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論文

カーボンブラック添加によるカンナ屑マットの断熱性改善

（第2報）
ー実大マットの熱伝導率および断熱性改善メカニズムー

関野登＊• 佐々木紫乃＊＊

Improving the thermal insulation capacity of wood shaving insulation 

mats through the addition of carbon black (Part 2) 

-Thermal conductivities of full-scale mats and the mechanisms of performance improvement -

Noboru SEKINO* and Shino SASAKI** 

I. はじめに

木材残廃材（カンナ屑等）を活用した木質小片断熱材は，木質資源のカスケード利用や，住

宅への炭素蓄積に貢献できる等の利点があるが，断熱性の指標である熱伝導率 0)は建築

用断熱材の中では最低ランクに留まっている (1)。そこで前報 (2)では，簡易な手法による

断熱性能改善を目的として，印刷インキ等に用いられるカーボンブラック（以下， CBと記す）

を実験室製のカンナ屑小片に添加し，カンナ屑マットの入とCB添加量の関係を検討した。そ

の結果，原料小片に対して重量比0.25%という微量添加においても， 入は 5-6%程度低下す

るという断熱性改善が認められ，断熱ランクは 1段階向上することが明らかとなった。しかし，

供試した実験室製小片は比重が揃った木材から調製され，かつ寸法がある程度揃ったものであ

り，実際の木材プレカット加工で生じる混合樹種かつ寸法が不揃いのカンナ屑とば性状が異な

る。また， 入測定は寸法200mmx 200mm x 30mmの小型試験体を用いて行われた。そこで本

研究では，現実に工場から排出される小片を用いて実大サイズのカンナ屑マットを作製し，そ
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の入を測定することでCB;添加による断熱性改善を実用に近い状態で検証した。また，断熱性

改善のメカニズムをマット内で生じうる様々な伝熱形態の観点から考察した。

II. 実験方法

1 . 供試小片とCB添加

供試小片はプレカット工場で排出されたベイマツとベィヒの混合カンナ屑であり，混合割合

は重量比で概ね 6:4, 予め網目3mmの飾で微粉が除去されている (3)。JIS規格の飾を用い

た分級結果を表 1に示すが， 目開き9.5mmの飾を通過して目開き2.8mmの飾上に残る小片が全

体の約 8割（重量比）を占めた。各フラクションおよび未分級から小片100個を無作為に抽出

して測定した厚さは，平均値で0.12mmから0.39mmの範囲にあり，全体平均では0.23mmであっ

た。前報 (2)で用いた実験室小片の厚さは0.12mm程度であったから，本研究の小片は約 2倍

の厚さとなっており，それが現実のプレカットカンナ屑の特性と言える。また，小片の自然堆

積状態の密度（マット嵩密度）を既報 (4) と同様の方法で測定したところ， 43kg/面であった。

なお，このマット嵩密度は前報 (2)で用いた 3種類の実験室製小片のマット嵩密度 (34,42, 

50 kg/rrlりに対して，中間的な値であった。

添加に用いたCBはカラー印刷等に使用される市販のCB粉末であり，前報 (2) で用いた 3

種類のCBの中の一つである（旭カーボン社製 "SUNBLACK: X55")。このCBの平均粒子径

は25nm. 窒素吸着比表面積は80面lgである（カタログ値）。また，当該CBの気乾含水率を全

乾法で測定したところ， 0.7%であった。小片への添加量の条件は，前報 (2)の試験結果から

断熱性の改善率が良好であった全乾重量比0.25%および比較検討のためにその 4倍量である

1%の2条件とした。

小片へのCB添加は以下の手順で行った。まず， CBを蒸留水中に分散させて濃度 1%の水溶

液を調製した。この操作は超音波洗浄器 (Iuchi製US-2; 38kHz) を用いて容量200ccの秤最ビ

表 1 供試小片の寸法分布 (JIS諦分級）と厚さ

分級区分（飾目開き）
重量比率 小片厚さ (mm)

(%) (N=lOO) 

13.2 mm on 0.8 0.39士 0.24

13.2 mm pass -11.2 mm on 1.5 0.28土 0.14

11.2 mm pass -9.50 mm on 3.4 0.27土 0.14

9.50 mm pass -6.70 mm on 19.8 0.22土 0.10

6.70 mm pass -4.75 mm on 22.5 0.19士 0.13

4.75 mm pass -2.80 mm on 38.3 0.19土 0.27

2.80 mm pass~1.18 mm on 11.5 0.17土 0.11

1.18 mm mesh pass 2.2 0.12土 0.09

未分級 100 0.23土 0.18
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ン中で行った（超音波作動時間は10分）。分散後のCB水溶液は，直ちに家庭用小型自動塗装機

