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1　は　し　が　き

　大電流ガス放庵の研究は，最近安定した熱核反応の探究と関連して硯究者たちの注目

をひいている．1956年茎4．B．　Kpy胎TOBやR．　R　Posオがその可能性について，一般

的な記述を公表して以来，この興昧ある未来の動力源への種々の開発は急速なテンポで

進められ，数多くの成果が公表されている．これらの論文が示すように，各装置で作り

出された高温プラズマは何れも長時聞にわたって存在せず，放電柱は急速に壊れ，プラ

ズマは壁に接触して冷却される。したがって現今の焦点は，周知のように核融合を起さ

せるに必要な高温プラズマを外壁から完全に絶縁し，その持続時雨をいかにして永く延

すかにある．これらプラズマの安定化方式を追究する努力は絶えず払わなければならな

いが，別の方向としては，高速強力なピンチプラズマを造り上げ，不安定現象のあらわ

れる前に，短時間でも熱核反応のかなり起り得るような条件をつくるのも面白い．たと

えば，ZIλ・乙αzσ50πによれば，　チz・’＞1016（1）一1）），1014（D－7’〉（πはプラズマ密

度，’はピンチ時間〉であれば，正味の出力が得られる．この点から，痕線ピンチ装置

を見ると，種々の欠点を有しているにも拘らず，高温プラズマの発生や高速現象に充分

追随し得る測定器の開発，プラズマの基本的物理諸量のデータにきわめて有利な装置で

あることがわかる．

　この研究報告は，既存の衝撃大電流用コンデンサを電流源として使用し，直線状大電流

ガス放電についての結果を記したものである．その実験諸条件は，第1表に収めてある．

　　　　　　　　　　　　第i表　発生装点出特性
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　　　　　　　　　　　　　2　直線ピンチ装置の問題点

　　2－1　一般蛮勺言己述

　　圧縮過程の考察にあたって，このil白二線ピンチは第1図に示したようにR－L－Cの薩列

　放電回路を形成するから，抵抗分が無視し得るほど，小さいとすれば，回路方程式は

『　　　4蕩三Lu一………・・…………・……・一・……………・・（・）

　　その積分形は

　　　　　　　　　　　∫1ゾ（・）4・

　　　　　　　　L（’）＝　ピ（，「

　　また

　　　　　　　　・（の一i纂1nβ乞〉・…・…・…・……………・・……・・…………・（2）

　　ここで

　　　　♂　　：プラズマ柱の．長さ

　　　　6　　：帰円筒半径

　　　　a（の　：プラズマ柱半径

　　　　μ　　：透磁率
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　　　　　　　　　　　　第1図　薗：線ピンチ装置

したがって，L〈渉）を数値的に求め得れば，プラズマ柱半径の時聞的変化a〈のが算
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出できる．

