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JAXA’s Ion Engine Development Initiatives
Ikkoh FUNAKI1, Iku SHINOHARA2, Masakastu NAKANO 3, Yoshihiro KAJIMURA4,
Takeshi MIYASAKA5, Yoshinori NAKAYAMA6, Tohru HYAKUTAKE7, Motoi WADA8,
Takahiro KENMOTSU9, Tetsuya MURAMOTO 10 and Hitoshi KUNINAKA1
概

要

For the qualification of an ion thruster system for spacecraft, a time-consuming endurance test of more
than 10,000 hours is required. The cost for a lifetime qualification test of an ion thruster is hence quite high,
and this situation prevents quick development and introduction of an optimal ion thruster for a specific mission. If numerical simulation can replace some of ion thruster’s life tests, cost and time for the development
of an ion thruster can be drastically reduced. Following this concept, a numerical tool called JIEDI (JAXA’s
Ion Engine Development Initiative) was developed for the lifetime evaluation of ion thruster’s ion optics. To
assess the lifetime of the acceleration grid of an ion thruster within affordable computational resources and
computational time, the JIEDI tool treats ions and neutrals as flux tubes whose trajectories are calculated
using the equations of motion for charged particles and neutrals whereas electrons are approximated as
a fluid; this method, usually called the flux tube model, can drastically reduce the computational time in
comparison with a full particle-in-cell (PIC) method, in which electrons are treated as particles. In this
report, after describing physical model as well as numerical procedure, some numerical wear test results are
reported for a single pair of carbon/carbon grid aperture of microwave ion thrusters μ10 and μ20 to evaluate
the accuracy and precision of the JIEDI tool. Through comparisons with experiment, the JIEDI code showed
good agreement with a real-time 18,000-hrs life test when incorporating the motion of eroded grid materials,
the elastic scattering and charge-exchange collisions, the effect of secondary charged ions, and a low-energy
sputtering yield model for the energy below 300 V. Numerical error caused by the uncertainty of physical
model is also studied and it is found that uncertainty in beam current and plasma parameters cause 10% or
less error to estimate grid hole erosion profiles. The grid erosion profile is most sensitive to the uncertainty
in sticking factor, which indicates what percentage of eroded grid material arriving at a grid surface will redeposit onto the grid surface.
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記号の説明
d = グリッド孔径 [m]
e = 電気素量 [C]
E = 入射エネルギー
E = 電場ベクトル [V/m]
f = 一次元速度 Maxwell 分布関数，規格化された微分スパッタ収量
fs = 再堆積（付着）係数
f = ベクトル
g = 電位差を考慮した一次元平衡速度分布関数
kB = ボルツマン定数 [ m2· kg · s－2· K－1 ]
M = 質量 [kg]
I = 電流 [A]
K = 行列
n = 数密度 [m－3]
lg = スクリーン・加速グリッド間距離 [m]
ld = 加速グリッド・減速グリッド間距離 [m]
le = 有効加速長

[m ]

J = 電流密度 [J/m2]
J = ヤコビアン
N (ξ, η, ζ) = 形状関数
NP/H = Normalized Perveance Per Hole

[A/V 2 / 3]

q = 電荷 [C]
R = Net to Total Voltage Ratio
Te = 電子温度 [eV]
v = 速度ベクトル [m/s]
V = 体積 [m3]
Y = スパッタ率 [atoms/ion]
α = 入射角
Δt = 滞在時間 [s]
ΔV = 放電電圧 [V]
γ = 2 価イオンの 1 価イオンに対する電流比
Γ = 流束 [s－1]
ηu = 推進剤利用効率
θ = 放出角
λD = デバイ長 [m]
ε = 真空の誘電率 [ m－3· kg－1· s4· A2 ]
φ = 電位 [V]
φt = 加速電圧 (=φs － φa ) [V]
ϕ = 放出方位角
σ = 衝突断面積 [m2]
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ρ

3

= 電荷密度 [Cm－3]

( x, y, z ) = 全体座標
( I, J, K ) = 格子番号
( u, v, w ) = 速度ベクトル成分
( ξ, η, ζ ) = 局所座標
添字
0 = 放電室プラズマ
a = 加速（アクセル）グリッド
cex = 電荷交換
d = 減速（ディセル）グリッド
els = 弾性散乱
e = 電子
g = グリッド材
i = イオン
n = 中性粒子
ref = 基準値
s = スクリーングリッド
∞ = 中和プラズマ
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1

研究背景ならびに目的

本章では JIEDI ツール開発の背景ならびに目的について述べる．
1.1

開発の背景

イオンエンジンは推進剤をプラズマ化させ，イオンを静電加速することで推力を得る宇宙用のロケットエンジンで
ある．他のロケットエンジンよりも推進剤消費量が少ない点を特徴とし深宇宙探査機の主推進や地球周回衛星の軌道・
姿勢制御に用いられるが，低推力ゆえに数千から数万時間にも及ぶ長時間の作動が要求される．
イオンエンジンは既に 100 台を越える搭載実績があるが，機種ごとに寿命評価試験を経て搭載に至っている．2010
年 6 月に地球への帰還を果たした小惑星探査機はやぶさ搭載の μ10 イオンエンジンでは 18000 時間に亘る寿命評価試
験を 2 回行っている [1, 2]．このように，イオンエンジンでは開発期間の多くを寿命評価試験に費やさねばならず，改
良を含めた新機種開発が進みにくい．更なる長時間作動が達成できれば，より広範囲に亘る深宇宙探査や衛星の長寿
命化が期待できるが，作動時間が長くなればなるほど実時間の寿命評価試験も長期化し，非現実的なものになる．
この寿命評価試験を数値解析によって支援する試みが国内外で近年精力的に進められており，宇宙航空研究開発機
構によるイオン加速グリッド耐久認定用数値解析 JIEDI (JAXA Ion Engine Development Initiative) ツールの研究開発
もその一つである．JIEDI-1 ツールは JIEDI ツール開発の第一段階のものであり，多孔からなるイオンエンジン加速
部の一孔に着目し，そこで引き起こされるグリッド損耗とイオン加速系の寿命評価を目的として開発されたツールで
ある．JIEDI-1 では，作動開始時のグリッドを出発点とし，その時刻のグリッド損耗率を算出する．グリッド損耗率
に適切なタイムステップを掛けることにより，次の時間のグリッド形状を求めることができる．新しいグリッド形状
のデータを用いて損耗計算を繰り返すことで，徐々に進行していくグリッド損耗をシミュレートすることができる．
OPTJ コードは JIEDI-1 のサブセットであり，特定の時刻における電位，イオンビームの流れ，グリッド電流，損
耗率などを算出することができるコードである．計算手法として 1990 年頃に東京大学で開発された 2 次元軸対称コー
ド OPT の流れを汲んでいる．
1.2

イオン加速系とその寿命

イオン加速系とその寿命メカニズムについて解説する．イオンエンジンは，マイクロ波放電や直流放電などによっ
て推進剤をプラズマ化し，プラズマ中よりイオンのみを抽出して加速放出する宇宙用のロケットエンジンである．イ
オンエンジンは多くの構成要素からなるが，イオンの加速を司る部分をイオン加速部と呼び，金属またはカーボン／
カーボン等から作られた多数の孔を持つ 2 枚または 3 枚の電極から構成されている．グリッドの名称は放電室側から
スクリーングリッド，加速（アクセル）グリッド，減速（ディセル）グリッド（3 枚グリッドシステムの場合）と呼ばれ，
それぞれにある一定の電位が印加され，グリッド間の電位差でイオンが加速される．電位の大小関係は，それぞれの
電圧を φs, φa, φd の記号で表すものとして
φ s > φd ( ≈ 0 ) > φa

(1 )

である．
放電室内ではプラズマが生成され，イオンと電子が混在している．スクリーングリッドは放電室と接し，イオンビー
ムの引き出しを行う電極であるため，放電室とほぼ同電位（放電電圧分を引いた電位）である．加速グリッドはスク
リーングリッドよりも電位が低く，通常マイナスの電圧が印加されている．したがって，スクリーングリッド孔から
引き出されたイオンは電位勾配に沿って下流方向へ加速される一方で，電子にとっては逆向きの電位勾配であるため，
スクリーングリッドより下流に電子は流れることができない．つまりスクリーングリッドより下流にはイオンのみが
流れる 1．
イオンのみを加速噴出するとエンジンが負に帯電するため，電気的な中性を保つために噴出されたイオンと同数の

1
スクリーングリッドと加速グリッド間には正電荷しか存在しないために，空間電荷制限電流密度則によって流すことのできる電
流密度に上限ができる．これがイオンエンジンの推力密度に上限がある理由である．
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図 1: イオン加速部における損耗現象

電子を放出して中和する．電子放出は加速グリッド系とは別に設けられた電子源を用いて行われ，加速グリッドより
下流にこの中和電子が存在している．
これら中和電子が加速部上流に遡らないように，放電室との間に電子を遮断するための負電位の領域を作らねばな
らない．この負電位は加速グリッドにより印加されているが，加速グリッドが何らかの要因で損耗し十分な負電位を
印加できなくなると電子が上流に逆流する事態に至る．逆流した電子は上流より加速されたイオンによる推力を相殺
するため，イオンエンジンとしての性能は著しく落ちることになる．
イオン加速部における主な損耗現象を図 1 に示した．例えば，加速グリッド下流で生成した電荷交換イオンが上流
に引きつけられて加速グリッド下流面を強く損耗する場合があり，その際には電位勾配の向きにより孔と孔の間の頂
点部分が 6 角形状の “Pits and Grooves” と呼ばれる形状に損耗する．損耗が進むと隣接孔通しが繋がり構造的な破壊が
生じる場合もある．
また，ビーム電流が小さい場合にはビームが収束して拡大する（クロスオーバーする）が，クロスオーバーして拡大
する際のビームがグリッド内壁を拡大しながら削ることがある．μ10 や μ20 イオンエンジンのように電流密度が低く減
速グリッドを持つようなイオンエンジンでは，ビームが拡大し，減速グリッドが大きく削られることもあり，中和電
子逆流に次ぐ損耗原因である．
これら中和電子逆流及び構造破壊がイオン加速系の寿命を決定する大きな要因であるが，数千時間から数万時間の
現象であり実時間試験で評価するのは現実的ではない．そこでこれらを数値的に予測するのが JIEDI-1 コードの役割
である．
1.3

イオンエンジングリッド損耗解析ツールの研究開発状況

本節では，JIEDI と類似のツール・数値解析手法について，世界の各研究機関等の動向を示す．
イオンエンジンのイオン加速部を対象とした損耗評価については，米国では JPL[6]，バージニア工科大学 [4]，コロ
ラド州立大学 [7]，GRC，ミシガン大学 [5] などのグループが行っており，NSTAR や NEXT イオンエンジンの開発に
合わせ，2000 年から 2005 年までの間の報告が多い．国内では，東大の OPT [3] を始め，早川 [8]，白石 [10]，大川 [12]，
中山 [13] らによりツールが開発されており，白石 [10] を除いて，具体的なイオンエンジン開発よりも学術・研究的な
立場からツールが開発されている．
これらのコードには 3 次元解析可能なものも多いが，3 次元かつグリッド損耗の評価までを扱うことのできるもの
は限られている．バージニア工科大学の Wang[4] のコードは 3 次元解析可能であり，損耗率分布等の解析も行ってい
るが，粒子法を用いた 3 次元解析であるため計算コストが高い．JIEDI ツールのように損耗に応じてグリッド形状を
更新するものとしては，粒子法を用いた [5] があるが，2 次元軸対称に限られている．JPL[6] のコードはビームシミュ
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図 2: JIEDI-1 ツールにおける解析の流れ．OPTJ は与えられたグリッドに対して損耗評価を行うプログラムである．

レーション法を用いており，2 価イオンも含めた解析を行っている点で JIEDI ツールと類似しているが，解析領域が
2 次元軸対称である点で制約がある．したがって，3 次元的なグリッド損耗評価を効率良く扱うという点で JIEDI ツー
ルは他よりも優れている．

2

JIEDI-1 ツールと OPTJ について

本章では JIEDI-1 ツールと OPTJ の概要について説明する．
2.1

JIEDI-1 ツールの概要

JIEDI-1 ツールは，イオンエンジンの耐久性能を評価する上で，多大な時間とコストが発生する耐久性能試験の負担
を軽減するべく開発されたプログラム群である．JIEDI-1 ツールの構成を図 2 に示す．JIEDI-1 ツールは，主として，
初期メッシュ生成，損耗解析 (OPTJ)，メッシュ再構築から成り立っている．JIEDI-1 ではメッシュ生成と更新に IDAJ
社の販売しているライセンス方式の pro-STAR 2 を用い，中性粒子密度とグリッド損耗解析には OPTJ が用いられる．
2.2

OPTJ の計算手法

OPTJ コードで用いられているイオンビームの計算方式は，東京大学で 1990 年代に開発された OPT [3] に用いられ
ている手法と同様であり，Flux-Tube (FT) 法あるいは Streamline PIC 法と呼ばれているものである．この方法は流体
解析において流線を求めるのと同じように，荷電粒子の流れを電流値を持つビームとして取り扱う手法である．定常
状態のみに着目しているために，イオンがグリッド間を通過する数 10 ns レベル以下の非定常な現象を解析することは
できないが，グリッド損耗のように数時間から数万時間のオーダーで進む現象を解析する上ではイオンの流れを定常
状態と扱って問題はない．一方，より厳密な物理的再現を行っているのが Particle In Cell (PIC) 法である．PIC 法はあ
くまで荷電粒子を粒子として捉え，その振る舞いを逐次追跡する手法である．これら 2 つの方法はアプローチが異な
るが定常解は 2 つとも同じになる（図 (3)）．

2
pro-STAR は，株式会社 IDAJ（http://www.idaj.co.jp/）が販売する汎用流体解析ソフトウエア：STAR-CD に付属するメッシュ生成
ツールである．
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イオンビーム軌道と電位分布（NP/H=1.0×10−9A/V1.5）

イオンビーム軌道と電位分布（NP/H=2.5×10−9A/V1.5）
図 3: FT 法（左）と PIC 法（右）を用いたイオンビーム解析の定常解．定常状態では電位分布ならびにイオンビームの
軌道は一致する．

FT 法は荷電粒子をビームとして捉えるため，粒子を逐一シミュレートする PIC 法に対して計算負荷が圧倒的に軽
い．PIC 法は全ての粒子の位置と速度を時間刻みごとに更新しなくてはならず，必要な粒子個数は空間刻みを N 3 とす
ると O ( N 3 ) である．一方，FT 法は個々のビームを上流から下流に向けて追跡すればよく，ビーム本数は流れ方向（軸
方向）の次元だけ減り O ( N 2 ) ですむ．一般に精度を向上させるためには，粒子数またはビーム本数を増やす必要があ
るが，FT 法の方が低負荷でビームを増やすことが可能である．したがって，同精度ならば FT 法のほうが圧倒的に計
算量が少なくてすむ．
JIEDI ツールで目標としているのは，加速グリッドの損耗の様子であり，数百時間から数千時間のオーダーでの現
象である．したがって，イオンの流れ初めや停止などの過渡現象は解析対象ではないので，計算リソースを要求しな
い FT 法のほうが好ましい．
また，JIEDI-1 における解析領域は，多数の孔が空いているグリッドの 1 孔部分であり，対称性を利用することで
一孔の 1/12 にすることができる．図 4 に解析領域を示す．

図 4: 軸方向より見た解析領域，灰色部分の 1 孔の 1/12
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3
3.1

JIEDI-1 ツールの物理モデル

空間電位，イオンビーム，電子分布の計算

イオン加速部の電位分布はポアソン方程式

(2 )
から決定される．右辺のイオン数密度は後に示すイオンビーム軌道計算により求め，放電室及び下流の中和領域にお
ける電子密度については，電子温度 Te のボルツマンの関係式で与えられるものとする．ここで，放電室において

(3 )
であり，下流の中和プラズマにおいて

(4 )
となる．φ0 は放電室プラズマ電位，φ∞ は下流プラズマ電位である．
3.2

加速途中の衝突現象とグリッドのスパッタ

放電室においては推進剤の全てがプラズマ化されるわけではなく，一部は中性粒子のままグリッド孔より下流に流
出する．放電室から漏れ出た中性粒子に対して，加速された主流イオンビームが衝突することで，グリッドに衝突す
る可能性のある粒子が生じる 3．様々な衝突のうちグリッド損耗に与える影響が大きいものは以下の通りである．
3.2.1

電荷交換衝突

電荷交換衝突はイオンと中性粒子が電荷を交換する衝突である．イオン加速部ではグリッド間の電位差により加速
されたイオン X+fast とそれよりも圧倒的に遅い（熱速度程度）中性粒子 Xslow が衝突して電荷を交換し，遅いイオンと速
い中性粒子が生成する．

(5 )

X+fast + Xslow → Xfast + X+slow

この反応により中性粒子となった（元イオンの）Xfast は衝突前のイオンの速度で直進する．直進先にグリッドが存在す
る場合にはグリッドに衝突してグリッド損耗の原因となる．一方，新たに電荷を獲得したイオン X+slow の速度は中性粒
子の熱速度程度であり，負電位を持つ加速グリッドに向けて加速されやすい．加速されてグリッドに衝突したイオン
はグリッドの損耗を起こす．また，イオンの生成場所によっては加速グリッドではなく減速グリッドに衝突するもの
もある．
要素番号 m の要素において，この反応によって生じる電流 Icex は，要素 m を通過するイオンビームの電流値と電荷
交換衝突断面積σcex により，次のように求めることができる．

(6 )
ここで下付文字 m は m 番目の要素，vi はイオンビームの速度，k は要素 m を通過するイオンビームの番号，Δtk , m は
k 番目のイオンビームの要素 m における滞在時間，nn , m は要素 m における中性粒子密度を示している．
1 価イオン，2 価イオン問わず，電荷交換衝突断面積は文献 [14] によれば X+e + X e について
σcex (E) = 87.3 (±0.9) － 13.6 (±0.6) × log (E) [Å2]

(7 )

