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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　塩素系又は酸素系の漂白剤を含有する洗浄剤（Ａ）と、界面活性剤を含有する洗浄剤（
Ｂ）とを分離して二剤として調整してなるプラスチックコンテナ表面洗浄用洗浄剤組成物
であって、
　前記洗浄剤（Ａ）又は前記洗浄剤（Ｂ）のいずれか一方には、さらに、アルカリ剤、及
びキレート剤が含有されてなり、
　前記洗浄剤（Ｂ）にのみ、さらに、架橋型ポリアクリル酸又はその塩が含有されてなる
ことを特徴とするプラスチックコンテナ表面洗浄用洗浄剤組成物。
【請求項２】
　請求項１に記載のプラスチックコンテナ表面洗浄用洗浄剤組成物を混合するプラスチッ
クコンテナ表面洗浄用洗浄剤組成物の混合方法であって、
　前記洗浄剤（Ａ）に含有された漂白剤が塩素系の場合にあっては、有効塩素濃度が０．
１～１３重量％となるように、前記洗浄剤（Ａ）と前記洗浄剤（Ｂ）とを混合し、
　前記洗浄剤（Ａ）に含有された漂白剤が酸素系の場合にあっては、有効酸素濃度が０．
５～１０重量％となるように、前記洗浄剤（Ａ）と前記洗浄剤（Ｂ）とを混合することを
特徴とするプラスチックコンテナ表面洗浄用洗浄剤組成物の混合方法。
【請求項３】
　請求項２に記載のプラスチックコンテナ表面洗浄用洗浄剤組成物の混合方法において、
　前記界面活性剤の濃度が０．１～７０重量％となるように、前記洗浄剤（Ａ）と前記洗
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浄剤（Ｂ）とを混合するプラスチックコンテナ表面洗浄用洗浄剤組成物の混合方法。
【請求項４】
　請求項２又は３に記載のプラスチックコンテナ表面洗浄用洗浄剤組成物の混合方法にお
いて、
　前記架橋型ポリアクリル酸又はその塩の濃度が０．０１～５重量％となるように、前記
洗浄剤（Ａ）と前記洗浄剤（Ｂ）とを混合するプラスチックコンテナ表面洗浄用洗浄剤組
成物の混合方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、長期間の使用によりプラスチックコンテナ表面に強固に付着した黒ずみ汚れ
を洗浄除去するための洗浄剤組成物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在、流通産業における魚類や野菜類、各種の惣菜等の運搬手段として、ポリプロピレ
ン等の樹脂材からなるプラスチックコンテナが汎用的に利用されている。このようにプラ
スチックコンテナが利用されるのに伴って、その保守管理を進めるために使用したプラス
チックコンテナについては、洗浄する機会も増えている。
【０００３】
　しかし、プラスチックコンテナが長期間使用されると、プラスチックコンテナの表面や
角部に、食品加工物や空気中に存在するカーボン汚れ等の埃に基づく種々雑多な黒ずみ汚
れが付着する。これらの黒ずみ汚れは、プラスチックコンテナが疎水性の固体表面である
ために、ガラスや金属表面に付着する汚れと比較して、より強固に結び付き易く、従来の
洗浄剤では除去し難いものである。
【０００４】
　従来、プラスチックコンテナを洗浄する浸漬用の洗浄剤組成物が開発されている（特許
文献１）。特許文献１の洗浄剤組成物は、アルカリ剤と界面活性剤とを必須成分として含
有するものである。すなわち、アルカリ剤のケン化・分解等の化学的反応により、プラス
チックコンテナ表面の黒ずみ汚れを脱離させると共に、界面活性剤の浸透・軟化作用とに
より、その黒ずみ汚れを洗浄除去するものである。さらに、キレート剤を洗浄剤組成物に
含有させることにより、洗浄水に含まれるカルシウムイオン等の難溶性の物質が生じて、
プラスチックコンテナに再付着するのを防止している。
