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1. はじめに 

近年，資源効率のさらなる上昇に向けた，より高度なリサイクル技

術の開発が望まれる中で，次世代の粉砕技術として高い単体分離

性と省エネルギー性を持つ電気パルス粉砕に注目が集まっている。 

電気パルス粉砕とは，水槽中の試料や水へ高電圧パルスを印

加することで，絶縁破壊を引き起こし，発生した放電に起因する衝

撃波によって異相境界面を優先的に破壊する粉砕法である1, 2)。

試料によってはロールクラッシャーなどの機械的粉砕法よりも単体

分離性の高い粉砕技術であることも明らかになっている3, 4)が，

種々の条件変化に伴う粉砕メカニズムの変化について詳細に理

論化されていない現状がある。過去に当研究室では基礎試験とし

て銅・エポキシ樹脂を用いて作成された二成分系人工試料を用

いてパルス試験を行なった際に，試料界面破壊の駆動要因となる

現象が，絶縁破壊によって発生する試料でのマイクロ爆発および

水中で発生する衝撃波であることを示し5)，それらと放電の際の電

圧・電流の経時変化観察から推定した試料および水中で消費さ

れたエネルギーとの相関について考察してきた6)。本研究では，こ

の研究を引き継ぎ，上記二つの破壊駆動要因のうち，どちらが破

壊にどれだけ寄与しているのか，また，条件変化に伴い粉砕挙動

はどのように変化するかといった詳細な粉砕メカニズムを明らかに

するべく，より多くの条件で基礎試験を引き続き行った。具体的に

はエネルギーと試料破壊の関係から，破壊駆動要因毎に電圧印

加1回あたりの試料への破壊率および，試料破壊への寄与率を定

量的に算出するとともに，実験条件の変化に伴う粉砕機構の変化

についても考察した。 

 

2. 実験概要 

2・1 実験試料 

試料としては，図 1 に示すとおり，導体(銅)，不良導体(エポキシ

樹脂)の界面を有する二成分系人工試料を用いた。10 mm角四方

に切り出した銅を型枠に入れ，その上にエポキシ樹脂を流し込ん

だ後に固化させ，表面を研磨したものである。 

 

 

図 1 二成分系人工試料 

 

2・2 実験装置 

本実験は共同研究先である熊本大学の実験施設および実験装

置を拝借して実験を行った。高電圧パルス発生装置の外観・回路

図を図 2に示す。コンデンサはスイッチを介して充電回路，放電回

路へそれぞれ接続される。充電回路でコンデンサにエネルギーを

充電し，スイッチングによってコンデンサを放電回路に接続すること

で，瞬時に高電圧パルスを発生させる仕組みである。 

また，水槽中の電極・試料配置を図 3に示す。試料を挟むように

上下に電極を配置し，下部電極は台の穴から試料境界面と接触す

るよう固定されている一方で，上部電極は可動式であり，上部電極

と試料上面までの距離を実験条件毎に変更した。なお，本論上で

は以後，上部電極から試料上面までの距離を電極試料間距離と

呼称する。 

 

 

図 2 実験装置の回路図(左)と外観(右) 

 

 

図 3 水槽中の電極・試料配置の様子 

 

2・3 実験方法・条件 

実験条件を表1に示す。 

 

表 1 実験条件 

コンデンサ容量 〔µF〕 0.16 

設定印加電圧 V 〔kV〕 20，30，40，50 

電極試料間距離 d 〔mm〕 0，1，3，5，7，10 

 

実験では，試料が破壊されるまでパルス印加を繰り返し，破壊に

至った印加回数を記録した。なお，本研究では各実験条件におい

て 15試料以上で実験を行い，そのトリム平均値を代表値とした。ま

た，印加の度にオシロスコープで電極間の電圧および電流の経時

変化を波形として記録した。 

 