3
この衝突確率は大きく見積もっても約 1% 弱であるため，衝突で生成したイオンや中性粒子が再び背景の中性粒子と衝突を起こす
確率は極めて小さく（0.01% 弱）無視できると考えてよい．したがって，主流イオンビームと背景の中性粒子の 1 回目の衝突のみを評
価する．
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の形で書け，また X+e+ + X e について
σcex (E) = 45.7 (±1.9) － 8.9 (±1.2) × log (E) [Å2]

(8 )

と書ける．
3.2.2

弾性衝突

弾性衝突では，イオンと中性粒子が衝突する際にエネルギーが保存されたまま衝突後の速度ベクトルが変化する．
速度ベクトルが変化したことにより，イオンまたは中性粒子の一部がグリッドに衝突する軌道を有することとなる．

(9 )

X+fast + X slow → X+ + X
弾性衝突により発生する電流 Iels も電荷交換衝突と同じく次のように求めることができる．

(10)
電荷交換イオンビームと異なるのは，衝突後の速度がランダムに（ただし，衝突前後の運動量は保存される）決定され
る点である．衝突後のイオンと中性粒子の速度の決定法については第 5.6.2 節に記す．
3.2.3

直接衝突

イオン加速系の設計が不適当（あるいは意図的）であれば，ビームの周辺部や過収束したビームがグリッド端に衝突
して損耗を与えることもある．主流イオンビームの衝突は電荷交換衝突や弾性衝突と異なり，衝突粒子数が数桁多い
のでスパッタ量としては甚大である．（なお，スクリーングリッド上流面（放電室側）では多くのイオンが直接衝突し
ているが，衝突エネルギーがグリッド材のスパッタの閾値未満であるので損耗は発生しない 4．）
3.3

スパッタ，再付着，グリッド形状更新

グリッドの損耗を引き起こすのは電位差により加速されたイオンとエネルギーの高い中性粒子である．グリッドに
入射するイオンビームの電流を I とすれば，単位時間当たりのスパッタ量 ṁ i は，スパッタ率を Y，グリッドへの入射
エネルギーを E，入射角度を α として

(11)
から与えられる．また，高速中性粒子の流束を Γn とすると単位時間当たりのスパッタ量は同様に

(12)
となる．グリッドへ入射するイオンならびに中性粒子によるスパッタ量が計算できれば，グリッドから放出されるグ
リッド材原子の流束を求めることが可能となる．グリッド材原子の流束を Γg とすると，全ての入射分の合計から

(13)
であるので，これらをグリッド材の表面から各方向に重み付けして放出し軌道を追跡することでグリッド材原子がそ
のまま損失するのかグリッドに付着して再付着するのかが判明する．放出方向の重み付けには，スパッタ原子の放出

4
経験談 : スパッタモデルを変更したところスクリーングリッド上流面が極端に損耗を受ける現象が発生した．そのスパッタモデル
ではエネルギーの減少とともにスパッタ率が減少するものの，スパッタが始まる下限の閾値がいつまでも 0 にはならないため，放電
電圧程度のエネルギーでも意味のない（しかしながら有限の）スパッタ率が出力されたのが原因である．スパッタの閾値に限らず，多
くのスパッタモデルは数 keV のデータから構築されており，それよりもはるかに小さい数十 eV レベルの値がどの程度信頼できるの
かは不明である．
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表 1: OPTJ のスパッタ率モデル

Mo
Matsunami

C/C

Y (E, α), Xe, 全スパッタ収量

Williams[15]
剣持モデル [31, 32]
村本モデル [46, 47]

Y (E, α), Xe, 微分スパッタ収量
Y (E, α), Xe, 全スパッタ収量
Y (E, α), Xe, 微分スパッタ収量

方向成分まで含む微分スパッタ率のデータが必要であるが，放出方向のデータがない場合についてはスパッタ後の原
子の放出方向を全方向に一様として微分スパッタ率として用いている．OPTJ で用いられているスパッタ率モデルにつ
いて表 1 に示す．なお，Mo をターゲットにした CSU [16] の実験値や村本による C/C ターゲットの微分スパッタ収量
モデルの採用も検討している．
放出されたグリッド原子で再びグリッドに到達したものに再付着率 fs を掛けることで付着量が求まる 5．この際到達
量の (1 － fs ) は再び放出されることとなるのでこれも同様に追跡して以下同様 ... となることになるが，実験により求
められた再堆積率は到着後の再放出の繰り返しの後の最終的なものの値であるはずなので (1 － fs ) を放出させてはいな
い．以上により，グリッド表面における損耗率，再付着率が求まったので，損耗率から再付着率を引いた正味の損耗
率が求まる．
計算ではグリッド表面を面で分割しているため，k 番目のグリッド面の正味の損耗量は，k 面に出入りする全ての粒
子を考慮して

(14)
と求まる．この質量変化率に適切な時間幅をかけることでグリッド表面の質量変化から体積変化，すなわち形状変化
が計算できる．

4

スパッタ率のシミュレーションとモデリング

JIEDI ツールの信頼性の向上のためには，入力情報としての正確な物性値が必要不可欠である．イオンエンジンの
加速グリッドでは，キセノンイオンによるスパッタリング現象が起こっており，グリッド損耗をもたらす．このグリッ
ド損耗を評価する際に必要なスパッタ収量は，JIEDI ツールの中でも特に重要な物性値となる．しかしながら，現在
のところ，低エネルギーで照射するキセノンイオンによる炭素グリッドへのスパッタ収量に関するデータは不足して
いるため，JIEDI ツールの要求を満たす正確なスパッタ収量を与えることは難しい．今後，“はやぶさ 2” などの新たな
小惑星探査機の開発に向けて，これらスパッタ収量の正確な知見は必要不可欠である．
このような背景のもと，本章では，低エネルギーイオンを対象としたキセノンイオンによる炭素材へのスパッタリ
ングシミュレーションの研究の成果を報告する．始めに，山村等によって提案された垂直入射のスパッタ収量に関す
る半経験式 [23] を示し，今回対象としているキセノン－炭素の組み合わせにおけるスパッタリングにこの半経験式を
用いる際の問題点を述べる．次に，スパッタリング公式にキセノン蓄積効果を取り入れた新たなスパッタリング公式
を導出し，最後に，分子動力学法を用いたスパッタリングと再付着現象のシミュレーション結果について報告する．
4.1

垂直入射のスパッタ収量に関する半経験式

スパッタリングとは，固体表面に数十 eV 以上の運動エネルギーを持ったイオンが照射すると，固体中においてはじ
き出し衝突の連鎖（衝突カスケード）が起き，結果として標的原子が固体表面から真空中に放出される現象である．こ
のイオン照射による固体のスパッタ収量に関しては，実験データおよびシミュレーションから得たデータをもとに，
任意の入射イオンと任意の固体との組み合わせに対して成立する次のような半経験式が提案されている [23][24]．
5

C/C グリッドの再堆積率は実験 [17] では 0.78 とされているので JIEDI-1 では C/C グリッドの計算ではこれを用いる．
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(15)
ここでのパラメータの詳細は参考文献 [23],[24] を参照されたい．

図 5: スパッタリング収量（Xe+ → C at 0°）

図 5 は，入射イオン Xe に対して，炭素を標的原子とした場合，上記の半経験式と実験値 [15][25]-[30] との比較を示
した結果である．図より，Xe の入射エネルギーが低い領域において，山村らの半経験式は，実験値から大きく外れて
いることが分かる．山村らによる半経験式は，本来，高エネルギーをもった入射イオンによるスパッタリング現象を
対象に導出された式である．従って，はやぶさ搭載イオンエンジン加速グリッドのように炭素複合材に対して低エネ
ルギーの Xe イオンがスパッタリングされる場合は，山村らによる半経験式をそのまま適用すると加速グリッドのス
パッタ収量を過小評価してしまう可能性がある [24]．
4.2
4.2.1

Xe 蓄積によるグリッド損耗の促進効果 [31]
キセノン蓄積による炭素スパッタリング閾値エネルギー減少効果

前節のように，Xe 照射による炭素スパッタリングについて，半実験式から導かれるスパッタリング閾値以下の低エ
ネルギーでもスパッタリングが起こることが実験的に分かっている．この低エネルギースパッタリングによるグリッ
ド損耗はイオンエンジンの設計に大きく影響する．
Xe が炭素材に蓄積した場合のスパッタリングのメカニズムとしては，図 6 で示されるような状況が考えられる．こ
れは，見かけ上，C 原子が Xe ターゲットに照射された場合の反射と考えることができる．山村等のスパッタリング公
式によると，キセノンによる炭素スパッタリングの閾値エネルギーは

(16)
で定義され，160.84 eV となる．ここで，M1，M2 はそれぞれキセノンと炭素の質量，US は表面結合エネルギーで，本
研究では炭素の昇華エネルギー 7.37 eV を表面結合エネルギーとして用いた．また，γは弾性散乱におけるエネルギー
移行因子で，

(17)
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図 6: Xe 蓄積効果

と定義される．山村等によるスパッタリング公式は入射粒子と標的原子の質量の大小関係により，もう一つの閾値エ
ネルギー定義式

(18)
があり，炭素材料中にキセノンが蓄積した場合は，式 (18) で与えられる閾値エネルギーが炭素スパッタリングの閾値
となり，閾値エネルギーは Eth = 36.5 eV 程度となる．この値は実験データの傾向とよく合致する．山村等のスパッタ
リング公式をもとにして，組成比の線形結合を用いることによって，このキセノン蓄積効果を取り入れることができ，
Y ( E ) = c 1Y1(E) + c 2Y2 ( E )

(19)

と書くことができる [32]．ここで，c 1，c 2 は材料中の炭素とキセノンの組成比である．Y1，Y2 は式 (17) と式 (18) で与
えられる閾値エネルギーを用いて計算したスパッタリング公式から得られる収量である．図 5 に式 (19) を用いて得ら
れた結果を破線で示しており，実験値とよく一致していることが分かる．ここで，キセノンプラズマ照射後の炭素材
料表面近傍のキセノン濃度が約 14% であることが他の実験クループから報告されている [29] ことから，炭素とキセノ
ンの組成比を 0.86，0.14 とした．
4.2.2

キセノン蓄積効果の飽和

炭素材中のキセノン蓄積効果のキセノン濃度依存性について，スパッタリング解析コード ACAT [33] を用いて解析
した．ACAT では，２体衝突近似法とモンテカルロ法を採用しており，ターゲットは図 7 で示されるように，ターゲッ
トを１辺 R0（=N−1/3，N：ターゲットの数密度 atoms/cm3）のユニット・セルに分割し，１つのユニット・セルに１つ
のターゲット原子をランダムに配置することでアモルファス・ターゲットを形成している．表面結合エネルギーとし
ては，平板ポテンシャルを採用する．

図 7: ACAT モデル
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図 8 に Xe+ イオンビーム照射前に炭素ターゲットに Xe 原子を蓄積させて ACAT コードで計算した結果を示す．
ACAT コードの解析結果から，炭素材料中のキセノン濃度が 10% を超えると，炭素スパッタ収量に対するキセノン蓄
積効果は弱くなり，15% と 20% では顕著な違いは見られない．したがって，キセノンの濃度が高くなりすぎると，材
料中の炭素原子の濃度が減少しすぎるため，炭素原子がスパッタリングされる確率が減少することが考えられる．キ
セノン濃度が 20% 近傍で，キセノン蓄積効果の上限に達すると考えられる．また，キセノンの蓄積量が 2% であって
も，純粋な炭素材料に比べて炭素スパッタリングに対する促進効果は顕著である．

図 8: Xe 原子を蓄積させた場合の計算結果（ACAT コード）

キセノン蓄積効果に 20% 近傍で上限があるとことが予想されることから，式 (19) で与えられるキセノン蓄積効果を
考慮したスパッタリング公式に実験データをよく再現するように係数を掛けた経験的な公式を以下に示す．

(20)
(21)

(22)
(23)
(24)
ここで，E は入射エネルギーである．本研究では，式 (19) に掛ける係数を c 0=1.5 とし，その結果を図 9 に示す．図 9
から，式 (20) に示されるように係数として 1.5 を用いることによって，キセノン蓄積効果を取り入れたスパッタリング
公式は，報告されている実験データをよく再現できることが示される．したがって，Xe 照射による炭素スパッタリン
グ収量を評価する場合は，係数 1.5 を掛けた式 (20) を用いることで，従来，理論的に予測が困難であった低エネルギー
領域での Xe 照射による炭素スパッタリング収量の評価が可能となると考えられる．
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図 9: スパッタリング収量（Xe+ → C at 0°）

4.2.3

まとめ

炭素材料にキセノンが蓄積した場合，炭素スパッタリングの閾値エネルギーが減少し，スパッタリング公式で予想
される閾値エネルギーより低い入射エネルギーでスパッタリングが起こる．この促進された炭素スパッタリングによっ
て，炭素複合材加速グリッドは理論的に予測される以上に損耗する．
従来のスパッタリング公式は，入射粒子の蓄積が考慮されていないため，本研究では，炭素材料中の炭素とキセノ
ンの組成比を用いた新たな公式を導いた．このキセノン蓄積効果は，ACAT コードの解析から，炭素材料中のキセノ
ン濃度が 20% 近傍で上限をもつことが予想される．また，わずかなキセノン濃度においても，炭素スパッタリングが
促進されることも示された．
4.3

スパッタリングの分子動力学シミュレーション

現在，開発が進められているイオンエンジンのグリッド耐久認定用数値解析ツールにおいて，グリッドの損耗や変
形をもたらす低エネルギー範囲でのスパッタリング・再付着現象に関する情報が必要とされている [34]．従来，スパッ
タリング現象の解析には２体衝突近似法に基づき原子衝突を追跡する MC シミュレーション・コード（例：ACAT[35]),
TRIM.SP[36]）が利用されてきた．イオンの入射エネルギーが数 keV 以上の高エネルギー範囲においてこれらの MC
コードはスパッタ収量やスパッタ粒子の放出角度・エネルギー分布をよく再現するが，多体衝突が重要となる低エネ
ルギー範囲には２体衝突近似が適さないため，MC コードの信頼性も低下する．一方で分子動力学 (MD) 法は，スパッ
タリングにおける数 100 eV の Xe イオンとグリッド表面の炭素原子との衝突や C-C 結合の破壊による表面からのス
パッタ粒子放出，再付着における表面下注入や C-C 結合形成といった広いエネルギー範囲の現象を理論的に取り扱う
ことができる．
本節では，低エネルギー Xe イオンによる炭素材料のスパッタリング，および炭素材料表面におけるスパッタ粒子の
再付着に関するデータベース整備のために試みられた MD シミュレーションの成果を述べる．
4.3.1

MD シミュレーションモデル

MD 法は Newton の運動方程式を数値計算で解き，多粒子系の運動を追跡する方法で，減速過程・多体衝突・熱的過
程など広いエネルギー範囲の相互作用を扱うことが出来るため，原子の運動に関する諸現象（スパッタリングや吸着・
拡散など）の理論的研究を行う上で有力なシミュレーション手法である [37]．MD 法で最も重要な要素は原子間相互
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作用力の計算で，少数原子系に対しては量子力学的手法により計算可能であるが，大規模な原子系に対しては計算速
度の観点から半経験的多体ポテンシャルが用いられる．今回の MD 計算では平衡距離で C-C 相互作用に解析的ボンド
オーダー型多体ポテンシャル [38]，Xe-C 相互作用に Lennard-Jones (LJ) ポテンシャル [39]，近接距離で Moliere ポテ
ンシャル [40] を用いた．多体ポテンシャルの対斥力項や LJ ポテンシャルは３次補間関数で Moliere ポテンシャルと滑
らかに接続された．
イオンエンジンのグリッドに使用される炭素複合材は隙間の多いグラファイト構造を持ち，その密度は 1.7～1.9 g/cm3
である．しかし，当面の低エネルギー Xe イオンによるスパッタリングのシミュレーションでは取り扱いの容易さから
ダイヤモンド構造の微結晶（密度 3.5 g/cm3) を採用した．なお結晶性の効果を除外するため，結晶格子にランダムな回
転・並進操作を行い平坦な表面を持つ微結晶を形成した．これは微視的にはダイヤモンド構造の多結晶と同等である．
微結晶の直径はスパッタリングに直接影響する表面近傍の原子衝突カスケードを含ませることができる最小限の大き
さ (25～36 Å) とした．
一方でスパッタ粒子の再付着シミュレーションから得られた結果をフィードバックして，再付着シミュレーション
ではアモルファス炭素 (a-C) 表面を採用した．その平均粗さは 1.5 Å，密度は 2.8 g/cm3，sp2, sp3 結合の割合は 77%,
21% である．基板の厚さは 12 Å，水平方向は周期境界 (36 Å×36 Å) とした．
スパッタリング，再付着のシミュレーションの両方で基盤の外縁部に Langevin MD 法 [41] を適用し，温度 300K の
熱浴と結合させた．またその部分には Dumped Boundary [42] を適用し，基板外縁の変位を補正するための応力を考慮
した．これらの境界条件により基板がもっと大きな表面の一部である様子を再現した．

図 10: 垂直入射 Xe による炭素スパッタ収量

4.3.2

低エネルギー Xe イオンによる炭素材料のスパッタリング [43]

図 10 に Xe 垂直入射の場合における炭素スパッタ収量の計算結果を入射エネルギーの関数として示す．垂直入射に
ついては TRIM.SP による計算 [44] や，多くの実験報告 [15],[25]-[29] がなされており，比較のためプロットした．こ
こで ACAT 計算結果において表面に蓄積した Xe 濃度は 0% である．ACAT 計算は 200 eV で実験結果を２桁近く過小
評価する．この原因として多体衝突によりエネルギー付与密度が増加し，スパッタ収量を増加させることが考えられ
る [45]．これより，低エネルギー範囲では多体衝突の取り扱いがスパッタ収量に大きく影響し，その評価に MD 法が
有効であると言える．一方で，実験において炭素標的中に Xe 原子が残留する可能性があり，これもスパッタ収量の増
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図 11: 200 eV Xe 入射による炭素スパッタ収量

