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高分子溶液に於ける臨界現象

　小野寺　昌　二＊

（昭和44年10月27日受理）

Critical　Phenomena　in　Polymer　Selutiens

　Masaji　ONODERA
（Received　October　27，　1969）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract

　　The　phase　separation　behavior　of　polyrner　solutions　was　investigated　by　applying　the

asymptotic　method　taking　free　volumes　into　consideration．　Two　types　of　critical　temperatures

that　depend　not　only　on　the　molecular　weight　but　also　on　the　coordination　number　2　are

obtained．　They　correspond　to　the　upper　and　lower　critical　solution　temperatures，　respectlvely．

One　of　the　two　has　a　positive　energy　of　mixing　and　the　other　has　a　negative　energy　of

mixing．　Two　1〈inds　of　temperature－composition　curves　are　also　obtained．　The　agreement　of

them　with　the　experimental　results　is　good．　The　comparison　of　the　present　theory　with　the

existent　theories　is　also　cliscussed．

1．緒 言

　ある数対の液体は，上の臨界点（CST＞の上方及び下のCSTの下方で完全に溶け合い，これら

CSTの閾では二相に分離することが知られている。このような現象を記述するものとしては，

正則溶液の理論があるが，この理論では上のCSTの説明しか与えることが出来なかったD。

　小野2）は正則溶液の理論を拡張し，自由体積が組成と共に変化すれぽ，下のCSTが現われる

ことを示した。Hirschfelder，　Stevenson及びEyring3）は，分子の自由画転を邪魔する水素結合の

ような相互作用によって，下のCSTが現われることを暗示した。　Rushbrooke4）はそのような効

果が実際下のCSTを生ずることを証明した◎Barkerら「“）は，複雑なモデルを導入し，ある場合

には下のCSTが，他の場合には上のCSTが現われることを説明した。彼は骨の折れる数値計

算を行って説明したが，実験との一致はよくなかった。

　格子模型にもとつく高分子溶液の熱力学的性質に関する理論は，Flory－Hugginsによって展開

された。最近Floryら6）はその理論を更に改良し実験事実と一致する結果の導出に成功した。だ

が彼らの理論は高分子溶液のいろいろな性質を説明するけれども，観測された温．度一組成曲線と

一致するものを与えることは出来ない。

　私たちは以前の論文でのべた暗示7）にもとづき自由体積を考慮に入れた漸近的方法8）を応用し

高分子溶液の臨界現象を調べる。計算された結果は二種の臨界温度を与える。一つは正の混合エ

ネルギーをもち，他は負のエネルギーをもつ。後者は漸近的方法を高分子溶液に応用してはじめ

て得られるもので，正則溶液では得られないものである9）。

　漸近的方法は混合エネルギーの二次式である内部エネルギーを有する自由エネルギーを与える。

これが漸近的方法の本質的な特徴である。このために二種の臨異温度を与えるのである。これに

対応し，二種の共存曲線が得られる◎一つは上に凸な曲線で，上の臨界温度をもち，他は上に凹
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76 小野寺昌二 2

な曲線で，下の臨界温度をもつ。これらの曲線は配位数zと重合度ノzに依存するQ配位tw　2が一

定の時には，〃が増すほど曲線の存在する領域はせまくなりtCSTは溶質の体積分率の小さい方

へ偏椅する。重合度〃が…定の時には，配位tw　zが増大するに従いCSTは体積分率の小さい方

へ偏僑する。これらの事情をFig．1及びFig．2に示す。
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Fig．　2　Temperature－composition　curves　for