（日本ワグナー・スプレーテック株式会社製， HP-W330; 50Hz)に投入さ れ，次項に示すマ ッ

ト試験体の所要重量の小片（約 7kg) に対して所要量のCBを霧吹き塗布した。なお，この塗

布操作は容量90Qのポリ袋内で行われ，10回の繰り返しに より所要量の小片を準備した。 CB

添加後の小片は，全体を十分に混ぜ合わせ，含水率10%以下となるまで20℃40%RHの恒温恒

湿チャンバー内で養生した。

2. マッ ト試験体の作製と熱伝導率の測定

作製するマット試験体の密度は 1条件で，マット嵩密度 (43kg/出）の約1.5倍の65kg/rrfとし，

所要量の小片 (CB無添加， 0.25%添加および 1%添加の 3条件）を，写真 1 (左）に示すよ

うな内寸1000mmx 1000mm x 50mmの木製型枠内に手で敷き込み，マッ ト試験体を作製した。

なお，型枠の底面にはセルロースファイバー吹き込み用の布製シートが張られており，その厚

さは0.05mmと極めて薄いため熱抵抗が小さく，試験体の熱伝導測定では無視できるレベルの

熱抵抗となっている。また，小片敷き込み後の上面中央部（後述する熱流計に接する部分）に

も同様のシート を置いた（写真 l右）。

熱伝導率の測定には， JISA 1414-2に規定する熱流計法試験体l枚対称構成に準拠して作製

された装置を用いた（図 1)。この装置ば恒温恒湿チャンバー内に設置されており，一対のス

テンレス製熱板（寸法1000mmx 1000mm x 38mm)とそれぞれの熱板に恒温水を供給する恒

温水循環装置 (ADVANTEC社製， TBH050AB;約25Q /min)で構成される。上部熱板の下

面および下部熱板の上面には，それぞれ薄型熱流計（寸法310mmx 310mm x 0.6mm; 熱板中央）

と4か所の測温点 (T熱電対，熱流計外周と熱板外周の中点）が配置されており，試験体を両

熱板と密着させて熱伝導率を測定する。なお，熱板は側面と上面または下面が断熱されており，

熱板温度は0.1℃精度で制御が可能となっている。また，熱流計および熱電対はデータ ロガー

IN.ti一
写真 1 試験体型枠（左）とマ ッ ト試験体 （右）
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図 1 熱伝導率測定装置の全体外観（左）と試験体設置部の模式図（右）

(GRAPHTEC製： GL820)に接続され，熱流および温度データが30秒間隔で収集される。

本研究ではマ ット試験体の平均材温25℃における熱伝導率を得るため，上部熱板温度を

30℃，下部熱板温度を20℃に設定した。また，下部熱板付近でのマ ット試験体の結露を防止す

るため，チャンバー内の温湿度を20℃30%RH程度に保った。熱伝導率の測定手順は以下のと

おりである。

① 上部および下部の熱板が設定温度に達した後に，下部熱板を上下させる油圧ジャッキを作

動させてマット試験体を上下熱板と密着させる（マ ット厚さは型枠の高さ50mmで規制され

る）。

② 熱流値が一定すなわち定常熱流に達したことを確認後 （概ね 9時間程度），さらに30分の

測定を継続する。

③ 定常到達後30分間の上下熱流の平均値 q(W/rrl). 上部熱板温度すなわちマット試験体高

温側温度 (4測点の平均値； T砂，下部熱板温度すなわちマット試験体低温側温度 (4測点

の平均値；TL)を算出し，式 (1)より熱伝導率入を算出する。ただし，dは試験体厚さ (0.050m)

である。

入=q
d 

(TH一乃） [W/mK] (1) 

④ 測定終了直後に，マット中央付近の 3か所で小片をマット厚さ方向に攪拌し，それぞれの

個所から約8gの小片を採取し，全乾法によりマット厚さ方向の平掏的な含水率を求める。

⑤ 前記①から④の操作を， CB無添加， 0.25%添加， 1%添加の 3条件のマットに対して，そ

れぞれ9回の繰り返し測定を行う 。
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3. CB添加前後の色差および平衡含水率の測定

