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平板法による熱浸透率の測定について

岡　　垣　　　理＊

（湿ヨ禾「｛35杢匡3月　1　日受理建）

On　the　The職al　Penetrativity
　　　　　　　　　　　　　　by　a　Hot　Plate

Measurement

esamu　oKAGAI〈1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract

　　　The　thermal　penetrativity　of　a　substance　is　essential　as　well　as　the　therrnal　dif－

fusivity　to　analyze　a　transient　heat　conduction　problem．　This　thermal　constant　is

expressed　by　／2’U’一p”［kcal／Yh：m2・OC］，　where　2　［kcalfh・m・OC］　is　the　thermal　conductivity，　c

［kcal／kg．eC］　the　specific　heat　and　p　［！〈g／m3］　the　specific　weight．　The　thermal　penetrativity

has　a　very　important　significance　in　expressing　the　physicai　quantity　of　tactile　sensibi！ity

for　the　hotness　and　coldness．

　　　In　thi＄　paper，　the　characteristics　of　the　measurement　of　the　thermal　penetrativity

by　means　of　a　hot　plate　are　clarified　and　the　errors　encountered　in　the　measurement

are　evaluated．　Especially，　a　detailed　description　about　the　effect　of　the　thermal　capacity

of　the　hot　plate　upon　the　measurement　is　given　and　a　special　heating　by　the　hot　plate，

whlch　is　a　step－functional　heating，　is　proposed　in　order　to　improve　the　measurement．

rl”he　special　heating　employed　remarkably　shortens　the　duration　of　the　measurernent

compared　with　an　ordinary　heating．　Further，　the　infiuences　of　the　size　of　a　specimen

upon　the　measurement　are　discussed　and　useful　resu！ts　expres．sed　in　a　dimensionless

form　are　derived．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　1．はしがき

　　定常熱流における熱伝導問題を扱うとき，　熱伝導率2，［kcal／h・m・QC］が重要な熱常数とな

るのに対し，熱浸透率ノλoρ［kca1／／丘m2・QC］は，温度伝播率κ［M2／h］とともに，不定常熱伝導

恵庭解析上，欠くことのできない重要な熱常数となる9‘ここで，o篇比熱［kcal／kg・℃］，ρ阻比

重量［kg／m3］。とくに，熱浸透率は暖冷の鍍触感覚を物理的に示す1っの尺度と看られ，この

点に重要な意義をもつている。すなわち，吾々が物に触ったとき，それが同じ温度であっても

物によっては冷く（または暖かく）感ずるものと，そうでないものとあるが，これは接触点の

温度と接触部位の体温との温度差の大小に基づくもので，熱浸透率の値に直接関係する。例え

ば，同じ低湿度にある鉄とフェルトに触った場合，フェルトは鉄よりも遥かに暖かく感じられ

る。語い換えると，接触点の温度は，フェルトの場合体湿に近く，鉄の場合体温から遠ざかり

鉄の温度に近いことを物語っている。その他，熱浸透率は結露の難易を示す尺度とも看られる。

このように，異なった温度にある異種の物体が互いに接触したとき，接触面の温度と，両物体

初期温度との差dO1およびAO2の比は，両物体の熱浸透率の逆比に等

しく，つぎのように表わされる（Fig．1参照）。

　　　　　畿罷籍　　　　　 （・）

　　Fig．　1は，初期温度の異なる2種類の半無限体が接触した場合の

接触面附近の温度分布を模型的に図示したものであるが，2物体が有

限体であっても，接触初期には式（1）の関係が成り立つと看てよい。

このように，接触面の温度は両物体の熱浸透率の比によって定まるの
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Fig．　1．

で，contact　coefficientl）とも呼ばれているようである。吾が国では，まだ統一された名称がな

いので，その呼び方として，　ドイツで用いられているWarmeeindringzah12）の日木訳である

熱浸透率を採っておく。

　　熱浸透率を求める方法は，1，Cおよびρを別個に求め〆πを算定する間接的な方法と，

〆万万を直接測定する方法に分けることができる。直接法としては，充分大きく採った供試材

内に，一定熱量を連続的に放出する平板状熱源または棒状熱源を挿入した場合の，熱源自体の

温度上昇より諏6ρを求める方法がある。棒状熱源を用いる方法については，すでに詳細な報

告3）を行った。また，平板状熱源を用いる方法に対しては，熱板の熱容量を無視し得る特殊な

ee
M浸透率，温度伝播率および熱伝導率との間にはつぎの関係がある。

　　　／λ6β－請

　　なお，熱浸透率に対する記号はまだ一般化されていないので，一応λ，C，ρ等の慣胴記号を組合せた

1／辺で熱髄鞭表わす・と1・’・・一9一る．嫌〆万の働に誇として磋郊ない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　v　rc
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場合につき0．K：rlscher‘）らの研究があるが，実際に測定を行う場合，熱源の熱容量を無視で

きないことがあり，また，熱板製作上，主として機械的強度をもたせるため可なりの熱容量に

達することもある。

　　本報告では，上認のような熱板による熱浸透率撰ll定法の特性を明らかにするため，熱板の

熱容量および供試材の寸法の影響等を解析し，とくに，熱容量の影響を改善するため特殊の加

熱法で加熱すると，測定が効果的に行い得ることを示した。なお，一部の結果はすでに報告5），6）

したが，本報では，これらを，実際上使い易い無次元型式で示し，総合的に纏めた。また，最

後に実測例に基づき争論の一二を1説「り讐した。

　　　　　　　　　　　　IL　熱浸透率測定法の原理と問題点

　　まず，平板状熱源による熱浸透率の測定法を原」還的に略示すればつぎの通りである。いま

初期温度が一様な等質等方性の無限体（供試材牙ξ斗）内に無限の拡がりをもつ平両状熱源を考え，

この熱源が時聞的に一一一定の熱量を放寓すれば，加熱開始後の熱源の湿度上昇は次式7）で表わさ

れる。

　　　　　θ一間一鞭毒〆τ　　　　　　　　　（・）

ただし，”〒熱源の温度［℃］，ti。篇供試材と熱源の初期温度［QC］，伝加熱開始後の経過時間［h］，

2（L）。＝＝熱源の放熱量［kca1／h・m2］，〆π万嵩供試材の熱浸透率［kcal〃h・m2・℃1，為熱伝導率

［kca1／h・m・QC］，　c＝＝」：躍寒［kcal／k9・。q，ρ・寸ヒ重量［k9／m3］。

　　この関係を縦軸に温度上昇Onvθa，横軸に経遡時iEVtSの平方根〆t’を採った直角座標上に乗

　　　　　　　　　　　　　　2Qo　1
せるどFig・　2のように勾配盃’；／茄の蘭で獅される・従

って，熱源の温度上昇と熱源の放熱量を実測し，Fig．2のような直

線関係を見珪1せば，その直線の勾配から直ちに熱浸透率／π辺は求

まる。

　　あるいはまた，上式（2）から，熱浸透率は

　　　　　四一響薯　　　（・）

　　　　　　　一響嶽1　　　　（3・）

のように表わせるので，熱源の発生熱嶽2Q。と，任意の加熱経過時

↑

ぜ

お・

st

贈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　TrmX＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig・2・　A　te皿perature
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　change　of　a　plane
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　heat　souree．

間ち，1、における熱源温度Oi，0、を測定するだけで，式（3りより／策辺は簡単に求めることがで

きる。以上が，平板状熱源による熱浸透率測定法の基本原理である。

上記の測定法原理では，熱源を幾何学的平面と考え，その熱容量は無視しており，また，
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供試材は無限に大きく，熱流は熱板に垂直な1次元流れをなすものと仮定している。しかし，

