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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フォーカスされていないレーザー照射を、フォーカス光学系を通してより小さいビーム
断面積にフォーカスし、
ビーム軸といわれるフォーカスされた前記レーザー照射の光軸が材料表面の方向を向き、
フォーカスされた前記レーザー照射のフォーカス操作に起因するレーザービームの焦点が
、前記レーザー照射と前記材料の界面領域に保持され、
前記レーザー照射は部分的に前記界面領域で吸収され、
誘起された材料除去あるいは誘起された材料移動により、前記界面領域と前記レーザー照
射も材料内部に進入し、
前記界面領域の軸方向の上端または下端と前記レーザービームの焦点との間隔は、前記材
料内の前記界面領域の進入深さの最大３倍であり、
フォーカス操作が影響を受けて、ビーム成分が、前記レーザービームの焦点に対して材料
方向だけでなく、前記レーザービームの焦点および／または前記レーザービームの焦点に
対して光源方向についても、前記ビーム軸から離れる方向に発散し、
これらのビーム成分と発散角が、標準光学系を用いて偶然つくられ容認される結像誤差の
影響より大きい、レーザー照射を用いて材料を加工する方法。
【請求項２】
　前記ビーム成分のより大きい発散角が、前記界面領域への入射角を減らし、それにより
前記界面領域でのビーム成分の吸収を増やし、前記入射角の変動による吸収の変化を抑え
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ることに用いられる、請求項１に記載のレーザー照射を用いて材料を加工する方法。
【請求項３】
　少なくとも１個のビーム整形光学系を用いて、前記ビーム成分のより大きい発散角が、
レーザー源内またはレーザー源外に発生する、請求項１または２に記載のレーザー照射を
用いて材料を加工する方法。
【請求項４】
　前記ビーム整形光学系の収差を生成する、または増やすことにより、前記ビーム成分の
より大きい発散角が発生する、請求項１から３のいずれかに記載のレーザー照射を用いて
材料を加工する方法。
【請求項５】
　正および／または負の球面収差、および／または色収差が生成される、またはその値が
増加される、請求項１から４のいずれかに記載のレーザー照射を用いて材料を加工する方
法。
【請求項６】
　前記光学系の収差が、回折、屈折、および／または分散光学部品を用いて実現される、
請求項４または５に記載のレーザー照射を用いて材料を加工する方法。
【請求項７】
　固体、液体、および／または気体材料、または、透明および／または反射媒質からなる
光学部品を用いる、請求項６に記載のレーザー照射を用いて材料を加工する方法。
【請求項８】
　前記光学系の収差が、少なくとも１個の凹と１個の凸の光学面の組み合わせを用いて実
現される、請求項４から７のいずれかに記載のレーザー照射を用いて材料を加工する方法
。
【請求項９】
　前記収差を実現する光学系を用いて、コリメートされた、および／または、フォーカス
されたレーザー照射が同時に実行される、請求項４から８のいずれかに記載のレーザー照
射を用いて材料を加工する方法。
【請求項１０】
　少なくとも１個の非球面表面をもつ、少なくとも１個の光学部品を用いることにより、
前記光学系の収差が実現される、請求項４から９のいずれかに記載のレーザー照射を用い
て材料を加工する方法。
【請求項１１】
　前記光学部品はアキシコンまたはフレネル光学系である、請求項１０に記載のレーザー
照射を用いて材料を加工する方法。
【請求項１２】
　前記光学系の収差は、横方向に、および／または、軸方向に屈折率が変化する、少なく
とも１個の光学部品により実現される、請求項４から１１のいずれかに記載のレーザー照
射を用いて材料を加工する方法。
【請求項１３】
　前記ビーム整形光学系は、前記収差の、量および／または横方向の、および／または軸
方向の分布が調整できる、請求項３から１２のいずれかに記載のレーザー照射を用いて材
料を加工する方法。
【請求項１４】
　前記調整は加工パラメーターを、材料の種類、材料厚さ、加工速度、および／またはレ
ーザーパワーについて、加工の前および／または途中で制御できる、請求項１３に記載の
レーザー照射を用いて材料を加工する方法。
【請求項１５】
　前記照射部品のより大きな発散角が、前記界面領域に、環状分布またはシルクハット分
布のような、決められた空間パワー密度分布をつくるのに用いられる、請求項１から１４
のいずれかに記載のレーザー照射を用いて材料を加工する方法。
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【請求項１６】
　ビーム軸といわれる、フォーカスされたレーザー照射の光軸が１個の加工面の方向を向
いており、