　　またこの回路はRく2～／C／みの条件を満足し得るので，放電々流の第1回目の極大

値五naxは次式で与えられる．

　　　　　　　㎞継凱脳〔r篶薪〕…一・……一…一…・・（・）

ここで

・書》房，偽・麗婿三

したがって，寄生インダクタンス・乙は敏感に！max，4〃漉の大きさに影響するので，

できるだけ小さく抑えることが，直線ピンチ装概にとって火切なことである．

　本装置は前述したように，衝撃用コンデンサを用いたため，コンデンサ自体の寄生イ

ンダンタンスが0．25μHと極めて大きく，この点がすでに実験的に不利な要素をはら

んでいる．また放電柱の五を滅少させるためには，放電管の高さを数Cmまで縮め，　PO

を！0－1～10mmHgの範囲に制拉する必要がある．さらにPoを下げると容易に電極金

属の蒸発が管中の有効体積を満し，プラズ’マ温度を降下させるから注意を要する．

2－2　案験上の要点

　研究される放電は，硬質Moガラス管の中で行われ，管中の高真空を維持するため，

電極とガラス管の聞にはラバー・パッキングが置かれてある．さらに電柱．1瀬1から高圧

碍子で固く締めつけた．この事は，放電管の駁代え，或いは豊中不純物の分析の際等の

場合の作業の容易さを意味している．

　放電々圧は，空気スイッチ（平板ギャップ）の星鵬1違gの調整によってきめる．数百回

の放電記録からgに依存する放電々降臨の関係式

レ㌔二15÷1．5（g－5＞　（KV）一・……・……………………（4）

　（9：ギャップ旧離　mm＞

を得た。このことから判明したことは，

　（1）放電々圧は初期圧．Poが10　2～1mmHgの範閥ではPoに無関係であり，専

　　らgに依存する．しかし，ρ。が10『2mmHg以下になると8への依存性はうすく，

　　周囲条件に左：右され，放電々／三1三はかなり高くなる傾向をもつ．

　（ii）　電極閣星旧離　Z＝285と♂嵩105（mm＞の各場合，そのy6－P。特性には顕著

　　な影響がなく，1）2ガスに対して（4＞式が成立する．

g調整は手動であるため，定性的傾向を有するのを免れないが，新しい真空スウィッチ

の闘発によって解決されるであろう．

　放電管は！個につき，数百國の放霜を行うと，内壁面が著しく損傷し，1）2ガスの場

奮は溺γよりも激しい．したがって，放電管1本あたりの放電厩数上限は500回とす

べきである．本実験には4本の取代えを行った．
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　充電は，放電管を使用ガスで二二洗浄し，新しいガスを封入後ただちに充電を開始す

るが，放電までには20～30秒を要する．この時／l｝／インターバルをこれ以上早めると，

ケノトロンの損傷を早・め，コンデンサへのエネルギー蓄積が不充分となる．また，遅い

とリークの闘題が介在してくる。

　：金実験を通じて，凹めて多くの時間がアース振動の除弦ミに費やされた．すなわち，接

地自体が良好でないと，主圓路の寄生インダクタンスしと鷺ソデンサ端子闘とケース開

の0，また対地間0とが振動回農各を形成する．これが，オシμグラムに入り，現象をか

く乱させる．したがって，良好な接地を作ることが，この種の装置にとっては極めて大

切な事項の1つである．

　2－3　測定回路

　測定には，遅延ケーブル（RG－65U，20m，　Z際950ρ）で約2．4μs現象を遅らせ，

3素子用のCRO（陰極線オシログラフ〉に導入する．　CROの起動1琶圧は，普通RC回

路を用い，この場合高耐圧のコンデンサが必要である．木実験では，トロイダル・コイ

ル方式の誘起電圧を利用する方法を考案し，使用してみたが，その結果は良好であり，

巻数を適当にしてやれば確実に動作することがわかり，コンデンサの使用を節約した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　放電々圧（V），放電々流α），電流
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第2図　 重只il定1薫1路

