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1. はじめに
近年の高度情報化社会に伴い、パソコン、携帯電話、

当研究所は大阪大学レーザーエネルギー学研究セン

家庭内電気製品などに多数の半導体集積回路が組み込

ターとの共同研究において、
ＥＵＶ変換効率向上のため

まれている。これらの集積回路の更なる高性能化を目

の物理現象を明らかにして、
スズプラズマを用いた世界

指して、半導体チップ上の線幅は、ムーアの法則に従い

最高記録３％の EUV 光変換効率を平成１５年度に達成

微細化されている。波長 13.5 nm 極端紫外光（以下、

した 3。さらに、スズプラズマからの変換効率向上のた

EUV）リソグラフィは、次世代リソグラフィとして、線

めの最適レーザー照射強度、
レーザー波長に関する実験

幅 50 nm 以下の超微細加工可能な技術である。2010 年

データーベース

の実用化を目指して、欧米の研究機関を中心として、光

グラフィ関連企業へ提供した。

4‑5

を平成１６年度に構築、ＥＵＶリソ

源、マスク、レジスト、集光系ミラーなどの部門別に

EUV 光源には、高効率、クリーンかつ高速供給可能

精力的に研究開発されている。日本でも平成 15 年度か

なターゲットが必要不可欠である。スズターゲットを

ら 19 年度までの 5 年間、文部科学省のリーディングプ

用いると他のＥＵＶ光を放射するターゲット（リチウム、

ロジェクトの一環として、大阪大学レーザーエネルギ

キセノン）と比べて取り扱いが容易かつ高効率は得やす

ー学研究センターを中心に EUV リソグラフィ用光源開

いが、固体であり大量のデブリが発生する。そのため、

発の研究が始まった 1-2。

デブリ抑制、さらにターゲットの高速供給化が大きな

EUV 光源に要求される出力は、中間集光点（２次光

課題である。

源）で 115 W である。EUV 光は、ほとんどの物質によっ
て激しく吸収されるので、透過型ミラーは使用できず、

EUV光

すべて反射型ミラーを用いる。Mo/Si 多層膜反射型ミラ
ーは、13.5 nm の 2%バンド幅内で反射率 65〜70%を有す
る。しかし、この反射率の値は、通常のミラーのそれと
比較して低く、捕集立体角の制限、EUV 光の透過率な

スズ

ＥＵＶ光発生用レーザー

ど併せて考慮すると、多層膜ミラーで反射、集光する前

基板

の１次光源での高出力化、EUV 光変換効率の向上が必要
不可欠な課題である。

パンチアウト用レーザー

スズ固体をターゲットにして、このターゲットにレー
ザー光を照射すると、スズプラズマが生成される。スズ

図１ パンチアウト法イメージ図

プラズマの発光は、13.5 nm 近傍に尖鋭なピーク値をも
ち、高い EUV 光変換効率が得られることは明らかとな
っていた. しかし、高い変換効率を得るための最適なレ
ーザー条件（照射強度、波長など）は明らかになってお
らず、プロジェクト開始時は、変換効率向上のための詳
細な物理は明らかとなっていなかった。

我々は、デブリ抑制に加え、高速供給可能な新手法
としてパンチアウト方式を考案した 6。図１にその概念
図を示す。パンチアウト法とは、ガラスなどの透明な
基板上にスズもしくは低密度フォームなどを薄くコー
トしたターゲットを用いて、基板側からレーザー光を

