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this study, we identify the topologically non-trivial magnetic structures in skyrmion-hosting FeGe nanoparticles
via tomographic electron holography. The electron holography observations from multiple projections hold an
はじめに
exclusive advantage in visualizing three-dimensional forms of magnetic structures confined in nanoparticles.

 スキルミオン（スカーミオン，Skyrmion）は場の理論における位相欠陥の一種であり，トポロ
ジーの概念の下に安定化した渦構造である．そのモデルは1962年，Skyrmeによって提案された[1]
が，スピンの位相におけるスキルミオン（磁気スキルミオン）の実験的観測に成功したのはごく
1. はじめに
近年のことである[2,3]．スキルミオン安定化の物理的機構についての詳細は割愛するが，ごく簡
スキルミオン（スカーミオン，Skyrmion）は場の理論における位相欠陥の一種であり，トポロ
単にはDzyaloshinskii-Moriya(DM)相互作用[4,5]による長周期らせん磁性（図1a）の並進ベクトルが
ジーの概念の下に安定化した渦構造である．そのモデルは 1962 年，Skyrme によって提案され
複数交わる，言わば複数の位相が揃った状態がスキルミオン構造（図1b）となりうる．図1bから
た [1] が，スピンの位相におけるスキルミオン（磁気スキルミオン）の実験的観測に成功したの
分かるようにこのスキルミオンは面直方向に異方性を持たない円柱状の構造をしており，二次元
はごく近年のことである [2,3]．スキルミオン安定化の物理的機構についての詳細は割愛するが，
薄膜や一次元(的)線材内でより安定に存在することができる．スキルミオンの優れた熱的安定性
ごく簡単には Dzyaloshinskii-Moriya(DM) 相互作用 [4,5]基
[7]や極めて小さい駆動電流[8]などが見いだされて以来，
による長周期らせん磁性（図 1a）の並進ベクトルが複
礎・応用の両面から盛んに研究されており，現在までに
数交わる，言わば複数の位相が揃った状態がスキルミ
様々ならせん度・渦度を持つスキルミオン[9-12]や，その
亜種構造ともいえるHedgehog[13]やMeron[14]などが次々
オン構造（図 1b）となりうる．図 1b から分かるように
に発見されている．
このスキルミオンは面直方向に異方性を持たない円柱
 スキルミオンはその特徴的な構造異方性のため，同じ物
状の構造をしており，二次元薄膜や一次元（的）線材内
質であっても試料形状に応じて安定性が全く異なってく
でより安定に存在することができる．スキルミオンの
る．特にバルク内ではスキルミオン相は極めて限定的な温
優れた熱的安定性 [7] や極めて小さい駆動電流 [8] な
度・磁場下でのみ安定であり，無磁場下や基底状態で安定
どが見いだされて以来，基礎・応用の両面から盛んに
化させる物質は現在まで見つかっていない．加えて複雑形
研究されており，現在までに様々ならせん度・渦度を
状の試料内での磁気構造を三次元的に把握することは技
持つスキルミオン [9-12] や，その亜種構造ともいえる
術的に困難であるため，これまでの研究は薄膜やナノワイ
ヤーを対象としたものがほとんどであった．三次元的に等
Hedgehog[13] や Meron[14] などが次々に発見されてい
1.(a)らせん磁性および(b)スキル
図図
1. （a）
らせん磁性および（b）スキル
方的な試料中では，三次元の形状異方性，スキルミオンの
る．
ミオン(Bloch 型)のスピン構造[6]
ミオン（Bloch 型）のスピン構造 [6]
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構造異方性，らせん磁性の並進ベクトルという三つの異なる次元の異方性が競合することから，
スキルミオンはその特徴的な構造異方性のため，同じ物質であっても試料形状に応じて安定
安定化される磁区構造には粒子サイズや物質によって多様な選択が許される．
性が全く異なってくる．特にバルク内ではスキルミオン相は極めて限定的な温度・磁場下での
筆者らは近年，電子線ホログラフィーを用い，複数視野からトモグラフィー的に観察すること
み安定であり，無磁場下や基底状態で安定化させる物質は現在まで見つかっていない．加えて
によりSkyrmion相を平衡相に有する物質であるB20型FeGe[15]の四面体ナノ粒子内の磁気構造を
複雑形状の試料内での磁気構造を三次元的に把握することは技術的に困難であるため，これま
可視化し，無磁場状態で捕捉されたスキルミオンを観察することに成功したので本稿にて報告す
での研究は薄膜やナノワイヤーを対象としたものがほとんどであった．三次元的に等方的な試
る．電子線ホログラフィーという技術はまだまだ知名度が低く馴染みのない読者が多いと思われ
料中では，三次元の形状異方性，スキルミオンの構造異方性，らせん磁性の並進ベクトルとい
るが，電磁場分布・歪分布を実空間で可視化する技術のため，磁性や超伝導の分野で強力な研究
ツールとなりうる．本稿を読んで興味を持っていただけたら幸いである．
う 3 つの異なる次元の異方性が競合することから，安定化される磁区構造には粒子サイズや物
質によって多様な選択が許される．
電子線ホログラフィー
筆者らは近年，電子線ホログラフィーを用い，複数視野からトモグラフィー的に観察するこ
電子線ホログラフィー法とは，透過型電子顕微法（TEM）の一種である．近年発展の目覚まし
とにより
Skyrmion 相を平衡相に有する物質である B20 型 FeGe[15] の四面体ナノ粒子内の磁気
い走査透過型電子顕微法（STEM）が電子線のプローブ性（分解能）に指向したものであるのに対
構造を可視化し，無磁場状態で捕捉されたスキルミオンを観察することに成功したので本稿に
し，電子線ホログラフィーは電子の『波』としての性質を活用した技術である．TEM鏡筒内を横
て報告する．電子線ホログラフィーという技術はまだまだ知名度が低く馴染みのない読者が多
貫するバイプリズムに電圧をかけることで電子波を偏向させ重畳もしくは分離させる．複数のバ
いと思われるが，電磁場分布・歪分布を実空間で可視化する技術のため，磁性や超伝導の分野
イプリズムを駆使することで所望の試料領域や真空領域を透過した電子波を干渉させ，ホログラ
で強力な研究ツールとなりうる．本稿を読んで興味を持っていただけたら幸いである．
ム（図2a）を得る．ホログラムの縞間隔の変調は２領域間で透過した電子波の位相差についての
情報を有しており，位相再生することでこれを可視化することができる．一般的には一方の領域
2. 電子線ホログラフィー
を真空領域（すなわち位相変化0）とし，もう一方の領域を試料の目的視野とすることで試料を透
過した電子波の位相変化を可視化する手法が広く用いられている．この時，電子波の位相差
は次
電子線ホログラフィー法とは，透過型電子顕微法（TEM）の一種である．近年発展の目覚まし
式で表される．
い走査透過型電子顕微法（STEM）が電子線のプローブ性（分解能）に指向したものであるのに対

