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プラズマ発光特性解析のための価数分離多価イオン発光スペクトル測定

富山大学大学院理工学研究部（工学）　 大橋隼人∗

The plasma application technology has been developed
such as light sources for next-generation semiconductor
lithography and X-ray microscopy. The analysis of
emission spectra of light source plasmas that include
complex information of the plasma characteristics de-
pends on theoretical calculations. There is, however, a
discrepancy between experimental and calculated results,
especially for high-Z elements, due to the complexity of
configuration interaction effects. Experimental atomic
data are, therefore, important for both plasma analysis and
evaluation of the theoretical calculation. In this article,
charge exchange spectroscopy and an electron beam ion
trap are presented as useful experimental methods to
obtain transition wavelength data of highly charged ions.

Keywords: highly charged ion, charge exchange spec-
troscopy, electron beam ion trap, unresolved transition
array

1 はじめに

近年，重元素プラズマは次世代半導体リソグラフィ
技術開発において，極端紫外（EUV）光源候補とし
て精力的に研究されている1)．当初から光学系に用い
られる多層膜 Mo/Si 反射鏡の反射率極大となる波長
13.5 nmに合わせた光源開発が行われており，後によ
り短波長の 6.x nm の利用についても実現の可否も含
めて光源と反射鏡の両面から研究されてきた2, 3)．ま
た，これらのプラズマ光源開発において培われた知識
や技術を軟 X 線領域における光源へと拡張させるこ
とで，X線顕微鏡の光源として用いることが有力視さ
れている4)．いずれの工学的応用についても実用化の
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ためには高い変換効率（プラズマ生成に投入したエネ
ルギーに対する利用可能なプラズマからの輻射エネル
ギーの割合）が求められ，より効率良く目的とする波
長領域での発光を得るためには，どのようなプラズマ
を生成すればよいのか最適条件を見出さなければなら
ない．プラズマ中でのイオンの価数分布は，プラズマ
温度，電子密度，イオン密度や各々の分布に依存し，し
かもプラズマ解析ではその価数分布の時間発展も考慮
することが必要不可欠である．しかし，これらの複雑
な要因を完全に理解することは不可能であるため，プ
ラズマからの発光スペクトルを理論的に解析すること
により，最適解を抽出していくことになる．プラズマ
は様々な価数のイオンが混在しているため，その発光
スペクトルから特定価数の発光を同定するには高精度
な理論的解析が必要となり，一般に重い多価イオンに
なると計算精度が悪くなるが，実験によって取得され
た原子データを計算に反映させることでより正確なプ
ラズマ発光スペクトルを再現することが可能となり，
より正確なプラズマ解析が可能となる．本稿では，ま
ずはじめにプラズマ内での発光に係わる原子衝突過程
について解説し，その後，13.5 nm の EUV リソグラ
フィ光源の最有力候補であるスズ（50Sn）プラズマを
例に，プラズマを構成する多価イオンの原子データの
取得方法として，電荷交換分光法と電子ビームイオン
トラップを用いた実験を紹介する．

2 プラズマ中における発光過程

プラズマは物質の第 4の状態ともいわれ，イオンと
電子と中性粒子により構成される電離した気体と表現
されることもあり，プラズマからの発光は，プラズマ
内での様々な衝突過程が係わっている．主な衝突過程
は次のように表せる．
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1�電子衝突電離 : Aq+ + e− → A(q+1)+ + 2e−

2�電子衝突励起 : Aq+ + e− → Aq+∗ + e−

3�放射性再結合 : Aq+ + e− → A(q−1)+ + hν
4�二電子性再結合 : Aq+ + e− → A(q−1)+∗∗

↪→ A(q−1)+ + hν
5�電荷移行反応 : Aq+ + B → A(q−s)+ + Bs+

各衝突過程の逆過程も同様にプラズマ中では生じてお
り，これら全反応過程の起こりやすさはプラズマの電
子温度，電子密度，イオン数密度等に依存し，プラズ
マのイオン価数分布に大きく影響する．プラズマ内で
の発光は再結合過程や衝突によって生成された励起状
態の脱励起によるものが主となるが，その励起状態の
生成について，電荷移行反応によるものは特徴的な性
質を持っている．多価イオンは電子に対するブラック
ホールのように振る舞うため，衝突相手から電子を奪
い取り，電荷移行反応（ 5�）において s = 1の一電子捕
獲については，入射多価イオンの並進エネルギーの変
化を調べることでどの主量子数 nの励起状態へ電子が
選択的に捕獲されるかを知ることが可能である5)．ま
た，この選択的電子捕獲は古典的オーバーバリアモデ
ル（Classical Over-the-Barrier (COB) Model）とよばれ
る古典的なモデルで説明することができる6)．Figure 1
に電荷 qの多価イオン（Aq+）と中性原子（B）が衝突
する際のポテンシャルと束縛電子の動きを示す．
ここでは多価イオンの内部構造は考えずに，電荷 q

の点電荷として扱う．古典的オーバーバリアモデルで

Figure 1. Conceptual diagram of the classi-
cal over-the-barrier (COB) model for the sin-
gle electron capture process in a charge ex-
change collision. When particles approach each
other, the potential barrier decreases and then an
bound electron of the target (B) moves to (ex-
cited) bound state of the ion (A).

