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要約

シリコンウエハや薄板ガラスなどに代表される硬脆材料の加工は直接接触加工のた
めに二次加工が余儀なくされている。非接触加工が可能になれば後工程が簡略化で

き、メリットは大きい。
本研究では非接触加工であるレーザ加工を薄板ガラス加工に適用するものである。これま
で硬脆材料加工にレーザ加工を用いた例はあまりなく、とりわけ YAG レーザを用いた報告
は少ない。YAG レーザを熱源とした Laser Fissuring 加工法を提案し、薄板ガラス加工に適
用することにより薄板ガラス加工の可能性を検討した。特に YAG レーザでの加工特性を出
力・焦点・アシストガスについて実験的に検討した結果、適切な条件を選択することにより
加工が可能であることを実証した。とりわけ Laser Fissuring 加工は熱応力を利用するとい
う特徴から加工にはアシストガスの影響が大きいこと、特に精密切断加工を実施するために
はアシストガスの種類、吹きつけ圧力が影響を持つことを明らかにした。

Ⅰ

はじめに

加工は非接触加工であるために二次加工の必要はな
い。また、高精度・高能率加工が期待でき、さらに曲

エレクトロニクスや光学部品をはじめとする、さま

（６）
（７）も無視できない
線加工や任意形状加工の可能性（５）

ざまな分野で、精密で高品質な簿板ガラスが要求され

利点である。本稿では低出力 YAG レーザを用い、筆

ている。これらの加工には古くはダイヤモンドスクラ

者たちが開発して き た Laser Fissuring 加 工（LF 加

イバ、超硬合金のローラ型チゼルが、近年ではダイヤ

工と略す）を用いて薄板ガラス加工に適用した結果に

モンドブレードダイシング、ワイヤソーなどが使用さ

ついて、出力・焦点・アシストガスの影響を中心に報

れている（１）。しかし、これらは材料に直接接触する加

告する。

工方法であるために、異物の付着や汚れなどの問題、
さらに加工端面には硬脆材料特有の微細な割れや欠け

Ⅱ

LF 加工の持徴

などが多く発生する問題があり、このため二次加工が
不可欠である。また、高精度・高能率な加工の要求に

LF 加工はレーザ加工持有の溶融・蒸発・気化と

対して対応が難しいことが指摘されている。さらにこ

いった熱エネルギー加工とは異なる。LF 加工は材料

れらは直線加工であり、近年ニーズが高まってきてい

端面に存在する微細亀裂に、熱源としての低出力な

る曲線形状や任意の形状加工には対処できていない。

レーザ光を照射することで照射部に熱応力を発生さ

最近これらの問題に対応するための１方法として、

せ、その熱応力で亀裂を成長させ進展方向を制御する

（２）
（３）。レーザ
レーザを用いることが検討されている（１）

加工方法（８）である。図１に LF 加工中の写真を示す。

論文受付日 Ｈ１
５．
１
２．
２
４
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図２
図１

Laser Fissuring 加工

Laser Fissuring 加工の概要

一定速度でレーザ光を移動させながら材料端面に存在

LF 加工は従来の割断とイメージ的には同じではある

する微小亀裂を成長・進展させることにより、目的形

が、加工方向を制御できる点で明らかな違いがある。

状に材料を切断することが可能になる。

LF 加工の持徴をまとめると以下のようになる。

Ⅳ

実験方法

利点
１．非接触加工である

実験ではパルス YAG レーザ加工機（東芝製．LAY

２．加工音が静粛である

８６４型）出力３００W、波長１．
０６µm を使用した。図３に

３．切断幅が狭い（約１µm）

加工装置の構成を示す。加工装置は YAG レーザ発振

４．切断面が平滑である

器、光学装置、X-Y テーブル、モニタ TV、アシスト

５．切断粉が発生しない

ガス供給装置から構成されている。X-Y テーブル上

６．直線・曲線加工ができる

には試料（基板板ガラス）を透過したレーザ光の反射

７．低出力で加工ができる

の影響がでないように、十分な高さの穴ぐりをした治

８．熱影響層が少ない

具を固定してある。また、アシストガスはレーザ光と

問題点

同軸方向から材料表面に吹き付けられるようになって

１．加工の安定性
２．加工精度（形精度）の向上
３．加工速度（切断速度）の向上
４．材料内面からの加工が難しい

Ⅲ

加工原理

LF 加工は硬脆材料の加工手段に適応が考えられ
る。硬脆材料は熱伝導率が低く比較的小さな引張応力
で簡単に破壊する特徴がある。材料に破壊しない程度
の低出力のレーザ光を照射すると、照射点付近では圧
縮応力そして周辺部には引張応力の熱応力が発生す
る。もし、材料に微細な亀裂が存在していたならば
レーザ光を照射したときに発生する熱応力は亀裂を成
長させ材料を破壊に導くことになる。このとき、レー
ザ光を移動しながら照射を続けると発生する熱応力で
亀裂は成長しながらレーザ光の軌跡を追従していく。
この亀裂を切断加工に利用するのが LF 加工である。
図２は LF 加工の概要であるが、図に示すように、
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図３

加工装置構成
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表１
成分（％）

種類

窓ガラス（無色）
〃

（青）

板ガラス
表２
加工条件項目
パルス幅
繰り返し数

SiO２

AL２O３

Fe２O３

MgO

Na２O

K２O

SO３

計

７
２．
０

１．
３

−

８．
２

３．
５

１
４．
３

０．
３

０．
３

９
９．
９

０．
２

０．
１

９．
６

４．
４

１
３．
１

−

０．
４

９
９．
５

７
１．
６

１．
０

−

９．
８

４．
３

１
３．
３

−

０．
２

１
０
０．
２

LF 加工条件
直線 LF 加工

曲線 LF 加工

（msec）

２．
０

２．
０

（pps）

７
０

１
５
０

平均出力

（W）

２
８

４
５

（kW）

０．
２
０

０．
１
５

焦点位置

（mm）

−２．
０〜＋２．
０

±０

送り速度 （mm/sec）

０．
５

０．
５

（mm）

CaO

７
１．
７

ピーク値

加工半径

板ガラスの組成

−

１〜５
０
０

いる。試料は光ディスク基板に用いられている基板板
ガ ラ ス（１００mm×１００mm×１．
７５mm）を 用 い た。表
１に板ガラスの組成を、表２に LF 加工条件を示す。

Ⅴ

加工特性

１ 出力の影響
基礎実験で LF 加工を行った結果、１
５W 前後の低
出力では試料が熱を帯びるだけで切断加工には至らな
かった。また１００W 以上の出力では試料が瞬時に破壊
図４

