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Abstract: The organic Rankine cycle systems are used for not only geothermal power plants but also waste heat recovery. The 

thermophysical properties of working fluids for organic Rankine cycle are important to estimate the efficiency or design the 

instruments for their systems. The working fluids in existing systems are used for hydrocarbons such as pentane or 

hydrofluorocarbons such as HFC245fa. However, hydrocarbons have flammability and hydrofluorocarbons have large global 

warming potential. Recently, the novel substances for working fluids have been developed. Critical parameters such as critical 

temperature, pressure and density are required to calculate the thermophysical properties for novel fluids. In this study, the apparatus 

for measuring the critical parameters of working fluids were constructed and reported. 

 

１． はじめに 

近年の地球温暖化問題や原子力発電問題の観点から，

エネルギーの有効利用における技術開発が活発におこ

なわれている．その技術の中で，製鉄所から発生する

200℃程度の中低温廃熱や工場からの廃熱，地熱を利用

して，オーガニックランキンサイクル（ORC）により

電力を得ることが注目を集めいている．現在，ORCの

作動流体としてペンタンや HFC245fa が主に利用され

ているが，ペンタンは可燃性があり，HFC245faは温室

効果ガスであり，二酸化炭素の約千倍の影響を及ぼす

ため，その代替物が必要とされている．そこで，地球

温暖化係数が低く，R245faと沸点が近い代替候補物質

がいくつか開発されているが，ORCの設計にはその熱

力学性質が必要不可欠である．本研究では，熱力学性

質の内でも最も重要な臨界点を測定できる測定装置を

製作したので報告する． 

 

２． 臨界点の測定原理 

 図 1 に T-ρ 線図を示す．図中の実線は，気液共存曲

線であり，頂点が臨界点である．臨界密度より小さい

密度範囲における気液共存曲線は飽和蒸気線であり，

臨界密度より大きい密度範囲におけるそれは飽和液線

である．気液共存曲線より低い温度においては，すな

わち曲線の内側の領域は，気液二相域となる．気液二

相域では，気と液の境にメニスカスが存在し，気液二

相域から等密度線に沿って温度を上げると気液共存曲

線で飽和し，一相域に移る．このとき，飽和蒸気線を

越えて気相に移るときは，メニスカスは上昇し，飽和

液線を越えて液相に移るときは，メニスカスが下降す

る．一相域から温度を下げて二相域にするときは，そ

の逆となる．ここで，臨界点を通過するときはメニス

カスは温度の上昇・下降時に位置が変わらず，臨界点

でメニスカスがその位置で消滅する．したがって，こ

のメニスカスの挙動を観察することにより，臨界点を

決めることができ，そのときの温度と圧力，密度を測

定することにより，臨界定数（臨界温度，臨界圧力，

臨界密度）を決定することができる． 

Figure 1. Temperature-density diagram 

 

３． 測定装置 

製作した測定装置の概略図を図 2 に示す．試料容器

は，水平方向に置いた円筒容器で，容器の両端には窓

を設置し，片端から光ファイバーで導かれた LEDの光

が当てられ，もう片端から内部を観察できる．試料容

器の上部には圧力センサーと試料を充填・廃棄する際

の弁が取り付けられている．これらは，シリコンオイ

ルを熱媒体とした窓付き恒温槽内に沈められ，200℃ま

での温度を設定することができる．試料の充填・廃棄
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は，恒温槽の外側に配管でつながっている試料ボンベ

を加熱・冷却することで試料を膨張・凝縮させて移動

させる．このとき，試料以外の不純物が入らないよう

に真空ポンプを用いる． 

 

A: Optical cell, B: Pressure sensor, C: Expansion cell,    

D: Vacuum pump, E, F: Sample bottle, G: Pressure 

indicator, H: Temperature sensor, I: Temperature indicator,         

J: Thermostated oil bath, K: Silicon oil, V: valve 

Figure 2. Schematic diagram of the apparatus.
 [1]

 

 

４． 測定結果 

 既存のオーガニックランキンサイクルで使用され

ている HFC245faを試料として臨界点（臨界温度：

約 154 ℃，臨界密度 516 kg/m
3）近傍で観察をおこ

なった．試料容器の内容積は，約 100 cm
3であり，

試料の充填量を変えて密度を変化させ，それぞれの

密度において，臨界温度より１℃高い 155 ℃から温

度を下げたときの様子を図 3に示す．臨界点近傍で

は，分子がクラスターを形成して光を散乱されて光を

当てると白く濁る臨界蛋白光と呼ばれる現象が起こる

ことにより，本研究では片端から光を当てて，もう片

端から観察しているので，光が透過せず，暗くなる．

密度が臨界密度よりも高いときの結果(b)は，臨界蛋白

光が明けた後，メニスカスが高い位置に現れて，温度

の降下とともに位置が下がるのが観察されており，臨

界密度よりも高いことが分かる．また，密度が低いと

きの結果は，臨界蛋白光が明けた後，メニスカスが低

い位置に現れて，温度の降下とともに位置が上がるの

が観察されており，臨界密度より低いことが分かる．

密度が臨界密度のとき(c)は，臨界蛋白光が明けた後，

メニスカスが中心に近いところに現れて，温度の降下

とともにその位置が変わらないことが観察されており，

臨界密度であることが分かる．これにより臨界密度が

決定できたので，この密度において，細かく温度を上

げてゆき，メニスカスが消滅する温度から臨界温度を

決定する．このときの圧力も測定し，臨界圧力を決定

する．この結果は，発表当日に報告する． 

→ →  

→ →  

(a) ρ > ρc 

→ →  

→ →  

(b) ρ < ρc 

→ →  

→ →  

(c) ρ = ρc 

Figure 3. Observation of the meniscus near critical point. 

 

５． おわりに 

エネルギーの有効利用に貢献できるオーガニックラ

ンキンサイクルの開発に必要不可欠な作動流体の熱力

学性質として，臨界定数（臨界温度，臨界圧力，臨界

密度）を測定可能な装置を製作した．今後，本研究室

で次世代の作動流体として期待している物質の臨界点

を決定し，データを公開していく予定である． 
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