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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つまたは複数のポンプを有する真空チャンバ（３、２０、３２）と、
　第１の高周波発生器（５、１７、２８、４０）を有する第１の発振回路と、
　前記第１の発振回路の調整可能なキャパシタンスおよび調整可能なインダクタンスと、
　前記第１の発振回路内へ構成部品（１、２１、３１、３９）を組み込むための第１の端
子と、
　第２の高周波発生器（１８、２９、４０）を有する少なくとも１つの第２の発振回路と
、
　前記第２の発振回路内へ前記構成部品（１、２１、３１、３９）を組み込むための第２
の端子と、
　前記第２の発振回路の調整可能なキャパシタンスおよび調整可能なインダクタンスとを
具備しており、
　前記第２の発振回路に少なくとも１つのアンテナ（３３、３４）またはコンデンサプレ
ート（４３、４４、４６）が装備されており、これにより第２の発振回路のエネルギーを
無接触で前記構成部品（１、２１、３１、３９）に伝達することができ、前記アンテナ（
３３、３４）または前記コンデンサプレート（４３、４４、４６）が前記真空チャンバ内
に配置されており、
　前記第一および前記第二の発振回路に前記構成部品を組込むことにより、前記構成部品
の表面上にプラズマを生成し、
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　本装置に付加的に少なくとも１つのマイクロ波プラズマ発生器（３５、３６、３７）が
装備されており、このマイクロ波プラズマ発生器が、真空チャンバの外部に配置されてお
り、かつ接続端子を介して真空チャンバに結合されている、車の車体のような体積の大き
な構成部品にプラズマ支援によるコーティングおよび表面処理を施す装置。
【請求項２】
　前記第２の発振回路内へ前記構成部品（１、２１、３１、３９）を組み込むための前記
第２の端子が、導電結合用、容量結合用または誘導結合用として構成されていることを特
徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記第２の発振回路に端子が装備されており、これにより前記構成部品（１、２１、３
１、３９）の第１の極を第２の発振回路に導電接続することができること、および、この
第２の発振回路に前記コンデンサプレート（４３、４４、４６）または電極が装備されて
おり、これにより前記構成部品（１、２１、３１、３９）の第２の極を第２の発振回路に
容量接続することができることを特徴とする請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記マイクロ波プラズマ発生器（３５、３６、３７）の位置が、前記構成部品（１、２
１、３１、３９）に対して相対的に調整可能であることを特徴とする請求項１に記載の装
置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一つに記載の装置を用いて、車の車体のような体積の大きな構
成部品にプラズマ支援によるコーティングおよび表面処理を施す方法において、
　前記構成部品（１、２１、３１、３９）が真空チャンバ（３、２０、３２）内に配置さ
れ、この真空チャンバ（３、２０、３２）が排気されること、
　前記構成部品（１、２１、３１、３９）が、第１の高周波発生器（５、１７、２８、４
０）を有する第１の発振回路に接続されること、
　前記第１の発振回路のインダクタンスおよび／またはキャパシタンスが、前記構成部品
（１、２１、３１、３９）のインダクタンスおよび／またはキャパシタンスに合わせて調
節されること、
　少なくとも１つの第２の発振回路および少なくとも１つの第２の高周波発生器（１８、
１９、２９、３０、４０）を用いて、付加的にエネルギーが生成され、このエネルギーが
前記構成部品（１、２１、３１、３９）に伝達されることを特徴とする方法。
【請求項６】
　前記第２の発振回路のインダクタンスおよび／またはキャパシタンスが、前記構成部品
（１、２１、３１、３９）のインダクタンスおよび／またはキャパシタンスに合わせて調
節されることを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記構成部品（１、２１、３１、３９）が、少なくとも前記第２の発振回路の１つの極