3. 結果および考察 

3・1 導体－不良導体界面における試料でのマイクロ爆発のメカニ

ズム 

図 4 は破壊後の銅試料境界面および上面の様子である。観察

の結果，爆発の痕を示す黒い焦げ痕が試料境界面の上下のみに

存在することが明らかになった。つまり，試料でのマイクロ爆発は試

料境界面全面で発生せず，試料境界面上下部分のみで発生して

いることが推察される。また，試料上部および下部ではエポキシ樹

脂にわずかな黒ずみ，銅試料には昇華によるくぼみが見られた。

銅の融点は，エポキシ樹脂の熱変形温度と比べて圧倒的に高い

にもかかわらず 7)，銅試料のみが昇華していることから，境界面に

早稲田大学環境総合研究センター 最終更新日：2019年 ４月 １９日



一様にジュール熱が発生したのではなく，銅試料側により大きなジ

ュール熱が発生したと推察される。また，銅はエポキシ樹脂と比べ

ても電気抵抗が圧倒的に低く 7)，絶縁破壊によってプラズマ化せず

とも放電経路となりうる事から，境界面に到達した放電はエポキシ

樹脂側を通らず，銅試料のみを境界面上部から境界面下部を通り

抜けるように流れたと考えられる。 

しかし，銅試料は電気抵抗が十分に低いため，銅バルク中を電

流が流れる際には銅試料の昇華に必要なジュール熱が発生しな

いことが推察されるが，銅試料の境界面上下部分で昇華が観測さ

れている。この原因は接触抵抗に起因するものと推察される。電極-

銅試料間や，水プラズマ-銅試料間など異種導体間を電流が流れ

る際に，その部分では各導体の抵抗よりも大きな接触抵抗が発生

する。電極-銅試料間，水プラズマ-銅試料間における接触抵抗部

分で発生するジュール熱によって銅が昇華したと考えれば，銅試

料境界面の上下のみに黒い焦げや昇華の痕が観測された説明が

つく。 

以上の事から，導体-不良導体界面において，従来説明されてき

た不良導体同士のメカニズムと異なり，異相境界面全体ではなく，

異相境界面の異種導体接触部分という一部のみが昇華・プラズマ

化しマイクロ爆発を引き起こしていることが推察された。 

 

 

図 4 破壊後の試料の様子(左：銅試料境界面，右：試料上面) 

 

3・2 各破壊駆動要因の試料破壊への寄与率 

(1) 試料および水中で消費されたエネルギー 

エネルギーと試料破壊の関係を整理するために，試料および水

中で消費されたエネルギーを算出した。 

高電圧パルス発生装置の回路は直列であるため，回路各所に

おける抵抗の比は回路各所で消費される放電エネルギーの比と同

様にみなすことができる。そこで，試料および水中で消費されたエ

ネルギーは以下の式で表される。 

 𝐸s = 𝐸Arc ×
𝑅s

𝑅all
  (1) 

 𝐸w = 𝐸Arc ×
𝑅w

𝑅all
  (2) 

ここで，𝐸s：試料で消費されたアーク放電エネルギー〔J〕，𝐸w：水

中で消費されたアーク放電エネルギー〔J〕，𝐸Arc：回路全体で消費

されたアーク放電エネルギー〔J〕，𝑅s：試料部分の接触抵抗〔Ω〕，

𝑅w：水プラズマの抵抗〔Ω〕，𝑅all:回路全体の抵抗〔Ω〕をそれぞれ

表す。 

𝐸Arcおよび𝑅allは実験時に得られた電圧・電流波形から算出で

きる 6)。その結果を図5および 図 6に示す。電極試料間距離𝑑の

増大に伴って，ストリーマ放電で消費されるエネルギーが増加する

ため， 𝐸Arcは減少する傾向がみられた。また，同様に𝑑の増大に伴

って水プラズマ領域が増加するため， 𝑅allは増加する傾向がみら

れた。 

 

 

