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非定常短線加熱法による液体の熱伝導率

　　　　および温度伝導率の同時測定

藤井　夫・張　　　　興・藤原誠之＊
　　　　　富村寿夫・今石宣之

　　Simultaneous　Measurements　of　Thermal　Conductivity　and

Diffusivity　of　Liquids　with　a　Transient　Short－Hot－Wire　Method

Motoo　FUJII，　Xing　ZHANG，　Seiji　FUJIWARA，

Toshio　TOMIMURA　and　Nobuyuki　IMAISHI

　　A　transient　short－hot－wire　technique　has　been　proposed　to　measure　the　thermal

conductivity　and　diffusivity　of　liquids　simultaneously．　To　confirm　its　applicability　and

accuracy，　are　used　the　sample　liquids　with　well－known　their　thermophysical　prbperties．　ln

the　present　method，　through　comparing　with　the　numerical　results　obtained　under　the

same　aspect　ratios　and　boundary　conditions　of　the　experiment，　the　thermal　conductivity

can　be　determined　from　the　gradient　of　the　temperature　rise　against　time，　and　the　thermal

diffusivity　can　be　obtained　from　the　gradient　and　the　absolute　temperature　rise．　ln　the

present　paper，　three　kinds　of　liquids　are　measured，　and　it　is　found　that　the　thermal

conductivity　and　diffusivity　can　be　obtained　within　errors　of　2％　and　50／o，　respectively．

Because　of　the　simplicity　and　small　size　of　the　probe，　it　is　easy　to　coat’ @an　electrically

insulating　layer　and　only　srpall　amount　of　sample　liquid　is　required．　Therefore，　this

method　is　particularly　suitable　for　an　electrically　conducting　liquids　and　valuable　or

expensive　liquids．

1．緒　　言

　流体の熱伝導率を高精度で測定する方法の一つとし

て非定常細線法があり，この方法の適用範囲の拡大お

よび高精度化に関してこれまで多くの研究が行われて

いる（1）一一⑦。この方法の原理は無限媒質中に置かれた無

限長さの細線が一定かつ一様に発熱する場合の非定常

熱伝導の解析解に基づいて媒質の熱伝導率を求めるも
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のである。従って，測定を行うにあたっては非常に細

くて長い線熱源すなわち大きなアスペクト比（長さ／直

径）をもつ測定プローブを用いる必要がある6この方

法では，試料容器が必然的に大きくなること，また測

定用プローブの製作は相当注意深く行わなければなら

ないことなど難点も多い。また，この方法によって熱

伝導率を測定した例は数多く見られるが，温度伝導率

を高精度に同時測定した例はほとんど見られない。

　本報では，これらの難点を克服するために有限長さ

の細線（以下短細線と呼ぶ）からの非定常熱伝導に基

づく方法を提案し，実際に測定した結果を報告する。

本方法によれば，装置本体が小さくなり，測定試料が
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少量ですむこと，さらに溶融下等の電気伝導性のある

高温融液の熱伝導率を測定するような場合，絶縁被覆

層の成膜も比較的容易となる。

　著者らはすでに，短細線を加熱したときの非定常熱

伝導について細線の端部の影響や熱容量を考慮した数

値解析を行い，アスペクト比や熱物性値の比（被測定

物質の熱物性値／細線の熱物性値）および絶縁被覆層の

影響などについて詳しく検討した（8）。さらに，数値実験

を行うことにより，短細線の非定常加熱法によって液

体の熱伝導率と温度伝導率を同時にしかも精度良く測

定することの可能性を示した。本門では，短細線すな

わちアスペクト比が約200のプローブを用いて，信頼で

きる物性値が与えられている蒸留水，メタノール，ト

ルエンについて熱伝導率と温度伝導率の同時測定を行

い，測定精度を検討した結果を報告する。
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：温度伝導率比，式（3）

