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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水和結晶を有する及び／又は形成し得る無機塩を含む水溶性無機塩（Ａ成分）並びに粘
土鉱物（Ｂ成分）を含んでなる洗剤ビルダー顆粒であって、Ｂ成分の含有量が２０重量％
以上６０重量％以下であり、Ａ成分とＢ成分の無水換算での重量比（Ａ／Ｂ）が５／９５
～８０／２０であり、２００℃に加熱した際の水分減少率が３～３０重量％であり、以下
の工程１～工程３を含む製法（ここで、水（Ｃ成分）の添加量は５重量％以上１５重量％
以下である。）により得られる、洗剤ビルダー顆粒：
　工程１：Ａ成分とＢ成分を混合させる工程、
　工程２：工程１で得られた混合物にＣ成分を添加して造粒する工程、及び
　工程３：工程２で得られた造粒物の粒子表面に微粒子を添加して表面改質する工程。
【請求項２】
　Ａ成分が、炭酸塩、硫酸塩、及び塩化物からなる群より選ばれる、１種以上の塩である
、請求項１記載の洗剤ビルダー顆粒。
【請求項３】
　水和結晶を有する及び／又は形成し得る無機塩を含む水溶性無機塩（Ａ成分）並びに粘
土鉱物（Ｂ成分）を含んでなる洗剤ビルダー顆粒であって、Ｂ成分の含有量が２０重量％
以上６０重量％以下であり、Ａ成分とＢ成分の無水換算での重量比（Ａ／Ｂ）が５／９５
～８０／２０であり、２００℃に加熱した際の水分減少率が３～３０重量％であり、以下
の工程ａ～工程ｃを含む製法（ここで、水（Ｃ成分）の添加量は５重量％以上１５重量％



(2) JP 5388860 B2 2014.1.15

10

20

30

40

50

以下である。）により得られる、洗剤ビルダー顆粒：
　工程ａ：Ａ成分と、Ｂ成分の一部を混合させる工程、
　工程ｂ：工程ａで得られた混合物にＣ成分を添加して造粒する工程、及び
　工程ｃ：工程ｂで得られた造粒物にＢ成分の残りの一部又は全部を混合後、Ｃ成分を添
加して造粒する工程。
【請求項４】
　工程ｄ：工程ｃで得られた造粒物に対して、Ｂ成分を混合後、Ｃ成分を添加して造粒す
る工程
をさらに含む請求項３記載の洗剤ビルダー顆粒。
【請求項５】
　請求項１～４いずれか記載の洗剤ビルダー顆粒を含有する洗剤組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、低温での溶解性に優れた洗剤ビルダー顆粒及び該ビルダー顆粒を含有する洗
剤組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、洗剤の洗浄力を強化するために、洗剤粒子に、炭酸ナトリウムや硫酸ナトリ
ウムのビルダー顆粒がブレンドされてきている（特許文献１）。これら水溶性の無機塩の
顆粒は水と接触をすると水和結晶を形成する場合があり、特に５℃以下の冷水に接触した
場合、顆粒が溶解・融着しペースト化したのち、水和結晶の強固なネットワークが形成さ
れて、水に分散しにくくなる。このような現象は、冬場の家庭での洗濯において、洗剤が
衣類に残るトラブルを起こす場合がある。そこで特許文献２や３に記載のようにあらかじ
め水和物を形成させるなどの処方により、低温での分散性を改善する試みがなされている
が、分散性改善効果はまだ不十分である。また、特許文献４のように、さらに水不溶性の
ビルダー（ゼオライト）を添加して無機塩同士の凝集を防止する手法が試みられている。
逆に、特許文献５のように、ベントナイト凝集体を用いる手法もある。いずれにせよ、更
なる改善が望まれる。
【特許文献１】特開昭６４－１００４０号公報
【特許文献２】特開２００３－１９３０９１号公報
【特許文献３】特開２００４－２３８５２９号公報
【特許文献４】特開２００５－４７７９０号公報
【特許文献５】特開昭６１－２１３２９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、冷水での分散性に優れる、衣料洗剤用の洗剤ビルダー顆粒及びそれを含有す
る洗剤組成物を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　即ち、本発明の要旨は、
〔１〕水和結晶を有する及び／又は形成し得る無機塩を含む水溶性無機塩（Ａ成分）並び
に粘土鉱物（Ｂ成分）を含んでなる、洗剤ビルダー顆粒であって、Ｂ成分の含有量が６０
重量％以下であり、Ａ成分とＢ成分の無水換算での重量比（Ａ／Ｂ）が、５／９５～８０
／２０であり、２００℃に加熱した際の水分減少率が３～３０重量％である、洗剤ビルダ
ー顆粒、
〔２〕〔１〕記載の洗剤ビルダー顆粒を含有する洗剤組成物
に関する。
【発明の効果】
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【０００５】
　本発明により、冷水での分散性に優れる、衣料洗剤用の洗剤ビルダー顆粒及びそれを含
有する洗剤組成物が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　本発明の洗剤ビルダー顆粒は、水和結晶を有する及び／又は形成し得る無機塩を含む水
溶性無機塩（Ａ成分）並びに粘土鉱物（Ｂ成分）を含有するものである。
【０００７】
　本発明の水和結晶を有する及び／又は形成し得る無機塩を含む水溶性無機塩（Ａ成分）
における「水溶性」とは、化学便覧基礎編Ｉ（改訂３版）（日本化学会編、丸善株式会社
発行）に記載の無機塩のうち、２０℃の水への溶解度が５ｇ／１００ｇ以上であることを
意味し、Ａ成分としては、現に水和結晶を有している水溶性無機塩、吸湿又は水と接触し
た場合に水和結晶を形成し得る水溶性無機塩が含まれる。
【０００８】
　Ａ成分として好ましいものは、炭酸塩、硫酸塩、及び塩化物からなる群より選ばれる、
１種以上の塩である。このうち特に好ましいものは、洗剤ビルダーとして一般的である炭
酸塩及び／又は硫酸塩である。
【０００９】
　炭酸塩としては、例えば、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸カルシウム、炭酸マグ
ネシウム、炭酸アンモニウムやそれらの水和物で、そのうち、洗剤ビルダーとして一般的
