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液禮絶縁物の絶線破壊現象に糊すろ研究

坂　本　三　郎
（February　26，　1953）

Researches　on　IEIectrical　Breakdown．

　　？henomena　iii　Liquid　lnsulators

Saburo　SAKAMOTO

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract

　　　　Breakdo“；n　process　in　ipsulating　liquids　under　high　electric　field　wa＄　experimeRtally

investigated．

　　　　First　as　pre－breakdown　phenomena，　the　current－vo1tage　characteristlcs　in　pure　liquid

insulators　were　researched　under　the　uniform　and　non　uniform　electric　fleld．

　　　　Secondly，　at　the　higher　field　the　local　corena　discharge　on　a　point　electrode　in

liquid　was　observed　using　a　spectro＄cope．　lt　was　obtained　that　the　excited　states　were

different　respectively　by　the　chopped　impul＄e　voltage，　impulse　voltage　and　alternating

voltage．

　　　　Frem　the　results　of　these　researches，　it　was　proposed　by　author　that　the　pre－

breakdown　current　in　liquid　insulator＄　at　high　electric　field　was　related　to　the　electrons

emitted　from　the　cathode　and　the　negative　iens　which　were　compesed　b：　their　attachment

on　liquid　molecules　near　the　electrode，　and　at　the　higher　field　which　is　almost　the　bre－

akdown　field，　the　liquid　molecules　near　the　electrode　are　desociated，　excited　and　ionized

by　collision　of　the　emitted　electrons　from　the　electrode．　These　mechanisms　were

considered　from　the　increasing　rate　of　the　current－voltage　curve　and　from　results　of

corona　observation　by　the　eye　and　the　spectroscope．

　　　　As　the　field　increases　higher，　these　excitation　and　ionization　become　distinguish

and　streamer　dlscharge　extends　froin　the　electrode　and　at　last　leads　to　final　breakdown

in　liquid．

　　　In　reiation　to　these　researches，　the　effects　of　absorbed　gas，　fibrous　impurities　and

solub工e　and　mixed　materials　in　iiquid　were　exa搬ined．　It　was　known　that　the　absorbed

gas　and　the　fibrous　impuritles　increased　the　current　in　liquid　larger　and　intensified　the

lonizatlon　of　liquid　molecules　at　the　same　fieid．　IThe　effects　of　solubles　and　mixed

materials　to　liquids　were　complicated　and　they　should　be　con・＄ide｝・ed　respective！y．　on
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　v

each　case．
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II・液膿の絶縁破壌前鵬現象

　　§L　亭等電界における電流一一電墜特性　　　　　　　ン

　　§2・不學等電界における電流一二墜特性

　　§3・室氣及び四二の二麿誘電膿の場合の電流一電魅特性．

　　§4・液腱魔流一匹塗特性より見繍琶縁破麹期の黙約について

11L．液盤の絡縁破壌過程

　　§1・液膿の絶縁破壌に蘭する分光學的研究

　　§2・恥辱の破墨過程に辞する考察

W・直感の絶縁耐力に及ぼす投入物質の影響

　　§1，　巨q．rwイヒ炭素に沃素をカBえた鵬

　　§2．　アルコ・・一ルに各・種物質を加えた場合

　　§3・　墾騰テ由1・・こ各種物質を力口えた場合

V・結論一液膿の絶務i破壌機構について

1緒 言

　　高電屡工學における液肥絶縁物の占める位置は質及び彙において釜々重要性を加え，その

電二三特性に鋪する研究も又多くの角度から進められて來たところであるが，これ等の問題を

取扱うに際しては液膿の構造自膿の問題に加うるに，液騰中に含まれる不純混入物による複雑

な影響のために来だに不明瞭であり充分な結論が得られな∀・ところが多V・。特に：その絶縁破笠

機構については周知の如く，熱的破壌説及び電氣的破壊読のこ主流があり又その各唄て：おV・て

も多くの異なる考え方が行われているのであるが，そのv・すれも色kk假定の上にその論議を

進めているのであって，液二四に現われる色々な破壌現象を同時に明快に説明できるものは殆

ど見當らないといっても過奮でない現状である。

　　筆者は以前よりとの液髄の絶縁破壌現象について研究を行って來たのであるが，でき得る

限り實験的事實に立脚して考察を進めるように注意しつつ次の如き研究をなし，その破壌瓶程

について一悠の結論を得たと老えるのでここに一括嚢表する次第である。即ち最初種々の液罷

申に直流電界を印加せるときの破両前の現象として所謂電流一三墜特性（Current－voltage

characterlstics）についてその電流機構を調べ，次に次第に：高電界を印加せるときのその特性

の墜化より更に直流以外に交流，衝撃丁丁印加の際の液礫分子の破壌に至るまでの破壊過程に．

關する一蓮の蟹験を行い，これに幽いて一般丁田絶縁物の破壊機構を考察した。その他，液騰

に溶解した物質，吸逸せるガス又は混入せる不純物の影響等について色ft　k條件の下に同蒔に

研究したところをまとめて述べることにする。

H　液膿の絶縁破壌前駆現象

　　　　　　　　　　　　§L　李等鷺界における電流一電腿特性

　　純粋な液膿絶縁物中に李板聞1環をお・きこれに直流高電導を印加し，徐・Ze　1（電璽を上昇する

場合に流れる電流を測定すると，そのときの所謂電流電璽特性は氣髄中のそれと似た形をと以
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始めは第1圖1の如くOhm則に從う部分，・次にIIの飽和部分を経て或る電界以上になるとIII

の如く急激に電流が上昇する。このIIIの部分については品詞より多くの論議が行われ未だ不

　　　　　　　　　　充分のところが多いのであるが，この電流の上昇の極限は直接又は間接
　ロ　　　　　ロ　　　ロ

　rp　il　　　　にその面隠の絶縁五爵と關沖するものであり，その機構の究明は絶縁油
　　工：lli皿
：a　ii　　　　壌過程の初期の現象を明かにする意味にお・いて軍要な課題である。最初

　ttiし　　　　I　　I

　　　l　l　　　ll　　　　簡輩に現在までに提案されているこの特性に封ずる諸研究者の考え方を

　　　　　　　　　　述べ，次にこれに醸して後述する筆者の行った實瞼的事實に基いた槍討
　　　電　圧
　　　第1圏　　　を加えることにする。

　　電流一蹴堅曲線　　　1．液卵中の電流に：封ずる翰墨の詮及びその早撃

　　（a）液膿中の衛突イオン化vaよる考乙，

　　これは1920年頃より概念的に提案されて顧たが，實験的にやや具目的に述べたのはNiku－

radsei）及びSchumann？．）である。前者は鑛油，トルオール，ニトロベンゾール中におv・てこ

の電流曲線が印加電界刃について排喝θ⑫（oδ劫…（1）なる指敏函敏則を潴足する即ち10g　・i

とEが或る電極聞隙δについて発く直線的關係を示すとして，始めからこれを液膿中の分子

の全面的な衝突電離で説明し，後者もこれをとり上げてその考え方を支持している。更に前者

はその著書に：おいてそめ老えを進め液罷の衝突電離羽幌α！，電子附着係敏εノを國式的に求め，

これより電流一廻墜曲線を読明している。然しながらこれは後述する如く正確なる實験結果に

よるとNikuradseの考えの基礎であるlog’　iとEは直線になるとはいい得す，～二こ　1（　一一つの

難鮎が考えられるのである。このことはその直後にEd正er響）によっても指適されているので

あるが，現在でもなおこのNikuradseの考えがその儘一般に既定の事歴の如く傳えられてVb

るが，これは誤りであると考えるものである。

　　（b）電極の吸着ガス又は電極附近の液骸中の衝突電離に基く考え方

　　これは新語縛：士等4）により提購されたもので，多くの實瞼的研究特に絶縁油中の表面電荷

圖の研究結果に基くものである。即ち液罷中の二糧類の電荷圖の一つは直流三座印加のときに

得られる木葉朕岡形で，他の一つは主として衝禦，交番電墜印加の際得られる樹枝状厨形であ

るが，直接三農の破壌を左右するものは後者の樹枝駅圖形であること，及びこれ等圖形はいす

れも電極面の状態に大きく影響され，短籍墜，超音波印加その他の影響は樹枝歌圏形に大きく

効くこと等の事實より，この樹枝厭品形は電極附近のガス又は主義の衝突電離による電子的な

原因によるものとし，木葉紙誌形はこれ等によらないイオン的なものと結論している。更に：圖

形の出來方と電流電璽特性との關蓮性についても實験し，この電流はNikuradseとのいう如

き液口中の全面的な衝突イオン化によるものではなく，電極附近の局部的なイオン化現i象に基

くものであるとし從ってこの電流の大小と液膿の絶縁破壊二二とは全然三山のないものである

と主張している。

　　この老えに醤して後述する如き’筆者の實験結果と比較して見ると，確かに電極附近の現象

が木きな役割を有することは事實であるが唯このような衝突イオン化のみの考え方だけでは不
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充努であって，更に電極よりの電子放射の存在及び漁中察閥電荷の影響，電極闘構外への電荷

の血温等に漉する考慮を必要とするように見られる。然し絹當の強電界になった場合に響いて

の液女中の衝突電離の存在及びそれ以後の破壌までの過程についての詞博士等の主張は明かに

正しいものと考えるものである。

　　（c）高電界にお・ける電子放射説

　　これは最：：初Baker：及びBo！tz5）によって曝えられ，後に：Lepage及びDu－Bridge6）によ

って部分的に修正支持されたものであって，いすれも液罷中のこの電流は電極よりの放射電子

流であるとしている。Baker等は誘電龍申では貢室中に比べて電極のwerk　functionが低く

なるtとを考え，これには高電場でのSchottky効果を考える際誘電灘のためimage　force

が留まるとしてmodifyすべきであるとし，次の如く電流式を導き山山log　i／Eエ／2が直線に

なるとして遠客結果と…致することを述べている。

　　　　　　　　　　i　＝　io　exp　Cs　（sEei．）t／e／，g7’）　・・・…　　＋・・・・・…　　i・・i一・一・・…　　（　2　）

　　但しε：電荷，εノ1歯応の誘電率にしてその直線は10919　i／E‘／2が1．91（ε！）v2／7なる傾

斜をもつとしている。次いでLepage等はかかる誘電掌中でしかも電界をかけたときの，金薦

電櫨から電子を完発に引き繊すのに：必要な仕事を計算し，これより電場と仕事函数の關係を求

め

　　　　　　　　　d　aog　1）／dEti2　＝sSi2／（ebV2rcT・・…　J一・J…　一・・・…　t・・・・…　（3）

を導き10g，oi／E’／2が1．91／・『ε！）▽27の傾斜をもつとした：が，これはBaker等のぞ：れと比較す

ると誘電率の影響が逆に：出ている。これについてはBak¢r等は金薦面から出る電子がその金

厨の影響を振り切って逃げるべき限界の距離をきめる場合，電極に非常に近くあるべきPola－

ri・ati・n　chargeの直感内（1分子直濡で考えていることに下るが・これはLepage等によ

ると誤りであって少くとも20分子直諌のところまではimage　fieldが働くべきであるとして

いるものである。

　　然しながらトルエンについて行われたLepage等の實験結集と彼等の導いた（3）式と比

較するとその傾斜は一致せす，寧ろBaker等の傾斜に一致する傾向を示している。これに記

しては陰極よりの事貨上の電子放射面穣は幾荷畢的な表面積よbは遙かに小さV・こと，仕慕函

轍の湿度三門の大なる～二とその他電極面の不整即ちPatchy効果等をもつて設賜せんとしてv・

るのであるが，勿論一面においては確かにこれは認められるべきものと考えられるが，然し後

述の如くこれ以外の多くの原因をもつていることが確められ，叉彼等の實験した電界範園は狭

く更に闘い範園の實験を必要とすることもあり，これを発敢1的に受入れることはできなV・と恩

うものである。

　　（d）高電界に器ける液盤分子の解離に基く考え方

　　これはRaceT）により楡討されたもので，高電界における液髄分子の解離を考えたWienL

幅戯蝋・聯の。・nd・・一轍（・働・㌍が畢C讐鯉捧繍
をもつ直線になるとして實験結果と比較しているが，その傾斜は一致せす結論を得てV・な》1。

筆者も後にこれにつV・て一態實験し楡討したが，同様その結果は満足すべきものでないことが
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明かにされた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　　（e）Baker等の實験結果に劉する一つの槍討

　　（a）項の液罷の衝突電離読と（C）項の電子放射読の根底となるものはそれぞれ，10即が

Eか又はU／2のいすれに比例するかとV・うことに蹄せられてV・る。しかしてtの爾曲線を比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　降す為と罵る電界強度の範園内では罪常
　　’SS　Q2　on　NL　o，QglCM

　く一8　　　，9／

一r　一・〆　　　　　纏繍である90～150k・／cmまでの

9“　一10／／　　　　　　　糊嗣以109・調のグラフ上に
“一’）

@’1　　　　　　　　　　P1・tすると，第2観に見る如く至くこれ
　　一ll－i　s，

　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　も直線上に乗るUとが確められ，軍にご
　　一121　，

　　　　6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れだけの實験的根諜で結論を下すことは

　　　G　　SO　　IOO　　i∫0　　2GO　　　　危瞼であるということが見られ，更に廣

　　　　　ttE伊脇）　　　下欄駄わたる鰍を腰。する。

　　　　　第2圃Bakerの蟹験に麹する橡討　　　　　とが知られるのである。

　　又同時にNikUradseの薯書その他の報告におけるデ・一一タを見ると，グラフ上にplotし

た各鮎には二二のバラツキが見られこれを結んで直線であるとしたことも又輕卒であり，從っ

てこれに基く液髄中の衝突電離説も企面的には受取れないといい得るのである。

　　以上のように槍討を加えて來ると液膿絶縁物中の電流に肥する論明としては，未だ充分な

ものがなく，又液晶の純輝性，液膿申及び電極面の吸藏吸着ガス及び極性効果等の複雑な要素

1？C　SSする考慮も殆どなされてV・なV・。筆者はこれ等について充分な注意と色友な條停の下に實

験を行V・大盤その機構を明かにし得たと考えその結果を断片的にご二，三褒表9）して來た。一：方

山中●吹田氏等ゆも父液盤中の電流におけるパルス分布を測定しその結果は筆者の得た結論と

同筆な結論に達してV・るtとが見られるが，唯電界の三園についてはやや異なる部分がありこ

れにつV・ては後歯することにする。

　　2．　實験i装置及び方法

　　上蓮の如く極く僅かのデー　ij　・一の差異により結論されるところが非常に違うことが明かで

あり，綿密な注意と準備の下に可：及的純粋な歌態の液蹉で實験するようにした。先ず平戸試料

は後蓮の如く蒸溜せるもの叉は磁器若しくは硝子濾渦器及び翼室ポンプにより濾過せるものを

用い，これを第3國及び4圖の如き硝子容器中に入選て實験した。前者は電極閥隣を任意に攣

化でき，後者は電極闇隙ば一定なるも，眞室ガス抜き（degas）の歌態でそのまま實験を行うべ

く設計されたものである。第3圃（容器Aとす）の電極材料は鉦意に取換え得るもので圖では

壷飾に蓮べる不亭等電界用の針野卒板電極配置であるが，本節ではこれを不板樹挙板電極とし

一又その閉隙長は別に望遠顯微鏡によって正確に較正して實験をした。第4岡も同様電極を交換
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．痢険回路としては高滋藤厘器，ケノトロン，蓄電器による直

