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超流動ヘリウムの量子流体力学とナノフィジクス 

Quantum Nanofluidics in Superfluid Helium  
 

大学院理学研究科.低温物質科学研究センター長 水崎 隆雄 

Takao Mizuzaki, Graduate School of Science and Research Center for Low  

Temperature and Materials Sciences, Kyoto University   

 

１．はじめに 

 

本センターの先端低温基礎研究部門では、超低温度におけるヘリウム（He）と偏極原子状水素

(H↓)という量子凝縮系（量子固体 He、超流動 He や永久 H↓気体の超流動探索）の基礎物性の研

究を行っているが、本講演では本部門が行ってきた超流動ヘリウムに関係した研究に話をしぼっ

て紹介する。超流動 He の基礎的事項の説明をした後、超流動ヘリウムのナノ流体工学 

（nanofluidics）とは何か、基礎物性とどのように関連しているかについて述べる。 

はじめに低温における He について述べる。図の上の部分に示すのは普通の固体である。格子の

原子が作るポテンシャル中にある原子の様子

を示している。固体がある温度にあると原子

が kBT という熱エネルギーを持って運動して

いるが、温度が下がるにつれて熱エネルギー

が小さくなり、原子が格子ポテンシャルの最

も安定な状態の位置に局在した状態が固体で

ある。一方、ヘリウムの場合は多少状況が異

なる。まずヘリウムは希ガスであるので、先

ほどのポテンシャルが他のどの原子よりも小

さく、かつ原子番号が 4He の場合４、3He の

場合３と水素原子に次いで小さい。このよう

な状況下では、粒子の量子力学的性質、すな

わち粒子の波動性が重要な役割をもつ。すなわち、温度

がゼロ（絶対零度の定義）になっても粒子の波動性がきいて、運動エネルギーは量子力学的エネ

ルギー（零点エネルギーという）、E0＝h2/2ma2 以下にはなれない。ここで h はプランク常数、m

はヘリウム原子の質量、ａは定数（大体ヘリウム原子間の距離）。今ヘリウムの場合、格子のポテ

ンシャルエネルギーと E0 を比較すると大体同じ程度の大きさになり、温度がいくら下がっても量

がいくら絶対零度になって熱エネルギー
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子力学的エネルギーによって固体になれない（量子力学的エネルギーで融解していると言って良

