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(57)【要約】
【課題】無生物表面の洗浄に好適な液体洗浄組成物の提供。
【解決手段】研磨剤としての漂白済み洗浄粒子を組成物の０．５～３重量％の量で含み、
漂白済み洗浄粒子は、クルミの殻、ピスタチオナッツの殻、およびオリーブの核からなる
群から選択され、漂白済み洗浄粒子は、Ｄ　６５光源下で測定した場合に６５を超える白
色度（Ｌ*）を有し、漂白済み洗浄粒子は、ＩＳＯ　９２７６－６に従い、１５０～２５
０μｍの円相当径により表わされる平均粒径を有し、漂白済み洗浄粒子は、ＡＳＴＭ　Ｄ
２２４０に記載の方法に従って測定される９０以下のショアＤ硬度、または４以下のモー
ス硬度を有する、無生物表面を洗浄するための液体洗浄組成物。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無生物表面を洗浄するための液体洗浄組成物であって、研磨剤としての漂白済み洗浄粒
子を組成物の０．５～３重量％の量で含み、前記漂白済み洗浄粒子は、クルミの殻、ピス
タチオナッツの殻、およびオリーブの核からなる群から選択され、前記漂白済み洗浄粒子
は、Ｄ　６５光源下で測定した場合に６５を超える白色度（Ｌ*）を有し、前記漂白済み
洗浄粒子は、ＩＳＯ　９２７６－６に従い、１５０～２５０μｍの円相当径により表わさ
れる平均粒径を有し、前記漂白済み洗浄粒子は、ＡＳＴＭ　Ｄ２２４０に記載の方法に従
って測定される９０以下のショアＤ硬度、または４以下のモース硬度を有する、液体洗浄
組成物。
【請求項２】
　懸濁助剤を更に含み、前記懸濁助剤が、カルボキシメチルセルロース、エチルセルロー
ス、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシメチルセ
ルロース、サクシノグリカン、キサンタンガム、ジェランガム、グアーガム、ローカスト
ビーンガム、トラガカントガム、サクシノグルカンガム、若しくはこれらの誘導体、ある
いはこれらの混合物からなる群から選択される、請求項１に記載の液体洗浄組成物。
【請求項３】
　粒子が、金属次亜塩素酸塩、金属塩素酸塩、過酸化水素、金属過ホウ酸塩、金属過炭酸
塩、金属過酸化物、アシル又はベンゾイル過酸化物、過酢酸、オゾン、重硫酸ナトリウム
、二酸化窒素、塩素、二酸化塩素、アゾジカルボンアミド、亜硫酸ナトリウム、メタ重亜
硫酸ナトリウム、過炭酸テトラアセチレンエチレンジアミン、金属過酸一硫酸塩及びこれ
らの混合物からなる群から選択される水性漂白剤により漂白され、液体組成物が漂白剤を
含有し、洗浄粒子の漂白がその場で生じ、漂白済み研磨性洗浄粒子が、Ｄ　６５光源下で
測定された場合に７５を超える白色度（Ｌ*）を有し、前記液体組成物は、全液体組成物
の９０重量％超の水組成を有する、請求項１または２に記載の液体洗浄組成物。
【請求項４】
　前記漂白済み洗浄粒子はクルミの殻である、請求項１～３のいずれか一項に記載の液体
洗浄組成物。
【請求項５】
　前記漂白済み洗浄粒子はピスタチオナッツの殻である、請求項１～３のいずれか一項に
記載の液体洗浄組成物。
【請求項６】
　前記漂白済み洗浄粒子はオリーブの核である、請求項１～３のいずれか一項に記載の液
体洗浄組成物。
【請求項７】
　非イオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、双極性界面活性剤、両性界面活性剤、
カチオン性界面活性剤およびそれらの混合物からなる群から選択される界面活性剤をさら
に含む、請求項１～６のいずれか一項に記載の液体洗浄組成物。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の無生物表面を洗浄するための液体洗浄組成物にお
ける使用のための漂白済み研磨性洗浄粒子を調製する方法であって、
（ａ）　クルミの殻、ピスタチオナッツの殻、およびオリーブの核からなる群から選択さ
れる材料に基づいて、粒子を形成する工程であって、前記粒子は、ＩＳＯ９２７６－６に
従い、１５０～２５０μｍの円相当径により表される平均粒子サイズを有する工程と、
（ｂ）　前記粒子を水性漂白剤で漂白する工程と
を含み、
　前記水性漂白剤は、金属次亜塩素酸塩、金属塩素酸塩、過酸化水素、金属過ホウ酸塩、
金属過炭酸塩、金属過酸化物、過酸化アシル、過酸化ベンゾイル、過酢酸、オゾン、重硫
酸ナトリウム、二酸化窒素、塩素、二酸化塩素、アゾジカルボンアミド、亜硫酸ナトリウ
ム、メタ重亜硫酸ナトリウム、過炭酸塩、テトラアセチレンエチレンジアミン、金属過酸
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一硫酸塩、およびそれらの混合物からなる群から選択され、
　前記漂白済み研磨性洗浄粒子は、Ｄ　６５光源下で測定された場合に７５を超える白色
度（Ｌ*）を有する
方法。
【請求項９】
　工程（ｂ）の漂白工程は、前記粒子をその場で漂白することを含み、前記液体洗浄組成
物は漂白剤を含み、前記漂白済み研磨性洗浄粒子は、Ｄ　６５光源下で測定された場合に
７５を超える白色度（Ｌ*）を有する、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の液体洗浄組成物により無生物表面を洗浄する方法
であって、前記組成物を前記表面上に塗布する、方法。
【請求項１１】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の液体洗浄組成物を含む洗浄基材であって、前記液
体洗浄組成物は前記洗浄基材上に含浸されている、洗浄基材。
【請求項１２】
　前記洗浄基材は、織製シート、不織シート、セルロース材料をベースとしたシートおよ
びスポンジ、ならびにオープンセル構造のフォームからなる群から選択される、請求項１
１に記載の洗浄基材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、屋内及び家周りの硬質表面、皿表面、自動車及び車両表面などの様々な無生
物表面を洗浄するための液体組成物に関する。より具体的には、本発明は、洗浄に好適な
粒子を含む液体磨き用組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本願は、欧州特許出願第１０１７７８１５．７号（出願日：２０１０年９月２１日）の
優先権を主張する国際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１１／０５２２５８号（国際出願日：
２０１１年９月２０日）の国内移行である特願２０１３－５２９４０３号の分割出願であ
る。
　粒子組成物などの磨き用組成物又は研磨性成分を含有する液体（ゲル、ペースト型を含
む）組成物は当業界では周知である。このような組成物は、様々な表面、特に、しみ及び
汚れの除去が困難な汚染を受ける傾向のある表面を洗浄するのに使用される。
【０００３】
　現時点で既知の磨き用組成物の中で、最も好評な磨き用組成物は、球状のものから不規
則の形状のものまで様々な形状の研磨性粒子をベースとするものである。最も一般的な研
磨性粒子は、炭酸塩、粘土、シリカ、ケイ酸塩、シェールアッシュ、パーライト及び珪砂
のような無機物質、あるいは、ポリプロピレン、ＰＶＣ、メラミン樹脂、尿素樹脂、ポリ
アクリレート及び誘導体のような有機ポリマービーズのいずれかものであり、研磨性粒子
を懸濁させたクリームのような稠度を有する液体組成物の形態になる。
【０００４】
　このような現時点で既知の磨き用組成物のもつ表面安全特性は不適切なものであり、あ
るいは適切な表面安全特性を持つ組成物と比較して劣った洗浄性能が示される。実際、極
めて硬い研磨性粒子が存在することにより、これらの組成物は、塗布した表面を損傷、す
なわち擦傷する可能性がある。配合者は、洗浄性能が良好であるものの激しく表面を損傷
させる製品か、あるいは許容可能な表面安全特性を示すものの洗浄性能の面で劣っている
製品かを選択する必要がある。加えて、このような、少なくとも特定の分野の用途（例え
ば、硬質表面洗浄）において現在知られているこすり洗い用組成物は、消費者には時代遅
れのものであると認識されており、多くの場合、使用時に感じられる不快な手触りに起因
して嫌われる。
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【０００５】
　堅果の殻の粒子及び野菜の粒子などの天然粒子は、好適な研磨性粒子のうちの一種であ
る。天然粒子は望ましくない茶系統の色を有し、これらの粒子は少量でも洗浄液の色を茶
色に変えてしまう傾向があり、このような作用は審美的に望ましくない。洗浄時には、表
面上に残された残留茶色粒子は暗色の残留物を残し、洗浄製品の洗浄効率を全般的に低下
させることが判明している。したがって、最終的な洗浄結果を改善するにあたり、漂白さ
れた研磨性粒子を使用することは好ましい。
【０００６】
　更に、洗浄液中では、茶色の粒子は白色粒子よりも視認され易いことから、白色の研磨
性粒子がより好ましい。これこそが、白色に着色された粒子が、最終的な洗浄結果と、そ
れらの審美特性を改善できる理由である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、本発明は、無生物表面、例えば、屋内及び家周辺の硬質表面、皿表面など
の各種表面の洗浄に好適な液体洗浄組成物を提供することを目的とし、本組成物は、良好
な洗浄性能を提供しつつ良好な表面安全特性も提供する。更に、本発明は、洗浄性能を改
善するための洗浄用研磨性粒子を含む、審美的に許容可能な洗浄組成物を提供することを
目的とする。
【０００８】
　上記目的は、本発明に従う組成によって達成可能であることが見出された。
【０００９】
　釉薬加工済及び非釉薬加工セラミックタイル、エナメル、ステンレス鋼、Ｉｎｏｘ（登
録商標）、Ｆｏｒｍｉｃａ（登録商標）、ビニル、無ワックスビニル、リノリウム、メラ
ミン樹脂、ガラス、プラスチック、Ｔｅｆｌｏｎ（登録商標）塗装表面などの様々な材料
から構成された無生物表面の洗浄／クレンジングに使用し得るということが本発明に従う
組成物の利点である。
【００１０】
　本発明の更なる利点は、本発明の組成物では、上記のメリットをなお提供させつつも、
粒子を極めて低濃度で配合することができるということである。実際、一般的には、他の
技術を用い良好な洗浄性能を得るには高濃度の研磨性粒子が必要とされ、したがって配合
及び加工コストが高くなり、すすぎが困難になり、及び最終洗浄特性が難しいものになり
、並びに洗浄組成物の審美性及び手触りの気持ちよさには限界がある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、研磨剤としての漂白済み洗浄粒子を含む液体洗浄組成物に関し、上記漂白済
み洗浄粒子は、漂白済み堅果の殻の粒子、他の植物部分に由来する漂白済み粒子、漂白済
み木材粒子、及びこれらの混合物からなる群から選択され、漂白済み洗浄粒子は、Ｄ　６
５光源下で測定した場合に６５を超える白色度（Ｌ*）を有する。
【００１２】
　本発明は、研磨性洗浄粒子を含む液体洗浄組成物で表面を洗浄する方法であって、上記
表面を上記組成物に接触させる、好ましくは上記組成物を上記表面上に塗布する方法を更
に包含する。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　液体洗浄組成物
　本発明に従う組成物は、様々な無生物表面用のクリーナーとして設計される。
【００１４】
　好ましい実施形態では、本明細書に記載の組成物は、家庭用硬質表面、皿表面、皮革又
は合成皮革のような表面、及び自動車車両表面からなる群から選択される無生物表面の洗
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浄に好適である。
【００１５】
　「家庭用硬質表面」により、本明細書中では、例えば、セラミック、ビニル、無ワック
スビニル、リノリウム、メラミン樹脂、ガラス、Ｉｎｏｘ（登録商標）、Ｆｏｒｍｉｃａ
（登録商標）、ビトロセラミック、任意のプラスチック、プラスチック化木材、金属又は
任意の塗装又はワニス仕上げ又は密封表面などのような異なる材料からできている、床、
壁、タイル、窓、食器棚、流し、シャワー、シャワー用プラスチック製カーテン、洗面台
、ＷＣ、備え付けの家具及び取付具などの、キッチン、バスルームのような屋内及び家の
周りで見出される任意の種類の表面を意味する。家庭に存在する硬質表面としては、限定
するものではないが、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、自動乾燥機、オーブン、電子レンジ、食
器洗浄機などが挙げられる家庭用電化製品も包含される。このような硬質表面は、個人家
庭用並びに商業用、企業用及び工業用の環境の両方で見出される。
【００１６】
　本明細書において、「皿表面」は、食器洗浄時に見られる、食器、食卓食器、まな板、
ポット、及び平鍋、並びにステンレス鋼、ガラス、セラミック、磁器、金属、任意のプラ
スチック、木材、及びテフロンなどの異なる材料から製造された同様物などの、任意の種
類の表面を意味する。このような皿表面は、個人家庭用並びに商業用、企業用及び工業用
の環境の両方で見出され得る。
【００１７】
