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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多使用布地コンディショニングブロック１であって、
　（ａ）少なくとも１つのくぼみ部５を含む第一の側３と、
　（ｂ）布地コンディショニング成分を含む布地コンディショニング組成物と、キャリア
構成成分とを含んでなり、
　前記ブロック１が、動作可能に乾燥機の内部表面に接続可能であり、
　多使用とは少なくとも１０乾燥サイクルである、多使用布地コンディショニングブロッ
ク１。
【請求項２】
　前記第一の側３が、突出部７を含む、請求項１に記載のブロック。
【請求項３】
　前記第一の側３が、
（ａ）前記断面図の外形経路１７であって、外形経路１７が、起点１１、終点１３、及び
起点１１と終点１３の間の複数個の逐次点６を含むものと、
（ｂ）起点１１で始まり終点１３で終わる各逐次点６での接線２であって、外形経路１７
の前記接線２が回転方向を含み、前記回転方向が少なくとも一度変わり、それにより前記
くぼみ部５又は前記突出部７を示すものとを含む少なくとも１つの断面図を含む、請求項
１に記載のブロック。
【請求項４】
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　回転方向が、少なくとも２度変わる、請求項３に記載のブロック。
【請求項５】
　前記くぼみ部が、ブロックの厚みの約９０％までの深さを有する、請求項１～３に記載
のブロック。
【請求項６】
　前記くぼみ部５が、約１ｍｍ～約２０ｍｍの深さを有する、請求項１～５に記載のブロ
ック。
【請求項７】
　前記突起部７が、約１ｍｍ～約２０ｍｍの高さを有する、請求項１に記載のブロック。
【請求項８】
　前記くぼみ部５及び／又は前期突起部７が型を用いて成形され、前記くぼみ部５が前記
第一の側に刻み込まれ、型押しされ、又は押印される、請求項１に記載のブロック。
【請求項９】
　前記くぼみ部５及び／又は突起部７が集合的に表示物を含み、前記表示物が、語、句、
文字、特徴、商標名、会社名、会社のロゴ又は記号、記述、ロゴ、アイコン、香料名、デ
ザイン、デザイナー名、会社名、会社のロゴ、記号、モチーフ、記章、図、マーク、シグ
ナル、外見、形状、広告、又はこれらの組み合わせから選択される、請求項１又は８に記
載のブロック。
【請求項１０】
　前記布地コンディショニング組成物が、
　（ａ）前記香料成分の少なくとも約２５重量％の約２４０℃以上の沸点を有する香料成
分を含む低揮発性香料組成物、
　（ｂ）香料キャリアとカプセル化香料組成物を含む香料マイクロカプセル、
　（ｃ）前駆香料、
　（ｄ）低臭気検出閾値香料成分、及び
　（ｅ）これらの混合物の少なくとも１つを含む香料成分を更に含む、請求項１～９に記
載のブロック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、改良された多使用布地コンディショニングブロック、及びそれを使用し、製
造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　乾燥機投入布地コンディショニング製品は、リンス投入布地コンディショニング製品と
比べて、よりよい利便を消費者に提供するのは、乾燥機投入布地コンディショニング製品
が、消費者がリンスサイクルの始めに居合わさなければならない要件をなしですませられ
るからである。
【０００３】
　乾燥機投入布地コンディショニング製品には主に２つのタイプ、すなわち一回使用製品
と多使用製品とがある。最も一般的には布地コンディショニング活性物質組成物がコーテ
ィングされたシート形状である一回使用製品では、乾燥サイクルの始めに、一回用のシー
トをぬれた状態の洗濯物が入っている全自動衣類乾燥機に投入することが必要である。こ
のタイプの製品の例がＧａｉｓｅｒの米国特許第３，４４２，６９２号、及びＭｏｒｔｏ
ｎらの米国特許第３，６８６，０２５号に開示されている。
【０００４】
　多使用布地コンディショニング製品が、乾燥機の内部に配置され、布地コンディショニ
ング活性物質を連続洗濯に放出する。各多使用製品は、数サイクル～約５０サイクル以上
の多くの乾燥サイクルを続ける。こうして、一回使用製品よりも、消費者により良い利便
を提供する。前記製品は、全自動衣類乾燥機に投入され、ぬれた状態の洗濯物と一緒に混
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転する取り付けられない物品か、又は自動乾燥機ドラムの内部に取り外し可能に取り付け
られる物品のどちらでもよい。取り付けられない多使用布地コンディショニング物品の例
が１９７２年７月１１日発行のＨｅｗｉｔｔらの米国特許３，６７６，１９９号に開示さ
