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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
水と界面活性剤とを含む発泡剤組成中に、（１）オレイルアルコール若しくはセチルアル
コールから選ばれる高級脂肪族一価アルコール及び／又はポリオキシエチレンセチルエー
テル２ＥＯ、（２）（メタクリロイルオキシエチルカルボキシベタイン／メタクリル酸ア
ルキル）コポリマー又は（ジアセトンアクリルアミド／アクリル酸アルキル）コポリマー
から選ばれる皮膜形成性水溶性ポリマー、並びに（３）１－メントール、トウガラシ抽出
液、ワサビ抽出液、ゼラニウム抽出液、ハッカ水、イヌハッカ抽出液、ショウガ抽出液、
チョウジ抽出液、又はレモン抽出液から選ばれる、有害動物の嫌う嫌悪成分を含有するこ
とを特徴とする有害動物忌避用発泡性組成物。
【請求項２】
前記（１）オレイルアルコール若しくはセチルアルコールから選ばれる高級脂肪族一価ア
ルコール及び／又はポリオキシエチレンセチルエーテル２ＥＯの含有量が０．１～４重量
％であり、　前記（２）皮膜形成性水溶性ポリマーの含有量が０．１～４重量であること
を特徴とする請求項１に記載の発泡性組成物。
【請求項３】
前記発泡剤組成中の界面活性剤が、少なくともアニオン性界面活性剤を含むことを特徴と
する請求項１又は２に記載の発泡性組成物。
【請求項４】
請求項１～３のいずれかに記載の発泡性組成物を、ポンプフォーマ、エアゾール、または
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電気的な発泡手段により発泡させて使用することを特徴とする有害動物の忌避装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有害動物の侵入を防止するための忌避用発泡性組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ねずみや害虫などの有害動物を駆除する手段としては、従来から、（１）殺鼠成分や殺
虫成分を含有する固形剤や（２）粘着剤や機械的な仕掛けを用いる捕獲器が使用されてい
る。前者はペットや幼児等への安全性が懸念され、後者は、効果が設置場所の選択に左右
されることや死骸の始末等の衛生面の問題がある。
【０００３】
　上記の他に、発泡性組成物を噴霧するスプレー式のものは、有害動物を駆除する簡便で
有効な手段として多用され、新しい製品の開発も試みられている。
【０００４】
　例えば、特開２００３－１４６８１９号公報（特許文献１）には、ジメチルエーテルに
可溶な非粘着性樹脂と非イオン界面活性剤を含有する組成物を噴射させて、害虫を繭状体
に被覆して捕獲することが開示されている。また、特開２００９－２３５０２３号公報（
特許文献２）には、水及び界面活性剤から成る原液と噴射剤とから成る組成物であって、
噴射剤となる液化石油ガスとジメチルエーテルの比率を工夫して、初期には粘着性の泡状
を呈し、その後非粘着性となるようにして害虫を窒息死させる泡状組成物が開示されてい
る。さらに、特許第４８７０３１２号公報（特許文献３）には、特定のゲル化剤とシリカ
を含有する殺生組成物であって、気泡ゲルであるが液体と同様に長距離にわたって噴霧す
ることができるとする組成物が開示されている。
【０００５】
　これらの文献に記載されている発明は、いずれも有害動物を直接的に捕獲、駆除する効
率の向上を目ざして工夫された泡状組成物（発泡性組成物）に関するものである。これに
対して、有害動物に対する嫌悪成分等を含有する泡を長期間にわたり形態を維持して所定
場所に滞在させることができ、しかも、使用後には、必要に応じて、簡単且つ清潔に除去
できるようにした発泡方式の従来技術は見当たらない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－１４６８１９号公報
【特許文献２】特開２００９－２３５０２３号公報
【特許文献３】特許第４８７０３１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、有害動物の嫌う嫌悪成分を含有する泡状物を長時間維持して、有害動物の侵
