
200ns-pulse 法 =0.57W/直流電気分解 =18W で 0.58cc/s のＨ 2 生成 .
2018/11/30,12/01,12/12 ,23,25 ,26 付録 5:H2 生成超越効率達成！！！,28 付録 6.

2019/02 /02 付録 7:.H2 生成超越効率撤回報告,付録 8:

②Economical hydrogen production by electrolysis using nano pulsed DC
http://www.ijee.ieefoundation.org/vol3/issue1/IJEE_13_v3n1.pdf

2012年    人研究者 ①の回路を使用してます、追試です。

①A novel method of hydrogen generation by water electrolysis
using an ultra-short-pulse power supply
https: / / l ink.spr inger.com/art ic le /10.1007/s10800-005-9090-y

2006年の日本碍子技術者,回路パラメタ、電極以外に詳細がないです。

①論文タイトル通りに突拍子もない over unity efficiency!!、②は具体的追試のようです、

両者は以下の Stanley Meyer 研究の仏人技術者サイトから情報を得ました。

http://www.jlnlab.com

http://jnaudin.free.fr/

②によれば、上記は研究室水準の発生量 0.58cc/s で、実用化には大規模化が必須ですが

日本碍子からはメッセージを聞いてません。2006 後はどうなってるのでしょうか？。①は

白金電極、②はステンレス電極、両者ともに oｖer unity の原理説明は皆無です。

❶金属導体触媒原理に一つ秘密があります、

⑴電荷密度一様空間と触媒原理

光沢に富む金属表面は半-自由電子密度場(仕事関数静電 potential で金属内部に引かれ表面

付着）で、それに光子が反射、しかるに分子が密度場に侵入すると静電 potential が弱化、

分子結合が解離してイオン化<<だからここに通電あれば即に電気分解発生>>する、

この理論は以下に静電 potential 多体系 Hamiltonian.の空間 scale 変換で証明できる。

http://www.777true.net/Real-Image-of-quantum-Chemical-Reaction.pdf

古くは以下の筆者の未公刊論文(不当審査)では運動量空間での scale 変換でも証明。

http://www.777true.net/img0010-General-Analysis-on-Room-Temperature-Nuclear-Fusion.pdf

上記指摘は、電荷密度空間では反応障壁になる電荷は見えにくくもなる<自由粒子化>。Pt(仕

事関数最大！)表面で重水＋イオン同士衝突→常温核融合が起きる原理がここにある。

⑵触媒とエネルギ保存法則：

水原子から水素離脱＝Ｈ＋イオン化には通常エネルギが必要、しかるに高電子濃度触媒空間Γで

の電子離脱のエネルギはどこから？、水分子は電荷中性でΓ空間侵入にはエネ無用、通常分子は

電子-原子核間の電荷が見えるので引力斥力静電力が働く、Γでは極限として全粒子は自由粒子

化(イオン化)する証明を上記で引用した。Γでは一様電荷で囲まれて電荷が見えにくくなる。

http://www.ijee.ieefoundation.org/vol3/issue1/IJEE_13_v3n1.pdf
http://www.jlnlab.com
http://jnaudin.free.fr/
http://www.777true.net/Real-Image-of-quantum-Chemical-Reaction.pdf
http://www.777true.net/img0010-General-Analysis-on-Room-Temperature-Nuclear-Fusion.pdf


