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２．本年度の実績概要 

本年度は、若手研究者の長期海外派遣により、世界で活躍できる研究者を育成し、ナ

ノスピンサイエンスの国際研究拠点を九州大学に構築するという本プロジェクトの目

的を達成するため、昨年度の取組みを更に発展させ、若手研究員の長期海外派遣と卓越

した研究者の招へいを行い、具体的な共同研究の打ち合わせや今後の研究方針に関する

意見交換を行った。また、各国へ派遣した若手研究者の成果報告会を行った。  
 若手研究者の長期海外派遣としては、稲垣祐次助教、山田和正助教、大西紘平助教、

黒川雄一郎助教、博士（後期）課程学生の有木大晟氏の５名を、それぞれ、アメリカ、

フランス、イギリス、ドイツの各国へ派遣した。稲垣助教は、アメリカに９８日間（派

遣期間は平成３１年度へ継続）滞在し、 Iowa State University 内にある米エネルギー省

所管の Ames Laboratory において、Yuji Furukawa 准教授の研究グループが有する高磁場

NMR 装置を用いて、スピン物性の評価実験を実施した。また、フランスに４９日間滞

在し、 Institute for Nanoscience and Cryogenics において、Stephane Raymond 氏率いる

Neutron magnetic scattering group と中性子散乱実験を行った。山田和正助教は、イギリ

スに５２日間（派遣期間は平成３１年度へ継続）滞在し、University of York の Atsufumi 
Hirohata 研究室において、高品質ホイスラー合金薄膜を集中的に作製した。大西紘平助

教は、イギリスに１６８日間滞在し、University of Cambridge の Jason Robinson 准教授、

Mark Blamire 教授、University College London の Hidekazu Kurebayashi 准教授と議論を

重ねながら、スピン軌道相互作用によるスピン偏極超伝導電流のより直接的な評価を行

うための実験等を行った。黒川雄一郎助教は、ドイツに１３７日間滞在し、University 
of Mainz の Mathias Kläui 研究室において、９０度磁気結合を用いた動的磁区観察、ス

ピン波共振器、および磁性絶縁体の電流誘起磁化反転の三つのテーマについて研究を行

った。有木大晟氏は、イギリスに５６日間（派遣期間は平成３１年度へ継続）滞在し、

University College London の Hidekazu Kurebayashi 准教授の技術指導を受けながら、日

本から持参した素子を用いて強磁性体 /非磁性体２層膜で生じる Unidirectional spin 
magnetroresistance（USMR）の観測等を行った。  

卓越した研究者の招へいとしては、フランス、ドイツ、イギリス、中国の４か国から

８名の研究者を招へいした。University of Mainz から招へいした Mathias Kläui 教授は、

共同研究を予定しているフェリ磁性体におけるスピン注入磁壁移動及び熱スピンデバ

イスの研究内容に関して、派遣予定の黒川助教らと詳細を議論した。また、磁気スキル

ミオンに関す る セ ミ ナ ー を 開 催 した。 University College London から招へい した

Hidekazu Kurebayashi 准教授は、ナノ磁性体の異常ネルンスト信号の解析、スピン波伝

搬の異方性、及び異方性熱伝導等の実験結果に関して詳細に議論した。また、磁気抵抗

信 号 を 解 析 す る 標 準 的 な 手 法 を 説 明 す る 簡 易 セ ミ ナ ー を 行 っ た 。 Institute for 
Nanoscience and Cryogenics から招へいした Xavier Waintal 教授は、横スピン流のスピン

緩和機構に関する実験結果を理論的に解析するとともに、スピン共鳴発振及び量子コン

ピュータに関するセミナーを開催した。 University of Leeds から招へいした Oscar 
Cespendes 准教授は、有機物やガス分子による磁性薄膜の変調効果に関する実験につい

て議論するとともに、有機磁性体に関するセミナーを開催した。また、平成３１年度に

訪問予定の山田助教の具体的な研究スケジュールについて詳細に議論した。University 
of Science and Technology of China から招へいした Ming Wei Wu 教授は、超伝導 /磁性薄

