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(57)【要約】
【課題】研磨後の基板表面のスクラッチ及びナノ突起欠陥の低減を実現できるＮｉ－Ｐメ
ッキされたアルミニウム合金基板用研磨液組成物の提供。
【解決手段】Ｎｉ－Ｐメッキされたアルミニウム合金基板用研磨液組成物であって、前記
研磨液組成物は、研磨材、酸、酸化剤、複素環芳香族化合物、脂肪族アミン化合物又は脂
環式アミン化合物、及び水を含有し、前記複素環芳香族化合物は、複素環内に窒素原子を
２個以上含み、前記脂肪族アミン化合物又は脂環式アミン化合物は分子内に窒素原子を２
～４個含む。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
研磨材、酸、酸化剤、複素環芳香族化合物、脂肪族アミン化合物又は脂環式アミン化合物
、及び水を含有し、前記複素環芳香族化合物は複素環内に窒素原子を２個以上含み、前記
脂肪族アミン化合物又は脂環式アミン化合物は分子内に窒素原子を２～４個含む、Ｎｉ－
Ｐメッキされたアルミニウム合金基板用の研磨液組成物。
【請求項２】
前記複素環芳香族化合物が、ピリミジン、ピラジン、ピリダジン、１，２，３－トリアジ
ン、１，２，４－トリアジン、１，２，５－トリアジン、１，３，５－トリアジン、１，
２，４－オキサジアゾール、１，２，５－オキサジアゾール、１，３，４－オキサジアゾ
ール、１，２，５－チアジアゾール、１，３，４－チアジアゾール、３-アミノピラゾー
ル、４－アミノピラゾール、３，５－ジメチルピラゾール、ピラゾール、２－アミノイミ
ダゾール、４－アミノイミダゾール、５－アミノイミダゾール、２－メチルイミダゾール
、２－エチルイミダゾール、イミダゾール、ベンゾイミダゾール、１，２，３－トリアゾ
ール、４－アミノー１，２，３－トリアゾール、５－アミノー１，２，３－トリアゾール
、１，２，４－トリアゾール、３－アミノー１，２，４－トリアゾール、５－アミノー１
，２，４－トリアゾール、３－メルカプト－１，２，４－トリアゾール、１Ｈ－テトラゾ
ール、５－アミノテトラゾール、１Ｈ－ベンゾトリアゾール、１Ｈ－トリルトリアゾール
、２－アミノベンゾトリアゾール、３－アミノベンゾトリアゾール及びこられのアルキル
置換体からなる群から選択される、請求項１記載のＮｉ－Ｐメッキされたアルミニウム合
金基板用研磨液組成物。
【請求項３】
前記脂肪族アミン化合物が、エチレンジアミン、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチルエチ
レンジアミン、１，２-ジアミノプロパン、１，３－ジアミノプロパン、１，４－ジアミ
ノブタン、ヘキサメチレンジアミン、３－（ジエチルアミノ）プロピルアミン、３－（ジ
ブチルアミノ）プロピルアミン、３－（メチルアミノ）プロピルアミン、３－（ジメチル
アミノ）プロピルアミン、Ｎ－アミノエチルエタノールアミン、Ｎ－アミノエチルイソプ
ロパノールアミン、Ｎ－アミノエチル－Ｎ－メチルエタノールアミン、エチレントリアミ
ン、及びトリエチレンテトラミンからなる群から選択され、前記脂環式アミン化合物が、
ピペラジン、２－メチルピペラジン、２、５－ジメチルピペラジン、１－アミノ－４－メ
チルピペラジン、Ｎ－メチルピペラジン、１－（２－アミノエチル）ピペラジン、及びヒ
ドロキシエチルピペラジンからなる群から選択される、請求項１又は２記載のＮｉ－Ｐメ
ッキされたアルミニウム合金基板用研磨液組成物。
【請求項４】
さらに、スルホン酸基及びカルボン酸基の少なくとも一方を有するアニオン性高分子を含
有する、請求項１から３のいずれかに記載のＮｉ－Ｐメッキされたアルミニウム合金基板
用研磨液組成物。
【請求項５】
請求項１から４のいずれかに記載のＮｉ－Ｐメッキされたアルミニウム合金基板用研磨液
組成物を用いてＮｉ－Ｐメッキされたアルミニウム合金基板を研磨する工程を有する、磁
気ディスク基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｎｉ－Ｐメッキされたアルミニウム合金基板用研磨液組成物、及びこれを用
いた磁気ディスク基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、磁気ディスクドライブは小型化・大容量化が進み、高記録密度化が求められてい
る。高記録密度化するために、単位記録面積を縮小し、弱くなった磁気信号の検出感度を
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向上するため、磁気ヘッドの浮上高さをより低くするための技術開発が進められている。
磁気ディスク基板には、磁気ヘッドの低浮上化と記録面積の確保に対応するため、平滑性
及び平坦性の向上（表面粗さ、うねり、端面ダレの低減）と欠陥低減（スクラッチ、突起
、ピット等の低減）に対する要求が厳しくなっている。このような要求に対し、スクラッ
チの低減が可能な研磨液組成物として、ベンゾトリアゾール（ＢＴＡ）のようなアゾール
類を含有する研磨液組成物が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　一方、磁気ディスク基板の研磨とは要求特性が異なる半導体デバイスのＣＭＰ加工プロ
セスにおいては、銅膜、タンタル化合物のバリア層、及びＳｉＯ2の絶縁層を研磨除去す
るための研磨用組成物が開示されている。具体的には、ディッシングやエロージョンを改
善できる研磨用組成物であって、コロイダルシリカ、シュウ酸、エチレンジアミン、ベン
ゾトリアゾールを含む研磨液組成物が開示されている（特許文献２及び３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－９２０６４号公報
【特許文献２】特開２００１－０８９７４７号公報
【特許文献３】特開２００４－３１１４８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　磁気ディスクドライブのさらなる大容量化を実現するためには、従来の研磨液組成物に
よるスクラッチの低減だけでは不十分であり、研磨後の基板表面のスクラッチに加えて、
研磨後の基板表面のナノ突起欠陥をよりいっそう低減する必要がある。
【０００６】
　また、大容量化に伴い、磁気ディスクにおける記録方式が水平磁気記録方式から垂直磁
気記録方式へと移行した。垂直磁気記録方式の磁気ディスクの製造工程では、水平磁気記
録方式で磁化方向を揃えるために必要であったテクスチャ工程が不要となり、研磨後の基
板表面に直接磁性層が形成されるため、基板表面品質に対する要求特性はさらに厳しくな
っている。従来の研磨液組成物では、垂直磁気記録方式の基板表面に求められるナノ突起
欠陥及びスクラッチの少なさを十分に満足することができない。
【０００７】
　そこで、本発明は、研磨後の基板表面のスクラッチ及びナノ突起欠陥の低減を実現でき
る磁気ディスク基板用研磨液組成物、及びこれを用いた磁気ディスク基板の製造方法を提
供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、研磨材、酸、酸化剤、複素環芳香族化合物、脂肪族アミン化合物又は脂環式
アミン化合物、及び水を含有し、前記複素環芳香族化合物は複素環内に窒素原子を２個以
上含み、前記脂肪族アミン化合物又は脂環式アミン化合物は分子内に窒素原子を２～４個
含む、Ｎｉ－Ｐメッキされたアルミニウム合金基板用の研磨液組成物に関する。
【０００９】
　また、本発明の磁気ディスク基板の製造方法は、本発明の研磨液組成物を用いてＮｉ－
Ｐメッキされたアルミニウム合金基板を研磨する工程を有する、磁気ディスク基板の製造
方法に関する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の研磨液組成物によれば、研磨後のＮｉ－Ｐメッキされたアルミニウム合金基板
表面において、スクラッチに加えてナノ突起欠陥が低減された磁気ディスク基板、特に垂
直磁気記録方式の磁気ディスク基板を製造できるという効果が奏されうる。
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【発明を実施するための形態】
【００１１】
　[ナノ突起欠陥]
　本発明において「ナノ突起欠陥」とは、磁気ディスク基板の製造工程における研磨後の
基板表面の欠陥であって、光学的に検出され得る１０ｎｍ未満程度の大きさの凸欠陥をい
う。磁気ディスクの高密度化・大容量化のためには、磁気ヘッドと磁気ディスクとの間隔
は１０ｎｍ未満となる必要があるため、ナノ突起の残存は磁気ヘッドの消耗及び磁気ディ
スクドライブの記録密度の低下や不安定をもたらし得る。研磨後の基板表面においてナノ
突起欠陥が低減されれば、磁気ヘッドの浮上量が低減でき、磁気ディスク基板の記録密度
向上が可能となる。
【００１２】
　［スクラッチ］
　本発明において「スクラッチ」とは、深さが１ｎｍ以上、幅が１００ｎｍ以上、長さが
１０００ｎｍ以上の基板表面の微細な傷で、光学式欠陥検出装置であるＫＬＡ　Ｔｅｎｃ
ｏｒ社製のＣａｎｄｅｌａ６１００シリーズや日立ハイテクノロジ－社製のＮＳ１５００
シリーズで検出可能であり、スクラッチ数として定量評価できる。さらに、検出したスク
ラッチは原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）、透過型電子顕微鏡（
ＴＥＭ）で大きさや形状を解析することができる。
【００１３】
　［Ｎｉ－Ｐメッキされたアルミニウム合金基板］
　本明細書において「Ｎｉ－Ｐメッキされたアルミニウム合金基板」とは、磁気ディスク
基板用アルミニウム合金板材の表面を研削後、無電解Ｎｉ－Ｐメッキ処理したものをいう
。Ｎｉ－Ｐメッキされたアルミニウム合金基板の表面を研磨し、さらに、スパッタ等でそ
