
      

- 1 - 

（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 29  年  1 月 10 日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セミナー代表者所属・部局    東北大学・金属材料研究所   

（ふりがな）                  （たかなし こうき） 

職・氏 名    教授・高梨弘毅       
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（  インド  ）とのセミナー（振興会対応機関：   DST    ） 

 

 

2． セミナー名        ナノスケールにおける磁性（Magnetism at the nanoscale）        

 

 

3． 期   間  平成  28  年 12  月  1 日 ～平成  28  年 12  月  2 日（  2 日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）   仙台市 東北大学 知の館                   

 

5． 参加者数   日本側       28  名（うち、旅費本会負担  5   名） 
（代表者を含む） 

相手国側     6  名（うち、滞在費本会負担   5  名） 
 

その他の国   0  名 
 

参加者  計  34  名 

 



      

- 2 - 

6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により旅費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・職名 

＊大谷 義近 

 水上 成美 

 三谷 誠司 

＊福間 康裕 

＊間宮 広明 

＊桜庭 裕弥 

＊Subrojati Bosu 

 水口 将輝 

 Parmanand Sharma 

 関 剛斎 

 窪田 崇秀 

 伊藤 啓太 

 Weinan Zhou 

 Himanshu Sharma 

 Zhenchao Wen 

 Lakhan Bainsla 

 Peng Sheng 

 Prasanta Kumar Muduli 

 Bivas Rana 

 Ruma Mandal 

 山本 竜也 

 田代 敬之 

 Mingling Sun 

 伊奈 幸佑 

 菊島 悟 

 鈴木 英伸 

 菊池 直登 

東京大学・教授 

東北大学・教授 

物質・材料研究機構・グループリーダー 

九州工業大学・准教授 

物質・材料研究機構・主幹研究員 

物質・材料研究機構・主任研究員 

物質・材料研究機構・ポスドク 

東北大学・准教授 

東北大学・准教授 

東北大学・准教授 

東北大学・助教 

東北大学・助教 

東北大学・ポスドク 

東北大学・ポスドク 

東北大学・ポスドク 

東北大学・ポスドク 

東北大学・ポスドク 

東京大学・ポスドク 

理化学研究所・ポスドク 

物質・材料研究機構・ポスドク 

東北大学・大学院生 

東北大学・大学院生 

東北大学・大学院生 

東北大学・大学院生 

東北大学・大学院生 

東北大学・大学院生 

東北大学・大学院生 

計    27    人  
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 National Institute of Science Education and Research・Associate Professor・Subhankar Bedanta  

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により滞在費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏   名 所属・職名 

＊Anjan Barman 

＊Vadapalli Chandrasekhar 

＊Pranaba Kishor Muduli 

＊Debakanta Samal 

 Sougata Mallick 

 

S. N. Bose National Centre for Basic Sciences・Professor 

National Institute of Science Education and Research・Director 

Indian Institute of Technology Delhi・Assistant professor 

Institute of Physics・Reader-F 

National Institute of Science Education and Research・Ph.D Student 

 

計    5    人  

 

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 

  

計    0     人  
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

【セミナーの目的】 

 磁気記憶デバイスの記憶要素となる磁性ナノ構造、センサや磁気ヘッドに利用される磁性多層構

造、磁気ビーズなどとして用いられる磁性微粒子など、ナノサイズ化された磁性体は多種多様な用

途へ応用されており、磁気工学の分野の発展において重要な役割を果たしてきた。今後、磁気工学

が更なる発展を遂げ、加えて新しい応用展開を見出すためには、ナノ磁性体の機能性の向上が重要

な課題であり、高度に制御された磁性ナノ構造の作製手法の確立や、ナノサイズにおける基本的な

磁気特性の解明が不可欠となる。特に、磁性体のサイズを縮小するにつれて、超常磁性転移などの

磁気的状態の変化や、磁化過程の制御による巨大保磁力の発現、特異な磁区構造の出現、さらには

スピンに依存した伝導現象の顕在化など、バルク材料では見られなかったナノサイズ特有の現象や

効果が現れ始め、これらを理解し制御することが、応用上極めて重要となる。そこで本セミナーで

は、磁性ナノ粒子、磁性ナノ構造、および磁性多層構造の作製および合成手法や、ナノサイズにお

いて観測される物理現象について議論することで、ナノ磁性体に特有の磁区構造や磁気的結合など

の静的な磁気特性、さらには動的な磁化挙動の理解を目指し、得られた知見をもとに新しい応用の

可能性を探索することを学術的観点での目的とする。また本研究交流では、インド国との共同でセ

ミナーを開催することで、上述した学術的課題の解決にむけた協力関係の構築を目指す。本セミナ

ーは平成 26 年度二国間交流事業における「Magnetism at the nanoscale」（インドにて平成 27 年 1

月に開催）の発展版という位置付けであり、前回のセミナーで構築された共同研究関係を強固かつ

広範なものにすることにより、より多様性に富んだ分野横断的な研究展開を見いだすことを目的と

する。 

【実施状況】 

 平成 28 年 12 月 1 日から 2日までの 2日間、仙台市にある東北大学・知の館において、「Indo Japan 

Workshop on Magnetism at the Nanoscale 2016」の日印共同セミナーを開催した。日本側参加者

から 28 名、インド側参加者 6名の計 34 名が参加し、20 件の口頭講演（うち特別招待講演 5件、招

待講演 12 件）の発表があった。新材料創製、ナノスピンデバイスの開発、あるいはスピン流など

の物理現象の解明など、ナノ磁性をキーワードとした多様なトピックスが紹介され、界面磁性や磁

区構造、ナノ磁性体内の磁化ダイナミクスやスピン伝導特性、さらには最新のスピントロニクス現

象などについて活発な討論が繰り広げられた。 

【成果等】 

 講演中は勿論、休憩時間も熱心な議論が続けられ、ナノ磁性という研究領域が現在抱えている問

題点を日印の研究者間で共有できたことは、セミナーを開催した一つの重要な成果と言える。また、

前回と比較して、日本側とインド側の研究のフィールドが近く、それが深い議論に繋がり、期間全

体を通じて極めてアクティブなセミナーであったことも成果の一つである。 