図 12: 粗い表面でのスパッタリングの模式図

加をもたらす可能性が示唆されている [31]．どちらの効果が支配的か判断するには，Xe 残留量の評価などの検証が必
要である．
スパッタリング解析において表面の情報は最も重要な要素の１つである．斜め入射ではイオンが表面と相互作用す
る時間が長くなるため，表面形状・表面密度の効果が現れやすい事が予想される．図 11 に 200 eV Xe 入射の場合にお
ける炭素スパッタ収量の計算結果を入射角度の関数として示す．ここで ACAT 計算結果で Xe 濃度は 0% である．MD
計算は実験結果 [15] と比べて斜め入射で最大１桁程度スパッタ収量を過大評価する．これはシミュレーションで用い
たダイヤモンド微結晶の密度が実験で用いられた炭素複合材の密度よりも大きいことが原因と考えられる．より現実
に即したシミュレーションのためには Xe 照射によって変性した炭素材料表面の原子・分子スケールでの実験的解析を
行い，その結果を取り入れる必要がある．
また実験結果はシミュレーション結果に比べて弱い入射角依存性を持つ．低エネルギー範囲では入射原子が表面の
局所的な原子集団と多体衝突することで，その局所表面の法線方向を感じる．これは粗い表面に対しては入射角度の
ランダム化と等価で，結果としてスパッタ収量の入射角依存性を減少させる．即ち，実験の弱い入射角依存性は表面
粗さによってもたらされた可能性がある．
このような表面粗さは μm スケール以上であると考えられるため，この表面形状を MD 計算で直接扱うことは計算
機性能上の限界から困難である．しかし図 12 に示すように，そのような表面を Å スケールで平坦とみなし，局所表面
でのスパッタリングを損耗の素過程としたモンテカルロ計算で表面形状の変化を追跡することは可能である．その素
過程のデータベースを構築するために MD 計算を活用できる．
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スパッタ粒子の表面再付着を解析するためには，粒子の運動方向とエネルギーの情報が必要で，そのためには微分
スパッタ収量のデータベースを構築することが望ましい．MD 計算で得られたスパッタ粒子の情報から，次式のよう
に全方向に対する微分スパッタ収量が定義された．

(25)
ここで Y はスパッタ収量 (atom/ion)，E は Xe イオンの入射エネルギー，α は入射角度，f (θ, ϕ) は規格化された微分ス
パッタ収量 (1/sr)，θ は放出角，ϕ は放出方位角を表す（図 13）．

図 13: 入射角と放出角の関係

図 14: 200 eV Xe → C の MD 計算結果からフィッティングした微分スパッタ収量

This document is provided by JAXA

18

宇宙航空研究開発機構研究開発資料 JAXA-RM-11-023

表 2: a-C の自己スパッタ収量と付着率

Deposition energy

This MD

TBMD[48]

≤ 100 eV

100 eV

300 eV

Experiment[49]
600 eV

Velocity distribution

Normal

Cosine

Isotropic

Self-sputtering

0.06

0.18

0.25

0.43

0.47-0.58

0.74-0.79

Deposition rate

0.94

0.82

0.75

0.57

0.53-0.42

0.26-0.21

図 14 に 200 eV Xe → C の場合について f (θ, ϕ) の最大値の 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90% の等高線を薄灰色～濃灰
）では
色の曲線で示す．動径方向は θ = 0 ～ 90°，円周方向はϕ = 0 ～ 360°に対応する．計算結果は垂直入射（α = 0°
）では入射方向に沿った放出角に強いピークが現れる．い
ハート型の放出角分布となる傾向が強く，斜め入射（α = 60°
ずれも低エネルギーで衝突カスケードが十分発達しないことにより，入射方向の記憶を保持したスパッタ粒子が放出
されていることを示す．
放出角分布の方位角依存性について言及している実験や半経験公式は少ない．公式化に際しては，多数回衝突・少
数回衝突による放出など複数のスパッタリング過程に基づく理論的な裏付けのある関数形を採用するのが望ましいが，
当面は球面調和解析で得られた展開係数を (E, α) の関数として補間する数値データベースを提供する [46],[47]．なお，
, 180°について微分スパッタ収量の多項式フィッティングを試みているが，彼らは
Williams ら [15] も実験結果の φ = 0°
微分スパッタ収量の放出方位角依存性は示していない．
4.3.3

低エネルギー炭素粒子の表面再付着

炭素は３種の結合 sp3, sp2, sp1 結合の混成が可能なので，様々な結晶・変位構造を形成する．本研究ではポテンシャ
ルエネルギー分布から種々の表面付着状態を Shallow-trapping：配位数１と配位数２ (sp1)，Deep-trapping：配位数３

(sp2) と配位数４ (sp3) に分類した．
図 15 に a-C 面における反射・トラップ確率マップを示す．比較のため，(111) 面の場合も示す．入射粒子は C 原子，
縦軸は入射角度，横軸は入射エネルギーを表す．(111) 面の場合，20 eV 以下では軟着陸のため浅いトラップに捕獲さ
れやすく，30 eV 以上の 0°～ 50°では表面下注入のため深いトラップに捕獲されやすく，30 eV 以上の 50°～ 80°では
反射率が高いことが判る．(111) 面と比べて a-C 表面は配位数の低い不安定で低密度な構造が多いので，垂直入射では
浅いトラップに捕獲されやすく，斜め入射では表面原子密度の低さから表面上での小角散乱の繰り返しによる反射や，
平坦な表面ポテンシャルによる反射を起こし難い．
スパッタ収量は 10 eV～100 eV C → C (111) の場合では 0.16 以下であるのに比べて，a-C 面のスパッタ収量は大幅に
増大している．a-C 面では反射率が低いため，特に斜め入射で表面への有効なエネルギー付与が可能となり，スパッタ
収量が増加した．加えて，a-C 表面に露出している配位数の低い C-C 結合が入射原子の捕獲でより不安定になり，炭
素原子や炭素分子を放出したことも考えられる．
MD シミュレーションでは入射原子と基板原子が同じ元素でも区別できるので反射率とスパッタ収量を区別してき
たが，実験ではこれらを区別できないため，まとめて自己スパッタ収量として扱われる．これは入射原子 1 個当りの
放出原子数なので，付着率は 1－ 自己スパッタ収量で与えることができる．なお自己スパッタ収量が１を超える場合
は付着ではなく損耗になる．表 2 に垂直入射の C → a-C の場合について自己スパッタ収量と付着率を示す．比較可能
なシミュレーション [48] と実験 [49] の結果も示した．低エネルギー Xe による炭素スパッタリングにおいて，放出さ
れるスパッタ粒子の主要なエネルギーは 10 eV 前後で放出エネルギー分布の大部分が 50 eV 以下に含まれることを考慮
すると，その速度分布に基づく再付着率の重み付き平均は 0.82～0.75 となる．この値は他の実験・計算値と比べて入
射エネルギーの低さを考慮すると妥当な値と言える．
4.3.4

まとめ

低エネルギー Xe イオンによる炭素材料のスパッタリング，および炭素材料表面におけるスパッタ粒子の再付着につ
いて MD シミュレーションを行った．低エネルギー Xe イオンによるスパッタ収量について垂直入射の場合，MD 計算
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図 15: C（111）面 , a-C 面に対する反射・トラップ確率・スパッタ収量マップ

結果は実験結果と大体一致した．ただし MD 計算結果に比べて実験結果の入射角依存性は弱い．これは実験で用いら
れた炭素材料の表面粗さが原因と予想される．低エネルギー炭素原子の再付着について，a-C 表面では浅いトラップへ
の捕獲率が高く，反射率が低くなった．また斜め入射で表面へのエネルギー付与が起きやすくなるためスパッタ収量
が増加した．スパッタ粒子の速度分布を考慮すると，平均の再付着率は 0.82～0.75 となる．これらの結果は現在，開
発が進められているイオンエンジンのグリッド耐久認定用数値解析ツールにおいて，グリッドの損耗や変形をもたら
す低エネルギー範囲でのスパッタリング・再付着現象に関する情報として組み込むことができる．
4.4

JIEDI-1 ツールへの実装

JIEDI ツールでは，様々なスパッタ率モデルに対応することができるように，設定ファイル (optj.dat) を編集するこ
とでスパッタ率モデルを切り替えることができる．JIEDI ツールで選択可能なスパッタ率は，表 1 に示す松波モデル，
CSU の QCM 実験値，村本らによる MD 計算値であるが，他のスパッタモデルの組み込みに関して事実上制約はない．
これらスパッタ率は Fortran 90 の関数として JIEDI ツールに組み込まれており，具体的には，ビームシミュレー
ションにより求められた粒子の運動エネルギと材料表面への入射角を入力パラメータとし，入射方向を基準とした微
分スパッタ率の分布を出力する関数になっている．

5
5.1

JIEDI-1 ツールの計算モデル

座標系（全体座標および要素座標）

JIEDI-1 では空間電位の算出に FEM を用いており，8 接点 6 面体アイソパラメトリック要素（図 16）を用いて解析
対象とするイオン加速部（図 17）を構築するものとする．座標は，放電室から下流に向けて z 軸を取る全体座標 (x, y, z)
と各要素において定義される局所座標 (ξ, η, ζ) の 2 つからなる．JIEDI-1 コードにおける約束事として要素の ζ 軸は z
軸方向となるようにメッシュを構築する．x 軸と y 軸，ξ 軸と η 軸の方向については右手系である限り特に制限はない．
6 面体アイソパラメトリック要素における各接点の局所座標値は，第 1 接点 (－1,－1,－1), 第 2 接点 (1,－1,－1), 第 3
接点 (1, 1,－1), 第 4 接点 (－1, 1,－1), 第 5 接点 (－1,－1, 1), 第 6 接点 (1,－1, 1), 第 7 接点 (1, 1, 1), 第 8 接点 (－1, 1, 1) と
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図 16: JIEDI-1 コードで使用する 8 接点 6 面体アイソパラメトリック要素と接点番号，面番号の関係

図 17: メッシュ構築の一例（3 枚グリッドシステム）．緑はスクリーングリッド表面，青は加速グリッド表面，
水色は減速グリッド表面を示す．

する．また，接点 3, 7, 6, 2 で作られる面を第 1 面，接点 1, 5, 8, 4 で作られる面を第 2 面，接点 4, 8, 7, 3 で作られる面を
第 3 面，接点 1, 2, 6, 5 で作られる面を第 4 面，接点 5, 6, 7, 8 で作られる面を第 5 面，接点 4, 3, 2, 1 で作られる面を第 6
面と定義する．
6 面体アイソパラメトリック要素における形状関数は

(26)
(27)
(28)
(29)
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(30)
(31)
(32)
(33)
と定義され，要素内の点 (ξ, η, ζ) における物理量 A は接点における物理量の値 Ai ( i = 1, 2, . . . , 8 ) を用いて

(34)
と表すものとする．この A は要素間で連続であるが，微分値は要素間で連続ではない．すなわち C1 級ではない．
5.2

全体座標から局所座標を取得する方法

イオンや中性粒子を追跡する際には，全体座標系で表された位置を局所座標値に変換することが必要になる．よっ
て，全体座標上の点 P ( xP, yP, zP ) の座標から点 P が属する要素の局所座標系の座標を求める方法についてここで述べ
る．
具体的には要素接点の座標を ( xi, yi, zi )( i = 1, . . . , 8 ) として次の 3 式を解く．

(35)
(36)
(37)
これをベクトルの形で

(38)

と書くならば f = 0 となる解を求めることに他ならない．
f = 0 となる解の初期推定値を ( ξ0, η0, ζ0 ) として，初期値に対する修正量 ( Δξ, Δη, Δζ ) を求めるものとすると

(39)
Taylor 展開により

(40)
2 次以降は無視すると

(41)
これより修正量は

(42)
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を解けばよい．この解を用いて更新値を

(43)
(44)
(45)
とすると，修正量が過大となる場合があるので，1 次元探索用の変数 α を用いて，更新値を

(46)
(47)
(48)
から求める．α の値については，最初は 1 から始め

(49)
を満たすまで 1/2, 1/4, 1/8, · · · と 1/2 ずつしていく．α と更新値が求まったら，ξ0 ← ξ, η0 ← η, ζ0 ← ζ として式 (42) から
の一連の過程を，十分小さな ε を用いて

(50)
となるまで繰り返すものとする．得られた解が

(51)
(52)
(53)
を満たしていない場合には，着目した要素の内部に点 P は存在しないので別の要素を探索する必要がある．
5.3

要素の探索

イオンと中性粒子の追跡にあたり粒子が最初に出発する要素は次のように与えられている．
• 主流イオン : 上流境界に接する要素
• 電荷交換衝突と弾性散乱によって生成したイオンや中性粒子 : 衝突により生成した要素
したがって，粒子の追跡の最初の段階では必ず－1 ≤ ξP ≤ 1,−1 ≤ ηP ≤ 1,−1 ≤ ζP ≤ 1 を満たしているため，いきなり
粒子を “見失う” ことはない．粒子が進んで行くにつれて他の要素に移動することになるが，要素間の受け渡しについ
ては次の方法で行う 6．
• 要素に隣り合う要素の情報（お隣さん情報）を記憶しておく（計算の最初の 1 回だけ）．
例えば，1 番目の要素の第 1 面に 101 番目の要素，第 2 面に 102 番目の要素，第 3 面に 103 番目の要素，第 4 面に
104 番目の要素，第 5 面に 105 番目の要素，第 6 面に 106 番目の要素が接しているのであれば，2 次元配列 ADJ を
用意し，ADJ[1][1] = 101, ADJ[1][2] = 102, ADJ[1][3] = 103, ADJ[1][4] = 104, ADJ[1][5] = 105, ADJ[1][6] = 106 と
する．
• 滞在している要素を i として全体座標から局所座標への変換を行う．もし 1 < ξP であれば，i 番目の要素の第 1 面
よりも外側にあると考えて，今いる要素を ADJ[i][1] 番目の要素へと移す．また，ξP < −1 であれば ADJ[i][2] 番

目の要素へ，同様に 1 < ηP であれば ADJ[i][3] 番目の要素とし，ηP < －1 であれば ADJ[i][4] 番目の要素とする．
ζ についても同様で 1 < ζ であれば今いる要素を ADJ[i][5] 番目の要素とし，ζ < −1 であれば今いる要素を ADJ[i]

[6] 番目の要素とする．

もし，ξP > 1 で ηP > 1 のように 2 つの座標が要素の範囲外を示した場合には，絶対値の大きい方を優先する．
• 変更された要素で再び全体座標から局所座標への変換を行う．－1 ≤ ξP ≤ 1,－1 ≤ ηP ≤ 1,－1 ≤ ζP ≤ 1 となればよ
いが，ならなければ再び ADJ を利用した探索を行う．経験上最大でも 5 ステップ程度で要素の探索は終了する．

• なお，解析領域の境界においては接する要素がないため，スクリーングリッドに接している場合には -222，加速グ
リッドは -333，減速グリッドを -666，それ以外を -999 としてあらかじめデータとして与え区別している．（区別に
用いているだけで，-222, -333, -666, -999 の数字自体に深い意味はない．）
6
立方体あるいは直方体メッシュを用いれば，粒子の位置を格子幅で割るだけで要素位置を求めることができる．JIEDI-1 では損
耗したグリッド部に対してメッシュを切る必要があるため，メッシュ構築の際の強い制約となる立方体や直方体のメッシュは用いて
いない．通常の PIC 法にここで説明される粒子の位置探索法を用いると計算時間の点で不利になるが，Flux-tube 法ではビーム本数
が PIC 法よりも少ないので計算コストとしては小さいものとなる．
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5.4

要素中の電位と電位勾配の求め方

イオンビームの追跡には電位と電位勾配が必要なのでその求め方についてここに記す．点 P に対応する局所座標値

( ξP, ηP, ζP ) が既に求まっているものとする．その点における電位と電位勾配は，接点における電位 φi (i = 1, . . . , 8 ) と
電位勾配

(i = 1, . . . , 8 ) を用いて
(54)
(55)
(56)
(57)

から求めることができる．
なお，点 P における電位勾配は以下のように形状関数を微分することでも求めることができるが，

(58)
(59)
(60)
形状関数の微分値は要素間で連続でないために（形状関数の値は要素間で連続であるが )，この方法では要素と要素の
境界で電位勾配が不連続となる．そのため，あらかじめ接点における電位勾配を定めたのち，それを形状関数で補間
することで電位勾配についても連続性を保証する．具体的には，それぞれの要素において接点の電位勾配を式 (58), (59),

(60) により計算して求めた後，複数の要素に共有される接点であれば得られた電位勾配の値を平均するものとする．
なお，ここでヤコビアン J を以下のように定義する．

(61)

このヤコビアンの逆行列 J−1 を用いることで，式 (58), (59), (60) は

(62)
となる．なお，J の各成分は

(63)
(64)
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(65)
を ξ, η, ζ でそれぞれ解析的に微分することで得られる．
5.5

有限要素法による Poisson’s 方程式の解法

静電場を記述するポアソン方程式

(66)
を有限要素法により求める方法について概略を述べる．なお上式の右辺は既知であるものとして簡単のため

(67)
と置いて，以下

(68)
の形で書く．
解析領域の全てで式 (68) が満たされるのが理想であるが，現実的には難しいので，平均的に式 (68) が満たされる条
件を与える．具体的には，重み関数 φ′を与え要素内の積分値を 0 にする．

(69)
ここで

(70)
であり，Gauss-Green の定理を用いることにより

(71)
と変形することができる．OPTJ における解析では，境界条件は下のいずれか
• 電位が指定されている
• 電位の傾きがゼロ
で与えられるので，左辺の第一項は寄与しない．よって

(72)
以下，この式を解くことを考える．

(73)
行列の形で書くと

(74)

要素内の電位 φ は形状関数 N を用いて

(75)
であり，重み関数にも同じ形式の形状関数を用いるものとする
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(76)
これらを用いると

(77)

(78)

ここで

(79)

(80)

と置くと

(81)

となる．これを全ての要素について求めて重ね合わせ，境界条件を導入して解くことにより電位を求めることが可能
となる．この方程式は非線形であるの収束させるには反復計算が必要になるが，それについては Appendix A で示す．
K, F 中に表れる積分項については数値積分を行う．JIEDI-1 では，ガウス・ルジャンドル型の数値積分を行ってい
る．具体的には

(82)
を与え，積分点 ui と重み係数 wi について，2 次の公式では ui =±0.577350269189626, wi = 1.0，3 次の公式では ui =
±0.774596669241483, 0, wi = 0.555555555555556, 0.888888888888889 を用いる．JIEDI-1 では使用している形状関数が
1 次であるので 2 次の公式を用いている．
なお，要素における積分範囲は ξ, η, ζ それぞれについて [－1, 1] なので，a = －1, b = 1 として

