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水素吸蔵チタンを用いたプラズマガンの製作と動作特性評価 

 

平成１９年                  02230081 波多江 寛明 

 

概 要 

高温プラズマの効率的な閉じ込めに提案された方法の一つに流れ場を持った

二流体プラズマの生成があり,我々の研究室ではこの流れ場を持つ二流体プラズ

マの生成を目指している。流れ場を持つ二流体プラズマの生成にはプラズマ中

に電場を作ることが必要である。このための方法として,電子プラズマ中に中性

プラズマを入射することで,プラズマの非中性化を試みる事が提案されている。

この実験において中性プラズマを発生させるプラズマ源として,プロトタイプチ

タンワッシャーガンが開発されたが,このガンは数回のプラズマ放電しか引き起

こすことができず,非中性プラズマ基礎実験のプラズマ源として導入できない性

能にとどまっている。 

そこで本研究では,上記の問題を回避した新しいプラズマガンの開発を試みて

いる。ガンに用いられる水素吸蔵ワッシャーは,不純物の混入が極めて少ない吸

蔵装置により作られておりさらには,水素吸蔵中にワッシャー温度を急速に降下

させる事で,水素のチタン表面近傍への局在化を図っている。この方法で作られ

たチタンワッシャーを用いたプラズマガンの動作特性を,プラズマショット回数
とイオン密度 により評価している。ショット回数については,1 組のチタンワ

ッシャーを用いた総放電回数 56回のうち 14回の放電に成功しており,成功率は

25%となっている。これは前述したプロトタイププラズマガンで得られた成功
率を大きく上回っている。次に, については ～ 10 17 m の値が得られており,

この値はプロトタイププラズマガンでのそれとほぼ同様となっている。これら

の結果は,不純物の少ないチタンワッシャーの優位性を示している。しかしなが

ら,成功率については依然として目標値に比して低く止まっており,さらには水

素吸蔵中にワッシャー温度を急速に降下させた手法による顕著な違いについて

も明確に確認されるに至っていない。これらの課題を解決するための方法につ

いて議論している。 
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第一章 緒言 

 

1.1 背景 

  

科学の進歩とは自然現象を解明し,利用することである。道具を使い,火を使

い,電気を使い,あらゆるものを使えるようにすることで科学は進歩してきた。

しかし,解明できていないもの・使うことができないものは数多くある上,発見

さえされていないものもある。このようなものを発見・解明し,使うことができ

るになればすばらしい世の中を作ることができるのである。そしてここに科学

が解明できていないもののひとつ,プラズマがある。プラズマは物質の固体・液

体・気体に次ぐ第四の状態といわれる。物質にエネルギーを与えていくと固体

から液体へ,液体から気体になり,気体にさらにエネルギーを加えると気体の分

子がイオンと電子に分かれる。このイオンと電子が飛び回るようになった状態

をプラズマという。イオンと電子が飛び回ることでプラズマの中には複雑な電

磁場ができイオンと電子はその影響を受けながら飛び回るのである。こうして

プラズマ中のイオンと電子の振る舞いは自分たちの作り出す電磁場によって

刻々と複雑に変化する。このプラズマの内部の状態が複雑に変化することがプ

ラズマの持つ特性を解明できていない原因であり,解明することで新しいこと

が見えてくる。 

 

1.2 二流体プラズマ 

  

プラズマ中のイオンと電子は非常に数が多いため,一つ一つの運動方程式を解

くことは不可能である。そこで,プラズマ中の一つ一つの粒子を追うのではなく,

プラズマをあるモデルに近似する考え方がプラズマの運動を解明する手段の一

つである。 

このモデルの一つに一流体プラズマがある。プラズマを一種類の流体として

見る考え方である。しかし,この考え方ではプラズマの運動を説明できない場合

があるが。この問題を解決するために,二流体プラズマという考え方がある。二

流体プラズマとはプラズマ中の電子とイオンの複雑な運動を,二つの流れ場を
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持つ流体と捉える考え方のことである。このモデルから自己電場による回転流

駆動という発想が考え出された。これは,プラズマ中に二つの流体を作り出した

場合,この二つの流体が発生させる自己電場によってプラズマは回転する。そし

て,この自己電場を用いた高温プラズマの閉じ込めが提案された。この自己電場

によるプラズマ回転流が駆動できるかを検証するため意図的に二流体プラズマ

を生成する必要がある。二流体プラズマを生成するためにはプラズマ中に電場

を作り出す必要である。このための方法として,電子プラズマ中に中性プラズマ

を入射することでプラズマの非中性化を起こし,プラズマ内に電場を作り出す

のである。 

 

1.3 本研究の動機 

 

二流体プラズマ生成実験のためのプラズマ源としてチタンワッシャープラズ

マガンのプロトタイプが製作された。チタンワッシャープラズマガンが選択さ

れた理由は,発射するプラズマの密度が高く速度の遅いプラズマが生成できる

ことにある。そのチタンワッシャープラズマガンをプラズマ源として使用する

にあたり以下の性能が必要とされる。 

（１）何度も継続して水素プラズマを発射できること。 

（２）一定のパラメータ（密度・温度）のプラズマを放出させられること。 

この性能（１）は実験の背景が超高真空下であることから求められている。

チタンワッシャーの付け替えには装置全体の大気開放及び,再度超高真空状態

への排気が多くの時間(一週間程度)を必要とし実験をスムーズに進めることの

できない原因となっている。このため,水素吸蔵チタンワッシャーの付け替え回

数を少なくする即ち 1 セットのチタンワッシャーで何度もプラズマを発射でき

る必要がある。（２）の要求に関しては毎回違う水素プラズマが発生しては定量

的な実験が困難になるためであり,このパラメータを制御できるのであれば制

御したいという思いが背景にある。しかし,この二つの要求はプロトタイプのプ

ラズマガンでは満たせていない。プラズマガンは水素吸蔵チタンワッシャー表

面に縁面放電を起こし,電流が流れた部分付近に吸蔵されている水素を叩き出

すことでプラズマを発射しているが,プロトタイプのプラズマガンでは数回の
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発射による放電でワッシャー間が短絡してしまう問題が生じている。参考文献

