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(57)【要約】
　本発明は、研磨洗浄粒子を含む、液体の、洗浄及び／
又はクレンジング組成物に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　研磨剤洗浄粒子を含む、液体洗浄及び／又はクレンジング組成物であって、前記研磨剤
洗浄粒子が、発泡体から、グラインド加工又はミリング加工によって縮小されたものであ
り、前記発泡体が、５ｋｇ／ｍ3～１５０ｋｇ／ｍ3の密度を有し、かつ、前記発泡体が、
４０マイクロメートル～７００マイクロメートルの気泡サイズを有する、液体洗浄及び／
又はクレンジング組成物。
【請求項２】
　前記発泡体が、好ましくは２０ｋｇ／ｍ3～９０ｋｇ／ｍ3の、より好ましくは３０ｋｇ
／ｍ3～６０ｋｇ／ｍ3の密度を有する、請求項１に記載の液体洗浄及び／又はクレンジン
グ組成物。
【請求項３】
　前記発泡体が、好ましくは１００マイクロメートル～５００マイクロメートルの、より
好ましくは２５０マイクロメートル～４５０マイクロメートルの気泡サイズを有する、請
求項１又は請求項２に記載の液体洗浄及び／又はクレンジング組成物。
【請求項４】
　前記発泡体が、１．５～１０の、好ましくは２．０～８．０の、より好ましくは３．０
～６．０の、最も好ましくは３．５～４．５のアスペクト比を有する壁体で作製され、前
記壁体のアスペクト比が、前記壁体の長さと、長さの中間点での厚さとの比によって表さ
れる、請求項１～３のいずれか一項に記載の液体洗浄及び／又はクレンジング組成物。
【請求項５】
　前記発泡体が、好ましくは５０％未満の独立気泡、より好ましくは３０％未満の独立気
泡、最も好ましくは１５％未満の独立気泡を有する、請求項１～４のいずれか一項に記載
の液体洗浄及び／又はクレンジング組成物。
【請求項６】
　前記研磨剤洗浄粒子の集団が、発泡体気泡の平均サイズの半分未満のサイズを有する粒
子を、３０重量％未満、好ましくは２０重量％未満、より好ましくは１０重量％未満、最
も好ましくは粒子を含有しない量で含有し、前記粒子のサイズの重量比が、物理的な篩い
分け法によって判定されたものである、請求項１～５のいずれか一項に記載の液体洗浄及
び／又はクレンジング組成物。
【請求項７】
　前記組成物は、前記組成物の０．１重量％～２０重量％の、好ましくは０．３重量％～
１０重量％の、より好ましくは０．５重量％～５重量％の、最も好ましくは１重量％～３
重量％の前記組成物研磨剤洗浄粒子を含む、請求項１～６のいずれか一項に記載の液体洗
浄及び／又はクレンジング組成物。
【請求項８】
　前記研磨剤洗浄粒子が、３～５０ｋｇ／ｍｍ2の、好ましくは４～２５ｋｇ／ｍｍ2の、
より好ましくは５～１５ｋｇ／ｍｍ2のＨＶビッカース硬さを有し、前記ＨＶビッカース
硬さが、ここで開示された方法に従って測定されたものである、請求項１～７のいずれか
一項に記載の液体洗浄及び／又はクレンジング組成物。
【請求項９】
　前記研磨剤粒子が、ＩＳＯ　９２７６－６に従ったときに、１０～１０００μｍの、好
ましくは５０～５００μｍの、より好ましくは１００～３５０μｍの、最も好ましくは１
５０～２５０μｍの、面積相当直径によって表される平均粒径を有する、請求項１～８の
いずれか一項に記載の液体洗浄及び／又はクレンジング組成物。
【請求項１０】
　前記研磨剤粒子が、２０μｍ未満の、好ましくは８μｍ未満の、最も好ましくは５～０
．５μｍの先端半径を有する縁部によって定義され、前記先端半径が、前記縁部の末端の
湾曲に適合する仮想円の直径によって定義される、請求項１～９のいずれか一項に記載の
液体洗浄及び／又はクレンジング組成物。
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【請求項１１】
　懸濁助剤を更に含み、前記懸濁助剤が、ポリカルボキシレートポリマー増粘剤；ヒドロ
キシル含有脂肪酸、脂肪酸エステル、又は脂肪石鹸のワックス様材料；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、並びにキサンタンガム、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由来の多糖類ポリマー、又はこれらの混合物か
らなる群から選択される、請求項１～１０のいずれか一項に記載の液体洗浄及び／又はク
レンジング組成物。
【請求項１２】
　前記研磨剤洗浄粒子が、高分子材料から、グラインド加工又はミリング加工によって粒
子へと縮小され、高分子材料が、ポリエチレン、ポリプロピレン、ＰＶＣ、ポリカーボネ
ート、メラミン、尿素、ポリウレタン、ポリアクリレート、ポリスチレン、フェノール樹
脂、ポリエステル、ポリアミド、及びこれらの混合物からなる群から選択され、好ましく
は、高分子材料が、ポリウレタン、ポリエステル、ポリアクリレート、ポリスチレン、及
びこれらの混合物からなる群から選択され、より好ましくは、前記研磨剤粒子が、ジイソ
シアネート及びジオールから作製されたポリウレタンから得られる、請求項１～１１のい
ずれか一項に記載の液体洗浄及び／又はクレンジング組成物。
【請求項１３】
　前記研磨剤洗浄粒子が、発泡高分子材料から、グラインド加工又はミリング加工によっ
て粒子へと縮小され、発泡高分子材料が、ポリエチレン、ポリプロピレン、ＰＶＣ、ポリ
カーボネート、メラミン、尿素、ポリウレタン、ポリアクリレート、ポリスチレン、フェ
ノール樹脂、ポリエステル、ポリアミド、及びこれらの混合物からなる群から選択され、
好ましくは、発泡高分子材料が、ポリウレタン、ポリエステル、ポリアクリレート、ポリ
スチレン、及びこれらの混合物からなる群から選択され、より好ましくは、前記研磨剤粒
子が、ジイソシアネート及びジオールから作製された硬質ポリウレタン発泡体から得られ
る、請求項１～１２のいずれか一項に記載の液体洗浄及び／又はクレンジング組成物。
【請求項１４】
　前記洗浄組成物が洗浄基材上に添着され、前記基材が紙若しくは不織布の、タオル又は
拭き取り布、あるいはスポンジである、請求項１～１３のいずれか一項に記載の液体洗浄
及び／又はクレンジング組成物。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか一項に記載の液体洗浄及び／又はクレンジング組成物で表面
を洗浄及び／又はクレンジングする方法であって、前記表面が前記組成物と接触し、好ま
しくは前記組成物が前記表面上へと塗布される、方法。
【請求項１６】
　前記表面が無生物の表面であり、好ましくは、家庭の硬質表面、食器の表面、皮革若し
くは合成皮革のような表面、及び自動車の表面からなる群から選択される、請求項１５に
記載の方法。
【請求項１７】
　前記表面が生物の表面であり、好ましくは、ヒトの皮膚、動物の皮膚、ヒトの毛髪、動
物の毛、並びに例えば歯、歯肉、舌、及び頬面などの口腔の硬組織及び軟組織の表面、か
らなる群から選択される、請求項１５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、家屋内及び家屋周辺の硬質表面、食器表面、口腔の硬組織及び軟組織の表面
、例えば、歯、歯肉、舌、及び頬面など、ヒト及び動物の皮膚、自動車及び車両の表面な
どを含めた、様々な無生物並びに生物の表面を、洗浄及び／又はクレンジングするための
液体組成物に関する。より具体的には、本発明は、洗浄及び／又はクレンジングするため
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に好適な粒子を含む、液体擦り磨き組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　研磨剤構成成分を含有する、粒子状組成物又は液体（ゲル、ペーストタイプを含む）組
成物などの、擦り磨き組成物は、当該技術分野において周知である。そのような組成物は
、様々な表面を、特に、染み及び汚れを除去することが困難な状態にまで汚れる傾向があ
る表面を、洗浄及び／又はクレンジングするために使用される。
【０００３】
　現在既知の擦り磨き組成物の中でも、最も一般的なものは、球状から不規則状まで様々
に異なる形状を有する研磨剤粒子に基づいている。最も一般的な研磨剤粒子は、炭酸塩、
粘土、シリカ、ケイ酸塩、シェール灰、パーライト、及びケイ砂のような、無機物、ある
いは、ポリプロピレン、ＰＶＣ、メラミン、尿素、ポリアクリレート、及び誘導体のよう
な、有機高分子ビーズのいずれかであり、研磨剤粒子がその中に懸濁される、クリーム状
の稠度を有する液体組成物の形態となる。
【０００４】
　そのような現在既知の擦り磨き組成物の表面安全性プロファイルは、不十分であり、あ
るいは、十分な表面安全性プロファイルを有する組成物に関しては、貧弱な洗浄性能が示
される。実際に、極めて硬質な研磨剤粒子が存在するために、これらの組成物は、それら
が塗布された表面に、損傷を与える、すなわち、擦り傷を付ける恐れがある。実際に、配
合者は、良好な洗浄／クレンジング性能と引き換えに激しい表面損傷を特徴とするか、又
は洗浄／クレンジング性能を妥協しつつ、許容可能な表面安全性プロファイルを特徴とす
るかの間で、選択する必要がある。加えて、そのような現在既知の擦り磨き組成物は、少
なくとも特定の適用分野（例えば、硬質表面の洗浄）では、消費者によって、時代遅れで
あるとして認知されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　それゆえ、本発明の目的は、家屋内及び家屋周辺の硬質表面、食器表面、口腔の硬組織
及び軟組織の表面、例えば、歯、歯肉、舌、及び頬面など、ヒト及び動物の皮膚などの、
無生物並びに生物の表面を含めた様々な表面を、洗浄／クレンジングするために好適な、
液体洗浄及び／又はクレンジング組成物を提供することであり、この組成物は、良好な洗
浄／クレンジング性能を提供する一方で、良好な表面安全性プロファイルを提供する。
【０００６】
　上記の目的は、本発明による組成物によって果たされ得ることが判明している。
【０００７】
　本発明による組成物の有利点は、それらの組成物を使用して、グレーズドセラミック及
び非グレーズドセラミックのタイル、エナメル、ステンレス鋼、Ｉｎｏｘ（登録商標）、
Ｆｏｒｍｉｃａ（登録商標）、ビニール、ワックスなしビニール、リノリウム、メラミン
、ガラス、プラスチック、塗装表面、ヒト及び動物の皮膚、毛髪、口腔の硬組織及び軟組
織の表面、例えば、歯のエナメル質、歯肉、舌、及び頬面、などのような、様々な材料か
ら構成される、無生物並びに生物の表面を洗浄／クレンジングすることができる点である
。
【０００８】
　更に本発明は、本明細書の組成物中に、極めて低濃度で粒子を配合しつつも、依然とし
て上述の利益を提供することができるという利点を有する。実際に、概して他の技術に関
しては、良好な洗浄／クレンジング性能を得るためには、高濃度の研磨剤粒子が必要とさ
れ、それゆえ、製剤及び加工処理の高コスト、すすぎ及び最終洗浄の困難なプロファイル
、並びに、洗浄／クレンジング組成物の審美性及び心地よい手触り感覚に関する制限がも
たらされる。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　本発明は、研磨洗浄粒子を含む、液体洗浄及び／又はクレンジング組成物を目的とし、
この研磨洗浄粒子は、発泡体から、グラインド加工又はミリング加工によって縮小された
ものであり、この発泡体は、５ｋｇ／ｍ3～１５０ｋｇ／ｍ3の密度を有し、この発泡体は
、４０マイクロメートル～７００マイクロメートルの気泡サイズを有する。
【００１０】
　本発明は、研磨洗浄粒子を含む液体洗浄及び／又はクレンジング組成物を使用して、表
面を洗浄及び／又はクレンジングする方法を更に包含し、表面は組成物と接触し、好まし
くは組成物は表面上に塗布される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】先端半径を算出する方法の実例を示す図。
【図２】発泡体の壁体のアスペクト比を算出する方法の実例を示す図。
【図３】粒子から粗度を算出する方法の実例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　液体洗浄／クレンジング組成物
　本発明による組成物は、様々な無生物及び生物の表面用の、洗浄剤／クレンザーとして
設計される。好ましくは本明細書の組成物は、無生物の表面、及び生物の表面からなる群
から選択される表面を、洗浄／クレンジングするために好適である。
【００１３】
　好ましい実施形態では、本明細書の組成物は、家庭の硬質表面、食器の表面、皮革若し
くは合成皮革のような表面、及び自動車の表面からなる群から選択される無生物の表面を
、洗浄／クレンジングするために好適である。
【００１４】
　非常に好ましい実施形態では、本明細書の組成物は、家庭の硬質表面を洗浄するために
好適である。
【００１５】
　「家庭の硬質表面」とは、本明細書では、キッチン、浴室のような、家屋内及び家屋周
辺で典型的には見出される、任意の種類の表面、例えば、セラミック、ビニール、ワック
スなしビニール、リノリウム、メラミン、ガラス、Ｉｎｏｘ（登録商標）、Ｆｏｒｍｉｃ
ａ（登録商標）、任意のプラスチック、樹脂加工された木材、金属、又は任意の塗装表面
、若しくはニス塗り表面、若しくはシール表面などのような、種々の材料で作製される、
床、壁、タイル、窓、食器戸棚、シンク、シャワー、シャワー用樹脂加工カーテン、洗面
台、トイレ、付属品、及び取り付け品などを意味する。家庭の硬質表面にはまた、家庭用
機器も含まれ、それらの家庭用機器としては、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が、これらに限定されない。そのよう
な硬質表面は、一般家庭内、並びに商用環境、施設環境、及び産業環境のいずれでも見出
すことができる。
【００１６】
　「食器表面」とは、本明細書では、食器洗浄に見られる食器、食卓用金物、まな板、及
び鍋などのような任意の種類の表面を意味する。そのような食器表面は、一般家庭内、並
びに商用環境、施設環境、及び産業環境のいずれもで見出すことができる。
【００１７】
　別の好ましい実施形態では、本明細書の組成物は、ヒトの皮膚、動物の皮膚、ヒトの毛
髪、動物の毛、及び歯からなる群から選択される生物の表面を、洗浄／クレンジングする
ために好適である。
【００１８】
　本発明による組成物は、固体又は気体とは対照的に、液体組成物である。液体組成物に
は、水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、増粘組成物が含まれる
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。
【００１９】
　本明細書での好ましい実施形態では、液体組成物は、水性組成物である。したがって、
それらの組成物は、組成物全体の６５重量％～９９．５重量％の、好ましくは７５重量％
～９８重量％の、より好ましくは８０重量％～９５重量％の水を含み得る。
【００２０】
　本明細書の別の好ましい実施形態では、本明細書の液体組成物は、殆ど非水性の組成物
であるが、それらの組成物は、組成物全体の０重量％～１０重量％の水、好ましくは０重
量％～５重量％の、より好ましくは０重量％～１重量％の、最も好ましくは、組成物全体
の０重量％の水を含み得る。
【００２１】
　本明細書の好ましい実施形態では、本明細書の組成物は、中性の組成物であり、それゆ
え、２５℃で測定するとき、６～８の、より好ましくは６．５～７．５の、更により好ま
しくは７のｐＨを有する。
【００２２】
　他の好ましい実施形態では、組成物は、好ましくはｐＨ　４よりも高いｐＨを有するか
、あるいは、好ましくはｐＨ　９よりも低いｐＨを有する。
【００２３】
　したがって、本明細書の組成物は、ｐＨを調整するための、好適な塩基及び酸を含み得
る。
【００２４】