の基板表面に磁性膜を形成することにより磁気ディスク基板を製造することができる。
【００１４】
　本発明は、Ｎｉ－Ｐメッキされたアルミニウム合金基板の表面を研磨する研磨液組成物
として、複素環内に窒素原子を２個以上含む複素環芳香族化合物と、分子内に窒素原子を
２～４個含む脂肪族アミン化合物又は脂環式アミン化合物との組合せを含む研磨液組成物
を使用すると、研磨後の基板表面において、スクラッチの低減のみならず、ナノ突起欠陥
をも低減でき、記録容量の大容量化の要請に応え得る磁気ディスク基板を製造できるとい
う知見に基づく。
【００１５】
　従来、ＢＴＡのようなアゾール類が研磨液組成物に添加される効果として、スクラッチ
の低減が知られていたが、該アゾール類と該脂肪族アミン化合物又は脂環式アミン化合物
との組合せにより、スクラッチ低減効果が促進され、さらに、ナノ突起欠陥が著しく低減
されることが見出された。なお、特許文献２及び３にはＢＴＡとエチレンジアミンとを含
む研磨液組成物が開示されているが、これらの研磨液組成物は、銅膜、タンタル化合物の
バリア層、ＳｉＯ2の絶縁層を有する半導体デバイスのＣＭＰ加工プロセスに用いるもの
であって、Ｎｉ－Ｐメッキされたアルミニウム合金基板の表面を研磨するための研磨液組
成物ではない。また、特許文献２及び３には、研磨液組成物はディッシングやエロージョ
ンの抑制効果を示すものであるが、ナノ突起欠陥の低減効果についての言及はない。
【００１６】
　すなわち、本発明は、一態様において、Ｎｉ－Ｐメッキされたアルミニウム合金基板用
の研磨液組成物であって、該研磨液組成物は、研磨材、酸、酸化剤、複素環芳香族化合物
、脂肪族アミン化合物又は脂環式アミン化合物、及び水を含有し、前記複素環芳香族化合
物は、複素環内に窒素原子を２個以上含み、前記脂肪族アミン化合物又は脂環式アミン化
合物は、分子内に窒素原子を２～４個含む研磨液組成物（以下、「本発明の研磨液組成物
」ともいう）に関する。
【００１７】
　本発明の研磨液組成物によれば、研磨後のＮｉ－Ｐメッキされたアルミニウム合金基板
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表面において、スクラッチに加えてナノ突起欠陥が低減された磁気ディスク基板、特に垂
直磁気記録方式の磁気ディスク基板を製造できるという効果が奏されうる。
【００１８】
　本発明の研磨液組成物がスクラッチのみならずナノ突起欠陥を低減できるメカニズムの
詳細は明らかでないが、以下のように考えられる。
【００１９】
　Ｎｉ－Ｐメッキ層には部分的にＮｉ微結晶の部分が存在しＢＴＡ等の複素環芳香族化合
物は、このＮｉ微結晶部分に吸着して保護膜を形成することによりスクラッチの低減に寄
与していると考えられる。一方、ジアミン、トリアミン、テトラミン等の脂肪族アミン化
合物又は脂環式アミン化合物は、Ｎｉ－Ｐメッキ層のＮｉ微結晶部分にはほとんど吸着せ
ず、アモルファス構造のＮｉ－Ｐメッキ層に吸着して保護層を形成していると考えられる
。
【００２０】
　したがって、ＢＴＡ等の複素環芳香族化合物とジアミン等の脂肪族アミン化合物又は脂
環式アミン化合物とを組み合わせた本発明の研磨液組成物を使用することで、Ｎｉ－Ｐメ
ッキされたアルミニウム合金基板全体に保護層が形成され、研磨後の基板表面のスクラッ
チをいっそう低減するとともに、ナノ突起欠陥が低減すると推定される。但し、本発明は
このメカニズムに限定されない。
【００２１】
　［複素芳香族化合物］
　本発明の研磨液組成物は、複素環芳香族化合物を含有する。本発明の研磨液組成物に含
有される複素環芳香族化合物は、研磨後の基板表面のスクラッチ及びナノ突起欠陥の低減
の観点から、複素環内に窒素原子を２個以上含む複素環芳香族化合物であり、複素環内に
窒素原子を３個以上有することが好ましく、３～９個がより好ましく、３～５個がさらに
好ましく、３又は４個がさらにより好ましい。
【００２２】
　本発明の研磨液組成物に含有される複素環芳香族化合物は、研磨後の基板表面のスクラ
ッチ及びナノ突起欠陥の低減の観点から、プロトン化された複素芳香環化合物のｐＫａが
小さいもの、すなわち、求電子性が強いものが好ましく、具体的には、ｐＫａが－３～４
が好ましく、より好ましくは－３～３、さらに好ましくは－３～２．５である。複素環内
に窒素原子を２個以上含む複素環芳香族化合物としては、ピリミジン、ピラジン、ピリダ
ジン、１，２，３－トリアジン、１，２，４－トリアジン、１，２，５－トリアジン、１
，３，５－トリアジン、１，２，４－オキサジアゾール、１，２，５－オキサジアゾール
、１，３，４－オキサジアゾール、１，２，５－チアジアゾール、１，３，４－チアジア
ゾール、３-アミノピラゾール、４－アミノピラゾール、３，５－ジメチルピラゾール、
ピラゾール、２－アミノイミダゾール、４－アミノイミダゾール、５－アミノイミダゾー
ル、２－メチルイミダゾール、２－エチルイミダゾール、イミダゾール、ベンゾイミダゾ
ール、１，２，３－トリアゾール、４－アミノー１，２，３－トリアゾール、５－アミノ
ー１，２，３－トリアゾール、１，２，４－トリアゾール、３－アミノー１，２，４－ト
リアゾール、５－アミノー１，２，４－トリアゾール、３－メルカプト－１，２，４－ト
リアゾール、１Ｈ－テトラゾール、５－アミノテトラゾール、１Ｈ－ベンゾトリアゾール
、１Ｈ－トリルトリアゾール、２－アミノベンゾトリアゾール、３－アミノベンゾトリア
ゾール、又はこられのアルキル置換体若しくはアミン置換体が好ましく、１Ｈ－テトラゾ
ール、１Ｈ－ベンゾトリアゾール、１Ｈ－トリルトリアゾールがより好ましく、１Ｈ－テ
トラゾール、１Ｈ－ベンゾトリアゾールがさらに好ましい。前記アルキル置換体のアルキ
ル基としては例えば、炭素数１～４の低級アルキル基が挙げられ、より具体的にはメチル
基、エチル基が挙げられる。また、前記アミン置換体としては１－[Ｎ，Ｎ－ビス（ヒド
ロキシエチレン）アミノメチル]ベンゾトリアゾール、１－[Ｎ，Ｎ－ビス（ヒドロキシエ
チレン）アミノメチル]トリルトリアゾールが挙げられる。なお、プロトン化された複素
環芳香族化合物のｐＫａは、例えば、『芳香族へテロ環化合物の化学』（坂本尚夫著、講
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談社サイエンティフィク）等に記載される。
【００２３】
　本発明の研磨液組成物における複素環芳香族化合物の含有量は、研磨後の基板表面のス
クラッチ及びナノ突起欠陥の低減の観点から、研磨液組成物全体の重量に対して０．０１
～１０重量％であることが好ましく、０．０５～５重量％がより好ましく、０．１～１重
量％がさらに好ましい。なお、研磨液組成物中の複素環芳香族化合物は１種類であっても
よく、２種類以上であってもよい。
【００２４】
　また、研磨液組成物中における、研磨材と複素環芳香族化合物との濃度比［研磨材の濃
度（重量％）／複素環芳香族化合物の濃度（重量％）］は、研磨後の基板表面のスクラッ
チ及びナノ突起欠陥の低減の観点から、２～１００が好ましく、５～５０がより好ましく
、１０～２５がさらに好ましい。
【００２５】
　［脂肪族アミン化合物又は脂環式アミン化合物］
　本発明の研磨液組成物は、脂肪族アミン化合物又は脂環式アミン化合物を含有する。本
発明の研磨液組成物に含有される脂肪族アミン化合物又は脂環式アミン化合物は、研磨後
の基板表面のスクラッチ及びナノ突起欠陥の低減の観点から、分子内の窒素原子数は２個
以上である。また、該脂肪族アミン化合物又は脂環式アミン化合物は、研磨速度の維持の
観点から、分子内の窒素原子数は４個以下であり、３個以下が好ましく、２個以下がより
好ましい。したがって、該脂肪族アミン化合物又は脂環式アミン化合物は、研磨速度の維
持、並びにスクラッチ及びナノ突起欠陥の低減の観点から、分子内の窒素原子数は２～４
個であって、２～３個が好ましく、２個がより好ましい。
【００２６】
　本発明の研磨液組成物に用いられる脂肪族アミン化合物は、研磨後の基板表面のスクラ
ッチ及びナノ突起欠陥の低減の観点から、エチレンジアミン、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テト
ラメチルエチレンジアミン、１，２-ジアミノプロパン、１，３－ジアミノプロパン、１
，４－ジアミノブタン、ヘキサメチレンジアミン、３－（ジエチルアミノ）プロピルアミ
ン、３－（ジブチルアミノ）プロピルアミン、３－（メチルアミノ）プロピルアミン、３
－（ジメチルアミノ）プロピルアミン、Ｎ－アミノエチルエタノールアミン、Ｎ－アミノ
エチルイソプロパノールアミン、Ｎ－アミノエチル－Ｎ－メチルエタノールアミン、ジエ
チレントリアミン、及びトリエチレンテトラミンからなる群から選択されることが好まし
く、エチレンジアミン、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチルエチレンジアミン、１，２-
ジアミノプロパン、１，３－ジアミノプロパン、１，４－ジアミノブタン、ヘキサメチレ
ンジアミン、３－（ジエチルアミノ）プロピルアミン、３－（ジブチルアミノ）プロピル
アミン、３－（メチルアミノ）プロピルアミン、３－（ジメチルアミノ）プロピルアミン
、Ｎ－アミノエチルエタノールアミン、Ｎ－アミノエチルイソプロパノールアミン、及び
Ｎ－アミノエチル－Ｎ－メチルエタノールアミンからなる群から選択されることがより好
ましい。
【００２７】
本発明の研磨液組成物に用いられる脂環式アミン化合物は、研磨後の基板表面のスクラッ
チ及びナノ突起欠陥の低減の観点から、ピペラジン、２－メチルピペラジン、２、５－ジ
メチルピペラジン、１－アミノ－４－メチルピペラジン、Ｎ－メチルピペラジン、１－（
２－アミノエチル）ピペラジン、及びヒドロキシエチルピペラジンからなる群から選択さ
