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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手軸周りにプラズマチャンバを有し、該チャンバ内では、供給された作用ガスがイオ
ン化されてプラズマビームが生成されており、
　長手軸に平行な加速区間に亘って正に帯電されたイオンに対する加速フィールドとして
の電気的な電位差を生成するための電極装置を有しており、
　さらにプラズマチャンバ内へ収束された電子ビームを導入するための手段とマグネット
システムによる案内部とを備えたプラズマ加速装置において、
　プラズマチャンバが、長手軸周りで環状に形成され、半径方向でみて内側に存在するチ
ャンバ壁部と半径方向でみて外側に存在するチャンバ壁部を有するように構成されており
、さらに電子ビームは、円筒状の中空ビームとして供給されており、
　マグネットシステムは、プラズマチャンバに関して半径方向で内側に存在する内部マグ
ネット装置と半径方向外側に存在する外部マグネット装置を有し、
　前記内部マグネット装置と外部マグネット装置は長手軸方向で離間された２つの逆の磁
極をそれぞれ有しており、さらに前記マグネットシステムは、長手軸方向に平行な方向で
離間されて順次連続している複数のマグネットサブシステムを含み、該複数のマグネット
サブシステムは、長手軸方向で順次逆の磁極配列を有するように構成されており、
さらに前記内部マグネット装置および外部マグネット装置の磁石が上流からＮ－Ｓ，Ｓ－
Ｎ，Ｎ－Ｓとなるように配置されていることを特徴とするプラズマ加速装置。
【請求項２】
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　前記マグネットシステムは、環状の構造部を有している、請求項１記載のプラズマ加速
装置。
【請求項３】
　プラズマチャンバの長手軸方向にさらに少なくとも１つのさらなる中間電極が２つの磁
極の間に設けられ、該中間電極は長手軸周りで外側のチャンバ壁部に配置された第１のサ
ブ電極と、対向的に内側のチャンバ壁部に配置された第２のサブ電極を備えており、それ
らは、カソード電位とアノード電位の間の電位差の中間電位におかれている、請求項１ま
たは２記載のプラズマ加速装置。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの中間電極は、順次連続するマグネット装置の磁極間の空隙を部分
的または完全に覆っている、請求項３記載のプラズマ加速装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
長手軸周りにプラズマチャンバを有し、長手軸に平行な加速区間に亘って正に帯電された
イオンに対する電気的な加速フィールドを生成するための電極装置を有しており、プラズ
マチャンバ内へ収束された電子ビームを導入するための手段とマグネット系による案内部
とを備えたプラズマ加速装置に関している。
【０００２】
米国特許出願 US 5 329 258 A 明細書には、環状の加速チャンバと、プラズマチャンバに
よる実質的に放射状の磁界とを有する、いわゆるホールスラスト形のプラズマ加速装置が
開示されている。プラズマチャンバのアノードとアノード段部分は、磁気的にシールドさ
れている。長手軸方向に片側が開いたプラズマチャンバ内には、ガスが導入され、このガ
スが、プラズマチャンバ外に設けられたカソードからプラズマチャンバの脚部に設けられ
たアノードへ加速される電子によってイオン化されアノードから加速されて放出される。
放射状の磁界は、電子を装置長手軸周りの円形の閉路に押し込み、それによってプラズマ
チャンバ内でのそれらの滞留時間と衝突確率を高めている。
【０００３】
特開昭５５－１０２１６２公報から公知である、環状のアノードが永久磁石を囲み、さら
に円筒状のカソードによって取り囲まれているイオン源では、環状の開口部から中空のイ
