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西岡-水

液体微粒子の熱力学

一 表面張力の微粒子径依存性 -

徳島大工 西 岡 - 水

§1.ま え が き

数十の分子から成る液体微粒子に対 しても熱力学を適用することが可能であり,表面

張力の概念もまた有効である｡1) しかしながらこの様に微小な系における表面張力の値

は巨視的な界面に関して得られる実測値 とは異なると考えられ,従って表再張力の微粒

子径依存性に関する知識がなければ液体微粒子の熱力学は有用 とはならない｡ この間題

は既に Tolman2)によって取 り上げられているが, Tolmanの理論はここに考察されて

いる様な微小な系に対 しては適用されない｡また Tolmanの理論では Gibbsのdividing

surface として "surfaceoftension "が用いられているが,微粒子の場合には特にそ

の正確な位置に関する知識が必要とされるにもかかわらずその計算は非常に困難であ り

この点からもTolmanの理論の有用性には限界がある｡ 一方 dirdingsurfaceとして,

"equimoleculardividingsurface"を採用する場合には熱力学基本方程式に曲率の項 が

現れ,3-7)この点から理論の有用性が制限される｡ 本研究の目的は微粒子にも適用可能

な形式に界面の熱力学を定式化し,合せて表面張力の微粒子径依存性に関する公式を導

くことによって.実際に例えば核生成理論において有用な液体微粒子の熱力学を定式化

することである｡

§2.液体微粒子の熱力学

第 1図に示す様に過飽和蒸気

中に存在する球形の液体微粒子

を考える｡微粒子の中心のまわ

りに半径 Rg の球形の仮想境界

をとり,さらにその内部に立体

角a)を持つ円錐状の仮想境界を

とってこれらの仮想境界によっ 第 1図 液体微粒子と過飽和蒸気とから成る系
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液体微粒子の熱力学

て囲まれた部分に対する熱力学的考察を行なうo Rgはこの仮想境界が均一な過飽和蒸

気中を通る様に十分大きくとるものとする｡ すると仮想境界に垂直な方向には全ての物

理量は均一であり,仮想境界を通 しての相互作用による効果は仮想境界の両側の部分に

均等に配分されているとみなされる｡ この様に考えると仮想境界によって囲まれた部分

の有する内部エネルギーEおよびエントロピー Sを定義することができる｡ 系が熱力

学的平衡状態にある場合に考察を限定すると円錐部分の熱力学的状態はS,Rク,a'及

び分子数Nによって定められる｡即ち,基本方塩式は

dE - TdS-Pダa)R92dRg+ Odd)+PdN

となるo ここにpクは過飽和蒸気の圧力を表 し,Oは次式で定義される0

0 - (∂E//紬 )S,Rg,N

(1)

(2)

(=ま微粒子と蒸気との界面が存在することによる複雑な効果を表わしてお り, 実際

に測定することはできない｡そこで αdα'を標準バ/レク相の挙動と測定可能な量 とを

組み合せることによって表すことを考えるo この目的に沿って温度 T,圧力 ㌔ の標準

バルク液相を導入 し,その内部に球形の仮想境界によって囲まれた仮想微粒子を想定す

る｡ そして第 2図に示す様に実際の微粒子

でおきかえ,そのまわりを均一なバ/レク蒸

気相で因んだ仮想系を導入する｡ このバル

ク蒸気相 としては実際の過飽和蒸気と等 し

い温度,圧力を有するものをとるが,標準

バルク液相の圧力 巧 は未定とするo 仮想

微粒子は全 くバルク液相の一部としての性

質を持ち,仮想系においては界面は存在し

ないO仮想微粒子の半径 Rはある規準によ

って定めることとし,Rが決まれば 仮想系

は確定するが,Rを定めるべき規準はこの
第 2図 仮 想 系

段階では未定とする｡

さて,実際の系 と仮想系 との "可逆仕事''の差 として次式によって表面張力 γ を導入

する｡
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西岡一水

γdA - Oda) + PEdVl + PgdVg/

但 し,

vz - wR3/3,Vg - W(R931R3)/3,A- wR2

(3)

(4)

であ り,dV;は Rg一定 のもとでの Vg の微分を表すo (3)式を(1)式に用いる こと

により,

dE - TdS+γdA-PldVz- PgdVg+PdN (5)

