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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体クリーニング及び／又はクレンジング組成物であって、
　組成物全体の０．０１～２０重量％の界面活性剤、
　組成物全体の６５～９９．５重量％の水、および
　組成物全体の０．１～２０重量％の研磨性クリーニング粒子、
を含み、
　前記研磨性クリーニング粒子が、ＩＳＯ９２７６－６に従った０．４～０．７５の平均
ソリディティを有し、
　前記研磨性クリーニング粒子が、ＩＳＯ１４５７７－１、１４５７７－２、および１４
５７７－３に従った３～５０ｋｇ／ｍｍ2のＨＶビッカース硬さを有し、
　前記研磨性クリーニング粒子は、ＩＳＯ９２７６－６に従った１０～１０００μｍの面
積等価直径により表される平均粒径を有し、
　前記研磨性クリーニング粒子は、ポリマー材料から磨砕またはミル掛けにより縮小され
、および、
　前記ポリマー材料はポリウレタンである、
ことを特徴とする液体クリーニング及び／又はクレンジング組成物。
【請求項２】
　前記研磨性クリーニング粒子が、０．５～０．７の平均ソリディティを有する請求項１
に記載の液体クリーニング及び／又はクレンジング組成物。
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【請求項３】
　前記研磨性クリーニング粒子が、４～２５ｋｇ／ｍｍ2のＨＶビッカース硬さを有する
請求項１又は２に記載の液体クリーニング及び／又はクレンジング組成物。
【請求項４】
　前記研磨性粒子が、ＩＳＯ ９２７６－６に従い、１００～３５０μｍの面積等価直径
により表される平均粒径を有する請求項１～３のいずれか一項に記載の液体クリーニング
及び／又はクレンジング組成物。
【請求項５】
　前記組成物が、前記組成物の０．３重量％～１０重量％の前記研磨性クリーニング粒子
を含む請求項１～４のいずれか一項に記載の液体クリーニング及び／又はクレンジング組
成物。
【請求項６】
　前記研磨性クリーニング粒子が、ＩＳＯ ９２７６－６：２００８（Ｅ）８．２項に従
い、０．１～０．３の平均粗さを有する請求項１～５のいずれか一項に記載の液体クリー
ニング及び／又はクレンジング組成物。
【請求項７】
　前記研磨性クリーニング粒子が、０．１～０．４の平均円形度を有し、前記円形度がＩ
ＳＯ ９２７６－６に従って測定される請求項１～６のいずれか一項に記載の液体クリー
ニング及び／又はクレンジング組成物。
【請求項８】
　懸濁助剤を更に含み、
　前記懸濁助剤が、ポリカルボン酸塩ポリマー増粘剤；ヒドロキシル含有脂肪酸、脂肪酸
エステル又は脂肪族せっけんワックス様材料；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、スクシノグリカン及びキサンタンガム、ゲランガム、グアールガム、イナ
ゴマメガム、トラガカントガム、スクシノグルカンガム、若しくはこれらの誘導体、又は
これらの混合物からなる群から選択される請求項１～７のいずれか一項に記載の液体クリ
ーニング及び／又はクレンジング組成物。
【請求項９】
　請求項１に記載の液体クリーニング及び／又はクレンジング組成物であって、
　前記研磨性クリーニング粒子は、
　（ｉ）０．５５～０．６５の平均ソリディティ、
　（ｉｉ）５～１５ｋｇ／ｍｍ2のＨＶビッカース硬さ、
　（ｉｉｉ）１５０～２５０μｍの面積等価直径により表される平均粒径、
　（ｉｖ）ＩＳＯ ９２７６－６：２００８（Ｅ）８．２項に従った、０．１８～０．２
５の平均粗さ、
　（ｖ）ＩＳＯ９２７６－６に従った、０．２～０．３５の平均円形度、
　を有し、かつ、
　前記組成物は、組成物全体の０．５～５重量％の研磨性クリーニング粒子を含み、
　前記ポリウレタンは、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であ
る、
ことを特徴とする請求項１に記載の液体クリーニング及び／又はクレンジング組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、家の中及び周りの硬質表面、皿表面、歯、歯ぐき、舌及び口腔表面などの口
腔の硬質及び軟質の組織表面、ヒトの及び動物の皮膚、車及び車両表面、などが挙げられ
る、様々な無生物及び生物表面をクリーニング及び／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、クリーニング及び／又はクレンジングに好適
な粒子を含む液体磨き用組成物に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　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、いろいろな表面、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クリーニング及び／又はクレンジ
ング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、球状から不規則なも
のまでの様々な形状の研磨性粒子をベースとするものである。最も普通の研磨性粒子は、
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になる。
【０００４】
　このような現時点で既知の磨き用組成物の表面安全プロフィールは不適切なものであり
、あるいは適切な表面安全プロフィールの組成物に対しては劣ったクリーニング性能が示
される。実際、これらの組成物は、極めて硬い研磨性粒子が存在することにより、組成物
を塗布した表面に加傷、すなわち引っ掻き傷を付ける可能性があり、一方低硬度の材料で
はクリーニング性能のレベルは不充分である。配合物メーカーは、激しい表面損傷を示す
がクリーニング／クレンジング性能が良好であるか、又は許容可能な表面安全プロフィー
ルを示すがクリーニング／クレンジング性能の点で妥協するかの間で選択する必要がある
。加えて、消費者は、少なくともある適用分野（例えば、硬質表面クリーニング）におけ
るこのような現時点で既知の磨き用組成物が時代遅れであると感じている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このように、本発明の目的は、家の中及び家の周りの硬質表面、皿表面、歯、歯ぐき、
舌及び口腔表面などの口腔の硬質及び軟質の組織表面、ヒトの及び動物の皮膚などが挙げ
られる、様々な無生物及び生物表面をクリーニング及び／又はクレンジングするのに好適
な液体クリーニング及び／又はクレンジング組成物であって、良好な表面安全プロフィー
ルをもたらすと同時に、良好なクリーニング／クレンジング性能をもたらす、組成物を提
供することである。
【０００６】
　上記目的は、本発明に記述の組成によって達成可能であることが見出された。
【０００７】
　釉薬加工済及び非釉薬加工セラミックタイル、エナメル、ステンレススチール、Ｉｎｏ
ｘ（登録商標）、Ｆｏｒｍｉｃａ（登録商標）、ビニル、非ワックスビニル、リノリュー
ム、メラミン樹脂、ガラス、プラスチック、塗装表面、ヒト及び動物の皮膚、毛髪、歯、
歯ぐき、舌及び口腔表面などの口腔の硬質及び軟質の組織表面などの様々な材料からでき
ている無生物及び生物表面のクリーニング及び／又はクレンジングに使用し得るというこ
とが本発明による組成物の利点である。
【０００８】
　本発明の更なる利点は、本明細書での組成物では、上記のメリットをなお提供しながら
、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、他の技術に対し
ては一般に、良好なクリーニング／クレンジング性能に到達するには、高濃度の研磨性粒
子が必要とされ、高配合及び加工コスト、多数の包装、例えば搾り出し又はスプレー瓶と
の不適合性、使用時の人間工学の不充分さ、すすぎの困難さ及び最終クリーニングプロフ
ィール、並びにクリーニング／クレンジング組成物の審美性及び気持ちのよい手触りに対
する限界をもたらす。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　本発明は、研磨性クリーニング粒子を含む液体クリーニング及び／又はクレンジング組
成物であって、上記研磨性クリーニング粒子が、０．４～０．７５の平均ソリディティを
有し、並びに、３～５０ｋｇ／ｍｍ2のＨＶビッカース硬さを有する、組成物に関する。
【００１０】
　本発明は、研磨性クリーニング粒子を含む液体クリーニング及び／又はクレンジング組
成物により表面をクリーニング及び／又はクレンジングする方法であって、上記表面が上
記組成物に接触され、好ましくは上記組成物が上記表面上に塗布される、方法を更に包含
する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】先端の丸みの図。
【図２】粒子から粗さを計算する方法の図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　液体クリーニング／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表面用のクリーナー／クレンザーとして
設計される。好ましくは、本明細書での組成物は、無生物表面及び生物表面からなる群か
ら選択される表面のクリーニング／クレンジングに好適である。
【００１３】
　好ましい実施形態では、本明細書での組成物は、家庭用硬質表面；皿表面；皮革又は合
成皮革のような表面；及び自動車車両の表面からなる群から選択される無生物表面のクリ
ーニング／クレンジングに好適である。
【００１４】
　極めて好ましい実施形態では、本明細書での組成物は家庭用硬質表面のクリーニングに
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、リニリューム、メラミン樹脂、ガラス、Ｉｎｏｘ（登録商標）、Ｆｏｒｍｉｃ
ａ（登録商標）、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、シャワープラスチック化カーテン、洗面台、ＷＣ、什器及び付
属品等などのキッチン、バスルームのような家の中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。家庭用硬質面には、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、個人の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】
　「皿表面」により、本明細書中では、皿、食事用器具、まな板、鍋などのような、皿の
クリーニングで見出される任意の種類の表面を意味する。このような皿表面は、個人の家
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】
　別の好ましい実施形態では、本明細書での組成物は、ヒトの皮膚；動物の皮膚；ヒトの
毛髪；動物の毛髪；歯、歯ぐき、舌及び口腔表面などの口腔の硬質及び軟質の組織表面か
らなる群から選択される生物表面のクリーニング及び／又はクレンジングに好適である。
【００１８】
　本発明の組成物は、固体又は気体ではなく、液体組成物である。液体組成物は、水のよ
うな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。
【００１９】
　本明細書中の好ましい実施形態では、本明細書での液体組成物は水性組成物である。し
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たがって、組成物は、組成物全体の６５重量％～９９．５重量％、好ましくは７５重量％
～９８重量％、より好ましくは８０重量％～９５重量％の水を含んでもよい。
【００２０】
　本明細書中の別の好ましい実施形態では、本明細書での液体組成物は、組成物全体の０
重量％～１０重量％の水、好ましくは組成物全体の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。
【００２１】
　本明細書での好ましい実施形態では、本明細書での組成物は中性の組成物であり、した
がって２５℃で測定して、６～８、より好ましくは６．５～７．５、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以上のｐＨを有し、あるい
は好ましくはｐＨ　９以下のｐＨを有する。
【００２３】
　したがって、本明細書での組成物は、ｐＨの調整のために好適な塩基及び酸を含んでも
よい。
【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／又は水酸化リチウムのよう
な苛性アルカリ、並びに／又は酸化ナトリウム及び／又は酸化カリウムのようなアルカリ
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。
