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(57)【要約】
透明材料をレーザ加工する方法が開示される。この方法
は、透明材料をキャリア上に配置する工程と、レーザビ
ームを透明材料に透過させる工程とを含み得るものであ
り、レーザビームは、透明材料のキャリアとは反対側に
入射し得る。透明材料はレーザビームに対して略透明で
あり得、キャリアは、支持基部およびレーザ攪乱要素を
含み得る。レーザビームが、レーザ攪乱要素より下方に
おいては、支持基部を損傷するのに十分な強度を有しな
いように、レーザ攪乱要素は、透明材料を透過したレー
ザビームを攪乱させ得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明材料をレーザ加工する方法において、
　前記透明材料をキャリア上に配置する工程と、
　レーザビームを前記透明材料に透過させる工程であって、前記レーザビームが前記透明
材料の前記キャリアとは反対側に入射する、工程と
を含み、
　前記透明材料が前記レーザビームに対して略透明であり、
　前記キャリアが支持基部およびレーザ攪乱要素を含み、
　前記レーザビームが、前記レーザ攪乱要素より下方においては、前記支持基部を損傷す
るのに十分な強度を有しないように、前記レーザ攪乱要素が、前記透明材料を透過した前
記レーザビームを光学的に攪乱する
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記キャリアの少なくとも一部が、前記レーザビームに対して透明でない、請求項１記
載の方法。
【請求項３】
　前記レーザ攪乱要素が、前記透明材料を透過した前記レーザビームによって損傷されな
い、請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
　前記透明材料がガラスである、請求項１～３記載の方法。
【請求項５】
　前記透明材料に入射する前記レーザビームを用いて、前記透明材料に穿孔する工程を更
に含む、請求項１、２、または３記載の方法。
【請求項６】
　前記レーザビームが、（ｉ）約１ピコ秒～約１００ピコ秒のパルス持続時間、および（
ｉｉ）各パルスバーストが少なくとも２つのパルスを有する、約１ｋＨｚ～２ＭＨｚのパ
ルスバースト繰り返し率のうちの少なくとも一方を有する、請求項１～５記載の方法。
【請求項７】
　前記レーザ攪乱要素が、（ｉ）前記レーザビームを光学的に攪乱する粗面化された表面
を有する、（ｉｉ）曇りガラスを含む、（ｉｉｉ）半透明である、請求項１記載の方法。
【請求項８】
　レーザ加工のための多層スタック体において、
　支持基部と、該支持基部上に配置されたレーザ攪乱要素とを含むキャリアと、
　前記キャリア上に配置された、略平坦な上面および略平坦な底面を含む透明材料であっ
て、該透明材料の前記キャリアとは反対側の表面に入射するレーザビームに対して略透明
な透明材料と
を含み、
　前記レーザビームが、前記レーザ攪乱要素より下方においては、前記支持基部を損傷す
るのに十分な強度を有しないように、前記レーザ攪乱要素が、前記透明材料を透過した前
記レーザビームを光学的に攪乱する
ことを特徴とする多層スタック体。
【請求項９】
　前記レーザ攪乱要素が、前記レーザビームを光学的に攪乱する粗面化された表面を含む
、請求項８記載の多層スタック体。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本願は、２０１４年７月８日に出願された米国仮特許出願第６２／０２１９１７号によ
る権利を主張するものであり、上記出願の教示全体を参照して本明細書に組み込む。
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【技術分野】
【０００２】
　本明細書は、一般的に、材料の製造に関し、より具体的には、材料のレーザ加工に関す
る。
【背景技術】
【０００３】
　近年の、装置のサイズ、重量、および材料コストの低減に対する顧客からの要求は、タ
ッチスクリーン、タブレット、スマートホン、およびテレビ用のフラットパネルディスプ
レイの大きな技術的成長につながっている。これらの材料の高精度の切断を必要とする用
途において、工業用レーザが重要なツールになっている。しかし、高強度のレーザは、材
料のレーザ加工において用いられる構成要素を損傷し得るので、レーザ加工は困難であり
得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従って、材料をレーザ加工するための代わりの方法および装置の必要性が存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本明細書に記載される実施形態は、材料をレーザ加工するための方法および装置に関す
る。一実施形態によれば、透明材料がレーザ加工され得る。本方法は、透明材料をキャリ
ア上に配置する工程と、レーザビームを透明材料に透過させる工程であって、レーザビー
ムが、透明材料のキャリアとは反対側に入射し得る、工程とを含み得る。透明材料はレー
ザビームに対して略透明であり得、キャリアは、支持基部およびレーザ攪乱要素を含み得
る。レーザビームがレーザ攪乱要素の下方において支持基部を損傷するのに十分な強度を
有しないように、レーザ攪乱要素は、透明材料を透過したレーザビームを攪乱し得る。
【０００６】
　別の実施形態において、レーザ加工のための多層スタック体は、支持基部とレーザ攪乱
要素とを含むキャリアと、キャリア上に配置された透明材料とを含み得る。レーザ攪乱要
素は、支持基部上に配置され得る。透明材料は、略平坦な上面および略平坦な底面を含ん
でもよく、透明材料は、透明材料のキャリアとは反対側の表面に入射するレーザビームに
対して略透明であってもよい。レーザビームがレーザ攪乱要素の下方において支持基部を
損傷するのに十分な強度を有しないように、レーザ攪乱要素は、透明材料を透過したレー
ザビームを光学的に攪乱し得る。
【０００７】
　更に別の実施形態では、キャリア上に配置された透明材料がレーザ加工される際に、キ
ャリアが保護され得る。この方法は、透明材料をキャリア上に配置する工程と、レーザビ
ームを透明材料に透過させる工程と、支持基部と透明材料との間にレーザ攪乱要素を配置
する工程とを含み得る。キャリアは、支持基部を含み得る。レーザビームは、透明材料の
キャリアとは反対側の表面に入射してもよく、レーザビームは、キャリアを損傷するのに
十分な強度を有する焦点領域を含み得る。レーザビームがレーザ攪乱要素の下方のどの位
置においても支持基部を損傷するのに十分な強度を有しないように、レーザ攪乱要素は、
透明材料を透過したレーザビームを光学的に攪乱し得る。
【０００８】
　本明細書に記載される実施形態の更なる特徴および長所は、以下の詳細な説明で述べら
れると共に、部分的にはその説明から当業者に自明であり、または、以下の詳細な説明、
特許請求の範囲、および添付の図面を含む本明細書に記載される実施形態を実施すること
によって認識される。
【０００９】
　上記の概要説明および以下の詳細説明は、様々な実施形態を説明するものであり、特許
請求される主題の性質および特徴を理解するための概観または枠組みを提供することを意
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図したものであることを理解されたい。添付の図面は、様々な実施形態の更なる理解を提
供するために含まれ、本明細書に組み込まれてその一部をなすものである。図面は本明細
書に記載される様々な実施形態を示しており、明細書と共に、特許請求される主題の原理
および作用を説明する役割をするものである。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本明細書において示され記載される１以上の実施形態による、レーザ加工を受け
る多層スタック体の断面図を模式的に示す
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、添付の図面に例が示されている、材料をレーザ加工するための装置および方法の
実施形態を詳細に参照する。可能な場合には常に、複数の図面を通して、同一または類似
の部分を参照するために同一の参照番号が用いられる。図１には、レーザ加工のための多
層スタック体の一実施形態が模式的に示されている。一般的に、レーザ加工は、レーザに
対して透明な材料（本明細書においては「透明材料」とも称する）に穿孔するものであり
得、この穿孔は、穿孔された孔において透明材料の切断を生じさせるかまたはそれに寄与
し得る。多層スタック体は、一般的に、透明材料の上面に入射するレーザビームによって
穿孔可能または別様で機械的に変形可能な透明材料を含む。透明材料はキャリア上に配置
され、キャリアの少なくとも一部は、レーザビームに対して透明でない。キャリアは、一
般的に、支持基部と、該支持基部と透明材料との間に配置されたレーザ攪乱要素とを含む
