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解説

バーチ・マーナハン状態方程式の平易な導出と，
他の状態方程式との比較

A Plain Derivation of Birch-Murnaghan Equations of State, and Comparison with Other

Equations of State

桂 智男,, 丹下 慶範

Tomoo KATSURA1,2, Yoshinori TANGE3

The Eulerian finite strain of an elastically isotropic body is defined by taking the state after compression as the

reference state and expanding the squared length. The second-, third- and fourth-order Birch-Murnaghan equa-

tions of state are plainly derived based on the Eulerian finite strain. The key for the plain derivation is no use of

differenital or tensor because of isotropic, uniform and finite change in length. For better understanding, the

finite strain in the Lagrangian scheme is defined by taking the state before compression as the reference state,

and the Lagrange equations of state are derived in this scheme. In this scheme, pressure increases less significant-

ly with compression than the Eulerian scheme. The different Eulerian strains are also defined by expanding the

linear and cubed lengths instead of the squared length, and the first- and third-power Eulerian equations of state

are derived in these schemes. Fitting of pressure-scale-free data to these equations indicates that the Lagrangian

scheme is inappropriate to describe PVT relations of MgO, whereas three Eulerian equations of state have

equivalent significance, and the Birch-Murnaghan equations of state does not have special meaning compared to

the other Eulerian equations of state.

[compression, high pressure, equation of state, finite strain, Eulerian scheme, Lagrangian scheme］

. はじめに

密度分布は，惑星内部を記述する も基本的な特

性の一つである。惑星内部の物質は高圧力下にある

ため，惑星表面に存在する物質より高密度である。

すなわち，同じ質量に対して体積が小さい。高圧力

実験による体積測定では圧力範囲が制限されている

ために，得られた体積圧力データをより高い圧力

へ外挿しなければならないことが多い。この外挿に

は，実験データを適切に表現する体積と圧力の関係

式が必要である。この式を「状態方程式」と呼ぶ。

圧縮が無限小の場合，物体の長さは圧力と共に直

線的に減少する。しかし高圧力になると物質は縮み

にくくなるため，この線形性は圧縮が大きくなると

当てはまらない。その結果，非線形な圧縮を扱う枠

組みが必要になってくる。この枠組を有限歪の弾性

論と呼ぶ。3 次のバーチ・マーナハン状態方程式は，

もっとも頻繁に使用されている代表的な状態方程式

であり，有限歪の弾性論の一つであるオイラーの有

限歪の弾性論に基づいて構築されている。

歴史的に，オイラーの有限歪みの弾性論はまず

Murnaghan [1]によって扱われた。そして Birch
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[2,3]は Murnaghan [1]の理論を拡張して状態方程

式を導き出した。これが 2 次のバーチ・マーナハン

状態方程式である。彼らは 3 次元のテンソルを用い

て状態方程式を導いたが，その導出は難解である。

Poirier [4]は，3 次元空間で長さの微分を展開する

ことにより，オイラーの有限歪みとバーチ・マーナ

ハン状態方程式を比較的平易に導出した。しかし，

状態方程式の議論では，圧縮は有限であるので，微

分で展開する必要はない。また，多くの状態方程式

の議論では異方性・非一様性は無視されるので，3

次元テンソルを用いる必要もない。従って，Poirier

[4]よりもっと平易にバーチ・マーナハン状態方程

式を導出することが可能であるはずである。

Katsura and Tange [5]は，オイラーの有限歪み

とバーチ・マーナハン状態方程式を極めて簡明に導

出した。また彼らは，異なる形式の有限歪みを定義

することにより異なる状態方程式を導出し，バー

チ・マーナハン状態方程式と比較している。バー

チ・マーナハン状態方程式は，広く用いられている

にもかかわらず，原典の難解さのために，その導出

が理解されていることは必ずしも多くはない。また，

この状態方程式が広く使われるべき根拠が何である

のか考えられることもあまりないと想像される。

Katsura and Tange [5]はそれらについて論じてい

る。本稿は，高圧力研究の入門者の方々がバーチ・

マーナハン状態方程式を容易に理解できるよう，

Katsura and Tange [5]を翻訳したものに基礎的な

弾性論を加えたものである。

. 基礎的な弾性論

ここでは初期の長さ L0 の物体の等温無限小圧縮

を考える。無限小の圧縮によって物体の長さは L0

から L0＋dL に変化するとする。圧縮なので dL＜0

である。圧縮は一様なので，長さの変化 dL は物体

の長さそのものに比例する。

dL＝cL0 (1)

である。この比例定数 c を（無限小）歪みという。

次に体積変化を考える。一様な圧縮であるので，

物体の体積は大きさの 3 乗に比例する（V0∝L3
0）。

初期体積を V0，圧縮後の体積を V0＋dV とする。

考えている圧縮は無限小であるので，体積変化 dV

は，

dV∝(L0＋dL)3－L3
0＝[(1＋c)3－1]L3

0  3cV0

(2)

である。

経験が示すように，圧縮により物体中の圧力は増

加する。無限小圧縮の場合，圧力増加量 dP は，体

積変化 dV に比例すると近似できる。また，一様な

圧縮の場合，体積減少量はその体積自体に比例する。

従って，圧力増加量は体積減少量を全体の体積で規

格化した量に比例する。すなわち，

dP＝－K
dV

V0

＝－K(3c) (3)

