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(57)【要約】
　本発明は、有益剤含有デリバリー粒子、並びにパーソナルケア組成物、洗浄組成物、及
び布地ケア組成物などの消費者製品のための前記粒子を含む組成物に関する。粒子は、１
型粒子及びこれらの混合物からなる群から選択される。これらの粒子の型は、異なる体積
加重破壊強度の値を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コア材料及び前記コア材料を少なくとも部分的に囲む壁材料を含む１つ以上の粒子を含
む粒子組成物を含む消費者製品であって、前記粒子が１型粒子、２型粒子、３型粒子、４
型粒子、及びこれらの混合物からなる群から選択される消費者製品。
【請求項２】
　前記粒子のコア材料が、香料原材料、シリコーンオイル、ろう、炭化水素、高級脂肪酸
、精油、脂質、皮膚冷却剤、ビタミン、日焼け止め剤、酸化防止剤、グリセリン、触媒、
漂白剤粒子、二酸化ケイ素粒子、悪臭軽減剤、臭気抑制物質、キレート化剤、静電気防止
剤、柔軟化剤、昆虫類及び蛾類忌避剤、着色剤、酸化防止剤、キレート剤、増粘剤、ドレ
ープ及び形状制御剤、スムージング剤、しわ制御剤、浄化剤、消毒剤、細菌抑制剤、カビ
制御剤、白カビ制御剤、抗ウイルス剤、乾燥剤、染み防止剤、汚れ遊離剤、布地リフレッ
シュ剤及び洗い立て感維持剤、塩素漂白臭気抑制剤、染料固定剤、移染防止剤、色保全剤
、蛍光増白剤、色回復／再生剤、退色防止剤、白色度増強剤、抗摩擦剤、耐摩耗剤、布地
保全剤、磨耗防止剤、けば立ち防止剤、消泡剤、起泡防止剤、紫外線保護剤、太陽光劣化
阻害剤、抗アレルギー剤、酵素、防水加工剤、布地調整剤、防縮剤、伸び防止剤、伸び回
復剤、スキンケア剤、グリセリン、及び天然活性物質、抗菌活性物質、制汗活性物質、カ
チオン性ポリマー、染料、及びこれらの混合物からなる群から選択される材料を含む、請
求項１に記載の消費者製品。
【請求項３】
　前記粒子の壁材料が、ポリアミン、ポリ尿素、ポリウレタン、多糖類及び変性多糖類、
ゲル形成タンパク質、変性セルロース、カルボン酸含有アクリルポリマー、ゼラチン、ア
ラビアゴム、ホルムアルデヒドと架橋した尿素、グルテルアルデヒドと架橋した尿素、ホ
ルムアルデヒドと架橋したメラミン、キチン及びキトサン並びに変性キチン及び変性キト
サン、アルギン酸ナトリウム、ラテックス、二酸化ケイ素、ケイ酸ナトリウム、並びにこ
れらの混合物からなる群より選択される材料を含む、請求項１又は２に記載の消費者製品
。
【請求項４】
　前記粒子が少なくとも１重量％、好ましくは２０～９５重量％、より好ましくは５０～
９０重量％、最も好ましくは８０～８５重量％の有益剤を含む、請求項１～３のいずれか
一項に記載の消費者製品。
【請求項５】
　前記粒子のコア材料が、コア材料の総重量に基づいて、少なくとも２０重量％、好まし
くは５０～７０重量％、より好ましくは６０～１００重量％の有益剤を含む、請求項１～
４のいずれか一項に記載の消費者製品。
【請求項６】
　前記コア材料が香料組成物を含み、前記粒子が粒子の総重量に基づいて、２０重量％～
９５重量％、好ましくは５０重量％～９０重量％、より好ましくは７０重量％～８５重量
％、最も好ましくは８０重量％～８５重量％の前記香料組成物を含む、請求項１～５のい
ずれか一項に記載の消費者製品。
【請求項７】
　前記コア材料が象限ＩＩＩの香料原材料を含む、請求項１～６のいずれか一項に記載の
消費者製品。
【請求項８】
　消費者製品の総質量重量に基づいて、０．００１重量％～２５重量％、好ましくは０．
００１重量％～１０重量％、より好ましくは０．０１重量％～３重量％の粒子組成物を含
み、前記粒子の前記総体積重量が１００％であり、各型の粒子の体積重量が、
　ａ．）１型粒子：０％～１００％、好ましくは５％～５０％、より好ましくは５％～２
５％；
　ｂ．）２型粒子：０％～１００％、好ましくは５％～５０％、より好ましくは５％～２
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５％；
　ｃ．）３型粒子：０％～１００％、好ましくは５％～９０％、より好ましくは５％～２
５％；及び
　ｄ．）４型粒子：０％～１００％、好ましくは５％～５０％、より好ましくは５％～２
５％；
　であり、前記１、２、３、及び４型有益剤含有デリバリー粒子の百分率の合計が常に１
００％であるという条件を有し、前記消費者製品が、界面活性剤、カチオン性ポリマー、
及びこれらの混合物からなる群から選択される材料を任意で含む、請求項１～７のいずれ
か一項に記載の消費者製品。
【請求項９】
　前記粒子が、
　ａ．）４．５未満のＣｌｏｇＰを有する香料組成物；
　ｂ．）香料組成物の総重量に基づいて、４．０未満のＣｌｏｇＰを有する香料材料を６
０％含む香料組成物；
　ｃ．）香料組成物の総重量に基づいて、３．５未満のＣｌｏｇＰを有する香料材料を３
５％含む香料組成物；
　ｄ．）香料組成物の総重量に基づいて、４．０未満のＣｌｏｇＰを有する香料材料を４
０％及び２．０未満のＣｌｏｇＰを有する香料材料を少なくとも１％含む香料組成物；
　ｅ．）香料組成物の総重量に基づいて、４．０未満のＣｌｏｇＰを有する香料材料を４
０％及び３．０未満のＣｌｏｇＰを有する香料材料を少なくとも１５％含む香料組成物；
　ｆ．）香料組成物の総重量に基づいて、ブタノアートエステルを少なくとも１％及びペ
ンタノアートエステルを少なくとも１％含む香料組成物；
　ｇ．）香料組成物の総重量に基づいて、アリル部分を含むエステルを少なくとも２％及
びエステル部分を含む別の香料を少なくとも１０％含む香料組成物；
　ｈ．）香料組成物の総重量に基づいて、アルキル鎖部分を含むアルデヒドを少なくとも
１％含む香料組成物；
　ｉ．）香料組成物の総重量に基づいて、ブタノアートエステルを少なくとも２％含む香
料組成物；
　ｊ．）香料組成物の総重量に基づいて、ペンタノアートエステルを少なくとも１％含む
香料組成物；
　ｋ．）香料組成物の総重量に基づいて、アリル部分を含むエステルを少なくとも３％及