い）。その結果、ヘリウムは量子液体といわれ、絶対零度においても液体の状態で存在する唯一の

物質である。 

物質（この場合 He）が絶対零度で液体の状態で

存在すると大変奇妙なことが起こる。ここで再び

量子力学的効果が登場する。液体では原子が飛び

回っているので、粒子間で衝突が起こる。原子（金

属中の伝導電子でも同じ）が衝突する場合には、

量子統計力学が働くことに注意する必要がある。

この世に存在する粒子は全てフェルミ粒子かボー

ス粒子かどちらかであり、それ以外のものは存在

しない。図に示すよう 3He などのように奇数個の

粒子（陽子が２個、中性子が１個、電子が２個）から出来ている原子ではフェルミ統計、4He など

のように偶数個の場合（3He に比べて中性子が１個多い）はボーズ統計に従い、各々は全く異な

った振る舞いをする。因に、先に挙げた伝導電子はフェルミ粒子である。量子統計によって、フ

ェルミ粒子からなる多体系ではパウリ排他律といわれる法則は働き、同じ量子力学的状態に一つ

の粒子しか入ることが出来ないが、一方ボース粒子では一つ状態にいくら入ってもよい。極低温

になると、この統計性の差は決定的役割を演じることになり、図に示すようにフェルミ粒子系の

場合、低いエネルギー状態の低い順番に１個づつ入り、粒子の数（大体１０２３個）まで積み上が

るのに対して、ボース粒子系の場合は一番低いエネルギー状態に全ての粒子が落ち込むことにな

る。この様に、ボース粒子系が十分低温で全ての粒子が最低エネルギーの落ち込んでいる状態（厳

密には有限温度では全部が最低エネルギー状態に落ち込んでいるわけではなく、一部はエネルギ

ーの高い状態にも入っている）をボース・アインシュタイン凝縮 (BEC) といい、巨視的な数の粒

子がそろって量子力学の最低エネルギー状態の性質をもつことになる。BEC が起こると、どんな

小さな隙間でも全く粘性を持たずに流れるいわゆる超流動といわれる状態を示すことになる。元

来、量子力学は原子とか原子核などのミクロな世界に適用される法則であるが、BEC した状態の

ボース系では、巨視的な数の粒子が最低エネルギーの量子力学的状態にあるので、巨視的な系が

量子力学的な波動関数、Φ(r)、で表されることになる。このようなことがおこるのは、非常に低

温で物質が液体の状態であるために起こる事で、普通の物質は低温で固体になり、格子ポテンシ

ャルの底に原子は静かに停止している状態である。このように低温で液体であるのはヘリウムだ

けである。但し最近、レーザー冷却によって冷却された原子気体（気体状態は過冷却状態であり、

最も安定な状態は固体である）でヘリウムで見られた BEC が実現し、２００２年のノーベル物理

学賞に輝いたのは記憶に新しいところである。 
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一方、フェルミ粒子系はエネルギー順位の下から基礎正しく積みあがった状態になり、これは

フェルミ縮退といわれるが、ボース凝縮のようなドラマチックな事は起こらない。次の図にボー

ス粒子 4Heとフェルミ粒子 3Heの相図を示す（縦軸は圧力、横軸は温度のログであることに注意）。

4He では２５気圧以下では絶対零度まで液体であり、圧力にもよるが大体２K（K は絶対温度を示

す）で超流動になる。一方、3He でも約３５気圧以下では絶対零度まで液体であることは 4He と

似た状況にあるが、高い温度では常流動といわれる普通の液体とあまり変わらない（実際は、3He

はフェルミ液体といわれ普通の液体と

は随分異なる性質を持つが、超流動と

いうような異常な振る舞いは示さな

い）。しかしながら、3He の相図の 1 mK

温度域に注目していただけると、3He

でも超流動になることが分かる。3He

はフェルミ粒子であるが、フェルミ粒

子間にどれだけ弱くても引力が働くと

十分低温ではクーパー対といわれる対

が出来る。クーパー対はフェルミ粒子

が２個から出来ているのでボース粒子

として振る舞い、クーパー対として BEC を起こすことになる。因に、超流動になる温度はクーパ

ー対が熱で壊れる温度である。ここで超流動 3He の特徴は、多くの金属で見つかっている超伝導

が起こる機構（BCS 超伝導）と同じものであるが、クーパー対の軌道部分が p 波、従ってスピン

部分が３重項状態であることである。図にあるように、Ａ相と B 相という２種類の超流動が存在

する（磁場中ではＡ１相というもう一種類の状態がある）。超流動 3He 以後、超伝導でも p 波３重

項超伝導が発見され、京大の前野等による Sr2RuO4 の３重項超伝導は多くの注目を集めている研

究である。 

この講演では、巨視的な系が量子力学的波動関数、Φ(r)、で支配される量子液体 He において、

種々のナノスケールの構造がいかにして巨視的なスケールでの量子凝縮系の性質を制御している

かという問題に焦点を当てて話を進める。 

 

２．回転超流動 3He の量子渦 

 

BEC した液体の巨視的な流れについて考え

てみよう。先に述べたように系は巨視的な波

動関数Φで記述される。ここで振幅をΦ０、位

相をφとする。Φ０を一定（一様な超流動）と

し、量子力学の流れの式、Js、に代入すると、
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流れ vs は∇φで与えられる。又、 から明かなように、超流動は並進運動は出来るが、