である。比例定数 K を体積弾性率と呼ぶ。圧力下

で体積を減少させると物体に仕事をする。この仕事

によるエネルギー増加を内部エネルギーとして物体

内に溜め込み温度が上昇する場合と，熱として放出

して温度を一定に保つ場合では，圧力上昇量が異な

る。すなわち体積弾性率が異なる。前者の場合の体

積弾性率を断熱体積弾性率 KS と呼び，後者を等温

体積弾性率 KT と呼ぶ。本稿では温度一定の場合を

議論するので，以下の議論では，体積弾性率 K は

常に等温体積弾性率 KT である。

ここで，無限小歪みから外れて，物体の体積を有

限量 DV だけ圧縮し，圧縮後の体積が V＝V0＋DV

と変化する場合を考える。さらにそれを圧し進めて

体積零まで圧縮する。式(3)をそのまま適用すると，

この場合の圧力上昇量 DP は KT である。すなわち

等温体積弾性率は，体積減少に対して一定の割合で

圧力が上昇した場合の体積零に到達時の圧力である。

この議論は現実から乖離していると共に，体積弾性

率を定義する上での仮定，圧力上昇量は規格化した

体積減少量に比例する，にも反している。圧縮に伴

って規格化の基準となる全体の体積が減少するので，

式(3)の V0 は圧縮経路上の体積 V で置き換え，圧

力増加と体積減少は微分で表さなくてはならなない。

すなわち，

dP＝－KT

dV

V
, (T＝const.) (4)

である。もし等温体積弾性率が一定ならば，式(4)

は

P＝KT0 ln (V0

V), (T＝const.) (5)



239

Fig. 1. (Color online) Pressure increase normalized by

the isothermal bulk modulus due to volume decrease.

Blue: pressure is assumed to increase linearly with volume

decrease, green: pressure is assumed to increase at a con-

stant isothermal bulk modulus, KT, red: a typical real con-

densed matter.
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となる。ここに KT0 は圧力零での等温体積弾性率

である。またここでは初期圧力を零と置いている。

これは以下の議論でも同様である。この状況を図示

したのが Fig. 1 である。体積弾性率が一定の場合，

体積減少に伴って圧力は無限大に向かって急激に増

加する（緑線）。しかし，現実の物質では体積弾性

率が圧力に伴って増加するため，圧力はさらに大き

く増大する（赤線）。以下に述べる有限歪みの弾性

論（式(4)の時点で既に有限歪みであるが）では，

この体積弾性率の増加による圧力の急上昇を，低い

圧力で得られた測定値を基に如何に正確に見積もる

か，を目指している。

. バーチ・マーナハン状態方程式の導出

. オイラーの有限歪み

ここではまずオイラー形式による有限歪みを導出

する。オイラー形式の本質的な点は，圧縮後の状態

を基準として圧縮を定義することである。次に重要

な点は，圧縮前と圧縮後の物体の長さの 2 乗を展開

して圧縮を記述することである。

まず，長さ L0 の物体を一様に圧縮し，物体の長

さは有限量 DL だけ減少し，L となる。オイラー形

式では圧縮後の状態を基準とするので，この長さの

減少は以下の式で表される。

L0＝L－DL (6)

第 1 節で述べた様に，長さの 2 乗の圧縮による変化

を展開する。圧縮後の状態を基準とするので，以下

の形になる。

L2
0－L2＝(L－DL)2－L2＝DL2－2LDL (7)

前節と同様に一様圧縮であるので，長さの減少量

DL は全体の長さに比例し，その比例定数を cE と

すると，

DL＝cEL (8)

となる。オイラー形式では圧縮後の状態を基準とす

るので，右辺は cEL0 ではなく cEL である。式(8)

を用いると，式(7)は，

L2
0－L2＝c 2

EL2－2LcEL＝(c 2
E－2cE)L2 (9)

となる。

ここに，オイラーの有限歪 fE2 を以下の様に定義

する。

fE2≡
1

2
cE

2－cE (10)

長さの 2 乗の変化（7）は fE2 を用いて，

L2
0－L2＝2 fE2L2 (11)

と表現される。

圧縮前の長さ L の圧縮後の長さ L0 に対する比は，

fE2 を用いて，

L0

L
＝(1＋2 fE2)

1

2 (12)

と表される。

圧縮前の体積 V0 と圧縮後の体積 V の比も fE2 を

用いて，

V0

V
＝(L0

L)
3

＝(1＋2 fE2)
3

2 (13)

と表される。従って，fE2 は体積比を用いて以下の

様に表される。

fE2＝
1

2 [(
V0

V)
2

3
－1] (14)

上記の議論では，圧縮なので DL＜0，つまり c＜

0 であるから，fE2＞0 である。通常の弾性論の議論
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では，圧縮の場合の符号は負であるので，通常の議

論とは符号が逆である。なお，この fE2 は長さの 2

乗を展開して得られたので，本稿後半では，2 乗オ

イラー有限歪みと呼ぶ。

. 2 次のバーチ・マーナハン状態方程式

等温状態方程式では，圧力 P を体積 V によって

表す。以下の様に，熱力学では圧力はヘルムホルツ

の自由エネルギー F の体積 V での微分である。

P＝－(&F

&V)T

(15)

物質の F は圧縮と共に増加するので，ここでは F

を fE2 によって展開する。

F＝a0＋a1 fE2＋a2 fE2
2＋a3 fE2

3＋a4 fE2
4＋… (16)

