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 プラズマを用いた宇宙推進システム - 電気推進

電場・磁場によるイオン加速・排出

Electro-thermal

Electrostatic

Electromagnetic



プラズマを利用することで大比推力 ( 高燃費 ) な推進シ
ステムが可能

 大電力 ->  高い排出速度 (  高比推力 = 高燃費 )

化学推進 電気 ( プラズマ ) 推進

化学燃焼による
エンタルピー上昇

外部電力による
燃料の加熱・加速



電気 ( プラズマ ) 推進

Ion engine Hall thruster

Magnetoplasmadynamic 
(MPD) thruster

Pulsed plasma thruster (PPT)

Ion Source

Acceleration Grid

Electron Source

Ion

Electron

Ion Source
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Electron



Thruster performance

 ペイロード比 =  積載重量 / 総重量

プラズマ推進 ( 電気推進 ) を用いると、
小惑星、惑星探査など、化学推進では
不可能なミッションが可能に



有人火星探査に向けた大型推進システム

磁場印加型 MPD 推進機

核融合エンジン ...

将来的には MW クラスの大電力へ

大電力 Hall 推進器

NASA
13 kW Hall thruster

VASIMR エンジン



Fusion powered thrusters

Prject DAEDALUS

Vehicle for Interplanetary Space 
Transport. Applications (VISTA)

 全長 ~ 190m,  ペイロード 450 ton
推力 :0.6-7.5 MN
D3He fusion

 全長 ~ 190m,  ペイロード 100 ton
推力 :0.25 MN, 
DT fusion

要素技術としてのレーザー核融合は未だ実現しないが、、

まず磁場によるプラズマ排出機構を検証



推進システムとしての磁気ノズル

• 磁場によるプラズマの排出
– 反磁性電流と外部磁場

High-temperature
plasma

Plasma flow

Electromagnetic coil

非定常な磁気ノズル

• 磁場によって荷電粒子によるダメージを防ぐ

--> 長時間運転

• 大推力・大比推力

• ミッションによって燃料を制御可能

まずはこのシステムの原理
実証を考える



磁気スラストチャンバーによるプラズマ排出



レーザー生成プラズマを用いた
モデル実験

• 磁場キャビティ生成と、外側へ
の磁場圧縮

• レーザー照射により、等方に
高速膨張するプラズマ生成

• 圧縮磁場と反磁性電流による
ローレンツ力でプラズマが排出
される

磁場による制御のため、機体とプ
ラズマは非接触



３次元ハイブリッド計算による推力計算と
実験による推力発生

Maeno et al, APL, 2011



磁場中によるプラズマ制御

t=0.1us t=0.2us t=0.5us t=1.0us t=1.5us

EL = 6 J, B = 0.23T (ER = EB/Ep = 1.4)

プラズマからの自発光 (=660nm) の空間分布 (z-y 面 ) が、 z 軸に対して軸対称、
かつ視線方向の積分量であると仮定し、 Abel 逆変換から z-r 分布を求めた

EL = 6 J, B = 0.89 T (ER = EB/Ep = 5.6)

・初期プラズマエネルギー

・磁場エネルギー

,

laser

Kawashima et al, Plasma Fusion Res., 2016



膨張プラズマのエネルギー依存性

EL=6 J, B=0.2 T

EB/Ep = 1.4

t = 0.2 s

EL=600 J, B=1.1 T

EB/Ep = 1.2

t = 0.2 s
自発光および電子密度分布
の z-r 分布

60° 方向の放射強度および
電子密度分布

電子密度 , GXII自発光 , EUV-DB

Morita et al, J. Phys. Conf. Ser, 2016



磁場による下流へのプラズマ排出が明らかに

Saito et al., JJAP, 2018



数値計算コード開発・改良の必要性

将来の高エネルギープラズマ実験に向けて

輻射流体 (Star2D) + 3D Hybrid による磁
気ノズル内のプラズマ挙動計算
→ MHD 化

初期ターゲット位置から 150mm(=15 度 )
におけるイオン数（イオン電流）の時間変化

イオン角度分布（時間積分）





Temperature and velocity measured with la
ser Thomson scattering
Gekko-XII experiment

Ion-acoustic 
resonance

Collective Thomson scattering (                      )

(Dielectric function)

(Ion acoustic 
resonance)



レーザートムソン散乱により、磁場による膨張プラズマの
減速、排出を計測　激光XII 号実験

Itadani et al., Plasma Fusion Res., 2018



Advanced magnetic nozzle



磁気ノズルによるプラズマ排出方向制御

複数コイルを組み合わ
せた磁気ノズル

コイルに対するプラ
ズマ生成位置の制御 コイルを傾けることで

プラズマ排出を制御

Kajimura et al, Fusion Engineering 
and Design 81, 2871 (2006)

Kajimura et al, Fusion Science 
and Technology 51, 229 (2007)



  

Experiment

Amplified Nd:YAG laser
at Osaka university

l = 1064 nm
Energy ~7.5 J in 9.4 ns pulse

Photo inside a vacuum 
chamber
Magnetic coil and target

Target holder

Magnetic coil

Bdot probe



  

Experimental setup

● Each coil is driven by a 
pulse-powered circuit

● 3 kA from 3 mF capacitor by 
charging with 500 V

● 0.3 T at the target position

4 coils driven Lower 3 coils driven

Morita et al., Sci. Rep., 2017



  

Bdot probe measures the magnetic 
field compression depending on the 
initial field structure

Magnetic cavity

Field compression

Upper 3 coils
→ The plasma reaches the probe
→ cavity was observed

Lower 3 coils
→ The plasma expands upwards and does not reach the probe 



  

Plasma density distribution in the 
nozzle system

Supporting 
frame

Stalk

Target

Lase
r

0.1 ms 0.2 ms 0.5 ms

4 coils driven
(Symmetric field)

Lower 3 coils driven
(Asymmetric field)



  

Numerical simulation shows 
asymmetric structure in ion 
density

4 coils driven Lower 3 coils Lower 2 coils

Plasma is guided by a cusp magnetic field

Plasma expands 
in weak B field
(upper region)



  

Thrust vector and momentum 
efficiency estimated from numerical 
simulation

Thrust vector angle Momentum efficiency

● Large deflection angle → low efficiency



Summary

● 将来の大型推進システムの原理実証として、実験・シミュレーション
両面で磁気ノズルによる膨張プラズマ制御を解析

● 下流でのイオン計測、磁気ノズル内のプラズマ計測から、膨張プラズ
マは磁気ノズルにより減速、排出されている

● 高エネルギーに外挿するため、現状の実験・シミュレーションの定量
的一致を目指す

– 実験によるプラズマ計測

– シミュレーションの改良も必要か

● 磁気ノズルの応用として、方向制御が可能な複数コイルシステムを
実験で検証

– プラズマ排出方向が可能であることを実証



今後の研究に向けて

● プラズマの磁気ノズル ( 磁力線 ) からの離脱を検証

● 方向制御の定量的評価のための多軸推力計測

– プラズマ計測ではなく、推力ベクトルを直接計測

– パルス運転のため、振り子ではなく、圧電素子や加速度センサー
による計測か

磁場を用いるすべての推進機で重要な課題
磁力線と流体速度ベクトルを計測

●  シミュレーションの改良

– MHD or MHD + Hybrid
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