。支持基部は透明材料を支持すると共に、レーザ加工される透明材料を移送するために用
いられ得る。一実施形態では、支持基部材料は、レーザビームに対して透明でなくてもよ
く、キャリアを損傷するのに十分に高い強度を有するレーザビームの一部（例えばレーザ
ビームの焦点領域等）が接触すると、損傷され得る。しかし、透明材料から出たレーザビ
ームが支持基部に接触する前に、透明材料と支持基部との間に配置されたレーザ攪乱要素
がレーザビームを攪乱して拡散させ、レーザ攪乱要素によってレーザビームが光学的に攪
乱されると、レーザビームは、レーザ攪乱要素の下方において、支持基部を損傷するのに
十分な強度を有しないようになる。従って、レーザ攪乱要素は、支持基部を損傷するのに
十分な強度を有するレーザビームの一部との接触に伴う損傷から、支持基部を保護するシ
ールドとして作用し得る。本明細書において、透明材料のレーザ加工において用いられる
方法および装置の様々な実施形態が、添付の特許請求の範囲を具体的に参照して記載され
る。
【００１２】
　図１を参照すると、多層スタック体１００が模式的に示されている。一般的に、多層ス
タック体１００は、透明材料１６０とキャリア１１０とを含み、キャリア１１０は、レー
ザ攪乱要素１４０と支持基部１２０とを含む。本明細書に記載される実施形態では、透明
材料１６０は、支持基部１２０上に配置されたレーザ攪乱要素１４０上に配置される。本
明細書において用いられる、或る位置に対して「上」という位置の参照は、「上」または
「最上部」の位置が、多層スタック体１００の、レーザビーム１８０が最初に入射する表
面であることを想定している。例えば、図１では、光源からのレーザ１８８に最も近い透
明材料１６０の表面は上面１６２であり、透明材料１６０の下方にレーザ攪乱要素１４０
を配置することは、レーザビーム１８０が、レーザ攪乱要素１４０と相互作用する前に透
明材料１６０を横断することを意味する。図１に示されるように、光源からのレーザ１８
８は、透明材料１６０に入射するレーザビーム１８０の焦点領域（例えば焦線１８２等）
を形成する光学素子１８４を透過する。
【００１３】
　透明材料１６０は、透明材料１６０を切断するために単独でまたは他の製造工程と共に
用いられ得るレーザビーム１８０を用いて、レーザ加工され得る。本明細書において用い
られる「レーザ加工」とは、レーザビーム１８０を用いて、切断、穿孔、溶発、または別
様で材料の機械的完全性を変えることを指す。一般的に、レーザビーム１８０は、透明材
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料１６０の機械的完全性を変えるには、透明材料１６０の特定の領域において、特定の強
度を有しなければならない。従って、デフォーカスまたは攪乱されたレーザビームは、選
択された領域において材料に機械的に影響するのに十分な強度を有しないものとなり得、
一方、集光されたレーザビームは、レーザ加工される材料の領域を切断、穿孔、または溶
発するのに十分な強度を有し得る。しかし、レーザビームの焦点領域（例えば、集光され
た焦線１８２を有するレーザビーム等）は、透明材料１６０を穿孔すると共に焦線１８２
が直接接触した支持基部１２０を損傷するのに十分な強度を有し得る。レーザビーム１８
０の焦線１８２は、光源からのレーザ１８８の経路を光学的に変えることができる光学ア
センブリ１８４によって生成され得る。また、本明細書においてレーザビームに関して用
いられる「強度」は、「エネルギー密度」としても参照され得るものであり、これら２つ
の用語は交換可能である。レーザビーム１８０は或る波長を有し、本明細書において用い
られる「透明」な材料は、レーザの波長の電磁放射に対して略透明であり、そのレーザの
波長において、透明材料１６０による吸収率は、材料の深さ１ｍｍ当たり約１０％未満、
約５％未満、または約１％未満である。「電磁放射」は、本明細書においては「光」とし
て参照され得るものであり、これら２つの用語は交換可能であり、可視スペクトル内およ
び可視スペクトル外の電磁放射に対応し得る。
【００１４】
　支持基部１２０は、一般的に、レーザビーム１８０によってレーザ加工される透明材料
１６０を支持可能な任意の構造である。支持基部１２０は、透明材料１６０を担持するト
レーとして作用し得るものであり、平坦な透明材料１６０と相互作用する略平坦な上面１
２２と、支持基部１２０が配置され得る略平坦な作業台と相互作用する略平坦な底面１２
４とを有し得る。支持基部１２０は、レーザ加工中の安定性のために台または他の作業空
間に配置され得る。一実施形態において、支持基部１２０はアルミニウムで構成され得る
。例えば、支持基部１２０は、約５０％を超える、約７０％を超える、約９０％を超える
、約９５％を超える、または約９９％を超えるアルミニウムで構成され得る。一実施形態
において、支持基部１２０は、例えば3A Composites International AGから市販されてい
る「ALUCORE」（登録商標）等のハニカムアルミニウム構造を有し得る。別の実施形態で
は、支持基部１２０は、ポリオキシメチレンで構成され得る。例えば支持基部１２０の材
料等の透明でない材料に焦線１８２が接触すると、支持基部１２０は損傷される場合があ
り、それによってレーザ加工された透明材料１６０に汚れが生じ得る。本明細書において
用いられる「支持基部１２０を損傷する」とは、支持基部１２０の上面１２２のスクラッ
チ、溶発、切断、切り傷、擦り傷、引っかき傷、または別様の機械的完全性の攪乱を含む
が、これらに限定されない。
【００１５】
　一実施形態において、支持基部１２０は、レーザ加工中に台または他の作業台上に配置
され得る。台または作業台は、台または作業台の表面に吸引力を生じる真空システムを有
し得る。例えば、台または作業台は、表面に真空孔を有してもよく、支持基部１２０およ
びレーザ攪乱要素１４０はそれに対応する孔を有してもよく、その孔を通して、真空が吸
引力を生じて、レーザ攪乱要素１４０上に配置された材料を固定し得る。例えば、透明材
料１６０は、攪乱要素１４０、支持基部１２０、および作業台の貫通孔を透過する真空の
吸引力によって攪乱要素１４０に固定され得る。支持基部１２０およびレーザ攪乱要素１
４０は、例えばねじ、固定具、ピン、または他の適切な手段等を用いて、互いに機械的に
固定され得る。従って、透明材料１６０は、レーザ加工される間、レーザ攪乱要素１４０
上に載置されて、真空システムによって固定され得る。
【００１６】
　透明材料１６０は、レーザビーム１８０の電磁放射に対して略透明な任意の材料であり
得る。例えば、透明材料１６０は、ガラス、サファイア、ケイ素、炭化ケイ素、水晶、ア
ルミナ（Ａｌ２０３）、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）、ジルコニア（ＺｒＯ２）、窒化ガ
リウム、ガリウムヒ素（ＧａＡｓ）、ガリウムリン（ＧａＰ）、アンチモン化ガリウム（
ＧａＳｂ）、インジウムヒ素（ＩｎＡｓ）、インジウムリン（ＩｎＰ）、アンチモン化イ
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ンジウム（ＩｎＳｂ）、硫化カドミウム（ＣｄＳ）、セレン化カドミウム（ＣｄＳｅ）、
テルル化カドミウム（ＣｄＴｅ）、硫化亜鉛（ＺｎＳ）、セレン化亜鉛（ＺｎＳｅ）、テ
ルル化亜鉛（ＺｎＴｅ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）、ニオブ酸リチウム（ＬｉＮｂＯ３）、
タンタル酸リチウム（ＬｉＴａＯ３）、またはそれらの組合せであり得るが、それらに限
定されない。透明材料１６０は、例えば電子デバイスのカバーガラス等に適した略平坦な
上面１６２および略平坦な底面１６４を有し得る。上面１６２および／または底面１６４
は研磨され得る。別の実施形態では、透明材料１６０は半導体製造用のウェハ材料であり
得る。透明材料１６０としてガラスが用いられる場合には、ガラスは、一般的に、シート
として形成するのに適した任意のガラスであってよい。一部の実施形態では、ガラスは、
イオン交換可能なアルミノシリケートガラスであり得る。そのようなイオン交換可能なア
ルミノシリケートガラスの例としては、（コーニング社から市販されている）「Gorilla 
Glass」（登録商標）および「Gorilla Glass II」（登録商標）が挙げられるが、それら
に限定されない。特にレーザ加工後のそのようなガラスは、例えば携帯型の民生用電子デ
バイスのカバーガラス等の多くの用途によく適したものとなり得る。
【００１７】
　レーザビーム１８０は、焦線１８２において透明材料１６０に対して穴あけ、切断、分
離、穿孔、または別様の加工を行う目的で、透明材料１６０に小さい（マイクロメートル
台以下の）「孔」を生じるよう動作可能であり得る。より具体的には、例えば１０６４ｎ
ｍ、５３２ｎｍ、３５５ｎｍ、または２６６ｎｍ等の波長を有する超短（即ち、１０－１