である、炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム１０水塩、炭酸ナトリウム７水塩、炭酸ナトリ
ウム１水塩、セスキ炭酸ナトリウム等が特に好ましい。また、低温分散性を良好にする観
点から、炭酸ナトリウム及びその水和物の両者が含有されることがより好ましい。
【００１０】
　硫酸塩としては、硫酸ナトリウム、硫酸カリウム、硫酸カルシウム、硫酸マグネシウム
やそれらの水和物で、そのうち、洗剤ビルダーとして多用されている、硫酸ナトリウム、
硫酸ナトリウム１０水塩などが特に好ましい。また、低温分散性を良好にする観点から、
硫酸ナトリウム及びその水和物の両者が含有されることがより好ましい。
【００１１】
　塩化物としては、塩化ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウムやそれらの水和
物で、そのうち洗浄性能の観点から、塩化ナトリウムが好ましい。
【００１２】
　本発明の洗剤ビルダー顆粒の炭酸塩や硫酸塩や塩化物は、各々単一成分を原料として用
いてもよいし、２種以上の複数の塩を混合して用いても良い。また、炭酸塩、硫酸塩、塩
化物を混合して原料として用いてもよい。また、本発明の洗剤ビルダー顆粒に水和物を含
有させる場合、原料に水和物を用いてもよいし、無水物を原料に用い、顆粒を製造する過
程で水と反応させて水和物を生成させてもよい。本発明のビルダー顆粒では、顆粒形成（
造粒）において、原料に無水物を使い、造粒過程で原料の一部を水和させる手法が、原料
の複数配合の必要もなく好ましい。
【００１３】
　また、Ａ成分には、炭酸塩や硫酸塩や塩化物といった単一のアニオンのみを有する水溶
性無機塩ばかりでなく、炭酸塩と硫酸塩の複塩（例えばバーカイト）などを含んでもよい
。
【００１４】
　Ａ成分は、水和結晶を形成し得ない無機塩を含んでもよく、水和結晶を形成し得ない無
機塩としては、塩化カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸カリウムなどが挙げられる。
【００１５】
　Ａ成分の平均粒径は、低温分散性を良好にする観点から、１μｍ以上が好ましく、１０
μｍ以上がより好ましい。また、顆粒の溶解性を良好にする観点から１０００μｍ以下が
好ましく、５００μｍ以下がより好ましく、２００μｍ以下が特に好ましい。
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【００１６】
　本発明の洗剤ビルダー顆粒中の成分の平均粒径の測定は、洗剤ビルダー顆粒を樹脂に包
埋し、ウルトラミクロトーム（ＬＥＩＣＡ製）を用いてスライスした断面をＳＥＭで観察
し、３０個の粒子の断面直径（フィレ径）を平均して求めるという手法で行う。なお、個
々の粒子の成分の判別はＥＤＳによる元素分析によって行われる。
【００１７】
　洗剤ビルダー顆粒中のＡ成分の含有量は、洗浄性能の観点から、１０重量％以上が好ま
しく、２０重量％以上がより好ましく、３０重量％以上が特に好ましい。また、低温分散
性を良好にする観点から、８０重量％以下が好ましく、７０重量％以下がより好ましく、
６０重量％以下が特に好ましい。
【００１８】
　洗剤ビルダー顆粒中のＡ成分のうちの水和結晶を有する及び／又は形成し得る無機塩の
含有量は、洗浄性能の観点から、Ａ成分全体に対して６０重量％以上が好ましく、７０重
量％以上がより好ましく、８０重量％以上が特に好ましい。また、低温分散性の観点から
、Ａ成分全体に対して１００重量％以下が好ましく、９５重量％以下がより好ましく、９
０重量％以下が特に好ましい。
【００１９】
　粘土鉱物（Ｂ成分）としては、タルク、パイロフィライト、スメクタイト（サポナイト
、ヘクトライト、ソーコナイト、スティーブンサイト、モンモリロナイト、バイデライト
、ノントロナイト等）、バーミキュライト、雲母（金雲母、黒雲母、チンワルド雲母、白
雲母、パラゴナイト、セラドナイト、海緑石等）、緑泥石（クリノクロア、シャモサイト
、ニマイト、ペナンタイト、スドーアイト、ドンバサイト等）、脆雲母（クリントナイト
、マーガライト等）、スーライト、蛇紋石鉱物（アンチゴライト、リザーダイト、クリソ
タイル、アメサイト、クロンステダイト、バーチェリン、グリーナライト、ガーニエライ
ト等）、カオリン鉱物（カオリナイト、ディッカイト、ナクライト、ハロイサイト等）等
が挙げられる。中でも、本発明の洗剤ビルダー顆粒の水中での分散性を向上させる観点か
ら、タルク、スメクタイト、膨潤性雲母、バーミキュライト、クリソタイル、カオリン鉱
物等が好ましく、スメクタイトがより好ましく、モンモリロナイトが更に好ましい。モン
モリロナイトとしてベントナイトが好適に使用できる。これらは単独又は２種以上を組み
合わせて用いることができる。
【００２０】
　即ち、ベントナイトは、下記式（Ｉ）：
［ＭｇａＡｌｂ（Ｓｉ２Ｏ５）４（ＯＨ）４］Ｘ－・ＭｅＸ＋　（Ｉ）
（式中、ａ、ｂ及びｘは、それぞれ０＜ａ≦６、０＜ｂ≦４、ｘ＝１２－（２ａ＋３ｂ）
であり、ＭｅＸ＋は、Ｎａ、Ｋ、Ｌｉ、Ｃａ、Ｍｇ及びＮＨ４から選ばれる少なくとも１
種の金属又はアンモニウムの電荷平衡カチオンである。ＭｅＸ＋は、同形のイオン置換の
結果として導入され、同形イオン置換度はベントナイトの膨潤における重要な因子である
層電荷の大きさを決定する。）
で表されるものであり、式（Ｉ）で表される粘土鉱物が全体の好ましくは９０重量％以上
、より好ましくは９５重量％以上、特に好ましくは９８重量％以上であるものをいう。式
（Ｉ）で表される化合物は、例えば、中心８面体層の２個のＡｌ３＋イオンを３個のＭｇ
２＋イオンで置換してもよいし、部分的に１個のＭｇ２＋イオンを１個のＡｌ３＋イオン
で置換し、構造中に過剰の負電荷が残留していてもよい。負電荷の過剰残留は、４面体層
のＳｉ４＋イオンをＡｌ３＋イオンで置換する場合にも生じうる。
【００２１】
　また、溶解性の観点から、前記カチオンのうち、アルカリ金属イオン（Ｎａイオン、Ｋ
イオン、Ｌｉイオンの合計）とアルカリ土類金属イオン（Ｃａイオン、Ｍｇイオンの合計
