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数年前には想像もしていなかった多くの研
究結果が発表され、一大分野となりつつ
ある。鍵となるのはスピン軌道相互作用に
基づいたスピンの物性とその制御であり、
この分野では今後もこうした実験と理論の
連携による発展が続き、現在我々が想像
していない新しい世界が広がってくること
が期待される。
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