入を防止し、しかも、使用後はその泡状物を簡単且つ清潔に洗い流すことのできる、有害
動物を忌避するための新しいタイプの発泡性組成物を提供することを目的とするものであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討を行った結果、水と界面活性剤とか
ら成る発泡剤組成（発泡基本成分）中に、有害動物の嫌う嫌悪成分とともに、特定の脂肪
族一価アルコール及び／又はこれらのエチレンオキサイド付加物、並びに水溶性ポリマー
を少量含有させることにより、長時間持続する泡を形成し、且つ、その泡を必要に応じて
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簡単に除去することができる発泡性組成物が得られることを見出した。
【０００９】
　かくして、本発明は、水と界面活性剤とを含む発泡剤組成中に、（１）高級脂肪族一価
アルコール及び／又は付加モル数が１又は２である高級脂肪族一価アルコールのエチレン
オキサイド付加物、（２）皮膜形成性水溶性ポリマー、並びに（３）有害動物の嫌う嫌悪
成分を含有することを特徴とする有害動物忌避用発泡性組成物を提供するものである。
【００１０】
　さらに、本発明に従えば、上記発泡性組成物を電気的な発泡手段、エアゾール、又はポ
ンプフォーマ等により発泡させて使用することを特徴とする有害動物の忌避装置が提供さ
れる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の組成物は、発砲させると、有害動物の嫌う嫌悪成分を含有する泡状物が長時間
持続するので、有害動物が侵入したり通ることが予想される場所に配置しておくことによ
り、その進路を遮断し接近させないようにして侵入を防止することができる。本発明の組
成物を用いて有害動物の侵入防止を行えば、有害動物の死骸を残すこともないので衛生的
であり、さらに、本発明の組成物は殺鼠剤や殺虫剤のような強力な殺生剤を含有しないの
で安全である。しかも、本発明の組成物は、使用後に水で簡単に洗い流せるので、簡便性
においても優れている。
　本発明の組成物は、既存のポンプフォーマ、エアゾール、または電気的な発泡手段等に
装入することにより簡単に発泡させて適用することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の発泡性組成物の特徴の一つは、水と界面活性剤とから成る発泡基本組成中に、
高級脂肪族一価アルコール及び／又は（エチレンオキサイドの）付加モル数が１又は２で
ある高級脂肪族一価アルコールのエチレンオキサイド付加物〔高級脂肪族一価アルコール
とエチレンオキサイドのエーテル化合物、又は（ポリ）オキシエチレン高級脂肪族エーテ
ルと称することもできる〕が含有されていることである。
【００１３】
　ここで、上記高級脂肪族一価アルコール又は高級脂肪族一価アルコールのエチレンオキ
サイド付加物における高級脂肪族とは、一般に、炭素数が１２～１８の鎖式構造から成る
ものであることを指称する。炭素数が１２よりも小さい高級脂肪族一価アルコール及び／
又は付加モル数が１又は２である高級脂肪族一価アルコールのエチレンオキサイド付加物
を用いる場合には、十分な泡の寿命が得られず、他方、炭素数が１８より大きい高級脂肪
族一価アルコール及び／又は付加モル数が１又は２である高級脂肪族一価アルコールのエ
チレンオキサイド付加物を用いる場合には、増粘して発泡能力が落ちたり、それらの化合
物が溶解しきれずに析出する傾向が強くなる。
【００１４】
　かくして、本発明の発泡性組成物において用いられる高級脂肪族一価アルコールの好適
な例としては、オレイルアルコール、セチルアルコール、ステアリルアルコール、イソス
テアリルアルコール、セトステアリルアルコール、ミリスチルアルコール、ラウリルアル
コール等を挙げることができる。また、本発明の発泡性組成物に用いられるのに好適な付
加モル数が１又は２である高級脂肪族一価アルコールのエチレンオキサイド付加物の例と
しては、ポリオキシエチレンセチルエーテル２ＥＯ、ポリオキシオレイルエーテル２ＥＯ
