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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の単位電極が所定間隔を隔てて階層的に積層されてなるとともに、前記単位電極相
互間に、一の方向の両端が開放されるとともに他の方向の両端が閉鎖された空間が形成さ
れてなり、これらの単位電極間に電圧を印加することによって前記空間においてプラズマ
を発生させることが可能なプラズマ発生電極であって、
　前記単位電極が、誘電体となる板状のセラミック体と、前記セラミック体の内部に配設
された導電膜から形成されるとともに、前記一の方向における一の端部から他の端部に至
るまでの間に前記導電膜を欠落した部分を有する欠落単位電極と、欠落した部分を有しな
い通常単位電極とから構成されてなり、かつ
　前記空間が、それぞれ対向する前記通常単位電極と前記欠落単位電極との間又は前記欠
落単位電極相互間に、前記導電膜間の距離が前記単位電極相互間の距離となるように形成
された複数の通常空間と、前記欠落単位電極の欠落部分を挟んでそれぞれ対向することに
なる前記通常単位電極相互間に、前記導電膜間の距離が前記通常空間における導電膜間の
距離よりも長くなるように形成された複数の欠落空間とから構成されてなり、
　前記通常空間と前記欠落空間とにおける、プラズマを発生させる前記単位電極を構成す
る前記導電膜間の距離が異なることにより、前記通常空間と前記欠落空間とにおいて発生
するプラズマの大きさが異なり、
　前記単位電極を構成する前記導電膜が、電圧が印加されたときに、それぞれ異なった電
位となる複数の導電膜群から構成され、所定の電位となる前記導電膜群（第一の導電膜群
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）のそれぞれが、前記空間の前記他の方向の端部まで延設され、前記第一の導電膜群の場
合とは異なる電位となる前記導電膜群（第二の導電膜群）のそれぞれが、前記空間の前記
他の方向の端部まで延設され、
　前記第一の導電膜群が延設された端部側の面及び前記第二の導電膜群が延設された端部
側の面のそれぞれに導電膜（第一の側端部導電膜及び第二の側端部導電膜）が配設され、
　前記第一の導電膜群と前記第一の側端部導電膜とが接触して電気的な導通が可能とされ
てなるとともに、前記第二の導電膜群と前記第二の側端部導電膜とが接触して電気的な導
通が可能とされてなるプラズマ発生電極。
【請求項２】
　前記欠落単位電極が、前記単位電極を構成する前記導電膜の一部のみが欠落して形成さ
れてなる請求項１に記載のプラズマ発生電極。
【請求項３】
　前記欠落単位電極が、前記単位電極を構成する前記セラミック体及び前記導電膜のそれ
ぞれの一部が欠落して形成されてなる請求項１に記載のプラズマ発生電極。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載のプラズマ発生電極を備えてなり、前記プラズマ発生電
極を構成する複数の前記単位電極相互間に形成された前記空間内に所定の成分を含有する
ガスが導入されたときに、前記空間内に発生させたプラズマにより前記ガス中の前記所定
の成分を反応させることが可能なプラズマ反応器。
【請求項５】
　前記空間内に前記所定の成分を含有するガスが導入されたときに、前記所定成分のなか
で、前記通常空間内で発生するプラズマにより反応される成分の種類と、前記欠落空間内
で発生するプラズマにより反応される成分の種類とが異なる請求項４に記載のプラズマ反
応器。
【請求項６】
　請求項４又は５に記載のプラズマ反応器と、触媒とを備え、前記プラズマ反応器と前記
触媒とが、内燃機関の排気系の内部に配設された排気ガス浄化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラズマ発生電極及びプラズマ反応器、並びに排気ガス浄化装置に関する。
さらに詳しくは、被処理流体をプラズマが発生する空間に流したときに、一度流すだけで
、被処理流体に含有される複数の所定の成分を、それぞれの反応に適した複数の異なる大
きさのプラズマにより、処理することができるプラズマ発生電極及びプラズマ反応器に関
する。また、排気ガスを良好に浄化することが可能な排気ガス浄化装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　二枚の電極間に誘電体を配置し高電圧の交流、あるいは周期パルス電圧をかけることに
より、無声放電が発生し、これによりできるプラズマ場では活性種、ラジカル、イオンが
生成され、気体の反応、分解を促進することが知られており、これをエンジン排気ガスや
各種の焼却炉排気ガスに含まれる有害成分の除去に利用できることが知られている。
【０００３】
　例えば、エンジン排気ガスや各種の焼却炉排気ガスを、プラズマ場内を通過させること
によって、このエンジン排気ガスや各種の焼却炉排気ガス中に含まれる、例えば、ＮＯ、
カーボン微粒子、ＨＣ、ＣＯ等を処理する、プラズマ反応器等が開示されている（例えば
、特開２００１－１６４９２５号公報参照）。
【発明の開示】
【０００４】
　しかしながら、上記ＮＯ、カーボン微粒子等はそれぞれ、プラズマで処理するときの適
した放電電圧の大きさが異なっているため、排気ガス中のこれらの成分を処理するときに
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は、別々のプラズマ反応器を複数使用するか、最も放電電圧の大きな条件に合わせてプラ
ズマを発生させる必要があった。プラズマ反応器を複数使用すると設備費がかかり、また
放電電圧を大きく設定するとエネルギーロスが大きくなるという問題があった。
【０００５】
　本発明は、上述した問題に鑑みてなされたものであり、被処理流体をプラズマが発生す
る空間に流したときに、一度流すだけで、被処理流体に含有される複数の所定の成分を、
それぞれの反応に適した複数の異なる大きさのプラズマにより、効率的に処理することが
できるプラズマ発生電極及びプラズマ反応器を提供する。また、上述したプラズマ反応器
と、触媒とを備え、排気ガスを良好に浄化することが可能な排気ガス浄化装置を提供する
。
【０００６】
　上述の目的を達成するため、本発明は、以下のプラズマ発生電極及びプラズマ反応器、
並びに排気ガス浄化装置を提供するものである。
【０００７】
［１］　複数の単位電極が所定間隔を隔てて階層的に積層されてなるとともに、前記単位
電極相互間に、一の方向の両端が開放されるとともに他の方向の両端が閉鎖された空間が
形成されてなり、これらの単位電極間に電圧を印加することによって前記空間においてプ
ラズマを発生させることが可能なプラズマ発生電極であって、前記単位電極が、誘電体と
なる板状のセラミック体と、前記セラミック体の内部に配設された導電膜から形成される
とともに、前記一の方向における一の端部から他の端部に至るまでの間に前記導電膜を欠
落した部分を有する欠落単位電極と、欠落した部分を有しない通常単位電極とから構成さ
れてなり、かつ前記空間が、それぞれ対向する前記通常単位電極と前記欠落単位電極との