　本発明による組成物は、固体又は気体ではなく液体組成物である。液体組成物は、水同
様の粘度を有する組成物、並びにゲル及びペーストなどの増粘された組成物を含む。
【００１８】
　本明細書に記載の好ましい実施形態では、本明細書の液体組成物は水性組成物である。
したがって、組成物は、全組成物の３０重量％～９９．５重量％、好ましくは３５重量％
～９８重量％、より好ましくは４０重量％～９５重量％の水を含んでもよい。
【００１９】
　本明細書に記載の別の好ましい実施形態では、本明細書に記載の液体組成物は、全組成
物の０重量％～１０重量％の水、好ましくは全組成物の０重量％～５重量％、より好まし
くは０重量％～１重量％、最も好ましくは０重量％の水を含んでもよいが、ほぼ非水性組
成物である。
【００２０】
　本明細書において好ましい実施形態では、本組成物は中性組成物であり、すなわち、２
５℃下で測定した場合に、６～１０の、より好ましくは６．５～９．５の、更により好ま
しくは７～９のｐＨを有する。
【００２１】
　他の好ましい実施形態では、組成物は、好ましくはｐＨ　４以上のｐＨを有し、あるい
は好ましくはｐＨ　９．５以下のｐＨを有する。
【００２２】
　したがって、本明細書に記載の組成物は、ｐＨ調整に好適な塩基及び酸を含んでもよい
。
【００２３】
　本明細書において使用される好適な塩基は、有機及び／又は無機塩基である。本明細書
における使用に好適な塩基は、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム及び／又は水酸化リチ
ウムなどの苛性アルカリ、並びに／又は酸化ナトリウム及び／又は酸化カリウムなどのア
ルカリ金属酸化物、又はこれらの混合物である。好ましい塩基は、苛性アルカリ、より好
ましくは水酸化ナトリウム及び／又は水酸化カリウムである。
【００２４】
　他の好適な塩基としては、アンモニア、炭酸アンモニウム、全ての利用可能な炭酸塩、
例えば、Ｋ2ＣＯ3、Ｎａ2ＣＯ3、ＣａＣＯ3、ＭｇＣＯ3など、アルカノールアミン（例え
ば、モノエタノールアミン）、尿素及び尿素誘導体、ポリアミンなどが挙げられる。
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【００２５】
　存在する場合、このような塩基の典型的な濃度は、全組成物の０．０１重量％～５．０
重量％、好ましくは０．０５重量％～３．０重量％であり、より好ましくは０．１重量％
～０．６重量％である。
【００２６】
　本明細書に記載の組成物は、必要とされる程度にｐＨを調整するための酸を含み得、酸
を加えてある場合でも、本明細書に記載の組成物は、中性のｐＨからアルカリ性のｐＨ、
好ましくは上述のようなアルカリ性のｐＨを維持する。本明細書における使用に好適な酸
は、有機及び／又は無機酸である。本明細書における使用に好ましい有機酸は、６未満の
ｐＫａを有する。好適な有機酸は、クエン酸、乳酸、グリコール酸、コハク酸、グルタル
酸及びアジピン酸、並びに、これらの混合物からなる群から選択される。上記酸の混合物
は、商品名Ｓｏｋａｌａｎ（登録商標）ＤＣＳでＢＡＳＦから市販されている。好適な無
機酸は、塩酸、硫酸、リン酸及びこれらの混合物からなる群から選択される。
【００２７】
　存在する場合、このような酸の典型的な濃度は、全組成物の０．０１重量％～５．０重
量％、好ましくは０．０４重量％～３．０重量％、より好ましくは０．０５重量％～１．
５重量％である。
【００２８】
　本発明による好ましい実施形態では、本明細書に記載の組成物は、増粘組成物である。
好ましくは、本明細書の液体組成物は、角度２°でステンレス鋼製の４ｃｍ円錐形スピン
ドルを備えるレオメーターモデルＡＲ　１０００（ＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓにより
供給）で測定した場合（最大８分で０．１～１００秒-1の直線的な増分）、２０ｓ-1にお
いて７５００ｃｐｓまで、より好ましくは５０ｃｐｓ～５０００ｃｐｓ、更により好まし
くは５０ｃｐｓ～２０００ｃｐｓ、最も好ましくは２０ｓ-1及び２０℃において３００ｃ
ｐｓ～１５００ｃｐｓの粘度を有する。
【００２９】
　本発明による別の好ましい実施形態では、本明細書に記載の組成物は水同様の粘度を有
する。「水同様の粘度」により、本明細書中では水の粘度に近い粘度を意味する。好まし
くは、本明細書に記載の液体組成物は、６０ｒｐｍで最大５０ｃｐｓの粘度を有し、６０
ｒｐｍ及び２０℃で、Ｂｒｏｏｋｆｉｅｌｄデジタル粘度計ＤＶ　ＩＩ型を、スピンドル
２で使用して測定するとき、より好ましくは０ｃｐｓ～３０ｃｐｓ、更により好ましくは
０ｃｐｓ～２０ｃｐｓ、最も好ましくは、０ｃｐｓ～１０ｃｐｓの粘度を有する。
【００３０】
　研磨性洗浄粒子
　本明細書に記載の液体洗浄組成物は、堅果の殻又は他の植物部分の剪断及び／又は磨砕
により形成される研磨性洗浄粒子を含む。他の植物部分とは、限定するものではないが、
茎、根、葉、種、根、及びこれらの混合物を意味する。本発明の組成物に含まれる研磨性
洗浄粒子は、木材を使用して製造してもよい。
【００３１】
　好ましい堅果の殻は、ピスタチオナッツの殻、クルミの殻、アーモンドの殻及びこれら
の混合物からなる群から選択される。好ましい堅果の殻はクルミの殻又はピスタチオナッ
ツの殻である。
【００３２】
　他の植物の部分を使用して本発明の洗浄粒子を製造する場合、そのような材料はコメ、
トウモロコシ穂軸、ヤシバイオマス、竹、ケナフ、りんご種子、杏仁、オリーブの核、及
びこれらの混合物に由来する。他の植物部分を使用する場合、好ましい洗浄粒子は、オリ
ーブの核から製造されるものである。
【００３３】
　驚くべきことには、本発明の研磨性洗浄粒子は、好ましくは上記研磨性洗浄粒子が全組
成物の０．１重量％～２０重量％、好ましくは０．１重量％～１０重量％、より好ましく
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は０．５重量％～５重量％、更により好ましくは０．５重量％～３重量％であるなど比較
的低濃度の場合でも良好な洗浄性能を示すということが判った。
【００３４】
　研磨性洗浄粒子は、好ましくは色安定な粒子である。本明細書では、「色安定」とは、
本発明で使用される粒子の色が、保存及び使用の間に実質的に変色しないことを意味する
。
【００３５】
　本明細書で使用される研磨性粒子は、好ましくは漂白されている。クルミの殻の漂白方
法は、Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ａｎｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ，Ｖｏｌ．２９，Ｍａｒｃｈ　１９
８４，ｐａｇｅｓ　１０～１６に記載されている。別の公知の漂白方法及び漂白方法に使
用される化学物質を以下に掲載する。
【００３６】
　研磨性粒子による漂白方法では、水性漂白剤が使用される。好ましくは水性漂白剤は、
金属次亜塩素酸塩（例えば、次亜塩素酸カルシウム又は次亜塩素酸ナトリウム）、金属塩
素酸塩（例えば、塩素酸ナトリウム）、過酸化水素、金属過ホウ酸塩（例えば、過ホウ酸
ナトリウム）、金属過炭酸塩（例えば、過炭酸ナトリウム）、金属過酸化物（例えば、過
酸化カルシウム、過酸化マグネシウム、過酸化アシル又は過酸化ベンゾイル）、過酢酸、
オゾン、重硫酸ナトリウム、二酸化窒素、塩素、二酸化塩素、アゾジカルボンアミド、亜
硫酸塩（例えば、亜硫酸ナトリウム、メタ重亜硫酸ナトリウム）、過炭酸塩（例えば、過
炭酸ナトリウム及びテトラアセチレンエチレンジアミン）、金属過酸一硫酸塩（例えば、
過酸一硫酸ナトリウム又は過酸一硫酸カリウム）、及びこれらの混合物からなる群から選
択される。
【００３７】
　酢酸、塩酸、硫酸又は硝酸による酸性化を介する活性化は、一部の漂白組成物において
漂白を促進する。理論に束縛されるものではないが、漂白組成物は、付随するホワイトニ
ング効果により、アセトリシス分解も促進すると考えられる。
【００３８】
　酸での予備処理を行って又は行わずに、過酸化水素、次亜塩素酸ナトリウム又は亜塩素
酸ナトリウムを使用することが好ましい。
【００３９】
　また、知られている通り、漂白工程は天然素材に元々存在するかび又は真菌の増殖を阻
害する助けにもなる。
【００４０】
　堅果及び／又は野菜粒子に所望される白色度を得るために、添加剤を使用して漂白工程
を強化することもできる。好適な添加剤は、光学増白剤、蛍光増白剤、及び蛍光ホワイト
ニング剤などの増白剤である。好適な蛍光増白剤としては、スチルベン系増白剤が挙げら
れる。スチルベン系増白剤は、アルキレン鎖により分離されたアリール基を２つ持つ芳香
族化合物である。光学増白剤は、米国特許第４，３０９，３１６号、同第４，２９８，４
９０号、同第５，０３５，８２５号及び同第５，７７６，８７８号に更に詳細に記載され
ている。ホワイトニング工程を強化するその他の有用な添加剤は、コーティング剤として
使用される染料又は顔料、特にチタンジオキシド、又は米国特許第７７１３９２１号に記
載の真珠光沢技術である。
【００４１】
　上記の工程による、白色化処理済み研磨剤の製造は、典型的には、研磨剤を洗浄組成物
に配合する前に実施されるが、一部の例では、ホワイトニング工程は、洗浄組成物の製造
工程中にも実施することができ、しばしば、最終的な洗浄組成物の保管時にまで及ぶ。こ
の場合、洗浄組成物の漂白剤はその場で洗浄粒子を漂白する。この工程により得られる漂
白済みの研磨性洗浄粒子は、Ｄ　６５光源下で測定した場合に６５超の白色度（Ｌ*）を
有する。Ｄ６５光源下で測定された６５超の白色度は、その場での漂白工程では１０日以
内に得られる。その場での漂白組成物は、洗浄組成物の最少で３重量％の漂白剤、より好
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ましくは最少で５％の漂白剤を含み（但し、漂白剤の最大量は組成物の２０重量％である
）、組成物は最大で組成物の５重量％の天然の研磨性粒子、好ましくは最大で組成物の２
重量％の天然の研磨性粒子を含む。漂白剤は次亜塩素酸ナトリウム又は過酸化水素から選
択される。漂白剤は好ましくは過酸化水素である。
【００４２】
　本発明で使用される粒子は、Ｄ　６５光源下で測定した場合に６５超の、好ましくは７
５を上回る白色度（Ｌ*）を有する白色のものである。
【００４３】
　所望の色及び／又は白さを安定させるために、好適な色安定化剤を更に使用することも
できる。
【００４４】
　本明細書で使用するとき、用語「白色度（Ｌ*）」は、錠剤化された試料に関し、反射
モードでＧｒｅｔａｇ　ｍａｃｈｂｅａｔｈ（商標）７０００　ａ　ｃｏｌｏｒ－ｅｙｅ
装置又は同等装置を用い測定された白色度を意味する。この装置により光源の選択が提供
される。「Ｄ６５」が欧州西部及び北部の昼間のおおよその日光を表すのに対し、「ｉｌ
ｌｕｍｉｎａｎｔ　Ａ」は一般的な家庭用タングステン電球を表し、及び「ＣＷＦ２」は
冷白色の蛍光灯を表す。したがって、この装置は、日光、タングステン光及び蛍光灯条件
について測定することができ、白色度（Ｌ*）の標準的な測定を提供する。照射条件Ｌ*の
各設定下では、１００は完全な白色を、０は全く白色でないことを意味すると定義される
。本発明の目的に関し、「Ｄ６５」光源は白色度の測定に使用される。
【００４５】
　白色度測定：
　Ｇｒｅｔａｇ　Ｍａｃｂｅａｔｈ　７０００　ａ　ｃｏｌｏｒ－ｅｙｅ装置を用い、欧
州西部及び北部の昼間のおおよその日光を表す「Ｄ６５」光源により白色度（Ｌ*）を測
定した。
【００４６】
　確実に粒子が良好にパッキングされ、材料の連続的な層が形成されるよう、漂白済みの
堅果の粒子をホルダに装填した。ｃｏｌｏｒ－ｅｙｅ装置のホルダに乗せたものを配置し
、測定を行った。視野が３ｍｍ×８ｍｍであった場合、領域は観測角で１０°であった。
反射基材を包含させた。概して、測定は二つ組で実施し、平均をとった。
【００４７】
　好ましい実施形態では、研磨洗浄粒子は、好ましくは、非転動性である。あるいは、別
の好ましい実施形態では、研磨洗浄粒子は、好ましくは、鋭利である。「非転動性」とは
、研磨洗浄粒子と表面とが、摺動によって互いに接触していることを意味する。
【００４８】
　実際に、本出願人は、非転動性及び／又は鋭利な研磨洗浄粒子が、良好な汚れ除去を提
供することを見出した。
【００４９】
　好ましい実施形態では、研磨洗浄粒子は、１０μｍ～１０００μｍの、好ましくは５０
μｍ～５００μｍの、より好ましくは１００μｍ～３５０μｍの、最も好ましくは１５０
～２５０μｍの平均ＥＣＤを有する。
【００５０】
　実際に、出願人は、効率的な洗浄性能を達成するためには研磨剤の粒径がきわめて重要
である一方で、粒径の小さすぎる研磨剤集団、例えば、典型的には１０マイクロメートル
未満の小さい粒径を有する集団は、粒径が小さいことに伴い、洗浄剤中への粒子充填量当
りの粒子数が増加するものの、磨き作用と洗浄性とが拮抗してしまうという特徴があるこ
とを見出した。他方、粒径が大き過ぎる場合、例えば、典型的には粒径が１０００マイク
ロメートル以上の研磨剤集団は、大粒径に固有なこととして洗浄剤中への粒子充填量当た
りの粒子数が著しく減少するので、最適洗浄効率を提供しない。更には、実際面で、小さ
くて多数の粒子は、様々な表面トポロジーから除去することが困難である場合が多く、可