しかるに定常高濃度一様電荷密度空間Γ形成には仕事関数引力が影で働いてる<その引力に対抗

して力学平衡する斥力は熱的>、さて引力場は負エネルギである!!。0＝＋Ｅ－Ｅのエネルギ保

存法則が働けば負エネ相殺として正エネ発生が許容される、さて結果として次式化学反応右辺は

エネ発生 ΔG°＝Δmc2.質量増、これは特殊相対論公式で有名、

H2O → (1/2)O2＋2H＋
＋2e- ΔG°=237 kJ/mol

質量増は最終的に負エネ重力場引力増、宇宙全体としては厳格に 0＝＋Ｅ－Ｅが成立！！！。

http://www.777true.net/Energy-Creation-Process-from-QED-to-QGD.pdf

❷大量Ｈ2 生産には大電流化が必須ですが超高率性が証明されたので恐れる事はないはず

です。エネルギ無消耗単極交流電流<＝単極パルス電流>電気分解と言う事は回路からの負

電極流入電子は一時的に電極にとどまる物の、すぐに引き返すという事です(純容量の充放

電サイクル)。だがダイオードで戻れないから電極上に蓄電して高電荷密度形成は人為触媒

空間化していく。かくて電力無消費(回路側から見れば電気分解電極は単純に電荷充電放電

容量電極にしかみえないはずです).問題となる電力損失＝0.58W は多少の電子供与電流と

回路 SW 損失とみるべきだ、電極電荷が 100%、反応関与は無理とみられる<付録 1:⑸>。

H2O → (1/2)O2＋2H＋
＋2e- ΔG°=237 kJ/mol

直流電気分解では 2e- を外部補填してしまうから 237 kJ/mol の電力消費になる、本件電極

の充放電電荷は単なる呼び水<触媒加担電子？、照明が必要>で、2e-は(触媒)電極側が自給自

足してしまう。上記実験からすれば白金でなくても低価格ステンレスも触媒空間になる。

(1/2)O2＋2H＋
＋2e- →(1/2)O2＋H2.

すべては陰極(電子)が仕事をします、しかるに陽極から(1/2)O2発生とは双極子連鎖での

トンネル効果移動です、イオンが液中を泳ぐなどはあり得ない！！！

http://www.777true.net/Water-Electrolysis-by-Charge-Density-Wave-could-Create-Energy.pdf

補足(2018/11/29)；上記は今検討さ中で、今回報告は号外中間報告です、

補足２：バッテリ回復回路開発途上、過充電蓄電器が奇妙動作、放電出力ですぐに 10Ｖダ

ウン、負荷を外すとすぐに 12,3V に上昇、密閉型蓄電器なので高圧水素が蓄積、水素圧を

へらすために充放電再生がある、鉛電極で微小容量の燃料電池になってる、

補足３：日本-フランス-ブラジル-レバノン-インド連合でパルス電気分解開発はいかがで

しょうか,水を燃料にしてトッラク輸送ができる！！、今、白金に代わる方法を探索中です

が奇しくも先日、直感でステンレス材を買いました。故 Stanley Meyer 氏に感謝！

http://www.777true.net/Energy-Creation-Process-from-QED-to-QGD.pdf
http://www.777true.net/Water-Electrolysis-by-Charge-Density-Wave-could-Create-Energy.pdf


付録 1：the 回路動作.

https: / / l ink.spr inger.com/art ic le /10.1007/s10800-005-9090-y

一次側電源電圧 Vcc=12v,or ≒(8～140V)/(n2/n1)

I1 I2

d＝3cm

SW on

τ；Ｔ＝1/f＝2~25 kHz. FET

⑵容量電極-電荷電圧電流.

τ＝300ns(充電流印加時間)

Q＝ＣＶ＝80nFx(8～140V)＝0.64～11.2μC

<I2>＝Ｑ/τ＝2～37A

充電電流、定常状態化後の幾らかの電子供与電流⑸、この値は殆ど直流電気分解電力無用化

⑶水の漏れ電流抵抗値<電極容量Ｃ＝80nF>

＝1~10MΩ,→140v/1M＝0.14mA＝無視；；→ 漏れ時定数＝0.08～0.8s.

⑷充電電流 I2は電子供与反応に電流 IPに供給しない。

(1/2)O2＋2H＋
＋2e- →(1/2)O2＋H2. → 0.58cc/s＝5.3A 電子供与直流電気分解流

Pulse duty Dc＝300ns/<1/(2～20kHz)>＝300ns/<0.5ms～0.05ms>＝6x10-4～6x10-3.

IP＝5.3A/Dc＝883A,8833A.....結論：充電電流 I2は電子供与電流 IPに供給されない。

I2＝Ｑ/τ＝2～37A.→ I2≠IP
Pulse電気分解は本質で直流電気分解とメカニズムが違う→触媒空間Γ効果

常温核融合と類似で触媒効果結果です

⑸ロス電力＝何のためのロス？→0%電子供与でなく幾らか供与！！、

回路のＳＷ時の損失もある。

＊  電力電流 12V/0.57W＝0.05A → Ｉ＝0.05A /Dc＝8.3A～83A、
I2＝Ｑ/τ＝2～37A.