図 5  𝑑の増大に伴う各種エネル  図 6 各条件における𝑅all 

ギーの推移の例(V ＝ 50 kV) 

 

種々の条件で求めた𝑅allから 𝑅sおよび 𝑅wを導出する。𝑅allを実

験条件毎に以下の式で表し，回路各所の抵抗のイメージを図 7に

示す。 

 𝑅all = 𝑅add + 𝑅x + 𝑅s +  𝑅w   (𝑑 >  0 mm) (3) 

 𝑅all = 𝑅add + 𝑅s               (𝑑 =  0 mm) (4) 

 

 

図 7 回路各所の抵抗 

 

ここで，𝑅add：既知の回路の浮遊抵抗〔Ω〕，𝑅x：電極－水プラズ

マ間の接触抵抗〔Ω〕を表す。電極－水プラズマ間や，電極－銅試

料間など発生する全ての接触抵抗を等しいと仮定し，𝑅add，𝑅sお

よび𝑅xを定数と置くことで回路各所の抵抗を以下のように算出した。 

 𝑅s = 𝑅all − 𝑅add    (𝑑 =  0 mm) (5) 

 𝑅x =
𝑅s

2
 (6) 

 𝑅w = 𝑅all − 𝑅add − 𝑅x − 𝑅s (𝑑 >  0 mm) (7) 

各条件における𝑅wを図 8 に示す。なお，図中の黒破線は𝑅sを

示している。電極試料間距離の増大に伴って水プラズマが増加し，

𝑅sと比べて𝑅wが大きな抵抗を持つことが分かる。ここで，算出され

た𝑅s，𝑅wから抵抗の比で表されるエネルギー分配率を図 9 に示

すと共に，式(1)，(2)を用いて算出した𝐸s，𝐸wを図 10 に示す。𝑅w

の増大に伴って，水中で消費されるエネルギーの分配率が上昇し，

電極試料間距離 5 mm 以上では全設定印加電圧条件で水中へ

のエネルギー分配が大きいことが分かる。 

 

 



 

図 8 各条件における𝑅w 

 

 

図 9 各条件における試料および水中へのエネルギー分配率 

 

 

図 10 各条件における𝐸s，𝐸w 

 

 (2) 破壊率 

各電圧印加で与えられた破壊エネルギーが蓄積され，破壊に至

る最後の電圧印加で過不足なく破壊に至ったと仮定すれば，電圧

印加一回あたりに対する試料破壊の割合は試料が破壊に至るまで

の電圧印加回数𝑁の逆数で表すことができる。そこで， 𝑁の逆数を

電圧印加一回当たりの破壊率𝐵𝑟〔‐〕と定義し，以下の式で表した。 

 𝐵𝑟 =
1

𝑁
 (8) 

各条件における破壊率𝐵𝑟を図 11 にまとめた。破壊率𝐵𝑟は𝑑の

増大に伴って増大し，設定印加電圧条件毎にそれぞれある𝑑でピ

ークをとって，その後減少する傾向がみられた。 

 

 

図 11 各条件における𝐵𝑟 

 

 (3)各破壊駆動要因の試料破壊への寄与率 

各破壊駆動要因による試料破壊は互いに影響を及ぼさないと仮

定すれば，破壊率Brは以下のようにあらわすことができる。 

 𝐵𝑟 = 𝐵𝑟s   (𝑑 =  0 mm) (9) 

 𝐵𝑟 = 𝐵𝑟w + 𝐵𝑟s   (𝑑 >  0 mm) (10) 