【００２５】
　他の好適な塩基としては、アンモニア、アンモニウム炭酸塩、Ｋ2ＣＯ3、Ｎａ2ＣＯ3、
Ｃａ2ＣＯ3、Ｍｇ2ＣＯ3などのすべての使用可能な炭酸塩、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】
　存在する場合、このような塩基の典型的な濃度は、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％であり、より好ましくは０．１重量
％～０．６重量％である。
【００２７】
　本明細書での組成物は、酸の存在にも拘わらず、必要とされるレベルにｐＨを調整する
ために酸を含んでもよく、本明細書での組成物は本明細書中で上記の好ましい中性のｐＨ
を維持する。本明細書中での使用に好適な酸は、有機及び／又は無機酸である。本明細書
中での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。
【００２８】
　存在する場合、このような酸の典型的な濃度は、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％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、本明細書での液体組成物は、ステンレス鋼製の４ｃｍ円錐形スピンドル、角度２°
（最大８分内で０．１～１００ｓｅｃ-1の直線的な増分）を有するレオメーターモデルＡ
Ｒ　１０００（ＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓにより供給）で測定した場合、２０ｓ-1に
おいて７５００ｃｐｓまで、より好ましくは５０００ｃｐ～５０ｃｐｓ、更により好まし
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くは２０００ｃｐｓ～５０ｃｐｓ、最も好ましくは２０ｓ-1及び２０℃において１５００
ｃｐｓ～３００ｃｐｓの粘度を有する。
【００３０】
　本明細書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のような粘度を有す
る。「水のような粘度」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、本明細書での液体組成物は、ブルックフィールドデジタル粘度計モデルＤＶ　ＩＩ
を用い、スピンドル２で測定した場合、６０ｒｐｍで５０ｃｐｓまで、より好ましくは０
ｃｐｓ～３０ｃｐｓ、更により好ましくは０ｃｐｓ～２０ｃｐｓ、最も好ましくは６０ｒ
ｐｍ及び２０℃で０ｃｐｓ～１０ｃｐｓの粘度を有する。
【００３１】
　研磨性クリーニング粒子
　本明細書での液体クリーニング／クレンジング組成物は、例えばソリディティ及び適切
な硬さにより規定される効果的な形状を示すように選択又は合成される、研磨性クリーニ
ング粒子を含む。
【００３２】
　好ましい実施形態では、研磨性クリーニング粒子は、好ましくは非転がり性である。加
えて、好ましい実施形態では、研磨性クリーニング粒子は、好ましくは鋭利である。
【００３３】
　本出願人は、非転がり性で鋭利な研磨性クリーニング粒子が、良好なよごれ除去及び低
い表面損傷をもたらすということを見出した。実際、本出願人は、転がり動きがどちらか
というと促進され、表面から汚れを移動させるには効果的でない、典型的な研磨性粒子と
比較して、極めて特異的な粒子形状が、円形度により定義されて、研磨性粒子の効果的な
滑りを促進するということを見出した。粒子の効果的な滑りを促進するための基準に合致
する円形度は、０．１～０．４０の範囲にある。
【００３４】
　研磨性クリーニング粒子の形状は、さまざまな方法で定義される。本発明は、粒子、よ
りプログラム論的には粒子集団の幾何学的な比率を反映する、粒子の形のクリーニング粒
子の形状を定義する。極めて最近の分析手法によれば、多数の粒子、典型的には１０００
０個超（好ましくは、１０００００個以上の）の粒子からの粒子形状の正確な同時測定が
可能である。このことによって、特徴的な性能を持つ平均の粒子集団形状の正確な調整及
び／又は選択が可能となる。粒子形状のこれらの測定分析は、ソフトウエアＣａｌｌｉｓ
ｔｒｏバージョン２５付きのＯｃｃｈｉｏ　Ｎａｎｏ　５００粒子キャラクタリゼーショ
ン装置（Ｏｃｃｈｉｏ　ｓ．ａ．Ｌｉｅｇｅ，Ｂｅｌｇｉｕｍ）を用いて行われる。この
装置を使用して、メーカーの指示、及び次の装置設定の選択により粒子試料の準備、分散
、画像化及び分析を行う：要求ホワイトレベル（white）＝１８０、真空時間＝５０００
ｍｓ、沈降時間＝５０００ｍｓ、自動しきい、粒子数計数値／分析値＝８０００～５００
０００、レプリカ／試料の最小数＝３、レンズ設定１ｘ／１．５ｘ。
【００３５】
　本発明の研磨性クリーニング粒子は、形状の定量的な記述により定義される。定量的な
記述では、形状記述子は、数学的又は数的な操作により粒子像又は物理的な粒子性質から
計算可能な数として理解される。本出願人は、粒子形状を専用の分析手法により三次元で
定義することができるが、二次元での粒子形状のキャラクタリゼーションが最も適切であ
り、クリーニング粒子の研磨性能と相関するということを見出した。粒子形状分析プロト
コル時、粒子は、クリーニング工程時の予期された粒子配向と類似して重力堆積により表
面に向かって配向する。したがって、本発明の目的は、粒子／粒子集団の二次元形状のキ
ャラクタリゼーションを、その形状が、粒子／粒子集団を堆積させる表面上で投影された
ものにより定義されているとみなす。
【００３６】
　好ましい実施形態では、研磨性クリーニング粒子は、１０μｍ～１０００μｍ、好まし
くは５０μｍ～５００μｍ、より好ましくは１００μｍ～３５０μｍ、最も好ましくは１
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５０～２５０μｍの平均ＥＣＤを有する。
【００３７】
　本出願人は、小さい粒径、例えば、典型的には１０マイクロメートル以下の過剰に研磨
性の集団は、小さい粒径に固有のクリーナー中の粒子装填量当たりの高い粒子数を示すに
も拘わらず、クリーニングと比較してポリッシュ作用を示すが、効率的なクリーニング性
能を達成するのに研磨性粒径が極めて重要であり得るということを見出した。他方、過度
の高粒径、例えば典型的には１０００マイクロメートル以上の研磨性集団は、大粒子径に
固有なこととしてクリーナー中の粒子装填量当たりの粒子数が著しく減少するので、最適
でないクリーニング効率を与える。加えて、使用時には多数の小粒子は、様々な表面形態
からの除去が難しいことがしばしばあり、但し、目視可能な粒子残渣を表面に残すのは別
にして使用者が除去に過度の努力を要求されるので、過度の小粒径は、クリーナー中で／
クリーニング作業には望ましくない。他方、過度の大粒子は、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に悪い触覚体験をもたらす。それゆえ、本出願人
らは、最適なクリーニング性能及び使用体験の両方を与える最適な粒子径範囲を本明細書
中で定義する。
【００３８】
　研磨粒子は、等価円直径ＥＣＤ（ＡＳＴＭ　Ｆ１８７７－０５第１１．３．２項）とも
呼ばれる、面積等価直径（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面積等価直径
（ＥＣＤ）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１００００
粒子、好ましくは５００００粒子以上、より好ましくは１０００００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、数を基準にした測
定と比較して容積を基準にした測定から抽出される。
【００３９】
　１つの好ましい例では、本発明で使用される研磨性クリーニング粒子の粒径は、特に著
しい粒径低下を受ける使用時に改変される。したがって、粒子は、液体組成物中及び使用
プロセスの開始時に目視又は触覚で検出可能なままで、有効なクリーニングを提供する。
クリーニングプロセスが進行するにしたがって、研磨粒子はより小粒子に分散又は破砕し
、肉眼で目視不能又は触覚で検出不能となる。
【００４０】
　本発明では形状記述子は、幾何学的記述子／形状因子の計算である。幾何学的形状因子
は、２つの異なる幾何学的性質間の比であり、このような性質は、通常、粒子全体の像の
比率の尺度、又は粒子を包み込むか若しくは粒子の周りで包絡線を形成する理想的な幾何
学的体の比率の尺度である。これらの結果は、アスペクト比に類似したマクロ形状記述子
である。しかしながら、本出願人は、アスペクト比などのより典型的な形状パラメーター
が不充分であるということが分かり、特異的な下位のクラスのマクロ形状記述子である、
メソ形状記述子が、研磨性クリーニング粒子のクリーニング有効性及び表面安全性能に特
に重要であるということを見出した。これらのメソ形状記述子は、理想的な幾何学的形状
と比較して粒子が、如何に異なっているか、特に球と比較して如何に異なっているかを記
述するものであり、効果的なクリーニング運動パターンである、非転がり、例えば滑りの
能力を定義する助けとなる。本発明の研磨性クリーニング粒子は、典型的な球状又は球状
類似の研磨剤、例えば顆粒状の研磨剤の形と異なる。
【００４１】
　本発明の研磨性クリーニング粒子は非球状である。
【００４２】
　本明細書での非球状粒子は、好ましくは鋭利な端部を有し、それぞれの粒子は、凹状の
湾曲を有する少なくとも１つの端部又は表面を有する。より好ましくは、本明細書での非
球状粒子は多数の鋭利な端部を有し、それぞれの粒子は、凹状の湾曲を有する少なくとも
１つの端部又は表面を有する。非球状粒子の鋭利な端部は、２０μｍ以下、好ましくは８
μｍ以下、最も好ましくは５μｍ以下の先端の丸みを有する端部により定義される。先端
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の丸みは端部の先端の湾曲に適合する仮想円の直径により定義される。
【００４３】
　図１は先端の丸みの図である。
【００４４】
　ソリディティ（Solidity）
　ソリディティは、定量的な二次元の像分析形状記述であり、ＩＳＯ　９２７６－６：２
００８（Ｅ）８．２項に従って定量され、ソフトウエアＣａｌｌｉｓｔｒｏバージョン２
５付きのＯｃｃｈｉｏ　Ｎａｎｏ　５００粒子キャラクタリゼーション装置（Ｏｃｃｈｉ
ｏ　ｓ．ａ．Ｌｉｅｇｅ，Ｂｅｌｇｉｕｍ）を用いて行われる。本明細書での非球状粒子
は、好ましくは凹状の湾曲を有する少なくとも１つの端部又は表面を有する。ソリディテ
ィは、粒子／粒子集団の全体の凹性を記述する、メソ形状パラメーターである。ソリディ
ティの値は０から１の範囲にあり、文献中
　ソリディティ＝Ａ／Ａｃとして測定したソリディティ数１は非凹性の粒子を記述する。
　式中、Ａは粒子の面積であり、Ａｃは粒子を結合する凸包（包絡線）の面積である。
【００４５】
　本出願人は、０．４～０．７５の平均ソリディティ、好ましくは０．５～０．７、より
好ましくは０．５５～０．６５のソリディティを有する研磨性クリーニング粒子が、改善
されたクリーニング性能及び表面安全性をもたらすということを見出した。平均データは
、数を基準にした測定と比較して容積を基準にした測定から抽出される。
【００４６】
　このように、本発明の好ましい実施形態では、本明細書での研磨性粒子は、０．４～０
．７５の平均ソリディティ、好ましくは０．５～０．７、より好ましくは０．５５～０．
６５のソリディティを有する。
【００４７】
　ソリディティは、ＩＳＯ　９２７６－６で述べられている定義（凸性＝Ｐｃ／Ｐであり
、式中、Ｐは粒子の周辺の長さであり、ＰCは粒子を結合する凸包（包絡線）の周辺の長
さである）の代わりにソリディティの式を用いる文献又は一部の装置のソフトウエアでは
ときどき凸性（convexity）とも命名されている。ソリディティ及び凸性は、概念におい
ては類似のメソ形状記述子であるにも拘わらず、本出願人は、上述のようにＯｃｃｈｉｏ
　Ｎａｎｏ　５００により表されるソリディティの尺度を本明細書では参照する。
【００４８】
　円形度
　円形度は、定量的な二次元の像分析形状記述であり、ＩＳＯ　９２７６－６：２００８
（Ｅ）８．２項に従って定量され、ソフトウエアＣａｌｌｉｓｔｒｏバージョン２５付き
のＯｃｃｈｉｏ　Ｎａｎｏ　５００粒子キャラクタリゼーション装置（Ｏｃｃｈｉｏ　ｓ
．ａ．Ｌｉｅｇｅ，Ｂｅｌｇｉｕｍ）を用いて行われる。円形度は好ましいメソ形状記述
子であり、Ｏｃｃｈｉｏ　Ｎａｎｏ　５００又はＭａｌｖｅｒｎ　Ｍｏｒｐｈｏｌｏｇｉ
　Ｇ３などの形状分析装置において広く利用可能である。円形度は、粒子の形状と完全な
球との間の差であるとして文献ではときには説明される。円形度の値は０から１の範囲に
あり、円形度１は二次元像で測定して完全に球状の粒子又は円板粒子を記述する。
【００４９】
【数１】

