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第1章 序論 

 

1.1 はじめに 

 

磁石は鉄を引き寄せる石として，古代ギリシア時代から知られていた．この

磁石を科学的な検証の対象にしたのは William Gilbert の『De Magnete』 (1600)

が最初であり，磁気学の始まりと言われている．Gilbert はこの著書の中で，地

球は磁気を帯びており，それが方位磁石が北を指す原因であることや，鉄が磁

石により磁化することなどを指摘している[1]．その後，磁気学は電気と共に発

展する．そして 19 世紀になると，式(1.1)に示したマクスウェル方程式により電

気と磁気を合わせた電磁気学が完成する． 

 

𝛻 ∙ 𝑫 = 𝜌𝑒
𝛻 ∙ 𝑩 = 0

𝛻 × 𝑯−
𝜕𝑫

𝜕𝑡
= 𝑖𝑒

𝛻 × 𝑬 −
𝜕𝑩

𝜕𝑡
= 0}

 
 

 
 

・・・・・・・・・・・・(1.1) 

 

20 世紀に入ると，電磁気学とともに技術開発が進んだ．その結果，磁石は磁

性体と呼ばれるようになり，発電機や磁気記録などに使用され，社会基盤を構

成するための重要な材料となる．磁性体の特性を表す代表的なものとしては，

Fig.1.1 に示した B-H（ヒステリシス）曲線が挙げられる．これは横軸を磁場，

縦軸を磁束密度としたグラフである．特に，図中に示した保磁力 Hc，残留磁化

Mr，飽和磁化 MS は重要なパラメータとして扱われ，磁性体の用途によってそれ

ぞれ使い分けられている．例えば，より効率の高い発電機には Mr が大きなもの

（硬磁性体）が使われ，対して高周波回路には Mr がゼロに近いもの（軟磁性体）

が必要とされる．B-H 曲線で表される特徴は磁性体の持つマクロな磁気特性と

言える． 
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Figure 1.1 Hysteresis curve was represented magnetic property of magnetic material. 

  

一方，20 世紀後半になると，磁性体のミクロなメカニズムを知ることが重要

となってきた．なぜなら，磁性体の本質は電子の持つ角運動量（軌道角運動量

とスピン角運動量）からなる極めて量子力学的な物理現象であるからである．

そのため，磁性体の開発は冶金学の範疇から徐々に量子力学と統計力学を基盤

とした物性物理学が取り扱うものへと推移していく．それまで，B-H 曲線で表

される磁化反転などはセンチメートルオーダーの磁石が持つ平均量としてマク

ロ的な取扱いがされていたが，近年ではナノメートル領域における反転核の形

成を論じる等の必要が生じている．これはナノテクノロジーの発展による高度

な微細加工と第一原理計算などによる物質設計の具現化によるところが大きい．

このような観点から作られる新規の磁性体は，これまでにない高い特性を持つ

ことが期待される．また，現代の情報化社会では磁気記録の分野においても更

なる高密度化が必要とされており，ナノメートルオーダーでの微小な磁性体の

特性を十分に把握しなければならない．例えばサイズが微小化するのに伴い，

相対的に熱揺らぎの効果が増すことから，保磁力と温度との関係性をミクロな

視点から把握し，設計に生かすことが重要となるであろう． 

別な観点からみた場合として，磁気的な特性の変化に着目して材料の状態を

詳しく知ろうとする試みもある．例として，鉄やニッケルなどを主体とした合

金は，その機械的特性から様々な構造材料として用いられている．そのために

合金の劣化を早期に発見することが安全性から求められている．このような合

金のいくつかは，劣化に伴い磁気特性が変化することが知られており，磁気的

非破壊検査手法という検出方法が開発されている．この磁気特性の変化は結晶

粒界近傍のようなサブミクロン領域で発生することから，ここでも局所的な磁

気特性の把握が重要となっている． 
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以上のように，近年ではサブミクロン以下の微視的な磁性体を，より適切に

扱う手法が求められている．そのためには，高度な材料開発技術や微細な磁気

特性を検出する測定技術が必要であることは当然であるが，それらと合わせて

局所的な磁性体が持つ様々な特性を解析するためのシミュレーション手法の発

展も欠かすことができない．なぜなら微小領域に発生する過程の全てを測定技

術により検出することは困難であり，測定された特性の背景にある微視的な推

移過程をシミュレーションにより明示することが，今後のより高度な磁性体の

開発や測定技法の発展につながると考えられるからである．以上を踏まえて，

本博士論文ではモンテカルロ（MC）法を用いた磁気特性のシミュレーション技

法について，これまで筆者が構築してきた新たな展開を記述するものである． 

以下の節では，これまでに開発されてきた磁気特性を解析するいくつかのシ

ミュレーション技法を紹介する．これらのシミュレーション技法における長所

と短所を提示することで，筆者がなぜ MC 法によるシミュレーションの開発に

従事してきたのかを述べることとしたい． 
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1.2 磁気シミュレーション 

 

現在，磁気的構造解析として主に使用されている手法としては，Finite Element 

Method（FEM）や，Landau–Lifshitz–Gilbert（LLG）方程式を用いたマイクロ磁

気解析などが挙げられる．しかしこれらの方法は，ここで述べるように不向き

な点を含んでいる．  

  

1.2.1 FEM による電磁界解析 

 

 FEM は，まず，ある物体を有限個の領域，または要素として扱い，各要素の

特性を数学的な方程式で近似的に表現する．その後方程式を組み合わせ，すべ

ての方程式が成り立つ解を求めることで全体の挙動を予測するものであり，そ

の大元となっているのは式(1.1)に示したマクスウェル方程式である．従って，前

提条件として対象が連続体でなければならない．また，式(1.1)中の D，B にはマ

クロスケールにおける誘電率と透磁率が含まれており，微小領域を対象とした

解析には不向きであるといえる[2]． 

 

1.2.2 LLG 方程式によるマイクロ磁気シミュレーション 

  

マイクロ磁気解析の方法として LLG 方程式を用いたシミュレーションが盛ん

に行われている．これは名前の通り式（2.1）に示した LLG 方程式によって磁場

中における磁気ベクトルの歳差運動を計算し，磁性体内部の磁化状態を求めて

いくものである[3]． 

𝑑𝒎

𝑑𝑡
= −γ𝒎×𝑯𝑒𝑓𝑓 −

𝛼

𝑚
𝒎× (

𝑑𝒎

𝑑𝑡
)・・・・・・・・・・・・・（2.1） 

 ここで𝑯𝑒𝑓𝑓は解析対象とした系の有効磁場，m は磁化ベクトル，γはジャイ

ロ磁気定数，αはギルバート減衰定数を表している．右辺第一項は磁気モーメ

ントの歳差運動を表している．これは歳差運動によって得られる円軌道を一定

に保つための力となっている．右辺第二項は歳差運動を妨げる向きに働く力を

表している．これは歳差運動による円軌道を縮小させる方向に作用する[3]．だ

が，式からわかるように LLG 方程式には温度に関する項が含まれていない．実

際には，温度から受ける影響として，磁気モーメントの向きが不規則に変化す

る熱揺らぎが表れる．この対策として，磁気モーメントが不規則に変化するよ

うな，ランダム磁場を印加する方法がある[3]．しかしながら，熱揺らぎとして

ランダム磁場を用いる場合，間接的な計算になるため温度との直接的な関係性

を評価することが難しい．また，ランダム磁場の計算には体積が必要となり原
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子 1 個の磁気モーメントを対象とするなら原子の体積を V とすればよいが，複