）とのモル比〔（Ｎａイオン＋Ｋイオン＋Ｌｉイオン）／（Ｃａイオン＋Ｍｇイオン）〕
は１．０以上が好ましく、１．５以上がより好ましく、２．０以上が更に好ましい。アル
カリ金属イオンの比率が高い粘土鉱物を得るには、天然品であれば産地を選択すればよい
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し、粘土造粒物を製造する場合は、アルカリ金属塩を添加して調製することが可能であり
、合成品であれば公知の方法により任意に調製が可能である。
【００２２】
　粘土鉱物の粒径は、粉末原料混合時の分散性の観点から、好ましくは１μｍ以上、より
好ましくは５μｍ以上である。また、水への分散性の観点から、１００μｍ以下が好まし
く、５０μｍ以下がより好ましい。
【００２３】
　洗剤ビルダー顆粒中のＢ成分の含有量は、６０重量％以下である。また、低温分散性の
観点から、２０重量％以上が好ましく、３０重量％以上がより好ましく、４０重量％以上
が特に好ましい。また、洗浄性能の観点から、５５重量％以下が好ましく、５０重量％以
下がより好ましく、４５重量％以下が特に好ましい。
【００２４】
　Ａ成分とＢ成分の無水換算での重量比（Ａ／Ｂ）は、洗浄性能の観点から５／９５以上
であり、２０／８０以上が好ましく、３０／７０以上がより好ましく、４０／６０以上が
さらに好ましい。また、低温分散性の観点から、８０／２０以下であり、７０／３０以下
が好ましく、６０／４０以下がより好ましい。
【００２５】
　本発明の洗剤ビルダー顆粒の２００℃に加熱した際の水分減少率は、実施例に記載の測
定法で測定した場合、低温分散性の観点から、３重量％以上であり、５重量％以上が好ま
しく、７重量％以上がより好ましい。また、造粒性の観点から、３０重量％以下であり、
２０重量％以下が好ましく、１５重量％以下がより好ましい。なお、上記水分減少率の好
適な範囲内に本発明の洗剤ビルダー顆粒の水分減少率を調節するために、必要に応じて洗
剤ビルダー顆粒を乾燥させたり、吸湿させてもよい。
【００２６】
　本発明の洗剤ビルダー顆粒には、顆粒強度を高める目的で低温分散性を阻害しない範囲
でバインダーを任意に加えても良い。バインダーとしては公知の親水性バインダーを用い
ることができる。親水性バインダーとしては、澱粉、デキストリン、アルギン酸、アルギ
ン酸ナトリウム、アラビアゴム、ガゼイン、ガセインナトリウム、ゼラチン、カルボキシ
メチルセルロース（ＣＭＣ）、メチルセルロース（ＭＣ）、ヒドロキシエチルセルロース
（ＨＥＣ）、リグニンスルホン酸カルシウム、カルボキシメチルスターチ（ＣＭＳ）、ヒ
ドロキシエチルスターチ、リン酸エステルナトリウム、ケイ酸ナトリウム（水ガラス）、
グリセリン、ポリエチレングリコール、ポリビニールアルコール（ＰＶＡ）、ポリビニル
メチルエーテル（ＰＶＭ）、ポリアクリル酸アミド、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリエ
チレンオキサイド、ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）、ノニオン界面活性剤、アニオン界
面活性剤、カチオン界面活性剤、両性界面活性剤が例示される。そのうち、顆粒強度向上
と分散性を両立させる観点から、ポリアクリル酸ナトリウム、水ガラス、ポリエチレング
リコールを用いることが好ましく、ポリアクリル酸ナトリウムを用いることがより好まし
い。
【００２７】
　バインダーは水溶液として添加することが好ましい。バインダー水溶液の好ましい濃度
は、噴霧の際のハンドリングの観点から１重量％～４０重量％が好ましく、３～３０重量
％がより好ましく、５～２０重量％が特に好ましい。また、粘度は１～８００ｃｐｓ程度
が好ましい。粘度の測定は、Ｂ型粘度計（２５℃）によって行われる。
【００２８】
　本発明の洗剤ビルダー顆粒には、顆粒強度を高める目的で低温分散性を阻害しない範囲
で公知の水溶性の洗剤配合成分を加えても良い。水溶性の洗剤配合成分としては、例えば
ニトリロ三酢酸塩（ＮＴＡ）といった有機ビルダーなどが挙げられる。洗剤ビルダー顆粒
中の水溶性の洗剤配合成分の含有量は、配合成分のしみ出し抑制の観点から２０重量％以
下が好ましく、１０重量％以下がより好ましい。また、本発明の洗剤ビルダー顆粒に他の
機能を付与する目的で、水溶性の機能性薬剤を水に溶解させ、本発明の洗剤ビルダー顆粒
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の製造時に添加し含有させても良い。水溶性の機能性薬剤としては、４，４’－ビス（２
－スルホスチリル）－ビフェニル二ナトリウムといった蛍光増白剤などが挙げられる。洗
剤ビルダー顆粒中の水溶性の機能性薬剤の含有量は、機能性薬剤のしみ出し防止の観点か
ら２０重量％以下が好ましく、１０重量％以下がより好ましい。
【００２９】
　本発明の洗剤ビルダー顆粒には、顆粒強度を高める目的で低温分散性を阻害しない範囲
で洗剤配合物として公知の油剤、香料、水不溶性の無機化合物などを含有させても良い。
洗剤ビルダー顆粒中の油剤、香料、水不溶性の無機化合物などの含有量は、しみ出し防止
の観点から２０重量％以下が好ましく、１０重量％以下がより好ましい。また、本発明の
洗剤ビルダー顆粒に他の機能を付与する目的で、水不溶性の機能性薬剤を水に溶解させ、
本発明の洗剤ビルダー顆粒の製造時に添加し含有させても良い。水不溶性の機能性薬剤と
しては、例えばジメチルシリコーンといった消泡剤などが挙げられる。洗剤ビルダー顆粒
中の水不溶性の機能性薬剤の含有量は、しみ出し防止の観点から２０重量％以下が好まし
く、１０重量％以下がより好ましい。
【００３０】
　本発明の洗剤ビルダー顆粒の下記の製造方法において、好ましくはゼオライトを表面改
質工程で添加することができ、その場合、本発明の洗剤ビルダー顆粒のブロッキングを抑
制でき好ましい。洗剤ビルダー顆粒中のゼオライトの好適な含有量は、ブロッキング性の
観点から、０．５重量％以上が好ましく、１重量％以上がより好ましい。また、粒子の流
動性の観点から、１０重量％以下が好ましく、６重量％以下がより好ましい。
【００３１】
　本発明の洗剤ビルダー顆粒の製造方法は、
