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研究成果の概要（和文）：相転移・不安定化現象に伴う強い非平衡状態と粉粒体の非線形レオロジーとの間の動的競合
についての実験的研究を行った。本課題では、ウェットフォーム薄膜のDewetting（界面不安定化の一種）を例にとり
、一粒子レベルの運動が関与する不安定化の起点から、中・後期過程のマクロな粗大化に至るプロセスの実時間・実空
間観察を行った。特にウェットフォームの非線形レオロジーにより、粘性流体における従来型のスケーリング則がどの
ように破れるのかという点に着目し、粉粒体の相転移・不安定化ダイナミクスにおける新たなスケーリング則を見出し
た。

研究成果の概要（英文）：We have experimentally investigated a dynamic competition between the strongly 
non-equilibrium state associated with phase transitions and instabilities, and the nonlinear rheology of 
granular matter. In this study, using dewetting (one of the interfacial instabilities) of the thin film 
of wet foam as an example, we performed real-space and -time observations of the ordering process ranging 
from the birth of the instability involving one particle motion to macroscopic coarsening in the late 
stage. We found a new scaling law in the ordering dynamics of the instability, focusing on the violation 
of the conventional scaling law in usual viscous fluids due to the nonlinear rheology of wet foam.

研究分野： 液体物理学
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１．研究開始当初の背景 
（１）粉粒体とは、巨視的な粒子の集合

体を指し、適度な外力下で「流れ」を示す

ユニークな物質群である。密な粉粒体はア

モルファス的構造を有し、粒子間の相互作

用が極めて弱く、僅かな応力に対しても敏

感に応答することから、しばしば「Soft 

Glassy Material」とも呼ばれる。このよ

うな系では、十分に弱い応力で容易に非線

形応答が実現する。この特徴的な「流れ」

は、外力によってのみ駆動されているので、

外力が消失すればエネルギーは散逸し、流

動性も失われるという散逸多体系（非熱

系）としての側面も併せ持っている。この

ユニークなレオロジー特性の基礎的理解

は、工学的応用のみならず、ガラス転移と

ジャミング転移の統一的理解に関連して、

非平衡物理学の目下の重要なテーマとな

っている。 
 
 （２）研究代表者は、本研究課題と並行

して「液体・液体転移」という新たな相転

移現象、とりわけその過渡的過程の動力学

に着目し研究を進めてきたが、その研究の

過程で、相転移や不安定化現象に伴う強い

非平衡状態と粉粒体のレオロジーの動的

競合が、その相転移ダイナミクス自体の非

線形性から、非常に重要なテーマになり得

るとの認識に至った。従来の粉粒体の研究

では、そのユニークなレオロジー特性の基

礎的理解そのものに主眼が置かれていた

が、本研究課題では相転移・不安定化現象

との動的競合の可能性に着目し、むしろ粉

粒体の非線形レオロジーを積極的に利用

することで、相転移ダイナミクスにおける

新しいタイプの普遍性の構築を目指して

いる。相転移ダイナミクスの研究自体は、

空間スケールの階層性と、それに由来する

のろまなダイナミクスを特徴とするソフ

トマター物理学分野で今もなお大きな発

展を見せているが、特に散逸多体系におけ

る相転移・不安定化ダイナミクスついては

未開拓な領域であり、本研究分野における

今後の重要なテーマの一つになることが

予想される。 
 
 （３）また、生物物理学分野に目を向け

れば、細胞の二次元的な集団運動（広がり）

には、類似の力学過程（正確には Dewetting

の逆である Spreading）が含まれている可

能性がある。その意味でも、本研究は分野

の枠を越えた新たな研究のフロンティア

を切り開くことができるのではないかと

考えた。 

 
２．研究の目的 

前述のように、相転移や不安定化現象に
伴う強い非平衡状態と粉粒体の非線形レオ
ロジーの動的競合については未解明な点が
多い。本研究では、相転移・不安定化ダイ
ナミクスの視座から、レオロジーの非線形
性により、秩序化過程における従来型のス
ケーリング則がどのように破れるのかを明
らかにし、粉粒体の相転移・不安定化ダイ
ナミクスにおける新たな普遍性を見出すこ
とを目的とした。特に本課題では、一次相
転移・不安定化現象のモデルケースとして、
表面・界面（2次元系）の不安定化の一つで
ある撥水（Dewetting：液体薄膜が界面から
自発的に後退する不安定化現象）を扱い、
従来の Dewetting で観測される動的スケー
リング則が、散逸多体系としての粉粒体の
特性によりどのように変調されるかを特に
検討した。 