膜系におけるスピン流実験で得られている結果に関して、関係者らと議論を深めた。ま



 

 

た、超伝導体の輸送特性に関する理論セミナーを開催した。Institute for Nanoscience and 
Cryogenics から招へいした Laurent Vila 研究員は、斜め蒸着法を用いた横型スピンバル

ブ素子の新奇作製法について議論するとともに、高効率スピン注入技術に関するセミナ

ーを開催した。 Jason Robinson 准教授は、トリプレット超伝導により、超スピン流の観

測に関して議論するとともに、界面超伝導に関するセミナーを開催した。また、固体電

子研究室所有の微細加工設備を見学し、素子作製の役割分担を明確にした。University 
College London から招へいした Kazuto Yamanoi 研究員は、主研究担当者や University 
College London へ派遣する若手研究者と、これまでに得られた実験結果や今後の実験計

画に関して議論を行った。また、九州大学が有する高精度微細加工技術を活用すること

で、University College London の研究チームがシミュレーションにより予測した非相反

スピン波特性が観測される素子構造を実際に作製した。  
若手研究者のうち、平成３０年１０月までに派遣を行った稲垣祐次助教、大西紘平助

教、黒川雄一郎助教の３人が、国際共同研究の進捗状況を発表するため、平成３０年１

０月に中間報告会を実施した。本発表会には、本事業の主研究担当者、研究担当者、ポ

スドク、大学院生等４４人が参加し、これまでの実績や今後の展開について議論を行っ

た。本発表会により、研究成果の全体での共有や、今後の若手研究者の派遣時に取り組

む課題の整理がなされた。  
 

３．到達目標に対する本年度の達成度及び進捗状況 

本年度は当初予定では、５名の若手研究者の長期海外派遣及び１０名の卓越した研究

者の招へいを予定していた。若手研究者の長期海外派遣については予定どおり実施する

ことができた。卓越した研究者の招へいについては、Byung Chan Lee 教授及び Jaroslav 
Hamrle 氏の招へいを取りやめたため、招へい者数は８名となった。Lee 教授は平成２９

年度に招へいし、バンド理論を駆使して高効率な熱スピン注入が可能となる物質の候補

について意見交換を行ったこともあり、今後はメール等により連絡をとりながら実験結

果を論文の形へつなげる段階のため、本年度の招へいは不要となり、本変更による研究

計画全体への影響はなかった。 Jaroslav Hamrle 氏についても平成２９年度に招へいし、

日本側の研究グループが実施したスピン緩和の温度依存性の実験結果について、三次元

数値計算により定量的に説明するための意見交換を行った。今後はメール等により連絡

をとりながら実験結果を論文の形へつなげる段階のため、本年度の招へいは不要とな

り、本変更による研究計画全体への影響はなかった。  
また、本年度の途中で、超高品質なホイスラー合金薄膜をスパッタ法で成膜する技術

を有する University of York の Atsufumi Hirohata 教授にも本事業に参画いただけること

となり、若手研究者にとって海外長期派遣の機会が拡大した。  
 なお、本事業において交流を行ってきた Xian Jiaotong University の Shaojie Hu 氏を平

成３１年度から本学で雇用することとなり、本事業を通じて優秀な人材を日本へ引き入れ

ることに成功した。 

本事業で創出した研究成果により、３件の論文発表、１４件の研究発表を行い、更に、

現在、５編の論文を投稿中、また、３編の論文を執筆中であり、最終年度の平成３１年

度は加速的な生産を目指す。特許に関しては、昨今の情勢により、企業の協力なく出願

することが困難となっている。その意味もあって、平成３１年度より外国企業の研究者

との共同研究を模索している。  



 

 

４．日本側研究グループ（実施主体）の研究成果発表状況（本年度分） 

①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

論文名・著書名 等 
（論文名・著書名、著者名、掲載誌名、査読の有無、巻、最初と最後の頁、発表年（西暦）について記入してくだ

さい。）（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  
・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限って記載して下さい。査読中・投稿中のものは除きます。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  

