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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直鎖アルキルベンゼンスルホン酸モノエタノールアミン塩（Ａ）１０質量部に対して、
脂肪酸アルカノールアミド（Ｂ）を２～８質量部、
エタノール（Ｃ）を０．２～１質量部、
プロピレングリコール及び／又はポリエチレングリコール（Ｄ）を０．２～７質量部、
塩化ナトリウム（Ｅ）を０．０２～０．７質量部、
水（Ｆ)を０．２～１９質量部、
含有し、（Ａ）成分と（Ｂ）成分の合計の含有量が、全体の４０質量％以上、６０質量％
未満であることを特徴とする高濃度中性液体洗浄剤組成物。
【請求項２】
　さらに、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸モノエタノールアミン塩（Ａ）１０質量部に
対して、芳香族スルホン酸又はその塩、芳香族カルボン酸又はその塩からなる群より選択
される少なくとも一種の化合物（Ｇ）を０．０２～４質量部含有することを特徴とする請
求項１に記載の高濃度中性液体洗浄剤組成物。
【請求項３】
　（Ａ）成分と（Ｂ）成分とを、（Ａ）／（Ｂ）＝３／２～７／２（質量比）の割合で含
むことを特徴とする請求項１又は２に記載の高濃度中性液体洗浄剤組成物。
【請求項４】
　野菜・果物、食器・調理器具洗浄用に供されるものであることを特徴とする請求項１～
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３のいずれかに記載の高濃度中性液体洗浄剤組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高濃度中性液体洗浄剤組成物に関し、更に詳細には、洗浄性、泡持続性に優
れ、界面活性剤を４０～６０質量％未満含有し、水で希釈して界面活性剤濃度を１０質量
％未満として使用しても適度な粘性と性能を有し、かつ、原液の低温安定性や低温流動性
が良好であり、引火性のない安全な高濃度中性液体洗浄剤組成物を提供するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、地球環境にやさしい製品の開発、販売の重要性が増しており、洗浄剤分野でも地
球環境に配慮した商品が求められている。そのような中、物流におけるエネルギー削減や
ゴミの減量が期待されることから、洗浄剤組成物を収容する容器の小型化が進んでいる。
そのため、界面活性剤が高濃度配合され、使用時に希釈した際に適度な粘性を有するよう
に調製された濃縮洗浄剤が種々開発されている。
【０００３】
　従来、高濃度の界面活性剤を含む高濃度洗浄剤として、特許文献１には、陰イオン界面
活性剤、脂肪酸アルカノールアミド、直鎖高級アルコールのポリオキシエチレンアルキル
エーテル及び両性界面活性剤等を合計で６０～９５重量％含有し、水で希釈しても適度な
粘性を有するように減粘剤を配合するとともに、両性界面活性剤量を調整した高濃度中性
液体洗浄剤組成物が開示されている。特許文献２には直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩
と非イオン界面活性剤の合計が４０重量％以上７０重量％以下であり、水によって希釈し
て使用できるように組成を調製した食器用高濃度液体洗剤が記載されている。特許文献３
には直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ソーダと脂肪酸アルカノールアミドとを合計で５０
～７５重量％含有し、希釈したときに適度な粘性を有するように減粘剤及び粘度調整剤を
配合した高濃度液体洗浄剤組成物が記載されている。また特許文献４には直鎖アルキルベ
ンゼンスルホン酸カリウムと脂肪酸アルカノールアミドとを合計で５０～７５重量％と、
エタノール等の減粘剤及び塩化ナトリウム等の粘度調整剤を含み、希釈が容易で希釈した
