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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　陰イオン界面活性剤（ａ）と、両性界面活性剤（ｂ）と、カチオン基を有する高分子（
ｃ）と、水とを含有する界面活性剤組成物の製造方法において、
　前記（ａ）成分と前記（ｂ）成分と水とを混合して界面活性剤混合物を得る工程（１）
と、
　前記（ｃ）成分と水とを混合して５質量％以下の高分子分散液を得る工程（２）と、
　前記界面活性剤混合物と前記高分子分散液とを混合する工程（３）とを有し、
　前記工程（１）における（ａ）成分及び（ｂ）成分と、水との配合比率は、水／［（ａ
）成分＋（ｂ）成分］で表される質量比が０．５～１．１である、界面活性剤組成物の製
造方法。
【請求項２】
　前記工程（１）における（ａ）成分と（ｂ）成分との配合比率は、（ａ）成分／（ｂ）
成分で表される質量比が５～５０である、請求項１記載の界面活性剤組成物の製造方法。
【請求項３】
　前記（ｃ）成分が、アンモニウム基又はアミン基を有するアクリル共重合体、カチオン
化セルロース、カチオン化セルロース誘導体、カチオン性澱粉、カチオン化グアーガム、
及びカチオン化グアーガム誘導体からなる群より選択される少なくとも一種である、請求
項１又は請求項２記載の界面活性剤組成物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、界面活性剤組成物の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　シャンプー、ボディソープ等の毛髪又は身体用の洗浄剤には、洗浄力の点から、高濃度
の界面活性剤が配合された液体状の界面活性剤組成物が用いられている。加えて、すすぎ
時の感触の向上の点から、カチオン性高分子も配合される。カチオン性高分子としては、
カチオン化セルロース、カチオン化グアーガム等が一般的に配合されている（たとえば、
特許文献１、２参照）。
　このようなカチオン性高分子を含有する界面活性剤組成物は、その液体をたらすと長い
糸をひく性質（曳糸性）を有するものであり、特に高濃度の界面活性剤存在下で糸曳きを
生じやすい。このため、当該界面活性剤組成物を容器に充填する際、界面活性剤組成物の
液切れが悪く、充填口が汚れる、歩留りが悪くなる等の問題があった。
【０００３】
　かかる界面活性剤組成物の糸曳きを抑制する技術として、３種以上のモノマー単位の繰
返しを含むカチオン性基含有共重合体と、ポリオキシエチレンアルキルエーテルと、陰イ
オン界面活性剤とを特定の比率で含有する組成物が提案されている（特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１８１１５３号公報
【特許文献２】特開２００８－８１４１５号公報
【特許文献３】特開２００７－７０３１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献３に記載された技術では、特定のカチオン性高分子を用いなけ
ればならない。そこで、一般的なカチオン性高分子が配合された汎用的な組成において、
簡便に、界面活性剤組成物の糸曳きを抑制できる技術が求められている。
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、カチオン性高分子を含有する界面活
性剤組成物において生じやすい糸曳きが抑制された（曳糸性の低い）界面活性剤組成物の
製造方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは鋭意検討した結果、上記課題を解決するために以下の手段を提供する。
　すなわち、本発明の界面活性剤組成物の製造方法は、陰イオン界面活性剤（ａ）と、両
性界面活性剤（ｂ）と、カチオン基を有する高分子（ｃ）と、水とを含有する界面活性剤
組成物の製造方法において、前記（ａ）成分と前記（ｂ）成分と水とを混合して界面活性
剤混合物を得る工程（１）と、前記（ｃ）成分と水とを混合して５質量％以下の高分子分
散液を得る工程（２）と、前記界面活性剤混合物と前記高分子分散液とを混合する工程（
３）とを有し、前記工程（１）における（ａ）成分及び（ｂ）成分と、水との配合比率は
、水／［（ａ）成分＋（ｂ）成分］で表される質量比が０．５～１．１であることを特徴
とする。
【０００７】
　本発明の界面活性剤組成物の製造方法において、前記工程（１）における（ａ）成分と
（ｂ）成分との配合比率は、（ａ）成分／（ｂ）成分で表される質量比が５～５０である
ことが好ましい。
　本発明の界面活性剤組成物の製造方法においては、前記（ｃ）成分が、アンモニウム基
又はアミン基を有するアクリル共重合体、カチオン化セルロース、カチオン化セルロース
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誘導体、カチオン性澱粉、カチオン化グアーガム、及びカチオン化グアーガム誘導体から
なる群より選択される少なくとも一種であることが好ましい。
【０００８】
　本発明において「曳糸性」とは、界面活性剤溶液、高分子溶液やコロイド溶液、動植物
の粘液などの液体をたらしたり、その液体中に棒を突っこんで手早く引き上げるときに、
液体が長い糸をひく性質をいう。曳糸性は、液体状組成物の弾性的緩和現象のひとつであ
り、表面張力にはあまり関係がなく、粘度の大きさだけでさだまるものでもない物性であ
ることが知られている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、カチオン性高分子を含有する界面活性剤組成物において生じやすい糸
曳きが抑制された（曳糸性の低い）界面活性剤組成物の製造方法を提供できる。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の界面活性剤組成物の製造方法は、陰イオン界面活性剤（ａ）と、両性界面活性
剤（ｂ）と、カチオン基を有する高分子（ｃ）と、水とを含有する界面活性剤組成物を製
造する方法であり、後述する工程（１）～（３）を有する。
　本発明において、陰イオン界面活性剤（ａ）、両性界面活性剤（ｂ）、カチオン基を有
する高分子（ｃ）をそれぞれ（ａ）成分、（ｂ）成分、（ｃ）成分ともいう。
　本発明は、シャンプー、リンスインシャンプー、トリートメントインシャンプー等の毛
髪用洗浄剤；ハンドソープ、ボディソープ等の身体用洗浄剤；食器洗い用洗剤等の液体洗
浄剤の製造方法として好適に利用可能である。
【００１１】
（陰イオン界面活性剤（ａ））
　陰イオン界面活性剤（ａ）は、本発明により製造される界面活性剤組成物において、主
として洗浄実感と、すすぎ時の感触（なめらかさ等）又は乾燥後の風合い（さらさら感、
なめらかさ等）とを良好にする作用を奏する。
　（ａ）成分としては、アルキルスルホン酸塩、アルキル硫酸塩、アルキルスルホコハク
