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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キレート剤、金属イオン封鎖剤、無機洗剤、アルカリ源、有機洗剤、界面活性剤、クリ
ーニング剤、リンス助剤、漂白剤、殺菌剤、抗菌剤、アクチベーター、洗剤ビルダー、フ
ィラー、消泡剤、再付着防止剤、蛍光増白剤、染料、臭気剤、二次硬化剤、溶解性改良剤
、有害生物駆除剤、有害生物のえさ、トリポリリン酸ナトリウム、直鎖アルコール、直鎖
アルキレートスルホネート、アルカリ金属塩、アルカリ金属シリケート、またはこれらの
混合物もしくは組み合わせから選択された１種または２種以上の機能性クリーニング成分
を供給する工程と、
　メチルグリシンジ酢酸を供給する工程と、
　水を供給する工程と、
　該メチルグリシンジ酢酸と水とが協働して、固形クリーニング組成物内に該機能性クリ
ーニング成分を結合させる固体バインディング剤を生成するように、該１種または２種以
上のクリーニング成分と該メチルグリシンジ酢酸と該水とを混合する工程と、
を含む方法により製造される固体クリーニング組成物であって、
　該バインディング剤を生成するために存在する、水：メチルグリシンジ酢酸のモル比が
、０．３：１～５：１の範囲内である、組成物。
【請求項２】
　該バインディング剤を生成するために存在する、水：メチルグリシンジ酢酸のモル比が
、０．５：１～４：１の範囲内である、請求項１に記載の組成物。
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【請求項３】
　該バインディング剤を生成するために存在する、水：メチルグリシンジ酢酸のモル比が
、０．５：１～３．８：１の範囲内である、請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　該組成物が、水に対しメチルグリシンジ酢酸と競合できそして固体化を阻害できる固体
化阻害量より少ない量の該機能性成分を含む、請求項１の組成物。
【請求項５】
　該バインディング剤を生成するのに使用される水が、該全組成物の２５ｗｔ％までの範
囲で存在する、請求項１に記載の組成物。
【請求項６】
　該バインディング剤を生成するのに使用される水が、該全組成物の２ｗｔ％～２０ｗｔ
％の範囲で存在する、請求項１に記載の組成物。
【請求項７】
　該バインディング剤を生成するのに使用されるメチルグリシンジ酢酸が、該全組成物の
９８ｗｔ％までの範囲で存在する、請求項１に記載の組成物。
【請求項８】
　該バインディング剤を生成するのに使用されるメチルグリシンジ酢酸が、該全組成物の
５ｗｔ％～５０ｗｔ％の範囲で存在する、請求項１に記載の組成物。
【請求項９】
　該組成物が、固体ブロックを形成するように押し出し成形される、請求項１に記載の組
成物。
【請求項１０】
　該組成物が、５０ｇ以下の範囲の重量を有する固体マスに形成される、請求項１に記載
の組成物。
【請求項１１】
　該組成物が、１０ｇ以上の範囲の重量の固体マスに形成される、請求項１に記載の組成
物。
【請求項１２】
　該組成物が、５０ｇ以上の範囲の重量の固体マスに形成される、請求項１に記載の組成
物。
【請求項１３】
　該組成物が、１ｋｇ以上の範囲の重量の固体マスに形成される、請求項１に記載の組成
物。
【請求項１４】
　該組成物が、固体形状にキャスティング成形される、請求項１に記載の組成物。
【請求項１５】
　該組成物が、固体形状に押し出し成形される、請求項１に記載の組成物。
【請求項１６】
　該組成物が、固体形状に形成される、請求項１に記載の組成物。
【請求項１７】
　固体のペレット形状である、請求項１に記載の組成物。
【請求項１８】
　該組成物が、容器内で固体ブロック形状に成形される、請求項１に記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、固体組成物の形で製造できる、機能性成分を結合するために使用可能なバイ
ンディング剤と、特定の態様ではバインディング剤を含む固体クリーニング組成物に関す
る。
【背景技術】
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【０００２】
　機関や企業での固体化技術と固体ブロック状洗剤の利用では、SOLID POWER（登録商標
）の技術が先駆しており、フェルンホルツらの米国再発行特許第３２，７６２号と第３２
，８１８号で開示され権利主張されている。さらに、炭酸ナトリウムの水和物を用いた炭
酸ナトリウム水和物のキャスティング固体物は、ヘイレらの米国特許第４，５９５，５２
０号と第４，６８０，１３４号に開示されている。近年、ソーダ灰や炭酸ナトリウム等の
苛性が低い材料から、非常に効果的な洗剤用材料に注目が向かっている。炭酸塩や有機ア
セテートやホスホネート化合物と水を含むバインディング剤を使うことによって、固体ブ
ロック状機能性物質が得られることが発見され、米国特許第６，２５８，７６５号、第６
，１５６，７１５号、第６，１５０，３２４号と第６，１７７，３９２号で権利主張され
ている。これらの固体化技術には長所と短所がある。当該技術分野では固体化技術に、常
にニーズがある
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本発明は、固体化技術と、特定の態様では、材料と組成物の供給、あるいは、たとえば
固体クリーニング組成物や他の技術分野で使用可能な固体化マトリックスのための代替製
造方法に関するものである。すくなくとも、いくつかの態様においては、固体化マトリッ
クスは、以下に詳細を示すように、メチルグリシンジ酢酸（ＭＧＤＡ)またはそれらの誘
導体またはそれらの塩と、固体バインディング剤とを生成するための水から形成されるバ
インディング剤を含んでいる。
【０００４】
　またいくつかの態様においては、ＭＧＤＡと水とは、結合し、固体化して、固体組成物
に所望の性質および/又は機能性を与える他の機能性成分を含むことが出来る、固体組成
物中に分散したバインディング材料またはバインディング剤として働く。たとえば、バイ
ンディング剤は、固体クリーニング組成物を生産するために使用されても良く、前記クリ
ーニング組成物は、バインディング剤と、所望の機能的特性を得るために充分な量の１ま
たは２以上の活性および/又は機能性成分を含んでいる。前記機能性成分とは、キレート
試薬；金属イオン封鎖剤；無機洗剤；アルカリ源；有機洗剤；界面活性剤；クリーニング
剤；リンス助剤；漂白剤；殺菌剤；抗菌剤；アクチベーター；洗剤ビルダー；フィラー；
消泡剤；再付着防止剤；蛍光増白剤；染料；臭気剤；二次硬化剤；溶解性改良剤；有害生
物駆除剤；有害生物を制御するためのえさ、またはその同類のもの、または組成物の所望
の特徴および/又は機能に応じたほかの広範な機能性材料である。固体の機能性材料の完
全性は、ＭＧＤＡと水を含むバインディング成分の存在によって保つことが出来る。この
バインディング成分は、固体中に分散しており、他の機能性成分と一緒に結合して、安定
な固体組成物とすることが出来る。
【０００５】
　上記の態様の要約は、各々の開示態様あるいは本発明の態様を示すために記載したわけ
ではない。いくつかの態様例についての詳細な記載で、特定の態様のいくつかが特に明ら
かになるであろう。本発明は種々の改良や応用にも順応（amenable)し、それらの詳細を
詳しく記載する。ただし、本発明がこれらの態様に限られることを意図している訳ではな
いことを理解すべきである。それとは逆で、本発明の本質的部分を有するすべての修飾物
、均等物、変更物が本発明の精神と範囲(spirit　and　scope　of)に含まれていることを
意図している。
【０００６】
　特許請求の範囲や、明細書中で異なる定義がされていない限りは、以下の表現と定義を
用いるものとする。
【０００７】
　本明細書中では、すべての数値は明確に示されているといないとを問わず”約”で修飾