　　　　第3圖　容器　A

流電膣より試瞼容器に接平し，その接地側に第5

圖に示す如き結線によって安全火花閥隙，．インダ

クタンス及び抵抗より分流器に入れ，槍流計G

により電流値を測定した。槍流計は感度及び周期

の異なるものを2個lcつbてこgn，　lcよる侍性の相

違を最初確め，異常のないことを見てその後は感

度1．46×10『iOA／mmのものによって進めた。電

流値は電墜印加引際分にして或る一定値に落着く

のでこの貼をとってデータとした。（これについて

も後述する）。又場合により電流波形に

含まれる振動の有無を増幅しブラウン

管で確め又接窮撮影装置で波形を撮っ

た。これ等装置の主要部は第6圓に示

してある。

　　3．　四塩化炭素：及びこれに：沃素

　　　　を溶解せる場合

　　（a）純四塩化炭素中の電流電

　　　　墜特性

　　四塩化炭1素〔Cα4）の絶縁耐力の

著大なることは周知の如くで最初これ

≦等

第4園　容器　B

十H　Vi

1（穿こ＝

、噛，■

6く6

　’

第5圖

．一’

一t

献亀

階

7

十B

測定　回路

銘繭

第6圖測定装置
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について測定した。先季市販のものを再蒸溜し精製したものについて一定濫度で種kの電極闇

隙の場合を調べた。容器Aによって行った測定結果を109煙寸E及び10gゼ樹か／2につbて

比較すると第7圖及び：第8岡の如くなり，後者艮Pち109謬樗遡の方におv・て：大懸臆線性が認

められる。叉～二の直線：部の傾斜を前記のBaker：及び：Lepageの傾斜と比較するとその雨者

の中聞にあるUとが見られる。延いすれの場合にも電極間隙が長くなるにつれて，電界強度の

圖じところで比較すると電流値は大となる◎更に又火花電界に近V・栢嘗の高電界強度（か／fi　＝：

550～580γ’v／cm）以上になると，電流値は直線を離れて増加率が大きくなる。これに關しては

他の液骸の場合にも認められるのであるが一三分子の衝突電離作用の顯著な増加によるものと

考えられる部分でとれについては後に群述する。

　　（b）四塩化炭素に沃素を溶解せるときの電流三笠特性

　　次にCCI，に沃素を山山に溶解すると以前報告ii）　eる如くその衛撃破壊電墜値を非常に

攣化させる。今沃素をCCら1立に謝し50　mgの割に溶解するとその耐力は非常に低下する。

このように電子旧藩性の旧きヤ・と見られる沃素を溶解することによって耐力の低下するUとは

読明函難なところである。この硯象を検討するために電流特性をとったのが前嵐の雨圖の（b）

に示すもので，これによると非常に低電界でも電流値は大きく，又このときは明かに10g　iは

Ei　mよりも寧ろπにi封して直線的に比例することが見られる。唯電極聞隙が大毒くなり2mm

にもなるとこの二三はやや逆になるようである。

　　この零うに沃素溶解により電流増加率の大となることに封しては二つの要素が老えられる

その一一つは沃素溶解により電界による解離が容易に行われ導電寧の壌加することであり，他の

一つは液膿中における衝爽電離現象の存在である。前者についてはこれを前述のWien一

Onsagerの理論i・こよる傾斜と比較く

して見ると，第9圓の如く網當の差異

のあることが知られた。二部に純四

塩化淡素の場合のも示したが，これ

も相判の差のあるのが見られる。後

者につV・ては先ず印加電界強度が低

いこと及び電流中のパルス分布10）よ

り見てその可能性が一一・PIK疑われるの

であるが，然し筆者等の以前行った

電荷鍬形の研究結果（IU））より見て，

沃素溶解により非常に樹枝歌鍬形の

磯達し易い事實とこのlog　i封E

の直線性のことよりして，回る程度

の衛突電離も認められると考える家

第である。一方前述のBaker等も
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トルエン（C6H5CH　3）に：沃素を溶解し電流埆加を認めているが，これを沃素溶解によってトル

エン中の水素を陰極両に：電解的にdepositeしこのため電子放射を容易にするとV・う論明をし

ているが，筆者の行った如く水子を含まぬCCら中でもこのように電流増加を生うる故，彼

等の考えは採られなV・とV・V・得るものである。

　　4．饗厘器油の場合

　　次に電氣工墨において最も實際的に使用されている鑛物性の攣墜器油について同様の實験

を行った。かかる液膿の場合にはその溝浮度が最も結果に：大きな影響を：及ぼすものであるから

充分に浄化虚理を施した。即ち市販のものを100。Cに加熱乾燥し，更に活性アルミナにて充分：水

分を吸着させ，これを硝子フィルターにて眞室濾過して容器Aに入れた。その結果は第10圖に

　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　示すが比較的低電界では矢張りE1／2

安
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電極闇隙を橋絡させ，その状態を保つたまま電流電墜特性をとった。これは前項の第10圖上に

◎印で示してあるが，電厘印加の始めから電流値は大きな値を示し，なお電厘を上昇させると

途中より電流増力1摩が攣化し，引子V・ての電厘上昇により再び上昇率が高くなる。このときこ

れを正09　i麹Eの所謂電離型のグラフ上にplotすると明かに直線的になることを知った。

叉次序の針劉平板電極での實験でこのように塵挨橋絡のときの電流波形をとったところ，明か

にパルス振動を見ていることより見て後蓮の如く塵埃と電極闇の下中の衝突電離が行われてい

ることが老えられる。

　　（b）油中吸藏ガスの影響

に封して直線性をもち，又Baker等

による傾斜によく一致している。　電極

間隙2mmの場合の例でいってEが約

125kv／cm以上の高電界になると電流

の塘加i率が急に攣るが，これも前の

CCらのときと詞じ傾向を示すものと

いえる。　又同じ電界強度で比較すると

電極聞隙の増大に三って電流値も大と

なることも同前とV・える。　これ等につ

V・ては後に一括して論明を加える。

ことにする。

　5．i攣狸i器油中の繊維歌塵埃及び吸

　　　藏ガスの影響

　（a）繊維厭塵埃の影響

　今上述の如く充分に乾燥浄化した攣

墜器回申に，　よく乾燥した濾紙より腕

落せしめた二，三本の細い繊維をもつて
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　　以上の實験は油をdegas後20隣間以上維過し盗氣を充分吸慌してV・る場合であるが，次

に油中及び電極に吸藏又は吸着されているガスの影響を調べるため容器Bに齎いて實験を行っ

た。先ず引当ポンプ：及び硝子ブイル6’　・一で一度濾過した攣搬器油を容器に入れ，そのま蜜蝋整

ポンプで大話油の蒸三三近くで5時闇degasを綾け油plr；より睡臥が殆ど出なくなったのを見

て直ちにニッタを閉じ，低氣墜の歌態のまま電流電腰特性をとった◎これは第11闘に示す

…… B一。一一 ﾌものである◎な訟この場合は電極として狸15mmの銅板を用いたQこのとき

得られた電流敏は翼鍮電極のときに比して大きな値を示した。次に容器をそのままの朕態でコ

ックを徐々に開き’乾燥した盤氣を入れて20時事後に痢じく電流特性を測定し，これを岡岡中

…… ~…一×一で示してbるが，このようにして油中にガスを吸藏させたときは僅かながら電

流値が大きくなるzeとが認められる。この傾向は後に不二等電界のときの測定でより一縢明瞭

である。（註：degasせる油を大氣畑中に放置せる場含は，6時闇以上維過すると大二元の欺態

に戻ることは既に一般に認められてv・る。）なおこの直線の傾i斜は圃の：如くBaker　siopeに一

致している。

　　　　　　　　　　　§2．不雫等電界における電流訓電璽特性

　　誌節に記述した諸結果はいすれも雫三二隙に器けるものであって，これだけで液誌中の電

流機構を調べるのには不充分な鮎が多V・と考え

本飾におV・て針端点羅板の不李等電界における

特牲をi蟹i象とし，その針端の強電界による影響，

極性効果，吸藏ガスと極性との三田その他を實

験した。更に：又，、次節に点いて述べる：如く茎氣

及び液膿の二贋誘電髄のときの電流特性等をも

調べ，これ等と前飾の軍等電界のときの諸結渠

とを相互に比較し，金般的な湾察を加えること

を属的としたものである。

　　1．針端及びその近傍の電界強度について

　　本飾の實験で使用した装置は前簾のものと

同じであるが，唯高電厘側に種たの曲率牟樫
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第12圃　針醤準板聞隣櫨大岡

　　　　　第11圓

（ρ）の針を用v・た。曲率牛穫ρはこれを笹縁鏡

で調べて決定した。なお材料には貫鍮，鐵，銅

等を使怨した。針端のρが決定されると，針端

　　　を近似的に：廻榑双曲膿として或る電極聞

隙♂のときの針端，雫板申心，電極間隙の各黙

go・　loo　ISo　200
　　　G　σ砺のb
　　　degasによる電流値の減少
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における電界の計算ができる乙3）今第工2圏に器いて針端の曲率傘樫ρ，電極間隙8，針電極面を

尖端の蹟率年径が針のρと同一な廻韓双麟面に置換するとしてその焦難のX座標をしとする。

34tの電極闇隙が誘電率ε！なる液龍で充たされているとする。

　　　　　　　　　1⊃＝＝1／1’て1＝手：一b）・・一・・・・・・・・・…　。・・・・…　一・一…　一・■一…　一・・・…　（4）

　　今三板電極を零電位とし，針電極の電位をσとすると針電極尖端の電界強度E，乙勉は

：needleの意）は

　　　　　　　　　　略●誰㌦諭’”噛”0’『”’『’（5）

　　但しこの場合液罷誘電艦中では塵芥その他による局部的な電界歪を老えないとする。（以

下同檬）。戸板電極中心に胎ける電界強面Ep（PはPlateの意）は
　　　　　　　　　　Ei；’　＝　Lll’1’L．t　“i”’　”　｝／　1’t）’　＋i’’’’’’’’’’’’’’’’’”‘’’’’’’’’”（6）

　　　　　　　　　　　　　　　　109丘＝♂

　　中心軸（X軸）方向の電界強度E（X，0）は

　　　　　　　　　　砺藷㌻．暁±ll”’”一一”．””（7）

　　なお針電位及び電極闇隙より一番簡軍に求め得る基準電界Egを求めておくと便利である
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第羅圃　基準電界に封ずる靴

　　　方向電界の割合

Eo　＝＝　” 狽煤G’g・・・・・・・…一・・・・・・・・・・…一・・・・…（8）

　　その他針電極面電界，不板電極面電界等も求められる

が，これ等は上述の瓦，E（。，。），瓦・等が知られると，これ

より大略の値は推測される故雀略する。

　　そこで今，両端より李板電極までの電界分布朕態を基

準電界端との比の形で示すと，次の第13圖の如く針電極

より僅か0・1mmの液柱になると電界は非常に低下し約1／

10に：もなることがよく知られる。

　　なお，針電極の曲率牟樫はO．06mm乃至0．027mmの

ものを使用して實験を進めたが，大部分の實験は0．027mm

（鐵）の電極を用いたので，第13圓ではこれにつV・て計算し

な器電極閥隙♂を攣えた場合を種々計算した。このような

場合，普通實験に訟いて印加した範園の電題で，針端では

10fiv／cmの電界になる～二とも計算される。

　　2・不板間隙及び針樹亭板間隙の判者の電流値の比較

　　始めに三板聞隙：及び針封李板の不羅等闇隙のときの電

流値を比較すると，第14囲の如くなる。即ち同じ電極闇
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隙（2mm），同じ電極材料（眞鍮）で電墜敏を軍に印加電趣で比較して見ると，羅板電極のとき

が常に大きな電流値を示すことが解る。’ nって面詰板閥瞭のときの電界と，南端封2ド板閥隙の

針端附近の電界とで比較すると一一esその差が明かになる。このとき・使用の針のρは0・06　mm

である。なお使用せる液膿は攣瓦器油で塵理は岡前である。又本節での實験はすべて五輪器油

で行ったものである。又同心で實線は員室濾過後20時闇以上経邉した場合，：及び破線は翼察濾

過直後30分以内に行ったもので，このように不ZF等闇隙では油中ガスの影響及び極性効果は大

きい。これにつV、ては亥項に：述べる。
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　　　　　　層　印々ロ電N　（x　3S。　v）　　　　　　E（・論／死）

　　　　第14圏　不馴等電界における　　　　　　　　　　　第15圖　針鞠単板の不畢等電界における

　　　　　　　　電流一抱墜特性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電流一電磁特性

　　3．針端の極性効果：及び吸藏ガスの影響

　　前述の如く攣虚器油墨では針電極の極性：及び：吸藏ガスの影響の大きい乙とが鴫かであるが

これを一雨洋細に確めるため更に鏡v・針（ρ・・0・027mm）につv・て實瞼を行った。その結果は

第15麟：及び第16圖に示す。第15圏はガスを含む歌態のときであってこれは109ゼ封君112のグラ

フであるが，このように明かに針蠕㊥のときがθのときに比して電流値が大きく，又電極閣四

大なる程電流値は大きくなる。圏中矢印はここに訟V、て火花破壌の生じた黙を示す。なおEの

計算は本節第1項の（5）式E，zによって行った。次に油日の吸藏ガス及び電極爾の吸着ガスを

除去せる場合であるが，ガスを除去するにつれて針端の極性に關せす電流値は減少することは
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襲に第11圏にもその一・一一例を示した如くである。これは又以前EdlertOによっても報告されてい