充電流 I2

⑴電極容量

Ｓ＝3.39 cm2

C＝εＳ/d＝80nF

E＝2.6～47 V/ cm

V=Ed=8～140V



付録 2：電気化学的電気二重層 vs 仕事関数電気二重層。

⑴電気化学電気二重層<直流電気分解>

⒜電気二重層 表面電荷 電気二重層   

http://kenkou888.com/category9/entry245.html

⒝水電気分解を想定した時、直流電圧Ｖ印加直後の正負電極間距離Ｌに発生する電界強度

Ｅ＝Ｖ/L で電界液広域に電荷双極子整列が瞬時発生、電極近傍イオン拡散移動で電荷

二重層ＷＬ形成が定説。拡散時間τ後に電界強度は電極近傍のみに集中、面電荷量σ＝

Ｄが圧倒的大なれば、Ｅ＝σ/ε＝Ｖ/d.ここに d＝二重層距離、ε＝誘電率.

⒞直流電気分解では以下反応の為に電荷二重層通過で負極から 2H＋
に電子供与が必要。

H2O → (1/2)O2＋2H＋
＋2e- Ｖ＝1.23V、ΔG°=237 kJ/mol.

本件 Pulse 電気分解では障害物電極取り巻きのないτ時間内に仕事をすると言う思想。

⑵仕事関数電気二重層<触媒反応空間Γ>

⒜有限 深  井戸型       仕事関数多電子運動量子力学の類似簡易化模型 

https://www.kspub.co.jp/download/1557611c.pdf

引力が働く井戸を抜け出たはずの自由電子は遠方までは逃げれない。仕事関数 potential＝

Ｖは引力(負エネルギ)で導体表面半自由電子を表面付着と説明したが、引力均衡斥力は運動

エネＫ＞Ｖの条件から波動関数 exp(-αx)で遠方減衰、井戸近傍で最大値だが、井戸に全部

は落ち込まない。仕事関数井戸と外を往来と言うのが正確な表現、井戸に落ち込むと運動

量暴れ(熱的)で井戸飛び出しです。原子核井戸と軌道付着電子はみなこの形で定常運動！！、

⒝電子は素粒子！、時空間で連続軌道を持たない<電子雲垂直遷移 Frank-Condon 原理>.

他方電子に比して圧倒的に重量物原子核は古典力学的に動く<Ehrenfest定理>.以下の[3]⒜

http://www.777true.net/Surveying-on-the-Orgin-of-Life_JapaneseV.pdf

☞：陽極電荷二重層基盤は＋電荷で固体表面分子イオン化層が関与、ここに電界液側から

分子イオン侵入はあり得ない、一様電荷空間かもしれないが触媒反応空間にはなりえない。

⒞垂直遷移Γ高電子濃度触媒空間侵入は電荷消滅原子空間

<触媒の定義＝エネルギ無用で反応促進関与だが自身は無変化>、

直流電気分解電流主役の陰極電子供与電流、pulse 電気分解ではそれが非常に少量。

Pulse 電流は陰極電子密度～上層触媒電子濃度を持ち上げるので触媒反応寄与、

Ｈ2Ｏ Ｈ2

陰極Γ

Ｈ+,Ｈ+,Ｏ2-

http://kenkou888.com/category9/entry245.html
http://www.777true.net/Surveying-on-the-Orgin-of-Life_JapaneseV.pdf


Ｏ<陽極双極子トンネル移動：❷参照>

⑶量子化学反応の真実像<既成量子力学で述べない不連続性現象,触媒理論 etc by 筆者>
http://www.777true.net/Real-Image-of-quantum-Chemical-Reaction.pdf

http://www.777true.net/Real-Image-of-quantum-Chemical-Reaction.pdf


付録 3：極短時間単極パルス回路、

電極間に電圧をかけると電極表面近傍に電気二重層が拡散過程で形成され、その時間は

ｔＤ＝300μs のオーダと言われる。

A novel method of hydrogen generation by water electrolysis
using an ultra-short-pulse power supply
https: / / l ink.spr inger.com/art ic le /10.1007/s10800-005-9090-y

筆者見解  ｔＤ以下短時間での電極高度電荷密度形成は触媒空間になり、水分子→イオ

ン化→Ｈ2化での垂直電子遷移が水素生成を可能にする。しかるに極短時間パルス形成

回路が以下に提示できる。回路定数は筆者もこれから計算、実測で修正します。

この回路は高速 SW が可能でしかも単極パルス形成は

ＬＣ共振半端整流であり、ＳＷ回路部分以外には

原理上電力損失がない、電力創生上、

電力損失がないというのが本質！！。

以下の赤丸ＦＥＴに注意.

