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非定常プローブ法による食品の熱物性値の新規同時推算法

村松良樹*19.坂口栄一郎*2・永島俊夫*1 .田川彰男*3

* 1 東京農業大学生物産業学部食品科学科
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New Method of Simultaneous Estimation of Thermophysical Properties of Foods 

by Transient Heat Flow Method Using Probe 
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* 3 Graduate School 01 Horticulture， Chiba Universiり"648， Matsudo， Matsudo-shi， Chiba 271-8510 

The thermophysical properties of five kinds of foods (sucrose solution， sodium chloride solution， milk， 

ground pork， and whole milk powder) were measured by the transient heat flow method using a 

probe at 20
o

C. In this study， a new method of estimating three kinds of thermophysical properties， 

namely， thermal conductivity， thermal di任usivity，and specific heat， was proposed. The measured data 

for the temperature changes of the probe inserted in the sample were fitted to an approximate 

solution of the heat conduction equation， and the values of two parameters in the solution were 

determined. For a long period of time (more than 30 seconds)， the measured results agreed well with 

the results calculated from the solution. Using the obtained values for two parameters， the thermal 

conductivity and the thermal diffusivity of the sample were determined. The specific heat of the 

sample was estimated by substituting the thermal conductivity and， thermal di妊usivityof the sample， 

and the density of the sample or the bulk density of the sample packed bed into the definition 

equation of thermal di妊usivity.
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食品の流通 ・貯蔵・加工・調理などのプロセスには加

熱や冷却を伴うさまざまな熱操作が含まれる。これらの

操作を行う装置 ・設備の設計や合理的操作方法を検討す

るためには，対象とする食品の熱物性値を把握すること

が必要となる。代表的な熱物性値としては熱伝導率，熱

拡散率，比熱があげられる。これまで多くの食品の熱物

性値が測定 ・報告されており，これらは熱物性ハンドブッ

ク1)をはじめいくつかの書籍ト4)に取りまとめられている。

熱物性値の測定方法は数多くの種類があり，熱伝導率

および熱拡散率の測定法は定常法と非定常法に大別され，

定常法と非定常法の中には絶対法と比較法がある九 熱

拡散率の測定法は，レーザーフラ ッシュ法などにより直

接的に求める方法と熱拡散率の定義式を利用して熱伝導

率や比熱および密度のデータから間接的に求める方法が

ある。レーザーフラ ッシュ法は綴密な固体材料の標準的

な熱拡散率測定方法6)であるが，この測定装置は，大が

かりとなり， 高価であるという欠点がある。そのため，

食品の熱拡散率は間接的に求められている場合が多い。

農産物の比熱は混合法， guarded-plate法，各種の熱量

計により測定されている。最近ではDSCが多く利用され

* 1 〒099-2493 北海道網走市八坂196
* 2 干156-8502 東京都世田谷区桜丘 1-1-1
* 3 〒271-8510 千葉県松戸市松戸648
5 連絡先 (Acorresponding author) E-mail: y-murama@bioindustry.nodai.ac.jp 
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るが，この方法は，きわめて少量の試料しか用いること

