
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３次元回路形成基板において、

ことを特徴とする超短パルスレーザを用いた回
路形成方法。
【請求項２】
　 超短
パルスレーザを用いた回路形成方法。
【請求項３】
　 超短パ
ルスレーザを用いた回路形成方法。
【請求項４】
　 超短パルスレーザ
を用いた回路形成方法。
【請求項５】
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熱伝導率が１００（Ｗ／ｍ・Ｋ）以上である絶縁性基材
上に導電体からなる導体薄膜を形成し、この導体薄膜の非回路部分をレーザにより除去し
て回路を形成する方法であって、絶縁性基材として加工用レーザに対して透明な材料を用
い、パルス幅がピコ秒以下の高強度超短パルスレーザ光を短焦点レンズにより絶縁性基材
の内部に集光させると共に、回路の経路に沿って走査してレーザの進行方向の位置制御を
行うことで、絶縁性基材の内部に導通用経路となる空洞を形成し、この導通用経路内に導
体材料を含浸させて３次元回路を形成する

除去加工に用いるレーザ波長を近赤外領域とすることを特徴とする請求項１記載の

除去加工に用いるレーザ波長を紫外領域とすることを特徴とする請求項１記載の

レーザ加工する雰囲気を真空にすることを特徴とする請求項１記載の



　 超短パルスレ
ーザを用いた回路形成方法。
【請求項６】
　

超短パルスレーザを用いた回路形成方法。
【請求項７】
　

超短パルスレーザを用いた回路形成
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、３次元回路形成基板の回路形成に関し、高精度・高品質で微細な加工を可能
とする超短パルスレーザを用いた回路形成方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、３次元回路形成 において、絶縁性基材上に形成された導体薄膜をレーザによ
り除去して回路形成を行う場合において、その際使用するレーザとしてＱスイッチＹＡＧ
レーザなどが用いられており、ガルバノメータを用いて形成されるガルバノミラー等で操
作することによって、レーザを絶縁性基材の表面に移動させつつ非回路部分と回路形成部
分との境界線に沿って照射するようにしている（例えば特開平７－６６５３３号公報参照
）。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、従来のように、ＱスイッチＹＡＧレーザなどのようにパルス幅が１ｎ秒
以上のレーザで加工した場合にあっては、導体薄膜や絶縁性基材にダメージが発生したり
、微細な加工が困難であった。特に、絶縁性基材として熱伝導率が１００（Ｗ／ｍ・Ｋ）
以上であるものを用いた場合、熱伝導により絶縁性基材上の導体薄膜の除去加工が十分行
えなくなる。また、残渣を無くすためにレーザの出力を高くすると導体薄膜や絶縁性基材
にダメージが発生する。このため、パルス幅が１ｎ秒以上のレーザでは、ダメージを発生
させることなく微細な回路形成が困難であるという問題があった。
【０００４】
　本発明は、上記の従来例の問題点に鑑みて発明したものであって、その目的とするとこ
ろは、３次元回路形成基板の回路形成を熱影響などによるクラックなどが発生せず、導体
薄膜や絶縁性基材にダメージを与えることもなく、精密微細加工が可能な超短パルスレー
ザを用いた回路形成方法を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために本発明にあっては、

【０００６】
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レーザ加工する雰囲気をヘリウムにすることを特徴とする請求項１記載の

レーザ加工前に予め導体薄膜上に保護膜を形成しておき、超短パルスレーザにより保護
膜、導体薄膜を除去して回路を形成した後に、レーザ非照射部の保護膜を除去することを
特徴とする請求項１記載の

レーザ加工の際に、その加工レーザ光の反射光あるいは加工時に発生する電磁波を検出
し、少なくとも一つの信号を演算処理し検査を行いながら除去加工を行うことを特徴とす
る請求項１～請求項６のいずれかに記載の 方法。

基板

３次元回路形成基板において、熱伝導率
が１００（Ｗ／ｍ・Ｋ）以上である絶縁性基材１上に導電体からなる導体薄膜２を形成し
、この導体薄膜２の非回路部分１１をレーザにより除去して回路を形成する方法であって
、絶縁性基材１として加工用レーザに対して透明な材料を用い、パルス幅がピコ秒以下の
高強度超短パルスレーザ光を短焦点レンズにより絶縁性基材１の内部に集光させると共に
、回路の経路に沿って走査してレーザの進行方向の位置制御を行うことで、絶縁性基材１
の内部に導通用経路５となる空洞を形成し、この導通用経路５内に導体材料６を含浸させ
て３次元回路７を形成することを特徴としており、このように構成することで、高強度超
短パルスレーザ光により一括して絶縁性基材１の内部に３次元回路７を容易且つ精度良く
形成できるようになる。



