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It is important to attain the highest possible conversion
efficiency (CE) from laser to plasma-radiation energy for
laser-produced plasma extreme ultraviolet (EUV) and
water window light sources. For commercial use of EUV
lithography, various efforts have been made for getting
higher CE. Especially, the two-color, double-pulse method
is known as an efficient scheme to generate EUV light. In
this method, a laser pulse is used to expand a tin droplet,
and resultant tin vapor is subsequently irradiated with a
CO2 laser pulse after an appropriate delay time. In this
article, two diagnostic methods in order to improve laser
absorption by plasma are proposed. One is a simultaneous
measurement of laser absorption and conversion efficiency
to EUV light, and the other is a shadowgraphy with a
CO2 laser probe-pulse scheme. In the former method,
correlation between laser absorption and conversion
efficiency of laser to 13.5–nm EUV light was investigated.
A clear and positive correlation between the absorption
rate and the CE was found with increasing delay time. In
the latter method, we propose the use of shadowgraphy
with a CO2 laser probe to optimize the CO2 main-drive
laser for higher CE. Spatial distribution of absorption
coefficients is derived from the measurement and the
results are converted to a practical absorption rate for the
CO2 main-drive laser.

Keywords: laser produced plasma, extreme ultraviolet
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1 はじめに

レーザー生成プラズマからの軟 X 線・極端紫外線
（Extreme Ultraviolet: EUV）領域の放射は本解説で取
り上げる EUVリソグラフィ（波長 13.5 nm）1) や水の
窓領域（波長 2.3 nm–4.4 nm）の顕微鏡光源2)への応用
などで注目を集めている．これらの研究分野では，光
源の高輝度化が最重要課題の 1つとなっている．産業
界の求める EUV露光での最先端半導体量産用の光源
出力は 250 Wが必要とされている．2016年 7月，ギ
ガフォトン（本社：栃木県）により 250 W光源出力の
達成が報じられたが，このときのレーザーエネルギー
から EUV エネルギーへの変換効率（以下，単に変換
効率とよぶ）は 4 % だったそうである．2000年代前
半には 1 %以下であった変換効率は 5.2%まで飛躍的
に伸びていることがギガフォトンにより報告されてい
る．ここに至るまでには適切なレーザー波長に関する
研究3)，スズのマイクロドロップレットと呼ばれる数
十 μm 程度の液滴の射出技術開発4)，ダブルパルス法
を代表とするレーザー照射法の開発5)など様々な研究
がなされてきた．
著者らは近年，レーザープラズマ EUV 光源開発に
おいて，変換効率向上に関する実験を主軸においた研
究を行ってきた．本稿では，レーザーによるプラズマ
の発生と発光について述べた後，変換効率とプラズマ
によるレーザー光エネルギーの吸収過程の相関に着目
した診断技術開発6, 7)について解説する．

2 レーザープラズマの生成とそれを利用した光源

レーザープラズマ光源で重要になるパラメータとし
てプラズマ中電子の温度と密度がある．これらのパラ
メータはレーザー照射条件や発光する物質の幾何学
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Figure 1. Laser absorption mechanisms are il-
lustrated. (a) Ohmic heating and (b) Inverse
Bremsstrahlung.

的な形状に依存する．これらのパラメータの最適な選
び方を考えるために，まずレーザープラズマの生成と
EUV発光の一連の過程について考えよう．

(I) レーザー電場によりターゲット表面の自由電子
が運動し（すなわち電流），オーミックに加熱されるこ
とで，表面近傍にプラズマが生成する（Fig. 1(a)）．

(II) プラズマとレーザーの相互作用は逆制動放射
（Fig. 1(b)）が支配的となり，レーザー吸収プロセスが
進行することでプラズマの加熱が進行する．プラズマ
中の電子密度の増加に伴い，レーザー波長に対する屈
折率が 0になると，レーザーは伝搬することができず，
反射される．ここで，屈折率が 0になる電子密度を臨
界電子密度（nc と書くこととする）とよぶ．逆制動放
射過程は，イオン・フォトン・電子の 3体相互作用と
考えることができるので，レーザー吸収は nc 近傍で
支配的になる．（なお，上記の逆制動放射によるレー
ザー吸収メカニズムはレーザーの照射強度 I W/cm2 と
波長 λ μmの 2乗の積が Iλ2 < 1015 W/(cm2μm2)を満た
すときに支配的である．詳しくは8) などを参照．）

(III)プラズマ中の電子温度や衝突電子の密度に応じ
てプラズマ中イオンの励起準位のポピュレーション分
布が決まり，発光が起こる．

(IV)光はプラズマ中を伝播する過程で EUVに対す
る光学厚さに応じてプラズマ自身に吸収（自己吸収）
されながら，最終的に脱出した光のうち，所望する波
長の帯域内の光が光源エネルギーとして利用される．
プラズマ中の電子温度はレーザーの照射強度により

決まる．波長 13.5 nmに対応するフォトンエネルギー
92 eV を効率よく出すためには原子過程計算などか
ら 30 eV–40 eVが適正であることが報告されている9)．
30 eV–40 eVの放射のために必要なレーザー照射強度

Pre-pulse
Main-pulse

20 μm ~500 μm

4 x 1022 cm-3

3 x 1018 cm-3

Figure 2. Double pulse method. The density
of initial tin target atoms is 4 × 1022 cm−3.

