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　本書は，物質科学や材料工学を選択した大学生へ向けて，高校の物理や化学

における物質・物性に関わる教科から，大学で教える化学熱力学（特に相平

衡，化学平衡，溶液）への移行ができるだけなめらかに行えるように意識して

執筆したものである。

　高校の物理や化学の教科書を見ると，熱力学に関連する事項が一部重複しな

がら物理と化学の随所にちりばめられている。筆者が高校生だったころのおぼ

ろげな記憶として，理想気体の状態方程式が物理でも化学でも繰り返し教えら

れたことに対して，若干の違和感があったことを覚えている。大学の専門課程

において化学熱力学の講義を受け，すべてが物質とエネルギーの関係に由来す

ることを理解して初めて，その違和感は解消したのである。

　高校や大学の初等教育において，物理と化学にそれぞれどのような項目が含

まれているか挙げてみよう。

　物理：仕事とエネルギー（サイクルを含む），理想気体の状態方程式

　化学：理想気体と実在気体，物質の相変化，化学平衡

これらは，熱力学を物理と化学に分けたことにより必然的に発生したことであ

るが，本来はどちらも熱力学（より具体的には化学熱力学）に内包されるべき

内容である。大学における化学熱力学の講義は，それまで二つの場所に分けら

れていた知識が統合され，新たに壮大かつ精微な世界が再構築されるという興

奮を経験する機会の一つであり，おそらく多くの理工系の学生にとってその最

初の機会であろう。筆者は大学 1 年生向けの熱力学の講義を担当しているが，

その講義の中で「これはドラマや映画で例えれば，生き別れになった家族や恋

人が再び出会うクライマックスシーンだ！」と力説することがあるが，話術に

乏しいためか学生への＂うけ＂は今一つのようである。

ま　え　が　き
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ii　　　ま え が き　

　熱力学のよいところは，取り扱う内容のほとんどが日常の経験に基づいてい

る点であり，理工系にかぎらずすべての学生にとってきわめてなじみ深い内容

である点にある。加えて，多変数の関数を抽象的に取り扱う方法にさえ慣れて

しまえば，それ以降の計算は掛け算と足し算（と 1/x の積分）を組み合わせ

ることでほとんどの答えが導けてしまう。また，得られた結果は，化学物質の

合成や合金など工業製品の生産現場においてつねに考えなければならない事柄

である。

　ここまでは大学で講義をする側の視点であるが，大学に入学して講義を受け

る側，すなわち学生の側に視点を移してみよう。大学生として新たな世界に胸

を膨らませた理工系の学生が最初に直面するのは，記憶を主体とした高校の理

科から定義と論理展開を主体とした大学の科学へのパラダイム変換を強制され

ることである。このストレスを切り抜けるための一助となるべく，数式を用い

た論理の展開についてできるだけ丁寧な記載をするとともに，できるかぎり数

式をグラフ化し，図形的なイメージをもてるように心掛けた。また，（筆者も

そうなのだが）文章を読みながら話を追っているときにページをさかのぼって

前出の数式を探すのはそれなりのストレスとなるので，数式の重複を嫌わずに

できるだけ読んでいるページの中で理解が進むように心掛けた。その一方で，

厚い本は学生の意欲をはじめからそいでしまうので，全体としては薄く短くな

るように心掛けた。その相反の結果として内容を絞らざるを得なくなり，化学

熱力学の必須項目として説明すべき内容（特に電気化学や速度論など）の多く

を割愛せざるを得なかった。それらのより進んだ内容を知る際には巻末の参考

書をはじめ，多くの良書が出版されているのでそちらをおすすめする。

　読者が最も頭を悩ます演習問題はなにかといえば，それは答えのない問題で

ある。その観点から，各章の章末にはあえて明確な答えの出ない問題をいくつ

か挙げている。それらの完全な正解は存在しないので，自分の解答が正しいか

どうか確認するのは解答者の仕事である。

　熱力学で取り扱うほとんどの関数は多変数の関数である。そのことが数式の

取扱いを難しくしているが，その一方で熱力学の関数の多くは（モル数を一定
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にするなどの工夫はいるが）3 次元の曲面として表すことができる。したがっ

