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メニスカスの形態解析
SHAPE FINDING OF MENISCUS

中

桐

滋*

Shigeru NAKAGIRI

古来,水は方円のかたちに従うと言われ,そのかたちは器のかたちと一致する.器に入っていない
自由な液体のかたちは泡や滴として自然界には多く見られる.本稿では自由な液体のかたちを離散化
モデルを用いて求める定式について解説し,その数値計算結果について検討を加える.

かたちを求める(shape丘nding)には数理的な方法と数

ヽ

1.は

じ

め

に

表面張力により器壁近くで湾曲している液体の自由表面
はメニスカス(meniscus)と呼ばれている.本稿では,

値的な方法がある.本稿では,適宜の等式制約条件の下で
のエネルギー最小の仮説に基づいて単一液滴のかたちやメ
ニスカスを求める数値的手法を解説する.

静止している泡沫,液滴のかたちおよびメニスカスを求め

2.極小曲面の方程式

る方法について解説する.ただし,メニスカスを少し広く

解釈して,固体の器壁近くのみならず,他の液体近くの液
体表面も取り扱う.ここでかたちを求めると称するのは,

目から出る涙のかたちは涙滴型であるというような定性的
表現を探すことではない.液体の体積および液体が付着し
ている固体または液体の物性値が与えられているときに,

液体表面の座標値を定量的に定めることを指す.
出来たものは仕方がないという立場にとどまれば,メニ
スカスや液滴のかたちを求めるのは単なる好奇心の満足に

物のかたち(外形)とは表面のかたちである.また,面

には平面と曲面があり,その広さは面積により表される.
いま,曲面を記述する′がある領域D内で定義され,ま

た二階微分が可能な連続実関数とすると,その面積Sは
直交デカルト座標.I,y,Zによれば式(1)で表される.こ

こで,添字はそれによる偏微分を意味する.
S‑

Il°(1

+fI2

+f,2)dld,

(1)

過ぎない.しかし,最近では工学においても液滴のかたち

この面積汎関数の停留条件を表すEuler‑Lagrange方程式

に注意を払う必要が出現しつつある.後述のように,地上

は式(2)となり,極小曲面方程式と呼ばれている.

では液滴のかたちは表面張力と重力に依存する.地上とは
重力の異なる所,たとえば微小重力場の宇宙空軌 でのメ
ニスカスは地上のそれとは異なる1).宇宙で使用される液

(1 +f,2)fII‑ 2flf,fI,+ (1+fIZ)f,,‑ 0 (2)

上記の方程式は幾何学的測度論から導き出され,曲面の勾

を防ぐためにメニスカスを求める研究が行われている2).

配(一階微分量)と曲率(二階微分量)のみで決定されて
おり,力学的な物性値は含まれていない.この偏微分方程

さらに,メニスカスの安定性も検討されるている3).一方,

式は非線形であり,指定された幾何学的境界条件に対する

表面張力は温度により変化する.この性質を利用すれば,
温度勾配をかけて表面張力を制御することにより,液滴の
かたちひいては付着の制御が可能となる.金属の回収技術

解を求めるのは解析的にも数値的にも一般には難しい.こ
の方程式を満たす極小曲面として知られているのは平面,

の一つに液滴への凝縮と滴下を利用する方法があり,その

するが,表面張力係数が等方的で一様な場合,表面積最小

基礎として液滴の流動･成長とかたちが研究されている4).
これ等は,液体や軟体のかたちに工学的関心が払われてい

は表面張力最小と同等である.したがって,この場合は表

体内蔵の精密計器の機能を発揮させ,また不測の事態発生

る例である5).
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懸垂面,螺旋面, Schenkの曲面等の少数である6).後述

面積最小のかたちは表面張力最小のかたちと同一となる.