工程１．Ａ成分とＢ成分を混合させる工程（混合工程）、
工程２．工程１で得られた混合物に水（Ｃ成分）を添加して造粒する工程（水添加造粒工
程）、及び
工程３．工程２で得られた造粒物の粒子表面に微粒子を添加して表面改質する工程（表面
改質工程）
を含む。
【００３２】
　また、本発明の洗剤ビルダー顆粒のその他の製造方法として、
　工程ａ：Ａ成分と、Ｂ成分の一部を混合させる工程、
　工程ｂ：工程ａで得られた混合物に水（Ｃ成分）を添加して造粒する工程、及び
　工程ｃ：工程ｂで得られた造粒物にＢ成分（の残りの一部又は全部）を混合後、Ｃ成分
を添加して造粒する工程
を含む製法が挙げられる。この製法は、
　工程ｄ：工程ｃで得られた造粒物に対して、Ｂ成分を混合後、Ｃ成分を添加して造粒す
る工程
をさらに含んでいてもよい。
【００３３】
　本発明においてＣ成分は水である。
【００３４】
　本発明の洗剤ビルダー顆粒の製造方法におけるＣ成分の添加量は、低温分散性の観点か
ら、３重量％以上が好ましく、５重量％以上がより好ましく、９重量％以上が特に好まし
い。また、洗浄性能の観点から、３０重量％以下が好ましく、２０重量％以下がより好ま
しく、１５重量％以下が特に好ましい。
【００３５】
　上記３工程は、それぞれ別々の装置内で行ってもよいが、生産性の観点から、例えば攪
拌造粒機のような同一の装置内で行うことが好ましい。
【００３６】
　本発明の洗剤ビルダー顆粒の製造に用いる攪拌造粒機としては、公知の造粒装置が用い
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られる。例えば、深江パウテック株式会社のハイスピードミキサー、ハイフレックスグラ
ル、ヘンシェルミキサー、株式会社パウレック製のバーチカルグラニュレーター、太平洋
機工株式会社製のアペックスグラニュレーター、プロシェアミキサー、株式会社徳寿工作
所製のジュリアミキサー、株式会社マツボー製レディゲミキサー、日本アイリッヒ株式会
社製のインテンシブミキサー、不二パウダル株式会社製のマルメライザー、ペレッターダ
ブル、株式会社ダルトン製ツインドームグラン、ファインディスクペレッター、フロイン
ト産業株式会社製のローラーコンパクター、ターボ工業株式会社製ローラーコンパクター
、新東工業株式会社製のブリケッタ、ホソカワミクロン株式会社製のブリケッティングマ
シン等が挙げられる。これらのうち、洗剤ビルダー顆粒の溶解性を維持する観点から、レ
ディゲミキサー、ヘンシェルミキサー、インテンシブミキサーが好ましく、インテンシブ
ミキサーが特に好ましい。
【００３７】
　上記製造法により、本発明の洗剤ビルダー顆粒が得られるが、低温分散性を向上するた
めには、まず、工程１のＡ成分とＢ成分の混合が重要である。低温分散性の低下は、Ａ成
分が低温水中で溶解合一して水和結晶の皮膜を形成することが一原因と考えられる。そこ
で、水には不溶であり、水中分散性の高いＢ成分がＡ成分の粒子間に介在する形で顆粒中
に存在できるように両成分を混合する。そうすることで、Ａ成分の低温水中での合一を防
ぎかつ水中での再分散を向上するものと考えられる。また、工程２でのＣ成分の添加は、
Ｂ成分が吸水することで、膨潤し粘性が高まる性質を利用するためで、Ｂ成分を造粒のた
めのバインダーとして利用するために添加する。Ｂ成分のバインダー能を更に補う意味で
、添加するＣ成分に別のバインダーを溶解すると、より粒子強度の高い顆粒が形成されて
好ましい。また、添加したＣ成分の一部は、Ｂ成分だけではなく、Ａ成分にも吸収されＡ
成分の一部が水和物に変化するのにも利用される。このようにして、特許文献２や３の効
果も発現しているものと考えられる。工程３は工程２で得られた表面が湿潤した顆粒の表
面をさらさらにし、流動性が高い顆粒に改質させるために行うものであり、そのために吸
水性のある微粒子を用いるのが好ましい。吸水性のある微粒子として適したものは、Ｂ成
分であり、Ｂ成分を表面改質剤に用いることが、原料種が最小限に抑えられる観点から好
ましい。また、Ｂ成分のほか、ゼオライトも同様の効果があることから用いても良い。こ
のような表面改質剤で表面を覆うことで、Ａ成分を洗剤ビルダー顆粒中に閉じ込めること
ができ低温分散性が改善できる。
　さらに、Ａ成分を洗剤ビルダー顆粒中に閉じ込める方法として、例えば、工程ａ～ｃを
含む方法が考えられる。更に、工程ｄを繰り返す事で、Ａ成分をＢ成分できっちり閉じ込
めることができ、低温分散性が改善できる。ただし、生産能力の観点から、繰り返し回数
としては、４回以下が望ましい。
　また、Ａ成分に塩化物を用いると、Ｂ成分の水中での分散性を向上でき、低温分散性を
さらに高めることができる。
【００３８】
　本発明の洗剤ビルダー顆粒の平均粒径は、実施例に記載の測定方法で、流動性の観点か
ら、２００μｍ以上が好ましく、３００μｍ以上がより好ましく、４００μｍ以上が特に
好ましい。また、溶解性の観点から、１０００μｍ以下が好ましく、８００μｍ以下がよ
り好ましく、６００μｍ以下が特に好ましい。
【００３９】
　本発明の洗剤ビルダー顆粒のかさ密度は、実施例に記載の測定方法で、洗剤のコンパク
ト性の観点から、５００ｇ／Ｌ以上が好ましく、６００ｇ／Ｌ以上がより好ましく、８０
０ｇ／Ｌ以上が特に好ましい。また、溶解性の観点から、１５００ｇ／Ｌ以下が好ましく
、１３００ｇ／Ｌ以下がより好ましく、１２００ｇ／Ｌ以下が特に好ましい。
【００４０】
　本発明の洗剤ビルダー顆粒の低温分散性は、実施例に記載の測定方法で、５℃、３分で
I～IIが良好と判定する評価基準であり、又、５℃、５分ではI～IIIが良好と判定する評
価基準も用いることが出来る。
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【００４１】
　本発明の洗剤ビルダー顆粒の溶解率は、実施例に記載の測定方法で、７０％以上が好ま
しく、８０％以上がより好ましく、８５％以上が特に好ましい。
【００４２】
　本発明の洗剤ビルダー顆粒の用途は、特に限定されるわけではないが、衣料用洗剤、食
器用洗剤、住居用洗剤、自動車用洗剤、身体用洗剤、歯ミガキ、金属用洗剤への添加剤と