て，熱力学の計算は，ある関数を表す曲面の傾きが別の熱力学量に置き換わ

る，ということに対応する。物理や化学における数式を理解する際に，自分自

身でその数式をグラフに置き直してみるのが一番の近道である。本書のグラフ

の多くを誰もが入手可能なフリーウェアの gnuplot（version 5 .2）を用いて作成

した。出版社のご好意により，図を作る際のスクリプトをダウンロードできる

ようにしていただいたので，図を眺めるだけでなく自分自身でそのグラフを作

成し，数式の定数や変数を変えたときにそれがどのように変わっていくのかを

ぜひ試みていただきたい。また，いくつかの章末問題にも挙げたが，3 次元の

曲面として表した熱力学の関数については，解答例の一つとして紙製の模型の

展開図を作成し，このデータもダウンロードできるようにした†。少々細かい

作業が必要となるが，作成していろいろな角度からその曲面を眺めれば，思わ

ぬ発見がそこからあるかもしれない。

　本書の内容はオーソドックスな熱力学に基づいているため，特定のデータな

どを除き出典の引用をしなかった。その代わりとして，巻末には本書を書く際

に参考とした書籍を記載させていただいた。

　最後に，本書を出版する機会を与えていただき，また筆者の遅筆を辛抱強く

待っていただいたコロナ社に深く感謝する。また，3 次元模型の動作試験と耐

久試験を自発的に行ってくれた娘と息子，本書の最初の読者となってくれた私

の研究室の学生たち，そして，いつも支えてくれている妻に心から感謝する。

　2018 年 11 月

 正木　匡彦　

†　  詳細は，コロナ社 Web ページの本書紹介ページを参照。
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物 理 の 復 習
1

　高校の物理ではエネルギー，熱，仕事の関係について示され，つづいて理
想気体の状態方程式や比熱，最終的に熱機関の効率までが解説されている。
なぜ，ここで理想気体の状態方程式が現れるのだろうか。化学の中で説明さ
れる理想気体の状態方程式となにが同じでなにが異なるのだろうか。