れることが好ましく、ピペラジン、２－メチルピペラジン、２、５－ジメチルピペラジン
、Ｎ－メチルピペラジン、及びヒドロキシエチルピペラジンからなる群から選択されるこ
とがより好ましい。
【００２８】
　本発明の研磨液組成物における脂肪族アミン化合物又は脂環式アミン化合物の含有量は
、研磨後の基板表面のスクラッチ及びナノ突起欠陥の低減の観点から、研磨液組成物全体
の重量に対して０．０１～１０重量％であることが好ましく、０．０２～５重量％がより
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好ましく、０．０５～１重量％がさらに好ましい。なお、研磨液組成物中の脂肪族アミン
化合物は１種類であってもよく、２種類以上であってもよい。
【００２９】
　また、研磨液組成物中における、研磨材と脂肪族アミン化合物又は脂環式アミン化合物
との濃度比［研磨材の濃度（重量％）／脂肪族アミン化合物又は脂環式アミン化合物の濃
度（重量％）］は、研磨後の基板表面のスクラッチ及びナノ突起欠陥の低減の観点から、
５～５００が好ましく、２５～２００がより好ましく、５０～１００がさらに好ましい。
【００３０】
　さらに、研磨液組成物中における、複素環芳香族化合物と脂肪族アミン化合物又は脂環
式アミン化合物との濃度比［複素環芳香族化合物の濃度（重量％）／脂肪族アミン化合物
又は脂環式アミン化合物の濃度（重量％）］は、研磨後の基板表面のスクラッチ及びナノ
突起欠陥の低減の観点から、０．１～５０が好ましく、１～２５がより好ましく、５～１
０がさらに好ましい。
【００３１】
　［研磨材］
　本発明の研磨液組成物は、研磨材を含有する。本発明に使用される研磨材としては、研
磨用に一般的に使用されている研磨材を使用することができ、金属、金属若しくは半金属
の炭化物、窒化物、酸化物、又はホウ化物、ダイヤモンド等があげられる。金属又は半金
属元素は、周期律表（長周期型）の２Ａ、２Ｂ、３Ａ、３Ｂ、４Ａ、４Ｂ、５Ａ、６Ａ、
７Ａ又は８族由来のものである。研磨材の具体的な例としては、酸化アルミニウム（アル
ミナ）、炭化珪素、ダイヤモンド、酸化マグネシウム、酸化亜鉛、酸化チタン、酸化セリ
ウム、酸化ジルコニウム、シリカ等が挙げられ、これらの１種以上を使用することは研磨
速度を向上させる観点から好ましい。研磨後の基板表面のスクラッチ及びナノ突起欠陥の
低減の観点からは、研磨材として、アルミナ又はコロイダルシリカが好ましく、コロイダ
ルシリカがより好ましい。コロイダルシリカの好ましい実施形態については後述する。
【００３２】
　研磨液組成物中における研磨材の含有量は、研磨速度を向上させる観点から、０．５重
量％以上が好ましく、１重量％以上がより好ましく、３重量％以上がさらに好ましく、４
重量％以上がさらにより好ましい。また、研磨後の基板表面のスクラッチ及びナノ突起欠
陥の低減の観点からは、２０重量％以下が好ましく、１５重量％以下がより好ましく、１
３重量％以下がさらに好ましく、１０重量％以下がさらにより好ましい。すなわち、研磨
材の含有量は、０．５～２０重量％が好ましく、１～１５重量％がより好ましく、３～１
３重量％がさらに好ましく、４～１０重量％がさらにより好ましい。
【００３３】
　［酸］
　本発明の研磨液組成物は、酸を含有する。本明細書において、酸の使用は、酸及び又は
その塩の使用を含む。本発明の研磨液組成物に使用される酸としては、研磨速度の向上の
観点から、その酸のｐＫ１が２以下の化合物が好ましく、研磨後の基板表面のスクラッチ
及びナノ突起欠陥の低減の観点から、好ましくはｐＫ１が１．５以下、より好ましくは１
以下、さらに好ましくはｐＫ１で表せない程の強い酸性を示す化合物である。好ましい酸
は、硝酸、硫酸、亜硫酸、過硫酸、塩酸、過塩素酸、リン酸、ホスホン酸、ホスフィン酸
、ピロリン酸、トリポリリン酸、アミド硫酸等の無機酸、２－アミノエチルホスホン酸、
１－ヒドロキシエチリデン－１，１－ジホスホン酸、アミノトリ（メチレンホスホン酸）
、エチレンジアミンテトラ（メチレンホスホン酸）、ジエチレントリアミンペンタ（メチ
レンホスホン酸）、エタン－１，１，－ジホスホン酸、エタン－１，１，２－トリホスホ
ン酸、エタン－１－ヒドロキシ－１，１－ジホスホン酸、エタン－１－ヒドロキシ－１，
１，２－トリホスホン酸、エタン－１，２－ジカルボキシ－１，２－ジホスホン酸、メタ
ンヒドロキシホスホン酸、２－ホスホノブタン－１，２－ジカルボン酸、１－ホスホノブ
タン－２，３，４－トリカルボン酸、α－メチルホスホノコハク酸等の有機ホスホン酸、
グルタミン酸、ピコリン酸、アスパラギン酸等のアミノカルボン酸、クエン酸、酒石酸、
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シュウ酸、ニトロ酢酸、マレイン酸、オキサロ酢酸等のカルボン酸等が挙げられる。中で
も、スクラッチ低減の観点から、無機酸、カルボン酸、有機ホスホン酸が好ましく、酸化
剤の安定性向上及び廃液処理性向上の観点から、無機酸、有機ホスホン酸がより好ましい
。また、無機酸の中では、硝酸、硫酸、塩酸、過塩素酸がより好ましく、リン酸、硫酸が
さらに好ましい。カルボン酸の中では、クエン酸、酒石酸、マレイン酸がより好ましく、
クエン酸がさらに好ましい。有機ホスホン酸の中では、１－ヒドロキシエチリデン－１，
１－ジホスホン酸、アミノトリ（メチレンホスホン酸）、エチレンジアミンテトラ（メチ
レンホスホン酸）、ジエチレントリアミンペンタ（メチレンホスホン酸）及びそれらの塩
がより好ましく、１－ヒドロキシエチリデン－１，１－ジホスホン酸、アミノトリ（メチ
レンホスホン酸）がさらに好ましい。これらの酸及びその塩は単独で又は２種以上を混合
して用いてもよいが、研磨速度の向上、ナノ突起低減及び基板の洗浄性向上の観点から、
２種以上を混合して用いることが好ましく、ナノ突起低減、スクラッチ低減、酸化剤の安
定性向上及び廃液処理性向上の観点から、リン酸、硫酸、クエン酸及び１－ヒドロキシエ
チリデン－１，１－ジホスホン酸からなる群から選択される２種以上の酸を混合して用い
ることがさらに好ましい。ここで、ｐＫ１とは有機化合物又は無機化合物の第一酸解離定
数（２５℃）の逆数の対数値である。各化合物のｐＫ１は例えば改訂４版化学便覧（基礎
編）ＩＩ、ｐｐ３１６－３２５（日本化学会編）等に記載されている。
【００３４】
　これらの酸の塩を用いる場合の対イオンとしては、特に限定はなく、具体的には、金属
、アンモニウム、アルキルアンモニウム等のイオンが挙げられる。上記金属の具体例とし
ては、周期律表（長周期型）１Ａ、１Ｂ、２Ａ、２Ｂ、３Ａ、３Ｂ、４Ａ、６Ａ、７Ａ又
は８族に属する金属が挙げられる。これらの中でも、研磨後の基板表面のスクラッチ及び
ナノ突起欠陥の低減の観点から１Ａ族に属する金属又はアンモニウムとの塩が好ましい。
【００３５】
　研磨液組成物中における前記酸及びその塩の含有量は、研磨速度向上、並びに研磨後の
基板表面のスクラッチ及びナノ突起欠陥の低減の観点から、０．００１～５重量％が好ま
しく、より好ましくは０．０１～４重量％であり、さらに好ましくは０．０５～３重量％
、さらにより好ましくは０．１～２．０重量％である。
【００３６】
　［酸化剤］
　本発明の研磨液組成物は、酸化剤を含む。本発明の研磨液組成物に使用できる酸化剤と
しては、研磨速度向上、並びに研磨後の基板表面のスクラッチ及びナノ突起欠陥の低減の
観点から、過酸化物、過マンガン酸又はその塩、クロム酸又はその塩、ペルオキソ酸又は
その塩、酸素酸又はその塩、金属塩類、硝酸類、硫酸類等が挙げられる。
【００３７】
　前記過酸化物としては、過酸化水素、過酸化ナトリウム、過酸化バリウム等が挙げられ
、過マンガン酸又はその塩としては、過マンガン酸カリウム等が挙げられ、クロム酸又は
その塩としては、クロム酸金属塩、重クロム酸金属塩等が挙げられ、ペルオキソ酸又はそ
の塩としては、ペルオキソ二硫酸、ペルオキソ二硫酸アンモニウム、ペルオキソ二硫酸金
属塩、ペルオキソリン酸、ペルオキソ硫酸、ペルオキソホウ酸ナトリウム、過ギ酸、過酢
酸、過安息香酸、過フタル酸等が挙げられ、酸素酸又はその塩としては、次亜塩素酸、次
亜臭素酸、次亜ヨウ素酸、塩素酸、臭素酸、ヨウ素酸、次亜塩素酸ナトリウム、次亜塩素
酸カルシウム等が挙げられ、金属塩類としては、塩化鉄（ＩＩＩ）、硝酸鉄（ＩＩＩ）、
硫酸鉄（ＩＩＩ）、クエン酸鉄（ＩＩＩ）、硫酸アンモニウム鉄（ＩＩＩ）等が挙げられ
る。
【００３８】
　研磨後の基板表面のスクラッチ及びナノ突起欠陥の低減の観点から好ましい酸化剤とし
ては、過酸化水素、硝酸鉄（ＩＩＩ）、過酢酸、ペルオキソ二硫酸アンモニウム、硫酸鉄
（ＩＩＩ）及び硫酸アンモニウム鉄（ＩＩＩ）等が挙げられる。より好ましい酸化剤とし
ては、表面に金属イオンが付着せず汎用に使用され安価であるという観点から過酸化水素
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が挙げられる。これらの酸化剤は、単独で又は２種以上を混合して使用してもよい。
【００３９】
　研磨液組成物中における前記酸化剤の含有量は、研磨速度向上の観点から、好ましくは
０．０１重量％以上、より好ましくは０．０５重量％以上、さらに好ましくは０．１重量
％以上であり、研磨後の基板表面のスクラッチ及びナノ突起欠陥の低減の観点からから、
好ましくは４重量％以下、より好ましくは２重量％以下、さらに好ましくは１重量％以下
である。従って、表面品質を保ちつつ研磨速度を向上させるためには、上記含有量は、好
ましくは０．０１～４重量％、より好ましくは０．０５～２重量％、さらに好ましくは０
．１～１重量％である。
【００４０】
　［水］
　本発明の研磨液組成物中の水は、媒体として使用されるものであり、蒸留水、イオン交
換水、超純水等が挙げられる。被研磨基板の表面清浄性の観点からイオン交換水及び超純
水が好ましく、超純水がより好ましい。研磨液組成物中の水の含有量は、６０～９９．４