して利用することができ、特に衣料用洗剤に用いることが好ましい。
【００４３】
　本発明の洗剤組成物は、本発明の洗剤ビルダー顆粒を含有してなることを特徴とする。
洗剤組成物は、予め洗剤ビルダー顆粒を調製し、洗剤に混合することで調製され得る。
【００４４】
　洗剤ビルダー顆粒の洗剤組成物中の含有量は、洗剤の低温分散性を改善させる観点から
、５重量％以上が好ましく、１０重量％以上がより好ましい。また、洗浄性能の観点から
、７０重量％以下が好ましく６０重量％以下がより好ましい。
【００４５】
　本発明の洗剤組成物は、本発明の洗剤ビルダー顆粒以外に、通常、衣料用洗剤等に配合
される界面活性剤、ビルダー、酵素、漂白剤、再汚染防止剤、柔軟剤、還元剤（亜硫酸塩
等）、蛍光増白剤、抑泡剤（シリコーン等）、香料等が配合されたものである。
【００４６】
　本発明の洗剤ビルダー顆粒を洗剤と混合し、洗剤組成物を調製するために使用する混合
機は、本発明の洗剤ビルダー顆粒と洗剤顆粒が均一に混合することができるものであれば
種類を問わないが、例えば、水平円筒型、Ｖ型などの混合機や攪拌造粒機や転動造粒機を
用いることができる。
【実施例】
【００４７】
１．洗剤ビルダー顆粒の平均粒径
　目開き１２５μｍ、１８０μｍ、２５０μｍ、３５５μｍ、５００μｍ、７１０μｍ、
１０００μｍ、１４００μｍ、２０００μｍの９段の篩と受け皿を用いて、受け皿上に目
開きの小さな篩から順に積み重ね、最上部の２０００μｍの篩の上から１００ｇの表１の
洗剤ビルダー顆粒を添加し、蓋をしてロータップ型ふるい振とう機（HEIKO製作所製、タ
ッピング１５６回／分、ローリング：２９０回／分）に取り付け、５分間振動させたあと
、それぞれの篩及び受け皿上に残留した粒子の重量を測定し、各篩上の粒子の重量割合（
％）を算出した。受け皿から順に目開きの小さな篩上の粒子の重量割合を積算していき合
計が５０％となる粒径を平均粒径とした。
【００４８】
２．かさ密度
　表１の洗剤ビルダー顆粒のかさ密度は、JIS　K3362（みかけ密度）により測定した。
【００４９】
３．水分減少率（水分量）
　表１の洗剤ビルダー顆粒５ｇを、開始状態（２５℃、４０％ＲＨ）から赤外線水分計（
ケット科学研究所製FD-240）により２００℃に加熱し、重量が３秒間一定になるまでのト
ータルの重量減少率を水分減少率とした。
【００５０】
４．低温分散性
　松下電器産業製洗濯機「愛妻号 ＮＡ－Ｆ４２Ｙ１」のパルセータの６分割された扇状
の窪みの１つの外周の近くに表１の洗剤ビルダー顆粒、表２の洗剤、又は表２の洗剤及び
実施例３、実施例１６若しくは実施例２０の洗剤ビルダー顆粒を含む洗剤組成物の１７．
５ｇを集合状態で置き、これを崩さずに衣料１．５ｋｇを洗濯槽に投入し、表１の洗剤ビ
ルダー顆粒、表２の洗剤、又は表２の洗剤及び実施例３、実施例１６若しくは実施例２０
の洗剤ビルダー顆粒を含む洗剤組成物に直接水が当らないように１０Ｌ／ｍｉｎの流量で
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水道水２１Ｌを注水し、注水終了後に静置した。表１の洗剤ビルダー顆粒の低温分散性は
、注水開始から３分後、表２の洗剤、又は表２の洗剤及び実施例３、実施例１６若しくは
実施例２０の洗剤ビルダー顆粒を含む洗剤組成物（表３）の低温分散性は、注水開始から
３分後又は５分後、弱水流（手洗いモード）で攪拌を開始し、３分間攪拌した後に排水し
、衣料及び洗濯槽に残留する表１の洗剤ビルダー顆粒、表２の洗剤、又は表２の洗剤及び
実施例３、実施例１６若しくは実施例２０の洗剤ビルダー顆粒を含む洗剤組成物の状態を
下記の評価基準によって目視判定した。尚、本評価の攪拌力は標準よりも極めて弱く、５
℃、３分でI～IIが良好と判定する評価基準であり、５℃、５分ではI～IIIが良好と判定
する評価基準である。また、下記記載の「凝集物」とは、表１の洗剤ビルダー顆粒、表２
の洗剤、又は表２の洗剤及び実施例３、実施例１６若しくは実施例２０の洗剤ビルダー顆
粒を含む洗剤組成物が凝集した直径３ｍｍ以上の塊をいう。
〔評価基準〕
I：凝集物がない。
II：凝集物が殆どない（直径３ｍｍ程度の塊が１～５個認められる）。
III：凝集物が少量残留している（直径６ｍｍ程度の塊が認められ、直径３～１０ｍｍの
塊が１０個以下認められる）。
IV：凝集物が多量に残留している（直径６ｍｍを越える塊が多数認められる）。
【００５１】
５．溶解率
　５℃に冷却した７１．２ｍｇ　ＣａＣＯ３／Ｌに相当する１Ｌの硬水（Ｃａ／Ｍｇのモ
ル比７／３）を１Ｌビーカー（内径１０５ｍｍ、高さ１５０ｍｍの円筒型、例えば岩城硝
子社製１リットルガラスビーカー）の中に満たし、５℃の水温をウォーターバスにて一定
に保った状態で、攪拌子（長さ３５ｍｍ、直径８ｍｍ、例えば型式：ＡＤＶＡＮＴＥＣ社
製、テフロン（登録商標）丸型細型）にて水深に対する渦巻きの深さが略１／３となる回
転数（８００ｒｐｍ）で攪拌する。０．８３３３±０．００１０ｇとなるように秤量した
表１の洗剤ビルダー顆粒を攪拌下に水中に投入・分散させ攪拌を続ける。投入から６０秒
後にビーカー中の洗剤ビルダー顆粒分散液を重量既知のＪＩＳ Ｚ ８８０１（ＡＳＴＭ 
Ｎｏ．２００に相当）規定の目開き７４μｍの標準篩（直径１００ｍｍ）で濾過し、篩上
に残留した含水状態の洗剤ビルダー顆粒を篩と共に重量既知の開放容器に回収する。尚、
濾過開始から篩を回収するまでの操作時間を１０±２秒とする。回収した洗剤ビルダー顆
粒の溶残物を１０５℃に加熱した電気乾燥機にて１時間乾燥し、その後、シリカゲルを入
れたデシケーター（２５℃）内で３０分間保持して冷却する。冷却後、乾燥した洗剤ビル
ダー顆粒の溶残物と篩と回収容器の合計の重量を測定し、次式（１）によって洗剤ビルダ
ー顆粒の溶解率（％）を算出する。尚、重量の測定は精密天秤を用いて行うこととする。
溶解率（％）＝｛１－（Ｔ／Ｓ）｝×１００　（１）
Ｓ：洗剤ビルダー顆粒の投入重量（ｇ）
Ｔ：上記攪拌条件にて得られた水溶液を上記篩に供したときに、篩上の残存する洗剤ビル
ダー顆粒の溶残物の乾燥重量（ｇ）
【００５２】
６．Ｘ線回折スペクトル
　株式会社リガク製Ｘ線回折装置、RINT２５００VPCを用いて、電圧４０ｋｖ、電流１２