F の絶対値は任意であるので，式(16)の第 1 項は

a0＝0 と置くことが出来る。また，圧縮されていな

い状態，すなわち fE2＝0 では圧力零 P＝0 であるの

で，

PfE2＝0＝－( &F

& fE2
)

T, fE2＝0
(& fE2

&V )T, fE2＝0

＝－a1(& fE2

&V )T, fE2＝0

＝0 (17)

となり，a1＝0 である。

さらに，式(16)において，fE2
2 より高次の項を打

ち切ると，

F  a2 fE
2 (18)

となる。式(18)を式(15)に代入すると，

P＝－{ &
&V

(a2 fE2
2)}

T

＝－2a2 fE2(& fE2

&V )T

(19)

となる。fE2 の定義式(14)から，fE2 の V での微分

は，

(& fE2

&V )T

＝
&

&V [
1

2 {(
V0

V)
2

3－1}]
＝－

1

3V0
(V0

V)
5

3 (20)

である。付録 A で証明しているように，係数 a2 は

圧力零での等温体積弾性率 KT0 と体積 V0 を用いて

以下の様に表すことが出来る。

a2＝
9

2
KT0V0 (21)

式(14)・(20)・(21)を式(19)に代入することにより，

2 次のバーチ・マーナハン状態方程式が得られる。

P＝－2
9

2
KT0V0

1

2 [(
V0

V)
2

3－1]
×[－ 1

3V0
(V0

V)
5

3 ]
＝

3

2
KT0[(V0

V)
7

3－(V0

V)
5

3] (22)

この方程式には，V0/V の 7/3 乗と 5/3 乗の項の差

が含まれている。この冪乗の差 7/3－5/3＝2/3 は

fE2 の定義式(14)のためである。また，第 2 項が 5/3

乗であるのは，fE2 の体積微分（式(20)）のためで

ある。我々が実験で用いる変数は比体積 V/V0 であ

るので，式(22)では分母と分子を逆転させ，指数を

負にした方が便利である。しかし，それはオイラー

形式の思想に反している。本稿ではゆえにオイラー

形式である限り状態方程式は V0/V を変数とする。

. 3 次のバーチ・マーナハン状態方程式

3 次のバーチ・マーナハン状態方程式は，2 次の

バーチ・マーナハン状態方程式とほぼ同じ方法で導

かれる。唯一の違いは，F の fE2 による展開を fE2
3

まで保持することである。

F  a2 fE2
2＋a3 fE2

3 (23)

式(23)を式(15)に代入すると式(24)が得られる。

P＝－{ &
&V

(a2 fE2
2＋a3 fE2

3}
T

＝－(2a2 fE2＋3a3 fE2
2)(& fE2

&V )T

＝－2a2 fE2(1＋j1 fE2)(&fE2

&V)T

(24)

ここで j1＝3a3/2a2 である。付録 B で証明している

ように，定数 j1 は，等温体積弾性率の圧力微分

KT0′を用いて以下の様に表される。

j1＝
3

2
(KT0′－4) (25)

fE2 の定義式(14)，その V での微分（式(20)），係

数 a2（式(21)），定数 j1（式(25)）を式(24)に代入
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することにより，3 次のバーチ・マーナハン状態方

程式が得られる。

P＝－2( 9

2
KT0V0) 1

2 [(
V0

V)
2

3－1]
×[1＋

3

2
(KT0′－4)

1

2 {(
V0

V)
2

3－1}]
×[－ 1

3V0
(V0

V)
5

3]
＝

3

2
KT0[(V0

V)
^

7

3－(V0

V)
5

3]
×[1＋

3

4
(KT0′－4){(V0

V)
2

3－1}] (26)

2 つ目の大括弧の中の第 2 項は F を fE2 を 3 次まで

残したために生じた。中括弧の中の式は fE2 の定義

式(14)に由来する。

3 次の状態方程式(26)は，

KT0′＝4 (27)

のとき 2 次の状態方程式(22)と等しくなる。他方，

KT0′を KT0′＝0 とおいて無視しようとしても，3 次

の状態方程式は 2 次とは等しくならない。

. 4 次のバーチ・マーナハン状態方程式

4 次の状態方程式では，式(16)を 4 次で打ち切る。

F  a2 fE2
2＋a3 fE2

3＋a4 fE2
4 (28)

これより，P は次のように表される。

P＝－(2a2 fE2＋3a3 f 2
E2＋4a4 fE2

3)(&fE2

&V)T

＝－2a2 fE2(1＋j1 fE2＋j2 f 2
E2)(&fE2

&V)T

(29)

ここに，j2＝2a4/a2 である。付録 C で証明している

ように，定数 j2 は，等温体積弾性率 KT0 とその 1

次圧力微分 KT0′と 2 次圧力微分 KT0″を用いて

j2＝
9KT0′2－63KT0′＋9KT0KT0″＋143

6
(30)

と表すことが出来る。低次の状態方程式と同様の計

算により，以下の 4 次のバーチ・マーナハン状態方

程式が得られる。

P＝
3

2
KT0 [(V0

V)
7

3
－(V0

V)
5

3 ]

×[1＋
3

4
(KT0′－4) {(V0

V)
2

3－1}
＋

1

24
(9KT0′2－63KT0′＋9KT0KT0″＋143)

×{(V0

V)
2

3－1}
2

] (31)