[1] 

このため,（１）（２）性能を満たし,二流体プラズマを生成するためのプラズ

マ源であるチタンワッシャープラズマガンを製作することが本研究の動機であ

る。 

 

①プロトタイプのプラズマガンでは,チタンワッシャーの水素吸蔵方法に問題

があり,量・純度ともに十分とはいえない水素吸蔵チタンワッシャーを使用した。

そこで今回はワッシャー間短絡の原因と考えられる不純物を限りなく少なくす

る吸蔵装置を用いる。 

 

②水素吸蔵状態の異なるチタンワッシャーをプラズマガンにセットし,生成す

るプラズマにどのような変化が生じるかを検証する。（吸蔵状態の変化はプラズ

マパラメータに変化を持たせるのか。また,安定的な発射に影響を与えるのか。） 

 

このことから,理想的なプラズマパラメータを持ったプラズマを安定的・継続的

に発射するプラズマガンの製作を目指している。 

 

1.4 構成 

 本論文の構成は全四章で構成されている。 

第一章は序論であり本研究の背景や動機を述べてきた。 

第二章では今研究に用いる実験装置・計測器の説明と実験手順を示す。 

第三章では水素吸蔵実験とプラズマ発射実験の結果示し,解析する。 

そして第四章において本研究の結論を与えている。 
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第二章 チタン水素吸蔵 

 

2.1 水素吸蔵 

 

2.1.1 水素吸蔵・急冷吸蔵の仕組み 

  

チタンは水素や重水素を吸蔵しやすい性質を持っており,例えば TiH とい

う化学式のチタン水素化合物を形成する。チタンの原子量は 48 で水素の原子

量は１であることからチタンに対して重量比で最大 4%弱の水素を吸蔵させる

ことができる。 

2

  チタンの表面は酸化チタンに覆われている為,酸化チタンが障壁となり通

常の状態では水素を吸蔵することができない。そこで,酸化膜のついたチタン

を高温に加熱することで酸化膜を解離させ,そこに純水素を投入することで,

チタンに水素を吸蔵させている。 

今回の水素吸蔵の狙いは不純物の少ない水素吸蔵をチタンにさせる事と,水

素吸蔵状態に変化をつけることである。水素吸蔵状態を変化させる理由として

は,吸蔵状態が発生させるプラズマにどのような影響を与えるかどうか,また

チタン表面にだけ多くの水素を吸蔵させることで,チタン表面に吸蔵されてい

る水素だけがプラズマとして出て行くかを検証する。表面に多くの水素があれ

ば継続的にプラズマガンでプラズマ発射をできるようになるはないかと考え

たからである。 

ここで,急冷吸蔵の仕組みを説明する。チタンが水素を吸蔵する温度は決ま

っており,ある一定の温度(450[℃])以下になると全く吸蔵しなくなることが

分かっている。参考文献[2]そこで,水素吸蔵途中のチタンワッシャーを吸蔵し

なくなる温度以下に急速に冷やし,チタンワッシャーの外側は多くの水素を吸

蔵し中側は少ない水素しか吸蔵していない状態を作り出す。こうしてチタンワ

ッシャーの深さ方向に密度勾配を持たせようと考えた。この作業を急冷吸蔵と

表現している。 
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2.1.2 水素吸蔵装置 

  

水素吸蔵装置概略図を図 2.1.1 に,全体図を図 2.1.2 に示す。 

 

①リザーバータンク（図 2.1.3） 

 容積は 1.33[ℓl である。取り付けられているブルドン管真空計によってリザ

ーバータンクの内圧を測定しながら水素を投入できるため,任意の水素をタン

クに入れることができるようになっている。理想気体の状態方程式より投入し

たい水素量から水素投入時のタンクの内圧を求め,真空計がその値になるよう

に水素を投入する。小さな真空計（図 2.1.3 左上）は１気圧以下の圧力を測る

もので,チタンへの水素吸蔵時の平衡分圧を測定するために取り付けてある。 

 

②石英管（図 2.1.4） 

  チタンを入れる加熱のための容器は超高真空中での作業に耐えるだけの密

閉性と熱処理の温度 950℃に耐える耐熱性が必要である。また,大きさとして

は,装置の内径が試料（チタンワッシャー：径 20mm）を入れるのに十分な大き

さである必要があり,その外径は加熱装置の内径未満でなければならない。そ

こで,透明石英管を用いた。石英管は超高真空の密閉に十分使用可能な素材で,

また,1100℃までは変形しない耐熱性があるため,今回の吸蔵実験に適してい

る。サイズは長さ 1000[mm],内径 30[mm],外径 35[mm]の片側開放透明石英ガラ

ス管を用いた。 

 

③排気系 

  不純物の混入を可能な限り少なくする為に,本装置ではターボ分子ポンプ

を用いて熱処理を超高真空中で行えるようにした。また超高真空状態から水

素を投入する事により,水素吸蔵の時にも不純物の混入を最小限に抑えてい

る。ターボ分子ポンプを使用するためには一定以下の真空度に排気しておく

必要があるため,その前段にロータリーポンプを使用して排気を行う。水素投

入時点での真空度は測定装置を石英管側に設置していないため測定できない。

しかし,ターボ分子ポンプの性能とリザーバータンク・石英管の容積から水素
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投入時の石英管内真空度は  [Torr]以下であると考えられる。 710−

 

