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アエロジェル中での固体ヘリウムの結晶成長と質量輸送
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Crystal Growth of Solid 4He in the Aerogel and 
Onset of Mass Flow through Solid

*Yuichi Okuda*

 We have used a variable-volume experimental cell with optical access to visualize the crystallization 
of 4He in silica aerogels with independent control of the pressure and temperature. The dynamical transition 
in the crystallization of 4He in aerogel was found by this direct visualization. The crystal-superfluid interface 
in aerogel advances via creep at high temperatures and avalanches at low temperatures. The transition 
occurs around 0.6~0.7 k depending on the porosity of the aerogel. The crystallization rate measurement 
revealed that crystals grow via thermal activation in a high-temperature creep region and via macroscopic 
quantum tunneling in a low-temperature avalanche region. Crystals also began to grow in the aerogel on 
cooling at fixed pressure below an onset temperature. The onset of the crystallization implies the onset of 
the mass flow through the solid 4He.

１．は　じ　め　に
　固体ヘリウム4は，極低温において超流動ヘリウムに
約25気圧の圧力をかけることにより生成される．1 k以
下の温度では固液の融解圧曲線は温度軸にほとんど平行
になっている．これは，液体状態が超流動であることお
よび極低温のために固体としての自由度がほとんど無く
なっているためで，固液のエントロピー差がゼロになっ
ていることを意味する．すなわち潜熱がゼロである．そ
のため，結晶化（融解）が拡散的に進行するのではなく，
力学的に進行する．さらに質量（原子）の供給（撤去）は
超流動体によって担われることも大きい効果を与える．
その結果，結晶成長を律速するもの（散逸プロセス）は，
界面が超流動ヘリウム中の素励起（ロトンやフォノン）
と衝突することによるものしか考えられない．これらの
素励起は温度の低下とともに急激に減少するため，結晶
成長係数は絶対零度に向けて発散的に増大する．たとえ
ば0.1 kにおいてさえ，古典的な結晶に比べて何桁も大
きいものになっている．第１図にその結晶成長係数の温
度依存性をスケッチした図を掲載している．これは，結
晶面が原子レベルでラフになっている場合である1）．
　さて，本論文では，このクリーンで驚く速さで結晶成
長を示す極低温の固体ヘリウム4を，ランダムな空間的
に制限された物質内にとじ込めた場合，どのような結晶
成長を示すかという問題を取り上げる．

　ランダムな制限空間としてアエロジェルという物質を
用いる．これは空孔率が95%～ 99%とほとんどが空洞
でほんのわずかの物質として糸状のSiO2が絡み合って
いるものである．この奇妙な物質中での固体ヘリウム4

の結晶成長について，興味深いダイナミカル転移が観測
された．さらに結晶化の様子を観測することで，ある温
度を境に固体ヘリウム中で原子が移動していることを示
唆する実験結果が得られた．ここではこれらのことにつ
いて議論する．

２．アエロジェル
　アエロジェルと呼ばれる物質はSiO2の小さな塊が鎖
（糸）状に縦横にからみあった，密度のとても小さい物
質である．空孔率が95%から99%というほとんどが空
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Fig. 1. 結晶成長係数κは，V=κΔμとして定義される．
 図ではヘリウム4の密度で規格化している．高温域ではロト

ンの寄与が大きく，低温ではフォノンが支配的である．
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孔である物質である．密度を表すのに孔という漢字を
使っているがこの物質には孔という概念はなく，糸のか
らまった綿のようなイメージである．第２図にコン
ピュータ・シミュレーション（dLCa）による模式図が
与えられている2）．このアエロジェルは軽くて透明な熱
絶縁体として工業的にも生産されている．アエロジェル
がヘリウムの研究に用いられたのは，超流動 3Heに対す
る不純物効果を調べるためであった3）．

　ここで注目したいアエロジェルの特質として2つ上げ
ておく．一つはその透明性である．密度がとても小さい
ことでほとんど透き通っている．そのため内部で固体ヘ
リウム4が結晶化している様子が，外からの視覚的手法
で観察することができるのである．
　もう一つの特徴はそのフラクタル性である．図３はＸ
線の小角度散乱の実験結果であり，約30 Åから1000 Å