　　　polymer　solution　by　methocl　1．

　温度一組成曲線を与える二種の方法が展開され，これによってあらゆる実験結果が説明され

る。実験結果と導き嵐された理論的結果との一致はきわめて良好である。またこれまでの理論と

私たちの理論の比較が論じられている。

　　　　　　　Ω一レ（Ni，　Ns，，　IV）即陣吐艶・ざ判4x・

ここでg（N，，N，，　X）は，　X2個の溶媒一セグメント対ができている時の配置の数であり，

　　　9（Nエ，脇，x）一ド（響±ド幾杞等鎖）L騰畿謁㌍

　　　　　　　　　c蓼㌔）緬ド響∵｛・・雛瓦（（窒捧）｝

で与えられる。但しOtは対称数で，2は配位数である。また

　　　　　　　　　　　　　　　一／／一一　（n－q）＝：n－1　，

　　　　　　　又一一癖…畿・．…一C譜畿版⇒瑞二「

　　　　　　　　　　　　　　2．臨　　界　　点

　漸近的方法によれば，Nl個の溶媒分子と，　IZ個のセグメントから成る高分子N2個よりでき

ている溶液に対し，配置の状態和は次式によって与えられるs），即ち

　　　　　　　　　co （1）

（2）
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　　　　　　　　G一〔P二巴ド（1結雛！・｛畿畿｝i．｝∵

　　　　　　　　　　　　・∫凶響）・（一一

ここで属はエールミット多項式である。純粋状態に於けるポテンシャルエネルギーを落として，

積分した後に

　　　　Ω一｛璽詳ヨ鳩黙止｛凝議lll…｝x’2・x・C一語

　　　　　　・苅鐸腸）卜一争（2ff　2）3㌦、箭ゼ・争侮龍）㌦箭・一…〕　③

を得る。’tv／gんTの二次の項までを残した混合の自由エネルギーは，③から次のように与えられ

る，即ち

dF一・1・・T i一ll’一一　12）1・9一込畿響・・Tl・gN・1一唾1・g警識）L＋…聖一鍔・（・・）

（4a）からわかるように，漸近的方法の特徴は自由エネルギーの中に現われた最後の項にある。こ

の項があるために，これまでの理論で説明できなかったStavermann－Dek：kingio）の突験の解析に

成功したのであるID。この項がこれからの記述の中でも重要な役割をするのである。

　（4a）がw＞0の時共存曲線をもっと仮定するならぽ，　nv＜0の時も共存曲線をもっことを証明

しよう。（4a）を次の形に書く，即ち

器一修一・）1・9艶艶！上・1・gN・1一彦・1・9璽門閥！…÷翻雛署参・（・b）

xev＜0の時，仮想的にTを負とすれば，（4　b）の右辺は不変である。ところで共存曲線を得るた

めの条件：

　　　　　　　　　　　　　　　AIXi＝ノμノ　及び　4μ2＝ALt，t　　　　　　　　　　　　（δ）

は（4b）の左辺を用いて

　　　　　一表一（AFkT）一｛癒（尋）｝ノ及び愈（吾）一B制辞）｝t

と等価であり（プライムは新しい相を示す），wが正の時と変らない。故にw＜0の時も相分萬1食

を起し，共存曲線を面する。

　かくして私たちは，w＜0の時も便宜的に湶度の負の領域を利用し，相分離の現象を記述でき

ることとなったのである。私たちは拡張された温度の領域を用いて，共存曲線を顧き，温度の正

の領域に現われたものを笑験結果と比較しその曲線の適当か不適当かを決定することにしよう。

　共存曲線をもとめる前に臨界温度を求めよう。（4）から化学ポテンシャルは次のように導かれ

る，即ち

　　　　一tht7i．　＝一一crk｛一一（C2　g“ze23－gi292Z｝＋e22a’＋log　g”’x－y　（一1…一一1）　log　［1一（1一一’q・！）g’2］　（6）

及び

一｛tS2－7S．　一一　一一！S’一｛2　g“i3e2一　gM12622｝　q＋　g“i2gcr＋log　（1－ex）＋　（一一／／一一1）　n　log　li一　（1一　一‘，一1一一）　g’“一L／　・　（7）