　本明細書で使用される好適な塩基は、有機及び／又は無機の塩基である。本明細書での
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／若しくは水酸化リチウ
ムなどの苛性アルカリ、並びに／又は酸化ナトリウム及び／若しくは酸化カリウムなどの
アルカリ金属酸化物、あるい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。
【００２５】
　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。
【００２６】
　そのような塩基の典型的な濃度は、存在する場合、組成物全体の０．０１重量％～５．
０重量％、好ましくは０．０５重量％～３．０重量％、より好ましくは０．１重量％～０
．６重量％の濃度である。
【００２７】
　明細書の組成物は、必要とされる程度にまでｐＨを減少させるための酸を含み得、酸が
存在するにも関わらず、本明細書の組成物は、上述のような好ましい中性のｐＨを維持す
る。本明細書での使用に好適な酸は、有機及び／又は無機の酸である。本明細書での使用
に好適な有機酸は、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。これらの酸の混合物は、商標名Ｓｏｋａｌａｎ（登録商標）ＤＣＳで、ＢＡ
ＳＦより商業的に入手可能である。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。
【００２８】
　そのような酸の典型的な濃度は、存在する場合、組成物全体の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％の濃度である。
【００２９】
　本発明による好ましい実施形態では、本明細書の組成物は、増粘組成物である。好まし
くは、本明細書の液体組成物は、２０ｓ-1で、最大７５００ｃｐの粘度を有し、及び２０
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℃で、ＡＲ　１０００型レオメータ（ＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓより供給）を、ステ
ンレス鋼、角度２°の、４ｃｍコーン状スピンドルで使用して（０．１～最大１００ｓｅ
ｃ-1の線形増分、８分間）測定するとき、より好ましくは５０００ｃｐ～５０ｃｐ、更に
より好ましくは２０００ｃｐ～５０ｃｐ、最も好ましくは、２０ｓ-1１５００ｃｐ～３０
０ｃｐの粘度を有する。
【００３０】
　本発明による別の好ましい実施形態では、本明細書の組成物は、水様の粘度を有する。
「水様の粘度」とは、本明細書では、水の粘度に近い粘度を意味する。好ましくは、本明
細書での液体組成物は、６０ｒｐｍで最大５０ｃｐの粘度を有し、６０ｒｐｍ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０ｃｐ～３０ｃｐ、更により好ましくは０ｃｐ～２０ｃｐ、最
も好ましくは、０ｃｐ～１０ｃｐの粘度を有する。
【００３１】
　研磨洗浄粒子
　本明細書の液体洗浄及び／又はクレンジング組成物は、例えばマクロ形状記述子及びメ
ソ形状記述子によって定義される、極めて有効な形状を特徴とするように選択又は合成さ
れる、研磨洗浄粒子を含み、その一方で、粒子の有効な形状は、発泡体材料を粒子へと縮
小することによって得られる。
【００３２】
　出願人は、非回転性かつ鋭利な研磨洗浄粒子が、良好な汚れ除去、及び少ない表面損傷
をもたらすことを見出した。出願人は、極めて特定の粒子形状を、発泡体構造から得るこ
とができ、また付随して、その結果得られた粒子の形状は、例えば非発泡材料から作製さ
れる、回転移動がむしろ促進され、表面から汚れを移動させる効果がより少ない、より典
型的な研磨剤粒子と対比すると、研磨剤粒子の有効な滑動を促進することを見出した。し
たがって、本発明の目的は、研磨剤を、その形状に従って慎重に合成及び選択することで
あり、特に、本発明の目的は、発泡体構造と、発泡体を有効な粒子へと縮小するための方
法とを説明することである。
【００３３】
　出願人は、非回転性かつ鋭利な研磨洗浄粒子が、良好な汚れ除去、及び少ない表面損傷
をもたらすことを見出した。実際に、出願人は、例えば円形度によって定義される、極め
て特定の粒子形状が、回転移動がむしろ促進され、表面から汚れを移動させる効果がより
少ない、典型的な研磨剤粒子と対比すると、研磨剤粒子の有効な滑動を促進することを見
出した。
【００３４】
　更には、研磨剤粒子は、好ましくは、本発明によって定義される発泡体構造から作製さ
れる粒子の典型的な特徴である、多数の鋭利縁部を有する。非球状粒子の鋭利縁部は、２
０μｍ未満の、好ましくは８μｍ未満の、最も好ましくは５μｍ～０．５μｍの先端半径
を有する縁部によって定義される。この先端半径は、縁部末端の湾曲に適合する、仮想円
の直径によって定義される。出願人は、発泡体をグラインド加工することで得られる粒子
が、典型的には、発泡成形方法の結果得られる鋭利縁部を有する粒子の特徴を有すること
を見出した。発泡剤、所望により界面活性剤若しくは高分子剤を添加した／添加していな
いガス又は揮発溶媒のいずれかは、発泡成形方法の間、膨張する泡の湾曲により、発泡体
材料の縁部（又は壁体）を鋭利化する補助をする。
【００３５】
　図１．は、先端半径の図である。
【００３６】
　研磨剤粒子は、それらが製造される同じ発泡体材料から構成される。付随して、研磨剤
材料は、有機発泡体から、また更には鉱物性の発泡体から作製することができるが、実際
的は、鉱物性の発泡体は、例えば、典型的な発泡成形方法で、他の既知の発泡性の有機材
料又は高分子材料と共に、鉱物材料が充填剤として共発泡成形されない限り、あまり一般
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的ではない。同様に、非鉱物性の研磨剤材料もまた、他の既知の発泡性の有機材料又は高
分子材料と共に共発泡成形することができる。最も単純でかつ一般的な場合では、発泡成
形方法を実行する前に、研磨剤原材料それ自体（例えば、鉱物性又は非鉱物性の充填剤）
をマトリックス内部に分散させて、適切な発泡体構造を得る。その場合には、発泡成形方
法で充填剤として使用される材料は、典型的には（網羅的ではないが）、例えば、炭酸か
ら誘導される塩、リン酸から誘導される塩、ピロリン酸から誘導される塩、シリカ若しく
はアルミナから誘導される塩、ヒドロキシアパタイト、珪藻土、フーラー土、タルクなど
のような、有機又は無機の塩の研磨剤、ポリエチレン、ポリプロピレン、ＰＶＣ、ポリカ
ーボネート、メラミン、尿素、ポリウレタン、ポリアクリレート、ポリスチレン、フェノ
ール樹脂、ポリエステル、ポリアミド、から誘導される、高分子材料、又は堅果の殻、穀
粒、木材、竹、植物などのような、セルロース、リグノセルロース、若しくは殻に由来す
る、天然材料である。
【００３７】
　好ましくは、研磨剤粒子は、ポリエチレン、ポリプロピレン、ＰＶＣ、ポリカーボネー
ト、メラミン、尿素、ポリウレタン、ポリアクリレート、ポリスチレン、フェノール樹脂
、ポリエステル、ポリアミド、及びこれらの混合物からなる群から選択される、高分子材
料、並びに堅果の殻、リンゴ種子、オリーブストーン、杏仁、穀粒、木材、竹、及び植物
などの、セルロース、リグノセルロース、若しくは殻に由来する、天然研磨剤、並びにこ
れらの混合物から作製される。より好ましくは、研磨剤粒子は、ポリエチレン、ポリプロ
ピレン、ＰＶＣ、ポリカーボネート、メラミン、尿素、ポリウレタン、ポリアクリレート
、ポリスチレン、フェノール樹脂、ポリエステル、ポリアミド、及びこれらの混合物から
なる群から選択される、高分子材料から作製される。更により好ましくは、研磨剤粒子は
、ポリウレタン、ポリエステル、ポリアクリレート、ポリスチレン、及びこれらの混合物
からの、高分子で作製される。最も好ましくは、研磨剤粒子は、ジイソシアネート（例え
ば、Ｌｕｐｒａｎａｔｅ　Ｍ２００Ｒ、又はＬｕｐｒａｎａｔｅ　Ｍ２０Ｓ）及びジオー
ル（Ｌｕｐｒａｎｏｌ　３４２３）から作製される、硬質ポリウレタン発泡体から作製さ
れる。
【００３８】
　好ましい実施形態では、発泡成形材料は、充填剤を併用せずに使用され、発泡成形され
て、発泡成形後に研磨剤粒子へと縮小された後に、十分な研磨剤特性を提示する。
【００３９】
　発泡成形方法及び発泡体構造は、典型的には、ガス膨張方法を介して、例えば、ガス又
は溶媒を研磨剤前駆体内に注入し、圧力低下及び／又は温度の上昇によって膨張させる、
例えば押出し発泡成形方法によって得られる。その場合には、純粋なポリマー、又はポリ
マーブレンド、又は可塑化ポリマーなどの形態の、熱可塑性材料が通常使用される。熱可
塑性ポリマーの典型例は、網羅的ではないが、ポリエチレン、ポリプロピレン、ＰＶＣ、
ポリカーボネート、ポリウレタン、ポリアクリレート、ポリスチレン、ポリエステル、ポ
リアミドなどである。代替的な熱可塑性ポリマーのリストは、押出し発泡成形又はガス発
泡成形の文献に見出すことができる（例えば、Ｊａｍｅｓ　Ｌ．Ｔｈｒｏｎｅによる「Ｔ
ｈｅｒｍｏｐｌａｓｔｉｃ　Ｆｏａｍ　Ｅｘｔｒｕｓｉｏｎ」、又はＳｈａｕ－Ｔａｒｎ
ｇ　Ｌｅｅによる「Ｆｏａｍ　Ｅｘｔｒｕｓｉｏｎ：Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ａｎｄ　Ｐ
ｒａｃｔｉｃｅ」の書籍を参照）。そのような方法で使用される典型的なガスは、空気、
窒素、二酸化炭素、又はペンタン、シクロペンタンなどの有機溶媒などであり、核生成剤
及び泡安定剤を含む場合、あるいは含まない場合がある。殆どの場合では、ガスの量を制
御して、ポリマー／ポリマー混合物に溶解させて溶融相にするが、熟練の操作者は、発泡
成形のパラメーター、例えば、製剤、時間／温度／圧力サイクルのパラメーターを正確に
制御することで、特定の発泡体構造を対象とすることができる。
【００４０】
　発泡成形方法及び発泡体構造はまた、典型的には、モノマーのエマルション発泡成形に
続く、化学、熱、放射線（例えばＵＶ）硬化を介した、固化工程、及び必要な場合には、
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その後の、固化した発泡体の乾燥工程を介すことでも達成される。幾つかのタイプのモノ
マー、例えば、以下のモノマー構造の非網羅的リスト、例えば、ビニル、スチレン、アク
リレート、メタクリレート、ジエンなどに由来するものを使用することができる。材料並
びに発泡成形及び硬化方法の例は、文献に詳細に説明されている（例えば、Ｒｏｂｅｒｔ
　Ｄ．Ａｔｈｅｙによる書籍「Ｅｍｕｌｓｉｏｎ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ
ｙ」を参照）。発泡体の製造の好ましい経路は、本明細書に参照として組み込まれる、米
国特許第６３６９１２１号（Ｃａｔａｌｆａｍｏら）に記載されるように、モノマー混合
物中の水の、水／油の高内相エマルションを形成し、その場で重合させることである。好
ましい実施形態では、発泡体は、水／油の高内相エマルション方法を使用する、ジビニル
ベンゼン架橋スチレンポリマーの重合後に製造される。硬化後、次に発泡体は、グライン
ド加工又はミリング加工の操作を介して、粒子へと縮小される。
【００４１】
　発泡成形方法及び発泡体構造はまた、典型的には、機械的な攪拌、例えば、粘稠な混合
物（例えば、典型的には、乳化の特徴及び恐らくは安定化の特徴を有するタンパク質を含
むもの）を激しくこねることに続く、硬化／固化の工程により、及び必要な場合には、固
化した発泡体を乾燥させることによっても達成される。タンパク質の非網羅的な例は、卵
白又は純アルブミン、ゼラチン、サポニン、グルテン、大豆タンパク質、グロブリン、プ
ロラミン、グルテリン、ヒストン、プロタミンなどであるが、これらのタンパク質は、多
くの場合、水、乳化剤、安定剤、例えばアルギン酸、並びに極めて望ましくは、大量の重
合性モノマー及び／又は架橋剤の存在下で攪拌され、十分な発泡体硬度を達成する。更な
る参照に関しては、Ｊｏｓｅｐｈ　Ｆ．Ｚａｙａｓによる書籍「Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌｉ
ｔｙ　ｏｆ　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ　ｉｎ　Ｆｏｏｄ」、Ｈｅｔｔｉａｒａｃｈｃｈｙからの
「Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌｉｔｙ　ｉｎ　Ｆｏｏｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」、
Ｅ．ＺｕｋｏｗｓｋａらによるＪｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｅｒｅａｌ　ｓｃｉｅｎｃｅ　
４７（２００８）２３３～２３８の論文、又は米国特許第２００６／００６５１５９号を
参照されたい。
【００４２】
　特に好ましい発泡成形方法及び発泡体構造はまた、典型的には、膨張ガスのその場産生
と組み合わせて、架橋又はみ架橋モノマーの同時重合によっても達成される。そのような
方法は、典型的には、ポリウレタン発泡体を作り出すために使用される。方法、ポリウレ
タン前駆体、配合、添加剤などが文献で豊富に説明され、並びに最も簡便には、発泡体の
密度、気泡サイズ、独立気泡の含有量、壁体のアスペクト比、並びに発泡体及び粒子のあ
る程度の硬度などの、様々な極めて重要な発泡体構造パラメーターに対する影響が、文献
内で豊富に説明される。有効な形状を有する洗浄粒子の産生において、これらを説明する
ことが本発明の目的である。ポリウレタンの配合及び製造方法についての多くの情報は、
文献で入手可能である（参照用に、以下の書籍を参照されたい：Ｒｏｂｅｒｔ　Ｗｏｏｄ
による「Ｒｉｇｉｄ　ｐｏｌｙｕｒｅｔｈａｎｅ／ｐｏｌｙｉｓｏｃｙａｎｕｒａｔｅ　
ｆｏａｍ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ」、Ｋａｎｅｙｏｓｈｉ　Ａｓｈｉｄａによる「Ｐｏｌ
ｙｕｒｅｔｈａｎｅ　ａｎｄ　Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｆｏａｍｓ：Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎ
ｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」、及びＭｉｈａｉｌ　Ｉｏｎｅｓｃｕによる「Ｃｈｅｍｉｓ
ｔｒｙ　ａｎｄ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｏｆ　ｐｏｌｙｏｌｓ　ｆｏｒ　ｐｏｌｙｕｒ
ｅｔｈａｎｅｓ」）。
【００４３】
　出願人は、有効かつ安全な洗浄粒子が、以下で説明するような極めて特定の構造パラメ
ーターを有する発泡体から作り出され得ることを見出した。実際に、出願人は、発泡体の
構造により、洗浄粒子の形状パラメーターを制御することが可能であることを見出し、ま
た出願人は、粒子の形状パラメーターが、その粒子の洗浄性能に大きく影響することを立
証した。以下で説明する発泡体の構造パラメーターは、発泡体を研磨剤粒子へとグライン
ド加工した後の所望の粒子形状に、直接的な影響を与え、それゆえ、発泡体構造の正確な
制御が、効率的な研磨剤粒子を合成するための、好ましく簡便な手段であることが理解さ
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れる。
【００４４】
　発泡体の密度：
　出願人は、良好な洗浄効果が、１００ｋｇ／ｍ3よりも大きく、更に最大で５００ｋｇ
／ｍ3の密度を有する発泡体から作製された研磨剤粒子により達成され得ることを見出し