・著者名について、責任著者に「※」印を付してください。また、主担当研究者には二重下線、担当研究者については下  線、

若手研究者については 波  線  を付してください。 

・海外の連携機関の研究者との国際共著論文等には、番号の前に「◎」印を、また、それ以外の国際共著論文等については

番号の前に「○」印を付してください。また、主要連携研究者については斜体・太下線、連携研究者については斜体・破線と

してください。 

◎
１ 

“ In situ Magnetization Measurement of Superconducting Transition in 
PdH0.82 and PdD0.79 Prepared by Low-Temperature Absorption” 
Yuji Inagaki*, Si Wen, Yousuke Kawasaki, Hiroki Takata, Yuji Furukawa, 
Tatsuya Kawae， J. Phys. Soc. Jpn. 87, 123701-5 (2018).査読有 

◎
２ 

N. Asam, K. Yamanoi, K. Ohnishi, and T. Kimura, “Thermal Spin Valve 
Effect in Magnetic Multi-Layered Nanowires.” J. Supercond. Nov. Magn. J 
Supercond Nov Magn (2019). https://doi.org/10.1007/s10948-019-5016-5.査読
有 

◎
３ 

S. Hu, J. Zhao, L. Wang, X. Cui, K. Ohnishi, T. Ariki, T. Min, K. Xia, 
and T. Kimura, “Substantial enhancement of thermal spin polarization in 
Py/Cu interface.” Phys. Rev. Materials 2, 104403-1~6 (2018).査読有 

４  

５  

 

②学会等における発表 

発表題名 等 
（発表題名、発表者名、発表した学会等の名称、開催場所、口頭発表・ポスター発表の別、審査の有無、発表年月

（西暦）について記入してください。）（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。） 
・発表者名は参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること。共同発表者がいる場合は、全

ての発表者名を記載し、責任発表者名は「※」印を付して下さい。発表者名について主担当研究者には二重下線、

担当研究者については  下  線  、若手研究者については  波  線  を付してください。  
・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載して下さい。  
・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  
・海外の連携機関の研究者との国際共同発表には、番号の前に「◎」印を、また、それ以外の国際共同発表については番号

の前に○印を付してください。また、主要連携研究者については斜体・太下線、連携研究者については斜体・破線としてくだ

さい。 

◎１ S=1/2 正三角スピンリングの NMR 
稲垣祐次*、Qing-Ping Ding、河江達也、古川裕次 
第１２４回日本物理学会九州支部例会、大分大学、口頭、審査無、２０１８年
１２月 

◎２ 90 度磁気結合膜のスピン SEM 観察, 鍾 永師, 永島 玄, Daniel  Schönke, 
Robert Reeve, Mathias Kläui, 堀池 周, 黒川 雄一郎, 湯浅 裕美, 電気
・情報関係学会九州支部連合大会, 大分大学, 口頭発表 (査読なし) (2018) 

◎３ 90 度磁気結合における SEMPA による実観測とマイクロマグネティックシミュレ
ーション, 黒川 雄一郎, 鍾 永師, 永島 玄, 堀池 周, Daniel  Schönke, 
Pascal Krautscheid, Robert Reeve, Mathias Kläui, 田中 輝光, 松山 公秀, 
湯浅 裕美, 日本物理学会第 74 回年次大会, 九州大学, ポスター発表 (査読
なし) (2019) 



 

 

４ 大西紘平「超伝導体／常伝導体界⾯におけるスピン流」IEEE マグネティクス 福
岡 /広島ジョイントチャプタ  キックオフセミナー（九州大学西新プラザ，
2018.12）[口頭発表（招待講演）] 

５ 大西紘平, 矢野大吾, 木村崇「Nb 系超伝導細線における 
電荷およびスピン不均衡状態の観測」日本物理学会 第 74 回年次大会（九州大
学伊都キャンパス，2019.03）[口頭発表（審査なし）] 