　式中、Ａは二次元記述子である投影面積であり、Ｐは粒子の周辺の長さである。
【００５０】
　本出願人は、０．１～０．４、好ましくは０．１５～０．３５、より好ましくは０．２
～０．３５の平均円形度を有する研磨性クリーニング粒子が、改善されたクリーニング性
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能及び表面安全性をもたらすということを見出した。平均データは、数を基準にした測定
と比較して容積を基準にした測定から抽出される。
【００５１】
　このように、本発明の好ましい実施形態では、本明細書での研磨性粒子は、０．１～０
．４、好ましくは０．１５～０．３５、より好ましくは０．２～０．３５の平均円形度を
有する。
【００５２】
　粗さ
　粗さは定量的な二次元像分析形状の記述であり、ＩＳＯ　９２７６－６：２００８（Ｅ
）８．２項に従って測定され、ソフトウエアＣａｌｌｉｓｔｒｏバージョン２５付きのＯ
ｃｃｈｉｏ　Ｎａｎｏ　５００粒子キャラクタリゼーション装置Ｏｃｃｈｉｏ　Ｎａｎｏ
　５００粒子キャラクタリゼーション装置（Ｏｃｃｈｉｏ　ｓ．ａ．Ｌｉｅｇｅ，Ｂｅｌ
ｇｉｕｍ）を用いて行われる。粗さは、粒子のコア表面積の外側の等価の有用な表面積で
ある、二次元測定値を定義し、０～１の値の範囲をとることができる。ここで、粗さ値０
は粒子コアの周辺で有用な重量が利用不能である、粒子を記述する。粗さはときにはサテ
リティ（satellity）とも呼ばれ、定量的な記述であり、例えばＯｃｃｈｉｏ　Ｎａｎｏ
　５００装置で入手可能なメソ形状記述子である。
【００５３】
　本明細書での非球状粒子は、好ましくはコアの周辺において有用な研磨剤として利用可
能な相当な重量の材料を有するので、粗さが研磨性粒子では有用である。この周辺の重量
はクリーニング性能及び粒子の転がりの防止にも有用である。
【００５４】
　粗さは、二次元測定において０～１の範囲にある、粒子のコア表面積の外側での等価な
有用な表面積を定義し、粗さ０は、有用な重量がコア粒子重量の周辺において利用不能で
ある粒子を記述する。粗さは次のように計算される：
【００５５】
【数２】

