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明 細 苫

脆，性材料某板の加工方怯およびこれに用いるクラツク形成装置

技術分野

０００1 本発明は、脆性材科からなる被加工某板 (以下、「脆性材科某板」ともいぅ) に対し

て軟化点ょりも低い温度て加熱されるょぅにレーザヒ一ムを走査しなから照射し、次

いて冷却することにょり、某板端に形成した初期亀裂を始点としてクラノクを進行させ

、これにょり某板を加工する脆性材科某板の加工方怯、ぉょひ、この加工方怯に用

いるためのクラノク形成装置に関する。

本発明は、特に、脆性材科某板の板厚か背く、レーザ照射にょって某板表面付近

に発生した熱かクラノク形成時に某板の表面から裏面まて到達してしまぅ場合の脆性

材科某板の加工方怯に関する。

０００2 本発明ていぅ「脆性材科某板」には、ヵラス某板のほか、石英、卓結品シリコン、ザ

ファイヤ、半導体ウェハ、セラミノク等の某板か含まれる。以下、主にヵラス某板を用

いて説明するか、他の脆性材科某板についても同様てある。

また、本発明についての説明の便宜上、「クラノクの進行」とは、クラノクか某板の面方

向へ成長することをいい、クラノクか某板の厚み方向 (深さ方向)へ成長することを「ク

ラノクの進展」といぅことにょり、両者を区別することにする。

背景技術

０００3 ヵラス某板等の脆性材科某板 (以下、卓に「某板」ともいぅ) に対し、レーザヒ一ムを

走査させなから照射し、某板の軟化点ょりも低い温度て加熱すると、加熱領城に圧縮

応力か生しる。さらにレーザヒ一ムか照射された近傍に冷却媒体を吹き付けて冷却

することにょり、冷却領城に引張応力か生しる。このょぅに圧縮応力か生している領城

に近接して、引張応力か生しる領城を形成することにょり、応力勾配か形成される。

近年、この応力勾配を利用してヵラス某板にクラノクを形成することにょり、某板表面

にスクライフ加工を行ったり(例えは特井文献 参照 ) 、フル力外加工を行ったりする

加工技術か利用されている (例えは特井文献2、3参照 )。

０００4 ここて、スクライフ加工とは、某板裏面に達しない深さ 例えは板厚の ０～2０ 程



度の深刮のクラックを形成することにょり、某板にスクライブラインを形成する加工を

いぅ。スクライブ加工の場合、スクライブライン形成後に、スクライブラインに沿ってブレ

イクバ一を押し当てて曲げモ一メントを加えるブレイク処理を行ぅことにょり某板を剖

断することができる。

一方、フルヵット加工とは、某板表面から某板裏面に達するクラックを形成する加工

であり、ブレイク処理を行ぅことなく某板を剖断することができる。

特許文献 1 : 国際公開番号W O ０3 ００8352 公報

特許文献2 :特開2００4 155159 号公報

特許文献3 :特開平 1０8００6 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００5 レーザ加熱とその後の急冷にょり、某板に応力勾配を形成してガラス某板を剖断し