の範囲にわたって，このサンプルではフラクタル次元が
1.8ぐらいの質量相関を持っていることを示している．4）

このようなフラクタル次元をもつ空間の実例は稀有であ
る．このフラクタル性がどのように結晶化に関連してい
るかはまだ不明であるが，興味ある問題である．

３．実　験　装　置
　実験は100 mk温度域までの極低温が必要なので，外
部からの光学測定が可能な希釈冷凍機を用いた5）．第４
図に実験に用いた希釈冷凍機の概念図を示す．室温から
の輻射熱を遮断し，測定に必要な可視光のみを透過させ
る工夫を凝らした窓が設けられている．
　第５図にサンプルセルのスケッチ図を載せている．ヘ
リウム4を1 k以下で固化するためには25気圧以上の圧
力を必要とする．その圧力を自由に可変するために図の
ような断面積の異なる2つのベローを準備して，その場
で25気圧以上の圧力を25気圧以下の圧力のヘリウム液
体（固化しない）で可変できる構造になっている．

Fig. 3. アエロジェルによるＸ線小角度散乱の実験．
 波数に対してある一定の強度依存性が確認されている．この

ことから空間分布はいろいろなサイズに対して一様な分布が
あることを示唆されている 4）．

Fig. 2. コンピュータ・シミュレーションによるアエロジェルの模式図．
 大きい球がSi，小さい球がO（酸素）を表している．δは

SiO2鎖の径，ξ aは局所的な空間の大きさの目安．

Fig. 4. 希釈冷凍機の断面図．
	 Ａ：液体ヘリウム漕．Ｂ：液体窒素温度サーマルシールド．

Ｃ：真空チャンバー．D：サンプルセル．

Fig. 5. 二重ベローによる体積可変サンプルセル．
	 Ａ：試料となる液体ヘリウム4．Ｂ：試料を25気圧以上に加

圧するための液体ヘリウム．Ｃ：アエロジェル．D：圧力計．
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　窓は180度方向に設置されており，一方から光源を入
れ，セルを透過して他方の窓からCCdカメラで受光す
る．
　アエロジェルはとてももろいので，ガラスのチューブ
の中に成長させる．実験で用いたガラスのチューブは矩
形である．幅8 mm高さ10 mm内部の厚み1 mmで，一
方の口（下方）はガラスプレートで封じられている．そ
のため，アエロジェル中の液体ヘリウムは上部の口から
のみ外界のヘリウムと接している．厚みを1 mmとして
いるのは，できるだけ2次元に近づけて，深さ方向の曖
昧さを小さくするためである．

４．結晶成長における相転移的変化	
４．（連続から雪崩へ）

4.1	 実験手順
　温度を1 k以下に設定しサンプルセルに液体ヘリウム
を注入していき，圧力を融解圧の約25気圧まで上げる．
さらに少し過加圧にすることにより，アエロジェルの周
りのバルクのヘリウムが固化する．しかし，アエロジェ
ル中の液体ヘリウムはまだ固化しない．ここからさらに
圧力を2～ 2.5気圧上昇させたところで，アエロジェル
中の液体ヘリウムの固化が始まる．温度を変化させてこ
の操作を繰り返し固化の様子を調べた．
4.2	 結晶成長の相転移的変化
　実験は約1 kから0.3 kくらいの温度範囲で行ってい
る．96%アエロジェルでは約2.5気圧，98%アエロジェル
では約0.5気圧の過加圧により核生成が起こり，その核を
種として結晶は成長する．0.7 k以上の高温域では，アエ
ロジェル中の液体ヘリウムの結晶化は連続的に滑らかに
進行する．第６図はその様子を画像で示している．色を
濃くした部分が固体で残りは液体である．まずアエロ
ジェル中のどこかで核生成（結晶の種）が発生し，それが
加圧とともに滑らかに成長し，最終的にはアエロジェル
全体の液体ヘリウムの固化が完了する．核生成は複数個
所で起こることもある．下辺部で核生成する場合が多い．
　温度を変化させてこの測定を繰り返したところ，ある
温度を境にその様子が劇的に変化することが見出され
た．約0.7 k以下になると，滑らかな連続的成長から，
間欠的な雪崩的結晶成長に突然変化する．雪崩的結晶成
長では，いろいろなサイズの塊となって核生成したとこ
ろから結晶塊が急激に発生し，すぐに終了する．しばら
くしてまた別のサイズの結晶塊が発生し，すぐに終了す
る．これを繰り返すことでアエロジェル全体の液体が固
化が完了する．第７図にその様子を示している6）．核生
成の起こるサイトは高温域の滑らかな成長の場合と同じ
場所である．このような結晶成長の仕方がある温度を境
に雪崩的結晶成長へ転移するような現象はこれまでに知
られていない．