０～１０－１５秒）パルスレーザビーム１８０が、焦線１８２として、透明材料１６０の
表面または透明材料１６０内の焦点領域に欠陥を生じるのに必要な閾値を超えるエネルギ
ー密度まで集光される。レーザビーム１８０は、約１ｋＨｚ～２ＭＨｚの範囲内、別の実
施形態では約１０ｋＨｚ～約６５０ｋＨｚの範囲内の繰り返し率を有し得る。加工を繰り
返すことにより、透明材料１６０に、レーザによって生じる所定の経路に沿って位置合わ
せされた一続きの欠陥を生じることができる。このレーザによって生じる特徴を十分に近
接させることにより、透明材料１６０内に、制御された機械的脆弱性の領域を生成でき、
透明材料１６０を、（図１では透明材料１６０の焦線１８２付近の領域として示されてい
る）レーザによって生じた一続きの欠陥によって定められる経路に沿って、（機械的また
は熱的に）正確に破砕または分離できる。透明材料１６０の完全に自動化された分離を行
うために、超短レーザのパルスの後に、必要に応じて、二酸化炭素（ＣＯ２）レーザ、ま
たは他の熱応力源が続き得る。透明基体のレーザ加工に適用可能な代表的なレーザビーム
１８０特性が、「METHOD AND　DEVICE FOR THE LASER-BASED MACHINING OF SHEET-LIKE S
UBSTRATES」という名称の米国特許出願第６１９１７０９２号明細書に詳細に記載されて
おり、その教示の全体を参照して本明細書に組み込む。
【００１８】
　レーザビーム１８０の波長は、レーザ加工される（レーザによって穴あけ、切断、溶発
、損傷、または別様で知覚できるほど変性される）材料がレーザの波長に対して透明であ
るよう選択され得る。レーザ源の選択は、透明材料１６０内において多光子吸収（ＭＰＡ
）を生じる能力にも依存し得る。ＭＰＡは、より低いエネルギー状態（通常は接地状態）
からより高いエネルギー状態（励起状態）まで材料を励起するための、同一または異なる
周波数の複数の光子の同時吸収である。励起状態は、励起された電子状態または電離され
た状態であり得る。材料のより高いエネルギー状態とより低いエネルギー状態との間のエ
ネルギー差は、２つの光子のエネルギーの合計に等しい。ＭＰＡは、線形吸収より数桁弱
い三次の非線形のプロセスである。これは、ＭＰＡの強度が光強度の二乗に依存するとい
う点で、線形吸収とは異なり、従って、これを非線形の光学プロセスとしている。普通の
光強度においては、ＭＰＡは無視できるものである。例えばレーザビーム１８０（特にパ
ルスレーザ源）の焦線１８２の領域等におけるように、光強度（エネルギー密度）が非常
に高い場合には、ＭＰＡは感知できるものとなり、レーザビーム１８０のエネルギー密度
が十分に高い領域（即ち焦線１８２）内の材料内における測定可能な効果につながる。焦
線１８２の領域内では、エネルギー密度は電離を生じるのに十分に高いものであり得る。