照射して、基板とスズの境界層にプラズマを生成させ

図２に実験装置図およびターゲットに対する散乱用

る。生成されたプラズマの膨張と基板との反作用によ

プローブ光の入射法を示す。パンチアウト用ターゲッ

って、コート層のみを高速で供給する方式である。フ

トは、ガラス基板にスズを蒸着した薄膜（厚み 13μm）

ォーム層の密度やコート厚を制御することにより、最

および、スズドットターゲット(ドット径 500‑600 μm,

少質量ターゲットとなる。

厚み 2 μm,もしくは 9 μm)を用いた。

平成１７年度は、パンチアウト法によって、スズター

パンチアウト用のレーザーは、Nd:YAG レーザー（波

ゲットからＥＵＶ光を取り出せることを世界で初めて

長１０６４ nm,パルス幅 13 ns）を用いた。EUV 光発生

実証した 7。平成１８年度は、スズパンチアウト法を用

用レーザーは、Nd:YAG レーザー(波長１０６４ nm,パ

いたＥＵＶ光源の実用化を目指して、スズパンチアウト

ルス幅 9 ns)を用いた。レーザー光散乱用プローブ光は、

法の基礎特性（飛翔状態、速度、距離、密度、EUV光放

Nd：YAG レーザーのω光（１０６４ nm）を KDP 結晶で

射）を、レーザー光散乱計測、EUV 光プローブ計測より

波長変換した２倍高調波光（波長 532 nm）を用いた。

それぞれ詳細に評価したので報告する。また、
パンチア

プローブ光は、円筒レンズ（ｆ＝１５０ｍｍ）を用いて、

ウト法によるスズ回転ディスクターゲットを用いた連

図２（下）に示すように、ターゲットの端面から、３０

続供給の評価も行ったので併せて報告する。

ｍｍの領域にシート状に集光照射した。パンチアウト
法により、飛翔したターゲットがプローブ光によって

2.

レーザー光散乱計測によるパンチアウトターゲッ

散乱され、その時の散乱光像が集光レンズ（ｆ＝２００

トの飛翔状態観測

ｍｍ）を介してデジタルカメラに記録される。この時の

2‑1 実験装置図および実験方法

時間分解能は、9 ns、空間分解能は２０ μm である。
パンチアウト後のターゲット飛翔密度は、EUV 光をプ
ローブ光として、シュバルツシルト型顕微鏡および背
面照射型 CCDカメラを用いて計測した。EUV光放射スペ
クトルは、斜入射分光器および背面照射型 CCD カメラ
で記録した。

2‑2 実験結果および考察
図３(a)にスズ薄膜 13 μm の光散乱画像を示す。パ
ンチアウト用レーザーは、画像の下から上に向かって
照射した。レーザー光散乱用プローブ光は、画像の左
側から右側に向かって照射した。横軸は、パンチアウ
ト用レーザー照射から EUV 光発生用レーザーの照射時
間差である。パンチアウトされたスズ薄膜ターゲット
は、パンチアウト用レーザーの光軸に沿ってジェット
状に飛翔されている像が観測された。また、パンチア
ウト用レーザーの光軸に対して、時間の経過と共に横
方向に大きく拡がる。これは、パンチアウト用レーザ
ーのビーム強度パターンがガウシアン分布であるため、
図２ 実験装置図（上）およびターゲットに対
する散乱用プローブ光の入射法（下）

レーザー照射された薄膜の中心部は温度が高く、生成さ

れた粒子の速度も速くなり、中心部ではジェット状に

3. パンチアウト後の飛翔ターゲットの面密度計測

飛翔したと考えられる。周辺部は、中心部と比べてレ
ーザー強度が弱く、薄膜の温度が低いため、生成され

3‑1 実験計測用装置図および実験方法

た粒子の速度も遅くなり、横方向に大きな拡がりを見
せたと考えられる。
図３(ｂ)にスズドット（厚み 9μm）のレーザー光散
乱画像を示す。その結果、パンチアウトされたスズド
ットターゲットは、ターゲット端面から約２０ｍｍに
亘りジェット状に飛翔している。時間の経過と共に横
方向の拡がりも抑制されている。これは、ドットター
ゲットの径とパンチアウト用のレーザースポット径を
ほぼ同等、もしくはそれ以上にしたので、レーザー照
射されたスズドットが一様な温度となり、生成された

図４ シュバルツシルト型顕微鏡構成図 8

粒子の速度も等しくなったため、横方向の拡がりが抑
制されたジェット状の飛翔像が観測されたと考えられ
る。なお、飛翔速度は、スズ薄膜、ドットターゲット共
に、高速供給に必要とされる飛翔速度 50 m/s よりも速
く、0.5〜1 km/s であった。