　ここで、ピコ秒パルスレーザ光（或いはフェムト秒パルスレーザ光）を集光して物質に
照射した場合は、焦点付近のフォトン密度が最も高くなるため、焦点付近にのみ多光子吸
収による空間選択的な光化学反応を誘起させることが可能となることは知られており、ま
た、分子の電子遷移に相当するエネルギーを有するフォトンを照射したときに、単位時間
当たりのフォトン密度が高い場合は、電子励起を誘起する多光子吸収が生ずることも知ら
れている。そして、本発明においては、ピコ秒パルスレーザ光（或いはフェムト秒パルス
レーザ光）による多光子吸収を用いたことで、使用したレーザ光の回析限界を超える分解
能により材料表面を破壊することなく内部だけをレーザ加工が可能になるという効果が得
られるものであり、さらに多光子吸収により生成した励起状態の電子が、最低励起状態に
緩和する前にパルス内のフォトンによって、より高い振動状態へ励起されたり、またイオ
ン化が起きて光化学反応が進行するため、熱の影響がほとんどない加工が可能になるとい
う効果が得られるものである。
【０００７】
　 絶縁性基材１の内部に導通用経路５を形成するために、パルス
幅がピコ秒以下の超短領域に設定された高強度超短パルスレーザ光を用いた場合、この超
短パルスレーザはピークエネルギーがＴＷ（テラワット）レベルであるため、前述した多
光子吸収などの非線形効果が利用しやすくなり、この結果、レーザの波長に対し透明な（
すなわちバンドギャップが大きい）材料についても良好なアプレーション加工が実現でき
、特に絶縁性基材１を構成する透明な材料内部で超短パルスレーザ光を集光させることに
より、透明な材料内部のレーザ加工が可能となる。またこのような特徴はパルス幅が短い
ほど強く現れるので、本発明のピコ秒以下の超短パルスレーザを用いることで、より微細
な加工を実現できるものである。
【０００８】
　また上記除去加工に用いるレーザ波長を近赤外領域とすることを特徴とするのが好まし
く、この場合、オーバーエッチングや除去残渣を検出しながら加工ができるようになる。
【０００９】
　また上記除去加工に用いるレーザ波長を紫外領域とすることを特徴とするのが好ましく
、この場合、短波長となることにより、ビーム径を絞ることができ、微細な加工が可能と
なり、さらに加工深さの制御が可能となる。
【００１０】
　また被加工物上への除去物の再付着を防止するために、レーザ加工する雰囲気を真空に
することを特徴とするのが好ましい。またレーザ加工する雰囲気をヘリウムにすることを
特徴とするのが好ましい。またレーザ加工前に予め導体薄膜２上に保護膜８を形成してお
き、超短パルスレーザにより保護膜８、導体薄膜２を除去して回路を形成した後に、レー
ザ非照射部の保護膜８を除去することを特徴とするのが好ましい。
【００１１】
　またレーザ加工の際に、その加工レーザ光の反射光あるいは加工時に発生する電磁波を
検出し、少なくとも一つの信号を演算処理し検査を行いながら除去加工を行うことを特徴
とするのが好ましく、この場合、オーバーエッチングや除去残渣を検出しながら加工がで
きるようになる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明を添付図面に示す実施形態に基づいて説明する。
【００１３】
　図１は の回路形成工程を示している。３次元回路形成基板において、
回路形成を行う工程は、まず図１（ａ）の絶縁性基材１上に図１（ｂ）のように導電体か
らなる導体薄膜２を形成し、その後、図１（ｃ）のように形成される回路パターンの輪郭
あるいは非回路部分１１をレーザにより除去し、その後、図１（ｄ）のように回路部分の
みの導体薄膜２をめっき３により厚膜化させる。このときの導体薄膜２の非回路部分１１
を除去する方法としてレーザを用いるが、従来のＱスイッチＹＡＧレーザなど（パルス幅
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ここで本発明では、上記