数の原子を対象とする場合，磁気秩序が保たれる範囲を体積 V とする必要があ

る．これらの理由から LLG 方程式によるシミュレーションでは，磁化と温度の

関係を評価することは困難であるといえる． 

 

 1.2.3 モンテカルロ法 

 

このように磁気特性を解析するためのシミュレーション手法は複数あるが，

本研究では局所領域の磁気構造を解析するために MC 法を用いた計算を行った．

理由としては，MC 法は LLG 方程式と同様にナノスケールでの磁気特性をシミ

ュレーションすることができ，加えて MC 法では計算中にボルツマン分布を使

用しており容易に温度効果を組み込むことが可能であるからである．本論文で

行ったシミュレーションの 1 つに，磁性体の温度依存性を求めるものがある．

先にも述べたが，FEM や LLG 方程式での計算では磁性の温度依存性を求めるこ

とが困難である．以上のことから，シミュレーション手法として MC 法が適切

と考えた． 

 

1.2.4 計算事例 

 

次章では本論文で用いた MC 法の具体的な計算方法について説明する．3 章以

降には MC 法の特徴を検証するための計算事例について説明する． 

第 3 章では，異なる乱数列を用いることで磁化状態にわずかな差異が生じる

事が，結果にどのような影響を与えるかを検証するために，ナノスケール磁性

体の一例としてトーラスリングの磁気特性シミュレーションについて記述した．

トーラスリングは磁化反転過程が 2 通り存在することが知られているが，反転

過程のスピン挙動などは測定が困難であった．この点を含め，本シミュレーシ

ョンで明らかになったことについて説明する． 

第 4 章では，磁化の温度依存性を計算した例として，トーラスリングの磁化

反転過程の一つである還流構造を取り上げた．安定状態の一つである還流構造

は，時計回りと反時計回りの二種類存在する．どちらになるかはランダムに決

まるが，本章では熱アシストを用いて制御することを試みた．ここでは高温状

態からの冷却過程において，一部の温度帯にのみ直線電流による円形磁場を印

加した結果について詳しく説明する． 

第 5 章では，安定状態ではない状況下での磁気特性の MC 法による解析が可

能であるかを検証するために，ガウス分布に従い磁性粒子を配置した分散系を

対象としてマイナーループのシミュレーション結果について記述した．マイナ
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ーループについては本章にて説明する．分散系は劣化したニッケル基合金の結

晶粒界面付近をモデル化した物であり，これもナノスケールの磁性体と言える．

ここではマイナーループによる解析を用いた初期劣化診断法として詳しく説明

する． 

第 6 章では，粒子間距離が全て異なる場合でも MC 法によるマイナーループ

のシミュレーション解析が可能であるかを検証すために，磁性粒子を大きな空

間内に均一に配置した均一系を対象とした解析結果について記述した．5 章で使

用した分散系は，中心部に粒子が集中しており中心から離れるにつれ粒子数が

減少していたが，局所的に見れば磁性体が均一に分散していると考えられ，こ

れをモデル化したものである．5 章と同様にマイナーループの解析を行い，加え

て磁性粒子の集まりであるコロニーの概念を導入し，粒子濃度に対する評価に

ついて説明する． 

 

  



7 

 

第2章 シミュレーション手法 

 

本章では実際に用いた MC 法の計算手法について説明する．次章以降で行っ

た計算は，基本的に以下で説明する方法を用いている．一部を変更した場合に

は，その都度説明していく． 

 

2.1 モンテカルロ法における基本事項 

 

本研究では MC 法を使ったシミュレーションを行った．使用したアルゴリズ

ムは Metropolis 法と呼ばれている．まず，磁性サイト上にスピンを配置したクラ

スターを用意する．スピンは大きさが 1 のベクトルとし，位置（x, y, z）と向き

(Sx, Sy, Sz)の計６個の情報を持っている．各スピンにはあらかじめランダムな向

きを与える．クラスター中から無作為に１つのスピンを選び，スピンの向きを

ランダムに変更（ランダマイズ）する．変更する前後の状態のハミルトニアン

をそれぞれ計算し，２つのハミルトニアンの差ΔH を下の式（2.1）に代入して

r を求める． 

 

𝑟 = 𝑒𝑥𝑝 (−
∆𝐻

𝑘𝐵𝑇
)・・・・・・・・・・・・・（2.1） 

 

式中の kBT は温度を，ΔH はスピンのランダマイズ後からランダマイズ前のハミ

ルトニアンを引いた値を表す．0≦s＜1 の乱数を発生させ r と比較する．s＜r な

らばランダマイズ後の状態を採用し，s≧r ならばランダマイズ前の状態を採用

する．言い換えれば，ランダマイズ後の状態が安定していれば受け入れ，ラン

ダマイズ前の状態が安定していれば式（2.1）の確立に従ってランダマイズ後を

受け入れる，ということである．採用する状態が決まったら，改めて無作為に 1

つのスピンを選ぶ試行に戻る．以上の試行を全スピン数だけ繰り返し，それを 1

モンテカルロステップ（以下 MCS）という．これは MC 法における時間の単位

である[4-9]．Metropolis 法のアルゴリズムは Fig.2.1 に示す． 
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Figure 2.1: Monte Carlo algorithm. 

 

2.2 ハミルトニアン 

 

Figure 2.1 の STEP3 で使用したハミルトニアンの計算式は以下の通りである． 

 

𝐻 = 𝐻𝐽 + 𝐻𝐷 + 𝐻𝐵 

= −𝐽∑ 𝑺𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 ∙ 𝑺𝑗 + 𝐷∑ (
𝑺𝑖∙𝑺𝑗

|𝒓𝑖𝑗|
3 −

3

|𝒓𝑖𝑗|
5 (𝑺𝑖 ∙ 𝒓𝑖𝑗)(𝑺𝑗 ∙ 𝒓𝑖𝑗))𝑎𝑙𝑙 − 𝐵∑ 𝑩 ∙ 𝑺𝑖𝑖 ・・・（2.2） 

 

ここで，J は交換相互作用定数，D は磁気双極子相互作用定数，B は外部磁場，

Si と Sj はクラスター中の i 番目と j 番目のスピンの向き，rij は i 番目と j 番目の

スピン間距離を表している． 

第 1 項は交換相互作用を表す項である．Figure 2.1 中の STEP 1 で抽出したスピ

ン i と最近接しているスピン j との内積のみを計算する．ハミルトニアンはより

小さい方が安定状態になることから，J の値を正にすることでスピン i とスピン

j が同じ向きを取り，強磁性を示すことになる．負にするとスピン i とスピン j

は逆向きとなり反強磁性を示すようになる．本研究では正の値をとって計算を

行った． 
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第 2 項は磁気双極子相互作用を表す項である．スピン i と，自身以外の全スピ