ができない，装置が高価である，などの短所をもってい

る。多くの食品の熱伝導率測定には，非定常細線加熱法

を改良した非定常プロープ法が用いられているトヘ こ

れらは，いずれも熱伝導方程式における解析解の第一項

近似解101を用いて，熱伝導率のみを算出している。

さて，非定常プロープ法を利用して熱伝導率や熱拡散

率などの熱物性値を同時に推算する手法はいくつか提案

されている。これらの一つに，従来の熱伝導率測定に用

いられているプローブを改良して，プロープ中心温度と

プロープ中心から一定の距離だけ離れた位置における試

料の温度変化を測定し，これらの測定データから熱伝導

率と熱拡散率を同時に測定する方法がある 1110 CHOIと

OKOS (1983) 1勺ま，この手法によりトマトジュースの熱

伝導率と熱拡散率を測定 ・算定している。またプロープ

の太さやプロープと試料との聞の接触熱抵抗を考慮した

熱伝導方程式の近似解析解にBLACKWELLの式l明fある。

この式を用いて田川と村田(1995)1'1，村松ら (1999)151 

は， 豆類や小麦粉の有効熱伝導率，有効熱拡散率，比熱

を同時に推算している。これらの方法は，精度良い温度

変化のデータを得ることができれば 2または 3種の熱

物性値を推算することができるため有用ではあるが，計

算方法がやや煩雑となる難点がある。

そのため本研究では，簡便に 3種類の熱物性値 (熱伝

導率，熱拡散率，比熱)を同時推算することができる新

たな方法を提案し，その良否を確かめるため 5種類の

食品 (ショ糖溶液，食塩水，全脂乳，豚挽肉，全脂粉

乳)の熱物性値を非定常プロープ法により測定した。す

なわち，温度変化の測定データを熱伝導方程式の近似解

析解にあてはめて得られたパラメータの値を用いて，熱

伝導率と熱拡散率を同時に算出し，これらの値と密度の

測定値を用いて熱拡散率の定義式から試料比熱も推算し

た。このように熱物性値を簡便かっ精度よく同時推算で

きる新たな方法を導出したので報告する。

実験方法

1.試料と測定条件

試料は，ショ糖溶液，食塩水， 全脂乳，豚挽肉および

全脂粉乳の 5種類である。これらの試料の熱物性値は

20
0

Cの温度条件下で測定した。

ショ糖溶液の固形分濃度は20，40， 60wt%，食塩水

の固形分濃度は13.6，23.1wt%，全脂乳の固形分濃度

は10，20， 30， 40wt%に調整した。これらの試料溶液

の固形分濃度の調整は文献16)，17)と同様な方法で行っ

た。なお，これらの試料溶液を熱物性測定に供試する際

には，試料溶液に対して約 1wt%の濃度になるように

寒天を添加して試料をゲル化させ，試料の対流を防いだ。

豚挽肉は， 量販庖で購入した豚肩肉と豚背脂の混合肉

を使用した。豚肩肉と豚背脂をそれぞれ 3cm角に切り，

これらをフードプロセ ッサ (東芝， QS-7，カ ッター直

径14cm，回転速度3，600rpm(無負荷時))にて30秒間，

切断・肉挽き・混合した。この際，豚肩肉と豚背脂の割

合が，質量比で10: 0， 8 : 2， 7 3の3種類になる

よう試料を調製した。食品成分表団)からこれらの豚挽肉

の成分組成を算出したところ，これらの試料の脂肪率は，

それぞれ 3.8，18.3， 25.6%，また水分は 74.0，62.9， 

57.3%となった。本研究では，これらの試料をそれぞれ

Sample A.B，Cと記す。熱物性測定時において，これら

の豚挽肉を，後述する銅製円筒試料容器に充填する際に

は，調製した試料を市販の絞り袋 (20.5 x 36cm.袋の先

端切口2.5cm)に入れ，この絞り袋から試料を絞り出し

て円筒容器に充填した。このとき試料充填層中の空気層

をなるべく除去し，試料ごとに一定の充填状態、が得られ

るように， 一定の高さ (実験台から約 3cmの高さ)から

タッピングしながら試料を充填した。その結果，熱物性

測定時の試料充填層の嵩密度は， Sample A， B， Cでそ

れぞれ998，964， 940kg/m3となった。

全脂粉乳の水分および熱物性測定時の嵩密度は，文献

19)に準じて1.4% -695kg/mヘ 3.8%-688kg/m3 ~:: 調整

した。

2.測 定 装置

測定に用いたプロープ1.1附 (東京理工)の概略を

Fig.1に示す。このプローブは，先端を閉じた外径 1mm， 

長さ100醐のステンレスパイプに加熱線 (素線径O.1mmの

コンスタンタン線)とプロープ自体の温度を計測するた

めのT型熱電対 (素線径0.1mm)が内蔵されており，内

部空間にはシリコンオイルが充填されている。プロープ

の直径と長さの比は 1: 100であり，これは熱源の長さ

が有限であることが無視できる比である制。

熱物性測定装置の概略をFig.2に示す。この装置は，

文献14)，15)と同様で，大きく分けて加熱部，温度制御

lmm 

Stainless pipe 

Heater 
(O.lmm Constantan) 

