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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリコンで形成された板状の加工対象物にレーザ光を集光させることにより、前記加工
対象物の内部に改質領域を形成するレーザ光集光工程と、
　前記レーザ光集光工程の後、前記加工対象物に異方性エッチング処理を施すことにより
、前記加工対象物を目標厚さまで薄化すると共に、前記改質領域に沿ってエッチングを選
択的に進展させ、前記加工対象物の厚さ方向に対し傾斜する貫通孔を前記加工対象物に形
成するエッチング処理工程と、を含み、
　前記レーザ光集光工程では、
　前記加工対象物における前記貫通孔に対応する部分に前記改質領域としての第１改質領
域を形成すると共に、前記加工対象物において前記異方性エッチング処理による薄化で除
去される部分に前記厚さ方向に平行に延在し且つ前記第１改質領域に繋がる前記改質領域
としての第２改質領域を形成し、
　前記エッチング処理工程では、
　前記加工対象物を薄化させながら、前記第２改質領域に沿ってエッチングを選択的に進
展させた後に前記第１改質領域に沿ってエッチングを選択的に進展させ、前記加工対象物
が前記目標厚さのときに前記貫通孔の形成を完了させることを特徴とするレーザ加工方法
。
【請求項２】
　前記加工対象物は、（１００）面となる主面を有することを特徴とする請求項１記載の
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レーザ加工方法。
【請求項３】
　前記レーザ光集光工程では、
　前記レーザ光の照射方向と直交する一方向に沿って前記レーザ光の集光点を相対移動さ
せながら前記レーザ光を照射する工程を、前記照射方向における前記集光点の深さ位置を
変えて繰り返し実施する第１工程と、
　前記第１工程を、前記照射方向及び前記一方向と直交する他方向における前記集光点の
位置を変えて繰り返し実施する第２工程と、を含むことを特徴とする請求項１又は２記載
のレーザ加工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レーザ加工方法に関し、特に、加工対象物に貫通孔を形成するレーザ加工方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のレーザ加工方法としては、板状の加工対象物にレーザ光を集光させて加工対象物
の内部に改質領域を形成した後、この加工対象物にエッチング処理を施して改質領域を除
去することにより、厚さ方向に沿った貫通孔を加工対象物に形成するものが知られている
（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－７４６６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記レーザ加工方法では、加工対象物にエッチング処理を施した際、エ
ッチングの進行に伴って加工対象物における貫通孔の開口側が除去され、貫通孔の開口側
の孔径が拡大してしまうおそれがある。そのため、上記レーザ加工方法においては、かか
る孔径の拡大を抑制し、貫通孔を精度よく形成することが望まれている。また、近年のレ
ーザ加工方法では、種々の分野への適用が進む中、その加工容易化が求められている。
【０００５】
　そこで、本発明は、貫通孔を精度よく形成すると共に加工容易化が可能なレーザ加工方
法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明に係るレーザ加工方法は、シリコンで形成された板
状の加工対象物にレーザ光を集光させることにより、加工対象物の内部に改質領域を形成
するレーザ光集光工程と、レーザ光集光工程の後、加工対象物に異方性エッチング処理を
施すことにより、加工対象物を目標厚さまで薄化すると共に、改質領域に沿ってエッチン
グを選択的に進展させ、加工対象物の厚さ方向に対し傾斜する貫通孔を加工対象物に形成
するエッチング処理工程と、を含み、レーザ光集光工程では、加工対象物における貫通孔
に対応する部分に改質領域としての第１改質領域を形成すると共に、加工対象物において
異方性エッチング処理による薄化で除去される部分に厚さ方向に平行に延在し且つ第１改
