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In this letter I highlight some of the recent
developments around the rheology of Felis
catus, with potential applications for other
species of the felidae family.
In the linear rheology regime many factors
can enter the determination of the
characteristic time of cats: from surface
effects to yield stress.
In the nonlinear rheology regime flow
instabilities can emerge.
Nonetheless, the flow rate, which is the usual
dimensional control parameter, can be hard to
compute because cats are active rheological
materials.
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本小論に於いては、イエネコのレオロジーに纏わる最
新の進展の幾らかを、他の猫科動物への応用可能性と共
に著す。
線形レオロジー領域では、幾多の要因が、猫の特性時間
──表面的影響から降伏応力に至るまで──の決定に影
響を及ぼし得る。非線型レオロジー領域では、流れの不
安定性が生ずる可能性がある。
それらを考慮してもなお、流量は──其れこそ通常、次
元制御のパラメータであるのだが──計測に困難を伴う
かもしれない。それは、猫が活性レオロジー材料である
ためだ。

猫は液体。分かるね？(圧)

生きてるから計測ムズいけど液体
なのでレオロジー的に調べてくよ

παντα ρει! Everything flows! This famous
aphorism used to characterize Heraclitus’
thought is also the motto of rheology.
“Everything flows and nothing abides;
everything gives way and nothing stays
fixed.” a recipe for insubordination actually
from Simplicius and Plato.
Everything flows? Well, it depends on the
definition of a flow; if sufficiently general,
there is no doubt that there are no exceptions
to the rule! What is a flow? What is a fluid?

As pointed out from the start by Reiner, the
essential value of rheology is to recognize
that states of matter are a matter of time(s).
The first time, is a time of observation T.
What is true today may not be true tomorrow.
Time over time, one day 49, the next 50.
Historically, the popular distinction between
states of matter has been made based on
qualitative differences in bulk properties.
Solid is the state in which matter maintains a
fixed volume and shape; liquid is the state in
which matter maintains a fixed volume but
adapts to the shape of its container; and gas is
the state in which matter expands to occupy
whatever volume is available.

παντα ρει！万物、流転せり。ヘラクレイトスの思想を特
徴付ける此の有名な一節はレオロジーの銘でもある。
「万物は流転し、一つとして止まりたるもの無し。万
物は循環し、一つとして確定せるもの無し。」実際は
キリキアのシンプリキオスとプラトンから齎された、a

万物は流転する。つまり流れる。
流れるから液体。万物は液体。

recipe for insubordination だ。
万物は"流れ行く"？さて其れは"流動"の定義に拠るので
はないか。若し其の定義が十二分に普遍であるなら
ば、例外などは存在しようもない。流動とは何か？流
体とは何か？

分かるね？(圧)

当初よりM.ライナーによって指摘されている様に、レ
オロジーの本質的な価値は、《物体 matter の状態は、時
間の問題 matterである》と理解する事にある。
第一の時間は、観察時間Tである。今日正しい事が明日
も正しいとは限らない。時間が経過すれば、或日は49
で、翌日には50であることもある。
歴史的に、物体の三態の間の一般的な区別は、内部特
性の質的違いに基づいて作られている。固体は、物体
が一定の体積と形状を保全する状態。液体は、物体が
一定の体積を保つが、其の容器に形状適合する状態。
そして気体は、可能な限りの大きさを占有する様に膨
張する状態である。

「万物は流転する」は割とガチだっ
ていうのがレオロジーの考え。固体
と思われる物も、観察時間を伸ばせ
ば液体の性質を確認できる。
大陸＝固体って思ってるけど、大昔
にはパンゲアとかあったし、天文学
的な時間で見れば動いてる＝液体で
すやんと。
観察する《時間》の長さによって、
物体の《状態》は変わって見えるん
よということ。デボラ数に続く。
固体=保全

液体=適合

気体=膨張

Following these common sense definitions, a
meta-study untitled “Cats are liquids” was
recently published on boredpanda.com. I
propose here to check if the panda’s claim
that the cats are liquid is solid, by using the
tools of modern rheology.