実際には，熱源はある程度の熱容量をもつており，また供試材の大きさや熱源の広さ（熱源の

放熱面積）にも限度があり，供試材の側面と端爾の券髪響が入るなどの理由で，式（2）の関係は満

足されない。従って，式（3）または（3ノ）に基づいて算定される／th’5cρには誤差が含まれることを

予想しなければならない。

　　一二に，供試材の側面および三面において，周囲媒体（供試材を保温している場合は保温

材，室内にさらしている場合は室内空気）との間で行なわれる熱交換のため生ずる測定誤差は，

供試材の寸法を大きく選らび，また短時間で測定を終えるほど少なくなるが，周囲条件を仮定

して，誤差を許容範囲内に留めるのに必要な試料寸法と所要測定時閥との間の関係を見出すこ

とは可能である。他方，熱板の熱容量について看ると，その大きいほど測定に長時間を要し，

熱容量の小さいほど短時閲で測定を終えることができる。すなわち，熱容量の大きいほど，加

熱初期の温度変化は式（3）または（3！）の関係から大きくつれるわけである。

　　このように，供試材の寸法により，所要の測定時聞の上限が定まり，熱源の熱容量によっ

て下限が定まる。そして，供試材の大きさが無限に大きく（熱板も，これに対応して無限の拡

がりをもつ），熱板の熱容量のない場合，式（3）および（3ノ）関係は常に成り立ち，上述の誤差は

皆無となる。

　　熱板の熱容量が有限の大きさをもっている場合，所要の測定時間範囲の一ド限を下げること

ができれば，供試材寸法の受ける制限は楽になり，可なり小型の試料による測定が期待できる。

このことは，後述のような特殊加熱法を用いることによって可能である。

III．　測定法の改善と1，2の注意

　　　　　　　III－L　熱板の熱容量の影響を少なくするための特殊加熱法

　　既述のように，当測定方式では，なるべく熱板の熱容量を少なくすることが本筋であり，

熱容量の増大する場合，供試材の種類または大きさによっては，測定不能ということも起り得

る。しかし，実際には熱板にある程度の熱容量をもたせることは止むを得ないので，供試材の

種類により，可なり大型のものが要求されることもある。この不便は，加熱を階段的に行うこ

とにより効果的に除かれる。すなわち，加熱初期で加熱量を増加し，ある時闘後，］日常の加熱

量のもとで加熱を続けるという，所謂階段函数的加熱法を採れば初期の大量加熱によって熱源

自体の温度上昇に用いられる熱量が補給されることになるので，熱板の熱容量の影響を紗くす

ることができる。勿論，初期の大量加熱期間と，加熱量の多少は，供試材の熱的特性値によっ

て異なる筈である。これらの間の関係はつぎのようにして求まる。

　　いま，無限に大きい供試門内に無限の拡がりをもつ平板状熱源を考え，Fig．3のごとく温

度座標と位置座標を選らぶ。供試材内の温度分布は熱板の中心面（Fig．3では鎖線で示されて
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いる）に関して対称であるゆえ，吾々の場合，中心面の下側だけ

を考えれば充分である。さて，この三熱系において，基礎微分方

程式

　　　　　甑聯約・＜・＜・・，i＞・（・）

を初期条件

　　　　　0，　－a一　0，　＝一一　0，，　t＝＝　o，　（5）

境界条件

　　　　　紘絋・　　　1。。。。、
　　　　　一Z，　＄t12　＝：Q（t）一M，c，　一t／1：02iun　i　’

　　　　　02　＝”　tio　，　x　e　oo

のもとで解くことを考える。

　　ここで，κ漏1：品度伝播率［M2／h】，2M三繍熱板の単位爾積当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t
りの電董［kg／m2］・or熱板の比熱［kcal／kg・。C］・2Qω濫熱板　ε

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　crの発生する熱蟹で，1部は熱板自体の加熱に用いられ，残りが

供試材に伝えられる。階段函数であって，つぎの型で表わされ

る（Fig．4参照）。

　　　　　Q（‘）；一＝．］．’egr・　9i‘，‘te　1　（g）

ただし，ん≧1．

する。

　　さて，

コけ　　エ　
Q（切　1　0・

o

、．1触16i≡ 93 el i藻；そし

0
q（t》

e2 Hα1 PL農

λ盈，c・，ρ・

に之 TESτ SPEC姻
⊃c

F萱9．3。

（6）

（7）

（8）

15

k’Qo

Qe

t

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　te　　　　　　‘　　も帥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig．　4．　A　step一£unctional

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　heating．

また，熱板および供試材に関係する諸最を，それぞれ添字1，2を付けて区別

　　　　　式（4）～（9）を満足する熱源自体の温度解はつぎのように表わされる（附録一1参照）。

この場合，熱板を完全導体と看倣し，熱板内部に温度分布の不均一はない，すなわち温度勾配

はないと仮定する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

まつ，t＞teの範囲に対しては

　　　紘一砺一識，ゴレ驚卜欝曲レ響／弓］

　　　　　　＋夢穽傷i卦［｛・《・」製ル・

　　　　　　　　　　　　一÷（M，e，Y）／lff，」？ii，p，）2｛（・」げ一・｝（〆♂戸

　　　　　　　　　　　　＋÷撒釜メ｛（1＿彦。　　　　　　彦）㍉｝（〆η沼

　　　　　　　　　　　　　g一く一tL・一＝一z一一一t一・，一’／i（（i一一lie一）rmE’一i｝〈if－t一）一s

　　　　　　　　　　　　・・｛（陶一1］
（10）
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また，t＜teの範囲に対しては

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　beteE．｛1！c2P1t

　　　　　紘＋〆～1雛／τ」讐［・一・蝉・・f・｛霊恥．n （11）

6

とくに，ん一1，すなわち，加熱が，階段函数的でなしに，一様に行なわれる場合は

隅蒲翫炉幾「・一e欝‘・・fc｛懸〆弓］

さらに，熱板の熱容董を無祝する場合は，上式は

　　　　　矧濡撫評

となり，前掲の式（2）と等しくなる。

　　ここで，．ヒ記諸式を比較してみよう。基本となる温

度式は熱板の熱容量を無視したときの式（13）である。熱

容量M、Ct［kca1／m2・。C】を考慮に入れたときの式（12）は，

右辺第2項以下の項が基本式に附け加わったものである

が，　この附加項のうちtを含む項はtの増加とともに減

衰する。Fig．5には，式（10），（11），（12），（13）の関係が，

縦軸に熱板の湿度上昇0、一〇。，横軸に経過時事の平方根

〆tを採った直角座標上に，直線または曲線として，そ

れぞれ⑩，⑪，⑫，⑬のごとく示されている。

第に平行し，次式で表わすことができるようになる。

号

，，e

C

み

tk’

e”i‘k

灘

（ill｝）

／＠’‘”

Y．　 一

（12）

（13）

＠

　ffo　E　．一’　，　ff一．一
　一／K　〈［1）

Fig．　5．　Temperature　changes　of

　　　　the　hot　plate　by　severa｝

　　　　heating　methods．

曲線⑫は，時間の経過とともに直線⑬と次

　　　　　属≒否㌃レ讐争　　　　　（・4）

醐⑳鞭線に対す・切片・・図のごとく擁蜘であ・漁容量臨の小・いほど⑫

は⑬に近づくことになる。

　　つぎに，階段顧数的加熱を行う際，加熟初期の1＜teに適用される式（11）は，（12）のた倍

として曲線⑪のごとく，また，加熱後期の1＜ちに適用される式（10）は曲線⑩のごとく表わ

され，⑫よりも速かに⑬と平行関係に到達することができる。言い換えると，逓当な階段函

数的加熱を行うことにより，それを行なわない場合よりも速かに式（14）の関係に近づく。勿論

この平行関係に到達するために必要な最小時閲は，teおよびんの値に関係する。

　　最初述べたように，〆ノoρは，Fig．5の直線⑬の勾配のみによって定まるので，⑬と平行

関係にある⑫および⑩の漸近線の勾配を求めるだけで，ノλ0ρを定めることができる。すな

わち，式（14）の関係から（3）または（3／）の関係が導かれ，この関係式から〆石πを算定すること

ができる。
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　　上述のような直線関係を実現するためにはどれ位の時間がかかるか，また，階段甑数的加

熱法によりどの程度の効果が期待できるか，などの問題が生ずる。　式（10），（12）から明らかな

通り，厳密に雷えば，各々の漸近線に到達するためには無限大時聞を必要とするが，ある許容

誤差限界を設定して所要時間を求めることは可能である。

　　いま，式（13），（12）および（10）をそれぞれつぎのように変型する。

　　　　　Oi－eo　2Qe　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15）　　　　　〆’1、　　ゾ汗／ろψ∫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ft　2C2P2
　　　　製一軒藷ズ頸甥［・一戸呵懸ジ弓］・方（・6）