時に適度な粘度になるようにした高濃度中性液体洗浄剤組成物が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平６－２４０２９２号公報
【特許文献２】特開平１０－２１９２８２号公報
【特許文献３】特開平８－３５８７号公報
【特許文献４】特開平７－３１６５８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１の液体洗浄剤組成物は、６０～９５重量％という高濃度の界面活性剤を含有
するため、近年では企業の「環境とコスト」意識の高まりにより、特許文献２に記載され
ているような界面活性剤濃度を低下させた高濃度液体洗剤が主流となってきているが、特
許文献２記載の高濃度液体洗剤は、洗浄性や泡立ち、希釈時の粘性等の性能が十分とは言
いい難かった。一方、特許文献３記載の高濃度液体洗浄剤組成物に配合される直鎖アルキ
ルベンゼンスルホン酸ソーダは、洗浄力とコストに優れるが、低温において水に溶解しづ
らいため、洗浄剤原液の低温安定性や低温流動性が悪くなる傾向があり、作業性に問題が
あった。このような問題を解決するため、特許文献４記載の洗浄剤組成物では、エタノー
ルなどの低沸点溶剤を多量に配合しているが、引火性を持つことや臭気があり、安全性の
面で課題があった。
　本発明は、上記従来技術の問題を解決するためになされたもので、本発明の目的は、洗
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浄性、泡持続性に優れ、界面活性剤が４０～６０質量％未満含有し、水で界面活性剤濃度
が１０質量％未満となるように希釈して使用しても適度な粘性と性能を有し、かつ、原液
の低温安定性や低温流動性が良好であり、引火性のない安全な高濃度中性液体洗浄剤組成
物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明者等は鋭意検討した結果、直鎖アルキルベンゼンス
ルホン酸モノエタノールアミン塩（Ａ）１０質量部に対して、脂肪酸アルカノールアミド
（Ｂ）を２～８質量部、エタノール（Ｃ）を０．２～１質量部、プロピレングリコール及
び／又はポリエチレングリコール（Ｄ）を０．２～７質量部、塩化ナトリウム（Ｅ）を０
．０２～０．７質量部、水（Ｆ)を０．２～１９質量部含有し、（Ａ）成分と（Ｂ）成分
の合計の含有量が、全体の４０質量％以上、６０質量％未満であることを特徴とする高濃
度中性液体洗浄剤組成物が、洗浄性、泡持続性に優れ、水で界面活性剤濃度が１０質量％
未満となるように希釈して使用しても適度な粘性と性能を有し、かつ、原液の低温安定性
や低温流動性が良好であり、引火性のない安全な高濃度中性液体洗浄剤組成物を提供する
ことを可能にし、本発明を完成するに至った。
【０００７】
　即ち本発明は、
（１）直鎖アルキルベンゼンスルホン酸モノエタノールアミン塩（Ａ）１０質量部に対し
て、脂肪酸アルカノールアミド（Ｂ）を２～８質量部、エタノール（Ｃ）を０．２～１質
量部、プロピレングリコール及び／又はポリエチレングリコール（Ｄ）を０．２～７質量
部、塩化ナトリウム（Ｅ）を０．０２～０．７質量部、水（Ｆ)を０．２～１９質量部含
有し、（Ａ）成分と（Ｂ）成分の合計の含有量が、全体の４０質量％以上、６０質量％未
満であることを特徴とする高濃度中性液体洗浄剤組成物、
（２）さらに、上記（Ａ）成分１０質量部に対して、芳香族スルホン酸又はその塩、芳香
族カルボン酸又はその塩からなる群より選択される少なくとも一種の化合物（Ｇ）を０．
０２～４質量部含有することを特徴とする上記（１）に記載の高濃度中性液体洗浄剤組成
物、
（３）（Ａ）成分と（Ｂ）成分の質量比が、（Ａ）／（Ｂ）＝３／２～７／２（質量比）
の割合であることを特徴とする上記（１）又は（２）に記載の高濃度中性液体洗浄剤組成
物、
（４）野菜・果物、食器・調理器具用途に供されるものであることを特徴とする上記（１
