
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の光導波路を有する第１シリコンウエハを第２シリコンウエハ上に接着し、
　厚さｔ１の第１レジンダイヤモンドブレードを用いて、前記第１及び第２シリコンウエ
ハに第１のダイシングを施して第１の切断溝を形成し、
　前記ｔ１より大きな厚さｔ２の第２レジンダイヤモンドブレードを用いての前記第１の
切断溝に沿った前記第１及び第２シリコンウエハについての第２のダイシングを、前記第
１の切断溝より浅い 第２の切断溝が形成されるまで
制御して行
　
　ことを特徴とするシリコン系光導波路の製造方法。
【請求項２】
　前記第２レジンダイヤモンドブレードは、平均粒径が０．１～５．０μｍでその純度が
３５～９５重量％の酸化セリウム砥粒をさらに含んでいる請求項１記載のシリコン系光導
波路の製造方法。
【請求項３】
　前記ダイヤモンド砥粒及び酸化セリウム砥粒の含有率は第２ブレード全体の２０～４０
体積％であり、
　前記酸化セリウム砥粒の含有率は砥粒全体の３５～７０体積％である請求項 記載のシ
リコン系光導波路の製造方法。
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が、前記第２シリコンウエハに達する
い、

前記第２シリコンウエハを前記第１シリコンウエハから分離する、

２



【請求項４】
　前記第１及び第２レジンダイヤモンドブレードの回転速度は１０，０００～３０，００
０ｒｐｍであり、１回あたりの切削深さは０．０２～１．５ｍｍである請求項 記載のシ
リコン系光導波路の製造方法。
【請求項５】
　前記シリコンウエハの送り速度は光導波路部分で０．１～１．５ｍｍ／秒、シリコン基
板部分で０．１～５．０ｍｍ／秒である請求項 記載のシリコン系光導波路の製造方法。
【請求項６】
　レジンダイヤモンドブレードであって、
　粒径２μｍ以下のダイヤモンド砥粒と、
　平均粒径が０．１～５．０μｍでその純度が３５～９５重量％の酸化セリウム砥粒と、
　前記ダイヤモンド砥粒及び前記酸化セリウム砥粒を結合する結合樹脂とを具備し、
　前記ダイヤモンド砥粒及び酸化セリウム砥粒の含有率はブレード全体の２０～４０体積
％であり、
　前記酸化セリウム砥粒の含有率は砥粒全体の３５～７０体積％であることを特徴とする
レジンダイヤモンドブレード。
【請求項７】
　前記酸化セリウム砥粒は平均粒径が約３μｍでその純度が約６０重量％である請求項
記載のレジンダイヤモンドブレード。
【請求項８】
　

　

　
　
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、レジンダイヤモンドブレード及び該ブレードを使用したシリコン系光導波路の
製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
光導波路を用いた光デバイスは光通信の発展とともに必要性が増し、光分岐結合器、光合
分波器、光変調器、光スイッチ、光波長変換器等の光部品の開発が重要となってきている
。
【０００３】
光導波路としては、ＬｉＮｂＯ 3単結晶基板にＴｉを拡散して作製された光導波路や、Ｓ
ｉ基板上にＳｉＯ 2を堆積した光導波路、ポリマー光導波路等が良く知られている。
【０００４】
光導波路の光入射用端面及び光出射用端面は、導波路を伝搬する光波と導波路外部を伝搬
する光波とが光結合する部分に当るため、その仕上り状態は光導波路デバイス全体の光損
失に重大な影響を与える。
【０００５】
従来、この導波路端面は研磨、へき開、切断といった手法で形成されている。研磨による
端面形成は仕上り面の面粗さ、チッピング発生率の両面で優れており、ＬｉＮｂＯ 3導波
路やＳｉ基板上にＳｉＯ 2を堆積した所謂シリコン系光導波路に適用されているが、研磨
に非常に時間がかかり、スループットの低下や加工コストの上昇を招くという問題点があ
る。
【０００６】
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２

