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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ガラス基板を酸性研磨液で研磨する工程と洗浄する工程を有するガラスハードデ
ィスク基板の製造方法において、研磨工程の研磨速度を維持したまま、洗浄工程における
ガラス基板の表面粗さの悪化を抑制できるガラスハードディスク基板用研磨液組成物を提
供する。
【解決手段】シリカ粒子、酸、下記式（Ｉ）で表される化合物及びその塩からなる群から
選ばれる少なくとも１種である成分、及び水を含有する。

式（Ｉ）において、Ｘ及びＹは、それぞれ独立して、水素原子、炭素原子数１以上４以下
の炭化水素基、水酸基、スルホン酸基、カルボキシ基、ニトロ基、及びハロゲンからなる
群から選らばれ、Ｚは、水素原子、水酸基、及びカルボキシ基からなる群から選ばれる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリカ粒子、酸、下記式（Ｉ）で表される化合物及びその塩からなる群から選ばれる少
なくとも１種である成分（Ａ）、及び水を含有する、ガラスハードディスク基板用研磨液
組成物。
【化１】

［式（Ｉ）において、Ｘ及びＹは、それぞれ独立して、水素原子、炭素原子数１以上４以
下の炭化水素基、水酸基、スルホン酸基、カルボキシ基、ニトロ基、及びハロゲンからな
る群から選らばれ、Ｚは、水素原子、水酸基、及びカルボキシ基からなる群から選ばれる
。］
【請求項２】
　式（Ｉ）で表される化合物が、８－ヒドロキシキノリン、８－キノリンカルボン酸、及
びこれらの組み合わせからなる群から選ばれる少なくとも１種である、請求項１に記載の
研磨液組成物。
【請求項３】
　さらにアミン化合物を含有する、請求項１又は２に記載の研磨液組成物。
【請求項４】
　さらに水溶性高分子を含有する、請求項１又は２に記載の研磨液組成物。
【請求項５】
　アルミノ珪酸ガラス基板を研磨するための、請求項１から４のいずれかに記載の研磨液
組成物。
【請求項６】
　ｐＨが１．０以上４．７以下である、請求項１から５のいずれかに記載の研磨液組成物
。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれかに記載の研磨液組成物を使用して被研磨ガラス基板を研磨す
る工程を含む、ガラスハードディスク基板の製造方法。
【請求項８】
　さらに、前記研磨工程の後のガラス基板を、洗浄剤組成物を用いて洗浄する工程を含む
、請求項７記載のガラスハードディスク基板の製造方法。
【請求項９】
　さらに、ガラス基板上に磁性膜を形成する工程を含む、請求項７又は８に記載のガラス
ハードディスク基板の製造方法。
【請求項１０】
　請求項１から６のいずれかに記載の研磨液組成物を使用して被研磨ガラス基板を研磨す
る工程を含む、ガラス基板の研磨方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、ガラスハードディスク基板用研磨液組成物、ガラスハードディスク基板の製
造方法、及び、ガラス基板の研磨方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ハードディスクドライブに搭載されるハードディスクは高速で回転するため消費電力が
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高く、近年では環境への配慮から、低消費電力化が求められている。消費電力を低減する
ためには、ハードディスク１枚あたりの記録容量を増大させ、ドライブに搭載されるハー
ドディスクの枚数を減らし、軽量化する方法がある。基板１枚の重量を軽量化するために
は、基板の厚さを薄くする必要があり、この観点から、アルミ基板に比べて機械的強度が
高いガラス基板の需要が高まり、近年の伸張は著しい。また、基板１枚あたりの記録容量
を向上させるためには、単位記録面積を縮小する必要がある。しかし、単位記録面積を縮
小すると磁気信号が弱くなる問題が発生する。そこで磁気信号の検出感度を向上するため
、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。ガラスハード
ディスク基板の研磨においては、この磁気ヘッドの低浮上化に対応するため、表面粗さや
残留物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、酸性の研磨液組
成物でガラス基板を研磨する技術が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　酸性の研磨液組成物でガラス基板を研磨する方法は、研磨中にガラス基板に含有される
アルカリイオンが溶出するリーチング作用が起こり、基板表面の硬度が低下して研磨速度
が向上するという利点がある。しかしながら、酸性の研磨液組成物でガラス基板を研磨す
る方法は、ｐＨが低いとリーチング作用が大きく働くため、脆いリーチング層が深くまで
生成し、研磨工程後のアルカリ洗浄工程におけるアルカリエッチングにより表面粗さが著
しく悪化するという問題があった。
【０００４】
　一方で、銅の金属配線を備える基板のＣＭＰ工程においては、キノリン構造を有する化
合物を含む研磨液組成物が開示されている（特許文献２～５参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１３８１９７号公報
【特許文献２】特開２００５－０２６６０６号公報
【特許文献３】特開２００９－２９５７４７号公報
【特許文献４】特開２０１３－０４２１２３号公報
【特許文献５】特開２０１４－０４１８５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本開示は、一又は複数の実施形態において、ガラス基板を酸性研磨液で研磨する工程と
洗浄する工程を有するガラスハードディスク基板の製造方法において、研磨工程の研磨速
度を維持したまま、洗浄工程におけるガラス基板の表面粗さの悪化を抑制できるガラスハ
ードディスク基板用研磨液組成物を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示は、一又は複数の実施形態において、シリカ粒子、酸、下記式（Ｉ）で表される
化合物及びその塩からなる群から選ばれる少なくとも１種である成分（Ａ）、及び水を含
有するガラスハードディスク基板用研磨液組成物（以下、「本開示の研磨液組成物」とも
いう）に関する。
【化１】

［式（Ｉ）において、Ｘ及びＹは、それぞれ独立して、水素原子、炭素原子数１以上４以
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下の炭化水素基、水酸基、スルホン酸基、カルボキシ基、ニトロ基、及びハロゲンからな
る群から選らばれ、Ｚは、水素原子、水酸基、及びカルボキシ基からなる群から選ばれる
。］
【０００８】
　本開示は、その他の一又は複数の実施形態において、本開示の研磨液組成物を使用して
被研磨ガラス基板を研磨する工程を含むガラスハードディスク基板の製造方法及び同工程
を含むガラス基板の研磨方法に関する。
【発明の効果】
【０００９】
　本開示によれば、一又は複数の実施形態において、研磨工程において研磨速度を維持し
つつ、洗浄工程においてガラス基板の表面粗さの悪化を効果的に抑制できる。本開示のそ
の他の一又は複数の実施形態においては、研磨工程において研磨速度を維持しつつ、洗浄
工程においてガラス基板の表面粗さの悪化を効果的に抑制できる。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本開示は、一又は複数に実施形態において、ガラス基板を酸性研磨液で研磨した後にア
ルカリ洗浄をした場合であっても、前記研磨液に式（Ｉ）で表される化合物が含まれてい
ると、前記研磨液による研磨速度を維持しつつ、洗浄によるガラス基板の表面粗さの悪化
を抑制できる。
【００１１】
　本開示の研磨液組成物により、研磨工程で研磨速度が維持され、かつ、洗浄によるガラ
ス基板の表面粗さの悪化が抑制される理由の詳細は明らかではないが、以下のように推定
される。すなわち、研磨時に研磨液組成物中の式（Ｉ）で表される化合物がガラス基板表
層に膜を形成してリーチング作用を抑制し、表面粗さの悪化が抑制されると推定される。
但し、本開示は、これらのメカニズムに限定されて解釈されなくてもよい。
【００１２】
　［成分（Ａ）］
　本開示に係る研磨液組成物は、研磨速度を維持しつつ表面粗さ悪化を抑制する観点から
、下記式（Ｉ）で表される化合物及びその塩からなる群から選ばれる少なくとも１種であ
る成分（Ａ）を含有する。
【００１３】
【化２】