ここで𝐵𝑟s：試料でのマイクロ爆発による破壊率〔‐〕，𝐵𝑟w：水中

で発生する衝撃波による破壊率〔‐〕をそれぞれ示す。𝑑 =  0 

mm では電極間の放電経路に水中部分は存在せず，試料でのマ

イクロ爆発のみが試料破壊を引き起こす要因となる。よって，𝑑 =

 0 mmで観測された𝐵𝑟は𝐵𝑟sとみなすことができる。 

そこで，𝑑 =  0 mmにおける𝐵𝑟sと𝐸sの関係をみれば，図 12が

得られた。各プロットから原点回帰直線を作成すれば，式(11)のよう

に𝐵𝑟sと𝐸sには決定係数𝑅2 = 0.76という高い相関をもつ以下の比

例関係にあることが分かった。 

 𝐵𝑟s = 0.032𝐸s (11) 

この係数 0.032 は，試料で消費されたエネルギーが試料でのマイ

クロ爆発によっていかに試料破壊を引き起こすかを示し，試料での

マイクロ爆発による単位エネルギーあたりの試料破壊への寄与率

〔1/J〕を意味している。 

また，式(9)～(11)から𝐵𝑟wは以下の式であらわせる。 

 𝐵𝑟w = 𝐵𝑟 − 0.032𝐸𝑠  (𝑑 >  0 mm) (12) 

よって，式(11)，(12)から，各条件における各破壊駆動要因の破壊

率を算出し，図 13にまとめた。 

 

 

図 12  𝑑 =  0 mmにおける𝐵𝑟sと𝐸sの関係 
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図 13 各条件における各破壊駆動要因の破壊率 

 

得られた各駆動要因の破壊率から，各破壊駆動要因の寄与率

𝐶𝑟s〔%〕，𝐶𝑟w〔%〕を式(13)，(14)のように算出し，図 14にまとめた。 

 𝐶𝑟s =
𝐵𝑟s

𝐵𝑟
 (13) 

 𝐶𝑟w =
𝐵𝑟w

𝐵𝑟
 (14) 

図 14 を見れば，低い設定印加電圧条件ほど試料でのマイクロ

爆発による試料破壊への寄与率は低く，水中で発生する衝撃波の

試料破壊への寄与率は高くなっている。前節で推察されたメカニズ

ムから考えれば，導体－不良導体界面では境界面全体ではなく，

異種導体接触箇所のみが試料でのマイクロ爆発の発生箇所であっ

たため，試料破壊への寄与率が低くなったと考えられる。また，特に

𝑉 = 20，30，40 kV，𝑑 = 3 mm以降で 60%以上の寄与率を持つ

など，水中で発生する衝撃波が試料破壊への主たる要因であること

が推察された。 

 

 

図 14 各条件における各破壊駆動要因の試料破壊への寄与率 

 

また，各破壊駆動要因の単位エネルギーあたりの破壊への寄与

率〔1/J〕を図 15 に示す。ここでは，破線が試料でのマイクロ爆発，

実線が水中で発生する衝撃波による単位エネルギーあたりの破壊

への寄与率を示している。試料でのマイクロ爆発による単位エネル

ギーあたりの破壊への寄与率は𝑑によらず一定と置いているため，

0.032で一定であるが，水中で発生する衝撃波による単位エネルギ

ーあたりの破壊への寄与率は𝑑の増大に伴って減少し，一定の寄

与率を持たないことが分かる。この原因として，試料破壊に寄与す

る衝撃波割合の減少が考えられる。水中で発生する衝撃波はアー

ク放電の経路を中心に円筒状に広がるため，実際に試料破壊に寄

与している衝撃波は試料上面の近傍で発生した衝撃波のみである

ことが推察される。つまり，電極試料間距離が増加した時，上部電

極付近などで発生する衝撃波は試料破壊に寄与せず，無駄に多く

のエネルギーが消費されているため，単位エネルギーあたりの破壊

への寄与率が減少したと考えられる。以上の事から，電極試料間距

離が増大した時，試料でのマイクロ爆発の方が，単位エネルギーあ

たりの破壊への寄与率が大きいことが推察された。 

 

図 15 各条件における各破壊駆動要因の単位エネルギーあた

りの破壊への寄与率 
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