酸塩、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル硫酸塩（ポリオキシアルキレン部分として
は、ポリオキシエチレン、ポリオキシプロピレンが好ましく、ポリオキシエチレンがより
好ましい）、アルキルベンゼンスルホン酸塩、Ｎ－アシル－Ｎ－メチルタウリン塩、α－
オレフィンスルホン酸塩、高級脂肪酸エステルスルホン酸塩、アルキルエーテル酢酸塩、
ポリオキシアルキレンアルキルエーテル酢酸塩（ポリオキシアルキレン部分としては、ポ
リオキシエチレン、ポリオキシプロピレンが好ましく、ポリオキシエチレンがより好まし
い）、ヤシ油脂肪酸メチルタウリン塩などが挙げられる。
　また、（ａ）成分としては、脂肪酸石ケン（ラウリン酸カリウム、ミリスチン酸カリウ
ム等）、アルキルリン酸エステル塩、アシル化アミノ酸塩（Ｎ－ラウロイルグルタミン酸
塩、Ｎ－パルミトイルグルタミン酸塩、Ｎ－ラウロイル－Ｎ－エチルグリシン塩、Ｎ－ラ
ウロイルサルコシン塩、Ｎ－ミリストイル－β－アラニン塩など）又はこれらのポリオキ
シアルキレン付加物（ポリオキシアルキレン部分としては、ポリオキシエチレン、ポリオ
キシプロピレンが好ましく、ポリオキシエチレンがより好ましい）なども挙げられる。
　これらの塩の対イオンとしては、アルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩、アンモニウム
塩、アルカノールアミン塩などが挙げられる。
【００１２】
　（ａ）成分は、１種を単独で用いてもよいし、２種以上を併用してもよい。
　なかでも、（ａ）成分としては、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル硫酸塩、α－
オレフィンスルホン酸塩（好ましくはテトラデセンスルホン酸塩）、脂肪酸石ケン、アル
キルスルホコハク酸塩、ヤシ油脂肪酸メチルタウリン塩が好ましく、ポリオキシアルキレ
ンアルキルエーテル硫酸塩がより好ましい。
　ポリオキシアルキレンアルキルエーテル硫酸塩のなかでも、ポリオキシエチレンアルキ
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ルエーテル硫酸塩がさらに好ましい。特に毛髪又は身体用の洗浄剤とする際、洗浄実感、
すすぎ時のなめらかさ、及び乾燥後のなめらかさの点から、アルキル鎖長が炭素数１０～
２４であるものが好ましく、炭素数１２～１４であるものがより好ましく、エチレンオキ
シド（ＥＯ）の平均付加モル数が１～１０であるものが好ましく、ＥＯの平均付加モル数
が２～４であるものがより好ましい。
【００１３】
　（ａ）成分の配合量は、界面活性剤組成物の全体に対して９～３０質量％であることが
好ましく、１５～２５質量％であることがより好ましい。
　（ａ）成分の配合量が好ましい下限値以上であると、洗浄剤として充分な洗浄実感が得
られやすく、乾燥後のさらさら感、又は乾燥後のなめらかさが向上する。一方、好ましい
上限値以下であれば、すすぎ時のなめらかさ、乾燥後のさらさら感、及び乾燥後のなめら
かさが向上する。
【００１４】
（両性界面活性剤（ｂ））
　両性界面活性剤（ｂ）は、本発明により製造される界面活性剤組成物において、主とし
て洗浄実感とすすぎ時の感触（なめらかさ等）とを良好にする作用を奏する。また、（ｂ
）成分は、（ａ）成分との相互作用により界面活性剤組成物の粘度発現に寄与する。
　（ｂ）成分としては、アルキルベタイン系界面活性剤、アミドベタイン系界面活性剤、
スルホベタイン系界面活性剤、ヒドロキシスルホベタイン系界面活性剤、アミドスルホベ
タイン系界面活性剤、イミダゾリニウムベタイン系界面活性剤、アミノプロピオン酸系界
面活性剤、アミノ酸系界面活性剤、ホスホベタイン系界面活性剤等が挙げられる。
　（ｂ）成分として具体的には、Ｎ－デシルベタイン、セチルベタイン、ステアリルベタ
イン、ヤシ油アルキルベタイン、ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン、ヤシ油脂肪酸ジ
メチルアミノ酢酸ベタイン等のアルキルベタイン系界面活性剤；ラウリン酸アミドメチル
ベタイン、ミリスチン酸アミドメチルベタイン、パルミチン酸アミドメチルベタイン、ス
テアリン酸アミドメチルベタイン、ラウリン酸アミドプロピルベタイン、ヤシ油脂肪酸ア
ミドプロピルベタイン等のアミドベタイン系界面活性剤；ヤシ油脂肪酸ジメチルスルホプ
ロピルベタイン、ステアリルジメチルスルホプロピルベタイン、ヤシ油脂肪酸アミノメチ
ルスルホプロピルベタイン、ステアリルアミノメチルジメチルスルホプロピルベタイン、
ミリスチルアミノメチルジメチルスルホプロピルベタイン等のスルホベタイン系界面活性
剤；ラウリルヒドロキシスルホベタイン、ラウリルアミノメチル－ビス－（２－ヒドロキ
シエチル）－スルホプロピルベタイン等のヒドロキシスルホベタイン系界面活性剤；Ｎ－
ラウロイル－Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）－Ｎ－カルボキシメチルエチレンジアミン、
Ｎ－ラウロイル－Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）－Ｎ’，Ｎ’－ビス（カルボキシエチル
）エチレンジアミン、Ｎ－ラウロイル－Ｎ’－カルボキシメチル－Ｎ’－カルボキシメト
キシエチルエチレンジアミン、Ｎ－ラウロイル－Ｎ’－カルボキシエチル－Ｎ’－（２－
ヒドロキシエチル）－エチレンジアミン、Ｎ－ラウロイル－Ｎ’－カルボキシエトキシエ
チルエチレンジアミン、Ｎ－ラウロイル－Ｎ’－カルボキシエチル－Ｎ’－カルボキシエ
トキシエチルエチレンジアミン、２－ヤシ油脂肪酸アシル－Ｎ－カルボキシエチル－Ｎ－
ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、２－アルキル－Ｎ－カルボキシメチル－Ｎ
－ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン等のイミダゾリニウムベタイン系界面活性
剤；ラウリルイミノジプロピオン酸等のアミノプロピオン酸系界面活性剤；Ｎ－［３－ア
ルキル（１２，１４）オキシ－２－ヒドロキシプロピル］－Ｌ－アルギニン塩酸等のアミ
ノ酸系界面活性剤などが挙げられる。
【００１５】
　（ｂ）成分は、１種を単独で用いてもよいし、２種以上を併用してもよい。
　なかでも、（ｂ）成分としては、アルキルベタイン系界面活性剤、アミドベタイン系界
面活性剤、ヒドロキシスルホベタイン系界面活性剤、イミダゾリニウムベタイン系界面活
性剤、アミノプロピオン酸系界面活性剤、アミノ酸系界面活性剤が好ましく、アミドベタ
イン系界面活性剤がより好ましい。
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　これらのなかでも、ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン、ヤシ油脂肪酸ジメチルアミ