４

６

第１の厚さを有する第１ブレードを用いて、下板上に配置された、複数の光導波路を有
するシリコンウエハに第１のダイシングを施して該下板に達する第１の溝を形成し、

該第１の厚さより厚い第２ブレードを用いて、前記第１の溝に沿って前記シリコンウエ
ハに第２のダイシングを施して該下板に達する第２の溝を形成し、

該下板と該シリコンウエハを分離する、
ことを特徴とする光導波路の製造方法。



また、へき開による端面形成は、ＧａＡｓなどの半導体光導波路に適用されており、結晶
格子レベルで平滑な端面を速やかに得られる利点があるが、結晶の異方性を利用した端面
形成方法であるため、へき開性の非常に高い材料のへき開性の強い方位にしか適用するこ
とができず、へき開性の低い材料には適用できないという問題点がある。
【０００７】
これに対し、ダイヤモンドブレード等により研削切断を行なう端面形成は、ヘへき開性の
低い材料に対しても適用できるだけでなく、研磨に比べ早く端面を形成することができ、
スループット及び加工コストの面で優れている。このため、種々の光導波路の端面形成方
法としてこの研削切断方法が検討されている。
【０００８】
特開平８－６８９１３号公報では、シリコン系光導波路の切り出しにレジンボンドのダイ
ヤモンドブレードを用い、シリコンウエハのダイシングと導波路端面の研磨とを同時に実
施する技術を開示している。
【０００９】
この公開公報に記載された方法によれば、光導波路を有するシリコンウエハを接着構造物
上に実装し、そして、高速（１８，０００ｒｐｍ～３５，０００ｒｐｍ）で回転されるレ
ジンダイヤモンドブレードを用いて、シリコンウエハを適当な送り速度で送りながら、シ
リコンウエハのダイシングと導波路端面の研磨を同時に行なう。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
上記公開公報に記載された光導波路の製造方法について本発明者が追試を行なったところ
、光導波路端面の平滑度が充分でなく、再度の研磨工程なしでは実用に供し得ないことが
判明した。
【００１１】
光導波路デバイス全体の光損失を十分抑制するためには、使用する波長をλとすると、導
波路端面にλ／４以下の表面粗さが必要であるが、上記公開公報に記載された方法を試み
たところこのような平滑面を得ることができなかった。
【００１２】
よって、本発明の目的は、良好な光導波路端面を形成することのできるシリコン系光導波
路の製造方法を提供することである。
【００１３】
本発明の他の目的は、シリコンウエハのダイシングと同時に光導波路端面の研磨を行なう
ことのできるレジンダイヤモンドブレードを提供することである。
【００１８】

　本発明の によると、複数の光導波路を有する第１シリコンウエハを第２シリコン
ウエハ上に接着し、厚さｔ１の第１レジンダイヤモンドブレードを用いて、前記第１及び
第２シリコンウエハに第１のダイシングを施して第１の切断溝を形成し、前記ｔ１より大
きな厚さｔ２の第２レジンダイヤモンドブレードを用いての前記第１の切断溝に沿った前
記第１及び第２シリコンウエハについての第２のダイシングを、前記第１の切断溝より浅
い 第２の切断溝が形成されるまで制御して行 、

ことを特徴とするシリコ
ン系光導波路の製造方法が提供される。
【００１９】
　好ましくは、第２レジンダイヤモンドブレードは、平均粒径が０．１～５．０μｍでそ
の純度が３５～９５重量％の酸化セリウム砥粒を更に含んでいる。
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【課題を解決するための手段】
一側面

が、前記第２シリコンウエハに達する い 前
記第２シリコンウエハを前記第１シリコンウエハから分離する、

好ましくは、ダイヤモンド砥粒及び酸化セリウム砥粒の含有率は第２ブレード全体の２
０～４０体積％であり、酸化セリウム砥粒の含有率は砥粒全体の３５～７０体積％である
。