Fig. 1 Schematic diagram of heat probe for measuring 

thermophysical properties 
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DC Power source 

Volt meter 

Test 

Fig.2 Schematic diagram of experimental apparatus for 

measuring thermophysical properties 

部，記録部の 3つの部分から構成されている。加熱部は，

加熱線内蔵のプロープと 直流定電圧電源 (Metoronix，

Mode1526) ，直流電流・電圧計 2台 (Yokogawa，Model 

2012.電圧計用と電流計用として各1)，およびスイッチ

から構成されている。温度制御部には，恒温水循環装置

(東京理工， TC-100) にウォーターパスを連結して水を

循環させる装置を周いた。記録部は，加熱線に通電し，

プロープ内の熱電対が検知した熱起電力を増幅するOP
アンプ(東京理工， CA-25F)と増幅された熱起電力を

記録するデータロガー (Advantest，R7326B)から成る。

試料容器には直径30mm，高さ150皿の銅製円筒容器を

使用した。この容器は厚さ0.3mmの銅板から製作した。

3.プローブ法による熱物性値の測定方法

銅製円筒容器に充填した試料の中央にプロープを挿入

し，これを20tに制御しであるウォーターパスに静置し

て設定温度と平衡化させた。本研究ではプロープ内熱電

対の示す熱起電力変化が5分間で0.4μV(0.01 OC)以下

であったときに試料温度と設定温度が平衡に達したとみ

なした。プロープと試料が熱的平衡に達した後，スイ ッ

チを入れてプロープ内の加熱線に電流を流し，このとき

のプロープ内熱電対の示す熱起電力変化，すなわちプロ

ーブの温度変化をアンプで増幅してデータロガーに記録

した。なお，本研究では，アンプの精度や予備実験の結

果からプローブの温度上昇が 2~ 3 OCになるように加熱

線に流れる電流を全脂粉乳の場合は60mA，他の試料で

は130mAとし，通電時聞を 5分間とした。

測定理論・推算方法

温度一様な無限大の均質試料の中に線状熱源が直線的

に存在するとき，初期温度。o[K)の試料に熱源より単位

時間単位長さ 当たり 一定の熱量q[W/m)を連続的に供給

加熱すると，加熱後時間t(s)において熱源より距離r[m)

上の試料温度。[K)は熱源を軸とする円柱座標をとれば，

次の式で表される叩)。

040+zbJ27fdudo zbE1(£) 
. (1) 

ここで， A 試料の熱伝導率[W/m'K)，x :試料の熱拡

散率[m2/s)， u 積分変数，

-Ei(-x)=指数積分=1
00

テdu

この指数積分Ei(-X)はxの値が小さいときには，

Ed-x) = r+ lnx-x+士山o(x3) ............... (2) 

上式においてr= 0.5772・・・であり，オイラ一定数といわ

れている。すなわち，式(1)は，

q ( '-4xt ..， r2 r4 
¥ 

。-80==一一Ilnーァ-r+一一一一'/ .?.I.? )・……・・ ( 3 ) 
-4πA '00' r2 " 4xt 64x2t2} 

と表される。ここで，時間tが十分大きいときは，式

( 3 )は近似的に次のように表される。

。。。=L(lJ4-yi--…・……ー…・ (4) 
4πA ¥ 00. r" 'J 

-r=lnβ，L1θ=θ一θ。とおき，式(4 )を整理すると;

fL 4xβL 
θ一θ0=一一一lnt+一一Iln一一 |……………… ( 5 ) 4πA .." ， 47rA ，... r2 J 

L18 = A .ln t+ B ……...・ H ・..…………………… (6 ) 