体積が一定で表面積が最小のかたちは球である.この場
合には,面内の体積(これを以後容積と称する)が一定と
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の制約条件が指定されているが,幾何学的境界条件は指定

かたちを求める手掛かりには式(2)と(3)があるが,

されていない.幾何学的境界条件が指定されている曲面の

指定されたg(I,y)‑0の境界条件の下で,これ等の方程

かたちの古い例は,幌馬車の幌や陣屋の唯である.これら
の例では内部と外部が明確に仕切られていないので,内圧

式の積分によりかたちを解析的に求めるのは困難である.
そこで,物質移動が無く,容積Vが一定値Cに等しく,

を保持できない.また,面を引き絞って,幌や唯の面積を

静止している単一の液膜のかたちを離散化モデルにより数

最小にしてもいない.最近の例で工学的にも重要なのは,

値的に求める定式を考える11).この前提の下では,表面

軽量で大スパン構造の形成に用いられる天幕や内圧をかけ

壁膜であろう.前者は,幾何学的境界条件が指定されただ

張力が最小となるように液膜は形成されるとの仮定はおお
むね妥当であろう.さらに,表面張力係数αが等万的で
一定値であると仮定すれば,表面張力最小の仮定は表面積

けの場合で,後者は幾何学的境界条件にさらに容積一定の

最小の仮定と同じとなる.この仮定の下では,かたちを求

制約条件が付加される場合である.前者は,一般的な膜構

めるのは変分法により等式制約条件の下での式(4)の汎

造の立場から面積最小の膜形態が解析されている7).

関数最小として定式化される.式(4)の右辺東一項は液

て形態を保持している気腔構造(pneumatic structure)の

膜の表面積をSとして表面張力を表し,第二項はFLを

3.液膜のかたち

Lagrange乗数として容積一定の等式制約条件を課す項で

3.1前提

ある.この式の次元はエネルギーの次元と同一で,式に現

空中に浮遊するシャボン玉は身近かに見られる自由液膜
の例である.微風等の擾乱が無いときにはシャボン玉は球

れる物性値は表面張力係数のみであり, Lagrange乗数の

次元は圧力と同じとなる.

となるはずである.シャボン玉は液膜が薄く,形成する石
H‑αS+p(V‑

C)

(4)

けん液自体の体積はシャボン玉の容積に較べて無視できる
程小さく,液の重量も小さい.シャボン玉を作るには内圧

液膜の表面の離散化には,座標原点を液膜の囲む空間内に

を外圧より高くしなければならない.シャボン玉を赤道面

取り,表面を過不足無く覆うⅣ個の適宜のセグメントに

で仮想的に切断して考えると,この内外圧の差圧はシャボ
ン玉を膨張させようとする.この作用に括抗してシャボン

分割する.図1は軸対称となることが自明な液膜(たとえ
ば,液膜の湧き口が円形である)のセグメント分割を示す.

玉を一定容積で一つの球に保つのは液体の有する表面張力

軸対称の液膜に関しては裁頭円錐のセグメントを用い,セ

である.表面張力は絶対温度が零度のときは表面自由エネ

グメントをつなぐ線の位置を国中の白丸で表し,この白丸

ルギーと等しいので表面自由エネルギーとも呼ばれ8),衣

を節点と呼ぶ.この節点座標と適当な幾何学の公式により

面を小さくしようと表面に沿って作用するエネルギーで,

n番目のセグメントの表面積Snおよび各セグメントと原

温度依存性を示す表面張力係数と表面積の積で表される9).

点を結んで得られる空間の体積Vnが算出できる.図1の

要するに,液膜のかたちは表面積を小さくしようとする液
体の表面張力と大きくしようとする内外差圧の釣り合いで
定められ,その表面積は与えられた容積について最小とな
る.この釣り合いはLaplaceの公式といわれる式(3)で

表される.
pl‑P2‑α(1/Rl

+1/R2)

(3)

ここで, plとp2は内圧と外圧, αは表面張力係数, Rl

とR2は表面の任意の一点の液膜の第一および第二主曲率
半径である10).もしも内外差圧が無いとき,液膜は表面

張力の作用で容積が零に縮退し,その表面積も零となろう.
3.2

表面張力最小化の定式

ここで,一定の内外差圧の下で,一定容積を保つ単体の

液膜のかたちを求める定式を考える.液膜は単体で,固体
または他の液体に接し,接触箇所のかたちが幾何学的境界
条件g(I,y)‑0として指定されているとする.さらに,

液体の蒸発と凝着は無視し,液膜の重量は一定で,しかも

無視できるほど小さいとする.また,液体とその周囲の気

体の間の表面張力係数は一定であるとする.