CRO

立上り速度（dl／dt＞についての測定

園路はそれぞれ第2函に示してあ
る．

　Vは　10～50KIVの範囲内で変

化し，これらを珊違いなく各時測定

するには15K9並列のソリッド抵

抗体（20W）を2個1撫二列に接続する

のが…番よい．並列1個の場合は，

V瓢30KV以上になるとRやZが
焼損する．Rを増すことは，測定圏

路中の1寄生．でンダクタンスを増加す

ることを意毒するがやむを得ない．

電流測定用のシャント（．R漏3．90×

10…3ρ）が嚢式f乍され、た：が，　これ・はイ

ンダクタンスが0．077μF（計算）も

ある，これはFケーブルの0．089

μFに匹敵する．したがって，シャ

ントを取付けると全圏路の五を23

％も増加させるので好しくない．故

にロゴフスキー。コイルの誘起電圧

を積分器を通して求めた1値の方が
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良好である．

　充電々圧は83Mρの高抵抗を通じて分圧測定し，電極閥電圧および1｝獲麟変化率の分

圧器は磁場の影響の少い放電管架台の下におかれ，対称接続で3素子CROに導いた．

　瀬1線ピンチ装澱の鑓近にある各種メータ，たとえばピラニーゲージのμメータや充

電々圧測定用のmアンメータ等は放電回路からの高周波磁場のため，メータ・コイル

を破損するので，メータ両端子出1にバで・・ミス耀コンデンサ（数千pF）をつないでおく

必要がある．

　　　　　　　　　　　　3　大電流ガス放電の特異性

　火電流ガス放電の一般的な特性を明らかにするため，空気および1）2ガス中で予備放

電を含めて約2500回の放電を行った．オシログラムに収録したのは，この中の1／5に

相当する500枚である。この中の2／3は気中放電のものであり，それにはCRO，空気

スウィッチ，排気系統，分圧比等の調整によるものを含んでいる．

　3－1　平板電極による放電特性

　（i）平板電極は」霊285の場合であり，気中放電時の振動周期は10．8μsであった．

実験条件は9＝12mm，＜％＞av罪27　KVであり，その典型的なオシログラムが第

3図に収めてある．これは主としてPo霊1r2，10－1，1mmHgの範囲内で磁場が各

パラメータに及ぼす効果を調べたものである．

　電流の最：大波高値引axは縦方向磁場の作用した：方’が作用しない方よりも10～30KA

dl／dt V

鑛
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熱、鰐締

dl／dt

圏
璽6

4
2
0

V （KV）

謙臨繍癬、

　　　　　　　　　（1）Po＝109　mmHg

レ㌔＝28KV，βz＝0　　　　　　　　　　玩｝＝27　KVラβz繍600　G

機塑 総、腐｝

二目

蓼 轟幽．

　　　　　　　　（2）P。＝4×10　1mmHg

yb＝25KV，βz篇0　　　　　　　　　　1る＝27　KV，βz＝600　G
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第3図　平板電櫨による気中放電オシ綱グラム

多く流れ（10曙くPo＜！），電流変化率14Z／4猷maxも岡様な鑛向を有している．第

3図から導いた各パラメータの値が第2表に…覧されてあるが，“特異点”時藺tocは

磁場の作用により延長が見られる．

第2表　気中放電の特i生　　g漏12，」＝285，．4か
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y』；充電々月三，γ』2π；放電開女台電圧，協⑫；最大電圧

＊最大電流（乃π）発生疇刻

　第41鶉には，P。篇5×10…2　mmHg（Air）の場舎について連続放電（内部ガスの取

代えを行わない）を行ったときの，静ま／二写真であるが，魚篭が続くに従って管内壁の発

光が著しくなるのが明瞭に観察されている．これは，前の放電によって生じた，銅・珪

業等粒子の不純物が内壁に鐸J達して冷去1附藩し，それによって次に来る放電は内壁を通

過し易くなり，沿面放電の効果が大きな役割を果して来るのでプラズマの生成は一段と

減じて来る様相を説明している．このような事態は，放電管の損陽を強め，よい結果は

期待され．な1い．

　（ii）　1）2ガス中の放電にあたっては，特に。説gαsの除去に慎重な注意を払う必要が

ある．予備放電を通じて，電極，管壁，　ラバー・パッキング等から。厩gαsを充分に

追い出す操作を行う．第51劇は，Po篇10『1mmHgのD2ガスを放電管に封入し，ガス
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　　　　第4図　連就放電の効果写真

9蹴12mm，Ψ「o掌KV，Po漏5×10－2　mm狂【9
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を取代えることなしに，連続放電を行った痔のオシにグラムである．このことから（1＞

V，dl／dtの波形は，連続放電して行くに従って，不純物の増加から輔射損失の増大を

招き，それらの急酸度が減じて来る．〈2）“特異点”lk￥間’o。は2，0，2．3，2．9μsec

とのびて行くので，これは表顧的には縦方向磁場を作用させた場合と類似するので，注

意を要する，等のことがわかる．

　初期圧Poに対して：充電々圧ゾ。が低い場合，急速な放電は行われず数μsは中だる

みの電離状態が続く，この著しい時は，濁1定回路の諸要素を破壊する．したがって，

PoとP㌔との適当な調整が必要である．
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第5図　連　続　放　電　α）2）

