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液体中における密に詰まった粉粒体の重力不安定*  

Gravitational Instability of a Close Packed Granular Medium in a Liquid 
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Abstract To better understand the processes which occur in magma chambers and in liquefied 
sediments, we conduct laboratory experiments of gravitational instability of a close packed 
granular medium in a liquid. First we consider a case in which a granular medium overlies a liquid 
layer. Here the lowermost thin layer of a granular medium dilates and becomes mobile to form a 
rheological boundary layer (RBL), from which narrow granular plumes grow downwards. We 
measure the wavelength and the growth rate of the instability and constrain the thickness of the 
RBL to be only about twice the particle size, and its packing fraction as φ = 0.42, indicating 
dilation. When the granular medium is thicker, we find that the granular plumes organize 
themselves into convection cells. Importantly, the ascent velocity of the boundary between the 
granular medium and the liquid layer is approximately constant regardless of the thickness ratio of 
the two layers. A scaling in which the packing fraction of the RBL governs the ascent velocity is 
found to explain the results well. Next we extend the first experiment and model magma chamber 
roof melting and subsequent particle settling. An experimental cell consists of a lower layer of a 
thermally convecting molten wax, and an upper layer comprising of a mixture of particles and 
solid wax. As the interstitial solid wax of the upper layer melts, the particles become mobile and 
settle downwards. From experiments with different particle sizes, we find that when the particle is 
smaller than 0.1 mm, cycles in which melting starts and stops, occur spontaneously. Melting stops 
due to the formation of a stable stratification in the melt layer which suppresses the vertical heat 
transfer. Melting resumes by the convective overturning because the cell is heated from below. A 
dimensionless Buoyancy number is found to explain the critical particle size well. As a third 
experiment, we consider the instability caused by liquefaction. Here an experimental cell consists 
of a water-immersed granular medium which is size-graded into 2 layers such that the upper layer 
has a smaller permeability. When the cell is shaken vertically, liquefaction occurs and the water 
temporarily accumulates at the 2 layer interface resulting in a gravitational instability. From 
experiments in which we vary the acceleration and frequency of shaking, we find that there is a 
critical acceleration for instability to occur, and that this acceleration is minimum at a frequency 
of about 100 Hz. We show that the frequency dependence can be interpreted from a combined 
condition of energy and jerk of shaking exceeding their respective critical values.  

  
Keywords: Close packed, Granular medium, Gravitational instability, Dilation, Settling velocity 

 
1. 緒 言 

 粉粒体は自然界の至るところに見られる。海岸

の砂を始め、海や湖の底には粉粒体が層をなして

堆積している。岩石は個別の鉱物粒子が凝集した

集合体である。従って固体地球は粉粒体の集合体

と言える。地球には重力があるため、粉粒体はや

がて堆積し互いに接するようになる。粒の間には

摩擦力が働くため、粉粒体はそのままでは流れな

い。しかし何らかの方法で粒同士の接触が弱まる

と液体のように流れ始め、多様な流れのパターン 
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を作り出す。 
 それまで静止していた粉粒体が動き始める現