を見積もろう．簡単なモデルとして，レーザー照射表
面でレーザーが吸収され，プラズマ中の熱伝導モデル
として電子熱伝導を仮定し，次のように熱束を書く．

I = ncvthkTe f

vth =
√

2kTe/me
(1)

ここで k はボルツマン定数，Te は電子温度，vth は熱
運動速度， f は熱束制限定数，me は電子質量である．
f はプラズマの状態に依存する定数であるが，EUVプ
ラズマでは 1/3程度が実験とよく合うとされる．式 (1)
より 30 eV–40 eVの放射を得るためのCO2レーザー照
射強度はおよそ 1 × 1010 W/cm2 と算出される．
一方，電子密度分布の最適化に関してはレーザー
吸収と発光過程の両面から考える必要がある．上記
(II) より電子密度が nc 程度である領域がレーザー伝
搬方向に長ければ，レーザーエネルギーの吸収が効
率よく進むことになる．したがって，nc が大きくな
るようレーザーを短波長にすれば良いように思える
が，この際，EUV に対する光学的厚さが増すために
EUVがプラズマから脱出しにくくなり，結果的な光源
エネルギーが減少してしまうことが分かっている10)．
Nd:YAG レーザーなどと比べて波長の長い CO2 レー
ザーが，プラズマを加熱するレーザーに用いられてい
るのはこのためである．CO2 レーザーに対する小さな
nc（1 × 1019 cm−3）による低い吸収率を解決する策と
して，ダブルパルス法が導入された5)．ダブルパルス
法の概念図を Fig. 2に示す．
ダブルパルス法では CO2 レーザーの照射前にプレ
パルスと呼ばれるレーザーであらかじめターゲットで
あるドロップレットを膨張させることで，CO2 レー
ザーに対する nc 近傍の粒子を増やすことで吸収長を
稼ぎ，吸収率を上げる．なお，マイクロドロップレッ
トをターゲットに用いるのは，固体ターゲットに比べ，
デブリ抑制，繰り返し周波数制御，ターゲット形状の
再現性の観点から利点があるためである．この手法は
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Figure 3. Exterior appearance of integrating sphere.

産業界でも広く認知され，実際に用いられている．

3 レーザーエネルギー吸収率と変換効率の相関

上記のレーザーエネルギーの変換過程で述べたよ
うにレーザーエネルギーの吸収率が EUV放射への変
換効率に影響を与える．しかしながら，吸収率を定量
評価する試みはこれまでなかった．本節では，我々が
行った吸収率と変換効率の相関に着目した診断技術開
発に関して記述する．
まず，我々は吸収率測定のために専用の積分球を開

発した（Fig. 3）．積分球は球内の光源からの電磁波を
均質に拡散させ，球面内部表面での光量を均一にする
装置であり，光源の発光角度分布によらず，全光束に
比例した出力が得られる11)．レーザーの吸収率計測に
おいては，ターゲットに吸収されなかった成分が散乱
光となることから，散乱光エネルギーを計測し，レー
ザー入射エネルギーと比較することで吸収率を決定で
きる．今回製作した CO2 レーザー散乱計測用の積分
球の内径は 100 mmであり，CO2 レーザー光の拡散の
ため，積分球内面はサンドブラストを行った．また，
CO2 レーザー光の反射率を上げるために金コーティン
グを施した．積分球の検出器には波長 6.4 μm–14 μm
に感度を持つサーモパイルを用いた．積分球の原理か
ら，直接散乱光は遮蔽されなければならない．そこで
検出器と積分球中心の間には遮蔽板を設置した．また
積分球にはターゲットであるスズドロップレット導入
用，レーザー入射および出射用，EUVエネルギー測定
器用，ターゲット監視用のポート穴が設けられており，
それらの総面積は積分球内面表面積の 5 %であった．
実験のセットアップを Fig. 4に示す．直径 20 μmの

ドロップレットは積分球の頂点に開いたポート（直径
20 mm）から導入されて積分球の中心でレーザープラ
ズマが発生するように配置されている．プレパルスに

Nd: YVO4 laser

CO2 laser

Integrating 
Sphere

EM2Beam 
combiner

EM3

EM1

EUV 
Energy Meter

(a)

Direct Light Shield
Thermopile

(b) Tin droplets

Figure 4. (a) Experimental setup for simulta-
neous measurement of laser absorption rate and
13.5 nm-EUV conversion efficiency. The in-
tegrating sphere is in a vacuum chamber and
the EUV energy meter is connected to the same
chamber without windows. (b) A cutaway view
of the integrating sphere. Tin droplets enter
into the sphere out of an open window and are
shot by double pulse of Nd:YVO4 laser and CO2

laser at the center of the sphere.