して記載するものとする。"約”という言葉は、一般的には当業者が記載された値と同じ
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と考える（すなわち同機能か同結果を有する）の範囲の数値を言う。多くの場合、”約”
という言葉は、最も近い有効数値まで切り上げた数値を含むことができる。
【０００８】
　重量パーセント、重量上の％、ｗｔ％、ｗｔ－％、重量％およびその同類のものは、物
質の重さを組成物の重量で割って１００を掛けた値のことを示す。
【０００９】
　終点まで示した数値範囲は、その範囲内の数値をすべて含んでいるものとする（たとえ
ば１から５は、１、１．５、２、２．７５、３、３．８０、４、５を含む）
【００１０】
　本明細書と特許請求の範囲で使用されている様に、単数形”一つの”、”該”は、内容
が明らかに他の意味を指していない限りは、複数形をも含むものとする。本明細書で使用
されている様に、”または”の語は、内容が明らかに他の意味を指していない限りは、一
般的には”および/又は”の意味を含むものとする。
【００１１】
　サマリーに示されているように、本発明は固体組成物と当該固体組成物の生成方法に関
するものである。当該組成物は、バインディング剤と任意に添加された機能性成分または
組成物を有する固体化マトリックスを含んでいる。機能性成分または組成物は、バインデ
ィング剤によって生成される固体化マトリックスで製造される組成物によって変わってく
る従来の機能性試薬と他の活性成分を含むことができる。いくつかの態様では、例えばキ
ャスティング成形された固体、モールディング成形された固体、押し出し成形された固体
、形成された固体およびその同類のものは、種々の固体クリーニング組成物の提供に適し
たものである。すくなくともいくつかの態様では、バインディング剤は、ＭＧＤＡと水か
ら形成される組成物を含む。
【００１２】
　少なくともいくつかの態様では、ＭＧＤＡと水は、結合して固体バインディング剤を形
成できることが発見されている。理論的な制約を望んでいるわけではないが、少なくとも
いくつかの態様では、ＭＧＤＡと水は結合してＭＧＤＡ水和物を形成するが、当該ＭＧＤ
Ａ水和物は、固体化して固体バインディング剤を供給し、当該バインディング剤は、追加
的機能材料を結合して機能性固体組成物を生成する。我々の実験では、ＭＧＤＡと水から
形成される明確な種を含む固体組成物が形成された証拠を見出した。たとえば、後に記載
する実施例で言及しているように、ＭＧＤＡと水の混合物だけが固体バインディング組成
物を生成できる。さらにいくつかの態様の示差走査熱量計（ＤＳＣ)での分析結果は、Ｍ
ＧＤＡと水から形成された明確な種を含む固体バインディング剤が形成されていることを
示している。ＭＧＤＡは一般的には水溶性のキレート試薬として知られている。しかし、
固体化複合材料のバインディング剤の成分としては報告されていなかった。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　バインディング剤
　上記のように、少なくともいくつかの態様では、バインディング剤はＭＧＤＡやその誘
導体やそれらの塩等のキレート試薬と水を含んでいる。上記のようにＭＧＤＡはメチルグ
ルシンジ酢酸で、バインディング剤中のＭＧＤＡ成分には、ＭＧＤＡやその誘導体や塩を
含めることができる。例えば、いくつかの態様では、バインディング剤を作製するために
用いられるＭＧＤＡ成分は、ＭＧＤＡ塩である。そうした塩の一例は、メチルグリシンジ
酢酸３ナトリウム塩である。商業的に有用なＭＧＤＡ３ナトリウム塩の例としては、ＢＡ
ＳＦ アキテンゲゼルシャフト（Akitengesellschaft）から商用ベースで提供されている
トリロン（Trilon）（登録商標）M Powderを含む。
【００１４】
　いくつかの態様では、水およびＭＧＤＡまたはその原料の相対量は、固体化するバイン
ディング剤を生成する組成物の範囲内でコントロール可能である。例えば、いくつかの態
様では、バインディング剤を形成するための、存在するＭＧＤＡに対する水のモル比率は
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、約０．３：１～約５：１の範囲内である。いくつかの態様では、ＭＧＤＡに対する水の
モル比率は、約０．５：１～約４：１の範囲内で、いくつかの態様では約０．６：１～約
３．８：１である可能性がある。
【００１５】
　バインディング剤は、追加的な機能性材料等の追加的成分や試薬を含む固体組成物を形
成するために使用できる。そのままでは、いくつかの態様では（水とＭＧＤＡを含む）バ
インディング剤は、全組成物の重さにして、非常に少量しか供給できない可能性があり、
あるいは、例えばいくつかの態様で、その中にほとんどあるいは全く追加的な機能性材料
を含まない例では、バインディング剤を全組成物の重さにして、大量または全量供給でき
る可能性がある。例えば、いくつかの態様では、バインディング剤を生成する際に使用さ
れる水は、（バインディング剤とすべての追加的成分を合計した）組成物の全重量で、上
限で約２５％重量の範囲、または上限で約２０重量％の範囲、または約２重量％～約２０
重量％の範囲、または約４重量％～約８重量％の範囲で組成物中に存在できる。さらにい
くつかの態様では、バインディング剤を生成するために使用されるＭＧＤＡは、（バイン
ディング剤とすべての追加的成分を合計した）組成物の全重量で、上限で約９８重量％、
または約５重量％～約９０重量％の範囲、または約５重量％～約５０重量％の範囲、また
は約１０重量％～約２５重量％の範囲で存在することが出来る。
【００１６】
　一般的にはバインディング剤（および追加的機能性成分）は、水とＭＧＤＡが結合し、
成分が相互に作用し固体化させることで生成できる。この材料が固体化するに伴って、バ
インディング組成物が生成して、成分を結びつけ、固体化できる。成分中の残余が固体組
成物の残りの部分を形成している間に、少なくとも成分中の一部が協働(associate)して
バインディング剤を形成する。
【００１７】
　いくつかの態様では、組成物中に含まれている少なくともいくつかの所望の機能性材料
は、実質的には、水に対しＭＧＤＡと競合でき、固体化を妨げることができる成分がない
。例えば、一般的な阻害剤のひとつには、アルカリ源が含まれる。少なくともいくつかの
態様では、組成物は、ＭＧＤＡと水との反応に競合し固体化を阻害する量よりも少ない成
分量を含む。
【００１８】
　特許出願を目的として上記の点に留意すると、本出願の特許請求の範囲に記載されてい
る水とは、組成物に当初加えられた水を示し、当初は当該水が組成物中の少なくとも一部
のＭＧＤＡと水を含むバインディング剤と協働する。水和した化学物質は、本発明の工程
でまたは生成物に加えられており、当該水和物は化学物資と協働したままである（当該化
学物質から分離して、他の化学物質と協働しない）ことは、バインディング剤を生成する
ために加えられた水について記載する上では重要ではない。しかしながら、いくつかの態
様では、過剰量の水を含んでいてバインディング剤と協働せず、例えば、固体化の前や固
体化の間、組成物の生成を促進していないことも理解すべきである。
【００１９】
　生成された組成物を記述するために用いられている”固体”という言葉は、固体化で硬
くなった組成物が認識できる程流動せず、中位の応力や圧力や重力ではその形状、例えば
、成形型から離型する際の型の形、押し出し成形機から押し出し成形した成形品の形、お
よびその同類のものを保っていることを意味する。固体キャスト組成物の硬度は、例えば
コンクリートのような比較的密度が高く、硬い固体ブロックの溶融時の硬度から、コーキ
ング剤に似た展性のあるスポンジ状の物としてコンシステンシー(consistency)の程度ま
で特徴付けられる物の硬度の範囲にある可能性がある。
【００２０】
　固体あるいは凝集組成物と、発明を実施する方法は、例えば、キャスティング、押し出