は量子効果であるトンネル効果は考えず，準分子状態
を形成する際に電子が多価イオンと中性原子との間に
あるポテンシャル障壁を乗り越え，エネルギーの一致
する多価イオンの励起準位へ移行すると考える．この
とき，電子が選択的に捕獲される準位の主量子数は次
式で与えられる7)：

nCOB ≈ q × [
(1 + 2

√
q) / {2It(q + 2

√
q)}]1/2

It は原子単位系（1 au = 27.211 eV）における標的気体
のイオン化エネルギーで，Fig. 2に希ガス標的（Rg）に
ついて電荷移行衝突時における電子捕獲主量子数 nCOB

の価数依存性を示す．このように選択的に生成された
励起状態からは，直接基底状態への遷移だけでなく，
カスケード（励起状態を小滝のように少しずつより低
いエネルギー状態へ脱励起すること）による励起状態
間遷移の発光も観測されることになり，イラスト線と
よばれる各主量子数で最大軌道角運動量の準位間遷移
に対応する発光は，上準位からのカスケードの寄与に
よってその状態が生成されやすいため強く観測される
こともある（Fig. 3）．
本稿で紹介する電荷交換分光法（charge exchange

spectroscopy, CXS）は，ビーム交差法によりこの電荷
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Figure 2. Calculated principal quantum num-
bers (nCOB) of the dominant capture levels in col-
lisions of multiply charged ions (A) with rare
gases (Rg) using the COB model as a function of
the incident ion charge (q). The first ionization
energies (It) of rare gases are shown in brackets.
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Figure 3. Example of transitions from excited
states. The path of the transition process de-
pends on the branching ratio. In general, for
optically allowed transition, the transition prob-
ability becomes higher with an increase of the
transition energy. Some transitions between ex-
cited states also occur resulting in the cascade.

移行反応による発光を観測する実験手法である．もう
一方の電子ビームイオントラップ（EBIT）を用いた実
験は，主に擬似単色エネルギー電子ビームによる 1�– 4�
の反応による発光を観測する実験手法であり，ほとん
どすべての発光ラインが基底状態への共鳴線であると
いう特徴を持っている．これら 2つの実験手法の主な
反応過程の模式図を Fig. 4に示し，それぞれの実験に
より得られる発光スペクトル例を Fig. 5に示す．CXS
では共鳴遷移だけでなく励起状態間遷移の発光ライ
ンも重ね合わさったものが観測されているが，共鳴遷
移で構成される EBIT スペクトルと比較することで，
CXSスペクトルの発光ラインから共鳴遷移を選別する
ことが可能である8)．また，EBIT内では複数の価数が
混在しているが，発光価数が限定されている CXS ス
ペクトルと比較することで，EBITスペクトルへの各
価数の寄与を議論することが可能となる9)．このよう
に，電荷交換分光法と電子ビームイオントラップを用
いた分光測定は，相補的な実験手段として基礎的な原
子データ取得に非常に有用である．

3 電荷交換分光法（CXS）

多価イオン源からイオンをビームとして引き出し，
単一価数を選択した後に中性気体分子と衝突させ電荷
交換（電荷移行）反応にともなう発光を観測する実験
は，反応の起こりやすさを表す断面積の測定手法とし
て 1980年代から行われており，原子分光に適用した実
験手法は電荷交換分光法（CXS）とよばれている10–12)．

ν

Electron captureElectron capture De-excitationDe-excitation

ExciationExciationIonizationIonization

Charge exchange collision in CXSCharge exchange collision in CXS

De-excitationDe-excitation

Figure 4. Schematic diagram of dominant re-
action processes in the CXS and EBIT experi-
ments; (black circle) atomic nucleus, (blue cir-
cle) electron orbit.
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Figure 5. CXS spectrum in collisions of
Sn18+–He of which dominant contribution can
be estimated as emissions from Sn17+. EBIT
spectrum observed with the condition of the
electron beam energy that produce Sn17+ as the
maximum charge state in the trap region.