1 . 1　物質とエネルギー

　熱力学の目的の一つに，物質とエネルギーの関わりを明らかにすることが挙

げられる。日常生活では，さまざまな意味でエネルギーという語句が用いられ

ているが，エネルギー本来の意味は，「物理的な仕事をなしうる諸量（運動エ

ネルギー・位置エネルギーなど）の総称（広辞苑第五版）。」である。物体に力

を働かせて動かしたとき，その力と距離の積を力学的な仕事と呼ぶが，他の物

体に力を働かせて移動させることのできる潜在的な能力がエネルギーである。

　図 1 .1に示すように，ある速度をもって運動している物体は，別の物体と衝

突することにより衝突された物体を動かすことができる。この潜在的な能力を

運動エネルギーという。また，高いところにある物体は，そのままでは他の物

体に仕事をすることはないが，落下することで速度をもつため運動している物

体と同様の能力をもつ。これを位置エネルギーという。これらのエネルギーを

もつ物体は，われわれが直観的に把握しやすいため，中学の理科や高校の物

理・化学においてはじめに導入されるエネルギーの形態である。

　力学的な仕事は，(物体に加えた力)　×　(移動させた距離)で求められる。こ

コ
ロ

ナ
社



2　　　1 .　物 理 の 復 習　

の力学的仕事はエネルギーに変えることができる。例えば，地上にある物体を

ある高さまで持ち上げるには，重力に逆らって上向きの力を働かせてある高さ

まで移動させなくてはならない。その仕事の大きさと，持ち上げられた物体の

位置エネルギーは等価なものとして考えることができ，高所に移動させた物体

は，そこまでの仕事の分だけのエネルギーをその物体に蓄えたとみることがで

きる。当然，そのエネルギーは物体を落下させることにより再び仕事へと変換

させることができる。

　われわれの周囲では，エネルギーはさまざまな形に姿を変えて存在してい

る。例えば，燃料を燃焼させることで自動車や航空機を動かすことができる

が，そこでは燃料を燃やすことでエネルギーを取り出し，それを自動車や巨大

な飛行機を移動させるという仕事に変えている。また，ウランなどの核燃料物

質はその原子核が分裂することにより膨大なエネルギーを発生する。これらの

多くの場合において，エネルギーを仕事に変える際には，まず＂熱＂を得て，

それをさまざまな物質に受け渡していき，最終的に＂仕事＂を得るという手順

を踏んでいる。

　熱を受け取った高温の物体は，他の物体に仕事をする潜在的な能力を有す

る。高温の物体は，高所にあるわけでもなく，また高速で移動しているわけで

もないが，熱機関と呼ばれる特殊な機械を使うことにより，他の物体に仕事を

することができる。熱機関は，図 1 .2に示すように，高温の物体内から＂熱＂

という形でエネルギーを受け取り，気体の体積膨張などを利用してそれを仕事

に変える機械である。

図 1 .1　  位置エネルギーと
運動エネルギー
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　1 . 1　物質とエネルギー　　　3

　一般に物体は物質から構成され，さらに物質は原子や分子から構成されてい

る。すなわち，どんな形であっても物体にエネルギーが蓄えられるということ

は，物質を構成する原子や分子にそれが蓄えられるということになる。最初に

述べた運動エネルギーや位置エネルギーは，原子や分子の集団を塊として並進

運動させた場合や並行移動させた場合に相当する。一方，高温の物体に蓄えら

れたエネルギーは，個々の分子の運動エネルギーや位置エネルギーに形を変え

ている。

　物質にエネルギーを出し入れするということは，個々の分子のもつエネル

ギーを増減させることと等価であるが，そのエネルギーの増減は物質そのもの

にもなんらかの変化を生じさせる。例えば，氷を加熱すると 0℃で水に変わ

り，またある場合には，分子が二つ以上の異なる分子に分解したり，逆に複数

の分子が結合して別の分子へと姿を変えたりする。

　このように，熱や仕事とエネルギーとの関係を取り扱うのが熱力学である。

熱力学は，熱を仕事に変えるための熱機関を中心に取り扱うものと，物質とエ

ネルギーとの関わりを中心に取り扱うものとに分けられるが，本書は後者であ

り，材料を構成する物質に焦点を当てて，その物質の示す性質とエネルギーと

の関係について述べる。

図 1 .2　熱　機　関

排熱

入熱

高温の物体
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4　　　1 .　物 理 の 復 習　

1 . 2　仕事とエネルギー

　静止した物体や等速直線運動をする物体は，外部からなにかをされないかぎ

りその状況を継続する。これは慣性の法則と呼ばれ，静止した物体を動かす際

や，運動している物体を加速・減速させる際には，物体になんらかの方法で力

を働かせる必要があることを示している。その力を働かせるには，障壁へ物理

的に衝突させることや，電磁気学的な引力・反発力，さらには空気抵抗や重力

など，さまざまな方法が挙げられる。

　物体の運動を考える場合，物体の位置座標を時間の関数として表しておくと

便利である。話を簡単にするため，物体が直線上を移動するような 1 次元の運

動を考える。物体の位置は時間の関数として x(t)と表される。物体が時刻 t0

から t0＋dt の間に距離 x(t0)から x(t0　＋　dt)まで移動したとき，時刻 t0 におけ

る物体の速度 v(t0)は，以下のように表される。

v(t0) 　＝　lim x(t0　＋　dt)　－　x(t0)

(t0　＋　dt)　－　t0
  

　＝　e　lim dx(t)

dt
o

t　＝　t0

　＝　e dx(t)

dt
o

t　＝　t0

　＝　x(t0) (1 .1)

　速度は距離の変化を時間で割った量であるから [長さ/時間]の次元をもつ。

SI 単位系では　〔m/s〕　である。時間の経過に沿って時刻 t0 を変えながらすべて

の時刻について v(t0)を求めると，物体の速度を時間の関数 v(t)として表すこ

とができる。なお，この v(t)は x(t)の時間に関する導関数である。等速直線

運動では v(t)は時間によらない定数となる。時間とともに速度が変化するよ

うな場合，加速度 a(t)は以下のように表される。

a(t) 　＝　lim v(t　＋　dt)　－　v(t)
(t　＋　dt)　－　t   

　＝　e　lim dv(t)

dt
o　＝　e dv(t)

dt
o　＝　v(t) (1 .2)

