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(57)【要約】
　光学的に透明な材料の超短パルスレーザ処理のための
方法、デバイス、及びシステムが、スクライビング、マ
ーキング、溶接、及び接合における例示的な用途に関し
て開示される。例えば、超短レーザパルスは、材料にわ
たるレーザビームの１回のパスによってフィーチャをス
クライブし、スクライブフィーチャの少なくとも１つの
フィーチャは材料の表面下に形成される。超短パルスレ
ーザ処理条件をわずかに修正することによってサブ表面
マークを生成する。適切に配列されると、これらのマー
クは正しく位置合わせされた照明によって明瞭に見える
。反射マークもまた、レーザパラメータの制御によって
形成される可能性がある。ガラス以外の透明材料を使用
し得る。透明材料を溶接する方法は超短レーザパルスを
使用して局在化した加熱を通して接合を生成する。透明
材料処理の一部の実施形態では、多焦点ビーム発生器は
透明材料に対して深さ方向に離間した複数のビームウェ
ストを同時に形成し、それにより処理速度を高める。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明材料の表面下にレーザ修正されたフィーチャのパターンを生成する方法であって、
　厳密収束超短レーザパルスを使用して、前記材料内に異なる深さで複数の線を形成する
ステップ、
　前記レーザのパラメータを制御することによって前記線の粗さを制御するステップ、及
び、
　前記線にほぼ垂直に伝搬する光を使用して前記線を照明するステップ
を備える方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、前記超短パルスのパルス幅が約１ｎｓ未満であり、前
記透明材料が透明ポリマーからなる方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法であって、厳密収束超短パルス内の総合エネルギーが約２０μＪ
未満である方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法であって、前記制御するステップが、散乱コントラスト及び散乱
角の少なくとも一方を調整するステップを備える方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法であって、前記透明材料がポリカーボネートを備え、厳密収束超
短パルスが約１ｐｓ未満のパルス幅及び１μＪ未満のパルスエネルギーを有する方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法であって、前記超短パルスと前記材料との間に相対的な動きを生
成するステップ、並びに、前記パターンの断面積が照射方向に沿うのに比べて観察方向に
沿って小さくなるように、前記レーザ及び前記動きのパラメータを制御することによって
、前記線の深さと幅のアスペクト比を制御するステップを備える方法。
【請求項７】
　透明材料の表面下にレーザ修正されたフィーチャのパターンを生成するシステムであっ
て、
　約１０ｆｓ～約５００ｐｓの範囲のパルス幅を有するパルスを生成するレーザサブシス
テム、
　前記材料に対して前記パルスを位置決めするポジショニングシステム、及び
　前記パルスを収束させ、前記材料内に少なくとも１つのフィーチャを形成する光学シス
テムであって、前記少なくとも１つのフィーチャが、深さ、幅、及び、第１の照射方向に
沿って入射する制御された照射に応答して検出方向に沿って検出可能な放射を生成するた
めの物理的特性を有する、光学システム
を備えたシステム。
【請求項８】
　請求項７に記載のシステムであって、前記パルスが約１００ｆｓ～２００ｐｓの範囲の
パルス幅を有し、前記レーザ源がファイバベース・チャープドパルス増幅器システムを備
えるシステム。
【請求項９】
　透明材料の修正のためのレーザベースシステムであって、
　パルスレーザ出力を生成するパルスレーザ装置、
　前記出力を受け取る多焦点ビーム発生器であって、前記出力を使用して複数の収束ビー
ムを形成するように構成され、各収束ビームがビームウェストを有し、前記ビームウェス
トが、前記材料に対して深さ方向に離間し、前記複数の収束ビームの少なくとも１つのビ
ームウェストが、前記材料内にあり、且つ、前記材料の修正をもたらす、多焦点ビーム発
生器、
　前記材料と前記収束ビームとの間に相対的な動きを生成する動きシステム、及び、
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　前記パルスレーザ装置及び前記動きシステムに結合され、前記複数の収束ビームが前記
相対的な動きの間に形成されるように前記システムを制御するコントローラ
を備えるレーザベースシステム。
【請求項１０】
　請求項９に記載のレーザベースシステムであって、前記多焦点ビーム発生器が波長変換
器を備え、前記収束ビームが複数の波長からなるレーザベースシステム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のレーザシステムであって、第１の波長がＩＲ波長であり、第２の波
長が前記材料の吸収端より長い可視波長又は近ＵＶ波長であるレーザシステム。
【請求項１２】
　請求項９に記載のレーザシステムであって、前記多焦点ビーム発生器が偏光要素を備え
、前記収束ビームが複数の偏光からなるレーザシステム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のレーザシステムであって、前記偏光が円偏光からなるレーザシステ
ム。
【請求項１４】
　請求項９に記載のレーザシステムであって、前記深さ方向に離間したビームウェストが
、前記収束ビームの伝搬方向に沿う共線的ロケーションに形成されるレーザシステム。
【請求項１５】
　請求項９に記載のレーザシステムであって、前記複数の収束ビームが、ある照射時間間
隔中に形成され、前記時間間隔中の前記相対的な動きが、収束ビームのほぼビームウェス
ト径未満の相対的変位を生成し、前記深さ方向に離間したビームウェストが、前記表面に
対してほぼ垂直方向に沿って、且つ、前記表面にほぼ垂直な平面の一部分に相当する局在
化領域内に形成されるレーザシステム。
【請求項１６】
　請求項９に記載のレーザシステムであって、前記収束ビームが約１０ｎｓ未満の照射時
間間隔中に形成され、前記相対的な動きが約１ｍｍ／秒～約１０ｍ／秒の範囲の速度から
なるレーザシステム。
【請求項１７】
　請求項９に記載のレーザシステムであって、少なくとも１つの生成されたパルス出力が
約１０ｆｓ～１００ｐｓの範囲のパルス幅を有するレーザパルスからなるレーザシステム
。
【請求項１８】
　請求項９に記載のレーザシステムであって、前記多焦点ビーム発生器が、複数の光学経
路に沿ってビームを伝搬させるように構成されたビームスプリッタ及びビームコンバイナ
、並びに、前記ビームの焦点を制御し、前記深さ方向に離間したビームウェストを形成す
るように構成された収束要素を備えるレーザシステム。
【請求項１９】
　請求項９に記載のレーザシステムであって、ビーム偏向器を備えるとともに、前記材料
と前記ビーム偏向器との間に配設されたスキャンレンズを備えるレーザシステム。
【請求項２０】
　請求項９に記載のレーザシステムであって、前記パルスレーザ装置が約１０Ｋｈｚ～１
００Ｍｈｚの範囲の繰返しレートのレーザ出力パルスを生成し、前記多焦点ビーム発生器
が前記繰返しレートで前記複数の収束ビームを形成するように構成されたレーザシステム
。
【請求項２１】
　請求項９に記載のシステムであって、前記複数のビームが同時に形成されるシステム。
【請求項２２】
　請求項９に記載のシステムであって、前記コントローラが前記多焦点ビーム発生器に結
合され、前記コントローラ及び前記多焦点ビーム発生器が偏光、波長、フルエンス、及び
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ビームウェスト位置の少なくとも１つを制御するように構成されたシステム。
【請求項２３】
　材料を修正するためのレーザベース方法であって、
　パルスレーザビームを生成するステップ、
　複数の収束パルスビームを形成するステップであって、各ビームがビームウェストを有
し、前記ビームウェストが前記材料に対して深さ方向に離間し、前記ビームウェストの少
なくとも１つが、前記材料内にあり、且つ、少なくとも１つのサブ表面フィーチャを生成
する前記材料内の材料修正をもたらす、形成するステップ、
　前記材料と前記収束ビームとの間の相対的な動きを生成するステップ、並びに、
　前記複数の収束パルスビームが、前記動きの間に形成されるように、前記形成すること
及び前記動かすことを制御するステップ
を備える方法。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の方法であって、少なくとも１つのサブ表面フィーチャが形成され、
前記フィーチャが細長い形状及び円形状の少なくとも一方からなる方法。
【請求項２５】
　請求項２３に記載の方法であって、前記フィーチャが機械的分離プロセス中に前記材料
の明瞭な分離をもたらす深さ方向間隔によって形成される方法。
【請求項２６】
　請求項２３に記載の方法であって、前記材料が強化ガラスからなる方法。
【請求項２７】
　請求項２３に記載の方法であって、前記材料がサファイア又は半導体であり、前記収束
パルスビームが、前記材料が高い透過性がある波長からなる方法。
【請求項２８】
　請求項２３に記載の方法であって、前記材料の表面部分とサブ表面部分の両方を修正す
る前記フィーチャが形成される方法。
【請求項２９】
　請求項２３に記載の方法であって、少なくとも１つの収束パルスビームが約１００ｐｓ
未満のパルス幅を有するパルスからなる方法。
【請求項３０】
　請求項２３に記載の方法であって、少なくとも１つの収束パルスビームが前記材料内に
約１Ｊ／ｃｍ２～１５０Ｊ／ｃｍ２の範囲のフルエンスを生成する方法。
【請求項３１】
　請求項２３に記載の方法であって、前記ビームウェストがビームウェスト径より小さい
深さ方向分離によって形成される方法。
【請求項３２】
　請求項２３に記載の方法であって、前記材料に対して深さ方向に沿って空間的なオーバ
ラップを有する複数のサブ表面フィーチャが形成される方法。
【請求項３３】
　材料の修正のためのレーザベースシステムであって、
　パルスレーザビームを生成するパルスレーザ装置、
　前記材料に対して深さ方向に離間した複数の収束パルスビームを形成する手段であって
、前記複数の収束パルスビームの少なくとも１つが前記材料内にビームウェストを有し、
且つ、少なくとも１つのサブ表面フィーチャを生成する前記材料内の材料修正をもたらす
、形成する手段、
　前記材料と前記収束ビームとの間の相対的な動きを生成する手段、並びに、
　前記複数の収束パルスビームが、前記動きの間に形成されるように、前記形成すること
及び前記動かすことを制御するコントローラ
を備えるレーザベースシステム。
【請求項３４】
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　材料修正のためのレーザベース方法であって、
　共線的方向に沿って複数のレーザビームを収束及び送出するステップであって、それに
より、前記パルスと前記材料との間の制御された相対的な動きの間に、前記材料に対して
深さ方向に空間的配置構成を有する複数のフィーチャを形成する、収束及び送出するステ
ップを備える方法。
【請求項３５】
　請求項３４に記載の方法であって、前記空間的配置構成が分離プロセス中に前記材料の
明瞭な分離を提供するように事前選択される方法。
【請求項３６】
　請求項３４に記載の方法であって、前記収束及び送出するステップは前記フィーチャを
同時に形成する方法。
【請求項３７】
　制御された照射に応答して検出可能な空間的パターンを生成するデバイスであって、
　内部に少なくとも１つのフィーチャを形成されている実質的に透明な媒体を備え、前記
少なくとも１つのフィーチャが、深さ、幅、及び、照射方向に沿って入射する制御された
照射に応答して、検出方向に沿って検出可能な放射を生成するための物理的特性を有し、
前記検出可能な放射が前記空間的パターンを表し、少なくとも前記光学特性が、好ましく
ない放射に応答して、前記検出方向に沿う検出を実質的に制限するデバイス。
【請求項３８】
　請求項３７に記載のデバイスであって、前記パターンに相当する幾何学的形状を充填す
るフィーチャを備えるデバイス。
【請求項３９】
　請求項３７に記載のデバイスであって、１つ以上の検出可能な空間的パターンが、深さ
方向に制御された照射に応答して生成され、それにより、切換え可能な空間的パターンが
設けられるように、前記媒体内の異なる深さで形成されたフィーチャからなるデバイス。
【請求項４０】
　請求項３９に記載のデバイスであって、透明材料の複数の層を備え、前記深さ方向に制
御された照射が層内の全反射によって閉じ込められて、前記層内の又は前記層に近接する
フィーチャだけを照射するデバイス。
【請求項４１】
　請求項３７に記載のデバイスであって、前記制御された照射の少なくとも一部分が少な
くとも第２の方向に沿って入射し、前記フィーチャが複数の向きで形成されるデバイス。
【請求項４２】
　請求項３７に記載のデバイスであって、前記制御された照射を生成するために、少なく
とも１つの発生源からの放射を受け取り、前記放射を前記第１の方向に沿って誘導するよ
うに構成される前記デバイス内の少なくとも１つの領域をさらに備えるデバイス。
【請求項４３】
　請求項３７に記載のデバイスであって、深さと幅の前記比が約１０より大きいデバイス
。
【請求項４４】
　請求項３７に記載のデバイスであって、柔軟性がある特性及び実質的に飛散防止性があ
る特性の少なくとも一方を有する材料を備えるデバイス。
【請求項４５】
　請求項３７に記載のデバイスであって、前記媒体が２つ以上の異なる透明材料を含み、
少なくとも１つの材料が、柔軟性がある特性及び実質的に飛散防止性がある特性の少なく
とも一方を有するデバイス。
【請求項４６】
　請求項３７に記載のデバイスであって、デバイスの少なくとも一部分がポリマーからな
るデバイス。
【請求項４７】
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　請求項３７に記載のデバイスであって、デバイスの少なくとも一部分がポリカーボネー
トからなるデバイス。
【請求項４８】
　請求項３７に記載のデバイスであって、前記少なくとも１つのフィーチャが、１つ以上
の収束された超短レーザパルスを使用して形成されるデバイス。
【請求項４９】
　請求項３７に記載のデバイスであって、前記フィーチャがアレイとして形成され、前記
アレイが、前記空間的パターンを投影するように、選択的に照射されるデバイス。
【請求項５０】
　請求項３７に記載のデバイスであって、前記フィーチャがアレイとして形成され、前記
アレイの要素からの前記検出可能な放射が、前記照射又は前記物理的特性の少なくとも一
方の結果として変動し、前記パターンがグレースケールパターンに相当するデバイス。
【請求項５１】
　システムであって、
　制御された照射に応答して検出可能な空間的パターンを生成するデバイスであって、内
部に少なくとも１つのフィーチャが形成されている実質的に透明な媒体を備え、前記少な
くとも１つのフィーチャが、深さ、幅、及び、照射方向に沿って入射する制御された照射
に応答して、検出方向に沿って検出可能な放射を生成するための物理的特性を有し、前記
検出可能な放射が前記空間的パターンを表し、少なくとも前記光学特性が、好ましくない
放射に応答して、前記検出方向に沿う検出を実質的に制限する、生成するデバイス、及び
　少なくとも１つの検出可能な空間的パターンを形成するために、前記デバイスを選択的
に照射する照明器
を備えるシステム。
【請求項５２】
　請求項５１に記載のシステムであって、選択的に照射する前記手段が複数の放射源を備
えるシステム。
【請求項５３】
　請求項５１に記載のシステムであって、照射する前記手段が細長いビームを生成し、前
記細長いビームを前記第１の照射方向に沿って投影するための非球面光学コンポーネント
を備えるシステム。
【請求項５４】
　請求項５１に記載のシステムであって、前記検出方向に沿って配設された検出システム
をさらに備えるシステム。
【請求項５５】
　請求項５１に記載のシステムであって、照射する前記手段が前記デバイスの少なくとも
一部分を選択的に照射する走査機構を備えるシステム。
【請求項５６】
　方法によって作られる製品であって、
　請求項３４に記載の方法、及び、
　前記製品の材料部分を得るために材料を分離するステップを備える製品。
【請求項５７】
　透明材料をスクライブする方法であって、前記材料内の表面溝及び前記材料のバルク内
の少なくとも１つの修正された領域を同時に作成するために、超短レーザパルスの収束ビ
ームの１回スキャンを使用するステップを備える方法。
【請求項５８】
　請求項１に記載の方法であって、前記パターンが、垂直から照明されると、肉眼に明瞭
に見え、周囲光下では実質的に肉眼に見えない方法。
【請求項５９】
　請求項１に記載の方法であって、前記照明するステップが、前記パターンを効率的に照
明するために選択された出力開口数を有する光導波路を介して、前記線上に収束光源を向
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けることによって、又は、前記線に前記光を向けることによって行われる方法。
【請求項６０】
　請求項１に記載の方法であって、前記線のうちの異なる線が、互いに対して規定された
角度にあり、前記照明するステップが、複数の発生源から前記線に光を向けることによっ
て実施され、前記複数の発生源の各発生源が前記線の部分集合にほぼ垂直な方向に光を向
ける方法。
【請求項６１】
　請求項９に記載のレーザベースシステムであって、前記多焦点ビーム発生器が波長変換
器及び偏光要素を備え、異なる位置又は深さに収束された複数波長と複数偏光の両方を備
える収束ビームを形成するように構成されるレーザベースシステム。
【請求項６２】
　透明材料の表面下にレーザ修正されたフィーチャのパターンを生成する方法であって、
　厳密収束超短レーザパルスを使用して、前記材料内に異なる深さで複数の線を形成する
ステップ、
　少なくとも１つの線が、強いスペキュラー反射成分を有する拡張した平面領域を備える
ように、レーザパラメータを制御するステップ
を備える方法。
【請求項６３】
　請求項６２に記載の方法であって、前記レーザパラメータがパルス幅からなり、前記パ
ルス幅が約３００ｆｓ～２５ｐｓの範囲である方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は「Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　ｍａｔｅｒｉａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｗｉ
ｔｈ　ａｎ　ｕｌｔｒａｓｈｏｒｔ　ｐｕｌｓｅ　ｌａｓｅｒ」という名称の２００８年
３月７日に出願された米国出願番号６１／０６４，４７６に対する優先権を主張する。本
出願は「Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　ｍａｔｅｒｉａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｗｉｔｈ
　ａｎ　ｕｌｔｒａｓｈｏｒｔ　ｐｕｌｓｅ　ｌａｓｅｒ」という名称の２００９年１月
２２日に出願された米国出願番号６１／１４６，５３６に対する優先権を主張する。出願
番号６１／０６４，４７６及び出願番号６１／１４６，５３６の開示は、参照によりその
全体が組み込まれる。本出願は、２００５年９月８日に出願された米国出願番号６０／７
１４，８６３に対する優先権を主張する、２００６年９月８日に出願された「Ｔｒａｎｓ
ｐａｒｅｎｔ　ｍａｔｅｒｉａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｗｉｔｈ　ａｎ　ｕｌｔｒａ
ｓｈｏｒｔ　ｐｕｌｓｅ　ｌａｓｅｒ」という名称の米国出願番号１１／５１７，３２５
に関する。出願番号１１／５１７，３２５と出願番号６０／７１４，８６３の両方の開示
は、参照によりその全体が組み込まれる。出願番号１１／５１７，３２５の開示は、２０
０７年３月８日に公開された米国特許出願公報公開番号２００７００５１７０６として公
開されている。上記出願は本発明の譲受人に譲渡されている。
【０００２】
　本発明は、材料のスクライビング、溶接、マーキングを含む、光学的に透明な材料の超
短パルスレーザ処理に関する。
【背景技術】
【０００３】
　Ａ．切断とスクライビング
　光学的に透明な材料の切断は機械的な方法によって行われることが多い。おそらく、薄
く平坦な材料を切断する最も一般的な方法は機械式ダイシングソーを使用することである
。これは、シリコンウェハをダイシングするための、マイクロエレクトロニクス業界にお
ける標準的な方法である。しかし、この方法は、部品汚染を回避するために、管理されな
ければならないかなりの廃物を生じ、プロセスの総合コストの増加をもたらす。さらに、
マイクロプロセッサ設計に使用される薄いウェハはダイシングソーによって切断されると
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飛散する傾向がある。
【０００４】
　これらの問題に対処するために、「スクライブ及び割断（ｓｃｒｉｂｅ　ａｎｄ　ｃｌ
ｅａｖｅ）」材料を切断するための目下のところ最新のプロセスは、このスクライブに沿
って材料を破断させる前に、材料上に表面溝をスクライブするために、種々のタイプのレ
ーザを使用する。例えば、ピコ秒以下のレーザパルスが、シリコン及び他の半導体材料を
切断するのに使用されてきた（Ｈ．Ｓａｗａｄａ「Ｓｕｂｓｔｒａｔｅ　ｃｕｔｔｉｎｇ
　ｍｅｔｈｏｄ」米国特許第６，７７０，５４４号）。同様に、収束した非点収差レーザ
ビームは材料切断のために単一表面溝を作るのに使用されてきた（Ｊ．Ｐ．Ｓｅｒｃｅｌ
「Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ｃｕｔｔｉｎｇ　ｕｓｉｎｇ　ａ　ｖ
ａｒｉａｂｌｅ　ａｓｔｉｇｍａｔｉｃ　ｆｏｃａｌ　ｂｅａｍ　ｓｐｏｔ」米国特許出
願第２００４０２２８００４号）。この特許は、非点収差収束幾何学形状を最適化するこ
とによって処理速度の向上が達成され得ることを請求している。
【０００５】
　精密で高品質の割断を達成するために、溝は一定の最小深さでなければならず、その値
は用途によって変化する（例えば、１００μｍ厚のサファイアは許容可能な割断のために
約１５μｍ深さの溝を必要とする）。溝の深さは走査速度が増すと減るため、最小深さ要
件は、レーザスクライビングシステムの最大走査速度、従って総合スループットを制限す
る。材料切断の代替技術は、透明なターゲット材料のバルク内に単一レーザ修正線フィー
チャを形成するために多光子吸収を使用する（Ｆ．Ｆｕｋｕｙｏ他「Ｌａｓｅｒ　ｐｒｏ
ｃｅｓｓｉｎｇ　ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　ｌａｓｅｒ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ａｐｐａ
ｒａｔｕｓ」米国特許出願第２００５０１７３３８７号）。表面溝の場合と同様に、精密
で高品質な材料割断をもたらすのに必要とされるサブ表面フィーチャの特定の最小サイズ
が存在し、材料切断の処理速度に対する制限に匹敵する。
【０００６】
　「スクライブ及び割断」という材料切断の注目すべき用途は個々の電子デバイス及び／
又は光電子デバイスの分離のためのウェハダイシングである。例えば、サファイア・ウェ
ハダイシングは青色発光ダイオードの単一化に使用される。ウェハの単一化は背面レーザ
アブレーションによって達成されることができ、ウェハの前面上でのデバイスの汚染が最
小になる（Ｔ．Ｐ．Ｇｌｅｎｎ他「Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　ｓｉｎｇｕｌａｔｉｏｎ　ｕｓ
ｉｎｇ　ｌａｓｅｒ　ｃｕｔｔｉｎｇ」米国特許第６，３９９，４６３号）。同様に、ア
シストガスが、基板をダイシングするレーザビームを補助するために使用され得る（Ｋ．
Ｉｍｏｔｏ他「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　ｄｉｃｉｎｇ　ａ
　ｓｕｂｓｔｒａｔｅ」米国特許第５，９１６，４６０号）。さらに、ウェハは、最初に
レーザを使用して、表面溝をスクライブし、次に、機械的な鋸刃を使用して、切断を完全
にすることによってダイシングされ得る（Ｎ．Ｃ．Ｐｅｎｇ他「Ｗａｆｅｒ　ｄｉｃｉｎ
ｇ　ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄ」米国特許第６，７３７，６０６号）。こうし
た用途は一般に、大容積で実施され、従って、処理速度が特に重要である。
【０００７】
　１つのプロセスは２つの異なるタイプのレーザを使用し、その一方が材料をスクライブ
し、他方が材料を破断する（ｂｒｅａｋ）（Ｊ．Ｊ．Ｘｕａｎ他「Ｃｏｍｂｉｎｅｄ　ｌ
ａｓｅｒ－ｓｃｒｉｂｉｎｇ　ａｎｄ　ｌａｓｅｒ－ｂｒｅａｋｉｎｇ　ｆｏｒ　ｓｈａ
ｐｉｎｇ　ｏｆ　ｂｒｉｔｔｌｅ　ｓｕｂｓｔｒａｔｅｓ」米国特許第６，７４４，００
９号）。同様のプロセスは、表面にスクライブ線を引くために第１のレーザビームを使用
し、非金属材料を別々の小片に割るために第２のレーザビームを使用する（Ｄ．Ｃｈｏｏ
他「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　ｃｕｔｔｉｎｇ　ａ　ｎｏｎ
－ｍｅｔａｌｌｉｃ　ｓｕｂｓｔｒａｔｅ　ｕｓｉｎｇ　ａ　ｌａｓｅｒ　ｂｅａｍ」米
国特許第６，６５３，２１０号）。スクライビングとクラッキングのための２つの異なる
レーザビームはまた、ガラス板の切断に使用されてきた（Ｋ．Ｙｏｕ「Ａｐｐａｒａｔｕ
ｓ　ｆｏｒ　ｃｕｔｔｉｎｇ　ｇｌａｓｓ　ｐｌａｔｅ」国際特許公報第ＷＯ　２００４