０ｍＡで、洗剤ビルダー顆粒の２θ＝５度～５０度までのＸ線回折スペクトルを測定した
。
【００５３】
７．SEMによる元素分析
　洗剤ビルダー顆粒を樹脂に包埋し、ウルトラミクロトーム（LEICA製）を用いて断面を
スライスした。得られた薄層切片を走査型電子顕微鏡（日立製S4800)で観察し、EDSによ
る元素分析を行った。
【００５４】
実施例１
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　インテンシブミキサー（アイリッヒ製R02-VAC）に、平均粒径２６９μｍの粒状ソーダ
灰（セントラル硝子製）を５０重量部、平均粒径１２μｍ、含水率１２重量％のベントナ
イト（ラビオッサ製DETERSOFT）を２０重量部添加し、ローター回転数１６８０ｒｐｍ、
パン回転数４５ｒｐｍで１分間混合した。次に１０重量％ポリアクリル酸ソーダ（花王（
株）社製、分子量１万）水溶液を１０重量部添加した。その後、表面改質を行うためにベ
ントナイト２６重量部をさらに添加し１分間攪拌することで、洗剤ビルダー顆粒を得た。
得られた洗剤ビルダー顆粒の物性を表１に示す。
【００５５】
実施例２
　インテンシブミキサー（アイリッヒ製R02-VAC）に、平均粒径２６９μｍの粒状ソーダ
灰（セントラル硝子製）を３５重量部、平均粒径１６５μｍのボウ硝（四国化成製）を１
５重量部、平均粒径１２μｍのベントナイト（ラビオッサ製DETERSOFT）を２０重量部添
加し、以下実施例１と同様の操作で、洗剤ビルダー顆粒を得た。得られた洗剤ビルダー顆
粒の物性を表１に示す。
【００５６】
実施例３
　粒状ソーダ灰を２５重量部、ボウ硝を２５重量部とする以外は実施例２と同様の操作で
洗剤ビルダー顆粒を得た。得られた洗剤ビルダー顆粒の物性を表１に示す。
【００５７】
　実施例３の洗剤ビルダー顆粒のＸ線回折スペクトルを図１に示す。原料のソーダ灰、ボ
ウ硝、ベントナイト以外にソーダ灰の水和結晶である炭酸ナトリウム１０水塩やセスキ炭
酸ソーダのＸ線回折パターンが認められた。
【００５８】
　また、実施例３の洗剤ビルダー顆粒のSEM－EDS分析による断面の元素分析を行った結果
（図２）、粒状ソーダ灰、ボウ硝といった水和結晶を有する及び／又は形成し得る水溶性
無機塩がベントナイトの中に海島構造を呈した状態で均一に分散して存在しており、ベン
トナイトが該水溶性無機塩の粒子の間に介在しているのが観察された。
【００５９】
実施例４
　粒状ソーダ灰を１５重量部、ボウ硝を３５重量部とする以外は実施例２と同様の操作で
洗剤ビルダー顆粒を得た。得られた洗剤ビルダー顆粒の物性を表１に示す。
【００６０】
実施例５
　粒状ソーダ灰の代わりに、ボウ硝を５０重量部添加する以外は実施例１と同様の操作で
洗剤ビルダー顆粒を得た。得られた洗剤ビルダー顆粒の物性を表１に示す。
【００６１】
実施例６
　表面改質用のベントナイト２６重量部に平均粒径５μｍのゼオライトを４重量部加えた
以外は実施例３と同様の手法で洗剤ビルダー顆粒を得た。得られた洗剤ビルダー顆粒の物
性を表１に示す。
【００６２】
実施例７
　１０重量％ポリアクリル酸水溶液の代わりに、水を使った以外は、実施例３と同様の手
法で洗剤ビルダー顆粒を得た。得られた洗剤ビルダー顆粒の物性を表１に示す。
【００６３】
実施例８
　１０重量％ポリアクリル酸水溶液の代わりに、１０重量％ケイ酸ナトリウム水溶液（日
本化学工業製JIS2号水ガラスを水で希釈したもの）を使った以外は、実施例３と同様の手
法で洗剤ビルダー顆粒を得た。得られた洗剤ビルダー顆粒の物性を表１に示す。
【００６４】
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実施例９
　１０重量％ポリアクリル酸水溶液の代わりに、１０重量％ポリエチレングリコール（三
井化学製XG-3000を水で希釈したもの）を使った以外は、実施例３と同様の手法で洗剤ビ
ルダー顆粒を得た。得られた洗剤ビルダー顆粒の物性を表１に示す。
【００６５】
実施例１０
　粒状ソーダ灰を３０重量部、ボウ硝を３０重量部、総ベントナイト量を３０重量部（う
ち２５重量部は改質用）とし、１０重量％ポリアクリル酸水溶液の代わりに水を使った以
外は実施例３と同様の操作で洗剤ビルダー顆粒を得た。得られた洗剤ビルダー顆粒の物性
を表１に示す。
【００６６】
実施例１１
　実施例３で得られた洗剤ビルダー顆粒を水分減少率が表１に示される値になるまで（１
０分）、６０℃の電気乾燥機で乾燥した。水分減少率は前記の通り水分計で測定したが、
本実施例では、６０℃の電気乾燥機中に水分量が約１２重量％の顆粒を仕込んで、適当な
時間にサンプリングして、水分計で水分減少率をチェックするという手法で所望の水分減
少率の顆粒が得られる乾燥時間を決定し、その乾燥時間の間実施例３の洗剤ビルダー顆粒
を乾燥して得られた洗剤ビルダー顆粒を本実施例の洗剤ビルダー顆粒とした。得られた洗
剤ビルダー顆粒の物性を表１に示す。以下、実施例１２～１８並びに比較例１、２、６、
及び７についても同様に行った。尚、２００℃で加熱し、６０分間保持した場合の水分量
は０であった。実施例１９～２１については、後述の１００℃の流動層を用いて、同様の
手順により洗剤ビルダー顆粒の水分減少率を決定した。
【００６７】
実施例１２
　実施例３で得られた洗剤ビルダー顆粒を水分減少率が表１に示される値になるまで（２
０分）、６０℃の電気乾燥機で乾燥した。得られた洗剤ビルダー顆粒の物性を表１に示す
。
【００６８】
実施例１３
　実施例５で得られた洗剤ビルダー顆粒を水分減少率が表１に示される値になるまで（２
０分）、６０℃の電気乾燥機で乾燥した。得られた洗剤ビルダー顆粒の物性を表１に示す
。
【００６９】
実施例１４
　インテンシブミキサー（アイリッヒ製R02-VAC）に、平均粒径２６９μｍの粒状ソーダ
灰を３６重量部、平均粒径１６５μｍのボウ硝を３６重量部、平均粒径１２μｍ、含水率
１２重量％のベントナイトを1０重量部添加し、ローター回転数１６８０ｒｐｍ、パン回
転数４５ｒｐｍで１分間混合した。次に１０重量％ポリアクリル酸ソーダ水溶液を１０重
量部添加した。その後、表面改質を行うためにベントナイト１４重量部をさらに添加し１
