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まえがき

近年，電子機器の高機能化，小型化，軽量化および処理

速度の高速度化が盛んに進められている。ここ 2～ 3年，

携帯電話や携帯用小型コンピュータ（モバイルパソコン）

が急速に普及しつつある。このような電子機器の急速な普

及の一役を担っているのがレーザ微細加工技術である。

レーザ微細加工技術の一例として，携帯電話などに使用

されているプリント基板を挙げることができる。携帯電話

は，小型化・軽量化とともに，高機能化と高速化が要求さ

れているため，電子部品の高密度実装が必要不可欠である。

このような要求を満たすためには，従来のガラスエポキシ

銅張り基板ではコスト的に難しく，ビルドアップ基板が使

用されるようになった。ビルドアップ基板は，めっきとプ

リント（印刷）などによって，順次導体層，絶縁層を積み

上げて製作される多層プリント基板である。ビルドアップ

基板の基板間をつなぐ配線は，絶縁層にビアホールと呼ば

れる穴加工を施し，ビアホールを介してめっきや導電ペー

ストによって導体層間を接続する。現在，ビアホール加工

は，加工穴径がφ100μmから，小さいものではφ50μm

レベルになってきている。この加工スケールでは，波長が

10.6μmの炭酸ガス（CO2）レーザによる穴あけ装置が実

用化されている。

しかし，携帯電話のプリント基板は，携帯電話の高機能

化・小型化などにより，さらに高い配線密度を要求されて

きており，ビアホール加工の穴径は，φ50μm以下を要求

されつつある。レーザによる穴あけ加工は，レーザのもつ

光の集光性によって，最小の加工可能穴径が決定される。

集光レンズや光学系の収差を考慮すると，レーザの最小集

光径はレーザ発振波長の 5倍程度が集光性の限界と考えら

れる。CO2 レーザでは波長が 10.6μmと長いために，加工

できる最小の穴径はφ50μm程度が限界であると考えられ

ている。そのため，φ50μm以下のビアホール加工では，

CO2 レーザより波長の短いレーザが必要である。

ビルドアップ基板は，ポリイミドやアラミドなどの樹脂

材料でできている。樹脂材料の多くは，可視光領域のレー

ザの吸収率があまり高くないことが分かっている。樹脂材

料の吸収が高い波長領域は，5μm以上の赤外線と 0.4μm

以下の紫外線領域である。したがって，CO2 レーザの次

世代を担うレーザとしては，紫外線でレーザ出力が比較的

高いレーザである波長 0.355μmの YAGレーザ第三高調

波が注目されつつある。YAGレーザの第三高調波は紫外

線の波長領域にあり，ポリイミドなどの樹脂の吸収がよく，

0.266μmの波長のYAGレーザ第四高調波に比べて高出力

であるので，高い加工性能を期待することができると考え

られる。

また，携帯電話には，プリント基板以外にも数多くの電

子部品が搭載されており，高調波フィルタのように，金，

銅，プラチナといった従来の CO2 レーザや YAGレーザ

などの赤外線レーザでは加工性の悪い材料を使用した電子

部品も小型化に伴い，高精度微細加工が要求されてきてい

る。

携帯電話や小型コンピュータに使用されている液晶もま

た，小型化，低消費電力化，ドットピッチのファイン化が

要求されてきており，レーザ加工の要求が高まりつつある。

このような電子部品の加工についても，YAGレーザの

第二高調波（波長 0.532μm）やYAGレーザの第三高調波

（波長 0.355μm）が適しており，レーザ微細加工装置の市

場展開が急速に進行することが期待される。

富士電機では，このような，近年急速に高まりつつある

電子部品の微細加工要求に適したレーザ微細加工装置とし

て，第二高調波レーザ微細加工装置「FAL-3000」に加え，

新たに紫外線の波長をもつ高出力第三高調波YAGレーザ

を搭載したレーザ微細加工装置「FAL-4000」を開発した

ので，この装置について以下に述べる。

紫外線レーザ微細加工装置「FAL-4000」

図１に紫外線レーザ微細加工装置 FAL-4000 の外観を

示す。本装置は，微細穴あけ，パターンカット，薄膜除去

などの高精度レーザ微細加工の顧客要求に対応するために

開発した装置である。ストローク 350mmの XYθテーブ

精密微細加工分野への短波長レーザの適用
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精密微細加工分野への短波長レーザの適用