A =-L  ………一…・ …-……・・…・・・……・・ (7) 
4πA 

(L 4xs ¥ B=一一Iln~A~ I ...・ H ・....・ H ・-……...・ H ・.. (8) 
4πA ¥ ・/

式(6 )は，時聞が十分大きいとき，プロープの温度差

と加熱時間の対数の聞に直線関係が成り立ち，この直線

の勾配がA，切片がBであることを示している。これま

でのほとんどの非定常プロープ法では，この直線の勾配

Aの値から熱伝導率のみが求められている。

プロープの温度差と時間の関係が式 (6 )で精度良く

表されれば，式 (6 )におけるパラメータA，Bの関係

式 (式 (7)， (8)) より，熱伝導率と熱拡散率は算出

できるはずである。しかし，後述するように，式 (7)， 

( 8 )から直接熱物性値を推算することは不適当と考え

られた。そこで，簡便かつ精度良く熱物性値を推算する

ために 2つの補正係数 (プローフ'定数PCと温度補正

係数Ic)を導入し，式 (7)， (8)を変形した以下の 2

つの式から，試料の熱伝導率，熱拡散率を算出すること

を試みた。
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q' xPc A=4刀一….....・H ・.....……・……...・ H ・-……・(9 ) 

B+た=官引Inザ)=A(Inヂ)••• •••••• (10) 

ここで，q = q I X Pc = E x 1 x Pc [W/m 1 

実験結果および考察

1. プローブ温度の経時変化

測定データであるプロープの温度変化を測定条件ごと

に式 (6 )に最小二乗法を適用してあてはめ，測定値と

式 (6 )との適合性を調べた。測定結果の一例として豚

挽肉SampleAにおけるプロープの温度変化をFig.3に

示す。図中の記号Oは測定値である。Fig.3の試料条件

において，加熱開始30秒後から加熱終了時の300秒の間

では，プロープ温度と時間の対数の聞に直線関係が成り

立った。ここに示していない他の試料に関しでも，プロ

ープ温度と加熱経過時間の聞には，これと同様の傾向が

得られた。そのため，本研究では，いずれの試料，条件

においても， 30~300秒における測定データを式( 6 ) 

へあてはめて，パラメータA，Bの値を決定した。なお，

式(6 )の決定係数の値はいずれの試料に関しでも0.999

以上となった。 Fig.3中の実線は30~300秒までの測定デ

ータを式(6 )にあてはめて得られた計算値で，測定値

と計算値はよく 一致している。このとき式 (6 )におけ

るパラメータの値は，A = 0.3532， B = 0.4041，また，

平均平方誤差20)RMSEの値は0.003Kとなった。

このように， 30~300秒におけるプロープの温度変化

と時間の関係は，式 (6 )で精度良く表すことができた。

これより式 (6 )におけるパラメータA，Bの値を利用

して試料の熱物性値を同時推算することにした。

2.補正係数・装置定数の測定

熱物性値推算方法の精度を確認するために， 1 wt% 

3.0 

2.5 

oM齢~ω ) 仁」

ーーCalc

d宅ω 旨ωh 自 2.0 

l.5 
O 

O 

トi q』E S ゅ l.0 O 

0.5 ト

0.0 

l 10 100 1，000 

Time(s) 

Fig.3 Comparison of the observed temperature changes of 

probe with results calculated from equation (6) for 

sample A at 20"C 

Solid line shows the results calculated from equation (6) 