分間攪拌した。得られた顆粒を６０℃の電気乾燥機で乾燥し、水分減少率が表１に示され
る値になるまで（１０分）乾燥し、洗剤ビルダー顆粒を得た。得られた洗剤ビルダー顆粒
の物性を表１に示す。
【００７０】
実施例１５
　インテンシブミキサー（アイリッヒ製R02-VAC）に、平均粒径１６５μｍのボウ硝を４
７重量部、平均粒径３６０μｍの食塩（ナイカイ塩業製ナクルN）を５重量部、平均粒径
１２μｍ、含水率１２重量％のベントナイトを1０重量部添加し、ローター回転数１６８
０ｒｐｍ、パン回転数４５ｒｐｍで１分間混合した。次に１０重量％ポリアクリル酸ソー
ダ水溶液を１０重量部添加した。その後、表面改質を行うためにベントナイト３７重量部
をさらに添加し１分間攪拌した。得られた顆粒を６０℃の電気乾燥機で乾燥し、水分減少
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率が表１に示される値になるまで（２０分）乾燥し、洗剤ビルダー顆粒を得た。得られた
洗剤ビルダー顆粒の物性を表１に示す。
【００７１】
実施例１６
　ボウ硝を３１重量部、食塩を２１重量部とした以外は、実施例１５と同様の操作で洗剤
ビルダー顆粒を得た。得られた洗剤ビルダー顆粒の物性を表１に示す。
【００７２】
実施例１７
　１０重量％ポリアクリル酸ソーダ水溶液の代わりに１０重量％ケイ酸ナトリウム水溶液
１３重量部添加する以外は実施例１６と同様の操作で洗剤ビルダー顆粒を得た。得られた
洗剤ビルダー顆粒の物性を表１に示す。
【００７３】
実施例１８
　インテンシブミキサー（アイリッヒ製R02-VAC）に、平均粒径３６０μｍの食塩を５２
重量部、平均粒径１２μｍ、含水率１２重量％のベントナイトを1０重量部添加し、ロー
ター回転数１６８０ｒｐｍ、パン回転数４５ｒｐｍで１分間混合した。次に１０重量％ケ
イ酸ナトリウム水溶液を９重量部添加した。その後、表面改質を行うためにベントナイト
３７重量部をさらに添加し１分間攪拌した。得られた顆粒を６０℃の電気乾燥機で乾燥し
、水分減少率が表１に示される値になるまで（２０分）乾燥し、洗剤ビルダー顆粒を得た
。得られた洗剤ビルダー顆粒の物性を表１に示す。
【００７４】
実施例１９
　インテンシブミキサー（アイリッヒ製R02-VAC）に、平均粒径１６５μｍのボウ硝を５
０重量部、平均粒径２０μｍ、含水率８重量％のベントナイトを１０重量部添加し、ロー
ター回転数１６８０ｒｐｍ、パン回転数４５ｒｐｍで１分間混合した。次に１０重量％ポ
リアクリル酸ソーダ水溶液を5重量部添加した後、造粒を行う為、１分間攪拌した。次に
コーティングを行うためにベントナイト１２重量部を添加し１分間攪拌した。次に１０重
量％ポリアクリル酸ソーダ水溶液を3重量部添加し、造粒を行う為、１分間攪拌した。次
に２回目のコーティングを行うためにベントナイト１２重量部をさらに添加し１分間攪拌
した。次に１０重量％ポリアクリル酸ソーダ水溶液を3重量部添加し、造粒を行う為、１
分間攪拌した。次に3回目のコーティングを行うためにベントナイト１２重量部添加し１
分間攪拌し、最後に表面コーティングしたベントナイトをしっかりと顆粒上に着ける為に
、１０重量％ポリアクリル酸ソーダ水溶液を４重量部添加し、4分間攪拌した。得られた
顆粒を１００℃の流動層（スリットフローFBS-1：大川原製作所製）で乾燥し、水分減少
率が表1に示される値になるまで（4分）乾燥した。次に得られた洗剤ビルダー顆粒を1180
μmの篩にて分級（ジャイロシフター、（株）徳寿工作所製）し、オーバーサイズ（1180
μm以上の顆粒）は粉砕機（フィッツミル、ホソカワミクロン（株）製）にて粉砕し、118
0μmの篩のパス品と混合後、洗剤ビルダー顆粒を得た。得られた洗剤ビルダー顆粒の物性
を表1に示す。
【００７５】
実施例２０
　　インテンシブミキサー（アイリッヒ製R02-VAC）に、平均粒径１６５μｍのボウ硝を
５０重量部、平均粒径２０μｍ、含水率８重量％のベントナイトを１０重量部添加し、ロ
ーター回転数３３００ｒｐｍ、パン回転数４５ｒｐｍで１分間混合した。次に４０重量％
ポリアクリル酸ソーダ水溶液を５重量部添加した後、造粒を行う為、１分間攪拌した。次
にコーティングを行うためにベントナイト１２重量部を添加し、ローター回転数１６５０
ｒｐｍ、パン回転数４５ｒｐｍで１分間攪拌した。次に４０重量％ポリアクリル酸ソーダ
水溶液を3重量部添加し、造粒を行う為、１分間攪拌した。次に２回目のコーティングを
行うためにベントナイト１２重量部をさらに添加し１分間攪拌した。次に４０重量％ポリ
アクリル酸ソーダ水溶液を3重量部添加し、造粒を行う為、１分間攪拌した。次に3回目の
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コーティングを行うためにベントナイト１２重量部添加し１分間攪拌し、最後に表面コー
ティングしたベントナイトをしっかりと顆粒上に着ける為に、４０重量％ポリアクリル酸
ソーダ水溶液を３重量部添加し、３分間攪拌した。得られた顆粒を１００℃の流動層（ス
リットフローFBS-1：大川原製作所製）で乾燥し、水分減少率が表1に示される値になるま
で（4分）乾燥した。次に得られた洗剤ビルダー顆粒を1180μmの篩にて分級（ジャイロシ
フター、（株）徳寿工作所製）し、オーバーサイズ（1180μm以上の顆粒）は粉砕機（フ
ィッツミル、ホソカワミクロン（株）製）にて粉砕し、1180μmの篩のパス品と混合後、
洗剤ビルダー顆粒を得た。得られた洗剤ビルダー顆粒の物性を表1に示す。
【００７６】
実施例２１
　インテンシブミキサー（アイリッヒ製R02-VAC）に、平均粒径１６５μｍのボウ硝を４
５重量部、平均粒径３６０μｍの食塩を７重量部、平均粒径２０μｍ、含水率８重量％の
ベントナイトを１０重量部添加し、ローター回転数３３００ｒｐｍ、パン回転数４５ｒｐ
ｍで１分間混合した。次に１０重量％ポリアクリル酸ソーダ水溶液を４重量部添加した後
、造粒を行う為、１分間攪拌した。次にコーティングを行うためにベントナイト１２重量
部を添加し１分間攪拌した。次に１０重量％ポリアクリル酸ソーダ水溶液を２重量部添加
