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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記を含む親水化製品；
　（ａ）疎水性硬質表面を有する基材；並びに
　（ｂ）前記基材の前記疎水性表面の少なくとも一部上に配置された親水化層、前記層が
、下記を含む；
　　（ｂ）（Ｉ）は、下記（ｂ）（Ｉ）（１）～（ｂ）（Ｉ）（４）からなる群より選択
される有機リン材料；
　　　（ｂ）（Ｉ）（１）は、次の構造（Ｉ）に従う有機リン化合物；
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【化１】

　（式中、
　各Ｒ1及び各Ｒ2は、独立して、存在しないか又はＯであるが、Ｒ1及びＲ2の少なくとも
一方はＯであり、
　各Ｒ3は、独立して、次の構造（Ｖ）
【化２】

（上式中、ｐ及びｑは、それぞれ独立して、２、３又は４の整数であり、
　各ｒは、独立して、１～１００の数であり、
　各ｓは０であり、
　各ｔは１である）
を有するアルキレンオキシ基であり、
　Ｒ5及び各Ｒ4は存在せず、
　Ｒ6及びＲ8は、それぞれ、そして各Ｒ7は、独立して、Ｈ又は－ＰＯＲ9Ｒ10であり、
　Ｒ9及びＲ10は、それぞれ独立して、ヒドロキシルであり、そして
　ｍは、１～５の整数である）；
　　　（ｂ）（Ｉ）（２）は、構造（Ｉ）に従う有機リン化合物に由来するアニオンとＮ
ａ+、Ｋ+、Ｃａ+2、Ｍｇ+2、Ｚｎ+2、Ｍｎ+2、Ｃｕ+2、Ａｌ+3、Ｆｅ+2、Ｆｅ+3、Ｔｉ+4

、Ｚｒ+4、アンモニウムカチオン、テトラアルキルアンモニウムカチオンからなる群より
選ばれる１種以上の正に帯電した対イオンを含む、構造（Ｉ）に従う有機リン化合物の塩
；
　　　（ｂ）（Ｉ）（３）は、直鎖縮合反応生成物より選ばれる構造（Ｉ）に従う１種又
は２種以上の有機リン化合物の２又は３以上の分子の縮合反応生成物であって、ここで直
鎖縮合反応生成物は構造（Ｘ）
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【化３】

に従い、ここでＲ4、Ｒ7、ｐ、ｒはそれぞれ上述の通りであり：並びに
　　　（ｂ）（Ｉ）（４）は、（ｂ）（Ｉ）（１）、（ｂ）（Ｉ）（２）及び（ｂ）（Ｉ
）（３）の、２種又は３種以上の、化合物、塩及び／又は反応生成物を含む混合物。
【請求項２】
　前記層が、下記；
　（ｂ）（ＩＩ）下記（ｂ）（ＩＩ）（１）～（ｂ）（ＩＩ）（２）から選択されるビニ
ルアルコール材料；
　　（ｂ）（ＩＩ）（１）は、次の構造（Ｉ－ａ）に従うモノマー単位を含むポリマー：
及び
【化４】

　　（ｂ）（ＩＩ）（２）は、（ｂ）（ＩＩ）（１）の、２又は３以上の、ポリマーを含
む混合物：
　をさらに含む、請求項１に記載の親水化製品。
【請求項３】
　前記層が、界面活性剤をさらに含む、請求項１又は２に記載の親水化製品。
【請求項４】
　ｍが、２～５の整数である、請求項１～３のいずれか一項に記載の親水化製品。
【請求項５】
　漂白剤を含まない、請求項１～４のいずれか一項に記載の親水化製品。
【請求項６】
　各Ｒ1及び各Ｒ2がＯであり、前記有機リン化合物が、下式（ＩＩ）
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【化５】

　（式中、
　各Ｒ3、各Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6、各Ｒ7、Ｒ8、及びｍは請求項１の規定と同じである）；
　から選択される、請求項１～５のいずれか一項に記載の親水化製品。
【請求項７】
　Ｒ6、Ｒ7及びＲ8の各々はＨである、請求項１～６のいずれか一項に記載の親水化製品
。
【請求項８】
　Ｒ6、Ｒ7及びＲ8の少なくとも１つは－ＰＯＲ9Ｒ10であり、ここでＲ9及びＲ10は請求
項１の規定と同じである、請求項１～６のいずれか一項に記載の親水化製品。
【請求項９】
　前記有機リン化合物が、下記（ＩＸ）（１）～（ＩＸ）（３）；
　（ＩＸ）（１）は、次の構造（ＩＸ）に従う有機リン化合物：
【化６】

　（式中、
　ｐは２、３又は４であり、
　ｒは４～５０の数である）；
　（ＩＸ）（２）は、構造（ＩＸ）に従う有機リン化合物の塩；並びに
　（ＩＸ）（３）は、（ＩＸ）（１）及び（ＩＸ）（２）の、２種又は３種以上の、化合
物及び／又は塩を含む混合物：
　から選択される、請求項１～８のいずれか一項に記載の親水化製品。
【請求項１０】
　疎水性表面の少なくとも一部に親水化層を堆積させるため、前記疎水性表面の少なくと
も一部を、下記を含む処理組成物で処理することを含む、前記疎水性表面を有する基材を
親水化する方法；
　（ａ）界面活性剤；及び
　（ｂ）（Ｉ）下記（ｂ）（Ｉ）（１）～（ｂ）（Ｉ）（４）からなる群より選択される
有機リン材料；
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　　（ｂ）（Ｉ）（１）は、次の構造（Ｉ）に従う有機リン化合物：
【化７】

　（式中、
　各Ｒ1及び各Ｒ2は、独立して、存在しないか又はＯであるが、Ｒ1及びＲ2の少なくとも
一方はＯであり、
　各Ｒ3は、独立して、次の構造（Ｖ）
【化８】

（上式中、ｐ及びｑは、それぞれ独立して、２、３又は４の整数であり、
　各ｒは、独立して、１～１００の数であり、
　各ｓは０であり、
　各ｔは１である）
を有するアルキレンオキシ基であり、
　Ｒ5及び各Ｒ4は存在せず、
　Ｒ6及びＲ8は、それぞれ、そして各Ｒ7は、独立して、Ｈ又は－ＰＯＲ9Ｒ10であり、
　Ｒ9及びＲ10は、それぞれ独立して、ヒドロキシルであり、そして
　ｍは、１～５の整数である）；
　　　（ｂ）（Ｉ）（２）は、構造（Ｉ）に従う有機リン化合物に由来するアニオンとＮ
ａ+、Ｋ+、Ｃａ+2、Ｍｇ+2、Ｚｎ+2、Ｍｎ+2、Ｃｕ+2、Ａｌ+3、Ｆｅ+2、Ｆｅ+3、Ｔｉ+4

、Ｚｒ+4、アンモニウムカチオン、テトラアルキルアンモニウムカチオンからなる群より
選ばれる１種以上の正に帯電した対イオンを含む、構造（Ｉ）に従う有機リン化合物の塩
；
　　　（ｂ）（Ｉ）（３）は、直鎖縮合反応生成物より選ばれる構造（Ｉ）に従う１種又
は２種以上の有機リン化合物の２又は３以上の分子の縮合反応生成物であって、ここで直
鎖縮合反応生成物は構造（Ｘ）
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【化９】

に従い、ここでＲ4、Ｒ7、ｐ、ｒはそれぞれ上述の通りであり：並びに
　　　（ｂ）（Ｉ）（４）は、（ｂ）（Ｉ）（１）、（ｂ）（Ｉ）（２）及び（ｂ）（Ｉ
）（３）の、２種又は３種以上の、化合物、塩及び／又は反応生成物を含む混合物。
【請求項１１】
　前記処理組成物が５未満のｐＨを示し、そして０．００１～５重量％の前記有機リン材
料を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記基材が、ガラス、磁器、セラミック、タイル、シリカ、グラファイト、花こう岩、
石、及び／又は透明なポリカーボネートポリマーの鏡もしくは窓より選ばれる、請求項１
０に記載の方法。
【請求項１３】
　各Ｒ1及び各Ｒ2がＯであり、前記有機リン化合物が、下式（ＩＩ）

【化１０】

　（式中、
　各Ｒ3、各Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6、各Ｒ7、Ｒ8、及びｍは請求項１０の規定と同じである）；
　から選択される、請求項１０～１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　Ｒ6、Ｒ7及びＲ8の各々はＨである、請求項１０～１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　Ｒ6、Ｒ7及びＲ8の少なくとも１つは－ＰＯＲ9Ｒ10であり、ここでＲ9及びＲ10は請求
項１０の規定と同じである、請求項１０～１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　下記を含む水性又は水性／アルコール性媒体内で、硬質表面を清浄するための組成物；
　（ａ）少なくとも１種の界面活性剤；並びに
　（ｂ）（Ｉ）下記（ｂ）（Ｉ）（１）～（ｂ）（Ｉ）（４）からなる群より選択される
有機リン材料；
　　　（ｂ）（Ｉ）（１）は、次の構造（Ｉ）に従う有機リン化合物：
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【化１１】

　（式中、
　各Ｒ1及び各Ｒ2は、独立して、存在しないか又はＯであるが、Ｒ1及びＲ2の少なくとも
一方はＯであり、
　各Ｒ3は、独立して、次の構造（Ｖ）
【化１２】

（上式中、ｐ及びｑは、それぞれ独立して、２、３又は４の整数であり、
　各ｒは、独立して、１～１００の数であり、
　各ｓは０であり、
　各ｔは１である）
を有するアルキレンオキシ基であり、
　Ｒ5及び各Ｒ4は存在せず、
　Ｒ6及びＲ8は、それぞれ、そして各Ｒ7は、独立して、Ｈ又は－ＰＯＲ9Ｒ10であり、
　Ｒ9及びＲ10は、それぞれ独立して、ヒドロキシルであり、そして
　ｍは、１～５の整数である）；
　　　（ｂ）（Ｉ）（２）は、構造（Ｉ）に従う有機リン化合物に由来するアニオンとＮ
ａ+、Ｋ+、Ｃａ+2、Ｍｇ+2、Ｚｎ+2、Ｍｎ+2、Ｃｕ+2、Ａｌ+3、Ｆｅ+2、Ｆｅ+3、Ｔｉ+4

、Ｚｒ+4、アンモニウムカチオン、テトラアルキルアンモニウムカチオンからなる群より
選ばれる１種以上の正に帯電した対イオンを含む、構造（Ｉ）に従う有機リン化合物の塩
；
　　　（ｂ）（Ｉ）（３）は、直鎖縮合反応生成物より選ばれる構造（Ｉ）に従う１種又
は２種以上の有機リン化合物の２又は３以上の分子の縮合反応生成物であって、ここで直
鎖縮合反応生成物は構造（Ｘ）
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【化１３】

に従い、ここでＲ4、Ｒ7、ｐ、ｒはそれぞれ上述の通りであり：並びに
　　　（ｂ）（Ｉ）（４）は、（ｂ）（Ｉ）（１）、（ｂ）（Ｉ）（２）及び（ｂ）（Ｉ
）（３）の、２種又は３種以上の、化合物、塩及び／又は反応生成物を含む混合物。
【請求項１７】
　前記有機リン材料が、前記組成物の０．００１～１０重量％を表し、そして前記少なく
とも１種の界面活性剤が、前記組成物の０．００５～６０重量％を表す、請求項１６に記
載の組成物。
【請求項１８】
　キレート剤、金属イオン封鎖剤又はスケール防止剤、無機洗浄補助剤、漂白剤、フィラ
ー、漂白触媒、ｐＨに作用する薬剤、混合物の粘度及び／又は泡の安定性を制御すること
ができるポリマー、ヒドロトロープ剤、湿潤剤又は保湿剤、殺生剤又は殺菌剤、清浄又は
脱脂活性を有する溶媒、工業用洗浄剤、清浄作用をほとんど有しない水溶性有機溶媒、共
溶媒、消泡剤、研磨剤、酵素、芳香剤、着色剤、あるいは金属の腐食を抑制する薬剤から
選択される少なくとも１種の添加剤をさらに含む、請求項１６に記載の組成物。
【請求項１９】
　ｍは、２～５の整数である、請求項１６に記載の組成物。
【請求項２０】
　Ｒ6、Ｒ7及びＲ8の各々はＨである、請求項１６に記載の組成物。
【請求項２１】
　Ｒ6、Ｒ8、及び各Ｒ7の少なくとも１つが－ＰＯＲ9Ｒ10である、請求項１６に記載の組
成物。
【請求項２２】
　少なくとも７．５のｐＨを示し、そして０．００１～５重量％の前記有機リン材料を含
む、請求項１６に記載の組成物。
【請求項２３】
　金属イオン封鎖剤又はスケール防止剤、カチオン性殺生剤又は殺菌剤、界面活性剤、ｐ
Ｈ調整剤、水、清浄又は脱脂用有機溶媒、共溶媒、清浄作用をほとんど有しない水溶性有
機溶媒、漂白剤及び芳香剤から選択される少なくとも１種の添加剤をさらに含む、請求項
１６に記載の組成物。
【請求項２４】
　キッチンの清浄を目的とする、下記；
　０．００１～１重量％の有機リン材料；
　１～１０重量％の溶媒；
　１～５重量％の清浄又は脱脂用溶媒；
　０～２重量％のモノエタノールアミン；
　０～１０重量％の少なくとも１種の非カチオン性界面活性剤；
　０～１重量％の、少なくとも１種の、殺菌特性を有するカチオン性界面活性剤；
　（一又は複数の前記界面活性剤の総量は、１～５０重量％を表す）
　０～２重量％の、スケール防止剤としてのジカルボン酸；
　０～５％の漂白剤；及び
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　７０～９８重量％の水：
　を含む、請求項１６に記載の組成物。
【請求項２５】
　（ｎ－アルキル）ジメチル（エチルベンジル）アンモニウムクロリド及び（ｎ－アルキ
ル）ジメチルベンジルアンモニウムクロリド）の混合物を含む、少なくとも１種の、殺菌
特性を有するカチオン性界面活性剤を０～１重量％含む、請求項２４に記載の組成物。
【請求項２６】
　８～１２のｐＨを有する、請求項２４又は２５に記載の組成物。
【請求項２７】
　５未満のｐＨを有し、そして無機系又は有機系酸性薬剤と、当該無機系又は有機系酸性
薬剤の０．００１～５重量％の前記有機リン材料とを含む、請求項１６に記載の組成物。
【請求項２８】
　非イオン性、両性、双極性若しくはアニオン性界面活性剤、又はそれらの混合物、カチ
オン性殺生剤又は殺菌剤、増粘剤、漂白剤、水、溶媒、芳香剤、あるいは研磨剤から選択
される少なくとも１種の添加剤をさらに含む、請求項１６に記載の組成物。
【請求項２９】
　便器の清浄を目的とする、下記；
　０．０５～５重量％の有機リン材料；
　０．１～４０重量％の少なくとも１種の酸性清浄剤；
　０．５～１０重量％の少なくとも１種の界面活性剤；
　所望による、０．１～２重量％の、少なくとも１種の、殺菌特性を有するカチオン性界
面活性剤；
　所望による、０．１～３重量％の少なくとも１種の増粘剤；
　所望による、１～１０重量％の少なくとも１種の漂白剤；
　所望による、防腐剤、着色剤、芳香剤又は研磨剤；及び
　５０～９５重量％の水；
　を含み且つ０．５～４のｐＨを有する、請求項１６に記載の組成物。
【請求項３０】
　便器の清浄を目的とする、下記；
　０．０１～２重量％の有機リン材料；
　０．５～１５重量％の少なくとも１種の酸性清浄剤；
　０．５～１０重量％の、少なくとも１種の、アニオン性又は非イオン性界面活性剤；
　所望による、０．１～２重量％の、（ｎ－アルキル）ジメチル（エチルベンジル）アン
モニウムクロリド及び（ｎ－アルキル）ジメチルベンジルアンモニウムクロリドの混合物
；
　所望による、０．１～３重量％の少なくとも１種のゴム；
　所望による、１～１０重量％の少なくとも１種の漂白剤；
　所望による、防腐剤、着色剤、芳香剤又は研磨剤；及び
　５０～９５重量％の水；並びに
　最大５のｐＨ：
　を含む、請求項１６に記載の組成物。
【請求項３１】
　窓を清浄するための、下記；
　０．００１～１０重量％の少なくとも１種のポリベタイン（Ｂ）；
　０．００５～２０重量％の少なくとも１種の非イオン性及び／又はアニオン性界面活性
剤；
　０～１０重量％の少なくとも１種の両性界面活性剤；
　水；
　０～３０重量％の少なくとも１種の溶媒：
　を含み且つ６～１１のｐＨを有する、請求項１６に記載の組成物。
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【請求項３２】
　窓を清浄するための、下記；
　０．００５～３重量％の少なくとも１種のポリベタイン（Ｂ）；
　０．５～１０重量％の少なくとも１種の非イオン性の及び／又はアニオン性界面活性剤
；
　０．５～５重量％の少なくとも１種の両性界面活性剤；
　水；
　０．５～１５重量％の少なくとも１種の溶媒：
　を含み且つ６～１１のｐＨを有する、請求項３１に記載の組成物。
【請求項３３】
　自動食器洗浄器内で皿を洗浄するための、下記；
　０．０１～５重量％の前記有機リン材料；
　０．５～５重量％の少なくとも１種の非イオン性界面活性剤；及び所望による
　最大９０重量％の少なくとも１種の洗浄補助剤；
　１～１０重量％の少なくとも１種の補助清浄剤；
　最大３０重量％の、漂白活性剤と併用されてもよく又は併用されなくてもよい、過ホウ
酸塩又は過炭酸塩、及びそれらの混合物から成る群から選択される少なくとも１種の漂白
剤；
　最大５０重量％の、硫酸ナトリウム又は塩化ナトリウムから成る群から選択される少な
くとも１種のフィラー：
　を含み且つ８～１３のｐＨを有する、請求項１６に記載の組成物。
【請求項３４】
　自動食器洗浄器内で皿をすすぐことを目的とし、下記；
　０．１～５重量％の前記有機リン材料；
　０．２～１５重量％の少なくとも１種の非イオン性界面活性剤；
　０．５～５重量％のクエン酸；
　０．５～１０重量％の、アクリル酸及び無水マレイン酸のコポリマー、並びにアクリル
酸ホモポリマーを含む、少なくとも１種の補助洗浄性薬剤：
　を含み且つ４～７のｐＨを有する、請求項１６に記載の組成物。
【請求項３５】
　手により皿を洗浄することを目的とし、下記；
　０．１～１０重量％の前記有機リン材料；
　３～５０重量％の少なくとも１種の界面活性剤；及び所望による
　少なくとも１種の非イオン性界面活性剤；
　少なくとも１種の、非カチオン性殺細菌剤又は殺菌剤；
　少なくとも１種の合成カチオン性ポリマー薬剤；
　少なくとも１種の、混合物の粘度及び／又は泡の安定性を制御することができるポリマ
ー；
　少なくとも１種のヒドロトロープ剤；
　少なくとも１種の、湿潤剤若しくは保湿剤、又は皮膚を保護するための薬剤：
　からなる群の少なくとも１つを含み且つ５～９のｐＨを有する、請求項１６に記載の組
成物。
【請求項３６】
　各Ｒ1及び各Ｒ2はＯであり、前記有機リン化合物が、下記（ＩＩ）（１）；
　（ＩＩ）（１）は、次の構造（ＩＩ）に従う有機リン酸エステル：
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　（式中、
　各Ｒ3、各Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6、各Ｒ7、Ｒ8、及びｍは請求項１６の規定と同じである）；
　から選択される、請求項１６に記載の組成物。
【請求項３７】
　各Ｒ1は存在せず、各Ｒ2はＯであり、前記有機リン化合物が、下記（ＩＩＩ）（１）；
　（ＩＩＩ）（１）は、次の構造（ＩＩＩ）に従う有機リン酸エステル：
【化１５】

　（式中、
　各Ｒ3、各Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6、各Ｒ7、Ｒ8、及びｍは請求項１６の規定と同じである）；
　から選択される、請求項１６に記載の組成物。
【請求項３８】
　各Ｒ1はＯであり、各Ｒ2は存在せず、前記有機リン化合物が、下記（ＩＶ）（１）；
　（ＩＶ）（１）は、次の構造（ＩＶ）に従う有機リン酸エステル：
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【化１６】

　（式中、
　各Ｒ3、各Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6、各Ｒ7、Ｒ8、及びｍは請求項１６の規定と同じである）；
　から選択される、請求項１６に記載の組成物。
【請求項３９】
　前記有機リン化合物が、下記（ＩＸ）（１）～（ＩＸ）（３）；
　（ＩＸ）（１）は、次の構造（ＩＸ）に従う有機リン化合物：

