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スピン自由度を活かした
熱エネルギー変換原理の発見と展開
磁性材料やスピントロニクス技術を用いて熱エネルギーを自在に制御する
研究の背景
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研究の成果
1. スピン流−熱流相互作用の開拓
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展させるべく、企業との共同研究にも取り
組んできた【4, 5,6】。
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図1 スピン流-熱流変換現象に関する基礎物理・熱電応用研究

ど、発見以来数年間にわたってほぼ進展の
なかったスピンペルチェ効果の基本的な特
性が、
本研究によって明らかになった。
2. スピンを用いた熱エネルギー制御
従来のスピンカロリトロニクス研究にお
いては、主に熱流を入力としてスピン流や電
流を生成する現象に焦点が当てられてきた
が、本研究によって熱流や温度変化を出力
とする熱スピン変換現象を自在に観測する
ことが可能になった。2016年に私が物質・
材料研究機構に着任して以降、私たちの
研究グループでは
「磁性材料やスピントロニ
クス技術を用いて熱エネルギーを制御する」
ことを旗印に、
スピンカロリトロニクス研究を
推進している。スピンペルチェ効果のみなら
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ケルに電流を流した際に生じ
た温度分布を精密に測定し、
異方性磁気ペルチェ効果に

図3 異方性磁気ペルチェ効果の観測

よって生成された温度変化の
観測を実現した
（ 図3 ）。ペル
チェ効果で加熱・冷却するた
めには2つの異なる物質を接
合した構造が用いられてきた
が、本研究によって、接合のな
い単一物質において、
その磁
気的な性質のみによって熱エ
ネルギーを制御できる新しい

一様に磁化した
「コの字」形状の強磁性体は図2
（b）
と等価であり、制御性よく異方性磁気ペルチェ効果を測定できる。
この構造に電流を流した際に発生した温度変化を、
ロックインサーモグラフィ法により計測した。

References（参考文献 ）
【1】K. Uchida et al., Nature 455, 778-781 (2008).
【2】K. Uchida et al., Nature Mater. 9, 894-897 (2010).
【3】K. Uchida et al., Appl. Phys. Lett. 97, 172505 (2010).
【4】K. Uchida et al., Nature Mater. 10, 737-741 (2011).
【5】A. Kirihara et al., Nature Mater. 11, 686-689 (2012).
【6】T. Kikkawa et al., Phys. Rev. Lett. 110, 067207 (2013).
【7】S. Daimon, R. Iguchi, T. Hioki, E. Saitoh, and K. Uchida, Nature Commun. 7, 13754 (2016).
【8】Y. Hirayama, R. Iguchi, X.-F. Miao, K. Hono, and K. Uchida, Appl. Phys. Lett. 111, 163901 (2017).
【9】T. Seki, R. Iguchi, K. Takanashi, and K. Uchida, Appl. Phys. Lett. 112, 152403 (2018).
【10】K. Uchida, S. Daimon, R. Iguchi, and E. Saitoh, Nature 558, 95‒99 (2018).