e
し，電子線ホログラフィーは電子の
鏡筒内を横
C としての性質を活用した技術である．TEM
V dz 
B dSdz

『波』
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貫するバイプリズムに電圧をかけることで電子波を偏向させ重畳もしくは分離させる．複数の
ここでCE, V0, e, ℏ , BSはそれぞれ定数，内部ポテンシャル，電荷素量，ディラック定数，x-y面内
バイプリズムを駆使することで所望の試料領域や真空領域を透過した電子波を干渉させ，ホロ
磁束密度であり，電子入射方向をz方向としている．右辺第一項は結晶自体が持つ内部ポテンシャ
グラム（図 2a）を得る．ホログラムの縞間隔の変調は 2 領域間で透過した電子波の位相差につい
ルによる位相変化であり，第二項は面内磁化による位相変化である．したがって非磁性もしくは
ての情報を有しており，位相再生するこ
常磁性状態の導体では第二項の寄与は無く，
とでこれを可視化することができる．一
試料内のV
0が均一であると仮定すれば第一項
般的には一方の領域を真空領域
（すなわ
による分布はz方向の透過厚さの分布と定性
ち位相変化 0）とし，もう一方の領域を試
的に一致する．
また磁気転移点(TC：FeGeでは
280
K[15])以下での面内磁束分布を見たい場
料の目的視野とすることで試料を透過し
合は，
TC以下と以上の温度で分布をそれぞれ
た電子波の位相変化を可視化する手法が
再生（図2b,c）し，両者を差し引けば第二項
広く用いられている．この時，電子波の
の成分のみが可視化される（図2d,e）（第一
位相差φは次式で表される．
項の温度依存性は概して非常に小さい）．
なお，磁束分布を可視化する手法としては
Lorentz TEM法がより一般的であるが，本研究
で対象とするような複雑形状の試料を観察対
ここで CE, V0, e, ℏ, BS はそれぞれ定数，
象とする場合，強烈なフレネルコントラスト