に導電接続されることを特徴とする請求項５または６に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２の発振回路の少なくとも１つの極が、前記構成部品（１、２１、３１、３９）
に容量接続または誘導接続されることを特徴とする請求項５～７のいずれか一つに記載の
方法。
【請求項９】
　コーティング材料が前記真空チャンバ（３、２０、３２）内へ導入されること、および
、このコーティング材料がプラズマ相から前記構成部品（１、２１、３１、３９）上に析
出することを特徴とする請求項５～８のいずれか一つに記載の方法。
【請求項１０】
　プラズマが、少なくとも１つの付加的なマイクロ波プラズマ発生器（３５、３６、３７
）によって着火されることを特徴とする請求項５～９のいずれか一つに記載の方法。
【請求項１１】
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　前記構成部品（１、２１、３１、３９）の表面におけるプラズマの粒子密度および／ま
たはエネルギー密度が、少なくとも１つの付加的なマイクロ波プラズマ発生器（３５、３
６、３７）によって空間的および時間的に一定に保持されること、または時間的に変動さ
れることを特徴とする請求項５～１０のいずれか一つに記載の方法。
【請求項１２】
　作動ガスおよび／またはコーティング材料が、少なくとも１つのマイクロ波プラズマ発
生器（３５、３６、３７）によって調製または前処理されることを特徴とする請求項５～
１１のいずれか一つに記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、体積の大きな構成部品にプラズマ支援によるコーティングおよび表面処理を
施す装置および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　圧力、温度およびプラズマ組成のようなプラズマパラメータが適当に選択されている場
合、構成部品の表面をプラズマに曝露することで、この表面の機能性および特性に意図的
に作用を与え、それらを変化させることができる。従来技術では、任意の材料から成る表
面を処理、改質またはコーティングする方法が公知であり、これらの方法では、プラズマ
の粒子流またはエネルギー流が利用される。これらの方法には、とりわけ、プラズマ溶射
、アークプラズマ溶融、プラズマ熱処理法、プラズマＣＶＤ法およびプラズマクリーニン
グが含まれる。被加工物表面の機能性の変更は、プラズマ粒子を意図的に作用させること
によって行われる。これは、特定の化学特性を有する粒子との相互作用によって、あるい
はプラズマから発せられる放射の作用によって可能となる。構成部品にプラズマコーティ
ングを施す方法では、コーティング材料が、エネルギーの供給によって蒸気状態または気
体状態にされ、蒸気相または気相から構成部品上に析出される。
【０００３】
　プラズマを生成するためには、プラズマトーチ、例えば、アークプラズマ発生器、高周
波プラズマ発生器、マイクロ波プラズマ発生器などが用いられる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述の熱プラズマは、ある程度耐熱性に秀でた構成部品を加工することに適している。
プラスチック製の構成部品の場合、または、最大１００－２００℃の温度にまでしか曝露
することが許されていない、既に塗装された構成部品の場合、この種の方法は利用できな
い。
【０００５】
　公知のプラズマ発生器を用いるプラズマ処理は、確かに小さな構成部品の場合には向い
ているが、大きな構成部品には適していない。プラズマは、非常に限られた範囲でしか生
じず、構成部品全体にわたって形成されることはない。従って、大きな構成部品の表面全
体をプラズマ処理するためには、プラズマジェットが構成部品全体に誘導されねばならな
い。これは、例えば車両の車体のような構成部品の場合、要する時間と費用とが増大する
ことにつながる。
【０００６】
　エネルギー密度が比較的小さな、希薄なプラズマを生成する場合にも、高周波発生器が
用いられる。高周波発生器の周波数範囲は、数百キロヘルツから数十ギガヘルツの間であ
る。プラズマは、電極の表面またはアンテナの表面に湧出するように生成され、空間へ広
がっていく。コーティング材料は、スパッタリングによって、いわゆるスパッタリングタ
