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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　核融合燃料から成る定常プラズマを備えるためのリアクタチャンバと、
　前記定常プラズマ中の核融合反応から正味電力を生成するために前記プラズマを十分な
レベルに加熱し、前記プラズマのイオンエネルギーを増大させるための加熱システムと、
　前記リアクタチャンバに対して同軸に位置し、前記定常プラズマを閉じ込めるのに十分
な磁気を生成し、スクレイプオフ層への核融合生成物の急速な減少を促進する複数の磁石
と、
　前記核融合反応の前記電力の出力を維持するための前記核融合燃料の追加量を噴射する
燃料噴射システムと、
　前記リアクタチャンバ内で低温推進剤を加熱して高温推進プラズマに変換するためのス
クレイプオフ層の端部にあるガスボックスと、
　前記スクレイプオフ層の質量を増大させるために前記ガスボックスに低温ガス推進剤を
噴射する推進剤噴射システムと、
　推力を発生するために前記ガスボックスから遠位の前記リアクタチャンバの端部の外へ
前記スクレイプオフ層上で前記高温プラズマを誘導するための磁気ノズルと、
　放出された推進剤を十分に方向づけられた流れに沿ってロケットエンジンの磁場から切
り離す推進剤脱離システムと、を有する、推力増大を伴う核融合を採用するロケットエン
ジンを備えるシステム。
【請求項２】
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　前記核融合燃料は、重水素およびヘリウム３を有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記複数の磁石は、前記プラズマと連結して磁場反転配位において磁場を生成する、請
求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記磁石は、超電導磁気コイルである、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記磁石は、永久磁石である、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記燃料噴射システムは、中性ビームである、請求項３に記載のシステム。
【請求項７】
　前記推進剤は、重水素である、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記推進剤は、水素である、請求項６に記載のシステム。
【請求項９】
　少なくとも１つのエネルギー変換システムをさらに有する、請求項６に記載のシステム
。
【請求項１０】
　前記加熱システムは、ラジオ周波数電磁コイルによって生成されたラジオ周波数磁界回
転奇数パリティを使用する、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　核融合から生成される放射線を減衰および偏向させるシールドをさらに有する、請求項
１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記リアクタチャンバは、ラジオ周波数に対して透過性を有する真空容器である、請求
項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記ガスボックスは、前記スクレイプオフ層の厚さを制御する可変サイズのオリフィス
を有する、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　核融合燃料から成る定常プラズマを備えるためのリアクタチャンバと、前記リアクタチ
ャンバと同軸に位置する複数の磁石と、加熱システムと、燃料噴射システムと、前記リア
クタチャンバの一端においてガスボックスに連結する推進剤噴射システムと、前記ガスボ
ックスより遠位の前記リアクタチャンバの端部に位置する磁気ノズルと、を有する核融合
ロケットエンジンの推力を増大するための方法であって、
　前記燃料噴射システムによって前記リアクタチャンバに前記核融合燃料を噴射する工程
と、