オンビームが放出されている。
米国特許出願 US 36 26 305 明細書からは、物理的な実験に対して１０ＧｅＶのオーダー
にある、より高い運動エネルギを持ったイオンを生成するための装置が開示されている。
ここでは、リング状の真空チャンバ外で例えば１０ＭｅＶの低エネルギの電子によって環
電流が生成され、圧縮チャンバ内に注入されている。短時間だけパルス状に導入されたガ
スからは、イオン化によってリング電子の数よりも少ない数の正のイオンが生成され、こ
れが、電子リングによって生成された電位ヘッドにおいて補角される。短時間のパルス制
御された強い磁界によってリング内で巡回する電子が高速に例えば５０ｋ－ａｍｐ.の環
電流まで加速される。高エネルギー化された電子の環電流に結び付く高い磁界は、リング
軸線に平行に入射し、真空チャンバ内で内部コイル/外部コイルによって生成された磁界
と相互作用する。そのため、環電流は軸方向で高速に加速される。複雑な電子リングシス
テムの電位ヘッドに捕らえられたイオンは、環電流と共に軸方向にもたらされ、それによ
って高い運動エネルギーまで加速される。
【０００４】
米国特許出願 US 3 613 370 明細書では、プラズマ加速器が開示されており、この加速器
では、環状のプラズマチャンバが実質的に半径方向に配向された磁界によって貫通されて
いる。そしてプラズマチャンバ内壁の側方開口部を通って電子が中央のカソードからプラ
ズマチャンバ内へ案内されている。
英国特許出願 GB 2 295 485 A 明細書では、加速されたプラズマビームを生成する装置が
開示されており、ここでは円筒状のプラズマチャンバ内において、中央のカソードから放
出される電子が環状アノード方向に加速される。ここでの磁界は、イオン化効率を高める
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べく、プラズマチャンバ内の電子の滞在時間の延長のために用いられる。
米国特許出願 US 4 434 130 明細書には、中空円筒状に案内される電子の空間電荷作用に
よる、核融合反応炉の２つの逆方向に配向され加速されるイオンビームの案内が記載され
ている。螺旋状経路を移動する電子の案内は、半径方向に配向された静電界と遠心力の間
のフォース平衡において行われる。両方の側から軸方向に供給されるイオンビームは、核
融合領域において高エネルギと衝突する。それに対して片側でコニカルコンプレッション
のもとで供給される電子ビームは、他端において再び拡幅され、導出される。
ドイツ連邦共和国特許出願 DE 198 28 704 A1 明細書からは、長手軸周りのプラズマチャ
ンバと電極装置とマグネットシステムとプラズマチャンバ内への電子ビームの導入手段と
を備えたプラズマ加速装置が公知である。
【０００５】
この公知装置では、円筒状のプラズマチャンバが設けられており、該チャンバ内ではビー
ム発生装置によって生成され強く収束された電子ビームが円筒部軸線に沿って導入されて
いる。電子ビームは、円筒軸線に沿ってマグネットシステムによって案内される。このマ
グネットシステムは、特に順次連続する区分の交番分極によって特徴付けられる。プラズ
マチャンバ内へ高速で案内される電子ビームの電子は、プラズマチャンバの長手軸に沿っ
て通過し、電子ビームの電子に制動作用を与える電気的な電位差を生じさせる。プラズマ
チャンバには、イオン化可能なガス、特に不活性ガスが供給される。これは導入される電
子ビームの電子並びに二次電子によってイオン化される。その際に生じる正のイオンは、
プラズマチャンバの長手軸に沿って電位差により加速され、導入された電子ビームとお案
じ方向に移動する。これらのイオンは、同じ様にマグネット装置並びに空間電荷作用によ
って長手軸に沿って収束されて案内されプラズマチャンバ終端部において電子ビームの電
子の一部と一緒にニュートラルなプラズマビームの形態で出射される。
