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We investigated a crystal structure and physical properties of a Z-type hexaferrite, Sr3Co2Fe24O41. We
confirmed successive magnetic phase transitions above room temperature: upon heating, from a helical
magnetic phase to a ferrimagnetic one, and then to a paramagnetic one. We observed changes in the magnetic
domain structure, accompanied with the magnetic phase transitions as well as a spin-reorientation transition,
by means of Lorentz TEM. In addition, lowering of the structural symmetry was observed in the helical
magnetic phase. The magnetic properties are discussed in terms of the “distorted” hexaferrite structure.

１．緒言
磁性と強誘電性が共存し、それらが強く相互作用している系―いわゆるマルチフェロイックス―は学術的な興味に加え、
電場による磁性の制御や磁場による電気分極の操作が可能なことを生かした新規デバイスや磁気信号と電気信号を組み
合わせたメモリーなど様々な応用が期待されている。しかしながら、これまでみつかっている物質の多くはマルチフェロ
イック物性を示す温度が低温であったり、物性発現に要する外場が大きいなど、応用への問題点が多い。そのような中、
Z 型と呼ばれる六方晶フェライトが室温、低磁場でマルチフェロイック物性の一つである電気磁気効果を示すことが報告
された（１）。ここで、六方晶フェライトにおける電気磁気効果の発現機構をよりよく理解するためには磁気特性と電気
。
分極にも関係する結晶構造の関係を調べる必要がある．
六方晶フェライトは、六方晶系（あるいは三方晶系）の結晶構造をもつ複合鉄酸化物の総称である。S-, R-, T-block と
いった単位構造ブロックの積層様式の違いで整理され、M、Y、Z、X、W、U の 6 種類の型に分類される（２）
。このう
ち M 型や Y 型、Z 型については永久磁石材料であったり、マルチフェロイック物質であることから近年、精力的に研究
がなされている。ここで、X 型に関しては電気磁気効果の有無に加え、その磁気的基礎物性などについても未だ明らかに
なっていない。そこで本研究では、Z 型六方晶フェライトの多結晶合成を行い、単結晶育成についても検討した。得られ
た試料について結晶学的構造を平均構造と局所構造というマルチスケールで解析し、磁気的、電気的物性との相関を調べ
た。また、新規マルチフェロイック六方晶フェライトの開発として X 型六方晶フェライトの合成と物性評価を行った。

２．実験
Z 型（Sr3Co2Fe24O41）および X 型（Sr2Co2Fe28O46）六方晶フェライトの多結晶体は通常の固相反応法により合成した。
また、Z 型六方晶フェライトの単結晶は Na2O-Fe2O3 を用いたフラックス法により育成した（３）
。得られた多結晶および
単結晶試料については粉末 X 線回折計により結晶相の同定を行った後、以下の評価を行った。平均構造解析は単結晶 X
線回折により行った。局所構造解析としては透過型電子顕微鏡法を用いた。電子回折パターンの収集および高分解能電子
顕微鏡観察により、結晶構造を評価した。ここで、通常、透過型電子顕微鏡法においては、試料は対物レンズから発生す
る 2 T 程度の磁場にさらされる。本系のように磁性と結晶構造の相関が強いと考えられる試料については、この磁場によ
り正確な結晶構造の情報を得ることができない場合がある。そこで本研究では対物レンズを動作させずに電子回折パター
ンを取得する方法（ゼロ磁場電子回折）
（３）を用いた。物性評価としては、振動試料型磁力計による磁気物性の評価と
熱刺激脱分極による焦電気測定を行った。加えて、局所磁性の評価として、ローレンツ電子顕微鏡法を用いた。
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３．結果と考察
Z 型六方晶フェライトの単結晶育成は困難であることが知られているが、結晶
育成条件を検討した結果、数 mm 角の大きさをもった単結晶の育成に成功した。
図１にフラックス法により得られた単結晶の写真を示す。また、得られた多結晶
試料については、粉末 X 線回折を用いて評価したところ、Z 型六方晶フェライト
単相が合成できていることが分かった。また、電子回折図形と高分解能電子顕微
鏡像からは、得られた単結晶、多結晶ともにインターグロース欠陥をほとんど含
まない Z 型六方晶フェライトであることがわかった。このような試料に対して、
00l : 2n + 1，hhl : 2n + 1 に反射が
室温でゼロ磁場電子回折図形を観察した結果、00l