本発明の基本構成



が１ｎ秒以上）で加工した場合には、導体薄膜２や絶縁性基材１にダメージが発生したり
、完全に導体薄膜２の除去が不十分であったり、また、微細な加工が困難であった。残存
した導体薄膜２は、後工程のめっき３により非回路部分１１に導体薄膜２を形成し、短絡
の原因となる。
【００１４】
　そこで、 では、導体薄膜２を除去に用いるレーザとして、パルス幅がピコ秒以下の
超短領域に設定された高強度超短パルスレーザ光を用いる。ここにおいては、パルス幅が
１ピコ秒以下の高強度超短パルスレーザ光を用いる。このような超短パルスレーザは、レ
ーザ照射時間が極めて短時間であり、そのレーザ強度も高いため、被加工物は周囲に熱を
伝える前に除去される。その結果、図２（ａ）に示すように、導体薄膜２のエッジ部分９
に熱影響を与えず、また絶縁性基材１に損傷を与えることなく除去すべき部分のみを取り
去ることが可能である。なお図２（ｂ）は導体薄膜２のエッジ部分９に熱影響を与えた場
合の一例を示している。また本例では、後述のように周囲に熱影響を与えることなく加工
できることにより、非常に精密な微細パターンが形成可能となる。被加工物（導体薄膜２
の非回路部分１１）が除去されるかどうかは、その部分に照射されるレーザのエネルギー
密度のみに決定される。ビームのエネルギー分布をガウス分布のものを用いた場合、その
ビーム分布中心の高強度部のみで除去加工を行うことも可能となる。従って、レーザエネ
ルギーを最適化することでｌ０μｍ以下のパターニングも可能となる。例えば、導体薄膜
２として銅を用いた場合、レーザ波長７８０ｎｍ、パルス幅１００フェムト秒、エネルギ
ー密度０．１Ｊ／ｍｍ２程度で除去加工が可能である。パルス幅が１ピコ秒以下の高強度
超短パルスレーザ光としては、Ｔｉサファイヤレーザが挙げられ、なお絶縁性基材１とし
ては、セラミックスなどが、導体薄膜２としては銅などが挙げられる。
【００１５】
　しかして、３次元回路形成基板において、絶縁性基材１上に導電体からなる導体薄膜２
を形成し、この導体薄膜２の回路パターンの輪郭あるいは非回路部分１１をレーザにより
除去して回路を形成するにあたって、導体薄膜２の除去に用いるレーザとして、本例では
パルス幅が１ピコ秒以下の高強度超短パルスレーザ光を用いたので、レーザ照射時間が極
めて短時間で且つレーザ強度も高く、従って、被加工物（導体薄膜２の非回路部分１１）
は周囲に熱を伝える前に除去されることとなる。つまり物質の熱拡散の時間に比べて十分
短い時間でのエネルギー注入が可能となり、このため照射したレーザエネルギーは、照射
領域外への損失を被ることなく、導体薄膜２の除去に有効に利用できるものであり、また
導体薄膜２として熱拡散係数の大きな導体材料を用いた場合でも、照射領域近傍のみを有
効に加熱して、沸点、昇華点以上の温度にまで上昇させることができる結果、熱拡散を無
視できるようになり、絶縁性基材１や導体薄膜２に熱による損傷を与えることなく除去す
べき部分（導体薄膜２の非回路部分１１）のみを取り去ることができる。従って、導体薄
膜２に熱影響が発生せず、また絶縁性基材１にクラックや熱影響が発生しなくなり、さら
に周囲に熱影響を与えることなく加工できるので、非常に精密な微細パターンが形成可能
となり、３次元回路形成基板の回路形成の微細化が可能となる。またこのような特徴はパ
ルス幅が短いほど強く現れるので、本 のピコ秒以下の超短パルスレーザを用いることで
、より微細な加工を実現できるものである。
【００１６】
　ここで、上記絶縁性基材１の熱伝導率は１００（Ｗ／ｍ・Ｋ）以上であるのが望ましい
。熱伝導率が１００（Ｗ／ｍ・Ｋ）未満の場合は、絶縁性基材１から周囲への放熱が小さ
く、３次元回路形成基板の放熱効率を増大させるためには、絶縁性基材１の熱伝導率を上
記数値以上とするのが望ましい。他の回路形成を行う工程は、図１の と同様であ
る。すなわち、熱伝導率が１００（Ｗ／ｍ・Ｋ）以上である絶縁性基材１上の導体薄膜２
の非回路部分１１を除去するためには、レーザ光のエネルギーを十分な高強度に設定しな
ければ、被加工物の温度が上昇せず、完全に除去しきれずに導体薄膜２が残存する。残存
した導体薄膜２は、後工程のめっき３により非回路部分１１に導体薄膜２を形成し、短絡
の原因となる。例えば、基本波ＹＡＧレーザ（波長；１０６４ｎｍ、パルス幅３０ｎ秒）
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では２５０ｍＪ／ｍｍ２ 程度以上、ピーク出力７ＭＷ／ｍｍ２ 程度以上の出力が必要であ
る。しかし、このような高出力のエネルギーを投入すると、導体薄膜２のエッジ部分９に
熱影響が生じ、絶縁性基材１にもマイクロクラックなどの損傷を与える。そこで、導体薄
膜２を除去に用いるレーザとして、パルス幅が１ピコ秒以下の高強度超短パルスレーザ光
を用いることで、図１の と同様な作用効果が得られるうえに、絶縁性基材１の熱
伝導率を１００（Ｗ／ｍ・Ｋ）以上と高くしても、従来のように熱伝導により絶縁性基材
１上の導体薄膜２の除去加工が十分行えなくなるという問題は発生しないものとなり、し
かも絶縁性基材１から周囲への放熱を大きくできる結果、３次元回路形成基板の放熱効率
を増大させることができるという効果が得られる。
【００１７】
　図３は 示している。図３（ａ）に示す熱伝導率
が１００（Ｗ／ｍ・Ｋ）以上である絶縁性基材１上に、図３（ｂ）のように導電体からな
る導体薄膜２を形成し、その上に更に図３（ｃ）のようにレジスト膜４を形成する。レジ
スト膜４としてはＳｎ膜などが挙げられる。その後、図３（ｄ）のように、形成される回
路パターンの輪郭あるいは非回路部分１１と対向するレジスト膜４部分をレーザにより除
去し、その後、図３（ｅ）のようにエッチングにより非回路部分１１の導体薄膜２を除去
し、さらに図３（ｆ）のようにレジスト膜４を除去した後に、図３（ｇ）のように回路部
分のみの導体薄膜２をめっき３により厚膜化させる。ここで、レジスト膜４の除去に用い
るレーザとして、パルス幅が１ピコ秒以下の高強度超短パルスレーザ光を用いる。本例で
は、導体薄膜２ではなく、レジスト膜４を超短パルスレーザで除去するため、レーザ光の
強度は極めて低く設定することが可能となり、周囲への影響を更に低減させることが可能
となる。また、レーザ照射されるレジスト膜４の下層にある導体薄膜２は非回路部分１１
であり、最終的には除去される部分である。従って、その導体薄膜２にクラックが生じて
も問題とはならない。また、高強度超短パルスレーザ光によって周囲に熱影響を与えるこ
となく加工できるので、レジスト膜４や導体薄膜２に熱影響が発生せず、非常に精密な微
細パターンが形成可能となる。なお被加工物（導体薄膜２の非回路部分１１）が除去され
るかどうかはその部分に照射されるレーザのエネルギー密度のみに決定される点は