この 4 次の状態方程式(31)は，以下の場合に 3 次の

状態方程式(26)と等しくなる。

KT0″＝－
1

9KT0

(9KT0′2－63KT0′＋143） (32)

言い替えれば，KT0″＝0 と近似して KT0″を無視し

ようとしても，4 次の状態方程式は 3 次とは等しく

ならない。

. 異なる定義の有限歪みに基づく状態方程式

バーチ・マーナハン状態方程式を導出すると，二

つの疑問が浮んでくる。一つ目は，なぜ，圧縮前で

はなく圧縮後を基準状態としたのか，である。圧縮

前を基準状態とする形式をラグランジュ形式と呼ぶ

が，なぜ，オイラー形式はラグランジュ形式より本

質的と考えられたのか。二つ目は，なぜ，長さの 2

乗を展開して有限歪みを定義したのかである。なぜ，

1 乗や 3 乗ではいけないのか。Murnaghan [1]では，

3 次元空間で議論しているので，ピタゴラスの定理

から長さの 2 乗を考えるのが幾何学的には自然であ

るが，物理学的理由は全く見出せない。これらの疑

問を検討するために，ここでは次の三つの枠組みで

状態方程式を導出してみる。

1. ラグランジュ形式。長さの 2 乗で展開。ここで

は 2 乗ラグランジュ状態方程式と呼ぶ。

2. オイラー形式。長さの 1 乗で展開。ここでは 1

乗オイラー状態方程式と呼ぶ。

3. オイラー形式。長さの 3 乗で展開。ここでは 3

乗オイラー状態方程式と呼ぶ。

この定義では，バーチ・マーナハン状態方程式は 2

乗オイラー状態方程式である。

. 2 乗ラグランジュ状態方程式

3.1 と同様に，長さ L0 の物体を一様に圧縮し，

物体の長さを DL だけ減少させ，L にする。ラグラ

ンジュ形式では圧縮前の状態を基準とするので，こ

の長さの減少は以下の式で表される。
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L＝L0＋DL (33)

長さの 2 乗の変化は，

L2－L2
0＝2L0DL＋DL2 (34)

である。長さの変化 DL を圧縮前の長さ L0 で表す

と，

DL＝cLL0 (35)

である。cL は比例定数である。L  L0 でなければ，

つまり長さの減少が有限である場合，cL≠cE であ

る。

式(35)を用いると式(34)は，

L2－L2
0＝(2cL＋cL

2)L2
0 (36)

となる。ここでラグランジュの有限歪み fL2 を以下

の様に定義する。

fL2≡－
1

2
cL

2－cL (37)

負号を付けたのは，オイラー形式と符号を合わせる

ためである。2 乗で展開したので，本稿では特に 2

乗ラグランジュ有限歪みと呼ぶ。オイラー形式と同

様に fL2 を体積比を用いて表すと，

fL2＝
1

2 [1－(V

V0
)

2

3 ] (38)

となる。ラグランジュ形式では，圧縮前の状態を基

準とするので，体積比がオイラー形式とは逆となっ

ている。

上記の fL2 を基に，2 次 2 乗ラグランジュ状態方

程式を導出する。2 次 2 乗オイラー状態方程式の場

合と同様に，F を fL2 により 2 次の項まで展開する。

F  a2 fL2
2 (39)

ラグランジュ形式での圧力の表現はオイラー形式と

同様である。

P＝－2a2 fL2(&fL2

&V)T

(40)

2 乗ラグランジュ有限歪みの体積微分は，

(&fL2

&V)T

＝－
1

3V0
(V

V0
)
－

1

3 (41)

である。ラグランジュ形式での定数 a2 は，オイ

ラー形式の式(21)と同様である。以上により，2 次

の 2 乗ラグランジュ状態方程式は以下のようになる。

P＝
3

2
KT0[(V

V0
)
－

1

3－(V

V0
)

1

3] (42)

3 次の 2 乗ラグランジュ状態方程式を得るには，F

を fL2 により 3 次の項まで展開する。

F  a2 fL2
2＋a3 fL2

3 (43)

式(43)を体積で微分すると，圧力が得られる。

P＝－2a2 fL2(1＋j1 fL2)(& fL2

&V )T

(44)

付録 A で証明しているように，fL2 に対する j1 の式

は，fE2 と異なっており，以下の様になる。

j1＝
3

2
KT0′ (45)

式(21)・(38)・(44)・(45)から，3 次 2 乗ラグラン

ジュ状態方程式が得られる。

P＝
3

2
KT0 [(V

V0
)
－

1

3－(V

V0
)

1

3]
×[1＋

3

4
KT0′{1－(V

V0
)

2

3}] (46)

3 次の状態方程式(46)は，

KT0′＝0 (47)

の時，2 次の状態方程式（式(42)）と等しくなる。

オイラー形式と異なり，KT0′を KT0′＝0 として無視

することは，式(39)の様に F の展開を 2 次で打ち

切ることと等しい。

. 1 乗オイラー状態方程式

式(6)と(8)から，オイラー形式での長さの 1 乗の

変化は以下の様に表される。

L－L0＝DL＝cEL (48)

これより，1 乗オイラー有限歪み fE1 を以下の様に

定義する。

fE1≡－cE (49)

2 乗の場合と同様に，V0/V の関数として fE1 を表現

すると
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fE1＝[(V0

V)
1

3－1] (50)

であり，fE1 の V による微分は，

(& fE1

&V )T

＝－
1

3V0
(V0

V)
4

3 (51)