重量％が好ましく、７０～９８．９重量％がより好ましい。また、本発明の効果を阻害し
ない範囲内でアルコール等の有機溶剤を配合してもよい。
【００４１】
　［アニオン性基を有する水溶性高分子］
　本発明の研磨液組成物は、研磨後の基板表面のスクラッチ及びナノ突起欠陥の低減の観
点から、アニオン性基を有する水溶性高分子（以下、アニオン性高分子ともいう）を含有
することが好ましい。該高分子は、研磨時の摩擦振動を低減して研磨パッドの開孔部から
のシリカ凝集体の脱落を防止し、研磨後の基板表面のスクラッチ及びナノ突起欠陥を低減
するものと推定される。
【００４２】
　アニオン性高分子のアニオン性基としては、カルボン酸基、スルホン酸基、硫酸エステ
ル基、リン酸エステル基、ホスホン酸基等が挙げられる。これらのアニオン性基は中和さ
れた塩の形態を取ってもよい。スクラッチ及びナノ突起低減の観点から、スルホン酸基及
びカルボン酸基の少なくとも一方を有するアニオン性高分子が好ましく、スルホン酸基を
有するアニオン性高分子がより好ましい。該高分子は、研磨パッドに吸着して研磨時の摩
擦振動を低減し、研磨パッドの開孔部からのシリカ凝集体の脱落を防止し、前述の複素環
芳香族化合物との相乗効果によって、研磨後の基板表面のスクラッチ及びナノ突起欠陥を
顕著に低減するものと推定される。但し、本発明はこれらの推定メカニズムに限定されな
い。
【００４３】
　本明細書において、「スルホン酸基」とはスルホン酸基及び又はその塩をいい、「カル
ボン酸基」とはカルボン酸基及び又はその塩をいう。これらの基が塩を形成する場合、特
に限定はなく、具体的には、金属、アンモニウム、アルキルアンモニウム等との塩が挙げ
られる。金属の具体例としては、周期律表（長周期型）１Ａ、１Ｂ、２Ａ、２Ｂ、３Ａ、
３Ｂ、４Ａ、６Ａ、７Ａ又は８族に属する金属等が挙げられる。これらの金属の中でも、
ナノスクラッチ低減の観点から１Ａ、３Ｂ、又は８族に属する金属が好ましく、１Ａ族に
属するナトリウム及びカリウムがより好ましい。アルキルアンモニウムの具体例としては
、テトラメチルアンモニウム、テトラエチルアンモニウム、テトラブチルアンモニウム等
が挙げられる。これらの中では、アンモニウム塩、ナトリウム塩及びカリウム塩がより好
ましい。
【００４４】
　本発明のスルホン酸基及びカルボン酸基の少なくとも一方を有するアニオン性高分子は
、スルホン酸基を有する単量体、カルボン酸基を有する単量体等のイオン性親水基を有す
る単量体を重合することにより得られたものであることが好ましい。これら単量体の重合
は、ランダム、ブロック、又はグラフトのいずれでも良い。
【００４５】
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　スルホン酸基を有する単量体としては、例えば、イソプレンスルホン酸、２－（メタ）
アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸、スチレンスルホン酸、メタリルスルホ
ン酸、ビニルスルホン酸、アリルスルホン酸、イソアミレンスルホン酸、ナフタレンスル
ホン酸等が挙げられる。カルボン酸基を有する単量体としては、例えば、イタコン酸、（
メタ）アクリル酸、マレイン酸等が挙げられる。
【００４６】
　また、スルホン酸基及びカルボン酸基の少なくとも一方を有するアニオン性高分子には
、上記以外の単量体を用いることもできる。アニオン性高分子に用いることができる他の
単量体としては、例えば、スチレン、α－メチルスチレン、ビニルトルエン、ｐ－メチル
スチレンなどの芳香族ビニル化合物、（メタ）アクリル酸メチル、（メタ）アクリル酸エ
チル、（メタ）アクリル酸オクチルなどの（メタ）アクリル酸アルキルエステル類、ブタ
ジエン、イソプレン、２－クロル－１，３－ブタジエン、１－クロル－１，３－ブタジエ
ンなどの脂肪族共役ジエン、（メタ）アクリロニトリルなどのシアン化ビニル化合物、ビ
ニルホスホン酸、メタクロイルオキシメチルリン酸、メタクロリルオキシエチルリン酸、
メタクロイルオキシブチルリン酸、メタクロリルオキシヘキシルリン酸、メタクロリルオ
キシオクチルリン酸、メタクロリルオキシデシルリン酸、メタクロリルオキシラウリルリ
ン酸、メタロイルオキシステアリルリン酸、メタクロイルオキシ１、４－ジメチルシクロ
ヘキシルリン酸などのホスホン酸化合物等が挙げられる。これら単量体は１種又は２種以
上使用できる。
【００４７】
　スルホン酸基及びカルボン酸基の少なくとも一方を有するアニオン性高分子の好ましい
具体例としては、研磨後の基板表面のスクラッチ及びナノ突起欠陥の低減の観点から、ポ
リアクリル酸、（メタ）アクリル酸／イソプレンスルホン酸共重合体、（メタ）アクリル
酸／２－（メタ）アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸共重合体、（メタ）ア
クリル酸／イソプレンスルホン酸／２－（メタ）アクリルアミド－２－メチルプロパンス
ルホン酸共重合体、（メタ）アクリル酸／マレイン酸共重合体、スチレンスルホン酸のホ
ルマリン縮合物、スチレン／イソプレンスルホン酸共重合体、並びに、下記一般式（１）
及び（２）で表される構成単位のいずれか一種以上と下記一般式（３）で表される構成単
位とを有する共重合体が挙げられるが、同様の観点から、ポリアクリル酸、（メタ）アク
リル酸／２－（メタ）アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸共重合体、スチレ
ンスルホン酸のホルマリン縮合物、ナフタレンスルホン酸のホルマリン縮合物、スチレン
／イソプレンスルホン酸共重合体、並びに、下記一般式（１）及び（２）で表される構成
単位のいずれか一種以上と下記一般式（３）で表される構成単位を有する共重合体がさら
に好ましく、下記一般式（１）で表される構成単位と下記一般式（３）で表される構成単
位とを有する共重合体であることがさらにより好ましい。
【００４８】
【化１】

【００４９】
　上記一般式（１）及び（２）のＲ1は、共重合体の研磨パッドへの吸着量増加及び研磨
後の基板表面のスクラッチ及びナノ突起欠陥の低減の観点から、水素原子又は炭素数１～
４のアルキル基であって、水素原子又は炭素数１～３のアルキル基が好ましく、水素原子
、メチル基、又はエチル基がより好ましく、水素原子又はメチル基がさらに好ましい。上
記一般式（１）のＲ2は、共重合体の研磨パッドへの吸着量増加及び研磨後の基板表面の
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スクラッチ及びナノ突起欠陥の低減の観点から、アリール基又は１つ又は複数の炭素数１
～４のアルキル基で置換されてもよいアリール基であり、フェニル基又は１つ又は複数の
炭素数１～４のアルキル基で置換されてもよいフェニル基が好ましく、フェニル基がより
好ましい。なお、前記炭素数１～４のアルキル基は、直鎖構造でも分岐鎖構造でもよい。
上記一般式（２）のＲ3は、共重合体の研磨パッドへの吸着量増加及び研磨後の基板表面
のスクラッチ及びナノ突起欠陥の低減の観点から、水素原子、アルカリ金属原子、アルカ
リ土類金属原子（１／２原子）、アンモニウム若しくは有機アンモニウム、又は炭素数１
～２２の炭化水素鎖であることが好ましく、炭化水素鎖の炭素数は、１～１８が好ましく
、１～１２がより好ましく、１～８がさらに好ましく、１～４がさらにより好ましい。ま
た、炭化水素鎖としては、直鎖構造でも分岐鎖構造でもよく、アルキル基又はアルケニル
基が好ましく、アルキル基がより好ましい。また、共重合体は、二種類以上の疎水性構成
単位を含んでもよい。
【００５０】
　共重合体を構成する全構成単位中に占める上記一般式（１）及び（２）で表される構成
単位の含有率は、研磨後の基板表面のスクラッチ及びナノ突起欠陥の低減の観点から、５
～９５モル％が好ましく、５～７０モル％がより好ましく、１０～６０モル％がさらによ
り好ましく、１５～５０モル％がさらにより好ましく、２０～４０モル％がさらにより好
ましい。
【００５１】
【化２】

【００５２】
　上記一般式（３）のＲ4は、研磨後の基板表面のスクラッチ及びナノ突起欠陥の低減の
観点から、水素原子又は炭素数１～４のアルキル基であって、水素原子又は炭素数１～３
のアルキル基が好ましく、水素原子、メチル基、又はエチル基がより好ましく、水素原子
又はメチル基がさらに好ましく、メチル基がさらにより好ましい。上記一般式（３）のＲ
5は、アニオン性高分子の研磨液組成物への溶解性向上及び研磨後の基板表面のスクラッ
チ及びナノ突起欠陥の低減の観点から、１又は複数のスルホン酸基を有するアリール基で
あり、１又は複数のスルホン酸基を有するフェニル基が好ましく、オルト、メタ、パラ位
のいずれかで１つのスルホン酸基を有するフェニル基がより好ましく、パラ位でスルホン
酸基を有するフェニル基がさらに好ましい。スルホン酸基及びカルボン酸基の少なくとも
一方を有するアニオン性高分子は、スルホン酸基を有する構成単位を二種類以上含んでも
よい。
【００５３】
　共重合体を構成する全構成単位中に占める上記一般式（３）で表される構成単位の含有
率は、研磨後の基板表面のスクラッチ及びナノ突起欠陥の低減の観点から、５～９５モル
％が好ましく、４０～９０モル％がより好ましく、５０～８５モル％がさらに好ましく、
６０～８０モル％がさらにより好ましい。
【００５４】
　スルホン酸基及びカルボン酸基の少なくとも一方を有するアニオン性高分子を構成する
全構成単位中に占める上記一般式（１）及び（２）で表される構成単位と上記一般式（３
）で表される構成単位の合計の含有率は、研磨後の基板表面のスクラッチ及びナノ突起欠
陥の低減の観点から、７０～１００モル％が好ましく、８０～１００モル％がより好まし