多価イオンの電荷交換反応における電子捕獲の状態選
択性は高く，特定の励起状態が生成され5)，標的気体を
変えることで発光の始状態を制御することが可能であ
る．本項では，著者らが行った多価 Sn イオンの電荷
交換分光実験を例に紹介する13)．電子サイクロトロン
共鳴（ECR）型イオン源14)のプラズマチェンバー内に
焼結した SnO2 ペレットを導入することで多価 Sn イ
オンを生成し，20 kVの電位差によってイオン源から
引き出したイオンを磁場によって価数選別することで
単一価数の多価 Snイオンビームとして衝突実験領域
に導いた．キャピラリープレートから噴出させた希薄
な標的気体と交差させ，電荷交換衝突における発光を
ビーム軸と標的気体軸に直交する方向から液体窒素冷
却式背面照射型 CCD を備えた斜入射分光器を用いて
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観測した．多価 Sn イオンと He 標的気体との衝突に
おいて観測された EUV領域の発光スペクトルを Fig. 6
に示す．測定条件は入射イオンがビーム径数 mmで約
1 μA，標的気体圧力は 10−2 Pa程度，露光時間はそれ
ぞれ約 12時間である．衝突時の反応過程として，次
の 3つが主な過程として考えられる（Fig. 7）：

Snq+ + He → Sn(q−1)+(n�) + He+ : SC,
→ Sn(q−2)+(n�n′�′) + He2+ : DC,
→ Sn(q−1)+(n′′�′′) + He2+ + e− : TI.

n, n′, n′′および �, �′, �′′ はそれぞれ電子が捕獲された主
量子数と軌道角運動量量子数（方位量子数）を表す．
原子番号が近く，電子数および価数の類似した多価Xe
イオンと He原子の衝突に関する反応断面積の測定例
から15–17)，我々の実験条件下では一電子捕獲（SC）が
主要であり，移行電離（transfer ionization（TI）;二電
子移行すると同時にその 1つの電子が電離する過程）
がこれに続き，二電子捕獲（DC）の寄与は小さいと考
えられる．したがって，q価の入射 Snイオンは反応後
に電子を 1つ捕獲した状態になっており，発光のほと
んどは（q − 1）価の Snイオンによるものと考えるこ
とができる．一般に，衝突エネルギー keV領域におけ
る電荷交換反応では一電子捕獲断面積が他の捕獲反応
過程の断面積に比べ相対的に大きい．また，該当衝突
系における各反応過程の断面積が測定されている場合
は，それらを参照することで多電子捕獲の寄与を考慮
しても無視できる（小さい）ことが多く，発光価数の
特定が容易となる．一方，多価 Snイオンの EUV領域
における主要な発光は n = 4および 5から n = 4への
遷移に対応しているので，nCOB ≥ 6となる q ≥ 12の衝
突系でも EUV領域における発光が観測されているこ
とから，カスケードによって n = 4および 5の励起状
態が生成されていることがわかる．電荷交換分光法で
観測されるのは発光価数が限定されている価数分離ス
ペクトルと見なせるので，理論計算による遷移の同定
が行いやすくなる．CXSで取得された発光価数特定ス
ペクトルは，これまで理論計算に頼っていたプラズマ
発光スペクトルの解析18) を検証するためのデータと
なるだけでなく，理論計算の精度検証および改善に大
きく貢献することができる13)．一例として，Fig. 8に
放電生成プラズマ（DPP）の発光スペクトルと CXSス
ペクトルを比較したものを示す．Cowan コード19) を
用いた計算によって DPP スペクトルの各ピークに発
光価数と遷移が同定されているが，発光価数が特定さ
れている CXS スペクトルと比較することで，実験的
に計算による同定を検証することが可能であり，細か
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Figure 6. CXS spectra in collisions of Snq+ (q =
8–15) with He at the energy of 20 keV/q. Domi-
nant emissions can be estimated as Sn(q−1)+ in each
Snq+ collision.
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Figure 7. Conceptual diagram of dominant re-
action processes in charge exchnage collisions
of Snq+ with He. Note: this is not exact expres-
sion due to simplification.

い構造についても発光価数を推察することができる．
このように，複数の価数が混在するプラズマからの発
光スペクトルの解析に CXS の価数分離スペクトルは
非常に有用である．

4 電子ビームイオントラップ（EBIT）

1970年頃に Donetsらによって開発された電子ビー
ムイオン源（electron beam ion source, EBIS）20) を，分

14 放 射 線 化 学
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Figure 8. Comparison of the Sn-DPP spectrum
(upper18)) and CXS spectra (lower). Identifi-
cations of the peaks in the DPP spectrum are
consistent with peaks and charge states in CXS
spectra.