となる。fE1 の定数 a2 は，fE2 と fL2 の場合と同じで

あるので，2 次 1 乗オイラー状態方程式は

P＝KT0 [(V0

V)
5

3－(V0

V)
4

3 ] (52)

となる。fE1 の定数 j1 は，

j1＝
3

2
(KT0′－3) (53)

であるため，3 次 1 乗オイラー状態方程式は

P＝3KT0 [(V0

V)
5

3－(V0

V)
4

3]
×[1＋

3

2
(KT0′－3) {(V0

V)
1

3－1}] (54)

となる。

. 3 乗オイラー状態方程式

式(6)と(8)から，オイラー形式での長さの 3 乗の

変化は以下の様に表される。

L3－L3
0＝(3cE－3cE

2＋cE
3)L3 (55)

そこで 3 乗オイラー有限歪み fE3 を

fE3≡－cE＋cE
2－

1

3
cE

3 (56)

と定義する。2 乗の場合と同様に体積変化 V0/V を

用いると，fE3 は

fE3＝
1

3 [(
V0

V)－1] (57)

と表され，fE3 の体積微分は以下の様になる。

(& fE3

&V )T

＝－
1

3V0
(V0

V)
2

(58)

他の f と同様の方法で，2 次 3 乗オイラー状態方程

式は

P＝KT0 [(V0

V)
3

－(V0

V)
2

] (59)

と得られる。定数 j1 は次の式で与えられ，

j1＝
3

2
(KT0′－5） (60)

従って，3 次 3 乗オイラー状態方程式は以下の式と

なる。

P＝KT0 [(V0

V)
3

－(V0

V)
2

]
×[1＋

1

2
(KT0′－5){V0

V
－1}] (61)

. 議論

. 異なる次数のバーチ・マーナハン状態方程式

の比較

Fig. 2 では，よく使われる圧力標準物質である

B1 構造の NaCl, Au, MgO について，2 次・3 次・

4 次のバーチ・マーナハン状態方程式に基づいて，

圧力 P を圧縮 V/V0 に対してプロットしている。ま

た，これらの物質の KT0, KT0′, KT0″の値を Table 1

に示している。これらのパラメータは， 新の超音

波測定によって得られた値を採用している[6,7,8]。

NaCl と Au の場合，圧縮が大きいと，2 次・3

次・4 次のバーチ・マーナハン状態方程式はお互い

にかなり異なる圧力を与える。これは KT0′の値が 4

より遥かに大きいためである。例えば V/V0＝0.75

では，NaCl の場合，2 次と 3 次の状態方程式は

12.1 GPa と 14.3 GPa を与え，Au の場合は 85 GPa

と 112 GPa を与える。すなわち 3 次の状態方程式

は 2 次の状態方程式よりそれぞれ 18と 32大き

な圧力を与える。Birch [9]は，彼の状態方程式の

正しさの根拠を，多くの物質では 2 次と 3 次の状態

方程式が等しくなる，つまり KT0′ 4 であること

に置いた。しかし，Bass [10]の表 11 が示している

ように，今日の実験データを見ると多くの物質では

KT0 は 4 よりかなり大きい。従って，Birch [9]の議

論をそのまま受け入れることはできない。

Fig. 2a は，NaCl の場合 4 次の状態方程式は 3 次

の状態方程式より少し低い圧力を与えることも示し

ている。V/V0＝0.75 では，4 次の状態方程式が示

す圧力値は 13.7 GPa であるが，この圧力は 3 次の
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Fig. 2. (Color online) Pressures given by the second-,

third- and fourth-order Birch-Murnaghan equations of

state. (a) NaCl (B1) data are from Matsui et al. [6]; (b)

Au data are from Song and Yoneda [7]; (c) MgO data are

from Kono et al. [8]. Red and blue colors denote the Eu-

lerian and Lagrangian schemes, respectively. The dashed,

solid, and dotted curves are of the second-, third- and

fourth-order EOSs, respectively. The green solid curve

denotes the pressure-volume relation obtained by integra-

tion of the definition of the bulk modulus (Eq.(5)).

Table 1. Bulk moduli and their pressure derivatives of

frequently used pressure standard materials.

Material KT0(GPa) KT0′ KT0″(GPa－1) Reference

NaCl 23.7 5.14 －0.392 [6]

Au 160.44 6.56 0 [7]

MgO 160.9 4.35 0 [8]

: No experimental datum is available. The value of 0 is

arbitrarily assumed.
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状態方程式より 4低い。これは，NaCl の KT0 と