【００１４】
　上記式（Ｉ）において、Ｘ及びＹは、それぞれ独立して、水素原子、炭素原子数１以上
４以下の炭化水素基、水酸基、スルホン酸基、カルボキシ基、ニトロ基、及びハロゲンか
らなる群から選ばれる。炭素原子数１以上４以下の炭化水素基としては、一又は複数の実
施形態において、炭素原子数１以上４以下、１以上３以下、１以上２以下、又は１のアル
キル基が挙げられる。ハロゲンとしては、一又は複数の実施形態において、フッ素、塩素
、臭素、又はヨウ素が挙げられる。Ｘ及びＹは、一又は複数の実施形態において、研磨速
度を維持しつつ表面粗さ悪化を抑制する観点から、水素が好ましい。
【００１５】
　上記式（Ｉ）において、Ｚは、水素原子、水酸基、及びカルボキシ基からなる群から選
ばれる。Ｚは、一又は複数の実施形態において、研磨速度を維持しつつ表面粗さ悪化を抑
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制する観点から、キノリン環の窒素原子とともにガラスから溶出するアルミニウムイオン
、ナトリウムなどの第１族元素、及びＣａ、Ｍｇなどの第２族元素金属をキレートできる
ものであることが好ましい。また、研磨後の洗浄性の観点から、Ｚは、水酸基又はカルボ
キシル基がより好ましい。
【００１６】
　上記式（Ｉ）で表される化合物は、一又は複数の実施形態において、研磨速度を維持し
つつ表面粗さ悪化を抑制する観点から、好ましくは８－ヒドロキシキノリン、８－キノリ
ンカルボン酸、２－メチル－８－ヒドロキシキノリンであり、より好ましくは８－ヒドロ
キシキノリン及び８－キノリンカルボン酸であり、更に好ましくは８－ヒドロキシキノリ
ンである。
【００１７】
　成分（Ａ）は塩の形態であってもよい。塩を形成させるための対イオンは、特に限定さ
れないが、ナトリウム、カリウム等のアルカリ金属イオン、アンモニウムイオン、アルキ
ルアンモニウムイオン等から選ばれる１種以上を用いることができる。
【００１８】
　本開示の研磨液組成物における成分（Ａ）の含有量は、一又は複数の実施形態において
、研磨速度を維持しつつ表面粗さ悪化を抑制する観点から、好ましくは１０ｐｐｍ以上、
より好ましくは５０ｐｐｍ以上、さらに好ましくは１００ｐｐｍ以上である。また、その
含有量は、同様の観点から、好ましくは５００ｐｐｍ以下が好ましく、より好ましくは３
００ｐｐｍ以下である。また、その含有量は、同様の観点から、好ましくは１０ｐｐｍ以
上５００ｐｐｍ以下が好ましく、より好ましくは５０ｐｐｍ以上３００ｐｐｍ以下、さら
に好ましくは１００ｐｐｍ以上３００ｐｐｍ以下である。なお、本開示において「研磨液
組成物中における含有成分の含有量」とは、研磨液組成物を研磨に使用する時点での前記
成分の含有量をいう（以下同じ）。したがって、本開示の研磨液組成物が濃縮物として作
製された場合には、前記成分の含有量はその濃縮分だけ高くなりうる。また、成分（Ａ）
は１種類であってもよく、複数種類であってもよい。複数種類の場合は、上記含有量は、
成分（Ａ）の合計の含有量をいう。
【００１９】
　［シリカ粒子］
　本開示の研磨液組成物は、研磨速度向上の観点から、シリカ粒子を研磨砥粒として含有
することが好ましい。本開示に使用されるシリカ粒子としては、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のシリカが挙げられるが、一又は複数の実施形態に
おいて、研磨速度の維持及び洗浄後の表面粗さの悪化抑制の観点から、コロイダルシリカ
が好ましい。また、シリカ粒子の使用形態としては、一又は複数の実施形態において、ス
ラリー状であることが好ましい。
【００２０】
　前記コロイダルシリカは、一又は複数の実施形態において、珪酸ナトリウム等の珪酸ア
ルカリ金属塩を原料とし、水溶液中で縮合反応させて粒子を成長させる水ガラス法で得ら
れる。あるいは、前記コロイダルシリカは、テトラエトキシシラン等のアルコキシシラン
を原料とし、アルコール等の水溶性有機溶媒を含有する水溶液中で縮合反応させて成長さ
せるアルコキシシラン法で得られる。また、前記ヒュームドシリカは、一又は複数の実施
形態において、四塩化珪素等の揮発性珪素化合物を原料とし、酸素水素バーナーによる１
０００℃以上の高温下で加水分解させて成長させる気相法で得られる。
【００２１】
　シリカ粒子の一次粒子の平均粒子径は、一又は複数の実施形態において、研磨速度を維
持しつつ表面粗さ悪化を抑制する観点から、５ｎｍ以上２００ｎｍ以下が好ましく、より
好ましくは７ｎｍ以上１００ｎｍ以下、さらに好ましくは９ｎｍ以上８０ｎｍ以下、さら
により好ましくは１０ｎｍ以上５０ｎｍ以下である。ここで、シリカ粒子の一次粒子の平
均粒子径は、実施例に記載の方法により測定される。
【００２２】
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　研磨液組成物中におけるシリカ粒子の含有量は、一又は複数の実施形態において、研磨
速度を維持しつつ表面粗さ悪化を抑制する観点から、好ましくは１質量％以上２０質量％
以下、より好ましくは２質量％以上１９質量％以下、さらに好ましくは３質量％以上１８
質量％以下、さらにより好ましくは５質量％以上１６質量％以下である。
【００２３】
　［酸］
　本開示の研磨液組成物は、一又は複数の実施形態において、研磨速度向上の観点から、
酸を含有することが好ましい。使用される酸としては、無機酸及び有機酸の少なくとも一
方が挙げられる。無機酸としては、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、アミド硫酸等が挙げられ
る。有機酸としては、メタンジスルホン酸、エタンジスルホン酸、フェノールジスルホン
酸、ナフタレンジスルホン酸等の含硫黄有機酸、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含リン有機酸、シュウ酸、
コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、フタル酸、ニ
トロトリ酢酸、ニトロ酢酸、エチレンジアミンテトラ酢酸、オキサロ酢酸等のカルボン酸
、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸、イソクエン酸、グリコール酸等の分子内に水酸基を有す
る有機カルボン酸、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等
が挙げられる。一方、基板製造における排水による水質汚染の基準であるＣＯＤ値低減の
観点から、無機酸の使用が好ましく、リン酸、硫酸がより好ましい。また循環研磨におけ
る研磨液の耐久性向上の観点から、多価カルボン酸、分子内に水酸基を有する有機カルボ
ン酸、含リン無機酸及び含リン有機酸から選ばれる一種以上が好ましく、多価カルボン酸
、分子内に水酸基を有する有機カルボン酸、及び含リン有機酸から選ばれる一種以上がよ
り好ましく、さらに好ましくは多価カルボン酸、分子内に水酸基を有する有機カルボン酸
である。具体的には、１－ヒドロキシエチリデン－１，１－ジホスホン酸、グリコール酸
、コハク酸、リンゴ酸、酒石酸、及びクエン酸から選ばれる一種以上が好ましく、１－ヒ
ドロキシエチリデン－１，１－ジホスホン酸、グリコール酸、リンゴ酸、及びクエン酸か
ら選ばれる一種以上がより好ましく、入手容易性も考慮すると、グリコール酸、リンゴ酸
、及びクエン酸から選ばれる一種以上がさらに好ましい。これらの化合物は単独で用いて
もよいし、混合して用いてもよい。
【００２４】
　前記酸は塩の形態であってもよい。これらの酸の塩を用いる場合、特に限定はなく、具
体的には、アルカリ金属、アルカリ土類金属、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。これらの中でも、研磨速度向上、粗さ低減の観点からアルカリ金属又
はアンモニウムとの塩が好ましい。
【００２５】
　研磨液組成物における酸の含有量は、一又は複数の実施形態において、研磨速度向上の
観点（及び循環研磨における耐久性向上の観点）から、０．０５質量％以上が好ましく、
より好ましくは０．１質量％以上、さらに好ましくは０．１５質量％以上である。また、
前記酸の含有量は、研磨装置の腐食をさらに抑制できるため、１０質量％以下が好ましく
、より好ましくは７．５質量％以下、さらに好ましくは５．５質量％以下、さらにより好
ましくは２質量％以下である。また、研磨液組成物における酸の含有量は、一又は複数の
実施形態において、上述の観点から、０．０５質量％以上１０質量％以下が好ましく、よ
り好ましくは０．１質量％以上７．５質量％以下、さらに好ましくは０．１５質量％以上
５．５質量％以下、さらにより好ましくは０．１５質量％以上２質量％以下である。なお