ノ酢酸ベタイン、ラウリン酸アミドプロピルベタイン、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタ
イン、ラウリルヒドロキシスルホベタイン、２－アルキル－Ｎ－カルボキシメチル－Ｎ－
ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、ラウリルイミノジプロピオン酸、Ｎ－［３
－アルキル（１２，１４）オキシ－２－ヒドロキシプロピル］－Ｌ－アルギニン塩酸が好
ましく、ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン、ヤシ油脂肪酸ジメチルアミノ酢酸ベタイ
ン、ラウリン酸アミドプロピルベタイン、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタインがより好
ましい。
【００１６】
　（ｂ）成分の配合量は、界面活性剤組成物の全体に対して０．１～１０質量％であるこ
とが好ましく、０．１～５質量％であることがより好ましい。
　（ｂ）成分の配合量が好ましい下限値以上であると、洗浄剤として充分な洗浄実感が得
られやすくなり、界面活性剤組成物の粘度増加も容易に図れる。一方、好ましい上限値以
下であれば、洗浄実感やすすぎ時の感触が良好となりやすい。
【００１７】
（カチオン基を有する高分子（ｃ））
　カチオン基を有する高分子（ｃ）は、本発明により製造される界面活性剤組成物におい
て、主としてすすぎ時の感触（なめらかさ等）又は乾燥後の風合い（さらさら感、なめら
かさ等）を良好にする作用を奏する。また、（ｃ）成分と水とを混合して得られる高分子
分散液は曳糸性を有する。
　本発明で「（ｃ）成分と水とを混合して得られる高分子分散液」とは、水に（ｃ）成分
が散在している液のほか、（ｃ）成分の一部又は全部が溶解している水溶液を包含する。
【００１８】
　（ｃ）成分におけるカチオン基としては、式－ＮＲ１Ｒ２で表されるアミン基、式－Ｎ
＋（Ｒ３）（Ｒ４）（Ｒ５）で表されるアンモニウム基、＝Ｎ、＝ＮＨなどが挙げられる
。ここで、Ｒ１及びＲ２は、それぞれ独立に水素原子又は炭化水素基であり、好ましくは
、それぞれ水素原子、メチル基、エチル基である。Ｒ３～Ｒ５は、それぞれ独立に水素原
子又は炭化水素基であり、好ましくは、それぞれ水素原子、メチル基、エチル基である。
　（ｃ）成分は、カチオン基を１種含むものでもよく、２種以上含むものでもよい。
【００１９】
　（ｃ）成分としては、アンモニウム基又はアミン基を有するアクリル共重合体、カチオ
ン化セルロース、カチオン化セルロース誘導体（ヒドロキシエチルセルロースとジメチル
ジアリルアンモニウムクロライドとの共重合体）、カチオン性澱粉、カチオン化グアーガ
ム、カチオン化グアーガム誘導体、ジアリル四級アンモニウム塩のホモポリマー、四級化
ポリビニルピロリドン誘導体、ポリグリコールポリアミン縮合物、カチオン化ポリビニル
アルコール、キトサン等のアミノ基を有する天然系の高分子誘導体、ビニルイミダゾリウ
ムトリクロライドとビニルピロリドンとの共重合体、アジピン酸とジメチルアミノヒドロ
キシプロピルエチレントリアミンとの共重合体（米国サンドス社製のカルタレチン）等が
挙げられる。
　アンモニウム基又はアミン基を有するアクリル共重合体として具体的には、ジアルキル
ジアリルアンモニウム塩とアクリルアミドとの共重合体、塩化ジメチルジアリルアンモニ
ウムとアクリル酸との共重合体、エチレンオキシド等が付加された親水基を有するビニル
モノマーとジエチルアミノメタクリレートとの共重合体、ビニルピロリドンと四級化ジメ
チルアミノエチルメタクリレートとの共重合体、ポリビニルピロリドンとアルキルアミノ
アクリレートとの共重合体、ポリビニルピロリドンとアルキルアミノアクリレートとビニ
ルカプロラクタムとの共重合体、ビニルピロリドンとメタクリルアミドプロピル塩化トリ
メチルアンモニウムとの共重合体、アルキルアクリルアミドとアクリレートとアルキルア
ミノアルキルアクリルアミドとポリエチレングリコールメタクリレートとの共重合体など
が挙げられる。
　また、（ｃ）成分としては、特開昭５３－１３９７３４号公報と特開昭６０－３６４０
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７号公報にそれぞれ記載されているカチオン性ポリマー等も挙げられる。
【００２０】
　（ｃ）成分は、１種を単独で用いてもよいし、２種以上を併用してもよい。
　なかでも、（ｃ）成分は、すすぎ時と乾燥後の感触の観点から、アンモニウム基又はア
ミン基を有するアクリル共重合体、カチオン化セルロース、カチオン化セルロース誘導体
、カチオン性澱粉、カチオン化グアーガム、及びカチオン化グアーガム誘導体からなる群
より選択される少なくとも一種であることが好ましく、アンモニウム基又はアミン基を有
するアクリル共重合体、カチオン化セルロース、カチオン化セルロース誘導体、カチオン
化グアーガム、及びカチオン化グアーガム誘導体からなる群より選択される少なくとも一
種であることがより好ましい。
　これらのなかでも、ジアルキルジアリルアンモニウム塩とアクリルアミドとの共重合体
、塩化ジメチルジアリルアンモニウムとアクリル酸との共重合体、カチオン化セルロース
、カチオン化セルロース誘導体、カチオン化グアーガム、カチオン化グアーガム誘導体が
特に好ましい。
【００２１】
　（ｃ）成分の配合量は、界面活性剤組成物の全体に対して０．１～５質量％であること
が好ましく、０．１～１質量％であることがより好ましく、０．２～０．５質量％である
ことがさらに好ましい。
　（ｃ）成分の配合量が好ましい下限値以上であると、洗浄剤としてすすぎ時の感触（な
めらかさ等）又は乾燥後の風合い（さらさら感、なめらかさ等）が向上する。一方、好ま
しい上限値以下であれば、界面活性剤組成物の貯蔵時の保存安定性を良好に保ちやすい。
【００２２】
　（ｃ）成分と水とを混合して得られる高分子分散液の曳糸性については、以下のように
して評価することができる。
　（ｃ）成分と水とを混合し、粘度（Ｂ型粘度計、Ｎｏ．４ロータ、３０ｒｐｍ、２５℃
）が約３０００ｍＰａ・ｓ、約１０００ｍＰａ・ｓ、約５００ｍＰａ・ｓとなる高分子分
散液を調製する。
　それぞれの高分子分散液を採取した、先端内径１ｍｍのパスツールピペット（ガラス、
たとえばＡＳＡＨＩＴＥＣＨＮＯ　ＧＬＡＳＳ製のＩＫ－ＰＡＳ－５Ｐ）より静かに滴下
操作をした際、糸を曳くか否かについて確認する。このとき、長く糸を曳く高分子分散液
を、高い曳糸性を有する高分子分散液とする。
　高分子分散液は２５℃で、充分に撹拌し、パスツールピペットの先端を落下地点から５
ｍｍ以上離して滴下操作を行うこととする。曳糸性が高いと予想される高分子分散液は、
糸を曳くか否かについての確認が容易となることから、より高い位置から滴下操作を行う
ことが好ましい。滴下操作は、複数回行っても構わない。