回転運動は許されない。超流動を無理に高速で回転させると、どうなるであろうか？始めは容器

を回転させても超流動は静止したままであるが、ある回転数を超えて回転を早くすると、図に示

されるように中心で超流動を潰して常流動の芯（渦芯）を作り、その周りで波動関数がひと回り

した時に連続になるように量子渦が出来る。量子渦の大きさは流体力学でよく用いられる渦度、

κ、で与えられ、κは量子化された値をとる。この様に超流動では流れ方は極めて制限された形

でしか流れることが出来ず、並進運動に加えて

かということを指定すると超流動の流れが決

まる。超流動は粘性がない流体であると述べた

が、量子渦が出現すると超流動性が破綻し、流

れの散逸機構は渦を通じて起こるので、渦は超

流動の流体的性質を決めているといって良い。

量子渦の構造は波動関数の性質で決まり、波動

関数が速やかに変化出来る長さ、コヒーレンス

長である。超流動 4He の場合は大体 1 nm であ

るが、3He 超流動の場合 p 波３重項超流動とい

う自由度が大きいことが原因で色々なコヒーレンス長はあり、渦の構造も 10nm から 10μm まで

非常に多様な渦が観測されている。特に特異性を持たない量子渦が存在する事が大きな特徴にな

っている。上の図は UC-Berkeley で撮影された超流動 4He の量子渦の写真である[1]。ａから l まで

順に回転数が増加していっており、量子渦が白い点として写っている。渦が量子化されており、

且つ渦の本数が増すにつれて三角格子の配置に入っていることが分かる。 

平成１３年度に京大と東大

∇× vs = 0

、回転運動では量子渦を何本、どこの位置に置く

物性研が共同で日本で初めての超低温回転冷凍機を建設した[2]。現

在世界でサブ mK 温度域を実現している回転超低温冷凍機が４台稼働しているが、日本の冷凍機

は毎秒１回転と世界最速であり、一度の核断熱消磁で回転下でサブ mK 温度域を一ヶ月間連続的

に保つことが出来る。回転超低温冷凍

機を用いて、直径 0.1 mm、0.2 mm の

２種類の円筒容器中の超流動 3He−A

相の回転実験が行われた[3]。容器の大

きさは先に述べた幾つかのコヒーレ

ンス長の中の双極子コヒーレンス長、

ξD＝10μm の数倍の大きさである。

この実験では、容器の境界条件によっ

て超流動の巨視的波動関数がどのよ

うに決まるのか（織目構造あるいは、

液晶との類似性からテクスチャーと
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いう）、テクスチャーが量子渦生成にどう影響するかを調べることである。図に直径 0.2 mm の容

器の NMR スペクトルを示す。横軸はラマー周波数から測定した周波数、縦軸は NMR の吸収であ

る。超流動 3He では双極子相互作用からくるコヒーレントなトルクが超流動のクーパー対に働く

ので、周波数シフトが観測されるが、NMR スペクトルの様子からテクスチャーを推定することが

出来る。回転数が０から 4 rad/sec までは回転による大きな変化はなく超流動は回転していないこ

とが推測されるが、6 rad/sec で図中にサテライトピークとして示されたピークが出現する。この

ピークは容器中に量子渦が入ったために出てくるシグナルであり、サテライトピークが現れる周

波数から推測して、ヘルシンキ工科大学がバルクの超流動 3He で観測されている

Double-core-continuous 渦[4]と類似のものと思われる。超流動転移点を通過する時の冷却条件（磁

場、回転数と冷却速度）と２種類の試料容器で各々３種類の異なるテクスチャーが観測された。

量子渦の生成と消滅に関して 0.2 mm の容器で測定され、各々の生成・消滅が起こる臨界角速度は

テクスチャーに依存することが分かった。超流動流体の流体基礎方程式に基づき、種々の条件下

でのテクスチャーの安定性の問題と量子渦生成・消滅の微視的な機構の解明が今後の問題である。 

 

3．相転移のダイナミクス 

1．１次相転移における巨視的トンネル効果 

相転移に潜熱を伴う１次相転移がどのようなメカニズムで起こるかは、未だ良く分かっていな

い

果(MQT)で起こることが期待されていることもこの

ている。低圧では

液

 

3-

 