【化１７】

　（式中、
　ｐは２、３又は４であり、
　ｒは４～５０の数である）；
　（ＩＸ）（２）は、構造（ＩＸ）に従う有機リン化合物の塩；並びに
　（ＩＸ）（３）は、（ＩＸ）（１）及び（ＩＸ）（２）の、２種又は３種以上の、化合
物及び／又は塩を含む混合物：
　から選択される、請求項１６に記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願のクロスリファレンス］
　本出願は、２００７年６月１２日に出願された米国仮出願第６０／９４３，５１７号の
利益を主張し、参照により、その全体を本明細書に援用する。
【０００２】
［発明の分野］
　本発明は、親水化剤を含む硬質表面清浄組成物、及び硬質表面、例えば、セラミック、
タイル、金属、メラミン、フォーマイカ、プラスチック、ガラス、鏡、並びに他の産業用
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キッチン及び浴室表面を、親水化剤を含む硬質表面清浄組成物で清浄するための方法に関
する。詳細には、本発明は、上記ホスフェートエステルをこれらの表面に適用することに
より、硬質表面の表面特性を清浄するために、モノ－、ジ－及びポリオールホスフェート
エステル（例えば、ＰＥＧホスフェートエステル、ＰＰＧホスフェートエステル、グリセ
リンホスフェートエステル）を用いる。また、本発明は、硬質表面に、長期にわたる、付
着防止及び／又は堆積防止特性を付与することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　洗浄剤又は清浄組成物により、産業及び家庭の硬質表面を清浄にすることができる。清
浄組成物は、一般的に、界面活性剤；溶媒（例えば、アルコール、場合によっては、乾燥
を促進するため）；金属イオン封鎖剤；及び塩基又は酸（ｐＨを調整するため）を含む。
上記界面活性剤は、一般的に、非イオン性及びアニオン性の組み合わせ、又は非イオン性
の及びカチオン性の組み合わせである。これらの清浄組成物のよくある欠点は、上記硬質
表面を水と接触させると、表面が乾燥した際に、硬水堆積物の形成がもたらされることで
ある。さらに、一般的な清浄組成物は、表面を単に清浄するだけで、汚染をほとんど予防
しない。
【０００４】
　この課題に対する溶液が、欧州特許出願公開第１１９６５２７号明細書、同第１１９６
５２８号明細書及び同第１１９６５２３号明細書に提案されている。これらの特許は、硬
質表面の上に、カチオンモノマー及びアニオン又は潜在的にアニオン性のモノマーに由来
する水溶性の両性の有機系コポリマーを含む清浄組成物を、表面を吸収性にするか、又は
表面の親水性を改良するために十分な量で堆積することを提案する。これは、処理された
表面及び水滴の間の最小の可能性のある接触角を得るため、そして処理後に続く、処理さ
れた表面の周辺の保水性を確保するためになされる。
【０００５】
　米国特許出願公開第２００６／０２１７２８６号明細書（参照により、本明細書に援用
する）は、表面に堆積しうる汚染物質に関して、表面堆積防止及び／又は付着防止特性を
付与するための、少なくとも１種のポリベタインを含む水性又は水性／アルコール性媒体
において、硬質表面を清浄するか、又はすすぐための組成物を開示する。
【０００６】
　種々のアプローチが、所望の材料の表面エネルギー（親水性／疎水性）、ひいては付着
特性を変化させるために用いられうる。例えば、化学系処理、例えば、ポリエチレン及び
ポリプロピレン表面向けのプラズマ又はオゾンにより、親水性が増す。あるいは、物理化
学系処理、例えば、界面活性剤分子の、疎水性表面への付着により、それらの親水性を変
化させることができる。また、ポリマーの表面への付着を用いて、表面特性を変化させる
。具体例の１つは、ポリエチレンオキシド（ＰＥＧ）の吸着であろう。全てのケースにお
いて、特定の化学系基が、初期表面に取り付けられている。これらの化学系基により、表
面エネルギー、ひいては付着特性及び／又は他の表面特性、例えば、付着又は滑りの傾向
が変化する。
【０００７】
　上記処理の２つの主要な欠点は、耐久性が乏しいこと、そして／又はそれらが不経済で
ある／技術的に複雑化されていることである。前者の一例は、界面活性剤である。それら
は、例えば、水ですすいだ際に、表面から容易に取り除かれる。後者の例は、プラズマ又
はオゾン処理である。さらに、いくつかの適用において、満足する溶液は、今のところ見
出されていない。
【０００８】
　低表面エネルギーを有する材料、例えば、ポリオレフィンポリマーは、疎水性表面を有
する。上記材料の疎水特性は、一部の用途では望ましくなく、そして低表面エネルギーの
基材を親水化するための方法、例えば、界面活性剤及び／又は高エネルギー処理を用いた
処理が知られている。これらの方法のそれぞれは、大きな制限を有する。界面活性剤処理
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は、処理された基材が水に暴露されると取り除かれる傾向があり、そして高エネルギー処
理により処理された基材の表面に与えられた電荷は、特に熱可塑性ポリマー基材の場合に
、散逸する傾向がある。上記界面活性剤処理された基材の親水特性と、高エネルギー処理
された基材の親水特性とは、限定的な耐久性を示す傾向がある。さらに、水に暴露するこ
とにより処理された基材からすすがれた界面活性剤は、水の特性を変え、例えば、表面張
力を下げる（望ましくないであろう）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　硬質表面に、改良された堆積防止及び／又は付着防止特性、特に抗汚物堆積及び抗汚物
付着特性を与える、硬質表面用の清浄組成物を提供することが有利であろう。硬水堆積物
、石けんカス、及び他の無機系堆積物を防ぐ又は最小化する、硬質表面用の清浄組成物を
提供することがまた有利であろう。従って、さらに耐久性の親水化低表面エネルギー硬質
基材に対する必要性がある。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、市販の練り歯磨きを用いてブラシをかけ、次いで、緑茶（左）及び紅茶
（右）で汚染し、次いで市販の練り歯磨きを用いてさらにブラシをかけた卵殻の写真を示
す。
【図２】図２は、市販の練り歯磨き＋２０％ＰＥＧ４００ホスフェートエステル（ポリエ
チレングリコール４００ホスフェートエステル）を用いてブラシをかけ、次いで緑茶（左
）及び紅茶（右）で汚染し、次いで、練り歯磨き＋２０％ＰＥＧ４００ホスフェートエス
テルを用いてブラシをかけた卵殻の写真を示す。
【図３】図３は、市販の練り歯磨き＋２０％ＳＤＳを用いてブラシをかけ、次いで緑茶（
左）及び紅茶（右）で汚染し、次いで、練り歯磨き＋２０％ＳＤＳを用いてブラシをかけ
た卵殻の写真を示す。
【図４】図４は、市販の練り歯磨き＋２０％ＰＥＧ１０００ホスフェートエステルを用い
てブラシをかけ、次いで緑茶（左）及び紅茶（右）で汚染し、次いで、練り歯磨き＋２０
％ＰＥＧ１０００ホスフェートエステルを用いてブラシをかけた卵殻の写真を示す。
【図５】図５は、ＣａＣＯ3結晶上の純粋な脱イオン水の下、ヘキサデカンの液滴を示す
。
【図６】図６は、ＣａＣＯ3結晶上にＰＥＧ１０００ホスフェートエステルを用いて事前
処理したＣａＣＯ3結晶上の１重量％ＰＥＧ１０００ホスフェートエステルの下のヘキサ
デカンの液滴を示し、ＰＥＧ１０００ホスフェートエステルがＣａＣＯ3結晶上に吸着さ
れることにより、水中で、ＣａＣＯ3上のヘキサデカンの接触角が高くなることを示す。
【図７】図７は、図５のうち、接触角を示す標識を付したものである。
【図８】図８は、図６のうち、接触角を示す標識を付したものである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　第１の態様では、本発明は、少なくとも１種の界面活性剤及び少なくとも１種のモノ－
、ジ－及びポリオールホスフェートエステル（例えば、ＰＥＧホスフェートエステル、Ｐ
ＰＧホスフェートエステル、グリセリンホスフェートエステル）を含む、水性又は水性／
アルコール性媒体中の、硬質表面を清浄するための組成物に向けられている。本明細書の
目的において、清浄するための組成物は、清浄するための組成物と、すすぐための組成物
とを含む。
【００１２】
　詳細には、第１の態様において、本発明は、下記を含む硬質表面清浄組成物に向けられ
ている：
　（ａ）界面活性剤；並びに
　（ｂ）下記を含む親水化剤；
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　（ｂ）（Ｉ）下記から選択される有機リン材料；
　　（ｂ）（Ｉ）（１）次の構造（Ｉ）に従う有機リン化合物：
【化１】

　（式中、
　各Ｒ1及び各Ｒ2は、独立して、存在しないか又はＯであるが、Ｒ1及びＲ2の少なくとも
一方はＯであり、
　各Ｒ3は、独立して、所望により、アルキレンオキシ又はポリ（アルキレンオキシ）基
の１つ又は２つ以上の炭素原子上に、ヒドロキシル、アルキル、ヒドロキシアルキル、ア
ルコキシ、アルケニル、アリール又はアリールオキシにより置換されてもよいアルキレン
オキシ又はポリ（アルキレンオキシ）であり、
　Ｒ5及び各Ｒ4は、独立して、存在しないか、あるいは所望により、アルキレンオキシ又
はポリ（アルキレンオキシ）基の１つ又は２つ以上の炭素原子上に、ヒドロキシル、アル
キル、ヒドロキシアルキル、アルコキシ、アルケニル、アリール又はアリールオキシによ
り置換されてもよいアルキレンオキシ又はポリ（アルキレンオキシ）であり、
　Ｒ6及びＲ8は、それぞれ、そして各Ｒ7は、独立して、Ｈ若しくは（Ｃ1～Ｃ30）炭化水
素、又は－ＰＯＲ9Ｒ10であり、上記炭化水素は、１つ若しくは２つ以上の炭素原子上に
、ヒドロキシル、フッ素、アルキル、アルケニル若しくはアリールにより所望により置換
されていてもよく、そして／又は１若しくは２以上の位置のところで、Ｏ，Ｎ若しくはＳ
ヘテロ原子により所望により割り込まれてもよく、
　Ｒ9及びＲ10は、それぞれ独立して、ヒドロキシル、アルコキシ、アリールオキシ又は
（Ｃ1～Ｃ30）炭化水素であり、上記炭化水素は、１つ若しくは２つ以上の炭素原子上に
、ヒドロキシル、フッ素、アルキル、アルケニル若しくはアリールで所望により置換され
ていてもよく、そして／又は１若しくは２以上の位置において、Ｏ，Ｎ若しくはＳヘテロ
原子により割り込まれてもよく、そして
　ｍは、１～５の整数である）；
　　（ｂ）（Ｉ）（２）構造（Ｉ）に従う有機リン化合物の塩、
　　（ｂ）（Ｉ）（３）構造（Ｉ）に従う１種又は２種以上の有機リン化合物の２又は３
以上の分子の縮合反応生成物、及び
　　（ｂ）（Ｉ）（４）　（ｂ）（Ｉ）（１）、（ｂ）（Ｉ）（２）及び（ｂ）（Ｉ）（
３）の、２種又は３種以上の、化合物、塩及び／又は反応生成物を含む混合物。
　必要に応じて上記組成物は、下記をさらに含む；
　（ｂ）（ＩＩ）下記から選択されるビニルアルコール材料；
　　（ｂ）（ＩＩ）（１）次の構造（Ｉ－ａ）に従うモノマー単位を含むポリマー：
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【化２】

　　（ｂ）（ＩＩ）（２）ポリマー（ｂ）（ＩＩ）（１）の塩；
　　（ｂ）（ＩＩ）（３）１種又は２種以上のポリマー（ｂ）（ＩＩ）（１）の２又は３
以上の分子の反応生成物；及び
　　（ｂ）（ＩＩ）（４）　（ｂ）（ＩＩ）（１），（ｂ）（ＩＩ）（２）及び（ｂ）（
ＩＩ）（３）の、２又は３以上の、ポリマー、塩及び／又は反応生成物を含む混合物：並
びに
　（ｂ）（ＩＩＩ）１種又は２種以上の有機リン材料（ｂ）（Ｉ）及び１種又は２種以上
のビニルアルコール材料（ｂ）（ＩＩ）の混合物。
【００１３】
　第２の態様では、本発明は、疎水性表面の一部に親水化層を堆積するために、上記疎水
性表面の少なくとも一部を、有機リン材料、界面活性剤及び所望によるビニルアルコール
を含む処理組成物を用いて処理することを含む、疎水性表面を有する硬質表面を親水化す
るための方法に向けられている。
【００１４】
　第３の態様では、本発明は、製品の硬質表面を前処理するための清浄組成物に向けられ
ている。これに一致して、本発明は、下記を含む前処理された製品に向けられている；
　（ａ）疎水性表面を有する硬質表面基材；並びに
　（ｂ）上記基材の疎水性表面の少なくとも一部に配置された親水化層、当該層は、下記
を含む；
　　（ｂ）（Ｉ）下記から選択される有機リン材料；
　　（ｂ）（Ｉ）（１）次の構造（Ｉ）に従う有機リン化合物：

【化３】

　（式中、
　各Ｒ1及び各Ｒ2は、独立して、存在しないか又はＯであるが、Ｒ1及びＲ2の少なくとも
一方はＯであり、
　各Ｒ3は、独立して、所望により、アルキレンオキシ又はポリ（アルキレンオキシ）基
の１つ又は２つ以上の炭素原子上に、ヒドロキシル、アルキル、ヒドロキシアルキル、ア
ルコキシ、アルケニル、アリール又はアリールオキシにより置換されてもよいアルキレン
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オキシ又はポリ（アルキレンオキシ）であり、
　Ｒ5及び各Ｒ4は、独立して、存在しないか、あるいは所望により、アルキレンオキシ又
はポリ（アルキレンオキシ）基の１つ又は２つ以上の炭素原子上に、ヒドロキシル、アル
キル、ヒドロキシアルキル、アルコキシ、アルケニル、アリール又はアリールオキシによ
り置換されてもよいアルキレンオキシ又はポリ（アルキレンオキシ）であり、
　Ｒ6及びＲ8は、それぞれ、そして各Ｒ7は、独立して、Ｈ若しくは（Ｃ1～Ｃ30）炭化水
素、又は－ＰＯＲ9Ｒ10であり、上記炭化水素は、１つ若しくは２つ以上の炭素原子上に
、ヒドロキシル、フッ素、アルキル、アルケニル若しくはアリールにより所望により置換
されていてもよく、そして／又は１若しくは２以上の位置のところで、Ｏ，Ｎ若しくはＳ
ヘテロ原子により所望により割り込まれてもよく、
　Ｒ9及びＲ10は、それぞれ独立して、ヒドロキシル、アルコキシ、アリールオキシ又は
（Ｃ1～Ｃ30）炭化水素であり、上記炭化水素は、１つ若しくは２つ以上の炭素原子上に
、ヒドロキシル、フッ素、アルキル、アルケニル若しくはアリールで所望により置換され
ていてもよく、そして／又は１若しくは２以上の位置において、Ｏ，Ｎ若しくはＳヘテロ
原子により割り込まれてもよく、そして
　ｍは、１～５の整数である）；
　　（ｂ）（Ｉ）（２）構造（Ｉ）に従う有機リン化合物の塩；
　　（ｂ）（Ｉ）（３）構造（Ｉ）に従う１種又は２種以上の有機リン化合物の２又は３
以上の分子の縮合反応生成物：
　　（ｂ）（Ｉ）（４）　（Ｉ）（１）、（Ｉ）（２）及び（Ｉ）（３）の、２種又は３
種以上の、化合物、塩及び／又は反応生成物。
　必要に応じて、上記層は、下記をさらに含むことができる；
　（ｂ）（ＩＩ）下記から選択されるビニルアルコール材料；
　　（ｂ）（ＩＩ）（１）次の構造（Ｉ－ａ）に従うモノマー単位を含むポリマー：
【化４】

　　（ｂ）（ＩＩ）（２）ポリマー（ｂ）（ＩＩ）（１）の塩；
　　（ｂ）（ＩＩ）（３）１種又は２種以上のポリマー（ｂ）（Ｉ）（１）の２つ又は３
つ以上の分子の反応生成物；及び
　　（ｂ）（ＩＩ）（４）　（ｂ）（ＩＩ）（１），（ｂ）（ＩＩ）（２）及び（ｂ）（
ＩＩ）（３）の２種又は３種以上のポリマー、塩及び／又は反応生成物を含む混合物：並
びに
　（ｂ）（ＩＩＩ）１種又は２種以上の有機リン材料（ｂ）（Ｉ）及び１種又は２種以上
のビニルアルコール材料（ｂ）（ＩＩ）の混合物。
【００１５】
　表面を上記ホスフェートエステルで処理することにより、変化した表面特性が得られる
。炭酸カルシウム上でオイル（例えば、オクタデカン）の吸着を減らすことにより、孔質
の石材料からグリース又はオイルの抽出が容易になる。例えば、炭酸カルシウム石から製
造された、処理された表面又は像を、容易に清浄することができ、そして上記表面又は像
の上の雨及び空気からの汚物の吸着を減らすため、自己洗浄性作用を示す。
【００１６】
　本発明は、複数の優位性を有する。上記ホスフェートエステルは、表面処理向けに用い
られる複数のポリマーと比較して、比較的安価であり、そして製造が簡易である。特に、
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例えば、プラズマ、オゾン、又は他の化学系処理と比較して、処理は簡易且つ早い（通常
は、水性溶液から）。コーティングは、界面活性剤系と比較して、有意に耐久性を有する
。理論により限定されることを望まないが、これは、表面上のホスフェート基の特有の結
合のためであると理論化される。例えば、カルシウムイオンを有する表面は、ホスフェー
ト基の、耐久性を有する吸着を示す。さらに、十分に疎水性ではない表面において、界面
活性剤を用いることができない。疎水性界面活性剤の群は、上記表面に吸着することがで
きない。次いで、例えば、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）又はポリプロピレングリコ
ール（ＰＰＧ）を、界面活性剤の代わりに用いることができる。しかし、ＰＥＧ又はＰＰ
Ｇを有するコーティングはまた、耐久性がない。さらに、上記ホスフェートエステルの耐
久性は、例えば、ＰＥＧ又はＰＰＧホモポリマーと比較して優位に改良されている。上記
ホスフェートエステルは、無毒であり、皮膚に対して非刺激性であり、そして生分解性を
有するとみなされる。
【００１７】
　第１の態様では、本発明は、少なくとも１種の界面活性剤及び少なくとも１種のモノ－
、ジ－及びポリオールホスフェートエステル（例えば、ＰＥＧホスフェートエステル、Ｐ
ＰＧホスフェートエステル、グリセリンホスフェートエステル）を含む、溶媒において、
硬質表面を清浄するための組成物に向けられている。本明細書の目的において、清浄する
ための組成物は、清浄するための組成物と、すすぐための組成物とを含む。
【００１８】
　本発明は、下記を含む硬質表面清浄組成物に向けられている；
　（ａ）界面活性剤；並びに
　（ｂ）下記を含む親水化剤；
　　（ｂ）（Ｉ）下記から選択される有機リン材料；
　　　（ｂ）（Ｉ）（１）次の構造（Ｉ）に従う有機リン化合物：
【化５】

　（式中、
　各Ｒ1及び各Ｒ2は、独立して、存在しないか又はＯであるが、Ｒ1及びＲ2の少なくとも
一方はＯであり、
　各Ｒ3は、独立して、所望により、アルキレンオキシ又はポリ（アルキレンオキシ）基
の１つ又は２つ以上の炭素原子上に、ヒドロキシル、アルキル、ヒドロキシアルキル、ア
ルコキシ、アルケニル、アリール又はアリールオキシにより置換されてもよいアルキレン
オキシ又はポリ（アルキレンオキシ）であり、
　Ｒ5及び各Ｒ4は、独立して、存在しないか、あるいは所望により、アルキレンオキシ又
はポリ（アルキレンオキシ）基の１つ又は２つ以上の炭素原子上に、ヒドロキシル、アル
キル、ヒドロキシアルキル、アルコキシ、アルケニル、アリール又はアリールオキシによ
り置換されてもよいアルキレンオキシ又はポリ（アルキレンオキシ）であり、
　Ｒ6及びＲ8は、それぞれ、そして各Ｒ7は、独立して、Ｈ若しくは（Ｃ1～Ｃ30）炭化水
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素、又は－ＰＯＲ9Ｒ10であり、上記炭化水素は、１つ若しくは２つ以上の炭素原子上に
、ヒドロキシル、フッ素、アルキル、アルケニル若しくはアリールにより所望により置換
されていてもよく、そして／又は１若しくは２以上の位置のところで、Ｏ，Ｎ若しくはＳ
ヘテロ原子により所望により割り込まれてもよく、
　Ｒ9及びＲ10は、それぞれ独立して、ヒドロキシル、アルコキシ、アリールオキシ又は
（Ｃ1～Ｃ30）炭化水素であり、上記炭化水素は、１つ若しくは２つ以上の炭素原子上に
、ヒドロキシル、フッ素、アルキル、アルケニル若しくはアリールで所望により置換され
ていてもよく、そして／又は１若しくは２以上の位置において、Ｏ，Ｎ若しくはＳヘテロ
原子により割り込まれてもよく、そして
　ｍは、１～５の整数である）；
　　　（ｂ）（Ｉ）（２）構造（Ｉ）に従う有機リン化合物の塩；
　　　（ｂ）（Ｉ）（３）構造（Ｉ）に従う１種又は２種以上の有機リン化合物の２又は
３以上の分子の縮合反応生成物：並びに
　　　（ｂ）（Ｉ）（４）　（ｂ）（Ｉ）（１）、（ｂ）（Ｉ）（２）及び（ｂ）（Ｉ）
（３）の、２種又は３種以上の、化合物、塩及び／又は反応生成物を含む混合物。
　必要に応じて、上記組成物は、下記をさらに含むことができる：
　（ｂ）（ＩＩ）下記から選択されるビニルアルコール材料；
　　（ｂ）（ＩＩ）（１）次の構造（Ｉ－ａ）に従うモノマー単位を含むポリマー：
【化６】

