focusで撮影

したところ，粒子の周りにはそれぞれ，白色・黒色の粒界が観察された．即ち，粒界には空隙或いは密度

の低い物質が存在していると考えられ，FeCoAlO膜の場合，AlOが偏析していると考えられる． 

 電子線回折により，これらの膜はbcc構造を持つことを確認した．この表面観察試料を40度傾けて電子線

回折を行った結果，回折リングには大きな変化は無く，FeCo-bccはランダムに配向していると考えられる． 
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 これら結果から，FeCoが本来の優先配向であるbcc-(110)の結晶配向を取りつつ膜が堆積しているのに対

し，Al2O3添加膜はAl2O3が結晶の膜面方向での成長を抑制し，粒子が小さくなったと考えられ，これがHch

減少の要因になっていると推測される． 

 

1-2 NiFe下地膜効果 

 FeCo膜・FeCoAlO膜に1.2nmのNiFe下地膜を導入する事によりHchは減少した． 

 NiFe上のFeCo膜の粒径が非常に細かく（2-4nm）なっていた．即ち，僅か1.2nmの堆積でまだ結晶が小さ

いNiFe-fccの上にFeCo膜がエピタキシャル成長していると考えられる．膜表面のTEM暗視野像から，結晶の

大きさはFeCo膜，FeCoAlO膜共に20-60nm程度と見られる．しかし明視野像の粒子の状態は明らかに異なる．

FeCo膜では，暗視野で観察される結晶配向の等しい原子の集合体一つが明視野におけるコントラストの等

しい一つの部分と対応しているが，FeCoAlO膜ではAl2O3によって分けられたいくつかの粒子の集合体が対

応し，一つの結晶を形成してするモザイク構造となっている．FeCoAlO膜の明視野像における，Al2O3粒界

で分けられた結晶の大きさは8-40nmである．もしもAl2O3の偏析部分が磁壁のピニングサイトとして作用す

るならば，結晶よりも磁区の大きさが小さい事になり，これがHch減少の原因の一つと考えられる． 

 電子線回折の結果では，NiFe下地を用いたFeCoAlO膜はFe-bcc(110），（211）の強い配向が観察された

が，(200)配向は僅かであった．この表面観察試料を40度傾けて観察した電子線回折パターンでは(200)リ

ングがスプリットした形で現れた．即ち，Fe-bccが基板に対して[111]軸配向していることを示している．

一方，FeCo膜では40度傾けてもこのような変化は見られず，NiFe下地を導入してもFe-bccはランダム配向

のままであった．しかし回折線の強度を見るとFe-bcc(200)の強度がNiFe下地を導入する以前に比べると減

少しており，NiFe下地がFe-bcc[111]軸配向するように働いている事は確認できる． 

 1-3 CZN下地効果 

 アモルファスであるCZN下地を導入する事によってもHchは減少した． 

 断面TEM観察でCZN下地を導入した膜は，丁度NiFe下地を導入したもの，しないものの中間の様相を呈し

ている．表面TEM観察においても同様のことが言える． 

 電子線回折の結果で，Fe-bcc(200)配向が少なくなっている事が確認された． 

 CZNはSi基板表面と同じくアモルファス構造であるはずだが，FeCo膜成長の核となっていると考えられる．

CZN下地が効果を発する膜厚範囲は1-5nmの範囲と狭く，6nm以上では殆ど効果が得られない．従って，この

薄い膜厚範囲ではCZNはアモルファス構造をとっていないのではないかと予想される． 

  

2． 残っている課題 

１．AlO添加膜の粒界にAlOが偏析しているかの確認． 

２．AlOが偏析していると予想される粒界は磁壁のピニングサイトとして作用しているかローレンツで確認． 

３．CZN下地膜厚が厚くなると特性が下がる原因（厚くなることでCZNの結晶状態がどう変化したのか？） 

 

 以上，課題は残したものの，当初の目的であるMFAの磁性薄膜に対する理解が進み，派遣研究員のテーマ

に対する解析の進展が得られた． 

この結果を電気関係学会及び応用磁気学会で発表する予定である（添付資料1,2）．また，MFAとの研究

協力体制は今後も維持し，研究の進展によっては成果を国際学会で発表する予定である．そのきっかけを

創っていただいた本プロジェクトに感謝する． 
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別紙－３ 

７．派遣先国の関係学会，学術研究機関，調査研究費等の概要 
関係学会 Hungarian Microscopy Society 

学術研究機関 ハンガリー科学アカデミー 

Institute for Solid State Physics 

Institute for Nuclear Energy 

大学 Roland Eotvos University 

Technical University Budapest 

調査研究費 施設･機器使用料として 10 万円／月 

 
８．受入研究機関における待遇及び印象（附与された身分、施設利用の便宜等） 
身分：客員研究員 

施設利用の便宜：他の MFA 研究員と同等 

印象：初めての海外生活で，見るもの聞くもの全てが新鮮な私に付き合ってくれた薄膜物理研究

室のメンバー皆に感謝する．ハンガリーの外国語教育水準は日本以上に高く，研究所内はもとよ

り，日常生活においても英語でコミュニケーションが十分に取れ，公用語であるマジャール語の

習得は不要だった．研究環境としては，物質面では最低限の物は揃っているが，より快適な用具

の調達に対する努力に欠けていると感じられた．特に紙が少なく，無塵紙は日本から送ってもら

った．また，塗料に不適なシンナーを使用し，試料作成に支障をきたしており，これについては

適正なシンナーを調べ，購入した． 

秋田出身の私には歓迎会が無かったというのはショックだったが，研究所内でのプライベート

な付き合いが全く無いという話を後日聞いた．それにも拘らず滞在期間後半にはアフターファイ

ブの食事，休日の観光に沢山の方に誘って頂いた． 

 AITでは何人もの海外からの客員研究員を受け入れた実績があるが，本当のホスピタリティー

とはかくあるべきと教わった．ＭＦＡも国外からの研究員を数多く受け入れており，滞在期間中

にアメリカ・チェコ共和国からの研究員が薄膜物理研究室に籍を置いていた．特別扱いはイラク

戦争中に日本の立場を聞かれたこと位で，ごく普通に接していただいた． 

 日本の職場に帰ると透過型電子顕微鏡を扱う研究者が数名の環境にある私にとって，機器の保

守・撮影した写真の現像・ＴＥＭ試料作成などの作業の先任者，或いは電子線回折の解析を専門

に行う研究者が居る環境は垂涎物だった．それらの人々が帰国後の私の立場を慮って対応してく

ださった事に深く感謝する． 

 
９．本事業に対する意見・要望等 
派遣前は永遠のように感じられた 90 日間だったが，掲げたテーマに対して期間が短すぎ反省

している．研究活動の途中経過を見て期間延長も出来るようになると良いと感じる． 

また，採択決定から離日までの日数が僅かで苦労した．12 月 25 日に通知を頂いたが，ヨーロ

ッパはクリスマス休暇-年末年始休暇に入っており，先方とコンタクトできたのが年明けの 1 月

６日．10 日間以上も無駄にした感があり，早めの通知をお願いしたい． 

本事業に参加できましたことに，深く感謝する． 