　加速度の単位は [速度/時間]　＝　[長さ/時間2]の次元をもち，SI 単位系では　

dt → 0

dt → 0

・

dt → 0

dt → 0

・
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　1 . 2　仕事とエネルギー　　　5

〔m/s2〕　である。等速直線運動では，加速度 a(t)はゼロとなる。物体に力が働

くと速度が変化し，加速度が 0 以外の値をもつことになる。力 F と加速度 a

の関係は，ニュートンの運動方程式を用いて以下のように表される。

F　＝　Ma (1 .3)

ここで M は物体の質量である。力の単位は，[質量　×　加速度]　＝　[質量　×　長

さ/時間2]の次元をもち，SI 単位系では，1　kg の物体に 1　m/s2 の加速度を生じ

させるだけの力を 1　N（ニュートン）としている。

　静止した物体に力を加えてある距離を移動させたとき，力 F と移動距離 Dx

の積を仕事と呼び以下のように表す。

W　＝　FDx (1 .4)

仕事の単位は [力　×　距離]の次元をもち，SI 単位系では 1　N の力で物体を 

1　ｍ　動かしたときの仕事の大きさを 1　J（ジュール）としている。

　地上から高さ h のところにある質量 M の物体の位置エネルギー EP は，重

力加速度 g（＝　9 .8　m/s2）を用いて以下のように表される。

EP　＝　Mgh (1 .5)

ここで，Mg は重力に逆らって質量 M の物体を持ち上げるのに必要な力であ

り，h はその力を働かせながら移動させた距離であるから，位置エネルギーは

[力　×　距離]の次元をもつ量である。これは，仕事と同じ次元であることから，

位置エネルギーについても仕事と同じ単位を使うことができる。SI 単位系で

は位置エネルギーの単位に　〔J〕　を用いる。

　先ほどの物体を地上まで落下させたときの速度を v とすると，そのときの

運動エネルギー EK は以下のように表される。

EK　＝　 12 Mv2 (1 .6)

エネルギー保存の法則から EP　＝　EK であるから運動エネルギーについても仕

事と同じ単位を用いることができる。なお，両者のエネルギーの次元について

も [質量　×　速度2]　＝　[質量　×　距離/時間2　×　距離]　＝　[力　×　距離]であり等し

い。
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【あ】
圧縮機
　reciprocating compressor 

	 11
圧縮率因子
　compressibility factor 

	 30, 143
圧平衡定数
　equilibrium constant of 

pressure 38, 177
圧　力
　pressure 8
圧力方程式
　pressure equation 33
アボガドロ数
　Avogadro constant 9

【い】
位置エネルギー
　potential energy 5
一般的な溶液
　normal solution 210
インテグラル
　integral 47

【う】
運動エネルギー
　kinetic energy 5

【え】
永久機関
　perpetual motion machine 

	 78
液　相
　liquid phase 195
エネルギー
　energy 1

エネルギー形式の基本方 
程式

　fundamental equation of 
energy 113

エネルギー等分配の法則
　equipartition of energy 

	 166
エリンガムダイアグラム
　Ellingham diagram 186
エンタルピー
　enthalpy 118, 162
エントロピー
　entropy 90, 119
エントロピー形式の基本 

方程式
　fundamental equation of 

entropy 114
エントロピー増大の法則
　law of entropy increase 

	 95, 97

【お】
オイラーの関係
　Eulerʼs homogeneous 

function theorem 57
オーダーパラメータ
　order parameter 212
温　度
　temperature 6

【か】
開放系
　open system 61, 105
界面自由エネルギー
　free energy of interface 

	 158
解離圧
　dissociation pressure 182

解離平衡
　dissociation equilibrium 

	 182
化学合成
　chemical synthesis 174
化学平衡
　chemical equilibrium 

	 37, 175, 181
化学ポテンシャル
　chemical potential 

	 106, 139, 171, 195, 204
化学量論係数
　stoichiometric coefficient 

	 175
可逆的
　reversible 97
可逆反応
　reversible reaction 37
過剰エンタルピー
　excess enthalpy 210
過剰エントロピー
　excess entropy 210
過剰の混合エントロピー
　excess entropy of mixing 

	 210
過剰量
　excess quantity 210
加成性
　addictive property 10
加速度
　acceleration 4
活　量
　activity 199
過飽和
　oversaturation 157
過飽和蒸気圧の状態
　oversaturated vapor 

pressure 155
過飽和の状態
　oversaturated state 155
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カルノーサイクル
　Carnot cycle 85
過冷却
　undercooling 28, 157
過冷却液体
　undercooled liquid 