ンとのハミルトニアンを計算する．D は J と比較すると、1/10~1/100 と非常に小

さな数であり，さらにスピン間距離に反比例することから，一組のスピン間に

働く作用は極めて小さい．しかしながら，i 番目のスピンに対して，その他すべ

てのスピンとの相互作用を計算するため，無視することはできない項となる。

また，rij が入っていることから形状によって様々な特性が表れる． 

ここで，磁気双極子相互作用はスピン i に対して，自身を除くクラスター中の

全スピンに対して計算が必要となるため多くの時間が必要となるが，計算の並

列化によってその問題は解決されている． 

第 3 項は外部磁場を表す項である．注目している i 番目のスピンと，外部磁場

を示すベクトルである B の内積を計算する．外部磁場はスピンの向きを自身と

同じ方向に揃えようとし，その作用は数値が大きくなれば比例して大きくなる．

B の値を徐々に変化させることで，磁気特性を表すヒステリシスカーブを描くこ

とが出来る．対象としている磁性体クラスターのスピンと同数の MCS を計算す

れば，B の値に対して十分計算されたことになる[7]． 

本論文を通して，シミュレーション中のエネルギーは交換相互作用定数 J で

規格化されており，kBT，HJ，HD及び HB は無次元量とした． 
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第 3 章 異なる径のトーラスリングにおける磁化過程 

 

3.1 イントロダクション 

 

 本章では磁気トーラスリングのシミュレーションについて述べる．近年，

磁気トーラスリングは実験的，及び理論的研究から注目が集まっている．それ

は磁気ト－ラスリングの特徴である還流構造（CD）が密度ストレージデバイス

へ応用できる可能性を持っているからである．トーラスリングは還流構造を取

るための磁気的エネルギーが小さくて済む．よって，磁気的安定性の観点から，

高密度ストレージのような磁気デバイスの発展に貢献する可能性を持っている．

また，トーラスリングは磁性体中に空孔が存在する特殊な系と見ることもでき，

リング本来の磁化反転過程を知ることは重要なことといえる． 

これまでに外径が 140-520nm 程度といった，ナノスケールにおける Co トーラ

スリングなどの研究が行われてきた[10, 11]．いくつかの実験結果から，磁化反

転過程において平坦な部分を含んだヒステリシスカーブが示された．加えて

LLG 方程式を用いた磁化過程のシミュレーションも行われた．Figure 3.1 にリン

グの面内方向に磁場を印加した際の，磁気特性のシミュレーション結果を示し

た[11]．これによると，磁化の反転過程には 2 種類あり，1 つは Fig3.1(a)のよう

な，磁場の値が 0 付近で還流構造をとるもの．もう 1 つは Fig3.1 (b)のように，

磁化が概ね同一方向をとった head-to-head（HH）状態を維持したまま，弱磁場で

反転する過程である．この 2 つの反転過程は，リングの大きさによってどちら

になるか決定される．しかしながら，このシミュレーション結果は実験結果と

は一致しない．Figure 3.2(a)には外径が約 140nm の Co リングを 10
9個ほどをまと

めて，室温にて測定した結果を示す．X はリングに対して面内方向に磁場を印

加し，Y は面直方向に印加した場合である．X を見ると，Fig3.1(a)と(b)の両方と

異なる結果である．ここで Fig3.1(a)を 40％，Fig3.1(b)を 60％として足し合わせ

ると，Fig3.2(b)に示すように実験結果と一致する．このことから，Zhu 氏らは実

験のヒステリシスカーブを，多くのリングを集めたことによる統計的な結果だ

と説明した[11]．ここで一つの疑問が生まれる．磁化反転過程において，一つの

リングは本当に CD 状態か HH 状態のどちらか一方しかとらないのだろうか． 
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Figure 3.1: Simulation results of torus ring for (a) closure domain path and (b) 

head-to-head path [11]. 

 

 

Figure 3.2: (a) Experimental results of Co nano-rings with outer diameter 140 nm. X is 

applied magnetic field for in-plane direction. Y is applied magnetic field for vertical 

direction. (b) Hysteresis loop determined by the simulation results , using 40% closure 

domain path and 60% head-to-head path [11]. 

 

本研究では，半径の異なる磁気トーラスリングのヒステリシスカーブを対象

として，モンテカルロ法を用いたシミュレーションを行うことにした．これに

より，リング 1 つの実際の磁化反転過程がどのようになっているかが明らかに

なると期待できる． 

 

3.2 トーラスクラスターの構築 

 

本シミュレーションでは Fig. 3.3 に示すように，大半径が R=8，10，15，20

と小半径が r=3，5 からなる 8 つの磁気トーラスリングのクラスターを使用した．

構築の際にはクラスターの中心を原点として，式(3.1)に従い形状を決定した． 

(√𝑥2 + 𝑦2 − 𝑅)
2
+ 𝑧2 ≤ 𝑟2・・・・・・・・（3.1） 
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Figure 3.3: Schematic diagram for torus ring cluster. 

 

3.3 結果と考察 

 

 Figure 3.4 にはクラスターサイズが(a) r=3 と(b) r=5 のヒステリシスカーブを示

した．計算は異なる乱数を用いて各クラスターに対して 3 回行われ，Fig. 3.4 に

はその内の 1 回の結果を乗せた．r=3，R=8 のクラスターのヒステリシスカーブ

には平坦な部分を含んでいるカーブと含んでいないカーブが表れた．この 2 つ

の磁化過程は R のサイズによらず r=3 のクラスター全てに確認された．r=5 の場

合では，いくつかのクラスターは平坦なカーブしか現れなかった．この理由に

ついては後程述べる．Fig. 3.4 (a)において R が大きくなるに従い保磁力も増加し

ている．R が大きくなるということはクラスター内のスピン数が増し，それに伴

い交換相互作用エネルギーも増加するということである．しかし，r=5，R=8 の

クラスターは r=3，R=8 のクラスターよりもスピン数が多いのにもかかわらず保

磁力が小さい．この傾向は他の組み合わせでも同様である．この理由としては，

r が小さくなると磁壁の移動が困難になるからと考えられる．次にスピン状態に

着目して磁化反転の様子を述べる． 
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Figure 3.4: Simulation results of hysteresis curves for torus ring cluster with R=8, 10, 

15, 20, (a) r=3 and (b) r=5. 

 

Figure 3.5 には r=3，R=8 のクラスターの平坦な部分を含んだ減磁曲線におけ

るスピン状態と概略図を載せた．点 A から B の過程では(iii)と(v)の領域が徐々

に小さくなる．点 C に至ると(ii)と(vi)の領域が広がり，スピンは時計回りの方向

へ向く．それに伴い(iii)と(v)の領域がより小さくなり，磁壁のようになる．点 C

から D の過程では(ii)と(vi)の領域が広がるにつれ(iv)の領域が小さくなり，時計

回りの還流構造を取る．反時計回りを取る場合には，(iii)と(v)の領域の代わりに

(i)と(vii)の領域が小さくなる． 

点 E において(viii)の領域の，リングの中心に近いスピンが反転し，点 F のよ

うな小さい還流構造を形成する．小さい還流構造は，点 G のように外側に移動

し，最終的に磁化反転が完了する． 

Figure 3.6 には平坦な部分を含まない減磁曲線の様子を示す．点 I から J の過

程では(x)と(xiv)の 2 つの領域が徐々に小さくなり，磁壁のようになる．点 K か

ら M にかけて，このスピン状態を維持したまま回転するように磁化反転が起こ

る． 

これら 2 種類の反転過程は初期段階で発生する反転核によって，どちらを選

択するかが決定される．さらに反転核の発生は完全にランダムであり，このこ

とがトーラスリングにおける磁化反転過程の解析を困難にしている要因の１つ

と考えられる． 
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Figure 3.5: Snapshot at each point from A to H in demagnetization process with plateau 

region for torus ring with r = 3. The schematic view of spin arrangement is shown 

above the each snapshot.  
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Figure 3.6: Snapshot at each point from I to M in demagnetization process without 

plateau region for torus ring with r = 3. The schematic view of spin arrangement is 

shown above the each snapshot. 
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Figure 3.7 には(a) r=3，R=8 と(b) r=5，R=8 における MSC に対する磁場と磁化，