間又は前記欠落単位電極相互間に、前記導電膜間の距離が前記単位電極相互間の距離とな
るように形成された複数の通常空間と、前記欠落単位電極の欠落部分を挟んでそれぞれ対
向することになる前記通常単位電極相互間に、前記導電膜間の距離が前記通常空間におけ
る導電膜間の距離よりも長くなるように形成された複数の欠落空間とから構成されてなり
、前記通常空間と前記欠落空間とにおける、プラズマを発生させる前記単位電極を構成す
る前記導電膜間の距離が異なることにより、前記通常空間と前記欠落空間とにおいて発生
するプラズマの大きさが異なり、前記単位電極を構成する前記導電膜が、電圧が印加され
たときに、それぞれ異なった電位となる複数の導電膜群から構成され、所定の電位となる
前記導電膜群（第一の導電膜群）のそれぞれが、前記空間の前記他の方向の端部まで延設
され、前記第一の導電膜群の場合とは異なる電位となる前記導電膜群（第二の導電膜群）
のそれぞれが、前記空間の前記他の方向の端部まで延設され、前記第一の導電膜群が延設
された端部側の面及び前記第二の導電膜群が延設された端部側の面のそれぞれに導電膜（
第一の側端部導電膜及び第二の側端部導電膜）が配設され、前記第一の導電膜群と前記第
一の側端部導電膜とが接触して電気的な導通が可能とされてなるとともに、前記第二の導
電膜群と前記第二の側端部導電膜とが接触して電気的な導通が可能とされてなるプラズマ
発生電極。
【０００８】
［２］前記欠落単位電極が、前記単位電極を構成する前記導電膜の一部のみが欠落して形
成されてなる前記［１］に記載のプラズマ発生電極。
【０００９】
［３］前記欠落単位電極が、前記単位電極を構成する前記セラミック体及び前記導電膜の
それぞれの一部が欠落して形成されてなる前記［１］に記載のプラズマ発生電極。
【００１１】
［４］　前記［１］～［３］のいずれかに記載のプラズマ発生電極を備えてなり、前記プ
ラズマ発生電極を構成する複数の前記単位電極相互間に形成された前記空間内に所定の成
分を含有するガスが導入されたときに、前記空間内に発生させたプラズマにより前記ガス
中の前記所定の成分を反応させることが可能なプラズマ反応器。
【００１２】
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［５］　前記空間内に前記所定の成分を含有するガスが導入されたときに、前記所定成分
のなかで、前記通常空間内で発生するプラズマにより反応される成分の種類と、前記欠落
空間内で発生するプラズマにより反応される成分の種類とが異なる前記［４］に記載のプ
ラズマ反応器。
【００１３】
［６］　前記［４］又は［５］に記載のプラズマ反応器と、触媒とを備え、前記プラズマ
反応器と前記触媒とが、内燃機関の排気系の内部に配設された排気ガス浄化装置。
【００１４】
　このように、本発明のプラズマ発生電極は、単位電極が、通常単位電極と欠落単位電極
とから構成され、それにより導電膜間の距離がそれぞれ異なる通常空間と欠落空間とが形
成されることにより、通常空間と欠落空間のそれぞれに発生するプラズマの大きさを異な
らせることができる。そして、本発明のプラズマ反応器は、このようなプラズマ発生電極
を有するものとしたため、反応器内に、所定の成分を含有するガスが導入されたときに、
その所定成分のなかで、通常空間内で発生するプラズマにより反応される成分の種類と、
欠落空間内で発生するプラズマにより反応される成分の種類とを異ならせることが可能と
なり、それぞれの成分を最適な大きさのプラズマにより効率的に反応させることができる
。さらに、本発明の排気ガス浄化装置は、上述したプラズマ反応器と、触媒とを備えてい
ることから、排気ガスを良好に浄化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１（ａ）】図１（ａ）は、本発明のプラズマ発生電極の一の実施の形態を模式的に示
すものであり、一の方向に垂直な平面で切断した断面図である。
【図１（ｂ）】図１（ｂ）は、図１（ａ）のＡ－Ａ’断面図である。
【図２】図２は、本発明のプラズマ発生電極を構成する単位電極の断面図である。
【図３】図３は、本発明のプラズマ発生電極を構成する導電膜を模式的に示した平面図で
ある。
【図４（ａ）】図４（ａ）は、本発明のプラズマ発生電極の他の実施の形態を模式的に示
すものであり、一の方向に垂直な平面で切断した断面図である。
【図４（ｂ）】図４（ｂ）は、図４（ａ）のＢ－Ｂ’断面図である。
【図５】図５は、本発明のプラズマ発生電極の他の実施の形態に側端部導電膜を配設した
ものを第一側端部側からみた側面図である。
【図６】図６は、本発明のプラズマ発生電極の一の実施の形態を構成する突条配設セラミ
ック体を模式的に示した斜視図である。
【図７】図７は、本発明のプラズマ発生電極の一の実施の形態を構成する導電膜配設セラ
ミック体を模式的に示した斜視図である。
【図８】図８は、本発明のプラズマ反応器の一の実施の形態を模式的に示す断面図である
。
【図９】図９は、本発明の排気ガス浄化装置の一の実施の形態を模式的に示す説明図であ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して、本発明のプラズマ発生電極及びプラズマ反応器、並びに排気ガ
ス浄化装置の実施の形態について詳細に説明するが、本発明は、これに限定されて解釈さ
れるものではなく、本発明の範囲を逸脱しない限りにおいて、当業者の知識に基づいて、
種々の変更、修正、改良を加え得るものである。
【００１７】
　図１（ａ）、図１（ｂ）は、本発明のプラズマ発生電極の一の実施の形態を模式的に示
すものであり、図１（ａ）は、一の方向に垂直な平面で切断した断面図であり、図１（ｂ
）は、図１（ａ）のＡ－Ａ’断面図である。図２は、本発明のプラズマ発生電極を構成す
る単位電極の断面図である。
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【００１８】
　本実施の形態のプラズマ発生電極１は、図１（ａ）、図１（ｂ）に示すように、複数の
単位電極２が所定間隔を隔てて階層的に積層されてなるとともに、単位電極２相互間に、
一の方向Ｐの両端が開放されるとともに他の方向Ｑの両端が閉鎖された空間Ｖが形成され
てなり、これらの単位電極２間に電圧を印加することによって空間Ｖにおいてプラズマを
発生させることが可能なプラズマ発生電極１である。
【００１９】
　本実施の形態のプラズマ発生電極１を構成する単位電極２は、図２に示すように、誘電
体となる板状のセラミック体３と、セラミック体３の内部に配設された、導電膜４からそ
れぞれ形成される。そして、図１（ａ）、図１（ｂ）に示すように、単位電極２は、一の
方向Ｐにおける一の端部から他の端部に至るまでの間に導電膜４を欠落した部分を有する
欠落単位電極２ｂと、欠落した部分を有しない通常単位電極２ａとから構成されている。
そして、空間Ｖが、それぞれ対向する通常単位電極２ａと欠落単位電極２ｂとの間又は欠
落単位電極２ｂ相互間に、導電膜４間の距離が単位電極２相互間の距離となるように形成
された複数の通常空間Ｖａと、欠落単位電極２ｂの欠落部分を挟んでそれぞれ対向するこ
とになる通常単位電極２ａ相互間に、導電膜４間の距離が通常空間Ｖａにおける導電膜４