）～（４）に記載の高濃度中性液体洗浄剤組成物、
を要旨とするものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の高濃度中性液体洗浄剤組成物は、界面活性剤の割合が４０～６０質量％未満で
あり、界面活性剤を高濃度に含有するにもかかわらず、原液の低温安定性や低温流動性が
良好であり、水で界面活性剤濃度が１０質量％未満となるように希釈して使用しても適度
な粘性と性能を有するとともに、洗浄性、泡持続性に優れかつ、引火性がなく安全性も高
いという効果を奏するものである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の高濃度中性液体洗浄剤組成物は、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸モノエタノ
ールアミン塩（Ａ）１０質量部に対して、脂肪酸アルカノールアミド（Ｂ）を２～８質量
部、エタノール（Ｃ）を０．２～１質量部、プロピレングリコール及び／又はポリエチレ
ングリコール（Ｄ）を０．２～７質量部、塩化ナトリウム（Ｅ）を０．０２～０．７質量
部、水（Ｆ）を０．２～１９質量部の割合で含有する。（Ａ）成分１０質量部に対し、（
Ｂ）成分が２質量部未満では洗浄性、泡持続性、希釈液の増粘効果の点で好ましくなく、
８質量部を越えると、低温安定性の点で好ましくない。また（Ｃ）成分が０．２質量部未
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満では低温安定性の点で好ましくなく、１質量部を越えて配合すると、引火性や溶剤臭の
点で好ましくない。（Ｄ）成分が０．２質量部未満では低温安定性が好ましくなく、７質
量部を越えて配合しても、それ以上の向上効果は飽和になる上、経済的にも好ましくない
。更に（Ｅ）成分が０．０２質量部未満では希釈液の増粘効果の点で好ましくなく、０．
７質量部を越えて配合した場合、低温安定性の点で好ましくない。本発明において、上記
（Ａ）成分１０質量部に対して、（Ｂ）成分を２．８～６．７質量部含有させることが好
ましく、３～６質量部含有させることがより好ましい。また低温安定性の点から、上記（
Ａ）成分１０質量部に対して、（Ｃ）成分を０．２５～０．７質量部含有させることが好
ましく、０．４～０．６質量部含有させることがより好ましい。上記（Ａ）成分１０質量
部に対して、（Ｄ）成分を１～６質量部含有させることが好ましく、２～５質量部含有さ
せることがより好ましい。更に希釈液の増粘効果の点から、上記（Ａ）成分１０質量部に
対して、（Ｅ）成分を０．０３～０．６質量部含有させることが好ましく、０．１～０．
４質量部含有させることがより好ましい。上記（Ａ）成分１０質量部に対して、（Ｆ）成
分を５～１７．５質量部含有させることが好ましく、６～１５質量部含有させることがよ
り好ましい。
【００１０】
　上記（Ａ）成分である直鎖アルキルベンゼンスルホン酸モノエタノールアミン塩として
は、アルキル基の炭素数１２～１４のものが好ましい。（Ｂ）成分である脂肪酸アルカノ
ールアミドは、例えば、パーム核油脂肪酸モノエタノールアミド、ヤシ油脂肪酸モノエタ
ノールアミド（１：１型）、ラウリン酸モノエタノールアミド、ミリスチン酸モノエタノ
ールアミド、ステアリン酸モノエタノールアミド、イソステアリン酸モノエタノールアミ
ド、オレイン酸モノエタノールアミド、ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド（１：２型）
、パーム核油脂肪酸ジエタノールアミド、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド（１：１型）
、ラウリン酸ジエタノールアミド、ミリスチン酸ジエタノールアミド、ステアリン酸ジエ
タノールアミド、イソステアリン酸ジエタノールアミド、オレイン酸ジエタノールアミド