等を挙げることができる。高級脂肪族一価アルコールは単一種で用いてもよいが２種以上
を組み合わせて用いてもよい。同様に、付加モル数が１又は２である高級脂肪族一価アル
コールのエチレンオキサイド付加物も少なくとも１種以上で用いることができる。
【００１５】
　本発明の発泡性組成物において用いられる高級脂肪族一価アルコール及び／又は付加モ
ル数が１又は２である高級脂肪族一価アルコールのエチレンオキサイド付加物の含有量は
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、好ましくは、組成物全体の０．１～４重量％であり、より好ましくは、０．５～２重量
％である。含有量が０．１重量％よりも少ない場合は、泡の寿命が短くなり、他方、４重
量％よりも多い場合には、増粘して発泡能力が落ちたり、高級脂肪族アルコール及び／又
は付加モル数が１又は２である高級脂肪族一価アルコールのエチレンオキサイド付加物が
溶解しきれず析出する。
【００１６】
　本発明の発泡性組成物の更なる特徴は、水と界面活性剤とから成る発泡基本組成中に、
上述のような高級脂肪族一価アルコール及び／又は付加モル数が１又は２である高級脂肪
族一価アルコールのエチレンオキサイド付加物に加えて、皮膜形成性水溶性ポリマーが含
有されていることである。これによって、長時間の寿命を有するとともに、容易に洗い流
すこともできる泡状物の形成が確保される。本発明の組成物の皮膜形成性水溶性ポリマー
としては、下述のように、基本的には、皮膜形成の目的で従来より使用されてる各種の水
溶性ポリマーが使用可能である。
【００１７】
　例えば、アクリル酸コポリマー又はメタクリル酸コポリマー（共重合体）、酢酸ビニル
コポリマー、又はマレイン酸コポリマーから成るアニオン性ポリマーが本発明の発泡性組
成物における被膜形成性水溶性ポリマーとして使用できる。特に、アクリル酸コポリマー
又はメタクリル酸コポリマーとしては、アクリル樹脂アルカノールアミン液〔（アクリル
酸アルキル／ジアセトンアクリルアミド）コポリマー、アクリル酸アルキルコポリマー等
の総称である。〕、アクリル酸オクチルアミド・アクリル酸ヒドロキシプロピルメタクリ
ル酸ブチルアミノエチルコポリマー、アクリル酸ヒドロキシエチル・アクリル酸ブチル・
アクリル酸メトキシエチルコポリマー、（アクリレーツ／アクリル酸ステアリル／メタク
リル酸エチルアミンオキシド）コポリマー等が挙げられ、酢酸ビニルコポリマーとしては
、酢酸ビニル・ビニルピロリドンコポリマー、酢酸ビニル・クロトン酸コポリマー等が挙
げられ、マレイン酸コポリマーとしては、メトキシエチレン無水マレイン酸コポリマー等
が挙げられる。
【００１８】
　カチオン性のポリマーも使用可能であり、例えば、塩化Ｏ－［２－ヒドロキシ－３－（
トリメチルアンモニオ）プロピル］ヒドロキシエチルセルロース等のカチオン化セルロー
ス、塩化Ｏ－［２－ヒドロキシ－３－（トリメチルアンモニオ）プロピル］グァーガム等
のカチオン化グァーガム、塩化Ｏ－［２－ヒドロキシ－３－（トリメチルアンモニオ）プ
ロピル］デキストラン等のカチオン化デキストラン、ビニルピロリドン・Ｎ，Ｎ－ジメチ
ルアミノエチルメタクリル酸コポリマージエチル硫酸塩、ビニルピロリドン／ジメチルア
ミノプロピルメタクリルアミド／メタクリロイルアミノプロピルラウリルジモニウムクロ
リド等が挙げられる。
【００１９】
　両性ポリマーを用いることもでき、例えば、ポリメタクリロイルエチルジメチルベタイ
ン、ポリメタクリロイルエチルジメチルベタインと塩化メタクリロイルエチルトリメチル
アンモニウム又はメタクリル酸アルキルとのコポリマー、オクチルアクリルアミド／ブチ
ルアミノエチルメタクリレート／メタクリル酸／メタクリル酸エステルコポリマー等が挙
げられる。
【００２０】
　さらに、非イオン性ポリマーを使用することができ、例えば、ポリビニルピロリドン、
ポリビニルアルコール、ポリビニルメチルエーテル、アクリル酸ヒドロキシエチル／アク
リル酸メトキシエチルコポリマー等のアクリル酸アルキルコポリマー、ヒドロキシエチル
セルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース等が挙げられる。
