
高分子物質の溶媒和と電気的性質　（IV）

〔湿度特性〕

小木曽敏三郎＊
（昭和35年10月10日受理）

1　緒 言

　膜状絶縁物のごとき体積要素に比して面積要素の大きなものは，外囲の影響を受け易

い．このうち特に湿気の吸脱着は重要な関係銀子で，脱溶媒作用，イオンの荷動，可塑

剤効果などにより性質の変化を伴ない，不純物その他可溶性のものの溶解や触媒作用を

加味して，特性の低下や劣化として現われる．程度の差はあるが可塑化絶縁物でも岡様

の現象が見られる．本報は溶液法により調製した膜状絶縁物の吸湿過程と可塑化絶縁物

の吸湿による導電性の変化に重点を置き考察をなす．

2　絶縁材料の吸湿とその影響

　絶縁材料は襲爵された微量の水分によって著しく電気的性質を変化し，一般には性能

を低下するが，その原因として絶縁物部に混入している電解質分の解離によるイオン数

の増加や吸着水分子の表面の荷電的性質などによるとされている．このような関係から
　　　　　　くユ　　　　くの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの

学会にても綜説や資料にて，その重要性を強調し，用語の統一その他取り扱いに関し穣

種の制定を見ている．研究対象として絶縁性能などを保持するため，要求される吸湿関

係での厨安としては，平衡論に基礎を1置く吸湿率と速度論により律せられる透湿率に大

鯛される．この両者は相互に関係があり，吸湿による重量増加は吸湿率により評価され，

時間の推移とともに湿圧を生ずる時…は材料中に湿流を生じ，湿気伝導率に関係を有する

ようになる．この湿気伝導率は板状のものでは，本来，透湿率に等しいものであるか

ら，湿気拡散係数が関係因子となる．湿気拡散係数は材料により一定とみなされ，この

ため材料的性質の同安とされていた．このことは水蒸気以外に黙然他の低分子物質での

蒸気についても成立することになり，溶液法による膜状絶縁物の成形過程に関係して，

有機溶剤蒸気の蒸発の’1青況を知るための重要事項で，筆者もこれに関する実験をなし，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの
その一部をなす応用に就いてはすでに発表してある．しかし結論的には拡散係数を一定

と見なすことはできないことを知ったが，これについては高分子溶液中の溶媒分子の拡
　　　　　　　　　　　　くのくの　　　　　　　　　　　　　　　　くアラ　くユの

散においても認められて居り，このため，Crank達の研究結果を支持することになる．

＊電気工学教室，講師
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すなわち高分子における拡散係数はその濃度により変り，材質によりFick型と非Fick
　　　　　　　くユリくエの
型の吸脱着を示すとともに，吸着過程と脱箔過程にも差を有するものを生ずる．さらに

吸脱着の方法として積分型と微分型の吸脱着が考えられ，後者により二段型吸着曲線が

得られているが，筆者も繊維素誘導体では低湿度を除けば積分吸着でもこれが得られる
　　　　　　　　　くユの
ことを見ている，前報での第11図はこの開の開山を示すもので，これを基にした吸湿に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユの
よる電気的性質の変化に対する考察の一都は既に発表してある，

　電：気絶縁材料での吸灘の間題は従来より，現象的観点に立ち，材料の吸湿特性を大観

する方法を主体としていたが，近時これに理論的な裏づけを行ない材料特性の向上を企
　　　　　　　　　　　　くユのロのく　り
暑した系統的な研究も見られる．またその理論式としては現象的事実に基づき，班論的

扱いをなし，吸湿に関する全ての型を説明することのできたB，E，　T理論や，構造論

的に掘下げ，物性的にその本質を知るべく，分子閥の相互作用を統計力学的に導いた
　　　　　　く　　くユヨラ
Florry－Hugginsの式が使用の対象となる．これらの式の適用は収着媒と収着質の関係

を両者の聞に界廼を有するごとき異相的にとるか，溶解の状態と見て同相的にとるかに

よって何れかが使われる．材料の吸湿による変化を電気的に評価するには，例えばアセ

チルセルρ一ズのごとき親水性の膜状絶縁物では，その吸湿情況を知りその状態での電

気的特性を実測すれば，水胴体の電界中における挙動やその形状などを推知できる．筆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユの
者はこのような膜状絶縁物を電気的な等価構成により考察して，吸湿における水分子の

