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原著

超臨界領域における二成分流体の過剰体積の特異的な挙動

塚 本浩貴・後藤貴英

前林正弘・大場正春

要約 二成分流体の過剰体積や過剰エンタルピーなどの過剰熱力学量は，超臨界領域で複雑な温度，圧力，組成依存性

を示す.これらの特異的な挙動の起源を理解するために，著者らはリポテンシャルによって相互作用するモデル二成分流

体の過剰熱力学量をPY積分方程式によって求め，理論的に解析してきた本研究では，各成分流体の臨界圧力が等しく

臨界温度が異なるモデル二成分流体について過剰体積を求め，その特異的な挙動の起源を調べた.その結果，過剰体積の

特異的な挙動は，相図上での各成分流体の体積の温度変化を表す曲線の変曲点を結んだ蒸気圧曲線の延長線の聞の領域で

出現することが明らかになったまた，過剰体積の特異的な挙動は，注目する温度と圧力での混合流体と各成分流体の状

態の違いに起因するものであり，分子関相互作用の詳細に依存しないことが明らかになった.これまでの著者らの研究か

ら，本研究で用いたものと同じモデル流体の過剰エンタルピーが，相図上での混合流体を構成する各成分流体の密度の温

度変化を表す曲線の変曲点を結んだ蒸気圧曲線の延長線の聞の領域で特異的な挙動を示すことが分かっている.過剰体積

と過剰エンタルビーが特異的な挙動を示す領域の違いは，過剰エンタルビーに対する過剰体積の寄与より過剰内部エネル

ギーの寄与の方が大きいこと，及び近距離力で相互作用する系では内部エネルギーが密度にほぼ比例することから説明で

きた.

キーワード:超臨界流体，臨界軌跡，相図. PY積分方程式.0ポテンシャル

Specific Behavior of Excess Volume of Binary Fluid Mixtures in Supercritical Region (Koki TSUKAMOTO'， 

Takahide Go叩*， Masahiro MAEBAYASHI* and Masaharu OHBよ)

Abstract Various types of specific behaviors are found in仕leexcess thermodynamic quantities of binary fluid mixtures 

in the supercritical region. We have ca1culated the excess thermodynamic quantities for model mixtures interacting through 

the Lennard-Jones potential using the Percus-Yevick integral equation. In this work， we calculated the excess volume for 

a model mixture whose critica1 pressures of the component fluids are equa1. The specific behavior of出eexcess volume 

arises in the t-T region between the extended vapor-liquid coexistence curves of the component fluids defined as the line 

connecting the inflection points of出etemperature dependence of volume at constant pressure. The specific behavior of 

excess volume is due to the difference of the states between the fluid mixture and each component fluid. In previous work， 

社lespecific behavior of the excess en仕la1pyof也es釘nemodel mixture arises in出e少Tregion between the extended vapor-

liquid coexistence curves of the component fluids defined as the line connecting the inflection points of the temperature 

dependence of density at constant pressure. The difference of the t-T regions where the excess volume and the excess 

en出alpybehave specifica11y can be explained by the difference of the contributions of the excess volume and the excess 

internal energy to the excess entha1py， and the fact仕latthe internal energy is near1y proportiona1 to仕ledensity in a system 

interacting through short-range force. 
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この20年間の高温高圧条件下での物性測定技術の発展

は目覚ましく，これまでは精密な測定が困難だった超臨

界領域での過剰熱力学量が数多く報告されるようになっ

てきた (Christensenet a1.， 1987; Wormald， 1997; Dai et al.， 

1998) .その結果，臨界軌跡近傍では過剰体積 (vE) や
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過剰エンタルピー (HE) が，温度・組成一定で二つの

極大を持つ圧力依存性を示したり，圧力・組成一定で正

負が入れ替わるS字型の温度依存性を示したり，温度・

圧力一定で正負が入れ替わるS字型の組成依存性を示し

たりするなど，極めて複雑な挙動を示すことが明らかに

なった.著者らの研究室でも，高温高庄での混合熱測定

究では，超臨界領域でのVEとHEの挙動の類似点と相違

点を明らかにするために，これまでにHEの挙動を議論

してきたモデル流体についてV
Eを求めた.