びアルキル鎖部分を含むアルデヒドを１％含む香料組成物；
　ｌ．）香料組成物の総重量に基づいて、エステル部分を含む香料を少なくとも２５％及
びアルキル鎖部分を含むアルデヒドを１％含む香料組成物；
　ｍ．）香料組成物の総重量に基づいて、４－（２，６，６－トリメチル－１－シクロヘ
キセニル）－３－ブテン－２－オン、４－（２，６，６－トリメチル－２－シクロヘキセ
ニル）－３－ブテン－２－オン及び３－ブテン－２－オン、３－メチル－４－（２，６，
６－トリメチル－１－シクロヘキセン－２－イル）－及びこれらの混合物から選択される
材料を少なくとも２％含む香料組成物；
　ｎ．）香料組成物の総重量に基づいて、トリデカ－２－エノニトリル、マンダリル、及
びこれらの混合物を少なくとも０．１％含む香料組成物；
　ｏ．）香料組成物の総重量に基づいて、３，７－ジメチル－６－オクテンニトリル、２
－シクロヘキシリデン－２－フェニルアセトニトリル、及びこれらの混合物から選択され
る材料を少なくとも２％含む香料組成物；
　ｐ．）香料組成物の総重量に基づいて、エステル、アルデヒド、イオノン、ニトリル、
ケトン、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される部分を含む１つ以上の香料を
少なくとも８０％含む香料組成物；
　ｑ．）香料組成物の総重量に基づいて、アリル部分を含むエステルを少なくとも３％含
む香料組成物；香料組成物の総重量に基づいて、１－メチルエチル－２－メチルブタノア
ート；エチル－２－メチルペンタノアート；１，５－ジメチル－１－エテニルヘキシル－
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４－エニルアセテート；ｐ－メンタ－１－エン－８－イルアセテート；４－（２，６，６
－トリメチル－２－シクロヘキセニル）－３－ブテン－２－オン；４－アセトキシ－３－
メトキシ－１－プロペニルベンゼン；２－プロペニルシクロヘキサンプロピオネート；ビ
シクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２－カルボン酸，３－（１－メチルエチル）エ
チルエステル；ビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－オール、１，７，７－トリメチル
－，アセテート；１，５－ジメチル－１－エテニルヘキサ－４－エニルアセテート；ヘキ
シル２－メチルプロパノアート；エチル－２－メチルブタノアート；４－ウンデカノン；
５－ヘプチルジヒドロ－２（３ｈ）－フラノン；１，６－ノナジエン－３－オール，３，
７ジメチル－；３，７－ジメチルオクタ－１，６－ジエン－３－ｏ；３－シクロヘキセン
－１－カルボキシアルデヒド，ジメチル－；３，７－ジメチル－６－オクテンニトリル；
４－（２，６，６－トリメチル－１－シクロヘキセニル）－３－ブテン－２－オン；トリ
デカ－２－エノニトリル；パチョリ油；エチルトリサイクル［５．２．１．０］デカン－
２－カルボキシレート；２，２－ジメチル－シクロヘキサンプロパノール；ヘキシルエタ
ノアート，７－アセチル，１，２，３，４，５，６，７，８－オクタヒドロ－１，１，６
，７－テトラメチルナフタレン；アリル－シクロヘキシルオキシアセテート；メチルノニ
ルアセトアルデヒド；１－スピロ［４，５］デカ－７－エン－７－イル－４－ペンテネン
－１－オン；７－オクテン－２－オール，２－メチル－６－メチレン－，ジヒドロ；シク
ロヘキサノール，２－（１，１－ジメチルエチル）－，アセテート；ヘキサヒドロ－４，
７－メタノインデン－５（６）－イルプロピオネートヘキサヒドロ－４，７－メタノイン
デン－５（６）イルプロピオネート；２－メトキシナフタレン；１－（２，６，６－トリ
メチル－３－シクロヘキセニル）－２－ブテン－１－オン；１－（２，６，６－トリメチ
ル－２－シクロヘキセニル）－２－ブテン－１－オン；３，７－ジメチルオクタン－３－
オール；３－ブテン－２－オン、３－メチル－４－（２，６，６－トリメチル－１－シク
ロヘキセン－２－イル）－；ヘキサン酸，２－プロペニルエステル；（ｚ）－ノナ－６－
エン－１－アール；１－デシルアルデヒド；１－オクタナール；４－ｔ－ブチル－α－メ
チルヒドロシンナムアルデヒド；α－ヘキシルシンナムアルデヒド；エチル－２，４－ヘ
キサジエノアート、２－プロペニル３－シクロヘキサンプロパノアート；及びこれらの混
合物からなる群から選択される材料を少なくとも２０％含む香料組成物；
　ｒ．）香料組成物の総重量に基づいて、１－メチルエチル－２－メチルブタノアート；
エチル－２－メチルペンタノアート；１，５－ジメチル－１－エテニルヘキサ－４－エニ
ルアセテート；ｐ－メンタ－１－エン－８－イルアセテート；４－（２，６，６－トリメ
チル－２－シクロヘキセニル）－３－ブテン－２－オン；４－アセトキシ－３－メトキシ
－１－プロペニルベンゼン；２－プロペニルシクロヘキサンプロピオネート；ビシクロ［
２．２．１］ヘプト－５－エン－２－カルボン酸，３－（１－メチルエチル）－エチルエ
ステル；ビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－オール、１，７，７－トリメチル－，ア
セテート；１，５－ジメチル－１－エテニルヘキサ－４－エニルアセテート；ヘキシル２
－メチルプロパノアート；エチル－２－メチルブタノアート，４－ウンデカノリド；５－
ヘプチルジヒドロ－２（３ｈ）－フラノン；５－ヒドロキシドデカン酸；デカラクトン；
ウンデカラクトン，１，６－ノナジエン－３－オール，３，７ジメチル－；３，７－ジメ
チルオクタ－１，６－ジエン－３－オール；３－シクロヘキセン－１－カルボキシアルデ
ヒド，ジメチル－；３，７－ジメチル－６－オクテンニトリル；４－（２，６，６－トリ
メチル－１－シクロヘキセニル）－３－ブテン－２－オン；トリデカ－２－エノニトリル
；パチョリ油；エチルトリサイクル［５．２．１．０］デカン－２－カルボキシレート；
２，２－ジメチル－シクロヘキサンプロパノール；アリルシクロヘキシルオキシアセテー
ト；メチルノニルアセトアルデヒド；１－スピロ［４，５］デカ－７－エン－７－イル－