【０００６】
本発明の課題は、この種のプラズマ加速装置において、効率を向上させるべく改善を行う
ことである。
【０００７】
本発明によれば、電子ビームは強く集束されて円筒状のプラズマチャンバ内に案内される
のではなく、例えば環状のカソード面を介して円筒状の中空ビームが形成される。これは
環状のプラズマチャンバ内へ案内される。プラズマチャンバは、外側のチャンバ壁部と内
側のチャンバ壁部によって半径方向で仕切られており、中空円筒部の半径よりもわずかな
壁厚を有する中空ビームがこれらの壁部の間に給電されマグネットシステムによって案内
される。装置全体は、有利には当該装置の長手軸を中心として少なくともほぼ回転対称で
ある。マグネットシステムも有利には、二重の環状構造を有しているプラズマチャンバに
関して半径方向で外側にある第１のマグネット装置と内側にある第２のマグネット装置を
有している。
【０００８】
公知の装置と同じように本発明による装置も有利には、長手軸方向でプラズマチャンバの
経路上に少なくとも１つの中間電極を含んでおり、この場合は、プラズマチャンバの長手
軸に沿って中間電極が電位差の中間電位におかれている。多数の中間電位への細分割は、
効率の明らかな向上を可能にする。すなわち１つの電子の現下の電位よりも低い電位差で
もって中間電極において低い運動エネルギの電子が捕らえられるからである。効率は、中
間電位段の数と共に単調に増加する。
【０００９】
マグネットシステムは、第１実施例においては、外側と内側のマグネットシステム毎に、
長手軸方向に離間されて対向的に配置されている磁極によってそれぞれ一度だけ極性変化
の生じるシングル段として構成され得る。２つの磁極の少なくともそれぞれ１つの磁極は
長手軸方向でプラズマチャンバの領域に存在している。有利にはシングル段のマグネット
システムの長手軸方向で離間されている２つの磁極は、プラズマチャンバの長手軸方向延
在部に位置する。特に有利には、長手軸方向で相互に順次連続する複数の部分システムを
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備えた多段のマグネットシステムが実施される。それらのうちの各々はそれぞれ１つの外
部マグネット装置と内部マグネット装置を有しており、長手軸方向で順次連続する部分シ
ステムは、交互に対向方向に配向されている。
【００１０】
特に本発明によるプラズマ加速装置は有利には、プラズマチャンバの長手側経路において
プラズマチャンバの側壁領域にまだ少なくとも１つの中間電極装置が存在しており、これ
が正のイオンの加速のために、もしくは導入された電子ビームの制動のために電位差の中
間電位におかれる。そのような中間電極上には僅かな運動エネルギしか持っていない多数
の電子が捕獲される。それによってカソードとアノードの間の電位差は，２つまたはそれ
以上の加速電位に細分割される。加速された電子に対する導入された電子ビームによる損
失は、それによって著しく低減される。特に電気的な効率は、電位段の数と共に単調に増
加する。有利には長手軸方向で電極はそれぞれマグネットシステムないしマグネットサブ
システムの磁極端部の間におかれる。これによって特に良好な電磁界の経過が得られる。
【００１１】
本発明の実施例は、以下の明細書で図面に基づき詳細に説明する。この場合、図１は、側
方断面図が示されたものであり、
図２は、長手軸方向で見た図面であり、
図３は、マグネット装置の１つの段を示した図であり、
図４は、多段の配置構成におけるプラズマ分布を示した図である。
【００１２】
実施例
プラズマ物理学では、通常の正に帯電されたイオンよりも僅かなその質量に起因した電子
の高い運動能力の結果として、プラズマが金属導体に類似して一定の電位を帯びることは
周知である。
【００１３】
しかしながらプラズマが、異なる電位の２つの電極間に存在するならば、このプラズマは
ほぼ、正のイオンよりも高い電位を有する電極（アノード）の電位を帯びる。なぜなら電
