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Abstract：In this study, we investigated the initial stacking structure of Pt / Fe and thermal treatment conditions for the preparation of 

( 001 ) preferentially oriented L10 - FePt ordered alloy continuous films. Systematic comparison of Pt / Fe bilayer and multilayer films 

showed that the initial stacking structure may contribute to the crystal orientation after alloying, suggesting that multilayering is 

effective in improving crystallinity and orientation. However, it is also shown that the increase in the attained temperature promotes 

the segregated structure in addition to the regular alloying. 

1. はじめに 

更なる高密度磁気記録の手段として各磁性粒子に 1 ビットのデジタル情報を担わせた配列粒子群からなる媒体の記

録手法としてビットパターンドメディア( BPM )が期待されている. 磁気記録媒体の高密度化に際して, 室温における磁

気記録の熱安定性を確保するためには KuV / kBT が 60 以上であることが必要とされる[1]. そこで, 磁性微粒子の微細化

に伴う体積 V の減少分を補償可能な高い一軸磁気異方性定数 Ku を有する L10 - FePt が媒体として注目されている.  

我々は FePt 規則合金化膜を用いた BPM 作製として, ナノシリカ粒子をマスクとしたドライエッチング手法による

垂直磁化 FePt ナノドットの形成を報告している[2]. 本検討では, L10規則合金化膜に注目し作製手法について検討する.  

2. ( 001 )優先配向した L10 - FePt規則合金連続膜の作製 

L10 型 FePt は各々の原子が一層ごとに配向した構造であり, その Ku は規則合金における Fe 及び Pt の配列秩序を

示す規則化度に依存する. 気相急冷法により FePt を作製した場合, fcc 不規則相( A1 構造)が形成されると考えられ, 高

い Kuを有する L10 型規則構造を得るためには 600 ℃ 程度での熱処理が必要とされている[3]. また, 熱処理前の積層時

に Pt , Fe薄膜を多層化 ( Fe, Pt 層厚 1. 7 ～ 2. 5 nm ) することによる規則化温度の低減が報告されている[4] , [5]. 従って, 

多層化により Fe , Pt の原子層間の距離を短縮することによる L10規則合金化の促進, かつ膜面垂直方向に積層した構造

による(001)面配向誘導が期待できると考えた. また, 垂直磁化 FePt ナノドット形成材料として用いる FePt 合金膜は

( 001 )優先配向かつ均質に連続膜化していることが望まれるが, 規則合金化に必要とされる熱処理により連続膜化が妨

げられる可能性があると考えた. よって, 本検討では Pt / Fe 層の多層化による結晶性向上と積層構造を反映した( 001 )

面配向誘導を期待し, Pt / Fe の初期積層構造の検討及び膜の連続化における熱処理条件依存性を検討する. 

3. 実験方法 

熱酸化 Si 基板上に DC マグネトロンスパッタ法により組成比 Fe50Pt50に合金化した際対応するように Pt / Fe 二層膜 

Pt ( 8. 45 nm ) / Fe ( 6. 59 nm )/ SiOx / sub. (試料A )及び Pt / Fe 多層膜[2] [ Pt ( 1. 41 nm ) / Fe ( 1. 09 nm )]×6 cycle / SiOx / sub. 

(試料B )の膜構成( Fig.1 )で積層した. 試料A , B に対し, 真空度 5. 0 ×10 - 6 Pa以下の雰囲気にて赤外線ランプ光照射に

より最高到達温度 800 ℃, 550 ℃ とし, 到達後 4 時間の条件で温度保持をし, その後自然冷却で降温した. 熱処理後の

金属薄膜の形状を確認するために走査型電子顕微鏡( Scanning Electron 

Microscope : SEM ), 結晶構造解析で L10 型構造の発現及び結晶配向を

確認するためにX線回折装置( X-ray Diffraction : XRD )を用いた.  