EUV 光をプローブ光として、シュバルツシュルト顕
微鏡および背面照射型 CCD カメラを用いて、パンチア
ウト後のターゲット飛翔密度を評価した。EUV 光は、
スズ固体ターゲットに Nd:YAG レーザーを照射すること
で発生させ、この光をプローブ光とした。
図４にシュバルツシルト型顕微鏡の構成図を示す。
シュバルツシルト型顕微鏡は、2 枚の同心球面鏡 M1,M2
からなる直入射型光学系である。M1 は、凹面鏡、M2 は
凸面鏡で構成され、両ミラー共に Mo/Si 多層膜が蒸着
されている。Zr/CH フィルターを可視光除去用に取り
付けた。空間分解能は、試験用メッシュ電極の影像を
CCD カメラに結像させ、EUV強度の 25‑75%の立ち上がり
で評価すると約 18 μm である。
EUV バックライト法は、ターゲット（飛翔物）の透過
率を計測することで、ターゲットの面密度が算出でき
る。式（１）にその関係式を示す。

Ｔ＝ｅｘｐ（−μρＬ）

(１)

ここで、T は EUV 光の透過率、 µ は質量吸収係数、

ρ は線密度、 L はターゲットの厚みである。スズの質
量吸収係数は、EUV に対する温度依存性が弱いため,常
図 3 レーザー光散乱画像 (a)スズ薄膜ターゲット（厚
み 13 μm ）(b)スズドットターゲット（厚み 9 μｍ）

温固体スズの値を用いた。

3‑2 実験結果および考察

る状態が観測された。一方、パンチアウト用レーザー
の照射強度 2×109 W/cm2、時間差 3 μs、ターゲット基
板端面から 0‑0.8 mm の範囲では、ターゲットがフィラ
メント状に飛翔している。基板端面 9‑9.8 mm の範囲で
は、時間の経過と共に粒の大きな粒子が観測された。
時間差 12 μs の密度分布から、密度の高い領域での厚
みは 400 μm程度であり、飛翔ターゲットを円柱と仮定
すると、その密度は約 2×1018 cm‑3 と算出された。
図5の結果を基にして、図6にパンチアウト後のスズ
ターゲットの飛翔モデルイメージ図を示す。飛翔ター
ゲット先端部は、密度の薄いガス状態、中間部は、比
較的均一な密度状態、後端部は、大きな粒子状態で飛
翔していると考えられる。このため、パンチアウト法

図５ パンチアウト後のスズターゲットの密度分布

により、効率良く EUV 光を取り出すためには、比較的
均一な密度状態である中間部に、EUV 光発生用レーザ
ーを照射することである。

先端部

４．パンチアウト法を用いた EUV 光発生

中間部

後端部

図６ パンチアウト後のスズターゲット飛翔モデル
図７ 異なるスズターゲットからのＥＵＶ光放射
図 5 にパンチアウト後のスズターゲットの密度分布

スペクトルの比較

を示す。ターゲットはスズドット（厚み 9 μm）を用い
た。横軸上側の時間は、パンチアウト用レーザーの照
射と EUV プローブ光との時間差である。パンチアウト
用レーザーの照射強度６×10８ W/cm2、時間差１５ μs、
ターゲット基板端面から 9‑9.8 mm の範囲では、観測領
域の大部分がレーザー照射強度 2×109W/cm2と比較して
低密度であり、１５μｓ以降、粒子が散々と飛翔して

パンチアウト後の飛翔スズターゲットに、Nd:YAG レ
ーザー(波長 1064 nm, パルス幅 9 ns, レーザースポッ
ト径 300 μm,) を 4×1010 W/cm2の強度で照射し、パン
チアウト後のスズターゲット EUV 放射光スペクトルの
評価を行った。図７にその放射光スペクトルを示す。使