1）o篇10－immHg，γo漏281（V

←一一←＿＿軸一←・自

　8　　　1

　D2ガス中，放電の典型的なV・dl／dtのオシログラムが第6図に収録されてある。

d▽dtの第2波形から求めた振動潤期は23．3μsceであり，これから計算した全回路自

己インダクタンスは0。51μHである．

（1GユOA／S） dl／dt

i
l．醗欝

V dl／dt

　　（KV）

麹

V

　　　　　　　　　（1）　Po篇100mmHg

Vb漏45KV，β∬漏0　　　　　　　　　　下㌔漏42KV，βz＝600　G
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圏離蓋

瑞離41KV，βz篇0

圏闘墜
　　　　　　蹴

（2）　Po＝10　正mmHg

　　　　　　　y6＝40王く：V，β竺600　G

轟
　　　に　セ　　　臨活
　　　囁　、

　　　　　　　　（3）　Po響10－2田mHg

γG＝41KV，β2＝0

　　　　　　　　　　時間軸　200KC

　　　　　騨漏

　　難

沸i懇
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第6図　平板電極による∠）2ガス放電オシログラム

　前述のように，g値に対してP。が低い場合，放電管自身にかなりの衝撃力が加わ

り，管は破壊する．その摸様が第8図（a＞の写真である．この様子をミクロ的に観察す

ると，欝欝中の仕上卿撫こ残された気泡が，キレツ発達を促している．尚数百回の放電

後の陰極表面には，数÷mmHgのSi粒子や銅酸化物微粉が蓄積されていた．尚，ガ

ラス管内壁やロゴフスキー・コイル，各電極面の放電による変化の様相が第8図（b）～

㈹に収めてある．

（a）破かいした放電管 G）｝放電々流になめられた管内壁
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（の　円回状配陣のピンチ痕跡