質領域に繋がる改質領域としての第２改質領域を形成し、エッチング処理工程では、加工
対象物を薄化させながら、第２改質領域に沿ってエッチングを選択的に進展させた後に第
１改質領域に沿ってエッチングを選択的に進展させ、加工対象物が目標厚さのときに貫通
孔の形成を完了させることを特徴とするレーザ加工方法。
【０００７】
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　本発明のレーザ加工方法では、加工対象物が目標厚さのときに第１改質領域のエッチン
グが進展開始されるのではなく、異方性エッチング処理によって加工対象物が目標厚さま
で薄化される際、かかる薄化で除去される部分に形成された第２改質領域によって第１改
質領域のエッチングの進展開始が導かれ、そして、加工対象物が目標厚さに薄化されたと
きに、貫通孔の形成が完了される。よって、加工対象物における貫通孔の開口側が除去さ
れて貫通孔の開口側の孔径が拡大するのを抑制することができ、貫通孔を精度よく形成す
ることが可能となる。さらに、第２改質領域は、厚さ方向に平行に延在することから、こ
の第２改質領域を形成する際にレーザ光の集光点の指定及び管理が容易となり、レーザ加
工の容易化が可能となる。
【０００８】
　また、加工対象物は、（１００）面となる主面を有することが好ましい。この場合、厚
さ方向に傾斜する貫通孔を加工対象物に好適に形成することができる。
【０００９】
　また、レーザ光集光工程では、レーザ光の照射方向と直交する一方向に沿ってレーザ光
の集光点を相対移動させながらレーザ光を照射する工程を、照射方向における集光点の深
さ位置を変えて繰り返し実施する第１工程と、第１工程を、照射方向及び一方向と直交す
る他方向における集光点の位置を変えて繰り返し実施する第２工程と、を含むことが好ま
しい。この場合、レーザ光集光工程のタクトタイムを短縮することができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明のレーザ加工方法によれば、貫通孔を精度よく形成すると共に加工容易化が可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】改質領域の形成に用いられるレーザ加工装置の概略構成図である。
【図２】改質領域の形成の対象となる加工対象物の平面図である。
【図３】図２の加工対象物のIII－III線に沿っての断面図である。
【図４】レーザ加工後の加工対象物の平面図である。
【図５】図４の加工対象物のV－V線に沿っての断面図である。
【図６】図４の加工対象物のVI－VI線に沿っての断面図である。
【図７】本実施形態により製造されるインターポーザを示す概略断面図である。
【図８】図７のインターポーザの概略斜視図である。
【図９】(ａ)は本実施形態を示すフロー図、（ｂ）は図９（ａ）の続きを示すフロー図で
ある。
【図１０】(ａ)は図９（ｂ）の続きを示すフロー図、（ｂ）は図１０（ａ）の続きを示す
フロー図である。
【図１１】(ａ)は図１０（ｂ）の続きを示すフロー図、（ｂ）は図１１（ａ）の続きを示
すフロー図である。
【図１２】(ａ)は図１１（ｂ）の続きを示すフロー図、（ｂ）は図１２（ａ）の続きを示
すフロー図、（ｃ）は図１２（ｂ）の続きを示すフロー図である。
【図１３】本実施形態により形成された貫通孔を示す図１２（ｃ）のXIII－XIII線に沿う
断面に対応する断面図である。
【図１４】（ａ）は改質領域を形成した後の加工対象物の一部を示す拡大断面図、（ｂ）
は貫通孔を形成した後の加工対象物の一部を示す拡大断面図である。
【図１５】（ａ）は貫通孔の他の例を示す図１３に対応する断面図、（ｂ）は貫通孔のさ
らに他の例を示す図１３に対応する断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の好適な実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下
の説明において同一又は相当要素には同一符号を付し、重複する説明を省略する。
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【００１３】
　本実施形態に係るレーザ加工方法では、加工対象物の内部にレーザ光を集光させて改質
領域を形成する。そこで、まず、改質領域の形成について、図１～図６を参照して以下に