還流構造パラメータ M，及び各エネルギーをプロットした．この時のリングク

ラスターのサイズは r=3，R=8 である．各エネルギーのうち，トータルエネルギ

ーは交換相互作用エネルギーと磁気双極子相互作用エネルギー，ゼーマンエネ

ルギーを足し合わせたものである．MCS は時間経過を表している．還流構造パ

ラメータ Mは，還流構造の度合いを表す．Mは 0~1 の間を取り，1 に近ければ

より綺麗な還流構造であることを示し，式(3.2)で定義される． 

.
1

spin

spin

 














i

i
N

M
r

r
S ・・・・・・・・・・・・・・ (3.2) 

式中の rspin はクラスターの中心と i 番目のスピンの位置ベクトルを表す．また，

N はクラスターに含まれるスピン総数である[12, 13]． 

Figure3.7(a)では，Mが Fig.3.5 の点 D のように CD 状態を取るために CD パス

の時に高い値を取る．この磁化反転では CD 状態が形成される前までは，交換相

互作用エネルギーが増加し、磁気双極子相互作用エネルギーが減少するという

ように，2 つのエネルギーはトレードオフの関係にある。しかし，このトレード

オフの関係性は CD 状態が形成されると崩れてしまう．事実，交換相互作用エネ

ルギーと磁気双極子相互作用エネルギーは Mが大きくなるにつれ減少している．

結果として，トータルエネルギーは減少し，安定状態になる．この理由は CD 状

態が安定した状態であり，CD パスの平坦な部分において壊れにくいからである．

平坦な部分が終わる時には，交換相互作用及び磁気双極子相互作用エネルギー

は増加する．同時に，Mは急激に減少し，これは CD 状態が壊れることを意味

する．2 つのエネルギーが増加するのに反して，トータルエネルギーは減少する．

これは，ゼーマンエネルギーの減少が他 2 つに比べて大きいためである．一方

で，Fig.3.7(a)の○印が付いたローテーションパスでは，Fig.3.6 から分かるよう

に CD 状態が見られないのにもかかわらず，Mがわずかに増加している．この

磁化反転過程は CD パスよりも早く終了する．Fig.3.7(b)の場合では Mが Fig.3.5 

(a)と比べて安定していないにも関わらず，反転過程はすべて CD パスである．

この差を明らかにするために，Mと規格化したトータルエネルギーを比較する． 
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Figure 3.7: Numerical value in calculation of (a) r=3, R=8, (b) r=5, R=8. The x-axis is 

MCS which denotes time course. The reversal process with circle mark in (a) takes 

rotation path and other reversal processes take CD path. 

 

 

Figure 3.8 には(a) r=3，R=8 と(b) r=5，R=8 であるクラスターの磁場の絶対値に

対する Mを示す．上記のように r=3，R=8 のクラスターの場合，磁化反転過程

は CD パスとローテーションパスの両方を取りうる．それは Fig.3.8(a)にも示さ

れている．一方で，r=5，R=8 の場合は磁化反転過程は CD パスのみであり，い

くつかの Mはほぼ一定値を取っているが，それらは Fig.3.8(a)と比べると短い．

加えて，一定値を取らず安定しないものもある．この結果から，磁化反転過程

において r=5，R=8 のクラスターは r=3，R=8 よりも不安定であると考えられる．

このことは Fig.3.4 において r=5 のクラスターのほうが r=3 よりも保磁力が小さ

いことからも言える． 
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Figure 3.8 には(a) r=3，R=8 と(b) r=5，R=8 であるクラスターの磁場の絶対値に

対する規格化したトータルエネルギーを示す．ここでいう規格化したトータル

エネルギーとは，Fig.3.7 のトータルエネルギーを各クラスターの総スピン数で

割ったものである．(b)におけるトータルエネルギーの最大値とCD状態の差は(a)

よりも小さいことが分かる．従って，r の大きなクラスターは小さいものより早

く磁化反転が終了するといえる． 

 

 

 

Figure 3.8: Dependence of M on the absolute value of the magnetic field in the case of (a) r = 3 

and (b) r = 5.  

 

 

Figure 3.9: Dependence of normalized Etotal on the absolute value of the magnetic field in the 

case of (a) r = 3 and (b) r = 5. 

 

Figure 3.10 には r=5，R=8 のクラスターの CD 状態を取る前のスピン状態を(a) 

y-z 平面，(b) x-y 平面から見た図を示す．この磁化反転は CD パスを取っている．

(a) (b) 

CD path 

rotation path 

(a) (b) 

rotation path 

CD path 
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この反転過程は磁壁が z 方向にも動き，r=3，R=8 のクラスターと比べて複雑な

過程となっている．これは r が大きくなることで z 方向への自由度が高まったか

らと考えられる．以上のことから CD 状態の安定性はリングサイズによって変化

するといえる． 

 

 

 

Figure 3.10: The snapshots of torus ring with r = 5 before CD state for the case with B = -0.06 at 

(a) y-z plane and (b) x-y plane. 

 

  

(a) 

(b) 



20 

 

3.4 結論 

 

 半径の異なるトーラスリングのシミュレーション結果は，トーラスリングは

磁化反転過程において CD パスかローテーションパスのどちらか一方を取るこ

とが分かった．そして，r が大きくなると CD パスのみを取るクラスターも存在

した．また，還流構造パラメータや各エネルギーの解析も行った．結果として，

磁化反転過程において r が大きくなると，リングの厚み方向への自由度が高まる

ことから，不安定性が増加するといえる． 
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第 4 章 熱アシストを用いたトーラスリングの還流構造スイッチング 

 

4.1 イントロダクション 

 

本章では，熱アシストを用いたトーラスリングの還流構造におけるスイッチ

ング制御について説明する．熱アシストを用いた磁化反転制御は，高密度磁気

記録の新規手法として非常に注目を集めている[14, 15]．高密度磁気記録デバイ

スには保磁力の大きい素材が使用されるために，レーザーなどを使用して局所

的に高温状態にする必要がある．高温になれば保磁力が小さくなり，記録する

ことが容易になるためである．ここで重要なのは，どの程度の温度と磁場の強

度が必要となるかである．これらの関係性はエネルギーのロスを避けるために

把握する必要がある．こういった解析が進められていない理由の１つに，磁気

解析で主流な LLG 法に温度の効果を組み込むことが困難であることが挙げられ

る．一方で，モンテカルロ法ではアルゴリズム中に温度が組み込まれており，

このような問題を解決する可能性を持っている．本章ではモンテカルロ法を用

いて，熱アシストによる磁化反転過程の解析を行った． 

前章で述べたように，トーラスリングは CD 構造を取り，その磁化方向は時計

回り(CW)と反時計回り(CCW)が存在する．この磁化方向は，Fig.4.1(a)に示すよ

うにリングの中心に直線電流 I を流し，その時発生する円形磁場を用いてスイッ

チングすることが可能である．しかし低温状態で磁化反転させるには非常に大

きな電流が必要となる．この問題を上述した熱アシストによって解決すること

を考えた．本章ではモンテカルロ法を用いて，スイッチングの際の適切な温度

や磁場強度を調べることを目的とした． 

 