(7) JP 2017-521259 A 2017.8.3

10

20

30

40

50

【００１９】
　原子レベルでは、個々の原子の電離は個別のエネルギー要件を有する。ガラスで一般的
に用いられている幾つかの元素（例えば、Ｓｉ、Ｎａ、Ｋ）は、比較的低い電離エネルギ
ー（例えば約５ｅＶ）を有する。ＭＰＡの現象が生じないと、約５ｅＶで線形電離を生じ
るには約２４８ｎｍのレーザ波長が必要となる。ＭＰＡが生じると、約５ｅＶで、エネル
ギー的に離れた状態間の電離または励起を２４８ｎｍより長い波長で達成できる。例えば
、５３２ｎｍの波長を有する光子は、約２．３３ｅＶのエネルギーを有するので、５３２
ｎｍの波長の２つの光子は、２光子吸収（ＴＰＡ）において、約４．６６ｅＶで、エネル
ギー的に離れた状態間の遷移を生じることができる。
【００２０】
　従って、原子および結合は、レーザビーム１８０のエネルギー密度が、必要な励起エネ
ルギーの半分を有するレーザ波長の非線形ＴＰＡを生じるのに十分高い透明材料１６０の
領域内において、選択的に励起または電離され得る。ＭＰＡは、励起された原子または結
合の局所的な再配置、および隣接する原子または結合からの分離を生じることができる。
その結果、結合または構造内に生じる変性は、ＭＰＡが生じた材料領域からの物質の非熱
的溶発および除去を生じさせることができる。この物質の除去は、透明材料１６０を機械
的に脆弱にして、機械的または熱的応力が加えられた際にクラックまたは破砕を生じやす
くする構造的欠陥（例えば、欠陥線、または「穿孔」）を生成する。穿孔の配置を制御す
ることにより、それに沿ってクラックが生じる輪郭または経路を正確に定めることができ
、材料の正確な微細加工を達成できる。一続きの穿孔によって定められる輪郭は、断層線
として見なされ得るものであり、透明材料１６０内の構造的脆弱性の領域に対応する。一
実施形態において、レーザ加工は、レーザビーム１８０によって処理された透明材料１６
０からの部品の分離を含み、この場合、部品は、レーザによって生じるＭＰＡ効果によっ
て形成された複数の穿孔の閉じた輪郭によって決定される正確に定められた形状または周
囲を有する。本明細書において用いられる閉じた輪郭という用語は、レーザラインによっ
て形成された穿孔の経路を指し、経路は一部の位置においてはそれ自体と交差している。
内部輪郭とは、得られる形状が、材料の外側の部分によって完全に囲まれている場合に形
成される経路である。
【００２１】
　一部の実施形態によれば、穿孔は、超短パルスレーザを、ガラス組成物の或る範囲の本
体を完全に穿孔するための焦線を生成する光学系と組み合わせて用いて達成され得る。一
部の実施形態では、これらのパルスは単一のパルスであり（即ち、レーザは、パルスバー
スト（複数の単一パルスが近接した群）ではなく、等しく離間した単一のパルスであり）
、個々のパルスのパルス持続時間は、約１ピコ秒より大きく且つ約１００ピコ秒より小さ
い範囲内（例えば約５ピコ秒より大きく且つ約２０ピコ秒より小さい等）であり、個々の
パルスの繰り返し率は、約１ｋＨｚ～４ＭＨｚの範囲内（例えば約１０ｋＨｚ～６５０ｋ
Ｈｚの範囲内等）であり得る。また、穿孔は、高エネルギーの短い持続時間の時間的に近
接した複数のパルスの単一の「バースト」を用いて達成されでもよい。そのようなパルス
は、バースト内の個々のパルス間の約１ナノ秒～約５０ナノ秒（例えば、１０～３０ナノ
秒、約２０ナノ秒等）の範囲内の持続時間によって分離された２つ以上のパルス（例えば
、例えば、３つのパルス、４つのパルス、５つのパルス、１０個のパルス、１５個のパル
ス、２０個のパルス、またはそれ以上等）のバーストとして生成されてもよく、バースト
繰り返し周波数は、約１ｋＨｚ～約２００ｋＨｚの範囲内であり得る。（バーストまたは
パルスバーストの生成は、パルスの発光が均一且つ安定した流れではなく、パルスの密集
したクラスタとなる、１つのタイプのレーザ動作である。）パルスバーストレーザビーム
は、その波長において材料が略透明であるよう選択される波長を有し得る。レーザパルス
持続時間は、１０－１０秒以下、１０－１１秒以下、１０－１２秒以下、または１０－１

