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1　緒 言

　　ぴラ
　前報に於て，溶媒和及び脱溶姑！に於ける電気的特…性を区報に述べると明記したが都合

上，次回にゆずり：本誌では原料高分子物質の真の誘電率を求めるため製出された皮膜状

絶縁物の誘電率を直並列よりなる難；価構成より考察し，脱溶媒試料及びこれを誘電率既

矢巽の含浸油にて糞空含浸したものとの誘電特性の差より知るべく種々企図した結果，一

応目的を達成することが出来たのでその閣の過程について記させていただくQ

2　皮膜状絶縁物の誘電特性式

　高分子物質として繊維素誘導体を使／：Bし溶剤に溶解したものを展開して溶剤の蒸発に

よりゲル応需，皮膜状になったものは誘電的に見て種々の興味ある特性が見られる。即

ち溶媒和された場合の誘肇ぽ特性と脱溶媒され、た試料との特性の桑註や，脱溶媒試料を溶剤

の雰囲気中に曝すことによって再度溶媒和試料となすことの出来る1変換溶媒腐li試料の特

性，又は吸湿による特性変化や膨潤と1享さの関係等が特に興味深い。溶媒和された溶剤

や吸湿による吸湿量等は重：黄2去により鋭敏な感度をもつて知ることが出来るが，誘電特

性としてはこの鋭敏さに追随することが出来ず特性変化を検出するには限界がある、，又，

入り込む溶剤や吸湿量は註秀電的には当然束縛された状態、を示し単独の特性とは異なって

いるQそれ、故，これらの機構を知る為には．現象的な差異を基にして機構的な考察も必要

と考える。先ず電：気的な等価構成としてはミクロ的な物質の集合ではあるが電気的な直

並列の等価購成として考えることである、，それ故皮膜状絶縁物を箆1図の如き等価1£lll成

として考えたが，この場合問題となるのは絶縁物自体が線型か非線型かとの点である，，
　　くの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヨ　

Grossの式を基にした高橋氏の式により，これが線型であることを示すことが出来るの

でこの点に関してはこのような等価構成をもつてしてもよいのではないかと考える。図

に於て・4を面積，♂を厚さ，Bを容積質素を示すとしsuf－fixの最初は直列（Series）

並列（ParalleDσ）別を後のものは空闘部分（Air）糸或曳維素部分（Fiver）1容剤（Solven£）

の別を示すものとすれば

信州大学講lli11
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　　　　　　　　　　　第1図　皮膜状絶縁物の等価構成

　・4．5調（βげ十β55÷βsのA　　　　／鮎ア磨βヵ∫・4

砺一β補恥昭…｝x，＋舞華斑
な・一 ｢＋套論斑1　短疎，讃浜殊

の如く表示することにより

α・圃（舎（唾壷）一（・∫一1・・’）〔（島∫＋舞÷壁G〕

　δ∬一亀（禽窃／今・）一（ε3一ブ鞠’）〔（Bsノ＋謬壽＋β3の2　c・〕

鍮城（含G／与）一（・・づ販’）〔（疎プ＋舞＋恥）2G〕

　と）ρ∫・一§∫（∠…菱々つ。）＝一（e∫一ブe∫’）13ρブCo

むバ§・（曾C。）一（・ドブ・のβ・・C・

c泌城惚の一（ぴ拗B渦

の（

t
一誘電体の複索誘電率とその幾何学的静電容量の積をCで表わし各構成部分の容量をC5∫

／

、（2）

上式中C・は単位体積叢りの静電容量を示し，κを定数としてC。鵠κ・4μの関係があ

る次に誘電体の綜合複素誘電率をeとすれば

　　e冨eづe1

　全体の会成容最は

む壷。。＿砺＋6、、＋ご、計．＝、．ζ瓢α讐ご・焦．．．．＿．

　　　　　　　　　　　　　Cs∫α∫十C55　C5σ十C3ア05α

　㈲へ（1）（2）を代入し（3）と比較整理して

（3）

㈲
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一伽晦協・誌撃謙雛義毒忌1整畿襟魚）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（85eαβs∫十εαsメB∬十四∫e∫Bsσ）2

＋e・’2（εア2B。。＋e／e。B・ノ÷ε∫’2β，α）｝（B、∫＋B。、÷β，。）1

干ε∫e5B5αア

　e7εs’B躍（ε〆e・’β，一2e∫e・β、、一2e，ε。β。∫一2e∫ε，β、α）

＋　　　　（ε5eσB5／十eαe∫β3s十e∫e5β∫σ）琵

（5）

・’一・ノβ・・＋硫’β加＋鞠1β耐一 l姦碍・濃激懸釜競皐1ξ1多餐馨裁蹴L

総黙認嵐）編ノ6畝8（，細細楓＝2§；畝面一）（・）

　（5）に於て誘電体の損失率の極めて小なる場合には

肥・・砺榔β加÷麟卯＋轟春諺鶉ぎゴξ幾轟恕銑　　　　　（7）

　綿上式に於て脱溶媒試料レCけ：

　βρ∫十βヵσ霊β’ρα　　　β55十β詔蕪β’沼　　　e5羅eσ　より

・一・・砺＋謬耐一鷲絵潔｝5謡》1…・　　　　　　⑧

3　繊維素誘導；体の誘電率

　絶縁紙の如く繊維素やリグニン等により構成されるものの輿の誘電率を求めることは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くのべの
困難で，等摘構成より間接的に求められているが，実験者により異なり巾広い値を示し