(7) JP 2016-122487 A 2016.7.7

10

20

30

40

50

、上述の酸の含有量は、研磨液組成物中の酸が複数種類の場合、全ての酸の合計含有量を
示す。
【００２６】
　［アミン化合物］
　本開示の研磨液組成物は、一又は複数の実施形態において、洗浄後の表面粗さの低減の
観点（循環研磨における耐久性向上の観点、）及び、ガラス基板の清浄性向上の観点から
、アミン化合物を含有することが好ましく、多価アミン化合物を含有することがより好ま
しい。なお、本開示において清浄性とは研磨工程において基板表面に残留する物質を除去
する性能を指す。研磨後に基板表面に残留する物質には、例えば砥粒、研磨中に発生する
研磨クズ、研磨パッドのカス、ステンレスなどの研磨機に使用される部材などが挙げられ
る。
【００２７】
　本開示の研磨液組成物に使用される多価アミン化合物中に含まれる窒素原子の数は、研
磨速度を維持する観点から、１０個以下が好ましく、８個以下がより好ましく、６個以下
がさらに好ましく、４個以下がさらにより好ましく、洗浄工程における表面粗さの悪化を
抑制する観点から、２個以上である。
【００２８】
　本開示の研磨液組成物に使用される多価アミン化合物中に含まれる窒素原子の数は、清
浄性を向上する観点から、２個以上が好ましく、３個以上がより好ましい。
【００２９】
　また、前記多価アミン化合物の分子量は、研磨速度を維持する観点から、５００以下が
好ましく、４００以下がより好ましく、３００以下がさらに好ましく、２００以下がさら
により好ましく、洗浄工程における表面粗さの悪化を抑制し、さらに清浄性を向上させる
観点から、４０以上が好ましく、６０以上がより好ましく、８０以上がさらに好ましく、
１００以上がさらにより好ましい。したがって、研磨速度を維持し、洗浄工程における表
面粗さの悪化を抑制し、さらに清浄性を向上させる観点から、好ましくは４０以上５００
以下、より好ましくは６０以上４００以下、さらに好ましくは８０以上３００以下、さら
により好ましくは１００以上２００以下である。研磨液組成物に含有される多価アミン化
合物は、一種類でもよく、二種類以上でもよい。また、前記多価アミン化合物は、塩の形
態であってもよく、例えば、塩酸、硫酸、リン酸等の無機酸、有機酸等との塩、アニオン
性界面活性剤との塩が挙げられる。
【００３０】
　前記多価アミン化合物の具体例としては、エチレンジアミン、ジエチレントリアミン、
トリエチレンテトラアミン、テトラエチレンペンタアミン、ペンタエチレンヘキサアミン
、２－［（２－アミノエチル）アミノ］エタノール（Ａ－ＥＡ）、２－［メチル［２－（
ジメチルアミノ）エチル］アミノ］エタノール、２，２′－（エチレンビスイミノ）ビス
エタノール、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）－Ｎ′－（２－アミノエチル）エチレンジア
ミン、２，２′－（２－アミノエチルイミノ）ジエタノール、Ｎ１，Ｎ４－ビス（ヒドロ
キシエチル）ジエチレントリアミン、Ｎ１，Ｎ７－ビス（ヒドロキシエチル）ジエチレン
トリアミン、１，３－ジアミノ－２－プロパノール、ピペラジン、１－メチルピペラジン
、３－（１－ピペラジニル）－１－プロパンアミン、１－（２－アミノエチル）ピペラジ
ン、４－メチルピペラジン－１－アミン、１－ピペラジンメタンアミン、４－エチル－１
－ピペラジンアミン、１－メチル－４－（２－アミノエチル）ピペラジン、１－（２－ヒ
ドロキシエチル）ピペラジンが挙げられるが、研磨速度を維持し、洗浄工程での表面粗さ
の悪化を抑制し、清浄性を向上させる観点から、２－［（２－アミノエチル）アミノ］エ
タノール、１－（２－アミノエチル）ピペラジン、１－（２－ヒドロキシエチル）ピペラ
ジン、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラアミンが好ましく、２－［（２－アミ
ノエチル）アミノ］エタノール、１－（２－アミノエチル）ピペラジン、１－（２－ヒド
ロキシエチル）ピペラジン、ジエチレントリアミンがより好ましく、２－［（２－アミノ
エチル）アミノ］エタノール、１－（２－アミノエチル）ピペラジン、ジエチレントリア
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ミンがさらに好ましく、ジエチレントリアミンがさらにより好ましい。又、特に、研磨速
度を維持する観点からは、１－（２－ヒドロキシエチル）ピペラジン、２－［（２－アミ
ノエチル）アミノ］エタノールが好ましい。
【００３１】
　研磨液組成物における、多価アミン化合物の含有量は、研磨速度の維持及び基板の清浄
性向上の観点から、５質量％以下が好ましく、４質量％以下がより好ましく、３質量％以
下がさらに好ましく、１質量％以下がさらにより好ましく、０．５質量％以下がさらによ
り好ましく、０．１質量％以下がさらにより好ましく、洗浄工程における表面粗さの悪化
を抑制する観点、基板の清浄性向上の観点（及び循環研磨における研磨液の耐久性向上の
観点）から、研磨液組成物における、多価アミン化合物の含有量は、０．００１質量％以
上が好ましく、０．００５質量％以上がより好ましく、０．０１質量％以上がさらに好ま
しい。したがって、研磨速度を維持し、洗浄工程における表面粗さ悪化を抑制する観点、
基板の清浄性向上の観点及び循環研磨における研磨液の耐久性向上の観点から、０．００
１質量％以上５質量％以下が好ましく、０．００５質量％以上４質量％以下がより好まし
く、０．０１質量％以上３質量％以下がさらに好ましく、０．０１質量％以上１質量％以
下がさらにより好ましく、０．０１質量％以上０．５質量％以下がさらにより好ましく、
０．０１質量％以上０．１質量％以下がさらにより好ましい。なお、前記含有量は、研磨
液組成物中の多価アミン化合物が複数種類の場合、全多価アミン化合物の合計含有量を示
す。
【００３２】
　研磨液組成物における多価アミン化合物と酸の質量比（多価アミン化合物の質量／酸の
質量）は、研磨速度を維持し、洗浄工程における表面粗さ悪化を抑制する観点、清浄性の
向上の観点、並びに循環研磨における耐久性向上の観点から、０．００１以上１．０以下
が好ましく、より好ましくは０．００５以上０．５以下、さらに好ましくは０．０１以上
０．３以下である。
【００３３】
　［水溶性高分子］
　本開示の研磨液組成物は、一又は複数の実施形態において、洗浄工程における表面粗さ
悪化を抑制する観点から水溶性高分子を含有することが好ましく、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」とも言う。）を含有することがより好ましい。
【００３４】
　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塩の形
態であってもよい。アニオン性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
族に属する金属が挙げられる。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。中
でも、作業性の観点からナトリウム塩が好ましい。
【００３５】
　アニオン性高分子は、例えば、スルホン酸基を有する単量体、カルボン酸基を有する単