ル機構は，位置安定性や精度確保のため，石定盤の上に搭

載されている。また，穴あきテーブルを採用することによ

り，加工ワークをレーザ光照射面の反対側から観察するこ

とも可能である。このテーブル機構の位置決め絶対精度は

５μmである。種々のワーク材料にフレキシブルに対応す

るため，ビデオセンサによりワークアライメントと加工ポ

イントの位置決めを行うことができる。採用したビデオセ

ンサは，ワーク材料に合わせて，エッジ検出，パターンマッ

チングや 2値化検出を選択することができるようにした。

レーザと加工光学系はハニカム定盤の上に搭載されており，

テーブル機構の石定盤とフレームを一体化することで，外

部振動などの影響を低減するように工夫した。

FAL-4000 の基本的なシステム構成を図２に示す。YAG

レーザの高出力第三高調波発振器を光源とし，発生したレー

ザ光を結像マスク光学系によって必要な加工形状に整形し，

加工レンズにより対象ワークに結像加工する。加工光学系

の加工レンズにはオートフォーカス機構を搭載し，加工品

質の安定化を図っている。対象ワークは，ミクロンオーダー

の位置決め精度をもつ精密テーブル機構によって移動し，

ビデオセンサによるアライメントおよび位置決めを組み合

わせて，試作段階から半自動レーザ加工を適用することが

できる。これによって，実機導入へ迅速に対応できるよう

にした。

２.１ レーザ発振器

この装置は，信頼性の高いランプ励起YAGレーザをベー

スとした第三高調波レーザである。YAGレーザの基本発

振波長は赤外線の 1.064μmであるが，波長変換結晶を使

用することによって，波長が 0.355μmの紫外線を発生さ

せることができる。波長が三分の一であり，振動数が３倍

になるので，第三高調波と呼ばれている。第三高調波の発

生に使用する波長変換結晶が使用されている。波長変換結

晶は，紫外線に対してダメージが発生しやすいので，レー

ザ共振器設計が難しく，実際に実用化されている第三高調

波レーザの多くはレーザ出力が 3W以下である。

富士電機では，レーザ共振器内に波長変換素子を設置し，

共振器設計を最適化することによって波長変換結晶への負

荷を軽減し，長寿命・高出力の第三高調波を発生させるこ

とができた。

図３に YAGレーザ第三高調波発振器のレーザ出力特性

を示す。平均出力の最大値は，Qスイッチ周波数の 6kHz

のときであり，平均出力 6W以上という値が得られてい

る。

また，現在実用化されている第三高調波レーザは，レー

ザビームをレンズで波長変換結晶に集光して，波長変換効

率を高めて高出力化している装置が多く，波長変換結晶の

寿命が短い。そのため，十分大きい波長変換結晶を使用し，

結晶にダメージが入ると，ダメージのない場所にレーザビー

ムが当たるように波長変換結晶を移動して使用する方法を

とっている例がある。富士電機のレーザ装置では，波長変

換結晶のレーザビーム照射位置を変えなくても 5,000 時間

以上の寿命を達成することができた。

２.２ 加工光学系

この装置は，顕微鏡式加工光学系と，レーザマーカにお

いて使用されているスキャニング式加工光学系から選択す

ることができる。

顕微鏡式加工光学系は，顕微鏡の対物レンズに相当する

加工用レンズにレーザビームを通して加工する方法であり，

レーザビーム照射位置は固定であるが，リニアスケールを

もった精密XYテーブルとビデオセンサとを組み合わせる
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図１　FAL-4000の外観
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図２　FAL-4000のシステム構成
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図３　YAGレーザ第三高調波発振器のレーザ出力特性