４－ペンテン－１－オン；７－オクテン－２－オール，２－メチル－６－メチレン－，ジ
ヒドロ，シクロヘキサノール，２－（１，１－ジメチルエチル）－，アセテート；ヘキサ
ヒドロ－４，７－メタノインデン－５（６）－イルプロピオネートヘキサヒドロ－４，７
－メタノインデン－５（６）－イルプロピオネート；２－メトキシナフタレン；１－（２
，６，６－トリメチル－３－シクロヘキセニル）－２－ブテン－１－オン；１－（２，６
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，６－トリメチル－２－シクロヘキセニル）－２－ブテン－１－オン；３，７－ジメチル
オクタン－３－オール；３－ブテン－２－オン、３－メチル－４－（２，６，６－トリメ
チル－１－シクロヘキセン－２－イル）－；ヘキサン酸，２－プロペニルエステル；（ｚ
）－ノナ－６－エン－１－アール；１－デシルアルデヒド；１－オクタナール；４－ｔ－
ブチル－α－メチルヒドロシンナムアルデヒド；エチル－２，４－ヘキサジエノアート；
２－プロペニル３－シクロヘキサンプロパノアート；及びこれらの混合物からなる群から
選択される材料を少なくとも２０％含む香料組成物；
　ｓ．）香料組成物の総重量に基づいて、３－シクロヘキセン－１－カルボキシアルデヒ
ド，ジメチル－；３－ブテン－２－オン、３－メチル－４－（２，６，６－トリメチル－
１－シクロヘキセン－２－イル）－；パチョリ油；ヘキサン酸，２－プロペニルエステル
；１－オクタナール；１－デシルアルデヒド；（ｚ）－ノナ－６－エン－１－アール；メ
チルノニルアセトアルデヒド；エチル－２－メチルブタノアート；１－メチルエチル－２
－メチルブタノアート；エチル－２－メチルペンタノアート；４－ヒドロキシ－３－エト
キシベンズアルデヒド；４－ヒドロキシ－３－メトキシベンズアルデヒド；３－ヒドロキ
シ－２－メチル－４－ピロン；３－ヒドロキシ－２－エチル－４－ピロン、及びこれらの
混合物からなる群から選択される材料を少なくとも５％含む香料組成物；
　ｔ．）香料組成物の総重量に基づいて、５．０超過のＣｌｏｇＰを有する香料を１０％
未満含む香料組成物；
　ｕ．）ゲラニルパルミテートを含む香料組成物；又は
　ｖ．）第１及び任意の第２の材料を含む香料組成物であって、前記第１の材料が、
　　（ｉ）少なくとも２のＣｌｏｇＰ；
　　（ｉｉ）２８０℃未満の沸点；
を有し、
　任意の第２の材料が、存在するときに、
　　（ｉ）２．５未満のＣｌｏｇＰ；及び
　　（ｉｉ）１００ｐｐｂ未満のＯＤＴ、
を有する、香料組成物、
を含むコア材料を含む、請求項１～８のいずれか一項に記載の消費者製品。
【請求項１０】
　前記組成物がホルムアルデヒドスカベンジャーを含む、請求項１～９のいずれか一項に
記載の組成物。
【請求項１１】
　部位を処理及び/又は洗浄する方法であって、前記方法が、
　ａ．）前記部位を任意で洗浄及び／又はすすぎを行う工程と、
　ｂ．）前記部位を請求項１～１０のいずれか一項に記載の組成物と接触させる工程と、
　ｃ．）前記部位を任意で洗浄及び／又はすすぎを行う工程と、
を含む方法。
【請求項１２】
　請求項１～１０のいずれか一項に記載の組成物で処理される部位。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、有益剤含有デリバリー粒子、このような粒子を含む組成物、並びにこのような
粒子及び組成物の製造及び使用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　香料、シリコーン、ろう、フレーバー、ビタミン、及び布地柔軟化剤などの有益剤は高
価であるが、一般に、パーソナルケア組成物、洗浄組成物、及び布地ケア組成物の中に高
濃度で使用される場合には、あまり効果がない。結果として、かかる有益剤の効率を最大
限にすることが望ましい。このような目的を達成する１つの方法は、かかる有益剤のデリ
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バリー効率を高めることである。残念なことに、かかる剤はその物理的又は化学的特性を
損ない得るか、あるいはかかる剤が他の組成成分又は処理すべき部位と不適合であり得る
ことから、有益剤のデリバリー効率を高めるのは困難である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　したがって、改善された有益剤のデリバリー効率を提供する有益剤含有デリバリー粒子
が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、コア材料と、コア材料を少なくとも部分的に囲む壁材料を含む有益剤含有デ
リバリー粒子に関する。本発明はまた、粒子を含む組成物、並びにかかる粒子及び組成物
の製造及び使用方法にも関する。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　定義
　本明細書で用いる「消費者製品」は、販売される形態での使用又は消費を意図し、後続
する商業的製造又は変性を意図しない、ベビーケア、ビューティケア、衣類及びホームケ
ア、ファミリーケア、フェミニンケア、ヘルスケア、スナック、並びに／又は飲料製品若
しくは装置を意味する。こうした製品には、おむつ、よだれかけ、拭き取り用品；脱色、
着色、染色、コンディショニング、シャンプー、スタイリングを含む毛髪（ヒト、イヌ、
及び／又はネコ）の処理に関連する製品及び／又は方法；防臭剤及び制汗剤；パーソナル
クレンジング；化粧品；消費者使用のためのクリーム、ローション、及び他の局所適用製
品の適用などのスキンケア；並びにシェービング製品、空気ケア、車ケア、食器洗浄、布
地コンディショニング（柔軟化など）、洗濯洗浄、洗濯及びすすぎ添加剤及び／又はケア
、硬質表面洗浄及び／又は処理、並びに消費者用又は業務用の他の洗浄などの、布地、硬
質表面、並びに布地及びホームケア領域内の任意の他の表面処理に関する製品及び／又は
方法；トイレットペーパー、フェイシャルティッシュ、紙ハンカチ、及び／又は紙タオル
