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第1章 はじめに 

本論文は、磁性粒子分散クラスターの磁気特性についてのモンテカルロ法によるシミュレ

ーション結果とそれに対応する実験結果との比較、検証に関するものである。以下の 8 章

により構成される。 

 
第 1 章 はじめに 

第 2 章 Alloy 600 とその特性 

第 3 章 モンテカルロシミュレーション 

第 4 章 鋭敏化した Alloy 600 の結晶粒界における磁性層の動的磁化過程 

第 5 章 ガウス分布による局所的磁性クラスターに関するヒステリシス特性 

第 6 章 磁区観察顕微鏡を組合せたμ−MOKE 磁力計の開発 

第 7 章 拡散による磁気クラスターに関するモンテカルロシミュレーション 

第 8 章 さいごに 

 

本論文の内容は、Alloy 600 とよばれる合金を対象に、その中で変化する局所構造をモデ

ル化し、その構造に依存して変化する磁気特性のメカニズムを、モンテカルロ法によるシ

ミュレーションを通して検証、解明していこうとするものである。さらにはシミュレーシ

ョンを進める中で明らかになってきた磁性サイトが分散した系の一般的な磁気特性に発展

し、実験との比較、検証の可能性に言及したものである。第１章と第２章では、全体と背

景となる事柄について説明し、第３章ではシミュレーション手法であるモンテカルロ法に

ついて述べる。第４～７章では、シミュレーション結果を示し、対応する実験との比較等

を行い、検証・考察をして、最後に第８章で全体をまとめる内容となっている。 

シミュレーション結果についてはテーマごとの各論として章立てをした。まず、「第４章 

鋭敏化した Alloy 600 の結晶粒界における磁性層の動的磁化過程」では鋭敏化度合いによっ

て異なる Cr 濃度分布についての熱化学平衡と拡散方程式による他研究の計算結果に基づい

て磁性サイトが分散したクラスターを構築し、モンテカルロ法を用いて磁化曲線などのシ

ミュレーション計算を行った。また、鋭敏化度合いが異なる Alloy 600 の磁化曲線を測定し、

保磁力や残留磁化といったパラメータについて先の計算結果との比較を行った。これによ

り Alloy 600 の鋭敏化の違いによるヒステリシスの変化は、Cr 濃度分布に基づく磁性サイト

の分散によって説明できることを明らかにした。 

第４章において、Cr 濃度分布に基づく磁性サイトの分散によってそのヒステリシスが変

化することが明らかになったが、分散のどの部分に関与して、そのヒステリシスが変化す

るのかを検証するために、「第５章 ガウス分布による局所的磁性クラスターに関するヒス

テリシス特性」では一般的な確率分布であるガウス分布を用いて磁性サイト分散クラスタ
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ーを構築しシミュレーション計算を行った。これらのクラスターは、ガウス分布における

分散σ2
や分散させる磁性サイト数を様々に変えて構築され、σ2

や磁性サイトの総数によっ

てヒステリシスが決定されることが明らかになった。 

以上まで測定してきた鋭敏化した Alloy 600 の磁化は、バルクの試料全体のものであり、

マクロなものである。一方、シミュレーションの対象としてきた磁性サイト分散クラスタ

ーは Cr 濃度分布を想定したものであり、鋭敏化した結晶粒界付近のミクロな領域について

のものである。このスケールの隔たりを解消するため、「第６章  磁区観察顕微鏡を組合せ

たμ−MOKE 磁力計の開発」ではμKerr 効果と磁区観察顕微鏡を組合せた局所領域の磁化を測

定するための装置系を開発し、鋭敏化した結晶粒界領域の磁化測定を試みた。これにより

局所領域の磁化を測定することが可能となり、より厳密なシミュレーションと実験との比

較の足がかりを得た。 

第６章において Alloy 600 の局所領域の磁化測定は可能となったが、定量的な比較ができ

るまでは精度が足りず、シミュレーションと実験との精細な比較をするまでにはいたらな

かった。そこで「第７章 拡散による磁気クラスターに関するモンテカルロシミュレーショ

ン」では、実験との比較を念頭においた熱拡散による磁性サイト分散クラスターを構築し

シミュレーションを行った。これにより、例えば SiO2基質中に分散させた Fe など実験で再

現可能性の高い系を想定したクラスターを構築することで、より詳細なシミュレーション

検証への可能性を示した。 
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第2章 Alloy 600 とその特性 

本章では、本論文でシミュレーションの対象となる合金である Alloy 600 の特徴と鋭敏化

やそれに伴って変化する Cr 欠乏領域について述べる。 

 
2.1. Alloy 600 とは 

Alloy 600 (Inconel 600)は耐腐食性・高強度に優れる Ni 基合金である。そのため航空機や

原子炉などの構造材として使われる。しかし、この合金は鋭敏化とよばれる現象により、

結晶粒界上に Cr 炭化物が析出しその周囲に Cr 欠乏領域を生じることがある。この Cr 欠乏

領域では、その他の通常の部分とは元素組成比が異なり、それに伴い磁気特性が変化する

ことが知られている
[1]
。鋭敏化は一定の高温度のもとで熱時効処理を施すことで引き起こさ

れ、時効処理時間によって Cr 欠乏領域の Cr 濃度分布が異なり、それに応じてヒステリシ

ス曲線の形状などの磁性も変化する。東北大学の及川氏は論文の中で Cr 濃度分布とヒステ

リシス形状の関連について報告している
[2]
。実際、650℃において熱時効処理を施した Alloy 

600 を、超伝導量子干渉素子(SQUID)磁力計を用いて測定すると、Fig.2.1 に示すようになる。

処理時間によってそのヒステリシス形状がダイナミックに変化しており、ミクロな領域の

変化がマクロな量の変化として現れている。熱時効処理を施すことで、元は常磁性であっ

た Alloy 600 が徐々に強磁性を示すようになり、さらに処理を続けるとまた常磁性へと戻っ

ていくように磁性が変化している。 

 
2.2. 鋭敏化と Cr 欠乏領域 

鋭敏化とは、不適切な熱履歴等によって結晶粒界(grain boundary)の近傍において Cr 欠乏

が起こる現象である。結晶粒界とは結晶粒(grain)同士の境目であるが、鋭敏化が進行すると

この粒界に沿って Cr 炭化物が析出し、粒界近傍で Cr の欠乏層が形成される。Alloy 600 は

通常、常磁性であるが、この Cr の欠乏によって磁性が変化し強磁性を示すようになる。 

この Cr 欠乏領域では、熱時効処理において時間進展に伴い Cr 濃度分布が変化する。まず

Cr 炭化物の生成によりその直近の Cr が移動することによりシャープな Cr 欠乏領域ができ

る。その後は粒内からの Cr 供給により Cr 欠乏領域の幅は広がりつつ、かつ Cr 欠乏は回復

し、やがて通常の組成比にもどる。この Cr の移動は一種の拡散過程であり、Cr の分布はあ

る一定の濃度分布に従った分散系とみなすことができる。鋭敏化度合いの異なる Alloy 600

の結晶粒界近傍の Cr 濃度は、熱平衡と拡散方程式によるモデルにより東北大学の及川氏に

よって計算されており、Fig.2.2 にそのグラフを引用する。そこで本論文では、強磁性とし

て現れる部分が Cr の欠乏量に比例して増えるものと仮定し、Cr 欠乏領域を強磁性サイトが

分散した系としてモデル化した。鋭敏化した Alloy 600 のヒステリシス形状の違いは Cr 欠
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乏領域における Cr 濃度分布に依存するであろうことは他の研究で報告されているが
[1, 2]

、そ

の磁化過程のダイナミクスのメカニズムなどを、シミュレーションを通して解明した例は

報告されていない。本論文では、Cr 欠乏領域を磁性サイトの分散によってモデル化し、モ

ンテカルロ法を用いて磁化過程のシミュレーションを行い、そのメカニズム解明を試みた。 

鋭敏化は結晶粒界上に Cr 炭化物が析出し、Cr 炭化物の周辺に Cr 欠乏領域が生じること

によって起こる。Cr 欠乏領域近傍では、通常の Alloy 600 の元素組成比と異なり純粋な Cr

の量が減っていると考えられる。Fig.2.2 は 650℃において熱時効処理を 5h 施した Alloy 600

の表面を走査型電子顕微鏡(Scanning Electron Microscope; SEM)によって観察した画像

Fig.2.3(a)と Cr 炭化物を横切る直線状でエネルギー分散型 X 線分析(Energy Dispersive X-ray 

spectrometry; EDX)によりCr濃度分布を測定したグラフFig.2.3(b)である。Fig.2.3(a)において、

結晶粒界上に並んでいる黒い点が Cr 炭化物であると考えられ、実際、Fig.2.3(b)に示すよう

に黒い点のところでは Cr の量が増えている。Cr 炭化物の生成により、その近傍では Cr の

移動が起こり、Cr 量が減少している。このようにして Cr 欠乏領域が生成される。この Cr

欠乏領域は、熱時効処理を進めると周りからの Cr が移動してきて、やがて Cr 欠乏領域は

なくなる。 

 

 

Fig.2.1 Magnetic hysteresis curves for Alloy600 with various duration times. 
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Fig.2.2 Distribution of Cr concentration. (Reprinted from [2], p.131) 
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Fig.2.3 (a) SEM image of grain boundary with Cr carbides and (b) Cr depletion around a grain boundary. 
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第3章 モンテカルロシミュレーション 

本章では、モンテカルロ法の原理とその特徴について述べる。前半ではモンテカルロ法の

背景にある考えや問題について、後半では本研究で用いる Metropolis 法の特徴と具体的な計

算手法ついて述べる。 

また、本研究では計算アルゴリズムに並列化を適用しており、計算時間の短縮を図ってい

る。その際の時間短縮の効果や、さらには、計算で使用する乱数が本計算手法において適

切であるかについて検証を行った。 

 
3.1. 基本事項 

モンテカルロ法とは、乱数を用いて系の粒子の微視的な状態をつくりだしていくシミュレ

ーション手法の一つである。モンテカルロ法の対象となるのは、主に熱力学的平衡状態に

ある系であり、熱力学的平衡状態とは、巨視的にみたときに系が時間的に変化しない状態

である。しかし、熱力学的平衡状態において、個々の粒子の状態など微視的にみると刻々

と変化している。そこで系の微視的状態に依存する量 A を微小時間ごとに測定し時間平均

をとれば、巨視的な量 A が得られる。一方、時間的な概念とは別に統計的な概念を用いる

と任意の微視的状態の出現確率がわかれば統計的な平均値<A>を得ることができる。この 2

つの平均値はエルゴードの定理により(3.1)のように等価であるとすることができる。 

 AA =  (3.1) 

モンテカルロ法は統計的な概念に基づいており、<A>を得るようなアプローチとなる。モ

ンテカルロ法において、微視的状態が出現する確率は、対象とする統計集団の確率密度に

従う。以下で具体例を挙げ、微視的状態が出現する確率についてみていく。 

いま、十分に大きな熱浴(heat bath)と自由にエネルギーのやりとりができる系を考える。

この系は閉鎖系であり、この系に対応する統計集団は正準集団(canonical ensemble)である。

正準集団において微視的状態 μの実現確率 pμは(3.2)のようになる。 

 kT

E

e
Z

p
μ

μ

−
=

1
 (3.2) 

 ∑∑ −−
==

μ

β

μ

μ

μ
EkT

E

eeZ  (3.3) 

この確率密度を正準分布(canonical distribution) とよび、(3.3)の Z は分配関数(partition 
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function)とよばれる。この分配関数はすべてのとりうる微視的状態の和に等しく、そのため