　　　　讐㍊畿・警卜・欝翫！雁／∫｝］青

　　　　　　　　＋．驚癖馬（・一旗）り一÷（畿）2｛（・一与）一む・｝÷

　　　　　　　　・一｝（M，cl／2ny2c2P2）4｛（・与）躍・一｝嘉

　　　　　　　　一9（撫）6｛（・一争）㍉｝÷＋・（胡　　（17）

これら諸式は，それぞれFig．6－aの直線⑮，曲線⑯お

綱のような関鱒わ・れ姻・糠ズ

横軸にtを採っており，横軸と直線⑮の間の垂直距離

　　2Qo　　　　　　である。なお，⑰で表わされる曲線の前は
　fi　VJi5E，IVIp，

半は，0＜t＜t。に対する式（11）を〆tで割ったものであ

る。また前掲Fig。5において，曲線⑩，⑫などが時間

の経紅つれて酬⑬騨行ずるとV・う・とは，Fig．　O　t．　　　t－

6－aでは⑯，⑰などが蔵線⑯に漸近することに相当し

また岡図は，熱板の熱容量の影響は階段函数的加熱法に

より著しく減少できる，換書すれば，1in線⑯よりも⑰

＠

㌧
⑮

ム2

△輻

冒 ⑭
・一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig．　6－a．　（ei一一ee）Ni，　t－relations．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠：　plane　heat　source，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（g｝：　hot　plate，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠　：　hot　plate　applied　the　step－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　functional　heating．

の方が遙かに速く熱容量を無視した直線⑮に漸近することを表わしている。　これらのことか

ら，熱板の熱容量が〆π値の測定殖に及ぼす誤差をあらかじめ評価することができる。すな

わち，誤差は，Fig．6－aを参照して

　　　　　・ド÷および÷　　　　　　　　（・8）

等で評価できる。ここで，ノニ式（15），4詞式（ユ5）一式（16）｝，4硬式（15）一式（17）｝。式（16＞

は（・7）の特殊暢合飼）と看られるので，÷のみに着財ると
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亀一

^鵬；・ゐ）璃嘘曲｛（齋〆tS”厩｝（与）・

＋圓卜（i－r4，　　　　　　t）り一÷磯無涯2｛（・一亭㍉｝（与）

・÷C畿瀞4｛（i－4，　　　　　彦）㍉｝（与）2

一÷（／撫請）6｛（imu4，　　　　　　t）㍉｝（争珂（与川
（19）

8

　　　　　　　　　　　　　0
ただし，　t＞彦。

　　ここで，便寛一ヒ，つぎの無次元数を考える。

　　　　　ξ一息志・語および・　　　　（・・）

々は任意の正：数値をとることができるが，吾々の目的のためには々＞1と採るべきである。式

（20）で表わされる無次元数を用いて（16）を吉き直すと

　　　　　　　　　　　　ユ　　ユ
　　　　　　　　　　　　覇τe，f。廷
　　　　　　　　　　　　　　　　1ξ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　τ∫…1ｽξ［レ・　翻〆ゼ

　＋　（k－o［11一（1－T）tS’）一｛ll一　e2　（（1－T）一”一1］　T

＋÷び｛（1一∴・語気増｛（・一の魂一・♂

・呵 （21）

とくに，k・・1の場合（Fig．　6－aでは曲線⑯の場含）には，鼻’、，すなわちτ＝一！となり，上式は

つぎのように簡単に表わされる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　　　　　　　　　　　　
　　　　　…争［・一・㌔・・（胡　　　　　　（22）

ここで・ a撫鋳
　　このようにして，熱板の熱容量Mlo、［kca1／m2・℃1が，熱浸透率〆λ、c、ρ、の測定に及ぼす誤

差ε1は，上式（22）の示すごとく，時間の経過とともに漸減するだけでなく，供試材の熱浸透

率によっても異なり，〆λ202ρ2趙の大きいものほどε1は小さくなる。ここで，例えば，式（22）

においてε1≦0．01－1％のごとく許容誤差限界を設定し，同式よりξ。を求めると

　　　　　編一ヲ驚かα…35　　　　　　（23）

と計算される。この関係を対数座標上に移したのがFig．7である。縦軸は熱板の熱容量M，c、，

横軸は時間tを表わし，媒介変数に供試材の熱浸透率〆賑ρ幽を採っている、図から明らかなよ
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The　relation　between　the　charaeteyistics　of　hot　plate

and　the　test　duration　required　wlth　ordinary　heating．

うに，熱板の熱容量の大きい場合，または供試材の熱浸透率の小さい場合，測定に可なり長時

間を要することになり，そのため供試材の寸法，あるいは熱板の授熱1面積を極度に大きくしな

ければならないという不便も生ずる。例えば，熱容蚤M、c、漏0．05［kca玉／m2・℃］の熱板を使用す

ると，熱浸透率海。〆濡30［kca1／／Bm2・℃］程度の供試材に対してはt≧1．5　min，〆え『篇10に対

してはi≧12，また〆痂一一6に対しては彦≧60，すなわち，加熱開始後1時間を経過して始め

てε1≦1％を満足するわけである。この有効時聞を短縮するためには，特殊加熱を行なわない

限り，熱容量の小さい熱叡を用いなければならない。上例の／蕊一講6の供試材に対し，例えば

熱容壁が5分の1のM，c、篇0．01という熱板を用いればt≧1．2のようになり，　所要時閥は50

分の1まで短縮されることになる。原則的には，直匝値の小さい供試材に対するほど，M、c、

値の小さい熱板を漂うべきで，／λoρ値の大きい供試材ほど熱板の熱容量に対する制限は楽に

なる。従って，できるだけM、c、値の小さい熱板を用いればよいわけであるが，それにはある

限度があり，極端に熱容量の小さい熱板は，実際使用上，機械的強度の問題等，種々な難点を

生ずる。蘭述のごとく，このような不便を除くために，階段函数的加熱法を提案したのである

が，Fig．6－aから明らかなように，式（21）で表わされる誤差ε1を左右するものは，上記の熱板

の熱容董，供試材の熱浸透率，および測定時間のほかに，t。とleが加わる。霊い換えると，階
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段函数的に加熱を行なう際の，繭段の加熱量（々Q。，式（9）参照）と加熱期間（t。）とによってεエは

異なり，k，　t。間に最適の関係が在存する筈である。　Fig。6－bはFig．6－aと罰じ関係を示し，

図面の煩雑を避けるため再掲したものであるd同図で示される通り，直線⑯に漸近する模様

はんおよびちにより異なり，ある場合には，不適当な加熱法のため，このような特別な加熱

法を施さないときよりもかえって測定に長時間を必要とすることも起り得るわけである。これ

らの間の関係を定量的に求めるため，式（21）のε1に，例えば，ε1≦0．01－1％という誤差限界

を設定して，岡式を満足するξ，τ，々の関係を計算してみる。その結果がFigs．8，9，10，お

よび11に示されている。Fig．8は，縦軸をτ，横軸をξに選らび，んを媒介変数とした場合の，

上記関係を表わしたものであり，Fig。9は同じ関係を対数座標上に移したものである。なお，

Fig．8の一番左側にある曲線はん→1の極限を示しているが，　Fig．9では直線で表わされてい

る。さて，この2っの図から明らかなように，同じξに対しεエ≦0．01を満足するτの範囲が
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2つ現われてくるのが普通である。例えば，

