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　高齢化社会の現在、口から入った食物が誤って

肺に取り込まれる誤嚥が問題となっている。低粘

度の液状食品は咽頭部の流速が高くなるため、食

塊の通過のタイミングがとりにくい。一般的な介

護食として高粘度の液状食品が利用されている

が、べたつき感が強く食感として好まれない。誤

嚥を防止でき、食感も良い食品が求められている。 

従来，高齢者個人の障害や形状に最適な食品の力

学物性を明らかにするべく、咽頭部における食塊

の流れ場計測が行われてきたが 1,2）、この方法で

はある一断面の速度分布しか計測することがで

きない。そこで、近年になり咽頭部における詳

細な速度分布を把握するために数値解析が行われ

ている。Kamiya et al.3）は MPS（Moving particle 

simulation）法を用いて、Sonomura et al.4）は有限
要素法を用いて、咽頭部における液体の流動を計

算しており、詳細に現象を捉えることができてい

る。しかしながら、これらの研究において、トロ

ミ剤など特有の粘弾性や流動に顕著に影響を及ぼ

すと考えられる表面張力を考慮していない問題が

ある。また、従来の手法では、複雑な咽頭形状を

表現するためのメッシュ作成が煩雑である課題も

存在する。そこで、本研究では，表面張力が影響

する流れの数値計算手法として、現在最も高精度

な手法であるVOF（volume-of-fluid）法をベース

に、複雑な咽頭形状を容易に表現可能な埋め込み

境界法とトロミ剤や流動食の非ニュートン性を考

慮した、新たな数値計算手法の確立を目指した。 

　本研究では主に、以下の検討を行った。まず、

トロミ剤として用いられる増粘剤水溶液のモデル

物質として、数種の生体高分子水溶液のレオロ

ジー特性の測定ならびにモデル化について検討し

た後、数値解析へ適用可能な咽頭形状のボクセル

（数値）データ化の検討、埋め込み境界法を用いた、

VOF法に基づく気液二相流の数値解析手法の確

立、最後にこれらを統合したテーラーメイド嚥下

数値解析技術の構築を目指した。

　 応 力 制 御 型 レオメーター（MCR302, Anton 

Paar GmbH）を用い、各種生体高分子水溶液（キ

サンタンガム、ヒアルロン酸ナトリウム、アルギン

酸ナトリウム）のレオロジー測定を行った。Fig. 1
に粘度及び溶液の弾性の強さを表す第一法線応力

差を示す。その結果、第一法線応力差は小さいこ

とから（Fig. 1（b））、トロミ剤として使用されて

いる濃度域では、溶液の弾性は小さく、純粘性非

ニュートン性流体とみなせることがわかった。ま

た、Fig. 1の実線は Carreau model によるモデル

ラインであり、アルギン酸ナトリウム、ヒアルロ

ン酸ナトリウム、キサンタンガムの順にせん断減

粘性が強くなっていることがわかる。

　次に、咽頭形状のボクセルデータ化について、

検討を行った。画像解析ソフト Image J を用いて、

任意の咽頭部の画像を、空洞部を 1、咽頭部を 0

のように、領域全体を二値化した。 Fig. 2に使用

した咽頭形状のサンプル画像とボクセルデータを

示す。これは、局所的な咽頭部の体積分率を表現

しており、以下で説明する埋め込み境界法におけ

る固体体積分率として用いることができる。以上

より、数値解析用のボクセルデータの作成に成功

した。
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　埋め込み境界法 5）は、計算格子中に占める固体

領域の体積割合を基に、流体の流速を修正するこ

とで、流体と固体間に働く相互作用力を算出し、

流体及び固体の振る舞いを計算する手法である。

埋め込み境界法では、境界適合格子や重合格子で

はなく、直行格子を用いるため、単相流体と同程

度の計算コストで計算することが可能である。ま

ず、体積平均流体速度を以下のように定義する。

αは計算格子中に占める固体領域（本研究では咽

頭部）のセル平均体積割合、uf は流体速度、upは
固体内部の格子点における固体速度（本計算では、

固体は動かないものと仮定したためupは 0 とし
た）である。

　次に、VOF法はセル平均体積率 C（計算セルを

流体が占める時C=1、気体が占める時C= 0、セ

ル内に界面が存在する時 0<C<1）により自由界
面を記述する方法である 6）。このスキームの特徴

としては、界面の追跡精度、体積保存性が良いと

いう長所がある半面、精度の高い界面張力の評価

ができないという短所もある。そこで本研究で

は、界面捕獲のスキームとして、VOF法に界面

張力の評価精度が高い level-set法 7）を組み合わ

せたCLSVOF（a coupled level set and volume of 

fluid）法 8）を用いた。これは、界面の追跡に関し

てはすべてVOF法に任せ、界面の法線ベクトル

や曲率が必要な時に、level-set 法を補助的に用い

る手法である。VOF法では不可能であった精度

の高い界面張力の評価を行うことができる、優れ

u = (1-α)u f  +αu p

Fig. 1 Rheological properties of thickened liquids. (a) Apparent viscosities; (b) first normal stress differences.

