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1. はじめに

ズマ入射型 Z ピンチ装置を提案する。Sn, Li 限

我々の研究室では、ガスパフＺピンチを用い

らず様々な物質を用いる EUV 光源の開発を目的

た EUV 光源の開発を行ってきた。ガスパフＺピ

としている。

ンチは、プラズマに大電流を流し、その周囲に

2. プラズマ入射型 Z ピンチ装置

形成される自己磁場の圧力によってプラズマを

プラズマ入射型Ｚピンチ装置では、第一にプ

圧縮・加熱し、高温高密度状態（ホットスポッ

ラズマ入射電源により、中心導体とアノード間

ト）を作り出すものである [1,2]。このホットス

で縁面放電によりプラズマを発生させ、高速で

ポットが極端紫外（EUV）から軟Ｘ線領域での

プラズマを噴射させる。そのプラズマがカソー

強力な光源となる。波長 13.5 nm の EUV 光を

ドに到達した際に、回路をスイッチさせる。そ

放射する物質として、主に、Xe, Sn, Li が挙げ

して、メイン電源により、アノード・カソード間

られる。ガスパフＺピンチにおいて、Xe を放電

でＺピンチを引き起こし、EUV を発生させる。

ガスとして使用し、EUV 光源として要求されて

プラズマ入射型Ｚピンチを実現するには、プラ

いる 11nm、13nm 付近のスペクトル線の観測に

ズマ入射とＺピンチ放電の２回の放電を必要と

成功している [3]。一方、Sn, Li（βユークリプ

するため、２つの電源を要する。

タイト:LiAlSiO4 ）は、電極物質として固体状態

図 1 に実験装置の概略図を示す。縁面放電の

で使用し、放電ガスに Ar または He を用いてい

ためのプラズマ入射電源には、0.88µ F のコンデ

る。しかし、両者とも、波長 13.5 nm の EUV は

ンサーバンクを備え、最大 30kV まで放電を行

観測されていない。Sn の場合は、EUV 光源と

うことができる。Ｚピンチのためのメイン電源

して要求されているスペクトルよりも、短波長

は、コンデンサー容量が 12µF、電源電圧を 40kV

で、イオン化が過度に進んだ結果となった。Li

充電時に充電エネルギーが 9.6kJ になる。また、

は、Ar X (4.427 nm), Si X (4.6563 nm), Al XI

電流波形の測定には、ロゴスキーコイルを使用

(4.8297 nm), Si X (5.0018 nm), Al X (5.5376

した。

nm) のスペクトルが観測され、EUV 放射にとっ

この２つの電源を同時に使用するには、パル

て高温であったと示唆される。ガスパフ Z ピン

ストランスを使用して、直流的に回路を切り離

チにおいて、効率的に EUV を放射するのには、

してやる必要がある。図 2 に実験で最終的に使

縦磁場を用いるなどして、ピンチを制御し、温

用したパルストランスの概略図と写真を示す。

度上昇を抑える必要があると考えられる。
また、どうしても充填ガスのプラズマに比べ、
電極物質のプラズマは希薄になってしまうと考
えられる。充填ガス自体を Sn や Li にできれば、

EUV 放射物質として高純度のプラズマができる
可能性が考え、本研究では、ガスパフ Z ピンチ
実験の結果を踏まえて、従来のガス詰め Z ピン
チ、ガスパフ Z ピンチ、金属ファイバー Z ピン

図 1: プラズマ入射型 Z ピンチ装置概略図

チ以外に、今までにない新しい方法としてプラ
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2. 実験結果
パルストランスを用いる場合、２次側コイル
へ効率よく伝送することが重要である。また、そ
の前段階として電源から１次側コイルでロスな
く伝送することが効率のよい縁面放電を実現す
る際に重要になってくる。図 2 に示すように、パ
ルストランスの１次巻線で発生した磁束を漏れ
図 2: パルストランス

なく２次巻線に伝送できるようにコイルを設置
し、また、使用するフェライトコアを増やすこ
とにより、磁性体の飽和を改善し、２次側へ効
率よくエネルギーを伝送させることに成功した。
図 3 は、パルストランスに使用するフェライト
コアを (a) は 3 段 (b) は 7 段にした場合の、1 次
巻き線と 2 次巻き線の電流波形である。フェライ
トコア１段の磁束飽和密度は、0.5 T である。使

図 3: フェライトコアによる伝達効率
フェライトコア (a)3 段,（b)7 段

用するフェライトコアを増やすことにより、伝
送効率が上がり、ピーク電流のほぼ 100 ％程度
まで伝送可能となった。

表 1: 各時刻における電子温度と電子密度

また、メイン電源による Z ピンチ形成の放電
の遅延時間の決定を目的としてラングミュアプ
ローブ測定を行った。ラングミュアプローブは、
カソードの位置に設置している。プローブ特性
から、入射プラズマの電子温度・電子密度を見
積もりを表 1 に示す。プローブ特性は、1 成分の

Maxwell 分布ではないことが分かり、電子ビー
ムのエネルギーがのっていると考えられる。ま

1
2
3
4
5
6
7

電子温度 Te [eV]

電子密度 [m−3 ]

27.87
21.91
23.38
26.65
34.10
47.52
110.42

27.20 × 1019
23.38 × 1019
26.65 × 1019
29.03 × 1019
19.79 × 1019
11.48 × 1019
3.57 × 1019

µs
µs
µs
µs
µs
µs
µs

た、4µs 時に最も電子密度が高くなっていること
から、Z ピンチ形成のための遅延時間は、2 次巻
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