此の常識的定義に従ってこそ「猫は液体」と題された
統合的研究が、近頃borepandaに投稿されたのである。
私は此処に以下の事を提案する。本件「猫は液体」な
る主張が固いかどうか、近代レオロジーの手段で以て
確かめんと。
﹅

猫は液体だからな、見とけよ

﹅

緩和時間の長短＝形の崩れやすさ
の度合 液体の粘度の指標

First of all, ‘maintains’, ‘adapts’ or ‘expands’
are verbs. They describe actions unfolding
with a characteristic time scale τ, which we
will call relaxation time. From T and τ we can
define the Deborah number as:
De ≡ τ/T(1)

先ず、"保全する"、"適合する"、"膨張する"は動詞であ
る。其れ等は我々が緩和時間と呼ぶ特性時間の単位τ
と共に展開する動作を表現する。観察時間Tと緩和時
間τから、デボラ数を以下の様に特定する事が可能
だ。：
De ≡ τ/T (1)

・長い＝"元の形状に戻ろうとする力"
が失われにくい。ねばねば。
・短い＝"元の形状に戻ろうとする力"
が失われやすい。さらさら。

実はアスファルトは、漏斗に入れて
おくと約10年で一滴流れる。（緩
和時間τ＝10年）。分母Tを1年と
置くならアスファルトは全然固体
（De＝10）やけど、分母Tを1000
年にすれば10年如きで流れるアス
ファルトは液体（De＝0.01）と言
える。ほら、状態は時間の問題や

Usually T is just the duration of the
experiment, but for oscillatory flows it is the
inverse of the frequency (and thus De is
analogous to a Strouhal number). The
relaxation time τ can have a variety of
origins. When one seeks the difference
between gas and liquid, ‘relaxing’ will mean

大抵の場合観察時間Tは単に実験の継続時間である
が、振動流に対しては、其れは周波数と反比例する
(従ってデボラ数はストローハル数と相似する)。
緩和時間τは様々な根拠を持つ。或る者が気体・液体
間の相違点を探求する場合、"緩和"とは"膨張"を意味す
る。

‘expanding’ and so τ will be linked to the
characteristic rate of expansion of the
material. The expansion is a type of flow. In
this case, we will say that we have a gas if De
≪ 1.
When one seeks the difference between liquid
and solid, ‘relaxing’ will mean ‘adapting’ and
so τ will be linked to the characteristic rate of
adaptation of the shape of the material to its
container. The adaptation of the shape of the
material is a type of flow. In this case, we will
say that we have a liquid if De ≪ 1.

然すれば緩和時間τは各物体特定の膨張率と関連する
であろう。膨張とは、流動の一形態である。此の場
合、我々は以下の様に言及できる。デボラ数が1より
充分に小さければ、気体（流動する物）であると。
クッソねちゃねちゃでも
De 1 の時は液体と言えるで！
或る者が固体・液体間の相違点を探求する場合、"緩
和"とは"適合"を意味する。然すれば緩和時間τは各物
体特定の容器に対する形状適合率と関連するであろ
う。形状適合とは、流動の一形態である。此の場合、
我々は以下の様に言及できる。デボラ数が1より充分
に小さければ、液体（流動する物）であると。

(cf.大陸、アスファルト)

1
FIG.

単位に
る猫。短時間
躍する固体た
跳
・
転
回
に
あるため、
(a) 形を変えず
Tが1秒以下で
間
時
察
観
。
パティに似て
於けるシリー
De 1を観測。

図1:

ラスを
空のワイング
猫は流動し、
、
は
て
っ
あ
に
方
(b) 長時間単位
は違えど、双
1を見る。試料
e
D
は
々
我
、
場合
。
満たす。此の
と推定できる
の範囲にある
分
1
ら
か
秒
1
はτ=
共に緩和時間
(c)