に関連する製品及び／又は方法；タンポン、女性用ナプキン；練り歯磨き、歯用ジェル、
歯用リンス、義歯接着剤、歯ホワイトニングなどの口腔ケアに関連する製品及び／又は方
法；咳及び風邪治療薬、鎮痛剤、処方薬、ペットヘルスと栄養、及び水精製などの店頭販
売のヘルスケア；主として慣習的な食事間用又は食事随伴物としての消費が意図される加
工食品（非限定的な実施例には、ポテトチップス、トルティーヤチップス、ポップコーン
、プレッツェル、コーンチップス、シリアルバー、野菜チップス又はクリスプ、スナック
ミックス、パーティミックス、マルチグレインチップス、スナッククラッカー、チーズス
ナック、ポークラインズ、コーンスナック、ペレットスナック、押出成形スナック及びベ
ーグルチップが挙げられる）；並びにコーヒーが挙げられるが、これらに限定されない。
【０００６】
　本明細書で用いる用語「洗浄組成物」は、特に指示がない限り、顆粒又は粉末状の多目
的すなわち「強力」洗浄剤、特にクリーニング洗剤；液体、ゲル又はペースト状の多目的
洗浄剤、特にいわゆる強力液体型；液体高級衣類用洗剤；手洗い用食器洗い洗剤又は軽質
食器洗い用洗剤、特に泡立ちのよいもの；家庭用又は業務用の各種錠剤、顆粒、液体、及
びリンスエイド型などの食器洗い機用洗剤；抗菌手洗い用洗剤、手洗い石鹸、マウスウォ
ッシュ、入れ歯洗浄剤、歯磨剤、自動車又はカーペット用シャンプー、トイレクリーナー
などの液状の洗浄殺菌剤；ヘアシャンプー、及びヘアリンス；シャワー用ジェル、発泡入
浴剤、及び金属洗浄剤；並びに漂白添加剤、及び「ステインスティック」などのクリーニ
ング補助剤、又はドライヤー付与シート、乾燥及び湿潤型拭取り布、パッドなどの前処理
型基材付与製品、不織基材、及びスポンジ；並びにスプレー剤及びミスト剤を包含する。
【０００７】
　本明細書で使用するとき、用語「布地ケア組成物」は、特に指示がない限り、布地柔軟
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化組成物、布地向上組成物、布地フレッシュニング組成物及びこれらの組み合わせを包含
する。
【０００８】
　本明細書で使用するとき、用語「有益剤含有デリバリー粒子」は、香料マイクロカプセ
ルなどのマイクロカプセルを包含する。
【０００９】
　本明細書で使用するとき、「粒子」、「有益剤含有デリバリー粒子」、「カプセル」及
び「マイクロカプセル」という用語は同義である。
【００１０】
　本明細書で使用するとき、「ａ」及び「ａｎ」を包含する冠詞は、特許請求の範囲で使
用されるときには、請求又は記載されるものの１つ以上を意味するものと理解される。
【００１１】
　本明細書で使用するとき、「包含する／挙げられる（include）」、「包含する／挙げ
られる（includes）」及び「包含している／挙げられている／などの（including）」と
いう言葉は、限定することを意図しない。
【００１２】
　本出願人らの発明のパラメータの各値を求めるためには、本出願の試験方法の項で開示
する試験方法を用いるべきである。
【００１３】
　特に記載のない限り、構成成分又は組成物の濃度は全て、当該構成成分又は組成物の活
性部分に関するものであり、かかる構成成分又は組成物の市販の供給源に存在し得る不純
物、例えば残留溶媒又は副生成物は除外される。
【００１４】
　百分率及び比率は全て、特に指示がない限り、重量で計算されている。百分率及び比率
は全て、特に指示がない限り、組成物全体を基準にして計算されている。
【００１５】
　本明細書を通じて記載されているあらゆる最大数値限定は、それよりも小さいあらゆる
数値限定が、あたかもこうしたそれよりも小さい数値限定が本明細書に明確に記載されて
いるかのように包含されると理解されるべきである。本明細書全体を通じて記載されてい
るあらゆる最小数値限定には、それよりも大きいあらゆる数値限定が、あたかもこうした
それよりも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包含される。本
明細書全体を通じて記載されているあらゆる数値範囲には、こうしたより広い数値範囲内
に入る、それよりも狭いあらゆる数値範囲が、あたかもこうしたそれよりも狭い数値範囲
が全て本明細書に明確に記載されているかのように包含される。
【００１６】
　有益剤含有デリバリー粒子
　本出願人らは、効果的及び効率的な有益剤デリバリーを達成するという問題が、コア材
料と、コア材料を少なくとも部分的に囲む壁材料と、物理的及び化学的特性の特定の組み
合わせと、を有する有益剤含有デリバリー粒子が採用されるときに、経済的な方式で解決
できることを発見した。かかる物理的及び化学的特性は体積加重破壊強度により定義され
る。デリバリー有効性及び効率性は、各用途について挙げられた以下の体積加重破壊強度
を有する粒子を選択することにより、更に調整することができる：
　１．）１型有益剤含有デリバリー粒子（１型粒子）。かかる粒子は、有益剤（例えば香
り）が洗浄溶液に／から所望されるときに採用され得る。かかる粒子は、約０．８ＭＰａ
未満、約０．８ＭＰａ～約０．１ＭＰａ、又は更には約０．７５ＭＰａ～約０．２５ＭＰ
ａの体積加重破壊強度を有してもよい。
　２．）２型有益剤含有デリバリー粒子（２型粒子）。かかる粒子は、有益剤（例えば香
り）が濡れた部位から所望されるときに採用され得る。かかる粒子は、約０．５ＭＰａ～
約２ＭＰａ、約０．８ＭＰａ～約１．８ＭＰａ、又は更には約１ＭＰａ～約１．７ＭＰａ
の体積加重破壊強度を有してもよい。
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　３．）３型有益剤含有デリバリー粒子（３型粒子）。かかる粒子は、有益剤（例えば香
り）がかかる粒子に接触した後で乾燥された乾いた部位から所望されるときに採用され得
る。かかる粒子は、約１．５ＭＰａ又は更には２ＭＰａ～約５ＭＰａ、約１．５ＭＰａ又
は更には２ＭＰａ～約５ＭＰａ、又は約１．５ＭＰａ又は更には２ＭＰａ～約４ＭＰａ、
あるいは約１．５ＭＰａ又は更には２ＭＰａ～約３ＭＰａの体積加重破壊強度を有しても