計算方法とモデル

装置を開発し超臨界領域を含む広い温度・圧力範囲に 1 .計算方法

わたってベンゼン+シクロヘキサン系のHEを測定して

きた (Fanget al.， 2014a; Fang et al.， 20l4b). その結果，

臨界軌跡近傍での複雑な挙動は，分子間相互作用の詳細

よりもむしろ，測定した温度・圧力と臨界軌跡や各成分

流体の蒸気圧曲線などとの相図上での位置関係に依存す

るものであることが実験的に明らかになった.

1970年代に超臨界二酸化炭素を用いたコーヒー豆から

の脱カフェイン技術が実用化されて以来，食品加工や機

能成分の抽出，あるいは新規化学反応の開発などの様々

な分野で超臨界混合流体が利用されている.そのため，

超臨界混合流体の熱力学的な挙動を詳細に理解し予測

することはこれらの様々な技術の今後の発展に極めて重

要である.しかし，超臨界混合流体の物性について十分

な理解がなされているとは言い難く，これまでは個々の

混合流体について適当に選ばれた半経験的な状態方程式

を用いて過剰熱力学量の予測が行われているに過ぎない

(Gruszkiewicz et al.， 1996). 

先にも述べたように，臨界軌跡近傍での過剰熱力学量

の複雑な挙動は，分子間相互作用の詳細によるものでは

なく，主に相図上での測定した状態と臨界軌跡との位置

関係に依存すると考えられるため，より一般的な立場か

ら臨界軌跡近傍での特異的な挙動を理解することが望ま

れる.この課題を解決するためには，液体的な領域から

気体的な領域まで広い温度・圧力範囲にわたって過剰熱

力学量の挙動を調べる必要がある.この条件を満たす唯

一の実験的な報告がエタン+エテン系のHEの測定

(Gruszkiewicz et al.， 1995)である.エタンとエテンの臨

界圧力はほぼ同じであり，臨界温度は大きく異なる.

我々はこれまでに，エタンとエテンの臨界点のρ・7面上

での位置関係を単純化したモデル流体である，臨界圧力

が等しく臨界温度が異なる成分流体によって構成される

二成分LennardてJones(日)流体のHEを，臨界軌跡近傍

を含む広い温度・圧力範囲にわたってPercus-Yevick(PY) 

積分方程式で求め，臨界軌跡近傍における特異的な挙動

の起源について理論的な考察を行ってきた (Ohbaet al.， 

1999; Tsukamoto et al.， 2009). エタン+エテン系とモデ

ル流体のHEの測定結果を比較した結果，超臨界領域に

おけるHEの特異的な挙動は，混合流体を構成する各成

分流体の密度の温度変化を表す曲線の変曲点を結んだ曲

線として定義される蒸気圧曲線の延長線と注目する温

度・圧力の相図上での相対的な位置関係で整理できると

いうことを明らかにした (Tsukamotoet al.， 2009).本研

成分AとBからなるモデル二成分流体の過剰体積 (VE)
は (1)式で定義される.

VE
(ムT，XA) = Vm (p， T， XA) -xAVm (ρ，T，xA=l) 

一(l-xA)凡(p，T，xA=O) ..・...(1) 

ここで，Vm (p， T， XA) は圧力(P)，温度 (η，成分A

のモル分率 (XA)でのモル体積であり，混合流体の総粒

子数密度 Pt (ム T，xA) から (2)式で求められる. Pt (p， 

T，xA) はPY積分方程式の解を圧縮率方程式に代入する

ことで得られる状態方程式から求めた (Ohbaet al.， 

1999; Tsukamoto et al.， 2009). 

Vm(ムT，XA) = 1 
ρt(p， T， XA) . (2) 

2. モデル

本研究で扱うモデル二成分流体は，臨界圧力 (pC)が

等しく，臨界温度 (r) が異なる成分流体(純流体Aと

B)から構成される.分子間相互作用には12-6Lennard-

Jonesポテンシャルを用い，異種分子間相互作用は

Iρrentz-Berthelot則で決定した.純流体AとBの日相互作

用パラメータと臨界定数を表lに示す.このモデル流体

はこれまでHEを計算したものと同じものである

(Tsukamoto et al.， 2009) . 