間の距離よりも長くなるように形成された複数の欠落空間Ｖｂとから構成される。
【００２０】
　上記欠落部とは、単位電極２の導電膜４が、一の方向Ｐの一方の端部側から一定長さだ
け欠落して存在しない部分を有するときの、その欠落した部分をいう。上記一定長さは、
特に限定されるものではないが、欠落空間Ｖｂを形成して、下記のプラズマ反応器に使用
したときに、所定の成分を反応させることができるだけの長さであればよい。例えば、プ
ラズマ反応器の空間Ｖの全体に対して、欠落空間Ｖｂが２０－８０％であることが好まし
い。電圧を印加するときには、各単位電極２が交互に電源側と接地側に接続される。そし
て、通常単位電極２ａ及び欠落単位電極２ｂは、いずれも、電源側にも接地側にも接続さ
れることができる。また、通常単位電極２ａの中の電源側に接続するものの一部又は全部
が、複数に分割され（図１（ｂ）では通常単位電極２ａの一部が２つに分割されている）
、複数の異なる電位となるように形成されてもよい。複数に分割された状態で、同一の電
源で同一の電位としてもよい。
【００２１】
　このように、本実施の形態のプラズマ発生電極１は、上述のように構成されるため、通
常空間Ｖａと欠落空間Ｖｂとにおける、プラズマを発生させる単位電極２を構成する導電
膜４間の距離が異なり、通常空間Ｖａと欠落空間Ｖｂとにおいて発生するプラズマの強さ
が異なるものとなる。そのため、本実施の形態のプラズマ発生電極１を下記のプラズマ反
応器に使用したときには、排気ガス等を処理するとき、被処理流体をプラズマが発生する
空間に流したときに、一度流すだけで、被処理流体に含有される複数の所定の成分を、そ
れぞれの反応に適した複数の異なる強さのプラズマにより、処理することができる。
【００２２】
　プラズマの強さが異なるとは、プラズマのエネルギーの大きさが異なることであり、単
位電極間の電位差が同じときには、単位電極間の距離が小さいほうがプラズマのエネルギ
ーは大きくなる。
【００２３】
　本実施の形態のプラズマ発生電極１を構成する欠落電極２ｂは、単位電極２を構成する
セラミック体３及び導電膜４のそれぞれの、一の方向Ｐの一方の端部側から一部が欠落し
て形成されている。そのため、欠落単位電極２ｂの欠落部分は、空間となり（導電膜４だ
けでなくセラミック体３も存在しない）、欠落空間Ｖｂは、通常単位電極２ａに挟まれた
、通常空間Ｖａより大きい空間となっている。
【００２４】
　通常単位電極２ａ相互間の距離Ｗ２（欠落空間Ｖｂの幅）は、０．５～５ｍｍであるこ
とが好ましい。また、欠落単位電極２ｂ相互間の距離Ｗ１（通常空間Ｖａの幅）は、０．
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１～３ｍｍであることが好ましい。本実施の形態では、欠落単位電極２ｂは一種類である
が、二種類以上の長さの異なる欠落単位電極２ｂを使用し、さらに幅の異なる空間を形成
するようにしてもよい。この場合には、三番目以降の空間（図示せず）は、欠落単位電極
相互間又は欠落単位電極と通常単位電極との間に形成されることになる。それにより、さ
らに異なる大きさのプラズマを発生させることができる。
【００２５】
　図１（ａ）、図１（ｂ）に示す、単位電極２を構成する導電膜４の厚さとしては、プラ
ズマ発生電極１の小型化及び、排気ガス等を処理する場合に単位電極２間を通過させる被
処理流体の抵抗を低減させる等の理由から、０．００１～０．１ｍｍであることが好まし
く、さらに、０．００５～０．０５ｍｍであることが好ましい。
【００２６】
　また、本実施の形態に用いられる導電膜４は、導電性に優れた金属を主成分とすること
が好ましく、例えば、導電膜４の主成分としては、タングステン、モリブデン、マンガン
、クロム、チタン、ジルコニウム、ニッケル、鉄、銀、銅、白金、及びパラジウムからな
る群から選ばれる少なくとも一種の金属を好適例として挙げることができる。なお、本実
施の形態において、主成分とは、成分の６０質量％以上を占めるものをいう。なお、導電
膜４が、上述した群のうち二種類以上の金属を主成分として含む場合には、それら金属の
総和が、成分の６０質量％以上を占めるものとする。
【００２７】
　単位電極２において、導電膜４は、テープ状のセラミック体３に塗工されて配設された
ものであることが好ましく、具体的な塗工の方法としては、例えば、印刷、ローラ、スプ
レー、静電塗装、ディップ、ナイフコータ等を好適例としてあげることができる。このよ
うな方法によれば、塗工後の表面の平滑性に優れ、且つ厚さの薄い導電膜４を容易に形成
することができる。
【００２８】
　導電膜４をテープ状のセラミック体に塗工する際には、導電膜４の主成分として挙げた
金属の粉末と、有機バインダーと、テルピネオール等の溶剤とを混合して導体ペーストを
形成し、上述した方法でテープ状のセラミック体３に塗工することで形成することができ
る。また、テープ状のセラミック体３との密着性及び焼結性を向上させるべく、必要に応
じて上述した導体ペーストに添加剤を加えてもよい。
【００２９】
　導電膜４の金属成分にセラミック体３と同じ成分を添加することにより、導電膜４とセ
ラミック体３との密着性を良くすることが可能となる。また、金属成分に添加するセラミ
ック体成分にガラス成分を加えることもできる。ガラス成分の添加により、導電膜４の焼
結性を向上し、密着性に加え緻密性が向上する。金属成分以外のセラミック体３の成分及
び／又はガラス成分の総和は、３０質量％以下が好ましい。３０質量％を超えると、抵抗
値が下がり、導電膜４としての機能が得られないことがある。
【００３０】
　また、単位電極２を構成する板状のセラミック体３（テープ状のセラミック体）は、上
述したように誘電体としての機能を有するものであり、導電膜４が板状のセラミック体３
の内部に配設された状態で用いられることにより、導電膜４単独で放電を行う場合と比較
して、スパーク等の片寄った放電を減少させ、小さな放電を複数の箇所で生じさせること
が可能となる。このような複数の小さな放電は、スパーク等の放電に比して流れる電流が
少ないために、消費電力を削減することができ、さらに、誘電体が存在することにより、
単位電極２間に流れる電流が制限されて、温度上昇を伴わない消費エネルギーの少ないノ
ンサーマルプラズマを発生させることができる。
【００３１】
　単位電極２のうちの少なくとも一つが、誘電体となる板状のセラミック体３と、板状の
セラミック体３の内部に配設された、図３に示すその膜厚方向に貫通した膜厚方向に垂直
な方向の平面で切断した断面の形状が一部に円弧を含む形状の貫通孔５が複数形成された
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導電膜４とを有してなることが好ましい。貫通孔５は、図３ではそれぞれが正方形の頂点
に位置するように配置されているが、それぞれが正三角形の頂点に位置するように配置さ
れるとより好ましい。このように、導電膜４に貫通孔５を形成すると、さらに均一な放電
を、低電圧で得ることができるため、好ましい。
【００３２】
　上述した貫通孔５の大きさについては、特に限定されることはないが、例えば、それぞ
れの貫通孔５の直径が１～１０ｍｍであることが好ましい。このように構成することによ