更に好ましくは、第１及び第２レジンダイヤモンドブレードの回転速度は１５，０００



【００２０】
本発明の更に他の側面によると、レジンダイヤモンドブレードであって、粒径２μｍ以下
のダイヤモンド砥粒と、平均粒径が０．１～５．０μｍでその純度が３５～９５重量％の
酸化セリウム砥粒と、前記ダイヤモンド砥粒及び前記酸化セリウム砥粒を結合する結合樹
脂とを具備し、前記ダイヤモンド砥粒及び酸化セリウム砥粒の含有率はブレード全体の２
０～４０体積％であり、前記酸化セリウム砥粒の含有率は砥粒全体の３５～７０体積％で
あることを特徴とするレジンダイヤモンドブレードが提供される。
【００２１】
好ましくは、酸化セリウム砥粒は平均粒径が約３μｍでその純度が約６０重量％である。
更に好ましくは、ダイヤモンド砥粒及び酸化セリウム砥粒の含有率はブレード全体の約２
５体積％であり、酸化セリウム砥粒の含有率は砥粒全体の約５０体積％である。
【００２２】
【発明の実施の形態】
図１を参照すると、本発明の光導波路の製造方法に使用可能なダイシング装置の概略構成
図が示されている。レジンダイヤモンドブレード２がダイシング装置のスピンドル４に装
着されており、スピンドル４の回転に応じて矢印Ｒ方向に約１０，０００ｒｐｍ～３０，
０００ｒｐｍの回転速度で回転する。本実施形態では、約１５，０００ｒｐｍの回転速度
でレジンダイヤモンドブレード２が回転する。
【００２３】
符号６は内部に形成された複数の光導波路を有するシリコンウエハである。レジンダイヤ
モンドブレード２によるシリコンウエハ６のダイシング中には、前面ノズル８及び一対の
側面ノズル１０，１２からブレード２に向かって切削水１４が吹きかけられる。
【００２４】
この切削水１４としては純水が望ましいが通常の水でも良い。切削水をレジンダイヤモン
ドブレード２に吹きかけることにより、シリコンウエハ６のダイシングにより生じた切屑
を切削水で洗い流すとともにレジンダイヤモンドブレード２の目詰まりを防止する。
【００２５】
レジンダイヤモンドブレード２はスピンドル４に着脱可能であり、用途に応じて粒度＃１
０００（粒径８～２０μｍ）のダイヤモンド砥粒を有するブレード、又は粒度＃６０００
（粒径２μｍ以下）のダイヤモンド砥粒を有するブレード等を使い分ける。
【００２６】
図２はダブルカット・ダイシング装置の概略構成図を示している。このダブルカット・ダ
イシング装置は、第１のレジンダイヤモンドブレード２が装着された第１ダイシングユニ
ット１８と、第２レジンダイヤモンドブレード２２が装着された第２ダイシングユニット
２６を備えている。２４は第２ダイシングユニット２６のスピンドルである。
【００２７】
第１レジンダイヤモンドブレード２は第１段階のダイシング用であり、第２レジンダイヤ
モンドブレード２２は第２段階のダイシング用である。第１レジンダイヤモンドブレード
２のダイヤモンド砥粒の粒度は比較的粗く、第２レジンダイヤモンドブレード２２のダイ
ヤモンド砥粒の粒度は細かくなっている。
【００２８】
ダイシングすべきシリコンウエハ６は、例えば真空吸着によりテーブル１６にセットされ
る。テーブル１６は互いに直交するＸ方向及びＹ方向に移動可能である。第１及び第２レ
ジンダイヤモンドブレード２，２２は高さ方向（Ｚ方向）に移動可能である。
【００２９】
図３はシリコン系光導波路ワーク（光導波路を有するシリコンウエハ）６のダイシング方
法の説明図である。図４に示すようにシリコン系光導波路ワーク６はワックスによりダイ
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～３０，０００ｒｐｍであり、１回当たりの切削深さは０．０２～１．５ｍｍである。ま
た、シリコンウエハの送り速度は光導波路部分で０．１～１．５ｍｍ／秒、シリコン基板
部分で０．１～５．０ｍｍ／秒である。