が得 られるo (3)式あるいは (5)式において dA,dVz,dVg'･および dVg は実際の

系を記述する独立変数 S,Q',RgおよびNの微少変化に対応する仮想系の変数の 微 少

変化を表す.実際の系の変数の微少に応 じて Rも変化するので, dAは Wの変化のみ

ならず Rの変化による寄与 をも含み,特に dw - 0の場合にも(3)および (5)式は意

.味をもっ｡ Rは実際の系の状態 に応 じて,ある規準に従って決定されるので,仮想系の

変数 vEお よびA は互いに独立 な変数ではなく, (5)式における独立変数の数は (1)式

と同 じく四個である｡系は熱力学的平衡状態にあるからS,Nおよび系 を囲む境界不変

のもとでdE- 0 となる｡従って (5)式より

PzIPg - 2γ/R (6)

が得 られるo また Rgおよび系の示強変数一定のもとで (5)式を積分することにより

E - TS+ TA-PzVz I PgVg+PN

が得 られる｡ (6)および (7)式から γを消去することにより次式が得 られる｡

R3 - 6(A-TSIPN+a,PgR芸/3)/W(Pz-Pg)

(7)

(8)

この式は与えられた系の状態のもとで Rと弓 との関係 を規定するo即ち,もしも標準

バ/レク液相 として実際の系 と等 しい (T,〟)を有するものを採用することにすれば,仮

想微粒子の径 Rは (8)式によって規定されることになる｡ 換言すれば,R を定める規

準は (3)式に既に含まれていることになる｡ (3)式において γdAは界面の存在する実

際の系 と界面の存在 しない仮想系 との "可逆仕事"の差 として導入された訳であるから,
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液体微粒子の熱力学

標準バ/レク液相 としては実際の系と同じ (T,〟)を有するものを採用するのが自然であ

ろう｡しかしながら,その場合には Rを(8)式から求めることが実際にはできないので

有用な理論とはならない｡ そこで Rを定める規準として, "equlmOleculardividing

surface"を採用することとし, (8)式を標準バ/レク液相を規定する式として解釈する立

場 をとろうoすると今度は B が求められなくなるが,この点については次節にゆずる

ことにする｡ "equlmOleculardividingsurface''は

Nz+Ng - N

によって定められるが,これは実際上は

47TR3/3- nvl

(9)

(10)

と等価であるoここに Ⅴ/は標準バルク液相の分子体積,n は実際の微粒子が含む分子

数を表す｡ バルク液相はほとんど非圧縮性を有するから(10)式によってRが求められ

過剰内部エネ′レギーEeXぉよび過剰エントロピー SeXを,

E eX- E - Ez - Eg , Sex - S - s e - sg

として導入すると, γAは (7)式より,

･A - EiX-TSeX- (pIPzO)NL

(ll)

(12)

と表 されるoここにpLOtま標準バ′レク液相の化学ポテンシャルで,次式によって与えら

れる｡

pzo三 Pe+vz(PzIP｡) (13)

但 し〟｡,㌔ は飽和蒸気に対する値 を表すo (12)式よりγA は界面の存在しない仮想

系から界面の存在する実際の系-と可逆的に移行する "thoughtprocess''において必

要 とされる可逆仕事という意味を持っことがわかる｡仮想微粒子および仮想蒸気はバ/レ

ク相の一部であるから,

dEe - TdSL - PLdVL+PzOd NL

dE9- TdS9- PgdVg+ FEdNg
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が成立 し,(5)式 とこれ らの式とから,

dEeX- TdSeX+ γdA+(p-plo)dNz (16)

が得られるo (12)式の微分をとり(16)式と比較することによって Gibbs-Duhem の関

係が得 られる｡

Adγニ ー SeXdT-N L d (p-plo)
(17)

表面張力の微粒子径依存性に関する考察はこの式に基づいてなされる｡ 過飽和蒸気中

に液体微粒子を生成するに要する可逆仕事は系の体積,エントロピーおよび分子数一定

のもとでの内部エネルギーの変化,即ち,(7)式と

E｡- TS-Pg(Vg+Vz)+pN

との差によって与えられ,

w -γA-(Pz-Pg)vL-47,R2γ/3

となる｡但 Lw-47Tとする.