　燃料としての前記プラズマがイオン化および加熱されて正味電力を生成するプラズマ中
において持続的な核融合反応が発生するように前記加熱システムによって加熱する工程と
、
　前記プラズマを閉じ込め、スクレイプオフ層への核融合生成物の迅速な損失を促進する
ための磁界を前記磁石によって形成する工程と、
　前記推進噴射システムによって低温推進剤を前記ガスボックスへ噴射する工程と、
　前記リアクタチャンバ中で加熱して前記スクレイプオフ層の質量を増大させるために、
前記スクレイプオフ層を通って流れ、前記核融合生成物によって加熱して高温推進プラズ
マに変換するための前記低温推進剤を前記ガスボックスに導入する工程と、
　前記磁気ノズルを介して前記高温推進プラズマおよび前記核融合生成物を前記リアクタ
チャンバから放出する工程と、
　方向づけられた流れに沿って放出された前記推進剤を前記ロケットエンジンの磁場から
切り離す工程と、を有する方法。
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【請求項１５】
　前記核融合燃料は、重水素およびヘリウム３を有する、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記プラズマと連結して磁場反転配位において前記複数の磁石によって磁場を生成する
、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記複数の磁石は、超電導磁気コイルである、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記複数の磁石は、永久磁石である、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記核融合燃料は、中性ビームによって噴射される、請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　前記推進剤は、重水素である、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記推進剤は、水素である、請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　前記核融合生成物から電気へエネルギーを変換する工程をさらに有する、請求項１９に
記載の方法。
【請求項２３】
　前記加熱する工程は、ラジオ周波数電磁コイルによって生成されたラジオ周波数磁界回
転奇数パリティによって行われる、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記エネルギーを変換する工程は、ラジオ周波数電磁コイルを使用する前記ラジオ周波
数スペクトル中の電磁気放射線を捕捉することによって行われる、請求項２３に記載の方
法。
【請求項２５】
　前記核融合反応から生成される前記放射線をシールド材料によって減衰および偏向する
工程をさらに有する、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　ラジオ周波数による前記加熱する工程は、前記リアクタチャンバとして当該周波数に対
して透過性を有する真空容器を使用する、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記スクレイプオフ層の厚さを制御する工程は、前記ガスボックスに形成された可変サ
イズのオリフィスによって行われる、請求項２６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、特許協力条約に基づく国際出願であり、２０１２年５月１０日に出願された
米国仮出願第６１／６４５４５９号に対して、優先権を主張し、その全てが本明細書に参
照によって組み込まれる。
【０００２】
　本発明は、核融合リアクタからの推力を発生するための方法および装置に関し、特に、
プラズマ物理学の分野に関するものであり。
【０００３】
　（連邦政府支援の研究開発に関する声明）
　本発明は、エネルギー省によって授与された授与番号ＤＥ－ＡＣ０２－０９ＣＨ１１４
６６の下で政府の支援を受けてなされた。本発明において、政府は一定の権利を有する。
【背景技術】