：無次元温度勾配

：実測温度勾配

：熱伝導率比，式（3）

：無次元温度線形切片

：実測温度線形切片

：フーリエ数，式（4）

：加熱電流値

：アスペクト比　（＝1／ri）

：細線の長さ

：単位体積あたりの発熱量

：無次元半径方向座標，式（4）

あるいは電気抵抗値，式（1D

：リード二部の電気抵抗値

：プローブ全体の電気抵抗値

：初期温度測定時のプローブの電気抵抗値

：測定時のプローブの電気抵抗値

：0℃におけるプローブの電気抵抗値

：半径方向座標

：細線の半径

：容器の半径

：温度

：初期温度

：体積平均温度（初期温度）

：測定時のプローブの体積平均温度

：時間

：プローブ細線部の電位差

Z

a

as

B

A

As

E

e

Ov

添

f

s

字

：無次元長さ方向座標

：長さ方向座標

：流体の温度伝導率

：白金の温度伝導率

：抵抗の温度係数

：流体の熱伝導率

：白金の熱伝導率

：プローブの白金リード線部の抵抗と全電気

抵抗の割合

：無次元温度，式（4）

：無次元体積平均温度

：流体

：細線

2．測定原理

　本方法は無限流体中に置かれた短い細線をステップ

加熱したときの細線の体積平均温度の非定常変化から，

流体の熱伝導率と温度伝導率を同時に測定しようとす

るものである。そこで，細線の体積平均温度と流体の

熱物性値の関係をあらかじめ明らかにしておく必要が

ある。この場合，細線端部の境界条件及び細線熱容量

を考慮した解析を必要とするが，解析解は得られない

ので，高精度の数値解析を行う。

　Fig．1に数値解析の物理モデルを示す。半径r。の円

筒容器が流体で満たされており，中心軸上に半径ri，

長さ21の細線がフレーム（リード端子）で支持されて

いる。細線に対しフレームの熱容量は十分に大きいの

で，細線両端の温度は加熱後も初期温度T。に保たれ

Te

Fig．1　Physical　model

To
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ると仮定する。また，細線の単位時間あたりの発熱量

は一定かつ一様とする。発熱量の大部分は熱伝導によ

り流体に伝えられるが，残りはフレームに伝えられる。

細線の両端は初期温度T。に保たれることから，z軸

方向の温度分布はz＝1の面に関して対称となる。そこ

で斜線で示した容器の1／4の部分を解析領域とする二

次元の数値解析を行った。

　自然対流と熱放射による伝熱を無視すると，細線と

流体に対する無次元の非定常熱伝導方程式は次式で与

えられる。

論一棟（静＋妻1砦＋券）＋芽……・・（・）

誰一静＋妻誰＋券…・…………・…・（2）

　ここで，パラメーターA，Bは，それぞれ細線に対

する流体の温度伝導率比および熱伝導率比であり，次

式で定義される。

A一一
Q：i一，　B一一］i！一　・・・・・・・・・・・・・…‘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…（3）