量体等のアニオン性基を有する単量体を重合することにより得られうる。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よい。
【００３６】
　スルホン酸基を有する単量体の具体例としては、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。リン酸エステル基又はホスホン酸基を有
する単量体としては、例えば、ビニルホスホン酸、メタクロイルオキシメチルリン酸、メ
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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が挙げられる。
【００３７】
　また、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。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
等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等の（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－ブタジエン等の脂肪族
共役ジエン、（メタ）アクリロニトリル等のシアン化ビニル化合物が挙げられる。
【００３８】
　アニオン性高分子としては、一又は複数の実施形態において、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（ＡＡ－ＡＭＰＳ）、（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、ナフタレンスルホン酸ホル
ムアルデヒド縮合物、メチルナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物、アントラセ
ンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物、メラミンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物、リ
グニンスルホン酸、変成リグニンスルホン酸、アミノアリールスルホン酸－フェノール－
ホルムアルデヒド縮合物、スチレン／イソプレンスルホン酸共重合体、スチレン／スチレ
ンスルホン酸共重合体、（メタ）アクリル酸アルキルエステル／スチレンスルホン酸共重
合体が挙げられるが、研磨速度の維持及び洗浄後の表面粗さの悪化抑制の観点から、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、ナフタレンスルホン酸ホルマリン縮合物、スチレン／イソプレンスル
ホン酸共重合体、及びスチレン／スチレンスルホン酸共重合体から選ばれる１種以上が好
ましく、（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、及びスチレン／スチレンスルホン酸共重合体から選ばれる１種以上がより
好ましい。
【００３９】
　水溶性高分子の重量平均分子量は、一又は複数の実施形態において、研磨速度の維持及
び洗浄後の表面粗さの悪化抑制の観点から、５００以上１２万以下であることが好ましく
、１０００以上１０万以下がより好ましく、１０００以上３万以下がさらに好ましく、１
０００以上１万以下がさらにより好ましく、１５００以上８０００以下がさらにより好ま
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求めることができる。
【００４０】
　研磨液組成物における水溶性高分子の含有量は、一又は複数の実施形態において、研磨
速度の維持及び洗浄後の表面粗さの悪化抑制の観点から、０．００１質量％以上１質量％
以下が好ましく、より好ましくは０．００５質量％以上０．５質量％以下、さらに好まし
くは０．０１質量％以上０．２質量％以下、さらにより好ましくは０．０１質量％以上０
．１質量％以下、さらにより好ましくは０．０１５質量％以上０．０７５質量％以下、さ
らにより好ましくは０．０２質量％以上０．０７５質量％以下である。
【００４１】
　［水］
　本開示の研磨液組成物は、媒体として水を含有する。水は、一又は複数の実施形態にお
いて、蒸留水、イオン交換水、純水及び超純水等が使用され得る。本開示の研磨液組成物
中の水の含有量は、研磨液組成物の取扱いがさらに容易になるため、５５質量％以上が好
ましく、より好ましくは７０質量％以上、さらに好ましくは８０質量％以上、特に好まし
くは８５質量％以上である。また、前記水の含有量は、研磨速度向上の観点から、９９質
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量％以下が好ましく、より好ましくは９８質量％以下、さらに好ましくは９７質量％以下
である。したがって、前記媒体の含有量は、５５質量％以上９９質量％以下が好ましく、
より好ましくは７０質量％以上９８質量％以下、さらに好ましくは８０質量％以上９７質
量％以下、さらにより好ましくは８５質量％以上９７質量％以下である。
【００４２】
　［その他の成分］
　本開示の研磨液組成物は、さらに、殺菌剤、抗菌剤、増粘剤、分散剤、防錆剤等を含ん
でもよい。これらの成分の研磨液組成物中の含有量は、研磨特性の観点から、５質量％以
下が好ましく、より好ましくは３質量％以下、さらに好ましくは１質量％以下である。
【００４３】
　［研磨液組成物のｐＨ］
　本開示の研磨液組成物のｐＨは、研磨速度向上及び洗浄工程での表面粗さ低減の観点、
循環研磨における耐久性向上の観点、研磨機の腐食防止及び作業者の安全性向上の観点か
ら、好ましくは１．０以上４．７以下であり、より好ましくは１．５以上４．３以下、更
に好ましくは２．０以上４．１以下である。本開示に係る研磨液組成物においては、従来
困難とされていた低ｐＨの生産効率のよい条件においても表面粗さの低減が実現できる。
なお、上記のｐＨは、２５℃における研磨液組成物のｐＨであり、ｐＨメータを用いて測
定できる。
【００４４】
　［研磨液組成物の調製方法］
　本開示の研磨液組成物は、各成分を公知の方法で混合することにより、調製することが
できる。研磨液組成物は、経済性の観点から、通常、濃縮液として製造され、これを使用
時に希釈する場合が多い。研磨液組成物は、そのまま使用してもよいし、濃縮液であれば
希釈して使用すればよい。濃縮液を希釈する場合、その希釈倍率は、特に制限されず、前
記濃縮液における各成分の濃度（研磨材の含有量等）や研磨条件等に応じて適宜決定でき
る。
【００４５】
　研磨液組成物のｐＨは、前記成分の混合後、所定のｐＨに調整してもよいし、混合前に
それぞれ調整していてもよい。ｐＨの調整は、酸、水溶性金属塩、（多価）アミン化合物
、及びそれら以外のｐＨ調整剤により行うことができる。
【００４６】
　［被研磨ガラス基板］
　本開示の研磨液組成物の研磨対象である被研磨ガラス基板は、一又は複数の実施形態に
おいて、ガラスハードディスク基板の製造工程にあるガラス基板である。前記ガラス基板
としては、アルミノ珪酸ガラス、ホウ珪酸ガラス、アルミノホウ珪酸ガラス、化学強化工
程でナトリウムがカリウムに置換されたアルミノ珪酸ガラス等のＳｉ以外の金属原子を含
