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極端紫外光源プラズマの物理特性	 
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背景と目的	 

	 現在量産されている回路線幅 22nm(ハーフピッ
チ)の半導体は ArFレーザー（192nm）を光源として
用い、液浸技術を用いて屈性率を増加させてシリコ
ンウエハ上へ回路パターンを転写しており、これが
現在の半導体リソグラフィの主流となっている。し
かしながら、この方法で今後の 16nm 以降のより細
い回路線幅の半導体リソグラフィに対応するのは難
しく、液浸技術に加え、多重露光技術が必要とされ
ることから半導体製造コストの増大が懸念されてい
る。また、11nm以降の回路線幅についての多重露光
技術は未だ確立していない。そこで、液浸及び多重
露光無しで格安に 16nm 以降の細い回路線幅の半導
体を生産可能な波長 13.5nm の極端紫外線(Extreme 
Ultra-Violet : EUV)が次世代半導体リソグラフィ光
源として期待されてきた。EUV光は高いポテンシャ
ルを持つが故に世界中で研究開発が行われて来たが、
半導体の量産に必要なEUV出力 250Wに未だ到達し
ておらず、光源出力の増大が目下光源開発上の最大
の課題となっている。我々はレーザー生成スズプラ
ズマに注目し、EUV発光の物理探究と、プラズマ条
件の最適化を通して、250Wの EUV光源開発を目指
した研究を行って来た。平成 15年-19年に阪大レー
ザー研を中心として実施された文部科学省リーディ
ングプロジェクトにおいて、レーザー生成スズプラ
ズマからの EUV発光効率 3%の実証、炭酸ガスレー
ザーの優位性の発見、スズドロップレットに対して
ダブルパルス照射を行うことにより EUV 変換効率
4%の実証など、EUV発光の物理機構解明と高効率、
高出力化に向けたプラズマ条件最適化において実績
を挙げて来た。現在、世界の EUV光源研究は ASML
社とギガフォトン社を中心に炭酸ガスレーザーを用
い、スズドロップレットにダブルパルス照射を行う
方式を中心に研究が進められている。この方式で重
要なのはスズドロップレットに最初のレーザーを照
射する際のスズドロップレット及び膨張プラズマの
ダイナミクスの解明、制御と、その後の炭酸ガスレ
ーザー照射による EUV発光の高効率化である。我々
はギガフォトン社と協力して光源開発研究を行って
きており、高出力 EUV光源開発に寄与すべく、EUV
光源の物理特性の理解を進めている。2014 年度は
EUV光源開発において大きな進展があり、ギガフォ
トン社により 80Wの EUV出力の達成が発表され、
100Wを超える EUV出力が現実のものとなって来た。
目標の 250W の EUV 出力を達成するためには(1)炭
酸ガスレーザーの増力とともに(2)物理的な理解に

基づく条件最適化が必須である。本共同研究目標は
後者の EUV発光の高効率化の観点から行っており、
具体的な研究課題としては（１）スズドロップレッ
トのダイナミクスを流体シミュレーションにより探
求すること、（２）計算されたスズプラズマの密度温
度分布に対して炭酸ガスレーザーを照射した計算を
行い、EUV発光に至までの一連の計算手法を確立す
ること、（３）実験的な高効率化探求と計算との比較
による条件最適化ストラテジーの検証である。2014
年度の本共同研究においては数値計算スキームの改
良、スズドロップレットの挙動の理解の深化、炭酸
ガスレーザー照射による EUV 光発生のシミュレー
ションの進展、実験による最適化概念の検証など、
EUV 発光の最適化による高効率化研究において重
要な進展があった。この中からスズドロップレット
シミュレーションについての成果を以下に概要を記
す。 
 

プレパルス照射時のドロップレットの挙動	 

スズドロップレットに最初のプレパルスレーザーを
照射する際のドロップレットのダイナミクスについ
て、パルス幅依存性があることがギガフォトンによ
る計測で明らかになっている。図１に示すように、
10nsのプレパルスではレーザー照射されたスズドロ
ップレットは時間的に皿形に変形していくのに対し、

10psのプレパルス照射時はレーザー照射側にドーム
状の広がった比較的等方的な膨張、変形を示す。 
このパルス幅に依存したスズドロップレットのダイ
ナミクスについて、我々は輻射流体シミュレーショ
ンに気体と液体の混合相を考慮した状態方程式を導
入して、気液混合相の特徴である低音速、即ち高い
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図1	 	 10nsと 10psのプリパルスレーザー照射時のスズドロ