図 １．フラックス法により得られた Z 型

確認された。これらの反射は、空間群 P63/mmc では禁制反射であり、結晶構造の

六方晶フェライトの単結晶。

再検討が必要であると判断し単結晶 X 線回折による構造解析を行った。単結晶 X
線回折においても、上記の禁制反射位置に回折点が現れた（図２）また、得られ
た回折データは、結晶構造を斜方晶系と仮定した場合に良好な解析結果を示すこ
とがわかった。また、c 軸方向から電子線を入射し得られたローレンツ電子顕微
鏡像から磁区構造が主に 90°および 180°ドメインで構成されていることがわか
った。通常、六方晶系では、180°ドメインの他に 60°および 120°ドメインが形
成されることが多く、90°および 180°ドメインを形成しているは結晶構造が斜
方晶系であることを示唆している。このような結晶構造における対称性の低下が
本系が示す室温低磁場での電気磁気効果に関係していると考えられた。

２．単結晶 X
線回折のプリセッション
図 ２．単結晶
X 線回折のプリセッション
像（hhl
。矢印は禁制反射位置
hhl パターン）
パターン）
。矢印は禁制反射位置
119
に現れた回折点を指す。
（119）に現れた回折点を指す。

室温から昇温した時の磁化の温度依存性は、温度変化に伴って複雑な挙動を示し、およそ 500 K で急激な磁化の減少
が観測された。更なる昇温で 650 K 付近において再び磁化の減少が観測された。これらはそれぞれ、スピン再配列転移と
強磁性キュリー点を示していると考えられた（５）
。また、ローレンツ電子顕微鏡の高温その場観察においてもそれぞれ
の磁気転移点で磁区構造の変化が観察された。室温から 400 K 程度までのらせん磁性相では特徴的な磁区構造が観察され、
更なる昇温で 500 K 付近において、c 軸に垂直な磁化容易方向が c 軸と平行な方向へ回転するスピン再配列転移が観測さ
れた。
室温から昇温することで焦電気測定を行った結果、460 K 付近をピークとし、
~500 K まで焦電気が流れることがわかった（図３）
。この測定においては磁場
を印加しておらず、本系が磁場を印加せずとも 500 K 以下で焦電体であるこ
とを示唆している。また、焦電流のピーク温度がスピン再配列転移温度に近
いことから、この誘電的性質は磁性と相関していると考えられた。
X 型六方晶フェライトについては、通常の固相反応法により合成が成功し
たものの、W 型六方晶フェライトを 25%程含み、
単相試料は得られなかった。
この試料についても粒成長させたのち、単結晶粒子を取り出し、単結晶 X 線

図 ３．室温以上での熱刺激脱分極電流。

回折による構造解析を行った。X 型六方晶フェライトについては室温で結晶構造の対称性の低下は確認されなかった。ま
た、磁気特性の評価を行った結果、電気磁気効果の発現に関係するらせん磁性の特徴は見出すことはできなかった。しか
しながら、低温でのローレンツ電子顕微鏡観察で、特異な磁区構造が観察され、現在、詳細な解析を行っている。

４．結言
マルチスケールでの結晶構造解析により、Z 型六方晶フェライトは室温で対称性が低下し、斜方晶系をもつことが分か
った。ローレンツ電子顕微鏡法により六方晶フェライトのスピン再配列転移の直接観察に初めて成功した。また、このス
ピン再配列転移付近で焦電流の発生が観測され、Z 型六方晶フェライトが示す室温以上での電気磁気効果との関連が示唆
された。
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