④電気炉（図 2.1.5） 

 チタンワッシャーに入り込んだ不純物を熱処理により除去するために温度

を 950℃以上に上げられる機能が炉には必要であり,次にチタンワッシャーに

対する水素吸蔵を効率良く行う為に複数のチタンワッシャーを同時に処理で

きる容積も必要である。また,チタンワッシャーの水素濃度を均一にする為に,

全チタンワッシャー間での温度差が小さいものとしなければならない。これら

を満たす加熱装置である環状電気炉を使用した。この電気炉は 2 時間 30 分で

950℃まで炉を昇温できる能力を有しており,温度をフィードバック制御する

事が可能であり,任意のスケジュールで過熱・保温を行える。 

 

全体の組み立て 

  水素ボンベと①～③各部品とバルブをテフロンチューブを介して接続し,

石英管を電気炉内に入れれば水素吸蔵装置は完成である。各バルブは水素を

投入するため,真空排気系とタンク部分を切り離すために取り付けている。今

回の吸蔵に用いた水素は純度 99.998%のものである。 

 

2.1.3 水素吸蔵手順 

 

 前項で説明した装置を用い,以下の手順で水素吸蔵実験を行う。チタンは薄型

チタンワッシャー（市販品）と,純チタンの丸棒から削りだした厚型ワッシャー

を用いた（図 2.1.6）。ワッシャーはプラズマガンに装着させるために穴を開け

る加工を施している（加工に関しては次項参照）。不純物の混入を防ぐ為に超音

波洗浄機を用いて十分に洗浄した後,前もって質量を計測してから水素吸蔵実

験を行う。 

入れるチタンワッシャーの数は電気炉の大きさの関係から最大 3 セット（厚

型 3枚・薄型 12 枚）を石英管内に並べる。並べるときにはどのような順番でワ

ッシャーを入れたか覚えておく必要がある。奥から 1,2,3 と対応付けておけば

いいだろう。これは、吸蔵前の重量をはっきりさせるためである。 
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石英管を電気炉に入れ,加熱前に排気ポンプを起動して,装置内の圧力を  

[Torr]程度以下まで下げる。ここで,電気炉を用いて加熱を始め,脱ガスの排気

のため真空ポンプでの排気も続ける。そして炉内の最高温度が 950℃に達した時,

加熱を停止しその温度を 30 分間保持し不純物を取り除く。 

710−

次に電気炉内を冷却し,水素吸蔵温度（通常は 600℃,急冷は 700℃）に達した

らその温度を保持しつつ,吸蔵装置内部を排気系と遮断した状態で石英管に水

素を投入する。投入の方法としては,リザーバータンクと石英管をバルブを閉じ

て切り離した状態でリザーバータンクに水素ボンベより規定の水素を充填した

後,リザーバータンクと水素ボンベをバルブを閉じて切り離し,リザーバータン

クと石英管の間のバルブを開放することで,試料（チタンワッシャー）を水素雰

囲気中に置く。水素の投入量の制御は,リザーバータンクに水素を充填する過程

において,ブルドン管圧力計の値が,規定量[ℓ]をリザーバータンクの容量

1.33[ℓ]で割った値に一致するように調節する事で行う。水素投入後石英管内の

真空排気はせずにバルブを閉じた状態にしておく。これは,石英管内の圧力は平

衡分圧（その温度における吸蔵した水素が飛び出す量と吸い込む量が同じにな

る気圧のこと）となり,水素の吸蔵・放出が見かけ上無い状態になる。ここで,

排気を行えばチタンから水素を無駄に放出させることになるため排気は行わな

い。 

今回の急冷吸蔵の狙いはチタンワッシャーの深さ方向への水素吸蔵密度勾配

をつけることである。このため,以下の 2パターンで水素吸蔵状態に変化をつけ

る。ひとつのパターン（以下では通常と表現）では水素の投入が終わった後、

自然冷却する。もうひとつのパターン（急冷と表現）ではバルブを開きブルド

ン管真空計を観察し,チタンが水素吸蔵を開始したと思われる時点（真空計の値

が下がり始める）で石英管を電気炉から取り出し,あらかじめ用意しておいた氷

水を入れたそこの深いバケツに石英管ごと入れて急速に冷却する。 

冷却後取り出した試料の質量を計測し,水素吸蔵量を評価する。 

実験する２例（条件１・条件２）についての温度シーケンスをそれぞれ示し

たのが図 2.1.7 である。赤点線は予想されるワッシャーの温度を示す。 
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図 2.1.1 水素吸蔵装置概略図 

 
図 2.1.2 水素吸蔵装置全体図 
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図 2.1.3 リザーバータンク 
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図 2.1.4 石英管 

 

 

 
図 2.1.5 環状電気炉 
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図 2.1.6 加工済ワッシャー(上 厚型 下 薄型) 
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図 2.1.7 水素吸蔵実験温度シーケンス 
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2.2 チタンワッシャープラズマガン 

 

2.2.1 水素プラズマ放出原理 

 

本研究ではチタンが持つ水素を吸蔵するという性質に着目して,水素を吸蔵

させたチタンワッシャーを使って水素プラズマを生成することを考えた。前項

では水素吸蔵ワッシャーの作成手順を示した。ここでは水素吸蔵チタンワッシ

ャーから水素を放出させる原理について説明する。まず,水素吸蔵チタンワッシ

ャー間に放電を起こすと電流がワッシャーの表面を流れていき,その過程で吸

蔵している水素原子をチタンから解離・電離させることにより水素プラズマを

作り出すというものである。大量の水素プラズマを放出させるための手法とし

ては二段階放電方式を採用している。図 2.2.1 の二段階放電概略図に沿って二

段階放電方式の手順を追って説明する。まず,予備電離により種火となる水素プ

ラズマを放出させ,そのプラズマがメイン放電回路のスイッチとなりメイン放

電回路を起動させる。そして,ワッシャー間でメイン放電を起こし高密度の水素

プラズマが発生する。そのプラズマは密度勾配によって真空度の低い方へと引

き出されていく。このような方式を取った理由は発射タイミングをこちらで制

御したいという思惑も存在する。メイン放電回路は放電電圧を 0～-25kV まで設

定することができるので,放電電圧を大きくしていけばどこかで放電を起こす

ため,メイン放電回路のみでもプラズマは生成できる。しかし,0～-25kV のどこ

で放電を起こすかは分からず,プラズマ発射タイミングを一定にできない。この

ことはプラズマ実験には致命的である。発射したプラズマがプラズマ状態を維

持できる時間はとても短く,任意のタイミングで発射できなければ実験に使う

ことができない。よって,二段階放電という形式を採用している。 

 

