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Abstract In this report, we investigated the dependence of the magnetization process on the substrate species in GdFeCo bilayer 

films. As a result, it is suggested that the magnetization state changes continuously during the magnetization process of the glass 

substrate sample group, and it is clarified that the magnetization state is maintained even at the point of zero external magnetic 

field. Therefore, it was suggested that a uniform pinning site was created in the film using a cover glass with a large surface 

roughness. 

1. はじめに 

希土類－遷移金属フェリ磁性合金薄膜に数十フェムト秒オーダーの極短時間パルスレーザー光を照射することで外

部磁場なしで磁化を反転させることができる全光型磁化反転現象(All-Optical Magnetization Switching: AOS)[1]で GdFeCo

二層膜の光照射側と基板側のどちらか一方に孤立磁区を形成可能であることが報告されている[2]．AOS誘起可能条件と

して光学的，または磁気的な観点での検討は進められているが，連続膜中での極微小磁区安定形成への検討は未だ十分

ではない．またスキルミオンのような孤立磁区のブラウン運動を用いたブラウニアンコンピューティング等ではスキル

ミオンの準安定位置を離散的にコントロールすることが望まれている．そのため，空間的な磁気特性の変調を引き起こ

すことを期待し，基板表面の凹凸に注目し，積極的に磁壁ピンニング現象を引き起こせるかを検討する．本報告では，

AOS 誘起可能な GdFeCo 二層膜の上下層磁化特性への基板種の寄与および表面粗さの大きいカバーガラスを用いて膜

内に均一なピンニングサイトが作成可能かを検討した． 

2. 実験方法 

Fig.1に測定試料を示す．DC・RFマグネトロンスパッタリング法

によって SiN(60 nm)/Gd24Fe66.5Co9.3(10 nm)[上層]/SiN(t nm)/ 

Gd22Fe68.3Co9.7(10 nm)[下層]/SiN(5 nm)/X sub.を作製し，t = 5, 0.5, 0 nm

で X = glass のものをそれぞれガラス基板試料群{膜A,B,C}とし，X 

= Si のものをそれぞれ Si基板試料群{膜D,E,F}とした．GdFeCo薄

膜層はフェリ磁性体であり，希土類金属由来の副格子磁化MREと遷

移金属由来の副格子磁化MTMが反平行結合し，その差分が正味の磁

化 Mnetとして発現する．Gd 組成によって優勢となる副格子磁化が

変わるが，今回用いたGd組成 x = 22, 24 at. % は室温においてど

ちらも遷移金属優勢となる．膜A,B,Cに対し Faraday効果計測を行

い，膜D,E,Fに対し磁気光学Kerr計測を行う．Fig.2に Faraday効果

測定システムを示す．波長 632 nm のHe-Neレーザから取り出した

直線偏光を試料に入射し，透過光における Farday 効果によって偏

光面が回転した角度を電圧成分として差動ダイオード検出しロッ

クインアンプで測定する．磁気光学 Kerr 効果計測は試料に入射し

た直線偏光の反射光に対して同様に差動ダイオード検出を行う．ま

た今回用いた光源波長では主にMTMの成分を検出する． 

3. ガラス基板上に成膜したGdFeCo二層膜における 

 Faraday効果の中間層厚依存性 

ガラス基板試料群に対して Faraday 効果計測を行った結果を Fig. 3

に示す．中間層を有する膜 A,B と中間層を有さない膜 C では全く

異なるヒステリシスループの概形となった．膜CのみGdFeCo二層

が直接隣接しており，完全に磁気交換結合している． また，GdFeCo

二層間の磁気交換結合が完全に断絶されている場合，磁気光学応答

が 4種の値に離散化されるが，膜A,Bでは 4種の飽和領域とその 
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Fig. 1 Sample list 

 

Fig. 3 Faraday signal loop of Sample A,B,C 

 

Fig. 2 Overview of the Faraday Effect  

Measurement System 
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間の連続的に変化する応答が見られ，磁化状態の遷移領域が存在することを示した．なお，遷移領域は大きく 2つに分

かれ①(Fig. 3)の領域では保磁力の小さい下側磁性層が応答し，②(Fig. 3)の領域では保磁力の大きい上側磁性層が応答し

ている．同様に膜Cでも遷移領域が存在している． 

4. ガラス基板上に成膜したGdFeCo二層膜における 

 Faraday効果のマイナーループ特性 

ガラス基板試料群の磁気光学応答の遷移領域中での磁化状態を

明らかにするため，応答の変化が始まる点まで磁場を印加し，応答

が飽和する前の点で磁場を逆方向に戻すマイナーループ測定を行

った．膜Bに対するマイナーループ測定の結果を Fig. 4に示す．応

答が遷移してから完了しきる前に印加磁場を減じると，外部磁場ゼ

ロの点において磁場を減じる前の応答が保持されていることを確

認した．また膜A,Cでも同様の結果となった．よって磁気光学応答

遷移中でのGdFeCo薄膜において静磁エネルギーが安定な状態にあ

り，磁区を形成していることを示唆した． 一般にGdFeCo薄膜は，

保磁力以上の磁場を印加すると，磁化が一斉に反転するため，磁気光学応答遷移領域は測定されない．一方で，本試料

では磁気光学応答遷移領域が測定されたため，外部磁場に対し磁壁が離散的に移動しバルクハウゼンジャンプが生じた

と考える．そこで，ガラス基板と異なる平滑性を有する Si基板を用いて，遷移領域に着目した磁気光学測定を行った． 

5. Si基板上に成膜したGdFeCo二層膜における 

磁気光学Kerr効果の中間層厚依存性 

膜D,E,Fに対して磁気光学Kerr効果計測を行った結果をFig. 5に

示す．膜 Fは磁気光学応答が 2種の値に，膜D,Eは 4種の値に離散

化しており，基板種のみが異なる膜A,B,Cと比較して磁気光学応答

の遷移過程が見られない．膜A,B,Cでの磁化状態の遷移領域が存在

することからカバーガラスを用いて膜内に均一なピンニングサイ

トが作成されたことを示唆した．また Fig. 4において膜A,Bにおい

て下層，上層がそれぞれ応答している領域で共に磁化状態が保持さ

れているため，上下層ともにピンニングサイトが生じていることが

確認されている．さらに Fig. 3にて膜A,Bの上下磁性層それぞれで

の磁気光学応答遷移領域に着目し，各層での応答が始まる点から応

答が飽和する点までの磁界幅をHWとすると膜Aの下層ではHW = 25 Oe，上層ではHW = 24 Oe，膜Bの下層ではHW = 

20 Oe，上層ではHW = 22 Oeであり，同基板上に成膜された上下磁性層間での明確な磁気特性の差異は見られなかった．

つまり同カバーガラス基板上に積層された上下磁性層でのピンニングサイトによる磁壁移動抑制効果はほぼ同等のも

のである． 

6. まとめ 

本報告ではGdFeCo二層膜における磁化過程の基板種依存性の検討を行った．結果として，ガラス基板試料群の磁化

過程において磁化状態が連続的に遷移することが示唆され，またその磁化状態が外部磁場ゼロの点においても保持され

ることを明らかにした．よって表面粗さの大きいカバーガラスを用いて膜内に均一なピンニングサイトが作成されたこ

とを示唆し,さらに同基板上に積層された上下磁性層磁化特性への磁壁ピンニング効果による寄与は同程度であった．

またAOSによる連続膜中での極微小磁区安定形成への検討材料として本試料を提案する． 
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Fig. 4 Minor Faraday signal loops of Sample B  

 

Fig. 5 MOKE signal loop of Sample D,E,F 
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