　式中、Ａは粒子の面積であり、Ａ（Ｏγ）は「粒子のコア」と考えられるものの表面積
である。Ａ－Ａ（Ｏγ）は、粒子の周辺における「有用な面積」を表し、粗さは全粒子面
積に対するその有用な面積の割合を表す。Ｏγは、調整可能な許容因子と呼ばれ、典型的
には、０．８に設定され、それゆえ粗さの定義はＲｇγ＝（Ａ－Ａ（０．８）／Ａである
。Ａ（０．８）を計算するためには、粒子の端部のそれぞれの点における粒子輪郭内で最
大量の円板を内接させる。内接させた円板のサイズ、例えば面積は円板の直径により定義
され、直径の値は０．８ｘＤｍａｘとＤｍａｘ（ここで、Ｄｍａｘは粒子中で内接させた
最大の円板の直径の値である）との間の範囲にある。粒子Ａ（０．８）のコア面積は、す
べての内接させた円板の投影に対応する面積により定義される。
【００５６】
　図２は、粒子から粗さを計算する方法を示す図である。
【００５７】
　本出願人は、０．１～０．３、好ましくは０．１５～０．２８、より好ましくは０．１
８～０．２５の平均粗さを有する研磨性クリーニング粒子が、改善されたクリーニング性
能及び表面安全性をもたらすということを見出した。平均データは、数を基準にした測定
と比較して容積を基準にした測定から抽出される。
【００５８】
　このように、本発明の好ましい実施形態では、本明細書での研磨性粒子は、０．１～０
．３、好ましくは０．１５～０．２８、より好ましくは０．１８～０．２５の平均粗さを
有する。
【００５９】
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　極めて好ましい実施形態では、研磨性クリーニング粒子は、０．４～０．７５（好まし
くは０．５～０．７、より好ましくは０．５５～０．６５のソリディティ）の平均ソリデ
ィティ、０．１～０．４（好ましくは０．１５～０．３５、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（好ましくは０．１５～０．２８、より好
ましくは０．１８～０．２５）の平均粗さを有する。
【００６０】
　用語「平均円形度」、「平均ソリディティ」又は「平均粗さ」により、それぞれの粒子
の円形度又はソリディティ又は粗さの値の平均が、１０マイクロメートル以下の面積等価
直径（ＥＣＤ）を有する粒子の円形度又はソリディティ又は粗さのデータを測定及び計算
から除外した後、少なくとも１００００粒子、好ましくは５００００粒子以上、より好ま
しくは１０００００粒子以上の集団から求められるものと、本出願人は考える。平均デー
タは、数を基準にした測定と比較して容積を基準にした測定から抽出される。
【００６１】
　研磨性粒子は、網羅的ではないが、当該分野で典型的に知られている次の材料又は研磨
性材料の混合物から作製される：例えば、炭酸塩由来の塩、リン酸塩由来の塩、ピロリン
酸塩由来の塩、シリカ又はアルミナ由来の塩、ヒドロキシアパタイト、珪藻土、酸性白土
、タルク等の有機又は無機塩研磨剤、ポリエチレン、ポリプロピレン、ＰＶＣ、ポリカー
ボネート、メラミン樹脂、尿素樹脂、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、ポリアミドを含むポリマー研磨剤、又はセルロース、リ
グノセルロース又はくるみの殻などの殻、アップルシード、オリーブストーン、アプリコ
ットシード、穀粒、木、竹、及び植物といった由来の天然研磨剤。
【００６２】
　好ましくは、研磨性粒子は、ポリエチレン、ポリプロピレン、ＰＶＣ、ポリカーボネー
ト、メラミン樹脂、尿素樹脂、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ポリ
マー材料と、セルロース、リグノ（lingo）セルロース又はくるみの殻などの殻、アップ
ルシード、オリーブストーン、アプリコットシード、穀粒、木、竹、及び植物及びこれら
の混合物に由来する天然研磨剤とから作製される。より好ましくは、研磨性粒子は、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、ウレア、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ポリマー材料から作製される。更により好まし
くは、研磨性粒子は、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なる群から選択されるポリマー材料から作製される。最も好ましく
は、研磨性粒子は、ジイソシアナート（例えば、Ｌｕｐｒａｎａｔｅ　Ｍ２００Ｒ又はＬ
ｕｐｒａｎａｔｅ　Ｍ２０Ｓ）及びジオール（Ｌｕｐｒａｎｏｌ　３４２３）から作製さ
れる硬質ポリウレタンから作製される。
【００６３】
　有用な形状を示す研磨性粉末中の上記の材料を縮小するための典型的な剪断又は粒子形
成方法は、目標とするソリディティの範囲により規定され、他の作製法、例えば集塊、印
刷、切削などのような当該分野で述べられている粒子賦型方法を使用してもよい。ときに
は、以前の賦型方法を、以前の研磨性材料を充填剤として熱可塑性又は固化マトリックス
内で混合することにより容易化する。このような方法（例えば、マトリックスの選択及び
充填剤のそれぞれの装填が挙げられる）は、当該分野で周知である。効果的なソリディテ
ィの範囲に適合する粒子を得るのに特に好ましい方法は、研磨性原材料それ自身又はマト
リックス内に分散された研磨性材料のフォーム形成及び得られたフォームの改善された効
率の研磨性粒子への縮小からなる。フォーム形成方法及びフォーム構造物は、ガス膨張法
により、例えば研磨剤前駆体内でガス又は溶剤を注入し、圧力低下及び／又は温度上昇に
より膨張を起こさせること、例えば押し出しフォーム形成法により、又はより簡便には系
内発生したガスと、それに続く研磨剤前駆体の硬化、例えばポリウレタンフォーム形成法
のいずれかにより通常得られる。あるいは、フォーム構造物は、エマルション法と、それ