また，各無次元量は次式で定義される。

o一一：Zl－tlSZI．，To，　F．一＝一fY．　一3，　R＝＝4．，　z＝＝4．　・・・・・・…（4）

　　　qvr－i　　　　　　　　　r’i　　　　　　　　　　　　　　ri　　　　　　　　　　　　　　　　　　ri
　　　　A

初期条件および境界条件は以下の通りである。

初期条件　Fo－0で

　Os＝：Of＝O

境界条件　Fo＞0で

θ、＝の＝0

鰺一・診一・

雅一・

1昊一B纂，・・　・・f

e，　＝o

2

1．5

O＞@1

O．5

o

L＝200

　　　　一3一　5．82xlO

　　　　一一3一一一一一 @4．03xlO

　　　　－3一一一一 @3．48xlO

　B
　　響38．55xlO

　　－32．83xlO

　　－31．82xlO

；z＝o

；z－L－4．　・・・・・・・・・…（s）

　　　　ri

；R　＝＝O

；R　＝＝1

；R　一　oo

式（1），（2）を差分化し，陰解法により非定常の数値解を

求めた。なお，差分格子の数はR方向に201（うち細線

部11）およびZ方向に151とし，R方向には等メッシ

ュ，Z方向には不等メッシュを用いた。

　Fig．2にアスペクト比し＝200の場合の解析結果の

例を示す。図の縦軸には細線の無次元体積平均温度，

横軸には対数目盛でFoがとってある。温度伝導率比

Aと熱伝導率比Bが．4＝5．82×10－3，B＝8．55×10－3

とA　＝4．03×10－3，　B＝2．83×10－3およびA＝3．48×

10－3，B＝1．82×10”3の場合の結果をそれぞれ実線と

破線と鎖線で示してある。これらはそれぞれ，測定試

　1　5　　　10　50　　　100
　　　　　　　　　　　Fo

Fig．2　Effects　of　parameters　A　and　B　on　Ov

料が蒸留水，メタノールおよびトルエンで細線が白金

の場合に対応している。多くの液体の熱伝導率はこれ

らの流体の値の範囲内にある。Fo≒5～6から無次

元温度は直線的に上昇し，蒸留水の場合Fo＝230，メタ

ノールの場合Fo　＝165，トルエンの場合Fo　＝　140まで

直線関係が保たれている。これは，実時間にして約1

秒に相当する。

　これらの解析結果に基づき，流体の熱伝導率および

温度伝導率は以下の手順で算出される。まず，Fig．2で

θ。とlnFoとが直線関係にある領域を最小二乗法に

よって一次式近似する。すなわち，

　Ov＝＝ailnFo十bi　・・・・・・・・・・・・・・・・…　一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　（6）

　一方，同じアスペクト比の短細線をステップ加熱し

たときに測定される温度の経時変化も片対数グラフ上

で直線となり，それを最小二乗法によって一次式近似

する。すなわち，

　Tv＝a21n　t一トろ2　。・・■■・。・■■一一一…　。・。・…　。・。…　一・。・。・・・…　。（7）

次に，式（6）のθ。とFoを定義式によって有次元化する

と次式となる。

㊨一嘩幽＋鱒（a、ln望＋bl　　r－i）　……・…・・（8）

式（7）と式（8）とを比較することにより，次式から熱伝導

率Aと温度伝導率αがそれぞれ求められる。

A一の場一器告…………・…………一……（9）

a＝＝　r2iexp　（b，　b，a2　al）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…’’””’’’’’”（io）

3．測定装置および測定手順

測定装置は測定用プローブと試料容器および計測機
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器類からなる。前者の概要をFig．3に示す。プローブ