態
て、液体猫状
時間を導入し
性
特
の
張
膨
では、
(c-d)高齢の猫
る。
ることもでき
態(d)を区別す
と、気体猫状

Solids ‘maintain’ their shape and volume, i.e.
they do not flow. But solids can be deformed
under stress. Note finally that any flow is
intrinsically made of deformations.
As illustrated in Fig. 1a, for De ≫ 1 a cat
appears solid, whereas for De ≪ 1 it seems
liquid. From these preliminary experiments,
knowing T we can estimate the relaxationtime
to be in the range τ=1s to 1min, for normal
cases of Felis catus. Note that the samples
used in Fig. 1a-b are relatively young. Older
cats may have a shorter relaxation time, and
thus become liquid more easily than agitated
kittens, for which τ can reach values as high
as a few hours. The assumption of incompressibility may also fail for older cats, which
can acquire gaseous properties like in Fig. 1cd.

In this letter, we will tend to ignore this
thixotropic behavior. There’s an old saying in
investing: even a dead cat will bounce if it is
dropped from high enough. Where, of course,
the dead cat bounce refers to a short-term
recovery in a declining trend.

固体は其の形状と体積を"保全する"。即ち固体は流動し
ない。しかし、圧力下で変形され得る。詰まる所、凡
ゆる流動は本質的に変形から作られる事に留意された
い。

図1aで示される様に、De≫1の場合、猫は固体の様相を
呈し、一方でDe≪1の猫は液体の如く思われる。我々は
此れ等の予備実験から、観察時間Tを知っていれば、一
般的な家猫の緩和時間τが1秒〜1分の範囲であると概算
する事が出来る。図1a-bに引用されたサンプルが比較的
若い猫である事には留意されたい。老いた猫ほど緩和
時間τは短く、従って緩和時間τ が数時間も高い値に達
する活発な仔猫に比し、より液体化し易い。非圧縮性
の前提もまた、老猫にあって崩れるかもしれない。図
1c-dのように気体特性を取得できる可能性があるのだ。

本小論では、此のチキソトロピー運動を無視する傾向
にある。投資の世界にはこんな古い格言がある──死
んだ猫でも、高所から落とせば跳ね返る。勿論此処で
言う死んだ猫の跳ね返りとは、相場下落時の短期的回
復の事を指すのである。

老猫の方がすーぐだらだら🥰

・チキソトロピー運動＝時間経過に
よる粘度の変化。此処では仔猫と老
猫の粘度の変化🥰

Overall, the Deborah number is the
dimensionless expression of the concept of
linear viscoelasticity. The greater the
Deborah number, the more elastic/solid the
material; the smaller the Deborah number, the
more viscous/fluid it is. Thus, rheology
suggests only two states of matter: solids that
deform; and fluids that flow.
Both gases and liquids flow, they are fluids,
the first compressible, the other
incompressible. In general, both the fluid-like
and the solid-like properties of a material can
be complex, in the sense that the solid part
may not be purely elastic, and the fluid part
may not be purely vis- cous.
For simple incompressible and athermal
molecular fluids, the relaxation time will
simply be the viscous dissipation time τ = δ2/
ν, where δ is the thickness of the momentum
boundary layer and ν is the kinematic
viscosity. For more complex fluids, τ can have
a large range of origins, which often require
chemistry and/or biology to be well
understood.

纏めると、デボラ数とは線形粘弾性の概念の無次元表示
である。デボラ数が大きい程、物質はより弾性/固体的
であり、デボラ数が小さい程、より粘性/流動的であ
る。故にレオロジーは提示するのだ、物体の──変形す
る固体か、流動する液体かという、唯二つの状態のみ
を。

・境界層＝物体付近での流体の粘り（摩
気体も液体も、共に流れる。どちらも流動物である。前
者は圧縮が可能であり、後者は圧縮が不可能だ。多くの
場合、固体的部分も純粋に弾性ではないかもしれないし
流体的部分も純粋に粘性ではないかもしれないという意
味に於いて、物体の流動的特性と固体的特性は複合的た
り得る。