(9) JP 2016-104867 A 2016.6.9

10

20

30

40

50

視の粒子残留物を表面に残存させないのであれば、除去するための過大な労力が、ユーザ
ーに要求されることから、粒径が過剰に小さいと洗浄剤内／洗浄作業用には望ましくない
。他方、大き過ぎる粒子は、目視での検出が容易過ぎるか、又はクリーナーの取扱い又は
使用時の感触がよくない。それゆえ、本出願人らは、最適な洗浄性能及び使用体験の両方
を与える最適な粒径範囲を本明細書中で定義する。
【００５１】
　研磨性粒子は、等価円直径ＥＣＤ（ＡＳＴＭ　Ｆ１８７７－０５第１１．３．２項）と
も呼ばれる、円相当径（ＩＳＯ　９２７６－６：２００８（Ｅ）第７項）により定義され
る粒径を有する。粒子集団の平均ＥＣＤは、１０マイクロメートル以下の円相当径（ＥＣ
Ｄ）を有する粒子のデータを測定及び計算から排除した後、少なくとも１０　０００粒子
、好ましくは５０　０００粒子以上、より好ましくは１００　０００粒子以上の粒子集団
のそれぞれの粒子の各ＥＣＤの平均として計算される。平均データは、容積を基準にした
測定値と数を基準にした測定値との比較から抽出される。
【００５２】
　堅果の殻及び／又は他の植物部分の大きさを、本明細書に記載の研磨性洗浄粒子の大き
さへと減少させる好適な方法のうちの１つのものは、上記堅果の殻及び／又は他の植物部
分を磨砕及び／又は挽くというものである。他の好適な手段としては、集塵装置を備える
高速の削剥ホイールなどの、削剥器具の使用が挙げられ、このホイールの表面は、パター
ンが彫刻されるか、又は研磨紙などで被覆され、発泡体が、本明細書における研磨剤粒子
を形成することを促進する。
【００５３】
　代替的には、バルク状の堅果の殻及び／又は他の植物部分を、手動で切り刻む又は切断
することにより、又は砕塊機、例えばＳＨｏｗｅｓ，Ｉｎｃ．（Ｓｉｌｖｅｒ　Ｃｒｅｅ
ｋ，ＮＹ）のモデル２０３６などの機械的な器具を用いて寸法数ｃｍの片に破砕すること
ができる。第２の段階では、プロペラ又は鋸刃を備えるディスク分配ツールを用い、破砕
塊を撹拌し、堅果の殻及び／又は他の植物部分に含まれる水を放出させ、堅果の殻及び／
又は他の植物部分粒子の水相分散スラリーを製造する。第３の段階では、高剪断ミキサー
（Ｕｌｔｒａ　Ｔｕｒｒａｘロータ－ステーターミキサー（ＩＫＡ　Ｗｏｒｋｓ，Ｉｎｃ
．（Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，ＮＣ）などの）を使用して、一次スラリーの粒径を洗浄粒子
に対して要求されるものまで減少させことができる。
【００５４】
　好ましくは、磨砕又はミリング操作により得られる研磨性洗浄粒子は、単一粒子である
。
【００５５】
　本発明に好ましい研磨性洗浄粒子は、液体洗浄に浸漬させる前に、ショアＤ硬度スケー
ルに従って測定したときに、４０～９０、好ましくは６０～９０、より好ましくは５０～
８５、最も好ましくは７０～８０の硬度を有する。硬度ショアＤは、ＡＳＴＭ　Ｄ２２４
０に記載の方法に従って、Ｄ型デュロメーターにより測定する。
【００５６】
　あるいは、本発明に好ましい研磨性洗浄粒子は、液体洗浄組成物に浸漬させる際に、モ
ース硬度スケールに従って測定したときに、０．２～４、好ましくは０．２～３の硬度を
有する。モース硬度スケールは、硬度が既知の化合物の硬度を測定するための、国際的に
認定されているスケールである。Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｋｉｒｋ－Ｏｔｈｍｅｒ，４th　Ｅｄｉｔｉｏｎ　Ｖｏｌ　１，
ｐａｇｅ　１８又はＬｉｄｅ，Ｄ．Ｒ（ｅｄ）ＣＲＣ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｃｈｅ
ｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ，７３　ｒｄ　ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｂｏｃａ　Ｒａ
ｔｏｎ，Ｆｌａ．：Ｔｈｅ　Ｒｕｂｂｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ，１９９２～１９９３を参照
のこと。
【００５７】
　本発明で使用される研磨性洗浄粒子は、漂白済みの堅果の殻の粒子又は漂白済みの野菜
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粒子と、他の好適な研磨性洗浄粒子との混合物であってもよい。しかしながら、全ての研
磨性洗浄粒子が、９０以下のショアＤ硬度又は４以下のモース硬度を有する必要がある。
他の研磨性洗浄粒子は、プラスチック、硬質ワックス、無機及び有機研磨剤、及び天然材
料からなる群から選択され得る。他の研磨性洗浄粒子は、水にほぼ不溶性又はある程度水
溶性である。最も好ましくは、他の研磨剤成分は、炭酸カルシウムであるか、又は天然の
植物に由来する研磨剤から誘導される。
【００５８】
　任意成分
　本発明の組成物は、目的とする技術的効果及び処理される表面に応じて、種々の任意成
分を含んでもよい。
【００５９】
　本明細書において使用するのに好適な、任意選択的な成分としては、懸濁助剤、キレー
ト剤、界面活性剤、ラジカルスカベンジャー、香料、洗浄及び表面改質ポリマー、溶媒、
ビルダー、緩衝剤、抗菌剤、ヒドロトロープ、着色剤、安定剤、漂白剤、漂白活性剤、泡
立ち制御剤（脂肪酸などの起泡剤及び消泡剤のいずれも）、酵素、泡懸濁剤、増白剤、防
塵剤、分散剤、顔料、染料、真珠光沢剤、レオロジー調整剤、スキンケア活性剤（皮膚軟
化剤、保湿剤及び／又はコンディショニングポリマー）が挙げられる。
【００６０】
　懸濁助剤
　本発明の組成物中に存在する研磨性洗浄粒子は固体粒子であり、液体組成物中に含まれ
る。上記研磨性洗浄粒子は液体組成物中に懸濁していてもよい。しかしながら、このよう
な研磨性洗浄粒子が、組成物に不安定に懸濁されたり、沈降又は最上部に浮遊するという
ことは、充分本発明の範囲内のことである。この場合には、使用者は、使用前に組成物を
揺動（例えば、振盪又は撹拌）することにより、研磨性洗浄粒子を一時的に懸濁させなけ
ればならないこともある。
【００６１】
　しかしながら、本明細書では研磨性洗浄粒子は、本明細書に記載の液体組成物に安定的
に懸濁されることが好ましい。したがって、本明細書に記載の組成物は懸濁助剤を含む。
【００６２】
　本明細書に記載の懸濁助剤は、構造形成剤など、本発明の液体組成物中で研磨性洗浄粒
子の懸濁液をもたらすように特に選択された化合物であるか、あるいは、増粘剤又は界面
活性剤（本明細書中で別箇所で述べるような）などの別の機能をもたらす化合物であって
もよい。
【００６３】
　洗浄組成物及び他の洗剤又は化粧用組成物中でゲル化、増粘又は懸濁剤として典型的に
使用される、任意の好適な有機及び無機懸濁助剤を、本明細書において使用してもよい。
好適な有機懸濁助剤は多糖ポリマーを含む。加えて又は代替として、ポリカルボン酸塩系
ポリマー増粘剤を本明細書中で使用してもよい。また、加えて又は上述の代替として、層
状ケイ酸塩小板、例えばヘクトライト、ベントナイト又はモンモリロナイトも使用するこ
とができる。好適な市販の層状ケイ酸塩は、Ｒｏｃｋｗｏｏｄ　Ａｄｄｉｔｉｖｅｓから
入手可能な、Ｌａｐｏｎｉｔｅ　ＲＤ（登録商標）又はＯｐｔｉｇｅｌ　ＣＬ（登録商標
）である。また、ヒドロキシル含有脂肪酸などの上記ヒドロキシル含有結晶質構造剤に加
えて、又はそれに代えて、米国特許第６０８０７０７に記載のもののような脂肪エステル
若しくは脂肪石鹸ろう様材料などを使用することもできる。上記結晶質ヒドロキシル含有
構造剤は、周囲環境～おおよそ周囲環境下では水に不溶性である。一部の好ましいヒドロ
キシル含有懸濁助剤としては、１２－ヒドロキシステアリン酸、９，１０－ジヒドロキシ
ステアリン酸、トリ－９，１０－ジヒドロキシステアリン、及びトリ－１２－ヒドロキシ
ステアリンが挙げられる。ヒマシワックス又は水添ヒマシ油は、純粋なヒマシ油の水素化
（トリグリセリド脂肪酸の飽和）により製造され、主にトリ－１２－ヒドロキシステアリ
ンからなる。市販の、硬化ヒマシ油系結晶質のヒドロキシル含有安定剤としては、Ｒｈｅ
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ｏｘ社（現Ｅｌｅｍｅｎｔｉｓ社）からのＴＨＩＸＣＩＮ（登録商標）が挙げられる。
【００６４】
　好適なポリカルボン酸塩系ポリマー増粘剤としては、架橋ポリアクリレート（好ましく
は架橋の程度が軽いもの）が挙げられる。特に好適なポリカルボン酸塩ポリマー増粘剤は
、商品名Ｃａｒｂｏｐｏｌ　６７４（登録商標）でＬｕｂｒｉｚｏｌから市販されている
Ｃａｒｂｏｐｏｌである。
【００６５】
　本明細書での使用に関して好適な多糖ポリマーとしては、カルボキシメチルセルロース
、エチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒ
ドロキシメチルセルロースのような置換セルロース材料；米国特許出願公開第２００８／
０１０８７１４号（ＣＰ　Ｋｅｌｃｏ）又は同第２０１０／０２１０５０１号（Ｐ＆Ｇ）
で説明されるようなミクロフィブリルセルロース（ＭＦＣ）；サクシノグリカン、及びキ
サンタンガム、ジェランガム、グアーガム、ローカストビーンガム、トラガカントガム、
サクシノグルカンガム、若しくはこれらの誘導体のような天然起源の多糖ポリマー、ある
いはこれらの混合物が挙げられる。キサンタンガムは商品名Ｋｅｌｚａｎ　ＴでＫｅｌｃ
ｏから市販されている。
【００６６】
　より好ましい懸濁助剤はトリ－１２－ヒドロキシステアリン及びキサンタンガムである
。代替の実施形態では、本明細書における懸濁助剤は、ポリカルボキシレートポリマー増
粘剤、好ましくは（好ましくは軽）架橋ポリアクリレートである。本明細書中の極めて好
ましい実施形態では、液体組成物は、多糖ポリマー又はこれらの混合物、好ましくはキサ
ンタンガムと、ポリカルボキシレートポリマー又はこれらの混合物、好ましくは架橋ポリ
アクリレートとの組み合わせを含む。
【００６７】
　好ましい例として、キサンタンガムは、好ましくは、全組成物の０．１重量％～５重量
％、より好ましくは０．５重量％～２重量％、更により好ましくは０．８重量％～１．２
重量％の濃度で存在する。
【００６８】
　好ましい実施例として、トリ－１２－ヒドロキシステアリンは、好ましくは、全組成物
の０．０５重量％～５重量％、より好ましくは０．０８重量％～３重量％、更により好ま
しくは０．１重量％～２．５重量％の濃度で存在する。
【００６９】
　有機溶媒
　本明細書に記載の組成物は、任意ではあるが、極めて好ましい成分として有機溶媒又は
これらの混合物を含む。
【００７０】
　本明細書に記載の組成物は、全組成物の０重量％～３０重量％、より好ましくは約１．