有するガラスが挙げられるが、研磨速度向上の観点から、アルミノ珪酸ガラス基板、及び
化学強化工程でナトリウムがカリウムに置換されたアルミノ珪酸ガラスが好ましく、アル
ミノ珪酸ガラス基板がより好ましい。また、本発明に用いられる被研磨ガラスハードディ
スク基板は、一又は複数の実施形態において、水平磁気記録用基板、垂直磁気記録用基板
、熱アシスト記録（ＨＡＭＲ）用基板のいずれにも用いることができる。
【００４７】
　アルミノ珪酸ガラス基板は、その構成元素としてＯ（酸素）以外ではＳｉを最も多く含
み、次いでＡｌ（アルミニウム）を多く含む。通常、Ｓｉの含有量は１５～４０質量％で
あり、Ａｌの含有量は２～２５質量％であり、他にもＮａ、Ｋ、Ｔｉ、Ｚｎ、Ｓ、Ｃa、
Ｍｇ、Ｐ、Ｂ、Ｚｒ、Ｆｅ、Ｓｒ、Ｎｂ、Ｂａ、Ｎｉなどを含むことがある。ハードディ
スク用として用いられる場合には、アルミノ珪酸ガラス基板は、研磨速度の向上及び基板
の透明性維持の観点から、Ａｌの含有量は、３質量％以上２０質量％以下が好ましく、４
質量％以上１５質量％以下がより好ましい。なお、アルミノ珪酸ガラス基板中に含まれる
Ｓｉ及びＡｌの含有量はＥＳＣＡ等の元素分析装置を用いて求めることができる。
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【００４８】
　［ガラスハードディスク基板の製造方法］
　一般に、ガラスハードディスク基板は、溶融ガラスの型枠プレス又はシートガラスから
切り出す方法によってガラス基材を得る工程から、形状加工工程、端面研磨工程、粗研削
工程、精研削工程、粗研磨工程、仕上げ研磨工程、化学強化工程を経て製造される。化学
強化工程は仕上げ研磨工程の前に施しても良い。また各工程の間には洗浄工程が含まれる
ことがある。研磨工程後のガラスハードディスク基板は、磁性膜の形成を含む記録部形成
工程を経ることで磁気ディスク化されたガラスハードディスク基板となる。本開示の研磨
液組成物は、仕上げ研磨工程における研磨に使用されることが好ましい。
【００４９】
　したがって、本開示は、その他の態様において、本開示の研磨液組成物を使用して被研
磨ガラス基板を研磨する工程を含むガラスハードディスク基板の製造方法（以下、「本開
示の基板製造方法」ともいう）に関する。
【００５０】
　［ガラス基板の研磨工程］
　本開示の基板製造方法における被研磨ガラス基板を研磨する工程は、一又は複数の実施
形態において、被研磨ガラス基板の研磨対象面に本開示の研磨液組成物を供給し、前記研
磨対象面に研磨パッドを接触させ、所定の圧力（荷重）をかけながら、研磨パッドや被研
磨基板を動かすこと等によって行う工程である。上述したとおり、この工程は、ガラスハ
ードディスク基板の研磨工程の最終工程である仕上げ研磨工程であることが好ましい。ま
た、仕上げ研磨工程では、一又は複数の実施形態において、本開示の研磨液組成物を用い
て循環研磨してもよい。本開示において、循環研磨とは、ガラス基板の研磨工程において
、使用した研磨液を再度研磨機に投入し、研磨液を研磨機内で循環させて再利用する手法
をいう。研磨後の廃液を一度全量回収してから研磨機に再投入してもよいし、廃液を回収
タンクに戻しながら連続的に研磨機に再投入してもよい。
【００５１】
　［研磨機］
　ガラス基板の研磨に用いられる研磨機としては、特に制限はなく、被研磨基板を保持す
る冶具（キャリア：アラミド製等）と研磨布（研磨パッド）とを備える研磨機を用いるこ
とができる。中でも、両面研磨機が好適に用いられる。
【００５２】
　［研磨パッド］
　研磨パッドの材質としては、有機高分子等が挙げられ、前記有機高分子としては、ポリ
ウレタン等が挙げられる。前記研磨パッドの形状は、不織布状が好ましい。例えば、粗研
磨工程ではスウェード調のウレタン製硬質パッド、仕上げ研磨工程ではスウェード調のウ
レタン製軟質パッドが好適に用いられる。
【００５３】
　研磨機を用いる研磨は、一又は複数の実施形態において、被研磨ガラス基板をキャリア
で保持し研磨パッドを貼り付けた１対の研磨定盤で挟み込み、本開示の研磨液組成物を研
磨パッドと被研磨基板との間に供給し、所定の圧力の下で研磨定盤及び／又は被研磨基板
を動かすことにより、本開示の研磨液組成物を被研磨ガラス基板に接触させながら被研磨
基板を研磨する方法が挙げられる。
【００５４】
　被研磨ガラス基板を研磨する工程における研磨荷重は、研磨速度を向上させる観点から
、好ましくは３ｋＰａ以上、４ｋＰａ以上がより好ましく、５ｋＰａ以上がさらに好まし
く、６ｋＰａ以上がさらにより好ましい。研磨中に研磨機に振動が発生しないように安定
に研磨できるという観点から、好ましくは４０ｋＰａ以下、３０ｋＰａ以下がより好まし
く、２０ｋＰａ以下がさらに好ましく、１５ｋＰａ以下がさらにより好ましい。従って、
研磨速度を維持し、安定に研磨できるという観点から、好ましくは３ｋＰａ以上４０ｋＰ
ａ以下、より好ましくは４ｋＰａ以上３０ｋＰａ以下、さらに好ましくは５ｋＰａ以上２
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０ｋＰａ以下、さらにより好ましくは６ｋＰａ以上１５ｋＰａ以下である。ここで、「研
磨荷重」とは、研磨時に被研磨基板を挟み込む定盤から被研磨ガラス基板の研磨対象面に
加えられる圧力をいう。
【００５５】
　本開示の研磨液組成物の供給方法は、予め本開示の研磨液組成物の構成成分が十分に混
合された状態で研磨パッドとガラス基板の間にポンプ等で供給する方法、研磨の直前の供
給ライン内等で構成成分を混合して供給する方法、シリカ粒子スラリーと両性金属の水溶
性金属塩を含有する水溶液とを別々に研磨装置に供給する方法等を用いることができる。
【００５６】
　本開示の研磨液組成物の供給速度は、コスト低減の観点及び研磨速度の向上の観点から
、被研磨基板１ｃｍ2あたり０．０１ｍＬ／分以上１．０ｍＬ／分以下が好ましく、より
好ましくは０．０２５ｍＬ／分以上０．６ｍＬ／分以下、さらに好ましくは０．０５ｍＬ
／分以上０．４ｍＬ／分以下、さらにより好ましくは０．１ｍＬ／分以上０．４ｍＬ／分
以下である。また循環研磨をする場合であれば研磨液組成物を再利用できるので供給流量
は上記記載の流量よりも多くなってもよい。
【００５７】
　［ガラス基板の洗浄工程］
　本開示の基板製造方法は、一又は複数の実施形態において、本開示の研磨液組成物を用
いた研磨が施されたガラス基板（被洗浄基板）を、上述の洗浄剤組成物を用いて洗浄する
工程を含む。洗浄工程における被洗浄基板には、本開示の研磨液組成物を使用した研磨工
程の直後のガラス基板や、研磨工程後に乾燥を防ぐための水等への浸漬工程、予備洗浄と
して水洗浄工程や酸洗浄工程等を経たガラス基板が含まれる。この洗浄工程は、一又は複
数の実施形態において、（ａ）被洗浄基板を洗浄剤組成物に浸漬するか、及び／又は、（
ｂ）洗浄剤組成物を射出して被洗浄基板の表面上に洗浄剤組成物を供給することにより行
われる。
【００５８】
　前記方法（ａ）において、被洗浄基板の洗浄剤組成物への浸漬条件としては、特に制限
はないが、例えば、洗浄剤組成物の温度は、安全性及び操業性の観点から２０℃以上１０
０℃以下であると好ましく、浸漬時間は、洗浄剤組成物による洗浄性と生産効率の観点か
ら１０秒以上３０分以内であると好ましい。また、残留物の除去性及び残留物の分散性を
高める観点から、洗浄剤組成物には超音波振動が付与されていると好ましい。超音波の周