擦の受けやすさ）
・動粘性率＝流体内での速度変化の伝わ
りやすさ
・散逸＝力が別エネルギーに変換される
境界層
動粘性率

単純な非圧縮性且つ非熱的粒子流体の場合、緩和時間τ
は単に粘性散逸時間になる。τ = δ2/ν。ここで、δは境界
層の運動量厚さ、νは動粘性率を指す。より混合的な流
体となると、緩和時間τは実に幅広い──時折科学的、
或いは生物学的、或いはその両方の充分な理解を要求す
る様な──根拠をも持ち得る。
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・物体付近での粘りが大きく➕ 速度変化
が伝わり難いと➡︎元の形状保ちやすい
・物体付近での粘りが少なく➕ 速度変化
が伝わり易いと➡︎元の形状失われやすい

図2：

FIG.2

(a)表面張力破断前の猫の伸長レオロ

ジー

﹅

(b)超撥猫性基材上で大きな接触

角を示す猫

(c)子猫の降伏応力を示す傾斜瓶実験

。

https://ja.wikipedia.org/wiki/
%E6%BF%A1%E3%82%8C#%E6
%8E%A5%E8%A7%A6%E8%A7
%92

https://tools.thermofisher.com/content/sfs/
brochures/HAAKE%20CaBER1.pdf

😇
うんうん！！！
やっぱり猫は液体だね！！！
(d)非常に粗い基材上に於ける、猫の満ち広がり
(e)猫と水の低親和性

（こじつけレベルで草）

(f)平滑な床の上でスライドする猫
(g)垂直な壁に於ける、猫の凝着
https://youtu.be/KB43fM̲ozKQ

In the first part of this letter I wish to
highlight the potential factors that have to be
taken into account in computing the value of
τ for cats. Fig. 2a shows the capillary bridge
formed during extensional rheometry of
Felis catus.

本小論の序章では、猫に対する緩和時間τの値を計算す
る際考慮せねばならない、潜在的要素を強調したい。図
2-aは、家猫の伸⻑実験中に形成された表面張力液柱を示
している。

http://kentiku-kouzou.jp/
kouzoukeian-hiparitosendan.html

First, in the introduction, we assumed τ to
be a scalar, but it can have a higher
dimensionality. Usually the time scale is
considered as a contribution to viscosity,
which in the most general case is a tensor of
rank 2.
For simple incompressible fluids symmetry
considerations reduce this tensor to a scalar.
The extensional viscosity is simply 3 times
the shear viscosity. For complex fluids, the
extensional viscosity can be orders of
magnitude different, usually larger than the
shear viscosity for polymeric materials.
For cats, the determination of the Trouton
ratio is complicated but the situation seems
opposite. In the absence of reliable
extensional rheology data, we can only point
to the fact that when cats are deformed along
their principal axis, they tend to relax more
easily, suggesting that the extensional time is
smaller than the shear time.
Transient strainhardening can nonetheless
occur. Second, because, flows of cats are
usually free surface flows, the surface
tension between the cat and its surrounding
medium can be important and even
dominant in the rheology, especially in
CATBER (Capillary thinning and breakup

緩和時間τの値に関わる潜在的要素についてまず第一
に、序に於いて緩和時間τをスカラー量であると仮定し
たが、其れはより高い次元を獲得し得る。大抵時間単位
は粘度の一軸として考えられている。その最も一般的な
例が、階数2のテンソルである。

単純な非圧縮性流体の場合、対称性の考慮は、テンソル
をスカラーにまで削ぎ落としてしまう。伸⻑粘性は、単
純に剪断粘性の三倍である。複合的な流体の場合では伸
⻑粘性は桁違いに大きくなり得るのであり、高分子材料
であればまず剪断粘性よりも大きくなる。