０重量％～約２０重量％、最も好ましくは約２重量％～約１５重量％の有機溶媒又はこれ
らの混合物を含む。
【００７１】
　好適な溶媒は、脂肪族アルコール、約４～約１４個の炭素原子、好ましくは約６～約１
２個の炭素原子、より好ましくは約８～約１０個の炭素原子を有するエーテル及びジエー
テル、グリコール又はアルコキシル化グリコール、グリコールエーテル、アルコキシル化
芳香族アルコール、芳香族アルコール、テルペン、並びにこれらの混合物からなる群から
選択することができる。脂肪族アルコール及びグリコールエーテル溶媒が最も好ましい。
【００７２】
　式Ｒ－ＯＨの脂肪族アルコールであり、式中、Ｒが、炭素原子が約１～約２０個の、好
ましくは約２～約１５個の、より好ましくは約５～約１２個の、直鎖又は分枝状、飽和又
は不飽和のアルキル基であるものが、好適な溶媒である。好適な脂肪族アルコールはメタ
ノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール又はこれらの混合物である。脂肪
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族アルコールの中では、蒸気圧が高く、及び残渣を残さない傾向があるために、エタノー
ル及びイソプロパノールが最も好ましい。
【００７３】
　本明細書で使用される好適なグリコールは、式ＨＯ－ＣＲ1Ｒ2－ＯＨ（式中、Ｒ１及び
Ｒ２は、独立してＨ又はＣ2～Ｃ10飽和又は不飽和脂肪族炭化水素鎖及び／又は環状鎖で
ある）に従う。本明細書における使用に好適なグリコールは、ドデカングリコール及び／
又はプロパンジオールである。
【００７４】
　１つの好ましい実施形態では、少なくとも１つのグリコールエーテル溶媒が本発明の組
成物に組み込まれる。特に好ましいグリコールエーテルは、１～３個のエチレングリコー
ル又はプロピレングリコール部分と結合した末端Ｃ3～Ｃ6炭化水素を有するものであり、
これにより適度な疎水性、及び好ましくは表面活性がもたらされる。エチレングリコール
系化合物をベースとする市販の有機洗浄溶媒の例としては、Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌか
ら入手可能な、モノ－エチレングリコールｎ－ヘキシルエーテル（Ｈｅｘｙｌ　Ｃｅｌｌ
ｏｓｏｌｖｅ（登録商標））が挙げられる。エチレングリコール系化合物をベースとする
市販の溶媒の例としては、商品名Ａｒｃｏｓｏｌｖ（登録商標）及びＤｏｗａｎｏｌ（登
録商標）でＡｒｃｏから入手可能な、プロピル及びブチルアルコールのジ－及びトリ－プ
ロピレングリコール誘導体が挙げられる。
【００７５】
　本発明の文脈では、好ましい溶媒は、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－プロピルエーテル、モノ－プロピレングリコール
モノ－ブチルエーテル、ジ－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、トリ－プロピレングリコールモノ－ブチルエーテ
ル、エチ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－ブチルエー
テル、エチレングリコールモノ－ヘキシルエーテル及びジ－エチレングリコールモノ－ヘ
キシルエーテル及びこれらの混合物からなる群から選択される。「ブチル」は、ノーマル
ブチル、イソブチル、及びターシャリーブチル基を含む。モノ－プロピレングリコール及
びモノ－プロピレングリコールモノ－ブチルエーテルが、最も好ましい洗浄溶媒であり、
商品名Ｄｏｗａｎｏｌ　ＤＰｎＰ（登録商標）及びＤｏｗａｎｏｌ　ＤＰｎＢ（登録商標
）で入手可能である。ジ－プロピレングリコールモノ－ｔ－ブチルエーテルは商品名Ａｒ
ｃｏｓｏｌｖ　ＰＴＢ（登録商標）でＡｒｃｏＣｈｅｍｉｃａｌから市販されている。
【００７６】
　特に好ましい実施形態では、洗浄溶媒は、不純物を最少化するために、精製される。こ
のような不純物としてはアルデヒド、ダイマー、トリマー、オリゴマー及び他の副生成物
が挙げられる。これらは、製品の臭い、芳香剤溶解性及び最終結果に悪影響を及ぼすこと
が見出されている。本発明者らは、低濃度のアルデヒドを含有する一般的な市販品の溶媒
が、特定の表面に対し不可逆的でかつ修復不能な黄化をもたらす可能性があるということ
を見出した。洗浄溶媒を精製して、このような不純物を最少化又は除去することにより、
表面損傷が軽微化又は排除される。
【００７７】
　好ましくはないが、本発明にテルペンを使用することができる。本明細書で使用される
好適なテルペンとしては単環テルペン、双環テルペン及び／又は非環状テルペンが挙げら
れる。好適なテルペンは、Ｄ－リモネン、ピネン、パインオイル、テルピネン、メントー
ル、テルピネオール、ゲラニオール、チモールなどのテルペン誘導体、及びシトロネラ又
はシトロネロールタイプの成分である。
【００７８】
　本明細書で使用される好適なアルコキシル化芳香族アルコールは、式Ｒ－（Ａ）n－Ｏ
Ｈ（式中、Ｒは、炭素原子が１～２０個、好ましくは２～１５個、より好ましくは２～１
０個のアルキル置換又は非アルキル置換アリール基であり、Ａは、アルコキシ基、好まし
くはブトキシ基、プロポキシ基及び／又はエトキシ基であり、ｎは約１～約５、好ましく
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は約１～約２の整数である）に従う。好適なアルコキシル化芳香族アルコールは、ベンゾ
キシエタノール及び／又はベンゾキシプロパノールである。
【００７９】
　本明細書で使用される好適な芳香族アルコールは、式Ｒ－ＯＨ（式中、Ｒは炭素原子が
約１～約２０個、好ましくは約１～約１５個、より好ましくは約１～約１０個のアルキル
置換又は非アルキル置換アリール基である）に従う。例えば、本明細書で使用される好適
な芳香族アルコールは、ベンジルアルコールである。
【００８０】
　界面活性剤
　本明細書での組成物は、非イオン性、アニオン性、双極性、両性、カチオン性の界面活
性剤、又はこれらの混合物を含み得る。好適な界面活性剤は、８～２０個の炭素原子を含
有する疎水性鎖を有する、非イオン性、アニオン性、双極性、カチオン性、及び両性の界
面活性剤からなる群から選択されるものである。好適な界面活性剤の例は、ＭｃＣｕｔｃ
ｈｅｏｎ’ｓ　Ｖｏｌ．１：Ｅｍｕｌｓｉｆｉｅｒｓ　ａｎｄ　Ｄｅｔｅｒｇｅｎｔｓ，
Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｅｄ．，ＭｃＣｕｔｃｈｅｏｎ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ，Ｍ
Ｃ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏ．，２００２に記載されている。
【００８１】
　好ましくは、本明細書での組成物は、全組成物の０．０１重量％～５０重量％の、より
好ましくは０．５重量％～４０重量％の、最も好ましくは１重量％～３６重量％の界面活
性剤、又はその混合物を含む。
【００８２】
　好適な非イオン性界面活性剤の非限定的な例としては、アルコールアルコキシレート、
アルキル多糖、アミンオキシド、エチレンオキシド及びプロピレンオキシドのブロックコ
ポリマー、フッ素系界面活性剤及びケイ素系界面活性剤が挙げられる。補助界面活性剤と
して存在させる場合、非イオン性界面活性剤は、典型的には、液体洗剤組成物の０．０１
重量％～１５重量％、好ましくは０．１重量％～１２重量％、より好ましくは０．５重量
％～１０重量％を構成する。主界面活性剤として存在させる場合には、典型的には、全組
成物の０．８重量％～４０重量％、好ましくは１重量％～３８重量％、より好ましくは２
重量％～３５重量％を構成する。
【００８３】
　本発明に好適な好ましい類の非イオン性界面活性剤は、アルキルエトキシレートである
。本発明のアルキルエトキシレートは、直鎖又は分枝状、第一級又は第二級のいずれかで
あり、疎水性末端基中に、８個の炭素原子～２２個の炭素原子、及び親水性先端基中に、
１つのエチレンオキシド単位～２５のエチレンオキシド単位を含む。アルキルエトキシレ
ートの例としては、Ｓｈｅｌｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｐ．Ｏ．Ｂｏｘ　２４６３，
１　Ｓｈｅｌｌ　Ｐｌａｚａ，Ｈｏｕｓｔｏｎ，Ｔｅｘａｓ）により供給されている、Ｎ
ｅｏｄｏｌ　９１－６（登録商標）、Ｎｅｏｄｏｌ　９１－８（登録商標）、及びＣｏｎ
ｄｅａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（９００　Ｔｈｒｅａｄｎｅｅｄｌｅ　Ｐ．Ｏ．Ｂｏｘ
　１９０２９，Ｈｏｕｓｔｏｎ，ＴＸ）により供給されている、Ａｌｆｏｎｉｃ　８１０
－６０（登録商標）が挙げられる。より好ましいアルキルエトキシレートは、疎水性末端
基中に９～１５個の炭素原子、及び親水性先端基中に４～１２のオキシド単位を含む。最
も好ましいアルキルエトキシレートは、商品名Ｎｅｏｄｏｌ　９１－５（登録商標）でＳ
ｈｅｌｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手可能な、Ｃ9~11　ＥＯ5である。
非イオン性エトキシレートは分枝状アルコールからも誘導可能である。例えば、プロピレ
ン又はブチレンなどの分枝状オレフィンフィード原料からアルコールを作製することがで
きる。好ましい実施形態では、分枝状アルコールは、２－プロピル－１－ヘプチルアルコ
ール又は２－ブチル－１－オクチルアルコールのいずれかである。望ましい分枝状アルコ
ールエトキシレートは、商品名Ｌｕｔｅｎｓｏｌ　ＸＰ　７９／ＸＬ　７９（登録商標）
でＢＡＳＦ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎにより製造及び販売されている２－プロピル－１－
ヘプチルＥＯ７／ＡＯ７である。
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【００８４】
　本発明に好適な他の好ましい部類の非イオン性界面活性剤はアミンオキシドであり、特
にココジメチルアミンオキシド又はココアミドプロピルジメチルアミンオキシドである。
アミンオキシドは、直鎖又は中程度分枝状アルキル部分を有し得る。典型的な直鎖アミン
オキシドとしては、式Ｒ1－Ｎ（Ｒ2）（Ｒ3）→Ｏ（式中、Ｒ1はＣ8~18アルキル部分であ
り、Ｒ2及びＲ3は独立してＣ1~3アルキル基及びＣ1~3ヒドロキシアルキル基からなる群か
ら選択される）の水溶性アミンオキシドが挙げられ、好ましくはメチル、エチル、プロピ
ル、イソプロピル、２－ヒドロキシエチル、２－ヒドロキシプロピル及び３－ヒドロキシ
プロピルが挙げられる。直鎖アミンオキシド系界面活性剤としては、具体的には、直鎖Ｃ

