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「国際的な活躍が期待できる研究者の育成事業」 

令和元年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

 

整理番号 

 

R2802 
関連研究分野  

（分科細目コード）  
５６０２  

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  

ナノスケール人工磁気格子の創成とデバイス化を通した若手研究者の日米欧ネットワー

ク形成（平成 28年度）  

代表研究機関名 

豊橋技術科学大学  

 

代表研究機関以外

の協力機関 

なし 

 

主担当研究者氏名  
内田裕久  

 

補助金支出額  

（平成 28年度）  

24,450,000 

円  

（平成 29 年度）  

36,910,000 

        円  

（平成 30 年度）  

30,070,000 

        円  

（合計）  

91,430,000 

          円  

(公募応募当初の「事

業計画調書」に記載

の ) 

若手研究者の  

派遣計画  

（平成 28年度）  

        4人  

 

（平成 29年度）  

        4  人  

（       4 人）  

（平成 30年度）  

          4  人  

（       4 人）  

（合計）  

             4 人  

 

若手研究者の  

派遣実績  

（平成 28年度）  

       2  人  

 

（平成 29年度）  

         2 人  

（       2 人）  

（平成 30年度）  

           2 人  

（       2 人）  

（合計）  

             2 人  

 

(公 募 応 募 当 初 の  

「 事 業計 画 調 書 」

に 記 載 の )研 究 者

招 へ い 計 画  

（平成 28年度）  

       3 人  

 

（平成 29年度）  

       4  人  

（     3  人）  

（平成 30年度）  

         4  人  

（      4 人）  

（合計）  

             4 人  

 

研究者の  

招へい実績  

（平成 28年度）  

       1  人  

 

（平成 29年度）  

        2  人  

（       1 人）  

（平成 30年度）  

         2  人  

（      1 人）  

（合計）  

             3 人  

 

 

 

 

（参考） 
派遣期間が 300日

未満となり、最終

的に若手派遣研究

者派遣実績のカウ

ントから除外され

た者（外数）  

（平成 28年度）  

       1  人  

 

（平成 29年度）  

       1   人  

（     1  人）  

（平成 30年度）  

         1  人  

（      1 人）  

（合計）  

            1  人  

 

 



様式１【公表】                                        

2 
 

１ ． 派 遣 ・ 招 へ い に よ る 人 的 交 流 を 通 じ て 得 ら れ た 成果の達成状況 

（１）事業計画調書に記載した到達目標 

（事業計画調書（３－（２））に記載した「研究課題を海外の研究グループと共同して行うことにより、国際研

究ネットワークの強化・拡大に関して客観的な指標に基づく到達目標」）  

 研究目的の達成のため、各分野で世界的にトップレベルにある以下の研究機関と相互に人的交流を

深めつつ共同で研究開発を進める。  

１．マサチューセッツ工科大学 (MIT)、C.A. Ross 教授：本事業の主連携研究者であり、相分離型マル

チフェロイック材料の微細パターン形成に関して、相分離マルチフェロイック材料の開発とナノ構

造の形成機構の解明及び組織制御法の開発を担当し、以前当該研究室に所属したことのある後藤助

教に加え、新たに Elsukova 博士研究員を派遣して共同で実施する。  

２．シュトゥットガルト大学 (UST)、 J . Schulze 教授：半導体プロセス技術を用いた微細パターン作

製と結晶成長によるマルチフェロイック膜作製プロセス開発を担当研究者の出張等により共同で

実施する。  

３．ニューヨーク市立大学 (CUNY)、A. Khanikaev 准教授：メタマテリアルなどの理論設計に関して、

電磁波制御用メタマテリアル AML の設計を担当し、以前より交流のある高木准教授を派遣し共同

で実施する。  

４．FAU・エアランゲン･ニュルンベルク大学、A.R. Boccaccini 教授：溶液プロセス･電気泳動法によ

る組織制御に関して、低コスト AML 作製プロセスの開発を担当し、河村助教を新たに派遣し共同

で実施する。  
 これら派遣する若手研究員により強固な信頼関係を築きネットワークを拡大･強化するとともに、

担当研究者らも各年度約 1~3週間派遣先機関を訪問し、先方からも各年度約 1週間招へいし、合同の共

同研究報告会を開催することで、関係機関相互の交流を深め、強固な国際研究ネットワークを確立す

る。また共同研究の成果についての客観的な到達目標としては、国際共著論文を 25報以上発表するこ

ととする。  

 

（２）上述の到達目標に対する達成状況の自己評価とその理由  
【自己評価】  

□期待を上回る成果を得た  

□十分に達成された  

■おおむね達成された  

□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  

 

【理由】  

 人的交流に関して、マサチューセッツ工科大学 (MIT)には後藤助教（派遣者①）、 FAU・エアラン

ゲン・ニュルンベルク大学には河村助教（派遣者③：現在准教授）を、それぞれ派遣し研究を  

進めた。ただし当初MITに派遣予定の Elsukova博士研究員（派遣者④）が他の海外研究機関に転出し

たため派遣困難となり、新たな博士研究員の公募を行ったが適任者が無かったため、最終的にMITに

は 1名のみの派遣となった。またニューヨーク市立大学 (CUNY)に初年度派遣した高木准教授（派遣者

②）が、 2年目に都合により派遣困難となり、 3年目に転出したため、 2年目以降派遣が困難となり、

当初予定の 4名若手研究者派遣が 2名の派遣となった。しかしながら、MITには担当研究者の中村准教

授が初年度約 6週間、2年目以降も井上教授と中村准教授が学会出張の機会なども含め年に数回定期的
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に訪問し、後藤助教の指導と共に研究に関して密に打ち合わせを行うことで、研究への影響は最小限