(11) JP 5658276 B2 2015.1.21

10

20

30

40

50

に続く硬化及び乾燥工程によっても入手可能である。
【００６４】
　本明細書での極めて好ましい実施形態では、研磨性クリーニング粒子の幾何学的形状記
述子（すなわち、ソリディティ、円形度及び／又は粗さ）を達成するためには、研磨性ク
リーニング粒子は、フォーム化されたポリマー材料から得られ、フォーム化されたポリマ
ー材料は、本明細書中で以降に述べるように、好ましくは磨砕又はミル掛けにより研磨性
粒子に縮小される。
【００６５】
　本出願人は、１００ｋｇ／ｍ3以上、更には５００ｋｇ／ｍ3までの密度を有するフォー
ムから作製される研磨性粒子により良好なクリーニング効率が得られるということを見出
した。しかしながら、本出願人は、驚くべきことには１００ｋｇ／ｍ3以下、より好まし
くは５ｋｇ／ｍ3～１００ｋｇ／ｍ3、最も好ましくは２５ｋｇ／ｍ3～５０ｋｇ／ｍ3のフ
ォーム密度により著しくより良好なクリーニング効果を得ることができるということを見
出した。
【００６６】
　同様に、本出願人は、クローズドセル構造を示すフォームから作製された研磨性粒子に
より良好なクリーニング効率を得ることができるということを見出したが、しかしながら
、本出願人は、驚くべきことには、オープンセル構造のフォームにより著しくより良好な
クリーニング効果を得ることができるということを見出した。
【００６７】
　同様に、本出願人は、２０マイクロメートルから２０００マイクロメートルの範囲のセ
ルサイズを示すフォームから作製される研磨性粒子により良好なクリーニング効率を得る
ことができるということを見出した。しかしながら、本出願人は、驚くべきことには１０
０～１０００マイクロメートル、より好ましくは２００～５００マイクロメートル、最も
好ましくは３００～４５０マイクロメートルのセルサイズを示すフォームにより、より著
しく良好なクリーニング効率を得ることができるということを見出した。フォームセルサ
イズは、例えばＡＳＴＭ　Ｄ３５７６に記述されているプロトコルを用いて測定可能であ
る。
【００６８】
　好ましい実施形態では、フォームの粒子への縮小を有利にするためには、フォームは、
好ましくは充分な脆さを有し、例えばフォームは応力時変形する傾向をあまり持たず、粒
子に破砕する。
【００６９】
　次いで、効率的な粒子が、フォーム構造物を目標のサイズ及び形状に正確に磨砕するこ
とにより生成される。したがって、例えば、大きな粒径を所望する場合には、大きなセル
サイズのフォームが望ましく、逆もまた同様である。加えて、フォーム構造物を粒子に縮
小すると同時に最適な粒子形状を保持するためには、粒径をフォームのセルサイズの寸法
の過度に下に狙いをつけないことが推奨される。典型的には、目標の粒径はフォームセル
サイズの約半分以下でない。
【００７０】
　フォームの粒子への縮小を有利にするには、フォームは、好ましくは充分な脆さを有し
、例えばフォームは応力時に変形する傾向をあまり持たず、破壊する傾向がある。本発明
に使用されるフォームは、好ましくは検出不能な相転移（例えば、ガラス転移又は融解温
度）又は使用温度よりも著しく高い相転移温度を有する。好ましくは、相転移温度は使用
温度の少なくとも２０℃、好ましくは４０℃上である。
【００７１】
　フォームを本明細書での研磨性クリーニング粒子に縮小する１つの好適な方法は、フォ
ームを磨砕又はミル掛けすることである。他の好適な手段としては、ホイールの表面がパ
ターンを彫刻されているか、又は研磨性サンドペーパーなどにより被覆されて、フォーム
が本明細書中の研磨性クリーニング粒子を形成するのを促進する、ダストコレクター付き
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の高速摩減ホイールなどの摩減ツールの使用が挙げられる。
【００７２】
　代替として及び本明細書での極めて好ましい実施形態では、フォームをいくつかの工程
で粒子に縮小してもよい。最初に、バルクフォームを、手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　Ｃｒｅｅｋ，ＮＹ）
からのモデル２０３６などの機械的な器具を用いて数ｃｍの寸法の片に破砕することがで
きる。
【００７３】
　好ましくは、磨砕又はミル掛け操作により得られる研磨性クリーニング粒子は、セル構
造を持たない単一の粒子である。
【００７４】
　驚くべきことには、本発明の研磨性クリーニング粒子は、組成物全体の好ましくは０．
１重量％～２０重量％、好ましくは０．１重量％～１０重量％、より好ましくは０．５重
量％～５重量％、更により好ましくは１．０重量％～３．０重量％の上記研磨性クリーニ
ング粒子などの比較的低濃度でも良好なクリーニング性能を示すということが判った。
【００７５】
　好ましい実施形態では、研磨性粒子は、フォームを研磨性粒子に縮小すること（好まし
くは磨砕又はミル掛け）によりフォームから得られる。より好ましくは、研磨性粒子は、
ポリマー材料が、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
樹脂、尿素樹脂、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、フォーム化ポリ
マー材料から得られる。更により好ましくは、研磨性粒子は、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なる群から選択される、フ
ォーム化ポリマー材料から得られる。最も好ましくは、研磨性粒子は、ジイソシアナート
（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フォームから作
製される。
【００７６】
　本発明で使用される粒子は、白色、透明、又は、好適な染料及び／若しくは顔料の使用
により着色したものであることができる。加えて、好適な着色安定化剤を使用して、所望
の色を安定化することができる。
【００７７】
　研磨性粒子の硬さ：
　本明細書での使用に好適な好ましい研磨性クリーニング粒子は、良好な表面安全プロフ
ィールをもたらすと同時に、良好なクリーニング／クレンジング性能をもたらすのに充分
に硬いものである。
【００７８】
　フォームから縮小される研磨性粒子の硬さは、フォームの調製に使用される原材料を変
えることにより改変可能である。例えば、ポリウレタンフォームの硬さの改変は、いくつ
かの方法により可能である。例えば、網羅的ではないが、ジイソシアナートの選択、特に
、高官能基数、例えば、＞２、好ましくは＞２．５、最も好ましくは２．７以上のイソシ
アナートを選択することによって、ポリウレタンの硬さが増大する。同様に、例えば＜４
０００Ｍｗ、好ましくは＜２０００Ｍｗ、最も好ましくは１０００Ｍｗ以下の低分子量ポ
リオールを使用することによっても、ポリウレタン硬さが増大する。過剰のジイソシアナ
ートもフォーム硬さを増大させるが、反応混合物中のジイソシアナート／ポリオールのバ
ランスがより重要である。硬さを増大させる別の可能性は、低分子量架橋剤を導入するこ
とである。あるいは、触媒の選択は、尿素結合の形成を促進し、フォーム硬さを増大させ
る更なる方法である。
【００７９】
　本発明における好ましい研磨性クリーニング粒子は、ＨＶビッカース硬さで３～５０ｋ
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ｇ／ｍｍ2、好ましくは４～２５ｋｇ／ｍｍ2、最も好ましくは５～１５ｋｇ／ｍｍ2の硬
さを有する。
【００８０】
　ビッカース硬度試験方法：
　ビッカース硬さＨＶは、標準的な方法ＩＳＯ　１４５７７－１、ＩＳＯ　１４５７７－
２、ＩＳＯ　１４５７７－３に従い、２３℃で測定される。ビッカース硬さは、少なくと
も２ｍｍ厚の原材料の中実ブロックで測定される。ビッカース硬さ微小押し込み測定は、
ＣＳＭ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　ＳＡ（Ｐｅｓｅｕｘ，Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ）製の
微小硬さ試験機（ＭＨＴ）を用いて行われる。
【００８１】
　ＩＳＯ　１４５７７の指示に従い、試験表面は、最大圧子貫入深さの５％未満の粗さ（
Ｒａ）値を有し、平坦かつ平滑でなければならない。２００μｍの最大深さに関して、こ
れは１０μｍ未満のＲａ値に等しい。ＩＳＯ　１４５７７に従い、試験材料のブロックを
新しい鋭利なミクロトーム又は外科用メスの刃により、切断し、研削、研磨することを含
み得る任意の好適な手段によって、このような表面を調製してもよく、又は溶融材料を平
坦かつ平滑なキャスト型上にキャストし、試験に先立って充分に固化させることにより、
調製してもよい。
【００８２】
　微小硬さ試験機（ＭＨＴ）に対する好適な一般的な設定は次の通りである：
　制御モード：変位、連続
　最大変位：２００μｍ
　接近速度：２０ｎｍ／ｓ
　ゼロ点決定：接触時
　接触時に温度ドリフトを測定するための保持期間：６０秒
　力印加時間：３０秒
　データロギングの頻度：少なくとも毎秒
　最大力における保持時間：３０秒
　力除去時間：３０秒
　圧子チップの形状／材料：ビッカースピラミッド形状／ダイヤモンドチップ
【００８３】
　あるいは、本発明の硬さにおける研磨性クリーニング粒子を、ＭＯＨＳ硬さスケールで
適宜表してもよい。好ましくは、モース硬さは０．５～３．５、最も好ましくは１～３で
構成される。モース硬さスケールは、既知の硬さの化合物と比較して化合物の硬さを測定
するための国際的に認定されたスケールである。Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｃｈ
ｅｍｉｃａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｋｉｒｋ－Ｏｔｈｍｅｒ，４ｔｈ　Ｅｄｉｔｉｏ
ｎ　Ｖｏｌ　１，ｐａｇｅ　１８又はＬｉｄｅ，Ｄ．Ｒ（ｅｄ）ＣＲＣ　Ｈａｎｄｂｏｏ
ｋ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ，７３　ｒｄ　ｅｄｉｔｉｏｎ
，Ｂｏｃａ　Ｒａｔｏｎ，Ｆｌａ．：Ｔｈｅ　Ｒｕｂｂｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ，１９９２
～１９９３を参照のこと。既知のモース硬さの材料を含む多数のモース試験キットが市販
されている。形状粒子のモース測定は誤った結果をもたらすので、選択されたモース硬さ
の研磨性材料を測定及び選択するためには、モース硬さ測定を非賦型粒子、例えば球状又
は顆粒状の形の研磨性材料により行うことが推奨される。
【００８４】
　本出願人は、研磨性クリーニング粒子を本明細書で記述した二次元形状パラメーターに
より選択することによって、０．４～０．７５の平均ソリディティ及び３ｋｇ／ｍｍ2～
５０ｋｇ／ｍｍ2のビッカース硬さ、好ましくは０．１～０．４の平均円形度及び／又は
０．１～０．３の平均粗さを有する研磨性クリーニング粒子が、良好なクリーニング有効
性及び表面安全性をもたらすということを見出した。
【００８５】
　任意成分
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　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。
【００８６】
　本明細書で用いるのに好適な任意成分には、キレート剤、界面活性剤、ラジカル掃去剤
、芳香剤、表面変性型ポリマー、溶媒、ビルダー、緩衝剤、殺菌剤、向水性物質、着色剤
、安定剤、漂白剤、漂白活性化剤、脂肪酸のような泡抑制剤、酵素、汚れ懸濁剤、増白剤
、防塵剤、分散剤、顔料、及び染料が挙げられる。
【００８７】
　懸濁助剤
　本発明の組成物中に存在する研磨性クリーニング粒子は、液体組成物中の固体粒子であ
る。上記研磨性クリーニング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、
このような研磨性クリーニング粒子が、組成物内で不安定な懸濁であったり、組成物の最
上部で沈降又は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、研磨性ク
リーニング粒子を一時的に懸濁させなければならないこともある。
【００８８】
　しかしながら、本明細書では研磨性クリーニング粒子は、本明細書での液体組成物に安
定に懸濁することが好ましい。したがって、本明細書での組成物は懸濁助剤を含む。
【００８９】
　本明細書中の懸濁助剤は、構造形成剤など、本発明の液体組成物中で研磨性クリーニン
グ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。
【００９０】
　クリーニング／クレンジング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、本明細書中
で使用してもよい。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　Ａｄｄ
ｉｔｉｖｅｓから入手可能な、Ｌａｐｏｎｉｔｅ　ＲＤ（登録商標）又はＯｐｔｉｇｅｌ
　ＣＬ（登録商標）である。
【００９１】
　好適なポリカルボン酸塩ポリマー増粘剤としては、（好ましくは軽）架橋ポリアクリレ
ートが挙げられる。特に好適なポリカルボン酸塩ポリマー増粘剤は、商品名Ｃａｒｂｏｐ
ｏｌ　６７４（登録商標）でＬｕｂｒｉｚｏｌから市販されているＣａｒｂｏｐｏｌであ
る。
【００９２】
　本明細書での使用に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、スクシノグリカン、及びキサンタンガ
ム、ゲランガム、グアーガム、イナゴマメガム、トラガカントガムなどの天然の多糖ポリ
マー、若しくはこれらの誘導体、又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Ｋｅｌｃｏから市販されている。
【００９３】
　好ましくは、本明細書中の懸濁助剤はキサンタンガムである。代替の実施形態では、本
明細書中の懸濁助剤は、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
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含む。
【００９４】
　好ましい例として、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。
【００９５】
　有機溶媒
　任意ではあるが、極めて好ましい成分として、本明細書での組成物は有機溶媒又はこれ
らの混合物を含む。
【００９６】
　本明細書での組成物は、組成物全体の０重量％～３０重量％、より好ましくは１．０重
量％～２０重量％、最も好ましくは２重量％～１５重量％の有機溶媒又はこれらの混合物
を含む。
【００９７】
　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可能である
。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。
【００９８】
　Ｒが１～２０個、好ましくは２～１５個、より好ましくは５～１２個の炭素原子の線状
又は分岐の飽和又は不飽和アルキル基である、式Ｒ－ＯＨの脂肪族アルコールが好適な溶
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、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。
【００９９】
　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、独立に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。本明細書の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。
【０１００】
　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、結合された末端Ｃ3～Ｃ6炭化
水素を有して、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を形成し、
適度な疎水性、及び好ましくは表面活性をもたらす。エチレングリコール化学品をベース
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　Ｃｅｌｌｏｓｏｌｖｅ（登
録商標））が挙げられる。エチレングリコール化学品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。
【０１０１】
　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
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びモノ－プロピレングリコールモノ－ブチルエーテルが、最も好ましいクリーニング溶媒
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Ａｒｃｏｓｏｌｖ　ＰＴＢ（登録商標）でＡｒｃｏＣｈｅｍｉｃａｌから市販されて
いる。
【０１０２】
　特に好ましい実施形態では、クリーニング溶媒は、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普通の市販の
溶媒が、特定の表面の不可逆的及び修復不能な黄化を生じる可能性があるということを見
出した。クリーニング溶媒を精製して、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。
【０１０３】
　好ましくはないが、テルペンを本発明で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。
【０１０４】
　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アルキル非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１～５、好ましくは１
～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。
【０１０５】
　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１～２０個
、好ましくは１～１５個、より好ましくは１～１０個の炭素原子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。
【０１０６】
　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、双性イオン性、カチオン性及び両性
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、ＭｃＣｕ
ｔｃｈｅｏｎ’ｓ　Ｖｏｌ．１：Ｅｍｕｌｓｉｆｉｅｒｓ　ａｎｄ　Ｄｅｔｅｒｇｅｎｔ
ｓ，Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｅｄ．，ＭｃＣｕｔｃｈｅｏｎ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ
，ＭＣ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏ．，２００２に記載されている。
【０１０７】
　好ましくは、この組成物は、組成物全体の０．０１重量％～２０重量％、より好ましく
は０．５重量％～１０重量％、最も好ましくは１重量％～５重量％の界面活性剤又はこれ
らの混合物を含む。
【０１０８】
　非イオン性界面活性剤は、本発明の組成物での使用に極めて好ましい。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、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、フルオ
ロ界面活性剤及びケイ素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％、より好ましくは０．５重量％～１０重量％、最
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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これらの混合物を含む。
【０１０９】
　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、線状又は分岐のいずれかであり、疎水性末端基中
に約８～約１６個の炭素原子、及び親水性先端基中に約３～約２５個の単位を含有する。
アルキルエトキシレートの例としては、Ｓｈｅｌｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｐ．Ｏ．
Ｂｏｘ　２４６３，１　Ｓｈｅｌｌ　Ｐｌａｚａ，Ｈｏｕｓｔｏｎ，Ｔｅｘａｓ）により
供給される、Ｎｅｏｄｏｌ　９１－６（登録商標）、Ｎｅｏｄｏｌ　９１－８（登録商標
）、及びＣｏｎｄｅａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（９００　Ｔｈｒｅａｄｎｅｅｄｌｅ　
Ｐ．Ｏ．Ｂｏｘ　１９０２９，Ｈｏｕｓｔｏｎ，ＴＸ）により供給される、Ａｌｆｏｎｉ
ｃ　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９～１２個の炭素原子、及び親水性先端基中に４～９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Ｓｈｅｌｌ　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岐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岐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、分岐アルコールは、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。望ましい分岐アルコー
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。
【０１１０】
　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、米国特許第５，７７６，８７２号、米国
特許第５，８８３，０６２号及び米国特許第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炭素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１０個の
炭素原子である、飽和又は不飽和アルキル部分である。Ｃ8～Ｃ16アルキル多糖は、いく
つかの供給者から市販されている（例えば、Ｓｅｐｐｉｃ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（７
５　Ｑｕａｉ　ｄ’Ｏｒｓａｙ，７５３２１　Ｐａｒｉｓ，Ｃｅｄｅｘ　７，Ｆｒａｎｃ
ｅ）からのＳｉｍｕｓｏｌ（登録商標）界面活性剤、及びＣｏｇｎｉｓ　Ｃｏｒｐｏｒａ
ｔｉｏｎ（Ｐｏｓｔｆａｃｈ　１３　０１　６４，Ｄ　４０５５１，Ｄｕｓｓｅｌｄｏｒ
ｆ，Ｇｅｒｍａｎｙ）からのＧｌｕｃｏｐｏｎ　２２０（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）
）。
【０１１１】
　本発明に好適な別の類の非イオン性界面活性剤は、アミンオキシドである。アミンオキ
シド、特に疎水性末端基中に１０～１６個の炭素原子を含むものは、及び０．１０％以下
の濃度でもクリーニングプロフィール及び有効性が強力であるために、メリットがある。
加えて、Ｃ10～16アミンオキシド、特にＣ12～Ｃ14アミンオキシドは、芳香剤の優れた可
溶化剤である。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の組み合
わせ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－Ｃｏｑ　Ｆ－９３３０６，Ａｕｂｅｒｖｉｌｌｉｅｒｓ　Ｃｅｄｅｘ，Ｆｒａ
ｎｃｅ）から、及び商標名Ｎｏｎｉｄｅｔ（登録商標）でＳｈｅｌｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ



(18) JP 5658276 B2 2015.1.21

10

20

30

40

50

から市販されている。
【０１１２】
　エチレンオキシドと、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５
０％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、ある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（ＥＯ）

x（ＰＯ）y（ＥＯ）z又は（ＰＯ）x（ＥＯ）y（ＰＯ）z（式中、ｘ、ｙ、及びｚは１～１
００、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。Ｐｌｕｒｏｎｉｃ（
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　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。
【０１１３】
　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
鎖又は分岐鎖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。使用可能な他の非イオン性界面活性剤として
は、糖のような天然供給源由来のものが挙げられ、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。
【０１１４】
　本明細書での使用に好適なアニオン性界面活性剤は、当該技術分野で一般に既知のすべ
てのものである。好ましくは、本明細書中での使用のためのアニオン性界面活性剤として
は、アルキルスルホン酸塩、アルキルアリールスルホン酸塩、アルキル硫酸塩、アルキル
アルコキシル化硫酸塩、Ｃ6～Ｃ20アルキルアルコキシル化線状又は分岐ジフェニルオキ
シドジスルホン酸塩、又はこれらの混合物が挙げられる。
【０１１５】
　本明細書での使用に好適なアルキルスルホン酸塩としては、式ＲＳＯ3Ｍ（式中、Ｒは
Ｃ6～Ｃ20の線状又は分岐の飽和又は不飽和アルキル基、好ましくはＣ8～Ｃ18アルキル基
、及びより好ましくはＣ10～Ｃ16アルキル基であり、ＭはＨあるいは、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及び四
級アンモニウムカチオン、例えばテトラメチル－アンモニウム及びジメチルピペリジニウ
ムカチオン、並びにエチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、及びこれらの混
合物のようなアルキルアミンから誘導される四級アンモニウムカチオンなど）といったカ
チオンである）の水溶性塩又は酸が挙げられる。
【０１１６】
　本明細書での使用に好適なアルキルアリールスルホン酸塩としては、式ＲＳＯ3Ｍ（式
中、ＲはＣ6～Ｃ20の線状又は分岐の飽和又は不飽和アルキル基、好ましくはＣ8～Ｃ18ア
ルキル基、より好ましくはＣ10～Ｃ16アルキル基で置換された、アリール、好ましくはベ
ンジルであり、ＭはＨ又は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及び四級アンモ
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ニウムカチオン、例えばテトラメチル－アンモニウム及びジメチルピペリジニウムカチオ
ン、及びエチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、及びこれらの混合物のよう
なアルキルアミンから得られる四級アンモニウムカチオンなど）といったカチオンである
）の水溶性塩又は酸が挙げられる。
【０１１７】
　Ｃ14～Ｃ16アルキルスルホン酸塩の例は、Ｈｏｅｃｈｓｔから入手可能なＨｏｓｔａｐ
ｕｒ（登録商標）ＳＡＳである。市販のアルキルアリールスルホン酸塩の例は、Ｓｕ．Ｍ
ａ．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　＆　Ｗｉｌｓｏ
ｎ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。
【０１１８】
　本明細書での使用に好適なアルキル硫酸塩界面活性剤は、式Ｒ1ＳＯ4Ｍ（式中、Ｒ1は
、６～２０個の炭素原子を含有する線状又は分岐のアルキルラジカル、及びアルキル基中
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）に従う。Ｍは、Ｈ又は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
及び第四級アンモニウムカチオン、例えばテトラメチル－アンモニウム及びジメチルピペ
リジニウムカチオン、及びエチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、及びこれ
らの混合物などのアルキルアミンから誘導される四級アンモニウムカチオンなど等）とい
ったカチオンである。
【０１１９】
　本明細書で使用される特に好ましい分岐アルキル硫酸塩は、Ｉｓａｌｃｈｅｍ　１２３
　ＡＳ（登録商標）のように１０～１４個の全炭素原子を含有するものである。Ｅｎｉｃ
ｈｅｍから市販されているＩｓａｌｃｈｅｍ　１２３　ＡＳ（登録商標）は、９４％分岐
した、Ｃ12～13界面活性剤である。この材料は、ＣＨ3－（ＣＨ2）m－ＣＨ（ＣＨ2ＯＳＯ

3Ｎａ）－（ＣＨ2）n－ＣＨ3（式中、ｎ＋ｍ＝８～９である）と記述可能である。また、
好ましいアルキル硫酸塩は、アルキル鎖が計１２個の炭素原子を含むアルキル硫酸塩、す
なわち、硫酸２－ブチルオクチルナトリウムである。このようなアルキル硫酸塩は、商品
名Ｉｓｏｆｏｌ（登録商標）１２ＳでＣｏｎｄｅａから市販されている。特に好適な線状
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。
【０１２０】
　本明細書での使用に好適なアルキルアルコキシル化硫酸塩界面活性剤は、式ＲＯ（Ａ）

mＳＯ3Ｍ（式中、ＲはＣ6～Ｃ20アルキル成分を有する未置換のＣ6～Ｃ20アルキル又はア
ルキルヒドロキシアルキル基であり、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超であり、典型的には０．５～６であり、より好
ましくは０．５～３であり、ＭはＨ又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）、アンモニウム若しくは置換アンモニウ
ムカチオンであることができるカチオンである）に従う。アルキルエトキシル化硫酸塩並
びにアルキルプロポキシル化硫酸塩を、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のような４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、及びこれらの混合物などのようなア
ルカノールアミンから誘導されるカチオンなどが挙げられる。代表的な界面活性剤は、Ｃ

12～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
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（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。
【０１２１】
　本明細書での使用に好適なＣ6～Ｃ20アルキルアルコキシル化線状又は分岐ジフェニル
オキシドジスルホン酸塩界面活性剤は、式
【０１２２】
【化１】

　（式中、Ｒは、Ｃ6～Ｃ20線状又は分岐の飽和又は不飽和アルキル基、好ましくはＣ12

～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）に従う。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線状又は分岐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分岐ジフェニルオキシドジスルホン酸、及びＣ16線
状ジフェニルオキシドジスルホン酸ナトリウム塩である。
【０１２３】
　本明細書で有用な他のアニオン性界面活性剤としては、せっけんの塩（例えば、ナトリ
ウム、カリウム、アンモニウム及び置換アンモニウム塩、例えば、モノ－、ジ－及びトリ
エタノールアミン塩を含む）、Ｃ8～Ｃ24オレフィンスルホン酸塩、例えば英国特許明細
書第１，０８２，１７９号に記載されているようなクエン酸アルカリ土類金属塩の熱分解
生成物のスルホン化により作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スルホン酸塩（１０モルまでのエチレンオ０キシドを含有）；Ｃ14