シング用の下板シリコンウエハ３８に接着され、さらにシリコンウエハ３８は装置吸着用
ガラス板４０にワックスで接着される。
【００３０】
再び図３を参照すると、シリコンウエハ６には複数の光導波路２８が形成されている。シ
リコンウエハ６は例えば６インチウエハである。光導波路２８は例えば５～１０ｍｍの幅
を有しており、これらの光導波路２８を光導波路に直交する縦方向に３本の切断ライン３
０に沿って切断し、横方向に５～１５本の切断ライン３２に沿って切断する。
【００３１】
再び図４を参照すると、シリコンウエハ６は１．０４ｍｍの厚さを有しており、Ｓｉ基板
３４上にＳｉＯ 2からなる光導波路２８が形成されている。光導波路２８の厚さは０．０
４ｍｍである。ダイシング用下板シリコンウエハ３８は１．００ｍｍの厚さを有しており
、ガラス板４０は５．００ｍｍの厚さを有している。
【００３２】
符号４２はダイシング終了部を示しており、本発明のダイシング方法によると、光導波路
２８を有するシリコンウエハ６は全部切断し、下板シリコンウエハ３８は途中まで切断す
る。
【００３３】
以下、図５（Ａ）及び図５（Ｂ）を参照して、本発明のレジンダイヤモンドブレード及び
該ブレードを使用したシリコン系光導波路の製造方法について詳細に説明する。
【００３４】
図５（Ａ）に示す第１レジンダイヤモンドブレード２は公知のブレードであり、例えば粒
度＃１０００（粒径８～２０μｍ）のダイヤモンド砥粒をフェノール樹脂で結合して構成
されている。第１レジンダイヤモンドブレード２は７６．２ｍｍの外径と２００μｍの厚
さを有している。この第１レジンダイヤモンドブレード２は第１段階のダイシングに使用
される。
【００３５】
図５（Ｂ）に示す第２レジンダイヤモンドブレード２２は新規なブレードであり、以下の
ように構成されている。第２レジンダイヤモンドブレード２２は７６．２ｍｍの外径と、
例えば２２０μｍの厚さを有している。
【００３６】
本発明の光導波路の製造方法を実施するにあたり、第１レジンダイヤモンドブレード２の
厚さｔ１と第２レジンダイヤモンドブレード２２の厚さｔ２の関係は特に重要であり、後
で詳細に説明することにする。
【００３７】
第２レジンダイヤモンドブレード２２はダイヤモンド砥粒及び酸化セリウム砥粒がレジン
ボンドとしての結合樹脂に付着した構造をしている。結合樹脂としては熱硬化性フェノー
ル樹脂（例えば住友デュレズ社製、固形分７０％）、ポリイミド樹脂等を採用可能である
。
【００３８】
ダイヤモンド砥粒は粒径２μｍ以下、即ち粒度＃６０００より細かいダイヤモンド砥粒が
望ましい。ダイヤモンド砥粒の粒径が２μｍより大きい場合には、充分な研磨性能を発揮
することができず望ましくない。
【００３９】
即ち、粒径２μｍより大きなダイヤモンド砥粒を使用する場合には、λ／４以下の光導波
路端面の表面粗さを達成することができない。ここで、λは光導波路を伝搬する光の波長
である。
【００４０】
酸化セリウム砥粒は平均粒径が０．１～５．０μｍでその純度が３５～９５重量％の酸化
