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まえがき

富士電機ではYAGレーザ応用製品として微細加工機と

マーカを製品化している。これらの製品を通じてできるユー

ザーとの接点はいつも大きく変化しており，その変化が新

たな市場開拓，製品開発のダイナミズムを生み出している。

本稿ではレーザ加工の特徴であり，最近特に成長が著し

い精密加工・マーキング分野とそのレーザ技術に関して現

状と展望を述べる。

精密加工

２.１ 精密加工分野の現状

携帯電話，携帯オーディオ機器，パーソナルコンピュー

タ（パソコン）など近年の電子機器の小型化，高密度化，

高速化など高機能化に伴い，そこに使用される半導体，電

子部品にも小型化・高密度化が求められ，その傾向はます

ます加速している。したがって，これらの部品の加工につ

いても対象が微小であれば，より微細な加工が要求される

ことは確かである。

数十μm以下の加工を微細加工とし，これらの加工を

μm～ nmオーダーの再現性を持った加工を精密加工と表

現すると，精密加工はそもそも加工単位を小さくする必要

があり，刃物を接触させて加工することはほとんど不可能

となる。

そのため非接触で微小なスポットの加工が可能なレーザ

加工や電子ビーム加工，ホトリソグラフィなどの微細パター

ン作成法と組み合わせたエッチング加工などが使用される

ことになる。

また，加工装置自身の精度も高くなければならないが，

微小領域の加工ゆえ，状態のセンシングが難しくフィード

バック制御ができず，いったん加工を中断し，加工結果を

電子顕微鏡，STM（Scanning Tunneling Microscope），

AFM（Atomic Force Microscope）などで観察し，加工

条件変更で最適化せざるを得ないのが微細加工の宿命となっ

ている。

一方，被加工材料は加工単位が小さいので，材料の微小

領域にわたって性質が均一でなければ再現性のよい加工は

できない。このため，材料の組織の均一性，表面粗さや内

部応力が小さいことなどが要求される。

このように精密加工には制約条件が多くなるが，現状は

加工精度，材料，形状，量，速度などの条件から，いろい

ろな加工方法があるなかで最適な加工方法が選択されてい

る。代表的な加工方法のなかからエッチング加工，電子ビー

ム加工，レーザ加工について現状を述べる。

２.２ エッチング加工

エッチング加工には，ウエットエッチングとドライエッ

チングがある。

ウエットエッチングはほとんどの実用金属，合金に好適

なエッチング液が実用化されており，写真技法によりパター

ン加工を精度よくできる特長がある。しかし，ウエットエッ

チングは液が被加工材料に接触すること，材料の深さ方向

と同時に横方向に進行するいわゆるサイドエッチがあり，

加工開口寸法に対する深さ方向を表すアスペクト比がきわ

めて小さい加工に限られる。これに対しドライエッチング

は真空装置エッチングガスを使用するもので，サイドエッ

チ量が少なく，有機物・絶縁物にも加工が可能であるが，

速度がきわめて遅いこと，装置が大規模になることなどの

問題がある。

２.３ 電子ビーム加工

電子ビーム加工は，電子を利用するため真空が必要であ

る。本加工は，電子のエネルギー，ビーム寸法，照射位置

を外部電界・磁界によって変更できるので，コンピュータ

と組み合わせることで複雑・微細な加工が可能である。電

子が固体構成原子と衝突して発生する熱を利用する熱加工

と，原子の励起・イオン化など化学作用を利用する化学加

工がある。

熱加工では電子を 1μm以下の狭い範囲に集束させて加

工しても，電子が材料内部に侵入するため，例えばアルミ

ニウムでは 20μm程度まで熱影響が出てしまうといわれ
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ている。このため，熱加工では直径が比較的大きいが深い