波数としては、好ましくは２０ｋＨｚ以上２０００ｋＨｚ以下であり、より好ましくは４
０ｋＨｚ以上２０００ｋＨｚ以下であり、さらに好ましくは４０ｋＨｚ以上１５００ｋＨ
ｚ以下である。
【００５９】
　前記方法（ｂ）では、残留物の洗浄性や油分の溶解性を促進させる観点から、超音波振
動が与えられている洗浄剤組成物を射出して、被洗浄基板の表面に洗浄剤組成物を接触さ
せて当該表面を洗浄するか、又は、洗浄剤組成物を被洗浄基板の表面上に射出により供給
し、洗浄剤組成物が供給された当該表面を洗浄用ブラシでこすることにより洗浄すること
が好ましい。さらには、超音波振動が与えられている洗浄剤組成物を射出により洗浄対象
の表面に供給し、かつ、洗浄剤組成物が供給された当該表面を洗浄用ブラシでこすること
により洗浄することが好ましい。
【００６０】
　洗浄剤組成物を被洗浄基板の表面上に供給する手段としては、スプレーノズル等の公知
の手段を用いることができる。また、洗浄用ブラシとしては、特に制限はなく、例えばナ
イロンブラシやＰＶＡ（ポリビニルアルコール）スポンジブラシ等の公知のものを使用す
ることができる。超音波の周波数としては、前記方法（ａ）で好ましく採用される値と同
様であればよい。
【００６１】
　洗浄工程では、前記方法（ａ）及び／又は前記方法（ｂ）に加えて、揺動洗浄、スピン
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ナー等の回転を利用した洗浄、パドル洗浄等の公知の洗浄を用いる工程を１つ以上含んで
もよい。
【００６２】
　［洗浄剤組成物］
　洗浄剤組成物は、アルカリ剤、水、及び必要に応じて各種添加剤を含有するものが使用
できる。
【００６３】
　［アルカリ剤］
　前記洗浄剤組成物で使用されるアルカリ剤は、無機アルカリ剤及び有機アルカリ剤のう
ちのいずれであってもよい。無機アルカリ剤としては、例えば、アンモニア、水酸化カリ
ウム、及び水酸化ナトリウム等が挙げられる。有機アルカリ剤としては、例えば、ヒドロ
キシアルキルアミン、テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド、及びコリンからな
る群より選ばれる一種以上が挙げられる。これらのアルカリ剤は、単独で用いてもよく、
二種以上を混合して用いてもよい。
【００６４】
　ヒドロキシアルキルアミンとしては、例えば、モノエタノールアミン、ジエタノールア
ミン、トリエタノールアミン、メチルエタノールアミン、メチルジエタノールアミン、モ
ノプロパノールアミン、ジプロパノールアミン、トリプロパノールアミン、メチルプロパ
ノールアミン、メチルジプロパノールアミン、アミノエチルエタノールアミン等が挙げら
れる。なかでも、製品安定性及び環境保全性を向上させる観点から、モノエタノールアミ
ン、メチルジエタノールアミン及びアミノエチルエタノールアミンが好ましく、モノエタ
ノールアミン及びアミノエチルエタノールアミンがより好ましい。これらのヒドロキシア
ルキルアミンは単独で用いても良く、二種以上を混合して用いても良い。
【００６５】
　前記アルカリ剤のうち、洗浄剤組成物の基板上の残留物の分散性の向上、保存安定性の
向上、及び特にガラスに対するエッチング制御の容易化の観点から、水酸化カリウム、水
酸化ナトリウム、モノエタノールアミン、メチルジエタノールアミン、及びアミノエチル
エタノールアミンからなる群から選ばれる少なくとも１種が好ましく、水酸化カリウム及
び水酸化ナトリウムからなる群から選ばれる少なくとも１種がより好ましい。
【００６６】
　洗浄剤組成物中におけるアルカリ剤の含有量は、洗浄剤組成物の基板上の残留物に対す
る洗浄性を発現させ、かつ、取扱時の安全性を高める観点から、０．１質量％以上１０質
量％以下であると好ましく、０．３質量％以上３質量％以下であるとより好ましい。
【００６７】
　洗浄剤組成物のｐＨは、基板上の残留物の分散性を向上させる観点から、８．０以上１
３．０以下であり、好ましくは９．０以上１３．０以下、より好ましくは１０．０以上１
３．０以下、さらに好ましくは１１．０以上１３．０以下である。なお、上記のｐＨは、
２５℃における洗浄剤組成物のｐＨであり、ｐＨメータ（東亜電波工業株式会社、ＨＭ－
３０Ｇ）を用いて測定でき、電極の洗浄剤組成物への浸漬後３分後の数値である。
【００６８】
　［各種添加剤］
　前記洗浄剤組成物には、アルカリ剤以外に、非イオン界面活性剤、キレート剤、エーテ
ルカルボキシレート、脂肪酸、アニオン性界面活性剤、水溶性高分子、消泡剤（成分に該
当する界面活性剤は除く。）、アルコール類、防腐剤、酸化防止剤等が含まれていても良
い。
【００６９】
　前記洗浄剤組成物に含まれる水以外の成分の含有量は、コスト低減や各種添加剤の充分
な効果が発現される濃縮度である事と保存安定性向上との両立の観点から、水の含有量と
水以外の成分の含有量の合計を１００質量％とすると、好ましくは１０質量％以上６０質
量％以下であり、より好ましくは１５質量％以上５０質量％以下であり、さらに好ましく
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は１５質量％以上４０質量％以下である。
【００７０】
　前記洗浄剤組成物は、希釈して用いられる。希釈倍率は、洗浄効率を考慮すると、好ま
しくは１０倍以上５００倍以下、より好ましくは２０倍以上２００倍以下、更に好ましく
は５０倍以上１００倍以下である。希釈用の水は、下記と同様のものでよい。
【００７１】
　［水］
　前記洗浄剤組成物に含まれる水は、溶媒としての役割を果たすことができるものであれ
ば特に制限はなく、例えば、超純水、純水、イオン交換水、又は蒸留水等を挙げることが
できるが、超純水、純水、又はイオン交換水が好ましく、超純水がより好ましい。尚、純
水及び超純水は、例えば、水道水を活性炭に通し、イオン交換処理し、さらに蒸留したも
のを、必要に応じて所定の紫外線殺菌灯を照射、又はフィルターに通すことにより得るこ
とができる。尚、洗浄剤組成物は、溶媒として上記水に加えて水系溶媒（例えば、エタノ
ール等のアルコール）をさらに含んでいてもよいが、洗浄剤組成物に含まれる溶媒は水の
みからなると好ましい。
【００７２】
　［磁性膜の形成工程］
　本開示の基板製造方法は、一又は複数の実施形態において、被研磨ガラス基板の研磨工
程及び洗浄工程後のガラス基板上に磁性膜を形成する工程、或いは、磁性膜の形成を含む
記録部形成工程を有してもよい。
【００７３】
　［ガラス基板の研磨方法］
　本開示は、その他の態様において、被研磨ガラス基板の研磨対象面に本開示の研磨液組
成物を供給し、前記研磨対象面に研磨パッドを接触させ、前記研磨パッド及び前記被研磨
基板の少なくとも一方を動かして研磨することを含むガラス基板の研磨方法に関する。本
開示の研磨方法における、研磨液組成物の供給方法、研磨条件、実施形態は、上述の研磨
工程における研磨と同様とすることができる。
【００７４】
　上述した実施形態に関し、本開示はさらに以下の一又は複数の実施形態にかかる組成物
、製造方法、或いは用途を開示する。
【００７５】
　＜１＞　シリカ粒子、酸、下記式（Ｉ）で表される化合物及びその塩からなる群から選
ばれる少なくとも１種である成分（Ａ）、及び水を含有する、ガラスハードディスク基板
用研磨液組成物。
【化３】