ょぅとする場合、上述したょぅに、スクライブラインを形成した後にブレイク処理を行ぅこ

とが必要な剖断モード(スクライブ加工モードといぅ) と、ブレイク処理を行わずに某板

が剖断される剖断モード(フルヵット加工モードといぅ) とがある。

０００6 スクライブ加工モード、フルヵット加工モードのいずれが成立するかは、加熱条件 (

レーザ波長、照射時間、照射パワー、走査速度等 ) や冷却条件 (冷媒温度、吹付呈、

吹付位置等 ) などの加工条件にも依存するが、ガラス某板の板厚に大きく依存する。

すなわち、ガラス某板の板厚が薄い場合には、スクライブ加工モードが成立する上記

加工条件のプロセスウインドウ ( E常なスクライブラインを形成することができる各種加

工条件の設定可能な範囲) が狭くなり、フルヵット加工モードになりやすい。フルヵット

加工モードでは、ブレイク処理を行ぅ必要がないため、工程が簡略であるといぅ利点、

が期待されるが、実際には、クラックがまっすぐに進展しない頻度が高い傾向があり、

精度のょい剖断を期待できない。一方、ガラス某板の板厚が増すにつれて (特に板

厚が 以上) 、フルヵット加工モードが困難になり、スクライブ加工モードが成立し

やすくなる傾向がある。

加熱条件や冷却条件が極端でない場合には、これら剖断モードの相違は、某板の

厚さに応じて、加熱、冷却時に生じる応力分布や盃が典なることに起因する。以下、



応力分布および盃と剖断モードとの関係について説明する。

０００7 は厚板某板

まず、板厚が厚いガラス某板の場合について説明する。ここでいぅ板厚が厚い場合

とは、某板上面にレーザビームが照射され、上面付近に発生した熱 (温熱) が某板内

に伝達されるときに、某板の板厚が十分厚いために、クラック形成時に熱の伝達が某

板の内部でとどまり某板下面まで熱が伝達されることのない場合をいぅ。具体的には

、ガラス某板の場合、 以上の板厚になると熱の伝達が某板内部にとどまる傾向

がある。

０００8 図6は、 以上の板厚を有するガラス某板 (以下、木明細菩では厚板某板とレづ

) に対し、レーザ照射および冷却を行ぅことによりクラックを進展、進行させるときに、某

板に生じる応力分布を説明するための模式図であり、図6 (a) は某板斜視図、図6 (b

) はその平面図である。

また、図7 (a) 、図7 (b)および図7 (c) は、それぞれ図6の 断面、 断面

およびC 断面における温度分布と応力分布を説明するための模式図である。な

お、別の視点から見れば、図7 (a) 、図7 (b)および図7 (c) は、ビームスポット Sおよ

び冷却スポット Sの通過に起因する同一地点の温度分布および応力分布の時間的

な変化を表している。

０００9 図6において、レーザビーム照射機構 (不図示)から照射されるレーザビームにより

、長円状のビームスポット Sが形成される。ビームスポット Sの後方には、冷却機構

(不図示)から吹き付けられる冷媒により、円形状の冷却スポット Sが形成される。ビ

ームスポット Sと冷却スポット S とは、少し距離を隔てた位置関係を維持しつつ、厚

板某板G の上を、予め初期亀裂 が形成してある一端側から他端側に向けて、剖

断予定ラインS に沿って走査される。

００1０ このとき、厚板某板G の上面付近には、ビームスポット Sの通過により加熱された

領城近傍に、加熱による膨張の影響で圧縮応力 (図中破線矢印で示す) が生じる。

次いで、冷却スポット Sの通過により冷却された領城近傍に、厚板某板G に形成さ

れた温度分布に起因する引張応力 (図中実線矢印で示す) が生じる。

００11 次に、図7に某づいて厚板某板G の内部に生じる応力および盃について説明す



る。

厚板某板G では、レーザビームのビームスポット Sの通過による加熱によって、図

7 (a) に示すよぅに加熱部位 が某板内部に形成され、加熱部位 が局所的に膨

張することにより、圧縮応力 (図中破線矢印で示す) が生じる。

００12 続いて、少し遅れてから冷却スポット S の通過による冷熱によって、図7 に示す

よぅに冷却部位C が表面近傍に形成され、冷却部位C が局所的に収縮することに

より、引張応力 (図中実線矢印で示す) が生じる。

厚板某板G の場合にほ、加熱部位 は徐々に某板内部に伝達されるが、某板

が厚いためクラック形成時に裏面まで到達することはなく、加熱部位 が某板内部

にとどまった状態になる。

００13 そして、図7 (c) に示すよぅに、冷却部位C の形成により厚板某板G の表層から

徐々に冷熱が伝達されると、冷却部位C は某板上面近傍 (例えば板厚の ～2

０ の深刮に存在し、その下方に加熱部位 が存在するよぅになる。この加熱部位

は、圧縮応力が発生している部位であるので、某板内部に存在する内部圧縮応

力場 nと言い換えることができる。

００14 厚板某板G に内部圧縮応力場 nが形成され、某板の上面近傍に引張応力が

形成されることにより、厚板某板G には、局所的に上に凸となる盃が発生し、引張応

力と同じ方向に某板を擁ませる力 (図中一点鎖線矢印で示す) が某板上面に発生す

ることになる。なお、図7 (c) では、擁みの方向を示すため、便宜上、厚板某板G に

生じる盃による変形を誇張して示している。

００15 その結果、厚板某板G の上面には、引張応力、および、某板が上に凸となるよぅ

に擁ませる力により、某板上面から厚み方向 (深さ方向) に、垂直なクラックCが形成

されやすい状態になる。このよぅに、厚み方向 (深さ方向) に進展するクラックが形成さ

れやすい状態 (あるいは実際にクラックが形成される状態 )を「縦割れ」の状態と称す

る。縦割れ状態のときに進展するクラックは、剖断面が平滑であり(表面の凹凸が 、さ

く) 、しかも直進性に優れており、剖断面として望ま 、。

００16 しかしながら、縦剖れ状態の場合、厚板某板G の内部には、既述のよぅに、内部

圧縮応力場 而が形成されているために、クラックCがこの内部圧縮応力場に到達す



ると進展が妨げられ、厚板某板G におけるクラックCの進展は内部圧縮応力場近傍

で停止することになる。

００17 よって、厚板某板G においては、クラックCが裏面に到達するまで進展することが

困難となり、某板の上面近傍にクラックが形成されるスクライブ加工となる。換言すれ

ば、スクライブ加工モードは、某板の厚さ方向に形成された温熱と冷熱の温度勾配に

起因する応力勾配によってクラックを進展させる加工モードであり、凹凸が少なく直進

精度が商い制断面を得ることができる反面、フルヵット加工ができない特徴がある。

００18 は薄板某板

次に、板厚が薄いガラス某板の場合について説明する。ここでいぅ板厚が薄い場合

とは、某板上面にレーザビームが照射され某板上面付近に発生した熱 (温熱) が某

板内に伝達されるときに、某板の板厚が十分薄いため、クラック形成時に熱が下面に

達する場合をいぅ。具体的には、ガラス某板の場合、 未満、特に0・7 程度

の板厚になるとクラック形成時に熱が下面に達する傾向がある。また、当然ながら板

厚が薄い場合には、冷却スポットの通過により某板上面に与えられた冷熱がすぐに

下面に達することとなる。

００19 図8は、板厚が 未満のガラス某板 (木明細菩では薄板某板といぅ) 、例えば0・

7 程度の板厚を有するガラス某板の表面に対し、レーザ照射および冷却を行ぅこ

とによりクラックを進展、進行させるときに、某板に生じる応力分布を説明するための

模式図であり、図8 (a) は墓板斜視図、図8 (b)は平面図である。

また、図 (a) (b)および (c) は、それぞれ図8の 、断面 および断面

断面におけるレーザ照射後の温度分布と応力分布を説明するための模式図

である。

００2０ 図8において、レーザビーム照射機構 (不図示)から照射されるレーザビームにより

、長円状のビームスポット Sが形成される。ビームスポット Sの後方には、冷却機構

(不図示)から吹き付けられる冷媒により、円形状の冷却スポット Sが形成される。ビ

ームスポット Sと冷却スポット S とは、少し距離を隔てた位置関係を維持しつつ、薄