状態和ともよばれ、(3.2)における規格化定数になっている。 

モンテカルロ法の大まかな流れは、ある微視的状態を乱数によってつくりだし、つくりだ

された微視的状態を、対象とする統計集団の分布に従って採択するか棄却するかの試行を

十分に繰返すことである。モンテカルロ法は対象とする系のとり方によって、小正準モン

テカルロ法、大正準モンテカルロ法、正準モンテカルロ法に大別される。上の例において、

系における微視的状態は正準分布に従うので正準モンテカルロ法である。本論文では以降、

正準集団を対象とした系を取り扱うものとし、確率密度は正準分布に従うものとした。 

 
3.2. 磁性体モデルとその磁化 

本研究では磁性体の磁化過程を、モンテカルロ法を用いて解いていくのだが、その前に単

純なモデルを用いて、磁性体の磁化について前節に示した正準分布に基づいた計算につい

てみていく。 

 
3.2.1. Ising モデル 

単純化した磁性体のモデルに Ising モデルとよばれるものがある。このモデルはこれまで

最もよく調べられてきた磁性体モデルであり、強磁性体についてあらわすことができる。

磁性は、その材料を構成している原子中の磁気双極子モーメントがより合わさることによ

って現出する。Ising モデルの特徴は、磁気双極子モーメント、一般にはスピンと呼ばれる

が、このスピンのとりうる値が、+1、-1 のいずれかに限定されるというところである。ス

ピンの符号は、それぞれのスピンがお互いに 180°反転したもの(反平行)であることを示して

いる。このスピンが座標上に張り付いたものが Ising モデルである。 

また、Heisenberg が提唱した常磁性、強磁性、反強磁性を説明するために導入された交換

相互作用を Ising モデルに用いることで、単純な磁性体のモデルとなる。Ising モデルにおい

て交換相互作用は、ハミルトニアン中に 2 スピンの積 Si･Sjに比例する項を含めることで実

現できる。交換相互作用の強さは定数 J で表され、そのハミルトニアンは以下のようになる。 

 
∑−=
near

jiJ SSJH ･
 (3.4) 

定数 J はエネルギーの次元を持っており、その値が正ならば 2 スピンが同じ方向を向く平

行が安定(強磁性)となり、負ならば 2 スピンが反対方向を向く反平行が安定(反強磁性)とな

る。鉄などの磁性体は強磁性を示し、J>0 である。Fig.3.1 は Ising モデルによる強磁性体を

模式的に示したものである。低温では、(a)のようにスピンが同一方向にそろっているが、

ある一定温度以上では、(b)のように上向きのスピンと下向きのスピンがほぼ同数混在し、

常磁性を示すようになる。このように強磁性から常磁性へと磁性が変化するときの温度を
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キュリー温度とよぶ。実際、鉄などの強磁性を示す物質も温度が上昇すると常磁性を示す

ようになる。ちなみに鉄のキュリー点は 1043K である。 

 

 
Fig.3.1 Spin arrangement of Ising model. 

 
3.2.2. Ising モデルによる磁性体の磁化計算 

いま、N 個のスピンからなる格子があったとするとそれぞれのスピンは±1 のいずれかの

値をとり得るので、その格子のとり得る状態 μは 2N 通りになる。つまり、このモデルにお

いて分配関数は(3.5)となる。 

 ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
= ∑ΣΣΣ

±=±=±= ij
ji

SSS
SSJZ

N

････ βexp
111 21  (3.5) 

この分配関数は、(3.4)のミルトニアンを用いると(3.6)のようになる。 

 { }
∑ −=

i

J

S

HeZ β

 (3.6) 

このように分配関数が得られるので、このモデルにおける磁化 M の集団平均についても次

式のように得ることができる。 

 

μβ

μ
μ

μ

H
i

i
i

ii
i eS

Z
pSSM −ΣΣΣΣ∑ ===

1

 (3.7) 

 

エルゴード定理より(3.7)によって得られる平均の磁化の値が、熱力学的平衡状態にある磁

性体の磁化とすることができる。実際はこの磁化 M をスピン数 N で割ったスピンあたりの
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磁化 m についてもよく用いられる。 

 

μβ

μ

H
i

i
eS

ZN
m −ΣΣ=

11

 (3.8) 

以上の考えから具体的な Ising モデルの例を用いてその磁化について計算を行う。磁性体

は、5×5 の格子点からなる 2 次元の単純格子を考える。最近接のスピン間距離は 1 とした。

ハミルトニアンは(3.4)を用い、J=0.5 とする。また、格子の境界では周期的境界条件を適応

し、境界上のスピンは反対側の境界上のスピンと相互作用をするようにした。いま、スピ

ンが 5×5=25 個ありスピンは±1 のいずれかであるので、この系のとり得る状態の数は、

225=33、554、432 通りとなる。このすべての状態についてハミルトニアンを計算し、分配

関数を求めると(3.8)より任意の温度での熱平衡状態の磁化を得ることができる。Fig.3.2 は、

この計算手順で得られる各温度での熱平衡状態の磁化を示している。温度が kT=2 付近以上

では磁化が小さくなり常磁性的になっていくことがわかる。このように Ising モデルにおい

て、各温度における熱平衡状態の磁化を計算してみると強磁性から常磁性へと磁性が変化

する様子を再現することができる。 

しかし、前の説明でもわかるように 5×5=25のスピン数でも分配関数の計算をするのに 225

通りもの場合を考えなければならず、計算量が膨大になる。後に述べる 3 次元のベクトル

成分を持つ Heisenberg モデルではとり得る状態数が飛躍的に増え、あらかじめ分配関数を

計算するのは現実的に不可能である。この問題の解決については次節で述べる。 

 

 

Fig.3.2 Changing of magnetization depending on temperature parameter. 

 
3.2.3. Heisenberg モデル 

Ising モデルにおいてスピンの値が±1 の 2 値であったのに対し、ここで紹介する Heisenberg

モデルは 3 次元の様々な向きにスピンの値を持つことができる。Heisenberg モデルのスピン

は 3 次元中の単位ベクトルであり、直交座標においては 3 成分ベクトルを用いて(3.9)のよう
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にあらわすことができる。また極座標においては、2 つの角度成分 θ、φを用いて(3.10)のよ

うにもあらわすことができる。このモデルは Ising モデルよりもより現実に近い磁性体のモ

デルである。本シミュレーションではこの Heisenberg モデルを用いて計算を行った。 

 
12222 =++≡ zyx SSSS

 (3.9) 

 1cossinsincossin 222222 =++≡ θϕθϕθS  (3.10) 

 
3.3. Metropolis 法 

前節では、Isingモデルを用いて分配関数を計算することによってその磁化を計算したが、

この手法では計算量が膨大になり現実的に計算が可能なスピン数がごく少数に限られてし

まう。そこで導入する手法が Metropolis 法である。Metropolis 法は、現在モンテカルロシミ

ュレーションにおいて広く用いられている方法であり、あらかじめ分配関数を知る必要が

ないのが特徴である。つまり、分配関数を求めることなく評価したい量 Q の統計平均<Q>

を得ようとするのだが、以下でそのために必要な考え方である加重サンプリング(importance 

sampling)とマルコフ連鎖(Markov chain)について述べる。 

 
3.3.1. 加重サンプリング (importance sampling) 

量 Q の統計平均<Q>は(2.2)、(2.3)式より、とり得るすべての状態を μ とすれば(3.11)のよ

うに表される。 
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 (3.11) 

ここではすべての状態 μ を考慮して統計平均を計算しているが、いま、状態 μ の中から任

意に M 回サンプリングした場合の期待値 QMを考えると(3.12)のようにあらわされる。 
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 (3.12) 

サンプリング回数が増えるほど QMは<Q>の値に近づき、M→∞のとき、QM = <Q>となる。

ここでとり得る状態 μについて考えてみると、その出現確率は(3.2)式にしたがっているので、
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頻繁に出現する状態もあれば滅多に出現しない状態もある。(3.12)式中で行われるサンプリ

ングは任意に行われているので、QM の値に大きく寄与しない状態についてもサンプリング

していることになる。ここでもし、QM の値に大きく寄与する状態を集中的にサンプリング

することができればより少ないサンプリング数でよい値を得ることができる。ある状態が

QM の値に寄与する程度はその出現確率とともに増していくので、ここで行われる集中的な

サンプリングは、(3.2)式の確率密度に従うものとすることができる。すると(3.12)は次のよ

うな簡単な式になる。 

 
∑

=

=
M

i
M i

Q
M

Q
1

1
μ

 (3.13) 

しかし、(3.13)式においてもサンプリングするときに分配関数を必要としているので根本

的な解決にはなっていない。この問題を解決したのが Metropolis であり、次に述べるエルゴ

ード的マルコフ連鎖の概念を導入することで計算量を減らすことができる。 

 
3.3.2. マルコフ連鎖 (Markov chain) 

マルコフ連鎖(Markov chain)とは、マルコフ性を有する確率過程のことである。マルコフ

性とは、時点 n のときの状態に遷移する確率が、その前の時点(n-1)の状態によってのみ決

まり、それ以前の時点の状態には無関係であるような性質をいう。いま、時点 n のときの

粒子の配置が rn
であらわされ、その確率過程が r0

、r1
、･･･、rn

のとき、状態 rn
が出現する

確率は条件付き確率 p(rn | rn-1、･･･、r1
、r0)であらわされる。確率過程 r0

、r1
、･･･、rn

、･･･

がマルコフ連鎖であるときは(3.14)式が成り立つ。 

 ( ) ( )1011 |,,,| −− =⋅⋅⋅ nnnn rrprrrrp  (3.14) 

ここで改めて状態 i から状態 j へと遷移する確率について考えるとその確率 pijは(3.15)式の

ようになる。 

 
( )ijij rrpp |=

 (3.15) 

マルコフ連鎖において遷移確率 pij が時点に関係なく一定(定常性)のときそのマルコフ連

鎖は定常マルコフ連鎖であり、定常マルコフ連鎖であるときは、状態 i の出現する確率が ρi

のとき、(3.16)の条件を満たす。 
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さらにこの条件に加えて、ある状態が非周期的で再帰的であり、かつその状態はあらゆる

状態から到達可能であるならばその状態はエルゴード的であるという。ここで非周期的と

いうのはある状態がその状態へと戻れる時点が制約を受けないことであり、再帰的という

のはある状態があらゆる状態から到達可能であることをいう。すべての確率過程がエルゴ

ード的であるならばその確率過程はエルゴード的マルコフ連鎖である。例えば、このエル

ゴード的マルコフ連鎖に(3.17)の遷移確率を用いれば、状態 j は(3.18)の確率密度をもつこと

になる。ここで Hμjは状態 j のポテンシャルエネルギーである。 
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 (3.17) 
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Metropolis 法は、このエルゴード的マルコフ連鎖においてある遷移確率に従うように状態

を有限回数遷移させると加重サンプリングを行ったことになるので、その遷移確率に対応

する確率密度をもつ状態の近似値を得ることができるというものである。本シミュレーシ

ョンにおいても Metropolis 法を用いており、その状態はエルゴード的マルコフ連鎖である。 

 
3.4. 計算アルゴリズムと計算例 

ここでは本シミュレーション計算で実際に用いるMetropolis法によるモンテカルロアルゴ

リズムについて述べる。また、単純な計算例を挙げ具体的な磁化過程のシミュレーション

手法についてみていく。 

 
3.4.1. Metropolis 法によるモンテカルロアルゴリズム 

Metropolis 法によるモンテカルロアルゴリズムの流れについて述べる。アルゴリズムは
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Fig.3.3 に示すとおりである。まずスピンを座標上に配置したクラスターを設定し、初期状

態としてクラスターの各々のスピンに向き与える。次にクラスターからランダムに 1 スピ

ンを選び出す。そのスピンにランダムな向きにスピンを与え、ランダムな向きを与える前

後のハミルトニアンを計算する。それを(3.17)の確率に従うようにランダムに置き換えたス

ピンを採用するか、ランダムに置き換える前のスピンを継続して採用するかを決定する。

こうして新たな状態が得られ、この状態からランダムに 1 スピンを選び出す手順に戻り、

同じ試行を繰り返す。この試行をクラスタースピン数繰り返すとクラスター中のすべての

スピンに対して置換するか否かの試行を 1 回ずつ行ったことになり、この試行をクラスタ

ースピン数繰り返すことを 1 モンテカルロステップ(MCS)とよぶ。MCS はモンテカルロ法

において時間に相当する量である。 

ここで μがスピンをランダムに置き換える前の状態、νがスピンをランダムに置き換えた

後の状態に対応するものとし、r を(3.19)のように定義する。 

 kT
HH

kT
E

eer
μν −

−
Δ

−
==  (3.19) 

状態 μ から状態 ν へと遷移するか否かの判定についての具体的な方法については、0<s<1
の乱数を発生させ s<r ならば状態 μ から状態 ν へと遷移し、そうでなければ状態 μ を継続

するものとしている。状態 νが状態 μよりも安定な場合、つまり⊿E=Eν -Eμ<0 のとき r>1
となり、必ず状態 μから状態 νへと遷移する。これに対して状態 νが状態 μよりも不安定

な場合、つまり⊿E=Eν -Eμ>0 のとき r<1 となり、r の確率に従って状態 μから状態 νへと

遷移する。このようにすることで、(3.17)の確率に従ってスピンの更新がなされたことにな

る。 
⊿E>0 のときは確率 r に従ってランダムに置き換えたスピンを採用することになるが、r

は温度によって変化する。このことは温度によって、採用されるランダムなスピンの向き

の許容範囲が異なることを意味し、熱揺らぎのもととなっている。Fig.3.4 は温度がそれぞ

れ kT=0.1、1、3(J)のときの⊿E>0 における確率 r の変化を示している。このグラフにおいて

kT=3 のような温度が高い状態ではランダムに置き換えたスピンがエネルギー的に少々不安

定でも採用されるが、kT=0.1 のような低温では、スピンがエネルギー的に少しでも不安定

になるとそのスピンが採用されることはほとんどなくなる。 
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Fig.3.3 Monte Carlo algorithm using Metropolis method. 

