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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被加工物である多角柱状部材を把持する把持手段と、
　前記被加工物の断面寸法の計測、前記把持手段の被加工物を把持する位置の芯出しをす
るための中心位置の計測、および研削手段と研磨手段の切込み量が「ゼロ」の位置である
基点の位置を既知の間隔を有する基準面を備える基準ブロックにより計測をする計測手段
と、
　前記加工物の平面部および角部をその断面寸法および断面形状が公差内となるように研
削加工する研削手段と、
　前記研削加工を終了した被加工物の平面部および角部を研磨加工しその表層に存在する
マイクロクラックを除去する研磨手段と、前記把持手段に把持された被加工物の平面部お
よび角部を計測、研削、研磨をするために前記被加工物を把持した把持手段を前記計測手
段、研削手段、研磨手段に移送させる移送手段と、
　加工開始前に入力された初期設定項目および前記計測手段の計測信号を基に演算処理し
前記各手段に作動信号を出力する制御手段と、を備え、
　前記研削手段を、砥粒を溶融固定して形成された砥粒部の表面が前記被加工物の加工面
に接触して回転するようにした回転盤Ａと該回転盤Ａに回転駆動源の回転を伝達する回転
軸Ａとから成る砥石とし、
　前記研磨手段を、砥粒を溶融固定したブラシ毛材の毛先部が被加工物の加工面に接触し
て回転するように植設された回転盤Ｂと該回転盤Ｂに回転駆動源の回転を伝達する回転軸
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Ｂとから成る研磨ブラシとし、
　前記研磨手段の研磨ブラシを、そのブラシ毛材に溶融固定される砥粒の粒度を２種類以
上とし、
　該砥粒の粒度が粗いブラシ毛材を回転盤Ｂの回転中心に近い内輪部に植設するとともに
、
　前記砥粒の粒度が細かいブラシ毛材を回転盤Ｂの回転中心より遠い外輪部に植設するよ
うにしたこと
を特徴とする多角柱状部材の研削・研磨加工装置。
【請求項２】
　前記研削手段の砥石を、その砥粒部に溶融固定される砥粒の粒度を１種類または２種類
以上とし、
ことを特徴とする請求項１記載の多角柱状部材の研削・研磨加工装置。
【請求項３】
　前記研削手段を砥粒の粒度がＪＩＳ　Ｒ６００１：１９９８にて規定されるＦ９０～Ｆ
２２０および＃２４０～＃５００からなる砥石とし、
　前記研磨手段は、砥粒の粒度がＪＩＳ　Ｒ６００１：１９９８にて規定される＃２４０
～＃５００からなる粗研磨用の研磨ブラシと、砥粒の粒度がＪＩＳ　Ｒ６００１：１９９
８にて規定される＃８００～＃１２００からなる精研磨用の研磨ブラシと、を備えたこと
を特徴とする請求項１または請求項２記載の多角柱状部材の研削・研磨加工装置。
【請求項４】
　前記計測手段が、基準ブロックと、計測具Ａと、計測具Ｂとからなり、
　該基準ブロックは、両側に形成され、既知の間隔を有する基準面を備え、基準ブロック
の柱軸方向が加工する被加工物の柱軸方向に平行になるように把持手段のクランプ軸の一
方に一体形的に設けられており、
　計測具Ａは、該基準ブロックの対向する基準面の位置、および被加工物の平面部の位置
または対向する角部の位置を該被加工物の柱軸方向と直交する両側方向から水平方向に計
測することによって被加工物の外形寸法を計測し、
　計測具Ｂは、前記被加工物の上面側平面部または上面側角部の垂直方向の高さ位置を計
測すること
を特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載の多角柱状部材の研削・研磨加工装
置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記基準ブロックの両側の基準面に研削手段の先端および研磨手段の
先端を夫々接触させて切込み量「ゼロ」の位置である該研削手段の先端および研磨手段の
先端の基点を演算処理する機能と、
　前記計測具Ａにより前記基準ブロックの両側の基準面と被加工物の両側の２平面部また
は２角部の位置を計測して被加工物の断面寸法を演算処理する機能と、
　前記被加工物を把持手段の基台に載置してその両側を押圧具により位置決めをした状態
で前記計測具Ａおよび計測具Ｂにより前記被加工物の側面位置を同時計測して被加工物の
両端面を把持する前記クランプ軸の軸心位置を前記被加工物の柱軸と一致させる芯出しの
演算処理をする機能と、
　加工開始前に入力した前記初期設定項目と前記計測手段が出力する計測信号により演算
処理して前記研削・研磨加工装置の各手段に作動信号を出力する機能、を備えたこと
を特徴とする請求項４記載の多角柱状部材の研削・研磨加工装置。
【請求項６】
　前記被加工物の断面が四角形であって、
　前記の研削・研磨加工をする四角柱状の被加工物の断面寸法とその公差を５インチと呼
称される一辺１２５ｍｍ±０．５ｍｍ、６インチと呼称される一辺１５６ｍｍ±０．５ｍ
ｍ、８インチと呼称される一辺２１０ｍｍ±０．５ｍｍのいずれかとし、
　該四角柱状の被加工物の２平面部が互い交わる角部の直角度を断面形状の公差として９
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０度±０．１度に設定したこと
を特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項に記載の多角柱状部材の研削・研磨加工装
置。
【請求項７】
　前記把持手段は、被加工物をその柱軸が水平となるように載置して垂直方向に上下動可
能とした基台と、
　該基台を挟んだ両側に前記被加工物の柱軸と直交する方向に進退動させて被加工物の両
側を押圧して前記基台の中心に被加工物の柱軸を位置決めをする押圧具と、
　軸芯を前記被加工物の柱軸と同じ方向に配置し、該被加工物の柱軸方向両端側に配置し
たクランプ軸であって、当該クランプ軸の一方を前進させて前記基台の中心に位置決めさ
れた被加工物の両端面を把持するようにしたクランプ軸と、
　該クランプ軸をその軸芯を中心にして間欠回転または連続回転をするようにした回転機
構と、を備えること
を特徴とする請求項１ないし６のいずれか１項に記載の多角柱状部材の研削・研磨加工装
置。
【請求項８】
　前記被加工物が四角柱状のシリコンブロックであることを特徴とする請求項１ないし７
のいずれか１項に記載の多角柱状部材の研削・研磨加工装置。
【請求項９】
　被加工物である多角柱状部材を把持する把持手段と、
　前記被加工物の断面寸法の計測、前記把持手段の被加工物を把持する位置の芯出し、な
らびに研削手段と研磨手段の切込み量を「ゼロ」とした基点の位置を既知の間隔を有する
基準面を備える基準ブロックにより計測する際に使用する計測手段と、
　前記被加工物の平面部および角部を研削加工する研削手段と、
　前記被加工物の平面部および角部を研磨加工する研磨手段と、
　前記把持手段に把持された被加工物を前記計測手段、研削手段、研磨手段が配置された
位置に移送させる移送手段と、
　加工開始前に入力された初期設定項目および前記計測手段によって計測された計測値を
基に演算処理し前記各手段に作動信号を出力する制御手段と、を備え、
　前記研削手段を、砥粒を溶融固定して形成された砥粒部の表面が前記被加工物の加工面
に接触して回転するようにした回転盤Ａと該回転盤Ａに回転駆動源の回転を伝達する回転
軸Ａとから成る砥石とし、
　前記研磨手段を、砥粒を溶融固定したブラシ毛材の毛先部が被加工物の加工面に接触し
て回転するように植設された回転盤Ｂと該回転盤Ｂに回転駆動源の回転を伝達する回転軸
Ｂとから成る研磨ブラシとし、
　前記研磨手段の研磨ブラシを、そのブラシ毛材に溶融固定される砥粒の粒度を２種類以
上とし、
　該砥粒の粒度が粗いブラシ毛材を回転盤Ｂの回転中心に近い内輪部に植設するとともに
、
　前記砥粒の粒度が細かいブラシ毛材を回転盤Ｂの回転中心より遠い外輪部に植設するよ
うにした、多角柱状部材の研削・研磨加工装置において、
　前記研削手段により前記被加工物を研削加工したのち、前記研磨手段により前記被加工
物の研磨加工をするようにしたこと
を特徴とする多角柱状部材の研削・研磨加工方法。
【請求項１０】
　前記研削手段における削り代を２０μｍ～７００μｍとし、被加工物の表面粗さをＪＩ
Ｓ　Ｂ０６０１：１９９４にて規定されるＲｙが２．０μｍ～１０．０μｍとなるように
該研削手段で研削加工したのち、
　研磨手段における削り代を７５μｍ以上とし、被加工物の表面粗さをＪＩＳＢ０６０１
：１９９４にて規定されるＲｙが１．１μｍ以下となるように該研磨手段で研磨加工する
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こと
を特徴とする請求項９記載の多角柱状部材の研削・研磨加工方法。
【請求項１１】
　前記被加工物は、４平面部が形成されていると共に２平面部が互いに直角に交わって形
成された角部に微小な平面が形成された四角柱状の多結晶シリコンブロックであって、
　該多結晶シリコンブロックの加工工程を平面部の研削加工、角部の研削加工、平面部の
研磨加工の順に行うようにしたこと
を特徴とする請求項９または１０に記載の多角柱状部材の研削・研磨加工方法。
【請求項１２】
　前記被加工物は、４平面部が形成されていると共に２平面部が互いに直角に交わって形
成された角部に微小な円弧面が形成された四角柱状の単結晶シリコンブロックであって、
　該単結晶シリコンブロックの加工工程を平面部の研削加工、角部の研削加工、角部の研