と同様である。またパルス幅が１ピコ秒以下の高強度超短パルスレーザ光として
は、Ｔｉサファイヤレーザが挙げられ、絶縁性基材１としては、セラミックスなどが、導
体薄膜２としては銅などが挙げられる点も図１の基本構成の場合と同様である。
【００１８】
　図４は、 絶縁性基材１として加工用レーザに対して透明な
材料を用い、その内部に導通用経路５となる空洞をパルス幅が１ピコ秒以下の高強度超短
パルスレーザ光を用いて形成し、その後、内部の導通用経路５に導体材料６を含浸させて
回路を形成する工程の一例を示している。ここでは、絶縁性基材１として、図４（ａ）の
ような加工用レーザに対して透明な絶縁基材を用いる。従来のレーザ、例えば、基本波Ｙ
ＡＧレーザ（波長；１０６４ｍｍ、パルス幅３０ｎ秒）では、加工用レーザ光は基材の表
面で吸収されるか、あるいは、透過するか、内部にクラックなどの熱影響が発生する。そ
こで、導体薄膜２を除去に用いるレーザとして、パルス幅が１ピコ秒以下の高強度超短パ
ルスレーザ光を用いる。レーザ照射時間が極めて短時間であり、そのレーザ強度も高いた
め、レーザ光に対して透明な材料であっても、図４（ｂ）のように、非線形現象により基
材の内部に導通用経路５となる空洞を形成することが可能である。つまりピコ秒パルスレ
ーザ（或いはフェムト秒パルスレーザ）を照射しながら、絶縁性基材１を固定するワーク
を移動させると、前述した多光子吸収などの非線形効果が利用しやすくなり、またこのと
き絶縁性基材１を構成する透明な材料内部で超短パルスレーザ光を集光させることにより
、透明な材料内部のレーザ加工が可能となり、任意な３次元形状の導通用経路５を形成で
きる。またこのとき、短焦点レンズにより集光させると焦点深度が浅くなり、回路の経路
に沿って走査することで、レーザの進行方向の位置制御を精密に行うことが可能となる。
このようにして形成された導通用経路５の空洞に導体薄膜２を充填することにより３次元
回路７が形成される。しかして、高強度超短パルスレーザ光により一括で絶縁性基材１の
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図１の
基本構成

