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レーザー照射されたスズドロップレットのダイナミクスと
EUV発光の放射流体シミュレーション

公益財団法人レーザー技術総合研究所　 砂原淳∗
国立大学法人大阪大学レーザーエネルギー学研究センター　 西原功修

Extreme Ultra-Violet (EUV) is a promising light source
for the usage in the scanner of next-generation semi-
conductor lithography. In order to improve the efficiency,
power and lifetime of EUV light source, so far many
researchers in the world have investigated it. Recently
200 W-level EUV output was achieved, that is close to
requirements of EUV light source for the mass production
of semi-conductor. In this article, we denote the radiation
hydrodynamic simulations of EUV light source, in which
the dynamics of laser-irradiated tin droplet and EUV
emission are main topics. Also, we mention the future
prospects of the development of EUV light source.
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1 はじめに

半導体は年々高集積化しながら進化を続けている．
今日では 22 nmの回路線幅の CPU チップを用いたス
マートフォンが日常生活で使われており，最も集積化
が進んだレベルとしては 14 nmのチップの量産が行な
われている．そして 10 nmや 7 nmといったさらなる
高集積化を目指した半導体製造の研究開発が行なわれ
ている．半導体製造方法のうち，長年使われてきた方
法が半導体リソグラリィである．これは回路パターン
をシリコンウエハ上に縮小露光し，エッチングを経て
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回路を生成するものである．露光時に用いる光源の波
長が短いほど，細かい分解能で露光ができるため，今
後の高集積化チップ製造に対し，従来の波長 193 nm
の ArFレーザー光源に代わる短波長光源として期待さ
れているのが極端紫外光源（Extreme Ultra-Violet: EUV
light source）である．現在の回路線幅のチップは ArF
レーザーを用いた多重露光および液浸技術を用いて製
造されており，この技術を今後の高集積化においても
引き続き延長して利用することは可能であるとされる
が，複雑な論理回路のパターンのチップを多重露光で
製造するには技術面およびコスト面で課題が多く，今
後の 7 nm以下の半導体リソグラフイーにおいては現
在の ArFレーザーを用いた多重露光技術を延長，発展
させるよりも EUV光源を用いたシンプルな露光を行
う方が技術面，コスト面でメリットが大きいと考えら
れている．このように期待された EUV光源であるが，
半導体を量産するには 250 Wレベルの EUV光源出力
が必要であるとされているにもかかわらず，EUV光源
の出力は 10年前の時点では僅か 10 Wレベルであり，
光源出力の増大は長年の課題であった．EUV 光源出
力は主にレーザー出力，EUV変換効率，繰り返し周波
数の 3つの積で決まるが，長年の光源開発研究を経て
この 3つの要素のそれぞれが増加した結果，ここ数年
の EUV光源増大にいたったものである．

10年前は世界中で EUV光源開発研究がなされてい
たが，現在では ASML 傘下の米国 CYMER 社と日本
のギガフォトン社の 2社を中心として光源開発研究が
進められている．現在の EUV光源はギガフォトン社
の場合，20 kW以上のレーザー入力，4 %の EUV 変
換効率，100 kHzの繰り返し周波数を達成し，EUV光
源出力 200 Wレベルに迫っている．本稿で記す放射流
体シミュレーション研究は主に EUV変換効率の向上
を目指して行われたものである．
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2 放射流体シミュレーション1–3)

最初に放射流体シミュレーションについて概要を記
す．放射（または輻射）流体は輻射と流体が密に結合
したものであり，輻射の輸送，放射，吸収により流体
のダイナミクスが輻射の影響を受けるものを言う．高
温プラズマは大なり小なり発光をともなうので輻射過
程は一般に無視できないが，特にスズプラズマのよう
に高い原子番号の物質のプラズマでは輻射によるエネ
ルギー輸送が電子熱輸送など他のエネルギー輸送過程
に比べて大きく，輻射が流体のダイナミクスに大きく
影響する．この放射流体を計算機上で模擬するのが放
射流体シミュレーションである．我々の EUV光源の
計算では波長 13.5 nmの発光を中心に，0–3 keVの光
子のエネルギー域を計算している．
輻射輸送を解く方法には様々なものがあるが，ここ