写真 2はCB添加前後での小片の外観の相違を示すが，これを数値化する目的で色の測定を

行った。測定にはハンディ型分光色差計 （日本電色工業， NF555)と色彩管理ソフトウェア （日

本電色工業カラーメイト 5)を用いた。小片をポリエチレン袋に入れ，上から分光色差計を

押し当てて無作為に抽出した10点について測色した。測定値をL*ずb*表色系の色度図で表し，

CB添加による小片の色の変化を数値化した。

さて，前報 (2)ではCB添加による小片の平衡含水率の変化を調べ，当該CBの添加により

平衡含水率は低湿度域で0.5%程度の減少，高湿度域で0.6%程度の上昇という知見が得られて

いる。小片の吸湿性はマットの熱伝導率に影響するため，吸湿性データの充実を目的として

本研究の供試小片に対しても平衡含水率の測定を行った。飽和塩でRH33, 43, 54, 65, 75, 

85, 93%に調湿されたデシケータ (20℃の恒温室内に設置）にCB添加小片 2条件及び未添加

小片を全乾状態で入れ，恒量に達するまで 3週間以上調湿したのち，平衡含水率を算出した。

なお，用いた小片の重量は，小片条件，湿度条件ごとに10g程度とした。

写真2 供試小片の外観（上：対照，左下： CB0.25%添加，右下： CB1%添加）

皿 結果

1. CB添加による小片の色の変化

写真2に示すようなCB添加による小片の暗色化について，L*ざb*表色系か ら定量化してみる。

測定結果を図 2に示すが，明度指数であるじに着目すると ，添加前（対照）の値は平均59.2で，

CB0.25%添加では平均44.8(低下率24%), CBl %添加では平均28.3(低下率52%) となり，添

加率に応じて暗さが増した。一方，クロマチックネス指数と呼ばれるa・とb*で構成される直交

座標系は色相と彩度に関わり，原点は無彩色で原点から遠ざかるほど彩度が高く鮮やかな色と

なる (5)。色相はaも＊座標で異なり， a*の正値が大きいほど赤系が強く， b*の正値が大きいほ

ど黄色系が強くなる。添加前 （対照）のa*値は平均9.5であるが， CB0.25%添加では平均5.5(低
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図2 CB添加前後での小片の色変化 (L*: 明度指数， a*,b*:クロマチックネス指数）

下率42%), CBl %添加では平均2.1(低下率78%) となった。また， b*値は，添加前（対照）

は平均21.7であるが， CB0.25%添加では平均14.2(低下率34%), CB1%添加では平均5.2(低下

率76%) となった。 a*,b*ともに添加量が増加するほど原点に近づいて彩度が低下し，明度指

数L*の低下とともに，小片が暗い茶色もしくは黒に近づく様子が定量化された。

2. CB添加による平衡含水率の変化

平衡含水率の測定結果を図 3に示す。 CB添加の前後で平衡含水率の変化は小さく，最大で

もRH43%における約 1割の増加に留まった。前報 (2)でも考察したように当該CBの吸湿

性は木材自体よりも小さいため， CB;添加された小片の平衡含水率は単純な加成則に従えば，

添加量が微量であるためその影響は小さいものの添加前よりも低下すると考えられる。ところ
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図3 小片の平衡含水率 (20℃)の測定結果
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が実際は添加前に比べて同等か若干の増加を示した。この原因としては， CB粒子が木片表面