普通、ただ伸ばす時の方が、交差に
ずらして伸ばす時よりよく伸びる
伸長の方が、"元の形状に戻ろう
とする力"が持続する。粘る。
でも猫は…！

トルートン比の決定は複雑ながら、猫の場合は状況が真
逆の様だ。信頼性の高い伸⻑レオロジーデータが欠けて
いる時に我々が指摘出来るのは、以下の事実のみである
──猫は、主軸に沿って変形する場合、より容易に緩和
する傾向がある。此れは伸⻑時間が剪断時間よりも小さ
いことを示唆している。

主軸そのままにただ伸ばす時の方が
緩和しやすい
伸長の方が、"元の形状に戻ろう
とする力"が失われやすい。流れちゃ
う。（すぐだらけて戻らない）

・自由表面＝液体と他の流体が、混
ざらずに接している境界面。水-水面
それでも、一過性のひずみ硬化は起こり得る。緩和時間
τの値に関わる潜在的要素について、第二に、猫の流動が
大抵自由表面流れであるために、猫とその周囲の媒体間
の表面張力が、此のレオロジーに於いて重要、むしろ支
配的である可能性すらある。とりわけキャピラリー破断
伸⻑レオメーター──CATBER（Capillary thinning and
Breakup Extensional Rheometer）実験に於いては。
﹅

﹅

﹅

-空気みたいな。空気に溶けない"液
体"である猫も、必ず自由表面を伴う
流れなのだ！😇
この境界は、それぞれの表面張力の
違いによって生まれるから表面張力
は大事や

extensional rheometer) experiments.
The catpillary number becomes important τ
= f(Ca), with Ca ≡ ηU/γLV , where η is the
shear viscosity, U is a characteristic flow
velocity and γLV is the surface tension (not
to be confused with the deformation). Let us
recall that even water droplets bouncing on
hydrophobic substrates can behave
elastically, with a response time τ=
where ρ is the density and R0 the size of the
drops. When the fluid is complex, the
situation can be even more entangled.
The wetting and general tribology of cats has
not progressed enough to give a definitive
answer to the capillary dependence of the
feline relaxation time. Fig. 2b gives an
example of a lotus effect of Felis catus,
suggesting that the substrate is
superfelidaphobic. This behavior is usually
distinguished from the yield stress that cats
can also display, as shown in Fig. 2c, where
the kitten cannot flow because it is below its
yield stress, like ketchup in its bottle. It is
still unclear what physical and chemical
properties generate superfelidaphobicity, but
a Cassie- Baxter-like model seems plausible.

・キャピラリー数＝粘度と表面張力
の比。
﹅

﹅

﹅

﹅

キャットピラリー数の重要性は増し、緩和時間τ＝f
(Ca)、Ca≡ηU/γLVであり、此処でそれぞれηは剪断粘
度、Uは特性流速、γLVは表面張力(変形と混同注意)を表
す。
思い出して
欲しい。疎水性基材上で跳ねる水
滴でさえ、反応時間 = 下でなら弾性的に振る舞うとい
う事を。此処でρは密度、R0は水滴の大きさを示す。液
体が複雑である場合、状況はより一層混戦する。

・Ca 1＝粘度が支配的な流れ
・Ca 1＝表面張力が支配的な流れ

表面
張力

粘度

ねばねば(10)

さらさら(1)

動かす
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遅く
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(10)

速く
(1)

10

1

1

0.1

100

10

10

1

つよつよ(10)
よわよわ(1)

・ロータス効果＝撥水効果。ロータ
スは蓮の意味。(図2b解説再掲)
猫の緩和時間の表面張力依存に確固たる答えを提供出来
るほど、水濡れ及び通常の猫のトライボロジー：摩擦学
は十分に発達してはいない。
図2-bはイエネコのロータス効果の一例を見せる。基材
が超撥猫性である事を示唆するのである。通常、この挙
動は猫も示し得る降伏応力とは区別されるのであるが、
図2-cの仔猫は降伏応力以下にある故に流れることができ
ないでいる──さながらケチャップの様に。如何なる物
理的・化学的特性が超撥猫性を生み出すのかは未だ不明
ではあるが、Cassie- Baxterモデルなどは合理的である様
に思われる。
﹅