磨加工、平面部の研磨加工の順に行うようにしたこと
　を特徴とする請求項９または１０に記載の多角柱状部材の研削・研磨加工方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、硬脆材料の研削・研磨加工装置および研削・研磨加工方法に関するものであり
、更に詳細には、前記被加工物の平面部と角部を研削および研磨する機能を備えた研削・
研磨加工装置および研削・研磨加工方法に関するものである。
なお、本発明にかかる装置を使用した研削工程において、該被加工物は所定の規格寸法を
有する断面形状に仕上げられ、研磨工程において、該被加工物の表層に存在するマイクロ
クラックが除去されるものである。
【背景技術】
【０００２】
　本発明に係る被加工物である硬脆材料には、例えば太陽電池パネルの基体であるシリコ
ンウエハを製造する工程において、シリコンインゴットから切り出されることによって得
られるシリコンブロックがある。シリコンブロックは、結晶構造が異なる多結晶および単
結晶の二種類が存在する。以下、断面形状が四角形である多結晶および単結晶のシリコン
ブロックの研削・研磨を例に説明するが、本発明における被加工物の断面形状は、四角形
に限られるものでなく四角以上の偶数角から成る多角柱状であっても好適に用いることが
できる。
【０００３】
多結晶シリコンブロックは、溶融原料を成形型に流し込んで立方体形状に成形されたシリ
コンインゴットの表層部（６面）をバンドソーもしくはワイヤソーにより切断除去したの
ち、さらに断面を四角形とした角柱状に切断して４平面部を形成するとともに、前記２平
面部が互いに直角に交わり角部を形成し、該角部には微小な平面（面取り加工部）が形成
されている。
【０００４】
単結晶シリコンブロックは、引き上げ法により製造された円柱形状のシリコンインゴット
の両端表層部を、該シリコンインゴットの柱軸と直角を成し、且つ互いに平行となるよう
にバンドソーもしくはワイヤソーを用いて切断して平端面としたのち、さらに、バンドソ
ーもしくはワイヤソーを用いて４面を夫々が直角を成すように円柱表層部を切断除去する
。この際、４面がなす４角部には円柱表層部の一部が微小な円弧面として残るように加工
され、前記切断除去された面が４平面部として形成されている。
【０００５】
次に、シリコンブロックの加工に関する公知技術を要素別に示す。
【０００６】
シリコンブロックの保持機構とその回転機構に関し、シリコンブロックの両端（長手方向
の両端部）を保持する保持機構と、シリコンブロックの加工部（各平面部と各角部）が加
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工手段に対向する位置となるように前記保持機構を回転制御する回転機構が備えられてい
ることが特許文献１の段落００２１および図６に開示されている。研磨加工しながらシリ
コンブロックを水平方向（シリコンブロックの長手方向）に移動することについては、特
許文献１の段落００２０および図６に開示されており、逆に研磨加工しながら研削・研磨
加工装置を水平方向（シリコンブロックの長手方向）に移動することについても公知とな
っている。
【０００７】
研磨工程に関し、砥粒の粗さが粗い粗研磨工程と砥粒の粗さが細かい仕上げ研磨工程の２
工程からなることや、その研磨治具が樹脂製ブラシにダイヤモンド砥粒を混在させてドー
ナツ状に形成した回転ブラシからなることも公知である。
【０００８】
加工するシリコンブロックの種類に関し、多結晶または単結晶のシリコンブロックのいず
れかを加工することや、その研磨治具に、砥粒を含む円形状の砥石やダイヤモンドホイー
ル（研磨ホイール）を用いて研削して高い寸法精度を得ることできることも公知である。
【０００９】
更に、シリコンインゴットから切断成形した際にシリコンブロックの表層に発生するマイ
クロクラックや微小凹凸を除去し、該シリコンブロックをスライス加工してシリコンウエ
ハを形成した際の割れ・欠けによる不良品の発生率を低下させたシリコンブロックの加工
方法についても公知となっている。
【００１０】
また、シリコンブロックをスライス加工してシリコンウエハを形成することについても公
知である。
【００１１】
　 特許文献１:　特許第４１３３９３５号公報
【発明の開示】
【００１２】
前記のように、多結晶または単結晶からなるシリコンブロックは、断面形状を四角形とし
四角柱状になるようにシリコンインゴットを切断して形成されたもので、その大きさは、
断面寸法が一辺１２５ｍｍ（呼称：５インチ）、一辺１５６ｍｍ（呼称：６インチ）、一
辺２１０ｍｍ（呼称：８インチ）の正方形断面を有する３種類があり、柱軸方向の長さは
１５０～６００ｍｍの間で任意の長さに切断形成されている。
【００１３】
前記シリコンインゴットを切断する方法には、バンドソーまたはワイヤソーを用いる方法
があるが、複数本のワイヤにより同時に切断するワイヤソーは、バンドソーより切断効率
が高く、該ワイヤソーの切断方法は、圧力水の噴射圧により砥粒を切断部に吹き付けなが
らワイヤを接触回転させて切断するようにした遊離砥粒方式が一般的であるが、近年、切
断効率を更に高くする目的でワイヤに砥粒を溶融固定し固定砥粒方式とした新しいワイヤ
が開発され、その新ワイヤソーを用いた新しい切断方法が採用されるようになってきた。
【００１４】
発明者らは、新ワイヤソーの切断効率の向上を確認するために、多結晶シリコンインゴッ
トおよび単結晶シリコンインゴットを従来のワイヤソーおよび新ワイヤソーを用いて、図
９および図１１に示すように縦５列×横５列＝計２５本の断面によって、呼称６インチ（
一辺１５６ｍｍの正方形断面を有する）、長さが３００ｍｍの外形寸法を有するシリコン
ブロックを形成するように切断した結果、その切断に要した時間が、従来のワイヤソーで
は８時間以上必要であったが、新ワイヤソーでは約３時間で終了することができ、その切
断時間を大幅に短縮することができることを確認した。
【００１５】
前記切断時間を短縮できた理由としては、従来の遊離砥粒方式のワイヤソーでは、切断加
工時にワイヤを高速回転させると砥粒が飛散して切断効率が低下することとなるが、新ワ
イヤソーでは、砥粒がワイヤに溶融固定されているからワイヤの回転に伴う砥粒の飛散が
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無いからであると考えられる。
【００１６】
しかしながら、多結晶シリコンインゴットを前記新ワイヤソーで切断をした場合、図９の
四隅に位置するシリコンブロック（Ａ）の４本と、シリコンブロック（Ａ）の間に位置す
るシリコンブロック（Ｂ）３本×４箇所＝１２本については、シリコンインゴットの外周
面側に面する切断面（シリコンブロック(Ａ)においては２面あり、シリコンブロック(Ｂ)
においては１面ある）の中央が外側に膨らんだ状態になる。(図10参照のこと)。また、単
結晶シリコンインゴットを前記新ワイヤソーで切断する場合には、図１１に示すようにシ
リコンブロックが各々単独で独立して切断されるから、図１２に示すように単結晶シリコ
ンブロックの４つの切断面の中央が外側に膨らんだ状態で切断され、その断面寸法が規定
外形寸法公差内に入らないという新たな問題が発生している。このような問題を解決する
ために、前記シリコンブロックの外形寸法を規定外形寸法公差内に納めるための研削加工
装置が要求されている。
【００１７】
また、前記のように、シリコンインゴットより切断形成されたシリコンブロックは、その
平面部と角部の表層部に表面粗さがＲｙ１０～２０μｍ（ＪＩＳＢ０６０１：１９９４）
である凹凸と、さらに表層面より深さが８０～１００μｍのマイクロクラックが製造工程
中に発生し存在している。　そのためその後工程において、ワイヤソーでスライス加工し
てシリコンウエハに加工する際に、前記の凹凸、マイクロクラックが原因で割れ・欠けが
生じ不良品が発生することがある。従って、スライス加工前に、前記シリコンブロックの
表層部から１００μｍ前後の深さまでを研磨除去することによって、前記表層面より深さ
が８０～１００μｍに存在するマイクロクラックを除去するための粗研磨能力と、Ｒｙ１
０～２０μｍ程度の表面粗さを有する表面を数μｍ以下の表面粗さにするための微細研磨
能力を備えた加工装置が要求されている。
【００１８】
また、前記した先行技術文献には、前記の研削加工と研磨加工の双方の機能を備えた加工
装置の公知技術が開示されていない。
【００１９】
本発明は、前記問題点を解決するものであって、シリコンインゴットを切断して形成され
た四角柱状の多結晶シリコンブロック、または単結晶シリコンブロックを一辺１２５ｍｍ
（呼称：５インチ）、一辺１５６ｍｍ（呼称：６インチ）、一辺２１０ｍｍ（呼称：８イ
ンチ）のいずれかの断面寸法に研削する研削加工機能と、シリコンブロックの平面部およ
び角部の表面粗さを微細化するとともに表層内部に形成されているマイクロクラックを除
去する研磨加工機能とを、１台の加工装置で行うことができるようにしたものであり、生
産効率を向上させたシリコンブロックの研削・研磨加工装置とその研削・研磨加工方法を
提供することを目的とする。
【００２０】
本発明の多角柱状部材の加工装置は、被加工物である多角柱状の硬脆材料を把持する把持
手段（１）と、前記被加工物の断面寸法の計測、前記把持手段（１）の被加工物を把持す
る位置の芯出しをするための中心位置の計測、および研削手段（３）と研磨手段（４）の