2.2.2 チタンワッシャープラズマガンの構成 

  

チタンワッシャープラズマガンの設計図を図 2.2.2 に示す。放電の概念図を

図 2.2.3 に,予備電離回路とメイン放電回路図 2.2.4,厚型・薄型チタンワッシ

ャーの設計図を図 2.2.5 に示す。詳しくは参考文献[2]参照 



 17

プロトタイプからの変更点は薄型チタンワッシャーのサイズを変更した。こ

れは,チタンワッシャーに水素を吸わせるとチタンワッシャーが膨張し絶縁管

に入らなくなる欠点が生じたためである。そこで薄型ワッシャーを 1サイズ小

さくし直径を 18[mm]とした。また,予備電離回路のコンデンサー容量も変更し

ている。予備放電のエネルギーを増やし,予備電離で発射するプラズマの量を

増加させようと考えたからである。 

 

2.2.3 チタンワッシャープラズマガンの組み立て 

 

チタンワッシャープラズマガンに吸蔵させたチタンワッシャー（通常・急冷

のどちらか）を取り付ける。取り付け時には部品を十分に洗浄し,不純物が付

着しないよう手袋を使うなど注意を払う。まず,厚型ワッシャーを取り付け,

ネジで固定する。このときメガテスターを用いてワッシャーと電極ピンの間に

１[kV]の絶縁が取れていることを確認する。次に絶縁管を入れその中に薄型ワ

ッシャーを積み上げていく。セラミックボールは一つ一つ大きさが異なるため,

ほぼ同じ大きさのボールを選びできるだけ均等な距離でまっすぐ積み上げる。

積み上がればステンレスカバーをかぶせステンレスカバーと一番上のワッシ

ャーとだけ接触するようにゆっくりと締め付ける。最後に電源ピン,厚型ワッ

シャー,各ワッシャー,ステンレスカバーそれぞれに絶縁が取れていることを

確認する。絶縁が取れていれば完成である。 
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図 2.2.1 二段階放電概略図 
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図 2.2.2 プラズマガンの設計図 

 

 

 

 

 
 

図 2.2.3 放電概念図 
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図 2.2.4 放電回路（上 予備放電回路：下 メイン放電回路） 
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図 2.2.5チタンワッシャー寸法（上厚型、下薄型） 
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2.3 BX-U と測定器 

 

2.3.1 BX-U 

 

 今回の実験はプラズマガンを BX-U という直線型実験装置に取り付ける。BX-U

を用いる理由は計測機器を使用できること,BX-U の周りに配置しているソレノ

イドコイルによって磁場をプラズマ発射方向に発生させることができ,プラズ

マを閉じ込めることができることにある。BX-U の全体図を図 2.3.1 に示す。ま

た真空度は～10 [Torr]である。プラズマガンからマッハプローブまでの距離

は 1.15[m]。プラズマガンから蛍光盤までの距離は 1.7[ｍ]である。 

8−

 

2.3.2 マッハプローブ 

  

プラズマパラメータの測定にはマッハプローブを用いた。マッハプローブと

は一対の電極をプラズマの流れに対して上流・下流に配置して,電極に入り込む

電流の違いを見ることで,流速度を測定するプローブである。そのプローブを

BX-U にインストールし,イオン飽和電流を測定し・イオン流速の推定を行った。

今回用いたマッハプローブの詳しい仕組みや,機構は参考文献[2]を参照しても

らいたい。ここで用いたマッハプローブの上流側,下流側の粒子を取り込む窓の

大きさは である。 ]m[102 26 −−×

 測定回路を図 2.3.2 に示す。マッハプローブの電極電位は,バイアス電圧をか

けて,フローティング電極電位から,-45V 下げている。これは電子を跳ね返し,

イオンのみを取り込むためである。取り込んだイオンによって生じるイオン飽

和電流は,Current Transformer(bergoz 社 CT-C2.5-S)で検出している。CT は入

力電流を電圧として変換・出力し,その感度は 2.5[V/A]となっている。イオン飽

和電流を流している電流線を CTに 20 周巻きつけているため感度は 20倍となり

出力比は 50[V/A]となっている。これにより,出力電圧から直接イオン飽和電流

を求めることができる。 
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2.3.3 蛍光盤による計測 

 

 同じく,プラズマ速度・密度の測定を BX-U に取り付けた蛍光盤も行っている。

蛍光盤は蛍光剤を塗布した蛍光面の上にアルミ膜で覆われている。エネルギー

を持った荷電粒子はアルミ膜を通り抜け蛍光盤に衝突し,蛍光盤を光らせる。発

光に寄与した粒子をアルミ膜が吸収する仕組みになっている。参考文献[3]参照。 

この蛍光盤とその周りの構成を図 2.3.3 に示す。プラズマガンから見て蛍光

盤より手前にある第二メッシュに正・負の電圧をかけ,電圧が十分であれば電

子・陽子のどちらかを撥ね返し片方を加速されて蛍光盤に到達する。蛍光盤を

発光させた後,荷電粒子はアルミ膜に吸収され電流として測定できる。その電流

をコンデンサーに蓄え出力している。この電荷量は蛍光盤手前に設置されてい

る第一・第二メッシュによってプラズマの 99.95％がカットされているため補正

が必要となる。式 2.1 より,測定される電圧にコンデンサー容量をかけた値はコ

ンデンサーに貯められた電荷量を表し,電流値の積分と等しい。この値を時間微

分すれば電流が求まる。式 2.2 と式 2.3 より,メッシュに流れ込んでくる電流と,

蛍光盤の光る面積 Sからプラズマ密度を求めることができる。 

∫== IdtCVQ           (2.1) 

