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●

て当時の所属を示す）より、
「超臨界流体の
科研費重点領域が採択された（領域代表：
齋藤正三郎東北大学教授）。公募が始まる
ので応募してみませんか？」というお誘い
をいただいた。当時、私は 16 年半勤めた学
習院大学理学部の助手から横浜国立大学教
育学部に移ったばかりであった。学習院大
学時代はエネルギー分散法という新しい X
線回折実験法の装置・方法論作りをしてお

教授

﹁ゆらぎの構造化学﹂確立をめざして

﹁乱れ﹂の定量化実験と格闘

梶本興亜先生（京都大学教授、以下すべ

り、それを利用して分子性液体の構造研究
と小角 X 線散乱法を用いた溶液の混合状態
の研究を進めていた。弱小ながらも独立し
た研究室を構えたところだったので、何か
新しいテーマも加えたいと思い悩んでいる
ところだった。
「高圧用試料ホルダーさえで
きれば、液体の構造研究の手法がすぐ超臨
界流体研究に適用できますよ。
」というのが
梶本先生の言葉だった。液体のように、超
臨界流体の構造も動径分布関数を求めるこ

複雑凝集系の代表としての超臨界流体の構造表現とし
て、
「ゆらぎ」による定量化を思いついた。静的なゆらぎ
はGibbsエネルギーの2次微分量であり、超臨界流体の
物性を決める重要な量であることを見いだした。

とにより決めることを先生は期待されてい
たのかもしれない。当初、超臨界 CO2 の動
径分布関数を求める実験を行い、論文を 1
報だけ書いた。しかし、すぐこの手法に限

横軸に温度、縦軸に圧力の相図を描く

界を感じた。図 1 に、超臨界流体の分子分

と、気液曲線は臨界点でプツリと途切れて

布のスナップショットの模式図を示す。白

いる。このことを不思議に思った方はいら

丸一つ一つが分子である。動径分布関数と

っしゃらないだろうか？

私の答えは、
「実

は、それぞれの分子の上に乗り、周りに他

は、気液曲線を延長する形で、超臨界流体

の分子が平均的にどのように配置している

領域に名残の境界線が続いている。
」という

かを表す関数である。図 1 のように、非常

ものである。その名残の線は、「密度ゆら

に乱れた系において、平均構造を求めるこ

ぎ」等の Gibbs エネルギー（G）の 2 次微分

とに意味があるのであろうか？

量が極値をとる点の軌跡である。密度ゆら

て規則構造を探るよりも、乱れを乱れの程

ぎの等高線を描いてみると、この軌跡は尾

度として定量的に表せないだろうか？

根線のように相図上を走っている。私は、

こで思い浮かんだのが「密度ゆらぎ」とい

この境界線を「密度ゆらぎの尾根線」と名

う物理量であった。以下、乱れを平均構造

付けた。相図に描かれる各相の境界線は 1

からのずれという意味で「ゆらぎ」と表現

次の相転移線である。それと対比させるな

する。

平均化し
そ

らば、
「密度ゆらぎの
尾根線」は 3 次の相

図1

超臨界流体の分子分布のスナップショットの模式図

密度ゆらぎとは

転移線とも表現でき

密度ゆらぎは、平均分子数からのずれの

るかもしれない（臨

観点から、乱れを定量的に表している。図

界点が言わば 2 次の

1 をご覧いただきたい。ある注目した体積

相転移点であり、G

V（赤の円の領域）の中の瞬間の分子数を

の 2 次微分で表され

N、平均の分子数を＜N＞とする。赤い円を

るすべての物理量が

動かすと、この中に入る粒子数は様々に変

発散する）。

わる。この体積 V 内の空間的粒子数のゆら
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ぎは、
2
＞＝＜
（N−＜N＞）2＞
＜
（ΔN）

（1）

である。ここで空間的粒子数のゆらぎは、
る。このため密度ゆらぎの定義式は示強変
数化された次式となる。

密度ゆらぎ

当然、注目する体積 V の大きさに依存す

温度︵

密度ゆらぎ＝＜
（ΔN）2＞/＜N＞ （2）
密度ゆらぎは小角 X 線散乱強度や等温圧縮

︶

率（kT）とそれぞれ比例関係にある。した

K

がって、密度ゆらぎを求めるためには、小
角 X 線散乱実験か kT を求める実験を行え
密度（g/cm−3）

ばよい。我々は、もっぱら高エネルギー加
速器研究機構のフォトンファクトリを利用
して、小角 X 線散乱実験より求めてきた。
ところで、kT は、Gibbs エネルギー（G）に