ップレットのダイナミクス	 



圧縮率により定性的な説明を与えるに至った。 
10nsプレパルス照射時の結果については既に前年度
報告したので、ここでは 10psパルス照射の結果を図
２に示す。レーザー照射されたドロップレット中に
は向心収束衝撃波が形成され、ドロップレット中心
部で収束した後、広がりつつレーザー照射の反対側
より抜ける。図 2(a)の 5ns では衝撃波がドロップレ
ットを通り抜ける時刻に相当する.衝撃波通過後の
ドロップレットは図２(a)の圧力、密度分布に示され
るように、周辺部の膨張プラズマに比べ、極端に圧
力、密度が低下した状態が中心部に達成される。こ
れは気体と液体が混合した領域に入ったため、音速
が低下し、音速の逆数である(dρ/dp)が高くなったた
め、衝撃波背後の膨張波によりドロップレットが周
囲に向かって押しのけられたものである。その結果
中心に中空、そのまわりに高密度のシェル状態が形
成された。10nsのプレパルス照射時にも同様の構造
が衝撃波通過直後には形成されるが、長いレーザー
照射のためにスズのバルクが加速され、これらの構
造はつぶされ、皿状の平たい構造に至る。一方、10ps
パルスではレーザー照射は短時間であり、スズバル
クの加速は 10ns照射時ほど無い。そのため、シェル
構造がそのまま残る。図 2(b)の 10ns に示すように、
シェル構造は時間とともに膨張し、中空部分が拡大
していく。ドロップレットの片側にレーザーを照射
するだけで、このような中空構造が形成されるのは
流体力学の観点からも興味深く、気液混合の状態方
程式の重要性が改めて認識された。今後の課題とし
て、より長時間の計算を行って炭酸ガスレーザー照
射時の初期条件に至るまでを解析する計画である。 

 
M1 法による輻射輸送計算	 
 
ドロップレットの挙動計算に関連して、2014年度は
輻射流体シミュレーションで使用される輻射輸送計
算スキームを見直し、従来の流束制限拡散近に比べ、

高精度な M1スキームを実装した。式(1)に輻射輸送
のモーメント式を示す。 

 
 
	 （１） 
 
 
	 （２） 
 
 

ここで Eνは hνのエネルギーを持つ光子の輻射エ
ネルギー密度、F は輻射エネルギーフラックス、η
は放射率、cは光速、χは吸収係数、Pは輻射圧力テ
ンソルである。この(1)(2)式だけでは式が閉じないた
め、エディントンファクターfを用いて P= f Eとす
る。M1法は Levermoreのエディントンファクターを
使用することで(1)(2)を解いて輻射輸送の時間発展
を求める。従来の流束制限拡散近似では(2)式の時間
微分を無視し、エディントンファクターを等方的と
して、拡散方程式に帰着させてきたが、M1法では(2)
式の時間微分を残すため、拡散に加え、輻射の移流
を解く事が出来る。また、非等方輻射場に対応した
エディントンファクターを使用することで、ドロッ
プレットの片側だけにレーザーを照射する場合によ
うに、非等方性の強い輻射場にも対応する。この
M1 法を使用することにより、ドロップレットの反
対側に輻射が数値的に回り込み、非物理的に加熱す
るという問題が抑制され、図３に示すように、レー
ザー照射側（ドロップレット右側）から向心衝撃波
のみがドロップレット中を伝播する様子が捉えられ
るようになった。 

	 
まとめ 
 
次世代半導体リソグラフィに必須である高効率・高
出力光源の開発に向けた 2014 年度の成果をスズド
ロップレットの挙動計算を中心に記した。今後スズ
ドロップレットから EUV 光放射に至る全ての過程を
統合したシミュレーションを行い、高効率 EUV 発光
の条件を見いだす予定である。	 
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図２	 10ps プリパルスレーザー照射時のスズドロップレットの

挙動の２次元輻射流体シミュレーション.	 (a)	 レーザー照射後

5ns,	 (b)	 レーザー照射後 10ns	 
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ここで，#"，$"はそれぞれ放射係数，吸収係数を表す．ま
た，%"は散乱係数で，('Ω('Ω)は方向 Ω(から方向 Ωへの
散乱カーネルを表す．""は定義より明らかなようにエネル
ギー流束の単位を持つが，独立変数として位置３次元と方