～Ｃ16メチルエステルスルホン酸塩などのアルキルエステルスルホン酸塩；アシルグリセ
ロールスルホン酸塩、脂肪酸オレイルグリセロール硫酸塩、アルキルフェノールエーテル
硫酸塩、アルキルリン酸塩、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、アルキルス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）、アルキル多糖類の硫酸塩、例え
ば、アルキルポリグルコシド硫酸塩（以下に記述される非イオン性非硫酸化化合物）、分
岐一級アルキル硫酸塩、アルキルポリエトキシカルボン酸塩、例えば、式ＲＯ（ＣＨ2Ｃ
Ｈ2Ｏ）kＣＨ2ＣＯＯ-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）のアルキルポリエトキシカルボン酸塩が挙げら
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のような樹脂酸及び水素添加樹脂酸も好適である。更なる例
は、「Ｓｕｒｆａｃｅ　Ａｃｔｉｖｅ　Ａｇｅｎｔｓ　ａｎｄ　Ｄｅｔｅｒｇｅｎｔｓ」
（Ｖｏｌ．Ｉ　ａｎｄ　ＩＩ　ｂｙ　Ｓｃｈｗａｒｔｚ，Ｐｅｒｒｙ　ａｎｄ　Ｂｅｒｃ
ｈ）に示されている。種々のこのような界面活性剤は、米国特許第３，９２９，６７８号
（Ｌａｕｇｈｌｉｎらに１９７５年１２月３０日発行）の第２３欄５８行目～第２９欄２
３行目にも概括的に開示されている。
【０１２４】
　双性イオン性界面活性剤は、本発明の文脈内の好ましい界面活性剤の別な類である。
【０１２５】
　双性イオン性界面活性剤は、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者を含有する。典型的なカチオン性基は四級アンモニウム基であるが
、スルホニウム基やホスホニウム基などその他の正電荷を持つ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
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びスルホン酸であり、好ましくはスルホン酸である。これらの洗剤のうちいくつかの一般
的な例は、米国特許第２，０８２，２７５号、米国特許第２，７０２，２７９号及び米国
特許第２，２５５，０８２号の特許文献に記載されている。
【０１２６】
　双性イオン性界面活性剤の具体的な例は、商品名Ｍａｃｋａｍ　ＬＨＳ（登録商標）で
ＭｃＩｎｔｙｒｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ（２４６０１　Ｇｏｖｅｒｎｏｒｓ　Ｈｉｇｈｗａｙ
，Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐａｒｋ，Ｉｌｌｉｎｏｉｓ　６０４６６，ＵＳＡ）から入手
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
ホン酸塩（ラウロイルヒドロキシルスルタイン）である。別の具体的な双性イオン性界面
活性剤は、商品名Ｍａｃｋａｍ　５０－ＳＢ（登録商標）でＭｃＩｎｔｙｒｅから入手可
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性イオン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。極めて好ましい双性イオン性界面活性剤は、Ａｌｂｒｉ
ｇｈｔ　＆　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性イオン性界面活性剤は、ＭｃＩｎ
ｔｙｒｅ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。
【０１２７】
　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。
【０１２８】
　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％～約５．０重量％の範囲の量で組み込み可能
である。
【０１２９】
　本明細書での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）（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、その酸形として又は酸性官能基の一
部若しくは全部で異なるカチオン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（ＤＴＰ
ＭＰ）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
ン酸塩キレート剤は、Ｍｏｎｓａｎｔｏから商品名ＤＥＱＵＥＳＴ（登録商標）で市販さ
れている。
【０１３０】
　多官能性置換芳香族キレート剤もまた、本明細書での組成物において有用な場合がある
。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。好ましいこの種の酸形の化合物は、１，２－ジヒドロキシ－３，５－ジスルホ
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ベンゼンなどのジヒドロキシジスルホベンゼンである。
【０１３１】
　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）異性体は、米国特許第４，７０４，２３３号（Ｈａｒｔｍａｎ及び
Ｐｅｒｋｉｎｓ、１９８７年１１月３日）で広範に記述されている。エチレンジアミンＮ
，Ｎ’－二コハク酸は、例えば、商品名ｓｓＥＤＤＳ（登録商標）でＰａｌｍｅｒ　Ｒｅ
ｓｅａｒｃｈ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓから市販されている。
【０１３２】
　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、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
書での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Ｂ
ＡＳＦ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。
【０１３３】
　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。
【０１３４】
　ラジカル掃去剤
　本発明の組成物は更に、ラジカル掃去剤又はその混合物を含んでもよい。
【０１３５】
　本明細書での使用に適したラジカル掃去剤としては、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掃去剤としては、
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極めて好ましい。没食子酸Ｎ－プロピルのようなラジカル掃去剤は、
Ｎｉｐａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓから商標名Ｎｉｐａｎｏｘ　Ｓ１（登録商標）で市
販されている。
【０１３６】
　ラジカル掃去剤は、使用される場合、本明細書中では典型的に組成物全体の１０重量％
まで、好ましくは０．００１重量％～０．５重量％の量で存在してもよい。ラジカル掃去
剤の存在は、本発明の組成物の化学的安定性に貢献する可能性がある。
【０１３７】
　芳香剤
　本発明での使用に好適な芳香剤化合物及び組成物は、例えば、ＥＰ－Ａ－０９５７１５
６号の１３ページの「芳香剤」という表題が付された項に記載されているものである。本
明細書での組成物は、芳香剤成分又はその混合物を組成物全体の５．０重量％まで、好ま
しくは０．１重量％～１．５重量％の量で含んでもよい。
【０１３８】
　染料
　本発明による液体状の組成物は着色していてもよい。したがって、組成物は染料又はそ
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の混合物を含んでもよい。
【０１３９】
　組成物の送達形状
　本明細書での組成物は、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。
【０１４０】
　本発明の代替的な実施形態では、本明細書で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。
【０１４１】
　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。
【０１４２】
　表面のクリーニング方法
　本発明は、表面を本発明による液体組成物によりクリーニング及び／又はクレンジング
する方法を包含する。本明細書中の好適な表面は、見出し「液体クリーニング／クレンジ
ング組成物」で本明細書では上述されている。
【０１４３】
　好ましい実施形態では、上記表面は本発明による組成物と接触され、好ましくはその場
合、上記組成物は上記表面に塗布される。
【０１４４】
　別の好ましい実施形態では、本発明中の方法は、上記液体組成物を入れた容器から本発
明による液体組成物を（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、上記表面をクリーニング及び／又はクレンジングする工程を含む。
【０１４５】
　本明細書での組成物は、未希釈の形又は希釈された形のものであってもよい。
【０１４６】
　「未希釈の形」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、すなわち、本明細書での液体組成物が、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。
【０１４７】
　「希釈された形」により、本明細書では、上記液体組成物を典型的には水によりユーザ
ーが希釈することを意味する。液体組成物は水の重量の１０倍までの典型的な希釈レベル
まで使用前に希釈される。通常の推奨希釈レベルは水中での組成物の１０％希釈である。
【０１４８】
　本明細書での組成物は、本明細書中の希釈された又は未希釈の組成物中に浸けた、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ならば、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。
【０１４９】
　本明細書中の方法は、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、本発明に従う方法によりクリーニング／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。
【０１５０】
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　本発明の極めて好ましい実施形態では、クリーニングの方法は、家庭用硬質表面を本発
明による液体組成物でクリーニングする方法である。
【０１５１】
　クリーニング有効性
　クリーニング有効性の試験方法：
　タイル（典型的には、光沢のある白色セラミック、２４ｃｍ×４ｃｍ）に、ステアリン
酸カルシウムベースの０．３ｇの典型的なグリース状せっけんスカム汚れ及び市販の人工
的なからだの汚れを被覆する（噴霧器によりタイルに塗布）。次いで、汚れたタイルを、
オーブン中１４０℃の温度で１０～４５分間、好ましくは４０分間乾燥し、次いで、室温
で（ほぼ２０℃）制御された環境湿度（６０～８５％　ＲＨ、好ましくは７５％　ＲＨ）
で２～１２時間エージングする。次いで、予め濡らしたＳｐｏｎｔｅｘ（登録商標）セル
ローススポンジ上に直接注いだ、５ｍＬの本発明の組成物を用いて、汚れたタイルをクリ
ーニングする。次いで、粒子組成物を被覆した面がタイルに向き合うように、スポンジを
湿式摩耗スクラブ試験装置（Ｓｈｅｅｎ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　Ｌｔｄ．（Ｋｉｎｇ
ｓｔｏｎ，Ｅｎｇｌａｎｄ）製など）に載せる。摩耗試験機は、圧力（例えば、６００ｇ
）を供給し、設定ストローク長さ（例えば、３０ｃｍ）、設定速度（例えば、１分当たり
３７ストローク）でスポンジを試験表面上で移動するように設定可能である。組成物がグ
リース状せっけんスカムを除去する能力は、目視評価により判定される、表面を完全にク
リーニングするのに必要とされるストローク数により測定される。ストローク数が少ない
ほど、組成物のグリース状せっけんスカムのクリーニング能力は高い。
【０１５２】
　下記のクリーニングデータを、クリーナー（３．５％非イオン性界面活性剤Ｃ１２ＥＯ
５）中の１％の研磨性粒子により得る。実施例のクリーニングデータの取得に使用された
研磨性粒子は、７ｋｇ／ｍｍ2のビッカース硬さを有するポリウレタンフォームから作製
されたものであったことを特記する。フォームを研磨性クリーニング粒子に磨砕すること
により、研磨性クリーニング粒子を硬質ポリウレタンフォームから得る。
【０１５３】
【表１】