子は、プラズマの電位がアノードのほぼ一定の電位になるまでは非常に迅速にアノードの
方向に移動するからであり、それによってプラズマはフィールドフリーとなる。カソード
における比較的薄い境界層においてのみ電位はいわゆる陰極降下で急峻に低下する。
【００１４】
プラズマにおいては、プラズマの伝導性が等方性でない限りは異なる電位には保持されな
い。本発明による装置のもとでは、伝導性の有利な強い異方性が有利な形態で生成される
。電子はローレンツ力の結果として磁力線を横切る移動の際にこの磁力線と移動方向に対
して垂直方向の応力を受けるので、電子は磁力線の方向で容易にずらすことが可能である
。すなわち磁力線の方向で高い導電性が生じ、この方向の電位差は容易に補償することが
できる。しかしながら電界成分による磁力線の垂直方向の電子の加速には、前記ローレン
ツ力は反作用する。そのため電子は、らせん状に磁力線の周りを移動する。その結果磁力
線に対して垂直方向で電子流による即座の補償なしで電界が生じ得る。そのような電界の
安定性に対しては、所属の等電位面が磁力線に対してほぼ平行に延在し、それに伴って電
界と磁界が実質的に交差していると特に有利である。
【００１５】
図１には、本発明による多段型の装置が示されている。この装置では実質的に長手軸ＬＡ
を対称軸線として環状のプラズマチャンバ（この形態は個々の変化例において利用し易い
ものである）に、中空円筒状の電子ビームＥＳが供給されており、その円筒軸線長手軸Ｌ
Ａと一致し、そのビーム壁厚ＤＳ（図２）は、中空円筒状のビーム形状部の半径ＲＳより
も薄い。そのような中空ビームは、例えば環状のカソードと適応するビームシステムを用
いて生成可能である。電子ビームの電子は、プラズマチャンバ内への入射の際に典型的に
は１ｋｅＶ以上の運動エネルギを有する。環状のプラズマチャンバは、側方で内壁ＷＩと
外壁ＷＡによって仕切られている。
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【００１６】
実質的に図１による装置のもとでは、マグネットシステムはもはや個々のリングを長手軸
ＬＡの周りに有するのではなく、プラズマチャンバの外側にマグネット装置ＲＭＡが設け
られており、これは長手軸方向で離間された２つの対向する磁極を有している。同じよう
な形態で、プラズマチャンバに関する半径方向でみて内側にはさらに別のマグネット装置
ＲＭＩが設けられており、これも長手軸方向ＬＲで離間されている２つの磁極を有してい
る。
【００１７】
これらの２つのマグネット装置ＲＭＡとＲＭＩは、半径方向で向かい合って長手軸方向Ｌ
Ｒで実質的に同じように延在している。この２つのマグネット装置は、同じ配向を有して
いる。すなわち長手軸方向ＬＲで同じ磁極配列で配向されている。それにより同じ磁極同
士（Ｎ－ＮないしＳ-Ｓ）が半径方向で向き合い、これらの磁界は、２つのマグネット装
置の各々毎に閉成する。それにより半径方向で向き合っているこれらのマグネット装置Ｒ
ＭＡおよびＲＭＩの磁界の経路は、実質的にプラズマチャンバの中心に存在する中心面に
よって分離されるものとみなされる。磁力線Ｂは、前記中心面（これは必ずしもフラット
である必要はない）を貫通することなく、それぞれの装置の磁極間をカーブしながら経過
している。そのような中心面の各半径方向側では実質的に２つのマグネット装置ＲＭＡな
いしＲＭＩのうちの１つの磁界のみが作用している。
【００１８】
前記実施例は、単に１つの内部マグネット装置と外部マグネット装置を有したマグネット
システムに対しても有効である。そのようなマグネット装置は、例えば実質的に対称軸Ｌ
Ａに平行して離間された磁極を備える２つの同心に配置された環状型永久磁石によっても
形成し得る。そのような装置は図３に示されている。
【００１９】
本発明の特に有利な実施形態によれば、長手軸方向ＬＲに２つまたはそれ以上のマグネッ