切込み量が「ゼロ」の位置である基点の位置の計測をする計測手段（２）と、前記被加工
物の平面部（Ｆ）および角部（Ｃ）をその断面寸法および断面形状が公差内となるように
研削加工する研削手段（３）と、前記研削加工を終了した被加工物の平面部（Ｆ）および
角部（Ｃ）を研磨加工しその表層に存在するマイクロクラックを除去する研磨手段（４）
と、前記把持手段（１）に把持された被加工物の平面部（Ｆ）および角部（Ｃ）を計測、
研削、研磨をするために前記被加工物を把持した把持手段（１）を前記計測手段（２）、
研削手段（３）、研磨手段（４）が配置された位置に移送させる移送手段（５）と、加工
開始前に入力された初期設定項目および前記計測手段（２）の計測信号を基に演算処理し
前記各手段に作動信号を出力する制御手段（６）と、を備える（第１の発明）。
【００２１】
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前記第１の発明によれば、本発明の多角柱状部材の研削・研磨加工装置は、被加工物に対
して前記研削手段（３）に一定の切込みを加えて前記被加工物の歪み等の形状を整えなが
ら外形寸法を公差内に切削する研削加工機能と、被加工物に対して前記研磨手段（４）に
一定の圧力を加えて前記被加工物の表面に沿って倣い加工をしてその表層を数μｍ～数十
μｍ研磨して凹凸や亀裂を除去するとともに表面粗さを微細に研磨する研磨加工機能を備
えているから、シリコンブロック（Ｗ）等の多角柱状部材の製造ラインにおいて、断面寸
法と直角度が公差範囲から外れた多角柱状部材が搬入された場合であっても、その断面寸
法および断面形状を公差内に加工したのち、表層部のマイクロクラックを的確に除去する
ことができる。
【００２２】
また、前記研削手段（３）を、砥粒を溶融固定して形成された砥粒部（３２）の表面が前
記被加工物の加工面に接触して回転するようにした回転盤Ａ（３１）と該回転盤Ａ（３１
）に回転駆動源の回転を伝達する回転軸Ａ（３３）とから成る砥石とし、前記研磨手段（
４）を、砥粒を溶融固定したブラシ毛材（４２）の毛先部が被加工物の加工面に接触して
回転するように植設された回転盤Ｂ（４１）と該回転盤Ｂ（４１）に回転駆動源の回転を
伝達する回転軸Ｂ（４３）とから成る研磨ブラシとしてもよい（第２の発明）。
【００２３】
第２の発明によれば、研削手段（３）は、剛性がある砥石にしたことによって、被加工物
の歪み等を削り取り形状を整える切削能力と外形寸法を公差内に切削する研削加工能力を
備えているから的確に研削加工が行えるものである。また、研磨手段（４）は、砥粒を溶
融固定した素材をブラシ毛材（４２）とした研磨ブラシにしたことにより、研磨加工時に
前記ブラシ毛材（４２）が被加工物の加工面に押圧されその毛先部が倣いながら接触回転
して該被加工物の表層を数μｍ～数十μｍ研磨してマイクロクラックの除去ができるとと
もに表面を微細に仕上げる研磨加工が的確に行える。
【００２４】
なお、前記研磨手段（４）の研磨ブラシには、砥粒を混合したブラシ毛材（４２）を束ね
て回転盤Ｂ（４１）に着脱できるようにし、ブラシ毛材（４２）が消耗した際に該ブラシ
毛材（４２）のみを交換できるようにしたタイプ（図７および実施例を参照のこと）と、
図示しないブラシ毛材を回転盤に固定取付けして、ブラシ毛材が消耗した際に回転盤共々
一体で交換するようにしたタイプ（図示せず）があって、どちらを使用してもよい。
【００２５】
また、前記研削手段（３）の砥石を、その砥粒部（３２）に溶融固定される砥粒の粒度を
１種類または２種類以上とし、前記研磨手段（４）の研磨ブラシを、そのブラシ毛材（４
２）に溶融固定される砥粒の粒度を２種類以上としてもよい（第３の発明）。
【００２６】
　また、前記研磨手段（４）の研磨ブラシを、そのブラシ毛材（４２）に溶融固定される
砥粒の粒度を２種類以上とし、該砥粒の粒度が粗いブラシ毛材（４２）を回転盤Ｂ（４１
）の回転中心に近い内輪部に植設するとともに、前記砥粒の粒度が細かいブラシ毛材（４
２）を回転盤Ｂ（４１）の回転中心より遠い外輪部に植設するようにしてもよい（第４の
発明）。
【００２７】
研磨手段（４）に採用する研磨ブラシの構成に関し、溶融固定する砥粒の粒度を例えば２
種類にした場合、従来は砥粒の粒度毎に２台の研磨ブラシを設置する必要があったが、前
記第４の発明によれば、砥粒の粒度が粗いブラシ毛材（４２）を回転盤Ｂ（４１）の回転
中心に近い内輪部に植設するとともに、砥粒の粒度が細かいブラシ毛材（４２）を回転盤
Ｂ（４１）の回転中心より遠い外輪部に植設することができ、砥粒の粒度が異なる２種類
のブラシ毛材（４２）を備えた１台の研磨ブラシを設置すればよく、生産原価の低減なら
びに装置のコンパクト化を図ることができる。
【００２８】
　また、前記研削手段（３）を砥粒の粒度がＦ９０～Ｆ２２０（ＪＩＳＲ６００１：１９
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９８）および＃２４０～＃５００（ＪＩＳＲ６００１：１９９８）からなる砥石とし、前
記研磨手段（４）を砥粒の粒度が＃２４０～＃５００（ＪＩＳＲ６００１：１９９８）か
らなる粗研磨用の研磨ブラシと、砥粒の粒度が＃８００～＃１２００（ＪＩＳＲ６００１
：１９９８）からなる精研磨用の研磨ブラシを備えてもよい（第５の発明）。
【００２９】
前記第３の発明および第５の発明において、前記研削手段（３）の砥粒の粒度をＪＩＳＲ
６００１：１９９８に規定されるＦ９０～Ｆ２２０の粗粒区分、および＃２４０～＃５０
０の精密研磨区分の２グループにした利点について説明する。前工程においてに四角柱状
に切断されたシリコンブロックの場合、その断面寸法が呼称：５インチの場合は一辺１２
５ｍｍ±０．５ｍｍ、呼称：６インチの場合は一辺１５６ｍｍ±０．５ｍｍ、呼称：８イ
ンチの場合は一辺２１０ｍｍ±０．５ｍｍのいずれかの寸法に仕上げられているものであ
るが、場合によってはこの公差外である場合や、該四角柱状のシリコンブロック（Ｗ）の
断面形状が一様でなく各角部（Ｃ）の直角度が９０±０．１度の角度が許容される公差外
である場合がある。このような場合、第3の発明および第5の発明によれば、その断面寸法
と断面形状を前記の公差内にするために切削効率を高めて研削加工ができるようにしたＦ
９０～Ｆ２２０の粗粒区分と、チッピングと称する割れ・欠けが生じ易い箇所（多結晶シ
リコンブロック（Ｗ）の角部（Ｃ）など）の研削加工をする場合に、前記チッピングの発
生を防いで研削加工ができるようにした＃２４０～＃５００の精密研磨区分を選択して用
いることができるという利点がある。また、研削手段（３）の砥粒部（３２）に2種類の
粒度を有する溶融固化された砥粒を適用する場合、例えば砥粒部（３２）の研削加工面に
、円形又は輪帯状の内輪領域と、該内輪領域の外側に設けられる輪帯状の外輪領域とを設
け、この内輪領域に粒度が細かい砥粒を溶融固化し、外輪領域に粒度が粗い砥粒を溶融固
化するようにするとともに、内輪領域を外輪領域より突出させてその突出量を細かい砥粒
の切込み量として形成することができる。
【００３０】
また、前記研磨手段（４）の砥粒として、粒度がＪＩＳＲ６００１：１９９８に規定され
る＃２４０～＃５００のものを粗研磨用の研磨ブラシに適用し、＃８００～＃１２００の
ものを精研磨用の研磨ブラシに適用して、２種類の研磨ブラシを備えるようにしたことに
より、前記粗研磨用の研磨ブラシの高研磨能力によりシリコンブロック（被加工物）の表
層部に存在するマイクロクラックを効率よく的確に除去したのち、前記精研磨用の研磨ブ
ラシの微細研磨能力により前記粗研磨加工にて荒れた表層部の表面粗さを微細に研磨する
ことが可能となり、後工程における割れや欠けの発生を無くすることができるようになっ
た。
【００３１】
また、前記計測手段（２）が、基準ブロック（１５）と、計測具Ａ（２１）（２１）と、
計測具Ｂ（２２）とからなり、
該基準ブロック（１５）は両側に形成され、既知の間隔を有する基準面を備え、基準ブロ
ック（１５）の柱軸方向が加工する被加工物の柱軸方向に平行になるように、把持手段（
１）のクランプ軸（１３）の一方に一体的に設けられており、
計測具Ａ（２１）（２１）は、該基準ブロック（１５）の対向する基準面の位置、および
被加工物の対向する平面部（Ｆ）の位置または対向する角部（Ｃ）の位置を該被加工物の
柱軸方向と直交する両側方向から水平方向に計測することによって被加工物の外形寸法を
計測し、
計測具Ｂ（２２）は、前記被加工物の上面側平面部（Ｆ）または上面側角部（Ｃ）の垂直
方向の高さ位置を計測する構成としてもよい（第６の発明）。
【００３２】
第６の発明によれば、例えば前記被加工物が四角柱状のシリコンブロック（Ｗ）である場
合を例に説明すると、計測具Ａ（２１）（２１）により、把持手段（１）に備えられた基
準ブロック（１５）の基準面の位置とシリコンブロック（Ｗ）の平面部（Ｆ）または角部
（Ｃ）の位置を、柱軸方向と直交する両側方向（図１および図４のＹ方向）から計測する
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ことによって、該シリコンブロック（Ｗ）の対向する平面部（Ｆ）または角部（Ｃ）の間
隔の実寸法（図１および図４のＹ方向における寸法）を計測するとともに対向する平面部
（Ｆ）の中心位置を計測することができる。また、計測具Ｂ（２２）により該シリコンブ
ロック（Ｗ）の上面側平面部（Ｆ）または上面側角部（Ｃ）の垂直方向（図２および図４