誘電的性質について二，三の知見を得たが，回報ではこれを異相的立場にて考察してみ

る．また吸湿は一種の雇塑剤的効果を示すが，可塑化絶縁物で可塑剤混入により活性化

エネルギーの低下を示すほど，これが顕著に現われるかどうかも見てみる．一方，絶縁

物を構成する各要素の相：互層の親和性の評緬を，水分子の驚塑陣営機能によって定量的

に扱かえるか否かを見るのも，興味ある対象の一つである．

　　　　　　　　　3　実験の方法ならびに結果とその考察

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユのくヨの
　膜状絶縁物での使用原料，試料の調製，測定に際しての取り扱いに関しては既発表に

よる．第！図は吸湿率とそれによる誘電率の増加を見たもので，これに対する異相的立
　　　　　　　　　　（21）
場に立つSillarsの理論は次式となる：
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　上寒中，ε1ノ，ε2’，ε12’は絶縁物，凝縮水，吸湿絶縁物の誘電率の実数分，ε12”は吸湿

絶縁物の虚数分を示し，Bは凝縮水の体積分率，％は凝縮水の形状常数である．この

式では凝縮水の形状を回転楕円体として導出し，電界方向の軸長を4，これと直角方向
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第1図　吸湿と誘電率増加分との関係

の軸長を6としたとき，πは軸比α／う

の関数となっているが，σ／∂→・0（電極

面と平行の板状に近い）ではπ＝1，

α／δ罵1（球状）ではπ漏3，α／6一＞QQ

（電極に…塗直な針状〉ではπ一＞OOとな

る．いま次の値：を使用してπを求めて

みる．ε’1コ2．6～218σ2漏8。55×103

θ．脇（空気申蒸溜水の比導電度）．ここ

で闇題となるのは凝縮水または収着水

の誘磁率で，水の誘電率を80としてそ

のまま使用するには疑念があり，（7＞式
　　　　　　　　　　　　　く　う
のごとくAkerlofの実験式などによっ

て温度（七）による依存は，一応は示され

ている．

　109ε瓢1．9461－0．00205t　　（7）

　しかし物質に吸着された状態での結

含水，束縛水，水和水などと呼ばれる

ものは，当然自由水の値とは異なり，
　　　　　　　　　　　　　（23）（24）（25）
マイクロ波での測定では5．5～5．8程

度を示しており，この他にも相当束縛
　　　く　　
された値が得られている．筆者も前述の等価構成による扱いにて第2図のごとき鎖線内

に入る結果を得て，試料の厚さにより異った束縛状態を示すことを見たが，ε’2が同図
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中の実線のごとき中閥の値にて束縛状態を変えるものとして求めてみる．またこの時の

吸湿分の容積晶晶の算出は，繊維素自体の比重と占積率が亭亭となるが，前者を1．4と

し，後者は平均的な値として0．9を採用する．（1）式および（6）式での検討によると水の

誘電率を大（ε2’＞30）にとると（1＞式の第2項の寄．与は極めて小になる．それ故，次の

関係により算出可能である．

・　ε、2’貨、．．　ゴ、一皇β％（ε・Lε・’〉

　　　　　　　　　　　　　　　ε1’（フ2－1）÷ε2’
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π霊　一
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（8）
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　第3図　吸湿率と形状常数の関係

次に可塑化絶縁物ではポリ塩化ビニールの使用により第1表の配合組成にて可塑化

し，厚さ0．5～1mmのシート状としたものについて，定温で相対湿度を変え，絶縁抵

第1表縫用原料の成分比
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抗により導電的姓状を見た．試料の組成は同一種類でも可塑剤量を変化し，その間の関

係を見ることが望ましいが，製品としての使用状態に近い性状を見るため，一応この組
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆフ　
成によった．測定は高感度検溺蓋計による直偏法を主体とし，これ、に濾二流増巾器をイ吏用し
　　　　　　く　　く　　
た霊圧電流計法を併川した．巨｛」加電圧は100～1000▽による一一分野を採用した．温度の

時外依存の情況は第4図に見られるように試料により，また相対’的始度により異なるの
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電気的測定に対処した．飽和吸湿についての傾向はA，C系列は大差なくB系列のみ
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異なり飽和までに前者よりも長時閣を要する．配合組戚より見るとクレーの影響と思わ