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－１４０１８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１で開示する洗浄剤では、洗浄剤組成物の水溶液を洗浄処理液とし、この洗浄
処理液による浸漬処理時に、プラスチックコンテナの黒ずみ汚れに対するアルカリ剤のケ
ン化・分解作用と、界面活性剤の浸透・軟化作用とを期待したものである。しかし、プラ
スチックコンテナ表面に付着する黒ずみ汚れは、運搬される食品類や食品加工物、あるい
は空気中に存在するカーボン汚れ等に基づく埃等の種々の汚れが長期間の使用によって強
固に付着したものであるから、この黒ずみ汚れを特許文献１の洗浄剤組成物による浸漬処
理により、十分に洗浄除去することは、なおも困難である。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記したプラスチックコンテナ表面に強固に付着する種々の黒ずみ
汚れを浸漬あるいは自動洗浄機による洗浄により、十分かつ確実に除去することができる
プラスチックコンテナ表面洗浄用洗浄剤組成物を提供することを目的とした。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　上記の目的を達成するため、本発明のプラスチックコンテナ表面洗浄用洗浄剤組成物は
、塩素系又は酸素系の漂白剤を含有する洗浄剤と、界面活性剤を含有する洗浄剤とを分離
して二剤として調整したことを特徴とする。
【０００９】
　前記した本発明のプラスチックコンテナ表面洗浄用洗浄剤組成物は、その洗浄剤組成物
を水に溶解して所定濃度の洗浄処理液とし、この洗浄処理液中にプラスチックコンテナを
浸漬することにより、さらには、浸漬後にブラシやシャワー等によるすすぎ仕上げを施す
ことにより、あるいは、自動洗浄機における洗浄剤処理液として使用することにより、プ
ラスチックコンテナ表面に強固に付着した黒ずみ汚れを洗浄除去することができる。
【００１０】
　本発明のプラスチックコンテナ表面洗浄用洗浄剤組成物においては、塩素系又は酸素系
の漂白剤を含有する洗浄剤及び界面活性剤を含有する洗浄剤のいずれか少なくとも一方に
対して、さらに、アルカリ剤やキレート剤を含有させた構成も含まれる。これにより、ア
ルカリ剤によるケン化・分解等の洗浄作用、さらにはキレート剤によるカルシウムイオン
等の難溶塩が発生して再付着するのを防止する作用を期待するものである。
【００１１】
　本発明のプラスチックコンテナ表面洗浄用洗浄剤組成物においては、塩素系又は酸素系
の漂白剤を含有する洗浄剤及び界面活性剤を含有する洗浄剤のいずれか少なくとも一方に
対して、さらに架橋型ポリアクリル酸若しくはその塩と水との乳化液を含有する構成を含
む。
【００１２】
　洗浄剤組成物に架橋型ポリアクリル酸又はその塩と水との乳化液を成分として含有させ
ることにより、その洗浄処理液中に他の界面活性剤等の含有成分を乳化分散させて、洗浄
処理液を増粘させる作用がある。この増粘作用により、洗浄処理液において界面活性剤等
の含有成分が均一化される結果、洗浄効果を一層高めることができる。なお、架橋型ポリ
アクリル酸又はその塩と水との乳化液は、界面活性剤を含有する洗浄剤に含有させること
が好ましい。
【００１３】
　上記した本発明の洗浄剤組成物は、当該組成物を水に溶解ないし分散させてなる洗浄処
理液とし、この洗浄処理液中に浸漬し、又は自動洗浄機において洗浄処理する、いずれの
洗浄方法にも適用することができる。
【００１４】
　前記した浸漬による場合、プラスチックコンテナの対象物を洗浄処理液中に一定時間浸
漬し、浸漬後に引き上げてすすぎ洗いを行う場合と、浸漬後にブラシ仕上げを行い、その
後すすぎ洗い仕上げを行う場合とが含まれる。
【００１５】
　上記した自動洗浄機による場合、既存の自動洗浄機の機能に基づき、同機の洗浄室内に
おいて、所定の温度の洗浄処理液を対象物にスプレー散布する洗浄処理と、さらにブラシ