【００２１】
　本発明の発泡性組成物に用いられるのに特に好ましい皮膜形成性水溶性ポリマーの例は
、アクリル酸構造又はメタクリル酸構造を含むコポリマーから成るものである。すなわち
、アニオン性ポリマーとして上述したアクリル酸コポリマー又はメタクリル酸コポリマー
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の他、アクリル酸系ポリマー（部位）又はメタクリル酸系ポリマー（部位）に両性ポリマ
ー（部位）及び／又はカチオン性ポリマー（部位）が付加（結合）したコポリマーから成
る水溶性ポリマーが、本発明の発泡性組成物の皮膜形成性水溶性ポリマーとして好適であ
ることが見出されている。
【００２２】
　かくして、本発明において用いられるのに特に好適な皮膜形成性水溶性ポリマーの具体
例としては、互応化学工業（株）から「プラスサイズＬ－５３」の商品名で販売されてい
る「ジアセトンアクリルアミド／アクリル酸アルキル」コポリマー」が挙げられる。これ
は別名「アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸アルキルエステル・ジアセトンアク
リルアミド・メタクリル酸共重合体」であり、アニオン性ポリマー（コポリマー）の１例
である。また、メタクリル酸系ポリマー部位に両性ポリマー部位が結合したコポリマーか
ら成る皮膜形成性水溶性ポリマーの例として、三菱化学（株）から「ユカフォーマーＲ２
０５Ｓ」の商品名で販売されている「（メタクリロイルオキシエチルカルボキシベタイン
／メタクリル酸アルキル）コポリマー」（別名：Ｎ－メタクリロイルオキシエチルＮ，Ｎ
－ジメチルアンモニウム－α－Ｎ－メチルカルボキシベタイン・メタクリル酸アルキルエ
ステル共重合体）が挙げられる。さらに、メタクリル酸系ポリマー部位に、両性ポリマー
部位及びカチオン性ポリマー部位が結合したコポリマーから成る皮膜形成性水溶性ポリマ
ーの例として、互応化学工業（株）から「プラスサイズＬ－４５０」の商標名で販売され
ている「メタクリロイルエチルジメチルベタイン・塩化メタクロイルエチルトリメチルア
ンモニウム・メタクリル酸２－ヒドロキシエチルコポリマー」等が挙げられる。
【００２３】
　上述したような皮膜形成性水溶性ポリマーの含有量は、組成物全体の０．１～４重量％
とすることが好ましく、より好ましくは０．４～３重量％である。含有量が０．１重量％
よりも少ない場合には、泡の寿命が極端に短くなり、４重量％よりも多い場合には、増粘
して発泡能力が落ちたり、泡が乾いた場合固まって洗い流しにくくなる。
【００２４】
　本発明の組成物において、界面活性剤は、水と共に発泡の基本的構成成分となるもので
ある。本発明の組成物に用いられる界面活性剤は、通常の発泡剤組成物に使用されるアニ
オン（性）界面活性剤、カチオン（性）界面活性剤、両性界面活性剤又は非イオン（性）
界面活性剤の中から選択することができ、これらを単独又は組み合わせて使用することが
できる。また、アニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、両性界面活性剤又は非イ
オン性界面活性剤のそれぞれは、単一種のみならず、複数種を用いることもできる。
【００２５】
　例えば、本発明に用いられるアニオン性界面活性剤としては、ポリオキシエチレンラウ
リルエーテル硫酸ナトリウム等のアルキルエーテル、ポリオキシエチレンラウリルエーテ
ルリン酸ナトリウム等のアルキルエーテルリン酸塩、ポリオキシエチレンラウリルエーテ
ル酢酸ナトリウム等のアルキルエーテルカルボン酸塩、ポリオキシエチレンラウルリエー
テル硫酸トリエタノールアミン等のアルキルエーテル硫酸エステル塩、ラウリル硫酸ナト
リウム等のアルキル硫酸エステル塩、ジ２－エチルヘキシルスルホコハク酸ナトリウム等
のスルホコハク酸塩、テトラデセンスルホン酸ナトリウム等のスルホン酸塩、ヤシ油脂肪
酸サルコシンナトリウム等のＮ－アシルアミノ酸塩等が挙げられるが、これらに限定され
るものではない。
【００２６】
　本発明に用いられるカチオン性界面活性剤としては、例えば、塩化ステアリルトリメチ