回路原理；

⑴電源電圧 VCC＝L(dI/dt)＝L(I0/Δt):

CE充電電流を I0を FET-Δt 時間 on でコイルＬに蓄える。

⑵ＦＥＴ off 瞬間から CE、を充電、CE電圧最大ＶEから、電流は逆転して電圧下降に

この回路動作はＬＣEＲ直列回路、Ｒは回路電力損抵抗値、

分子拡散 reset時間

ｔＤ



⑶CE電圧はほぼ半波整流波(リンギングが継続するが)になる、問題となるパルス幅Ｔ/2 は

Ｔ/2＝(1+δ)π√(LCE).....δは{R;L,CE}の関数、基本はＬＣE共振回路が波形決定、

⑷原理上、電極充放電 LC 回路は電力無消費 ！！！<本件第二の核心部分>。

電極給電は容量充電に等しく、充電時は電力消費、放電時は電力返済です。

Ｌで慣性力を得た放電電流は充電電流と逆向きでぼ電力保存のまま、電源を充電する。

この時ＦＥＴ内部の逆向きダイオードを貫通する事に留意。

       回路 観測。

計算値 pulse幅)
Ｔ/2＝(1+δ)π√(50μHx1μF)＝(1+δ)22μs

上記観測値 pulse幅) Ｔ/2＝～40μs

波高計算値ＶE)
VCC＝15v＝L(dI/dt)＝50μH(I0/27μs):→ I0＝8A,

ＶE＝ＺＩ0＝√(/L/C)Ｉ0＝√(50μH/1μF)Ｉ0＝7.1Ωx8A＝57V.

波高観測値ＶE)ＣＨ２の波形、基線は+１５電源

そこから見たＶE＝～45V

基線から見た実質の電極充電電圧＝45V-15V＝30V.

暫定結論(2018/12/12)：

およそ算術通りの回路動作を確認、目的は２００ns 幅だが、ＴＲの性能が１０，２０ns で

Switching するので悲観材料はない。無論,問題本質は今後の実用化スケール実現問題！！

@今,夜中１１時だが事前通告なしで自宅前歩道道路の化粧直し工事騒音で、you tube 音楽

をヘドホン聴取で作業、近隣住民は３時過ぎまで睡眠ができない、昼間は自宅裏山にも工

事音が待ってる。一日に山壁、水道-道路工事(NTT 通信工事)と横須賀はすごいです。

まだ電極と水 poolが用意できな

いので電極容量 CE=１μＦ,充電

コイル L＝50μH を用いての回路

        容量値       

一桁下   電圧      超  

   観測制限 入力回路保護装置

動作          超      

   

CH2波形が電源電圧より低い部分

を含むのは電力返済の為の結果で、

今後計画ではＶＥは 500V前後にな

るので化学反応大勢に小影響と見

る。



自宅前駐車場には行儀悪い騒音目的駐車も頻発、

付録４(2018/12/23)：H2 生成確認！、超越効率(over unity)は調整次第で、今後。

⑴0.12cc/sec の 1A 直流電気分解最少電力＝3W.
直流電気分解では以下反応の為に電荷二重層通過で負極から 2H＋

に電子供与が必要。

H2O → (1/2)O2＋2H＋
＋2e- Ｖ＝1.23V、ΔG°=237 kJ/mol.

＊1A/1secH2発生量＝22400cc/2(NAe)＝22400cc/2(6x1023x1.6x10-19)＝0.12cc/sec
Umin＝1Ax1.23V＝1.23Watt<理論最少電力＝出力熱量(>電力)>
Uact～1Ax3V ＝3Watt<現実最少電力>

