宇宙で一番低い温度をつくる
元大阪市立大学学長

児玉隆夫

私たちが温度という言葉を聞いてまず思い浮かべるのは暑い、寒い、あるいは熱い、冷たいといっ
た感覚的なものではないでしょうか。日本には四季があるので気候の移り変わりとともに、気温の変
化をいつも身近に感じています。
しかし、ここでは感覚的なものから離れて、そもそも温度とはどういうものなのかについて考え、
そこから温度には下限があること、そしてその下限にどれくらい近づくことができているかについて
お話します。

1． 温度とは何か
① 自然の中の温度現象
私たちが肌で感じる自然の中の温度（気温）は、当然のことながら場所と季節によって大きく変わ
ります。日本でのこれまでの記録では、最低が北海道旭川での零下 41℃、最高は埼玉県熊谷および岐
阜県多治見での 40.9℃で、面白いことに零度を挟んでほぼ同じくらいの値になっています。
では地球レベルではどうでしょうか。これまでの記録では、最低温度の記録は南極 Vostok で 1983 年
に観測された零下 89.2℃ですが、最高温度の方ははっきりしません。JICA（国際協力機構）の記録文
書の中にアフリカのジブチで 71.5℃というのがあるそうですが、Wikipedia をみると 1921 年にイラク
のバスラで 53.8℃となっています。他方、世界気象機関では、1913 年 7 月 10 日にアメリカ合衆国の
デスヴァレー国立公園で記録された 56.7℃を世界記録としているようです。
気温以外の自然の中の温度現象としては、ハワイ島のキラウェア火山のように溶岩が常に流れ出て
いるところなど、活動中の活火山が世界の多くの地点にあります。
② 温度には上限はないが下限は存在する — 絶対零度の存在
温度には上限はありません。いくらでも高い温度を考えることができます。自然界、宇宙の中には
地球では見られない高い温度が存在します。例えば、太陽の中心部の温度は約 1500 万度といわれてお
り、内部では核融合が起こっています（表面の温度は 6000 度）。高い温度をつくることでは、人間の
力は自然には及びません。人工的に核融合を起こさせる試みが続けられていますが、自然界で起こっ
ている核融合を再現することはできていません。
他方で、温度には下限があるらしいということがいくつかの実験を通じて推測されました。どうし
てそのようなことが分かったのかを考えてみましょう。
温度の変化に対して最も敏感に変化するのは気体です。固体や液体に比べて大雑把にいえば百倍く
らい大きく体積が変化します。熱気球にその応用例を見ることができます。炎で気球内部の空気を暖
めると、
膨張した空気が外に出てゆき、
空気が薄くなった分だけ浮力が増すことを利用しているのです。
図 1 のグラフは一定圧力のもとでの気体の体積と温度との関係を示したものです。この関係の測り
方として考えられる例を図の左側に示しました。おもりと細い管との間は気密が保たれており、おも
りは滑らかに上下に動くことができると考えます。おもりの入っている管を細くすることで体積の変
化を検知する感度を上げることができます。
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図 l のグラフは 0℃と 100℃の間で
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観測した、気体の体積 V と温度 t と
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の関係を示しています。観測結果を
もとに、変化の様子を低い温度の方
に外挿してみますと、零下 270℃のあ
たりで体積 V はゼロとなるように見

t, V
t

えます。実際にはどのような気体で
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あっても、温度が下がると液体にな
り、さらに下げれば固体になります。
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一定圧力のもとでの気体の体積 V と 温度 t との関係

それゆえ、気体のままで、体積がゼ
ロになるようなことはありませんが、
図の気体の体積 V の変化の様子は、

P

P

何となく温度には下限があることを
示唆しているように見えます。
次 に、 図 2 は 同 様 な 実 験 で す が、
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今度は一定体積のもとでの気体の圧

t

力 P と温度 t との関係を示したもの
で す。 こ の 図 で も 先 ほ ど の 場 合 と
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図 2
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一定体積のもとでの気体の圧力 P と 温度 t との関係