問題である。例えば純粋な水などを静か冷却していくと零下数十度ぐらいにまで冷却すること

ができるが、振動を与えると一気に氷ができる。最高純度の物質である He を用いて、且つ BEC

という巨視的凝縮状態の He において、絶対零度近傍での１次相転移のダイナミクス（過冷却）の

研究は興味深い量子凝縮系の問題である。絶対零度近傍では相転移のトリガーとなる熱的揺らぎ

がないので、一次相転移は巨視的トンネル効

問題のもう一つの興味深い点である。He

では液体→固体、液体→気体（キャビテー

ション）、3He−4He 混合液の相分離、超流

動 3He の A 相→B 相転移など、絶対零度

近傍で種々の一次相転移が起こる。 

今、絶対零度で液体 He を加圧していっ

て固体が出来る場合を、均一核生成理論で

考えて見よう。図中に化学ポテンシャルを

圧力の関数でプロットし

体が安定であり、融解圧 PM では固体と

液体の化学ポテンシャルは等しくなり、熱
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力学的には PMで固体が出来る。実際にはこれ以上の圧力まで液体が過冷却し（過冷圧というべき

か）、Δμ（＞０）まで過冷却して固体が出来る過程を考える。右の図に半径 R の固体が液体中で

出来た時の絵が書いてある。この時の自由エネルギーE(R)を R の関数で書くと、固体と液体の表

面エネルギーをσとして、 

E(R)= 4πR2σ −
4 R3∆µ  となり、右の図に示されるように E(R)は R の関数として最大値
π

R→∞（固体状態）に一次相転移するためにはエネルギー障壁が存在す

る。エネルギー障壁の高さは16πσ 3 /∆µ 2 、その時の PM（臨界核半径 Rc）は、 Rc = 2σ /∆µ、で

ある。一次相転移ではσは有 ので、過冷却して（Δμを大きくする）、 障壁

を下げてやらないと一次相転移は起こらない。均一核生成理論では、この障壁を熱的揺らぎによ

って飛び越えることによって一次相転移が起こるとするものである。それでは一次相転移は絶対

零度ではどうなるのであろうか？熱的揺らぎがなくなった時には量子力学的トンネル効果でこの

障壁を飛び越えることが起こるかどうかという問題を Kagan 等が議論している[5]。半径 R の結晶

核が成長して行く時に液体と固体の密度差を補給するために液体が流れ込む時の流体のエネルギ

ー（ 2∂R /∂t( ) に比例）を運動エネルギーとし、E(R)をポテンシャルエネルギーとして Hamiltonian

をつく 体核の半径 R を一般座標とする量子力学のトンネル確率を計算している。始めに述

べたヘリウムの超低温で起こる一次相転移では大きな過冷却状態が起こるが、温度に寄らない量

子トンネル効果で起こっていることを示唆している。この理論によれば、量子トンネル効果が観

測されるためにはエネルギー障壁で大体数 10 K、臨界核半径で１nm 程度になる。このトンネル

効果において関与する固体核を形成する粒子の数は 103 程度、結晶核が成長して行く過程で密度

差を保証するために流れ込んでくる流体場に関与する粒子数は無限個といってもよいので、マク

ロな数の粒子が関与した巨視的トンネル効果（Macroscopic Quantum Tunneling）といわれている。

また先に述べたようにトンネリングを記述する一般座標として半径 R を選んだが、そのたの粒子

の個々の自由度は無視されており、巨視的凝縮系の性質はこの現象に寄与しているかどうかも興

味深い点である。  

我々の所で行った超流

3
、R＝０（液体状態）から

限値である エネルギー

り、固

をも

ち

動 4He 中での固体の核生

成についての実験［6］について述べる。液体中に局

所的に電界Eを印可するとHe原子は電界に引き寄

せられるので、局所的に加圧されたのと同じ効果が

あり、Ｅ２に比例した局所的な化学ポテンシャルを

決められた時間間隔の間、核生成させる場所に印可

できる。この実験では、平行な金属細線間に電圧を

かけることによって局所電界を印可した。図の上の

データは過冷却した化学ポテンシャルΔμ∽（P－

PM－α・E２）＝Peffの関数で核生成確率 W をプットしたものである。生成確率 W は Peff に指数 
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関 的に依存していることがわかる。下の図は典型的な W＝１になる典型的な Peff の値（PM＝１）