が磁気コントラストに重畳する（図2f,g）た
内部ポテンシャル，電荷素量，ディラッ
め，磁気情報を正確に抽出することは困難で
ク定数，x-y 面内磁束密度であり，電子入
ある．電子線ホログラフィー法でも試料端部
射方向を z 方向としている．右辺第一項
2.(a)10 K での四面体粒子のホログラム像．(b)10
など透過厚さが急激に変化する場所では位相 図図
2. （a）10 K での四面体粒子のホログラム像．
（b）10
は結晶自体が持つ内部ポテンシャルによ
および(c)280 K での位相再生像．(b),(c)の(d)差
再生や画像の差し引きがうまくいかず，アー K K
および（c）280 K での位相再生像．
（b）
（c）
,
の（d）差
る位相変化であり，第二項は面内磁化に
分像と(e)その∇マップ．同視野にて 10 K で得た
よる位相変化である．したがって非磁性

分像と
（e）
その∇φマップ．
同視野にて
K で得た
（f）
(f)over
focus
および(g)under
focus での10Lorentz
像．
over focus および（g）under focus での Lorentz 像．
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もしくは常磁性状態の導体では第二項の寄与は無く，試料内の V0 が均一であると仮定すれば第
一項によるφ分布は z 方向の透過厚さの分布と定性的に一致する．また磁気転移点（TC：FeGe
では 280 K[15]）以下での面内磁束分布を見たい場合は，TC 以下と以上の温度で φ 分布をそれぞ
れ再生（図 2b,c）し，両者を差し引けば第二項の成分のみが可視化される（図 2d,e）
（第一項の温
度依存性は概して非常に小さい）．
なお，磁束分布を可視化する手法としては Lorentz TEM 法がより一般的であるが，本研究で
対象とするような複雑形状の試料を観察対象とする場合，強烈なフレネルコントラストが磁気
コントラストに重畳する
（図 2f,g）ため，磁気情報を正確に抽出することは困難である．電子線
ティファクトや第一項の残渣が残ることがあり注意が必要である（図2d,e右下部）．
－

ホログラフィー法でも試料端部など透過厚さが急激に変化する場所では位相再生や画像の差し
本研究では300kV-TEM (HF-3300S)と液体He冷却ホルダーを用い10 K ~ 300 Kの温度にて[010],
－－
－
（図
引きがうまくいかず，アーティファクトや第一項の残渣が残ることがあり注意が必要である
[011], [001]の3方向からホログラフィー観察を行った．干渉光学条件はダブルバイプリズム法[16]

2d,e
右下部）．
に基づき設計した．磁束由来の位相変化は内部ポテンシャルによる位相変化に対して非常に小さ
本研究では 300kV-TEM (HF-3300S) と液体 He 冷却ホルダーを用い 10 K ～ 300 K の温度にて
い（概ね5%以下）ため，十分な位相定量精度・分解能を担保するため各照射条件化で10
sec/frame
－
－－
－
の露光条件で10枚以上のホログラムを取得し，
それぞれを位相再生した後重ね合わせることでS/N
0], [011], [001] の 3 方向からホログラフィー観察を行った．干渉光学条件はダブルバイプリ
[01
比の十分大きい位相像を得ている．
ズム法
[16] に基づき設計した．磁束由来の位相変化は内部ポテンシャルによる位相変化に対し

て非常に小さい（概ね 5% 以下）ため，十分な位相定量精度・分解能を担保するため各照射条件
試料形状と結晶構造の決定
化で 10 sec/frame の露光条件で 10 枚以上のホログラムを取得し，それぞれを位相再生した後重
化学気相輸送（Chemical
Vapour Transport：CVT）法により100 nm ~ 1mmのサイズのFeGe粒子を
ね合わせることで
S/N 比の十分大きい位相像を得ている．
合成した[17]．そのSEM像（図3a）およびTEM像（図3c-e）から分かる通り，粒子は対称性の高い
四面体形状を呈しており，稜辺には10~20 nm程度の厚さの非晶質層を有している．様々なサイズ
3. 試料形状と結晶構造の決定
の四面体粒子をピックアッププローブ先端に担持させ（図3b），室温にて複数方位から像観察（図
化学気相輸送（Chemical Vapour Transport：CVT）法により 100 nm ～ 1mm のサイズの FeGe 粒子を
3c-e），電子線ホログラフィー観察（図2f-h），ナノビーム電子回折（図3i-k）を行った．その結
合成した
[17]．その SEM 像（図 3a）および TEM 像（図 3c-e）から分かる通り，粒子は対称性の高い
果，結晶構造はB20型であり，{111}面が四面体のファセットとなっていることが分かった．
四面体形状を呈しており，稜辺には 10 ～ 20 nm 程度の厚さの非晶質層を有している．様々なサイズ