た。しかしながら、出願人は、驚くべきことに、著しくより良好な洗浄効果が、１００ｋ
ｇ／ｍ3未満の発泡体の密度で、より好ましくは５０ｋｇ／ｍ3～１００ｋｇ／ｍ3の発泡
体の密度で、最も好ましくは５ｋｇ／ｍ3～５０ｋｇ／ｍ3の発泡体の密度で達成され得る
ことを見出した。発泡体の密度は、例えば、ＡＳＴＭ　Ｄ３５７４に記載されるプロトコ
ルを使用して、測定することができる。
【００４５】
　発泡体の気泡サイズ：
　同様に、出願人は、良好な洗浄効果が、２０マイクロメートル～２０００マイクロメー
トルの範囲の気泡サイズを特徴とする発泡体から作製された研磨剤粒子で達成され得るこ
とを見出した。しかしながら、出願人は、驚くべきことに、著しくより良好な洗浄効果が
、１００～１０００マイクロメートルの、より好ましくは２００～５００マイクロメート
ルの、最も好ましくは３００～４５０マイクロメートルの気泡サイズを特徴とする発泡体
で達成され得ることを見出した。発泡体の気泡サイズは、例えば、ＡＳＴＭ　Ｄ３５７６
に記載されるプロトコルを使用して、測定することができる。
【００４６】
　発泡体の独立気泡含有量：
　同様に、出願人は、良好な洗浄効果が、独立気泡構造を特徴とする発泡体から作製され
た研磨剤粒子で達成され得ることを見出した。しかしながら、出願人は、驚くべきことに
、著しくより良好な洗浄効果が、連続気泡構造を有する発泡体から粒子へと縮小された研
磨洗浄粒子で達成され得ることを見出した。連続気泡発泡体構造は、明確に画定された鋭
利な壁体を形成する機会を提示し、このことが同様に、有効な研磨剤粒子を作り出す。反
対に、各壁体から膜様材料へと延びる発泡体材料によって各気泡が閉鎖される、独立気泡
が存在すると、研磨剤粒子へとグラインド加工した後に、平坦形状の残留物を一部に含有
する研磨剤集団が作り出される。この平坦形状の残留物は、有効な洗浄性能を提供せず、
それゆえ、望ましくない特徴である。この平坦形状の残留物の形状は、洗浄性を提供する
ためには準最適である。更には、これらの膜は、本質的に極めて脆弱であり、発泡体のグ
ラインド加工の間、及び洗浄方法での使用の間にも、数百マイクロメートル～サブマイク
ロメートルサイズの範囲のサイズを有する望ましくない粉塵を含む、著しく小さい粒子へ
と容易に砕ける。出願人は、５０％未満の、好ましくは３０％未満の、最も好ましくは１
５％未満の独立気泡を有する発泡体構造が、有効な研磨洗浄粒子を製造するのに望ましい
ことを見出した。
【００４７】
　発泡体の壁体のアスペクト比：
　同様に、出願人は、高アスペクト比を有する壁体を特徴とする発泡体から作製された研
磨剤粒子により、良好な洗浄効果が達成され得ることを見出した。出願人は、壁体を、発
泡体の気泡構造を形成するように相互接続する細長形材料と定義し、この気泡構造は、典
型的には本明細書で対象とされる５～５０ｋｇ／ｍ3の密度を有する発泡体に関しては、
五角十二面体構造として最も良好に説明される。壁体の長さ（Ｌ）は、典型的には、２つ
の相互接続する節の幾何学的中心間の距離として見なされる。壁体の厚さ（Ｔ）は、典型
的には、長さの中間点で投影される壁体の厚さである。出願人は、容易に回転する、より
丸い粒子を作り出す可能性が高いことから、過度に小さいＬ／Ｔ比を有する壁体を提示す
る発泡体に由来する粒子が、洗浄に関して準最適の形状を提示することを理解した。反対
に、汚れ除去性が低いという特徴を有する、ロッド様の粒子を過剰量作り出す可能性が高
いことから、過度に高いＬ／Ｔ比を有する壁体を提示する発泡体に由来する粒子もまた、
洗浄に関して準最適の形状を提示する。付随して、出願人は、驚くべきことに、より良好
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な著しい洗浄効果が、Ｖｉｓｉｏｃｅｌｌソフトウェアによって判定される、１．５～１
０の、好ましくは２．０～８．０の、より好ましくは３．０～６．０の、最も好ましくは
３．５～４．５の範囲のＬ／Ｔ比を有する壁体で達成され得ることを見出した。
【００４８】
　図２壁体の長さ（Ｌ）及び壁体の厚さ（Ｔ）を有する、五角十二面体構造
【００４９】
　好ましい実施形態では、発泡体の粒子への縮小を補助するために、発泡体は、十分に脆
性、すなわち応力に対して脆性であり、発泡体は変形する傾向を殆ど有さず、むしろ粒子
へと砕ける。
【００５０】
　したがって、効率的な洗浄粒子は、発泡構造体を、特別に注意して、標的サイズ及び標
的形状へとグラインド加工することによって作製される。それゆえ例えば、大きい粒子サ
イズが所望される場合、大きい気泡サイズを有する発泡体が望ましく、逆の場合もまた同
様である。更には、発泡体構造をグラインド加工しつつ、最適な粒子形状を保持するため
には、標的粒子サイズを、発泡体の気泡サイズの寸法よりも過度に小さくしないことが推
奨される。典型的には、出願人は、発泡体の気泡サイズの約半分よりも小さくはない標的
粒子サイズを推奨する。出願人は、例えば元の発泡体構造に対し、また特に気泡サイズに
対し粒子を過度に縮小させることで、準最適の洗浄効率を有する、より丸い粒子が生成さ
れることを見出した。
【００５１】
　実際には、発泡体を粒子集団へと縮小するための方法は、平均的な発泡体気泡サイズの
半分よりも小さいサイズを有する粒子の量が、３０重量％未満、好ましくは２０重量％未
満、より好ましくは１０重量％未満であるよう、最も好ましくは粒子が検出されないよう
に設定される。この粒子サイズの重量比率は、物理的篩い分け法によって判定される。注
意：平均の発泡体気泡サイズの半分に関連するサイズに基づく、粒子の分別を進行させる
ために、理論的な標的篩い分けグリッドに対しての、篩い分けメッシュの選択に関しては
、１０％の許容誤差が認められる。選択される篩い分けメッシュの許容誤差は、理論的な
標的サイズに対して、より小さい利用可能な篩分けメッシュに関して有効である。
【００５２】
　発泡体を、本明細書での研磨洗浄粒子へと縮小する好適な方法の１つは、発泡体をグラ
インド加工又はミリング加工することである。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、又は研磨紙などでコーティングされ、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】
　あるいは、また本明細書での非常に好ましい実施形態では、発泡体は、幾つかの段階で
粒子へと縮小することができる。最初に、バルク状の発泡体を、手作業で細断するか若し
くは切断することによって、又は、砕塊機、例えばＳ　Ｈｏｗｅｓ，Ｉｎｃ．（Ｓｉｌｖ
ｅｒ　Ｃｒｅｅｋ，ＮＹ）製の２０３６型などの機械的器具を使用して、数ｃｍの寸法の
小片へと砕くことができる。
【００５４】
　本明細書での大いに好ましい実施形態では、研磨洗浄粒子の幾何学的形状記述子（すな
わち、硬度、円形度、及び／又は粗度）を達成するために、研磨洗浄粒子は、発泡高分子
材料から得られ、この発泡高分子材料は、本明細書で後に説明するように、好ましくはグ
ラインド加工又はミリング加工によって研磨剤粒子へと縮小される。
【００５５】
　研磨剤粒子の硬度：
　本明細書での使用に好適な、好ましい研磨洗浄粒子は、良好な洗浄／クレンジング性能
を提供するために十分硬質である一方で、良好な表面安全性プロファイルを提供する。
【００５６】
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　発泡体から縮小される研磨剤粒子の硬度は、発泡体を調製するために使用される原材料
を変更することによって変更することができる。例えば、ポリウレタン発泡体の硬度の変
更は、幾つかの方法により可能である。例えば、網羅的ではないが、ジイソシアネート、
特に、例えば官能性が＞２の、好ましくは＞２．５の、最も好ましくは２．７よりも大き
い、高度に官能性であるイソシアネートを選択すると、ポリウレタンの硬度が増加する。
同様に、例えば官能性が＜４０００Ｍｗの、好ましくは＜２０００Ｍｗの、最も好ましく
は、１０００Ｍｗ未満の低分子量ポリオールを使用することによっても、ポリウレタンの
硬度は増加する。反応混合物中のジイソシアネート／ポリオールの平衡性はより重要なも
のであるが、ジイソシアネートが過剰であっても発泡体の硬度は増加する。硬度を増加さ
せる別の可能性としては、小分子量の架橋剤を導入することが挙げられる。あるいは、発
泡体の硬度を増加させるための更なる方法としては、尿素結合の形成を促進するような触
媒を選択することが挙げられる。
【００５７】
　本発明の好ましい研磨洗浄粒子は、３～５０ｋｇ／ｍｍ2の、好ましくは４～２５ｋｇ
／ｍｍ2の、最も好ましくは５～１５ｋｇ／ｍｍ2のＨＶビッカース硬さを有する。
【００５８】
　ビッカース硬さ試験方法：
　ビッカース硬さＨＶを、標準方法ＩＳＯ　１４５７７－１、ＩＳＯ　１４５７７－２、
ＩＳＯ　１４５７７－３に従って、２３℃で測定する。ビッカース硬さは、少なくとも厚
さが２ｍｍの、原材料の中実ブロックから測定する。ビッカース硬さのマイクロ圧入測定
を、ＣＳＭ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　ＳＡ（Ｐｅｓｅｕｘ，Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ）
により作製される、マイクロ硬度計（ＭＨＴ）を使用することによって実施する。
【００５９】
　ＩＳＯ　１４５７７の指示に従って、試験表面は、粗度（Ｒａ）の値が圧子侵入最大深
度の５％未満である平坦で滑らかなものとするべきである。最大深度が２００μｍとは、
Ｒａ値が１０μｍ未満であることと同等である。ＩＳＯ　１４５７７に従って、そのよう
な表面は、任意の好適な手段によって調製することができ、それらの手段としては、新品
の鋭利なミクロトーム若しくは外科用メスの刃を使用する、試験材料片の切断、グライン
ド加工、研磨加工、又は溶融した材料を平坦で滑らかな注型枠上に流し込み、その材料を
試験前に完全に凝固させることによる手段を挙げることができる。
【００６０】
　マイクロ硬度計（ＭＨＴ）に関する好適な全般的設定は、以下の通りである。
　制御モード：変位、連続的
　最大変位：２００μｍ
　接近速度：２０ｎｍ／秒
　ゼロ点判定：接触時
　接触時の熱ドリフトを測定するための保持期間：６０秒
　荷重印加時間：３０秒
　データロギングの頻度：少なくとも毎秒
　最大荷重の保持時間：３０秒
　荷重除去時間：３０秒
　圧子先端の形状／材料：ビッカースピラミッド形状／ダイアモンドチップ
【００６１】
　あるいは、本発明の研磨洗浄粒子の硬度は、モース硬さスケールに従って表すこともで
きる。好ましくは、このモース硬さは、０．５～３．５、最も好ましくは１～３からなる
。モース硬さスケールは、化合物の硬度を、既知の硬度の化合物と対比して測定するため
の、国際的に承認されたスケールであり、Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉ
ｃａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｋｉｒｋ－Ｏｔｈｍｅｒ，４ｔｈ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　Ｖ
ｏｌ１，１８ページ、又はＬｉｄｅ，Ｄ．Ｒ（ｅｄ）ＣＲＣ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　
Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ，７３ｒｄ　ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｂｏｃａ　
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Ｒａｔｏｎ，Ｆｌａ．：Ｔｈｅ　Ｒｕｂｂｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ，１９９２～１９９３を
参照されたい。既知のモース硬さを有する材料を包含する、多くのモース試験キットが市
販されている。選択されたモース硬さを有する研磨剤材料の測定及び選択に関しては、未
成形の粒子、例えば、球状又は粒状の形態の研磨剤材料を使用して、モース硬さ測定を実
行することが推奨されるが、これは、成形粒子のモース硬さ測定では、誤った結果が提供
されるためである。
【００６２】
　発泡体由来の粒子が有効な形状を特徴とすることを制御するためには、本発明では、成
形方法、及び極めて重要な形状標的パラメーターを定義することが有用である。
【００６３】
　研磨洗浄粒子の形状は、多くの方法で定義することができる。本発明は、洗浄粒子の形
状を、粒子の１つの形態で定義し、この形態は、粒子の幾何学的比率、より実際的には、
粒子集団の幾何学的比率を反映する。極めて最近の分析技術は、多数の粒子、典型的には
１００００個を超える粒子（好ましくは、１０００００個よりも多い）の、粒子形状の正
確な同時測定を可能にする。このことにより、識別性能を用い粒子集団の平均形状を正確
に調整及び／又は選択することが可能になる。粒子形状のこれらの測定値分析は、Ｏｃｃ
ｈｉｏ　Ｎａｎｏ　５００粒子特性評価計器上で、その付属のソフトウェア、Ｃａｌｌｉ
ｓｔｒｏバージョン２５（Ｏｃｃｈｉｏ　ｓ．ａ．Ｌｉｅｇｅ，Ｂｅｌｇｉｕｍ）を使用
して遂行される。この計器を使用して、製造者の指示、及び以下の計器設定選択に従って
、粒子試料を、調製、分散、画像化、及び分析する：要求される白色度＝１８０、真空時
間＝５０００ｍｓ、沈降時間＝５０００ｍｓ、自動閾値、計数／分析の粒子数＝８０００
～５０００００、複製／試料の最少数＝３、レンズ設定１ｘ／１．５ｘ。
【００６４】
　出願人は、しかしながら、有意なサイズの粒子の形状が、極めて重要な役割を果たすと
見なし、そのため実際には、形状パラメーターは、１０マイクロメートル未満のサイズを
有する粒子を除外した後の、粒子集団の平均形状として測定される。除外は、篩いの助け
を借りて物理的に行なうか、又は好ましくは、１０マイクロメートル未満のサイズ直径、
例えば「面積直径」（粒子と同じ面積Ａを有する円板の直径の値）を有する粒子の統計的
フィルタリングを介して、電子的に行なうことができる（ＩＳＯ　９２７６－６：２００
８（Ｅ）セクション７を参照）。
【００６５】
　本発明では、形状記述子は、幾何学的な記述子／形状係数の算出である。幾何学的形状
係数は、２つの異なる幾何学的特性の間の比であり、このような特性は、通常は、粒子全
体の像の比率の尺度、又は粒子を包囲するか、若しくは粒子の周囲に包絡線を形成する、
理想的な幾何学体の比率の尺度である。これらの結果は、アスペクト比と同様の、マクロ
形状記述子であるが、しかしながら、出願人は、メソ形状記述子（マクロ形状記述子の特
定の下位分類）が、研磨洗浄粒子の洗浄有効性、及び表面安全性性能に、特に極めて重要
であることを発見した一方で、アスペクト比などの、より典型的な形状パラメータでは不
十分であることが判明した。これらのメソ形状記述子は、粒子が、理想的な幾何学的形状
と比較してどの程度異なっているか、特に、球体と比較してどの程度異なっているかを判
定する際に大いに役立ち、また付随的に、非回転性の（例えば、滑動）、有効な洗浄移動
パターンに関する、その粒子の能力を判定する補助となる。本発明の研磨洗浄粒子は、典
型的な球状、又は球状に類似する研磨剤形態、例えば、粒状の研磨剤形態とは異なる。
【００６６】
　粗度
　粗度は、定量的な、２次元画像分析による形状説明であり、Ｏｃｃｈｉｏ　Ｎａｎｏ　
５００粒子特性評価計器によって、その付属のソフトウェア、Ｃａｌｌｉｓｔｒｏバージ
ョン２５（Ｏｃｃｈｉｏ　ｓ．ａ．Ｌｉｅｇｅ，Ｂｅｌｇｉｕｍ）を使用して実装される
ようなＩＳＯ　９２７６－６：２００８（Ｅ）セクション８．２に従って測定されている
。粗度は、粒子のコア表面積の外側の等価有用表面積である、２Ｄ測定値を定義し、０～