ーゲットから溶出されて、あるいは物理蒸着法（略称ＰＶＤ法）の場合には気化されて、
その後、構成部品面に析出する。短所として明らかになっていることは、プラズマの組成
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と温度とが、プラズマトーチからの間隔が増大するにつれて変化する点である。これによ
り、構成部品の表面全体に均一な膜が析出することが困難となる。また、これらの方法で
は、限られた数のコーティング材料によるコーティングしか実施できない。
【０００７】
　ＰＶＤ法を用いて大きな構成部品の表面全体をプラズマ処理する際の短所は、平均自由
行程が大きくなければならず、また、真空チャンバ内の圧力が非常に小さくなければなら
ないことである。このことは、構成部品の大きさに関連して真空チャンバが大きくなるた
めに、技術的および財政的なコストの増大につながっている。
【０００８】
　また、これらの公知の方法は、車両の車体の場合に生じるような間隙、継ぎ目、中空部
およびアンダーカット部を処理することには適していない。プラズマ源の方を向いていな
い面は、均一なプラズマに曝露されていない。プラズマ源の方を向いた面では、傾斜が大
きいために均一な加工が保証されない。これは、特に、照射工程が主となる加工工程に当
てはまる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　これに対して、請求項１の特徴を備えた本発明に係る装置および請求項７の特徴を備え
た本発明に係る方法は、大きな構成部品が、表面全体にわたって均一に作用するプラズマ
処理を受けることができるという利点、および、プラズマに含まれた物質の反応によって
、構成部品の表面に膜または膜構造が析出できるという利点を有する。それぞれ調整可能
なインダクタンスとキャパシタンスとを有する少なくとも２つの高周波発生器を備えた少
なくとも２つの発振回路によって、および、少なくとも２つの発振回路に構成部品を結合
すること、または組み込むことによって、構成部品の表面上に、また場合によっては、構
成部品により画成された中空部内にも、プラズマが生成される。このプラズマの粒子密度
およびエネルギーは調整可能であり、可変である。プラズマの形態は、発振回路のコンポ
ーネントに依存し、特に、励起周波数、発振回路と構成部品とのキャパシタンスおよび発
振回路と構成部品とのインダクタンスに依存する。その際、構成部品のインダクタンスと
キャパシタンスは、事前に定められている。他の全てのコンポーネントおよび付随するパ
ラメータは調整可能である。本装置および本方法は、このように多くのパラメータの調整
が可能であるので、構成部品の表面に生成される、プラズマのエネルギー密度および粒子
密度に高い自由度および可変性があって秀でている。
【００１０】
　少なくとも１つの別の発振回路を付加することによって、構成部品の表面におけるプラ
ズマのパラメータを調整する自由度が高まる。第１および第２の高周波発生器の励起周波
数、ならびに、場合によって付加されている他の高周波発生器の励起周波数は、同一であ
っても、異なっていてもよい。全ての高周波発生器が同じ励起周波数で動作する場合、高
周波発生器が１つのみの場合に比して、プラズマに変換される出力は増大する。これらの
励起周波数を変動させ、各発振回路について異なった調整を行った場合、プラズマに異な
った励起モードを働かせることができる。このようにして、原子、電子、イオンなどの所
定の粒子をプラズマ内に生成すること、プラズマ内の化学反応を実現あるいは促進するこ
と、および、所望の波長のビーム放射を引き起こすことが可能となる。
【００１１】
　発振回路は、互いに独立しており、互いに独立して動作させることができる。そのため
に、各発振回路は、固有の高周波発生器と、別なインダクタンスおよびキャパシタンスと
が備えている。
【００１２】
　本装置は、多周波プラズマ発生器として動作させることが可能である。
【００１３】
　処理およびコーティングの対象には、外表面および内表面の両方が含まれている。間隙
、継ぎ目、中空部およびアンダーカット部に加工を施すことも可能である。このような領
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域は、特に、複数の部材から成る構成部品の場合に生じる。
【００１４】