し、モールド、または、固体ペレット、ブロック、錠剤、粉末、顆粒、フレーク状および
その同類のもの等の広い範囲の固体組成物を調製するのに適しており、または形成された
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固体または凝集物は、後ですりつぶされたり、粉末、顆粒、フレークおよびその同類のも
のに形成できる。
【００２１】
　いくつかの態様では、固体組成物は形成後の重さが５０ｇ以下となることができるが、
他の態様では固体組成物は、５ｇ、１０ｇ、１５ｇ、２５ｇ、５０ｇまたはそれ以上、５
００ｇまたはそれ以上、１ｋｇまたはそれ以上となることができる。本出願の目的上、”
固体ブロック”の語は、キャスティングまたは形成または押し出し成形の材料で、５０ｇ
またはそれ以上の材料を示すものとする。固体組成物は、機能性材料の安定した供給源で
ある。いくつかの態様では、固体組成物は、例えば水または他の溶媒に可溶で濃縮および
/又は用途に応じた溶液となる。溶液は貯蔵容器に保存して、後でそのままおよび/又は希
釈後使用したり、または実際の使用時に直接使用してもよい。
【００２２】
　結果として生じる固体組成物は、少なくとも固体組成物中に取り込まれている特別な機
能性材料に依存するが、あらゆるあるいは広範な種類の応用が可能である。例えばいくつ
かの態様では、固体組成物はクリーニング組成物を与えることができるが、当該固体組成
物の一部は、例えば水または他の溶媒に可溶で、濃縮および/又は用途に応じた溶液とな
る。クリーニング溶液は貯蔵容器に保存して、後でそのままおよび/又は希釈後使用した
り、または実際の使用時に直接使用してもよい。
【００２３】
　本発明を具体化する固体組成物は、広範な種々のクリーニングおよび汚れ落とし用途で
使用可能である。例としては、機械式および手動式皿洗機（warewashing)、乗り物のクリ
ーニングやケア用途、漬け置き、洗濯、繊維製品のクリーニングと汚れ落とし、カーペッ
トクリーニングと汚れ落とし、表面クリーニングと汚れ落とし、台所やお風呂のクリーニ
ングと汚れ落とし、床のクリーニングと汚れ落とし、特定場所でのクリーニング、一般的
な目的でのクリーニングと汚れ落とし、事業用、家庭用クリーナー、有害生物誘引制御剤
（pest　control　agents）およびその同類のもの、または他の用途がある。
【００２４】
　追加的機能性材料
　上記のようにバインディング剤は、所望の特性と機能を固体組成物に与えることができ
る他の機能性材料を含む固体組成物を作製するために使用できる。本出願の目的上、”機
能性材料”という語は、水溶液等の、用途に応じた溶液および/又は濃縮溶液に分散ある
いは溶解すると、特定の用途では有益な機能を有する材料を含んでいる。こうした機能性
材料の例としては、キレート試薬、金属イオン封鎖剤、無機洗剤、アルカリ源、有機洗剤
、界面活性剤、クリーニング剤、リンス助剤、漂白剤、殺菌剤、抗菌剤、アクチベーター
、洗剤ビルダーまたはフィラー、消泡剤、再付着防止剤、蛍光増白剤、染料、臭気剤、二
次硬化剤、溶解性改良剤、有害生物駆除剤、および/又は有害生物を制御するためのえさ(
baits for pest control applications)、またはその同類のもの、または他の広範な機能
性材料である。本出願で態様として開示するのは、機能性材料または成分で、その機能的
特性から、任意に固体化マトリックス中に含まれている。バインディング剤は、マトリッ
クスを結合して、機能性材料も含んだまま一緒に固体組成物を形成するように働く。機能
性材料さらに特別な例は、下記に詳しく記載されている。しかし、特別な材料は例示のみ
を目的として示されており、広範なほかの機能性材料を使用する可能性があることを当業
者、およびその他の者も理解しておくべきである。例えば、下記で記載する機能性材料の
多くは、クリーニングおよび/又は汚れ落とし用途にかかわっているが、他の具体化では
、他の用途向け機能性材料を含む可能性があることを理解すべきである。
【００２５】
　キレート試薬/金属イオン封鎖剤
　固体組成物は、所望の１または２以上のキレート試薬や金属イオン封鎖剤を機能性成分
として含んでいてもよい。キレート試薬や金属イオン封鎖剤は、例えばアミノカルボン酸
、縮合ホスフェート、ホスホネート、ポリアクリレートおよびその同類のものを含む可能
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性がある。一般的にはキレート試薬は、天然水中に一般的に見つけることができる金属イ
オンに配位（言い換えれば結合）できる分子で、金属イオンがクリーニング組成物中の他
の洗剤力を有する成分の活動を妨げることを防いでいる。キレート試薬や金属イオン封鎖
剤は、また有効量含まれる場合には、閾値試薬(threshold agent)としても機能する。い
くつかの態様では、固体クリーニング組成物は、上限で約７０重量％、または約５重量％
～約６０重量％のキレート試薬/金属イオン封鎖剤を含むことができる。
【００２６】
　アミノカルボン酸の例には、Ｎ-ヒドロキシエチルイミノジ酢酸、ニトリロトリ酢酸（
ＮＴＡ）、エチレンジアミンテトラ酢酸（ＥＤＴＡ)、Ｎ-ヒドロキシエチル-エチレンジ
アミントリ酢酸（ＨＥＤＴＡ）（バインディング剤中でのＨＥＤＴＡの使用に加え）、ジ
エチレントリアミンペンタ酢酸（ＤＴＰＡ)およびその同類のものが含まれる。
　縮合ホスホネートの例には、オルトリン酸ナトリウム、オルトリン酸カリウム、ピロリ
ン酸ナトリウム、ピロリン酸カリウム、トリポリリン酸ナトリウム、ヘキサメタリン酸ナ
トリウムおよびその同類のものを含む。縮合リン酸塩は、限定的ではあるが、水和物水と
して組成物中に存在する自由な水を安定させることによって組成物の固体化を支援するこ
とができる。
【００２７】
　組成物は、1－ヒドロキシエタン－１,１－ジホスホン酸ＣＨ３Ｃ(ＯＨ)[ＰＯ(ＯＨ)２]

２、アミノトリ（メチレンホスホン酸）Ｎ[ＣＨ２ＰＯ(ＯＨ)２]３、アミノトリ(メチレ
ンホスホン酸）ナトリウム塩
【００２８】
【化１】

【００２９】
　２－ヒドロキシエチルイミノビス（メチレンホスホン酸）ＨＯＣＨ２ＣＨ２Ｎ［ＣＨ２

ＰＯ（ＯＨ）２]２、ジエチレントリアミンペンタ（メチレンホスホン酸）（ＨＯ)２ＰＯ
ＣＨ２Ｎ［ＣＨ２ＣＨ３Ｎ［ＣＨ２ＰＯ（ＯＨ）２］２］２、ジエチレントリアミンペン
タ（ メチレンホスホン酸）ナトリウム塩、Ｃ９Ｈ（２８－Ｘ）Ｎ３ＮａｘＯ１５Ｐ５（
Ｘ＝７）、ヘキサメチレンジアミン(テトラメチレンホスホン酸) カリウム塩、Ｃ１０Ｈ

（２８－Ｘ）Ｎ２ＫｘＯ１２Ｐ４（Ｘ＝６)、ビス( ヘキサメチレン)トリアミン（ペンタ
メチレンホスホン酸)（ＨＯ２）ＰＯＣＨ２Ｎ［（ＣＨ２）６Ｎ［ＣＨ２ＰＯ（ＯＨ）２

］２］２等のホスホネート類、リン酸Ｈ３ＰＯ３を含むことができる。ある例ではＡＴＭ
ＰとＤＴＰＭＰ等のホスホネートの組み合わせが使われる。中性あるいはアルカリ性ホス
ホネート、または、混合物に加えられる前のアルカリ源とホスホネートとの組み合わせで
、混合物にホスホネートをあらかじめ加えても、中和反応によってほとんど少しあるいは
まったく熱やガスが発生しないものが用いられる。
【００３０】
　金属イオン封鎖剤に向いている重合ポリカルボキシレート（－ＣＯ２）の例では、ペン
ダント型のカルボキシレート基を有しているもの、例えばポリアクリル酸、マレイン酸/
オレフィン共重合体、アクリル酸/マレイン酸共重合体、ポリメタクリル酸、アクリル酸/
メタクリル酸共重合体、加水分解ポリアクリルアミド、加水分解ポリメタクリルアミド、
加水分解ポリアミド－メタクリルアミド共重合体、加水分解ポリアクリロニトリル、加水
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分解ポリメタクリロニトリル、加水分解アクリロニトリル－メタクリロニトリル共重合体
およびその同類のものが含まれる。
【００３１】
