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Abstract We have reported the composition dependence of the Anomalous Nernst effect (ANE) in amorphous GdFe alloy 

thin films. ANE is strongly related to the Seebeck Effect (SE). In this report, we measured Seebeck coefficient SSE in different 

composition ratios GdxFe100-x alloy thin films. SSE has no simple correlattion with resistivity and composition ratio. 

はじめに 環境温度を利用した電圧駆動 IoT センサーの自立電源への応用に向けて, 磁気熱電効果の一つである

異常ネルンスト効果 (Anomalous Nernst Effect : ANE)が注目されて

いる. 我々はこれまでに異常ネルンスト係数 SANEと異常ホール抵

抗率 ρAHE の組成比に対する変化傾向が極めて類似することを報

告してきた 1). 温度勾配(x方向)が勾配に直交(y)方向の電界に変換

される寄与とゼーベック効果 (Seebeck Effect : SE)により生じた電

流と異常ホール効果による横電圧への寄与の和 SANE = ρxxαxy - 

ρAHEαxx と考え 2), ρAHE と熱電伝導率対角成分 αxx=SSE/ρ の積である

右辺第二項(-ρAHEαxx)と SANE を比較すると, Gd 組成 x > 30 at.% で

は右辺第二項(-ρAHEαxx)と SANE が一致しないことがわかってきた. 

本報告では, 右辺第二項(-ρAHEαxx)と SANEの相関につき検討を行う

ため, アモルファス GdFe 合金薄膜におけるゼーベック係数 SSEの

測定および組成依存性の起源につき実験的検討を行った.  

実験方法 異なる合金組成比の試料群 SiN(60 nm)/GdxFe100-x(20 

nm)/SiN(5 nm)/glass sub. (x = 20, 30, 50 at.%)をマグネトロンスパ

ッタ法により作製(以下試料 A, B, C)した. 試料振動型磁力計に

より磁化特性測定を行った. また, 強磁性体に直流電流 I が流れ

た際, 異方性磁気抵抗効果 (Anisotropic Magnetoresistance Effect : 

AMR)が生じ, I と磁化のなす角 φ に応じて抵抗率が変化する. 

AMR の SE への寄与検討のため, 膜面垂直(z)方向および膜面内

(x)方向に外部磁界 H を印加し, 膜面内(x)方向に温度勾配∇T お

よび直流電流 I = 0.1 mA を与え, 同(x)方向の電圧 Vxxを測定した. 

SEの測定のため, 膜面内(x)方向に温度勾配∇Tおよび直流電流 Iを印加した際の膜面内(x)方向の測定電圧Vxx(I)

を用いて , ∇T に起因する縦電圧𝑉 を {𝑉 (+𝐼) + 𝑉 (−𝐼)} 2⁄  , ゼーベック係数𝑆 ≡ 𝑉 ∇𝑇 ∙ 𝑊⁄ と定義した . 

𝑉 (𝐼, ∇𝑇) = 𝑉 (∇𝑇) + 𝐼𝑅 + 𝑉と考え, VL を求めた. W は電極間距離, VSE はゼーベック電圧である. 

異方性磁気抵抗効果(AMR)を考慮したゼーベック効果(SE)の測定 SE への AMR の寄与検討のため, 試料 A に

膜面内(x)方向に直流電流 I と温度勾配∇T を印加した際の縦電圧 VL の膜面内および膜面垂直方向の外部磁界依

存性を Fig. 3 に示す. 0 K/cm および±20 K/cm における VL の差分ΔVL
∇T= VL(±20 K/cm) - VL(0 K/cm)は∓15 μV であ

り, 温度勾配に起因した VL が測定された. 一方で, 外部磁界の印加方向に依らず 0 Oe および 5 kOe における VL
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Fig. 1 Composition dependence of 
Anomalous Nernst coefficient SANE and 

Anomalous Hall resistivity ρAHE of GdFe 

thin films2) 
  