　高分子分散液の曳糸性は、サーモハーケ社製の伸張粘度測定装置ＣａＢＥＲ１（Ｃａｐ
ｉｌｌａｒｙ　Ｂｒｅａｋｕｐ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎａｌ　Ｒｈｅｏｍｅｔｅｒ、製品名
）のような機器により測定することもできる。
【００２３】
（水）
　水の配合量は、界面活性剤組成物の全体に対して５０～９０質量％であることが好まし
く、６０～８０質量％であることがより好ましい。
　水の配合量が好ましい下限値以上であると、界面活性剤組成物の粘度を所望とする範囲
に容易に制御できる。また、製造時において、均一混合性が良好となりやすい。一方、好
ましい上限値以下であれば、洗浄力とすすぎ時又は乾燥後の感触がより発現されやすくな
る。
【００２４】
（その他の成分）
　本発明の界面活性剤組成物の製造方法においては、本発明の効果を損なわない範囲で必
要に応じて、上述した成分以外のその他の成分を配合してもよい。
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　その他の成分としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、非イ
オン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、陰イオン性高分子、非イオン性高分子、ポリオー
ル類、水膨潤性粘土鉱物、パール剤、清涼化剤、ふけ取り剤などの水不溶性機能成分、有
機酸類；ジブチルヒドロキシトルエン、α－トコフェロール等の酸化防止剤；脂肪酸モノ
エタノールアミド、脂肪酸ジエタノールアミド等の粘度調整剤；紫外線吸収剤、酸化防止
剤、タンパク誘導体、動植物抽出液；グリチルリチン酸ジカリウム等の抗炎症剤；ケーソ
ンＣＧ（商品名、ローム・アンド・ハース社製）等の防腐剤；クエン酸；トリエタノール
アミン等のｐＨ調整剤；乳濁剤、ハイドロトロープ剤、低級アルコール、ビタミン類、動
植物油、揮発性油分、炭化水素、エステル油、シリコーン油、色素、香料などが挙げられ
る。
【００２５】
　非イオン界面活性剤としては、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレ
ン脂肪酸モノエタノールアミド、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレン
ソルビタン脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンアルキ
ルエーテル、ポリエチレングリコール脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、ポリ
オキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、ヤシ油脂肪酸アルカノールアミド、シ
ョ糖脂肪酸エステル、アルキルグリコシド、アルキルグリセリルグリコシド、メチルグル
コシド脂肪酸エステル等が挙げられる。
　なかでも、ポリエチレングリコール脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、
グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレン
脂肪酸モノエタノールアミド、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、ポ
リオキシエチレン硬化ヒマシ油が好ましく、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシ
エチレン硬化ヒマシ油がより好ましい。
　これらのなかでも、ポリエチレングリコールモノステアレート、モノラウリン酸デカグ
リセリル、ベヘニン酸モノグリセリル、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキ
シエチレンラウリン酸モノエタノールアミド、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、
ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、ポリオキシエチレン（１６０）ポリオキシプロピ
レン（３０）グリコール、ポリオキシエチレン（２０）硬化ヒマシ油が好ましい。
　なお、ポリオキシエチレン（１６０）ポリオキシプロピレン（３０）グリコールとは、
エチレンオキシドの平均付加モル数が１６０、プロピレンオキシドの平均付加モル数が３
０のグリコールを意味する。ポリオキシエチレン（２０）硬化ヒマシ油とは、エチレンオ
キシドの平均付加モル数が２０の硬化ヒマシ油を意味する。
　非イオン界面活性剤を配合することにより、主として洗浄実感とすすぎ時の感触（なめ
らかさ等）が向上する。また、非イオン界面活性剤は、界面活性剤組成物の粘度発現にも
寄与する。
【００２６】
　陽イオン界面活性剤としては、アミン塩、４級アンモニウム塩、ベンゼトニウム塩、ピ
リジニウム塩、グアニジン塩、ピロリドンカルボン酸塩、モノ－Ｎ－長鎖アシル塩基性ア
ミノ酸低級アルキルエステル塩、アミドアミン型界面活性剤などが挙げられる。
　具体的には、塩化ステアリルトリメチルアンモニウム、塩化セチルトリメチルアンモニ
ウム、塩化ベヘニルトリメチルアンモニウム、塩化ジステアリルジメチルアンモニウム、
塩化ジオレイルジメチルアンモニウム、塩化ジデシルジメチルアンモニウム、塩化セチル
ピリジニウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、酢酸ラウリン酸アミドブチ
ルグアニジン、酢酸ミリスチン酸アミドブチルグアニジン、酢酸パルミチン酸アミドブチ
ルグアニジン、ジステアリルジメチルアンモニウムサルフェート、ステアリルエチルジヒ
ドロキシエチルアンモニウムエチルサルフェート、Ｎ－ヤシ油脂肪酸Ｌ－アルギニンエチ
ル・ＤＬ－ピロリドンカルボン酸塩、ステアリン酸ジメチルアミノエチルアミド、ステア
リン酸ジメチルアミノプロピルアミド、ステアリン酸ジエチルアミノエチルアミド、ステ
アリン酸ジエチルアミノプロピルアミド、ステアリン酸ジプロピルアミノエチルアミド、
ステアリン酸ジプロピルアミノプロピルアミド、パルミチン酸ジメチルアミノエチルアミ
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ド、パルミチン酸ジメチルアミノプロピルアミド、ミリスチン酸ジメチルアミノエチルア
ミド、ミリスチン酸ジメチルアミノプロピルアミド、ベヘニン酸ジメチルアミノエチルア
ミド、ベヘニン酸ジメチルアミノプロピルアミド等が挙げられる。
　陽イオン界面活性剤は、１種を単独で用いてもよいし、２種以上を併用してもよい。
　陽イオン界面活性剤を配合することにより、主として乾燥後の風合い（さらさら感、な
めらかさ等）が高まり、界面活性剤組成物の粘度増加にも寄与する。