　さらなるキレート化合物/金属イオン封鎖剤の記載については、カーク　オスマー（Kir
k Othmer）の化学技術大辞典（Encyclopedia of Chemical Technology）、第３版、第５
巻、頁３３９-３６６と第２３巻、頁３１９-３２０を参照することによりここに取り込む
。
【００３２】
　無機洗剤またはアルカリ源
　何らかの態様によって作られる固体クリーニング組成物等の固体組成物は、例えば基材
のクリーニング力を高め、組成物の汚れ(soil)落とし能力を高める有効量の１または２以
上のアルカリ源を含むことができる。アルカリ性マトリックスは、ＭＧＤＡと水を含むバ
インディング成分の存在によって、結合して固体となる。炭酸、重炭酸、セスキ炭酸のナ
トリウムまたはカリウム、それらの混合物およびそれらの同類のもの等の金属炭酸塩が用
いられる。最適なアルカリ金属水酸化物は、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウムを
含む。アルカリ金属水酸化物が固体ビーズ状の形で組成物に加えられ、水溶液としてまた
はそれらの混合物として溶解する。アルカリ金属水酸化物は、小球の固体かビーズの形で
商業的に入手可能であり、それらのサイズは、例えば５０重量％と７３重量％の水溶液で
約１２～約１００ＵＳメッシュの範囲内である。有用なアルカリ源の例は、ケイ酸ナトリ
ウムやケイ酸カリウム（例えば、Ｍはアルカリ金属として、Ｍ２Ｏ：ＳｉＯ２の比率で約
１：２．４～約５：１である）、メタケイ酸塩等のケイ酸金属：ホウ酸ナトリウムとホウ
酸カリウム等のホウ酸金属塩およびその同類のもの；エタノールアミンとアミン；その他
のアルカリ源を含んでいる。いくつかの態様では、組成物は上限で約８０重量％の範囲、
または約１重量％～約７０重量％の範囲、またはいくつかの態様ではアルカリ源を約５重
量％～６０重量％の範囲で含んでいる。
【００３３】
　有機洗剤、界面活性剤またはクリーニング剤
　組成物は、所望により界面活性剤または界面活性システム等の少なくともひとつのクリ
ーニング剤を含むことができる。多くの原料から商業的に得ることができるアニオン性、
非イオン性、カチオン性、両性界面活性剤と種々の界面活性剤が使用できる。いくつかの
態様では、アニオン性および非イオン性試薬が使用された。界面活性剤については、カー
ク　オスマーの化学技術大辞典、第８巻、頁９００-９１２を参照することによりここに
取り込む。いくつかの態様では、クリーニング組成物が、所望のレベルのクリーニングを
提供するために、有効な量のクリーニング剤を含んでおり、いくつかの態様では上限で約
２０重量％の範囲で、あるいはいくつかの態様では約１．５重量％～約１５重量％の範囲
でクリーニング剤を含んでいる。
【００３４】
　クリーニング組成物中の有用なアニオン性界面活性剤は、例えばアルキルカルボキシレ
ート（カルボン酸塩）、ポリアルコキシカルボキシレート、アルコールエトキシレートカ
ルボキシレート、ノニルフェノールエトキシレートカルボキシレートおよびその同類のも
の等のカルボキシレート；アルキルスルホネート、アルキルベンゼンスルホネート、アル
キルアリールスルホネート、スルホン化脂肪酸エステルおよびその同類のもの等のスルホ
ネート；硫酸化アルコール、硫酸化アルコールエトキシレート、硫酸化アルキルフェノー
ル、アルキルサルフェート、スルホスクシネート、アルキルエーテルサルフェートおよび
その同類のもの等のサルフェート；アルキルリン酸エステルおよびその同類のもの等のホ
スホネートエステルを含む。アニオン系の特別な例では、アルキルアリールスルホネート
、アルファオレフィンスルホネート、脂肪酸アルコールサルフェートである。
【００３５】
　クリーニング組成物中の有用な非イオン性界面活性剤は、界面活性剤分子中にポリアル
キレンオキサイドポリマーを含んでいる。これらの非イオン性界面活性剤は、例えば、塩
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素、ベンジル、メチル、エチル、プロピル、ブチルその他のアルキル基の付いた高級アル
コールのポリエチレングリコールエステル；アルキルポリグリコシド等のポリアルキレン
オキサイドを含まない非イオン；ソルビタンおよびスクロースエステルとこれらのエトキ
シレート；アルコキシル化エチレンジアミン；アルコールエトキシレートプロポキシレー
ト、アルコールプロポキシレート、アルコールプロポキシレートエトキシレートプロポキ
シレート、アルコールエトキシレートブトキシレートおよびその同類のもの等のアルコー
ルアルコキシレート；ノニルフェノールエトキシレート、ポリオキシエチレングリコール
エーテルおよびその同類のもの；グリセロールエステル、ポリオキシエチレンエステル、
脂肪酸のエトキシレート化およびグリコールエステルおよびその同類のもの等のカルボン
酸エステル；ジエタノールアミン縮合体、モノアルカノールアミン縮合体、ポリオキシエ
チレン脂肪酸アミド等のカルボン酸アミド；プルロニック（ＰＬＵＲＯＮＩＣ BASF-Wyad
otte）の商標およびその同類のもの等の商業ベースで入手可能なエチレンオキサイド/プ
ロピレンオキサイドブロック共重合体を含むポリアルキレンオキサイドブロック共重合体
；非イオン系化合物のようなその他のものを含んでいる。ＡＢＩＬＢ８８５２等のシリコ
ーン界面活性剤も使用可能である。
【００３６】
　消毒や、繊維柔軟のためのクリーニング組成物に含まれる有用なカチオン性界面活性剤
は、Ｃ１８ アルキルあるいはアルケニル鎖を有する第１級、第２級、第３級モノアミン
類等のアミン類、エトキシレート化アルキルアミン、エチレンジアミンのアルコキシレー
ト、１-(２-ヒロドキシエチル)-２-イミダゾリン、２-アルキル－１-(２-ヒドロキシエチ
ル）－２－イミダゾリンおよびその同類のもの等のイミダゾール類；例えば、ｎ-アルキ
ル(Ｃ１２～Ｃ１８）ジメチルベンゾイルアンモニウムクロライド、ｎ-テトラデシルジメ
チルベンジルアンモニウムクロライドモノハイドレート、ジメチル－1－ナフチルアンモ
ニウムクロライドおよびその同類のもの等のナフタレン置換第四級アンモニウムクロライ
ド、等のアルキル四級アンモニウムクロライド界面活性剤を含む第四級アンモニウム塩；
その他のカチオン性界面活性剤を含む。
【００３７】
　リンス助剤
　組成物は、所望によりリンス助剤組成物を含む。当該リンス助剤組成物は、所望により
例えばその他の成分と湿潤剤またはシート化（sheeting）剤を、バインディング剤を使用
して製造された固体組成物中に含む。固体リンス助剤のリンス助剤組成物は、泡の発生度
が低い、リンス水の表面張力を下げることができる水溶性または水分散可能な有機材料で
あり、例えば洗濯工程におけるシート化効果を促進しおよび/又は、リンス後の水玉によ
って引き起こされるしみやストリーキング(streaking)を防いでいる。かようなシート化
剤は、特徴的な濁点を有する材料のような典型的な有機界面活性剤である。界面活性剤リ
ンス助剤あるいはシート化剤の濁点は、１重量％水溶液が温められたときに、にごる温度
と定義されている。商業ベースの洗濯機には一般的には２タイプのリンスサイクルがある
ため、第一のタイプでは約１８０華氏≒約８０℃以上の範囲の温度のリンス水を殺菌リン
スサイクルで使用する。第二のタイプでは、殺菌は行わない洗濯機で、通常は約１２５華
氏≒約５０℃以上の範囲の低めの温度のリンス液を使用する。こうした使い方で有用な界
面活性剤は、使用範囲中で、入手可能な市販のお湯よりも高い濁点を有する水溶性リンス
助剤である。したがって、界面活性剤の最も低い濁点は、約４０℃にすることができる。
濁点も、ローカス(locus)の熱水の温度と気温とリンスサイクルの温度と方式によっては
、６０℃以上、７０℃以上あるいは８０℃以上の場合の可能性もある。シート化剤は、通
常、エチレンオキサイド、ポリプロピレンオキサイド、あるいはホモポリマーあるいはブ