Fig. 2 Schematic image of longitudinal 
voltage VSE and magnetization M against 
temperature gradient ∇T 

令和 4年度　日本大学理工学部　学術講演会予稿集

 139

C-13



の差分ΔVL H = |VL(5 kOe) - VL(0 Oe)|は 1 μV 未満でありΔVL
∇T に

比べ十分小さい. GdFe 合金と同じ希土類-遷移金属合金のアモル

ファス TbFeCo 薄膜において, ゼーベック係数が外部磁界に依ら

ず一定であることが報告されている 3). 試料 A, B, C に∇T = 20 

K/cm を印加し , 膜面垂直(z)方向に外部磁界を掃引し , 𝑆 ≡

𝑉 ∇𝑇 ∙ 𝑊⁄ 定より求めた SSEの組成依存性を Fig. 4 (a)に示す. いず

れの試料においても SSE < 0 であり, 一般的な金属と同様にキャ

リアが伝導電子であることがわかる. 外部磁界 H におけるゼー

ベック係数を SSE(H)とすると, 5 kOe におけるゼーベック係数と

各磁界における SSE(H)の変化率ΔSSE H = {SSE(H) - SSE(5 kOe)}/ 

SSE(5 kOe)はいずれの試料も 4 %未満である. 一方, Gd 組成の異

なる試料 A, C の 5 kOe におけるゼーベック係数の変化率ΔSSE Gd 

cont = { SSE
c(5 kOe) - SSE

a(5 kOe)}/ SSE
a(5 kOe)は 45 %であり, ΔSSE H

に比べて大きい. これらのことから, GdFe 合金薄膜における SSE

の外部磁界依存性より大きな試料依存性を示した.  

ゼーベック係数の組成依存性 ゼーベック係数は𝑆 = 𝜌𝛼 とし

て表記される 4). 本表式を用いてアモルファスGdFe 合金薄膜にお

けるゼーベック係数 SSE の組成依存性の起源を考察する. 0 K/cm, I 

= 0.1 mA における膜面垂直(z)方向に外部磁界を掃引した際の, 試

料 A, B, C の電気抵抗率 ρ の組成依存性を Fig. 4 (b)に示す. ρ は組

成に対する単調な増加が測定されたが, SSE は組成に対する単調で

はない減少傾向が測定された. このことから, αxx が Gd 組成によ

って異なることが示唆された. 𝛼 (𝐻) = 𝑆 (𝐻) 𝜌(𝐻)⁄ から求めた

±5 kOe の範囲における熱電伝導率対角成分 αxx の組成依存性を

Fig. 4 (c)に示す. SSE と αxx の組成に対する変化傾向が類似すること

から, SSE の組成依存性は αxx の組成に対する変化の寄与が大きい

と考える.  

まとめ アモルファスGdFe 合金薄膜におけるゼーベック係数 SSE

の組成依存性につき実験的検討を行った. 異なる Gd 組成 x で設

計した GdFe 薄膜のゼーベック効果の外部磁界依存性を測定した. 

SSE の変化率は±5 kOe の範囲で 4 %未満であるのに対し, x = 20 at.%と 50 at.%で設計した試料間の SSE の変化率

は 45 %であり, SSE の外部磁界依存性より大きな試料依存性を示した. SSE の組成に対する非単調な減少傾向が測

定された. 一方で, 電気抵抗率 ρ は組成に対する単調な増加傾向が測定され, 熱電伝導率対角成分 αxxの組成依存

性が示唆された. SSEの組成依存性は ρ と αxxの組成による変化に起因すると考えた.  特に SSEの組成依存性は αxx

の組成による変化の寄与が支配的であると考える.  
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Fig. 3 Magnetic field dependence of the 
longitudinal voltage VSE of temperature 

gradient and current 

Fig. 4 Composition dependence of resistivity 
ρ and Seebeck coefficient SSE , resistivity ρ 

and diagonal component of thermoelectric 
conductivity αxx of GdFe thin films 
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