［式（Ｉ）において、Ｘ及びＹは、それぞれ独立して、水素原子、炭素原子数１以上４以
下の炭化水素基、水酸基、スルホン酸基、カルボキシ基、ニトロ基、及びハロゲンからな
る群から選らばれ、Ｚは、水素原子、水酸基、及びカルボキシ基からなる群から選ばれる
。］
【００７６】
　＜２＞　式（Ｉ）で表される化合物が、８－ヒドロキシキノリン、８－キノリンカルボ
ン酸、及びこれらの組み合わせからなる群から選ばれる少なくとも１種である、＜１＞に
記載の研磨液組成物。
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　＜３＞　成分（Ａ）の含有量が、好ましくは１０ｐｐｍ以上、より好ましくは５０ｐｐ
ｍ以上、さらに好ましくは１００ｐｐｍ以上である、＜１＞又は＜２＞に記載の研磨液組
成物。
　＜４＞　成分（Ａ）の含有量が、好ましくは５００ｐｐｍ以下が好ましく、より好まし
くは３００ｐｐｍ以下である、＜１＞から＜３＞のいずれかに記載の研磨液組成物。
　＜５＞　成分（Ａ）の含有量が、好ましくは１０ｐｐｍ以上５００ｐｐｍ以下が好まし
く、より好ましくは５０ｐｐｍ以上３００ｐｐｍ以下、さらに好ましくは１００ｐｐｍ以
上３００ｐｐｍ以下である、＜１＞から＜４＞のいずれかに記載の研磨液組成物。
　＜６＞　シリカ粒子の一次粒子の平均粒子径が、好ましくは５ｎｍ以上２００ｎｍ以下
、より好ましくは７ｎｍ以上１００ｎｍ以下、さらに好ましくは９ｎｍ以上８０ｎｍ以下
、さらにより好ましくは１０ｎｍ以上５０ｎｍ以下である、＜１＞から＜５＞のいずれか
に記載の研磨液組成物。
　＜７＞　シリカ粒子の含有量が、好ましくは１質量％以上２０質量％以下、より好まし
くは２質量％以上１９質量％以下、さらに好ましくは３質量％以上１８質量％以下、さら
により好ましくは５質量％以上１６質量％以下である、＜１＞から＜６＞のいずれかに記
載の研磨液組成物。
　＜８＞　酸の含有量が、０．０５質量％以上が好ましく、より好ましくは０．１質量％
以上、さらに好ましくは０．１５質量％以上である、＜１＞から＜７＞のいずれかに記載
の研磨液組成物。
　＜９＞　酸の含有量が、１０質量％以下が好ましく、より好ましくは７．５質量％以下
、さらに好ましくは５．５質量％以下、さらにより好ましくは２質量％以下である、＜１
＞から＜８＞のいずれかに記載の研磨液組成物。
　＜１０＞　酸の含有量が、０．０５質量％以上１０質量％以下が好ましく、より好まし
くは０．１質量％以上７．５質量％以下、さらに好ましくは０．１５質量％以上５．５質
量％以下、さらにより好ましくは０．１５質量％以上２質量％以下である、＜１＞から＜
９＞のいずれかに記載の研磨液組成物。
　＜１１＞　さらにアミン化合物を含有する、＜１＞から＜１０＞のいずれかに記載の研
磨液組成物。
　＜１２＞　アミン化合物中に含まれる窒素原子の数が、好ましくは１０個以下、より好
ましくは８個以下、更に好ましくは６個以下、更により好ましくは４個以下である、＜１
１＞に記載の研磨液組成物。
　＜１３＞　アミン化合物中に含まれる窒素原子の数が、好ましくは２個以上、より好ま
しくは３個以上である、＜１１＞又は＜１２＞に記載の研磨液組成物。
　＜１４＞　アミン化合物の分子量が、好ましくは５００以下、より好ましくは４００以
下、更に好ましくは３００以下、更により好ましくは２００以下である、＜１１＞から＜
１３＞のいずれかに記載の研磨液組成物。
　＜１５＞　アミン化合物の分子量が、好ましくは４０以上、より好ましくは６０以上、
更に好ましくは８０以上、更により好ましくは１００以上である、＜１１＞から＜１４＞
のいずれかに記載の研磨液組成物。
　＜１６＞　アミン化合物の分子量が、好ましくは４０以上５００以下、より好ましくは
６０以上４００以下、さらに好ましくは８０以上３００以下、さらにより好ましくは１０
０以上２００以下である、＜１１＞から＜１５＞のいずれかに記載の研磨液組成物。
　＜１７＞　アミン化合物の含有量が、好ましくは５質量％以下、より好ましくは４質量
％以下、更に好ましくは３質量％以下、更により好ましくは１質量％以下、更により好ま
しくは０．５質量％以下、更により好ましくは０．１質量％以下である、＜１１＞から＜
１６＞のいずれかに記載の研磨液組成物。
　＜１８＞　アミン化合物の含有量が、好ましくは０．００１質量％以上、より好ましく
は０．００５質量％以上、更により好ましくは０．０１質量％以上である、＜１１＞から
＜１７＞のいずれかに記載の研磨液組成物。
　＜１９＞　アミン化合物の含有量が、好ましくは０．００１質量％以上５質量％以下、
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より好ましくは０．００５質量％以上４質量％以下、更に好ましくは０．０１質量％以上
３質量％以下、更により好ましくは０．０１質量％以上１質量％以下、更により好ましく
は０．０１質量％以上０．５質量％以下、更により好ましくは０．０１質量％以上０．１
質量％以下である、＜１１＞から＜１８＞のいずれかに記載の研磨液組成物。
　＜２０＞　アミン化合物と酸の質量比（多価アミン化合物の質量／酸の質量）が、好ま
しくは０．００１以上１．０以下、より好ましくは０．００５以上０．５以下、さらに好
ましくは０．０１以上０．３以下である、＜１１＞から＜１９＞のいずれかに記載の研磨
液組成物。
　＜２１＞　さらに水溶性高分子を含有する、＜１＞から＜２０＞のいずれかに記載の研
磨液組成物。
　＜２２＞　水溶性高分子の分子量が、好ましくは５００以上１２万以下、より好ましく
は１０００以上１０万以下、更に好ましくは１０００以上３万以下、更により好ましくは
１０００以上１万以下、更により好ましくは１５００以上８０００以下である、＜２１＞
に記載の研磨液組成物。
　＜２３＞　水溶性高分子の含有量が、好ましくは０．００１質量％以上１質量％以下、
より好ましくは０．００５質量％以上０．５質量％以下、更に好ましくは０．０１質量％
以上０．２質量％以下、更により好ましくは０．０１質量％以上０．１質量％以下、更に
より好ましくは０．０１５質量％以上０．０７５質量％以下、更により好ましくは０．０
２質量％以上０．０７５質量％以下である、＜２１＞又は＜２２＞に記載の研磨液組成物
。
　＜２４＞　アルミノ珪酸ガラス基板を研磨するための、＜１＞から＜２３＞のいずれか
にに記載の研磨液組成物。
　＜２５＞　ｐＨが、好ましくは１．０以上４．７以下、より好ましくは１．５以上４．
３以下、更に好ましくは２．０以上４．１以下である、＜１＞から＜２４＞のいずれかに
に記載の研磨液組成物。
　＜２６＞　＜１＞から＜２５＞のいずれかに記載の研磨液組成物を使用して被研磨ガラ
ス基板を研磨する工程を含む、ガラスハードディスク基板の製造方法。
　＜２７＞　さらに、前記研磨工程の後のガラス基板を、洗浄剤組成物を用いて洗浄する
工程を含む、＜２６＞記載のガラスハードディスク基板の製造方法。
　＜２８＞　さらに、ガラス基板上に磁性膜を形成する工程を含む、＜２６＞又は＜２７
＞に記載のガラスハードディスク基板の製造方法。
　＜２９＞　＜１＞から＜２５＞のいずれかに記載の研磨液組成物を使用して被研磨ガラ
ス基板を研磨する工程を含む、ガラス基板の研磨方法。
【実施例】
【００７７】
　［実施例１～１５、比較例１～７］
　１．被研磨ガラス基板の調製
　セリア砥粒を含有する研磨液組成物であらかじめ粗研磨したアルミノ珪酸ガラス基板を
被研磨ガラス基板として用意した。基板中に含まれる構成元素は、Ｓｉの含有量は２０質
量％、Ａｌの含有量は５質量％であった。構成元素は、ＥＳＣＡ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｓ
ｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ　ｆｏｒ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ａｎａｌｙｓｉｓ）法を用い以下
の測定条件で測定した。
【００７８】
　〔ＥＳＣＡ測定条件〕
・試料作製
　アルミノ珪酸ガラス基板を１ｃｍ×１ｃｍに切断し、カーボン製両面テープ上に乗せ固
定した。表面のゴミ等を除くためにＡｒスパッタを加速電圧２ｋＶで６分間かけ、ＥＳＣ
Ａ測定を実施した。
・測定
機器：アルバックファイ製　ＰＨＩ Ｑｕａｎｔｅｒａ ＳＸＭ
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Ｘ線源：単色化ＡｌＫα線、１４８６．６ｅＶ、２５Ｗ、１５ｋＶ
ビーム径：１００μｍ
Ｘ線入射角：４５°
測定範囲：５００×５００（μｍ2）
Ｐａｓｓ ｅｎｅｒｇｙ：２８０．０(ｓｕｒｖｅｙ）、１４０．０ｅＶ(ｎａｒｒｏｗ）
Ｓｔｅｐ ｓｉｚｅ：１．００(ｓｕｒｖｅｙ)、０．２５０ｅＶ(ｎａｒｒｏｗ)
測定元素：Ｃ，Ｎ，Ｏ，Ｎａ，Ｍｇ，Ａｌ，Ｓｉ，Ｓ，Ｋ，Ｔｉ，Ｚｒ，Ｎｂ
帯電補正：Ｎｅｕｔｒａｌｉｚｅｒ及びＡｒ+照射
【００７９】
　２．研磨液組成物の調製
　イオン交換水に下記表１の助剤を同様の濃度となるように添加し、さらにコロイダルシ
リカ（一次粒子平均粒子径：２５ｎｍ）を研磨液組成物中８質量％になるよう添加し、酸
（クエン酸、又はクエン酸＋硫酸）を用いてｐＨを調整し、実施例１～１５及び比較例１
～７の研磨液組成物を得た。なお、ｐＨは、ｐＨメータ（東亜電波工業株式会社、ＨＭ－
３０Ｇ）を用い、電極を２５℃の研磨液組成物への３分間浸漬した後の数値である。
【００８０】
　〔助剤〕
実施例１～５：８－ヒドロキシキノリン
【化４】