よい。
　４．）４型有益剤含有デリバリー粒子（４型粒子）。かかる粒子は、有益剤（例えば香
り）が、ある部位がかかる粒子に接触した後で、着用／使用の間、かかる部位から所望さ
れるときに採用され得る。かかる粒子は、約５ＭＰａ～約１６ＭＰａ、約５ＭＰａ～約９
ＭＰａ、又は更には約６ＭＰａ～約８ＭＰａの体積加重破壊強度を有してもよい。
【００１７】
　要するに、いずれの点においても効果の程度は、各クラスの有益剤含有デリバリー粒子
の所望される量の型を選択することにより、調整され得る。
【００１８】
　１つの態様において、本出願人らは、粒子の総体積重量が１００％であり、各型の粒子
の体積重量が以下のようであり得る粒子組成物を開示する：
　１型粒子：約０％～約１００％、約５％～約５０％、又は更には約５％～約２５％；
　２型粒子：約０％～約１００％、約５％～約５０％、又は更には約５％～約２５％；
　３型粒子：約０％～１００％、約５％～約９０％、又は更には約５％～約２５％；及び
　４型粒子：約０％～約１００％、約５％～約５０％、又は更には約５％～約２５％。
【００１９】
　１、２、３及び４型有益剤含有デリバリー粒子の百分率の合計が常に１００％であると
いう条件で、かかる合計は１００％超過にも１００％未満にもなることができない。
【００２０】
　１つの態様では、消費者製品の総質量重量に基づいて、約０．００１％～約２５％、約
０．００１％～約１０％、又は約０．０１％～約３％の前述した粒子組成物を含む消費者
製品が開示される。
【００２１】
　１つの態様では、洗浄組成物の総質量重量に基づいて、約０．００５％～約１０％、約
０．０１％～約３％、又は約０．１％～約１％の前述した粒子組成物を含む洗浄組成物が
開示される。
【００２２】
　１つの態様では、布地ケア組成物の総質量重量に基づいて、約０．００５％～約１０％
、約０．０１％～約３％、又は約０．１％～約１％の前述した粒子組成物を含む布地ケア
組成物が開示される。
【００２３】
　１つの態様では、前述した粒子組成物が例えば液体消費者製品といった消費者製品に採
用されるとき、粒子組成物は、少なくとも１０％、２０％、３０％、４０％、５０％、６
０％、７０％、８０％、９０％、又は更には１００％の付着を有してもよい。
【００２４】
　１つの態様では、前述した粒子組成物が例えば液体消費者製品といった消費者製品に採
用されるとき、粒子組成物は、粒子組成物のマイクロカプセルから前記消費者製品への、
カプセル化有益剤の、５０％未満、４０％、３０％、２０％、１０％、又は更には０％の
漏れを有してもよい。
【００２５】
　有用な壁材料には、ポリエチレン、ポリアミド、ポリスチレン、ポリイソプレン、ポリ
カーボネート、ポリエステル、ポリアクリレート、ポリ尿素、ポリウレタン、ポリオレフ
ィン、多糖、エポキシ樹脂、ビニルポリマー、及びこれらの混合物からなる群から選択さ
れる材料が挙げられる。１つの態様では、有用な壁材料は、デリバリー効果を得られるよ
うに、コア材料に対して、及び有益剤含有デリバリー粒子が採用される環境中の物質に対
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して十分に不透過性である材料を包含する。好適な不透過性壁材料には、１つ以上のアミ
ンと１つ以上のアルデヒドとの反応生成物、例えば、ホルムアルデヒド又はグルテルアル
デヒド（gluteraldehyde）と架橋した尿素、ホルムアルデヒドと架橋したメラミン、任意
にグルテルアルデヒドと架橋したゼラチン－ポリリン酸塩コアセルベート、ゼラチン－ア
ラビアゴムコアセルベート、架橋シリコーン流体、ポリイソシアネートと反応したポリア
ミン、並びにこれらの混合物からなる群から選択される材料が挙げられる。１つの態様で
は、壁材料は、ホルムアルデヒドで架橋されたメラミンを含む。
【００２６】
　有用なコア材料には、香料原材料、シリコーンオイル、ろう、炭化水素、高級脂肪酸、
精油、脂質、皮膚冷却剤、ビタミン、日焼け止め剤、酸化防止剤、グリセリン、触媒、漂
白剤粒子、二酸化ケイ素粒子、悪臭軽減剤、臭気抑制物質、キレート化剤、静電気防止剤
、柔軟化剤、昆虫類及び蛾類忌避剤、着色剤、酸化防止剤、キレート剤、増粘剤、ドレー
プ及び形状制御剤、スムージング剤、しわ制御剤、浄化剤、消毒剤、細菌抑制剤、カビ制
御剤、白カビ制御剤、抗ウイルス剤、乾燥剤、染み防止剤、汚れ遊離剤、布地リフレッシ
ュ剤及び洗い立て感維持剤、塩素漂白臭気抑制剤、染料固定剤、移染防止剤、色保全剤、
光学的光沢剤、色回復／再生剤、退色防止剤、白色度増強剤、抗摩擦剤、耐摩耗剤、布地
保全剤、磨耗防止剤、けば立ち防止剤、消泡剤、起泡防止剤、布地及び皮膚用紫外線保護
剤、太陽光劣化阻害剤、抗アレルギー剤、酵素、防水加工剤、布地調整剤、防縮剤、伸び
防止剤、伸び回復剤、スキンケア剤、グリセリン、並びに天然活性物質（例えば、アロエ
ベラ、ビタミンＥ、シアバター、ココアバターなど）、増白剤、抗菌活性物質、制汗活性
物質、カチオン性ポリマー、並びにこれらの混合物が挙げられる。１つの態様では、前記
香料原材料は、アルコール、ケトン、アルデヒド、エステル、エーテル、ニトリル、アル
ケンからなる群から選択される。１つの態様では、コア材料は、香料を含む。１つの態様
では、前記香料は、アルコール、ケトン、アルデヒド、エステル、エーテル、ニトリル、
アルケン、及びこれらの混合物からなる群から選択される香料原材料を含む。１つの態様
では、前記香料は、約２５０℃未満の沸点（Ｂ．Ｐ．）及び約３未満のＣｌｏｇＰを有す
る香料原材料、約２５０℃超過のＢ．Ｐ．及び約３超過のＣｌｏｇＰを有する香料原材料
、約２５０℃超過のＢ．Ｐ．及び約３未満のＣｌｏｇＰを有する香料原材料、約２５０℃
未満のＢ．Ｐ．及び約３超過のＣｌｏｇＰを有する香料原材料、並びにこれらの混合物か
らなる群から選択される香料原材料を含んでもよい。約２５０℃未満の沸点Ｂ．Ｐ．及び
約３未満のＣｌｏｇＰを有する香料原材料は象限（Quadrant）Ｉの香料原材料として知ら
れ、約２５０℃超過のＢ．Ｐ．及び約３超過のＣｌｏｇＰを有する香料原材料は象限ＩＶ