して加工にはならないことが分かった。LF 加工可能

パルス幅と繰り返し数の関係

な平均出力は２
８〜４８W の範囲であった。図４に一定

示している。加工断面は大変平滑な面になっているこ

出力（４２W・送り速度０．
５mm/sec）で LF 加工を行っ

とが分かる。また、材料表面にもチッピングの発生は

たとき、パルス幅と繰り返し数の切断面性状に及ぼす

観察されず最適な切断加工が行われている。これらの

影響を示した。図５には LF 加工を行ったときの試料

範囲が LF 加工を行うための最適な熱量であることが

の加工断面（切断面）と表面性状の顕微鏡写真を示

分かる。さらに、繰り返し数を増やすと図５−④に示

す。図４に 示 す よ う に 繰 り 返 し 数 が 少 な い（〜１０

すように加工断面にはクラックが発生し面が荒れ、材

pps）と加工音を伴ったプルームが発生し、スプラッ

料表面にもチッピングが発生している。これは繰り返

シュが激しいことが観察された。その結果試料表面に

し数が増えると熱エネルギが蓄積されやすくなる結

はチッピング（微小な割れ・欠け）が多く発生してい

果、材料が破壊し易くなるためと考えられる。これら

る。また加工断面は図５−①に示すようにかき氷状の

の結果から、LF 加工を行うには適切な出力（熱量）

ザクザクした面になっている。図５−④のダイヤモン

が存在するとともにピーク値の影響があることが分か

ドスクライバで切断した断面と比較しても荒れが激し

る。

く、クラックが発生していることが分かる。
この状態は実験したパルス幅全体で見られた。これ

２ 焦点の影響

らから、繰り返し数が少ないとピーク値が高くなるた

LF 加工におよぼす焦点の影響を調べるために一定

め加工面上の入熱量が多くなり面が荒れることが分

出力で焦点を上下に振りながら LF 加工を行った。試

かった。繰り返し数を増やすと加工断面は次第に滑ら

料表面を基準として試料表面上側を＋方向とした。図

か に な り、パ ル ス 幅 が０．
７msec か ら２．
０msec で は７０

６は焦点位置と面粗さの関係である。図に示すように

pps から２
００pps の範囲で良好な LF 加工が可能であっ

焦点の広い範囲（−２．
０mm〜＋２．
０mm）で全て直線

た。図５−②は良好な LF 加工が行えたときの写真を

LF 加工が可能であった。このことから LF 加工には
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図５

LF 加工面の顕微鏡写真

分かった。これらは熱の拡散速度の違いが面粗さに影
響を与えるためで、急峻な温度傾斜を設定することが
LF 加工には必要であると考えられる。面粗さの良好
な LF 加工を行うためには、試料表面上側（＋側）に
焦点位置を設定する事が大切である。