同 じ よ う に、 圧 力 P は や は り 零 下

270℃のあたりでゼロになるように見えます。
体積 V や圧力 P の値がマイナスになることは考えられませんので、図 1 および図 2 の観測結果は温
度には下限があることを示唆しているように思われます。
このほかのさまざまな実験から温度にははっきりとした下限のあることが分かり、その値は零下

273.16 度と定められました。温度には底があってこれ以下の温度は存在しないのです。その意味する
ところについてはこのあとすぐに考えることにします。温度には底があるので、あらためてこの底か
ら測った温度を絶対温度と呼んで K で表します。したがって、0℃ =273.16K ということになります。
③ 温度とは何か — ミクロの観点から考える
私たちが目にするすべての物質は原子や分子からできていることはご存知の通りです。原子や分子
の動きを直接目で見ることはできませんが、気体では原子や分子は空中を飛び回っていますし、液体
の場合でも激しく動き回っています。また、固体の場合にはそれぞれの居場所は変わりませんが、そ
こを中心に激しく振動しています。
このようにミクロの目で見たとき、温度とは原子や分子が動き回る「運動の激しさの度合い」と定
義されます。
水を例にとって考えてみましょう。水は、1 気圧のもとでは沸点が 100℃なので、100℃以上では気
体になっています。水の分子は空中を飛び回っているのです。そして、その平均の速さは温度が高く
なるほど増します。逆に温度が下がってくると、空中を自由に飛び回ることができなくなり、100℃の
ところで互いに寄り集まって液体ができはじめます。分子が集まって液体になるのは互いに引き合う
力が働いているためです。温度が十分に高い気体の状態ではこの引き合う力を振り切って水の分子が
飛び回っていたわけです。
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液体状態でも水の分子は動き回っていますが、温度が下がるにつれてその平均の動きは緩やかにな
り、やがて 0℃のところで動き回ることはできなくなって、分子たちは規則正しく並んで、水の結晶す
なわち氷になります。氷の状態では分子は動き回ることはできませんが、それでもそれぞれの分子の
居場所を中心にして振動をしています。そして、その振動の激しさの平均値は温度がさらに下がるに
つれて緩やかになります。
このように考えると温度がさらに下がって、すべての分子が動きを止めてしまった状態、すべてが
静止状態になったときが絶対零度（0 K= − 273.16℃）ということになります。そして、それ以下の温
度というものは考えられないということがわかっていただけると思います。これが温度の最低の値で
す。実際には、「2．低い温度のつくり方」をよく読めば理解していただけると思うのですが、分子は
完全には静止することはできないのです。それで、すべての分子が最低の運動状態になったときを絶
対零度とします。話が一気に絶対零度にまで進んでしまいましたが、図 3 と図 4 にそれぞれ気体およ
び固体の場合について、どのようなイメージで考えられるかを示しました。図 3（気体）の矢印（→）
の向きと長さは分子の飛ぶ方向と速さを表していて、運動の向きはランダムで、速さにバラツキがあ
ることを示しています。図 4（固体）の両矢印（←→）は分子が定位置を中心に振動していることを表
していて、向きはやはりランダムです。先ず固体から話を始めれば、温度が高くなるにつれて振動の
激しさ、すなわち図 4 の両矢印の長さが増してゆき、ついには定位置に留まることができなくなって
各分子が動き出す結果、液体となります。さらに温度が高くなると、分子間の引き合う力も振り切っ
て飛び出してしまい、気体となります。
私たちは直接に感じることはできませんが、空気の主成分である酸素や窒素は室温では秒速 500 メー
トルもの速さで飛び回っている計算になります。