３秒以下であり得る。例えば、レーザパルスの持続時間は、約１ピコ秒～約１００ピコ秒
、または別の実施形態では約５ピコ秒～約２０ピコ秒であり得る。これらの「バースト」
は、高い繰り返し率（例えばｋＨｚ台またはＭＨｚ台）で繰り返され得る。材料における
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、測定された１バースト当たりの平均レーザ出力（バーストパルスが用いられる場合）は
、材料の厚さ１ｍｍ当たり４０μＪより大きいものであり得る（例えば、４０μＪ／ｍｍ
～２５００μＪ／ｍｍ、または５００～２２５０μＪ／ｍｍ）。例えば、０．１ｍｍ～０
．２ｍｍの厚さのガラスを用いる場合の一実施形態では、ガラスを切断および分離するた
めに、１０００～２０００μＪ／ｍｍの例示的な範囲を与える２００μＪのパルスバース
トが用いられ得る。例えば、例示的な０．５～０．７ｍｍの厚さのガラスについては、ガ
ラスを切断および分離するために、５７０μＪ／ｍｍ（４００μＪ／０．７ｍｍ）～１４
００μＪ／ｍｍ（７００μＪ／０．５ｍｍ）の例示的な範囲に対応する４００～７００μ
Ｊのパルスバーストが用いられ得る。穿孔は、レーザおよび／または基体もしくはスタッ
ク体の移動を制御することによってレーザに対する基体またはスタック体の相対的な速度
を制御することにより、離間されて正確に配置され得る。一実施形態では、レーザを用い
て、１回の通過で、材料を貫通する高度に制御された完全な線の穿孔を生じることができ
、これに伴う表面下損傷（約７５ｍ未満、または約５０ｍ未満）およびデブリの発生は非
常に僅かである。これは、ガラスの厚さを完全に貫通するにはしばしば複数回の通過が必
要となり、溶発処理から大量のデブリが生じ、より大きな表面下損傷（約１００ｍ未満）
およびエッジの欠けが生じる、材料を溶発させるための典型的なスポット集光レーザの使
用とは対照的である。これらの穿孔、欠陥領域、損傷進路、または欠陥線は、一般的に、
１～２５マイクロメートル（例えば、３～１２マイクロメートル、または５～２０マイク
ロメートル）離間される。一部の実施形態によれば、パルスレーザは１０Ｗ～１５０Ｗの
レーザ出力を有し、１パルスバースト当たり少なくとも２パルスのパルスバーストを生じ
る。一部の実施形態によれば、パルスレーザは１０Ｗ～１００Ｗのレーザ出力を有し、１
パルスバースト当たり少なくとも２～２５パルスのパルスバーストを生じる。一部の実施
形態によれば、パルスレーザは２５Ｗ～６０Ｗのレーザ出力を有し、１バースト当たり少
なくとも２～２５パルスのパルスバーストを生じ、欠陥線間の周期性は２～２０マイクロ
メートル、２～１５マイクロメートル、または２～１０マイクロメートルである。このパ
ルスバーストレーザビームは、その波長において材料が略透明であるよう選択された波長
を有し得る。一部の実施形態によれば、パルスは、１０ピコ秒未満のパルス持続時間を有
する。一部の実施形態によれば、パルスレーザは、１０ｋＨｚ～１０００ｋＨｚのパルス
繰り返し周波数を有する。
【００２２】
　従って、単一の高エネルギーのバーストパルスを用いて、透明材料１６０内に顕微鏡的
な（即ち、直径が約１μｍ未満、０．５ｎｍ未満（例えば≦４００ｎｍ、または≦３００
ｎｍ）、または約１００ｎｍ未満（例えば、５０ｎｍ～１００ｎｍ）の）細長い「孔」（
本明細書においては穿孔または欠陥線とも称する）を生成することが可能である。個々の
穿孔は、数百キロヘルツ（例えば１秒当たり数十万個の穿孔）の速度で生成できる。従っ
て、レーザ源と材料とを相対移動させることにより、これらの穿孔を互いに隣接させて配
置できる（空間的分離は所望に応じて１マイクロメートル未満から数マイクロメートルま
で様々である）。この空間的分離は、切断を容易にするよう選択される。一部の実施形態
では、欠陥線は、透明材料１６０の上部から底部まで延びる孔または開いたチャネルであ
る「貫通孔」である。更に、欠陥線の内径は、例えばレーザビーム焦線のスポット径と同
じ大きさであり得る。レーザビーム焦線は、約０．１マイクロメートル～約５マイクロメ
ートル（例えば１．５～３．５マイクロメートル）の範囲内の平均スポット径を有し得る
。
【００２３】
　焦線１８２を形成するために、光源からのレーザ１８８は光学アセンブリ１８４を透過
し得る。適用可能な適切な光学アセンブリが、「STACKED TRANSPARENT MATERIAL CUTTING
 WITH ULTRAFAST LASER BEAM OPTICS, DISRUPTIVE LAYERS AND OTHER LAYERS」という名
称の米国仮特許出願第６１／９１７０９２号明細書に詳細に記載されており、その教示の
全体を参照して本明細書に組み込む。例えば、光源からのレーザ１８８のビーム経路に配
置される光学アセンブリ１８４は、光源からのレーザ１８８を、ビーム伝搬方向に沿って
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見た場合に焦線１８２に変形するよう構成され、レーザビーム焦線１８２は、０．１ｍｍ
～１００ｍｍ（例えば、０．１～１０ｎｍ）の範囲内の長さを有する。レーザビーム焦線
は、約０．１ｍｍ～約１０ｍｍ、または約０．５ｍｍ～約５ｍｍの範囲内（例えば約１ｍ
ｍ、約２ｍｍ、約３ｍｍ、約４ｍｍ、約５ｍｍ、約６ｍｍ、約７ｍｍ、約８ｍｍ、または
約９ｍｍ等）の長さ、または約０．１ｍｍ～約１ｍｍの範囲内の長さを有してもよく、平
均スポット径は約０．１マイクロメートル～約５マイクロメートルの範囲内である。各孔
または欠陥線は、０．１マイクロメートル～１０マイクロメートル、例えば０．２５～５
マイクロメートル（例えば、０．２～０．７５マイクロメートル）の直径を有し得る。光
源からのレーザ１８８を集光して、定められた長さの焦線１８２を形成するために、例え
ば、図１に示されるように、球形または円盤形状の光学アセンブリ１８４が用いられ得る
。
【００２４】
　なお、本明細書に記載されるそのようなピコ秒レーザの典型的な動作は、パルス５００
Ａの「バースト」５００を生じる。各「バースト」（本明細書においては「パルスバース
ト」５００とも称する）は、非常に短い持続時間の複数の個々のパルス５００Ａ（例えば
２つのパルス、３つのパルス、４つのパルス、５つのパルス、１０個、１５個、２０個、
またはそれ以上）を含み得る。即ち、パルスバーストはパルスの「ポケット」であり、バ
ーストは、各バースト内の個々の隣接するパルス間の分離より長い持続時間だけ互いから
分離される。パルス５００Ａは、１００ピコ秒まで（例えば、０．１ピコ秒、５ピコ秒、
１０ピコ秒、１５ピコ秒、１８ピコ秒、２０ピコ秒、２２ピコ秒、２５ピコ秒、３０ピコ
秒、５０ピコ秒、７５ピコ秒、またはそれらの間）のパルス持続時間Ｔｄを有する。バー
スト内の個々のパルス５００Ａのエネルギーまたは強度は、バースト内の他のパルスのエ
ネルギーまたは強度と等しくなくてもよく、バースト５００内の複数のパルスの強度分布
は、レーザ設計によって支配される時間的な指数関数的減衰にしばしば従う。好ましくは
、本明細書に記載される例示的な実施形態のバースト５００内の各パルス５００Ａは、バ
ースト内の後続のパルスから１ナノ秒～５０ナノ秒（例えば１０～５０ナノ秒、または１
０～３０ナノ秒であり、この時間はレーザキャビティの設計によってしばしば支配される
）の持続時間Ｔｐだけ時間的に分離される。所与のレーザについて、バースト５００内の
隣接するパルス間の時間的分離Ｔｐ（パルスとパルスとの間の分離）は比較的均一（±１
０％）である。例えば、一部の実施形態では、バースト内の各パルスは、後続のパルスか
ら約２０ナノ秒だけ時間的に分離される（５０ＭＨｚ）。例えば、約２０ナノ秒のパルス
間分離Ｔｐを生じるレーザでは、バースト内のパルス間分離Ｔｐは約±１０％以内または
約±２ナノ秒以内に維持される。パルスの各「バースト」間の時間（即ち、バースト間の
時間的分離Ｔｂ）は、それより遥かに長くなる（例えば０．２５≦Ｔｂ≦１０００マイク
ロ秒、例えば１～１０マイクロ秒、または３～８マイクロ秒）。本明細書に記載されるレ
ーザの例示的な一部の実施形態では、約２００ｋＨｚのバースト繰り返し率または周波数
を有するレーザに対して、時間的分離Ｔｂは５マイクロ秒前後である。レーザバースト繰
り返し率は、バースト内の最初のパルスと後続のバースト内の最初のパルスとの間の時間
Ｔｂに関係する（レーザバースト繰り返し率＝１／Ｔｂ）。一部の実施形態では、バース
ト繰り返し周波数は、約１ｋＨｚ～約４ＭＨｚの範囲内であり得る。より好ましくは、レ
ーザバースト繰り返し率は、例えば約１０ｋＨｚ～６５０ｋＨｚの範囲内であり得る。各
バースト内の最初のパルスと後続のバースト内の最初のパルスとの間の時間Ｔｂは、０．
２５マイクロ秒（４ＭＨｚのバースト繰り返し率）～１０００マイクロ秒（１ｋＨｚのバ
ースト繰り返し率）、例えば０．５マイクロ秒（２ＭＨｚのバースト繰り返し率）～４０
マイクロ秒（２５ｋＨｚのバースト繰り返し率）、または２マイクロ秒（５００ｋＨｚの
バースト繰り返し率）～２０マイクロ秒（５０ｋＨｚのバースト繰り返し率）であり得る
。正確なタイミング、パルス持続時間、およびバースト繰り返し率は、レーザ設計に応じ
て変わり得るが、高い強度の短いパルス（Ｔｄ＜２０ピコ秒、および好ましくはＴｄ≦１
５ピコ秒）が特に良好に働くことが示されている。
【００２５】
