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マイクロホロー陰極放電の放電開始電圧の気圧依存性の検討

(電気情報工学分野) 山崎勉

Investigation of Gas Pressure Dependence of Breakdown Voltages of 

a Micro-hollow Cathode Discharge 

(Faculty ofElec廿icalEngineering and Information Science) Tsutomu YAMASAKI 

Abstract 

The gas pressure dependence of breakdown voltages of a micro-hollow cathode discharge is investigated. 

Experiments were carried out on a cylindrical hollow cathode， 0.5 mm in diameter and 3 mm in depth in 

wide range of gas pressure of helium and its mixtures. Calculated Paschen curve based on Townsend 

theory were compared with the experimental results. The influences of admixed hydrogen and water 

vapor on the breakdown voltage were considered by the modification of the ionization coefficient. The 

ionization by Penning collision between a hydrogen molecule and a helium excited atom is included by 

the addition of excitation coe白cientto the ionization coe悶cient.The electron attachment with a water 

vapor is treated as the decrease of elec仕onscontributive to ionization and the decrease of positive ions to 

the cathode surface contributive to the secondary electron emission. 

Key Words: Paschen curve， micro-hollow cathode discharge， electron attachment， Penning ionization 
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1 .まえがき

近年、大気圧グロー放電で生成される非平衡プラズマの

特徴を利用する研究開発が進められている 1)。高気圧グロー

放電を実現する方法のーっとして、紫外光源やプラズ、マリア

クタにマイクロホロー陰極放電が使用されている 2)。その

放電特性は広い気圧範囲での系統的な報告が少なくその実

験的研究は重要である。一般に放電開始電圧と気圧の関係に

ついては経験則としてパッシェンの法則が知られている。こ

れは相似則を適用すると気体の種類と温度に対し 1つの曲

線(パッシェン曲線)が定まる。ヘリウムのような軽い単原子

分子の気体では高気圧においてもタウンゼント理論による

説明が可能である 3)。電圧電流特性についても相似則が適用

でき、生成される放電プラズマの放電維持機構や関係する素

過程による修正が必要になる。それらは放電開始特性にも影

響する。そこで、 0.4kPa(3 Torr)から 120kPa(900 Torr)の

気圧範囲で、マイクロホロー陰極放電の放電開始電圧を測定

し、タウンゼント理論から導いたパッシェン曲線と比較した。

使用気体はヘリウムで、水素(ぺニング効果)または水(電

子付着)を混合した場合について比較検討した。

2. 実験装置と方法

実験装置 18 mmゅのゲージポートをもっ 3つのステン

レス鋼製管(内直径 67mm，長さはそれぞれ 122mm， 96 

mm， 108 mm)を管フランジで接続した放電管は 2.5吋真空



�������	
��� ������������

absolute Digital 
pre石S¥Jf'骨 gaug貯 manometer

Figure 1 Experimental set-up 
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配管系で構成される。高圧ヘリウムガスはニ一ドル弁により

調整した後に放電管に導入され、放電電極部を通過した後、
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F i gure 2 Breakdown voltages of a micro-hollow cathode 