図 3

気体の分子の様子

図 4

固体の分子の様子

④ 宇宙の温度
今回のお話のタイトルを「宇宙で一番低い温度をつくる」としましたので、宇宙の温度について述べ
なければなりません。
宇宙空間は真空に近く、原子や分子はほとんどありません。温度の定義として、これまでは原子や
分子が動き回る「運動の激しさの度合い」としきました。これはこの通りでよいのですが、原子や分
子がないところでは温度をどのように決められるかを考えましょう。
温度の高い低いはエネルギーに関連しています。原子や分子にエネルギーを注入すると運動の激し
さが増し、温度は上がります。このことから原子や分子はエネルギーを蓄えることができる入れ物と
考えることができます。この考え方に立てば、エネルギーを蓄えることができればそこに温度を定義
することができると言えます。
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そこで、真空中での温度を考えましょう。図 5 に示した
ような中空の容器を考え、中は真空とします。容器の壁の温
度を t としたとき、壁からは温度 t に対応したさまざまな波
長の電磁波（図では波線矢印

で表しています）が放出

されたり、吸収されたりしています。容器内の空間は容器の

t

t

温度に応じた波長の電磁波で満たされています。つまり、容
器内の真空中にも電磁波というエネルギーが詰まっているわ
けです。
物体の表面から電磁波が出ていることは、どのようなもの
であっても熱くなれば、そこから熱線（電磁波）が出ている

図5

温度 t の壁と真空中の電磁波

のを私たちは感じることからお分かりいただけると思いま
す。別の例では、晴れた夜は放射冷却で気温が下がること
酸ガス、メタンガスなど、地表から放射された赤外線の一
部を吸収することにより、温室効果をもたらす気体）のた
めにこの放射冷却が十分にできないことによるといわれて
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も経験していますし、地球温暖化の原因は温室効果ガス（炭

T1>T2

います。
図 6 に温度 t と平衡状態にある容器内の電磁波の波長分布
を示しました。二つの温度 t、すなわち T1 と T2（ただし T1

T2

＞ T2）における電磁波の強度分布と波長の関係を表してい
ます。高い温度 T1 のほうが全体に電磁波の強度が大きくなっ
ています。この波長分布は温度によって決まっているので、
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図6

温度 t と電磁波の波長分布

逆に電磁波の分布を測ることで電磁波を放出しているものの温度を知ることができます。太陽の表面
温度が 6000℃といわれるのも、太陽光の電磁波の波長分布から決められたものです。
それで、宇宙の温度は宇宙のかなたからやってくる電磁波の波長分布の測定から、その絶対温度は

2.725K ということになりました。波長分布の測定には世界中のいろいろな場所に設置されている光学
望遠鏡、電波望遠鏡など様々なタイプの望遠鏡が使われています。
宇宙からやってくる電磁波の分布がこのように低い温度に対応したものになっているのは、宇宙の
成り立ちに深く関連しています。ここでは宇宙論には立ち入りませんが、ビッグバンモデルを支持す
る膨張宇宙の背景放射と考えられています。以上のことから、自然界に存在する最も低い温度は 2.7K
程度であるということが分かりました。

2． 低い温度のつくり方
① 気体の液化
低い温度をつくるもっとも一般的な方法は気体を圧縮し、その際に発生する熱を取り去ったのち、
急激に膨張させることで温度が下がることを利用するものです。これはジュール・トムソン膨張（J—T
膨張）と呼ばれている現象です。この現象の内容を、図 7 を用いて詳しく説明します。
気体はその種類によって圧縮のみで液体になる温度が異なります。空気の成分である窒素や酸素は
室温で圧縮しただけでは液体にはなりませんが、J—T 膨張によって低温にすることができます。
図 7 の装置を例えば窒素の気体で満たしたとします。圧縮機で高圧になった窒素は圧縮によって温
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度が上がります。次に放熱部でもとの温度にまで下げられます。そ