って、貫通孔５の外周上での電界集中が、放電に適した条件となり、一対の単位電極２間
に印加する電圧がさほど高くなくとも放電を良好に開始させることができる。貫通孔５の
直径が１ｍｍ未満であると、貫通孔５の大きさが小さくなり過ぎて、貫通孔５の外周上に
生ずる放電が、上述した点を起点とした局所的な放電と似た状態となり、不均一なプラズ
マが発生する恐れがある。また、貫通孔５の直径が１０ｍｍを超えると、貫通孔５の内部
には放電が生じにくいため、一対の単位電極２間に生じるプラズマの密度が低下する恐れ
がある。
【００３３】
　また、本実施の形態においては、貫通孔５の、隣接するそれぞれの中心間の距離は、貫
通孔５の直径に応じて、均一かつ高密度なプラズマを発生させることができるような長さ
となるように適宜決定されていることが好ましく、例えば、特に限定されることはないが
、隣接するそれぞれの中心間の距離が、１．５～２０ｍｍであることが好ましい。
【００３４】
　また、この貫通孔５は、単位面積当りの貫通孔５の外周の長さが長くなるように形成さ
れていることが好ましい。このように構成することによって、単位面積当たりに電界不均
一な領域の長さ、即ち、プラズマの発生起点となる外周の長さを長くすることができ、単
位面積当たりに多くの放電を起こさせて高密度のプラズマを発生させることができる。具
体的な単位面積当りの貫通孔５の外周の長さ（ｍｍ／（ｍｍ）２）としては、発生させる
プラズマの強度等によって適宜設定することができるが、例えば、自動車の排気ガスを処
理する場合には、０．０５～１．７ｍｍ／（ｍｍ）２であることが好ましい。単位面積当
りの貫通孔５の外周の長さが０．０５より小さいと局所的な放電が起こり、安定な放電空
間が得にくくなることがある。１．７より大きいと、導電膜４の抵抗値が高くなり放電効
率が低下することがある。
【００３５】
　また、本実施の形態においては、単位面積当たりの導電膜４の面積は０．１～０．９８
（ｍｍ）２／（ｍｍ）２であることが、好ましい。０．１より小さいと誘電体電極の静電
容量が小さすぎて、排ガス浄化に必要な放電を得ることが難しくなることがある。０．９
８より大きいと、貫通孔による均一な放電効果が得にくくなり、局所的な放電が起こりや
すくなることがある。
【００３６】
　図３に示す導電膜４に形成される貫通孔５は、図１（ａ）に示すプラズマ発生器１に形
成したときに、単位電極２間に空間Ｖを形成するためのスペーサー部分に重ならないよう
にすることが好ましい。スペーサー部分に重ならないようにすることで異常放電すること
を抑制することができる。
【００３７】
　板状のセラミック体３は、誘電率の高い材料を主成分とすることが好ましく、例えば、
酸化アルミニウム、酸化ジルコニウム、酸化珪素、ムライト、コージェライト、チタン－
バリウム系酸化物、マグネシウム－カルシウム－チタン系酸化物、バリウム－チタン－亜
鉛系酸化物、窒化珪素、窒化アルミニウム等を好適に用いることができる。耐熱衝撃性に
も優れた材料を主成分とすることによって、プラズマ発生電極を高温条件下においても運
用することが可能となる。
【００３８】
　例えば、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）にガラス成分を添加した低温焼成基板材料（
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ＬＴＣＣ）に導体として銅メタライズを用いることができる。銅メタライズを用いるため
、抵抗が低く、放電効率の高い電極が造られるため、電極の大きさが小さくできる。そし
て、熱応力を回避した設計が可能となり、強度が低い問題が解消される。また、チタン酸
バリウム、マグネシウム－カルシウム－チタン系酸化物、バリウム－チタン－亜鉛系酸化
物等の誘電率の高い材料で電極を造る場合、放電効率が高いため、電極の大きさを小さく
できるため、熱膨脹が高いことによる熱応力の発生を、小さくできる構造体設計が可能で
ある。
【００３９】
　また、板状のセラミック体３をテープ状のセラミック体から形成するときには、テープ
状のセラミック体の厚さについては、特に限定されることはないが、０．１～３ｍｍであ
ることが好ましい。テープ状のセラミック体の厚さが、０．１ｍｍ未満であると、隣接す
る一対の単位電極２間の電気絶縁性を確保することができないことがある。また、テープ
状のセラミック体の厚さが３ｍｍを超えると、排ガス浄化システムとして省スペース化の
妨げになるとともに、電極間距離が長くなることによる負荷電圧の増大につながり効率が
低下することがある。
【００４０】
　テープ状のセラミック体は、セラミック基板用のセラミックグリーンシートを好適に用
いることができる。このセラミックグリーンシートは、グリーンシート製作用のスラリー
又はペーストを、ドクターブレード法、カレンダー法、印刷法、リバースロールコータ法
等の従来公知の手法に従って、所定の厚さとなるように成形して形成することができる。
このようにして形成されたセラミックグリーンシートは、切断、切削、打ち抜き、連通孔
の形成等の加工を施したり、複数枚のグリーンシートを積層した状態で熱圧着等によって
一体的な積層物として用いてもよい。
【００４１】
　上述したグリーンシート製作用のスラリー又はペーストは、所定のセラミック粉末に適
当なバインダ、焼結助剤、可塑剤、分散剤、有機溶媒等を配合して調製したものを好適に
用いることができ、例えば、このセラミック粉末としては、アルミナ、ムライト、コージ
ェライト、ジルコニア、シリカ、窒化珪素、窒化アルミニウム、セラミックガラス、ガラ
ス等の粉末を好適例として挙げることができる。また、焼結助剤としては、酸化ケイ素、
酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化チタン、酸化ジルコニウム等を好適例として挙
げることができる。なお、焼結助剤は、セラミック粉末１００質量部に対して、３～１０
質量部加えることが好ましい。可塑剤、分散剤及び有機溶媒については、従来公知の方法
に用いられている可塑剤、分散剤及び有機溶媒を好適に用いることができる。
【００４２】
　また、板状のセラミック体３の気孔率は、０．１～３５％であることが好ましく、さら
に０．１～１０％であることが好ましい。このように構成することによって、板状のセラ
ミック体３を備えた単位電極２間に効率よくプラズマを発生させることが可能となり、省
エネルギー化を実現することができる。
【００４３】
　図２に示す単位電極２を構成する板状のセラミック体３は、上述のようにテープ状のセ
ラミック体の表面に導電膜４が配設され、さらにその上から、二枚のテープ状のセラミッ
ク体で導電膜４を挟持するようにテープ状のセラミック体を配設して形成されたものであ
る。
【００４４】
　次に、本発明のプラズマ発生電極の他の実施の形態について説明する。図４（ａ）、図
４（ｂ）は、本発明のプラズマ発生電極の他の実施の形態を模式的に示したものであり、
図４（ａ）は、一の方向に垂直な平面で切断した断面図であり、図４（ｂ）は、図４（ａ
）のＢ－Ｂ’断面図である。
【００４５】
　図４（ａ）、図４（ｂ）に示すように、本実施の実施の形態のプラズマ発生電極３１は