６ 強磁性 /常磁性二層膜構造における高圧下でのスピン依存型熱伝導現象  
松友寛太、有木大晟、木村崇、光田暁弘、第 124 回日本物理学会九州支部例会、大
分大学旦野原キャンパス、口頭発表、審査無、2018 年 12 月 

７ Field Direction Dependence of Specific Heat in Dilute Quadrupolar System 
Pr0.05La0.95Pb3 

T. Kawae, M. Koga, Y. Sato, Y. Inagaki, T. Kitai, H. S. Suzuki  

21st International Conference on Magnetism (ICM 2018)、サンフランシスコ、  ポ
スター、審査無、2018 年 7 月 

８ 
 

Point-contact Andreev reflection spectroscopy of Ce compound/superconductor 
interface. 
M. Shiga, H. Takata, Y. Inagaki, F. Iga, Y. Onuki and T. Kawae 
21st International Conference on Magnetism (ICM 2018)、サンフランシスコ、ポス
ター、審査無、2018 年 7 月 

９ Differential Conductance Anomalies in Superconducting Vanadium and Niobium 
with Hydrogen and Deuterium Impurities. 
S. Wen, M.S. Islam, H. Takata, M. Shiga, Y. Inagaki, K. Hashizume and T. Kawae 
21st International Conference on Magnetism (ICM 2018)、サンフランシスコ、  ポ
スター、審査無、2018 年 7 月 

１０ Differential conductance anomalies in superconducting nanoconstrictions by 
hydrogen adsorption  

K. Miyagawa, H. Takata, Y. Kajiwara, Y. Inagaki, K. Hashizume and T. Kawae 
International Symposium on Quantum Fluid and Solid (QFS 2018)、東京、ポスタ

ー、審査無、2018 年 7 月  

１１ Low-temperature hydrogen absorption in vanadium nanocontacts 
H. Takata, K. Ienaga, Y. Inagaki, K. Hashizume, H. Tsujii, and T. Kawae 
International Symposium on Quantum Fluid and Solid (QFS 2018)、東京、ポスタ

ー、審査無、2018 年 7 月  

 １２ Multilayered current-induced domain wall motion for high density 
magnetic memory, Yuichiro Kurokawa, Satoshi Sumi, Hiroyuki Awano, and 
Hiromi Yuasa, The Joint European Magnetic Symposia 2018, Mainz, Germany, 
ポスター発表 (査読あり) (2018) 
 

１３ Dynamical Spin Injection Based on Heating Effect due to Ferromagnetic 
Resonance, Takashi Kimura, SPIE meeting, San-Diego, USA, (招待講演) 
2018 年 8 月 

１４ Surface superconducting property probed by pure spin current, Takashi 
Kimura, Royal Society Meeting, Non-equilibrium superconductivity & 
spintronics, England (招待講演) 2019 年 2 月 

 

  



 

 

５．若手研究者の派遣実績（計画） 

【海外派遣実績（計画）】 

年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 合計 

 

派遣人数 

         

    ２  人    

 

   

    ５  人  

（    1 人）  

 

     ５人  

（    ５人）  

 

６人  

   

※当該年度は実績、次年度以降は計画している人数を記載 

 

【本年度の海外派遣実績】 

 

 派遣者①の氏名・職名：山田 和正（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） 

スピンギャップレス半導体は、スピントロニクスの材料として注目されている。スピ

ンギャップレス半導体 CoFeMnSi の成膜をヨーク大学にて HiTUS という特殊で高性能な

スパッタ装置にて行った。さらに、この膜を XRD および VSM による評価を行った。 

（具体的な成果） 

CoFeMnSi 膜の作成。アニールにより CoFeMnSi の結晶性が良くなることが分かった。 

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 29 年度  平成 30 年度  平成 31 年度  

英国 , University of York, Department 

of Electronic Engineering, Atsufumi 

Hirohata 

 