ᅽ⦰ᶵ

の後、熱交換器を通って膨張ノズルから液化室に吹き出されます。
その際の急激な膨張による圧力低下によってガスの温度が下がりま

ᨺ⇕

す。これが J—T 膨張と呼ばれている現象です。温度の下がった気体
は再び圧縮機に戻されますが、このとき、温度の下がった気体を熱

⇕ᶵ

交換器の左側に通すことによって、圧縮機を通って熱交換器の右側
J-T⭾ᙇ

を通る高圧気体を冷やします。これにより、液化室に向かう気体は J—

T 膨張に向かう前にさらに冷やされることになるので、最初の時よ
りも低い温度で J—T 膨張が行われ、より低い温度が得られます。こ
の過程を繰り返すことによって気体の温度は下がり、その一部は液

ᾮయ
図 7 J—T 膨張による気体の液化

体として液化室にたまります。
このようにして窒素ガスを液化することで、‒196℃という室温から見れば非常に低い温度をつくる
ことができます。液体酸素の場合は 1 気圧のもとで ‒183℃です。
多くの気体はこのようにして液化させることができ、その結果、気体のときよりも低い温度が得ら
れますが、水素やヘリウムは、室温で膨張させても温度は下がらず、どんなに温度を下げても液体に
ならない気体ということで永久気体と呼ばれていました。しかし、水素の場合には、まず液体窒素を
つくり、これを用いて冷却したのち、低温で J—T 膨張させることで液化させることができます。1 気圧
のもとでの液体水素の温度は ‒253℃ =20K です。ヘリウムの場合にはもっと低い温度が必要で、液体
窒素で冷却したのち、さらに液体水素で冷却してから、J—T 膨張させることで液体にすることができま
す。
ヘリウムには 2 種類の同位元素があり、普通ヘリウムといえば質量数 4 のもの (4He) ですが、質量数
が 3 のもの (3He) もあります。1 気圧のもとでの液体 4He の温度は 4.2K、液体 3He の温度は 3.2K です。
かなり絶対零度に近づいてきました。
気体を液化する方法はほかにもありますが、ここでは最も一般の方に分かりやすいと思われる方法
を例にとってお話しました。
② 蒸発による温度降下と希釈冷凍法による低温生成
日本には昔から夏の暑い日には水を撒いて涼を得るという文化がありますが、液体が蒸発するとき
周囲から熱を奪うので、温度が下がります。このことはすべての液体について当てはまります。今は
低い温度のつくり方を考えていますので、液体としてはヘリウムのみを考えます。
蒸発を利用した低い温度のつくり方は簡単で、その様子を図 8 に示
Ẽ

しました。液体が気化する際に周囲から熱を奪う（蒸発の潜熱といい
ます）ので、1 気圧のときよりも低い温度をつくることができ、液体
4

He の場合で約 lK、液体 3He の場合で約 0.3K の温度をつくることが

できます。この方法で既に自然界に存在する宇宙の最低温度よりも低
くなっていることに注意してください。
ヘリウムの液化に初めて成功したオランダの物理学者カメリン・オ

ᾮయ

ンネス先生 (1853‒1926) は、ヘリウムの気化を利用する、つまりその
（水
蒸気をポンプで排気することで 4.2K よりも低い温度をつくり、金属
銀）の電気抵抗が突然ゼロになる超伝導という現象を発見しました。
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図8

液体の気化による
低温生成

気化の潜熱を利用する方法で低い温度をつくるとき、その得られる低温の限界は何によって決まる
のでしょうか。次にこの点について考えてみます。液体 4He の場合、先ほどから１気圧のもとでは 4.2K
と言ってきました。その蒸気を排気すると気化が進んで温度が下がりますが、それとともに蒸気の圧
力も下がっていきます。液体の温度が下がるにつれて、それと釣り合う蒸気の圧力も低くなります。
水の場合では、冬の寒い日には空気が乾燥する、大阪の夏は蒸し暑いというのも同じ理屈です。ヘリ
ウムに話を戻しますと、ヘリウム液体の温度が下がるにつれて、その蒸気の圧力は急速に低くなる、
ゼロに近づく、すなわち真空に近づきます。蒸発が起こってはじめて気化熱を奪い、温度を下げるこ
とができるわけですが、その蒸気の圧力がゼロに近づくために、蒸発がほとんど起こらなくなってし
まいます。それがこの方法によってつくることができる低温の限界を決めることになります。ヘリウ
ムの蒸気を排気することで得られる温度の限界は、先ほど示した通りです。
ところが、普通の意味の蒸発ではないのですが、3He と
3