(9) JP 4448094 B2 2010.4.7

10

20

30

40

50

、上述した図１（ａ）、図１（ｂ）に示す本発明のプラズマ発生電極の一の実施の形態の
場合と同様に、複数の単位電極３２が所定間隔を隔てて階層的に積層されてなるとともに
、単位電極３２相互間に、一の方向Ｓの両端が開放されるとともに他の方向Ｔの両端が閉
鎖された空間Ｘが形成されてなり、これらの単位電極３２間に電圧を印加することによっ
て空間Ｘにおいてプラズマを発生させることが可能なプラズマ発生電極３１である。上述
した図１（ａ）、図１（ｂ）に示す本発明のプラズマ発生電極の一の実施の形態の場合と
異なる点は、本実施の形態のプラズマ発生電極３１を構成する欠落電極３２ｂが、単位電
極３２を構成する導電膜３４のみが一部欠落して形成されていることである。そのため、
欠落単位電極３２ｂの欠落部分は、導電膜３４は存在しないが板状のセラミック体３３が
存在する。そして、欠落空間Ｘｂは、通常単位電極３２ａと欠落単位電極３２ｂの欠落部
分（板状のセラミック体３３が存在する部分）とに挟まれた空間、及び欠落単位電極３２
ｂの欠落部分相互間に挟まれた空間とから構成される。従って、欠落空間Ｘｂは、上述し
た本発明のプラズマ発生電極の一の実施の形態の場合と異なり、通常空間Ｘａと同じ幅の
空間となっている。一方、通常空間Ｘａにプラズマを発生させる単位電極３２の導電膜３
４相互間の距離は、通常空間Ｘａを形成する単位電極３２相互間の距離Ｗ３と略同じであ
る（テープ状のセラミック体３３の厚さ分だけ異なる）が、欠落空間Ｘｂにプラズマを発
生させる導電膜３４相互間の距離は、欠落空間Ｘｂを形成する欠落単位電極３２ｂには導
電膜３４が存在していないため、その欠落単位電極３２ｂを挟んでそれぞれ対向する通常
単位電極３２ａ相互間の距離Ｗ４と略同じとなる。このように、本実施の形態においては
、通常空間Ｘａの幅と欠落空間Ｘｂとの幅は同じであるが、それぞれの空間にプラズマを
発生させる導電膜３４間の距離が異なるため、欠落空間Ｘｂに発生するプラズマと通常空
間Ｘａに発生するプラズマの大きさが異なるものとなる。
【００４６】
　本実施の形態のプラズマ発生電極の上記以外の構成は、上述した本発明のプラズマ発生
電極の一の実施の形態の場合と同様とすることができる。
【００４７】
　また、図５に示すように、上述の本発明のプラズマ発生電極の他の実施の形態において
、単位電極３２を構成する導電膜３４が、電圧が印加されたときに、それぞれ異なった電
位となる複数の導電膜群から構成され、所定の電位となる導電膜群（第一の導電膜群）１
１のそれぞれが、空間Ｘの他の方向Ｔ（図４（ａ）参照）の端部（第一側端部）１４（図
４（ａ）参照）まで延設され、第一の導電膜群１１の場合とは異なる電位となる導電膜群
（第二の導電膜群）１２のそれぞれが、空間Ｘの他の方向Ｔ（図４（ａ）参照）の端部（
第二側端部）１５（図４（ａ）参照）まで延設されていることが好ましい。ここで、図５
は、図４に示す本発明のプラズマ発生電極の他の実施の形態に側端部導電膜を配設したも
のを第一側端部側からみた側面図である。そして、第一の導電膜群１１が延設された端部
（第一側端部）１４側の面及び第二の導電膜群が延設された端部側の面のそれぞれに導電
膜（第一の側端部導電膜１８及び第二の側端部導電膜１９）が配設され、第一の導電膜群
１１と第一の側端部導電膜１８とが接触して電気的な導通が可能とされてなるとともに、
第二の導電膜群１２と第二の側端部導電膜１９とが接触して電気的な導通が可能とされる
ことが好ましい。また、本実施の形態においては、第一の導電膜群１１を含む複数の単位
電極３２のなかの一部が通常単位電極３２ａ（図４（ｂ）参照）であり、その通常単位電
極３２ａ（図４（ｂ）参照）の導電膜３４（図４（ｂ）参照）が中間部分で途切れて、第
一の導電膜群１１とは電気的に導通しない第三の導電膜群１３を形成している。そして、
第三の導電膜群１３と接触して電気的な導通を可能とする第三の側端部導電膜２０が第一
側端部１４側の面に形成されている。また、第一の導電膜群１１と第二の導電膜群１２の
それぞれが、空間Ｘの他の方向Ｔ（図４（ａ）参照）の同一側の端部に延設されていても
よい。そして、同じ側の端部で、第一の導電膜群１１と第二の導電膜群１２のそれぞれが
、第一の側端部導電膜１８及び第二の側端部導電膜１９により電気的に接続されてもよい
。
【００４８】
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　上述の側端部導電膜は、図１（ａ）、図１（ｂ）に示す、本発明のプラズマ発生電極の
一の実施の形態においても、導電膜４を集電するときに同様に使用することができる。
【００４９】
　以下、本発明のプラズマ発生電極の一の実施の形態の製造方法について具体的に説明す
る。
【００５０】
　まず、上述したセラミック体となるセラミックグリーンシートを成形する。例えば、ア
ルミナ、ムライト、コージェライト、ムライト、窒化珪素、窒化アルミニウム、セラミッ
クガラス、及びガラス群から選ばれる少なくとも一種の材料に、上述した焼結助剤や、ブ
チラール系樹脂やセルロース系樹脂等のバインダ、ＤＯＰやＤＢＰ等の可塑剤、トルエン
やブタジエン等の有機溶媒等を加え、アルミナ製ポット及びアルミナ玉石を用いて十分に
混合してグリーンシート製作用のスラリーを作製する。また、これらの材料を、モノボー
ルによりボールミル混合して作製してもよい。
【００５１】
　次に、得られたグリーンシート製作用のスラリーを、減圧下で撹拌して脱泡し、さらに
所定の粘度となるように調整する。このように調整したグリーンシート製作用のスラリー
をドクターブレード法等のテープ成形法によってテープ状に成形して未焼成セラミック体
を形成する。
【００５２】
　一方、得られた未焼成セラミック体の一方の表面に配設する導電膜を形成するための導
体ペーストを形成する。この導体ペーストは、例えば、銀粉末にバインダ及びテルピネオ