4.2 クラスターの構築と計算手法 

 

本章で用いたクラスターは Fig.4.1(b)に示したような大半径 R＝8，小半径 r＝8

のトーラスリングである．また，本章では第 2 章で説明したシミュレーション

中の外部磁場 B を，リングの中心を z 方向に流れる直線電流 I による円形磁場に

変更した．すなわち，B は I/rspinに比例するようにした．ここで rspinは，リング

の中心からクラスター中の各スピンまでのベクトルを表している．本章におけ

る冷却過程の計算はシード値の異なる乱数列を用いて 100 回行わた．ただし，

異なるパラメータでは同じ乱数列を用いている．つまり，I=0.0の場合と I=1.0

の場合の 1回目の計算は同じ乱数列を用いており，2回目は 1回目とは異なる乱

数列を用いて I =0.0 と I =1.0 の場合の計算を行った，ということである．使用し

たパラメータは J = 1.0，D = 0.1とした． 
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Figure 4.1: (a) Schematic view for a magnetic torus ring and rotational magnetic field 

H due to linear electric current I and (b) diagram for torus ring cluster with a major 

radius of R=8 and a minor radius of r=3. 

 

4.3 結果と考察 

 

 Figure 4.2 には無磁場での CD パラメータの温度依存性を示す．還流構造パラ

メータ Mは，式(3.1)で定義されている．ここで N はクラスターの持つ総スピン

数であり，rspin はクラスターの中心から i 番目のスピンの位置ベクトルを表す．

本シミュレーションでは異なる乱数列を使用して計算を行っており，低温時に

CD構造が時計回り(CW)と反時計回り(CCW)の向きを取る確率は，それぞれ 50％

となる．Fig.4.2 から分かるようにキュリー温度 kBTC/J は 1.5 付近である． 

 異なる温度での直線電流 Iに対する Mを Fig.4.3に示す．もっとも低温である

kBT/J =0.1の時の保持力は I=±20である．ゆえに，低温時には電流値が| I | < 20の

円形磁場では還流構造の向きを反転することはできない． 

 

   

Figure 4.2: Temperature dependence of CD parameter M without any magnetic 

fields; I=0. For 100 times trial using different random number series, results show 

generating of 50 CCW state and of 50 CW state respectively. 

(a) (b) 
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Figure 4.3 Linear electric current dependence of M for different temperatures; 

kBT/J=0.1, 0.5, 1.0, 1.5 and 3.0. 

 

 次に，I=+1による弱い円形磁場を印加した状態での温度依存性を Fig.4.4に示

す．円形磁場は CW を CCW に反転させるために，一部の温度領域にのみ印加し

た．温度領域は kBTC/J から0.5ずつに区切り，Fig.4.4の(i)に1< kBT /J ≤1.5，(ii)に

0.5< kBT /J ≤1，(iii)に0< kBT /J ≤0.5の領域にのみ，磁場を印加した結果を載せた．

Fig.4.4(ii)と(iii)から，弱磁場では CW 構造の向きの反転には影響を及ぼさないこ

とが分かる．これは kBT /J =1よりも低温では CD 構造がほとんど形成されてしま

うのと，Fig.4.3から分かるように保磁力が I=+1よりも大きな値であるのが理由

である．しかし Fig.4.4(i)では低温時の Mがすべて+1を取った．これは熱アシス

トを用いた弱磁場での CD 構造の反転が可能であることを意味する．この理由は，

kBTC/J 付近でのスピン配置が低温時のスピン状態に影響を与えるからである．同

様に1.5< kBT /J ≤2の領域で I=+1による弱磁場を印加したところ，スピン配置へ

の影響は確認できず，kBTC/J より高温領域では弱磁場を印加しても無磁場の時と

同じ結果になることが分かった． 
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Figure 4.4: Temperature dependence of CD parameter M with magnetic fields by I=1 

in the temperature region of (i) 0< kBT/J ≤0.5, (ii) 0.5< kBT/J ≤1, (iii) 1< kBT/J ≤1.5. The 

trials originally take CCW direction (M =-1) at lowest temperature without any 

magnetic field. 

 

更に，熱アシストを用いた弱磁場での CD 構造を反転させるための適切な温度

を調べるために，0.5< kBT /J ≤1.5 の領域を 0.1 ごとに分割し，磁場を印加した．

Figure 4.5 には I=1.0，5.0，10 での各温度領域での反転率を示した．I=1.0 におい
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て，1.3< kBT /J ≤1.4 での反転率は 100%であったが，1.2< kBT /J ≤1.3 では 0%であ

った．つまり，1.3< kBT /J ≤1.4 は I=1.0 時の CD 構造が反転するための温度の閾

値ということである．この結果から，弱磁場を用いた CD 構造のスイッチングの

ために必要な温度領域は非常に狭い範囲に限られているといえる．逆に言えば，

限られた温度領域で磁場を印加すれば，弱磁場でもって CD 構造を反転すること

が出来る，ということである．他の電流値での反転率が 100%である温度領域は

I=5.0 の時に 1.1< kBT /J ≤1.2，I=10 の時に 0.7< kBT /J ≤0.8 であることが Fig.4.5 か

ら分かる．すなわち，本シミュレーションは電流値による磁場と適切な温度の

関係性を明らかにすることが可能である．重要なことは直線電流による円形磁

場は適切な温度よりも低い領域では，磁場を印加し続けても CD 構造の反転が出

来ない，すなわち，電流値に対する適切な温度よりも低い領域では、磁場を印

加する必要がないということである． 

 

Figure 4.5: Temperature dependence of probability that switching of CD succeeded 

for magnetic field by I=1.0, 5.0 and 10 for the tiny range of temperature; kBT/J =0.1. 

