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濡れ性を考慮した多数の球状物体間を浸透する液相の挙動解析*
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Abstract The lattice Boltzmann method for two-phase fluids is applied to penetration of liquid
in gas through spherical bodies with various types of wettability. The previous wetting boundary
condition on a solid wall is partially improved: the second derivative of the order parameter at a
wall is approximated by the values and the first derivative at the wall and at the nearest node from
the wall. In the preliminary calculations, the static contact angles obtained by the present approach
are in good agreement with the theoretical predictions according to the Young's law between 24
and 156 degrees. Using this method, liquid penetration through the spherical bodies is simulated
for various wetting conditions, several porosities of the porous structure, and several diameters of
the spherical bodies.
Keywords: Lattice Boltzmann method (LBM), Gas-liquid two-phase flow, Wettability, Liquid
penetration

はじめに
マイクロスケールの細孔をもつ多孔質（以下で
はマイクロポーラスと呼ぶ）内における気液二相
流問題の代表例として、固体高分子形燃料電池
（Polymer Electrolyte Fuel Cell：PEFC）が挙げら
れる。PEFC内の電極触媒層において生成される
水 が 反 応 ガ ス の 供 給 を 担 う ガ ス 拡 散 層 （ Gas
Diffusion Layer：GDL）内に蓄積されると、反応
ガスの供給性能が低下するため、効率よく生成水
を排出させる必要がある。
GDLは、空隙が20〜50μm程度の繊維状の細孔
をもつ多孔質構造をしている[1]。このようなマイ
クロポーラス内における液相挙動の特徴として
は、外力や重力が作用しなくても界面張力や固体
壁の濡れ性などが駆動力となって液相が移動す
ることが挙げられる。一般的なGDLは疎水性の多
1.

孔質構造をしているが、最近、PEFCの性能向上
のために多孔質構造の物体壁面の濡れ性を制御
し、親水性および疎水性の多孔質構造を組み合わ
せたHybrid構造GDLの実験的検討が行われてい
る。例えばUtakaら[2]は、疎水部の液相が親水部
に引き込まれ、疎水部に反応ガスの供給経路が確
保されることにより、従来の一様な濡れ性のGDL
に比べて飛躍的に反応ガスの供給性能が上がる
と報告している。このようなことから、マイクロ
ポーラス内の気液二相流問題では、固体壁と流体
の相互作用を考慮に入れた詳細な解析が必要で
あると言える。
ところで、マイクロポーラス内の気液二相流現
象を細孔スケールで解明するためには、実験的ア
プローチでは困難な場合が多く、数値シミュレー
ションが有効な手段となる。近年、アルゴリズム
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数値計算法
本研究では、Inamuroら[3]によって提案された
高密度比の気液二相系LBMを用いた。また、領域
内に配置された物体壁上には、Briantら[7]によっ
て提案された濡れ性境界条件を用いた。以下で使
用される物理量はすべて、代表長さL、粒子の代
表速さc、時間スケールt0 = L/U （U：流れの代表
速さ）、基準order parameter φ0、および基準密度ρ0
を用いて無次元化したものであり[3]、添え字Lお
よびGはそれぞれ液相および気相を示す。
2.1 高密度比の気液二相系 LBM
LBM は、流体を有限個の速度をもつ多数の仮
想粒子の集合体（格子気体モデル）で近似し、粒
子が繰り返す並進と衝突とを粒子の速度分布関
数を用いて逐次計算することで、巨視的変数であ
る流体の密度 ρ、流速 u、圧力 p を求める計算手
法である。格子気体モデルとしては、Fig. 1 に示
す 3 次元 15 速度モデルを用いた。この速度モデ
ルの粒子速度 ci (i = 1, 2, 3, ..., 15) は、次式で与え
られる。
2.