	 156, 158
還元状態方程式
　reduced equation of state 

	 145
慣性の法則
　Newtonʼs first law 4
完全固溶体
　complete solid solution 

	 211
完全固溶体系
　complete solid solution 

system 215
完全微分
　exact differential 57

【き】
気液平衡
　gas-liquid equilibrium 25
気　相
　gas phase 195
気体定数
　gas constant 12
ギブス自由エネルギー
　Gibbs free energy 

	 121, 171, 209
ギブス・デュエムの関係
　Gibbs-Duhem relation 

	 111, 125
ギブスの相律
　Gibbs phase rule 112, 113
ギブス・ヘルムホルツの 

関係
　Gibbs-Helmholtz relation 

	 127, 178, 201, 209
逆反応
　reverse reaction 36
吸熱反応
　endothermal reaction 

	 35, 161
凝　固
　solidification 26
凝固点
　freezing point 26

凝固点降下
　depression of freezing 
　point 35, 202
凝　縮
　condensation 25
共晶温度
　eutectic temperature 220
共晶系
　eutectic system 153
共晶合金系
　eutectic alloys 218
共晶組成
　eutectic concentration 

	 220
共晶点
　eutectic point 153, 220
共存温度
　coexistence temperature 

	 152
共存線
　coexistence line 136
共存領域
　coexistence region 152
共役な関係
　conjugated relation 111
キルヒホッフの法則
　Kirchhoff ̓s law 165

【く】
クラウジウス・クラペイ 

ロンの式
　Clausius-Clapeyron 

equation 141
クラウジウスの原理
　Clausiusʼs principle 93
クラウジウスの不等式
　Clausiusʼs inequality 

	 95, 98
クラペイロンの式
　Clapeyronʼs equation 141
グラム比熱
　gram heat capacity 65

【け】
計算状態図
　computational phase 

diagram 218
経　路
　process 15

結晶構造
　crystal structure 24, 33
原始関数
　primitive function 48

【こ】
合成関数
　composite function 50
剛体壁
　solid wall 60
効　率
　efficiency 88
古典核形成理論
　classical nucleation theory 

	 157
固溶体
　solid solution 151
孤立系
　isolated system 60
混合熱
　heat of mixing 211
混合のエントロピー
　entropy of mixing 102

【さ】
サイクル
　cycle 22, 77
三重点
　triple point 138
酸素分圧
　oxygen partial pressure 

	 185
酸素ポテンシャル
　oxygen potential 185

【し】
示強性
　intensive property 10
示強性状態量
　intensive property of state 

	 108
仕　事
　work 5, 66, 67, 86
始状態
　initial status 15
自然な変数
　natural variable 110
室　温
　room temperature 7
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実験式
　empirical equation 168
質量作用の法則
　law of mass action 37
シャルルの法則
　Charlesʼs law 11
自由エネルギー
　free energy 121, 173
自由エネルギー温度図
　free energy-temperature 

diagram 186
終状態
　final status 15
従属変数
　dependent variable 110
自由度
　degree of freedom 

	 112, 150
ジュール
　Joule 5
準安定状態
　metastable state 155, 157
準静的な変化
　quasistatic change 80
常　温
　room temperature 7
蒸　気
　vapor 195
蒸気圧曲線
　vapor pressure curve 25
蒸気圧降下
　depression of vapor 

pressure 34
状　態
　status 79
状態図
　phase diagram 136
状態図における＂てこの原

理＂
　lever rule of phase diagram 

	 153
状態方程式
　equation of state 13, 114
状態量
　status quantity 13, 76, 80
蒸　発
　evaporation 25

蒸発エンタルピー
　enthalpy of evaporation 

	 201
蒸発熱
　heat of evaporation 

	 26, 168
蒸発のエントロピー
　entropy of evaporation 170
示量性
　extensive property 10
示量性状態量
　extensive property of state 