く、９０～１００モル％がさらに好ましく、９５～１００モル％がさらにより好ましい。
【００５５】
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　共重合体を構成する全構成単位中に占める上記一般式（１）及び（２）で表される構成
単位と、上記一般式（３）で表される構成単位とのモル比（一般式（１）及び（２）で表
される構成単位のモル％／一般式（３）で表される構成単位のモル％）は、研磨後の基板
表面のうねりとナノ突起欠陥の低減の観点から、５／９５～９５／５が好ましく、１０／
９０～６０／４０がより好ましく、１５／８５～５０／５０がさらに好ましく、２０／８
０～４０／６０がさらにより好ましい。
【００５６】
　[アニオン性高分子の重量平均分子量]
　スルホン酸基及びカルボン酸基の少なくとも一方を有するアニオン性高分子の重量平均
分子量は、研磨後の基板表面のスクラッチ及びナノ突起欠陥の低減の観点から、５００～
１２万であることが好ましく、１０００～１０万がより好ましく、１０００～３万がさら
に好ましく、１０００～１万がさらにより好ましくは、１５００～８０００がさらにより
好ましい。該重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）を
用いて実施例に記載の方法により測定した値である。
【００５７】
　スルホン酸基及びカルボン酸基の少なくとも一方を有するアニオン性高分子が塩を少な
くとも部分的に形成している場合、その対イオンとしては、特に限定はなく、上述の親水
性構成単位の場合と同様に、金属、アンモニウム、アルキルアンモニウム等との塩が挙げ
られる。
【００５８】
　研磨液組成物におけるスルホン酸基及びカルボン酸基の少なくとも一方を有するアニオ
ン性高分子の含有量は、研磨後の基板表面のスクラッチ及びナノ突起欠陥の低減の観点か
ら、０．００１～１重量％が好ましく、より好ましくは０．００５～０．５重量％、さら
に好ましくは０．０１～０．２重量％、さらにより好ましくは０．０１～０．１重量％、
さらにより好ましくは０．０１～０．０７５重量％である。
【００５９】
　また、研磨液組成物中における、研磨材とアニオン性高分子との濃度比［シリカ粒子の
濃度（重量％）／アニオン性高分子の濃度（重量％）］は、研磨後の基板表面のスクラッ
チ及びナノ突起欠陥の低減の観点から、５～５０００が好ましく、１０～１０００がより
好ましく、２５～５００がさらに好ましい。
【００６０】
　さらに、研磨液組成物中における、複素環芳香族化合物とアニオン性高分子との濃度比
［複素環芳香族化合物の濃度（重量％）／アニオン性高分子の濃度（重量％）］は、研磨
後の基板表面のスクラッチ及びナノ突起欠陥の低減の観点から、１～１００が好ましく、
２～５０がより好ましく、２．５～２５がさらに好ましい。
【００６１】
　さらに、研磨液組成物中における、脂肪族アミン化合物又は脂環式アミン化合物とアニ
オン性高分子との濃度比［脂肪族アミン化合物又は脂環式アミン化合物の濃度（重量％）
／アニオン性高分子の濃度（重量％）］は、研磨後の基板表面のスクラッチ及びナノ突起
欠陥の低減の観点から、０．１～５０が好ましく、０．５～１０がより好ましく、１～５
がさらに好ましい。
【００６２】
　［コロイダルシリカ］
　研磨材としてシリカ粒子を使用する一実施形態について説明する。本発明の研磨液組成
物に用いられるシリカ粒子は、例えばコロイダルシリカ、ヒュームドシリカ、表面修飾し
たシリカ等が挙げられるが、研磨後の基板のスクラッチ及びナノ突起欠陥の低減の観点か
ら、コロイダルシリカが好ましい。コロイダルシリカは、１種類からなるものであっても
、２種類以上のコロイダルシリカを混合したものであってもよい。
【００６３】
　研磨材として使用するコロイダルシリカは、研磨後の基板表面のスクラッチ及びナノ突
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起欠陥の低減の観点から、次の３つの条件を全て満たすことが好ましい。
ａ）ΔＣＶ値が０～１０％、
ｂ）ＣＶ９０が１～３５％、かつ、
ｃ）散乱強度分布に基づく平均粒径が１～４０ｎｍ。
【００６４】
　〔ΔＣＶ値〕
　本明細書においてコロイダルシリカのΔＣＶ値は、動的光散乱法により検出角３０°（
前方散乱）の散乱強度分布に基づき測定される粒径の標準偏差を、動的光散乱法により検
出角３０°の散乱強度分布に基づき測定される平均粒径で除して１００を掛けた変動係数
（ＣＶ）の値（ＣＶ３０）と、動的光散乱法により検出角９０°（側方散乱）の散乱強度
分布に基づき測定される粒径の標準偏差を、動的光散乱法により検出角９０°の散乱強度
分布に基づき測定される平均粒径で除して１００を掛けた変動係数の値（ＣＶ９０）との
差（ΔＣＶ＝ＣＶ３０－ＣＶ９０）をいい、動的光散乱法により測定される散乱強度分布
の角度依存性を示す値をいう。ΔＣＶ値は、具体的には実施例に記載の方法により測定す
ることができる。
【００６５】
　コロイダルシリカのΔＣＶ値とスクラッチ数との間には相関関係があり、及びコロイダ
ルシリカのΔＣＶ値と非球状シリカの含有量との間に相関関係がある。ΔＣＶ値の設定に
よるスクラッチ低減のメカニズムは明らかではないが、コロイダルシリカの一次粒子が凝
集して生じた５０～２００ｎｍのシリカ凝集体（非球状シリカ）がスクラッチ発生の原因
物質であり、かかる凝集体が少ないためスクラッチが低減されると推定される。
【００６６】
　すなわち、ΔＣＶ値に着目することで、従来では検出することが困難であった粒子分散
液試料中の非球状粒子の存在を容易に検出できるから、そのような非球状粒子を含む研磨
液組成物を使用することを回避でき、その結果、スクラッチのさらなる低減を達成できる
と考えられる。
【００６７】
　ここで、粒子分散液試料中の粒子が球状か非球状かは、一般に、動的光散乱法により測
定される拡散係数(Ｄ＝Γ／ｑ2)の角度依存性を指標とする方法（例えば、特開平１０－
１９５１５２号公報参照）により判断されている。具体的には散乱ベクトルｑ2に対する
Γ／ｑ2をプロットしたグラフにおいて示される角度依存性が小さいほどその分散液中の
粒子の平均的な形状は真球状であると判断し、角度依存性が大きいほどその分散液中の粒
子の平均的な形状は非球状であると判断される。すなわち、この、動的光散乱法により測
定される拡散係数の角度依存性を指標とする従来の方法は、系全体で均一の粒子が分散し
ていると仮定して粒子の形状や粒径等を検出・測定する方法である。それゆえ、球状粒子
が大勢を占める分散液試料中の一部に存在する非球状粒子は検出が困難となる。
【００６８】
　一方、動的光散乱法では、原理的に２００ｎｍ以下の真球状粒子分散溶液を測定した場
合、散乱強度分布は検出角に関係なくほぼ一定の結果が得られるため測定結果は検出角に
依存しない。しかし、非球状粒子を含む真球状粒子分散溶液の動的光散乱の散乱強度分布
は非球状粒子の存在により検出角によって大きく変化し、低角の検出角ほど散乱強度分布
は分布がブロードになる。そのため、動的光散乱の散乱強度分布の測定結果は検出角に依
存することとなり、「動的光散乱法により測定される散乱強度分布の角度依存性」の指標
の１つであるΔＣＶ値を測定することで、球状粒子分散溶液中に存在するわずかな非球状
粒子を測定できると考えられる。なお、本発明はこれらのメカニズムに限定されない。
【００６９】
　〔散乱強度分布〕
　本明細書に尾いて「散乱強度分布」とは、動的光散乱法（DLS:Dynamic Light Scatteri
ng）又は準弾性光散乱（QLS:Quasielastic Light Scattering）により求められるサブミ
クロン以下の粒子の３つの粒径分布（散乱強度、体積換算、個数換算）のうち散乱強度の
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粒径分布のことをいう。通常、サブミクロン以下の粒子は溶媒中でブラウン運動をしてお
り、レーザー光を照射すると散乱光強度が時間的に変化する(ゆらぐ)。この散乱光強度の
ゆらぎを、例えば、光子相関法（JIS Z 8826）を用いて自己相関関数を求め、キュムラン
ト(Cumulant)法解析により、ブラウン運動速度を示す拡散係数（Ｄ）を算出して、さらに
アインシュタイン・ストークスの式を用い、平均粒径（ｄ：流体力学的径）を求めること
ができる。また、粒径分布解析は、キュムラント法による多分散性指数(Polydispersity 
Index, PI)のほかに、ヒストグラム法（Marquardt法）、ラプラス逆変換法（CONTIN法）
、非負最小２乗法（NNLS法）等がある。
【００７０】
　動的光散乱法の粒径分布解析では、通常、キュムラント法による多分散性指数(Polydis
persity Index, PI)が広く用いられている。しかしながら、粒子分散液中にわずかに存在
する非球状粒子の検出を可能とする検出方法においては、ヒストグラム法（Marquardt法
）やラプラス逆変換法（CONTIN法）による粒径分布解析から平均粒径(d50)と標準偏差を
求め、ＣＶ値（Coefficient of variation：標準偏差を平均粒径で割って１００をかけた
数値）を算出し、その角度依存性（ΔＣＶ値）を用いることが好ましい。
（参考資料）
第１２回散乱研究会（2000年11月22日開催）テキスト、１．散乱基礎講座「動的光散乱法
」（東京大学　柴山充弘）
第２０回散乱研究会（2008年12月4日開催）テキスト、５．動的光散乱によるナノ粒子の
粒径分布測定（同志社大学　森康維）
【００７１】
　〔散乱強度分布の角度依存性〕
　本明細書において「粒子分散液の散乱強度分布の角度依存性」とは、動的光散乱法によ
り異なる検出角で前記粒子分散液の散乱強度分布を測定した場合の、散乱角度に応じた散
乱強度分布の変動の大きさをいう。例えば、検出角３０°と検出角９０°とでの散乱強度