ト装置が相前後して配設される。この場合順次連続したマグネット装置の磁極の配向は、
冒頭に述べたような公知装置のように逆方向である。そのため長手軸方向で向かい合った
順次連続するマグネット装置の磁極は同種のものであり、それによって磁界の短絡が生じ
ることはなく、シングル段での実施例で説明した磁界経路は実質的に全ての順次連続する
段に対して維持され続ける。
【００２０】
順次連続するこれらの磁界は、一方では収束されてプラズマチャンバ内へ導入された一次
電子ビームに作用し、また他方ではプラズマチャンバ内で生成される二次電子の１つの段
から次の段への流出を阻止する。イオンバリアＩＢは、カソードＫＡへのイオンの遷移を
防止する。
【００２１】
有利なプラズマ加速装置では、プラズマチャンバの長手軸方向でさらに少なくとも１つの
さらなる中間電極が設けられている。これは電位降下の中間電位におかれている。そのよ
うな中間電極は有利には、少なくとも１つの側壁、有利には２つのサブ電極の形態で向か
い合ったプラズマチャンバの内側側壁と外側側壁に配設されている。特に有利には、これ
らの電極の位置は、長手軸方向で２つの磁極の間に位置付けされる。図１による装置にお
いては、長手軸方向に複数の段Ｓ０，Ｓ１，Ｓ２がそれぞれ１つのマグネットサブシステ
ムとそれぞれ１つの電極システムを備えている。マグネットサブシステムは、図３に示さ
れているようにそれぞれ内側のマグネットリングＲＭＩと外側のマグネットリングＲＭＡ
からなっている。サブ電極システムは、順次連続する段Ｓ０，Ｓ１，Ｓ２においてそれぞ
れ１つの外側電極リングＡＡ０，ＡＡ１，ＡＡ２と半径方向で向かい合った内側電極リン
グＡＩ０，ＡＩ１，ＡＩ２を含んでいる。この場合長手軸方向の電極の延び方は、外側リ
ングと内側リングとでは実質的に同じである。相互に向かい合った各サブシステムの電極
リング、すなわちＡＡ０，ＡＡ１，ＡＡ２とＡＩ０，ＡＩ１，ＡＩ２は、それぞれ同じ電
位におかれる。この場合特に電極ＡＡ０とＡＩ０は、装置全体のアース電位におかれても
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よい。内側電極及び外側電極ＡＡ０、ＡＡＩ………並びにマグネット装置の磁極は、外壁
ないし内壁に集積化されてもよい。
【００２２】
電極によって生成される電界は、プラズマの形成に重要な領域内を磁力線に対してほぼ垂
直に延在する。順次連続する段の電極間の特に最大の電位勾配領域内では、磁力線と電界
ラインが実質的に公差する。そのため、収束された一次電子の経路に沿って生成される二
次電子が、完全に制動された一次電子も含めて電極の直接の短絡を引き起こすことはない
。二次電子は、実質的に環状で多段のマグネットシステムの磁力線に沿ってしか移動でき
ないので、生成されるプラズマビームは実質的に、集束された一次電子の円筒状の層体積
に制限され続ける。プラズマの突出部は、実質的に軸方向の磁界成分の徴候変化の領域（
ここでは実質的に半径方向でマグネット装置の磁極方向に磁界が現れる）だけに存在する
。プラズマチャンバに供給される作用ガスＡＧ、特にキセノンガスは、一次電子と特に二
次電子によってイオン化される。加速されたイオンは、導入された電子ビームの制動され
た一次電子と一緒に中性のプラズマビームＰＢとして放出される。
【００２３】
図示されている装置のもとでは、順次連続する電極（これらは同時に順次連続するマグネ
ット装置の磁極位置とも一致する）の間の位置において長手軸方向でプラズマの集中が生
じている。図１に示されている装置によれば有利には、プラズマが、順次連続した個々の
段において順次連続する電極の段毎に異なる電位におかれる。これについては特に電極と
マグネット装置が長手軸方向で次のように配置される。すなわち準周期性の磁界の空間位
相位置（物理的位相角）が、絶対最小軸磁界と電極の中央の間で測定された同じような準
周期性の電界に対して最大で＋/-４５゜だけ、特に最大で+/-１５゜だけシフトされるよ