﹅

https://ja.wikipedia.org/wiki/
%E6%BF%A1%E3%82%8C

Here, the roughness of the cat’s fur would be
as determinant as the roughness of the
substrate, but probably with somewhat
opposite effects. Indeed, cats are often found
to spread on rough substrates as seen in Fig.
2d, but they have low affinity for substrates
that smooth their fur, like water in Fig. 2e.
Significant wall slip and shear localization can
also be involved in some experiments, like
shown in Fig. 2f, where there is a very
significant relative velocity between the
substrate and the cat. Counterintuitively,
gravity seems to enhance adhesiveness, as
shown in Fig. 2g.
In the last part of this letter, I wish to discuss
the possibility of flow instabilities in Felis
catus. Linear viscoelasticity conceptualizes
the fact that if its Deborah number is small a
material is flowing. The physics of flow
instabilities warns us that, as the characteristic
rate of deformation γ ̇ increases, non trivial
secondary flows emerge and eventually
become chaotic. Here, the important
dimensionless number will be the ReynoldsWeissenberg number (a sort of Péclet
number):
Rw ≡ τγ ̇ (2)

基材の種類は、表面張力や粘度の変
此処において猫の毛の粗さは、基材の粗さに匹敵する
決定要因たる。しかしそれぞれの効果は、おそらく真
反対なのであろう。事実、猫は図2-dに見られる様に粗
い基材上に広がることは屡々あるが、図2eにもある水な
ど、毛皮を平滑化する基材との親和性は低いのだ。ま
た幾つかの実験には、注目すべき壁面滑りと、剪断的
変形局所化が含まれている──基材と猫との間に実に
特異な相関速度が生まれたる、図2-fの様な実験には。
直感に反し、図2-gに示す様に、重力は凝着性を高める
様である。
﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

化とも関わるよー
まぁとりあえず、猫みたいな液体の
流れを考慮する場合
①伸長・剪断に於ける粘度の変化
②表面張力や基材との関係
なんかをちゃんと見るのよ！って章
でした

・レイノルズ数＝粘性力と慣性力の
比。流れの乱れ易さが分かる。
本小論の最終章では、我々は家猫の流れの不安定性の
可能性について議論したい。線形粘弾性は、デボラ数
が小さいならば物質は流動しているという事実を概念
化している。流れの不安定性の物理学は、特徴的な変
形率γ̇が大きくなるにつれ、非自明な二次流れが発生
し、やがてカオスになると警告する。此処で、重要な
無次元数はレイノルズ-ワイゼンベルグ数（ペクレ数の
一種）となるであろう。：
Rw ≡ τγ ̇ (2)

・Re低い＝層流（規則的な流れ）
・Re高い＝乱流（変動的な流れ）
・ワイゼンベルグ数＝弾性力と粘性
力の比。デボラ数とも関係し、時間
（力を与える速度）によって変化す
る。
・Wi低い＝粘性力が支配的な流れ
・Wi高い＝弾性力が支配的な流れ

The limit Rw ≪ 1 defines the laminar base
flow. Nontrivial secondary flows will usually
appear around Rw ∼ 1. Finally, the flow will
be turbulent if Rw ≫ 1. For simple fluids, the
relaxation time is the viscous dissipation time,
the driving force of instability is inertia and
the dimensionless number is just the usual
Reynolds number Rw = Re. For more
complex fluids in creeping flow (Re = 0)
recent progress on instabilities in viscoelastic
polymers and micelles solutions suggests that
the relevant dimensionless number is the
Weissenberg number alone, i.e. Rw = Wi if Re
= 0. In this case elastic turbulence can be
achieved without inertia. We speak of
viscoelastic flow instabilities.
When taken in its philosophical form, “panta
rhei” is the theory of motion: the belief that
everything is dynamic and that the state of rest
is illusory. But for centuries, this ontology
was superseded by Aristotle’s viewpoint. He
posited that in the absence of an external
motive power all objects would come to rest
and that moving objects only continue to
move so long as there is a power inducing
them to do so. Modern physics started when
Galileo and his followers put an end to
Aristotle’s dogma by showing that, unless
acted upon by a net unbalanced force, an
object will maintain a constant velocity.