とした。またCUNYからは、ポスドクを招へい予定であったが、ポスドクに代わりTakei助教（招へい

者⑦）を招へいすることとし、 2年目以降綿密に打ち合わせを進めることで、こちらも研究への影響

は最小限とし、より充実したものとした。 FAUのBoccaccini教授については双方の都合が合わず招へ

いできなかったが、担当研究者の松田教授、中村准教授が先方を訪問するなどして、交流を深めた。

また、本研究で作製する材料のデバイス化を指向した研究内容をより充実したものとするため、H28

年度公募応募当初計画に無かったシュトゥットガルト大学の Shultze教授を新たに海外連携研究者と

し、本学の若原教授らを担当研究者として新たな国際共同研究を開始するとともに、Fischer上級研究

員（招へい者⑥）を招へいするなどしたことで、応用にあたっての課題であるデバイスとしての駆動

回路およびその形成方法などに関する研究を進めることができた。  

 また本事業外ではあるが、本事業をきっかけとして博士前期課程の学生 1名が、シュトゥットガル

ト大学の Fischer教授の研究室に 1年間留学で滞在すると共に、修士修了したあとの本年 9月からは

CUNYのKhanikaev准教授のもとで博士後期課程に進学予定であり、次世代の国際的に活躍できる若手

研究者の将来が期待される。更にシュトゥットガルト大学のShultze教授とは本学の他研究室の教授と

も共同研究の話も進んでおり、本事業をきっかけにして、国際研究ネットワークの強化・拡大が図ら

れている。  

 海外連携先との合同の共同研究報告会の開催に関しては、最終年度にRoss教授に出席いただいた以

外は、海外連携機関の先生方の都合が合わなかったが、個別に招へいした先生方との研究打ち合わせ

を綿密に行った。また独自に国内の大学・企業・公的研究機関の先生方 (※ )に依頼して本事業の諮問

委員となっていただき、そちらの先生方には出席いただいて毎年年度末に研究報告会を開催し、講評

をいただき、いただいた講評も踏まえて次年度の研究を進めることで、より効果的に研究を進めるこ

とができた。  

 客観的な定量目標に関して、国際共著論文 25報の目標に対して、2019年 3月時点で 8報であり、残念

ながらその時点では目標を大きく下回ることとなった。ただし、今回の事業期間後半に出た成果につ

いては、 2019年 4月以降も 2報の論文（資料 4, 学術論文 1, 2）として出ているように、まだ論文化でき

ていないものも多くあり、現在、引き続き研究を進めているところである。今後、本事業での成果を

含め更に発展させて論文化していく予定であり、近い将来には目標値に近づけると考える。  

 

(※ )諮問委員会委員  東北大学 :高梨  弘毅  教授 (委員長 )、東京大学 :志村  努  教授、京都大学 :小野  輝男  教授

、産業技術総合研究所 :明渡  純  教授、 (株 )東芝 :喜々津  哲  博士。  
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２．国際共同研究課題の到達目標及びその達成状況 

（１）事業計画調書に記載した国際共同研究課題の研究目的及び到達目標  

（事業計画調書（３－（２））に記載した国際共同研究課題の研究目的及び到達目標（「研究の学術的背景」及

び「当該研究領域における本研究課題の学術的な特色や独創的な点、及び事業期間内に何をどこまで明らかにし

ようとするのか、到達目標とその検証方法」））  

 本研究では我々のグループで世界に先駆けて見いだし、開発を進めてきた磁性フォトニック結晶

(MPC)に代表される人工磁気格子 (AML)をキーマテリアルとして、新たな機能を発現する AML材料開発

を行うとともに、世界に先駆け、そのデバイス化を目指すものである。  

１．相分離型マルチフェロイック薄膜材料の開発と超低消費電力高速駆動の磁気光学光変調器応用  

 相分離型マルチフェロイック薄膜では、ナノメートルスケールの柱状構造が重要であり、その柱状

磁性体の寸法及び体積率を変えることで、その磁気特性およびマルチフェロイック特性も制御できる

。このマルチフェロイック複合膜 AMLの微細組織制御により、従来の基礎特性の評価にとどまらず、

MPCと組み合わせ MOSLMとしてのデバイス化を目指す。  

２．電磁波制御用メタマテリアル AMLの開発と高周波サーキュレータ応用  

 メタマテリアル AMLにおいては、構成材料に誘電磁性体を用い、メタマテリアルに非相反性を具備

させることで、従来無い小型の高周波用広帯域アイソレータ素子、サーキュレータ素子の実現を目指

す。  

 また将来の低コスト化を目指し、豊橋技科大の強みである溶液プロセスにより形成した機能性微粒

子を電気泳動法などにより構造制御して堆積させることで、マルチフェロイック膜をはじめ新規機能

を創成する AML形成プロセス開発を並行して行う。  

（２）上述の到達目標等に対する達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】  

□期待を上回る成果を得た  

□十分に達成された  

■おおむね達成された  

□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  

【理由】  

 研究課題のうち、MITのRoss教授と共同で行った「相分離型マルチフェロイック薄膜材料の開発と

超低消費電力高速駆動の磁気光学光変調器応用」に関して、数値シミュレーションにより求めた構造

と期待される特性の関係に基づいて、相分離型マルチフェロイック材料の動作原理検証のためのエッ

チングプロセスによる構造形成およびパルスレーザ堆積法 (PLD法 )によるナノ構造制御法の開発の 2

つを並行して行ったが、結果として前者では動作原理を確認することはできなかった。後者に関して

は、従来Ross教授が行われていたような、 2つのターゲットを単純に交換しながら成膜する手法では

、異なる結晶構造を持つ強磁性希土類鉄ガーネット (Bi:RIG)と強誘電体 (BaTiO3(BTO)など )を同じ単結

晶基板上に形成するのは困難であることが分かり、それを実現するための手法の検討に時間を要した

が 、 最 終 的 に は Bi:RIGの 単 結 晶 成 長 に 一 般 に 広 く 使 用 さ れ る ガ ド リ ニ ウ ム ガ リ ウ ム ガ ー ネ ッ ト

(GGG)(111)基板上に、CoFe2O4(CFO)などのスピネル結晶をバッファ層として挟むことで、(111)配向し

たBTOを形成することに成功した（資料 4, 学会発表 4, 6, 17）。このGGG(111)基板上に形成できる全

ガーネットの誘電体ミラーの形成にも別途成功しており、これらを組み合わせることで、所望の相分

離マルチフェロイック複合膜が形成できると期待される。また前者の構造に適用するためにRoss教授
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と共同で開発した高耐熱誘電体ミラーについては、Ross教授との共著論文として発表した（資料 4, 論