ん凱1．5の場合，ξ満0．15に対し，ε1≦O．01を

満たすτはO．16≦τ≦0．28およびτ≦O．008

である。また，ξ＜0。115ではτの鞄囲は1つ

となり，例えば，ξ二〇．10に対してはτ≦O．18，

ξ茜0．115に対してはτ≦0．20等である。この

ようにして扁の鈴・「撫．毒一

〇。115となるようにt。を選べば，ε1≦0．01と

いう誤差限界内で測定するための所要時間の

刊堺慨して・一・・2・が定まり・一。1／。一

5．0彦。よりも短時聞内に所与の精度内で〆石

を測定できぬことになる。そして，ξ値の減

少に伴なってtは増加し，ξ一〇．04で特殊加

熱を行なわない場合，　ん→1，の所要時間と

一致する。故に，特殊加熱の効果が期待でき

るのは，例えばん満1，5の場合，ξ≧0．04を満

足するt。値に限られる。　しかし，上記のよ

うに，ξ＞O．115ではτに2つの範囲が現わ

s
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Fig．9．　The　relation　between　the　charac－

　　　　teristics　of　bot　p】ate　and　the　test

　　　　duration　required　with　step－fUl㍗

　　　　ctiQnal　heating．

れ，ξを増すに従って閉財閥はτ→しに近づき（例えばξ篇0。15のときO．16＜τ＜0．28，ξ・0．20

のとき0．30＜τ＜0．40），他方開区間はτ→0に近づく（例えばξ一〇，15のときτ＜0．008，ξ一

〇．20のときτ＜O．004）。短時間測定という点ではτの閉区間内のデーターを用いる方が有利で

あるが，不適当なξとんとの組合せに対してはこの区間のll寺間範囲が過少となり，実胴できな

くなることがある。Fig．6－cは，この間の事情を説明するため，　Fig．6－aの関係を・再三引胴し

たものであ・・図では・幅という範囲内で回訓・鶴傷些・・1・S・・（諜甑∂

を示す水平綜⑯と交わる場合，および交わらない場合を例示している。水平線⑯の上下に等

間隔に引いた2本の平行線（破線）は，ε1－0．01を満足するように定めた線である。すなわち，

・・一
¥砿・・（Fig．　6－c参照）の関係輔嫉従って，酷の飴，・・≦α・・輔たすtの範

囲は，図示のように，閉区間のち≦t≦t2と開区閾の渉≧ちの3通りとなる。この図では，始

めの閉区閾が時間的1こ看て不適当であり，後の開区間t≧tlのみ適当であるということが示さ

れている。しかし，後述の実例に示す通り，ξとleを適当に組合せることにより可なり幅の広

い閉区間で実現され，充分の精度のもとに測定を行なうことができる。

　　熱板の熱容蟹の影響を少なくする方法として，階段函数的加熱を行なう際，その効果を期
待す・ためには・（　　M，c，｝／盆診ア；…．γ云ざ）の・・撒・あ・繊を鯛・ばならない・tS・い翻枢1幽

えば継1．5の場合，ξ＜0．115に対応するτまたはtの範囲）のみを考慮するものと仮定すれ
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ば，Fig．9において，ξの上限は，左側に凸の各曲繍こ引いた縦軸と平行な接線によって表わ

され，その接線がこれら曲線に対応した左下方1顛こ仲びる各【．瞬泉群（破線）と交わる点がτの

上限を，また，この左下方向に伸びる曲線が々→1を表わす直線と交わる点がτの下限を示し

ている。例えば，ん4．25の場合，ξ≦0．082，0．019≦τ≦0。270の範囲内で測定を行なえば，

ε1≦0．01の精度で，しかも，特殊加熱による測定時間の短縮を期待しながら，みαヂ値が算定

できることになる。

　　Fig。10は，叙上のξおよびτの有効限界をFig．9から抽き出したものである。ξおよび

これに対応するτの値が2本の破線（直線と曲線）の間にあれば，特殊加熱の効果は表われ，‘

右側の破線上で最：大となる。破線聞に引かれた実線（等ん線）に沿って左側に移るほど効果は

薄れ，直線状の破線よりも左の部分は逆効果を生じ，特殊加熱を行なわない場合よりも悪条件

となり，かえって測定に長時間を要する。例えば，熱容量がM，c、一〇．05［kca1／m2・QC］の熱板を

間いて熱浸透率／λo〃u・一5［kcal／h・m2・℃］程度の供試材を測定する場合，特殊加熱を行なわなけ

れば，ε1＜O．01の精度を保たせるたせにはFig．7または式（23）より，所要時間t＞47　minと

いう長時間測定が必要である。いま，ち一1minとして，階段函数的加熱を行なうとすれば

　　　　　ξ惚歳器α0775

となり，k≒1．2と選べばτ　一；　e．31，あるいは’一3．2　minが得られる。すなわち，3．2　min以降

の温度変化を用うればε1≦O．01の精度が保たれ，測定も最も短時間で終え，特殊加熱を行な

わないとき蝋養・の時間で温1定でき・・とにな・．いま，・4・と選べば・一α・35あ・い

はぎ一7．4min，ん篇3とすればle　一1とした場合と何ら変りなくτ一〇．0215あるいは加47　mi11
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tMiii

t

“

oo

40

20

1e

6

4

隷一・・… ぬ

　ゆ
］恥工

lo6

1．4

1e2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　ii　Xli．O
　　　　　　　　　　O．1　O．2　o．Z　O．6　1　p．　4　6　IO　20　40　60　min

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　te一一”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig．　11．

となる。これは，Fig．7または式（23）から求めた結果と一致する。さらにたを増せば，特殊加

熱を行なわないときよりもtは大きく，逆効果が現われる。つぎに，ノ♂2minとすれば

　　　　　g　．．．　一ww．．．9：・9ill．05mm，wn一．，＝o．os47

　　　　　’・・，／誌．

となり，た一1．16と選んだ場合，所要の最短時聞はτ一〇．44あるいは彦一4．5minと求まる。こ

のように，ち雀2mi11と選ぶよりもt。M　minと選んだ方が，短時間に測定を行なうという点

では有利である。Fig．11は，　t。を種々変えたときのtとんとの関係を示したもので，縦軸は

所要時間tおよび々，横軸はt。を表わしている。二四から明らかなように，t。を大きく取るほ

ど所要時間tは大きくなり，leは1に近づく。　　　1

本例では，lo＞47　minの範囲で特殊加熱の逆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　lf2
効瀞珈れる・これ闘し・ち齢さく齢ノ1馬，
ほど，leを繕して測定時間を短かくすることが　窒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1／5できる。t。を極端に短かくしてt，　一〉　Oとした場

合・所謂瞬間熱源的性格を椙；び・le→ooとなろ　　1／1。

う。しかし，笑際上，々→・・とすることは不可

能であり，従って，t。にある大きさを持たせ，　　1／20
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1／2SL
例えば，ち隅1min，　あるいは30　sec：等に選ら

ぶ。

　　なを，Fig，12は，　Fig．10に基づいて，特

殊加熱をしない場合とした場合の所要蒔聞，

1

1．oe

1．05

1．］O

一1　Z．］5

1．？0

1．？5

3．00

う

O．Ol　O．02 o．04　o．or）　o．］o　o．？o　o．30

　　　　・・一撫虎一

Fig．　IZ．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩＝1
1k一一，1とtl；〉、，との比が，ξによって如何に変わるかを表わしたもので，縦軸に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横車i「…｝こξ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tlc　＞1　’

が採ってある。前例について説明すると，t。一1min，すなわちξ一〇．0775のとき，嗣図から直

ちにll：ト垂と求まり，磁力・鰻行なわない囎の酷の・・寺問で測定が可能であ・

『とを示している。

　　上掲のFigs．10，11，および12は，ともに開区間（所要測定時間の下限だけ存在する場合）

を対象とした際の諸結果を示したものであるが，実際には，閉区聞（下限だけでなく上限も存

在する場合）に対しても，ξと々の組合せを適当に選ぶことにより，遙かに有利な条件で測定

の行なえることが多い。これについては実測例の項で詳述する。

　　　　　　　　　　　　　　III－2．　供試材の寸法の影響

　　さきに述べた通り，基木式（3）または（3ノ）を適用して熱浸透率諏oρが算定できるのは，熱

板の熱容量が無視できる場合の他に，供試材が充分の厚さをもち，面面の影響が入らないこと

および熱板と供試材との接触面積が充分広いか，または供試材の周囲が充分断熱されており，

側而の影響を受けない1次元流れをなすこと，等が前提となる。すなわち，理想的には，供試

材は無限体であり，熱板も無限の拡がりをもっとき，供試材の寸法による影響は皆無である。

しかし，実際に弘治を行なう際，熱板を極度に大きく（広く）とることも，また供試材の厚さを

無限に厚くとることもできないので，式（3）または（3りに基づいて得られる〆伽．イ直は誤差を忌

むことになる。以下，この2点について検討した結果を述べる。

　a）金面（厚さ）の影響

　　…般に，供試材の厚さの影響は，厚さの厚いほど少ないことは勿論であるが，初めの短時

間ほど少なく，時間の経過とともに大きく現われてくる。また，供試材の熱的特性値，就中，

温度伝播率κ［m2／h］の大きさに左右され，κ値の大きいほど

供試材端面の影響は短時間内に現われる。

　　まつ，供試材厚さの影響だけに着回し，側面の影響はな

いものとする。すなわち，供試材を4t”限厚さの平行平面板と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　xl考え，熱流はすべて平板に対して垂直な1次元流れ，熱源は