説明する。
【００１４】
　図１に示すように、レーザ加工装置１００は、レーザ光Ｌをパルス発振するレーザ光源
１０１と、レーザ光Ｌの光軸（光路）の向きを９０°変えるように配置されたダイクロイ
ックミラー１０３と、レーザ光Ｌを集光するための集光用レンズ１０５と、を備えている
。また、レーザ加工装置１００は、集光用レンズ１０５で集光されたレーザ光Ｌが照射さ
れる加工対象物１を支持するための支持台１０７と、支持台１０７を移動させるためのス
テージ１１１と、レーザ光Ｌの出力やパルス幅等を調節するためにレーザ光源１０１を制
御するレーザ光源制御部１０２と、ステージ１１１の移動を制御するステージ制御部１１
５と、を備えている。
【００１５】
　このレーザ加工装置１００においては、レーザ光源１０１から出射されたレーザ光Ｌは
、ダイクロイックミラー１０３によってその光軸の向きを９０°変えられ、支持台１０７
上に載置された板状の加工対象物１の内部に集光用レンズ１０５によって集光される。こ
れと共に、ステージ１１１が移動させられ、加工対象物１がレーザ光Ｌに対して改質領域
形成予定部５に沿って相対移動させられる。これにより、改質領域形成予定部５に沿った
改質領域が加工対象物１に形成されることとなる。
【００１６】
　加工対象物１としては、半導体材料や圧電材料等が用いられ、図２に示すように、加工
対象物１には、改質領域形成予定部５が設定されている。ここでの改質領域形成予定部５
は、直線状に延びた仮想線である。加工対象物１の内部に改質領域を形成する場合、図３
に示すように、加工対象物１の内部に集光点Ｐを合わせた状態で、レーザ光Ｌを改質領域
形成予定部５に沿って（すなわち、図２の矢印Ａ方向に）相対的に移動させる。これによ
り、図４～図６に示すように、改質領域７が改質領域形成予定部５に沿って加工対象物１
の内部に形成され、この改質領域７が、後述のエッチング（食刻）による除去領域８とな
る。
【００１７】
　なお、集光点Ｐとは、レーザ光Ｌが集光する箇所のことである。また、改質領域形成予
定部５は、直線状に限らず曲線状であってもよいし、曲面状や平面状の３次元状であって
もよいし、座標指定されたものであってもよい。また、改質領域７は、連続的に形成され
る場合もあるし、断続的に形成される場合もある。また、改質領域７は列状でも点状でも
よく、要は、改質領域７は少なくとも加工対象物１の内部に形成されていればよい。また
、改質領域７を起点に亀裂が形成される場合があり、亀裂及び改質領域７は、加工対象物
１の外表面（表面、裏面、若しくは外周面）に露出していてもよい。
【００１８】
　ちなみに、ここでは、レーザ光Ｌが、加工対象物１を透過すると共に加工対象物１の内
部の集光点近傍にて特に吸収され、これにより、加工対象物１に改質領域７が形成される
（すなわち、内部吸収型レーザ加工）。一般的に、表面３から溶融され除去されて穴や溝
等の除去部が形成される（表面吸収型レーザ加工）場合、加工領域は表面３側から徐々に
裏面側に進行する。
【００１９】
　ところで、本実施形態に係る改質領域７は、密度、屈折率、機械的強度やその他の物理
的特性が周囲とは異なる状態になった領域をいう。改質領域７としては、例えば、溶融処
理領域、クラック領域、絶縁破壊領域、屈折率変化領域等があり、これらが混在した領域
もある。さらに、改質領域７としては、加工対象物１の材料において密度が非改質領域の
密度と比較して変化した領域や、格子欠陥が形成された領域がある（これらをまとめて高
密転移領域ともいう）。
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【００２０】
　また、溶融処理領域や屈折率変化領域、改質領域７の密度が非改質領域の密度と比較し
て変化した領域、格子欠陥が形成された領域は、更にそれら領域の内部や改質領域７と非
改質領域との界面に亀裂（割れ、マイクロクラック）を内包している場合がある。内包さ
れる亀裂は改質領域７の全面に渡る場合や一部分のみや複数部分に形成される場合がある
。加工対象物１としては、シリコンを含む、又はシリコンからなるものが挙げられる。
【００２１】
　ここで、本実施形態では、加工対象物１に改質領域７を形成した後、この加工対象物１
にエッチング処理を施すことにより、改質領域７に沿って（すなわち、改質領域７、改質
領域７に含まれる亀裂、又は改質領域７から延びる亀裂に沿って）エッチングを選択的に