0

図1

軸対称液膜の縦断面とセグメント分割
ll
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刷‑困,し

中の点線で囲まれた部分となり,その面積と容積はそれぞ

たがってixを‑佃

れ下式で与えられる.この例では極座標系を用い, n番目

後逐次線形化解法と呼ぶ.

の節点の方位角8mは固定し,半径mのみを未知量とす

上述のように定式本体は簡明直裁である.しかし,実際
の数値計算に際しては少々の工夫を要する.たとえば,座

る.
S1 ‑ Jr (rn+1 COSO｡+1十rn cosOn)左

(5)

となるまで反復する.この解法を以

標原点を液膜内に取るので,節点の半径は常に正値でなけ
ればならない.この条件を満たすために, r｡‑〟n2の変

vn‑圭rn十1 rn (rn+1 COSOn+1十rn cosOn)sin(On十1
‑

8｡)

(6)

数変換により未知量を恥に変えている.一方,式(5)
のSlの定義式や式(8)のf(rn+1, rn)等から式(12)

ここで,んは式(7)で定められるn番目のセグメントの

の[A]および

潮

を作成するのは冗長なので,人手だ

辺長である.

けに頼るときに混入する誤記等を避けるために,数式処理
を利用している.

In‑

r｡+12

+

rn2

‑

2rn+1rnCOS(βm+1

‑

8n)

(7)

ヽ

数値計算結果

図2は上述の定式で推定した容積が37.7〝‡∽3, 127

を節点座標の関数として表すことができる.軸対称とはな

mm3, 286 mm3, 644 mm3ぉよび1449 mm3の水膜縦断面

らない液膜(たとえば,湧き口が正方形である)の場合に

を内側より順次示している.前述の逐次線形化解法が一つ
の容積について収束に要した反復回数は数回であった.こ

は,表面の分割には平面三角形のセグメントを用いる.い
}

3.3

snおよびVnの総和を取ることにより液膜表面積と容積

ずれにせよ,節点座標が求められれば,かたちが求められ
たこととなる.ただし,表面の離散化が裁頭円錐や平面三

の水膜は半径6〝‡刑の円縁に固定してあるので,そのかた

角形等の曲率を持たないセグメントで行われているとき,
この定式で推定される表面は平面で構成されるので,推定

下の軸対称のかたちも同様に片側のみの表示とする.表面

曲面は滑らかさに欠ける.

てα‑0.0728jV刑とする.水膜の縁の半径を固定せず自

式(4)として構成された汎関数に基づいて未知量であ

ちは軸対称になるとして,片側のみが図示されている.良
張力係数は水温20oCの水膜がテフロン台上にあるとし
由にすると,水膜のかたちは球となる.その計算結果では,

る節点半径とLagrange乗数を求めるために,汎関数の未

容積がC‑1450∽∽3のときの球半径と7.05〝桝, Lag‑

知量に関する停留条件式(8)と(9)を用いる.

range乗数値は20.8MPaである.この球半径を式(3)に

‑∫(rn+1,

aa tr:.

r｡)

+〃g(rn+1,

rn)

(8)

代入すると内外差圧は20.7MPaとなる.この一致は定式
と計算の妥当性を示すとともに,式(4)のLagrange乗

数は一定容積を保つために要する内外差圧と等しいことを
晋‑i:
n十1

vn‑C

(9)

この二式は容積一定の条件の下で表面張力の節点座標に関

意味している.
図3は湧き口が一辺12 mmの正方形で容積が28.5 mm3

する変化率を零とする.したがって,表面張力が最小にな
ると期待はするが,実際は極値となることしか保証されな

16.0

い.また,式(8)と(9)は未知量指と〝のやや複雑な
14.0

非線形連立方程式である.これを解くために,未知量をそ
の推定値と微小未知量△r｡と△〝の和として式(10)お

よび(ll)と表す.上付きの棒記号は推定値を示す.