本発明の一実施形態であり、



内部に３次元回路７を形成できるようになる。なお導体薄膜２の形成方法としては、めっ
き３、或いは図４（ｃ）のように導電性樹脂を含浸させることで可能となる。また、図４
（ｄ）～（ｆ）のような表層および裏層の回路形成に関しては、図１（ｂ）～（ｄ）と同
様な方法による。なおパルス幅が１ピコ秒以下の高強度超短パルスレーザ光としては、Ｔ
ｉサファイヤレーザが挙げられ、絶縁性基材１としては、セラミックスなどが、導体薄膜
２としては銅などが挙げられる点は図１の と同様である。
【００１９】
　ここで、 実施形態において、除去加工に用いるレーザ波長を近赤外領域とす
るのが望ましい。つまり、回路形成基板の回路形成に用いる高強度超短パルスレーザの波
長として、近赤外領域を用いる。特に熱伝導率が１００（Ｗ／ｍ・Ｋ）以上である絶縁性
基材１としてセラミックスを用いた場合では、近赤外領域の反射率は８０％程度と非常に
高反射率となっている。そのため、導体薄膜２を除去した後に下地の絶縁性基材１にレー
ザが照射されるが、その際にレーザ光が反射されるため、絶縁性基材１の絶縁性材料は除
去されにくく、その結果、損傷などの発生が抑制される。しかも、オーバーエッチングや
除去残渣を検出しながら加工ができ、歩留まり向上や最適加工時間による生産性の向上が
可能となり、さらに加工品質の確保が可能となる。また、レジスト膜４を用いた場合にお
いても、導体薄膜２として銅を用いれば、その反射率は９０％以上と高反射率であるので
、熱影響を低減させることが可能となる。近赤外領域のレーザとしては、Ｔｉサファイア
レーザが挙げられる。
【００２０】
　また、除去加工に用いるレーザ波長を紫外領域とすることも望ましい。すなわち上記

