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真空容器材料としてのアルミニウム合金からの水素脱離挙動

広畑優子　田中太郎
日野友明　山科俊郎
　　　　　　　（平成7年3月31霞受理）

Hydrogen　desorption　behavior　from　Al－alloy　used　as　a　vacuum　chamber

Yuko　HIRoHATA，　Taro　TANAKA，　Tomoaki　KINo，　Toshiro　YAMAsHINA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　March　31，　1995）

Abstract

　　　Aluminum　alloy　has　been　widely　used　as　an　ultra　and　extreme　high　vacuum　chamber

rr｝aterial．　ln　the　use　of　Al－alloy　as　a　vacuum　chamber，　it　is　importantto　iRvestigate　on　the

gas　desorption　behavior．　We　have　so　far　studied　the　gas　desorption　rate　and　the　amount　of

gases　desorbed　from　Al－alloy　（6063T6）　based　on　the　therrnal　desorp£ion　spectroscopy　（TDS）

technlque　which　the　ramp　rate　was　varied　frorR　5K／mi簸to　30K／面n．　H2，　H20，　CO，　CO2　and

CH4　were　mainly　desorbed　from　Al－alloy．　The　quaRtity　of　hydrogen　was　about　60　percents

of　aii　desorbed　gases．　At　least，　two　desorption　peaks　were　observed　in　the　TDS　spectra　for

hydrQgen．　The　activation　energies　with　respect　to　two　desorption　peaks　were　obtained　as　e．

22eV　and　O．83eV，　respectively．　Based　on　the　measured　activation　energies，　we　examined　to

determine　the　desorption　spectrum　either　due　to　the　surface　reaction　iimit　of　second　order

reaction，　or　due　to　tke　diffusion　iimit．　These　desorption　peaks　are　correspond　with　dtie　to

the　diffusion　of　the　surface　oxide　layer　and　due　to　the　diffusion　from　bulk，　respectively．　The

total　amount　of　hydrogen　desorbed　during　heating　up　to　773K　was　evaluated　as　5．3×10i7

molecules／cm3　（O．8　cc／100　g　Al－alloy）　which　was　five　times　and　two　orders　of　magnitude

larger　than　those　of　Al（1050H24）　and　pure　Al（1001），　respectively．　lt　is　necessary　to　reduce

the　desorption　rate　of　hydrogen　in　order　to　use　Al　alloy　as　a　vacuum　chamber　material．

1．はじめに

　近年，材料設計における軽薄短小および高品質化の要求により，素材の高純度化および各加工

段階における厳しい不純物制御が匿われるようになった。そのため大気中からの不純物を防止す

るために，加工工程に真空を持ちいる工学分野が広まり，そこでは従来の超高真空よりもさらに

圧力の低い領域である極高真空作製の要求がたかまってきている。極高真空および超高真空を作

製するには，高い排気速度をもつ真空ポンプで排気するか，真空容器及び容器内に挿入する部品
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等を構成する材料からのガス放出速度を極力下げる必要がある。最近，従来から一般的に使用さ