進展させ、加工対象物１における改質領域７に沿った部分を除去する。なお、この亀裂は
、クラック、微小クラック、割れ等とも称される（以下、単に「亀裂」という）。
【００２２】
　本実施形態のエッチング処理では、例えば、毛細管現象等を利用して、加工対象物１の
改質領域７に含まれる又は該改質領域７から延びる亀裂にエッチング剤を浸潤させ、亀裂
面に沿ってエッチングを進展させる。これにより、加工対象物１では、亀裂に沿って選択
的且つ高いエッチングレートでエッチングを進展させ除去する。これと共に、改質領域７
自体のエッチングレートが高いという特徴を利用して、改質領域７に沿って選択的にエッ
チングを進展させ除去する。
【００２３】
　エッチング処理としては、例えばエッチング剤に加工対象物を浸漬する場合（ディッピ
ング方式：Dipping）と、加工対象物を回転させつつエッチング剤を塗布する場合（スピ
ンエッチング方式：SpinEtching）とがある。
【００２４】
　エッチング剤としては、例えば、ＫＯＨ(水酸化カリウム)、ＴＭＡＨ(水酸化テトラメ
チルアンモニウム水溶液)、ＥＤＰ（エチレンジアミンピロカテコール）、ＮａＯＨ（水
酸化ナトリウム）、ＣｓＯＨ（水酸化セシウム）、ＮＨ４ＯＨ（水酸化アンモニウム）、
ヒドラジン等が挙げられる。また、このエッチング剤としては、液体状のものだけでなく
、ゲル状（ゼリー状，半固形状）のものを用いることができる。ここでのエッチング剤は
、常温～１００℃前後の温度で用いられ、必要とされるエッチングレート等に応じて適宜
の温度に設定される。例えば、ＳｉをＫＯＨでエッチング処理する場合には、好ましいと
して、約６０℃とされる。
【００２５】
　また、本実施形態では、エッチング処理として、特定方向のエッチング速度が速い（若
しくは遅い）エッチングである異方性エッチング処理を行っている。この異方性エッチン
グ処理の場合には、比較的薄い加工対象物だけでなく厚いもの（例えば、厚さ８００μｍ
～１００μｍ）にも適用できる。また、この場合、改質領域７を形成する面が面方位と異
なるときにも、この改質領域７に沿ってエッチングを進行させることができる。つまり、
ここでの異方性エッチング処理では、結晶方位に倣った面方位のエッチングに加えて、結
晶方位に依存しないエッチングも可能である。
【００２６】
　次に、本発明の一実施形態に係るレーザ加工方法ついて詳細に説明する。図７は本実施
形態で製造されるインターポーザを示す概略断面図、図８は図７のインターポーザの概略
斜視図である。本実施形態のレーザ加工方法は、電子部品間を互いに電気的に接続する中
継用基板としてのインターポーザを製造する。
【００２７】
　図７，８に示すように、インターポーザ１０は、基板１０ｘと、この基板１０ｘに設け
られた複数の貫通電極１０ｙと、を具備するシリコンインターポーザである。このインタ
ーポーザ１０は、図７に示すように、ＩＣチップ等の半導体デバイス１１とフレキシブル
ケーブル（フレキシブルプリント基板）１２との接続配線を構成すると共に、これらの配
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線ピッチを変換する。
【００２８】
　基板１０ｘは、その板厚が例えば２００μｍ等の目標厚さＭとされた平板状を呈してお
り、シリコンで形成されている。貫通電極１０ｙは、基板１０ｘの表面側と裏面側とを互
いに導通するものであり、導体１３及びパッド１４を含んで構成されている。図８に示す
ように、貫通電極１０ｙは、加工対象物１の表面から見て千鳥状に複数配置されている。
つまり、複数の貫通電極１０ｙは、Ｙ方向において近接する一対の貫通電極１０ｙが互い
にＸ方向に例えば半ピッチずれるよう配列されている。
【００２９】
　図９～１２は、本実施形態に係るレーザ加工方法を示す各フロー図である。図９～１２
に示すように、本実施形態では、加工対象物１にレーザ光Ｌを集光させ、加工対象物１の
内部に改質領域７を形成する。そして、異方性エッチング処理を施すことにより、加工対
象物１における表面３側及び裏面２１側の所定部分を除去部分１ｐとして除去し、目標厚
さＭまで薄化させる。これと共に、改質領域７に沿ってエッチングを選択的に進展させて
複数の貫通孔２４を複数形成する。
【００３０】
　図９（ａ）に示すように、加工対象物１は、照射するレーザ光Ｌの波長（例えば１０６