加工，例えば直径 50μmで深さ 1mmの加工が可能であ

る。また，出力が大きいので高速な加工が可能である。化

学加工ではビームを細く絞り，リソグラフィも可能である。

電子ビーム加工の最大の難点は，真空の加工雰囲気が必要

であり，生産ラインをほとんど構成できないことである。

２.４ レーザ加工

レーザ加工の特長は，電子ビーム加工と異なり，加工雰

囲気を問わないことである。真空中，大気中，液中，光が

透過できる環境であればいずれの環境でも加工可能である。

レーザ加工は一般的には熱加工が多いが，熱化学加工や化

学加工も可能である。レーザ光は指向性が高いので，レン

ズで集光するとスポットをきわめて小さくできるので，パ

ワー密度が高くなる。このレーザ光を被加工物に照射する

と局部的に発熱し，蒸発・溶融が起こる。これにより非接

触で切断，溶接，穴あけ，トリミング，マーキング，合金

化など熱加工が可能となる。また熱化学効果を利用して，

エッチングやレーザ CVD（Chemical Vapor Deposition）

による薄膜形成ができる。

物質の光吸収率は波長に左右される。レーザは発振媒体

や結晶を選択することで，紫外線から近赤外線まで波長を

発振できるので物質の光吸収波長に合わせたレーザを使用

すると，低いパワー密度で効率よく加工できる。またレー

ザは，発振方式や外部光学系の構成によりパルス幅をフェ

ムト秒（10－15 秒）からミリ秒（10－3 秒）オーダーの広い

範囲で選択可能である。さらに，発振方式によって連続出

力も可能である。

レーザの波長，パルス幅とパワー密度の組合せにより，

溶融過程がほとんどなく瞬時に蒸発するいわゆるアブレー

ションと呼ばれる熱影響が少ない加工も可能である。レー

ザにおけるアブレーションには光化学アブレーションと呼

ばれるものがあり，波長が紫外になると光子エネルギーが

大きいので原子間の結合を切断して分子の分解・消滅を低

温状態で起こすことができるようになる。分子の各原子間

結合エネルギーを図１に示すが，例えば炭素の二重結合

（C＝C）は 6.29 eV〔145 kcal/mol{607 kJ/mol}〕の結合エ

ネルギーを持っているので，この値より高いエネルギーで

あれば結合を解離できることとなり，例えばそのエネルギ

ーに相当する波長 197 nm以下であるレーザは C＝Cも切

断できることになる。これらを利用して穴あけや切断など

熱影響層の発生なしの除去加工が可能となる。

紫外線を発生する代表的なレーザはエキシマレーザであ

り，KrFで 248 nm，ArFで 193 nm，出力 10 ～ 20W，繰

返しパルス数最大 2kHz 程度でマルチモードである。エキ

シマレーザは半導体露光が主な用途であり，同一パターン

の一括処理に向いているが，有毒ガスを使用するためガス

処理など付帯設備が大がかりとなるほか，低繰返しでマル

チモードであるためビーム集束性が悪いなどの問題がある。

Nd：YAGや Nd：YLFレーザなどの固体レーザと高調

波発生の組合せによって紫外線レーザを発振させる研究開

発が盛んで，現状は第 5高調波（YAGは 213 nm）などの

発振も可能であり，実用的には第 3高調波（355 nm）で

出力 5W，繰返しパルス数最大 30 kHz，シングルモード

が可能となっている。

２.５ 微細加工におけるレーザの展望

レーザ加工では非接触で，光が透過すればどのような雰

囲気でも加工できる。また，波長，パルス幅，パワー密度

などの選択により材料の改質，溶融，蒸散など加工過程も

変えることができる。このような選択肢の多様な加工はほ

かにないといっても過言ではない。したがって，これから

もいろいろな分野でレーザ加工に関する研究が続けられ，

実用化されていくことは間違いない。

精密加工分野のなかで，これから注目されるところは，

レーザによる非熱加工であると考えられる。光化学アブレー

ションはレーザ波長を物質の分子結合解離エネルギーを超

えるエネルギー相当に短い波長を照射することで熱が少な

い除去加工ができるが，集光エネルギー密度が低いエキシ

マレーザなどでは一般に可変パターンの加工速度は遅い。

このため，集光エネルギー密度を高められる固体レーザの

高調波技術による紫外線レベルでの高出力化が望まれてい

る。また，ここで使用される高調波発生のための非線形結

晶は，材料開発，使用方法などの開発による結晶の長寿命

化ならびに高出力化が今後の課題となっている。

非熱加工のもう一つのアプローチは，超短パルスによる

アブレーションである。フェムト秒クラスで高ピークパワー

のレーザパルスは，光子エネルギーが高く物質に照射され

ると物質自身の状態が変化し複数の光子を同時に吸収して

アブレーションが起こり，さらに熱伝導や熱緩和時定数に

比べ十分短いエネルギー供給時間のパルスであるため，熱

影響がない加工が可能となる。このような超短パルスレー

ザを発生させるためには発振媒体のレーザ耐力や，媒質に

貯えられるエネルギー量などの制限から，パルス幅の伸張

や圧縮などの技術を駆使した短パルス化の研究が活発に行

われており，現在の光通信分野の応用から今後は加工分野

での実用化が進むものと期待されている。
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レーザ発振器については以上であるが，今後のレーザに