フォーカス操作から生じるフォーカスされた前記レーザー照射のレーザービームの焦点が
、前記レーザー照射と加工材料の界面領域に保持され、
前記レーザー照射と前記材料の界面領域にフォーカスすることにより得られる、フォーカ
スされた前記レーザー照射のレーザービームの焦点を保持するための装置に関して、
フォーカス光学系とビーム形成光学系は、前記レーザー照射の部分が、レーザービームの
焦点に対して材料方向に発散するだけでなく、レーザービームの焦点内および／またはレ
ーザービームの焦点に対して光源方向にも発散し、
それにより、ビーム軸から離れて、これらの部分と発散角は、標準光学系で偶然つくられ
容認される結像誤差の効果によるものより大きい、少なくとも１個のレーザー源と、レー
ザー照射源のレーザー照射をフォーカスする、少なくとも１個のフォーカス光学系を備え
た材料加工装置。
【請求項１７】
　少なくとも１個のビーム整形光学系が、レーザー源内またはレーザー源外にビーム成分
のより大きい発散角を形成する、請求項１６に記載の材料加工装置。
【請求項１８】
　少なくとも１個の前記ビーム整形光学系が、ビーム成分のより大きい発散角を形成し、
前記ビーム整形光学系の収差量が生じる、または増加する、請求項１６または１７に記載
の材料加工装置。
【請求項１９】
　前記ビーム整形光学系において、正の、および／または負の球面収差、および／または
色収差が生じる、またはその値が増加する、請求項１６から１８のいずれかに記載の材料
加工装置。
【請求項２０】
　前記光学系の収差を実現するため、回折、屈折および／または分散光学部品を用いる、
請求項１８または１９に記載の材料加工装置。
【請求項２１】
　前記光学部品が、固体、液体および／または気体の材料、または透明および／または反
射媒質でつくられる、請求項２０に記載の材料加工装置。
【請求項２２】
　前記ビーム整形光学系に、少なくとも１個の凹と１個の凸の光学面の組み合わせが用い
られる、請求項１８から２１のいずれかに記載の材料加工装置。
【請求項２３】
　前記収差を生じる前記ビーム整形光学系は、前記レーザー照射をコリメートする、およ
び／またはフォーカスする光学系である、請求項１８から２２のいずれかに記載の材料加
工装置。
【請求項２４】
　前記収差を生じさせるため、少なくとも１個の非球面表面をもつ、少なくとも１個の光
学部品が前記ビーム整形光学系に用いられる、請求項１８から２３のいずれかに記載の材
料加工装置。
【請求項２５】
　前記光学部品は、アキシコンまたはフレネル光学系である、請求項２４に記載の材料加
工装置。
【請求項２６】
　前記収差を生じさせるため、横方向に、および／または軸方向に屈折率を変化させた、
少なくとも１個の光学部品を前記ビーム整形光学系に用いた、請求項１８から２３のいず
れかに記載の材料加工装置。
【請求項２７】
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　前記ビーム整形光学系が、収差の量、および／または横方向の、および／または軸方向
の分布が調整できることに適応する光学系である、請求項１６から２６のいずれかに記載
の材料加工装置。
【請求項２８】
　材料の種類、材料厚さ、加工速度、および／またはレーザーパワーのような加工パラメ
ーターを、調節し適応させる制御装置を備えた、請求項２７に記載の材料加工装置。
【請求項２９】
　前記ビーム成分のより大きい発散角を、決められた空間パワー密度分布が、前記界面領
域が形成される領域で、環状分布またはシルクハット分布となるように調整する前記ビー
ム整形光学系を装置に備える、請求項１６から２８のいずれかに記載の材料加工装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はレーザー照射を用いた材料の加工方法に関する。フォーカスされていないレー
ザー照射は代表的にはコリメート光であり、フォーカス光学系を通してより小さなビーム
断面にフォーカスされる。フォーカスされたレーザー照射の軸はビーム軸といわれ、材料
表面の方向を向いている。ビーム軸は材料に対して静止している、あるいは加工路に沿っ
て移動する。これはフォーカスされたレーザー照射のフォーカス操作から生じる。そして
レーザー照射と材料の界面領域で保持される。レーザー照射は部分的に界面領域で吸収さ
れ、生じた材料の除去、または生じた材料の移動により、界面領域とレーザー照射が材料
に進入する。軸方向の界面領域の上側または下側からのレーザービームの焦点の間隔は、
材料内の界面領域進入深さの最大３倍に当たる。材料を加工するレーザー照射は、１本ま
たは多くのビーム源により生み出される、１本または多くのビームからなる。
【０００２】
　本発明はレーザー照射を用いた材料の加工のための個々の装置に関する。レーザー照射
を用いて材料を加工する方法は、フォーカスされたレーザー照射が材料に進入しているが
、例えば、穴あけ、除去、切断、溶接である。前の３つにおいては、界面領域とレーザー