一般に，温度 (T) は絶対温度を意味するが，本稿で

は記述を単純にするためにボルツマン定数と絶対温度の

積をTとして表す.また，本稿に示されるすべての量は

成分Aの日パラメータ σAA及び t:AAで、無次元化された値

である.

結果と考察

1 .広い温度・圧力範囲での過剰体積の挙動

本節では，臨界軌跡近傍を含む液体的な領域から気体

的な領域までの広い温度・圧力範囲にわたって過剰体積

(VE)を計算し，VEの組成依存性 (VE(X)曲線)の型を

分類し各型が生じる状態の相図上での分布を調べる.

表1.各成分流体のLJパラメータと臨界定数

成分流体

A 

B 

σ 

1.000000 
1.048856 

ε 

1.000000 
1.153846 

T' 

1.3196 
1.5226 

l!:'.. 
0.1285 
0.1285 
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本稿では， VEの符号があるモル分率で入れ替わるとき，

そのVE(x)曲線をS字型，符号が入れ替わらず全組成にわ

たって正あるいは負のとき，そのVE(x)曲線を放物線型

と呼ぶことにする • T = 0.9 -2.5， P = 0.1 -0.40での結果

を図1に示した.図1(a) にはVEを計算した状態の相図

上での位置を示し，図1(b)には各状態でのVE(x)曲線

を示した.図1(b)の各VE(x)曲線につけられている番

号は，図1(a) に示された各計算点の番号と対応してい

る.図1(a) 中の点線は，圧力一定での密度の温度変化

の曲線の変曲点 ((3)式で求められる)を結んだ曲線で

あり， (3)式で定義される蒸気圧曲線の延長線と見なす

ことができ，過剰エンタルビー (HE
) の挙動を理解す

るうえで重要な役割を果たすものだった (Tsukamotoet 

al.， 2009). 一方，図1(a) 中の破線は，圧力一定でのモ

ル体積の温度依存性の変曲点 ((4)式で求められる)を

結んだ曲線であり，これも蒸気圧曲線の延長線の一種と

見なすことができる なお，この延長線は本稿で初めて

提起されたものである.

ハ
U

2
P
一T

A
U
-

、。
低温時一一一一一一 T一一一一一一+高温

図1. p-T面上での計算点の位置とVE(x)曲線の関係 (a) p-T面上で

の各タイプのVE(x)曲線の分布. 口， 計算点， ・・及び一一一一， (3) 

式及び (4)式で定義される各成分流体の蒸気圧曲線の延長線. (b) 
各計算点での VE(x) 曲線 ;a系列， P~O.l40; b系列，p~ 0.260; c系列，
p ~ 0.390 

. (3) 

(剖 =0

歪みが減少して，正の放物線型のVE(x)曲線になった.

この変化の様子は，各圧力でのS字型を示す温度が (3)

式ではなく (4) 式で定義される延長線の聞の温度範囲

である点を除けばHE(X)曲娘の場合とまったく同じであ

り，特に臨界軌跡近傍のp= 0.140では蒸気圧曲線の延長

線の間で、VE(x)曲線の絶対値は極端に大きくなった.こ

れらの挙動はHE(X)曲線の場合とよく似ており， どちら

も臨界軌跡近傍での特異的な現象と言える.なお，次節

及び最終節で議論するように， VE(x)曲線がS字型を示す

状態の分布がHE(X)曲線の場合と異なっていることには

重要な意味があるが，臨界軌跡近傍でのVEの絶対値の

急激な増大が臨界軌跡近傍での特異的な現象であること

に変わりはない.

2.過剰体積の特異的な挙動の起源

本節では，臨界軌跡近傍での過剰体積 (VE) の特異

的な挙動の起源を明らかにするために，混合流体のモル

体積 (Vm) の温度及び組成依存性を議論する.図2(a) 

はら-T面上でのVmの三次元表示であり，図2(b)， (C)， 

(d) はそのT-九，XA-Vm， xA-T面への投影図である 図2

での番号 (al・a7) は図lでの番号と対応している.図2

(a) と (b)での破線及び図2(d)での iOJは，(4) 

式で定義される各成分流体の蒸気圧曲線の延長線のρ=

図1(a) に赤色で示された点は，計算されたVE(x)曲

線がS字型を示した状態である.図1(b)に示 したVE(x)