　　（ｂ）（ＩＩ）（２）ポリマー（ｂ）（ＩＩ）（１）の塩；
　　（ｂ）（ＩＩ）（３）１種又は２種以上のポリマー（ｂ）（ＩＩ）（１）の２又は３
以上の分子の反応生成物：並びに
　　（ｂ）（ＩＩ）（４）　（ｂ）（ＩＩ）（１）、（ｂ）（ＩＩ）（２）及び（ｂ）（
ＩＩ）（３）の、２又は３以上の、ポリマー、塩及び／又は反応生成物を含む混合物。
【００１９】
　本発明に従う、モノ－、ジ－及びポリオールホスフェートエステル（例えば、ＰＥＧホ
スフェートエステル、ＰＰＧホスフェートエステル、グリセリンホスフェートエステル）
の清浄配合物を経由した、硬質表面の堆積物により、そのように処理された表面に、汚染
物質に関する、永続性の堆積防止及び／又は付着防止特性を付与することができ、さらに
、モノ－、ジ－及びポリオールホスフェートエステル（例えば、ＰＥＧホスフェートエス
テル、ＰＰＧホスフェートエステル、グリセリンホスフェートエステル）の存在により、
上記配合物の清浄能力を改良することができる。
【００２０】
　モノ－、ジ－及びポリオールホスフェートエステル（例えば、ＰＥＧホスフェートエス
テル、ＰＰＧホスフェートエステル、グリセリンホスフェートエステル）を用いると、上
記ホスフェートエステルをいくつかの表面に吸着することにより、これらの表面の表面特
性が変わる。上記表面の処理は、ほとんどの場合、単に、水性溶液からの吸着による。例
えば、炭酸カルシウム結晶の処理は、当該結晶を、例えば、ＰＥＧ４００ホスフェートエ
ステルの水性溶液（例えば、１重量％、ｐＨ６～７）に浸漬することによりなされる。結
晶上への良好な吸着、及び表面特性の変化は、水中で、オクタデカン液滴の接触角を測定
することにより示される。未処理の結晶の場合、低い接触角（すなわち、上記結晶上への
、油の高い吸着性）が観察され、そして処理された結晶の場合、高い接触角（すなわち、
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上記結晶上への、油の低い吸着性）が観察される。
【００２１】
　本明細書において、専門用語「疎水性表面」は、７０°以上、さらに典型的には９０°
以上の水接触角、そして／又は約４０ダイン／ｃｍ以下の界面自由エネルギーにより証明
されるような、水をはじき、従って、水により湿潤されることに抵抗する傾向を示す表面
を意味する。
【００２２】
　本明細書において、専門用語「親水性表面」は、７０°未満、さらに典型的には６０°
未満の水接触角、そして又は約４０ダイン／ｃｍ超、さらに典型的には約５０ダイン／ｃ
ｍ以上の表面エネルギーにより証明されるような、水に対するアフィニティーを示し、そ
れにより水により湿潤される表面を意味する。
【００２３】
　本明細書において、疎水性表面に関して、用語「親水化」は、低い水接触角により示さ
れるように、表面をさらに親水性にし、ひいては疎水性を少なくすることを意味する。処
理された疎水性表面の高い親水性の指標の一つは、未処理の表面における水接触角と比較
した、処理された表面における低い水接触角である。
【００２４】
　本明細書において、基材に関して、専門用語「水接触角」は、一般的なイメージ分析方
法、すなわち、２５℃において、表面（概して、実質的に平面）上に水の液滴を配置し、
上記液滴を撮影し、そして画像に示される接触角を測定することにより測定されるような
、表面上の水の液滴により示される接触角を意味する。
【００２５】
　表面エネルギーは、次のヤングの方程式：
　ｃｏｓ（θ）*γlv＝γsv－γsl

　（接触角θ、固相及び気相の間の界面エネルギーγsv、固相及び液相の間の界面エネル
ギーγsl、及び液相及び気相の間の界面エネルギーγlv、そしてγsvは、固体の表面エネ
ルギーを表す）
　を用いて見積もられる。
【００２６】
　本明細書において、ポリマー又はその一部に関する「分子量」は、ポリマー又は一部の
重量平均分子量（「Ｍw」）を意味し、そこでは、ポリマーのＭwは、ゲル浸透クロマトグ
ラフィーにより測定された値であり、そしてポリマーの一部のＭwは、当該一部を製造す
るために用いられたモノマー、ポリマー、開始剤及び／又は移動剤の量から公知の技法に
従って計算された値である。
　本明細書において、有機基又は化合物に関する表記法「（Ｃn～Ｃm）」（ｎ及びｍは整
数である）は、上記基又は化合物が、上記基又は化合物あたり、ｎ～ｍ個の炭素原子を含
むことを意味する。
【００２７】
　用語「永続性の堆積防止特性及び／又は付着防止特性」は、処理された表面が、汚染物
質（例えば、雨水、配電網からの水、すすぐ製品が添加されている又は添加されていない
すすぎ水、飛び散った脂肪、石けん等）との次の接触後を含む、長期にわたり、これらの
特性を保持することを意味することが理解される。この持続性の特性を、約１０回のすす
ぎサイクルを超えて観察することができ、さらに、非常に多くのすすぎが実施されるいく
つかの特定のケース（例えば、便器）では、１００回のすすぎサイクルを超えて観察する
ことができる。
【００２８】
　「そのように処理された表面に堆積防止特性を付与する」の表現は、詳細には、主に水
性媒体において汚染物質と接触させた、処理された表面が、上記汚染物質を「捕捉する」
傾向を有せず、表面上の汚染物質の堆積を有意に減らすことを意味する。
【００２９】
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　「そのように処理された表面に付着防止特性を付与する」の表現は、詳細には、処理さ
れた表面が、それらの上に堆積している汚染物質と非常にわずかにのみ相互作用すること
ができ、汚染された、処理された表面から汚染物質を容易に取り除くことができることを
意味する。これは、処理された表面と接触させた汚染物質の乾燥の際、上記汚染物質と、
上記表面の間に発現した結合が、非常に弱いからである。従って、これらの結合を切断す
るために、清浄操作の際、より少ないエネルギーが要求される。
【００３０】
　モノ－、ジ－及びポリオールホスフェートエステル（例えば、ＰＥＧホスフェートエス
テル、ＰＰＧホスフェートエステル、グリセリンホスフェートエステル）の存在が、「清
浄能力を改良する」ことができると称される場合には、これは、同一の量の清浄配合物（
特に、手により皿を洗浄するための配合物）に関して、ポリベタイン双極性イオンを含む
配合物が、それらを欠いている配合物よりも、複数の汚染された物体を顕著に清浄するこ
とができることを意味する。
【００３１】
　さらに、モノ－、ジ－及びポリオールホスフェートエステル（例えば、ＰＥＧホスフェ
ートエステル、ＰＰＧホスフェートエステル、グリセリンホスフェートエステル）を硬質
表面に堆積させると、この表面に帯電防止特性を付与できるこの特性は、合成繊維の表面
の場合に特に有利である。
【００３２】
　硬質表面を処理するための配合物中に、モノ－、ジ－及びポリオールホスフェートエス
テル（例えば、ＰＥＧホスフェートエステル、ＰＰＧホスフェートエステル、グリセリン
ホスフェートエステル）が存在することにより、上記表面に親水性を付与することができ
るか、又はその親水性を改良することができる。
【００３３】
　表面の親水化（ｈｙｄｒｏｐｈｉｌｉｚａｔｉｏｎ）の特性により、表面上に縮合物が
形成することをさらに減らすことができる；この優位性により、特に、浴室における窓及
び鏡において、清浄配合物を使用することができる。さらに、表面の乾燥の速度は、上記
ポリマーの適用による処理の直後であるが、水性媒体の、次のそして繰返しの接触が、有
意に改良される。
　用語「硬質表面」は、広義に選択される；「硬質表面」は、家庭、公共又は産業の表面
に等しくあることができる、非繊維表面を指す。
【００３４】
　それらを、任意の材料、特に下記から製造することができる；
　セラミック（表面、例えば、浴室シンク、バスタブ、壁又はフロアタイル、便器等）；
　ガラス（表面、例えば、建築物又は乗り物の屋内若しくは屋外の窓、又は鏡）；
　金属（表面、例えば、反応器、ブレード、パネル、管等の内側又は外側の壁）；
　合成樹脂（例えば、モーターを有する乗物（自動車、トラック、バス、列車、飛行機等
の車体又は内面）、オフィスの内部に関するメラミン又はフォーマイカ表面、キッチン等
）：
　プラスチック（例えば、乗物、特に自動車の内部に関する、ポリ（塩化ビニル）又はポ
リアミド）。
【００３５】
　本発明に従う「硬質表面」は、あまり多孔質ではなく、且つ繊維状構造ではない表面で
ある；従って、それらは、テキスタイル表面（天然、人工又は合成材料から製造された、
布帛、床の全面を覆う（ｆｉｔｔｅｄ）カーペット、布地等）から区別される。
　処理すべき硬質表面に、汚染物質に関する堆積防止及び／又は付着防止特性を付与する
ことができる本発明に従う組成物は、家庭使用向けの清浄（又はすすぎ）組成物であるこ
とができる。
【００３６】
　例えば、下記の清浄又はすすぎ用の組成物が、一般的であることができ、そしてさらに
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特有であることができる；
　浴室；上記組成物は、特に、バスタブ周り、及び浴室シンク上の石けん塩の堆積を予防
し、これらの表面上でカルシウム結晶の成長及び／又は堆積を予防し、そして次の石けん
汚染物の発生を遅延させる；
　キッチン；上記組成物は、調理台の清浄性を改良することができる（後者が、長期にわ
たって架橋することができる不飽和脂肪汚染物質により汚染された場合）；油脂性の汚染
物を、こすることなく、水ではがす；
　床（リノリウム、タイル又はセメントから製造された）；上記組成物は、粘土石灰質（
ａｒｇｉｌｏｃａｌｃａｒｅｏｕｓ）型のほこり又は汚染物質（土、砂、泥等）の除去を
改良することができる；床の汚染物を、ブラシがけなしで、簡素に掃くだけで、努力なし
で清浄することができる；さらに上記組成物は、滑り抵抗特性を付与する；
　便器；上記組成物は、表面に、微量の排泄物が付着することを予防することができる；
水のフラッシュのみの流れで、これらの痕跡量を除去するのに十分である；ブラシの使用
は不必要である；
　ガラス、透明なポリマー、例えば、ポリカーボネート、窓又は鏡；上記組成物は、表面
に無機系又は有機系の粒子状汚染物質が堆積することを予防することができる；
　手による、又は自動機器（例えば、自動食器洗い装置）を用いた皿；上記組成物は、手
による洗浄の場合には、乾燥された食品から残余の汚染物の除去を促進し、そして同一容
量の洗浄媒体を用いて、より大量の刃物類又は家庭用品の品目を洗浄することができる；
刃物類及び家庭用品の膨潤している品目は滑らず、使用者の手から逃れない；きしむ清浄
効果がまた観察される、すなわち上記表面は、指でこする作用の下で「きしる」。食器洗
浄器における洗浄及びすすぎの場合には、上記組成物は、食料品及び不溶性無機カルシウ
ム塩から生じた汚染物質の再堆積を防止することができ、そして家庭用品及び刃物類の品
目に輝きを付与する；上記組成物はまた、それらを食器洗浄機に導入する前に、刃物類の
品目又は家庭用品を「事前洗浄する」必要を有しないことができる。
【００３７】
　産業又は公共用途における清浄（又はすすぎ）組成物；例えば、下記の清浄用の組成物
が、一般的であることができ、そしてさらに特有であることができる；
　反応器、スチールブレード、シンク又は槽；
　皿；
　建築物の外面又は内面；
　アパート建築物を含む、建築物の窓；
　瓶。
【００３８】
　本発明に従う組成物を、任意の形態で提供することができ、そして複数の方式で用いる
ことができる。
【００３９】
　従って、本発明に従う組成物は、例えば、直接、清浄又はすすぐべき表面上に、又は処
理すべき表面に適用する前に、スポンジ又は別の基材（例えば、セルロースから製造され
た、織物又は不織布製品）に、特に、スプレーにより堆積すべき、ゲル化又は非ゲル化液
体の状態であることができる。
【００４０】
　本発明に従う組成物は、下記の形態であることができる；
　処理すべき表面に適用する前に、水（所望により、別の溶媒の添加と共に）に希釈すべ
きゲル化又は非ゲル化液体；
　水溶性バッグ内に保持されたゲル化又は非ゲル化液体；
　泡；
　エアロゾル；
　特に、織物又は不織布（ワイプ）である製品から製造された吸収性基材上に吸収された
液体：
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　所望により水溶性バッグ内に保持された、固体、特にタブレット、上記組成物は、当該
タブレットの全部又は一部を表すことができる。
【００４１】
　本発明の満足な実施のため、上記ホスフェートエステルは、本発明の主題を形成する組
成物中に、表面に堆積することができる汚染物質に関して、表面に、堆積防止及び／又は
付着防止特性を付与するために有効な量で存在する。
【００４２】
　本発明の主題を形成する組成物は、その用途にもよるが、当該組成物の０．００１～１
０重量％の、少なくとも１種の上記ホスフェートエステルを含むことができる。
　上記組成物のｐＨ又は本発明に従う組成物の使用のｐＨは、用途及び処理すべき表面に
よるが、１～１４、さらに０．５～１４に変化することができる。
【００４３】
　極端なｐＨ値は、産業又は公共の清浄種において一般的である。家庭用途の分野では、
ｐＨ値は、用途にもよるが、代わりに１～１３の範囲にわたる。
　上記組成物を、所望によるすすぎの後、そして乾燥の後、表面に堆積されたホスフェー
トエステルの量が、処理された表面の、典型的には０．０００１～１０ｍｇ／ｍ2、例え
ば、０．００１～５ｍｇ／ｍ2となるような量において、硬質表面を清浄又はすすぐため
に用いることができる。
【００４４】
　他に表示がない限り、モル質量に言及される場合、ｇ／ｍｏｌで表現される重量平均モ
ル質量が参照される。後者は、ポリマーの組成にもよるが、水性溶離剤又は有機系溶離剤
（例えば、ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミド等）を用いて、水性ゲル浸透ク
ロマトグラフィー（ＧＰＣ）又は光散乱（ＤＬＳ又はＭＡＬＬＳ）により測定することが
できる。
【００４５】
　第２の態様では、本発明は、上述のように、上記疎水性表面の一部に親水化層を堆積す
るために、上記疎水性表面の少なくとも一部を、界面活性剤、有機リン材料、及び所望に
よるビニルアルコール材料で処理することを含む、疎水性表面を有する硬質表面を親水化
するための方法に向けられている。
　第３の態様では、本発明は、製品の硬質表面を、上述の有機リン材料で前処理するため
の清浄組成物に向けられている。
【００４６】
　これに一致して、本発明はまた、下記を含む前処理された製品に向けられている；
　（ａ）疎水性表面を有する硬質表面基材；及び
　（ｂ）上記基材の疎水性表面の少なくとも一部上に配置された親水化層、当該層は、下
記を含む：
　　（ｂ）（Ｉ）上述の有機リン材料。
　必要に応じて、上記層は、上述のビニルアルコール材料及び／又は界面活性剤をさらに
含むことができる。
【００４７】
［疎水性の硬質表面基材］
　本発明の組成物は、硬質表面に有用である。硬質表面は、上述の、例えば、セラミック
、磁器、ガラス、金属、合成樹脂及びプラスチックである。本発明に従う「硬質表面」は
、あまり多孔質ではなく、且つ繊維状構造ではない表面である；従って、それらは、テキ
スタイル表面（天然、人工又は合成材料から製造された、布帛、床の全面を覆う（ｆｉｔ
ｔｅｄ）カーペット、布地等）から区別される。
【００４８】
　場合によっては、上記硬質表面基材は、疎水性表面を有する。好適な疎水性材料には、
例えば、疎水的に改質された無機材料、例えば、ガラス、磁器、セラミック、タイル、シ
ラン処理化ガラス及びシリカ、グラファイト、花こう岩、石、建築物表面、金属及びポリ
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マーが含まれる。
【００４９】
［ホスフェートエステル（有機リン化合物）］
　本明細書において、用語「アルキル」は、一価の飽和の直鎖又は分岐鎖の炭化水素基、
概して、一価の飽和の（Ｃ1～Ｃ30）炭化水素基、例えば、メチル、エチル、ｎ－プロピ
ル、イソプロピル、ｎ－ブチル、ｓｅｃ－ブチル、ｔ－ブチル、ペンチル又はｎ－ヘキシ
ル（所望により、上記基の１つ又は２つ以上の炭素原子上で、置換されていてもよい）を
意味する。実施形態の一つでは、アルキル基は、アルコキシ、アミノ、ハロ、カルボキシ
又はホスホノにより、当該基の１つ又は２つ以上の炭素原子上で置換されている（例えば
、ヒドロキシメチル、ヒドロキシエチル、メトキシメチル、エトキシメチル、イソプロポ
キシエチル、アミノメチル、クロロメチル若しくはトリクロロメチル、カルボキシエチル
、又はホスホノメチル）。
【００５０】
　本明細書において、用語「ヒドロキシアルキル」は、その炭素原子の一つが、ヒドロキ
シル基で置換されているアルキル基を意味する。
　本明細書において、用語「アルコキシル」は、アルキル基で置換されているオキシ基、
例えば、メトキシル、エトキシル、プロポキシル、イソプロポキシル、又はブトキシルを
意味する（所望により、上記基の１つ又は２つ以上の炭素原子上で、さらに置換されてい
てもよい）。
【００５１】
　本明細書において、用語「シクロアルキル」は、飽和の環式の炭化水素基、概して（Ｃ

3～Ｃ8）の飽和の環式の炭化水素基、例えば、シクロヘキシル又はシクロオクチル（所望
により、上記基の１つ又は２つ以上の炭素原子上で、置換されていてもよい）を意味する
。
【００５２】
　本明細書において、用語「アルケニル」は、１又は２以上の炭素－炭素二重結合を含む
、不飽和の直鎖、分岐鎖又は環式の炭化水素基、例えば、エテニル、１－プロペニル又は
２－プロペニル（所望により、上記基の１つ又は２つ以上の炭素原子上で、置換されてい
てもよい）を意味する。
【００５３】
　本明細書において、用語「アリール」は、３つの共役する二重結合により不飽和度を表
すことができる、１又は２以上の６員環の炭素環を含む、一価の不飽和の炭化水素基、例
えば、フェニル、ナフチル、アントリル、フェナントリル又はビフェニルを意味する（当
該環の１つ又は２つ以上の炭素上で、所望により置換されていてもよい）。実施形態の一
つでは、アリール基は、当該基の１つ又は２つ以上の炭素原子上で、ヒドロキシル、アル
ケニル、ハロ、ハロアルキル又はアミノにより置換されていてもよい（例えば、メチルフ
ェニル、ジメチルフェニル、ヒドロキシフェニル、クロロフェニル、トリクロロメチルフ
ェニル又はアミノフェニル）。
【００５４】
　本明細書において、用語「アリールオキシ」は、アリール基で置換されているオキシ基
、例えば、フェニルオキシ、メチルフェニルオキシ、イソプロピルメチルフェニルオキシ
を意味する。本出願において、平均分子量は、他に規定がない限り、重量平均分子量であ
る。
【００５５】
　本明細書において、基が、「所望により置換されている」又は「所望によりさらに置換
されている」ことができる指標は、一般に、明確に又は上記参照の文脈により、さらに制
限されていない限り、上記基が、１又は２以上の無機又は有機置換基、例えば、アルキル
、アルケニル、アリール、アラルキル、アルカリル、ヘテロ原子又はヘテロシクリルで置
換されてよい、あるいは金属イオンに配位結合することができる１又は２以上の官能基、
例えば、ヒドロキシル、カルボニル、カルボキシル、アミノ、イミノ、アミド、ホスホン
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酸、スルホン酸若しくはアルセネート、又はそれらの無機及び有機エステル、例えば、ス
ルフェート若しくはホスフェート、又はそれらの塩で置換されていてもよいことを意味す
る。
【００５６】
　本明細書において、有機基に関する専門用語「（Ｃx～Ｃy）」（ｘ及びｙは、それぞれ
、整数である）は、当該基が、１つの基あたり、ｘ個の炭素原子からｙ個の炭素原子を含
むことができることを示す。
【００５７】
　上述のように、本発明に従う硬質表面清浄組成物において用いるための、水溶性又は分
散性の有機リン材料は、下記を含む親水化剤を含む；
　（ｃ）（Ｉ）下記から選択される有機リン材料；
　　（ｃ）（Ｉ）（１）次の構造（Ｉ）に従う有機リン化合物：
【化７】