のＺ方向）の高さ位置を計測することによって、垂直方向（図２および図４のＺ方向）に
おける該シリコンブロック（Ｗ）の中心位置を計測することができる。
【００３３】
前記第１の発明に記載した計測手段（２）の作用について、前記第６の発明の計測手段（
２）に記載した構成要件を用いて補足説明すれば、
　 ＜１＞の断面寸法の計測とは、前記シリコンブロック（Ｗ）の２平面部（Ｆ）または
２角部（Ｃ）間の実寸法を前記計測具Ａ（２１）（２１）により計測してその結果を制御
手段（６）に記憶させることであり、
　 ＜２＞把持手段（１）が該シリコンブロック（Ｗ）を把持する際に、把持する位置の
芯出しをするための中心位置とは、把持手段（１）の基台（１１）上に載置された該シリ
コンブロック（Ｗ）の図１および図４に示すＹ方向の中心位置である。　この中心位置は
、計測手段（２）の計測具Ａ（２１）の計測値に基づき算出される。そして算出された該
シリコンブロック（Ｗ）の中心位置を把持手段（１）の中心に一致させるために、図１お
よび図３に示す押圧具（１２）（１２）が前後動して該シリコンブロック（Ｗ）の位置決
めを行なう。　
また、図２および図４に示すＺ方向の中心位置は、計測手段（２）の計測具Ｂ（２２）の
計測値に基づき算出される。そして算出された該シリコンブロック（Ｗ）の高さ方向中心
位置を把持手段（１）の高さ方向中心に一致させるために、基台（１１）が上下動して位
置決めする。　このようにして、該シリコンブロック（Ｗ）の柱軸方向の両端面の中心位
置をクランプ軸（１３）（１３）の中心位置に一致するようにして、把持させることが可
能となる。
　 ＜３＞研削手段（３）と研磨手段（４）の切込み量が「ゼロ」となる位置に相当する
基点の位置を記憶させるために以下の処理が行なわれる。
まず、前記基準ブロック（１５）の対向する基準面の間隔寸法(この間隔寸法は既知であ
り、予め制御手段(6)に入力されている)を図１および図４に示す計測手段（２）の計測具
Ａ（２１）（２１）により計測し、制御手段（６）に記憶させ、
次に、前記研削手段（３）ならびに研磨手段（４）の先端部を基準ブロック（１５）の基
準面に夫々接触させ、その接触位置と、前記＜１＞により計測し制御手段（６）に記憶さ
せた研削・研磨加工前の該シリコンブロック（Ｗ）の２平面部（Ｆ）または２角部（Ｃ）
間の実寸法とに基づき、研削手段（３）と研磨手段（４）の切込み量が「ゼロ」となる位
置に相当する基点の位置を演算処理して求め、結果を制御手段（６）に記憶させる。
なお、前記計測手段（２）には、計測する箇所に直接接触させて計測する接触式と、レー
ザー光を放射して計測する非接触式とがあるが、どちらを用いてもよい。
【００３４】
また、前記第１の発明に記載した制御手段（６）に入力された初期設定項目および計測手
段（２）の計測信号に基づいて、該制御手段（６）により演算処理が行なわれ、この演算
結果に基づく作動信号によって、把持手段（１）、計測手段（２）、研削手段（３）、研
磨手段（４）、移送手段（５）の各手段が制御される。　
すなわち、前記した計測手段（２）の作用に関する補足説明において述べた＜１＞＜２＞
＜３＞の各ステップにおいて制御手段（６）が演算処理を行なうと共に、結果を記憶し、
この記憶された結果と制御手段（６）に入力された研削・研磨加工後の断面寸法に基づい
て、研削手段（３）、研磨手段（４）の切込み量が自動設定される。加工するシリコンブ
ロック（Ｗ）の種類（多結晶または単結晶）が多結晶の場合は、後記する第１３の発明に
記載の加工工程となるように、該シリコンブロック（Ｗ）を把持した把持手段（１）を移
送する移送手段（５）を作動させ、また、単結晶の場合は後記する第１４の発明に記載の
加工工程となるように該シリコンブロック（Ｗ）を把持した把持手段（１）を移送する移
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送手段（５）を作動させる。さらに、単結晶のシリコンブロック（Ｗ）の場合、角部（Ｃ
）の加工においては、前記回転機構（１４）の「連続回転」の説明にも述べたように、該
単結晶シリコンブロック（Ｗ）を把持するクランプ軸（１３）を制御手段（６）に別途入
力設定した回転速度で連続して回転させるものである。
【００３５】
また、前記制御手段（６）は、
前記基準ブロック（１５）の両側の基準面に研削手段（３）の先端および研磨手段（４）
の先端を夫々接触させて該研削手段（３）の先端および研磨手段（４）の先端の基点（切
込み量「ゼロ」の位置）を演算処理する機能と、
前記計測具Ａ（２１）により前記基準ブロック（１５）の両側の基準面と被加工物の両側
の２平面部（Ｆ）または２角部（Ｃ）の位置を計測して被加工物の断面寸法を演算処理す
る機能と、
前記被加工物を把持手段（１）の基台（１１）に載置してその両側を押圧具（１２）によ
り位置決めをした状態で前記計測具Ａ（２１）および計測具Ｂ（２２）により前記被加工
物の側面位置を同時計測して被加工物の両端面を把持する前記クランプ軸（１３）の軸心
位置を前記被加工物の柱軸と一致させる芯出しの演算処理をする機能と、
加工開始前に入力した前記初期設定項目と前記計測手段（２）が出力する計測信号により
演算処理して前記研削・研磨加工装置の各手段に作動信号を出力する機能、を備えてもよ
い（第７の発明）。
【００３６】
前記第７の発明に記載の、研削手段と研磨手段の先端の基点（切込み量「ゼロ」の位置）
を演算処理する頻度について説明する。
研削手段は、研削加工を行う度に基準ブロックの両側の基準面に研削手段の先端を接触さ
せて切込み量「ゼロ」の位置の演算処理を行なったうえで切込み量を設定して研削加工を
行うようにしているが、研磨手段は、新しい研磨ブラシに交換した時にのみ基準ブロック
の両側の基準面に研磨手段の先端を接触させて切込み量「ゼロ」の位置の演算処理を行っ
ている。従って、研磨加工における研磨ブラシの切込み量の設定は、研磨ブラシを研磨加
工に使用した回数をカウントしてブラシ毛材の先端の切込み量を調整して研磨加工を行う
ようにしている。
【００３７】
第７の発明によれば、制御手段（６）に本発明の多角柱状部材の研削・研磨加工装置を自
動化するための各機能を設けたので、的確に被加工物の平面部（Ｆ）と角部（Ｃ）の研削
加工と研磨加工ができるとともに省力化を図ることができる。
【００３８】
また、前記被加工物の断面は四角形であって、研削・研磨加工をする四角柱状の被加工物
の断面寸法とその公差を一辺１２５ｍｍ±０．５ｍｍ（呼称：５インチ）、一辺１５６ｍ
ｍ±０．５ｍｍ（呼称：６インチ）、一辺２１０ｍｍ±０．５ｍｍ（呼称：８インチ）の
いずれかとし、該四角柱状の被加工物の２平面部（Ｆ）が互い交わる角部（Ｃ）の直角度
を断面形状の公差として９０度±０．１度に設定してもよい（第８の発明）。
【００３９】
第８の発明によれば、制御手段（６）に加工開始前に入力された初期設定項目の中の被加
工物の研削・研磨加工後の断面寸法ならびにその公差に基づいて研削・研磨加工ができる
。
【００４０】
また、前記把持手段（１）は、
四角柱状の被加工物をその柱軸が水平となるように載置して垂直方向に上下動可能とした
基台（１１）と、
該基台（１１）を挟んだ両側に前記被加工物の柱軸と直交する方向に進退動させて被加工
物の両側を押圧して前記基台（１１）の中心に被加工物の柱軸を位置決めをする押圧具（
１２）と、
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軸芯を前記被加工物の柱軸と同じ方向に配置し、該被加工物の柱軸方向両端側に配置した
クランプ軸（１３）（１３）であって、該クランプ軸（１３）（１３）の一方を前進させ
て前記基台（１１）の中心に位置決めされた被加工物の両端面を把持するようにしたクラ
ンプ軸（１３）（１３）と、
該クランプ軸（１３）（１３）をその軸芯を中心にして間欠回転または連続回転をするよ
うにした回転機構（１４）と、
を備えてもよい（第９の発明）。
【００４１】
前記クランプ軸（１３）（１３）は、被加工物の柱軸方向両端面を把持するとともに該被
加工物の柱軸方向の寸法を計測して制御手段（６）に記憶させる機能を備えている。従っ
て、該被加工物の柱軸方向の寸法計測結果に基づいて、被加工物を計測・研削加工・研磨
加工するために計測手段（２）、研削手段（３）、研磨手段（４）の各手段が配置された
位置に移送する移送手段（５）の移送距離を制御することが可能となる。また、クランプ
軸（１３）（１３）の一方は回転機構（１４）に連結されており、該被加工物を回転駆動
できるようになっている。　そして、他方は従動側クランプ軸となる。
【００４２】
前記回転機構（１４）の「間欠回転」とは、被加工物の加工すべき面が、研削手段（３）
または研磨手段（４）に対向する位置となるように回転させて回転方向位置合わせを行な
うためのものである。すなわち、加工開始前に制御手段（６）に入力されたシリコンブロ
ック（Ｗ）の種類に基づき加工順序決定され、その加工順序に従って回転機構（１４）へ
作動信号が出力される。回転機構（１４）はその作動信号にもとづいてクランプ軸（１３
）を回転させるため、クランプ軸（１３）に把持されているシリコンブロック（Ｗ）の研
削加工または研磨加工を施すべき2つの平面部（Ｆ）または角部（Ｃ）を、研削手段（３
）または研磨手段（４）に対向する位置となるように回転させることができる。多結晶シ
リコンブロック（Ｗ）を加工する場合を例にして以下に説明する。
対向する1対の平面部（Ｆ）を加工終了し、残りの1対の平面部（Ｆ）の加工を行なうとき