【０００４】
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　多くの核融合リアクタが、重水素、トリチウム、ヘリウムなどの原子の粒子の融合から
ロケットの推進のための推力を発生するために提案されている。
【０００５】
　核融合反応器は、磁気閉じ込めを利用するものと慣性閉じ込めを利用するものに大きく
分類することができる。前者の場合は、磁石外部のコイルによる磁場またはプラズマによ
って生成された電流は、高温のプラズマを閉じ込め、定常融合またはパルス融合を可能す
る。慣性閉じ込めでは、対照的に、外部粒子ビームまたはレーザは、パルス融合を生成す
るための反応物を圧縮する。
【０００６】
　多数の核融合リアクタの構造として、トカマク、双極子、磁気ミラー、ステラレータ、
シータピンチ、または磁場反転配位（ＦＲＣ）を有する宇宙船の推進方法が提案されてい
る。ＦＲＣの１つの利点は、プラズマ圧力に対する磁気圧力の高い比率であり、これは同
等の強度のトカマクに比べて磁気質量を必要とすることを意味する。この質量の節約はロ
ケットの設計上、極めて重要である。宇宙での推進のためのＦＲＣのさらなる利点は、そ
の単純な、円筒状の磁石の形状とそのナチュラルダイバータにある。これによって、核融
合生成物は、推進力を発生するために直接使用することができ、スラスタエンジンの小型
化を可能にする。
【０００７】
　米国特許出願公開第２００８／００９３５０６号は、ガスをチャンバ内に注入してイオ
ン化し、電磁石を用いて加速する電気推進システムを開示している。他のイオンスラスタ
構成が開示されている。これらのスラスタは、ガスと熱をイオン化し、形成されたプラズ
マを加速するために、電気、磁気、または電磁場を生成するための電力を生成する別のシ
ステムを必要とする。
【０００８】
　米国特許第６３３４３０２号は、磁気ノズルの前後にある２つの別個のＲＦ加熱セクシ
ョンに電力を供給するための２つの別個のＲＦ発生器を使用するプラズマスラスタの比推
力を制御する方法を開示している。ＲＦ発生器の電力源については記載されていない。米
国特許第４８１５２７９号および第４８９３４７０号に開示されているように推力はプラ
ズマ流れに中性ガスを添加することによって制御される。
【０００９】
　欧州特許第１８５６７０２号は、発電のために核融合生成物の半分を使用し、直接推力
のために残りの半分を使用することによって電源と推力生産の両方を兼ね備えたｐ－１１

Ｂ燃料ＦＲＣを開示している。前者のエネルギーは、逆サイクロトロン変換器を使用して
捕捉される一方で、後者の粒子は、磁気ノズルを介して方向づけられ、放出される。この
設計における推進剤の放出速度は、核融合生成物および推力に発散される電力のわずか５
０％の速度である。
【００１０】
　サイドインジェクションと呼ばれる推力を変えるためのシステムは、米国特許第３３２
５１０３号に開示されている。主ノズルを介して推力ベクトルを偏向するために、高速の
インジェクション、鉛筆サイズ流体が主推力へ流れ巻き込まれる。このシステムは、化学
ロケットのために提案され、流れの偏向を介して推力ベクトル制御の目的のために制限さ
れている。
【００１１】
　中性ビーム入射は、米国特許第４４８０１８５号に開示されている。プロセスは、イオ
ン化粒子、この場合は重水素を有し、ガスクラウド中に加速され、電荷が中和されたビー
ムに変換される。
【００１２】
　テラーら（Ｆｕｓｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　２２、８（１９９２））は、宇宙船
の推進のためにＤ－３Ｈｅを反応させた双極子核融合リアクタを開示している。装置は大
きく、１ＧＷ以上の電力を必要とする。地球上で不足している３Ｈｅを１ヶ月以上かけて
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エンジンに燃料として供給する。リアクタの中央平面近くの環状リングから導入されたガ
スから成る推進剤は、低電界領域での中和器領域の磁力線に沿って、イオン化されプラズ
マエッジから放出され、電荷交換中和部による双極子の磁場からイオンの分離が行われる
