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1 はじめに 

極低温の物質は量子効果が顕著に現れ，常温での

物質とは異なった現象が確認される．超流動と呼ば

れる現象はその一例であり，その特徴として粘性が

消失するという点，循環が量子化される点（量子渦

糸）などが挙げられる．２本の量子渦糸が近づくと

渦糸は互いにつなぎ替えを起こし，特徴的な現象で

ある Kelvin 波を誘起する．近年，固体壁の影響を

考慮した渦糸の室内実験が報告されたが，固体壁の

ある場合の数値計算による研究はあまり多くされて

いない．そこで本研究では単純な形状で壁のある場

合の渦糸系の計算方法を確立し，渦糸系の運動を調

べる． 

2 基礎理論 

超流動は理想的な渦糸としてモデル化され，渦糸

上の点𝒓の時間発展式は式(1)で記述される． 

 
d𝒓

dt
= 𝒖v(𝐫) + 𝒖b(𝐫) + 𝒖f(𝐫)． (1)  

𝒖𝑣(𝒓)は領域内に存在する渦から誘起される速度

場で，流体力学のビオ・サバール積分及び局所誘導

近似により計算される．𝒖b(𝒓)は境界から誘起され

る速度場である．また，𝒖f(𝒓)は常流体から誘起され

る速度場で，絶対零度では𝒖f(𝒓) = 0となる． 

渦糸の形状が螺旋状に変形したとき，その波を渦

糸上に励起されたKelvin波と呼ぶ．その波数をkと

すると，分散関係式は式(2)で表される． 

 
ω(k) =

k2Γ

4π
[ln (

2

ka
) − 0.5772]． (2)  

 渦糸上の渦糸上の曲率κ，捩率τから波動関数ψを，

ψ (s, t) = κ (s, t) exp(  ∫ τ (s′, t) ds′
s

 )と定義すると

ψは非線形シュレディンガー方程式を満たすことが

示されている． 
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i

∂ψ

∂t
  =  

∂2ψ

∂s2  +
1

2
  (|ψ|2  +  A) ψ． (3)  

非線形シュレディンガー方程はソリトン解を持つこ

とはよく知られている． 

 

3 数値計算手法 

本研究では渦糸をN個の要素に分割して個々の要

素について時間発展を計算した．個々の要素の速度

は遠方からの誘起速度，LIAを用いた近傍からの誘

起速度，及び鏡像で表現される境界からの誘起速度

の和として計算した．境界壁は滑らかな平面を想定

しており，境界と対称な位置に鏡像渦を設置するこ

とで境界条件を満足させている． 

4 計算条件 

(ⅰ) 基礎的な問題として，Kelvin 波の時間発展問

題を計算する．２枚の滑らかな平板（平板間距離 L ）

を平行に設置し，平板に対して垂直な渦糸を考える．

渦糸中の平板からL/4の距離の位置にガウス型のカ

スプ（分散 0.3,振幅 d ）を入れ，振幅 d を変えて

時間発展を計算した． 

(ⅱ) 渦糸系の運動の例として，渦糸と渦輪の衝突を

調べる．初期条件として半径 Rの渦輪を設置し，そ

の進行方向に直線渦を設置して時間発展を計算した． 

5 結果 

(ⅰ) 発生した波に対してフーリエ変換を施し，各波

数においてフーリエ成分A(k, ω)が最大値をとる 

ω(k)を拾い出して分散関係とした．得られた結果と

理論式(2)の比較をFig. 1に示す． 

 

(ⅱ) 渦糸と渦輪の衝突の様子を Fig.2 に示す．

Fig.2 は(A),(B),(C)の順に渦糸の時間発展を示し

ている．(B)から渦糸と渦輪が再結合を起こし，波立

つ様子が確認できる． 
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6 今後の展望 

本研究では小規模な渦糸系を対象にしてより原理

的に現象を観察したが，定量的な解析を行うに至ら

なかった．また，より高精度の計算を行う為には高

速計算手法が必要であるが，本研究では用いるに至

らなかった．これらは今後の課題となる． 
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