(9) JP 2011-517299 A 2011.6.2

10

20

30

40

50

０８３１３３号）。最後に、レーザビームを材料の上部表面近くに収束させ、収束したレ
ーザビームとターゲット材料との間に相対的な横方向運動を与えながら、その焦点を、材
料を通って下に底部表面の近くまで移動させることによって、単一レーザビームが材料を
スクライブし、割る（ｃｒａｃｋ）のに使用されてきた（Ｊ．Ｊ．Ｘｕａｎ他「Ｍｅｔｈ
ｏｄ　ｆｏｒ　ｌａｓｅｒ－ｓｃｒｉｂｉｎｇ　ｂｒｉｔｔｌｅ　ｓｕｂｓｔｒａｔｅｓ
　ａｎｄ　ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ」米国特許第６，７８７，７３２号
）。
【０００８】
　Ｂ．材料接合
　ガラス及びプラスチックスなどの２つ以上の光学的に透明な材料の接合は種々の産業の
用途にとって有益である。光学的な透明性が機能を可能にするか又は補助する、或いはそ
の他の方法でさらなる（例えば、美的な）価値をもたらす任意のタイプのデバイスの構築
は、そのような接合プロセスから利益を得ることができる。一例は、目視検査が必要であ
る（例えば、通信及び生体医療産業）コンポーネントの密閉封止である。
【０００９】
　一部の用途では、従来の接合プロセス（例えば、接着剤、機械的接合）は不十分である
。例えば、多くの接着剤は、生体医療インプラントデバイスの場合に、非生体適合性であ
ることがわかっている。他のデバイスの場合、特定の用途（例えば、高圧シール）につい
て接着力が十分に強くない可能性がある。こうした要求に対して、レーザ溶接は理想的な
解を与える。
【００１０】
　微細流体システムでは、デバイス全体をカバーするキャップ片によって、互いに対して
密接な間隔の個々の経路の封止が所望されることになる。異なる微細流体経路間の接触領
域が小さいため、他の方法で強くて液密封止接合を行うことは困難であり得る。レーザ溶
接は、これらの微細流体経路間に接合領域を精密に位置決めし、液密封止を提供し得る。
【００１１】
　透明材料のレーザ溶接のための目下の最新の技術は、
【００１２】
　（１）その波長（約１０μｍ）が多くの光学的に透明な材料で線形吸収されるＣＯ２レ
ーザの使用、又は
【００１３】
　（２）レーザ放射を吸収し、それにより、材料の加熱、溶融を起こすように特に設計さ
れる、透明材料の界面におけるさらなる材料の導入、
からなる。
【００１４】
　これらの方法は共に、その機能が制限される、且つ／又はその実施態様が高価である。
【００１５】
　パルスＣＯ２スラブレーザは、パイレックス（登録商標）をパイレックス（登録商標）
に溶接するため、また、ポリイミド及びポリウレタンをチタン及びステンレス鋼に接合す
るために使用されてきた（Ｈ．Ｊ．Ｈｅｒｆｕｒｔｈ他「Ｊｏｉｎｉｎｇ　Ｃｈａｌｌｅ
ｎｇｅｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｐａｃｋａｇｉｎｇ　ｏｆ　ＢｉｏＭＥＭＳ」Ｐｒｏｃｅｅｄ
ｉｎｇｓ　ｏｆ　ＩＣＡＬＥＯ　２００４）。同様に、溶融石英及び他の耐熱（ｒｅｆｒ
ａｃｔｏｒｙ）材料は１０．６μｍＣＯ２レーザで溶接されてきた（Ｍ．Ｓ．Ｐｉｌｔｃ
ｈ他「Ｌａｓｅｒ　ｗｅｌｄｉｎｇ　ｏｆ　ｆｕｓｅｄ　ｑｕａｒｔｚ」米国特許第６，
５７６，８６３号）。レーザ放射が界面に達する前に吸収されるため、こうしたＣＯ２レ
ーザの使用は、厚い上部層材料を通してビームを収束させることによって溶接を可能にし
ない。さらなる欠点は、長い波長はビームを小さなスポットに収束することを可能にせず
、それにより、ミクロンスケールで小さな溶接フィーチャを作成するための有用性を制限
することである。
【００１６】
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　或いは、人間の目には透明であるポリイミド及びアクリルなどの吸収層が溶接される２
つの材料間に設置され得る（Ｖ．Ａ．Ｋａｇａｎ他「Ａｄｖａｎｔａｇｅｓ　ｏｆ　Ｃｌ
ｅａｒｗｅｌｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｆｏｒ　Ｐｏｌｙａｍｉｄｅｓ」Ｐｒｏｃｅｅ
ｄｉｎｇｓ　ＩＣＡＬＥＯ　２００２）。線収束を持つダイオードレーザが、その後溶接
のために使用されている（Ｔ．Ｋｌｏｔｚｂｕｅｃｈｅｒ他「Ｍｉｃｒｏｃｌｅａｒ－Ａ
　Ｎｏｖｅｌ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｄｉｏｄｅ　Ｌａｓｅｒ　Ｗｅｌｄｉｎｇ　ｏｆ
　Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　Ｍｉｃｒｏ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｃｈ
ｉｐｓ」Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ＩＣＡＬＥＯ　２００４）。色素レーザが、そ
のレーザの波長を吸収するように特に設計される（Ｒ．Ａ．Ｓａｌｌａｖａｎｔｉ他「Ｖ
ｉｓｉｂｌｙ　ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　ｄｙｅｓ　ｆｏｒ　ｔｈｒｏｕｇｈ－ｔｒａｎ
ｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｌａｓｅｒ　ｗｅｌｄｉｎｇ」米国特許第６，６５６，３１５号）。
【００１７】
　ガラスをガラス又は金属に接合するための１つの溶接プロセスは、レーザビームを使用
して、溶接される表面間でガラス半田を溶融させる（Ｍ．Ｋｌｏｃｋｈａｕｓ他「Ｍｅｔ
ｈｏｄ　ｆｏｒ　ｗｅｌｄｉｎｇ　ｔｈｅ　ｓｕｒｆａｃｅｓ　ｏｆ　ｍａｔｅｒｉａｌ
ｓ」米国特許第６，５０１，０４４号）。同様に、レーザ波長に対して線形吸収性がある
中間層を使用することによって２つのファイバが共に溶接され得る（Ｍ．Ｋ．Ｇｏｌｄｓ
ｔｅｉｎ「Ｐｈｏｔｏｎ　ｗｅｌｄｉｎｇ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｆｉｂｅｒ　ｗｉｔｈ　ｕ
ｌｔｒａ　ｖｉｏｌｅｔ（ＵＶ）　ａｎｄ　ｖｉｓｉｂｌｅ　ｓｏｕｒｃｅ」米国特許第
６，６６３，２９７号）。同様に、プラスチックジャケットを有するファイバが、吸収中
間層を挿入することによって、プラスチックフェルールにレーザ溶接され得る（Ｋ．Ｍ．
Ｐｒｅｇｉｔｚｅｒ「Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　ａｔｔａｃｈｉｎｇ　ａ　ｆｉｂｅｒ　ｏｐ
ｔｉｃ　ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ」米国特許第６，８０４，４３９号）。
【００１８】
　吸収材料のさらなる層の使用は著しい欠点を有する。その最も明確なことは、そのプロ
セスについて適切な材料を購入するか又は作製するコストである。おそらくよりコストが
かかる問題は、製造プロセスにこのさらなる材料を組み込むことに伴う処理時間の増加で
ある。生体医療インプラントデバイスの場合にそうであるように、所望の溶接領域のサイ
ズが益々小さくなるため、こうしたコストは劇的に増加することが予想される。中間の光
吸収層を使用する別の欠点は、この層が封止される領域に汚染を導入する可能性があるこ
とである。微小流体システムの場合、光吸収層はチャネルを通って流れる流体に直接接触
する。
【００１９】
　透明材料を吸収材料に溶接するための１つの方法は透過による溶接と呼ばれる。この方
法では、レーザビームは透過材料を通して吸収材料上に収束され、２つの材料の溶接をも
たらす（Ｗ．Ｐ．Ｂａｒｎｅｓ「Ｌｏｗ　ｅｘｐａｎｓｉｏｎ　ｌａｓｅｒ　ｗｅｌｄｉ
ｎｇ　ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ」米国特許第４，４２４，４３５号）。この方法は、上部
透明層を通して多色放射を向け、放射を低部吸収層に収束することによってプラスチック
を溶接するのに使用されてきた（Ｒ．Ａ．Ｇｒｉｍｍ「Ｐｌａｓｔｉｃ　ｊｏｉｎｉｎｇ
　ｍｅｔｈｏｄ」米国特許第５，８４０，１４７号；Ｒ．Ａ．Ｇｒｉｍｍ「Ｊｏｉｎｉｎ
ｇ　ｍｅｔｈｏｄ」米国特許第５，８４３，２６５号）。この方法の別の例では、レーザ
波長に対して透明なブラックモールド材料が隣接材料に溶接されるか、又は、レーザ波長
を吸収するアシスト材料の追加溶接を経て溶接される（Ｆ．Ｒｅｉｌ「Ｔｈｅｒｍｏｐｌ
ａｓｔｉｃ　ｍｏｌｄｉｎｇ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｉｔｓ　ｕｓｅ　ｆｏ
ｒ　ｌａｓｅｒ　ｗｅｌｄｉｎｇ」米国特許第６，７５９，４５８号）。同様に、別の方
法は、少なくとも一方がレーザ波長の吸収性がある２つの材料を溶接するために、投影マ
スクと共に少なくとも２つのダイオードレーザを使用する（Ｊ．Ｃｈｅｎ他「Ｍｅｔｈｏ
ｄ　ａｎｄ　ａ　ｄｅｖｉｃｅ　ｆｏｒ　ｈｅａｔｉｎｇ　ａｔ　ｌｅａｓｔ　ｔｗｏ　
ｅｌｅｍｅｎｔｓ　ｂｙ　ｍｅａｎｓ　ｏｆ　ｌａｓｅｒ　ｂｅａｍｓ　ｏｆ　ｈｉｇｈ
　ｅｎｅｒｇｙ　ｄｅｎｓｉｔｙ」米国特許第６，４１７，４８１号）。
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【００２０】
　別のレーザ溶接法は、溶融と溶接が起こるまで材料を徐々に加熱するため、２つの材料
の界面上でレーザビームの連続走査する（Ｊ．Ｋｏｒｔｅ「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　ａｐ
ｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　ｗｅｌｄｉｎｇ」米国特許第６，４４４，９４６号）。この特
許では、一方の材料が透明で、他方の材料がレーザ波長に対して吸収性がある。最後に、
１つの方法は、２つの材料片を溶かすために、紫外線、レーザ、Ｘ線、及びシンクロトロ
ン放射を使用し、その後、溶接するためにそれらを接触させる（Ａ．Ｎｅｙｅｒ他「Ｍｅ
ｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ｌｉｎｋｉｎｇ　ｔｗｏ　ｐｌａｓｔｉｃ　ｗｏｒｋ　ｐｉｅｃｅｓ
　ｗｉｔｈｏｕｔ　ｕｓｉｎｇ　ｆｏｒｅｉｇｎ　ｍａｔｔｅｒ」米国特許第６，８３８
，１５６号）。
【００２１】
　２つの基板の間に少なくとも１つの有機材料層が存在する有機発光ダイオードの密閉封
止のためのレーザ溶接が開示されている（「Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　ｆａｂｒｉｃａｔｉｏ
ｎ　ｏｆ　ｈｅｒｍｉｔｉｃａｌｌｙ　ｓｅａｌｅｄ　ｇｌａｓｓ　ｐａｃｋａｇｅ」米
国特許出願公報２００５０１９９５９９）。
【００２２】
　「Ｗｅｌｄｉｎｇ　ｏｆ　Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｕｓｉｎｇ
　Ｆｅｍｔｏｓｅｃｏｎｄ　Ｌａｓｅｒ　Ｐｕｌｓｅｓ」Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｊｏｕｒｎ
ａｌ　ｏｆ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ，Ｖｏｌ．４４，Ｎｏ．２２，２００５に
おいて、Ｔａｍａｋｉ他は透明材料の接合に１ｋＨｚの１３０－ｆｓレーザパルスの使用
を説明している。しかし、低繰返しレート（ｋＨｚ）超短パルスの材料相互作用は、電子
－フォノン結合時定数及び蓄積効果のために、高繰返しレート（ＭＨｚ）超短パルスと比
較して明確に異なることが知られている。
【００２３】
　Ｃ．サブ表面マーキング
　サブ表面マークのガラスへのパターニングは、２－Ｄポートレート及び３－Ｄ彫刻作品
を作るために芸術家によって適合されてきた。これらのマークは、外部照明を必要とする
ことなく、広範囲の条件下でよく見えるように設計される。
【００２４】
　光学的に透明な材料の表面下での厳密収束エネルギーは、目に見える放射状に伝搬する
マイクロクラックを生成し得る。通常、これらのマークを作るのに長パルスレーザが使用
される。いくつかの特許は、その後のパターンの可視性を制御するために、これらの放射
状クラックのサイズ及び密度の変動を説明している（米国特許第６，３３３，４８６号、
第６，７３４，３８９号、第６，５０９，５４８号、第７，０６０，９３３号）。
【００２５】
　マークの可視性は、マークのまさにサイズではなく、中心レーザスポットの周りのクラ
ック密度によって制御され得る（米国特許第６，４１７，４８５号「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎ
ｄ　ｌａｓｅｒ　ｓｙｓｔｅｍ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｉｎｇ　ｂｒｅａｋｄｏｗｎ　ｐｒｏ
ｃｅｓｓ　ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ａｎｄ　ｓｐａｃｅ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｏｆ　
ｌａｓｅｒ　ｒａｄｉａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｈｉｇｈ　ｑ
ｕａｌｉｔｙ　ｌａｓｅｒ－ｉｎｄｕｃｅｄ　ｄａｍａｇｅ　ｉｍａｇｅｓ」）。
【００２６】
　米国特許第６，４２６，４８０号（「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　ｌａｓｅｒ　ｓｙｓｔｅ
ｍ　ｆｏｒ　ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｈｉｇｈ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｓｉｎｇｌｅ－
ｌａｙｅｒ　ｌａｓｅｒ－ｉｎｄｕｃｅｄ　ｄａｍａｇｅ　ｐｏｒｔｒａｉｔｓ　ｉｎｓ
ｉｄｅ　ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　ｍａｔｅｒｉａｌ」）は、輝度がスポット密度によっ
て制御される平滑なマークの単層を使用する。
【００２７】
　書き込みレーザ光のパルス継続時間を増加させることは、マークの輝度を増加させるこ
とになる（米国特許第６，７２０，５２１号「Ａ　ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ｇｅｎｅｒａ
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ｔｉｎｇ　ａｎ　ａｒｅａ　ｏｆ　ｌａｓｅｒ－ｉｎｄｕｃｅｄ　ｄａｍａｇｅ　ｉｎｓ
ｉｄｅ　ａ　ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　ｍａｔｅｒｉａｌ　ｂｙ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｉｎ
ｇ　ａ　ｓｐｅｃｉａｌ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｏｆ　ａ　ｌａｓｅｒ　ｉｒｒａｄｉａ
ｔｉｏｎ」）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２８】
【特許文献１】米国出願番号６１／１４６，５３６
【特許文献２】米国出願番号６１／１４６，５３６
【特許文献３】米国出願番号６０／７１４，８６３
【特許文献４】米国出願番号１１／５１７，３２５
【特許文献５】米国特許出願公報公開番号２００７００５１７０６
【特許文献６】米国特許第６，７７０，５４４号
【特許文献７】米国特許出願第２００４０２２８００４号
【特許文献８】米国特許出願第２００５０１７３３８７号
【特許文献９】米国特許第６，３９９，４６３号
【特許文献１０】米国特許第５，９１６，４６０号
【特許文献１１】米国特許第６，７３７，６０６号
【特許文献１２】米国特許第６，７４４，００９号
【特許文献１３】米国特許第６，６５３，２１０号
【特許文献１４】国際特許公報第ＷＯ　２００４０８３１３３号
【特許文献１５】米国特許第６，７８７，７３２号
【特許文献１６】米国特許第６，５７６，８６３号
【特許文献１７】米国特許第６，６５６，３１５号
【特許文献１８】米国特許第６，５０１，０４４号
【特許文献１９】米国特許第６，６６３，２９７号
【特許文献２０】米国特許第６，８０４，４３９号
【特許文献２１】米国特許第４，４２４，４３５号
【特許文献２２】米国特許第５，８４０，１４７号
【特許文献２３】米国特許第５，８４３，２６５号
【特許文献２４】米国特許第６，７５９，４５８号
【特許文献２５】米国特許第６，４１７，４８１号
【特許文献２６】米国特許第６，４４４，９４６号
【特許文献２７】米国特許第６，８３８，１５６号
【特許文献２８】米国特許出願公報２００５０１９９５９９
【特許文献２９】米国特許第６，３３３，４８６号
【特許文献３０】米国特許第６，７３４，３８９号
【特許文献３１】米国特許第６，５０９，５４８号
【特許文献３２】米国特許第７，０６０，９３３号
【特許文献３３】米国特許第６，４１７，４８５号
【特許文献３４】米国特許第６，４２６，４８０号
【特許文献３５】米国特許第６，７２０，５２１号
【非特許文献】
【００２９】
【非特許文献１】Ｈ．Ｊ．Ｈｅｒｆｕｒｔｈ他「Ｊｏｉｎｉｎｇ　Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｓ
　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｐａｃｋａｇｉｎｇ　ｏｆ　ＢｉｏＭＥＭＳ」Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ
　ｏｆ　ＩＣＡＬＥＯ　２００４
【非特許文献２】Ｖ．Ａ．Ｋａｇａｎ他「Ａｄｖａｎｔａｇｅｓ　ｏｆ　Ｃｌｅａｒｗｅ
ｌｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｆｏｒ　Ｐｏｌｙａｍｉｄｅｓ」Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ
　ＩＣＡＬＥＯ　２００２
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【非特許文献３】Ｔ．Ｋｌｏｔｚｂｕｅｃｈｅｒ他「Ｍｉｃｒｏｃｌｅａｒ－Ａ　Ｎｏｖ
ｅｌ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｄｉｏｄｅ　Ｌａｓｅｒ　Ｗｅｌｄｉｎｇ　ｏｆ　Ｔｒａ
ｎｓｐａｒｅｎｔ　Ｍｉｃｒｏ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｃｈｉｐｓ」
Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ＩＣＡＬＥＯ　２００４
【非特許文献４】Ｔａｍａｋｉ他「Ｗｅｌｄｉｎｇ　ｏｆ　Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　Ｍ
ａｔｅｒｉａｌｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ｆｅｍｔｏｓｅｃｏｎｄ　Ｌａｓｅｒ　Ｐｕｌｓｅｓ」
Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ，Ｖｏｌ．
４４，Ｎｏ．２２，２００５
【非特許文献５】Ｍ．Ｓａｒｋａｒ他「Ｔｈｅｏｒｅｔｉｃａｌ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏ
ｆ　Ｆｏｃｕｓｉｎｇ　ａｎｄ　Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍｓ　ｆｏｒ　
ａ　Ｓｐｏｔ　Ｂｏｎｄｉｎｇ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ｆｅｍｔｏｓｅｃｏｎｄ
　Ｌａｓｅｒ」ＩＭＥＣＥ２００３－４１９０６；２００３　ＡＳＭＥ　Ｉｎｔｅｒｎａ
ｔｉｏｎａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｃｏｎｇｒｅｓｓ，Ｎ
ｏｖｅｍｂｅｒ　２００３，Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ，Ｄ．Ｃ．，ＵＳＡ
【発明の概要】
【００３０】
　超短レーザパルスは、非線形吸収を通して、バルク透明材料内の非常によく定められた
領域にエネルギーを与えることができる。レーザの特性と処理条件の整合は、ある範囲の
フィーチャ、光導波を可能にする屈折率の変化、内部界面における溶融とその後の接合、
又は光を散乱する光学欠陥の形成を生成し得る。
【００３１】
　レーザの高繰返しレートと、十分なパルスとパルスの重なりとは、前のレーザ曝露で生
成された材料修正と同じ領域におけるその後のパルスとの間にさらなる相互作用をもたら
す。光は既存の修正の周りで回折し、建設的干渉を通して、前の修正の「影（ｓｈａｄｏ
ｗ）」に、一般に「アラゴーのスポット（ｓｐｏｔ　ｏｆ　Ａｒａｇｏ）」又は「ポアソ
ンスポット（Ｐｏｉｓｓｏｎ　ｓｐｏｔ）」として知られる別のスポットを作る。そのス
ポットのサイズ及び強度は距離と共に増加し、強度は入力レーザ強度に漸近的に近づく。
【００３２】
　本発明の１つの目的は、従来の技法に比較してより高速度で透明材料のきれいな破断を
可能にすることである。これは、材料を横切るビームの１回だけのパスによって、材料上
の表面溝と材料のバルク内の１つ以上のレーザ修正領域の両方（又は、複数のサブ表面レ
ーザ修正フィーチャのみ）を生成するために、超短レーザパルスを使用することによって
達成される。複数のスクライブフィーチャは同時に生成され、材料の表面上と材料のバル
ク内の両方に、又は材料のバルク内のみに位置するため、その後の割断の成功は必ずしも
表面溝深さに依存するわけではない。
【００３３】
　スクライブされた材料の割断プロセス中に、割れは表面スクライブフィーチャで始まり
、材料を通して下方に伝搬する。表面溝が狭すぎる場合、割れが、支離滅裂になる傾向に
なり、低品質割断面及び低い割断プロセス精度をもたらす。しかし、材料のバルク内にさ
らなるスクライブフィーチャがあると、割れは、材料を通して所望の方向に誘導され、狭
い表面スクライブだけの場合に予測されるよりも高い割断精度及び面品質をもたらす。
【００３４】
　バルク材料の十分な部分が表面下で修正される場合、割れは、表面スクライブ線の必要
性なしにサブ表面修正領域から始まり、材料のバルクを通して隣接修正領域に伝搬し得る
。表面溝のサイズを小さくするか又は完全に無くすことはまた、処理環境を汚染するか又
はより広範囲の処理後洗浄を必要とし得るプロセスによって生成される廃物を低減する。
【００３５】
　本発明の別の目的は、表面下に超短レーザパルスを収束させることによって、透明材料
内にサブ表面欠陥のパターンを生成することである。スクライビングに対する処理条件を
わずかに変更することは、光を散乱する表面下に光学欠陥を生成し得る。これらの欠陥の
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特性及び配置を制御することによって、これらのパターンは、側面から照明されるとはっ
きりと見えるようにされ得るが、照明がないと見ることが困難にされる。サブ表面マーキ
ングのこの特徴は、車両のインジケータサイン又はライト、警告サイン又はライトのため
に、或いは、単純なガラスへ（例えば、芸術的に）価値を付加するために利用され得る。
この技法は、材料内に生成された欠陥が常にはっきり見えるように設計される、知られて
いるレーザマーキング技法と異なる。
【００３６】
　本発明の一実施形態では、光学欠陥のパターンは透明材料内の異なる深さで生成される
。異なる深さにマークを有することは、１つのマークが、照明光が次のマークを照らすこ
とを遮断する「シャドウイング（ｓｈａｄｏｗｉｎｇ）」効果を防止する。この構造は同
時に、指向性がない周囲照明源からの散乱量を低減し、オン－オフ状態のコントラストを
高める。これらの欠陥は離散的な点又は延長した線であり得る。
【００３７】
　サイズが小さくプロファイルが平滑なこれらの欠陥は、照明されないと、それらを見え
にくくする。同様に、基板は、特に薄い透明材料の場合、より強く、且つ、熱又は機械的
応力によるクラック伝搬の影響を受けにくいことになる。小さいサイズはまた、単位厚に
ついて、より離散的な書き込み位置を可能にし、透明材料の所与の厚さについて、パター
ン解像度を増加させる。
【００３８】
　照明されたときのマークの可視性と照明のないときのマークの不可視性との間にはトレ
ードオフがある。このトレードオフは照明光源の強度、マークのサイズ及び平滑性、並び
にマークの間隔を制御することによって調整され得る。マークのサイズについての制御パ
ラメータはレーザのパルス継続時間、フルエンス、繰返しレート、及び波長、並びに材料
内の焦点の深さ及び移動速度を含む。これらのパラメータは異なる光学的、熱的、機械的
特性を持つ透明材料について調整される必要があることを留意することが重要である。
【００３９】
　可視性は、例えば散乱照明が受信される立体角内の観察方向にわたって評価される。本
明細書で言及される可視性は、可視波長の検出及び肉眼による観察に制限されない。本発
明の実施形態は一般に、検出方向に沿い、且つ、透明材料内のフィーチャの適した照射を
有する放射の検出に適用可能である。材料透明性の範囲内の波長を有する不可視源が使用
されてもよい。そして、この波長に応答する検出器が使用されることになる。
【００４０】
　所望のパターンは離散ピクセルの集合体で作られることができ、各ピクセルは平行線の
集合体又は他の幾何学的形状である。ピクセルを利用することは、可視性において、より
大きなコントラストを有するより少ない線で全体の大きなアイコンを生成することを可能
にする。
【００４１】
　サブ表面パターンは、適切に収束された光源で照明され得る。収束はパターンを効率よ
く照明し、迷走光を最小にするために重要である。光源とパターンとの距離が比較的に短
い場合、この照明光は光源から直接送出され得る。距離が長い場合、透明材料の上部表面
と底部表面との間の全反射が光を誘導するために使用され得る。
【００４２】
　別の代替法は、光を送出するための光導波路を透明材料内に生成することである。光導
波路送出の利点は、光源とパターンとの間の経路が、真っ直ぐである、且つ／又は、短い
必要がないということである。光導波路送出の場合、導波路の出力端は所望のパターンを
照明するように適切に設計されるべきである。
【００４３】
　同じ領域内の２つのパターンは別々に識別され、２つの異なる光源によって制御可能に
照明される。それぞれのパターンについての照明源の軸はパターンを構成するマークに垂
直である。こうして、特定の照明源からの最大散乱（及び最大可視性）が、指定されたパ