KT0′の場合，3 次と 4 次の状態方程式は，式(32)に

より KT0″＝－0.392 のとき等しい圧力を与えるが，

測定値は KT0″＝－0.267 GPa－1 であるからである。

Fig. 2b と 2c は，等温体積弾性率の 2 次圧力微分を

KT0″＝0 とおいた場合の Au と MgO の 4 次のバー

チ・マーナハン状態方程式は 3 次の状態方程式によ

って得られる圧力よりかなり大きな圧力を与えるこ

とも示している。V/V0＝0.75 では，Au の場合，3

次の状態方程式は圧力 120 GPa を与え，4 次の状態

方程式は 138 GPa を与える。MgO の場合，3 次の

状態方程式は圧力 87 GPa を与え，4 次の状態方程

式は 93 GPa を与える。このように，F を fE2 で表

現するときに 3 次の項で打ち切ることと，KT0″＝0

とおいて体積弾性率の高次微分を無視することは等

価ではない。

. オイラー形式とラグランジュ形式の比較

オイラー形式とラグランジュ形式の形式上の違い

は，体積比の分母と分子が逆となっていることであ

る（式(14)と(38)）。オイラー形式では圧縮後が基

準状態であるので，圧縮後の体積が分母に来ている

が，ラグランジュ形式では圧縮前が基準状態である

ので，圧縮前の体積が分母に来ている。Fig. 3 に示

しているように，ラグランジュの有限歪みは，

V/V0 に対して V/V0＝0.2 まではほぼ線形に増加し，

更なる圧縮(V/V0→0)では有限の値(0.5)に近づい

ていく。その結果，ヘルムホルツの自由エネルギー

とその体積微分，すなわち圧力は，圧縮に対して急

激には上昇しない。但し，V/V0→0 に対して圧力

は無限大に発散する。これは，有限歪みの体積微分

が V/V0 の－1/3 乗に比例するからである。

対照的に，オイラーの有限歪みは圧縮 V/V0 に対

して急激に上昇し，V/V0→0 では無限大に発散す

る(Fig. 3）。その結果，ヘルムホルツの自由エネル
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Fig. 3. (Color online) Finite strains derived by expan-

sion of the powered length as a function of relative volume

V/V0 in the Eulerian and Lagrangian schemes. The light

red, red, and dark red curves denote the finite strains by

expansion of the linear, squared, and cubed lengths in the

Eulerian scheme, respectively, and the blue curve denotes

those of the squared lengths in the Lagrangian scheme.
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ギーも，その体積微分も，V/V0→0 に対して急激

に上昇する。この急激な増加は，多くの凝集体の性

質と良く合っている。Fig. 3 はまた，低圧縮ではオ

イラー形式とラグランジュ形式の有限歪みの上昇率

はほとんど同じであることを示している。すなわち，

無限小歪みでは両者は等しい。

Fig. 2a から Fig. 2c には，2 次と 3 次の 2 乗ラグ

ランジュ状態方程式で得られる圧力も示している。

また，等温体積弾性率の定義式を積分して得られる，

式(5)による圧力も示している。既に議論したよう

に，ラグランジュ形式の有限歪みは，オイラー形式

の有限歪みより遥かに緩やかに上昇する。状態方程

式が与える圧力値も同様である。また，2 次 2 乗ラ

グランジュ状態方程式は，等温体積弾性率一定の積

分で得られる状態方程式(5)とほぼ同じ圧力を与え

る。このことは，2 次 2 乗ラグランジュ状態方程式

には，圧縮による体積弾性率の増加が入っていない

ことを示す。また，3 次 2 乗ラグランジュ状態方程

式において，KT0′＝0 とおくと 2 次 2 乗ラグランジ

ュ状態方程式に等しくなることと合致する。対照的

に，2 次 2 乗オイラー状態方程式は，式(5)の状態

方程式より遥かに高い圧力を与える。このことは，

3 次 2 乗オイラー状態方程式は，KT0′＝4 とおくと

2 次 2 乗オイラー状態方程式になることと合致する。

これは，オイラー状態方程式では 2 次においても等

温体積弾性率が圧縮と共に増加する効果が織り込ま

れていることを表している。

ラグランジュ状態方程式とオイラー状態方程式が

与える圧力は，F の級数展開の次数を上げると近づ

いて行く。しかし，次数を上げても両状態方程式の

圧力値の差は劇的には小さくならない。このことは，

より少ない級数展開の次数でヘルムホルツの自由エ

ネルギーを表現できるか否かが，扱いやすい有限歪

の選択の判断に使えることを示している。

. 異なる冪乗展開で得られる状態方程式の比較

Fig. 3 には，長さの 1 乗・3 乗展開で定義したオ

イラー有限歪み(fE1・fE3)も V/V0 の関数として示

している。Fig. 4a から Fig. 4c には，式(54)・

(26)・(61)で与えられる，3 次 1 乗・3 次 2 乗・3

次 3 乗オイラー状態方程式が与える圧力を V/V0 の

関数として示している。前述の様に，2 乗オイラー

状態方程式がバーチ・マーナハン状態方程式である。

高い冪数ほど有限歪みは急激に上昇し，それを反映

して，高い冪数の状態方程式ほど高い圧力値を与え

る傾向にあるが，その差は小さい。

上に述べたように，Birch [9]は，多くの物質で

KT0′ 4 であるという当時の実験結果に基づき，こ

の場合バーチ・マーナハン状態方程式は 3 次の方程

式が 2 次と一致することにより，バーチ・マーナハ

ン状態方程式を正当化した。しかし，KT0′＝4 は

MgO では良い近似であるが，NaCl と Au では，

KT0′＝5.14  5 と KT0′＝6.56  6 であるのでこの

正当化は成り立たない。Birch [9]の論法に立つな

らば，3 次 3 乗オイラー状態方程式は KT0′＝5 で 2

次 3 乗オイラー状態方程式と等しくなるので，

NaCl では 3 乗オイラー状態方程式の方がバーチ・

マーナハン状態方程式より適切ということになる。

さらに，本稿では導出していないが，4 乗オイラー

状態方程式では KT0′＝6 で 3 次と 2 次が等しくなる

ので，Au には 4 乗オイラー状態方程式が適切とい

うことになる。次の節では，このような議論に本当

に意味があるのか否かを，実験データを用いて議論

する。

. 圧力スケールに依らない熱弾性データを用い

た状態方程式の吟味

この節では，3 次 2 乗ラグランジュ・3 次 1 乗オ

イラー・3 次 2 乗オイラー（バーチ・マーナハン）・

3 次 3 乗オイラーの各状態方程式の有効性を，MgO

を作業物質として Tange ら[11]の方法に基づき議
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Fig. 4. (Color online) Pressures given by the second-
(light red), third- (red) and fourth- (dark red) power Eu-

lerian and the second-power Lagrangian (blue) third-ord-

er equations of state. (a) NaCl; (b) Au; (c) MgO.