㻙

－
図 3.(a,b)CVT 法により合成された FeGe 四面体粒子の走査型電子顕微鏡(SEM)像．[010]方位から得た
図 3. （a, b）CVT 法により合成された FeGe 四面体粒子の走査型電子顕微鏡
（SEM）像．[010] 方
- ・・
(c)TEM 像，(f)位相再生像，(i)ナノビーム回折像．[110]方位から得た(d)TEM
像，(g)位相再生像，(j)
位から得た（c）TEM- 像，
位相再生像，
（i）ナノビーム回折像．[110] 方位から得た（d）TEM 像，
- - （f）
・・・ 像，(h)位相再生像，(k)ナノビーム回折像．(f-h)では
ナノビーム回折像．[111]方位から得た(e)TEM
（g）位相再生像，
（j）ナノビーム回折像．[111] 方位から得た（e）TEM 像，
（h）位相再生像，
（k）ナ
位相を cos()の形式で表示している．図 2f-h は常磁性状態での位相変化をマップしたものであるた
ノビーム回折像．
（f-h）では位相φを cos(φ) の形式で表示している．図 2f-h は常磁性状態での
め透過厚さのマップと定性的に一致する[18]．
位相変化をマップしたものであるため透過厚さのマップと定性的に一致する [18]．

四面体粒子内の磁気構造
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の四面体粒子をピックアッププローブ先端に担持させ（図 3b），室温にて複数方位から像観察（図
3c-e），電子線ホログラフィー観察（図 2f-h），ナノビーム電子回折（図 3i-k）を行った．その結果，結
晶構造は B20 型であり，{111} 面が四面体のファセットとなっていることが分かった．
4. 四面体粒子内の磁気構造
－

－－

－

粒子サイズ 145 nm の四面体粒子の [0110], [011], [001] 投影での TEM 像と 10 K における磁気
－

位相像をそれぞれ図 4a-c, d-f に示す．[010] 方向から見ると反時計回りに巻いた渦状構造が確認
できる．同様の FeGe 四面体粒子（サイズ 205 nm）に対し Micromagnetic シミュレーションを行っ
た結果を図 4g-i に示す．このシミュレーションには MuMax3 コード [19] を用い，得られた三次
元磁化分布を画像シミュレーション（ELFIN/ELF-MAGIC コード [20]）にモデルとして組み込み，
－

－－

－

[010], [011], [001] から電子が透過した際の磁気由来の位相変化を要素積分法により計算し画像
化している．
－

シミュレーション像についても [010] 方向からの投影において，C 形状のドメインがあるもの
の，実験同様に反時計回りの渦状構造が確認された．また他の方位での結果も実験結果の特徴
－

をよく再現している．
（ただし [010] 以外の方位では C 形状ドメインの磁束成分が重畳してくる
－

ため完全には一致しない．）より詳細な磁束分布を見るため，[010] 投影での（101）面内成分，お
よび面直成分の磁束分布を図 4j, k にそれぞれ示す．面内渦状構造を跨いで面直成分の磁化方向
は逆転しており，スキルミオンの特徴を備えていることが見て取れる．なお，実験条件と同じ
粒子サイズ 145 nm ではスキルミオンは最安定構造ではなかった．スキルミオンを基底状態で安
定化させる粒子サイズには実験とシミュレーションで若干の差異があったが，これはシミュレー
ション条件に三次元の表面異方性による静磁エネルギーへの影響を正しく組み込めていないこ
とによると考えられる．