平面状熱源（1「tlZ，c，　・＝　O）であると仮定する。端薗の境界条件と

しては，実際よりも酷しい条件を・採り，端薗は常に初期温度

と等しい状態に践かれていると看倣す。すなわち，基礎微分

方程式と諸条件はつぎの通りである（Fig，13参照）、　　　　　　　　　Fig．13．

　　　　　讐㍉券，・＜・〈1，　t〉・　　　　　　　（24）

初期条件は

　　　　　グ、＝：：ピ72＝：ピソ。，　　　t＝0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（25）

・・　　｝

　TEST
rPECI！’㎜

e≧

一

一し 0 し

qρ Q。

PL細£臨AT
SOURCE

θρ／
ト
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境界条件は

　　　　　厨t麹｝・一・一・　　　　（・6）

　　　　　02　ua一　～ノ。，　　　x＝tt　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（27）

ここで，レ供試材の厚さ［m］，その他の記号については前項で説明した通りである。

　　さて，上の諸式を満たす解8）はつぎのように与えられる。

　　　熱源峰1体の温度変化：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7tR12　｛（ot－1－1＞t｝？’
　　　　　紘＋7鶏頴一・）n［・ヲ／；（・一τ；『一冴つ

　　　　　　　　「稽（〃・・f惜・｝一（・・一1一・）…イ鷺！り）］

　　　　　　　　諦驚評＋〆暴1罐（一・唱／募・一鷺

　　　　　　　　一懇・・f・綱　　　　　　（28）

上式を基木式（2）と比較して明らかなように，　熱板の温．度変化の上に現われる供試材端爾の1｝彰

響は，窮屈の級数項によって表わされている。　この級数項はtの小さい範照で無視でき，式

（28）は（2）と近似する。従って，前詑と同様に，供試材の厚さが有限であることが，式（3）また

は（3りから算出される／聯一 @にどのような誤差を生ずるかということは，次武によって評摘

できる。

　　　　　　　　　　　　　　71212
　　　　　一山（一・）・一’i2［評「／畜・・…f・渕　　　（・・）

上式の示す通り，供試材厚さの影響は，厚さ1の大きいほど，時間彦の小さいほど，そして温

度伝播率κのノ」・さいほど少なくなる。いま，εll≦0．01（4％）を満足するような1，　i，’r，の間

の関係を求めると

　　　　　一一／一・S，；i・一　liii　i・77　（30）

となる。上式左辺の無次元数は，所調Fourler数の逆数である。　Fig．14は，式（30）の関係を

対数座標上に乗せたもので，縦軸に時間t，横軸に温度伝費昏率κを採り，厚さ1を媒介変数と

している。例えば，ti　＝0．OO1　m2／h，　Z徽0．03　mの供試材料に対して，厚さの影響を1％以下に

｛y）るためには，t≦0，3　hr講13　min，すなわち，18　min以内に測定を終えなければならない

ことになる。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セし　ア
　　　　　　　Fig。14。　The　relatlon　between　theもhickness　of　specimen　and

　　　　　　　　　　　　the　test　duration　required．

b）側面の影響

　　供試材の側面と周囲媒体（例えば室内空気）との間で行なわれる熱授受が，　熱浸透率の測

定に及ぼす影響は，菌述の厚さの影響と同様，つぎのように評価できる。いま，側強の影響だ

けを考慮し，供試材を有限半径a　［mlの無限円柱と看倣すp熱源としては，円柱状試料の中・d・

軸に対して直角に円形の平面熱源を挿入し，側面における境界条件としては，一般の場合を考

えて，初期温度と等しい温度にある周囲媒体との間に熱伝達が行なわれているものとする（Fig．

15参照）。基礎微分方程式および諸条件はつぎの通りである。

　　　　　妾㍉（墾＋÷誰．＋券）・

　　　　　　　　　0＜r＜a，　x＞0　　　　（31）

　　　　　01＝t／2＝Oo，　　　　t＝0　　　　　　　　　　　　　　　（32）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／h＝x
　　　　　　　　　　　　　　　α》：一＝LO　　　　　　　　（33）　　　　　　θ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e。∴静｝・

02　一）’　Oo　，　M一　OO

響＋鵬一瑞）＝・　o，
r＝＝a

（34）

（35）

　　　TおT

D1．王E醒SOURCE

lSPECI｝｛E訓il。Qσ／θ1

r

函一

Q。

に轟

e3

／入ユ

貞

a

TEST

SPEG工剛

㌶

Fig．　15．

ここで，7一円柱座標における半径方向の距離［m］，m＝供試材の中心軸に沿って測った距離を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表わし・熱源の徽を願にとる［m］・屠τ［1／m］・磨0齢ll面力蜥熱されている状態を・

また海→。・は側面と周囲媒体との閲に全く熱抵抗がない状態を表わす。α一供試材側面におけ
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る熱伝達率tkcal／h・M2・℃］，その他の紀号はすべて既述の通りである。

　　これら詰式を満足する温度解は次式のように表わされる（附録一II参照）。

　　　熱板の面心（r・＝O）における温度変化：

　　・嫉論愚（論編・・幅・）

　　　　　　　　一興雛劉補翰諾癬濫万［・

　　　　　　　　一÷（・・研＋売一（・轟・）L義（・轟）・＋一・・］

　　　　　　　　一州憂傷ガ⇔鍔添π鷺㎡識～91鉄。）

　　　　　　　　・［÷（砺研一ゐ（・鋤＋右（a・IN：，t　）6一…・・］

ここで，α，tは次式を満たす策n番目の根である（nx＝1，2，3，…）。

　　　　　αノ、（αa）一hノ。（αa）ユ・0

（36）　．

（36り’x’

（36！学

（37）

27

式（36”）を基本式（2）と比較して判る通り，右辺第2項以下の級数項が側面の影響を表わし，そ

の影響の度合いは，　時間tと供試材の温度伝播率κ2の小さいほど，また供試材半径aと側i蒲

に搦・糊嬬融き・・ほど少ない・とにな・。・のような1・願条件・鰯轍に与え・

影響は，式（3）または（3ノ）から求める／Zc；P　“’／：．is’に次式のごとき誤差εlllをもたらす結果となる。

すなわち，式（2）および（36”）より，前記ε1’，ε11’と岡様に

　　　　　一隠（　　a．Ji（a．a）h2＋α先）ノ言（α，、α）［÷（・轟♂y

　　　　　　一躍（・，研一・…義く・訴、1’）・一…含］

　　　　　　二2㌃C群篇y［÷爾ア

　　　　　　一寸（・，、研＋一壷（・，、思差，t）・一……］　　　　（39）

とくに，側面における熱抵抗が極端に小さく，h→○○，すなわち供試材の側弼温度が周幽媒体

の温度に等しいと看冠すことができれば，上式に対応して

：h ｮ（36）はそれぞれつぎの関係を用いて（36りおよび（36／／）のように変形できる。

　　　　erf町鴇篇纂L，る（　　z3　z5　z79一卜　　　十・　　一一一十・一・一　　　3　’　10　42）

　　および

　　　　÷魚（魂登罐万・

　　ただし，απは式（37＞の根である9）。
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　　　　　叫ナ荘子1曽爾

が導かれる（附録一III参照，）e

　　ここで，β，、は次式を満たす第Iz番目の根である＠躍1，2，3，…）。

　　　　ノ。（aβ）＝＝0

　　式（38）はつぎの無次元数

　　　　　・厩よび響（または劉

（39）

（40）

18

によって表わされる。前者は，所謂Biot数と名付けられる。また後者は既述のごとくFourier

数であり，これらは模型実験の際しばしば用いられる無次元数である。なお，式（39）の含む無

次元数はFourier数だけである。

　　さて，式（38）において，誤差εlllは供試材の太さa，熱的特性偵κ、，測定時間t，および

緬畷蜘嵯卿くi子によって影鞭受け・が，…≦・…（一・％）を回す・ような上言己

4因予聞の関係を求めた結果がFig．16に表わされている。岡図の縦軸にはFourier数の対数，

横軸にはBiot数の対数が採ってある。図から明らかなように，所定の誤差限界内で測定を行

なおうとすれば，供試材の太さ（半径a＞を一定とした場合，側面の熱抵抗の大きいほど，すな

わちhの値の小さいほど測定時問は長く選ぶことができる。　しかし，供試材の温度伝播率κ2

にも関係し，κ2が大きい試料では，κ，の小さいものよりも測定時間を短かく採らなければなら

ないことになる。また供試材の太さについても同様のことが言え，側面の熱抵抗を一定と考え

ると，供試材半径aの大きいものほど，κ2‘を大きく選べる。なお，式（39）に基づいてεllll≦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ん・一レco
O．01を満たすFourier数を求めると