寒天ゲルの熱物性を20，30， 40， 50'Cにおいて測定した。

1 wt%寒天ゲ、jレを用いたのは熱物性測定時における対

流の影響をなくすためであり， 1 wt%寒天ゲルはその

成分の99%が水であるため，本研究ではこれを水とみな

した。また，このときプローブの加熱線に流した電流お

よび加熱時間は試料測定時と同ーとした。このように測

定した 1wt%寒天ゲル中に挿入したプロープの温度変

化を式 (6 )にあてはめた。 なお，あてはめには30~300

秒までの測定データを用いた。その結果，いずれの条件

下においても，式(6 )の決定係数は0.999以上とな

り 1wt%寒天ゲルの場合も 30~300秒における測定デ

ータと式 (6 )はよく適合した。これより得られたパラ

メータA，Bの値，すなわち式(7)， (8) から水の熱

伝導率および熱拡散率の推算を試みた。その結果，式

(7)から算出 した水の熱伝導率(本研究で用いたプロ

ープ(ステンレスパイプ)の長さは100mmで、あるので，

q = E x 1 x 10= J2 x R x 10とした)は，文献値と比べ15

~25%程度大きな値が得られた。 また，式 ( 8 )から推

算した水の熱拡散率は，負の値が得られたり，文献値よ

り50%程度小さい値が得られたりと，不合理な結果が得

られた。これらのことから，式(6 )の適合性が高くて

も，そのまま式(7)， (8)から熱伝導率および熱拡散

率を推算する ことは不適当であると判断した。その誤差

要因として，本研究で使用したプロープの長さ(ステン

レスパイプ)は100醐で、あるが，プロープの加熱線はス

テンレスパイプ内で二つ折りにされているため，その長

さは未知であることが考えられる。また，式 (6 )にお

けるパラメータA，Bの値は，供給熱量，加熱時間など

の測定条件の他，プロープを含め測定装置の特性に影響

され，さらには式(6 )にあてはめるデータ範囲によっ

ても変動する。そのため，直接式(7)， (8) から熱物

性値を同時推算するために，加熱線への熱量の供給方法

やパラメータA，Bの値の決定方法が最適ではなかった

と考えられる。

式(6 )は，本来，非定常線熱源法 (熱源がプローブ

ではなく細線)の測定理論である。そのため，この理論

を有限の径をもっプローブ法に適用する際に，いくつか

の補正が加えられている。HOOPERとLEPPER (1950)叩)は，

式(6 )に時間補正項を導入し，熱源であるプローブが

有限径であることに対する補正を施している。本研究に

おいても同様に，時間補正項を式(6 )に導入してパラ

メータA，Bの値から水の熱伝導率および熱拡散率を推

算したところ，水の熱伝導率は15%程度大きな値が，ま

た熱拡散率は負の値が得られ，精度良く推算できなかっ

た。

田川と村田(1995)凶は，非定常プローブ法により 豆

類の熱伝導率を測定する際，プロープ固有の定数 (プロ

ープ定数)を導入している。このとき，彼らは10'Cにお

ける水の測定データからプローブ定数を決定し，この値

を用いてプロープの単位時閥単位長さあたりの発熱量q
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および豆類の有効熱伝導率を求めている。

本研究においても同様に加熱線の長さ，すなわちプロ

ープの単位長さあたりの発熱量を補正するためのプロー

プ定数PCを導入した。さらに，本研究ではプロープ内

蔵加熱線への供給熱量や加熱時間の影響，式 (6 )のあ

てはめに用いる測定データ範囲の影響，温度測定データ

に含まれる各種の誤差，など，実験装置や実験方法条件，

測定データ，数値計算の影響を補正するための温度補正

係数Icを導入した。これらの 2つの補正係数を基に式

(7)， (8) を変形した式(9 )， (10)から，試料の熱

伝導率，熱拡散率を算出した。

プロープ'定数PCおよび、温度補正係数/cは， 20， 30， 40， 

50
0

Cの4段階の温度における 1wt%寒天ゲルの測定デ

ータを用いて決定した。測定条件ごとに，最小二乗法を

適用して，プロープ温度の経時変化を式 (6 )にあては

めた。決定されたパラメータA，Bの値，既知量のq'， 

r，βの値，また水の熱伝導率および熱拡散率の文献値，)