(83)
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から求める．面積分，体積分の場合にはそれぞれ

(84)
(85)
とする．
5.5.1

イオンによる電荷密度

イオンの密度は主流イオンビームの軌道を解く際に求めていく．イオンビームの軌道は運動方程式

(86)
を解くことにより決定される．イオンビームの位置と速度については 4 次の Runge-Kutta 法を用いて求め，イオンビー
ムの現在位置ならびに要素の移動は先に示した方法で計算した．
イオンビームの軌道追跡の際には，そのイオンビームが要素をどれだけの時間で通過したかを求めることができる．
よって要素番号 m におけるイオンの電荷密度 ρi,m は，イオンビームの滞在時間を Δt，要素の体積を Vm とすると，通
過する全てのイオンビームについて和を取ることで

(87)
から求めることができる（図 18 参照）．この他に主流イオンビームと背景の中性粒子との間の衝突で生成した電荷交換
イオンや弾性散乱イオンが要素中を流れることによる電荷も計算すべきだが，それらイオンが作る電荷の大きさは主
流イオンが作る電荷の 3 ～ 4 桁小さい値となるので無視する．

図 18: イオン密度計算の概要（電流値と滞在時間の積が電荷となる）

5.5.2

反復計算による電位と電子密度の計算

ポアソン方程式の右辺の

(88)
の ρe であるが，電子が存在する放電室と下流の中和プラズマ領域においては式 (4) の Boltzmann の関係式から与え，
他は 0 とする．Boltzmann の関係式は電位の指数関数であり Poisson 方程式を求める際には線形化による繰り返し計算
が必要となるが，発散を防止するための線形化等の処理が必要となる．
本コードにおける具体的な処理として，放電室については
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(89)
とする．計算の過程で φ が放電室プラズマ電位 φ0 を超えることがあるが物理的に不合理なので電子密度についてこの
ような処理とし，イオンビーム軌道計算の際には φ > φ0 の部分について φ = φ0 とみなす．
一方，下流中和領域においては，ある閾値 φl よりも電位が高い場合には次の線形化処理を行うものとする．

(90)

ここで解析領域の下流 xy 断面積を A として

(91)
(92)
である．閾値 φl は収束を保証するために計算の途中に暫定的に設置するものであり，計算が安定してきたら閾値を
徐々に大きくしていき，最終的に閾値の必要がないようにする 7．
また，計算開始時の電位が十分に収束していない状況では，式 (90) をイタレーションごとに単純に用いると急激な
電位変動が起こるため 8，収束を改善するための緩和係数 fe を用いて電子密度のイタレーションごとの変動を滑らかに
する．具体的には，ρe,old を更新前の電子密度，ρe,new を式 (90) から計算した値として，電子密度を

(93)
によって更新する．fe の値は試行錯誤的に選ばざるを得ないが，経験的に fe = 0.1 程度の大きさであれば発散は抑える
ことが可能であり，数 10 から数 100 程度の反復させることで電子密度が十分に更新される 9．
イオンビームの追跡

5.6
5.6.1

主流イオンビームの出発位置

主流のイオンビームは -z 側の流入境界に接する要素から出発させる．その際には流入部を覆う四角形 (xmax, ymin ),

(xmax, ymax ), (xmin, ymax ), (xmin, ymin )
(94)
(95)
(96)
(97)
を作り，その四角形を x 方向と y 方向に碁盤の目のように等間隔で分割し，その交点よりイオンビームを出発させる
ものとする（図 19 参照）．出発点の x 座標と y 座標が分かれば，出発する要素を確定することが出来る．

7
OPTJ ではこの閾値を電子温度の倍数 LF = φl /Te で指定し，optj.mgc に記述しておく．初期段階の optj.mgc に設定されている
LF で発散するような場合には，LF = 0 あるいは 1 ( φl = 0 や φl = Te ) 程度に設定し，指数関数の影響を抑えた上で計算を行い，電
位が収束し始めたら LF の値を大きくして近似のない解を求める．
8
計算開始時には正電荷しかないので Poisson 方程式を解くと電位はプラズマ電位よりも高くなる．プラズマ電位より電位が高い場
所では電子密度の指数関数項により電子数密度が著しく高くなって空間電荷が負となる．その状態で Poisson 方程式を解くと電位が
プラズマ電位よりも低い状態になり，exp 項はほぼ 0 となって今度は空間電荷が正となる．そしてこの状態で Poisson 方程式を解く
と電位がプラズマ電位よりも著しく高くなって ...，の繰り返しでいつまでも収束しない．これはプラズマ振動などの物理現象ではな
く，単なる数値計算上のオーバーシュートによるものなので，緩和係数を入れて防ぐ．
9

OPTJ では fe は optj.mgc に記述されている CF を示す．
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図 19: ビームの出発位置（上流境界を覆う升目上の点から出発）

出発する要素の算出には，流入面となる要素の第 6 面に x 座標と y 座標が含まるかを調べる．具体的には，第 6 面
に含まれる接点 1, 2, 3, 4 と点 P について，以下の外積を計算する．

(98)
このベクトルの z 成分が全て同符号であれば，その要素の第 6 面に出発点が含まれることになる．（面内に属している
場合には 4 辺から見て同じ側に点が見える．）
出発する要素が求まったら，その要素の接点を用いて第 6 面上の

(99)
(100)
を満たす ξ, η を計算する．ζ に値に微小な値 εζ がプラスされているのは，点 P が要素内部に存在することを保証する
ためである．ここで

(101)

を定め，f = 0 となる解を数値的に求めていく．初期値を ( ξ0, η0 ) として初期値に対する修正量 Δξ, Δη を求めるものと
すると，Taylor 展開より

(102)
(103)
(104)
これより

(105)
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修正量が過大である場合があるので，α による一次元探索も加えて，更新値を

(106)
(107)
から求める．α の値については，最初は 1 から始め

(108)
を満たすまで 1/2, 1/4, 1/8, . . . と 2 等分していく．α と更新値が求まったら，ξ0 ← ξ, η0 ← η として再び式 (105) から上
記の過程を

(109)
となるまで繰り返すものとする．(ξ0, η0 ) の初期値としては (0, 0) で十分である．これにより局所座標系における ξP, ηP
が定まったため，要素の最も上流側となるように

(110)
として，出発点の z 座標を

(111)
から計算して出発点 (xP, yP, zP) を求める．速度については 5.7.1 節に述べる方法にしたがって与える．

5.6.2

電荷交換，弾性散乱によるイオンと中性粒子の出発位置

電荷交換イオンと弾性散乱イオンと衝突後の中性粒子は，生成する可能性のある全ての要素から出発させる．（主流
イオンビームが通過しない要素からは出発させる必要はない．）要素内における出発位置はランダムに決定する．具体
的には－1 ≤ R1, R2, R3 ≤ 1 なる乱数 R1, R2, R3 を用いて

(112)
(113)
(114)
から要素内の出発位置を局所座標で指定し，全体座標における出発位置を求める．
電荷交換イオンと衝突後の中性粒子の速度 v′
i , v′
n については，衝突前のイオンビームと中性粒子の速度を vi , vn とし
て，それぞれを入れ替えて

(115)
(116)
で与える．一方，弾性衝突の速度については，乱数 R1, R2 (0 ≤ R1, R2 ≤ 1) を用いて

(117)
(118)
(119)
(120)
(121)
(122)
から与える．要素から出発させるイオンビームの電流及び中性粒子ビームの流束には，要素当たりの出発個数で割っ
た式 (6) および (10) の値を用いる．
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粒子の追跡法

5.6.3

イオンビームの軌道は運動方程式

(123)
を解くことにより決定される．中性粒子ビームの軌道は電位勾配の影響を受けないため右辺の電位勾配項を 0 とする
ことで

(124)
から決定する．電位勾配は第 5.4 節に書いた方法で求める．運動方程式を解くにあたっては，式 (123) や式 (124) の形
ではなく，それぞれを時間項を入れた

(125)
(126)
と

(127)
(128)
の形として，時間発展で求める．これら微分方程式の数値積分方法として，4 次のルンゲクッタ法を用いている．また，
数値計算による数値誤差を排除するために，要素を移動するごとに，出発点と現在位置の電位の差を用いてエネルギー
による速度の補正をする．
数値積分の際に必要となる時間刻み Δt であるが，イオン加速部ではイオンの速度が急激に変化するために，速度に
合わせて時間刻みを変更することで効率的な計算を行うことができる．まず，一つの要素を通過するステップ数 nstep
をあらかじめ指定する．次に，要素において最も低い電位 φmin を探し出し，エネルギー保存則より要素内の最高速度
vmax を求める．

(129)
(130)
次に事前に求めておいた要素の代表長さ L を用いて

(131)
とする．要素の代表長さとしては，ビームは軸方向に流れるのが大半であるので，要素の軸方向の長さ

(132)
を用いている．これは計算の始めに 1 度だけ求め記憶しておく．
このようにしてそれぞれの要素において時間刻みを求めることで，要素内での滞在ステップ数を一定値にコントロー
ルでき，必要以上の計算を省くと共に，その要素を滞在することなく飛び越えてしまうような大きな時間刻みによる
精度損失も排除できる．
5.7
5.7.1

境界条件
上流境界

上流境界の電位には放電室プラズマ電位を与える．また，上流境界より流入するイオンビームの速度 Uinlet と上流境
界におけるプラズマ密度 n∞ を決定するために以下の考え方を用いる．
• シースが形成されるにはイオンビームの速度がボーム速度

以上でなければならない．すなわち，放電
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室プラズマ電位からシース端までに

以上の電位降下がなくてはならない．

• シース端における電子密度 ne はボルツマンの関係式から
• イオン電流密度の流束 Ji は作動条件から既知であるので，

(133)
この式を解くことで

(134)

(135)
となる．これらの値を上流境界におけるイオンビームの速度とプラズマ数密度とする．この条件は上流境界とスクリー
ングリッドの間にプレシースとシースが形成されることと等価となる．
出発時のそれぞれのイオンビーム（以下，ビームレット）には等しい電流を与え，等間隔で +z 方向に向けて出発さ
せる．1 本当たりの電流値 Jbeamlet は，次の 2 つの与え方がある．
上流境界においてイオン飽和電流が指定されているなど，電流密度 J が分かっている場合，上流境界の面積を A inlet
とし，投入するビームレットの本数を N0,beamlet とすれば，ビームレットの電流は

(136)
となる．
一方で，ビーム電流が分かっている場合には，下流境界まで流れたビームレットの本数を Nbeamlet として

(137)
から，ビームレットの電流値を決定する．下流まで流れるビームレットの本数は電位やビーム軌道ともに変化するが
最終的には自己無撞着に決定される．
5.7.2

周方向

上流と下流境界以外の周方向の境界では，電位は自然境界条件を与える．また，イオンや中性粒子は鏡面反射させ
るものとする．具体的には粒子が接した接触面の法線を n とし，衝突後の速度 v′を

(138)
から与える．衝突によって速度ベクトルの方向のみが変化するため，速さならびに位置については変更する必要はな
い．
5.7.3

グリッド

グリッド上の接点の電位については，それぞれのグリッドの電位を指定する．また，入射したイオンや中性粒子は，
エネルギー，入射角度によりスパッタ率が計算され，流束を掛け合わせることで，単位時間当たりのスパッタによる
グリッド質量損失が求められる．
このグリッド材の質量損失はグリッド表面を形成する要素面ごとに記憶され，全てのイオンと中性粒子の追跡の後
に，方向成分を与えて放出し追跡する．追跡はイオンビームの計算と同じ方法を用い，それぞれのビームは単位時間
当たりのグリッド材原子のスパッタ量を流束として持つ．このビームのうち再びグリッドに衝突するものについては，
その流束に再付着率を掛けたものが再びグリッドに付着するものとする．
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5.7.4

下流条件

下流境界までの長さは，中和がその範囲内で行われるように十分な長さで設定する．生成時の初速が小さい電荷交
換イオンはわずかな電位勾配でもグリッドに引き戻される．したがって，主流ビームの電荷が形成する電位の丘より
も下流まで解析領域を取る必要がある．電位の丘では電位勾配が 0 となるのでその場所までの距離 l n を求める [18]．
導出のために一次元のポアソン方程式を用いる．以下，添え字の s はスクリーングリッド，a は加速グリッド，n は
電位勾配がゼロとなる位置とする．

(139)
(140)
(141)
これから

(142)

両辺に

を掛けて積分する．

(143)

電位勾配が 0 になる条件

で

を用いると

(144)
変形して

(145)
積分すると

(146)
境界条件

を代入すると

(147)

(148)
両辺を自乗する．

(149)
ここで

と置くと
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(150)
空間電荷制限電流密度則より

(151)
であることを利用し，

と置きなおせば

(152)

(153)
Vn ～ 0 と考え，

と置くと

(154)
であるから

(155)
あるいは NP/H を用いて

(156)
よってこの l n 以上の長さの下流領域を確保する必要がある．経験上 l n の 3 倍以上の長さを取ればよい．イオンや中性
粒子で下流境界に至ったものはそのまま流出するものとする．なお 3 枚グリッドシステムの場合には減速グリッドに
より中和面が強制的に作られるため，加速グリッドと減速グリッドの間の距離の数倍程度を与えればよい．
5.8

メッシュ作成の留意点

メッシュ作成においては以下の点について留意する．
5.8.1

放電室からスクリーングリッド上流壁までの領域

イオンと電子が共存するプラズマ領域なので，電位変化の大きい軸方向については，メッシュの幅をデバイ長程度
またはそれ以下とする．半径方向については軸方向と比べて電位の変化が大きくないのでデバイ長を超えても問題な
い．この領域におけるデバイ長は

(157)
(158)
から求める．
5.8.2

スクリーングリッドから加速グリッド

イオンのみが加速される領域であるので，デバイ長によるメッシュの幅に関する制約はないが，電位変化を十分に
捉えることが可能な数のメッシュ数を用意する．
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5.8.3

加速グリッドより下流

イオンと中和電子が共存するためメッシュの幅をデバイ長程度あるいはそれ以下とする．デバイ長は無限下流にお
けるイオンの速度から

(159)
(160)
(161)
により算出する．イオンは加速されているので放電室と比較してイオンの数密度は小さくなっている．そのため下流
領域におけるデバイ長は大きくなるので放電室のメッシュよりも少ない数ですむ．

6

JIEDI-1 ツールによる解析の流れとコード概要

JIEDI-1 ツールは図 2 に示される流れで実行されるが，ここでは JIEDI-1 解析の流れをより詳細に解説するともに，
用いられるコードとその役割，またそれぞれの入出力データについて解説する．更に JIEDI-1 の中心となる OPTJ と
optnj についてアルゴリズムの概略を示す．
6.1

処理の流れおよびプログラム名称

JIEDI-1 を構成するプログラムおよび記述言語は以下の通り．
• 初期メッシュ生成
– pro-STAR（商用ソフトウェア，pro-STAR V4.08 (Windows 版および Linux 版））
– convert (F77 コード )
– convert2 (C コード )
• 中性粒子密度・損耗率計算
– OPTNJ (F90 コード )
– OPTJ (F90 コード )
• 計算結果表示
– pb (C++ コード )
– grid viewer (C++ コード )
• メッシュ形状変更
– move grid nodes (C コード )
– convert3 (F77 コード )
– (pro-STAR, convert, convert2)
JIEDI-1 ツールでは，与えられた形状データに基づいて初期メッシュを生成し，中性粒子密度を求めた後，グリッ
ド損耗率の計算を行う．グリッドの形状変化を求めないのであれば計算はここで終了する．
グリッド形状変化を求める場合は，グリッド損耗率計算により得られたデータを用いて指定時間後のメッシュを生
成し，中性粒子密度計算からの過程を繰り返す．
6.2

入出力データの関係

JIEDI-1 の解析では，初期メッシュ生成→中性粒子密度計算→グリッド損耗率計算→グリッド形状更新→メッシュ
再構築の各過程で前段階のコードの出力データを受け取って解析を行う．そこでコード間で受け渡されるデータにつ
いて図 20 および表 3 に示す．
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図 20: JIEDI-1 における処理の流れ（中心部分が OPTJ の解析部分である．）

6.3

中性粒子密度計算（optnj）

グリッドのスパッタをもたらす高エネルギー粒子は，電荷交換反応や弾性衝突反応で生成されるが，これらは放電
室より漏れ出た中性粒子と主流イオンビームとの衝突で生成するため，中性粒子密度および速度の決定が必要である．
放電室の中性粒子密度ならびにグリッド孔等の代表長から求められる中性粒子間の衝突断面積は十分小さいため

(Kn > 1)，中性粒子間の衝突は無視して自由分子流であるとしてその密度を求めることができる．ただし，Flux-tube
法と同じアルゴリズムを用いて中性粒子流束を追跡するため，多数の粒子を時間発展で追跡することはしない．
この中性粒子密度を計算するコード (OPTNJ) のフローチャートを図 21 に示す．メッシュや境界条件などのデータ
の入力の後，中性粒子を模擬したビームを走らせる．中性粒子密度計算では電位計算に用いるものと同じメッシュを
用いるものとし，中性粒子を模擬した多数の粒子をビーム状にして上流境界より熱速度で流入させる（グリッド表面に
達した粒子の反射条件としては，グリッドの温度を与え拡散反射させる．）PIC 法であれば各要素における粒子数の比
が要素間の中性粒子数の比を示すが，ビームを追跡する方法であればビーム 1 本あたりの中性粒子の流束が同じであ
ればビームの要素における滞在時間の合計の比が中性粒子数の比となる．
上流境界上の中性粒子の位置は碁盤の目のように規則的に分布させるが，2 個で 1 組となるように出発させるものす
る．粒子の一方の入射速度は乱数を用いて決定し，その速度を (vx, vy, vz ) とすれば，他方の速度 (v′
x, v′
y, v′
z) は
v′
x = －vx
v′
y = －vy
v′
z = vz

(162)
(163)
(164)