ここで　　　　　　　　　　ハ　　　N，　　　A＿　　gN2
　　　　　　　　　　　　　91＝一．N汗すN碁…’92　＝＝…撹汗すNゼ

及び @　　　　・一三・・



通常の高分子の体積分率φ2とξ，との隙こは明かに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一lll－g，

　　　　　　　　　　　　　　　　幽＝三ご（・色÷）亀　　　　⑧

が成立っ。

　臨界点を求めるために（6）を次のように近似しよう，即ち

　　　　　　　ftTL＝log　（i－62）一　（i－it　）log　／i一　（i一　e’　）e，／＋e．．2（a÷一IY2L一）　．　（g）

臨界点be’rk・条件・坐雛及び∂；1鐸・から

　　　　　　　　　　誌艦）碁㌔一　　⑩

及び

　　　　　　　　　　誌・北台隊〕・一…A・・　ω

を得る。但し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　A一＝cr＋4／．　e2）

⑩とaかからAを消去すれぽ

　　　　　　　　　　　　』参ト→

を得る。これを近似的に解いて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　鄭＝爺7葺（1事　　　　　a・）

を得る。Cは臨界点を示すための添字である。⑱の分母は

　　　　　　　　1＋VT，／l＋（1一一ng一）］i12＝1＋vttti．／fl，一＋（g，一1）／ii2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一・・吉｛レ・（・一÷）ド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝1＋VT

と近似できるので，⑬は

　　　　　　　　　　　　　　　　　転「．赫一　　　　　　　⑭

となる。（2）からわかるように⑭はπ及び配位tw　2に依存している。2が。・に近づく時Fioryに

よって得られた結果：

　　　　　　　　　　　　　　　　　伽「．シπ・一　　　　　　　㈲

に一致する。
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　⑭を⑩に代入し，αについて解く時

　　　　　　　　　…号｛一・±／・＋÷止皇鷺薯叫階　　　⑯

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lt
を得る。

　⑯は正負の二つの値を与える。一つは正の混合エネルギ・・一・，他は負の混合エネルギーに対応す

る。それらをα。（＋）及びα，（一）で示し，三つの配位数に対する値を表一1にかかげる。それに

よれぽ，2が一定の時には，〃が増すに従ってα，（＋）は緩漫に減少し，α、（一）は増加する。一

方ilが一定の時には，　Zが増すに従ってα，（±）は減少する。

　　　　　　Table　1　Values　of　w／qleTc　ln　different　values　of　coordination　number　x．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　3．共存曲線一一方法　1

　共存曲線の上では，はじめの相と蔑しい相の聞に（5）が成立たなけれぽならない（ここでプライ

ムは新しい相を示す），即ち

　　　事｛（ξ・・一ξ…）一4（ξ、・一ξ・、・）・・（ξ・・一瓢・（ξ、・一ξ・、・）・

　　　　　　　　　　　　　　　　　磯・c詞藤葬抽a・）

及び

　　　一fl！1’L　q　｛（ex2一　g”，2）一4　（6z3　一　6’i3）＋3　（6i　’‘　一　gpa’t　’‘　）｝＋（6i2一　g’i2）　qcr

　　　　　　　　　　　　　　　　　＋　1・gt三多い（詞㎏i十鶉；t一・・⑯

⑰と㈱が同時に満足されるような，ξ，とξ仮（或はξノza）の関係式をもとめ，それを⑰に代入し，

1／αについて解けば温度一組成曲線が得られる筈であるQ正確にそうすることは困難であるから

⑰友び㈹を更に次のように近似する，即ち

　　　　　　（a，2　　“　cr）（k2一継継綜華｝抽⑲
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及び　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．・

　　　　　　（誓・の（蚤・一鼎÷峠細㌻罰㎏｝奪奪一・・⑳

⑲と⑳からαを消去すれば

　　　　　　　　　録竜・［㎏篭・修一・）㎏÷li三指1

　　　　　　　　　　　　　　　　一右毒口篭・修÷）吠三臣葬ξ

を得る。書きかえて

　　　　　　　　一で点卜多1・（詞㎏装li三1翻

　　　　　　　　　　　　　　　　一÷…轟一1・・1≡鍔・（i一÷）1・・｝1旨ll⑳

を得る。⑳の右辺の第一項を除きすべての対数を展騙し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6’2　＝rea　（22）