（e）黒化した平板電撫（陰極撫）

瞳鵜

灘．

　　　　　　　　　　　備

総懸㍉ノ

㈲　円耗状電極の比・i・交

　左　陰，：右　1場

第　7　図

　（111）“特異点”時閤tOC　圧縮数キ蕩の轍相を調べるために“特異点”という名称を

提起したのがM．A．」王eoIIToBHq，　C。瓢．　OcoBeuである。つまり大電流ガス放電の

際電流，電圧波形しに制徴的に現われてくる屈曲点をいい，これはプラズマ自身の乱入

1麟宿の状態に相当する．

　江耀しつつあるプラズマは円筒型であると考え，ガス密度は’1’径rの巾に比峯列すると

いう仮定のTに，次の運動方程式が立てられる．

　　　　　　　農GM髪）一講師一…曹一（・）

　ここで

　　　α：プラズーマ’r径

　　　M：放電住単位長あ1こりの質量

　　　ρ：「ア均ガス圧力

　　　1：電流
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　　　o：光速

上式を変形し，解いた結果として，“特異点”時間ちσは実用単位で

　　　　　　　toc＝0．09αo　（ρoμ）1／4（1）一1／2　　・・・・・・・・・・…　一一・・・・・・・…　6・・・・・…　（6）

また“特異点”電流奄は

　　　　　　　1』c漏0．09σo（∫）oμ＞1／4（1＞1／2　・一…　一・一・・・・・・・・・…　一・・一・・・・・・・…　（7）

となる．

　ここでα0（放電管半径cm），　PO（初期圧mmHg＞，μ（ガスの分子量……常温），1（＝

70μ〉．

　また0．・4．遼％46欝。πらも，“3／20躍ρ♂o”7％0461”を考えることにより，磁気壁は

プラズマ粒子を掃き寄せながら収縮するという近似から

　　　　　　　暢（M劣レ論・…・…・……一………・……（・〉

とし，最終のプラズマ半径が放電管半径の1／8に等しいと，仮定したとき

　　　　　　　癖一1・㌘R〔舗μ………・一……………・……・…・（・〉

　ここでR（放電管半径C盤〉，ρ（ガス密慶9／cm3）．

t。・の計算値と実験値との対比を行ったのが，第8図である．P。罵1mmHgでは，一応

一致を見るが，珊＝10－2日目Hgの低い方では，その範囲を逸脱する傾向がある．ま

た，磁場βzの作用したとき，空気の場合は一様に長くなるが，C2ガスの場合は必ず

しもそうではない．これら不一致の源因となるものに，次のようなものが考えられる．

すなわち（1）電流の非線型性，即ち（6）（7＞式において∫＝Uoμの項を一定とおき計

算を進めているが，五は全回路の慮己インダクタンスであり，この申にプラズマ柱の五

も含まれているから一定とみなし得ない．また（9）式中の放電周期ω（C／S＞も一定とお

いているが，これは電圧，電流の非線型から厳密にきめかねる悶題である．②　プラズ

①・◎　　．A三r，重版

②△＠　　瑛，平板

③x⑭　b・，円筒

　7　6
　5toc

　4丸μs）

　3
　2

1

○御；縦方向磁場作用
@　　　　　　　　　　　1

、

蜘　　　　　　・総 ぞ

キ
A
．

◎　　　　，＿・●易多・築＝念恥・。，s。・
　　　　デ’