照射が材料内に進入し、溶融、蒸発、昇華、分解の形で材料が除去されている。レーザー
溶接の場合は、蒸気の細管が材料の溶融池内に形成され、これが材料の溶融池と置き換わ
り、これを通してレーザーは材料に進入する。穴あけのときは、材料はレーザービームに
対して移動しないが、他の方法では、レーザー照射が材料に対して相対的に移動する。以
上の全ての方法はプロセスガス流を用いて補助される。プロセスガスは反応性ガスだけで
なく不活性ガスからもなる。前記のガス流は、例えば、溶融あるいは蒸発した材料成分を
取り除くのに使われる。あるいは界面領域および隣接した材料領域の表面性質に影響を及
ぼすことに使われる。
【背景技術】
【０００３】
　著名な方法は共通して、界面領域のグリッド比が１を超える。すなわち、ビーム径と界
面領域幅が、材料への進入深さより小さい。そのため、重点は、表面処理レーザー法の場
合のように、良くても最小の変形した材料表面の照射特性に置かれるだけでなく、全体的
な進行界面領域の照射特性にも置かれる。これは、界面領域の上側と界面領域の下側の間
の照射の全体的な進行距離を横切って材料に進入する。
【０００４】
　今後は－照射パワーに加えて－レーザービームの焦点におけるビーム径（しばしば焦点
径と言われる）と、ウエスト領域における照射のレーリー長（レーザービームの焦点から
その点までの、ビーム軸に沿った距離）、ここではビーム断面領域が２重である、が重要
な照射特性と考えられる。更に、特にレーザービームの焦点における、ビーム断面でのパ
ワー密度分布（強度分布とも言われる）が加工結果におよぼす影響が重要と考えられる。
強度分布の正確な効果が未だ十分知られていないが。今後、フォーカスしたレーザー照射
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の色々なビーム成分の進行方向の分布と、それらの加工効率と加工結果への影響は考慮し
ない。
【０００５】
　波長が約１０μｍでレーザーパワーが１～１５ｋＷの高性能ＣＯ２レーザー（１０μエ
ミッター）が、工業的なレーザー材料加工用途（例えば１ｍｍから３０ｍｍの金属板への
マクロな使用）で用いられることが知られている。更に、波長が約１μｍで、レーザーパ
ワーが１～８ｋＷの、ロッドレーザー、ファイバーレーザー、ディスクレーザー（１μエ
ミッター）が用いられる。特に、これらの照射源は経済的であり、そのため、使用が増加
している。しかし、特にレーザー照射で切断するとき、得られる加工品質は、例えば用い
られる照射源（ファイバーレーザー、ディスクレーザー（１μエミッター）、ガスレーザ
ー１０μエミッター）と、例えば切断する板の厚さと、切断速度に依存することは明らか
である。
【０００６】
　レーザーを用いる材料加工の最近の発達は、加工速度の向上、加工深さおよび／または
加工材料厚さの増加、処理の安定性の改良、処理の不安定の回避、特に得られる加工品質
の向上を目的としている。このため、より大きいレーザーパワーと高品質の駆動技術を有
するシステムが工業的に導入される。発達は、加工制御の技術的制限を広げることを目的
としている。
【０００７】
　切断を例にとった加工寸法の品質。
【０００８】
　少ない粗さ、ギザギザのない底部側、酸化物を生成しないことに加えて、平坦さと正確
な角度が、切り口に必要な重要な品質である。そのため次の点が考慮される。
【０００９】
　金属板の厚さが増えるに従って、切り口は溝の粗さが増す。これは特に切り口の下部（
例えば磨耗切り込み）に見られ、切断ガス圧が低すぎるとき、切り込みが狭すぎるとき、
速度が速すぎるときに、よく発生する。
【００１０】
　特に移動速度が遅いあるいは速いとき、溶融部は底部側から十分には除去されない。付
着したまま凝固した溶融部は、所望しないギザギザを形成する。そのようなギザギザがで
きるメカニズムは部分的にしか分かっていない。これらは特に溝の形成に結びついている
。
【００１１】
　実験観察によると、所望しないが現在避けられない溝は、ある除去深さ（または切断深
さ）の領域で、小さな山－谷粗さから著しく大きな値に変化する。この変化は、加工物の
厚さに比べて小さい切断深さの領域で起こる。切断中、この領域は、切り口（または除去
端、それぞれ）の変化する深さにて発生する。
【００１２】
　レーザー照射の吸収。
【００１３】
　界面領域でのレーザー照射の吸収は、加工効率に決定的影響を及ぼすが、いわゆるフレ
ネル形式を用いて計算できる。（Petring,
D. : Anwendungsorientierte Modellierung des Laserstrahlschneidens zur
rechnergestutzten Prozessoptimierung.［コンピューターを用いた工程の最適化のため
の、レーザービーム切断のアプリケーション指向のモデル］Verlag