Fig. 1 Three-dimensional 15-velocity (3D15V)
model.
が簡単で質量・運動量の保存性に優れた二相系格
子ボルツマン法（Lattice Boltzmann Method：LBM）
が用いられるようになってきた。二相系LBMは、
気体分子運動論のアナロジーを利用して二相流
体の流れを計算する手法である。特に、Inamuro
ら[3]によって提案された二相系LBMは、二相の
密度比が1000程度の系に対しても数値的に安定
な計算が可能である。LBMを用いたマイクロポー
ラス内の気液二相流問題に関する研究としては、
Koidoら[4]やInoueら[5]などが挙げられるが、彼ら
は一般的なGDL内における水の挙動を対象とし
ているため、物体壁面の濡れ性は狭い範囲に限ら
れており、Hybrid構造GDLのような親水性から疎
水性までの広範囲な濡れ性の影響や濡れ性のみ
で駆動する液相の挙動については詳しく調べら
れていない。一方、著者ら[6]はこれまでに、上述
の二相系LBMを用いて円柱状の物体からなる二
次元多孔質構造内の気液二相流問題の解析を行
い、本手法の有効性を示してきた。
本研究では、既存の研究を三次元問題に拡張し、
マイクロポーラス内において、物体壁面の濡れ性
によって浸透する液相の挙動解析を行った。なお、
マイクロポーラスとしては、最も基本的な形状で
ある多数の球状物体をランダムに配置した構造
を用いた。はじめに、濡れ性境界条件に関して、
より広範囲の濡れ性をもつ壁面に適用できるよ
うに微分近似方法を改良し、その有効性を評価し
た。次に、多孔質構造内を濡れ性によって浸透す
る液相の挙動について、濡れ性の違い、空隙率、
および物体の直径が与える影響を調べた。
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(1)
本手法では、計算領域を立方体格子に分割し、各
格子点において 3 つの速度分布関数 fi, gi, hi (i = 1,
2, 3, ..., 15) の時間発展式を計算する。二相を識別
する order parameter φ を fi によって計算し、密度
ρ を決定する。次に、流速の予測値 u*を gi によ
って計算する。u*は一般に連続の式を満たさない
ため、hi を用いて真の流速 u が連続の式を満たす
ように補正する。このとき、圧力 p はポアソン方
程式を解くことにより得られる。なお、fi, gi, hi
の時間発展式および手法の詳細については文献
[3]を参照されたい。
2.2 物体壁面の濡れ性境界条件
Briantら[7]によって提案されたwetting potential
γwの概念[8]を上述の二相系LBMに導入すること
により、物体壁面における濡れ性を表現した。こ
の概念によると、物体壁面における法線方向の密
度勾配は次式で与えられる。

∂ρ
γ
=− w
κf
∂n

(2)

ここで、n は物体壁面の法線方向、κf は界面厚さ
を決めるパラメータである。式(2)の右辺（=λと
おく）は壁面の濡れ性に応じて決まる値であるた
め、二相系LBMでは法線方向の密度勾配（実際に
はorder parameter φ の勾配）を規定することによ
り壁面の濡れ性を表現する。つまり、壁面におけ
るφ の法線方向の一階微分値には次式を用いた。

∂φ
∂n

=
k n =0

φmax − φmin
λ = Aλ
ρ L − ρG

(3)

ここで、φmaxおよびφminはそれぞれφ の最大値およ
び最小値、添え字knは壁面の法線方向の格子点番
号を意味し、kn = 0は壁上の格子点を表す。
次に、壁面での局所平衡分布関数に現れるφ の
法線方向の二階微分値については、従来の手法で
は次式で表される二次精度の片側差分近似を用
いていた。

∂ 2φ
∂n 2

≈
k n =0


1 
∂φ
∂φ

− 3 Aλ + 4
−

2Δx 
∂n k n =1 ∂n k n = 2 

(4)

ここで、Δxは立方体格子の間隔、kn = 1, 2はそれ
ぞれ壁面から流体側に向かう格子点番号を表す。
一方、壁面における二階微分の別の差分近似式と
して、φkn=1をkn = 0のまわりにテーラー展開して得
られる次式を考える[6, 9]。

∂ 2φ
∂n 2

(

kn =0

2
≈
φk =1 − φk n = 0 − AλΔx
(Δx) 2 n

)

(a)

(5)

式(4)と(5)を比較すると、式(5)は壁面と流体側に
1 点離れた点の関数値のみで近似されているため、
壁面から 2 点離れた点の一階微分値を用いて近
似している式(4)に比べると、物理的には壁面の濡
れ性をより正確に表現していると考えられる。し
かしながら、数学的には式(5)は空間に対して一次
精度であるため、Δx はある程度小さな値を設定
しなければならないことは事実である。なお、詳
細な検討は行っていないが予備計算によると、例
えば後述の多数の球状物体間を浸透する液相の
挙動解析において、物体の直径 D は少なくとも
10Δx 以上必要であり、それ以下の場合には物体
表面における空間微分近似の誤差が大きくなる
ことを確認している。
一方、物体壁面の接線方向（法線に垂直な2方
向）に対するφ の一階微分および二階微分に関し
ては、いずれも二次精度の中心差分を用いて近似

(b)
Fig. 2 Relationship between static contact angle and
normal derivative of density at wall: (a)
previous results; (b) present results:
calculation; —, theoretical prediction [11].