笥｝騨・

10　3 　　1G－2　　　　　　　　　　　　　10－1

　　Po瞬m99）

第8図　”特異点”時間の推移



NoほG 直線ピンチ装1翫による高温プラズマの実験的研究 177

マ柱の中にあるガスは一中全休積のガスが全部掻き集められ，圧縮したものとしている

が，実際の機構は，一部のかき集めしか行われておらず，プラズマ柱がひも状になる

等の複雑な要素がからまって来る．（3）プラズマ自体は，Si，　Cu等の重い不純物を獲

得しているので，Rα4脇’60π♂05s　Pr㏄Z2から，特にPoが低い処では不利にきいてく

る．本実験では，δαsθρ7θs3．が高いので，　Poの低い方では，娠の計算値とのズレが顕

著になっていると考える．

　3－2　円柱状電極による放電特性

　（1）　今までの実験は凡て1瓢285mmの平板電極であったが，より初αss勿θな電流

を流したプラズマの様相を調べるため，直径60mm，畜さ90　mmの1対の巨J柱状電極

を用い」＝105mmとして特性をしらべた．そのV，　d　I／dt，1の各波形が第9図であ

る．

　βzのない時Poが1→10一2　mmHgと低くなるに従い，　yinax．は14，11．5，9KU

と下降し，渉ocは5．8，4．8，4．9μsとPoに依存しない様相を呈する．しかし，βz（離

600G＞が作用すると，巧naxは一様に13．　O　KVとなり，放電初期からそれが保たれた

プラトー部を形成し，それが≠o。まで続く．H．　H．　roπB鰍らの実験では，　Bz譜26

Koeを加えその影響を詳しく調べているが，本実験においても，βzが低い値にも拘ら

ず，そのプラトー部をβzの作用により増長させることに成功している．

　プラズマの安定性について，σ（プラズマ半径〉，2（励振波長〉，πφ（プラズマ境界に

よる磁場〉，Ho（話方陶磁場〉として，8肋か磁。〃の安定条件

　　　　　　・≧萎・笠………・一・……一・・……・一・……………（・・〉

　から，本装置より得たデータにより計算してみると，かなり不安定なものとなり，も

う10倍以上のBzを加えれば，ある程度安定したプラズマの4三成が期待できる．

　（ii）今，放電管に印加している電極聞電圧をUとし，プラズマ柱の抵抗分を無視す

れば，放電齢ec後における放電エネルギー（W）は

　　　　　　　匹∫1曜弓五P＋∫1礁4’珊・＋w・……（・1）

となる．

　W∬は磁場に貯えられたエネルギー，　ア脇はプラズマにした仕事のエネルギーであ

る．

　放電エネルギーの配分関係を求める1例として，数値計算した結果を第3表に示して

ある．これはpo（罵10　2mmHg）を一定し，　Z躍285と♂罵105の各場合について，βz

の効果を与えつつ算出，比較した各種エネルギーの放電5μ5における諸値である．こ

れから判明したことは，①♂の如何に拘らず各エネルギーのW，あるいは罪。に対す

る比は，Bzの作硝によって増大し得る．（2）Wρ／陀。（充霞エネルギーに対するプラズ

マにした仕事のエネルギー比）は約2～10％であり，W8／Woも約10～20％程度で
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第9図　円柱状電極によるD2ガス中放電のV－dl／dt一王オシログラム

あるから残りの70～88％は殆ど無駄に消失されている．（3）鞠／Wは磁場に貯えられ

たエネルギーの放電エネルギーに対する比であるが，円筒状電極でβ9が作用した時，

一番その値が小さい（61．4％〉ことから，プラズマ加熱が一番よくなされている．

第3表　放電エネルギ～の配分

　　　　　（放電後5μs）

1

285

105

β2

0

600

0

600

π㌔＊

（KJ）

23

23

20

20

w
（K：J）

2．9

3．5

3．5

5．7

騙（K∫）

2．5

3．G

2．ブ

3。5

防
（KJ）

0．4

研が研
（％）

86

0．5　　85．7

0．8

2，2

77。2

61．4

卿砺r。
（％）

12．6

15．2

17．4

27．5

wπ／翫。
（％）

防／穐
（％）

…1・・74

13，0 2．17

13．5

17．5

4

11

＊移「o；放電エネルギー

　iii）　直線上放電の際，数値計算によってtGCにおけるプラズマ温慶の下隈を出した

Fo山川の式は，るσ（∫o。における電流KA），ノV（プラズマ柱単位手あたりの粒子数）

とおき
　　　　　　　2「＝＝4．6×10122客6／ハ〆（kev）・・・・・・・・・・・・・・・・…　一…　一・・・・・・・…　（12＞

に，Po＝10『1mmHg，　Ioσ＝！30　KAとおき，　T＝0．14　kevを得る．また’oプoJ4α♂

放電におけるLileyの式

　　　　　　　7「＝皿3．107／3／5／（γ1〕1わ4Eo）2／5・・一・。・・・・…　一・一・・・・・・・・…　一・・・…　。・（13）

から，7「＝0．33kevを求められた．

　これらの計算から直ちにプラズマ温度をきめる事は問題であるが，低めに見積って本
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装置から大体100万度発生したと推定できそうである．尚この裏付けのためにはスペク