⑵観測された発生量Ｇ,回路消費電力,VWPE水槽中電極電圧と VG＝Gate 駆動電圧。

☞;Ｇ～H2gas発生量計器がないので事前に 1A と 0.1A 直流電気分解を目視、それとの比較

☞;回路図は余りにも単純化したので省略、本件水準ではガス爆発危険は低いですが

一定水準以上の識者にエネルギ革命志向で真相通知認識改革広報が目的。

⒜SS(stainless steal 電極)//発生量Ｇ～0.1A 以下、回路消費電力ＰＬ＝15Vx0.6A＝9W

SS は材質不明、右下写真の小粒泡が見える？、電極はサンドイッチ型,浸水部分のみが真電

極面積相当に注意、ＳＳは非常に微弱生成で失望、ともかく水道水-電解質０で高圧短時間



pulse で電気分解発生を確認、問題の回路損９ＷはコイルＬと FET の発熱、手感覚で

5,6W 程度は消費、疑似負荷 1nF でも pulse 頻度最大では１５W も回路損してます。

⒝CS(純黒鉛固体電極)//発生量Ｇ～1A 弱？;；回路消費電力ＰＬ＝15Vx0.3A＝4.5W

https://www.monotaro.com/g/02945337/?utm_medium=cpc&utm_source=criteo&cm_mmc=crite

o-_-cpc-_-%28not+set%29-_-%28not+set%29

⑶回路電力損失問題

本質的本件 pulse 回路は RLC 線形共振回路で、初期条件電流 I0が与件、電極充電電流は

放電位相で電力返済に働くのですが、写真から分る如く、pulse 幅 100ns 水準になると後続

リンギングがなく、R が相対的に L に比して大きくなる。Z=√(L/C)を大きく,I0は大きくし

電極面積 S 間隔 d は⒜⒝ほぼ同等、しかるに

CS 成果には驚き、白金信仰崩壊！！！。

電極電圧は１５０V を超えてます、pulse 幅は

100ns 水準。問題はＲＬＣ回路でのＲが大きく

回路損生成（pulse 頻度３０KHz 近傍に上げる

とトロイダルコイル-FET も熱くなりました、数

ワット）。

上記写真の右黒鉛陰極が曇ってますが、

水素小泡の結果です、pulse頻度(1kHz～
28KHz 可変)は最小でも最大でもＧ変化

が見えない。電極間隔を３mm→６mm
拡大で消費電流半減、Ｇも半減に見えま

した？。

*電解成分０の純(?)水道水！！、

日本碍子、インド研究者は電解水！



ないで、高圧発生が最適、

*付録４は今後修正されますので容赦下さい、取り急ぎ通知までと言う事です。

付録 5(2018/12/25,26):H2 生成越効率達成！！！

⑴観測された発生量Ｇ,回路消費電力 PL,VWPE電極電圧と VG＝Gate 駆動電圧。

＊1A/1secH2発生量＝22400cc/2(NAe)＝22400cc/2(6x1023x1.6x10-19)＝0.12cc/sec
Umin＝1Ax1.23V＝1.23Watt<理論最少電力＝出力熱量(>電力)>
Uact～1Ax3V ＝3Watt<現実最少電力>

直流電気分解法 pulse 電気分解法(目視観測＝Δhに誤差があり得る！)

H2発生量 G 1A/1sec

=0.12cc/sec

＝

1.00cc/sec

0.9cc/s

Δh＝

0.1cm/6h

0.45cc/s

Δh＝0.05cm/6h

正解可能性あり

臨界発生量0.15cc/s

Δh＝0.017cm/6h

0.017はあり得ない

出力熱量 PG ＝1.23Watt ＝10.2Watt ＝9.2Watt ＝4.6Watt ＝1.5Watt

製造電力 PL ＝3Watt ＝25Watt ＝1.5Watt ＝1.5Watt ＝1.5Watt

発生量Ｇ<＊最少直流分解電力＝0.12cc/sec/1.23Watt(出力)>
水体積減少度ΔVW<水面高さ減少Δhに要する時間=Δt>からの G推定計算:

G=(ΔVWρ/M)22400cc/Δt=(10cmx14cmx0.1cm)<(1g/1cc)/16g>22400cc/6h

=(14cc)<(1g/1cc)/16g>22400cc/6x3600＝0.9cc/s....筆者目視、関係者は追試願います

PG＝1.23W(0.9/0.12)＝9.2W....出力熱量

PL＝15vx0.10A＝1.5W. .....右側が陰極で泡が見えますか？

上記右写真では電極対面側エッジで泡吹きが強い、ここは電荷密度が一番集積しやすい。



⑵測定設定.