　　　　　　　　　O．2
i

塵1・

　Q．ユ

　OP8
　0．06

o．04

o．02

o．pl

一一 u｝｝｝　蜀｝滞菰『一…

o．0163

一．L“L　　　Oo5ユ24681020　5D　IOO
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蝕一
Fig．　16．　The　relation　between　the　diameter　of　a　speeimen

　　　　and　test　duration　required，
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　　　　　亟≦0つ163
　　　　　　a　　一

のように算定される。　これは，h→・OQの場合に相当し，式（38）の漸近線となる。　Fig．16では

横軸と平行な破線で表わされている。

　　このように，叙上の結果から，供試材の大きさが有限である場合に生ずる測定誤差は検討

でき，また所要の供試材寸法を予想することもできるわけである。

　　　　　　　　　　　　　　　　IVe　実　　測　　例

　　つぎに，上述の計算結果を適用した実測例を掲げる。

　　加熱板の本体としては，厚さ0．5mmの？1ゴ販鋼板を一辺25．0　cmの正方形に切り取り，こ

れを2枚璽ねにしたものを用いた。これにより，金属材料のような熱伝導率の大きいものを除

けば，一般コ：二業朋材に比し，熱板の熱抵抗は無祝し得る。すなわち，所謂完全導体と看倣すこ

とができ，前述の理論が適園できる。加熱は電気的に行なうこととし，電気抵抗に対する温度

係数の小さいマンガニン線を加熱線に選び，加熱期間申，温度上昇に伴なう霞気抵抗の変化を

　　　　　　　　　　　　を防ぎ，一・定電流が流れるようにした。　マンガニンの湿度係数は20。C附近で0．0000ユ1／QCであ

る故（ニクuムの湿度係数はマンガニンの約40倍），常温域で行なった当実験範囲では，碗気抵

抗の変化は無視して差：支えない。直径0．1mmの二重絹巻きマンガニン素線8本を1総として，

各素線の閣隔を4．5mmに保たせ，これを上地の銅板（25×25　cm）上に蛇行させ接着剤で閲着

させた。このようにして作った電熱線の全抵ll，tは18．09である。また，熱板の温度上昇を計測

するため，太さ0．25　mmの鋼，コンスタンタン熱四界の温接点を別の銅板の申央に半田付けし

た。これと，加熱用マンガニン線を貼り付けた銅板とを接合し，熱板は完成する。すなわち，

熱源用の加熱線と熱源の潟度を測定する熱電対は，2枚の銅板の間に挾まれ，保護される訳で

ある。このように作られた熱板の重量は580gr，また比熱は銅板自体の比熱に等しいと看徹し

て0．100kca1／kg・℃1G）とし，熱板の特性値としてつぎの値を得る。

　　　　　・砿「諾穐r・・28・k・／㎡

　　　∴鉱・1一讐寸暇・圓・64kcal／㎡…

　　測定に供した材料は乾燥状態にあるモルタルであり，その重量配合比は1：2，兇掛けの比

重量はρ♂1910kg／m3である。このモルタルは縦，横各々25　cm，厚さ5cmの平行平面板に

仕上げられ，2枚を1組としてその閥に熱板を挿入し，実験に供した。測定の際，とくに，供

試材総体を顛温樫亨内に置き，周囲灘度の変動のない状態で実測を・行なうよう注意した。

　　さて，上に述べたように，熱板の特性簸M，cl［kcal／m2・GC］は所要演1定時聞の下限を左右

し，供試材の寸法は測定時間の上限に制限を与えることが分つた。すなわち，Mlc，値の大き
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い程，式（3）または（3ノ）の関係より／辺を求めるには長時間を要し，一方，供試材の寸法が過

小の場合，比較的短時間後に測定結果は式（3），（3りを満足しなくなる。従って，なるべくM，c，

値の小さい熱板を用い，供試材寸法をなるべく大きく採って測定すれば，測定時間に充分の余

裕を見出すことができ，測定精度の向上も期待できる。勿論，これらの関係は，M，C，値およ

び供試材の寸法だけでなく，供試材の熱的特幽直によっても影響を受ける。

　　以下，上記の熱板および供試材についてこれらの点を考えてみよう。まつ，供試材の寸法

から測定時間の上限を求めてみる。この場合，供試材の厚さと広さ（供試材の端面と側両の影

響）とを別個に考慮：しなければならない。

　　厚さの影響については，式（30）を適用して所要時間の上限が計算できる。いま，モルタル

試料の熱伝導率を，熱伝導率と比重との関係’1）から，λ，一〇．60kca1／h・m・。Cと仮定すれば，後

述のごとく，供試材の熱浸透率は〆λ262ρ、45．O　kca1〆fi・m2・。σと求まるので，温度伝播率κ，は

　　　　　椀《／ズ卸2一（O．6015．0）2一・…6㎡／・

と推定され，この値と供試材厚さ1隅0．05mから式（30）を用い

　　　　　t≦（一21．77／ぢ）2　・・（。77器薦）2≒…h≒・2m・・

のように測定著聞の上限が求まる。　すなわち，当試料に対しては，測定を42min以内に終え

るようにすれば，供試材厚さ（端面）が／痂鮪直の測定値に及ぼす影響を1％以内に留めること

ができる。

　　つぎに，供試材側面の影響を考慮するため式（38）を通用する。この場合，供試材側面の熱

的条件が問題となるが，測定は密閉槽（恒温槽）内で行なわれたので，試料側面における熱交

換は自然対流熱伝達と看てよい。ここで熱伝達率をa＝3　kcal／h・m2・。ぴとすれば

　　　　　・鴇「驚一・・／m

また，aを計算する際に仮定したように，供試材は一辺25　cmの正方形の平行平板である

が，これを半径a＝O．125mの円板（厚さ5cm）型であると看倣せば

赫　静止空気中に置かれた垂τ1気円柱の側面における熱伝達率αoは，円柱と周囲空気の間の温度差tiθおよび円

　柱の高さが極度に大きくない場合は，水平に鐙かれた円柱に対する熱伝達率α。の70％程度と看てよい
　［機械工学便覧（昭和12年版）p．1034］。

　　ここで
　　　fic＝i・021／tdt　［keavh・m2－oc」

　ただし，d篇円柱の直径［m】。

　　いま，供試材を円柱に置き換え，d　＝O．25　m，また温度差をdθ　・30℃として，これら諸f直を上式に代入

　すると，水平円柱に対しα。　＝3．4kcal／h・m2・℃。従って，重1自：円柱に対してはαo　・＝　2．4　kca！／h・m2・eCと概算

　　される。或いは，安全のため大きめに見積ってαoコ3kcal／h・m2・℃。
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ah　：・一一　O．　125　×　5　：一一　O．625

3i

となり，Fi。．・6より灯一α・5鶴かくして，鰍禰酌影犠、櫨した場合の測鵬

　　　　　　　　　　a
間の上限は

　　　　　t≦（α鷺α］α1㍊25ア≒・・22・h≒・3曲

両結果を比較してみると，側面の影響が端爾の影響よりも遙かに大きい。従って，所要測定時

間の上限としてはt≦13mlnを採るべきであり，測定、誤差を1％以内に収めるためには，13

min以内に測定を終えなければならないということになる。

　　以上が，供試材の寸法に基づいて行なった，測定時間の上限に対する決定例である。他方

熱板の特性による測定時間の下限は，Fig．9または10から求めることができるが，もし，特

殊力H熱を行なわないときは，式（23）またはFig．7から所要測定時間の下限は

　　　　　・≧（臨轟、、35）㌧（、5．。嬰搬、35）2一…h・

と求まり，熱板の熱容量のため，式（3），（3「）を適用するためには実に7．4hr以上の測定が必要

となり，事実上，測定は不能となる。意い換えると，7．4hr以上の測定時間を見込むとすれば，

試料の大きさと熱板のカ．i熱面積は膨大なものにしなければならない。ここに，特殊加熱法の適

胴が浮び上ってくる。ただし，既述のように，

またFig．　9から明らかなように，加熱方法によ

っては，下限のみでなく上，下両限界とも決つ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
てしまう場合もあり，加熱初期の過剰加熱壁と　”