れる．第5図第6図は絶縁抵抗の湿度依存を見たもので，使用した可塑剤により絶縁抵

抗がこのような差を有する．　この中，特にβ系列での変動が目立っので第7図として

比較してみたが，高温高湿では趣めて特性の低下をまねくのが解る．第8図～第！1図は

湿慶をパラメーターとした時の絶縁抵抗の温度特性で，第111塁1中のP試糧まβ試料を

キシロールの飽和蒸気中iこ一定温度で懸垂放罎し，吸着によって幾分膨1間したものを減

圧乾燥によって脱着し，残留溶剤による溶媒和試料の灘幽≒勺影響を見たものである．ま

たEはC試料にて，溶剤としてベンゾールを用い同様の扱いをなしたものである．そ

の隣的は疎水性溶剤が入り込んだとき，湿気に対してどのような挙動を示すかを見るた

めである．

　実験結果より全体を通覧して見ると次の点に気づくので，この線に沿って考察を進め

る．

　（1＞　クレーやカーボンブラックの添加は絶縁抵抗を向上させている．

　（2）　3通りの一導電傾向が見られる．

　（3＞　系列別では五，C系列は比較的変化が少なく，β系列では不親則な変化を見る．

　先ず（1＞の絶縁性の向上はクレーには吸着機能があり，このため樹脂中の可動イオン

の滅少により絶縁抵抗を向上しているものと考えられ，他の実験例もこれを認めてい
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　く　の

る．しかしクレーのイオン吸着量は限

慶があり，吸湿による可動イオン量の

増加とともに急速に絶縁姓を低下させ

ている．またカーボンブラックでは，

ゴム中に充墳剤として適量これを入れ

ると，その強慶を飛躍的に向上させる

ことができる．その理由はカーボンブ

ラックはゴムと静電：的な異符号に帯電

するため，両者の静電引力によるもの

とされているが，この場合もこれが適

用され，可動イオンのあるものはこの

帯電部分に束縛されて導電にあずから

ぬことが絶縁性能向上の原囚と考えら

れる．　（2）の導電傾海の件で1ま絶縁抵

抗の高い場奮は横軸に対し凹となり抵

抗が低いものでは凸となって，その中

間に直線状のものが入るようである，
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しかし第10図のB2試料の75％R，　H，の吸湿に見られるように導電率が増IJIIしても特

性が逆転しない例もあり，尚検討すべき点もある。ただ，このような3逓りの導電傾向

の見られることは，理論的には嗣／本：量子論における韻：域理論にて説i明され．る．すなわち，

電気伝導度をσとして結晶体として考えれば，（i＞不純物準位に対してエネルギー帯

間の熱励起が十分｛こ行なわれぬ程度4）湿度領域では

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴガ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…齋　　　　　　　　　　　　（9＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　σ二σoθ

σGは準原子準泣の数に依存し且つ弱い温度依存性をもつ．このときは特性は第12図

　　（。）＿耽　　（b＞＿琉　　（・〉π≧L1か

　　　第12図　導電率の温度特性

の（a）に相当し，これに属するものとしてA，取資料などはこの傾向を持つ．（ii）同じ

くエネルギー帯間の熱励起が行われ得る温度領域では

　　　　　ノぢ　　　　　　　　かおノ

σ＝σ。62∬ノ {σ。’62κノ
（10）

　第二項はエネルギー帯閥の熱励起により生じた伝導原子よりの寄与で，従ってσo’は

準原子準泣の多少により変化しない．この型のものは第12図申の（b）図の1醜角を有し，

第8図の中のB，C試料などの／頃向と…致する．（iii）（9＞式にてT＝0において全て

の準原子準位は電子によって充されているとしているが，このような準位の発生機構に

よっては準原子準位の一一部が電子によって充されていることも考えられ次式を得る．

　　　　ゴE
　　　－i齋
σ霊σ0召

2（ノV一八セ）2

F（2飽一1V）

7「＞　2【ヒ　or　コ「＜　7「と｝

一（2π窺κ7b　　ぬ2）書・蓋

（1！＞

（12＞

ここに　ノV（＞！V6）＝準原子準／lセ：数

　　　　1！躍結晶の体積

ノV6＝電子数

規＝電子の質量

　上式では第12宮中の（c）図となり（b＞図との傾向の相違を説明できる・しかしてσ⑪

によって準原子準泣の数の火小が推定でき，また傾きから準1立の位禄」1rが求め得る．

さらに属暁雨の酒壷及びその性質からは電流機構に立入った考察が進8）うる．ただこれ

らの式は1種類の準原子準位を1反定しているが，2樋以上の準猿子準泣の存在では屈折

点の数は増加するし，結品内位相変化を伴なうときき屈折又は不連続変化の出現を見る．
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　このように定性的には3通りの型の導電が説明できるが，ここで注意を要することは