,

した[6]。
2.3 二相系 LBM におけるすべりなし境界条件
直交格子を用いるLBMでは、多孔質構造内の計
算において、物体壁面上に凹凸が多数存在する。
この凹凸表面における境界の取り扱いは、数値計
算の安定性に対して重要である。複雑形状の物体
まわりの流れを計算する手法として、新たな境界
を埋め込む埋め込み境界法(Immersed Boundary
Method：IBM)[10]などが知られているが、これら
の手法では物体表面において新しく計算格子を
作成する必要がある。したがって本研究では、従
来の直交格子のまま、物体壁面において一般的な
bounce–back 境界条件を用いた。なお、端点にお
ける空間微分値の取り扱いは、文献[6]で示した二
次元計算の方法をそのまま三次元に拡張した。

(a)
Fig. 3 Computational domain of porous structure with
ε = 0.93.

3. 計算結果および考察
3.1 静的接触角と理論値の比較
本手法の濡れ性境界条件の理論は、Young の法
則[11]による静的な理論に基づいて提案されたも
のである。そこで、計算結果から得られた静的接
触角 θw と Young の法則から得られた理論値との
比較を Fig. 2 に示す。本図において、(a)は従来の
濡れ性境界条件を用いて計算を行った結果、(b)
は微分近似法を改良した濡れ性境界条件による
結果である。なお、従来の境界条件を用いた計算
では静的接触角が小さい場合、計算は発散しなか
ったが、現状の空間解像度では正確な静的接触角
を決定することができなかった。
本図から、改良した濡れ性境界条件を用いた結
果の方が、広範囲の静的接触角に対して理論値と
精度良く一致していることがわかる。実際に、24°
≦θw ≦156°の間で理論値との対応が見られたた
め、以下ではこの範囲の値を用いて計算を実行し
た。
3.2 多数の球状物体間を浸透する液相の挙動
Utaka ら[2]によって提案された Hybrid 構造
GDL を参考に、平行な壁面間において、表面に
親水性および疎水性条件を与えた球状物体（以下
では単に物体と呼ぶ）をランダムに配置し交互に
並列させた。本研究では、物体壁面の濡れ性、空
隙率、および物体直径を変化させ、それぞれの影
響について検討した。なお、多数の物体を扱うケ
ースで長時間の数値計算を行う際、物体の辺上や
端点で order parameter φ の空間微分値の評価に誤
差が生ずるため、辺上や端点におけるφ の保存性
が悪くなる。そこで本研究では、Tomiyasu ら[12]

(b)
Fig. 4 Liquid phase shape in porous structure with ε
= 0.93 at 5×105 steps: (a) Δθw = 44°; (b)
Δθw = 90°, where Δθw is the difference of
static contact angles in hydrophobic region
(right half) and hydrophilic region (left half).
の対処方法を参考に、毎時間ステップごとにφ の
総量を計算し、初期時刻におけるφ の総量からの
変化量を物体壁上に均等に補正した。
3.2.1 濡れ性の影響
Fig. 3 に示すような Lx×Ly×Lz = 200Δx×100Δx
×100Δx の領域に対し、液相高さ B = 50Δx とし、
物体直径 D = 20Δx の物体をランダムに配置した。
このときの空隙率は ε = 0.93 である。重力を-z 方
向に作用させ、左半分および右半分の領域の物体
壁上にそれぞれ親水性、疎水性の濡れ性境界条件
を与えて計算を行った。計算領域に配置された物
体は左右各領域ともに同一構造となっており、物
体の構造が液相の挙動に影響を及ぼさないよう
にした。計算条件は、流体の密度を ρG = 1 および
ρL = 50、粘性係数を μG = 1.13×10-2Δx および μL =
3.06×10-2Δx、界面張力を σ = 1.87×10-3Δx、 重力
加速度を gΔx = 5.00×10-12 とした。領域の上下に
は bounce–back 境界条件、領域の前後左右には周

