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1. はじめに 

レーザー光源の高出力化と短パルス発振の格段の

技術的進展により、レーザープラズマ駆動極端紫外

(Extreme Ultra Violet, EUV)光は、次世代半導体材料

のナノメートルスケールの超微細配線形成や高分子

材料の選択的除去加工のために極めて有力なツール

であるが、EUV 光の波長サイズ(～10nm)程度の代表

寸法を有するナノ材料(ナノ粒子、ナノ薄膜、二次元

ナノ物質)を担持した表面・界面に EUV 光を照射す

ることで新奇な機能の発現や自己組織的な微細構造

の形成を実現する非平衡プロセスが期待できる。1), 2) 

本研究は、高分子材料表面に担持した金属ナノ粒

子に EUV 光を照射することにより、異種界面にお

ける自己組織的な微細構造の創出可能性を実験的に

調査することを目的とした。 

 

2. 材料・実験方法 

工業用 PDMS(Polydimethylsiloxane)シート(厚さ 0.5 

mm)を 20mm 角にカッティングし、  ガラス基板

(20mm 角、厚さ 0.15～0.17mm)上に保持し、サンプ

ルとした。これを DCスパッタリング(真空圧力 1Pa、 

放電電流 15mA)により AuPd(組成:Au97, Pd3wt%)お

よび AgPd(組成:Ag97, Pd3wt%)ターゲットから金属

ナノ粒子(直径約 10nm～20nm)を形成した。サンプル

の作成後、Fig.1 に示す構成により EUV 照射実験を

実施した。液体窒素により冷却した銅ドラムに凝着

した固体キセノンターゲットに YAG レーザーを照

射し、EUV 光を発生させた。EUV 光は Auコート全

反射凹面鏡で２回反射させるとともに、光路中間に

アパーチャーを設けることでキセノンプラズマから

発生する EUV 光以外の照射（電磁波、励起粒子、

荷電粒子）やデブリ等の影響を避けている。照射パ

ルス数は 100ショットと 4000 ショットとした。照射

後の試料表面の外観を光学顕微鏡により、表面の構

造形態変化を原子間力顕微鏡により計測することに

より PDMS表面におけるナノオーダーの自己組織的

な材料改質について調査した。 

 

 3. 実験結果 

金属ナノ粒子（粒径約 10nm）を担持した PDMS

の EUV 光パルスを 100 ショット照射した後の外観

写真を Fig. 2に示す。Fig.2 (a)は、EUV光を照射し

た AuPd ナノ粒子担持 PDMS 表面である。EUV 光を

照射したサンプルには、照射領域が鮮やかな赤色に

変色していた。 

 

Fig. 1 Configuration for the EUV light irradiation on 

a sample (metal nanoparticles / polydimethylsiloxane 

(PDMS)) in a vacuum chamber. 

 



同様に Fig. 2 (b) に AgPd ナノ粒子（粒径約 10nm）

を担持した PDMS の EUV 光パルスを 100 ショット

照射した後の外観写真を示す。EUV光を照射したサ

ンプルには、照射領域が鮮やかな黄色に変色してい

た。これらの変色している領域の寸法形状は EUV

光照射パターンのそれとおおむね一致しており、

EUV 光によって誘起したものであるといえる。

PDMS をガラス基板に固定してある裏面側から観察

したところ、変色が明瞭に観察されないことからも、

EUV 照射側の表面近傍の変色であり、担持したナノ

粒子の何らかの構造変化に起因したと推察される。 

そこでPDMS表面におけるナノ粒子の微細構造変

化の詳細を確認するために EUV 光照射後に原子間

力顕微鏡(AFM)によりサンプル表面を観測した。

AuPd ナノ粒子(粒径約 10nm)を担持した PDMS を

EUV未照射の表面と 4000ショット後の表面の AFM

トポ像を Fig. 3 に示す。EUV 光が未照射の表面は、

構造的に特徴の乏しいトポ像である。一方、Fig. 3 (b)

にある 4000 ショットを照射した AuPd 担持 PDMS

の表面は、凹凸構造の際立った発達が観察されてい

る。この凹凸構造は高さ方向に 20～30nm で面内に

は数百 nm オーダーのスケールであり、ランダムな

分布を呈している。面内周期はナノ粒子の粒径サイ

ズと比較して１桁大きい。PDMS のみを EUV 照射し

た場合、表面のナノスケールの構造に変化がないこ

とから、AuPd 粒子の集合体の粒状周期に対応するも

のと理解される。このような集合体は EUV 照射に

よる高い光子エネルギーにより AuPd 粒子が凝集あ

るいは焼結することが考えられる。同様なナノスケ

ールの表面の構造変化は AgPd ナノ粒子の場合にも

生じていた。PDMS 表面に存在する 10nm のナノ粒

子の集合と仮定すると 102～103個のナノ粒子が凝集

あるいは焼結することにより可視光吸収特性に影響

を及ぼすため変色を呈したと推察される。 

 

4. まとめ 

DCスパッタ法により AuPdおよび AgPdナノ粒子

を担持した PDMSに EUV光を照射を試みたところ、

表面色変化が確認された。AFM 観察の結果より、ナ

ノ粒子凝集による表面の金属ナノ粒子の集合状態が

表面変色の要因と考えられる。 
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Fig. 2 Optical photographs of EUV irradiated samples. 

After 100 shots of EUV light pulses, surface color of the 

irradiated area changed (a) red for AuPd nanoparticles / 

PDMS and (b) yellow for AgPd nanoparticles / PDMS. 

 

 

Fig. 3 Atomic force microscope images of AuPd 

nanoparticles / PDMS. After 4000 shots of EUV light 

pulses, surface of irradiated area roughened.  

 