Rw≪1となる最終値が、層流を定義付ける。非自明二
次流れというのは通常Rw〜1周辺で現れる。最終的に
Rw≫1となれば、流れは乱流となる。緩和時間は粘性
散逸時間なのであり、単純な流体の場合であれば、不
安定性の原動力は慣性、そしてその無次元数こそ正
に、通常のレイノルズ数である Rw=Re。クリープ流下
にあるより複雑な流体(Re=0)については、粘弾性ポリ
マー及びミセル溶液の不安定性に於ける最近の進歩が
こう示唆する──関連する無次元数はワイセンベルク
数のみである、と。即ち、Re=0の場合、Rw=Wi。この
場合、弾性的乱流は慣性なしで実現され得る。我々は
粘弾性的流動の不安定性について語るのだ。

哲学的な形式で捉えられる時、「パンタ・レイ」は運
動の理論──万物は動的であって休止なる状態は幻想
であるという、信念である。しかし何世紀もの間、斯
様な存在論はアリストテレス的視点に取って代わられ
ていた。アリストテレスはこう仮定したのだ──外的
原動力の欠如にあっては、万物は休止を迎えるであろ
うし、動的物体は、唯その様に働き掛ける力が存在す
る限りに於いてのみ動き続ける、と。此のアリストテ
レスの教義に対しガリレオ達が終止符を打った瞬間に
こそ、現代物理学は始まったのだ。そして其の方法と
は、不均衡の合力に左右されない限り、物体は一定の
速度を維持しようとする、と示す事であった。

・Rw 1 ＝層流
・Rw=0 = 慣性100% or 0%
・Rw 1 ＝乱流

This was key to the realization that motion is
relative and preceded by the more
fundamental concept of frame of reference,
e.g. the train moves with respect to the frame
of the platform, but the platform moves with
respect to the frame of the train. Note that
even if rheologists have taken Heraclitus’
doctrine as their motto, they depart from his
thoughts by a paradoxical but useful
conception of motion or flow, alternatively
faithful to Aristotle or Galileo.
Simple fluids like water are “passive”, they
continue to move or deform so long as there is
a power inducing them to do so. In this case,
the typical flow rate γ ̇ is simply imposed by
the operator and Rw is a natural control
parameter. For cats, assuming we have a well
defined relaxation time τ, computing Rw is
still challenging because defining γ ̇ can be
difficult since cats are “active” materials. They
have their own motive power. Like other
biologically active materials (actomyosin gels,
bacterial swimmers, epithelium, packs, flocks,
schools, etc.), they can exhibit spontaneous
rotation as shown in Fig. 3a.

此の事は、運動という物を、より根本的な基準座標の
概念に先行される相対的な物として認識する為の鍵と
なった。例えば、列車はホームの座標からすれば動い
ている。しかしホームもまた列車の座標からすれば動
いている。仮令レオロジストがヘラクレイトスの教義
を信条と掲げているにしても、彼等は其の考えに終始
せず独歩しているのであり、アリストテレス、或いは
ガリレオの側に忠実な、教義に矛盾するも有用な運動
や流動の概念とも共にある事を忘れてはならない。

水の如き単純な流体は"受動的"である。そうなるべく誘
発する力が存在する限り、動き、変形し続ける。此の
様な液体の場合、典型的な流量γ̇は単純に演算子から下
賜さるる物で、Rwは自然的な制御パラメータとなる。
一方猫の場合、明確に定義された緩和時間τが有ると仮
定しても、Rwの算出は依然困難だ。何故なら猫は"活
性"材料であって、γ̇を定義する事が難しい。彼等は彼等
自身で原動力を有している。他の生物学的に活性な材
料(アクトミオシンゲル、遊泳微生物、皮膜細胞、凡ゆ
る群れなど)と同様に、図3-aにある様な自発的回転を見
せる事があるのだ。