　本発明に係る装置および本発明に係る方法は、さまざまな大きさの任意の構成部品の場
合に用いることができる。本装置および本方法は、特に、大きな構成部品、例えば数例だ
けを挙げると、車両の車体、飛行機の部品および機械の部品などに適している。これの前
提は、真空チャンバが必要な大きさを有していること、ならびに、構成部品を真空チャン
バ内へ導入できること、および真空チャンバに対して絶縁できることである。真空チャン
バへの構成部品の導入および真空チャンバからの構成部品の導出を行うために、真空チャ
ンバに搬送機構を装備することが可能である。
【００１５】
　構成部品は　本装置の真空チャンバ内へ搬入される。このために搬送機構を用いるのが
好ましい。次に、構成部品は、第１の高周波発生器を備えた第１の発振回路に接続される
か、あるいは、第１の発振回路に少なくとも部分的に無接触で結合される。その際、構成
部品は、導電結合、容量結合または誘導結合を介して発振回路に組み込まれる。混合形式
のカップリングを用いることも可能である。例えば、一方の極に導電結合を、他方の極に
容量結合を用いて構成部品を発振回路に結合することもできる。誘導結合は、例えば、コ
イルを介して行われ、コイルは、真空チャンバ内において構成部品の近傍に配置される。
これにより、構成部品は、第１の発振回路の一部を形成する。それに続いて、または同時
に、構成部品は同じようにして第２の発振回路へ組み込まれる。第１および第２の発振回
路の高周波交流電流が、構成部品の中を流れる。その際、構成部品のインダクタンスおよ
びキャパシタンスは、発振回路のインダクタンスおよびキャパシタンスに作用する。電力
を最適に構成部品に結合することを保証するために、それぞれ、加工すべき構成部品と別
のキャパシタンスおよびインダクタンスとから成る両発振回路は、適当に適合されねばな
らない。これは、両発振回路のキャパシタンスおよびインダクタンスの変動によって実施
される。発振回路のキャパシタンスおよびインダクタンスの調整は、手動または自動で行
うことができる。自動調整の場合、まず、構成部品のキャパシタンスとインダクタンスと
が検知される。発振回路のキャパシタンスおよびインダクタンスの変動によって、発振回
路の周波数が変化する。
【００１６】
　本発明に係る装置および本発明に係る方法を用いることで、構成部品のさまざまな加工
が可能である。１つまたは複数の膜を構成部品上に析出して、構成部品の表面を活性化さ
せることで、その後の加工、例えば塗装やコーティングのためにこの表面を準備すること
ができる。また、プラズマを用いて生成されたビーム、例えばＵＶ領域のビームによって
、表面のコーティングを硬化することもできる。さらに、ＵＶ塗料を架橋することも可能
である。あるいは、表面のエッチングや雑菌の除去を行うこともできる。表面放電の発生
によって、表面に電気的な作用が生じ、この作用を表面の加工に利用することが可能であ
る。
【００１７】
　プラズマは、構成部品の表面に渦電流が発生することによって生成される。構成部品の
中を流れる交流電流は、振動する磁界を発生させ、この磁界は、構成部品の形状に従って
その周囲に広がっていく。磁界の時間的な変化によって電界が生じ、この電界が構成部品
の周囲におけるプラズマの生成と維持とを司る。
【００１８】
　本発明の有利な構成では、真空チャンバ内にアンテナ、リフレクタ、金属薄板、金属製
の管および／または格子が設けられている。構成部品自体がアンテナとなって、そこから
電磁波が真空チャンバの空間内へ放射される。この作用は、構成部品の周囲にあるその他
のアンテナ状の部材によって支援することができる。このような部材としては、金属製の
薄板または格子などがある。螺旋状に配置された管、例えば銅製の管も、同様にこの作用
を実現することができる。これらの部材の中へ電磁波が入射し、構成部品からある程度の
間隔をおいて別なプラズマを生成する。このようにして、プラズマの放射束を構成部品の
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方向へ操作することができる。
【００１９】
　本発明の別の有利な構成では、真空チャンバ面または真空チャンバ内に１つまたは複数
のマイクロ波プラズマ発生器が配置されている。マイクロ波プラズマ発生器の働きは、所
定の位置でプラズマの一定の粒子密度またはエネルギー密度を支援して、特に真空チャン