　（式中、
　各Ｒ1及び各Ｒ2は、独立して、存在しないか又はＯであるが、Ｒ1及びＲ2の少なくとも
一方はＯであり、
　各Ｒ3は、独立して、所望により、アルキレンオキシ又はポリ（アルキレンオキシ）基
の１つ又は２つ以上の炭素原子上に、ヒドロキシル、アルキル、ヒドロキシアルキル、ア
ルコキシ、アルケニル、アリール又はアリールオキシにより置換されてもよいアルキレン
オキシ又はポリ（アルキレンオキシ）であり、
　Ｒ5及び各Ｒ4は、独立して、存在しないか、あるいは所望により、アルキレンオキシ又
はポリ（アルキレンオキシ）基の１つ又は２つ以上の炭素原子上に、ヒドロキシル、アル
キル、ヒドロキシアルキル、アルコキシ、アルケニル、アリール又はアリールオキシによ
り置換されてもよいアルキレンオキシ又はポリ（アルキレンオキシ）であり、
　Ｒ6及びＲ8は、それぞれ、そして各Ｒ7は、独立して、Ｈ若しくは（Ｃ1～Ｃ30）炭化水
素、又は－ＰＯＲ9Ｒ10であり、上記炭化水素は、１つ若しくは２つ以上の炭素原子上に
、ヒドロキシル、フッ素、アルキル、アルケニル若しくはアリールにより所望により置換
されていてもよく、そして／又は１若しくは２以上の位置のところで、Ｏ，Ｎ若しくはＳ
ヘテロ原子により所望により割り込まれてもよく、
　Ｒ9及びＲ10は、それぞれ独立して、ヒドロキシル、アルコキシ、アリールオキシ又は
（Ｃ1～Ｃ30）炭化水素であり、上記炭化水素は、１つ若しくは２つ以上の炭素原子上に
、ヒドロキシル、フッ素、アルキル、アルケニル若しくはアリールで所望により置換され
ていてもよく、そして／又は１若しくは２以上の位置において、Ｏ，Ｎ若しくはＳヘテロ
原子により割り込まれてもよく、そして
　ｍは、１～５の整数である）；
　　（ｃ）（Ｉ）（２）構造（Ｉ）に従う有機リン化合物の塩：
　　（ｃ）（Ｉ）（３）構造（Ｉ）に従う１種又は２種以上の有機リン化合物の２又は３
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　（ｃ）（Ｉ）（４）　（ｂ）（Ｉ）（１），（ｂ）（Ｉ）（２）及び（ｂ）（Ｉ）（３
）の、２種又は３種以上の、化合物、塩及び／又は反応生成物。
【００５８】
　本発明の硬質表面洗浄組成物において用いるために好適な有機リン材料はまた、２００
６年９月５日に出願された米国仮出願第６０／８４２，２６５号明細書、及び２００６年
６月１２日に出願された同第６０／８１２，８１９号明細書に記載されている（両出願を
参照することにより、本明細書に援用する）。
　実施形態の一つでは、Ｒ6及びＲ8は、それぞれ、そして各Ｒ7は、独立して、Ｈ、（Ｃ1

～Ｃ30）アルキル、（Ｃ1～Ｃ30）アルケニル、又は（Ｃ7－Ｃ30）アルカリルである。
【００５９】
　実施形態の一つでは、各Ｒ1及び各Ｒ2はＯであり、そして上記有機リン化合物は、下記
から選択される；
　（ＩＩ）（１）次の構造（ＩＩ）に従う有機ホスフェートエステル：

【化８】

　（式中、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8及びｍは、それぞれ、上述の通りである）；
　（ＩＩ）（２）構造（ＩＩ）に従う有機リン化合物の塩；
　（ＩＩ）（３）構造（ＩＩ）に従う１種又は２種以上の有機リン化合物の２つ又は３つ
以上の分子の縮合反応生成物：並びに
　（ＩＩ）（４）　（ＩＩ）（１）、（ＩＩ）（２）及び（ＩＩ）（３）の、２種又は３
種以上の、化合物、塩及び／又は反応生成物。
【００６０】
　実施形態の一つでは、各Ｒ1は存在せず、各Ｒ2はＯであり、そして上記有機リン化合物
は、下記から選択される；
　（ＩＩＩ）（１）次の構造（ＩＩＩ）に従う有機ホスホネートエステル：
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【化９】

　（式中、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8及びｍは、それぞれ、上述の通りである）；
　（ＩＩＩ）（２）構造（ＩＩＩ）に従う有機リン化合物の塩；
　（ＩＩＩ）（３）構造（ＩＩＩ）に従う１種又は２種以上の有機リン化合物の２つ又は
３つ以上の分子の縮合反応生成物：並びに
　（ＩＩＩ）（４）　（ＩＩＩ）（１）、（ＩＩＩ）（２）及び（ＩＩＩ）（３）の、２
種又は３種以上の、化合物、塩及び／又は反応生成物。
【００６１】
　実施形態の一つでは、各Ｒ1はＯであり、各Ｒ2は存在せず、そして上記有機リン化合物
は、下記から選択される：
　（ＩＶ）（１）次の構造（ＩＶ）に従う有機ホスホネートエステル：
【化１０】

　（式中、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8及びｍは、それぞれ、上述の通りである）；
　（ＩＶ）（２）構造（ＩＶ）に従う有機リン化合物の塩；
　（ＩＶ）（３）構造（ＩＶ）に従う１種又は２種以上の有機リン化合物の２つ又は３つ
以上の分子の縮合反応生成物：並びに
　（ＩＶ）（４）　（ＩＶ）（１）、（ＩＶ）（２）及び（ＩＶ）（３）の、２種又は３
種以上の、化合物、塩及び／又は反応生成物。
【００６２】
　実施形態の一つでは、各Ｒ3は、次の構造（Ｖ）、（ＶＩ）、（ＶＩＩ）又は（ＶＩＩ
Ｉ）に従う２価基である：



(28) JP 5774307 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

【化１１】

　（式中、
　各Ｒ12及び各Ｒ13は、独立して、Ｈ、ヒドロキシル、アルキル、ヒドロキシアルキル、
アルコキシ、アルケニル、アリール、アリールオキシであるか、又は隣接する炭素原子と
結合している２つのＲ12基が縮合して、それらが結合している炭素原子と共に、（Ｃ6～
Ｃ8）炭化水素環を形成し、
　Ｒ20は、Ｈ、ヒドロキシル、アルキル、ヒドロキシアルキル、アルコキシ、アルケニル
、アリール又はアリールオキシであり、
　Ｒ22は、ヒドロキシル又はヒドロキシアルキルであるが、Ｒ20及びＲ22は、それぞれ、
ヒドロキシルではない、
　Ｒ23及びＲ21は、それぞれ独立して、メチレン又はポリ（メチレン）であり、
　ｐ，ｐ’，ｐ’’，ｑ，及びｘは、それぞれ独立して、２～５の整数であり、
　各ｒ，ｓ，ｒ’，ｒ’’及びｙは、独立して、０～２５の数であるが、ｒ及びｓの少な
くとも一方は０ではない、
　ｕは、２～１０の整数であり、
　ｖ及びｗは、それぞれ、１～２５の数であり、そして
　ｔ、ｔ’及びｔ’’は、それぞれ、１～２５の数であるが、
　数（ｒ＋ｓ）×ｔの積が約１００以下であり、数（ｖ＋ｒ’）×ｔ’の積が約１００以
下であり、そして数（ｗ＋ｒ’’）×ｔ’’の積が約１００以下である）。
【００６３】
　実施形態の一つでは、各Ｒ4及び各Ｒ5は、独立して、存在しないか、又は構造（Ｖ）、
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（ＶＩ）若しくは（ＶＩＩ）に従う２価基（式中、Ｒ12，Ｒ13，Ｒ20，Ｒ21，Ｒ22，Ｒ23

，ｐ，ｐ’，ｐ’’，ｑ，ｒ，ｒ’，ｒ’’，ｓ，ｔ，ｔ’’，ｔ，ｕ，ｖ，ｗ，ｘ及び
ｙは、上述の通りである）である。
　実施形態の一つでは、各Ｒ3は、独立して、構造（Ｖ）、（ＶＩ）又は（ＶＩＩ）に従
う２価基（式中、Ｒ12、Ｒ13、Ｒ20、Ｒ21、Ｒ22、Ｒ23，ｐ，ｐ’，ｐ’’，ｑ，ｒ，ｒ
’，ｒ’’，ｓ，ｔ，ｔ’’，ｔ，ｕ，ｖ，ｗ，ｘ，及びｙは、上述の通りであり、そし
てＲ4及びＲ5は、それぞれ独立して、存在しないか又はＲ3である）である。
【００６４】
　実施形態の一つでは、各Ｒ3は、独立して、構造（Ｖ）に従う２価基（式中、ｐは２、
３又は４であり、ｒは整数１～２５であり、ｓは０であり、ｔは１～２の整数であり、そ
してＲ4及びＲ5は、それぞれ独立して、存在しないか又はＲ3である）である。
　実施形態の一つでは、各Ｒ3は、独立して、構造（ＶＩ）に従う２価基（式中、Ｒ12基
が縮合して、それらが結合している炭素原子を含む、（Ｃ6～Ｃ8）炭化水素環を形成し、
各Ｒ13はＨであり、ｐ’は２又は３であり、ｕは２であり、ｖは１～３の整数であり、ｒ
’は整数１～２５であり、ｔ’は１～２５の整数であり、数（ｖ＋ｒ’）×ｔ’’の積は
、約１００以下であり、さらに典型的には約５０以下であり、そしてＲ4及びＲ5は、それ
ぞれ独立して、存在しないか又はＲ3である）である。
【００６５】
　実施形態の一つでは、各Ｒ3は、独立して、構造（ＶＩＩ）に従う２価基（式中、Ｒ20

は、ヒドロキシル又はヒドロキシアルキルであり、Ｒ22は、Ｈ、アルキル、ヒドロキシル
又はヒドロキシアルキルであるが、Ｒ20及びＲ22は、それぞれ、ヒドロキシルではなく、
Ｒ21及びＲ23は、それぞれ独立して、メチレン、ジ（メチレン）又はトリ（メチレン）で
あり、ｗは１又は２であり、ｐ’’は２又は３であり、ｒ’’は１～２５の整数であり、
ｔ’’は１～２５の整数であり、数（ｗ＋ｒ’’）×ｔ’’の積は、約１００以下であり
、さらに典型的には約５０以下であり、そしてＲ4及びＲ5は、それぞれ独立して、存在し
ないか又はＲ3である）である。
【００６６】
　構造（ＩＩ）に従う有機リン化合物の実施形態の一つでは、
　Ｒ6及びＲ8は、それぞれ、そして各Ｒ7は、独立して、Ｈ若しくは（Ｃ1～Ｃ30）炭化水
素、又は－ＰＯＲ9Ｒ10であり、上記炭化水素は、１つ若しくは２つ以上の炭素原子上に
、ヒドロキシル、フッ素、アルキル、アルケニル若しくはアリールにより所望により置換
されていてもよく、そして／又は１若しくは２以上の位置のところで、Ｏ，Ｎ若しくはＳ
ヘテロ原子により所望により割り込まれてもよく、さらに典型的には、Ｒ6、Ｒ8及び各Ｒ
7は、それぞれ、Ｈであり、
　Ｒ4及びＲ5は、それぞれ、存在せず、
　各Ｒ3は、独立して、構造（Ｖ）、（ＶＩ）又は（ＶＩＩ）に従う２価基であり、そし
て
　ｍは、１～５の整数である。
　構造（ＩＩ）に従う有機リン化合物の実施形態の一つでは、
　Ｒ6、Ｒ8及び各Ｒ7は、それぞれ、Ｈであり、
　Ｒ4及びＲ5は、それぞれ、存在せず、
　各Ｒ3は、独立して、構造（Ｖ）に従う２価基であり、
　各ｐは、独立して２、３又は４、さらに典型的には、２又は３であり、
　各ｒは、独立して、１～約１００の数、さらに典型的には２～約５０の数であり、
　各ｓは０であり、
　各ｔは１であり、そして
　ｍは、１～５の整数である。
【００６７】
　実施形態の一つでは、上記有機リン材料は、下記から選択される；
　（Ｘ）（１）次の構造（ＩＸ）に従う有機リン化合物：
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【化１２】

　（式中、
　ｐは２、３又は４であり、さらに典型的には２又は３であり、
　ｒは４～約５０の数である）；
　（ＩＸ）（２）構造（ＩＸ）に従う有機リン化合物の塩：並びに
　（ＩＸ）（３）　（ＩＸ）（１）及び（ＩＸ）（２）の、２種又は３種以上の、化合物
及び／又は塩を含む混合物）。
【００６８】
　構造（ＩＩ）に従う有機リン化合物の実施形態の一つでは、
　Ｒ6、Ｒ8及び各Ｒ7は、それぞれ、Ｈであり、
　Ｒ4及びＲ5は、それぞれ、存在せず、
　各Ｒ3は、独立して、構造（ＶＩ）に従う２価基であり、
　Ｒ12基が縮合して、それらが結合している炭素原子を含む、（Ｃ6～Ｃ8）炭化水素環を
形成し、
　各Ｒ13は、Ｈであり、
　ｐ’は、２又は３であり、
　ｕは、２であり、
　ｖは、１であり、
　ｒ’は、１～２５の数であり、
　ｔ’は、１～２５の数であり、
　数（ｖ＋ｒ’）×ｔ’の積は、約１００以下であり、そして
　ｍは、１～５の整数である。
【００６９】
　構造（ＩＩ）に従う有機リン化合物の実施形態の一つでは、
　Ｒ6、Ｒ8及び各Ｒ7は、それぞれ、Ｈであり、
　Ｒ4及びＲ5は、それぞれ、存在せず、
　各Ｒ3は、独立して、構造（ＶＩＩ）に従う２価基であり、
　Ｒ20は、ヒドロキシル又はヒドロキシアルキルであり、
　Ｒ22は、Ｈ、アルキル、ヒドロキシル又はヒドロキシアルキルであり、
　Ｒ23及びＲ21は、それぞれ独立して、メチレン、ジ（メチレン）又はトリ（メチレン）
であり、
　ｗは、１又は２であり、
　ｐ’’は、２又は３であり、
　ｒ’’は、１～２５の数であり、
　ｔ’’は、１～２５の数であり、
　数（ｗ＋ｒ’’）×ｔ’’の積は、約１００以下であり、そして
　ｍは、１～５の整数である。
【００７０】
　実施形態の一つでは、上記有機リン化合物は、構造（ＩＩＩ）に従い、各Ｒ3は、構造
（Ｖ）に従う２価基であり、そしてｓ＝０及びｔ＝１であり、Ｒ4及びＲ5は、それぞれ、
存在せず、そしてＲ6、Ｒ7及びＲ8は、それぞれ、Ｈである。
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　実施形態の一つでは、上記有機リン化合物は、構造（ＩＶ）に従い、Ｒ3及びＲ5は、そ
れぞれ、構造（Ｖ）に従い、そしてｓ＝０及びｔ＝１であり、そしてＲ6及びＲ8は、それ
ぞれ、Ｈである。
　実施形態の一つでは、有機リン材料（ｂ）（Ｉ）は、構造（Ｉ）に従う２つ又は３つ以
上の分子の縮合反応生成物を含む。
【００７１】
　実施形態の一つでは、有機リン材料（ｂ）（Ｉ）は、直鎖の分子の形の構造（Ｉ）に従
う２つ又は３つ以上の分子の縮合反応生成物、例えば、構造（ＩＩ）に従う分子を、構造
（ＩＶ）に従う分子と縮合することにより形成された、次の構造（Ｘ）：
【化１３】

　（式中、Ｒ4，Ｒ7，ｐ，ｒは、それぞれ、上述の通りである）
　に従う直鎖の縮合反応生成物を含む。
【００７２】
　実施形態の一つでは、有機リン材料（ｂ）（Ｉ）は、架橋された網目の形の、構造（Ｉ
）に従う２つ又は３つ以上の分子の縮合反応生成物を含む。
　例示的な架橋された縮合反応生成物網目の一部を、次の構造（ＸＩ）：
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【化１４】