 

 Figure 4.6(a)には I=1.0 による弱磁場を kBT /J =1.4 で加えた直前の mを示した．

この時スピン配置は CW よりである．磁場の印加直後である kBT /J =1.3 では，

Fig.4.6(b)から分かるように CCW によっている．ここで mは各スピンの還流構

造の度合いを意味しており，式(4.1)で定義される． 

                   𝑚𝜑 =
𝒓𝑠𝑝𝑖𝑛

|𝒓𝑠𝑝𝑖𝑛|
× 𝒔𝑖・・・・・・・・・・・・・・(4.1) 

Figure 4.6 は縦軸を log スケールであることに留意されたい．この小さな差は，

kBT /J =1.3 以下の温度では無磁場であるにも関わらず，Fig.4.6(c)に示すように低

温時には大きな差となっている．すなわち，kBTC/J 直後の各スピンの分布がわず
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かに CCW に傾いていることが低温での CD 構造を決定したのである．これは，

熱アシストを用いると反転が容易であることを示している． 

 

 

 

Figure 4.6: Distribution of M for each of spins in (a) kBT/J=1.4; just before field 

applied, (b) kBT/J=1.3; just after field applied and (c) kBT/J=0.01 for applied magnetic 

field by I=1.0 only in 1.3< kBT/J ≤1.4  
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温度に対する mの分散を式(4.2)のように V(m)とした．  

     22

 mmmV  ・・・・・・・・・・・・・(4.2) 

冷却過程における V(m)を Fig.4.7 に示す．I=10 とし，磁場を印加した領域は

(a)1.1< kBT /J ≤1.2，(b) 0.8< kBT /J ≤0.9，(c) 0.7< kBT /J ≤0.8，(d) 0.5< kBT /J ≤0.6 で

ある．Figure 4.7 にはこの 4 つのほかに無磁場時のも合わせて載せた．V(m)は適

切な温度領域である 0.7< kBT /J ≤0.8 のピークが kBTC/J の値より上回っているこ

とを示した．この結果は反転するためには CD 構造を完全に崩壊させる必要があ

ることを意味している．一方で，Fig.4.7(a)のように適切な温度より高温で磁場

を印加すると V(m)は減少する．これは反転した CD 構造のための変化は，十分

な熱揺らぎのために早く終わることを意味する．Fig.4.7(d)のように低温時には，

I=10 での磁場では反転することが出来ず，V(m)のピークは小さくなる．このよ

うな V(m)の変化は，適切な温度を調べるために有用である． 

 

Figure 4.7: Temperature dependence of variance of m; V(m) for applied magnetic 

field by I=10 for (a) 1.1< kBT/J ≤1.2, (b) 0.8< kBT/J ≤0.9, (c) 0.7< kBT/J ≤0.8 and (d) 

0.5< kBT/J ≤0.6 accompanied with one for non-applied magnetic field. 

 

Iに対する適切な温度であれば，その Iによる磁場より強い磁場は不要である．

Figure 4.8 には I=1.0 と I=10，及び無磁場でのトータルエネルギーEtotal の温度依

存性を示した．Etotal は式(2.2)の H を表している．この時，各電流は温度が 1.3< kBT 

/J ≤1.4 の領域で加えており，CW から CCW へ反転している．また無磁場では

CD 構造は CW を取っている．I=10 の時では，Etotal は大きなゼーマンエネルギー

によって一時的に減少する．しかし，磁場を切った直後では，Etotal は熱揺らぎ

によって無磁場の時と同じ値に戻っている．一方で I=1.0 の時には，CD 構造が
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反転するにも関わらず，Etotal が無磁場の時とほぼ同じ値を取っている．つまり，

このシミュレーションによって各温度での必要な磁場の大きさが示されたので

ある． 

 

Figure 4.8: Temperature dependence of total energy Etotal for applied magnetic field by  

I = 1.0 and I=10 accompanied with one for non-magnetic field; I=0. 

  

 

4.4 結論 

 

磁気トーラスリングのモンテカルロ法を用いた熱アシストシミュレーション

によって，冷却過程において還流構造を反転させるための磁場と適切な温度を

見積もることが出来た．言い換えると，還流構造の磁化方向は弱磁場を用いて

制御できる，ということだ．この解析方法は熱アシストを用いたデバイス等の

発展に大きく貢献できると考えられる． 
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第 5 章 鋭敏化した Alloy600 のマイナーループ解析 

 

5.1 イントロダクション 

 

Ni 基合金である Alloy600 は，本来は非磁性であるにも関わらず，不適切な高

温化に晒されることで，劣化による鋭敏化が生じ，結晶粒界上でわずかに磁性

を発現する．この磁気的振る舞いは鋭敏化の進行度に依存することが知られて

いる．ゆえに近年，この鋭敏化と磁性の関係性が，非破壊検査の観点から注目

されている[16-18]．実際，鋭敏化による結晶粒界面付近の Cr 欠乏層が磁性を発

現する原因である，という複数の実験報告がなされている．これまでに，BH カ

ーブのような磁気特性の変化が Cr 欠乏層の分布に依存することに対して，MC

法を用いたシミュレーションによる研究を行ってきた．そして Cr 欠乏層や Cr

濃度によく従った飽和磁化に達する範囲での BH カーブを得ることができた[19]．

鋭敏化の進行度合に伴った BH カーブと Cr 欠乏分布の関係性は，超音波探傷法

といった従来の非破壊検査では検出できないような，ひび割れのない初期劣化

の診断に有効であるといえる． 

 一方で，Alloy600 の粒界面上における磁気特性は局所的な分布を持った磁気

的グラニュラー系として非常に興味深い．なぜなら，一般的なグラニュラー系

は磁性粒子が均一に分散していることから，磁性粒子が分布を持っているのは

非常にユニークな点と言えるからである． 

 Alloy600 は異なる熱処理時間（TD）によって鋭敏化の進行度合を制御するこ

とができる．Fig.5.1 には TDが(a) TD =1h，(b) TD =5h，(c) TD =25h である Alloy600

の室温におけるマイナーループ測定結果を示した． 

 

Figure 5.1: Experimental result of minor hysteresis loops for Alloy 600 with (a) TD =1h, 

(b) TD =5h and (c) TD =25h.  

 

 これら，マイナーループは印加磁場の最大値(Ha)が減少するにしたがって，明

らかに小さくなっている．Fig.5.2(a)と(b)には各マイナーループの最大印加磁場

に対する保磁力(Hc
*
)とヒステリシス損(WF

*
)を示した．TD =25h の試料では Hc

*が

1h と 5h の時と比較して弱磁場で上限に達していることがわかる．この結果は結
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晶粒界付近の磁性粒子分布に関係していると思われる． 

 そこで，ガウス分布に従ったクラスターに対してマイナーループシミュレー

ションを試みた．ガウス分布は，2 つのパラメータをもとにしているため，分布

を決定するのに有効だといえる．マイナーループは磁化が飽和するよりも弱い

磁場で描かれるものであり，結晶構造が無秩序である場合のスピンの振る舞い

等を明らかにできると期待できる．本章の目的は，マイナーループと磁性粒子

の分布との関係性を明らかにすることである． 

 

 

Figure 5.2: (a) Experiment Ha dependence of coercivity Hc
*
 for Alloy 600 with TD=1h, 

5h, and 25h. (b) Ha dependence of hysteresis loss WF
*
 for each minor loops. 

 

5.2 クラスターの構築 

 本計算において使用したクラスターは磁性粒子をガウス分布

2








 




x

Ae に従って

配置することで構築した．A，σ，μはそれぞれピーク，分散，平均を表してい

る．配置した空間は 0≦x≦30，0≦y≦30，0≦z≦30 の大きさを持っており，x

軸方向に分散させた．μ＝15 としＡ＝0.2，0.4，0.6，0.8，1.0，σ＝2，3，4，6

として 20 種類のクラスターを用意した．Fig.5.3 には代表的な磁性サイトの分布

を示す．Fig.5.4 には(a) A =1.0，σ，(b) A =1.0，σであるクラスターを示す．

これらのクラスターに対し，MC 法によるシミュレーションを行った．使用した

パラメータは J =1.0，D =0.02 であり，B は x 軸方向に印加した．計算手法は第 2

章に述べた方法に従った． 
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Figure 5.3: Magnetic site distributions based on different Gaussian distribution with (a) 

bA=1.0. 

