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時間領域反射法で計測した乾燥過程における籾の比誘電率特性

安永円理子・宮本英揮・吉田 敏・筑紫二郎

九州大学生物環境調節センター 812-8581 福岡市東区箱崎 6-10-1

Dielectric Characteristics of Rough Rice during Drying Process 

by Using Time Domain Reflectometry 

Eriko YASUl可AGA，Hideki MIYAMOTO， Satoshi YOSHIDA and Jiro CHIKUSHI 

Biotron Jnstitute，的ushuUniversity 6-10-1， Hakozaki， Higashi-ku， 812-8581， Fukuoka， JAPAN 

Abstract 

The objective of this study is to examine the dielectric characteristics of rough rice during 
the drying process by using time domain reflectometry (TDR) to monitor the wetness of 
rough rice. Highly moistened rough rice (33.9%-36.8% w.b.) was gradually air-dried， and 
the TDR waveform during the drying process was monitored by using conventional two-wire 
and short-ended TDR probes. In the drying process， the moisture content (m) of rough rice 
decreased gradually with the passage of time and finally attained a value of 11.9% w.b. 
accompanied by 5% volume shrinkage. Although the TDR waveforms obtained with each 
probe cIear1y revealed different traces， the relative permittivity (e) evaluated from these 
waveforms generally increased with the moisture content. The high correlation between m 

and e (R2=0.95) demonstrates that the m value can be estimated from e obtained from 
TDR with sufficient accuracy. To achieve greater accuracy of measurement， a short-ended 
probe would be more appropriate than a conventional two-wire probe because the former 
has high sensitivity to changes in e. 

Keywords : relative dielectric constant， rough rice， time domain reflectometry， water con-
tent 

緒 百

現在.食の安全 ・安心に対する消費者意識が高まり，全

国で GAP(適正農業規範)の導入が推進されつつある.

GAPとは， Good Agricultural Practiceの略称で，農業生産

現場において食品の安全確保へ向けた適切な農業生産を実

施するための管理ポイントを整理しそれを実践・記録する取

り組みのことである.様々な GAPが策定されている中，国民

の主食である米や麦などの穀類生産における食品安全 GAP
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の普及は重要な役割を担っている.

穀類は，収穫後数ヶ月から 1年程度の期間，産地等に貯

蔵された後，流通加工工程を経て消費されることが多いた

め，貯蔵中のリスク管理が求められる.乾燥調整施設や貯蔵

施設を管理対象とした危害要因として，かびおよびカ、び毒の

発生が挙げられる.現在の対策方法は，前者では乾燥終了

後の穀類の水分含量測定，後者では穀温および湿度の管理

が有効であることから.水分管理を徹底することが不可欠とな

っている.したがって，乾燥調整から貯蔵までの工程におい

て穀類の水分の変動を適切に把握することは，食品安全に

対し多大な貢献をもたらすものと考えられる.

従来，穀類の水分は電気的特性を利用し，マイクロ波.直

流抵抗，誘電率等の方式により計調IJ可能で，これらの計測器

は既に市販されているl)しかし，いずれも計測対象とする穀
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類のサンプリングが必要であるため，連続的な水分変動のモ

ニタリングには不向きである.

一方.最近，時間領域反射法 (TDR)が急速に普及して

いるが.それはマイクロ波の伝播速度から求められる比誘電

率に基づき，多孔質体内の含水率を間接的に評価するもの

である.これまでに幅広い周波帯で籾の誘電特性が計測され

ているが 2-4) 土壊科学および水文学分野では 1GHz前後

の周波数成分から成るマイクロ波を利用した TDRが多用さ

れているこれらの研究分野で 1GHz前後の周波帯が多用

される理由は.水の複素誘電率に対する虚数部の影響が非

常に小さくなり.誘電損失が水分計測に影響しないためであ

る5).Tektronix社や CampbellScien凶 c社などから発売さ

れた TDR計測器もこの周波帯を採用しており.オンライン・オ

ンサイト計測にて広く利用されている.このような市販の TDR

計調IJ器を用いれば，サンプル採取を行うことなく.連続的に籾

の水分を観察できる可能性が高いしかし.TDR計測に関

する研究例は限られており 6) その有効性は十分に検討され

ていない.