。推進剤インジェクション領域から中和器領域への磁界の減少は、大半のイオンエネルギ
ーの軸方向への移動に起因する。プラズマエッジのパラメータは、推力および比推力のわ
ずかな制御を可能にする輸送速度および安定性基準によって決定される。イオン化と電荷
交換エネルギーと粒子損失によって非効率性が生じる可能性がある。
【００１３】
　スラウ（第４９回ＡＩＡＡ航空宇宙科学会議（２００１））において、宇宙船の推進の
ためのいくつかのＤ－Ｔ燃料ＦＲＣ核融合リアクタが開示されている。ＦＲＣは、おそら
くシータピンチ方式によって形成され、おそらくライナーを内破あるいは狭窄経路を通過
することにより、圧縮される。圧縮は、燃料の急速な燃焼（融合）が発生するような値に
おいてプラズマの温度および密度の増加を引き起こす。加熱されたＦＲＣプラズモイドは
その後、狭窄経路から出現することによって拡大し、加速する。ライナーもまた拡大する
ＦＲＣプラズモイドにより加速され、推力に寄与する。繰り返しパルスは、時間平均数十
ＭＷの電力を供給することができる。
【００１４】
　カーペンターとブレナン（Ａｃｔａ　Ａｓｔｒｏｎａｕｔｉｃａ　４４、（１９９９）
４７１）は、Ｄ－ＴまたはＤ－３Ｈｅのいずれかを燃料とするミラーマシンの核融合リア
クタを開示している。全長８０ｍのロケットエンジンは、核融合出力の約４ＧＷを生成す
る（４ＧＷには多量の３Ｈｅ燃料が必要であり、３０００億ドル以上の費用がかかる。）
。水素推進剤は、プラズマハローに添加される。どのように推進剤を加熱するか、あるい
は１１ｋＮの推力を発生するためにどのように比推力を制御するかについては言及されて
いない。排気流の中和は、上述した電力および粒子中の非効率性を伴いながら、排気ノズ
ルの拡大領域における電荷交換によって提供される。融合領域は、放熱の必要性を低減し
、一方で８０％の推力およびサブシステムのための利用可能な電力を低減しながら、空間
への放射の直接損失を可能にするために、比較的開放されている。すべてのミラーマシン
のように、推力によって核融合出力の半分が間違った方向に流れるので、電気を製造する
ためのダイレクトコンバーター上に落下する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　核融合推進のために過去にされた提案には多くの欠点があった。慣性閉じ込めおよび最
も一般的な磁気閉じ込めの構成（すなわちトカマクとステラレータ）は非直線的な形状を
有し、正味電力を発生させるために非常に大きなものでなければならない。Ｄ－Ｔまたは
Ｄ－Ｄを使用するリニアリアクタは、多くの中性子を生み出すので多くのシールドを必要
とし、たとえシールドがあったとしてもプラズマの近くに位置するリアクタチャンバ、磁
石、その他の必須の構成要素は特に、破損したり、寿命が短くなったりする傾向がある。
イオンスラスタを使用する電気推進は、非常に高い比推力を生み出すが、推力は非常に低
く、長いミッション時間をもたらす。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明は、Ｄ－３Ｈｅ燃料ＦＲＣを使用した連続核融合反応から高推力および所望の比
推力を生成し、制御するためのシステムおよび方法である。結果として、比較的小さなロ
ケットエンジンは、惑星系全体およびそれを越える宇宙船のミッションを可能にする従来
技術の開発、試験および操作にかかる費用を削減できる。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　推力増大を伴う核融合を採用するロケットエンジンシステムが開示されている。エンジ
ンシステムは、核融合燃料から成る定常プラズマを備えるためのリアクタチャンバと、定
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常プラズマ中に核融合反応を生成するためにプラズマを加熱し、プラズマのイオンエネル
ギーを増大させるための加熱システムと、を有する。複数の磁石は、リアクタチャンバと
同軸に位置し、定常プラズマを閉じ込める磁場を生成し、スクレイプオフ層への核融合生
成物の急速な減少を促進する。燃料噴射システムには、プラズマ中の核融合反応の電力の
