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　技術革新は、産業化社会の象徴であ
る。顧客のために物理的な製品を製造
するには、さまざまな材料を成形、改
変、接合することが必ず必要になる。
今日の状況に当てはめると、それは、
より複雑なもの、消費リソースが少な
いもの、安価なもの、多機能なものを
毎年のように作り出すことを意味する。
そのため、従来の加工方法から、それ
よりも何ケタも精度が高く、はるかに
多彩な材料に対応する先進的な加工方
法に移行して、より小さな寸法の製品
を大量に製造していく必要がある。
　輸送、エネルギー、民生電子機器な
どの業界では、とどまることなく増え続
ける機能をさらに安価に製造することが
求められる。医療機器は、進む小型化
の恩恵を受ける一方で、生体適合性に
関する非常に厳しい制約を満たす必要

もある。これらの市場向けの製品は、機
能を高めると同時に、小型化と低コスト
化を絶えず進めることが求められる。
　特にサイズや制約の面で要件が厳し
い市場において、そうした進化を可能
にしてきたのは、主に産業用レーザで
ある。微細加工用のレーザに関しては、
従来の長い波長から紫外域（UV）の波
長への移行によって、進化が可能とな
る場合が多い。UVレーザは、より小さ
なスポット径への集束が可能で、ほと
んどの材料において吸収深さが浅い。
その結果、UVレーザは、より小さな領
域や幅広い種類の材料を対象に、より
正確に材料を除去することができる。
　本稿では、自動車や航空宇宙分野向
けの炭素繊維強化プラスチック（Car
bon Fiber Reinforced Plastic：CFRP）、
医療機器やクリーンエネルギー分野向

けのポリマー、民生電子機器向けの積
層材料など、多様な材料の精密微細加
工にUVパルスレーザを使用する場合
の加工結果を紹介する。UVパルスレ
ーザは、それらのアプリケーションの
多くで求められる、高い加工品質とス
ループットの両方を提供できることが
明らかになっている。

産業用精密微細加工の課題
　レーザ微細加工の最初の課題は、除
去しなければならない材料だけを除去
することである。通常は、局所的な加
熱によってこれが行われる。また、そ
の処理において、残余材料における熱
影響部（Heat Affected Zone：HAZ）と
して一般的に特徴づけられるダメージ
を、最小限に抑える必要がある。
　2つめの課題は、ほぼ完ぺきなビー
ム品質を備えるレーザ光を、正確に対
象領域に照射することである。より高
い品質を達成するには、より短い波長
とパルス幅が不可欠である。
　産業用レーザ微細加工の3つめの課
題は、非常に高い加工スループットを
達成することである。平均出力を高く
すれば、アブレーションレートを高く
することができるが、これには一定の
限界がある。最適領域外のレーザフル
ーエンス（エネルギー密度[J/cm2]とし
て定義される）は、材料除去効率の低
下につながる。フルーエンスが過剰で
あると、その一部が熱として材料に蓄
積して、スループットと品質が低下し、
フルーエンスが不十分であると、アブ
レーションレートが低下する。従って、
加工品質を維持しつつ、最適な形でス
ループットを高めるには、高い平均出
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UVレーザは、複雑な材料でさらに微細な形状を実現するために必要な、高
い加工品質とスループットを提供する。

精密微細加工用の高出力UVレーザ
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樹脂は添加剤によって赤外波長の吸収率
が可変で、ほとんど透過させることも可能
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図１　微細加工の
対象として一般的
な材料の吸収率と
波長の関係。



