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ファイバレーザー技術と固体レーザー技術の
融合が新たなソリューションを提供

がある。特に近年、微細化が高度に進み、従来の加工

方法では製造のできないようなデバイスが増加を続け

ており、材質・特性の異なる最良の積層材、特殊な化

学処理やコーティング、光吸収の少ない材料などへの

加工と複雑化・高度化し、レーザーの選定が難しい対

象物が増えてきた。しかし見方を変えると、進化を続

けるファイバレーザーをうまく活用することにより､

デバイス製造におけるブレークスルーをもたらす可能

性も増えてきたとも言える。

また、微細加工の分野においては、非熱加工という

キーワードをよく耳にするようになってきた。レーザ

ー加工部位の周囲に熱影響が残ると部品としての価値

・性能を満たせなくなることが多いため、部材に与え

る熱影響を抑えた加工を施すことのできるパルス幅の

短いレーザーへの注目が増している。

                                                             

３.　Spectra-Physicsの
 ファイバレーザー製品例

                                                             

当社は長年の産業用レーザーにおけるソリューショ

ンプロバイダーとして、ナノ秒、ピコ秒、そして　フ

ェムト秒などの微細加工用レーザーを提供している

が、その中で、今後そして将来の微細加工ニーズに答

えるファイバレーザーをコアとした製品群がある（図

１)。

本稿では、昨年より発売のピコ秒高出力ハイブリッ

ドファイバレーザーIceFyre、これまでの常識を超え

た可変パルス幅、高繰返し領域での安定性などにより

発売以来約５年、既に市場において多くの実績を上げ

ているナノ秒ハイブリッドファイバレーザーQuasar

シリーズ、そしてSHGのファイバレーザーとして好

                                                             

１.　はじめに
                                                                    

Specra-Physicsは1961年に米国シリコンバレーに

おいて世界初の商用レーザーメーカーとして設立され

て以来、常に最先端のレーザーを提供し続けてきた｡

現在は2016年５月の買収により、MKS Instruments

のSpectra-Physics、Newport、Ophirブランドにおけ

るレーザーサプライヤとして事業を展開している。

近年、レーザーは各種産業での加工分野において応

用・導入の拡大を続けており、レーザー加工は欠かせ

ない存在となってきている。ファイバレーザーはkW

クラスにおける大出力化、WPE（電源－光出力変換

効率）の向上など、性能・コストにおける進化を続

け、設置台数は増加の一途をたどっている。その中

で、ファイバレーザーは微細加工用途でも重要な役割

を担いつつある。

当社ではファイバレーザー製品としてVGENシリー

ズ、そしてファイバレーザー技術と固体レーザー技術

の融合による新たなソリューションとして、2013年

にナノ秒高出力ハイブリッドファイバレーザーQua-

sar、そして2017年にピコ秒高出力ハイブリッドファ

イバレーザーIceFyreをリリースした。本稿では、こ

れらについて紹介する。

                                                             

２.　微細加工用レーザーに
 求められるもの

                                                             

微細加工用レーザーへの要求事項として、微細加工

精度の向上は当然のことながら、生産タクトの向上､

初期およびランニングコスト低減、コンパクト化など
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評を博しているVGEN-Gシリーズの空冷ファイバレー

ザーを紹介する。

                                                             

４.　ピコ秒高出力ハイブリッド
 ファイバレーザーIceFyre

                                                             

IceFyreはファイバレーザーと固体レーザーの技術

を融合させたハイブリッドレーザーである。ナノ秒の

Quasarで蓄積された技術・ノウハウを十二分に生か

し、従来のピコ秒レーザーに対する常識を覆すコンセ

プトレーザーとして開発された、パルス幅20 ps以下､

1,064 nmにて出力50 W、繰返し周波数はシングルシ

ョットから10 MHz迄可変のレーザーである。目下基

本波のみとなっているが、更なるラインアップ構築に

向けて検討中である。

優れた性能、柔軟性、汎用性を重視し、導入を容易

にするため価格も戦略的に低く設定されている。また

レーザーヘッドと電源を一体化するSpectra-Physics

独自のデザインコンセプトである“It’s in the Box”

