
流体の臨界温度直下の液化点と気化点の不在領域について

琉大理　安富　允

流体の液化点と気化点を求めるために、これまでに大勢の科学者達によって、数多くの数値シミュレー
ションがなされてきた。しかし、何れも臨界温度直下の或る狭い温度範囲に対して、それらを求めるこ
とはできなかった。その理由については、長年の謎であった。しかし、我々の理論的研究によって臨界
温度直下に液化点と気化点の不在領域が存在することが明らかとなった。このことについて報告する。

1. 流体の自己無撞着理論
熱力学と統計力学の理論が厳密に正しければ、同一の熱力学的物理量は、その導出経路に関係なく一

致するはずである。ところが、現時点では、そのような完璧な流体理論は構築されていない。現存する
理論では、何らかの近似が導入されているので、通常は、同一の物理量に対して導出経路に依存した異
なる値が得られる。そのような矛盾を解消するするために構築された理論が SCOZAである。SCOZA

は、エネルギー方程式と圧縮率方程式の 2つの異なる経路から得られた物理量間の矛盾を解消するため
に構築された理論であ。その両者の物理量が一致するための条件式は次の拡散方程式で与えられる。
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ここで、χredは reduced isothermal compressibility、uは excess internal energy、ρは密度、β = 1/kT、
kはボルツマン定数、T は絶対温度である。この方程式は、拡散係数 B(ρ, u)が正ならば、安定な解が得
られるが、負ならば解は不安定となる。上式を解いて、uと χredが得られれば、他の任意の物理量は、
この 2つから導き出すことができる。本研究では、この SCOZAを使って研究を遂行する。

2. 粒子間相互作用
物質の熱力学的性質は、それを構成する粒子間の相互作用によって決まる。本研究では、粒子間相互

作用は、剛体球ポテンシャルと tail ポテンシャルから成っていると考える。幾つかの tail ポテンシャル
について計算を実行したが、その内の 3つについて図??に示した。

図 1: Potential tails. Dashed, chain-dashed, and full lines represent ϕc1, ϕc2, and ϕc3, respectively.

3. 圧力と化学ポテンシャルの等温線
粒子間相互作用 ϕc1に対して得られた圧力 pの等温線を図??に示した。また、化学ポテンシャル µ′の

等温線を図??に示した。
図??で、破線はB(ρ, u) = 0の線 (spinodal curve)を表している。spinodal curveの内側ではB(ρ, u) < 0

であるから、この領域では気体と液体が共存する不安定領域となっている。その外側では B(ρ, u) > 0で
あるから、流体は低密度側では安定な気体、高密度側では安定な液体として存在する。青色線、橙色線、
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図 2: 圧力の等温線と気液共存領域。青色線、橙色線、紫色線、緑色線、黒色線は、それぞれ、β =

βc =0.107891、0.1154、 0.1414、 0.2684、0.5954に対する等温線を示している。黒丸Cは critial point

である。黒丸 P2は spinodal curveと黒色実線との交点を表している。赤色実線と黒色破線は、それぞ
れ、binodal curve と spinodal curveを表している。
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図 3: µ′-ρ平面に置ける化学ポテンシャル µ′の等温線と気液共存領域。図??で、圧力 pを化学ポテンシャ
ル µ′に置き換えて得られた図。

紫色線、緑色線、黒色線は、それぞれ、β = βc =0.107891、0.1154、 0.1414、 0.2684、0.5954に対する
圧力の等温線を示している。黒丸Cは critial pointである。流体の状態変化について、ひとつの例とし
て、橙色線で示した圧力の等温線について説明する。
気体領域で密度を増すと、圧力は低密度側の橙色の実線に沿って増していく。その際に、あらゆる小

さな摂動を消して慎重に実験を行えば、spinodal curve (黒破線)に達するまで橙色の実線に沿って圧力
は増えていく。しかし、何らかの微小な摂動が存在するような実験を行えば、密度増加とともに橙色実
線と赤色実線 (binodal curve)の交点G(液化点：次節参照)に達すると、その後は、密度増加とともに圧
力を一定に保ったまま橙色破線に沿って進行する。そして、気体と液体が共存する状態のまま、気体が
液体に変化していく。気体のすべてが液体に転じると右側の赤色実線と橙色実線の交点 L(気化点：次節
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参照)に達する。その後は、右側の橙色実線に沿って密度増に伴って圧力が急激に増していく。液化点G

