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極端紫外線フェムト秒レーザーを用いた高精度材料加工
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High-precision laser processing is becoming more and
more important in various fields such as next-generation
automobile technology, telecommunication technology,
and biotechnology. In general, it has been known that
the pulse duration is important for high accuracy and that
the shortening of the pulse duration reduces cracks or
heat-melted regions. Here, we investigated whether the
degree of morphological change in the material could be
changed by varying other optical parameters. Further-
more, taking advantage of this contribution, we succeeded
in the high-accuracy processing of fused silica, which is
difficult to process with a conventional femtosecond laser.
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radiation processing, laser material processing

1 はじめに

レーザー加工は，光–電子間および電子–格子間の相
互作用がダイナミックかつ複雑に絡みあうことで材
料の形状や結晶状態が変化する現象を利用するもので
あり，近年，自動車技術，通信技術，バイオテクノロ
ジー技術などさまざまな分野への応用が期待されてい
る1–3)．このレーザー加工技術を最終的に得られる材
料形状（形態的な終状態）から分類すると，溶接技術
と切断技術の 2つに大別することができる．レーザー
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光源におけるパラメータの観点からは，前者は連続波，
後者（特に高精度切断）はマイクロ秒以下のパルス幅
をもつレーザーを用いることが多い．これは，連続波
あるいはパルス幅が長い場合，材料の熱伝導性に応じ
たレーザーの出力（パワー）調整を行うことで材料の
融点と沸点の間の温度を制御することができるためで
あり（短パルスの場合，材料が急激に沸騰するため温
度制御できない），反対に，パルス幅が短い場合，材料
局所への熱付与を効果的に引き起こすことができ，瞬
間的に照射部のみに沸点や融点を超える熱エネルギー
を付与できるためである．このパルス幅の例のよう
に，さまざまなパラメータ（たとえば，パルス幅や出
力，波長など）が，材料形状や結晶状態などに及ぼす
影響を明らかにすることができれば，レーザー加工の
適用範囲はさらに広がり，最終的には，熱溶解や亀裂
が少ない高品質な加工の実現が期待される．
著者らは，光による材料加工の基本的な特性を解明
し，従来技術では困難であった材料の加工精度や形状
を実現することのできる新しい光源や加工技術に関
する研究開発を行っている．本稿では，著者らが世界
ではじめて実現したレーザー加工における光学的減衰
長の役割の解明，および，この解明したメカニズムに
基づいて難加工材料の代表格である石英ガラスの高精
度加工に成功した研究結果を報告する．これらの結果
は，極端紫外線領域でのフェムト秒レーザー加工とい
う新しい加工法を確立しただけでなく，可視から赤外
線領域でのフェムト秒レーザー加工における光学的減
衰長の及ぼす影響についての重要な知見を与える．

2 光学的減衰長の役割の解明

レーザー加工では，光エネルギーが，一部，表面で
反射され，残りが材料中で特定の減衰長さ程度の領域
に吸収される．表面反射に関連した測定はエリプソメ
トリー法4) や時間分解過渡反射分光計測5) によって，
精度よく計測することが可能となっている．しかし，
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Figure 1. Results of silicon irradiated with the fluence of 0.11 J/cm2 at the wavelength of 10.3 nm.
(a) surface image obtained by laser scanning microscopy. (b) cross-section image from A-A’ of (a). (c)
enlarged view of the small square gray frame in (b). (d) diffraction images of regions 1, 2, and 3 in (c),
which the view of the orientation is 011. (b–d) are obtained using transmission microscopy (TEM).