用したターゲットは、スズ薄膜ターゲット（厚さ 13 μ

膜（厚み＝１０μｍ）を蒸着した２層ターゲットを用い

m）、 スズドットターゲット（厚さ 9μm）、比較のた

た。スズプラズマの発光は、ビデオカメラで撮影記録

めにスズ固体(バルク)ターゲットを用いた。レーザー光

した。EUV 放射光スペクトルは斜入射分光器および背

は、ターゲット端面から５ｍｍの位置に照射した。縦

面照射型 CCD カメラで観測した。図８にスズプラズマ

軸は、レーザーのエネルギー値で規格化した値である。

の可視発光画像を示す。この画像は、ビデオカメラで

スズバルクターゲットの EUV 放射量を１００％に対し

撮影した動画中の一枚である。EUV 光発生レーザー１

て、スズドットターゲットで最大 70 %, スズ薄膜ター

０Hz 照射の間、図８と同様の錫プラズマ発光が観測で

ゲットで最大 60 %であった。パンチアウト後のスズ薄

きた。このため、パンチアウト法によるスズターゲッ

膜、もしくはドットターゲット共に、EUV 光放射スペ

トは安定に供給されていると考えられる。図９に EUV

クトル強度は、スズバルクターゲットと比較して低い

光放射スペクトルを示す。この EUV 光放射スペクトル

値であった。

は、EUV 光発生レーザー１０Hz 照射時の中の１パルス

シュバルツシルト型顕微鏡を用いた計測から、
パンチ

で発生取り出したものである。１０Hz 連続動作時でも、

アウト後の１０ｍｍの位置でのスズ密度は、約１０18

EUV 光放射スペクトルは単発動作時と同様、13.5 nm 近

cm‑3 であり、５ｍｍの位置でのスズ密度は約１０19 cm‑3

傍にピーク値をもつスズプラズマの典型的な EUV 光放

と算出される。ＥＵＶ光発生用レーザーであるＮｄ：Ｙ

射スペクトルが得られた。パンチアウト法により、EUV

ＡＧレーザー(λ＝１０６４ nm)は、遮断密度が１０21

光発生用レーザー10 Hz 動作で安定にターゲットが供給

cm‑3 程度である。このため、パンチアウト法によって供

できることを実証した。

給されたスズの密度が Nd:YAG レーザーの遮断密度より
大幅に低密度化されたことで、Nd:YAG レーザーのエネ
ルギーが十分スズターゲットに吸収されず、エネルギー
損失が生じた。その結果、ＥＵＶ光変換効率は、スズバ
ルクターゲットと比較して低下したと考えられる。
今後、パンチアウト法によって供給される低密度スズ
ターゲットのＥＵＶ光変換効率の向上には、遮断密度が
１０19 cm‑3程度の炭酸ガスレーザー（λ＝１０．６μｍ）
を用いることが有望であると予測される。

図８ パンチアウト後のスズプラズマ可視発光
画像

５．パンチアウト法を用いた連続供給スズターゲット
からの EUV 光放射特性
パンチアウトターゲットを高速で供給するための
基礎実験として、EUV 光発生用レーザーを 10 Hz で動作
させ、取り出した EUV 光を評価した。ターゲット基板
の機構は、DC モーターとそのモーターを直線状に駆動
させるリニアモーターの2軸駆動とした。EUV光発生用
レーザーは、ターゲット基板から 5 mm の位置にパンチ
アウト用レーザーと同期させ、繰り返し周波数 10 Hz

図９ １０Hz 連続供給時のスズターゲット

で照射した。ターゲットは、ガラス DISK 基板にスズ薄

からの EUV光放射スペクトル
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ら飛翔するが、スズドットターゲットの飛翔像は、横
方向の拡がりが抑制され、ジェット状に飛翔すること
を観測した。飛翔速度は、スズ薄膜、ドットターゲッ
ト共に、高速供給に必要とされる飛翔速度 50 m/s より
も速く、0.5〜1 km/s であった。
EUV 光プローブ計測より、パンチアウト後、飛翔し
たスズドットターゲット（厚さ 9 μm）の基板端面から
9‑9.8 mm の範囲での密度は、約 2×1018 cm‑3と算出され
た。この時、パンチアウト用レーザーの照射強度 2×
109 W/cm2、時間差１２ μs である。
EUV 発生用レーザーを照射して、パンチアウト後の
スズターゲットの EUV 光放射スペクトルを評価した。
スズバルクターゲットの EUV 放射量を１００％に対し
て、スズドットターゲットで最大 70 %, スズ薄膜ター
ゲットで最大 60 %であった。
パンチアウトターゲットを高速で供給するための基
礎実験として、EUV 光発生用レーザーを 10 Hz で動作さ
せ、発生した EUV光を評価した。その結果、1０Hz連続
動作時でも、EUV 光放射スペクトルは単発動作と同様、
13.5 nm 近傍にピーク値をもつスズプラズマの典型的な
EUV 光放射スペクトルが得られた。ゆえに、パンチアウ
ト法の寄与により、EUV 光発生用レーザー10 Hz 動作に
対して安定にターゲットが供給できることを実証し
た。
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