Shaker, Aachen 1995, 22-29ページ：非特許文献１）。吸収の程度、つまり界面領域に衝
突したレーザー照射と吸収されたレーザー照射のパワー密度の比は、従って、特に、レー
ザー照射と、界面領域の衝突点での垂線との間の入射角に依存する。吸収の程度は、レー
ザー照射の偏光状態にも依存する。これらの説明は、円偏光または静的偏光を仮定してい
る。しかし、この明細書の説明は、直線偏光またはラジアル偏光にも適用できる。入射角
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と偏光に加えて、吸収の程度は材料の屈折率にも依存する。その結果、これは材料の温度
とレーザーの波長に依存する。
【００１４】
　本願の図６は、鋼材で典型的なレーザー波長が１μｍから１０μｍのときの、吸収度の
角度依存性を示す。それぞれが特徴的な主の最大吸収を示す。入射角を少なくとも最大値
の近接値に調節するため、ウエスト径の板厚への比例適合が既に推奨されている。（Petr
ing, D. :
Anwendungsorientierte Modellierung des Laserstrahlschneidens zur
rechnergestutzten Prozessoptimierung.［コンピューターを用いた工程の最適化のため
の、レーザービーム切断のアプリケーション指向のモデル］Verlag
Shaker, Aachen 1995, 110-112ページ：非特許文献１）。このやり方は主に高い加工効率
を目的としており、既に成功している。しかし、レーザー波長が１μｍで板厚が４ｍｍの
場合、レーザービームの焦点径が０．９ｍｍを超えることが必要となる（図６参照）。こ
れは前述した太いビーム径の欠点をもたらす。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１５】
【非特許文献１】Petring, D. :Anwendungsorientierte Modellierung des Laserstrahls
chneidens zurrechnergestutzten Prozessoptimierung.　［コンピューターを用いた工程
の最適化のための、レーザービーム切断のアプリケーション指向のモデル］VerlagShaker
, Aachen 1995
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明の目的は次の材料加工法を提供することである。レーザー照射が部分的に界面領
域で吸収される。生じた材料の除去、あるいは生じた材料の移動により、界面領域とレー
ザー照射が材料に進入し、加工効率と加工安定性と特に結果の加工品質が、現在の技術水
準の限界を超えることができる。レーザー切断を例にとると、従来の技術によれば、切断
パラメーターの誤った設定により、除去深さの増加に従って、溝幅の不要な大きい増加を
生じる。例えばガス圧が低すぎる、除去された切口が狭すぎる（即ち細切断）、または移
動速度が速すぎるという例が挙げられる。従って中心となる仕事は、既知の適当な手段を
用いても減らすことのできない、不必要な広幅の溝の形成を防ぐことである。この目的は
従来技術の意外な観察に基づいて達成できる。レーザー切断用の選ばれた照射源、例えば
１μエミッター（ファイバーレーザー、ディスクレーザーなど）を用いるとき、また、大
型の材料を切断するとき、既知の方法を用いては避けられない広い溝幅が生じる。同様に
、既知の調査結果では、望ましくない広い溝幅をもたらす原因やメカニズムに関する、説
明できる情報は提供されていない。また、広すぎる界面領域を避けながら吸収を増やす方
法も知られていない。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　これらの目的は前述の方法で達成できる。すなわち、フォーカスが次のように行なわれ
る。ビーム成分はレーザービームの焦点に対して材料方向を向くだけではない。ビーム成
分はレーザービームの焦点、および／またはレーザービームの焦点に対して光源方向も向
く。従ってビーム軸から離れて、これらの一部と発散角は、標準光学系で偶然生じ、受け
入れられている像欠点の効果のそれらより大きい。
【００１８】
　装置については、この目的は次の材料加工装置により実現される。少なくとも１つのレ
ーザー源と、レーザー照射源からのレーザー照射をフォーカスする少なくとも１つのフォ
ーカス光学系を有する。フォーカスされたレーザー照射の光軸（ビーム軸といわれる）は
１つの加工面の方向を向く。フォーカス操作により生じる、フォーカスされたレーザー照
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射のレーザービームの焦点は、界面領域に保持される。界面領域はレーザー照射と材料に
より形成される。レーザー照射と材料が形成する界面領域での照射による、フォーカスさ