れているステンレス鋼にかわリアルミニウム合金が容器材料として注目されてきている。アルミ

ニウム合金はステンレス鋼に比べて①熱伝導，電気伝導が良好，②軽量，③極低温での熱変態が

ない，④完全非磁性，⑤放射能被爆の低減，⑥ガス放出量が少ない等の利点があると報告されて

いる1－3）。しかし，アルミニウムを構造材料として用いるためには，機械的強度をステンレス鋼な

みにあげる必要があることおよび溶接加工がステンレスよりも容易ではなくかつ融点が低いとい

う短所もある。そこで，純アルミニウムよりも強度が高くかつ押し加工法による整形加工が容易

にできるアルミニウム合金が使用されている。特に加工性に優れているAレMg－Si系の6000番台

あるいはAl－Mg系の5000番台の合金が真空容器材料に，機械的強度が要求されるフランジの部分

ではA1℃u－Mg系の2000番台のAl合金というような組み合わせによって真空容器を作製してい
る4）。

　極高真空領域では，残留気体は主に水素でありこの水素の脱離率を減少させることが極高真空

を作る上で璽要な課題となる。この領域で脱離する水素の主なものは材料内部からの拡散による

ものであると言われている5－6）。　本研究では極高真空および超高真空用真空材料として使用され

ているアルミニウム合金からの水素脱離挙動を昇温脱離法7）（Therma玉Desorption　Spectroscopy

以下TDS法と略記）を用いて調べると共に，先に行った純アルミニウムの水素挙動8）と比較検

討した。また，水素が内部からの拡散か表面の2次反応によって脱離するのかを調べるために，

二つの反応によるTDSスペクトルを数値解析し検討した。

　本研究に先立ち傍熱加熱方式による一定温度加熱（500℃）によるアルミニウム合金からの水素脱

離量を調べた9）。合金は高温で加熱すると構成元素のうち主に低融点物質であるMgが蒸発し，ヒ

ーター材料（Ta）中に溶け込み水素ゲッター材料となり，Al合金から脱離した水素がヒーター中に

吸収するという現象がおきた。そのため，合金中の水素：量を評価する上で傍熱加熱方式による水

素脱離法は技術的に困難があることが分かった。：本研究では，赤外線炉を用いて，合金のみを加

熱し昇温しながら水素脱離スペクトルを測定した。

2．実 験

　試料はアルミニウム合金6063T6を用いた。試料を10　x　10×1．2mmの平板に切り出し，平板試料の

上方に熱電対取り付け用の穴（直径0．6mm）をあけた。この切り出し試料の表面を500番と2000番

のエミリー紙で平滑化し，その後アルミナの研磨剤を用いてパフ研磨した。研磨剤の粒度を3μm

から0．05μmまで順次粒度を小さくして，各研磨時間を5分間と一定にし試料の両衝を鏡面研磨し

た。その後アセトンにより5分間，2回の超音波洗浄を行い，試料をアセトン中に保管した。

　試料のガス放出特性は，TDS法で行った。実験装置の概略をFig．！に示す。試料は赤外線炉で

等方的に加熱した。試料の温度は合金に取り付けた穴に通した熱電対で測定し，その信号を受け

てPIDコントw一ラーで制御しながら昇温した。試料は室温から500。Cまで加熱し，昇温速度を5

K／minから30K：／mlnまで変化させた。脱離する気体の種類は四重極質量分析計で測定した。脱離

する気体の量は，各気体の排気速度Sと四重極質量分析計の感度係数Kを用いて評価する。この

場合，SとKを別々の方法で求めるのではなく，S・Kの値として一品に求める方法で測定しだの。

ただし，水のS・K値は測定容器の枯れの程度によって異なるために技術的に極めて困難である。

そこで，K値は電離真空翫の相対感度を利用し，排気速度は分子流領域の排気速度が分子量の平

方根に逆比例することを利用し，これらの値を用いて水のSK値を求めた。
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Fig．　1．　A　schematic　diagram　of　TDS　apparatus

3．実験結果

3．1水棄脱離羅

　Fig．2にTDSスペクトルの代表例を示す。縦軸は各気体の脱離率であり，SK値から求めた。

この時の昇温速度は10K／minである。試料から脱離する気体の主なものはH、，　H、o，　co，　co、

およびC猛である。いずれの気体種とも少なくとも2つの脱離ピークを有していることが分かる。

この脱離ピーク温度は昇温速度および気体種で異なるが，ほぼ400～450Kと600Kであった。また，

水素はあきらかに773K以上の高温領域で脱離率が上昇し，さらに高い温度領域で脱離ピークを有

しているものと考えられるが，本研究では最大加熱温度が融点近傍のため，第三の脱離ピーク温

度は正確に評価できなかった。Table1に各昇温速度で500℃まで加熱中に試料から放出した各気体

の積算脱離量を示す。これより，水素が最も多量に脱離しており，その量は全脱離気体量の約60

％にも達している。この傾向は先に行った1050｝玉24および1001純アルミニウムと同じである8）。積

算放出量を100gのAl中の！atmの水素容積としてもとめると，ほぼ0．8cc／100　g　Alとなった。

Table2には，先に求めた純アルミニウム，傍熱加熱方式の6063T6アルミニウム合金，すでに他の

研究者によって報告されているAl中の水素容積11－12）を表した。本研究で求めた水素含有量は100！

A1の20倍，1054H24Alの10倍，傍熱加熱で行った6063T6合金の5倍となっている。ただし，傍熱

加熱の含有量は，「はじめに」で述べたようにヒーター中への水素吸収現象により，正確な評価が

できていないと考えられ水素含有量を少なく見積もっており，その点を考えると本研究で得られ

た値が6063T6合金の500℃までに放出する水素の含有量をほぼ反映しているものと考える。アルミ

ニウム中の水素含有量は，報告された値に示されているように1桁以上にもわたってバラつきが

あることがわかる。したがって，本研究で求めた水素含有量は，0．8ccと多量であったが報告値と

含有量にほぼ等しい。いずれにしても，アルミニウム合金は純アルミニウムに比べ水素含有量が
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多いことが分かる。
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qamp　rate
H2 H20 CO CO2 CH4

5K／min 5．2 3．6 1．3 0．7 0．2

10K／min 5．8 4．7 1．7 0．8 0．3

20K：／min 8．2 0．5 0．7 0．6 0．3

30K／min 7．9 0．2 0．6 0．4 0．3

Average 6．8 2．1 ！．1 0．6 0．3

Table　1　The　amount　of　gases　desorbed　from　6063T6　Al－alloy（xlOi6　rnolecules）

Sample　Name
Content　of　hydrQgen

@　　（cc／100gA1）
Heating　method

Pure　A1α001） 0，044 TDS（RT－500℃）

Pure　Al（105GH24） 0，088 Constant　temp（500℃）

Al，Alloy（6063T6） 0，159 Constant　temp（500。C）

王）resent　data　（6063T6） 0，800 TDS（RT－500℃）

Reported　data 0．08－LO 一

Table　2　The　content　of　hydrogen　in　Al　and　Al－alloy　obtained　by　various　method
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3．2水棄の脱離の活性化エネルギー