を採用、市場にあるピコ秒レーザーとしては最もコン

パクトなレーザーとなっている。産業の製造工程での

24/7の連続量産ラインでの稼働を前提とした信頼性

重視の設計がなされており、その実現には高度なファ

イバレーザー技術と、固体レーザーの高出力化で培わ

れた先進の光出力増幅技術がベースとなっている。

従来のピコ秒レーザーは、モードロックレーザーを

シードレーザーとしているが、IceFyreではファイバ

レーザーを採用している。これにより従来のピコ秒レ

ーザーでの常識を超えたバースト波形での出力が可能

となっている。バーストパルス間の最小間隔は10 ns

と業界最小となっており、非常に小さなタイミングジ

ッター≦10 nsにより実用上、本来のPSO（パルスオ

ンデマンド）加工が可能となっている。さらに、ナノ

秒のQuasarで培われた独自のTimeShiftTM機能をピコ

秒である本IceFyre用に最適化したTimeShiftTMps機

能により、そのバースト波形は自由度が高く、柔軟性

に富んだプログラミングが可能である。IceFyreの主

な仕様を表１に、繰返し周波数に対する出力、パルス

エネルギーを図２に示す。

                                                             

５.　TimeShiftTMps機能と
 バースト加工の優位性

                                                             

IceFyreは前述のような先進のレーザー発振器構成

により、非常に高い汎用性を有しており、TimeShi-

ftTMpsを使ってプログラミングすることにより、非常

に自由度の高いバースト発振が可能である。以下のこ

とが可能であるため、高いフレキシビリティをもって､

加工対象物に対し最適な加工方法を実現することがで

きる（図３)。
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•	バースト内のパルス数を自由に設定

•	バースト内の各パルスのエネルギーを自由に設定

•	バースト内の各パルスの間隔を自由に設定

•	バーストエネルギーを最大限に引き出すバースト

波形を生成

以下にバースト加工により材料加工レートに著しい

改善が見られる例を示す。図４は、ステンレス鋼、銅

への削り込み加工における、パルスを分割しパルス数

を増やすことによる加工速度（時間当たりの除去体

積）の向上を示したものである。パルス数だけではな

く、バーストパルスの間隔を狭くすることによっても

加工速度が向上することが示されており、IceFyreの

最小パルス間隔10 nsはこのようなバースト加工にお

いて理想的なレーザー源であることが分かる。

例えば最先端のデバイス製造においては、材料やそ

の構成・構造は日進月歩に進化していると思われる｡

そのような加工対象物の変化に対し、このTimeShi-

ftTMpsを駆使することにより、同一のレーザーで最適

な加工条件および加工速度を追及し続けられる柔軟性

をもつことが可能となる。

表１　IceFyre 主な仕様

Parameter Specification

Wavelength 1,064 nm

Output Power at Optimization
Repetition Rate

＞50 W @ 400 kHz 

Maximum Pulse Energy at 400 kHz ＞125 µJ

Maximum Pulse Energy at 200 kHz 
(informational)

＞200 µJ

Repetition Rate Range Single Shot－10 MHz

Pulse Width, FWHM ＜20 ps 

Burst Mode Yes, with TimeShiftTMps

Pulse-to-Pulse Energy Stability  ＜1.5％ rms

Power Stability
(after warm-up、％、1σ) 

＜1％ over 8 hours 

Polarization ＞100:1、vertical  

Spatial Mode（M2)  TEM
00

  (M2＜1.3)

Beam Divergence, full angle ＜0.75 mrad

Beam Diameter  (D4σ) 3.0 mm±10％ 

Beam Asymmetry 1.0±10％ 
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６.　ナノ秒高出力ハイブリッド
 ファイバレーザーQuasar

                                                             