	 108
浸透圧
　osmotic pressure 35, 203

【す】
垂直応力
　normal stress 9
水溶液
　aqueous solution 194
ステンレス合金
　stainless steel 40

【せ】
生成系
　product 175
生成熱
　heat of formation 36, 162
生成反応
　formation reaction 36
生成物
　product 35
正則溶液
　regular solution 210, 211
正反応
　forward reaction 36
積分記号
　symbol of integral 47
積分定数
　integral constant 48
絶対温度
　absolute temperature 7
絶対零度
　absolute zero 6
全　圧
　total pressure 25
剪断応力
　share stress 9

銑　鉄
　pig iron 40
潜　熱
　latent heat 26
全微分
　total derivative 54
全率固溶体
　complete solid solution 

	 151, 211

【そ】
相
　phase 25
相互作用パラメータ
　interaction parameter 212
相　図
　phase diagram 136
相転移
　phase transition 25, 136
相転移温度
　phase transition 

temperature 25
相転移点
　phase transition point 

	 25, 136
相変化
　phase transition 25
相変化のエントロピー
　entropy of phase transi-　 

tion 28
速　度
　velocity 4
束縛エネルギー
　bound energy 121

【た】
対数関数
　logarithmic function 49
体　積
　volume 9
体積変化による仕事
　work due to a volume 

change 71
対　流
　convection 63
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単原子理想気体の基本方 
程式

　fundamental equation of
　monoatomic ideal gas 

	 115, 129
断熱自由膨張
　adiabatic free expansion 

	 100
断熱壁
　adiabatic wall 60
断熱変化
　adiabatic change 82

【ち】
力
　force 5
中和熱
　heat of neutralization 

	 36, 162

【て】
定圧比熱
　heat capacity at constant 

pressure 21, 65
定圧変化
　change of status at 

constant pressure 74
定積比熱
　heat capacity at constant 

volume 21, 65
定積分
　definite integral 47
定積変化
　change of status at 

constant volume 72
てこの原理
　lever rule 215
デルタ
　delta 44, 45

【と】
等温変化
　isothermal change 75
導関数
　derivative 46
逃散能
　fugacity 194
独立変数
　independent variable 110

トタン
　zinc coated steel 40
トルートンの規則
　Troutonʼs rule 28

【な】
内部エネルギー
　internal energy 

	 20, 76, 78, 86, 117
なめらか
　smooth 44, 139

【に】
二元状態図
　phase diagram of binary 

system 151
ニュートン
　Sir Isaac Newtion 5
ニュートンの運動方程式
　Newtonian equation of 

motion 5

【ね】
ネイピア数
　Napierʼs constant 49
熱
　heat 63, 86
熱運動
　thermal motion 24
熱化学方程式
　thermochemical equation 

	 35
熱機関
　heat engine 2, 22
熱電対
　thermocouple 7
熱伝導
　heat transfer 63
熱平衡
　thermal equilibrium 100
熱容量
　heat capacity 64
熱力学第一法則
　the first law of 

thermodynamics 20
熱力学第三法則
　the third law of 

thermodynamics 170

熱力学第ゼロ法則
　zeroth law of 

thermodynamics 64
熱力学第二法則
　the second law of 
　thermodynamics 93, 95
熱力学的に許されない状態
　unstable state in 
　thermodynamics 144, 154
熱力学ポテンシャル
　thermodynamic potential 

	 185
燃焼熱
　heat of combustion 

	 36, 162

【の】
濃度平衡定数
　equilibrium constant of 

concentration 37, 178

【は】
パスカル
　Pascal 8
発熱反応
　exothermal reaction 

	 35, 161
半透膜
　semi-permeable mem- 

brane 35, 203
反応系
　reactant 175
反応熱
　heat of reaction 35, 162
反応の自由エネルギー変化
　free energy of reaction 

	 177
反応の進行度
　progress of reaction 175
反応物
　reactant 35
反応容器
　reaction vessel 174

【ひ】
非水溶液
　nonaqueous solution 194
歪みエネルギー
　strain energy 34
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比　熱
　specific heat capacity 

	 21, 64
比熱比
　heat capacity ratio 22, 83
微　分
　differential 45
微分演算子
　differential operator 46
微分係数
　differential coefficient 45
標準エントロピー
　standard entropy 170
標準状態
　standard state 8, 162, 172
標準生成エンタルピー
　standard enthalpy of 
　formation 164, 171
標準生成エントロピー
　standard entropy of 

formation 171
標準生成ギブス自由エネル

ギー
　standard free energy of 

formation 171
標準生成自由エネルギー
　standard free energy of 

formation 182
標準生成熱
　standard heat of forma- 

tion 162
表面エネルギー
　energy of surface 158
表面自由エネルギー
　free energy of surface 158
ビリアル展開
　virial expansion 143
非力学的仕事
　non-mechanical work 120