象は自然界で多く見られる。一例は珪酸塩メルト

と鉱物からなるマグマである。岩石の融解は鉱物

粒子の境界から始まり、少し融けた段階では粒子

の間をメルトが埋める。岩石の融解が進むとメル

トがネットワークを作り、マグマ全体が流動化す

る。別の例として水で飽和した砂があり、地震動

により液状化し噴砂を起こす。 
 静止していた粉粒体はどのようにして動き始

めるのだろうか？その時、何が粉粒体の速度やパ

ターンを決めているのだろうか？個々の粒子は

独立に移動するのだろうか、それとも集合体とな

って動くのだろうか？液体のみの流動と何が異

なるのだろうか？私達はこのような疑問に答え

るために、重力不安定が起きる系を重点的に実験

により研究してきた。本論文ではこれまでに得ら

れた知見の要点を紹介する（実験の動画は 
https://www.youtube.com/user/geodynlab ）。 
 
2. 粒子・液体 2 層系の重力不安定 

 粒子・液体 2 層系の重力不安定を理解するため

の最も簡単な系として、初期に液体より高密度の

粒子の層が液体の層の上に存在する場が考えら

れる。このような状況はマグマが上部から冷やさ

れる場合に出来うる。粒子を含まない流体同士が

重力的に不安定な 2 層をなす場合は、不安定が特

徴的な波長𝜆と成長率𝜎で成長すること（レイリ

ー・テイラー型不安定）、そしてこれらが 2 層の

厚さ、密度差、粘性比で決まることが実験的、理

論的に詳しく調べられている。それでは粒子・液

体系ではどうなるであろうか。 
Fig.1 に実験結果の例を示した[1]。これは粒径

d = 0.12 mm のガラスビーズをシリコンオイルの

中で堆積させた後にケースを反転させたもので

ある。ここで粒子層の体積分率は𝜙 = 0.6であり

random close packing（粒子をランダムに充填した

場合の粒子の体積分率）の状態に近い。granular
プルームが水平方向に約 1.8 mm 間隔で発生し(t 
= 1140 s)、やがて合体をしながら下降する(t = 
2190 s)。プルームの茎の幅は粒子数個程度と細い。

茎の幅は流動化した層の厚さに依存する。茎が細

いことは、この層が薄い事を示唆する。つまり液

体層に隣接する粒子の薄い層のみしか動いてい

ないと考えられる。最終的には粉子層全体がケー

スの天井から剥がれて落下する(t = 3810 s)。以上

の性質は液体系の重力不安定と大きく異なる。 
                    
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.1 Gravitational instability of a heavier close 

packed granular layer above a silicone-oil 
layer [1].  (Permission from Wiley.) 

 
 Fig.2(a)はプルームの先端の位置の移動を測定

した結果である。プルームはゆっくりと加速し、

速度が約 0.04 mm/s で落下するようになる。この

速度は粒子一つの沈降速度であるストークス速

度  
       𝑉𝑠 = ∆𝜌𝑔𝑑2 18𝜂⁄                   (1) 
から求まる速度𝑉𝑠 = 0.001mm/sの約 40 倍である。

ここで∆𝜌は粒子と液体の密度差、g は重力加速度、

ηは液体粘性率である。高さの初期成長は指数関

数的である。ここで高さ(z)を𝑧 = 𝑧0𝑒𝜎𝑡とフィッ

トすることにより成長率𝜎を求めた。ここで𝑧0は
粒径とした。Fig.2(b)には粒径 d = 0.05 mm の場合

について液体粘性率を 3 桁変えて求めた成長率𝜎
を示した。成長率は粘性率ηに対しておおよそ

𝜎 ∝ 1/𝜂とスケールされている。ここで粘性流体

の場合の線形論から得られている波長と成長率

の表式： 
       𝜆 =  4𝜋ℎ (180𝜀)1 5⁄⁄                 (2) 

       𝜎 = ∆𝜌𝑔ℎ
4𝜇

𝜀(1 − 0.443𝜀4 5⁄ )           (3) 

を応用する。ここで h は流動化している粒子層の
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厚さ、𝜀は粘性比 
       𝜀 = 𝜂𝑙/𝜂𝑝                         (4) 
であり、下付き l、p は液体層、流動化した粒子

層を表す。 

Fig.2 (a) Plume growth as a function of time. (b) 
Growth rate as a function of liquid viscosity. 
(c) Growth rate as a function of particle 
diameter [1]. (Permission from Wiley.) 

 
 不安定の波長λ= 1mm を用いて、𝜀をパラメー

タとして𝜎を計算した結果を Fig.2(b)に示した。

𝜀~1/20が実験結果を良く説明する。即ち流動化

した粒子層の実効的な粘性率がその下の液体の

粘性率の 20 倍程度であると推定される。球形の

粒 子 の 場 合 、 粒 子 を 含 む 系 の 粘 性 率 は

Einstein-Roscoe (E-R)の式で良く説明される。E-R
式を適用すると 20 倍という粘性率から粒子の体

積分率が𝜙 = 0.42と求まる。この値は初期の𝜙 = 
0.6 よりも小さく、粒子層が膨張していることを

意味している。さらに式(2)より、流動化してい

る粒子層の厚さがℎ~0.1mm、即ち粒子 2 個程度

と推定できる。以上は粒子層の最下部には実効的

粘性率がそれより上の密な粒子層より低く、下の

液体層より高いRheological Boundary Layer (RBL)
が形成されていることを示す。 
 私達はさらに粒径を変えた実験も行い、成長率

が粒径に比例することを確認した(Fig.2(c))。これ

は実効的な層の厚さが粒径でスケールされてい

ることを示す。密に詰まった粉子層において、流

動化する層厚が粒子 10 個以内になることは斜面

流の場合でも知られており[2]、粒粒体の一般的

な性質と考えられる。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3 An example of a gravitational instability for a 

thick granular layer which models a situation 
in which a magma intrudes into a crust [3]. 
(Permission from Wiley.)  
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 次に粒子層が分厚いため、重力不安定が長時間