　この変化はとてもロバストで転移する温度はアエロ
ジェルごとに微妙に異なるが，この滑らかな連続結晶成
長から雪崩的結晶成長への変化はどのアエロジェルにお
いても必ず起こっている．
　この相転移的な結晶成長の変化を起こす温度で，アエ
ロジェル内での固化する圧力（融解圧）は，96%の場
合，極大を示す．しかし98%のものでは特に異常は見
られない．この点もバルクの融解圧の温度依存性とは顕
著に違っている点である．
4.3	 アエロジェル中の固体の結晶成長速度
　固体が核生成してからアエロジェル全体に広がるまで
の時間を測定することで，結晶成長速度を引き出すこと
ができる．このようにして結晶成長速度を求めた結果が
第８図にプロットされている．
　バルクの場合は温度の低下とともに成長速度は急速に
大きくなっていくが，アエロジェル中では温度の低下と

Fig. 6. スムースな結晶成長の様子．色を付けた部分が結晶．
 結晶成長は下から上へ進行する．用いたアエロジェルの空孔

率は96%．

Fig. 7. 雪崩的結晶成長の様子，色を付けた部分が結晶．
 結晶成長は下から上へ進行する．用いたアエロジェルの空孔

率は96%．
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ともに速度は逆に小さくなっている．さらに，結晶化の
転移を境に温度変化が逆転し最後は温度変化をしなく
なっていく．
　速度を logスケールにして温度の逆数でプロットする
と，温度の低下とともに1/Tに比例して速度が落ちてい
ることが分かる（第９図）．すなわち，熱活性型である
ことを示している．

　また，結晶化の転移後の低温側で少し成長速度をもど
したのち，低温極限で温度変化しない一定値に漸近して
いる．低温の温度によらない成長速度は，量子トンネル
効果によるものと考えている．低温側の転移点近傍の温
度変化は，熱揺らぎによるトンネル効果の抑制であると
推測される．超流動ヘリウムで，量子トンネル効果の熱

的揺らぎによる抑制は，vortexやバブルの核生成，ある
いは 3He/4He混合液での過飽和からの緩和などで観測さ
れている．それらの議論にしたがって（1）式で全温度域
の速度をフィットすることにした7）．

  E V
· （t） = A exp（– —— ） + B exp （–CTn） （1）

  kT

　ここで，第一項は熱活性型結晶成長を表している．第
二項は低温域における熱揺らぎによる量子的トンネル効
果の抑制を表している．フォノンによるトンネル効果の
抑制ではn=3となっているが，ここではA，B，C，nを
フィッティング・パラメータとしている．実線はフィッ
ティング曲線で，実験結果をよく再現できている．
フィッティングによるエネルギーバリアはE＝0.9 kと
得られている．また，n=2.4であった．
　高温の滑らか成長の領域でarrhenius則に従っている
ことは，固液界面がミクロなアエロジェルによるピンニ
ング・バリアを熱的活性によって乗り越えて行っている
ことを示している．一方，温度依存性のない低温領域で
は，系は量子トンネルによってピンニング・バリアをく
ぐり抜けていると考えられ，転移点近傍の温度依存性は
温度効果による散逸であると推測している8）．
4.4	 固体ヘリウム4におけるストレス誘起の融解
　アエロジェル中の圧力がどのように上昇するかを検討
しよう．アエロジェルはガラスの容器（チューブ）に囲
われているため，圧力をかけてもガラスチューブが全体
として収縮することもなく，また上部開口部から固体が
侵入してくることもない．そこで，どのようなメカニズ
ムでアエロジェル中の液体ヘリウムの圧力が上昇するか
が問題になる．下部近傍で核生成していることを考える
と，液体状態（アエロジェルの体積が一定）で圧力が上
昇しているのは間違いない．実はヘリウム4の固液界面
では，古典的液体の固液界面とは異なることが起こって
いるのである．
　今，液体・固体の熱平衡が成り立っているときに，固
体にnon-hydrostaticなストレスがかかった場合を考えよ
う．固体側ではストレス（歪）に応じた弾性エネルギー
が増大する．液体との熱平衡を実現するためには，両相
のケミカルポテンシャルが等しくなるまで液体のケミカ
ルポテンシャルが増大しなければならない．そこで，δh