－

－－

－

－
－－
－
図 4.
4. 粒子サイズ
粒子サイズ145
145nm
nmの
の[01
0],[01
[01
[001
]投影での(a-c)TEM
図
[010],
11],],[001
] 投影での
（a-c）TEM 像と(d-f)10
像と（d-f）10KKにおける磁気位相像．
における磁気位相像．
(g-i)粒子サイズ 205 nm の Micromagnetic シミュレーションによって得られた同方位からの磁気位相
（g-i）粒子サイズ 205 nm の Micromagnetic
シミュレーションによって得られた同方位からの磁気位
－
－
像．シミュレーション結果における[01
0]投影での(j)(101)面内磁束分布と(k)面直磁束分布[18]．
相像．シミュレーション結果における [010] 投影での（j）
（101）面内磁束分布と（k）面直磁束分布 [18]．

－

－－

－

粒子サイズ145 nmの四面体粒子の[010], [011], [001]投影でのTEM像と10 Kにおける磁気位相像
－

をそれぞれ図4a-c, d-fに示す．[010]方向から見ると反時計回りに巻いた渦状構造が確認できる．同
様のFeGe四面体粒子（サイズ205 nm）に対しMicromagneticシミュレーションを行った結果を図4g-i
に示す．このシミュレーションにはMuMax3コード[19]を用い，得られた三次元磁化分布を画像シ
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－

をそれぞれ図4a-c, d-fに示す．[010]方向から見ると反時計回りに巻いた渦状構造が確認できる．同
様のFeGe四面体粒子（サイズ205 nm）に対しMicromagneticシミュレーションを行った結果を図4g-i
に示す．このシミュレーションにはMuMax3コード[19]を用い，得られた三次元磁化分布を画像シ
ミ ュ レ ー シ ョ ン
同 様 に し て 粒 子 サ イ ズ 185 nmに
（ELFIN/ELF-MAGICコード[20]）
－
－－
－－
－
－
の四面体粒子の
[010], [011],0],[001
[011] ],
モデルとして組み込み，[01

－
投影で
10 K における磁気位相像
[001 ]から電子が透過した際の磁気
と粒子サイズ
261 nm の四面体粒
由来の位相変化を要素積分法によ

子
の Micromagnetic シ ミ ュ レ ー
り計算し画像化している．
ションによる磁気位相像それぞれ
シミュレーション像についても[0
－

図
5a-c, d-f に示す．サイズこそ違
10]方向からの投影において，C形状
うものの，いずれの投影において
のドメインがあるものの，実験同様

に反時計回りの渦状構造が確認さ
も
実験とシミュレーションで極
れた．また他の方位での結果も実験
めてよく再現されており，3
つの
結果の特徴をよく再現している．
Closure domain が 確 認 さ れ る． シ
－

（ただし[010]以外の方位ではC形状
ミュレーション結果を三次元的に
ドメインの磁束成分が重畳してく
再構築した画像
（図 5g）より (110)
るため完全には一致しない．）より
面内で渦巻く 3 つのスキルミオン
－
詳細な磁束分布を見るため，[01
が共存していることが分かる． 0]
投影での(101)面内成分，および面直
こ こ ま で の 結 果 よ り，200 nm
成分の磁束分布を図4j,kにそれぞれ
を下回る粒子サイズではスキルミ
示す．面内渦状構造を跨いで面直成
オン状態が安定化されることがわ
分の磁化方向は逆転しており，スキ
かった．これは無磁場・極低温で

－
－

－－
－－

－
－

(a-c) 粒子サイズ
粒子サイズ 185 nm
nm の
の[01
1],
図図5.5.（a-c）
[010],
0], [01
[011
1],[001
[001]投影での
] 投影での
10
K
における磁気位相像と(d-f)
粒子サイズ
261
nmnm
のの
10 K に お け る 磁 気 位 相 像 と（d-f）粒 子 サ イ ズ 261
Micromagnetic シミュレーションによって得られた同方位か
Micromagnetic シミュレーションによって得られた同方位から
らの磁気位相像．(g)シミュレーション結果の三次元像[18]．
の磁気位相像．
（g）シミュレーション結果の三次元像 [18]．

の FeGe の 安 定 磁 気 構 造 が 薄 膜・
バルク問わずらせん磁性（らせん波長～ 70 nm[15]）であるという報告と異なっており，三次元の
形状異方性がスキルミオンを有意に安定化させていることを示唆している．本稿では紙面の都
合で割愛するが，より小さい粒子サイズではスキルミオンを収容することができず，並進ベク
トルが異なる 4 つの <111> 方向を向いたマルチドメイン状態になっていると思われる観察結果
を得ている．さらに小さくなると最終的には長周期磁気秩序を保つことができず超常磁性状態
になると思われる．
一方で，らせん波長に対し粒子サイズが十分に大きくなってくると本来安定であるはずの磁
気構造がエネルギー的に優位になってくる．200 nm を超える粒子サイズにおける観察結果を図
6 に示す．いずれの粒子サイズにおいても 1 つまたは複数の投影条件にてらせん磁性を示唆する
ストライプ状の組織が見えるのに対し，スキルミオン様の渦状構造は確認できない．これらの
→