ている。本実験にて取扱っている皮膜状の試料では無色透明な美麗な外観を有するが，

ゲル化の過程を経て二次的な結合因子による立体的な組枠となり，原料維素の配列の差

や，附随して生ずる占積率の差等の為に見掛けの誘電率の差となって表われる。その為

溶媒和試料に於ける残留溶媒の挙動を知る為には原料繊維索誘導fオくの誘電率を知る必要

があるので，これらの影響註記を考‘慮に入れ下記の如く｝悦溶媒試米…1に於ける誘電率の濃

度特性と，これに誘電率既知の含浸1由を真空含浸した場合の精性より求めた。使用含浸

剤・脱溶媒試料・含浸試料の温度特性の一一例を第2図として示す。図の輻糠をさける為

D．0．Pの含浸試料の特性は図より除いた。尚，脱溶媒試料としては∠L。一1一，・40－2

一にて示す如く二種類の二次蒸立繊維素より製註したものをもってした。

i）　含浸剤が全空闘部分を．充している場会

　脱溶媒試料の誘電率をε。αこれに含浸油を含浸せしめた時の誘電率をεo’とし空：気及

び含浸濾のそれを転，ε1とすれば（8）より

賠・∫β〃榔β耐塞訟タ轟1拶鮮

・・ド・β〃憤殊＋三講3荘i欝奮一

（9）

⑩
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3図　絶縁抵抗より求めた並列空間部分と占私1｛率の関係
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　βヵ∫十β5ア十β’5σ十β’加饗1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（華）・

　上式に於てβρ∫及びB5∫の比率及びB’卯とB擁の比率が不明であるからこれを明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユの
らかにする為先ずβ’露の関係として坂本，吉田両氏の方法により劣化絶縁油を含浸せ

しめ，痕偏法1000V印加による絶縁抵抗の測定よりB’卸を知らんと試みた。　第3図に

この結果を示す。この結果より並列空聞部分が極めて密なることよりこれを無視して船

積率の測定より求められた空間部分は全て直列部分のみなりとし，含浸したものにはボ

イド分がないものと見徹した。次にBヵ∫，βs∫の比が不明であるから⑨⑩⑳より．両者を

消去し⑫武を得た後，この式の根としてe／を求めた。第4図はこの結果であるが，脱溶

媒試料の誘電率の温度係数が正であるのにこの結果では負として表われ含浸剤の影響が

大であるq

εノ
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3．0
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騨一一刷聯
�黶@　　£τans　oi1三二

　　　　D．0．P含湊

辱葦…≡ミiミ≡鷲il
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、100。C

　　　2G℃
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繁4図　繊維素の誘電率一温度特性（その1）

〔（窺一eの｛（1一β「舞）2十β’ヵαβ’5σ｝一（ε0’一eoσ）β5α〕e∫2

一一
k2（ε：Jeoε一eαeoσ）（1・一βρ‘τ）十βρσ（ε：∫2－eσ2）（β’ρα÷β’sα一1）〕ε≧∫
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　β加コ1一βεノーβ如’一β‘α　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　⑭