仕上げ及び／又は所定温度のすすぎ水によるすすぎ洗い仕上げとによる洗浄処理が行われ
る。
【発明の効果】
【００１６】
　上述したように本発明は構成されるから、本発明の洗浄剤組成物によれば、塩素系又は
酸素系の漂白剤を含有する洗浄剤と、界面活性剤を含有する洗浄剤とを分離して二剤とし
て調整し、さらには、アルカリ剤及び／又はキレート剤を含有させ、あるいは架橋ポリア
クリル酸又はその塩と水との乳化液として構成させることにより、長期間の使用によりプ
ラスチックコンテナ表面に付着した各種の黒ずみ汚れや、プラスチックコンテナの角部に
付着したスリップマークを確実にかつ十分に洗浄除去することが可能となった。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
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　二剤として調整される本発明の洗浄剤組成物の一方は、界面活性剤を必須成分として含
有する。界面活性剤によれば、プラスチックコンテナ表面に付着した黒ずみ汚れに浸透し
て、その汚れを軟化する作用がある。界面活性剤としては、アルキルエーテルサルフェー
ト、アルキルサルフェート、脂肪酸塩、アルキルスルホネート、アルキルスルホ脂肪酸メ
チルエステル塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩等のアニオン性界面活性剤、アルキル第
４級アンモニウム化合物、アルキルアミンオキサイド等のカチオン性界面活性剤、アルキ
ルベタイン、スルフォベタイン、アルキルイミダゾリニウム化合物等の両性界面活性剤、
プルロニック型非イオン、リバースプルロニック型非イオン、テトロニック型非イオン、
リバーステトロニック型非イオン、ポリオキシアルキレンアルキルフェニルエーテル、ポ
リオキシアルキレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンジアルキルエーテル等の非
イオン界面活性剤などを用いることができる。これらの界面活性剤の中では、非イオン界
面活性剤が、疎水性である黒ずみ汚れに対して浸透しやすく、また自動洗浄機用として使
用したときに泡立ちを調整することができること等の点で、他の界面活性剤と比較して優
れているので、好ましく使用できる。特に、自動洗浄機用としての洗浄剤組成物の界面活
性剤としては、特に、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンジ
アルキルエーテル、プルロニック型非イオン、リバースプルロニック型非イオン、テトロ
ニック型非イオン、リバーステトロニック型非イオン等の抑泡性のものであることが好ま
しい。
【００１８】
　界面活性剤の含有量は、二剤の洗浄剤全体中で、好ましくは０．１～７０重量％であり
、さらに好ましくは１．０～２０重量％である。この範囲未満の場合、期待する洗浄効果
が得られず、またこの範囲を超えても洗浄力の向上の効果は低い。
【００１９】
　二剤として調整される本発明の洗浄剤組成物の一方は、塩素系又は酸素系の漂白剤を必
須成分として含有する。漂白剤は、プラスチックコンテナ表面に強固に付着した黒ずみ汚
れを酸化分解する作用を有する。漂白剤は、塩素系又は酸素系のいずれのものであっても
よい。塩素系漂白剤としては、亜塩素酸塩、次亜塩素酸塩、塩素化イソシアヌル酸塩等を
挙げることができる。また、酸素系漂白剤としては、過酸化水素放出体として機能する過
炭酸塩、過ホウ酸塩、過リン酸塩、過珪酸塩、過酸化水素等を挙げることができる。
【００２０】
　漂白剤の含有量は、酸素系、塩素系の種類によって異なる。すなわち、塩素系の漂白剤
については、二剤の洗浄剤全体中で有効塩素濃度が、０．１～１３重量％であることが好
ましく、より好ましくは１．０～７重量％である。酸素系の漂白剤については、洗浄剤中
で有効酸素濃度が、０．５～１０重量％であることが好ましく、より好ましくは１．０～