discharge as a白nctionof gas pressure， in He ・， in mixture of 

water vapor and He ..， and of 1 % hydrogen and Heロ

油回転ポンプ(BOCEdwards RV12)により排気した。図 1 ヘリウムに水を混合すると純ヘリウムの場合と比べ放電

に示すように放電電極は放電管のフランジ聞に挟み、電極系 開始電圧は 200V以上高くなった。測定した気圧範囲では

の中空穴により気体導入側と真空排気側に分割されている。 20Torrで 800Vから気圧増加とともに電圧も増加し、 800

放電電極の前後で絶対圧力計(岡野製作所AVG134N11)とデ Torrで 1300Vを示した。この曲線はパッシェン曲線の最小

ジタルマノメータ(柴田科学DM-l)により気圧を測定した。 電圧より右側の高気圧側のみが観測された結果と考えられ

水を混合する場合はニ一ドル弁と高圧気体の聞に水を入れ る。水はトラップの温度を摂氏 20度一定としているため、

たガラス製のトラップを通して混合気体を放電管に導入し その時の飽和蒸気圧 17.5Torrr(2.33 kPa)が放電管内の水の

た。水素混合へリウム気体は 1%混合調整済みの高圧ガスを 分圧となる 5)。そこにヘリウムの分圧を加えて放電気体の気

使用した。 圧p[Torr]が定まる。そのため混合した水の割合(17.5/p)は気

放電電極系は 2枚の黄銅板(厚さ 3mm)の聞に厚さ 1mm 圧とともに減少すると推定される。

のセラミック板をはさみ、その板商に垂直に直径 0.5mmの 水素を 1%混合したヘリウムでは 10Torrで 500Vから放

穴を貫通した構造である。穴の内面を陰極および陽極としたロ 電開始電圧は減少し、最小電圧は気圧範囲 60-300Torrに

実験は、わずかに気体を流しながら(0.2Llmin以下)直流電 おいて 330Vとなり、その後 800Torrで450Vに緩やかに

圧を印加し放電特性を測定した。電圧および電流の測定はデ 増加した。上述の 2つの場合に比べ最も低い電圧が得られた。

ジタルマルチメータ(ADC社 R6441)を使用した。

3. 実験結果

気体圧力を設定した後(気体導入側)、直流電圧を増加させ

中空電極内が放電発光する直前の印加最大電圧を放電開始

電圧として測定した。その結果を図 2に示す。ヘリウムの放

電開始電圧は 4Torrでおよそ 800V、気圧増加でその電圧

は低くなり 60Torr近傍で最小電圧 450Vを示した。それ以

上では電圧は緩やかに増加し900Torrにて900Vとなった。

このような曲線は Paschen曲線と呼ばれ、その最小電圧を

示すpd積は d=0.05cm， p=60 Torrより 3.0Torr cmとなっ

た。この値は Druyvestyn氏の平等電界中での測定値 2.5

Torr cm(電極 Fe)とほぼ一致するの。

4. 経験式の修正と計算結果の検討

放電開始電圧と気圧の関係式の決定にはヘリウム気体を

使用する場合にはタウンゼント理論が適用できる。その放電

励起機構は電子衝突電離による電子・正イオン対の生成 (α

作用)と生成された正イオンが陰極面に衝突して生じる二次

電子放出 (y作用)で説明される。その放電開始条件しとて、

電極間隔 dとすると y(exp(Sadz)-l)=lで表されること

が一般に知られている。 電離係数αが位置に依存しない定

数の時、電界 E内の位置 Zで n(z)fl回の電子があり、そこか

ら微小距離 dz移動すると衝突電離により dn個の電子・イ

オン対を生成する。 dn=α"n"dz 陰極 z=Oの電子数nω
は z=dの位置までに電子数は n臼jに増加し、正味の電子増
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加数は n臼)-nの)=nの)[e"d-1] となる。それと同数の正

イオンは陰極面に衝突し二次電子放出に寄与する 6)。γは衝

突する正イオンのエネルギーが大きいほど、放電気体の電離

電圧が高いほど、金属の仕事関数が低い方が大きい。最初の

電子 n(oJが二次電子放出により供給されると電流は連続す

ることから、放電開始条件は次の式で表される。

y (e"d-1)=1 

T ab I e 1 Constants to calculat巴ionizationcoefficient 

気体(電離電圧) A(cm-1Torr-1) B(V cm-1Torr-1) 

HzO (12.6eV) 13 290 

Hz (15.4eV) 5 130 

He (24.6eV) 3 34 

Pascher、curvefor He 
2000 

1800 

一般に、電離係数αは使用する気体により定まる二つの定数 ~ 1600 

A，Bを用いた次の経験式で表される。

α/p=A • exp[ -B/(E;jロ，)]

ここで電界E=V/dは電極間電圧 Vと電極間距離 dの比で表

され、 pは気圧である。放電開始条件の式に αを代入し、放

電開始電圧(V可陪として整理すると次式となる。すなわち

相似関係にある気圧pと電極間隔dの積(PdJの関数として表

される。

日=B. pdlOn(pd)チln臼/ln白チ1/y)}

ヘリウム、水、水素の場合に対する電離係数αタは文献

より 7)表 1の値を利用した。その概略を図 3に示す。 ァに

ついては電離電圧の大きなヘリウム、水素分子、水分子の順

に yは小さくなると推定されるが詳しいデータがないため、

1以下の一定値を仮定した。

電離係数をヘリウム、水、水素の 3つの気体で、比較する

と、 180V cm-1 Torr-1より小さい換算電界値(E;jロ)では電離係

数は純ヘリウムが最も大きく水が最も小さい。ヘリウムは低

い換算電界値でも電離しやすいことが分かる。これより大き

い換算電界では水、水素、ヘリワムの)1震になるoD=0_5mm、

y=O.l と仮定して計算したときの放電開始電圧と気圧の関

係を図4に示す。
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Fi gure 3 Ionization coefficients as a function ofreduced electric 

field， used to calculate Paschen curves 
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F i gure 4 Calculated Paschen curves for He， for IDixture of He 