文 7）。更に後者の構造を探索する過程で見いだした、単結晶基板と成長させる結晶との格子ミスフ

ィットが成長させた磁性材料の結晶性や特性に及ぼす影響についても、本事業開始以前の共同研究の

成果などともとあわせ、共著論文として発表した（資料 4, 学術論文 7, 8）。  

 本課題に関連して「溶液プロセスによるマルチフェロイック膜をはじめとするAML形成プロセス開

発」に関して、 FAU・エアランゲン・ニュルンベルク大学の Boccaccini教授と共同で、液相法による

多孔体を用いたマルチフェロイック複合膜の形成に関する検討を行った。具体的には、まず陽極酸化

法により作製したチタニアナノチューブアレイを、水酸化バリウム水溶液中で水熱合成法することで

強誘電体BTOナノチューブアレイの作製およびその組織制御方法を検討した。その上で、作製したナ

ノチューブアレイとCFOの前駆体溶液あるいは磁性ナノ粒子と合成・複合化することで、マルチフェ

ロイック複合膜を得る手法について検討した。その結果、多様な形状の強誘電体BTOナノチューブア

レイの作製に成功し、その細孔構造や気孔率を制御するための条件を明らかにした。これらの成果に

ついては、Boccaccini教授との共著論文として発表した（資料 4, 学術論文 1,2）。このBTOナノチュー

ブアレイに、CFO前駆体溶液を充填し、熱処理して得られたナノ複合体において、形状異方性に基づ

く異方磁化特性と外部磁場印加による誘電特性の変化が観測され、本手法が相分離型マルチフェロイ

ック薄膜材料を形成するための有力な手法であることを示した（資料 4, 学会発表 1,2,3他）。  

 これらマルチフェロイック複合膜の応用先である空間光変調器 (SLM)の実現に向けて、高密度に形

成されたマルチフェロイック画素制御電極と、それを制御するマトリックスアドレス型の電圧駆動素

子を集積する技術について、シュトゥットガルト大学の Schulze教授と共同でチップボンディングおよ

びウエハボンディングの 2つの方法で実現性を検証した。チップボンディングでは、現状の技術にお

いても想定される接続点規模の接合は可能であるが、 Si集積回路産業で実現されている技術は大口径

ウエハを対象としていることから、異種材料による異種デバイスの接続のためには小規模のチップレ

ベルでの接続技術の開発が必要とされる。そのため微少Al電極パッドを形成して、表面活性化技術に

よるAl・Al接合を用いることで 5µm画素での接合が可能であり、将来的な高視野角 SLMで見込まれて

いる画素寸法での集積が可能であることを明らかにした。一方、ウエハボンディングでは接続位置合

わせ精度の保証が重要となる。そこで Si/SiO2/multiferroics/基板構造をウエハ接合により実現するため

の一連のデバイス作製工程で、SLMとCMOS駆動回路の一体形成技術について、InGaN系のLEDウエハ

をダミーデバイスとしてプロセスコンセプトの実証を行った。ダミーデバイスウエハ表面に絶縁層を

形成し、表面研磨により表面平坦性を所望の水準に合わせることで、表面活性化常温接合技術を用い

て 2 inchφの接合ウエハを実現した。そして、このウエハに対して 30 mmφのマイクロLEDアレイと、

CMOSインバータによるマトリックス駆動回路を一体形成し、各デバイスが正常に動作することを示

した。これにより、異種デバイス混載集積回路を一連の工程で実現する際の、プロセスマネジメント

を確立できた。これにより SLM応用としての検証自体は、残念ながら本事業では達成できなかったも

のの、相分離型マルチフェロイック材料を形成できれば、この駆動回路形成技術と組み合わせること

で達成できる目処は立った。  

 「電磁波制御用メタマテリアル AMLの開発と高周波サーキュレータ応用」に関して、 CUNYの

Khanikaev准教授と共同で、マトリクスアプローチ法および有限要素法を用いた数値計算によるメタマ

テリアル人工磁気格子材料の設計を行った結果、左右伝搬方向で透過率が異なる非相反性が得られる

構造を設計することができた。しかしこのサーキュレータ機能を持つ電磁波メタマテリアルは、シミ

ュレーションではその機能を確認することができたが、実験による確認が困難であることが明らかに

なった。また直接担当していた高木准教授が都合により研究遂行が困難となったこともあり、実験に
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よっても検証が可能な光メタマテリアル人工磁気格子の研究を行うこととした。この光メタマテリア

ルは、プラズモン共鳴を利用して磁性材料が有する磁気光学効果を増大させる機能を有するものであ

る。Au薄膜に電子描画によるパターンニングと熱処理により球状のAuを形成し、その上に磁性ガー

ネットを堆積させることで、目的とする複合材料を形成した。このAu粒子と磁性ガーネットとの複合

構造のメタマテリアルでは、プラズモン共鳴が発生する波長でファラデー回転角が増大させることが

でき、正方配列Au粒子のメタマテリアルでは、周期と直径により、この波長を変えることができるこ

とを示した。またAu粒子が長方配列しているメタマテリアルでは、プラズモン共鳴波長以外でも磁気

光学効果のファラデー効果が増加する現象を見出し、プラズモン共鳴の欠点である光の吸収を抑える

ことができるという特徴を持つことを示した。（資料 4, 学会発表 8）  
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３ ． 今 後 の 展 望 に つ い て   

（１）人材育成の効果について 

（人材育成のための計画が効果的に遂行され、今後、若手派遣研究者が国際研究ネットワークの核として活躍す

ることが期待できるか。また、人材育成のための計画が組織的な人材育成モデルとして発展し、次の世代の若手

研究者の育成につながることが期待できるか。）  

①  人材育成の効果を生み出すための計画及びその実施状況  

計画： H30年度の事業計画の見直しにあたり、基本的な研究目的は変更しないものの、若手研究者育

成の観点から現在進めている日米欧の研究ネットワークを更に強固なものとして深度化することを

目指す。そのため、 H29年度から派遣を中断した高木准教授とニューヨーク市立大学との共同研究は

継続するものの縮小し、 H30年度も派遣を継続する河村助教、後藤助教の育成を中心として考える。

そのため、担当研究者が派遣期間中にそれぞれの派遣先に出張することで、チューターとして派遣さ

れている若手研究者の指導を行うとともに、派遣先のメンバーなどと一緒に研究打ち合わせを定期的

に行い国際共同研究の進捗もはかる。  

実施状況：MITへ派遣した後藤助教とは、派遣中も Skypeにより原則として毎週定期的にミーティング

を行い、派遣状況の確認および指導を行った。更に井上教授や中村准教授が米国出張の際に現地で会

い、状況確認および研究指導など行うとともに、Ross教授とも面談し後藤助教の育成や共同研究に関

する打ち合わせなど綿密に行った。  

 FAU・エアランゲン・ニュルンベルク大学に派遣した河村助教とも、後藤助教と同様に派遣状況の

確認など行った。またH30年度末には中村准教授も FAUを訪問し、Boccaccini教授および河村助教と面

談すると共に共同研究状況の確認やおよび打ち合わせなどを行った。  

②  本事業で支援した若手研究者の研究人材としての将来性について  

 MIT に派遣した後藤助教（派遣者①）は、本事業中の H29 年度に学内のテニュア審査に合格し、任

期無し教員になるとともに、本事業での研究と並行して進めている「磁気的位相干渉を用いた機能性

マイクロデバイスの研究」に対して平成 31 年度文部科学大臣表彰若手科学者賞を受賞するなど、当

該研究領域において中核的な役割を担う活躍が期待される。  

 FAU・エアランゲン・ニュルンベルク大学に派遣した河村助教（派遣者③）も、 H30 年度にテニュ

ア審査に合格するとともに、本年 4 月からは准教授に昇進するなど、当該研究領域において中核的な

役割を担う活躍が期待される。  

 