曲線を得た状態以外の多くの状態でも VE(x)曲線を計算

し， S字型のVE(x)曲線が得られる領域を調べた.図1(a) 

に斜線で示した領域は，その結果でS字型のVE(x)曲線が

見られた範囲である.この斜線領域の低温側には符号が

負の放物線型(下に凸)のVE(x)曲線が得られる状態が

分布しており，高温側には符号が正の放物線型(上に

凸)のVE(x)曲線が得られる状態が分布していた.図l

(a) からわかる ように，s字型を示す状態は臨界軌跡近

傍から高圧までの全域にわたって破線 ((4) 式で定義さ

れる蒸気圧曲線の延長線)の中央付近に位置していた.

ρ=1.1まで'VE(x)を計算した結果，p = 0.40以上の圧力範

囲でもS字型を示す状態は破線の中央付近に位置してい

た. この理由は次節で詳しく述べる.なお，HE(X)曲線

がS字型を示す領域は， VE(x)曲線の場合とは異なり，点

線 ((3)式で定義される蒸気圧曲線の延長線)の問のや

や高温側に分布していた (Tsukamotoet al.， 2009). HE (x) 

曲線と VE(x)曲線でS字型を示す領域が違う理由について

は最終節で詳しく述べる.

図1(b) に示すように，いずれの圧力でも低温側での

負の放物線型のVE(x)曲線は，温度上昇に伴って少 しず

つ歪み， (4) 式で定義される低温側の延長線の中間付近

でS字型になった後，さらに温度が上昇すると少しずつ

. (4) 
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(b) 
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X 
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1.0 

図2.a系列(p~ 0.140)でのモデル流体のVm・ (a)xK7面上でのVm

(b) T-凡面への投影図 (c) XA-v'n面への投影図. (d) xA-T面への投
影図 ------及び O. (4)式で定義される各成分流体の蒸気圧曲線
の延長線 al. T~ 1.10; a2. T~ 1.33; a3. T~ 1.37; a4. T~ 1.45 ; 
a5. T~ 1.53; a6. T~ 1.56; a7. T ~ 1.90 

0.140での温度を表している.図2(b) での点線は理想、

気体のにの挙動であり，シャルルの法則を表している.

あらゆる流体は.t及び、XA=一定のとき温度無限大の極

限で理想気体と見なせるので，本研究で得られる九に

ついても，その組成にかかわらずこの点線に漸近し • T 

→∞でVE→ Oとなる.

図2(a) と (b) に示すように.Vmは黄色で示した極

めて狭い遷移領域を境界として，低温側の低体積領域

(青色)から高温側の高体積領域(緑色)へと急激に変

化する.これらの低体積領域と高体積領域では混合液体

はそれぞれ液体的な状態と気体的な状態である.各成分

流体の遷移温度範囲の中央値は • (4)式で定義される蒸

気圧曲線の延長線のt= 0.140での温度とほぼ一致してお

り，この延長線は凡という視点で系を見たときの，気

体的な状態と液体的な状態の聞の遷移領域を代表する曲

線であることが分かる.

(1)式から分かるように. VEはT及びpが一定での九

と.XA = 0とら =1での凡の値を結んだ直線で表される理

想溶液との差である.例としてa4について考えてみる.

図2(c) 中のa4の実線と交わる鎖線がa4に対応する理

想溶液の凡なので，図2(c) 中の実線と鎖線の差が図l

(b) 中のa4のVE(X)曲線である.この図から，図1(b) 

でのa4のVE(X)曲線がS字型を示すのは，九の値が液体

的な状態での小さな値から遷移領域を経て気体的な状態

での大きな値に急激に変化するためであることが分か

る.図l(b)で、のal・ a7のすべてのVE(X)曲線は，図2(c) 

から同様に求められるので，図1(b) で、のa2・ a6のS字

型を含む様々な形状のVE(X)曲線はすべて同じ原因，す

なわちモデル流体の状態が液体的な状態から遷移領域を

経て気体的な状態へと変化することによって引き起こさ

れることが明らかになった.異なる温度でのVE(X)曲線

の形状の違いは，黄色で、示した選移領域を横切るモル分

率が温度によって異なるということに起因する見かけの

現象である.

