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産業用高出力UVピコ秒
ハイブリッドファイバレーザー
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周囲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は増えており、また

導入事例が増えてきている。

このようにレーザー加工に求められるものは増え､

難易度も上がっているが、進化を続けるレーザーおよ

びその加工技術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を拡

げてくれるツールとなりうると言える。

                                                             

２.　Spectra-Physicsの
 産業向け微細加工用レーザー

                                                             

Spectra-Physics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､

そしてフェムト秒の短パルス微細加工用レーザーを提

供してきている。そしてそのインストールベースは

WWで数万台を超える。近年技術進歩の著しいファイ

バレーザーの製品として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

たなレーザー源としてナノ秒高出力ハイブリッドファ

イバレーザーQuasarTMを2013年に、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IceFyreTM

1064-50をリリースした。

表１は現在の微細加工産業向けレーザーの製品ライ

ンアップである。

本稿では、本年リリースしたピコ秒高出力ハイブリ

ッドファイバUVレーザーIceFyreTM355-30の紹介と

ともに弊社ピコ秒レーザーの特長を紹介する。

                                                             

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４月の買収により、MKS Instruments

のLight&Motion事業部の一員として、Newport、Op-

hirなどのブランドとともに微細加工用レーザーのト

ップサプライヤーとして事業を展開している。

近年、レーザーによる加工は各種産業の製造現場に

おいて導入の拡大が続いており、特に微細加工分野に

おいて、レーザー加工プロセスは欠かせない存在とな

っている。特に電子関連機器の市場拡大とともに高機

能化、高性能化、小型化などの進化に従い、より緻密

で繊細、高精度な加工技術が必要とされてきている｡

また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など製

造コスト・生産性の両立も欠かせない要素である。特

に近年、デバイスの高性能化追及の結果として、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え

てきている。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

への加工へと複雑化・高度化し、レーザーの選定が難

しい対象物が増えてきた。

また、そのような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。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、加工対象部位の
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３.　ピコ秒高出力ハイブリッド
 ファイバUVレーザー
 IceFyreTM355-30

                                                             

IceFyreTMはファイバレーザーと固体レーザーの増

幅技術を融合させたピコ秒ハイブリッドレーザーであ

る。これまでの常識を超えた可変パルス形状とその設

定における高いフレキシビリティ、高繰返し領域での

安定性などにより発売以来約６年、既に市場において

多くの実績を上げてきたナノ秒ハイブリッドファイバ

レーザーQuasarTM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、製造されてい

る。これまでパルス幅20 ps以下、出力50 W、繰返し

周波数はシングルショットから10 MHz迄可変の基本

波のIceFyreTM1064-50をベースに、UV域355 nmの

IceFyreTM355-30をリリースしている。

優れた性能、柔軟性、汎用性を重視した設計となっ

ており、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 BoxTM”を採用し、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制御技術と、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。

表１　スペクトラ・フィジックス　微細加工産業向けレーザーのラインアップ
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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、IceFyreTM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柔軟なレーザー出力が可能

となり、特にバースト発振での非常にフレキシブルな

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、バースト加工の

効果的な応用と様々な材料や構造に対する適応能力が

格段に高くなっている。また、非常に小さなタイミン

グジッター≦10 nsにより、本来のPSO（Position Sy-

nchronized Output；パルスオンデマンド加工)が可能

となっている。

IceFyreTM355-30の主な仕様を表２に、繰返し周波

数に対する出力、パルスエネルギー性能を図３に示す｡

                                                             

４.　TimeShiftTMps機能と
 バースト加工の優位性

                                                             

IceFyreTM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いる。

ナノ秒レーザーQuasarTMで培われた独自のTime-

ShiftTM機能を、TimeShiftTMps機能としてピコ秒レー

ザーIceFyreTMに最適化した。そのバースト発振は､

バーストパルス数、間隔、強度などの設定において非

常に高い自由度を有しており、オプションのソフトウ

ェアTimeShiftTMps GUIを用いれば、レーザーメーカ

ーに委ねることなくユーザー自身の手で柔軟性に富ん

だバーストパルス群のプログラミングが可能になって

いる。

TimeShiftTMps GUIソフトウェアを使ってプログラ

ミングすることにより、以下のことが可能であり、非

常に自由度をもって、加工対象物に対し最適な加工方

法の設定の実現が可能となる（図４)。

表２　IceFyreTM355-30 主な仕様

Parameter Specification 

Wavelength 355 nm

Output Power at 
Optimization
Repetition Rate

＞30 W typical@500 kHz single pulse

＞25 W @ 800 kHz single pulse
(specification)