(15) JP 2011-517299 A 2011.6.2

10

20

30

40

50

ターンのみについて選択され得る。
【００４４】
　少なくとも１つの実施形態では、レーザベース材料修正は、ガラス以外の実質的に透明
な材料上に、又は、材料内にフィーチャを生成する。例えば、プラスチック、透明ポリマ
ー、及び同様な材料はいくつかの望ましい特性を有する。いくつかの望ましい材料特性は
、減少した重量（ガラスに対して約４分の１）、種々の形状を形成するための基板の曲げ
を可能にする柔軟性、一定のエッジ照明によって輝度を増す能力を提供する減少した厚さ
、及び飛散に対する感受性が低減された材料強度の増加を含む。
【００４５】
　透明ポリマー（ポリカーボネート、ＰＭＭＡ（ポリメチルメタクリレート）など）を処
理するためのフルエンスはガラスの場合より少ない。一部の実施形態では、レーザパラメ
ータ、例えば、パルス幅、繰返しレート、及びパルスエネルギーは、ガラス処理について
の適したパラメータと重なる可能性がある。しかし、ある材料、特にポリカーボネートは
、ずっと低いエネルギー及び短いパルス幅で処理されてもよい。従って、形成されるフィ
ーチャは、よりよく制御される可能性がある。容積内に形成可能なフィーチャの密度は増
加する可能性がある。
【００４６】
　ポリカーボネート及び同様な材料の薄い部分はまた、単一設計で、切換え可能要素を形
成することを容易にする。さらに、材料内に形成されるフィーチャは一般に、材料のその
深さ内での望ましくない任意のマイクロクラッキング又は他の好ましくない変化に対する
任意の感受性を低減する可能性がある。
【００４７】
　一部の実施形態では、切換え可能な又はアドレス指定可能なアイコンが形成されてもよ
い。透明材料内のサブ表面欠陥のパターンの生成に関連して先の説明で述べたように、可
視性を改善するために、種々のトレードオフが行われ得る。パターンは横方向に又は異な
る深さに配列され、非直交の照明及び観察条件を含む、種々の角度で観察されるか又は照
明されてもよい。１つ以上の制御された照明源は観察されるフィーチャを直接照明しても
よい。一部の実施形態では、内部導波路又は光ガイドはフィーチャにエネルギーを送出す
る可能性がある。所望の方向から照明するとき、高いコントラストを提供することが一般
に望ましく、要素間の低レベル又は識別不能レベルのグレアは、クロストークによって引
き起こされるコントラストの喪失（例えば、ベイリンググレア）、又は、検出角内で好ま
しくない放射を生成する任意の現象を防止する。
【００４８】
　本発明の別の目的は、補足接合剤なしで、高繰返しレートフェムト秒パルスレーザを使
用して透明材料の２つの片の接合を可能にすることである。２つの透明材料片の接触領域
に高繰返しレートの超高速レーザビームを収束させることは、局在化した加熱によって接
合を引き起こすことになる。十分な熱蓄積のための必要とされる繰返しレートは、パルス
エネルギー、ビーム収束幾何学形状、及び溶接される特定の材料（複数可）の物理特性を
含む多くの異なるプロセス変数に依存する。フェムト秒レーザスポット接合プロセスに影
響を及ぼす条件の理論的な解析は、そのプロセスについての最適収束条件の決定を強調す
る（Ｍ．Ｓａｒｋａｒ他「Ｔｈｅｏｒｅｔｉｃａｌ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　Ｆｏｃｕ
ｓｉｎｇ　ａｎｄ　Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍｓ　ｆｏｒ　ａ　Ｓｐｏｔ
　Ｂｏｎｄｉｎｇ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ｆｅｍｔｏｓｅｃｏｎｄ　Ｌａｓｅｒ
」ＩＭＥＣＥ２００３－４１９０６；２００３　ＡＳＭＥ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｃｏｎｇｒｅｓｓ，Ｎｏｖｅｍｂｅ
ｒ　２００３，Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ，Ｄ．Ｃ．，ＵＳＡ）。
【００４９】
　レーザ放射の非線形吸収（超短パルス継続時間によって引き起こされる）及び材料内の
熱のパルスからパルスへの蓄積（高繰返しレートによって引き起こされる）のために、透
明材料の溶接は、既存の代替法では匹敵できない単純性、柔軟性、及び有効性の程度によ
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って達成され得る。非線形吸収プロセスは、溶接界面近くへの吸収エネルギーの集中を可
能にし、材料の残りの部分に対して、損傷、従って、光学的歪を最小にする。密度の高い
チャネルが分離される必要があるとき、微細な溶接線が可能である。
【００５０】
　さらに、本発明の実施形態は、接合される材料の界面近くに高繰返しレートの超短パル
スのビームの焦点領域を向けることによって、レーザ放射の波長に透明な２つの材料のレ
ーザによる接合を可能にする。レーザパルス繰返しレートは約１０ｋＨｚと５０ＭＨｚと
の間であり、レーザパルス継続時間は約５０ｆｓと５００ｐｓとの間である。レーザパル
スエネルギー及びビーム収束光学部品は溶接される領域で約０．０１Ｊ／ｃｍ２より大き
いエネルギーフルエンス（単位面積当たりのエネルギー）を生成するように選択される。
【００５１】
　溶接のためのフルエンスの最適範囲は、溶接される特定の材料に依存する。透明なポリ
マー（ポリカーボネート、ＰＭＭＡ（ポリメチルメタクリレート）など）の場合、必要な
フルエンスはガラスの場合より小さい。これは材料の広く異なる物理特性による。例えば
、ＰＭＭＡの溶融温度は約摂氏１５０°であり、一方、溶融シリカのそれは約摂氏１５８
５°である。従って、溶融シリカを溶かすためには著しく大きなフルエンスが必要である
。他の重要な材料特性は、比熱及び熱伝導率を含む。ポリマーの溶接のためのフルエンス
の範囲は約０．０１と１０．０Ｊ／ｃｍ２との間である。ポリマーの溶接のためのフルエ
ンスの範囲は約０．０１と１０．０Ｊ／ｃｍ２との間であり、一方、ガラスを溶接するた
めの対応する範囲は約１．０と１００Ｊ／ｃｍ２との間である。
【００５２】
　一般に、溶接は、接合される２つの表面がその間に実質上隙間がないことを要求する。
本発明の目的は、溶接される２つの片の間の界面における隆起したリッジの形成であり、
そのリッジは２つの片の間の任意の隙間をブリッジする。高繰返しレートｆｓパルスを表
面の少し下に収束させることによって、加熱、溶融、及び圧力は、ガラス表面の局在化し
た隆起をもたらし得る。これらのバンプは、数１０ｎｍから数μｍの高さである。与えた
エネルギーが、隆起したリッジを結合片に接合させるに十分でない場合、わずかに高い焦
点位置におけるレーザの２回目のパスが、次に、嵌合片にリッジを溶接することになる。
単一の隆起が隙間をブリッジするのに十分高くない場合、上側の結合表面上に第２の隆起
が生成され得る。
【００５３】
　さらに、線形吸収の程度が変動した状態での材料の溶接がこの発明で達成され得る。本
発明は、エネルギーを材料に結合する主要な手段として非線形吸収現象を使用するが、照
射レーザパルスのある量の線形吸収を示す材料はまた、本明細書で提示される方法を使用
して溶接され得ることが理解される。線形吸収が本発明に関するため、線形吸収の重要な
態様は、高い線形吸収の場合、ビームが収束される材料の厚さが減少することである。さ
らに、より高い線形吸収は溶接フィーチャの局在化の程度を減少させる。
【００５４】
　レーザフルエンスの空間分布はまた、溶接品質に影響を及ぼし得る。典型的なレーザ処
理は、より小さなガウス型レーザビームを生成するために、ガウス型レーザビームを収束
させることを含むが、新規なビーム整形法が、特定の溶接プロセスの品質及び／又は効率
を改善するために使用されてもよい。例えば、典型的なガウス型フルエンス分布を空間的
に均一なフルエンス分布（「フラットトップ」又は「トップハット」強度分布として知ら
れる）に変換することは、より均一な溶接フィーチャをもたらす可能性がある。
【００５５】
　パルスの超短特性は、非線形吸収プロセスを介したレーザエネルギーの透明材料への結
合を可能にする。しかし、このプロセスが一般に材料の加熱をもたらさないため、これだ
けではレーザ溶接を可能にしない。それは、他の処理条件の特定の範囲と組み合わされる
、高パルス繰返しレートのさらなる態様である。高繰返しレートは、材料の溶融とその後
の冷却と接合とが達成されるように材料内への熱の蓄積を可能にする。
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【００５６】
　補足接合剤が存在しないため、処理時間及び費用が低減され、余分の接合剤によるデバ
イス内の汚染がなくなり、微細な寸法公差が維持され得る。接合点及び線は、任意の干渉
をもたらすことなく他のフィーチャに非常に近づき得る。同様に、収束容積におけるフル
エンスの集中及び非線形吸収プロセスのために、溶接領域に隣接する材料の非常に制限さ
れた熱歪が可能である。
【００５７】
　少なくとも一実施形態では、ターゲット材料を修正するために、複数のレーザビームが
迅速に生成され、異なる深さに収束される。
【００５８】
　少なくとも一実施形態では、収束されたビームは共線的であり、材料の表面における、
又は、表面の近くの、或いは、材料内の各焦点に共通方向に沿って伝搬する。システムは
、複数のビーム又はその任意の組合せが所定の時間間隔内で同時に生成されるように構成
されてもよい。
【００５９】
　少なくとも一実施形態では、収束ビームは各波長が材料の吸収端を越える異なる波長を
含んでもよいため、ターゲット材料はその波長で透過性が高い。
【００６０】
　少なくとも一実施形態では、例えばフェムト秒（ｆｓ）からピコ秒（ｐｓ）の範囲の短
いパルス幅はパルス間の任意の時間的重なりの制御及び小型のシステム構成を実現する。
【００６１】
　種々の実施形態は、単一ビーム及び異なるビーム焦点位置による複数の処理パスに関し
て得られる処理速度に比べて処理速度を改善し、材料処理結果を改善する可能性がある。
【００６２】
　本発明は、添付図面に関連して以下の説明からより明確に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
［図１］本発明の一実施形態による、透明材料をスクライブする方法で使用されるシステ
ムの図であり、ａはシステム構成を示し、ｂはスクライビング及びその後の割断の詳細図
を示す。
［図２］本発明の一実施形態による、収束されたガウス型ビームによって生成される表面
及びバルクのスクライブフィーチャの図である。
［図３］本発明の一実施形態による、複数のサブ表面スクライブ線を生成するためにアク
シコンレンズを使用するシステムの図である。
［図４］本発明の一実施形態で使用される収束されたガウス型非点収差ビームの強度等高
線プロットである。
［図５］ターゲット材料に対して深さ方向に離間したビームウェストを有する複数の収束
ビームを形成するように構成されるシステムを概略的に示す図である。
［図５ａ］複数の収束スポットを同時に生成するように構成された回折光学要素（ｄｉｆ
ｆｒａｃｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ）（ＤＯＥ）の図である。
［図５ｂ］共線的な複数の収束ビームを迅速に形成するための種々の構成のうちの１つの
構成を概略的に示す図である。
［図５ｃ］共線的な複数の収束ビームを迅速に形成するための種々の構成のうちの１つの
構成を概略的に示す図である。
［図５ｄ］異なる深さで形成され、且つ、種々の形状及びコントラストを有するフィーチ
ャの実施例を概略的に示す図である。
［図６］本発明の一実施形態による、透明材料を溶接する方法で使用されるシステムの図
であり、ａはシステムの略図を示し、ｂは隣接する材料内で収束するビームの詳細を示す
拡大図である。
［図７］隆起したリッジが２つの片の間の隙間を充填するために使用される溶接プロセス
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の図であり、ａは隙間を示し、ｂは下側片の表面のわずかに下にレーザビームを収束する
ことによって形成される隆起を示し、ｃは隆起したリッジと接合される上側片との間の界
面までレーザ焦点が移動するときに形成される溶接を示す。
［図８］矢印マークが、本発明に従って可能なマーキングの実施例として使用されたサブ
表面マーキングの図を示す。
［図９］矢印マークが、本発明に従って可能なマーキングの実施例として使用されたサブ
表面マーキングの図を示す。
［図１０］矢印マークが、本発明に従って可能なマーキングの実施例として使用されたサ
ブ表面マーキングの図を示す。
［図１１］例示的なマークアスペクト比についてのエッジ照明及びマーク幾何学的形容を
示す図である。
［図１２ａ及び１２ｂ］基板のエッジから観察した、エッジ照明の２つの図であり、マー
クパターンを書き込むときのレーザビームの方向、及び、ビュアシステムがマークされた
パターンを検出することになる方向を示す。
［図１２ａ］基板表面が観察方向に直交せず、書き込みレーザビームが基板表面に直交し
、マークが底部エッジから照明される図である。
［図１２ｂ］書き込みレーザビームが観察方向に平行であり、マークが底部エッジから照
明される図である。
［図１３ａ］反射マークの照明及び観察のための例示的な配置構成を概略的に示す図であ
る。
［図１３ｂ］最適位置で観察されるマークの写真である。
［図１３ｃ］最適でない位置で観察されるマークの写真である。
［図１３ｄ］アクティブな照明がない状態で観察されるマークの写真である。
［図１４］ａ、ｂ及びｃは、線収束光源によってエッジ照明された、単一基板内の異なる
深さに書き込まれる２つのアイコンの写真である。
［図１５］アレイ内の特定の要素の選択的な照明が、所望の離散的パターンを生成する多
層デジタルカウンタアイコンを示す例示的な図である。
［図１５ａ］微小マークが、２つの異なる基板間の界面で又は界面の近くで書き込まれ、
一方の基板内の全反射が、パターンをエッジ照明するために使用される配置構成を示す図
である。
［図１６］薄いシート内へエッジ照明を結合するオフセットエッジ照明を示す図である。
［図１７～１８］基板のエッジから観察された、非エッジ照明及び投影スクリーンの２つ
の図であり、マークパターンを書き込むときのレーザビームの方向及びマークされたパタ
ーンをビュアが見る方向を示す。
［図１７］基板が観察方向に直交しないが、書き込みレーザの方向が基板に直交する図で
ある。
［図１８］基板が照明に直交せず、観察方向及び書き込みレーザビームの方向が観察方向
に平行である図である。
［図１９］レーザスクライビングの発明の一実施形態の実験結果を示す光学顕微鏡写真で
ある。
［図２０］本発明の一実施形態に従って溶接された溶融シリカを示す画像シーケンスにお
いて、ａは溶接部を破断する前の溶融シリカを示し、ｂは溶接部を破断した後の溶融シリ
カの底部表面を示し、ｃは溶接部を破断した後の溶融シリカの上部表面を示す。
［図２１］本発明に従って作られたガラスマーキングされたサンプルの写真である。
［図２２］本発明に従って作られたガラスマーキングされたサンプルの写真である。
［図２３］本発明に従って作られたガラスマーキングされたサンプルの写真である。
［図２４］ａ及びｂは、長パルスレーザを使用したレーザマーキングによって作られた従
来技術の装飾製品の写真、及びその個々のマークの写真である。
［図２５］ａ及びｂは、図１１に示す略図と同様に配向した、ガラスから得られた断面の
顕微鏡画像、及びポリカーボネートサンプルから得られた断面の顕微鏡画像である。
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［図２６ａ］強化ガラス及びサファイア材料サンプルに関して得られた種々の実験結果を
示し、顕微鏡画像は、複数の深さ方向ロケーション及び種々の横方向（Ｘ－Ｙ）ロケーシ
ョンに収束されたビームを提供するＩＲ／緑色の共線的多焦点ビーム発生器によって得ら
れた結果を示す。
［図２６ｂ］強化ガラス及びサファイア材料サンプルに関して得られた種々の実験結果を
示し、顕微鏡画像は、複数の深さ方向ロケーション及び種々の横方向（Ｘ－Ｙ）ロケーシ
ョンに収束されたビームを提供するＩＲ／緑色の共線的多焦点ビーム発生器によって得ら
れた結果を示す。
［図２６ｃ］強化ガラス及びサファイア材料サンプルに関して得られた種々の実験結果を
示し、顕微鏡画像は、複数の深さ方向ロケーション及び種々の横方向（Ｘ－Ｙ）ロケーシ
ョンに収束されたビームを提供するＩＲ／緑色の共線的多焦点ビーム発生器によって得ら
れた結果を示す。
［図２６ｄ］強化ガラス及びサファイア材料サンプルに関して得られた種々の実験結果を
示し、顕微鏡画像は、複数の深さ方向ロケーション及び種々の横方向（Ｘ－Ｙ）ロケーシ
ョンに収束されたビームを提供するＩＲ／緑色の共線的多焦点ビーム発生器によって得ら
れた結果を示す。
【発明を実施するための形態】
【００６４】
　１．超短パルスレーザスクライビング
　図１は、その後の割断のために透明材料をスクライブする方法である本発明の一実施形
態を示す。この実施形態は、超短レーザパルスのビーム（２）を生成するレーザシステム
（１）、所望のレーザビーム強度分布を生成する光学システム（６）、及びレーザパルス
の波長に対して透明なスクライブされるターゲット材料（７）を使用する。さらに、Ｚ軸
ステージ（８）はビーム焦点位置（深さ）制御のために使用され、自動化されたＸ－Ｙ軸
ステージアセンブリ（９）は加工品（７）を収束したレーザビームに対して横方向に移動
させるために必要とされる。或いは、走査ミラー（３）、（４）、及び（５）を使用して
固定ターゲット材料に対してレーザビーム（２）が移動し得る。
【００６５】
　レーザビーム（２）は、所望の３次元強度分布を生成するためにレーザビーム（２）を
変換する光学システム（６）を通して向けられる。変換されたレーザビームの特定の領域
は、非線形吸収プロセスを介してターゲット材料のアブレーション及び／又は修正を引き
起こすのに十分な強度を有する。材料のアブレーションは、一般に強いレーザ照射による
材料の蒸発を指す。材料の修正は、照射された材料の物理的構造及び／又は化学的構造の
変化をより広く指し、材料を通したクラックの伝搬に影響を及ぼし得る。レーザ修正は一
般に、特定の材料の場合、レーザアブレーションより低い光強度を必要とする。
【００６６】
　変換されたビームは、材料（７）内の、且つ／又は、材料（７）の表面上の複数の所定
のロケーションにおいて材料（７）のアブレーション／修正を引き起こすためにターゲッ
