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液体 - リウム¶Ⅱ の中を電場の作用を うけて

運動する荷電粒子一渦輪系の構造

水 原 律 一子 (都立大理)

(10月 17日,受理)

この論文は物性研究 41年 6月号に､超流動超伝導轡発会の報告の項に ノー

トした ものを発展させ詳論 したものであるo;渦飴が吹 零時 しの野にな?て長 さ

が 年になったときの変形エネ}t,ギーをkaと表わ したが､a溌 比例するも甲と

しては表面エネルギ ーが考え られる｡ }点以下で密度と表面琴才が温度に大 きヾ

-く依存 しないことを利用 して､荷電粒子､渦簸､電場の相互佐用 を考察 し､轟

電粒子の速さが電場から得る羊ネルギーに達雄例す阜こと･,･を示 した｡fieif達

の実験 daもa とも矛盾 しない.

菖1 序

範対零度に近V>ところでの液体↑ リウムIⅠは量子効果の現われる量子液体で

あ 9､また分子の熱運動に よるエネルギー拡散を無視できる理想流体 とみなせ

る｡

fieif達は 0.28oXの液体- リウム工抑 中で荷電粒子を電場で加速 して.bそ

の運動を減定 したQ電場の強さが増加すると､すなわち､荷電粒子が電場か ら

得 るエネルギーが増加すると､荷電粒子の速度が渡少する結果が出た.(ref･i

Fig..1)

その機樺についてBeifは渦糸 をな している､ cOreの中を荷電粒子が絵に

そって熟運動で回転 し､ ooreに電荷が-様に分布 しているとみな し､電壕は

coreの各部分に一様な力を及f晋ノし､生 じた'マグナスカによって淘鞄の直径が

ひろが 9-､その結果､荷電粒子の速度が凍少すると論 じている.Uref･2)

ref･1･G-W.Rayfieldand.:.Reif･Phys･Rev･壬36A 1194(196-4)

ref･2･･fi･eif･LawTemp-era叫 ･9･Physi甲 LT9,.46{1964)
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水原律子

しか し古典流体との類推に よれば,荷電粒子がある速度にまで加速されると

うしろに渦輪 のWake菅生-じ､荷電粒子按i.渦線 を琴萄 ･Lq摘荻野準用を うけ薫

と考え られる0 ,.: ･.､∴ ･=∴ .

ここ●ではReifとは異る､古典流体に外挿 しても矛盾のない新 しいモデルで

荷電粒子 一渦絵素を考察する. レイノルズ数の大 きい流体では､物体の後 の渦

鶴 の半径は大 きくな らず Ⅶakeが長 くなる｡ これとの類推か ら､荷電粒子によ

って生 じた渦輪は､粒子に よっLて進行方向にひきのばされ､ 半径は変化 しない

ままで畢 き流 しの形になる. この変形に当って渦糸の量子化された循環は保有

され.身ので渦鶴 の速度は変形に応 じてあそ.､くなる｡;2節参親ら:

荷電粒子の運動中エネルギーの損失はないので､荷電粒子が電場か ら得 るエ

ネルギーは荷電粒子 -渦翰系のエネルギ1-になる.このエネルギー.は準輪の変

形に よるcOreの表面エネルギーの増加になるo結果 として､荷電粒子がi-.翠

場か ら得るエネルギーが増加すれば､ coreの表面エネルギーが増加 し､変形

も大 き くな b､従って渦糸の速度は滅少 し､渦糸に束縛されている荷電粒子は

tVl(cm/Sec)

Fig･1.飴yfieldと Reifの康 ′.

験 data の内正荷電粒子に

ついてのdata･
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液体- リウム Ⅱ

滅速する｡この機構を3番で示す｡

なお量子流体としての性質は ､ 量子化された循環の形で現われ､それ以外は

古典的理想流体として扱われる｡

貞2 変形 した渦強の速度

渦藤の 00reが荷電粒子に よって進行方向に引きのばされて変形 し､渦糸が

吹透儀 一しの形になったときの渦鶴 の周 有の速度を求める.

｢簡単のため､渦輪の中心軸､を食も断面をとって二次元の渦対で考察する.流//ー̀
E5i

れぬ ､粒子の中心および渦冷め碑憾享を通る軸に二ついて対称であるか ら､こ の簡

単化は許･される｡

は じめに ､一本の渦糸の断面の中心を複素平面の原点にとb.複素変数 を

a-妄+iy-reie,- 隼ウム原子の質量を町 ズテンク定数を 虹とするJと､量

子化された循章の単位は Ⅹ -h/m とな り､ 量子数 1の循環 をももつ渦糸iZ)複素,,ポ

テ ンシ ャ ルは 】

一丁-去 ;-.=･g≡

意(-+iO,

となる｡この渦糸による速度は

aw
= U+iv

∂21

Ⅹ

i2年.21

〝で表わせる｡

､ し_-

渦輪が生成 したばか Dのとき- cgr_eはまだ変形 していなh L､速度は荷電

粒子の速度に一致 しているとみなせるので､ 自由渦轟の考察が可能であるO

-･渦輪の断面をとって､変形 じない QOreをもつ淘対 を考えると､その間隔

2R(渦飴の直径)は次のようにして求まる0 25平面の風轟にある一つの鞠糸 と

もう-つのZ-i-2R'に中心 のある渦糸とが互に及ぼ しあ き速度綾二､ L2;-18にあ
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永原律子

る渦糸に よるi.21-i2Rの点の速度に等 しい｡.

