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世界初！ 乱流の基本機構を観測

絶対零度付近でボース・アインシュタイン凝縮をした量子流体において
エネルギー輸送の直接測定に初めて成功し、乱流の普遍則を観測
＜本研究のポイント＞
◇ 絶対零度付近まで冷却され、ボース・アインシュタイン凝縮※1 を起こした量子流体における
運動エネルギー輸送の直接測定に世界で初めて成功
◇ 大きな構造から小さな構造へエネルギーが流れる、エネルギー輸送に伴う乱流の普遍的な法
則を実験で初観測
＜概要＞
大阪市立大学大学院理学研究科 坪田 誠 教授、東京大学大学院理学系研究科(当時)藤本 和也 研究員
(2019 年 4 月より名古屋大学高等研究院 大学院工学研究科特任助教)、Yale 大学 Nir Navon 助教、
Oxford 大学 Robert P. Smith 准教授、Cambridge 大学 Zoran Hadzibabic 教授らの研究グループは、
極低温※2 状態でボース・アインシュタイン凝縮を起こした量子流体における乱流の運動エネルギー輸送
の測定に初めて成功し、乱流の普遍則を実験で観測しました。ボース・アインシュタイン凝縮を初めて
観測した研究者は 2001 年にノーベル物理学賞を受賞しており、今回の研究成果は「乱流」の長年の謎
を解き明かす偉業といえます。
本研究成果は 2019 年 10 月 4 日(金)午前 3 時(米国東部時間 10 月 3 日(木)14 時)に『Science』に掲載
されました。
※1 ボース・アインシュタイン凝縮…アインシュタインが 1925 年に理論的に予言した現象。ボース粒子からなる
気体で、ある温度以下で大量の粒子が最低エネルギー状態に落ち込む現象
※2 極低温…絶対零度(摂氏マイナス 273 度)に極めて近い低温
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👉研究者からのコメント
乱流は単なる乱れた流れではなく、その流れの中に構造を持つことと、大きな構
造から小さな構造にエネルギーが輸送されることが乱流を支える重要な機構であ
ることは知られていました。今回、私たちは、そのエネルギー輸送の直接観測に
初めて成功しました。これは、ボース・アインシュタイン凝縮体を舞台とし、最
先端の光学技術を駆使して、乱流の根幹に迫ることを可能にしたもので、低温物
理学、量子光学、流体力学を横断する画期的な研究です。
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①

ボース・アインシュタイン凝縮をおこした
多粒子系が箱に閉じ込められている。これ
らの粒子は、低い波数(長い波長)を持つ。

②

箱を振動させると、乱流が発生する。その
結果、低い波数(長い波長)から高い波数(短
い波長)へとエネルギーが輸送される。

③

高い波数(短い波長)の粒子はエネルギーが
高く、ポテンシャルの壁を超えることがで
きる。この飛び出る粒子の個数を測定する
ことで、エネルギー輸送の測定に成功した。

図 3 運動エネルギー輸送の測定方法の概念図
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