【００２７】
　パール剤としては、エチレングリコールのステアリン酸エステル、ジエチレングリコー
ルのステアリン酸エステル、トリエチレングリコールのステアリン酸エステル等が挙げら
れる。具体的には、エチレングリコールモノステアレート、エチレングリコールジステア
レート、ジエチレングリコールモノステアレート、ジエチレングリコールジステアレート
、トリエチレングリコールモノステアレート、トリエチレングリコールジステアレート等
が挙げられる。
【００２８】
　清涼化剤としては、Ｌ－メントール、カンフル、ボルネオール等が挙げられる。
【００２９】
　ふけ取り剤としては、ピロクトン　オラミン、トリクロサン、トリクロロカルバン、イ
ソプロピルメチルフェノール、塩酸クロルヘキシジン、アルキルジアミノエチルグリシン
等が挙げられる。
【００３０】
　シリコーン油としては、ジメチルポリシロキサン（高重合ジメチルシリコーン、シリコ
ーンゴムを含む）、メチルフェニルポリシロキサン、ポリエーテル変性シリコーン、ポリ
アミノ変性シリコーン、ベタイン変性シリコーン、アルコール変性シリコーン、フッ素変
性シリコーン、エポキシ変性シリコーン、メルカプト変性シリコーン、カルボキシ変性シ
リコーン、脂肪酸変性シリコーン、シリコーングラフトポリマー、環状シリコーン、アル
キル変性シリコーン、トリメチルシリル基末端ジメチルポリシロキサン、シラノール基末
端ジメチルポリシロキサン等が挙げられる。
【００３１】
（界面活性剤組成物の製造方法）
　本発明の界面活性剤組成物の製造方法は、前記（ａ）成分と前記（ｂ）成分と水とを混
合して界面活性剤混合物を得る工程（１）と、前記（ｃ）成分と水とを混合して５質量％
以下の高分子分散液を得る工程（２）と、前記界面活性剤混合物と前記高分子分散液とを
混合する工程（３）とを有する。
【００３２】
［工程（１）］
　本工程（１）では、たとえば混合機を用いて、前記（ａ）成分と前記（ｂ）成分と水と
を混合して界面活性剤混合物を得る。
【００３３】
　（ａ）成分と（ｂ）成分との配合比率は、（ａ）成分／（ｂ）成分で表される質量比が
５～５０であることが好ましく、５～３０であることがより好ましく、５～１０であるこ
とがさらに好ましい。
　（ａ）成分／（ｂ）成分で表される質量比が前記所定の範囲であることにより、最終的
に製造される界面活性剤組成物を、所望とする粘度に制御しやすくなる。該質量比が好ま
しい下限値以上であるほど、また、該質量比が好ましい上限値以下であるほど、界面活性
剤組成物の粘度増加が容易に図れる。
【００３４】
　（ａ）成分及び（ｂ）成分と、水との配合比率は、水／［（ａ）成分＋（ｂ）成分］で
表される質量比が１．１以下であることが好ましく、１．０５以下であることがより好ま
しく、１．０以下であることがさらに好ましい。一方、水／［（ａ）成分＋（ｂ）成分］
で表される質量比の下限値は０．５以上であることが好ましい。
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　水／［（ａ）成分＋（ｂ）成分］で表される質量比が好ましい上限値以下であると、工
程（１）で界面活性剤組成物を調製する際の混合性が良好となる。一方、該質量比が好ま
しい下限値以上であると、最終的に製造される界面活性剤組成物を、所望とする粘度に制
御しやすくなる。
【００３５】
　工程（１）で用いる混合機としては、タービン翼、プロペラ翼、パドル翼、カキトリ翼
などの汎用撹拌翼を備えた混合装置（アジホモミキサー、ウルトラミキサー、ボトムミキ
サー、コンビミキサー、ウルトラプラネタリーミキサー等）等を用いることができる。
　混合機の撹拌速度は、撹拌翼の回転により、配合槽内で界面活性剤混合物の全体が少な
くとも流動する速度であればよい。
　混合温度は２０～６０℃であることが好ましく、２０～５０℃であることがより好まし
い。（ａ）成分と（ｂ）成分と水とを混合する時間の合計は５～６０分間であることが好
ましく、１０～３０分間であることがより好ましい。
　工程（１）での混合は、常圧下で行ってもよいが、界面活性剤混合物に泡が混入するの
を防止するため、減圧下で行うことが好ましい。
【００３６】
［工程（２）］
　本工程（２）では、たとえば混合機を用いて、前記（ｃ）成分と水とを混合して５質量
％以下の高分子分散液を得る。
　高分子分散液中の（ｃ）成分の濃度は５質量％以下であり、３質量％以下であることが
好ましい。一方、（ｃ）成分の濃度の下限値は０．３質量％以上であることが好ましく、
０．５質量％以上であることがさらに好ましい。
　（ｃ）成分の濃度が上限値以下であると、カチオン性高分子を含有する界面活性剤組成
物において生じやすい糸曳きが抑制される（該界面活性剤組成物の曳糸性が低くなる）。
一方、（ｃ）成分の濃度が好ましい下限値以上であると、工程（２）での水の配合量を少
なくでき、製造性（少なくできた分の水を配合槽用のリンス水や、他の成分を溶解するた
めの溶媒に使用できる、工程（２）で用いる配合槽の容量を低減できる等）が向上する。
【００３７】
　工程（２）で用いる混合機としては、工程（１）で例示した混合装置、パルセータを備
えた混合装置などを用いることができる。
　混合機の撹拌速度は、撹拌翼又はパルセータの回転により、配合槽内で高分子分散液の
全体が少なくとも流動する速度であればよい。
　混合温度は４０～８０℃であることが好ましく、５０～７０℃であることがより好まし
い。（ｃ）成分と水とを混合する時間は５～６０分間であることが好ましく、１０～４０
分間であることがより好ましい。
　工程（２）での混合は、常圧下で行ってもよいが、高分子分散液に泡が混入するのを防
止するため、減圧下で混合を行うことが好ましい。
【００３８】
［工程（３）］
　本工程（３）では、たとえば混合機を用いて、前記工程（１）で得られた界面活性剤混
合物と、前記工程（２）で得られた高分子分散液とを混合して界面活性剤－高分子混合物
を得る。
　工程（３）で用いる混合機としては、工程（１）で例示した混合装置を用いることがで
きる。
　混合機の撹拌速度は、撹拌翼の回転により、配合槽内で界面活性剤－高分子混合物の全
体が少なくとも流動する速度であればよい。
　混合温度は４０～８０℃であることが好ましく、５０～７０℃であることがより好まし
い。界面活性剤混合物と高分子分散液とを混合する時間は１０～１２０分間であることが
好ましく、１０～１００分間であることがより好ましい。
　工程（３）での混合は、常圧下で行ってもよいが、界面活性剤－高分子混合物に泡が混
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入するのを防止するため、減圧下で混合を行うことが好ましい。
【００３９】
　（ａ）成分、（ｂ）成分、（ｃ）成分及び水に加えてその他の成分を配合する場合、（
ｉ）工程（１）で（ａ）成分と（ｂ）成分と水とを混合する際、（ｉｉ）工程（１）で（
ａ）成分と（ｂ）成分と水とを混合した後、（ｉｉｉ）工程（３）の後、のいずれかの時