バ内が高圧または高粒子密度である場合に、および、真空チャンバ内への流入前または流
入時に作動媒体およびその成分を前処理または調製するために、プラズマを着火させるこ
とである。マイクロ波プラズマ発生器は、例えば、前駆物質の調製のために利用すること
ができる。有利には、マイクロ波プラズマ発生器の位置は調整可能であって、この位置を
構成部品に最適に適合させることができる。また、マイクロ波プラズマ発生器を真空チャ
ンバの外部に配置して、接続端子を介して真空チャンバに結合することも可能である。
【００２０】
　本発明に係る方法および本発明に係る装置を用いることで、単一成分物質をプラズマに
変換することが可能である。場合によっては、そのために、別のエネルギー源、例えば別
のプラズマトーチが、または上述のマイクロ波プラズマ発生器の１つが必要とされる。こ
のような物質の変換は、直接、構成部品の表面において、そこで燃焼しているプラズマ内
で行われる。
【００２１】
　粒子密度またはエネルギー密度の時間的な変動によって、構成部品の表面に傾斜膜を析
出させることができる。また、プラズマに供給される物質の時間的な変動によって、複数
の異なった膜または１つの連続膜が、構成部品の表面に析出できる。これは、精確に制御
することが可能である。
【００２２】
　本発明の別の有利な構成では、作動ガスが真空チャンバ内へ与えられる。これによって
、真空チャンバ内の圧力を高めることができる。例えば、１０００Ｐａまでの圧力が可能
である。作動ガスは、構成部品の表面と化学的に相互作用を始める。作動ガスとして、要
件に応じてさまざまなガスを使用することが可能である。
【００２３】
　本発明のさらに別の有利な構成では、付加された液体が気化されて、バルブを介して真
空チャンバ内へ与えられる。この液体蒸気は、作動ガスと同じ役割を果たす。
【００２４】
　本発明のさらに別の有利な構成では、高周波発生器を通じて、０．１ＭＨｚから１０Ｍ
Ｈｚの交流電圧が発振回路へ供給される。交流電圧は１ＭＨｚから４ＭＨｚの間であるこ
とが特に好ましい。
【００２５】
　本発明のさらに別の有利な構成では、真空チャンバは、０．０５Ｐａから１０００Ｐａ
までの圧力にまで排気される。従来技術において公知である方法とは異なり、作動圧は、
用途に応じて数十ｍｂａｒまで高めることができる。従って、加工すべき構成部品の表面
と相互作用を始める粒子の数を制御するために利用可能なツールが１つ増えることになる
。
【００２６】
　本発明のその他の効果および有利な構成については、以下の説明、図面および請求項で
明らかにする。
【００２７】
　図面には、プラズマコーティングを施すための、本発明に係る装置の実施例が示されて
いる。以下において、この装置について説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】プラズマ処理を施す装置の正面図である。
【図２】プラズマ処理を施す装置の平面図である。
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【図３】図１および図２に示した装置の回路図である。
【図４】プラズマ処理を施す装置の回路図であり、３つの発振回路を備え、これらの回路
に構成部品が導電可能に組み込まれている。
【図５】プラズマ処理を施す別の装置の回路図であり、３つの発振回路を備え、そのうち
２つの発振回路にアンテナが装備されている。
【図６】図４に示した、プラズマ処理を施す装置の回路図であり、マイクロ波プラズマ発
生器が付加的に装備されている。
【図７】構成部品と発振回路との間の導電性接続部を示す。
【図８】導電性接続部およびアンテナを介した、発振回路への構成部品の組み込みを示す
。
【図９】図８に示した組み込みであるが、位相線路に並列回路が付加されている。
【図１０】２つの高周波発生器を備えた２つの発振回路への構成部品の組み込みを示す。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　図１から図３は、プラズマ支援によるコーティングおよび表面処理を施すための装置を
示す正面図、平面図および回路図である。これらの図には、第１の高周波発生器の第１の
発振回路に構成部品をどのように組み込むかが示されている。図４から図６および図１０
は、複数の発振回路への構成部品の組み込みを示す。
【００３０】