の香料原材料として知られ、約２５０℃超過のＢ．Ｐ．及び約３未満のＣｌｏｇＰを有す
る香料原材料は象限ＩＩの香料原材料として知られ、約２５０℃未満のＢ．Ｐ．及び約３
超過のＣｌｏｇＰを有する香料原材料は象限ＩＩＩの香料原材料として知られる。１つの
態様では、前記香料は、約２５０℃未満のＢ．Ｐ．を有する香料原材料を含む。１つの態
様では、前記香料は、象限Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩの香料原材料及びこれらの混合物からなる群
から選択される香料原材料を含む。１つの態様では、前記香料は、象限ＩＩＩの原料香料
を含む。好適な象限Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ及びＩＶの香料原材料は、米国特許第６，８６９，
９２３　Ｂ１号に開示されている。
【００２７】
　１つの態様では、前記香料は、象限ＩＶの原料香料を含む。理論に束縛されるものでは
ないが、かかる象限ＩＶの香料原材料は香料の香りの「バランス」を改善することができ
ると考えられている。前記香料は、香料の総重量に基づいて、約３０％未満、約２０％未
満、又は更には約１５％未満の前記象限ＩＶの香料原材料を含んでもよい。
【００２８】
　１つの態様では、前記有益剤デリバリー粒子のコア材料は以下を含む：
　ａ．）４．５未満のＣｌｏｇＰを有する香料組成物；
　ｂ．）香料組成物の総重量に基づいて、４．０未満のＣｌｏｇＰを有する香料材料を６
０％含む香料組成物；
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　ｃ．）香料組成物の総重量に基づいて、３．５未満のＣｌｏｇＰを有する香料材料を３
５％含む香料組成物；
　ｄ．）香料組成物の総重量に基づいて、４．０未満のＣｌｏｇＰを有する香料材料を４
０％及び２．０未満のＣｌｏｇＰを有する香料材料を少なくとも１％含む香料組成物；
　ｅ．）香料組成物の総重量に基づいて、４．０未満のＣｌｏｇＰを有する香料材料を４
０％及び３．０未満のＣｌｏｇＰを有する香料材料を少なくとも１５％含む香料組成物；
　ｆ．）香料組成物の総重量に基づいて、ブタノアートエステルを少なくとも１％及びペ
ンタノアートエステルを少なくとも１％含む香料組成物；
　ｇ．）香料組成物の総重量に基づいて、アリル部分を含むエステルを少なくとも２％及
びエステル部分を含む別の香料を少なくとも１０％含む香料組成物；
　ｈ．）香料組成物の総重量に基づいて、アルキル鎖部分を含むアルデヒドを少なくとも
１％含む香料組成物；
　ｉ．）香料組成物の総重量に基づいて、ブタノアートエステルを少なくとも２％含む香
料組成物；
　ｊ．）香料組成物の総重量に基づいて、ペンタノアートエステルを少なくとも１％含む
香料組成物；
　ｋ．）香料組成物の総重量に基づいて、アリル部分を含むエステルを少なくとも３％及
びアルキル鎖部分を含むアルデヒドを１％含む香料組成物；
　ｌ．）香料組成物の総重量に基づいて、エステル部分を含む香料を少なくとも２５％及
びアルキル鎖部分を含むアルデヒドを１％含む香料組成物；
　ｍ．）香料組成物の総重量に基づいて、４－（２，６，６－トリメチル－１－シクロヘ
キセニル）－３－ブテン－２－オン、４－（２，６，６－トリメチル－２－シクロヘキセ
ニル）－３－ブテン－２－オン及び３－ブテン－２－オン、３－メチル－４－（２，６，
６－トリメチル－１－シクロヘキセン－２－イル）－、及びこれらの混合物から選択され
る材料を少なくとも２％含む香料組成物；
　ｎ．）香料組成物の総重量に基づいて、トリデカ－２－エノニトリル、マンダリル、及
びこれらの混合物を少なくとも０．１％含む香料組成物；
　ｏ．）香料組成物の総重量に基づいて、３，７－ジメチル－６－オクテンニトリル、２
－シクロヘキシリデン－２－フェニルアセトニトリル、及びこれらの混合物から選択され
る材料を少なくとも２％含む香料組成物；
　ｐ．）香料組成物の総重量に基づいて、エステル、アルデヒド、イオノン、ニトリル、
ケトン、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される部分を含む１つ以上の香料を
少なくとも８０％含む香料組成物；
　ｑ．）香料組成物の総重量に基づいて、アリル部分を含むエステルを少なくとも３％含
む香料組成物；香料組成物の総重量に基づいて、１－メチルエチル－２－メチルブタノア
ート；エチル－２－メチルペンタノアート；１，５－ジメチル－１－エテニルヘキシル－
４－エニルアセテート；ｐ－メンタ（metnh）－１－エン－８－イルアセテート；４－（
２，６，６－トリメチル－２－シクロヘキセニル）－３－ブテン－２－オン；４－アセト
キシ－３－メトキシ－１－プロペニルベンゼン；２－プロペニルシクロヘキサンプロピオ
ネート；ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２－カルボン酸，３－（１－メチル
エチル）エチルエステル；ビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－オール、１，７，７－
トリメチル－，アセテート；１，５－ジメチル－１－エテニルヘキサ（ethenylhex）－４
－エニルアセテート（enylacetate）；ヘキシル２－メチルプロパノアート；エチル－２
－メチルブタノアート；４－ウンデカノン；５－ヘプチルジヒドロ－２（３ｈ）－フラノ
ン；１，６－ノナジエン－３－オール，３，７ジメチル－；３，７－ジメチルオクタ－１
，６－ジエン－３－ｏ；３－シクロヘキセン－１－カルボキシアルデヒド，ジメチル－；
３，７－ジメチル－６－オクテンニトリル；４－（２，６，６－トリメチル－１－シクロ
ヘキセニル）－３－ブテン－２－オン；トリデカ－２－エノニトリル；パチョリ油；エチ
ルトリサイクル（tricycle）［５．２．１．０］デカン－２－カルボキシレート；２，２
－ジメチル－シクロヘキサンプロパノール；ヘキシルエタノアート，７－アセチル，１，
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２，３，４，５，６，７，８－オクタヒドロ－１，１，６，７－テトラメチルナフタレン