点でその他の成分を配合すればよい。
　その他の成分として非イオン界面活性剤、ハイドロトロープ剤を配合する場合、均一溶
解性が高まることから、非イオン界面活性剤、ハイドロトロープ剤を、工程（１）で配合
することが好ましく、（ｉ）工程（１）で（ａ）成分と（ｂ）成分と水とを混合する際、
に混合することがより好ましい。
　その他の成分を（ｉｉｉ）工程（３）の後で配合する場合、前記工程（３）で得られた
界面活性剤－高分子混合物を適宜冷却し、又は冷却しながら、その他の成分を混合すれば
よい。その他の成分を有機溶剤に溶解した溶液を配合する場合、その有機溶剤の沸点より
低い温度で混合することが好ましい。
【００４０】
　以上説明した界面活性剤組成物の製造方法によれば、（ａ）成分と（ｂ）成分と水とを
含有する界面活性剤混合物と混合する高分子分散液の（ｃ）成分濃度を５質量％以下に制
御することで、液体の糸曳きが抑制された（曳糸性の低い）界面活性剤組成物を製造する
ことができる。
　かかる効果が得られる理由は定かではないが、（ｃ）成分濃度５質量％を境界として、
この濃度の前後で界面活性剤（（ａ）成分、（ｂ）成分）とカチオン性高分子（（ｃ）成
分）との溶存状態が変化することにより、液体の糸のひきやすさが変化するため、と推測
される。
　具体的には、工程（３）で、界面活性剤混合物に対して、（ｃ）成分濃度５質量％を超
える高分子分散液を混合した場合と、（ｃ）成分濃度５質量％以下の高分子分散液を混合
した場合とで、溶液中における（ａ）成分と（ｃ）成分との静電的な作用が、前者では強
く、後者では弱く、該静電的な作用が大きく異なること、が考えられる。
【００４１】
　本発明において「界面活性剤組成物の曳糸性」は、以下のようにして評価することがで
きる。
　所定の容器に充填した界面活性剤組成物に、ガラス棒の先端部を浸漬する。その後、ガ
ラス棒先端を、界面活性剤組成物の液面に対して垂直方向の所定の高さまで移動させる。
該所定の高さまでガラス棒先端を移動させた時点から、該液面からガラス棒先端まで繋が
っている糸状の液（界面活性剤組成物）が切れて繋がらなくなるまでの時間を測定する。
　糸状の液が切れて繋がらなくなるまでの時間が長いほど、その界面活性剤組成物は曳糸
性が高いこと、この時間が短いほど、その界面活性剤組成物は曳糸性が低いことをそれぞ
れ意味する。
【００４２】
　本発明の製造方法においては、製造される界面活性剤組成物の粘度の大きさには特に制
限がなく、好ましくは１０～３５Ｐａ・ｓ、より好ましくは１５～２５Ｐａ・ｓの界面活
性剤組成物が容易に得られる。
　界面活性剤組成物の粘度は、株式会社東京計器製のＢＬ型回転式粘度計を用い、測定温
度２５℃で、試料の粘度の大きさに応じた測定条件（ローター、回転数、測定時間）によ
り測定される値を示す。
【００４３】
　本発明の製造方法により製造される界面活性剤組成物は、高濃度の界面活性剤を含有し
ていても、曳糸性が低く、液切れが良好であることから、容器に充填する際、充填口が汚
れる、歩留まりが低くなる等の不具合を生じにくい。加えて、本発明によれば、特定のカ
チオン性高分子を用いる必要がなく、一般的なカチオン性高分子を配合した汎用的な組成
で、簡便に、糸曳きが抑制された界面活性剤組成物を製造できる。
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【実施例】
【００４４】
　以下に実施例を用いて本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこれら実施例に限定
されるものではない。
　後述の製造例によりそれぞれ製造した界面活性剤組成物の組成を表１～３に示した。た
だし、実施例７及び実施例９は参考例である。
　本実施例において使用した原料は下記の通りである。
【００４５】
・陰イオン界面活性剤（ａ）
　ＡＥＳ－Ｎａ：ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム（２Ｅ．Ｏ．）（
エチレンオキシドの平均付加モル数が２）、商品名「シノリンＳＰＥ－１２５０」、新日
本理化株式会社製の６９質量％溶液。
【００４６】
・両性界面活性剤（ｂ）
　ラウリン酸アミドプロピルベタイン：商品名「エナジコールＬ－３０Ｂ」、ライオン株
式会社製の３０質量％溶液。
【００４７】
・カチオン基を有する高分子（ｃ）
　塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重合体：商品名「カヤクリルレ
ジンＭ－５０Ａ」、日本化薬株式会社製の５．５質量％溶液。
　カチオン化セルロース：商品名「レオガードＭＬＰ」、ライオン株式会社製。
　カチオン化グアーガム：次に示す方法により製造した合成品。グアーガム（三晶製のメ
イプログアーＣＳＡＡ、有効分８５質量％、１質量％粘度（２５℃）３５００ｍＰａ・ｓ
）３０ｇ（１００質量部）に、イソプロピルアルコール／水＝８０／２０（質量比）とな
る混合溶媒１５０ｇ（５００質量部）と、更に１５質量％水酸化ナトリウム水溶液６ｇ（
２０質量部）とを加えて混合した。そして、５５℃まで昇温させ、カチオン化剤としてグ
リシジルトリメチルアンモニウムクロライド（阪本薬品製のＳＹ－ＧＴＡ８０、有効分７
３質量％水溶液）１３．５ｇ（４５質量部）を加えて、３時間反応させた。その後、１０
質量％塩酸ＩＰＡ溶液を加えて、ｐＨ６に調製し、カチオン化グアーガムスラリーを得た
。そして、遠心脱水し、乾燥（７０～８０℃）を経て、最終目的物のカチオン化グアーガ
ム（カチオン化度１．８質量％、１質量％水溶液粘度（２５℃）２７００ｍＰａ・ｓ）を
得た。
【００４８】
・その他の成分
　ＰＯＥ硬化ヒマシ油（２０ＥＯ）：ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油（エチレンオキシ
ドの平均付加モル数が２０）、商品名「ブラウノンＣＷ－２０－９０」、青木油脂工業株
式会社製の９０質量％溶液。
　モノラウリン酸ポリグリセリル：商品名「サンソフトＭ１２－ＪＷ」、太陽化学株式会
社製の５０質量％溶液。
　安息香酸ナトリウム：商品名「安息香酸ソーダ」、株式会社伏見製薬所製。
　ベントナイト：商品名「クニピアＧ」、クニミネ工業株式会社製。
　塩化ステアリルトリメチルアンモニウム：商品名「アーカードＴ－８００」、ライオン
・アクゾ株式会社製の５０質量％溶液。
　アモジメチコン：商品名「ＳＭ８９０４」、東レ・ダウコーニング株式会社製の４０質
量％溶液。
　高重合ジメチルシリコーン：商品名「シリコーンエマルジョン（６）」、一方社油脂工
業株式会社製の６０質量％溶液。
　クエン酸・１水和物：商品名「クエン酸結晶Ｌ」、扶桑化学工業株式会社製。
　香料：商品名「ＴＪＰ－Ｆ－００６９３２」、高砂香料工業株式会社製。
　Ｌ－メントール：商品名「Ｌ－メントール」、高砂香料工業株式会社製。
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　ピロクトン　オラミン：商品名「ＯＣＴＰＩＲＯＸ」、クラリアントジャパン株式会社