板墓板G の上を、予め初期亀裂 が形成してある一端側から他端側に向けて、制

断予定ラインS に沿って走査される。



００2 1 このとき、薄板某板G の上面付近には、ビームスポット Sの通過により加熱された

領城近傍に、加熱による膨張の影響で圧縮応力 (図中破線矢印で示す) が生じる。

次いで、冷却スポット Sの通過により冷却された領城近傍に、冷却による収縮の影

響で引張応力 (図中実線矢印で示す) が生じる。

その結果、薄板某板G の上面付近には、前方 (奥側) が圧縮応力で、後方 (手前

側) が引張応力である応力勾配が発生する。

００22 この場合、薄板某板G 上面付近における応力分布については、「横割れ」状態 (詳

細は後述する)、すなわち面方向に進行しよぅとするクラックが形成されやすい状態に

００23 次に、薄板某板G の内部に生じる応力および盃について、図9に某づいて説明す

る。

薄板某板G では、某板上面に照射されるレーザビームのビームスポット Sの通過

による加熱によって、図9 (a ) に示すよぅに加熱部位 が某板内部に形成され、加

熱部位 が局所的に膨張することにより、圧縮応力 (図中破線矢印で示す) が生じ

る。この場合、某板の板厚が薄いために、クラック形成時には加熱部位 が某板G

の下面に達するよぅになる。

００24 次いで、冷却スポット 5の通過による冷熱によって、図9 ( ) に示すよぅに冷却部位

C が表面近傍に形成される。

薄板某板G の場合は、冷熱部位C がすぐに某板G の中央まで達するよぅになる

００25 さらに冷熱が伝達されると、図9 に示すよぅに、冷却部位C が薄板某板G の

下面に達する。このよぅに、薄板某板G では温熱および冷熱が薄板某板G の上面

から下面に速やかに伝達されるため、某板の厚さ方向の温度勾配に起因する応力

勾配を維持することが困難である。また某板の厚さ方向の応力勾配を形成できても、

板厚が薄いため温熱および冷熱の範囲がそれぞれ狭いので、それぞれの圧縮応力

および引張応力の大きさも限定的になってしまぅ。従って、薄板某板では、スクライブ

加工モードが成立し難く、成立する場合であってもプロセスウインドウ ( E常なスクライ

ブラインが形成される各種加工条件の設定可能な範囲) が狭くなるため、安定的な加



エが困難である。

００26 このため、薄板某板G では、ビームスポット Sによって下面まで加熱された領城と

冷却スポットによって下面まで冷却された領城の存在により割断予定ラインに沿って

生じる温度勾配に起因する応力勾配によって某板のクラックが進行することとなる。

すなわち、加熱部位 と冷却部位C とがそれぞれ薄板某板G の上面から下面ま

で存在している状態では、加熱部位 と冷却部位C の境界付近に薄板某板G

の上面から下面にわたって引張応力が生じることとなる。その結果、薄板墓板の上面

から下面まで達するクラックが冷却部位C から加熱部位 の方向に進行することと

なる。従って、フルヵット加工モードが成立し易くなる。なお、脆性材料におけるクラッ

クの進行速度は極めて速いので、進行したクラックはすぐに加熱部位 の近傍に達

し、加熱部位 の圧縮応力によってその進行を停止する。

このよぅに面方向に進行しよぅとするクラックが形成されやすい状態 (あるいは実際

にクラックが形成される状態 )を「横割れ」の状態と称する。

００27 横割れ状態のときに進行するクラックは、剖断面自体は、例えばヵッタ一により機械

的に剖断した剖断面に比べると滑らかであるが、縦割れによって形成されたクラックと

比較して、クラックの直進性が損なわれる場合がある。これは、クラックの進行が加熱

部位 (圧縮応力場) の近傍で停止するときにクラックの先端が僅かにずれること、

および横割れ状態のクラックが加熱部位 および冷却部位C の移動に伴って進

行と停止を微細な距離で練り返すことに起因して、停止する際のクラック先端の位置

ずれが累積してしまぅためであると考えられる。

００28 上述したよぅに薄板某板G の場合、横割れ状態による面方向へのクラックの進行

が発生しやすい。薄板某板G に横割れによるクラック進行が生じると、板厚が薄いこ

とから、フルヵット加工モードによる剖断が実現され易くなりブレイク処理が不要にな

る反面、縦割れによる剖断面と比較した場合に、剖断面の凹凸が多く直進性が劣ると

いぅ課題があった。

００29 そこで、本発明はガラス墓板等の脆性材料からなる薄板某板を剖断する場合に、

制断面の拙面品質が優れ、かつ、直進性が優れた縦制れによる制断を、安定的に

実現することができる加工方法、および、これに用いるためのクラック形成装置を提供



することを目的とする。

また、本発明は脆性材料からなる某板に対し、横割れ状態によるフルヵット加工で

はなく、また、縦割れ状態によるスクライブ加工でもなく、縦割れ状態によるフルヵット

加工が可能な加工方法、および、これに用いるためのクラック形成装置を提供するこ

とを目的とする。

課題を解決するための手段

００3０ 上記課題を解決するためになされた本発明の脆性材料某板の加工方法は、脆性

材料からなる被加工某板の上面を、その軟化点より低い温度で加熱されるよぅにレー

ザビームを相対移動させながら剖断予定ラインに沿って照射し、次いで冷却すること

により、剖断予定ラインの一端に形成された初期亀裂から剖断予定ライン上をクラック

が進行するよぅにして被加工某板にクラックを形成する脆性材料某板の加工方法で

あって、(a) レーザビームが照射されたときに被加工某板の上面から下面に到達する

熱を被加工某板の下面から熱伝導により伝達されるとともに、上に凸となる盃が冷却

後の剖断予定ライン近傍に生じるよぅ作用させる支持某板を被加工某板に固着する

工程、(b)被加工某板の上面にレーザビームを相対移動させながら照射し、次いで

冷却することによりクラックを進行する工程、(。)支持某板と被加工某板との固着を解

除する工程とからなる。

００3 1 本発明によれば、被加工某板に支持某板を固着する。固若される支持某板は、レ

ーザビームが照射されたときに、被加工某板の上面から下面に到達する熱を被加工

某板の下面から熱伝導により伝達されるとともに、上に凸となる盃が冷却後の剖断予

定ライン近傍に生じるよぅ作用させることができる某板である。そして、この支持某板

が固若された被加工某板に対し、レーザビームを相対移動させながら剖断予定ライ

ンに沿って照射し、次いで冷却を行ぅ。

００32 これにより、被加工某板と支持某板とが固若された合成某板には、厚板某板と類似

の温度分布、応力分布を生じさせることができるよぅになる。その結果、合成某板に対

し、スクライブ加工モードを成立させることができるよぅになり、合成某板の上面 (すな

わち被加工某板上面) に、スクライブラインが形成されるよぅになる。

合成某板にスクライブラインが形成された状態を、合成某板の上面を構成する被加



工某板に注目して見ると、実質的に、板厚が薄い被加工某板のフルカット加工が縦

割れ状態で行われたことになっている。その後、合成某板を構成している支持某板と

被加工某板との固着状態を解除する工程を実行することにより、縦割れによりフルカ

ット加工された被加工某板を得ることができる。また、被加工某板の板厚が薄い場合

であっても安定的にスクライブ加工モードでクラックを形成できるので、直進性に優れ

たクラックを形成できる。

発明の効果

００33 本発明によれば、薄板某板である被加工某板を加工する際に、支持某板を固着し

て合成某板とすることにより、厚板某板に見立てて加工を行ぅよぅにしたので、厚板某

板と類似の条件で加工 (スクライブ加工)を行ぅことができ、その結果、被加工某板に

ついては、実質的に縦割れ状態でのフルカット加工を実現することができるよぅになる

００34 これにより、薄板某板を剖断する場合に、横割れによるフルカット加工ではなく、縦

割れによるフルカット加工またはスクライブ加工が実現されるので、剖断面の端面品

質および直進性に優れた剖断を実現することができる。

００35 (その他の課題解決手段および効果 )