　（式中、
　Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8及びｍは、それぞれ、上述の通りであり、そして
　各Ｒ3’は、独立して、構造（Ｉ）に従う化合物のＲ3基の残差であり、Ｒ3基は、アル
キレンオキシ又はポリ（アルキレンオキシ）部分の１つ又は２つ以上の炭素原子上に、ヒ
ドロキシル－、ヒドロキシアルキル－、ヒドロキシアルキレンオキシ－又はヒドロキシポ
リ（アルキレンオキシ）－により置換されたアルキレンオキシ又はポリ（アルキレンオキ
シ）部分であり、そして－Ｒ3’－Ｒ4－及び－Ｒ3’－Ｒ5－は、それぞれ、Ｒ3基と、構
造（Ｉ）に従う化合物の別の分子の－Ｒ3’－Ｒ5－又はＲ8－Ｒ5－基との縮合により形成
された結合を表す）
　により具体的に説明される。
【００７３】
　実施形態の一つでは、有機リン材料（ｂ）（Ｉ）は、構造（Ｉ）に従う２つ又は３つ以
上の分子の縮合反応生成物を含み、そして当該縮合反応生成物は、共有結合的に架橋され
た有機リン網目を形成する。典型的には、上記共有結合的に架橋された有機リン網目の水
中の溶解性は、構造（Ｉ）に従う有機リン化合物より低く、さらに典型的には、上記共有
結合的に架橋された有機リン網目は、水に実質的に不溶である。
【００７４】
　本明細書において、用語「塩」は、無機塩基又は有機塩基と、無機酸又は有機酸とを含
む、塩基及び酸から調製された塩を指す。
　実施形態の一つでは、有機リン材料（ｂ）（Ｉ）は、構造（Ｉ）に従う有機リン化合物
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に由来するアニオン（例えば、ヒドロキシル又はヒドロキシアルキル置換基の脱プロトン
化）と、塩基に由来する１又は２以上の正に帯電した対イオンとを含む塩の状態にある。
【００７５】
　好適な正に帯電した対イオンは、無機カチオン及び有機カチオン、例えば、ナトリウム
カチオン、カリウムカチオン、カルシウムカチオン、マグネシウムカチオン、銅カチオン
、亜鉛カチオン、アンモニウムカチオン、テトラアルキルアンモニウムカチオン、並びに
第１級、第２級及び第３級アミンに由来するカチオン、及び置換されたアミンを含む。
　実施形態の一つでは、上記カチオンは、一価のカチオン、例えば、Ｎａ+又はＫ+である
。
【００７６】
　実施形態の一つでは、上記カチオンは、多価のカチオン、例えば、Ｃａ+2，Ｍｇ+2，Ｚ
ｎ+2，Ｍｎ+2，Ｃｕ+2，Ａｌ+3，Ｆｅ+2，Ｆｅ+3，Ｔｉ+4，Ｚｒ+4であり、上記ケースで
は、上記有機リン化合物は、上記有機リン化合物及び上記多価のカチオンから形成された
「塩錯体」の状態であることができる。１分子あたり、２又は３以上のアニオン性位置、
例えば、脱プロトン化ヒドロキシル置換基を有する有機リン化合物の場合、上記有機リン
化合物－多価のカチオン錯体は、イオン的に架橋された網目構造を展開することができる
。概して、イオン的に架橋された有機リン網目の水への溶解性は、構造（Ｉ）に従う有機
リン化合物の溶解性より低く、さらに典型的には、上記イオン的に架橋された有機リン網
目は、実質的に水に不溶である。
【００７７】
　好適な有機リン化合物は、例えば、米国特許第５，５５０，２７４号明細書、同第５，
５５４，７８１号明細書及び同第６，１３６，２２１号明細書に開示される、１分子あた
り、それぞれ、２つ又は３つ以上のヒドロキシル基を有する１種又は２種以上の化合物を
、リン酸、ポリリン酸及び／又は無水リン酸と反応させることによる、公知の合成方法に
より製造されうる。
【００７８】
　実施形態の一つでは、カチオンが、水不溶性基材上に固定され、水不溶性カチオン性粒
子を形成し、そして親水化層が、カチオン性粒子をさらに含む。好適な基材には、無機酸
化物粒子、例えば、単一元素の酸化物、例えば、酸化セリウム、酸化チタン、酸化ジルコ
ニウム、酸化ハフニウム、酸化タンタル、酸化タングステン、二酸化ケイ素及び酸化ビス
マス、酸化亜鉛、酸化インジウム及び酸化スズ、及び上記酸化物の混合物、並びに上記元
素の混合物の酸化物、例えば、セリウム－酸化ジルコニウムが含まれる。上記粒子は、動
的光散乱又は光学顕微鏡法により測定されるような、約１ナノメートル（「ｎｍ」）～約
５０マイクロメートル（「μｍ」）、さらに典型的には約５～約１０００ｎｍ、さらに典
型的には約１０～約８００ｎｍ、そしてさらに典型的には約２０～約５００ｎｍの平均粒
径（「Ｄ50」）を示すことができる。実施形態の一つでは、アルミニウムカチオンが、シ
リカ粒子上に固定される。
【００７９】
［ビニルアルコール材料］
　実施形態の一つでは、上記硬質表面清浄剤、及び上記親水化層は、上述のビニルアルコ
ール材料（ｂ）（ＩＩ）をさらに含む。改良された水への溶解性及び改良された加工性を
提示する実施形態の一つでは、上記ビニルアルコール材料（ｂ）（ＩＩ）は、構造（Ｉ－
ａ）に従うモノマー単位を含むポリマー（「ビニルアルコールポリマー」）を含む。
【００８０】
　実施形態の一つでは、上記ビニルアルコールポリマーは、約１０，０００以上、さらに
典型的には約１０，０００～約１００，０００、さらに典型的には約１０，０００～約３
０，０００の重量平均分子量を示す。改良された耐久性を提示する別の実施形態では、上
記ビニルアルコールポリマーは、約１００，０００以上、さらに典型的には約１００，０
００～約２００，０００の重量平均分子量を示す。
【００８１】
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　加工性及び耐久性の間の均衡を提示する別の実施形態では、上記ビニルアルコールポリ
マーは、約５０，０００以上、さらに典型的には約５０，０００～約１５０，０００、さ
らに典型的には約８０，０００～約１２０，０００の重量平均分子量を示す。
【００８２】
　実施形態の一つでは、上記ビニルアルコールポリマーは、ビニルエステルモノマー、例
えば、ビニルアセテートを重合して、炭化水素主鎖及びエステル置換基を有する、ビニル
アセテートに由来するモノマー単位を含むポリマー、例えば、ポリ（ビニルアセテート）
ホモポリマー又はコポリマーを生成し、次いで、上記ポリマーのエステル置換基の少なく
とも一部を加水分解して、構造（Ｉ－ａ）に従うヒドロキシ置換されたモノマー単位を形
成することにより製造される。改良された水への溶解性と、改良された加工性とを提供す
る実施形態の一つでは、上記ビニルアルコールポリマーは、約８８％以上、さらに典型的
には約８８％～約９５％の加水分解度を示す。本明細書において、炭化水素主鎖及びエス
テル置換基を当初に有するポリマーを加水分解することにより製造されるビニルアルコー
ルポリマーに関して、用語「加水分解度」は、ヒドロキシ－置換モノマー単位を生成する
ために加水分解された、ビニルエステル－置換モノマー単位のパーセンテージとして表現
した相対量を意味する。水への改良された溶解性と、改良された耐久性とを提示する別の
実施形態では、上記ビニルアルコールポリマーは、約９９％以上の加水分解度を示す。水
への溶解性及び耐久性の間の折衷案を提供するさらに別の実施形態では、上記ポリマーは
、約９２～約９９％の加水分解度を示す。
【００８３】
　実施形態の一つでは、上記ビニルアルコールポリマーは、線状ポリマー構造を有する。
別の実施形態では、上記ビニルアルコールポリマーは、分岐ポリマー構造を有する。
　実施形態の一つでは、上記ビニルアルコールポリマーは、構造（Ｉ－ａ）に従うモノマ
ー単位から単に成るビニルアルコールホモポリマーである。
【００８４】
　実施形態の一つでは、上記ビニルアルコールポリマーは、構造（Ｉ－ａ）に従う構造を
有するモノマー単位を含み、そして構造（Ｉ－ａ）以外の構造を有するコモノマー単位を
さらに含むビニルアルコールコポリマーである。実施形態の一つでは、上記ビニルアルコ
ールポリマーは、（Ｉ－ａ）に従うヒドロキシ－置換モノマー単位と、エステル置換され
たモノマー単位とを含むコポリマーであり、そしてビニルエステルホモポリマーの不完全
な加水分解により製造される。
【００８５】
　実施形態の一つでは、ビニルアルコールコポリマーは、約５０モル％（「ｍｏｌ％」）
以上、さらに典型的には約８０ｍｏｌ％以上の、構造（Ｉ－ａ）に従うモノマー単位と、
約５０ｍｏｌ％未満、さらに典型的には約２０ｍｏｌ％未満の、構造（Ｉ－ａ）以外の構
造を有するコモノマー単位とを含む。
【００８６】
　上述のように、構造（Ｉ－ａ）に従うモノマー単位を有するビニルアルコールポリマー
は、ビニルエステルモノマーの重合と、上記ポリマーのビニルエステル－置換モノマー単
位の次の加水分解とに由来するのが典型的である。好適なビニルアルコールコポリマーは
、上記ビニルエステルモノマーを、上記ビニルエステルモノマーと共重合性であるエチレ
ン系不飽和モノマー、例えば、他のビニルモノマー、アリルモノマー、アクリル酸、メタ
クリル酸、アクリル酸エステルモノマー、メタクリル酸エステルモノマー、アクリルアミ
ドモノマーと共重合し、次いで、エステル－置換モノマー単位の少なくとも一部を加水分
解して、構造（Ｉ－ａ）に従うヒドロキシ－置換モノマー単位を形成することに由来する
のが典型的である。
【００８７】
　実施形態の一つでは、上記ビニルアルコールポリマーは、構造（Ｉ－ａ）に従うモノマ
ー単位を含み、そして構造（Ｉ－ａ）に従うモノマー以外の親水性モノマー単位をさらに
含む。本明細書において、用語「親水性モノマー単位」は、上記モノマー単位のホモポリ
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マーが、２５℃において、１重量％のホモポリマー濃度で、水に可溶であり、そして下記
に由来するモノマー単位等を含むものである：例えば、ヒドロキシ（Ｃ1～Ｃ4）アルキル
（メタ）アクリレート、（メタ）アクリルアミド、（Ｃ1～Ｃ4）アルキル（メタ）アクリ
ルアミド、Ｎ，Ｎ－ジアルキル－アクリルアミド、アルコキシル化（メタ）アクリレート
、ポリ（エチレングリコール）－モノメタクリレート及びポリ（エチレングリコール）－
モノメチルエーテルメタクリレート、ヒドロキシ（Ｃ1～Ｃ4）アクリルアミド及びメタク
リルアミド、ヒドロキシル（Ｃ1～Ｃ4）アルキルビニルエーテル、Ｎ－ビニルピロール、
Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、２－及び４－ビニルピリジン、計３～５個の炭素原子を有
するエチレン系の不飽和カルボン酸、アミノ（Ｃ1～Ｃ4）アルキル、モノ（Ｃ1～Ｃ4）ア
ルキルアミノ（Ｃ1～Ｃ4）アルキル、及びジ（Ｃ1～Ｃ4）アルキルアミノ（Ｃ1～Ｃ4）ア
ルキル（メタ）アクリレート、アリルアルコール、ジメチルアミノエチルメタクリレート
、ジメチルアミノエチルメタクリルアミド。
【００８８】
　実施形態の一つでは、上記ビニルアルコールポリマーは、構造（Ｉ－ａ）に従うモノマ
ー単位を含み、そして疎水性のモノマー単位をさらに含む。本明細書において、用語「疎
水性モノマー単位」は、上記モノマー単位のホモポリマーが、２５℃において、１重量％
のホモポリマー濃度で、水に不溶であり、そして下記に由来するモノマー単位等を含むも
のである：（Ｃ1～Ｃ18）アルキル及び（Ｃ5～Ｃ18）シクロアルキル（メタ）アクリレー
ト、（Ｃ5～Ｃ18）アルキル（メタ）アクリルアミド、（メタ）アクリロニトリル、ビニ
ル（Ｃ1～Ｃ18）アルカノエート、（Ｃ2～Ｃ18）アルケン、（Ｃ2～Ｃ18）ハロアルケン
、スチレン、（Ｃ1～Ｃ6）アルキルスチレン、（Ｃ4～Ｃ12）アルキルビニルエーテル、
フッ素化（Ｃ2～Ｃ10）アルキル（メタ）アクリレート、（Ｃ3～Ｃ12）パーフルオロアル
キルエチルチオカルボニルアミノエチル（メタ）アクリレート、（メタ）アクリルオキシ
アルキルシロキサン、Ｎ－ビニルカルバゾール、（Ｃ1～Ｃ12）アルキルマレイン酸、フ
マル酸、イタコン酸及びメサコン酸エステル、ビニルアセテート、プロピオン酸ビニル、
酪酸ビニル、吉草酸ビニル、クロロプレン、塩化ビニル、塩化ビニリデン、ビニルトルエ
ン、ビニルエチルエーテル、パーフルオロヘキシルエチルチオカルボニルアミノエチルメ
タクリレート、イソボルニルメタクリレート、トリフルオロエチルメタクリレート、ヘキ
サ－フルオロイソプロピルメタクリレート、ヘキサフルオロブチルメタクリレート、トリ
ストリメチルシリルオキシシリルプロピルメタクリレート、及び３－メタクリルオキシプ
ロピルペンタメチルジシロキサン。
【００８９】
　本明細書において、用語「（メタ）アクリレート」は、アクリレート、メタクリレート
、又はアクリレート及びメタクリレートを意味し、そして用語「（メタ）アクリルアミド
」は、アクリルアミド、メタクリルアミド、又はアクリルアミド及びメタクリルアミドを
意味する。
　実施形態の一つでは、構造（Ｉ－ａ）に従うモノマー単位を含むポリマーは、ランダム
コポリマーである。別の実施形態では、構造（Ｉ－ａ）に従うモノマー単位を含むコポリ
マーは、ブロックコポリマーである。
【００９０】
　好適なビニルアルコールポリマーを製造するための方法は、当業界に公知である。実施
形態の一つでは、構造（Ｉ－ａ）に従うモノマー単位を含むポリマーは、公知のラジカル
重合方法により、少なくとも１種のビニルエステルモノマー、例えば、ビニルアセテート
を含む１種又は２種以上のエチレン系の不飽和モノマーを重合し、続いて、上記ポリマー
のビニルエステルモノマー単位の少なくとも一部を加水分解して、所望の加水分解度を有
するポリマーを製造することにより製造される。別の実施形態では、構造（Ｉ－ａ）に従
うモノマー単位を含むポリマーは、公知の制御されたラジカル重合技法、例えば、可逆的
付加開裂連鎖移動（ＲＡＦＴ，ｒｅｖｅｒｓｉｂｌｅ　ａｄｄｉｔｉｏｎ　ｆｒａｇｍｅ
ｎｔａｔｉｏｎ　ｔｒａｎｓｆｅｒ）、ザンテートの交換を経由した高分子設計（ＭＡＤ
ＩＸ，ｍａｃｒｏｍｏｌｅｃｕｌｅ　ｄｅｓｉｇｎ　ｖｉａ　ｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅ　
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ｏｆ　ｘａｎｔｈａｔｅｓ）、又は原子移動可逆重合（ＡＴＲＰ，ａｔｏｍ　ｔｒａｎｓ
ｆｅｒ　ｒｅｖｅｒｓｉｂｌｅ　ｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ）により製造されたコポ
リマーである。
【００９１】
　実施形態の一つでは、上記ビニルアルコールポリマーは、典型的には、脂肪族アルコー
ル反応媒体内で、公知の溶液重合技法により製造される。
　別の実施形態では、上記ビニルアルコールポリマーは、水性反応媒体内で、１種又は２
種以上の界面活性剤の存在下で、エマルション重合技法により製造される。
【００９２】
　実施形態の一つでは、上記ビニルアルコール材料は、ビニルアルコールポリマーの分子
を架橋することにより製造されるミクロゲルを含む。
　実施形態の一つでは、上記ビニルアルコール材料は、ビニルアルコールポリマーの塩、
例えば、ナトリウム又はカリウム塩を含む。
【００９３】
　実施形態の一つでは、親水化層は、１種又は２種以上のポリ（ビニルアルコール）ポリ
マーを含む。ポリ（ビニルアルコール）ポリマーは、ポリ（ビニルアセテート）の加水分
解により、商業的に製造されている。実施形態の一つでは、上記ポリ（ビニルアルコール
）は、約１０，０００以上（約２００以上の重合度におおむね相当する）、さらに典型的
には約２０，０００～約２００，０００（約４００～約４０００の重合度におおむね相当
する）の分子量を有し、用語「重合度」は、上記ポリ（ビニルアルコール）ポリマー内の
ビニルアルコール単位の数を意味する。実施形態の一つでは、上記ポリ（ビニルアルコー
ル）は、約５０％以上、さらに典型的には約８８％以上の加水分解度を有する。
【００９４】
　実施形態の一つでは、上記親水化層は、有機リン材料（ｂ）（Ｉ）と、所望によるビニ
ルアルコール材料（ｂ）（ＩＩ）とを含む。
　例えば、これらの成分の可能性のある重量比は、上記親水化層１００ｐｂｗに基づいて
、次の通りである：
　０ｐｂｗ超～１００ｐｂｗ未満、若しくは約０．１ｐｂｗ～約９９．９ｐｂｗ、又は約
１ｐｂｗ～約９９ｐｂｗの有機リン材料（ｂ）（Ｉ）、及び
　所望による、０ｐｂｗ超～１００ｐｂｗ未満、若しくは約０．１ｐｂｗ～約９９．９ｐ
ｂｗ、又は約１ｐｂｗ～約９９ｐｂｗのビニルアルコール材料（ｂ）（ＩＩ）。
【００９５】
［液状キャリア］
　実施形態の一つでは、本発明の処理組成物は、有機リン材料（ｂ）（Ｉ）、及び所望に
よるビニルアルコール材料（ｂ）（ＩＩ）、並びに液状キャリアを含む。例えば、実施形
態の一つでは、本発明の処理組成物は、有機リン材料（ｂ）（Ｉ）及び液状キャリアを含
む。
　実施形態の一つでは、上記液状キャリアは、水を含む水性キャリアであり、そして処理
溶液は、上記有機リン材料及び添加剤の溶液、エマルション、又は分散液の状態にある。
実施形態の一つでは、上記液状キャリアは、水及び水混和性有機液体を含む。好適な水混
和性有機液体には、飽和又は不飽和の一価アルコール及び多価アルコール、例えば、メタ
ノール、エタノール、イソプロパノール、セチルアルコール、ベンジルアルコール、オレ
イルアルコール、２－ブトキシエタノール及びエチレングリコール、並びにアルキルエー
テルジオール、例えば、エチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコール
モノエチルエーテル及びジエチレングリコールモノメチルエーテルが含まれる。
【００９６】
　実施形態の一つでは、上記処理組成物は、上記組成物１００重量部に基づいて（「ｐｂ
ｗ」）、下記を含む；
　約０．１～約２０ｐｂｗ、又は約１～約５ｐｂｗの有機リン材料：及び
　約８０～９９ｐｂｗ、さらに典型的には、約９０～約９８ｐｂｗの液状キャリア。
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【００９７】
　実施形態の一つでは、上記処理組成物は、上記組成物１００重量部（「ｐｂｗ」）に基
づいて、約０．０１～約１０ｐｂｗ、又は約０．１～約５ｐｂｗのコロイド状の無機粒子
をさらに含む。
　実施形態の一つでは、上記処理組成物は、上記組成物１００重量部（「ｐｂｗ」）に基
づいて、約０．０１～約２ｐｂｗ、又は約０．１～約０．５ｐｂｗのポリ（ビニルアルコ
ール）をさらに含む。
【００９８】
　実施形態の一つでは、上記処理組成物は、上記組成物１００重量部（「ｐｂｗ」）に基
づいて、約０．０００１～約１ｐｂｗ、又は約０．００１～約０．１ｐｂｗの多価カチオ
ン性粒子をさらに含む。
　実施形態の一つでは、本発明の処理組成物は、有機リン材料（ｂ）（Ｉ）及びビニルア
ルコール材料（ｂ）（ＩＩ）、並びに液状キャリアを含む。
【００９９】
　実施形態の一つでは、上記処理組成物は、上記組成物１００重量部に基づいて（「ｐｂ
ｗ」）、下記を含む；
　約０．１～約２０ｐｂｗ、又は約１～約５ｐｂｗの有機リン材料（ｂ）（Ｉ）；
　約０．１～約２０ｐｂｗ、又は約１～約５ｐｂｗのビニルアルコール材料（ｂ）（ＩＩ
）：及び
　約８０～９９ｐｂｗ、又は約９０～約９８ｐｂｗの液状キャリア。
【０１００】
　上記処理組成物は、所望により、上記組成物１００ｐｂｗ重量部に基づいて（「ｐｂｗ
」）、最大約１０ｐｂｗの他の成分、例えば、塩、糖、界面活性剤及びレオロジー調整剤
をさらに含むことができる。好適な塩には、例えば、ＮａＣｌ、ＫＣｌ、ＮＨ3Ｃｌ、Ｎ
（Ｃ2Ｈ5）3Ｃｌが含まれる。好適な糖には、単糖及び多糖類、例えば、グルコース又は
グアールガムが含まれる。好適なレオロジー調整剤には、例えば、アルカリ膨潤性ポリマ
ー、例えば、アクリル酸ポリマー、水素結合性レオロジー調整剤（ｈｙｄｒｏｐｈｏｂｉ
ｃ　ａｓｓｏｃｉａｔｉｖｅ　ｔｈｉｃｋｎｅｒ）、例えば、カルボキシメチルセルロー
ス又はヒドロキシエチルセルロース、並びに疎水性の結合性増粘剤、例えば、疎水的に改
質されたセルロース誘導体及び疎水的に改質されたアルコキシル化ウレタンポリマーが含
まれる。
【０１０１】
　実施形態の一つでは、上記親水化層は、基材の疎水性表面を、上記有機リン材料及び液
状キャリアを含む処理溶液と接触させ、次いで上記液状キャリアを除去することにより、
上記基材の疎水性表面の少なくとも一部に堆積される。実施形態の一つでは、上記液状キ
ャリアは、揮発性の液状キャリアであり、そして上記キャリアは、上記キャリアを蒸発さ
せることにより取り除かれる。
【０１０２】
　基材の疎水性表面は、好都合な方法、例えば、上記基材を上記処理組成物中に浸漬する
、あるいははけ塗り又はスプレーにより、上記基材の表面に上記処理組成物を適用するこ
とにより、上記処理組成物と接触させることができる。
　実施形態の一つでは、親水化層は、上記硬質表面を、上記処理組成物で処理することに
より、上記硬質表面の疎水性表面に堆積される。
【０１０３】
　実施形態の一つでは、上記親水化層は、上記基材の硬質表面の少なくとも一部に配置さ
れた一定量の親水化層を残すように、上記基材を、上記有機リン材料及び水性キャリアを
含む水性処理組成物に浸漬し、次いで、蒸発により水性キャリアを除去することにより、
上記基材の少なくとも一部に堆積される。
【０１０４】
　実施形態の一つでは、表面積１平方メートルあたり、典型的には約０．０００１ｇ～約
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１０ｇの親水化層の量で、上記基材の疎水性表面の少なくとも一部に配置された親水化層
が、上記表面の一部の疎水性を減少させるために有効である。
　実施形態の一つでは、本発明の親水化（ｈｙｄｒｏｐｈｉｌｉｚｅｄ）表面は、表面積
１平方メートルあたり、約０．０１７～約１７、又は約０．１７～約３ｇの親水化層を含
む。
【０１０５】
　実施形態の一つでは、本発明の親水化基材は、疎水性表面、例えば、疎水性の合成ポリ
マー表面、例えば、ポリ（オレフィン）と、上記表面の少なくとも一部に、水性媒体を用
いた洗浄を容易にするための親水性を上記基材に十分に付与するために有効な量で配置さ
れた親水化層とを有する材料である。本明細書において、用語「水性媒体」及び「複数の
水性媒体」は、水が主要成分である液状媒体を指すように、本明細書において用いられる
。従って、上記用語は、水それ自体、並びに水性溶液及び分散液を含む。
【０１０６】
　実施形態の一つでは、上記親水化基材は、上記親水化基材が水性媒体と接触した際に、
上記有機リン化合物の少なくとも一部が、上記基材の表面に残る意味で耐久性がある。本
発明の親水化基材の親水特性の耐久性の一態様は、親水化基材を水中ですすぎ、そしてす
すぎ水の表面張力を測定することにより評価されうる。硬質表面ではないが、この作用は
、親水化繊維基材を試験することにより実証されており、そこでは、Ｗｉｌｈｅｍｙプレ
ート（Ｋｒｕｓｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ）を用いて、米国材料試験協会試験番号ＡＳ
ＴＭ　１３３１に従って測定されるように、すすぎ水が約２０～約７０（ｍＮ／ｍ）、さ
らに好ましくは約２５～約７０ｍＮ／ｍの表面張力を示す。
　例えば、上記布帛を、次の手順に従ってすすぐ；
　（ａ）親水化布帛の２０×１８ｃｍ試料を、０．９０９重量％ＮａＣｌ水性溶液４０ｍ
Ｌの中に入れる；
　（ｂ）次いで、上記布帛を、上記溶液内で、１０秒間撹拌する；
　（ｃ）次いで、上記布帛を、撹拌なしで、５分間静置する；
　（ｄ）次いで、上記布帛を、上記溶液内で、１０秒間撹拌する；
　（ｅ）次いで、上記布帛を、上記溶液から取り出す：そして
　（ｆ）次いで、表面張力の測定を行う前に、１０分間、上記溶液を静置する。
【０１０７】
　本発明の高い親水性の親水化基材の一態様を、繊維上の「通り抜け（ｓｔｒｉｋｅｔｈ
ｒｏｕｇｈ）」試験により評価することができる。硬質表面ではないが、親水化布帛は、
欧州ディスポーザブル及び不織布協会（Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　ａｎ
ｄ　Ｎｏｎｗｏｖｅｎｓ　ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）試験番号ＥＤＡＮＡ　１５０．３－
９６に従って測定されるような、約１０秒未満、さらに好ましくは約２～約５秒、そして
さらに好ましくは約２～約４秒の通り抜け時間を示す。
　上記通り抜け時間は、次の手順に従って測定することができる；
　（ａ）親水化繊維の１２×１２ｃｍ試料を、積み重ねた１０枚のろ紙（ＥＲＴ－ＦＦ３
）の頂部の上且つ５０ｍＬの分液漏斗の下に置く；
　（ｂ）次いで、ろ紙の積み重ねの頂部の上と、処理された布帛の下とに、導電性電極を
置く；
　（ｃ）０．９０９重量％ＮａＣｌ水溶液の５ｍＬのアリコートを、ビュレットから、上
記漏斗に供給し（ガッシュ）、そして液体が上記布帛に接触した瞬間から、全ての液体が
ろ紙の積み重ね内に消失するまでの時間（通り抜け時間）を測定する；
　（ｄ）所望により、同一の布帛試料及びろ紙の積み重ねを用いて、ステップ（ｃ）を複
数回繰り返し、そして各ガッシュにおいて通り抜け時間を記録する。
【０１０８】
［界面活性剤］
　本発明に従う清浄又はすすぎ組成物は、少なくとも１種の界面活性剤をさらに含む。後
者は、非イオン性、アニオン性、両性、双極性又はカチオン性であることができる。
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【０１０９】
［アニオン性界面活性剤］
　本発明において用いるために典型的なアニオン性界面活性剤は、例えば、下記である。
　次の式のアルキルエステルスルホネート：
　Ｒ－ＣＨ（ＳＯ3Ｍ）－ＣＯＯＲ’
　（式中、Ｒは、Ｃ8～Ｃ20、好ましくはＣ10～Ｃ16のアルキル基を表し、Ｒ’は、Ｃ1～
Ｃ6、好ましくはＣ1～Ｃ3のアルキル基を表し、そしてＭは、アルカリ金属（ナトリウム
、カリウム又はリチウム）カチオン、置換された若しくは未置換のアンモニウム（メチル
－、ジメチル－、トリメチル－又はテトラメチルアンモニウム、ジメチルピペリジニウム
等）カチオン、又はアルカノールアミン（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等）に由来するカチオンを表す）。Ｒ基がＣ14～Ｃ16基であるメチ
ルエステルスルホネートに特に言及することができる。
　次の式のアルキルスルフェート：
　ＲＯＳＯ3Ｍ
　（式中、Ｒは、Ｃ5～Ｃ24、好ましくはＣ10～Ｃ18のアルキル又はヒドロキシアルキル
基を表し、Ｍは、水素原子又は上記と同一の定義を有するカチオンを表わし、そしてそれ
らのエトキシ化（ＥＯ）及び／又はプロポキシ化（ＰＯ）誘導体は、０．５～３０、好ま
しくは０．５～１０のＥＯ及び／又はＰＯ単位の平均値を有する）。
　次の式のアルキルアミドスルフェート：
　ＲＣＯＮＨＲ’ＯＳＯ3Ｍ
　（式中、ＲはＣ2～Ｃ22、好ましくはＣ6～Ｃ20のアルキル基を表し、Ｒ’はＣ2～Ｃ3の
アルキル基を表し、Ｍは水素原子又は上記と同一の定義を有するカチオンを表わし、そし
てそれらのエトキシ化（ＥＯ）及び／又はプロポキシ化（ＰＯ）誘導体は、０．５～６０
のＥＯ及び／又はＰＯ単位の平均値を有する）。
　Ｃ8～Ｃ24、好ましくはＣ14～Ｃ20の飽和又は不飽和脂肪酸の塩、Ｃ9～Ｃ20のアルキル
ベンゼンスルホネート、１級又は２級のＣ8～Ｃ22のアルキルスルホネート、アルキルグ
リセロールスルホネート、スルホン化ポリカルボン酸（英国特許出願公開第１，０８２，
１７９号明細書に開示される）、パラフィンスルホネート、Ｎ－アシル－Ｎ－アルキルタ
ウレート、イセチオネート、アルキルスクシナメート、アルキルスルホスクシネート、ス
ルホスクシネートのモノエステル又はジエステル、Ｎ－アシルサルコシネート（ｓａｒｃ
ｏｓｉｎａｔｅ）、アルキルグリコシドスルフェート又はポリエトキシカルボキシレート
；上記カチオンは、アルカリ金属（ナトリウム、カリウム又はリチウム）、置換された若
しくは未置換のアンモニウム残差（メチル－、ジメチル－、トリメチル－又はテトラメチ
ルアンモニウム、ジメチルピペリジニウム等）、又はアルカノールアミン（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等）に由来する残差である。
　アルキルホスフェート、又はアルキル若しくはアルキルアリールホスフェートエステル
、例えば、Ｒｈｏｄｉａから市販される、Ｒｈｏｄａｆａｃ　ＲＡ６００、Ｒｈｏｄａｆ
ａｃ　ＰＡ１５又はＲｈｏｄａｆａｃ　ＰＡ２３；上記カチオンは、アルカリ金属（ナト
リウム、カリウム又はリチウム）、置換された又は未置換のアンモニウム（メチル、ジメ
チル、トリメチル又はテトラメチルアンモニウム、ジメチルピペリジニウム等）残差、又
はアルカノールアミン（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
ミン等）に由来する残差である。
【０１１０】
［非イオン性界面活性剤］
　非イオン性界面活性剤は、米国特許第４，２８７，０８０号明細書及び同第４，４７０
，９２３号明細書に記載されている。特に、アルキレンオキシド、特に、エチレンオキシ
ド及び所望によるプロピレンオキシドと、アルコール、ポリオール、アルキルフェノール
、脂肪酸エステル、脂肪酸アミド及び脂肪アミンとの縮合物；アミンオキシド；糖誘導体
、例えば、アルキルポリグリコシド、又は脂肪酸及び糖のエステル、特に、サッカロース
モノパルミテート；長鎖（８～２８個の炭素原子）の第３級ホスフィンオキシド；ジアル
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キルスルホキシド；ポリオキシエチレン及びポリオキシプロピレンのブロックコポリマー
；ソルビタンのポリアルコキシル化エステル；ソルビタンの脂肪エステル；疎水性の性質
（例えば、１０～１８個の炭素原子を含む脂肪酸モノ及びジエタノールアミド）を付与す
るように変性された脂肪酸アミド及びポリ（エチレンオキシド）。
【０１１１】
　本発明で用いるための、典型的な非イオン性界面活性剤は、例えば、下記である；
　２～５０のオキシアルキレン（オキシエチレン及び／又はオキシプロピレン）単位を含
むポリオキシアルキレン化（ｐｏｌｙｏｘｙａｌｋｙｌｅｎａｔｅｄ）Ｃ6～Ｃ24の脂肪
族カルボン酸、特に１２個（平均）の炭素原子又は１８個（平均）の炭素原子を有するも
の；
　２～５０のオキシアルキレン（オキシエチレン及び／又はオキシプロピレン）単位を含
むポリオキシアルキレン化（ｐｏｌｙｏｘｙａｌｋｙｌｅｎａｔｅｄ）Ｃ8～Ｃ18の脂肪
族アルコール、特に１２個（平均）の炭素原子又は１８個（平均）の炭素原子を有するも
の；ＲｈｏｄｉａからのＡｎｔａｒｏｘ　Ｂ１２ＤＦ，Ａｎｔａｒｏｘ　ＦＭ３３，Ａｎ
ｔａｒｏｘ　ＦＭ６３及びＡｎｔａｒｏｘ　Ｖ７４、ＢＡＳＦからのＰｌｕｒａｆａｃ　
ＬＦ　４００及びＰｌｕｒａｆａｃ　ＬＦ　２２０、ＲｈｏｄｉａからのＲｈｏｄａｓｕ
ｒｆ　ＩＤ　０６０，Ｒｈｏｄａｓｕｒｆ　ＩＤ　０７０及びＲｈｏｄａｓｕｒｆ　ＬＡ
　４２、並びにＩＣＩからのＳｙｎｐｅｒｏｎｉｃ　Ａ５，Ａ７及びＡ９に言及すること
ができる；
　アミンオキシド、例えば、ドデシルジ（２－ヒドロキシエチル）アミンオキシド；
　ホスフィンオキシド、例えば、テトラデシルジメチルホスフィンオキシド。
【０１１２】
［両性界面活性剤］
　本発明で用いるために典型的な両性界面活性剤は、例えば、下記である；
　イミノジプロピオン酸ナトリウム又はアルキルイミノプロピオネート、例えば、ＭＩＲ
ＡＴＡＩＮＥ　Ｈ２Ｃ　ＨＡ及びＭＩＲＡＴＡＩＮＥ　ＪＣ　ＨＡ（Ｒｈｏｄｉａ）；
　アルキルアンホアセテート（ａｌｋｙｌ　ａｍｐｈｏａｃｅｔａｔｅ）又はアルキルジ
アンホジアセテート、当該アルキル基は、６～２０個の炭素原子を含む、例えば、ＭＩＲ
ＡＮＯＬ　Ｃ２Ｍ　Ｃｏｎｃ　ＮＰ（Ｒｈｏｄｉａから市販される）；
　両性アルキルポリアミン誘導体、例えば、Ａｍｐｈｉｏｎｉｃ　ＸＬ（商標）（Ｒｈｏ
ｄｉａから市販される）、及びＡｍｐｈｏｌａｃ　７Ｔ／Ｘ（商標）及びＡｍｐｈｏｌａ
ｃ　７Ｃ／Ｘ（商標）（Ｂｅｒｏｌ　Ｎｏｂｅｌから市販される）。
【０１１３】
［双極性界面活性剤］
　本発明で用いるために典型的な双極性界面活性剤は、例えば、米国特許第５，１０８，
６６０号明細書に開示されている。
　複数の好適な双極性界面活性剤は、アルキルジメチルベタイン、アルキルアミドプロピ
ルジメチルベタイン、アルキルジメチルスルホベタイン又はアルキルアミドプロピルジメ
チルスルホベタイン、例えば、ＭＩＲＡＴＡＩＮＥ　ＪＣＨＡ，ＭＩＲＡＴＡＩＮＥ　Ｈ
２ＣＨＡ又はＭＩＲＡＴＡＩＮＥ　ＣＢＳ（Ｒｈｏｄｉａから市販される）、又はＳｈｅ
ｒｅｘ　Ｃｏｍｐａｎｙから、「Ｖａｒｉｏｎ　ＣＡＤＧ　Ｂｅｔａｉｎｅ」及び「Ｖａ
ｒｉｏｎ　ＣＡＳ　Ｓｕｌｆｏｂｅｔａｉｎｅ」の名称で市販される同一種、あるいは脂
肪酸及びたんぱく質加水分解物の縮合生成物である。
【０１１４】
　他の双極性界面活性剤はまた、米国特許第４，２８７，０８０号明細書及び同第４，５
５７，８５３号明細書に開示されている。
　別の双極性界面活性剤は、ベタイン、例えば、米国特許出願公開第２００６／０２１７
２８６号明細書（参照により、その全体を本明細書に援用する）に開示されるものである
。
【０１１５】
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［カチオン性界面活性剤］
　本発明で用いるために典型的なカチオン性界面活性剤は、次の第４級アンモニウム塩の
ものを含む：
　Ｒ1Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｎ+Ｘ-