20e

⑤丁

g．　gg

？　59
　　40婁

　　309

二　2。

変圧審・ラ由中

　｛2’　sOc）

　　　lo
　　　　　Z468　IO　12
　　　　　　fFカ。六四（KV）

ag　15圖　degasせる攣墜二二中の

　　　　終端極性放下

　　前節の雫等電界のときに述べた如を10g　i／E炎はIog　i／Bi／2の庖線性について，この不平

等電界においても確めるため，第14圏：及び第！6圏で逆心品詞Vがそitの電界Eに當然比例す

ることより調べて見ると10g　i！Eのcurveには殆ど直線性は見られす，寧ろ109〃忍I12の

curveが第15圖㊧如く部分自勺に瞳線・部が見られる。これはdegasのときも同様な傾向があり，

乙の特性曲線の基本的な骨絡をなしている乙とが考えられる。叉針端㊥とθを比較すると明か

に針端θの方が直線的である。

　　このように1Og　／iEif2の直線性ということは一三この電流機構をSchottky効果で論明繊

來るものであるが，…方かかる針端（しかも負極性）の如き強電界におV・ては又冷電子放射も

考慮に入れるべきものと思われる。（前蓮のRace等は7F等電界ではこれを認めてはいない。）

この場合については一般に知られている平野即ちFowler－Nordheimの關係

　　　　　　　　　　　log　i／EL’　＝　log　A一　…il．’一・・・・・・…一・・一・　・一・・・…’’’”・（9）

よりlog　i！E2と1／Eの直線蘭係を確めるか，叉はM｛illeri5）の實験によって確められたIog

iと1／Eの間の直線關係を調べるとよいことになるが，今後者についてその直線性を検討して

見た。今第15圏中の針端負のときの例について第17圏の如きグラフ上にPlotすると，電界の

高くなった2×105v／cmより2．75×106v／cmま：でしの奪亀園に：わたって一悉直線性か認められる。

これは前回の熱電子放射機構以後の部に驕するものとも見られるのである。

　　從って若しこの結果を採り上げるとすれば結局，二二平板の不三等電界のときの電流山回

特性は，相當高電界に至るまでこのSchottky効果及び冷電子放射によって支配されている

として論明できると考える。

　　（b）火花．に近い強電界のときの曲線の特異性

　　これも早等電界のときに鰯れておいたか，不李等電界でも一暦駆かに認められるもので，

この鮎は液鱒中の火花放電と直接關蓮する重要な鶴分と老えられるが，未だこの部分に鉗する

る・と1ころで，油を完全にその蒸氣燧ま：での低氣座でdegasし

た歌態では極性山梨が逆になり寧ろ田端㊥の方がθより低い

電流値を示すと蓮べている。このガス座と電流の關係は非常

1（C敏感で，筆者の壷振によっても心慮コックを漏洩する程度

の翻意攣化をも感じて電流値が次第に攣化する◎それで低雨

雫に画ける電流値と極性の關係を求めることは非常に困難で

、あったが，容器Bによって眞蟄申約4時問蓮績de解s後に得

られた例が第16囲である。圓で明かな如く針㊥の方が針θよ

り低い電流値を示している。なおこのときの針電極は銅にし

て曲…門門繧ρ＝：0．04mmであるσ

　　4．電流一門墜曲線及び電流中の振動分について

　　（a）電流電璽特性曲線の直線性
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報告は他に：見られないところであるげ即ち平等電界では第8圖及び第鉛圓，㌦不労等電界では第

珍圖にその籔例が示されてv・るのであるが，今次第に電墜を高めて行き火花電界に近くなって

來ると，電流の増加傾向が一旦少くなり次に更に電璽を上昇するときに，電流の増加率が急に

塘して來て，績けて僅かの電歴上昇で液中火花破壊になるのである。殊に不李等電界でも針端

㊦のときには電極闇隙2～4mmでよくその傾向が明瞭に現われる。針端㊥のときは容易にこ

れは磯見されないが，唯電極闇隙が1mm以下の短間隙でよくdegasしたときにこの特性を

見出し得る。これ等につv・ては後1て：一括して考察する。
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　　　　　　　　第17圖　攣墜器油中の畳針端における冷電子放射に覇する強弓．

　　（C）電流中の振動波形　　・　∫　　「・、・　・、　　…　「一t
　　（b）項と蹄卜してこのときの電流中に含まれる振動分を第5圃に示したように：増幅してブ

ラウン管オッシ。グラフで観察し又撮影した。今針端㊦にして最初極く低電歴哲β加すると，

その直後小さい〉ミルス的な振動が生じこれは1網もなく消える♂ごれほ電楓（：姶あがら岐藩され
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ていた汽泡の影響かと老えられる。家第に電厘を上昇して行くにつれ，第工8圖の如き波形にな

　　第18圖4．9kv間中隙隙1mm

振動的になりパルス的なものを多く含んで翻る。第19圖はこのときの波形で，電墜は6・3kvで

上と同じ條件である。このような波形が蓮績して重暫して翻るのである。針端㊥の場合はこの

傾向が殆ど見られなくkる。叉degas直後の油の場合は振動は少くなるが，確かに存在して

V、る。

　　5．繊維ナ伏塵挨の影響

　　液盟中に塵埃が存在する場合，その絶縁破壊電離を低下するととは周知の如くであるが，

その極端な例として繊維状塵挨が電極闇を橋絡したときの電流一電磁特性は既に第10圖に示し

った。これは誘導電歴のため電源波形の歪ん

だものが生じているのであるが，これには未

だ明瞭なパルス的な振動はない。．この圖の場

合は印加電厘が4．9kv，銅針電極，間隙1mm

で電流特性で見ると10g　i　ts　Ei／2が大麻直線

「的部分の上の黒馬である。時闇軸掃引は左から

右である。i次に更に画歴を上昇すると〔b）項

で述べた如く電流増加…率の急に増．し始めると

ころにな’る。このときは電流の波形は非常に

　　　　第19囮　6．3kv油中国隙11nm　　　　　　　　　　第20圖　5・25kv塵埃橋絡

た。即ちこのようにこれによって電流の増加率が急増するのであるが，今内端と雫板間隙でtの

ときの電流波形を見ると，第20圖の如く非常にパルス振動が重軽してV・るのが解る。圖は自恕

を5・25kv印加したときの例である。これは恐らく繊維が電極間を橋絡し振動するとき・に，繊

維と電極の接鯛部に高電界がかかりtの間に局部的な液骸中放電が行われるためと見られる。

今これを曙室中でよく観察すると電極附近に局部コロナらしい光を見ることができることから

も液罷の局部的な破壊の存在及びこれに俘う電流中のパルス振動が設明されるのである。なお

軍に門中に塵埃が浮遊している場合は塵埃の運動につれ，これが電極に衝突したとぎにその都

度軍一のパルスを生することが明瞭1’cUtられた。

　、6．負針端における局部コu・ナの存在　　　　　　　　　　　t・

　　上述の如く火花破壊電界に近い高電界強度になると電流電墜特性も特異の檬相を示’し丁特
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に不三等電界で下端θの場合にこれが明瞭に認められる。同時にこのときに電流には著しいパ

ルス的振動が重淫することもうき［iられ，てれが液雛絶縁物の発路破壌に重要参役割をもつことが

考えちれる。今鵬山中で充分に闇に慣れた眼でこの款態を親察するin　，、碑壊近くの強電界で

は針端θのときに限って明かに針端1くおいて蒼白色の局部ヒ・ナが慰1された。電極闇隙は

3mm及びその前後で見たのであるが，このような直流電界でしかも比較的短開豆では未だこ

の畑瀬中の局部コロナの存在は一般に知られてV・なV・が，その匙縫光歌態より見て以前著者等の

研究したヌ．後の章にて述べんとする分光的観察の結果と比較して，明かにこれは液膿（～二ゐ場

合は愛璽器油）分子の破壊が行われているといい得るものである。即ちこれまでの諸田儀と比

較して負針端よりの高電界による放射電子の衝突による液蹉分子の破壌が生じたものと見るこ

とができる。

　　同じ電極闇隙でも針端㊥のときは全く獲光が認められす，次第に電墜上昇によって突然火

花回廊になることが確められた。又前項にも述べたが璽埃で電極闘を僑終したときは網當低電

墜でも，又針端の極性如何に似せす磯光が認められ，電流へのパルス振動の重醗と併せ老えて

局部的な高電界による液龍の破壊が認められると思う次第である。

　　李板封李板間隙では電流電璽特性の電流上昇率1◎寿異性及び電流波形に振動が認められる

が，然しこのような焚光は認められす，電墜上昇によってそのまま火花となる。これはかかる

挙等電界では液量の鋤嚢がどの程度行われているか，鷹ちに噺定できなV・が，これが激しくな

ってその局部的破壊が肉眼で見える程に強烈になるとすれば，當然それと同時にその電極近傍

で電界の均衡を蹴して直ちに磁路凝縮に：粟ることが當然考えられるであろう6これ等に騙して

は再び後に㈱れるごとにする。

　　7．電流日嚇｝亨1特性

　　網倉誘電騰に直流電墜を邸加せるとき，吸牧現象による電流の漸減現象はよく知られてい

るが，灘1につv・ては一定電璽砕口加篠疏値は徐々に上昇を績け，敷分職として瀬く一矧直

に落蒲くのが見られる。℃れまで本章に訟V、て述べて來た實験結果はV、すれもこの一定値にな

ったときの黙をとってデータT一・としたものである。然しこの電流の時評特性について一麿詳細

に調べると非常に特異な経遍をとることが制明する。即ちfl痢容器に入れた液雛に直ちに電墜

を印加すると，電流値は網當大きな値をとるが，しばらく放諭して訟くか又は次第に電燧を上

昇して行くと電流はある一定状態の値に戻り，前述の如き特性曲線に乗ることになる。これは

所謂Clean　UPの現象として知られているもので，紙面イオンの移動に：より電極に流入して滑

失するものとされている。

　　次に：次第に高電界になると電流値も上昇するが，これが一定値になってからなお三分二三

麗すると，今度は逆に減少を始めて次の一定値に落旧く。これは電界が高いときは比較的大き

く減少する。（但しこのようにして更に電墜を上昇すると，前の第4項（b）の如く途には電流

値が減少することなく急増する部分になり，最：後は火花破瓜にまで達するのである。）この電

流値の減少するのはZF等，不李等電界，油中にガスの有無等に關せすに生する現象で，今攣璽
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器油中李板賜隙のときの例を第21岡に示す。囲でA黙でそのまま放置すると減少してB黙にな
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第21圖　　電流一ロ寺聞特雛三

り，次に滋に電蹉を低下させて行くと曲線は前

の上弓融線の下の低い纏を以耗戻って行くが，

このときも又10g　i／E‘／sは頂：線性を示一3『ことが

見られる。

　　針封李板闇隙でも同糠であるが，唯このと

き針電極θのときは電流の上昇又は減少して一

定に落着くまでの時間が，針㊥のときに比して

速かである。このように：二二山岨に共に電流が

一一一一 U徐六に増加するのは，或いは電極面近くに

おける液膿分子の誘電分極により電子放射が容

易になるためとも老えられ，叉電流が一定値を

超えてから次に徐々に減少するのは，前述の如

くClean　upの現象としてGemant等も重陽

しているのであるが，一方これ等に：亡しては次

の如く色六な効果を俘つた現象と考えること秀

比較的自然な老え方と思うものである。即ち次艶に電界が高くなると共に陰極よりの電子放射

が埆し，同時に放出された電子はその：大部分が液盤分子に昼付着し負イオンどなる。これは電子

に：比して重いため陰極前面に負の察間電荷として次錘に蓄積されて，ここの電界を弱めこれに

より電子放射を幾分抑制し，このため電流の増加が止められ減少して一一一一一定値に：落蒲く。この闇

に，この負電荷の接散による損失等も考慮rc入れると，電流が一定値になるまでに相當の時事

を必要とすることが読明できよう。然し更に電界が強大になると，陰極からの電子放射も著し

く又その有するenergyも強くなり途には液膿分子の破壊（衝突による解離：及び電離）も激し

く行われるようになって，陰極前面の様相は急に攣化することとなり，ここに電流の塘血忌は

再び増大し最後に火花全路破壊にまで到達するものと考えられるのである。

　　　　　　　　§3・空氣及び液髄の二層誘電髄の場合の電流一電駆特性

　　前節までに：おいて液心中の特憔を調べたのであるが，これ等の機構髪更に明かにするため

に次に二丁及び液艦（ここでは憂墨器油）のこ暦誘電瞭について，極性効果，電極の形状によ

　　　　　　　　｛tov　〈b）　（c）　〈d）
　　　　　　　　　i

　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　＝三：
　　　　　　　　　蝉　　　　　　　　　二＝歴＝
　　　　　　　丁

1c惜
一＝＿　　Cり帆　＝一

一
一　　　　　　　　　　一

第22圖　室氣一攣墜器油の二履誘電膿における電極配置
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る差異等を研究し，これを油申のみの場合と比較した6又比較のために軍に察氣中のみの場合

のデー・ターをもとって見た。電極配麗は第22岡の如くにとり高言側の樋性を種々攣えて見たa．
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　　　　　　　　　　　　　第23圃　二麿誘電膿の電流一電墜特性

その結果は第23岡に示した。このときは回歴側に加えられた電墜値を以て横軸とし，縦軸の電

流も便宜上謝数目盛でとって軍にその大小を比較したのであるが，圃の如く（a）即ち察氣中針

野李板電極の場合が最大で，その申でも針端θの：方が非常に大きく出る。次力§（b）の二暦にし

たときであるが，これも針端θのときが始め電流値大きく，電璽上昇によって次第に㊥θの差

が少くなり途には針端㊥のときが大となって來る。この（aXb）二つの場合共，電極よりの電．

子放射に基く電流が大きく効くことが明かであって，電流波形を同時に槻測すると針端θのと

きは所講Trichel　pulse力噸蓋んに出ることが認められた。このとき一方の電極は油中にあるが

これにも拘わらす，相當大きな電流が流れることは興味あることで，例えば針端負のときは察、

氣中の電極近傍で衝突電離により増殖した電子が直ちに漁イオンを形威し，これが油申に入り

油分子に附着して負電荷を亭板電極に蓮ぶ機構が考えられる。

　　女に（C）の電極配置で室氣申の羅板電極が㊥のときには電流値は大であるが，これがθの

ときは極端に小さくなる。これも李板野のときにその附近の電界が小さい故，これよりの電子

放5Mは少ないことが當然で，逆に室氣申の㊥電極の場合はその近傍では電子による衝突電離が

活醒でそのため電流が多いという一般の氣中放電現象論により説明できるであろう。
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　　これ等を液農中の電流と比較して見ると圃の（d）の如く，電極間隙が2mmの場合がこの