 

 
Fig.3.4 Acceptance ratio of randomized spin each temperature. 

 
3.4.2. ハミルトニアン (Hamiltonian) 

モンテカルロ法による磁化過程シミュレーションでは、ハミルトニアンに様々な磁気特性
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をあらわす項を導入し計算を行うことができる。本研究ではハミルトニアンに、主に 4 つ

の項を導入しシミュレーションを行った。 

1 つめは Ising モデルの部分でも触れたが、常磁性、強磁性、反強磁性のスピン間に働く

相互作用をモデル化した交換相互作用(exchange interaction)である。交換相互作用は(3.20)の

ように表現でき、定数 J によって常磁性、強磁性、反強磁性の性質が決まってくる。また、

交換相互作用は最近接のスピン間でのみはたらくものとする。 

 
∑−=
near

jiJ JH SS ･
 (3.20) 

J>0とすると 2スピンが同一の方向(平行)を向くと安定となり、強磁性を示すことになる。

これに対して J<0 とすると 2 スピンが互いに反対の方向(反平行)を向くと安定となり反強磁

性を示す。常磁性では自発磁化をもたず、スピン間の規則性はなくなるため J=0 とするこ

とで説明される。 

2 つめのハミルトニアンの項は、磁気双極子相互作用(magnetic dipole-dipole interaction)と

よばれるスピンが双極子場をつくるとした相互作用である。磁気双極子相互作用は(3.21)で

あらわされ、rijは 2 スピン間の距離ベクトルである。 
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スピンを磁気双極子としてみた場合、スピンの両端に S 極と N 極があり、スピンは互いの

磁場を打ち消すように配置すると安定となる。つまり、2 つのスピンについて考えたとき、

互いの磁場を打ち消すには互いのスピンが反対の方向を向くと安定になる。また、この磁

気双極子相互作用は(3.21)からもわかるように距離が離れると相互作用はすくに小さくな

るが、磁性体全体にわたって作用するため磁性体の形状に作用される。一般に細長い形状

の磁性体は長手方向に自発磁化をもつが、この形状磁気異方性は磁気双極子相互作用によ

って説明できる。 
3 つめハミルトニアンの項は、結晶磁気異方性(magnetocrystalline anisotropy)である。強磁

性結晶には磁化をある決まった結晶軸の方向に向けようとするとするエネルギーがあり、

磁気結晶エネルギー(magnetocrystalline energy)または異方性エネルギー(anisotropy energy)と

よばれる。この磁気結晶エネルギーのため強磁性結晶には、磁化のしやすい磁化容易方向

と磁化のしにくい磁化困難方向が存在する。Fig.3.5 は(a)鉄と(b)ニッケルの単結晶の磁化曲

線である。鉄とニッケルの単結晶はそれぞれ体心立方格子(bcc: body-centered cubic lattice)と

面心立方格子(fcc: face-centered cubic lattice)からなる。鉄は[110]方向や[111]方向が磁化困難

方向であるのに対し、ニッケルは[100]方向が磁化困難方向になっている。 
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Fig.3.5 Magnetocrystalline anisotropy of: (a) Fe with bcc system, (a) Ni with fcc system. 
Reprinted from [9], p.180. 
 
この異方性エネルギーは、ハミルトニアンを(3.22)のようにすることで表現される。添え字

の x、y、z はそれぞれスピン i の x、y、z 成分であることを示す。HAは定数 K によって磁

化困難方向が変わり、K>0 ならば鉄の単結晶といった bcc 構造、K<0 ならばニッケルの単

結晶といった fcc 構造野の結晶磁気異方性を示す。 

 
( )∑ ++=
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4 つめハミルトニアンの項は、外部磁場(applied magnetic field)である。磁性をもつ物質で

は、外部磁場が加えられると外部磁場と同じ向きにスピンが向くように作用する。外部磁

場が加えられたときのハミルトニアンとして(3.23)式のようにあらわすことができる。 

 
∑−=

i
iBH SB･

 (3.23) 

ここで B が外部磁場のベクトルとなる。この項は外部磁場の大きさが大きくなるにつれス

ピンを同じ向きに向けようとはたらく。この外部磁場で|B|を 0～+1～-1～+1 などと徐々

に変化させることでヒステリシスカーブを得ることができる。 
 

3.4.3. 計算例 

ここで先に述べたMetropolis法によるモンテカルロアルゴリズムを用いた磁性体の磁化過

程シミュレーションについて具体的な計算例を挙げてシミュレーション手法を説明する。

シミュレーションの出発点は磁性体モデルのクラスターの構築をすることである。今回は
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例として、Fig.3.5 に示すような 1 辺のサイズが異なる正方形の薄膜状クラスターを用いる。

Fig.3.5 において、(a)は 10x10x3、(b)は 30x30x3 の格子点からなる体心立方格子(bcc)による

クラスターを示している。次にこの 2 つのクラスターの初期状態として Fig.3.6(b)に示すよ

うにそれぞれのスピンがランダムな向きになるようにスピンを配置した。 

 

 

Fig.3.6 The bcc cluster of: (a) 10x10x3 and (b) 30x30x3 lattice point. 

 

 

Fig.3.7 Initial state spin arrangement of: (a) 10x10x3 and (b) 30x30x3 lattice point bcc cluster. 

 
では、実際にこれらのクラスターを用いてモンテカルロシミュレーションの計算を行った

結果についてみていく。Fig.3.8 は、高温から低温へと外部温度を低下させていったときの

磁化過程の温度依存性のシミュレーション結果について示したものである。このシミュレ

ーションにおいては、ハミルトニアンに交換相互作用、磁気双極子相互作用、結晶磁気異

方性を導入し、それぞれ(3.19)、(3.20)、(3.21)を用いた。各定数は J=1、D=0.05、K=1.0 とし、
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8000MCS ごとに kT を 0.1 ずつ下げていった。 

Fig.3.8 において磁化の値は規格化してあり磁化が 1 となるとすべてのスピンが全く同じ

方向を向いているということになる。10x10x3 のクラスターでは温度が下がるとともに磁化

の値が大きくなっていくのに対し、30x30x3 のクラスターでは逆に磁化の値が下がっていく。

Fig.3.9 は kT=0.1 のときのスピン配置の様子である。これをみると 10x10x3 のクラスターで

はスピンが一方向にそろっている単磁区構造になっているが、30x30x3 のクラスターでは 4

つの磁区によって渦を巻くような還流構造をとっているのがわかる。このため 30x30x3 の

クラスターでは、4 つの磁区がそれぞれの磁化を打ち消しあって全体として磁化が小さくな

ったと考えられる。 

 

 
Fig.3.8 Temperature dependence of magnetization curves. 
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Fig.3.9 Spin arrangement of: (a) 10x10x3 and (b) 30x30x3 lattice point bcc cluster at kT=0.1. 

 
この Fig.3.9(b)のように還流構造は還流構造パラメータ

[15, 16]
を用いることで還流構造の度

合いを数値化することができる。還流構造パラメータは(3.24)であらわされる。rc はクラス

ターの中心の位置ベクトル、N はクラスターの総スピン数である。 
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Fig.3.10 は温度ごとの還流構造パラメータを示したグラフであるが、低温で還流構造をつ

くる 30x303 のクラスターでは低温になるにつれ還流構造パラメータの値が大きくなってく

る。このように、30x30x3 のクラスターのように全体の磁化の値から常磁性から強磁性へと

相転移する温度がわからないような場合でも、還流構造パラメータを用いることで相転移

する温度を知ることができる。 

また、別の計算例として温度依存性のときと同じクラスターを用いて Fig.3.11 のようなヒ

ステリシス曲線もシミュレーションによって計算することができる。この計算は、温度依

存性の計算に用いたハミルトニアンに(3.22)の項を加え、kT=0.1 で一定にし、|B|をｘ方向に

0～+0.8～-0.8～+0.8 と 0.01 ずつ変化させて磁場を印加したときのグラフである。|B|は

800MCS ごとに 0.01 ずつ変化させ、初期状態には温度依存性の計算において kT=0.1 のとき

のスピン配置を設定した。このグラフは x 方向の磁化について示しているが、磁場の大き

さが 0.6 付近で磁化が反転し印加磁場と同じ方向に磁化するのがわかる。 
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Fig.3.10 Temperature dependence of closure domain parameter Mφ. 

 

 
Fig.3.11 Magnetization curves of each cluster depending on applied magnetic field. 

 
3.5. 計算アルゴリズムの並列化 

本シミュレーションでは、Fig.3.12 に示すように 2 スピン間でのハミルトニアンの計算の
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for 文の部分に並列化を適用し、計算時間の短縮している。その結果、大幅な計算時間の短

縮が図られ、20000 スピン程度のクラスターでも計算が現実的なものとなった。 

Table.3.1 は 1 から 32 までのそれぞれの CPU 数を使用して、スピン数の異なるクラスター

について 5000MCS の計算を実行するのにかかった時間(h)を示したものである。クラスター

には単純立方格子による 160x160x1 の格子点からなる正方形クラスターにおいて中心から

様々な半径で切り出した円形クラスターを用いた。円形クラスターの半径 r は最近接の格子

間距離を 1 としたときに、20～80 までの範囲で変化させた。Fig.3.13 は各クラスターにおい

て使用 CPU 数が 1 のときに対する実行時間の比を示したものである。クラスターのスピン

数が少ないうちはある程度以上の CPU 数では実行時間の短縮が頭打ちになってしまうが、

スピン数が 15000 以上のクラスターでは CPU 数が 32 でも実行時間短縮の効果がみられる。 

 

 

Fig.3.12 Parallel processing by OpenMP. 
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Table.3.1 Wall time (h) of calculating 5000MCS each cluster and CPU number. The numbers in parenthesis is 

cluster’s total spin number. 

cluster 

CPU’s   
r=20 
(1245) 

r=30 
(2809) 

r=40 
(5013)

r=50 
(7825)

r=60 
(11277)

r=70 
(15361) 

r=80 
(20069) 

1 0.2514 1.2711 4.0561 9.8939 20.5392 39.2644 64.9625 
2 0.1578 0.7061 2.1258 5.1328 10.5142 19.3431 33.0119 
4 0.1017 0.3944 1.1358 2.7722 5.4203 10.1514 16.8936 
8 0.0983 0.3086 0.7753 1.5572 2.9172 5.2375 8.7556 
16 0.0950 0.3072 0.6600 1.2669 2.2217 3.6272 5.6511 
32 0.1428 0.3467 0.7533 1.1753 2.0500 2.8936 4.5525 

 

 

Fig.3.13 The ratio of wall time each CPU number to that of 1CPU. 

 
本シミュレーションでは並列計算をするにあたって、東北大学流体科学研究所未来情報創

造センターのスカラー並列計算システムを使用した。Table.3.2 にその構成を示す。 

 
Table.3.2 The scalar parallel computing System: the SGI Altix in Institute of Fluid Science, Tohoku University. 