ルアンモニウム等のアルキルトリメチルアンモニウム塩、塩化ジステアリルジメチルアン
モニウム等のジアルキルジメチルアンモニウム塩、塩化セチルピリジウム、塩化ベンザル
コニウム、塩化ベンゼトニウム、ベヘナミドプロピルジメチルアミン等のアミドアミン等
が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【００２７】
　本発明に用いられる両性界面活性剤の例としては、２－ヘプタデシル－Ｎ－ヒドロキシ
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エチル－Ｎ－カルボキシラートメチルイミダゾリニウムクロライド・２－ヘプタデシル－
Ｎ，Ｎ－ビスヒドロキシエチルイミダゾリニウム塩等のイミダゾリン系界面活性剤、ラウ
リル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、ヤシ油アルキル
ベタイン、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン等のベタイン系界面活性剤等が挙げられ
るが、これらに限られるものではない。
【００２８】
　本発明に用いられる非イオン性界面活性剤としては、例えば、ヤシ油脂肪酸ジエタノー
ルアミド等の脂肪酸アルカノールアミド、ポリオキシエチレンオレイルエーテル等のポリ
オキシエチレンアルキルエーテル類、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキル
エーテル類、モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン等のソルビタン脂肪酸エステ
ル類、ショ糖脂肪酸エステル類、モノオレイン酸グリセリル等の脂肪酸グリセリンエステ
ル類、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンラノリン、ポリオキシエチ
レンラノリンアルコール、アルキルグリコールヒドロキシプロピルエーテル、アルキルグ
ルコシド等が挙げられるが、これらに限られるものではない。
【００２９】
　上述の各種の界面活性剤は、いずれも、本発明の組成物に基本的に使用可能であり、そ
の組み合わせも特に限定されるものではない。しかし、気泡力の観点からは、気泡力の高
いものは殆どがアニオン性界面活性剤であるので、一般的には、主体となる界面活性剤と
してアニオン性界面活性剤を用いるのが好ましい。それとともに、気泡力を更に向上させ
るために、アニオン性界面活性剤と組み合わせて、補助的な界面活性剤として非イオン性
界面活性剤（又は両性界面活性剤）を用いることが、特に好ましい。カチオン性界面活性
剤も使用することができるが、水溶性ポリマーとの相溶性に注意が必要である。
【００３０】
　かくして、本発明の組成物において用いられるのに好適な界面活性剤として、アニオン
性界面活性剤（例えば、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム）と非イオ
ン性界面活性剤（例えば、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド）との組み合わせを挙げるこ
とができる。
【００３１】
　本発明の発泡性組成物において用いられる水と界面活性剤の含有量は、特に限定される
ものではなく、本発明組成物において使用する他の構成成分とともに所望の泡性能を発揮
し得るような量であればよいが、一般的には、組成物の全量に対して、水は７５～８５重
量％程度であり、界面活性剤は１０～２０重量％程度である。
【００３２】
　本発明に関連して用いる「有害動物」という語は、人間が必要に応じて忌避することを
所望する各種の動物を含み、特に限定されるものではない。すなわち、本発明の忌避用発
泡性組成物が対象とする有害動物は、代表的には、ねずみ、ゴキブリ、蟻であるが、その
他に、ナメクジ、ダンゴ虫、ムカデ、ゲジゲジ、クモ、ケムシ、ハエ等の節足動物や軟体
動物が含まれ、さらには、野良猫、野良犬、コウモリ、ヘビなども含まれる。
【００３３】