Table 2. Parameters obtained by fitting pressure-scale-free

data to various EOSs.

Parameter

2nd-Power
Eulerian

EOS(Birch-
Murnaghan)

2nd-Power
Lagrangian

EOS

1st-Power
Eulerian

EOS

3rd-Power
Eulerian

EOS

V0(Å3) 74.698
(fixed)

74.698
(fixed)

74.698
(fixed)

74.698
(fixed)

KT0(GPa) 160.64 160.55 160.64 160.63

KT0′ 4.221 4.909 4.293 4.347

u0(K) 761 761(fixed) 761(fixed) 761(fixed)

g0 1.431 1.496 1.436 1.440

a 0.29 0(fixed) 0.20 0.14

b 3.5 4.4 5.5

V0: lattice volume at 300 K and 0 GPa; KT0: isothermal bulk

modulus; KT0′: pressure derivative of the bulk modulus; u0:

Debye temperature; g0: Gr äuneisen parameter; a, b: parame-

ters to express volume dependence of the Gr äuneisen parame-

ter given in Equation (62).
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論する。Tange ら[11]が採用した方法で も重要な

点は，圧力計の定式化に起因する問題を受け継ぐこ

とを避けるために，圧力計を用いずに得られた実験

データのみを使用したことである。圧力計に依らな

いデータは，具体的には，常圧高温での熱膨張，常

圧高温での断熱体積弾性率，体積の関数とした常温

での断熱体積弾性率，衝撃圧縮のデータで，これら

は，Tange ら[11]の Table 2 に示されている。熱圧

力はミィ・グリュナイゼン・デバイの熱状態方程式

を用いて算出したが，その際グリュナイゼンパラ

メータの体積依存性には，a と b の 2 つの定数を用

いた次の式を使用した。

g(V)＝g0 {1＋a [(V

V0
)

b

－1]} (62)

常温常圧下でのデバイ温度と体積は 761 K と

4.698 Å3 に固定し，常温常圧での等温体積弾性率と

その圧力微分，常温常圧でのグリュナイゼンパラ

メータ，式(62)の定数 a と b を回帰変数として決

定した。

回帰によって得られた各パラメーターの値を

Table 2 に，またそれらの値を用いて再現したユゴ

ニオを Fig. 5 に示す。オイラー状態方程式を基に

再現したユゴニオは全て Marsh [12]と Duffy and

Ahrens [13]のデータセットと良い一致を示す。そ

れに対し，ラグランジュ状態方程式を基に再現した

ユゴニオは，b＞0 と仮定する限り，実験値とは一

致しない。b＜0 を許容すると，グリュナイゼンパ

ラメータが圧縮と共に増大することになり，これは

一般的な理解に反する。このような食い違いが生じ
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Fig. 5. (Color online) Hugoniot curves of MgO

reproduced by the various EOSs using pressure scale-free

data following Tange et al. [11]. The dashed light-red,

thin-solid red, dotted dark-red, and solid blue curves are

obtained from the first-, second- and fourth- Eulerian and

second-power Lagrangian EOSs, respectively. The light-

gray square and dark-gray circle are experimental data ob-

tained by Marsh [12] and Duffy and Ahrens [13], respec-

tively.
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る理由は，ラグランジュ状態方程式の与える圧力が

同じ体積弾性率であっても低いため，それを補い衝

撃圧縮データを再現するためには，高圧力で非常に

大きな熱圧力が必要となるためである。

以上の議論から次のことが結論される。第一に，

ラグランジュ形式と異なり，オイラー形式は高圧力

での圧縮を表現するのに適した枠組みである。第二

に，長さの 2 乗で展開して有限歪みを定義すること

に特別な意味はない。状態方程式として 2 乗オイ

ラー状態方程式(26)ではなく，1 乗オイラー状態方

程式(54)や 3 乗オイラー状態方程式(61)を用いても

特に不都合はない。Birch [9]の議論に従うのであ

れば，KT0′が 4 より有意に大きな物質については 3

乗オイラー状態方程式(61)の方がより適切であるこ

とになるが，物理的な意味のある議論であるとは著

者は思わない。
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付録 A. 定数 a2 の導出

まず等温体積弾性率 KT の定義から出発する。式

(3)ではなく通常の形で書くと，

KT＝－V(&P

&V)T

(A1)

である。これより圧力零 P＝0 での圧力 P の体積 V

による微分は

(&P
&V)T,P＝0

＝－
KT0

V0

(A2)

である。次に，P の V による微分を有限歪み f の

体積微分により表す。この f は，本稿で導出した全

ての有限歪に対して共通である。

(&P
&V)T

＝[ &
&V {－2a2 f ( &f

&V)T
}]

T
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＝－2a2 [( &f

&V)
2

T

＋f(&2 f

&2V)T
]