とおく。その時ξ，についての二次式を得るようにする。かくして

　　　　　　　　　　　　晶＋（・一÷）（・一嘗告隷皐≒1、罫　　⑳

を得る。γに適当な値を与えれば，ξaの値が決定される。γに対するξ2の値を表瑠にかかげ

　　　　　　　　　　　　Table　2　Compositiens　of　coexisting　phases　for　different　values　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7　in　the　case　of　x＝6　and　n＝＝1000．
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る。ξ2の値を⑳に代入すれぽξノ2の値が得られる。このようにして得られたξ，及びξ㌔の値

の組を⑰に代入し，1／αについて解き

　　　　　　　　　　　　　　　た一i全％／…4乙多二穿1　　　　　⑳

を得る。倶し

　　　　　　　　　嵯1ぴ（劉三三炎

　　　　　　　　　！しグ篇ξ2：一ξノ22　，

　　　　　　　　　N＝　一ll一一　［（g“22一　g”，　L’）　・［1＋3　（g，，　2＋e’，　L’　）｝一4　（g’　，3　一　6’，3）］　．

最後に（8）によってξ2を体積分率φ2で表わしておく。

　⑳は明かに二種の共存曲線を与えるQ一つは上に凸な曲線で，他は上にi琶iな曲線であるQ前者

をFlory－Hugginsの理論12）・i3）の与える共存曲線と比較するために両巻による曲線をFig．3に

示す。これまでFlory－Huggins理論の与えるCSTは実験f直より半分位φ2の小さい方へ偏筒す

ることが知られている。私たちの理論はまさにそれを修正していることがわかるであろう。また

図一3は⑭の関係が満されていることを示している。
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Fig．　3　Temperature－composition　curve　for

　　　polymer　solution　with　n＝＝1000，
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Fig．　5　Coexistence　curve　according　to　Eq．　（24＞，
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　㈲のもう一つの曲線は，ξ2の小さい値では温度の負の領域に現われ，実現されないものを与

えるが，ξ2の大きな値に対しては温度の証の領域に現われ原理的には実現されるものである。

Malcolm及びRowlinsoni4）の，ポリエチレン・グリコールについての実験の中，闘体一液体境界

曲線を説明するのではないか。何故ならぽ液体と固体の取扱いの違いは，一方に共有エントロピ

ーがあるが他方にはないという点だけであるからである。㈲に・一一一一定値。．7029を乗じたものをFig．

4に示す。

　2＝　4の時には2　＝6及び8の時と全く異なる傾向を示す。それをFig．5に図示する。これは

不思議な結果であるから（Zl）を更に高次まで展開し，しらべて見る必要があるかも知れない。

　Fig．！に示した曲線は⑯の正の場合と（29の正の場合とを組合せたものである。山の頂点が．1に

達しないのは近似のせいであろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　4．共存曲線一一方法　II

　方法IIは（6）と⑦から出発する。⑦の第三項はξ2の小さい時展開できないことは明かである。

けれどもξ2があまり小さくない時には展開可能となる。従ってこの方法IIはξ，の小さいとこ

ろでは成立たない近似であることをはじめに注意しておく。

　（6）と（7）に於けるすべての態数を展開すれぽ，

　　　　　　　　告・一（・＋与）ξ・跨．ξ・一（÷・号一券）ξ・・　　㈲

及び

　　　　　　　　静一（・・÷）ξ加ξ・一一一1，一一一（q・．紛÷）ξ・・　　　e・）

を得る○これから共存曲線を与える条件：

　　　　　　（　　cr　‘“，a’　÷　一‘一）（ξ・・一ξ’・・）一黒くξ・一ξの一÷C計測誰）（ξ揖ノ・・）一・　㈲

及び

　　　　　　（　　cr　2a’十一’＝）（ξ・・一6’・2）q一・（ξ・一蹴÷（・・争姿）（轄副の一・・　㈲

を得る。

　㈲と飼からαを消去すれぽ

　　　　　　一ポで諭・一如・．輩．調一輩辛ξ・1一・÷（1十　1一　nd　－t一　　　ノz　　　〃）　㈲

を得る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ξ2＋X＝ξノL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30）