は Nd:YVO4レーザー（λ = 1.064 μm，パルス半値全幅
14 ps，パルスエネルギー 1.9 mJ，照射スポット 1/e2

全幅 77 μm：すなわち照射強度 2.9 × 1012 W/cm12）を
用いた．CO2 レーザー（λ = 10.6 μm，パルス半値全幅
14 ns，パルスエネルギー 100 mJ，照射スポット 1/e2全
幅 400 μm：すなわち照射強度 5.7×109 W/cm2）はプレ
パルスレーザーと同軸に入射され，膨張したターゲッ
トに照射された．CO2 レーザーの照射タイミングはプ
レパルス照射後に 0–5 μs の間で照射するように遅延
パルスジェネレータにより制御された．Figure 4に示
したエネルギーメーターはレーザーエネルギー測定用
（EM1），前方散乱レーザーエネルギー計測用（EM2），
後方散乱レーザーエネルギー計測用（EM3）に用いた．
また，EUVエネルギーメーターは放射光施設の EUV
光で感度の絶対校正がなされた．

CO2 レーザーのプラズマによる吸収率は

1 − EIS + Eforward + Eback

Elaser
(2)
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Figure 5. (a) Dependence of EIS, Eforward, and
Eback on time delay between the pre-pulse and
the main drive laser pulses. (b) Absorption rate
α and conversion efficiency CE shown as a func-
tion of the delay time. The error bars show the
standard deviation for each data point averaging
over identical 10 shots.

から導いた．ここで EIS，Eforward，Eback，Elaser はそれ
ぞれ積分球で検出された散乱光，前方散乱光，後方散
乱光，入射レーザーのエネルギーである．実験で得ら
れた結果として，Fig. 5 (a)に EIS，Eforward，Eback を示
す．また式 (2)より求めたレーザーエネルギー吸収率
と変換効率を Fig. 5(b)に示す．

Figure 5(b)より 2 μs までは CO2 レーザーの照射タ
イミングが遅くなるにつれ，吸収率と変換効率は共に
増加し，2 μs–3 μsあたりで最大値を取った．これに対
し，3 μs以降ではともに減少する傾向が見られる．ま
た，3 μs以降では吸収率の減少に対して変換効率の減
少が著しい．Figure 5(a)を用いると，この傾向を解釈
できる（Fig. 6）．まず，0–1 μsで Eforward が急激に減少
する．これはドロップレットサイズが膨張前にはレー
ザーのスポットサイズに比べて小さいためにレーザー
がターゲットの両脇を素通りしてしまうためと考えら
れる．1 μs–2 μsでは膨張が進み，吸収長に寄与するプ

>nc

<ncCO2 laser

CO2 laser
EUV radiation

EUV radiation

delay time

(a) 0~2 μs

(b) 2~3 μs

(c) 3~5 μs

Figure 6. Graphic interpretation of correlation
between laser absorption and EUV-conversion
efficiency.

ラズマが増加していると考えられる．3 μs 以降では，
Eforward が再び増加していることから，密度が薄くな
り，中心付近の電子密度が臨界密度以下になることで
レーザーがターゲット後方へ透過し始めていると考え
られる．このとき，プラズマから放射された EUV 光
はプラズマ領域を脱出する際，より多くの自己吸収を
受けることで，変換効率が急激に下がると考えること
ができる．

4 加熱レーザーと同波長のバックライトによるシャ
ドウグラフ計測

前節でプレパルスによる先行膨張がレーザー吸収率
の増加をもたらし，結果として変換効率が上がる，と
いう従来の仮説を実証した．また，変換効率を左右す
る要因としてのレーザー吸収率と光学厚さに関して，
実験事実にもとづく考察ができた．さらに，吸収率を
上げるための手法を開発したので，本節で紹介する．

Figure 7にそのためのセットアップを示す．ここで
は Nd:YAGレーザーがプレパルスの役割をする（以降
では簡便のため，膨張用レーザーとよぶことにする）．
膨張用レーザーは直径 50 μm のスズ球（実験の簡便
性のためにターゲットにはドロップレットを模擬した
スズ球を用いた．このスズ球は直径 6 μmのカーボン
ファイバーに支えられた．）に照射された．膨張用レー
ザーにより膨張したターゲットに対して，CO2 レー
ザーパルス（照射強度 1× 107 W/cm2，以下ではプロー
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Figure 7. Schematic of experimental setup. Temporal shape of the CO2 laser
probe light was tailored by the plasma shutter technique. The Cartesian coordinate
is also shown.