と置くことで，x, y 成分の運動量は相殺され z 軸方向の流れ成分のみが残る．
プログラム自体はグリッド損耗解析（後述，OPTJ）のアルゴリズムとほぼ同様であるが，荷電粒子を取り扱わない
点が大きく異なっている．計算では Flux-tube 法を用いており，中性粒子をビームとして取り扱い，その進行方向及び
座標（粒子の現在位置）を計算する．
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表 3: ファイルの説明（set.MAC, star.msh, star.bnd, move.vrt, move1.vrt は OPTNJ, OPTJ では直接使用しない．）

set.MAC

初期メッシュを作るのに必要なグリッド寸法，分割数が記入されたデータファイル

star.msh, star.bnd

pro-STAR から生成されるデータを一次処理したメッシュおよび境界条件ファイル．接
点番号の並びが pro-STAR の処理方式に従っている．

optj.msh, optj.bnd

star.msh と star.bnd の接点番号を OPTNJ, OPTJ で処理可能なように並び変えたもの
で，他のコードでも使用する

optj.cfg

イタレーション回数，収束判定条件，粒子数などの計算条件を指定したファイル

optj.n

中性粒子密度計算の中間結果ファイル名．要素における中性粒子密度の相対値及び平均
速度が出力される

optj.nd

中性粒子密度と要素における速度が出力されたもの．OPTJ で読み込まれる．

optj.dat

イオンエンジンの作動条件（電流密度，印加電圧等）を記述したファイル

optj.out

接点の位置と電位，要素の電荷密度，主流イオンビームの電流値，最終位置と速度を出
力したファイル

optj.bms

代表的なイオンビームの軌道を出力したファイル

optj.out.erosion

グリッドに衝突するイオンや中性粒子の流束や表面材料のスパッタ率を出力したファイル

move.vrt

optj.out.erosion ファイルから読み込んだ損耗率のデータを用いて計算した新しい接点
位置

move1.vrt

move.vrt の接点番号を pro-STAR で処理可能なように並び変えたもの．star.msh と
optj.msh の接点の対応関係から処理する

全ての中性粒子ビームを走らせた後，各要素を通過した中性粒子ビームの滞在時間を要素体積で除したものを中性
粒子密度の相対値とし，また要素を通過したイオンビームの速度の平均値を中性粒子速度として出力する．具体的
には i 番目の要素の中性粒子密度の相対値を n′
n (i) とすると，要素 i を通過した k 番目のイオンビームの滞在時間を
Δtk (i) として

(165)
とする．また，k 番目のビームが要素 i を通過する際の速度を (vnx,k (i), vny,k (i), vnz,k (i)) と置いて，平均速度を

(166)
(167)
(168)
から計算する．
OPTNJ はこの途中計算結果を optj.n に出力する．このファイルには中性粒子密度の相対値と各要素における中性粒
子の平均速度が出力されている．この段階では，あくまで要素間の密度の相対値を求めているに過ぎないので，作動
条件から中性粒子密度の絶対値を求める必要がある．
中性粒子密度を決定するには，中性粒子の流束が分かればよく，OPTJ では optj.dat の次のキーワード
— optj.dat —
gamma
jholeav
etau
*nflux
— optj.dat —

0.20
0.1637e-3
0.85
4.956597536e19

!2 価イオンの 1 価イオンに対する比
! 一孔当たりの電流値の平均値
! 推進剤利用効率
! 中性粒子流束 *** nflux を指定する場合は jholeav と etau は指定しない
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図 21: OPTNJ のフローチャート

に記述されている情報を元に計算を行う．指定方法としては表 4 の 3 つのパターンがある．
表 4: 中性粒子密度のデータ設定方法

中性粒子流束 [個 /m2/s]

nflux

2

全孔で平均した NPH と推進剤利用効率

NPHAV, etau

3

全孔で平均した電流密度と推進剤利用効率

jholeav, etau

1

表 4 で 1 番目の場合は，中性粒子の流束が分かっているため，密度の絶対値 nn を

(169)

により決定する．
表 4 の 2 番目と 3 番目の場合は，推進剤利用効率を用いて決定するが，推進剤利用効率は一孔に対してではなく，
グリッド全体で引き出されるイオンビームに対して求められているので，nn の算出に用いる電流密度は平均したもの
でなくてはならない．また，NPH により電流密度を指定する場合も平均したものでなくてはならない点に注意が必要
である．表 4 の 2 番目を用いる場合には

(170)
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により，3 番目の場合には

(171)

によって計算する．式 (169), (170), (171) の違いは中性粒子流束をどのように指定するかであり，本質的な違いはないの
で，指定しやすいものを用いればよい．
6.3.1

2 価イオンの補正

中性粒子密度を計算する際に用いる推進剤利用効率は，イオンビームの全てのイオンが 1 価イオンであるとして求
められていることが多いため，次の補正を行う．
1 価イオンによる電流を I+，2 価イオンによる電流を I 2+ と置く．2 価イオンの割合をγとすると，ビーム電流 I に
ついて

(172)
が成り立つ．これより

(173)
(174)
であって，推進剤利用効率 ηu が単純に電流を 1 価イオン換算したものであるとすると，推進剤流量 ṁ ，推進剤質量 M
として

(175)
である．この式から計算される推進剤流量を求めると

(176)
一方，中性粒子の流量 ṁn については

(177)
式 (173) と式 (174) を用いることで

(178)
式 (178) の右辺の括弧内部が補正項である．したがって，2 価イオンが存在する場合には式 (170) と式 (171) について，
各要素における中性粒子密度を

(179)
倍する補正を行う 10．
10

3 価イオンも含む場合には，3 価イオンの割合をγ′として

(180)
から補正を行う．
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グリッド損耗解析コード (OPTJ)

図 22 にグリッド計算部分のフローチャートを示す．プログラムをスタートさせると，メッシュ，境界条件ファイル
optj.msh, optj.bnd や中性粒子密度 optj.nd を読み込み計算準備を整える．配列等の確保および初期化作業の後，上流境
界から放出するイオンビームの位置を決定する．上流より流入させるイオンビームは図 19 に示すように偏在すること
なく碁盤の目のように均一に分布させるが，分割数が少なければイオンビームが偏在する要素が存在することになる
ために必要本数確保されているかどうかのチェックを行う．
電荷分布がない状態を仮定してポアソン方程式（ラプラス方程式）を解く．上流境界より主流のイオンビームを走ら
せて，イオンが作る電荷密度を計算する（5.5.1 節参照 )．そしてプラズマとの電位差からボルツマンの関係式を用いる
ことで電子密度が求まるため，反復計算により電位と電子密度を確定させる（5.5.2 節）．その後，再びイオンビームを
走らせてイオン電荷密度を求め，再度繰り返し計算により電子密度を決定する．この作業をイオンビーム軌道と電位
分布が自己無撞着に決定されるまで繰り返す．主流イオンビームの軌道が確定した後は，2 価電離イオンビームの追跡，
電荷交換イオンと中性粒子の追跡，弾性散乱イオンと中性粒子の追跡を行い，それら粒子の衝突によるグリッドの損
耗率を評価する．その後，スパッタされた材料原子の軌道を追跡し，グリッド表面に衝突（付着）した粒子に再堆積率
を掛けることで再堆積した粒子数が分かるので，当初求まった損耗率から再堆積率を除くことにより正味の損耗率が
計算できる．
OPTJ や OPTNJ の実行において参照されるいくつかの変数は optj.cfg というファイルに記述され，プログラムの実
行中に変更も可能である．ITMAX, IT2MAX 等はプログラムが変数を識別するために必要な参照タグである．同一の
参照タグが複数記述されている場合には一番後方の記述が優先される．NBPE, NBCEX, NBELS については現実的な
計算時間に収まる範囲内であれば多ければ多いほどよい．
— optj.cfg の開始—
ITMAX
8
IT2MAX
256
NBPE
48
NBCEX
32
NBELS
32
— optj.cfg の終了—

ビーム計算の回数（最も外側のループ回数）
電位計算の反復計算数
主流イオンビームの要素数当たりの本数
電荷交換イオンと中性粒子の要素あたりの発生数
弾性散乱イオンと中性粒子の要素あたりの発生数

optj.mgc には電位計算における収束関連のパラメータを記述する．CF の値については特に変更する必要はないが，
電子密度の発散を抑えるリミッターである LF の値については問題に応じて指定する必要がある．具体的には，計算終
了時に出力される線形近似接点数がなくなるまで 1 から徐々に変えていく．
— optj.mgc の開始—
CF
0.1
LF
3.0
— optj.mgc の終了—

電子密度の更新の緩和係数 nnew = CF×nnew + (1－CF) × nold
ボルツマンの関係式を φ > LF×TE 以上の電位で線形近似する

これらについては一定の関係式 11 を満たす必要もあるので，変更の際には電位計算結果が収束していることを確認す
ること．

11
(93)）の間
ビーム軌道計算の繰り返し値 itmax，電位計算（電子密度計算の繰り返し）の計算回数 it2max，電子密度の緩和係数 f（式
e
の関係式として，電子密度情報が十分に更新されるまでには

(181)
を満たす必要がある．これは電子電荷密度が 1 回の計算で緩和係数 fe の割合で反映されるため，電位計算の合計回数 itmax×it2max の
間に新しい電子電荷密度が 100% 反映させるために必要な条件である．
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Main start

mesh_size, input_mesh,
detect_erosion_surface.
input_neutrals, thtrdt, read_bddat, bddat

initc

2

check_beam_starting_position

srch_1st, srch

reset, b32mat, bnd32, iccglu

(
)
calc_electron_number_density, e_limiter,
reset, b32mat, bnd32, iccglu
No
Yes

outdat
Main end

No
Yes
図 22: optj のフローチャート

7

JIEDI-1 ツールの実行手順と実行例

JIEDI-1 の実行手順を示す．（コマンドライン上の入力は JIEDI-1> に続く．）
• 初期メッシュ生成
– set.MAC 編集（テキストエディタを使用）
– JIEDI-1> prostar x < 1st-step.inp
– JIEDI-1> convert
– JIEDI-1> convert2
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• 中性粒子密度計算
– JIEDI-1> OPTNJ
• 損耗率計算
– JIEDI-1> OPTJ
• 計算結果表示（必要であれば )
– JIEDI-1> pb
– JIEDI-1> grid viewer
• メッシュ形状変更
– JIEDI-1> move grid nodes
– JIEDI-1> convert3
– JIEDI-1> prostar x < 2nd-step.inp
– JIEDI-1> convert
– JIEDI-1> convert2
7.1

初期メッシュ生成：準備すべきファイル
表 5: メッシュ諸元

スクリーン，加速，減速グリッド孔径

3.05, 1.8, 2.5 mm

スクリーン，加速，減速グリッド厚さ

0.75, 1.00, 1.00 mm

スクリーン・加速グリッド間，加速グリッド・減速グリッド間距離

0.25, 0.50 mm

pro-STAR を用いて表 5 に示すメッシュを構築する．実行に先立って準備すべきファイルは set.MAC である．表 5
から作成した set.MAC の記述内容は以下の通り．グリッドの寸法，領域の分割数などに対応する下線部分を編集する
——–
!===========H================!
! SET PARAMETER 1
!===========================!
*set,laa,1.25
*set,lbb,0.9
*set,lcc,1.5
*set,ltot,1.7495
*set,lenF,3.0
*set,lenG,1.0
*set,lenH,0.5
*set,lenI,1.0
*set,lenJ,0.35
*set,lenK,1.0
*set,lenL,2.5
!===========================!
! SET PARAMETER 2
!===========================!
*set,nm1,6
*set,nm2,4
*set,nm3,4
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*set,nm4,4
*set,nm5,4
*set,nm6,53
*set,nm7,5
*set,nm8,5
*set,nm9,10
*set,nm10,5
*set,nm11,5
*set,nm12,13
*set,nm13,5
*set,rt1,1
*set,rt2,1
*set,rt3,1
*set,rt6,1
*set,rt7,1
*set,rt8,1
*set,rt9,1
*set,rt10,1
*set,rt11,1
*set,rt12,1
*set,rt13,1
!=============================!
——–

7.2

pro-STAR の実行手順

以下の 3 行を実行することで set.MAC の記述に従いメッシュファイル (star.msh, star.bnd, optj.msh, optj.bnd) が生成
される．
JIEDI> prostar x < 1st-step.inp
JIEDI> convert
JIEDI> convert2
生成されたメッシュを図 23 に示す．

図 23: 解析メッシュ．左からスクリーングリッド，加速グリッド表面，減速グリッド．
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この時に生成される volume base.dat には生成された各グリッドの体積 (1 孔の 1/12) が mm3 単位で出力されている．
これにグリッド材料の比重をかけることでグリッド質量が計算できる．
——–
0.47475
0.671637
0.29487
——–
出力の順は上から減速グリッド，加速グリッド，スクリーングリッドである．
7.3

中性粒子密度計算，損耗率計算

次の表 6 に示される条件で計算を行うものとする．作動条件ファイル optj.dat と収束コントロールファイル optj.cfg
を編集する．
optj.dat には推進剤やグリッドの種類やグリッドの電位，ビーム電流，電子温度等の入力データが格納されている．
OPTJ は 1 列目の文字を見て入力パラメータを判断するので，1 列目の文字の変更の必要はない．また，大文字と小文
字の区別はない．
— optj.dat の開始—
Prop
Xe
! 推進剤 (Xe または Ar)
Grid
CC
! グリッド材料 (CC または Mo)
**** 4 行目以下は順番は自由 ***
phis
1500.
! スクリーングリッド電位
phia
-350
! アクセルグリッド電位
phid
0.
! ディセルグリッド電位
*NPH
6.19951460E-10 !NPH *** NPH と jhole のいずれかのみ ***
jhole
0.189e-3
! 一孔当たりの電流 [A]
DV
10
! 放電電圧 [V]
Te
5
! 電子温度 [eV]
N0
Sputter model
gamma
Sticking factor
Ts
Ta
Td
jholeav
etau
*nflux

0.
2
0.20
0.78
354.17
354.17
354.17
0.1637e-3
0.85
4.956597536e19

! 背景の中性粒子密度
!MD = 1, Williams = 2
!2 価イオンの 1 価イオンに対する比
! 再付着率
! スクリーングリッド温度
! 加速グリッド温度
! ディセルグリッド温度
! 一孔当たりの電流値の平均値
! 推進剤利用効率
! 中性粒子流束 *** nflux を指定する場合は jholeav と etau は指定しない

— optj.dat の終了—
また，次のような計算条件ファイルとする．
— optj.cfg の開始—
ITMAX
8
IT2MAX
256
NBPE
48
NBCEX
32
NBELS
32

ビーム計算の回数（最も外側のループ回数）
電位計算の反復計算数
主流イオンビームの要素数当たりの本数
電荷交換イオンと中性粒子の要素あたりの発生数
弾性散乱イオンと中性粒子の要素あたりの発生数

— optj.cfg の終了—
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表 6: 作動条件

プラズマ電位

1510 V

スクリーングリッド電位

1500 V

加速グリッド電位

-350 V

減速グリッド電位

0V

ビーム電流

0.189 mA

電子温度

5 eV

スクリーングリッド温度

354.17 K

加速グリッド温度

354.17 K

減速グリッド温度

354.17 K

2 価イオン比

0.2

推進剤利用効率

0.85

平均電流

0.1637 mA

背景中性粒子密度

0

ポアソンソルバの収束用のマジックパラメータは
— optj.mgc の開始—
CF
0.1
電子密度の更新の緩和係数 nnew = CF × nnew + (1 － CF) × nold
LF
3.0
ボルツマンの関係式を φ > LF × TE から線形近似
— optj.mgc の終了—

7.4

OPTNJ の実行例

OPTNJ の実行例を示す．OPTNJ で必要なファイルは optj.dat, optj.cfg であるが，いずれもファイルから直接読み込
まれるのでコンソール上でデータの入力は必要ない．
JIEDI-1>optnj
Reading 26482 of 26482 node data
Reading 22670 of 22670 element-node data
Reading 22670 of 22670 adjacent element data
Reading operation data file...
Propellant is Xe
Screen grid temperature: 354.17 K
Accel grid temperature: 354.17 K
Decel grid temperature: 354.17 K
Number of elements in the beam discharge surface : 215
Number of particles = 27384
Number of particles per element = 127 128
(nbx, nby) = 309 178
Number of calculation particles = 55002
0Reading operation data file...
Opening file: optj.bnd
Opening file: optj.n
Number density of inlet neutral gas = 3.194544158946510E+017
Velocity of inlet neutral gas = 77.2523989149069
Doubly charged ion correction factor = 1.47222222222222
Output to file: optj.nd
ファイルに書かれたデータに異常がなければ計算は上記のように終了し，中性粒子密度に関するファイル optj.nd が
作られる．
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7.5