4. SEM 像による FePt の表面形状観察 

Fig.1 に Pt / Fe 二層膜及び多層膜における熱処理後の試料表面 

SEM 像を示す. 550 ℃ の熱処理では試料 A , B ともに連続膜の分離

は見られなかった. 800 ℃ の熱処理では試料 A において連続膜/粒子

化した領域が 30% で 100 ～ 300 nm 程度の粒子を伴う分離を確認

し, 試料 B において連続膜領域が 50% で全体的に連なった島状の

凝集を確認した. 以上より, 到達温度に依存し分離構造化が促進され

ることが示された.  Figure 1. Surface observation image by SEM 
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5. XRDによる結晶構造解析 

Table 1. に Pt / Fe の積層構造と熱処理条件との対応を示し, Fig.2 

に各熱処理後の 2θ-θ XRD プロファイルを示す. 試料 A-1 では, L10 - 

FePt特有のピークは認められなかった. 試料B-2において, 明瞭なL10 

- FePt超格子( 001 )ピーク及び L10 - FePt ( 002 )ピークを確認した. 超格

子( 001 )ピークは不規則相では現れないため, 規則相が形成されてい

る直接的証拠であり, L10 - FePt 合金が形成されていることが示され

た. また, 他の面間隔による回折ピークが発現していないことから

( 001 )優先配向していることも示された. 試料 A-2, B-1では L10 – FePt 

( 002 )ピーク及び超格子( 001 )ピークは認められなかったが, 2θ 値 41° 

付近のブロードな( 111 )面ピークにおいて A1 不規則相から L10 規則

相に相転移し結晶化が始まっていることが確認された.  

6. 考察 

6.1. 熱処理条件の寄与 

表面観察結果から到達温度の上昇によりいずれの試料でも FePt 連

続膜の分離構造化が促進されていることを確認した. 本検討では, 到

達温度からの保持時間が 4 時間と一定の熱処理条件であったため, 連

続膜状態から分離が作用する主要因として到達温度が寄与したと考

えた. また, Table 2. に示した初期積層構造と熱処理条件による所望条

件に対する結果より, 到達温度の上昇は L10 合金化には優位である

が, 分離構造化の促進により連続化には適さないことが示唆された.  

6.2. Pt / Fe 初期積層構造の寄与 

多層膜において, 550 ℃ から結晶化が起こり L10 型構造が発現し, 

800 ℃ にて結晶化が大きく進行していることを確認した. 一方, 二層

膜においては, 550 ℃ では結晶化が認められず, 800 ℃ にて結晶化が

始まっていることを確認した. これより, Fe , Pt の原子層間の距離を

短縮された多層構造により L10 合金化が促進されることを示唆した. 

また, 多層膜において到達温度の上昇により( 111 )配向が消失し

( 001 ) 配向の明瞭な FePt ピークが発現したことから, 膜面垂直方向

に積層した構造によって(001)面配向への配向制御の可能性を示唆し

た. また, Table 2. における Pt / Fe 二層膜と多層膜の系統的な比較に

より, 800 ℃, 550 ℃ においても二層膜に比べ多層膜の結晶性及び配

向性が良いことがわかり, 初期積層構造の多層化が結晶性及び配向性

の向上に有効であることが示唆された.  

7. まとめ 

本検討では, ( 001 )優先配向した L10 - FePt規則合金連続膜の作製に向けた Pt / Fe の初期積層構造及び熱処理条件を

検討した. Pt / Fe二層膜と多層膜の系統的比較により, 合金化後の結晶配向に初期積層構造が寄与する可能性を示し, 多

層化が結晶性及び配向性の向上に有効であることが示唆された. 但し, 到達温度の上昇によって規則合金化に加えて分

離構造化も促進されることが示された. 熱処理によって規則合金化と連続化を同時に満たすためにはより詳細な温度条件

の検討が必要である.  
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Figure 2. Diffraction pattern by XRD 

Table 2. Achievement of desired conditions 

by stacking structure and thermal treatment 

Table 1. Correspondence between Pt / Fe 

stacking structure and thermal treatment 

conditions 
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