セリウム砥粒が望ましい。酸化セリウム砥粒の平均粒径が０．１μｍ未満である場合には
、研磨レートが小さくなりすぎる。逆に、平均粒径が５．０μｍを越えると、粗粒による
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スクラッチ発生が見られ、表面粗さが粗くなる。
【００４１】
酸化セリウムについては、種々の純度の製品があるが、砥粒中の酸化セリウム含有量が３
５重量％未満のものは、不純物が多いために酸化セリウムの研磨性能が充分活かされず、
研磨レートが小さくなりすぎる。
【００４２】
また、砥粒中の酸化セリウム含有量が９５重量％を越えた場合にも研磨レートが小さくな
り、且つ精製のためのコストが加わり、砥粒単価が上昇し、その結果研磨コストが高くな
る。
【００４３】
本実施形態では、酸化セリウム砥粒は平均粒径が約３μｍでその純度が約６０重量％であ
るものを使用した。
【００４４】
ダイヤモンド砥粒及び酸化セリウム砥粒の含有率はブレード全体の２０～４０体積％であ
るのが好ましい。本実施形態では、ダイヤモンド砥粒及び酸化セリウム砥粒の含有率はブ
レード全体の約２５体積％であるように設定した。
【００４５】
さらに、酸化セリウム砥粒の含有率は砥粒全体の３５～７０体積％であるのが好ましい。
本実施形態では、ダイヤモンド砥粒と酸化セリウム砥粒の比率を約１対１に設定した。
【００４６】
第２レジンダイヤモンドブレード２２の製造方法の概略は以下の通りである。体積％で同
量のダイヤモンド砥粒及び酸化セリウム砥粒と、フェルール樹脂粉末（住友デュレズ社製
、固形分７０％）と、その他の添加剤（微量のＣｕ，Ｎｉ，Ａｌ）を混合撹拌して、所定
の金型に投入し、プレス成型して固化させる。さらに固化したものを、約１５０℃で３時
間熱処理することにより硬化させる。
【００４７】
以下、第１レジンダイヤモンドブレード２及び第２レジンダイヤモンドブレード２２を使
用した本発明の２段階ダイシング方法について詳細に説明する。
【００４８】
まず、図５（Ａ）に示すように、厚さ２００μｍの第１レジンダイヤモンドブレード２を
使用してシリコンウエハ６の第１段階のダイシングを行なう。第１レジンダイヤモンドブ
レード２の回転速度は１０，０００～３０，０００ｒｐｍであり、本実施形態では１５，
０００ｒｐｍで実施した。さらに、１回あたりの切削深さは０．０２～１．５ｍｍであり
、本実施形態では切削深さ０．０５ｍｍを採用した。
【００４９】
ダイシング時には、シリコンウエハ６をＸ方向又はＹ方向に送りながらダイシングするが
、シリコンウエハの送り速度は光導波路部分２８で、０．１～１．５ｍｍ／秒、シリコン
基板部分３４で０．１～５．０ｍｍ／秒であるのが好ましい。
【００５０】
本実施形態では、光導波路部分２８で０．２ｍｍ／秒、シリコン基板部分３４及び下板シ
リコンウエハ３８部分で２．０ｍｍ／秒の送り速度を採用した。
【００５１】
図５（Ａ）の断面図に示されるように、Ｓｉ基板３４上にはＣＶＤ法で主成分がＳｉＯ 2