出力を維持するための核融合燃料の追加量を噴射する工程も組み込まれている。推進剤噴
射システムは、リアクタチャンバに流入し、そこで加熱されて高温推進プラズマになる低
温プラズマを生成するためのスクレイプオフ層の一端にあるガスボックスに低温ガス推進
剤を噴射する。推進剤は、スクレイプオフ層の質量を増大させるために使用される。ガス
ボックスからリアクタチャンバの他端の外へスクレイプオフ層上で高温プラズマを誘導す
るための磁気ノズルは、推力を発生する。推進剤脱離システムによって、放出された推進
剤を十分に方向づけられた流れに沿ってロケットエンジンの磁場から切り離すことができ
る。
【００１８】
　上述の核融合ロケットエンジンの推力を増大するための方法は、燃料噴射システムによ
ってリアクタチャンバに核融合燃料を噴射し、加熱システムによって加熱し、正味電力を
生成するプラズマ中において持続的な核融合反応が発生するように燃料としてのプラズマ
は、イオン化される。磁石は、プラズマを閉じ込め、スクレイプオフ層への核融合生成物
の迅速な損失を促進するための磁界を形成するために使用される。推進噴射システムは、
ガスボックスへスクレイプオフ層の質量を増加させるための高温推進プラズマに変換され
る低温推進剤を噴射し、高温推進プラズマはリアクタチャンバを通って流れ、核融合生成
物によって加熱されることを特徴とする。最終的に、高温推進プラズマおよび核融合生成
物は、磁気ノズルを介してリアクタチャンバから放出される。放出された推進剤粒子は、
十分に方向づけられた流れに沿ってロケットエンジンの磁場から脱離される。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、ＦＲＣ推進システムのための磁場の構成の一例である。
【図２】図２は、中性ビーム入射のための技術の一例である。
【図３】図３は、推力増大およびロケット推進のために設計された核融合リアクタの構成
の一例である。
【図４】図４は、推力増大のためのスクレイプオフ層の加熱する工程である。
【図５】図５は、エネルギー変換のために、核融合から放射線を捕捉するための熱交換器
である。
【図６】図６は、電荷交換を用いたプラズマ脱離方法である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下の説明において、本発明の完全な理解を提供する説明のために特定の数、材料およ
び構成を示す。しかしながら、当業者にとって本発明は、これらの特定の詳細なしに実施
できることは明らかである。いくつかの例において、開示されたシナリオを不明瞭にしな
い周知の特徴は、省略または簡略化することができる。また、本明細書において、「１つ
の実施形態」や「一実施形態」との記述は、その実施形態に関して記載される特定の特徴
、構造または特性が本発明の少なくとも一つの実施形態に含まれることを意味する。本明
細書の様々な箇所における「一実施形態において」という表現は、必ずしも全てが同じ実
施形態を指しているとは限らない。
【００２１】
　この説明の過程において、本発明を説明する異なる図面において同一の符号は、同一の
構成要素を識別するために用いられる。
【００２２】
　核融合反応では、軽核は一時的に結合し、その後膨大な量の運動エネルギーを有する重
粒子を備える高速反応生成物を生成するために破断する。この核融合プロセスは、正に帯
電した原子核に反発するクーロン力を克服するように、５－５００ｋｅＶ（５８－５，８
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００百万Ｋ）の温度において急速に起こる。反応性（すなわち、核融合の速度）は、イオ
ン温度とプラズマ密度の関数である。
【００２３】
　実用的なリアクタの最も重要な核融合反応を以下に示す。
【００２４】
【数１】

【００２５】
　ここで、Ｄは、重水素であり、Ｔは、トリチウムであり、αは、ヘリウムの原子核であ
り、ｎは、中性子であり、ｐは、陽子であり、３Ｈｅおよび４Ｈｅは、それぞれヘリウム
３およびヘリウム４である。各生成物に関する運動エネルギーは括弧内に示す。
【００２６】
　Ｄ－Ｔ反応は、中性子におけるエネルギーの大半を生成する。これは、従来のボイラー