に、シリコンブロック（Ｗ）は９０度回転され残りの1対の平面部（Ｆ）が加工される。
そして2対の平面部（Ｆ）、すなわち４平面部（Ｆ）の加工を終了したのち、該シリコン
ブロック（Ｗ）は４５度回転され、対向する1対の角部（Ｃ）が加工される。　そして、
該シリコンブロック（Ｗ）は、更に９０度回転されて残りの1対の角部（Ｃ）の加工が行
なわれ、全ての平面部（Ｆ）および角部（Ｃ）の加工が終了する。
【００４３】
前記回転機構（１４）の「連続回転」とは、加工面の形状が円弧状をした被加工物（例え
ば単結晶シリコンブロック（Ｗ））の角部（Ｃ）を研削加工または研磨加工する場合に、
該被加工物を連続して回転させながら加工を行なうものである。　該被加工物を把持する
クランプ軸（１３）は、別途入力設定した回転速度に従って連続して回転するようになっ
ている。
【００４４】
前記第９の発明によれば、前記第６の発明の計測手段（２）の各機能と併用することによ
って、基台（１１）に載置された被加工物の柱軸方向と直交する水平方向（図１および図
４のＹ方向）と垂直方向（図２および図４のＺ方向）の芯出しを行なった後クランプ軸（
１３）（１３）が被加工物の柱軸両端面の中心位置に的確に把持でき、更に、被加工物を
研削加工または研磨加工する際に、被加工物を前述したように「間欠回転」および「連続
回転」を的確に行うことができる。
【００４５】
また、第１の発明において、前記被加工物を四角柱状のシリコンブロックとしてもよい（
第１０の発明）。
【００４６】
また、被加工物である多角柱状の硬脆材料を把持する把持手段（１）と、
前記被加工物の断面寸法の計測、前記把持手段（１）の被加工物を把持する位置の芯出し
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、ならびに研削手段（３）と研磨手段（４）の切込み量を「ゼロ」とした基点の位置を計
測する際に使用する計測手段（２）と、
前記被加工物の平面部（Ｆ）および角部（Ｃ）を研削加工する研削手段（３）と、
前記被加工物の平面部（Ｆ）および角部（Ｃ）を研磨加工する研磨手段（４）と、
前記把持手段（１）に把持された被加工物を前記計測手段（２）、研削手段（３）、研磨
手段（４）が配置された位置に移送させる移送手段（５）と、
加工開始前に入力された初期設定項目および前記計測手段（２）によって計測された計測
値を基に演算処理し前記各手段に作動信号を出力する制御手段（６）を備えた多角柱状部
材の研削・研磨加工装置による多角柱状部材の研削・研磨加工方法は、
前記研削手段（３）により前記被加工物を研削加工したのち、前記研磨手段（４）により
前記被加工物を研磨加工する（第１１の発明）。
【００４７】
また、前記第１１の発明において、前記被加工物の断面は四角形であって、前記研削手段
（３）に使用する砥石の砥粒の粒度をＦ９０～Ｆ２２０（ＪＩＳＲ６００１：１９９８）
および＃２４０～＃５００（ＪＩＳＲ６００１：１９９８）とし、前記研磨手段（４）の
粗研磨用の研磨ブラシに使用する砥粒の粒度を＃２４０～＃５００（ＪＩＳＲ６００１：
１９９８）とし、前記研磨手段（４)の精研磨用の研磨ブラシに使用する砥粒の粒度を＃
８００～＃１２００（ＪＩＳＲ６００１：１９９８）とし、研削・研磨加工をする四角柱
状の被加工物の断面寸法とその公差を一辺１２５ｍｍ±０．５ｍｍ（呼称：５インチ）、
一辺１５６ｍｍ±０．５ｍｍ（呼称：６インチ）、一辺２１０ｍｍ±０．５ｍｍ（呼称：
８インチ）のいずれかとし、該四角柱状の被加工物の２平面部（Ｆ）が互い交わる角部（
Ｃ）の直角度を断面形状の公差として９０度±０．１度にした構成の多角柱状部材の研削
・研磨加工方法としてもよい（第１２の発明）。
【００４８】
また、前記第１１の発明または第１２の発明において、研削手段（３）における削り代を
２０μｍ～７００μｍとし、研削手段（３）において被加工物の表面粗さをＲｙ２．０～
１０．０μｍ（ＪＩＳＢ０６０１：１９９４）となるように研削加工したのち、研磨手段
（４）における削り代を７５μｍ以上とし、研磨手段（４）において被加工物の表面粗さ
をＲｙ１．１μｍ（ＪＩＳＢ０６０１：１９９４）以下となるように研磨加工する多角柱
状部材の研削・研磨加工方法としてもよい（第１３の発明）。
【００４９】
また、第１１の発明において、前記被加工物が四角柱状のシリコンブロックである多角柱
状部材の研削・研磨加工方法としてもよい（第１４の発明）。
【００５０】
また、前記第１３の発明において、前記被加工物が多結晶シリコンブロック（Ｗ）であっ
て、該多結晶シリコンブロック（Ｗ）の加工工程を平面部（Ｆ）の研削加工、角部（Ｃ）
の研削加工、平面部（Ｆ）の研磨加工の順に行うようにした多角柱状部材の研削・研磨加
工方法としてもよい（第１５の発明）。
【００５１】
前記第１５の発明において、研磨加工を行なうのは、４平面部（Ｆ）のみとし、角部（Ｃ
）については研磨加工行なわないようにしているのは、マイクロクラックの発生箇所が平
面部（Ｆ）が殆どであり、角部（Ｃ）においては平面部（Ｆ）との接合箇所近傍にマイク
ロクラックが存在するから、４平面部（Ｆ）を７５μｍ以上研磨加工をすれば、角部（Ｃ
）と平面部（Ｆ）との接合箇所近傍に存在するマイクロクラックも同時に除去することが
できるためである。
【００５２】
また、前記第１３の発明において、前記被加工物が単結晶シリコンブロック（Ｗ）であっ
て、該単結晶シリコンブロック（Ｗ）の加工工程を平面部（Ｆ）の研削加工、角部（Ｃ）
の研削加工、角部（Ｃ）の研磨加工、平面部（Ｆ）の研磨加工の順に行うようにした多角
柱状部材の研削・研磨加工方法としてもよい（第１６の発明）。
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【００５３】
前記第１６の発明において、角部（Ｃ）の研磨加工を平面部（Ｆ）の研磨加工前に行うよ
うにしたのは、前記多結晶シリコンブロック（Ｗ）と同様に、単結晶シリコンブロック（
Ｗ）の場合においても、角部（Ｃ）と平面部（Ｆ）との接合箇所近傍にマイクロクラック
が存在する場合が多く、平面部（Ｆ）を研磨加工すれば前記のマイクロクラックを除去す
ることができるからである。
【００５４】
発明の効果
本発明は、例えば被加工物がシリコンインゴットをワイヤソーで切断して形成された四角
柱状のシリコンブロック（Ｗ）の場合、
（１）該シリコンブロック（Ｗ）を、例えば一辺１２５ｍｍ（呼称：５インチ）、一辺１
５６ｍｍ（呼称：６インチ）、一辺２１０ｍｍ（呼称：８インチ）であって、その寸法公
差が±０．５ｍｍを有する断面寸法に仕上げると共に、その平面部（Ｆ）が互いに交わり
形成される角部（Ｃ）の直角度の公差を±０．１度となる断面形状に仕上げる研削機能と
、
（２）該シリコンブロック（Ｗ）の表層のマイクロクラックを除去し表面粗さを微細にす
る研磨機能の両機能を備え、
（３）加工するシリコンブロック（Ｗ）が本発明の研削・研磨加工装置に搬入されてから
研削・研磨加工を終了して搬出されるまでの各工程を自動化することができるようにした
ので、研削・研磨加工を的確に行えるとともに省力化を図ることができる。
また、シリコンブロック（Ｗ）の製造ラインにおけるシリコンインゴットの切断工程にお
いて、断面寸法と直角度が規格から外れてしまったシリコンブロック（Ｗ）が本発明の研
削・研磨加工装置に搬入された場合であっても、研削手段（３）として砥石を使用するこ
とによって断面寸法および断面形状を公差内に収めるようにして加工することができる。
なお、研磨手段（４）として研磨ブラシを使用することによってマイクロクラックの除去
を行うことができる。　その結果、該シリコンブロック（Ｗ）を次工程においてワイヤソ
ーを用いて数百μｍの厚さにスライス加工することによってシリコンウエハを形成した場
合に、シリコンウエハの外形寸法を公差内に加工することができるとともに、シリコンウ
エハのスライス加工の際に発生する割れ・欠けを抑制することができ、不良品の発生率を
低減することができる。
【００５５】
また、シリコンブロック（Ｗ）を把持する把持手段（１）のクランプ軸（１３）（１３）
に、該クランプ軸（１３）（１３）を「間欠回転」または「連続回転」させる回転機構（
１４）を設けたので、シリコンブロック（Ｗ）の角部（Ｃ）の形状がＣ面（平坦な面取り
面）形状をした多結晶シリコンブロック（Ｗ）と、円弧形状をした単結晶シリコンブロッ
ク（Ｗ）の双方に対して、研削・研磨加工ができるようになっている。　従って、多結晶
シリコンブロック（Ｗ）および単結晶シリコンブロック（Ｗ）の両者に対する加工工程を
自動化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の研削・研磨装置の平面図である。
【図２】本発明の把持手段の基台にシリコンブロックを載置した状態を示す正面図である
。
【図３】本発明の把持手段の基台上にシリコンブロックを載置した状態を示す図であって
、押圧具が解除されている状態を示す側面図である。
【図４】本発明の計測手段の計測具の配置を示す側面図である。
【図５】本発明の研削手段として使用される砥石の正面図である。
【図６】図５の砥石の底面図である。
【図７】本発明の研磨手段として使用される研磨ブラシの正面図である。
【図８】図７の研磨ブラシの底面図である。
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【図９】多結晶シリコンインゴットをワイヤソーで切断し、シリコンブロック（Ａ）（Ｂ
）（Ｃ）を形成する際の斜視図である。