ロックあるいはヘテリック(heteric)コポリマー構造の混合物、から得られたポリエステ
ル化合物を含んでいる。こうしたポリエーテル化合物は、ポリアルキレンオキサイドポリ
マー、ポリオキシアルキレンポリマーあるいはポリアルキレングリコールポリマーとして
知られている。こうしたシート化剤は、分子に界面活性特性を持たせるために、比較的疎
水性の部分と比較的親水性の部分が必要となる。こうしたシート化剤は約５００～約１５
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，０００の範囲の分子量を有する可能性がある。（ＰＯ)(ＥＯ)ポリマーリンス助剤のう
ちのあるタイプは、最低でもポリ（ＰＯ）を１ブロックとポリ（ＥＯ)を１ブロックをポ
リマー分子内に有することで有用となることがわかっている。さらにポリ(ＥＯ）のブロ
ックや、ポリＰＯまたはランダムなポリマー化した部分が分子内に形成される。特に有用
なポリオキシプロピレンポリオキシエチレンブロックコポリマーは、ポリオキシプロピレ
ンユニットのブロックを中心として、ポリオキシエチレンユニットのブロックをその両側
に有している。こうしたポリマーの化学式を以下に示す
　(ＥＯ)ｎ－(ＰＯ)ｍ－（ＥＯ)ｎ
ここで、ｍは２０～６０の整数であり、両側は独立した１０～１３０の整数である。別の
有用なブロックコポリマーは、ポリオキシエチレンのセンターブロックの両サイドにポリ
オキシプロピレンのブロックを有している。当該ポリマーの化学式を以下に示す。
　(ＰＯ)ｎ－(ＥＯ)ｍ－（ＰＯ)ｎ
ここで、ｍは１５～１７５の整数であり、両側は独立した１０～３０の整数である。固体
機能性材料は、ハイドロトロープ(hydrotrope)を使って、シート化剤や湿潤剤の溶解性を
保っている。ハイドロトロープは有機材料への溶解性を上げることによって水溶液を改質
するために使用できる。いくつかの態様では、ハイドロトロープは、キシレンスルホネー
トとジアルキルジフェニルオキサイドスルホネート材料等の低分子量芳香族スルホネート
材料である。
【００３８】
　漂白剤
　組成物は、所望により漂白剤を含むことができる。漂白剤は基材を輝かせたり、白くす
るために使用可能あり、典型的にはクリーニングプロセス中に遭遇すると、Ｃｌ２、Ｂｒ

２、-ＯＣｌ-および/又はＯＢｒ－またはその同類のものである活性ハロゲン種を自由に
できる漂白化合物を含んでいる。使用に適した漂白剤は、例えば塩素、次亜塩素酸、クロ
ロアミン、その同類のもの等を含んでいる塩素含有化合物であろう。ハロゲン放出化合物
の例は、アルカリ金属ジクロロイソシアヌレート、塩素化リン酸トリナトリウム、アルカ
リ金属次亜塩素酸、モノクロラミン、ジクロロアミンおよびその同類のものである。取り
込まれた塩素源は、また組成物の塩素源(例として、米国特許第４，６１８，９１４号と
第４，８３０，７７３号を参照することによりここに取り込む）の安定性を高めるために
使用されてもよい。漂白剤は、活性酸素を包含したり、活性酸素を発生する薬剤を含んで
いる可能性がある。活性酸素化合物は、活性酸素源を供給するように機能し、例えば水溶
液中に活性酸素を放出する可能性がある。活性酸素化合物は、無機または有機化合物また
は、それらの混合物でもよい。活性酸素化合物の例には、過酸化化合物や過酸化付加化合
物が含まれる。活性酸素化合物や活性酸素源の例としては、テトラアセチルエチレンジア
ミン等のアクチベーターが存在していようがいまいが、過酸化水素、過ホウ酸、カーボネ
ートペルオキシハイドレートナトリウム、ホスフェートペルオキシハイドレート、パーモ
ノサルフェートカリウム、過ホウ酸ナトリウム水和物および四水和物およびその同類のも
のが含まれる。クリーニング組成物は、少量であるが効果的な量の漂白剤が、例えば、い
くつかの態様では上限で約１０重量％の範囲で、いくつかの態様では約０．１重量％～約
６重量％の範囲内 にある。
【００３９】
　殺菌剤と抗菌剤
　組成物は、所望により消毒剤を含んでもよい。抗菌剤としても知られている殺菌剤は、
固体機能性材料の中で使用可能な化学混合物を持ち、細菌による汚染や材料や表面の劣化
などを防いでいる。一般的にこれらの材料は、フェノール類、ハロゲン化合物、第四級ア
ンモニウム化合物、金属誘導体、アミン類、アルカノールアミン類、ニトロ誘導体、アナ
ライド(analides)、有機サルファーおよびサルファーナイトロジェン化合物、種々の化合
物を含む特定のクラスに分類できる。
【００４０】
　漂白剤の所で記載等した活性酸素化合物は、抗菌剤および殺菌剤としても働く可能性が
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あることを理解すべきである。実際いくつかの態様では、活性酸素化合物の抗菌剤として
の能力は、組成物内に抗菌剤を追加する必要性を低下させるほどである。例えば、過炭酸
成分はすばらしい抗菌作用の提供が示されている。とはいえ、いくつかの態様では、追加
的な抗菌剤と連携している。
【００４１】
　化学組成と濃度によるが既知の抗菌剤は、細菌のさらなる増殖を抑制するだけだったり
、細菌全部あるいは一部を死滅させるだけの可能性がある。”細菌”（microbes)と”微
生物”(microorganisms)の語は、第一義的には、バクテリア、ウイルス、酵母、胞子、真
菌微生物を意味する。通常、抗菌剤は固体の機能性材料として使用するが、例えば水溶液
として当該固体を希釈したり調合したりすれば、水溶性の殺菌または消毒組成物となり、
広範な種々の表面に塗ることができて、細菌の増殖を防いだり、細菌の一部を死滅させら
れる。殺菌組成物を使った結果、細菌数が３ログスケール減少した。抗菌剤は安定性を上
げるために、例えばカプセルに入れることができる。
【００４２】
　いくつかの抗菌剤の例には、ペンタクロロフェノール、オルソフェニルフェノール、ク
ロロ－ｐ－ベンジルフェノール、ｐ－クロロ－ｍ－キシレノール等のフェノール類抗菌剤
が含まれている。ハロゲン含有抗菌剤には、トリクロロイソシアヌレートナトリウム、ジ
クロロイソシアネートナトリウム(無水物または二水和物)、ヨウ化-ポリ（ビニルピロリ
ドン)（vinylpyrolidinone)合成物、２-臭化－２－ニトロプロパン－１,３－ジオール等
の臭化化合物、および塩化ベンザルコニウム、塩化ジデシルジメチルアンモニウム、クロ
リンジヨードクロライド、テトラメチルホスホニウムトリブロマイド等の第四級型抗菌剤
を含む。ヘキサヒドロ－１，３，５－トリス(２－ヒドロキシエチル)－ｓ－トリアジン、
ジメチルジチオカルバメートナトリウム等のジチオダルバメート類、ほかの広範な材料が
、技術的に抗菌特性で知られている。いくつかの態様では、ＴＡＥＤ等の抗菌成分は、組
成重量比で上限７５重量％の範囲で、他の態様では上限で約２０重量％、またいくつかの
態様では、組成重量比で約０．０１重量％～約２０重量％の範囲で、または０．０５重量
％～１０重量％で含むことができる。
【００４３】
　アクチベーター
　いくつかの態様では、組成物の抗菌活性または漂白活性は、組成物が使用される際に、
活性酸素と反応して、活性化された成分を形成する追加材料によって高められる。例えば
、いくつかの態様では、過酸または過酸塩が形成される。例えば、いくつかの態様では、
テトラアセチルエチレンジアミンは組成物中に含有されることが可能で、活性酸素と反応
して抗菌剤として機能する過酸または過酸塩を形成する。活性酸素アクチベーターの他の
例では、遷移金属とそれらの化合物、カルボキシル、ニトリル、エステル部分、その他技
術分野で知られる化合物が含まれる。いくつかの態様では、アクチベーターは、テトラア
セチルエチレンジアミン；遷移金属；カルボキシル、ニトリル、アミンまたはエステル部
分、またはこれらの混合物を含む。
【００４４】
　いくつかの態様では、アクチベーター組成物は、組成物の重量比で上限で約７５重量％
の範囲、いくつかの態様では約０．０１重量％～約２０重量％、またいくつかの態様では
組成物の重量比で約０．０５重量％～約１０重量％が含まれている。いくつかの態様では