れている。
【０００５】
　別の形式の多使用製品は、自動衣類乾燥機の内部に取り付けられ、布地コンディショニ
ング活性物質を連続洗濯に分与するディスペンサーを含む。前記ディスペンサーは、透過
性の表面を有することができ、例えば、両方ともＭｉｚｕｎｏらの１９７６年６月２９日
発行の米国特許第３，９６７，００８号並びに１９７７年１月２５日発行の米国特許第４
，００４，６８５号、及び１９７９年４月１７日発行のＭｏｒｇａｎｓｏｎらの米国特許
第４，１４９，９７７号で開示されているような前記衣類乾燥機の操作温度で軟化可能な
布地コンディショニングブロックを包含する。好ましいタイプの多使用製品は透過性の表
面に覆われていないコンディショニング活性物質を有するが、コンディショニング活性物
質は、その代わり暴露され布地に移転される。１９７２年１０月３日発行の米国特許第３
，６９６，０３４号、２００３年１０月１６日公開のＧｒｉｅｓｅらの米国特許出願第２
００３／０１９２１９７Ａ１号、及び２００３年１０月１６日公開のＬｅｎｔｓｃｈらの
米国特許出願第２００３／０１９５１３０Ａ１号で開示されているように、製品は乾燥機
の内部に取り付けられる。室温で固体の柔軟剤活性物質は、米国特許出願第２００３／０
１９２１９７号、及び２００３／０１９５１３０Ａ１で開示されているように、衣類乾燥
機の操作温度を超える温度でのみで軟化する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　当該技術分野において開示された多使用乾燥機投入コンディショニング製品が向上した
利便を提供できるとはいえ、製品にはいくつかの性能の問題がある。１つの継続している
問題には、製品が使用されたサイクル数の関数のように布地に放出される変動するコンデ
ィショニング活性物質の量がある。例えば、米国特許第４，１４９，９７７号では分与速
度又は消費速度（Ｃｏｌ．６‐８）を制御する必要性を論じている。１９７９年４月１７
日発行のＭｏｒｇａｎｓｏｎらの米国特許第４，１４９，９７７号に開示されているよう
に、分与速度を調節するために使用できる１つの手段は、適切なコンディショニング組成
物を選択することである。米国特許出願第２００３／０１９２１９７号は、製品が大部分
の活性物質をより初期の乾燥サイクルで放出すること、及び製品の形状が製品の分与速度
に影響を及ぼすことを開示している（図２０、及びセクション［００５９］～［００６１
］）。角張った端を有する柔軟剤ブロックを備える製品が、丸みをつけた端を有する柔軟
剤ブロックを備える製品よりも、初期の乾燥サイクルでより多くのコンディショニング活
性物質を分与することを開示しており、従って、丸みをつけた端を備えた製品は、例え初
期サイクルと後サイクルの間で相違がなお大幅であったとしても、サイクルからサイクル
へより好ましくより均一な分与を提供する。
【０００７】
　多使用布地コンディショニングブロックのサイクルからサイクルへの布地コンディショ
ニング活性物質放出速度の更なる改良要求が依然としてある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の１つの態様は、（ａ）少なくとも１つのくぼみ部又は突出部を含む第一の側と
、（ｂ）（１）布地コンディショニング成分、（２）キャリア成分、及び所望により（３
）香料成分を含む布地コンディショニング組成物とを含む多使用布地コンディショニング
ブロックを提供することにある。
【０００９】
　本発明の別の態様は、前記布地を本発明の第一の態様による多使用布地コンディショニ
ングブロックと接触する工程を含む布地を柔軟にする方法を提供する。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　図面は、単に好ましい実施形態を説明する目的のためのものであって、本発明を限定す
ると解釈すべきではない。
【００１１】
　本明細書において、「くぼみ部」は、最も広い意味において使用され、任意の凹所、切
欠き、溝、ディンプル、傾斜した若しくはＶ字切り口、谷、凹面、ポケット、又は多使用
布地コンディショニングブロックの第一の側の凹地を指す。ブロックの第一の側は、通常
はユーザーに見え、通常は洗濯物を乾燥時洗濯物と接触するブロックの表面である。
【００１２】
　「布地コンディショニングブロック」又は「布地コンディショニングバー」は、本明細
書において最も広い意味に使用され、任意の固体形状、チャンク、スラブ、ウエッジ、塊
等を指し、全自動衣類乾燥機の操作温度で固体である布地コンディショニング組成物を含
み、前記組成物は約９０℃より大きい融点を示す。
【００１３】
　「布地コンディショニング組成物」は、布地コンディショニング成分、キャリア成分、
及び所望によるが好ましくは香料成分を含む組成物を意味し、前記組成物は約９０℃より