上記発明において、被加工某板と支持某板とは、同じ材質を用いてもよい。例えば

、被加工某板がガラス某板のときに、支持某板に同じ材質のガラス某板を用いてもよ

これにより、被加工某板と支持某板とが、実質的に つの厚板某板を構成すること

になるので、厚板某板のスクライブ加工モードと等価な剖断モードが成立し、被加工

某板については縦割れによるフルカット加工を実現することができる。

００36 上記発明において、被加工某板と支持某板とが、実質的に同じ線膨張係数を有す

る材料であってもよい。

これによれば、被加工某板の下面から支持某板に熱が伝達されるときに、被加工

某板側が先に加熱され温度勾配が生じているので、先に被加工某板が膨張するよぅ

になり、被加工某板には、擁みによって上に凸の盃が形成されやすくなり、縦割れ状

態を発生しやすくすることができる。



００37 上記発明において、被加工某板と支持某板とが、実質的に同じ熱伝導率を有する

材料であってもよい。

これによれば、被加工墓板下面から支持某板に熱が伝達されるときに、被加工某

板が厚板某板である場合と同様の内部圧縮応力場が形成されるので、実質的に厚

板某板と同様のスクライブ加工モードが実現でき、被加工某板の縦割れを促進する

ことができる。

００38 ( 固着方法分

( )冷凍チヤック

また、上記発明の(a)工程において、被加工某板下面と支持某板上面とは氷層を介

して固若されるよぅにしてもよい。

これによれば、被加工某板下面と支持某板上面とを、氷層で固着する冷凍チヤックに

て固着することができ、その後、氷層を融解することにより、簡単に固着状態を解除

することができる。

００39 (2)接着屑

また、上記発明の(a)工程において、被加工某板下面と支持某板上面とは接着屑を

介して固若されるよぅにしてもよい。

ここで、接着屑を形成する接着剤は、某板間を一且接着した後に、溶剤を用いて溶

解することにより、被加工墓板を離脱できる材料であればよい。具体的には、ボリイミ

ドなどの熱可塑性樹脂を接着剤として用い、水、アミンまたは水とアミンの混合溶液を

溶剤として用いることができる。また、 光により粘着力低下または剥離する粘着シ

ートなどを用いて被加工墓板を支持某板に接着し、 光を照射して被加工某板を

支持某板から離脱することができる。

これによれば、被加工墓板下面と支持某板上面とを、接着剤で固着することができ

、その後、固着面に溶剤を与えることにより、簡単に固着状態を解除することができる

。また、接着屑により固着することにより、所定の範囲の被加工某板下面と支持某板

上面とをくまなく固着することができる。

００4０ 被加工墓板分

また、上記発明において、被加工某板がガラス材であり、その板厚が0・０ 以



上 以下であるのが望ま 、。

これによれば、被加工某板は、十分に薄い板厚であり、某板上面にレーザ照射した

ときに某板下面に熱が伝達されるので、支持某板を被加工某板に固着することによ

って厚板某板に見立てたスクライブ加工モードを実現することができる。

００4 1 はクラック形成装置

また、別の観点からなされた本発明のクラック形成装置は、レーザビーム照射機構

と、冷却機構と、レーザビーム照射機構と冷却機構とを被加工某板に対し相対的に

移動させる走査機構とを備え、被加工某板の剖断予定ラインに沿ってレーザビーム

のビームスポットが走査されるよぅにレーザビーム照射機構を被加工某板に対して相

対移動させて被加工某板の上面を軟化点以下の温度で加熱し、次いでビームスポッ
トが通過した軌跡に沿って冷却機構を相対移動させて前記某板を冷却することにより

割断予定ラインに沿ってクラックを形成する加工を行ぅ脆性材料某板のクラック形成

装置において、被加工某板が載置される支持某板と、クラック形成前に被加工某板

の下面を支持某板に固着し、クラック形成後に固着状態を解除する着脱手段とを備

え、前記支持某板は被加工某板を固着した状態でレーザビームが照射されたときに

被加工某板の上面から下面に到達する熱を被加工某板の下面から熱伝導により伝

達されるとともに、上に凸となる盃が冷却後の剖断予定ライン近傍に生じるよぅ作用さ

せる材料で形成されるよぅにしている。

００42 は作用

a ・支持某板

本発明によれば、支持某板上に被加工某板を載置し、着脱手段により、被加工某

板の下面を支持某板に固着する。支持某板は、被加工某板を固着した状態でレー

ザビームが照射されたときに被加工某板の上面から下面に到達する熱を被加工某

板の下面から熱伝導により伝達されるとともに、上に凸となる盃が冷却後の剖断予定

ライン近傍に生じるよぅ作用させる材料で形成されるよぅにしてある。したがって、支持

某板と被加工某板とが固若された合成某板により、厚板某板と類似の温度分布、応

力分布を生じさせることができるよぅになる。その結果、合成某板に対しスクライブ加

エモードを成立させることができるよぅになり、スクライブラインが形成されるよぅになる



。このとき、被加工某板について見ると、スクライブラインにより、被加工某板が実質的

に縦割れによるフルカットが実現できていることになる。そして、その役に着脱手段に

よる固着状態を解除することにより、縦割れ状態でフルカット加工された被加工某板

を得ることができる。

００43 b・支持基板の材質

上記発明において、支持基板が被加工某板と実質的に同じ材質で形成されるよぅ

これにより、被加工某板と支持某板とが、実質的に つの厚板某板を構成すること

になるので、厚板某板のスクライブ加工モードと等価な剖断モードが成立し、被加工

某板については縦割れによるフルカット加工を実現することができる。

００44 C・冷凍チヤック

また、上記発明において、着脱手段は、支持某板と被加工某板との界面に氷層を

形成して固着状態にするとともに氷層を融解して固着状態を解除する冷凍チヤックか

らなるよぅにしてもよい。

これによれば、冷凍チヤックの温度の調整により、簡単に某板の若脱を行ぅことがで

きる。なお、冷凍チヤックの構成については、特に限定されないが、例えば、氷層の

生成、氷層の融解にぺルチェ素子を用いることにより、ペルチェ素子へ印加する電圧

の極性を切り替えることで冷凍と融解とを切り替えることができるので、簡単な装置構

成にすることができる。

００45 d・接着剤・溶剤

また、上記発明において、着脱手段は、支持某板と被加工某板との界面に接着剤

を供給する接着剤供給機構と、支持某板と被加工某板との界面に接着剤を溶解す

る溶剤を供給する溶剤供給機構とからなるよぅにしてもよい。

００46 この場合、接着剤供給機構、溶剤供給機構は、それぞれ支持某板に形成された貫

通孔から支持某板の表面上に接着剤、溶剤を供給するよぅにしてもよい。

００47 また、上記発明において、着脱手段は、支持某板に形成された多数の小孔を介し

て被加工某板の下面を吸引することが可能な真空チヤックからなるよぅにしてもよい。

ここで、支持某板に形成される多数の小孔は、加熱による被加工某板の反り返りが発



生して局所的に分離しないよぅに、隣接する小孔間の距離を 、さくすることが必要で

ある。例えば多数の小孔を有する支持某板として、多孔性セラミックのよぅな多孔性部

材を支持某板として利用するよぅにして真空吸着するよぅにしてもよい。

これによれば、支持某板に形成された多数の小孔による真空吸着により、被加工某

板の下面全体を固着することができ、その後、吸引を停止することで固着を解除する