れたレーザー照射のレーザービームの焦点を保持する装置について、フォーカス光学系と
ビーム形成光学系は、ビーム成分が、レーザービームの焦点に対して材料方向を向くだけ
でなく、レーザービームの焦点、および／またはレーザービームの焦点に対して光源方向
も向いている。従ってビーム軸から離れて、これらの一部と発散角は、標準光学系で偶然
生じて容認される像欠陥の効果より大きい。
【００１９】
　ここで述べる標準光学系の像欠点とは、意図しないで生じる像欠点である。すなわち典
型的に用いられる標準光学系で望ましくないが、そのような標準光学系では受け入れられ
ているものである。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、レーザー照射の基礎吸収、つまり多重反射による吸収成分を計算に入
れない吸収を増やすことができる。グリッド比幅に対して深さが深い界面領域においても
（切断端、穴あけ溝、細線溶接）、つまり急勾配の界面領域において、より小さい入射角
が要求されるため、より大きい発散角によって可能になる。フレネル吸収は、比較的小さ
い入射角（例えば１μｍ波長で鋼材の場合、＜８０°）のときのみ、最大値に到達する。
従ってより平らな界面領域が好まれる。
【００２１】
　より小さい入射角の場合、形状および／または界面領域位置の変化の結果生じる吸収変
化は、同様に減少する。従って、入射角の変化により加工工程で発生あるいは増加する不
安定性は避けられる。界面領域の上部の唯一のやや不安定な衝突点での反射は、反射ビー
ム成分に生じる後衝突点に不安定性の増加をもたらす。この問題はより高い吸収とより小
さい入射角と、より小さい入射角でのより小さい角度依存性により解決される。この点、
加工中の不安定工程の増加は２つの方法で避けられる、または低減される。
【００２２】
　各部分ビームの第一衝撃点での直接吸収の増加により、多重反射の成分が減ることも利
点である。これにより、不安定性の増加が避けられる。最終的に、例えば切り口と穴の円
錐形または丸みを帯びた加工断面が避けられる。というのは、より大きい発散角のビーム
成分は、材料表面から界面領域への、ビーム中心よりも低いエッジ領域のパワー密度によ
っても、レーザー照射のエッジ領域の界面領域の上端からの比較的急な変化に影響する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】材料の一部の概略断面図である。この図はレーザー照射の広がりも示す。ここで
レーザー照射と材料の界面領域の細部は、“Ａ”に拡大図を示す。
【図２】レーザービームの焦点領域の発散ビーム成分を示すための、照射路の拡大図であ
る。
【図３】本発明の装置の概略図である。必須の光学成分が“Ｂ”に拡大表示されている。
【図４】図３とは異なる装置構造を示し、アキシコンを使用している。
【図５】波長λが１μｍのときと１０μｍのときの、入射角の関数として、鋼材について
計算された照射の吸収度のグラフである。
【図６】主吸収が最大に近い入射角に調整した例である。入射角は１μｍレーザー照射に
ついて７８°、１０μｍレーザー照射について８７°であり、ビーム発散は除く。
【図７】図６の１μｍレーザー照射についての入射角が７８°で、ビーム発散が１２°の
ものである。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明の問題とする状況は、従来技術では扱われていない。同じことが本発明による解
決策に適用される。
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【００２５】
　次の結論が得られる。
【００２６】
　レーザー照射が加工材料に、材料の溶解、蒸発、昇華、分解により、例えば、穴あけ、
除去、切断、溶接により進入する加工方法の場合、レーザー照射は、典型的には、界面領
域の垂直ベクトルと、照射の進行の局所的方向（スレスレの入射）との間の大きな角度で
当たる。レーザー照射の吸収は、何よりも、この角度に大きく依存するので、吸収はこの
角度を調整したうえ、材料と波長に依存して増やすことができる。角度範囲は、加工中に
避けられない幾何学的変動に対する加工順序に、安定した影響を与えるように、設定され
る。特に鋼材を、可視光および近赤外のレーザー照射で加工するとき、角度を減らすと、
吸収を増やし、安定させる効果がある。両効果はこの方法の性能を高める。これは、例え
ば加工速度および／または加工品質により測定できる。
【００２７】
　本発明の加工方法に関して、典型的な幾何学的環境がある。そこでは、材料と干渉する
場所のレーザービームの断面が、ビーム進行方向の加工深さに比べて著しく小さい（大き
いグリッド比）。好適な方法によれば、特にビーム軸と加工部品が相対的に移動する加工
方法において、大きいグリッド比においても、所望の小さい角度に調節することができる
。これは、進行方向に拡大された領域で、発散するビーム成分をもつ。これは、レーザー