だけ固体が融解することで液体の圧力が上昇し熱平衡が
実現する．このプロセスはヘリウムに限らない一般論で
あるが，古典的な固体では結晶成長（融解）が極めて遅
いので，このような現象を観測することは不可能になっ
ている．
　今，ストレス誘起の融解による界面の減少量をδhと
すると（固体の方が密度が大きいので重力下では固体が
下部を占める）

Fig. 8. 結晶成長速度の温度依存性．
 図中のシンボルの違いは加圧速度の違いである．強く加圧す

るほど結晶成長速度は大きい．温度の低下とともに結晶成長
速度は小さくなり，結晶化の転移が起こるところで最低とな
る．その後雪崩的成長域では温度の低下とともに少し速度は
大きくなるが，低温極限では温度に依存しない一定値となっ
ている．

Fig. 9. 結晶成長速度を温度の逆数に対してプロットしている．アエ
ロジェルの空孔率は96%．実線は（1）式によるフィット曲
線である．
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  δσ 2
xx（1 – σΡ）

 δh = – ——————— （2）
  2EΔρg

与えられることが知られている．ここでσ xxはx方向のス
トレス，σΡはポアッソン比，Eはヤング率，Δρは固液の
密度差，gは重力加速度である．バルクの固体ヘリウム
4において実際この融解が観測されている9）．ここで観
測されたアエロジェル中の液体の圧力もこのメカニズム
によって上昇したものと考えられる．
　このように，アエロジェル中での固体ヘリウム4の結
晶成長は，高温域で熱活性によりアエロジェル鎖のピン
ニング・ポテンシャルを乗り越えて起こっており，低温
域で量子トンネルによるポテンシャル越えに移り変わっ
ていくが，その途中で，滑らかな連続的な結晶成長から
間歇的な雪崩型結晶成長へ転移を起こすことが分かっ
た．しかしながら，何ゆえこの転移が起こるのか，それ
が熱活性型から量子トンネルへの移行と結びついている
のかどうか，は現状では不明である．またこの現象がア
エロジェルの異常に小さい密度あるいはフラクタルな性
質と関連しているかどうかも，分からない．

５．固体中の質量輸送
　これまでの結晶成長は温度を一定にして，圧力を加え
ることでアエロジェル中の結晶化を観測してきた．次
に，温度変化による結晶化を調べることにした．T=0.7 

kにおいて圧力をあげて核生成をさせる．さらに圧力を
少し増加させてその結晶化を観測する．結晶がアエロ
ジェル全体に広がる前に圧力増加を停止する．すると結
晶化も止まり，アエロジェルの中は固体と液体が共存し
ている状態となる．圧力をこの値に固定して，ゆっくり
と温度を下げて行き（10 mk/min）何が起こるが観察し
た．
　0.7 kから温度を下げてもすぐに結晶化がおこること
はない．しかし，ある温度以下になると突然結晶化がお
こり始めた．結晶化が起こり始める温度は，すでに雪崩
的結晶成長がおこる低温領域に入っているので，この場
合も結晶化は雪崩的に起きている．その結果を図10に
表している．96%，98%のアエロジェルについて，緑の
四角印は最初の核生成が起こった圧力，赤の十字印が冷
却実験の初期状態，青の×印は再結晶化が起こった温
度となっている．
　この結晶化のオンセットをよりよく調べるために，圧
力は一定に保ったまま温度上昇・降下を繰り返す実験を
行った．第11図がその結果である10）．図の中で×印の
温度に達したところで結晶化が開始し，温度を十分低温
（0.3 k）で固定しても結晶化はゆっくりと進行し続け
る．次に温度を上昇させると，結晶化の速度は鈍化して