SGI Altix 

Number of CPUs 256 CPU × 4 Storage Area Network [SAN] CXFS 

Performance 1.64 TFLOPS × 4 Secondary RAID Capacity  1 PB 

Memory Size 3 TB × 4 Tape Library Capacity 1 PB 

Disk Storage [RAID] Capacity 80 TB 
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3.6. スピンの向きと乱数 

モンテカルロ法では乱数を用いるのが特徴であるが、本シミュレーションでは更新するス

ピンを選択するときやスピンにランダムな向きを与えるときに乱数を用いる。以下でスピ

ンの選択方法やランダムな向きのスピンの与え方、使用する乱数について述べる。 

 
3.6.1. 更新スピンの選択とランダマイズ 

クラスターから 1 スピンを無作為に選択するために、0<s<1 の擬似一様乱数 s を利用する

方法をとった。まず、クラスタースピン数が N のとき、クラスターのスピンに 0～N-1 まで

の整数でラベルをつける。次に乱数 s を発生させ、(3.25)で得られる i の整数部を得る。こ

の i の整数部と同じ整数ラベルをもつスピンを選択すれば、1 スピンを無作為に選択したと

することができる。 

 sNi =  (3.25) 

スピンにランダムな向きを与えるには、半径 1 の球状に頂点をもつ正二十面体を利用した。

正二十面体の一面は正三角形からなっており、正三角形の各辺を二分割する点を球の中心

から球表面に投影することで新たな頂点をつくることができる。今までの頂点と新たにつ

くられる頂点を結ぶと正三角形の面の数が 4 倍になる。この操作を複数回繰り返すことで

球表面に一様に分布する頂点を得ることができ、これらの頂点の球中心からの位置ベクト

ルをスピンのとり得る向きとして、この頂点をランダムに 1 つ選択することでスピンの向

きをランダムに与える。いま正二十面体の各辺を分割して得た頂点の総数を M とし、各頂

点をクラスターのスピンと同様に 0～M-1 までの整数でラベルをつけると、クラスターから

ランダムに 1 スピンを選択するときと同様にして、(3.26)の i´の整数部と同じ整数ラベルを

もつ頂点の、中心からの位置ベクトルをスピンのランダムな向きとした。 

 sMi =′  (3.26) 

正二十面体のすべての辺を 2等分する操作を 6 回繰り返して得られる頂点の数は 40962 で

あり、Fig.3.15 にそのときの頂点の分布の様子を示す。球表面に頂点が一様に分布している

ことがわかる。本シミュレーションでは、これらの 2 等分する操作を 6 回繰り返して得ら

れる頂点を用いてスピンの向きを決定した。 
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Fig.3.14 A triangle of a icosahedron makes tree new vertex by bisecting each side. 

 

 

Fig.3.15 The uniform distribution of vertexes made by iterative bisecting sides of icosahedraon. 

 
3.6.2. 擬似一様乱数 

本シミュレーションでは擬似一様乱数として、ifs ライブラリにある grnd 関数を利用した。

grnd 関数は 0<s<1 の擬似一様乱数であり、有効桁数が 15 桁の浮動小数点数である。この grnd

関数が本シミュレーションにおいて偏りがないかを調べるために、grnd 関数を使ってスピ

ンの向きをランダムに 30000 点選択した。Fig.3.16 が選択したスピンのランダムな向きを示

したものである。この図をみると偏りはないようである。 
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Fig.3.16 The uniform distribution of randomized spins. 
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第4章 鋭敏化した Alloy 600 の結晶粒界における磁性層の動的磁化過程 

4.1. イントロダクション 

Alloy 600（Inconel 600）は、機械的強度の強さと耐腐食性の高さから原子炉やジェットエ

ンジンなどの構造部材として使われる Ni 基合金である。一方で、Alloy 600 においては鋭敏

化とよばれる結晶粒界上で Cr 欠乏領域が生成され、それにより局所的に耐腐食性が減少す

るという劣化現象が問題となっている。本章では、鋭敏化した Alloy 600 の結晶粒界近傍で

の Cr 欠乏領域に対して、磁性サイトが分散したモデルとしてクラスターを構築し、それら

のクラスターを対象に、その磁気特性についてモンテカルロ法によるシミュレーションを

行い、鋭敏化度合いの違いよって異なる Cr 濃度分布が磁気特性変化のメカニズムについて

解析を行うことを目的としている。また、鋭敏化した Alloy 600 試料は、高温度を保持した

状態で熱時効処理を加える時間を変化させることで鋭敏化度合いの異なるものを得ること

ができ、Cr 濃度分布が対応するシミュレーション結果と実験結果を比較することでより解

析の信頼性を高めることができる。 

鋭敏化度合いの異なる Alloy 600 の結晶粒界近傍の Cr 濃度は、熱平衡と拡散方程式による

モデルにより東北大学の及川氏によって計算されており、Fig.4.1にそのグラフを引用する。

Fig.4.1 は 650℃において Alloy 600 を 1h から 250h まで熱時効処理を施したときの計算結果

である。これにより 1h といった鋭敏化の初期段階では、Cr 欠乏部が非常に急峻なのに対し

て、処理時間が進むにつれその分布は幅広に変化し、250 時間ではほとんど Cr 欠乏が回復

していることがわかる。これは grain 内部からの Cr が濃度勾配によって Cr 欠乏部に移動し

てきたためと考えられる。 
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Fig.4.1 Numerical analysis of Cr concentration. (Reprinted from [2], p.131) 

 
4.2. 鋭敏化クラスターの構築と計算手法 

これらの鋭敏化ごとの結晶粒界近傍における Cr 濃度分布を用いて、この濃度分布にした

がって磁性サイトが分散したクラスターを構築した。鋭敏化していない Alloy 600 における

元素組成比をもとに、通常の元素組成比の Cr 濃度を 1 として、そこから Cr が欠乏してい

る割合によって磁性サイトを分散させた。Fig.4.2 はそのときの磁性サイト数の割合を示し

たものである。この磁性サイト数の割合をもとに構築されたクラスターを Fig.4.3 に示す。

このクラスターは 0≦x≦30、0≦y≦30、0≦z≦30 の範囲で、格子定数 1 の単純立方格子の

格子点上に、Fig.4.2 の割合に応じて磁性サイトをランダムに分散させたものである。ここ

で結晶粒界は x=15 の y-z 平面に設定している。例えば x=15 の磁性サイト数の割合が 0.8 で

あった場合、y-z 平面には 31×31 の格子点が存在するので 961×0.8＝768.8 となり、小数点

以下は切り捨て、768 の磁性サイトを x=15 の y-z 平面中にランダムに配置するということ

になる。Fig.4.3 は実際に構築したクラスターを示したもので、鋭敏化の進行とともに磁性

サイトが分散している。 

これらのクラスターを用い、モンテカルロ法によるシミュレーション計算を行った。ハミ

ルトニアンには、(3.20)及び(3.21)式に示す交換相互作用と磁気双極子相互作用を用い、J=1、

D=0.01 としてシミュレーションを行った。 
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Fig.4.2 Magnetic site concentration for each duration time. 

 

 

Fig.4.3 Sensitized cluster for each duration time. 
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4.3. シミュレーション結果と考察 

構築した鋭敏化クラスターごとの磁化曲線は Fig.4.4 に示すようになり、熱時効処理時間

によってヒステリシスが大きく異なる結果を得た。これに対応する及川氏による Alloy 600

の磁化曲線の測定結果を FIg.4.5 に示す。これらを比較すると、いずれの場合も鋭敏化の初

期段階から 50h～100h ほどの中間までにかけてヒステリシス曲線は大きくなり、それ以降

の段階では再びヒステリシスが小さくなっていき、やがては常磁性的に変化していくこと

が読み取れる。これらの結果を保磁力と残留磁化について、熱時効処理時間の変化をプロ

ットすると Fig.4.6 に示す通りとなる。この結果をみると、ピークが多少ずれているものの、

熱時効処理が進むにつれ保磁力、残留磁化ともに増大したのちに減少するという傾向は一

致するものとなった。ピークのずれに関しては、Cr 濃度計算の精度や、クラスターが結晶

粒界近傍のミクロな領域を対象にしたものであるのに対して、実験がバルクの試料による

マクロな領域の測定結果であることによるスケールの違いなどが原因して考えられる。 

保磁力と残留磁化が何に依存しているかを詳しく調べるために、鋭敏化クラスターのさら

なる解析を行った結果、Fig.4.7 に示すように保磁力はサイト間の距離の逆数による線密度

に、残留磁化はクラスターの総サイト数に依存すると考えられる。 

 

 

Fig.4.4 Magnetic hysteresis curves of sensitized clusters for each thermal duration time. 
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Fig.4.5 Change of magnetization curves. (Reprinted from [2], p.131) 
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Fig.4..6 Magnetic coercivity (a) and remanence (b) of magnetic hysteresis curves. 

 

((bb))  

((aa))  
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Fig.4..7 Cluster analysis for coercivity (a) and remanence (b). 

 
4.4. 結論 

以上のように鋭敏化ごとにことなる Cr 濃度の計算結果を用いて、磁性サイト分散クラス

ターを構築し、シミュレーション計算を行った結果、熱時効処理時間ごとに異なる磁化曲

線を得た。これらの結果は対応する実験結果と、保磁力や残留磁化といったパラメータで

比較すると、熱時効処理時間の進行による変化の傾向が概ね一致するものとなった。これ

らの結果は鋭敏化の進行によって変化する Alloy 600 の磁気特性が、磁性サイトの分散によ

って説明できるということを支持するものであり、これまで不明確であった鋭敏化とその

磁気特性の変化のメカニズムを直接的に結びつけるものとなった。 

((aa))  

((bb))  
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章末に本章のテーマで投稿した論文を付す。 
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Magnetic hysteresis curves were simulated by Monte Carlo method to study magnetic property changes under the sensitization of Ni 
base alloy, Alloy 600 (Inconel) which is well used as structural materials in nuclear power plants. Different distributions of spin 
concentration depending on heating duration time in cubic clusters caused to change hysteresis curve. The calculation results agree to 
the experimental ones, and it suggests that the magnetic dynamic process can tell the degree of sensitization due to fatigue for Alloy 600. 
 

Index Terms— Monte Carlo methods, nondestructive evaluation, Inconel, Cr depletion, magnetic hysteresis curve. 
 

I. INTRODUCTION 
he nickel-base superalloy Alloy 600 (Inconel) is widely 
used as structural materials for their high mechanical 

strength, e.g. for atomic power plants, and therefore early 
detection of the fatigue of the materials is very important. It is 
known that the sensitization of Alloy 600 due to chromium 
(Cr) depletion near the grain boundary by thermal heat 
treatment causes the integranular stress corrosion cracking 
(IGSCC), then especially the behavior under the sensitization 
has been studied as pressing matters [1]-[3]. It has been also 
known that the sensitization produced the magnetism in Alloy 
600 which has no magnetism originally [4]-[5]. Recently 
relationship between magnetic properties and sensitization is 
focused with expectation for potentiality of nondestructive 
evaluation (NDE) [6]. Several experimental reports show the 
magnetization occurs at Cr depletion areas around grain 
boundaries and the degree of sensitization affects the magnetic 
properties such as magnetic hysteresis (B-H) curves. But now 
it is not solved yet how the distribution of Cr depletion affects 
the change of magnetism in Alloy 600, although the 
relationship between the distribution of Cr depletion and the 
magnetism is important to estimate of the degree of 
sensitization using magnetic NDE. 

In this paper, magnetic properties of sensitized Alloy 600 
by different heating duration times were simulated using 
Monte Carlo (MC) method and the results are discussed 
focusing on B-H curves affected by the sensitization. 

II. NUMERICAL MODELS ON MC METHOD 
A cubic system composed of 313 cells (0≤x≤30, 0≤y≤30, 

0≤z≤30) was prepared including magnetic sites with a 
distribution. The distribution was decided by Cr depletion 
degree around a grain boundary on the supposition that Cr 
depletion introduces magnetic moments around the depletion 
area [4]-[5]. The distribution of Cr depletion depending on 
heating duration time was calculated by thermodynamic 
analysis [7]-[11]. Here the heating duration time means the 
period of thermal annealing under a constant heating 

temperature. Figure 1 shows the calculation results of the 
distributions of Cr depletion with each duration time (1h, 25h, 
50h, 150h) under the heating temperature at 650 Celsius 
degree. The distributions of magnetic sites along x-axis of the 
cubic system corresponding to the distribution of Cr depletion 
are shown in Fig.2 as the surface view of the clusters. Here 
black circles represent the magnetic sites produced with a 
probability obeying the distribution of Cr depletion and white 
circles are non magnetic sites. In Fig.2, the grain boundary is 
set on the y-z plane at the x-coordination of 15 and the edge 
surface coordination x=0 and x=30 are regarded as -300nm 
and +300nm in Fig.1 respectively.  