、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド（１：２型）、又はこれらのアルキル基にアルキレン
オキサイドが付加したもの等が挙げられる。これらは、１種又は２種以上を組み合わせて
用いてもよい。上記脂肪酸アルカノールアミドのなかでも、泡立ちの点から、ヤシ油脂肪
酸ジエタノールアミド（１：１型）が好ましく用いられる。
【００１１】
　上記（Ｄ）成分におけるポリエチレングリコールは、下記（１）式で表される。
【００１２】
　（化１）
　　Ｈ－（ＯＣ２Ｈ４）ｍ－ＯＨ 　　（１）
（式中、ｍは３～１０００の数を表す。）
【００１３】
　ポリエチレングリコールは上記（１）式中、ｍの値が３～１０００である分子量のもの
を用いることができるが、低温安定性の点から、ｍの値が３～５００のものが好ましく、
３～１００のものがより好ましく、３～５０のものが更に好ましく、３～１０のものが最
も好ましい。ｍの値が３より小さい場合は低温安定性の点で好ましくなく、ｍの値が１０
００より大きい場合は水で希釈した際の粘度や貯蔵安定性の点で好ましくない。（Ｄ）成
分のプロピレングリコール、ポリエチレングリコールは、１種又は２種以上を併用するこ
とができるが、低温安定性、希釈液の増粘効果の点で、プロピレングリコールがもっとも
好ましい。
【００１４】
　本発明の高濃度中性液体洗浄剤組成物中における（Ａ）成分と（Ｂ）成分の合計の割合
（（Ａ）成分～（Ｆ）成分の合計量に対する（Ａ）成分と（Ｂ）成分の合計の割合）は、
４０質量％以上、６０質量％未満である。（Ａ）成分と（Ｂ）成分の合計量が、全体の４
０質量％未満であると、洗浄性や泡持続性が低下するため好ましくなく、６０質量％以上
になると、低温安定性が低下するため好ましくない。また（Ａ）成分と（Ｂ）成分とは、
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（Ａ）／（Ｂ）＝３／２～７／２（質量比）で配合することが好ましく、（Ａ）／（Ｂ）
＝１．９／１～３／１（質量比）で配合することがより好ましい。（Ａ）成分と（Ｂ）成
分とを、（Ａ）／（Ｂ）＝３／２～７／２（質量比）で配合すると相乗効果によって増粘
効果、洗浄効果、泡持続効果が高まる。しかし、（Ｂ）成分が（Ａ）成分に対して少なす
ぎると原液粘度の上昇や低温安定性が低下してしまう虞があり、（Ａ）成分に対して（Ｂ
）成分が多すぎると、洗浄性や泡持続性が低下してしまう虞がある。
【００１５】
　本発明において、希釈液の増粘効果、低温安定性を向上する目的で、更に（Ｇ）成分と
して芳香族スルホン酸又はその塩、芳香族カルボン酸又はその塩よりなる群から選ばれた
少なくとも一種を配合することができる。芳香族スルホン酸又はその塩としては、各種の
芳香族スルホン酸又はその塩を用いることができる。芳香族スルホン酸やその塩としては
、キシレンスルホン酸、トルエンスルホン酸、クメンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、
置換もしくは非置換ナフタレンスルホン酸又はその塩等が好ましいが、それらに限定され
るものではない。また、芳香族カルボン酸やその塩としては、安息香酸、サリチル酸やこ
れらの塩などが好ましいが、これらに限定されるものではない。これら芳香族スルホン酸
の塩、芳香族カルボン酸の塩としては、ナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩、マグ
ネシウム塩、アンモニウム塩及びアルカノールアミン塩等が挙げられる。これら芳香族ス
ルホン酸やその塩、芳香族カルボン酸やその塩は単独で用いても２種以上を組み合わせて
用いても良いが、なかでも、低温安定性及び希釈液の増粘効果の点から、パラトルエンス
ルホン酸ナトリウム、クメンスルホン酸ナトリウムが好ましい。
【００１６】
　上記（Ｇ）成分である芳香族スルホン酸又はその塩、芳香族カルボン酸又はその塩から
なる群より選択される少なくとも一種の化合物の配合量は、上記（Ａ）成分１０質量部に