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　材料（例えば、ガラス）を変性または穿孔するのに必要なエネルギーは、バーストエネ
ルギー、即ち（各バースト５００が一続きのパルス５００Ａを含む）１つのバースト内に
含まれるエネルギーに関して、または（その多くがバーストを構成し得る）単一のレーザ
パルスに含まれるエネルギーに関して説明できる。これらの用途では、エネルギー／バー
ストは２５～７５０μＪ、より好ましくは５０～５００μＪ、または５０～２５０μＪで
あり得る。一部の実施形態では、エネルギー／バーストは１００～２５０μＪである。パ
ルスバースト内の個々のパルスのエネルギーはそれより低くなり、正確な個々のレーザパ
ルスエネルギーは、パルスバースト５００内のパルス５００Ａの数、およびレーザの減衰
率（例えば、指数関数的減衰率）に応じて異なる。例えば、一定のエネルギー／バースト
について、１つのパルスバーストが１０個のレーザパルス５００Ａを含む場合、各レーザ
パルス５００Ａは、同じパルスバースト５００が２個のレーザパルスのみを有する場合よ
りも低いエネルギーを含む。
【００２６】
　本明細書の一部の実施形態に記載される薄いガラスのレーザ「溶発」切断は、溶発領域
またはその付近におけるクラックの生成を抑制または防止しないこと、および任意の形状
の自由形状切断を行う能力を含む長所を有する。フラットパネルディスプレイは、たとえ
中心部に応力が加えられた場合でもエッジから壊れる傾向が顕著であるため、フラットパ
ネルディスプレイ用のガラス基体においてエッジのクラックおよび残留エッジ応力を回避
することは有益である。本方法は、有害な熱効果を生じずに切断する「低温」溶発技術で
あるため、本明細書に記載される方法における、調節されたビーム送出と組み合わされた
超高速レーザの高いピーク出力は、上記の問題を回避できる。本方法による超高速レーザ
によるレーザ切断は、ガラスに応力を実質的に生じない。しかし、本明細書に記載される
レーザ加工方法および装置では、任意のタイプのレーザが用いられ得ることを理解された
い。
【００２７】
　引き続き図１を参照すると、レーザ攪乱要素１４０は、支持基部１２０上であって、支
持基部１２０と透明材料１６０との間に配置されている。一実施形態において、レーザ攪
乱要素１４０は、支持基部１２０の上面１２２の平坦な表面および透明材料１６０の底面
１６４にそれぞれ対応する略平坦な上面１４２および底面１４４を有する略平坦なシート
であり得る。一般的に、レーザ攪乱要素１４０は、レーザビーム１８０が（即ち、焦線１
８２において）、レーザ攪乱要素１４０の下方において支持基部１２０を損傷するのに十
分な強度を有しないように、透明材料１６０を透過したレーザビーム１８０を光学的に攪
乱する。例えば、光学的攪乱は、レーザビーム１８０を反射、吸収、散乱、デフォーカス
する、または別様でレーザビーム１８０と干渉することを含み得る。攪乱要素１４０は、
レーザビーム１８０が多層スタック体１００内の下層（例えば支持基部１２０等）を損傷
または別様で変性するのを阻止または防止するために、入射レーザビーム１８０を反射、
吸収、散乱、デフォーカス、または別様で入射レーザビーム１８０と干渉し得る。
【００２８】
　一実施形態において、レーザ攪乱要素１４０は、レーザ加工される透明材料１６０の直
下に配置される。図１に、そのような構成が示されており、ビーム攪乱要素１４０は、本
明細書に記載されるレーザ加工が行われる透明材料１６０の直下に配置された略平坦なシ
ートである。一部の実施形態では、レーザ攪乱要素１４０は、支持基部１２０と直接接触
するよう配置され得るが、他の実施形態では、支持基部１２０とレーザ攪乱要素１４０と
の間に、材料の別の層が配置され得る。一実施形態において、レーザ攪乱要素１４０は、
その上面１４２から底面１４４まで測定された約０．５ｍｍ～約３ｍｍの厚さを有し得る
。レーザ攪乱要素１４０のエッジは、鋭い角部が実質的に存在しない、角部が面取りされ
た丸みのある形状を有し得る。
【００２９】
　レーザ攪乱要素１４０は、レーザ加工によって切断される透明材料１６０とは異なる光
学特性を有する。例えば、ビーム攪乱要素１４０は、デフォーカス要素、散乱要素、半透
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明の要素、または反射要素で構成され得る。デフォーカス要素は、レーザビーム光１８０
がデフォーカス要素上またはその下方においてレーザビーム焦線１８２を形成するのを防
止する材料で構成された界面または層である。デフォーカス要素は、レーザビーム１８０
の波面を散乱させるまたは攪乱する屈折率の不均一性を有する材料または界面で構成され
得る。レーザ攪乱要素が半透明の要素である実施形態では、半透明の要素は、レーザビー
ム１８０が、レーザビーム焦線１８２の形成を防止するのに十分低いエネルギー密度にな
るよう、半透明の要素のレーザビーム１８０とは反対側にある多層スタック体１００の部
分内で散乱または減衰した後にのみ、光の透過を可能にする界面または材料の層である。
【００３０】
　図１に示されるように、レーザビーム１８０は、透明材料１６０を透過して、レーザ攪
乱要素１４０の上面１４２に接触し得る。レーザ攪乱要素１４０は、支持基部１２０に到
達する前にレーザビーム１８０の強度が減少するよう、レーザビーム１８０を攪乱し得る
。より具体的には、攪乱要素１４０の反射、吸収、デフォーカス、減衰、および／または
散乱を用いて、レーザ放射に対する障壁または障害を生じることができる。攪乱要素１４
０によるレーザビーム１８０の吸収、反射、散乱、減衰、デフォーカス等は、完全なもの
である必要はない。レーザビーム１８０に対する攪乱要素１４０の効果は、焦線１８２の
エネルギー密度または強度を、支持基部１２０の切断、溶発、穿孔等に必要な閾値より低
いレベルまで下げるのに十分なものであり得る。一実施形態において、攪乱要素１４０は
、焦線１８２のエネルギー密度または強度を、支持基部１２０を損傷するのに必要な閾値
より低いレベルまで下げる。レーザ攪乱要素１４０は、層または界面であり得、レーザビ
ーム１８０を吸収、反射、散乱するよう構成され得るが、この吸収、反射、または散乱は
、支持基部１２０（または他の下層）まで透過するレーザビーム１８０のエネルギー密度
または強度を、支持基部１２０または他の下層の損傷を生じるのに必要なレベルより低い
レベルまで下げるのに十分なものであり得る。
【００３１】
　一実施形態において、レーザ攪乱要素１４０は、レーザ攪乱要素１４０の上面１４２に
おいて、レーザビーム１８０を光学的に攪乱してもよい。例えば、一実施形態において、
レーザ攪乱要素１４０は、その最上層１４２または表面改質された上面１４２に、膜を含
み得る。例えば、攪乱要素１４０は、入射光を散乱させるために実質的に粗くなるよう改
質された粗面化された上面１４２（透明材料１６０に最も近い表面）を含み得る。更に、
レーザ攪乱要素１４０の上面１４２が、レーザビーム１８０と干渉するよう作用する場合
には、レーザ攪乱要素１４０の上面１４２より下方には焦線１８２が形成されないので、
レーザ攪乱層のバルク材料は、透明基体と略同じ材料であってもよい。例えば、一実施形
態において、透明材料１６０はガラスであってもよく、攪乱要素１４０もガラスであって
もよい。更に、レーザの波長に対して透明なバルク材料を有するレーザ攪乱要素１４０は
、レーザを透過させて、攪乱要素１４０のバルク材料構造にわたって強度を実質的に分散
させ得る。そのような実施形態では、レーザ攪乱要素１４０は、透明材料１６０を透過し
たレーザビーム１８０によって損傷されない。
【００３２】
　一実施形態において、レーザ攪乱要素１４０は、例えば、曇りガラスのシート等の曇り
ガラスで構成され得る。曇りガラス（結霜ガラスとも称される）は、略半透明であり得る
。比較的粗い上面１４２は、入射レーザビーム１８０を散乱させる半透明の要素として作
用し得る。曇りガラスは、入射光を攪乱させるよう作用する半透明の外観を有するよう、
化学エッチングによって、サンドブラストによって、または別様で製造され得る。しかし
、一実施形態において、曇りガラスは、レーザ加工中に上面１４２に載置される透明材料
１６０を損傷しないよう、略平滑であってもよい。例えば、サンドブラストによる曇りガ
ラスは、レーザ加工される透明材料１６０がレーザ攪乱要素１４０上に配置される際に、
透明材料１６０を引っ掻いて損傷するほど粗い場合がある。しかし、化学エッチングによ
るガラスは、透明材料１６０を損傷しないために十分に平滑でありながら、適切な光学特
性を提供し得る。本明細書において用いられる、透明材料１６０の「損傷」とは、例えば
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引っ掻き傷、切断、または他の擦り傷等の、人間の目で検出可能な損傷を意味する。
【００３３】
　一実施形態において、上面１４２の平均粗さ（Ｒａ）は、約０．５マイクロメートル以
上、約０．８マイクロメートル以上、約１．０マイクロメートル以上、約１．５マイクロ
メートル以上、または約２．０マイクロメートル以上であり得る。本明細書において用い
られる「Ｒａ」は、局所的な表面高さと平均表面高さとの差の算術平均として定義され、
以下の式によって記述できる。
【００３４】
【数１】