４ｎｍ）に対して透明な板状のシリコン基板である。加工対象物１は、その板厚が目標厚
さＭよりも厚くされており、例えば３００μｍとされている。また、加工対象物１は、（
１００）面となる表面３及び裏面２１（主面）を有している。この加工対象物１には、改
質領域形成予定部５が３次元的な座標指定によりプログラマブルに設定されている。改質
領域形成予定部５は、第１改質領域形成予定部５ｘと、第２改質領域形成予定部５ｙと、
を有している。
【００３１】
　第１改質領域形成予定部５ｘは、加工対象物１の内部において貫通孔２４（図１２（ｃ
）参照）に対応する部分に沿って設定されている。ここでの第１改質領域形成予定部５ｘ
は、加工対象物１の厚さ方向に延在する第１改質領域形成予定部５ｘ１と、厚さ方向に対
し傾斜する第１改質領域形成予定部５ｘ２と、第１改質領域形成予定部５ｘ２に対して大
きい傾斜角度で同方向に傾斜する第１改質領域形成予定部５ｘ３と、を含んでいる。第１
改質領域形成予定部５ｘ２，５ｘ３は、加工対象物１の（１１１）面に倣って延在してい
る。
【００３２】
　第２改質領域形成予定部５ｙは、加工対象物１の内部における表面３側及び裏面２１側
の除去部分１ｐに設定されている。この第２改質領域形成予定部５ｙは、第１改質領域形
成予定部５ｘそれぞれの両端に繋がるよう複数設定され、加工対象物１の厚さ方向に平行
に延在している。
【００３３】
　なお、以下の説明においては、加工対象物１の厚さ方向（レーザ光Ｌの照射方向）をＺ
方向とし、厚さ方向に対し改質領域形成予定部５（貫通孔２４）が傾斜する方向をＸ方向
とし、Ｘ方向及びＺ方向に直交する方向をＹ方向として説明する。
【００３４】
　本実施形態において加工対象物１を加工する場合、まず、加工対象物１の表面３側を上
方にして載置台に載置して保持する。そして、図９（ｂ）に示すように、加工対象物１の
内部において裏面２１側の除去部分１ｐに、レーザ光Ｌの集光点（以下、単に「集光点」
という）を合わせる。そして、この集光点をＸ方向に相対移動させながら、改質領域形成
予定部５に改質領域７が形成されるようレーザ光Ｌを表面３側からＯＮ・ＯＦＦ照射する
（以下、単に「スキャン」という）。これにより、裏面２１側の除去部分１ｐにおいて第
２改質領域形成予定部５ｙ上の各位置に、改質領域７を形成する。
【００３５】
　なお、ここでは、パルスレーザ光をレーザ光Ｌとしてスポット照射することから、形成
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される改質領域７は改質スポットで構成されている。また、改質領域７には、該改質領域
７から発生した亀裂が内包されて形成されている（以下の改質領域７について同じ）。
【００３６】
　続いて、図１０（ａ）に示すように、集光点のＺ方向位置を表面３側に所定量移動した
後、上記スキャンを再び実施することにより、裏面２１側の除去部分１ｐにおいて第２改
質領域形成予定部５ｙ上の各位置に、既成の改質領域７に対して表面３側に繋がる改質領
域７を新たに形成する。その結果、裏面２１側の除去部分１ｐ内に、Ｚ方向に平行に延在
する（換言すると、Ｚ方向と交差しないようＺ方向に沿って略直線状に延びる）改質領域
７１が形成される。
【００３７】
　続いて、図１０（ｂ）～図１１（ｂ）に示すように、上記スキャンを、裏面２１側から
表面３側の順に集光点のＺ方向位置を変えて繰り返し実施する。その結果、加工対象物１
内における貫通孔２４に対応する部分に、既成の改質領域７１に繋がる改質領域７２が形
成され、そして、表面３側の除去部分１ｐ内に、既成の改質領域７２に繋がり且つＺ方向
に平行に延在する（換言すると、Ｚ方向と交差しないようＺ方向に沿って略直線状に延び
る）改質領域７３が形成される。つまり、貫通孔２４に対応して延在する第１改質領域と
しての改質領域７２が、加工対象物１内の除去部分１ｐ以外の部分に形成されると共に、
この改質領域７２の端部のそれぞれに繋がり且つＺ方向に真っ直ぐ延びる第２改質領域と
しての改質領域７１，７３が、表面３及び裏面２１に露出しないよう除去部分１ｐに形成
される。
【００３８】
　続いて、上述した図９（ｂ）～図１１（ｂ）に示す工程を、Ｙ方向におけるレーザ光Ｌ
の集光点位置を変えて繰り返し実施する。以上により、複数の貫通孔２４に対応して複数
の改質領域７２が加工対象物１内に形成される。これと共に、これら改質領域７２のそれ