活性酸素化合物のアクチベーターは、活性酸素と結合して抗菌剤を形成する。
【００４５】
　いくつかの態様では、組成物は、固体ブロックと、固体ブロックに活性酸素のアクチベ
ーターが付いた材料を含んでいる。クリーニング組成物を他のクリーニング組成物に付け
るための広範な方法を用いることで、アクチベーターを固体ブロックにつけることができ
る。例えば、アクチベーターは、固体ブロックに留め（bound）たり、貼(affixed)ったり
、糊付け(glued)したり、または接着(adhered)したりすることができる。あるいは、固体
アクチベーターはブロックに巻きつけ(formed)たり、中に入れる(edcaseing)ことができ
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る。さらに例を示すと、固体アクチベーターは、例えばプラスチックや熱収縮ラップやフ
ィルム等のクリーニング組成物の入れ物や包装材で固体ブロックにカップリング（coupli
ng）ができる。
【００４６】
　洗剤組成物またはフィラー
　組成物は、所望により少量であるが有効量の１または２以上の洗剤フィラーを含むこと
ができる。当該フィラーは本来必ずしもクリーニング剤として機能しないが、クリーニン
グ剤と協働して組成物の全体的な洗浄力を高める可能性がある。適したフィラーの例には
、硫酸ナトリウム、塩化ナトリウム、でんぷん、糖類、プロピレングリコール等のＣ１～
Ｃ１０アルキレングリコールおよびその同類のものが含まれる。いくつかの態様では、洗
剤、フィラーは上限で約２０重量％の範囲で、いくつかの態様では約１重量％～約１５重
量％で含むことができる。
【００４７】
　消泡剤
　組成物は、所望により泡の安定性を下げるために少量であるが、有効量の消泡剤を含む
ことができる。いくつかの態様では、組成物は上限で約５重量％で、いくつかの態様では
約０．０００１重量％～約３重量％の範囲の消泡剤を含む可能性がある。
【００４８】
　適した消泡剤の例では、ポリジメチルシロキサン、脂肪酸アミド、炭化水素ワックス、
脂肪酸、脂肪酸エステル、脂肪酸アルコール、脂肪酸石鹸、エトキシレート、鉱物油、ポ
リエチレングリコールエステル、モノステアリルホスフェートおよびその同類のものであ
るアルキルホスフェートエステル等中の分散シリカ等が含まれる。例えば消泡剤は、米国
特許第３，０４８，５４８号　マーチン（Martin）ら、第３，３３４，１４７号ブルネル
（Brunelle）ら.、第３，４４２，２４２号　ルー（Rue）らを参照することによってここ
に取り込む。
【００４９】
　再付着防止剤
　組成物は、所望によりクリーニング液中の汚れの懸濁液の状態を継続させるために、お
よびきれいになった基材の表面に除去された汚れが再付着するのを防ぐために、再付着防
止剤を含むことができる。適した再付着防止剤の例としては、脂肪酸アミド、フルオロカ
ーボン界面活性剤、複合ホスフェートエステル、スチレン無水マレイン酸共重合体、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等のセルロース誘導体が含まれ
る。クリーニング組成物は上限で約１０重量％、いくつかの態様では約１重量％～約５重
量％の再付着防止剤を含むことができる。
【００５０】
　蛍光増白剤
　組成物は、所望により蛍光増白剤を含むことができる。蛍光増白剤は、蛍光性漂白剤ま
たは蛍光性増白剤としても知られており、繊維中の黄ばみに対して光学的補完を行える。
蛍光増白剤を用いると黄ばみと相応の範囲に存在する蛍光増白剤から発された光が黄ばみ
に取って代わる。蛍光増白剤から出る紫色～青色の光がほか部分からの反射光と混じって
、実質的に完璧なまたは強調された白さとなる。さらにほかの光が、蛍光により蛍光増白
剤から出されている。蛍光増白剤は２７５ｎｍ～４００ｎｍの範囲の紫外線を吸収し、４
００ｎｍ～５００ｎｍの紫外光を発する。
【００５１】
　蛍光増白剤族に属する蛍光化合物は、通常、縮合環状鎖を有する芳香族または芳香族複
素環材料である。これら化合物の特徴は、切れ目のない共役二重結合の鎖と芳香族環を有
している点である。こうした共役二重結合の数は、分子の蛍光を発する部分の平面性とと
もに、置換基数に依存する。大部分の蛍光増白化合物は、スチルベンまたは４．４’－ジ
アミノスチルベン、ビフェニル、５員環複素環（トリアゾール類、オキザゾール類、イミ
ダゾール類等）、または６員環複素環(クマリン類、ナフタルアミド類、トリアジン類等
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）の誘導体である。組成物に使用するため蛍光増白剤の選択に当たっては、組成物のタイ
プ、組成物中に存在する他の成分の性質、クリーニング液の温度、攪拌の度合い、洗濯物
のクリーニング槽に対する割合等の数多くの要素に依存する。漂白剤の選択もまた、例え
ば、綿、合成繊維など、選択物の素材の種類に依存する。大部分の洗濯洗剤は、広範な種
類の繊維の洗濯のために使用されるため、洗濯洗剤は、広範な種類の繊維に効果的な漂白
剤の混合物を含んでいる可能性がある。当然漂白剤の個々の成分の相性が良いことは必要
である。
【００５２】
　有用な蛍光増白剤は、商業的に入手可能で、当業者に好まれて使われているものである
。少なくとも商業ベースに乗った蛍光増白剤は、必ずしもこれらに限定しているわけでは
ないが、ピラゾリン、クマリン、カルボン酸、メチンシアニン、ジベンゾチオフェン－５
,５－ジオキサイド、アゾール類、５－および６－員環複素環類、そのほかの種々の試薬
を含む、スチルベンの誘導体のサブグループに分類できる。こうした漂白剤の例は、蛍光
増白剤の製造と応用（”The Production and Application of Fluorescent Brightening 
Agents"）M.Zahradnik、ニューヨーク州のジョンワイリー＆サンズ出版（１９８２）を参
照することによりここに取り込む。
【００５３】
　有用なスチルベン誘導体には、必ずしもこれらの例に限定しているわけでないが、ビス
(トリアジニル)アミノ－スチルベンの誘導体；スチルベンのビスアシルアミノ誘導体；ス
チルベンのトリアゾール誘導体；スチルベンのオキサジアゾール誘導体；スチルベンのオ
キサゾール誘導体；スチルベンのスチリル誘導体が含まれている。
【００５４】
　染料、臭気剤
　組成物には、香水、他の審美性を高める薬剤を含む種々の染料、臭気剤も含まれていて
も良い。例えば、ダイレクトブルー８６（マイルズ）、ファスツソルブルー(モベイケミ
カルコーポレーション）、アシドオレンジ７(アメリカンサイアナミッド）、ベーシック
バイオレット１０(サンドズ）、アシドイエロー２３(ＧＡＦ)、アシドイエロー１７(シグ
マケミカル）、サップグリーン(キーストンアナリンアンドケミカル）、メンタニルイエ
ロー(キーストンアナリンアンドケミカル)、アシドブルー９(ヒルトンデイビス）、サン
ドランブルー/アシドブルー１８２(サンドズ）、ハイソルファストレッド(キャピトルカ
ラーアンドケミカル）、フルオレシン（キャピトルカラーアンドケミカル）、アシドグリ
ーン２５(シバガイギー）およびその同類のものである染料が、組成物の外観を変えるた
めに含まれる可能性がある。
【００５５】
　組成物に含まれてもよい香料や香水は、例えば、シトロネロール等のテルペノイド類、
アミル桂皮アルデヒド等のアルデヒド類、Ｃ１Ｓジャスミンまたはジャスマル等のジャス
ミン、バニリンおよびその同類のものを含む。
【００５６】
　二次硬化剤、溶解性改質剤
　組成物は、少量であるが有効量の二次硬化剤を含んでいていても良い。これらの二次硬
化剤は、例えば、ステアリン酸モノエタノールアミド、ラウリン酸ジエタノールアミド、
アルキルアミドおよびその同類のもの；固体ポリエチレングリコール、固体ＥＯ/ＰＯブ
ロック共重合体およびその同類のもの；酸またはアルカリ処理によって水に可溶となった