⒜電極 CS<電極間隔 d＝3.2cm> 推定容量値＝0.7PF＜？？＞

https://www.monotaro.com/g/02945337/?utm_medium=cpc&utm_source=criteo&cm_mmc=criteo-_-cpc-_-%28not+set%29-_-%28not+set%29

⒝水道水で電解質 0 投入。水温気温室温と同じで 15 度？

⒞pulse 駆動回路<pulse 頻度 fp＝1KHz,電極電圧 250V、pulse 幅＝100ns、上記写真>

fpはこの半分以下が最適と推定。

⑶回路図<事故なきよう願います>

上記コイルは 6t、1μHは確認なし、極力太い線材推奨、将来これが大問題に、

ＦＥＴはサイリスタ置き換え可能なのでしょう。

⑷大出力化問題:<充電用コイル L,電極容量 C、pulse 電流先頭値 I0;;回路損失抵抗 R>

⒜pulse 幅τR＝～π√(LC)＜300ns この値は検証なし、

⒝電極印加電圧 VC＝I0Z＝I0√(L/C)＞200V、面電荷高密度！

⒞減衰時定数τD＝2L/R.



I0;R が大だと超越効率不可能、τR VC全部悪い方向に動作！

電極間距離 d が短いと誘電損 R 大に働きます。

⒟K＝√<1－1/4(R/Z) 2>.周波数ズレ係数

本件規模 1ｃｃ/s＝10W 出力では実用化は全く及びません！！！

本件テーマでは今後燃料代が水になるので、発生器単価は多少高額でも合理的。

基本方針としては単位回路並列運転化と言う事ですが、部品点数を少なく小型化追及。

まず低コストで 1KW＝100cc/s 目標、白金電極無用化は大進歩の一つ、

10cc 単位回路：IC 一個＋ケミコン＋セラコン+L の各一個。電極水槽一単位

電極容量は簡単に大化できますが Lがその分、極小化して共振回路が難しい。

電極反応面積 S を増やし、容量肥大化は電極間隔 d増で図り、L 値実現不可能化を回避

容量減少は電流減で高 Q 低損失)高圧化に有利、面電荷密度減にしない<最適設計がある！

>。
L作成一つ手立ては伝送線路=高 Q?同軸線路で L が作れる。

Gyrator で Lを回路合成??、今 1GHz 微細回路 OP-amp時代で 1/100ns＝10MHz が取扱い

可能、但し出力回路電流は数十 A となると？？、

SW 素子？？、高速 FET を並列運転、とりあえず不可能即断は時期尚早！！！

暫定結論(2018/12/25)：

発生量観測ですが、0.05cm)/6h かも知れません、それでも 4.6W＞1.5W で超越効率！！、

第三者追試をお願いします、来年用心棒で雇用してください。

@今日も,夜中１０時だが自宅前歩道道路の化粧直し工事騒音で、you tube 音楽をヘドホン

聴取で作業、近隣住民は３時過ぎまで睡眠ができない、昼間は自宅裏山にも工事音が待っ

てる。自宅前駐車場には行儀悪い騒音目的駐車も頻発、

謝辞：上記如く、近隣方々協力で鈴木仕事は成立、今後に実用化で謝礼せねばなりません、

他方で巨大科学 関  学術審議会  重大不正告発証言   翌日に鈴木過去数年の仕事が

詰まった USB 盗難、地元警察は犯人承知です。この一件では建設費 7000 億円相当が浮い

ており、国際線形加速器協力 ILC だから全額ではないにせよ、高額資金無用化で鈴木情報

無断とはまずいです、米国超伝導超加速器 SSC 計画でも 2000,3000 億を浮かした過去もあ

り国は鈴木に相当額支払義務がある。ぜひ皆様方の支援を期待します。本件に関わる超エ



ネルギ技術では N.Tesla,Stanley Meyer,Blues Depalma等先人は偉大な成果と伴にみな悲劇

になってます。

世界は石油屋            一族一個の為に気候地獄滅亡にまい進と言う馬鹿らしさ、

付録 6(2018/12/28).