とおけば㈱はXについての二次式となる。それを解いて

　　　　　過）±必llll諮薄1嘘1亮lll磁三il㈱

を得る。㈱の二重符号の中，⑳及びξ2の性質を満足する値のみが採用されなけれぽならない。

　（30）は，ξ2が0から！－xまで，その時ξノzは£から1までの間のみ変り得るように制隈してい

る式である。従ってξノ2は1－xと0の間を変動し得る。

　しらべて晃ると，Xの値は，2の値が大きい程大きい。従って⑳からわかる通りξ2の変動する

範囲は，2の値が大きい程せまくなるQまた同じ2の値に対しては，ノ～の値が増すと，xの値も
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わっかながら増加する。しかし曲線の形に大きな影響を与えることはない。

　kに任意の値を与える時㈹からξノ2の値がしられる。それらの組を㈱に代入すれぽ温度一組織

曲線が得られる。

　画かれた曲線から，曲線の最も高い所即ち臨界点がξ2の大きい方にずれ，⑭の関係を満足し

ないことがわかる。けれどもMalcolm及びROwlinSOnの実験結S11・t）を再現するように見える。

このことについては，自由体積を導入した式で再び議論することにしよう。㊤O），㈱を⑳に代入し

て画かれた共存曲線をFig．6に示す。

5．　自由体積の導入

　これまでの記述に於ては，自由体積2）が考慮されていない。ここでは自由体積を導入し，もっ

と進んだ記述を与える。

　ある格子点にある溶媒分子に注目すると，そのまわりの最隣接格子点のあるものは，溶媒分子

であり，他は高分子のセグメントであるだろう。それら溶媒分子及びセグメントによって，最隣

接点がランダムに占められているだろう。

　中心の溶媒分子の自由体積を組立てるために，二種の自由体積を考える。一つは，中心の溶媒

分子が，溶媒分子によって占められている驚個の最隣接点によって囲まれている時の，中心分子

の自由体積であり，他は，中心の溶媒分子が，セグメントによって占められている乞個の最短接

点によって囲まれている時の，中心分子の自由体積である。前者をVs（0）で，後者Sr　v・pで表わ

せば，注目している溶媒分子のまわりに膿個のセグメントと（1一ω逸個の溶媒分子がある時の，

一般の自由体積Ws（ω〉は

　　　　　　　　　　　　　　　　　vs　（Q））　＝ws　（O）i－ut　z，spto　（32）

で与えられるものと仮定する。

　同様に中心のセグメントがω£個の溶媒分子と（1一　tU）　x個のセグメントによって囲まれている

時の自由体積は

　　　　　　　　　　　　　　　　　v．　（cD）＝＝　v．　（O）i－tu　vpsW　（33）

で定義されるものとする。ここでWp（0）は，中心のセグメントが，すべてセグメントで占められ

ている制服接点で囲まれている時の自由体積であり，Vr，sは，中心のセグメントが，すべて溶媒

分子で占められている最隣接点で囲まれている時の自由体積である。

　X2個の溶媒分子一セグメント対をもつ配蹟の状態和は，㈹及び㈹を用いて次のように書かれ

る，即ち

2一∫1．．・（N…N…x）・・p｛凡卿誤蓼賜一Xw｝・s（・）！’TI（論）㌦バC論））㌔x・（・9

　　　　　　　　　　　　　　　∫r論～翫一・xp讃・　　　．　e・）

及び

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω一η躍ζ

とおけば（1）は

　　　　　　　　　　　　　Q一レ凧・X）…｛藷→・X

となる。（1）と比較して，勧ではwの代りにζが置きかえられているにすぎない。従って⑯は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9π－E＋log　fc