10～Ｃ18アルキルジメチルアミンオキシド、及び直鎖Ｃ8～Ｃ12アルコキシエチルジヒド
ロキシエチルアミンオキシドを挙げることができる。好ましいアミンオキシドには、直鎖
Ｃ10、直鎖Ｃ10～Ｃ12、及び直鎖Ｃ12～Ｃ14アルキルジメチルアミンオキシドが挙げられ
る。本明細書で使用するとき、「中程度分枝状（mid-branched）」とは、アミンオキシド
が、ｎ1の炭素原子を有する１つのアルキル部分を有し、アルキル部分の１つのアルキル
分枝が、ｎ2の炭素原子を有することを意味する。アルキル分枝は、アルキル部分上の窒
素からのα炭素に位置する。アミンオキシドのこの種類の分枝は、内在アミンオキシドと
しても当該技術分野において知られている。ｎ1とｎ2との総和は、炭素原子１０～２４個
、好ましくは１２～２０個、より好ましくは１０～１６個である。１つのアルキル部分に
対する炭素原子の数（ｎ1）は、１つのアルキル分枝（ｎ2）とおよそ同数の炭素原子であ
って、その１つのアルキル部分と１つのアルキル分枝とが対称となるようにされるべきで
ある。本明細書で使用するとき、「対称」は、本明細書で用いられる中程度分枝状アミン
オキシドの少なくとも５０重量％、より好ましくは少なくとも７５重量％～１００重量％
で、｜ｎ1－ｎ2｜が５個以下、好ましくは４個、最も好ましくは０～４個の炭素原子であ
ることを意味する。
【００８５】
　アミンオキシドは、Ｃ1~3アルキル、Ｃ1~3ヒドロキシアルキル基、又は平均で約１～約
３個のエチレンオキシド基を含有するポリエチレンオキシド基から独立して選択される２
つの部分を更に含む。好ましくは、２つの部分は、Ｃ1~3アルキルから選択され、より好
ましくは、両方がＣ1アルキルとして選択される。
【００８６】
　本発明に好適な別の類の非イオン性界面活性剤は、アルキル多糖である。そのような界
面活性剤は、米国特許第４，５６５，６４７号、同第５，７７６，８７２号、同第５，８
８３，０６２号、及び同第５，９０６，９７３号に開示されている。アルキル多糖の中で
は、５及び／又は６炭糖環を含むアルキルポリグリコシドが好ましく、６炭素糖環を含む
ものがより好ましく、並びに６炭素糖環がグルコースから誘導されるもの、すなわち、ア
ルキルポリグリコシド（「ＡＰＧ」）が最も好ましい。ＡＰＧ鎖長中のアルキル置換基は
、好ましくは、８～１６個の炭素原子を含有し、平均鎖長が炭素原子１０個である、飽和
又は不飽和アルキル部分である。Ｃ8～Ｃ16アルキルポリグリコシドは、いくつかの供給
者から市販されている（例えば、Ｓｅｐｐｉｃ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（７５　Ｑｕａ
ｉ　ｄ’Ｏｒｓａｙ，７５３２１　Ｐａｒｉｓ，Ｃｅｄｅｘ　７，Ｆｒａｎｃｅ）からの
Ｓｉｍｕｓｏｌ（登録商標）界面活性剤、並びにＣｏｇｎｉｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
（Ｐｏｓｔｆａｃｈ　１３　０１　６４，Ｄ　４０５５１，Ｄｕｓｓｅｌｄｏｒｆ，Ｇｅ
ｒｍａｎｙ）からのＧｌｕｃｏｐｏｎ２２０（登録商標）、Ｇｌｕｃｏｐｏｎ　２２５（
登録商標）、Ｇｌｕｃｏｐｏｎ　４２５（登録商標）、Ｐｌａｎｔａｒｅｎ　２０００　
Ｎ（登録商標）、及びＰｌａｎｔａｒｅｎ　２０００　Ｎ　ＵＰ（登録商標））。同様に
好適なのは、アルキルグリセロールエーテル及びソルビタンエステルである。
【００８７】
　本発明に関して好適な、別の部類の非イオン性界面活性剤は、７～２１個の、好ましく
は９～１７個の炭素原子を含有するアルキル基を含む、脂肪酸アミド界面活性剤である。
好ましいアミドは、Ｃ8～Ｃ20アンモニアアミド、モノエタノールアミド、ジエタノール
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アミド、及びイソプロパノールアミドである。
【００８８】
　使用可能な他の非イオン性界面活性剤としては、糖のような天然資源起源のものが挙げ
られ、更にＣ8～Ｃ16　Ｎ－アルキルグルコースアミド界面活性剤が挙げられる。
【００８９】
　本明細書に使用される別の非イオン性洗剤界面活性剤は、一般にアルコールの疎水性ア
ルキル鎖中に概ね約８個～約１６個の炭素原子を含むアルコキシル化アルコールである。
典型的なアルコキシル化基は、プロポキシ基、又はプロポキシ基と組み合わせることでア
ルキルエトキシプロポキシレートを生成するエトキシ基である。このような化合物は、商
標名Ａｎｔａｒｏｘ（登録商標）でＲｈｏｄｉａ（４０　Ｒｕｅ　ｄｅ　ｌａ　Ｈａｉｅ
－ＣｏｑＦ－９３３０６，Ａｕｂｅｒｖｉｌｌｉｅｒｓ　Ｃｅｄｅｘ，Ｆｒａｎｃｅ）か
ら、及び商標名Ｎｏｎｉｄｅｔ（登録商標）でＳｈｅｌｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌから市販さ
れている。
【００９０】
　プロピレンオキシドとプロピレングリコールとの縮合によって形成される、疎水性塩基
と、エチレンオキシドとの縮合生成物も、本明細書における使用に好適である。これらの
化合物の疎水性部分は、好ましくは１５００～１８００の分子量を有し、非水溶性を呈す
る。この疎水性部分へのポリオキシエチレン部分の付加は、分子の水溶性を全体として増
加させる傾向にあり、製品の液体性は、ポリオキシエチレン含有率が、縮合生成物の総重
量の約５０％であり、約４０モルまでのエチレンオキシドの縮合に相当する点まで保持さ
れる。この種の化合物の例としては、ＢＡＳＦにより市販されている、Ｐｌｕｒｏｎｉｃ
（登録商標）界面活性剤が挙げられる。化学的には、このような界面活性剤は、構造（Ｅ
Ｏ）x（ＰＯ）y（ＥＯ）z又は（ＰＯ）x（ＥＯ）y（ＰＯ）z（式中、ｘ、ｙ、及びｚは１
～１００、好ましくは３～５０である）を有する。良好な湿潤性界面活性剤であることが
知られているＰｌｕｒｏｎｉｃ（登録商標）界面活性剤がより好ましい。Ｐｌｕｒｏｎｉ
ｃ（登録商標）界面活性剤、及び湿潤特性を含むその特性の記述は、ＢＡＳＦから入手可
能な、表題「ＢＡＳＦ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ　Ｐｌｕｔｏｎｉ
ｃ（登録商標）＆　Ｔｅｔｒｏｎｉｃ（登録商標）Ｓｕｒｆａｃｔａｎｔｓ」のパンフレ
ットに見出すことができる。
【００９１】
　好ましくはないが、他の好適な非イオン性界面活性剤としては、アルキルフェノールと
エチレンオキシドとのポリエチレンオキシド縮合物、例えば、６～１２個の炭素原子を直
鎖又は分枝状構造のいずれかで含有するアルキル基を有するアルキルフェノールの縮合生
成物であって、エチレンオキシドがアルキルフェノール１モル当たり５～２５モルに等し
い量で存在するものが挙げられる。このような化合物中のアルキル置換基は、オリゴマー
化プロピレン、ジイソブチレン、又はイソ－オクタンｎ－オクタン、イソ－ノナン又はｎ
－ノナンの他の供給源から誘導可能である。
【００９２】
　本明細書における使用に好適なアニオン性界面活性剤は、当業者には周知の、全てのア
ニオン性界面活性剤である。好ましくは、本明細書における使用のためのアニオン性界面
活性剤としては、アルキルスルホネート、アルキルアリールスルホネート、アルキルサル
フェート、アルキルアルコキシル化サルフェート型界面活性剤、Ｃ6～Ｃ20アルキルアル
コキシル化直鎖又は分枝状ジフェニルオキシドジスルホン酸塩、又はこれらの混合物が挙
げられる。
【００９３】
　組成物中に存在する場合、アニオン性界面活性剤は、０．０１重量％～５０重量％の、
好ましくは０．５重量％～４０重量％の、より好ましくは２重量％～３５重量％の範囲の
量で、本明細書での組成物中に組み込むことができる。
【００９４】
　本明細書に記載の組成物で使用するのに好適なサルフェート系界面活性剤としては、Ｃ
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10～Ｃ14アルキル若しくはヒドロキシアルキル、サルフェート及び／又はエーテルサルフ
ェートの水溶性塩又は酸が挙げられる。好適な対イオンとしては、水素、アルカリ金属カ
チオン、又はアンモニウム若しくは置換アンモニウムが挙げられるが、好ましくはナトリ
ウムである。ヒドロカルビル鎖が分枝状である場合、Ｃ1~4のアルキル分枝単位を含むこ
とが好ましい。サルフェート系界面活性剤の分枝平均百分率は、ヒドロカルビル鎖全体の
好ましくは３０％超、より好ましくは３５％～８０％、最も好ましくは４０％～６０％で
ある。
【００９５】
　サルフェート系界面活性剤は、Ｃ8～Ｃ20第一級分枝状及びランダムアルキルサルフェ
ート（ＡＳ）、Ｃ10～Ｃ18第二級（２，３）アルキルサルフェート、Ｃ10～Ｃ18アルキル
アルコキシサルフェート（ＡＥxＳ）（式中、好ましくはｘは１～３０である）、好まし
くは１～５個のエトキシ単位を含むＣ10～Ｃ18アルキルアルコキシカルボキシレート、米
国特許第６，０２０，３０３号及び同第６，０６０，４４３号に記載の中鎖分枝状アルキ
ルサルフェート、米国特許第６，００８，１８１号及び同第６，０２０，３０３号に記載
の中鎖分枝状アルキルアルコキシサルフェート、から選択され得る。
【００９６】
　本明細書での使用に関して好適なアルキルアルコキシル化サルフェート界面活性剤は、
式ＲＯ（Ａ）mＳＯ3Ｍに従うものであり、式中、Ｒは、Ｃ6～Ｃ20のアルキル成分を有す
る、未置換のＣ6～Ｃ20のアルキル又はヒドロキシアルキル基であり、好ましくは、Ｃ8～
Ｃ20のアルキル又はヒドロキシアルキル、より好ましくは、Ｃ10～Ｃ18のアルキル若しく
はヒドロキシアルキルであり、Ａは、エトキシ又はプロポキシ単位であり、ｍは、０より
も大きく、典型的には０．５～６であり、より好ましくは０．５～５であり、Ｍは、Ｈ又
はカチオン、例えば、金属カチオン（例えば、ナトリウム、カリウム、リチウム、カルシ
ウム、マグネシウムなど）、アンモニウム若しくは置換アンモニウムカチオンとすること
ができる。アルキルエトキシル化サルフェート並びにアルキルプロポキシル化サルフェー
トを、本明細書において考察する。置換アンモニウムカチオンの具体例としては、メチル
－、ジメチル－、トリメチル－アンモニウム、及びテトラメチルアンモニウム、ジメチル
ピペリジニウムなどの第四級アンモニウムカチオン、並びにエチルアミン、ジエチルアミ
ン、トリエチルアミンなどのアルカノールアミンから誘導されるカチオン、並びにこれら
の混合物などが挙げられる。代表的な界面活性剤は、Ｃ12～Ｃ18アルキルポリエトキシレ
ート（１．０）硫酸塩（Ｃ12～Ｃ18Ｅ（１．０）ＳＭ）、Ｃ12～Ｃ18アルキルポリエトキ
シレート（２．２５）硫酸塩（Ｃ12～Ｃ18Ｅ（２．２５）ＳＭ）、Ｃ12～Ｃ18アルキルポ
リエトキシレート（３．０）硫酸塩（Ｃ12～Ｃ18Ｅ（３．０）ＳＭ）、Ｃ12～Ｃ18アルキ
ルポリエトキシレート（４．０）硫酸塩（Ｃ12～Ｃ18Ｅ（４．０）ＳＭ）であり、式中、
Ｍは便宜的にナトリウム及びカリウムから選択される。
【００９７】
　本明細書での使用に関して好適なアルキルスルホン酸塩としては、式ＲＳＯ3Ｍの、水
溶性の塩又は酸が挙げられ、式中、Ｒは、Ｃ6～Ｃ20直鎖又は分枝状、飽和又は不飽和の
アルキル基、好ましくはＣ8～Ｃ18アルキル基、より好ましくはＣ10～Ｃ16アルキル基で
あり、Ｍは、Ｈ、あるいはカチオン、例えばアルカリ金属カチオン（例えば、ナトリウム
、カリウム、リチウム）又はアンモニウム若しくは置換アンモニウム（例えば、メチル－
、ジメチル－、及びトリメチルアンモニウムカチオン、並びにテトラメチル－アンモニウ
ム及びジメチルピペリジニウムカチオンなどの第四級アンモニウムカチオン、並びにエチ
ルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミンなどのアルキルアミンから誘導される第四
級アンモニウムカチオン、並びにこれらの混合物など）である。特に好適な直鎖アルキル
スルホン酸塩としては、Ｈｏｅｃｈｓｔから市販されているＨｏｓｔａｐｕｒ（登録商標
）ＳＡＳのようなＣ12～Ｃ16パラフィンスルホン酸塩が挙げられる。
【００９８】
　本明細書での使用に関して好適なアルキルアリールスルホン酸塩としては、式ＲＳＯ3