いき，結晶化が始まった温度に達したところで結晶化は
止まることがわかった．それを何度も繰り返しても同じ
現象が同じ温度で確認された．結晶化のオン・オフはあ
る種の相転移的な振る舞いをすることがわかった．
　ここで注目したいことは，アエロジェル全体はガラス
チューブに収められており加圧過程で変形はほとんど見
られないこと，さらにガラスチューブ内のアエロジェル
自体も加圧での収縮は観測できていない．一方，固体と
液体ヘリウム4の密度差は約10%あり，アエロジェル中
の液体ヘリウムが固化するためには，その密度差を補て
んするために原子（質量）が供給されなければならな
い．すなわち，結晶化のオン・オフは，質量供給のオ
ン・オフに対応していることを意味している．アエロ

Fig. 10. 空孔率96%おおび98%アエロジェルでの結晶化の温度─圧
力図．

 緑色の塗りつぶし□印は，温度一定での核生成の臨界過加
圧，青の×印は冷却過程で結晶化が開始した温度，赤の十
字印は冷却を開始した点を示す．紫の菱形は，この圧力ま
で加圧すると圧力を止めても結晶化は止まらなくなった点
である．黒の△は冷却しても結晶化がおこらなかった点．
黒の実線はバルクの固体の融解圧．

Fig. 11. 温度とアエロジェル中の固体の面積の時間発展．
 温度は黒丸，赤の白抜きは結晶の面積．アエロジェルの空

孔率は96%．X印は冷却時に結晶化が始まる，あるいは昇
温時に結晶化が止まる温度を示す．
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ジェルの周りはバルクの固体で囲まれており，この質量
供給はこのバルクの固体を通して行われることになる．
すなわち，固体ヘリウム中での質量移送がある温度を境
に発現していることを示唆している．
　他方，ここ10年以上にわたって，固体ヘリウム4の超
固体性が大きな話題となり，多くの研究がなされてき
た．契機はねじり振り子の実験で，容器のねじれ振動運
動からデカップルする成分が固体中にこの温度域で発現
することであった．この研究の流れの中で量子モンテカ
ルロにより，固体ヘリウム4のエッジ転位線の中心まわ
りに超流動成分が出てくるという計算結果が出されてい
る11，12）．第12図にそのスケッチが描写されている．そ
の転移温度はおおむね0.5 kあたりとなっている．

　超固体に関連した研究において，質量輸送の直接的な
実験も行われている．Vycor glassなどの多孔質物質で
固体を挟み込み，両側からVycor glass中で固化できな
い液体ヘリウムに圧力をかける実験では，固体を通して
の質量輸送のオンセットが類似の温度域で観測されてい
る13–20）．
　転位芯に超流動密度が存在して，そのオンセットによ
る質量輸送発現の立場に立ち，本実験結果についてその
可能性を検討してみる．結晶化速度より質量移動速度を
評価することが出来る．今，断面積Aの転位芯がN本存在
すると仮定する．転位芯の超流動密度ρ sが臨界速度ν cで
流れるとする．すると，質量の時間変化はm· = NθAρ sν c

で与えられる．ここでθは超流動成分の割合である．
m· ~2 × 10–7 g/s，A~1 nm2 ν c~10 cm/s  θ  = 1，とした場合，
N~1 × 107が得られる．この値を固体ヘリウムの転位数密
度に置き換えるとΛ~3 × 108 cm–2となり，一般に知られ
ている固体ヘリウムの転位数密度とは大きくは違ってい
ない．しかしながら，転位の密度は結晶の質によって大
きく何桁も変わるために，このことからすぐに結論を出
せるには至っていない．

　本研究のように系に液体が存在する場合，他グループ
でも質量輸送が確認されている．結晶粒界あるいは結晶
と壁面との境界に液体相のチャンネルが多数縦横に走っ
ており，その液体の超流動転移が質量輸送のオンセット
を担っている可能性も残されている．現状では液体の
チャンネルの超流動転移か転位の芯の超流動転移かにつ
いては，残念ながら決着がついていない．
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