ール等の溶剤を加え、トリロールミルを用いて十分に混錬して形成することができる。
【００５３】
　このようにして形成した導体ペーストを、未焼成セラミック体の表面にスクリーン印刷
等を用いて印刷して、所定の形状の導電膜を形成し、導電膜配設未焼成セラミック体を作
製する。このとき、導電膜をセラミック体で挟持して単位電極を形成した後に、単位電極
の外部から導電膜に電気を供給することができるように、導電膜が未焼成セラミック体の
外周部にまで延設するように印刷することが好ましい。
【００５４】
　未焼成セラミック体の大きさとしては、通常単位電極に相当する長いものと、欠落単位
電極に相当する短いものを形成する。そして、通常単位電極のなかで、電気的に導通しな
い複数種の導電膜を形成する場合には、導電ペーストを印刷するときに、所定の形状に印
刷すればよい。
【００５５】
　次に、導電膜を印刷した未焼成セラミック体と、他の未焼成セラミック体とを、印刷し
た導電膜を覆うようにして積層する。未焼成セラミック体を積層する際には、温度１００
℃、圧力１０ＭＰａで押圧しながら積層することが好ましい。次に、導電膜を挟持した状
態で積層した未焼成セラミック体を焼成して、誘電体となる板状のセラミック体と、導電
膜とを有してなる単位電極を形成する。
【００５６】
　次に、形成された複数の単位電極を積層する。このとき、各単位電極間に所定の間隔を
開けるために、上記セラミック体と同様の原料により四角柱状のセラミック棒を形成し、
各単位電極の間に挟むようにする。このときの、セラミック棒の厚さが各単位電極間の距
離となる。セラミック棒を各単位電極の間に挟むときには、それぞれが略平行になるよう
にし、排ガス等を処理するときのガスの流路を確保する。セラミック棒は四角柱状である
必要はなく、円柱状、多角柱状、その他の柱状であってもよい。また、上記セラミック体
の一の面に複数の突条を形成し、この突条を挟んで単位電極を挟むことにより空間を形成
してもよい。さらに、セラミック体に凹凸を形成し、それを重ね合わせることにより空間
を形成してもよい。このように、複数の単位電極を、上記セラミック棒を介して階層的に
積層することにより、本実施の形態のプラズマ発生電極を得ることができる。



(11) JP 4448094 B2 2010.4.7

10

20

30

40

50

【００５７】
　本実施の形態のプラズマ発生電極は以下に示す他の方法により製造してもよい。まず、
図６に示す、板状のセラミック体４２に複数本の突条４３を略平行に配設した、突条配設
セラミック体４１を押出成形により形成し、端面部分に端面導電膜４７を配設する。そし
て、図７に示す、導電膜配設セラミック体４６を構成する板状のセラミック体４４を押出
成形により形成する。突条配設セラミック体４１及び板状のセラミック体４４の原料等の
条件は、上述の本実施の形態のプラズマ発生電極の製造方法の場合と同様にすることが好
ましい。
【００５８】
　次に、図７示すように、導電膜４５を板状のセラミック体４４に配設する。導電膜４５
の材質、導電膜４５をセラミック体４４に配設する方法等の条件は、上述の本実施の形態
のプラズマ発生電極の製造方法の場合と同様にすることが好ましい。
【００５９】
　次に、突条配設セラミック体４１の突条４３が配設されていない側の面に、導電膜配設
セラミック体４６を、導電膜４５が配設されている側の面を当接させるようにして配設さ
せて積層体とする。そして、このような積層体を所定の段数積層することにより焼成前の
プラズマ発生電極とし、これを焼成することにより、本実施の形態のプラズマ発生電極と
することができる。
【００６０】
　次に、本発明のプラズマ反応器の一の実施の形態について説明する。図８は、本発明の
プラズマ反応器の一の実施の形態を模式的に示す断面図である。図８に示すように、本実
施の形態のプラズマ反応器２１は、図４に示したような本発明のプラズマ発生電極の他の
実施の形態（プラズマ発生電極３１）を備えてなるものである。具体的には、本実施の形
態のプラズマ反応器２１は、プラズマ発生電極３１と、プラズマ発生電極３１を、それを
構成する複数の単位電極３２間に立体的に配列された空間Ｘ内に所定の成分を含有するガ
ス（被処理流体）が導入され得る状態で収納したケース体２２とを備えている。このケー
ス体２２は、被処理流体が流入する流入口２３と、流入した被処理流体が単位電極３２間
を通過して処理された処理流体を流出する流出口２４とを有している。このように構成さ
れた本実施の形態のプラズマ反応器２１は、空間Ｘ内に所定の成分を含有するガスが導入
されたときに、空間Ｘ内に発生させたプラズマによりガス中の所定の成分を反応させるこ
とができる。
【００６１】
　本実施の形態のプラズマ反応器２１は、図４に示したプラズマ発生電極３１を備えてな
ることから、被処理流体が流入口２３から流入し、通常空間Ｘａを通るときには間隔の狭
い導電膜３４により発生するプラズマにより、粒状物等の反応にエネルギーの大きなプラ
ズマを必要とする物質が分解される。そして、欠落空間Ｘｂを通るときには間隔の広い導
電膜３４により発生するプラズマにより、ＮＯｘ等のエネルギーの小さなプラズマで反応
する物質が分解される。このように、本実施の形態のプラズマ反応器によると、被処理流
体をプラズマが発生する空間に流したときに、一度流すだけで、被処理流体に含有される
複数の所定の成分を、それぞれの反応に適した複数の異なる大きさのプラズマにより、効
率的に処理することができる。
【００６２】
　本実施の形態のプラズマ反応器２１において、プラズマ発生電極３１を配設するときに
は、破損を防止するため、ケース体２２とプラズマ発生電極３１との間に絶縁性で耐熱性
の緩衝剤を介在させることが好ましい。
【００６３】
　本実施の形態に用いられるケース体２２の材料としては、特に制限はないが、例えば、
優れた導電性を有するとともに、軽量かつ安価であり、熱膨張による変形の少ないフェラ
イト系ステンレス等であることが好ましい。
【００６４】