③  自己資金、若しくは他の競争的資金等による海外派遣・招へい等の機会を含む若手研究者の研鑽・育成の事

業の継続・発展（又はその見込み）状況  

 全学的に、スーパーグローバル大学事業の一環として、毎年主として若手の教員など約 6 名をニュ

ーヨーク市立大学クイーンズ校に派遣する英語力集中強化研修プログラムを実施している。またグロ

ーバル教員研修プログラムとして、学内の研究者の教育能力あるいは研究能力等の向上及び海外で活

躍できるグローバル教育の人材育成を目的とした海外の教育・研究機関に派遣する事業による派遣

も、年間数名継続して行っている。これらの事業により、全学的に語学面ならびに教育・研究能力養

成の観点からの若手研究者の研鑽・育成を継続して図っている。  

 

（２）国際研究ネットワークについて 

（これまでの実施状況を踏まえて、事業実施期間終了後も、海外の研究機関等との研究ネットワークが継続・発

展する見込みがあるか。若手派遣研究者が今後研究ネットワークの核として活躍する見込みがあるか。また、組
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織として当該研究領域における国際研究ネットワークのハブとなることが期待できるか）  

①  本事業の相手側を含む海外の研究機関との研究ネットワークの継続・拡大（又はその見込み・将来構想）状

況（組織において本事業で支援した若手研究者に期待する役割も含めて） 

 今回の海外研究機関とのネットワークを活かし、本事業で得られた研究成果を更に発展させるべ

く、本事業での海外連携機関である MIT、FAU・エアランゲン・ニュルンベルク大学、シュトゥット

ガルト大学を海外協力機関として CREST 事業に「マルチフェロイック人工磁気格子を用いた空間光

変調器」として申請中（代表：井上光輝教授）である。この事業では本事業では残念ながら完成まで

至らなかったマルチフェロイック材料を空間光変調器として完成させることを目的としており、今回

派遣した若手研究者には研究のみならず、海外連携先とのネットワークの核としても活躍してもらう

予定であり、本学が今回形成した国際研究ネットワークのハブとして機能させ、更なる発展を目指し

ている。  

 この CREST 事業が採択されなかった場合でも、MIT の Ross 教授とは今回派遣した後藤助教および

担当研究者の中村准教授らを中心として、マルチフェロイック複合膜などに関して継続して情報交換

しつつ研究を進めることになっており、本事業で形成した関係を継続し、更に発展させる予定である。 

 

 CUNY とは、CUNY 大学群の一つであるニューヨーク市立大学クイーンズ校と大学間交流協定を締

結しており、グローバル人材育成強化のための「教員英語力集中強化研修プログラム」を実施し、本

学からは若手を中心とした教職員を毎年約 6 週間派遣している。英語力の向上に加え、派遣期間中に

チューターとなる、ニューヨーク市立大学クイーンズ校教員との共同研究テーマの発掘を行う貴重な

機会ともなり、継続したネットワーク形成および拡大につながるものである。  

 

またシュトゥットガルト大学とも大学間交流協定を締結しており、本事業で関係を深めた Schulze

教授とは、半導体プロセスの方面で本学との共同研究が発展しつつある。更に、分野横断的な学問で

ある「システム工学」の産業応用研究推進のため、2019 年 4 月より本学に「TUT-ISYS(Institute for System 

Dynamics, University of Stuttgart)先端システム工学国際共同研究ラボラトリー」を設置し、新たな若手

研究者を含めた研究ネットワークの継続と拡大を図っている。  

 

FAU・エアランゲン・ニュルンベルク大学とは、本事業を契機として共同研究を開始したものであ

り、本事業での若手研究者の長期滞在により、先方との人的ネットワークが構築された。 Boccaccini

教授とも、今回派遣した河村准教授および担当研究者の松田教授を中心として、継続した研究を進め

る予定であり、今後このネットワークを活かし新たな共同研究への応募準備等を進めていくことで、

より研究ネットワークが拡大することが期待される。  

 

 一方、本事業での相手側とは異なるが、 2018 年度より JSPS の二国間交流事業共同研究事業として

モスクワ大学との共同研究を行っており、本学の博士課程学生も 4 名参加している。今年度からは、

本事業の若手研究者として MIT に派遣された後藤助教が、この事業にも本格的に参画する予定であ

り、本事業とは別の海外研究期間とのネットワーク拡大を図ることで、更に国際的に活躍してくれる

ものと期待している。  
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資料１ 実施体制 

①  日 本 側 研 究 グ ル ー プ 事 業 実 施 体 制  

フ  リ  ガ  ナ 
担当研究者氏名 所属機関  所属部局  

職名  

（身分）  
専門分野  備考  

主担当研究者  

 内田
ウ チ ダ

 裕久
ヒロナガ

 

担当研究者  

 井上
イノウエ

 光輝
ミツテル

 

 

 松田
マ ツ ダ

 厚範
アツノリ

 

 

 若原
ワカハラ

 昭浩
アキヒロ

 

 

 

 中村
ナカムラ

 雄一
ユウイチ

 

 

 Lim
リ ム

 Pang
パ ン

 Boey
ボ イ

 

 

 関口
セキグチ

 寛人
ヒ ロ ト

 

 

 山根
ヤ マ ネ

 啓輔
ケイスケ

 

 

 Tan
タ ン

 Wai
ワ イ

 Kian
キ ア ン

 

 

若手研究者  

 後藤
ゴ ト ウ

 太一
タ イ チ

 

 

 河村
カワムラ

 剛
ゴ ウ

 

 

 

 

計１１名  

 

豊橋技術科学大学  

 

豊橋技術科学大学  

 

豊橋技術科学大学  

 

豊橋技術科学大学  

 

 