Ｍの、水溶性の塩又は酸が挙げられ、式中、Ｒは、Ｃ6～Ｃ20直鎖又は分枝状、飽和又は
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不飽和のアルキル基、好ましくはＣ8～Ｃ18アルキル基、より好ましくはＣ10～Ｃ16アル
キル基によって置換された、アリール、好ましくはベンジルであり、Ｍは、Ｈ、あるいは
カチオン、例えばアルカリ金属カチオン（例えば、ナトリウム、カリウム、リチウム、カ
ルシウム、マグネシウムなど）又はアンモニウム若しくは置換アンモニウム（例えば、メ
チル－、ジメチル－、及びトリメチルアンモニウムカチオン、並びにテトラメチル－アン
モニウム及びジメチルピペリジニウムカチオンなどの第四級アンモニウムカチオン、並び
にエチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミンなどのアルキルアミンから誘導され
る第四級アンモニウムカチオン、並びにこれらの混合物など）である。市販のアルキルア
リールスルホン酸塩の例は、Ｓｕ．Ｍａ．から入手可能なラウリルアリールスルホン酸塩
である。特に好ましいアルキルアリールスルホン酸塩は、商品名Ｎａｎｓａ（登録商標）
でＡｌｂｒｉｇｈｔ　＆　Ｗｉｌｓｏｎから市販されているアルキルベンゼンスルホン酸
塩である。
【００９９】
　本明細書での使用に関して好適なＣ6～Ｃ20のアルキルアルコキシル化直鎖又は分枝状
ジフェニルオキシドジスルホネート界面活性剤は、次式に従うものである。
【０１００】
【化１】

【０１０１】
　式中、Ｒは、Ｃ6～Ｃ20直鎖又は分枝状、飽和又は不飽和のアルキル基、好ましくはＣ1

2～Ｃ18アルキル基、より好ましくはＣ14～Ｃ16アルキル基であり、Ｘ＋は、Ｈ、又はカ
チオン、例えば、アルカリ金属カチオン（例えば、ナトリウム、カリウム、リチウム、カ
ルシウム、マグネシウムなど）である。本明細書で使用される特に好適なＣ6～Ｃ20アル
キルアルコキシル化直鎖又は分枝状ジフェニルオキシドジスルホン酸塩界面活性剤は、そ
れぞれ商品名Ｄｏｗｆａｘ　２Ａ１（登録商標）及びＤｏｗｆａｘ　８３９０（登録商標
）でＤＯＷにより市販されている、Ｃ12分枝状ジフェニルオキシドジスルホン酸、及びＣ

16直鎖ジフェニルオキシドジスルホン酸ナトリウム塩である。
【０１０２】
　本明細書で有用な他のアニオン性界面活性剤としては、石鹸の塩（例えば、ナトリウム
塩、カリウム塩、アンモニウム塩、並びにモノ－、ジ－、及びトリエタノールアミン塩な
どの置換アンモニウム塩が挙げられる）、Ｃ8～Ｃ24オレフィンスルホネート、例えば英
国特許明細書第１，０８２，１７９号に記載されるようなクエン酸アルカリ土類金属の熱
分解生成物のスルホン化によって調製されるスルホン化ポリカルボン酸、Ｃ8～Ｃ24アル
キルポリグリコールエーテルサルフェート（最大１０モルのエチレンオキシドを含有する
）、Ｃ14～Ｃ16メチルエステルスルホネートなどのアルキルエステルスルホネート、アシ
ルグリセロールスルホネート、脂肪族オレイルグリセロールサルフェート、アルキルフェ
ノールエチレンオキシドエーテルサルフェート、アルキルホスフェート、アシルイセチオ
ネートなどのイセチオネート、Ｎ－アシルタウレート、アルキルサクシナメート及びスル
ホサクシネート、スルホサクシネートのモノエステル（特に飽和及び不飽和Ｃ12～Ｃ18モ
ノエステル）、スルホサクシネートのジエステル（特に飽和及び不飽和Ｃ6～Ｃ14ジエス
テル）、アシルサルコシネート、アルキルポリグルコシドのサルフェートなどのアルキル
多糖類のサルフェート（後述の非イオン性非硫酸化化合物）、式ＲＯ（ＣＨ2ＣＨ2Ｏ）k

ＣＨ2ＣＯＯ-Ｍ+（式中、Ｒは、Ｃ8～Ｃ22アルキルであり、ｋは、０～１０の整数であり
、Ｍは、可溶性塩形成カチオンである）のものなどのアルキルポリエトキシカルボキシレ
ートが挙げられる。ロジン、水素添加ロジン、並びにトール油中に存在するか又はトール
油から誘導される樹脂酸及び水素添加樹脂酸などの、樹脂酸及び水素添加樹脂酸もまた好
適である。更なる例は、「Ｓｕｒｆａｃｅ　Ａｃｔｉｖｅ　Ａｇｅｎｔｓ　ａｎｄ　Ｄｅ
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ｔｅｒｇｅｎｔｓ」（Ｓｃｈｗａｒｔｚ、Ｐｅｒｒｙ、及びＢｅｒｃｈによる、Ｖｏｌ．
Ｉ並びにＶｏｌ．ＩＩ）に記載されている。そのような種々の界面活性剤はまた、米国特
許第３，９２９，６７８号（Ｌａｕｇｈｌｉｎら、１９７５年１２月３０日発行）の第２
３欄５８行目～第２９欄２３行目にも概括的に開示されている。
【０１０３】
　双極性界面活性剤は、本発明の文脈内の好ましい界面活性剤の別な類である。組成物中
に存在する場合、双極性界面活性剤は、０．０１％～２０％の、好ましくは０．２％～１
５％の、より好ましくは０．５％～１２％の濃度で含めることができる。
【０１０４】
　双極性界面活性剤は、幅広いｐＨ範囲にわたって、同一分子上にカチオン性基とアニオ
ン性基との両方を含有する。典型的なカチオン性基は、第四級アンモニウム基であるが、
スルホニウム基及びホスホニウム基のような、他の陽性荷電基を使用することもできる。
硫酸塩、リン酸塩などの他の基も使用できるが、典型的なアニオン基は、カルボン酸及び
スルホン酸であり、好ましくはスルホン酸である。これらの洗剤の一般的な例の一部は、
米国特許第２，０８２，２７５号、同第２，７０２，２７９号、及び同第２，２５５，０
８２号の特許文献に記載されている。
【０１０５】
　好適な双極性界面活性剤としては、アルキルベタイン、アルキルアミドベタイン、アミ
ドアゾリニウムベタイン、スルホベタイン（ＩＮＣＩスルタイン）、並びにホスホベタイ
ンなどのベタインが挙げられ、好ましくは次の式（Ｉ）に合致する。
　Ｒ1－［ＣＯ－Ｘ（ＣＨ2）n］x－Ｎ+（Ｒ2）（Ｒ3）－（ＣＨ2）m－［ＣＨ（ＯＨ）－
ＣＨ2］y－Ｙ－（Ｉ）
　（式中、Ｒ1は飽和又は不飽和Ｃ6~22アルキル残基であり、好ましくはＣ8~18アルキル
残基、特に飽和Ｃ10~16アルキル残基、例えば、飽和Ｃ12~14アルキル残基であり、
　ＸはＮＨ、Ｃ1~4のアルキル残基Ｒ4を有するＮＲ4、Ｏ又はＳであり、
　ｎは１～１０の数であり、好ましくは２～５、特に３であり、
　ｘは０又は１であり、好ましくは１であり、
　Ｒ2、Ｒ3は独立して、ヒドロキシエチル、好ましくはメチルなどの、ヒドロキシ置換さ
れる可能性のあるＣ1~4アルキル残基であり、
　ｍは１～４の数であり、特に１、２又は３であり、
　ｙは０又は１であり、
　ＹはＣＯＯ、ＳＯ３、ＯＰＯ（ＯＲ5）Ｏ又はＰ（Ｏ）（ＯＲ5）Ｏであり、Ｒ5は水素
原子Ｈであるか又はＣ1~4アルキル残基である。
【０１０６】
　好ましいベタインは式（Ｉａ）のアルキルベタイン、式（Ｉｂ）のアルキルアミドベタ
イン、式（Ｉｃ）のスルホベタイン及び式（Ｉｄ）のアミドスルホベタインである；
　Ｒ1－Ｎ+（ＣＨ3）2－ＣＨ2ＣＯＯ-　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｉａ）
　Ｒ1－ＣＯ－ＮＨ（ＣＨ2）3－Ｎ+（ＣＨ3）2－ＣＨ2ＣＯＯ-　　　　　　（Ｉｂ）
　Ｒ1－Ｎ+（ＣＨ3）2－ＣＨ2ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ2ＳＯ3－　　　　　　　　（Ｉｃ）
　Ｒ1－ＣＯ－ＮＨ－（ＣＨ2）3－Ｎ+（ＣＨ3）2－ＣＨ2ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ2ＳＯ3－　（
Ｉｄ）
　式中、Ｒ1は式Ｉの場合と同じものを意味する）。特に好ましいベタインは、カルボベ
タイン［式中、Ｙ-＝ＣＯＯ-］であり、特に式（Ｉａ）及び式（Ｉｂ）のカルボベタイン
、より好ましくは、式（Ｉｂ）のアルキルアミドベタインである。
【０１０７】
　好適なベタイン及びスルホベタインの例は次のものである：アーモンドアミドプロピル
ベタイン、アプリコットアミドプロピルベタイン、アボカドアミドプロピルベタイン、バ
バスアミドプロピルベタイン、ベヘンアミドプロピルベタイン、ベヘニルベタイン、キャ
ノールアミドプロピルベタイン、カプリル／カプラミドプロピルベタイン、カルニチン、
セチルベタイン、コカミドエチルベタイン、コカミドプロピルベタイン、コカミドプロピ
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ルヒドロキシスルタイン、ココベタイン、ココヒドロキシスルタイン、ココ／オレアミド
プロピルベタイン、ココスルタイン、デシルベタイン、ジヒドロキシエチルオレイルグリ
シネート、ジヒドロキシエチルステアリルグリシネート、ジヒドロキシエチルタローグリ
シネート、ジメチコーンプロピルｐｇ－ベタイン、エルカミドプロピルヒドロキシスルタ
イン、水添タローベタイン、イソステアラミドプロピルベタイン、ラウラミドプロピルベ
タイン、ラウリルベタイン、ラウリルヒドロキシスルタイン、ラウリルスルタイン、ミル
クアミドプロピルベタイン、ミンクアミドプロピルベタイン、ミリスタミドプロピルベタ
イン、ミリスチルベタイン、オレアミドプロピルベタイン、オレアミドプロピルヒドロキ
シスルタイン、オレイルベタイン、オリーブアミドプロピルベタイン、パームアミドプロ
ピルベタイン、パルミトアミドプロピルベタイン、パルミトイルカルニチン、パーム核ア
ミドプロピルベタイン、ポリテトラフルオロエチレンアセトキシプロピルベタイン、リチ
ノール酸アミドプロピルベタイン、セサミドプロピルベタイン、ソイアミドプロピルベタ
イン、ステアラミドプロピルベタイン、ステアリルベタイン、タローアミドプロピルベタ
イン、タローアミドプロピルヒドロキシスルタイン、タローベタイン、タロージヒドロキ
シエチルベタイン、ウンデシレンアミドプロピルベタイン及び小麦胚アミドプロピルベタ
イン。好ましいベタインは、例えば、コカミドプロピルベタインである。
【０１０８】
　双極性界面活性剤の具体例は、ＭｃＩｎｔｙｒｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ（２４６０１　Ｇｏ
ｖｅｒｎｏｒｓ　Ｈｉｇｈｗａｙ，Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐａｒｋ，Ｉｌｌｉｎｏｉｓ
　６０４６６，ＵＳＡ）より、商標名Ｍａｃｋａｍ　ＬＨＳ（登録商標）で入手可能な、
３－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチル）－２－ヒドロキシプロパン－１－スルホネート
（ラウリルヒドロキシルスルタイン）である。別の具体的な双極性界面活性剤は、ＭｃＩ
ｎｔｙｒｅより、商標名Ｍａｃｋａｍ　５０－ＳＢ（登録商標）で入手可能な、Ｃ12~14