継続する場合を考える[3]。熱いマグマが地殻に

貫入した場合にはこのようなことが起き得る。

Fig.3 に実験結果の例を示す。Fig.1 と同様に初期

には細い granular プルームが沈降するが、やがて

それらが組織化し、横幅が約 4 mm の対流セルが

形成される。この対流場は下降流によって駆動さ

れており、温度一定の流体を上部から冷却した熱

対流のパターンと良く似ている。ただし granular
プルームがはがれることにより、上部粒子層が浸

食され下部に堆積層を形成し、対流層が時間の経

過と供に上昇して行く点は、この系固有の特徴で

ある。また時間が経過しても、上の層全体が流動

化して長波長の不安定が成長する現象が見られ

ないことにも注意されたい。これは時間が経過し

ても境界付近の薄い層しか流動化していないこ

とを意味している。 

Fig.4 Upward migration of a liquid layer and 
comparison with the 3 characteristic velocity 
scales shown in Fig.5. The different marker 
shapes indicate different thickness ratios of the 
2 layers. Other conditions are the same as 
those shown in Fig.3. An arrow indicates the 
initial height of the experiment shown in Fig.3 
[3]. (Permission from Wiley.) 

 
 Fig.4 は境界の位置が上昇する様子を測定した

結果である。液体層と粒子層の厚さの比を変えて

実験しており、それ以外の条件は同じである。境

界の上昇速度（傾き）は時間が経過してもほぼ一

定であること、また 2 層の厚さの比に依存しない

ことに注意されたい。これらはいずれも粘性流体

のレイリー・テイラー型不安定の性質と異なる。

この結果も時間が経過しても流動化しているの

は粒子層と液体層の境界付近の薄い層のみであ

ることを示している。 
 それではこの上昇速度を定量的に理解するた

めに Fig.5 に示した 3 つの速度スケールと比較し

てみよう。これらの 3 つの速度は Fig.4 にも示さ

れている。1 つ目は粒子層全体が沈降し液体が浸

透流として上昇する時の粒子層全体の沈降速度q 

        𝑞 = 𝑘
𝜂
𝛥𝜌𝜙𝑔                     (5) 

である (Fig.5(a))。ここで k は浸透率であり

Kozeny-Carman 式より、𝑘 = 𝑑2(1 − 𝜙)3 (180𝜙2⁄ )、
と表される。実測された上昇速度は q よりも速い。

これは境界が降下せずに上昇する観察事実と整

合的である。2 つ目は孤立した粒子の沈降を示す

ストークス速度(𝑉𝑠)（式(1)）である(Fig.5(b))。実

測された境界の上昇速度は𝑉𝑠より遅い。これは境

界付近における粒子同士の相互作用により沈降

速度が遅くなっていることを示している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5 A schematic diagram of the three characteristic 
velocity scales [3]. (Permission from Wiley.) 

 
 本実験では粒子層の最下部が膨張することに

より𝜙の小さい RBL ができ、この層が剥がれて

いる(Fig.5(c))。私達はこのように境界付近の薄い

層のみが重力不安定を起こす現象を "Partial 
Instability"と名付けた。粒の落下速度は粒同士の

間隙を液体が上昇する総流量と粒の落下の総流

量との間の釣り合いで決まっているはずである。

RBL における粒同士の間の距離は、Fig.1-2 の実
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験から求めた RBL の体積分率φ= 0.42 を使って

求めることが出来る。このようにして求めた上昇

速度(𝑉𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡)を Fig.4 に示す。𝑉𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡は実験を良