では式 (1)に示すように流体との結合に適した輻射の
モーメント式を用いた流束制限拡散近似（Flux-limited
Diffusion Approximation）モデルを用いる．

ρ
D
Dt

(
Eν
ρ

)
− Ω · (Dν∇Eν) = 4πην − cχνEν, (1)

ここで ρは流体密度，Ωは輻射の方向を示す単位ベク
トル，Eν はエネルギー hνを持つ光子の位置 x 時刻 t
におけるエネルギー密度であり，ην はエネルギー hν
を持つ光子の放射係数，χν は吸収係数，c は光速で
ある．放射係数，吸収係数はそれぞれイオン密度 ni，
電子温度 Te，光子エネルギー hνの関数としてあらか
じめデータテーブルの形で与え4)，放射流体計算時に
各計算格子の密度・温度（ni，Te）に応じて各エネル
ギー hνごとデータテーブルの値を線形捕間すること
により各計算格子の放射係数 ην（ni，Te），吸収係数 χν
（ni，Te）を求める．輻射輸送式 (1)の右辺の第一項は
放射，第二項は吸収を表し，右辺の波長積分（式 (2)）
は流体から輻射へのエネルギー変換，すなわち，流体
にとっての輻射損失 S rloss を表す．放射で輻射エネル
ギーが増加した分は流体の電子系からエネルギーは差
し引く．逆に輻射エネルギーを流体が吸収すると輻射
加熱項として相当分のエネルギーを流体の電子系に付
与する．

S rloss =

∫
(4πην − cχνEν) d (hν) . (2)

次に流体の基礎式を (3)–(6)に示す．レーザーアブ
レーションプラズマでは電子とイオンが熱平衡にない
場合が多く，ここでは電子とイオンのそれぞれの温度

を取り扱う一流体二温度モデルを用いる．すなわち，
質量，運動量の式に加え，エネルギー式は電子とイオ
ンのそれぞれの温度 Te，Ti で解く．電子とイオンは
Spitzerの緩和係数 γを用いた電子–イオンの温度緩和
項を導入し，衝突による熱平衡化を考慮する．また，
電子，イオンのそれぞれのエネルギー式には熱伝導項
を導入する．ここで κs は熱伝導係数（s =イオンまた
は電子）である．ただし低 Zのプラズマではこの電子
熱伝導項が支配的にエネルギーを輸送するが，EUV光
源で扱うスズプラズマは原子番号が 50の高 Zプラズ
マであるため，電子熱伝導項に比べ，輻射輸送が支配
的になる．輻射による加熱項 (−S rloss)は電子のエネル
ギー式に導入する．また，レーザー加熱項 S L も電子
のエネルギー式に導入する．レーザーは計算領域の外
から入力され，計算領域内を進み，臨界密度付近で，
逆制動放射過程によりプラズマに吸収される．
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ここで uは速度成分，pは圧力であり，pi をイオン圧
力，pe を電子圧力として p = pi + pe である．cvi はイ
オン比熱，cve は電子比熱である．イオン圧力，電子圧
力，イオン比熱，電子比熱はそれぞれ状態方程式モデ
ルにより与えられ，密度，温度の関数として予め計算
されたデータテーブルの値を線形捕間することで，各
計算格子の密度，温度に応じた値を求める．

3 スズドロップレットの挙動

現在，EUV 光源は Fig. 1 に示すように，ダブルパ
ルスを用いる 2段階照射方式が採用されている5)．ダ
ブルパルス方式を用いることで EUV発光に用いるメ
インの炭酸ガスレーザーのスポットサイズまでプラ
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Figure 1. Schematic of double pulse irradia-
tion method for Laser-produced plasma (LPP)
EUV light source.