対して、０．０２～４質量部が好ましいが、希釈液の増粘効果の点からより好ましくは０
．０６～２質量部であり、更に好ましくは０．１～１質量部である。０．０２質量部未満
では希釈液の増粘効果、低温安定性向上効果が十分ではなく、４質量部を越えて配合して
も、それ以上の向上効果は飽和になる上、経済的にも好ましくない。
【００１７】
　本発明の高濃度中性液体洗浄剤組成物は、本発明の効果が損なわない範囲で、高濃度中
性液体洗浄剤組成物の製剤形態に応じて、当該技術分野で通常使用される成分を含有して
いてもよい。このような成分としては、例えば、殺菌剤、金属腐食抑制剤、キレート剤、
ｐＨ調整剤、粘稠剤、香料、色素等が挙げられる。
【００１８】
　殺菌剤としては、例えば、チアゾリン類、ヒダントイン類や、ヨード－２－プロピニル
ブチルカーバメイト、イソプロピルメチルフェノール、ヘキサクロロフェン、イルガサン
、トリクロサン等が挙げられる。チアゾリン類としては、５－クロロ－２－メチル－４－
イソチアゾリン－３－オン、２－メチル－４－イソチアゾリン－３－オン、イソチアゾリ
ン－３－オン、１，２－ベンズイソチアゾリン－３－オン、Ｎ－ｎ－ブチル－ベンズイソ
チアゾリン－３－オン等が挙げられる。ヒダントイン類としては、１，３－ジメチロール
－５，５－ジメチルヒダントイン、１又は３－モノメチロール－５，５－ジメチルヒダン
トイン、ジメチルヒダントイン、１、３－ジクロロ－５，５－ジメチルヒダントイン、１
、３－ジクロロエチルメチルヒダントイン等が挙げられる。これら殺菌剤のうち、より好
ましいものとしては１，２－ベンズイソチアゾリン－３－オンやイソプロピルメチルフェ
ノールが挙げられる。これらは単独でも２種以上を組み合わせて用いても良い。
【００１９】
　金属腐食抑制剤としては、短鎖のジカルボン酸やトリカルボン酸などのポリカルボン酸
、リン酸エステル、ベンゾトリアゾール、トリルトリアゾールおよびメルカプトベンゾチ
アゾールなどのトリアゾール、１ － ヒドロキシエチリデン－ １ ， １ － ジホスホン
酸などのようなホスホン酸、アジピン酸、グルタル酸、コハク酸等が挙げられる。
【００２０】
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　キレート剤としては、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）、ニトリロ三酢酸（ＮＴＡ
）、ヒドロキシエチレンジアミン三酢酸（ＨＥＤＴＡ）、ジエチレントリアミノ五酢酸（
ＤＴＰＡ）、トリエチレンテトラアミン六酢酸（ＴＴＨＡ）、ヒドロキシエチルイミノ二
酢酸（ＨＩＤＡ）、ジヒドロキシエチルグリシン（ＤＨＥＧ）、メチルグリシン二酢酸（
ＭＧＤＡ）、グルタミン酸二酢酸（ＧＬＤＡ）、アスパラギン酸二酢酸（ＡＳＤＡ）、β
-アラニン二酢酸（ＡＤＡ）、セリン二酢酸（ＳＤＡ）、グリシン、アラニン、グルタミ
ン酸、アスパラギン酸等のアミノ酸や、グルコール酸、乳酸、クエン酸、グルコン酸、酒
石酸、リンゴ酸や、これらのアルカリ金属塩、アンモニウム塩、モノエタノールアミン、
トリエタノールアミン、モノイソプロパノールアミン等のアルカノールアミン塩が挙げら
れる。
【００２１】
　本発明の高濃度中性液体洗浄剤組成物のｐＨは２５℃で６～８である。ｐＨが６未満で
あると、原液の低温安定性が不十分となるため好ましくなく、ｐＨが８を超えると、手荒
れの点で好ましくない。ｐＨ調整剤としては、２５℃のｐＨが６未満の場合、例えば、水
酸化ナトリウム、水酸化カリウム、酢酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、クエン酸ナトリウ
ム、クエン酸水素ナトリウム、リン酸ナトリウム、リン酸水素ナトリウム、アルカノール
アミン等が用いられ、ｐＨが８を超える場合、酢酸、塩酸、硫酸、硝酸、クエン酸、リン
酸等が用いられる。なお、上記ｐＨは、後述の実施例の方法で測定されたものである。
【００２２】