He

4

He を使って、さらに低い温度をつくることができる非常

ศ⁀ᐊ
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に巧妙な方法が考案されました。それが図 9 に示した希釈
冷凍法です。その概略を説明します。
液体 3He と液体 4He はある温度まではどのような割合で
も混ざり合いますが、それより低い温度では一様な混合液
にはならずに分離します。すなわち、液体 3He と液体 4He
に分かれるわけです。このとき、液体 3He の方が液体 4He
3

よりも軽いので、図 9 の下部に示したように液体 He は液
体 4He の上に浮いた形になります。ただし、分離した段階
ではそれぞれの液体は純粋な 3He と 4He ではありません。
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図9
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互いに少しずつ混ざり合っているのです。
もう一つさらに重要なことは、上の方に浮いている液体 3He はより温度が下がると純粋な液体 3He
に近づくのに対して、下の方の液体 4He の中にはいくら温度が下がっても約 6% の 3He が溶け込むこ
とができるという性質があることです。液体 4He の沸点は 4.2K、液体 3He の沸点は 3.2K なので、3He
の方が蒸発しやすいことになります。そこで、図 9 に示したように 0.6K くらいに保たれた分溜室でポ
ンプで圧力を下げて 3He を排気すると、分溜室に引き上げられた液体 4He の中の 3He 濃度が下がり、
その結果、混合室の液体 4He の中の 3He の濃度も低くなります。そうすると、3He が液体 4He の中に約６％
になるまで溶け込んで、混合室での濃度バランスの崩れが解消されます。
混合室で 3He が液体 4He の中に溶け込むのは、液体 3He から 3He の原子が液体 4He に移動する一種
の「蒸発」と見ることができます。そして、この「蒸発」に伴って周囲から熱を奪うので温度が下が
ります。さらに重要なことは、通常の蒸発では先に述べたように蒸気圧は急速にゼロに向かうのに対
して、ここでの「蒸発」はいくら温度が下がっても約 6% まで 3He は液体 4He の中に溶け込むことが
できることです。このためいくら温度が下がっても、「蒸発」を一定の割合で起こさせることができ、
その結果、非常に低い温度をつくることができます。この方法による低温生成の限度は 0.002K くらい
です。
③ 断熱消磁法による低温生成
これまでの話は気体を液化させ、さらにその蒸気を排気することで低温をつくるというものでした
が、ここからは全く別の考え方による低温生成です。
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原子や分子、あるいは原子の中心にある原子核には磁石の性質をもつものがあります。このような
原子、分子、あるいは原子核でできている物質は、言わば小さな磁石の集合体と考えることができます。
それらの小さな磁石間には互いに力が働きますが、その力は十分に弱く、通常の温度では乱雑な熱振
動のため、それぞれの磁石の向きは定まらず自由に向きを変えているような物質が断熱消磁法の対象
になります。このような物質は常磁性体と呼ばれています。
常磁性体を構成するそれぞれの小さな磁石は通
常の温度ではその向きはさまざまで全く方向性は

ᖖ☢ᛶయ

ありません（図 10 の左）が、外部から磁界をか
けると、磁石が北を指すように、小さな磁石も向

S

N

きをそろえ始めます ( 図 10 の右 )。その揃う度

☢⏺

合いは磁界の強さと温度との兼ね合いで決まりま
す。磁界は小磁石の向きを揃えるように働きます
が、温度による乱雑な熱運動は向きをさまざまに

ᖖ☢ᛶయ
図 10

常磁性体と磁界による磁石の配向

しようと働くからです。
図 11 は常磁性体の小さな磁石の向きの乱雑さの度
くつかの磁界（ H=0, Hl, H2, H3, Hl <H2 <H3 ）のもと
で、温度の関数として表したものです。温度が高い
ところでは、いずれの磁界のもとでも同じ一定の値

