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ベッセルビームとは 
ベッセルビーム： 
 理想的なベッセルビー
ムは非回折光であり、集
光したまま広がることなく
伝搬する。 
 円錐（アキシコン）レン
ズを用いると、ビームの
自己干渉効果により、微
小な集光スポット（直径
数μm程度）が長い距離
（数mm以上）伝搬する疑

似ベッセルビームを形成
することができる 
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ベッセルビームの応用分野 

• 加工（穴あけ、切断、ダイシング、等）。 
• 顕微鏡（バイオイメージング）。 
• 光ピンセット（多重粒子•分子捕捉•回転）。 
• 環境計測（LIDAR） 
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ベッセルビームの問題点 

サイドローブの影響 

Siの穴あけ加工例 
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ベッセルビームの問題点の解決 
サイドローブエネルギーの低減 

レーザー光 

バイナリー構造の位相板とアキシコンレンズを組み合わせることに
より、サイドローブのエネルギーの一部をセントラルローブに移譲。 

利点 
• 高効率 
• 作製が容易 
• 低価格 

設計（最適化） 
•ゾーン数 
•各ゾーンの径 

（溝の深さは位相π分に固定） 

光軸方向のある距離範囲
における最大のサイドロー
ブのエネルギーとセントラル
ローブの比の平均を計算 
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位相マスクの設計 

r1m = {78.7, 130.5, 225.6, 1823.6, 1872.4} µm  

r2m = {145.5, 185.0, 200.0, 1695.8, 1919.5} µm  

BPP1, 設定距離範囲: ±50 µm 

BPP2,設定距離範囲: ±100 µm 

ゾーン数および各ゾーンの径の設定 

バイナリー位相板 

SA アルゴリズム 
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設計した位相板の評価（シミュレーション） 

通常のベッセル
ビーム 

BPP1を用いた
ベッセルビーム 

BPP2を用いた
ベッセルビーム 
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設計した位相板の評価（シミュレーション） 
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設計した位相板の作製 
基板：BK7(16 mm × 16 mm × 1.5mm) 
電子ビームリソグラフィー + 5%フッ酸エッチング 
エッチング深さ：1.50 µm （波長1.5 µmに対してπの位相シフト） 

BPP1 BPP2 
注意：観察装置の視野の制限いより位相板の中心部分のみを観察。 
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作製した位相板の評価 

アキシコンのみ BPP1 BPP2 
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整形したベッセルビームの応用例 
Si貫通穴(TSV)の作製 

電子機器の小型・高密度集積化を
実現させるために、Si 3次元LSI開
発が急務となっている。Si 3次元
LSIは、複数のSi LSIチップを積層

し配線する３次元実装により実現さ
れる。 

積層したチップ間を配線するために、シリコン貫通穴（Through 
Silicon Via: TSV）を形成する必要がある。TSV加工はSi 3次元LSI
作製におけるKey 技術といわれ、近年世界的に注目されている。  
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TSV作製の従来技術とその問題点 

従来技術：深掘り反応性イオンエッチング 
（ボッシュプロセス） 

 

利点 
• バッチ処理 
• 高アスペクト比加工 
• 高加工解像度 

欠点 
• 低エッチング速度 
• スキャロップの形成 
• Si/SiO2構造の１ステップエッチ
ングが不可能 

• フォトリソグラフィ工程が必要 
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代替技術とその問題点 
レーザー加工（レーザー穴あけ） 

利点 
•レジストレス 
•マスクレス 
•雰囲気ガス•真空が不要 
•高加工解像度（波長程度） 
•高自由度 
•高エッチング速度 

欠点 
• バッチ処理が困難 
• 熱影響層の形成 
 
• テーパ構造 

低環境負荷 

ベッセルビーム 
フェムト秒レーザー 
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レーザー加工における 
フェムト秒レーザーの利点 

フェムト秒レーザー 
• 超短パルス（〜数百fs） 非熱加工 
• 超高強度（> 1015 W/cm2） 多光子吸収による透明材料の加工 

Si 
100um 

ステンレス Si 石英ガラス 
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レーザー加工における 
ベッセルビームの利点と必要条件 

Si Sub. 