【ふ】
負圧の状態
　state of negative pressure 

	 156
ファンデルワールス状態 

方程式
　van der Waals equation of 

state 142

ファント・ホッフの式
　vanʼt Hoff ̓s equation 178
不可逆
　irreversible 98
輻　射
　radiation 63
物質の三態
　the three phases of matter 

	 25
沸　点
　boiling point 26
沸点上昇
　elevation of boiling point 

	 34, 200
沸　騰
　boil 26
不定積分
　indefinite integral 48
部分系
　subsystem 93
部分積分
　partial integration 49
部分モルエンタルピー
　partial molar enthalpy 208
部分モル量
　partial molar quantity 205
ブリキ
　tin plate 40
分　圧
　partial pressure 25
分解反応
　decomposition reaction 36
分子間力
　intermolecular force 24

【へ】
平　衡
　equilibrium 204
平衡状態
　equilibrium state 79, 97
平衡定数
　equilibrium constant 37
閉鎖系
　closed system 61
ヘスの法則
　Hessʼs law 36, 163
ヘルムホルツ自由エネル 

ギー
　Helmholtz free energy 121

変曲点
　inflection point 143
変数分離
　separation of variables 83
偏導関数
　partial derivative 52
偏微分
　partial differential 52
ヘンリー則
　Henryʼs law 34, 197, 199
ヘンリー定数
　Henry constant 198

【ほ】
ポアソンの関係
　Poissonʼs relation 22
ポアソンの式
　Poissonʼs relation 84, 89
ボイル・シャルルの法則
　combined gas law 12
ボイルの法則
　Boyleʼs law 11
飽和蒸気圧
　saturated vapor pressure 

	 25
飽和状態
　saturation state 25
飽和濃度
　concentration of saturated 

solution 34
飽和溶液
　saturated solution 34
ボルツマン定数
　Boltzmann constant 19

【ま】
マイヤーサイクル
　Mayer cycle 77, 91
マイヤーの関係
　Mayerʼs relation 22, 83
マイヤーの式
　Mayerʼs relation 75
マクスウェルの関係式
　Maxwell relation 126
マクスウェルの規則
　Maxwellʼs rule 146, 149
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【み】
密閉壁
　closed wall 60

【む】
無熱溶液
　athermal solution 210

【も】
モ　ル
　mole 9
モル体積
　molar volume 11
モル比熱
　molar heat capacity 21, 65
モル分率
　mole fraction 103

【ゆ】
融　解
　melting 26
融解熱
　heat of fusion 26, 168
融解のエントロピー
　entropy of fusion 170
有効圧力
　effective pressure 194
融　点
　melting point 26

【よ】
溶　液
　solution 34, 195

溶　解
　dissolution 34
溶解熱
　heat of solution 36, 162
溶解平衡
　solution equilibria 34
溶　質
　solute 34, 194
溶　媒
　solvent 34, 194

【ら】
ラウール則
　Raoultʼs law 

	 34, 196, 198, 200, 202
ラウンド
　round 53

【り】
リカレッセンス
　recalescence 157
力学的仕事
　mechanical work 120
力学平衡
　dynamical equilibrium 100
理想気体
　ideal gas 12
理想気体の状態方程式
　ideal gas law 13
理想混合のエントロピー 

変化
　entropy of ideal mixing 

	 210

理想溶液
　ideal solution 

	 197, 208, 209, 210 
リチャーズの法則
　Richardsʼ law 28
臨界圧力
　critical pressure 143
臨界温度
　critical temperature 143
臨界核半径
　critical nucleation radius 

	 160
臨界体積
　critical volume 143
臨界点
　critical point 138, 143

【る】
ルシャトリエの原理
　Le Chatelier principle 

	 38, 179

【欧文】
Bragg-Williams 近似
　Bragg-Williams approx- 
　imation 211
d 	 80
d 	 44, 80
D 	 44, 80
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