ビームの焦点に対して光源方向に、および／またはレーザービームの焦点に発散成分を含
む。
【００２８】
　加工方法の性能を上げるため、従来技術によると、コリメートレーザービームとフォー
カス光学系を備えた光学システムは、典型的には次の寸法が用いられる。フォーカスは、
加工する材料の厚さに合うレーリー長に関連してできる限り小さくする。従って使われる
光学系は、典型的には、結像誤差が最小になるように補正される。高いビーム品質をもつ
レーザー照射を使うと、大きいレーリー長をもつ小さいフォーカスを単純に作ることがで
きる。しかし、この手順によると、得られた細い火線により、小さいビーム成分が界面領
域に発散的に当たる。しかし本発明の好適な手順によれば、発散するビーム成分が界面領
域に当たる。従来技術とは対照的に、結像品質の改良ではなく改悪が推奨される。結像品
質の特別な改悪により、例えば速度および／または加工品質に関する、有利な工程行動が
実現される。
【００２９】
　本発明の解決法により、レーザービームの焦点中の発散ビーム成分がつくられ、意図的
に利用される。この際、狭い界面領域（正面、穴、細線）にもかかわらず、より小さい入
射角、特定の応用についてのより大きい基礎的な吸収、急な界面領域と同様のより少ない
多重反射を用いる。加工側面の丸めと面取りは無い。付加的な効果として、ビーム断面で
のパワー分布の再配置が、例えば、調節でき、環状パワー密度分布の急な側面形状が利用
される。
【００３０】
　少なくとも１個のビーム整形光学系が、レーザービームの焦点に対して光源方向および
／またはレーザービームの焦点に、発散ビーム成分をつくるため用いられる。ビーム整形
光学系は、フォーカス光学系またはビーム整形光学系の光源方向または材料方向に設けら
れ、同時に、レーザー照射をコリメート、および／またはフォーカスするために用いられ
る。
【００３１】
　ある実施形態では、ビーム成分のより大きい発散角が、界面領域上の入射角を減らすた
めに、そして界面領域上のビーム成分の吸収を増やすために、さらに入射角の変動による
吸収の変化を減らすために用いられる。これにより上述の効果が得られる。
【００３２】
　界面領域でより小さい入射角を実現するため、付加的な発散ビーム成分が、少なくとも
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１個のビーム整形光学系をもつ、少なくとも１個のレーザー源内、またはレーザー源外に
作られる。このような発散ビーム成分は、ビーム整形光学系の収差の量が形成または増加
したときにも作られる。
【００３３】
　入射角を小さくするため、正または負の球面収差、または色収差がつくられるか、また
はその量が増やされる。強く過補正された光学系でつくられる負の収差が好都合である。
負の収差の場合、中央ビーム成分はレーザービームの焦点の上流で発散し、全体としてこ
の領域でより多くのビーム成分を作り出す。そして、レーザービームの焦点の下方で材料
に進入する界面領域での、より小さな入射角も作り出す。これは特に切断と除去の方法に
用いられる。というのはこの方法をビーム軸の後ろ方向に用いたとき、すなわち頂上から
離れた側面の上、および／または界面領域の正面で、より多くのビーム成分が、初めて界
面領域に当たる前に、妨害されずにより長く材料の中に進入することができる。レーザー
材料加工で一般的な単色の照射の場合は、球面収差が用いられる。照射が、いくつかの異
なる波長をもつ独立したビーム源（例えばいくつかのダイオードレーザーによる）の重畳
でつくられるとき、または広い波長範囲のエミッションをもつレーザーのとき、色収差が
単独で、あるいは球面収差と組み合わせて用いられる。
【００３４】
　回折、屈折、および／または分散光学素子が、光学系に収差をつくるため用いられる。
これらの光学系の中で、もし光学素子が高いレーザービーム出力（１ｋＷ／ｃｍ２を超え
る）に当たるならば、屈折光学素子が好ましい。光学素子としては、固体、液体、および
／または気体材料、または透過、および／または反射特性、例えば、レンズ、鏡、ファイ
バー、導波路が用いられる。上記の材料のうち、固体材料が重要である。というのはレン
ズと鏡はレーザー材料加工において最も普通であるからである。液体、気体材料はビーム
整形の機能は無いが、よりフレキシブルで動的な光学特性が得られる。この場合、これは
特に、ビーム整形光学系が適応性のある光学系、例えば、収差の量、および／または収差
の横方向の、および／または軸方向の分布が調整できる光学系のとき、用いられる。
【００３５】
　光学系の収差は、少なくとも１個の凹凸光学界面の組み合わせを用いて、実現できる。
もし、例えば凹凸レンズの組み合わせにより、標準フォーカス光学系によりつくられた正
の球面収差が、通常の最小の収差に補正されるのではなく、負の球面収差に過補正される