【００３５】
式中、Ｙｉは、平均表面高さに対する相対的な局所的表面高さである。他の実施形態では
、Ｒａは約０．５マイクロメートル～約２．０マイクロメートル、約０．５マイクロメー
トル～約１．５マイクロメートル、または約０．５マイクロメートル～約１．０マイクロ
メートルであり得る。例えば、一実施形態において、曇りガラスは、米国ウェストバージ
ニア州クラークスバーグのEuropTec USAから市販されているEagleEtch（登録商標）酸エ
ッチングガラスであり得る。
【００３６】
　別の実施形態では、レーザ攪乱要素１４０は、レーザビーム１８０を攪乱すると共に、
例えば支持基部１２０等の下層を実質的に保護するよう作用する表面膜層を含み得る。こ
の光学的攪乱膜層は、熱蒸着、物理蒸着、および／またはスパッタリングによって付着さ
れ得るものであり、その厚さは、用いられるレーザの波長の関数であり得る。この薄膜は
、ＭｇＦ２、ＣａＦ２、ポリ（メチルメタクリレート）、ＰＭＭＩ、ポリカーボネート、
スチレン－アクリロニトリルコポリマー、ポリスチレン、環状オレフィンポリマー、環状
オレフィンコポリマー、およびそれらの組合せで構成され得るが、それらに限定されない
。
【００３７】
　特許請求される主題の趣旨および範囲から逸脱することなく、本明細書に記載される実
施形態に対して様々な変形および変更が行われ得ることが、当業者には自明であろう。従
って、本明細書は、添付の特許請求の範囲およびそれらの等価物の範囲内である、本明細
書に記載される様々な実施形態のそのような変形および変更を網羅することが意図される
。
【００３８】
　以下、本発明の好ましい実施形態を項分け記載する。
【００３９】
　実施形態１
　透明材料をレーザ加工する方法において、
　前記透明材料をキャリア上に配置する工程と、
　レーザビームを前記透明材料に透過させる工程であって、前記レーザビームが前記透明
材料の前記キャリアとは反対側に入射する、工程と
を含み、
　前記透明材料が前記レーザビームに対して略透明であり、
　前記キャリアが支持基部およびレーザ攪乱要素を含み、
　前記レーザビームが、前記レーザ攪乱要素より下方においては、前記支持基部を損傷す
るのに十分な強度を有しないように、前記レーザ攪乱要素が、前記透明材料を透過した前
記レーザビームを光学的に攪乱する
ことを特徴とする方法。
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【００４０】
　実施形態２
　前記レーザ攪乱要素が曇りガラスを含む、実施形態１記載の方法。
【００４１】
　実施形態３
　前記キャリアの少なくとも一部が、前記レーザビームに対して透明でない、実施形態１
または２記載の方法。
【００４２】
　実施形態４
　前記レーザ攪乱要素が、前記透明材料を透過した前記レーザビームによって損傷されな
い、実施形態１、２、または３記載の方法。
【００４３】
　実施形態５
　前記透明材料がガラスである、実施形態１記載の方法。
【００４４】
　実施形態６
　前記透明材料に入射する前記レーザビームを用いて、前記透明材料に穿孔する工程を更
に含む、実施形態１記載の方法。
【００４５】
　実施形態７
　前記レーザビームが、約１ピコ秒～約１００ピコ秒のパルス持続時間を有する、実施形
態１～６のいずれか１つに記載の方法。
【００４６】
　実施形態８
　前記レーザビームが約１ｋＨｚ～２ＭＨｚのパルスバースト繰り返し率を有し、各パル
スバーストが少なくとも２つのパルスを有する、実施形態１～７のいずれか１つに記載の
方法。
【００４７】
　実施形態９
　前記レーザ攪乱要素が、前記レーザビームを光学的に攪乱する粗面化された表面を含む
、実施形態１～８のいずれか１つに記載の方法。
【００４８】
　実施形態１０
　前記粗面化された表面の平均粗さ（Ｒａ）が約０．５マイクロメートル以上である、実
施形態９記載の方法。
【００４９】
　実施形態１１
　前記粗面化された表面が、前記透明材料に最も近い前記レーザ攪乱要素の表面である、
実施形態９または１０記載の方法。
【００５０】
　実施形態１２
　前記レーザ攪乱要素が略平坦なシートである、実施形態１～８のいずれか１つに記載の
方法。
【００５１】
　実施形態１３
　前記レーザ攪乱要素が半透明である、実施形態１～８、および１２のいずれか１つに記
載の方法。
【００５２】
　実施形態１４
　レーザ加工のための多層スタック体において、



