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DG705からの放出ガスの測定
　　　　　　　Gas　Evolution　from　DC－705

木下時重＊・富永五郎＊
Tokishige　KINOSHITA　and　Goroh　TOMINAGA

　　　　1．　まえがき

　油拡散ポンプ系の到達圧力にも

っとも大きな影響を与えるものは

ポンプ内の作動液の動作状態にお

ける放出ガスと考えられる1）2）3）4＞．

これらは熱分解によって発生する

ものばかりかどうかは明らかでは

ない．われわれは超高真空用ポン

プ油であるDC－705について，そ

　　　　　　　　　　　電気炉：400℃まで昇温rir能
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の動作温度と思われる180～250℃　i

でのガス放出速度を測定した．

　これまでのこの種の研究は，DC

－705を除いて多くのポンプ油につ　t

いて石井・中山の報告がある5）6）．

彼らは熱分解で生じたガスを一定

容積内にため込み，油マノメータ

でその圧力を読みとることによっ

て，ガス放出速度を求めている．DC－705ではガス放出

量がきわめて少ないので，われわれはこれらの圧力の測

定に電離真空計を用いた．電離真空計の各種ガスに対す

る感度の相違，熱陰極によるガスの熱分解などのために

ガス放出速度の絶対値を求めることはできない．しかし

石井らの測定において電離真空計を用いた場合6）と油マ

ノメータを用いた場合でほとんど一致したガス放出の活

性化エネルギーを得ているので，われわれのこの方法も

有意と考えて実行した．

　　　　　　　　2．測　定　装　置

　図工に測定装置の見取図を示す，装置は試料の加熱部

分，超高真空を得るためのポンプ系，および圧力の測定

部分から成っている．試料の加熱は局部的な過熱による

ガス放出の増加の可能性を防ぐため，試料だめの外側に

オイルだめを設け，これを外部から加熱し，それによっ

て試料を均…に動作温度に保つような間接加熱方式を用

いた．試料の加熱温度はオイルだめ内に設けた熱電対で

設定温度の±1．5℃で制御され，試料内に直接そう入さ

れている水銀温度計で読み取った．加熱により試料だめ

の中で蒸発した作動液蒸気は水冷された部分で凝縮して

再び試料だめにもどる．このような方法では全測定を通

じて目視の限り試料の減量は認められなかった，排気系
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図1　実験装置の見取図

はピックマンポンプとガラス製のブースタポンプをシリ

ースにし，補助ポンプに油回転ポンプを用いている，ピ

ックマンポンプの引口には液体窒素で冷却されたダブル

チューブトラップ（トラップ1）が配置され，その引口

からノズルに至るピックマンポンプ特有の長い配管はフ

ァンで強制空冷されている．終夜運転の際のトラップの

状態については，帰宅時，液体窒素を一杯に満すと，翌

朝液体窒素はトラップの底の部分に残っており，上部は

氷で覆われていた．試料を10cc仕込んだあと長時間（約

2カ月）の脱ガス排気の後には250～380℃数時間のべ

一クでゲージ1およびゲージ2の圧力はそれぞれ容易に

・～10－ii　Torr，～10－10　Torrに到達する．電離真空計は

窒素に対して感度が20．4±3で，その電子電流は全測定

を通して0．5mAに設定された．

　　　　　　　3．　ガス放出速度の測定

　a）流量法　ある加熱温度に設定された試料から放出す

るガスがゲージ2，コンダクタンスCおよびゲージ1を

通ってポンプ側へ流れ始めると，ゲージ2および1の指

す圧力は，時間と共に緩やかな曲線を描きながら上昇す

る．このことはあたかも時間と共にガスの放出速度が増

加しているかのごとくみえるがグリースレスコックKを

閉じてバックグラウンドを測定すると，それが時間と共

に増加していることがわかった．ゲージ2，ゲージエに
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試料の温度：212土1，5℃

トラップ3の温度：－88℃

ゲージ2
室温：24，2±0．5℃
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　図2　ゲージ1および2の汚れによるバックグラウンド圧力の上昇

っいて，ガスが流れている時の圧力からバックグラウ　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　叡蝋
ンドを差し引いたPiおよびp2から得られる（P2－Pi）