分布の差が大きければ、その粒子分散液の散乱強度分布の角度依存性は大きいといえる。
よって、本明細書において、散乱強度分布の角度依存性の測定は、異なる２つの検出角で
測定した散乱強度分布に基づく測定値の差（ΔＣＶ値）を求めることを含む。
【００７２】
　散乱強度分布の角度依存性の測定で用いる２つの検出角の組合せとしては、非球状粒子
の検出の確度向上の点からは、前方散乱と側方若しくは後方散乱との組合せが好ましい。
前記前方散乱の検出角としては、同様の観点から、０～８０°が好ましく、０～６０°が
より好ましく、１０～５０°がさらに好ましく、２０～４０°がさらにより好ましい。前
記側方若しくは後方散乱の検出角としては、同様の観点から、８０～１８０°が好ましく
、８５～１７５°がより好ましい。本発明においては、ΔＣＶ値を求める２つの検出角と
して３０°と９０°を使用している。
【００７３】
　本発明に使用されるコロイダルシリカのΔＣＶ値は、研磨後の基板表面のスクラッチ及
びナノ突起欠陥を低減する観点から、０～１０％が好ましく、より好ましくは０～９％、
さらに好ましくは０～７％、さらにより好ましくは０～５％である。また、研磨液組成物
の生産性の向上の観点から、ΔＣＶ値は、０．００１％以上が好ましく、０．０１％以上
がさらに好ましい。
【００７４】
　〔ＣＶ値〕
　本発明に使用されるコロイダルシリカのＣＶ値（ＣＶ９０）は、研磨後の基板表面のス
クラッチ及びナノ突起欠陥を低減する観点から、１～３５％が好ましく、より好ましくは
５～３４％、さらに好ましくは１０～３３％である。ここで、ＣＶ値とは、動的光散乱法
において散乱強度分布に基づく標準偏差を平均粒径で除して１００を掛けた変動係数の値
であって、本明細書では特に、検出角９０°（側方散乱）で測定されるＣＶ値をＣＶ９０
、検出角３０°（前方散乱）で測定されるＣＶ値をＣＶ３０という。コロイダルシリカの
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ＣＶ値は、具体的には実施例に記載の方法により得ることができる。
【００７５】
　〔散乱強度分布に基づく平均粒径〕
　本明細書における「コロイダルシリカの平均粒径」とは、特に言及のない場合、動的光
散乱法において検出角９０°で測定される散乱強度分布に基づく平均粒径をいう（以下、
「散乱強度分布に基づく平均粒径」ともいう）。また、場合によっては、後述するとおり
、透過型電子顕微鏡観察により測定される平均粒径（Ｓ２）も使用する。コロイダルシリ
カの平均粒径は、それぞれ、具体的には実施例に記載の方法により得ることができる。
【００７６】
　コロイダルシリカの散乱強度分布に基づく平均粒径は、研磨後の基板表面のスクラッチ
及びナノ突起欠陥を低減する観点から、１～４０ｎｍが好ましく、より好ましくは５～３
７ｎｍ、さらに好ましくは１０～３５ｎｍである。
【００７７】
　コロイダルシリカのΔＣＶ値の調整方法としては、研磨液組成物の調製で５０～２００
ｎｍのシリカ凝集物（非球状シリカ）を生成しないようにする下記の方法が挙げられる。
Ａ）研磨液組成物のろ過による方法
Ｂ）コロイダルシリカ製造時の工程管理による方法
【００７８】
　上記Ａ）では、例えば、遠心分離や精密フィルターろ過（特開２００６‐１０２８２９
及び特開２００６‐１３６９９６）により、５０～２００ｎｍのシリカ凝集体を除去する
ことでΔＣＶ値を低減できる。具体的には、シリカ濃度２０重量％以下になるように適度
に希釈したコロイダルシリカ水溶液を、ｓｔｏｋｅｓの式より算出した５０ｎｍ粒子が除
去できる条件（例えば、１０，０００Ｇ以上、遠沈管高さ約１０ｃｍ、２時間以上）で遠
心分離する方法や、孔径が０．０５μｍ又は０．１μｍのメンブランフィルター（例えば
、アドバンテック、住友３Ｍ、Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ）を用いて加圧ろ過する方法等により
ΔＣＶ値を低減できる。
【００７９】
　また、コロイダルシリカ粒子は、通常、１）１０重量％未満の３号ケイ酸ソーダと種粒
子（小粒径シリカ）の混合液（シード液）を反応層に入れ、６０℃以上に加熱し、２）そ
こに３号ケイ酸ソーダを陽イオン交換樹脂に通した酸性の活性ケイ酸水溶液とアルカリ（
アルカリ金属又は第４級アンモニウム）とを滴下してｐＨを一定にして球状の粒子を成長
させ、３）熟成後に蒸発法や限外ろ過法で濃縮することで得られる（特開昭４７－１９６
４、特公平１－２３４１２、特公平４－５５１２５、特公平４－５５１２７）。しかし、
同じ製造プロセスで少し工程を変えると非球状粒子の製造も可能であることが多く報告さ
れている。たとえば、活性ケイ酸は非常に不安定なため意図的にＣａやＭｇなどの多価金
属イオンを添加すると細長い形状のシリカゾルを製造できる。さらに、反応層の温度（水
の沸点を越えると蒸発し気液界面でシリカが乾燥）、反応層のｐＨ（９以下ではシリカ粒
子の連結が起きやすい）、反応層のＳｉＯ2／Ｍ2Ｏ（Ｍはアルカリ金属又は第４級アンモ
ニウム）、及びモル比（３０～６０で非球状シリカを選択的に生成）などを変えることで
非球状シリカが製造できる（特公平８－５６５７、特許２８０３１３４、特開２００６－
８０４０６、特開２００７－１５３６７１）。したがって、上記Ｂ）では、公知の球状コ
ロイダルシリカ製造プロセスにおいて、局部的に非球状シリカが生成する条件にならない
ように工程管理を行うことでΔＣＶ値を小さく調整することができる。
【００８０】
　コロイダルシリカの粒径分布を調整する方法は、特に限定されないが、その製造段階に
おける粒子の成長過程で新たな核となる粒子を加えることにより所望の粒径分布を持たせ
る方法や、異なる粒径分布を有する２種以上のシリカ粒子を混合して所望の粒径分布を持
たせる方法等が挙げられる。
【００８１】
　さらに、コロイダルシリカは、研磨後の基板表面のスクラッチ及びナノ突起欠陥を低減
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する観点から、下記ｄ）～ｆ）の規定をすべて満たすことが好ましい。
ｄ）透過型電子顕微鏡観察により測定される真球率が０．７５～１、
ｅ）ナトリウム滴定法により測定される比表面積（ＳＡ１）と透過型電子顕微鏡観察によ
り測定される平均粒径（Ｓ２）から換算される比表面積（ＳＡ２）とから算出される表面
粗度（ＳＡ１／ＳＡ２）の値が１．３以上、かつ、
ｆ）前記平均粒径（Ｓ２）が１～４０ｎｍ。
【００８２】
　〔真球率〕
　本明細書においてコロイダルシリカの透過型電子顕微鏡観察により測定される真球率は
、透過型電子顕微鏡により得られるシリカ粒子一個の投影面積（Ａ１）と該粒子の周長を
円周とする円の面積（Ａ２）との比、すなわち、「Ａ１／Ａ２」の値であって、好ましく
は、本発明の研磨液組成物における任意の５０～１００個のコロイダルシリカについての
「Ａ１／Ａ２」の値の平均値をいう。コロイダルシリカの真球率は、具体的には、実施例
に記載の方法により測定されうる。研磨後の基板表面のスクラッチ及びナノ突起欠陥を低
減する観点から、本発明の研磨液組成物に使用されるコロイダルシリカの真球率は、好ま
しくは０．７５～１であり、０．７５～０．９５がより好ましく、０．７５～０．８５が
さらに好ましい。
【００８３】
　〔表面粗度〕
　本明細書においてコロイダルシリカの表面粗度は、ナトリウム滴定法により測定される
比表面積（ＳＡ１）と、透過型電子顕微鏡観察により測定される平均粒径（Ｓ２）から換
算される比表面積（ＳＡ２）との比である「ＳＡ１／ＳＡ２」の値をいい、具体的には、
実施例に記載の方法により測定される。ここで、ナトリウム滴定法により測定される比表
面積（ＳＡ１）は、シリカに対して水酸化ナトリウム溶液を滴定したときの水酸化ナトリ
ウム溶液の消費量からシリカの比表面積を求めるものであり、実際の表面積を反映したも
のと言える。具体的には、シリカ表面に起伏又は疣状突起などに富むものである程、比表
面積（ＳＡ１）は大きくなる。一方、透過型電子顕微鏡により測定される平均粒径（Ｓ２
）から算出される比表面積（ＳＡ２）はシリカを理想的な球状粒子と仮定し、算出される
。具体的には平均粒径（Ｓ２）が大きいほど、比表面積（ＳＡ２）は小さくなる。比表面
積は単位質量あたりの表面積を示すものであって、表面粗度（ＳＡ１／ＳＡ２）の値につ
いては、シリカが球状であって、シリカ表面に多くの疣状突起を有する程、大きい値を示
し、シリカ表面の疣状突起が少なく、平滑である程、小さい値を示し、その値は１に近づ
く。本発明の研磨液組成物に使用されるコロイダルシリカの表面粗度は、研磨後の基板表
面のスクラッチ及びナノ突起欠陥を低減する観点から、好ましくは１．３以上であり、１
．３～２．５がより好ましく、１．３～２．０がさらに好ましい。
【００８４】
　〔透過型電子顕微鏡観察により測定される平均粒径（Ｓ２）〕
　透過型電子顕微鏡観察により測定される平均粒径（Ｓ２）は、研磨後の基板表面のスク
ラッチ及びナノ突起欠陥を低減する観点から、好ましくは１～４０ｎｍであり、より好ま
しくは５～３７ｎｍ、さらに好ましくは１０～３５ｎｍである。
【００８５】
　シリカ粒子の真球率、表面粗度（ＳＡ１／ＳＡ２）及び平均粒径（Ｓ２）は、従来公知
のシリカ粒子の製造方法を用いて調整することができる。例えば、特開２００８－１３７
８２２号公報、特開２００８－１６９１０２号公報に記載の製造方法を例示することがで
きるが、本発明はこれに限定されない。
【００８６】
　［その他の成分］
　本発明の研磨液組成物には、必要に応じて他の成分を配合することができる。他の成分
としては、増粘剤、分散剤、防錆剤、塩基性物質、界面活性剤等が挙げられる。研磨液組
成物中のこれら他の任意成分の含有量は、０～１０重量％が好ましく、０～５重量％がよ