その期間，すなわちんおよびt。，の選定が重要

な意義をもつてくる。

　　いま，t。；1．5　minとした場含

　　　　　ξ一無毒。釜4・

　　　　　　　・隔一α・96

となり，所要測定時間1および初期の過剰（大

量）加熱を表わすんとの関係をFig．　9より求め

るとFig．17のようになる。岡図から明らかな

ように，本例に対しては，ち嵩L5　minとする限

り，ん＜2．7の範囲では所要測定時間に2種類の

限界で現われ，k＞2．7の範囲では下限のみが現
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われる（Fig．18では拝点領域がそれを表わしている）。例えば，々』．0の場合，10≦t≦25　min

およびt≧4hrが式（3），（3りの適用範囲となり，それぞれ閉区闇（測定時間の上，下両限界を

示す）と開区間（下限界のみを示す）の2つの型をなしている。閉区間の幅はkの減少とともに

挾められ0に収敏するが，んを適当に選ぶことにより，爽用上，充分の測定二二を取ることが

できる。例えば，々㌫1．8とすれば，Fig．17より7≦i≦13　minおよびt＞5　hrlとなるが，前

認の通り，本例の供試材に対しては，測定時間の上限がi　〈　13　minと算定されているので（Fig．

18では水平に引かれた破線で示されている），前者の閉区間のみ有効となる。後述のごとく，

式（3）または（3！）を適用して海那「を算定する場合の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20
必要データーは，実際上・7≦t≦13面n・すなわ1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆち6分間の測定結果で満足される。このようにして　　1e

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き
適当な特殊加熱を行なうことにより，測定酒間は著　　6

しく短縮される。本例では，特嫌加熱を行なわない　　4

場合の74hrに対し，　それを行った場合13戯nと

な・ので，実に，糸端の繍とな・．　　2

　　Fig．18は，上述の関係をte・一〇．75，1．0，1．5　min

について示したものである。ただし，本例では，供

試材の寸法からk13　minと限定されているので，

Fig．17の破線より上の部分に相当する曲線は省いた。

から適当なちとんを．選び出せばよいことになる。

顧

・・麺一、三六

　　　　　謡ρφ評

　　　　　　　謡。。

！　’m’mrt；trm－ntif－pt一一z：yrmv－T．　2．s　・1．o

　　　　　　　　　　　　k．
　　　　　　Fig．　18．

このようにして，結局，上掲のFig．18

　　つぎに示す例は，’♂0，75min－45　sec，々一2．5に対する実測結果である。まず，恒温槽内

に熱板を挾んだ供試材を置き，熱板の温度測定を行なう。測温は銅・コンスタンタン熱電対を
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電子織；式電位差計（0～1mV，打点式，打点間

隔75sec一一横河製Rこ接続し自紀させる。熱板

の温度に時間的変化のないことを確かめて，こ

の温度を初期温度0。とする。つぎに，電流を

1．9Ampだけ45　sec流し，　以後L2　Amp（約

23　Volt）に保つよう調整すれば，　ん四2，5，　♂o二

45secという加熱条件が満足されることになる。

加熱量を精確に測定するためには、直流が望ま

しいが，電源の関係で交流を用いた。　Fig．19

は温度変化の実測結果を図示したものであり，

Table　1には，　1．5　min高きの実測植が掲げら

れている。陶表に基づき，熱板の温度上昇θ1一
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　　　　　　　　へO　　　　　G・工　　　　0・2　　　　0．3　　　　0・4　　　　0。5≠Eヨ

　　　　　　　　　　N→・
Fig。20．　Temperature　change　in　a

　　　　specimen（mortal）．

ti。と経過蒔間の平方根ジガとの関係を直角座標上に乗せるとFig．20のようになり，4．5≦t≦

！0，5minの範囲で直線状を示す。　この直線の勾配13．35が熱浸透率〆2ttbwwに反比例することは

既述の逓りであり，式（3）または（3／）より

　　　　　畷一嬰一論σ門鑑含ド・5・・kca面恥C

と難される．・・で，・q燃1双峰発生量一一讐塑一357…l／・・m2，伺・Am◎R－

18．0　．（B，　A　＝一’　O．25　×　O．25　aOD625　m2．

　　t7、一〇。と／『’との関係が，このような直線状をボす時津範囲は，　Fig．19で6≦彦≦11　min

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と表わされ，計算値と実際値とは略々一致して　　　Table　2．　Typieal　test　results

　　t。　i、　1痂　・7、bいる・
　腱i司．、　　　　ζkcalノ／昼；慮2．。C］．［・C」tt　　　　また，ら漏1min，ん轟2．2およびt，＝1．5　min，

　　o・75　　　2・5　　　　15・1　　　19・5　　た温1．81こついて行なった実験結果をTable　2に

　　1．0　1　2．2　［　15．e　i　16．7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　掲げたが，いつれも理論値と実験癒と良妊な一
　　1．5　1　1．8　1　15．0　1　15．4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　致をみせている。また，熱浸透率諏6ρの実測
　Test　specimen：　Dry　mortal．
　Om：Mean　temperatures　of　the　specimen　　偵もよく収赦し，その散らばりは僅か±1％程

　　　in　each　test・　　　　　　　　　　　度で，多くても高々2％程度の誤差内で測定で

きる。このことは，一般に，熱常数の測定には可なりの誤差を伴ない易いという実情から考え

ると，良好な精度を保っているものと看てよかろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　V．　む　　ず　　び

　　以上，無限体供試材内に挿入された熱板の加熱曲線から熱浸透率を算定する方法につき，

実際測定を行なう際問題となる2，3の点に堅し検討を加え，つぎのごとき結果を得た。
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　　工）本測定法の熱源は，原理的には熱容量のない平面状熱源でなければならない。従って

熱容量のなるべく小さい熱源を用いることが本質的に重要な点である。しかし，熱板はある程

度の機械的強度を要求し，その熱容量は無視できないのが普通である。　このため，基本式（3）

または（3りから熱浸透率幽万を算定しようとする際，長時間の測定を要する結果となり，種々

の不便を生ずることになる。この不利点を除くため，階段函数的加熱を行ない，初期の大量加

熱により熱源の熱容量の影響を除こうとした。適当な加熱法により，極めて短時間内に／）IZiJprm

の測定を行なうことができることを理論的にボし（結果はFig．9），これを実験的に確かめた。

例えば藷粥数㈱叩上、灘よれば，それを闘わない場合の蓄の悶悶で飯を

求めることができる。

　　2）本測定に供せられる材料は，原則的には，無限の大きさ（無限体）をもたなければな

らないが，実際上，供試材の大きさは有限であるため，試料の側面または端面の影響を考慮せ

ねばならない。これらの点について理論的解析が行なわれ，その結果は，適用し易いよう，無

次元型式で表わした（Figs．14，16）。

　　このようにして，与えられた熱板に対し，如何なる加熱法を採るかがFig．9より分かり，

また，Fig．14およびFi9．16から供試材の寸法を如何に定めるべきかが見当づけられる。

　　本研究に対し，多くの御助言と御便宣を頂いた当学部教授斎藤武先生および射場本勘市郎

先生に衷心より謝意を表わすとともに，実験を行なう上，種々御助力下さった熱機関研究室の

皆様と，当教室所属助手の白川比呂志君に心から御礼申し上げます。

　　なお，本研究は一部，文部省科学研究費を受けて行なった。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　附　　　　録

　　　（1）式（10）および（11）の誘導

　　偏微分方程式（4）を，条件（5）～（9）のもとで，Laplace変換によって解こうとする場合，初

期温度が0になるよう温度座標の原点をずらし，つぎのごとく書き改めると便利である。

　　　　　普㍉零ll，・＜・＜・・，　t＞・　　　　　　（エ・1）

　　　　　ti，　：：一＝一　f7，＝O，　t：・za－O　（1・2）
　　　　　1i’2：”C’ll／ww．／．？．一“Q（t）umM，，，　a，t；i．　i’　xL’umo　ll134j