ぞれに繋がり且つＺ方向に平行に延在する複数の改質領域７１，７３が除去部分１ｐ内に
形成されることとなる。
【００３９】
　ちなみに、改質領域７２は、上記第１改質領域形成予定部５ｘ１～５ｘ２に沿ってそれ
ぞれ形成されることから、Ｚ方向に延在する改質領域７２１と、Ｚ方向に対しＸ方向に傾
斜する改質領域７２２と、改質領域７２２に対し大きい傾斜角度で同方向に傾斜する改質
領域７３３と、を含んで構成されている。また、ここでの改質領域７１，７３の大きさ及
び長さ等は、後段の異方性エッチング処理において、「加工対象物１が目標厚さＭまで薄
化されるエッチング時間」と「改質領域７１～７３がエッチングされる各エッチング時間
の合計」とが互いに等しくなるように、それぞれ形成されている。
【００４０】
　次に、加工対象物１に対し、例えば８５℃のＫＯＨをエッチング剤として用いて６０分
間エッチング処理を施す。これにより、加工対象物１における除去部分１ｐが表面３側及
び裏面２１側から徐々に除去され、加工対象物１が徐々に薄化される。そして、図１２（
ａ）に示すように、改質領域７１，７３が露出するまで加工対象物１が薄化されたとき、
改質領域７１，７３へとエッチング剤が浸潤され、改質領域７１，７３に沿ったエッチン
グが開始される。続いて、加工対象物１が薄化されながら、加工対象物１の内部が改質領
域７１，７３に沿って選択的にエッチングされて除去される。
【００４１】
　その後、図１２（ｂ）に示すように、除去部分１ｐの除去が進展されて加工対象物１が
引き続き薄化されながら、改質領域７１，７３から改質領域７２へとエッチング剤が浸潤
され、改質領域７２に沿ったエッチングの進展が開始される。そして、加工対象物１が薄
化されながら、加工対象物１の内部が改質領域７２に沿って選択的にエッチングされて除
去される。
【００４２】
　さらにその後、除去部分１ｐの除去が進展されて加工対象物１がさらに引き続き薄化さ
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れながら、改質領域７２におけるエッチングが進行される。そして、図１２（ｃ）に示す
ように、加工対象物１の厚さが目標厚さＭに達したとき、加工対象物１が改質領域７２に
沿って貫通され、複数の貫通孔２４の形成が完了する。
【００４３】
　ここでの複数の貫通孔２４は、上記貫通電極１０ｙに対応するように配設されている。
具体的には、複数の貫通孔２４は、加工対象物１の表面３から見て、千鳥状に複数配置さ
れている。すなわち、複数の貫通孔２４にあっては、表面３から見て、その傾斜方向であ
るＸ方向に並ぶ貫通孔２４が、傾斜方向の垂直方向であるＹ方向において互い違いになる
ように配置される。換言すると、表面３視において、Ｘ方向に並列された一群の貫通孔２
４が、Ｘ方向にずれながらＹ方向に並列されている。つまり、表面３から見たとき、Ｘ，
Ｙ方向にて近接する４つの貫通孔２４によって１つの貫通孔２４が囲まれるように配置さ
れている。なお、ここでは、複数の貫通孔２４は、Ｙ方向にて近接する一対の貫通孔２４
，２４が、互いにＸ方向に例えば半ピッチずれるよう配列されている。
【００４４】
　このとき、本実施形態においては、上記のように異方性エッチングを行っていることか
ら、加工対象物１では、その（１１１）面はエッチングがされ難く（エッチングレートが
遅く）なる。よって、（１１１）面に倣って延びる改質領域７２では、エッチングが好適
に進展され、形成される貫通孔２４の内面が凹凸の少ない平滑面となる。また、図１３に
示すように、貫通孔２４は、その断面形状が略矩形（ひし形）形状とされると共に、その
軸線に沿った内径のばらつきが小さくされる。
【００４５】
　ちなみに、図１２（ｃ）に示すように、貫通孔２４にあっては、上記改質領域７２１～
７２２に沿ってそれぞれ形成されることから、Ｚ方向に延在する貫通孔２４１と、Ｚ方向
に対しＸ方向に傾斜する貫通孔２４２と、貫通孔２４２に対し大きい傾斜角度で同方向に
傾斜する貫通孔２４３と、を含んで構成されている。
【００４６】
　次に、ウェット酸化法等により加工対象物１を酸化し、電気的絶縁性を有する酸化膜を
絶縁膜として貫通孔２４の内面に生成する。このとき、図１３に示すように、貫通孔２４
の内面が平滑面とされ且つその断面形状が略矩形形状とされていることから、貫通孔２４
の内面には絶縁膜が成長し難い凸部が存在しないため、均一な絶縁膜１５を形成すること