and water， and of He and hydrogen 1 % 

ヘリウムの放電開始電圧が最も低く、水蒸気の場合 100

Torr以上では最も高い電圧となる。水素はこれらの中間に

位置し、各気体の電離係数と同じような傾向を示した。ヘリ

ウムの計算結果は 150Torr以下の気圧域を除くと実験結果

と比較的あっている。混合気体の実験曲線はヘリウムに数%

の水または 1%の水素を混合しているので単純には比較でき

ない。

水混合ヘリウムの場合

混合気体の放電開始電圧は、気体聞の相互作用(例えば気

体分子聞の衝突)が省略できる場合、電離係数と二次電子放

出係数から推定できる。これは混合気体RF放電開始特性の

測定で示された 8)。水をヘリウムに混合すると電子衝突によ

りヘリウム(電離電圧 24_59eV)および水(12.6eV)からの電

離が有効となる。一方、水分子は電子付着により自由電子を

減少させ電子衝突電離を減少させる。このとき電離で生成さ

れた正イオンをみると、水イオンCH20+)はヘリウムイオン

(He+)に比べ重く動きにくいことが推定されるため、陰極か

らの二次電子放出にはほとんど寄与しない。本測定では、設

定した気圧により水の混合割合は変化し、低気圧で、水分子の

割合が大きく、気圧の増加とともにその割合は減少する。水

の混合割合を一定とした場合の計算結果を図 5に示す。ただ
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しy=O.OOlと仮定した(以下同様)。

計算には、以下の過程を考えた。電界方向移動による電子

密度 Nの増加数 dNは、電離による発生と水分子への付着

ただし N(O)at Z=O. 

による損失の差で表される。

dN=(α 17)Ndz 

120 100 40 60 80 

Reduced field正/p[V/cm/Torr) 

20 

。
。Nω'=N印)exp[J(，α-17)dz) これを解くと

位置 z生成される正イオン密度nωの増加数 dnは

F i gure 6 Electron attachment coefficient ofwater vapor， exp (ref dn=αNdz=αNω . exp[ f ( a -17 )dz} . dz 

9)， approximation of exponential function [一口-exp]is used 

HetH~ [H~]partial/tD匂(p)γ=0_001

|一一0一一-0_02一一 0.1一一0.2.... "05 --0.71 
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電極間 z=O~dで生成された正イオンの数は

f{aN(O)' e.平 [J(α 17}dzJ}・dz

Y 'n=Mω 

グが Zに依らない場合、次式で表される。

Y f ae(a-Q)zdz=l 

これらは陰極で二次電子放出に寄与する、

y f ae/(。 け dzdz=l 故に、火花条件

α、

αはヘリウムと水の各電離係数の和 α(He)+α(H2U)で表さ

れ、電子付着 ηが位置によらない定数であるとすると、その

放電開始条件は次式で表される。

F i gure 7 Estimated breakdown voltages for helium and water [yα1(，α η)}( e(aーリ d-J)=l

ロllxture水混合ヘリウムの放電開始電圧に適用できる。水の付着係数

は文献[9]より推定した近似式を用いた吟(図 6参照)。

割合は小さくなるが大気圧でも 2.3%であるため電圧は高くゲタ=0.22・exp(-0.0012・(E;jョ-3がJ

なる。すなわちパッシェン曲線はヘリウムの場合に比べ水混低気圧では水の混合割合が大きく p=25Torrで 70%、35

合割合が大きいため低気圧側に広がり電圧は高くなり、高気Torr (50%)， 87 Torr (20%)， 174 Torr (10%)， 350 Torr (5%)， 

圧側でも高い電圧となる。実験で得られた電圧と比較すると874Torr (2%)と気圧の増加とともにその割合が減少する。こ

低い計算値しか得られていない。その理由はこの計算に考慮、れを考慮すると放電開始電圧は次に示す図 7に印した(・

されていない二次電子放出係数 yの影響が考えられる。すな印)点により表される。

わち同じ気体では γが小さい方が電圧は大きくなり最小電計算した曲線を見ると低気圧で、は水の割合が大きい曲線

圧を示すpd値は高気圧側に移動することが知られている。上にあり、純ヘリウムに比べ高電圧となる。高気圧で、は水の

水素混合ヘリウムの場合

ヘリウムに少量の水素を混合して得られる気体はベニン

He+H，O 

~ I一←O 寸ー 0.02 …。 "0.1 -←0.2 _._"'---0.5ー←0.7

己 1800 I 11 I i.~ 11 "γ 
ω1600 ト

s 1400 
。1200
> 1 000 ~ 
2800 ト
.g 600 ト
苦 400 ~ 
~ 200 

o 

グ気体と考えられる。NeとArの混合気体の放電開始電圧

の測定結果は多く引用されている 10)。それぞれ単独気体の

パッシェン曲線より低い開始電圧を持つことが示されてい

その原因は Penning電離の効果と説明されているがタる。

[H，O]partialltotal(p) r =0.001 

d 
雪量出寸

吋
刊
明

ウンゼント理論の修正で説明可能であろうか、 Ne-Arでは

電離係数の測定結果 10)各気体単独の電離係数を分圧で重み
1000 100 10 

pd [Torr cm] 
0.1 

付けした和により混合気体の電離係数を求め、それを元に放

電開始電圧が計算された。ここでは Heの電離係数に He原

F i gure 5 Paschen curves calculated for mixture of helillm and 

water vapor with different amount 
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子の励起係数を加えることで水素混合ヘリウム気体の電離