観察結果を再現しうる磁気構造を特定するため，<100>, <110>, <111> の様々な並進ベクトル q
－

－－

（等価なものを除くと 13 通り）を持つらせん磁性のモデルを構築し，それぞれに対し [010], [011],
－

[001] 投影での磁気位相像を計算した（図 7）．
粒子サイズ 255 nm（図 6g-i）および 300 nm（図 6j-l）の観察結果はシミュレーション結果の図
7c1-c3 および図 7l1-l3 と一貫して類似していることから，両粒子内の磁気構造は確かにらせん
→

－

磁性であり，その q は [001], [111] であることが分かる．また粒子サイズ 210 nm, 235 nm の結果
についてはそれぞれ図 6a が図 7b1 と，図 6e が図 7l2 と似た特徴を有していることが分かる．す
→

べての投影条件でよく再現できていないのは，q が一様に一定の方向を向いていないためと考え
→

られる．実際に粒子サイズがらせん波長の 2~3 倍程度と十分に大きくない場合，q が蛇行したよ
うなイレギュラーならせん磁性が現れることを Micromagnetic シミュレーションでも確認してい
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そのqは[001], [111]であることが分かる．また粒子サイズ210 nm, 235 nmの結果についてはそれぞ
れ図6aが図7b1と，図6eが図7l2と似た特徴を有していることが分かる．すべての投影条件でよく再
れ図6aが図7b1と，図6eが図7l2と似た特徴を有していることが分かる．
すべての投影条件でよく再
→
→ が一様に一定の方向を向いていないためと考えられる．実際に粒子サイズ
現できていないのは，q
現できていないのは，qが一様に一定の方向を向いていないためと考えられる．実際に粒子サイズ
→
→ が蛇行したようなイレギュラーならせん磁
がらせん波長の2~3倍程度と十分に大きくない場合，q
がらせん波長の2~3倍程度と十分に大きくない場合，qが蛇行したようなイレギュラーならせん磁

－
－

－－
－－

－
－

－ 0],
－－
－ ]投影での
210～
~ 300
300 nm
nm サイズの粒子における
サイズの粒子における[01
11],],[001
図図6.6.210
[01
0],[01
[01
[001
] 投影での1010KKにおける磁気位相像[18]．
における磁気位相像 [18]．
図 6. 210 ~ 300 nm サイズの粒子における[010], [011], [001]投影での 10 K における磁気位相像[18]．

→

－

－－

－

→ を持つらせん磁性の[01
－－
－－
－
－－
図 7. 250 nm サイズの粒子における様々なq
0], [01
1－], [001
]投影での磁気位相像[18]．
→
250nm
nm サイズの粒子における様々な
サイズの粒子における様々なqqを持つらせん磁性の[01
0],
図図7.7.250
を持つらせん磁性の [01
0],[01
[0111],],[001
[001]投影での磁気位相像[18]．
] 投影での磁気位相像 [18]．

→

る．他方で粒子サイズが十分大きく（255 nm 以上）なると q=<111> 以外の状態は観察されず，バ
ルクでの最安定構造と一致する結果が得られた．
5. まとめ
四面体粒子という三次元的な形状異方性の下で安定化されたスキルミオン・らせん磁性の実
空間観察について紹介した．四面体粒子内では，二次元・一次元（的）構造体内でのスキルミオ
ンとは全く異なる安定性を有することが分かった．
従来，バルクはもとよりこのような複雑形状体内の磁気構造の可視化は困難とされてきた．
電子線ホログラフィー法においても電子波が入射方向の磁束変化には不感であることから三次
元的な磁束分布の解析はそのままでは不可能であるが，今回，多方向からの投影とシミュレー
ション結果との整合性から三次元構造を決定することが可能となった．本稿で紹介したスキル
ミオン・らせん磁性に限らず，三次元的な形状異方性下での磁区構造についてはまだ多分に研
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究の余地があると思われる．今後のさらなる技術的・学術的な展開を期待する．
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