ト透明材料（７）の方に向けられる。アブレーションされた領域及び／又は修正された領
域は、一般に光学伝搬軸に沿う材料（７）内に位置し、材料（７）内で所定の距離だけ分
離される。変換されたビーム及びターゲット材料（７）とは、互いに対して移動し、材料
（７）内に複数のレーザスクライブフィーチャの同時生成をもたらす。複数のスクライブ
フィーチャは、適当な力（複数可）を加えることによって材料（７）の割断を可能にする
（図１（ｂ）を参照されたい）。
【００６７】
　図２は、本発明の別の実施形態を示し、ガウス型空間強度分布を有するレーザビーム（
１０）が、ターゲット材料（１１）の非線形吸収及びその後のアブレーション又は修正の
ために十分な強度を生成するように収束される。最も厳密な焦点領域は、材料の表面の下
で材料（１１）のバルク内の選択されたロケーションに位置決めされる。さらに、適した
収束光学部品及びレーザパルスエネルギーを使用することによって、材料のアブレーショ
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ンを引き起こすのに十分な強度の領域が材料（１１）の表面上、且つ／又は表面近くに同
時に生成される。
【００６８】
　重要な態様は、（収束ビームウェストが位置する）バルク材料のバルク内だけでなくビ
ームウェスト（１２）より前の光学伝搬軸上の（材料のバルク内か又は表面上の）別の地
点にもまたアブレーション又は修正を同時に引き起こすのに十分な強度が存在するように
、パルスエネルギー及び収束幾何学形状が選択されることである。レーザパルスがターゲ
ット材料（１１）に遭遇すると、（放射状ガウス型強度分布の中心近くの）その高強度領
域は材料によって非線形吸収され、アブレーション又は修正が起きる。しかし、レーザビ
ームの外側空間領域（ガウス強度分布の外側エッジ）は、材料で吸収されるには強度が低
過ぎ、材料のバルク内のもっと先に位置するビームウェストへ伝搬し続ける。ビームウェ
ストロケーションにおいて、ビーム径は、非線形吸収及びその後のレーザ修正が材料のバ
ルク内で起こるのに十分な強度を再度生成するのに十分に小さい。
【００６９】
　表面アブレーションの直ぐ下の領域は、初期の表面フィーチャ（アラゴのスポット）が
生成された後、引き続くパルスの回折的且つ建設的干渉によって修正される可能性がある
。比較的に高い繰返しレートのレーザ源は、適度の併進速度でこのプロセスをよりよく可
能にする。
【００７０】
　これらの収束及びパルスエネルギー条件下で、レーザビーム（１０）に対する材料（１
１）の移動は、複数のレーザ修正領域（即ち、表面溝（１３）及び１つ以上のバルク修正
領域（１４）、又は２つ以上のバルク修正領域）の同時生成をもたらし、複数のレーザ修
正領域は共に材料の精密な割断を可能にする。
【００７１】
　図３は、本発明の別の実施形態を示し、アクシコン（円錐形状）レンズ（２０）が、複
数の内部スクライブ線（２１）を生成するために使われる。レーザビーム（２２）で照明
されると、アクシコンレンズ（２０）は０次ベッセルビームとして知られるビームを生成
する。伝搬軸に垂直な平面内の光学強度分布の数学的記述が、ビーム中心からの半径方向
の位置が独立変数である０次のベッセル関数によって規定されるという事実にこの名前が
由来する。従来の収束方法によって生成される類似サイズのスポットの場合よりも、より
一層大きな（即ち、従来的に収束されたビームのレーリー範囲より一層長い）距離に対し
て、同じ小さなサイズで伝搬できる高強度中心ビームスポット（２３）を含むという特異
な特性をこのビームは有する。中心強度場は、その強度が半径の増加と共に減少する複数
の同心円状の光リングによって囲まれる（図示せず）。その伝搬ベクトルの成分が半径方
向内向であるため、これらの光リングは、ベッセルビームが伝搬するにつれて、小さな中
心ビームスポット（２５）を連続して再構成する。従って、ターゲット材料（２４）の厚
さ全体にわたってその小さな径を維持する小さな高強度中心ビームスポット（２３）が生
成され得る。厳密ビーム収束の範囲が拡大するため、ベッセルビームは通常、非回折ビー
ムとも呼ばれる。
【００７２】
　外側のリングが強い中心スポット（２３）を再構成するため、中心スポット（２３）が
、表面（２６）において材料のアブレーションを引き起こすのに十分に強い場合、リング
（アブレーションした領域より径が大きい）は、後で短い距離だけビームの中心に収斂し
、強い中心ビームスポットの再構成をもたらし、その地点で、アブレーション又は材料修
正が再び起こり得る。適切な光学システム設計及び十分なパルスエネルギーによって、こ
のアブレーションプロセス及びその後のビーム再構成は透明材料（２４）のバルク全体を
通して繰り返され得る。分布屈折率レンズ及び回折光学要素などの他の光学コンポーネン
トもまた、ベッセルビーム生成のために使用され得る。
【００７３】
　本発明のさらなる実施形態では、当業者によく知られている代替のビーム強度変換技法
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が、ターゲット材料内に複数のスクライブ線を生成するようにビーム強度を調節するため
、本発明の光学システムで採用される。１つのこうした方法は、所定の距離だけ分離され
た、高い光強度の２つ別個の領域を生成するために、非点収差ビーム収束を利用する。図
４は、収束された非点収差ガウス型ビームの強度分布プロットを示し、図中、Ｘ軸及びＹ
軸の焦点面は２０μｍの距離だけ分離される。２つの別個の高強度領域（一定強度輪郭線
によって識別される）の存在に留意されたい。ターゲット材料に向けられると、これらの
２つの領域は複数のスクライブフィーチャを生成するために使用され得る。
【００７４】
　複数のサブ表面修正線（ときに、表面スクライブ線と共に）はサファイア及びガラスの
ような脆い材料を破断するために使用され得る。これらの複数の線を生成することはレー
ザビームの複数のパスによって行われ得る。しかし、複数のパスは総合の移動距離及び処
理時間を増加させる。
【００７５】
　図５は、複数の収束ビームによって表面及び／又はサブ表面領域を処理する配置構成を
概略的に示す。パルスレーザ装置からの出力は、材料に対して異なる深さに収束された複
数の出力ビームを、同時に又は順次に生成する多焦点ビーム発生器によって受信される。
一部の実施形態では、ビームは、対応する出力パルス間に時間的な重なりがほとんどない
か又は全くない状態で、遅延が長い状態で、或いは、任意の適した組合せの状態で生成さ
れてもよい。出力ビームは約１００ｐｓより小さくてもよい単一パルスの継続時間を越え
る時間遅延を有する可能性がある。
【００７６】
　種々の実施形態では、ターゲット材料及びパルスビームは、例えばターゲット材料及び
／又は光学サブシステムの併進によって、互いに対して移動してもよい。配置構成は、任
意選択で、１Ｄ又は２Ｄスキャナ及び／又はターゲットポジショナを備えてもよい。例え
ば、一部の実施形態では、スキャナシステムは、ビームが複数の収束位置に迅速に送出さ
れるテレセントリック光学系（図示せず）によってターゲット材料に走査ビームを送出し
てもよい。走査機構は、連続した又は離散的な走査運動によって他のターゲットロケーシ
ョンへ再位置決めされる。
【００７７】
　多焦点ビーム発生器は、プラズマ及び異なる焦点位置における材料修正が互いに干渉し
ないように、出力パルス間（及び、対応する収束された複数ビーム間）で十分な時間遅延
を生成するように構成されてもよい。好ましくは、パルスビーム発生及び複数の深さにお
ける収束は、材料とビームとの間のいずれの相対運動よりもずっと高速に起こる。従って
、ビーム発生は、特定の時間スケール上でほぼ同時とみなされてもよい。処理スループッ
トは、それにより、１つの深さ方向のロケーションに収束された単一パルスビームを使用
した複数パスによって得られる処理スループットに比べて増加する。種々の実施形態では
、時間遅延は１０ｎｓ未満で且つ約１００ｐｓ～約１ｎｓの範囲にあってよい。しかし、
ある実施形態では、より長い遅延が好ましい場合がある。一部の実施形態では、収束スポ
ットは同時に形成されてもよい。
【００７８】
　透明材料内に複数のスクライブフィーチャを生成する１つの方法は、ビーム伝搬軸に沿
う異なるロケーションに高い光強度の複数の領域を生成するように設計されている回折光
学要素（ＤＯＥ）を採用する。図５ａは、こうしたＤＯＥがどのように機能できるか示す
。これらの複数の強度領域は、ターゲット材料に向けられると、材料のその後の割断のた
めの複数のスクライブフィーチャを生成する。
【００７９】
　一部の実施形態では、複数の共線的ビームが生成され、１つの収束対物レンズ（又は、
別法として、スキャナシステム）を通して収束される。各ビームのビーム特性（サイズ、
ビームウェスト位置、発散性など）は、各ビームの焦点位置が異なるように変わるが、ビ
ームは同じ送出システムを使用して収束される。
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【００８０】
　共線的多焦点ビーム発生器の一部の実施例を図５ｂ－１～５ｃ－３に示す。図は、深さ
方向に離間したビームウェストを有する複数の収束ビームを生成するのに適した光学サブ
システムを概略的に示す。時間の関数としての光学パワーのプロットは構成に対応する時
間変位した出力パルスの実施例を示す。これらの実施例では、マルチビーム発生器はパル
スレーザから、パルスビーム、例えば、一連のパルスの単一パルスを受信する。パルス選
択器、例えば音響光学変調器（図示せず）は、特定の材料処理要件に基づいてパルスを選
択的に送信するためにコントローラによって制御されてもよい。複数ビームは、その後多
焦点ビーム発生器によって形成され、少なくとも２つのビームは深さ方向に離間した異な
るビームウェスト位置を有する。透明材料処理用のレーザ装置はフェムト秒パルス源、例
えば、ＩＭＲＡ　Ａｍｅｒｉｃａから入手可能な市販のファイバベース・チャープパルス
増幅（ＦＣＰＡ）システム（例えば、ＦＣＰＡμＪｅｗｅｌ）を含んでもよい。モデルＤ
－１０００はピコ秒以下のパルス、約１００ｎＪ～１０μＪの範囲の出力エネルギー、１
００ＫＨｚ～５ＭＨｚの可変繰返しレート範囲、及び約１Ｗの平均パワーを提供する。
【００８１】
　一部の実施形態は、複数のレーザ源、例えば、特定の材料処理用途に適するパルス特性
を提供するピコ秒（ｐｓ）及び／又はナノ秒（ｎｓ）源を含んでもよい。多くの可能性が
存在する。
【００８２】
　一部の実施形態では、２つの深さ方向に離間した収束ビームが生成され、少なくとも１
つのビームが材料内に収束される。第２のビームは、材料の表面に、又は、表面の近くに
、材料内に、或いは、材料修正に適する任意の深さ方向ロケーションに収束されてもよい
。単一入力レーザビームは、以下でさらに説明されるように、最初に、偏光ビームスプリ
ッタを使用して２つのビームに分割される。２つのビーム間の時間遅延は、ビーム経路長
を変更することによって調整され得る。例えば、遅延は、さらなる一連のミラーを一方の
ビーム経路内に挿入して、移動距離、従って、２つのパルス間の時間遅延を増加させるこ
とによって調整され得る。ｆｓ又は他の短い（例えば、１００ｐｓ未満の）パルス幅の使
用によって、自由空間光学経路長が短くなり、それにより、小型システムが実現され得る
。光学経路はまた、時間的重なりが回避されるときはいつでも、パルス間の時間的重なり
を回避するのに十分に長くてもよい。パルス幅より大きい時間的分離はビーム間の光学干
渉を回避する可能性があり、時間的分離の増加はプラズマ又はレーザ－材料相互作用の他
の生成物との相互作用を回避するように構成されてもよい。
【００８３】
　図５ｂ－１、５ｂ－２、及び５ｃ－１～５ｃ－３の実施例では、共線的出力ビームを形
成するために入力ビームを分離し、結合するための２つの方法が示される。第１の方法は
偏光差を使用し、第２の方法は波長差を使用する。他の実施形態は偏光ベース技法と波長
ベース技法の組合せを利用して、パルスレーザから入力ビームを空間的且つ／又は時間的
に分離し、複数の収束出力ビームを形成する。
【００８４】
　図５ｂ－１及び５ｂ－２を参照して、偏光ビームスプリッタはパルスレーザ源からのビ
ームを２つの直交偏光ビームに分割する。図５ｂ－１では、ｐ偏光ビームは収束用対物レ
ンズで発散し、ｓ偏光ビームはコリメートされる。従って、この実施例では、ｓ焦点は、
ターゲット材料に対してｐ焦点より、ビーム発生器に近く、且つ、深くない。図５ｂ－２
では、ｐ偏光ビームは収束用対物レンズで収斂し、ｓ偏光ビームはコリメートされ、ｐ偏
光を有するビームは、ｓ偏光ビームに比べてビーム発生器の近くに、且つ、ターゲット材
料に対して浅いところに収束される。或いは、光学システムは、ｓ偏光ビームが焦点分離
を増すように収斂するか又は発散するように構成され得る。
【００８５】
　先の実施例では、２つのビームの偏光は直交する。こうした偏光差がレーザ処理に影響
を及ぼし得ることが知られている。図５ｂ－３はこうした偏光敏感性を示す。シリコン基
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板の機械加工の結果は線形偏光によって強く影響を受ける。一部の実施形態では、円偏光
は、偏光に敏感な作用を回避するか又は低減するために利用されてもよい。１／４波長板
（図示せず）はビームが結合した後で使用され得る。１／４波長板を出る線形偏光ビーム
は円偏光出力になるが、１８０°位相がずれることになる。
【００８６】
　種々の実施形態では、基本波長は、例えば高調波発生又は他の波長変換技法によって、
１つ以上の変換波長に変換されてもよい。異なる波長を有するビームは、その後結合した
後、異なる深さに収束される。
【００８７】
　図５ｃ－１及び５ｃ－２に示す実施例を参照して、波長差は複数の収束ビームを形成す
るために使用される。これらの実施例では、１つのビームは分割され（ｓｐｌｉｔ）、そ
の後、再結合する前に異なる波長に変換される。これらの実施例では、近ＩＲ波長は周波
数倍加されて緑色波長になり、その後、高調波分離器によって再結合される。先の偏光ベ
ースの実施例の場合と同様に、ビームの一方又は両方の発散／収斂は、２つのビームの焦
点位置分離を調整するように制御される。
【００８８】
　図５ｃ－３に示す別の代替は、分割なしの共線的収束ビームを提供する。周波数変換結
晶を通した残留ＩＲの透過が利用される。ＩＲビームが第２高調波（ｓｅｃｏｎｄ　ｈａ
ｒｍｏｎｉｃ）（ＳＨＧ）に変換されると、ＩＲエネルギーが全て変換されるわけではな
い。同様に、結晶後のビーム伝搬特性は異なる。実施例によれば、図５ｃ－３に示す時間
特性は、あるフェムト秒パルス幅によって生成され得る、分散媒体中の伝搬を示す出力パ
ルス間のわずかな時間変位（一定の比率の縮尺によらない）を示す。２つのビーム（ＳＨ
Ｇ及び残留ＩＲ）は共線的機械加工のために使用され得る。この実施例では、ＳＨＧビー
ムエネルギーとＩＲビームエネルギーとの比は、結晶に入るビームの焦点を調整すること
によって制御され得る。この焦点調整はまた、２つの出て行くビームの相対的な収斂／発
散、従って、焦点位置分離を制御することになる。
【００８９】
　図５ｄ－１～５ｄ－３は、共線的多焦点ビーム発生器によって材料上に又は材料内に形
成される可能性があるフィーチャの実施例を概略的に示す。これらの実施例では、ビーム
は、図示する表面にほぼ垂直に（例えば、Ｚ軸に沿って）入射し、材料は種々の横方向（
Ｘ－Ｙ）位置でフィーチャを形成するように併進する。Ｚ軸に沿うフィーチャの相対位置
及び長手方向スパン（即ち、Ｚ軸に沿うフィーチャ長さ）は、種々の焦点設定によって、
また、２つのビームのそれぞれの入射ビームパワー／フルエンスによって制御され得る。
図５ｄ－１の実施例では、フィーチャを生成する２つのビームは近ＩＲビーム及びＳＨＧ
ビームにそれぞれ相当する。しかし、共線的多焦点ビーム発生器は、さらなるビームが種
々の波長及び／又は偏光で生成されるように構成され得る。
【００９０】
　長手方向スパンを含むフィーチャ形状は種々の方法で制御されてもよい。例えば、シス
テムは、ＮＩＲビーム及びＳＨＧビームが共に対物レンズの大部分を充填するように構成
され得る。対物レンズは、ビームを収束させるのに使用される非球面レンズ、レンズの群
、又は光学要素の他の適した配置構成であってよい。ＳＨＧビームとＮＩＲビームの両方
で形成されるフィーチャは、その後、局在化され且つ円対称で現れる可能性がある。実施
例によれば、図５ｄ－１はドット形状を有するフィーチャの側面図を示す略図である。ド
ット形状フィーチャはほとんどのエネルギーが局所的に吸収される厳密焦点を示す。図５
ｄ－１はまた、フィーチャコントラストが各ビーム内のレーザパワーと共にどのように変
わるかを概略的に示す。例えば、示す密なシェーディングは、顕微鏡及び透過照明又は照
明及び撮像用の任意の他の適した配置構成を用いて観察されると、高いコントラストを示
す。この実施例では、内部フィーチャがＳＨＧビーム（上部列）及びＮＩＲビーム（低部
列）によって形成され、ＳＨＧパワーは右から左へ、例えば、０ｍＷから３００ｍＷ（右
から左）へ増加する。一定スキャン速度、例えば、約５０ｍｍ／秒が利用されてもよい。
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【００９１】
　比較的大きな長手方向スパンを有する線形状焦点は、種々のスクライビング用途にとっ
て望ましい場合がある。細長いフィーチャ、例えば、深さと幅の大きなアスペクト比を有
する長いフィーチャは、ガラスが所定の圧力下にあると、明瞭で平滑な破断を容易にする
。一部の実施形態では、一連のフィーチャは、後の分離を容易にする、経路に沿う穿孔と
して有効に働く可能性があり、クラックはフィーチャによって規定される方向に実質的に
沿って伝搬することになる。フィーチャのアスペクト比は約２：１、３：１，５：１、１
０：１、又はそれより大きくてもよい。
【００９２】
　ドット形状を得るために先に使用された厳密焦点配置構成と対照的に、ＳＨＧ望遠鏡は
、ビームが対物レンズを過小充填するように調整されてもよい。対物レンズを過小充填す
るＩＲビームとＳＨＧビームの両方によって、機械加工されるフィーチャは線形状によっ
て細長くなる可能性がある。図５ｄ－２は、こうした細長いフィーチャ形状を有するフィ
ーチャの側面図を示す略図であり、顕微鏡又は他の適した撮像及び照明配置構成によって
得られた画像を示す。この実施例では、フィーチャはＳＨＧビーム（低部列）及び近ＩＲ
（上部列）によって形成されてもよく、ＳＨＧパワーは０ｍＷから約２００ｍＷまで変わ
る（左から右へ変わり、フィーチャは０ｍＷ又は材料修正のためのエネルギー密度閾値未
満である場合、存在しない）。フィーチャのサイズはパワーによって制御されてもよい。