程度で更に距離を15mrnにも離すと（c）のZF板θの電流の程度．しか流れなv・σ

　　この二麿誘電髄の場合の例を以て前述の液中の極性効果：及び吸藏ガスの影響を類推して見

ると，非常に關蓮性のあることが老えられるのであって，例えば自賠ガスのあるときの極性効

果として針魚電極㊥のときの電流値の大きいことは（c）の配置の如くに，又は（b）の場合で電

界の：大きV・ときに相亡して考えられる。即ち電極附近に鉛V・て液中低藏ガス中での衝突電離に

よる電子塘殖作用が大きいことで論明されるであろう」又この吸藏ガスを除去したときの極性

効果として，第16圏の如く逆夢電極㊥のときに電流値が小さく，θの大回ることは（b）の配置

で低電界のとき，即ち室氣中の衝突電離による電子増殖作用がそれ重大ぎくないときの歌態に

粗彫すること等が考えられるのである。その他種々の電極闇隙：及び配置，極性等の組合せによ

る多くの實験や，二屠誘電骸の場合のTrichel　pulseの様相の徳化等多くの興昧ある問題は淺

されているが，然し上述の二，三の結果より見ても，大雛の様子が知られると思う照照である。

　　　　　　§4・液髄の電流一電導特性よリ見た紹発破四野宮の機購について

　　以上各階において記述した平坪的研究の諸結果を綜合し，その電流電墜特性に饗して與え

られる結論より一般の液謹平縁物の維縁破壊過程，殊に：その初期における機構について考察し

たところを次に記すことにする。最初これまでに得られた電流機構に翻すが結論を要約すると

次の如くである0

　　1・液態絶縁野中の電流機構に封ずる老僧

　　（a）液瀦維三物中の直流高撃墜による電流は，比較的低電界におv・ては第1圏1：及びIIの領

域における液雛中の蜷存イオンの移行及びその飽和部分を維てIIIの領域に入るが，このIIIの

部分については陰極より放射される電子：及びこれが電極附近において液膿分子に附着して作る

陰イオンがその中心をなすということができ・る。これは第8圓（四塩化炭素），第10圏（饗墜

国営中雫等聞隙）及び第15圖（岡不李調理隙）において認められる如く，Iog　i／E1／2のcurve

においてメ：膿Baker又は恥page　slopeに耀う傾斜をも’う直線部分がその骨格をなすことよ

りしてSchottky効果が考えられ，羅針馬丁のときは第17圖において高電界における冷電子放

射の傾向等も見られることから結論づけられる。

　　（b）瀬瀬中1叉は電極面の吸藏・吸芳ガスは常に電流鐘を増加させる役割をもつb・即ち鮎11

個，第！4圖，第16圓で明かである、．これは電極よりの放射電子がこのガスにi幽しで衝突電離に

よって電子増殖を行うとして説明することができる。『この傾向は殊に針樹果噛め不弔等遺嘱で

著しく現われ，針端電極附近の高電界中でその作用の大きゃことが見られる。

　　（c）針端の極性効果について見ると・針㊥のときに級藏ガスの影響が宋零v・6、、こ．れもゆ）

項の場含と共にガス申の放電境数の考え方で充分詮阻され得弼　．．＿．　．1．・．

　　（d）電極問隙が大きくなるvaつれて・等しい購ゆ≧．ζ三二託すやと第8暉・第：1咽及

び第15圖の：如く門下大なる程電流が増加する。この關蝕ま田中に吸藏ズ界：を含なと．き：に特に著

しく，degasのとき1はその程度が少い。、今上蓮の實験結果をまどみて各電界について電流謝間

隙D粥系を示すと第24翻D如、くになる。圖中波線ぽガスを吸藏している攣璽器油，實線ぽ四塩



　　　　　　　　　　　　　液燈絶縁物の絶縁破壌現象に關する研究　　　　　　　　　　　　　115

化炭素ダ鮎線は四塩化炭繋に沃素を溶解したときの曲線を示す。’ 　　tt’tt　層　”T’t

　　このような電極間隙増加によ・る電流増加は’Nikuradse流にいえ・ば液醗分子自罷の衛突電

離作用に基く・ものとされ得るのであるが

これに封しては既述Q如くIO9　i／Eの直

線的でkV・ことや，この程度の電界では

電極の極く近傍を除いては：殆ど期待でき

、ないこと等から疑問であり．寧ろその主

．因は液讐中叉は電極の団団・吸着ガスの

衝突電離作用による電子増殖と考えるべ

きものと思うものである。即ち第24圖に

見る如くIog　6封電極聞wa　1のCμrveは

四塩化畏素に沃素を溶解したものを除い

ては：V・すれも直線的でなく，1の増加と

共に上昇率が少くなる。これは一つには

液龍分子に封ずる電子の附着が考えられ

ると共に，一方闇隙全冊にわたる衝突電

離を否定し電極近傍のみの電離作用の老

えを肯定する一つの結果とも見られるの

である。

　　（e）浪艦例えば四塩化炭素中に沃素

を溶解すると電流は減少せすに却って増

大する。これに聞しては沃素溶解により

解離が容易に行われて，・イオン傳導によ

？
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第25圖1’2　／cc14（50血9／1）’中の電荷圖

　　　I

　　　oq2なq5幽1234
　　　　　　．L電糧朋禄（m　nノ

　　　　　　第24画　電流一三隙特性

る電流が塘回することと，他方液蹉の衝突電離が

’行われ易くなるためとV・う爾今が老えられるが，

・前者に片しては第9圖に示す實験結果より見てそ

の効果は期待でき’す，寧ろ後者の衝突電離が相當

行われていることが見られる。即ち第7圖におけ

るlog　i／Eの直線1生，第’24圖の鮎線に見る如き

log　i／1の直線的増加及び第25圖の電荷圖12）に齢

ける樹枝状圖形の磯達し易V・こと等ζり結論され

るのである。なお第25圖は四塩化炭素1立中に沃

素を50mgの割に溶解した液中での硝子板上交流

電墜による電荷圖形で，沃素溶解に．よb非常に樹
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枝歌圓形（これは衝突イオン化に：より生するもめ）が蓮楽し易いことを認めたものであ為。“

　　（f）液中た存在穿る塵埃は液髄申で局翻～的破壊を惹蜜起す。即ち灘豊中で細v些事歌の塵

埃で電極間を橋絡させたときの實験によると，第10園の如く電流特性に大きな影響を：馬下し，・

電流堀力肋呼野狸になり，N第20圖の如く電流波形にパルヌ振動を生じ，曖内申では明かに電

極と塵埃間の脚半の局部的破壌による獲光を認めていることより結論される。

　　（9）次鍛と電墜を上昇しで火花に近い強電界になると，電極より放射される電子が相當強

力なニネノレギーをもつて液騰分子固萌突するように勧，從って電極近傍での液｛雛の破壊も著

しくなって來る。これはこのような高電界になると，電流電璽曲線の形が特異な増力噸向を示

すように：なり，閥もなく全路火花破壊になるに至る。これにつV・て種六實験の結果，針端θの

ときに特にこれが明瞭に認められること（第15圏），　このときの電流の振動分を増幅すると，’

氣罐女液髄，三三の局部破壊によく見られるパルス的振動が著しくなること（第19鯛），璽に晦

室中で観察すると針端θのときは全路破壊以前にも，比較的旧聞隙（3mm）で蒼霞色の局榔コ

ロナが見られること等よりして，既に陰極前面に：器いそ液盤分子に：醤寸する電子の強い衝撃のだ

め，その附近の液膿分子の破壌が行われていることを示すものと見られる。・エド板闇隙でも同1じ

よう液特牲が見られること（第8圃，第10圖）よりして，こるときは不李等間隙の門端のよう

に局部的に強烈ではなV・が，回る程度の液髄分子の三三が生じていること渉考えられる。針端

㊥のときはこれが明瞭に認められないが，破壊直前に賢いて陰極1躍附近で急激にこのような現

象が生すると共に，液盤分子破壊により生する蕉イオンの作る嬢聞電荷電界及び針蠕附近の強

電界が三乗的に働いて急に全路破壊になることが想像されるのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　（h）各種闇隙の火花破壌電晒直を比較すると，一番低v・ものぼ針端㊥の場合，…次が針端

e・郷瀧d・g・・した場合の評1蕊舗隙で・・の臆の灘の差タ贈d・g・・四度磯花

して1田然おしない。仙番破壊電塵値の高いのはエF板間隙で勿論油をdegasナると，この債癒

一暦高くなるzeとは1験ゆ如くである。これも一般に剛・楓潤擦の方が低い値を示すめに譲

って信ぜられ，t”Cのように：記載されている著書も多V・ヵ㍉これは液膿の糸屯丁度の不良の場合特

に塵埃の影響等を見遍して下るためであってジ純郷な液灘の場合にはこのように不三等間隙の

三三三板電極の方が遙かに低い破壊値を示すととが明かで∫この鐵は繍l！注中における結果と攣

りはない。

　　2．四半中の電流上昇め極限と奎路火花破壊・に移るまでの逝程について

　　前項までに述べた如く液膿絶縁里中で直流高戦野を印力［1し1次第にその大きさを増して行

くと電流値が増大し途に或る電界に至って液中の世路火花破壊になるのであるが∫このとぎの

電流上昇の極限とこの星羅火花破壊の關蓮性にっV・ては穂綿より多くの論議がありゴこれにつ

いては凱に本章第1節第1項に述べて來た。ここでは筆者のこれまで記述して來た實瞼結果及

びこれに謝する考察に基き，次の各女の場合についてその關蓮性に鰯れることとする。

　　（a）不李等電界ゐ場合

　　最初針端甥李板の不亭等電界において；針端θのときを考えると，このときは電界の上昇
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とともに針端電極よりの電子放射が盛んになり，これが充分なるエネルei・一をもつて液鐙分子

に衛突することによってこれを解離し電離に至らしめる（これについては更に家章において詳

しく説明する）o．電界が非常に高くなるとその程度も激しくなり，外部には電流増加牽の転化

として現われ，又比較的短闇隙（例えば2～3mm）でも針端に語V・て局部コロナの形式が見られ

るようになる。更に電界が高くなるとこれが所謂液戦中のストリーマ放電を形成し途に全路盤

壌に到達することになるも6）このとき最後の破片時の電流はRacei7）の認めてv・る如く時間的に

見てμ5程度で急序するのであるが，實際には銑にその前にこのような電流攣化が見られるの

であって，この顯からいえば電流上昇の極限即ち液膿の破傘とすることができよう。然し一一一一me

に知られている液膿中の電流とはこのような増加率の塗化した後のものをVbつてV・るのではな

く，その前の放射電子によるものを指してV・るのであり，この黙は覇聾すべきものと考える。

　　衣に針端㊥，手板θのときは醐じ不李等闇隙でも趣を異にして，電流の増加峯も最後まで

殆ど璽化が認められす，又前記程度の短間隙では単願に局部コロナも認られないままで，電装

上昇とどもに突然火花破壊になる。このときは負電極たる李板の前醐における電界が前と比べ

て非常に弱く，從って電子放射も又そのエネ．ルA”i　一一も少い故，ここで液膿分子の平壌を生する

までIC至らないが，…欠第に電墜を上昇して賜る程度に達するとその響板陰膳面で衛突電離作用

が盛んになD，そのため生するイオン察湖電荷の影饗により急にその前面の電界が臨れ，これ

と針端附近の強電界と椙倹って急激に液雛中の破壊が促進され，殆ど瞬時にして金路火花に遙

絶してしまうことが考えられる。從ってこのときの電流は墨焼の直前まで陰極よりの放射電子

及びこれに傷う陰イオン流が主器であって，防染門限1τ關係があるものとはいえない。

　　（b）：射程電界の場合

　　このときは丁慶不李車留隙に驚ける前二者の中闇の檬相をもち，陰極面：及び陽極面共電界

は低い。然し電流値は陰極面が李板で廣い葦囲封李板闇隙に比較すると相鴬大きい値をとる。

今亥第に電腰が上昇し櫓下の電界が高くなると，先ず陰極薗において液器分子の破壌が始ま：り

電流上昇率に黒化を生やる。この黙は前の不挙世電界で李板θのときにこのような電流上昇率

の攣化が見られなかったのに比較し，同じエド板θでもオ帽違があるところでこれについては；突の

ように考えられると思う。即ち前縁第13圓の電界の様子で明かなように筆端饗李板閥隙の黒板

面上では，鋒端直下源黙の電界即ち恥，り）でも網じ閥隙長の李板封亭板のとき（Eo）に比し

て電界のメ：いさは約10～30％も少くなる6從って針端直下を離れた7拝板の周邊では非常に電界

は卜いことが明瞭であり，このような陰極面からの放射電子数も少く又僅かの電流増加奪の類

化があったとしても殆ど外部には現われなV・程度のものと見られる。これに好しtこで封象と

している回板聞隙の場合は電極面上では一高どの黙も同じ電界と考えられ，電界の増加と共に

上瓦の如き液雛分子の破壊が生じこれが積算されて外部に電流増加率の攣化として現われるこ

とが説明される。然し不李等間隙のときの針端θのときの曲線に比較すれば，その攣化はやや

不明瞭であり3醐隙長によってもその現われ方が異なるようである。’・

　　さて引績き僅かの電墜上昇によつて電極翻のtr　lsgeの均衡が臨れ，直ちに全路火花に至るこ
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とは前項と筒檬の維過を辿ると見られる。aのときは勿論局：部＝Pナは認められない。又この

ときの電流も最初の比較的低電界のときの陰極よbの放射電子：及びこれに件うイオン流と，破

壌直前の高電界における液膿分子の衛突電離による破壊によって生する電流の二階段があb，

後者の電流上昇の極限が液晶の全路火花破壊に關話するとV、うことになる。女液必中又は電極

に：吸藏・吸着ガスが存在すると，上述の電流を根幹としてその上にこれ等ガスの衝突電離によ

る電流分が加わるということになり，電流の墳加傾向には大きな影響を與えないが唯そのため

生する正イオン察闇電荷により電極近傍の電界を強めて破壌電界を低下させるところにこのガ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t／tttスの効果が大きく働くということが考えられるのである。

　　（C）塵埃及び溶解物等爽雑物のある場合

　　上述せるところは純輝な液膿絶縁物毎びこれにガスを含んだときについて考察したもので

あるが，次に例えば繊維歌慶埃の如き爽雑物が電極闇を橋絡したような場合を考える。このと

きは衆知の如く液睡中の破壌電墜の低下を画すことはいうまでもないが，これは電極とこの塵

挨の接嬉野に局郵的強電界を生じ，印加電墜は網當低虚妄でも開かにここに：局部的破壌が認め

られ，岡時に電流上昇率も非常に塗化し明瞭に電離型となる。又電流波形には激しいパルス振

動が生じている。このときは電流上昇の極限は即ち破壌ということは明瞭にいえる鐸である。

　　家に液嚢中に各種物質を溶解せるときの電流機構との鋪蓮性であるが，これについては軍

に四塩化炭素に沃素を1立當り50mg溶解した場合のみを調べたQこのときは一般に老えられ

る導電性液龍の高電界に：おける解離現象の増加が問題になるので，これにつbて電流上昇睡線

をWien－Onsager　slopeとLk較したところ前述の如く大分その傾向が異なり，この場合は別

の實験結果により寧ろ沃素溶解により液籠の破壊が促逡され易くなるということになり，この

ときも電流上昇の極限は即ち破壌に慮るということがいえると考えるのである。

　　（d｝結　　　　轡

　　簡軍に結論的に述べると，從無いわれて來た如く液夢中の電流は液心中の分子の衝突電離

によるものが主雛で，その電流上昇の極限が即ち液鰹の全路破壊であるとする見方は誤りであ

って，實際はこれを二段階に分けて考慮する必要がある。即ち最初は電極よりの放射電子：及び

これによる陰イオン流及び液罷及び電極の吸藏・吸着ガス中に舞ける衝突電離による電流がそ

の根幹をなし，次の段階として相當高電界に：なって始めて液龍分子の衝突電離による電流増加

が顯著になり，その電流の極限として液海中の漏路火花破壊が生するとすでべきある。

　　女この後者の電流の外部に現われる様相も電極民田，液罷の溶鉱性あるいは爽雑物によっ

て異なることを示した。

　　　　　　　　　　　　　　亙H　液艦の維縁破壊過程

　　誌章におV・て液駿絶縁物に直流電界を印加しこれを次第に塘加せしめ，全路破壊直前に：至

る迄の所謂破壊初期現象について述べて來たのであるが，本章に器いてそのつぎの段階として

高電界における液膿分子の破壊過程つV・て研究したとごろを記し，これ等爾着における一蓮の
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研究によって液隻の絶縁破壕機癖蟹朔かに：せんとしたものである。