A following Hamiltonian was used for the simulation: 
H = HJ + HD + HB

= − JijSiS j + D
Si ⋅ S j

rij

3 −
3

rij

5 Si ⋅ rij( )S j ⋅ rij( )
⎛ 

⎝ 

⎜ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 

⎟ 
⎟ 

all
∑ + B Si

i
∑

near
∑ . (1)

 
HJ term, HD term and HB term represent exchange 

interaction energy, magnetic dipole interaction energy and 
applied magnetic field energy, respectively. Here Si denotes 
the magnetic moment of the magnetic site of i-th cell and rij 
represents the vector between i-th site and j-th site. Below we 
deal with clusters with the lattice constant of 1 and this is 
regarded as a criterion of length. In the first term HJ, Jij stands 
for an exchange interaction energy constant for i-th and j-th 
sites. In the second term HD, D stands for a magnetic dipole 
interaction constant. The magnetic dipole interaction works on 
all magnetic sites because it is due to magnetic field 
interspersed in all space. Then the summation includes the 
interaction energy between i-th site and all j-th sites except for 
j=i. In the third term HB, B represents applied magnetic field 
which acts equally all magnetic sites. The changing of Si on 
MC simulation progresses as spin-flips by Metropolis 
sampling at finite temperature kBT [12]-[13]. The period that 
N times of the spin-flips occur is called 1 MC step (MCS) for 
the number of magnetic sites N and it corresponds to time 
passage in this simulation. For details of MC method for 
magnetic dynamic process, see the references [14]-[22]. In this 
simulation, the parameters were set as Jij =1.0, reff =1.0, 
D=0.01. The value of Si was fixed as |Si|=1. 

T 
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III. RESULTS AND DISCUSSION 
Figure 3(a) shows the experimental results of the magnetic 

B-H curves for Alloy 600 with different heating duration times. 
The measurements were performed at room temperature using 
vibration sample magnetometer (VSM). On the other hand, 
Fig. 3(b) shows the calculation results of B-H curves. The 
results of calculated B-H curves are the average of 
magnetization for two directions of applied magnetic field 
along perpendicular (x direction) and parallel (y direction) to 
grain boundary surface of cubic system. The behaviors of 
calculated B-H curves for duration times correspond to the 
experimental ones, especially for the residual magnetization 
Mr and magnetic coercivity HC. 

Figure 4(a) and 4(b) show the heating duration time 
dependence of Mr and HC, respectively, including more 

different duration times. The calculation result (solid line) has 
good correspondence with the experimental ones (dashed line). 
The difference of the duration time at Mr maximum between 
calculation and experiment can be due to the reliability of the 
estimated distribution of Cr depletion in Fig.1. 

To discuss focusing on the relationship between the 
distribution of magnetic site (= Cr depletion) and magnetic 
properties, such as Mr and HC, the number of total magnetic 
sites in the cubic system and the average number of nearest 
neighbor magnetic sites are shown in Fig. 5(a) and 5(b), 
respectively as a function of the duration time. As shown in 
Fig. 4(a) and  5(a), Mr obeys the number of total magnetic 
sites. The result is reasonable in the view point that Mr is 
almost proportionate to the saturation magnetization. On the 
other hand, HC nearly corresponds to the average number of 
nearest neighbor magnetic sites as shown in Fig. 4(b) and 5(b). 
In other words, HC is affected by the density of magnetic sites 
around grain boundary. Hence, these results suggest that the 
distribution of Cr depletion by sensitization, that is, the total 
amount of Cr depletion and the density of Cr depletion around 
grain boundaries can be estimated by Mr and HC, respectively. 

Above calculation model uses the exchange interaction with 
effective radius reff =1.0, then the effective strength of the 

 

Fig. 3.  B-H curves of (a) experiment and (b) calculation for each duration 
time. 

 

Fig. 1.  Distribution of Cr depletion as a function of distance from grain
boundary for each heating duration time. 

 

 
Fig. 2.  Surface view of model clusters including magnetic sites due to the
distribution of Cr depletion for duration time of (a) 1h, (b) 25h, (c) 50h and
(d) 150h. Black circles and white circles represent magnetic sites and non 
magnetic sites, respectively. 
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exchange interaction depends on the number of the nearest 
neighbor magnetic sites. Now let us see the behavior of the 
effective interaction depending on the duration time in the 
view point of Curie temperature TC which depends on the 
exchange interaction.  

 

 

Figure 6 shows the temperature dependence of calculated 
magnetization without applied magnetic field for different 
duration times. The temperature below which the spontaneous 
magnetization appears, that is, TC is depending on each 
duration time. To estimate TC more exactly, temperature 
dependence of magnetic susceptibility χ is calculated by B-H 
curve for each temperature such as shown in Fig.7. Figure 8 
shows the temperature dependence of 1/χ and TC is estimated 
as the cross point of the temperature axis. Then the duration 
time dependence of TC is also following the average number 
of the nearest magnetic sites as shown in Fig.9. The result 
suggests the effective exchange interaction affects both HC 
and TC through the density of magnetic sites due to Cr 
depletion around grain boundaries. 

 
 

 
Fig. 5. Duration time dependence of (a) number of total magnetic sites and
(b) average number of the nearest neighbor magnetic sites. 

 

 
Fig. 4.  Duration time dependence of (a) Mr and (b) HC for experiment and 
calculation results. 

 

Fig. 7. Example of calculation for magnetic susceptibility χ from B-H curve 
at each temperature for the duration time of 25h. 

 

Fig. 6. Temperature dependence of calculated magnetization for each 
duration time. 
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IV. CONCLUSION 
In above the model, magnetic particles due to Cr depletion 

disperse around a grain boundary in Alloy 600 and it can be 
regarded as a magnetic granular structure with a distribution. 
Then Mr and HC on a B-H curve tell the total amount and the 
density of Cr depletion around grain boundaries, respectively. 
Therefore the analysis of magnetic dynamic process using 
Monte Carlo method would tell the degree of sensitization due 
to fatigue for Alloy 600. 
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Fig. 9. Duration time dependence of Curie temperature. 

 

Fig. 8. Temperature dependence of inverse of calculated magnetic
susceptibility 1/χ for each duration time. 
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第5章 ガウス分布による局所的磁性クラスターに関するヒステリシス特性 

5.1. イントロダクション 

前章では、鋭敏化の進行に伴って変化する Cr 濃度分布をもとにクラスターを構築し、対

応する実験結果と概ね一致する結果となったが、シミュレーションの磁気特性の変化は磁

性サイトの分散に依存していると考えられる。そこで本章では分散に注目し、より一般的

な確率分布であるガウス分布にしたがって磁性サイトを分散させたクラスターを構築し、

その磁気特性に関するシミュレーションを行った。これにより、磁性サイトの分散の仕方

がその磁気特性にどのように影響を与えるかについての知見を、ガウス分布のパラメータ

である分散σ2
や磁性サイト総数に焦点を絞って検証することを目的としている。 

 
5.2. ガウス分布クラスターの構築と計算手法 

ガウス分布として(5.1)式に従い、磁性サイトを任意の数 N で-15≦x≦15、-15≦y≦15、-15

≦z≦15 の範囲で、格子定数 1 の単純立方格子の格子点上に分散させた。 

 ( ) 2

2

2

2
1 σ

σπ

x

exf
−

=  (5.1) 

Fig.5.1 は以上の方法により構築したガウス分布クラスターの磁性サイト分布を示したも

のである。分散σ2
や磁性サイト数によって、その分布の形が異なっている。Fig.5.2 は実際

に構築したクラスターの磁性サイトの配置を可視化した図である。ここで示したクラスタ

ーのほかに、N=500、1000、2500、5000 とし、σ2=0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、5.0、10、20、50、

100 として、これらの組み合わせでできるクラスターを構築した。 

これらのクラスターを用い、モンテカルロ法によるシミュレーション計算を行った。ハミ

ルトニアンには、(3.20)及び(3.21)式に示す交換相互作用と磁気双極子相互作用を用い、J=1、

D=0.01 としてシミュレーションを行った。 
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Fig.5.1 Gaussian distribution for magnetic sites dispersion clusters. 

 

 

Fig.5.2 Magnetic sites dispersion clusters based on Gaussian distribution. 

 

5.3. シミュレーション結果と考察 

これらのガウス分布クラスターを用い、これまでと同様にモンテカルロ法によるシミュレ

ーションを行い、Fig.5.3 に示すような磁化曲線を得た。まず磁性サイト数 N ごとにみてい

くと、いずれのNにおいてもσ2
が大きくなるにつれ保磁力が小さくなっていく傾向にある。

一方、同じσ2
の値で N の変化についてみていくと、N が大きくなるにつれ残留磁化は大き
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くなるという結果になった。これらの結果について、保磁力と残留磁化について分散σ2
に

よる変化をプロットすると Fig.5.4 のようになる。これらは、分散σ2
が大きくなると保磁力、

残留磁化ともに減少する傾向にあり、同じの分散σ2
の値でみると、N が増大するにつれて

保磁力、残留磁化ともに増加する傾向にあることを示している。 

このように分散σ2
や磁性サイト数 N によってヒステリシスが変化することが示されたが、

前節における Cr 濃度分布に対応するガウス分布クラスターを選び出して、その磁化曲線を

示すと Fig.5.5 のようになり、これらの選び出されたガウス分布クラスターを先の Fig.5.4 の

図中に示すと Fig.5.6 のようになる。ガウス分布によりつくられた様々な分散状態のうち、

鋭敏化の Cr 濃度分布が、その進行に伴い特定の分散状態のパスを通って変化していると考

えることができる。 

 

 
Fig.5.3 Magnetic hysteresis curves of clusters for each Gaussian distribution and sites number. 
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Fig.5.4 Magnetic coercivity and remanence of clusters for each Gaussian distribution and sites number. 

 



 - 39 -

 

Fig.5.5 Magnetic hysteresis curves. 
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Fig.5.6 Correspondence between thermal duration time and coercivity or remanence. 

 
5.4. 結論 

以上のように、ガウス分布クラスターによるシミュレーションでは、様々な分散状態の磁

気特性を示した。これらの結果により磁性サイトが分散した系では、その保磁力や残留磁

化といった磁気特性は分散σ2
や磁性サイト数 N に依存することが明らかになった。また、

これらの結果は、前節の Cr 濃度分布による鋭敏化クラスターの分散状態も内包するもので

あり、より一般的な磁性サイト分散系の磁気特性について明らかになった。 

章末に本章のテーマで投稿した論文を付す。 
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第6章 磁区観察顕微鏡を組合せたμ−MOKE 磁力計の開発 

6.1. イントロダクション 

前章までは、磁性サイトが分散した系におけるシミュレーション結果についてであったが、

それらのクラスターの対象は、鋭敏化した Alloy 600 における結晶粒界近傍の Cr 濃度分布

等のミクロな領域のものであった。一方、それらのシミュレーション結果と比較された測

定結果は、バルクの試料のものでありマクロな領域のものである。マクロな領域ではこれ

らの比較では、定性的な一致は得られたものの、今後、定量的な比較を考えた場合には、

無視できない部分となってくる。そこで本章では、ミクロな領域の磁化測定のために、マ

イクロ磁気光学 Kerr 効果（μ-magneto-optical Kerr Effect: μ-MOKE）磁力計と磁区観察顕微鏡

を用いた測定系を開発し、鋭敏化した Alloy 600 の結晶粒界上での磁化測定を試みた。 

 
6.2. 磁区観察顕微鏡を組み合わせたμ-MOKE 磁力計 

このμKerr 効果を利用して、磁化測定を行えるようにしたものがμ-MOKE 磁力計である。

しかし、鋭敏化した Alloy 600 の結晶粒界上の磁化測定を考えたときに問題となるのが、結

晶粒界の位置の特定である。磁化測定のためには、レーザースポットを結晶粒界上に合わ

せる必要があるが、測定の際には入射光が測定面にあたったときにレーザー光が散乱しな

いように、表面は鏡面研磨した状態になっている。すると結晶粒界の位置が通常の光学系

では判断できず、レーザースポットを測定位置に合わせることができない。そこで、鋭敏

化している Alloy 600 の結晶粒界では磁性があることを利用して、磁区観察をすることで結

晶粒界の位置を同時に把握できるように測定系を組み合わせた。磁区観察も基本的にはKerr

効果を利用したものであるが、入射光のスポット径が異なる。今回の測定系では 20 倍と 50

倍の対物レンズを用いることで、前者は 250×200μm、100×80μm の領域の磁区を観察でき

る。Fig.6.2 に磁区観察とμ-MOKE 磁力計の概念図を示す。この 2 つの測定系組み合わせる

ことで、Alloy 600 における結晶粒界のように、周囲と普通の光学系では区別のつかない領

域に対しても、磁区観察を行い、磁性のことなる部分を判断し、所望の位置にμ-MOKE 磁

力計による磁化測定のためのレーザースポットを合わせることが可能となる。Fig.6.3 は実

際に組まれた測定系のブロック図である。緑破線が磁区観察の光路で、赤実線がμ-MOKE

磁力計の光路である。 

 



 - 42 -

 

Fig.6.1 The principal of Kerr effect. 

 

 

Fig.6.2 Magnetic domain scope and μ-Kerr effect. 

 



 - 43 -

 

Fig.6.3 Outline drawings of μ-MOKE magnetometer combined with magnetic domain scope. 