・自発的回転＝アクティブマターと
呼ばれる素材で起こる流れ。構成要
素の一つ一つが各々自発的に動く結
果、全体が回転する的な。

Despite these difficulties, the question
remains: are cats prone to flow instabilities
when Rw increases? In a cylindrical flow
geometry, instabilities in the purely inertial
case (i.e. Rw = Re) and in the purely elastic
case (i.e. Rw = Wi) lead to vortex flows. In the
inertial case, the centrifugal force drives this
instability and is also responsible for the
deformation of the top free surface, which
climbs up the outer walls of the cylinder. In the
purely elastic case, the mechanism is opposite:
centripetal normal forces (“hoop stresses”)
drive the instability and are also responsible
for the Weissenberg effect, where the fluid
climbs at the center of the free surface. In
general, both inertial and elastic effects can
occur. In flows of Felis catus, significant
normal forces can occur and they seem to be
able to drive a Weissenberg-type effect, as
shown in Fig. 3b.

遠心力

以上の難題を差し置いても、此の疑問が残っている：
Rwが増加したら、猫は流動不安定になる傾向があるの
か？円管流れの幾何学では、純粋に慣性的な事例(即ち
Rw = Re)と純粋に弾性的な事例(即ちRw = Wi)での不
安定性は、渦巻く流れを引き起こす。慣性的事例で
は、遠心力がこの不安定性を促進し、円管の外壁を登
る自由表面の変形にも関与している。さて純粋に弾性
的な事例では、機構は正反対だ。：向心力(「円周応
力」)が不安定性を駆り立て、流体が自由表面の中心に
登るワイゼンベルグ効果にも関与している。通常、慣
性効果と弾性効果は双方とも発生する可能性がある。
イエネコの流動に於いては、特異な法線力が発生し、
図3-bに在る様なワイゼンベルグ型効果を引き起こす可
能性がある。

向心力

・ワイゼンベルグ効果＝液体を攪拌
した時の反応。水などであれば中心
が沈む。蜂蜜などであれば中心が盛
り上がる。

FIG.3

https://ja.wikipedia.org/wiki/

図3：
(a)猫が円管状瓶で自発的回転をしている

(b)イエネコの若いサンプルに於ける法線力と
ワイゼンベルグ効果

%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%82
%BB%E3%83%B3%E3%83%99%E3
%83%AB%E3%82%AF%E5%8A%B
9%E6%9E%9C

In conclusion, much more work remains
ahead, but cats are proving to be a rich model
system for rheological research, both in the
linear and nonlinear regimes. Standing
questions include the potential implications
of the rheology of cats on their righting
reflex, and whether the nonlinear
selfsustaining mechanism for turbulence in
pipe is applicable to streaks of tigers. Very
recent experiments from Japan also suggest
that we should not see cats as isolated fluid
systems, but as able to transfer and absorb
stresses from their environment. Indeed, in
Japan, they have cat cafes, where stressed
out customers can pet kitties and purr their
worries away.

余りに多くの課題を残してはいるものの、結論として
猫は線形体制と非線形領域の両方で、レオロジー研究
の贅沢なモデルであることが確証されつつある。未だ
解決されない疑問としては、猫の正向反射への彼等の
レオロジーの潜在的影響、そしてパイプ内部に於ける
乱流の非線形自立機構が虎の縞にも適用され得るか否
かが含まれる。ごく最近の日本の実験もまた、猫を孤
立した流体系として見るのではなく、周囲の環境から
ストレスを移行させ吸収できるものと見るべきだとの
提言をしている。事実日本には猫カフェが在り──其
の地に在ってはストレスを抱えた顧客共が、子猫様を
なでなでさせて頂く事が可能であって、心配事から離
れてゴロゴロと共鳴できるのだ。
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