材料内部で特定の減衰長さ，いわゆる，光学的減衰長
を測定することは材料の内部を直接測定する必要があ
るため，これまでは極めて困難であった．そこで，著
者らが考案したのは，光学的減衰長が大きく異なり，
他のパラメーターがほとんど変化しない 2 つの条件
で照射を行い，照射後に形状や結晶状態を比較するこ
とで，光学的減衰長の効果のみを抽出するという手法
である．極端紫外線領域では，内殻電子励起由来の吸
収端を挟み込むようにわずかに異なる波長の光を利用
することで，光学的減衰長を大きく変えられることに
加え，可視光や紫外線に比べ，プラズマ遮蔽の影響を
受けにくいという利点がある．これらの理由から，本
研究では，波長 10.3 nm（光子エネルギー 120 eV）と
13.5 nm（光子エネルギー 92 eV）の 2 つの異なる波
長の光を用いて，単結晶シリコン（L吸収端: 99.2 eV
（L3）と 99.8 eV（L2））を垂直方向から単一パルスで
照射し，照射痕の結晶状態を調査した．シリコンの光
学的減衰長は波長 10.3 nmと 13.5 nmの場合，それぞ
れ 42 nm と 588 nm であり6)，一桁以上異なる値を用
いて比較を行うことができる．実験は，パルス幅 70 fs
で波長可変な理化学研究所X線自由電子レーザー施設
SACLAの軟 X線ビームライン BL1で行った．
照射後，レーザー顕微鏡と透過型電子顕微鏡（TEM）

(a) (b)

1
1

Figure 2. Results of silicon irradiated at the
wavelength of 13.5 nm. (a) cross-section im-
age as with Fig. 1(b). (b) diffraction images of
region 1 in (a). (a, b) are obtained using trans-
mission microscopy (TEM).

を用いて，試料を照射面方向および照射部を垂直に縦
割りカットした断面方向から観測した結果をそれぞ
れ Fig. 1 と Fig. 2に示す．Figure 1に示したのは波長
10.3 nmの照射結果である．Figure 1(a)は，レーザー走
査型顕微鏡の観測像であり，また，図中に示したA-A’
断面を集束イオンビーム装置（FIB）を用いて切り出す
ことで，Fig. 1(b)の断面観測を行った．Figure 1(c)に
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は Fig. 1(b)の矢印で示した箇所を，TEM を用いて高
倍率（×1,000,000）で観察した結果を示す．レーザー
照射によって変質した箇所の電子線回折像を取得した
ところ，1の箇所でアモルファス構造由来のデバイリ
ングが観測された（Fig. 1(d1)）．同様に，波長 13.5 nm
の結果を Fig. 2 に示す．Figure 2(a) が TEM 断面像，
Fig. 2(b)は電子線回折像である．Figure 2(a)に示した
1の箇所は Fig. 2(b)を取得した箇所であり，レーザー
照射によって形成された熱溶解部に相当する．これら
の結果から，波長 13.5 nmでは，照射部は単結晶であ
ることがわかった．このような電子顕微鏡を用いた形
状や結晶状態の精密な評価はサンプリング数を増や
すことが困難であるため，照射部領域の位置依存性の
分析には，ラマン分光を適用した．Figure 3(a) には，
図中挿入絵のように直線に沿った測定点のうち，0と
7の点でのスペクトルを示す．0 の点では典型的な単
結晶（c-Si）に近く，7 の点では典型的なアモルファ
ス（a-Si）に近いスペクトルが得られた．Figure 3(b)に
は，レーザーラマン顕微鏡で測定したアモルファス層
厚さのマッピング結果を示した．ラマン分光を用いた
一連の分析は，光学的減衰長がより短いケースである
波長 10.3 nmの照射部のみで，広範囲にわたって Si結
晶がアモルファス構造に変化したことを示している．
詳細な分析の手順については，参考文献7, 8) を参照し
ていただきたい．
フェムト秒パルスのレーザー照射によって形成され