             SenIV
t

C iｖ
ｄ

ｄ
==          (2.2) 

             V
dt
d

Se
C

Se
I

i ・
ｖｖ

ｎ ==         (2.3) 
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図 2.3.1 BX-U 
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図 2.3.2 .イオン飽和電流検出回路 
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図 2.3.3 蛍光盤計測の構成と計測回路 

 

 

 

 

2.4 プラズマ発射及び測定手順 
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2.4.1 プラズマ発射まで 

 

  チタンワッシャーを装備したプラズマガンを BX-U にインストールする。次

に,前節で説明した測定器を取り付ける。その後真空排気を開始。スクロール

ポンプ,ターボ分子ポンプと順次起動する。できる限り真空状態を高くしたい

ため内部に不純物が入らない努力が真空容器内部及び部品を触るときには必

要となる。これは超高真空中といえども不純物は存在しており,放電時の熱に

よって不純物がチタン表面に付着し放電を起こりにくくさせるからである。今

回の実験では電離真空計を用いて真空度を測定し,3×10 [Torr]以下で実験

を行う。各装置の準備が終了すれば実験を行う。今回は,BX-U 周りにあるソレ

ノイドコイルを用いてコイル中心に 320[G]の磁場を発生させた状態で実験を

行う。 

7−

   

2.4.2 タイムシーケンス  

   

メイン放電,予備放電は一定のタイミングで行えるように図 2.4.1 に示すシ

ーケンサー回路を用いて以下で説明するタイミングとなるように行う。予備放

電用のコンデンサに充電を始めてから一分後にメイン放電用のコンデンサへ

の充電を開始,メイン放電用コンデンサへの充電完了後にシーケンサー回路か

ら予備放電用パルスを予備放電回路へ送り予備放電を起こす。メイン放電電圧

と予備放電によるプラズマ放出量が十分であればメイン放電が起こり,その数

秒後にコンデンサの負側がグラウンドと接続される。これで一回のシーケンス

が終了し,また予備放電回路用のコンデンサの充電が始まる。コンデンサの負

側にグラウンドを接続させる理由は,もしもメイン放電が起こらなかった場合

に充電した電荷を逃がす必要があるためである。 

 

 

 

2.4.3 測定装置の接続 
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プラズマの測定にはマッハプローブ,高圧プローブ(tektronix 社 P6015A),

蛍光盤,それを表示・記録する二台のオシロスコープ（Yokogawa 社 DL1470）を

用いる。高圧プローブ,マッハプローブ上流側・下流側,予備放電用パルス信号

を同一のオシロスコープで測定し,オシロスコープのトリガーは予備放電用パ

ルスで取っている。 

高圧プローブを予備電離放電パルス放出部に接続することでメイン放電用

コンデンサの充電電圧を測ると同時に,予備放電・メイン放電がどのタイミン

グで起こったかも確認できる。さらに,予備・メイン放電から何秒後にマッハ

プローブに信号が入ったかも確認できる。       

また,蛍光盤での電流測定にもう一台オシロスコープを用い,こちらはメイ

ン放電が起こった瞬間にトリガーが入るようにする。トリガーが入った瞬間に

オシロスコープにパルスを出力させ CCD カメラに送り,メイン放電が起こった

瞬間からプラズマが到達すると思われる時間でカメラのシャッターを切る。 

測定器を含め配線には十分な注意が必要である。取り扱う電圧が大きいこと

から大気中でも放電する可能性があり,配線や装置同士の絶縁が取れているか

を必ず確認する。高電圧のかかる配線や装置が重なりあう,また近すぎる場合

はテフロンやカプトンを巻きつける必要がある。 
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図 2.4.1 メインシーケンサ回路 

 

 



 30

第三章 実験と解析 

 

3.1 水素吸蔵 

 

3.1.1 水素急冷吸蔵実験・結果 

  