ならば、これは有利である。同様に、既に補正されたフォーカス光学系を用いたとき、凹
凸レンズの組み合わせにより、有利に収差の量を多くできる。収差を実現した光学系を用
いて、好ましくは、レーザー照射のコリメーションおよび／またはフォーカスが実行され
る。同時に、光学系は、必要なら、より少ない数の光学素子で実現でき、より小型に作る
ことができ、調整により敏感でない。光学系の収差は、非球面領域をもつ、少なくとも１
個の光学素子を用いて実現できる。このような光学素子は、アキシコンまたはフレネル光
学系として設計される。アキシコンまたはフレネル光学系は、例えば、軸近くの小さい発
散角をもつ照射の部分を圧縮するため、明瞭な再分布が行なわれるとき、好ましい。
【００３６】
　もし、ほとんど光学素子がない、または従来から結像性能をつくるのが難しい光学系を
、すなわち、例えば発散角（ポインティングベクトル）の柔軟な調整と、同時に、軸方向
と横方向の強度分布の調整のため使わなければならないとき、光学系の収差は、横方向の
、および／または軸方向の屈折率が可変の最小１個の光学素子により作られる。
【００３７】
　ビーム整形光学系は、例えば、収差の量、および／または横方向の、および／または軸
方向の分布を調整するように、光学素子を移動する、および／または変形させて、適応す
るように設計される。このような調整は、例えば材料の種類、材料厚さ、加工速度、およ
び／またはレーザーパワーを、加工前および／または加工中に、加工パラメーターに適合
するように制御される。
【００３８】
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　例えば球面収差による発散角の調整は、加えて、ビーム整形光学系により、予定の空間
パワー密度分布、例えば、界面領域での環状あるいはシルクハット状分布の形成をするた
め、利用できる。特に界面領域の形状によっては、界面領域に当たるビーム成分の発散を
局所的に調整するだけでなく、局所的なパワー密度も調整しなければならない。例えば、
切断時、界面領域の上側成分のパワー密度は、切断端が丸くならないように、設定発散角
にある吸収を調整しなければならない。
【００３９】
　本発明による上述の装置の好ましい実施形態は、装置の従属請求項から明らかになる。
本発明の他の細部と特徴は、図を基とした次の好ましい実施形態から明らかになる。図に
おいて、
【実施例】
【００４０】
　図１は、レーザー照射２を用いて、それぞれ加工中の加工部品または材料１を示す。光
軸（ビーム軸）４をもつ、フォーカスされていないレーザー照射３は、初めはビーム整形
光学系５に導かれ、次にフォーカス光学系６を通る。次にフォーカスされた照射７はそれ
ぞれ加工部品または材料１に当たる。拡大図“Ａ”に拡大して示すように、界面領域８は
レーザー照射２と材料の間に形成される。この界面領域の下端９はそれぞれ加工部品また
は材料内にあり、もちろんそれぞれ加工部品または材料の底部に位置することもある。一
方、この界面領域の上端１０は材料表面１１に位置する。
【００４１】
　図１に示され図２でより詳しく分かるように、ビーム整形はビーム整形光学系５により
行なわれる。フォーカス光学系６がレーザー照射をフォーカスする。レーザー照射はレー
ザービームの焦点の材料方向に発散する。レーザービームの焦点は図２で符号１２である
。レーザービームの焦点１２自体と、特にレーザービームの焦点の上流で、レーザー照射
２はビーム軸４から離れる方向を向く。図２では、レーザービームの焦点の光源方向に発
散するビーム成分の進行方向を符号１３とする。ビーム成分とその発散角は、ビーム成分
の発散角およびフォーカス光学系６の結像欠陥による発散角より大きい。後者は用いた標
準光学部品のために生じるものであり、意図したものではない。
【００４２】
　ビーム成分のより大きな発散角は、界面領域１０への入射角を減らすのに用いられる。
それにより、界面領域８の領域での照射２のビーム成分の吸収が増加する。より大きな発
散角は、入射角の変化による吸収の変化を減らすにも用いられる。というのは、小さい入
射角ならば入射角の変化に伴う吸収の変化は少ない。このことは図５から７を用いて以下
に詳しく説明する。
【００４３】
　図３は模式的に、本発明の方法を実行するための装置の全体構造を示す。
【００４４】
　装置は照射源を有し、付加的にファイバーに導かれたレーザー照射をもつレーザーを有
する。照射源には一般的に矢印１４を付す。レーザーあるいはファイバー光学系から出射
される照射は、それぞれ図１、２でビーム軸４をもつが、コリメーション光学系１５を通
ってコリメートされ、コリメートされたレーザービーム１６は収差光学系１７に入る。こ
れは図示の例では凹凸光学系からなる。次に収差光学系１７から出射された照射はフォー
カス光学系１８を通して、加工部品あるいは材料（ここには図示しない）上にフォーカス
される。フォーカス領域は拡大図“Ｂ”に拡大表示される。拡大図“Ｂ”を見ると、収差