今回計算した温度・圧力範囲では，圧力の上昇に伴っ

て図2(b) に黄色で示した領域でのVm(T)曲線の変化は

緩やかになるので，図1(b) に示したようにVE(X)の特

異的な挙動は急激に小さくなるが，いずれの圧力でも

九 (T)曲線には変曲点が存在するため，純流体では蒸気

圧曲線の延長線が存在しそれらの延長線の間で、VE(X)

曲線がS字型になると考えられる.

3. 過剰体積に対するこつの寄与

緒言で述べたように，臨界軌跡近傍での過剰熱力学量

の特異的な挙動は，主に測定した状態と臨界軌跡との位

置の違いによって，混合流体と各成分流体で状態の組み

合わせが異なるためであると考えられる.そこで，過剰

体積 (VE) を (5) 式で表すように二つの寄与に分ける

ことを試みた.

V
E= V1

E
+ V2

E . (5) 

第一項 (Vj
E
) は図2(b) に示した凡(T)曲線の液体的

な状態と気体的な状態をつなぐ選移領域における急激な

変化に起因するものであり，臨界軌跡から離れるにつれ

て急激に小さくなると考えられる.第二項 (V2
E)はViE

以外の寄与であり，混合流体中の分子間相互作用の詳細

を反映し臨界点から遠く離れた液体同士，あるいは気

体同士の混合の際はVEに対して大きな寄与をすると考

えられる

本研究では • XA = 0からね=1までのモル分率の変化に

伴う凡(T)曲線の形状が一様に変化するという仮定に基

づいて各組成でのVjを求め，そこからViEを推算し. VE 

からViEを引くことでP7を得た. Vj

Eの計算過程の詳細は

付録に記述する • Vj

Eを計算する過程では，臨界軌跡、の

詳細な形状必要となるが，本研究では付録で示すよう

に，臨界軌跡を各成分流体の臨界点を結ぶ直線として近

似した.以上の仮定と近似に基づいて得られたモデル流
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図3. モデル流体のVLak及び、VJ問 kの温度依存性 (a)ρ-1面上での推
算状態の位置 (b)図3(a)の臨界軌跡近傍についての拡大図.

，臨界軌跡、，…・，近似的な臨界軌跡 (c) VfpeakのTr
ex依存性.

(d) Vfpe.kのTrex依存性 一一，各圧力での (4)式で定義される各成
分流体の蒸気圧曲線の延長線.図3 ( d) では見やすくするために • p 
= 0.390から圧力の減少に伴って0.03ずつ下方にずらして表示した

体のV，E(X)曲線と庁(x)曲線のピーク値であるVli酬と

F51帥の温度依存性を図3に示す.図中でのTr勺ま (6) 式

で定義される量である.

T田 (T-T"')
=日て子五 (6) 

ここでで、.T

圧曲線の延長線の各圧力での温度の平均値である Tex 

は.T < T"vのとき成分Aの蒸気圧曲線の延長線の各圧力

での温度であり • T > T"vのとき成分Bの蒸気圧曲線の

延長線の各圧力での温度である. (6)式に純流体AとB

の蒸気圧曲線の延長線の各圧力での温度を代入するとA

については耳目=-1となり. Bについては耳目=1となる.

従って， 図3(c)及び (d)での破線は，横軸を7:exで表

したときの純流体AとBの蒸気圧曲線の延長線の温度で

ある.図3(b)に示 したように，臨界軌跡、を各成分流体

の臨界点を結んだ直線と近似したとき，その近傍での混

合流体の状態が実際とは異なってしまい，重大な見積も

り誤差が生じるので，ρ=0.130での各成分流体の蒸気圧

曲線の延長線の間ではRi叫とF21叫の算出を行わなかっ

た. また，図3(c)の斜線で示した領域ではV，E(X)曲線

はS字型であり .V，Ep帥が二価になり見難くなるので表示

していない.なお，図3(d) では見やすい ようにF21帥
の値をρ=0.390から圧力の減少に伴って0.03ずつ下方に

ずら して表示 した • V2
E(X)曲線はすべての領域で全組成

にわたって負の放物線型(下に凸)だった.