で凝集して複雑な凹凸構造を作り出し，水分子を毛管凝縮させて保有するためと推察される。

いずれにしても，前報 (2)および本研究での測定結果より，重量比で 1%以下という CBの微

量添加は木片の吸湿性にほとんど影響しないことが明らかになり，水分が断熱性を損なわせる

という点から見れば， CB添加による断熱性のマイナス要因は無視できると言える。

3. CB添加による熱伝導率の変化

熱伝導率の測定結果を測定終了時のマット含水率との関係で図 4に示した。CB添加前（対照）

の入は0.045土O.OOlW/mK(平均値士標準偏差，以下，同様）であり，含水率は6.9-7.7%の範

囲にあった。一方， CB添加マットは含水率が対照よりも広い範囲にばらついたが， 入は対照

よりも明らかに低くなった。 CB0.25%添加マットの入は0.040士0.002W /mK, CBl %添加マッ

トは0.039士O.OOlW/mKであったがこれらの平均値の間に有意差は認められなかった。これ

より， CB;添加による断熱性改善は全乾重量比0.25%という微少な量で十分と言える。

さて，木材の熱伝導率は含水率の影響を受けるため (6, 7), 木質系材料の断熱性を比較す

るには同一の温湿度使用環境下における水分状態での熱伝導率の比較が望ましい。本研究の場

合前項で明らかとなったようにCB添加による平衡含水率の変化は僅かであった。したがって，

図4では同一含水率で熱伝導率を比較すれば同一使用環境での性能比較となる。いま， CB添

加マットの全18プロットに関して含水率と Aとの相関を調べると，有意水準5%で相関が認め

られ，図4に示す腹線回帰式を得た。この回帰式を用いて対照マットの含水率平均値 (7.4%)

における入を算出すると0.039W/mKとなり，これは対照の平均値0.045W/mKよりも約14%低

い値となった。通常，断熱材は熱伝導率に応じで性能ランクが設けられており (8), 0.041以

上0.046W/mK未満はランクB,0.035以上0.041W/mK未満はランクCに属するが（図 4の補助
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線を参照），この結果より CB添加によって断熱材の性能ランクが一段階向上することが前報 (2)

の結果と同様に検証された。ただし，前報ではCB添加による入改善効果が約 5-6%であっ

たのに対し，本実験では約14%の改善となった。その理由は不明であるが，現実に工場から排

出される小片を用いた実大カンナ屑マットにおいて一層の改善効果が認められたことは，好ま

しくもあり興味深い。

IV. 考察

ここでは，本実験の結果で検証されたCB添加による熱伝導率の低下という現象について，

カンナ屑マットの伝熱メカニズムの視点から考察し，断熱性改善の要因を探る。

1' カンナ屑マットの内部構造と伝熱形態

図5はカンナ屑マットの内部構造であり，高温側から低温側に熱が伝達される様子を模式的

に示している。空間位置の視点でマット内の伝熱形態を区別すると，個々の小片における熱伝

導，小片の接点（接触面）を介しての熱伝導そして，小片に取り囲まれた粗大空隙における

対流と放射（輻射）による伝熱， となる。これら 3点のそれぞれについて， CBの添加が及ぼ

す影響を以下に考察する。

まず，小片における熱伝導について考える。図 6(a)に示した写真は， CB1 %添加小片の拡

大画像 (1500倍，環境制御型電子顕微鏡FEIQuanta400にて撮影）である。細胞内孔の凹面と

細胞壁の切断面が拡大されて見えるが， CB粒子の凝集体がその凹面に散在する様子が見て取

れる。図 7にCB粒子の凝集体の構造 (9)を示すが，その構造は複雑であり熱伝導率について

く高温側＞
熱流.

伝導

（小片の接点）

く低温側＞ 熱流 喜

図5 カンナ屑マットの内部構造と伝熱形態
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，
 

(a) CB1%添加小片の拡大画像
(ESEM: 1500倍）

~~ (b)連続空隙の分断による
対流抑制

J J  
◎〇‘(c)表面凹凸の形成による

対流抑制

図6 小片表面の拡大画像および伝熱メカニズムの模式図

3. 衰園性状

態お04.Jl集体分布(TEM)

2. ストラクチャー

図7 CB粒子凝集体の構造 (8)

は不明である。ただし，CB粒子はグラファイト構造（炭素原子六角網平面の規則的積層構造）

を採るのは粒子の最外層付近のみという報告 (10)があり，グラファイトのような高い熱伝導

率（約16W/mK) は持たないと考えられる。いま， CB粒子の凝集体の熱伝導率を炭素繊維材

料の熱伝導率（繊維方向で5.9W/mK, 繊維直交方向で0.49W/mK) (11)に近いと仮定した場

合これらの値は木材の細胞壁自体の熱伝導率（繊維方向で0.65W/mK,繊維直交方向で0.42W/
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mK) (2) と比べて最大で約 9倍の大きさとなる。相対的に熱伝導率の大きな粒子が小片表面