日  

 

52 日  

     

248 日  

    

300 日  

 

派遣者②の氏名・職名：大西 紘平（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） 

面内構造中におけるスピン偏極超伝導電流（ LRTC）の生成および観測に関する実験を

行った。とくに、(1)近年発見された Pt 等による LRTC の定量的評価、 (2)スピン偏極率

測定に向けた、Pt/Co 膜を有する面内構造での LRTC の生成、を主導的に進めた。 

（具体的な成果） 

(1)滞在先において、斜め蒸着法を用いた試料を作製可能とした。超伝導体 Nb の蒸着に

おける困難を回避するため、新たな試料構造を提案し、実際に測定できる見込みを得た。

(2)ナノギャップ構造による面内ジョセフソン接合の作製に成功した。 

さらに、滞在中に得られたアイデアから実験を行い、それらも含めて発表等を行った。 

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 29 年度  平成 30 年度  平成 31 年度  

英 国 , University of Cambridge, 

Department of MaterialsScience and 

Metallurgy, Jason Robinson  

 

日  

 

165 日  

     

132 日  

    

297 日  

英 国 , University College London, 

Spintronics Group, Hidekazu 

Kurebayashi 

 

日  

 

3 日  

     

日  

    

3 日  



 

 

 

派遣者④の氏名・職名：黒川 雄一郎（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） 

新たな磁性材料デバイスの開発のため、ドイツ、マインツにおいて Prof. Kläui が主

催する研究室で研究を行った。試料は日本で作製したものを持ち込んだほか、Kläui lab

の学生と共同で作製したものも使用した。滞在期間中は試料を SEMPA と Kerr 効果顕微鏡

を使って磁性の直接観察を行い、また、試料のホール効果を測定することでスピン軌道

相互作用からくるトルクを観察した。 

（具体的な成果） 

成果として、SEMPA を用いて行った観察結果を学会発表として 2 件発表した。また、

論文も執筆予定である。 

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 29 年度  平成 30 年度  平成 31 年度  

ドイツ , University of Mainz, Institute 

of Physics, Mathias Kläui 

 

日  

 

137 日  

     

日  

    

137 日  

ポーランド , University of Bialystok, 

Faculty of Physics, Andrzej Maziewski 

 

日  

 

 

     

163 日  

    

163 日  

 

 派遣者⑧の氏名・職名： 稲垣  祐次（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） 

アイオワ州立大学（エイムズ研究所）では主に NMR を用いて、①量子スピン正三角リン

グクラスターにおけるカイラル揺らぎ、②パラジウム金属における水素誘起超伝導、③

基底一重項系における磁場誘起秩序をテーマに実験を実施した。また、現地の研究グル

ープからの依頼で基礎・応用の両面から近年注目されている④２次元強磁性体の秩序過

程・状態の解明を目的とした研究を開始した。 

ラウエ・ランジュバン研究所では、①に関する中性子回折実験の実現の為、セミナーを開

催し、実施グループを編成して実験提案書を作成、申請した。③について、中性子弾性散

乱実験を行い、現地の研究者と議論を重ねながら結果の解析を進めた。 

（具体的な成果） 

①に関しては、期待したカイラル揺らぎを示唆する測定結果が得られ、既に成果の一部

を学会で公表し、更に論文投稿に向けて準備中である。また、ラウエ・ランジュバン研究

所における実験提案が採択され次年度７月に実施予定である。②に関しては現在までに

NMR 測定からは有益な情報は得られていないが、磁化測定の結果を議論し、まとめたもの

を JPSJ で公表した。③については NMR,中性子回折で得られた成果をそれぞれ独立に投

稿すべく準備を進めている。④については現在、測定を実施中である。 

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 29 年度  平成 30 年度  平成 31 年度   

ア メ リ カ 、 Iowa State University 、

Department of Physics and Astronomy & 

Ames Laboratory、 Yuji FURUKAWA 

 

62 日  

 

 98 日  

    