　　　　　　　　　　§1・液晶の絶縁破壌過程に騨する分光學的研究

　　液ポ「中の放霞機猜1匪充の一・：方法として，液骸中のコr・ナ放電のスペク1・ル観察によるもの

は二日．1●篠原爾轍：授にむV・て始めて行われある程度その破穿機構が瞬ヵ、にされて來た。幽荻授

の行った研1九：は比較的分子・隠造の簡1レな水回水溶液，エチルアルコール：及その水溶液について

であり，目貫用上高∵1’絶縁季イ’料として多一：に使用される塗腰回三斜（：ついても2，3研κこれ

たが后者におや・ては：充分なるノ戎果を得なV・で研究途上に：あっノこ。文そび）研究に使用された｝弔掴

電堅も106秒聡度の衛L皮及そのマ籔漸鋤が主であって，これよりも長v・商胤〔繊獅壌の、憲睡

にお・ける徴工盛池の研究に至ってV、ない◎

　　筆者は爾畿投の研究1「こ弓h責き，同研究益におや、て更i’こ各種妻化水素，塗腰器油及液嬉甲絶tt

縁餅力の最も瞬きい四塩化媛1素一凝こつV・て研究を進め，叉印加電話範闘も50㍉商用刷汲教1迄に

櫃大してその破油壷留．を研究し，二二その研究を完酬」’したQその研究結果につVbてlr；麦既に：二，

心念表18）してあるが，ここではその后の結果及筋誰での研κ日吉果と開漏して考察を憎めた塵を

…括して述べんとするものである。

　　1．　實　験　方　法

　　液1中におや、てコロナ放バを得るにはその液盤の導電峯のノく小によって印加無名波：及㎡1壷、

配置を適1當に選ぶべきである。叉液質の光に面する吸牧率の：大小によって薩樋配置も適當に：i選・

ばれねばならない。例えば水，アルコール及それらの水溶液では聾慮率の大なるため誓蓮の』方

法では液最中のニロナ放濫は生じない故，時｝ilに数1する電墜上昇の鮒合即ちdv／dtの大きな争荷－

撃電歴波によらなければならない。又攣墜器油，閃塩化：炭素その他の如ぎ導庖率の低いものは、

50％交流叉は前章の如く蔵流でもコロナ放電を得ることが声言る。第

26圃は賦物配置として使用した二つの型で，（i）は光の吸紙帳の小さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冗
い液雛の場含，（ii）は塗墜論議その他の：如く光の三二の大きな液，、1に

用V・た。特に（ii）は9なる水晶板窓際において放繭を行うためその黒占

有利な上，挺に楓離て：近いため比較的低電墜でも大き’なコロナ放電を

生ぜしめることが出詰る。殊に50％交流では（旬の方汐そによらないと

＝uナを得ることは凶難である。な器周中Lは水iHl集）’tレノズ，　Sが

スペク1・ロスコープで，これにはHilger小型ラ｝光器及びConstant

deviation　typeのものを使用した。女（ii）の場合には，水晶板の外側

に錫箔を貼りこれを接地側電極とし，内部の針用こ電極にはAl，　C’u叉

は乃等を用いこれに高電膣を印’hpした。

L

『ξデ㌢｛

君，

い1

　　　　（lt）

第23岡　電極配置

　　xベクトル算眞撮影時lllは交流50・bでは3～5時閥の露1・｛1であったが，衝攣電厭波｝（：よる．

コロナは光の存綾時間の短いためと各衝撃電璽波翻の馬聞を2～3秒ととったので，1｝ヨ約8

時聞として4～5遇間の一矯出を必要とする。この各衝撃波聞の時i臨1隔を飴り短くすることは：

前圏の放電の際に生じたガス等の影響を受ける恐れのあること及びインパルス嚢生装置の繭：か
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”から制約されるのである。しかしこの實験の途中になってから焦黒山距離の充分小さい直径の大

きい水晶レンズニ枚を重ねて，レンズの立鐙角に入る光束を出回るだけ多く利用するようにし

：たため，約2週聞迄短縮出寝た。

　　なお印加迫撃波は輩純なる軍一減衰波にしてその長さは牛波高値迄10、6秒程度の短いも

’のとした。夏に並：列球閥隙によってこの波尾を薇噺した10－7～10“8秒程度の識断波による實

，験も行った。又識断衝撃波の識噺瞬間を簡軍に調節するため，三貼聞’隙及RC充電回路を利用

．した方法を考え19）これによって放電の嶽相の攣化等を翻察した。

　　2・　四塩化炭素に：誇ける結果

　　電極配置は第26圖㈹の方法で，難中針電極としては卯を用い，これに始め短い被噺波つ

ttぎに衝撃全波を加え，次第に印加電墜波を長くして商用周波の交流電塵波をも加え，その電駆

一波の攣化による幽幽分子の破壊過程をその時のコVナ放電の蛮光状態より調べて考察した。こ

の時の獲光スペクトル窮眞は第27圖に示してある。即ち同圖（i）（ii）の如くこの爾者は全く同

＝様のスペクトルを與え，可一部より紫外部一帯に亘る強い蓮績スペクトルの上に，C2　Swan帯

（i）出掛衝撃三三コロナ

（ii）衝撃電堅コロナ

〔iii）商用周波電墜コロナ

（iv）誘導線輪による火花

fv）四盤化炭素ガス中火花

　　　　　as　27圖　四盤面炭素液中放電スペクトル

C原子線及電極．4♂の線スペクトルを示している。〔なわ（ii）（iii）（V）の上部に見えるのは波長

測定のための鐵弧光スペクFルである。）

　　しかるに（iii）の如く10－2秒程度の波が蓮績して印加されると見られる商用周波三三を印

一加すると，以上のスペクトルの他にC12蓮績帯及びCα，℃α2あるいはCα3によると考

えられる微細構造をもつ帯スペクトルが現れ，後述する如く四塩化淡素破壊の段階が～二めよう

に進展することが知られる。又同液中で誘導線輪により比較的小電流の火花放電を行わせると
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《iv）の如く強い蓮績スペクトルで覆れた上にC2　SwaR帯及C線，電極線が現れるに過ぎない

夏に比較のため，四塩化炭素・ガス中で同様の火花放電を行わしめると（v）の圖に見る如く，強

い蓮績スペクトルは見られすしてα2の蓮績帯が著しく強くなり同時にC2　Swan帯，　C　C1，

Cα2，Cα3，　C線，電極線及混入室氣線が現れている。これ等について老察したところは後

に詳しく述べる。

　　3．　一般炭化水素液盟における結果

　　つぎに一般炭化水素の代表的な例としてつぎの2，3の絶縁物を選び實瞼を行った。

　　｛a）環状炭化水素の例

　　　　ベンゼン〔C6　H6）及びベンゼンの二置換膿キシ帰一ル（C5　H4（CH3）2）

　　（b）鎖歌表台水素の例

　　　　流動ノくラフ，イノ

　　いつれも絶縁耐力の高v・ものである。第28圖に示すものは小型分光器による可覗及紫外部

を含めた金領域における50・v交流電墜によるPt　uナの場合であって，ベンゼン：及びキシロール

共，同じスペクトルを示し弱い蓮績帯の上にC2　Swan帯が現れている。なお窮眞にはN，第

〔i）ベンゼン中商用周波コロナ

〔ii）キシレン中商用周波コロナ

　　　　　第28圖　ベンゼン及キシレン中放電スペクトル

ニ正帯が出ているが・r繊第2咽（ii）の電極配置で夕榔のPt地側髄より雌氣中＝”ナ放

電のためであって，内部の液清幽のコロナ放電による光とは容易にその長さの相違より逗別し

得る。（これは分光器スリット上に：おける焦黒占の結ばせ方で調節したものである。）叉上部の

スペクトルは比較のための鐵弧光スペクトルである。

　　この第28圖1ま全領域ではあるが小型分光器のため不明瞭であるので’つぎに大型のCons－

tant　Deviation　typeのもので撮影したものを第29圖に示す。これは可覗領域のみをとってb

る。同圖（i）はキシロール中衝撃コPナにあるもので強い蓮績帯を與えるのみで，他の帯叉は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む線スペクトルは見られない。（但し圖で5700A附近に見られる帯状の強感光部分は，本實験に

使用せる乾板の分光感度の不整によるものであって，これは別に蓮績スペクトルを與える光源

例えば白熱電球及太陽について撮影してこれを確めている。これは：叉同圖〔iv）の鐵弧光の窟眞

例にも見られる。固じことが同輩（iij）にもv・えるが，（ii）は別の乾板を使用したためこれが見

られなV・。）

　　（ii）は同じくキシロール中で50～交流コロナによるものであり，このときは蓮績スペクト

ルと）上にC，Swan∫精及Cπ帯が見られる。なお前項の四塩化炭素の例では戴噺波でぱ長v・衝
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驚 一撫：鱒1

（i）緻キシレン中衝1撃電墜コロナ

〔ii）キシレン申商用周波コロナ

（iii狸游動パラフィン中商用周波コ

　　ロナ

（iv〕鐵直流弧光（比較のため）

　　　第29圖　キシレン及流動パラフィン中放電スペクトル

撃波と全く同じスペクトルを興えていることが見られたが，他の水，アルコール等に比較して

斯かる導電率の低い試料ではすべて同檬の傾向をもつものと老えこの場合特に徽断波に混ける

實験は行わなかった。

　　上例は環欣炭化水素の場合であったが，つぎに鎖朕淡化水素として流動パラフイノの場合

を調べたところ同圓（iii）の如く杢く同じ結果が得られた。これは（ji）と同様50％交流電墜によ

るものである。これ等を見ると，實紅燈は少いが環欣：及鎖歌化合物の差異叉はその水素基置換

の差異は全く見られなかった。

　　4．鍵屋器油における結果その他

　　つぎに實胃液髄維緊緊の例として鑛物性鍵膣器油につv・て實験した。これは第30圖に見る

如く全く前項と同じスペクトルを得ることを知った。　同圓〔i）は可三部にして（ii〕は紫外部に

（i）商用周波コロナ〔可覗部）

（ii〕同上（紫外部）

　　　　　第3D圖　攣駆器油中放電スペクトル

おける肇光スペクFルであり，共vc　50a．交流電墜によるづロナ6ある。

　　なお比較のため，水中，エチルアル＝・一ル中及攣歴器油中におV・て衝撃電歴波による火花
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放電を行わせた結果の全領域スペクトルをつぎの第31圖に示すが，圖め〔iji）の攣三二油中では

（i）水中衝撃電墜火花

〔ii）エチルアルコール中火花

’iii）攣墜器渦中火花

　　　　　　第31圃各種液膿中火花放電スペクトル

その光吸牧のため紫外部は見られないが，蓮績スペクトルの上にC2　Swan帯が強くなり，又

電極線（A9）が強く現れている。（i）の水中では蓮績帯：及電極線，⑳のエチルアルコール中で

はi連糟帯，雷：極線の他にC2　Swan帯が現われている。

　　以上は各種液骸絶縁物中の各種電題波による＝ロナのスペクトルについて軍にその實瞼結

果のみを記したもので，これに謝する考察は後に行うことにする。

　　5・　正負極性に：よる差異

　　本節にこれ迄述べて來た話中の雷雨電極における局部コvナは，コuナ嚢生限界電厘より

相盛大きい面面を加えて針端に常に大きなコロナが嚢生するようにして實瞼をなしたものであ

る。換言すれば既に液盤中の局部的沃壌がある程度行われてV・る朕態の下にスペクトル撮影を

なしたものである。このような状態において針端電極の正：及負の極性による差異を調べると・

ζの時は全くその爾者には肉眼的：及分光的に見て相違のないことが確められた。これはどの液

礁についても同じことがいえるものである。唯強いていえば負極性＝ロナの場合にぱ僅かに電

極線が張く出る傾向にあるようであるがこれは殆ど問題にならない程度である。

　　しかしながら針端に加えられる電影の大いさを低V・ところがら徐々に上げ，コロ才震生の

限界雷璽附近6これを観察すると此のときは正及負

極により相當の差が生じ，負極性の場合が低V、値で

aロナを褒生することが明瞭に見られた。今水中に：

蜘て筆者の行った實瞼例を示すと第33圖及第33圖

に示す如くになう。第＄2圖は針劉李板の間隙距離を．

3cmに保ちこれに負及正の衝撃電璽を加えた時の

放電の様子を示すものであるが，電三値が低V）とき

は磯光は見られす，同圖（i）に見る如く針端θで

3．5kvでは衝撃波の到來毎に水中に細い氣泡が生す

03蝿下04，09　K▽㊥49　”

’一 u『「．
（i） （ii） のロ

（鵬）

第52画　水中衝撃コTiナの形態

ることが見られ，電璽を3．85kvにす為と約牛撒はま’ ｾこの朕態七あり礎りの牛籔に護光コロ
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ナが現れるように：なり，更に電璽を上昇し4・05kvになると衝禦波徳に蚕諒解光が見られる。

Sg
t；g

轟7
鴬・

妻y
賢4

：3

　　2

由

一

一一@一s．．L　O
一　一　一　一　一　一　一‘’ 鼈黶

F：G

　　　　　　　　　O，OOI　O，002　O，oOS　O．Ol　o，e2　ae
　　　　　　　　　　　　　　　＄　電器容一量　（／μ　F）

　　　　　　　　　　　　　第53圖水中衝撃コUナの特性

その様子は働の如くで針端では青白色でこれを少し離れたところでは赤色に見えるvvナが

生する。この水中のコVナの褒光スペクトル1‘cついては削に鳥山，篠原両教授により明かにさ

れてV・るところで，後に別の液礁のコロナの場合と一括して述べるが針端における水分子の破

壊を示すものである。つぎ1・c門端に㊥の極性の衝禦波を興えると，このときはe極性のときに

比較して始め低い電厘のときは何等外面的に攣化は見られす，小氣泡も発撚認められないQ次

第に電歴を上昇して4．2kvの二三を印加すると，針端に青白色の光が時汝現われ光の出たとき

だけ少六大きな氣泡が2，3粒出るに過ぎす，針端に負極性の衝撃波を加えたときと大分異な

る。電歴が4．55kvに：なると約三二がこのように護光し4激は企然攣化が見られない。更に電

燧を上昇し4．9kvになると衝撃波の到來毎に企部獲光コロナが認められその様子は［嗣の（iii＞に

示す如くである。この時の磯回の檬子は盃く針端θのときと嗣様で，唯氣泡の出方が異なるの

みである。

　　以上の二つを比較すると明かに針端θのときが低電墜でも効果が大きく，前章で述べた針

端よりの電子放射の影響が敷いてくることが考えられるのである。

　　この第32圃の場合の印加衛撃電歴波は異なるRC放電燕i路でその牛波高鍍も約0．13秒程

度の長いものであるが，しかしこれを直接水中の針謝李板聞隙に印加するため當然その波形は

攣化し波尾は短いものとなる筈である。その代り開隙を流れる電流値は柑叢大きいものとなる

ことになりこれ等の影響iも大きいことが考えられる。これに謝して楡回するため第33胤の如く

閥隙に直列に蓄電器Cを入れてこの値を鍵化させたときの＝ロナの出方を調べた。圖のように

次第にCを小さくして行くとコロナは出難くなる。即ち〔a）は針端θの時に始めてPt・　）＝ナが

出現する下野を示すものであるが，一丁が次第に附き・くなるとその出現の％が増して（b）の電

座に至って各衝撃波毎に必ず針端に獲光翌日ナを見るようになる。　なお右蠕のC謂¢Qは翻の

如くCなしに撰接接地したときで前の第32圃の場合を比較のため記したものである。このよ
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うにCの挿入に：より勿論聞隙に加えられる電璽の分捲が墾化するためもあろうが，それと岡