アシルアミドプロピレン（ヒドロキシプロピレン）スルホベタインである。他の極めて有
用な双極性界面活性剤としては、ヒドロカルビル、例えば、脂肪族アルキレンベタインが
挙げられる。極めて好ましい双極性界面活性剤は、Ａｌｂｒｉｇｈｔ　＆　Ｗｉｌｓｏｎ
により製造されている、Ｅｍｐｉｇｅｎ　ＢＢ（登録商標）、ココジメチルベタインであ
る。別の同等に好ましい双極性界面活性剤は、ＭｃＩｎｔｙｒｅにより製造されている、
Ｍａｃｋａｍ　３５ＨＰ（登録商標）、ココアミドプロピルベタインである。
【０１０９】
　別の類の好ましい界面活性剤は、両性界面活性剤からなる群を含む。１つの好適な両性
界面活性剤は、Ｃ8～Ｃ16アミドアルキレングリシネート界面活性剤（「アンフォグリシ
ネート」）である。別の好適な両性界面活性剤は、Ｃ8～Ｃ16アミドアルキレンプロピオ
ネート界面活性剤（「アンフォプロピオネート」）である。他の好適な両性界面活性剤は
、ドデシルβ－アラニン、Ｎ－アルキルタウリン（例えば、米国特許第２，６５８，０７
２号の教示に従い、ドデシルアミンとイセチオン酸ナトリウムとを反応させることにより
調製されるもの）、Ｎ－高級アルキルアスパラギン酸（例えば、米国特許第２，４３８，
０９１号の教示に従い、調製されるもの）、及び商標名「Ｍｉｒａｎｏｌ（登録商標）」
として販売され、米国特許第２，５２８，３７８号に記載されている製品のような界面活
性剤により表される。
【０１１０】
　組成物に存在する場合、カチオン性界面活性剤は、有効量で、より好ましくは液体洗剤
組成物の０．１重量％～２０重量％で存在する。好適なカチオン性界面活性剤は、第四級
アンモニウム界面活性剤である。好適な第四級アンモニウム界面活性剤は、モノＣ６～Ｃ
１６、好ましくはＣ6～Ｃ10　Ｎ－アルキル又はアルケニルアンモニウム界面活性剤から
なる群から選択され、残りのＮ位はメチル基、ヒドロキシエチル基、又はヒドロキシプロ
ピル基によって置換される。別の好ましいカチオン性界面活性剤は、第四級クロリンエス
テルのような、第四級アンモニウムアルコールのＣ6～Ｃ18アルキル又はアルケニルエス
テルである。
【０１１１】
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　キレート剤
　本明細書での使用のための１つの類の任意の化合物としては、キレート剤又はこれらの
混合物が挙げられる。キレート剤は、本明細書に記載の組成物中に全組成物の０．０重量
％～１０．０重量％、好ましくは０．０１重量％～約５．０重量％の範囲の量で組み込み
可能である。
【０１１２】
　本明細書における使用に好適なホスホン酸塩キレート剤としては、アルカリ金属エタン
１－ヒドロキシジホスホン酸塩（ＨＥＤＰ）、アルキレンポリ（アルキレンホスホン酸塩
）、並びにアミノアミノトリ（メチレンホスホン酸塩）（ＡＴＭＰ）、ニトリロトリメチ
レンホスホン酸塩（ＮＴＰ）、エチレンジアミンテトラメチレンホスホン酸塩、及びジエ
チレントリアミンペンタメチレンホスホン酸塩（ＤＴＰＭＰ）を包含するアミノホスホン
酸塩化合物を挙げることができる。ホスホン酸塩化合物は、その酸型として、又は酸性官
能基の一部若しくは全てを元に、異なるカチオンとの塩として存在してよい。本明細書で
用いるのに好ましいホスホン酸塩キレート剤は、ジエチレントリアミンペンタメチレンホ
スホン酸塩（ＤＴＰＭＰ）及びエタン１－ヒドロキシジホスホン酸塩（ＨＥＤＰ）である
。このようなホスホン酸塩キレート化剤は、Ｍｏｎｓａｎｔｏから商品名ＤＥＱＵＥＳＴ
（登録商標）で市販されている。
【０１１３】
　多官能性置換芳香族キレート剤もまた、本明細書に記載の組成物において有用であり得
る。米国特許第３，８１２，０４４号（Ｃｏｎｎｏｒら、１９７４年５月２１日発行）を
参照のこと。この種の酸型の好ましい化合物は、１，２－ジヒドロキシ－３，５－ジスル
ホベンゼンなどのジヒドロキシジスルホベンゼンである。
【０１１４】
　本明細書で用いるのに好ましい生分解性キレート剤は、エチレンジアミンＮ，Ｎ’－二
コハク酸、又はそのアルカリ金属塩、若しくはアルカリ土類金属塩、アンモニウム塩若し
くは置換アンモニウム塩、又はこれらの混合物である。エチレンジアミンＮ，Ｎ’－二コ
ハク酸、特に（Ｓ，Ｓ）異性体については、米国特許第４，７０４，２３３号（Ｈａｒｔ
ｍａｎ及びＰｅｒｋｉｎｓ、１９８７年１１月３日）に広く記載されている。エチレンジ
アミンＮ，Ｎ’－二コハク酸は、例えば、ｓｓＥＤＤＳ（登録商標）の商品名でＰａｌｍ
ｅｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓから市販されている。
【０１１５】
　本明細書における使用に好適なアミノカルボキシレートとしては、酸形態、又はアルカ
リ金属塩、アンモニウム塩、及び置換アンモニウム塩形態の両方での、エチレンジアミン
四酢酸、ジエチレントリアミン五酢酸、ジエチレントリアミン五酢酸（ＤＴＰＡ）、Ｎ－
ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸、ニトリロ三酢酸、エチレンジアミンテトラプ
ロピオネート、トリエチレンテトラアミン六酢酸、エタノール－ジグリシン、プロピレン
ジアミン四酢酸（ＰＤＴＡ）、及びメチルグリシン二酢酸（ＭＧＤＡ）が挙げられる。本
明細書における使用に特に好適なアミノカルボン酸塩は、ジエチレントリアミン五酢酸、
例えばＢＡＳＦから商品名Ｔｒｉｌｏｎ　ＦＳ（登録商標）で市販されているプロピレン
ジアミン四酢酸（ＰＤＴＡ）、及びメチルグリシン二酢酸（ＭＧＤＡ）である。
【０１１６】
　更に、本発明での使用のためのカルボン酸塩キレート剤としては、サリチル酸、アスパ
ラギン酸、グルタミン酸、グリシン、マロン酸、又はこれらの混合物が挙げられる。
【０１１７】
　ポリマー
　本明細書に記載の組成物は、所望により更に１つ以上のアルコキシル化ポリエチレンイ
ミンポリマーを含んでもよい。本組成物は、Ｐｒｏｃｔｅｒ　＆　Ｇａｍｂｌｅ　Ｃｏｍ
ｐａｎｙの国際公開第２００７／１３５６４５号の、２ページ３３行目～５ページ５行目
に記載され、５～７ページの実施例１～４に例示されるようなアルコキシル化ポリエチレ
ンイミンポリマーを、全組成物の０．０１重量％～１０重量％、好ましくは０．０１重量
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％～２重量％、より好ましくは０．１重量％～１．５重量％、更により好ましくは０．２
重量％～１．５重量％含んでもよい。
【０１１８】
　本組成物のアルコキシル化ポリエチレンイミンポリマーは、重量平均分子量が４００～
１００００、好ましくは４００～７０００、あるいは３０００～７０００のポリエチレン
イミン主鎖を有する。
【０１１９】
　ポリエチレンイミン主鎖のアルコキシル化としては、（１）修飾がポリエチレンイミン
主鎖の内部窒素原子又は末端窒素原子のいずれかに生じることによる、窒素原子あたり１
つ又は２つのアルコキシル化修飾であって、修飾あたり平均約１～約４０のアルコキシ部
分を有するポリアルコキシレン鎖による水素原子置換からなるアルコキシル化修飾（ここ
で、アルコキシル化修飾に関する末端アルコキシ部分が、水素、Ｃ1～Ｃ4アルキル又はこ
れらの混合物により保護される）、（２）置換がポリエチレンイミン主鎖の内部窒素原子
又は末端窒素原子のいずれかに生じることによる、窒素原子あたり１つのＣ1～Ｃ4アルキ
ル部分又はベンジル部分の置換、並びに、窒素原子あたり１つ又は２つのアルコキシル化
修飾であって、修飾あたり平均約１～約４０のアルコキシ部分を有するポリアルコキシレ
ン鎖による水素原子の置換からなるアルコキシル化修飾（ここで、末端アルコキシ部分が
、水素、Ｃ1～Ｃ4アルキル又はこれらの混合物により保護される）、あるいは（３）これ
らの組み合わせが挙げられる。
【０１２０】
　この組成物には、更に、グラフトベースとしての水溶性ポリアルキレンオキシド（Ａ）
、及びビニルエステル成分（Ｂ）の重合により生成される側鎖に基づく両親媒性グラフト
ポリマーを含むことができ、上記ポリマーは、ＢＡＳＦの特許出願、国際公開第２００７
／１３８０５３号の２ページ１４行～１０ページ３４行に記載され、１５～１８ページに
例示されるように、アルキレンオキシド単位５０個あたり平均１以下のグラフト部位を有
し、平均分子量（Ｍｗ）は３，０００～１００，０００である。
【０１２１】
　ヒドロトロープ
　所望により、本発明の液体洗剤組成物は、液体洗剤組成物が水に対して適切な相溶性を
示すのに有効な量のヒドロトロープを含むこともできる。本明細書に用いるのに好適なヒ
ドロトロープとしては、アニオン性ヒドロトロープ、特にキシレンスルホン酸のナトリウ
ム、カリウム、及びアンモニウム塩、トルエンスルホン酸のナトリウム、カリウム及びア
ンモニウム塩、クメンスルホン酸のナトリウム、カリウム及びアンモニウム塩、及びこれ
らの混合物、並びに米国特許第３，９１５，９０３号に開示されるように、これらに関係
する化合物が挙げられる。本発明の液体洗剤組成物は、典型的には、全液体洗剤組成物の
０重量％～１５重量％、好ましくは１重量％～１０重量％、最も好ましくは３重量％～１
０重量％のヒドロトロープ又はその混合物を含む。
【０１２２】
　起泡安定化ポリマー
　本発明の組成物は、所望により起泡安定化ポリマーを含んでもよい。これらの起泡安定
化ポリマーは、液体洗剤組成物の泡容量を増量させ及び泡持続時間を延長させる。これら
の起泡安定化ポリマーは、（Ｎ，Ｎ－ジアルキルアミノ）アルキルエステル及び（Ｎ，Ｎ
－ジアルキルアミノ）アルキルアクリレートエステルのホモポリマーから選択することが
できる。起泡増強ポリマーの重量平均分子量は、一般的なゲル透過クロマトグラフィーに
より測定した場合に、１，０００～２，０００，０００、好ましくは５，０００～１，０
００，０００、より好ましくは１０，０００～７５０，０００、より好ましくは２０，０
００～５００，０００、更により好ましくは３５，０００～２００，０００である。所望
により、起泡安定化ポリマーは、無機塩又は有機塩のいずれかの塩形態で存在する。
【０１２３】
　１つの好ましい起泡安定化ポリマーは（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）アルキルアクリレー
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トエステルである。他の好ましい起泡増強ポリマーは、ヒドロキシプロピルアクリレート
／ジメチルアミノエチルメタクリレートのコポリマー（ＨＰＡ／ＤＭＡＭコポリマー）で
ある。
【０１２４】
　組成物中に存在する場合、起泡増進ポリマー／安定剤は、液体洗剤組成物の０．０１重
量％～１５重量％、好ましくは０．０５重量％～１０重量％、より好ましくは０．１重量
％～５重量％の量で存在する。
【０１２５】
　他の好ましい部類の起泡増進ポリマーは、数平均分子量（Ｍｗ）４５，０００未満、好
ましくは１０，０００～４０，０００、より好ましくは１３，０００～２５，０００の疎
水変性セルロースポリマーである。疎水変性セルロースポリマーとしては、非イオン性及
びカチオン性セルロース誘導体などの水溶性セルロースエーテル誘導体が挙げられる。好
ましいセルロース誘導体としては、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロ
ース、ヒドロキシエチルメチルセルロース、及びこれらの混合物が挙げられる。
【０１２６】
　酵素
　本発明の組成物は酵素を含んでもよい。典型的には、酵素は、全組成物中の酵素タンパ
ク質濃度が０．００００１重量％～１重量％、好ましくは０．０００１重量％～０．５重
量％、より好ましくは０．０００１重量％～０．１％になるよう組み込まれる。
【０１２７】
　前述の酵素は、安定な液体形態で、又は保護化液体酵素若しくはカプセル化酵素として
提供することができる。例えば、液体酵素製剤は、確立された方法に従い、プロピレング
リコールなどのポリオール、糖又は糖アルコール、乳酸又はホウ酸、あるいは４－ホルミ
ルフェニルボロン酸などのプロテアーゼ安定剤を添加して安定化させることができる。保
護化液体酵素又はカプセル化酵素は、米国特許第４，９０６，３９６号、同第６，２２１
，８２９号、同第６，３５９，０３１号、及び同第６，２４２，４０５号に開示の方法に
従って調製できる。
【０１２８】
　本組成物への使用に好適な酵素は、Ｇｅｎｅｎｃｏｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（
Ｐａｌｏ　Ａｌｔｏ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，Ｕ．Ｓ．Ａ）、Ｎｏｖｏｚｙｍｅｓ　Ａ／
Ｓ（Ｂａｇｓｖａｅｒｄ，Ｄｅｎｍａｒｋ）、Ａｍｅｒｓｈａｍ　Ｐｈａｒｍａｃｉａ　
Ｂｉｏｔｅｃｈ．（Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ，Ｎｅｗ　Ｊｅｒｓｅｙ，Ｕ．Ｓ．Ａ）、Ｓｉ
ｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｌｔｄ（Ｄｏｒｓｅｔ，ＵＫ）により得るこ
とができる。
【０１２９】
　ラジカルスカベンジャー
　本発明の組成物は更に、ラジカルスカベンジャー又はその混合物を含んでもよい。
【０１３０】
　本明細書における使用に適したラジカルスカベンジャーとしては、周知の置換モノ及び
ジヒドロキシベンゼン並びにそれらの類似体、アルキル及びアリールカルボキシレート並
びにそれらの混合物が挙げられる。本明細書での使用に好ましいこのようなラジカルスカ
ベンジャーとしては、ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－ヒドロキシトルエン（ＢＨＴ）、ヒドロキ
ノン、ジ－ｔｅｒｔ－ブチルヒドロキノン、モノ－ｔｅｒｔ－ブチルヒドロキノン、ｔｅ
ｒｔ－ブチル－ヒドロキシアニソール、安息香酸、トルイル酸、カテコール、ｔ－ブチル
カテコール、ベンジルアミン、１，１，３－トリス（２－メチル－４－ヒドロキシ－５－
ｔ－ブチルフェニル）ブタン、没食子酸ｎ－プロピル、又はこれらの混合物が挙げられ、
ジ－ｔｅｒｔ－ブチルヒドロキシトルエンが極めて好ましい。没食子酸Ｎ－プロピルなど
のラジカルスカベンジャーは、Ｎｉｐａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓから商標名Ｎｉｐａ
ｎｏｘ　Ｓ１（登録商標）で市販されている。
【０１３１】
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　ラジカルスカベンジャーを使用する場合、本明細書中ではこれを典型的には全組成物の
１０重量％まで、好ましくは０．００１重量％～０．５重量％の量で含有させてもよい。
ラジカルスカベンジャーの存在は、本発明の組成物の化学的安定性に貢献し得る。
【０１３２】
　香料
　本明細書における使用に好適な香料化合物及び香料組成物は、例えば、欧州特許出願第
０　９５７　１５６号の、１３ページの表題「Ｐｅｒｆｕｍｅ」の項に記載されているも
のである。本明細書に記載の組成物は、香料成分、又はその混合物を、全組成物の最大５
．０重量％の量で、好ましくは０．１重量％～１．５重量％の量で含み得る。
【０１３３】
　染料
　本発明による液体組成物は着色していてもよい。したがって、それらの組成物は、染料
、又はその混合物を含み得る。
【０１３４】
　保存料
　本発明に従う液体組成物には、天然の研磨材から発生し得る微生物の増殖を予防するた
めに、保存料を含有させてもよい。
【０１３５】
　組成物の送達形状
　本明細書に記載の組成物は、液体組成物を注ぐためのプラスチック瓶、搾り出し式瓶又
は液体組成物をスプレーするための引き金式噴霧器を備えた瓶など、当該技術分野では既
知の様々な好適なパッケージングに包装され得る。あるいは、本発明によるペースト様組
成物をチューブに包装してもよい。
【０１３６】
　本発明の代替的な実施形態では、本明細書に記載の液体組成物を基材上に含浸させ、好
ましくは基材を可撓性の薄いシート又はスポンジなどの材料のブロックの形とする。
【０１３７】
　好適な基材は、織製シート又は不織シート、セルロース材料をベースとしたシート、オ
ープンセル構造のスポンジ又はフォーム、例えば、ポリウレタンフォーム、セルロースフ
ォーム、メラミン樹脂フォームなどである。
【０１３８】
　表面の洗浄方法
　本発明は、本発明の液体組成物により表面を洗浄する方法を包含する。本明細書におけ
る好適な表面は、上記の「液体洗浄組成物」の項で説明されている。
【０１３９】
　好ましい実施形態では、上記表面を本発明による組成物に接触させる、好ましくは、上
記組成物を上記表面に塗布する。
【０１４０】
　別の好ましい実施形態では、本明細書に記載の方法は、上記液体組成物を入れた容器か
ら本発明の液体組成物を（例えば、スプレーする、注ぐ、搾り出すことにより）分注し、
その後、上記表面を洗浄する工程を含む。
【０１４１】
　本明細書に記載の組成物は、未希釈形態又は希釈形態のものであってもよい。
【０１４２】
　「未希釈形態」により、上記液体組成物が、いかなる希釈も受けずに処理対象の表面上
に直接塗布されることを、すなわち、本明細書に記載の液体組成物が、本明細書で述べら
れるように表面上に塗布されるということを理解すべきである。
【０１４３】
　本明細書において、「希釈形態」により、ユーザーが上記液体組成物を典型的には水に
より希釈することを意味する。液体組成物は使用前に重量の１０倍までの水により典型的
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【０１４４】
　本明細書に記載の組成物は、本明細書に記載の希釈又は未希釈組成物中に浸けた、モッ
プ、ペーパータオル、ブラシ又は布などの適切な道具を用いて塗布してもよい。更には、
上記表面上に塗布した後に、適切な器具を用いて上記組成物を上記表面上で揺動してもよ
い。実際、モップ、ペーパータオル、ブラシ又は布を用いて、上記表面を拭いてもよい。
【０１４５】
　本明細書に記載の方法は、好ましくは上記組成物の塗布後、すすぎ工程を追加的に含ん
でもよい。本明細書では、「すすぐ」により、本明細書の液体組成物を上記表面に塗布す
る工程の後に、本発明に従う方法により洗浄／クレンジングされる表面と、相当量の適切
な溶媒、典型的には水とを接触させることを意味する。「相当量」により、本明細書では
表面１ｍ2当たり０．０１Ｌ～１Ｌの水、より好ましくは表面１ｍ2当たり０．１Ｌ～１Ｌ
の水を意味する。
【０１４６】
　洗浄有効性
　洗浄有効性試験方法：
　セラミック製タイル（典型的な、光沢がある、白色セラミック２４ｃｍ×４ｃｍ）に、
様々なホームケア関連性の汚れ、例えば、ホワイトソース、野菜油、脂肪性の石鹸カス又
はそのままの台所汚れを塗り付ける。次に、水で予め湿らせたＳｐｏｎｔｅｘ（登録商標
）セルローススポンジに本発明の組成物４～５ｍＬを直接含ませ、これを用い、前述の汚
れているタイルを洗浄する。次に、粒子組成物被覆面がタイルに向くようにスポンジをＷ
ｅｔ　Ａｂｒａｓｉｏｎ　Ｓｃｒｕｂ　Ｔｅｓｔｅｒ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ（Ｓｈｅｅ
ｎ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　Ｌｔｄ．（Ｋｉｎｇｓｔｏｎ，Ｅｎｇｌａｎｄ）製）に取
り付ける。磨耗試験機は、圧（例えば：６００ｇ）を供給し、設定速度（例えば：３７ス
トローク／分）にて、設定ストローク長さ（例えば：３０ｃｍ）でスポンジが試験表面上
を移動するよう、設定することができる。表面を完全に清浄にするのに必要とされるスト
ローク数を、視覚評価により測定し、これを基に、組成物が持つ脂肪性石鹸カス除去能を
測定する。ストローク数が少なくなる程、組成物がもつ脂肪性石鹸カス洗浄能は高くなる
。
【０１４７】
　下記の洗浄データは、クリーナーに研磨性粒子を３～１０％含ませた結果得られたもの
である。洗浄データ例を生成するのに使用した研磨性洗浄粒子は、漂白済みのクルミ粒子
から製造した。
【０１４８】
【表１】