８重量％である。漂白剤の含有量が、これらの範囲未満であると、漂白剤の洗浄作用を有
効に発揮させるのが困難であり、またこれらの範囲を超える量であると、他の成分を含有
させることが困難となる。漂白剤は、固形又は液剤のものを使用することができる。本発
明においては、塩素系又は酸素系の漂白剤を含有する洗浄剤と、界面活性剤を含有する洗
浄剤とを分離して二剤として調整しているから、特に漂白剤が次亜塩素酸塩等の液剤であ
る場合、漂白剤による酸化作用を維持することができる。また、酸素系漂白剤は６０℃前
後の高温条件下で使用することが好ましく、また、塩素系漂白剤は常温ないし低温条件下
でも洗浄効果を発揮できる。
【００２１】
　本発明のプラスチックコンテナ用洗浄剤組成物は、塩素系又は酸素系の漂白剤を含有す
る洗浄剤と、界面活性剤を含有する洗浄剤とを分離して調整した二剤のいずれか少なくと
も一方に、さらに、アルカリ剤を含有する組成を含む。アルカリ剤は、プラスチックコン
テナ表面に強固に付着した黒ずみ汚れに対しケン化・分解する作用を発揮する。アルカリ
剤としては、アルカリ金属水酸化物や、アルカリ金属の炭酸塩、珪酸塩、リン酸塩等が用
いられる。アルカリ金属としては、ナトリウムやカリウム等である。アルカリ金属水酸化
物としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等を挙げることができる。アルカリ金属
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炭酸塩としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等を挙げることができ、アルカリ金属リ
ン酸塩としては、トリポリリン酸ナトリウム、リン酸三ナトリウム、リン酸三カリウム、
ピロリン酸ナトリウム、ピロリン酸カリウム、ポリリン酸カリウム等を挙げることができ
、アルカリ金属珪酸塩としては、オルト珪酸ナトリウム、オルト珪酸カリウム、メタ珪酸
ナトリウム、メタ珪酸カリウム等を挙げることができる。
【００２２】
　本発明のアルカリ剤の濃度は、二剤の洗浄剤全体中で０．１～９８重量％であることが
好ましく、０．５～９０重量％であることがより好ましい。上記処理液濃度に調整し得る
組成物であれば、組成物は固体状、フレーク状、粉体状、液状のいずれの形態のものであ
ってもよい。
【００２３】
　本発明のプラスチックコンテナ用洗浄剤組成物は、塩素系又は酸素系の漂白剤を含有す
る洗浄剤と、界面活性剤を含有する洗浄剤とを分離して調整した二剤のいずれか少なくと
も一方に、さらにキレート剤を含有する構成を含む。キレート剤は、洗浄処理液中に含む
カルシウムイオン等に基づく難溶塩が再付着するのを防止する作用を有する。キレート剤
としては、アミノカルボン酸系、ヒドロキシカルボン酸系、リン酸系及びポリアクリル酸
、アクリル酸・マレイン酸共重合体類等のものから選択される１又は２以上のものを使用
することができる。アミノカルボン酸系としては、ジエチレントリアミン五酢酸（ＤＴＰ
Ａ）、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）、ニトリロ三酢酸（ＮＴＡ）、ヒドロキシエ
チルエチレンジアミントリアセチックアシッド（ＨＥＤＴＡ）、トリエチレンテトラヘキ
サアセチックアシッド（ＴＴＨＡ）、ジカルボキシメチルグルタミックアシッド（ＧＬＤ
Ａ）、ヒドロキシエチルイミノアセチックアシッド（ＨＩＤＡ）、ジヒドロキシエチルグ
リシン（ＤＨＥＧ）、１，３－プロパンジアミンテトラアセチックアシッド（ＰＤＴＡ）
、１，３－ジアミノ－２－ヒドロキシプロパンテトラアセチックアシッド（ＤＰＴＡ－Ｏ
Ｈ）等を挙げることができる。これらから選択される１種又は２種以上を混合して使用す
ることができる。ヒドロキシカルボン酸系のものとしては、グルコン酸、リンゴ酸、コハ
ク酸、クエン酸、乳酸、酒石酸あるいはこれらの塩の１種、又はこれらから選択される２