からなる光導波路２８が形成されている。光導波路２８はアンダークラッド４４、コア４
６及びオーバークラッド４８を含んでいる。クラッド４４，４８中にはＢ，Ｐがドーピン
グされており、コア４６中にはＧｅ，Ｐがドーピングされている。
【００５２】
図５（Ａ）に示す第１段階のダイシングでは、光導波路２８の表面から１．４ｍｍの深さ
までダイシングを行なう。これにより、厚さ１．０４ｍｍのシリコンウエハ６が完全に切
断され、下板用シリコンウエハ３８の途中まで切断される。第１レジンダイヤモンドブレ
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ード２のダイヤモンド砥粒の粒度は＃１０００（粒径８～２０μｍ）である。
【００５３】
第１段階のダイシングが終了すると、図５（Ｂ）に示す第２レジンダイヤモンドブレード
２２を使用して、第１段階のダイシングで形成した切断溝５０に沿って第２段階のダイシ
ングを実施する。
【００５４】
第２レジンダイヤモンドブレード２２は２２０μｍの厚さを有している。第２レジンダイ
ヤモンドブレード２２の回転速度は１０，０００～３０，０００ｒｐｍであり、本実施形
態では１５，０００ｒｐｍを採用した。
【００５５】
１回あたりの切削深さは０．０２～１．５ｍｍであり、本実施形態では０．０５ｍｍの切
削深さを採用した。さらに、シリコンウエハの送り速度は光導波路部分２８で０．１～１
．５ｍｍ／秒、シリコン基板部分３４，３８で０．１～５．０ｍｍ／秒が好ましい。本実
施形態では、光導波路部分２８で０．２ｍｍ／秒、シリコン基板部分３４，３８で２．０
ｍｍ／秒の送り速度を採用した。
【００５６】
第１段階のダイシング及び第２段階のダイシングとも、前面ノズル８及び側面ノズル１０
，１２から１分間あたり１リットルの切削水をブレードに吹きかけながらダイシングを行
なった。この切削水により、シリコンウエハの切屑を洗い流すとともにレジンダイヤモン
ドブレード２，２２の目詰まりが防止される。
【００５７】
図５（Ｂ）に示すように、第２段階のダイシングでは光導波路２８の表面から１．２ｍｍ
の深さまでダイシングを実施した。このように第１段階のダイシング深さより浅い位置で
第２段階のダイシングを停止することにより、第２段階のダイシングによるシリコンウエ
ハ６，３８の切断紛を切削水で充分に洗い流すことができる。
【００５８】
上述した２段階のダイシングにより、光導波路２８の端面を充分な平滑度、即ちλ／４以
下の面粗さに仕上げることができる。特に、第２レジンダイヤモンドブレード２２に所定
量の酸化セリウム砥粒が混入されているため、光導波路２８の端面の平滑度が向上すると
考えられる。これには酸化セリウム砥粒の化学的なエッチングが寄与していると考えられ
る。
【００５９】
ダイシングの終了したシリコンウエハ６はワックスを溶かして下板用シリコンウエハ３８
から切り離される。これにより光導波路端面が充分な平滑度を有する複数個の光導波路デ
バイスを製造できる。
【００６０】
最後に、光導波路端面の充分な平滑度を得るための、第１レジンダイヤモンドブレード２
の厚さと第２レジンダイヤモンドブレード２２の厚さの関係について実験を行なった結果
を表１に示す。
【００６１】
【表１】
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【００６２】
表１の結果から、第１レジンダイヤモンドブレード２の厚さをｔ１、第２レジンダイヤモ
ンドブレード２２の厚さをｔ２とすると、光導波路端面を充分な平滑度に仕上げるために
は、ｔ１＋０．０１ｍｍ≦ｔ２≦ｔ１＋０．０５ｍｍの関係が必要であることが分かる。
【００６３】
本発明は以下の付記を含むものである。
【００６４】
（付記１）　厚さｔ１の第１レジンダイヤモンドブレードを用いて、複数の光導波路を有
するシリコンウエハに第１のダイシングを施して切断溝を形成し、
前記ｔ１より大きな厚さｔ２の第２レジンダイヤモンドブレードを用いて、前記切断溝に
沿って前記シリコンウエハに第２のダイシングを施して光導波路端面を研磨する、
各ステップを具備し、
前記第２レジンダイヤモンドブレードは粒径２μｍ以下のダイヤモンド砥粒を含んでおり
、
ｔ１＋０．０１ｍｍ≦ｔ２≦ｔ１＋０．０５ｍｍであることを特徴とするシリコン系光導
波路の製造方法。
【００６５】
（付記２）　前記第２レジンダイヤモンドブレードは、平均粒径が０．１～５．０μｍで
その純度が３５～９５重量％の酸化セリウム砥粒をさらに含んでいる付記１記載のシリコ
ン系光導波路の製造方法。