よる高精度加工における周辺技術で重要なのは，加工状態

センシングである。非接触加工で加工点がミクロンオーダー

をコントロールするフィードバックシステムはほとんどで

きていない。加工光学系とともに，ミクロンオーダーの非

接触・リアルタイムセンシングの開発が必要である。

また，レーザ加工は数え切れないほどの応用があるが，

その加工プロセス，メカニズム，動的挙動がどれほど分かっ

ているか疑問である。実験的繰返しでは限度があり，加工

の数値化モデルによるシミュレーション技術を駆使するこ

とが必要である。例えばレーザで蒸散させる加工は，この

シミュレーションが固体，液体，気体同時に解くものであ

り，単純ではないことは確かであるが，微細加工のコント

ロールには今後必要になっていくものと考えられる。

また加工結果の評価方法においても，いろいろな顕微鏡

が開発されているが，場合によっては測定に時間がかかり，

特別な環境を設定したり，材料が制約されるなどの問題が

ある。今後これらの研究開発も強化する必要がある。

マーキング

３.１ マーキングの目的

人類が媒体を介した伝達，記録のための表現技術を獲得

して以来今日に至るまで，その時代その時代の社会的なニー

ズ，技術革新の洗礼を受けて多くのマーキング技術が発明，

定着，または淘汰（とうた）されてきた。こういう意味に

おいては「マーキング」はわれわれ人類にとって古来から

の最も身近な技術の一つであるということができよう。

マーキングの目的を考えた場合，概略次の 3点に整理で

きると考える。

装飾目的

被対象物に特徴づけを恣意（しい）的に行うために装飾

的な模様をマーキングするものである。

名称など表示目的

被対象物に社標，商標，家紋，または押しボタンなどの

キートップマークをマーキングするものであり，そのもの

の名称や機能的な意味合いなどをマーキングするものであ

る。

管理目的

品質管理，組立製造管理などのためにロット管理データ，

品種データ，寸法データなどをマーキングするものである。

， はマーキングという行為が始まって以来行われて

きたものであり，なかには明確にどちらとも区別できない

場合もある。 は工業化社会になって導入，発展してきた

ものであり，最近では PL（Product Liability）法対応，リ

サイクル法対応などの社会的な要請もあり，ますます重要

視されてきているものである。

３.２ マーキングの原理

被対象物にマーキングを行うということは，その部位に

ほかの部位に対して視覚的な何らかのコントラストを与え

ることである。そのコントラストを与えるための原理は概

略次の 4種類に分類できる。

彫刻，打刻

変色，変質

溶融，蒸発

塗付

３.３ マーキング加工の物理的プロセス

一方，マーキングを加工プロセス原理的に分類すると概

略次の 4種類に分類できる。非接触で行えるのは ， で

ある。

機械加工→切削する，つぶす。

熱加工→溶かす，熱変色させる，蒸発させる。

化学反応加工→溶かす，腐らせる。

塗布加工→印刷する，塗る。

３.４ 実際のマーキング手法とその長所・短所

マーキング手段として下記のような方法が現在利用され

ており，それぞれに長所・短所を有している。

インクジェットマーキング

長所：非接触，個々に内容の変更が可。

短所：永久マーキングではない。前処理としての脱脂工

程，後処理としての乾燥工程が必要。インク管理

必要。微細マーキングが苦手。

印　刷

長所：複雑な内容を大量に処理可。

短所： と同じ。個々の内容変更が不可。

ミーリング，彫刻，打刻

長所：永久マーキング。

短所：接触式。遅い。

エッチング，電触

長所：永久マーキング。

短所：エッチング液の管理，脱脂乾燥工程必要。遅い。

ウォータジェット

長所：永久マーキング。

短所：被対象材が限られる。乾燥工程が必要。遅い。

エアペン

長所：永久マーキング。

短所：被対象材が限られる。遅い。

レーザ

長所：永久マーキング，非接触，個々の内容変更可，前

後工程不要，環境に優しい。

短所：大面積マーキングが不得意。

３.５ 非接触マーキング分野とそのニーズ

現代社会のキーワードの一つは「軽薄短小」ということ

ができよう。多くの製品が高機能化・小型化され，それら

を構成する部品群にはますます「薄く，小さく，高密度化」

が要求されており，形状も複雑になりがちである。

こうした製品はほとんどが大量に社会に出回るものであ

る。このため品質，流通管理などのために非常に高度な製
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品トレーサビリティが要求されるものが多くなっている。