本研究は.サイロ内の穀物層水分分布の連続測定法を確

立するための前段として.TDRを用いて乾燥過程における籾

の比誘電率の経時変化を計測しその誘電特性を明らかに

するとともに.TDRで有効となる水分測定範囲を明らかにす

ることを目的とした

材料およ び方法

l.TDRによる水分計測の概略

本研究に用いた TDR水分計測装置の概略を Fig.lに

示す計測装置は.プローブ特性インピーダンスが50Qの

同軸ケーブル(株式会社藤倉.1.5D-QEV). TDR100ケー

ブルテスター (CampbellScientific).コンピュータで構成され

ている.プローブは比誘電率の感知部であり，平行に配置し

Cable tester 
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た2本のステンレス鋼棒の一方を同軸ケーブルのシールド部

に，他方をケーブル芯部に接続したものであり，同軸ケーブル

はBNCコネクタによってTDR100ケーブルテスターに接続さ

れている.TDR100ケーブルテスターは，立上り時間 170ps. 

電圧 0.25Vの矩形波の発生器とオシロスコープを内蔵した

TDR計測器である 7)

プローブ'を往復するマイクロ波の伝播速度を時間領域で観

測することにより，プローブ周辺媒体の比誘電率を決定する

ことができる.ケーブルテスターから発信されたマイクロ波は，

プローブの始端および終端で反射されてケーブルテスターに

戻り，その反射波のTDR波形はオシロスコープを通して出力

される.計測される TDR波形には，プローブの始端および終

端部における反射が原因で，反射係数が急増する 2点 (tl

および t2)が観測される (Fig.1). tlの決定方法は.水および

空気のTDR波形の分岐点から決定するのが最も単純であ

る(Fig.1)8). tl値は.同軸ケーブル長に依存ものの，同一プ

ロープを使用する限り，測定対象媒体の条件によらず一定値

で与えられる. 一方• t2の決定方法は，波形底部の平坦部の

延長線と，その後に位置する急増部分における接線との交点

から求めるのが一般的である (Fig.l)剖 これら 2点聞の時

間九(= tz-tl. S)に基づき.測定対象媒体の比誘電率G(ー)

を次式で算出できる.

!、、B
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jJ'
'
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、、
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(1) 

Lはプローブ実長 (m).cは光速 (3.0X 108 m S-I)である.

比誘電率が水分に依存する特性を利用することにより.TDR 

で決定した比誘電率から水分の経時変化を連続的に測定で

きる.

一方.TDRでは.誘電率と併せて反射波の反射係数

(p∞)から伝導度を計測することが可能であるしかし，後述

する籾の乾燥実験を通じ.反射係数に大きな変化は認められ

Air 

Time (ns) 

TDR waveform 

図 1 時間領域反射法 σDR)による水分計淑IJの概略.

Fig. 1 Schematic diagram of moisture content measurement using time domain reflectome町，(TDR). 
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宜計測し前述の方法に基づき比誘電率の経時変化を観測

した観測j終了の目安は，波形計測と同時に計量したプロー

プを含めた容器全質量の変化が収束するまでとしたさらに.

TDR100専用の波形解析ソフトウェア PCTDR(Campbell 

Scientific)の有効性を調べるために.PCTDRを利用して同

様の計測を反復したなお.この波形解析ソフトウェアは短絡

型プローブには対応していないため.2線式プローブ'において

のみの検証とした.

乾燥の兆候が収束した後，充填したすべての籾を容器か

ら取り出し.1Og粒ー135t:一24hr法によって乾物重を計測IJ

したその値を元に各乾燥過程の水分を算出した.さらに.