Si Sub. 

Si Sub. 

利点 
• 高アスペクト比のテーパレス加工が可能 
• 加工試料の光軸方向への走査が不要 
• 焦点位置合わせが不要 

必要条件 
固体内部でベッセルビームを形成するには、レーザー光が加工対
象材料に対して透明でなくてはならない。 
 Siのバンドギャップ：1.12 eV = 1.11 µm 
   1.5 µmのフェムト秒レーザーを利用 
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通常のベッセルビームによるTSVの作製 
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50 µm厚 Si 

• TSV径5 µm、アスペクト比10 
• サイドローブによる損傷 
• 50 µmより厚いSi基板の穴あけは不可能 
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整形ベッセルビームによるTSVの作製 

10 µm ガウスビーム 
25 µJ 

通常のベッ
セルビーム 
196 µJ 

整形ビーム 
(BPP1) 
135 µJ 

整形ビーム 
(BPP2) 
47 µJ 10 µm 10 µm 

10 µm 

50 µm厚 Si 



18 

整形ベッセルビームによるTSVの作製 
100 µm厚 Si 

BPP2を用いた時のみ100 µm厚 Siの穴あけが可能 
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新技術の特徴・従来技術との比較 
整形ベッセルビーム 

 
• サイドローブのエネルギーを低減 
  ⇒サイドローブによる損傷を抑制 
 
• 焦点深度(DOF)の長さの調整が可能 
  ⇒効率的なエネルギーの利用 
    （加工エネルギーの低減） 
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新技術の特徴・従来技術との比較 
整形フェムト秒ベッセルビームによるTSVの作製 

 
• 高アスペクト比加工 
• テーパフリー加工 
• 高エッチング速度 
 （〜0.5-1µm/パルス、〜500-1000 µm/秒）  
• 高品質加工（非熱加工） 
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想定される用途 

• レーザー加工分野 
誘電体（ガラス、サファイア、等）、半導体の
穴あけ加工（TSV,TGV）。 
上記固体材料の、切断、ダイシング。 

• 生物顕微鏡（バイオイメージング） 
• 光ピンセット 
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実用化に向けた課題 
整形ベッセルビーム 

位相板のさらなる最適化 
• 適正な長さのDOFの設計。 
• 光軸上において均一なエネルギーのベッセ
ルビームの生成。 
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実用化に向けた課題 
整形フェムト秒ベッセルビームによるTSVの作製 

 
スループットの向上 

• 現状：1〜2穴/秒 
• 要望：1000穴/秒 
（解決策） 
 レーザー繰り返し周波数の増加 
   1kHz（現状）⇒100kHz? 
 マルチビームによる並列加工 
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企業への期待 
 
• 光学素子の製造•販売を行っている企業と、位
相板の高機能化に関する共同研究を希望。 

 
• レーザー加工装置を開発•製造•販売している

企業と、実用機の開発に関する共同研究を希
望。 
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本技術に関する知的財産権 
整形ベッセルビーム形成技術 
•発明の名称 ：レーザービーム整形装置および除去加工装置 
•出願番号  ：特願2016-024150  
•出願人  ：理化学研究所 
•発明者  ： 杉岡 幸次 
 
フェムト秒ベッセルビームによるTSV作製技術 
•発明の名称 ：半導体基材における除去加工装置およびその方法  
•公開番号  ：特開2015-226922  
•出願人  ：理化学研究所 
•発明者  ： 杉岡 幸次 
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お問い合わせ先 

国立研究開発法人理化学研究所 

産業連携本部 知財創出・活用課 

 

井門 孝治（イカド コウジ） 

E-mail:koji.ikado@riken.jp 
TEL:048-467-9762 

mailto:koji.ikado@riken.jp
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