く説明する。私達は粒径、粘性率を変えて同様に

実験を行い、この表式で表される上昇速度が実験

結果を良く説明することを確認している。 
 以上をまとめる。粒子が密に詰まった系におい

て粒子が動き始めるためには、その準備過程とし

て粒子層が膨張する必要がある。この過程は液体

との境界面で開始するため、境界付近はそれより

も上の粒子層より柔らかい Rheological Boundary 
Layer (RBL)を形成する。RBL の厚さは粒径でス

ケールされる。この「柔らかい」境界層が剥がれ

る速度が粒子層を浸食する速度を支配している。

Fig.1、3 の流れのパターンは、粘性率が温度に強

く依存する場合（例：地球のマントル対流）の熱

対流のパターンと良く似ている。RBL が熱対流

の熱境界層と類似の役割を果たしていると推測

される。 
 
3. 融解により粒子が上部から供給される場に 

 おける熱対流 

 ここでは前節の実験を発展させて粒子落下と

熱輸送が相互作用する系を考える。熱いマグマが

母岩に貫入する時、マグマだまりの天井を融かす

ことによりマグマは上昇する(Fig.6(a))。この熱浸

食の過程では、天井を構成している鉱物粒子の粒

界が融けて、粒子が流動化して落下し、マグマだ

まりの熱対流に影響を及ぼすことが考えられる。

ここではその影響を調べるために Fig.6(b)に示す

装置を使って実験を行った結果を述べる[4]。実

験セルは下層がワックス、上層がワックスとガラ

スビーズ(𝜙~0.49)の混合層からなる。用いたワッ

クス（ポリエチレングリコール）の融点は 37℃
であり室温では固体である。セルを下面から70℃
で加熱するとワックスが次第に下から融解し、メ

ルト層内で熱対流が起きる。融解の前線が上昇し

て粒子層に達すると、ビーズの落下が始まる。こ

の時点における熱対流のレイリー数 (Ra)は
𝑅𝑎 = 4 × 106である。 
 私達は上層を構成する粒径を 0.01～1mm の範

囲で変えて実験を行った。これはストークス速度

を 3 桁変えることに相当する（Fig.7）。実験結果

は粒径 0.1mmで大きく 2通りに分かれた（Fig.7）。

d > 0.1mm では熱浸食による粒の落下は連続的に

起きた（Continuous Regime）。ところが d < 0.1mm
ではそれらが断続的になり、熱浸食が起きる期間

と停止する期間が交互に発生した（Rhythmic 
Regime）。 

Fig.6 (a) A schematic diagram of a roof melting in a 
hot magma chamber. (b) An experimental 
setup modeling the situation shown in (a) [4]. 
(Permission from Wiley.)  

Fig.7 A regime diagram and velocity scales as a 
function of particle diameter. Circles, triangles 
and crosses indicate rhythmic, transitional and 
continuous regimes [4]. (Permission from 
Wiley.)  

 
 Fig.8 に Rhythmic Regime の例を示す。この場合

は粒子の落下速度が遅く、メルト層は粒子により
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けん濁する(t = 7802 s）。やがてメルト層内の熱対

流および熱浸食が停止し(t = 8402 s)、メルト層の

中はビーズでけん濁された層と上澄み層の２層

に分かれる(t = 8702 s)。これはメルト層内が安定

密度成層していることを示す。しかしセルの下面

は一定温度に維持されるように加熱されている

ため、やがてオーバーターンが起き(t = 9302 s)、
熱浸食が再開する。メルト層の中の鉛直温度構造

もこのサイクルに応じた時間変動を示す(Fig.8)。
また粒径が２種の場合には堆積縞が自発的に形

成する（口絵参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.8  An example of a rhythmic case for a particle 

size d=0.077 mm. Vertical temperature profile 
is measured adjacent to the left wall [4]. 
(Permission from Wiley.) 