実施例６：キナルジン酸
【化５】

実施例７：２メチル－８－ヒドロキシキノリン
【化６】

実施例８：８－キノリンカルボン酸
【化７】

実施例９：８－ヒドロキシキノリン－７－カルボン酸



(18) JP 2016-122487 A 2016.7.7

10

20

30

40

50

【化８】

実施例１０：キサンツレン酸

【化９】

実施例１１：５－ブロモ－８－ヒドロキシキノリン

【化１０】

実施例１２：２，８－ジヒドロキシキノリン
【化１１】

実施例１３：７－プロピル８－ヒドロキシキノリン
【化１２】

実施例１４：８－ヒドロコキシキノリン及びヒドロキシエチルピペラジン
実施例１５：８－ヒドロコキシキノリン及びＡＡ／ＡＭＰＳ
　ＡＡ／ＡＭＰＳ＝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90mol%／10mol%、重量平均分子量　18000（ＰＥＧ換算）、東亞
合成社製）
比較例１、７：なし
比較例２：ベンゾトリアゾール
比較例３：キノリン
【化１３】

比較例４：８－ヒドロキシキノリン　Ｎ－オキシド
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【化１４】

比較例５：８－アミノキシキノリン　Ｎ－オキシド

【化１５】

比較例６：８－メルカプトキノリン

【化１６】

【００８１】
　〔シリカ粒子の一次粒子平均粒子径の測定方法〕
　コロイダルシリカを含む試料を、透過型電子顕微鏡「ＪＥＭ－２０００ＦＸ」（８０ｋ
Ｖ、１～５万倍、日本電子社製）により当該製造業者が添付した説明書に従って試料を観
察し、ＴＥＭ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）像
を写真撮影した。この写真をスキャナで画像データとしてパソコンに取り込み、解析ソフ
ト「ＷｉｎＲＯＯＦ ｖｅｒ．３．６」（販売元：三谷商事）を用いて、個々のシリカ粒
子の円相当径を計測し、粒子径を求めた。このようにして、１０００個のシリカ粒子の粒
子径を求めた後、これらの平均値を算出し、この平均値を一次粒子の平均粒子径とした。
【００８２】
　〈重合平均分子量の測定〉
　水溶性高分子化合物の重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（
ＧＰＣ）法を下記の条件で適用して得たクロマトグラム中のピークに基づき算出した。
装置：ＨＬＣ－８３２０ ＧＰＣ(東ソー株式会社製、検出器一体型)
カラム：ＴＳＫｇｅｌ α－Ｍ＋ＴＳＫｇｅｌ α－Ｍ（カチオン、東ソー株式会社製）
溶離液：エタノール／水（＝３／７）に対して、ＬｉＢｒ（５０ｍｍｏｌ／Ｌ（０．４３
質量％））、ＣＨ3ＣＯＯＨ（１６６．７ｍｍｏｌ／Ｌ（１．０質量％））を添加
流量：０．６ｍＬ／ｍｉｎ
カラム温度：４０℃
検出器：ＲＩ
標準物質：分子量既知の単分散ポリエチレングリコール
【００８３】
　３．研磨方法
　実施例１～１５、及び比較例１～７の研磨液組成物を用いた研磨は、下記の標準研磨試
験の条件で行った。
〔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：スウェードタイプ（厚さ０．９ｍｍ、平均開孔径３０μｍ、材質：発泡ウレ
タン）
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：約０．３
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ｍＬ／分）
下定盤回転数：３２．５ｒｐｍ
研磨荷重：８．４ｋＰａ
キャリア：アラミド製、厚さ０．４５ｍｍ
研磨時間：２０分
被研磨基板：アルミノ珪酸ガラス基板（外径６５ｍｍ、内径２０ｍｍ、厚さ０．６３５ｍ
ｍ）
投入基板枚数：１０枚
リンス条件：荷重＝２．０ｋＰａ、時間＝２分、イオン交換水供給量＝約２Ｌ／分
研磨後の基板を下記洗浄条件で洗浄し評価を実施した。
【００８４】
　４．洗浄方法
　研磨したアルミノ珪酸ガラス基板を、洗浄装置にて以下の条件で洗浄した。
（１）洗浄－１：ＫＯＨ水溶液からなるｐＨ１２．０のアルカリ性洗浄剤組成物を入れた
樹脂槽（４０℃）に被洗浄基板を浸漬し、超音波を照射しながら１２０秒間洗浄する。
（２）すすぎ－１：被洗浄基板を、超純水を入れた樹脂槽（４０℃）に移し、超音波（１
２０ｋＨｚ）を照射しながら１２０秒間すすぎを行う。
（３）再度（１）と（２）を繰り返す。
（４）洗浄－２：樹脂槽内から被洗浄基板を、洗浄ブラシがセットされたスクラブ洗浄ユ
ニットに移し、洗浄ブラシに常温の洗浄剤組成物を射出し、該洗浄剤組成物の存在下で洗
浄ブラシを該基板の両面に４００ｒｐｍで回転させながら押し当てることにより、洗浄を
５秒間行う。洗浄剤組成物には、「（１）洗浄－１」で用いた洗浄剤組成物と同組成のも
のを用いる。
（５）すすぎ－２：次のスクラブ洗浄ユニットに被洗浄基板を移し、常温の超純水を射出
し、洗浄ブラシを該基板の両面に４００ｒｐｍで回転させながら押し当てることにより、
すすぎを５秒間行う。
（６）再度（４）と（５）を繰り返す。
（７）すすぎ－３:超純水を入れた樹脂槽に移し、１０分間すすぎを行う。
（８）乾燥：温純水（６０℃）を入れた樹脂槽に移し、６０秒間浸漬した後、２５０ｍｍ
／分の速度で被洗浄基板を引き上げ、４２０秒間放置し、完全に基板表面を乾燥させる。
【００８５】
　５．評価方法
　研磨速度、及び表面粗さの評価は、以下のように行った。
【００８６】
　〔研磨速度の測定方法〕
　研磨前後の基板の質量差（ｇ）を該基板の密度（２．４６ｇ／ｃｍ3）、基板の表面積
（３０．０４ｃｍ2）、及び研磨時間（分）で除した単位時間当たりの研磨量を計算し、
研磨速度（μｍ／分）を算出した。その結果を下記表１に比較例４を１００とした相対値
として示す。
【００８７】
　〔表面粗さの測定方法〕
　前述の研磨方法により得られた同じ研磨処理を施した基板１０枚のうち、無作為に３枚
選択し、洗浄剤組成物を用いた洗浄を行い、それぞれの表面粗さを測定した。表面粗さは
、各々の基板の両面を、以下に示す条件にて、ＡＦＭ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍ
ｅｎｔ　ＮａｎｏＳｃｏｐｅ　ＩＩＩａ　Ｍｕｌｔｉ　Ｍｏｄｅ　ＡＦＭ）を用いて測定
し、平均値を算出した。表面粗さ（ＡＦＭ－Ｒａ）の結果を下記表１に比較例４を１００
とした相対値として示す。
（ＡＦＭの測定条件）
Ｍｏｄｅ：　Ｔａｐｐｉｎｇ　ｍｏｄｅ
Ａｒｅａ：　１×１μｍ
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Ｓｃａｎ　ｒａｔｅ：　１．０Ｈｚ
Ｃａｎｔｉｌｅｖｅｒ：　ＮＣＨ－１０Ｖ
Ｌｉｎｅ：　５１２×５１２
【００８８】
〔清浄性の測定方法〕
　１００００ｒｐｍで回転している洗浄された基板に、光学式微細欠陥検査装置（　Ｃａ
ｎｄｅｌａ６１００、ＫＬＡＴｅｎｃｏｒ社製）のＭＯＤＥ　Ｑ－Ｓｃａｔｔｅｒでレー
ザーを照射して、欠陥数（基板上の異物数）の測定を実施した。実施例１～１５及び比較
例１～７の洗浄剤組成物それぞれにつき１０枚ずつの基板について前記測定を行い、平均
値を得た。欠陥数が少ないほど洗浄性が高いことを示す。洗浄性の結果を、比較例１を１
００とした相対値で表１に示す。
【００８９】
【表１】

【００９０】
　上記表１に示すとおり、実施例１の研磨液組成物は、比較例１と比べて研磨速度が維持
され、かつ、洗浄後の基板表面の表面粗さの悪化が抑制された。また、８ヒドロキシキノ
リン（実施例１と２参照）等は更に清浄性が高いことがわかる。
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