【図１０】多結晶シリコンブロック（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）の斜視図である。
【図１１】単結晶シリコンインゴットをワイヤソーで切断する状態を平面から見た説明図
である。
【図１２】単結晶シリコンブロックの斜視図である。
【図１３】多結晶シリコンブロックと単結晶シリコンブロックの加工工程を説明するフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５７】
本発明に係る多角柱状部材の研削・研磨装置の構成とその操作手順について四角柱状のシ
リコンブロックの加工を例に、図を用いて説明する。
【００５８】
本発明のシリコンブロックの研削・研磨装置は、図１に示すように、
四角柱状のシリコンブロック（Ｗ）を把持する把持手段（１）と、
前記シリコンブロック（Ｗ）の断面寸法の計測、前記把持手段（１）のシリコンブロック
（Ｗ）を把持する位置の芯出し、ならびに研削手段（３）と研磨手段（４）の切込み量を
「ゼロ」とする基点の位置を算出するために必要な計測手段（２）と、
前記シリコンブロック（Ｗ）の平面部（Ｆ）および角部（Ｃ）を研削加工し、一辺１２５
ｍｍ（呼称：５インチ）、一辺１５６ｍｍ（呼称：６インチ）、一辺２１０ｍｍ（呼称：
８インチ）のいずれかの断面寸法に研削する研削手段（３）と、
前記研削加工を終了したシリコンブロック（Ｗ）の平面部（Ｆ）および角部（Ｃ）を研磨
加工しその表層に存在するマイクロクラックを除去する研磨手段（４）と、
前記把持手段（１）に把持されたシリコンブロック（Ｗ）の平面部（Ｆ）および角部（Ｃ
）を計測、研削、研磨をするために前記シリコンブロック（Ｗ）を把持した把持手段（１
）を前記計測手段（２）、研削手段（３）、研磨手段（４）が配置された位置に移送させ
る移送手段（５）と、
加工開始前に入力された初期設定項目および前記計測手段（２）の計測信号を基に演算処
理して前記各手段に作動信号を出力する制御手段（６）と
から構成されている。
加工開始前に、基準ブロック（１５）の両側に形成された基準面の間隔寸法（既知）と、
加工するシリコンブロック（Ｗ）の種類（多結晶または単結晶）と、該シリコンブロック
（Ｗ）の研削・研磨加工後の断面寸法ならびにその公差と、単結晶シリコンブロック（Ｗ
）の角部（Ｃ）を加工する時の回転機構（１４）の回転速度と、研削手段（３）ならびに
研磨手段（４）の外形寸法、砥粒の粒度、回転速度と、移送手段（５）による研削・研磨
加工中のシリコンブロック（Ｗ）の移送速度、とから成る前記初期設定項目を制御手段（
６）に入力する。
【００５９】
前記制御手段（６）に入力する研削・研磨加工中のシリコンブロック（Ｗ）の移送速度は
、研削加工または研磨加工痕が残らない範囲に設定する必要があって、多結晶シリコンブ
ロック（Ｗ）の平面部（Ｆ）と角部（Ｃ）、ならびに単結晶シリコンブロック（Ｗ）の平
面部（Ｆ）を加工するときは１０～４０ｍｍ／秒に設定し、単結晶シリコンブロック（Ｗ
）の角部（Ｃ）を加工するときは１０ｍｍ／秒以下に設定する。適切な移送速度を設定す
るためには、研削・研磨加工の砥粒の粒度、切込み量、回転速度の設定条件を考慮する必
要があり、例えば、砥粒の粒度が粗ければ移送速度を前記範囲の遅い領域に設定し、砥粒
の粒度が細かければ移送速度を前記範囲の速い領域に設定する必要がある。
【００６０】
前記制御手段（６）に設けた加工開始スイッチをＯＮすることにより、加工するシリコン
ブロック（Ｗ）が搬入用コンベア（イ）より図示しない移載装置を介して図２に示す把持
手段（１）の基台（１１）上に設置される。　その後、該シリコンブロック（Ｗ）の両側
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より図１および図３に示す押圧具（１２）が夫々前進し、クランプ軸線（１３）と両側に
配置された研削手段（３）と研磨手段（４）の中央（図１に記載したＹ方向の中央）を結
ぶ線上に位置決めさ。　この状態においてクランプ軸（１３）の一方がＸ方向であって、
シリコンブロック（Ｗ）側に向かって前進し、該クランプ軸（１３）によってシリコンブ
ロック（Ｗ）が把持される。
【００６１】
前記把持手段（１）が、移送手段（５）により研削手段（３）と研磨手段（４）が配置さ
れた位置に移送して、該把持手段（１）に載置された基準ブロック（１５）の両側の基準
面に研削手段（３）の砥粒部（３２）の先端を接触させると共に、研磨手段（４）の粗研
磨用および精研磨用のブラシ毛材（４２）の先端を各々接触させる。これによって、該研
削手段（３）の砥粒部（３２）と、研磨手段（４）の粗研磨用および精研磨用のブラシ毛
材（４２）の切込み量を「ゼロ」とする基点の位置が制御手段（６）に記憶される。切り
込み量とは、シリコンブロック（Ｗ）の表面（被加工面）を「ゼロ（基点）」とし、研削
手段（３）の砥粒部（３２）および研磨手段（４）のブラシ毛材（４２）先端の、該基点
から柱軸方向への移動量を示す。すなわち、研削手段（３）および研磨手段（４）による
切り込み量によってシリコンブロック（Ｗ）の削り代が決定される。
【００６２】
以上、シリコンブロック（Ｗ）の種類が多結晶、単結晶に共通する操作手順であり、以下
に多結晶シリコンブロック（Ｗ）を研削・研磨加工する場合の操作手順について説明する
。
【００６３】
次に、前記把持手段（１）が計測手段（２）が配置された位置に移送され、図４に示すよ
うに、多結晶シリコンブロック（Ｗ）の両側の互い対向する１対の平面部（Ｆ）を計測具
Ａ（２１）により計測し、１対の平面部（Ｆ）のＹ方向の位置が制御手段（６）に記憶さ
れ、該多結晶シリコンブロック（Ｗ）のＹ方向の厚さ寸法が演算される。その厚さ実寸法
と、前もって入力設定された「研削・研磨加工後の断面寸法」に基づき、図５および図６
に示す回転盤Ａ（３１）に砥粒部（３２）が形成された砥石から成る研削手段（３）の切
込み量が自動設定される。
【００６４】
前記把持手段（１）が移送手段（５）により研削手段（３）が配置された位置に移送され
て、１対の平面部（Ｆ）が研削手段（３）により研削加工される。　研削加工後、計測具
Ａ（２１）によって断面寸法が前記加工寸法の公差内であることを確認した後、回転機構
（１４）により把持手段（１）のクランプ軸（１３）を９０度間欠回転し、前記１対の平
面部（Ｆ）の研削加工と同様に残りの１対の平面部（Ｆ）が研削加工され、４平面部（Ｆ
）の研削加工を終了する。
【００６５】
次に、前記把持手段（１）が再び計測手段（２）が配置された位置に移送され、回転機構
（１４）によりクランプ軸（１３）が４５度、間欠回転することにより、該クランプ軸（
１３）に把持されている多結晶シリコンブロック（Ｗ）の互い対向する１対の角部（Ｃ）
が水平方向に向き合うようになる。この状態で、計測具Ａ（２１）により１対の角部（Ｃ
）の両面位置を計測し、１対の角部（Ｃ）の間隔実寸法が演算されるとともに、研削手段
（３）の切込み量が自動設定される。
【００６６】
前記把持手段（１）が移送手段（５）により再び研削手段（３）が配置された位置に移送
され、１対の角部（Ｃ）が研削加工され、計測具Ａ（２１）によって断面寸法が前記加工
寸法の公差内であることを確認する。その後、回転機構（１４）により把持手段（１）の
クランプ軸（１３）を９０度間欠回転させて、前記１対の角部（Ｃ）の研削加工と同様に
残りの１対の角部（Ｃ）を研削加工して、該多結晶シリコンブロック（Ｗ）の断面寸法を
前記加工寸法の公差内に研削加工するようになっている。
【００６７】
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研削加工を終了した多結晶シリコンブロック（Ｗ）は、次に示す操作手順に従って、研磨
手段（４）による研磨加工が行われる。この研磨加工によって、４平面部（Ｆ）の表層の
マイクロクラックを除去するとともに、断面寸法が前記加工寸法の公差内になるように加
工される。
【００６８】
該研磨手段（４）には、砥粒の粒度が異なる粗研磨加工用ブラシ毛材（４２）と精研磨加
工用ブラシ毛材（４２）から成る研磨ブラシが使用される。　このブラシ毛材（４２）を
図７および図８に示す。ここで、研磨加工する平面部（Ｆ）の断面寸法の計測方法と、粗
研磨加工用および精研磨加工用の研磨ブラシの切込み量の設定方法と、粗研磨加工および
精研磨加工の研磨加工の操作手順は、前記研削加工の操作手順と同様である。　なお、多
結晶シリコンブロック（Ｗ）の研磨加工においては、前述したように、４平面部（Ｆ）の
みの研磨加工で終了し、角部（Ｃ）の研磨加工は行われない。
【００６９】
研削加工と研磨加工を終了した該多結晶シリコンブロック（Ｗ）は、移送手段（５）によ
り把持手段（１）と共に、元の位置に戻され、クランプ軸（１３）と押圧具（１２）によ
る把持状態が解除され。　その後、図示しない移載装置により、加工済の多結晶シリコン
ブロック（Ｗ）は図１に示す搬出用コンベア（ロ）に移載され搬出されることとなる。
【００７０】
以上、多結晶シリコンブロック（Ｗ）の研削・研磨加工の操作手順を説明した。　次に、
単結晶シリコンブロック（Ｗ）の場合の研削・研磨加工の操作手順について説明する。
【００７１】
前記段落００５８に記載の制御手段（６）の加工開始スイッチをＯＮさせれば、研削・研
磨加工する単結晶シリコンブロック（Ｗ）が、把持手段（１）の基台（１１）上に設置さ
れ、その両側を押圧具（１２）により把持されるとともにクランプ軸（１３）により両端