大きい融点を示す。布地コンディショニング成分は、布地コンディショニング活性物質を
含み、布地柔軟又は帯電防止のような布地コンディショニング特性を洗濯物に付与する。
本発明により使用可能な布地コンディショニング活性物質の一般類型は、第四級アンモニ
ウム化合物、あるいは第四級アンモニウム化合物と希釈液、例えば、界面活性剤と呼ばれ
てもよい。キャリア成分は、布地コンディショニング成分と混合し、乾燥操作時の融解に
より布地コンディショニング成分が洗濯物へ移動するのに逆らう役割をする。
【００１４】
　用語「多使用」は、布地コンディショニングブロックの交換が必要となる前に、洗濯物
を乾かすため少なくとも２サイクル、好ましくは少なくとも約１０サイクル、より好まし
くは少なくとも約２０サイクル、更により好ましくは少なくとも約３０サイクル、その上
更により好ましくは少なくとも約４０サイクル、再び更により好ましくは少なくとも約５
０サイクル、あるいは少なくとも約６０サイクルの間、望ましい量の布地コンディショニ
ング組成物を洗濯物に放出するため、布地コンディショニングブロックが使用できること
を意味する。
【００１５】
　「突出部」は、本明細書において最も広い意味に使用され、任意の投射、突出、隆起、
突起、浮き彫り、ふくらみ、浮き出し、凸状、隆起部、又は多使用布地コンディショニン
グブロックの第一の側のエクスクレチャー（excurature）を指す。本明細書で使用する時
、本発明の目的のため、「突出部」には、ブロックの第一の表面の全体にわたるドーム形
状を含めない。 
　本発明の目的のため、用語「くぼみ部」及び「突出部」には、多使用布地コンディショ
ニングブロック製造プロセスにおける不定期に起きる欠陥から作られたこれらの領域や先
行技術の組成物は含まれない。製造プロセスにおけるこれら偶発的な欠陥には、ブロック
の生産、包装、及び／又はハンドリングに伴うものが含まれてよく、溶融組成物固化時等
の、例えば、布地コンディショニングブロックの収縮に起因する、例えば、裂け目、欠け
、破れ泡、波紋を含むことができる。多使用布地コンディショニング組成物が成形される
本発明の実施形態において、本発明のそのようなくぼみ部及び／又は突出部は成形にはっ
きり表れるであろう。
【００１６】
　本発明のくぼみ部及び／又は突出部は、曲げたり、傾斜させたり及び／又は斜角をつけ
たりすることができ、滑らかであってよく及び／又は刻み状のパターンを有する。
【００１７】
　くぼみ部は、くぼみ深さを有することができる。くぼみ深さは、底点から頂点まで測定
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される。底点はくぼみ部のなかで最も深い点であり、一方、頂点はくぼみ部の最も高い点
である。底点と頂点の高さ差がくぼみ部深さである。くぼみ部深さは、約１ｍｍ～約２０
ｍｍ、好ましくは約２ｍｍ～約１５ｍｍ、更に好ましくは約３ｍｍ～約１０ｍｍである。
くぼみ部深さは基底に対して垂直に測定でき、又はブロックの断面図で測定できる。ある
いは、くぼみ部は、ブロックの最大厚みを基準として厚さ百分率を有することができ、基
底に対して垂直に測定でき、又はブロックの断面図を使用し測定できる。くぼみ部は、ブ
ロックの最大厚みの、又はブロックの断面図で、約９０％まで、約８０％まで、約７０％
まで、約６０％まで、約５０％までの深さを有することができる。最後に、くぼみ部は容
積を有してもよく、その容積はブロックの合計容積の約１％～約５０％、好ましくは約２
％～約４０％、更に好ましくは約３％～約３０％であり、ブロックの前記合計容積は、ブ
ロックの基底である第一の側と第二の側間の空間として定義される。容積は、当該技術分
野において既知の方法の何れか１つにより得ることができる。
【００１８】
　同様に、突出部は、突出高さを保持することができる。突出高さは、底点から頂点まで
が測定される。底点は突出部の基底で最も低い点であり、一方、頂点は突出部の最も高い
点である。底点と頂点間の高さの差が突出部高さである。突出部は、約１ｍｍ～約２０ｍ
ｍ、好ましくは約２ｍｍ～約１５ｍｍ、より好ましくは約３ｍｍ～約１０ｍｍの突出部高
さを有することができる。
【００１９】
　くぼみ部及び／又は突出部は、ブロック製作の一部として型を使用し成形してもよい。
くぼみ部はまた、既に成形したブロックの表面上に、又は型で成形する他のくぼみ部及び
／若しくは突出部と組合せて、ホット又はコールド法を用いて、刻み込まれ、型押され、
又は押印されてもよい。
【００２０】
　いかなる理論にも束縛されるものではないが、本発明の多使用布地コンディショニング
ブロックの第一の側のくぼみ部及び／又は突出部は、乾燥機中で混転している乾燥用洗濯
物と接触する新しいブロックの表面積を減少させると考えられている。連続乾燥サイクル