が可能となり、絶縁膜１５の欠陥を抑制することができる。
【００４７】
　その後、各貫通孔２４内に導体１３を埋入し、この導体１３と電気的に接続するようパ
ッド１４を表面３及び裏面２１上に形成する。これにより、加工対象物１が基板１０ｘと
して、貫通孔２４が貫通電極１０ｙとして構成され、その結果、インターポーザ１０が得
られることとなる。
【００４８】
　以上、本実施形態では、加工対象物１が目標厚さＭのときに改質領域７２のエッチング
が進展開始されるのではなく、異方性エッチング処理によって加工対象物１が目標厚さＭ
まで薄化される際、除去部分１ｐに形成された改質領域７１，７３により改質領域７２の
エッチングの進展開始が導かれ、そして、加工対象物１が目標厚さＭに薄化されたときに
、貫通孔２４の形成が完了される。よって、加工対象物１における貫通孔２４の開口側（
表面３側及び裏面２１側）が除去され過ぎ、貫通孔２４の開口側の孔径（開口サイズ）及
び貫通孔２４の内径幅が拡大するというのを抑制することができ、目標厚さＭの加工対象
物１に貫通孔２４を精度よく形成することが可能となる。
【００４９】
　すなわち、本実施形態では、マスクレスのレーザ加工において、加工対象物１の板厚の
調整を行いながら所望の貫通孔２４を形成することができる。具体的には、エッチングを
改質領域７２へと導く（改質領域７２のエッチングを制御する）ための改質領域７１，７
３を除去部分１ｐに形成することで、後段の異方性エッチング処理において目標厚さＭま
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で薄化されるときに貫通孔２４の形成を完了させることができる。よって、加工対象物１
の厚さと貫通孔２４の孔径とを同時に精度よく制御することが可能となり、例えば改質領
域７１，７３を適宜に形成することで、改質領域７２の貫通に要する時間を調整でき、最
終的な基板１０ｘの厚さを設定することができる。
【００５０】
　さらに、上述したように、改質領域７１，７３がＺ方向に平行に延在することから、改
質領域７１，７３を形成する際におけるレーザ光Ｌの集光点の指定及び管理が容易となり
、レーザ加工の容易化が可能となる。
【００５１】
　図１４（ａ）は改質領域を形成した後の加工対象物の一部を示す拡大断面図であり、図
１４（ｂ）は貫通孔を形成した後の加工対象物の一部を示す拡大断面図である。図１４に
示すように、Ｚ方向に平行に延びる改質領域７３を改質領域７２２に繋がるように除去部
分１ｐに形成した場合（すなわち、改質領域７３を、Ｚ方向に平行な直線的に積層し形成
した場合）、異方性エッチング処理により形成された貫通孔２４２の開口側の孔径Ｈは、
改質領域７３の大きさに対応した比較的小さなものとなっている。
【００５２】
　これに対し、Ｚ方向に傾斜する改質領域７３´を改質領域７２２に繋がるように形成し
た場合（すなわち、改質領域７３´を、Ｚ方向に対し傾斜するようＸ方向にずらして積層
し形成した場合）、形成された貫通孔２４２´の開口側の孔径Ｈ´は、孔径Ｈよりも拡が
っている。従って、貫通孔２４の開口側の孔径Ｈを小さくする場合においては、除去部分
１ｐに形成する改質領域７３（７１）は、Ｚ方向に平行に延在させることが好ましい。
【００５３】
　また、本実施形態では、上述したように改質領域７１，７３が加工対象物１の表面３及
び裏面２１に露出していないことから、加工対象物１が目標厚さＭになったときには改質
領域７２のエッチングが余分に進んでしまって貫通孔２４の開口側の孔径及び内径幅が大
きくなるのを抑制することができる。
【００５４】
　また、本実施形態では、上述したように、Ｘ方向に沿ったスキャンをＺ方向の集光点深
さ位置を変えて繰り返し実施し（図９（ｂ）～図１１（ｂ）参照，第１工程）、これをＹ
方向の集光点位置を変えて繰り返し実施し（第２工程）、これにより、複数の貫通孔２４
を形成している。従って、集光点の移動の無駄を抑制して迅速な加工が可能となり、タク
トタイム（加工時間）の短縮化ひいては低コスト化を実現することができる。
【００５５】
　また、本実施形態では、上述したように、表面３視においてＸ方向に並ぶ貫通孔２４が
Ｙ方向において互い違いになるように配置される。よって、表面３視で複数の貫通孔２４
及び貫通電極１０ｙを格子状に配置した場合に比べ、複数の貫通孔２４及び複数の貫通電