 
３．研究の方法 
（１）粉粒体は衝突時の斥力を除いて互い
に力を及すことはないので、集合体として
の界面張力はゼロである。それ故、通常の
粉粒体では Dewetting を始め、界面張力に
より駆動される不安定化現象は起こり得な
い。そこで本研究では、界面張力を生む媒
質、即ち不安定化の起点として一定量の水
分が必要であると判断し、粉粒体の一種で
あるウェットフォーム（泡）をサンプルと
して選択した。これにより、Dewetting によ
り生じる力学場がフォームの降伏応力に打
ち勝つことで流動場が生じるため、そのユ
ニークなレオロジーを反映した Dewetting
ダイナミクスを観測することができる。な
お、Dewetting により生じる力（界面張力）
は非常に小さいので、例えば砂・水の混合
系などの含水粉粒体では、水より密度の高
い砂を流体力学的に輸送できるほどの強い
力は発生しない。それ故、Dewetting を起こ
すのは困難である。よって水（界面活性
剤）・空気で構成されるウェットフォーム
が本実験系においては最適である。 
 
（２）本研究では、高速度カメラとマクロ
レンズを用いて Dewetting ダイナミクスの
実時間・実空間観察を行った。より具体的
には Dewetting の後期過程における粗大化
及びパターン形成というマクロなプロセス
を追跡すると同時に、ミクロな視点からは、
転移に付随して駆動されるローカルなダイ
ナミクス（流れ）を一粒子レベルで捉えた。
解析では、主に画像解析法、二次元流動解
析法を用いた。 
 

４．研究成果 



 （１）マクロレンズを搭載した高速度カメ
ラを用いることで、Dewetting という不安定
化の起点（核生成の瞬間）を直接観察するこ
とに成功した（図 1）。従来の粘性流体の
Dewetting では、連続体としての取り扱いが
前提となるので、核生成の瞬間はミクロ（分
子スケール）な意味では定義することができ
ない（また観察も不可能である）。それに対
し本実験系では、構成粒子のサイズが大きく、
かつ粒子間相互作用が弱いウェットフォー
ムを用いることにより、転移のダイナミクス
自体が極めて遅くなり、その瞬間を捉えるこ
とが可能になった。今後、転移の起点となる
場所の粒子配置と応力の関係（例えばミクロ
な粒子配置が内部応力を支えるのに適した
配置か否か等）を調べる必要がある。 
 
 （２）次に、一粒子レベルの運動が関与す
る不安定化の始まり（核生成の起点）から、
中・後期過程のマクロな粗大化に至るプロ
セスの解明に取り組んだ。この点について
は、核生成というミクロなスケールの事象
と、粗大化過程というレオロジーとしての
性質が関与するマクロなスケールをつなぐ
という観点から極めて興味深い。観察の結
果、フォームの Dewetting における粗大化
過程は、これまで粘性流体の Dewetting に
おいて理論的に予測されていた線形成長則
(ドメインの特徴的サイズ：ξ～t )には従わ
ず、フォームの有限の降伏応力を反映した
緩和型（指数関数型）でスケールされるこ
とを見出した（図 2）。更にその素過程では、
上述したミクロな領域からマクロな領域へ
のクロスオーバー挙動は見られずに、空間
的にシームレスに指数関数型でスケール可
能であることも分かった。このスケーリン
グを特徴付ける緩和時間と、フォーム自身

の物性との結びつきを明らかにすることが
今後の研究の焦点となる。 
 
（３）またこれまでの研究から、より理想
的な実験系の構築に向けた改善が必要であ
ることも分かってきた。本研究では、フォ
ーム薄膜を成形する際に生じた Dewetting
を観察しているが、それ自体が偶発的事象
であるために実験系が完全にコントロール
されている訳ではない。よって現在、本課
題の発展的展開として外力下（例えばフォ
ーム薄膜を伸長した時の膜の穴開き、破壊）
での強制的かつ意図的な Dewetting 挙動の
制御・解明にも取り組んでいる。 
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図 1：穴の特徴的サイズの時間発展。赤線

は単調指数関数（緩和型）による解析。 

図 1：高速度カメラで捉えたフォーム薄膜の

Dewetting の様子。黄緑の領域、矢印は不安

定化の起点、及び穴の開いた直後の様子を表

す。スケールバーは 1 mm である。 
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