で布地コンディショニング組成物がブロックからすり減らされるにつれ、布地コンディシ
ョニングブロックの接触表面積は、サイクル数とともに増加でき、又は少なくとも第一の
側の表面積全体の全体的な減少を埋め合わせることができる。これには、多使用布地コン
ディショニングブロックの乾燥サイクルから乾燥サイクルへ、布地コンディショニング組
成物の放出速度を調節する効果がある。
【００２１】
　本発明のくぼみ部及び／又は突出部は、鋭くとがった端、又は滑らかな端を含む可能性
がある。一実施形態において、くぼみ部及び／又は突出部は、幾何学的なデザイン及び／
又は形状を含む。別の実施形態において、くぼみ部及び／又は突出部は、集合的に表示物
を含み、ブロックの視覚審美性を向上する。好ましい実施形態において、表示物は、語、
句、文字、特徴、商標名、会社名、会社のロゴ又は記号、記述、ロゴ、アイコン、香料名
、デザイン、デザイナー名、会社名、会社ロゴ、記号、モチーフ、記章、図、マーク、シ
グナル、外見、形状、広告、又はこれらの組み合わせを含む。好ましい実施形態において
、表示物は、語、句、文字、特徴、商標名、会社名、香料名、記述、又はこれらの組み合
わせを含み、前記表示物は、好ましくは１言語よりも１以上の言語が使用される。代替的
な実施形態において、くぼみ部及び／又は突出部は、集合的にブロックの第一の側の波、
又は正弦波位相を含む。 
　別の実施形態において、多使用布地コンディショニングブロックは、第一の側を含み、
前記第一の側が（ａ）断面図の外形経路であって、外形経路が、起点、終点、及び起点と
終点の間の複数個の逐次点を含むものと、（ｂ）起点で始まり終点で終わる各逐次点での
接線であって、外形経路の接線が回転方向を含み、回転方向が少なくとも一度、好ましく
は少なくとも二度、あるいは少なくとも三度、あるいは少なくとも四度変わり、くぼみ部
又は突出部を示すものと、を含む少なくとも１つの断面図を含む。起点及び終点は同じ位
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置でもまた異なる位置でもよい。本明細書で使用する時、「断面図」は、例えば、ｘ、ｙ
、ｚ空間を通った、ブロックの第一の側を含む、いずれか１つの断面図であってよい。断
面図には、ｘ平面、ｙ平面、ｚ平面、又は、ｘ、ｙ若しくはｚ要素の２つ以上を含む平面
が含まれてもよい。断面図は、経度、緯度、垂直、横断でも、又は斜めでもよい。
【００２２】
　更に別の実施形態において、多使用布地コンディショニングブロックは第一の側を含み
、第一の側は前記断面図の外形経路を含む少なくとも１つの断面図を含み、外形経路は少
なくとも１つの凹部と少なくとも１つの凸部を含む。
【００２３】
　用語「凹部」 及び 「凸部」は刻み状パターンを取り囲むように意図されている。
【００２４】
　図面
　図１は、本発明の多使用布地コンディショニングブロック１の第一の実施形態の平面図
である。平面図は、くぼみ部５を有するブロック１の第一の側３である。Ｔ軸線１－１は
、くぼみ部５の中央を長手方向に通り抜ける。 
　図２は、くぼみ部５を含むブロック１の第一の側３を有する図１の実施形態の図１の軸
線１－１に沿った長手方向断面図である。断面図の外形経路１７は、起点１１で始まり終
点１３で終わり、その間に複数個の逐次点６ａ－６ｅを有する。図１の複数個の逐次点６
ａ－６ｅは実例目的で作るために描かれたものではないが、逐次点６ａ－６ｅは、最適な
解像度のため、約０．５ｍｍ以下の間隔を置いて理想的に配置されている。接線２は、起
点１１で始まり、終点１３で終わり、回転方向を含む各逐次点６で存在する。回転の方向
は、とりわけくぼみ部若しくは突出部がある場合、起点１１及び終点１３の位置、又は断
面図の種類によって、時計回りと反時計回りのどちらでもよい。起点１１が図２の左側に
あると仮定すると、逐次点６ａ及び６ｂで、接線２ａ及び２ｂは、それぞれ、時計回りの
方向で逐次回転する。しかし、逐次点６ｂはまた、変曲１５ａの最初の点である。変曲点
は、接線が回転方向を変える外形経路１７に沿った点である。したがって、逐次点６ｂ、
６ｃ、及び６ｄでの接線２ｂ、２ｃ、及び２ｄは、それぞれ、反時計回りの方向の回転を
有する。逐次点６ｄはまた変曲１５の二番目の点である。そのように、逐次点６ｄ及び６
ｅでの接点２ｄ及び２ｅは、それぞれ、時計回り方向の回転を有する。最後に、ブロック
キャリア２７の略図が、動作可能にブロック３の基底である第二の側３１に接続される。
【００２５】
　図３は、本発明の第２の実施形態の２つのくぼみ部分、５ａ及び５ｂを有するブロック
１の第一の側３の平面図である。軸線３－３は、くぼみ部分５ａ及び５ｂの中心を長手方
向に通り抜ける。
【００２６】
　図４は、外形経路１７とくぼみ部分５ａ及び５ｂを含むブロック１の第一の側３を有す