  

 それではなぜ粒径 d = 0.1 mm で現象が区別され

るのだろうか？このようなリズムが出来るのは

密度成層が形成することが原因である。密度成層

が形成するためには下側の暖かいけん濁層の方

が冷たい上澄み層よりも高密度であることが必

要である。この条件は無次元の Buoyancy Number 
B: 

   𝐵 = 𝜙𝛥𝜌
𝜌𝛼𝛥𝑇

                                  (6) 

を用いて評価することが出来る。ここで𝜙はメル

ト中の粒子の体積分率、𝛥𝜌は粒子とメルトの密

度差、𝜌はメルトの密度、αは熱膨張係数、𝛥𝑇は
メルト層の上下の温度差である。B は密度成層し

た 2 層系の熱対流の安定性を決めることが良く

知られている。実験により B が 0.1-1 程度以上で

安定密度成層することが分かっている。 
 それでは本実験においても B = 0.1 - 1 で 2 つの

レジームが区別出来るか評価してみる。そのため

にはメルト層中の𝜙の見積もりが必要である。𝜙
は熱浸食による粒子の供給と堆積のマスバラン

スから定常値𝜙𝑐に達すると予想される。𝜙𝑐は以

下のように表わすことが出来る： 

    𝜙𝑐 = �𝑉𝑒
𝑉𝑠
�𝜙0 = �𝑐𝑉𝑚

𝑉𝑠
� 𝜙0             (7) 

ここで𝑉𝑒は熱浸食の速度(erosion velocity:実測値)、
 𝑉𝑚は融解する速度(melting velocity：レイリー数

から求まる値)であり、Fig.7 より𝑉𝑒=c𝑉𝑚で近似的

に関係付けられる(c は比例定数）。私達の実験で

は𝑉𝑒は粒径によらずほぼ一定であり、Fig.7 より

Regime 遷移が起きる d = 0.1 mm では𝑉𝑒/𝑉𝑠 =
0.03である。これらの値を代入すると𝜙𝑐 = 0.017、
そして B = 0.9、と過去の研究と整合的な値が求

まる。以上より d = 0.1 mm で現象が分かれるのは、

この粒径以下で沈降速度が十分遅くなり、メルト

中の粒子の体積分率が増大して B~1 に達するた

めと説明できる。 
 流れ場で粒子が浮遊するか否かを評価する無

次元数として Rouse number = 沈降速度/対流速度

がある。しかし本実験では対流速度が沈降速度よ

りも速くても粒子は堆積しており(Fig.7)、レジー

ム境界を決める上では本質的ではない。これは粒

子が沈降すると対流が抑制されること、粒子が

granular plume として落下するため実効的な粒径

が大きくなっていること、速度境界層内では対流

速度が小さくなること、が原因として考えられる。 
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4. 粒子・液体系の鉛直加振による液状化 

 外部から振動を加えることによっても密に詰

まった粒子同士の間の接触が弱まり、流動化が起

きる。地震による液状化がその例である。実際の

堆積物では粗粒な粒子（例：砂）の上に細粒な粒

子（例：シルト）が堆積している場合がある。式

(5)で用いられた浸透率は粒径の 2 乗に比例する

ため、細粒な層は低浸透率層となり、その直下で

水を一時的に貯留する。この層は「水膜」と呼ば

れており、水膜が地すべりを起こしやすくするこ

と[5]、また貯留された水は特徴的な間隔で噴砂

すること[6]が分かっている。しかし振動条件（加

速度、周波数）を細かく変えて、液状化が起きる

条件を調べた実験は少ない。そこで私達は浅部に

低浸透率層がある系に様々な振動条件下で鉛直

方向に振動させる実験を行った[7]。 

Fig.9  A set-up for shaking experiment [7]. 
 