や核分裂リアクタのように、電気エネルギーは、作動流体を加熱するための中性子線によ
ってのみ生成することができることを意味する。作動流体の温度制限によって、転換は約
３０％の効率しか得られない。Ｄ－Ｔ燃料混合物の利点は、わずか５－１０ｋｅＶ（１ｋ
ｅＶは、１１６０万Ｋであり、有用な温度の単位である）の最も低いイオン温度において
正味電力を生成することである。しかしながら、中性子束がリアクタの構成要素の電気的
、機械的、および熱的特性を劣化させ、放射性物質の多くを残すので、この反応で遊離し
たエネルギッシュな中性子線は、リアクタの構造に重大な脅威を表す。地球上の発電用リ
アクタにおいて、これらのエネルギッシュな中性子線の大半は、トリチウムなどの希少材
料を増殖するために使用される。したがって、Ｄ－Ｔ燃料混合物は、放射線被害、原料の
放射化、および燃料の入手性という重大な課題を提起する。Ｄ－Ｔリアクタを実行するに
は、中性子線からリアクタの構成要素や人員を保護するために数メートル相当のシールド
だけでなく、核物質やトリチウムの増殖の十分な研究と開発が必要である。
【００２７】
　Ｄ－Ｄ核融合反応は、大量の重水素によってトリチウムを増殖する必要がなくなるので
、非常に魅力的である。さらに、生成された中性子は、Ｄ－Ｔによるものに比べて、単位
生成エネルギー当たりの数が少なくエネルギーが低い。Ｄ－Ｄ核融合の娘生成物を選択的
に処理すること（融合する前にプラズマからＴを除去し、迅速かつ崩壊形成された３Ｈｅ
を燃焼し、Ｈｅ触媒によるＤ－Ｄ核融合と呼ばれる技術）によって、中性子生成はＤ－Ｔ
レベルの単位生成エネルギー当たりにおいて１０％に減少させることができる。
【００２８】
　Ｄ－３Ｈｅ反応は、直接的に比較的少ない数の中性子を生成し、増殖のために何も必要
としないため、無中性子と呼ばれる。帯電した反応生成物からのエネルギーは、Ｄ－Ｔよ
りもはるかに高い効率で、直接電力に変換される。しかしながら、より高いイオンエネル
ギーや５０－１００ｋｅＶの温度が、Ｄ－Ｔと同じ反応度に達するために必要とされる。
Ｄ－Ｄ反応およびＤ－３Ｈｅ反応は、Ｄ－Ｄ副反応を認め、それはＤ－３Ｈｅリアクタに
おいて中性子の唯一の発生源である。この中性子発生を減少させるための周知の方法は、
Ｄ－３Ｈｅの反応物質の濃度比を例えば、１：１から１：９へ低くすることである。１０
０ｋｅＶのイオン温度の熱プラズマ中で、Ｔアッシュを速やかに取り除くことによって、
Ｄ－Ｔの単位生成エネルギー当たりにおいて中性子生成を２．６％から０．５％に減少さ
せることができる。これによって、１ｍ下にある必要があった中性子遮蔽のレベルを低下
させる。しかしながら、Ｄ濃度を低くすると４．５倍も電力密度を減少させ、経済的に悪
影響を及ぼすことになる。この中性子発生経路を抑制する方法は、国際特許出願ＰＣＴ／
ＵＳ１３／３３７６７の明細書に開示されており、その全体が参考として本明細書に援用
される。
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【００２９】
　すべての核融合燃料の中では、Ｄ－３Ｈｅは正味電力を発生させる間の中性子の生成が
少ないので、本明細書に記載されている用途に好適である。様々な推進剤は、重水素と水
素を含む推力増大のために使用することができる。
【００３０】
　プラズマは、リアクタチャンバ内に形成され、プラズマ半径の約１／１０で、イオンジ
ャイロ半径を収容するのに十分小さくすることができ、ほとんどが軌道を取り囲む軸を有
する。これによって、チルトモードに対するプラズマの安定性を促進する。ラジオ周波数
磁界発生コイルのような加熱システムは、核融合反応が起こるように、プラズマのイオン
エネルギーを上昇させることができる。リアクタチャンバと同軸に複数の個別の磁石を配
置することによって、コルゲート軸方向磁場はまた、不安定なチルトモードに対して介在
するように形成されている。
【００３１】
　磁気閉じ込め方式は、永久磁石と磁気コイルのいずれかを用いることができる。十分な
電力の核融合プラズマを備えるほどの十分な大きさを有する一方で、効果的に加熱され、
核融合生成物を迅速にスクレイプオフ層に移動できる程度に小さくなるように、磁石は、
プラズマのサイズを制御する。スクレイプオフ層は内部のクローズド磁力線を有する磁気