　（式中、
　Ｒ1、Ｒ2及びＲ3は、同一又は異なり、Ｈ、又は１個若しくは２個以上のヒドロキシル
官能基により所望により置換されている、４個未満の炭素原子、好ましくは１個又は２個
の炭素原子を含むアルキル基を表すか、あるいは窒素原子Ｎ+と共に、少なくとも１個の
芳香環又は複素環を形成することができ；
　Ｒ4は、Ｃ8～Ｃ22、好ましくはＣ12～Ｃ22のアルキル若しくはアルケニル基、又はアリ
ール若しくはベンジル基を表し；そして
　Ｘ-は、溶解したアニオン、例えば、ハライド（例えば、クロリド、ブロミド又はヨー
ジド）、スルフェート若しくはアルキルスルフェート（メチルスルフェート）、カルボキ
シレート（アセテート、プロピオネート又はベンゾエート）、アルキルスルホネート、又
はアリールスルホネートである。ドデシルトリメチルアンモニウムブロミド、テトラデシ
ルトリメチルアンモニウムブロミド、セチルトリメチルアンモニウムブロミド、ステアリ
ルピリジニウムクロリド、Ｒｈｏｄａｑｕａｔ（商標）ＴＦＲ及びＲｈｏｄａｍｉｎｅ（
商標）Ｃ１５（Ｒｈｏｄｉａから市販される）、セチルトリメチルアンモニウムクロリド
（ＣｏｇｎｉｓからのＤｅｈｙｑｕａｒｔ　ＡＣＡ及び／又はＡＯＲ）又はココビス（２
－ヒドロキシエチル）エチルアンモニウムクロリド（Ａｋｚｏ　ＮｏｂｅｌからのＥｔｈ
ｏｑｕａｄ　Ｃ１２）に言及することができる。
【０１１６】
　他のカチオン性界面活性剤、例えば、次の式：
　Ｒ1’Ｒ2’Ｒ3’Ｒ4’Ｎ+Ｘ-

　（式中、
　Ｒ1’及びＲ2’は、同一又は異なり、Ｈ、又は１個若しくは２個以上のヒドロキシル官
能基により所望により置換されている、４個未満の炭素原子、好ましくは１個又は２個の
炭素原子を含むアルキル基を表すか、あるいは窒素原子Ｎ+と共に、複素環を形成するこ
とができ
　Ｒ3’及びＲ4’は、Ｃ8～Ｃ22、好ましくはＣ10～Ｃ22のアルキル若しくはアルケニル
基、又はアリール若しくはベンジル基を表し；そして
　Ｘ-は、アニオン、例えば、ハライド（例えば、クロリド、ブロミド又はヨージド）、
スルフェート若しくはアルキルスルフェート（メチルスルフェート）、カルボキシレート
（アセテート、プロピオネート又はベンゾエート）、アルキルスルホネート、又はアリー
ルスルホネートである）
　の第４級アンモニウム塩に言及することができる。
【０１１７】
　特に下記に言及することができる；
　ジアルキル（ａｌｋｙ）ジメチルアンモニウムクロリド、例えば、ジタロージメチルア
ンモニウムクロリド（ｄｉｔａｌｌｏｗｄｉｍｅｔｈｙｌａｍｍｏｎｉｕｍ　ｃｈｌｏｒ
ｉｄｅ）又はメチルスルフェート等、又はアルキルベンジルジメチルアンモニウムクロリ
ド；
　（Ｃ10～Ｃ25）のアルキルイミダゾリウム塩、例えば、（Ｃ10～Ｃ25）アルキルイミダ
ゾリニウムメチルスルフェート：
　置換されたポリアミンの塩、例えば、Ｎ－タロー－Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－トリエタノール－
１，３－プロピレンジアミンジクロリド又はジ（メチルスルフェート）又はＮ－タロー－
Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’，Ｎ’－ペンタメチル－１，３－プロピレンジアミンジクロリド。
【０１１８】
　適切な界面活性剤の追加の例は、周知のハンドブック、Ｓｃｈｗａｒｔｚ及びＰｅｒｒ
ｙによる「Ｓｕｒｆａｃｅ　Ａｃｔｉｖｅ　Ａｇｅｎｔｓ」，ｖｏｌｕｍｅ　Ｉ、並びに
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Ｓｃｈｗａｒｔｚ，Ｐｅｒｒｙ及びＢｅｒｃｈによる「Ｓｕｒｆａｃｅ　Ａｃｔｉｖｅ　
Ａｇｅｎｔｓ　ａｎｄ　Ｄｅｔｅｒｇｅｎｔｓ」，ｖｏｌｕｍｅ　ＩＩに表される、界面
活性剤として一般的に用いられる化合物である。
【０１１９】
　上記界面活性剤は、本発明の組成物の０．００５～６０重量％、特に０．５～４０重量
％を表す。
　有利には、有機ホスフェートエステル（ＩＩ）（１）／一又は複数の界面活性剤の重量
比は、１／１～１／１０００、有利には１／２～１／２００である。
【０１２０】
［追加の添加剤］
　本発明に従う清浄又はすすぎ組成物は、硬質表面を清浄又はすすぐ場合に存在する一般
的な添加剤から特に選択される少なくとも１種の他の添加剤をさらに含むことができる。
　複数の可能性がある追加の添加剤に言及することができる。
【０１２１】
　キレート剤、特に、水溶性アミノホスホネート及び有機系ホスホネート種に属するもの
、例えば、下記；
　１－ヒドロキシエタン－１，１－ジホスホネート；
　アミノトリ（メチレンジホスホネート）；
　ビニルジホスホネート；
　ビニルホスホン酸又はビニルジホスホン酸のオリゴマー又はポリマーの塩
　ビニルホスホン酸又はビニルジホスホン酸、及びアクリル酸及び／又は無水マレイン酸
及び／又はビニルスルホン酸及び／又はアクリルアミドメチルプロパンスルホン酸のラン
ダムコオリゴマー又はコポリマーの塩；
　ホスホン化ポリカルボン酸の塩；
　一又は複数のホスホネート末端を含むポリアクリレート；
　ビニルホスホン酸又はビニルジホスホン酸、及びアクリル酸のコテロマー（ｃｏｔｅｌ
ｏｍｅｒ）の塩；
　例えば、Ｂｒｉｑｕｅｓｔ（商標）の範囲、又はＭＩＲＡＰＯＬ　Ａ３００若しくは４
００（Ｒｈｏｄｉａ）のもの（清浄組成物の総重量の０～１０％、好ましくは０～５％の
割合）。
【０１２２】
［金属イオン封鎖剤又はスケール防止剤］
　例えば、下記である；
・ポリカルボン酸又はそれらの水溶性塩、及びカルボキシル酸のポリマー又はコポリマー
の水溶性塩、例えば、下記；
　　ポリカルボキシレート又はヒドロキシポリカルボキシレートエーテル；
　　ポリ酢酸又はそれらの塩（ニトリロ酢酸、Ｎ，Ｎ－ジカルボキシメチル－２－アミノ
ペンタン二酸、エチレンジアミン四酢酸、ジエチレントリアミン五酢酸、エチレンジアミ
ンテトラアセテート、ニトリロアセテート又はＮ－（２－ヒドロキシエチル）ニトリロジ
アセテート）；
　　（Ｃ5～Ｃ20のアルキル）コハク酸の塩；
　　ポリカルボキシル酸のアセタールエステル；
　　ポリアスパラギン酸又はポリグルタミン酸の塩；
　　クエン酸、アジピン酸、グルコン酸若しくは酒石酸、又はそれらの塩；
・アクリル酸及び無水マレイン酸のコポリマー、又はアクリル酸ホモポリマー、例えば、
Ｒｈｏｄｏｌｉｎｅ　ＤＰ　２２６　３５（Ｒｈｏｄｉａ）及びＳＯＫＡＬＡＮ　ＣＰ５
（ＢＡＳＦ）（上記清浄組成物の総重量の０～１０％の割合）；
・スルホン化ポリビニルスチレン又はそれらの、アクリル酸、メタクリル酸等とのコポリ
マー；
　（清浄組成物の総重量の０～１０％の割合）。
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【０１２３】
［無機系ビルダー（界面活性剤の表面特性を改良する洗浄補助剤）］
　無機系ビルダーの種類は、下記である；
・ポリリン酸の、アルカリ金属、アンモニウム又はアルカノールアミン塩、例えば、Ｒｈ
ｏｄｉａｐｈｏｓ　ＨＤ７（Ｒｈｏｄｉａから市販される）（清浄組成物の総重量の０～
７０％の割合）；
・ピロリン酸アルカリ金属；
・１～４程度、好ましくは１．５～３．５、非常に特に１．７～２．８の範囲にわたりう
るＳｉＯ2／Ｍ2Ｏ比を有するケイ酸アルカリ金属；それらは、非晶質シリケート又はラメ
ラシリケート、例えば、Ｎａ2Ｓｉ2Ｏ5のα，β，γ及びδ相、Ｃｌａｒｉａｎｔから、
ＮａＳＫＳ－５，ＮａＳＫＳ－７，ＮａＳＫＳ－１１及びＮａＳＫＳ－６の参照の下で市
販される、
・ホウ酸、炭酸、重炭酸又はセスキ炭酸のアルカリ金属又はアルカリ土類金属塩（上記清
浄組成物の総重量の最大約５０％の範囲にわたりうる量）；
・１．５～３．５程度の範囲にわたりうるＳｉＯ2／Ｍ2Ｏ比を有するケイ酸アルカリ金属
水和物と、炭酸アルカリ金属（ナトリウム又はカリウム）との共顆粒；ケイ酸塩に関連す
る水の、乾燥したケイ酸塩に対する含有量（重量）が、少なくとも３３／１００である共
顆粒に言及することができ、ケイ酸塩の、炭酸塩に対する重量比が、５／９５～４５／５
５、好ましくは１５／８５～３５／６５の範囲であることができ、例えば、欧州特許出願
公開第４８８　８６８号明細書及び同第５６１　６５６号明細書に開示され、例えば、Ｎ
ａｂｉｏｎ　１５（Ｒｈｏｄｉａから市販される）である；
　（ビルダーの総量は、上記清浄又はすすぎ組成物の総重量の最大９０％を表すことがで
きる）。
【０１２４】
［漂白剤］
　アセチル化漂白活性剤と併用されても、又は併用されなくてもよい、過ホウ酸塩又は過
炭酸塩種（例えば、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラアセチルエチレンジアミン（ＴＡＥＤ）
）、又はクロロイソシアヌレートの塩素化生成物種、又は次亜塩素酸アルカリ金属の塩素
化生成物種、又は過酸化水素水溶液（上記清浄組成物の総重量の０～３０％の割合）．
【０１２５】
［フィラー］
　上記組成物の総重量の０～５０％の割合における、硫酸ナトリウム、塩化ナトリウム、
炭酸ナトリウム、炭酸カルシウム、カオリン又はシリカ種のフィラー．
　［漂白触媒］
　遷移金属、特に、鉄、マンガン及びコバルト錯体を含む漂白触媒、例えば、米国特許第
４，７２８，４５５号明細書，同第５，１１４，６０６号明細書，同第５，２８０，１１
７号明細書、欧州特許出願第９０９　８０９号明細書、米国特許第５，５５９，２６１号
明細書、国際公開第９６／２３８５９号パンフレット，同第９６／２３８６０号パンフレ
ット及び同第９６／２３８６１号パンフレットに開示される、種［ＭｎIV