(14) JP 2017-521259 A 2017.8.3

10

20

30

40

50

　支持基部と、該支持基部上に配置されたレーザ攪乱要素とを含むキャリアと、
　前記キャリア上に配置された、略平坦な上面および略平坦な底面を含む透明材料であっ
て、該透明材料の前記キャリアとは反対側の表面に入射するレーザビームに対して略透明
な透明材料と
を含み、
　前記レーザビームが、前記レーザ攪乱要素より下方においては、前記支持基部を損傷す
るのに十分な強度を有しないように、前記レーザ攪乱要素が、前記透明材料を透過した前
記レーザビームを光学的に攪乱する
ことを特徴とする多層スタック体。
【００５３】
　実施形態１５
　前記レーザ攪乱要素が、前記レーザビームを光学的に攪乱する粗面化された表面を含む
、実施形態１４記載の多層スタック体。
【００５４】
　実施形態１６
　前記粗面化された表面の平均粗さ（Ｒａ）が約０．５マイクロメートル以上である、実
施形態１５記載の多層スタック体。
【００５５】
　実施形態１７
　キャリア上に配置された透明材料をレーザ加工する際にキャリアを保護する方法におい
て、
　支持基部を含む前記キャリア上に前記透明材料を配置する工程と、
　レーザビームを前記透明材料に透過させる工程であって、前記レーザビームが前記透明
材料の前記キャリアとは反対側の表面に入射し、前記レーザビームが、前記キャリアを損
傷するのに十分な強度を有する焦点領域を含む、工程と、
　前記支持基部と前記透明材料との間にレーザ攪乱要素を配置する工程であって、前記レ
ーザビームが、前記レーザ攪乱要素より下方のどの位置においても、前記支持基部を損傷
するのに十分な強度を有しないように、前記レーザ攪乱要素が、前記透明材料を透過した
前記レーザビームを光学的に攪乱する、工程と
を含むことを特徴とする方法。
【００５６】
　実施形態１８
　前記レーザ攪乱要素が、前記レーザビームを光学的に攪乱する粗面化された表面を含む
、実施形態１７記載の方法。
【００５７】
　実施形態１９
　前記粗面化された表面の平均粗さ（Ｒａ）が約０．５マイクロメートル以上である、実
施形態１８記載の方法。
【００５８】
　実施形態２０
　前記レーザ攪乱要素が曇りガラスを含む、実施形態１７記載の方法。
【００５９】
　実施形態２１
　前記レーザビームがパルスレーザによって生じ、該パルスレーザが１０Ｗ～１５０Ｗの
レーザ出力を有し、１パルスバースト当たり少なくとも２パルスのパルスバーストを生じ
る、実施形態１記載の方法。
【００６０】
　実施形態２２
　前記パルスレーザが１０Ｗ～１００Ｗのレーザ出力を有し、１パルスバースト当たり少
なくとも２～２５パルスのパルスバーストを生じる、実施形態２１記載の方法。
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　実施形態２３
　前記パルスレーザが２５Ｗ～６０Ｗのレーザ出力を有し、１バースト当たり少なくとも
２～２５パルスのパルスバーストを生じ、欠陥線間の周期性が２～２０マイクロメートル
である、実施形態２１記載の方法。
【００６２】
　実施形態２４
　前記レーザ攪乱要素が曇りガラスを含む、実施形態２３記載の方法。
【００６３】
　実施形態２５
　前記パルスレーザが１０Ｗ～１５０Ｗのレーザ出力を有し、１パルスバースト当たり少
なくとも２パルスのパルスバーストを生じる、実施形態１または１７記載の方法。
【００６４】
　実施形態２６
　前記パルスレーザが１０Ｗ～１００Ｗのレーザ出力を有し、１パルスバースト当たり少
なくとも２～２５パルスのパルスバーストを生じる、実施形態２５記載の方法。
【００６５】
　実施形態２７
　前記パルスレーザが２５Ｗ～６０Ｗのレーザ出力を有し、１バースト当たり少なくとも
２～２５パルスのパルスバーストを生じ、欠陥線間の周期性が２～２０マイクロメートル
である、実施形態２５記載の方法。
【００６６】
　実施形態２８
　前記レーザビームがパルスレーザによって生じる、実施形態１または１７記載の方法。
【００６７】
　実施形態２９
　前記パルスレーザが約１０ピコ秒～約１００ピコ秒のパルス持続時間を有する、実施形
態２８記載の方法。
【００６８】
　実施形態３０
　前記パルスレーザが１０ピコ秒未満のパルス持続時間を有する、実施形態２９記載の方
法。
【００６９】
　実施形態３１
　前記パルスレーザが１０ｋＨｚ～１０００ｋＨｚのパルス繰り返し周波数を有する、実
施形態２８、２９、または３０記載の方法。
【符号の説明】
【００７０】
　　１００　多層スタック体
　　１１０　キャリア
　　１２０　支持基部
　　１６０　透明材料
　　１４０　レーザ攪乱要素
　　１８０　レーザビーム
　　１８２　焦線
　　１８４　光学アセンブリ
　　１８８　光源からのレーザ
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