ブパルスとよぶ）を入射し，そのシャドウグラフを赤
外線焦電カメラにより記録した．プレパルス照射後
1 μs後のプローブパルスのシャドウグラフを Fig. 8に
示す．なお，この画像の空間分解能は40 μmであった．
Figure 8に示したシャドウグラフ画像はプローブパル
スの透過率の空間分布を表しており，Lambert-Beer則

I = I0 exp
[
−

∫
σ(y)n(y)dy

]
(3)

にしたがう．ここで，I0，I はそれぞれ入射光，透過光
の強度である．また，σはプローブ光波長に対するプ
レプラズマ粒子の吸収断面積，nは粒子密度を表す．
式 (3)より ∫

σ(y)n(y)dy = − log
I
I0

(4)

が得られ，吸収係数に相当する σn の分布は逆 Abel
変換により Fig. 9のように得られた．さて，加熱レー
ザーである CO2 レーザーは実機の場合，プレパルスと

同軸である場合が多い．そこで，この画像を x軸方向
に積分すると，プローブレーザー波長（すなわち加熱
レーザー波長）に対する光学厚さの加熱レーザー径方
向分布が得られる．

τ(z) =
∫
σ(x)n(x)dx (5)

ここで加熱レーザーが反射されないという仮定が成り
立つ条件においては（局所的な）吸収率の分布が下記
のように書ける．

α(z) = 1 − exp(−τ(z)) (6)

光学厚さおよび吸収率の加熱レーザー径方向分布を
Fig. 9(b)，(c)に示す．レーザーの径方向分布を l(z)と
すると，プラズマによる（正味の）レーザー吸収率は
結局，

αtotal =
2π

∫ ∞
0 zα(z)l(z)dz

2π
∫ ∞

0 zl(z)dz
(7)

第 102号 (2016) 23



松隈啓,藤岡慎介,余語覚文,西村博明,児玉健,柳田達哉

100 μm

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Tr
an

sm
itt

an
ce

1 μs delay 
from the peak of evaporation-laser

x

z
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delay time from the peak of evaporation laser
was 1 μs. (b) Optical thicknesses along the x-
axis projected onto the z-axis are shown for (a).
(c) Expected laser absorption rates using the op-
tical thicknesses shown in (b).

と書ける．ここで吸収率を上げるための手法を考えら
れる．すなわち，たとえば l(z)として一般的なガウス
分布

l(z) = exp
[
− z2

(φlaser/2)2

]
(8)
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Figure 10. Main laser absorption rate depen-
dence on the laser focal spot diameter. Laser
spot profiles l(z) are (solid lines) Gaussian and
(dotted line) flat-top.

とトップハット分布

l(z) = 1 (z ≤ φlaser/2) , 0 (z > φlaser/2) (9)

を考えることとする．ここで φlaser をレーザースポッ
ト径とよぶこととしよう．Figure 10 に αtotal のレー
ザースポット径依存性を示した．照射強度は前述の通
り 1010 W/cm2程度である必要があるので，実機の CO2

レーザーの典型的な値（エネルギー 100 mJ，パルス幅
10 ns）を用いるとレーザースポット径は 360 μmとな
る．このとき αtotal はガウス分布に対し 28 %，トップ
ハット分布に対し 34 %となる．このように，レーザー
スポットの分布を変えることで吸収率は 34/28 = 1.21，
すなわち 20 %ほど増大することが可能と考えられる．
なお，上記式 (6)の導出のために加熱レーザーが反
射されないという仮定をおいて議論したが，前節で述
べたように反射する状況（すなわち電子密度が nc以上
になっている領域が存在する）の方が反射しない状況
に比べて吸収率や変換効率が高い．したがって，式 (6)
導出以降の手法は放射流体力学計算にとって代わられ
るとより高精度，正確な予測を与える．この点に関し
ては，シミュレーション研究を行っている方々との今
後のコミュニケーションの結果に期待したい．また，
加熱レーザーとしての CO2 レーザー照射時の吸収率
をよりパルス幅の短いプローブパルスで観測すること
で，時々刻々の変化をとらえることもできるだろう．
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5 まとめ

レーザープラズマの生成とプラズマからの EUV発
光について解説した．また，EUV発光への変換効率向
上のための 2つの実験手法について解説した．積分球
によるレーザーエネルギー吸収率と変換効率の同時測
定により，レーザー伝搬と EUV 発生・再吸収プロセ
スの詳細を考察した．また，加熱レーザーと同波長の
レーザーをバックライトに用いることで，吸収係数の
2次元イメージを得ることが可能となり，初等的な解
析手法と組み合わせることで簡易でロバストな吸収率
予測・改善手法を構築した．
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