極１０ｙを密に配置することができる。また、加工対象物１において形成できる貫通孔２
４の数及び貫通電極１０ｙの数を増え、インターポーザ１０における配線の高密度化も可
能となる。
【００５６】
　さらに、本実施形態によるインターポーザ１０では、Ｚ方向に対し傾斜する貫通電極１
０ｙを有していることから、配線ピッチを変換する上で基板１０ｘを複数積層させる必要
がなくなり、その軽薄化及び低コスト化が可能となる。加えて、配線をシンプル化、及び
配線ピッチを微細化することができ、設計容易化し、且つ配線の電気抵抗を低減すること
ができる。
【００５７】
　また、本実施形態では、基板１０ｘがシリコンで形成されているため、半導体デバイス
１１がシリコンで形成されている場合、熱膨張差の影響で配線が断線するのを抑制するこ
とができると共に、排熱性を高めることが可能となる。
【００５８】
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　なお、本実施形態では、貫通孔２４の形成に際し、改質領域７及び該改質領域７に内包
された亀裂を異方性エッチング処理によって加工後の加工対象物１から除去できるため、
その強度及び品質を向上可能となる。また、加工時に切削粉塵が発生しないため、環境に
配慮した加工方法を実現できる。
【００５９】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は、上記実施形態に限られ
るものではなく、各請求項に記載した要旨を変更しない範囲で変形し、又は他のものに適
用したものであってもよい。
【００６０】
例えば、改質領域７を形成する際のレーザ光入射面は、加工対象物１の表面３に限定され
るものではなく、加工対象物１の裏面２１であってもよい。また、上記実施形態では、エ
ッチングを改質領域７２へと導くものとして、改質領域７２の裏面２１側に繋がる改質領
域７１と表面３側に繋がる改質領域７３とを除去部分１ｐに形成したが、これらの少なく
とも一方のみを形成する場合もある。また、上記実施形態では、インターポーザ１０の貫
通電極１０ｙを構成する貫通孔２４を形成したが、本発明の適用範囲はこれに限定されず
、例えば空間、メッシュ、流路等としての貫通孔を形成する場合もある。
【００６１】
　また、上記実施形態におけるスキャン方向やスキャン順序は限定されるものではなく、
例えば、Ｘ方向に沿ったスキャンをＹ方向の集光点位置を変えて繰り返し実施し、これを
Ｚ方向の集光点深さ位置を変えて繰り返し実施することで、複数の貫通孔２４を形成して
もよい。さらに、例えば、１つの貫通孔２４に沿って集光点を移動させながらレーザ光Ｌ
を照射して改質領域７を形成し、これを貫通孔２４の数だけ繰り返し実施することで、複
数の貫通孔２４を形成してもよい。
【００６２】
　また、上記実施形態でのレーザ光ＬのＯＮ・ＯＦＦ照射は、レーザ光Ｌの出射のＯＮ・
ＯＦＦを制御する他に、レーザ光Ｌの光路上に設けられたシャッタを開閉したり、加工対
象物１の表面３をマスキングしたり等して実施してもよい。さらに、レーザ光Ｌの強度を
、改質領域７が形成される閾値（加工閾値）以上の強度と加工閾値未満の強度との間で制
御してもよい。また、上記「平行」には、略平行なもの、平行を意図するものが含まれて
いる。
【００６３】
　なお、本発明では、エッチング剤を調整（例えば、アルコール類や界面活性剤等の添加
物を添加）することで、特定の結晶方位のエッチングレートが変化させ、所望な矩形形状
の断面形状（内壁形状）を有する貫通孔を形成することができる。例えば、エッチング剤
にＩＰＡ（イソプロピルアルコール）を添加して異方性エッチング処理を行うことで、図
１５（ａ）に示すように、貫通孔２４の断面形状を長方形形状とすることが可能となる。
また、例えば、エッチング剤に界面活性剤を添加して異方性エッチング処理を行うことで
、図１５（ｂ）に示すように、貫通孔２４の断面形状を正方形形状とすることが可能とな
る。
【符号の説明】
【００６４】
　１…加工対象物、１ｐ…除去部分（除去される部分）、３…表面（主面）、７…改質領
域、２１…裏面（主面）、２４…貫通孔、７１，７３…改質領域（第２改質領域）、７２
…改質領域（第１改質領域）、Ｌ…レーザ光、Ｍ…目標厚さ。
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