 
6.3. 磁性金属を用いた測定システムの動作確認 

前節で述べた測定システムに対して動作確認のため、Fig.6.4 に示す UV-LIGA 法によって

作製されたロータリー型磁気スケールを用いて測定を行った
[28]

。スケールの 1 目盛りとな

る直方体の磁性体の大きさは 50x50x2000μm となっていて、材料は Fe-Ni (Permalloy)となっ

ている。Fig.6.5 は磁区観察顕微鏡でスケールを拡大した図であり、表面には多くの細かい

磁区が形成されていることが観察された。 

Fig.6.6(a) は直方磁性体の印加磁場方向ごとのμ-MOKE 磁力計による B-H 曲線を示してお

り、レーザースポットは直方磁性体の中心部に設定した。直方磁性体の長手方向と平行に

磁場を印加すると、垂直に印加したときと比べて保磁力が小さくなり、軟磁性的な曲線と

なった。これは形状磁気異方性によるものと考えられ、反磁場を打ち消すように磁化し易

いためである。Fig.6.6(b)は磁場を直方磁性体と平行に印加して、レーザースポットを直方

磁性体の中心と端に設定したときの B-H 曲線を示している。この結果、測定する位置によ

っても磁化過程が異なることが明らかとなった。このように、今回の測定システムが磁区

観察と局所領域での磁化測定を行なうことが可能であることが示された。 
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Fig.6.4 Image of a rotary magnetic scale made by UV-LIGA method observed by Scanning Electron Microscope 

(SEM). 

 

 
Fig.6.5 Differential image of magnetic domain between 850 Oe and -200 Oe applied in a rotary magnetic scale. 
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Fig.6.6. Magnetic hysteresis curves of magnetic structure in the magnetic rotary scale. These were measured by 

μ-MOKE magnetometer. Figure (a) shows direction dependence for applied magnetic field and (b) shows location 

dependence of magnetic scale. 

 
6.4. 鋭敏化した Alloy 600 の Cr 欠乏領域の磁化測定 

以上の測定系を用いて鋭敏化した Alloy 600 の磁区観察及び磁化測定を行った。まず、磁

区観察の結果を Fig.6.7 に示す。これらの図は磁場をそれぞれの値でプラスからマイナスに

振ったときの画像の差分を取ったものである。こうすることで磁区の部分がコントラスト

で示される。磁場を印加しない状態では画像は均一であるが、磁場を印加していくと、次
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第に結晶粒界の部分が黒い線状に浮かびあがってくることがわかる。これにより、この部

分の結晶粒界が鋭敏化により、強磁性へと変化しているものと判断される。 

このようにして判断した結晶粒界に対して、次にμ-MOKE 磁力計による磁化測定を試みた。

Fig.6.8 はその結果である。(a)は結晶粒界上にレーザースポットを合わせたときで、(b)が結

晶粒界をはずした結晶粒塊内にレーザースポットを合わせたときのものである。(a)は若干

であるが、ヒステリシスがみえているのに対して、(b)は全くの常磁性的なものとなってい

る。さらに、Fig.6.9 では結晶粒界に対して印加する磁場の方向を変えて、同様に磁化測定

を行った。その結果、結晶粒界に対して垂直方向と斜め方向、平行方向とで磁化曲線が異

なるものとなった。垂直方向は常磁性的な磁化曲線になっているに対し、平行方向ではヒ

ステリシスを示していることがわかる。 
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Fig.6.7 Differential images of a grain boundary for sensitized Alloy 600. 
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Fig.6.8 Magnetic domain and hysteresis curve on a boundary (a) and inside a grain (b). 
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Fig.6.9 Direction of magnetic field dependence for magnetic hysteresis curve. 

 
6.5. 結論 

以上のように、本節では鋭敏化した Alloy 600に対して、磁区観察とμ-MOKE 磁力計によ

る磁化測定を行い、結晶粒界を磁区観察により判断し、その部分の局所領域の磁化測定を

することに成功した。このことはこれまで行ってきたシミュレーション結果と比較する上

で、スケールの問題を解決できる足がかりとなった。一方でμ-MOKE 磁力計による磁化測

定ではノイズも多く、定量的な比較のためには測定精度の改善を期待する。 

章末に本章のテーマで投稿した論文を付す。 
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Abstract. A measurement system was developed for observation of magnetic domains and micro-MOKE on same field of vision. The system is 
available for measuring B-H curve at a spot with micro-scale after a confirmation of magnetic domain patterns. The measurement system has a 
possibility to detect the magnetization process of locally agglutinated magnetic materials buried in non-magnetic materials.   
 
Streszczenie. In this place the editor of journal inserts Polish version of the abstract. Please leave three lines for this abstract. Of course Polish 
language Authors are requested to prepare also Polish "Streszczenie". All papers should have two sets: title, abstract, keywords - Polish and English. 
(Przygotowanie artykułu do Przeglądu Elektrotechnicznego - polski tytuł na końcu streszczenia - Polish tittle at the end). 
 
Keywords: micro-MOKE, magnetic domain scope, grain boundary magnetism, Alloy600. 
Słowa kluczowe: in the case of foreign Authors in this line the Editor inserts Polish translation of keywords. 
 
 
Introduction 

Recently micro magneto-optical Kerr effect (μ-MOKE) 
magnetometers have been used well for study of micro-
magnetics, because they are useful measurement 
equipment to detect small area (μm range) magnetization 
process of magnetic materials. Usually μ-MOKE 
magnetometers are applied for magnetic thin film samples 
with a homogeneous composition on substrates. Although it 
becomes difficult to detect the magnetization process for 
locally agglutinated magnetic materials, e.g. dispersed 
minute magnetic particles in non-magnetic medium, the 
reason why is that it is hard to find the localized magnetic 
area distinguishing from non-magnetic area. On the other 
hand, magnetic domain scopes, whose principle is also 
MOKE, are suitable for finding the magnetic area in the 
region of around 100 μm square, though it is almost 
impossible to measure the local magnetization process 
precisely. Then we tried to develop a new μ-MOKE 
magnetometer combined with a magnetic domain scope.  

 The new μ-MOKE magnetometer can focus the laser 
spot on localized magnetic area observing the magnetic 
domain simultaneously in same sight. Therefore the 
equipment can realize to detect the magnetization process 
of locally agglutinated magnetic materials which are buried 
in non-magnetic materials. In this paper we introduce the 
new μ-MOKE magnetometer and present a result using the 
equipment for a local magnetization process on a grain 
boundary of Ni based alloy.  
 
μ-MOKE magnetometer combined with magnetic 
domain scope 
 The new μ-MOKE magnetometer has two optical paths. 
One has a light source of a diode laser with the wave length 
of 408nm for μ-MOKE detecting and other has a Mercury 
lamp for magnetic domain scope. Both optical paths 
penetrate a common objective lens whose magnification 
has x20 or x50 above a sample. Figure 1 shows a 
schematic view for magnetic domain configuration. In this 
use, the polarized light through a polarizer from Mercury 
lamp penetrates the edge of objective lens to incident a 
sample surface obliquely for domain observation using in-
plane Kerr effect. Figure 2 shows a diagram for in-plane μ-
MOKE arrangement with same field of vision of magnetic 
domain scope. Then the light path from Mercury lamp 
source penetrates the center of the objective lens. 
Moreover this measurement system can switch the light 
path for polar magnetic domain observation and polar μ-
MOKE measurement.  

 
Fig.1. Outline drawings of magnetic domain scope. 
 

Observation range of domain scope is 250x200 μm for 
x20 lens and 100x80 μm for x50 lens. The spatial resolution 
of μ-MOKE is φ2~3 μm. Max applied magnetic field is ±3 
kOe for polar Kerr and ±5kOe for in-plane Kerr. The sight 
view of magnetic domain scope is captured by a 80 
Megapixel monochrome CCD camera. The laser light 
modulated by photoelastic modulation (PEM) is detected by 
high speed pin photodiode and the signal is analyzed by 
lock-in amplifier with reference frequency of PEM.  

The equipment has the advantage of simultaneous 
measurement both for μ-MOKE and magnetic domains. The 
superior feature makes possible to detect the magnetization 
process after just focussing the localized magnetic area 
confirmed by domain view stood out sharply under the 
applied magnetic field.    
 
System check using magnetic alloys 

To check the measurement system, magnetic domains 
and μ-MOKE were measured for a rotary magnetic scale 
made by UV-LIGA method as shown in Fig.3 [1]. The size 
of one magnetic rectangular parallelepiped is 
50x50x2000μm made of Fe-Ni alloy (Permalloy). Many tiny 
magnetic domains due to the surface roughness were 
observed by the domain scope as shown in Fig.4. Figure 



 
Fig.2. Outline drawings of μ-MOKE magnetometer combined with magnetic domain scope. 
 
5(a) shows B-H curves at the center of a rectangular 
parallelepiped under applied magnetic field with the 
direction parallel and perpendicular for longitudinal direction 
using μ-MOKE.  Figure 5(b) shows B-H curves at the center 
and the edge of a same rectangular parallelepiped. It is 
clearly seen that B-H curves have the shape anisotropy. 
Through the measurement checking including the test for 
other magnetic samples, it was shown that the system has 
sufficient ability as magnetic domain scope and μ-MOKE 
magnetometer. 
 

 
Fig.3. Image of a rotary magnetic scale made by UV-LIGA method 
observed by Scanning Electron Microscope (SEM). 
 

 
Fig.4. Differential image of magnetic domain between 850 Oe and  
-200 Oe applied in a rotary magnetic scale. 
 

 
 

 
Fig.5. Magnetic hysteresis curves of magnetic structure in the 
magnetic rotary scale. These were measured by μ-MOKE 
magnetometer. Figure (a) shows direction dependence for applied 
magnetic field and (b) shows location dependence of magnetic 
scale. 



Application for localized magnetic area on grain 
boundary of Alloy 600 

To demonstrate the effectiveness of the new μ- MOKE 
magnetometer, we will show the experimental results for Ni 
based alloy; Alloy 600 (Inconel). Although Alloy 600 is 
originally a non-magnetic material in room temperature, it is 
known that it has tiny magnetization after the sample was 
sensitized by thermal treatment as shown in Fig.6 which is 
the results of B-H curves for Alloy 600 sensitized under 
650°C for 0 and 5 hours measured by superconducting 
quantum interference device (SQUID) magnetometer at 
room temperature. The change due to the degradation is 
caused by Cr depletion on grain boundaries and the 
magnetization produces just only around grain boundaries 
[2]-[5]. Usually detecting of the magnetization process of 
such a grain boundary by μ-MOKE is difficult, because 
polishing treatment of sample surface for the optical 
measurement prevents from distinguishing grain boundaries 
from grains using ordinary optical microscope. Figure 7 
shows scanning electron micrograph (SEM) for the surface 
of sensitized Alloy 600. In Fig.7(a), grain boundaries are 
clearly seen as grooves. If μ-MOKE measurement is 
attempted for the surface, the grooves scatter the laser 
beam. On the other hand, after sufficient polishing of the 
surface, almost grain boundaries can not be distinguish 
from grains as shown in Fig.7(b).  
 

 
Fig.6.  B-H curves for Alloy 600 sensitized under 650°C for 0 and 5 
hours measured by superconducting quantum interference device 
(SQUID). 
 

 
Figure 8(a) shows the observed domain view of thermal 

treated Alloy 600 under zero magnetic fields and the grain 
boundaries are not seen almost clearly. Figure 8(b) which is 
a differential image between the applied magnetic field of 
±500Oe, however, shows apparent boundaries as shown in 
the area marked by a ellipse. This means the boundary 
appears for its magnetism. Then the laser spot for μ-MOKE 
can be focused easily on a grain boundary, and the 
magnetization process can be measured as shown in 
Fig.9(a). In the same way, if the laser spot put inside the 
grain away from grain boundaries, the result of the 
magnetization process does not show any hysteresis as 
shown in Fig.9(b). 

The shape of B-H curve on the grain boundary 
measured by μ-MOKE magnetometer in Fig.9(a) is different 
from the one of bulk by SQUID in Fig.6. This may be due to 
a shape anisotropy of grain boundary magnetism, that is, a 
B-H curve of Alloy 600 bulk is a result from average of B-H 
curves of boundaries which have different directions. It will 
be possible that each magnetic property of a boundary is 

investigated using the new μ-MOKE magnetometer 
combined with the magnetic domain scope. 
 

 
 

 
Fig.8. Image of magnetic domain view for thermal treated Alloy 600. 
(a) is under zero magnetic fields and (b) is a differential image 
between the applied magnetic field of ±500Oe. 
 