T

(A3)

P＝0 では，零歪み，つまり f＝0 である。これによ

り P＝0 での圧力の体積微分を式(A3)から求める

と以下の様になる。

(&P

&V)T,P＝0

＝－2a2(&f

&V)
2

T,P＝0

(A4)

式(20)・(41)・(51)・(58)より，零圧力での有限歪

みの体積微分は全て等しく，

(&f

&V)T,P＝0

＝－
1

3V0

(A5)

である。

式(A2）と(A4)を等しいと置き，式(A5)を代入

すると，式(21)が得られる。

付録 B. 定数 j1 の導出

KT の定義式(A1)を微分して，P の V による二

次微分を得る。

(&2P

&V 2)
T

＝
KT

V 2
(KT′＋1) (B1)

P＝0 では，式(B1)は，

(&2P

&V 2)
T,P＝0

＝
KT0

V 2
0

(KT0′＋1) (B2)

となる。次に，2 乗オイラー・2 乗ラグランジュ・1

乗オイラー・3 乗オイラーの各定義に基づいて，有

限歪みの体積二次微分は

(&2 fE2

&V 2 )
T

＝
5

9V 2
0
(V0

V)
8

3
(B3a)

(&2 fL2

&V 2 )
T

＝
1

9V 2
0
(V

V0
)
－

4

3
(B3b)

(&2 fE1

&V 2 )
T

＝
4

9V 2
0
(V0

V)
7

3
(B3c)

(&2 fE3

&V 2 )
T

＝
2

3V 2
0
(V0

V)
3

(B3d)

となる。P＝0，すなわち f＝0 では，

(&2 fE2

&V 2 )
T,P＝0

＝
5

9V 2
0

(B4a)

(&2 fL2

&V 2 )
T,P＝0

＝
1

9V 2
0

(B4b)

(&2 fE1

&V 2 )
T,P＝0

＝
4

9V 2
0

(B4c)

(&2 fE3

&V 2 )
T,P＝0

＝
2

3V 2
0

(B4d)

となる。

3 次までの有限歪みの多項式（式(23)・(44)）を

V で微分し，P の V による微分を f とその V によ

る微分によって表す。

(&P

&V)T

＝[ &
&V {－2a2 f(1＋j1 f )( &f

&V)T
}]

T

＝－2a2 [(1＋2j1 f ) ( &f

&V)
2

T

＋( f＋j1 f 2)(&2 f

&V 2)
T

(B5)

式(A10)をさらにもう一度微分し，次の式を得る。

(&2P

&V 2)
T

＝－2a2[(3＋6j1 f )( &f
&V)T

(&2 f

&2V)T

＋2j1 (& f

&V)
3

T

＋( f＋j1 f 2)(&3 f

&V 3)
T
]
(B6)

P＝0，すなわち f＝0 では，式(B6)は以下の様に

なる。

(&2P

&V 2)
T,P＝0

＝－2a2 [3( &f

&V)T,P＝0
(&2 f

&2V)T,P＝0

＋2j1 ( &f
&V)T,P＝0

3

] (B7)

式(B2)と(B7)を等しいと置き，式(A5)と(B

3a～d)を代入すると，2 乗オイラー・2 乗ラグラン

ジュ・1 乗オイラー・3 乗オイラーの各定義に対し

て，式(25)・(45)・(53)・(60)が得られる。

付録 C. 定数 j2 の導出

式(B1)を V で微分して，以下の式を得る。

(&3P

&V 3)
T

＝－
KT

V 3
(K′T

2＋3KT′＋2＋KTKT″) (C1)

P＝0 では式(A13)は
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(&3P

&V 3)
T,P＝0

＝－
KT0

V 3
0

(KT0′2＋3KT0′＋KT0KT0″＋2)

(C2)

となる。fE2 の V による 3 次微分は，式(B3a)を微

分して以下の式で表される。

(&3 fE2

&V 3 )
T

＝－
40

27V 3
0
(V0

V)
11

3
(C3)

この式は P＝0 では，

(&3 fE2

&V 3 )
T,P＝0

＝－
40

27V 3
0

(C4)

となる。式(29)から，P の V による 3 次微分を fE2

で表すと，

(&3P

&V 3)
T

＝－2a2 {6j2 (& fE2

&V )
4

T

＋6(2j1＋6j2 fE2)

×(&fE2

&V )
2

T
(&2 fE2

&V 2 )
T

＋3(1＋2j1 fE2＋3j2 f 2
E2)

×(&2 fE2

&V 2 )
2

T

＋4(1＋2j1 fE2＋3j2 f 2
E2)

×(&fE2

&V )T
(&3 fE2

&V 3 )
T

＋( fE＋j1 f 2
E2＋j2 fE2

3) (&4 fE2

&V 4 )
T

(C5)

となる。P＝0，すなわち f＝0 では，式(A17)は

(&3P

&V 3)
T,P＝0

＝－2a2 {6j2 (& fE2

&V )
4

T,P＝0

＋12j1(& fE2

&V )
2

T0
(&2 fE2

&V 2 )
T,P＝0

＋3 (&2 fE2

&V 2 )
2

T,P＝0

＋4(& fE2

&V )T,P＝0

×(&3 fE2

&V 3 )
T,P＝0

} (C6)

となる。式(C2)と(C6)が等しいと置き，式(A

5），（B4a），（C4)を代入すると，式(30)が得られ

る。