絶乾時の比誘電率を求めるために，乾燥した籾を容器に再

充填し比誘電率を言十社iIJした

なお， 一連の乾燥実験は，室温で実施した水の比誘電

率は温度依存性を示すため，室温変化に伴う籾の温度変化

は比誘電率の計iJtUに影響を与えると考えられる.しかし，籾に

含まれる水分の量は，水が単体で存在する場合と比べ非常

に小さいこと.また室温の変動も:t5t:以内であることから.本

研究の実験条件下で、は温度の影響は無視できるほとツl、さい

と考えられた

3プローブ‘周辺の電場シミュレーション

TDRプローブの計測領域は，プローブの物理的な形状に

よって異なる.籾の比誘電率を適切に計iJiIJするためには，プ

ロープの計測領域を把握しそれを満たし得る十分な量の供

試材料を計iJtU対象とする必要がある.プローブの計測領域の

検証には，プローブ'周辺の電場シミュレーションが活用されて

いる 9.10) 電場と土中の定常な飽和浸透流の支配方程式は，

数学的に等価である 7) この共通性を利用して，宮本 ・筑

紫 11)は2次元水分 ・i容質移動計算ソフトウェア ・HYDRUS-

安永・宮本 ・吉田 ・筑紫

なかったため，本論文では，籾の比誘電率変化のみに着目し

た.

2.乾燥過程における籾の比誘電率計測

実験に用いた籾は，2006年に福岡県粕屋郡にて収穫さ

れた品種.ヒノヒカリ'で，その水分は約 15%w.b.で、あった.

これ以降.籾の水分含量の表示には湿量基準含水率 (wet

basis， %)すなわち水分を用いている.高水分域からの籾の

乾燥過程を再現するために.以下の手順で高水分籾を調整

したすなわち.パット上で籾を十分に加水して適宜撹枠しな

がら約 3t:の低温貯蔵庫内に約 5日間貯留することにより.

水分が均一化された高水分籾とした.その後。高水分籾をピ

ニル袋内に移して常温に戻し.これを乾燥過程の実験におけ

る供試材料とした.

比誘電率の計測に使用した TDRプロープの模式図を

Fig.2に示す.水分計測には複数の金属鋼棒を平行に配置

したプロープが広く利用されている 7)が.本研究では直径

1.2 mm，長さ 100mmのステンレス鋼様 。IS規格 SUS304.

株式会社光， SM4QO(12)を8mm間隔で固定した 2線式平

行プローブ (2線式プローブ)を自作し実験に用いた (Fig.

2 (a)).また， 計測に適したプローブを検討するために，プロ

ープ終端を短絡させた特殊形状プローブ(短絡型プローブ)

も同様のステンレス鋼棒を用い作製した (Fig.2(b)).なお.

本研究で用いた 2種類のプローブ.には，同制!ケープワレとステ

ンレス鋼棒の接続部においてインピーダンス整合は行っていな

16 

し、

籾の水分言十社iIJは.Fig.1の装置を用いて行った.容器下

端にメッシュを敷いた内径 50mm.高さ 110mmのアクリル

パイプに高水分籾を充填(かさ密度 0.495(:t 0.01) g cm-3) 

し 下端から送風し上下端から籾を乾燥させた.このとき.

容器の水平断面中央部にて鉛直に固定した 2線式または短

絡型プローブにより.乾燥過程における籾のTDR波形を適
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2線式プローブe周辺の電場シミュレーションの模式

図

Schematic diagram of electrostatic simulation 
around a two-wire probe. 

図3

Fig.3 
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(a) 2線式および(b)短絡型プローブの模式図

Schematic diagram of TDR probes used: (a) a 
two-wire probe and (b) a short田endedprobe. 
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2D'2)を応用し，特殊形状プローブ周辺の電場シミュレーション

を実施した.同様の手法を導入すれば，本研究の計測対象

である籾に対しても，周辺電場環境を数値解析的に評価する

ことができる.

Fig.3は，籾を充填したアクリル容器断面に対する電場シミ

ュレーションの模式図である.縦 1∞mm，検 100mmの有

限な二次元断面の中央部に 2線式プローブが存在し，その

周囲には外側に向かつて順に測定対象媒体，アクリル容器，

空気が分布すると考え，断面を有限要素メッシュに分割した.