豊橋技術科学大学  

 

豊橋技術科学大学  

 

豊橋技術科学大学  

 

豊橋技術科学大学  

 

豊橋技術科学大学  

 

 

豊橋技術科学大学  

 

豊橋技術科学大学  

 

大学院工学研究科  

 

大学院工学研究科  

 

大学院工学研究科  

 

大学院工学研究科  

 

 

大学院工学研究科  

 

グローバル工学教

育推進機構  

大学院工学研究科  

 

大学院工学研究科  

 

総合教育院  

 

 

大学院工学研究科  

 

大学院工学研究科  

 

教授  

 

教授  

 

教授  

 

教授  

 

 

准教授  

 

准教授  

 

准教授  

 

助教  

 

助教  

 

 

助教  

 

准教授  

 

磁気光学材料

、デバイス化  

磁気光学、磁

性材料  

酸化物材料、

溶液プロセス  

半導体工学、

光・電子集積

回路  

電気・電子材

料、磁性材料  

磁気光学、磁

性材料  

結晶成長、半

導体デバイス  

半導体工学、

結晶工学  

酸化物材料、

溶液プロセス  

 

磁気光学、磁

性材料  

酸化物材料、

溶液プロセス  
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②  相手側となる海外の研究グループ（海外の連携機関） 

研究機関名  

相手側研究者氏名  

(招へいした研究者は※印を表

示 ) 

職名  

（身分）  
備考  

派遣した  

若手研究者氏名  

マサチューセッツ工科

大学  

 

FAU・エアランゲン·ニ

ュルンベルク大学  

 

ニューヨーク市立大学  

 

 

シュトゥットガルト大

学  

 

 

計４機関  

 

※ Caroline A. Ross 

 

 

Aldo R. Boccaccini 

 

 

Alexander Khanikaev 

※ So Takei 

 

Jörg Schulze 

※ Inga. A. Fischer 

教授  

 

 

教授  

 

 

教授  

助教  

 

教授  

上級研究員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後藤  太一  

 

 

河村  剛  
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資料２ 双方向の人的交流にかかる資料 

（１）若手研究者の選抜方針・基準、選抜方法の概要 

 若手研究者の選抜にあたっては、海外連携候補先との共同研究内容・年齢を踏まえ、英

語でのコミュニケーション能力があることも考慮するとともに、本事業で実施する共同研

究内容に対し十分な実績と能力を有する研究者を候補とし、所属研究室の教授（担当研究

者）等とも相談の上決定した。 

 

（２）派遣及び招へいの支援体制の概要 

（日本側からの派遣者及び連携機関からの招へい者に対して組織としてどのようなバック

アップ体制をとったかについて記載してください。） 

 

【派遣者に対する支援体制】 

 本プログラムでは、若手研究者を長期海外派遣するにあたり、教員が所属する研究室内

及び各系において、派遣期間中の実験担当等、学内業務の緩和措置等の配慮を行った。派

遣中は、いつでも連絡が取れるよう本事業実施経費で Wifi を支給し、定期的に Skype 等で

ミーティングを行い、派遣先で問題が無いかなどの確認および支援を行った。更に学内で

実施している学生を含めた研究ミーティングの際には、Skype を利用して定期的に参加で

きるよう、時差も考慮したミーティングの設定を行った。また、本プログラム連携機関先

である MIT からは、長期滞在・研究活動遂行に伴い知財等の取扱に関する手続きが求めら

れたが、これについては国際課もサポートを行った。その他、米国渡航にかかる査証手続

きや、派遣先大学から求められた bench fee の支給手続き等に関しても支援を行い、若手

研究者をスムーズに派遣できるよう、各種支援に努めた。 

 

【招へい者に対する支援体制】 

 招へい者の来日スケジュールについては、それぞれ招へいの担当研究者が派遣された若

手研究者とともに調整を行った。招へい者への支給経費やフライトスケジュール等の情報

については、受入研究室と大学事務局間で情報共有し、スムーズな手続きができるよう努

めた。受入期間中は本学の招へい担当者が中心となり、宿泊先として学内の宿泊施設ある

いはホテルの紹介・予約を行うとともに、食事をはじめ、滞在中の生活に不自由の無いよ

う対応した。更に、滞在中には研究室内居室に席を設けると共に、研究機器及び学内共同

利用施設を利用できるよう、担当研究者及び研究室内学生が中心となりサポートを行った。

研究室内ではミーティング等は英語で行い、コミュニケーションにおいて支障が無いよう

に配慮した。 

 

（３）若手研究者の海外派遣計画及び研究者の招へい計画の見直し(増減)状況とその理由 

【派遣計画】 

 応募時には 4 名（准教授 1 名、助教 2 名及びポスドク 1 名）を派遣予定であったが、ポ

スドクの Anna Elsukova 博士研究員（派遣者④）が他の海外研究機関に転出したこと、ま

た高木宏幸准教授（派遣者②）が都合により、2 年目以降派遣できなくなったことに伴い、

最終的な派遣人数は 2 名となった。Elsukova 博士研究員を派遣予定であった MIT には後藤

太一助教（派遣者①）を予定通り派遣しており、更に共同研究立ち上げ当初には担当研究

者の中村准教授も計 6 週間ほど長期出張で MIT に滞在し、共同研究内容に関して情報収集
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や実験・議論をすることで、共同研究がスムーズに立ち上がるようにした。それらの結果、

マルチフェロイック薄膜材料の作製と評価に関する研究への支障は最小にすることができ

た。一方、高木准教授を派遣予定のニューヨーク市立大学とは、2 年目以降、当初予定の

ポスドクに代えて、So Takei 助教を追加で招へいし、綿密に議論・打ち合わせすることで

研究を強力に進めた。 

 