を，式 (9)，(10) に代入し，プローフ。定数PCおよび

温度補正係数/cを決定した。この際，プロープへの供給

熱量，供給時間 (加熱時間)，式 (6 )のあてはめに用

いる温度データ範囲は，試料測定時と同じ条件とした。

20， 30， 40， 50tの 4段階の各温度でプロープ定数およ

び温度補正係数の値を決定したが，双方の補正係数で，

温度ごとに著しい差はみられなかったため， 20-50tの

平均値をとり，本研究の測定条件装置に関するプロープ

定数PCおよび温度補正係数/cとした。その結果， 全脂

粉乳の場合はPC= 8. 292， /c =一0.0779，それ以外の試

料に関してはPC=8.622， Ic =一0.3628とした。

3.試料の熱物性値の測定

前述のように，加熱時間30-300秒におけるプロープ

の温度変化はいずれの測定条件でも式 (6 )で精度良く

表され，また，プローフ。定数PCおよび温度補正係数/c

の値が決定された。これらの結果を利用して試料の熱伝

導率，熱拡散率および比熱を算定した。一例として，

Fig.3における試料，条件における推算結果を以下に示

す。

熱伝導率は式 (9 )から求めることができ，最小二乗

法により決定したAの値は0.3532となった。

q ， = E x 1 = 12 
X R = 0.132 

X 4.3= 0.2417Wであるから，

この値とA，およびプロープ定数PCの値 (8.622)をそ

れぞれ式 (9 )に代入すると豚挽肉充填層 (Sample

A)の熱伝導率Aが求められる。すなわち，

q' xPc 
A= …………………………...・ H ・..…… (9 ) 

4πA 

A =!L.三竺 o.2417x 8臼2 =0.4696W/m-K 
4πA 4 x 3.141 x 0.3532 

また，パラメータB，温度補正係数/c(一0.3628)，お

よびパラメータAの値を，式 (10)を変形した次式にそ

れぞれ代入して豚挽肉充填層 (SampleA) の熱拡散率

xを求めると，

q 'Pc k 4xs ¥ A (，-4xs ¥ B + /c = '1， ' ，~ ( lnーァ 1= A ( ln ~A; 1 .…・・ー…・(10) 4πA ¥... r2 J • • ¥... r2 J 

X 一一olB士主-ln(i立i1 = exol..Q刈41-0.3臼8
-"̂f.1] A ... ¥ r2 J|ーしA ド 0.3532

n(i仰 (-oml)
0.00052 J I 

= 1.251 X 10-7 m2/s 

となる。

比熱は熱拡散率の定義式 (11)を利用して求めた。

A 
x=一一………...・ H ・......・H ・.....・ H ・-…...・ H ・-…・ (11)

cpP 

すなわち，豚挽肉充填層 (SampleA) の比熱cpは，同

条件における熱伝導率九熱拡散率x，および測定時の

嵩密度pの値を式 (11) に代入すると

0.4696 
cp = 一 一 一 =唱内'" 唱ハー~" "，"，O X 10-3 = 3.761 kJ/kg' K 

xxo ・-，....I '-~ ，. ，-， '-/・H 昼U

となった。

このような計算手順により各試料の 3種の熱物性値を

決定した。20tにおけるショ糖溶液および食塩水の熱伝

導率，熱拡散率の測定値と文献値との比較をTable1に

示す。ショ糖溶液に関しては，熱伝導率の文献値には

Riedelの式目(式(12))による計算値を用い，また熱拡

散率の文献値は，この値と比熱mおよび密度却の文献値

を熱拡散率の定義式に代入して算出した値を用いた。熱

Table 1 Comparison of thermal conductivity and thermal di妊usivityestimated from equations 
(9) and (10) with literature values for sucrose solution and sodium chloride solution at 20t 

Thermal conductivity Thermal diffusivity 

Sample Estimated Reference Error Estimated Reference Error 

(W/m'K) (W/m'K) (%) (x 1Q-7m'/S) (x 1Q-7m'/S) (%) 