製。
　ジステアリン酸エチレングリコール：商品名「アルポールＰＨ」、ライオン株式会社製
の２５質量％分散液。
　緑色２０１号：商品名「緑色２０１号」、癸巳化成株式会社製。
　赤色１０６号：商品名「赤色１０６号」、癸巳化成株式会社製。
　黄色５号：商品名「黄色５号」、ダイワ化成株式会社製。
　精製水
【００４９】
＜界面活性剤組成物の製造例＞
　表１～３に示す組成の配合成分、配合量（質量部）に従い、下記の製造方法により界面
活性剤組成物をそれぞれ製造した（配合スケール２０Ｌ）。
　表中、配合成分の配合量は、いずれも純分換算量を示す。
　「－」は、その配合成分は配合されていないことを意味する。
　「質量比：（ａ）成分／（ｂ）成分」は、工程（１）における（ａ）成分と（ｂ）成分
との配合比率（質量基準）を意味し、（ｂ）成分の配合量に対する、（ａ）成分の配合量
の質量比を示す。
　「質量比：水／［（ａ）成分＋（ｂ）成分］」は、工程（１）における（ａ）成分及び
（ｂ）成分と、水との配合比率（質量基準）を意味し、（ａ）成分と（ｂ）成分との合計
の配合量に対する、水の配合量の質量比を示す。
　「高分子分散液の濃度（質量％）」は、工程（２）で（ｃ）成分と水とを混合して得ら
れる高分子分散液中の（ｃ）成分の濃度を示す。
【００５０】
　各例で製造される界面活性剤組成物に含まれる共通成分（Ｘ）の組成を以下に示す。配
合成分の配合量は、いずれも純分換算量を示す。なお、クエン酸・１水和物については、
１水和物としての量を示す。
　なお、精製水の「残部」は、界面活性剤組成物に含まれる全配合成分の合計の配合量（
質量部）が１００質量部となるように加えられる配合量を意味する。
　共通成分（Ｘ）：
　　ベントナイト　　　　　　　　　　　　　０．０５　　質量部
　　塩化ステアリルトリメチルアンモニウム　０．５　　　質量部
　　アモジメチコン　　　　　　　　　　　　０．２　　　質量部
　　高重合ジメチルシリコーン　　　　　　　１．８　　　質量部
　　クエン酸・１水和物　　　　　　　　　　０．３５　　質量部
　　香料　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５　　　質量部
　　Ｌ－メントール　　　　　　　　　　　　１　　　　　質量部
　　ピロクトン　オラミン　　　　　　　　　０．５　　　質量部
　　ジステアリン酸エチレングリコール　　　１　　　　　質量部
　　緑色２０１号　　　　　　　　　　　　　０．００３　質量部
　　赤色１０６号　　　　　　　　　　　　　０．０００３質量部
　　黄色５号　　　　　　　　　　　　　　　０．０００９質量部
　　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　残部
【００５１】
（実施例１）
　［工程（１）］
　上述した原料を用い、２０Ｌアジホモミキサー槽内で、ラウリン酸アミドプロピルベタ
インと、安息香酸ナトリウムと、ＡＥＳ－Ｎａと、精製水とを、所定の混合条件（カキト
リ３０ｒｐｍ、タービン２０ｒｐｍ、減圧－０．０６ＭＰａ下）により、温度３０℃で３
０分間混合して界面活性剤混合物（１）を得た。
　次いで、得られた界面活性剤混合物（１）を７０℃に昇温し、ベントナイト（２．７８
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質量％）の水分散液と、クエン酸・１水和物とを加え、所定の混合条件（カキトリ５０ｒ
ｐｍ、タービン５０ｒｐｍ、減圧－０．０６ＭＰａ下）により、温度７０℃で１５分間混
合して界面活性剤混合物（２）を得た。
【００５２】
　［工程（２）］
　上述した原料を用い、１５Ｌパルセータ槽内で、塩化ジメチルジアリルアンモニウム・
アクリルアミド共重合体と精製水とを、４００ｒｐｍの混合条件により、温度７０℃で３
０分間混合して高分子分散液（濃度０．９９質量％）を得た。
【００５３】
　［工程（３）］
　次いで、２０Ｌアジホモミキサー槽内にて、７０℃に昇温した界面活性剤混合物（２）
に、７０℃の前記高分子分散液（濃度０．９９質量％）を加え、所定の混合条件（カキト
リ４０ｒｐｍ、タービン４０ｒｐｍ、減圧－０．０５ＭＰａ下）により、７０℃で６０分
間混合して界面活性剤－高分子混合物（１）を得た。
【００５４】
　次いで、得られた界面活性剤－高分子混合物（１）を冷却し、ジステアリン酸エチレン
グリコールの分散液、塩化ステアリルトリメチルアンモニウムとピロクトン　オラミンと
の混合水溶液を順次加えて４０℃で１０分間混合した。
　次に、アモジメチコンと高重合ジメチルシリコーンエマルジョンとの混合物、緑色２０
１号と赤色１０６号と黄色５号との混合水溶液を順次加えて４０℃で１０分間混合した。
　その後、香料とＬ－メントールとの混合物を加えて４０℃で３０分間混合することによ
り界面活性剤組成物を製造した。
【００５５】
（実施例２）
　［工程（１）］
　実施例１と同様にして界面活性剤混合物（２）を得た。
【００５６】
　［工程（２）］
　上述した原料を用い、１５Ｌパルセータ槽内で、塩化ジメチルジアリルアンモニウム・
アクリルアミド共重合体と精製水とを、４００ｒｐｍの混合条件により、温度７０℃で３
０分間混合して高分子分散液（濃度４．８質量％）を得た。
【００５７】
　［工程（３）］
　次いで、２０Ｌアジホモミキサー槽内にて、７０℃に昇温した界面活性剤混合物（２）
に、７０℃の前記高分子分散液（濃度４．８質量％）を加え、所定の混合条件（カキトリ
４０ｒｐｍ、タービン４０ｒｐｍ、減圧－０．０５ＭＰａ下）により、７０℃で３０分間
混合した。その後、７０℃に昇温した所定量の精製水を加えて、さらに６０分間混合して
界面活性剤－高分子混合物（２）を得た。
　その後、得られた界面活性剤－高分子混合物（２）と、その他の成分とを、実施例１と
同様にして混合することにより界面活性剤組成物を製造した。
【００５８】
（実施例３）
　［工程（１）］
　上述した原料を用い、２０Ｌアジホモミキサー槽内で、ラウリン酸アミドプロピルベタ
インと、安息香酸ナトリウムと、ＡＥＳ－Ｎａと、ＰＯＥ硬化ヒマシ油（２０ＥＯ）と、
モノラウリン酸ポリグリセリルと、精製水とを、所定の混合条件（カキトリ３０ｒｐｍ、
タービン２０ｒｐｍ、減圧－０．０６ＭＰａ下）により、温度３０℃で３０分間混合して
界面活性剤混合物（３）を得た。
　次いで、得られた界面活性剤混合物（３）を７０℃に昇温し、ベントナイト（２．７８
質量％）の水分散液と、クエン酸・１水和物とを加え、所定の混合条件（カキトリ５０ｒ
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ｐｍ、タービン５０ｒｐｍ、減圧－０．０６ＭＰａ下）により、温度７０℃で１５分間混
合して界面活性剤混合物（４）を得た。
【００５９】
　［工程（２）］
　実施例１と同様にして、塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重合体