手順は 2.1.3 で説明した通りに行う。通常吸蔵がはじめての吸蔵ということ

から,リザーバータンクの容積が小さかったにも関わらずリザーバータンクに

7[atm]もの大量の水素を投入したため装置が圧力に耐え切れず石英管とテフロ

ンチューブとの接続部から水素が抜けるという失敗を起こした。そこで,急冷吸

蔵ではチタンワッシャーの数を 3 セットから 2 セットと減らし水素投入量を

4[atm]と少なくした。この吸蔵実験の結果を表 3.1.1 に示す。厚型は一枚,薄型

は四枚のワッシャーの重さをあらわしている。増加量が即ち吸蔵した水素の量

である。一枚あたりのチタンが水素を吸った重量比（吸蔵した水素重量／吸蔵

前チタン重量）は通常 1.21%・急冷 2.01%である。 

厚型と薄型の水素吸蔵重量比は通常,急冷で明らかに違う。この理由は,電気

炉内の温度は炉の中心から離れるにつれて急激に下がることにある。石英管内

奥に厚型,手前に薄型を配置したこと・吸蔵させた枚数が通常吸蔵では3セット,

急冷吸蔵では2セットと異なるため,特に通常吸蔵の薄型ワッシャーの配置は炉

の中心から離れてしまい温度が低くなってしまった。このため,吸蔵量が少なく

なっている。また,本来であれば急冷吸蔵では水素吸蔵の途中でチタンワッシャ

ーの温度が急激に下がり,水素の吸蔵が途中で止まると考えていたが,冷却スピ

ードが遅かったため投入した水素全てをチタンが吸ってしまった。このためチ

タンワッシャー全体に水素を吸蔵している可能性がある。 

通常吸蔵,急冷吸蔵における厚型と薄型一枚あたりの平均吸蔵量を表3.1.2に

示す。この表によると,通常吸蔵・急冷吸蔵間の厚型ワッシャーの吸蔵量はほぼ

同じだが,薄型ワッシャーの吸蔵量は三倍になっている。すなわち薄型ワッシャ

ーのみが多くの水素を吸っている状態になった。この違いがメイン放電でのプ

ラズマ生成にどのような影響を与えるかを 3.2 項チタンワッシャーガンに取り

付け調べてみる。 
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表 3.1.1 チタン重量の変化 

通常 急冷 

試料 投入前（g） 投入後（g） 増加量（g） 試料 投入前（g） 投入後（g） 増加量（g） 

1 6.52 6.61 0.09 7 6.63 6.71 0.08 

2 6.54 6.63 0.09 

厚

型 8 6.60 6.71 0.10 厚型 

3 6.60 6.69 0.10 9 4.64 4.77 0.13 

4 4.68 4.72 0.04 

薄

型 10 4.62 4.76 0.14 

5 4.69 4.72 0.03 合計 22.49 22.94 0.45 薄型 

6 4.70 4.76 0.06      

合計 33.73 34.13 0.41      

 

3.2 プラズマ発射 

2.4 項に示した手順に従い,プラズマ発射実験を行った。測定結果を各項目に

分けて説明する。磁場は一定にかけており,B=320[G]である。 

 

3.2.1 マッハプローブによるプラズマ測定 

  

マッハプローブからの出力信号（通常・急冷）には時定数 0.5[μs]の RC ロー

パスフィルタを使用している。この信号から上流側と下流側のイオン飽和電流

が測定できる。このイオン飽和電流出力差からプラズマ速度を次のように計算

した。参考文献[3]によると, の仮定においてマッハプローブの出力値の比

に次の関係があることが示されている 

ei TT ~

)exp(
down

up
ｆｋｖ＝

Γ

Γ
    (3.1) 

これをもとに速度 を求めると ｆｖ

down

uplog
k
1
Γ

Γ
ｖｆ =       (3.2) 

ｆｖはイオン音速で規格化された値でありこの式を用いてプラズマ速度を得る。

また, ＝1[eV]と仮定すれば k=1.34, = [m/s]となる。Γはプラズマ流速をiT Mｖ
４10
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意味し, はイオン音速を速度に直した値である。プラズマ流速はイオン密度と

速度の積に等しく,マッハプローブのプラズマ感知部分の面積は同じため,上流

と下流の出力電圧の比を取ればプラズマ速度が算出できる。算出したプラズマ

速度と測定したイオン飽和電流から 

Mv

SvvenI Mfiup = より     (3.3) 

Svenv
V

Svenv
I

n
Mf

up

Mf

up
i

02.0
==     (3.4) 

となり,イオン密度を求めることができる。S はマッハプローブが電流を取り込

んだ面積であり 2×10 [m ]とし,これより求めたイオン密度（通常・急冷）が

計算できる。メイン放電が成功したときの上記で説明したプラズマパラメータ

(上流･下流側のイオン飽和電流･プラズマ速度・イオン密度)をまとめて,図

3.2.1～3.2.10 としてそれぞれ表示する。図 3.2.4 までが通常吸蔵したワッシャ

ーを用いており,図 3.2.5 から図 3.2.10 は急冷吸蔵したワッシャーを用いてい

る。また,上図が時間に対するイオン飽和電流とプラズマ速度,下図が時間に対

するイオン密度の時間変化を表す。ここで注意してもらいたいが,式 3.2 より上

流と下流側の電流値の対数をとっているため０付近での値が不安定になってい

る。そのため,信用できる値はマッハプローブに信号が入っていると思われる所

だけである。また,下流側の電流値は上流側に対してとても小さかったためグラ

フに表示する関係上 10 倍している。 

6− 2

 

3.2.2 蛍光盤測定 

 

今のところCCDカメラによる蛍光盤の発光観測と,蛍光盤に飛んでくる荷電粒

子の測定は同時にはできない。これは,蛍光盤を光らせるためには-3[kV]もの電

圧を蛍光盤自体にかける必要があるため,蛍光盤に高電圧をかけたまま電流測

定をするという問題を解決するための回路が必要となる。しかし,この回路は今

回の実験には用意できなかったため発光観測と電流測定は別々に行った。 

先に蛍光盤発光を観測した。蛍光面に-3[kV]の電圧をかけ,プラズマを発射し

て蛍光盤を発光させた図 3.2.1 を示す。(このときのパラメータは以下の通り。

B=320[G],メイン放電電圧=-9[kV],加速電圧=-3kV)  
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次に蛍光盤電流計測を行った。するにはこのためをオシロスコープのトリガ

をメイン放電に合わせ実験を行う。この蛍光盤測定の結果を図 3.2.12～図

3.2.15 に示す。上部は蛍光盤に集まった電荷量と、電流量を示し、下部はイオ

ン密度を表す。また,マッハプローブ,蛍光盤の結果をまとめた表3.2.1を示す。 

 

 

表 3.2.1   マッハプローブ測定と蛍光盤測定 

    マッハ 蛍光盤 

 No Main(V) 
加速電

圧(V) 
 N i  max(×10

-317 m ) N i  max(
-3m ) 