なお，上方のプローブはパルスが伝播するプローブ，下方は

シールド線と接続したプローブの断面を示す.

iJllJ定対象媒体，アクリル，空気の比誘電率，プローブ表面

および外周の境界条件は，宮本・筑紫の報告 11)の方法に習

ったすなわち，プローブP表面には Dirichlet裂の第一種境

界条件を与え.パルスが進行するプローブの電気ポテンシャル

を1，シールド線と接続したプローブを Oとして相対値で与え

た.外周はプローブから十分に離れ.また外周を直交する電

気力線数がゼロと考え，断面の外周の境界条件にはポテンシ

ヤル勾配がゼロを与える Neumann型の第二種境界条件を

与えた.対象媒体の比誘電率を，水の比誘電率 ('"80)に対

する相対値で与えたすなわち，空気および、アクリル部に与え

る比誘電率はそれぞれ0.0125および0.0338としまた測定

対象媒体には 0-1の任意の数値を与えた

結果と考察

1水分と比誘電率の経時変化

籾の水分 (m)の経時変化を Fig.4に示す籾の吸湿の

程度の違いにより， 2線式プローブPおよび、短絡型プローブ'を埋

設した籾の初期水分は，それぞれ33.9%w.b.および36.8%

w.b.と若干の差異が認められたそのため，時間に対する m

の変化の軌跡は一致しなかったものの，mが時間とともに低

40 

30 
( 』

~ 
話再 20 

E 

10 

。
。

4・ーTwo-wireprobe 
ゼ卜Short-endedprobe 

10 15 20 
Tirne (day) 

図4 籾の水分 (m)の経時変化.

Fig. 4 Changes in moisture content (m) of rough rice. 

下する共通の傾向がみられた籾の乾燥は 10日前後で収束

しその時の水分は 2線式プローブ区では 11.8%w.b.であ

り，短絡型プローブ区では 11.9%w.b.で、あった また，乾燥

とともに籾の体積が漸減し実験終了時には 5%程度の収縮

(かさ密度では 0.026gcm-3程度の増加)を確認した

2線式および短絡型プローブで測定したTDR波形の一例

をFig.5に示すなお，図中の上方への矢印は，プロ}プ終

端における反射地点、を表す本研究は.大気に開放した上

下両端から中心部に向けて，籾の乾燥が進行する過程をモ

ニターしている.著しい乾燥が上下両端で生じると，比誘電

率の不連続性が原因で• t，の直後や t2の直前の波形が変

化すると考えられたが.そうした乾燥を定量的に評価するこ

とができなかったこれは，本研究で採用した籾の初期水分

や上下端の境界条件において，明瞭な乾燥前線を伴うような

乾燥が生じなかったためと推測される.しかしながら， 2線式

プローブでは，mの低下とともに反射地点が左方に移動し，ts 

が減少する傾向がみられた (Fig.5(a)). tsは，容器に充填し

た籾を伝婚するマイクロ波のトータル時間，すなわち鉛直方向

における籾の比誘電率の平均値と対応している.そのため，

1.2 
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(a)れ刊-wireprobe 

0.5 1.0 1.5 2，0 2.5 
Time(ns) 

(b) Short-ended probe 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 
Time(ns) 

図 5 (a) 2 線式および~ (b)短絡型プローブで測定した水
分 (m)が異なる籾のTDR波形

Fig. 5 TDR waveforms measured by (a) the two-wire 
probe and (b) the short-ended probe for the 
rough rice with different water content (m) 
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→・-Two-wire probe， PCIDR 

吋苫ーTwo-wireprobe， Manual analisys 

4コーShort-endedprobe， Manual analisys 

5 10 15 20 
Tirne (day) 

-図 6 籾の比誘電率 (ε)の経時変化，

Fig. 6 Changes in relative dielectric constant ( e ) of 
rough rice. 

2線式プロープで観察された tsの変化も，籾全体の平均的な

mの変動を示すと考えられる一方，短絡型プローブの場合

は.反射地点近傍で反射係数が急減する性質が2線式プ

ロープと異なるが，mに対する tsの変化傾向は等しい (Fig.