でんぷん類；昇温後の冷却で凝固性を付与する種々の無機物およびその同類のものを含む
。クリーニング剤および/又は他の活性成分が、固体組成物から長時間かけて放出される
ように、こうした化合物はまた、水系溶媒中の組成物の溶解性を変化させる。組成物は、
上限で約２０重量％の範囲で、またはいくつかの態様では約５重量％～約１５重量％の二
次硬化剤を含むことができる。
【００５７】
有害生物制御剤
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　有害生物を制御する使い方では、組成物中に有効量の有害生物駆除剤、誘引剤および/
又はおよびその同類のものである有害生物制御剤を入れても良い。有害生物駆除剤は、例
えば昆虫、齧歯動物およびその同類のものである有害生物を殺すために用いられる化学ま
たは生物化学剤である。有害生物駆除剤は、農薬、殺齧歯動物剤およびその同類のものを
含むことができる。殺齧歯動物剤は、例えば、ジフェシアロン、ブロモアジオロン、ブロ
ジファコウム、またはそれらの混合物を含む。有害生物誘引剤は、食物、香り、またはほ
かの感覚刺激物である。誘引剤は、とうもろこし、オート麦等の穀物をベースとして犬、
猫、魚の飼料等の動物用の飼料であることが可能である。
【００５８】
　いくつかの態様では、有害生物駆除剤および/又は誘引剤および/又は両方は、例えば、
固体組成物内の重量比で、上限で約９９％の範囲で、または約０．０１重量％～約９０重
量％の範囲で、または約１重量％～約５０重量％の範囲で、組成物内に所望の有効量存在
してもよい。
【００５９】
　他の成分
　所望の性質や機能を有する独特な組成物を生成するために役立つ、有用な種々の他の成
分も含まれていても良い。例えば、組成物は、他の活性成分、ｐＨ緩衝剤、クリーニング
用酵素、担体、プロセス助剤、液状剤とするための溶剤およびその同類のものを含んでい
ても良い。
【００６０】
　さらに、組成物は、水系での諸手順の間、洗浄水が所望のｐＨとなるといったように組
成することができる。例えば、組成物は、付け置き洗剤として使用するためにクリーニン
グ液が約６．５～約１１のｐＨに、いくつかの態様では約７．５～約１０．５の範囲内に
あるように組成しても良い。液状製品の態様では、（１０％希釈液で）ｐＨは約７．５～
約１０．０の範囲であり、いくつかの態様ではｐＨは約７．５～約９．０の範囲である。
推奨できる使用レベルのｐＨのコントロール技術は、緩衝液、アルカリ、酸、そのほか当
業者に良く知られているもの等の使用を含んでいる。
【００６１】
　水系溶媒
　成分には、所望により少量であるが有効量の水系溶媒を含んでもよく、均質な混合物を
作ったり、固体化を補助したり、混合物のプロセス中は効果的な粘度レベルとしたり、放
出中や硬化(hardening)中に所望の硬さと凝集性（cohesion)になる等の組成を提供する。
混合物は、プロセス中通常、約０．２重量％～約１２重量％、他の態様では約０．５重量
％～１０重量％の範囲の水系溶媒を含む。
【００６２】
　本発明の独特なバインディング剤を、固体機能性材料や他のクリーニング組成物を形成
するために、使用することができる。例えば、殺菌剤、リンス助剤、水系滑剤、他の機能
性材料が、本発明のバインディング剤で固体状に形成可能である。これらの材料は、充分
量のＭＧＤＡと水とで結びついて安定した固体ブロック状材料となる。
【００６３】
　組成物のプロセス
　本発明はまた、固体クリーニング組成物等の処理方法および/又は固体組成物の製造方
法に関するものである。バインディング剤と他の所望の成分は、有効に固体化できる量の
成分と混合する。最小量の熱を外から加えて混合物の処理を促進してもよい。
【００６４】
　混合システムは、成分の混合物を高い応力で連続的に混合し、成分が充分に全体に行き
渡った実質的に均質な液体または、半固体混合物を形成する。混合システムは、約1,００
０～1,０００，０００ｃＰ、好ましくは約５０，０００～２００，０００ｃＰの混合物が
連続的に流れるために、有効な応力を与える手段を含むと好ましい。いくつかの態様例で
は、混合システムは、連続フローミキサーが可能であるし、いくつかの態様では、シング
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ルまたはツインスクリュー押し出し機あるいはその同類のものが可能である。例えば、い
くつかの態様では、押し出し機のサイズは約１０ｍｍ～約５００ｍｍかそれ以上で、サイ
ズはどういう製品を望むかによる。
【００６５】
　混合物は、通常成分の物理的、化学的安定性を保てる温度で処理される。いくつかの態
様では混合物は、約２０℃～約８０℃の範囲の環境で処理される。限定的ではあるが外部
からの熱が混合物にかかるものの、混合物の温度は、摩擦、環境の変化、および/又はは
成分間の発熱反応によって上昇する。場合によっては、混合物の温度は、例えば混合シス
テムの入り口か出口で、上昇および/又は下降する。
【００６６】
　成分は、液体やドライパーティクル等の固体で、混合物に別々に、またはクリーニング
剤、水系溶媒、二次的洗浄剤、洗剤補助剤、添加物、追加物、二次硬化剤およびその同類
のもの等の追加的成分、とあらかじめ混合してから、加えても良い。１または２以上のあ
らかじめ混合した成分を、混合物に加えても良い。
【００６７】
　成分は実質的に均質な濃度に混合されており、成分は実質的に全体で均等となっている
。そして混合物は、ダイまたはほかの型を通って混合システムから放出される。外形が決
まった押し出し成形物は、一定量の有用な大きさに分けることが出来る。いくつかの態様
では、押し出された固体は、フィルムで包装される。混合システムから放出された混合物
は、充分に温度が下がっているため、最初に冷却する必要なく混合物をキャスティング成
形や押し出し成形の後、すぐに包装できる。押し出し放出から包装までの時間は、その後
のプロセスや包装に適したより良いハンドリング性をもたらす時間に調整される。いくつ
かの態様では、混合物の放出時点では、約１５℃～約９０℃の範囲にある。そして組成物
は、スポンジ状で、展性のある、低密度から、コーキー(caulky)な一貫性(consistency)
を有する、溶融した固体のようで、コンクリートのような、高密度まで、硬さに幅がある
可能性がある。
【００６８】
　場合によっては、加熱と冷却手段は、所望のミキサーの中の温度プロファイルが得られ
るよう加熱や冷却をするために、混合装置に隣接して配置しても良い。例えば、外部熱源
はプロセス中、混合物の流動性が増すように、材料の取り込み部や最終取り出し部および
その同類のものであるミキサーの１または２以上のバレル部分に、取り付けても良い。い
くつかの態様では、混合物のプロセス中の温度は放出部も含めて、約２０℃～約９０℃の
範囲に保たれている。
【００６９】
　成分の処理が完了すると、混合物は放出ダイを通って放出される。組成物は、成分の化
学反応によってバインディング剤が生成されるため、最終的には硬くなる。硬化プロセス
は、例えばキャスティング成形や押し出し成形のサイズ、組成物の温度、およびその他の
ファクターによって、数分から約６時間以上かかる。いくつかの態様では、キャスティン
グ成形または押し出し成形された組成物は、ほとんど即座から約３時間の範囲のうちに、
または約１分～約２時間、あるいはいくつかの態様では約１分～約２０分以内の範囲で、
硬化を始動（sets up）または開始する。
【００７０】
　包装システム
　組成物は、必ずしもではないが、包装システムや貯蔵所に組み込み可能である。包装貯
蔵所または容器は、硬いかまたは柔軟で、生成された組成物を包装するのに適したあらゆ
る材料を含む可能性がある。当該材料は、例えばガラス、金属、プラスチックフィルムや
シート、ボール紙、　ボール紙コンポジット、紙およびその同類のものである。
【００７１】
　好都合なことに、いくつかの態様では、組成物は装置環境の温度付近で処理されたため
、処理された混合物は直接容器や他の包装システムに、材料を構造的に傷めることなく、