うに配置される。この場合は磁力線とプラズマチャンバの側壁に配置された電極とのコン
タクトは達成され、磁力線に沿った電子の容易なシフト性によって、プラズマ電位は、当
該段の電極電位にセットされる。それによって、順次連続する異なった段に対するプラズ
マ集中は、異なった電位となる。
【００２４】
軸線方向での最大の電位勾配の箇所は、それによって軸線方向で電気的に絶縁作用する半
径方向の磁界経路によって特徴付けられる。この箇所においては実質的に正のイオンの加
速が、これのために長手軸方向に加速する電界の方向で行われる。環状構造部内の閉じこ
められたドリフト経路上でホール電流として循環する、二次電子は十分に存在するので、
実質的に中性のプラズマは、長手軸方向でプラズマチャンバの放出開口部の方向に加速さ
れる。その際図１および図２に示されているように、装置の長手軸方向ＬＲの特定の箇所
における層面内には、長手軸ＬＡ周りに半径の異なる逆方向の環状のホール電流ＩＩない
しＩＡが存在する。
【００２５】
前述の良好な準周期的磁界および電界構造の位相シフトは、一方では図２による装置によ
って、前述の最大で+/-４５゜の許容シフト、特に最大で+/-１５゜の許容シフトによって
達成される。代替的な変化例は図４に示されており、そこでは長手軸方向で離間されてい
る電極段ＡＬｉ,ＡＬｉ＋１の周期長が、順次連続するマグネットリング装置の周期長の
二倍の長さと同じである。そのような装置は、それぞれ２つの対向するマグネットサブシ
ステムと１つの電極システムを含んでいる段へ細分割可能であり、これは図１のものに比
べて二倍の長さを有する。
【００２６】
図４に示されている装置では、電極が、順次連続したマグネットサブシステムの磁極ポイ
ントをブリッジした領域内にコンタクトゾーンが生じており、そこにおいては、磁力線に
追従する二次電子が電極によって受取られ、それに伴ってプラズマと電極の間にコンタク
トゾーンＫＺが生じる。それに対して磁極ポイント（これは同時に長手軸方向に順次連続
する２つの電極の間にも位置する）には、高い勾配電位を有する絶縁ゾーンＩＺがプラズ
マ中に生じる。



(7) JP 4944336 B2 2012.5.30

10

20

【００２７】
別の１つの実施形態によれば、マグネットシステムないしは１つのマグネットサブシステ
ムの相対向して存在する外側マグネットリングと内側マグネットリングが逆方向の磁極配
列で設けられてもよい。そのため図１に相応する断面においてはこの配置構成によって、
各段毎に１つの四重極磁場が生じる。長手軸方向に対して垂直な方向の面内にある電流Ｉ
Ａ、ＩＩは、同方向となる。本発明によって行われるその他の手段は、このような装置で
も相応の形態で適用可能である。
【００２８】
前述した特徴および請求項に記載される特徴は、個別であってもあるいは様々な組合せに
おいても有利に実現可能である。本発明は、前述した実施例に限定されるものではない。
それどころか当業者の知識の枠内では、多くの様々な手法が適用可能である。特に対称軸
の周りでは必ずしも厳密な軸対称が強いられるものでもない。それどころか対称的な経路
へ意図的な非対称性を重畳してもよい。また磁場や電場、電極あるいはマグネット装置の
環状の形態は、必ずしも円筒状の形態を厳密に意味するものではなく、回転対称からのず
れ、もしくは長手軸方向での円筒状経路に関するずれがあってもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】　側方断面を示した図である。
【図２】　長手軸方向で見た図面である。
【図３】　マグネット装置の１つの段を示した図である。
【図４】　多段の配置構成におけるプラズマ分布を示した図である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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