図 2 超臨界領域における水の密度ゆらぎ
水の臨界温度＝ 647 K、臨界密度＝ 0.315 g/cm3。密度ゆら
ぎの等高線を緑の線で示す。尾根線（青い線）は、緑の等
高線の頂点を連ねた線である。臨界密度と同じ密度を取る
状態を連ねたのが臨界等密度線（赤い線）である。

よって以下のように与えられる。
1

kT＝− （
V

2
∂V
1 ∂G
）T＝− V（ 2 ）T
∂P
∂P

（3）

すなわち、密度ゆらぎは kT と同様に G の
2 次微分量であることがわかる。式中の V
は流体の体積、P は圧力である。

物理量は極値をとる。例えば、比熱、等
温圧縮率、部分モル体積、音速、熱伝導
率などの例を挙げることができる。
4）溶解度の変化率は、尾根線上で最大にな
る。すなわち尾根線を境として非常に
溶解度の大きな領域と溶解度の小さな

ゆらぎが超臨界流体の性質を決める

図 2 は、密度と温度の 2 軸に対して超臨

領域に分かれる。
5）超臨界流体を媒体として反応を行った場

界 H2O の密度ゆらぎを描いたものである。

合、反応の特異点は尾根線上にあるこ

密度ゆらぎは、臨界点に近づくにつれ大き

とが多い。より正確に表現すると、G の

な値をとり、臨界点で発散する。密度ゆら

2 次微分量が反応の律速段階を決めてい

ぎの等高線に注目すると、相図上における

る場合、尾根線上が反応の特異点となる。

密度ゆらぎの分布は臨界点から等方的に広

6）すべての物質で 1）〜 5）は成立する。

がっていくのではなく、ある特定の熱力学

臨界定数で規格化すると、水素結合系

状態で極大値を与えるような尾根線が存在

と非水素結合系で尾根線の位置に多少

することがわかる。この尾根線の温度・圧

ずれがあるものの、尾根線はほとんど

力の相図上への投影が気液曲線の延長線で

重なる。

ある。Xe、CO2、CHF3、CH2F2、C2H4、C6H6、

上述した事実は、尾根線は超臨界領域に

C6H12、CH3OH、H2O 等の小角 X 線散乱実

おける何らかの境界線であることを暗示し

験を系統的に行い、ゆらぎが系の性質を決

ている。尾根線の物理的な意味づけを明ら

めている重要な物理量であることを明らか

かにするため、van der Waals 状態方程式を

にしてきた。具体的にまとめると、以下の

用いて密度ゆらぎの尾根線を解析的に式で

とおりである。

表してみた。物理的な意味を考察した結

1）密度ゆらぎの等高線を温度・圧力の相図

果、尾根線は G のすべての 3 次の微分量が

に描くと、気液曲線を延長する形で尾

0 となる点の軌跡であり、数学的にも臨界

根線が存在する。

点で気液共存線と滑らかにつながっている

2）尾根線は、臨界点を除いて臨界等密度線

ことが明らかになった。気液共存線が臨界

とは一致せず、臨界点から離れるに従

点で途切れ、超臨界領域では何もその影響

いそのずれは大きくなる（図 2 の青い

がないというのは不自然である。尾根線

線と赤い線）。

は、超臨界領域における気液共存線の名残

3）尾根線上で、G の 2 次微分量に関連した
896
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であり、
『より気体的な領域』と『より液体

にしかわ・けいこ
1972 年東京大学理学部化
学科卒業、74 年同大学院
修士課程修了。同年学習
院大学理学部助手、91 年
横浜国立大学教育学部助
教 授、9 6 年 千 葉 大 学 教
授、現在に至る。88 年結
晶学会賞、98 年猿橋賞。
現在、日本学術振興会学
術システム研究センター
主任研究員、科研費特定
領 域『 イ オ ン 液 体 の 科
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的な領域』の境界線と言える。