精密微細加工分野への短波長レーザの適用

ことによって，ミクロンオーダーの位置精度でレーザ加工

を実現することができる。加工最小サイズは，対象ワーク

にもよるが，レンズおよびマスクの選択によって 10μm

程度まで加工することができる。また，マスク形状を変更

することによって，任意の形状の穴あけや表面はく離加工

を行うことができる。

スキャニング式加工光学系は，プリント基板のビアホー

ル加工のような，高速穴あけ加工などに適用される。スキャ

ニング光学系は，レーザビームを鏡によって走査するので，

位置決め速度は数ミリ秒であり，高速位置決めが可能であ

る。鏡の駆動軸は，ガルバノメータスキャナと呼ばれてお

り，軸に組み込まれた容量センサのフィードバック信号に

よって，位置決めされる。ガルバノメータスキャナには，

リニアスケールがないので，位置決め精度が数ミクロンオー

ダーの精密加工には向かないが，ビルドアップ基板などの

高速穴あけ加工や線加工，パターンはく離加工などに適用

できる。

２.３ フレキシブルシステム

図１に示した FAL-4000 システムは，あくまでも基本

的なシステム構成例である。実際の多くは，加工ワーク形

状，加工ワークの種類，加工内容（穴あけ，切断，薄膜は

く離など）によって，テーブル機構やビデオセンサなどの

システム構成はまったく異なる。しかし，FAL-4000 は今

までに培ってきたFAコンポーネンツとしてのレーザマー

カの販売実績と豊富な適用事例を生かし，顧客の要求する

加工精度に合ったテーブル位置決め機構，ローダ・アンロー

ダ機構などを適切に選択し，システム構築することが可能

である。

紫外線レーザ加工適用例

波長 0.355μmの YAGレーザ第三高調波は，樹脂材料

の吸収が高く，樹脂の加工に適すると考えられる。なかで

も，ポリイミド樹脂は，波長 0.355μmの光の吸収が非常

によいので，ポリイミド樹脂が多く使用されているフレキ

シブルプリント基板や，太陽電池，ビルドアップ基板の加

工性がよい。このほかに，アラミド樹脂，エポキシ樹脂な

どのプリント基板材料も容易に加工できる。

そこで，FAL-4000 装置を用いて，厚さ 50μmのポリ

イミドフィルムに穴あけ加工を行った。マスク結像光学系

とガルバノスキャナ光学系とを組み合わせて，円形マスク

を使用して，φ130μmの穴あけ加工を行った。加工した

ポリイミドフィルムを SEM（Scanning Electron Micro-

scope）観測した結果が図４である。SEM写真から，加工

穴の周辺部分および加工穴の内壁面は非常にきれいであり，

レーザビームによる樹脂の焼け焦げや熱影響はほとんど発

生していないことが分かる。また，マスク結像加工を採用

したので，加工穴直径のばらつきは，測定結果によれば，

最大・最小値で 5％以内と，非常に安定していることが

分かった。したがって，FAL-4000 は，積層プリント基板

や，フレキシブルプリント基板などに使われるポリイミド

樹脂のスルーホール加工などに適していると考えられる。

また，従来，レーザ加工では難加工物であった銅や金な

どの金属についても，波長 0.355μmでは，赤外線や可視

光に比べると加工性が向上すると考えられる。基本波

YAGレーザに対して，金の反射率は約 98 ％，銅の反射率

は約 90 ％もあるが，YAGレーザ第三高調波に対して，金

の反射率は約 35 ％，銅の反射率は約 25 ％しかない。

金属加工にも FAL-4000 が有効であることを検証する

ため，銅板に穴あけ加工を行った。図５は，厚さ 500μm

の銅板にφ30μmの穴あけ加工を行ったときの加工断面

写真である。銅は，CO2 レーザや通常のYAGレーザでは

レーザビームの大部分が銅表面で反射されてしまうので，

非常に加工が難しいが，紫外線YAGレーザでは容易に加

工することができた。断面形状からほとんど穴にはテーパ

はなく，アスペクト比（深さ/直径）が約16の穴あけ加工

が実現できた。このときの加工時間は 50ms であった。こ

のほかに，アルミ板，真ちゅう板，ステンレス鋼板やスチー

ル板でも，同様に高アスペクト比の穴あけ加工が可能であ

る。

図６は，厚さ 525μmのシリコンウェーハに穴あけ加工

した場合の断面写真である。シリコンウェーハは，通常

＋－
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図４　ポリイミドフィルム穴あけ加工のSEM写真

図５　銅板の穴あけ加工断面（厚さ：500 m）
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精密微細加工分野への短波長レーザの適用

YAGレーザの第二高調波（波長 0.532μm）の方が吸収が

よいので，スクライビング加工やマーキング加工では，お

もにYAGレーザ第二高調波が実用化されている。しかし，

穴あけ加工では波長が短い方が集光性を高くすることがで

きるので，紫外線YAGレーザによる穴あけ加工を試みた。

加工穴断面形状は，銅の場合ほど良好ではないが，レーザ

照射時間 250ms でφ30μmの穴をあけることができた。

この場合のアスペクト比は 17.5 に達する。

このように，紫外線YAGレーザ加工装置は，樹脂材料

の穴あけだけでなく，従来困難であった銅などの金属やシ

リコンの穴あけにも適用できることが分かった。

あとがき

精密微細加工分野への短波長レーザの適用と題して，波

長 0.355μmの YAG第三高調波レーザを搭載した，レー

ザ微細加工装置 FAL-4000 を紹介するとともに，微細穴

あけ加工を行った場合の適用事例について述べた。

FAL-4000 は，プリント基板用樹脂材料への穴あけ加工，

従来のCO2 レーザやYAGレーザでは反射率が高いので，

難加工材料であった金や銅への穴あけ，さらにはシリコン

ウェーハへの微細穴あけにも有効であることが分かった。

適用事例においては，各種の材料への微細穴あけ加工の

みを取り上げたが，この装置は薄膜の切断加工やトリミン

グ加工，接合加工などのいろいろな加工応用に展開できる

と考えられる。今後は，加工ノウハウや加工データベース

の構築を図っていきたい。

ここ数年の間，ハードディスクメディアへのレーザゾー

ンテクスチャリング加工や，携帯電話のビルドアップ基板

のビアホール加工などが実用化されており，身近な電子機

器の製造プロセスのなかに，最先端のレーザ微細加工応用

装置が使われつつある。レーザによる精密微細加工分野は，

電子機器の小型化・高機能化とともに，今後も急速に普及

していくものと予想される。

従来機種の可視光（第二高調波）YAGレーザ搭載のレー

ザ微細加工装置 FAL-3000 に紫外線（第三高調波）YAG

レーザ微細加工装置 FAL-4000 が加わり，個々のワーク

材料に適したレーザ加工装置を選択することができるよう

になった。これにより，今後も急成長を続けるレーザ精密

微細加工分野へのさらなる展開が期待できる。
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図６　シリコンウェーハの穴あけ加工断面（厚さ：525 m）
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