 

Figure 5.4: Surface view of representative Gaussian distribution clusters each parameter: 

(a) A=1.0, (b) A=1.0, Red point is magnetic site and blue one is non-magnetic 

site. 

 

5.3 結果と考察 

 

 マイナーループの計算結果を Fig.5.5 に示す．クラスターは Fig.5.5(a)が A =1.0，

σ，(b)が A =1.0，σ，(c)が A =0.2，σである．計算によるマイナールー

プでは、Ha で折り返した直後にわずかな膨らみが確認された．これは Fig.5.1 に

しめす実験結果と異なる部分である．しかしながら，明らかに Haの減少に伴い

Hc
*と WF

*が変化しており，実験と同様の解析をすることで比較が可能であると

考えられる．Fig.5.6(a)には Ha に対する Hc
*を，(b)には Ha に対する WF

*を示す．

Fig.5.6 には計算で得られた全クラスターのマイナーループの解析結果から，実

験に近しいものを載せた．A =0.2，σのクラスターは Hc
*と WF

*が他のクラス

ターに比べて弱磁場で上限値に達している．また，A =1.0，σのクラスターの

Hc
*は A =1.0，σと重なる様に増加しているが WF

*を見ると弱磁場の段階で分

離していることがわかる．
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Figure 5.5: Calculation results of minor hysteresis loops for clusters with different 

Gaussian distributions with (a) σ=3, A=1.0, (b) σ=6, A=1.0 and (c) σ=6, A=0.2. 

 

 

Figure 5.6: (a) Calculated Ha dependence of Hc
*
 and (b) Ha dependence of WF

*
 for each 

calculated minor loop.  

 

これら 3 種類における磁性サイト分布の様子を Fig.5.7 に示す．一方，鋭敏化

した Alloy600 の磁性は粒界面付近の Cr 欠乏が原因である．Cr 欠乏が欠乏層周

辺で磁気モーメントを生むのである[20, 21]．Fig.5.8 には 650 度で 1h，5h，25h

の鋭敏化処理を施した Alloy600 の，粒界面上における Cr 欠乏分布を計算で求め

た結果を示す．なお，この計算結果は TEM による観察結果と対応している[22]．

Fig.5.7 の磁性サイト分布と比較すると，A =0.2，σと A =1.0，σのクラスタ

ーが，それぞれ 25h と 5h に概ね一致していることが分かる．しかし，A =1.0，

σのクラスターは 1h よりも幅が大きい．このことから，本章で得られた 2 つ

の分布は，鋭敏化した Alloy600 の持つ Cr 欠乏層の一つであると考えられる．こ

れらの結果から，マイナーループ解析から粒界面付近の Cr 欠乏に対応するガウ

ス分布を決定することができた． 
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Figure 5.7: Magnetic site distributions based on Gaussian distribution with σ=3, A=1.0, 

σ=6, A=1.0 and σ=6, A=0.2. 

 

 

Figure 5.8: Distributions of Cr depletion as a function of distance from grain boundary 

for each heating duration time. 

 

5.4 結論 

 

本章ではガウス分布に従った磁性クラスターにおけるマイナーループの MC

法によるシミュレーションを行った．結果として，マイナーループには実験と

計算の間に差異が確認されたが，それぞれの保持力とヒステリシス損による比

較が可能であり，結果として実験による Cr 欠乏分布に則したガウス分布を示す

ことができた．これは，シミュレーションによるマイナーループ解析が Cr 欠乏

分布を評価する際の指標として活用できることを示している． 
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第 6 章 マイナーループの磁気的非破壊検査への応用 

 

6.1 イントロダクション 

 

 第 5 章で扱ったような，ある分布を持った系は，その局所領域を捉えると磁

性粒子が均一に分散していると見ることができる．均一に分散した系はグラニ

ュラー系と呼ばれ，磁気的グラニュラー系はその物理的関心，例えばスピング

ラスや磁気抵抗効果などの工学的な応用といった観点から研究されてきた．磁

気的グラニュラー系は，非磁性な物質中の磁性粒子濃度を均一に保っている．

ある種の磁気的グラニュラー系は，磁性サイトの濃度に従って，自身の磁気特

性を劇的に変える．これらの特性は，統計学的な手法を用いて説明されてきた

[23]．こういった磁気特性を説明する手法は主に強磁場中で行われるが，マイナ

ーループのような弱磁場での磁気特性を説明するには不十分である．理由は，

統計学的な手法ではグラニュラー系において，最隣接した磁性サイト間の距離

が多岐にわたることから，局所的な磁気構造が表せないからである．メジャー

ループは外部磁場を磁化が飽和する磁場よりも大きく与える．一方で，マイナ

ーループは磁化が飽和する磁場よりも小さな磁場で描かれる．これらマイナー

ループはメジャーループよりも多くの情報を持っていると考えられ，マイナー

ループ解析に関する研究もいくつか行われている[24, 25]． 

 本研究ではモンテカルロ法を用いて，磁性サイト濃度が異なるクラスターに

対してマイナーループ解析を行い，弱磁場での磁気的振る舞い明らかにするこ

とを目的とした． 

 

6.2 クラスターの構築 

 

 均一な磁性サイトを持ったクラスターを簡単な拡散モデルを用いて用意した．

モデルにおいて，磁性サイトは一片の長さが L の単純立方格子の格子点上を移

動する．したがって，全格子点数は L
3 となる．磁性サイトの拡散エリアは，L

が長くなれば大きくなる．初期状態としては，L=22 の格子点上に磁性サイトが

密に詰まっているものを用意する． 

 磁性サイトを均一に拡散させるために，拡散の試行は十分繰り返された．拡

散は格子点の状態を入れ替えることで進行する．一つの格子点をランダムに選

択し，他の最隣接している格子点の状態と入れ替える．その際，他の最隣接し

ている格子点もまた，ランダムに選択する．この入れ替え試行を他の格子点に

対して繰り返す． 

 Figure 6.1 に各濃度で磁性サイトを拡散させたクラスターの様子を示した。一



35 

 

片の長さは L=102, 60, 47, 41, 39, 35, 33 とした．実際は，L＝33 の場合は，磁性サ

イトの濃度は 100x22
3
/33

3≒30%となる．L=102, 60, 47, 41, 39, 35, 33 の時の濃度は，

それぞれ 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30%となる．使用したパラメータは J =1.0，D =0.01

であり，B は x 軸方向に印加し，計算手法は第 2 章に述べた方法に従った． 

 

 

Figure 6.1: Snapshot of magnetic site dispertion clusters. 

 

6.3 結果と考察 

 

 Figure 6.2 には濃度が 30％のクラスターのヒステリシスカーブを示した．太線

はメジャーループを表し、細線は外部磁場 Ha で折り返したそれぞれのマイナー

ループを表している． 

 Figure 6.3 (a) と 3 (b)には Ha に対する保持力 Hc
*とヒステリシス損 WF

*を示し

た．濃度が 30％のクラスターにおいて，Hc
*は他のクラスターと比較して，強磁

場で上限値をとる．同様に，WF
*は 10%，15%，20%のクラスターが Ha≒4.0x10

-2

で上限値に達しているのに対して、25%と 30%のクラスターは Ha≒6.0x10
-2

 と 

8.0x10
-2 で上限値に達している．Figure 6.4 は磁性サイト濃度に対する ΔHc

* と

ΔWF
*
 を表している．ここで，ΔHc

* は小さい Ha と大きい Ha の差とし，ΔWF
*
 も

ΔHc
* と同様に定義する．ΔHc

* と ΔWF
*
 は濃度が濃くなるにつれ、大きくなって

いる． 
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Figure 6.2: Major loop (thick line) and minor loops (thin lines) for the cluster whose 

magnetic site density is 30%. 