力とともに、高い繰り返し周波数と十
分に高いパルスエネルギーが必要であ
る。超短パルスの場合は特にこれが当
てはまり、ピーク出力を高めるには、
非常に高い繰り返し周波数で最適なフ
ルーエンスを供給しつつ、対象のコー
ルドアブレーション領域内に照射を維
持しなければならない。非常に高い繰
り返し周波数を活用するには、さらに
高速なスキャナとモーション制御も必
要となる可能性がある。空間ビーム分
割や整形を利用して、繰り返し周波数
を上げることなく最適なフルーエンス
を維持することも可能だが、そうする
と一般的に、システムの複雑さが増す。
　4つめの課題は、レーザ微細加工の
コスト管理である。各製造部品にレー
ザ加工を適用すると、レーザを購入す
るための初期コストの償却、運用コス
ト、加工歩留まり、ダウンタイムによ
る生産性の損失があった場合のコスト
などによって、コストが増加する。従
って、特に24時間年中無休体制の産
業環境では、レーザの信頼性が重要な
検討事項である。レーザの信頼性は、
総所有コストに多大な影響を与える可
能性がある。

高出力UVレーザのメリット
　UVレーザは、それよりも長波長の
レーザと比べて、精密微細加工に対す
る本質的なメリットをいくつか備えて
いる（図1）。短い波長とパルス幅は、
より高い品質を達成するための重要な
要素である。光の伝播は波長に依存す
るため、短波長ビームの出力は、より
小さなスポット径に集束させることが
可能で、ビームはその最小径を、より
長い距離にわたって維持することがで
きる（これを被写界深度という）。これ
によって、長波長のビームを同じスポ
ット径に集束する場合よりも、テーパ

ーが少なく、対象位置に左右されない
穴をあけることができる。ほとんどの
材料がUVを強く吸収するため、ビー
ムのエネルギーは、深く浸透すること
なく表面近くの層で吸収され、表面か
らの材料除去に使われる。
　標準的な産業用UVレーザは、一定
時間続く連続パルスの形で光出力を供
給し、材料の表面近くで各パルスが強
く作用することにより、各パルスによ
る材料除去が行われる。各パルスが除
去する材料の量はわずかかもしれない
が、高いパルス繰り返し周波数（Pulse 
Repetition Frequency：PRF）でそれら
のパルスを印加することにより、正確
に制御された形状を高速に作成するこ
とができる。達成可能なスポット径が
小さいほど、カーフ（切断幅）は小さく
なり、材料が再堆積する領域が小さく
なるために品質は高くなり、加工物に
蓄積される総熱量は減少する。従って、
周辺材料（HAZ）の性質に有害な影響
を与える熱効果は最小限に抑えられ
る。パルス幅については、ピコ秒レベ
ルの超短パルスによって、ピーク出力
が高くなり、材料に非線形に吸収され
ることから、材料は瞬時に気化し、材
料に蓄積される熱は最小限となって、
HAZは無視できるレベルとなる。これ
は一般的に、「コールドアブレーション」
と呼ばれる加工である。
　高出力UVレーザは、加工歩留まり
とスループットを高めることができる。
加工歩留まりが向上するのは、加工品
質が高いためである。スループットが
大幅に向上するのは、加工効率と平均
出力が高いためである。それによって、
レーザ加工の総コストが低下する。

アプリケーション：CFRP
　燃費の向上とCO2排出量の削減は、
輸送業界の成長に欠かせない要素で、

航空機の効率化、自動車の電動化、自
動運転車、配車／ライドシェアサービ
ス、レンタルフリートサービスのさらな
る促進につながる。これらは、今後の
急速な成長が見込まれる5Gなどの次世
代モビリティプラットフォームの基盤と
なる、主要コンポーネントである。
　航空機や自動車部品の製造に、より
軽量で頑丈な材料が必要であることか
ら、CFRPの利 用 が増 加 している。
CFRPは、軽量かつ頑丈で耐久性が高
く、腐食と振動に対する耐性に優れて
いるため、航空機や自動車に現在使わ
れている多くの金属部品に対する、適
切な代替候補である。最適な形で設計
されたCFRP部品は、最大で鋼鉄より
も70%、アルミニウムよりも30%軽量
でありながら、それらと同等かそれ以
上の強度と腐食性能を備える。
　CFRPを他とは異なる有用な材料に
しているそうした性質は、高品質な加
工を難しくする要因にもなっている。
従来の機械加工やウォータージェット
切断は、工具の摩耗が激しく、運用コ
ストが高いために、コストがかかる。
また、加工時の材料の繊維破断やはく
離が非常に頻繁に生じるために、歩留
まり損失が高い。CFRPの加工にレー
ザを使用すれば、非接触型の処理を自
動製造システムに簡単に組み込めると
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単一のレーザパルスを
照射した領域