12.0
Ed

a 10.0
〟n‑

〟n+△打｡

(10)

Ej
i:■q

8̲0
35
〝‑〃十△〝

(ll)

6.0

この線形化により,微小未知量の決定方程式が連立一次方

1 1 3i <. l ハ

4 2 0

程式(12)として導き出される.対称な係数行列[A]と右
辺ベクトル

刷

は推定値の関数で既知量となり, ki

は

未知量を配列したベクトルである.
0

[A]ki

‑

刷

(12)

そして,この求解で求められた未知量によって推定値を式
12

6.0

12.0

Ⅹ (mm)

図2

縁が円に固定された軸対称水膜の縦断面
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質(バネで言えばconstant force spring)は表面張力によ

る変形挙動と類似している.したがって,内圧が低い膨張
開始時のゴム膜のかたちの推定には本定式は応用できない
が,内圧が高い気球等の膜構造のかたちの推定には利用可
能と思われる.さらに,式(4)の汎関数を表面張力係数

で除して面積次元の汎関数に変えれば,容積一定で面積最
小のかたちを求めるのに応用できる.このときは, Lag‑

range乗数の示現量は圧力ではなく曲率となる･

4.単滴のメニスカス

4.1重力エネルギーによる汎関数の補正

前章では膜厚が薄いとして液膜の自重を軽視した定式を
示した.液滴の場合は,滴の表面が囲む空間内にはその重
量が軽視できない液体が詰まっている.したがって,表面

張力がいくら強くても体積が零に縮退せず,水銀のように
かたちが球に近くなるのみである.一方,表面張力が非常
図3

に弱く重力の影響のみが顕著であれば,液滴のかたちはそ

縁が正方形に固定された水膜の等高線図

の重心が低くなるように定まると考えられる.したがって,

である水膜のかたちを等高線で示している.かたちの対称

液滴のかたちは表面張力による球形化と重力の作用による

性から正方形の1/8のみを計算の対象領域とし,表面分割
は420個の平面三角形セグメントによる.図4はこの水膜

平坦化の括抗により定められると仮定できる.この括抗の

の中心線(図心を通り,縁に平行なrz断面)と対角線

表面自由エネルギーと重力エネルギーの和が最小となると

定式は,式(4)の汎関数を修正し,体積一定の条件下で

の縦断面を示す.対角線位置では二つの縁からの表面張力

して式(13)で表される.本章で取り扱うのは,前章と同

の影響で水膜は縁側に引き下げられ,膜面の曲率中心は水

様に,物質移動が無く,固体表面上に静止している単一の

膜の外側に出ている.上述の定式は,このようにGauss

液滴のかたちである.

曲率が負となるかたちの推定も可能であり,また境界条件
が二箇所以上で指定されている液膜のかたちも求められ

n‑aLS+(asL‑as)S'十pg∑ vnzn+p(V‑ C)

〟

n=1

(13)

る12).

■

ヽ

t ヽ

1

Y

上述のように式(4)の汎関数に基づいて液膜のかたち

ここで, αLは液体と外界気体の間の, αsLは液体と固体

が求められる.この定式では,表面張力係数は等方的で一

間の, αSは固体と外界気体間の表面張力係数, S｡は液滴

定であると仮定されている.一方,ある種のゴムは大変形

と固体の接触面積(これも未知量となる場合もある), p

時には反力が負荷によらずほぼ一定となる.ゴムのこの性

は液体の質量密度, gは重力加速度, Vnは式(6)等で算

.I

2.0

4.0

6.0

8.0

10.C

原点からの琵師匠( mm )
図4

正方縁の水腹の中心線と対角線の縦断面
13
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図6はテフロン台の下に垂れ下がる軸対称水滴の縦断面

ら測ったセグメント対応空間の重心高さである.式(13)

を4.7, 10.6, 35.8mm3の体積について示す.台上にあ

右辺の第一項と第二項が液滴の表面張力,第三項は重力エ

る水滴の重心位置はテフロン台面の下には下がれないが,

ネルギーを表している.一方,液滴の周縁における固体,

液体,外界気体の表面張力の平衡から液体と固体間の接触

台下にある水滴の重心位置には下限がない.このため,図
5と図6で同体積の水滴のかたちを比較すると,垂下水滴

角をβとするとYoungの方程式(14)が導き出される10).