【０１５４】
　実施例７～１１は、研磨性クリーニング粒子が本発明の範囲外のものなので、比較例で
ある。
【０１５５】
　表面安全性
　表面損傷方法：
　試験粒子により生じる表面損傷を測定するために、０．２ｇの試験対象の研磨性粒子を
ＮＥＯＤＯＬ　Ｃ９～１１　ＥＯ８界面活性剤（Ｓｈｅｌｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ）（３
重量％界面活性剤）の４ｇの水性ローションと混合する。寸法４ｃｍ×８．５ｃｍ（及び
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４．５ｃｍ厚）の新しいセルロースキッチンスポンジ（Ｓｐｏｎｔｅｘ（登録商標）など
の）を２４ｍＬの蒸留水又は脱イオン水で濡らし、次いでスポンジの１つの４ｃｍ×８．
５ｃｍ側面の上に界面活性剤及び粒子混合物を均一に分配することにより装填する。次い
で、粒子及び界面活性剤を被覆した面が試験表面に向き合うように、湿式摩耗スクラブ試
験装置（Ｓｈｅｅｎ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　Ｌｔｄ．（Ｋｉｎｇｓｔｏｎ，Ｅｎｇｌ
ａｎｄ）製などの）にスポンジを載せる。使用される試験表面は、２５ｋｇ／平方ｍｍ（
＋／－２）のビッカースＨＶ硬さ値（標準試験方法ＩＳＯ　１４５７７を用いて測定して
）を有する、無着色の透明な未使用ポリ（メチルメタクリレート）（ＰＭＭＡ、Ｐｌｅｘ
ｉｇｌａｓｓ、Ｐｅｒｓｐｅｘ、Ｌｕｃｉｔｅとしても知られる）の新しいシートでなけ
ればならない。摩耗試験機は、６００ｇの圧力を供給し、３０ｃｍの設定ストローク長さ
で毎分３７ストロークの速度にてスポンジを試験表面上で動かすように設定可能である。
湿式摩耗スクラブ試験機に１，０００ストローク（すなわち、１，０００回の単一方向変
位）の試験を行わせ、次いで、スポンジに追加の０．２ｇの研磨剤及び４ｇの界面活性剤
ローションを再装填する。スポンジを再充填するとき、追加の水を塗布してはならない。
１，０００ストローク毎に１０回の連続装填物（すなわち、試験表面当たり合計１０，０
００ストローク）に対して、このやり方でスポンジを再装填する。１０，０００ストロー
クを完了した後、試験表面への損傷の評価を行う。引き裂かれたり、ぼろぼろになるなど
の損傷でない限り、試験の間スポンジを取り換えてはならない。その場合には、試験を完
結するために、元のスポンジに対する指示書に従い、新しいスポンジを濡らし、装填し、
及び取り付けなければならない。
【０１５６】
　ポリ（メチルメタクリレート）試験表面上の表面損傷を評価するために、目視による等
級付けを、次の５レベルの表面損傷等級付け尺度に従って行う：０＝引っ掻きを見なかっ
た；１＝引っ掻きを見たと思う；２＝確かに引っ掻きを見た；３＝多数の引っ掻きを見た
；４＝多数の損傷を見た。目視による損傷等級は５人の独立の等級選別人により与えられ
る等級の平均である。
【０１５７】
　加えて、ＴＲ２００（Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｔｅｓｔｅｒｓ．ｃｏｍ　ＬＬＣ）などの粗
さ試験機を用いて、スポンジで摩耗させた表面の粗さを測定することによって、ポリ（メ
チルメタクリレート）試験表面上の表面損傷を評価する。平均最大高さ（Ｒｚ）；全山－
谷高さ（Ｒｔ）；最大山高さ（Ｒｐ）；最大谷深さ（Ｒｖ）；不規則性の平均間隔（ＲＳ
ｍ）；及び歪度（Ｒｓｋ）を含む、いくつかのプロフィール粗さパラメーターを測定する
。
【０１５８】
【表２】

　*注記：同一の硬さ－ビッカース硬さ値７のポリウレタンフォームから作製した研磨性
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　**粗さパラメーターは表面損傷を示すパラメーターであり、粒子形状の定義に使用され
る粗さパラメーターには結び付かない。
【実施例】
【０１５９】
　列挙された成分を列挙された比率（重量％）で含む、下記の組成物を、作製した。本明
細書での実施例１～４３は、本発明の組成物を例示するためのものであるが、本発明の範
囲の限定又は別の方法による定義に必ずしも使用されるものでない。
【０１６０】
　以下の実施例で使用される研磨性粒子を、硬質ポリウレタンフォーム（制御されたフォ
ーム構造、例えばフォーム密度、セルサイズ、ストラットアスペクト比及び％セルサイズ
含有量）から磨砕した。ポリウレタンフォームを、ジイソシアナート（例えば、ポリマー
型メチレンジフェニルジイソシアナートをベースとした）及びポリオール（例えば、ポリ
エーテル又はポリエステルベースのポリオール）の反応から合成する。その場合、ジイソ
シアナートは、例えば、ＢＡＳＦからのＬｕｐｒａｎａｔｅ　Ｍ２００Ｒであり、ポリオ
ールは、例えばＢＡＳＦからのＬｕｐｒａｎｏｌ　３４２３である。フォームを小粒子に
磨砕し、ロータリーミルを用いて篩い掛けし、及びＲｅｔｓｃｈからのエアジェット篩掛
け装置を用いて、粒子選択を行った。
【０１６１】
【表３】

【０１６２】
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【表４】

【０１６３】
【表５】

【０１６４】
【表６】

【０１６５】
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【表７】

【０１６６】
【表８】

【０１６７】
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【表９】

【０１６８】
【表１０】

【０１６９】
　上記ワイプローション組成物を、１平方メートル当たり５６グラムの坪量及び約０．８
０ｍｍの厚さと、ほぼ１６．５ｃｍ幅×１９．１ｃｍ長（６．５インチ幅×７．５インチ
長）を有するパターン化された７０％ポリエステル及び３０％レイヨンを含む、水流絡合
不織基材である、水不溶性基材上に装填する。所望によっては、慣用の基材被覆法を用い
て、基材を、ジメチコン（Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ　２００　Ｆｌｕｉｄ　５Ｅ－６ｍ2
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：１であり、慣用の基材被覆法を用いる。
【０１７０】
【表１１】

【０１７１】
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【表１２】

【０１７２】
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【表１３】

　*供給元の使用指示書に従い、塩基をアクリレートコポリマーの活性化に使用する。
　**配合物を低ｐＨに調整するために、酸を使用することができる。
　１．Ｃａｒｂｏｐｏｌ　Ａｑｕａ　ＳＦ－１（登録商標）（Ｎｏｖｅｏｎ（商標），Ｉ
ｎｃ．）
　２．Ｃａｒｂｏｐｏｌ　Ｕｌｔｒｅｚ　２１（登録商標）（Ｎｏｖｅｏｎ（商標），Ｉ
ｎｃ．）
　３．Ｍｉｒａｎｏｌ（登録商標）Ｕｌｔｒａ　Ｌ３２（Ｒｈｏｄｉａ）
　４．ＧｌｕｃａｍａｔｅＬＴ（登録商標）（Ｃｈｅｍｒｏｎ）
　５．Ｃｒｏｔｈｉｘ（登録商標）（Ｃｒｏｄａ）
【０１７３】
　実施例２４～２７を次の方法で作製する：
　Ｃａｒｂｏｐｏｌ（登録商標）を配合物の脱イオン遊離水に添加する。カチオン性界面
活性剤及びベタイン界面活性剤を除いて全部の界面活性剤を添加する。ｐＨが６未満の場
合には、中和剤（典型的には、塩基、例えばトリエタノールアミン、水酸化ナトリウム）
を添加して、６超のｐＨに調整する。必要ならば、穏やかに加熱して、粘度を低下させ、
空気同伴の最少化を援助する。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、研磨性粒子及び他の所望の成分を添加する。最後に、所望なら
ば、ｐＨを酸（すなわち、クエン酸）により低下させ、塩化ナトリウムを添加することに
より粘度を増加する。
【０１７４】
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【表１４】

　Ｚｅｏｄｅｎｔ　１１９、１０９及び１６５は、Ｊ．Ｍ．Ｈｕｂｅｒ　Ｃｏｒｐｏｒａ
ｔｉｏｎにより販売されている沈降性シリカ材料である。
　Ｇａｎｔｒｅｚは、マレイン酸無水物又は酸及びメチルビニルエーテルのコポリマーで
ある。
　ＣＭＣ　７Ｍ８ＳＦは、ナトリウムカルボキシメチルセルロースである。
　Ｐｏｌｏｘａｍｅｒは、一級ヒドロキシル基末端の２官能性ブロックポリマーである。
【０１７５】
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【表１５】

【０１７６】
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【表１６】

【０１７７】
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【表１７】

　１　アクリルアミド（ＡＭ）及びＴＲＩＱＵＡＴのコポリマー、ＭＷ＝１，０００，０
００；ＣＤ＝１．６ｍｅｑ．／グラム；Ｒｈｏｄｉａ
　２　Ｊａｇｕａｒ　Ｃ５００、ＭＷ－５００，０００、ＣＤ＝０．７、Ｒｈｏｄｉａ
　３　Ｍｉｒａｐｏｌ　１００Ｓ、３１．５％活性、Ｒｈｏｄｉａ
　４　ジメチコン流体、Ｖｉｓｃａｓｉｌ　３３０Ｍ；３０ミクロン粒径；Ｍｏｍｅｎｔ
ｉｖｅ　Ｓｉｌｉｃｏｎｅｓ
【０１７８】
　本明細書に開示した寸法及び値は、記述された正確な数値に厳しく限定されるものと理
解すべきでない。むしろ、特に言及しない限り、そのようなそれぞれの寸法は、記述され
た値と、その値の周辺の機能的に同等の範囲との両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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