5 (b)).しかしながら.短絡型プローブで計測した TDR波形

は.絶乾状態 (m= 0)においても鋭敏な凹凸を持ち.反射地

点の特定が容易であることから短絡型プローブの方が籾の

比誘電率に適したプローブであると判断される

マニュアルで、自動検出した反射地点から，(1)式に基づい

て算出した比誘電率の経時変化を Fig.6に示す.2線式プ

ローフ'および、短絡型プローブ'で得たεはいずれも時間とともに

減少したこのεの低下は，刑と非常に類似している Fig.6

には.PCTDRで評価したEの経時変化も併記した PCTDR

て、評価したEは0.1日後に急減し，それ以後は 3.1および6.0

日に不規則な変動を伴いながらほぼ一定値で推移した Eが

低下する傾向はマニュアル解析の場合と同様で、あるが.波形

解析の信頼性は著しく低下するなぜなら.2線式プローブ

のTDR波形 (Fig.5 (a))にみられる水分の不均衡を示す軽

微なゆらぎ.および不明瞭な波形の凹凸が，所定の解析アル

ゴリズムに従う PCTDRでは，反射地点の適切な検出の障害

になるからである.これらは，マニュアルで‘反射地点を決定す

る際にはあまり問題にならない.したがって，マニュアル解析

結果との差異も波形解析上の誤差が原因と考えられる.測

定された TDR波形から.籾のEを適切に算出するためには.

マニュアル解析あるいはそれと同等の高い汎用性を兼ね備え

た解析アルゴリズムを構築する必要がある.ただし 短絡型

プローブで得られる TDR波形の明瞭な凹凸を考慮すると 2

線式プローブPのみでなく.短絡型プローブの波形にも対応し.

また自動計測を可能にし得る新たなプログラムを開発すること

が望ましい.

2.比誘電率と水分の関係

Fig.7に，籾の mとマニュアル解析で得たεとの関係を示

すなお，別途，測定した絶乾状態に対するεも併記した各

プローブ'で測定したεは.mとともに増加する共通の傾向がみ

られた.2線式および短絡型プローブ'におけるe-m関係は

次式で表された

m = 30.69ln eー 24.37 (R2 = 0.954) (2) 

m = 26.96lnε-10.93 (R2 = 0.947) (3) 

ここで，籾のεは.mとかさ密度の両者の関数であるた

め2) 観察されたEの低下は mの低下に加え乾燥に伴うか

さ密度の増加の効果を含んでいるかさ密度が高いほと¥計

測領域内の空気の割合が低下し，逆に籾と水分の割合が増

加するため.同一水分における比誘電率は増加することが予

測される.本研究より若干高いかさ密度で籾の比誘電率を計

測した加藤・後藤 6)の報告をもとに，本研究におけるかさ密

度 0.026g cm-3に対する比誘電率の埼加量を推察すると

比誘電率の増加量は 0.1程度と推測される.さらにこのかさ

密度変化は，あくまで実験終了時のものであり.乾燥の途中

ではそれより小さい.以上のことから，乾燥に伴う収縮の影響
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図 7 比誘電率 (ε)と水分 (m)の関係.

Water content (m) for relative dielectric constant 
(e) 

t; Short-ended probe 
(R2~O.979. SEP~ 1. 19% w.b.) 
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図8 水分 (m)と計算された水分 (mca1)の関係.

Fig. 8 Calculated water content (mca1) for actual water 
content (m). 
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時間領域反射法で計測した乾燥過程における籾の比誘電率特性

は非常に小さかったと推察され.得られた実験式は，本研究

の測定環境におけるe-m関係を適切に表していると考えら

れる

同一水分で比較すると，短絡型プローブ.で評価したEは.2

線式プローブ・よりも全般的に低くなった TDRプローブ.は， 一

般に，物理的な形状や材質の差異により異なる電気的特性を

示す 7)ことから.(2)および (3)式の差異もそうしたプローブ

の個性を反映した結果であると考えられる.このようなプロー

プ特性の差異が原因で，籾の比誘電率と水分の関係式を一

意的に決定することは出来ないものの，プローブごとに校正を

行えば水分の評価は可能と考えられる.

粉の mと.(2)または (3)式から求めた水分 (m叫)との関

係を Fig.8に示す.絶乾状態、を示す m=Oを除けば.非常

に広い範囲で mcalは1:1線上に分布した.通常の乾燥過

程では，絶乾状態になることは考えにくいため• m=Oに対す

(a) Relative elec仕icpotential 

(b) Relative electric intensity 
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

図9 蒸留水中に設置した 2線式プローブ周辺の相対電
気ポテンシヤルおよび、相対電界強度

Fig. 9 Distributions of (a) relative electric potential 
and (b) relative electric field intensity for the 
tw<r悦reprobe in distilled water. 
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図 10 Fig.9の検査断面におけるε=3，10，80の媒体中の

相対電界強度 (Er)

Fig. 10 Relative electric field intensity (Er) at the 
sectioning line in Fig. 9 for different dielectric 
material wi出 ε=3， 10， and 80. 