【００６６】
（付記３）　前記ダイヤモンド砥粒及び酸化セリウム砥粒の含有率は第２ブレード全体の
２０～４０体積％であり、
前記酸化セリウム砥粒の含有率は砥粒全体の３５～７０体積％である付記２記載のシリコ
ン系光導波路の製造方法。
【００６７】
（付記４）　前記第１及び第２レジンダイヤモンドブレードの回転速度は１０，０００～
３０，０００ｒｐｍであり、１回あたりの切削深さは０．０２～１．５ｍｍである付記２
記載のシリコン系光導波路の製造方法。
【００６８】
（付記５）　前記シリコンウエハの送り速度は光導波路部分で０．１～１．５ｍｍ／秒、
シリコン基板部分で０．１～５．０ｍｍ／秒である付記４記載のシリコン系光導波路の製
造方法。
【００６９】
（付記６）　複数の光導波路を有する第１シリコンウエハを第２シリコンウエハ上に接着
し、
厚さｔ１の第１レジンダイヤモンドブレードを用いて、前記第１及び第２シリコンウエハ
に第１のダイシングを施して第１の切断溝を形成し、
前記ｔ１より大きな厚さｔ２の第２レジンダイヤモンドブレードを用いての前記第１の切
断溝に沿った前記第１及び第２シリコンウエハについての第２のダイシングを、前記第１
の切断溝より浅い第２の切断溝が形成されるまで制御して行なう、
各ステップを具備し、
前記第２レジンダイヤモンドブレードは粒径２μｍ以下のダイヤモンド砥粒を含んでいる
ことを特徴とするシリコン系光導波路の製造方法。
【００７０】
（付記７）　前記第２レジンダイヤモンドブレードは、平均粒径が０．１～５．０μｍで
その純度が３５～９５重量％の酸化セリウム砥粒をさらに含んでいる付記６記載のシリコ
ン系光導波路の製造方法。
【００７１】
（付記８）　前記ダイヤモンド砥粒及び酸化セリウム砥粒の含有率は第２ブレード全体の
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２０～４０体積％であり、
前記酸化セリウム砥粒の含有率は砥粒全体の３５～７０体積％である付記６記載のシリコ
ン系光導波路の製造方法。
【００７２】
（付記９）　レジンダイヤモンドブレードであって、
粒径２μｍ以下のダイヤモンド砥粒と、
平均粒径が０．１～５．０μｍでその純度が３５～９５重量％の酸化セリウム砥粒と、
前記ダイヤモンド砥粒及び前記酸化セリウム砥粒を結合する結合樹脂とを具備し、
前記ダイヤモンド砥粒及び酸化セリウム砥粒の含有率はブレード全体の２０～４０体積％
であり、
前記酸化セリウム砥粒の含有率は砥粒全体の３５～７０体積％であることを特徴とするレ
ジンダイヤモンドブレード。
【００７３】
（付記１０）　前記酸化セリウム砥粒は平均粒径が約３μｍでその純度が約６０重量％で
ある付記９記載のレジンダイヤモンドブレード。
【００７４】
（付記１１）　前記ダイヤモンド砥粒及び酸化セリウム砥粒の含有率はブレード全体の約
２５体積％であり、
前記酸化セリウム砥粒の含有率は砥粒全体の約５０体積％である付記９記載のレジンダイ
ヤモンドブレード。
【００７５】
【発明の効果】
本発明のシリコン系光導波路の製造方法によれば、２段階ダイシングのみの簡単な方法で
、光導波路端面を充分な平滑面（λ／４以下の表面粗さ）に仕上げることができる。その
結果、従来方法による端面の研磨に要した時間が大幅に短縮され、製造ラインにおけるス
ループットを最大限に上昇させることができる。
【００７６】
本発明のレジンダイヤモンドブレードによれば、ウエハのダイシングと同時に切断端面の
研磨を行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の光導波路の製造方法に使用可能なダイシング装置の概略構成図である。
【図２】ダブルカット・ダイシング装置の概略構成図である。
【図３】シリコン系光導波路ワークのダイシング方法説明図である。
【図４】シリコン系光導波路ワークの正面図である。
【図５】図５（Ａ）は第１段階のダイシングを説明する断面図、図５（Ｂ）は第２段階の
ダイシングを説明する断面図である。
【符号の説明】
２　第１レジンダイヤモンドブレード
６　シリコンウエハ
８　前面ノズル
１０，１２　側面ノズル
１４　切削水
２２　第２レジンダイヤモンドブレード
２８　光導波路
３０　縦方向切断線
３２　横方向切断線
３４　Ｓｉ基板
３８　下板用シリコンウエハ
４０　ガラス板
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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