2（μ－Ｏ）3（
Ｍｅ3ＴＡＣＮ）2］（ＰＦ6）2、［ＦｅII（ＭｅＮ4ｐｙ）（ＭｅＣＮ）］（ＣｌＯ4）2

，［（ＣｏIII）（ＮＨ3）5（ＯＡｃ）］（ＯＡｃ）2のもの（上記清浄組成物の総重量０
～５％の割合）
【０１２６】
［ｐＨに作用する薬剤］
　清浄又はすすぎ媒体に可溶である、上記組成物のｐＨに作用する薬剤は、特に、下記で
ある；
・塩基性化添加剤（リン酸、炭酸、過ホウ酸のアルカリ金属塩又はアルカリ金属水酸化物
）；又は
・所望による、清浄性の酸性化添加剤、例えば、無機酸（リン酸、ポリリン酸、スルファ
ミド酸、塩化水素酸、フッ化水素酸、硫酸、硝酸又はクロム酸）、カルボキン酸又はポリ
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カルボン酸（酢酸、ヒドロキシ酢酸、アジピン酸、クエン酸、蟻酸、フマル酸、グルコン
酸、グルタル酸、グリコール酸、リンゴ酸、マレイン酸、乳酸、マロン酸、シュウ酸、コ
ハク酸及び酒石酸）、又は酸の塩、例えば、重硫酸ナトリウム又は重炭酸及びセスキ炭酸
のアルカリ金属塩。
【０１２７】
［混合物の粘度及び／又は泡の安定性を制御するために用いられるポリマー］
　混合物の粘度及び／又は使用の際に形成する泡の安定性を制御するために用いられるポ
リマー、例えば、セルロース誘導体又はグアール誘導体（カルボキシメチルセルロース、
ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルグアール、カルボキシメチルグアール
、カルボキシメチルヒドロキシプロピルグアール等）、キサンタンガム、サクシノグリカ
ン（Ｒｈｅｏｚａｎ（商標）、Ｒｈｏｄｉａから市販される）、ローカストビーンガム又
はカラギーナン（上記清浄組成物の総重量０～２％の割合）．
【０１２８】
［ヒドロトロープ剤］
　ヒドロトロープ剤、例えば、短鎖のＣ2～Ｃ8のアルコール、特にエタノール、ジオール
及びグリコール、例えば、ジエチレングリコール又はジプロピレングリコール、キシレン
スルホン酸ナトリウム又はナフタレンスルホン酸ナトリウム（上記清浄組成物１００ｇあ
たり、０～１０ｇの割合）．
【０１２９】
［湿潤剤及び保湿剤］
　肌用の湿潤剤及び保湿剤、例えば、グリセロール若しくはウレア、又は肌を保護するた
めの薬剤、例えば、たんぱく質又はたんぱく質加水分解物、植物性油脂、例えば、大豆油
、あるいはカチオン性ポリマー、例えば、カチオン性グアール誘導体（Ｊａｇｕａｒ　Ｃ
１３Ｓ（商標）、Ｊａｇｕａｒ　Ｃ１６２（商標）又はＨｉｃａｒｅ　１０００（商標）
、Ｒｈｏｄｉａから市販される）（上記清浄組成物の総重量の０～４０％の割合）．
【０１３０】
［殺生剤又は殺菌剤］
　例えば、下記の殺生剤又は殺菌剤；
　１．例えば、下記のカチオン性殺生剤；
　１－１．例えば、下記のモノ（第４級アンモニウム）塩；
　１－１－１．ココアルキルベンジルジメチルアンモニウム、（Ｃ12～Ｃ14のアルキル）
ベンジルジメチルアンモニウム、ココアルキルジクロロベンジルジメチルアンモニウム、
テトラデシルベンジルジメチルアンモニウム、ジデシルジメチルアンモニウム又はジオク
チルジメチルアンモニウムクロリド；
　１－１－２．ミリスチルトリメチルアンモニウム又はセチルトリメチルアンモニウムブ
ロミド；
　１－２．モノ４級複素環式アミン塩、例えば、ラウリルピリジニウム、セチルピリジニ
ウム又は（Ｃ12～Ｃ14のアルキル）ベンジルイミダゾリウムクロリド；
　１－３．（脂肪アルキル）トリフェニルホスホニウム塩、例えば、ミリスチルトリフェ
ニルホスホニウムブロミド；
　１－４．ポリマー殺生剤、例えば、下記の反応に由来するもの；
　エピクロロヒドリンと、ジメチルアミン又はジエチルアミンとの反応；
　エピクロロヒドリンと、イミダゾールとの反応；
　１，３－ジクロロ－２－プロパノールと、ジメチルアミンとの反応；
　１，３－ジクロロ－２－プロパノールと、１，３－ビス（ジメチルアミノ）－２－プロ
パノールとの反応；
　エチレンジクロリドと、１，３－ビス（ジメチルアミノ）－２－プロパノールとの反応
；
　ビス（２－クロロエチル）エーテルと、Ｎ，Ｎ’－ビス（ジメチルアミノプロピル）ウ
レア又はチオウレアとの反応；
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　ビグアニジンポリマー塩酸塩、例えば、ＶＡＮＴＯＣＩＬ　ＩＢ；
　２．両性殺生剤、例えば、Ｎ－［Ｎ’－（Ｃ8～Ｃ18のアルキル）－３－アミノプロピ
ル］グリシン、Ｎ－｛Ｎ’－［Ｎ’’－（Ｃ8～Ｃ18のアルキル）－２－アミノエチル］
－２－アミノエチル｝グリシン又はＮ，Ｎ－ビス［Ｎ’－（Ｃ8～Ｃ18のアルキル）－２
－アミノエチル］グリシン誘導体、例えば、（ドデシル）（アミノプロピル）グリシン又
は（ドデシル）（ジエチレンジアミン）グリシン；
　３．アミン、例えば、Ｎ－（３－アミノプロピル）－Ｎ－ドデシル－１，３－プロパン
ジアミン；
　４．ハロゲン化殺生剤、例えば、ヨウ素担体及び次亜塩素酸塩、例えば、ジクロロイソ
シアヌル酸ナトリウム；
　５．フェノール系殺生剤、例えば、フェノール、レソルシノール、クレゾール又はサリ
チル酸；
　６．疎水性殺生剤、例えば、下記；
　ｐａｒａ－クロロ－メタ－キシレノール又はジクロロ－メタ－キシレノール；
　４－クロロ－ｍ－クレゾール；
　レソルシノールモノアセテート；
　モノ若しくはポリアルキル又はアリールフェノール、クレゾール又はレソルシノール、
例えば、ｏ－フェニルフェノール、ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール、又は６－（ｎ－ア
ミル）－ｎ－クレゾール；
　アルキル及び／又はアリールクロロ－又はブロモフェノール、例えば、ｏ－ベンジル－
ｐ－クロロフェノール；
　ハロゲン化ジフェニルエーテル、例えば、２’，４，４’－トリクロロ－２－ヒドロキ
シジフェニルエーテル（トリクロサン）又は２，２’－ジヒドロキシ－５，５’－ジブロ
モジフェニルエーテル；
　クロルフェネシン（ｐ－クロロフェニルグリセリルエーテル）；
　（上記清浄組成物の総重量の０～５０％の割合）．
【０１３１】
［良好な清浄及び脱脂活性を有する溶媒］
　例えば、下記の良好な清浄及び脱脂活性を有する溶媒；
　オクチルベンゼンのアルキルベンゼン種；
　少なくとも１００℃の沸点を有するオレフィン、例えば、α－オレフィン、好ましくは
１－デセン又は１－ドデセン；
　次の一般式のグリコールエーテル：
　Ｒ１Ｏ（Ｒ２Ｏ）mＨ
　（式中、Ｒ１は３～８個の炭素を示すアルキル基であり、そして各Ｒ２は、エチレン又
はプロピレンのどちらかであり、そしてｍは、１～３に変化する数である）；モノプロピ
レングリコールモノプロピルエーテル、ジプロピレングリコールモノブチルエーテル、モ
ノプロピレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノヘキシルエーテ
ル、モノエチレングリコールモノヘキシルエーテル、モノエチレングリコールモノブチル
エーテル、及びそれらの混合物に言及することができる；
　それらの分子構造内に６～１６個の炭素原子を示すジオール；ジオールは、それらの脱
脂特性に加えて、それらがカルシウム塩（石けん）を除去する手助けをすることができる
ので特に有利である；８～１２個の炭素原子を含むジオールが好ましく、特に２，２，４
－トリメチル－１，３－ペンタンジオールが好ましい；
　他の溶媒、例えば、パイン油、オレンジテルペン、ベンジルアルコール、ｎヘキサノー
ル、１～４個の炭素原子を有するアルコールのフタル酸エステル、ブトキシプロパノール
、ブチルカルビトール及び１－（２－（ｎ－ブトキシ）－１－メチルエトキシ）プロパン
－２－オール、以下としても知られる、ブトキシプロポキシプロパノール又はジプロピレ
ングリコールモノブチルエーテル、ジグリコールヘキシル（ヘキシルカルビトール）、ブ
チルトリグリコール、ジオール、例えば、２，２，４－トリメチル－１，３－ペンタンジ
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オール、及びそれらの混合物：
　（上記清浄組成物の総重量の０～３０％の割合）．
【０１３２】
［工業用洗浄剤］
　工業用洗浄剤、例えば、リン酸、炭酸、ケイ酸等のアルカリ金属（ナトリウム又はカリ
ウム種）塩の溶液（上記清浄組成物の総重量の０～５０％の割合）．
［清浄作用をほとんど有しない水溶性有機溶媒］
　清浄作用をほとんど有しない水溶性有機溶媒、例えば、メタノール、エタノール、イソ
プロパノール、エチレングリコール、プロピレングリコール及びそれらの混合物（上記清
浄組成物の総重量０～４０％の割合）．
【０１３３】
［共溶媒］
　共溶媒、例えば、モノエタノールアミド及び／又はβ－アミノアルカノール、これらは
、１１超、特に１１．７の超のｐＨを有する組成物に特に有利である。というのは、それ
らは、硬質表面上の膜及び跡の形成を減少させる手助けをするからである（それらは、上
記清浄組成物の０．０５～５重量％の割合で用いられうる）；モノエタノールアミド及び
／又はβ－アミノアルカノールを含む溶媒が、米国特許第５，１０８，６６０号明細書に
開示されている．
【０１３４】
［消泡剤］
　消泡剤、例えば、特に、石けん．
　石けんは、脂肪酸のアルカリ金属塩、特に、約８～２４個の炭素原子、そして好ましく
は約１０～約２０個の炭素原子を含む高級脂肪酸のナトリウム、カリウム、アンモニウム
及びアルカノールアンモニウム塩である；ココナッツ油及び粉砕したウォールナッツ油に
由来する脂肪酸の混合物の、モノ、ジ及びトリエタノールアミン、ナトリウム及びカリウ
ム塩に特に言及することができる。石けんの量は、上記組成物の総重量に関して、少なく
とも０．００５重量％、好ましくは０．５～２重量％であることができる。泡調整剤の追
加の例は、有機溶媒、疎水性シリカ、シリコーンオイル及び炭化水素である。
【０１３５】
［研磨剤］
　研磨剤、例えば、シリカ又は炭酸カルシウム．
［種々の添加剤］
　種々の添加剤、例えば、酵素、シリケート、芳香剤、着色剤、金属の腐食を抑制する薬
剤、防腐剤、蛍光増白剤、不透明化剤、又は真珠光沢薬剤等．
　本発明の主題を形成する組成物のｐＨ又は上記組成物の使用のｐＨは、０．５～１４、
好ましくは１～１４の範囲にわたることができる。
【０１３６】
［アルカリ種の組成物］
　家庭用途向けの、７．５以上、好ましくは８．５超のｐＨ（特に、ｐＨ８．５～１２、
特に、８．５～１１．５）を有するアルカリ種の組成物が、油脂性の汚染物質の除去のた
めの特定の用途であり、そしてキッチンを清浄するために特に好適である。
　上記組成物は、それらの０．００１～５重量％、又は０．００５～２重量％の有機リン
材料（ｂ）（Ｉ）を含むことができるのが典型的である。
【０１３７】
　上記アルカリ性組成物は、有機リン（ｂ）（Ｉ）に加えて、下記から選択される少なく
とも１種の添加剤を含むのが一般的である；
　金属イオン封鎖剤又はスケール防止剤（上記組成物の０～４０重量％、好ましくは１～
４０重量％、又は２～３０重量％若しくは５～２０重量％の範囲にわたる量）；
　特に、第４級アンモニウム型のカチオン性殺生剤又は殺菌剤、例えば、（Ｎ－アルキル
）ベンジルジメチルアンモニウムクロリド、（Ｎ－アルキル）ジメチル（エチルベンジル
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）アンモニウムクロリド、Ｎ－ジデシルジメチルアンモニウムハライド及びジ（Ｎ－アル
キル）ジメチルアンモニウムクロリド（上記組成物の０～６０重量％、好ましくは０～４
０重量％、さらに好ましくは０～１５重量％、そして特に０～５重量％の範囲にわたるこ
とができる量）；
　少なくとも１種の、非イオン性、両性、双極性若しくはアニオン性界面活性剤、又はそ
れらの混合物；カチオン性界面活性剤が存在する場合、上記組成物は、両性及び／又は非
イオン性界面活性剤を含むことがさらに好ましい（界面活性剤の総量は、０～８０％、好
ましくは０～５０％、特に０～３５％程度の範囲にわたることができる）；
　所望により、上記組成物を希釈又は溶解させた後、７．５～１３の範囲にわたる使用の
ｐＨを得ることができる量における、所望によるｐＨ調整剤；上記ｐＨ調整剤は、特に、
モノエタノールアミン及び／又はβ－アミノアルカノールを含む緩衝系であることができ
るが、潜在的には、好ましくは、アンモニア水、Ｃ2～Ｃ4のアルカノールアミン、シリケ
ート、ボラート、カーボネート、重炭酸塩、アルカリ金属水酸化物、及びそれらの混合物
から成る群からの「共緩衝剤」であることができ、好ましい共緩衝剤は、アルカリ金属水
酸化物である；
　０．５～９８重量％、好ましくは２５～９５重量％、特に４５～９０重量％の水；
　上記組成物の０～６０重量％、好ましくは１～４５重量％、特に２～１５重量％を表す
ことができる量における、清浄又は脱脂用有機溶媒；
　上記組成物の０～１０重量％、好ましくは０．０５～１０重量％、特に０．０５～５重
量％を表すことができる共溶媒、例えば、モノエタノールアミン及び／又はβ－アミノア
ルカノール；
　上記組成物の０～２５重量％、好ましくは１～２０重量％、特に２～１５重量％をあら
わことができる、清浄作用をほとんど有しない溶性有機溶媒；
　所望による、漂白剤、芳香剤又は他の一般的な添加剤。
【０１３８】
　すぐ使用可能な配合物、又は乾燥配合物若しくは特に使用前に水で希釈すべき、濃縮さ
れた配合物の形態における上記アルカリ性組成物が提供されうる；それらは、使用前に、
１～１００００倍、好ましくは１～１０００倍に希釈されうる。
【０１３９】
　有利には、キッチンを清浄するための配合物は、下記を含む；
　０．００１～１重量％の有機リン化合物（ｂ）（１）；
　１～１０重量％の水溶性溶媒、特にイソプロパノール；
　１～５重量％の清浄又は脱脂用溶媒、特にブトキシプロパノール；
　０．１～２重量％のモノエタノールアミン；
　０～５重量％の、少なくとも１種の非カチオン性界面活性剤、好ましくは両性又は非イ
オン性界面活性剤；
　０～１重量％の、少なくとも１種の、殺菌特性を有するカチオン性界面活性剤（特に、
（ｎ－アルキル）ジメチル（エチルベンジル）アンモニウムクロリド及び（ｎ－アルキル
）ジメチルベンジルアンモニウムクロリドの混合物）；
　一又は複数の界面活性剤の総量は、１～５０重量％を表し；
　０～２重量％の、スケール防止剤としてのジカルボン酸；
　０～５％の漂白剤：並びに
　７０～９８重量％の水。
【０１４０】
　上記配合物のｐＨは、典型的には７．５～１３、又は８～１２である。
【０１４１】
［酸性型の組成物］
　５未満のｐＨを有する酸性型の組成物は、無機型の汚染物質の除去のための、特定の使
用である；それらは、便器の清浄に特に好適である。
　上記組成物は、典型的には、それらの０．００１～５重量％、又は０．０１～２重量％
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の有機リン材料（ｂ）（Ｉ）を含む。
【０１４２】
　上記酸性の組成物は、有機リン材料（ｂ）（Ｉ）に加えて、下記を含むのが一般的であ
る；
　無機酸又は有機酸系薬剤（上記組成物の０．１～４０重量％、好ましくは０．５～２０
重量％、そしてさらに好ましくは０．５～１５重量％の範囲にわたる量）；
　少なくとも１種の、非イオン性、両性、双極性若しくはアニオン性界面活性剤、又はそ
れらの混合物（界面活性剤の総量は、上記組成物の０．５～２０重量％、好ましくは０．
５～１０重量％の範囲にわたることができる）；
　特に、第４級アンモニウム型の、所望によるカチオン性殺生剤又は殺菌剤、例えば、（
Ｎ－アルキル）ベンジルジメチルアンモニウムクロリド、（Ｎ－アルキル）ジメチル（エ
チルベンジル）アンモニウムクロリド、Ｎ－ジデシルジメチルアンモニウムハライド及び
ジ（Ｎ－アルキル）ジメチルアンモニウムクロリド（上記組成物の０．０１～２重量％、
好ましくは０．１～１重量％程度の範囲にわたることができる量）；
　所望による増粘剤（上記組成物の０．１～３重量％の範囲にわたる量）；
　所望による漂白剤（上記組成物の１～１０重量％の範囲にわたる量）；
　０．５～９９重量％、好ましくは５０～９８重量％の水；
　溶媒、例えば、グリコール又はアルコール（上記組成物の０～１０重量％、好ましくは
１～５重量％の範囲にわたることができる量）：
　所望による、芳香剤、防腐剤、研磨剤又は他の一般的な添加剤。
【０１４３】
　上記酸性の組成物は、すぐ使用可能な配合物の形態で提供されることが好ましい。
【０１４４】
　有利には、便器を清浄するための配合物は、下記を含む；
　０．０５～５重量％、好ましくは０．０１～２重量％の有機リン材料（ｂ）（Ｉ）；
　上記組成物の最終ｐＨが０．５～４、好ましくは１～４になるような量の酸性清浄剤；
この量は、上記組成物の重量に対して、一般的には０．１～約４０重量％、そして好まし
くは０．５～約１５重量％である；上記酸性薬剤は、特に、無機酸、例えば、リン酸、ス
ルファミド酸、塩化水素酸、フッ化水素酸、硫酸、硝酸又はクロム酸、及びこれらの混合
物、有機酸、特に、酢酸、ヒドロキシ酢酸、アジピン酸、クエン酸、蟻酸、フマル酸、グ
ルコン酸、グルタル酸、グリコール酸、リンゴ酸、マレイン酸、乳酸、マロン酸、シュウ
酸、コハク酸又は酒石酸、及びこれらの混合物、あるいは酸性塩、例えば、重硫酸ナトリ
ウム、及びこれらの混合物であることができる；好ましい量は、用いられる酸性洗浄剤の
種類によって決まる；例えば、スルファミン酸を用いる場合、上記量は０．２～１０重量
％であり、塩酸を用いる場合には１～１５重量％であり、クエン酸をを用いる場合には２
～１５重量％であり、蟻酸を用いる場合には５～１５重量％であり、そしてリン酸を用い
る場合には２～３０重量％である；
　０．５～１０重量％の少なくとも１種の界面活性剤、好ましくはアニオン性又は非イオ
ン性界面活性剤；
　所望による、殺菌特性を有する、０．１～２重量％の少なくとも１種のカチオン性界面
活性剤（特に（ｎ－アルキル）ジメチル（エチルベンジル）アンモニウムクロリド及び（
ｎ－アルキル）ジメチルベンジルアンモニウムクロリドの混合物）；
　ガム型の、所望による増粘剤（上記組成物の０．１～３重量％の範囲にわたる量）、特
に、キサンタンガム又はサクシノグリカン（ＲＨＥＯＺＡＮ）；
　所望による漂白剤（上記組成物の１～１０重量％にわたる量）；
　所望による、防腐剤、着色剤、芳香剤又は研磨剤：並びに
　５０～９５重量％の水。
【０１４５】
　いくつかの他の特定の実施形態、及び本発明の組成物の適用の形態を、以下に明らかに
する。
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　従って、本発明に従う組成物は、ガラス表面、特に窓の清浄処理を簡易化するために用
いられうる。この処理は、種々の公知の技法により実施することができる。Ｋａｒｃｈｅ
ｒ（商標）型のデバイスを用いた、水の噴出を用いたスプレーにより、窓を清浄するため
の技法に特に言及することができる。
【０１４６】
　導入される有機リン（ｂ）（Ｉ）の量は、上記清浄組成物の使用の際、所望による希釈
の後、有機リン（ｂ）（Ｉ）の濃度が、０．００１ｇ／Ｌ～２ｇ／Ｌ、好ましくは０．０
０５ｇ／Ｌ～０．５ｇ／Ｌとなるようであるのが一般的である。
【０１４７】
　本発明に従う、窓を清浄するための組成物は、概して、下記；