すなわち､

Lt芸 ,=.=iZ三-義 -孟
K -a

となる｡

Reif連の実験では渦輪ができるときの荷電粒子の速度は蛸らかでないが.

Careri連の温度 0.889oK での実験で荷電粒子の速度がVcの整数倍ごとに不

運続に変化することか ら､ まず.vb の速度で渦輪の生成があるとみなせる｡

ノ)(ref 3).:T字0.889oKでは渦輪一荷竜粒子の鈷合の安定性が慈 く､分離 し

粒子のほうは自由粒子としてふたたび加速され るとけなされ る｡

生成転潅ばか りのときの渦輪 の速度を荷電粒子の平均速射 こ等しいとみなし

て､ Oareri連のdataに よって正荷電沈子に対して IvbI芸5㌢ sec とする

と′

43r11もl
I 15.8AIO~省(C由

ただ し.K=h/m= 0.997XIO~3(C紗 BeO)｡ このRが正荷電粒子によって作

られた渦輪の半径である｡

荷 電粒子の半径と渦輪の半径 はつねに同程度で,粒子は渦輪の COreのt表面

に凄 しているとする｡荷電粒子の密度は coreの糞面領域の密度 より大きいこ

とは予 想できるか ら,荷電粒子一渦輪の碍合力は全表面張力より大 きいとみな

して よい｡ここでい う全表面張力とは､荷電粒子の進行方向に･00reの表面を

引きのはす ときに働 く張力のことで､ kで表わす と､正荷電粒子に対して､液

体へ f)ウムの表面張力係数 堤0.36(dyne/C軸 を使って

k≡43rRT=4.45X105(ev/cn9

表面張力係数 Tは､ }点以下 ではほとんど温度の影響をうけないものとみなし

ref･3 8_Gareri,S.Cunsolo andP.ぬ 2;2;Oidi.鞄 y.Rev･13細 03
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液体 ヘ リウムI=

てよい｡

これに くらぺ て. 鞄 if毒の実験では､荷 電粒子に働 く電場のカは大きいと

ころで

F=eE- 150(eV/cI頭

くらいであるか ら､実験中つねに
､h～ソ■■ -

e丘≪ k

がいえる｡ これによって､電場の作用に対して結 合力および表面張力が十分大

きいので､荷 電虚字='嵩毒素蕃豪 産なことがわかるo Lたがって.荷電敏子 が

渦輪の速度以上 に加速 されると渦輪の COreは変形し.遊行方向にのびるQ

裾線の進行方行､す なわち, coreの長径方向を Ⅹ軸 の魚の方向にと､り､長

径 の後端の一つを原点にとるo長径の長 さが旦になったときに も循環Kは保存

するの で_ coreの長径 の上にK/Aなる循環密度で一様に分布す るもの とみな

すO この仮 定は､カル マンのVOrもex streetに相当するものだが. Street

の長 さは有限,全循環の和が保存 し,循環は遵鹿 的に分布しているものとみな

す｡

長径 の長 さがAに なったとき.一方の (Ⅹ軸上にある)渦にあ る複素 ポテン

シャノレほ

a

W-話議/_ニiogLz-Ⅹ)dx

-了芸 が Z･細 い 19-zio由こ勾

複素速度は

aw
-二一二二=U-iv
∂Z

K

-7giklog(阜 土もZ

となる｡
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水原律子

Fig.2 理想的 に変形した渦輪の⊂ヨ⊂≡コ
断 面図o U.Ⅴ はそれぞれ 粒子.鶴

輪の速度 を表わす｡助 はcoreの断

面､--)商 はその まわ りの流線 と流れ

の方向を示すO

渦輪 が荷 電粒子に束縛 され ていな

いときは､吹 き流しの形 自身が不安

定で､･先端で は半径が大 き くなって

減速 し､後端では半径が小 さ くなっ

て進行方向の速度 を増 し.輪 a?中を

抜 け出て鴨方に出.そ こでふたたび

半径 が大 き くなるとい う運動 を くりかえすo Lか し､ い まの場合､･先端 は粒子

に束縛 され ているため､半径 が大 き くなって減速することはない｡ また,荷 電

粒 子に生 じる鏡像 の影響 もあって. 後場 は.あ る程度小 さ くなっても､平衡 を保

っ と考 え られ る｡ したがって.渦輪 首身の速 度は cOreの長径 の中心 部_･乙3
A A

--'i2R･ および Z- 一言 の点の壇度で平均的な運動 を表わせるとみな して2
よい.oすな わち. 渦輪の半径 をRとすれ ば.断 面をとった細長lい渦対は,相互

作用で ともに次の速 さで運動す る｡

U-母 Z--香+i2R

A

-て芸 津 eiele~ieZ

-a
叫巧言訂 (冗-2el)

ただ し､

el-tanl貰う･ 02-tailト 等 二 打- β1

渦輪 ができたばか りの とき.Aは 0に近 いので.