は直径50μm，長さ9．42㎜の白金細線①で，これが直径

48mm，厚さ10mmのセラミック（A1203）板②に支持され

た直径1㎜の2本の白金リード端子③に溶着されてい

る。プローブの加熱用および電圧測定用リード線④⑤

は直径0．50㎜の白金線で，図に示す試料容器の外側で

白金リード端子に接続されている。なお白金リード端

子の正味の長さは111㎜である。試料容器⑥は，内径54

㎜，高さ70㎜，内容積160㎝fのテフロン製蓋付円筒容器

で，耐薬品性，耐熱特性が良く，断熱性能もすぐれて

いる。測定用プローブは支持セラミック板を介してこ

の容器の蓋に固定されている。

　プローブの加熱は，電流リード線を介して定電流電

源からの直流通電によって行う。加熱および測定回路

の概略をFig．4に示すが，この計測システムはパーソ

ナルコンピューターによりすべて自動化されている。

p．c．

D．C．

power　supply

Pve　control
switeh

Rtmy

Rprobe

Digiul
multirneter

RstcL

＠

Digital

multimeter

①Fine　pla血um　wi爬（50μm　dia．）

＠　Ceramic　plate　（48mm　dia．　10mm　thickness　）

＠　Platinum　lead　terminal　（　1mm　dia．　）

＠　Lead　wire　for　voltage　measurement

＠　Lead　wire　of　heating　electric　current

＠　Test　vessel　（　Teflon　）

＠　lnsulating　material

Fig．3　Schematic　of　experiment　apparatus

fig．4　Schematic　of　measurement　system

直流定電流電源（菊水電子工業株式会社製PAB70－1

A形）には，コントローラー（同，DPO2212A形）が

接続されている。この電源により0～1Aまでの電流

を任意に設定して流すことができる。この電源の安定

性は，電源電圧の±10％変動に対して2mA，出力電圧の

0～100％変動に対して10mAである。電流および電圧測

定用のディジタルマルチメーターは同じもので，

Keithley社のModel　2001であり，実際の測定時に設

定したサンプリング間隔33msにおいて有効な測定桁

数は6．5桁である。なお，電流測定には横河電機製の10

Ωの標準抵抗器を用いた。

　本測定において，白金の短調退部の体積平均温度の

経時変化を求める必要があるが，これは1㎜径の白金リ

ード端子部を含むプローブ全体の電気抵抗と温度との

関係をあらかじめ校正することにより，以下のように

して算出する。まずFig，5にプローブ全体の電気抵抗

と温度との関係の検定結果を示す。プロット点が測定

値で，実線は次式で表わされる検定式である。

　R－Rt，（1＋BT）　・・・・・・・・・…一・・・・・・・・・・・・・・・・・…一・・・…aD

ここでRt。は0℃での電気抵抗値で0．51517Ω，βは温

度係数で3．918×10－3／℃である。式aDと実測値との差

異は0．0005Ω以内である。

　試料の初期温度は，容器を含めて平衡状態にあると

し，その時の電気抵抗をRiとすると，次式で算出され

る。

Tv一＝
求i一fii／t’　一i）　・・・・・・……・・・・・・・・・・・・・・…一…一…a2）

　一方，加熱開始後は，短細線部の温度は上昇するも

のの，1㎜径のリード端子部の温度は殆ど変化しない。

すなわち，プローブ全体の状況は検定時とは異なる。

従って，短細線部の体積平均温度の算出にあたっては，

この初期温度に得られたリード端子部の抵抗値の影響

一　102　一
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Fig．　5

　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　T【Oq

Calibration　of　electric　resistance

を補正する必要がある。ある基準温度（0℃）におけ

るリード端子部と短細線部を含むプローブ全体の電気

抵抗の比Rtead／Rρ，。beをεとおいてこの補正を行うと，

短細線部の体積平均温度は次式で算出される。

Tv（の一去（腔）譜一1）…・・………………・a3）

なお，本測定で用いたプローブの場合，ε＝0．029であ

る。

　測定は，以下のような手順で行った。まず流体の初

期温度を計測するために，プローブ（RPr。be）に約3mA

の電流を印加し，次に回路のスイッチをダミー抵抗

（Rp，。beと同程度の固定抵抗0．2Ω）側に接続し，所定

の加熱電流を発生させる。なお，約3　mA程度の微小電

流による短細線部の体積平均温度の上昇は0．002℃以

下と見積もられ無視できる。電流値の安定を待って後，

スイッチを測定系に接続して加熱を開始する。計測時