Sucrose solution 

20wt% 0.5297 0.5340 -0.8 1. 332 1. 326 0.5 

40wt% 0.4664 0.4693 一0.6 1. 239 1. 238 0.1 

60wt% 0.4034 0.4047 -0.3 1.144 1.138 0.5 

NaCl solution 

13.6wt% 0.5805 0.5930 -2.1 1. 417 1. 500 5.5 

23.1wt% 0.5675 0.5650 0.4 1. 496 1. 472 1.6 
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伝導率に関するRiedelの式2)を以下に示す。

A = (326.58+ 1.0412T-0.00337P) 

X (O.46+ 0.54 X 0.01 X M) X 1.73 X 10-3 … (12) 

また，食塩水の熱伝導率と熱拡散率の文献値は文献

21)によった。Table1に示すように，熱伝導率では文

献値に対する測定値の百分率誤差は0.1-2.1%となり，

ショ糖溶液，食塩水のいずれの試料，濃度においても，

測定値と文献値はよく 一致している。熱拡散率で

は， 13.6wt%食塩水で、誤差が他に比べてやや大きかっ

たものの，これ以外の条件では測定値は文献値とほぼ一

致した。これらの結果から，プロープ定数および温度補

正係数の値および式(6 )， (9)， (10)から試料の熱伝

導率，熱拡散率を同時に推算する方法は妥当であると判

断した。

式 (9)，(10)， (11)から推算した各試料の熱物性値

の測定値をTable2に示す。なお，比熱を求める際，全

脂乳の密度は文献24)による計算値，ショ糖溶液の密度

は文献値2ペ食塩水の密度は文献値剖を用いた。豚挽肉

および全脂粉乳の比熱推算の際には，試料充填層の嵩密

度を使用した。

ショ糖溶液，食塩水および全脂乳の熱伝導率は，いず

れも同温度における水の熱伝導率よりも小さく，固形分

濃度の増加に伴って減少した。豚挽肉充填層の熱伝導率

は， Sample A， B， Cごとに嵩密度はやや異なるものの，

脂肪率が高いほど小さい値が得られた。また全脂粉乳充

填層の熱伝導率は他の試料の1/6程度の値であるが，

Table 2 Measured thermophysical properties of each 
sample at 20"C 

A X Cp 
Sample 

(W/m'K) (XlQ-7m2/s) (kJ/kg'K) 

Sucrose solution 

20wt% O. 5297 1. 332 3.694 

40wt% 0.4664 1. 239 3.214 

60wt% 0.4034 1.144 2.745 

NaCl solution 

13.6wt% O. 5805 1. 417 3.741 

23. 1 wt% O. 5675 1. 496 3.307 

Milk 

10wt% O. 5621 1. 379 4.000 

20wt% 0.5275 1. 400 3.609 

30wt% 0.4841 1. 312 3.448 

40wt% 0.4441 1. 264 3.203 

Grand pork 

Sample A 0.4696 1. 251 3. 761 

Sample B 0.4158 1. 339 3.221 

Sample C 0.3923 1. 352 3.086 

Whole milk powder 

1. 4% (w.b.)判 0.0824 0.643 1. 844 

3. 8% (w.b. )叫 0.0887 0.654 1. 969 

* 1 : Bulk density 695kg/ぱ * 2 : Bulk density 688kg/m' 