タル・メーターによる分析が必要である．

4　中性子の検出

　直線ピンチ装置から発生する中性子の測定について，今までいろいろ発表されてきた

が，特にB．ハ圧．rop6a聡BとK）．　C．3aMHTH雌が行ったFαs≠S爾2擢盈。％Co％η’67に

よる測定は興味あるものである．このカウンターによると，金発生中性子数およびその

出現時刻を精確に求め得る利点がある，が，我国では未だこの種のカウンターの開発が

不充分なので，activation法を採用した．

　4－1　測定原理

　i）ある中性子源から発生した中性子束が，減速されて熱中1匪子となり，それが適当

な金属箔を放射化すると仮定する．　この時，生成された同位元秦の時澗的変化dN／d乞

は次のようになる．

　　　　　　　dN／dt＝VΣactφ一λN…・…・・………・………・…・………（14＞

　ここで

　　N＝生成された同位元素の原子数

　　λ1生成された同位元素の壊変定数（sec－1）

　　．Σact（購ρNaσact／A憩）：活性化マクロ断面積（cr1＞

　　V：金属箔体積（cm3＞

　　φ：中性子束密度（n／cm3・sec）

（14）式を解くと

　　　　　　　ノV慧V．Σactφ（1－e一λり／λ……………・……・………・……（15＞

カウンターを使って測定すると，金属箔の活性化強度AはλNに等しいので

　　　　　　　A＝λN＝VΣactφ（1－e一λり……・……………・…・……（16＞

　今箔が時間Tだけの照射をうけるとすれば，照射停止後膨階｝t、よりt2までの聞に

おける活性化強度Atは
　　　　　　　At＝V，Σactφ（1－e一λT）（e一λヘーe一λ’2＞／2………………（17）

λT＜＜1であるから，上（18）式は

　　　　　　　A乞篇V．ΣactφT（e㎜”1－e…λ’2）………・・…・……………（18）

となる．Atの換算憾をカウンターから求め，全照射齎積をSとすれば，1園放電あた
　　　　　　　　　　　　　
りに発生する全中性子数φは

　　＊ρ嵩密度，N貫讐アボガドロ数，碗ct篇ミクロ活性化断面績，　A篇原子量，
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　　　　　　　0　　　　　At・S
　　　　　　φrΣaC、（：．云’碗・．司”…●…’…．…●…’（19）

となる．

　ii）活性化法を用いて中性子束を測定する場合，金属箔の具備すべき一般的条件には

次のような事項がある．　（D熱中性子に対するσactが精確に求まっており，かつ大

きい．　（2＞σ・・tが1／”法則に従う．　（3）半減期が適当である．　（4）感度形式が簡単

である．以上のことからAg，頚，　Au等があげられる．これから適当なものを選定す

るには，φ照射を受けたとき，その活性化立上りが大きく，かつdecayのなだらかな

のが望ましい．したがって，（17）武から

　　　　　　At二Σactφ（王一e…λT）e一λ！＝βλρσact　e一”／λ……………（20）

　ここで　B講NaφT

（20＞式に各ゴso彦oρθの値を代入し，それらの壊度形式を求めてみると，

　　　　　　認二齢綴：1：：：：：1：二：：｝…一・・一一（・・）・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にア　　　　　　食1：：1にll鷲二1：二：1∴：｝……一…・………（22）

　　　　　　Ag7（t）＝2．435×10…5　B　e－2・56xlo『6t　……・一・…………（23）

となる，上3式を，体積比をかけ紛織について統一すると，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AAg（t＞瓢β（9．623e－437xlo　t÷12．96e－2・49xlo　t）……（24）

　　　　　　Aln（t）＝β（0，！93　e－1・28xlo－7t十1．614e－L86xlom4t）……（25）

　　　　　　AAn（t＞＝β（2．435×！0『2e－2・59xlo旧6t）　・・……………・…（26）

ここでβ＝B・10－3

　（24＞～（26）式をそれぞれpbtしたのが，第10図である．これより，　Agがこの種

の測定にもっとも．適していることがわかる．

　（iii）馬鞭材としては，通常壬｛20，　D20，　Be，　CやParaffinがある．この申D20や

Beは高価であり，H20は実験上の取扱い方が煩雑である．⊥の各種減速材について，

その減速の良否を判定するため，各々の減演能（ξΣs），減速率（ξΣs／、Σa），減速距離

帽／τ，減速時間（t。）を計算した結果を第4表に示した．

　この表から滅速に関する各値は，　H20とパラフィンでは略等しいことがわかった．

ただ》τだけは，実験約に求めなければならないので，実際にはパラフィンの厚みを

種々かえて見て，その最適健：を求めてやる必要がある．

＊Ao7，　Aogは王。？Agと1。9Ag，

の略号である．

A13　A15はi13王nと王15王n，　Ag7は197Auについてのactivity
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、、、一
、、．㌔

ξΣs

αs／Σa

v7
　
τ

t

H20

1．53

69．29

5。74

1．1×10－5

D20

0．37

12，027

10。9

C

0．064

173．4

18．7

2．9×10－5 1．9x10－4

C28H58

L386

51．6

5～10

1．8×10－5

　（iv＞今，活性化強度A（dps）のβ線の放射能資料をGMCを用い，一定のgeometry

の下で測定したときの計数率にb．g。と分解時1捌による数え落しの補正した値をN

（cpm＞とすると，次の関係がある．

　　　　　　N＝AGfwfAfBfHfs………・…・………・……・………・…・…（27）

相対測定を行うには，（1＞Counter，（2）Sampleの状態，（3）Geometry（G）を同一・にし

ておく必要があるから，標準試料と未知試恥1とを同一棚においたときの計数率をN，N’