Fig. 2 Scheme of preparation of voxel data of pharynx geometry
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た界面捕獲手法である。なお、VOF法には数多

くの種類が存在するが、本研究では Yokoi により

開発されたTHINC/WLIC法 9）を用いた。

　以上の検討に基づき、テーラーメイド嚥下数値 

解析の定式化を行った。咽頭形状を表現するため

の埋め込み境界法と自由界面を捕獲するための

CLSVOF法を組み合わせ、トロミ剤などの水溶性

高分子の非ニュートン性を表現するためのCarreau 

modelを導入した数値解析の基礎方程式は、以下に

示す連続の式とNavier-Stokes方程式である。

ここで、Navier-Stokes方程式の左辺は非定常項

と対流項、右辺は順に圧力項、粘性項、界面張力

項，重力項、埋め込み境界法に基づく固液界面を

表す速度強制項である。ηは粘度であり、高分子

水溶液のレオロジー測定の結果に基づきCarreau 

model で表現すると、以下の式で表される。

η0 , η∞ はそれぞれゼロせん断速度粘度，無限

せん断速度粘度、nはべき乗則次数でせん断減

粘性の度合いを表す。右辺第 3 項は表面張力を

表し、σは表面張力係数、κは界面曲率、Hψは
Heaviside 関数と呼ばれるlevel-set法に基づく密

度関数である。右辺最終項は埋め込み境界法に基

づく速度強制項であり、咽頭部のような複雑な固

体界面形状を表現することができる。Φは局所体

積分率であり、ボクセルデータにおける 0, 1の値

が採用される。αは以下の式の通りである。

また、気液自由表面は以下の相関数χの移流方程

式を解き求める。

THINC/WLIC法では、VOF関数 C は、χをセル
体積で平均化して求められる。

移流したVOF関数から、level set法の相関数と 

Heaviside関数を構築すると、Navier-Stokes方程 

式の右辺第三項の界面張力項の計算が可能になる。

　以上の基礎方程式を数値的に計算した．数値計

算の妥当性を評価するために、Chinyoka et al.10）

による液滴の単純せん断問題を計算した。Fig. 3
に計算結果を示す。図より、本計算結果は、既往

の研究と良好な一致を示しており、本計算手法の

妥当性が示された。このようなテーラーメイド嚥

下数値解析のための、複雑形状と流体の非ニュー

トン性（せん断減粘性）を表現可能な数値解析手

法はこれまで報告例がなく、極めて新規性が高い

と言える。
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Fig. 3 Validation test of the simulation model developed in this study. (a) Setup for 
droplet deformation under a shear flow; (b) time variation in a deformation 
parameter, D. Re = 1, 10, 50 and 100. Capillary number = 0.2 ( the lines: the 
results of Chinyoka et al.; the points: the results of the present study).
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　最後に、本計算手法を嚥下過程に応用した計算

を行った。トロミ材を咽頭部に流下させる計算を

行った。Fig. 4 に計算結果を示す。実際の咽頭の

滑らかな曲率形状とは異なり、ボクセルデータに

は粗さがあるため、当該部で一部の流体が滞留す

るような非現実的な挙動が観察されたものの、咽

頭部に沿って流下していく様子が確認でき、本研

究で開発した数値解析技術が嚥下過程に応用可能

であることを示した。

　本研究では，嚥下過程を表現可能な数値解析技

術の確立を目指し、トロミ材などの水溶性高分子

特有の粘度特性の把握、ならびに咽頭部のボクセ

ルデータ化を行い、これらを反映した高精度な自

由界面流れの数値解析技術を新規に開発した。本

手法は嚥下過程に応用可能であることは示したも

のの、ボクセルデータの数値的な粗さが原因で、

現実的な挙動とは乖離が見られたため、今後の課

題として、ボクセルデータに前処理を行い、咽頭

形状を数値的に平滑化することで、さらなる高精

度化につながると考えられる。
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Fig. 4 Interfacial motion of thickened fluid during swallowing
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 In this study, we newly developed the numerical simulation model that can express the 
flow behavior of thickened liquid bolus though pharynx when it is swallowed. Firstly, the 
rheological properties of several kinds of biopolymer aqueous solutions used as thickened 
liquid were measured using a stress controlled rheometer. The solutions showed the shear 
thinning characteristics, which can be well fitted with Carreau model. For the numerical 
expression of pharynx geometry, the photographic or animation images of pharynx were 
converted to the voxel data using a image analysis software, Image J. We then constructed 
a numerical simulation model based on volume-of-fluid method that can accurately 
capture the interfacial motion with Carreau model for the description of the rheological 
characteristics of thickened liquid and the immersed boundary method for the description 
of the solid-liquid interface (pharynx geometry). The results of the validation tests indicate 
our numerical simulation gives accurate solution in the simulation. Finally, we applied the 
numerical simulation model with the simulation of the swallowing process of the thickened 
liquid bolus. The flow behaviors of liquid bolus through the pharynx can be successfully 
calculated, explaining that our simulation model developed in this study was useful for the 
understanding the swallowing process. However, the roughness of the voxel data employed 
generated the numerical error. Thus, we will developed the post-treatmemt method of the 
voxel data in the future works.