向２次元を持つため，ある点におけるある方向のみの，つ

まり単位立体角中のエネルギー流束を表しており，ベクト

ル量としてのエネルギー流束""とは異なる．
光子はその性質から伝搬速度が変化しない．したがっ

て，式（７）の左辺には通常のボルツマン方程式にみられる

ような加速度による速度空間の移流項がない．右辺は流体

との相互作用項であり，第１項と第２項はそれぞれ輻射の

放出，吸収を表す．これらの項によって，流体から放出さ

れたエネルギーは輻射に，輻射が吸収された場合は流体へ

とエネルギーが移動する．式（７）の右辺第３項は散乱項で

ある．ここでは，コンプトン散乱等のエネルギー変化を生

じる散乱は考えていない．そのため，輻射は流体によって

散乱するが，流体へのエネルギーフィードバックはない．

散乱によって光子の伝搬方向は変化するため，積分中の第

１項は別の方向から考えている方向に入ってくる

（scattered-in）光子，第２項は今の方向から別の方向に移

動する（scattered-out）光子の寄与を表している．

ここで後の議論のために，輻射輸送方程式に対し方向ベ

クトル Ωのモーメントを取ってみる．簡単のため散乱の寄
与を無視すると，０次および１次のモーメント方程式はそ

れぞれ以下のように表される．!$"!#!#"""$"&#"%!$"$" （８）

P!!!""!#!!#""$%$""" （９）

これらの両辺をさらに周波数"で積分すると，!$!#!#""$!'"&#"%!$"$")#" （１０）

P!!!"!#!!#"$%!$"""#" （１１）

となり，式（２），（３）に現れる輻射に関連した項は，これ

らの方程式を用いて書き換えることができる．!')#)!# !#"')##!%)$%!$"""#" （１２）

P!*!#!#"&'*!%)#*$!'"&#"%!$"$")#"!#"'#")（１３）
例えば，式（１３）の右辺第２項を無視すると，流体のエネル

ギー方程式のソース項がその時刻での#"，$"，$"の積分だ
けで表されることを意味している．つまり，式（８），（９）

から$"や""が求まるのであれば，輻射流体計算には""

が必要ないことがわかる．この事実が，後に述べるモーメ

ント方程式を用いた輻射流体方程式の解法に繋がる．

輻射輸送方程式の解は，方程式中の相互作用項がどの程

度，あるいはどのように寄与するかに大きく依存する．本

節の残りでは，いくつかの重要となる概念を挙げ，それら

を基にした解の性質の分類について述べる．また，最後に

輻射輸送方程式の近似解法を数例紹介し，その特徴につい

てまとめる．

１．３．１ 光学厚さ
輻射輸送方程式の解の性質を分類するために最もよく使

われる指標が光学厚さである．光学厚さ+"は以下のように
定義される．

+"$!'$"!%")#& （１４）

ここで，&は輻射の伝搬距離を表す．ほぼ同じ概念に光学
深さがあるが，光学深さは特定の区間に対して使われるの

に対し，光学厚さは系全体の値として語られる場合が多

い．ここでは，特定の区間について議論するわけではない

ので，光学厚さという言葉を使う．

さて，この光学厚さであるが，吸収係数や散乱係数がそ

れぞれに対応する平均自由行程'$!,()の逆数で与えられ
ることから，積分区間を通して光子がどれだけ流体と衝突

するかを表す．ここで，(は衝突相手の数密度，)は衝突断
面積である．+"+!であれば光子にとって流体場は不透明
（opaque）であり光学的に厚い（optically thick），+",!
であれば流体場は透明（transparent）で光学的に薄い（op-

tically thin）という．

まず，光学的に厚い場合を考えよう．光学的に厚い場合，

光子は流体中ですぐに吸収あるいは散乱されてしまう．と

ころで，局所熱平衡（local thermodynamic equilibrium:

LTE）状態にある系ではキルヒホッフの法則から放射係数

が吸収係数に比例する．#"$$"*" （１５）

ここで，*"はプランク関数で温度の関数である．そのた
め，吸収が顕著な場合は放射係数も高くなっており，多数

の光子が放出されている．放出された多数の光子がその周

辺で吸収されると，そこで無視できない加熱が起こり再び

放出が起こる．結果として光子は吸収，放出を繰り返し，

放出は等方的に起こるため，光子は実効的にランダム

ウォークする状況になる．散乱が卓越する場合も多数の散

乱を繰り返すため，やはりランダムウォークする．した

がって，光学的に厚い場合，輻射輸送は拡散的な現象にな

り，後述するように輻射輸送方程式は方向２次元を落とし

て輻射エネルギー密度の拡散方程式へと帰着することがで

きる．

では，光学的に薄い場合はどうであろうか．光学的に薄

い場合，光子はほとんど流体と衝突することなく系をすり

抜けていく．したがって，光子がただ移流する自由流（free

-stream）の状況となる．この場合，問題は非常に簡単に

なったように感じられる．確かに，まったく放出以外の相
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図 3	 	 M1 法を用いた場合の 10ps レーザー照射後

2ns におけるドロップレット中の圧力密度の分布	 