(14) JP 2013-515152 A 2013.5.2

10

20

30

40

１の値の範囲となり得る。粗度０は、粒子のコアの周辺部に、利用可能な有用質量が存在
しないことを意味する。粗度はまた、付随性と呼ばれる場合もあり、定量的な記述子であ
って、例えば、Ｏｃｃｈｉｏ　Ｎａｎｏ　５００計器で利用可能なメソ形状記述子である
。
【００６７】
　本明細書における非球状粒子が、有用な研磨剤として、コアの周辺部で利用可能な顕著
な質量の材料を有することは好ましいことから、粗度は研磨剤粒子で有用である。この周
辺部質量は、洗浄性能に関して有用であり、また、粒子が回転することを防止するために
も有用である。
【００６８】
　粗度は、２Ｄ測定での、０～１の範囲の、粒子のコア表面積の外側の等価有用表面積を
定義しており、粗度０は、コア粒子質量の周辺部に、利用可能な有用質量が存在しない粒
子を説明する。粗度は、次のように算出される。
【００６９】

【数１】

　式中、Ａは、粒子の面積であり、Ａ（Ｏγ）は、「粒子のコア」と見なされるものの表
面積である。Ａ－Ａ（Ｏγ）は、「粒子の周辺部の有用面積」を表し、粗度は、その有用
面積の、粒子面積全体に対する分数で表される。Ｏγは、調整可能許容係数と呼ばれ、典
型的には、０．８に設定されるため、粗度の定義は、Ｒｇγ＝（Ａ－Ａ（０．８）／Ａで
ある。Ａ（０．８）を算出するために、粒子の縁部の各地点の粒子輪郭の内部に、最大量
の円板を内接させる。サイズ、例えば、内接する円板の面積は、円板の直径によって定義
されるが、一方で、その直径の値は、０．８×Ｄｍａｘ～Ｄｍａｘの範囲である（Ｄｍａ
ｘは、粒子に内接する最大の円板の直径の値である）。粒子のコア面積Ａ（０．８）は、
内接する全ての円板の投影に相当する面積によって定義される。
【００７０】
　図３は、粒子から粗度を算出する方法の実例を示す図である。
【００７１】
　出願人は、０．１～０．３の、好ましくは０．１５～０．２８の、より好ましくは０．
１８～０．２５の平均粗度を有する研磨洗浄粒子が、洗浄性能及び表面安全性の改善を提
供していることを見出した。平均データは、数に基づく測定と対比した、体積に基づく測
定から抽出される。
【００７２】
　それゆえ、本発明の好ましい実施形態では、本明細書の研磨剤粒子は、０．１～０．３
の、好ましくは０．１５～０．２８の、より好ましくは０．１８～０．２５の平均粗度を
有する。
【００７３】
　円形度
　円形度は、定量的な、２次元画像分析による形状説明であり、Ｏｃｃｈｉｏ　Ｎａｎｏ
　５００粒子特性評価計器によって、その付属のソフトウェア、Ｃａｌｌｉｓｔｒｏバー
ジョン２５（Ｏｃｃｈｉｏ　ｓ．ａ．Ｌｉｅｇｅ，Ｂｅｌｇｉｕｍ）を使用して実装され
るようなＩＳＯ　９２７６－６：２００８（Ｅ）セクション８．２に従って測定されてい
る。円形度は、好ましいメソ形状記述子であり、Ｏｃｃｈｉｏ　Ｎａｎｏ　５００又はＭ
ａｌｖｅｒｎ　Ｍｏｒｐｈｏｌｏｇｉ　Ｇ３などの、形状分析計器で広く利用可能である
。円形度は、しばしば粒子の形状と完全な球体との差異として文献内で説明される。円形
度の値は、０～１の範囲であり、１の円形度は、完全に球状の粒子、又は２次元画像で測
定される場合の円盤状粒子を説明する。
【００７４】