126 -4 -600 2.87 - 

127 -4 -600 1.45 8.66×10 17

144 -8 -600 2.64 8.65×10 17
通常 

149 -6 -600 3.92 7.42×10 17

174 -9 1500 7.02 - 

177 -6 1500 1.73 1.26×10 16

178-2 -5 500 1.81 4.51×10 16

178-1 -5 500 2.95 2.86×10 9

179 -5 0 3.27 2.78×10 10

急冷 

186 -9 50 4.04 3.69×10 17
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図 3.2.11 蛍光盤発光 
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図 3.2.12 127 蛍光盤 加速電圧 -600V 
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図 3.2.13 144 蛍光盤 加速電圧 -600V 
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図 3.2.14 149 蛍光盤 加速電圧 -600V 
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図 3.2.15 186 蛍光盤 加速電圧 50V  
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3.3 解析 

3.3.1 水素急冷吸蔵解析 

 

体積,表面積及び,体積・表面積あたりの水素吸蔵量を表 3.3.1 に示す。この

表から,もし同条件下で投入した水素がチタン全体に均一に浸透するとすれば

水素吸蔵量は体積に比例するはずであり,表 3.3.1より厚型ワッシャーには薄型

に比べ五倍の水素が吸蔵できるはずである。しかし,五倍の吸蔵は実現せず,急

冷吸蔵では逆に手前側に配置した薄型ワッシャーが厚型ワッシャーに対して多

くの水素を吸蔵している。これは水素を投入した際,入り口に近い手前の薄型ワ

ッシャーが流れ込むほぼ全ての水素を吸蔵してしまい,奥の厚型ワッシャーに

水素が到達できなかったからだと考える。その後,平衡分圧によって手前の薄型

ワッシャーが少量ずつ放出する水素を奥の厚型ワッシャーが吸い込む水素の受

け渡しがワッシャー間で行われ,現在の吸蔵量に至っている。   

このようにチタンの水素吸蔵スピードは速く,吸った水素は急速にチタン奥

まで急増される。急冷吸蔵において水素急増中のチタンワッシャーを石英管ご

と氷水につけたときの温度変化は超高真空下のまま行っているため,熱を伝え

るものが無く急速には温度が降下していない。よって急冷できておらず,勾配が

発生しているとは考えにくい。また,石英管内のチタン全体に水素を吸蔵させる

場合,各ワッシャーの平衡を取るために十分な時間を水素吸蔵にかける必要が

ある。 

 

3.3.2 プラズマ解析 

 

(1) 予備放電とメイン放電 

  

メイン放電はせず、予備放電のみ起こった時の信号がマッハプローブで一度

だけ計測できた。その結果によると予備放電によるプラズマイオン密度は 2.87

×10 17[m ](図 3.2.1 より)。これは、メイン放電とほぼ同じプラズマ密度であ

り予備放電ではメイン放電とほぼ同じ密度のプラズマが発射されている。しか

し、マッハプローブではまれにしか計測できないことから一度の発射で打ち出

3−
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される量が少なく、マッハプローブの小さな取り込み口に運よく当たらないと

測定できない。図 3.3.1 に予備電離時に蛍光盤が発光した時を示す。これより、

予備放電では狭い範囲にしか発射してないことが分かる。また、毎回当たらな

いということは予備電離ではプラズマが発射される箇所や飛び出し方や飛び出

した後の運動が毎回違うということが分かる。 

 

(2) マッハプローブと蛍光盤測定 

  

図 2.3.3 より蛍光盤の第二メッシュに負方向と正方向に電圧を印加した場合

コンデンサーに蓄えられた電荷量が正負で異なった。第二メッシュに正電圧を

加えていった場合、メッシュ手前でイオンは跳ね返され電子だけが蛍光盤に衝

突する。このとき大きなエネルギーを持って蛍光盤に衝突すると蛍光盤から二

次電子が飛び出す。そして、第二メッシュに正電圧が加えられているため飛び

出した電子は第二メッシュへ流れてしまう。蛍光盤に電子だけをぶつけたい場

合、第二メッシュに正電圧をかける必要があるが、過剰な正電圧をかけると二

次電子がメッシュへ向かってしまう。そのため、適正な電圧を計算してみる。

イオンと電子がメッシュに到達する速度を多く見積もって v=2×10 [m/s]とし

て計算してみる。 

4

qVmv =2

2
1

   (3.5) 

q
vmVi 2

2
i=     (3.6) 

q
vm

V e
e 2

2

=     (3.7) 

飛んできたイオンと電子を跳ね返すための第二メッシュに印加すればよい電圧

は V i =2.09[V]、V =1.14×10 [V]程度となり、今回加えた電圧よりはるかに低

い電圧でよかったことが分かる。 

e
3−

 

(3) 発射されたプラズマ量 
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 発射された水素プラズマの量を計算してみる。まず、蛍光盤より計算する。

飛んできたイオンの総数を N iとすると、測定した電荷量との以下の関係式 

ieNQ =   (3.8) 

より Q=9×10 [C]とすれば、N i =5.46×10
15[個]となる。 4−

今回マッハプローブでイオン密度の平均 in = 1.59×10 [m ]のプラズマが測

定された。発射されたプラズマの体積を Vとし、イオン密度の平均を用いて、 

17 3−

VnN ii =    (3.9) 

i

i

n
N

V =    (3.10) 

よりV =3.43×10 [m 3]となる。 3−

また、一回のプラズマ発射でチタンから放出される水素重量ｍ は 

][109.11101.67105.46 -9-2415
H ｇｐ ×=×××== Nmm (3.11) 

となる。一度の発射ではこの程度の水素しか発生していない。 

 

図 3.3.1 予備電離による蛍光盤の発光 
（丸い円は 8cm） 
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表 3.3.1 面積と体積に対する吸蔵量 