ことができるので、固着操作および分離操作を、簡単に切り換えることができる。

図面の簡単な説明

００48 図 本発明の一実施形態である脆性材料某板の加工方法の工程を示す図。

図2 被加工某板を支持某板に固若して、レーザ照射および冷却を行ったときの応力

状態を説明する模式図。

図3 本発明の一実施形態であるクラック形成装置の概略構成を示す図。

図4 本発明の他の一実施形態であるクラック形成装置の概略構成を示す図。

図5 本発明の他の一実施形態であるクラック形成装置の概略構成を示す図。

図6 厚板某板にレーザ照射および冷却を行ぅことによりクラックを進展、進行させると

きの某板に生じる応力分布を説明するための模式図。

図7 図6の 断面、 断面、c 断面での応力分布を説明するための

模式図。

図8 薄板某板にレーザ照射および冷却を行ぅことによりクラックを進展、進行させると

きの某板に生じる応力分布を説明するための模式図。

図9 図8の 断面、 断面、 断面での応力分布を説明するための

模式図。

符号の説明

００49 、2、3 : クラック形成装置

: 可動部

2 : レーザ照射部

3 : 冷却部

4 : ヵッターホイール
5 : レール



6 : 駆動機構

2 3 4 : 固定部

22 32 4 2 : 支持某板

23 37 38 44 : 弁

24 : 水源

25 : 水供給機構

26 ペルチェモジュール

27 : 熱交換機構

28 : 電源

29 : 恒温槽

3０ 3０a 3０b : 制御部

33 34 : 貫通孔

3 5 : 接着剤供給流路

36 : 溶剤供給流路

39 : 接着剤収納容器

4０: 溶剤収納容器

4 3 : 吸引ノズル
。

4 5 : 真空ボンフ

4 6 : 吸引部

発明を実施するための最良の形態

００5０ 以下、本発明の実施形態にっいて図面を用いて説明する。なお、本発明は、以下

に説明するよぅな実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範

囲で種々の態様が含まれること刊ぢまでもない。

００5 1 (加工方法

最初に、本発明の加工方法にっいて説明する。図 は、本発明の一実施形態であ

る脆性材料某板の加工方法の工程を示す図である。

００5 2 まず、被加工墓板GSとしての薄板墓板と、加工治具としての支持墓板G とを用意

する (図 (a) )



この支持某板G は、被加工某板GSに固着しており、レーザビームを照射したとき

に、被加工某板GSの上面から下面に到達した熱を、被加工某板GSの下面から熱

伝導により伝達されるとともに、被加工某板GSに、上に凸となる盃が生じるよぅ作用さ

せることができる材料、すなわち被加工某板GSに縦割れ状態を誘発することができ

る材料が用いられる。

００5 3 具体的には、被加工某板GSがガラス製の薄板某板 (たとえば板厚が0・０～・0

)であるとき、支持某板G に同じ材質であるガラス某板 (たとえば板厚が2 )

を用意することにより、実質的にガラス製の厚板某板と同様の熱分布、応力分布を実

現できるよぅにする。なお、ここでいぅ「同じ材質」とは、ガラス、ザファイヤおよびシリコ

ンなどの一般的な名称によって判断される。例えば、メ一ヵ一、商品名または仕様の

違いなどがあってもガラス材同上であれば「同じ材質」に含まれる。

００54 なお、典なる材質の支持某板G であっても、実質的に線膨張係数が被加工某板

GSと同じ材料や、熱伝導率が被加工某板GSと同じ材料であれば、被加工某板GS

に縦割れ状態を誘発させることができる。

００5 5 また、支持某板G は、被加工某板GSと同じ大きさか、被加工某板GSよりも大面

積であって、被加工某板GSの下面の所定の範囲が固着できるものを用いる。

そして、支持某板G の上面には、必要な場合に、被加工某板GSを固着するため

の媒体屑 を設けておく。すなわち、冷凍チャックを利用する場合は水屑を形成し、

接着剤を利用する場合は接着剤屑を形成する。真空チャックを利用する場合は、媒

体屑 は必要ない。見かけ上、真空屑が媒体屑 として機能することになる。

００56 なお、被加工某板GSと支持某板G とを固若させる所定の範囲は、レーザビーム

の照射による温熱が被加工某板GSから支持某板G に伝達され、伝達された温熱

により支持某板に生じた圧縮応力が被加工某板に作用するに十分な範囲である。従

って、凍結させた水屑や接着剤屑である媒体屑 は、被加工某板GSから支持某板

G への温熱の伝達および被加工某板GSと支持某板G との間の応力を伝達する。

なお、真空チャックを用いる場合には、真空屑によって互いに固若された被加工某

板GSと支持某板G との接触によって温熱および応力が伝達される。

００5 7 被加工某板GSと支持某板G とを固若させる所定の範囲は、例えば、レーザビ一



ムが照射される範囲の周囲に被加工某板GSの厚さに相当する幅を加えた範囲であ

ればビーム照射により与えられた温熱を支持某板に伝達するために必要な範囲とな

る、またビームスポットが照射される範囲の周囲に被加工某板GSの厚さに相当する

幅および支持某板G の厚さに相当する幅を加えた範囲であれば支持某板に伝達さ

れた温熱により圧縮応力が生じる範囲を確実に含む範囲となる。

００58 被加工某板GSと支持墓板G とを固若させる所定の範囲が広いほど、レーザビー

ムの照射によって被加工墓板に与えられる温熱が確実に支持墓板に伝達され、伝達

された温熱による圧縮応力を確実に被加工某板に作用させることができる。一方、レ

ーザビームの照射により被加工某板に過剰な温熱が与えられる場合には、被加工某

板GSと支持某板G とを固若させる所定の範囲がレーザビームの照射範囲よりも狭

い場合もありえる。

上記被加工某板GSと支持某板G とを固若させる所定の範囲は、冷凍チヤックを利

用する場合は水屑の形成範囲または水屑を冷凍させる範囲、接着剤を利用する場

合は接着剤屑を形成させる範囲、真空チヤックを形成する場合は真空屑が形成され

る範囲である。なお、被加工某板GSの下面全体を支持某板G に固若させることとし

てもよい。以下、被加工墓板GSの下面全体を固若させることとして説明する。

００59 続いて、支持某板G の上面と被加工某板GSの下面全体とを、媒体屑 を介して

固着することにより、某板を張り合わせた合成某板G にする (図 (b) )

某板の固着に冷凍チヤックを利用する場合は、水屑を冷凍し、氷層にすることにより

固着する。

某板の固着に接着剤を利用する場合は、支持某板G 上に媒体屑 としで塗布し

た接着剤屑の上に、被加工某板GSを載せて密若させる。あるレソま、支持某板G の

下面から上面にかけて接着剤を送り出すための貫通孔 (不図示)を形成しておき、被

加工某板GSを支持某板G に載置した状態で、貫通孔を介して支持某板G と被加

工某板GSとの界面に接着剤を供給するよぅにしてもよい。

某板の固着に真空チヤックを利用する場合は、被加工某板GSの下面全面が被吸

右面となるようにするため、支持墓板G には多孔性セラミック墓板を用いる。そして

支持某板G の上に被加工某板GSを載置し、真空ボンプを起動させ、支持某板G



の多孔面を吸着面として被加工某板GSを真空吸着する。

００6０ 続いて、合成某板G の上面となる被加工某板GSに設定した剖断予定ラインに沿

って相対移動させながら、レーザビーム を照射し、その直後に冷媒W2の吹き付

けを行ぅ(図 (c) )