これは，全脂粉乳充填層は他の試料に比べて空気を多く

含んでいるためと推察される。また，全脂粉乳充填層の

熱伝導率は，著しい差はないものの，同程度の嵩密度で

は水分が高いほど大きくなる傾向が得られた。ショ糖溶

液，食塩水，全脂乳，および全脂粉乳充填層の熱伝導率

の測定値と，非定常ツインプロープ法制 (プロープ法を

用いた比較測定法で，精度良く熱伝導率を測定すること

ができるとされている方法)による測定値肌11).19)と比較

したところ，両者はほぼ一致した。文献によると，豚赤

身(すね肉(塊)，水分72%，脂肪6.1%)の熱伝導率叩

は0.46-0.51W 1m' K，豚肉と大豆種皮の混合挽肉の熱

伝導率引土0.50W/m'K程度である。部位や組成，形状，

充填状態は異なるが，これらの文献値と本研究で得られ

た豚挽肉の測定値は同程度の値となった。

ショ糖溶液，食塩水および全脂乳の熱拡散率は 1-

2 X 1O-7m2/sとなり，概ね固形分濃度が高くなると減少

する傾向にあった。食品の熱拡散率は水分の関数であり，

各種食品の熱拡散率の推算式に次のRiedelの式がある九

x = 0.088 X 10-6 + (xωー 0.088X 1O-6)M ....・H ・.(13) 

上式において，xωは与えられた温度における水の熱拡

散率，Mは試料水分を表している。式 (13)による熱

拡散率の計算値と全脂乳の熱拡散率の測定値の百分率誤

差は0.2-6.0%で，全脂乳の熱拡散率は，式 (13) によ

る計算値と同程度の値が算定された。また，豚挽肉充填

層の熱拡散率の測定データと文献値 (1 -2 X 1O-1m2
/ 

sヘ 1.19X 1O-7m2/s甜))とを比較検討してみると，本研

究で得られた豚挽肉充填層の熱拡散率は，1.2-1.4X 

1O-7m2/sでほぼ一致する。また全脂粉乳充填層の熱拡散

率は，充填層中の空気の割合が他の試料に比べて高いた

め，他より熱拡散率の小さい値が得られた。

Table 2に示したように式(11)による試料比熱の推

算値は1.8-4. OkJ/kg . Kとなった。すべての試料にお

いて，水分が高くなるにつれて，比熱は増加する傾向を

示し，文献値と同程度の値が得られた。

このようにプロープ温度の経時変化を式(6 )にあて

はめてパラメータータA，Bの値を得，これら値とプロ

ープ定数，温度補正係数の値を用いて式 (9 )， (10)お

よび (11) から推算した試料の熱物性値は，いずれの試

料に関しでも適当な値が得られた。

以上のように 2種類の補正係数(プロープ定数，温

度補正係数)を導入することで，非定常プロープ法によ

り熱伝導率，熱拡散率，および比熱の 3種類の重要な熱

物性値を同一充填条件下において同時に，かつ容易に推

定することができた。

要約

非定常プロープ法により食品の 3種の熱物性値(熱伝

導率，熱拡散率，比熱)を同時に，かつ容易に推算する

ことができる方法を提案した。その推算方法は，プロー

ブの温度変化を熱伝導方程式の近似解析解にあてはめて，
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その解析解におけるパラメータA，Bの値と，プロープ

定数Pc，温度補正係数Icの値を用いて熱伝導率および

熱拡散率を求め，さらに熱伝導率と熱拡散率の値と密度

の値を熱拡散率の定義式に代入して試料比熱を決定する

方法である。

.18 = A . ln t + B 

， x PC (，-4xs ¥ A (，-4xs ¥ 
=一一一一=--.B+Ic=一一一一一Iln一τ"--I=AIln一τ"--14πA 4πA ¥... y" I .. ¥... y" I 

可巳
-
吉
岡

ロ可

r オイラ一定数0.5772

。:t秒後におけるプロープの温度 (K)

。試料およびプロープの初期温度 (K)

x 熱拡散率 (m2/s)

Xw 水の熱拡散率 (m2/s)

A 熱伝導率 (W/mK)

ρ :密度あるいは嵩密度 (kg/m3)

A 定数

B 定数

ct 比熱 (kJ/kg.K) 

E 電圧 (V)

1 電流 (A)

Ic 温度補正係数 (K)

PC :プロープ定数 (11m)

q プロープの単位時間単位長 さあたりの発熱量

(W/m) 

q プロープの単位時間あたりの発熱量 (W)

R 抵抗 (Q)

y プロープの加熱線中心からの距離(プロープの外半

径)(m) 

M 水分%(w.b.) 

加熱経過時間 (s)
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