  厚型 薄型 比 

 面積(mm ) 2− 333.52 167.88 1.99

 体積(mm ) 3− 468.80 91.88 5.10

体積密度 通常 1.99×10 -4 1.14×10  -4 1.74

(ｇ/mm ) 3− 急冷 1.97×10 -4 3.65×10  -4 0.54

表面積密度 通常 2.79×10 -4 0.63×10  -4 4.47

（g/mm ） 2− 急冷 2.77×10 -4 2.00×10  -4 1.39
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第 4章 結論 
 

4.1 結論  

4.1.1 チタン水素吸蔵密度勾配 

  

 水素吸蔵方法の違いを持たせて水素吸蔵を行った。急増量に変化はあったもの

の、チタンワッシャーが深さ方向に密度勾配を持っているとは考えがたい。密

度勾配を持っているかどうかの確認は電子顕微鏡による表面状態の変化を見る

ことで行うが、今回の結論に間に合っていない。 

 

4.1.2 プラズマ安定発射 

 

プラズマガンに通常・急冷水素吸蔵させたワッシャーをプラズマガンに装着

し発射させた。結果、通常・急冷ワッシャーそれぞれが安定的な発射に対して

大きな違いを持つかどうかは見て取れなかった。 

高密度の水素吸蔵ワッシャーを用いることで、すぐにワッシャー間が短絡し

てしまうという問題は解決できた。このため、数十回プラズマを発射でき、プ

ロトタイプのプラズマガンより継続的なプラズマの発射が可能となった。だが

メイン放電を毎回行うことはできなかった。メイン放電が起こるかどうかは試

してみないと分からず、メイン放電しなければメイン充電電圧を上げてもう一

度試してみるという形を取っているため、定量的な評価ができていない。メイ

ン放電が起こらない理由は薄型ワッシャーの間隔が広くメイン放電が起こりに

くい仕組みであること、またチタンワッシャー表面が酸化もしくは窒化するこ

とで水素が表面から出なくなることが原因である。発射によって表面が変化し

ている状態のチタンワッシャーを図 4.1.1 に示す。 

このことから、プラズマの安定発射にはワッシャーよりもプラズマガンの機

構に問題があることが分かった。 

 

 

 



 54

4.1.3 プラズマパラメータ 

 

今回の実験から通常・急冷それぞれワッシャーからほぼ同じ特性(n i =～

10 17,v=～10 )を持ったプラズマが生成できていると考えられる。速度に関して

は、発射後のプラズマの加速は密度勾配により行われているため、プラズマ速

度は BX-U 内の真空状態に多少影響すると考えられる。通常・急冷の違いが生じ

ると考えていたメイン放電でのプラズマ密度・量に大きな変化は見られず、プ

ラズマ放電にチタンの表面での水素吸蔵量が与える影響は無いと考える。これ

は、放電に用いるエネルギーによって放電できる水素量は決まっており、通常・

急冷ともにその水素量以上が表面にいるからだと考えられる。 

4

 

4.2 提案 

 チタンワッシャープラズマガンを用いた研究のために今のプラズマガンの改

良点とその方法を提案する。 

 

 4.2.1 水素吸蔵方法 

  

 今のままでは一度の吸蔵に 7～9時間かかるにも関わらず、十枚の水素吸蔵チ

タンワッシャー(2～3 セット)しか製造することができない。この問題は石英管

内にワッシャーを横一列に並べていることにある。図 4.2.1 のように棒を入れ

てワッシャーをその棒に通す形にすれば現在 5.5 倍のチタンワッシャーを入れ

ることができる。ワッシャー間が引っ付かない工夫が必要であるがこれは間に

小さなリングを通せば解決できる。この場合、吸蔵途中に石英管を回転させる

といいだろう。このままではリザーバータンクの容積が小く、タンクの容積を

大きくできれば石英管内に多くの水素を投入させることができる。石英管内に

今回の急冷実験の五倍入れたとするとワッシャーの体積は 9199[mm ]として、

そのワッシャーに単位体積あたり 6×10 [g](今回の倍)の水素を投入すると仮

定する。水素を四気圧下で投入するとすればリザーバータンクに必要な容積は

15[ℓ]となる。 

3−

4−
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4.2.2 予備放電回路 

 

予備放電回路には電圧増幅のため自動車用イグニッションコイルを用いてい

る。このため予備放電時の放電ノイズが大きく信号が読み取れないことがある。

また、放電に必要以上の電圧をかけてしまうと表面状態の劣化が進みすぐに使

えなくなってしまうことが問題である。そこで、根本的に予備放電システムを

変更する。予備放電回路もメイン放電と同じようにピンとワッシャー間にかか

る電圧を徐々に上げていき、絶縁破壊によって放電する仕組みにすることで最

低限のエネルギーで放電させることができる。また、それでも表面状態に大き

な変化が見られる場合はコンデンサーの容量を少なくする必要がある。 

 

4.2.3 プラズマガン 

 

放電電圧をかけすぎると、ワッシャー間が短絡しやすくなり、最終的には短

絡してしまうという問題が生じている。短絡しないための構造、ワッシャー間

をセラミックボールによる絶縁を取るのではなく一定間隔で何度付け替えても

同じ距離を取れる仕組みにする。厚型ワッシャーにセラミックボール固定用穴

を貫通させ、その穴に絶縁体であるセラミック棒を立てる。そのセラミック棒

にワッシャーを通す。ワッシャー間の絶縁はセラミック間を 1[mm]間隔で切断し、

スペーサーとして利用する。こうすることで装置の薄型ワッシャーを常に同じ

状態にすることができる。この提案図を図 4.2.3 に示す。 
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図 4.1.1 放電後のチタンワッシャー 
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                      単位 mm 

 図 4.2.1 チタンワッシャー大量水素吸蔵法 

 

 

            単位 mm 

図 4.3.1 薄型ワッシャー固定方法 
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