　０．００１～１０重量％、又は０．００５～３重量％の少なくとも１種の有機リン材料
（ｂ）（Ｉ）；
　０．００５～２０重量％、好ましくは０．５～１０重量％の少なくとも１種の非イオン
性界面活性剤（例えば、アミンオキシド又はアルキルポリグルコシド）及び／又はアニオ
ン性界面活性剤；及び
　水及び／又は当技術分野で一般的である種々の添加剤から形成される残余：
　を含む。
【０１４８】
　上記ポリマーを含む、窓用の清浄配合物はまた、下記；
　０～１０％、有利には０．５～５％の両性界面活性剤；
　０～３０％、有利には０．５～１５％の溶媒、例えば、アルコール；
　水及び一般的な添加剤（特に、芳香剤）から構成される残余：
　を含む。
　上記組成物のｐＨは、１～６であることが有利である。
【０１４９】
［自動食器洗浄器内で皿を洗浄するための洗浄剤組成物］
　本発明の組成物はまた、自動機器内で、より簡易に皿を清浄するために有用である。上
記組成物は、洗浄サイクル内で用いられる洗浄剤（清浄）配合物、又はすすぎ配合物のど
ちらかであることができる。
【０１５０】
　本発明に従う、自動食器洗浄器内で皿を洗浄するための洗浄剤組成物は、０．０１～５
重量％、又は０．１～３重量％の有機リン材料（ｂ）（Ｉ）を含むことが有利である。
　食器洗浄器用の洗浄剤組成物はまた、少なくとも１種の界面活性剤、好ましくは非イオ
ン性界面活性剤を、上記洗浄剤組成物の０．２～１０重量％、好ましくは０．５～５重量
％程度の範囲にわたることができる量において含み、残余は、上述の種々の添加剤及びフ
ィラーから構成される。
【０１５１】
　従って、上記自動食器洗浄器内で皿を洗浄するための洗浄剤組成物は、下記をさらに含
むことができる；
　最大９０重量％の、少なくとも１種の、トリポリリン酸ナトリウム又はシリケート型の
洗浄補助剤（ビルダー）；
　最大１０％、好ましくは１～１０重量％、特に２～８重量％の少なくとも１種の補助清
浄剤、好ましくは、アクリル酸及びメチルプロパンスルホン酸のコポリマー（ＡＭＰＳ）
；
　最大３０重量％の少なくとも１種の漂白剤、好ましくは過ホウ酸塩又は過炭酸塩（漂白
活性剤と併用してもよいし、又は併用しなくてもよい）；
　最大５０重量％の少なくとも１種のフィラー、好ましくは硫酸ナトリウム又は塩化ナト
リウム；
　最大１重量％の、少なくとも１種の、酵素、酵素安定化剤及び酵素活性剤：
　最大１０重量％の少なくとも１種の分散剤、好ましくは、アクリレートホモポリマー、
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アクリレートコポリマー又はそれらの混合物。
【０１５２】
　ｐＨは、８～１４であることが有利である。
【０１５３】
［自動食器洗浄器内で皿のすすぎを改良するための組成物］
　本発明に従う、自動食器洗浄器内でより簡易に皿をすすぐための組成物は、上記組成物
の総重量に対して、０．０２～１０重量％、又は０．１～５重量％の有機リン材料（ｂ）
（Ｉ）を含むことができることが有利である。
　上記組成物はまた、上記組成物の総重量に対して、０．１～２０重量％、好ましくは０
．２～１５重量％の界面活性剤、好ましくは、非イオン性界面活性剤を含むことができる
。
【０１５４】
　好ましい非イオン性界面活性剤の中で、次の種類の界面活性剤に言及することができる
：ポリオキシエチレン化（ｐｏｌｙｏｘｙｅｔｈｙｌｅｎａｔｅｄ）Ｃ6～Ｃ12アルキル
フェノール、ポリオキシエチレン化及び／又はポリオキシプロピレン化（ｐｏｌｙｏｘｙ
ｐｒｏｐｙｌｅｎａｔｅｄ）Ｃ8～Ｃ22脂肪族アルコール、エチレンオキシド／プロピレ
ンオキシドブロックコポリマー、所望によるポリオキシエチレン化カルボキサミド等。
　上記組成物は、上記組成物の総重量に対して、０～１０重量％、好ましくは０．５～５
重量％のカルシウムを封鎖する有機酸、好ましくはクエン酸をさらに含むことができる。
【０１５５】
　それらはまた、アクリレートホモポリマー、アクリレートコポリマー、及びそれらの混
合物の補助薬剤を、上記組成物の総重量に対して、０～１５重量％、好ましくは０．５～
１０重量％の割合で含むことができる。
　ｐＨは、４～１２であることが有利である。
【０１５６】
［皿を手洗いするための組成物］
　本発明の別の主題は、手による皿の洗浄をより簡易にするための清浄組成物である。
【０１５７】
　この種の好ましい洗浄剤配合物は、上記組成物１００重量部当たり、０．１～１０重量
部の有機リン材料（ｂ）（Ｉ）を含み、そして所望により約０．５～３０、好ましくは０
．５～８、特に０．５～５モルのエチレンオキシドで縮合され、酸性型又は塩（特に、ア
ルカリ金属（ナトリウム）塩、アルカリ土類金属（カルシウム、マグネシウム）塩等）の
状態における、Ｃ5～Ｃ24（好ましくはＣ8～Ｃ16）飽和脂肪族アルコールの硫酸エステル
から特に選択される少なくとも１種の界面活性剤（好ましくは、アニオン性界面活性剤）
３～５０重量部、好ましくは１０～４０重量部を含む。
【０１５８】
　それらは、手による皿の洗浄をより簡易にするための、泡立つ水性液体洗浄剤配合物で
あることが好ましい。
【０１５９】
　上記配合物は、他の添加剤、特に他の界面活性剤、例えば、下記をさらに含むことがで
きる；
　非イオン性界面活性剤、例えば、アミンオキシド、アルキルグルカミド（ａｌｋｙｌ　
ｇｌｕｃａｍｉｄｅ）、アルキルポリグルコシド、脂肪アルコールのオキシアルキレン化
誘導体、アルキルアミド又はアルカノールアミド、又は両性若しくは双極性界面活性剤；
　非カチオン性殺細菌剤又は殺菌剤、例えば、トリクロサン；
　合成カチオン性ポリマー；
　混合物の粘度及び／又は使用の際に形成する泡の安定性を制御するために用いられるポ
リマー；
　ヒドロトロープ剤；
　湿潤剤、及び保湿剤又は皮膚を保護するための薬剤；
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　最大１０重量％の少なくとも１種の分散剤、好ましくは、アクリレートホモポリマー、
アクリレートコポリマー又はそれらの混合物：
　着色剤、芳香剤、防腐剤、二価の塩（特に、マグネシウム塩）、レオロジー調整剤等。
【０１６０】
　上記組成物のｐＨは、４～１０であることが有利である。
【０１６１】
［外面清浄］
　本発明の別の特定の実施形態は、外面清浄、特に、モーターを有する乗物の車体（自動
車、トラック、バス、列車、飛行機等）、あるいは建築物、例えば、表面、又は屋外の石
造物及び彫刻の清浄をより簡易にするための組成物である。
　このケースではまた、上記硬質表面清浄組成物は、適切な清浄組成物又はすすぎ組成物
であることができる。
【０１６２】
　外面清浄用の清浄組成物は、有利には、上記組成物の総重量に対して、０．００５～１
０重量％の有機リン材料（ｂ）（Ｉ）と、下記とを含む；
　非イオン性界面活性剤（上記配合物の０～３０％、好ましくは０．１～１５％の割合）
；
　両性及び／又は双極性界面活性剤（上記配合物の０～３０％、好ましくは０．０１～１
０％の割合）；
　カチオン性界面活性剤（上記配合物の０～３０％、好ましくは０．５～１５％の割合）
；
　アニオン性界面活性剤（上記配合物の０～３０％、好ましくは０．１～１５％の割合）
；
　洗浄補助剤（ビルダー）（上記配合物の１～９９％、好ましくは４０～９８％の割合）
；
　ヒドロトロープ剤：
　フィラー、ｐＨ調整剤、レオロジー調整剤等。
【０１６３】
　この種の組成物中に存在する界面活性剤の最小量は、上記配合物の少なくとも０．５％
であることが好ましい。
　上記組成物のｐＨは、８～１３であることが有利である。
【０１６４】
［セラミック洗浄剤］
　本発明の組成物はまた、特に浴室における、セラミック型の硬質表面（タイル、バスタ
ブ、浴室シンク等）の清浄をより簡易にするために特に好適である。
　上記清浄配合物は、上記組成物の総重量に対して、０．０２～５重量％の有機リン材料
（ｂ）（Ｉ）と、少なくとも１種の界面活性剤とを含むことが有利である。
【０１６５】
　界面活性剤として、非イオン性界面活性剤、特に、親水性のアルキレンオキシド基を、
脂肪族又はアルキル芳香族の性質を有することができる疎水性有機化合物と縮合させるこ
とにより製造された化合物が好ましい。
　疎水性基と縮合させる親水性鎖又はポリオキシアルキレン基の長さは、所望の水性／疎
水性バランス（ＨＬＢ）の程度を有する水溶性化合物を得るために簡易に調整されうる。
【０１６６】
　本発明の組成物における非イオン性界面活性剤の量は、０～３０重量％、好ましくは０
～２０重量％であることができる。
　アニオン性界面活性剤が、０～３０重量％、有利には０～２０重量％の量で、所望によ
り存在することができる。
　また、両性、カチオン性又は双極性洗浄剤を添加することができるが、必須ではない。
【０１６７】
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　この種の組成物中で用いられる界面活性化合物の総量は、上記組成物の総重量に対して
、一般的に０．５～５０重量％、好ましくは１～３０重量％、そして詳細には２～２０重
量％である。
【０１６８】
　上記清浄組成物はまた、他の少量の成分、例えば、下記を含むことができる；
　上述の洗浄補助剤（ビルダー）（上記組成物の総重量に対して、０．１～２５重量％で
あることができる量）；
　特に石けん種の、上述の泡調整剤（上記組成物の総重量に対して、一般的に少なくとも
０．００５重量％、好ましくは０．５％～２重量％の量）：
　ｐＨ調整剤、着色剤、蛍光増白剤、汚染物質を懸濁させるための薬剤、洗剤酵素、酵素
活性剤、酵素安定化剤、融和性の（ｃｏｍｐａｔｉｂｌｅ）漂白剤、ゲル生成を抑制する
ための薬剤、凍結－解凍安定化剤、殺細菌剤、防腐剤、溶媒、殺菌剤、防虫剤、ヒドロト
ロープ剤、芳香剤及び不透明化剤又は真珠光沢薬剤。
【０１６９】
　上記組成物のｐＨは、２～１２であることが有利である。
【０１７０】
［シャワーウォールすすぎ用組成物］
　本発明に従う組成物はまた、シャワーウォールのすすぎを簡易にするために好適である
。
　シャワーウォールをすすぐための水性組成物は、０．０２％～５重量％、有利には０．
０５～１％の有機リン材料（ｂ）（Ｉ）を含む。
【０１７１】
　本発明のシャワーをすすぐための水性組成物の他の主要な活性成分は、０．５～５重量
％の範囲にわたる量で存在する少なくとも１種の界面活性剤と、０．０１～５重量％の範
囲にわたる量で存在する、所望による、上述の金属キレート剤とである。
【０１７２】
　上記シャワーをすすぐための水性組成物は、所望による、主要な割合の少なくとも１種
の低級アルコールと、少量の割合の添加剤（約０．１～約５重量％、さらに有利には約０
．５％～約３重量％、そしてさらに好ましくは約１％～約２重量％）と共に、水を含むこ
とが有利である。
【０１７３】
　この種の用途で用いることができるいくつかの界面活性剤は、米国特許第５，５３６，
４５２号明細書及び同第５，５８７，０２２号明細書（内容を参照し、本明細書に援用す
る）に開示されている。
【０１７４】
　好ましい界面活性剤は、ポリエトキシ化脂肪エステル、例えば、ポリエトキシ化ソルビ
タンモノオレエート及びポリエトキシ化ヒマシ油である。上記界面活性剤の具体例は、２
０モルのエチレンオキシド及びソルビタンモノオレエートの縮合生成物（Ｒｈｏｄｉａ　
Ｉｎｃ．により、名称Ａｌｋａｍｕｌｓ　ＰＳＭＯ　２０（商標）の下で市販される、１
５．０のＨＬＢ）、並びに３０又は４０モルのエチレンオキシド及びヒマシ油の縮合生成
物（Ｒｈｏｄｉａ　Ｉｎｃ．から、それぞれ、名称Ａｌｋａｍｕｌｓ　ＥＬ　６２０（商
標）（１２．０のＨＬＢ）及び名称ＥＬ　７１９（商標）（１３．６のＨＬＢ）の下で市
販される）である。エトキシ化の程度は、１３超のＨＬＢを有する界面活性剤を得るため
に十分な程度であることが好ましい。
　上記組成物のｐＨは、７～１４であることが有利である。
【０１７５】
［ガラス－セラミックシート用清浄組成物］
　本発明に従う組成物はまた、ガラス－セラミックシートの清浄をより簡易にするために
用いられうる。
【０１７６】
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　有利には、本発明の、ガラス－セラミックシートを清浄するための配合物は、下記；
　０．０１～５重量％の有機リン材料（ｂ）（Ｉ）；
　０．１～１重量％の増粘剤、例えば、キサンタンガム；
　１０～６０重量％の研磨剤、例えば、炭酸カルシウム又はシリカ；
　０～７重量％の溶媒、例えば、ブチルジグリコール；
　１～１０重量％の非イオン性界面活性剤；及び
　所望による、塩基性化剤又は金属イオン封鎖剤：
　を含む。
　上記組成物のｐＨは、７～１４であることが有利である。
【０１７７】
［反応器用清浄組成物］
　上述のように、本発明に従う組成物はまた、産業の清浄の分野、特に、反応器の清浄を
より簡易にするために用いられうる。
【０１７８】
　有利には、上記組成物は、下記；
　０．０２～５重量％の有機リン材料（ｂ）（Ｉ）；
　１～５０重量％のアルカリ金属塩（リン酸、炭酸、ケイ酸のナトリウム又はカリウム塩
）；
　１～３０重量％の、界面活性剤、特に、非イオン性界面活性剤、例えば、エトキシ化脂
肪アルコール、及びアニオン性界面活性剤、例えば、ラウリルベンゼンスルホネートの混
合物；
　０～３０重量％の溶媒、例えば、ジイソブチルエーテル：
　を含む。
【０１７９】
　上記組成物のｐＨは、一般的に、１～１４である。
　本発明の第２の主題は、硬質表面に堆積しうる汚染物質に関して、上記表面に、堆積防
止及び／又は付着防止特性を付与することができる薬剤として、少なくとも１種の有機リ
ン材料（ｂ）（Ｉ）の水性又は水性／アルコール性媒体において、上記表面を清浄又はす
すぐための、少なくとも１種の界面活性剤を含む組成物中での使用である。
【０１８０】
　本発明の第３の主題は、溶媒（水、アルコール性媒体等）中で、硬質表面を清浄する又
はすすぐための、少なくとも１種の界面活性剤を含む組成物の特性を改良するための方法
であって、上記組成物に、少なくとも有機リン材料（ｂ）（Ｉ）を添加することによる方
法である。
　本発明の第４の主題は、硬質表面を、少なくとも１種の界面活性剤及び少なくとも１種
の有機リン材料（ｂ）（Ｉ）（上記表面に堆積することができる汚染物質に関して、上記
表面に、堆積防止及び／又は付着防止特性を付与するために有効な量において、上記組成
物中で用いられるか、又は存在する）を含む、溶媒（水、アルコール性溶媒等）内の組成
物と接触させることによる、上記表面を清浄又はすすぐことを容易にするための方法であ
る。
【０１８１】
　上記組成物中に存在するか、又は上記組成物中で用いられる有機リン化合物（ｂ）（Ｉ
）の性質及び量、並びに他の添加剤及び上記組成物の用途の種々の形態は、上述の通りで
ある。
【実施例】
【０１８２】
［例１－卵殻試験］
　この例では、卵殻を、緑茶／紅茶汚染物を用いて汚染した。
　図１は、市販の練り歯磨きを用いてブラシをかけ、次いで、緑茶（左）及び紅茶（右）
で汚染し、次いで市販の練り歯磨きを用いてさらにブラシをかけた卵殻の写真を示す。こ
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れは、茶汚染物を除去しなかった。
【０１８３】
　別の実験では、ＰＥＧ４００ホスフェートエステル（ポリエチレングリコールホスフェ
ートエステル）を、中和なしで、練り歯磨きに直接混合した。市販の練り歯磨き＋２０％
ＰＥＧ４００ホスフェートエステルを用いて、卵殻にブラシをかけ、次いで緑茶及び紅茶
で汚染し、次いで、練り歯磨き＋２０％ＰＥＧ４００ホスフェートエステルを用いてブラ
シをかけた。図２は、市販の練り歯磨き＋２０％ＰＥＧ４００ホスフェートエステル（ポ
リエチレングリコール４００ホスフェートエステル）を用いてブラシをかけ、次いで緑茶
（左）及び紅茶（右）で汚染し、次いで、練り歯磨き＋２０％ＰＥＧ４００ホスフェート
エステルを用いてブラシをかけた卵殻の写真を示す。これは、茶汚染物の良好な除去を示
した。
【０１８４】
　別の実験では、２０％ドデシル硫酸ナトリウム（ＳＤＳ）を、市販の練り歯磨きに混合
した。２０％ＳＤＳを、１００％粉末として用いた。図３は、市販の練り歯磨き＋２０％
ＳＤＳを用いてブラシをかけ、次いで緑茶（左）及び紅茶（右）で汚染し、次いで、練り
歯磨き＋２０％ＳＤＳを用いてブラシをかけた卵殻の写真を示す。これは、茶汚染物の除
去を示さなかった／わずかに示した。
【０１８５】
　別の実験では、ＰＥＧ１０００ホスフェートエステル（ポリエチレングリコールホスフ
ェートエステル）を、中和なしで、練り歯磨きに直接混合した。図４は、市販の練り歯磨
き＋２０％ＰＥＧ１０００ホスフェートエステル（ポリエチレングリコールホスフェート
エステル）を用いてブラシをかけ、次いで緑茶（左）及び紅茶（右）で汚染し、次いで、
練り歯磨き＋２０％ＰＥＧ１０００ホスフェートエステルを用いてブラシをかけた卵殻の
写真を示す。れは、茶汚染物の良好な除去を示した。
【０１８６】
　別の実験では、ＳＤＳ又はＰＥＧホスフェートエステルを用いた卵殻の処理、次いで染
色及び簡単なすすぎは、未処理の卵殻と比較して汚染物の除去を解消しなかったことに留
意する。これは、改良された清浄性が、汚物層の生成ではなく、良好な清浄能力に起因す
ることを暗示する。
【０１８７】
［例２］
　図５は、ＣａＣＯ3結晶上の純粋な脱イオン水の下、ヘキサデカンの液滴を示す。図７
は、図５のうち、接触角を示す標識を付したものである。図７は、接触角が６０°～８０
°であることを示している。
【０１８８】
　図６は、ＣａＣＯ3結晶上で、ｐＨ１０において、１重量％ＰＥＧ１０００ホスフェー
トエステルを含む溶液の下、ヘキサデカンの液滴を示す。これは、ＰＥＧ１０００ホスフ
ェートエステルの存在により、ＣａＣＯ3上でヘキサデカンの接触角が増すことを示す。
炭酸カルシウム結晶の前処理は、当該結晶を、例えば、ＰＥＧ１０００ホスフェートエス
テル（例えば、１重量％、ｐＨ９～１０）の水性溶液に浸漬することによりなされた。上
記結晶上の良好な吸着及び上記表面特性の各変化は、ヘキサデカンの接触角を測定するこ
とにより示される。図８は、図６のうち、接触角を示す標識を付したものである。図８は
、接触角が１３０°超であることを示す。
【０１８９】
　図７及び図８を比較は、ＣａＣＯ3結晶上のＰＥＧ１０００ホスフェートエステルの存
在により、ＣａＣＯ3上のヘキサデカンの接触角が、＜８０°から、＞１３０°に増加す
ることを示す。
　従って、低い接触角（すなわち、望ましくない、上記結晶上への油の高い吸着性）が、
純粋中の上記結晶に関して観察され、そして高い接触角（すなわち、望ましい、上記結晶
上への油の低い吸着性）が、水及びＰＥＧ１０００ホスフェートエステルの溶液内の上記
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結晶に関して観察された。
【０１９０】
　上記明確に論じたもの以外の実施形態が、本発明の精神及び範囲内にあることは明白で
あろう。従って、本発明は、上記記述により制限されず、添付の特許請求の範囲により規
定される。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】

【図８】
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