に付着しているため， CB添加された小片は未添加に比べて熱伝導率が大きくなると考えられ

る。ただし， CB添加量は最大でも小片に対する重量比 1%と少なく，かつ，小片表面のみに

散在するため，熱伝導を促す効果は小さいと考えられる。したがって，小片の熱伝導から見た

CB; 添加とは，少なくともマットの熱伝導率を増加させる方向に働き， CB添加によりマットの

熱伝導率が低下したという結果とは相反する。

次に，小片の接点（接触面）を介しての熱伝導について考える。マット内には様々な接触状

態の小片の接点あるいは接触面が存在するが，その場所にCB粒子の凝集体が存在する場合の

影響を考察してみる。図 6(b)に示すように，小片の接点が少なく面的に接触しない場合，隣同

士の小片間粗大空隙が部分的につながって連続空隙を構成し，対流伝熱を助長させる可能性が

ある。 CB粒子の凝集体が接点付近に存在すれば連続空隙を分断する作用が働き，対流伝熱が

抑制されてマット全体の熱伝導率の低下に寄与する可能性がある。しかし，この作用は小片間

に新たな熱橋を形成させるマイナス要因でもあり，対流伝熱の抑制と熱橋による熱伝導の促進

により効果は相殺させる可能性もある。

続いて，小片に取り囲まれた粗大空隙における伝熱について考える。図 6(a)および(c)に示す

ように， CB粒子が小片表面に付着すれば表面の凹凸は一層増えて表面粗さが増し，それが粗

大空隙における対流伝熱を抑制する可能性がある。また， CB粒子の付着によって粗大空隙の

表面性状が変化すると，放射伝熱の程度が変わる可能性もある。粗大空隙における伝熱は，対

流伝熱と放射伝熱が複合されたものであり，次項では粗大空隙の伝熱に及ぽすCB添加の影響

をモデル計算により定量的に考察してみる。

2 小片間粗大空隙の等価熱伝導率

前報 (2)ではCB添加による熱伝導率の低下を小片間の粗大空隙の伝熱特性から考察した。

具体的には粗大空隙における対流と放射の複合熱伝達を熱伝導と見なし，その複合熱伝達の指

標を“等価熱伝導率＇で扱い，モデル計算により CB添加前後で等価熱伝導率の差異を調べた。

用いた伝熱モデルは木材を細胞壁（木材実質）と細胞内孔（空隙）の 2成分に分けて考える

Kollmannの直列・並列モデル (12)を基本としており，信田ら (13)が行ったパーティクルボー

ドの熱伝導解析のための 4成分モデルヘの拡張（接着剤と吸着水分の 2成分を追加）を参考と

して関野ら (14, 15)が木質マットの熱伝導率解析のための 4成分（木材実質，細胞内孔，吸

着水分，粗大空隙）に発展させたモデルをベースとしている。この 4成分モデルはCB添加前

のカンナ屑マットに適用され，そしてCB添加マットには図 8に示す 5成分モデルが提案され

た。

図8において，直列要素では 5成分が熱流方向に対して垂直に積層されている。要素全体を

貰く熱は各成分の熱抵抗（厚さ／熱伝導率）の総和に依存し， 5成分の混合体の中では最も熱
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木材実只ふ

細胞内孔 入l

直列要素（入min) 並列要素（入max)

図8 5成分系の伝熱の直列・並列モデル

11 

伝導率が小さく，その熱伝導率 ,lminは式 (2)で示される。その対極として 5成分が熱流方

向に対して平行に積層された並列要素があり， 5成分の混合体の中では最も熱伝導率が大きく ，

その熱伝導率 ,lmaxは式 3で示される。

D V 
入min=---;r-= :E(-) 竺凶十四平平 (2) 

入 入s入l入w 入cb 入cp

入
L(f・ 入) (Vs・入s)+(Vl・ 入I)十(Vw・入w)+(Vcb・ 入cb)十(Yep・ 入cp)

max= = 
F V 

(3) 

ここで， Dは要素全体の厚さ， dは各成分の厚さ， Fは要素全体の幅， fは各成分の幅， Vは体積，

添え字s,l, w, cb, cpは，それぞれ，木材実質 (Substance),細胞内孔(Lumina),吸着水分(Water),

カーボンプラック (CarbonBlack), 小片間粗大空隙 (CoarsePores)を示す。このモデルで

は固 5に示したマットの内部構造を最も熱を流しにくい直列要素().min)と最も熱を流し

やすい並列要素().max)の2要素の混合体と仮定し，マットの入は 2要素混合系の複合則で

ある式 (4)を用いて算出できる。ただし， Zはマット中の並列要素().max)の存在比であり，

O<Zく1である。Zはマット構造に依存するが，モデル計算では“ある一定区間におけるマッ

卜密度範囲でZは一定値をとる”という仮定のもと， Zの変動係数が最小となるように未知数

である粗大空隙の等価熱伝導率().cp)が決定される。

入（実測値） =Z・入max+(1-Z)・入min (O < Zく 1) (4) 