13 日  

    

173 日  



 

 

フ ラ ン ス , Institute for Nanoscience 

and Cryogenics, Stephane RAYMOND 

 

日  

 

 49 日  

     

78 日  

    

127 日  

 

派遣者⑩の氏名・職名：有木 大晟（博士(後期)課程学生）           

（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） 

 強磁性体 /非磁性体 2 層膜で生じる Unidirectional spin magnetroresistance（USMR）を観

測するため、日本側グループや University College London 側が作成した素子を用いて高

周波信号測定等を行った。 

（具体的な成果） 

 USMR の観測結果を Kurebayashi 研究グループと議論することで、今後の方針がより

明瞭となった。 

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 29 年度  平成 30 年度  平成 31 年度  

英 国 , University College London, 

Spintronics Group, Hidekazu 

Kurebayashi 

 

日  

 

56 日  

     

244 日  

    

300 日  

 

※本年度の派遣者毎に作成すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

６．研究者の招へい実績（計画） 

【招へい実績（計画）】 

年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 合計 

 

招へい人数 

         

     ９人    

 

   

      ８人  

（     １人）  

 

      ８人  

（     ７人）  

 

１７人  

   

※当該年度は実績、次年度以降は計画している人数を記載 

 

【本年度の招へい実績】 

  

招へい者①の氏名・職名： Mathias Kläui（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） 

日本側グループによるアモルファス磁性薄膜を用いたワイヤレス・熱スピン注入技術

の現状を把握するのと、それを踏まえた単結晶薄膜素子の打ち合わせを行った。また、

磁気スキルミオンに関するセミナーを開催した。 

（具体的な成果） 

フェリ磁性体におけるスピン注入磁壁移動、及び熱スピンデバイスの研究内容に関し

て、共同研究へつながる進展が見られた。 

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）  

招へい期間   

合計  
平成 29 年度  平成 30 年度  平成 31 年度  

University of Mainz, Institute of 

Physics, ドイツ   木村  崇（九州大学） 

 

  

 

３日  

 

５日       

    

 ８日  

 

招へい者⑥の氏名・職名：  Hidekazu Kurebayashi（准教授）   

（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） 

 日本側グループによるアモルファス磁性薄膜を用いたワイヤレス・熱スピン注入技術

の現状の把握と、素子構造を踏まえたスピンダイナミクス実験の打ち合わせを行った。

また、磁気抵抗信号を解析する標準的な手法を説明する簡易セミナーを行った。 

（具体的な成果） 

 ナノ磁性体の異常ネルンスト信号の解析、スピン波伝搬の異方性、及び異方性熱伝導

等の実験等について新しい知見が得られた。 

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）  

招へい期間   

合計  
平成 29 年度  平成 30 年度  平成 31 年度  

University College London, Department 

of Electronic and Electrical 

Engineering, UK  木村  崇（九州大学） 

 

  

 

９日  

 

１０日       

    

１９日  

 

招へい者⑦の氏名・職名：  Xavier Waintal（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） 

 高効率熱スピン注入が可能な物質設計に関するバンド計算に関して打合せを行うとと

もに、超伝導スピンデバイスに関する共同研究について議論した。また、スピン共鳴発

振、及び量子コンピュータに関するセミナーを開催した。 

（具体的な成果） 

 横スピン流のスピン緩和機構に関する実験結果を理論的解析等について新しい知見が

得られた。 

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）  

招へい期間   

合計  
平成 29 年度  平成 30 年度  平成 31 年度  

Institute for Nanoscience and 

Cryogenics, Service de Physique 

Statistique, Magnétisme et 

Supraconductivité, フランス    成 清  

修（九州大学）  

 

 

 

９日  

 

１０日       

    

１９日  

 

 