  Fig.9 に示した装置を用いて 5 秒間振動させる

実験を行った例を Fig.10 に示す。振動が開始す

ると 2 層界面に不安定が発生し、その振幅は次第

に増大する。同時に粒子層の表面で噴砂が起きる

(Fig.10(a) 1.6 s)。噴砂が起きる場所は２つのビー

ズ層の界面が上に凸の部分に対応している。不安

定の波長は次第に増大し、上に尖った形をとる(5 
s)。この形状と似たものは堆積岩にも見られ「火

炎構造」と呼ばれている。レイリー・テイラー型

不安定の線形論を適用すると、流動化した下の層

の厚さは 7 mm 以下（粒径 35 個以下）と推定さ

れる。下の層全体の厚さは 24 mm であるので、

流動化しているのは下の層上方の 1/3以下程度と

推定される。流動化している層は Fig.1、 Fig.3

の実験に比べれば厚いが、本実験でも全体の層厚

の一部である。振動停止後も火炎構造は保持され

る。私達は 2 層境界の形状を求め(Fig.10(b))、そ

の標準偏差を振幅と定義した。Fig.10(c)は振幅が

時間と供に成長し、やがて頭打ちになり、振動停

止後も保持される様子を示している。私達は同様

な実験を加速度、周波数の組み合わせを変えて行

い、最終(t = 9.9 s)の振幅値を使って場合分けを行

った。Fig.11 はそれをまとめた結果である。不安

定が成長するためには臨界加速度があること、そ

してその臨界加速度が周波数に依存していて

100Hz 付近で極小となることを示している。 

Fig.10 (a) Time evolution of the shaking experiment 
at an acceleration of 40.5 m/s2  and 
frequency of 40 Hz. (b) Time evolution of the 
interfacial topography. (c) Growth of 
amplitude with time [7]. 

 
 振動する台に乗った系では振動は周期的に変化

する見かけの外力となる。この外力が粒同士に働

く摩擦力より小さければ粒は動かない。この条件

は加速度 a を液体中の重力加速度で無次元化し

た𝛤 
        𝛤 =  𝑎 (𝛥𝜌𝑔 𝜌⁄⁄ )                  (8) 
を使うとΓ > µ、と表すことができる。ここで∆𝜌は
粒子と液体の密度差、ρは粒子の密度、µは摩擦係

数(µ = 0.4-0.5)である[8]。Fig.11 では火炎構造がΓ 
> 0.58 で形成しており、この解釈と整合的である。 
 それでは周波数依存性の起源は何であろう

か？振動１周期あたりの単位質量あたりのエネ

ルギーE は加速度 a、周波数 f を使って E = 
(𝑎/2𝜋𝑓)2と表され、一定加速度下においては周波

数が高くなる程小さくなる。E を粒径 (d) 分持ち
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上げるための仕事で無次元化すると以下の

Shaking Strength (S) 
       𝑆 = (𝑎 2𝜋𝑓⁄ )2 ⁄ (𝛥𝜌𝑔𝑑/𝜌)           (9) 
が定義できる。 Fig.11にS = 0.01の線を記入した。

高周波限界は S = 0.01 で良く説明される。 
 一方、周波数が小さくなると見かけの外力は一

定とみなせ、せん断流が出来ない。私達は一定加

速度の下で低周波数になる程小さくなる物理量

としてジャーク（加速度の微分∝ 𝑎 𝑓）に着目し

た。ジャークは力の変化率を表わし、ストークス

速度と粒径を使って無次元化すると以下のよう

に表せる。  
     J = 2𝜋𝑓𝑎 (⁄ 𝑉𝑠 𝑑2⁄ )                  (10) 
Fig.11 に J=290 の線を記入した。低周波限界は

J=290 で良く説明される。 

Fig.11 Regime diagram of the shaking experiment.   

Transition and flame regimes are defined by 
amplitude exceeding 0.1 and 0.6 mm, 
respectively. Marker sizes indicate amplitude. 
Shaded region bounded by 3 broken lines is 
defined by dimensionless acceleration Γ, 
energy S, and jerk J exceeding their respective 
critical values [7]. 

 
 私達の実験は液状化が起き易い周波数帯があ

ることを示している。液状化実験は一般に地震波

の卓越周波数範囲（1-10 Hz)で行うことが多く、

本実験のように kHz 領域まで調べた例は少ない。

私達の実験では不安定が S > 0.01、J >290 で起き

ることが分かった。閾値が𝑆 ≪ 1となるのは、液

状化するために粒を 0.01d 程度持ち上げれば十分

であるためかも知れない。これらの閾値の値が粒

径、液体粘性率などのパラメータにどのように依

存するかはまだ分かっていない。 

5. 結 言 

 本論文では密に詰まった粉粒体の液体中にお

おける重力不安定の実験をいくつか紹介した。こ

れらの実験ではいずれも粒径に依存するスケー

ルと物性（沈降速度、流動化する層厚、浸透率）

が現れた。特に流動化する層厚は粒径の数倍から

数十倍程度となり、粒径と系全体の厚さスケール

の間の中間スケールを与えていた。この中間スケ

ールを決めている物理はまだ明らかではない。粒

同士の摩擦係数、液体との間の密度差を自在に変

えることの出来る数値計算、及び粒子系のレオロ

ジー測定の結果と組み合わせて、より深い階層に

おける粒子・液体系の挙動の理解が進むことを期

待したい。 
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