種以上を混合して使用することができる。リン酸系のものとしては、ヒドリキシエチリデ
ンジホスホニックアシッド（ＨＥＤＰ）、ニトリロトリスチレンホスホニックアシッド（
ＮＴＭＰ）、ホスホノブタントリカルボキシリックアシッド（ＰＢＴＣ）、ヘキサメタリ
ン酸塩等の１種、又はこれらから選択される２種以上を混合したものを使用することがで
きる。
【００２４】
　キレート剤の含有量は、二剤の洗浄剤全体中で１．０～５０重量％であることが好まし
く、３．０～３５重量％であることがより好ましい。キレート剤の含有量がこの範囲内で
あることにより、十分な洗浄力が得られる。
【００２５】
　本発明のプラスチックコンテナ用洗浄剤組成物は、塩素系又は酸素系の漂白剤を含有す
る洗浄剤と、界面活性剤を含有する洗浄剤とを分離して調整した二剤のいずれか少なくと
も一方に、架橋ポリアクリル酸又はその塩と水との乳化液を含有する構成を含む。架橋型
ポリアクリル酸又はその塩と水との乳化液を洗浄剤組成物に含有する結果、架橋型ポリア
クリル酸又はその塩はその増粘作用に基づいて乳化分散作用を生じさせる。この増粘及び
乳化分散作用により、界面活性剤等の洗浄効果を一層高めることができる。
【００２６】
　架橋型ポリアクリル酸塩としては、ナトリウム、カリウム等のアルカリ金属との塩を挙
げることができる。架橋型ポリアクリル酸又はその塩の含有量は、二剤の洗浄剤全体中で
０．０１～５重量％であることが好ましく、０．１～２重量％であることがより好ましい
。この範囲から外れると、増粘及び乳化分散の作用が不十分となり、洗浄作用の向上を望
めない。
【００２７】
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　本発明のプラスチックコンテナ表面洗浄用洗浄剤組成物には、上記した含有成分のほか
に、有機又は無機の安定剤、増量剤、その他一般的に用いられる添加剤を任意成分として
必要に応じて含有させることができる。
【００２８】
　本発明に係る洗浄剤組成物は、水に溶解させた洗浄処理液として調製し、この洗浄処理
液に対象としてのプラスチックコンテナを浸漬し、あるいはこの洗浄処理液を自動洗浄機
による洗浄処理方法に適用することにより、プラスチックコンテナ表面における黒ずみ汚
れ等を洗浄除去することができる。
【００２９】
　本発明の洗浄剤組成物については、漂白剤における酸化性能に必要な有効酸素又は有効
塩素の濃度を維持するため、漂白剤を含有する洗浄剤と、漂白剤を含有しない洗浄剤とを
分離して二剤として調製する。この場合、これら二剤の洗浄処理液をそれぞれの調製時に
混合して併用することができる。架橋ポリアクリル酸又はその塩、界面活性剤及び水の乳
化液については、漂白剤を含有しない洗浄剤に含有させることが好ましい。
【００３０】
　上記した洗浄剤組成物を水に溶解して得られる洗浄処理液は、０．００１～１０重量％
、好ましくは０．０１～５重量％の濃度で使用することができる。洗浄処理液における各
成分の濃度が、この範囲未満の濃度である場合、期待する洗浄力を得ることができず、ま
た、この範囲を超える濃度である場合であっても、洗浄作用が格別向上することはない。
【００３１】
　上記した洗浄処理液の温度及び洗浄時間は、浸漬による場合は、洗浄処理液の温度が１
０～８０℃、好ましくは３０～７０℃であり、少なくとも１分の浸漬時間が必要である。
さらに、浸漬後に、ブラシ仕上げ及び／又はすすぎ洗い仕上げを施すこともできる。自動
洗浄機による洗浄処理による場合は、洗浄処理液の温度が４０～７５℃、好ましくは５０
～７０℃あり、さらに、４０～９０℃の温度のすすぎ水によるすすぎ仕上げにより、表面
に付着した洗浄処理液等を洗い流すようにしてもよい。
【実施例】
【００３２】
　次に、本発明の実施例を説明する。
（実施例１及び２）［浸漬による場合］
【００３３】
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【表１】