招へい者⑧の氏名・職名：  Oscar Céspedes（准教授）    

（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） 

 日本側グループによるアモルファス磁性薄膜を用いたワイヤレス・熱スピン注入技術

の現状の把握と、素子構造を踏まえたラマン散乱実験の打ち合わせを行った。また、有

機磁性体に関するセミナーを開催した。また、平成３１年度に訪問予定の山田助教の具

体的な研究スケジュールについて詳細に議論した。 

（具体的な成果） 

有機物やガス分子による磁性薄膜の変調効果に関する実験方法等についての進展が見

られた。 

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）  

招へい期間   

合計  
平成 29 年度  平成 30 年度  平成 31 年度  

University of Leeds, Condensed Matter 

Physics Group, 英国   佐藤  治（九州大

学）  

 

 

 

１６日  

 

１０日       

    

２６日  

 

招へい者⑬の氏名・職名： Ming-Wei Wu（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） 

Wu 教授の独創的な理論モデルを用いて、アモルファス磁性体のスピン伝導を定量的に

理解できるモデルの構築を試みた。また、超伝導体の輸送特性に関する理論セミナーを

開催した。 

（具体的な成果） 

 超伝導/磁性薄膜系におけるスピン流実験で得られている結果に対して、議論を深める

ことで新たな知見を得た。 

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）  

招へい期間   

合計  
平成 29 年度  平成 30 年度  平成 31 年度  



 

 

University of Science and Technology 

of China, Department of Physics，中国

 木村  崇（九州大学）  

 

 ８日  

 

４日  

          

１２日  

 

招へい者⑮の氏名・職名：  Laurent Vila（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） 

Vila 氏は極めて優れた電子線リソグラフィ技術を有しており、そのスピンデバイスの

ナノサイズ化や超伝導体薄膜の微細化等に関して議論を行った。また、高効率スピン注

入技術に関するセミナーを開催した。 

（具体的な成果） 

斜め蒸着法を用いた横型スピンバルブ素子の新奇作製法について大幅な進展が見られ

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）  

招へい期間   

合計  
平成 29 年度  平成 30 年度  平成 31 年度  

Institute for Nanoscience and 

Cryogenics, Service de Physique 

Statistique, Magnétisme et 

Supraconductivité, フ ラ ン ス   成 清  

修（九州大学）  

 

  

 

３日  

          

３日  

 

招へい者⑯の氏名・職名：  Jason Robinson（准教授）   

（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） 

トリプレット超伝導とスピン注入技術と組み合わせた新奇な実験について議論を行っ

た。また、界面超伝導に関するセミナーを開催した。 

（具体的な成果） 

トリプレット超伝導による超スピン流の観測に関して進展があった。また、日本側研

究グループが所有する微細加工設備を見学することで、素子作製の役割分担を明確にす

ることができた。 

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）  

招へい期間   

合計  
平成 29 年度  平成 30 年度  平成 31 年度  

University of Cambridge, Materials 

Physics, イギリス  木村  崇（九州大

学）  

 

  

 

４日  

          

４日  

 

招へい者⑰の氏名・職名：  Kazuto Yamanoi（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） 

 日本側グループとこれまでに得られた実験結果や今後の実験計画及び、今回の滞在中

に使用する実験器具等に関して議論を実施し、今後の方針を決定した。 

日本側グループが有する高精度微細加工技術を活用することで、University College 
London の研究チームがシミュレーションにより予測した非相反スピン波特性が観測さ

れる素子構造を作製した。 



 

 

（具体的な成果） 

作製した素子に、日本側グループが所有する広帯域動的磁気測定装置を使用すること

で、非相反スピン波が生じていることを実際に証明することができた。 

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）  

招へい期間   

合計  
平成 29 年度  平成 30 年度  平成 31 年度  

University College London, Department 
of Electronic and Electrical 

Engineering, UK 木村  崇（九州大学） 

 

  

 

２８日  

          

２８日  

※本年度の招へい者毎に作成すること。 

  



 

 

７．翌年度の補助事業の遂行に関する計画 

 

※  補助事業が完了せずに国の会計年度が終了した場合における実績報告書には、翌年度の補助事業の

遂行に関する計画を附記すること。  