間は数秒間である。本測定では初期温度測定時間約3

秒，電流安定待ち時間0．5秒および加熱時間5～6秒に

設定した。なお，加熱電流は短細線体積平均温度の上

昇が2～3℃程度になるように設定した。測定の再現

性を確かめる測定を行う際には，30分以上の待ち時間

を設けた。

4．測定精度の検討

　第2章の測定原理で記したように，本測定法は短細

線まわりの非定常熱伝導の数値解析結果に基づいたも

のである。従って，熱伝導率および温度伝導率の測定

精度は通常の測定誤差だけでなく，数値解析の精度に

も影響を受けることになる。数値解析の精度について

は，前回㈹で詳細に検討を行った。その結果，無限長さ

に相当する細線の場合について温度上昇の計算結果の

誤差は。．1％以内であると評価されている。Fig．3に示

す短細線についても同様な精度が確保されていると見

なせるので，数値解析結果が0．1％程度の誤差を含むと

考えたとき，すなわちマスタープロット（a1およびb、

の値）に初めから0．1％の誤差があるとしたときのλ

とαの測定誤差を評価する。一方，通常の測定誤差は

本測定法の場合，式（9），（1①から明らかなように，a）体

積発熱量qv，　b）細線半径ri，　c）温度の経時変化Tv（t）

すなわち，式⑦におけるa2，　b，の測定誤差によって生

ずる。

　これらのすべてについて誤差の伝播を考慮した場

合，Aとαの誤差はそれぞれ次式で表わされる。

学一｛（％t）2＋（学）2＋（尋）2＋（11？i’）2＋（誓）2｝t…（14

誓一［（2勢）2＋｛δ（豊1）］2＋｛δ（会）／2］s…一…・（15）

　上式の各項について，妥当な評価を行った結果，λ

およびαの誤差はそれぞれ±1．5％および±4．7％と

見積もられる。

　なお，短細線の長さの計測は溶着部の正確な位置が

不明であることおよび若干のたわみがあるため，正確

に行うことが不可能であった。従って，この長さは，

蒸留水の測定において，Aの値が文献値と一致するよ

うに定め，数回の測定における平均値として1＝

9．42±0．01㎜が得られた。

5．測定結果

　Fig．6に短細線の体積平均温度の経時変化の測定例

を示す。縦軸には初期温度との差，横軸には対数目盛

で時間がとってある。蒸留水，メタノールおよびトル

エンの場合について，それぞれ約5秒間の測定データ

をプロットしてある。細線長さが短いために自然対流

の現われるのが長細線の場合より早くなっているが，

最も早く現われるトルエンの場合でも，1秒以上直線

関係が保たれている。熱伝導率はこの直線関係の勾配

のみから算出されるので，この時間は測定にとって十

分である。

　これらのデータをもとに，式（9）および式⑩を用いて

算出された熱伝導率および温度伝導率の値を文献値と

比較してTable　1，2および3に示す。測定された熱物

性値は初期温度におけるものとしてある。参照値は，

文献［9］の値を温度に関して内挿して求めたものを記
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s

してある。蒸留水の場合については細線長さを決定す

る際に参照値として用いたので，文献値と一致するの

は当然であるが，トルエンについても文献値と測定誤

差以内で一致する結果が得られている。メタノールに

ついては，温度伝導率の測定結果に関しては測定誤差

以内で一致しているものの，熱伝導率については参照

値より測定誤差範囲以上に低い値となっている。しか

し，文献［10］に示された推奨式により算出した表中

括弧内の値と比較すると熱伝導率の値も測定誤差内の

値となっている。

　本測定法の原理は，Fig．2に例示した数値解析結果

としてのマスタープロットθ。vs．　Foの関係に基づい

ている。この関係は，細線と試料との熱物性値の比、4，

Bをパラメータとして得られるものである。本測定で

Table　1　Thermal　conductivity　and　diffusivity　of　water

Temperature Ref。　data Measured Ref。　data Measured Relative

Substance T α α
λ λ errors　of

［℃］ ［㎡／s］ ［㎡／s］ ［W／（m・K）］ ［W／（m・K）］ α＆λ［％］

22．08 1．444E－7 1．44E－7 0．6022 0，603 0，　0．1

Water 22．23 1．444E－7 1．44E－7 0．6025 0，606 0，　0．6

H20 22．25 1．444E－7 1．44E－7 0．6025 0，604 0，　0．2

22．70 1．447E－7 1．46E－7 0．6033 0，601 0．9，一〇．4

22．78 1．447E－7 1．45E－7 0．6034 0，606 0．29　0．4

Table　2　Thermal　conductivity　and　diffusivity　of　methanol

Temperature Ref．　data Measured Ref．　data Measured Relative