るデータを除外し決定係数ぜならびに予測標準誤差 SEP

を検討した.2線式および短絡型プローブの R2は，それぞ

れ0.983および0.979と非常に高い相関を示していた また，

mcalのばらつきを示す SEPは.2線式および短絡型プローブ

において，それぞれ 1.20%w.b.および 1.19%w.b.であった

以上のことから.TDR100に代表される市販のTDR計測器

を使用することにより.上記の精度でEから水分を評価できると

考えられる.ただしかさ密度が本研究の実験条件と大きく異

なる場合には，ここで得た実験式を適用すると誤差が大きくな

るため.別途，キャリプレーションを実施する必要がある.

3.プローブの計測領域

e= 80の媒体をアクリル容器に充填したときの.プローブ周

辺の相対電気ポテンシャルおよび、相対電界強度 (Er)の分布

をFig.9に示すーなお，図中の破線部は，アクリルが存在す

る位置を示す相対電気ポテンシャルおよび、相対電界強度

は.プローブを中心とした左右対称の分布を示し，プローブ表

面に近いほど高くなる傾向がみられた E，分布は断面全域に

広がったことから判断して.プローブPはアクリル内部の広範囲

の籾を計測対象としたと推察される.

乾燥過程で計測された籾の比誘電率は 2.1-6.6の聞で

あったことから (Fig.7).それらの範囲内にあるe=3.範囲よ

り高いe=10および80の媒体を充填したときの.Fig.9中の

検査断面における相対電界強度分布を Fig.10に示す.な

お，各媒体のErは，プローブ表面における電界強度を 1とし

て表した相対値である Eが高い媒体ほど，アクリル部におい

て著しい Er低下を示したものの， ε=80の場合と同様に，ε=

3および 10においても左右対称の E，布分が得られ(図省

略).また検査断面における• Erも距離とともに類似した指数

関数的低下を示した.アクリル内部の最遠点における各媒体
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20 安永 ・宮本 ・吉田 ・筑紫

のE，は0.052-0.067と非常に微少なレベルに減少し，プロ なご協力を頂きました.ここに深く感謝いたします.

ーフ.による電場の影響は極めて小さかったことが明らかになっ

たプローブの計測領域はアクリルの広範囲に及ぶが，その

範聞はアクリル内部に限定されると考えられる.このことは.籾

の比誘電率の計測にアクリル部が影響しないことと同義であ

る.

今回の電場シミュレーションは，均質構造を持つ流体の場

合を想定して行った.一方，粒状の構造を持つ籾を充填した

系では，籾の配列および水分分布にばらつきが生じたり.籾と

プローブFとの接触の再現性が低くなったりする場合が多い.そ

うした系に対して.理想的な条件で得たシミュレーション結果

をそのまま適用できないものの電界強度分布を評価すること

は.計測に用いるプローブの計調IJ領域を見積もるうえで¥有

効な手法の一つであると認められる.

摘要

乾燥過程における籾の誘電特性の把握に対し TDRの有

効性を検証すること，ならびに TDRの有効測定範囲を明ら

かにすることを目的とし 2種のプローブを用い籾の比誘電率

の経時変化を計測した結果，以下の知見が得られた

(1) 2線式および短絡型プローブで計測した TDR波形は.

プローブ'始端の反射地点 (t1)以降の形状が異なるもの

の，いずれも籾の水分に対する tsの変化傾向は等しく，

εが適切に計測されていることが確認された.

(2) 絶乾状態においても反射地点の特定が容易である短絡

型プローブ'は，籾の比誘電率測定に，より適したプロー

プであることが示唆された

(3) 5%の乾燥収縮が認められた乾燥過程において，籾の

mとEには非常に高い相関が認められ.TDRにより得ら

れたEから籾の水分を充分に評価できることが示唆され

た.

(4) 電界強度分布を評価することは，プローブの計測領域を

明示するための有効な手法であることが示唆された.
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