例えば、フィーチャの寸法は少なくとも実質的な動作範囲にわたってパワーの増加と共に
増加する。
【００９３】
　所与の材料タイプの場合、長手方向スパンデータは、スクライビング又は他の機械加工
プロセス用の適したパラメータを確定するのに有用である。図５ｄ－３に概略的に示す試
験パターンは、ビームの焦点位置、パワー、フルエンス、スキャン速度、又は他のパラメ
ータの調整によって生成されてもよい。フィーチャは、単一スキャン、複数スキャン、又
は任意の組合せによって形成されてもよい。フィーチャは、局在化されるか又は細長いか
、重なるか又は重ならないか、或いは、所与の用途について適するサイズ、形状、横方向
間隔又は深さ方向間隔、又はコントラストの任意の適した組合せであってよい。こうした
試験パターンは、特定の基板材料についてプロセス限界を規定するプロセス窓を確定する
ために有用である。
【００９４】
　ＮＩＲとＳＨＧの両方を有する構成の１つの利点は、一方の波長がガラス表面を蒸散さ
せるのに使用されてもよく、一方、他の波長が、クラックが従うための内部穿孔を形成す
ることである。さらに、種々の材料は効率が変動する状態で異なる波長を吸収する。例え
ば、５２２ｎｍ光は、ＩＲに比べて、より容易に溶融シリカ内で光導波路を生成すること
がわかった。いずれにしても、対物レンズに対するＮＩＲ収束レンズの距離の調整によっ
て、ＮＩＲフィーチャはＳＨＧフィーチャに対して上下に移動し得る。パワー制御によっ
て使用されるこの調整は、機械加工されるフィーチャのサイズ及びその相対距離を制御す
るのに使用され得る。要素間の間隔はフィーチャの深さ方向分離を増加させる可能性があ
り、種々の実施形態で望ましい。例えば、深さ方向分離を増加させることは、クラックが
ガラス内でどのように伝搬するかに影響を及ぼす可能性があり、クラックはガラス内部の
フィーチャと共に伝搬し、明瞭な破断を容易にする可能性がある。しかし、一部の実施形
態では、レンズ分離は、重なるフィーチャを生成するように構成されてもよい。種々の実
施形態では、フィーチャ分離を増加させることは、制御されたクラッキングを容易にする
可能性がある。
【００９５】
　実施例によれば、また、図５ｄ－３に概略的に示すように、光学システムは、フィーチ
ャが、深さ方向に、互いに対して広く離間する、重なる、又は反転するように調整されて
もよい。同様に、フィーチャは、表面で、又は、表面の近くで、且つ／又は、表面の下で
形成されてもよい。さらに、３つ以上のビームが利用されてもよい。
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【００９６】
　一部の実施形態では、スクライビング又は他の用途の場合、表面アブレーションと内部
フィーチャとの間の良好な均衡が有益である。ＳＨＧパワーとＩＲパワーの比はまた、フ
ィーチャに影響を及ぼし得る。ＳＨＧパワーが増加するにつれて、ＳＨＧフィーチャサイ
ズは増加するが、ＮＩＲフィーチャサイズは減少する。
【００９７】
　複数の波長を利用する実施形態では、種々のパワーの組合せが、倍加用結晶又は他の周
波数変換器上へ入射する角度の調整によって得られる。例えば、ＳＨＧパワー及びＩＲパ
ワーは、ビームに対するＳＨＧ結晶の回転及びＳＨＧ結晶内部のスポットサイズによって
調整され得る。約４５°の範囲にわたる調整はＳＨＧを最大にし、ＩＲを最小にすること
になる。ほぼ等しいパワーが３０°で得られる可能性がある。角度は結晶タイプ及び他の
パラメータと共に変わる可能性があるが、種々の組合せがスクライブ－破断プロセスのた
めに使用され得る。
【００９８】
　図５ｃ－１に示すシステムと同様のシステムは最初の実例において使用された。この実
施例では、フェムト秒パルスはＩＭＲＡ　ＦＣＰＡ　μＪｅｗｅｌ　Ｄ－１０００によっ
て生成され、受信されたレーザビームは偏光ビームスプリッタ（ＰＢＳ）によって２つの
ビームに分割された。２つのビームのパワー比はＰＢＳの前の１／２波長板によって調整
可能である。ｐ偏光された光は望遠鏡で拡大され、オプションのレンズはビームに発散を
導入した。ｓ偏光された光はＬＢＯによってその２次高調波発生（ＳＨＧ）に変換された
。２つのビームは高調波分離器（ＩＲを透過させ、ＳＨＧを反射する）によって結合され
、非球面対物レンズによって収束させられた。その屈折率及び発散／収斂の差のために、
ＳＨＧはＮＩＲビームより短い距離に（浅いところに）収束された。
【００９９】
　内部線は、３つの設定、即ち、結合された２つのビーム、ＮＩＲだけ、及びＳＨＧだけ
で書き込まれた。ＦＣＰＡレーザの繰返しレートは５００ｋＨｚに設定された。レーザパ
ルス繰返しレートはまた、多焦点発生器が、（全てのパルスが処理のために選択された状
態で、アクティブな処理期間中に処理する）深さ方向に離間した複数の収束したビームを
生成するレートに相当する。ＳＨＧパワーは約１００ｍＷであり、ＮＩＲパワーは約２５
０ｍＷであった（ＳＨＧパワーは１つのミラーからの漏れのために低かった）。対物レン
ズは４０Ｘ非球面であり、５００ｍｍレンズはコリメートされないビームを形成し、総合
焦点長を調整するために使用された。ガラスサンプル（ソーダライム）は５ｍｍ／秒及び
２ｍｍ／秒でそれぞれ走査された。書き込み後に、サンプルはスクライブされ、線方向に
垂直に破断された。
【０１００】
　２つの垂直フィーチャの深さ方向分離は、この実施例では約７０μｍであった。（浅い
焦点によって形成される）上部フィーチャの形成は低部フィーチャに影響を及ぼさず、ま
た、種々の実施形態では、深さ方向フィーチャを独立に形成することが望ましい。
【０１０１】
　マークの第２のセットは、深さの間隔が異なる状態で形成された。５００ｍｍ集束レン
ズは取除かれた。ほぼコリメートされたＮＩＲビームは、より深くに収束した。マークの
２つのセット間の分離は、ほぼ１７０μｍであると測定された。従って、２つのフィーチ
ャは単一スキャンによって異なる深さに生成された。
【０１０２】
　種々の実施形態では、図５に示され、また、特定の実施例における多焦点ビーム発生器
は、単一スキャンだけによって、２つの深さにマーク又は他のフィーチャを生成するため
に使用可能である。さらに、フィーチャ間の距離は多焦点ビーム発生器内の光学要素を使
用して調整され得る。深さ方向のフィーチャの中心と中心の間隔は、特定のシステム構成
に応じて数ミクロン～数百ミクロンの範囲にあってよい。パラメータの種々の他の選択は
特定の材料特性及び処理要件に基づいて選択されてもよい。例えば、収束スポットは円又
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は非円であってよい。スポット寸法は約数ミクロン～約１００μｍの範囲であってよく、
フルエンスは材料修正のための閾値フルエンスを基準に決定されてもよい。種々の実施形
態では、フルエンスは約１Ｊ／ｃｍ２～１００Ｊ／ｃｍ２の範囲にあってよい。実施例に
よれば、ガラス及び／又はサファイアのサブ表面スクライビングは、ＳＨＧ緑色波長の場
合、約１０～５０Ｊ／ｃｍ２の範囲のフルエンスで、また、ＩＲの場合、５０～１５０Ｊ
／ｃｍ２で実施されてもよい。種々のガラス及びサファイア材料サンプルの推定される表
面アブレーション閾値は１～５Ｊ／ｃｍ２のおよその範囲である。特定の実施例として、
種々のガラスのサブ表面修正は約２０Ｊ／ｃｍ２ＳＨＧ及び約１００Ｊ／ｃｍ２ＩＲによ
って起こる可能性があり、サファイアのサブ表面修正は約４０Ｊ／ｃｍ２ＳＨＧ及び約８
０Ｊ／ｃｍ２ＩＲによって起こる可能性がある。これらの材料の表面修正についての閾値
は、ガラスの場合、約２．５Ｊ／ｃｍ２ＳＨＧ及び約３Ｊ／ｃｍ２ＩＲ、また、サファイ
アの場合、１．５Ｊ／ｃｍ２ＳＨＧ及び２Ｊ／ｃｍ２ＩＲであってよい。
【０１０３】
　約１Ｗ未満の平均パワー、例えば、１００～５００ｍＷのＳＨＧ及び３００ｍＷ～１Ｗ
のＩＲが、多くの材料を処理するのに適する可能性がある。パルス繰返しレートは、パル
スエネルギーがスポット内で約１００ｎＪ～１００μＪの範囲にある状態で約１ＫＨｚ～
１００ＭＨｚの範囲にあってよい。
【０１０４】
　種々の実施形態では、ターゲット材料とパルスレーザビームの相対運動は、処理要件に
応じて約１ｍｍ／秒～１０ｍ／秒の範囲にあってよい。例えば、収束ビーム及び／又は加
工品材料は、数ｍｍ／秒から１００ｍｍ／秒までのレートで、約１ｍ／秒のレートで、ま
た、一部の実施形態では、約５～１０ｍ／秒までのビームスキャナを利用して走査されて
もよい。一部の実施形態では、材料は、約１０ｍｍ／秒～約１００ｍｍ／秒の範囲の速度
で併進してもよい。多くの他の変形が可能である。
【０１０５】
　さらに、図５のシステムはまた、単独で又は１Ｄ又は２Ｄビームスキャナ及び／又は空
間光変調器と組み合わせて使用される、焦点位置及び／又は材料の動きを調整するダイナ
ミックフォーカス機構（図示せず）を含んでもよい。コントローラは、動的調整、較正、
及び他の動作のために多焦点発生器、スキャナ、及び光学部品と通信してもよい。例えば
、偏光ベースの方法の場合、パルスレーザ出力は１／２波長板及び偏光ビームスプリッタ
を使用して２つのビームに分割されてもよい。パワー比は１／２波長板の回転と共に変わ
ってもよい。異なる深さにおける複数のパスが使用される場合、パワー分割比は、両方の
ビームが材料内に収束される場合と比較して、１つのビームが表面に収束されるときには
異なる可能性がある。ＳＨＧ波長変換が使用される場合、ＳＨＧ変換効率は、パワー比を
調整するために変わり得る。少なくとも１つの実施形態では、調整は、ＳＨＧ温度結晶の
制御によって、又は結晶内のビームの焦点位置によって行われてもよい。本明細書に開示
される技法はまた、時間的分離によって又は同時に、３つ以上のビームを生成するように
拡張されてもよい。処理時間及びビームの数の種々のトレードオフが特定の加工品処理要
件に応じて行われてもよい。
【０１０６】
　先に説明したように、ビームの深さ方向の空間的分離が十分である場合、細長いフィー
チャの形状は、近傍のフィーチャが形成されるときに実質的に影響を受けなかったことを
、本発明者等の実験もまた示した。速度５０ｍｍ／秒及び速度１００ｍｍ／秒で得られる
フィーチャは、断面図がほとんど同一であったこともまた観測され、一部の用途では、有
意な範囲にわたるスキャン速度の増加が結果に大きな影響を及ぼさない可能性があること
を示唆している。
【０１０７】
　干渉及びクロストーク効果もまた、実験において十分に低かった。さらに、図５ｂ～５
ｆのシステムによって生成される超短パルスは、試験される条件について、時間的重なり
及びプラズマ干渉を回避するのに十分な時間遅延を有する。例えば、約１０ｆｓ～数十ピ
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コ秒の範囲の幅を有する重ならないパルスは、図５のシステムの小型版又は同様な配置構
成によって生成され得る。各パルスが異なる深さに収束される状態の一連のパルスは、さ
らなる光学経路及び／又は光源を有する図５ｂ～５ｃの配置構成の拡張型によって３つ以
上のフィーチャを形成するために利用されてもよい。同様に、パルスのバーストはレーザ
システムによって生成され、所与の処理ロケーションで材料に印加されて、深さ方向に収
束されたビーム及び対応するフィーチャが形成され、例えば、パルスレーザ源は１ｎｓ～
１０ｎｓの範囲の時間分離を有する２つのパルスを生成してもよく、その後、２つのパル
スはそれぞれ、バーストモード構成においてではないが、分割され、結合され、収束され
て、先に示したフィーチャを形成する。
【０１０８】
　機械加工するための多くの可能性が、存在し、総合レーザパワー、速度、及び材料処理
要件に依存する。これらのマルチビーム技法はまた、切断、溶接、接合、マーキング、又
は他の機械加工動作、及び速い機械加工速度が有益である他の用途において利用される可
能性がある。一部の実施形態では、近ＩＲ最大パワーは非常に低いＳＨＧを用いて約１Ｗ
である可能性があり、又は、４００ｍＷの最大ＳＨＧは非常に低いＩＲによる可能性があ
る。処理速度は、パワー要件を決定する可能性があるが、少なくとも一部の結果は、フィ
ーチャ形成に実質的に影響を及ぼすことなく、比較的広い範囲にわたって速度が変化する
可能性がある（例えば、５０ｍｍ／秒及び１００ｍｍ／秒において２：１）ことを示す。
異なるフィーチャ分離を有する処理条件はスキャン速度の増加を実現する可能性がある。
異なる材料及び異なるサンプル厚さについて、フィーチャ分離及びパワーの組合せが最適
な破断のために調整されてもよい。
【０１０９】
　種々の実施形態では、先の実施例に示すように、収束ビームは共線的であり、且つ、タ
ーゲット材料の表面にほぼ垂直である。他の実施形態では、ビームはオフセットし、且つ
、非共線的であり、また、併進速度よりずっと速いレートで動作する高速で狭角のビーム
偏向器によって形成されてもよい。一部の実施形態では、光学システムは、オフアクシス
の入射角によって、深さ方向に離間した収束ビームを送出するように構成されてもよい。
材料表面に対して非垂直方向に沿う長さを有するフィーチャが形成されてもよく、また、
ベベルカットを含んでもよい。種々のＮＩＲ収束レンズは、種々の基板の処理を最適にす
るために使用され得る部分的に重なるフィーチャを含む、異なるフィーチャ分離を生成す
るために使用されてもよい。一部の実施形態では、多焦点発生器は波長及び偏光の両方に
基づく分割のために構成されてもよく、また、複数の収束ビーム、例えば、４つの深さ方
向に離間したビームを形成してもよい。多焦点発生器は、時間的に順序付けられたシリー
ズで、例えば、材料に対して深い焦点から浅い焦点へ進む収束ビームを生成するように構
成されてもよい。
【０１１０】
　一部の実施形態では、特に厚い透明材料を処理する場合、複数のパスが使用されること
ができ、少なくとも１つのパスは、深い焦点から浅い焦点へのシーケンスで、又は、他の
適したシリーズで、複数の深さ方向に離間した収束ビームの生成を含む。１つのこうした
実施例は、フラットパネルディスプレイ又は同様な構造の処理を含む。さらに、本明細書
で使用される透明材料は、動作波長においてそれほど放射を吸収しない材料であってよく
、従って、目に見えて透明な材料に限定されない。
【０１１１】
　マルチスクライブ・アブレーションフィーチャを生成するために使用される種々のビー
ム収束法及び／又は強度マッピング法の場合、総合ビーム形状に対して楕円成分を生成す
るために、さらなる光学コンポーネントが導入され得る。長軸が、ビーム走査方向に平行
であるように楕円ビームを向き制御することによって、より速い走査速度が達成され得る
。（材料を蒸散させる空間的に分離したパルスから生じるドットスクライブフィーチャと
対照的に）平滑で且つ連続したスクライブフィーチャの機械加工のために十分なパルスと
パルスとの重なりを、楕円ビーム形状が可能にするため、より速い走査速度が達成され得
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る。増加したパルスの重なり及び速い走査速度は、大きな円ビームスポットによって達成
され得るが、これは、同時に、広いスクライブフィーチャ幅をもたらすことになり、望ま
しくないことが多い。
【０１１２】
　２．超短パルスレーザ溶接
　本発明の別の実施形態は、透明材料のレーザ溶接のためのプロセスに関する。図６に示
すように、本実施形態は、高繰返しレートの超短レーザパルスビーム（５１）を生成する
レーザシステム（５０）、十分な収束パワーの収束要素（５５）（例えば、レンズ、顕微
鏡対物レンズ）、及び、その少なくとも一方がレーザの波長に対して透明である、一緒に
接合される少なくとも２つの材料（５６）及び（５７）の使用を必要とする。さらに、ビ
ーム焦点ポジショニングステージ（５８）はレーザビーム（５１）の焦点位置を調整する
ために使用され、自動化された動きステージアセンブリ（５９）は加工品（５６）及び（
５７）を収束されたレーザビームに対して移動するために一般に必要とされる。
【０１１３】
　本実施形態において、レーザ溶接される２つの材料（「上部片」（５６）及び「底部片
」（５７））は、それらの表面間にほとんど隙間がないか又は全く隙間がない状態で界面
を生成するために、互いに接触して設置される。レンズ（５５）は、その後、高強度レー
ザ放射の焦点領域を生成するためにレーザビームの経路内に位置決めされる。２つの透明
材料（５６）及び（５７）は、ビーム焦点領域が上部片（５６）及び底部片（５７）の界
面にまたがるように、収束されたレーザビームに対して位置決めされる。十分なレーザ強
度によって、材料界面の溶接が起きることになる。ビーム焦点領域に対して透明材料（５
６）及び（５７）を移動させ、同時に材料（５６）及び（５７）の界面をビーム焦点領域
に非常に接近して保つことによって、所定の長さのレーザ溶接が達成され得る。この実施
形態の特に特異な用途において、収束されたレーザビームが上部（透明）片（５６）を通
って移動し、上部片（５６）と底部片（５７）の界面近くに焦点領域を形成するように、
材料（５６）及び（５７）が位置決めされ、２つの材料の溶接がもたらされ得る。
【０１１４】
　他のレーザ溶接プロセスと違って、本発明のプロセスは線形吸収ではなく主に非線形吸
収を利用することによって溶接する。このため、この溶接プロセスには特異な特性が存在
する。非線形吸収は強度依存性が強いため、プロセスはレーザビームの焦点に制限され得
る。そのため、吸収は、焦点の周りの透明材料内の深いところだけで起きるようにさせら
れ得る。超短パルスによる典型的に非線形な吸収は、プラズマ形成及び（もしあれば）非
常にわずかの熱蓄積をもたらし、従って、超高速レーザによるアブレーションは、非常に
小さな熱影響部（ｈｅａｔ　ａｆｆｅｃｔｅｄ　ｚｏｎｅ）（ＨＡＺ）をもたらす。しか
し、強度を、非線形吸収が起きるには十分高いがアブレーションが起きないように十分低
く保つことによって多少の熱が蓄積される。レーザの繰返しレートが十分に増加すると、
熱は材料中に十分蓄積されて溶融をもたらす。
【０１１５】
　レーザシステム（５０）は、１００ｋＨｚと５ＭＨｚとの間のパルス繰返しレートで、
約２００～９００ｆｓの範囲のパルス継続時間及び約１０４５ｎｍの波長を有するパルス
のほぼコリメートされたレーザビーム（５１）を放出する。第１のビーム操向ミラー（５
２）は、レーザビームをパワー調整アセンブリ（５３）に向け、アセンブリは、溶接プロ
セスに使用されるパルスエネルギーを調整するのに使用される。こうした減衰を達成する
ための特定の方法は、当業者によく知られている。第２のビーム操向ミラー（５４）は、
ビームをビーム収束対物レンズ（５５）に向ける。ビーム収束対物レンズ（５５）は、レ