る図３の実施形態の図３の軸線３－３に沿った長手方向断面図である。外形経路１７は、
その間に複数個の逐次点（図示せず）を有する起点１１及び終点１３を含む。接線（図示
せず）は、起点１１で始まり、終点１３で終わり、回転方向を含む各逐次点で存在する。
起点１１で始まると、外形経路１７に沿う接線は最初の変曲点１５ａに到達するまでは時
計回りの方向に回転し、そこで接線は回転方向を反時計回りの方向に変える。その後、第
二の変曲点１５ｂに到達すると、接線は、第三の変曲点１５ｃに到達するまで回転方向を
時計回りの方向に変え、そこで、接線は再び回転方向を反時計回りの方向に変える。最後
に、第四の及び最後の変曲点１５ｄに到達すると、接線は回転方向をもう一度時計回りの
方向に変える。少なくとも１つの突出部７がまた示される。
【００２７】
　図５は、発明の第三の実施形態の突出部７ａ及び７ｂとくぼみ部５とを有するブロック
１の第一の側３の平面図である。軸線５－５は、突出部７ａ、７ｂ及びくぼみ部５の中心
を長手方向に通り抜ける。
【００２８】
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　図６は、外形経路１７と、突出部７ａ、７ｂ、及びくぼみ部５を含むブロック１の第一
の側３を有する図５の実施形態の図５の軸線５－５に沿った長手方向断面図である。外形
経路１７は、その間に複数個の逐次点（図示せず）を有する起点１１及び終点１３を含む
。接線（図示せず）は、起点１１で始まり、終点１３で終わり、回転方向を含む各逐次点
で存在する。起点１１で始まると、外形経路１７に沿った接線は最初の変曲点１５ａに到
達するまでは時計回りの方向に回転し、そこで接線は回転方向を反時計回りの方向に変え
る。その後、第二の及び最後の変曲点１５ｂに到達すると、接線は、回転方向を逆にし再
び時計回りにする。
【００２９】
　図７は、本発明の別の実施形態のブロック１の第一の側３の側面図である。軸線７－７
は、ブロック１を水平に長手方向に通り抜ける。
【００３０】
　図８は、外形経路１７と、少なくとも２つの突出部７ａ及び７ｂと、２つのくぼみ部５
ａ及び５ｂを含むブロック１の第一の側３を有する図７の実施形態の図７の軸線７－７に
沿った横断面図である。外形経路１７は、その間に複数個の逐次点（図示せず）を有する
、起点及び終点が同じ点を占める起点１１及び終点１３を含む。接線（図示せず）は、起
点１１で始まり、終点１３で終わり、回転方向を含む、各逐次点で存在する。起点１１で
始まると、外形経路１７に沿った接線は最初の変曲点１５ａに到達するまでは時計回りの
方向に回転し、そこで接線は回転方向を反時計回りの方向に変える。その後、第二の変曲
点１５ｂに到達すると、接線は、第三の変曲点１５ｃに到達するまで回転方向を時計回り
の方向に変え、そこで、接線は再び回転方向を反時計回りの方向に変える。最後に、第四
の及び最後の変曲点１５ｄに到達すると、接線は回転方向をもう一度時計回りの方向に変
える。
【００３１】
　図９は、本発明の第五の実施形態の２つのくぼみ部５ａ及び５ｂを有するブロック１の
第一の側の平面図である。軸線５－５は、くぼみ部５ａ及び５ｂの中心を長手方向に通り
抜ける。
【００３２】
　図１０は、段階的な同心円を含むくぼみ部５ａ及び５ｂを含むブロック１の第一の側３
を有する図７の実施形態の図９の軸線９－９に沿った長手方向断面図である。
【００３３】
　キャリア成分
　キャリア成分は、布地コンディショニング成分と混合し、乾燥操作時に、融解により布
地コンディショニング成分が洗濯物へ移動するのに逆らう役割をする。キャリア成分は、
多使用布地コンディショニング組成物が乾燥機の操作温度を超える融点又は軟化点を示す
ように選択される。本発明により使用できる代表的なキャリア成分としては、エチレンビ
スアミド類、一級アルキルアミド類、アルカノールアミド類、ポリアミド類、少なくとも
炭素原子数１２を有するアルコール類、少なくとも炭素原子数１２のアルキル鎖を有する
アルコキシル化アルコール類、少なくとも炭素原子数１２を有するカルボン酸類、及びこ
れらの誘導体が挙げられる。ほとんどの乾燥機の操作において、このことは、組成物の融
解温度が約９０℃を超えることを意味する。組成物の融解温度又は軟化温度は、約９５℃
、約１００℃、約１１０℃又は約１２０℃を超える可能性がある。組成物の融解温度は、
約２００℃未満にするとよい。
【００３４】
　布地コンディショニング成分とキャリア成分の代表的な重量比は、約１：１９～約１９
：１である。布地コンディショニング成分とキャリア成分の比率は、約１：１０～約１０
：１でもよく、約３：７～約９：１でもよい。布地コンディショニング成分は、布地コン
ディショニング活性物質を含むことができ、布地コンディショニング活性物質が存在する