と精製水とを混合して高分子分散液（濃度０．９９質量％）を得た。
【００６０】
　［工程（３）］
　次いで、２０Ｌアジホモミキサー槽内にて、７０℃に昇温した界面活性剤混合物（４）
に、７０℃の前記高分子分散液（濃度０．９９質量％）を加えた以外は、実施例１と同様
にして界面活性剤－高分子混合物（３）を得た。
　その後、得られた界面活性剤－高分子混合物（３）と、その他の成分とを、実施例１と
同様にして混合することにより界面活性剤組成物を製造した。
【００６１】
（実施例４）
　工程（１）において、ラウリン酸アミドプロピルベタインと精製水の配合量を変更した
以外は、実施例１と同様にして界面活性剤組成物を製造した。
【００６２】
（実施例５、６）
　塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重合体の代わりに、カチオン化
セルロース、カチオン化グアーガムをそれぞれ用いた以外は、実施例１と同様にして界面
活性剤組成物を製造した。
【００６３】
（実施例７）
　工程（１）において、ラウリン酸アミドプロピルベタインとＡＥＳ－Ｎａと精製水の配
合量を変更した以外は、実施例３と同様にして界面活性剤組成物を製造した。
【００６４】
（実施例８）
　表１に示す組成の配合成分、配合量（質量部）に従い、実施例３と同様にして界面活性
剤組成物を製造した。
【００６５】
（実施例９～１５）
　表２に示す組成の配合成分、配合量（質量部）に従い、実施例１と同様にして界面活性
剤組成物を製造した。
【００６６】
（実施例１６）
　表２に示す組成の配合成分、配合量（質量部）に従い、実施例２と同様にして界面活性
剤組成物を製造した。
【００６７】
（比較例１）
　［工程（１）］
　実施例１と同様にして界面活性剤混合物（２）を得た。
【００６８】
　［工程（２）］
　上述した原料を用い、１５Ｌパルセータ槽内で、塩化ジメチルジアリルアンモニウム・
アクリルアミド共重合体と精製水とを、４００ｒｐｍの混合条件により、温度７０℃で３
０分間混合して高分子分散液（濃度５．４質量％）を得た。
【００６９】
　［工程（３）］
　次いで、２０Ｌアジホモミキサー槽内にて、７０℃に昇温した界面活性剤混合物（２）
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に、７０℃の前記高分子分散液（濃度５．４質量％）と、７０℃に昇温した所定量の精製
水とを加えた以外は、実施例１と同様にして界面活性剤－高分子混合物（４）を得た。
　その後、得られた界面活性剤－高分子混合物（４）と、その他の成分とを、実施例１と
同様にして混合することにより界面活性剤組成物を製造した。
【００７０】
（比較例２）
　上述した原料を用い、２０Ｌアジホモミキサー槽内にて、ＡＥＳ－Ｎａと、ラウリン酸
アミドプロピルベタインと、安息香酸ナトリウムと、塩化ジメチルジアリルアンモニウム
・アクリルアミド共重合体と、精製水とを同時に加え、所定の混合条件（カキトリ４０ｒ
ｐｍ、タービン４０ｒｐｍ）により、温度７０℃で１０時間混合して界面活性剤－高分子
混合物（５）を得た。
【００７１】
　次いで、２０Ｌアジホモミキサー槽内で、７０℃に昇温した界面活性剤－高分子混合物
（５）と、ベントナイト（２．７８質量％）の水分散液と、クエン酸・１水和物とを、所
定の混合条件（カキトリ５０ｒｐｍ、タービン５０ｒｐｍ、減圧－０．０６ＭＰａ下）に
より、温度７０℃で１５分間混合して界面活性剤－高分子混合物（６）を得た。
　その後、得られた界面活性剤－高分子混合物（６）と、その他の成分とを、実施例１と
同様にして混合することにより界面活性剤組成物を製造した。
【００７２】
＜評価＞
　各例で製造された界面活性剤組成物について、下記方法により、製造後の粘度と曳糸性
の評価をそれぞれ行った。これらの結果を表１～３に示す。
【００７３】
［粘度の評価］
　株式会社東京計器製のＢＬ型回転式粘度計を用い、以下に示す測定条件により界面活性
剤組成物の粘度（Ｐａ・ｓ）を測定した。
（測定条件）
　ローター：Ｎｏ．４、回転数：１２ｒｐｍ、測定温度：２５℃、測定時間：６０秒後
【００７４】
［曳糸性の評価］
　容量５００ｍＬの広口Ｔ型瓶（透明塩ビ製、口内径７２ｍｍ×胴径９０ｍｍ×高さ１１
８ｍｍ）の全部を満たすように充填された界面活性剤組成物に、ガラス棒（直径５ｍｍ、
長さ３０ｃｍ）の先端から５ｃｍまでを５秒間浸漬させた。その後、ガラス棒先端を、界
面活性剤組成物の液面に対して垂直方向の高さ１０ｃｍの位置まで、１秒間かけて移動さ
せた。高さ１０ｃｍの位置までガラス棒先端を移動させた時点から、該液面からガラス棒
先端まで繋がっている糸状の液（界面活性剤組成物）が切れて繋がらなくなるまでの時間
を測定した。
　曳糸性の評価は、従来の界面活性剤組成物（ジェル状シャンプー）を容器に高速充填す
る際の１本当たりの時間が１秒未満であること、中速～低速充填する際の１本当たりの時
間が１秒以上～２秒未満であること（一例として、１分間当たりの容器の充填本数４７本
）を鑑み、以下に示す評価基準に基づいて行った。
（曳糸性の評価基準）
　界面活性剤組成物の液面からガラス棒先端まで繋がっている糸状の液（界面活性剤組成
物）が切れて繋がらなくなるまでの時間が
　◎：１秒未満であった。○：１秒以上～２秒未満であった。×：２秒以上であった。
【００７５】
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【表１】

【００７６】
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【表２】

【００７７】
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【表３】

【００７８】
　表１～３の結果から、実施例１～１６における製造方法によれば、カチオン性高分子を
含有する界面活性剤組成物において生じやすい糸曳きが抑制された（曳糸性の低い）界面
活性剤組成物を製造できることが分かる。
【００７９】
　表１、２の結果から、（ａ）成分／（ｂ）成分で表される質量比が５以上であるほど、
また、該質量比が５０以下であるほど、界面活性剤組成物の粘度増加が容易に図れること
が分かる。
【００８０】
　実施例１と実施例９との対比、及び実施例３と実施例７との対比：
　実施例１の製造例では、実施例９の製造例における場合に比べて、工程（１）において
界面活性剤混合物の均一溶解性が高く、ゲル化がより抑制されていることが確認された。
このことから、水／［（ａ）成分＋（ｂ）成分］で表される質量比が１．１以下であるこ
とにより、工程（１）で調製される界面活性剤混合物の均一溶解性が高まる（ゲル化が抑
制される）と云える。実施例３と実施例７との対比からも同様のことが云える。
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