し、造粒を行う為、１分間攪拌した。次に２回目のコーティングを行うためにベントナイ
ト１２重量部をさらに添加し１分間攪拌した。次に１０重量％ポリアクリル酸ソーダ水溶
液を２重量部添加し、造粒を行う為、１分間攪拌した。次に3回目のコーティングを行う
ためにベントナイト１２重量部添加し１分間攪拌し、最後に表面コーティングしたベント
ナイトをしっかりと顆粒上に着ける為に、１０重量％ポリアクリル酸ソーダ水溶液を2重
量部添加し、３分間攪拌した。得られた顆粒を１００℃の流動層（スリットフローFBS-1
：大川原製作所製）で乾燥し、水分減少率が表1に示される値になるまで（4分）乾燥した
。次に得られた洗剤ビルダー顆粒を1180μmの篩にて分級（ジャイロシフター、（株）徳
寿工作所製）し、オーバーサイズ（1180μm以上の顆粒）は粉砕機（フィッツミル、ホソ
カワミクロン（株）製）にて粉砕し、1180μmの篩のパス品と混合後、洗剤ビルダー顆粒
を得た。得られた洗剤ビルダー顆粒の物性を表1に示す。
【００７７】
比較例１
　実施例３で得られた洗剤ビルダー顆粒を水分減少率が表１に示される値になるまで（５
分）、２００℃の電気乾燥機で乾燥した。得られた洗剤ビルダー顆粒の物性を表１に示す
。
【００７８】
比較例２
　実施例５で得られた洗剤ビルダー顆粒を水分減少率が表１に示される値になるまで（５
分）、２００℃の電気乾燥機で乾燥した。得られた洗剤ビルダー顆粒の物性を表１に示す
。
【００７９】
比較例３
　ソーダ灰３重量部、ベントナイト９７重量部（うち２３重量部は改質用）とした以外は
実施例７と同様の手法で洗剤ビルダー顆粒を得た。得られた洗剤ビルダー顆粒の物性を表
１に示す。
【００８０】
比較例４
　インテンシブミキサー（アイリッヒ製R02-VAC）に平均粒径２６９μｍの粒状ソーダ灰
（セントラル硝子製）を２５重量部、平均粒径１６５μｍのボウ硝（四国化成製）を２５
重量部添加し、ベントナイトを用いずに、水１０重量部を添加して造粒を行い洗剤ビルダ
ー顆粒を得た。得られた洗剤ビルダー顆粒の物性を表１に示す。
【００８１】
比較例５
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　インテンシブミキサー（アイリッヒ製R02-VAC）に平均粒径２６９μｍの粒状ソーダ灰
（セントラル硝子製）を５０重量部添加し、水１０重量部を添加して造粒を行い洗剤ビル
ダー顆粒を得た。得られた洗剤ビルダー顆粒の物性を表１に示す。
【００８２】
比較例６
　インテンシブミキサー（アイリッヒ製R02-VAC）に、平均粒径２６９μｍの粒状ソーダ
灰を５重量部、平均粒径１６５μｍのボウ硝を５重量部、平均粒径１２μｍ、含水率１２
重量％のベントナイトを６４重量部添加し、ローター回転数１６８０ｒｐｍ、パン回転数
４５ｒｐｍで１分間混合した。次に１０重量％ポリアクリル酸ソーダ水溶液を１０重量部
添加した。その後、表面改質を行うためにベントナイト２６重量部をさらに添加し１分間
攪拌した。得られた顆粒を６０℃の電気乾燥機で乾燥し、水分減少率が表１に示される値
になるまで（2０分）乾燥し、洗剤ビルダー顆粒を得た。得られた洗剤ビルダー顆粒の物
性を表１に示す。
【００８３】
比較例７
　インテンシブミキサー（アイリッヒ製R02-VAC）に、平均粒径２６９μｍの粒状ソーダ
灰を１３重量部、平均粒径１６５μｍのボウ硝を１３重量部、平均粒径１２μｍ、含水率
１２重量％のベントナイトを４８重量部添加し、ローター回転数１６８０ｒｐｍ、パン回
転数４５ｒｐｍで１分間混合した。次に１０重量％ポリアクリル酸ソーダ水溶液を１０重
量部添加した。その後、表面改質を行うためにベントナイト２６重量部をさらに添加し１
分間攪拌した。得られた顆粒を６０℃の電気乾燥機で乾燥し、水分減少率が表１に示され
る値になるまで（2０分）乾燥し、洗剤ビルダー顆粒を得た。得られた洗剤ビルダー顆粒
の物性を表１に示す。
【００８４】
試験例１
　実施例１～２１及び比較例１～７の洗剤ビルダー顆粒の５℃、３分での低温分散性を試
験した。その結果を表１に示す。実施例１～２１の洗剤ビルダー顆粒は、比較例１～５に
比べて、５℃、３分で良好な低温分散性を示した。比較例６及び７の洗剤ビルダー顆粒は
、５℃、３分での低温分散性は、IIであったが、溶解率が８０％未満という低い値であっ
た。実施例１２と比較例１の比較及び実施例１３と比較例２の比較より、水分減少率約３
重量％を境に、水分減少率が高い場合低温分散性が良好であり、低い場合低温分散性が好
ましくないことが明らかになった。
【００８５】
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【表１】

 
【００８６】
試験例２
　表２に示す組成の洗剤８０重量部に実施例３、実施例１６、実施例２０で得られた洗剤
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ビルダー顆粒２０重量部を混合した。洗剤のみの低温分散性と洗剤ビルダー顆粒を混合し
たもの３種の低温分散性を表３に示す。
【００８７】
【表２】

 
【００８８】
【表３】

 
【００８９】
　表３に示されるように、洗剤及び洗剤ビルダー顆粒を含む洗剤組成物は全て、洗剤のみ
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の場合に比較して、５℃、３分及び５℃、５分の両方の条件で良好な低温分散性を示した
。
【産業上の利用可能性】
【００９０】
　本発明により、冷水での分散性に優れる、衣料洗剤用の洗剤ビルダー顆粒及びそれを含
有する洗剤組成物を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】図１は、実施例３によって得られた洗剤ビルダー顆粒のＸ線回折スペクトルを示
す。
【図２】図２は、実施例３によって得られた洗剤ビルダー顆粒のＳＥＭ－ＥＤＳ分析によ
る断面の元素分析の結果を示す。左図は、ＥＤＳによる元素分析前の断面を示し、右図は
、元素分析後の断面を示す。

【図１】 【図２】
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