３ アシストガスの影響
３−１）アシストガスの種類
図６

焦点位置と表面粗さの関係

LF 加工が比較的良好な出力、焦点範囲で曲線加工
（φ６５の円加工）を試みた。しかし、最後まで亀裂の

焦点位置の影響は少なく、温度傾斜があれば可能であ

成長を持続させることは難しく、円加工を行うことは

ることが分かった。切断面粗さを測定すると、焦点が

できなかった。亀裂の進展が途中で止まる現象が観察

試料表面上側（＋側）では平均的に０．
５µm（Rmax）

された。亀裂先頭のエネルギー値を上げる目的で出力

程度のかなり良好で平滑な面が得られている。

を上げると材料表面にチッピングが増加し、試料が破

試料内部に焦点位置を置くと面は荒れ材料内部中心

壊に至ってしまう。これは、直線加工以上に曲線・形

付近が最も粗く３．
５µm 程度の粗さになっている。試

状加工を行うと試料表面および内部に熱が蓄熱され易

料裏面側（−側）では０．
８µm 程度の良好な面が得ら

くなるため温度傾斜を作ることが難しくなるためであ

れていることが分かった。これらのことから、焦点の

ると考えられる。このため試料を冷却する目的でアシ

位置は面粗さに影響を与えることが分かった。また、

ストガスをレーザ光と同軸方向から吹き付けて LF 加

試料外部に焦点があると良好な面粗さが得られる事が

工を試みた。図７には４種類のガス（ドライエアー、

68

レーザ照射による薄板ガラスの精密切断加工

アルゴンガス、窒素ガス、ヘリウムガス）を用いたと

エアーと窒素ガスの熱伝導率は近似しているために

きの曲線 LF 加工の結果を写真で示す。図７に示すよ

LF 加工では同様な結果を得る。また、ヘリウムガス

うに、アシストガスを用いると亀裂をより持続させる

は他のガスよりも気体の熱伝導率が大きいために、冷

ことが可能になることが分かった。ドライエアーでは

却が進み過ぎて、亀裂を発生・助長させるだけのレー

チッピングの発生が見られるとともに、最終までは亀

ザによるエネルギー供給ができず LF 加工が進展でき

裂を持続させることはできていない。アルゴンガスを

なかったと考えられる。これらのことから、LF 加工

用いると円加工を最後まで完了することができる。さ

には適度な温度傾斜を作ることが必要なことが分かっ

らに、チッピングの無い良好な LF 加工ができてい

た。

る。窒素ガスでは亀裂の成長・持続はドライエアーと
同じ位であるがチッピングは発生しない。ヘリウムガ

３−２）アシストガスの吹きつけ圧力

スを用いると亀裂は成長せず、LF 加工そのものがで

曲線 LF 加工を行うと形状に対して寸法誤差（ズレ

きないことが分かった。これらのことから、アシスト

量）が発生する傾向が観察された。図８はアシストガ

ガスの冷却の有効性と共に、種類によって LF 加工は

スを用いない時と使用した時の効果の違いを示したも

大きく影響を受けることが分かった。これは、気体の

のである。写真から分かるようにアシストガスを用い

熱伝導率の相違が影響していると考えられる。ドライ

ないとズレ量が発生し、円弧半径が小さくなる程ズレ
量は大きくなっている。円弧半径が大きくてもズレ量
は発生しているが、アシストガスを使用するとズレ量
が少なくなっている。このことから、アシストガスの
有効性が確認される。図９は曲線 LF 加工の円弧半径
とその時発生した最大ズレ量との関係を示したもので
ある。アシストガス圧が低いとズレ量は発生している
が、アシストガス圧が高くなるとズレ量の無い加工が