閉じ込め核融合装置の典型的な構成要素であり、推力増大のこのシステムにとって極めて
重要である。それは、トカマク、ステラレータ、逆磁場ピンチ、スフェロマック、および
磁場反転配位（ＦＲＣ）において見出されている。
【００３２】
　図１に示すように、ＦＲＣは、準トロイダル、クローズド磁場を形成し、磁気閉じ込め
装置をほぼ近軸にリアクタチャンバが存在する開放端磁力線に単純に接続する。セパラト
リクス１０は、クローズド磁力線領域１２とスクレイプオフ層（ＳＯＬ）を有する開放端
磁場領域１４とを分割する。プラズマを貫通するように、外部ラジオ周波数電磁コイルに
よって生成された磁界回転奇数パリティ（すなわち反平行）（ＲＭＦ０）のような加熱方
法を可能にしながら、磁気コイル１６を保全する離散磁束が磁気圧力を提供する。Ｏ点ヌ
ル線２０を中心としたトロイダル電流１８は、クローズド磁力線領域１２の軸周りに形成
される。
【００３３】
　ペレット、ガス膨張剤、クラスタ、および中性ビーム入射を含む燃焼室内に燃料を導入
するために燃料噴射の様々な手段を用いることができる。図２は、タイトでエネルギッシ
ュな中性子ビーム、Ｄおよび３Ｈｅを燃焼室の中心に供給するために使用される中性ビー
ム入射を示している。中性ビームは、プラズマ形成ボックス２４および電荷交換ボックス
２６に水素または重水素のような原料ガス推進剤２２を噴射することによって形成される
。プラズマ形成ボックス２４内で、原料ガス推進剤２２は、弱イオン化される。イオン化
されたイオンは、イオン抽出グリッド３０を通って放出され、その後イオンビーム２８を
形成するために高電圧イオン加速グリッド３２を通って加速される。イオンビーム２８は
、電荷交換ボックス２６に入り、ここで電子は中性ビーム３４を形成する原料ガス推進剤
２２によって形成されるガスから渡される。中性ビーム３４は、燃焼室内に注入される。
【００３４】
　図３は、推力増大用に構成されたＦＲＣを示している。核融合燃料３６は、リアクタチ
ャンバ３７の中心付近に噴射される。核融合は、プラズマが加熱されるクローズド磁力線
領域３８で達成される。この構成において、ＦＲＣの成形および加熱は、磁気コイル４２
を保全するアクティブ４０でパッシブな磁束およびＲＭＦ０の逆平行のコンポーネントを
形成するラジオ周波数コイル４４によって達成される。推力増大は、重水素または水素を
（オープン磁力線４８上の）ガスボックス４６へ圧送することによって達成され、ここで
イオン化される。
【００３５】
　低温プラズマは、オープン磁力線に沿って流れ、ボックスを出て、ＳＯＬ５０を通る。
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低温プラズマ密度およびＳＯＬにおける温度は、ガスボックス４６に導入されるガスの比
率によって制御される。さらに制御は、ガスボックスの開口部に取り付けられた可変サイ
ズのオリフィス５２を拡張および収縮することによって達成される。ＦＲＣの中央面５４
付近では、例えばプラズマ電子などのＳＯＬプラズマ粒子が反応生成物の運動エネルギー
によって加熱される。トリチウム、重水素、および／または水素プラズマを含む低温核融
合生成物は、開放端磁場領域４６に沿って流れ、磁気ノズル５６を介してエンジンの外へ
放出される。
【００３６】
　推力制御は、様々な方法によって達成することができる。電力Ｐは、Ｐ＝０．５ＴＵＥ

のように排気速度ＵＥを乗じた推力Ｔに正比例するので、推力は与えられた電力において
排気速度と交換することができる。反応生成物は、高エネルギーである。例えば、Ｄ－３

Ｈｅの製品が推進のために直接使用された場合、それらは２５，０００ｋｍ／ｓの排気速
度を生成する。しかしながら、このような場合には、推力対電力の比は、ｋＷあたり１／
１２５００ニュートンである。この比は改善でき、ガスボックス４６に導入された低温推
進剤の量によって注意深く制御することができる。推力を制御する別の方法は、スクレイ
プオフ層の厚さを変化させることができるガスボックスの可変サイズのオリフィス５２を
通過させることである。最後に、異なる推進剤を使用することによって、質量および排気