ーザパルスを収束させて、ビーム収束対物レンズ（５５）からほぼ距離（Ｆ）で最大値を
有する、プロセス用の適切なフルエンス（エネルギー／単位面積）を達成する。ビーム焦
点ポジショニングステージ（５８）は、この最大フルエンス領域がターゲット材料（５６
）及び（５７）の界面に位置するようにビーム収束対物レンズ（５５）を併進させる。Ｘ
Ｙステージアッセンブリ（５９）は、収束ビームに対してターゲット材料（５６）及び（
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５７）を移動させて、ターゲット材料（５６）及び（５７）の界面に、直線状溶接フィー
チャ又は円状溶接フィーチャのアレイを生成する能力を提供する。
【０１１６】
　図７は、小さな隙間（６０）で分離された２つの片の間で溶接が所望される本発明の別
の実施形態を示す。第１に、レーザビーム（５１）は低部片（５７）の表面の下に収束さ
れる。パルスエネルギー及び収束条件の適切な制御によって、サンプルがビーム焦点に対
して併進するため（又は、ビームがターゲットに対して移動するため）、隆起したリッジ
（６１）が形成される。この隆起したリッジ（６１）は上部ターゲットと底部ターゲット
との間の隙間をブリッジする。隆起したリッジ（６１）の上部と上部片（５６）との間の
界面の近くの高さにビーム焦点が上げられた状態でのレーザ２回目のパスは溶接（６２）
を形成する。
【０１１７】
　３．可視／不可視レーザマーク
　図１ａに示す同じシステムが、透明材料内にサブ表面マークを作るために使用され、印
加されるレーザビームは透明材料基板の表面の下に収束される。
【０１１８】
　図８は、ガラスなどの透明材料（６４）に書き込まれる矢印パターン（６３）の平面図
である。光源（６５）は、パターンを照明するために矢印マーク（６３）に光を送出する
光導波路（６６）に光を注入する。光導波路の出力開口数は所望のソースを効率的に照明
するように適切に設計されるべきである。複数の光導波路が、パターンの異なる領域を照
明するために使用され得る。異なる照明光源のタイミングを制御することは、異なる装飾
的で且つシグナリング的効果を生成し得る。或いは、パターンは、光導波路を使用するの
ではなく、適切に収束された光源から直接照明され得る。
【０１１９】
　図９（ａ）は全てが照明光の方向に垂直である平行線でできた矢印マーク（６３）の平
面図の拡大図を示す。これらの平行線は、材料修正の領域を生成するためにターゲット基
板内にレーザ光を厳密に収束させることによって生成される。図９（ｂ）は矢印マーク（
６３）の側面図を示す。矢印マークは、異なる深さのマークの群からなる。これらのマー
クは、光導波路（６６）によって送出される光を観察者（６７）の方に散乱させる。輝度
は、照明光の強度、個々のマークのサイズ、及びマークの密度で制御され得る。
【０１２０】
　図１０は、パターンが「ピクセル」（６８）からなり、各ピクセルが、基板材料を修正
するためにレーザ光を厳密に収束させることによって形成された、異なる深さの平行線の
群（６９）でできている概念の図を示す。異なる深さにマークを設置することは、エッジ
照明されたときの「シャドウイング」を回避するのに役立つ。光源に近いマークは光源か
ら遠くのマークにエッジ照明が当たることを部分的に妨害することになる。
【０１２１】
　先の図８、９ａ、及び９ｂに示す実施例では、矢印マークが示された。図１０は、異な
る深さの平行線の群から形成されたピクセルの実施例を提供する。
【０１２２】
　透明材料処理の実施形態は、照明及び観察のための適した条件によって検出可能な多く
のタイプのパターンを形成するために使用されてもよい。さらなる実施例及び構成は、多
層アイコンディスプレイ、非エッジ照明構成、多層構成、投影スクリーンディスプレイ、
又はグレースケールアイコンを含む。
【０１２３】
　基板材料は、ガラスに限定されるのではなく、プラスチック、ポリマー、又は書き込み
用レーザの波長及び照明光源の波長に対して透明な任意の適した材料を含んでもよい。一
部の例示的な構成及びパターンは次の通りである。
【０１２４】
　可視性及びマーク特性－一般的な説明
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　フィーチャ、例えば、マークの可視性トレードオフは、一般に、
　照明されるとはっきり見える（オン可視性）
　照明されないと見るのが難しい（ほとんど見えない）（オフ可視性）
として規定されてもよい。
【０１２５】
　いくつかの因子が可視性に影響を及ぼす可能性がある。因子はマークサイズ及びアスペ
クト比、線密度、並びに観察角度を含むが、それに限定されない。
【０１２６】
　図１１を参照して、マークアスペクト比（例えば、マークの深さと幅の比）の影響が明
らかである。マークは広くなればなるほど、エッジ照明されないときによく見える。マー
クが深くなればなるほど、エッジ照明されると、より多くの光が散乱される。マークは、
その後よく見えるようになる。
【０１２７】
　アイコンは、通常、所望の形状を充填するラスター走査線を備える。これらの線は、一
般に、最適な散乱のためのエッジ照明方向に垂直であってよい。アイコンは相対的な輝度
を制御し、且つ／又は、材料の異なるエッジから異なるセクションを照明するために、異
なる方向に向いた線からなり得る。
【０１２８】
　線密度が高くなればなるほど、照明されたときにマークが見易くなる。光を散乱するた
めに、より多くの表面積が利用可能である。しかし、増加した密度はまた、照明されない
ときの可視性を増加させる。例えば、図８～１０の矢印マーク及びピクセルは線密度によ
って影響を受ける可能性がある。
【０１２９】
　図１１にも示す観察角度は、一般に、特に複数のアイコン層について又は深い（長い）
マークについて可視性に影響を及ぼす。
【０１３０】
　種々の実施形態では、アイコンのマイクロマーク断面は、書き込みレーザ伝搬の方向に
沿って高い深さと幅の比、例えば、１０：１を有する可能性がある。マイクロマイクロの
この非対称形状は、観察方向に対するアイコンの輝度依存性をもたらす。最小のオフ可視
性は、通常、観察方向に平行なマイクロマークによって生成される。
【０１３１】
　図１２ａ及び１２ｂは観察方向が基板表面に垂直でないエッジ照明配置構成の側面図を
示す。図１２ａでは、マイクロマーク軸は基板表面に垂直であり、作製するのが容易であ
る。エッジ照明方向に垂直なマイクロマーク断面積は最大になるが、観察方向に垂直なマ
イクロマーク断面積は最小にならず、オフ可視性に影響を及ぼすことになる。
【０１３２】
　図１２ｂでは、マイクロマーク軸は観察方向に平行であり、観察される断面積及びオフ
可視性を最小にする。しかし、エッジ照明方向に垂直なマイクロマーク断面積は最大にな
らず、オフ可視性に影響を及ぼす。
【０１３３】
　マークは異なる深さで作られ得る。マーク又は他のフィーチャはまた、基板の表面上か
又は表面内に形成されてもよい。異なる照明構成と組み合わされて、種々の効果が生成さ
れ得る。
【０１３４】
　・反射性マーク
　図８～１２及び１４は透明材料内のサブ表面マークの実施例を示す。サブ表面マークは
、マークを形成する局在化したミクロクラックから散乱する光のために見えた。マークは
、観察方向に垂直なマークの断面積と比較して、エッジ照明に垂直な方向に実質的に大き
な断面積を有する。そのため、マークはエッジ照明によってより明瞭に見え、エッジ照明
がない場合、ほとんど見えない。
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【０１３５】
　反射性マークも生成されたが、エッジ照明が有ってもなくても、反射性マークは検出す
るのが難しかった。低い検出感度は、反射性マークを図８～１２及び１４に示す光散乱性
マークと識別する。照明角度及び観察角度の種々の組合せによるいくつかの総括的な実験
後に、マークが照明光を散乱させるのではなく、反射することを本発明者等は発見した。
強いスペキュラー反射は、光散乱マークのように、エッジ照明によってマークがなぜ見え
なかったかを説明した。照明光の入射角度は最適な観察角度にほぼ等しかった。可視性の
差は、以下で述べる図１３の実施例に示すように、観察方向以外のときと比較して最適な
観察方向に沿って観察されると著しい。
【０１３６】
　反射性マークの断面の走査型電子顕微鏡画像は「平面（ｐｌａｎａｒ）」クラックが形
成され、拡張し且つ連続した反射性領域が生成されたことを示唆した。実施例によれば、
クラックの平面は、書き込みレーザビームの軸及び併進方向によって規定され得る。形態
は、散乱性マーク内の局在化したミクロクラックと基本的に異なる。
【０１３７】
　任意の特定の理論に賛同することなく、平面クラック形成は、照明角度及び観察角度の
いくつかの組合せにおいてマークの高い可視性を生成する反射光についての説明、実験の
最初は認識されていない意外な実験結果を提供する。エッジ照明は低いコントラストを生
成し、その後の実験は、非エッジ照明が高い可視性を提供することを示した。光導波路に
似ている、平滑な溶融線であるように光学顕微鏡下で見える材料修正は、生成されること
が多いが、マークの可視性に関連するようには見えない。
【０１３８】
　図１３ａは、マークの集合体が、所望のパターン例えば２次元アレイを生成する透明材
料内の一連のサブ表面マークを概略的に示す。この実施例では、マークは材料表面に垂直
である。しかし、マークは材料に関して他の角度で形成され得る。但し、書き込みレーザ
の入射角度が透明材料の屈折率の関数である臨界角より小さい場合に限る。右側から入っ
てくる照明光が図１３ａに示される。経路（ａ）に沿って、照明はサブ表面反射性マーク
によって反射され、入射角度は反射角度にほぼ等しい。パターンを構成する全てのマーク
によって反射される光は、図１３ａに示すロケーションの観察者にパターンを見えるよう
にする。他の観察位置では、マークされたパターンは、十分な光が反射しないため明瞭に
は見えない。照明光のある部分は反射性マークに当たらず、材料を通って真っ直ぐに進み
、経路（ｂ）及び透過光に相当する。
【０１３９】
　図１３ｂ～１３ｄは反射性マークの照明及び観察を示す実施例である。ガラス内に形成
された反射性マークはフラッシュライトで照明され、種々の角度で観察された。図１３ｂ
は、ガラス片の表面の下に書き込まれた正方形のパターンのアレイを示し、観察位置は特
定の照明角度について最適である。フラッシュライトはマークをガラスの背面から照明す
るために使用され、観察位置はガラスの前部にある。デジタルカメラが画像を取込んだ。
図１３ｃは同じ照明角度を使用するが、最適観察位置から離れた位置で観察された同じマ
ークのアレイを示す。検出された放射は、迷走光によって生じる低レベル背景を表し、コ
ントラストは、照明の増強された制御によってさらに改善される可能性がある。図１３ｄ
は、前の最適な観察位置から観察されたときのものであるが、フラッシュライトの照明が
ない状態のマークを示す。
【０１４０】
　反射性マスクの用途は（１）製品識別、（２）明瞭で平滑な表面が必要とされる透明材
料内のグラデーション及び参照マーク、（３）（警告が必要とされないときに）妨げられ
ない視界（ｖｉｅｗ）が通常所望されるが、状況によっては、可視性が高い警告が必要と
される窓内の切換え可能な警告インジケータ、（４）合法製品（例えば、高価な時計、宝
石、高品質レンズ、及び透明コンポーネントを有する他の製品）を偽造品から識別するた
めのものであるが、通常は見えない偽造防止パターンを含む。
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【０１４１】
　・多層アイコンディスプレイ
　図１４は、２つのアイコンが単一基板に書き込まれる多層アイコンディスプレイの実例
を示す。図１４ａの緑色矢印は基板の右にある緑色光源によってエッジ照明されている。
図１４ｂの赤色ハザードサインは基板の上部にある赤色光源によってエッジ照明されてい
る。図１４ｃは両方の光源がオフであるときの基板を示す。両方のアイコンはガラス基板
の同じ領域内にあるように見える。個々のアイコンは各光源を切換えることによって選択
的に照明され得る。その理由は、レーザ書き込みマークがガラス内の異なる深さにあり、
２つの光源が、線焦点の軸がガラス基板の平面に平行である円柱レンズを使用して線収束
されるからである。
【０１４２】
　図１５は、複数の（この場合、５つの）基板層を有するアイコンの実施例を示す。アレ
イ内のそれぞれの個々の要素は、照明光源の厳密収束がない状態で他の要素から別々に照
明され得る。要素「ａ」は層１内にあり、光「Ａ」によって照明され得る。要素「ａ」は
別個の層内にあるため、光「Ａ」からの照明は他の要素が照明されないように全反射によ
って閉じ込められる。同様に、要素「ｄ」は層３内にあり、光「Ｄ」によって照明される
だけであり、要素「ｈ」は層５内にあり、光「Ｈ」によって照明されるだけである。基板
層に対して十分に異なる屈折率を有する微小空気層又は材料の薄層は視覚的に透明であり
ながら各層を分離する。
【０１４３】
　要素「ｂ」及び「ｃ」は層２内にあり、それぞれ、光「Ｂ」及び「Ｃ」によって照明さ
れる。これらの２つの層は、たとえ同じ層内にあっても、１つの光源によって照明される
だけであるように、十分な空間によって分離される。同様に、要素「ｆ」及び要素「ｇ」
は層４内にあり、それぞれ、光「Ｆ」及び光「Ｇ」によって照明される。この実施例は、
英数字ディスプレイ又はデジタルカウンタの１つの文字がどのように設計され得るかを示
す。他の多要素ディスプレイも可能である。
【０１４４】
　図１５ａは、微小マークが、基板の表面において又は表面の近くで作られる配置構成を
示す。透明皮膜が、その後表面に塗布される。エッジ照明光は全反射によってこの第２の
層内に誘導され、微小マークから散乱する。基板は透明であってもよく、又は、透明でな
くてもよい。基板は、透明である場合、全反射にとって十分な透明皮膜からの屈折率差を
有するべきである。
【０１４５】
　一部の実施形態では、薄いシートの積重体が図１６に示すように利用されてもよい。エ
ッジ照明光が個々のシートの厚さより大きい場合、光を隣接するシートに結合することも
なく、光を特定のシートに別々に結合させることは難しいことになる。これは、要素のア
レイ内の１つだけの要素又は１つの基板層の標的型照明を妨げることになる。光源間のあ
る程度のオフセットは異なる光源間の分離を改善し、所望のアレイ要素だけの照明を可能
にすることになる。図１６に示す実施例の場合、５つの基板層（１～５）が存在する。５
つの光源（Ａ～Ｅ）、各層について１つの光源がオフセットされ、基板に関してある角度
になる。角度は、全反射が光を各層内に含むようなものである。
【０１４６】
　・非エッジ照明
　一部の実施形態では、アイコンは非エッジロケーションから照明される。図１７は、基
板が、照明及び観察方向に対して直交しないアイコンの非エッジ照明を示す図である。し
かし、書き込み方向は基板に対して直交した。
【０１４７】
　図１８は、基板が、書き込み、照明、及び／又は観察方向に対して直交しないアイコン
の非エッジ照明を示す図である。この配置構成は、基板材料平面が主観察方向に垂直でな
いときに特に有用である可能性があり、従って、微小マークは材料表面に垂直でない。基
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板の１つ以上の表面に塗布された反射防止皮膜は迷走反射を低減する。
【０１４８】
　微小マークが材料表面に垂直である場合、作製は、より容易で且つ迅速である可能性が
ある。しかし、可視性のトレードオフは、この実施形態に関して最適とはいえない可能性
がある。
【０１４９】
　・投影スクリーン概念
　先の実施例では、グラフィカルパターンはターゲット材料に書き込まれる。これは、後
でパターンが変更されるか又は再プログラムされることができないため、ディスプレイの
柔軟性を制限する。微小マークの大きく均一なフィールドもまた、スクリーンとして使用
されることができ、グラフィクスは、迅速走査ミラー又はＬＥＤのアレイなどの異なる方
法を使用して投影される。
【０１５０】
　先の非エッジ照明を示すのに使用された図１７及び１８は投影スクリーン概念を示すた
めにも使用され得る。図は、観察方向及びパターン投影方向が基板表面に垂直でない２つ
の配置構成の側面図を示す。先の段落に記載したように、照明光は固定であり、基板内の
マークパターンを照明するだけである。投影スクリーン概念の場合、照明光がスクリーン
上に所望のパターンを投影するために、高速作動システムによって操向されるか、又は、
所望のパターンを生成するように設計された光のパターンがスクリーン上に投影される。
【０１５１】
　図１７では、微小マークは、容易な作製のために、基板表面に垂直に書き込まれた。し
かし、照明光方向に垂直な微小マーク断面は、より良いオン可視性のために最大にならず
、観察方向に平行な微小マーク断面は最適なオフ可視性のために最小にならない。
【０１５２】
　図１８では、微小マーク軸は観察方向に平行であり、オフ可視性を最小にする。そして
、照明光源方向は微小マークに垂直であり、オン可視性を最大にする。
【０１５３】
　許容可能なコントラストは用途依存性がある可能性がある。１０：１と１００：１との
間のコントラストは、通常、観察及び検出システムのタイプに応じて許容可能である。例
えば、３０：１の範囲は、ディスプレイを用いて観察するのに十分に適切である可能性が
ある。グレースケール分解能が高い撮像システムが利用される場合、約３０：１～１００
０：１のコントラスト比が好ましい場合がある。
【０１５４】
　・グレースケールアイコン
　種々の実施形態では、アイコンの処理条件は可視性トレードオフについて最適化されて
もよい。より速い併進速度又はより低いパルスエネルギーなどの異なる処理条件を使用し
て、少なく散乱するマークを作ることが可能である。これらのパラメータを制御すること
によって、「より白い（ｗｈｉｔｅｒ）」領域が少ない光を散乱し、「より黒い（ｂｌａ
ｃｋｅｒ）」領域がより多くの光を散乱する、又は、その逆である「グレースケール（ｇ
ｒａｙｓｃａｌｅ）」アイコンを生成することが可能である。
【０１５５】
　例えば、レーザパラメータの組合せは、少なくとも１０：１又は３０：１から、好まし
くは約１００：１～１０００：１までの散乱の範囲を生成する可能性がある。観察方向内
のコントラストは、一般に、角度分布によって影響を受けることになる。
【０１５６】
　その動作機構を理解することは本発明の実施形態の実施にとって必要ではないが、本発
明者等は、２つの基本的な現象、即ち、散乱コントラストと散乱角度を組み合わせること
を考えた。微細マークによって散乱コントラストを制御することは、基準Ｃｏｎ≫Ｃｏｆ