図3(c)に示すように，臨界軌跡近傍でのVιakの絶

対値は各成分流体の蒸気圧曲線の延長線の近傍で極めて

大きく .IT/xlの増大に伴って急激に小さくなる. 一方，

臨界軌跡近傍でのF51叫の絶対値はRt拙の絶対値に比べ

て極めて小さい.図3(d) では，各成分流体の蒸気圧曲

線の延長線の問の領域で凹みが認められるが，圧力の上

昇に伴ってその凹みは目立たなくなる.この延長線の問

でのiV2
EpeakIの増大は，げを計算する過程で用いられた

臨界軌跡に対する近似，すなわち図3(b)に示されてい

る真の臨界軌跡(一点鎖線)を点線で示した直線として

近似した ことに起因すると考えられるので， 実際には

九id土液体的な状態と気体的な状態だけでなく，延長

線の聞の遷移領域も含めでほぼ一定の値であると考えら

れる

以上の結果をまとめると以下のようになる.混合流体

と各成分流体の臨界温度 (T')が異なるので，同じ温

度・圧力で比べたとき混合流体と各成分流体のTjrが

異なり ，すなわち対応状態が異なる.このためにVEに

対して生じる寄与がVlEである • V[Eは臨界軌跡近傍で極

めて大きく，注目する温度 ・圧力が臨界軌跡から離れる

につれて急激に小さくなる. 一方，分子間相互作用の詳

細に依存する円E
の寄与は広い温度 ・圧力範囲でほぼ一

定だったこのことから，臨界軌跡近傍でのいの特異

的な挙動は混合流体と各成分流体の対応状態、の違い，す

なわち混合流体と各成分流体のTjrの差に起因するこ

とが明らかになった.

4.過剰体積と過剰エンタルビーカf特異的な挙動を示す

状態の相図上での位置の比較

図1(a) に示 したように，過剰体積 (VE) の組成依存

性 (VE(x)曲線)がS字型を示す温度 ・圧力領域は，臨界

軌跡近傍から計算した最も高圧の状態まで. (4)式で定

義される各成分流体の蒸気圧曲線の延長線の聞の中央付

近に位置していた. 一方， 過剰エンタルピー (HE
) の

組成依存性 (HE(x)曲線)がS字型を示す領域は.VE(x) 

曲線の場合とは異なり. (3)式で定義される蒸気圧曲線

の延長線の聞のやや高温側の領域に分布していた.本節

では，この違いについて述べる

VEとHE及び過剰内部エネルギー (uE) は (7) 式で表

される関係にある

H
E
(ムT.xA) = UE(P. T. xA) _PVE(P. T. xA) . (7) 

VEとuEの組成依存性 (VE(x)曲線と UE(x)曲線)がS字型

を示すρ-T面上での領域をそれぞれ図4(a) に緑色と赤

色の斜線で示した • VE(x)曲線がS字型を示す状態は臨界

軌跡近傍から高圧まで破線 ((4)式で定義される蒸気圧

曲線の延長線)の中央付近に位置しているのに対して，

UE(x)曲線がS字型を示す領域は点線 ((3) 式で定義さ



名城大農学報 (Sci.Rep. Fac. Agr. Meijo Univ.) 51 (2015) 6 

(a) 

0.41 pz U"(x) 

1EZ 
1.0 1.5 2.0 2.5 

(b) 

0.41 

J柔ムム型耐}
b7 

1.0 1.5 2.0 2.5 
T T 
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得られる状態 ……及びーーー，(3)式及び (4)式で定義される各
成分流体の蒸気圧曲線の延長線.

れる蒸気圧曲線の延長線)の中央付近に位置していた.

短距離力で相互作用している系では内部エネルギー(u)