係数とすることでパッシェン曲線の説明を試みる。

水素とヘリウムの相互作用(ベニング電離)を考えないで

それらの電離係数を各成分気体の比率で合成して場合の計

算結果は図 8のように純ヘ リウムの場合と変化が見られな

い(y=O.ool)。純ヘリウムの最小電圧 215V より高い電圧

217Vが得られ、その定電圧領域が実験値と比べても狭いこ

とから、本計算モデ、ルが妥当でないことが分かる。

Heに混合する水素の量が小さい 1%の場合を考える。ベ

ニング電離は He励起原子と水素分子の衝突で、起こる。ヘリ

ウムの励起係数αexは電子が電界方向に単位長さ移動する

聞に生成される励起原子の数を表わす。これらの励起原子が

単位長さ移動する聞に水素分子と衝突する数は衝突の平均

相対速度をくp とすると<QTv>1<砕で、表される。励起原子と

水素分子聞の全衝突(QT)に占めるべニング電離衝突(Qp)の

割合は衝突断面積の比で与えられる。すなわちヘリウム励起

状態を経由して供給される電子数は(電界方向に単位長さ当

たりの励起原子数)x(水素分子密度)x(単位長さ当たりの水

素分子と励起原子の衝突数)x(全衝突に占めるべニング衝

突の割合)で見積もられる。ここでベニング電離の衝突断面

積の測定値 11)Qp=2.6 X 10.16 cm.2と全衝突断面積 QT=44.3

X 10.16 cm.2より全衝突に占めるべニング衝突の割合は推定

できる。He電離係数(直接電離)とベニング電離による電離

数の和が放電生成に働き、それが混合気体の実効電離係数と

なる。 1Torr，摂氏 0度で、<QTv>1<v>X (Qp/QT)=9.2全気体

分子密度の 1%が水素分子密度なので、両衝突電離係数の和は

次式となる。

αタ+0.01x9.2xαex/jフ

Heの励起係数は次の近似式を用いた 12)。

α師タ=18・.exp[-7パZタ必旬タノ1/2

また、ヘリウム励起原子と水素分子の衝突断面積は剛体球近

似で算出した 13)。水素分子は文献値より 11) 、ヘリウムに

ついては第一励起電圧 EF19.82eV(電離電圧 E"，，=24.588

eV)をもとに実効主量子数を nたι句y/{E∞-ElJりとすると

QT=2.5n叫 πao2 ここでリュドベリ定数 Ry=13.549eV、80

はボーア半径である。

図 10Iこ示す計算結果は広いpd範囲で、ほぼ一定の最小電圧

が現れ、その電圧は純ヘリウムの場合より低く 166V とな

った。二次電子放出係数は電離電圧が小さい水素正イオンで

は小さくなるが、水素混合割合が 1%と水の場合より小さい

ためその影響も小さくなる。実験結果では水素混合ヘリウム

の場合、放電開始電圧は広い気圧範囲でほぼ一定となり、そ

の電圧はヘリウムの電圧より低くなっている。これはベニン

グ電離を考慮した計算値の傾向と一致している。
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F i gure 10 Ca1culated Paschen curve for mixture of helium and 

1 % hydrogen. Penning ionization is consider巴dby addition of an 

excitation coefficient of helium atoms to ionization coefficient. 
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5.まとめ

3 Torrから 900Torrの気圧範囲でヘリウムマイクロホロ

ー陰極放電の放電開始電圧を測定し、タウンゼント理論から

導いたパッシェン曲線と比較した。ヘリウムに水素(1%)ま

たは水(17.5Torr)を混合した場合についても測定し、混合気

体に対する理論計算法を提案し比較検討した。

初めに純ヘリウムの場合についてパッシェン曲線を実験

値とタウンゼント理論より導いた結果を比較し、その基礎理

論の正当性を確認した。

ヘリウムに水を混合した場合のパッシェン曲線は電子付

着による電子衝突電離の抑制を実効電離係数の減少として

扱うことで得られた。陰極面での二次電子放出の影響は放電

開始電圧の決定に無視できない。

水素を混合した場合にはベニング電離を考慮することが

重要で、その方法として励起係数を利用することが可能で、あ

ることを示した。すなわち電子衝突で生成されたへリウム励

起原子は水素分子をベニング電離し電子を供給する。これら

の電子は直接電離により生成された電子と同様の働きをし、

放電開始に寄与すると考えられる。
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