Quasarは、IceFyreの先駆けとして、ナノ秒レーザ

ーとして従来の常識を超えたパルス幅、高繰返し周波

数域での出力、繰返し可変を可能にしたナノ秒ハイブ

リッドファイバレーザーであり、既に精密加工用途に

おいて多くの実績を上げている。355 nmにて60 W､

＞300 µJ、532 nmにて95 W、＞475 µJを出力する｡

Qスイッチレーザーとは発振原理が全く違うため､

MHz域までも安定して高い出力が可能である。本レー

ザーのオプションであるTimeShiftTMでは、前述の

TimeShiftTMpsでできることに加え、各々のパルス形

状も調整することが可能である。図５に代表的なパル

ス出力例を示す。TimeShiftTMでのプログラミングに

より、パルス幅は2～100 nsにて可変、パルススプリ

ット、バーストモード等の多彩なパルス成形を実現し

非常にフレキシブルな動作が可能となっている。Qua-

sarとTimeShiftTM機能を駆使することにより、加工品

質と加工スピードをともに最適化させた加工条件の達

成が容易になり、従来のQスイッチレーザーの限界を

はるかに超えた領域での加工品質・速度を得ることが

可能となっている。

このTimeShiftTMによるバーストパルス加工の最適

化の好例として、ガラスへの穴あけの例を紹介する｡

表２は、50 µm厚のホウケイ酸ガラスSchott社D263

に直径500 µmの穴をあけた場合の例である。単純に

パルスをスプリットするだけでなく、バースト内のパ

ルス幅の分布も最適化することにより、チッピング無

しに加工速度を上げることができている。

次に、Quasarの特徴を生かした応用例としてCFRP

の切断、穴あけ等が注目される。近年自動車や航空機

での応用が期待されるCFRPだが、成形後の加工は難

しい。様々な加工方法の開発が精力的に行われている

が、耐熱性など物性が非常に異なるカーボンファイバ

とレジンの複合材であるため、レーザーによる加工対

象としても難しい材料である。いずれもUV域には吸

収のある材料であるため、まだ最適解がない状態であ

る。図６は、250 µｍ厚のPANタイプCFRPを70 mm

/sで切断した際の切断部位をSEMにて観察した写真で

ある。

                                                             

７.　ファイバレーザーVGENシリーズ
                                                             

VGENシリーズは、MOPA方式、Qスイッチ方式､

シングルモードCWなどの出力100 Wまでの各種ファ

イバレーザーをラインアップしている。パルスファイ

バレーザーにおいては従来困難とされていた優れたビ

表２　バースト加工によるホウケイ酸ガラス穴あけの最適化

10 ns 2×10 ns 2 ns＋2×10 ns

 
 

 

Pulse
Pattern

10 ns 2×10 ns 2 ns＋2×10 ns

Chipping
Size

80 µm 73 µm 20µm

Drill
Time

0.31 s 0.13 s 0.14 s

Process
Fluence

62 J/cm2 90 J/cm2 31 J/cm2＋
90 J/cm2
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ームプロファイル（M2＜1.3）を実現している。また

MOPA方式の基本波のファイバレーザーではパルス幅

を3 nsから250 nsの間でソフトウェア上の設定によ

り可変となっている。最高2.5 MHz（IRモデル）まで

の運転が可能で、パルスエネルギーも最大1 mJと様

々な微細加工へのフレキシブルな加工対応が可能であ

る。このMOPAのモデルでは任意のタイミングで発振

が可能なPOD（パルスオンデマンド）機能を有してお

り、複雑な発振タイミングにも対応でき、均一な加工

結果をもたらすことに貢献する。ショートパルス、高

ピークパワー（＜30 kW）により熱影響の少ない非熱

加工を実現することが可能である。

また、第二高調波によるグリーンファイバレーザー

VGEN-Gシリーズでは、30 Wまでのモデルがあり､

空冷式でありコンパクトであるため装置組み込みが容

易である。また、前述の基本波モデルと同様にパルス

幅が可変（3～50 ns）であり、シングルショットか

ら1.5 MHzまで発振可能となっており、高品質な材料

加工が求められる場合に非常に高い柔軟性を有してい

る。

主なアプリケーションとしては、各種マーキング

(微細マーキング、ブラックマーキング、カラーマー

キング)、太陽電池、FPD、プリント基板などへの微

細加工などが挙げられる。最近注目の応用例としては､

リチウムイオンバッテリーの電極箔の切断があり（図

７)、V-GENシリーズの75～100 Wのレーザーを用い

1 m/秒程度の加工速度での切断が可能としている。

                                                             

８.　おわりに：まとめ
                                                             

本稿では、当社が提供しているファイバレーザーお

よびハイブリッド型のファイバレーザーをアプリケー

ション例とともに紹介した。昨今のモバイル機器､

IOTそしてクリーンエネルギー関連で使用される各種

デバイスの需要は高まるばかりであり、その製造にお

いて求められる微細化、生産性、品質への要求は高ま

るばかりである。本稿で紹介したレーザーは、そのよ

うなニーズに答えるべく開発されてきたものであり､

当社は今後も市場の要求に真摯に耳を傾け、最先端の

ものづくりに貢献できる性能・機能、そして高信頼性

のレーザーを提供していくことを使命と考え、産業界

ひいては社会発展に資する企業として製品およびサー

ビスを提供していく所存である。
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