(15) JP 2013-515152 A 2013.5.2

10

20

30

40

50

【数２】

　式中、Ａは、２Ｄ記述子である投影面積であり、Ｐは、粒子の周囲の長さである。
【００７５】
　出願人は、０．１～０．４の、好ましくは０．１５～０．３５の、より好ましくは０．
２～０．３５の平均円形度を有する研磨洗浄粒子が、洗浄性能及び表面安全性の改善を提
供していることを見出した。平均データは、数に基づく測定と対比した、体積に基づく測
定から抽出される。
【００７６】
　それゆえ、本発明の好ましい実施形態では、本明細書における研磨剤粒子は、０．１～
０．４の、好ましくは０．１５～０．３５の、より好ましくは０．２～０．３５の平均円
形度を有する。
【００７７】
　硬度
　硬度は、定量的に、２次元画像分析により形状に即して記載され、Ｏｃｃｈｉｏ　Ｎａ
ｎｏ　５００粒子特性評価計器によって、その付属のソフトウェア、Ｃａｌｌｉｓｔｒｏ
バージョン２５（Ｏｃｃｈｉｏ　ｓ．ａ．Ｌｉｅｇｅ，Ｂｅｌｇｉｕｍ）を使用して実装
されるようなＩＳＯ　９２７６－６：２００８（Ｅ）セクション８．２に従って測定され
ている。本明細書における非球状粒子は、好ましくは、凹状湾曲を有する少なくとも１つ
の縁部又は表面を有する。硬度は、粒子／粒子集団の全体的な凹性を説明するメソ形状パ
ラメーターである。硬度の値は、０～１の範囲であり、硬度数１は、次式として文献で測
定されるときの、非凹状粒子を説明する。
　硬度＝Ａ／Ａｃ
　式中、Ａは、粒子の面積であり、Ａｃは、粒子の境界の凸状外皮（包絡線）の面積であ
る。
【００７８】
　出願人は、０．４～０．７５の、好ましくは０．５～０．７の、より好ましくは０．５
５～０．６５の平均硬度を有する研磨洗浄粒子が、洗浄性能及び表面安全性を改善するこ
とを見出した。平均データは、数に基づく測定と対比した、体積に基づく測定から抽出さ
れる。
【００７９】
　それゆえ、本発明の好ましい実施形態では、本明細書における研磨剤粒子は、０．４～
０．７５の、好ましくは０．５～０．７の硬度、より好ましくは０．５５～０．６５の平
均硬度を有する。
【００８０】
　硬度は、文献、又は硬度の数式を使用する一部の装置のソフトウェアでは、ＩＳＯ　９
２７６－６で説明されるその定義の代わりに、凸性と命名される場合もある（凸性＝Ｐｃ
／Ｐ、式中、Ｐは、粒子の周囲の長さであり、ＰCは、粒子の境界の凸状外皮（包絡線）
の周囲の長さである）。硬度と凸性とは、概念上は同様のメソ形状記述子であるが、出願
人は、本明細書では、上記で示すように、Ｏｃｃｈｉｏ　Ｎａｎｏ　５００によって上記
で表される、硬度の尺度に言及する。
【００８１】
　所望により、上記で定義されたメソ形状記述子を有する粒子を、より粒状／球状タイプ
の研磨剤と混合することができる。その場合には、出願人は、そのメソ形状値の範囲が、
最終混合物に適用されると見なす。
【００８２】
　大いに好ましい実施形態では、研磨洗浄粒子は、０．４～０．７５の平均硬度（好まし
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くは０．５～０．７の、より好ましくは０．５５～０．６５の硬度）、及び／又は０．１
～０．４の（好ましくは０．１５～０．３５の、より好ましくは０．２～０．３５の）平
均円形度、及び／又は０．１～０．３の（好ましくは０．１５～０．２８の、より好まし
くは０．１８～０．２５の）平均粗度を有する。
【００８３】
　「平均円形度」、「平均硬度」、又は「平均粗度」という用語を、出願人は、１０マイ
クロメートル未満の面積相当直径（ＥＣＤ）を有する粒子の、円形度、又は硬度、又は粗
度のデータを、測定及び算出から除外した後の、少なくとも１００００個の粒子、好まし
くは５００００個よりも多い粒子、より好ましくは１０００００個よりも多い粒子の集団
から採取される、各粒子の円形度、又は硬度、又は粗度の値の平均として見なす。平均デ
ータは、数に基づく測定と対比した、体積に基づく測定から抽出される。
【００８４】
　好ましくは、本明細書の非球状粒子は、多数の鋭利縁部を有する。非球状粒子の鋭利縁
部は、２０μｍ未満の、好ましくは８μｍ未満の、最も好ましくは５μｍの先端半径を有
する縁部によって定義される。この先端半径は、縁部末端の湾曲に適合する、仮想円の直
径によって定義される。
【００８５】
　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。
【００８６】
　実際に、出願人は、研磨剤の粒子サイズは、効率的な洗浄性能を達成するために極めて
重要であり得るが、一方で、例えば、典型的には１０マイクロメートル未満の小さい粒子
サイズを有する、研磨剤の多量の集団は、小さい粒子サイズに固有の、洗浄剤内の粒子充
填量当りの粒子の数の多さを特徴とするにもかかわらず、洗浄と対比して、磨き作用を特
徴とすることを見出した。他方では、例えば、典型的には１０００マイクロメートルより
も大きい、過剰に大きい粒子サイズを有する研磨剤の集団は、粒子サイズが大きいことに
起因して洗浄剤内の粒子充填量当りの粒子数が著しく減少するために、最適な洗浄効率が
もたらされない。更には、実際面で、小さい多数の粒子は、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、粒子サイズが過剰に小さ
いと洗浄剤内／洗浄作業用には望ましくない。他方では、過剰に大きい粒子は、視覚的に
あまりにも目につきやすくなり、又は洗浄剤の取り扱い若しくは使用の間に、不快な触覚
経験を提供する。したがって、出願人は、本明細書で、最適な洗浄性能及び使用経験の双
方をもたらす、最適な粒子のサイズ範囲を定義する。
【００８７】
　研磨剤粒子は、円相当径ＥＣＤ（ＡＳＴＭ　Ｆ１８７７－０５セクション１１．３．２
）とも呼ばれる、それらの面積相当直径（９２７６－６：２００８（Ｅ）セクション７）
によって定義されるサイズを有する。粒子集団の平均ＥＣＤは、１０マイクロメートル未
満の面積相当直径（ＥＣＤ）を有する粒子のデータを、測定及び算出から除外した後の、
少なくとも１００００個の粒子、好ましくは５００００個よりも多い粒子、より好ましく
は１０００００個よりも多い粒子の粒子集団の、各粒子のそれぞれのＥＣＤの平均として
算出される。平均データは、数に基づく測定と対比した、体積に基づく測定から抽出され
る。
【００８８】
　好ましい一実施例では、本発明で使用される研磨洗浄粒子のサイズは、使用中に変化し
、特に、サイズが顕著に減少することになる。それゆえ、粒子は、使用方法の開始時には
、液体組成物中に可視のまま又は触覚的に検知可能のままで維持され、有効な洗浄を提供
する。洗浄方法が進行するにつれて、研磨剤粒子は、分散するか、又はより小さい粒子へ
と砕け、肉眼では不可視となるか、又は触覚的に検知不能となる。
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【００８９】
　驚くべきことに、本発明の研磨洗浄粒子は、好ましくは組成物全体の０．１重量％～２
０重量％、好ましくは０．１重量％～１０重量％、より好ましくは０．５重量％～５重量
％、更により好ましくは組成物全体の１．０重量％～３重量％の研磨洗浄粒子などの、比
較的低濃度でさえ、良好な洗浄性能を示すことが見いだされた。
【００９０】
　本発明で使用される粒子は、白色透明とすることができ、あるいは好適な染料及び／又
は顔料の使用によって着色することができる。更には、好適な色相安定剤を使用して、所
望の色を安定化することができる。研磨剤粒子は、好ましい色相安定粒子である。「色相
安定」とは、本明細書では、本発明で使用される粒子の色が、保存及び使用の間に黄変し
ないことを意味する。
【００９１】
　好ましい一実施例では、本発明で使用される研磨洗浄粒子は、液体組成物がボトル内へ
と保存される場合、可視のまま維持されるものの、有効な洗浄方法時には、分散するか又
はより小さい粒子へと砕けて、肉眼では不可視になる。
【００９２】
　任意成分
　本発明による組成物は、目的とする技術的効果及び処理される表面に応じて、様々な任
意成分を含み得る。
【００９３】
　本明細書での使用に好適な任意成分としては、キレート剤、界面活性剤、ラジカルスカ
ベンジャー、香料、表面変性ポリマー、溶媒、ビルダー、緩衝剤、殺菌剤、ヒドロトロー
プ、着色剤、安定剤、漂白剤、漂白活性化剤、脂肪酸のような泡制御剤、酵素、汚れ懸濁
剤、光沢剤、抗ダスティング剤、分散剤、顔料、及び染料が挙げられる。
【００９４】
　懸濁助剤
　本明細書の組成物中に存在する研磨洗浄粒子は、液体組成物中の固体粒子である。この
研磨洗浄粒子は、液体組成物中に懸濁することができる。しかしながら、そのような研磨
洗浄粒子が、組成物内に安定して懸濁されるものではなく、沈殿するか又は組成物の上面
に浮遊するかのいずれかのものであることは、十分に本発明の範囲内である。この場合に
は、ユーザーは、使用の前に組成物を攪拌する（例えば、振盪するか、又は掻き混ぜる）
ことによって、一時的に研磨洗浄粒子を懸濁させなければならない場合がある。
【００９５】
　しかしながら、本明細書では、研磨洗浄粒子は、本明細書の液体組成物中に安定して懸
濁されることが好ましい。それゆえ、本明細書の組成物は、懸濁助剤を含む。
【００９６】
　本明細書における懸濁助剤は、本発明の液体組成物に研磨洗浄粒子を懸濁をさせるため
に特異的に選択される、構造剤などの化合物、又は増粘剤若しくは界面活性剤（本明細書
の他の箇所で説明される）などの、別の機能も提供する化合物のいずれかであってよい。
【００９７】
　洗浄／クレンジング組成物中、及び他の洗剤若しくは化粧品組成物中で、ゲル化剤、増
粘剤、若しく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の懸濁助剤
を、本明細書で使用することができる。実際に、好適な有機懸濁助剤としては、多糖類ポ
リマーが挙げられる。追加的に、又は代替として、ポリカルボキシレートポリマー増粘剤
を、本明細書で使用することができる。同様に、追加的に、又は上記の代替として、層状
シリケート化合物小板、例えば、ヘクトライト、ベントナイト、モンモリナイトもまた使
用することができる。好適な市販の層状シリケート化合物は、Ｒｏｃｋｗｏｏｄ　Ａｄｄ
ｉｔｉｖｅｓより入手可能な、Ｌａｐｏｎｉｔｅ　ＲＤ（登録商標）又はＯｐｔｉｇｅｌ
　ＣＬ（登録商標）である。
【００９８】
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　好適なポリカルボキシレートポリマー増粘剤としては、架橋された（好ましくは、軽度
に架橋された）ポリアクリレートが挙げられる。特に好適なポリカルボキシレートポリマ
ー増粘剤は、Ｌｕｂｒｉｚｏｌより、商標名Ｃａｒｂｏｐｏｌ　６７４（登録商標）で市
販されている、カーボポールである。
【００９９】
　本明細書での使用に好適な多糖類ポリマーとしては、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、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、天然起源の多糖類ポリマー、又はこ
れらの混合物が挙げられる。キサンタンガムは、Ｋｅｌｃｏより、商品名Ｋｅｌｚａｎ　
Ｔで市販されている。
【０１００】
　好ましくは、本明細書における懸濁助剤は、キサンタンガムである。代替的な実施形態
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
、架橋された（好ましくは、軽度に架橋された）ポリアクリレートである。本明細書にお
ける非常に好ましい実施形態では、液体組成物は、多糖類ポリマー、又はその混合物、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、又はその混合物、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。
【０１０１】
　好ましい実施例として、キサンタンガムは、好ましくは、組成物全体の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。
【０１０２】
　有機溶媒
　任意ではあるが、非常に好ましい成分として、本明細書の組成物は、有機溶媒、又はそ
の混合物を含む。
【０１０３】
　本明細書の組成物は、組成物全体の０重量％～３０重量％の、より好ましくは１．０重
量％～２０重量％の、最も好ましくは２重量％～１５重量％の有機溶媒、又はその混合物
を含む。
【０１０４】
　好適な溶媒は、４～１４個の炭素原子、好ましくは６～１２個の炭素原子、より好まし
くは８～１０個の炭素原子を有する、脂肪族のアルコール、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；及び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の溶媒が最も好ましい。
【０１０５】
　式Ｒ－ＯＨの脂肪族アルコールであって、式中、Ｒが、炭素原子が１～２０個の、好ま
しくは２～１５個の、より好ましくは５～１２個の、直鎖又は分枝鎖、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。脂肪族アル
コールの中でも、蒸気圧が高く、及び残留物を残さない傾向があることから、エタノール
及びイソプロパノールが最も好ましい。
【０１０６】
　本明細書で使用される好適なグリコールは、式ＨＯ－ＣＲ1Ｒ2－ＯＨによるものであり
、式中、Ｒ１及びＲ２は、独立して、Ｈ、又はＣ2～Ｃ10の飽和若しくは不飽和の脂肪族
炭化水素鎖及び／又は環である。本明細書で使用される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。
【０１０７】
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　好ましい一実施形態では、少なくとも１種のグリコールエーテル溶媒が、本発明の組成
物中に組み込まれる。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
ル部分又はプロピレングリコール部分に結合された、末端Ｃ3～Ｃ6炭化水素を有し、適切
な程度の疎水性、及び好ましくは表面活性を提供する。エチレングリコールの化学的性質
に基づく市販の溶媒の例としては、Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌより入手可能な、モノ－エ
チレングリコールｎ－ヘキシルエーテル（Ｈｅｘｙｌ　Ｃｅｌｌｏｓｏｌｖｅ（登録商標
））が挙げられる。プロピレングリコールの化学的性質に基づく市販の溶媒の例としては
、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、それらは、Ａｒｃｏより、商品名Ａｒｃｏｓｏｌｖ（登録商標）及びＤｏｗａｎｏ
ｌ（登録商標）で入手可能である。
【０１０８】
　本発明に関連して、好適な溶媒は、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、並びにこれらの混合物からなる群から選択される。「ブチル」は、ノ
ルマルブチル基、イソブチル基、及び第三級ブチル基を含む。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
、商標名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、Ａｒｃ
ｏ　Ｃｈｅｍｉｃａｌより、商標名Ａｒｃｏｓｏｌｖ　ＰＴＢ（登録商標）で市販されて
いる。
【０１０９】
　特に好ましい実施形態では、洗浄溶媒は、不純物を最小限に抑えるために精製される。
そのような不純物としては、アルデヒド、二量体、三量体、オリゴマー、及び他の副生成
物が挙げられる。これらの不純物は、生成物の臭気、香料の溶解度、及び最終結果に悪影
響を及ぼすことが見出されている。発明者らはまた、低濃度のアルデヒドを含有する、一
般的な市販の溶媒が、特定の表面の不可逆的かつ修復不能な黄変を引き起こし得ることも
見出した。洗浄溶媒を精製して、そのような不純物を最小限に抑えるか、又は除去するこ
とによって、表面の損傷は低減されるか、又は解消される。
【０１１０】
　好ましいものではないが、本発明では、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は、単環式テルペン、二環式テルペン、及び／又は非環式テル
ペンである。好適なテルペンは、Ｄ－リモネン；ピネン；松根油；テルピネン；メントー
ル、テルピネオール、ゲラニオール、チモールのような、テルペン誘導体；及びシトロネ
ラ若しくはシトロネロールのタイプの成分である。
【０１１１】
　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によるものであり、式中、Ｒは、炭素原子が１～２０個の、好ましくは２～１５個の、
より好ましくは２～１０個の、アルキル置換又はアルキル非置換のアリール基であり、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、１～５、好ましくは１～２の整数である。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。
【０１１２】
　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に従うものであり、式中
、Ｒは、炭素原子が１～２０個の、好ましくは１～１５個の、より好ましくは１～１０個
の、アルキル置換又はアルキル非置換のアリール基である。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。
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【０１１３】
　界面活性剤
　本明細書の組成物は、非イオン性、アニオン性、双性イオン性、カチオン性、及び両性
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、８～１８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、双性イオン性、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
、ＭｃＣｕｔｃｈｅｏｎ’ｓ　Ｖｏｌ．１：Ｅｍｕｌｓｉｆｉｅｒｓ　ａｎｄ　Ｄｅｔｅ
ｒｇｅｎｔｓ，Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｅｄ．（ＭｃＣｕｔｃｈｅｏｎ　Ｄｉｖ
ｉｓｉｏｎ　ＭＣ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏ．，２００２）に記載されている。
【０１１４】
　好ましくは、本明細書の組成物は、組成物全体の０．０１重量％～２０重量％の、より
好ましくは０．５重量％～１０重量％の、最も好ましくは１重量％～５重量％の界面活性
剤、又はその混合物を含む。
【０１１５】
　非イオン性界面活性剤が、本発明の組成物での使用に関して、非常に好ましい。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
多糖類、アミンオキシド、エチレンオキシドとプロピレンオキシドとのコポリマー、フッ
素系界面活性剤、及びシリコン系界面活性剤が挙げられる。好ましくは、この水性組成物
は、組成物全体の０．０１重量％～２０重量％の、より好ましくは０．５重量％～１０重
量％の、最も好ましくは１重量％～５重量％の非イオン性界面活性剤、又はその混合物を
含む。
【０１１６】
　本発明に関して好適な、非イオン性界面活性剤の好ましい部類は、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、直鎖又は分枝鎖のいずれかであり、疎
水性の末端部に、炭素原子８個～炭素原子１６個、及び親水性の先端基に、エチレンオキ
シド単位３個～エチレンオキシド単位２５個を含有する。アルキルエトキシレートの例と
しては、Ｓｈｅｌｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｐ．Ｏ．Ｂｏｘ　２４６３，１　Ｓｈｅ
ｌｌ　Ｐｌａｚａ　Ｈｏｕｓｔｏｎ，Ｔｅｘａｓ）による供給の、Ｎｅｏｄｏｌ　９１－
６（登録商標）、Ｎｅｏｄｏｌ　９１－８（登録商標）、及びＣｏｎｄｅａ　Ｃｏｒｐｏ
ｒａｔｉｏｎ（９００　Ｔｈｒｅａｄｎｅｅｄｌｅ　Ｐ．Ｏ．Ｂｏｘ　１９０２９，Ｈｏ
ｕｓｔｏｎ，ＴＸ）による供給の、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、疎水性の末端部に、炭素原子９～１２個
、及び親水性の先端基に、エチレンオキシド単位４～９個を含む。最も好ましいアルキル
エトキシレートは、Ｃ9～11　ＥＯ5であり、Ｓｈｅｌｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａ
ｎｙより、商標名Ｎｅｏｄｏｌ　９１－５（登録商標）で入手可能である。非イオン性エ
トキシレートはまた、分枝状アルコールから誘導することもできる。例えば、アルコール
は、プロピレン又はブチレンなどの、分枝状オレフィン原材料から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、２－プロピル－１－ヘプチルＥＯ７／ＡＯ７であり、ＢＡＳＦ　Ｃ
ｏｒｐｏｒａｔｉｏｎより、商標名Ｌｕｔｅｎｓｏｌ　ＸＰ　７９／ＸＬ　７９（登録商
標）で、製造及び販売されている。
【０１１７】
　本発明に関して好適な、非イオン性界面活性剤の別の部類は、アルキル多糖類である。
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５，８８３，０６２号、及び同第５，９０６，９７３号に開示されている。アルキ
ル多糖類の中でも、５及び／又は６炭糖の環を含むアルキル多糖類が好ましく、６炭糖の
環を含むアルキル多糖類がより好ましく、それら６炭糖の環がグルコースから誘導される
アルキル多糖類、すなわち、アルキルポリグリコシド（「ＡＰＧ」）が最も好ましい。Ａ
ＰＧ中のアルキル置換基の鎖長は、好ましくは、８～１６個の炭素原子を含有するもので
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あり、炭素原子１０個の平均鎖長を有する、飽和又は不飽和のアルキル部分である。Ｃ8

