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1. 研究目的 

	 波長 13.5 nmから 2 nm領域における帯域（UTA）
放射および高原子番号物質のプラズマ放射特性のス
ケール則を明らかにし，小型の水の窓軟 X線光源開
発にフィードバックすることを目指している．この
ため，水の窓軟 X線放射に適した温度状態を生成す
る．例えば，ビスマス（Bi）の場合は，最適電子温
度は 1 keV 程度であると予想されている [1]．激光
XII 号レーザーによる光学的に厚いプラズマと，核
融合科学研究所の LHD による光学的に薄いプラズ
マを同じ電子温度 1 keV程度で比較することにより，
放射スペクトル構造を比較することができるだけで
なく，重元素プラズマからの放射スペクトル構造を
数値解析とも比較検討することができる．この知見
を高強度レーザープラズマベースのコンパクトでバ
ンド放射の高効率の水の窓 X線光源に適用し，実験
室レベルの生体細胞フラッシュ顕微鏡を開発するた
め，重元素プラズマの UTA 放射特性，最適プラズ
マ条件，光学的厚みなどを明らかにすることを目的
として，照射実験を行った． 
 

2. 次世代リソグラフィー BEYOND EUV光源実験 

	 波長 13.5 nmを用いる EUV光リソグラフィー技術
が実現された後も半導体製造技術が「ムーアの法則」
に従うものと仮定すると，更なる光源の短波長化
（Beyond EUV）が必要になる可能性が指摘されてい
る．波長 6 nm帯を効率よく放射できる希土類元素プ
ラズマにおける低価数イオンによる発光の自己吸収
や，最大変換効率，高速イオンが実際の光学系に及
ぼす影響など明らかになっていない部分も多い．ま
た，ある波長が注目されたからと特定の波長と特定

の元素プラズマだけを調べるのは，効率的でもない．
そこで，応用を考慮しながら，放射スペクトルのみ
に留まらない系統的な研究が必要である．紙面の都
合から詳しく述べることはできないが，実験結果の
一例を図 1に示す． 
	 希土類元素（Gd，Tb）による 6.x nm 実験におい
て，エネルギー変換効率 0.8%（中心波長 6.7 nm，帯
域幅 0.6%，立体角 2π sr）であることが観測され，
世界最高変換効率を達成し，次世代リソグラフィー
露光用光源としての可能性を示した．また，帯域内
放射の時間変化も評価し，最適レーザー強度では，
レーザーの時間履歴を追従することが観測された． 

図 1：(a) Mo, Gd, Tbプラズマの変換効率，(b) 異な
るレーザー強度における帯域内放射の時間変化 
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3. 高温プラズマによる水の窓軟 X線放射実験 

	 波長λ = 2.3−4.4 nm の領域は「水の窓」と呼ばれ
ており，水にほとんど吸収されない反面，生体を構
成する炭素に強く吸収される．この波長領域の X線
を使うと，水分中の生きた細胞の内部構造をナノメ
ートルレベルの分解能で観察することができるよう
になることから，軟 X線顕微鏡を目指した研究が行
われている．最近では，厚い細胞組織を観察するた
めのλ ≈ 4.5 nm 領域の炭素の窓についても検討が
進められている．しかしながら，小規模の実験室レ
ベルの光源では 1パルスあたりのエネルギーが小さ
いため，多重ショットを駆使して試料撮影が行われ
ているのが現状である．我々は，ビスマスやジルコ
ニウムを用いる明るい高出力光源を提案している．
それは，半導体リソグラフィー露光用λ = 13.5 nm
光源および次世代用光源λ = 6.5−6.7 nm光源の波長
をλ = 3−4.5 nmの水の窓〜炭素の窓軟 X線光源に
まで拡張できそうだからである．高強度レーザープ
ラズマベースのコンパクトでバンド放射の高効率の
水の窓・炭素の窓 X線光源を実現し，実験室系で生
体細胞をフラッシュ撮影できる卓上型顕微鏡を開発
するために，高原子番号物質プラズマの UTA 放射
特性，最適プラズマ条件，光学的厚みなどを明らか
にすることを目的として，各種ターゲット照射実験
を実施した．ここでは，紙面の都合から，高温 Bi
プラズマの実験のみを示すことにする． 
	 図 2はBiプラズマにおける衝突放射モデルによる
数値解析スペクトルである [1]．プラズマの電子温
度を Te = 800−1300 eVに高温化させなければならな
いことが分かる．詳しく見てみると，Te = 300−800 eV
の低温領域ではλ ≈ 4 nmの放射が主であり，λ ≈ 
3 nmの放射は起きないことがわかる．軟 X線光源に
求められる波長がλ ≈ 4 nm領域であれば，実験室
規模のレーザーで十分放射させることができるが，
λ ≈ 3 nmの放射が必要になると核融合装置などで
の高温プラズマが必要になる． 

図 2：Biプラズマの数値解析スペクトル 
 
	 図 3 は Bi プラズマからの放射スペクトルである
（ショット#：37022）．このときのレーザー強度は 3 
× 1015 W/cm2であり，第二高調波（527 nm）を集光
照射した．このとき期待される電子温度は 1 keV に
はなっていないものと予想されるが，図 2の計算結
果から，3 nmの放射があると期待される．しかしな
がら，4 nmよりも長波長の領域が広帯域になり，細
かなスペクトル構造を持つことが観測された． 

図 3：Biプラズマの時間積分スペクトル 
 
	 ここでは紙面の都合から，実験結果を示すことは
できないが，核融合科学研究所での高温プラズマ実
験でも 3 nmの放射は観測されなかった．従来の衝突
放射モデルでは 30 数価の多価イオンで十分である
と予想していたが，電気通信大学の Tokyo-EBIT に
よる価数分離スペクトル測定を行ったところ，50価
前後の多価イオンで 3 nm 帯の放射が起きることが
示され，30数価の多価イオンからは 3 nm帯の放射
は起きないことが示された．このことは，図 2の衝
突放射モデルを修正する必要がある事を示している．
このように相補的にかつ系統的に調べ，スペクトル
構造を比較することにより，重元素多価イオンプラ
ズマのデータベースを構築することは意義があると
思われる． 

4. まとめ 

	 重元素多価イオンからの 6.x nmおよび水の窓軟 X
線放射実験を行った．いずれも，実験室レベルの光
源を実現させるためにデータベースが必要であるこ
とから，エネルギー変換効率や放射スペクトルを系
統的に調べた．以下に成果を簡単にまとめる．  
(1) 希土類元素（Gd，Tb）による 6.x nm実験では，

エネルギー変換効率 0.8%（中心波長 6.7 nm，
帯域幅 0.6%，立体角 2π sr）であることが観測
され，世界最高変換効率を達成した． 

(2) 重元素による水の窓軟 X 線放射実験を行い，
高温プラズマからの放射を観測した． 3 nm放
射は観測されなかったが，LHD, EBITとの相補
的な実験により，衝突放射モデルの修正が必要
であることが明らかになった． 

	 来年度，更なる高温実験を行い，時間分解スペク
トル，放射エネルギーを測定し，系統的なデータの
取得が必要である．また，関連するプラズマパラメ
ータの評価も必要である． 
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Figure 2: Takeshi Higashiguchi et al.
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