可能なことが分かった。９８kpa のガス圧の時、半径２
５
mm 以上の円ではズレ量のない精密な曲線加工ができ
ている。これらのことから、アシストガスを用いると
ズレ量の発生を抑えることが可能になり、加工精度を
保つために有効なことが分かった。材料を吹き飛ばさ
ない程度の圧力でアシストガスを吹き付けることでズ
レ量の無い加工が可能になる。
３−３）ズレ量と遅れ量の関係

図７

LF 加工におけるアシストガスの種類の影響

図８

アシストガスの効果

69

職業能力開発報文誌 VOL. 16 No. 1 (31), 2004

図９

円弧半径とズレ量の関係

LF 加工の加工状態を観察しているとレーザ照射点

加していくと遅れ量は大きく減少するが４
９kpa 以上で

と亀裂の進行先端点が一致していないことが分かる。

は減少は少なくなっている。それ以上ガス圧を上げて

即ちレーザ照射点と亀裂進行先端点との間に一定の間

も遅れ量にはあまり変化が現れていない。したがっ

隔（遅れ量）が発生している。アシストガスを用いた

て、遅れ量はアシストガスを用いることで一定量減少

ときには遅れ量が減少する。LF 加工状態をモニタ

させることができるが、無くすことは難しいことが分

TV で観察することで、この遅れ量を測定するとアシ

かった。これらの事から熱応力が伝播し、亀裂が成長

ストガスを用いない時とアシストガスを使用した時で

するまでにはある一定の時間が必要であり、この時間

は１/２以下に減少していた。図１０にアシストガス圧

が遅れ量と関係していると考えられる。

と遅れ量の関係を示す。図から、アシストガス圧を増

遅れ量はアシストガスを使用すると減少すること、そ

図１
０ アシストガス圧と遅れ量の関係

図１
１ 遅れ量とズレ量の関係
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図１
２ 薄板ガラスの円加工（φ６
０）

してズレ量はアシストガスを使用すると減少している

表面上に焦点を位置すると切断面粗さが良くな

ことから、遅れ量とズレ量の間には何らかの関係があ

る。

ると考えられる。図１１は曲線 LF 加工したときの遅れ
量とズレ量の関係を示したものである。図から円弧半




アシストガスは加工特性に影響を及ぼす。
薄板ガラスを精密加工するためには、遅れ量を少
なくする加工条件を選択することが大切である。

径を変化させても、いずれの条件でも遅れ量が大きい
ときはズレ量も大きく、遅れ量が少ないときはズレ量
が少なくなっていることが分かる。このことから、加

Ⅶ

謝辞

工中に遅れ量を観察することで形状の寸法誤差である
ズレ量の発生や精度を推定することが可能になると考

本稿をまとめるにあたり終始適切なご助言を賜った

えられる。高精度加工するためには遅れ量を少なくす

関東職業能力開発大学校

る条件を検討することが大切になってくる。図１２にこ

機会を与えて下さいました関東職業能力開発大学校

れらの最適加工条件を適用して薄板ガラスの LF 加工

福村英俊能力開発統括部長に感謝の意を表します。

久保紘校長ならびに発表の

を行った写真を示す。薄板ガラスから直径６５mm の円
板が加工できていることが分かる。

Ⅵ

まとめ

薄板ガラスに Laser Fissuring 加工法を適用して精
密加工を行なった結果、次のことが分かった。
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