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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめて下さい。) 
 
社会に広く存在する莫大な量の未利用エネルギーを回収利用するための新しい手段として、スピン角運動量の流

れ「スピン流」を基盤としたエネルギー変換技術が提案されている。本研究は、磁性体/金属界面において発現するエ
ネルギー変換原理「スピン有効温度エンジニアリング」を駆使することで、これまで未開拓であった表面プラズモン共鳴
を用いた光-スピン流変換現象の物理原理・デバイス構造を開拓するものである。本研究の核心は、従来独立に研究
されてきたスピントロニクスとプラズモニクス技術を融合させる点にあり、これによって可視光照射によるスピン流・電
流生成が可能になる。 
本研究では、Au 微粒子を埋め込んだ Pt/BiY2Fe5O12複合薄膜を用いて光-スピン流変換効果の観測を行い、入射光

が表面プラズモン共鳴条件を満たした際に発現する起電力信号の検出に成功した。起電力の試料作製条件依存性、
光波長依存性、磁場依存性を詳細に調べ、この現象の微視的起源が表面プラズモンに伴う近接場によって励起され
たスピン流であることを明らかにした。これにより、表面プラズモン-スピンダイナミクス相互作用を用いた新しいスピン
流生成原理が確立された。 
表面プラズモンによるスピン流生成効果を確立するためには、表面プラズモンに由来する効果と光照射による発熱

に由来する効果（スピンゼーベック効果）を明確に分離する必要がある。本研究では熱流-スピン流相互作用に関する
系統的な実験研究も行い、（１）スピンゼーベック効果と熱電効果の定量的分離手法の確立、（２）スピンゼーベック効
果の物質依存性測定と評価、（３）熱流によるスピンダイナミクスの制御 などの成果を得た。 
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欧文概要 ＥＺ 

 
In recent years, more and more approaches to environmental and energy issues have been taken, and it 
is required to develop clean and reliable energy sources and power-saving electronic devices. 
Spintronics, the new electronic technology which actively exploits electron spins, is expected to 
develop novel principles to drive electric and magnetic devices and to save their energy consumption. 
Therefore, a lot of research on spintronics has been conducted all over the world. However, although 
most of the spintronics functions are driven by spin currents, flows of electron spin-angular momentum, 
the methods for generating spin currents have been very limited. The purpose of this research project 
is to establish a novel spin-current-generation principle driven by surface-plasmon resonance, which 
enables the conversion of visible light into a pure spin current.  
In this research project, we found that a spin current can be generated by surface plasmons and that 
the origin of the plasmon-induced spin current differs from conventional heating effects. Using Au 
nanoparticles embedded in a Pt/BiY2Fe5O12 bilayer film, we have demonstrated that, when the Au 
nanoparticles fulfill the surface-plasmon-resonance condition, a spin voltage is generated in the 
BiY2Fe5O12 layer, which in turn produces spin and charge currents in the Pt layer. This plasmonic spin 
pumping results from nonequilibrium states of spins excited by surface-plasmon-induced evanescent 
electromagnetic fields in the BiY2Fe5O12 layer. In addition to the plasmonic spin pumping, we have also 
reported systematic studies on thermo-spin effects, such as (1) Clear separation of the spin Seebeck 
effect from thermoelectric effects, (2) Observation of the spin Seebeck effect in various magnetic 
insulators, and (3) Control of spin dynamics by heat currents. These achievements will contribute to 
the development of innovative energy-harvesting systems and spin-based energy-saving technologies with 
very low environmental burdens.  
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