　対象とする有害動物の種類に応じて、当該有害動物の嫌う嫌悪成分を本発明の発泡性組
成物に配合する。そのような嫌悪成分として、例えば、ｌ－メントール、トウガラシ抽出
液、ワサビ抽出液、ゼラニウム抽出液、ハッカ水、イマハッカ抽出液、ショウガ抽出液、
チョウジ抽出液、レモン抽出液などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。
これらの嫌悪成分の含有量についても特に限定されるものではなく、本発明の組成物の他
の構成成分とともに所望の泡性能が得られるように適宜定められるが、一般的には、組成
物の全量に対して、０．１～２重量％程度の少量である。
【００３４】
　本発明の発泡性組成物には、上述した特性を損なわない限り、必要に応じて、通常添加
させるような各種の成分を添加することができる。例えば、パラベン類、安息香酸塩、ソ
ルビン酸塩等の防腐剤を添加することが好ましい。また、ｌ－メントールやパラベン類等
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チレンアルキルエーテル（例えば、ポリオキシエチレンセチルエーテル２０ＥＯ）を添加
してもよい。さらに、泡に粘り気を持たせるために濃グリセリンを配合してもよい。その
他、ＥＤＴＡ、リン酸化合物、クエン酸等のキレート化剤、エタノール、プロピレングリ
コール等の溶解助剤、香料等を添加することもできる。
【実施例】
【００３５】
　本発明の特徴をさらに具体的に明らかにするために以下に実施例を記述するが、本発明
はこの実施例によって限定されるものではない。
＜実施例組成物と比較例組成物の調製＞
　各成分を加温しながら均一に溶解して表１－１及び表１－２に記載のように、本発明に
従う組成物（実施例１～４）及び比較のための組成物（比較例１～６）を調製した。
【００３６】
【表１－１】

【００３７】
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【表１－２】

【００３８】
　実施例１は、高級脂肪族一価アルコールとしてセトステアリルアルコール（商品名：カ
ルコール６８５０、花王株式会社製）を０．５％と、オレイルアルコール（商品名：オレ
イルアルコールＰ、高級アルコール工業株式会社製）を０．６％、付加モル数が１又は２
である高級脂肪族一価アルコールのエチレンオキサイド付加物してポリオキシチレンセチ
ルエーテル２ＥＯ（商品名：ＢＣ－２、日光ケミカルズ株式会社製）を０．２％、合計１
．３％配合し、皮膜形成性水溶性ポリマーの例として、（メタクリロイルオキシエチルカ
ルボキシベタイン／メタクリル酸アルキル）コポリマー〔三菱化学（株）製ユカフォーマ
ーＲ２０５Ｓ〕を０．９％配合し、嫌悪成分としてｌ－メントールを０．１％とトウガラ
シ抽出液０．３％を配合した本発明に従う発泡性組成物の例である。
【００３９】
　実施例２は、高級脂肪族一価アルコールとしてオレイルアルコールを０．５％配合した
以外は実施例１と同じ本発明に従う発泡性組成物である。
【００４０】
　実施例３は、高級脂肪族一価アルコールとしてセチルアルコールを単独で１．５％配合
し、皮膜形成性水溶性ポリマーの例として、（ジアセトンアクリルアミド／アクリル酸ア
ルキル）コポリマー〔互応化学工業（株）製プラスサイズＬ－５３〕を２．００％配合し
、嫌悪成分としてワサビ抽出液とゼラニウム抽出液をそれぞれ０．２％配合した本発明に
従う発泡性組成物の例である。
【００４１】
　実施例４は、付加モル数が１又は２である高級脂肪族一価アルコールのエチレンオキサ
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イド付加物としてポリオキシエチレンセチルエーテル２ＥＯを１．５％配合し、皮膜形成
性水溶性ポリマーとして実施例３と同様に「（ジアセトンアクリルアミド／アクリル酸ア
ルキル）コポリマー」を１．００％配合し、嫌悪成分としてトウガラシ抽出液の０．３０
％、ワサビ抽出液０．２０％、及びゼラニウム抽出液０．２０％を配合した本発明に従う
発泡性組成物の例である。
【００４２】
　比較例１は、水と界面活性剤から成る発泡剤ベースのみで、高級脂肪族一価アルコール