 
 

 
Fig.9. Magnetic hysteresis curves measured by μ-MOKE 
magnetometer (a):on a grain boundary and (b):inside a grain. 

 
Conclusion 

The new μ-MOKE magnetometer is very useful to detect 
the localized magnetization process and the measurement 
technique using the equipment will be available for various 
samples with locally agglutinated magnetic materials.  
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第7章 拡散による磁気クラスターに関するモンテカルロシミュレーション 

7.1. イントロダクション 

本章では、より実験で測定可能な系を想定して、熱拡散による磁性サイト拡散クラスター

を構築し、シミュレーション計算を行った。対応する実験としては、例えば SiO2 基質中の

Fe などが考えられる。 

 
7.2. 磁性サイト拡散クラスターの構築と計算手法 

クラスターの構築にあたっては、拡散モデルを導入し、シミュレーションによって拡散ク

ラスターを構築した。拡散は-15≦x≦15、-15≦y≦15、-50≦z≦50 の格子定数 1 の単純立方

格子の格子点上でなされるとし、磁性サイトの初期配置として Fig.7.1(a)の赤色部で示され

る-15≦x≦15、-15≦y≦15、-5≦z≦5 の範囲に設定した。 

拡散の手順としては、まず擬似一様乱数を用いてランダムに対象サイトを選びだし、その

サイトに対して 近接にある別のもう一つのサイトと状態の入替えを行う。これと同様の

試行を他のサイトに対しても行う。この入替え施行を全格子点数だけ繰り返したときに拡

散の 1 step とする。先の Fig.7.1(a)の初期状態から拡散ステップを経ていくと、Fig.7.1(b)の

25 step、Fig.7.1(c)の 250 step のような、各拡散ステップにおける磁性サイト拡散クラスター

を得た。拡散クラスターは 0、10、25、50、100、250、500、2500 の各ステップのものを構

築した。 

以上のように構築した拡散クラスターについて、z 軸方向の磁性サイトの分布を示すと

Fig.7.2(a)のようになる。ステップが増大するにつれ、拡散が進展していき、2500 ステップ

ではほとんど均一に磁性サイトが分布している。ここで磁性サイトの分布はガウス関数で

よく近似でき、その近似曲線は実践で示されたようになる。近似関数には以下の(7.1)式を用

いた。 
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上式により近似した各拡散クラスターの peak や width のパラメータの、拡散ステップに

よる変化は、Fig.7.2(b)に示す通りとなり、拡散ステップが進展するにつれ、peak は減少し、

width は増大することが明らかである。 

さらに詳しく拡散クラスターをみていくために、ここで“コロニー”という概念を導入す

る。本論文では、コロニーとは 近接同士でつながった磁性サイトの集まりと定義する。

ここでコロニーの概念を導入した理由は、本シミュレーションで導入しているハミルトニ
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アンで支配的なのは交換相互作用であり、その交換相互作用が働く距離を 1 としているた

めである。拡散ステップが進展することにより磁性サイト同士は離れる傾向にあり、1 つの

コロニーを形成している磁性サイトの数は減少していくものと考えられる。実際、各拡散

クラスターのコロニーの分布をプロットしてみると、Fig.7.3 に示すようになる。この図よ

り、拡散ステップの進展に伴い、小さなサイズのコロニー数が増大していることが言える。

また、このグラフにおいてコロニーサイズの分布は、安定しておらず乱数によるところが

大きいと考え、乱数の発生条件を変えて、拡散ステップが 50 と 250 のものについてそれぞ

れ 10 種類の拡散クラスターを構築し、コロニー分布の平均値を Fig.7.4 に示す。ここでエラ

ーバーのように示されているのは 10 種類のうちの 大値と 小値を示している。この図よ

り、拡散ステップが 50 のクラスターではコロニーサイズが 10 付近で、250 ステップのクラ

スターは 20～30 の付近でばらつきが大きくなっている。 

 

 

Fig.7.1 Snapshots of diffusion clusters for each diffusion step. Each snapshot above is of (a) step 0 (initial state), (b) 

step 25 and (c) step 250. 
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Fig.7.2 Magnetic sites distribution of diffusion clusters for each diffusion step. The solid lines are fitting lines using 

Gaussian function. (b) Diffusion step dependence of peak and width of fitted lines. 
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Fig.7.3 The number of colony versus colony size. 

 

 

Fig.7.4 The average number for each colony size in the cluster of step 50 and 250. 

 
7.3. シミュレーション結果と考察 

これらのクラスターを対象に、磁化の温度依存性や磁化曲線についてモンテカルロ法によ

るシミュレーションを行った。まず、温度依存性のシミュレーションを行い、その結果を

Fig.7.5 に示す。Fig.7.5(a)では温度が小さくなっても自発磁化が現れないように見えるが、

Fig.7.5(b)に示す通り、拡散ステップが 0 の初期状態のクラスターの低温でのスピン配置図

をみると、4 磁区の還流構造をつくっており、お互いの磁区が全体の磁化を相殺してしまっ
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て磁化曲線からは自発磁化が現れていることが読み取れない。そこで(3.24)式の還流構造パ

ラメータの温度依存性をプロットしてみると、Fig.7.6 のようになる。これより拡散ステッ

プが進展するにつれ、温度を下げても自発磁化が生じない傾向になることを示している。 

Fig.7.7(a)は各拡散クラスターのヒステリシスを示おり、その保磁力と残留磁化の拡散ステ

ップに対する変化は Fig.7.7(b)に示す通りとなる。拡散ステップが進むと保磁力、残留磁化

ともに減少することは明らかである。これらのヒステリシスに対し、コロニーごとに分解

して、磁化曲線を表示すると Fig.7.8 のようになる。拡散の初期段階では、全体のヒステリ

シスに対して、サイズが大きいコロニーが支配的であるのに対して、拡散ステップが進展

するにつれて、次第に小さいサイズのコロニーが支配的になる傾向がある。拡散ステップ

が 2500 のクラスターにおいては、 も支配的なコロニーサイズは 1 である。 

以上のように、磁化曲線をコロニーごとに分解したので、それぞれの保磁力と残留磁化に

ついても、コロニーサイズごとにどのような分布になっているかを示した図が Fig.7.9 であ

る。これより保磁力についてはコロニーサイズの増大とともに大きくなる傾向があり、残

留磁化については一度減少してから増加する傾向になった。ここでもコロニーサイズが中

程度のものは、ばらつきが大きい傾向にある。これは、Fig.7.10 に示すように、同じコロニ

ーサイズでもヒステリシスが異なっていることに起因するものと考えられる。このヒステ

リシスの違いの原因としては形状異方性などが挙げられる。 後に拡散ステップが 50と 250

のクラスターにおいて保磁力と残留磁化の平均値を Fig.7.11 に示す。 
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Fig.7.5 Temperature dependence of the magnetization for each diffusion step (a) and snapshot of initial states in the 

lowest temperature (b). 
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Fig.7.6 Temperature dependence of order parameter Mφ for each diffusion cluster. 
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Fig.7.7 Magnetic hysteresis loops for each diffusion cluster (a) and diffusion step dependence of magnetic coercivity 

and remanence (b). 
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Fig.7.8 Magnetic hysteresis curves of total loops, smallest colony loops and largest colony loops for (a) step 10, (b) 

step 50, (c) step 250 and (d) step 2500. 
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Fig.7.9 The colony size dependence for (a) magnetic coercivity Hc and (b) remanence Mr. 
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Fig.7.10 The magnetic hysteresis curves which colony size is (a) 10 in step 50 and (b) 24 in step 250. 

 



 - 62 -

 

Fig.7.11 The average value of coercivity Hc for (a) step 50, (b) step 250 and (c) remanence Mr for step 50 and step 

250. 

 



 - 63 -

7.4. 結論 

本章では、拡散クラスターの磁気特性は、その磁性サイト分布とコロニーサイズに影響を

受け、磁化曲線などの磁気特性が異なることを明らかにした。また、磁性サイトが拡散し

た系においては、コロニーに分けて考えることで磁化曲線に与える影響について調べるこ

とができた。さらに、対応する実験を行なうことで、シミュレーション結果と実験結果を

合わせて検証を行うことにより、磁性サイト分散したような系の、より詳細な磁気特性を

つかむ可能性を示した。 

以上のように、拡散クラスターの導入により磁性粒子が分散したような系の磁気特性につ

いて実験との比較の可能性を高め、先にそのシミュレーション結果を示した。 

章末に本章のテーマで投稿した論文を付す。 
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Abstract 

Magnetic hysteresis curves were calculated using the Monte Carlo method to study the dependence of magnetic properties on the 
distribution of magnetic sites based on simple diffusion model. The simulated curves illustrate that the magnetic sites distributions 
influence strongly the magnetic remanence and coercivity depending on diffusion step. Furthermore, the clusters are divided into 
“colonies”, which are defined as groups of magnetic sites linked by the nearest neighbours, to analyze effect for the hysteresis curves 
of local structures of magnetic sites in the clusters. These results support that the magnetic sites dispersion system included localized 
bias determines its magnetic properties depending on the diffusion step, and they would be a new point of view for control of 
magnetic properties. 
 

1 Introduction 
Magnetic granular systems have been studied for their 

physical interesting, i.e. spin glass properties or magnetic 
resistance phenomena and also for their engineering 
applications such as high density magnetic recording media 
1-3). In these studies, relationship between microstructure of 
magnetic granular system and its magnetic properties such 
as magnetic hysteresis were investigated. As these results, 
the dependence between magnetic properties such as 
coercivity and the size or density of magnetic granules was 
made clear. Ordinary, the density of the magnetic granule for 
such magnetic granular systems is homogeneous, although 
the size of granules and the each distance between nearest 
neighbor granules takes various values. Namely, magnetic 
granules are spread out homogeneously in non-magnetic 
matrix as a whole and such a granular system has no 
particular distribution. 
However, if a granular system includes localized bias, the 

magnetic properties will typically change comparing with 
homogeneous one. 
Actually, on grain boundaries of Ni-base superalloy Alloy 

600 (Inconel), Cr depletion due to a thermal treatment forms 
a distribution of magnetic granules and the magnetic 
properties are strongly affected by the distribution. Alloy 
600 has been used well as structural materials due to high 
mechanical strength. Originally, Alloy 600 has no 
magnetism, but after thermal heating treatment, it becomes 
to show magnetic hysteresis 4,5). Figure 1 shows 
experimental magnetic hysteresis curves at room 
temperature for Alloy 600 with various heating duration 
times under 650 Celsius degree. Several experimental 
reports show that the magnetization occurs at Cr depletion 
areas around grain boundaries. Figure 2(a) is a scanning 
electron micrograph (SEM) around a grain boundary of 
Alloy 600 with a duration time of 5h. Black tiny points on 
the boundary are carbon precipitates. Thermal heating 
treatment progresses to produce Cr carbide using Cr around 
carbons. Then Cr depletion occurs around Cr carbide on a 
grain boundary as shown in Fig.2(b) which is a result of 
Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX). The broken 
stoichiometry due to the Cr depletion induces magnetism 
and the magnetic properties depend on the distribution of Cr 
depletion. The distribution can be fitted as a Gaussian curve 
approximately as shown in enlarged view in Fig.2(b). 

To know the properties of magnetic granular systems with 
various distributions would lead a new method for 
controlling magnetic behavior. In this paper, magnetic 
hysteresis behaviors for magnetic clusters with various 
distributions are discussed using Monte Carlo method to 
reveal the mechanism microscopically distinguished from 
homogeneous magnetic granular systems in previous studies. 
 

 
Fig. 1. Magnetic hysteresis curves for Alloy 600 with 
various duration times. 
 



 

 

 
Fig. 2. (a) SEM image of grain boundary with Cr carbides 
and (b) Cr depletion around a grain boundary. 