晴に町端に刷いて液膿に：加えられる放電エネルギの影響の大きV・ことが兇られるのである。從

って液髄の破壊現象を論ずる場合はこれ等について充分な注意を佛うことが重要な問題で，特

に水その他の如き導電率の高い液罷の場合にはこれが大きく敷いて回ると考えられるものであ

るQ

　　　　　　　　　　　　　§2．液睡の破壊過程に封ずる考察

　　本章第1節に聴いて示した諸結果：及以前鳥山・篠原湿声授によって研究された水密アルコ

・・一 距ﾞについての結果20）を綜合して，一般の液器の破壊遇程に甥するつぎの如き老察がされ

る。

　　まつ上蓮の諸結果を綜眠しつぎの表に：一覧昏晦るようにした。即ち上記各種液盤にいって

これに10『ア～10－8秒程度の1｝胸心衝撃波コロナより10鞘6秒程度の衝撃コロナ及10－2秒の波が蓮温

して印加されると見倣される商用周波コPナ及びこれ等と比較のため液艦中の火花放電による

獲光スペク1・ル，同じ液雛のガス中の商始周波コVナ及その火花放電スペクトル等の肉眼的槻

察，スペクトル撮影結果に：つV・て分類して記したものである。な胎表の中で△印のものは水蒸

氣，アルコール，石油工・T一テル蒸氣中のもので宮本氏による結果21＞を加えたものである。

　　1．　印加電墜波の長さと絶縁短身の進展

　　上述の如く液簾中の身丈電極に高電墜を印加してそこに局部破壊を起さしめる場合に，そ

の印加薬毒波の長さを10－8～10一7秒，10『c秒より　10陶2秒と漸次長くするに從って，生するコロ

ナ放電の感光スペクトルも上表の如く攣化して行くが，これに：よって試料に面面が印加された

ときの1晦閥的経過と共に液晶分子が次第に輪転されて行く過程を知り得ると考えるのである。

この關係は試料の種類によって異なり，水，アル＝1　一一ル等の導電率の大きい液膿では上表の如

く衝撃電三二とその戴磁波との聞でも既に異なり，又四塩化炭素，キシロ・・一・ル等の如く導電牽

の僅少なものではこの電画面の間では未だ差異は認められす，50av電塵土に至って始めて差異

の生することが見られる。以下各試料について簡軍にその破壊過程を考察する。

　　（a）水，アルコeル：及各種水溶液の破壌

　　前面者共薇漸波では強い蓮綾スペクトルを生するのみであるが，裁断しない長い衝撃波で

はその上に：更に液雛分子の構成因子によるHBalmer帯，　OH帯，アルコールでは∬α，　Cr．

Swa蝿￥，　C∬，　CO等が現れる。これに封ずる詮明としては，水。アル＝　’一ル等の液龍分子は電

膣印加によりこれを構成する分子又は原子に解離した三態迄行くが，電燧が非常に短V・戴漸波

で終るときは電鷹波の消滅と共に又元の状態に戻ってしまうのでこの際に白色の漣績スペクト

ルが放たれると考えられるが，これに長い衝撃波を加えるときはその波頭において上述の如く

解離せる分子又は原子が，績く波尾において更にエネルギを得た電子の衝突により働獲され叉

は電離されて行くため，その分子叉は原子夫々の特有の帯又は線スペクトルが現れるものと見

られるのである。

　　つぎに各種水溶液の破壊においては喪の如く，発く溶媒即水と同じスペクトルを興えるの
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第1表　各種液膿，各種電墜波による護光スペクトル
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みで，各成分によるものはスペクトルにも現われす，破壌は水分子のみに影V、て行われている

ことを示している。

　　（b）四塩化炭素の破壊

　　この蒔は薮断波及び衝撃金波共に瞬じ青濁色のmPナを生じ，それには強い言忌スペクト

ル及びC2　Swan精，　Cの中性原子及び電極線を融すが，50　・b交流コPtナでvj　tこの上更に

α2面輪帯及びCα4分子が分解する途中に出すと考えられるCα3，Cα2及Cαの帯ス

ペクトルを出す。即ち印加無論が長く綾くときはCα4一→Cα3，CC1となってα26｝子

を掛し，これが鋤褒されて光を出すに至るのであって，このときは暖炉分子の破壊により途に

はCらの如きこの場合に：はガス農と老えられる分子を生じ，その後はかかるガス膿中の放電

が液膿の絶縁破壊におV・て考慮に入れられねばならぬと考える次第である。勿論50‘tSv交流の場

合は引き・輝きつぎの電墜波が蓮重して零丁されるのであるから，前の牟サイクルの破壌の影

響を受けて一群このことは確實観されるものであろう。

　　更に四塩化炭素ガス中で火花放電を行わせると，液寒中の50％交流コロナと殆ど同じスペ

クトルを興えているが，唯異なるところは液罷中に見られた可観及紫外領域における蓮継スペ

クトルが見られないことである。このような漣績スペクトルに劉する解羅は非常に難しく，巖

密な設畷を下すことはbl＝1來なV・が，　V・つれにしても液罐に特有なもの左老えられるものである

一般に蓮練スペクトルの生成因として暴げられるもの22）の申，此の場合に當て嵌めて考えられ

ることはつぎの諸項目と辺、う。

　　（1）分子の解離による∴…これは安定分子厭態より不安定歌態への纏移により生する場合

又は2原子より1分越が生々されるときに起るもの等が老えられる。

　　（ii）高氣墜又は大電流密度の際一・例えばH2中の放電で次第に三座を上げると，低回墜

のときの線スペク1・ルが披がつて出馬るもので30領導位になると振りが大きく蓮糖帯となる。

　　（iii）その他……Stark効果又は電極が高泄になったときの温度輻射等が爆げられるが，こ

のような衝撃波の場合に：は殊に後者については殆ど考慮に：入れられなV・と思う。

　　aのように色々憂えられるが，液寒中の毒筆スペbトルはどの場合も同じスペクbルを興

え，試料によってその位置を異にする如きこともないのであり，上記の（i）項即ち液髄分子が

日直電璽によって殊に電極附近の強電界で不安定厭態に蒋移し，そのまま再び元の安定歌出に

戻るときに減せられるものと解点したV・。文この不安定歌態への簿記に要するエネルギは液膿

命子によって網高し，叉かかる不安定歌態に白いて更に引績き印ブJll電界のためエネルギが與え

られれば，つぎの三三段階へと進んで行くものと思われる。（ii）項の高氣趣又は大電流密度に

よる生成因につV・ては既に：破壌が進んだ後にはそのような駄態も考えられるべきものと思うが

此の場合未だ破壌の初期として見るときは，これ等の原因は考慮しなくとも良いと思うのであ

る。

　　（C）一般淡化水素（攣磁器油を含む）の破調

　　ベンゼン，キシレンその他の一般炭化水素液髄組縁物に：ついて見ると，このとぎは鑛物性
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饗塵器物も含めて全く同様のスペクトルを示していてその闇に何等の差が認められなかった。

即ち衝攣電墜波では蓮綾スペクトルを示すものが，50％交流三三ではこれに更にC2　Swan帯

：及C∬帯が見られ，その破壊の進展を示している。この破壌の過程は全くこれ迄と同様に三

論される故省略することとする。

　　（d）液髄中の吸藏ガス，含有水分血痕解物等の影響につv・て

　　まつ誌面器油墨における吸藏ガスのあるとき及これを除去した場合，鼻水を溶解させたと

き等の50％交流電厘によるコロナスペクPレを撮影したが，V・うれもこれらによるスペクトル

上の差異を見禺すことが出來なかった。これは吸藏ガス及含有水分の絶賛量の僅少なることも

その原因の一つと考えられ・もし何等かの影響を有しているとしても霊光スづク5ルを示すに

は不充分の量と老えられるのである。（吸藏ガス除去の際の實験は事忌上非常に難かしく，漸

く3時間の露出で撮影出來る程度で，それ以上の長い露出では，再び察氣を吸藏するに至る恐

れがあり，多数の實験例を得ることは出來なかったが，磁忙上述のことは認められた。）

　　つぎに四塩化炭素に沃素を溶解したときの同様の實験を行ったが，そのときも発く特別の

薪しいものは現われす，唯沃素溶解による内牧帯が現われるに過ぎなかった。又同じ液中でi誘

導線輪による火花によってスペクFルを撮影して見たが，これも夢前と早りなV・ままであり，

火花を蓮綾させると溶液の色が赤紫色から淡褐色に攣色するのが見られた。これは火花による

紫外線の影響と見られるが，ここでは上蓮のこととは無手係のことと思われるので省略する。

　　その他本節の（a）項において述べた如く各種水溶液の破壌においても，唯溶媒たる水のス

ペクトルのみが現われること等と關嬉していすれ、もi共通の性質があるように考えられる。これ

につV・ては後述の如く，これらガス，水分，溶解物等の影響が破壊の初期即ち事理分子の電子

衝突による解離の際に画き’な役割をもつものであるということが考えられる次第である。

　　2・液膿の破壊過程と維縁耐力の關蓮

　　各種液膿について得られた獲光スペクトルによって上述q）如くある程度その破壌過程の読

朗をなすことが出來たが，つぎにこれ等液膿の絶縁耐力がこの破壌のどの段階に最も大きい關

蓮性をもつかについて考察を加える。各種液蹉の維縁耐力について画定し一般的な結論を得て

いるのはWhitehead23）及鈴木氏21）である。前者は淫薬化合物は絶縁耐力高く，鎮状化合物は

低いこと：及OHPt存在は一般に耐力を低くするといっている。又後者によれば液：農の分子容積

の大なる程又双極子モーメントの小なる程絶縁耐力の大なることが報ぜられている。これ等の

結果と上述の筆者等の研究結果を比較劃照すると凡そつぎのことがいい得ると思う。

　　まつ液騰の絶縁三三過程の第一段階においては卸えられた電界により電極より放出された

電子あるV・は加速された電子の衝突エネルギにより液醗分子の解離が行われる。この解離が容

易であるか否かは液髄の分子構造によってあるいはWhiteheadの又は鈴木氏のいう如き原因

に支配され，uaで液騰の維縁耐力値が二丁決定すると思われる。この値が破壊過程の第一段

階で既に方向づけられという老えは，換言すれば印加電璽波の波頭で大髄決定されるUととな

るQ即ちこれについては例えば鈴木氏の實瞼結果に見るように50％交流電盤では各液謹試料の
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破壌値に即き・な差異がなV・が，衝撃電歴波では非常な差を見出すようになるとV・うことをもよ

く詮閉出惜る。叉交流電墜でも以前筆者等の報告した18）如く，交流コ　Ptナの出始める最小電璽

値の測定結果と，衝撃破壊耐力値の大小とが全く．羅行的關係にあるということからもV・えると

思う。

　　つぎに第二の段階に影いてな訟充分なる電界が存綾するときはそのエネルギを受けた電子

は更にこれ等解離されて出回る分子又は原子に衝突し，これを鋤磯しあるV・は電離しつつ破壌

が進展して行く。この過程においてもし解離されて生じた分子又は原子の朕態にガス髄のもの

が考えられるようであれば，斯かるガス罷中の放電も當然行われるものと見られる。殊に商用

周波交流電燧の場合は前の傘波における放電の影響のため當然これが考慮されるべきものと思

う。この考えは，液騰の破壌理論に船けるKock，　Edler，　Inge：及びWalther等の熱破壊読に

おv、て老えてv、る熱的な原因によるガス中の放電や，又Gemantの電i氣的二丁論の根幹をな

す電極面の吸着ガスよりの放電：及びKoppelmannの電荷騰による液膿蒸氣の考えとは異なる

もので，全く最初から電子衝突による液膿分子の破壌に立脚黙をおV・てV・るものである。かく

の如くして爾電極より進展せる放電は，つぎの段陛としてその尖端に強電位傾度を構成しつつ

所謂液髄中のストリーマ放電となってこれが延びて行き互に交わり，途には陰極よりの電子流

を塞幹とする門中火花全路破壌を完成させるのであるが，このときは必ず電極金厨の線スペク

トルを俘ってV・る。

　　以上は比較的長間隙において，しかも非樹稻電極での丁丁コロナ放電とV・う所謂局部的破

壊の獲光スペクトルより考察した液膿分子の絶縁破壊過程である。又平門試料も限られた数に

聴ける結果であるが，しかし他の多くの複難なる液罷の破壌についても同門な考察を下し得る

と考えるものである。

　　つぎに液蹟中に含まれているガス，水分又は電極吸蒲ガスが破壌に：及ぱす影響は，上蓮の

破壊遜程に齎いては第一の段1砦において大きい効果を有するものと思われる。これは本文の第

II章に語いて述べた如く液罷中のガスの存在は三下前における液膿中の電流を増加させる役割

をもち，電樋附近でのガス中における衛突電離作胴の傾向を示すことが認められ，これによって

又丁丁分子の破壌を促進させることが考えられるのである。しかして又破壌によって生じた回

申コVナスベクトルにはこの吸藏ガスを示すものが認められていないこと等と共に，と蓮の如

くガスの存在1ま唯平壌の第一段階を促進する役割をもつものであると結論される所以である6

　　これと同様に液磯中の溶解物質が破屡に及ぼす影響も考えられ，矢張り破壌の初期に役割

をもち，この後の過程には明瞭に寄興していない事がいえるのである。しかしこれについては

溶解物質の種類により色汝異なる影響もあることが考えられ後章に詳蓮することにする。

　　なお短闇隙で雫等電界をなすような場合は，最初の局部コPtナを認めることなしに直ちに

全路火花破壌に達してしまう。しかしこれについては既に第II章4節にその破壌前の電流機構

より考察した虚を述べてあり，これによって破壊初期の説明をなしてあるが，液器分子破壌の
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その後の過程及至路火花に至る四過は本蔀に誇いてのべたままで，唯これが瞬縛に行われるに