　本発明の高濃度中性液体洗浄剤組成物の粘度は、洗浄剤組成物の温度が２５℃の時に７
０～３００ｍＰａ・ｓであることが好ましく、８０～２５０ｍＰａ・ｓであることがより
好ましく、１００～２２０ｍＰａ・ｓが最も好ましい。粘度が７０ｍＰａ・ｓ未満の場合
、使用過多となって経済的な利用が図れない。粘度が３００ｍＰａ・ｓを超えると、水へ
の溶解に時間がかかることやハンドリング性が悪くなってしまう。粘度を調節するために
必要に応じて配合する粘稠剤としては、例えば、グリセリン、ソルビトール、エチレング
リコール、ヘキシレングリコール、ポリプロピレングリコール、キシリトール、マルチト
ール、ラクトール等が挙げられる。なお、粘度は後述の実施例の方法で測定されたもので
ある。
【００２３】
　本発明の高濃度中性液体洗浄剤組成物に必要に応じて配合される香料としては、例えば
、天然香料、合成香料、これらの調合香料等が挙げられ、色素としては、例えば、天然色
素、合成色素、これらの混合物が挙げられる。
【００２４】
　本発明の高濃度中性液体洗浄剤組成物は、例えば、野菜、果物等の食品の洗浄、ホテル
やレストラン、飲食店、学校給食、社員食堂等の厨房、食品加工工場の作業場、一般家庭
の台所等において、手洗いによる硬表面の洗浄、特に、食器・調理器具用途の洗浄に好適
に用いることができる。洗浄は、通常、シンク等に原液を３０００～１００００倍に希釈
した洗浄剤水溶液を調製して、被洗浄物を浸漬させて手洗いするか、原液又は原液を６～
２０倍に希釈した洗浄剤水溶液をスポンジ等にしみこませて手洗いする方法を用いる。ま
た、本発明の高濃度中性液体洗浄剤組成物は、原液のまま、もしくは適宜の希釈倍率で希
釈された希釈液として、上記の厨房、作業場、台所等における床、壁、作業台、棚等の硬
表面の洗浄にも、好適に用いることができる。
【実施例】
【００２５】
　以下、本発明を実施例と比較例により具体的に説明する。実施例、比較例において配合
に用いた各成分を下記に示す。
【００２６】
（Ａ）成分
　　　　Ａ－１：直鎖ドデシルベンゼンスルホン酸モノエタノールアミン塩 
【００２７】
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　　　　（Ａ）成分の比較成分［以下「（Ａ’）成分」と表す。］
　　　　Ａ’－１：直鎖ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム塩
　　　　Ａ’－２：直鎖ドデシルベンゼンスルホン酸カリウム塩
　　　　Ａ’－３：直鎖ドデシルベンゼンスルホン酸ジエタノールアミン塩
　　　　Ａ’－４：直鎖ドデシルベンゼンスルホン酸トリエタノールアミン塩
【００２８】
（Ｂ）成分
Ｂ－１：ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド（１：１型）
Ｂ－２：パーム核油脂肪酸ジエタノールアミド
【００２９】
　　　　（Ｂ）成分の比較成分［以下「（Ｂ’）成分」と表す。］
Ｂ’－１：ラウリルアルコールＥＯ１５モルＰＯ５モル付加物（ランダム共重合体）
（ＥＯ：エチレンオキサイド、ＰＯ：プロピレンオキサイド）
【００３０】
（Ｃ）成分
Ｃ－１：エタノール
【００３１】
　　　　（Ｄ）成分
Ｄ－１：プロピレングリコール
Ｄ－２：ポリエチレングリコール（重量平均分子量２００）。一般式（１）におけるｍ＝
４．１
【００３２】
（Ｅ）成分
Ｅ－１：塩化ナトリウム
【００３３】
　　　　（Ｅ）成分の比較成分［以下「（Ｅ’）成分」と表す。］
Ｅ‘－１：硫酸ナトリウム
【００３４】
（Ｆ）成分
Ｆ－１：パラトルエンスルホン酸ナトリウム
Ｆ－２：クメンスルホン酸ナトリウム
【００３５】
実施例１～１２、比較例１～１４
　表１～３に示す配合に基づき高濃度中性液体洗浄剤組成物を調製した。但し、実施例１
～１２、比較例１～９及び比較例１１～１４は中性であるが、比較例１０の液体洗浄剤組
成物は中性ではない（以下、これらを単に“高濃度洗浄剤組成物”と言う。）。各高濃度