Fig. 5 Fractions of liquid and objects at initial state
(thick line) and at 5×105 steps for Δθw = 23°
(thin line), Δθw = 44° (dashed line), Δθw =
64° (dotted line), Δθw = 90° (dashed-dotted
, hydrophilic objects ;
,
line);
hydrophobic objects.
期境界条件を用いた。また、液相の粘性力とキャ
ピラリー力の比を表すオーネゾルゲ数 Oh = μL /
(ρLσLz)1/2 は、Oh = 1.00×10-2 となる。なお、標準
状態における実際の空気‑水系の場合、壁面間距
離 Lz が 100μm のとき Oh = 1.00×10-2 である。
ここでは、液相の浸透量に与える濡れ性の影響
を調べるため、親水性領域および疎水性領域の物
体壁面における静的接触角 θwl および θwr に対し、
(θwl, θwr) = (79°, 102°), (75°, 105°), (68°, 112°), (65°,
114°), (59°, 123°), (52°, 127°), (44°, 134°) を与えた
7 ケースの計算を行った。このとき、疎水性領域
と親水性領域の静的接触角の差 Δθw (= θwr – θwl)
は、それぞれ Δθw = 23°, 30°, 44°, 49°, 64°, 75°, 90°
である。一例として、Δθw = 44°および 90°におけ
る 5×105 ステップの液相形状を Fig. 4 に示す。
計算開始とともに疎水性領域の液相は押し出さ
れ、親水性領域の液相は徐々に物体から物体へと
浸透していき、最終的に親水領域に液相が集まる
という結果が得られた。また、局所的な物体壁面
と界面形状を観察すると、親水性領域の物体近傍
で界面は各物体上部に位置しており、反対に、疎
水性領域の物体近傍では界面は各物体下部に位
置していることがわかる。
次に、それぞれの x 座標の場所に存在する液相
および物体の量を Fig. 5 に示す。ここで、占有量
とは、各 x 座標における計算領域中に対象物が占
める割合として定義する。図において、黒色およ

Fig. 6 Relationship between transfer of liquid and
difference of static contact angles in
hydrophobic region (right half) and
hydrophilic region (left half) at 5×105 steps.

Fig. 7 Relationship between transfer of liquid and
porosity of porous structure at 5×105 steps.
び灰色に塗られた部分は、それぞれ親水性物体お
よび疎水性物体の占有量を示している。また、太
い実線は初期状態における液相の占有量を、細い
実線、破線、点線、および一点鎖線はそれぞれ Δθw
= 23°, 44°, 64°, 90°のケースに対する 5×105 ステ
ップにおける液相の占有量を、いずれも上記で示
す物体の占有量に加えた値を示している。初期状
態における液相形状は、左右の領域ともに同じ形
状になっているのに対し、5×105 ステップ時の液
相形状は、親水性領域の液相が増加し疎水性領域
の液相が減少しており、Δθw が大きくなるほど液
相の浸透量が増えることがわかる。また、液相が
増加している場所は物体の占有量が小さい場所
と一致しており、液相が物体間を浸透しているこ
とがわかる。
さらに、疎水性領域と親水性領域の静的接触角

(a)

(b)
Fig. 8

(a)

(b)

Instantaneous liquid shape and (a) pressure
contour; (b) velocity vectors on y = Ly /2 for ε
= 0.92 and D/Lz = 0.20. The pressure contour
interval is 4.6×10-6.

の差と液相の浸透量との関係を Fig. 6 に示す。こ
の図から、Δθw に対してほぼ線形的に液相の浸透
量が増加していることがわかる。
3.2.2 空隙率の影響
次に、液相の浸透量に与える空隙率の影響を調
べるため、物体の個数を変化させることにより、
空隙率を変化させて計算を行った。前節と同様の
計算領域に対して、各領域の静的接触角を(θwl,
θwr) = (59°, 123°)とし、空隙率 ε = 0.92, 0.93, 0.94,
0.95, 0.96 の 5 ケースに対する計算を行った。そ
の他の計算条件は、前節の問題と同様とした。
空隙率 ε に対する液相の浸透量の関係を Fig. 7
に示す。本図から、この範囲の空隙率では、物体
壁面における静的接触角の値が同じであっても
空隙率が小さいほど、液相の浸透量が大きいこと
がわかる。これは、物体が密に配置されていると
きは物体間の流路が狭く、したがって液相の曲率
半径 R が小さくなり、Δp = σ/R で表されるラプ
ラス圧 Δp が大きくなることから、液相が容易に
浸透・排出されやすくなったことが要因として挙