から spinodal lineに達する領域は準安定領域であり、摂動の存否に依存して、熱力学的状態の変化は、
橙色の実線と破線のどちらに沿って進行するかが決まる。右側の spinodal curveと気化点 Lの間の準安
定領域についても同様なことが言える。他の温度についても同じことが言える。また、化学ポテンシャ
ルについても、同様な熱力学的振る舞いを図??に示した。

4. 液化点と気化点
液化点と気化点は、次の方程式から求められる。

p(ρG, β) = p(ρL, β), µ′(ρG, β) = µ′(ρL, β). (2)

ここで、ρG は液化点の密度、ρL は気化点の密度である。異なる温度に対する液化点同士を結んだ線、
および、気化点同士を結んだ線が binodal curveである。図??と??から分かるように、気化点と液化点
が存在するためには、圧力と化学ポテンシャルの各等温線と spinodal line との交点における密度 ρSi
(i = 1, 2.)に対して少なくても、

∆p12(β) = p(ρS1)− p(ρS2) ≥ 0 and ∆µ′
12(β) = µ′(ρS1)− µ′(ρS2) ≥ 0. (3)

でなければならない。
そこで、粒子間相互作用ϕc1について、βc < β < β† (表??参照)の範囲にあるひとつの温度β = 0.107894

に対して、圧力の等温線を図??に示した。図が示すように、∆p12(β) < 0となっている。そのために、
この温度に対しては液化点と気化点は存在しないことが分かる。同じことは βc < β < β†の範囲内にあ
る他の任意の βに対しても言える。したがって、βc < β < β†の範囲内には液化点と気化点は存在しな
いことが分かる。図??と??のスケールでは表示できなかったが、この不在領域の存在を明確にするため
に、p-ρ平面における、臨界点近傍の拡大図を、図??に示した。この図で、青色の実線と破線は、それ
ぞれ、binodal curveと spinodal curveを表している。図が示すように binodal curveは、青丸で示した
点で途切れており、この青丸と臨界点（黒丸）の間には液化点と気化点は存在していない。
ϕb5についても、液化点と気化点の不在領域が臨界点直下に存在することが示せる。この相互作用に対

しては、臨界温度以下の温度に対して式 (??)は常に成立している。しかし、ある温度範囲 βc < β < β†

に対しては、式 (??)の 2つの式を同時に満たす ρGと ρLは存在しないことが示せる。詳細については
講演で説明する。
粒子間相互作用 ϕb2、ϕc3、ϕb3、ϕb5、についても、液化点と気化点の不在領域が存在することを明確

にするために、p-ρ平面と µ′-ρ平面に、臨界点近傍の拡大図を、それぞれ、図??と??に、それぞれ、黒、
橙、緑、赤で示した。図??と??に示した圧力、化学ポテンシャル、密度は、各分子間相互作用に対して
得られた臨界点における対応する物理量（pc、µ′

c、ρc: 表??参照）で規格化してある。
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図 4: 粒子間相互作用 ϕc1について、臨界温度直下の β = 0.107894に対する p-ρ曲線。図に示した圧力
は 0.219322 < p < 0.219323の狭小範囲内にある。
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表 1: 幾つかの分子間相互作用に対する臨界点における温度、密度、圧力、化学ポテンシャル及び、β†

と β‡。

ϕc1 ϕc3 ϕb2 ϕb3 ϕb5

βc 0.107891 0.145178394 0.810477 0.792344698 1.116636

ρc 0.0841 0.2163 0.2463 0.296 0.3513

pc 0.219349 0.529067 0.0971723 0.121545 0.102211

|µ′
c| 39.1254 20.288406 3.60371 3.43821 2.28805

β† 0.107897 0.145178406 0.810483 0.792344706 1.116648

β‡ 0.5954 0.6869561
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図 5: 幾つかの粒子間相互作用に対する p-ρ平面上の液化点と気化点の不在領域。実線：binodal curve。
点 C:臨界点。ϕb2、ϕc3、ϕb3、ϕb5、ϕc1に関連した曲線は、それぞれ、黒色、橙色、緑色、赤色、青色
で表示した。各色の丸印と臨界点の間には液化点と気化点は存在しない。圧力と密度は、それぞれ、対
応する臨界点における値で規格化した。
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図 6: 幾つかの粒子間相互作用に対する µ′-ρ平面上の液化点と気化点の不在領域。pを µ′に替えた以外
は、図??と同じである。ただし、破線は µ′の spinodal curveを表している。
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