の実施形態において、回路形成基板の回路形成に用いる高強度超短パルスレーザの波長
として、紫外領域を用いる。レーザ光による微細加工では、波長が短いほど微細化が可能
となることから、紫外領域のレーザ光を用いればより微細な加工が可能となる。また、紫
外領域のレーザ光では、熱による除去加工とは別にレーザ光の光子エネルギーによる結合
の切断が可能となる。その結果、非熱加工プロセスが可能となり、周囲に熱影響をさらに
低減させることが可能となる。また、光子エネルギーの量に応じて加工深さが決定される
ため、レーザ光照射量を制御することにより、より深さ方向の制御が可能となり、下地材
料である絶縁性基材１に損傷を抑えることが可能となる。しかしてレーザ光が短波長とな
ることにより、ビーム径を絞ることができ、微細な加工が可能となり、さらに加工深さ制
御が可能となり、絶縁性基材１を加工することなく、回路形成が可能となる。なお紫外領
域のレーザとしては、エキシマレーザや高調波ＹＡＧレーザなどが挙げられる。
【００２１】
　また上記 実施形態において、レーザにより回路形成する雰囲気を真空にするのが
望ましい。すなわち、レーザにより回路形成基板の回路形成を行う際、加工雰囲気を真空
中とする。大気圧中で加工すると加工による除去物が被加工物に再付着する。再付着した
まま、めっき工程で回路形成を行うと付着物の部分のめっきが異常成長により突起状とな
ることや、レーザにより除去した部分に再付着すれば短絡の原因ともなる。従って、再付
着を抑制することが必要であるが、加工雰囲気を真空中とすることにより抑制可能である
。真空中で加工することにより除去物は被加工物から放出された方向に飛散し、被加工物
に再付着することを抑制することが可能となる。
【００２２】
　また高強度超短パルスレーザ光により導体薄膜２を除去する雰囲気をヘリウムとするの
が望ましい。すなわちレーザにより回路形成基板の回路形成を行う際、加工雰囲気をヘリ
ウム中とする。大気圧中で加工すると加工による除去物が被加工物に再付着する。再付着
したままめっき工程で回路形成を行うと付着物の部分のめっき３が異常成長により突起状
となることやレーザにより除去した部分に再付着すれば短絡の原因ともなる。したがって
、再付着を抑制することが必要であるが、加工雰囲気をヘリウム雰囲気とすることにより
抑制可能である。加工雰囲気が大気などの重い質量の粒子が支配的であれば、除去物はそ
の雰囲気粒子に押し戻され、再付着する。ここで、雰囲気をヘリウム雰囲気とすれば、除
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図
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去物がヘリウムに衝突したとしても除去物が押し戻されることなく、被加工物から遠ざか
る結果、被加工物に再付着することを抑制することが可能となる。また真空中にする必要
がないため、加工雰囲気の排気時間やその設備が必要とせず、短時間処理が可能となり、
装置構成も単純化できる。
【００２３】
　図５は導体薄膜２上に保護膜８を形成し、その保護膜８、導体薄膜２を除去した後にレ
ーザ非照射部の保護膜８を除去する方法を示している。本例では、３次元回路形成基板に
おいて、回路形成を行う工程は、まず図５（ａ）の絶縁性基材１上に図５（ｂ）のように
導電体からなる導体薄膜２を形成し、さらにその上に図５（ｃ）のように保護膜８を形成
し、その後、図５（ｄ）のようにレーザにより回路形成を行う。保護膜８の材料は特に制
限されない。しかして、被加工物である導体薄膜２の上面に保護膜８を形成してあるため
、加工時に発生する除去物イが被加工物に再付着したとしても保護膜８の上に付着するよ
うになる。従って、図５（ｅ）のようにレーザ加工後に保護膜８を除去すれば、同時に再
付着物（除去物イ）も除去することが可能となる。最後に図５（ｆ）のように回路部分の
みの導体薄膜２をめっき３により厚膜化させる。このように保護膜８によって導体薄膜２
上への除去物イの再付着を防止できる。また、レーザ加工時に、導体薄膜２上への除去物
イの再付着を防止するための特別な装置が必要とならず、設備構成を簡略化できるもので
ある。
【００２４】
　図６は、レーザにより導体薄膜２を除去するときに、その加工レーザ光の反射光あるい
は、加工時に発生する電磁波を検出器１０により検出し、少なくとも一つの信号を演算処
理し検査を行いながら除去加工を行う場合を示している。すなわちレーザにより回路形成
を行う際は、レーザ加工時に被加工物から発せられる電磁波を検出し、その信号を処理す
ることにより加工と同時に検査を行う。たとえば、導体薄膜２のみを除去する回路形成の
場合で、導体薄膜２として銅を用いた場合、レーザ加工により除去された鋼の発光スペク
トルを測定する。レーザ加工が進み導体薄膜２が完全に除去されると、導体薄膜材料であ
る銅の発光スペクトルは検出されなくなることから、この信号を検出しておき、導体薄膜
２が完全に除去されたことを認識した後にレーザ回路形成を終了する。その結果、オーバ
ーエッチングや除去残直を検出しながら加工ができ、歩留まり向上や最適加工時間による
生産性の向上が可能となり、加工と同時に加工品質の確保が可能となる。このとき、検出
する電磁波としては、レーザの反射光や被加工物の発光スペクトル、さらには被加工物か
らの輻射熱などが挙げられる。
【００２５】
【発明の効果】
　上述のように請求項１記載の発明にあっては、 熱伝導率
が１００（Ｗ／ｍ・Ｋ）以上である絶縁性基材上に導電体からなる導体薄膜を形成し、こ
の導体薄膜の非回路部分をレーザにより除去して回路を形成する方法であって、絶縁性基
材として加工用レーザに対して透明な材料を用い、