ｆを満たし、ここで、Ｃｏｎ及びＣｏｆｆは、それぞれ、人工的な照明が有る場合とない
場合の散乱係数である。係数は、さらに、
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【数１】

及び
【数２】

によって規定され、式中、ｓは散乱構造の散乱断面であり、ρはマークの構造の密度であ
り、κは背景の輝度を示す。Ｎは人工照明と背景照明との輝度の比である。散乱構造のサ
イズは、一般に、可視光の波長の約１／１０～１／１００の範囲内である。
【０１５７】
　いくつかの実施形態では、デバイス及びプロセスは、散乱角度の制御のために提供され
てもよい。背景照明に対する照明角度は、例えば、主背景照明に垂直な光の照明であると
考えられてもよい。こうした配置構成は、観察方向に対して垂直に照明される光を用いる
アイコンタイプのディスプレイに適用可能である。マークの幾何学的構造及びマークの配
置構成もまた考慮されてもよい。（可視光の１／１０～１／１０００の範囲の）散乱サイ
ズ制御はミー（Ｍｉｅ）散乱のための１つの基本的な態様である。観測可能角度を拡張し
、散乱の角度分布をよりよく利用するために、ガラス表面において全反射を調節すること
が、別の制御の考えとして使用され得る。
【０１５８】
　種々の実施形態では、パルスエネルギー、併進速度、繰返しレートの適した範囲は基板
内での曝露を変動させるために使用される。曝露の増加は、大きな微小マークを生成し、
それにより、散乱光が、観察角度に対して増加した角度にわたって放出される。指向性反
射が観察角度内で大きい場合、フィーチャは明るく見えることになる。同じ量の光が広い
角度に散乱する場合、フィーチャは暗く見えることになる。
【０１５９】
　・代替の材料
　一部の実施形態では、ガラス以外の材料の表面及び／又はバルクが修正されてもよい。
１つ以上のレーザビームが、照明及び検出のための適した配置構成によって検出可能なフ
ィーチャを形成する可能性がある。
【０１６０】
　ガラスに関する本発明者等の研究中に発見された、いくつかの制限は、比較的遅い処理
速度及び比較的高いパルスエネルギーについての要件を含んだ。例えば、２００ｐｓパル
ス、５０ｋＨｚ繰返しレート、及び１３μＪパルスエネルギーがほぼ最適であった。典型
的なスポットサイズの場合、約１ｍｍ／秒の速度が典型的であった。
【０１６１】
　他の制限は、マーク深さに対するミクロクラック特性の依存性に関連するある程度の性
能損失を含み、一方、深さに対する実質的な独立性が一般に好ましい。
【０１６２】
　いくつかの用途についてのなお別の制限は、ガラスの脆弱性及び飛散に対する感受性、
一部の環境及び用途にとって有害である可能性がある状況を含む。従って、ガラス処理の
用途は束縛される、即ち、制限される可能性がある。一部の用途では、最終製品の要求さ
れる強度及び最終製品が使用される環境における安全性に基づいて、基板の特別なハンド
リング及び管理が必要とされる可能性がある。１つのオプションは、ガラス基板を２つの
ポリカーボネート片の間に配設することである。ポリカーボネートはアセンブリに強度を
付加し、アセンブリが万一飛散する場合、ガラスを収容することになる。ポリカーボネー
ト層はまた、ガラスの表面汚染を防止し得る。表面汚染は、照明されると、散乱中心を生
成し、アイコンのオン可視性コントラストの減少をもたらし得る。
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【０１６３】
　一部の実施形態では、ポリカーボネート材料又は他のポリマーが利用されてもよい。例
えば、プラスチック、透明ポリマー、及び同様な材料は、いくつかの望ましい特性を有す
る。いくつかの望ましい材料特性は、減少した重量（ガラスから作られた同様な部品に対
して約４分の１）、種々の形状を形成するための基板の曲げを可能にする柔軟性、一定の
エッジ照明によって輝度を増加する能力を提供する減少した厚さ、及び飛散に対する感受
性が低減された材料強度の増加を含む。
【０１６４】
　以下の章で開示される実験結果は、処理速度の著しい改善及びパルスエネルギーの同時
の減少を実証した。
【０１６５】
　ポリカーボネート又は同様な材料の処理は、ガラス処理と比較してパルスエネルギーが
実質的に減少した超短パルス継続時間を使用して実施されてもよい。パルス継続時間は、
一般に、約１０ｐｓ未満であってよい。一部の実施形態では、パルス継続時間は、約１０
０ｆｓ～約１ｐｓの範囲内、例えば約５００ｆｓであってよい。パルスエネルギーは、約
１００ｎＪ～１μＪの範囲内、例えば約０．５μＪであってよい。
【０１６６】
　高い繰返しレート、例えば、少なくとも１００ｋＨｚは、熱蓄積を誘導するための大幅
なパルス重なりを有する高速処理の場合に好ましい。上記パラメータは数ミクロン～数十
ミクロンの典型的な範囲のスポットサイズ及び数十ミクロン／秒～数十メートル／秒の併
進速度にわたって適用可能であってよい。総合パルスエネルギー及びスポットサイズは、
収束したスポットロケーションにおけるフルエンスを決定する。上記の例示的な範囲は、
スポットサイズ又は他のパラメータ（例えば、レーザ波長）の変動について適切にスケー
リングされてもよい。
【０１６７】
　ガラス処理についての一部の実施形態では、パルス幅は１０ｆｓから１ｎｓまで、１０
ｆｓ～５００ｐｓ、又は１００ｆｓ～２００ｐｓのおよその範囲にあってよい。パルスエ
ネルギーは数十マイクロジュールまで、例えば、約２０μＪ～５０μＪであってよい。い
くつかの実施形態では、パルス圧縮器が省略されてもよいが、好ましいファイバベース・
チャープパルス増幅システムの他のコンポーネントが利用されてもよい。
【０１６８】
　ＩＭＲＡ　Ａｍｅｒｉｃａから入手可能なＦＣＰＡ　μＪｅｗｅｌ　Ｄ－４００及びＤ
－１０００は、１００ｋＨｚと５ＭＨｚとの間で可変の繰返しレートを有し、約１０μＪ
までの総合エネルギーを有する超短パルス幅を提供する。一部の実施形態では、レーザシ
ステムは、伸張、増幅、及び圧縮のために「全ファイバ（ａｌｌ－ｆｉｂｅｒ）」システ
ムを含んでもよい。
【０１６９】
　切換え可能アイコンの用途は、ヘルメットシールド、スキューバマスク、外科医の眼鏡
、安全顔面シールド、飛行機キャノピー、眼鏡、バックミラー、サンルーフ、及びヘッド
ライトレンズにおいて見出される可能性がある。マークはミラーに書き込まれることがで
き、これらのマークは周囲光の下では通常見ることが難しい（オフ可視性）が、エッジ照
明されると明瞭に識別可能である（オン可視性）。適切なミラーは、一方の表面上に反射
性皮膜を有する、ガラス又はポリカーボネートなどの透明基板を使用するミラーである。
レーザ処理は、透明媒体内でのフィーチャの形成の場合に好ましい。しかし、他のプロセ
スが、単独で又はレーザ処理と共に使用されてもよい。例えば、エッチング、リソグラフ
ィ法、化学気相堆積、及びパルスレーザ堆積が利用されてもよい。一部の実施形態では、
レーザ処理と非レーザ処理の組合せが実施されてもよい。
【０１７０】
　４．多焦点機械加工
　スクライビングに加えて、図５に示す多焦点機械加工が、切断、溶接、接合、マーキン
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グ、又は他の機械加工動作に利用されてもよい。
【０１７１】
　種々の材料は、非可視波長において透明であってもよく、又は、ほぼ透明であってもよ
い。例えば、シリコンは、約１～１．１μｍにおいて透過性が高く、近ＩＲ最大透過率は
約１．２μｍにある。従って、多焦点微細機械加工は、種々の標準的なレーザ波長を用い
て、又は、場合によっては、従来的でない波長で実施されてもよい。処理がバンドギャッ
プの近くで実施される用途では、吸収係数及び温度に伴うその変動が考慮される必要があ
り得る。例えば、フィーチャは約１．０～１．１μｍ、１．２μｍ、１．３μｍ、１．５
５μｍなどの考えられる波長でシリコン内に形成されてもよい。一部の実施形態では、従
来的でない波長は、標準的な波長を偏移させる波長によって得られてもよい。
【０１７２】
　超短パルスは、ターゲット領域に当たる収束されたスポットの外側の過剰な加熱及び関
連する２次的な損傷を回避する可能性がある。超短パルスによる多焦点微細機械加工は半
導体基板をスクライブし、ダイシングするのに有利である可能性がある。例えば、複数の
細長いフィーチャは、材料内の内部線の１回パス形成によって得られるよりも、ダイの明
瞭な分離を実現する可能性がある。
【０１７３】
　実験的に実証された結果
　１．超短パルスレーザスクライビング
　図１９に示すように、レーザビームの１回のパスによって、２０Ｘ非球面収束対物レン
ズ（焦点長８ｍｍ）を使用して、一対のスクライブ線（表面溝（７０）及びサブ表面スク
ライブフィーチャ（７１））が１００μｍ厚サファイアウェハ内に同時に機械加工された
。割段小面は良好な品質を示している。走査速度は４０ｍｍ／秒であった（最適化されて
いない）。
【０１７４】
　同じレーザパルスエネルギー及び繰返しレートを使用し、且つ、同一の処理条件（周囲
の大気環境など）下での表面スクライブ線のみの場合、材料の良好な割段をもたらす最も
速いスクライブ速度は約２０ｍｍ／秒であった。
【０１７５】
　２．超短パルスレーザ溶接
　多数のレーザパルスが、溶接される材料の特定の領域内に吸収された後、加熱、溶融、
及び材料の混合が起こり、冷却すると別個の材料が一緒に融着される。材料を一緒に溶接
するのに必要なパルス数は、他のプロセス変数（レーザエネルギー、パルス繰返しレート
、集光幾何学形状など）並びに材料の物理特性に依存する。例えば、高熱伝導率と高融点
の組合せを有する材料は、溶接が起きるための照射容積内で十分な熱の蓄積を達成するた
めに、より高いパルス繰返しレート及びより低い併進速度を必要とする。
【０１７６】
　Ａ．ポリカーボネートの溶接
　２００ｋＨｚのパルス繰返しレートで動作し、且つ、１０４５ｎｍの波長を有する高繰
返しレートのフェムト秒パルスレーザ源による実験は２つの光学的に透明な材料のレーザ
接合をもたらした。特に、約２μＪレーザパルスは、１００ｍｍ焦点長レンズによって、
１／４インチ厚さの透明ポリカーボネート片の上部表面を通り、同じサイズの透明ポリカ
ーボネート片の上部表面と底部表面の界面に収束された。ポリカーボネート片は材料の界
面近くへのビーム焦点領域の位置決めを維持しながら、直線的に且つレーザ伝搬方向に垂
直な平面内で併進した。２つの片はレーザ照射界面で一緒に融着され、両者を破断させて
、互いに自由にするためにかなりの力が必要とされた。
【０１７７】
　Ｂ．溶融シリカの溶接
【０１７８】
　２００μｍ厚溶融シリカ板が、４０Ｘ非球面レンズと５ＭＨｚのレーザ繰返しレートを
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使用して、１ｍｍ厚溶融シリカ板に溶接された。レーザの１／ｅ２ビーム径は約３．６ｍ
ｍであり、非球面レンズ焦点長は４．５ｍｍであり、約０．３７の動作ＮＡ（開口数）を
もたらした。図２０は、溶融シリカ内の溶接フィーチャを示し、画像は２つのシルカ板を
別々に破断する前と後の両方で取得された。最初の画像（ａ）は平滑な溶融ガラス領域を
示す無処置の溶接フィーチャを示し、次の画像（ｂ）及び（ｃ）は溶接が割れた後の２つ
のガラス表面を示し、割れたガラスの小面を示す。
【０１７９】
　溶接速度は０．１～１．０ｍｍ／秒の範囲にあるが、５ｍｍ／秒より速い速度が可能で
あり、最高速度はパルス繰返しレートの増加と共に増加し得る。このプロセスの公称フル
エンスの範囲は５～１５Ｊ／ｃｍ２であり、公称パルス継続時間の範囲は１０～１０００
ｆｓである。これらのフルエンス及びパルス継続時間の範囲内で、公称パルス繰返しレー
トの範囲は１～５０ＭＨｚである。精密なプロセス最適化によって、これらの範囲は、フ
ルエンス、パルス継続時間、及び繰返しレートについて、１～１００Ｊ／ｃｍ２、１ｆｓ
～５００ｐｓ、及び１００ｋＨｚ～１００ＭＨｚにそれぞれ拡張される可能性がある。高
繰返しレートは、溶融シリカの溶融の開始のための十分な熱の蓄積のために好ましい。
【０１８０】
　同じ繰返しレートにおける、より高いエネルギーパルスの利用可能性に関して、必要と
されるフルエンスを有する大きな焦点容積を生成するためのゆるい収束が可能である。こ
の溶接焦点容積のサイズ及び形状は、溶接される領域に基づいて調節され得る。
【０１８１】
　３．可視／不可視レーザマーク
　図２１は、側面から緑色光源によって照明された矢印マークを有するガラスサンプルを
示す。ここでは、矢印パターンが明瞭に見える。図８～１０の図は矢印パターンの詳細を
示し、照明光源に垂直な、異なる深さの線（この場合、緑色）はレーザ光を厳密収束させ
ることによって生成された。こうしたマークを形成するために使用されるレーザパラメー
タ及び走査速度は以下の表に見出され得る。
【０１８２】
　図２２は、照明光源オフの状態での同じガラスサンプルを示す。明らかに、矢印パター
ンが見えない。
【０１８３】
　図２３は、図２１の矢印マークを規定するために使用される個々のピクセルの顕微鏡写
真を示す。
【０１８４】
　図２４（ａ）はガラス内部の装飾パターンの写真を示し、図２４（ｂ）は個々のマーク
の顕微鏡画像を示す。
【０１８５】
　図２４（ｂ）のマークはサイズが約２００μｍで且つ非常に粗く、中心から放射状に延
びる別個のクラックからなる。図２３のピクセルは一連の平行線で構成され、各線はほぼ
１０μｍ幅で且つ２５０μｍ長である。線間隔は５０μｍである。図２３のフィーチャと
２４（ｂ）のフィーチャとの間のサイズの差及び平滑さの差は、図２１及び２２の矢印は
見えるために側面照明を必要とするが、図２４（ａ）のガラス彫刻がほとんどの照明条件
で明瞭に見える理由を示している。生成されるフィーチャのサイズ及び平滑さは、レーザ
のパルスエネルギー、パルス継続時間、及び波長、並びに、ターゲットを通るビームの併
進速度によって制御される。最適パラメータは特定のターゲット材料に依存する。図２３
のピクセルの可視性は、ピクセルの各線の幅及び長さ、及びピクセル内の線密度、並びに
平滑さを制御することによって制御され得る。
【０１８６】
　そのため、透明材料の表面下にレーザ修正フィーチャの可視パターンを生成する１つの
方法は、述べたように前記レーザのパラメータを制御することによって、線の粗さを制御
しながら、厳密収束した超高速パルスレーザを使用して、材料内の異なる深さに複数の線
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を最初に形成することによって進む。線は、その後、線にほぼ垂直に伝搬するか又は向け
られる光を使用して照明される。こうして形成されたパターンは、垂直方向から照明され
ると肉眼に明瞭に見えるが、照明されないと、即ち、図２２の場合と同様に通常の周囲光
条件下では、肉眼には実質的に見えない。照明は、収束された光源を線上に向けることに
よって、又は、パターンを効率的に照明するために選択された出力開口数を有する光導波
路を介して光を線に向けることによって行われる。
【０１８７】
　前記線のうちの異なる線、例えば、異なるピクセルの線は互いに対して規定された角度
にあり、複数の光源がそれぞれ、前記線の部分集合にほぼ垂直な光を向けるように、複数
の光源を配列することによって、別々に又は同時に照明され得る。
【０１８８】
　結果はまた、ポリカーボネートサンプルに関して得られ、ガラスと比較された。図２５
ａ及び２５ｂは、ガラスサンプルから得られた断面（左の図ａ）及びポリカーボネートサ
ンプルから得られた断面（右の図ｂ）をそれぞれ示す。図２４ａ及び２４ｂはナノ秒パル
スによって作られたマークを示し、図２４ｂは、図２４ａのパターンの一部分の拡大図で
ある。画像は明視野照明を有する光学顕微鏡を使用して取得された。ポリカーボネート内
のマークは匹敵する深さを有する狭い幅を有し、よりよい可視性トレードオフを示唆して
いる。
【０１８９】
　図２５ａ及び２５ｂのマークを、図２４ａ及び２４ｂに示す長パルスレーザによって作
られた装飾彫刻マークと比較することは有益である。長パルスレーザマークは、ずっと大
きく且つ球対称であり、全ての方向からほとんどの照明条件においてマークを明瞭に見え
るようにさせる。
【０１９０】
　ポリカーボネートのなお別の利点はレーザ処理パラメータに関連する。
【０１９１】
　ポリカーボネートによって、処理速度の増加が、以下の表に示すようにパルスエネルギ
ーの１０分の１以上の減少をもたらした。ポリマーについての材料修正閾値は通常、ガラ
スについてより低い。興味深い観察結果は、材料修正プロセスが、ガラスとポリカーボネ
ートで異なるように見えることである。ガラスによって、ミクロクラックはミクロ爆発に
よって生じる可能性が高い。レーザ焦点が表面の近くにあるとき、割れが表面に伝搬し得
る。ポリカーボネートによって、割れは、ミクロ爆発プロセスであるように見えないが、
より軽い従ってより低いパルスエネルギーが必要とされる。ビームが表面の近くに収束さ
れると、表面修正は存在しない。
【０１９２】
【表１】