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キャスティング成形や押し出し成形できる。その結果、溶融状態で処理し放出された組成
物に比べると、広範な種類の材料を、容器の材料として使用することができる。いくつか
の態様では、組成物を収容するために使用される包装材は、柔軟でイージーオープン型の
フィルム材が使われる。
【００７２】
　処理プロセスを経た組成物の放出
　クリーニング組成物等の組成物は、スプレー型のディスペンサーから放出(dispensed)
できる。当該ディスペンサーは、米国特許第４，８２６，６６１号、第４，６９０，３０
５号、第４，６８７，１２１号、第４，４２６，３６２号、米国再特許第３２，７６３号
、第３２，８１８号等を参照することによりここに取り込む。簡単に言えば、スプレータ
イプのディスペンサーの機能は、固体組成物の露出表面に水をスプレー衝突させることで
、組成物の一部を溶解して、組成物を含む高濃度の溶液をディスペンサーの外で、貯蔵容
器や使用場所に向かわせる。特別な製品の例が、米国特許出願第６，２５８，７６５号の
図９に示されており、参照することによりここに取り込む。使用の際には、製品は例えば
フィルムなどのパッケージから剥がされて、ディスペンサーに挿入される。水のスプレー
がノズル固体形状に従って形成される。ディスペンサーの筐体もまたディスペンサーシス
テムの形に近く、正しくない組成物の取り入れや放出を防いでいる。
【００７３】
　上記の記述は、広い要求と発明の限界を理解するための基礎である。以下の実施例とテ
ストのデータで、本発明のある特別な態様を理解できる。本発明は、以下の詳細な例にさ
らに記載されている。これらの実施例は、本発明の範囲を限定するものではない。本発明
概念のバリエーションは当業者には明らかなものである。
【実施例１】
【００７４】
　ＭＧＤＡと水を含む固体バインディング剤
　本実施例では、ＭＧＤＡと水がバインディング剤を形成するような一連の方法で処方さ
れている。表１に示す成分と重量％で処方されている。
【００７５】
【表１】

【００７６】
　処方を作製するために、成分を室温で約一分間金属棒を使って手で混合した。混合中は
発熱し、２原料間で理論的には水和反応が起こっていることに注意すべきである。そして
、２０から２５グラムの処方は、試料カップに入れられ、すぐに錠剤形状にプレスされた
。処方は試料カップでプレスされると硬くなり、固体組成物を形成した。
【００７７】
　処方ＡとＤでは試料カップから出しても、形状を保持できる程しっかりとした固体錠剤
が得られた。処方Ｂ、Ｃ、Ｅ、Ｆでは、試料カップから出すと、これらの個体は、形状を
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充分に保持できず、形が崩れる(crumble)傾向があった。
【実施例２】
【００７８】
　ＭＧＤＡ三ナトリウム塩と水から形成されたバインディング剤を含む固体組成物の例
　本実施例では、ＧからＪまでを含む４つの処方がクリーニング組成物を生成するために
使用された。下の表２に示す量の組成物を使用して処方がなされた。
【００７９】
【表２】
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【００８０】
　処方を作製するために、成分を室温で約一分間金属棒を使って手で混合した。最初にＥ
ＤＴＡとＭＧＤＡが混合され、次にＬＳ-３６と水が加えられて混合され、材料と混ぜら
れた。混合中は発熱し、理論的には２Ｈ２ＯとＭＧＤＡ間で水和反応が起きていたことに
注意すべきである。そして、２０から２５グラムの処方は、試料カップに入れられ、すぐ
に錠剤形状にプレスされた。処方は試料カップでプレスされると硬くなり、固体組成物を
形成した。
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【００８１】
　固定組成物の形成後、以下様な初期観察内容が得られた。処方Ｇは良い固体錠剤を提供
した。調べると錠剤表面には湿った（潤性の）コート層があった。理論的には界面活性剤
の一部が、錠剤の表面に出てきたと理論付けられる。処方Ｈ、Ｉ、Jでは、試料カップか
ら出したときに手触りが固くレベルの良い固体組成物が生成された。
【実施例３】
【００８２】
　ＭＧＤＡと水から生成された固体バインディング剤を含む処方の小スケールでの押し出
し成形
　本実施例では、ＭＧＤＡ塩と水を有する固体組成物が押し出し成形技術を使って形成さ
れる。押し出された固体は、小スケールの押し出し成形を使って作製された。押し出し成
形のための処方は、表３に示す成分を含有する。
【００８３】
【表３】

【００８４】
　固体押し出し製品は、全般的に、準備時間は必要とせず、押し出し成形機から吐出され
た。
【実施例４】
【００８５】
　ＭＧＤＡと水から生成されたバインディング剤を含む大規模スケールの押し出し成形
　本実施例では、押し出し成形技術によって、ＭＧＤＡ塩水バインディング剤の２つの固
体組成物が生成された。押し出し成形された固体は、大規模な押し出し成形機を使って、
生成された。押し出し成形固体を作製するために使用された処方（処方ＫとＬ)が、表４
に示されている。
【００８６】
【表４】
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【００８７】
　固体押し出し製品は、一般的には、セットアップ（set up）時間は必要とせず、押し出
し成形機から吐出された。
【実施例５】
【００８８】
　ＭＧＤＡ塩とエタノール混合物の比較実施例
　本実施例では、水とＭＧＤＡの代わりにエタノールを使用しても固体バインディング剤
が生成されるかどうかを見るために、エタノールとＭＧＤＡ塩を含む処方がなされた。試
料カップ内で、正確な重量％のＭＧＤＡ塩とエタノールを混合して、ＭＧＤＡ塩と１０重
量％のＳＤＡ４０Ｂエタノール（９０％保証品）を含む処方とした。本サンプルは発熱せ
ず、なんらかの水和反応が起こらなかった可能性があった。製品は固体錠剤を形成せず、
原料のＭＧＤＡ塩の性質に近い粉末が出来た。
【００８９】
　ＭＧＤＡ塩と、ＭＧＤＡ塩と水の固体バインディング剤のＤＳＣ分析
　示差走査熱量測定（ＤＳＣ）で２つの組成物を分析した。最初の組成物はＭＧＤＡ(Ｔ
ｒｉｌｏｎＭ）の原料粉末であった。次の組成物は、上記実施例１の処方Ｄから得られた
固体錠剤のサンプルだった。測定結果は、ＭＧＤＡと水で生成された別種を含む固体バイ
ンディング剤の生成が示されている。
【実施例７】
【００９０】
　ＭＧＤＡと水を含む固体バインディング剤
　本実施例では、ＭＧＤＡと水によるバインディング剤を作製するために、一連の追加的
な処方が生成された。処方の組成物と重量％を表５に示す。
【００９１】
【表５】
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【００９２】
　処方を作製するために、成分を室温で約一分間金属棒を使って手で混合した。混合中は
発熱し、２原料間で理論的には水和反応が起こっていることは注意すべきである。そして
、２０から２５グラムの処方は、試料カップに入れられ、もうひとつのカップとで錠剤形
状にプレスされた。処方Ｈ－１、Ａ－１、Ｂ－１、Ｆ－１およびＥ－１は、試料カップで
プレスされると硬くなり、固体組成物を形成した。処方Ｃ-１では、固体を形成せず４日
後でも液体のままであった。
【００９３】
　上記の明細書、実施例、データは、製造の完全な記述と発明の具体化例の使用を示して
いる。本開示では、多くの点でただの実例に過ぎないことを理解すべきである。詳細、特
に、成分、組成物、形状、大きさ、本発明の範囲を超えない範囲の手順は変更可能である
。本発明の範囲はもちろん特許請求の範囲に示された字句によって定義されている。
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