【０１４９】
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【表２】

【０１５０】
【表３】

【実施例】
【０１５１】
　以下のこれらの組成物は、記載の成分を記載の比率（重量％）で含有させて調製した。
実施例１～２１は、漂白済みのクルミ粒子を用い製造される。あるいは漂白済みのその他
の植物部分の粒子、例えば、木繊維（２００～４００マイクロメートル）を使用すること
もでき、又はＫＥＮＡＦ繊維／髄混合物（２００～４００マイクロメートル）も同様に好
適に実施例に使用できる。本明細書の実施例１～１９は、本発明を例示するためのもので
あるが、必ずしも本発明の範囲を限定又は別の方法で規定するために使用されるものでは
ない。
【０１５２】
　研磨性粒子の漂白工程：
　洗浄化した粒子を水に懸濁し、ＮａＨＣＯ３を用いｐＨを９超に調整した（溶液Ａ）。
１００部の溶液Ａに、１００部の３０％　Ｈ２Ｏ２溶液を加える。混合物で５０℃で２４
時間穏やかに撹拌する。粒子を濾過し、水ですすぎ、８０℃のオーブンで乾燥させる。粒
子バッチが著しく暗色で、更に言うならばホワイトニング処理が不完全な場合には、操作
を繰り返してよい。
【０１５３】
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【表４】

【０１５４】
【表５】

【０１５５】
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【表６】

　*微量成分：染料、乳白剤、香料、保存料、ヒドロトロープ、加工助剤、安定剤
【０１５６】
【表７】

【０１５７】
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【表８】

【０１５８】
【表９】

【０１５９】
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【表１０】

【０１６０】
　上記ワイプローション組成物を、水不溶性基材（ほぼ幅６．５インチ×長さ７．５イン
チ、厚さ０．８０ｍｍの、７０％ポリエステル及び３０％レイヨンからなるパターン化さ
れた水流絡合不織基材、坪量５６グラム）に染み込ませる。所望により、この基材を、従
来の基材被覆技術を使用して、ジメチコン（Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ　２００　Ｆｌｕｉ
ｄ　５ｃｓｔ）で予備被覆することができる。ローション：ワイプ重量比は約２：１であ
り、慣用の基材被覆法を用いる。
【０１６１】
　本明細書に開示した寸法及び値は、記載された正確な数値に厳密に限定されるものとし
て理解されるべきでない。むしろ、特に断らないかぎり、そのようなそれぞれの寸法は、
記載された値及びその値周辺の機能的に同等の範囲の両方を意味するものとする。例えば
、「４０ｍｍ」として開示された寸法は、「約４０ｍｍ」を意味するものとする。
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