【０１９３】
　より短いパルスが少ない散乱をもたらした５００ｆｓパルスを使用したガラスに関する
データから判定されるように、ポリカーボネートのために使用される低いフルエンスが、
必ずしもより短いパルスに関連しない。約１０ｐｓより短い超短パルスを使用したガラス
の材料修正プロセスが屈折率の変化をもたらし、マイクロクラックに比較してそれほど多
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くの光を散乱しないことが可能である。いずれにしても、０．５μＪへのパルスエネルギ
ーの減少及び対応する速度の増加は、かなりの改善及び適用性を提供する。
【０１９４】
　図１３ａ～１３ｄに示すマークと同様の反射性マークは、顕微鏡スライドガラス、窓ガ
ラス、及び耐化学性ホウケイ酸ガラスのサンプルで形成された。０．３と０．５との間の
開口数でパルスが表面下に収束された状態で、約３００ｆｓ～約２５ｐｓの範囲のパルス
継続時間を有する超短パルスを使用して、反射性マークが形成される可能性があることを
本発明者等の試験結果が示した。レーザパルスは５０ｋＨｚ及び１００ｋＨｚの繰返しレ
ートで生成された。実験における平均パワーは最大１Ｗであり、レーザ捜査速度は最高２
００ｍｍ／秒であった。
【０１９５】
　反射性マスクを形成するために使用されるレーザパラメータはいくつかの点で散乱性マ
ークパラメータと異なる。比較的短いパルス継続時間、例えば、約３００ｆｓ～２５ｐｓ
の範囲のパルス継続時間が、反射性マスクを形成するために使用された。ずっと長い、例
えば、約２００ｐｓのパルスは、同じ処理材料、例えば、窓ガラス内にいくつかの散乱マ
ークを作るのに適する。さらに、より広い範囲の速度及びパワーレベルが反射性マスクを
作るのに適していることを実験が示した。逆に、低い繰返しレートは減少した、例えば、
最高１ｍｍ／秒のスキャン速度を用い、ずっと高い平均パワーでガラス内に散乱性マーク
を生成するのに最適であった。しかし、低いパワー、短いパルスは、プラスチックサンプ
ル内に散乱性マークを作るのに十分であった。
【０１９６】
　４．０　多焦点機械加工の実施例
　実験は、図５ｃに示した波長結合プロセスを使用して実施され、また、種々の深さにお
けるフィーチャ形成を試験し、飛散を回避するようにパラメータを調整する予備的な単一
ビーム実験を含んだ。ソーダライムガラス、強化ガラス、及びサファイアサンプルが処理
された。１ｍｍ厚を有するソーダライムガラス（例えば、顕微鏡スライド）は、その低い
レーザ修正閾値及び低コストのために最初に試験された。強化ガラス及びサファイアは広
範な工業的使用及びレーザ機械加工に関する潜在的な挑戦のために、かなり重要である。
【０１９７】
　強化ガラスは、引っかき傷耐性、曲げ耐性、及び凹凸のために、多くの工業用途で使用
されている。ガラスは、中心に近い材料が引張り応力下にありながら、表面に近い材料が
圧縮応力下にあるような、熱的、化学的、又は他のプロセスを通して鍛えられる可能性が
ある。圧縮応力下にある表面に近い材料は引っかき傷耐性が高い。
【０１９８】
　化学プロセスは、大きなカリウム原子をアルミノシリケートガラス構造内に拡散させる
ことによって、ガラスを鍛えるために使用される。表面強度及び磨耗／引っかき傷耐性を
増加させるために、カバーガラスが表面上で化学的に鍛えられてもよい。こうした鍛える
プロセスは、ガラス表面上に圧縮を、また、他のところに張力を導入し、このことは機械
加工にとって挑戦的であり得る。
【０１９９】
　超短機械加工の結果が以下に示される。ガラスの表面下に収束された超短パルスビーム
は、所望の破断又は切断方向に沿って線又は他のフィーチャを生成し得る。応力分布がよ
り対称であるガラスの中心において、且つ、引張り応力下で、切断を始動することによっ
て、表面における切断と比較して、破断アクションのよりよい制御が得られる可能性があ
る。約１０ｐｓ未満のパルス幅が適しており、ピコ秒以下のパルスが好ましい。一部の実
施形態では、数十ピコ秒のパルス幅が利用されてもよい。
【０２００】
　複数パスは、強化ガラスを切断するために使用されることができ、初期のパス（複数可
）は割れ又は破断を生成しないが、ある程度の材料修正を生成する。レーザのその後のパ
スは、初期のレーザ修正経路に沿ってクラックを始動させ、伝搬させるために使用され得
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る。しかし、速度は制限される。
【０２０１】
　化学強化ガラスは、応力分布が乱れる場合、飛散するのが容易であることを一部の実験
が示唆した。おそらく、化学強化ガラスの厚さにわたる応力分布は熱強化ガラスと異なる
。しかし、多焦点微細機械加工は、表面スクライビングだけに比べて、実際に平滑な破断
表面を生成した。
【０２０２】
　Ａ．強化ガラス
　強化ガラスをスクライブし、破断する能力が、２波長、複数ビーム処理を含む超短レー
ザパルスによって試験された。カバーガラス板７００μｍがこれらの実験で利用された。
市販のある強化ガラスは、携帯型電子機器のために、例えば、化学強化表面を有するタッ
チスクリーンとして使用するために特に設計され、７００μｍ～２ｍｍの厚さを有する。
【０２０３】
　・種々の深さにおけるスクライビング－複数スキャン
　考えられる飛散を回避するために、レーザ曝露線は、サンプルの前部表面の下、約２４
０μｍで最初に試験され、次に、表面の上、約１２０μｍまで徐々に上げられた。ＦＣＰ
Ａ　μＪｅｗｅｌ　Ｄ－１０００レーザシステムは、以下のパラメータで、強化ガラスを
スクライブするために使用された。
　レーザ：ＩＭＲＡ　ＦＣＰＡ　μＪｅｗｅｌ　Ｄ－１０００
　波長：５２３ｎｍのＳＨＧ
　パルス繰返しレート：１００ｋＨｚ
　収束レンズ：ＳＨＧ用にコーティングされた１６Ｘ非球面
　レーザパワー：４００ｍＷ　ＳＨＧ
　スキャン速度：２０ｍｍ／秒
　焦点深さ：－２４０μｍ（内部）から＋１２０μｍ（表面の上）
【０２０４】
　図２６－ａは上記レーザパラメータによって得られた一連の画像を示し、一部の結果は
ガラスの上部表面及び底部表面を基準とする焦点位置に対する依存性を示す。第１の列は
、サンプル前部表面に対して－２４０μｍ（ガラスの内部）から＋１２０μｍ（ガラスの
外側）まで調整されたレーザ焦点による、レーザ曝露線の平面画像に相当する。第２の列
は、サンプルがひっくり返され、レーザ焦点がサンプル背部表面に対して－２４０μｍ（
ガラスの内部）から＋８０μｍ（ガラスの外側）まで調整されたときの、同じ条件による
レーザ機械加工線を示す。この実験では、前部表面の近くの又は前部表面上のスクライブ
線は背部表面の近くの又は背部表面上のスクライブ線と異なる特性を有する。図４の実施
例を再び参照すると、（例えば、「ダンベル」に似た）軸方向に変動する径を有する凹形
状を有する外側輪郭を含む、ビームウェスト近くの例示的なビーム焦点容積一定強度輪郭
が示される。異なるレーザパラメータ及び収束条件で異なる材料を処理すると、フルエン
スがアブレーション閾値を超えるビーム内の位置は必ずしも焦点にあるのではなく、外側
輪郭位置にあり得る。従って、使用される焦点容積の部分に基づいて、異なる修正フィー
チャを生成するために異なる深さにビーム焦点を位置決めすることが可能であり、機械加
工されるフィーチャの深さに対する改善された制御をもたらす。この実施例では、ビーム
焦点が前部表面の近くか又は前部表面上にあったとき、クラックがアブレーション線の近
くで認められた。背面側の場合、こうしたクラックは同じ範囲の機械加工条件について起
こらなかった。このことは強化ガラス厚にわたる応力分布が対称でないことを示唆する。
【０２０５】
　強化ガラスサンプルはわずかに湾曲していた。前部表面は凹状であり、背部表面は凸状
である。これは、ガラスローリングプロセスに導入される応力又はガラスの前部表面と背
部表面上の鍛えの程度の不均等によってもたらされる可能性がある。いずれにしても、深
さ走査式曝露は、フェムト秒レーザ表面又は内部機械加工すると、強化ガラスが飛散しな
いことを立証した。意外にも、クラックは、焦点が前部表面の下か又は前部表面の上にあ
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るときに現れるだけであるが、前部表面に収束されると現れない。任意の特定の理論に賛
同することなく、ビームが前部表面の下に収束されると、ある程度の材料修正が起こり、
その材料修正が引張り力を逃し、クラックを生成することが可能である。その後、表面が
蒸散される。＋８０μｍの場合は異なる。種々のパワーによるアブレーション実験は、表
面上の焦点がこうしたクラックを決して生成しないことを示した。
【０２０６】
　・スクライブ及び破断
　ガラスは、その後、スクライブ及び破断プロセスについて試験された。最初に、２０ｍ
ｍ／秒のスキャン速度、４００ｍＷのＳＨＧパワー、及び－３０μｍのレーザ焦点によっ
て形成された単一表面アブレーション線が使用された。図２６ｂ－１はクラックのトレー
ス（左）及び表面粗さのトレース（右）に関してガラスの破断小面を示す。
【０２０７】
　クラックは異なる深さにおける複数スキャンによって低減される。図２６ｂ－２は４回
のレーザパス（それぞれ、Ｚ＝－３０μｍにおける表面アブレーション及び－７００μｍ
、－４５０μｍ、－３００μｍにおける内部マーク）が使用されたときの破断小面を示す
。内部修正のトレースは、これらの画像内で検出された。
【０２０８】
　・共線的２波長スクライブ及び破断
　共線的２色スクライブもまた、強化ガラスについて試験された。広い範囲のパワーの組
合せ（ＳＨＧ及びＩＲ）が利用された。ガラスは、以下のパラメータによって、明瞭に破
断した。
　レーザ：ＩＭＲＡ　ＦＣＰＡ　μＪｅｗｅｌ　Ｄ－１０００
　パルス繰返しレート：１００ｋＨｚ
　波長：ＳＨＧ及びＩＲ
　パワー：１５０ｍＷ　ＳＨＧ及び４６０ｍＷ　ＩＲ
　焦点：ＩＲは表面、ＳＨＧは、表面の下、約２００μｍ
　スキャン速度：２０ｍｍ／秒
【０２０９】
　図２６ｃは、５Ｘ及び５０Ｘ顕微鏡対物レンズによってそれぞれ取得された、共線的２
重プロセス後の明瞭な破断を示す。上部表面損傷は最小であり、クラックの徴候を全く観
測することができない（右画像）。予期しない複数の水平線が破断の底部の近くに見える
（左画像）が、処理を制限しなかった。明瞭な破断が得られた。
【０２１０】
　基板内に複数のフィーチャを生成し、明瞭な分離が達成されるように強化ガラスを処理
するために、共線的超短パルスが、多焦点ビーム発生器と共に使用されてもよいことを結
果が示している。さらに、パスの数が減少し、総合速度が上がることもある。
【０２１１】
　Ｂ．サファイア
　実験はまた、サファイアに関して実施された。２つの別個の基板フィーチャが生成され
た。しかし、スクライブ線に沿う有効な破断は得られなかった。この試験ウェハの処理は
、基板フィーチャのサイズに対して約０．５ｍｍのウェハ厚によって制限される可能性が
ある。こうした大きな厚さは、生成されるスクライブ修正のサイズについて過剰である可
能性がある。図２６ｄの各深さにおける２つの線は２５μｍだけ分離されている。異なる
深さにおけるさらなる共線的スクライブパスは許容可能な割断結果を提供することが予想
される。
【０２１２】
　種々の実施形態及び特徴
　こうして、本発明者等は、超短レーザパルスによる透明材料処理のための方法及びシス
テム並びにそれらから作られる製品を開示した。プロセスは、切断、スクライビング、溶
接、マーキング、及び／又は接合を含むが、それに限定されない。空間的及び時間的処理
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の種々の組合せ、例えば、順次処理又は並列処理が利用されてもよい。
【０２１３】
　少なくとも１つの実施形態は透明材料をスクライブする方法を含む。方法は、材料内の
表面溝と材料のバルク内の少なくとも１つの修正領域を同時に生成するために、超短レー
ザパルスの収束ビームの単一スキャンを使用することを含む。
【０２１４】
　少なくとも１つの実施形態は透明材料をスクライブする方法を含む。その方法は、材料
のバルク内に複数の修正領域を同時に生成するために、超短レーザパルスの収束ビームの
単一スキャンを使用することを含む。
【０２１５】
　少なくとも１つの実施形態は、超短レーザパルスの収束ビームの単一スキャンによって
、透明材料の深さ方向の２つ以上の地点でスクライブされた透明材料を生成する。
【０２１６】
　少なくとも１つの実施形態は透明材料を溶接する方法を含む。その方法は、材料間の界
面の近くに超短レーザパルスビームを収束させること、及び、界面における材料の局在化
した溶融を誘導するのに十分な、繰返しレート及び１つ以上のフルエンスゾーンで超短レ
ーザパルスを生成することを含む。
【０２１７】
　少なくとも１つの実施形態は透明材料を溶接する方法を含む。その方法は、材料間の界
面の近くに超短レーザパルスビームを向け、それにより、ビームの少なくとも１つの高強
度領域に近接してエネルギーの非線形吸収を誘導し、材料の局在化した溶融を引き起こす
のに十分な反復パルスによってその領域に熱を蓄積することを含む。
【０２１８】
　少なくとも１つの実施形態は溶接だけによってブリッジすることができない隙間を充填
するために、溶接される対向する２つの表面間の界面に隆起したリッジを生成する方法を
含む。その方法は、リッジを持ち上げるために、リッジがその上に形成される対向する表
面の一方又は両方の下に超短レーザパルスを収束させること、及び、その後、持ち上がっ
たリッジと対向する表面又はリッジをレーザ溶接することを含む。
【０２１９】
　少なくとも１つの実施形態は透明材料を溶接する光学システムを含む。そのシステムは
、フェムト秒からピコ秒範囲の超短レーザパルスビームを生成するレーザシステム、及び
、材料間の界面の近くにビームを収束させる収束要素を含み、レーザシステムはあるパル
ス繰返しレートを有し、パルスは界面において材料の局在化した溶融を誘導するのに累積
的に十分である高フルエンスゾーンを有する。
【０２２０】
　少なくとも１つの実施形態は材料を溶接する光学システムを含む。そのシステムは、超
短レーザパルスビームを生成するレーザシステム、及び、材料間の界面の近くにビームを
収束させる収束要素を含む。ビームは界面において、材料を蒸散させるのに十分な強度を
有するが、レーザシステムは界面において材料の局在化した溶融を累積的に誘導するのに
十分に高いパルス繰返しレートを有する。材料のうちの少なくとも１つはレーザシステム
の波長に対して透明である。
【０２２１】
　少なくとも１つの実施形態は透明材料を溶接する方法を含む。その方法は、材料間の界
面の近くに超短レーザパルスビームを向けること、及び、任意選択で、１つ以上のゾーン
内でだけ材料の溶融を誘導するために、材料の本体内での、１つ以上の高強度エリアの形
成及び空間的位置を制御することを含む。
【０２２２】
　少なくとも１つの実施形態は透明材料の表面の下にレーザ修正フィーチャのパターンを
生成する方法を含む。その方法は、厳密収束超短レーザパルスを使用して、材料内に異な
る深さで複数の線を形成すること、レーザのパラメータを制御することによって線の粗さ
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を制御すること、及び、線にほぼ垂直に伝搬する光を使用して線を照明することを含む。
【０２２３】
　種々の実施形態では、
【０２２４】
　パターンは垂直から照明されると肉眼に明瞭に見え、周囲光下では、実質的に肉眼に見
えない。
【０２２５】
　照明するステップは、パターンを効率的に照明するために選択された出力開口数を有す
る光導波路を介して、線上に収束光源を向けることによって、又は、線に光を向けること
によって行われる。
【０２２６】
　線のうちの異なる線が、互いに対して規定された角度にあり、照明するステップが、複
数の発生源から線に光を向けることによって実施され、複数の発生源の各発生源が線の部
分集合にほぼ垂直な方向に光を向ける。
【０２２７】
　超短パルスのパルス幅は約１ｎｓ未満であり、透明材料は透明ポリマーを含む。
【０２２８】
　厳密収束超短パルス内の総合エネルギーは約２０μＪ未満である。
【０２２９】
　制御することは、散乱コントラスト及び散乱角の少なくとも一方を調整することを備え
る。
【０２３０】
　透明材料はポリカーボネートを含み、厳密収束超短パルスは約１ｐｓ未満のパルス幅及
び１μＪ未満のパルスエネルギーを有する。
【０２３１】
　相対的な動きは超短パルスと前記材料との間で生成され、方法は、パターンの断面積が
照射方向に沿うのに比べて観察方向に沿って小さくなるように、前記レーザ及び前記動き
のパラメータを制御することによって、前記線の深さと幅のアスペクト比を制御すること
を含む。
【０２３２】
　少なくとも１つの実施形態は、個々の線の幅、長さ、及び平滑さ、並びにマーキングを
構成する線の密度を制御することによって、透明材料内のレーザ誘導サブ表面マーキング
の可視性を制御する方法を含む。
【０２３３】
　少なくとも１つの実施形態は、レーザによって形成されたサブ表面マーキングのパター
ンを有する材料を生成し、マーキングは、材料内の異なる深さの線から形成され、線は、
線にほぼ垂直に向けられた光源によって照明されるときだけ、肉眼に実質的に見える。
【０２３４】
　少なくとも１つの実施形態は、制御された照射に応答して検出可能な空間的パターンを
生成するデバイスを含む。デバイスは、内部に少なくとも１つのフィーチャを形成されて
いる実質的に透明な媒体を含み、少なくとも１つのフィーチャは、深さ、幅、及び、照射
方向に沿って入射する制御された照射に応答して、検出方向に沿って検出可能な放射を生
成するための物理的特性を有し、検出可能な放射は空間的パターンを表す。少なくとも光
学特性は、好ましくない放射に応答して、検出方向に沿う検出を実質的に制限する。
【０２３５】
　種々の実施形態では、
【０２３６】
　デバイスはパターンに相当する幾何学的形状を充填するフィーチャを備える。
【０２３７】
　デバイスは、１つ以上の検出可能な空間的パターンが、深さ方向に制御された照射に応
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答して生成され、それにより、切換え可能な空間的パターンが設けられるように、媒体内
の異なる深さで形成されたフィーチャを備える。
【０２３８】
　デバイスは透明材料の複数の層を備え、深さ方向に制御された照射は層内の全反射によ
って閉じ込められて、層内の又は層に近接するフィーチャだけを照射する。
【０２３９】
　制御された照射の少なくとも一部分は、少なくとも第２の方向に沿って入射し、フィー
チャは、複数の向きで形成される。
【０２４０】
　デバイスは、制御された照射を生成するために、少なくとも１つの発生源からの放射を
受け取り、放射を第１の方向に沿って誘導するように構成されるデバイス内に少なくとも
１つの領域を含む。
【０２４１】
　深さと幅の比は約１０より大きい。
【０２４２】
　デバイスは、柔軟性がある特性及び実質的に飛散防止性がある特性の少なくとも一方を
有する材料を含む。
【０２４３】
　媒体は、２つ以上の異なる透明材料を含み、少なくとも１つの材料は、柔軟性がある特
性及び実質的に飛散防止性がある特性の少なくとも一方を有する。
【０２４４】
　デバイスの少なくとも一部分がポリマーを備える。
【０２４５】
　デバイスの少なくとも一部分がポリカーボネートを備える。
【０２４６】
　少なくとも１つのフィーチャは１以上の収束超短レーザパルスを使用して形成される。
【０２４７】
　フィーチャはアレイとして形成され、アレイは、空間的パターンを投影するように、選
択的に照射される。
【０２４８】
　フィーチャはアレイを形成し、アレイの要素からの検出可能な放射は照射又は物理的特
性の少なくとも一方の結果として変動し、パターンはグレースケールパターンに相当する
。
【０２４９】
　少なくとも１つの実施形態は、透明材料の表面下にレーザ修正されたフィーチャパター
ンを生成するシステムを含む。システムは約１０ｆｓ～約５００ｐｓの範囲のパルス幅を
有するパルスを生成するレーザサブシステムを含む。ポジショニングシステムは、材料に
対してパルスを位置決めするために含まれ、光学システムは、パルスを収束させ、材料内
に少なくとも１つのフィーチャを形成するために含まれる。少なくとも１つのフィーチャ
は、深さ、幅、及び、第１の照射方向に沿って入射する制御された照射に応答して、検出
方向に沿って検出可能な放射を生成するための物理的特性を有する。
【０２５０】
　種々の実施形態では、
【０２５１】
　パルスは約１００ｆｓ～２００ｐｓの範囲のパルス幅を有し、レーザ源はファイバベー
ス・チャープパルス増幅器システムを備える。
【０２５２】
　少なくとも１つの実施形態は、制御された照射に応答して検出可能な空間的パターンを
生成するデバイス、及び、少なくとも１つの検出可能な空間的パターンを形成するために
、デバイスを選択的に照射する照明器を有するシステムを含む。
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【０２５３】
　種々の実施形態では、
【０２５４】
　選択的に照射する手段は複数の放射源を含む。
【０２５５】
　照射する手段は細長いビームを生成し、細長いビームを第１の照射方向に沿って投影す
るための非球面光学コンポーネントを備える。
【０２５６】
　システムは検出方向に沿って配設された検出システムを含む。
【０２５７】
　照射する手段はデバイスの少なくとも一部分を選択的に照射する走査機構を含む。
【０２５８】
　少なくとも１つの実施形態は透明材料の修正のためのレーザベースシステムを含む。シ
ステムは、パルスレーザ出力を生成するパルスレーザ装置、及び、出力を受け取る多焦点
ビーム発生器を含む。発生器は出力を使用して複数の収束ビームを形成するように構成さ
れ、各収束ビームはビームウェストを有し、ビームウェストは材料に対して深さ方向に離
間し、複数の収束ビームの少なくとも１つのビームウェストは材料内にあり、且つ、材料
の修正をもたらす。動きシステムは材料と収束ビームとの間に相対的な動きを生成するた
めに含まれる。コントローラはパルスレーザ装置及び動きシステムに結合され、複数の収
束ビームが相対的な動きの間に形成されるようにシステムを制御する。
【０２５９】
　種々の実施形態では、
【０２６０】
　多焦点ビーム発生器は波長変換器を備え、収束ビームは複数の波長を備える。
【０２６１】
　第１の波長はＩＲ波長であり、第２の波長は材料の吸収端より長い可視波長又は近ＵＶ
波長である。
【０２６２】
　多焦点ビーム発生器は偏光要素を備え、収束ビームは複数の偏光を備える。
【０２６３】
　偏光は円偏光を備える。
【０２６４】
　深さ方向に離間したビームウェストは、収束ビームの伝搬方向に沿う共線的ロケーショ
ンに形成される。
【０２６５】
　複数の収束ビームはある照射時間間隔中に形成され、時間間隔中の相対的な動きは収束
ビームのほぼビームウェスト径未満の相対的変位を生成する。深さ方向に離間したビーム
ウェストは、表面に垂直方向にほぼ沿って、且つ、表面にほぼ垂直な平面の一部分に相当
する局在化領域内に形成される。
【０２６６】
　収束ビームは約１０ｎｓ未満の照射時間間隔中に形成され、相対的な動きは約１ｍｍ／
秒～約１０ｍ／秒の範囲の速度を備える。
【０２６７】
　少なくとも１つの生成されたパルス出力は約１０ｆｓ～１００ｐｓの範囲のパルス幅を
有するレーザパルスを備える。
【０２６８】
　多焦点ビーム発生器は、複数の光学経路に沿ってビームを伝搬させるように構成された
ビームスプリッタ及びビームコンバイナ、並びに、ビームの焦点を制御し、深さ方向に離
間したビームウェストを形成するように構成された収束要素を備える。
【０２６９】
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　システムはビーム偏向器を含み、材料とビーム偏向器との間に配設されたスキャンレン
ズを備える。
【０２７０】
　パルスレーザ装置は約１０Ｋｈｚ～１００Ｍｈｚの範囲の繰返しレートのレーザ出力パ
ルスを生成し、多焦点ビーム発生器はその繰返しレートで複数の収束ビームを形成するよ
うに構成される。
【０２７１】
　多焦点ビーム発生器は、少なくとも２つの深さ方向に離間した収束ビーム位置を形成す
る回折光学要素（ＤＯＥ）を含む。
【０２７２】
　少なくとも１つの実施形態は材料を修正するためのレーザベース方法を含む。方法は、
パルスレーザビームを生成すること、複数の収束パルスビームを形成することであって、
各ビームがビームウェストを有し、ビームウェストが材料に対して深さ方向に離間し、ビ
ームウェストの少なくとも１つが材料内にあり、且つ、少なくとも１つのサブ表面フィー
チャを生成する材料内の材料修正をもたらす、形成することを含む。方法は、材料と収束
ビームとの間の相対的な動きを生成することを含む。方法は、複数の収束パルスビームが
、動きの間に形成されるように、形成すること及び動かすことを制御することを含む。
【０２７３】
　種々の実施形態では、
【０２７４】
　少なくとも１つのサブ表面フィーチャが形成され、フィーチャが細長い形状及び円形状
の少なくとも一方を備える。
【０２７５】
　フィーチャが、機械的分離プロセス中に材料の明瞭な分離をもたらす深さ方向間隔によ
って形成される。
【０２７６】
　材料は強化ガラスを備える。
【０２７７】
　材料はサファイア又は半導体を備え、収束パルスビームは材料が高い透過性がある波長
を備える。
【０２７８】
　材料の表面部分とサブ表面部分の両方を修正するフィーチャが形成される。
【０２７９】
　少なくとも１つの収束パルスビームは約１００ｐｓ未満のパルス幅を有するパルスを備
える。
【０２８０】
　少なくとも１つの収束パルスビームは材料内に約１Ｊ／ｃｍ２～１５０Ｊ／ｃｍ２の範
囲のフルエンスを生成する。
【０２８１】
　少なくとも１つの実施形態は材料修正のためのレーザベース方法を含む。方法は、共線
的方向に沿って複数のレーザビームを収束させ、送出させ、それにより、パルスと材料と
の間の制御された相対的な動きの間に、材料に対して深さ方向に空間的配置構成を有する
複数のフィーチャを形成することを含む。
【０２８２】
　種々の実施形態では、
【０２８３】
　空間的配置構成は、分離プロセス中に材料の明瞭な分離を提供するように事前選択され
る。
【０２８４】
　少なくとも１つの実施形態は、レーザベース材料修正の、上記方法によって作られる製
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品であって、製品の材料部分を得るために、材料を分離するさらなるステップを備える、
製品を含む。
【０２８５】
　少なくとも１つの実施形態は材料の修正のためのレーザベースシステムを含む。システ
ムは、パルスレーザビームを生成するパルスレーザ装置、及び、材料に対して深さ方向に
離間した複数の収束パルスビームを形成する手段であって、複数の収束パルスビームの少
なくとも１つが、材料内に形成されたビームウェストを有し、且つ、少なくとも１つのサ
ブ表面フィーチャを生成する材料内の材料修正をもたらす、形成する手段を含む。システ
ムはまた、材料と収束ビームとの間の相対的な動きを生成する手段を含む。コントローラ
は、複数の収束パルスビームが動きの間に形成されるように形成すること及び動かすこと
を制御するために含まれる。
【０２８６】
　種々の実施形態では、
【０２８７】
　複数のビームが同時に形成される。
【０２８８】
　コントローラは、多焦点ビーム発生器、コントローラ及び多焦点ビーム発生器に結合さ
れる。コントローラは、偏光、波長、フルエンス、及びビームウェスト位置の少なくとも
１つを制御するように構成される。
【０２８９】
　ビームウェストはビームウェスト径より小さい深さ方向分離によって形成される。
【０２９０】
　材料に対して深さ方向に沿って空間的なオーバラップを有する複数のサブ表面フィーチ
ャが形成される。
【０２９１】
　収束させ、送出することは、フィーチャを同時に形成する。
【０２９２】
　少なくとも１つの実施形態では、複数の深さ方向に収束されたビームは、スクライビン
グ及び破断プロセスで利用される。
【０２９３】
　少なくとも１つの実施形態では、複数の深さ方向に収束されたビームは、透明材料作製
のためのプロセスで利用される。
【０２９４】
　少なくとも１つの実施形態では、複数の深さ方向に収束されたビームは、溶接又は接合
プロセスで使用される。
【０２９５】
　少なくとも１つの実施形態では、多焦点ビーム発生器は、波長変換器及び偏光要素を備
え、異なる位置又は深さに収束された複数波長と複数偏光の両方を備える収束ビームを形
成するように構成される。
【０２９６】
　少なくとも１つの実施形態は透明材料の表面下にレーザ修正されたフィーチャのパター
ンを生成する方法を含む。方法は、厳密収束超短レーザパルスを使用して材料内に異なる
深さで複数の線を形成すること、及び、少なくとも１つの線が、強いスペキュラー反射成
分を有する拡張した平面領域を備えるように、レーザパラメータを制御することを含む。
【０２９７】
　種々の実施形態では、約３００ｆｓ～２５ｐｓの範囲のパルス幅が反射性マスクを形成
するために使用される。
【０２９８】
　従って、本発明は、レーザ、例えば、超短パルスレーザによって形成されたサブ表面マ
ーキングのパターンを有する透明材料を提供し、マーキングは材料内の異なる深さの線か
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ら形成され、線は、線にほぼ垂直に向けられた光源によって照明されるときだけ、肉眼に
実質的に見える。
【０２９９】
　従って、いくつかの実施形態だけが特に述べられたが、本発明の趣旨及び範囲から逸脱
することなく、実施形態に対して多数の変更が行われてもよいことが理解される。さらに
、頭字語は本仕様及び特許請求項の可読性を高めるために使用されるに過ぎない。これら
の頭字語は使用される用語の一般性を減じることを意図されず、特許請求項の範囲を本明
細書に述べる実施形態に制限すると解釈されるべきでないことが留意されるべきである。

【図１】 【図２】
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【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】
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