（及び／又は付加モル数が１又は２である高級脂肪族一価アルコールのエチレンオキサイ
ド付加物）、水溶性ポリマー、嫌悪成分のいずれも配合していない例である。
【００４３】
　比較例２～４は、それぞれ水溶性ポリマー、高級脂肪族一価アルコール（及び／又は付
加モル数が１又は２である高級脂肪族一価アルコールのエチレンオキサイド付加物）、嫌
悪成分の１成分ずつ欠けている例である。
【００４４】
　比較例５は、高級脂肪族一価アルコールと水溶性ポリマーの配合量がいずれも４重量％
を超えている例である。
【００４５】
　比較例６は、高級脂肪族一価アルコールとして、その炭素数が２２であるベヘニルアル
コールを用いた場合の例である。
【００４６】
＜泡性能試験＞
　上記のように調製した実施例及び比較例の組成物について、次の方法により、泡の持続
時間、及び放置して乾燥した泡の洗い流し易さについて評価した。
（１）泡の持続時間の確認：
　ポンプフォーマーを使用して、それぞれの組成物の一定量をビーカーに取り、泡の持続
時間を観察した。泡の保持時間に対する評価は、◎「５時間以上の保持時間を有し、泡の
持続性が特に優れている」、○「３～５時間の保持時間を有し、泡の持続性が良好である
」、×「泡の保持時間が３時間以下であり、泡の持続性が十分ではない」である。
（２）泡の洗い流し易さの確認
　上記のように泡の持続時間を確認し終わった各組成物を２４時間後に流水で水洗し、泡
の乾燥物に対して洗い流しやすいかどうかを確認した。
　表中、◎は「容易に洗い流せた」、○は「良好に洗い流せた」、×は「洗い流しにくか
った」ことを示す。試験結果を表２－１及び表２－２に示す。
【００４７】
【表２－１】

【００４８】
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【表２－２】

【００４９】
＜侵入防止効果の確認試験＞
（１）第一段階として、上記のように調製した実施例１～４及び比較例１～６の組成物に
つき、蟻を対象として次に示す方法により効果を確認した：縦２０ｃｍ、横３０ｃｍ、高
さ５ｃｍの透明プラスチックケース内に高さ１ｃｍ、幅２ｃｍ、直径１０ｃｍになるよう
に、機械的なフォーマーを使用して円形の泡をつくり、円内に水飴を設置し、円外に５０
匹の蟻を放った。５時間経過後、円内に入った蟻の数により、効果の有無を判定した。す
なわち、◎「０匹」、○「１０％未満」、×「１０％以上」である。結果を表３－１及び
表３－２に示す。
【００５０】

【表３－１】

【００５１】
【表３－２】

【００５２】
（２）第二段階として、実施例１～４の組成物につき、機械的なフォーマーを使用して、
料理店の厨房の床上に、部屋の周囲を一周する形で泡を１日１回噴霧し、７日間連続して
これを繰り返して、ネズミ又はゴキブリ等の侵入防止効果について観察した：◎は「泡の
エリア内にネズミ又はゴキブリ等の進入した痕跡が認められず、優れた効果が認められた
」、×は「効果が認められなかった」として結果を表４に示す。
【００５３】
【表４】

【００５４】
　以上の結果が示すように、本発明の発泡性組成物によって形成された泡は、長時間にわ
たり泡状形態を確実に持続するとともに、使用後は容易に洗い流すことができて、ねずみ
、ゴキブリ、蟻等の有害動物の侵入に対して高い防止効果を奏する。
 

【要約】
【課題】　泡状物を長時間維持して、有害動物の侵入を防止し、使用後はその泡状物を洗
い流すことのできる、有害動物を忌避する発泡性組成物を提供する。
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【解決手段】　水と界面活性剤とを含む発泡剤組成中に、（１）高級脂肪族一価アルコー
ル及び／又は付加モル数が１又は２であるポ高級脂肪族一価アルコールのエチレンオキサ
イド付加物、（２）皮膜形成性水溶性ポリマー、並びに（３）有害動物の嫌う嫌悪成分を
含有する有害動物忌避用発泡性組成物による。電気的な発泡手段、エアゾール、又はポン
プフォーマ等により発泡させて使用する。
【選択図】　なし
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