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Title: 落下熱量計方式による比熱測定 その1 

p－DSCは専用バイアル瓶に充填した測定試料を“落下”さ
せるだけで比熱Cpが求まります。p-DSCによる比熱測定は
示差方式（双子型）をメリットを生かした応用測定です。 

 pDSC-04   ‘12-12-26 

〒350-1328 埼玉県狭山市広瀬台2-16-15 さやま IC21 
電話 04-2941-3090 FAX 04-2941-3095 

  pDSC(OmniCal,Inc)による比熱
測定は Drop-Calorimeter方式を
採用します。 

pDSCはグラムスケールDSCでa
であり専用の落下式熱量計では

ありません。しかし下記の①~
⑤の手順で測定するとp-DSCは
落下式熱量計として使えます。 
 

初めに、専用バイアル瓶を２個

用意します。この２個の重量が

できるだけ近いものをペアとし

ます。重量を揃える理由はバイ

アルの比熱容量が同一とするた

めです。 
 

①pDSCをある温度(T1)で等温保
持します。   

この時点ではp-DSCには測定試
料も基準試料もセットされてい

ません。 
 

②pDSC専用ガラスバイアルに
測定試料をWg充填します。 
このバイアルを温度(T2)に保持
して試料温度を安定化します。 

測定試料重量は1000~4000mgと
し、mg単位まで読み取ります。 
T2温度は0.1℃まで読取ります。 
 

③測定試料が充填されたバイア

ルをp測定試料側、空バイアル
を基準試料側にほぼ同時に投入

します。ピークが基線に戻るま

で測定します。（約40min） 
 

T1>T2の場合は吸熱ピーク、 
T1<T2の場合は発熱ピーク 
が観測されます。 
 

得られたピークの積分値を⊿H
とすれば 

Cp=⊿H／W(T1-T2) 
 

でCpが求まります。 
 

示差方式の測定例は3 ページに
紹介します。 

Fig-01 

Sample 

Fig-01はp-DSCの熱流検出器周辺の概念図です。 
 

p-DSC系外に温度T2の測定試料Wgが充填された測定試料容器と基準容
器(空試料容器)があり、同時にp-DSCの熱流検出器に落下・投入され
たとします。 
 

双子型熱流検出器は等温(T1)状態になっています。 
 

落下・投入後に熱流検出器には温度T1と温度T2の温度差∆Tに比例す
る熱流が発生します。 

熱流検出器の出力は測定試料容器と空試料容器のそれぞれ熱流信号の

差であり、すなわち測定試料のみによる熱流信号となります。 

つまり試料容器の熱容量による熱流信号は相殺されます。 
 

落下・投入後の熱流信号の積分値⊿Hが得られます。 
 

測定試料のT1~T2間の平均熱容量Cpは Cp＝⊿H / W× (T1-T2) 
 
測定誤差を小さくするには投入する測定試料容器がT2に十分に安定化
させることです。温度安定化させるために小さな恒温槽など使うこと

が必要でしょう。 

温度 T1 

   

温度 T2 

Heat –sink   熱溜 
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p-DSCは筐体がコンパクトで、測定試料容器の出し入れが簡
便なので落下式熱量計としても使い易い。測定試料と空容器

を一緒に投入する示差方式を採用すれば相対誤差は3%ぐら
いまで向上させることができます。 
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Fig-03 

落下投入で得られた熱量 
 

⊿H1＝327.4J 
 

試料容器の投入落下による

熱量⊿H2を計算で求める。
ガラスのCp値 0.67J/g  K 
T温度差∆ T＝T1-T2 
ガラス容器重量 5.167g 
 

⊿H2=0.67*17.5K*5.167g 
＝60.6J ±10% 

 

⊿H＝⊿H1－⊿H2 
   ＝266.8J 
 

Cp=266.8J/(17.5K×3.70g) 
  ＝4.12 J/gK 

Fig-02は基準試料容器を使用せ
ず、測定試料容器のみを落下・

投入した場合のイラストです。 

Fig-03の測定データからCpを算
出してみます。 

 

測定試料：水 3700mg 
P-DSC T1等温条件：37.0℃ 
測定試料温度T2：19.5℃ 
測定容器材質：カリガラス 

測定容器重量：5167mg  
ガラス比熱：0.67J/g K(文献値) 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

相対誤差  誤差要因 

① 0.01   熱量値  
② 0.5/17.5 温度差 
③ 0.001  測定試料重量 
④ 6/264  ガラス比熱誤差 
となり相対誤差は約5%程度 
測定誤差は②の温度差(T1-T2)が
一番大きい。 