以後の改修点。

⑴pulse 頻度 fP＝1KHz→fP＝7.6Hz<SW 素子＝ＦＥＴに熱負担をかけない最良策>,

電極表面微細泡の流れ(～1cm/s)に注目すると 0.1ｓ前後の上記超低周波がうなずける。

一度,短時間高圧pulse(電子密度)で水分子解体後の電子雲垂直遷移(素粒子電子は0時間反

応,Frank-Condon 原理),この後に解体後の水素ガス分子核位置に反応前原子が古典力学的

にゆるりと移動で反応完結と言う順序、これは無論 0.1ｓより桁違いに早いはず、で 0.1ｓ

前後の時間の意味だが、生成物が移動し、次期触媒空間にリセットする時間ではないのか？

pulse 頻度を上げても反応増量に寄与していない。、電子回路の無駄 SW 電力節約に寄与！、

⑵高電子密度～高圧充電-反応量増が分ってるのでLに大電流で高圧pulse,だがオシロが正

確に測定できないので確かでないが、500V を超えると FET 絶縁が可逆的破綻する模様だ？。

パルスの先頭部分がクリップされてしまう。可逆の意味は FET 故障なし。非常にタフ、

⑶正体不明の直径３cm 空色トロイダルがたまたまあり,５ｔ巻いて使用するとこれが今ま

でで最高に見える泡吹きを観測、パルス幅は上記写真通り、FET-ＯＮ時間は３μs.

水面減少速度から 1cc/sec=出力＝10.2Watt 以上達成の模様、投入電力は 15Vx0.1A＝1.5W,

⑷今後は反応容器を密閉してチュウブにガスを導き別の水槽で泡吹き量を目視観測する

予定、簡易流量計と言うものがあるかも探します。

左写真 pulse波高は３００Ｖオーダー、

非接触静電誘導プロ-ブ観測、及び

手製高圧減衰器等で観測、これ自体が高圧対

応部品でないので非常に怪しい。

1MΩ//1pF―100K//10pF,
減衰比～1/10予定が実際は 1/25,
故に 2chスコプの縦軸目盛は 50ｖ/区画.



⑸長距離間隔大型面積電極<静電容量は小>ー高Ｑ伝送線路の共振回路を想像してます。

⑹

⑺

⑻

付録７(2019/01/31)：超越効率声明<付録 5(2018/12/25,26)>撤回!!!.

読者期待に背いて偽装成功を発信、強くお詫びと訂正申し上げます。この事は冒頭引用論

文是非を確証する事には成りません。そも肝心のガス生成出力計測器測定が無い。

⑴水道水は電解質高濃度で 15V でも直流電解発生。付録５回路出力では 15V 直流分あり、

＊Ca が結構多いらしい、市販ミネラル水と同程度、

⑵上記偽装に気ずき、コイル２次回路駆動方式で正値パルス pulse と直流印加ＤＣを分離.

RFC(pulse 高周波成分阻止で直流のみ通過)

SW

DC(3V～30V）

⑶Pulse 有無に無関係にＤＣ(VDC=2.7V.IDC＝5mA)近傍から極微ながら陰極上でガス泡生成

＊1:水道水電気抵抗＝500～1KΩ

＝ρ(導電率)d(電極間距離)/S(電極面積)＝ρ0.012m/(0.15mx0.10m).

＊２:薬局市販精製水～20KΩ。→ 泡発生は pulse(4000V)＆ＤＣ(30V)最大値でも観測なし。

＝ρ(導電率)d(電極間距離)/S(電極面積)＝ρ0.012m/(0.15mx0.10m).

⑷正値パルス pulse-on(ＶＰ～200V～4000V,立上がり 100ns と高速！)で特記すべきは

水道水ＤＣ分解ではあり得ない水槽壁面での付着泡の成長！<定量記述なし>

☞:電極面上でなく、水槽壁面ですからいささか問題、しかも成長に時間がかかるので

触媒反応は微弱としか結論できませんが、直流電気分解ではあり得ない現象。

pulse 強度を一桁上げるには FET では困難です。筆者にはもうこれ以上、このＲ＆Ｄでは

費用時間で継続困難です。10 年前に突然の疾病入院で中止の筆者本来の仕事に戻ります。

今回実測で水の事情が多少判りました。市販精製水は電気抵抗が大きいです。



☞:pulse 回路電力(15vX0.03A)は回路純内部消費<擬似負荷容量で計測>、出力消費～0.