洗浄剤組成物のｐＨ、原液粘度、６倍希釈液の粘度、洗浄性、泡持続性、低温安定性、引
火性を以下に示す方法で測定した結果を、表１～３にあわせて示す。尚、表中における実
施例および比較例の数値は純分の質量部を表す。
【００３６】
※１：ｐＨの測定方法
　ｐＨメーター（ＨＯＲＩＢＡ製；ｐＨ／イオンメーター　Ｆ－２３）にｐＨ測定用複合
電極（ＨＯＲＩＢＡ製；ガラス摺り合わせスリーブ型）を接続し、電源を入れる。ｐＨ電
極内部液としては、飽和塩化カリウム水溶液（３．３３ｍｏｌ／Ｌ）を使用した。
　次に、ｐＨ４．０１標準液（フタル酸塩標準液）、ｐＨ６．８６（中性リン酸塩標準液
）、ｐＨ９．１８標準液（ホウ酸塩標準液）をそれぞれ１００ｍｌビーカーに充填し、２
５℃の恒温槽に３０分間浸漬した。恒温に調整された標準液にｐＨ測定用電極を３分間浸
し、ｐＨ６．８６→ｐＨ９．１８→ｐＨ４．０１の順に校正操作を行った。
　試料（高濃度洗浄剤組成物）を１００ｍｌビーカーに充填し、２５℃の恒温槽内にて２
５℃に調整した。恒温に調整された試料にｐＨ測定用電極を３分間浸し、ｐＨを測定した
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。
【００３７】
※２：粘度（原液、６倍希釈液）の測定方法
　粘度の測定方法は、２５℃にてＢ型粘度計（ＢＭ型、東京計器製）を用いて、ローター
Ｎｏ．２のものを用い、回転数３０ｒｐｍで回転し、回転開始から３００秒後の粘度を測
定値とする。
【００３８】
※３：洗浄性試験
試験方法：
　直径２０ｃｍのメラミン製皿に市販のマーガリンを５ｇ塗布し、室温で乾燥させたもの
を被洗物とした。水道水を含ませた食器洗い用スポンジ（１１．５×７．５×３．０ｃｍ
）に、６倍に希釈した高濃度洗浄剤組成物を１ｇとり、１０回手で揉んだ後、被洗物を１
０秒間洗浄し、流水で１５秒間濯いだ。汚れが残っているかどうかを目視、及び触感（ヌ
ルツキ）で判定し、洗えている場合は、洗浄液を追加せずに同様の工程を行い、被洗物が
洗えなくなるまで繰り返した。洗浄できた被洗物の枚数にて洗浄性を評価した。
洗浄性評価基準：
　◎：１５枚以上
　○：１０枚～１４枚
　△：５枚～９枚
　×：４枚以下
とし、△、○、◎を実用性のあるものとして判定した。
【００３９】
※４：泡持続性試験
試験方法：
　水道水を含ませた食器洗い用スポンジ（１１．５×７．５×３．０ｃｍ）に、６倍に希
釈した高濃度洗浄剤組成物を１ｇとり、１０回手で揉んで泡立てた。その後、汚れとして
市販のサラダ油を５ｇ添加し、さらに１０回揉んで泡立てた際の泡立ちの様子から泡持続
性を評価した。
泡持続性評価基準：
◎：汚れを添加した後も豊富な泡が立つ
○：汚れを添加した後も泡が立つ
△：汚れを添加した後もやや泡が立つ
×：汚れを添加すると泡がほとんど立たない
とし、△、○、◎を実用性のあるものとして判定した。
【００４０】
※５：引火性試験
試験方法：
　ＪＩＳ Ｋ ２２６５に従い、高濃度洗浄剤組成物の引火点測定を測定温度８０℃までは
タグ密閉式で測定し、引火点が確認されない場合にはさらにクリーブランド開放式で測定
した。
引火性評価基準：
○：引火点なし
×：引火点あり
【００４１】
※６：低温安定性試験方法
試験方法：
　高濃度洗浄剤組成物１００ｇを透明ガラス瓶に入れ、－５℃で１ヶ月静置した後に外観
を観察した。
安定性評価基準：
　○：分離や濁りが見られず安定である
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　△：全体的な分離はないが、若干の濁りが見られる
　×：分離もしくは濁りが見られる 
とし、△、○を実用性のあるものとして判定した。
【００４２】
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【００４４】
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