このことは一方で，製品のみならず，それに搭載されてい

る部品に至るまで，各種管理情報のマーキングの必要性が

増えていることを示している。また，「再生資源の利用の

促進に関する法律」（リサイクル法）の制定に伴い，リサ

イクル時の分別情報などの表示マーキングの必要性も増し

てきている。こうしたマーキングニーズに最適なのは，当

然非接触マーキングである。薄くて力を加えられない部品，

ガラス，樹脂のように機械的にもろい部品，凸凹があり複

雑な形状をしていて機械的な力を加えられない部品，狭い

凹部にマーキングしなければならないような部品など，す

べて非接触マーキングの対象となるものである。言い換え

ると現代社会が要請する機能性，環境保護などのための管

理手段としてマーキングニーズが急拡大しており，そのマー

キングには非接触性が求められているということである。

３.６ 最近のマーキングに要求される技術ニーズ

前述のように具体的にマーキングという工程を考えた場

合，単にマーキングという行為だけで評価してその手段を

選ぶという時代ではなく，現代社会はもっと多角的な評価

を行っての手段選択を要請してきている。その主なものは

次のようなものである。

非接触マーキングが行えること。

そのプロセスが環境に優しいこと（洗浄液，エッチン

グ液などの使用をできるだけ避けること）。

占有する面積が小さいこと。

被対象物のリサイクル性を考えてマーキング後のその

素材特性を変えないこと（塗料，インクなどを付加する

とリサイクル時に新たな環境負荷となる）。

IT（Information Technology）技術との融和性があ

り，自動化しやすいこと。

３.７ レーザマーキングの特長と可能性

レーザマーキングは前述の要請にこたえるマーキング手

法として最もふさわしいものということができる。現在レー

ザマーキングに主に使用されているのはCO2レーザ，YAG

レーザによるものであるが，その特徴は以下のようなもの

である。

非接触かつ高速・高精度マーキングが行える。

ほかの手法に比べて格段に微細なマーキングが行える。

凸凹面にもマーキングが行える。

マーキング内容の管理がすべてソフトウェアで行える。

自動化が容易でラインへの組込みが簡単である。

前処理，後処理が不要であり，被対象材に直接マーキ

ングが行える。

レーザマーキングは前述の物理プロセスのうちの主に熱

加工原理（溶融，熱変色，蒸発）により，マーキングを行

うものである。このため，洗浄材，溶剤のほか，インク，

塗料などの使用もないため，マーキング工程そのものはも

ちろん，被対象物のリサイクル時の環境負荷も含めてトー

タル的に環境に優しいマーキングが可能である。

レーザは発明後まだ約40年であり，現在もまだ躍進的な

進化を続けている新しいエネルギー源である。発振媒体の

多様化，LD技術，ファイバ技術の適用拡大に伴う発振形

態の多様化により，小型化・高効率化の加速が飛躍的に進

むものと予想されるし，またこれと並行して波長変換技術

の応用拡大も進み，種々の波長が容易に安定して得られる

ようにもなり，従来の熱加工を中心としたマーキングから

光化学反応による無応力マーキングにまでその可能性が広

がろうとしているところである。

本特長を生かしたマーキング例を図２，図３に示す。

あとがき

以上，精密加工・非接触マーキング分野とレーザ技術の

現状と展望について述べた。精密加工・非接触マーキング

のニーズはますます膨らんでいくはずである。今後もユー

ザーからのご意見を反映させて，より良い製品を開発して

いく所存である。最後に，実際に製品を納入させていただ

いたユーザーはもちろん，商談を通じてさまざまなニーズ

や情報をお寄せいただいたユーザー各位にお礼申し上げる

次第である。
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図２　缶ケース電子部品へのマーキング例 図３　リード線型電子部品へのマーキング例
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