はほっそりしていることがわかる.

この関係を用いれば式(13)からcysLとαSが消去され,

液滴のかたちを求めるに要する物性値は表面張力係数erL,

接触角βおよび質量密度pのみとなる.

図7は回転する黒鉛平板上にあり体積が56.5 〝‡∽3の水

滴に及ぼす回転角速度の影響を軸対称水滴の縦断面の違い
により示している.回転角速度は縦断面の上から順に0,
30, 60, 90, 100, 103 fad/secである.この図は回転を早

cvsL

‑

CVs

+

CVLCOS

β‑

0

(14)

前章で述べたように,液滴表面をセグメントに分割し,節

点座標を未知量としてこの汎関数の停留条件を書き下し,
さらにその逐次線形化による求解から液滴のかたちが求め

めたときに水滴が平坦化する様の時刻歴の解析結果ではな
く,各角速度で定常回転しているときの縦断面を示してい
る.この数値計算例では,水と黒鉛の接触角(無回転のと
き)を86度とし9),水滴の重心は回転軸上にあるとしてい

られる.また,回転平板中心に付着している液滴のように

る.当然のことながら,角速度が大きいほどかたちは平坦

質量∽が∽rα)2の遠心力を受ける場合のかたちを求める

になり,回転軸の近傍で凹みが現れている.

ときには,遠心力のポテンシァルーmr2W2/2の寄与分を式
(14)で補正すればよい13)

4.2

以上の数値計算例は,いずれも前述の逐次線形化解析法

によるので,その結果は推定値の与え方に依存する.しか
しながら,かたちの初期推定を同じ体積の半球または円錐

数値計算例

図5はテフロン台上に盛り上がる軸対称水滴の縦断面を

としても,最終的には同じかたちが得られたので,本計算

4.7, 10.6, 35.8, 120.7mm3の体積に対して示す.これ

例の範囲内では初期値依存性は弱いと推測される.一方,

等は,前記の表面張力係数と1gr/cm3の質量密度は一定

液膜の容積または液滴の体積,もしくは回転角速度が大き
いときは,逐次線形化解法の収束解が得らなくなり,解が

として,軸対称を前提として求めたものである.前述の逐
次線形化解法はおおむね10回以内の反復で収束していた.
この数値計算例では,テフロン台の水滴半径は無制約(揺

発散した.一方,自然界には直径が3cmもある水滴が静

触面積S)を未知量)とする一方,水とテフロンの間の接
触角は108度を入力している9).この入力に対する計算結

台下の水滴は落下してしまう.これは表面張力で支えられ
る重量には上限のあることを意味している.前述の定式に

果の接触角は約106度となり,この一致は液滴のかたち推

よる解は,エネルギーの停留条件に基づいているが,力の

定の定式と数値計算の妥当性を示している.

釣合を満たす保証はない.汎関数の第‑変分にのみ注目し,

0

止台上にも安定には存在していないし,少し大きくなれば

onU
0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

1.0

2.0

3.0

4.0

Ⅹ (mm)
Ⅹ

(mm)

図5 静止テフロン台上の軸対称水滴の縦断面
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図6 静止テフロン台下の軸対称水滴の縦断面
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図7

回転黒鉛平板上の軸対称水滴の縦断面

第二変分を等閑視しているので,かたちの安定を判定する
ことも出来ない.今のところ,逐次線形化解法で収束解の

非常に大きい場合Aと同程度の場合Bについて調べる.
ただし,両液体は静止し,また互いに拡散しないと仮定す

得られる限界の体積または容積が自然界で安定に存在し得
る最大の液滴や液膜の値に対応している否かは不明である.

の,場合Bでは図9の軸対称のセグメント分割を用いる.