光測定用に改良したものが電子ビームイオントラップ
（electron beam ion trap, EBIT）21)である．EBITの概略
図を Fig. 9 に示す．EBIT を用いた多価イオン分光研
究の様々な例については参考文献22) を参照していた
だき，ここでは本稿の趣旨に則した解説にとどめたい．
EBIT の主な構成要素は，電子銃，ドリフトチューブ
（DT），コレクター，ヘルムホルツ型超電導コイルであ
る．電子銃から出た電子は Fig. 9のような電位配置に
よって加速され，超電導コイルの作る強磁場中を磁力
線に沿って径方向に圧縮されながらドリフトチューブ
へ入射する．DT は複数個に分割されており，上流側
DT と下流側 DT に中央 DT より高い正電圧が印加さ
れ井戸型ポテンシャルを形成することで，正イオンが
軸方向に閉じ込められる．径方向のイオンの閉じ込め
は，強磁場によって高密度に圧縮された電子ビームの
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Figure 9. Schematic diagram of an electron
beam ion trap (EBIT).

空間電荷ポテンシャルによって行われる．そして，ト
ラップ領域（DT中央）に閉じ込められたイオンは電
子ビームと何度も衝突することで，逐次電離によって
多価イオン化（高電離化）が進む．電離に寄与する電
子はごくわずかで，ほとんどの電子は DTを通過して
コレクターで回収される．EBIS は超電導コイルがソ
レノイド型なのでトラップ領域の多価イオンからの発
光を観測することができないが，EBIT はヘルムホル
ツ型を採用しているため，中央 DTのスリットを通し
て分光測定を行うことが可能となっている．多価イオ
ンと電子が常に相互作用，つまり主に基底状態の多価
イオンに対して電離および励起が電子衝突によって能
動的に行われているトラップ領域からの発光を観測す
ることになるので，EBIT を用いた分光ではほとんど
の発光ラインが共鳴遷移からなる発光スペクトルとな
り，受動的に生じる励起状態間遷移の発光ラインはき
わめて弱く観測される傾向にあるという特徴を持つ．
また，トラップ領域における電子ビームの直径は磁場
強度に依存するが数 10 μmから 1 mm以下なので，光
源自体（衝突領域）を細い線状のスリットと見なすこ
とで，波長分散型分光器を入射スリット無しで使用す
ることが可能である23)．EBISを分光用に改良したも
のが EBITであるが，下流側DTの電圧を上流側DTよ
り下げることで，電子ビームとの衝突の繰り返しで加
熱されたトラップ領域の多価イオンが下流側のポテン
シャル障壁を乗り越えてコレクターを通り抜け，EBIS
のようにイオン源からビームとして引き出すことも可
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能である．EBIT 実験において重要な点は，電離レー
トと閉じ込め性能向上のために電子電流密度を向上さ
せることと，残留気体からの電子捕獲を極力抑えるた
めに 10−8 Pa–10−10 Pa程度の極高真空を保つことであ
る．EBIT では電子ビームエネルギーが生成し得る最
高価数を決定し，電子ビーム電流が生成し得るイオン
量を決定する．電気通信大学の Tokyo-EBIT24) の例を
挙げると最大 180 keV，330 mA の電子ビームで運転
することができ，典型的な運転条件 10 keV–90 keV，
100 mA–150 mAでもヨウ素の裸イオン（53I53+）やビ
スマスの He様イオン（83Bi81+）等のきわめて価数の
高いイオンの生成が可能である．多価イオンの種とな
る元素は常温で気体の希ガスやガス分子だけでなく，
液体分子や揮発性の高い固体化合物，金属をヒーター
や蒸着セルで適宜温めて必要な蒸気圧力を得ること
で，トラップ領域へ導入することができる25, 26)．一般
にプラズマの電子エネルギーはボルツマン分布と仮定
されるが，EBIT は擬似単色電子エネルギーのプラズ
マと見なすことができるので，電子ビームエネルギー
によって多価イオンの電離状態を制御することが可
能である．すなわち，電子ビームエネルギーを各価数
の電離エネルギーを跨ぐように変えた測定を行うこと
で，トラップ領域内イオンの最高価数を変化させた発
光スペクトルを測定することができる．生成可能な最
高価数が qmax 価に対応する電子ビームエネルギーに
おいて測定された発光スペクトルでは，トラップ内に
ある複数の価数（≤ qmax）のイオンからの発光が混ざ
り合って観測される．電子ビームエネルギーを上げて
qmax価の電離エネルギー以上かつ（qmax + 1）価の電離
エネルギーより低い実験条件下で測定した発光スペク
トルと比較したとき，後者にのみ観測されている発光
ラインがあるとすれば，それが新たに生成可能となっ
た（qmax+1）価イオンによるものであると，発光価数
を容易に同定することができる．この手法により報告
例の無い多価イオンの発光ラインの発光価数同定が可
能となる．数百 eVの低エネルギー実験に適した小型
EBIT（Compact EBIT, CoBIT27)）を用いた多価 Snイオ
ンの EUV分光例を Fig. 10に示す28)．測定条件は電子
ビームエネルギー Ee = 490 eV–560 eV，電子ビーム強
度 Ie = 10 mA，露光時間はそれぞれ 1分である．ここ
では詳細な議論は行わないが，多価 Snイオンの 18価
と 19価の電離エネルギーがそれぞれ 506 eV，537 keV
であることを考慮すると，図中の矢印で示されてい
る発光ラインは新たに生成可能となった 19価および
20 価からの発光であると発光価数を同定することが
できる．
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Figure 10. CoBIT spectra of Sn ions with elec-
tron beam energies (Ee) of 490 eV, 530 eV, and
560 eV. The qmax is the highest charge state in
the CoBIT estimated from the electron beam en-
ergy. Arrows indicate the emission line of new
highest charge states.