OPTJ の実行例

OPTJ も同様にデータに異常がない限り実行終了まで走り続ける．下は実行直後の画面出力である．
JIEDI-1>optj
Beam output file is optj.bms
Mesh file is
optj.msh
Reading mesh data file...
26482 / 26482
22670 / 22670
Finished.
Reading operation data file...
Propellant is Xe
Grid is made of CC
Screen grid voltage: 1500.00000000000
Accel grid voltage: -350.000000000000
Decel grid voltage: 0.000000000000000E+000
NP/H: 6.199514598199761E-010
Jtot: 1.890000000000000E-004
Gamma: 0.200000000000000
Discharge voltage: 10.0000000000000
Electron temperature: 5.00000000000000
Background neutral number density: 0.000000000000000E+000
Finished.
1.388705904845785E+017 2.360277564245417E+015
Number of beams per element = 36
Number of beams per element = 129
Beam trajectory output interval is 218
Calculating matrix size.. 0% 20% 40% 60% 80% done.
Prepairing for matrix calculation.. 0% 20% 40% 60% 80% done.
Calculating vectors and matrices... done.
Resetting variables... done.
Making matrix... done.
Incorporating boundary conditions... done.
Solving simultaneous equations... 413 0 0
Calculating potential gradients... 0% 20% 40% 60% 80% done.
Calculating max and min potentials... 0% 20% 40% 60% 80% done.
Tracking main ion beam... 0% 10% 20%
計算開始時には入力ファイルから読み取ったデータを復唱する形で画面に出力している．計算結果に何らかの異常
がある場合には，入力データの読み込みに問題がある場合が多いため，この実行開始時の出力画面を調べるとよい．
プログラムの最終段階で次のような表示が出て終了する．
Tracking supttered surface atoms ... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% done.
Alpha 100 = 0.27872042E+02
Specific impulse = 3978.58212450892 3784.29414665492
Specific impulse (100%) = 4680.68485236344
Thrust factor = 0.982072265474243
Alpha 95 = 26.3900358121447
Direct: 0.20157E-12% CEX: 0.48580E+00% ELS: 0.22256E+00%
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Information of impact particles
Isc/h = 0.84819930E-09 ( 0.73782853E-10) A ( 0.44878270E-03 %)
Isn/h = 0.15656529E-08 ( 0.70978026E-10) A ( 0.82838779E-03 %)
Isi/h = 0.22476319E-04 A ( 0.11892232E+02 %)
Ise/h = 0.36386693E-09 ( 0.60751590E-10) A ( 0.19252219E-03 %)
Isen/h = 0.16918213E-07 ( 0.15592175E-08) A ( 0.89514354E-02 %)
Iss/h = 0.44952639E-05 A ( 0.23784465E+01 %)
Istot/h = 0.26972795E-04 A ( 0.14271320E+02 %)
Isdp/h = 0.88614605E+10 atoms/sec
Iac/h = 0.56723853E-06 ( 0.35464583E-07) A ( 0.30012621E+00 %)
Ian/h = 0.67153761E-08 ( 0.27106968E-09) A ( 0.35531091E-02 %)
Iai/h = 0.00000000E+00 A ( 0.00000000E+00 %)
Iae/h = 0.10244074E-06 ( 0.17077887E-07) A ( 0.54201447E-01 %)
Iaen/h = 0.90705779E-07 ( 0.82965806E-08) A ( 0.47992476E-01 %)
Ias/h = 0.00000000E+00 A ( 0.00000000E+00 %)
Iatot/h = 0.66967926E-06 A ( 0.35432765E+00 %)
Iadp/h = 0.54376746E+12 atoms/sec
Idc/h = 0.80785568E-07 ( 0.51873910E-08) A ( 0.42743687E-01 %)
Idn/h = 0.27153309E-07 ( 0.10494061E-08) A ( 0.14366830E-01 %)
Idi/h = 0.00000000E+00 A ( 0.00000000E+00 %)
Ide/h = 0.12394483E-06 ( 0.19781566E-07) A ( 0.65579277E-01 %)
Iden/h = 0.11092849E-06 ( 0.10148518E-07) A ( 0.58692320E-01 %)
Ids/h = 0.00000000E+00 A ( 0.00000000E+00 %)
Idtot/h = 0.20473040E-06 A ( 0.10832296E+00 %)
Iddp/h = 0.50175870E+12 atoms/sec
Isb /h = 0.13041399E+11 atoms/sec
Msc/h = 0.00000000E+00 ( 0.00000000E+00)
Msn/h = 0.00000000E+00 ( 0.00000000E+00)
Msi/h = 0.00000000E+00
Mse/h = 0.00000000E+00 ( 0.00000000E+00)
Msen/h = 0.25988712E+09 ( 0.81206438E+08)
Mss/h = 0.00000000E+00
Mstot/h = 0.25988712E+09
Mac/h = 0.44149190E+12 ( 0.32244363E+11)
Man/h = 0.14117993E+10 ( 0.17858059E+09)
Mai/h = 0.00000000E+00
Mae/h = 0.30798728E+12 ( 0.50157598E+11)
Maen/h = 0.83449259E+11 ( 0.15548932E+11)
Mas/h = 0.00000000E+00
Matot/h = 0.83434023E+12
Mdc/h = 0.86932985E+11 ( 0.64060711E+10)
Mdn/h = 0.31003616E+11 ( 0.21744230E+10)
Mdi/h = 0.00000000E+00
Mde/h = 0.34860129E+12 ( 0.54614542E+11)
Mden/h = 0.25063252E+12 ( 0.38622063E+11)
Mds/h = 0.00000000E+00
Mdtot/h = 0.71717041E+12
Nplasma = 0.10928702E+18 atoms/sec
Minimum potential on axis = -0.10221787E+03 V ( 0.20700000E-02 mm)
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表 7: OPTJ 出力画面における記号の説明（/h は一孔あたりを示す．）

スクリーン

アクセル

ディセル

電荷交換イオン電流

Isc

Iac

Idc

電荷交換イオンによる損耗

Msc

Mac

Mdc

電荷交換中性粒子流束（電流換算）

Isn

Ian

Idn

電荷交換中性粒子による損耗

Msn

Man

Mdn

弾性散乱イオン電流

Ise

Iae

Ide

弾性散乱イオンによる損耗

Mse

Mae

Mde

弾性散乱中性粒子流束（電流換算）

Isen

Iaen

Iden

弾性散乱中性粒子による損耗

Msen

Maen

Mden

直接衝突電流

Isi

Iai

Idi

直接衝突による損耗

Msi

Mai

Mdi

2 価イオン電流

Iss

Ias

Ids

2 価イオンによる損耗

Mss

Mas

Mds

スパッタ原子数

Isdp

Iadp

Iddp

スクリーングリッド上流へのスパッタ原子数

Isb

ここで，Alpha 100 はビーム電流を孔中心から半径方向に積分した際に全てが含まれるビーム発散角である．また，
Alpha 95 はビーム電流を孔中心から半径方向に積分した際に全電流値の 95% が含まれるビーム発散角である．比推力
については，軸方向のビームの平均速度から

(182)
で計算されるものを Specific impulse (100%) と表示する一方で，Specific impulse の部分には，推進剤利用効率をかけた
ものと，更に 2 価イオンの影響を含んだものの 2 つを示している．推力係数 f については

(183)
から計算したものを出力している．
衝突粒子情報で表示されている記号について表 7 に示す．例えば，Isc/h はスクリーングリッド一孔あたりの電荷交
換イオン電流を示し，その値とビーム電流に対する割合が表示される．間に挟まれた括弧は 2 価イオンの寄与分であ
る．また，Iac/h はスクリーングリッド一孔あたりの電荷交換イオン電流である．同様に損耗についても各生成原因別
に出力されている．括弧内は 2 価イオンを起源とするものである．
この出力は optj.out.dat というファイルにも出力されている．また，損耗率に関するデータは optj.out.erosion に出力
される．
なお，ポアソン方程式を Newton-Raphson 法で解いた際の電位残差を主流ビームのイタレーション毎にプロットし
たものが図 24 である．最初の電位計算はイオンビームを走らせる前に行うラプラス方程式の計算であり収束計算の必
要はない．したがって，主流イオンビームを走らせた後にポアソン方程式を解く必要がある 2 回目以降の電位計算が
示されている．残差は前回のイタレーションと今回のイタレーションとの間の更新値の最大値（N∞ ノルム）であり
R = max (φcurrent － φprevious )

(184)

で表される．図 24 に示されるように，2nd iteration, 3rd iteration とそれぞれのイオンビームのイタレーションにおい
て，電位残差はイタレーション毎に減少している．最終的な電位の残差は 10－4 V 程度である．
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図 24: 電位の収束状況

7.6

pb, grid_viewer の実行手順

OPTJ を実行することにより，接点電位（optj.out に格納），ビーム軌道（optj.bms），グリッド要素面における損耗率
（optj.out.erosion に格納）を求めることができる．これらの結果は表示ソフト pb と grid_viewer により画面上に表示す
ることができる．
7.6.1

pb

pb を実行して電位分布とビーム軌道を表示させる例を示す．pb への入力は以下の通り（入力部分は下線で示してい
る．なおプログラムからの出力は省力する．）
——–
Input *.out file name = optj.out
Input mesh file name = optj.msh
Input *.bms file name = optj.bms
——–
これらの入力により画面に図 25 に示すウィンドウが起動する．コントロールパネルを操作することにより電位分布な
らびにビーム軌道を出力することができる．初期画面における電位の表示面は軸に平行な向きとなっている．
7.6.2

grid_viewer

次に grid_viewer を用いてグリッドの損耗率分布および指定時間後のグリッド形状を求める例について示す．grid_
viewer への入力は以下の通りである（入力部分は下線で示している．）
——–
Input mesh file name = optj.msh
Input erosion data file = optj.out.erosion
——–
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図 25: 作動開始時における電位分布とビーム軌道（右は操作パネル）

これらのファイル名を入力することにより画面に図 26 に示すウィンドウ（コントロールパネル）が起動する．コン
トロールパネルの操作によりグリッド表面形状ならびに損耗の強度分布が出力される．また，指定時間（この例では
5000 時間）をコントロールパネルにより入力することにより，その指定時間後のグリッド形状（図 27）を求めることが
可能である 12．
7.7

move_grid_nodes の実行によるグリッド形状の更新

move_grid_nodes 実行することにより指定した時間後の新しい接点位置を計算することができる．ここでは 5000 時
間後 13 の接点位置を求めるものとして move_grid_nodes の入力例を示す．入力部分は下線で示しており，プログラム
からの出力は省力している．optj.out.erosion は OPTJ を実行することにより生成されるデータファイルでグリッド損
耗に関連するデータが出力されている．
——–
Input mesh file name = optj.msh
Input surface erosion data file name = optj.out.erosion
Include redeposition [0:1] = 1
Time step [hrs] = 5000
Mo or C/C [0 or 1] = 1
Input proSTAR mesh file name = star.msh
Input moved points data file name = move.vrt
——–
7.8

新メッシュ構築

初期メッシュを生成したのと同じディレクトリ 14 で以下の一連のコマンドを実行することで新しいメッシュが構築
される．
JIEDI> convert3
JIEDI> prostar x < 2nd-step.inp
JIEDI> convert
JIEDI> convert2
12
指定時間後のグリッド形状はあくまで現時点における損耗率からグリッド上の接点の移動量を求めて表示したものであるので，
指定時間の値が大きすぎたら正しいグリッド形状は表示されない．
13
メッシュ再構築の時間幅は損耗が強い場合には数 10 から数 100 時間程度，損耗率が小さい場合には数 1000 時間を入れる．この
例の 5000 時間は大き目である．
14

pro-STAR によるメッシュ再構築の過程で前回生成したファイルを使用するため．
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図 26: 作動開始時におけるグリッド損耗率と操作パネル

図 27: 作動開始時のグリッド損耗率データから求めた 5000 時間後のグリッド形状と操作パネル

volume create-2.dat には新たに生成された各グリッドの体積が mm3 単位で出力されている．5000 時間後の場合には
——–
0.468226
0.665499
0.295437
——–
となる 15．
7.9

繰り返し

同様の手順で OPTNJ と OPTJ を実行することで作動開始から 5000 時間後の時点におけるグリッドの損耗率を求め
ることができるので，それから ΔT 時間後のメッシュを求めることが可能である．例えば，ΔT = 5000 hours であれ
ば作動開始から 10000 時間後のメッシュを構築することができ，同じ ΔT 間隔を用いるものとすると，15000 時間後，
15
JIEDI-1 コードではイオンや中性粒子の位置や速度をランダムに決定している部分が何箇所かある．例えば，OPTNJ では中性粒
子の出発位置と速度，ならびにグリッドでの反射をランダムに決定している．また，OPTJ では電荷交換衝突の要素内の発生位置を，
弾性衝突については衝突位置と衝突後の速度についてそれぞれランダムに決定している．そのため計算結果（グリッド表面の損耗率）
は計算毎にわずかながら異なる結果となる．そのためグリッド体積は実行毎に同じになることはない．
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図 28: 20000 時間後における電位分布とビーム軌道（右は操作パネル）

図 29: 20000 時間におけるグリッド損耗率（右は操作パネル）

図 30: 20000 時間における損耗率データから求めた 25000 時間後のグリッド形状（右は操作パネル）

This document is provided by JAXA

52

宇宙航空研究開発機構研究開発資料 JAXA-RM-11-023

20000 時間後，25000 時間後のメッシュの形状を求めることができる．
例として 5000 時間間隔でメッシュを更新し続けることにより得られた 20000 時間後の電位とビーム形状を図 28 に，
その時の損耗分布及び 25000 時間後のグリッド形状を図 29 と図 30 に示す．
なお，JIEDI-1 ツールにおける制限事項として，グリッド形状の変化計算を行う時間には上限がある点がある．こ
れはメッシュ再構築の際に接点を移動するが，その接点の移動量が特定値を超えると pro-STAR のマクロでは処理す
ることができないからである．ただし，これはメッシュ再構築のアルゴリズムを今後改良することにより対応できる
問題である．
また，volume create-2.dat のデータに記載されている 1 孔の 1/12 のグリッド体積からグリッド質量を求め，それぞ
れの作動時間においてプロットすることでグリッドの質量変化を知ることができる．この結果を図 31 に示す．加速グ
リッドと減速グリッドは損耗により質量が減少している一方で，スクリーングリッドはスパッタされたグリッド材が
堆積するために質量が増加している．

0.1

Grid mass change, mg

0
-0.1

0

5000

10000 15000 20000 25000 30000
Screen grid
Accel grid
Decel grid

-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
-0.6
-0.7

Operating time, hours
図 31: グリッドの一孔当たりの質量変化
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JIEDI-1 ツールによるグリッド評価

本章では，JIEDI-1 ツールによるグリッド耐久性評価結果について報告する．
8.1
8.1.1

マイクロ波イオンエンジンの耐久性評価
μ10 PM イオンエンジン

μ10 PM イオンエンジンのグリッド損耗を 20000 時間後まで計算し，3 次元計測された実験データと比較した例を示
す．グリッドの孔径は，スクリーン，加速，減速グリッドが各々 3.05 mm，1.8 mm，2.5 mm，スクリーン，加速，減
速グリッドの厚さが 0.95 mm，1.0 mm，1.0 mm ならびに各電極間距離は 0.32 mm，0.5 mm である．推進剤利用効率は
85% とし，放電室におけるプラズマ生成には偏りがあり，引き出されるイオンビーム密度は一様ではないため，損耗
量が大きくなるビーム電流の高い 0.19 mA/hole 孔と低い 0.05 mA/hole 孔に対して計算を行った．計算結果を図 32 に示
す．
図 32 の左がデジタルマイクロスコープで計測されたグリッド表面であり [21]，濃淡により初期寸法からの差を示す．
右の計算結果では損耗強度を濃淡で示している．計算結果は加速グリッド下流側が損耗を受け孔径が拡大している点
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図 32: μ10 イオンエンジンのアクセルグリッド損耗比較（左：実験 [21]，右：シミュレーション）

で一致しており，減速グリッドの下流側に見られる 6 角形形状の損耗も再現している．定量的な比較としては，μ10
EM グリッドの耐久試験を模擬した計算から，加速グリッド電流 0.37-0.67 mA，加速グリッド損耗率 15-27 g/h という
計算結果を得ている．これは実験で計測された加速グリッド電流値 0.5 ± 0.05 mA とよく一致し，加速グリッドの損耗
率 28-60 g/h と同一レンジにある．
図 33 は μ10 EM グリッドの質量変化の比較である．高電流孔，中電流孔，低電流孔について計算した結果を孔全体
の電流分布に沿うように重みづけして求めたものである．実験値とともに，2 価イオン比 0, 0.1, 0.2 の計算結果を示し
てる．ECR イオン源の 2 価イオン比は 0.2 程度と報告されているため，最も下側の計算結果の線が実験を模擬した計
算結果となるが，実験データのエラーバーの下限に近い結果となる．実験値には真空容器からのバックスパッタによ
る堆積分を考慮したエラバーが付与されており，エラーバーの下限がグリッド単独の損耗量に近いと考えられること
から，JIEDI ツールによる計算結果は実験結果を良好に再現しているものと言えよう．なお，2 価イオン比の違いに
よって加速グリッド質量変化に違いが生じているが，その原因は式 (178) に示される中性粒子流束の違いによるもので
あり，2 価イオンそのものが損耗に与える影響は小さい．したがって，2 価イオンを含まないコードでも，中性粒子流
束を式 (178) で与えれば概ね妥当な計算結果が得られると言える．
8.1.2

μ20 PM イオンエンジン

μ20 イオンエンジンは μ10 イオンエンジンの 4 倍の推力を持つイオンエンジンである．μ20 イオンエンジンの加速グ
リッドの設計思想は独特であり，意図的に孔径を小さく製作した加速グリッドに主流イオンビームを衝突させること
で加速グリッド孔形状をビームが自然に流れるように最適化する．このイオンビーム加工は作動開始から数百時間程
度の間に行われるもので，数千から数万時間かけて進行する通常の損耗よりも数桁高い損耗率を与える．また，損耗
のパターンもグリッド孔の内径が一様に削れるのではなく，星形や六角形の不均一な損耗を生じている．したがって，
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図 33: μ10 イオンエンジンのアクセルグリッド質量変化

図 34: μ20 イオンエンジンのアクセルグリッド加工（左：実験 [22]，右：シミュレーション）

JIEDI ツールが最も得意とする解析であり，国内外の他の計算ツールでは扱うのが難しい問題である．
図 34 は μ20 イオンエンジンの低電流孔部のイオンビーム加工の写真 [22] と計算結果の比較である．比較は作動開始
から 1100 時間後とした．写真と計算結果はいずれも減速グリッドから加速グリッドを眺める方向に得られたものであ
る．加速グリッドに星形の不均一な損耗が生じている点と，減速グリッドには六角形の損耗を生じている点で，写真
と計算結果の一致はよく，JIEDI ツールによる計算結果の妥当性を示している．
8.1.3

再付着の影響

図 35 に示すのは，再付着の有無による加速グリッド損耗量の違いについて μ10 イオンエンジンを例に計算したもの
である．図 33 に新たに再付着の無い場合を想定して計算したものを加えている．
図 35 から明らかなように，再付着の無い場合には加速グリッド損耗量を一桁多く見積もることとなり，実験値との
乖離は著しい．したがって，スパッタ損耗だけではなく，再付着の影響も十分に考慮したモデル化が必要であること
が分かる．
8.1.4

スパッタモデルの違いによる影響

図 36 に示すのは，スパッタモデルの違いが加速グリッド損耗に与える影響について示したものである．計算は μ10
イオンエンジンの高電流孔 (0.19 mA/hole) について行った．スパッタモデルは，Williams らの QCM 実験から得られた
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図 35: 再付着の有無によるアクセルグリッド損耗量の違い