࢚ࣥࢺࣟࣆ䤀

合い（専門用語ではエントロピーといいます）をい

S

H=0

H1

H2

H3

[B]

になるのは乱雑さの度合いが最高に達した、すなわ
ち、あらゆる向きに同じ割合で存在するようになっ

[C]

[A]

た状態を表しているからです。温度が下がり熱運動
が弱まってくると、磁石間で及ぼしあう力の影響が
相対的に大きくなって、小さな磁石の集合体は全体

T0

として向きをそろえるようになり、それに伴って乱
雑さの度合い（エントロピー）は減少してゆき、や

図 11

T1

T2

T3

T

磁界下でのエントロピー曲線

がてゼロに向かいます。エントロピーの減少は磁界
が強いほど高い温度から始まります。
さて、温度 T3 にある常磁性体に磁界 H3 をかけて小さな磁石の向きを揃えようとすると、気体を圧
。この熱を、
縮したときと同じように発熱により温度が一旦上がります（図中の [A] から [B] に移る）
たとえば②で述べた 3He － 4He 希釈冷凍で得られる低温媒体と接触させて取り去って、もとの温度 T3
に戻した（[B] から [A] に戻る）後、低温媒体との接触を断って断熱状態にします。次に、断熱状態を
保ったままで磁界を H3 から徐々に減らしてゆくと、[A] の状態から [C] の状態に近づきます。この過
程の間、常磁性体のエントロピーは一定に保たれますので、磁界の減少につれて温度が下がってゆき、
磁界ゼロ（H=0）で温度 T0 に到達します。これが断熱消磁法と呼ばれる低温のつくり方です。
常磁性体として分子の磁性を利用した場合に到達できる最低温度は凡そ 0.001K、原子核の磁性を利
用した場合の最低到達温度はおよそ 0.000001K です。
私たちはこの方法を使って 3He と 4He の混合液の新しい超流動現象（極低温において液体ヘリウム
の流動性が高まり、容器の壁面をつたって外へ溢れ出たりする現象）の探索を行うため、この混合液
を 0.000097K まで冷却しました。しかし、新しい超流動現象は観測されませんでした。いろいろな状
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況証拠から、この混合液は十分に冷却できれば新しい超流動現象が見られると考えられていますが、
まだ実現はしていません。私たちの実験から既に 15 年以上経過していますが、この超流動現象の実験
に用いた 0.000097K という温度の記録は未だに破られていません。次の挑戦者は抜本的な方法の改善
が必要とされているからでしょう。
④ レーザー冷却による低温生成
最後に、現在最も低い温度をつくることができるレーザー冷却について説明しましょう。実際に超
低温を生成するにはさまざまな技術上の工夫が必要なのですが、私自身もこの冷却法に携わった経験
がありませんので、ここではその原理の説明にとどめます。
レーザー冷却は次の３つの事を利用して、レーザー光を使って原子の運動を止めることで絶対零度
を目指す冷却手法です。