さて，前報 (2)のモデル計算では，実験室製カンナ屑のマッ ト （密度65kg/rrl)に対して，

入cpの値はCB添加前で0.045W/mK. CB添加後で0.042W/mKとな った。ただし， 20℃40% 

RHの周囲環境に平衡した時の値であり，また， CB添加率0.25,0.5, 2 %の 3水準で入 cpの値

に差はなく，いずれも対照に対して約 7%小さかった。これらの値は静止空気の熱伝導率(25℃)

である0.026W/mKに対して1.6-1.7倍の値である。細胞内孔のような小さな空隙 （直径0.1-

0.01mm程度）では空気の粘性により対流はほとんど生じず，その熱伝導率は静止空気と同様

に扱えるが (12)' 小片間の粗大空隙では対流伝熱と放射伝熱の複合に より大きな値となった
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と解釈できる。ただし， CB添加により入 cpは若干低下しており，これはCB粒子の付着による

表面性状の改質の効果と言える。

そこで本研究の実際のカンナ屑マットに対しても，上述の手法により粗大空隙の ,lcpの算出

を試みた。表2は算出に用いた物性値の一覧である。対照， CB0.25%添加， CB1%添加の 3条

件で入 cpの算出を試みた結果，対照とCB1%添加ではZの変動係数が発散して入 cpは特定でき

なかったが， CB0.25%添加での算出値は0.039W/mKとなった。この値は前報 (2)で得たCB

添加後の値0.042W/mKよりも更に小さい値である。対照の入 cpが算出できなったためにCB添

加の直接的な効果は示し得ないが，本研究と類似した小片マットの入 cpとして0.045W/mKと

いう値が報告されている (15)。この既報値は平均寸法13.3mmx 14.8mm x 0.21mm (厚さ）の

ベイマツのカンナ屑小片を用いた密度60-SOkg/rrlのマットに対するもので，小片サイズは本研

究の供試小片よりもやや大きいが，小片厚さはほぼ同等でマット密度も近いことから小片間の

粗大空隙は本研究のマットと類似すると考えられる。したがって，この既報値を対照と扱えば

CB添加により入 cpは約13%低下したことになる。

表2 小片間の等価熱伝導率の算出に用いた物性値

対照 CB0.25%添加 CB1%添加

1.5 

0.65 

0.42 

rs g/c面 1.5

木材実質 ..1 s/ / W / (mK) 0.65 

入s.l W / (mK) 0.42 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

細胞内孔 A I W / (mK) 0.025 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

原木気乾 ra g/crr! 0.515 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

rcb g/crr! 

入cb// W/(mK) 

入cb.l W/(mK) 

添加率 (%) 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

吸湿水分
r w g/crr! 11.220 

..1 w W/(mK) 0.6 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

MC (%) 

一←------

0.025 -----------

0.515 
--------争—-------

CB 

マット
7.4 

＞
 

err! 46822 

1.8 

5.88 

0.489 

0.25 1 ··············•···························•· 

1.210 1.210 

0.6 ······················••········· 

8.4 8.5 

46822 

3. 粗大空隙における放射伝熱

前項で論じたCB;添加による ACPの低下要因には，小片の表面性状の改質による対流伝熱の

抑制と放射伝熱の抑制の双方が関与すると考えられる。しかし，それぞれが関与する程度を定

量化するには，粗大空隙のサイズ分布や表面性状に関する多くの情報が必要であり，今後の検

討課題である。そこで本項では粗大空隙における放射伝熱に関して，熱放射の基礎理論を示し

ながらCB添加の影響を考察してみる。

ステファン・ボルツマンの法則（式5) として良く知られているように，温度Ts(K)の物

体体表面からは絶対温度の 4乗に比例して放射量Eが熱放射される (16)。
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E = E・O's・T/ (5) 