ズマを広げるとともに炭酸ガスレーザーの吸収に適し
た密度分布を実現する．まず，スズドロップレットに
最初のレーザー（プリパルス）を照射する．プリパル
スレーザーの典型的な波長は 1.06 μmである．スズド
ロップレットへのプリパルス照射によりプリプラズマ
が生成され，数 100 nsから数 μsの時間をかけてドロッ
プレットの初期サイズ（直径）20 μmから数 100 μmま
で膨脹する．膨脹したスズプラズマに対してメインパ
ルスである炭酸ガスレーザー（波長 10.6 μm）を照射
し，EUV光を発生させる．この時，一番大事な事は炭
酸ガスレーザーの吸収率を如何に高めるか，というこ
とである．レーザー吸収率は EUVプラズマで支配的
な逆制動放射過程の場合，プラズマの密度スケール長
が長いほど増加するため，スズのプリプラズマが充分
な密度スケール長を有していることが必須である．具
体的には，炭酸ガスレーザーの充分な吸収を期待する
には EUVプラズマの典型的な電子温度 Te = 40 eVで
150 μm 以上の密度スケール長が必要である．そのた
め，プリプラズマの生成，即ちプリパルスレーザーを
照射されたスズドロップレットの挙動について密度分
布を中心に解析し，EUV放射に最適なプリプラズマ生
成条件を明らかにすることが放射流体シミュレーショ
ンに求められる課題となる．しかしながら，典型的な
プリパルスレーザー照射条件において，スズドロップ
レットは高密度・低温のいわゆる Warm Dense Matter
領域に入り，非理想的なプラズマとしての状態方程式
の影響を強く受けることになる．我々は高精度な状態
方程式を輻射流体コードに導入し，スズドロップレッ

Figure 2. Simulated results of 20 micron di-
ameter ps-prepulse laserirradiated tin droplet at
b) 5 ns after, c) 10 ns after, d) 60 ns after pre-
pulse irradiation, respectively.

トにプリパルスが照射される際のスズドロップレッ
トの 2 次元計算を行うことで，プリパルスレーザー
を照射されたスズドロップレットの実際の挙動を解析
した．
プリパルスは従来ナノ秒パルスが用いられて来た
が，ギガフォトン社によりピコ秒パルスを用いた方が
より大きな EUV変換効率を与えることが見いだされ
ている．ここではまずピコ秒プリパルスを中心に記述
する．Figure 2に典型的な 2次元計算のスズドロップ
レット内部の圧力と密度の時間発展を示す．本計算で
はレーザーのスポットサイズはドロップレットと同
じ直径 20 μmである．レーザー波長は 1.06 μm，レー
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Figure 3. Simulated results of 20 micron diameter ns-prepulse laser-irradiated tin droplet at a) 3.0 ns
after, b) 4.2 ns after, c) 5.8 ns after, d) 10 ns, after beginning of the irradiation, respectively.

ザー強度は 5 × 1012 W/cm2，パルス幅は 15 psである．
Figure 2は底辺において軸対称を仮定している．ここ
ではドロップレットの右からレーザーを照射し，最初
の 15 psのレーザー照射により，ドロップレット表面
に最高 100 eV程度のプラズマが生成する．そのため，
Fig. 2(a) のレーザー照射後 100 ps の圧力分布に見ら
れるように，レーザー生成プラズマの高圧力でドロッ
プレット表面に右から衝撃波を形成する．衝撃波は
ドロップレット中心部に向かって進行し，中心部で収
束した後に，レーザー照射と反対側に伝播し，ドロッ
プレットを通り抜ける．衝撃波がドロップレット中心
から広がりながら伝播する際に，ドロップレットの密
度は膨張により希薄になり，レーザー照射後 5 ns の
Fig. 2(b)ではドロップレット中心部に低密度のボイド
を形成する．このとき衝撃波によって圧縮されるごく
一部の領域を除き，スズドロップレットは固体密度よ
りも密度が小さく，数千度の比較的温度が低い状態，
即ち気体と液体の混合領域に入る．さらに時間が経過
し，Fig. 2(c)に示すレーザー照射後 10 nsでは衝撃波
は既にドロップレットのレーザー照射面とは反対の側
から抜けているが，ドロップレット中心部のボイドは
ますます大きく成長し，ドロップレット全体が気体と