い概念を示せるような研究ができればと思
っている。それが「ゆらぎ」という物理量

ユニークさがあるとすれば

の重要性の提案だと思っている。今、
「ゆら

他の方々と比較して、自慢できるところ

ぎ」は物理、化学、生命科学のキーワード

は、多少直感力に優れていると思われるこ

の一つとなりつつある。私が研究を始めた

とと、旋盤やフライス盤を使って装置作り

当時は、統計力学の本にはゆらぎという物

ができることである。学習院大学に助手と

理量は定義されていたが、実験的に測定し

して赴任してすぐ、村田好正教授から旋盤

ようとする研究は皆無であった。超臨界流

の手ほどきを受けた。それ以来、装置は自

体の構造研究にゆらぎの概念を持ち込むこ

分で工夫するものだと思っている。X 線発

とにより密度ゆらぎが Gibbs エネルギーの

生装置、計測装置、レーザー発信装置など

2 次微分量であり、2 次微分量に関係した物

の汎用品は、もちろん市販品で十分な性能

性がゆらぎを通して決まっていることも明

と精度の装置が購入できる。しかし、試料

らかになった。超臨界流体中での溶解度や

周りは自分の試料と方法論に合わせて自ら

反応速度を支配している重要な因子であ

工夫するものだと思っている。私の研究の

る。密度ゆらぎは、静的なゆらぎである。

進め方にオリジナリティがあるとするなら

規則構造の表現を超えて、何とか乱れを定

装置の工夫を基盤にしていると言える。

量化しようとしてきた。しかし、今思えば、

超臨界流体のゆらぎ測定は非常に難しい
実験であり、この実験と日々格闘してき

乱れ方に規則があり、その規則性を必死に
探ってきたのではないかと思う。

た。臨界点近傍でゆらぎが議論できるほど

様々なゆらぎが存在する。一成分系の密

の精度のある小角 X 線散乱実験を行うこと

度ゆらぎを求めてきたが、二成分系にする

ができるのは、世界においても我々のグル

と濃度ゆらぎが加わり、混合状態を定量化

ープだけであろうと自負している。超臨界

する量となる。すでに水と完全に溶け合う

H 2 O の臨界温度は 647 K、臨界圧力は 22

すべての一価アルコール水溶液について

MPa と高い上、化学的に非常に活性でステ

は、混合状態を議論してきた。現在は、超

ンレス容器さえ腐食する。博士課程の森田

臨界流体混合系を試料としている。

剛君（現、愛知教育大学准教授）が超臨界

以上は、空間的な静的なゆらぎである。

H2O のゆらぎ構造の研究を手がけた。彼の

時間軸で見た動的なゆらぎが今後のテーマ

緻密な実験計画と装置設計、そして粘り強

の一つである。熱平衡状態の系に外部から

い努力で、ついに超臨界 H2O のゆらぎ構造

刺激を加えると何らかの変化が起こる。変

を決めたことは、我々のグループの大きな

化の出発点はミクロスケールのゆらぎであ

成果である。このときの試料ホルダーは、

る。これがメゾ、マクロスケールと発展し

Ti を本体に、人工ダイヤモンド単結晶を X

新たな平衡状態に至るか、あるいは発散し

線透過窓に、部品の組み立てと接合はすべ

ていくか、その過程をとらえることが興味

て金ワイヤーをシール材として使うという

の対象である。超臨界流体は、気体と液体

ものであった。このときの試料セル作り

の二つの個性が織りなす境界領域であっ

は、自分で旋盤を回すというものではなか

た。ゆらぎの時間発展の研究は、固体と液

ったが、自ら設計ができるということが大

体の相転移領域がターゲットと思ってい

いに役立った。私の古巣である学習院大学

る。イオン液体の液体

理学部の工作工場の方々（宮城博氏、下川

オーダーのスローダイナミクスで支配され

祐司氏）をはじめ、そこで紹介された東京

ている。ゆらぎの時間発展を見るのにうっ

大田区の町工場（工作技術においては世界

てつけの系である。動的ゆらぎが単に非平

一）の方々など多くの皆さんにお世話にな

衡状態として表現されるだけなのか、静的

り、世界でたった一つの超臨界 H2O 用試料

ゆらぎのように、物性と深くかかわった関

セルを作り上げることができた。

係が見いだせるのか、楽しみなところであ

どんなに小さなことでもよい。何か新し

↔結晶転移は、秒

る。
Ⓒ 2009 The Chemical Society of Japan
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