過ぎぬことがV・えるであろう。

IV　液髄の絶縁耐力に及ぼす投入物質の影響

　　液髄に種々の物質を溶解叉は混入したときに，その量が密訴であれば溶解女は混入する前

よりもその絶縁耐力の上昇が見られることは以前より鳥山。篠原繭藪：授20）録音薩く氏等勤によつ

て示された。即ち純一チルア7v　＝i　一ルにハロゲンの塩類Kα，一ZVIH．，α，ノ〉αα等を約0．19／

500c．c．混入した場合，又は純エチ・レアルコール及パラフィンにハロゲン元素を微量溶解せると

きにその衝撃破壊電駆値の上昇するtとが知られ，これに蜀して，あるV・はハμゲン元素忙よ

る電子一三の影響5）とする詮明がされており，あるいは叉物質溶解又は混入の蒔の放電の外親

の漿化及スペクトル観察の結果から，異分子投入により始めの，液雛分子の・fオン化が激しく

行われるため，そのイオン化に多量のエネルギが要求されるという説晦聖がされている。

　　しかしこれ等は液罷の種類及び溶解又は混入の物質の種類によってその機構iにも多くの面

が考えられ，一律の町明では不充分と考えるものである。本章では液髄として絶縁耐力の高い

四塩化炭1素：及攣墜器油をとり，又一方導電性ではあるがこれ等と比較のためエチルアルコー・ル

をとり，これにハPtゲン元素の沃素及これと封照的なアルカリ元素たるナトリウム，その他諸

種の物質を溶解又は混入してその影響を調べ，その2，3に：ついてはそのための放電機購の攣

化に降して老察を加えたので，これについて記饗する。

　　　　　　　　　　　　§1．四塩化麦素に沃素を加えた場合

　　本節以降に述べるものの一一・NSは既に以前獲表せるところ11）　18）26）であるが，ここではその

後行った試料及前章迄に得られた諸結果を基に：した考察を加えて記すものである。

　　1・沃素溶解量と絶縁破壊値

　　今液上中に：おかれた球闇隙（間隙1．3mm）：及針封李楓i題隙（闇縢5mm）に擬し衝撃国璽を

加える場合をとって見る。CCIa　19に溶解する沃素の量をmgで示しこれと衝撃破漏電墜櫨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の踊係を示すと第34圓の如くになり，大罷1mg／1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　の極微量溶解量のとき’に最大値を示し以下沃素量の
と

t￥　　　　　　　　　　　　　　　　増加と共に破壊趣藝値は低下して行く。唯球四球間

銀30　　　　　　　　隙のとき（球の二二は12・．・5mm）は，1・mg／♂前後の

野20　　　　　　　　　　　　　　微量溶解量の場含の点心値は相嘗不安定であるが，

凶。　　　　　面恥のと幽明か六大値の存在訴して略
　　　　　　　　　　　　　　　　　　これは前者においては液中の微小な不純物の影響が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　大きく効き，後者ではこれが小さいことが老えられ

　　　　茨素溶解量門4）る・50m・／dの溶解量1・CIZIIる撒賄は節するが

第54圏　四願化群群中沃素溶解炉と　　　　　この黙については第II章において詳細に實験して

　　　破壌電墜の露係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ありつぎの實験と一括して設明する。

　2・液罐中衝禦コロナの長さ及電荷囲形に：よる観察

40

30
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V　一　　一　　駒　　一　　一　　、

針対三板冒一躍臼騨一r一曹一曹ρ

20 o

lo 球対幅’

o
10 203040 50



液農絶縁物の絶縁破壌現象に回する研究 ユ31’

　　上述の沃索溶解量の影響を調べる拒め，二二申の生端電櫨疋衝撃二二を二型し一定聞隙で

一定電歴の際の溶解鍵擶繋如轍電の線條（ストリーマ）の長ざの測定をなした。その絃

果は第35圏に示すところであるが，前の第341圃と封籐して見・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　？
「ると被壌電導値の上昇する微壷溶解童の所で最小となり，「ご　ξ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぞノ
れより沃緊最の埆すに從って線條の長くなるの力魍察された・Pt　8’

鵬　励羅幡鰍獅鱒璽猟膿 宦D
暢くなることが知られたのである・これは髄の嫌鋼概
放電に限らす滑面放電でも同じことが見られる。即ち液膿中　済

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
の電荷燭による観察を行うと，純四塩化淡糞中の圏形の直穫

と，これに沃素溶解のときの夷と比較すると非常な差異が見

られ，例えば今交流50％電墜12．5kveffを硝子板上に印加した

ときの様子をとると第36圏の如く葬常に樹枝歌圖形がのび易

　O　lo　20　3b　4’o　So

　　沃素溶解量（桝）

第55圏四盤化表素中沃素溶解
　　　：量と正衝撃コロナの：長

　　　　さの攣化

くなることが見られる。その中50mg／1の場合の電荷圖形の例は前に第25圓で示した如くであ

る。唯この場合1mg／1附近の微量溶解の影響は察間放電のときと異り，全く現れなかった。

タ。
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g　40

綱30
凄

函
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繭

齪
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i？．刀σ電ノ王　丁25KV’

o

　　　　　P“he　os　1　2　g　｝o　20　so　ieo
　　　　　　　　　　　四塩化炭乗中沃蒙溶解量圏／し）一

　　　　　　　第36圏　四麟化炭素中沃素溶解燈と交流電墜による電荷糊直径との驕係

　　以上の如く沃素の溶解による破壊値の攣化は，いうれも四塩化炭素液髄分子のイオン化現

象が，沃1素溶解により大きく影響され，微鐙溶解のときは不安定ながら何等かこの・fオン化現
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象の柳制が行われる之と，次第に沃素量を多くオると逆にイオン化の促進がなされることが考

「えちれるに至ろた。前者vaづV・てはその機構は全く不明で；山流電墜特高電荷圖そみ他vaよ

って槍討したが特別の攣化は見られなかった6後者については既にこれまで各章においてその

實験結果よりのべ來つた如く，全』く液磯の衝突電離作用の促遙比よつセ設朗されるのであるが

沃素溶解により何故tのような作用が生するか不明である。しかし沃素による溶液め着色機購
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’誌蕊／鋼
’からこれを考えるならば・溶解した沃素と液醗分子の作ろ緩V・結合部が衝爽電子によって容易

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“
に騰腱れ・こ櫛吸元の灘豊分子⑱破壌を促準ずる何等かの役割をもつというような機構も

一懸老察されるが確定的なことはV・えなV、。

　　　　　　　　　　　§2・ア」碍一川略種物質を力眠た場合、

　　Lナトリウム溶解量と衝撃絶縁破壊値　…　　一・・；，．

　　無水巧ノ断脚晒（c・興。∬）4ノ’げン元髄う沃索麟解すると・丁摩前観

隙引物r脚取回つ唾は沃卿謝騨力に峰灘力添大更・糊が

諜犠謄輝弊頃く≧下郷朔聯rと幽鰍明柳
　　これに下し七つぎtz：ハ官ゲン元素と反封の性質を有するアリヵウ欝め中のナトリウムをも

つて實験を行った。その實験：方法は第1節と同様に球劉球闇隙及び針饗亭板闇隙について，こ

　　　｛
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　　　　　　Na、ラ容解量（・ms／し）

　　　ag　37圏　エチルアルコ”ル中ナ．トリユーム溶解愛と衝撃壌電麩との醐係

、　　　　．〈、1）錆鞠2F板聞隙（1吋）　　．（2？鉗野ZF板閣隙（1／2吋）、

　　　　　て3）　針蓑｝Zl二板聞隙（1／10＃寸）　　て4）　球1婁≒｝球間隙’（1／20，i寸）

　　　　　（　5．）1球塁f球聞隙（1／40吋）　　（但：し壬求め直痙々ま1／2吋）
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れに衝環電踵を‘�ﾁし，交電極二二を穫た攣化して測定をなしだ。・

　　第37岡はその結果であって，ナ1・リウムの微量溶解により，前節と同様に破壌電墜は一度

上昇するが，次第に加えるナトリウム量を増加すると一鼠破壊値は減少し，更に量を増して

・・ T0mg／1・以上にもなる・扇彗：び破壊値は増掴・し始める。・叉この傾殉・は電樋聞隙に：よって幾分その

ナトリウム溶解量のとuうに藻異はあるが，奪纈勺な鎌子はいすれもri磯である。

　　これに：よって見ると，液髄に少量の物質を入れて薇壊値の上昇するのはハロゲン元素の如

き，Electr－onegativeのもののみではないことが知られるのである。但し後の方の破壊億の上

昇については後述の如く，発くその機構が異なる廓に注意すべきである。又このような導電性

液龍にっV・ての實験では継縁破壊値ということは無意味のように闘えるが，これは衝撃電趣を

三三的に加えたときの液中の獲光火花放電電三値に：ついていっているのであって，商用周波交

流又は直流電塵についてはこのような現象は當然あり得なV、課である。

　　2L液謹中衝撃コロナの形態の攣化

　　今上記の正衝撃電懸て：よる液中の三三電樋におけるコPtナ放電線・條を顯微鏡で観察すると

始め純アルコールのときは青色で比較的旧い線條が延びるが，これにナトリウムを次第に多く

加えて行くと，その蝉茸は次第に光の強さを弱めその形は丸』く箒の先めように一融1に延びて，

長さは寧ろ前より長くなる。ナトリウムが100mg／9を超えて200mg／1以上になると，放電の・

色は黄色に蘇り，父長さも次第に短くなり途には外面的1（：は殆ど見えなくなる。その正コロt

の長さの一・例を第38圃に示す。このコロナ線條の長さの長い50mg／9位のところでは，破壌電．

4，e

へ§
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愈
v1．G“一

。

　　　　　　　　　　　　　　1　10　1．OO　l　ooO
　　　　　　　　　　　　　　　　N¢2ラ容解量（殉／乙♪

　　　　　　　　　　　第58圃　エチルアルコ　・一ル中ナトリューム澤｝解量と

　　　　　　　　　　　　　　　正衝撃コUナの延び方の攣化

駆も極小値を示し，長さが再び短くなる200mg／1・以上では破壊電墜値も見掛け上，上昇する。．．

即ち線條の延びと破壌電整値との關係がよく設明されるのである。この攣化を更に明かにする
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二ため・このような液罷申で硝子韓板上のり珍テン彗ルグ像を．孝つたところジ第39圖硲即ぐ純ア

ル・＝　F一ルでは滑面線條が相當明瞭に認めちれ為が，ナトリウち量を多ぐし（光が弱く黄色に見

回るよ．うになると7．第40圖の如く全く不明瞭な状態となる。第40圖は19／1の場合であろ。・．

　　　　　　第3］画純エチルアルコ」ル、　　　』・　　1第40圓・ナトリウ：A’／エ≠ルデ．一’

　　　　　　　　　　＊衝撃電縢による　　　　・t・　：　・．・　ルコール（lg・／1）中衝撃tt

．一
c　．Lichtenヒer9像1・，、・．：　．・・騨Lichtrn㌃e「3際．

TQmg！l　’t・Zではまだ第39圖と同様の像を示して聯・■・・．・．　．・一．．、．一・

　∴．このよう、にナトリウム量のt化に．よ．り，倣電g）形態が攣って行く一のであるが，・始bt？の律量

二溶解による破壊値の上昇麻ハロゲン元素の冷でなぐこのアルかり・元素にも存在する不安定な現

象であって，前述の如く：その原因は不明なるも，あるいは異分子の微量混入による液鷺分子の

一結合力の劇化等によるもみかとも考えられる。更につぎに溶解量を多くした辛め破壌値の降下

は前節同檬に，イオン化促遙か行われ易くi3るため線條も延び易く破壊が容易になると考えら

れる。最：後に多量溶解による再度の翻心値の上昇は，三三の導電率の増加に件う放電線條の形

’態の攣化がその一つの原因と考えられるP即ち導電率が比較的高くなないときは第39圖の如く

一電流密度の高V・放電線峰が延び易いが，灌蹉の導電率が高くなると針端においてこれがあらゆ

る方向に損がり易く從って第40圖のような形となって・電源の電荷が針端附近で容易に四散さ

，れて見掛け上の放電線條による液鴫の破壊が起り難くなるためである。叉他の原因としてはこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のような導電率増加による攣形放電のため，

　30
、と

出20・

．踏

督10
．1翻

伽
『「　マー

tNfa，　／Cz　Hs　OH

．　p一　一　．o．

　　　1ti　．

N］．OH／c，H，oH

．9 Eo．一一〇
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’4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りure　1　2　　5　10　　tt　S・O　loq・．500　Jan29ρO．・．

　　　　　　　　　溶　解量（困卯

t’　t @第41圃噂．±1一十ルアルコ・一ル中ナト・リithA　　・・

　　　　　汲苛圏葺達の影響．．

　僚衝撃波の波形もこのため相當騒騒を受ける

　こと等もあげられるであろう。

　　　3．苛性ソーダを加えた場合

　　　前項の如くエチルアルコールにナトリウ

　ムを溶解した時，その微量溶解時に衝撃破壊

　値が上昇するのであるが，つぎにその代りに

　Nα　OLIを加えて見た。この時球聞隙（直径

　14　5rpmj）　1／40”で興した結果は第41圖に

一』示梅郷：である岱雑解で噸容廊落

　一・：在〔2なかったポ．な舞苛性）そ曽ダ量輩璽レで『，
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100mg／1以上になるとナトリウムの時と殆ど同檬va破壌値を上昇するが，その放電形態もまた

同様であるごどよ℃して，前と同じ放電機構で回心することが出漁ると思う。

　　　　　　　　　二　∴、§3∵璽三下ゴ由に各種物質を加えた場合

　　上蓮の如く液髄に多くの種類の物恥溶解：臆混入させてその溢血耐力の攣化することが

知られて來たので，つぎに實用的な攣璽器油を選びこれに色kな物質を加えてその影響を調べ

三年力ρ向三盛て話し硯ちその線をつぎに鮒る・

　　1・≠フタリ胞憎憎えた粉

　　嗣輝族呼水辮と！・．昴航するナ・タ・ン（c轟品品を難器肖輔解
yた。ナフタリンの場合につV・てホえば，針野上旧聞隙（1mm）の上端に正衝撃電堅を加えた

．・きの囎騨脚辮量・の晦騨2駄示30

魏欝㍊雄蕊警謬鏡銅
流電璽を印加し針端より液中に掛るコロナによつ　細

て出漁融蹴隔地灘1でブ・ウン讐1。

轡ツ㌍歯髄灘騨㌣なが磯渾彗鍋ζ懲．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い7・・Ptナρ温める胴最低四瑚鳥山墜暁7．0

