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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 
 

静止した牛乳表面に大きな密度のコーヒーの滴を静かに置くと、コーヒー滴はただちに牛乳表面に沿って拡が

る。広がったコーヒー溶液は重力不安定のため沈むが、沈む過程で牛乳表面にコーヒーがフラクタルパターン

を描くことを申請者は発見した。アスペクト比 r/h (rは容器半径, hは低密度流体の深さ)を変化させ、実

験を行ったところ、r/h＜1でフラクタルパターン、r/h>1でセルパターンが観察される。また、鉛直方向

の流れの観察から、パターンの転移が起こる r～hで鉛直方向の流れが急激に変化することが分かった。

鉛直方向の流れと表面パターンの関係は実験から明らかになったが、表面パターンの形成機構について

十分に理解されていない。そこで、表面パターンの詳細な解析を行い、初期段階の形成機構を理解した。内

容の詳細は下記のとおりである。 

 

(1)フラクタルパターンについて 

鉛直流れと表面パターンの関係から、ヴィスカスフィンガリングと類似した機構でフラクタルパターンが形成され

ていると考察した。ヴィスカスフィンガリングとは、粘度の異なる二流体界面での不安定性に起因して形成されるパ

ターンのことである。この考察の検証のため、フラクタルパターン形成の初期段階で二流体界面に観察される周

期的波長を測定した。実験で得られた周期的波長は、ヴィスカスフィンガリングのモデルが示す波長の値とよく一

致していた。以上のことより、初期段階においてはフラクタルパターンの形成機構はヴィスカスフィンガリングの形

成機構と類似していると考えられる。 

 

(2) セルパターンについて 

セルパターンのサイズ分布を調べたところ、セルの面積と個数の関係はベキ則に従っていた。ベキ則の指数が

一定に保たれる時間領域においては、各セルは独立した生成、成長することが実験的観測から明らかになった。

得られた実験結果を元に現象論的モデルを構成し、セルのサイズ分布がベキ則で記述されることを明らかにし

た。 
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欧文概要 ＥＺ 
 When a droplet of coffee with higher density solution (HDS) is put on a surface of milk with a lower density solution 

(LDS), coffee sinks vertically due to gravitational instability. The coffee solution shows a fractal pattern at the surface of 

milk in the sinking process. The fractal pattern occurs at r < h, where r and h are a radius of a beaker and a depth of LDS. 

On the other hand, a new type of cell pattern is observed at r > h. At r ~ h, where a transition between a fractal pattern and 

a cell pattern occurs, a vertical flow changes. It means that a surface pattern depends on the vertical flow. Formation 

mechanisms of fractal and cell patterns, however, are still unknown. Thus, we investigate the formation process of fractal 

and cell patterns at an initial stage in experiments. And, we propose a phenomenological model based on our 

experimental results, and explain the formation process. 

 

(1) Fractal pattern 

Before a fractal pattern is formed, a stick-like pattern with a periodic structure emerges in a region surrounding 

the surface pattern due to interfacial instability. We experimentally measure the wavelength of this stick-like 

pattern. The wavelength agrees with one obtained from a model of miscible viscous fingering whose boundary 

conditions are similar to those of the experiments. The formation of the fractal pattern is discussed by comparing 

it with the viscous fingering. 

 

(2) Cell pattern 

We investigate a size distribution of cells in a cell pattern. The cumulative size distribution obeys a power law 

with a power index that is independent of time as long as it is possible to neglect the interactions among th e 

cells. To understand the power law mechanism, a simple model is proposed, and provides the power law 
measured in experiments. Our results indicate that independent cell generation and growth are key factors to 

understand the feature of the cell pattern. 

 