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り好ましい。但し、本発明の研磨液組成物は、他の成分、とりわけ界面活性剤を含むこと
なく、研磨後の基板表面のスクラッチ及びナノ突起欠陥の低減効果を発揮し得る。さらに
、本発明の研磨液組成物は、アルミナ砥粒を含ませることができ、最終研磨工程より前の
粗研磨工程に使用することもできる。
【００８７】
　［研磨液組成物のｐＨ］
　本発明の研磨液組成物のｐＨは、研磨速度向上の観点から３．５以下が好ましく、より
好ましくは３．０以下、さらに好ましくは２．５以下、さらにより好ましくは２．０以下
である。また研磨後の基板表面のスクラッチ及びナノ突起欠陥を低減する観点から、０．
５以上が好ましく、より好ましくは０．８以上、さらに好ましくは１．０以上、さらによ
り好ましくは１．２以上である。また、研磨液組成物の廃液ｐＨは、研磨速度向上の観点
から３以下が好ましく、より好ましくは２．５以下、さらに好ましくは２．２以下、さら
により好ましくは２．０以下である。また、研磨後の基板表面のスクラッチ及びナノ突起
欠陥を低減する観点から、研磨液組成物の廃液ｐＨは、０．８以上が好ましく、より好ま
しくは１．０以上、さらに好ましくは１．２以上、さらにより好ましくは１．５以上であ
る。なお、廃液ｐＨとは、研磨液組成物を用いた研磨工程における研磨廃液、即ち、研磨
機より排出された直後の研磨液組成物のｐＨをいう。
【００８８】
　［研磨液組成物の調製方法］
　本発明の研磨液組成物は、例えば、研磨材、酸、酸化剤、複素環芳香族化合物、脂肪族
アミン化合物、及び水を、さらに所望により他の成分を含めて、公知の方法で混合するこ
とにより調製できる。この際、研磨材は、濃縮されたスラリーの状態で混合されてもよい
し、水等で希釈してから混合されてもよい。本発明の研磨液組成物中における各成分の含
有量や濃度は、上述した範囲であるが、その他の態様として、本発明の研磨液組成物を濃
縮物として調製してもよい。
【００８９】
　［被研磨基板］
　本発明の研磨液組成物が研磨の対象とする被研磨基板は、Ｎｉ－Ｐメッキされたアルミ
ニウム合金基板である。本発明の研磨液組成物をＮｉ－Ｐメッキされたアルミニウム合金
基板の研磨に使用することで、研磨後の基板表面のスクラッチの低減とともに、従来の予
測を超えた効果である研磨後の基板表面のナノ突起欠陥の低減という効果を奏する。
【００９０】
　［磁気ディスク基板の製造方法］
　本発明は、その他の態様として、磁気ディスク基板の製造方法（以下、本発明の製造方
法ともいう。）に関する。本発明の製造方法は、上述した本発明の研磨液組成物を用いて
被研磨基板を研磨する工程（以下、本発明の研磨液組成物を用いた研磨工程ともいう。）
を含む磁気ディスク基板の製造方法である。これにより、研磨後の基板表面のスクラッチ
に加えて、研磨後の基板表面のナノ突起欠陥が低減された磁気ディスク基板を好ましくは
提供できる。本発明の製造方法は、とりわけ、垂直磁気記録方式用磁気ディスク基板の製
造方法に適している。よって、本発明の製造方法は、その他の態様として、本発明の研磨
液組成物を用いた研磨工程を含む垂直磁気記録方式用磁気ディスク基板の製造方法である
。
【００９１】
　本発明の研磨液組成物を用いて被研磨基板を研磨する方法の具体例としては、不織布状
の有機高分子系研磨布等の研磨パッドを貼り付けた定盤で被研磨基板を挟み込み、本発明
の研磨液組成物を研磨機に供給しながら、定盤や被研磨基板を動かして被研磨基板を研磨
する方法が挙げられる。
【００９２】
　被研磨基板の研磨工程が多段階で行われる場合は、本発明の研磨液組成物を用いた研磨
工程は２段階目以降に行われるのが好ましく、最終研磨工程で行われるのがより好ましい
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。その際、前工程の研磨材や研磨液組成物の混入を避けるために、それぞれ別の研磨機を
使用してもよく、またそれぞれ別の研磨機を使用した場合では、研磨工程毎に被研磨基板
を洗浄することが好ましい。なお、研磨機としては、特に限定されず、磁気ディスク基板
研磨用の公知の研磨機が使用できる。
【００９３】
　［研磨パッド］
　本発明で使用される研磨パッドとしては、特に制限はなく、スエードタイプ、不織布タ
イプ、ポリウレタン独立発泡タイプ、又はこれらを積層した二層タイプ等の研磨パッドを
使用することができるが、研磨速度の観点から、スエードタイプの研磨パッドが好ましい
。
【００９４】
　研磨パッドの表面部材の平均気孔径は、スクラッチ低減及びパッド寿命の観点から、５
０μｍ以下が好ましく、より好ましくは４５μｍ以下、さらに好ましくは４０μｍ以下、
さらにより好ましくは３５μｍ以下である。パッドの研磨液保持性の観点から、気孔で研
磨液を保持し液切れを起こさないようにするために、平均気孔径は０．０１μｍ以上が好
ましく、より好ましくは０．１μｍ以上、さらに好ましくは１μｍ以上、さらにより好ま
しくは１０μｍ以上である。また、研磨パッドの気孔径の最大値は、研磨速度維持の観点
から、１００μｍ以下が好ましく、より好ましくは７０μｍ以下、さらに好ましくは６０
μｍ以下、特に好ましくは５０μｍ以下である。
【００９５】
　［研磨荷重］
　本発明の研磨液組成物を用いた研磨工程における研磨荷重は、好ましくは５．９ｋＰａ
以上、より好ましくは６．９ｋＰａ以上、さらに好ましくは７．５ｋＰａ以上である。こ
れにより、研磨速度の低下を抑制できるため、生産性の向上が可能となる。なお、本発明
の製造方法において研磨荷重とは、研磨時に被研磨基板の研磨面に加えられる定盤の圧力
をいう。また、本発明の研磨液組成物を用いた研磨工程において、研磨荷重は２０ｋＰａ
以下が好ましく、より好ましくは１８ｋＰａ以下、さらに好ましくは１６ｋＰａ以下であ
る。これにより、スクラッチの発生を抑制することができる。したがって、本発明の研磨
液組成物を用いた研磨工程において研磨荷重は５．９～２０ｋＰａが好ましく、６．９～
１８ｋＰａがより好ましく、７．５～１６ｋＰａがさらに好ましい。研磨荷重の調整は、
定盤及び被研磨基板のうち少なくとも一方に空気圧や重りを負荷することにより行うこと
ができる。
【００９６】
　［研磨液組成物の供給］
　本発明の研磨液組成物を用いた研磨工程における本発明の研磨液組成物の供給速度は、
スクラッチ低減の観点から、被研磨基板１ｃｍ2当たり、好ましくは０．０５～１５ｍＬ
／分であり、より好ましくは０．０６～１０ｍＬ／分であり、さらに好ましくは０．０７
～１ｍＬ／分、さらにより好ましくは０．０８～０．５ｍＬ／分、さらにより好ましくは
０．１２～０．５ｍＬ／分である。
【００９７】
　本発明の研磨液組成物を研磨機へ供給する方法としては、例えばポンプ等を用いて連続
的に供給を行う方法が挙げられる。研磨液組成物を研磨機へ供給する際は、全ての成分を
含んだ１液で供給する方法の他、研磨液組成物の安定性等を考慮して、複数の配合用成分
液に分け、２液以上で供給することもできる。後者の場合、例えば供給配管中又は被研磨
基板上で、上記複数の配合用成分液が混合され、本発明の研磨液組成物となる。
【００９８】
　また、本発明によれば、研磨後の基板表面のスクラッチに加えて、研磨後の基板表面の
ナノ突起欠陥が低減された磁気ディスク基板を提供できるため、高度の表面平滑性が要求
される垂直磁気記録方式の磁気ディスク基板の研磨に好適に用いることができる。
【００９９】
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　上記被研磨基板の形状には特に制限はなく、例えば、ディスク状、プレート状、スラブ
状、プリズム状等の平面部を有する形状や、レンズ等の曲面部を有する形状であればよい
。中でも、ディスク状の被研磨基板が適している。ディスク状の被研磨基板の場合、その
外径は例えば２～９５ｍｍ程度であり、その厚みは例えば０．５～２ｍｍ程度である。
【０１００】
　［研磨方法］
　本発明は、その他の態様として、上述した研磨液組成物を研磨パッドに接触させながら
被研磨基板を研磨することを含む被研磨基板の研磨方法に関する。本発明の研磨方法を使
用することにより、研磨後の基板表面のスクラッチに加えて、研磨後の基板表面のナノ突
起欠陥が低減された磁気ディスク基板、特に垂直磁気記録方式の磁気ディスク基板が好ま
しくは提供される。本発明の研磨方法における前記被研磨基板としては、上述のとおり、
磁気ディスク基板や磁気記録用媒体の基板の製造に使用されるものが挙げられ、なかでも
、垂直磁気記録方式用磁気ディスク基板の製造に用いる基板が好ましい。なお、具体的な
研磨の方法及び条件は、上述のとおりとすることができる。
【実施例】
【０１０１】
　［実施例１～２７、及び比較例１～１１］
　実施例１～２７、及び比較例１～１１の研磨液組成物を調製して被研磨基板の研磨を行
い、研磨後の基板のスクラッチ及びナノ突起欠陥を評価した。評価結果を下記表１に示す
。使用した重合体、研磨液組成物の調製方法、各パラメータの測定方法、研磨条件（研磨
方法）及び評価方法は以下のとおりである。なお、下記表１において、ＢＴＡは１Ｈ－ベ
ンゾトリアゾール、ＡＥＥＡはＮ－アミノエチルエタノールアミン、ＤＥＴＡはジエチレ
ントリアミン、ＴＥＴＡはトリエチレントリアミン、ＴＥＰＡはテトラエチレンペンタミ
ン、ＰＥＨＡはペンタエチレンヘキサミン、ＰＥＩはポリエチレンイミン（分子量６００
）を示す。
【０１０２】
　［アニオン性基を有する高分子］
　研磨液組成物に使用したアニオン性高分子は下記のＡ～Ｃ－３である。なお、Ｂについ
ては下記の方法により製造した。また、これらの重合体の重量平均分子量は下記の条件で
測定した。
＜アニオン性高分子＞
Ａ：アクリル酸/アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸共重合体ナトリウム塩