　Fig．3は昇温速度（β）を変化させたときの水素のTDSスペクトルを示している。βが大きくな

ると，脱離のピーク温度（Tp）が高温側にシフトしていることが分かる。TDS法では表面での2次

の反応によって水素が脱離すると，βとTpの間に（1）式が成立する。

in　（一Ti）5i：2　）　＝＝　一！ll／／一　’　vilisww　＋　in　（一i〈lliS’％一．，　）　’”H’“’H…’”’”H”””’’””””””’”“’’””’””””’（i’

この式より右辺のIn（T，2／β）と1／Tpの間には直線関係が成りたち，この直線の勾配から脱離の活

性化エネルギーEdを求めるができる。また，著者らは平板試料の両面から拡散によって脱離する

気体をTDS法で測定した場合，脱離率は（2）式のように表され，表面2次の脱離反応と同じ方法で

拡散の活性化エネルギーを求めることができた8－9＞。

　　　　8CoDoq（t）　＝

孝・xp［

i’12g一”o　exp｛一一ii一（；．”iird＋t）｝

｛π（2急刊｝2嬰・xp　｛一 Ed
k　（To　十Pt）

｝　…一一・・一・…一・一一・・（2＞
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　Fig．4はFig．3の水素のTDSスペクトルをln（Tp2／β）と1／Tpで整理したものである。脱離の

第一および第ニピークとも直線性はよく，この直線の勾配から脱離の活性化エネルギーを求める

と，それぞれ0．22eVと0．83eVとなった。

　求めた活性化エネルギーから，昇温脱離法による脱離スペクトルをシミュレーションし，これ

らの脱離ピークが表面2次脱離反応によるものか拡散によるものかを考察した。表面に化学吸着

している水素の初期の表面濃度をcr。とし，脱離の活性化エネルギーをEdとすると，脱離速度は（3）

式であらわされる。ここでnは反応次数でn＝2とする。vは反応定数である。
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これをルンゲ・クッ聡警により計算させた結果をFig．5に示す。昇温速度は10K／minで，（Soを！×

10’6molecules／cm2とした。これより，E，が小さいほど低温側に左右対称な半値幅の小さい鋭い脱

離ピークが現れることが分かる。Fig．6はcr。を変えた場合の脱離ピークのシミュレーション結果

である。Edは1．！5eVとした。濃度が1×1016　molecules／cm2では415Kであったが，10％で440K

と約25Kの温度差として現れることが分かった。　Table　1に示すように本研究で得られた水素の

積算脱離量には最大で30％程度の差があることがわかる。そこでこれらのシミュレーション結果

をもとに濃度による脱離ピーク温度の補正を行った。その結果をFig．4の図中に示す。これより，
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第一および第ニピークのE，は，実測値から求めた値よりも小さくなり，それぞれ0．2eVとO．72eV

となった。Fig．5のシミュレーション結果から，本実験結果で得られた脱離ピーーク温度では，活

性化エネルギーが少なくともleVよりも大きくなければならず，表面2次の脱離反応による水素

の脱離ではないことが分かる。

　Fig．7とFig．8は（2）式のシミュレーション結果である。拡散の活性化エネルギーを実測値とし，

振動数項（D。）を実測の脱離スペクトルに合致させるように繰り返しシミュレーションし，最も適

切と思われる値を用いた。つまり，第一および第三ピークで，それぞれ4×10”3cm2／sと17．38cm2／

sとした。昇温速度を実測の5K／min～30K／minと変化させた。この傾向はFig．3の実測スペク

トルに良く一致している。Fig．9はWatanabeらがまとめたアルミニウムの拡散の活性化エネル

ギーと振動数項対数をプロットしたものであり，両者の問にはほぼ直線関係が得られると報告し

ている13）。ここで黒丸はWatanabeらがまとめた報告値で，白丸は本研究で得られた値である。

これより，第一および第二脱離ピークから得られた拡散の活性化エネルギーと振動数項の対数は，

ほぼアルミニウムの場合と同じような傾向を持っていることが分かる。したがって，第一一ピーク

はアルミニウム合金表面の酸化層からの水素の拡散，第ニピークは内部からの拡散と考えられる。
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4．結 論

　本研究では極高真空用材料として使用されつつあるアルミニウム合金の水素の脱離挙動を昇温

脱離法で詳しく調べ，以下のような結論を得た。

　（1）材料から放出する主な気体種はH，，H、0，　CO，　CO2とCR4であり，水素が総放出量の約60

　　％を占めた。

　②500。Cまでの加熱では水素の脱離ピ～クは2っ観測された。

　（3＞脱離の活性化xネルギーは，第一ピークで0．22eV，第ニピークはO．83eVとなった。

　（4）脱離反応のシミュレーションを行い，いつれも拡散による水素であることが分かった。

　⑤水素含有量は純アルミニウムに比べると1桁程度多い。

　アルミニウム合金は純アルミニウムに比べると融点も低く，かっ水素含有量が多いことから，

極高真空容器材料としてはアルミニウムよりも性能的には悪くなる。そのため，アルミニウム合

金を用いるためには，表面酸化物層の性状を考えた表面処理を行うことが望ましい。
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