【招へい計画】  
 当初 4 名の研究者を招へい予定であったが、相手先機関の公務の都合によりニューヨー

ク市立大学 (CUNY)からの招へい者②の Alexander Khanikaev 准教授、および FAU・エアラ

ンゲン・ニュルンベルク大学からの招へい者③の Aldo R. Boccaccini 教授が渡日できなくな

った。また CUNY からは招へい者④のポスドクに代え、招へい者⑦として So Takei 助教を

2 年目以降招へいした。一方、H28 年度公募応募当初計画に無かった新たな海外連携先で

あるシュトゥットガルト大学からは J. Schulze 教授 (招へい者⑤ )は先方の都合で招へいでき

なかったものの、  Inga A. Fischer 上級研究員 (招へい者⑥ )を招へいし、共同研究に関して

打ち合わせ・議論を進めた結果、最終的な招へい人数は 3 名となった。招へいできなかっ

た FAU・エアランゲン・ニュルンベルク大学とは、長期で派遣された河村助教（派遣者③）

に加え、短期で渡航した中村准教授（担当研究者）が綿密に打ち合わせ等を行い、成果を

河村助教が共著論文として投稿するなどにより事業計画への支障は最小限に留めることが

できた。  
 

（４）若手研究者が果たした役割にかかる成果の概要 

①  派遣された若手研究者の成果 

（資料４に記載するような研究成果の発信状況等だけではなく、国際共同研究における役割を含め、将

来的に当該研究領域において中核的な役割を担う活躍が見込まれるか等の観点も含めて記載してくだ

さい。） 

 MIT に派遣した後藤助教（派遣者①）は、イットリウム鉄ガーネット (YIG)などの磁性体

の作製と評価および人工磁気格子に用いられる高耐熱誘電体ミラーに関して、派遣先の

Ross 教授との共著で 3 報の論文を出し、国際共同研究において強磁性体の YIG の形成や特

性に関して優れた成果を上げた。それらの結果、学内においてはテニュア審査に合格し任

期無し教員になるとともに、本事業と並行して進めている「磁気的位相干渉を用いた機能

性マイクロデバイスの研究」に対して平成 31 年度文部科学大臣表彰若手科学者賞を受賞し

た。また今年度は総務省の SCOPE”ICT 基礎・育成型研究開発事業”に採択されるとともに、

電気学会マグネティクス研究会の委員を務めるなど、当該研究領域において中核的な役割

を担う活躍が期待される。  
 FAU・エアランゲン・ニュルンベルク大学に派遣した河村助教（派遣者③）も、溶液法

を用いた BaTiO3 ナノチューブアレイの形成とナノチューブに CoFe2O4 を充填した複合膜の

形成に成功するなど、研究面で優れた成果を上げ、派遣先の Boccaccini 教授との共著論文

としてまとめている。過去にはフランス、アメリカへの留学経験も有し、英語･フランス語

も堪能であり、権威ある国際賞 Donald R. Ulrich Award などを受賞しているのに加え、今回

の FAU 派遣でドイツとの連携も密にすることができた。それらの結果、学内においては昨

年度テニュア審査に合格するとともに、本年 4 月からは准教授に昇進するなど、当該研究

領域において中核的な役割を担う活躍が期待される。  
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②  派遣した機関・組織の成果  
（機関等として組織的に若手研究者を育成する枠組みが構築されたか、また本事業による派遣・招へい

が今後も維持・継続されるか等の観点も含めて記載してください。）  

 

本学では、以下に挙げるような研究者を育成する枠組みや教員の海外派遣を組織的に支

援する枠組みが構築されており、今回のネットワーク形成により、この既存の枠組みを活

かしつつ、本事業によって培われた研究者の派遣や招へいを継続し、更に発展させていく

予定である。  
 
本学では、スーパーグローバル大学事業の一環として「教員英語力集中強化研修プログ

ラム」として約 6 週間、海外連携機関かつ、大学間交流協定先であるニューヨーク市立大

学クイーンズ校に若手を中心とした教職員を派遣している。  
 
その他、サバティカルの一環として、教育又は研究能力養成、グローバル教育のための

人材育成を目指した「グローバル教員研修プログラム」（1 ヶ月～1 年）にて、50 歳以下

の若手教員を優先的に海外の教育・研究機関に派遣している（年間約 2 名）。これら大学

全体のプログラムにより、語学面ならびに教育・研究能力養成の観点から、本学若手研究

者の研鑽・育成を図っている。  
 
また本学の海外教育施設として、マレーシア科学大学の協力により 2013 年 12 月に「豊

橋技術科学大学ペナン校」を開設した。ここを教員 FD・職員 SD プログラムにおける研修

拠点、短期学生派遣事業及び国際会議実施等、諸活動の拠点として活用しており、海外に

おけるグローバル技術者教育の基盤施設として、現地大学・企業等とも連携し、世界的な

視野を持つグローバルに活躍できる研究者の育成を進めている。  
 
更に本事業での海外連携機関であるシュトゥットガルト大学とは、大学間交流協定を既

に締結しており、本事業での交流をきっかけとした共同研究ネットワークをもとに、教員

間の共同研究ならびに学生の行き来も始まっている。  
 
また MIT の Ross 教授とは、本事業をきっかけとして今後も引き続き共同研究を発展さ

せていくことになっており、Skype などでの情報交換を進めるとともに、必要に応じて後

藤助教らの MIT 訪問あるいは Ross 教授の招へいなど進め、共同研究ネットワークを確固

としたものにする予定である。  
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細【 氏 名 の み 非 公 表 】  ※派遣者毎に作成すること。 

派遣者①：助教  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

相分離型マルチフェロイック薄膜に用いる各種材料の作製および評価 

 

（具体的な成果） 

大きな磁気光学効果をもつ強磁性イットリウム鉄ガーネットと強誘電性をもつチタン

酸バリウムをそれぞれ多結晶、単結晶で形成できる条件を明らかにした。磁性フォトニ

ック結晶に使用する高耐熱誘電体ミラーの形成方法を見いだした。磁性体単結晶の形成

条件とその特性を詳細に評価し、磁性膜と基板との間の界面ミスフィットにより生ずる

歪が磁性体の構造及び特性に及ぼす影響について明らかにした。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 28 年度  平成 29 年度  平成 30 年度  

アメリカ合衆国･ケンブリッジ、マサ

チューセッツ工科大学、材料科学工学

科、 Caroline. A. Ross 教授  

 

76 日  

  

 102 日  

     

126 日  

    

304 日  

 

派遣者③：准教授  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

ゾルゲル法および電気泳動体積法を用いた組織制御による低コスト AML 複合膜の組織制

御法の開発 

 

（具体的な成果） 

電気泳動堆積させるための磁性ナノ粒子の液相合成を実施し、合成プロセスを確立し

た。また磁性ナノ粒子を用いずに、ゾルゲルコーティング法により、強誘電体と強磁性

体のナノ複合体を作製する手法を開発した。陽極酸化法と水熱処理法を用いた BTO ナノ

チューブを合成し、その組織制御方法を確立した。この得られた BTO ナノチューブに対

して、ゾルゲル法による CFO コーティング条件を最適化し、BTO-CFO ナノ複合体の形成

条件を明らかにした。得られた BTO-CFO ナノ複合体の特性を評価した結果、形状磁気異

方性および電気磁気効果を観測し、溶液法によりマルチフェロイック複合膜の形成でき

る可能性を示した。更に電気泳動堆積法を応用した、電気アシスト磁気泳動堆積法を新

たに開発し、BTO ナノチューブアレイへの CFO ナノ粒子の堆積条件を明らかにした。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 28 年度  平成 29 年度  平成 30 年度  