グ2解）溶解母の増加と共に翼罫レ・遂にヰ豫顔，

警ナ凶漁て寧ち瞬騨興至る酵輩却
つた・即ち交湾電璽によるコけの如き局部破嘆

pt一一TLa一一一一一一一一一’一一一r一；

三業同根商隙

　　　｛鵬

　　lo2030irogo　

leo　
200

　　蕗カタリ』ン喀解量（…sん）

第42三三三三⑳ナフダリンの影響

と騨騨によ細面嘩の開磁行白面隔週り癖三二三二劉するりの三
法ともなる・これ縦にrロナ放論俘う蝉細腰ζ共略歴採回れて聯のが聯

　　　　　　　　　　　　　　　　…ケ語る輝で騨？

・・?・　　　　　　　つぎ嘩麟淋欄翻えて二二翫晶晶　　30

‘禦

老
ロセ

紫
　　10
《

火花（コロノなり

　　O－0
20

ﾅ讐鱗羅翫織留二面ゆm瞬脚の鹸第43圖
　　　　　　　　　　　　　　　．蛎鱗・騨ρ白雨行白血係汐1面心ら焔・

。le2・30・40・SO　IO。、　isl，賄艇190mg／1以上碗糞流・けカr榔拙論，

　　　醜細董鰍㌧磁蝦放寵る∴一．
第鞭塗暗中の騨の騨　’　・．ア，・．カ．IJ．．一構・・晦帆船

行ったところ・ナフタリンを鰍醐鮮殆血温

果を輿えている。コvナ開始交流電三値醐隙焉mm）

　　Alkali－halide結晶として臭素カリ．〈詔の，塩イ∂シウみ（’，1）ic9）及類似¢）イオン結晶塩化

銀（／igα〉の粉末19を採ってこれ1を純粋な塗1璽器油・100cc中に混入漉絆し約一書夜放置す捧。

その後その上澄液をとつで試瞼す尋き攣璽器油中に加えてその量を塑化レ㌃のときの衝撃破

壊電墜値を調Bた。ての場合はこれ等粉未が外親的に見て攣璽器油に溶解するように思えない

が，、その結果は第44岡に見る如く著しく破壌値の上昇することが知られたbなおζのときの試

1
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　　　　　ラ昆入量ぐζ尻）

第44圏　二三器回申に混入した各種物質の影響

’料たる混合液の導電率には殆ど増加が見ら

れないので，『この場合導電率の影響はない

ということが出來るのである。圃の各黙は

12圓以上行った實二値のrp均を示してv・

る0

　　3．’螢石。重曹を加えた場合

　　つぎに螢石（CαF2），重曹（鑑1ノ‘CO3）

の粉木をffb前項胴論理により洞じ

く第肇圖ρ下でに見う即き結果を得た。ζ

の場合は殆ど効果はなく，螢石では寧ろ電

腿が低下する。これ等の三三確壊電二値に

：及ぼす機構については不開の黙が多いが，興味ある問題とbうことが出回る。

　　　　　　　　　　V　結論一液罷の絶縁講壇機構について

　　前章迄に高電界下における液罷の絶縁破壌以前の電流機構，破壊初期及びその進展過程に：

關して行った色kk研究結果を記し，これに基いてkした考察についてのべて干た。叉最後に：

液膿に各種物質を投入したときのその縄縁耐力に及ぼす影響について實験結果を記した。これ

等については夫k各章の終りにその詳細な成果と結論㌃瞬げてあるのであるが，こtではそれ

等を総括し一般的に乱淫絶縁物の破壊機構に郵し結論されるところを託言に：述べることにする

一般に液蹉絶縁物に高電墜を印減するときの破壊の二相は直流・交流：及衝撃の各回墜で異なっ

て見えるのであるが，しかしその破壊の銀本的な考免方はいすれも攣りなくその現象は當然同

じ過程を辿るものと考えられるべきである。しかし破壌に至る前騙的な諸現象は非常に相違が

あり，これはその場合に態じて老察を加うべきものと思うものである。最初に直流電璽印加の

場合から考える。

　　1，直流電璽印加の場合

　　液盤中の電極間隙に直流電墜を加えると，最初は液禮中に初めから存在するイオンの移動

による電流が流れこれは間もなく一定値となり飽和するが，更に電気を上昇すると又三二に電

流は増加して行く。これは陰極から放出される電子及～これが液龍分子に附着して出來る陰イオ

ン流が中核をなすもので，電界に：よるSchottky効果を加昧した常湿｝（おける熱電子流及冷電

子放射流と見られる。勿論亭板電極の場合，電極表爾でSchottky効果をそれ程期待出來るよ

うな強電界（106v／cm）は一見考えられなv・が，電極面の微声的不齊，電極面旧藩ガスの影響等

を考慮することは不慮然ではない。「この電子影回の考え方に回して，別にNikuradse等の電

子による液醗分子の衝突電離による電流増抽の考えがあ為が，液謹中の電子の自由行程及電界

の強さ，液髄勢子の電離電三等から老えても理論的に根擦が薄く，又電流電駆特1生噛線の直

線性から見てもNikuradseの實瞼結果は不正確で，こめ貼電子放射の考え方の：方が貴験的によ
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り近似的に見られるのである。叉不：雫等電界で平押が負のときは，その電界強度は充分Sch6・・

ttky効果を期待出來る上，更にトンネル効果による冷電子放射も期待三二る大曇さにある。

挙等電界でも破壌に近い強電界では冷電子放射も嘗然生一釣る事が考えられよう。

　　このように陰極からの電子が電界によって相手三三飛んで行くが，．ごみとをあるものは液

髄分子に附蒼して陰イオンを作って察闇電荷を形成し，女或は電極聞応外k撰散し消央するも

のが出慮る。’叉液面中瀬電極面に吸痴話は吸着されているガス膿め存在は，液膿募子より非常

に低い電離電慰めためk電離され易く，このための電子増殖作用により電流壌加をもたらすこ

とが確あちれてV・る。蜘と不挙等闇隙のときは針端が在めときにこの効果ゐ大ぎホどとが確め

られ，これ等はある程度室氣中の放電現象論よりする説明が採りV・れられるところと勇えられ

た。凛々的にも家蝿及液健のこ暦誘電龍のときの結果と類似の佃所の多V・ことが知ちれたので

ある。

　　継て引綾き印加電墜を増加して行くと漸く電極附近で液膿分子の電子衛突による解離。電

離が顯著に認められるようになって來る。即ち電流電膣特性曲線の饗化，電流中のパルス的振

動の急増，曙室中で見られる食針端部に叩ける蒼白色の局部コ・P一ナ等は明かに液礁分子の破壌

が起きていることを示すものである。特に局部コロナが肉眼的に負心端部のみに見られる纂實

は，電極よりの放射電子の衛契による液纏の破壌を示すもので，別に行った衛撃壌駆による液

中コPtナの分光観察の結果より考察してこのようなことが知られるのである。しかしてまだこ

の程慶の電界強度においては局部破却に止っているのであるが，一暦高い印加電駆になると針

端から離れた部分でも里心の電界になり殊に瓜ロナ尖端の電界は大きく，破壌は巻んでストリ

ーマ状に延び闇もなく全界磁壌に：なることになる6

　　針電極正のとき及三板闇隙の場合に器v・ては，’かかる肉眼で見える程度の破壌は認められ

すに趨ちに匿路火花破壌になる。しかし李等闇隙文は針電極正でも短聞隙（1mm以下）の場合

にはいすれも電流電墜蘭線の攣化する事實は認められその経過の後に金路破船になる。これは

明かに陰極爾での液髄の破壌が生じていることを示すもので唯その程度が粥V・ものと想像され

るのである。そしてある程度の電界になると不挙等電界の場合であればこれが陽極部の強い電

界と網挨iつて電樋間隙の電界を出し直ちに垂：路破壊に至ることが考えられるのである。早島電

界でも同様であるが唯その破壌ゐ電界強慶は更に大八いところで行われることになる。

　　この破壌の過程を二三分子について一層微二二に考えるkらば，前述の如く強V・エネルギ

の電子の衝突を受けて最初は液髄分子がこれを構威する2，3の分子叉は原子圏に解離し（これ

には三三スペクトルを俘う），つV・費な齢エネルギを受けた電子により引綾きこれ等が鋤嚢さ

れ又電離されて破壌が進んで行く（このとぎ幣又は線スペクトルを伴う）という経過を辿るこ

とが結論されるのである。以上が直流電導印加の場合の平壌の過程と考えちれるものである6

　　2．交流電墜：及衝繋電趣印加の場合

　　つぎに液盤に交流及衝禦電駆を加えた1場合は前蓮の如く破壌の根本的な考え方は奎く同じ

である。しかしながら直流電墜のと琶との相違は電墜印加状態が翻的でなく急激に鍵化するこ
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とでこれが大きな影響を與えるのであるb・ます商用周波変流電璽について考えるな．らば，電厘

㊧低いと奉の現象は盃1ぐ前項と伺嫌と見1られ，イオンの移動も？のまま吟じ考えが適用される

電墜を次窮に高めめたとき，』電流電璽特性は確め：られてないが，・矢張り原則的に見て電子放射

機構をその根幹として認むタきものと考える。1唯直流のときの察聞電荷効果及イオン二二につ

㍉（ては網當二つ降四丁・となることは考えられ第三の牟7恥イ．クルの察聞電荷ばつぎの孚サイ〃ル

で必ず電極直前g）電界盈強める作規をもち，ビこの黙は鼠紙の促遙に幾分寄與するということが

出來る。事實交流電璽のときの滑面放電品形即ち電荷品形の研究では液面の衝突電離を示す樹

幽門濁形が禺易いが，、直流電歴のとき嫁ごれが火花直前智見られ取・く電極附近に所謂木葉商議

形のみ盗見らPt為。〈この木葉朕圓形は前蓮の電極よりの放射電子又はこれが液畿分子に附着レ

て出來な陰イ～赤ンの流れにより出血るものと解濡したい。）しかしグ般にこのような電荷の溜澄

易V・活面的なものと異なる室間放電の場合は，直流と交流放電二言（最大値）との差が液膿の

場合殆ど見られないところより見るとかその室聞電荷の程慶は問題になら漁程度であることが

老丸られる。その後㊧液禮分子の破壊過程は全、く客前であるとして誤りはなV・と思う。こ即等

璽灘豊中の電子及イオンの移動能度より見て交流の周波獅痴愚鷺らぬ低いためとyて珊

詮隣練ることξ考え・鉱産である・

　　つぎva衝撃電磁印加の場合は謡扇様子を異にする。即ち自然の痴態におかれた液罐に急激

に高い電墜が印加される故発く整聞電荷とか不純物とかの考慮は不要にな．る。このとき問題に

なるのは波頭の急峻度及鼠尾の長さであるざ今高駆側電極に急峻な高言波が印加されるとその

電極と液膿間の電位傾度が非常に：瞬ぎくなり，こ・ζに局部的に電氣的ストレスがかかり破壌が

生する。事實漏壷波のときには忌詞申のコPtナ放電が生じ易く殊に針猷電極では一麿著しい。．

つぎに波尾の問題であるが，油壷を裁り落した獄噺波では壷中aロナスペクトルは大膿蓮綾ス

ペクトルを呈し液農分子が解離歌謡に診ることが見られる。これは時間的に見て10噛8－107秒

程度の短時間印加であるカ㍉・蔵品レない原波形では電腿纒晶晶闘がエO”6～10撮管で・この時液

盤によっては（例えば水，ア／ua　trル）蔓．にこの解離により生じた分子原子團が鋤獲され特有の

帯又は線スペクFルを生することになる。電墜が更に上昇するとこの局部的破壊は遙亡し，綴：

鋒は爾極閤をこの破壌歌態即液磯申ストリーマ政電で結んで完全なる全路破壊に至ることがい

われるのであろ。この：水叉はアルニ　T一ル等のように導電的な液雛でも衝撃電墜によればr’局部

破壊歌態を調べることが出回るぐとは興味ある問題であり，又このような液膿の全路継縁破壌

の意味は衝撃波なるがため電源の電荷が瞬闇的に四花放電の形をとって中和する歌態をいうの

でジ矢張り練下命r殖）破壌によって行われるのである。二三三三油，四塩化炭素その他一般絶

縁響町罷では更に長い波即ち商用周波数の交流迄の印加により色タな帯四線スペク．トルを得て

その破壊の歌学を開かに出塁た課で勘回れも上述の如綱じ破壊過程を維ていることがいい

得るのである。

　　3・t・液髄申の吸藏ガス・塵埃及投入物質の膨響∴　　・　　－　　　　・　’　　．t

　一液鰹申の吸藏ヴスの影響については既に蓮べて來た如く，液膿中の電流を塘加させヂ又局
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部的に電界を強めたりして液盤分子の三下を促進させる役割をもつのであり，直流・交流電璽

共破壊値を低下させることは周知の如くである。衛撃電蹉のと9は三二長門のと9は飴り影響

されなV・が，聞隙長が大となると影響が出て來1る。、

　　液門中の塵埃lcついては本研究で明かのt・Pく・・電極間嘩探が八るとこれζ野面祉の聞の

電位傾度を高めて液罷の局部的破壊を生ぜしめ全礫の破壊を促進することになる。／’殊に直流・

交流電墜印加の場合その影響の著しいととは周知の如くであるし，をの原因竜上述のヒとが一

門轍られて唖のであるが・ゆめζ搾シ・ザラ・及醸麟丁丁かにす・・とが

出來た。衛撃電璽のときsかかる不純物の影響の殆どなV、ことは，寅然の歌態で狼い電極聞隙．

に塵埃の存在する確率からいって問題にならぬことが自明である6直流及交流の持績電鰺では

電界の作用で闇野饗に塵埃を吸引し破壌値を下げるもめであQ6

　　最後に液羅中に種kの物質を投入即ち溶解あるいは混入して破等値の攣化するととは上述．

のことと四四して實際的にも璽要な問題といえる。とれは液髄及投入物質の種類野景によって

誤があ略切場野州て裁るべきものであるが∵糠晦隅隅！’ナ・リ躯その
他を微量溶解して絶縁耐力値の上昇を見るこ≒はその機溝は不平で1るるが，液：膿分子間の結合

力に何等かの饗化を：及ぼすものかあるいは電極面に何かの作用を與えること等が推測される。

叉例えば四塩化炭素に沃素を適當最溶解して破壌憾を低下させるこ乏につV・ては，電流丁丁特

性より・又液申の電荷皆野より見ると沃素溶解により液申の電離促進による電子三門傾向の増

大するtとが考えられ，沃素結合部の弱い個所が切噺され易くこれが竹下の破壊を促進するよ

うな機構が考慮される。叉アルコ・一ルにナFリウムを溶解しその彙を非常に増したときのよう

畔常州離の大きい鷹の習合・賄壁上の鯉破難吐昇は額輯趾のLi・ht・nbe

rg圏形の研究によると，溶液の導電的なため却って門中のストリ伸マが撰散的になり一方向だ

けに延びることがなく甦にこれが短くなつで火花破壌が行われ難くなることが明かにされた。

叉塗墜聖油中に各種物質を混入することによ．bあるいは破壊憾の上昇を回し1あるV、は低下を

生すること等，その機構は複雑であるが又興味ある問題ということが出着るであろう。

　　終りに本研究下行上御援助を戴いた下用化墨科高田助教授，實験：及下野に協力された金子

良松君に謝意を表する次第である。点本研究は文部回覧研究費（各個研究及び綜合研究）の補

助を受け行われたものであることを附記する。

　　校正に際して附記…一本丈印刷準備中に英学のGoodwin氏等により液二目の電導：及び絶

縁破壊に就ての報告が出された。これによると二三電界での電極よりの冷電子放射：及びこれに

よる液膿分子の電離及び正イオン二野電荷の形成により，陰極附近からの破壌の三三が行われ

ているが，上述の如く大髄筆者の考えと一一Stしている。但三等は液中吸物ガスには鰯れていな

い。（文獣入手には東北大墨鳥山敏授の御配慮を受けた事を深謝す。）
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