§3.表面張力の微粒子径依存性

Gibbs-bhem の関係 (17)式は温度一定の場合に

Adγニ ーnd(〟 -〟∫)

(18)

(19)

(:孤)

となるo 但 Lw-47Tとし,従って (17)式のNzは nでおきかえられているoバルク相

に対するGibbs-Duhem の関係より次式が成立する.

dp - vgdPg, dpzO - vz dPl (21)

ここに vgは過飽和蒸気の分子体積を表すo (21)式を(20)式に代入 し,さらに (6)式

を用いて変形すると次式が得られる｡

dγ-R(1-vg/vL)dP9-(2TA )dR (22)

この式は温度一定のもとで過飽和蒸気の圧力の微少変化に伴 う臨界核の大きさの変化,
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液体微粒子の熱力学

そしてそれに伴 う表面張力の値の変化の関係を与えるものである｡ さらに議論をすすめ

るためには dPg とdR との関係式を導 く必要があるo (6),(7)式および

〟 -pe+kTBn(p9/Pe) (23)

より,

γA/3- (E-TSト (E9-TSC)+ 47TR3pg/3-npe-nkTBn(pg/Pe)

(24)

が得 られるが, (E-TS)-(E9-TSg)は n分子から成る液体微粒子の,ヘルムホル

ツ自由エネ/レギー F(n)と考えてよい｡ 即ち

F(n) - (E-TS)-(E9-TSg)

(25)式を(24)式に代入 し,微分をとると,

旦dγ一一 dR-〔ain(pP )〕4E 2dR･ (vL-Vg)dPg

r＼J

R R2 VJ

が得 られるo (22)式と(26)式 とからdPg を消去することにより,

rv/

i音 +n〔afn(響 )m dR-0

が得 られ,結局表面張力の微粒子径依存性は

㍗- 一号 孟 (誓 )

によって与えられる｡

(25)

(26)

(27)

(28)

(28)式において F(∩)/nを実際の微粒子に対 して求めることはできない｡ そこでア

ルゴンに対して求められているモンテカルロ計算の結果8,9)を用いて,モデルポテンシ

ャルのもとでの微粒子径依存性を求めてみよう｡ ここで問題になるのは気相中の微粒子

が並進および回転の自由度を有する点で三0,ll)今までの考察にはこの間題が取 り上げら

れていない｡ Leeetal.の計算8,9)では微粒子の重心は固定され 3n-3自由度に対する

自由エネ/レギーが取 り扱われている｡並進,回転に関する問題は次の段階の研究にゆず

ることにして,ここでは Leeetal.の結果からさらに回転の自由エネ/レギーをひき去っ
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て得 られる内部自由エネルギー Fint(∩)の値を(28)式の F(∩)として用いて計算 してみ

ようo まず n-- のとき γはバ′レク界面の値 伝 になることからFlnt(∩)/∩- fB+

And/3が要求されるo但 し fBはバ′レク液相の分子当 りのへ′レムホルツ自由エネルギー

を表す｡A を求めるための L の値 としては Leeetal.の計算 と同一のポテンシャルの

もとで行なわれたモンテカルロ計算の結果12)を用いることができる｡ そこで実験式 と

して

Flnt(n)/n - fB+An-1/3+BnlR/3+ cn-1 (29)

を仮定 し,定数をLeeetal.の結果から最小二乗法によって求め,その結果を(28)式

に代入することによって次の結果が得 られる｡

γ(n)- 18.30-12.81n43+102.5n-2/3 dyne/cm

但 しこの結果は T-84℃ での値である｡ この結果を図示すると第 3図となる｡

0l

l

ulU
＼
a
uJ

p

(u
)A

(30)

10 - n lO 2 103 104

第 3図 表面張力の微粒子径依存性 (アルゴン,T-843()
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§4.あ と が き

(8)式から求められるべき標準バルク液相の圧力 弓は実際には計算できないが,(6)