ii）含浸剤の一部が並列分を充し，その残りが直列分としてある場合

　前節では磁列分を無視しボイド分なきものとして計算したが，脱溶媒試料を真空含浸

した後重量増加より見ると，占積率より調べた空閥部分に対し含浸剤の占める部分は

1／1⑪～V4。に過ぎぬことが解るので，含浸剤は並列空間部分を全て充し残りが直列空闘部

分を堕しているものとして（7）（8）より

轄・・目皿砺＋』O品諾ゴ…　　　　　　。句
　　　　　　　　　　　　・狸・（β・∫＋ム＋β・の2　　　　　⑯　eo～＝・e∫βρ∫十εガβ’ρσ十

　　　　　　　　　　　　ε£αβ⑤ヂ十eαe∫β∬十e∫e∫B5σ

卸叢螺『＋㍗認貼8詔　　　　　　｝⑰
　これよりε∫は下式の根として求められる。

　〔β’、・（ε・β，珪eβ。。）｛β’ρ。（eグe～）十eσB／5π÷εo’一eoα｝

　　　　　　　十eαβ∫’（1一8’クグβ’、。）（1－B’ρα十β’∫α）（εα一e～）一εαεβノ35α〕e∫2

　÷（（eαeβ’∫α｛（1一β毒十13’5α）（eoα一eαβ’ρの十（1一βノρα一B’∫σ）（eo’一εβ’ρσ）｝

　十eα（εαβ5∫十eβ5α）〔（1一β’ρα）｛B’加（sα十eの一（εoσ十eoの｝

　　　　　　　十β’5α｛β’加（鏡一ミの十（eoα一eo∂｝〕））ε∫

　十〔εαeβ’5α（eo∫一e∫β’加）｛eα（β’♪α十B’5α）一εoα｝

　　　　　　　一εσ（εoα一eσβ’ヵα）〔（eαβ∫’÷eゴβ5σ）（ezβ’ρo一εoJ）十eαe∫β’2ρα｝〕瓢。　　　 q紛

　この方法により計算したものは温度係数は幾分山歩される結果を得るが未だ充分でな

い。

圭ii）含浸剤が薩：並列とも空聞部分の一部門寵している場合

　並列空間部分に占める含浸剤の量は絶縁抵抗測定より出した量とし残部が直列空聞部

分にあるものとし，残りの空間部分は嶽並列とも同様の率を有すると仮定すれば

㌍・・β・｛β’卸÷篶告講学一　　　　　　⑲

勧ド・・β・｛β・汁磁加＋鞠，舞華王朝驚蓄恥　　　　㈲

凱二卸蒙卸％弘B。詔卯　　　　　　抑

⑲⑳⑳より同様の方法により

　〔β’，。（eαβ、汁εβ，σ）｛Bρα（eσ一eの÷8σB’5σ十eo∫一εoα｝

　　　　　　　÷s・β。ゴ（1－B’ρグβ’∫。）（1一β’ρ。＋β’、α）（e。一eの一ε。eβ’、。3〕e∫2

　十〔eα（So’一e∫βヵα一eαβが）｛eβF5α（1－B7ρα一B「∫α）一（1一β∫加十B∫5α）（εσβ3汁εガβ5σ）｝

　十εα（εoσ一eαβ加）｛eJβ忌α（1一β茄十政α）一（1一β》α一B’5¢）（8αβ∫汁eβsσ）｝〕eブ

　十〔εσ（eo倉eβ無一εαβが）｛εαe謬診2÷β5ど（εoα一eαβ痴）（eα一e∂：｝

　　　　　　　一ε・2εβヨ・2（εre。β’ρ。）〕翻Q　　　　　　　　　②



No．8 高分子物質の溶媒和と電気的性質　（H） 41

恥一一熟慮農面識霜融毒響（肇謡誰講留

βρ∫目レβ、∫一B’ρグB’、。

㈱
⑳

ε！3・9

3．8

37

3．6

　一計算憾による特性
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　　　　　　　　　　　　　　　　　T℃
　第5図繊維素の誘電率一階度特性（その2）

　第5図は⑳式を使用して求めた繊維素誘導｛本の誘電率の温度特性の平均値であるが温

度係数の適当なものを有する含浸剤が得られない関係上，使用した脱溶媒試料の温度係

数の平均値よりも低く出る。又，含浸した含浸剤の蚤は少なく溶剤の如く繊維素のミセ

ル間に浸透して行くこともないと思われるが，この方法により求めた誘電率の温度係数

の影響の比較的少ない0。Cをこの値をもつて起点とし，温度係数を脱溶媒試料のものを

使用すれば第1図の如き等価構成をもつてしても繊維素自体の真の誘電率を近似的に表

月雛侠ると考える。尚，このe∫の値を基にして濃度並びに同波数特性を表示する式を得

たが他の機会に発表させていただく予定である。

　　　　　　　　　　　　　　　4　結　　　言

　高分子物質として繊維素誘導体を使用し，これの真の誘電率を知ることによって初め

て溶媒和や吸湿による特性を知る一助となすことが出来るので，これら皮膜状絶縁物を

電気的な直並列の等価構成とし，脱溶媒試料とこれに含浸剤を真空含浸した時の特性よ

り種々考察した。この結果皮膜状絶縁物では含浸により全空間部分を充すことが出来ず，

その一部を充しているのみであることが解ったので，これによる等価構成より繊維素誘

導体の誘電率を求めた。然し温度係数に関しては未だ充分なる期待をあげえなかったが，

適当な含浸剤を得ることにより解決出来るものと考える。
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                               Summary

          The Solvatien of High Polymer Substance and Its

                      Electrical Properties (II)

                        Toshisaburo OGISO

          (Department of E!ectrical Engineering, Faculty of Engineering)

    By dissolving high Polymer substance in the solvent, an insulating film

has been produced. Its dielectric properties in dry and wet in moisture has

been measured, and then the remarkable difference between the fiim which

has the solvation and the film which ltas non-solvation has beeR recognized. There-

fore, the dielectric characteristic formula has been obtained, managing the

specimen as cornposite dielectrics. Having compared by several methods the

dielectric characteristic of the specimen which has non-solvation with that

of the same specimen impregnated with insulating oil, the characteristic of

the dielectric constant of the cel}ulose derivative which varies with ehe change

of frequency or of temperature has been cieard up.