図 36: スパッタモデルの違いによるアクセルグリッド損耗量の違い

経験式，Williams の経験式から得られる全スパッタ収量を用い，スパッタ原子の放出方向をコサイン分布でモデル化
したもの（微分スパッタ率を実験的に取得するのと全スパッタ収量のみを測定するのでは大きな実験コストの違いがあ
るため比較対象とした），村本による MD 計算値である．MD モデルは村本の分子動力学（MD）シミュレーションによ
り求められた結果を用いた微分スパッタ収量モデルである [46, 47]．これは Å レベルの平坦な表面に対して計算された
ものであり，実験結果とは違いグリッド表面の構造は組み込まれていない言わば素過程のモデルである．なお，MD 計
算から求められた微分スパッタ収量モデルの衝突エネルギの適用範囲が 200 eV から 500 eV であるので，200 eV 以下
と 500 eV 以上に対しては Williams の経験式から計算している．
図 36 から，Williams の経験式を用いたものよりも，それにコサイン則を適用したものの方が質量損失は 20% ほど小
さく，一方 MD モデルの質量損失は 40% 程度大きいことが分かる．
Williams の実験データではスパッタされた原子は入射粒子の進行方向に対してより多く飛散する（下流に排出され
る）一方で，コサイン則を与えたものの飛散方向は進行方向によらない．そのためコサイン則を与えたもので再付着量
が大きくなるため損耗量は小さくなる．このように全スパッタ収量にコサイン分布を与える簡易的な方法でも誤差は
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図 37: グリッドへのスパッタ粒子の平均衝突角

図 38: Full-PIC 解析のフローチャート

20% 程度である．
一方，MD モデルの結果が Williams の経験式よりも高い損耗率を与える原因については，MD モデルの強い角度依
存性が上げられる．図 37 に示されるように加速グリッドへの粒子の衝突角度は平均して 30°を超えており，これは図
11 のように MD モデルのスパッタ率が Williams の実験データを超える領域である．この差異についてはスパッタ率の
シミュレーションとモデリングの節で検討されているが，Williams の実験値との差は 40% ほどあるため，スパッタモ
デル間の違いとその原因究明は早急に解決すべき課題である．
8.2

全粒子（Full-PIC）法と JIEDI ツールの解析結果比較

JIEDI-1 ツールは，イオンビームを Flux-tube で模擬し電子密度を Boltzmann の関係式から求めることからイオン・
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電子とも粒子として計算する必要がなく，計算コストが低いことが特徴である．しかし，計算コストが抑えられる反
面，イオンビームや電子密度分布の評価についてモデル化をしているため実際にツールを適用するためにはその精度
評価が重要になってくる．そこで，これらのモデルを用いずイオン，電子をともに粒子として扱うイオンエンジン用
Full-PIC（particle in cell）コードの開発・解析を行い，JIEDI-1 ツールの精度評価を実施した．ただし，イオンビーム
を Flux-tube として模擬するモデルはイオンがほとんど無衝突であることや流入速度を一様にしていることを考慮すれ
ばその妥当性は明らかである．そこで，本評価では電子密度評価に用いられる Boltzmann の関係式の適用妥当性につ
いて着目し，Full-PIC（particle in cell）解析を行った [50]-[57]．
本評価では，まず２枚グリッドのイオンエンジンについて解析を実施した [52],[54]-[56]．グリッド損耗を定量的に評
価するためには，グリッド電流を適切に捉える必要がある．そこで，早川により行われた２枚グリッドイオンエンジ
ンのグリッド電流測定 [58] と同様の形状，条件下で，本 Full-PIC コードを用いた解析を行い，グリッド電流について
測定値との比較を行った．加えて，グリッド損耗分布を検討することで本コードの妥当性を評価した．
次に，コードを３枚グリッドに拡張し，μ10 エンジンと同様の形状下で３枚グリッドのイオンエンジン解析を行った．
この解析によって得られた電子密度分布と Boltzmann の関係式より得られる電子密度分布との比較検討を行った．ま
た，Boltzmann の関係式に従わない一部の領域について電子速度分布の非平衡性を検討することでその物理メカニズ
ムを議論した．これらの検討に加え，JIEDI-1 ツールと同条件下で Full-PIC 解析を行い，2 つの解析で得られたグリッ
ド電流値の比較を行うことでグリッド損耗予測における Boltzmann の関係式適用の妥当性について総括を行った．
8.2.1

Full-PIC コードを用いたイオンエンジン解析の概略

本解析コードを用いた基本的な解析手順を図 38 にまとめ，以下にその概略を述べる．
本コードは，中性粒子，イオンおよび電子をすべて粒子として扱っている．ただし，中性粒子密度はイオンや電子
の密度に比べ数桁程度高くなっているため，中性粒子運動をイオンビーム解析と同時に扱うためには多数のテスト粒
子が必要で計算時間が膨大になることから現実的ではない．そこで，まず中性粒子運動のみの解析を実施し中性粒子
密度分布を求め，イオンビーム解析における衝突計算の際に用いる，という方法をとっている．上記の過程を繰り返
し行うことで荷電粒子解析が収束させ，その後充分なグリッド衝突粒子のサンプル収集が完了するまで解析が続けら
れる．ただし，計算負荷が大きい場合には，サンプル収集として，収束後電位場を固定しイオンのみを解析する方法
により実施される．
本コードは，損耗の進行を考慮した複雑グリッド形状に対応する目的で，直交格子系を採用している．計算格子は，
放電室および中和領域におけるデバイ長を基準に決められる．中性粒子運動解析は DSMC（direct simulation Monte
Carlo）法を用いて行われた．ただし，本解析での計算条件下ではクヌーセン数がすべての領域で十分に大きいことか
ら衝突は考慮していない．
荷電粒子である電子及びイオンの運動は運動方程式に従って運動させているが，これらの時間積分は４次精度であ
る Runge-Kutta-Gill 法を用いて行われる．本コードでは，計算時間短縮のため電子質量は実際よりも大きく設定して
いる．また，各格子点における電位は Poisson 式を有限要素法（FEM）法によって解くことにより求めている．ここで，
本コードの FEM 計算では１次四面体要素を採用している．直交格子系では，グリッド表面と格子点が必ずしも一致し
ないが，グリッド表面でグリッド電位を満たすようにグリッド近傍の格子点に電位を設定している．
粒子間衝突としては，中性粒子－イオン間の電荷交換衝突，弾性衝突を扱っている．電荷交換衝突計算は粒子法で
追跡荒れるテストイオン粒子に対して行われる．本コードでは，各セル上で密度の形で与えられている中性粒子とイ
オンとの衝突について，弾性衝突及び電荷交換衝突の衝突判定を行っている．電荷交換，弾性衝突が行われた場合に
は衝突したイオン粒子速度を各衝突に基づき変更し，運動を追跡している．
8.2.2

2 枚グリッドイオンエンジン解析による Full-PIC コード評価

まず，本コードの基本的な妥当性を確認するために早川の２枚グリッドイオンエンジン測定 [58] と同様の形状・条
件下で解析を行った．図 39 及び図 40 に解析領域と条件を示す．測定では孔数は 7 であるが，図 39 に示すように近似
的に対称条件を適用することで１/ ４孔を含む領域に限定し解析を行った．格子点は x, y 方向に等間隔で I × J = 43×
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図 39: 2 枚グリッド Full-PIC 解析における 1/4 孔を含む解析領域の概念図

図 40: 2 枚グリッド Full-PIC 解析形状の概略と解析条件

図 41: 2 枚グリッド Full-PIC 解析によって得られた荷電粒子の 3 次元分布の例
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図 42: 2 枚グリッド Full-PIC 解析によって得られたアクセル電流╱ビーム電流比と実験値との比較

図 43: 2 枚グリッド Full-PIC 解析結果から見積もられたアクセルグリッド内壁及び下流面上の損耗分布

39 点，z 方向には不等間隔に K = 160 点設置した．粒子の境界条件としては，y の上方境界を除く対称面で鏡面反射条
件を与え，グリッド面にはグリッド温度に対応した拡散反射条件を与えている．y の上方境界面では，z 方向の対称線
についての線対称条件を適用している．上流境界におけるイオンと電子の放電室条件，及び中和電子に関する下流境
界件として，それぞれの温度に応じた Maxwell 分布を設定している．上流境界における荷電粒子密度は設定したイオ
ンビーム電流が得られるように決定される．また，下流境界の電子密度はイオン密度から決定される．
図 41 にビーム電流 0.1 mA，スクリーン電位 1000 V の解析で得られたイオン・電子の 3 次元分布を示す．この図 41
において，イオンビーム形状に加え，ビーム引き出し面形状，中和電子分布，アクセルグリッド下流領域における中
性粒子との衝突後のイオンの存在が確認できる．次に，これらのイオンがグリッドに衝突することによって生じるグ
リッド電流とビーム電流との比について，アクセルグリッドを上流面＋内壁及び下流面に分けそれぞれについて測定
値との比較を行った（図 42）．これらの結果はどちらの面においてもほぼ一致しており，本解析が実験を良く再現して
いることを示している．
図 43 にアクセルグリッド内壁及び下流面における損耗分布図を示した．ここで，スパッタ率の評価は Yamamura ら
の半実験式 [59] を用いている．まず，下流面の分布を見ると「Pits & Grooves」と呼ばれる特徴的な形状が確認できる．
また，内壁における分布では周囲の孔位置に対応する 60 °毎の周期的な分布が明確に捉えられている．さらに，この
結果を基にある時刻における損耗後のグリッド形状を求め（図 44），求められた形状下で解析を行い，損耗前の形状に
よる結果と比較した（図 45 及び図 46）．これらの図から，損耗前後での下流領域における正電位領域の違いや，その
違いに対応した損耗後の中和電子分布の上流への張り出しの様子が確認できる．以上の結果は，直交格子系を用いた
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図 44: 2 枚グリッド Full-PIC 解析によって見積もられた損耗後のアクセルグリッド形状の例

図 45: 2 枚グリッド Full-PIC 解析におけるグリッド損耗前と損耗後の電位分布比較の例

図 46: 2 枚グリッド Full-PIC 解析におけるグリッド損耗前と損耗後の電子密度分布比較の例
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本 Full-PIC コードの定量的な有効性やグリッド損耗形状解析の基本的な妥当性を示している．
8.2.3

μ10 エンジン解析による Boltzmann の関係式適用の検討

次に，JIEDI-1 ツールで用いられている Boltzmann の関係式についての妥当性の検討を目的として，μ10 エンジン
と同様の形状下で３枚グリッドイオンエンジンの解析を行った．解析により求められた電子密度分布と Boltzmann 分
布から予想される電子密度分布との比較・検討，JIEDI-1 ツールと同条件下で解析を行いグリッド電流等の結果につ

図 47: 3 枚グリッド Full-PIC 解析形状の概略と解析条件

図 48: 3 枚グリッド Full-PIC 解析で用いられた解析格子

いて比較を行った [50], [51], [53], [57]．
図 47 及び図 48 にそれぞれ，本解析で用いられた解析領域の概略と解析条件，及び解析格子を示す．格子点は x, y
方向に等間隔で I × J = 43 × 39 点，ｚ方向には不等間隔に K = 250 点設置した．ビームレット電流は 0.16 mA であ
る．まず，図 49，図 50 に解析により求められたイオン及び電子の３次元分布の例を示す．また，図 51～図 53 に J= 5
における電位，電子密度，イオン密度の２次元分布をそれぞれ示す．図 52 の電子密度分布においてシーズ面の形状が
確認できる．また，図 51 の電位分布からはイオンビーム収束による高正電位領域がディセルグリッド孔近傍の領域に
存在している様子が分かる．この高電位領域の様子は，図 51，図 52 の線 II 上でプロットした一次元分布図 54 から詳
細に確認できる．
Full-PIC 解析により得られた電子密度分布が Boltzmann の関係式を満たしているかどうかを確認する目的で図 51，
図 52 に示す上流領域の線 I 上で電子数密度の比較を行った（図 55）．ここで，横軸に基準電位からの変位量 φ－φref を，
縦軸に電子数密度の基準数密度との比 ne /φref の対数をとっている．したがって Boltzmann の関係式は以下の直線で表
わされる：

(185)
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図 49: 3 枚グリッド Full-PIC 解析によって得られたイオンの 3 次元分布の例

図 50: 3 枚グリッド Full-PIC 解析によって得られた電子の 3 次元分布の例

ここで，基準値 nref , φref は，上流または下流境界の値を用いる．この結果から，上流の放電室電子数密度はボルツマ
ンの関係式に良く従っていることが確認できる．また，図 56，図 57 には上流領域の 2 点Ａ，Ｂにおける電子の軸方向
速度 w の分布を示した．また，これらの図には Maxwell 分布 f, 境界値を基準にとった速度分布である g を同時に与え
た．この g を積分すると Boltzmann の関係式が得られる．

(186)
(187)
図 56，図 57 から放電室電子速度が Maxwell 分布 f 及び g に良く一致していることが確認できる．したがって，上流
境界から流入してくる放電室電子が Maxwell 分布をしている限り，本解析結果のように Boltzmann の関係式に従うこ
とが分かる．このことは，上流の放電室電子密度評価への Boltzmann の関係式の適用妥当性を表している．
一方，高電位領域である線 II 上の中和電子の数密度をプロットしてみると（図 58），Boltzmann の関係式よりも低い
値となっている．この違いは放電室電子と同様に速度分布から説明が可能である．点 C における電子の軸方向速度分
布を図 59 にプロットした．この図から Maxwell 分布で下流境界から流入してきた中和電子は Maxwell 分布に従ってい
ないことが分かる．この図 59 の速度分布形状は，電位差により速度が増大することで，高速電子が多く存在すること
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図 51: 3 枚グリッド Full-PIC 解析によって得られた電位の 2 次元分布（J = 5）

図 52: 3 枚グリッド Full-PIC 解析によって得られた電子数密度の 2 次元分布（J = 5）

図 53: 3 枚グリッド Full-PIC 解析によって得られたイオン数密度の 2 次元分布（J = 5）

図 54: 3 枚グリッド Full-PIC 解析によって得られた中和領域における電位及び電子数密度の１次元分布（I = 5, J = 5）

図 55: 3 枚グリッド Full-PIC 解析によって得られた上流領域における電子密度分布と得られた電位に対する Boltzmann の関係式との
比較（I = 5, J = 5）
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図 56: 3 枚グリッド Full-PIC 解析によって得られた点 A における放電室電子の軸方向速度分布

図 57: 3 枚グリッド Full-PIC 解析によって得られた点 B における放電室電子の軸方向速度分布

を示している．本解析では電子は無衝突としているので正の電位差による加速効果がより顕著に表れていると言える．
この無衝突仮定の妥当性は図 60 に示す電子-電子衝突に関するクヌーセン数評価結果から明らかである．図 59 で観察
される，非平衡性による g との差が Boltzmann の関係式の値からの低下の原因となっている．したがってこの結果は，
下流境界電位よりも高い電位の領域において Boltzmann の関係式を用いると電子数密度を高く見積もってしまう，と
いうことを示している．ただし，実際に Boltzmann の関係式を用いる JIEDI-1 ツールや Hybrid-PIC コードを用いた
解析において，Full-PIC コードを用いて求めた電子数密度との間に本比較ほどの大きな違いは生じないことに注意す
る必要がある．なぜなら Boltzmann の関係式を用いた解析の場合，電子密度を高く見積もることは電位自体を低下さ
せるため，収束解である Self-consistent な電子密度解は，本評価で行ったように Full-PIC の電位に対する Boltzmann
の関係式の値に比べ，Full-PIC 自体の電子密度解に近づくからである．ただし，正の電位領域では図 59 でみられた非
平衡性は存在するので，完全に Boltzmannn の関係式とは一致せず，Boltzmann の関係式を用いたコードによる結果は
Full-PIC 解析結果よりも高い値を示す．これらの評価については，Full-PIC 解析と Hybrid-PIC 解析結果の比較検討
結果報告に詳しく記述している（[50], [51]）．
8.2.4

JIEDI-1 ツールとの比較検討

上述した様に，中和領域における高電位領域では電子の非平衡性が存在する．そこで，電子モデルとして Boltzmann
の関係式を採用している JIEDI-1 ツールの精度を定量的に評価するために，具体的に JIEDI-1 ツールと同一の条件下
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図 58: 3 枚グリッド Full-PIC 解析によって得られた高電位領域における中和電子密度分布と得られた電位に対する
Boltzmann の関係式との比較（I = 5, J = 5）

図 59: 3 枚グリッド Full-PIC 解析によって得られた点 C における中和電子の軸方向速度分布

図 60: 3 枚グリッド Full-PIC 解析における電子 - 電子衝突に関するクヌーセン数分布（J = 5）
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で Full-PIC 解析を行い，グリッド電流等に関して非平衡電子存在の影響を評価した [53]．
まず，電位とイオンビームについてそれぞれの２次元分布比較を図 61 に示す．図 61 の電位分布同士の比較ではシー
ス形状はほぼ一致していることから，イオンビーム形状の違いはほとんど見られない．このことは，前節で述べたよ
うに放電室電子が Maxwellian であり密度が Boltzmann の関係式に従っていることから理解できる．しかし，中和領域
の電位分布には違いが見られる．これは高電位領域における非平衡電子の存在による影響を示しており，Full-PIC 解
析では電子密度がこの領域で Boltzmann の関係式の値よりも低くなることから説明できる．次に，図 62 にアクセル電
流╱ビーム電流比及びディセル電流╱ビーム電流比を JIEDI-1 ツール結果と比較したものを示す．この比較から，ア
クセル電流╱ビーム電流比は良く一致し，ディセル電流╱ビーム電流比においても 0.03% の誤差になっていることが
分かる．このことは，中和電子の非平衡性の影響が限定的であることを表している．これらの結果は，イオンエンジ
ン解析のグリッド損耗評価における Boltzmann の関係式の適用の妥当性を示しているといえる．