とすれば，fA創£A’，鯨蟹EH’であるから

　　　　　　　　　　N’／G’fw’f’Bf’s
　　　　　　A’＝A　　　　　　　　　　　　　　　　　　・。。・・…　。。・…　一・・・・・・・…　一・…　。一・一・（28）

　　　　　　　　　　N／GfwfBfs

計算によってG’漏0．9Gを求め，各種補正を行い，標準試料のNを代入することに

よって

　　　　　　A’＝1．15×10『2N’（dps）・・…………一…・…・…・………（29）

を得る．
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　4－2　実験結果

　　　　　　　む　（i）前記のφを表現した（20）式は，100％単体に対するものであったので，Agを

使用した場合は，107Agと109Agの2種を考慮してやらねばならないので，（19）式は

　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　1．！5×！0｝2NS
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・…　（30）　　　　　φ瓢
　　　　　　　V｛γ07ΣG？（e｝λ07t1－e…λ07t2＞÷γ09ΣG9（e一λogt－e一㌔7t＞

となる．

　ここで

707罵51．35％，　　γog二＝48．65％

2707＝2．578，　　　　　2「og罵6．444

λG？霊4．37×！0一3，　λog＝＝2．49×】．0－3

V＝・10－2

　D2ガス「［＝1の放電は，　Vo霊30～50　KV，　pG＝5×10一3～2．07π彫丑9の範囲内で行

い，銀箔は厚み0．1と0．2彿辮の2種類を用い，放電管軸から距離30cm，高さ3～

20翻および陰極下面にもおかれた．

　Paraffin中の中性子吸収が50％あると仮定し，中性子の発生がisotrOpicであるとす

れば
　　　　　　　　　　　　　　　φ＝＝1．2　×　105　n／dis．　・・・・・…　一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　一一・・一（3！）

の結果を得た．

　（ii）　（32＞式から得た値は，かなり定性的なものである．放電管に石英を使えば中性

子収率が2桁増大しているデータがあることから，本実験に用いた硬質Moガラス管

ではおそらくカウンターの閾値以下であろうと思われる。
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                                Summury

          An Experimetal Study of Hot PIasma using Linear Pinch

                            Hajime YAMADA

           (Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering.)

    Gas pulse discharges may be called "Fast" if the inertia forces arising

with the accelerated motion of the gas are importaBt. In these discharges, if

the experiment is carried out under sufficiently pure conditions, two or more

transieRts are found in the voltage oscillogram, at certain values of the initial

pressure and voltage, while breaks are seen in the current oscillogram at the

corresponding moments. Some experimental works dealing with the discharges

of this kiRd have beeB published. .
    This paper presents results of an experimental study of tke phenomeRa

that occur when a powerful pulse discharges passes through gas with external

magnetic field. The experimental conditions are,

    a) the condenser voltage･･`･･･from 15 to 50 kv, b) maximum discharge

current･･････frorn 50 to 300 kA, c> rate of current rise at the beginniRg of

the process･･････from 2×10iO to 8×10iO A/sec, d) energy stored in the condenser

banl<･･･-･･from 29 to 32 1<J, e) longitudinal magnetic field･･･-･-600 Gauss.

Discharges in air and deuterium were studied.

    According to "singular point" of the pulse discharge in the gas which

presented by I. N. Leontovich, the general characteristics of the gasdischarge

was aRalized using flat and cylindrical electrodes. The effect of longitudinal

magnetic field to the plasma columR will be given in this paper.

    In order to determine neutron yield, method of activation was adopted.

Neutron pulse from the hot plasma assembly was counted with the help of

Geiger-Mif11er counter, however, this detection was not to say exact!y suffi-

cient as information.