；アリル－シクロヘキシルオキシアセテート；メチルノニルアセトアルデヒド；１－スピ
ロ［４，５］デカ－７－エン－７－イル－４－ペンテネン－１－オン；７－オクテン－２
－オール，２－メチル－６－メチレン－，ジヒドロ；シクロヘキサノール，２－（１，１
－ジメチルエチル）－，アセテート；ヘキサヒドロ－４，７－メタノインデン－５（６）
－イルプロピオネートヘキサヒドロ－４，７－メタノインデン－５（６）イルプロピオネ
ート；２－メトキシナフタレン；１－（２，６，６－トリメチル－３－シクロヘキセニル
）－２－ブテン－１－オン；１－（２，６，６－トリメチル－２－シクロヘキセニル）－
２－ブテン－１－オン；３，７－ジメチルオクタン－３－オール；３－ブテン－２－オン
、３－メチル－４－（２，６，６－トリメチル（trimehtyl）－１－シクロヘキセン－２
－イル）－；ヘキサン酸，２－プロペニルエステル；（ｚ）－ノナ－６－エン－１－アー
ル；１－デシルアルデヒド；１－オクタナール；４－ｔ－ブチル－α－メチルヒドロシン
ナムアルデヒド；α－ヘキシルシンナムアルデヒド；エチル－２，４－ヘキサジエノアー
ト、２－プロペニル３－シクロヘキサンプロパノアート；及びこれらの混合物からなる群
から選択される材料を少なくとも２０％含む香料組成物；
　ｒ．）香料組成物の総重量に基づいて、１－メチルエチル－２－メチルブタノアート；
エチル－２－メチルペンタノアート；１，５－ジメチル－１－エテニルヘキサ－４－エニ
ルアセテート；ｐ－メンタ－１－エン－８－イルアセテート；４－（２，６，６－トリメ
チル－２－シクロヘキセニル）－３－ブテン－２－オン；４－アセトキシ－３－メトキシ
－１－プロペニルベンゼン；２－プロペニルシクロヘキサンプロピオネート；ビシクロ［
２．２．１］ヘプト－５－エン－２－カルボン酸，３－（１－メチルエチル）－エチルエ
ステル；ビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－オール、１，７，７－トリメチル－，ア
セテート；１，５－ジメチル－１－エテニルヘキサ－４－エニルアセテート；ヘキシル２
－メチルプロパノアート；エチル－２－メチルブタノアート，４－ウンデカノリド；５－
ヘプチルジヒドロ－２（３ｈ）－フラノン；５－ヒドロキシドデカン酸；デカラクトン；
ウンデカラクトン，１，６－ノナジエン－３－オール，３，７ジメチル－；３，７－ジメ
チルオクタ－１，６－ジエン－３－オール；３－シクロヘキセン－１－カルボキシアルデ
ヒド，ジメチル－；３，７－ジメチル－６－オクテンニトリル；４－（２，６，６－トリ
メチル－１－シクロヘキセニル）－３－ブテン－２－オン；トリデカ－２－エノニトリル
；パチョリ油；エチルトリサイクル［５．２．１．０］デカン－２－カルボキシレート；
２，２－ジメチル－シクロヘキサンプロパノール；アリルシクロヘキシルオキシアセテー
ト；メチルノニルアセトアルデヒド；１－スピロ［４，５］デカ－７－エン－７－イル－
４－ペンテン－１－オン；７－オクテン－２－オール，２－メチル－６－メチレン－，ジ
ヒドロ，シクロヘキサノール，２－（１，１－ジメチルエチル）－，アセテート；ヘキサ
ヒドロ－４，７－メタノインデン－５（６）－イルプロピオネートヘキサヒドロ－４，７
－メタノインデン－５（６）－イルプロピオネート；２－メトキシナフタレン；１－（２
，６，６－トリメチル－３－シクロヘキセニル）－２－ブテン－１－オン；１－（２，６
，６－トリメチル－２－シクロヘキセニル）－２－ブテン－１－オン；３，７－ジメチル
オクタン－３－オール；３－ブテン－２－オン、３－メチル－４－（２，６，６－トリメ
チル－１－シクロヘキセン－２－イル）－；ヘキサン酸，２－プロペニルエステル；（ｚ
）－ノナ－６－エン－１－アール；１－デシルアルデヒド；１－オクタナール；４－ｔ－
ブチル－α－メチルヒドロシンナムアルデヒド；エチル－２，４－ヘキサジエノアート；
２－プロペニル３－シクロヘキサンプロパノアート；及びこれらの混合物からなる群から
選択される材料を少なくとも２０％含む香料組成物；
　ｓ．）香料組成物の総重量に基づいて、３－シクロヘキセン－１－カルボキシアルデヒ
ド，ジメチル－；３－ブテン－２－オン、３－メチル－４－（２，６，６－トリメチル－
１－シクロヘキセン－２－イル）－；パチョリ油；ヘキサン酸，２－プロペニルエステル
；１－オクタナール；１－デシルアルデヒド；（ｚ）－ノナ－６－エン－１－アール；メ
チルノニルアセトアルデヒド；エチル－２－メチルブタノアート；１－メチルエチル－２
－メチルブタノアート；エチル－２－メチルペンタノアート；４－ヒドロキシ－３－エト
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キシベンズアルデヒド；４－ヒドロキシ－３－メトキシベンズアルデヒド；３－ヒドロキ
シ－２－メチル－４－ピロン；３－ヒドロキシ－２－エチル－４－ピロン、及びこれらの
混合物からなる群から選択される材料を少なくとも５％含む香料組成物；
　ｔ．）香料組成物の総重量に基づいて、５．０超過のＣｌｏｇＰを有する香料を１０％
未満含む香料組成物；
　ｕ．）ゲラニルパルミテートを含む香料組成物；又は
　ｖ．）第１及び任意の第２の材料を含む香料組成物であって、前記第１の材料が、
　　（ｉ）少なくとも２のＣｌｏｇＰ；
　　（ｉｉ）約２８０℃未満の沸点；
　を有し、
　任意の第２の材料が、存在するときに、
　　（ｉ）２．５未満のＣｌｏｇＰ；及び
　　（ｉｉ）約１００ｐｐｂ未満のＯＤＴを有する、香料組成物。
【００２９】
　香料の未加工原料及びアコード（accord）は、次の企業、フィルメニッヒ（Firmenich
）（スイス、ジュネーヴ（Geneva））、ジボダン（Givaudan）（フランス、アルジャント
ゥイユ（Argenteuil））、ＩＦＦ（ニュージャージー州ヘーズレット（Hazlet））、クエ
スト（Quest）（ニュージャージー州マウントオリーヴ（Mount Olive））、ベドーキアン
（Bedoukian）（コネチカット州ダンベリー（Danbury））、シグマ・アルドリッチ（Sigm