場合がある媒質を含んでもよい。更に、媒質は、キャリア成分と同じであってもよいし、
又異なっていてもよい。
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【００３５】
　一実施形態において、多使用布地コンディショニング組成物は、布地コンディショニン
グ成分及びキャリア成分、あるいはまた、香料成分との融解混合の結果である。
【００３６】
　香料成分
　本発明の別の態様は、香料成分を提供することにある。当該技術分野の布地コンディシ
ョニング組成物には、一般に布地に良い匂いを付与するための香料が含まれる。１９７９
年３月２０日発行のＢｒａｉｎとＣｕｍｍｉｎｓの米国特許第４，１４５，１８４号、１
９８０年６月２４日発行のＷｈｙｔｅの米国特許第４，２０９，４１７号、１９８５年５
月７日発行のＭｏｅｄｄｅｌの米国特許第４，５１５，７０５号、及び１９７９年５月１
日発行のＹｏｕｎｇの米国特許第４，１５２，２７２を含む当該技術分野において、代表
的な香料化合物及び組成物を見出すことができる。
【００３７】
　多使用布地コンディショニング組成物技術分野において、香料の布地コンディショニン
グ組成物放出速度に対する影響は知られていないか、又は正当に評価されていない。いか
なる理論にも束縛されるものではないが、多使用布地コンディショニング組成物に組み込
まれる純粋な香料は、加熱及び／又は軟化の多くのサイクルを経て、拡散及び／又は揮発
により使い尽くされる可能性があると考えられている。更に、ブロックの耐用期間を通し
て、より早く拡散する揮発性香料成分が多いほど、ブロックからより早く使い尽くされる
と考えられている。更に、固体布地コンディショニング組成物に均質に配合される純粋な
香料は、その固体布地コンディショニング組成物を軟化する効果を有し、布地へのコンデ
ィショニング組成物の分与速度を増すと考えられている。固体組成物が比例してより少な
い香料（香料の損失により）を包含し、従って、より硬くなり、一サイクル当りより少な
い活性物質を布地に放出する場合の後サイクルと比較すると、より初期乾燥サイクルでは
、固体組成物は比例してより多くの香料を包含し、従って、より柔軟で、一サイクル当り
より多くの活性物質を布地に放出する。したがって、多使用布地コンディショニング組成
物中の純粋香料、特に、高水準の高揮発性香料成分を含む純粋香料を最小限にすることは
、種々の乾燥サイクル全体を通して布地コンディショニング組成物放出速度の一様性向上
に役立つ場合があると考えられている。
【００３８】
　したがって、一実施形態において、本発明のくぼみ部及び／又は突出部を含む多使用布
地コンディショニングブロックは、更に（ａ）前記香料成分の少なくとも約２５重量％、
少なくとも約３５重量％、少なくとも約４５重量％、少なくとも約５５重量％、少なくと
も約６５重量％、及び少なくとも約７５重量％の２５０℃以上の沸点を有する香料成分を
含む低揮発性香料組成物、（ｂ）香料キャリア及びカプセル化香料組成物を含む香料マイ
クロカプセル、（ｃ）前駆香料、（ｄ）低臭気検出閾値香料成分、及び（ｅ）これらの混
合物の少なくとも１つを含む香料成分を含む。そのような香料成分の非限定例が、２００
４年３月５日出願の「改良された香料を有する多使用布地コンディショニング組成物」と
題したＴｈｒｉｎｈらの共同出願の米国仮出願番号第６０／５５０，５５５号、その米国
非暫定的出願、及びそこに引用した参照に記載されている。
【００３９】
　典型的な全自動衣類乾燥機で使用された乾燥方法における高いエネルギー入力及び大き
な空気流のため、そのような布地コンディショニング製品により付与された香料の大部分
は、乾燥機通気口から失われていた。より揮発性の少ない成分でさえ、乾燥サイクルの後
では、ほんの少量しか布地に残っていない。香料の揮発性の高い分留の損失は、はるかに
大きい。通常、揮発性の高い分留の損失はかなりで、現実的には全部であることが多い。
しかし、揮発性の高い香料成分のいくつかは布地に望ましい新鮮で清潔な印象を与えるこ
とができ、これらの成分が堆積され、乾燥された布地に残ることは非常に望ましい。驚い
たことに、いくつかの多使用乾燥機投入布地コンディショニング組成物は、乾燥機シート
製品のような従来の燥機投入布地コンディショニング製品より著しく高水準の揮発性香料
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成分を放出できることが発見されている。このように、高水準の揮発性の高い香料成分を
含む同じ香料組成物、以降「ブルーミング香料組成物」と呼ぶが、本発明の多使用布地コ
ンディショニング組成物と、より低い融点を有し基材にコーティングされ乾燥機投入布地
コンディショニングシートを形成する従来の布地コンディショニング組成物とに同水準で