このとき、合成某板G には、実質的に厚板某板と等価な熱分布、応力分布を形成

することができるため、スクライブ加工モードによる加工を行ぅことができる。すなわち、

図2に示すよぅに、レーザビーム による熱 (温熱) の影響により被加工某板GSの

下面近傍から支持某板G の内部に内部圧縮応力場 nを形成し、この領城に圧縮

応力 (破線矢印) が働くよぅにする。また、レーザビーム による加熱直後の冷媒W

2による冷却の影響により、被加工某板GSの上面から内部にかけては、引張応力 (

実線矢印) が働くよぅにする。さらに被加工某板GSの上面には、上に凸となる擁みに

よる力 (一点鎖線矢印) が引張応力と同じ方向に働くよぅにする。

００6 1 これらの力の作用により、被加工某板GSには、擁みによる力と引張応力とにより、

強い縦割れ状態が形成され、クラックCが形成される。このクラックCは、内部圧縮応

力場 nの領城に到達するとそれ以上の進展が阻止される。その結果、被加工某板

GSの上面から内部にかけて、クラックCが形成され、さらにクラックCが進展して被加

工某板GSの下面に達することで、縦割れによるフルヵット加工がなされる。

００62 続いて、支持某板G と被加工某板GSとの固着状態を解除する (図 (d) )