～Ｃ16アルキルポリグリコシドは、幾つかの供給元から市販されている（例えば、Ｓｅｐ
ｐｉｃ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（７５　Ｑｕａｉ　ｄ’Ｏｒｓａｙ，７５３２１　Ｐａ
ｒｉｓ，Ｃｅｄｅｘ　７，Ｆｒａｎｃｅ）製のＳｉｍｕｓｏｌ（登録商標）界面活性剤、
並びにＣｏｇｎｉｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｐｏｓｔｆａｃｈ　１３　０１　６４，
Ｄ　４０５５１，Ｄｕｓｓｅｌｄｏｒｆ，Ｇｅｒｍａｎｙ）製のＧｌｕｃｏｐｏｎ　２２
０（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））。
【０１１８】
　本発明に好適な、非イオン性界面活性剤の別の部類は、アミンオキシドである。アミン
オキシド、具体的には、疎水性の末端部に、炭素原子１０個～炭素原子１６個を含むアミ
ンオキシドは、濃度０．１０％未満の場合でさえ洗浄プロファイルが強力でありかつ有効
であるから、有益である。更には、Ｃ10～16アミンオキシド、特にＣ12～Ｃ14アミンオキ
シドは、香料の優れた可溶化剤である。本明細書で使用する代替的な非イオン性洗剤界面
活性剤は、アルコキシル化アルコールであり、一般に、そのアルコールの疎水性アルキル
鎖に８～１６個の炭素原子を含む。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。そのような化合物としては、Ｒｈｏｄｉａ（４０　Ｒｕｅ　ｄｅ　ｌａ　Ｈａ
ｉｅ－Ｃｏｑ　Ｆ－９３３０６，Ａｕｂｅｒｖｉｌｌｉｅｒｓ　Ｃｅｄｅｘ，Ｆｒａｎｃ
ｅ）より入手可能な商標名Ａｎｔａｒｏｘ（登録商標）、及びＳｈｅｌｌ　Ｃｈｅｍｉｃ
ａｌより入手可能な商標名Ｎｏｎｉｄｅｔ（登録商標）が市販されている。
【０１１９】
　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、本明細書での使用に好適である。これらの化合
物の疎水性の部分は、好ましくは、１５００～１８００の分子量を有し、非水溶性を呈す
る。この疎水性の部分にポリオキシエチレン部分を追加させると、分子全体としての水溶
性が増加する傾向があり、生成物の液体特性は、ポリオキシエチレン含有量が、縮合生成
物全体の約５０重量％となる点まで保持される。これは、最大４０モルのエチレンオキシ
ドと縮合することに相当する。このタイプの化合物の例としては、ＢＡＳＦにより販売さ
れる、幾つかの市販のＰｌｕｒｏｎｉｃ（登録商標）界面活性剤が挙げられる。化学的に
は、そのような界面活性剤は、（ＥＯ）x（ＰＯ）y（ＥＯ）z又は（ＰＯ）x（ＥＯ）y（
ＰＯ）zの構造を有し、式中、ｘ、ｙ、及びｚは、１～１００、好ましくは３～５０であ
る。良好な湿潤界面活性剤であることが既知のＰｌｕｒｏｎｉｃ（登録商標）界面活性剤
が、より好ましい。Ｐｌｕｒｏｎｉｃ（登録商標）界面活性剤の説明、及び湿潤特性を含
めたその特性は、ＢＡＳＦより入手可能な、表題「ＢＡＳＦ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　
Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ　Ｐｌｕｔｏｎｉｃ（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。
【０１２０】
　他の好適であるが好ましいものではない非イオン性界面活性剤としては、アルキルフェ
ノールのポリエチレンオキシド縮合体、例えば、直鎖配置又は分枝鎖配置のいずれかで６
～１２個の炭素原子を含有するアルキル基を有するアルキルフェノールと、エチレンオキ
シドとの縮合生成物が挙げられ、この場合、エチレンオキシドは、アルキルフェノール１
モル当たりエチレンオキシド５～２５モルに相当する量で存在する。そのような化合物中
のアルキル置換基は、オリゴマー化プロピレン、ジイソブチレンから、又はイソ－オクタ
ン、ｎ－オクタン、イソ－ノナン、若しくはｎ－ノナンの他の供給源から誘導することが
できる。使用することができるその他の非イオン性界面活性剤としては、糖などの天然の
供給源から誘導されるものが挙げられ、またＣ8～Ｃ16Ｎ－アルキルグルコースアミド界
面活性剤が挙げられる。
【０１２１】
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　本明細書での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、本明細書での使用に関する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、Ｃ6～Ｃ20アルキルアルコキシル化直鎖若しく
は分枝鎖ジフェニルオキシドジスルホネート、又はこれらの混合物が挙げられる。
【０１２２】
　本明細書での使用に関して好適なアルキルスルホネートとしては、式ＲＳＯ3Ｍの、水
溶性の塩又は酸が挙げられ、式中、Ｒは、Ｃ6～Ｃ20直鎖又は分枝鎖、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。
【０１２３】
　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ネートとしては、式ＲＳＯ3