Fig-02 

熱安全性評価には化学物質のCp値が重要です。 
 

ARC(断熱測定装置)データから発熱量を求めるに
はCp値が必要になります。 
DSCデータからTMRad24値やSADT値を求めるに
はCp値が必要になります。 
DSCデータからARC(DARC)測定データに変換す
るときもCp値が必要です。 
 

p-DSCによるDSCデータとCp値をAKTSツールで
処理すればTMRad24値やSADT値を求まります。
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Fig-04 

落下投入で得られた熱量 

⊿H1＝151.5J 
ガラスバイアルの比熱Cp 
Cp=151.5J/(45.5K×5.223g) 
  ＝0.64  J/g.K(測定値） 

   Fig-03は空ガラス容器のみを
落下投入した時のデータです。 
 

P-DSC 等温条件 T1：68.5℃ 
測定試料温度 T2：23.0℃ 
測定容器重量：5223mg 
 

得られたピークからガラス容器

の比熱を求めると 

 

 

 

 

    

 

前ページガラスのCp(文献値)と
良く一致しています。 
 

   Fig-04は示差方式での測定例
です。基準容器を先に投入し、

後に測定容器を投入しました。 

先に基準容器投入による発熱が

検出されますがすぐに試料容器

側の大きな熱流信号でかき消さ

れます。 

以上の測定結果をまとめると 

 

①示差方式で落下法比熱測定を

行うと未知測定試料の平均比熱

が求まる。 
 

②示差方式を採用せず、測定試

料容器だけで比熱測定を行い、

予めガラスバイアルの比熱を求

め、容器による熱量検出相当分

を補正することで未知測定試料

の比熱が求まります。 

 

落下投入で得られた熱量 

⊿H1＝303.1J 
トルエン(24~68℃平均Cp) 
Cp＝303.1/ (44.5×3.921) 

＝1.74J/g K 

Fig-03 



 Fig-05はAKTSソフトウエアの 
時定数補正機能を使って、測定

試料を投入による吸熱ピークの

生データ (黒緑色 )と補正後の
データを比較したものです。 

ピーク高さが約11倍増加し、
ピークが収斂するまでの時間は

30minから3minに減少します。 
 Fig-03と Fig05のピーク面積 
327.4J~327.5Jであり同じです。 
 

 通常、熱流信号の応答速度は

熱流検出器の時定数で決定され

ますが、p-DSCのようなグラム
スケールDSCでは試料容器の熱
容量と熱伝導率が大きく影響し

ます。この事例では試料容器と

してガラス・バイアルに水を

3.700gを充填したときの時定数
は300secでした。 
 

それではp-DSCのSUS製耐圧容
器を比熱測定に使用したときは

どうなるでしょうか？ 
 

試料容器の比較すると 
 

標準耐圧容器（SUS316） 
重量Wt：23.1 g 
比熱Cp：0.59  J/g K 
全熱容量：13.6  J/K 
熱伝導率：16.7  W/mK 
 

OmniCal供給;ガラスバイアル 
重量Wt：5.1~5.2 g 
比熱Cp：0.65  J/g K 
全熱容量： 3.3 J/K 
熱伝導率：0.74  W/mK 
 
両者の特性を比較すると熱容量

ではガラスバイアルが有利です

が、熱伝導率ではSUS製耐圧容
器が有利です。 

それではSUS耐圧容器を使って
比熱測定したらどうなるでしょ

うか？→T.N p-DSC-05参照 
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ガラスバイアルのみ(空容器)の時定数τは165se 
測定試料に水を3.7g充填したときの時定数τは300sec 
       水を4.2ｇ充填したときの時定数τは360sec 
       トルエンを3.489g充填したときはτ＝205sec、 

 pDSC-04   ‘12-12-26 

〒350-1328 埼玉県狭山市広瀬台2-16-15 さやま IC21 
電話 04-2941-3090 FAX 04-2941-3095 

Fig-08 

Fig-07 

Fig-05 

Fig-06 

Fig-06はFig-05の時定数補正後の吸熱ピークを時間軸だけ拡大したも
のです。Fig-03の生データと比較すると縦軸(熱流信号)と横軸(時間軸)
が1桁ほど違っています。 
熱測定という観点で言えば、ガラスバイアルを使うことは不利です。

しかしAKTSソフトウエアによる時定数補正
をすることにより、ガラス容器の応答遅れを

改善することができます。 
 

 注意：固体サンプルは熱伝導率が小さく、

液体サンプルのように対流が起きないため、

試料温度内に温度勾配が生じます。この場合

は時定数補正をすることはできません。 