は一定の値を示す．ところで放出ガスによるゲージ2お

よび1の指す正味の増加はそれぞれp2＝（ρ2m一ρ2b），

Pi＝（lbl．－Plb）と表わされる・ここで添字2および1

はゲージ2および1，mは放出ガスが流れているときの

指示圧力，bはバックグラウンド圧力をそれぞれ意味す

る．図2はゲージ2および1の指す圧力の時間変化の代

表的な例で，縦軸に電離真空計のイオンコレクタに入る

イオン電流，横軸に動作時間をとってある．バックグラ

ウンドの増加は試料から放出しているガスによってゲー

ジ1および2が汚されているためと思われる．この汚れ

は電子衝撃（約50watts）でゲージを脱ガスすると，取

除くことができて，ゲージの読みは汚されてなかった初

期の指示にもどる．

　このようにして長期間脱ガス排気をするとCの両端の

圧力差（p2　一一　Pi）は徐々に小さくなってゆく，図3はト

ラップが室温の場合で縦軸に（p2－1励，横軸に試料の

温度（1／T°K）を℃で表わしてとってある（測定点の

近傍の数字の最初の3桁は測定月日を表す）．これによる

と3月10日から排気を始めてのち，約2カ月（5月10日

頃まで）はガス放出速度の大きい状態がつづき，そのあ

と急速にそれの小さい状態に移行した．しかし，この場

合，ガス放出速度は試料の温度と脱ガス期間の関数であ

｝るために，脱ガス期間によるガス放出速度の減少の有様
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図3　流量法によるガス放出速度の測定値

　縦軸はキャヒラリCの両端の圧力差．横軸

　は測定温度を示す，測定値の近傍の数字は

　測定月日を示す（第1数字は月，っつく2
　字は日）

を図3で読みとるのは困難であろう．そこで次の手続き

によってそれを図4で明らかにした．すなわちガス放出

速度の大きい状態の終期では図3でみられるようにガス

放出の活性化エネルギが44．2kcal／molを示す．一方ガ

ス放出速塵が減少した状態の終期，とくに●で示した10

月31日から11月9日の測定値は30．4kcal／ma1の活性化

エネルギを示している．そこでガス放出速度は温度に対

してArrheniusの式に従うと仮定して，前者に属する測

定値は44，2kcal／molの活性化エネルギで，後者の値は

30．4kcal／molで，いずれも220℃における値に換算し

た．これらの値を測定年月日に対して示したのが図4で

ある．これによると，5月10日頃を境にガス放出速度が

急速に低下し，その後も測定値はかなりバラついている

が，11月上旬になると安定した値がえられるようになっ

た様子がよくわかる．

　なおDC－705の熱分解ガス放出速度に関する谷田の測

定値7）はわれわれの測定におけるガス放出の多い状態に

属しており，図3の44・2kca1／mo1の直線の延長上によ

く乗っている（Cのコンダクタンスを窒素に対する6．2

×lo’“2　e／sとして計算），

b）ため込み法　コックKを閉じた状態で，試料よりの

放出ガスを試料溜を含んだ空間内に一定時間ため込んだ

あと，コックKを急に開くと，ため込まれたガスはゲー
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10ccの新しい作動液が
試料だめの中に仕込まれた
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トラップ3
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図4　220℃に換算された流量法によるガス放出速度の経過時間に

　よる変化

ジ2を含んだ閉じているMV1とCの入口とで限られた

空間に広がると考えてよい．しかしここに広がったガス

はただちにCを通って排気される（時定数は窒素に対し

て7．83s）ので，　Kを開いた瞬間の圧力はゲージ2の示

す圧力のその瞬間への外挿によって求めなければならな

い．これはlog（ρ2m－P2b）～t曲線の直線部分のt・O

（Kを開いた瞬間）への外挿によって求めた．この方法の

利点は流量法に比して電離真空計の熱陰極の影響の少な

いことである．すなわち放出ガスが熱陰極と接触するの

はただKを開いたのちの10数秒に止めることができるか

らである．

　トラップ3が室温のとき，ため込み法で測定したガス

放出速度（窒素換算値）を図5に示す．横軸に　1／T°K

を゜Cで示してある．5月28～29日の測定から11月上旬

の測定の間にはガラス細工の都合で装置内を大気にさら

した期間が20日間ぐらいあるが，それから再び150日間

ぐらい排気したあと，すなわち10月31日～lvg　9日の測

定では5月の当時よりいくらか減少している．しかし活

性化エネルギは30，4kcal／molと不変であって，これは

流量法の値ともよく一致している．したがって流量法で

調10

罰10

囎10

速　　報

　　10－13
　　　150　　　　　200　　　250　　300℃

　　　　　　　DC－705の温度

図5　ため込み法によって測定された

　　ガス放出速度

も電離真空計の熱陰極の影響は活性化エネルギの測定に

対しては本質的ではないと考えてよいであろう．

　　　　　　　　4．　ま　　と　　め

　以上の結果よりつぎのことが結論できる．

　1）DC－705の180～250℃における放出ガスは長期

間（～2カ月）の脱ガスで2桁程度少なくしうる．

　2）　この場合の活性化エネルギは30．4kcal／mo1であ

る。終りに，辻泰助教授のご援助に深く感謝する．

　　　　　　　　　　　　　　　　（1968年12月2日受理）
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