　　　　　Qω歎…乞〈to｝　　　　（1・5）

　　　　　0，　＝一L　O，　x一一）一　oo　（1・6）

上諸式をtに関してLaplace変換すれば，初期条件（1・2）を考慮して

　　　　　讐繊・・卜叢　　　　　　（1・・）

　　　　　色麻．尋卜圓司＿｝・一・・一・　：；：1：

　　　　　6］，，　＝・：一　O，　xe　（x）　（1・！0）

ここで，Oi，0、はそれぞれ0、およびθ，のtに関するLaplace変換を，またsは変換変数を表

わす。

　　これら諸条件σ・9）および（1・10）を満足する常微分方程式（1・7）の解は

　　　　　傷蜘無砺一［fe一（le－1）・…湘謬　　　　　　（1・11）

あるいは，熱源自体の温度til　lこ関するLaplace変換Oiは，土式（1・11）と境界条iii・（1・8）より

　　　　　ト勾二面窪縁む一［た＋・）・司

　　　　　　一、（　　le　QoM，cis＋2，，q，）、（編1零短・…’stu　　　（1・・2）

のように求まる。熱源温度（ノ、は，つぎの2つの変換公式管

曽　例えば，荊掲の文献7＞，p．381，およびp．242．
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　　　　　s、（1qH－a）⊂÷1／弘孝［・一〆3価｛・／π｝1　　（1・・3）

　　　　　　　　ただし，9粛運一
　　　　　　　　　　　　　　tL’

　　　　　e一’Sf（s）　c：　F（t－b）　（1・14）
　　　　　　　　ただし，t＜bでは澱彦一b）一一　O，またf（s）⊂F（t）、なお，両公式の左辺は像

　　　　　　　　函数，右辺は原函数を表わしている。

を用いて式（1・12）に逆変換を施すことにより，つぎのように求まる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a　L．c2p2
　　　　　疏「煮雛／τ一．響ら［レ・吻2翫1齋一／Tl］

　　　　　　弓編田圃ち＋卑聯野［レ欝卿

　　　　　　×er・・｛蕪炉ち｝］　　　　　（…5）

上式右辺の第3，4項はt＜t。の範囲で0となる（公式（1・14）参照）。あるいは，温度座標の原点

をもとに戻して式（11）が得られる。

　　t＞teに賦する温度解（1・15）を，つぎの諸関係を使って変形し，式（2）との比鯨が容易に行

なえるような型にしてみる。いま二項級数

　　　　　（t　H　t，）　’‘　＝i，　tn　（1　一　rr5，L）　’i

　　　　　　　　一μ卜・与＋27（rt　一12！）（与）2一細唱（n－2）（亭）3

　　　　　　　　　　　一一　．．．．．．］，　！i，｝一　〈1　（1・16）

および，余誤差函数の漸近展闘公式

　　　　　〆・・f・・一ゐ［t一・、き＋妾一下……］　　　（1・・7・

を，式（1・　15）の右辺第3，4項に適堀し，結果を整頓すれば

　　　　　紘η細評一名甥卜欝翫腰r／引

　　　　　　＋難云蕃［｛・一（・斗ルτ一÷（撫r）2｛（・」卸）㍉｝（〆τ）一1

　　　　　　＋を（語ゴ｛（・十）’目鉱・｝（／T＞一・一昔G撫、）6

　　　　　　×　（（1．　rrlig，一）　’”　｛i　・一1，］（fl”〉・一b　一一　・・・…］　（1・18）
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のごとき級数型式で表わせる。あるいは，この式において，温度座標の原点をもとに戻せば

（10）が得られる。

　　　（II）式（36）および（39）の誘導

前記と1司様，初期温度が0になるよう温度座標の原点を移せば，式（31）～（35）に舛応して

　　　　　　　　　　　　　1　　　　　離畦（誰＋ア夢・・誓診）・・＜r〈a・・〉・　（II・・）

　　　　e，　；一’L　ti，　一一一　O，　t＝・一一〇　〈II・2）

　　　　∴静叫…・　　　il：：：

　　　　0，　＝一＝一一　O，　me　oo　（ii・5）
　　　　讐縄一・，・一・　　　　　　III・6）

これらの諸式に，tに関するLapiace変換を・施せば，初期条件（II・2）を考慮して

　　　　　肇＋÷．甑二一÷仇一・　　　　　（H・7）

　　　　　t．．一〇．2一一　一＝　一｛1一　g’一，　x＝一〇　（II・8）

　　　　0，　＝：　O，　x一一，　oo　（II・9）
　　　　　襟＋畝→　r－a　　　　　　　　　（II・10）

式（II・7）の特別解は，変数分離法により，境界条件（II・9）を考慮1こ入れて

　　　　　　　　　　　一x｝／t［IV．I　IIgl．＋＝sL

　　　　O，　o（J　AJ，（ar）・e’　’‘L’　（II・11）

ここで，　分離常数αは境界条件（II・10）によりつぎの式を満足するように選ばなければならな

い。

　　　　　αノ、（aa）一好。（αα）一〇　　　　　　　　　　　　　　　　（il・12）

上式の根は無限個存在し，小さいものから順にα1，a2，…，一般に第π番図の根をanで表わ

そう。

　　このようにして，式α1・11）はつぎのような級数型式で表現される。

　　　　　一　・e　一xY’E一；1’＋rmrFSm

　　　　　o・篇忍・秘（・・r）e　n2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（II・13）

さらに，係数A，。はω・温0における境界条件（II・8）醤i｝1旨たさなければならないので

　　　　　累一幾ム・／・集÷嗣　　　　　（ll・・4）
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のごとき関係が劇・しなけ禰ならない．・のような争÷の纐螂／はD畷隙・よ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
つて与えられ，A，、はつぎのように表わされる。

　　　　　ん瀦議細ア∫漁誌で伽ψ

　　　　　　　還論瞬）耀奪　　（II’15）

従って

　　　　　あ嘉講…編岬評三÷7∴鴇ニー

とくに，ω一〇，7；0においては

　　　　　㌘！∫躁御午）◎17毒　（II’17）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
となり，逆変換公式儲

　　　　　、（轟、）嘘・・f（簡　　　　　　（II一・8）

を式（II・17）に適用すれば

　　　　　砺男箔孟三輪y…（・，・・iElt“）　　　（II・・9）

ここで，anは式（II・12）を満足する根である。

最後に，温度座標の原点をもとに戻せば，式（63）が得られる。

　　またとくに，側面の熱抵抗が極端に小さく，heo。の場合は，境界条件（II・6）はつぎのご

とく書き改められる。

　　　　　（72・絹0，　　r＝一a　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　（II・20）

あるいは

　　　　　θ2一＝0，　　　r＿＝a　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（II・21）

微分方程式（II・1）を，条件（II・2，3，4，5）および（II・20）のもとで解くには，上掲と岡様の手続

きに従えばよい。まず，0、の特解は

　　　　　　　　　　　舜峰
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴじワ
　　　　　02：一B・ノ。（βr）e　　　　　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ll・22＞

静　鰐えば，犬井鉄郎：球函数・円／嘉｝麺数・超幾阿函数（応／il数学，第7巻）．河出，昭23－6，　p．255。

鼎　闘えば，V．　Chuvchill著，洪四方次訳：応用ラプラス変換．彰慰社，　U“　25－3，　p．315．
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となり，前記の式（II・11）と簡樂であるが，分離常：放βは境．界条件（II・21）1．：より

　　　　　ノ。（βa＞＝10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（II・23）

を満足する根（β，、，7ド1，2，3，…）でなければならない。　また，式（II・22）の係数Bの決定に

は，Dini展1：i｛llの代1）にFOurier－Besse1展『1｛i貸を・引月」し

　　　　　扉濾編）蒋薯　　　　　（II’24）

　　　∴舜謙2評㌔商　　　（II・25）

あるいは

　　　　㌘！轟β1賑）マ凝　　　（II’26）

式（II・18）の関係を使って逆変換すれば

　　　　　・・絶黄e四脚1主　　　　　al・2・・

あるいは，灘度尉引票の原点をもとに戻して

　　　　　t・・一ti・　・・一特等欝1綿駐　　　　　　　（II・28）

従って，εlllの関係は，式（15）と，上式両辺を／7…で割った式とから

　　　　　ell・一＝＝・喚齋・獅e灘瀦l！・・青

　　　　　　　斗論愚el幾編）　　　　（II・29／

となり，式（39）が得られる。

菅　例えば，犬井鉄郎：球西数・円矯函数・超幾liT“S．3’g’数（応用菱之学，第7巻）．河出，昭23一・一6，　p．239．