(c)
Fig. 9 Liquid phase shape in porous structure with ε
= 0.96 at 5×105 steps for various diameters
of spherical bodies: (a) D/Lz = 0.10; (b) D/Lz
= 0.20; (c) D/Lz = 0.30.
げられる。実際に、Fig. 8 は、ε = 0.92 のケースに
対するある瞬間の(a)等圧力線図および(b)流速ベ
クトル図を表しているが、物体間の狭い流路に等
圧線が密集し、圧力勾配が大きくなっている様子
が確認できる。また流れ場からも、界面が物体に
接触し浸透している場所で液相の浸透方向（+z
方向）に大きな流速が発生し、その周辺では物体
に沿った多くの循環流が発生していることがわ

Fig. 11 Instantaneous liquid shape and velocity vectors on
y = 0.75Ly for ε = 0.96 and D/Lz = 0.10.
Fig. 10 Relationship between transfer of liquid and
diameter of spherical body at 5×105 steps.
かる。なお、本研究では狭い範囲の空隙率に対す
る計算しか行っていないが、さらに空隙率を小さ
くした計算を実行すれば、疎水性領域から親水性
領域への液相の浸透量がいっそう増加すると考
えられる。
3.2.3 物体直径の影響
最後に、液相の浸透量に与える物体直径の影響
を調べるため、空隙率を固定し、物体直径を変化
させて計算を行った。前述と同じ計算領域に対し、
二つの領域の静的接触角を(θwl, θwr) = (59°, 123°)、
空隙率を ε = 0.96 に固定して、物体の直径が D/Lz
= 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30 の 5 ケースに対して計
算を行った。その他の計算条件は前節の問題と同
様とした。このときの D/Lz = 0.10, 0.20, 0.30 に対
する 5×105 ステップの液相形状を Fig. 9 に示す。
物体の直径を変えることにより、液相の浸透量が
異なっている様子がわかる。また、物体の直径に
対する液相の浸透量の関係を Fig. 10 に示す。本
図から、D/Lz = 0.20 のケースの浸透量が最大と
なることがわかった。同じ空隙率の場合、物体の
直径が大きいケースでは、液相と物体の接触界面
積が小さいので、液相が移動するための駆動力も
小さくなることから浸透量は減少したと考えら
れる。一方、物体の直径が小さいケースでは、物
体の個数が増加することにより循環流が相互に
干渉し、結果的に+z 方向の液相の浸透が抑制され
るものと考えられる。一例として、D/Lz = 0.10
のケースに対する断面 y = 0.75Ly 上の瞬時の流速
ベクトル図を Fig. 11 に示す。本図からも、中央
付近の循環流が弱まり、D/Lz = 0.20 のケースに
比べて+z 方向の流速成分が小さくなっているこ

とがわかる。これらの理由から、両者がトレード
オフする直径において、液相の浸透量が最大にな
ったと考えられる。
おわりに
高密度比の気液二相系 LBM を用いて、濡れ性
を考慮した三次元球状物体間を浸透する液相の
挙動解析を行った。その結果、多数の物体間を浸
透する液相に対し、壁面上の濡れ性や物体の空隙
率などのパラメータを適切に設定することによ
り、疎水性領域から親水性領域へ移動する液相の
量を制御できる可能性が示唆された。
最後に、本研究では空隙率が 0.9 程度の多孔質
構造を用いたが、一般的な GDL の空隙率は 0.7
程度である。同径の球状物体で空隙率を小さくす
ると、物体間の流路幅が減少しラプラス圧は増大
する。そのため、液相の移動量が増えるという本
研究で得られた傾向は、実際の GDL にも当ては
まることが予想される。しかしながら、GDL は
繊維状の物体が平面に積層した構造をしている
ため、水の浸透現象は繊維同士の接触やバインダ
ーによる繊維の結合、さらには面方向と垂直方向
の強い異方性にも大きく影響されるものと考え
られる。繊維構造のマイクロポーラスに対しても
大きな変更・改良を行うことなく本計算手法は適
用可能であるが、上述の要因を詳細に検討するた
めには、さらに空間解像度を上げた大規模な数値
計算が必要となる。これについては今後の課題と
したい。
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