＞20 W typical@1 MHz single pulse

Maximum Pulse 
Energy

＞60 mJ typical@500 kHz single pulse

＞31 µJ @ 800 kHz single pulse
(specification)

＞20 mJ typical@1 MHz single pulse

Repetition Rate Range Single shot－3 MHz

Pulse Width, FWHM
20 ps specification

＜15 ps typical

Burst Mode Yes, with TimeShiftTM ps

Pulse-to-Pulse Energy 
Stability  

＜2.0％ rms

Power Stability（after 
warm-up、％、1σ) 

＜1％ over 8 hours 

Spatial Mode (M2)  TEM00  (M
2＜1.3)

Beam Diameter  (D4σ) 3.5 mm ±10％

Beam Asymmetry ≤ 1.10  (≥90％ circularity)
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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

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。そのような加工

対象物の変化に対しても、このTimeShiftTMps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持つことも

期待される。

(1)	 IceFyreTM355-30による加工例

紙基材に接着されている、FPC（フレキシブルプリ

ント基板）に用いられる25 µm厚の薄ポリイミドを

IceFyreTM355-30で切断した例を写真１に示す。紙へ

の焼けや接着剤への熱影響も最小限に抑える必要があ

るが、切断速度500 mm/sを達成している。

高速RF回路（5Gモバイル）用や高速データ転送

(USB 3.0)向け材料に用いられるLCP（液晶ポリマー) 

の45 µm厚シートの外形切断例を写真２に示す。500 

mm/sと高速に、熱影響も少なく加工できている。こ

れはTimeShiftTMpsによるバースト加工によるスルー

プット向上の好例である。

前述のLCP（液晶ポリマー）両面に銅の貼られたフ

レキシブルプリント基板向け、Cu/LCP/Cu多層フィ

ルム（9 µm/25 µm/9 µm）の切断におけるナノ秒レ

ーザーとの品質比較例を写真３に示す。UVナノ秒で

のプロセスに比べ、ピコ秒UVレーザーはデブリの低

減と酸化の低減が可能となることが分かる。

(2)	 IceFyreTM1064-50による加工結果

IceFyreTM1064-50による加工結果であるが、従来



58   光アライアンス　2019. 10.

のシングルパルス加工をバーストパルスによる加工に

した場合の材料加工レートの向上例を示す。

シリコンに対するバーストモードによる加工速度向

上の効果を図６に示す。繰返し周波数400 kHzにおい

て、シングルパルスの場合と同じエネルギーを複数に

分割したレーザーパルス群、つまりバースト照射した

場合の材料の加工速度（時間当たりの除去体積）の向

上を、バースト間隔を変えて観察した例である。バー

スト加工により飛躍的に除去レートが上がり、またバ

ースト間隔がより狭いほどこの効果は強くなり10 ns

の場合に最も除去レートが上がることを示している｡

これまでピコ秒のような非常にパルス幅の短いレーザ

ーでは、ナノ秒のレーザーに比べ綺麗な加工はできて

も加工速度が上がらないと言われてきた。しかしバー

ストパルスの間隔を縮めることにより、ピコ秒レーザ

ーの特長である熱影響ゾーンの広がりが少ない長所を

維持したまま、除去したい領域のみを局所的に温度を

上げることができ、それにより除去レートの向上をも

たらすことができる。参考として1.6 MHzシングルパ

ルスでの結果もプロットしてあるが、除去レートには

変化は見られない。

図７は、ステンレス鋼への削り込み加工における､

パルスを分割したバースト加工による加工速度（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、IceFyreTMの最小パルス間隔10 nsは業界最狭であ

り、バースト加工において最も適したレーザー源であ

ることが分かる。

                                                             

５.　おわりに：まとめ
                                                             

本稿では、本年リリースしたピコ秒UVハイブリッ

ドレーザーIceFyreTM355-30の特長について、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、またその製造

において求められる微細化、生産性、品質への要求も

厳しくなり続けている。本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、Spectra-

Physics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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