組み込まれる場合、合計ブルーミング香料成分と合計実成分の重量比は、香料が多使用布
地コンディショニング組成物から放出される際に著しく高いことが発見されている。しか
し、ブルーミング香料は、乾燥サイクル数に伴い布地コンディショニング組成物の放出速
度に影響する場合があり、そのようなブロック中のくぼみ部及び／又は突出部は、布地コ
ンディショニング組成物の放出速度の一様性の向上に役立つかも知れないと考えられてい
る。
【００４０】
　したがって、別の実施形態において、本発明のくぼみ部及び／又は突出部を含む多使用
布地コンディショニングブロックは、更に重量で前記香料成分の少なくとも約２５重量％
、少なくとも約３５重量％、少なくとも約４５重量％、少なくとも約５５重量％、少なく
とも約６５重量％の約２５０℃以下の沸点を有する香料成分を含むブルーミング香料組成
物を含む香料成分を含むことができる。そのような、香料成分の非限定例が、２００４年
３月５日出願の「ブルーミング香料を有する多使用布地コンディショニング組成物」と題
したＭｏｒｇａｎらの共同出願の米国仮出願番号第６０／５５０，５５７号、その米国非
暫定的出願、及びそこに引用した参照に記載されている。
【００４１】
　典型的には、ブルーミング香料成分は、アロオシメン、カプロン酸アリル、ヘプトン酸
アリル、プロピオン酸アミル、アネソール、アニスアルデヒド、アニソール、ベンズアル
デヒド、酢酸ベンジル、ベンジルアセトン、ベンジルアルコール、酪酸ベンジル、蟻酸ベ
ンジル、イソ吉草酸ベンジル、プロピオン酸ベンジル、β、γ‐ヘキセノール、カンフェ
ン、樟脳、カルバクロール、左旋性‐カルベオール、ｄ‐カルボン、左旋性‐カルボン、
蟻酸シンナミル、シトラール（ネラール）、シトロネロール、酢酸シトロネリル、イソ酪
酸シトロネリル、シトロネリルニトリル、プロピオン酸シトロネリル、クミンアルコール
、クミンアルデヒド、Ｃｙｃｌａｌ　Ｃ、酢酸シクロヘキシルエチル、デシルアルデヒド
、ジヒドロミルセノール、ジメチルベンジルカルビノール、酢酸ジメチルベンジルカルビ
ニル、ジメチルオクタノール、ジフェニルオキシド、酢酸エチル、アセト酢酸エチル、エ
チルアミルケトン、安息香酸エチル、ギ酸ゲラニルエチル、エチルヘキシルケトン、酢酸
エチルフェニル、オイカリプトール、オイゲノール、酢酸フェンキル、フェンキルアルコ
ール、酢酸フロール（flor acetate）（酢酸トリシクロデセニル）、Ｆｒｕｔｅｎｅ（プ
ロピオン酸トリシクロデセニル）、γ‐メチルイオノン、γ‐ｎ‐メチルイオノン、γ‐
ノナラクトン、ゲラニオール、酢酸ゲラニル、ギ酸ゲラニル、イソ酪酸ゲラニル、ゲラニ
ルニトリル、ヘキセノール、酢酸ヘキセニル、ｃｉｓ‐３‐ヘキセニルアセテート、イソ
酪酸ヘキセニル、ｃｉｓ‐３‐ヘキセニルチグリン酸塩、酢酸ヘキシル、ギ酸ヘキシル、
ネオペンタン酸ヘキシル、チグリン酸ヘキシル、ヒドロアトロパアルコール、ヒドロキシ
シトロネラール、インドール、イソアミルアルコール、α‐イオノン、β‐イオノン、γ
‐イオノン、α‐イロン、酢酸イソボルニル、安息香酸イソブチル、イソブチルキノリン
、イソメントール、イソメントン、酢酸イソノニル、イソノニルアルコール、ｐ‐イソプ
ロピルフェニルアセトアルデヒド、イソプレゴール、イソプレギルアセテート、イソキノ
リン、ｃｉｓ‐ジャスモン、ラウリンアルデヒド（ドデカナール）、Ｌｉｇｕｓｔｒａｌ
、ｄ‐リモネン、リナロオール、リナロオールオキシド、酢酸リナリル、蟻酸リナリル、
メントン、酢酸メンチル、メチルアセトフェノン、メチルアミルケトン、アントラニル酸
メチル、安息香酸メチル、酢酸メチルベンジル、メチルカビコール、メチルオイゲノール
、メチルヘプテノン、炭酸メチルヘプチン、メチルヘプチルケトン、メチルヘキシルケト
ン、α‐イソ（γ）メチルイオノン、メチルノニルアセトアルデヒド、メチルオクチルア
セトアルデヒド、酢酸メチルフェニルカルビニル、サリチル酸メチル、ミルセン、ネラー
ル、ネロール、酢酸ネリル、酢酸ノニル、ノニルアルデヒド、オクタラクトン、オクチル
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アルコール（オクタノール‐２）、オクチルアルデヒド、オレンジテルペン類（ｄ‐リモ
ネン）、ｐ‐クレゾール、ｐ‐クレジルメチルエーテル、ｐ‐シメン、ｐ‐メチルアセト
フェノン、フェノキシエタノール、フェニルアセトアルデヒド、酢酸フェニルエチル、フ
ェニルエチルアルコール、フェニルエチルジメチルカルビノール、α‐ピネン、β‐ピネ
ン、酢酸プレニル、酪酸プロピル、プレゴン、ローズオキサイド、サフロール、α‐テル
ピネン、γ‐テルピネン、４‐ターピネオール、α‐テルピネオール、テルピノレン、酢
酸テルピニル、テトラヒドロリナロオール、テトラヒドロミルセノール、トナリド、ウン