ドイツ・エアランゲン、 FAU エアラ

ンゲン･ニュルンベルク大学、材料科学

工学科、 A.R. Boccaccini 教授  

 

60 日  

 

 121 日  

    

120 日  

    

301 日  
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準派遣者①：准教授  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

メタマテリアル人工磁気格子材料の設計と評価 

 

（具体的な成果） 

電磁波制御用メタマテリアル人工磁気格子材料をマトリックスアプローチ法、あるい

は有限要素法を用いた数値計算で設計し、非相反性に起因した電磁波の伝搬方向に対す

る透過率の違いが得られる構造を求めた。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 28 年度  平成 29 年度  平成 30 年度  

アメリカ合衆国・ニューヨーク市立

大学・物理学科・ A. Khanikaev 准教授  

 

64 日  

 

 0 日  

    

0 日  

    

64 日  

 

 

（６）研究者の受入実績の詳細【 氏 名 の み 非 公 表 】  ※招へい者毎に作成すること。 

 

 招へい者①：教授  

（当該研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

相分離型マルチフェロイック薄膜材料の作製と評価 

 

（具体的な成果） 

相分離型マルチフェロイック複合膜を構成するガーネットなどの磁性材料に関して、

派遣した後藤助教と共同で、パルスレーザ堆積法(PLD 法)による結晶成長プロセスおよ

び得られた結晶の結晶性などに基づいて各種基礎特性との関係を評価し、結晶組織と特

性の関係について明らかにした。また結晶構造の異なる磁性ガーネットと強誘電体の複

合膜の形成プロセスについて議論を行い、良好な複合膜を得るための作製条件について

検討した。さらに高耐熱誘電体ミラーの形成に関して、材料組織学的観点から議論を行

い、そのメカニズムなどについて検討した。 

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 28 年度  平成 29 年度  平成 30 年度  

マサチューセッツ工科大学、材料科学工学

科、米国、中村雄一（豊橋技術科学大学） 

 

0 日  

 

0 日  

     

4 日  

    

4 日  

 

招へい者⑥：上級研究員  

（当該研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

人工磁気格子構造体の作製法の開発とドライブ用デバイスの形成 

 

（具体的な成果） 

マルチフェロイック複合膜の空間光変調器応用に当たって必要となる、制御デバイス

の形成に関して、MOS トランジスタの形成、基板張り合わせ技術、および異なる機能デ
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バイスがあるときの熱処理法などについて議論し、人工磁気格子と MOS デバイスとの複

合構造について検討した。また異種材料からなる周期構造体の形成法について幾つかの

可能性を検討した。 

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 28 年度  平成 29 年度  平成 30 年度  

シュトゥットガルト大学、コンピュー

タサイエンス・電気工学および情報技

術学科、ドイツ、若原  昭浩 (豊橋技術

科学大学 ) 

 

8 日  

 

  7 日  

   

0 日     

    

15 日  

 

 招へい者⑦：助教  

（当該研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

メタマテリアル人工磁気格子材料・構造の検討  

 

（具体的な成果） 

 プラズモン共鳴を利用する光メタマテリアルについて、従来の構造と比較して大きな

透過率と大きな回転角が得られる理由について議論を行い、そのメカニズムについての

幾つかの可能性について検討を行った。それに基づき、シミュレーションによって得ら

れる結果と物理的解釈を試みた。 

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 28 年度  平成 29 年度  平成 30 年度  

ニューヨーク市立大学、物理学科、米

国、内田  裕久（豊橋技術科学大学）  

 

0 日  

 

 ６  日  

   

７  日     

    

13 日  
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資料３ 国際共同研究の計画概要・方法 

（１）実施期間中における研究のスケジュールと実施内容の概要 

①空間光変調器応用を目指したマルチフェロイック材料開発とデバイス化 

2016 年度：有限要素法を用いた相分離型マルチフェロイック材料構造の応力解析。微細加

工プロセスによる複合膜形成とその基礎特性評価。溶液法によるナノチューブアレイの作

成法の検討と、多孔体への電気泳動堆積法によるナノ粒子導入に関する検討。  
2017 年度：パルスレーザ堆積 (PLD)法による複合膜形成プロセスについての検討。溶液法

によるナノチューブアレイを用いたマルチフェロイック複合膜形成条件の検討。空間光変

調器 (SLM)応用に向けて画素制御電極と電圧駆動素子を集積化する技術の検討。  
2018 年度：PLD 法による下部電極形成条件の検討およびマルチフェロイック複合膜形成条

件の検討。溶液法によるマルチフェロイック複合膜形成条件の検討と評価。SLM 応用に向

けて画素制御電極と電圧駆動素子を集積化する技術の検討。  
②高周波サーキュレータ応用を目指したメタマテリアル開発とデバイス化  
2016 年度：マトリクスアプローチ法および有限要素法を用いた数値計算によるメタマテリ

アル人工磁気格子材料の設計。  
2017 年度：光メタマテリアルの数値シミュレーションによる構造設計・解析。  
2018 年度：光メタマテリアルの形成および数値シミュレーションによる解析。  
③溶液法を用いた低コスト人工磁気格子 (AML)創成プロセスの開発  
2016 年度：溶液法による TiO2 ナノチューブアレイの形成と水熱処理法による BaTiO3(BTO)
ナノチューブアレイの形成手法の検討。電気泳動堆積法による多孔体へのナノ粒子導入法

の検討。  
2017 年度：BTO ナノチューブアレイの組織制御方法の検討。ナノチューブアレイへのナノ

粒子導入法の検討。ゾルゲルコーティング法による BTO/CoFe2O4(CFO)ナノ複合材料の作製

方法の検討。  
2018 年度：ゾルゲルコーティング法による BTO ナノチューブアレイへの CFO 充填手法の

検討。得られた BTO/CFO 複合膜の電気磁気特性評価。  
 
（２）成果の概要  
①空間光変調器応用を目指したマルチフェロイック材料開発とデバイス化 

 有限要素法によるシミュレーションの結果、強磁性体の高さ h が幅 w よりも大きくなる

条件において、強磁性体の断面に一様な応力が印加可能であることを見いだし、h /w>3 と

なる細長い柱状構造が望ましいことが明らかになった。  
 これを踏まえ、まず微細加工プロセスによる複合膜形成による原理検証を試みた。多結

晶磁性ガーネット (Bi:RIG)膜を数 µm 角にパターンニングし、チタン酸ジルコン酸鉛 (PZT)
相をその間に埋め込む手法により PZT と Bi:RIG の複合膜を形成したが（資料 4：学会発表