　図１から図３に示した装置の場合、加工すべき構成部品１が、レール２と図に示されて
いないローラとを介して真空チャンバ３内へ搬入される。レールとローラは、相俟って搬
送機構を形成する。搬送機構には、付加的に駆動部を装備しておくことができるが、図に
は示されていない。レール２には絶縁部４が設けられており、これにより、構成部品１が
真空チャンバ３に対して絶縁される。構成部品が終端位置へ達すると同時に、高周波発振
回路と構成部品との間の接点が閉じられる。これは、図示されていない摺動接点を介して
行われ、摺動接点は形状結合によって構成部品１に密着する。この時点で、構成部品は発
振回路の一部となっている。第１の発振回路は、構成部品１以外に、図３に示されたフィ
ードバックコイル１１を備えた第１の高周波発生器５、同軸ケーブル６、外部発振回路７
および高周波供給線路８から成り、この高周波供給線路の終端に摺動接点が設けられてい
る。真空チャンバ３内には、高周波供給線路８用の高周波フィードスルー９が設けられて
いる。構成部品の上方には、プラズマ用のリフレクタ１０が設けられている。
【００３１】
　その他の発振回路および高周波発生器は、それぞれ適当な方法で、または同様の方法で
真空チャンバに配置されて、構成部品に接続されている。これに関する回路図が、図４か
ら図６に示されている。
【００３２】
　図３は、図１および図２に示した装置の模式的な回路図である。第１の高周波発生器５
は、同軸ケーブル６を介して第１の発振回路に交流電流を供給する。第１の高周波発生器
５は、フィードバックコイル１１を備えており、このコイルのインダクタンスは自動的に
調整することができる。第１の発振回路のうち、真空チャンバの外部に位置する部分を、
外部発振回路７と呼ぶ。外部発振回路７内には、３つのコンデンサ１２が設けられている
。これらのコンデンサは、全てまたは一部のみを発振回路へ組み入れることができ、これ
により、総キャパシタンスを変化させることができる。発振回路のインダクタンスは、実
質上、構成部品１によって決まる。構成部品１は、高周波供給線路８を介して外部発振回
路７に接続されている。構成部品に合わせて発振回路のインダクタンスを調節するために
、コイル１３が外部発振回路に設けられている。それに加えて、高周波供給線路８にタッ
プを有するもう１つのコイル１４が、直接、コイル１３に接続して設けられている。この
コイルは、必要な場合にのみ、総インダクタンスを調節するために発振回路へ組み入れら
れる。この場合には、高周波供給線路８の代わりに高周波供給線路８ａが用いられる。構
成部品１は、選択的に線路１５を介して接地することができる。
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【００３３】
　非常に低い出力で高周波交流電流を供給することによって、構成部品１と発振回路との
間の接点が検査される。接点が要件を満たす場合、真空チャンバ３は排気される。真空チ
ャンバ３内の圧力が、処理の種類に応じた所定の値に達した後、高周波交流電流が発振回
路へ供給される。構成部品１の表面に、構成部品の処理に必要とされるプラズマが発生す
る。構成部品の表面におけるプラズマ作用の制御は、交流電流を発振回路へ供給する送信
管１６の陽極電圧を調整することによって行われる。発振回路の送信管１６の電流－電圧
特性曲線を監視することによって、プラズマへの電力の伝達効率が管理される。プラズマ
処理中の発振回路の微調節は、発振回路のフィードバックコイルのインダクタンスを変動
させることによって行われる。さらに、それに先んじて、別のインダクタ１４またはキャ
パシタ１２を組み込むことによって、加工すべき構成部品に合わせてシステムの粗調節を
行うことも可能である。
【００３４】
　図４は、プラズマ支援によるコーティングおよび表面処理を施す装置の実施例の回路図
であり、３つの発振回路と３つの高周波発生器１７、１８および１９を備えている。３つ
の各高周波発生器は、真空チャンバ２０内に配置された構成部品２１と共に、それぞれ発
振回路に組み込まれている。各高周波発生器と構成部品とは、別のキャパシタおよびイン
ダクタと共に、それぞれ第１、第２および第３の発振回路を形成する。３つの各発振回路
には、コンデンサ、コイルおよび送信管が、図３の回路図に示された通りに装備されてい
る。従って、ここでは詳細な説明は省く。構成部品は、３つ全ての発振回路に導電可能に