面が把持されることとなる。該単結晶シリコンブロック（Ｗ）は、角部（Ｃ）の形状がシ
リコンインゴットの一部を残して形成された円弧状であるから、角部（Ｃ）の研削・研磨
加工時には、該単結晶シリコンブロック（Ｗ）を連続回転させなければならない。従って
、単結晶シリコンブロック（Ｗ）を把持するクランプ軸（１３）の軸芯がシリコンブロッ
ク（Ｗ）の柱軸と一致するように位置決め（芯出し）する必要がある。
計測手段（２）は、図４に示すようにＹ方向の計測具Ａ（２１）とＺ方向の計測具Ｂ（２
２）の双方により、単結晶シリコンブロック（Ｗ）の各側面の位置を計測することができ
るようになっている。　そして、その計測結果により単結晶シリコンブロック（Ｗ）の芯
出しをすることができ、クランプ軸（１３）の軸芯とシリコンブロック（Ｗ）の柱軸とが
一致するようにして、前記クランプ軸（１３）はシリコンブロック（Ｗ）を把持するよう
になっている。
【００７２】
次に、前記把持手段（１）が計測手段（２）が配置された位置に移送され、計測具Ａ（２
１）により図４に示すように、単結晶シリコンブロック（Ｗ）の両側の互い対向する１対
の平面部（Ｆ）のＹ方向の厚さ寸法が演算される。　研削手段（３）の切込み量が自動設
定された後、１対の平面部（Ｆ）が研削加工される。その後、加工する単結晶シリコンブ
ロック（Ｗ）を把持した前記把持手段（１）は、残りの１対の平面部（Ｆ）を計測すると
共に、計測手段（２）と研削手段（３）が配置された位置の間を単結晶シリコンブロック
（Ｗ）は往復動して前記１対の平面部（Ｆ）と同様に残りの１対の平面部（Ｆ）も研削加
工され、４平面部（Ｆ）の研削加工を終了する。この間の加工順序は、前記多結晶のシリ
コンブロック（Ｗ）と同様である。
【００７３】
次に、前記把持手段（１）が再び計測手段（２）が配置された位置に移送され、回転機構
（１４）によりクランプ軸（１３）が４５度の間欠回転をして、単結晶シリコンブロック
（Ｗ）の互い対向する一対の角部（Ｃ）が水平方向に向き合うように配置される。　そし
て、該角部（Ｃ）の両側を計測具Ａ（２１）により計測し、１対の角部（Ｃ）間の間隔寸
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【００７４】
前記把持手段（１）が移送手段（５）により再び研削手段（３）が配置された位置に移送
された後、前もって入力設定された回転機構（１４）の回転速度によりクランプ軸（１３
）が連続回転されて、単結晶シリコンブロック（Ｗ）の角部（Ｃ）の研削加工が開始され
る。角部（Ｃ）の研削加工が終了したら、同様に、前もって入力設定された回転機構（１
４）の回転速度により把持手段（１）のクランプ軸（１３）が連続回転されて、４角部（
Ｃ）の粗研磨加工と精研磨加工が順次行われる。
【００７５】
該角部（Ｃ）の研磨加工を終了したら、前記回転機構（１４）によりクランプ軸（１３）
を回転し、研磨加工する単結晶シリコンブロック（Ｗ）の互い対向する１対の平面部（Ｆ
）が水平方向に対向するように配置され、研磨加工が行われる。　その後、回転機構（１
４）によりクランプ軸（１３）を９０度回転することにより、残りの１対の平面部（Ｆ）
が同様に研磨加工されて、全ての研磨工程が終了する。
【００７６】
全ての研削・研磨加工が終了した前記単結晶シリコンブロック（Ｗ）を載置した把持手段
（１）は元の位置に戻り、クランプ軸（１３）と押圧具（１２）の把持状態を解除した後
、把持手段（１）の基台（１１）上より、単結晶シリコンブロック（Ｗ）は図示しない移
載装置を介して図１に示す搬出用コンベア（ロ）に移載され搬出される。
【００７７】
次に、本発明にかかる装置および方法により、研削・研磨加工を行ったシリコンブロック
（Ｗ）をワイヤソーでスライス加工してシリコンウエハを形成したときに、該シリコンウ
エハの割れ・欠け等による不良品の発生率を低減することができた実施例について述べる
。
なお、ここで使用されたシリコンブロック（Ｗ）は、四角柱状に切断された多結晶シリコ
ンブロック（Ｗ）および単結晶シリコンブロック（Ｗ）であって、これらのシリコンブロ
ック（Ｗ）の４平面部（Ｆ）と４角部（Ｃ）を本発明の研削手段（３）により研削するこ
とにより、断面寸法を公差内に収まるように研削加工したのち、研磨手段（４）により単
結晶シリコンブロック（Ｗ）の表層を研磨することによりマイクロクラックを除去してい
る。
【実施例１】
【００７８】
本実施例１において加工するシリコンブロック（Ｗ）は、図９に示すように、１個のシリ
コンインゴットから切り出したものである。　シリコンインゴットからの切り出しに当た
っては、固定砥粒方式とした新ワイヤソーを用い、４平面部（Ｆ）と直角形状の４角部（
Ｃ）で構成された四角柱状の多結晶シリコンブロック（Ｗ）を、５列×５列＝計２５本切
断している。　実施例１に使用したシリコンブロック（Ｗ）は、図９および図１０に示さ
れるシリコンインゴットの４つの角部から切り出されたシリコンブロックＡであり、この
シリコンブロックＡでは２つの平面部に膨らみが形成されている。
【００７９】
　 加工開始前に制御手段（６）に入力した初期設定項目の内容を表１および表２に示す
。
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【表１】

【００８０】

【表２】

【００８１】
前記表１に示す初期設定項目の内、基準ブロック（１５）の基準面の間隔寸法（１００ｍ
ｍ）を、レーザー法による計測具Ａ（２１）によって予め計測し、その計測結果を制御手
段（６）に記憶させた。
【００８２】
次に、前記の多結晶シリコンブロックＡは、呼称：６インチの断面が一辺１５６ｍｍ（長
さが５００ｍｍ）であって、図４に示すように多結晶シリコンブロックＡ（Ｗ）の断面の
互い対向する１対の平面部を高さ方向３箇所×長手方向３箇所（計９箇所）と、残りの一
対の平面部の９箇所の合計１８箇所を、前記計測具Ａ（２１）を用いて計測した。　その
結果、多結晶シリコンブロックＡの断面の一辺の寸法は、１５６．９～１５７．６ｍｍ（
平均：１５７．１ｍｍ）であり、表面粗さは、Ｒｙ２１～２７μｍ（平均：２４μｍ）で
あった。なお、長さは４９９．６ｍｍであった。
【００８３】
研削手段（３）には、図５および図６に示すカップ型の砥石を採用し、研削・研磨加工す
る多結晶シリコンブロックＡ（Ｗ）の測定した平均断面寸法が、呼称：６インチの一辺１
５６ｍｍに対し＋１．１ｍｍとなっている。　従って、片側＝０．５５ｍｍを研削手段（
３）によって削る必要がある。　研削手段（３）の砥粒部（３２）を形成する砥粒の粒度
は、表３より粗めの砥粒を選択してＦ１００（ＪＩＳＲ６００１：１９９８）の粒度に相
当するダイヤモンド砥粒を選択した。　また、該砥粒部（３２）の幅を８ｍｍ、外形寸法
をφ２５０ｍｍ、切込み量を０．７ｍｍとし、回転速度を２７００ｍｉｎ－１（研削加工
の基準周速度３０～４０ｍ／秒に相当する）とした。　該研削手段（３）が配置された位
置に前記多結晶シリコンブロックＡ（Ｗ）を２０ｍｍ／秒の速度で通過させて１対の平面
部（Ｆ）を研削したのち、回転機構（１４）によりクランプ軸（１３）を９０度回転させ
て残りの１対の平面部を前記と同様に研削し、４平面部（Ｆ）の研削加工を終了した。
【００８４】
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【表３】

【００８５】
前記の４平面部（Ｆ）の研削加工を終了後に、該多結晶シリコンブロックＡ（Ｗ）を把持
しているクランプ軸（１３）を回転機構（１４）により４５度回転させて一対の２角部（
Ｃ）水平方向に対向させを両側の研削手段（３）に対向する位置とした。
【００８６】
角部（Ｃ）の研削手段（３）の砥粒の粒度と多結晶シリコンブロックＡ（Ｗ）の移送速度
は、前記平面部（Ｆ）の研削時と同条件にして研削したところ、平面部（Ｆ）と角部（Ｃ
）との接合箇所にチッピングと称する割れが発見されたので、前記研削手段（３）の砥粒
の粒度を＃５００（ＪＩＳＲ６００１：１９９８）に細かくした砥石に変更し、多結晶シ
リコンブロックＡ（Ｗ）の移送速度は３０ｍｍ／秒に変更して研削した結果、研削量は少
なくなったが前記のようなチッピングの発生は無く角部（Ｃ）の面取り部を形成すること
ができた。
【００８７】
従って、残りの１対の角部（Ｃ）の研削も、研削手段（３）の砥粒の粒度を＃５００とし
、前記回転機構（１４）によりクランプ軸（１３）を９０度回転させて前記と同様に研削
し４角部（Ｃ）の研削加工を終了した。　その結果、平面部（Ｆ）が互いに対向する２対
の平面部（Ｆ）の合計１８箇所の間隔寸法が１５６．１～１５６．６ｍｍ（平均：１５６
．２ｍｍ）、２対の平面部（Ｆ）の研削加工量（＝計測値／２で算出した結果）が３９０
～４８０μｍ（平均：４３０μｍ）、表面粗さがＲｙ５～８μｍ（平均：７μｍ）であっ
た。
【００８８】
前記研削加工後（研磨加工前）の多結晶シリコンブロックＡ（Ｗ）を切断してマイクロク
ラックの有無を確認した結果、表面より深さが７０～９０μｍの位置に存在していた。ま
た、該多結晶シリコンブロックＡ（Ｗ）をシリコンウエハ相当品にスライス加工したとき
の割れ・欠け等の発生率を参考として確認するために、該多結晶シリコンブロックＡ（Ｗ
）をワイヤソーを用いて厚さ２００μｍにスライス加工した結果、その割れ・欠け等の発
生率は３．８％であった。
【００８９】
次の研磨手段における粗研磨工程と精研磨工程には、図７および図８に示すようなカップ
型の研磨ブラシを採用し、そのブラシ毛材（４２）は、取付け基部を金属管で束ねて回転