某板の固着に冷凍チヤックを利用している場合は、熱を与えて氷層を融解することに

より固着状態を解除する。

某板の固着に接着剤を利用している場合は、接着剤屑を溶解するための溶剤を、

界面に供給する。そのため、支持某板G に溶剤を送り出す貫通孔 (不図示)を形成

しておき、この貫通孔を介して支持某板G と被加工某板との界面に溶剤を供給する

某板の固着に真空チヤックを利用している場合は、真空ボンプを停止し、支持某板G

の吸着面 (多孔面) に空気を送る。

これにより、被加工某板GSを支持某板G から取り外すことにより、縦割れ状態で

剖断した被加工某板GSを得ることができる。



なお、上記の方怯は被加工某板をフルカ外加工する場合のみならす、スクライフ

加工する場合にも適用てきる。厚板某板をスクライフ加工する場合と同様に、加熱条

件や冷却条件なとの加工条件を変更することにより、形成されるクラノクの深さを調整

することかてきる。

００63 次に、上記脆性材科某板の加工方怯による背板某板の剖断を実現するためのクラ

ノク形成装置について図面を用いて説明する。

(装置構成 冷凍チャノ列

図3は、本発明の一実施形態てあるクラノク形成装置の概略構成を示す図てある。

本実施形態ては冷凍チャノクによりカラス某板 (被加工某板 )を支持某板に固着する

。本実施形態ては、支持某板22か、従来のクラノク形成装置に被加工某板を載置す

るために設けられているテ一フルとしても機能するのて、従来のクラノク形成装置に

設けられているテ一フルは必要ない。本実施形態ては、水平に保持されたステーシ (

図3中ては直線て簡略に表示) 上に、熱交換機構27、ペルチェモシュール26、支持

某板22及ひ被加工某板を載置した構成としているか、例えは、従来のクラノク形成

装置に設けられているよぅなテ一フル上に熱交換機構27、ペルチェモシュール26

支持某板22及ひ被加工某板を載置する構成としてもよい。

クラノク形成装置 は、主に、レーザ照射や伶媒吹付けを行ぅ可動部 と、被加工

某板 5０を支持する固定部2 とから構成される。

００64 可動部 は、レーザヒ一ムのヒ一ムスポノト Sを照射するレーザ照射部 2と、図

示しない伶媒源から供給される伶媒 (水と空気、ヘリウムカス、 カス、 カスなと

)をノスルから噴射して冷却スポノト Pを形成する冷却部 3と、初期亀裂 を形成

するカノターホイール 4とを一体に支持し、レール 5に沿って被加工某板 5０の上を

移動させる駆動機構 6とから構成される。

ここて、カラス某板の剖断に用いるレーザ照射部 2の光源には、 レーザ、

レーザ、遠赤外線レーザか用いられるにこていぅ遠赤外線レーザには、本来の遠赤

外線レーザの他に、レーザ光源てはない遠赤外光源を用いて遠赤外波長の光をレ

ンス光学系て収束させ、レーザヒ一ムによるヒ一ムスポ外と同様にして照射する場

合も含まれるものとする)。なお、被加工某板の某板材科かザファイヤてある場合に



は、 レーザ、遠赤外線レーザが用いられる。また、某板材料がシリコン某板であ

る場合には、 Gレーザ、 レーザが用いられる。

００65 固定部2 は、被加工某板 5０の下面全体と接した状態で支持する支持某板22と、

弁23の開閉制御により水源24から水を供給し、支持某板22の上面を水屑で覆ぅ水

供給機構25と、支持某板22の下面と接するぺルチェモジュール26と、ペルチェモジ

ュール26の下面と接する熱交換機構27とからなり、これらによって固定部2 が冷凍

チヤックとして機能するよぅにしている。

００66 支持某板22は、被加工某板 5０と同じ材質であるガラス某板を用いている。支持某

板22の厚刮ま、被加工某板 5０と支持某板22とを固着し、レーザビームを照射したと

きに、内部圧縮応力場が形成され、上述したよぅな厚板某板と等価な熱分布、応力

分布を生じさせることができる厚さにしてある。

００67 ペルチェモジュール26は、ペルチェ素子を内藏し、ペルチェ素子には印加電圧の

極性の切換が可能な電源2 が接続されている。ペルチェ素子への電圧印加により

支持某板22と被加工某板 5０の間の水屑を冷凍して氷層にするとともに、極性を切り

換えることにより、氷層を融解することができる。

００68 熱交換機構27は、凪温槽29と流路接続され、水を循環することにより、ペルチェモ

ジュール26の下面と熱交換を行ぅ。これにより、氷層を形成するときはぺルチェモジ

ュール26の下面から放出される温熱を吸収し、氷層を融解するときはぺルチェモジ

ュール26の下面は温熱を与える。

００69 そして、制御部3０により、予め設定した制御内容でレーザ照射部 2、冷却部 3

ヵッターホイール 4、駆動機構 6、弁23、電源2 が制御される。すなわちレーザ照

射部 2、冷却部 3については、設定した出力でレーザを照射し、設定した流呈で冷

媒を吹き付ける。ヵッターホイール 4については、設定した押圧力で某板端を押圧

する。駆動機構 6については、設定した距離を移動する。弁23については、設定し

た呈の水を供給する。電源2 については設定した電圧を印加する。

００7０ また、固定部2 の支持某板22、ペルチェモジュール26、熱交換機構27は、図示

しないステージ (図3中では直線で簡略に表示) により二次元方向の位置調整ができ

るよぅにしてある。



００7 1 (装置構成 の動作

クラック形成装置 の動作を説明する。まず、弁23を作動させて水供給機構25から

水を供給し、支持某板22の上に水屑を形成する。続いて、被加工某板 5０を支持某

板22の上に載せ、電源28から電圧を印加し、水屑を凍結して氷層にする。これによ

り、被加工某板 5０が支持某板22に固若され、全体として厚板某板と等価に扱ぅこと

ができる合成某板を形成する。

００72 この状態で、カッターホイール 4を作動して、被加工墓板 5０の墓板拙に初期亀裂

を形成する。続いて、レーザ照射部 2、冷却部 3を作動させながら、被加工某

板 5０に設定した剖断予定ラインに沿って移動する。その結果、これまで説明したよぅ

に被加工某板 5０には強い縦割れ状態が生じ、クラックが形成されて剖断される。

００73 続いて、電源28の極性を切り換え、氷層を融解して、被加工某板 5０と支持某板22

とを分離する。

以上の動作により、端面品質が優れ、しかも直進性に優れた剖断面が形成される。

００74 (装置構成2 :接着剤

図4は、本発明の他の一実施形態であるクラック形成装置の概略構成を示す図で

ある。本実施形態では接若剤を用いてガラス某板を支持某板に固着する。本実施形

態では、支持某板 32が、従来のクラック形成装置に被加工某板を載置するために設

けられているテーブルとしても機能するので、従来のクラック形成装置に設けられて

いるテーブルは必要ない。本実施形態では、水平に支持されたステージ下側 はス

テージ内部に設けられた接着剤供給通路 3 5又は溶剤供給通路 36から供給される

接着剤及び溶剤を、ステージを介して又はステージ上面の接着剤供給通路 3 5又は

溶剤供給通路 36の開口から支持某板 3 2の貫通孔33 34に供給する構造としてい
る。

クラック形成装置2は、主に、レーザ照射や冷媒吹付けを行ぅ可動部 と、被加工

某板 5０を支持する固定部3 とから構成される。なお、可動部 については、図3と

同じものであるため、同符号を付すことにより説明の一部を省略する。

００7 5 固定部3 ほ、被加工墓板 5０の下面全体と接した状態で支持する支持墓板 32と、

支持某板 32に形成された貫通孔33 34と、接着剤供給流路 3 5、溶剤供給流路 36



、弁3 7 38、接着剤収納容器39、溶剤収納容器4０とからなる。

００76 支持某板 32は、被加工某板 5０と同し材質てあるヵラス某板を用いている。支持某

板 32の厚刮ま、被加工某板 5０と支持某板 3 2とを固着し、レーザヒ一ムを照射したと

きに、内部圧縮応力場か形成され、上述したよぅな厚板某板と等価な熱分布、応力

分布を生しさせることかてきる厚さにしてある。

００77 支持某板 32の貫通孔33は、接着剤供給流路 3 5と接続され、弁3 7の開閉操作に

より接着剤か被加工某板 5０と支持某板 32との界面に迭られるよぅにしてある。また、

貫通孔34は、溶剤供給流路 36と接続され、弁38の開閉操作により溶剤か被加工某

板 5０と支持某板 32との界面に迭られるよぅにしてある。

００78 そして、制御都3０aにより、予め設定した制御内容てレーザ照射部 2、冷却部 3

ヵノターホイール 4、駆動機構 6、弁3 7 38は制御される。すなわちレーザ照射部

2、冷却部 3については、設定した出カてレーザを照射し、設定した噴射呈て伶媒

を吹き付ける。ヵノターホイール 4については、設定した押圧カて某板端を押圧す

る。駆動機構 6については、設定した距離を移動する。弁3 7 38については、設定

した呈の接着剤、溶剤を供給する。

００79 また、固定部3 の支持某板 32は、図示しないステーシ (図4中ては直線て簡略に

表示) により二次元方向の位置調整かてきるよぅにしてある。

００8０ クラノク形成装置2の動作を説明する。ます、被加工某板 5０を支持某板 3 2の上に