速度を変更する。例えば、重水素推進剤は、水素よりも低い排気速度を有する。
【００３７】
　推力増大の実際のメカニズムは、図４にＦＲＣの断面の一つの可能な構成として示され
ている。ＲＭＦ０アンテナ５８は、コアプラズマ６０の中の低中性子生成物との融合の高
電力密度を生成する。超電導磁気コイル６２や永久磁石によって生成されたサイズおよび
磁界は、最初の軌道上のＳＯＬ６４を通過する融合反応生成物の９０％以上である。ここ
で、その速度を増加する高温プラズマ６６とエネルギーを交換する。さらに、ＦＲＣの表
面積対体積比は大きく、真空容器６８のリアクタチャンバのウォールにおける中性子電力
負荷密度および部品劣化を低減する。しかしながら、制動放射、シンクロトロン、および
中性子からいくらかの放射物は発生し、シールド７０によって吸収させてもよい。
【００３８】
　図５にはＦＲＣウォールの他の構成が示されている。リアクタチャンバ７２を保護する
ための複数の手法が示されている。中性子７４は、磁場の影響を受けず、Ｄ－Ｄ副反応か
ら直接放出されるが、リアクタの構造、磁石、アンテナおよび特に高感度電子機器に著し
い損害を与える。中性子遮蔽７６は、一般的に、水素、水、ヘリウム、ホウ素、ベリリウ
ムのような小さい原子番号を有する材料から構築される。制動放射および放射光はかなり
広いスペクトルを有するが、前者は主にＸ線として、後者はマイクロ波として放出される
。マイクロ波７８は、低放射率８０で表面によって単純に反射される。すなわち光沢であ
る。原子媒質質量材料は、Ｘ線８２を吸収することができ、エネルギー変換８４のための
熱交換器で材料を加熱する。
【００３９】
　磁力線は、最終的に方向を逆にし、ロケットのノーズに戻るため、有用な推力を生み出
すためには、推進剤はロケットエンジンの磁力線から切り離す必要がある。脱離はプロセ
スの数に関連してもたらされ、そのうち１つが図６に示されている。中性原子８６は磁力
線８８に結合されていないので、ある一般的な方法としては、それらに電子を付着するこ
とによって、イオン９０を中和することができる。これはガスボックス９２の電荷交換を
使用して、中性ビームが生成されるのと同じ方法で簡易に放射再結合によって行うことが
できる。別の脱離方法としては、ジャイロ半径が大幅にロケットサイズを超えるような高
速に加速することによって、イオンを非磁化することができる。最後に、存在する推進剤
のプラズマ圧力は、磁場エネルギー密度を超える点まで増加させることができる。膨張プ
ラズマは、磁場エネルギー密度に対するプラズマ圧力の比率は当然に磁気ノズルからの距
離が増加するとともに増加する。最終的には、磁場から自分自身を引き離すために、プラ
ズマの全体に流れる「ブロブ」を引き起こす。
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【００４０】
　上術のように、従来の核融合エンジンの重大な欠点は、高い比推力を提供するにもかか
わらず、比較的低い推力を提供することである。上述したシステムは、核融合プラズマ周
りのスクレイプオフ層へ原料ガス推進剤の噴射することにより推力を増大することによっ
て、この欠点を克服する。増大された推進能力を有するこの核融合エンジンは、従来のシ
ステムよりも実質的に小さいリアクタ用いて実現される。これによって、より長いミッシ
ョン継続時間に至る反応を持続するために必要なヘリウム３燃料の量を減少させる。最終
的に、上述の推力増大システムは、効率向上につながる増大プロセスのより正確な制御を
提供する。
【００４１】
　本明細書において特定の実施形態を参照して発明を説明してきたが、これらの実施形態
は開示された発明の原理および用途の単なる例示であることを理解されたい。したがって
、様々な変形を上述において説明した実施形態に加えることが可能であり、他の構成は、
添付の特許請求の範囲によって定義される開示された発明の概念および特許請求の範囲か
ら逸脱することなく考案され得ることを理解されたい。

【図１】 【図２】
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【図６】
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