(1) 原子による光の吸収と放出
(2) 光の粒子性
(3) ドップラー効果
先ず (1) の原子による光の吸収と放出についてですが、原子は気体の状態にあるとき、その種類（つ
まり元素）によって決まった波長の光を吸収したり、放出したりします。北極や南極近くで見られる
オーロラ（太陽からのプラズマが大気中の酸素原子や窒素原子を励起することによって発光すると考
えられている現象）はその例です。実験には原子気体として使われる元素に合った光の波長のみを持ち、
しかも強い光線であるレーザー光が使われます。原子は自分に合った波長の光を吸収して一旦励起さ
れた状態になりますが、すぐに同じ波長の光を放出して元の状態に戻ります。
次に (2) の光の粒子性についてですが、光は波（電磁波）であると同時に、実はつぶつぶ（粒子）の
性質もあって、その波長によって決まったエネルギーと運動量を持っていると考えることができます。
運動量という語に初めて接する人がいるかもしれませんが、通常、運動量は質量 m と速度 v の積 mv
で定義されます。しかし、光の場合には質量がありませんので厄介ですが、エネルギーだけでなくそ
の進む方向に勢いも持っていると思ってください。
以上 二つの事実を念頭に置いて、どのような
さい。いま、一つの原子が右側からきた波長λ、

Ȝ, p

ཎᏊ
ගࡢ྾

ます。光の吸収は原子が止まっている状態で起

ཎᏊ

ග

運動量 p の光を吸収し（図の左側）、その後、図
の右側に示したような方向に光を放出したとし

Ȝ, p

ග

ことが可能かを考えてみます。図 12 を見てくだ

図 12

ගࡢᨺฟ
原子による光の吸収と放出

こったとしますと、光の運動量を受け止める結
果、光を吸収した直後の原子は左の方に動き出します。その後、原子は同じ波長の光を放出しますので、
その反動で放出した方向の逆向き、この図では右下の方に動きます。もしも、光の放出方向が図のよ
うではなく、やってきた光と同じ左の方向であれば、原子は光を吸収した時には左の方に動き、光を
放出した反動で右の方に動き出すので、結局元の位置から少し左に移動したところに止まった状態に
なります。また、逆方向、すなわち光が来た向きに放出した場合には、その反動で吸収した時の分と
合わせて倍の速さで左の方に動くことになります。このように光の吸収や放出に伴って原子の位置や
運動状態が変わります。
さて、もう一度図 12 に戻って原子に右から光を当て続けることを考えます。この状態では原子は光
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の吸収と放出を繰り返し行うことになります。このとき光の吸収は常に右からなので、そのたびに左
の方に力を受けて動きます。一方、光の放出はあらゆる方向に同じ割合で起こります。したがって放
出による反動の方は全部の力を加え合わせるとゼロになります。その結果、原子が光の照射によって
受ける力は光を吸収した時に受ける動きに吸収の回数を掛けた分の速さで左側に動くことになります。
実例を数値で示しましょう。この実験によく使われる原子は質量数が 87 のルビジウム（原子番号

37、元素記号 Rb）です。この元素は波長 780nm（ナノメートル）の光を吸収し、１回の光の吸収によっ
て受ける速度の変化は 6 mm/s です。室温にあるルビジウム原子の熱運動による平均の速さは 170,000

mm/s です。ルビジウム原子がこの速さで右の方に動いており、右から波長 780nm の光を当て続けて
原子を静止させるためには約 3 万回（170000mm/s ÷ 6mm/s=28,333）の吸収と放出が必要ということ
になります。
最後に (3) のドップラー効果と呼ばれる現象について説明します。これは、音や光の発信源とそれを
受け取る側が相対的に動いている場合、発信する側と受け取る側で波長や振動数が異なるというもの
です。救急車がサイレンを鳴らしながら走っているとき、近づいて来るときと通り過ぎて遠ざかって
いくときとで音の高さが変わる（低くなる）のを経験した方もおられるのではないでしょうか。これ
がドップラー効果によるものです。
これまでは図 12 に示したように静止し