盤Ｂ（４１）に着脱自在に装着し、磨耗した場合に交換可能なセグメントブラシを用いた
。
【００９０】
前記粗研磨用の研磨ブラシには、そのブラシ毛材（４２）に溶融固定する砥粒の粒度を表
４に示す＃２４０（ＪＩＳＲ６００１：１９９８）のダイヤモンド砥粒を使用した。　研
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磨ブラシの外形寸法をφ２１０ｍｍ、切込み量を０．５ｍｍとし、回転速度を研磨加工の
基準周速度１０～２０ｍ／秒より換算して１３００ｍｉｎ－１とし、研磨する多結晶シリ
コンブロックＡ（Ｗ）の移送速度を２０ｍｍ／秒として粗研磨加工を行った。
【００９１】
【表４】

【００９２】
粗研磨加工を終了した結果、平面部（Ｆ）が互いに対向する２対の平面部（Ｆ）の合計１
８箇所の間隔寸法を計測した結果、１５６．０～１５６．４ｍｍ（平均：１５６．１ｍｍ
）、研削加工量は７５～７８μｍ（平均：７７μｍ）、表面粗さはＲｙ２．９～４．０μ
ｍ（平均：３．４μｍ）であった。
【００９３】
前記精研磨用の研磨ブラシには、そのブラシ毛材（４２）に溶融固定する砥粒の粒度を表
４に示す＃８００のダイヤモンド砥粒を使用した。　研磨ブラシの外形寸法をφ２７０ｍ
ｍ、切込み量を０．８ｍｍ、回転速度を研磨加工の基準周速度１０～２０ｍ／秒より換算
して１３００ｍｉｎ－１とし、研磨する多結晶シリコンブロックＡ（Ｗ）を移送手段（５
）により前記精研磨用の研磨ブラシの間を２０ｍｍ／秒の移送速度で通過させて４平面部
（Ｆ）を研磨加工して全ての加工を終了した。
【００９４】
精研磨加工を終了した結果、平面部（Ｆ）が互いに対向する２対の平面部（Ｆ）の合計１
８箇所の間隔寸法は、１５５．９～１５６．４ｍｍ（平均：１５６．１ｍｍ）、研削加工
量は１６～１９μｍ（平均：１８μｍ）、表面粗さはＲｙ０．９～１．１μｍ（平均：１
．０μｍ）であった。
【００９５】
以上、説明した実施例１の多結晶シリコンブロックＡ（Ｗ）の研削加工と、粗研磨加工お
よび精研磨加工を施した加工結果をまとめると、次の表５に示すとおりである。
【００９６】

【表５】
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【００９７】
　また、前記研削加工と研磨加工を全て終了した多結晶シリコンブロックＡ（Ｗ）をワイ
ヤソーでスライス加工してシリコンウエハにし、該シリコンウエハの割れ・欠け等による
不良品の発生率を調べた。
前記のように、研削加工後の該多結晶シリコンブロックＡ（Ｗ）をスライス加工してシリ
コンウエハにした時の割れ・欠け等による不良品の発生率が３～４％であったが、表５に
示すように、粗研磨加工と精研磨加工をしてその研磨代を合計８５μｍにし、その表面粗
さをＲｙ平均：１．０μｍにしたことにより、その発生率を１．２％に低減することがで
きた。
【実施例２】
【００９８】
本実施例２において加工するシリコンブロック（Ｗ）は、引き上げ法により製造された円
柱状の単結晶シリコンインゴットを切断形成した単結晶シリコンブロック（Ｗ）ある。　
前記単結晶シリコンインゴットの上下端部を切断除去して、長さ（図１１では、紙面に垂
直方向）を２９９．０～３０１．０ｍｍの範囲（呼称：３００ｍｍ）に切断した後、図１
１に示すように固定治具へ５列×５列＝計２５本を垂直に固定した。
【００９９】
前記２５本の単結晶シリコンインゴットを、前記実施例１で用いた固定砥粒方式の新ワイ
ヤソーを用いて、各単結晶シリコンインゴットの胴体の外周部分を切断除去した。　この
とき、外周の一部が幅約２５ｍｍの円弧状の４角部（Ｃ）となるように加工した。　各々
が略直角となるようにした４平面部（Ｆ）を同時に切断形成して単結晶シリコンブロック
（Ｗ）とし、切断形成された２５本の前記単結晶シリコンブロック中から無作為に１本を
抜き取って研削、研磨加工用のサンプルとした。その外形寸法は、断面が一辺１２５ｍｍ
（呼称：５インチ）×長さ３００ｍｍである。
【０１００】
本実施例２に使用した単結晶シリコンブロック（Ｗ）の形状は、４平面部（Ｆ）と円弧形
状の４角部（Ｃ）で構成される四角柱状であり、その断面の外形寸法の計測を前記実施例
１と同様に実施した。　すなわち、互い対向する２対の平面部（Ｆ）の間隔を合計１８箇
所計測した結果、平面部（Ｆ）の間隔寸法は、１２５．４～１２６．５ｍｍ（平均：１２
６．1ｍｍ）であり、長さは３００．８ｍｍ、表面粗さは、Ｒｙ２２～２８μｍ（平均：
２５μｍ）であった。
【０１０１】
研削・研磨手段の仕様については、研削手段に用いるカップ型砥石の砥粒の粒度を表３よ
り選択設定したＦ１８０に変更した以外は、前記実施例１と同一とした（表２参照のこと
）。研削手段の砥粒の粒度をＦ１８０に変更した理由は、研削・研磨加工する単結晶シリ
コンブロック（Ｗ）の平均断面寸法が呼称：５インチの一辺１２５ｍｍであるのに対し、
実測寸法が＋０．７ｍｍであって、片側＝０．３５ｍｍの削り代であるから、前記実施例
１で用いた表３に示されるＦ１００より細かい粒度のＦ１８０（ＪＩＳＲ６００１：１９
９８）としたものである。
【０１０２】
研削加工では、準備した単結晶シリコンブロック（Ｗ）をクランプ軸（１３）で把持し、
１対の平面部（Ｆ）が水平方向両側に対向した状態にして前記一対の研削手段（３）の間
を通過させて、前記実施例１の多結晶シリコンブロック（Ｗ）と同様に２対の平面部（Ｆ
）の研削を終了した。
【０１０３】
次に、前もって入力設定した表１に示す回転機構（１４）の運転条件に基き、クランプ軸
（１３）を軸芯回りに１０５ｍｉｎ－１の回転速度で連続回転させながら、一対の砥石か
ら成る研削手段（３）の間を２ｍｍ／秒の低速度で単結晶シリコンブロック（Ｗ）を通過
させて２対の角部（Ｃ）の研削加工を終了した。
【０１０４】
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その結果、平面部（Ｆ）が互いに対向する２対の平面部（Ｆ）の合計１８箇所の間隔寸法
は、１２４．９～１２５．８ｍｍ（平均：１２５．４ｍｍ）、４平面部の削り代は２８３
～３５４μｍ（平均：３１６μｍ）であり、４平面部（Ｆ）と４角部（Ｃ）の表面粗さは
Ｒｙ４～６μｍ（平均：５μｍ）であった。
【０１０５】
次の研磨加工は、回転機構（１４）により研磨加工をする単結晶シリコンブロック（Ｗ）
を前記と同様に連続回転させながら、粗研磨用の研磨ブラシと精研磨用の研磨ブラシから
成る研磨手段（４）の間を、移送手段（５）により単結晶シリコンブロック（Ｗ）を２ｍ
ｍ／秒の低速度で通過させて４角部（Ｃ）の研磨加工を終了させた。
その後、該単結晶シリコンブロック（Ｗ）の２対の平面部（Ｆ）の研磨加工を前記実施例
１と同様に、研磨手段（４）の間を移送手段（５）により２０ｍｍ／秒の移送速度で通過
させて２対の平面部（Ｆ）の研磨加工を終了し全ての加工を終了した。
【０１０６】
前記研磨加工において、粗研磨加工を終了した時点の平面部（Ｆ）が互いに対向する２対
の平面部（Ｆ）の間隔を前記と同様に合計１８箇所を計測した結果は１２４．８～１２５
．６ｍｍ（平均：１２５．３ｍｍ）、研磨加工量は６９～７５μｍ（平均：７３μｍ）、
表面粗さはＲｙ２．８～３．８μｍ（平均：３．３μｍ）であった。　また、精研磨加工
を終了した時点の平面部が互いに対向する２対の平面部（Ｆ）の間隔を合計１８箇所計測
した結果は１２４．７～１２５．５ｍｍ（平均：１２５．２ｍｍ）、研磨加工量は１７～
２５μｍ（平均：２０μｍ）、表面粗さはＲｙ０．８～１．０μｍ（平均：０．９μｍ）
であった。
【０１０７】
以上説明した実施例２の単結晶シリコンブロック（Ｗ）の研削加工と、粗研磨加工および
精研磨加工を終了した後の断面外形寸法と表面粗さをまとめると、次の表６に示す結果と
なった。
【０１０８】
【表６】

【０１０９】
　また、前記研削加工と研磨加工を全て終了した単結晶シリコンブロック（Ｗ）をワイヤ
ソーでスライス加工してシリコンウエハにし、該シリコンウエハの割れ・欠け等による不
良品の発生率を調べた結果、前記実施例１の多結晶シリコンブロック（Ｗ）と同様に、研
削加工後の粗研磨加工と精研磨加工によりその研磨加工量を合計１３５μｍにし、表面粗
さをＲｙ平均：０．９μｍにしたことにより、その発生率を１．０％に低減することがで
きた。
【０１１０】
本発明は、シリコンブロックの研削・研磨に関する発明について説明したが、シリコンブ
ロックに限定されるものではなく、例えばガラス・石材・セラミックス・フェライト等、
硬脆材料全般についても好適に用いることができるものである。
【符号の説明】
【０１１１】
　　　１　　把持手段
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　　　２　　計測手段
　　　３　　研削手段
　　　４　　研磨手段
　　　５　　移送手段
　　　６　　制御手段
　　１１　　基台
　　１２　　押圧具
　　１３　　クランプ軸
　　１４　　回転機構
　　１５　　基準ブロック
　　２１　　計測具Ａ
　　２２　　計測具Ｂ
　　３１　　回転盤Ａ
　　３２　　砥粒部
　　３３　　回転軸Ａ　　
　　４１　　回転盤Ｂ
　　４２　　ブラシ毛材
　　４３　　回転軸Ｂ　　
　　　Ｗ　　シリコンブロック
　　　Ｆ　　シリコンブロックの平面部
　　  Ｃ　　シリコンブロックの角部

【図１】 【図２】
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