図２　スペクトラ・フィジックス社の高出力
UVナノ秒ハイブリッドファイバレーザ
Quasarによって、樹脂にダメージを与える
ことなく薄いCFRPを切断した様子。



いうメリットが得られる。工具の摩耗
に左右される従来型の加工とは異な
り、レーザ加工では、均一性に優れた
加工品質が得られ、加工に伴う冷却水
や粒子が環境に悪影響を与える可能性
は排除される。CFRPのレーザ加工に
おける最大の課題は、高いスループッ
トを達成するとともに、材料に形成さ
れるHAZを最小化することである。
　図2は、米スペクトラ・フィジックス
社（SpectraPhysics）の高出力UVハ
イブリッドファイバレーザ「Quasar」
によって、薄いCFRPを切断した様子
である。単一のレーザパルスを照射し
た領域が示されている。繊維にダメー

ジを与えることなく樹脂が除去されて
おり、UVによって材料選択が可能で
あることが示されている（1）。
　航空宇宙分野などの大規模な工業製
造において、CFRP製の大きな機体部
品を接合するために微細な粗面化を施
すなどの、レーザ微細加工の利用が増
加している。接合や塗装の前にCFRP
の表面に微細な粗面化を施す必要があ
り、その微細な粗面化が現在、手作業
で行われていることが、その背景にあ
る。手作業でこれを行うと、均一な結
果が得られず、処理は遅くなり、作業
員が有毒な材料にさらされる恐れがあ
る。図3は、CFRPの粗面化を、機械
で行った場合とレーザ微細加工で行っ
た場合の接合強度を、比較したもので
ある。高出力UVレーザであるQuasar
で、クリーニングとテクスチャリング
を行ったサンプルは、粗面化を行わな
かったサンプルや機械で行ったサンプ
ルと比べて、接合部のせん断強度が高
く、せん断強度の経年劣化も抑えられ
ている（2）。

ポリマーの加工
　ポリマーは、回路基板、電子部品パ

ッケージ、リチウムバッテリー、カー
ボンファイバ製のタービンブレード、
冠動脈用のステントなど、多種多様な
製品に欠かせない構成材料であるた
め、高速で正確な加工が求められる。
アプリケーション要件によって、ポリ
マーの種類が一般的に制限され、加工
フィーチャサイズによって、さらに小
さな領域に対してさらに短い波長が選
択される傾向にあり、材料特性によっ
て、パルス幅と波長が決まる。ポリマ
ーの特性は、必要に応じてある程度操
作可能で、所望の波長での吸収性を高
めることのできる添加剤を使用するの
が最も簡単な方法である。しかし、融
点が低く、大気中で燃えやすいという、
基本的な性質を考慮して、適切なレー
ザからのレーザエネルギーを効果的に
適用する必要がある。表は、多様な材
料を対象としたアプリケーション、そ
のフィーチャサイズ、その主要目的の
達成に望ましいパルスUVレーザ（最適
なパルス幅）をまとめたものである。

アプリケーション：リチウム
イオンバッテリーのセパレータ
　電気自動車の普及拡大に伴って、リ
チウムイオンバッテリーの需要が急速
に増加している。そして、バッテリー
の軽量化と製造コストの低下は、電気
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図３　CFRPの粗面化を、
機械で行った場合とレーザ
微細加工で行った場合の接
合強度の比較。スペクトラ・
フィジックス社の高出力UV
レーザであるQuasarでテ
クスチャリングを行った表
面は、機械で粗面化を行っ
た表面よりも、接合部のせ
ん断強度が高い。