図 61: 3 枚グリッド Full-PIC 解析によって得られた電位及びビーム形状と JIEDI-1 ツール結果との比較

図 62: 3 枚グリッド Full-PIC 解析によって得られたグリッド電流╱ビーム電流比と JIEDI-1 ツール結果との比較

This document is provided by JAXA

67

イオンエンジングリッド損耗解析ツール JIEDI

9

まとめと今度の課題

本レポートでは，イオンエンジンのグリッド損耗過程を解析可能な数値ツール（JIEDI-1 ツール，以下 JIEDI ツー
ル）の研究開発報告を行った．JIEDI ツールでは，イオンエンジングリッドの損耗をもたらす粒子として，電荷交換
衝突によって生成したイオンと中性粒子，弾性衝突により散乱されたイオンと中性粒子を考慮し，これら粒子により
スパッタされたグリッド材の再付着を含めるなど，グリッド損耗に関する精密な物理・数値モデルを構築した．更に
は，グリッド形状の変化を反映させて計算を行うことで，従来より精度が高く，イオンエンジンの開発に使用可能な
耐久性評価シミュレーションツールを開発することに成功した．JIEDI ツールは，1) 解析メッシュ生成ツール，2) 中
性粒子解析 (Direct Simulation Monte Carlo, DSMC) ツール，3) イオンビーム軌道と電界分布を求める主計算ツール，4)
スパッタリング解析ツール，5) インターフェースツール，の 5 つのツール群から構成される．3) の主計算ツールでは，
イオンエンジングリッドを代表する 1 孔または 1 孔の 1/12 モデルグリッド部のイオン軌道解析と電界分布解析を行い，
グリッド部から放出されるイオンビームと推力が計算される．この結果を用いて，4) のスパッタリングツールでは，
加速・減速電極の単位時間あたりの損耗量を評価する．こうした計算を電子逆流が生じるまで続けるか，または，加
速グリット等が消失するまで続ける事で，イオンエンジンの寿命を評価することができる．マイクロ波イオンエンジ
ン μ10 および μ20 の実耐久試験と JIEDI ツールによる数値計算結果の比較は良好であり，また，JIEDI ツールの結果
は第一原理（PIC 法）に基づく数値計算結果と整合した．JIEDI ツールでは，1 孔の解析を標準的なワークステーショ
ンで１日程度で実施可能であることから，イオンエンジンの設計ツールとして極めて有効である．
その一方，宇宙機への搭載においては高度な信頼性（σ = 99.7% 程度で性能保証）が要求されている．従って，グ
リッドシステムの数値的な耐久性確認には，充分な注意が必要である．例えば，本レポートでは，イオンエンジンを
対象とした低エネルギー下でのスパッタリング現象について数値的評価を実施したが，炭素材表面へのキセノン分子
の蓄積効果が見られるなど，現象が複雑であると共に低エネルギー域におけるスパッタ収量の不確定性が残った．今
後は，分子動力学法と精密なスパッタ率測定によるスパッタ収量の高精度評価が必要である．スパッタ収量のような
物理特性の不確定性に加えて，イオンエンジングリッドシステムにおいては，位置設定誤差，加工誤差，プラズマ不
均一性等 , イオンエンジン単体に付随する不確定性があり，更には，実機が動作する宇宙環境条件と耐久試験における
地上実験環境条件の相違等がある．こうした不確定性に注意しながら，数多い条件（ケース）をどのように解析・評価
して数値耐久試験の信頼性を高めて行くかが，今後の課題である．
本レポートでは，数値解析研究成果の詳細についてまとめたが，JIEDI ツールの研究開発においては，地上耐久試
験後のイオンエンジングリッドの評価解析，イオンエンジンプラズマパラメータの高精度計測，ならびに，低エネル
ギーキセノンによるカーボングリッドのスパッタ収量計測において，それぞれ大きな成果があった．詳細については，
過去のレポート [60][61] ならびに宇宙輸送シンポジウム講演集を参照いただきたい．これら実験研究にご貢献いただい
た JAXA 宇宙科学研究所國中均・西山和孝研究室の皆様，同志社大学和田元研究室の皆様，ならびに，九州大学総合
理工学研究科中島秀紀・山本直嗣研究室の皆様に深く感謝する．
最後に，JIEDI ツールの研究開発全般に渡ってご支援いただいた JAXA 情報・計算工学（JEDI）センターの嶋英志
センター長，藤井孝藏前センター長，高木亮治チームリーダー，清水太郎開発員，ならびに関係各位に深くお礼を申
し上げたい．
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A

ポアソン方程式から導出された連立一次方程式の解法

連立一次方程式 (81)

(188)
の右辺は

(189)
であり，ここで

(190)
である．ρi はイオンビーム軌道計算により要素毎に計算される一方で，ρe は接点毎に計算されるため

(191)

(192)
である．なお，プラズマ密度とプラズマ電位を ρe0，φ0 とすると，ボルツマンの関係式から電子密度は

(193)
であるから，これを全ての要素について重ね合わせた連立一次方程式も非線形方程式である．この非線形方程式を収
束させる手順として OPTJ では以下の方法を用いている．
• 計算初期 : 代入法
• それ以後 : 式 (196) により Newton 反復
計算初期では右辺の電子密度の指数関数内部の電位は前回のイタレーションの値を用いるものとし，解が得られた
ら再び右辺に代入して計算する．概ね解が収束してきたら Newton 法により反復計算を行う．Newton 法による反復計
算は以下の方法で行う．
まず，式 (81) の右辺を以下の様に展開する．
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これを用いると

ここで

(194)

と置くことで

(195)
Δφ について解くと

(196)
これを用いて電位の値 φ を修正していく．なお OPTJ では連立一次方程式を不完全コレスキー分解前処理付き共役勾
配法（ICCG 法）を用いて解いている．

B

JIEDI-1 のファイルの形式

メッシュファイル optj.msh および境界条件ファイル optj.bnd については，JIEDI-1 では入力条件に従ってマクロに
より自動作成され，OPTJ パッケージではメッシュは JAXA の WEB 上で行われるため，概要のみに留める．
B.1

optj.msh の形式

optj.msh には，グリッドの寸法，接点数，要素数，要素の持つ接点数，接点座標，要素が格納する接点番号，要素に
接する要素番号が入る．具体的なデータの並びは以下の通り．なお，接点の総数を NN，要素の総数を NE とする．接
点座標を (xn(i), yn(i), zn(i)), (i = 1, . . . , NN ) で表し，要素 m における 8 つの接点の接点番号が ncon(i, m), (i = 1, . . . , 8)
で格納されるものとする．また，要素 m の 6 つの面がそれぞれ接する要素番号を iete (i, m), (i = 1, . . . , 6) で格納する．
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— optj.msh の始め—
ds   da   da
ts   ta   td   lg   ld
8
NN   NE
1 xn (1) yn (1) zn (1)
2 xn (2) yn (2) zn (2)
3 xn (3) yn (3) zn (3)

NN   xn ( NN )
1 ncon (1, 1)
2 ncon (1, 2)
3 ncon (1, 3)

yn ( NN )
ncon (2, 1)
ncon (2, 2)
ncon (2, 3)

zn ( NN )
ncon (3, 1) ncon (4, 1) ncon (5, 1) ncon (6, 1) ncon (7, 1) ncon (8, 1)
ncon (3, 2) ncon (4, 2) ncon (5, 2) ncon (6, 2) ncon (7, 2) ncon (8, 2)
ncon (3, 3) ncon (4, 3) ncon (5, 3) ncon (6, 3) ncon (7, 3) ncon (8, 3)


NE ncon (1, NE ) ncon (2, NE ) ncon (3, NE ) ncon (4, NE ) ncon (5, NE ) ncon (6, NE ) ncon (7, NE ) ncon (8, NE )
1 iete (1, 1) iete (2, 1) iete (3, 1) iete (4, 1) iete (5, 1) iete (6, 1)
2 iete (1, 2) iete (2, 2) iete (3, 2) iete (4, 2) iete (5, 2) iete (6, 2)
3 iete (1, 3) iete (2, 3) iete (3, 3) iete (4, 3) iete (5, 3) iete (6, 3)

NE iete (1, NE ) iete (2, NE ) iete (3, NE ) iete (4, NE ) iete (5, NE ) iete (6, NE )
— optj.msh の終了—
B.2

optj.bnd の形式

基本境界条件の数を NB 1，基本境界条件を与える接点番号を b1(i), (i = 1, . . . , NB1 )，基本境界条件の種類を -1, 0, 1, 2
とする．ここで，-1 は上流境界，0 はスクリーングリッド，1 は加速グリッド，2 は減速グリッドをそれぞれ示すものとす
る．また，上流境界においてビーム放出面となる要素数を NS とし，該当する要素の要素番号を nbde (i), (i = 1, . . . , NS )
で格納する．
— optj.bnd の開始—
NB1
1 b1 (1) -1 or 0, 1, 2
2 b1 (2) -1 or 0, 1, 2
3 b1 (3) -1 or 0, 1, 2

NB1 b 1( NB1 ) -1 or 0, 1, 2
NS
1 nbde (1)
2 nbde (2)
3 nbde (3)

NS nbde ( NS )
— optj.bnd の終了—
B.3

optj.nd 形式

要素 (i = 1, . . . , NE ) の中性粒子密度を nden (i)，速度を (vt (1, i ), vt (2, i ), vt (3, i )) とする．
— optj.nd の開始—
ds   da   da
ts   ta   td   lg   ld
NE
1 nden (1) vt (1, 1) vt (2, 1) vt (3, 1)
2 nden (2) vt (1, 2) vt (2, 2) vt (3, 2)
3 nden (3) vt (1, 3) vt (2, 3) vt (3, 3)
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NE nden (NE ) vt (1, NE ) vt (2, NE ) vt (3, NE )
— optj.nd の終了—
B.4

optj.dat の形式

各グリッドの電位，ビーム電流，電子温度，ビーム間隔を設定する入力データが格納されている．電流値について
は NPH または jhole を用いて指定する 16．OPTJ は 1 列目のキーワードを見て入力パラメータを判断するので，用い
ないものの先頭にアスタリスクをつけるなどして（例 *jhole, *jholeav, *etau）別のキーワードとすればその行を読み飛
ばしていく．4 行目以下の順番は自由でよい．
optj.dat については直接内容を編集してもよいし，optj input generator を実行することにより，対話形式で生成する
ことも可能である．
— optj.dat の開始—
Prop Xe ! 推進剤 (Xe または Ar)
Grid CC ! グリッド材料 (CC または Mo)
**** 4 行目以下は順番は自由 ***
phis
1500.
! スクリーングリッド電位
phia
-350
! アクセルグリッド電位
phid
0.
! ディセルグリッド電位
*NPH
6.19951460E-10 !NPH *** NPH と jhole のいずれかのみ ***
jhole
0.189e-3
! 一孔当たりの電流 [A]
DV
10
! 放電電圧 [V]
Te
5
! 電子温度 [eV]
N0
0.
Sputter model
2
gamma
0.20
Sticking factor 0.78
Ts
354.17
Ta
354.17
Td
354.17
jholeav
0.1637e-3
etau
0.85
*nflux
4.956597536e19
— optj.dat の終了—
B.5

! 背景の中性粒子密度
!MD = 1, Williams = 2
!2 価イオンの 1 価イオンに対する比
! 再付着率
! スクリーングリッド温度
! 加速グリッド温度
! ディセルグリッド温度
! 一孔当たりの電流値の平均値
! 推進剤利用効率
! 中性粒子流束 *** nflux を指定する場合は jholeav と etau は指定しない

optj.out の形式

接点 i における電位を φ (i)，要素 j における空間電荷密度を scpv ( j ), 電子電荷密度を qe ( j )，電荷交換イオンと弾性
散乱イオンが作る電荷密度をそれぞれ qcex ( j ), qels ( j ) とする．また，主流イオンビームの本数を Nbeam, i 番目のビーム
の電流を J(i)，最終位置と速度を xJ (i), yJ (i), zJ (i), uJ (i), vJ (i), wJ (i) とする．
— optj.out の始め—
8
NN   NE
1 xn (1) yn (1) zn (1) φ (1)
2 xn (2) yn (2) zn (2) φ (2)
3 xn (3) yn (3) zn (3) φ (3)

N N xn ( N N ) yn ( N N ) z n ( N N ) φ ( N N )
1 ncon (1, 1) ncon (2, 1) ncon (3, 1) ncon (4, 1) ncon (5, 1) ncon (6, 1) ncon (7, 1) ncon (8, 1)
16

他にも，nflux を指定する場合は jholeav と etau は指定しない．
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2 ncon (1, 2) ncon (2, 2) ncon (3, 2) ncon (4, 2) ncon (5, 2) ncon (6, 2) ncon (7, 2) ncon (8, 2)
3 ncon (1, 3) ncon (2, 3) ncon (3, 3) ncon (4, 3) ncon (5, 3) ncon (6, 3) ncon (7, 3) ncon (8, 3)

NE ncon (1, NE ) ncon (2, NE ) ncon (3, NE ) ncon (4, NE ) ncon (5, NE ) ncon (6, NE ) ncon (7, NE ) ncon (8, NE )
1 scpv (1) qe (1) qcex (1) qels (1)
2 scpv (2) qe (2) qcex (2) qels ( (2)
3 scpv (3) qe (3) qcex (3) qels ( (3)

NE scpv ( NE )
Nbeam
1 J ( 1 ) x J (1 )
2 J ( 2 ) x J (2 )
3 J ( 3 ) x J (3 )

qe ( NE ) qcex ( NE ) qels ( NE )
yJ (1) zJ (1) uJ (1) vJ (1) wJ (1)
yJ (2) zJ (2) uJ (2) vJ (1) wJ (2)
yJ (3) zJ (3) uJ (3) vJ (1) wJ (3)


Nbeam J ( Nbeam ) xJ ( Nbeam ) yJ ( Nbeam ) zJ ( Nbeam ) uJ ( Nbeam ) vJ ( Nbeam ) wJ ( Nbeam )
— optj.out の終了—
B.6

optj.out.erosion の形式

図 63: optj.out.erosion の形成

optj.out.erosion には，グリッド損耗を計算するためのデータが出力される．具体的には，グリッド面を形成する要素
において，その要素面における各粒子の流束および損耗率が衝突粒子の種類ごとに出力されている．損耗率については
グリッドの材質が Mo の場合と C/C の場合について求めている．フォーマットについて説明したものを図 63 に示す．

C
C.1

グラフィックスソフトウェアコンパイルについて

はじめに

JIEDI-1 ツールにおける計算結果表示用のグラフィックスソフトウェアは OpenGL を使用し，ユーザーインター
フェースを glui (A GLUT-Based User Interface Library) で構築している．glui は 13 種類の GUI 部品を備えた C++ ラ
イクな glut ベースのライブラリである 17．通常のコンパイラのデフォルト環境では glut ならびに glui はインストール
されていないのでインストール作業が必要になる．インストール作業の方法について以下に例を示す．
17

glut は OpenGL Utility Toolkit の略である．
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C.2

Windows 環境（Microsoft Visual C++ 2008 等）の場合

1. glut のインストール

(a) Windows 用の glut である glut-3.7.6-bin.zip を入手，展開．
入手元は http://www.xmission.com / ~nate /glut.html などから．

(b) glut32.dll を C:\WINDOWS \ system32 に入れる
(c) glut.h を *** \ include\GL に入れる．*** は使用するコンパイラによる．
(d) glut32.lib を *** \ lib に入れる
2. glui のインストール

(a) glui v2 1 beta.zip を入手，展開
(b) 展開したディレクトリにある msvc \ glui.dsw を読み込むと使用環境のものに自動的に変換される
(c) glui.h の中の #include <GL/glut.h> を std**.h の後ろに移す（前にあるとエラーになる）同様に example1.cpp
～ example5.cpp の #include 冒頭に #include <stdio.h> #include <stdlib.h> の 2 行を追加しビルドする

(d) glui32.lib を ***\lib に，glui.h を ***\Include\ gl に入れる．
C.3

Cygwin 環境の場合

1. glut の導入

(a) http://www.opengl.org/resources/libraries/glut/ から glut-3.7.tar.gz,glut data-3.7.tar.gz をダウンロードしてくる．
(b) 以下を実行
$ tar zxvf glut-3.7.tar.gz
$ tar zxvf glut data-3.7.tar.gz
$ cd glut-3.7
$ xmkmf
$ make Makefiles
$ make includes
$ make depend
$ cd lib/glut
$ make
出来上がった glut-3.7/lib/glut / libglut.a と glut-3.7/include/GL/glut.h をそれぞれ適当なディレクトリに（/usr/lib
および /usr/include/GL など）コピーする．
2. glui の導入

(a) http://glui.sourceforge.net/ から glui-2.36.tgz をダウンロードしてくる．
(b) $ tar zxvf glui-2.36.tgz
(c) makefile の編集
CC=CC -g0 -o32 とあるところをコメントアウト（行頭に # をつける）
cc=g++ -O3 の行の頭の # を取る
GLLIBS=-L$GLUT LIB LOCATION -lglut -lGL -lGLU を以下のように変更

(d) GLLIBS=-lopengl32 -lglut32 -lglu32
libs = の “-lXmu -lXext -lX11 -lXi” を削除する

(e) bin と lib のディレクトリを作る．
(f) glui.h の編集
friend <クラス名> となっているところ（7 箇所）を friend class <クラス名> に変更する
（make してみて，エラーの出る行，およびその周辺）

(g) example*.cpp の main の戻り値の型を修正する．void main(..) となっているのを int main(..) に変更．
(h) make する．
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(i) 出来上がった glui-2.36/src/lib/libglui.a と glui-2.36/src/include/GL/glui.h をそれぞれ適当なディレクトリに
（ / usr/ lib および /usr/ include/GL など）コピーする．

D

JIEDI-1 ツールの WEB サイトおよびツールの公開

JIEDI ツールに関する情報公開を目的とした WEB サイトを下記の URL にて公開している．
http://gd.isas.jaxa.jp/JIEDI-WEB/
図 64 に WEB サイトのトップページを示す．本 WEB サイトでは，JIEDI ツールの概要，これまでの研究成果，共
同研究者の情報，JIEDI ツールのダウンロードの各ページが用意されている．JIEDI ツールをダウンロードし利用す
る為には，メンバー登録を行い，ID とパスワードによるログイン認証を行う必要がある．メンバー登録の希望者は，
WEB サイトの問い合わせアドレスへメールを送付ください．ツールの利用方法，サポートに関しても対応いたします．

図 64: JIEDI ツールの WEB サイト
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