は数密度にほぼ比例するので 第二節での議論になら っ

て考えると，内部エネルギーは数密度の温度変化の変曲

点付近で液体的な状態から気体的な状態へと変化するた

め， (3)式で定義される蒸気圧曲線の延長線の問でuE

(x)曲線はS字型になる.これが図4(a) の赤色の斜線領

域が点線の聞の中央付近にある理由である.一方，広い

温度 ・圧力範囲で各過剰熱力学量を計算した結果，圧力

が上昇するほどHEに対するPVEの相対的な寄与は増大す

るが，全体的にはuE
>>ρVE

であり ，HEの挙動はuEによ

ってほほ決まる.そのため，HE(X)曲線がS字型を示す

状態は，圧力の上昇に伴ってUE(x)曲線がS字型を示す

領域よりやや高温側にシフトするが，図4(b)に示すよ

うに (3)式で定義される蒸気圧曲線の延長線の間で起

こることになる

結日

臨界圧力が等しく臨界温度が異なる二種類の日流体か

ら構成される モデル混合流体の過剰体積 (VE) をpy積

分方程式と圧縮率方程式を用いて求め， 同じモデル流体

の過剰エンタルピー (HE) の結果 と比較した • VEとHE

のそれぞれの組成依存性がS字型を示す領域のρT面上で

の分布には違いが認められたものの， VEとHEのどちら

も臨界軌跡近傍でよく似た特異的な挙動を示した ま

た，VEの特異的な挙動は注目する温度・圧力での混合

流体及び各成分流体の状態の違いに起因することが明ら

かになった.さらに， VEとHEのそれぞれの組成依存性

がS字型を示す領域の違いは HEに対する寄与がVE
より

uEの方が大きいこと，及び近距離力で相互作用する系

では内部エネルギー (u)が数密度 (ρ) にほぼ比例す

ることから説明できた.これまでに得られた結論は，各

成分流体の臨界圧力が等しく臨界温度だけが異なるとい

う特定の系だけに限られているので，両成分の臨界点の

位置関係がより一般的な場合についても同様の議論が可

能かどうかを調べる必要がある

付録 V1Eの計算方法

本研究では， XA = 0からら =1までのモル分率の変化に

伴いVj(T)曲線の形状が一様に変化すると仮定して，モ

デル流体のViEを以下のように推算 した.この仮定は，

図2に示した凡(T)曲線の形状からおおむね適切である

と考えられる.

まず初めに，成分流体AとBのρcが等 しいので，t = T/ 

TCとv= Vm/Vx
cで定義される変数で系のモル体積の温度

依存性を表 したとき ，同じ圧力での成分流体AとBの挙

動が一致する，すなわちP=一定で比較したとき成分流

体AとBのv(t)曲線は一致する という事実に注目する.

ここで，Vx
c 
= r</pcであり ，r<及びfは各成分流体の臨

界温度と臨界圧力である.つまり ，V/はT及びfでの理

想気体のモル体積であり，本研究では温度と圧力を独立

変数にとっているため，すべての量をTC
，pc， XAを基本

単位として表したと きの体積の単位である.具体的な例

として，ρ=0.195で、の純流体のv(t)曲線を図A(a) に示す.

上に述べたことから成分流体AとBのv(t)曲線は同じも

のなので，冒頭で述べたVj(T)曲線に関する仮定から，

モデル混合流体のモル分率九で、のVj(T)曲線も ，t = T/r< 

(X)， V = Vm/ !TC 
(X) /pc (X) Iで表 したとき，成分流体Aと

Bの曲線と同じものになる.このことは， IVm(T)曲線の

形状が一様に変化する」ということの定量的な表現であ

る.厳密に言えば混合流体のr(x)及びγ(x)は組成に依

存するが，計算を簡略化するために，モデル混合流体の

pC(x)は成分流体AとBのfに等 しく ，r<(x)は (Al)式に

よって決定されるとした.このことは，両成分流体の臨
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界点を結んだ直線からの臨界軌跡のズレを無視したこと cyclohexane) mixture over a wide range of temperature 

に等しい andpressure.]. Chem. Thermodynamics 78: 204-214. 

T'(XA) =xATA
c + (1-XA) TB

c . (A1) 

以上のことから，各組成での町(T)曲線は，成分流体

AあるいはBのuとtに，それぞれ各モル分率での !r(X)/

pC (x) IとTC(x)を乗じることで得られる.図A (a) に示

したρ=0.195で、のv(t)曲線から得たら=0.0， 0.2， 0.5， 0.8 

及び1.0でのVj(T)曲娘を図A (b) に示す.この図中のT

= 1.56での値を，横軸をXAとしてプロットした曲線を図A

(c) に示す.Vj
Eは混合流体のVjと，図A (c) に破線で

示されるら=0.0とら=1.0での値を結ぶ直線との差なの

で， ρ=0.195， T = 1.56でのVjE(X)曲線は図A (d)のよう

になる.
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