図４　スペクトラ・フィジックス社の高出力
UVナノ秒レーザTalonによって切断した、
厚さ20μmのポリエチレン微多孔膜の光学
顕微鏡写真。

図５　スペクトラ・フィジックス社のUVナノ
秒レーザTalonによって輪郭全体を切断した、
リチウムイオンバッテリーのポリエチレン製
セパレータ膜。



自動車の普及拡大に欠かせない要素で
ある。バッテリーの電極を分離する絶
縁膜の切断には、多くの課題が存在す
る。ポリマー膜は、効率と重量の観点
から薄いこと（図4）、セルの電解液が
浸透しやすいこと、バッテリーの信頼
性を維持して電極間の電気的短絡を防
ぐためにエッジが高品質であること

（図5）が求められる。
　UVビームは、細いカーフと非常に
小さなHAZの達成に最適だが、コス
トを抑えて生産スループットを上げる
ために、高出力UVレーザを高い繰り
返し周波数で動作させて、それらすべ
ての要件を同時に達成することが必要
となっている。

積層材料の加工
　積層材料の切断と穴あけを行うに
は、1つのレーザで複数の制約集合を
満たさなければならない。セラミック
の上に金属が重ねられていたり、金属
の上に酸化物が重ねられていたり、ポ
リマーと金属で構成されていたりする
積層薄膜は、吸収特性や融点が異なる
材料からなり、複数の層を貫通する際
に不注意にダメージを与えることのな
いように、レーザを正確に制御する必
要がある。
　UVはほとんどの材料で吸収率が高
いため、類似の除去処理を複数の層に
対して適用することができる。高出力
UVレーザは、切断または穴あけ処理
の進行に合わせて、パルスエネルギー、
パルス列、パルス幅を素早く変更でき
る柔軟性を備えるため、高い加工速度
と品質を維持することができる。

アプリケーション：フレキシブル
PCBの切断と穴あけ
　フレキシブルPCB（プリント回路基
板）は一般的に、厚さ約25μmの1つ

以上のポリマー層と厚さ約12μmの1
つ以上の銅箔層で構成される。フレキ
シブルPCBは、ほぼすべての個人用電
子機器に存在するため、すべてのPCB
フィーチャに対して、サイズの縮小と
製造コストの低下が絶えず求められる
状態にある。
　最新のパルスUVレーザは、1秒間
に数千回もの精密な穴あけを行うこと
ができる（図6）。これには、PCBを貫
通するものと、回路基板層間の相互接
続を実現するために深さが制御された
ブラインドビアと呼ばれるものが含ま
れる。より高い動作周波数でのUV出
力を上げることにより、個々の回路基
板に対する「照射時間」を減らして、
膨大な数の個人用電子機器をさらに安
価に製造することができる。

有機EL材料の加工
　フレキシブルな有機EL（Organic 
Light Emitting Diode：OLED）ディス

プレイの製造は、次世代の民生用モバ
イル電子機器において不可欠である。
有機ELディスプレイは、ポリイミド、
ポリエチレンテレフタレート（PET）、
シクロオレフィンポリマー（COP）とい
った、ポリマー材料の複数の層で構成
される。これらの材料は、赤外波長や
可視光波長を透過し、熱ダメージを受
けやすいため、従来のレーザ源での加
工は難しい。UVピコ秒レーザは、こ
のような材料の加工に対してますます
有望なソリューションとなっている。
高いピーク出力を生成する超短パルス
幅と、高い解像度につながるUV波長
の両方によって、品質の高い微細形状
を高い加工速度で生成することができ
るようになる。
　PETは、有機EL製造全体を通して
基板として一般的に利用されており、
切断する必要のある積層材料に含まれ
る場合が多い。光透過性が高いため、
有機EL層の中でも切断が難しい層の
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アプリケーション ポリマー フィーチャタイプ、寸法 主要要件 望ましいUV
レーザ