電荷密度波<触媒空間>が電力無用で水分解してるのは可能性濃厚！！！

但しこれには厳格な定量実験証明が必要、

理論考察は以下の付録８：

☞:本件最終目的は学術議論ではなく、実用化実現是非！！、然るに設計公式基礎を探るは

意味ある事のはずです。

付録８(2019/02/01)：表面電子密度 

最簡単推計では、nF 程度の電極容量に数千 V で充電しても白金電極

表面電子濃度には４,５桁違いの希薄電子密度にしかなら無い。それ

で居て水分解の理由は以下と推定される。

⑴表面原子一個  自由表面電子一個供給 仮定

Pt：原子量＝ 195；密度＝21.45 g/cm3

       
  /mol

 1 1m3 原子数 辺個数 3→(辺個数 )2 面密度

 1 6 10  x[21.45 g/cm3x1002 /195g]＝6.6x1028/m3

               

Cu：原子量＝ 64；密度＝8.94 g/cm3

       
  /mol

 1 1m3 原子数 辺個数 3→(辺個数 )2 面密度 /m２

 1 6 10  x[8.94 g/cm3x1002/64g]＝8.4x1028/m3

               

☞:上記は正規格子模型での単純推計、表面では固体中正規格子の秩序ある配置

から崩れるので一桁二桁、三桁低い濃度と空想できる。更に厄介は表面では液体側からの

付着分子混濁でランダム電荷要素も多いと言われてる<いずれも電荷濃度低減方向！>。

⑵容量電極電子面密度 上記数値    桁 低 濃度 >

C 80x8.85x10 -12x 0.15x0.10/0.015 0.7nF
Q＝ＣＶ＝0.7nFx1000V 0.7   <D>(2S) D(2x0.15x0.10)
D 2.33x10 -5C/m2 NSe/m2

 電子表面密度 NS 2.33x10 -5C/m2/1.6x10 -19C 1.5x1014 /m2.
 e 1.6x10 -19C



⑶電荷密度波電流密度＝j .

⒜概論：

素過程としての電磁場相互作用反応はＨＩ＝j0Ａ0。j0=電流密度、Ａ0=電磁 potential。

０成分は Coulomb 力で、通常の光子Ａ,電子流 j 反応とは事情が大幅に違う事に注意、

後者は vector 場。本件前者は scalar 場、縦波光子Ａ0実態は正電荷-負電荷の双極子密度、

j0実態は電荷、よって j0もＡも電荷で同じ、反応は正負電荷吸収<同種電荷反発も>になる。

本件標的は水分子中の水素＋ion＝Ａ0,弾丸は負電荷電子密度流＝j0。

☞:通常弾丸がＡ0、標的が j0。

⒝量子電磁力学の簡易導入；

Coulomb 力本格議論は古典論では不完全で量子電磁力学(QED)が必要。その趣旨は QED は力学として

正準形式が必要、その時Ａ0成分の共役変数≡Ｂが古典論では存在しない。Ｂ場出現の結果、力学原点であ

る作用関数<これ一個から運動方程式決定>は古典論と異なる内容の結果、運動方程式も変わる。

curlＨ＝j＋j     . （ *古典論：curlＨ＝j＋   )

http://www.777true.net/BWG.pdf

本件は磁界０の純 scalar 場の結果、電極の電束 時間変動で無磁界の j 電流が発生、

Ｈ＝0.→０＝j     .

☞:キャパシタの従来議論では絶縁体中を変異電流が流れるとするが、それだとキャパシタは磁界発生に

なるが、それは間違い、古典論破綻はこの例でも判る。 電荷双極子場には量子論必須、

⒞急峻な充電ではＢ場電流は大きい密度になる！！！

   j      
       s       

         s       

但し持続的な電流と言う意味でなく一過性の衝撃波の波面に相当とみるべきなのだろう。

実用視点では強度電気分解が必須、電流強度 j -衝撃波反復頻度 f と化学反応成就時間 tc(設
計公式)の兼ね合いが問題になるだろう。電子反応はその素粒子性から電子雲瞬時生成

(Frank-Condon 原理),他方化学反応成就に仮想電子雲の原子位置まで重量物の実核移動に

は時間がかかる。この卵孵化時間内に pulse が来てしまうと折角が壊れてしまうので頻度

上限がある。

討論：

本件では正値 pulse の電気分解能力有無が主題、正値 pulse は陰極から電子密度 pulse 波

放射器になってる。

＊＊東芝パソコンがかな漢字変換不能、、富士通はシフトキ異常動作になり、

支障をきたしてますので切り上げます。明日からＮＴＴが道路工事騒音で、

取り急ぎ通知まで、

http://www.777true.net/BWG.pdf