この導通用経路内に導体材料を含浸させて３次元回路を形成する
ので、高強度超短パルスレーザ光により一括で絶縁性基材の内部に３次元回路を形成でき
るようになり、例えば積層により各層ごとに処理（回路形成）を行なう必要がなく、製造
効率が向上する。

【００２６】
　また 記載の発明は、 記載の効果に加えて、除去加工に用いるレーザ波
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３次元回路形成基板において、

パルス幅がピコ秒以下の高強度超短パ
ルスレーザ光を短焦点レンズにより絶縁性基材の内部に集光させると共に、回路の経路に
沿って走査してレーザの進行方向の位置制御を行うことで、絶縁性基材の内部に導通用経
路となる空洞を形成し、

また、絶縁性基材を構成する透明な材料内部で超短パルスレーザ光を集
光させることにより、透明な材料内部のレーザ加工が可能となり、任意な３次元形状の導
通用経路を形成できる。またこのとき、短焦点レンズにより集光させると焦点深度が浅く
なり、回路の経路に沿って走査することで、レーザの進行方向の位置制御を精密に行うこ
とが可能となる。

請求項２ 請求項１



長を近赤外領域とするので、オーバーエッチングや除去残渣を検出しながら加工ができ、
歩留まり向上や最適加工時間による生産性の向上が可能となると共に、加工品質の確保が
可能となる。
【００２７】
　また 記載の発明は、請求項１記載の効果に加えて、除去加工に用いるレーザ波
長を紫外領域とするので、短波長となることにより、ビーム径を絞ることができ、微細な
加工が可能となり、さらに加工深さの制御が可能となり、これにより絶縁性基材を加工す
ることなく、回路形成が可能となる。
【００２８】
　また 記載の発明は、 記載の効果に加えて、レーザ加工する雰囲気を真
空にするので、被加工物上への除去物の再付着を防止できる。
【００２９】
　また 記載の発明は、 記載の効果に加えて、レーザ加工する雰囲気をヘ
リウムにするので、加被工物上への除去物の再付着を防止できる。
【００３０】
　また 記載の発明は、 記載の効果に加えて、レーザ加工前に予め導体薄
膜上に保護膜を形成しておき、超短パルスレーザにより保護膜、導体薄膜を除去して回路
を形成した後に、レーザ非照射部の保護膜を除去するので、保護膜によって導体薄膜上へ
の除去物の再付着を防止できる。
【００３１】
　また 記載の発明は、請求項１～ のいずれかに記載の効果に加えて、レ
ーザ加工の際に、その加工レーザ光の反射光あるいは加工時に発生する電磁波を検出し、
少なくとも一つの信号を演算処理し検査を行いながら除去加工を行うので、オーバーエッ
チングや除去残渣を検出しながら加工ができ、歩留まり向上や最適加工時間による生産性
の向上が可能となり、さらに加工品質の確保が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　（ａ）～（ｄ）は本発明の の回路形成工程の説明図である。
【図２】　（ａ）は の導体薄膜のエッジ部分に熱影響を与えない場合の模
式図、（ｂ）は導体薄膜のエッジ部分に熱影響を与えた場合の模式図である。
【図３】　（ａ）～（ｇ）は本発明の の回路形成工程の説明図である。
【図４】　（ａ）～（ｆ）は本発明 の回路形成工程の説明図である。
【図５】　（ａ）～（ｆ）は本発明の 実施形態の回路形成工程の説明図である。
【図６】　本発明の回路形成時時における検査方法の説明図である。
【符号の説明】
　１　絶縁性基材
　２　導体薄膜
　 通用経路
　６　導体材料
　７　３次元回路
　８　保護膜
　１１　非回路部分
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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