Ｍの、水溶性の塩又は酸が挙げられ、式中、Ｒは、Ｃ6～Ｃ20直鎖又は分枝鎖、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。
【０１２４】
　Ｃ14～Ｃ16アルキルスルホネートの一例は、Ｈｏｅｃｈｓｔより入手可能な、Ｈｏｓｔ
ａｐｕｒ（登録商標）ＳＡＳである。市販のアルキルアリールスルホネートの一例は、Ｓ
ｕ．Ｍａ．製のラウリルアリールスルホネートである。特に好ましいアルキルアリールス
ルホネートは、Ａｌｂｒｉｇｈｔ＆Ｗｉｌｓｏｎより入手可能な、商標名Ｎａｎｓａ（登
録商標）で市販の、アルキルベンゼンスルホネートである。
【０１２５】
　本明細書での使用に好適なアルキルサルフェート界面活性剤は、式Ｒ1ＳＯ4Ｍによるも
のであり、式中、Ｒ1は、６～２０個の炭素原子を含有する直鎖又は分枝鎖アルキルラジ
カル、及びアルキル基に６～１８個の炭素原子を含有するアルキルフェニルラジカルから
なる群から選択される、炭化水素基を表す。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。本明細書で使用される特に好ましい分枝鎖
アルキルサルフェートは、合計１０～１４個の炭素原子を含有する、例えばＩｓａｌｃｈ
ｅｍ　１２３　ＡＳ（登録商標）などである。Ｉｓａｌｃｈｅｍ　１２３　ＡＳ（登録商
標）はＥｎｉｃｈｅｍより市販され、９４％が分枝状のＣ12～13界面活性剤である。この
材料は、ＣＨ3－（ＣＨ2）m－ＣＨ（ＣＨ2ＯＳＯ3Ｎａ）－（ＣＨ2）n－ＣＨ3として説明
することができ、式中、ｎ＋ｍ＝８～９である。同様に好ましいアルキルサルフェートは
、アルキル鎖が合計１２個の炭素原子を含むアルキルサルフェート、すなわち、２－ブチ
ルオクチル硫酸ナトリウムである。そのようなアルキルサルフェートは、Ｃｏｎｄｅａよ
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り、商品名Ｉｓｏｆｏｌ（登録商標）１２Ｓで市販されている。特に好適な直鎖アルキル
スルホネートとしては、Ｈｏｅｃｈｓｔより市販のＨｏｓｔａｐｕｒ（登録商標）ＳＡＳ
のような、Ｃ12～Ｃ16パラフィンスルホネートが挙げられる。
【０１２６】
　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によるものであり、式中、Ｒは、非置換のＣ6～Ｃ20アルキル又は
ヒドロキシアルキル基であって、Ｃ6～Ｃ20アルキル構成要素、好ましくはＣ12～Ｃ20ア
ルキル又はヒドロキシアルキル、より好ましくはＣ12～Ｃ18アルキル又はヒドロキシアル
キルを有し、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、より好ましくは０．５～３であり、Ｍは、Ｈ又はカチオンであり、この
カチオンは、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）、アンモニウム又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が
、本明細書で考察される。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。例示的な界面活性剤は、Ｃ12～Ｃ18アルキルポリエトキシレート（１
．０）サルフェート（Ｃ12～Ｃ18Ｅ（１．０）ＳＭ）、Ｃ12～Ｃ18アルキルポリエトキシ
レート（２．２５）サルフェート（Ｃ12～Ｃ18Ｅ（２．２５）ＳＭ）、Ｃ12～Ｃ18アルキ
ルポリエトキシレート（３．０）サルフェート（Ｃ12～Ｃ18Ｅ（３．０）ＳＭ）、Ｃ12～
Ｃ18アルキルポリエトキシレート（４．０）サルフェート（Ｃ12～Ｃ18Ｅ（４．０）ＳＭ
）であり、式中、Ｍは、ナトリウム及びカリウムから便宜的に選択される。
【０１２７】
　本明細書での使用に関して好適なＣ6～Ｃ20アルキルアルコキシル化直鎖又は分枝鎖ジ
フェニルオキシドジスルホネート界面活性剤は、次の式によるものである。
【０１２８】
【化１】

　式中、Ｒは、Ｃ6～Ｃ20直鎖又は分枝鎖、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、アルキリ金属カチオン（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鎖ジフェニルオキシドジスルホネート界面活性剤は、Ｃ

12分枝鎖ジフェニルオキシドジスルホン酸、及びＣ16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り、ＤＯＷにより、それぞれ商標名Ｄｏｗｆａｘ　２Ａ１（登録商標
）及びＤｏｗｆａｘ　８３９０（登録商標）で市販されている。
【０１２９】
　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
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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。更なる例が、「Ｓｕｒｆａｃｅ　Ａｃｔｉｖｅ　Ａｇｅｎｔｓ　ａｎｄ　Ｄｅ
ｔｅｒｇｅｎｔｓ」（Ｖｏｌ．Ｉ及びＩＩ、Ｓｃｈｗａｒｔｚ，Ｐｅｒｒｙ及びＢｅｒｃ
ｈ著）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２３欄５８行目～第
２９欄２３行目にも概括的に開示されている。
【０１３０】
　双極性界面活性剤は、本発明の環境の中で好ましい、別の部類の界面活性剤を表す。
【０１３１】
　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、カチオン性基及びア
ニオン性基の双方を含有する。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
。典型的なアニオン性基は、カルボキシレート及びスルホネート、好ましくはスルホネー
トであるが、サルフェート、ホスフェートなどのような、他の基を使用することができる
。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２，７０
２，２７９号、及び同第２，２５５，０８２号の特許文献に記載されている。
【０１３２】
　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。非常に好ましい双極性界面活性剤は、Ａｌｂｒｉｇｈｔ　＆　Ｗｉｌｓｏｎ
により製造される、Ｅｍｐｉｇｅｎ　ＢＢ（登録商標）、ココジメチルベタインである。
同様に好ましい別の双極性界面活性剤は、ＭｃＩｎｔｙｒｅにより製造される、Ｍａｃｋ
ａｍ　３５ＨＰ（登録商標）、ココアミドプロピルベタインである。
【０１３３】
　好ましい界面活性剤の別の部類は、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（「両性グリシネ
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（「両性プロピオネート」）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、米国特許第２，６５８，０７２号の教示に従ってドデシルアミンとイ
セチオン酸ナトリウムとの反応によって調製されるものなどの、Ｎ－アルキルタウリン、
米国特許第２，４３８，０９１号の教示に従って生成されるものなどの、Ｎ－高級アルキ
ルアスパラギン酸、及び商品名「Ｍｉｒａｎｏｌ（登録商標）」で販売される生成物など
の、界面活性剤によって代表され、米国特許第２，５２８，３７８号に記載されている。
【０１３４】
　キレート剤
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　本明細書での使用に関する、任意化合物の１つの部類としては、キレート剤又はその混
合が挙げられる。キレート剤は、本明細書での組成物中に、組成物全体の０．０重量％～
１０．０重量％、好ましくは０．０１重量％～５．０重量％の範囲の量で、組み込むこと
ができる。
【０１３５】
　本明細書での使用に好適なホスホネート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ネート（ＨＥＤＰ）、アルキレンポリ（アルキレンホスホネート）、
並びにアミノアミノトリ（メチレンホスホン酸）（ＡＴＭＰ）、ニトリロトリメチレンホ
スホネート（ＮＴＰ）、エチレンジアミンテトラメチレンホスホネート、及びジエチレン
トリアミンペンタメチレンホスホネート（ＤＴＰＭＰ）を含めた、アミノホスホネート化
合物を挙げることができる。ホスホネート化合物は、その酸形態で存在するか、又は一部
若しくは全ての酸官能基による種々のカチオンの塩として存在し得る。本明細書で使用さ
れる好ましいホスホネートキレート剤は、ジエチレントリアミンペンタメチレンホスホネ
ート（ＤＴＰＭＰ）及びエタン１－ヒドロキシジホスホネート（ＨＥＤＰ）である。その
ようなホスホネートキレート剤は、Ｍｏｎｓａｎｔｏより、商標名ＤＥＱＵＥＳＴ（登録
商標）。
【０１３６】
　多官能置換芳香族キレート剤もまた、本明細書の組成物中で有用とすることができる。
米国特許第３，８１２，０４４号（Ｃｏｎｎｏｒら、１９７４年５月２１日発行）を参照
されたい。このタイプの酸形態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。
【０１３７】
　本明細書での使用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）異性体は、米国特許第４，７０４，２３３号（Ｈａｒｔｍａｎ及びＰｅｒ
ｋｉｎｓ、１９８７年１１月３日）で詳細に記載されている。エチレンジアミンＮ，Ｎ’
－二コハク酸は、例えば、Ｐａｌｍｅｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ
より、商標名ｓｓＥＤＤＳ（登録商標）で市販されている。
【０１３８】
　本明細書での使用に好適なアミノカルボキシレートとしては、エチレンジアミンテトラ
アセテート、ジエチレントリアミンペンタアセテート、ジエチレントリアミン五酢酸（Ｄ
ＴＰＡ）、Ｎ－ヒドロキシエチルエチレンジアミントリアセテート、ニトリロトリ－アセ
テート、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ミンヘキサ－アセ
テート、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）の、それらの酸形態、あるいはそれらのアルカリ金属塩、ア
ンモニウム塩、及び置換アンモニウム塩の形態の双方が挙げられる。本明細書で使用され
る特に好適なアミノカルボキシレートは、ジエチレントリアミン五酢酸、例えばＢＡＳＦ
より商標名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。
【０１３９】
　本明細書での使用する更なるカルボキシレート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。
【０１４０】
　ラジカルスカベンジャー
　本発明の組成物は、ラジカルスカベンジャー、又はその混合物を更に含み得る。
【０１４１】
　本明細書での使用に好適な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
びにこれらの混合物が挙げられる。本明細書での使用に関して好ましい、そのようなラジ
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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
、ｔｅｒｔ－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、非常に好ましい。没食子酸Ｎ－プロ
ピルのようなラジカルスカベンジャーは、Ｎｉｐａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓより、商
標名Ｎｉｐａｎｏｘ　Ｓ１（登録商標）で商業的に入手可能である。
【０１４２】
　ラジカルスカベンジャーは、使用される場合、典型的には、本明細書では、組成物全体
の最大１０重量％の量で、好ましくは０．００１重量％～０．５重量％の量で存在するこ
とができる。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す
ることができる。
【０１４３】
　香料
　本明細書での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。本明細書の組成物は、香料成分、又はその混合物を、組成物全体の最大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。
【０１４４】
　染料
　本発明による液体組成物は、着色することができる。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。
【０１４５】
　組成物の供給形態
　本明細書の組成物は、液体組成物を注ぐためのプラスチックボトル、スクイーズボトル
、又は液体組成物を噴霧するためのトリガー噴霧器を装備するボトルなどの、当業者には
既知の様々な好適なパッケージ内に、パッケージングすることができる。あるいは、本発
明によるペースト様組成物を、チューブ内にパッケージングすることができる。
【０１４６】
　本明細書の代替的な実施形態では、本明細書の液体組成物は、基材に含浸され、好まし
くは、この基材は、スポンジなどの、材料の可撓性で薄いシート又はブロックの形態であ
る。
【０１４７】
　好適な基材は、織布若しくは不織布のシート、セルロース材料系のシート、スポンジ、
又は連続気泡構造を有する発泡体、例えば、ポリウレタン発泡体、セルロース系発泡体、
メラミン発泡体などである。
【０１４８】
　表面の洗浄方法
　本発明は、本発明による液体組成物を使用して、表面を洗浄及び／又はクレンジングす
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／クレンジング組
成物」の項で説明されている。
【０１４９】
　好ましい実施形態では、表面を、本発明による組成物と接触させ、好ましくは、組成物
をその表面上に塗布する。
【０１５０】
　別の好ましい実施形態では、本明細書の方法は、本発明による液体組成物を、その液体
組成物を収容する容器から分配する（例えば、噴霧する、注ぐ、搾り出すことによって）
工程と、その後に、表面を洗浄及び／又はクレンジングする工程とを含む。
【０１５１】
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　本明細書の組成物は、非希釈の形態、又は希釈形態であってよい。
【０１５２】
　「非希釈の形態で」とは、液体組成物が、なんら希釈されることなく、処理される表面
上に直接塗布されること、すなわち、本明細書の液体組成物を、本明細書で説明されるよ
うな表面上に塗布することであると理解するべきである。
【０１５３】
　「希釈形態」とは、本明細書では、液体組成物が、典型的にはユーザーによって水で希
釈されることを意味する。液体組成物は、使用前に、重量の最大１０倍の水で典型的な希
釈濃度に希釈される。通常推奨される希釈濃度は、水による組成物の１０％希釈である。
【０１５４】
　本明細書の組成物は、希釈又は未希釈の、本明細書の組成物中に浸漬させた、モップ、
ペーパータオル、ブラシ（例えば、歯ブラシ）又は布などの適切な用具を使用して塗布す
ることができる。更には、組成物を、表面上に塗布した後、適切な用具を使用して、表面
上で攪拌することができる。実際に、その表面を、モップ、ペーパータオル、ブラシ、又
は布を使用して拭くことができる。
【０１５５】
　本明細書の方法は、好ましくは組成物の塗布後にすすぎ工程を更に含み得る。「すすぐ
」とは、本明細書では、本明細書の液体組成物を表面上に塗布する工程の直後に、本発明
による方法で洗浄／クレンジングされた表面を、相当量の適切な溶媒、典型的には水と、
接触させることを意味する。「相当量」とは、本明細書では、１ｍ2の表面当たり０．０
１リットル～１リットルの水、より好ましくは、１ｍ2の表面当たり０．１リットル～１
リットルの水を意味する。
【０１５６】
　本明細書の好ましい実施形態では、洗浄方法は、本発明による液体組成物を使用して、
家庭の硬質表面を洗浄する方法である。
【０１５７】
　洗浄有効性
　洗浄有効性の試験方法：
　タイル（典型的な、光沢性で白色の２４ｃｍ×４ｃｍのセラミック）を、０．３ｇの、
主にステアリン酸カルシウム及び市販の人工的な身体の汚れをベースとする、典型的なグ
リース状石鹸かすの汚れで覆う（噴霧器を介してタイルに適用する）。次に、汚したタイ
ルを、１４０℃の温度で、１０～４５分間、好ましくは４０分間、オーブン内で乾燥させ
、次に、湿度制御環境（６０～８５％のＲＨ、好ましくは７５％のＲＨ）下で、２～１２
時間、室温で時効処理する。次に、本発明の組成物５ｍＬを直接注ぎ出したＳｐｏｎｔｅ
ｘ（登録商標）セルローススポンジ（水で予備湿潤させておく）を使用して洗浄する。次
に、粒子組成物でコーティングされた側面をタイルと向きあわせて、スポンジを湿式磨耗
擦洗試験装置（Ｓｈｅｅｎ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　Ｌｔｄ．（Ｋｉｎｇｓｔｏｎ，Ｅ
ｎｇｌａｎｄ）製のものなど）上に搭載する。この磨耗試験機は、圧力（例えば、６００
ｇ）を供給し、試験表面上で、スポンジを、設定衝程長（例えば、３０ｃｍ）で、設定速
度（例えば、毎分３７ストローク）で、移動させるように構成することができる、組成物
がグリース状石鹸かすを除去する能力は、視覚的評価により判定される、表面を完全に洗
浄するために必要なストローク数によって測定される。ストローク数が少ないほど、組成
物のグリース状石鹸かす洗浄能力は高い。
【０１５８】
　以下の洗浄データは、洗浄剤に１％の研磨剤粒子を使用することで達成される。実施例
の洗浄データを生成するために使用される研磨洗浄粒子は、モース硬さ２の値を有するポ
リウレタン発泡体から作製されたことに注意。
【０１５９】
　発泡体構造の影響：発泡体は、ビッカース硬さ７の値のポリウレタン硬質発泡体で作製
される。洗浄データは、洗浄組成物中に粒子を１％含有させて作成。
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【０１６０】
【表１】

