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1. はじめに
液中放電は、変圧器に用いられる絶縁油中や放電加工用の

高速で進展しているときには、放電電流に直流成分が現れる

液体中などの絶縁破壊で見られる現象で、数多くの研究が行

ため、1 次ストリーマとの違いを判別することができます 2)。

われてきました。近年では、水中放電が注目され、水質浄化

ストリーマが進展して対向電極に到達すると、電極間が気泡

や手術など、環境や医療分野への応用が進んでいます。しか

チャネルで繋がり、スパーク放電に移行します。また、スト

し、これらの応用の基礎となる放電がどのように液体中を進

リーマはある一定以上の電界に達すると発生することが知

展するのかについては、電子論的破壊理論と気泡的破壊理論

られています。高電界を形成する機構は、ストリーマの発生

が提案されているものの未だ解明されていません。一因とし

前に電極先端に気泡群が形成され、気泡中への電荷の蓄積と

て、ストリーマと呼ばれるスパーク放電の前駆現象が高速か

電界集中を起こすための突起状気泡の形成が起こることが

つ微小領域で起こる現象のため、実験的に明らかにするのが

明らかになっています 3), 5)。しかしながら、ストリーマ発生

困難であったことが挙げられます。しかし、近年の撮影技術

前の気泡進展過程は、高フレームレートで高感度・短時間露

の向上により、これらの現象が明らかになりつつあります 1)~5)。

出、さらには連続撮影枚数が多いことが必要となるため、一

一般的に、水中正ストリーマは、1 次ストリーマと 2 次ス

連の変化を連続で撮影することは困難でした。今回使用した

トリーマの 2 種類が発生することが知られています。水の導

高速度ビデオカメラ HPVTM-X2（以下、HPV-X2）は、最高で

電率が低くなると 1 次ストリーマは半球ブラシ状の形状で

1000 万コマ/sec での撮影が可能であり、高感度のセンサー

秒速 2 km 程度で進展し、その後樹枝形状を有するフィラメ

を有しています。

1)

ント状のチャネルが進展します 。一方、2 次ストリーマは、

今回は、電極先端部の気泡群形成から水中正 1 次ストリー

樹枝形状を有するフィラメント状のチャネルが秒速 20〜

マが発生するまでの過程と 1 次ストリーマが進展しスパー

30 km の高速で進展した後、1 次ストリーマと同様に秒速

ク放電に至る様子、さらには気泡が膨張する過程を連続的に

2 km 程度で進展します。

撮影した結果をご紹介します。
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2. 撮影方法
図 1 に実験装置の概要を示します。可視化方法は、高速度

に印加し発生させました。高速度ビデオカメラの撮影速度は、

ビデオカメラ HPV-X2 に顕微鏡レンズを取り付け、背景光に

10 Mfps、露出時間は 50 ns、連続撮影枚数は 256 枚になり

レーザーを利用し撮影しました。放電は、10×10×45 mm

ます。図 2 に使用した高速度ビデオカメラ HPV-X2 を示しま

の石英セル中に超純水を注入し、針電極とワイヤ状の接地電

す。

極を電極間距離 2 mm で浸漬し、+14 kV の高電圧を針電極
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図 1 実験装置の概要

図 2 高速度ビデオカメラ HPVTM-X2
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顕微鏡レンズ

3. 撮影結果
図 3 に電極先端部の気泡群形成から水中正 1 次ストリーマ

約 2 μs 後には、一体化した気泡群の中からさらに局所的

が発生するまでの過程の連続写真を示します。画像間隔は

な気泡の成長が始まります。その後 0.5 μs 程度で、局所的

100 ns で、画像の横幅は 690 μm です。最初に、矢印で示

に成長する気泡の先端が突起状に変化し、突起状気泡先端部

すように、電極表面に小さな気泡が生成され、100 ns 後には

からストリーマが発生します。ストリーマは半球状に進展後、

その気泡が 10 μm 程度成長している様子が確認されます。

熱によりストリーマチャネルが膨張します。これらの一連の

その後、気泡の成長と共に電極表面の別の箇所からも複数の

写真に示すように、放電毎に時間をシフトさせながら撮影し

気泡の生成および成長が始まります。約 1 μs 後には、電極

ていた従来法と異なり、連続している変化を可視化すること

表面で別々に成長した気泡は互いに接触し、気泡群となって

に成功しました。

さらに成長を続けています。

時間 100 ns/フレーム
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図 3 電極先端部の気泡群形成から水中正 1 次ストリーマが発生するまでの連続写真
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図 4 に、水中正 1 次ストリーマが進展しスパーク放電に至

8.0 μs において、細い方のストリーマチャネル内のスパー

る過程とその後気泡が膨張する様子の連続写真を示します。

ク放電による発光は消滅していますが、太い方のストリーマ

画像の横幅は 3.08 mm であり、
時間は図中に記載しています。

チャネル内での発光は 9.4 μs まで継続しました。その後、

3.2 μs に 1 次ストリーマが発生し、一度進展が止まった後に、

太い方のストリーマチャネルはスパーク放電による熱によ

6.9 μs において再度ストリーマが進展を始め、7.8 μs におい

り、膨張を始め 25 μs では直径が 3 倍程度まで大きくなる

て接地電極に到達しています。7.9 μs に 2 本のストリーマチ

様子が示されています。

ャネルにおいて同時にスパーク放電が発生しています。

時間
針電極
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図 4 水中正ストリーマの進展からスパークへの移行過程と気泡膨張過程の連続写真
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気泡の膨張の様子を 1 放電に対して連続的に撮影しました。

水中ストリーマ進展機構に関する研究を基盤にしておりま
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な現象であるため 10 Mfps では可視化が困難な場合もあり

院生）に謝意を表します。

ますが、流体現象である生成気泡群や気泡チャネルの膨張な
どは 10 Mfps においても十分に現象の変化を明らかにする
ことができました。また、撮影素子に光電子倍増管を利用し
ていないため、スパークなどの急激な明るさの変化を伴う現
象にも対応することができました。
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 10,000,000 fps −the best in its class
1000 万コマ/sec − クラス最高の撮影速度

 ISO16000 − 6 times higher sensor sensitivity
ISO16000 − 従来品の 6 倍のセンサ感度

 Equipped with Two Cameras Synchronized Recoding Function
2 台のカメラによる同期撮影機能

HPV は、株式会社 島津製作所の商標です。
本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。
なお、本文中では「TM」、「£」を明記していない場合があります。
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