組み込まれている。そのために、各発振回路の線路２２、２３および２４が、構成部品に
接続されている。第２の接続端子２５、２６、２７は接地されている。
【００３５】
　これに対して、図５に示した、３つの高周波発生器を備えた別の実施例では、第１の高
周波発生器２８のみが、図３の回路図通りに真空チャンバ３２内の構成部品３１に接続さ
れている。他の２つの高周波発生器２９および３０には、アンテナ３３および３４が装備
されており、これにより、第２および第３の発振回路のエネルギーを構成部品３１に向け
て発し、無接触で伝達することができる。両アンテナ３３および３４は、コイルとして構
成されている。従って、第２および第３の発振回路との構成部品３１の結合は、誘導結合
である。
【００３６】
　図６に示された実施例は、３つの罰のマイクロ波プラズマ発生器３５、３６および３７
を除いて、図４に示した実施例と同じである。マイクロ波プラズマ発生器は、真空チャン
バ２０内に配置されている。
【００３７】
　図７から図１０は、図３に示した高周波発生器を備えた発振回路へ構成部品を結合する
種々の可能な方法を示す。簡略化のために、図７から図１０では、各高周波発生器、構成
部品および構成部品への結合のみが示されている。この構成部品３９は、いずれも車両の
車体である。
【００３８】
　図７では、構成部品３９は、２つの極において、流電によって、従って導電可能に第１
の高周波発生器４０の発振回路に組み込まれている。レール２上に配置された構成部品は
、図１に示した真空チャンバ内へ導入されると、端子として働くプレート４１に導電接続
される。このプレートによって、構成部品との形状結合が可能となり、従って、導電接続
のために十分な機械的接触が保証される。第２の極４２は、グランドに接続されており、
接地電位にある。
【００３９】
　図８では、構成部品３９は、図７の場合と同様に一方の極でプレート４１を介して導電
結合によって、もう一方の極ではコンデンサプレート４３を介して容量結合によって、高
周波発生器４０の発振回路内へ組み込まれている。図９に示した組み込みの場合、さらに
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別のコンデンサプレート４４が、位相線路４５を介して発振回路に接続され、構成部品３
９に導電結合されている。
【００４０】
　図１０は、第１の高周波発生器４０および第２の高周波発生器４０へそれぞれ導電端子
および容量端子を介して構成部品３９を結合した状態を模式的に示す。両高周波発生器４
０の両発振回路への結合は、どちらも図８に示された原理に従って行われる。そのために
、第２の高周波発生器４０の発振回路にもコンデンサプレート４６が装備されている。
【００４１】
　本発明の全ての特徴は、単独においても任意の組み合わせにおいても本発明の構成要件
であり得る。
【符号の説明】
【００４２】
１　構成部品
２　レール
３　真空チャンバ
４　絶縁部
５　第１の高周波発生器
６　同軸ケーブル
７　外部発振回路
８　高周波供給線路
９　高周波フィードスルー
１０　リフレクタ
１１　フィードバックコイル
１２　外部発振回路のコンデンサ
１３　コイル
１４　コイル
１５　線路
１６　送信管
１７　第１の高周波発生器
１８　第２の高周波発生器
１９　第３の高周波発生器
２０　真空チャンバ
２１　構成部品
２２　高周波供給線路
２３　高周波供給線路
２４　高周波供給線路
２５　第２の端子
２６　第２の端子
２７　第２の端子
２８　第１の高周波発生器
２９　第２の高周波発生器
３０　第３の高周波発生器
３１　構成部品
３２　真空チャンバ
３３　アンテナ
３４　アンテナ
３５　マイクロ波プラズマ発生器
３６　マイクロ波プラズマ発生器
３７　マイクロ波プラズマ発生器
３８
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３９　構成部品
４０　第１の高周波発生器
４１　プレート
４２　第２の極
４３　コンデンサプレート
４４　コンデンサプレート
４５　位相線路
４６　コンデンサプレート

【図１】 【図２】



(11) JP 5847381 B2 2016.1.20

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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