(12) JP 4448094 B2 2010.4.7

10

20

30

40

50

　このように構成されたプラズマ反応器２１は、例えば、自動車の排気系中に設置して用
いることができ、排気ガスを単位電極３２間に形成される空間Ｘ内に発生させたプラズマ
の中を通過させて、排気ガスに含まれる上記所定の成分である煤や窒素酸化物等の有害物
質を反応させて無害な気体として外部に排出することができる。
【００６５】
　また、図示は省略するが、本実施の形態のプラズマ反応器においては、プラズマ発生電
極に電圧を印加するための電源をさらに備えていもよい。この電源については、プラズマ
を有効に発生させることができるような電気を供給することができるものであれば従来公
知の電源を用いることができる。
【００６６】
　また、本実施の形態のプラズマ反応器においては、上述したように電源を備えた構成と
せずに、外部の電源から電流を供給するような構成としてもよい。
【００６７】
　本実施の形態に用いられるプラズマ発生電極に供給する電流については、発生させるプ
ラズマの強度によって適宜選択して決定することができる。例えば、プラズマ反応器を自
動車の排気系中に設置する場合には、プラズマ発生電極に供給する電流が、電圧が１ｋＶ
以上の直流電流、ピーク電圧が１ｋＶ以上かつ１秒あたりのパルス数が１００以上（１０
０Ｈｚ以上）であるパルス電流、ピーク電圧が１ｋＶ以上かつ周波数が１００以上（１０
０Ｈｚ以上）である交流電流、又はこれらのいずれか二つを重畳してなる電流であること
が好ましい。このように構成することによって、効率よくプラズマを発生させることがで
きる。
【００６８】
　次に、本発明の排気ガス浄化装置の一の実施の形態について具体的に説明する。図９は
、本実施の形態の排気ガス浄化装置を模式的に示す説明図である。図９に示すように、本
実施の形態の排気ガス浄化装置５１は、上述した本発明の実施の形態であるプラズマ反応
器２１と、触媒５４とを備え、このプラズマ反応器２１と触媒５４とが、内燃機関の排気
系の内部に配設された排気ガス浄化装置５１である。なお、プラズマ反応器２１は、排気
系の排気ガス発生側（上流側）に配設され、触媒５４は、その排気側（下流側）に配設さ
れており、プラズマ反応器２１と触媒５４とは配管５２を介して接続されている。
【００６９】
　本実施の形態の排気ガス浄化装置５１は、例えば、酸素過剰雰囲気下における排気ガス
中のＮＯｘを浄化する装置である。即ち、プラズマ反応器２１で発生したプラズマによっ
て、ＮＯｘを下流側の触媒５４で浄化しやすいように改質、又はＮＯｘと反応しやすいよ
うに排気ガス中のＨＣ（ハイドロカーボン）等を改質して、触媒５４によってＮＯｘを浄
化する。
【００７０】
　本実施の形態の排気ガス浄化装置５１に用いられるプラズマ反応器２１は、プラズマに
より、リーンバーン、ガソリン直噴エンジン又はディーゼルエンジン等の酸素過剰雰囲気
下での燃焼による排気ガス中のＮＯｘをＮＯ２に変換するものである。また、プラズマ反
応器２１は、排気ガス中のＨＣ等から活性種を生成するものであり、図８に示したプラズ
マ反応器２１と同様に構成されたものを好適に用いることができる。
【００７１】
　触媒５４は、その内部に排気ガスが流通する複数の細孔が形成された支持体を含む触媒
部材を備えた触媒ユニット５５として、排気系におけるプラズマ反応器２１の下流側に配
設されている。触媒部材は、支持体と、支持体の複数の細孔を取り囲む内壁面を覆うよう
に形成された触媒層を有している。
【００７２】
　触媒層は、一般に、後記するように支持体をスラリー状の触媒（触媒スラリー）に含浸
して製造されるため、「ウォッシュコート（層）」と呼ばれることもある。
【００７３】
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　支持体の形状は、排気ガスが流通する空間を有していれば本発明では特に制限されず、
本実施の形態では、複数の細孔が形成されたハニカム状のものを使用している。
【００７４】
　支持体は、耐熱性を有する材料から形成されることが好ましい。このような材料として
は、例えば、コージェライト、ムライト、シリコンカーバイド（ＳｉＣ）、シリコンナイ
トライド（Ｓｉ３Ｎ４）等の多孔質（セラミック）や、メタル（例えば、ステンレス）等
が挙げられる。
【００７５】
　触媒層は、多孔質担体と、多孔質担体の表面に担持したＰｔ、Ｐｄ、Ｒｈ、Ａｕ、Ａｇ
、Ｃｕ、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｉｒ、Ｇａ等から選択される一種又は二種以上の組合せを主要部と
して形成されている。触媒層の内部には支持体の細孔に連続する複数の連続細孔が形成さ
れている。
【００７６】
　多孔質担体は、例えば、アルミナ、ゼオライト、シリカ、チタニア、ジルコニア、シリ
カアルミナ、セリア等から適宜選択して使用し、形成することができる。なお、触媒５４
は、ＮＯｘの分解反応を促進する触媒を用いる。
【００７７】
　以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定される
ものではない。
【実施例１】
【００７８】
　図１に示すような構成のプラズマ発生電極１を製造し、これをプラズマ反応器として用
いて排気ガスの処理を行い、処理後のガスに含まれる煤、一酸化窒素（ＮＯ）、及び炭化
水素（ＨＣ）の量と、アルデヒドの有無を測定した。
【００７９】
　本実施例のプラズマ反応器に用いられるプラズマ発生電極は、以下のようにして作製し