2 Numerical Method 

2.1 Clusters Based on Simple Diffusion Model 
To investigate magnetic properties of granular systems 

included localized bias, magnetic sites dispersion clusters 
are simulated using simple diffusion model. In the model, a 
magnetic site transfer on a lattice point in simple cubic 
lattice which is in the range of -15≦x≦15, -15≦y≦15, -50
≦z≦50, and the magnetic sites diffuse in this area. As an 
initial state, magnetic sites are massed in the range of -15≦
x≦15, -15≦y≦15, -5≦z≦5 as shown in Fig.3(a). Here, it 
is supposed that the initial state corresponds to a state 
immediately after which a Cr carbides deposits. In this 
figure, black point is a lattice point that has a magnetic site, 
and white point is the one that does not have. A lattice point 
is chosen randomly and exchanges its state with another 
lattice point of nearest neighbor lattice points, which is also 
chosen randomly, which nearest neighbor lattice point is 
chosen. This exchange attempt is repeated for other lattice 
point, and when the number of the attempt is equal to the 
number of total lattice point, it is treated as one step that 
diffusion process progress. Figure 3(b) is after 25 steps and 
Fig.3(c) is after 250 steps of diffusion process, respectively. 
In this diffusion process, the total numbers of magnetic sites 
are constant under of progress of diffusion. 
Figure 4(a) shows magnetic sites distributions along z-

coordination of the clusters after each diffusion step. It can 
be seen that the magnetic sites diffuse as increment of 
diffusion step. The magnetic sites distributions are fitted 
well using Gaussian function as below,  
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The fitted line is shown as linear line in Fig.4(a). Figure 4(b) 
shows diffusion step dependence of peak and width of fitted 
lines. The peak decreases and the width increases as the 
diffusion step progress. 
 

 
Fig. 3. Snapshots of diffusion clusters for each diffusion 

step. Each snapshot above is of (a) step 0 (initial state), (b) 
step 25 and (c) step 250. 
 

 
Fig. 4. (a) Magnetic sites distribution of diffusion clusters 
for each diffusion step. The solid lines are fitting lines using 
Gaussian function. (b) Diffusion step dependence of peak 
and width of fitted lines. 
 
To investigate the magnetic sites distribution of these 

clusters, the clusters are analyzed being divided into 
“colonies”. A “colony” is defined as a group of magnetic 
sites linked by a series of the first nearest neighbor magnetic 
sites in this paper. The clusters divided into colonies are 
shown in Fig.5. Here, colony size is the number of magnetic 



 

 

sites for the colony. The clusters for each diffusion step have 
various colony size distributions depending on its diffusion 
step. In Fig.5, the number of colonies for smaller colonies 
tends to increase as the diffusion step progress. 
In the Fig.5, the number of colony disperses its value in the 

range that the colony size is about 10 to 100. To verify the 
dispersion for diffusion clusters which have 50 and 250 
steps, 10 different clusters were produced independently 
using different random number sequence each time. As the 
results, each 10 different clusters for 50 and 250 diffusion 
steps were obtained. Figure 6 shows colony size dependence 
of average number for 10 different clusters of (a) step 50 
and (b) step 250. The error bars represent maximum and 
minimum number through the total data at each colony size. 
The dispersion is larger around the colony size is about 10 in 
step 50 and about 20 to 50 in step 250. 
 

 
Fig. 5. The number of colony versus colony size. 
 

 
Fig. 6. The average number for each colony size in the 
cluster of (a) step 50 and (b) step 250. 
 

2.2  Monte Carlo Methods 
Using these magnetic sites dispersion clusters, the 

simulation is performed using Monte Carlo method. In our 
previous studies, simulations for such magnetic sites 
dispersion clusters was performed using Monte Carlo 
method and the results showed good correspondence with 
experimental ones. 6,7). In this simulation, following 

Hamiltonian is set: 

 

( )( )

( )
.         

         

3         

     

222222

53

∑

∑

∑

∑

+

+++

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
⋅⋅−

⋅
+

⋅−=

+++=

i
i

i
iiiiii

all
ijjiji

ijij

ji

near
jiij

BADJ

B

SSSSSSK

D

J
HHHHH

xzzyyx

S

rSrS
rr

SS

SS   (2) 

Each term of HJ, HD, HA and HB represents exchange 
interaction energy, magnetic dipole interaction energy, 
magnetic anisotropic energy and applied magnetic field 
energy, respectively. Here Si denotes the magnetic moment 
of the magnetic site of i-th cell and rij represents the vector 
between i-th site and j-th site. The exchange interaction 
works between nearest neighbor sites. The magnetic dipole 
interaction works on all magnetic sites because it is due to 
magnetic field interspersed in all space. HA represents a 
usual macroscopic crystal anisotropy energy which produces 
easy axes toward the x, y and z directions for K>0. The 
changing of Si on MC simulation progresses as spin-flips by 
Metropolis sampling at finite temperature kBT 8,9). 

In this simulation, the parameters were set as Jij =1.0, 
D=0.05, K=1 and Si was set as |Si|=1. For details of MC 
method for magnetic dynamic process, see the references 10). 
 

3 Results and Discussion 

3.1 Temperature Dependences 
 Figure 7(a) shows temperature dependence of 

magnetization for each diffusion cluster. Each cluster 
doesn’t increase the magnetization as shown in Fig.7(a) but 
the cluster of initial state show spontaneous magnetization to 
form closure domain in low temperature as shown in 
Fig.7(b). This closure domain structure is caused by the 
effect of magnetic dipole interaction and magnetic 
anisotropy. In this structure, domains cancel out its 
magnetization each other and the total magnetization is 
nearly zero. For this reason, another viewpoint is needed to 
know whether the cluster changes its magnetism depending 
on temperature. 
To know the degree of closure domain structure, the 

closure domain structure parameter is valid. Figure 8 shows 
the temperature dependence of the closure domain structure 
parameter Mφ of the cluster for each diffusion step. Here Mφ 
is defined as below; 
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  (3) 
N represents the total magnetic sites number and ri and rc are 
coordinate vectors of the spin Si and of the center of the 
diffusion area, namely, x=0, y=0, z=0, respectively. The 
spontaneous magnetization appears in lower temperature as 
the diffusion step progress further. The spontaneous 
magnetization doesn’t appear in the cluster which diffusion 
step is further than step 250 no matter how low the 
temperature is. The temperature that these magnetizations 
start to appear considered to be about Curie temperature. 
 



 

 

 
Fig. 7. Temperature dependence of the magnetization for 
each diffusion step (a) and snapshot of initial states in the 
lowest temperature (b). 
 

 
Fig. 8. Temperature dependence of order parameter Mφ for 
each diffusion cluster. 
 

3.2 Magnetic Hysteresis Curves 
The results of hysteresis curves for each diffusion cluster 

are shown in Fig.9(a). The magnetic properties are changed 
form hard magnetism to soft magnetism as the diffusion step 
progress. Figure 9(b) show diffusion step dependence of 
magnetic coercivity and remanence. These parameters are 
decrease with progression of diffusion step and it is clearly 
that the magnetism changes from hard to soft. 
Figure 10 shows magnetic hysteresis curves of total loops 

and colony loops for each diffusion steps, (a) 10 (b) 50, (c) 
250 and (d) 2500. The solid lines are total loops and the 
dashed lines are colony loops for largest and smallest colony 
size. In the early stage of the diffusion, largest colony is 
dominant for the total loops but, in the later stage, smallest 
colony is more dominant for the total loops. This is likely 
due to that the small colonies increase with the progression 
of diffusion step. 
 

 
Fig. 9. Magnetic hysteresis loops for each diffusion cluster 
(a) and diffusion step dependence of magnetic coercivity 
and remanence (b). 
 



 

 

 
Fig. 10. Magnetic hysteresis curves of total loops, smallest 
colony loops and largest colony loops for (a) step 10, (b) 
step 50, (c) step 250 and (d) step 2500. 
 

3.3 Detailed Analysis 
Figure 11 shows colony size dependence of (a) magnetic 

coercivity Hc and (b) remanence Mr for each diffusion step. 
The coercivity tends to increase as the colony size increases. 
On the other hand, the remanence tends to decreases once 
around which the colony is certain size. Concretely, the 
remanence decreases at which the size is about 5 in step 50 
and step 250, and the size is 3 in step 2500. In step 2500, the 
maximum size of colony is 13 because of progress of the 
diffusion. For the reason why the remanence show such 
change, it is considered that the change of remanence is 
mainly depends on total magnetic site number of the colony. 
Further more, around the middle colony sizes, the coercivity 
and remanence fluctuate. This fluctuation could be due to 
shape magnetic anisotropy depending on each colony and 
magnetic dipole interaction from other colonies. Such these 
colonies which have large fluctuation are affected by its 
shape and magnetic dipole interaction from other colonies 
and would change its hysteresis variously. 
Actually, hysteresis curves of same size colonies are 

different as shown in Fig. 12.  Figure 12 are various 
hysteresis curves of same size colony for that (a) the colony 
size is 10 in step 50 and (b) the size is 24 in step 250. In 
spite of same size colony, the shapes of these hysteresis 
curves are quite different. It is considered that the hysteresis 
would change the shape depending on its colony shape or 
interaction from other colonies. 
To investigate more details about the range of dispersion of 

coercivity and remanence in Fig.11, magnetic hysteresis 
were simulated using 10 different clusters for step 50 and 
step 250 calculated in Fig.6. The results of 10 times average 
for (a) coercivity Hc in step 50, (b) Hc in step 250 and (c) 
remanence Mr in step 50 and step 250 are shown in Fig.13. 
In this figure, the error bars represent maximum and 
minimum number of the coercivity or remanence. 
Corresponding to the large dispersion of colony size in Fig.6, 
Hc and Mr also disperse its value around the colony size is 
about 10 in step 50 and about 20 to 50 in step 250. 
Above results suggest that magnetic properties for 

magnetic granular systems are strongly affected by colony 
size distributions and colony shapes. Therefore, controlling 
colony in the magnetic sites dispersion system could realize 
to change various magnetic properties. 
 

 
Fig. 11. The colony size dependence for (a) magnetic 
coercivity Hc and (b) remanence Mr. 
 
 
 
 

 
Fig. 12. The magnetic hysteresis curves which colony size is 
(a) 10 in step 50 and (b) 24 in step 250. 



 

 

 
Fig. 13. The average value of coercivity Hc for (a) step 50, 
(b) step 250 and (c) remanence Mr for step 50 and step 250. 
 

4 Conclusion 
In this paper, the clusters that have various magnetic sites 

distribution based on simple diffusion process are calculated 
for the magnetization of temperature dependence or 
magnetic hysteresis curves using Monte Carlo method. As 
the simulation results, the magnetic sites dispersion system 
includes localized bias changes its magnetic properties such 
as magnetic coercivity, remanence or Curie temperature 
depending on the magnetic sites distribution. The magnetic 
sites dispersion system could be treated dividing into 
“colonies” and the size or distribution of the colonies affect 
its hysteresis curves. 
These results support that the magnetic sites dispersion 

system with localized bias distribution determines its 
magnetic properties depending on the diffusion step. As an 
example including magnetic sites distribution, Fe in Si 
matrix as shown in the reference 3) could be considered, 
although the granular system is homogeneous in the 
reference. However, if an arbitrary distribution would be 
obtained by controlling such as magnetic field or thermal 
diffusion, these calculation results could correspond to the 
magnetic properties of such material which have voluntary 
distribution. Comparing with such experimental results, 
quantitative discussion would be possible. In this way, it is 
expected that these calculation results would be a new point 
of view for control of magnetic properties.  
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第8章 さいごに 

本論文の結果に関する章は第４～７章であるが、それぞれのシミュレーション解析・測定

結果の結論としては以下のようになっている。 

 
第 4 章 鋭敏化した Alloy 600 の結晶粒界における磁性層の動的磁化過程 

 ― 鋭敏化によって異なる Cr 欠乏領域について、その磁気特性は Cr 濃度分布によ

って異なっており、磁性サイトの分布によってその変化を説明できることを示

した。 

 

第 5 章 ガウス分布による局所的磁性クラスターに関するヒステリシス特性 

 ― 磁性サイト分布による磁気特性の変化についてその全体像を示した。また、磁

性サイトの分布を制御することで保磁力などの磁気特性を制御できる可能性を

示した。 

 

第 6 章 磁区観察顕微鏡を組合せたμ−MOKE 磁力計の開発 

 ― 磁区観察により磁気特性が異なる領域を見分け、その部分の局所的な磁化を測

定し、結晶粒界と結晶粒内など場所により磁化曲線が異なることが明らかにな

った。 

 

第 7 章 拡散による磁気クラスターに関するモンテカルロシミュレーション 

 ― 拡散クラスターの導入により、磁性粒子が分散したような系の磁気特性につい

て実験との比較の可能性を高め、先にそのシミュレーション結果を示した。 

 

 
これらのシミュレーション結果及び実験の背景にあるのは鋭敏化した Alloy 600 であり、

その結晶粒界でのミクロな領域を磁性サイトが分散した系で説明しようとしたものである。

この例のように磁性サイトが局所的な分布を持った系が、その分布によってヒステリシス

を劇的に変化させることは、あまり注目されていないが、大変興味深い事象である。本論

文の内容が、保磁力や残留磁化といった磁気特性の制御などに応用する際のアイディアに

なれば幸いである。 
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