フレキシブルPCBの
穴あけ

ポリイミド、
液晶ポリマー（LCP）穴径：10〜20μm

スループット、
品質

ナノ秒、
ピコ秒

リチウムバッテリー
電極のセパレータ

ポリエチレン、
ポリプロプレン

HAZ厚さ：10〜30μm
カーフ幅：20μm未満

スループット、
品質 ナノ秒

リジットPCBの
穴あけ FR4エポキシ 穴径：50μm未満 スループット、

品質
ナノ秒、
ピコ秒

生体分解ステント ポリ-L-乳酸（PLLA）厚さ：約80μm HAZがないこと ピコ秒、
フェムト秒

医療用チューブの
穴あけ

PEEK、PTFE、
シリコーン、
ポリウレタン

穴径：70μm スループット、
HAZがないこと

ナノ秒、
ピコ秒

風力タービンの
ローター、航空宇宙
分野の穴あけ、切断、
表面処理

CFRP 表面機能化：5μm未満 スループット ナノ秒

有機ELディスプレイ PET、ポリイミド
（PI）、COP 切断厚さ：100〜500μm スループット、

品質
ピコ秒、
フェムト秒

ポリマーの加工



1つでもある。厚さ75μmのPET膜を、
スペクトラ・フィジックス社の高出力
UVピコ秒レーザ「IceFyre」で切断し
た。PRFを上げてパルスエネルギーを
少し低下させると、HAZは約8μmか
ら6μmに低下した。628mm/sに維持
した切断速度を落とすことなく、これ
を達成することができた（図7）。
　COPは、それよりも高度な有機EL
ポリマーで、透明性の高い保護カバー
としての利用に加えて、光極性を操作
するための反射防止用の積層材料とし
ても利用されている。高出力UVレー
ザIceFyreを使用したところ、1.4MHz 
のPRFで最大のCOP切断速度が達成
された。この最大速度において、切断
品質は非常に高く、HAZは約20μmだ
った。PRFを上げると、それに応じて
パルスエネルギーが低下してより穏や
かな処理となり、HAZは大幅に低減す
るが、切断速度は維持される（図8）。
より大きなHAZを生成するより高速
な処理が許容される場合もあるが、
HAZの要件が厳しい場合は、高い
PRFで 高 い 平 均 出 力 を 生 成 す る
IceFyreの能力を活用して、スループ
ットの低下を最小限に抑えつつ、HAZ
を大幅に低減することができる。

将来の展望
　高出力UVナノ秒／ピコ秒レーザの
進歩に伴い、品質、スループット、コ
ストの要件が厳しい、量産向けの主流
の産業用精密微細加工は、高出力UV
産業用レーザを使用する方向に進行す
ることが予想される。医療機器や自動
車から民生電子機器やクリーンエネル
ギーに至るまでのさまざまな製品が、
こうしたUVレーザが提供する、加工
品質、高いスループット、部品あたり
総コストの低下といったメリットを享
受する。
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図６　スペクトラ・フィ
ジックス社の高出力UV
ピコ秒レーザIceFyreに
よる、銅／ LCPと銅／
ポリイミド／銅の積層材
料の貫通切断と貫通穴。
貫通穴は、毎秒1万個
以上の速度で生成した。

図７　スペクトラ・フィジックス社の高出力UV
ピコ秒レーザIceFyreによるPETポリマーの切
断結果。レーザのPRFを上げると、切断速度を
落とすことなくHAZを低減することができた。

図８　スペクトラ・フィ
ジックス社の高出力UV
ピコ秒レーザIceFyreに
よる、PE保護層付きの
COPの切断。高い繰り
返し周波数によって
HAZが低減されている。