液体の混合状態となる．この気体と液体の混合領域は
密度が圧力および音速が極端に小さいという特徴を持
ち，音速の小ささから，ボイド領域が広がるのを補償
し，ボイドを埋めようとするだけの流体運動が生じな
い．いわゆるスポレーション（spallation）と同様の現
象が生じている．さらに時間が経つと，Fig. 2(d)に示
すようにレーザー照射後 60 ns後には高密度のシェル
と低密度の中空部分の 2層構造を保ったまま，スズド
ロップレットは膨張し，スケールが大きくなって行く
ことがわかった．
次にナノ秒レーザーをプリパルスに用いた場合の
計算結果について Fig. 3 に示す．レーザー波長は
1.06 μm，レーザー強度は 1 × 1010 W/cm2，パルス幅は
10 ns である．ドロップレットの右からレーザーを照
射する．ピコ秒プレパルス照射時と同様に，ドロップ
レットの周辺部からドロップレット中心部に向かって
圧力波が進行し，Fig. 3に示すように中心部で跳ね返っ
た後に，中心部は圧力および密度が下がる（(a)–(b)）．
その後はドロップレット周辺部の圧力が高くなり，再
び中心に向かって圧力波が進行する（(b)–(c)）．この
ようにドロップレットの内部を圧力波が何度もバウン
スする様子がみられ，最終的にドロップレットはレー
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Figure 4. Calculated dependence on laser intensity of a) EUV conversion efficiency(CE) with
2 π str and 4 π str solid angles and laser absorption fraction for 20 ns CO2 pulse, b) EUV
conversion efficiency(CE) and laser absorption fraction for 40 ns CO2 pulse, c) Total x-ray
conversion efficiency and EUV spectral efficiency for 20 ns CO2 pulse, d) Total x-ray conversion
efficiency and EUV spectral efficiency for 40 ns CO2 pulse, respectively.

ザー照射側からの圧力で押されてつぶれ，円板状の形
へと変化していく（(c)-(d)）．ピコ秒プレパルス照射時
に比べ，ナノ秒プレパルス照射ではレーザー照射にと
もなうアブレーション圧力がレーザー照射側で長く
維持されるため，ドロップレットは最終的に右から左
に押しつぶされ円板状になるが，ピコ秒の場合には極
短時間でアブレーション圧力が消えるため，収束衝撃
波がドロップレット中心に収束から発散にいたる過
程で，ドロップレットは外向きに広がり，中空状態を
維持したまま膨張することがわかった．以上の計算か
らスズドロップレットにレーザーを一方向から照射す

ると，プリパルスレーザーのパルス幅によって，膨張
プラズマの最終的な形が変化することが明らかになっ
た．特にピコ秒パルス照射ではスズドロップレットが
一様膨張するのではなく，中空の中心部を高密度の球
殻が取り囲む状態で広がるダイナミクスを示すという
のは非常に興味深い．

4 EUV放射の最適化

次に膨張したスズプラズマに炭酸ガスレーザーを照
射し，EUV光を発生させる．前節で記したように，ス

第 102号 (2016) 45



砂原淳,西原功修

ズドロップレットにプレパルスレーザーを照射し，膨
張させることにより，予め炭酸ガスレーザー吸収に最
適なスケール長のプラズマを生成しておく．それによ
り高い EUV 変換効率が実現可能であることを示す．
ここでは予め最適な密度スケール長（150 μm）のプラ
ズマを生成しておき，メインの炭酸ガスレーザーのパ
ルス幅を 20 nsと 40 nsと変化させ，EUV発光を比較
する．EUV変換効率は式 (7)に示すようにレーザーの
吸収率，波長積分した全輻射への変換効率，EUVスペ
クトル効率，即ち輻射中の EUVのパワーの比（13.5 nm
2 %バンド幅の発光パワー/全X線発光パワー）の 3つ
の積で決まる．

EUV変換効率 =レーザー吸収率
×輻射変換効率
× EUVスペクトル効率 (7)