たアモルファス構造は，同箇所が高温となった後に急
冷されたことを示唆している．また，過去の研究報告
例からアモルファス化が起きた場合，その周辺部では
熱溶解や亀裂が形成される領域が小さいことが知られ
ている9)．波長 10.3 nm の光学的減衰長が短い場合，
熱溶解や亀裂が観測されなかったのに対して，波長
13.5 nmの光学的減衰長が長い場合，シリコンの熱溶
解や亀裂が観測された．光学的減衰長が短いと加工し
たい局所にのみ限定的にエネルギー付与しやすく，高
精度加工に有利に働いたと解釈できる8)．これらの結
果から，光学的減衰長が短い場合，良質な加工特性を
得られることが期待される．

3 石英ガラスの精密加工

石英ガラスは，透光性・耐熱性・耐薬品性に優れて
おり，すでにさまざまな製品の部材として利用され
てはいるが，脆性材料であるため加工が難しく，高精
度加工法の実現は，広く産業界から需要がある．そこ
で，前述した「光学的減衰長が短い場合，加工が高精

0 7

(a)
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Figure 3. Results of spectroscopy of the point
irradiated at the wavelength of 10.3 nm and the
fluence of 0.17 J/cm2. (a) Raman spectra and
an optical image of the analyzed surface. (b) a
mapping of amorphization thickness.

度化できる」という事実に基づいて，石英ガラスにも，
同様の視点でレーザー加工実験を行った．石英ガラス
は波長 10 nm近傍での光学的減衰長が約 100 nmと短
い値をもつ材料であり，高精度に加工できる可能性が
あった．Figure 4には波長 13.5 nmで石英ガラス（厚
み 0.5 mm）を繰り返し 30 Hzでマルチショットした結
果を示す．断面出しは FIBを用いて行い，観測もこの
イオンビームを利用した走査型イオン顕微鏡を用いて
行った．
ショット数は，それぞれ (a) 80，(b) 100，(c) 200，

(d) 400 パルスであった．Figure 4 から明らかなよう
に，材料の一部が吹き飛んで生じた縦穴（クレーター）
は，ショット数の増加とともに深くなった．図には示
していないが，ショット数が約 3000パルスに達した
時，厚さ 0.5 mmの石英ガラスを貫通した．いずれの
ショット数の場合も，熱溶解や亀裂等は観測されず，
難加工材料である石英ガラスの高精度加工が実現し
た10)．さらに，波長 10.3 nmを用いて石英ガラスを照
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30 μm

(a) (b)

(c) (d)

Figure 4. Cross-section images of multiple-
shotted crater using a focused ion beam. The
number of irradiations is 80 (a), 100 (b), 200 (c),
and 400 (d). The black part is silica glass, and
the gray-like part is a metal coating, which pro-
tects the silica surface from ion beam damage
during fabricating the cross-section.

射する実験を行ったところ，波長 13.5 nmと同様に熱
溶解や亀裂等は観測されず，シリコンと石英ガラスの
双方の加工状態が光学的減衰長に強く依存している結
果を得た．

4 まとめ

本研究では，レーザー加工における材料中の光学的
減衰長が及ぼす影響について調べるため，フェムト秒
パルス幅の極端紫外線レーザーを，光学的減衰長のみ
が大きく異なり他のパラメーターがほとんど変化しな
い 2つの条件にて単結晶シリコンを照射し，形成され
た照射痕を電子顕微鏡等を用いて比較分析した．その
結果，光学的減衰長が長い条件では，その周囲部に熱
溶解や亀裂が確認されたのに対して，光学的減衰長が
短い条件では，急冷によるアモルファス化が確認され
た．さらに，この得られた知見に基づいて，光学的減

衰長が短い条件を用いてレーザー加工を実施すること
によって，難加工材料である石英ガラスの高精度な加
工を実現することに成功した．この研究結果は，極端
紫外線フェムト秒レーザー加工の有用性をはじめて示
したものである．今後，光源の小型化や機能化が進む
につれ，利用しやすいものになってくると考えられる．
特に，レーザープラズマ誘導 X線レーザーや高次高調
波光源などによる極端紫外線フェムト秒レーザー光源
の進展が期待される．
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