載せ、弁3 7を作動させて支持某板 32と被加工某板 5０の界面に接着剤を供給する。

このとき、被加工某板 5０の上面を図示しない押圧部材て支えるよぅにするのか望まし

い。そして接着剤により某板とぅしか固若されるまて行つ。

００8 1 某板か固着すると、ヵノターホイール 4を作動して、被加工某板 5０の某板端に初

期亀裂 を形成する。続いて、レーザ照射部 2、冷却部 3を作動させなから、被

加工某板 5０に設定した剖断予定ラインに沿って移動する。その結果、これまて説明

したよぅに被加工某板 5０には強い縦割れ状態か生し、クラノクか形成されて剖断され

る。

００82 続いて、弁3 7を作動させて支持某板 32と被加工某板 5０の界面に溶剤を供給する

。そして某板とぅしか分離されるまて行つ。



以上の動作により、ガラス某板に対し、端面品質が優れ、しかも直進性に優れた剖断

面の加工を実現することができる。

００83 (装置構成3 :真空チャッ列
図5は、本発明の他の一実施形態であるクラック形成装置の概略構成を示す図で

ある。本実施形態では真空チャックによりガラス某板を支持某板に固着する。本実施

形態では、支持某板4 2が、従来のクラック形成装置に被加工某板を載置するために

設けられているテーブルとしても機能するので、従来のクラック形成装置に設けられ

ているテーブルは必要ない。本実施形態では、水平に保持されたステージ (図5中に

は記載なし) 上に、真空装置の平板状の吸引部4 6及び支持某板4 2を載置する構成

としているが、真空吸引機構を有する多孔テーブルを備えたクラック形成装置の場合

には、真空吸引機構を有する多孔テーブルを真空装置の吸引部4 6として利用し、そ

の上に支持某板4 2を固若させる構成としてもよい。

クラック形成装置3は、主に、レーザ照射や冷媒吹付けを行ぅ可動部 と、被加工

某板 5０を支持する固定部4 とから構成される。なお、可動部 については、図3、

図4と同じものであるため同符号を付すことにより説明の一部を省略する。

００84 固定部4 は、被加工某板 5０の下面全体と接した状態で被加工某板 5０を支持する

多孔性の支持某板4 2と、支持某板4 2を固定し、支持某板4 2の下面から支持某板4

2の微細な孔を介して被加工某板 5０を吸引するための吸引ノズル4 3と、弁44と、真

空ボン 4 5とからなる。

００85 支持某板4 2は、多孔質セラミックを用いる。この多孔質セラミックは、被加工某板 5０

と支持某板4 2とを固着し、レーザビームを照射したときに、内部圧縮応力場が形成さ

れ、上述したよぅな厚板某板と等価な熱分布、応力分布を生じさせることができるもの

であればよい。例えば、被加工某板 5０がガラス某板の場合、支持某板4 2としてアル
ミナセラミックを用いることができる。

００86 吸引ノズル4 3は、支持墓板4 2と接する面に、多数の孔が形成された金属製の中空

容器であり、弁44を介して真空ボン 4 5に接続される。

００87 そして、制御部3０bにより、予め設定した制御内容でレーザ照射部 2、冷却部 3

、ヵッターホイール 4、駆動機構 6は制御される。すなわちレーザ照射部 2、冷却



部 3については、設定した出カてレーザを照射し、設定した風呈て伶媒を吹き付け

る。ヵノターホイール 4については、設定した押圧カて某板端を押圧する。駆動機

構 6については、設定した距離を移動する。

００88 また、固定部3 の支持某板 32は、図示しないステーシにより二次元方向の位置調

整かてきるよぅにしてある。

００89 クラノク形成装置3の動作を説明する。ます、被加工某板 5０を支持某板4 2の上に

載せ、弁44を開状態にして、被加工某板 5０を支持某板4 2に真空吸着する。

００9０ 被加工某板 5０か支持某板4 2に固着すると、ヵノターホイール 4を作動して、被加

工某板 5０の某板端に初期亀裂 を形成する。続いて、レーザ照射部 2、冷却部

3を作動させなから、被加工某板 5０に設定した剖断予定ラインに沿って移動する。そ

の結果、これまてに説明したよぅに被加工某板 5０には強い縦割れ状態か生し、クラノ

クか形成されて剖断される。

００9 1 続いて、弁44を閉状態にして、図示しないリーク弁を作動し、吸引ノスル4 3の内部

を大気圧状態に戻す。

以上の動作により、ヵラス某板に対し、端面品質か優れ、しかも直進性に優れた剖

断面の加工を実現することかてきる。

００92 なお、上述したクラノク形成装置 、クラノク形成装置2およひクラノク形成装置3て

は、レーザ照射部 2、冷却部 3およひヵノターホイール 4か、固定された被加工某

板 5０およひ支持某板 (22 32 42) に対して移動可能に設けられることとしたか、こ

れに代えて、固定されたレーザ照射部 2、冷却部 3およひヵノターホイール 4に

対して被加工某板 5０およひ支持某板 (22 32 42)を移動可能に設けることとしても

よい。

産業上の禾 用可能，吐

００93 本発明は、ヵラス某板等を剖断加工する場合てあって、端面品質の優れた加工か

求められ、また、直進性に優れた加工か求められるクラノク形成装置に利用される。



請求の範囲
(a) 脆性材料からなる被加工某板の裏面に支持某板を固着し、前記被加工某板の

表面上の剖断予定ラインの一端に初期亀裂を形成する工程、又は表面上の剖断予

定ラインの一端に初期亀裂が形成された脆性材料からなる被加工某板の裏面に支

持某板を固着する工程、

(b)前記初期亀裂から前記剖断予定ラインに沿ってレーザビームを相対移動させな

がらレーザ照射を行ぅことにより、被照射部分を前記被加工某板の軟化点よりも低い

温度に加熱するとともに、前記レーザ照射に追随させて被加熱部分の冷却を行ぅこと

により、前記レーザ照射による熱が前記被加工某板の被照射部分から裏面に伝導し

、さらに前記被加工某板の裏面から支持某板に伝導し、前記支持某板が前記被加

工某板の裏面に対して前記剖断予定ラインに沿って凸となる歪みを生じさせ、前記

初期亀裂から前記剖断予定ラインに沿って被加工某板の表面から裏面に進展する

クラックを進行させる工程、及び
(c) 前記被加工某板と前記支持某板との固着を解除する工程

とからなる被加工某板の加工方法。

2 被加工某板がガラス某板であり、その板厚が0・０ 以上 以下である請求

項 に記載の加工方法。

3 支持某板がガラス某板である請求項 又は2に記載の加工方法。

4 被加工某板と支持某板とが、同じ材質である請求項 に記載の加工方法。

5 被加工某板と支持某板とが、実質的に同じ線膨張係数を有する材料である請求項

に記載の加工方法。

6 被加工某板と支持某板とが、実質的に同じ熱伝導率を有する材料である請求項

に記載の加工方法。

7 a) 程において、被加工某板裏面と支持某板とは氷層を介して固若される請求項

～請求項6のいずれかに記載の加工方法。

8 (a)工程において、被加工某板裏面と支持某板とは接着屑を介して固若される請求

項 ～請求項6のいずれかに記載の加工方法。

9 レーザビーム照射機構と、冷却機構と、レーザビーム照射機構と冷却機構とを被加



工某板に対し相対的に移動させる走査機構とを備え、被加工某板の剖断予定ライン

に沿ってレーザビームのビームスポットが走査されるよぅにレーザビーム照射機構を

被加工某板に対して相対移動させて被加工某板の上面を軟化点以下の温度で加

熱し、次いでビームスポットが通過した軌跡に沿って冷却機構を相対移動させて前

記某板を冷却することにより割断予定ラインに沿ってクラックを形成する加工を行ぅ脆

性材料某板のクラック形成装置において、

被加工某板が載置される支持某板と、

クラック形成前に被加工某板の下面を支持某板に固着し、クラック形成後に固着状

態を解除する着脱手段とを備え、

前記支持某板は被加工某板を固着した状態でレーザビームが照射されたときに被

加工某板の上面から下面に到達する熱を被加工某板の下面から熱伝導により伝達

されるとともに、上に凸となる盃が支持某板上面の剖断予定ライン近傍に生じるよぅ作

用させる材料で形成されることを特徴とするクラック形成装置。

０ 支持某板が被加工某板と実質的に同じ材質で形成される請求項9に記載のクラッ

ク形成装置。

着脱手段は、支持某板と被加工某板との界面に氷層を形成して固着状態にすると

ともに氷層を融解して固着状態を解除する冷凍チャックからなることを特徴とする請

求項9または請求項 ０に記載のクラック形成装置。

2 着脱手段は、支持某板と被加工某板との界面に接着剤を供給する接着剤供給機

構と、支持某板と被加工某板との界面に接着剤を溶解する溶剤を供給する溶剤供

給機構とからなることを特徴とする請求項9または請求項 ０に記載のクラック形成装

置。

3 接着剤供給機構、溶剤供給機構は、それぞれ支持某板に形成された貫通孔から

支持某板の表面上に接着剤、溶剤を供給することを特徴とする請求項 2に記載のク

ラック形成装置。

4 着脱手段は、支持某板に形成された多数の小孔を介して被加工某板の下面を吸

引することが可能な真空チャックからなることを特徴とする請求項9または請求項 ０

に記載のクラック形成装置。
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