Figure 4 にレーザー強度を可変させた時の EUV 変
換効率（立体角 2 πあたり，および 4 πあたり），レー
ザーの吸収率，波長積分した全輻射への変換効率（こ
こではレーザー吸収率と輻射変換効率の積としてX線
変換効率と記す），EUVスペクトル効率をそれぞれ示
す．Fig. 4(a)と (b) を比較すると，炭酸ガスレーザー
のパルス幅 40 nsよりも 20 nsの EUV変換効率が高い
と言える．これは式 (7)の右辺の 3つの要素の大きさ
を反映している．まず Fig. 4(a)および (b)より，EUV
変換効率におけるレーザー吸収率の重要性がわかる．
Figure 4(a)および (b)ともにレーザー強度が高くなる
につれてレーザー吸収率が低下するが，EUV変換効率
のピークより高いレーザー強度ではこの低下が直接的
に EUV変換効率の低下につながっている．EUVプラ
ズマでは逆制動放射過程でレーザーが吸収され，レー
ザー吸収率はプラズマの温度と密度スケール長に依
存して変化する．プラズマ温度は 30 eV–50 eV付近が
EUV 発光に最適な温度であることがわかっているた
め，可変パラメータとしては不適であり，レーザー吸
収率を高くするためには，もう一方の密度スケール長
を変化させることが必要になる．そのため，前説で述
べたスズドロップレットの膨張過程，特に膨張時の密
度分布が重要になり，ここで示したように 150 μm程
度の密度スケール長が炭酸ガスレーザー照射時に必要
になる．さらに Fig. 4(c) および (d) を詳しく見ると，
X 線変換効率は 40 %–60 % 程度であり，レーザー強
度を上げると徐々に低下する．また，レーザー強度を
増加させるにしたがって，レーザー吸収率は減少する
が，Fig. 4(c)および (d)に見られるように EUVスペク
トル効率は一旦増加してほぼ一定値に落ち着く．この

ため，最大の EUV 変換効率を与えるレーザー強度に
最適値が存在し，20 nsのパルス幅では 4 × 109 W/cm2

である．一方，パルス幅を 40 nsにすると EUV変換効
率は 3 %–4 %に減少するが，これはパルス幅が長くな
るとプラズマの厚みが増し，プラズマ中における EUV
の吸収が増加して EUV スペクトル効率が低下するた
めである．
ここまでをまとめると，EUV発光を最適化するため
には炭酸ガスレーザー照射時に十分なレーザー吸収率
を得るため，最適なスケール長の初期プラズマが必要
であり，レーザー吸収率，輻射変換効率，EUV変換効
率の積が最大となるレーザー強度に設定することが重
要といえる．この計算例では 20 nsパルス幅を持つ炭
酸ガスレーザーに対し，最適化された条件で EUV 変
換効率 6 %以上（2 π立体角あたり）が得られること
が示された．

5 まとめ

スズドロップレットにレーザーを照射した時のド
ロップレットの挙動と，EUV 発光の放射流体シミュ
レーションを中心に EUV光源研究における放射流体
シミュレーションを述べた．この放射流体シミュレー
ションを実行するためには，高精度多次元流体シミュ
レーションコードの開発に加え，精度高い原子過程
データ（放射率，吸収率）や状態方程式が必要である．
これらは過去十数年に渡り行われた原子物理からプラ
ズマ物理の多くの研究者との共同研究で得られた成果
でもある．現在計算結果に対する実験的な検証も進ん
でおり6, 7)，実験結果と計算結果の詳細な比較検証を経
て，放射流体シミュレーションは今後ますます高精度
化が図られる見込みである．今後はより実用的，工学
的な見地から，間近に迫った EUV 光源の実用化に寄
与するための統合的計算が求められている．たとえば
現在の EUV光源開発は EUV出力 250 Wに目処がつ
きつつある状況であるが，さらに 500 Wレベルを目指
した光源開発ではより長時間・大空間スケールの計算
により，デブリ処理など光源システムの高寿命化にも
シミュレーションの威力を発揮出来ると思われる．
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