-2．超流動 2 次相転移における量子位相の綻びと量子渦生成 

過冷却は起こらず、確実に臨界点 Tcで転移は起こ

流動状態への転移は典型的

な

講演では、４でナノスケールチャンネル中の量子流体－量子干渉効果とジョセフソン効果と、 

数

の温度変化を示したものである。高温度ではやや PM＝１が下がる気味であるが、大体温度に依存

しない結果が得られている。観測された超流動 4He 中での固体核生成現象は量子トンネル効果で

あることは疑いがないが、先の理論で述べた量子トンネル効果を考慮した均一核生成理論で期待

される Peffは数 10 気圧であり、不均一核生成機構が関与したものである思われる。常流動と超流

動 3He 液体中での核生成実験の比較する実験など、更に条件を制御した精密な実験が望まれると

ころである。 

 

3

一次相転移に対して、２次相転移においては

る。常流動から超

２次相転移である。超流動転移を、超高速

（物質中の情報伝達の最高速度である音速ぐ

らいの速度）で冷却したと仮定しよう。この

時、何が起こるであろうか？この問題は

Kibble と Zurek によって、Big Bang 宇宙論の

後に続いておこった対称性破れに伴う宇宙の

相転移とその相転移にともなって出来た宇宙

ひもの問題と結び付けて議論された[7]。現在

の宇宙に残る銀河集団、３K 輻射の揺らぎ等の非均一性と宇宙ひもを結び付ける議論がある。図

中の下の図は液体４He の超流動転移の相図である。彼等は 4He の超流動転移温度が圧力で依存す

ることを利用して図中の点線で示すように高圧の常流動液体の圧力を急激に減少させて超流動状

態超流動に突っ込む時に超流動の波動関数の位相の均一性が転移の速度について行けずにいくつ

かの位相の独立な島が出来る。冷却が進んで位相の独立な島が合体して均一になって行く過程で

位相の傷が量子渦という形で残ることを予言した。これを量子渦生成の Kibble-Zurek（K-Z）機構

という。K—Z の実験は超流動 4He を使ってランカスター大[8]で、超流動 3He を使ってグルノーブ

ル研究所[9]とヘルシンキ工科大[10]とで行われた。3He の場合 K-Z 機構による量子渦生成が確認さ

せたが、4He の場合渦は生成されなかった。両者の違いがどこから来たものかは分からないが、

２次相転移のダイナミクスの面白い問題であり、今後更に転移の速度を上げ、且つ精度の高い実

験が望まれる。 

 

 

５．ナノ多孔質（アエロジェル）中の回転超流動 3He の流体力学についてふれたが、紙面の関係

で省略する。量子凝縮系ヘリウムの物性で実現する BEC という巨視的凝縮状態の特徴を強調した

最近の研究に焦点を会わせ、巨視的波動関数に固有な特異なナノ構造とそれに起因するマクロな
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物性をナノ流体工学の見地から述べた。 

 

参考文献 

[1] E. J. Yarmchuk, M. J. V. Gordon and R. E. P . Rev. Lett. 43, 214 (1979). 

. Phys. 103, 331 (1996). 

. 

re 317, 507 (1985). 

, 3703 (1998). 

96). 

ackard, Phys

[2] M. Kubota et al., to be published in Physica (2003). 

[3] R. Ishiguro et al., to be published in Physica (2003). 

[4] V. M. H. Ruutu, U. Parts and M. Krusius, J Low Temp

[5] I. M. Lifshitz and Yu.Kagan, Sov. Phys. JETP 35, 296 (1972). 

[6] Y. Sasaki and T. Mizusaki, J. Low Temp. Phys. 110, 491 (1998)

[7] T. W. B. Kibble, J. Phys.A 9, 1387 (1976), and W. H. Zurek, Natu

[8] P. C. Hendry et al., Natrure 368, 315 (1998), and M. E. Dodd et al., Phys. Rev. Lett. 81

[9] C. Bauerle et al., Nature 382, 332 (1996). 

[10] V. M. H. Ruutu et al., Nature 382, 334 (19
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12