Substance T α α
λ λ errors　of

［℃］ ［㎡／s］ ［㎡／s］ ［W／（m・K）］ ［W／（m・K）］ α＆λ［％］

20．80 1．030E－7 1．03E－7・ ．2039（．192） 0，194 0，一4．9

20．81 1．030E－7 1．01E－7 ．2039（．192） 0，194 一1。9，一4．9

Methano1 21．13 1．029E－7 1．04E－7 ．2038（．192） 0，194 1．1，一4．8

CH30H 21．86 1．028E－7 1．03E－7 ．2036（．192） 0，195 0．2，一4．2

23．48 1．023E－7 1100E－7 ．2031（．191） 0，194 2．2，一4．5

Table　3　Thermal　conductivity　and　diffusivity　of　toluene

Temperature Ref．　data Measured Ref，　data Measured Relative

Substance T α α
λ λ errors　of

［℃］ ［㎡／s］ ［㎡／s］ ［W／（m・K）］ ［W／（m・K）］ α＆λ［％］

19．69 8．932E－8 9．26E－8 0．1320 0，130 3．7，一1，5

19．88 8．927E－8 9．05E－8 0．1319 0，130 1．4，一1．4

20．03 8．924E－8 8．93E－8 0．1319 0，130 0．1，一1．4

Toluene 22．74 8．859E－8 8．97E－8 0．1311 0，129 1．3，一1．6

C6H，・CH3 22．81 8．857E－8 9．18E－8 0．1311 0，129 3．6，一1。6

23．53 8．840E－8 9．20E－8 0．1309 0，130 4．1，一〇．7

23．95 8．830E－8 9．08E－8 0．1307 0，130 2．8，一〇．5

25．13 8．801E－8 8．89E－8 0．1304 0，130 1．0，一〇．3
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は蒸留水，メタノール，トルエンについてそれぞれの

熱物性値に対応したマスタープロットを用いて熱伝導

率と温度伝導率を算出したが，本測定法の厳密な適用

にあたっては，以下のような繰り返し過程が必要とな

る。まず，被測定流体の熱物性値を予測し，それに対

応するパラメータA，Bを用いた数値解析を行う。こ

れから得られたマスタープロットと測定結果の比較か

ら熱物性値の第1近似値が求まる。次に，この第1近似

値に対応するパラメータについて数値解析を行い，そ

の結果に基づいて新しく熱物性値の第2近似値を算出

する。この過程を，熱物性値が所定の精度内の値に収

束するまで繰り返す。実際には測定対象とする流体の

熱物性値の概略の範囲にわたってA，Bの値を数段階

変化させた解析をあらかじめ行っておくことで，上記

の手順は簡略化できる。

　［9］の値より文献［10］の値に近い結果が得られ

　た。

4）本測定法を適用するにあたっては，あらかじめ短

細線のアスペクト比および被測定流体の熱物性値に

適合したパラメータA，Bについての数値解析を精

度よく行う必要がある。

5）測定用のプローブの製作は非常に容易で，形状も

シンプルである。従って，電気的絶縁を行うための

被覆を行うことも従来の細線法に比べて容易となる。

また，細線の電気抵抗も小さいため端子間電圧も低

い。これらのことを考慮すると，本測定法は電気伝

導性の大きな流体への適用の可能性が高い。現在，

プローブを絶縁被覆し，さらに被覆層の影響を考慮

した解析を行うことにより，溶融炭酸塩の熱伝導率

の測定を試みている。

6．結　　言

　前置で提案した，短細線非定常加熱法を用い，実際

に流体の熱伝導率および温度伝導率の同時測定を行っ

た。測定装置の製作，蒸留水，メタノールおよびトル

エンを対象にした測定により以下の結論を得た。

1）細線長さ10mm程度の測定用プローブを用いた場合

　でも，少なくとも1秒間は非定常熱伝導の現象が維持

　されることが明らかになった。この時間は，熱伝導

　率および温度伝導率の算出に十分であることが確認

　できた。

2）標準試料を用いた補正により細線長さの測定誤差

　の影響を除くと，本測定法の測定誤差は熱伝導率お

　よび温度伝導率に関して，それぞれ±1．5％および±

　4．7％と見積もることができる。ただし，ディジタル

　マルチメータとしては高速サンプリングで高精度測

　定が可能なものを用いる必要がある。

3）標準試料とした蒸留水を除いて，トルエンについ

　ての測定結果は熱伝導率および温度伝導率のいずれ

　についてもほぼ本測定法の測定誤差以内で文献値と

　一致した。メタノールの熱伝導率については，文献
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