【００３４】
　ポリオキシアルキレンアルキルエーテル：旭電化（株）製アデカノールＢ７２２、ポリ
オキシエチレンドデシル硫酸エステルナトリウム塩：テイカ（株）製テイカポールＮＥ７
０３０、ポリアクリル酸ナトリウム（８０００）：ＢＡＳＦ製ソカランＰＡ３０ＣＬ、ポ
リアクリル酸ナトリウム（１５０００）：ＢＡＳＦ製ソカランＣＰ４５Ｇ、アクリル酸ナ
トリウム・マレイン酸ナトリウムコポリマー：ＢＡＳＦ製ソカランＣＰ４５Ｇ（Ｍｗ＝７
００００）を使用した。
【００３５】
【表２】

【００３６】
　対象Ａは、プラスチックコンテナ（ポリプロピレン製の小コンテナ（４８×３４×７ｃ
ｍ））を魚類運搬用として約３年間使用したもので、主に魚類に基づいた油汚れの黒ずみ
汚れが表面に付着するものである。対象Ｂは、プラスチックコンテナ（ポリプロピレン製
の大コンテナ（５７×３９×１０ｃｍ））を惣菜運搬用として約３年間使用したもので、
主に植物性油脂に基づいた黒ずみ汚れが表面に付着している。また、スリップマークとは
、プラスチックコンテナの側面、底面等に空気中に浮遊するカーボン等に基づく黒ずみ汚
れが付着したものである。
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【００３７】
　表１に示した含有成分を同表に示す濃度で含有する洗浄剤組成物を実施例１及び２とし
た。これらの実施例に係る洗浄剤組成物を水に溶解して洗浄処理液とし、これらの洗浄処
理液を試料とした。表１の実施例１及び２の試料は、それぞれの洗浄処理液を二剤に分離
して調製したもので、各洗浄処理液を混合して併用したことを示す。
【００３８】
　実施例１及び２の洗浄剤組成物の洗浄処理液を所定温度とし、その洗浄剤処理液中に対
象Ａ、Ｂのプラスチックコンテナを、表２に示す所定の時間にわたり浸漬することにより
、洗浄試験を行った。
【００３９】
　表２の洗浄試験による洗浄力は、浸漬した後に対象プラスチックコンテナを引き上げた
引上直後の結果、及び浸漬後に、さらにブラシ仕上げ及び約６５℃のすすぎ水の散布によ
る仕上げを行ったすすぎ洗い後の結果とを示した。
【００４０】
　洗浄試験による洗浄力の結果は表２に示すとおりである。この洗浄力は、目視観察によ
る評価で、◎は汚れの除去率が、９０％以上のとき、○は汚れの除去率が、７０～９０％
のとき、△は汚れの除去率が、５０～６９％のとき、▲は汚れの除去率が、２０～４９％
のとき、×は汚れの除去率が、２０％未満のときである。
【００４１】
（実施例３及び４）［浸漬による場合］
【００４２】

【表３】

【００４３】
　ポリオキシアルキレンアルキルエーテル：旭電化（株）製アデカノールＢ７２２、ポリ
オキシエチレンドデシル硫酸エステルナトリウム塩：テイカ（株）製テイカポールＮＥ７
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０３０、ポリアクリル酸ナトリウム（８０００）：ＢＡＳＦ製ソカランＰＡ３０ＣＬ、ポ
リアクリル酸ナトリウム（１５０００）：ＢＡＳＦ製ソカランＣＰ４５Ｇ、アクリル酸ナ
トリウム・マレイン酸ナトリウムコポリマー：ＢＡＳＦ製ソカランＣＰ４５Ｇ（Ｍｗ＝７
００００）、架橋型ポリアクリル酸ナトリウム：ＢＦＧｏｏｄｒｉｃｈ製のＣＡＲＢＯＰ
ＯＬ９４１（Ｍｗ＝１２５００００）を使用した。
【００４４】
【表４】

【００４５】
　表３に示す実施例３及び４の洗浄剤組成物は、架橋型ポリアクリル酸ナトリウムと水と
の乳化液を含有する洗浄剤組成物である。実施例３及び４の洗浄剤組成物に関する洗浄処
理液の試料についても、前記同様に浸漬処理を行った。前記同様に浸漬後、又はすすぎ洗
い後における洗浄力の効果を表４に示した。洗浄力についての評価基準は前記同様である
。
【００４６】
（比較例１～３）［浸漬による場合］
【００４７】
【表５】

【００４８】
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【００４９】