式を用い,さらに γ(∩)を伝 に関連づけることによって解決されている｡ 液滴の径が

巨視的になるとdividing surfaceの選択の違いが Rの値に及ぼす差は無視 できるように

な り,標準バ′レク液相の圧力および表面張力の値は dividing surfaceの選択によらず確

定する｡従って前節において L の値 として Miyazakietal･による計算結果 12)を用いた

ことが正当化される｡

第 3図の結果は n>～ 104の範囲では微粒子径の減少と共に表面張力は nJ/3依存性 の

項に従って減少することを示 してお り,この結果はTolmanの理論 2)とほぼ一致する｡

しかしながらTolmanの理論では dividingsurfaceとしては Surfaceoftension が用いら

れてお り,表面張力の物理的意味が本論文とでは異なる点に注意する必要がある｡事実

equimoleculardividingsurface と surfaceoftensionとは分子間距離の程度隔た って

いること13)と(8)式とから n三 104の大きさでも㌔は dividingsurfaceの選択 に応 じ

て 10%経度 も違 うことがわか り,従って (6)式から γの値も同 じ塩度異なることがわ

かる｡ dividingsurfaceの選択によらず γの値が確定するのは n≧ 1010の範囲である｡

n≦ 104 の領域では n一% 依存性の項によって再び表面張力は増大 し,核生成で問題

となる n≦ 102 の領域では 伝 よりもかな り大きい｡この物理的理由は,(12)式 で与

えられる rAの意味からわかるように,実際の微粒子 とバルク液相 との違いが全て表面

張力の概念に吸収されていることによると考えられる｡即ち,微粒子径が減少すると微

粒子の性質のバルク液相 との差は増大し,これが γの増加に反映 しているのであろう｡

しかしながら,特に nが小さい領域での γ(∩)の値には微粒子の並進と回転とに伴 う問

題 を取 り上げなかったことによる不確かさがあり,この点の解明が望まれる｡

r(∩)が求まると(19)式によって微粒子生成に要する可逆仕事が計算される｡ しか

しながら今までの考察は全て臨界核に関するものであ り,与えられたTとちとのもと

での臨界核の大きさを与える公式がなければ有用 とはならない｡即ち,非臨界核の考察

とGibbs-Thomson の式の導出 とが必要 とされるが,この間題 はここでは取 り上げな

い｡

最後にこの論文と従来の理論との関連について簡単にふれよう｡ 従来の理論4,7)では

液滴の径は十分に大きくて,その中心附近ではバルク液相の均一な性質をもつ場合が扱

われ,熱力学的考察の対象 としては第 1図の円錐状の領域のかわ りに中心から半径Rz
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の円錐状の部分がさらに取 り去られて得られる円錐台状の領域がとられている0㌔ は

液滴内部の均一な領域を通るものとし,そこでの圧力を㌔ とするo基本方程式は

dE - TdS+ Odd-PgWRg2dRg + PIWRl2dRL+PdN (31)

となる｡ なお領域を囲む境界は仮想境界ではなく物理的な容器が考えられている｡ ある

規準によって dividingsurfaceと仮想系 とを導入するわけであるが,標準バ′レク液相 とし

ては液滴の中心部の状態のものをとる｡そして表面張力 rを

γdA+CdR- Odd)+PzdVL/ +PgdVg/ (32)

によって導入する.ここに Rは dividingsurfaceの径であり,Rの代 りに曲率がとられ

ることも多く2,3,5)この項がいわゆる曲率の項である｡ (32)式を(31)式に用いると

dE-TdS+ γdA+CdR-PgdVglPzdVL+FEdN (33)

が得 られる｡ (32)および (33)式に Cdfiの項が必要とされるのは rがdividingsurface

の選択に依存するためで,この意味で Rは基本方程式 (31)式を(33)式の形に書く際に

現れる余分な "独立変数 "である.6)この事情は

vl-(W/3)(R3-R;)

vg- (W/3)(Rg3-R3)

A - a'R2

(34)

(35)

(36)

を微分 して得られる式よりda),dRzおよび dRg を dVz,dVg,dA および dR

によって表 して (31)式に用いることにより(33)式が得られることからも知られる.4)

もしも(32)および (33)式にCdRの項をおかなければ dividingsurfaceを決めるべき

規準を選択する自由度はなくなり,その位置は(32)式の右辺を γdA とおく表面張力の

導入を通じて次式によって決定される｡

R3- 6(E-TSIPN+PgWR93/31PzwRz3/3)/W(PZlPg)
(37)

(8)式は (37)式において R2-0の場合になっているo 従来の理論では円錐台状の領域
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液体微粒子の熱力学

を囲む境界は容器の壁であり,RJが小さくなると壁の影響が無視できなくなるので,

RJ-0の場合には適用されないo しかしながら境界を本論文と同様に仮想境界 と解釈

すれば RZ-0の場合にも適用され,従って (8)式においてPLを実際の系 と等 しい化

学ポテンシャルを有するバ/レク液相の圧力にとれば Rは Surfaceoftensionに対応する0

本論文の方法では標準バ ルク液相の状態をこの様に指定する限 りdividingsurface は,

surfaceoftensionに確定し選択の自由度はないo この事情は (4)式を微分して da)お

よび dRgをdVz,dVgおよび dAによって表す際 dR もまた確定することから理解

される｡

本研究は昭和 51年度科学研究費によるものであることを記 し謝意を表 します｡
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