六

曜

（38）
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となる。但し⑯の右辺をEで表わし，臨界点を示すために。の添字を付す。一一方（29e＃

　　　　　　　　　　　　謝ド徳闘「F繍〉

となる。優し㈱の右辺をF（ξ2，ξノ2）で表わしてある。

（39）

　　混含している時の1急由体積’Vs、）及びη2，sは，純粋状態のものに較べて小さいと考えられるから，

自由体積の導入は，混合エネルギーを小さくする作用をもつ。

　　㈹の分母の括孤内の第二項は！に較べて小さいと考えられる。侮故ならば自由体積が純粋状態

　の時と，混合している時とでそれほど変化するとは考えられないからf（fはTによらないと仮

定する1・））は・樋の値をもっと予想され，・嵌・からわか・通・g Qは大きな値にな・・

・はないから一気についても［司勲あ・・叛ら摘からであ・。かく・て（39）・分馳闘す

　ることができ　　　　　．

　　　　　　　　　　　　　　証F・ξ・，ξ㌔・《9冨マ）21・・9！　　　　㈹

　　　　　　　　　　　　　　9肩ド

　を得る。

　　㈹の右辺の第二項を考察しよう。log　fの係数は，蕉の確定鎮である。それ故その中のTを端

　でおきかえても大きなあやまりを犯かさないだろう。かくして最も簡単な仮定によって次のよう

　に書くことができる。即ち

　　　　　　　　　　　　　一ん一F（ξ・，ξ…ト（g駒21・9乃・　　　as

　　　　　　　　　　　　　『4ん7ヂ

log　fは負の値をもっから，⑭の第二項は，　F（ξ2，ξノ2）をある一定値だけ増加させる効果をもつ。

　それ故拡張された温度領域の負の側にあった共存曲線は，自由体積の導入によって或る一定値だ

　け並進的に引きあげられ，正の側に移り，実現可能な共存曲線となるのである。かくして得られ

　た曲線と実験結果との比較が望まれるのである。
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Fig．　6　Coexistence　curve＄　in　the　case　of

　　　x＝6　and　n＝1000　according　to
　　　Eq．　（24）　by　method　II，

　　　　　　　　　　　　　　　qz一｝
Fig．　7　Temperature－coTnposition　curves

　　　for　polymer　solution　with　x＝r6

　　　and　nm1000．
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　若しある溶液が，二つの混合エネルギーを同時にもち，上の共存曲線力難1由体積の導入によっ

て殆んど影響をうけることがなく，下側の共存曲線が自1三h体積の導入によって大きく引きあげら

れることがあれぽ，それらは閉曲線を作ることも可能になるのである。水…ニコチンの系は，た

またまそのような例を示すものであろう。

　自由体積を導入しなくても，十分上のCSTをもつ共存曲線を説明できるのであるから，1｛；1由

体積の導入が共存曲線に与える効果は，根本的に共存曲線の形をかえるようなものではなく，上

述のように曲線をわっか上下に移動させる程度のものではあるまいか。従って小野2）が考えたよ

勲こ自田体積が組成と共に変化するとは考えられないのである。Barker“’）は強い相互作用をもつ

活性基がある場合に閉ぢた臨界曲線をもっといっている。

Fig．7に示した曲線は，㈱の第1項には㈱を用い，第2項に適当な常数を与え，　Fig．6に示した

二つの共存曲線を組合せ，更にz叫こ適当な値を代入し，200℃まで引きあげたものである。破線

のところは，近似の成立たない部分を示している。前にのべたように曲線の形は，71．に殆んど影

響されないから図はMalcolm　and　Rowlinsoni’t）の実験結果を再現しているものと考えられる。
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