補正されたビームのレーザービームの焦点は、平面１９周りに見られ、図２の表示と比較
される。
【００４５】
　これらのコリメーションとフォーカスの光学系１５、１８は、単レンズあるいは複レン
ズ系として設計される。収差光学系１７は、凹凸表面の他の組み合わせで設計され、透過
光学系は、反射光学系および／または回折光学系だけでなく、拡散光学系でも代替できる
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。フォーカス光学系１８および／またはコリメーション光学系１５と、収差光学系１７は
、１個または２個の光学系に結合できる。
【００４６】
　図４は、図３の収差光学系１７がアキシコン２０、２１からなる例である。これらのア
キシコン２０、２１は、互いに向き合う等しい角度の外面を有する。図４のフォーカス光
学系２２は模式的に単レンズで表わしてある。
【００４７】
　図４の収差光学系のアキシコン２０、２１は外面の角度が等しい、あるいは等しくない
。また、レーザー照射の進行方向に対して反対方向を向くこともできる。１個のアキシコ
ンを用いることもできるし、２個以上のアキシコンを用いることもできる。さらに、曲面
を有するアキシコンを用いることができるし、アキシコンを反射光学系で用いることもで
きる。
【００４８】
　図５のグラフは、波長が１μｍと１０μｍのレーザー照射の吸収度を、入射角の関数と
して示す。入射角は鋼材を例として計算された。入射角は、０°つまり垂直入射から、９
０°つまりスレスレの入射までプロットされた。グラフによれば明らかに、主な最大吸収
の右側の大きい入射角での吸収は特に小さい。またこの領域での入射角の変化に伴う吸収
の変化は特に大きい。この効果により低効率と不安定な加工状態が生じる。図６、７には
主な最大吸収の近くで入射角を調節するための選択を示す。
【００４９】
　図６は、それぞれ、加工部品または材料２６の界面領域２５に当たる２個の異なるレー
ザー照射２３、２４を示す。図示の例は厚さ４ｍｍの金属板である。説明は非常に単純化
したものに過ぎない。例えば、界面領域の形は通常は直線でない。また異なるポインティ
ングベクトルをもつ多数の部分ビーム、つまり異なるパワー密度とビーム方向、および／
または異なる入射角を生じる発散角の部分ビームが、界面領域に当たる。たった１個のビ
ームまたはビーム軸をもつレーザー照射２３は図示の１０μｍレーザー照射であり、ビー
ム発散がなく、入射角８７°で界面領域２５に当たる。これには、図５の主な最大吸収を
実現するため、２００μｍの険しい狭い界面領域２７が必要である。レーザー照射２４は
１μｍレーザー照射であり、ビーム発散がなく、界面領域２５に入射角７８°で当たる。
これには、図５の主な最大吸収の小さい入射角を実現するため、９００μｍの１０μｍレ
ーザー照射に比べて、より平らで広い界面領域２８が必要である。
【００５０】
　図６とは対照的に、図７は厚さ４ｍｍの金属板の加工部品あるいは材料で、１μｍのレ
ーザー照射２９が入射角７８°、ビーム発散角１２°で界面領域２５に当たる。この結果
、険しく狭い界面領域が得られ、図５の主な最大吸収よりまだ小さい入射角が実現される
。発散ビーム成分（図７の例ではビーム発散角１２°による）を通して、高い吸収度と良
い、実現可能な加工品質が、１μｍレーザー照射においても、安定した加工制御をもつ狭
く険しい界面領域にもかかわらず、得られる。
【符号の説明】
【００５１】
１            材料
２            レーザー照射
３            レーザー照射
４            ビーム軸
５            ビーム整形光学系
６            フォーカス光学系
７            照射
８            界面領域
９            界面領域の下端
１０         界面領域の上端
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１１         材料表面
１２         レーザービームの焦点
１３         ビーム成分の進行方向
１４         照射源
１５         コリメーション光学系
１６         レーザービーム
１７         収差光学系
１８         フォーカス光学系
１９         平面
２０         アキシコン
２１         アキシコン
２２         フォーカス光学系
２３         レーザー照射
２４         レーザー照射
２５         界面領域
２６         材料
２７         界面領域
２８         界面領域
２９         レーザー照射
 

【図１】 【図２】
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