20, 27）、本構造 (h/w<1)では、電圧印加による Bi:RIG の磁化の変調は観察できず、光変調

の原理検証は困難であることが分かった。  
 シミュレーションで示された柱状構造を得るため、PLD 法により、Bi:RIG と強誘電体を

同時に配向して成長させるプロセスについて検討を行った結果、Bi:RIG がエピタキシャル

成長可能なガドリニウムガリウムガーネット (GGG)単結晶基板  (111)面上に、CoFe2O4(CFO)
が (111)配向して成長することを見いだした。この配向した CFO バッファ層上に BaTiO3 

(BTO)も (111)配向して成長できることがわかり、GGG(111)基板上に Bi:RIG と BTO をとも
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に配向成長できる可能性が見いだされた（資料 4, 学会発表 4, 6, 17）。この BTO 層に電圧

を印加するための下部電極層として、ペロブスカイト構造を有する導電性酸化物 SrRuO3 

(SRO)を用いることで、GGG(111) sub./CFO /SRO/BTO の構造が形成でき、(111)配向した BTO
層が得られる条件を明らかにした。これらに基づき GGG(111)基板上に Bi:RIG と BaTiO3

を同時成長させるための成膜条件について、 PLD 法によりまず Bi:RIG と CFO バッファ層

をターゲット交換しながら交互に成膜し、続けて Bi:RIG と BTO を同様に交互に成膜し、

得られた膜を X 線回折 (XRD)により評価した結果、多結晶 BTO に相当するピークは見られ

たものの、Bi:RIG のピークは確認困難であった。これは CFO が Bi:RIG 上にも結晶化し、

Bi:RIG の結晶成長を阻害するためであると考えられ、リフトオフプロセスを用いて

GGG(111)基板上にパターン化した CFO/SRO 構造を形成した後、Bi:RIG と BTO を成膜する

ことで、所望の相分離型マルチフェロイック薄膜構造が得られると期待できる。これらの

成果については、MIT の Ross 教授との議論をしつつ得られたものである。  
 上記のマルチフェロイック複合膜の SLM 応用に向けて、高密度に形成されたマルチフェ

ロイック画素制御電極とマトリックスアドレス型の電圧駆動素子の集積する技術につい

て、チップボンディングおよびウエハボンディングの 2 つの方法で実現性を検証した。チ

ップボンディングでは、微少 Al 電極パッドを形成して、表面活性化技術による Al・Al 接
合を用いることで、5 µm 画素での接合が可能であり、将来的な SLM で見込まれている画

素寸法での集積が可能であることを明らかにした。ウエハボンディングでは、SLM と CMOS
駆動回路の一体形成手法について、InGaN 系の LED ウエハをダミーデバイスとしてプロセ

スコンセプトの実証を行った。ダミーデバイスウエハ表面に絶縁層を形成し、表面研磨に

より表面平坦性を所望の水準に合わせることで、表面活性化常温接合技術を用いて 2 inchφ
の接合ウエハを実現した。このウエハに対して、30 mmφのマイクロ LED アレイと、CMOS
インバータによるマトリックス駆動回路を一体形成し、各デバイスが正常に動作すること

を示した。これにより異種デバイス混載集積回路を一連の工程で実現する際の、プロセス

マネジメントの要点を確立できた。これらの成果については、シュトゥットガルト大学の

Schultze 教授との議論を通して得られたものである。  
②高周波サーキュレータ応用を目指したメタマテリアル開発とデバイス化  
 CUNY の Khanikaev 准教授との共同で進めた高周波サーキュレータ応用を目指したメタ

マテリアル開発について、有限要素法を用いた計算結果から、左右伝搬方向で透過率が異

なる非相反性が得られるサーキュレータ構造を設計することができた。しかしながら実験

的にそれを検証するのは困難であることが分かった。  
 そこで貴金属と磁性ガーネットとの複合体である光メタマテリアルについて、その構造

設計を数値シミュレーションにより行った。Au 薄膜に電子線描画と熱処理により周期的な

球状金粒子を形成し、その上に磁性ガーネットを堆積させることで、光メタマテリアル複

合材料を形成した。この光メタマテリアルでは、プラズモン共鳴が発生する波長でファラ

デー回転角が増大させることができ、正方配列 Au 粒子のメタマテリアルでは、周期と直

径により、共鳴波長を制御できることを示すとともに、Au 粒子が長方配列することで、プ

ラズモン共鳴波長以外でもファラデー効果が増加する現象を見出し、プラズモン共鳴の欠

点である光の吸収を抑えることができるという特徴を持つことを示した。  
③溶液法を用いた低コスト人工磁気格子 (AML)創成プロセスの開発  
 溶液法による低コスト AML 創成プロセス検討として、まず TiO2 および BTO のナノチュ

ーブアレイを陽極酸化と水熱処理により合成するプロセスの開発を行った。Ti 基板を陽極
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酸化して TiO2 ナノチューブアレイを合成し、その寸法などを制御する条件を見いだした。

この形成した TiO2 ナノチューブアレイを、Ba イオンを含む水溶液中で水熱処理を施すこ

とで、BTO ナノチューブアレイを作製することに成功した。これらのナノチューブアレイ

に、CFO ナノ粒子を堆積させる手法について検討し、電気泳動法と磁気泳動堆積法を組み

合わせた新規プロセスを用いることで、ナノチューブの底部までナノ粒子が到達し堆積す

る条件を見出した。更に BTO ナノチューブアレイに CFO 前駆体溶液を充填して得られた

ナノ複合体において、形状異方性に基づく異方磁化特性と外部磁場印加による誘電特性の

変化が観測され、本手法が相分離型マルチフェロイック薄膜材料を形成するための有力な

手法であることを示した（資料 4, 学会発表 1,2,3 他）。これらの成果については、主とし

て河村助教が Boccaccini 教授との連携により得たものである。  
 
（３）本事業を契機として新たに始まった国際共同研究 

                         （件） 

合計 うち、相手先機関以外 

2 0 
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