デセナール、ベラトロール、ヴァードックス、ヴァーテネックス（vertenex）、ビリジン
、及びこれらの混合物から選択される。
【００４２】
　代表的な布地コンディショニング成分、キャリア成分、及び香料成分が、米国特許出願
第２００３／０１９５１３０及びそこに引用した参照、２００４年３月５日出願の「改良
された香料を有する多使用布地コンディショニング組成物」と題するＴｒｉｎｔｈらの共
同出願の米国仮出願番号６０／５５０，５５５、その米国非暫定的出願及びそこに引用し
た参照、並びに２００４年３月５日出願の「ブルーミング香料を有する多使用布地コンデ
ィショニング組成物」と題するＭｏｒｇａｎらの共同出願の米国仮出願番号６０／５５０
，５５７、その米国非暫定的出願及びそこに引用した参照に記載されている。
【００４３】
　ブロックキャリア
　本発明の多使用布地コンディショニングブロックは、好ましくは乾燥機の内部表面に動
作可能に接続できる。一実施形態において、（ａ）ブロックキャリアと（ｂ）多使用布地
コンディショニング組成物とを含み、前記物品は乾燥機の内部表面に動作可能に接続でき
る布地コンディショニング物品が提供される。代替的な実施形態において、ブロックキャ
リアは、更に動作可能にドッキング部材に接続でき、ドッキング部材は、動作可能に乾燥
機の内部表面に接続される。好適なブロックキャリア及び／又はドッキング部材が、２０
０４年２月２７日出願の「交換表示物を有する改良された多使用布地コンディショニング
物品」と題するＴｒｉｎｈらの米国仮出願番号６０／５４８，３７４、その米国非暫定的
出願、及びそこに引用した参照、並びに米国特許出願第２００３／０１９２１９７Ａ１及
びそこに引用した参照に記載されている。
【００４４】
　用語「洗濯物」は、洗濯される任意の織物又は布地を指す。本発明による多使用布地コ
ンディショニングブロックが使用できる乾燥機には、洗濯物から水を除去するため熱と攪
拌を使用する任意の種類の全自動衣類乾燥機が含まれる。代表的な乾燥機には、電気又は
ガスで加熱される混転タイプの乾燥機が含まれ、洗濯物は回転ドラム内部に投入され、乾
燥機の操作時に洗濯物を混転する。
【００４５】
　本明細書全体を通じて言及する、すべての特許、特許出願（及びそれらに基づいて発行
された特許、並びに関連して公開された外国特許出願）、並びに刊行物の開示を、本明細
書に参考として組み込む。しかし、本明細書に参考として組み込まれる文献のいずれもが
本発明を教示又は開示していることを認めるものではないことを明言する。
【００４６】
　特に指定のない限り、冠詞「ａ」、「ａｎ」、及び「ｔｈｅ」は１つ又はそれ以上を意
味する。
【００４７】
　特に指定のない限り、本明細書に記載のパーセンテージは、すべて重量による。本明細
書全体を通じて記載されるあらゆる最大数値限定は、それより小さいあらゆる数値限定を
、そのような、より小さい数値限定が本明細書に明確に記載されているかのように含むこ
とを理解すべきである。本明細書全体を通じて記載されるあらゆる最小数値限定は、それ
より大きいあらゆる数値限定を、そのような大きい数値限定が本明細書に明確に記載され
ているかのように含む。本明細書全体を通じて記載されるあらゆる数値範囲は、そのよう
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値範囲がすべて本明細書に明確に記載されているかのように含む。
【００４８】
　本発明の特定の実施形態を例示し記載したが、本発明の精神及び範囲から逸脱すること
なく、他の様々な変更及び修正を実施できることが、当業者には明白であろう。したがっ
て、本発明の範囲内にあるそのようなすべての変更及び修正を、添付の特許請求の範囲で
扱うものとする。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】図１は、くぼみ部を含む多使用布地コンディショニングブロックの一実施形態の
平面図。
【図２】図２は、図１の実施形態の長手方向の縦断面図。
【図３】図３は、２つのくぼみ部を含むブロックの第二の実施形態の平面図。
【図４】図４は、図３の実施形態の縦長手方向の断面図。
【図５】図５は、２つの突出部及び１つのくぼみ部を含むブロックの第三の実施形態の平
面図。
【図６】図６は、図５の実施形態の縦長手方向の断面図。
【図７】図７は、２つのくぼみ部を含むブロックの第四の実施形態の側面図。
【図８】図８は、図７の実施形態の横長手方向の断面図。
【図９】図９は、２つのくぼみ部を含むブロックの第五の実施形態の平面図。
【図１０】図１０は、図９の実施形態の長手方向の断面図。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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