【０１６１】
　発泡体構造の影響：発泡体は、ビッカース硬さ７の値のポリウレタン硬質発泡体で作製
される。洗浄データは、洗浄組成物中に粒子を１％含有させて作成。
【０１６２】
【表２】

【０１６３】
　発泡体構造の影響：発泡体は、ビッカース硬さ７の値のポリウレタン硬質発泡体で作製
される。洗浄データは、洗浄組成物中に粒子を１％含有させて作成。
【０１６４】
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【表３】

【０１６５】
　過剰グラインド加工の影響：発泡体は、ビッカース硬さ７の値、密度３３Ｋｇ／ｍ３、
平均Ｌ／Ｔ比５、平均発泡体気泡サイズ４２０μｍのポリウレタン硬質発泡体で作製され
る（注意：付随して、粒子標的サイズ＞２１０μｍ）。洗浄データは、洗浄組成物中に粒
子を１％含有させて作成。
【０１６６】
【表４】

【０１６７】
　表面安全性
　表面損傷の方法：
　試験粒子によって製造される表面損傷を測定するために、試験される研磨剤粒子０．２
ｇと、ＮＥＯＤＯＬ　Ｃ９－１１　ＥＯ８界面活性剤（Ｓｈｅｌｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ
）の水性ローション（３重量％の界面活性剤）４ｇとを混合する。４ｃｍ×８．５ｃｍ（
及び厚さ４．５ｃｍ）の寸法の、新たなセルロース製キッチンスポンジ（Ｓｐｏｎｔｅｘ
（登録商標）など）を、蒸留水又は脱イオン水２４ｍＬで湿潤させ、次に、スポンジの一
方の４ｃｍ×８．５ｃｍの面上に、界面活性剤と粒子との混合物を、均等に散布すること
によって添着させる。次に、粒子及び界面活性剤でコーティングされた面を試験表面に向
き合わせて、スポンジを湿式磨耗擦洗試験装置（Ｓｈｅｅｎ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　
Ｌｔｄ．（Ｋｉｎｇｓｔｏｎ，Ｅｎｇｌａｎｄ）製のものなど）に搭載する。試験表面と
しては、２５ｋｇ／平方ｍｍ（＋／－２）のビッカースＨＶ硬さの値（標準試験方法ＩＳ
Ｏ　１４５７７を使用して測定する場合）を有する、無着色で透明の、未加工のポリ（メ
チルメタクリレート）の新しいシート（ＰＭＭＡ、プレキシガラス、パースペクス、ルー
サイトとしても既知）を使用すべきである。摩耗試験機は、６００ｇの圧力を供給し、試
験表面上で、スポンジを、３０ｃｍの衝程長で、毎分３７ストロークの速度で移動させる
ように構成するべきである。この湿式磨耗擦洗試験装置は、１，０００ストローク（すな
わち、１，０００回の単一方向変位）を実行可能とするべきであり、次いで、スポンジに
、研磨剤０．２ｇ及び界面活性剤４ｇの追加のローションを再添着させる。スポンジに再
添着する際、追加の水は適用するべきではない。スポンジには、この方式で１，０００ス
トローク毎の再添着を連続１０回行なう（すなわち、１つの試験表面当たり、合計で１０
，０００ストローク）。試験表面への損傷の評価は、１０，０００ストロークが完了した
後に行なう。スポンジは、破れるか又は裂けるように損壊しない限り、試験の間に取り替
えるべきではない。損壊した場合には、試験を完了するために、元のスポンジに関する指
示に従って、新たなスポンジを湿潤させ、添着し、取り付けするべきである。
【０１６８】
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　ポリ（メチルメタクリレート）試験表面上の表面損壊を評価するために、次の５段階の
表面損壊尺度に従って、視覚により等級付する：０＝擦り傷は見えず；１＝擦り傷が見え
ると思われる；２＝小さい擦り傷が確実に見える；３＝多数の擦り傷が見える；４＝多く
の損傷が見える。視覚による損傷の等級付けは、５人の個別の等級選別人によって与えら
れる等級の平均である。
【０１６９】
　更には、ポリ（メチルメタクリレート）試験表面上の表面損傷はまた、ＴＲ２００（Ｐ
ｏｒｔａｂｌｅＴｅｓｔｅｒｓ．ｃｏｍ　ＬＬＣ）などの粗度試験機を使用して、スポン
ジ研磨された表面の粗度を測定することによっても評価される。以下のものを含む幾つか
のプロファイル粗度パラメーターが測定される：平均最大高さ（Ｒｚ）；合計のピーク対
谷部分の高さ（Ｒｔ）；最大ピーク高さ（Ｒｐ）；最大谷部分深さ（Ｒｖ）；凹凸の平均
間隔（ＲＳｍ）；及び歪度（Ｒｓｋ）。
【０１７０】
【表５】

　*　研磨剤粒子は、ビッカース硬さ７の値の、ポリウレタン発泡体から作製されること
に注意。
【実施例】
【０１７１】
　以下のこれらの組成物は、記載される成分を、記載される比率（重量％）で含んで作製
された。本明細書の実施例１～４３は、本発明を例示する目的に適うものであるが、必ず
しも、本発明の範囲を限定するか、又は他の方法で規定するために使用されるものではな
い。
【０１７２】
　以下の実施例で使用される研磨剤粒子を、硬質ポリウレタン発泡体（制御された発泡体
構造、例えば、発泡体密度、気泡サイズ、壁体のアスペクト比、及び気泡サイズ含有％）
から、グラインド加工した。ポリウレタン発泡体は、ジイソシアネート（例えば、高分子
メチレンジフェニルジイソシアネートに基づく）とポリオール（例えば、ポリエーテル又
はポリエステル系ポリオール）との反応から合成される。この場合、ジイソシアネートは
、例えば、ＢＡＳＦ製のＬｕｐｒａｎａｔｅ　Ｍ２００Ｒであり、ポリオールは、例えば
、ＢＡＳＦ製のＬｕｐｒａｎｏｌ　３４２３である。発泡体を、小粒子へとグラインド加
工し、回転式ミルを使用して篩い分けし、粒子の選択を、Ｒｅｔｓｃｈ製のエアジェット
篩い分け計器を使用して実施した。
【０１７３】
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【表６】

【０１７４】
【表７】

【０１７５】
【表８】
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【０１７６】
【表９】

【０１７７】

【表１０】

【０１７８】
【表１１】

【０１７９】
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【表１２】

【０１８０】

【表１３】

【０１８１】
　上記の拭き取り布用ローション組成物を、非水溶性基材：約０．８０ｍｍのキャリパー
を有する、坪量５６グラム毎平方メートルの、７０％ポリエステル及び３０％レーヨンを
含むおよそ幅１６．５１ｃｍ×長さ１９．０５ｃｍ（幅６．５インチ×長さ７．５インチ
）の、パターン付き水流交絡不織布、に添着させる。所望により、この基材を、従来の基
材コーティング技術を使用して、ジメチコン（Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ　２００　Ｆｌｕ
ｉｄ　５ｃｓｔ）で予備コーティングすることができる。重量比約２：１のローション対
拭き取り布は、従来の基材コーティング技術を用い得られる。ポリウレタン発泡体から作
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製された研磨剤粒子（試料＃１ビス）を、例えば、拭き取り布用ローションにより基材１
平方ｍ当たり０．２～３グラムの粒子が得られるよう、拭き取り布上に添着させる
【０１８２】
【表１４】

【０１８３】
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【表１５】

【０１８４】
【表１６】

　*　供給元の使用指示に従い、塩基を使用してアクリレートコポリマーを活性化する
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　**　酸を添加して、配合物のｐＨをより低く調整することができる
　１．Ｎｏｖｅｏｎ（商標），Ｉｎｃ.製の、カーボポールＡｑｕａ　ＳＦ－１（登録商
標）
　２．Ｎｏｖｅｏｎ（商標）,Ｉｎｃ．製の、カーボポールＵｌｔｒｅｚ　２１（登録商
標）
　３．Ｒｈｏｄｉａ製の、Ｍｉｒａｎｏｌ（登録商標）Ｕｌｔｒａ　Ｌ３２
　４．Ｃｈｅｍｒｏｎ製の、Ｇｌｕｃａｍａｔｅ　ＬＴ（登録商標）
　５．Ｃｒｏｄａ製の、Ｃｒｏｔｈｉｘ（登録商標）
【０１８５】
　実施例２４～２７を、以下の方法で作製する：
　製剤の脱イオン自由水に、カーボポール（登録商標）を添加する。カチオン及びベタイ
ンを除く、全ての界面活性剤を添加する。ｐＨが６未満である場合には、中和剤（典型的
には、塩基、すなわち、トリエタノールアミン、水酸化ナトリウム）を添加して、６より
も大きいｐＨに調整する。必要な場合には、穏やかに加熱して、粘度を減少させ、空気の
混入を最小限に抑える補助をする。ベタイン及び／又はカチオン性界面活性剤を添加する
。コンディショニング剤、追加のレオロジー変性剤、真珠光沢化剤、カプセル化材料、剥
離剤、防腐剤、染料、芳香剤、研磨剤粒子、及び他の望ましい成分を添加する。最後に、
必要に応じて、酸（すなわち、クエン酸）を使用してｐＨを低減し、及び塩化ナトリウム
を添加して粘度を増大させる。
【０１８６】
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【表１７】

　Ｚｅｏｄｅｎｔ　１１９、１０９、及び１６５は、Ｊ．Ｍ．Ｈｕｂｅｒ　Ｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎにより販売される、沈殿シリカ材料である。
　Ｇａｎｔｒｅｚは、無水マレイン酸又はマレイン酸と、メチルビニルエーテルとのコポ
リマーである。
　ＣＭＣ　７Ｍ８ＳＦは、カルボキシメチルセルロースナトリウムである。
　ポロキサマーは、第１級ヒドロキシル基で終端される、二官能性ブロックポリマーであ
る。
【０１８７】
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【表１８】

【０１８８】
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【表１９】

【０１８９】
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【表２０】

　１　アクリルアミド（ＡＭ）とＴＲＩＱＵＡＴとのコポリマー、ＭＷ＝１，０００，０
００；ＣＤ＝１．６ミリ当量／グラム；Ｒｈｏｄｉａ
　２　Ｊａｇｕａｒ　Ｃ５００、ＭＷ＝５００，０００、ＣＤ＝０．７、Ｒｈｏｄｉａ
　３　Ｍｉｒａｐｏｌ　１００Ｓ、３１．５％活性、Ｒｈｏｄｉａ
　４　ジメチコン液、Ｖｉｓｃａｓｉｌ　３３０Ｍ；３０マイクロメートル粒子サイズ；
Ｍｏｍｅｎｔｉｖｅ　Ｓｉｌｉｃｏｎｅｓ
【０１９０】
　本明細書に開示される寸法及び値は、記載された正確な数値に厳しく制限されるものと
して理解されるべきでない。それよりむしろ、特に指定のない限り、そのような各寸法は
、記載された値と、その値周辺の機能的に同等の範囲との双方を意味することを意図する
。例えば、「４０ｍｍ」として開示された寸法は、「約４０ｍｍ」を意味することを意図
する。
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