Ȝ, Ѓ

ている原子について考えてきましたが、現
実の原子は上記のルビジウム原子の例で

ཎᏊ

ග

も述べましたように熱運動で動いていま

v

す。したがって、原子による光の吸収を考

㏿ᗘv࡛▮༳᪉ྥ
ື࠸࡚࠸ࡿཎᏊ

える際にはドップラー効果を考慮する必要
があります。図 13 を見てください。ここ

図 13

v
ЃĨ㸻 Ѓ㸦 1 + c 㸧

ドップラー効果による振動数の変化

右からやってくる波長 λ、
振動数ν（ニュー）
に示したように、
速度 v で右に動いている原子から見た場合、
の光は図の中の式で示したようにν' ＝ν（1+v/c）（c は光速）となって振動数は高くなる、波長で言え
ば短くなります。また、
同じ理由から原子が遠ざかっている場合には同じ波長の光でも振動数は小さく、
波長は長くなります。このように原子が近づいている場合と遠ざかっている場合とでは同じ波長の光
でも異なった値になります。そこで原子が光に近づく方向に運動している場合で考えると、ドップラー
効果で高くなる振動数の変化分を考慮して、その原子が吸収する波長となるように光の振動数を低め
に調整しておけば、原子は光の吸収と放出を繰り返して先に述べたように速度を落とします。このと
き反対の向きに運動している原子は波長が合わないので影響を受けませんが、この反対向きに運動し
ている原子に対しては反対方向に進む光を振動数を調整して照射すると、やはり光の吸収と放出が繰
り返されて速度が落ちます。
このような原子からなる気体を考えた場合、熱運動によって原子はあらゆる方向に自由に運動してい
ますが、この原子気体に前後、左右、上下の 6 方向からレーザー光を当て、その波長を光に近づく向き
に運動している原子が吸収するように調整すれば、どの方向に運動する原子に対しても波長が合う光が
存在することになります。ルビジウムの場合、室温で運動している原子を静止させるには約 3 万回もの
光の吸収と放出を繰り返さなければならず、しかも速度は連続的に変わるので実際にはもっと込み入っ
た工夫が必要です。しかし、荒っぽく言えば 6 方向からレーザー光を当てることで、全ての気体原子
の速度を限りなくゼロに、つまり絶対零度に近づけることができます。この方法で到達できた最低温
度は 0.000000005 K で、これが今までの最低到達温度記録といえるでしょう。
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３．低温特有の現象
これまで低温をつくる方法について述べてきましたが、最後に何のために低温をつくるのか、とい
う点に触れておきましょう。
工業的な目的では例えば空気を液化して酸素と窒素に分離するなど、いろいろな目的があるでしょ
うが、科学的な興味として最大のものは超伝導や超流動といった普通には見られない現象についての
研究です。
ある種の金属や合金、導電性のセラミックなどは低温で電気抵抗がゼロになる超伝導（超電導と
も書きます）状態になります。この性質は既に磁気浮上鉄道や病院での MRI（Magnetic Resonance

Imaging 磁気共鳴画像法）などに応用されています。液体ヘリウムの超流動現象は応用には結びつい
ていませんが、自然の仕組みについて考える基礎科学では重要な役割を果たしています。
先にも述べましたように、ミクロの目で見れば原子や分子は激しく振動したり、動き回ったりして
います。そしてこれらの運動は温度が下がるにつれて弱くなってゆき、絶対零度に近づくにつれて静
止状態へと向かいます。このとき、ほとんどの物質は静止した固体となって科学的な興味の対象とは
なりませんが、金属など電気を通す物質の中の電子、液体ヘリウム、そして先に例として挙げたルビ
ジウムの気体などはいくら低い温度になっても流動性を失いません。自由に動ける状態であることが
科学的にはとても重要です。
超伝導や超流動は特異な現象のように思われますが、見方を変えればこれがこういう物質の本当の
姿であるともいえます。温度が高くなると熱運動が激しくなるために、本来の姿がかき消されてしまっ
たのだと考えられます。超伝導や超流動に限らず、低温の物理は乱雑な熱運動の影響を少なくして、
モノの本当の姿を調べるという意味があります。
話が低温物理の世界に入ると際限がありませんので、今回のお話はこれまでとさせていただきます
が、温度という身近な物理現象もその極限を考えることが物質や宇宙をつかさどる根本原理の理解に
つながっていることを少しでも分かっていただければ幸いです。
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