 

 

Figure 6.3: Minor loop analysis for (a) magnetic coercivity Hc
*
 and (b) hysteresis loss 

WF
*
. 

 

  

Figure 6.4: Dependence of (a) ΔHc
* 

and (b) ΔWF
*
 on magnetic site density. 

 

 強磁性を示す主な要因は交換相互作用だと考えられる．ゆえに，交換相互作

用が働く，最隣接サイトの集まりとしてクラスターをみなせる．ここで，新た

に“コロニー”という概念を挿入する．本文中において，コロニーとは磁性サ

イトが最隣接距離で繋がっているグループとして定義する．Figure 6.5 にはコロ
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ニーの概念図を示した．Figure 6.6 (a) (b) には，コロニーサイズに対するコロニ

ー数と磁性サイト数を示した．磁性サイト濃度が低いクラスターは，濃度が高

いクラスターに比べて小さいサイズのコロニーが多く含まれている傾向にある．

対して，大きいサイズのコロニーは濃度が高いクラスターに存在している．

Figure 6.7 には，クラスター中に存在する最大コロニーのサイズを，濃度ごとに

示した。濃度が 30%のクラスターが持つ最大コロニーのサイズは 25%のクラス

ターが持つ最大コロニーの約 4 倍であることが分かる． 

 高濃度クラスターは大きなサイズのコロニーを持つ．コロニーはサイズが大

きくなると自身の保持力が大きくなり，Ha が弱磁場の場合では磁化反転が困難

となる．反対に小さなサイズのコロニーは，Ha が弱磁場でも磁化反転が容易に

可能である．従って，弱磁場での磁気特性は小さなコロニーの振る舞いが主体

となる．一方で，大きなサイズのコロニーは強磁場中で反転する．そのことか

ら，強磁場での保磁力には主に大きなサイズのコロニーが寄与していると言え

る．またヒステリシス損は保磁力と小さなサイズのコロニーに依存する． 

 

Figure 6.5: Schematic diagram for magnetic sites and colony. 

 

 

Figure 6.6: Colony size dependence of (a) colony number and (b) magnetic site number. 
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Figure 6.7: Dependence of magnetic site density for maximum colony size. 

 

6.4 結論 

 

マイナーループ解析の結果として，保磁力とヒステリシス損は大きなサイズ

のコロニーを含んだ高濃度クラスターの方がより大きくなることが分かった．

従って，磁性サイト中のコロニーの分布が保磁力とヒステリシス損から見積も

ることが可能である．これらの解析手法は，磁気的グラニュラー系の詳細な特

性を知るために有用であるといえる． 
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第 7 章 まとめ 

  

本論文では，磁性体のナノメートル領域における磁気特性メカニズムを把握

するために，MC 法による磁気シミュレーションを行い，それらの結果を記した

ものである．第 1 章では磁性体の磁気特性に関する研究を，歴史的背景を含め

て説明した．さらに，これまでに開発されてきた磁気特性解析のためのシミュ

レーション技法を述べた．第 2 章では，本論文で用いた MC 法の具体的な計算

手法について説明した．第 3 章では，ナノスケール磁性体としてトーラスリン

グを対象とし，リングの磁化反転過程について述べた．第 4 章では，トーラス

リングの磁化反転過程の１つである還流構造に対して，熱アシストを用いたス

イッチング制御について述べた．第 5 章では，ガウス分布をもとに磁性粒子を

配置した分散系を対象としたマイナーループ解析について述べた．第 6 章では，

磁性粒子を均一に配置した均一系に対してマイナーループ解析を行い，さらに

コロニーと粒子濃度の関係について述べた．以下に第 3 章から第 6 章で得られ

た結果をまとめる．  

 

第 3 章 異なる径のトーラスリングにおける磁化過程 

第 3 章では，トーラスリングの磁化反転過程において，サイズによらず

CD パスかローテーションパスのどちらか一方を取り，どちらになるかは

発生した反転核によって決定されることを示した．さらに，どちらの反転

核が発生するかはランダムに決まり，より現実に近い結果となった．また，

r が大きくなると不安定性が増加し，本来なら安定状態である還流構造が

より弱磁場で崩壊することが分かった． これらのことは，異なる乱数列

を用いることで得られた結果である． 

 

第 4 章 熱アシストを用いたトーラスリングの還流構造スイッチング 

第 4 章では，第 3 章で用いたトーラスリングに対して，高温状態から冷却

する過程において円形磁場を印加することで還流構造の向きを制御でき

ることを示した．用いた円形磁場は直線電流により発生し，電流値 I によ

って磁場強度を変化させた．結果として，円形磁場は常に印加する必要は

なく，キュリー点付近での印加で制御が可能であることが分かった．さら

に磁場強度は弱磁場で十分であることを示した．以上のことから，磁化の

温度依存性に基づくシミュレーションが可能であることを示した． 

 

第 5 章 鋭敏化した Alloy600 のマイナーループ解析 

第 5 章では，ガウス分布に従った磁性クラスターに対するマイナーループ
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解析について述べた．計算と実験を比較すると，マイナーループに差が存

在することが確認されたが，保磁力 Hc
*やヒステリシス損 WF

*を用いるこ

とで十分に評価することが可能であることを示した．さらに，Hc
*や WF

*

の解析結果から，鋭敏化した Alloy600 の結晶粒界面における Cr 欠乏分布

と一致するクラスターが存在することが分かった．これは本章で用いた

Metropolis 法によるマイナーループの再現が困難であることを意味するが，

解析法によって対応することが十分可能であることを示している． 

 

第 6 章 マイナーループの磁気的非破壊検査への応用 

第 6 章では，磁性粒子が空間内に均一に分散した系に対するマイナールー

プ解析について述べた．これは第 5 章で用いた系の局所領域をモデル化し

たものであり，全ての粒子間距離が同一でない系である．第 5 章と同様に

Hc
*や WF

*の解析を行った．そして磁性粒子の集まりであるコロニーという

概念を導入することで，Hc
*や WF

*と粒子濃度の関係性を明らかにし，磁性

粒子の状況を見積もることが可能であると示した．以上のことは，対象と

する系が特殊な場合であっても，MC 法によるシミュレーション解析が可

能であることを意味する． 

 

これらのシミュレーションは，ナノスケール下で特殊な系であり，これらを対

象とした MC 法による磁気構造解析が可能であるかを検証することを目的とし

ている．これまでの結果から，それぞれの系が持つ特徴が，磁気特性や温度依

存性に表れることが確認できた．さらに MC 法によるシミュレーション解析が

磁性体の局所構造や温度との関係性を知るうえで有効であることが確認できた．

今後はこれらの方法を用いることで，より高性能な測定器やデバイスの開発が

期待できる． 
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