電気伝導にはイオン電流と，電子電流の両者が混合して測定される場合が多いことであ

る．しかもPVC樹脂ではイオン霊流が主体をなすとされている。イオン霞導では國体
　　　　　　　　　　　く　うくきユ　
の場舎（13）式の適用を見て，抵抗の滅少はイオンの活性化エネルギーの減少として現わ

れる．

　　　　　　　　　　　　　　　　・一難メ，　　（・3）

ここに　ノV＝固体の結晶格子点の数　σ＝電荷　Do瓢格子振動数，格子聞距離，欠陥

数で定まる数，κ鴬Boltzmann　Const　48慧イオンの活性化エネルギー．

　この点より考えると実験結果にはなお1判題となる点がある．結筒，可塑化絶縁物の導、

電機構，特に屈曲点に関しては適格な説明が困難で，イオン電流の場会を定量的に判定

できる理論式の適否に闘題が多い．しかしイオン数変化に重点を置くか，イオンの運動

速度の変化に主限を鳴くかによって，今後の課題として適／＝B可能かも矢llれぬ．次に（3＞

の系統別での考察では（14）式により活性化エネルギーを調べ図中の各直線に表示した

が，A資料のみ吸湿による系統的低下が見られ，湿気の可塑剤自勺効果を示す．

　　　　　　　　　E・一…R…一3畿㎞1／－し

ただし　R：ガス恒数．

（14）

　しかし他の試料では類凝髭的判定は困難で，ただ溶媒和における試料Eに同様の傾向が

晃られるのは興味深い．通常粘性の点では属新点は可塑剤混入によって低温への移行が

見られるが，これらの導電性の点では顕著な変化がなく，試料Cの場合のみ比較的明瞭

な結果となる．しかし温度的には粘性変化と逆の関係になり，この点カーボンブラック

の影響か他のi現像によるものか判定園難である．

4　結 言

　親水性の酷酸繊維素を使用し，溶液よりの成形操作による膜状絶縁物の吸湿による誘

電特性の変化を調べ，溶質，溶媒の関係を異相；錘勺立場にとるSillarsの理論により考察

した．これによると束縛水の仮定はあるが，形状常数は3％以上の吸湿率のところでは

殆んど一・定の値（約20）が得られ，この範囲での適用が可能であることを知った．可塑

化絶縁物では3通りの導電傾向が見られ，結品体に開する導電を量子力学的帯域理論で

説明したものとは一・応関連性を見るが，イオン性導電が主体といわれるPVC樹脂にこ

れを適用するにはなお検討を要する．このため活性化エネルギーにより考察をなした．

その結果，試料によっては扱羅を一種の溶媒和現象と見ることも可能であるが，充愼剤

の影饗が大きく相関性を持ち得ないことが解った．また吸湿量が少ないうらみはある

が，吸湿を可塑剤効果と同等に見て，二次転移点の移行を知らんとする試みは，導電的

には顕著な結果が得られれぬことが解った．以上である．
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                              Summary

             The Solvation of High Polymer Substance and its

                        Electrical Properties (IV)

                          Toshisaburo OGISO

          (Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering)

    An insulating film formed with di-acetyl cellu!ose and plasticized polyvi-

nylckloride yesiB were used as specimen in order to see the electrical properties

which were influenced by the absorption of water. As a result of this expe-

riment, it should be concluded that the insulating film is due to the Sillars'

theory, which presumes the composite materials to be heterogeous. By this

means the shape factor was measured. As for the plasticized polyvinylchloride

resin, three situations of the electrical conductivity which varies with tempe-

rature were recognized, and accordingly the author investigated them by the

band theory of the quantum statistic mechanics. Also, he discussed them by

using the activation energy concerning the rate process theory, and recognized

tha£ the glassy transition point, which is probably to be the case, does not

move to the high temperature side by the absorption of water.