　表５に示すように、比較例１～３は、成分として界面活性剤、あるいは架橋型ポリアク
リル酸又はその塩を含有しない組成物である。特に、比較例２及び３の組成物は、二層に
分離してしまうため、界面活性剤が均一に分散しない。これらの比較例１～３の組成物に
より、前記同様に浸漬、あるいはすすぎ洗い後の洗浄力の結果を表６に示した。洗浄力に
ついての評価基準は前記同様である。
【００５０】
（洗浄力の結果に対する評価）
　実施例１及び２の洗浄剤組成物の洗浄処理液の試料によれば、表２に示す洗浄力の結果
から、浸漬や浸漬後のすすぎ洗いにより、対象Ａや対象Ｂ、スリップマークにおける黒ず
み汚れに対し、５０％以上の高い除去率で洗浄処理できることが分かる。特に、二剤を混
合して使用する実施例１及び２の試料によれば、浸漬するだけで、黒ずみ汚れに対する除
去率が７０％以上の除去率となり、さらに、すすぎ洗い仕上げを行うことにより、除去率
が９０％以上の高い除去率で洗浄できることも分かる。また、表４に示す結果から、この
洗浄力についての傾向は、架橋型ポリアクリル酸又はその塩、界面活性剤、及び水との乳
化液を含有する実施例３及び４の洗浄剤組成物についても同様であることが分かる。
【００５１】
　これらの実施例１～４の洗浄処理液の試料による洗浄力の結果は、界面活性剤や架橋ポ
リアクリル酸と水との乳化液を成分として含有しない表５に示す比較例１～３の結果と対
比できる。比較例１～３の組成物による場合、洗浄剤が分離し、成分が不均一となるため
、均一な洗浄処理液、安定した洗浄力が得られない。
【００５２】
（実施例５～７）［自動洗浄機による場合］
【００５３】
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【表７】

【００５４】
　ポリオキシアルキレンアルキルエーテル：旭電化（株）製のアデカノールＢ７２２、ポ
リアクリル酸ナトリウム（８０００）：ＢＡＳＦ製ソカランＰＡ３０ＣＬ、ポリアクリル
酸ナトリウム（１５０００）：ＢＡＳＦ製ソカランＣＰ４５Ｇ、アクリル酸ナトリウム・
マレイン酸ナトリウムコポリマー：ＢＡＳＦ製ソカランＣＰ４５Ｇ（Ｍｗ＝７００００）
、架橋型ポリアクリル酸ナトリウム：ＢＦＧｏｏｄｒｉｃｈ製のＣＡＲＢＯＰＯＬ９４１
（Ｍｗ＝１２５００００）を使用した。
【００５５】
【表８】

【００５６】
　表７に示す実施例５～７の洗浄剤組成物の洗浄処理液の試料を、自動洗浄機に適用して
洗浄試験を行った。
【００５７】
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　この洗浄試験においては、表７に示した含有成分を同表に示す濃度で含有する洗浄剤組
成物を水に溶解した洗浄処理液を試料とした。洗浄力についての評価基準は前記同様であ
る。
【００５８】
　表７の実施例５～７の洗浄剤組成物は、その各洗浄処理液をそれぞれ分離して調製した
もので、これらの各洗浄処理液を調製時に混合して併用したものである。
【００５９】
　実施例５～７の洗浄剤組成物の混合洗浄処理液、あるいは洗浄処理液の試料を調製し、
この洗浄処理液をドア式タイプの自動洗浄機にそれぞれ供給した。自動洗浄機では、表８
に示す洗浄条件で、洗浄剤処理液を対象Ａ、Ｂの面上に所定時間にわたりスプレー散布す
ることによって洗浄処理し、さらに所定温度のすすぎ水によるすすぎ洗い仕上げを一定時
間行うことにより、洗浄試験した。この洗浄試験による洗浄力の結果を表８に示した。洗
浄力の結果における符号は、前記同様である。
【００６０】
（洗浄力の結果に対する評価）
　表８に示す洗浄力の結果から、実施例５～７の洗浄剤組成物によれば、その洗浄処理液
を自動洗浄機に供給することにより、対象Ａ及び対象Ｂの黒ずみ汚れに対し、５０％以上
の除去率で洗浄できることが分かる。
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