5 CXSと EBITの適用範囲

プラズマの構成要素である多価イオンの原子データ
取得法として CXSと EBIT実験を紹介してきたが，全
元素の全価数についてこれらの実験手法が適用できる
わけではない．CXSは大電流イオンビームを利用した
一種のビーム交差法なので主に ECR イオン源が用い
られるが，イオン源内部の粒子をどこまで高電離化さ
せることができるかは，プラズマの上限温度決定に関
与する閉じ込め磁場の強度と電子加熱用マイクロ波周
波数やその出力等に依存する．本研究で用いた首都大
ECRイオン源29)ではそれぞれ 1 T，14.25 GHz，300 W
で，最高で電子温度 650 eV程度までしか Snプラズマ
を加熱することができず，21価の Snイオンまでしか
分光測定に足るイオンビーム強度を得ることができな
かった13)．より高性能の ECR イオン源を用いればよ
り高価数イオンを CXSに適用できるが，概して CXS
は重元素に対して 20 価–30 価程度の価数までしか適
用することができず，高温プラズマで必要とされてい
る重元素多価イオンの原子データについては，ECRイ
オン源の性能により取得可能な価数に制限がある．一
方，一般的な EBITでは 1 keV以上の電子ビームエネ
ルギーでも運転することが可能であり，発光価数を限
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定した CXSのような発光スペクトルは得られないが，
CXSでは不可能な高電離イオンの発光スペクトル測定
を行うことが可能である．このように，どちらの実験
手法にも発光スペクトルから得られる情報と適用可能
範囲には異なる点があるが相補的な関係にあり，いず
れの実験にも適用できる価数については非常に有効で
ある．

6 まとめ

プラズマの光源としての実用化には様々な技術開発
が必要であるが，本稿ではプラズマの構成要素である
多価イオンの未知の原子データを取得するために有用
な電荷交換分光法と電子ビームイオントラップを用い
た分光実験について紹介した．一般にプラズマ分光実
験のスペクトル解析では観測ラインの発光価数および
遷移の同定は理論計算や過去の実験例に頼るしかない
が，CXSでは発光価数が限定されている価数分離スペ
クトル，EBIT を用いた実験では発光価数の上限を制
御した発光スペクトルを測定することができるので，
観測スペクトルから直接実験的に発光価数と遷移波長
の情報を得ることが可能である．これらの手法は未知
の遷移波長データ取得に長けており，プラズマ発光ス
ペクトルの解析だけでなく，理論計算の精度向上にも
役立っている．将来，原子データの不足している元素
のプラズマが研究対象となることがあれば，原子デー
タ取得法の一つとして今回紹介した実験手法を思い起
こしていただきたい．また一方で，光源としてのプラ
ズマは様々な価数の多価イオンの集合体であり，多価
イオンからの発光だけでなく吸収も考慮しなければな
らず，電子温度によってプラズマ中のイオン価数分布
は異なり，更にはレーザー生成プラズマのような時間
発展型のプラズマであれば生成から消滅まで全体を通
してのアウトプット（変換効率）を評価しなければな
らない．次の松隈氏の記事では，EUVリソグラフィ光
源の最有力候補であるレーザー生成 Snプラズマを対
象として，エネルギー変換効率とエネルギー吸収過程
の診断技術について紹介されている．
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