ここで， (]'Bは5.667X 10'8 (W / rrf Kりの値をもち，ステファン・ボルツマン係数または黒体

放射係数と呼ばれる。また， cは物体表面の性質によって定まる値 (O<c: く1) で，放射率と

呼ばれる。建築材料では，ほとんどの場合が c:= 0.85-0.95の範囲にあり．黒体 (c:= 1) に近

い性質を持つと言われる (17)。また，常温域での建築材料の使用を考慮して0-40℃ (20士

20℃)という比較的狭い温度範囲では，温度に関する 4次曲線である式5は，温度の 1次関数

に線形化近似した式 (6)で表現できる。

E =; {418 + 5.7(T5 -293)}E (6) 

いま，小片間の粗大空隙の放射伝熱に関して，最も単純な平行2面間の放射授受を考える。

高温側平面の温度と放射率をそれぞれ， T1, c: 1, 低温側平面のそれらをT2, c: 2とすると，高

温側平面から低温側平面に伝わる熱流束Q (W /rrf) は式 (7)で求まる (17)。

5.7・E1和
Q = (T1 -T2) = a・ △ T (7) 

E1 +Ez -E1・Ez 

ここで，平行2面の温度差△T (= T1 -Tz)の係数である aは放射熱伝達率と呼ばれる。例

えば， [; 1 = [; 2= 1, すなわち 2平面を黒体と扱うと， a =5.7と算出される。式 (7) より， △T 

が一定の場合 Qはaに比例するから， aが小さいほど粗大空隙の放射伝熱は抑制されること

になる。いま， [; 1= [; 2= [; として， t: = 0.95, 0.90, 0.85, 0.80に対する aを求めて a=5.7 (t: 

=lの値）と対比し易いように示すと，それぞれ， 5.7X 0.91, 5.7 X 0.82, 5.7 X 0.74, 5.7 X 0.67と

なる。これより， cが0.8の場合，放射伝熱は黒体の67%に抑制されることが分かる。同様に

して，たとえばCB添加前の小片表面の cが0.95で， CB;添加により t:=0.85になったと仮定す

れば， aは5.2から4.2へと約 2割低下し，放射伝熱も約2割抑制されることになる。目下のところ，

CB添加によって放射率がどのように変化するかは未知であるが，今後の測定で明らかになれ

ばマットの断熱性改善メカニズムについて放射伝熱の観点からの定量化が可能と思われる。

V. まとめ

本研究ではプレカット工場から排出された実際のカンナ屑を原料として実大サイズのマット

を作製し， CB添加による断熱性改善の検証を試みた。その結果，添加率0.25%という微量添

加でもマットの熱伝導率は約14%低下し，前報で示された改善効果よりも大きな効果が認めら

れた。また，前報同様に微量であればCB添加によって小片の平衡含水率はほとんど変化せず，

CB添加が水分吸着を助長させて断熱性を悪化させるような要因とはならないことが確認され

た。さらに， CB添加による熱伝導率低下のメカニズムをマットの伝熱メカニズムの視点から
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考察した結果，断熱性改善の主たる要因として粗大空隙の伝熱特性の変化が示唆され， CB添

加前後での表面性状の変化による対流伝熱や放射率の変化など，今後，検討すべき課題が整理

された。
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Summary 

In order to decrease the thermal conductivity of mats made from wood shavings, a simple 

manner of adding carbon black (CB) to wood shavings was tried in the previous study, Part 

1. with the use of laboratory-made wood shavings. The results showed that a small addition 

rate of CB, less than 2%, was enough to decrease the thermal conductivity of the mats. In 

the present study, full-scale wood shaving mats with or without additions of CB were made 

with real wood shaving waste material from a wood processing factory and the mat thermal 

conductivities were measured in order to confirm the performance improvement. 

It was found that the addition of CB with a rate of only 0.25% reduced the thermal 

conductivity of the mat by 14 % on average and this performance improvement was greater 

than that found in the previous study, Part 1. Also, it was found that the hygroscopicity of 

wood shavings was almost the same before and after CB addition, which suggests that CB 

addition does not encourage moisture uptake that reduces thermal insulation capacity. 

Furthermore, the mechanisms behind the reduction of thermal conductivity were 

discussed based on aspects of the mode of heat transfer in the mat. There were three types 

of heat transfer, namely, conduction through an individual wood shaving, conduction at 

connecting points between wood shavings, and convective and radiant heat transfer in the 

space surrounded by wood shavings (coarse p-ores). A calculation of the apparent thermal 

conductivity of coarse pores revealed that the addition of CB significantly reduced the heat 

transfer in coarse pores, which suggests that a new wood shaving's surface developed by CB 

addition reduces both the degree of convection and the radiation factor. 
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