（モル比９０／１０、重量平均分子量２０００、東亞合成社製）
Ｂ：スチレン／スチレンスルホン酸共重合体ナトリウム塩（モル比３３／６７、重量平均
分子量１００００、下記の方法により製造）
Ｃ－１：ポリアクリル酸ナトリウム塩（重量平均分子量２０００、東亞合成社製）
Ｃ－２：ポリアクリル酸ナトリウム塩（重量平均分子量６０００、東亞合成社製）
Ｃ－３：ポリアクリル酸ナトリウム塩（重量平均分子量２００００、花王社製）
【０１０３】
　〔スチレン／スチレンスルホン酸共重合体ナトリウム塩の製造方法〕
　１Ｌの四つ口フラスコに、イソプロピルアルコール１８０ｇ（キシダ化学製）、イオン
交換水２７０ｇ、スチレン１０ｇ（キシダ化学製）、スチレンスルホン酸ナトリウム４０
ｇ（和光純薬工業製）を仕込み、２，２’－アゾビス（２－メチルプロピオンアミジン）
２塩酸塩７．２ｇ（Ｖ－５０、和光純薬工業製）を反応開始剤として、８３±２℃で２時
間滴下重合し、更に２時間熟成を行い、その後、減圧下で溶剤を除去することで、白色粉
の重合体Ｂを得た。
【０１０４】
　［重合体の重量平均分子量の測定方法］
　上記の重合体の重量平均分子量は、下記測定条件におけるゲルパーミエーションクロマ
トグラフィー（ＧＰＣ）法により測定した。
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〔ＡＡ／ＡＭＰＳ及びＰＡＡのＧＰＣ条件〕
　カラム　　：ＴＳＫｇｅｌ　Ｇ４０００ＰＷＸＬ＋ＴＳＫｇｅｌ　Ｇ２５００ＰＷＸＬ
（東ソー製）
　ガードカラム：ＴＳＫｇｕａｒｄｃｏｌｕｍｎ　ＰＷＸＬ（東ソー製）
　溶離液　　：０．２Ｍリン酸バッファー／ＣＨ3ＣＮ＝９／１（体積比）
　温度　　　：４０℃
　流速　　　：１．０ｍＬ／ｍｉｎ
　試料サイズ：５ｍｇ／ｍＬ
　検出器　　：ＲＩ
　換算標準　：ポリアクリル酸Ｎａ（分子量（Ｍｐ）：１１．５万、２．８万、４１００
、１２５０（創和科学及びＡｍｅｒｉｃａｎ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　Ｃ
ｏｒｐ．製））
〔Ｓｔ／ＳＳのＧＰＣ条件〕
　カラム　　：ＴＳＫｇｅｌ　α－Ｍ＋ＴＳＫｇｅｌ　α－Ｍ（東ソー製）
　ガードカラム：ＴＳＫｇｕａｒｄｃｏｌｕｍｎ　α（東ソー製）
　溶離液　　：６０ｍｍｏｌ／Ｌ　リン酸，５０ｍｍｏｌ／Ｌ　ＬｉＢｒ／ＤＭＦ
　温度　　　：４０℃
　流速　　　：１．０ｍＬ／ｍｉｎ
　試料サイズ：５ｍｇ／ｍＬ
　検出器　　：ＲＩ
　換算標準　：ポリスチレン（分子量（Ｍｗ）：５９０、３６００、３万、９．６４万、
９２．９万、８４２万（東ソー、西尾工業、及びｃｈｅｍｃｏ社製））
【０１０５】
　［研磨液組成物の調製方法］
　下記表１に記載の複素環芳香族化合物、脂肪族アミン化合物又は脂環式アミン化合物、
コロイダルシリカ（日揮触媒化成社製）、及びアニオン性高分子、並びに、酸（硫酸）及
び酸化剤（過酸化水素）を用いて実施例１～２７、及び比較例１～１１の研磨液組成物を
調製した。なお、コロイダルシリカ濃度は５重量％、アニオン性高分子の添加量は０．０
５重量％とした。また、硫酸の濃度は０．５重量％としたが、実施例２６、２７、及び比
較例９では、それぞれ、０．３重量％、０．２重量％、及び０．１重量％とした。なお、
比較例１では硫酸に換えて、オルトリン酸２．０重量％及びＫ2ＨＰＯ4０．８重量％を使
用した。比較例１０及び１１では硫酸は使用しておらず、比較例１１では、ＮａＯＨ０．
０５重量％を使用した。過酸化水素は、比較例８以外の全ての実施例・比較例において、
０．４重量％で使用した。
【０１０６】
　コロイダルシリカの散乱強度分布に基づく平均粒径、ＣＶ９０、及びΔＣＶは下記方法
で測定した。
【０１０７】
　［動的光散乱法で測定されるシリカ粒子の平均粒径、ＣＶ９０、ΔＣＶ値の測定方法］
〔平均粒径及びＣＶ９０〕
コロイダルシリカと、硫酸と、過酸化水素水とをイオン交換水に添加し、これらを混合す
ることにより、標準試料を作製した。標準試料中におけるコロイダルシリカ、硫酸、過酸
化水素の含有量は、それぞれ５．０重量％、０．５重量％、０．４重量％であった。この
標準試料を大塚電子社製動的光散乱装置ＤＬＳ－６５００により、同メーカーが添付した
説明書に従って、２００回積算した際の検出角９０°におけるＣｕｍｕｌａｎｔ法によっ
て得られる散乱強度分布の面積が全体の５０％となる粒径を求め、シリカ粒子の平均粒径
とした。また、検出角９０°におけるコロイダルシリカのＣＶ値（ＣＶ９０）を、上記測
定法に従って測定した散乱強度分布における標準偏差を前記平均粒径で除して１００をか
けた値として算出した。
〔ΔＣＶ値〕
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上記ＣＶ９０の測定法と同様に、検出角３０°におけるコロイダルシリカのＣＶ値（ＣＶ
３０）を測定し、ＣＶ３０からＣＶ９０を引いた値を求め、シリカ粒子のΔＣＶ値とした
。
（ＤＬＳ－６５００の測定条件）
検出角：９０°
Ｓａｍｐｌｉｎｇ　ｔｉｍｅ　　　　　　　：　４（μｍ）
Ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ　Ｃｈａｎｎｅｌ　：　２５６（ｃｈ）
Ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ　Ｍｅｔｈｏｄ　　：　ＴＩ
Ｓａｍｐｌｉｎｇ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ：　２６．０（℃）
検出角：３０°
Ｓａｍｐｌｉｎｇ　ｔｉｍｅ　　　　　　　：　１０（μｍ）
Ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ　Ｃｈａｎｎｅｌ　：　１０２４（ｃｈ）
Ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ　Ｍｅｔｈｏｄ　　：　ＴＩ
Ｓａｍｐｌｉｎｇ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ：　２６．０（℃）
【０１０８】
　［研磨］
　上記のように調製した実施例１～２７及び比較例１～１１の研磨液組成物を用いて、以
下に示す研磨条件にて下記被研磨基板を研磨した。次いで、研磨された基板のナノ突起欠
陥、及びスクラッチを以下に示す条件に基づいて測定し、評価を行った。結果を下記表１
に示す。下記表１に示すデータは、各実施例及び各比較例につき４枚の被研磨基板を研磨
した後、各被研磨基板の両面について測定し、４枚（表裏合わせて計８面）のデータの平
均とした。
【０１０９】
　［被研磨基板］
　被研磨基板としては、Ｎｉ－Ｐメッキされたアルミニウム合金基板を予めアルミナ研磨
材を含有する研磨液組成物で粗研磨した基板を用いた。なお、この被研磨基板は、厚さが
１．２７ｍｍ、外径が９５ｍｍ、内径が２５ｍｍであり、ＡＦＭ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｎ
ｓｔｒｕｍｅｎｔ　ＮａｎｏＳｃｏｐｅ　ＩＩＩａ　Ｍｕｌｔｉ　Ｍｏｄｅ　ＡＦＭ）に
より測定した中心線平均粗さＲａが１ｎｍ、長波長うねり（波長０．４～２ｍｍ）の振幅
は２ｎｍ、短波長うねり（波長５０～４００μｍ）の振幅は２ｎｍであった。
【０１１０】
　［研磨条件］
研磨試験機：スピードファム社製「両面９Ｂ研磨機」
研磨パッド：フジボウ社製スエードタイプ（厚さ０．９ｍｍ、平均開孔径３０μｍ）
研磨液組成物供給量：１００ｍＬ／分（被研磨基板１ｃｍ2あたりの供給速度：０．０７
２ｍＬ／分）
下定盤回転数：３２．５ｒｐｍ
研磨荷重：７．９ｋＰａ
研磨時間：８分間
【０１１１】
　［研磨速度の測定方法］
　研磨前後の各基板の重さを重量計（Ｓａｒｔｏｒｉｕｓ社製「ＢＰ－２１０Ｓ」）を用
いて測定し、各基板の重量変化を求め、１０枚の平均値を重量減少量とし、それを研磨時
間で割った値を重量減少速度とした。この重量減少速度を下記の式に導入し、研磨速度（
μｍ／ｍｉｎ）に変換した。
研磨速度（μｍ／ｍｉｎ）＝重量減少速度（ｇ／ｍｉｎ）／基板片面面積（ｍｍ2）／Ｎ
ｉ－Ｐメッキ密度（ｇ／ｃｍ3）×１０6

（基板片面面積：６５９７ｍｍ2、Ｎｉ－Ｐメッキ密度：７．９９ｇ／ｃｍ3として算出）
【０１１２】
　［ナノ突起欠陥及びスクラッチの評価方法］
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測定機器：ＫＬＡ　Ｔｅｎｃｏｒ社製、ＯＳＡ６１００
評価：研磨試験機に投入した基板の中、無作為に４枚を選択し、各々の基板を１００００
ｒｐｍにてレーザーを照射してナノ突起欠陥及びスクラッチを測定した。その４枚の基板
の各々両面にあるスクラッチ数（本）の合計を８で除して、基板面当たりのナノ突起欠陥
及びスクラッチの数を算出した。その結果を、下記表１に、比較例１を１００とした相対
値として示す。なお、下記表１において、「測定不能」とは、研磨速度が低いために粗研
磨で発生した傷や研磨剤残渣が除去しきれなかったことに起因し、ナノ突起欠陥又はスク
ラッチの数が測定上限を超えたことを示す。
【０１１３】
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【表１】

【０１１４】
　上記表１に示すように、実施例１～２７の研磨液組成物を用いると、比較例１～１１に
比べ、研磨後の基板のスクラッチに加えて、基板表面のナノ突起を低減できた。
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【産業上の利用可能性】
【０１１５】
　本発明によれば、例えば、高記録密度化に適した磁気ディスク基板を提供できる。
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