-176-
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液体 ヘ リウム皿

Zr A
limelp= 一一-
A+0 2 4A

速 さは

判-Alim.1意 1-蕊

で変形のないときの速さを表わす｡

義3 系 の構造及び荷電粒子の速度

荷電粒子が電場の中を距離 Lcm ､動いて得るエネルギ ーは､電場の強さを

EVOlt/cm,.とすると

8-eE L (eV〕

これは渦轟生成 までに要 したエネルギ ー E｡と渦輪の cOreの変形による表面

エネルギ-の増加 kAになる. すなわち

8-Eu+kA

渦轟の COreに束縛された荷電粒子の速度をVとすると､単位時間に得るエネ

ルギーが､そのまま渦飴のエネルギ ーになるので

eEV=kj生
dt

荷電粒子 と渦輪の結合は安定だか ら､両者の相対速度に応 じて一COreの進行方

向の直径がのびる｡ すなわち

Ⅴ-U=ニ ー

∂W

Uは渦鈴 の速度 C,盲㌻ )Z=_隻+i2R o 上の二つの式か ら荷電粒子の速度が求

まる｡

鴻 U/(- 貰)
こ こで､ k≫ eEであるか ら､ eE/kの項は無視で きて

-177-



水原律子

Ⅴ芸U

-意 〔花-2el]

こ こで､ A-(8-Eo)/kだか ら

Ⅴ=
-Ek

2打(6-eo) 〔7い 201]

とな り､ Eoの値が必要 となる｡

できたばかDの渦飴を形成 している cOreの有効半径をaとすると､ cOTe

-Fの有効表面での流速は

流速による圧力の低下は cOreの表面での表面張力とつ りあ うと考える｡ 表面

張力係数 γによる圧力 Pは､面の曲率半径 の小さい ものだけをとる海頻で .

p=エ
a

これが流速による圧力低下に等 しいので

1
す刷 2-エa

ここで､ pは液体ヘ リウムの密度 p-0.145才J/CrnP｡ ゆえに

/)K 2 _ (.J
a= 頂 才 ㌻ 芸 0･52A

とな D､ coreの有効半径が求まる｡

できたばかDの渦飴のエネルギーは表面エネルギー el に等 しいとす ると､

hまの場合

一 ､81-27raX27TRxγ

～=7.1XIO-3 (ev)

つ ぎに､渦強つ くるときまでに､荷電澄子が得る運動エネルギー C2を求める｡
く)

荷電粒子の大 きさが渦鶴の大 きさの程度で半径 15･8A であることか 車､有効

-178-
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液体 - リウムⅡ

質 量 は か な b大 きくな D､静 止 - リ ウ ム と 同 じ 密 度 の か たまbで あると して､

質 量 は p与 W評 になる0

ゆ え に

82,-i (率 R3jt頑2

芸1.9×1√4 (ev)

ただ し､ vcは渦飴がで きると きの粒子 の速度で 5m/SeC｡ この 81 と C2 の和

eo が渦飴生成 に必要な ェネルギーであるが､ fieifの実験 では , 約 3eVか ら

50eV程度までの実験で あるか ら Eoを無視 してかまわな いO

ゆえに､荷電粒子の速度は

Ⅴ≡U

-Kk

27cc
〔万一261〕

となる｡

これをReif達 の dat･aと くらべ る と図 3の ようにな る｡

10 20 30 40 50 (eV)
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水原律子

§4

実験 dataとの ずれ は.一般的 な原 困として､
__i､

① 渦輪を二 次元の渦対 で考察 した ことO

① Aが長 くなったときの不 安定 性を無 祝したこと｡

① 初期の輪 の大 きさや速度が確定的でない ことO

などが考 え られ る､ しか し,かな りあ らい近似に もかかわ らず実験値に近 い結

果 を得 る ことができた こと は. 渦輪 が吹き流 しの形になって荷億 粒子に引きず
■

られ なが ら,粒子 を減速 し､渦輪 自身 は引きの ばされ て､ 表面エネル ギーを吸

収 して行 く機構が正 しい ものだか らと思 えるO これ に よっ てReifのcharged

coreの不 自然 さを避 ける ことがで きる. ･
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