放電フィラメントのパターン形成
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A b s t r a c t : The AC dielectric barrier discharge (DBD) with frequencies up to few

hundreds kHz in a small gap between two parallel dielectric plates forms some regular
patterns of current filaments in a range of atmospheric pressure [1-3].

We investigate the

static regular structure of the current filaments and the dynamical behavior of those filaments
such as the turbulent state and the transition or relaxation from those states.
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１、

はじめに

0.1-1 気圧の高圧力領域の ガス中の 放電にオ ゾン 生成などでよ く使われ ている誘電 体バリ
ヤ放電(DBD)というのが知られてい る。電極（正 、負両方またはど ちらか）を誘 電体で囲
んだ放電は低 圧のよう な一様なグ ロー放電 では なく電極の一 部に放電 が集中する ような
ストリーマ放 電といわ れるもので 、放電 が生じ る
場所などは確 率的であ るとされて いた。パルス ま
たは AC のバリヤ放電で は図１に あるよう に正 電
極に向かって 伸びる放 電の先端（ストリー マ）で
生成されてい る電子、イオンが 電極下部 に置か れ
た誘電体に帯 電する。放電電圧 以下にな った位 相
では帯電した 電子、イ オンがお のおの異 なる拡 散
速度で誘電体 表面で広 がってく 。帯電し た電荷 は
図１

交流誘電体バリヤ放電におけ

る電荷の生成と拡散機 構。

放電電圧の降 下を引き 起こし、また電荷 自身も 放
電でま他補給 、再結合 による消 滅、電荷 間の相 互

作用など非線 形の効果 が働くシス テムにな って いる。 Purwins[4]などの実験ではこ れらの
放電のフィラ メントが 様々な拡散 系の非線 形現 象に見られる ようなパ ターンを形 成する

と報告されて いる。こ こでは DBD における放電 フィラメント のパター ン形成だけ でなく
揺らぎやダイ ナミック スについて の実験と 解析 について報告 する。
２、

DBD の 放 電 フ ィ ラ メ ン ト の パ タ ー ン 形 成

図２に DBD 実験に用い た装置の 概要を示す 。下 部電極は直径 50-100mm のステンレス 製
で上部電極は 0.5mm 間隔のメッ シュ（また
は ITO をコーティン グしたガ ラス）で その
下に 10mm 厚のガラスが置か れている 。ガ
ラスと下部電 極の距離 ハ 2-5mm で 100-600
torr の空気、窒素などを 用いた。 放電は
15kHz, 8kV の定電圧 源に 10MΩの直列抵
抗を入れて行 った。放 電フィラメ ントの発
光計測は上部 電極を通 して高速の CCD
（<100fps)カメラを用 いて行った 。電極に
図２

誘電体バリヤ放 電装置

一定の AC 高電圧を印加 したとき の電流波
形を図３に示 す。電流 波形に出現 するパイ
ク波形はある 電圧の閾 値を超える と放電が
発生している ことを意 味している 放電フィ
ラメントの構 造を CCD カメラで撮り 図３
に表す。圧力~100torr の時に安定した 三角格
子状の規則的 な構造が 現れている （左、左
上図）。この とき格子 のひずみを なくすた
めに下部電極 は六角状 にした。ま た圧力を
あ げ る と(~300torr)フ ィ ラ メ ン ト の 数 が 増 え 、
動きだし乱れ た構造に なる。電子 とイオン

図3

AC 電圧、電流波形。電流に現れ

のガラス上で の拡散を 取り入れた 非線形方

るスパイクが放電形成 を示している 。

程式で規則的 な構造は し召すこと が出来る
が、動的な振 る舞いは 現在研究中 である。
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