た。まず、二枚積層して焼成後の厚さが０．５ｍｍとなる未焼成のアルミナテープ基板の
内側に、タングステンペーストを用いて、直径５ｍｍ、隣接相互の間隔が６ｍｍとなるよ
うな配列パターンで貫通孔が形成された導電膜を、その厚さが１０μｍとなるようにスク
リーン印刷した。この際、１００×１００ｍｍの基板には、ガス入口側（通常空間Ｖａ（
図１（ｂ）参照））に８０×４０ｍｍの導電膜とガス出口側（欠落空間Ｖｂ（図１（ｂ）
参照））に８０×４０ｍｍの二つの導電膜を持つ電極Ａと、同じ１００×１００ｍｍ基板
に８０×９０ｍｍの導電膜を持つ電極Ｂ、１００×５０ｍｍの基板に８０×４０ｍｍの導
電膜を持ち互いに異なる端面側に端子を持つ電極Ｃ、Ｄの四種類の電極を、電極間隔０．
５ｍｍで、Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｂ、Ｃ、Ｄの順で積み重ねた一体型電極ユニットを作製した。６
段一体型電極ユニット２個を金属枠で固定し、耐熱マットで外周を保持した後、ＳＵＳ４
３０で作製した円筒容器に納めた。また、電気的接続は、電極Ａ入口側、電極Ｄ及び電極
Ａ出口側はパルス電源に、電極Ｂ、Ｃは接地側に各々接続した。電極Ａ入口側（入り口側
電極）と電極Ｃ、電極Ｄと電極Ｂは各々電極間距離が０．５ｍｍであるが、電極Ａ出口側
（出口側電極）と電極Ｂは電極間距離が２．５ｍｍとなっている。
【００８０】
　このプラズマ反応器に、エンジンから排出される排気ガス状熊を模擬した排気ガスを通
気した。この排気ガスとしては、酸素１０体積％、ＣＯ２１０体積％、プロピレン２００
ｐｐｍＣ、ＮＯガス２００ｐｐｍ、残りが窒素となるように混合された混合ガスに、煤を
１０００ｍｇ／ｈｒで混合したものを用いた。プラズマを通過したガスに含まれる各成分
の濃度（ＰＭ量）を測定した。測定結果を表１に示す。
【００８１】
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【実施例２】
【００８２】
　実施例１のプラズマ反応器と同様に構成されたプラズマ反応器に、入口側電極と、出口
側電極で加える電圧を４ｋＶと６ｋＶに分配してパルス電流を通電して同様の測定を行っ
た。測定結果を表１に示す。
【実施例３】
【００８３】
　実施例１のプラズマ反応器と同様に構成されたプラズマ反応器で、入口側電極と出口側
電極を別々のパルス電源に接続し、異なる周波数及び異なる電圧を負荷して、同様の測定
を行った。測定結果を表１に示す。
【００８４】
（比較例１）
　電極ユニットを構成する平板電極が、電極間距離が０．５ｍｍの入口側の電極部分だけ
で構成された以外は、実施例１のプラズマ反応器と同様に構成されたプラズマ反応器に、
パルス数が１００回／秒となるように４ｋＶのパルス電流を通電して同様の測定を行った
。測定結果を表１に示す。
【００８５】
（比較例２）
　電極ユニットを構成する平板電極が、電極間距離が２．５ｍｍの出口側の電極部分だけ
で構成された以外は、実施例１のプラズマ反応器と同様に構成されたプラズマ反応器に、
パルス数が１０００回／秒となるように６ｋＶのパルス電流を通電して同様の測定を行っ
た。測定結果を表１に示す。
【実施例４】
【００８６】
　実施例３のプラズマ反応器の下流側に触媒を配置して排気ガス浄化装置を製造し、その
ＮＯｘ浄化性能を評価した。触媒は、市販のγ－Ａｌ２Ｏ３にＰｔを５質量％含浸した触
媒粉末をコージェライト製セラミックスハニカムに担持したものである。ハニカム触媒の
サイズは、直径１０５．７ｍｍ、長さ１１４．３ｍｍの筒状で、４００セル、セルを区画
する隔壁の厚さ（リブ厚）が４ミル（約０．１ｍｍ）である。プラズマの発生条件及びガ
ス条件は、実施例３と同じである。
【００８７】
　その結果、２００ｐｐｍのＮＯがプラズマ反応器及び触媒を通過した後にはＮＯｘとし
て１２０ｐｐｍまで低減していた。
【００８８】
（比較例３）
　比較例１のプラズマ反応器の下流側に実施例４に用いた触媒と同様の触媒を配置して排
気ガス浄化装置を製造し、そのＮＯｘ浄化性能を評価した。プラズマ発生条件及びガス条
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件は、比較例１と同じである。
【００８９】
　その結果、２００ｐｐｍのＮＯがプラズマ反応器及び触媒を通過した後にはＮＯｘとし
て１７０ｐｐｍまでしか低減していなかった。
【産業上の利用可能性】
【００９０】
　以上説明したように、本発明のプラズマ発生電極によれば、単位電極が、通常単位電極
と欠落単位電極とから構成され、それにより導電膜間の距離がそれぞれ異なる通常空間と
欠落空間とが形成されることにより、通常空間と欠落空間のそれぞれに発生するプラズマ
の大きさを異ならせることができる。そして、本発明のプラズマ反応器によれば、このよ
うなプラズマ発生電極を有するものとしたため、反応器内に、所定の成分を含有するガス
が導入されたときに、その所定成分のなかで、通常空間内で発生するプラズマにより反応
される成分の種類と、欠落空間内で発生するプラズマにより反応される成分の種類とを異
ならせることが可能となり、それぞれの成分を最適な大きさのプラズマにより効率的に反
応させることができる。また、本発明の排気ガス浄化装置は、このようなプラズマ反応器
と触媒とを備えていることから、例えば、自動車等の内燃機関から排出される排気ガスを
良好に浄化することができる。

【図２】

【図３】
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