5.複滴のメニスカス

5.1二液体に対する汎関数の補正

る.物性値は等方的で一定であるとし,場合Aでは図8

無重力場を仮定するので汎関数は式(4)と同様に重力エ
ネルギーの寄与を無視するが,液体が二種類あるので,汎

関数を場合Aと場合Bについてそれぞれ式(15)および

微小重力場での液体の取り扱いは,重力場と異なり,荏

意を要すると想像される.毛細管現象が想像以上に激しく
現れたり,二種の液体が付着して分離が困難になる場合も
あろう.本章では,無重力場で液体1と液体2が付着して
いるときのかたちを液体1の体積が液体2の体積に較べて

Tt

図8

多量の液体1に付着する液体2のセグメント分割

図9

ほぼ同量の液体1と液体2のセグメント分割
15
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究

拡張しない場合である.拡張するか否かは式(17)の拡張

〟‑1

("ill V2n‑ C)

n‑α12∑ sl2n+a2∑長n‑αlS'+p
n‑1

研

のは,二液体が混り合ず,また液体2が液体1の表面上で

式(16)と補正する.
〟‑1

産

n‑M

係数γの正負で判定される.
γ‑

α1

I

(cv2

+

α12)

(17)

(15)

Nlll

N12‑1

拡張係数が負のときのみ,液体2は液体1の表面上で拡張

N211

n‑α1∑ sln十α12∑ szn+a2∑ szn
n‑1

n‑1

せず14),そのかたちは軸対称のレンズ状となろう.

n‑1

5.2

水とn‑hexadecane‑の形成するメニスカス

二液体が形成するメニスカスを前節の定式により求める.
I p ("l貰‑V:n ‑ cl) I p2 ("12niSTv22n ‑ C2)

互いに不溶で,拡張係数が負となる水とn‑hexadecaneの
組み合わせを取り上げる. n‑hexadecaneの表面張力係数

は0.0300N/mで,水との界面張力係数は0.0521N/mと

(16)

ここで, SとVはセグメントの表面積と対応空間の体

する15).二液体が付着する機構を論じるのが本章の趣旨
ではない.ある体積を有する二液体が付着している(界面

積, Cは指定体積,添字1と2はそれぞれ液体1と液体2

を通じて一旦付着すれば,界面張力により二液体は分離し

を示し, nはn番目のセグメントを意味する.場合Aで

ない)とし,そのメニスカスを求めるのである.

は総節点数をN,液体1と液体2の界面のセグメント数

図10は,場合Aに対応する例で,多量の水の表面に付

をM‑1とし, S)は界面の面積である.液体1は体積が無

着する体積75.4mm3, 382mm3, 1932mm3,および9783

限大として,セグメント分割は行わず,外界気体と接する

∽∽3のn‑hexadecaneのかたちを内側から順に縦断面で

表面は平面として取り扱う.場合Bでは外界気体に接す

示す.また,図11は場合Bに対応し,体積75.4mm3の

る液体1のセグメント数をN1‑1,液体1と液体2の界面

n‑hexadecaneに付着する体積1.2 mm3, 5.9 mm3, 29.8

のセグメント数をN12‑1,外界気体に接する液体2のセグ

mm3, 151.0mm3の水のメニスカスを一点鎖線,点線,

メント数をN211とし, α12は液体1と液体2の間の界面

破線,実線で示す.外界気体と二種の液体の間の表面張力

張力係数である.この汎関数に関して節点座標を未知量と
し,逐次線形化解法でかたちを求めるのは前章と同様であ

と二液体間の界面張力の三張力を単位長さあたりで表すベ
クトルは閉じて, Neumanの三角形と呼ばれる三角形を作

る9).これは,三角形の頂角が一定となることを意味して

る.

いる.一方,図10と図11の数値計算結果においては,

式(15)と(16)の汎関数でかたちの推定が可能である
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で応用されているので,これまでに詳細な研究が数多く蓄
積されている.一方,固体と流体の中間に位置する軟体は
工業上の応用が現在では乏しいので,その力学はほとんど
研究されていない.本稿では,軟体の一種である液体のか

たちの求め方について静力学の観点から述べた.軟体の動
力学,特にその固有振動モードの研究は今後の課題と考え

る.本稿の内容は東京大学大学院工学系研究科博士課程
学生中西康彦君が修士課程在学中に行った研究の一部で

ある.数値計算等に尽力された同君および流体力学に関し
て有益な討論を頂いた本所佐藤裕助手に謝意を表します.
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