a Aldrich）（ミズーリ州セントルイス（St.Louis））、ミレニアム・スペシャリティ・
ケミカルズ（Millennium Specialty Chemicals）（イリノイ州オリンピアフィールド（Ol
ympia Fields））、ポラロン・インターナショナル（Polarone International）（ニュー
ジャージー州ジャージーシティ（Jersey City））、フレグランス・リソーシズ（Fragran
ce Resources）（ニュージャージー州キーポート（Keyport））、及びアロマ＆フレーバ
ー・スペシャルティーズ（Aroma & Flavor Specialties）（コネチカット州ダンベリー（
Danbury））から入手してもよい。
【００３０】
　有益剤含有デリバリー粒子の製造方法
　本明細書に開示された粒子は、米国特許第６，５９２，９９０　Ｂ２号及び／又は同第
６，５４４，９２６　Ｂ１号の教示並びに本明細書に開示される実施例により製造され得
る。
【００３１】
　アニオン性乳化剤は、典型的には、粒子製造プロセス中にマイクロカプセル形成に先立
って有益剤を乳化するために使用される。理論に束縛されるものではないが、アニオン性
物質は、布地ケア組成物などの組成物中に見出されることが多いカチオン性界面活性剤と
は不利に相互作用し、このことにより、前記組成物中に採用された物質の審美的に不快な
凝集を生じ得ると考えられている。許容不可能な審美性に加え、このような凝集は結果的
にバルク相からの粒子の急速な相分離を生じる可能性がある。本出願人らはこのような凝
集が、塩、ポリマー及びこれらの混合物からなる群から選択される物質を包含する特定の
凝集阻害物質を加えることにより、防止できることを発見した。有用な凝集阻害剤には、
マグネシウム塩（例えば、塩化マグネシウム、酢酸マグネシウム、リン酸マグネシウム、
ギ酸マグネシウム、ホウ化マグネシウム、チタン酸マグネシウム、硫酸マグネシウム七水
和物）、カルシウム塩（例えば、塩化カルシウム、ギ酸カルシウム、酢酸カルシウム（ca
lcium calcium acetate）、臭化カルシウム）などの二価の塩；アルミニウム塩（例えば
、硫酸アルミニウム、リン酸アルミニウム、塩化アルミニウムｎ－水和物）などの三価の
塩；及び汚れ懸濁ポリマーなどの、アニオン性粒子を懸濁する能力を有するポリマー（例
えば、ポリエチレンイミン、アルコキシル化ポリエチレンイミン、ポリクオタニウム－６
及びポリクオタニウム－７）が挙げられる。
【００３２】
　本発明の１つの態様では、有益剤含有デリバリー粒子は製造されるのに引き続いて、粒
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子が、例えば界面活性剤、ポリマー及び溶媒を含有するバルク環境に曝露されるときに、
粒子からの有益剤の漏洩率を削減する材料によりコーティングされる。バリア材料として
の機能を果たすことができるコーティング材料の非限定的な例には、ポリビニルピロリド
ンホモポリマー並びにスチレン、酢酸ビニル、イミダゾール、１級及び２級アミン含有モ
ノマー、メチルアクリレート、ポリビニルアセタール、無水マレイン酸とポリビニルピロ
リドンホモポリマーとの種々のコポリマー；ポリビニルアルコールホモポリマー並びに酢
酸ビニル、２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホネート、１級及び２級アミン
含有モノマー、イミダゾール、メチルアクリレートとポリビニルアルコールホモポリマー
との種々のコポリマー；ポリアクリルアミド；ポリアクリル酸；マイクロクリスタリンろ
う；パラフィンろう；変性多糖（例えば、ろう状のトウモロコシ又はデントコーンデンプ
ン、オクテニルコハク酸塩デンプン、ヒドロキシエチル化若しくはヒドロキシプロピル化
デンプンのような誘導体化デンプン、カラギーナン、グアーガム、ペクチン、キサンタン
ガム）；変性セルロース（例えば、加水分解した酢酸セルロース、ヒドロキシプロピルセ
ルロース、メチルセルロースなど）；変性タンパク質（例えば、ゼラチン）；水素化及び
非水素化ポリアルケン；脂肪酸；硬化シェル（例えば、ホルムアルデヒドと架橋した尿素
、ゼラチン－ポリリン酸塩、メラミン－ホルムアルデヒド、四ホウ酸ナトリウム又はグル
テルアルデヒド（gluteraldehyde）と架橋したポリビニルアルコール）；スチレン－ブタ
ジエン、エチルセルロースのラテックス；ケイ酸マグネシウム、アルミノケイ酸塩、ケイ
酸ナトリウムなどの粘土のような無機物質；並びにこれらの混合物からなる群より選択さ
れる材料が挙げられる。このような材料は、ＣＰケルコ社（CP Kelco Corp.）（米国カリ
フォルニア州サンディエゴ（San Diego））、デグッサ社（Degussa AG）（ドイツ、デュ
ッセルドルフ（Dusseldorf））、ＢＡＳＦ社（BASF AG）（ドイツ、ルートヴィッヒスハ
ーフェン（Ludwigshafen））、ローディア社（Rhodia Corp.）（米国ニュージャー
ジー州クランバリー（Cranbury））、ベイカー・ヒューズ社（Baker Hughes Corp.）（米
国テキサス州ヒューストン（Houston））、ハーキュレス社（Hercules Corp.）（米国デ
ラウェア州ウィルミントン（Wilmington））、アグリウム社（Agrium Inc.）（カナダ、
アルバータ州カルガリー（Calgary））、ＩＳＰ社（米国ニュージャージー州）から入手
可能である。本粒子が布地コンディショニング組成物に採用される１つの態様では、コー
ティング材料は、ケイ酸ナトリウムを含む。理論に束縛されるものではないが、ケイ酸ナ
トリウムが高ｐＨでは溶解するが低ｐＨではあまり溶解しない特性を有することにより、
７より低いｐＨで処方されるがｐＨが７以上である環境で使用される組成物中で使用でき
る粒子用に、ケイ酸ナトリウムは理想的な材料であると考えられている。有益剤含有デリ
バリー粒子は、米国特許第６，５９２，９９０号に記載されている手順に従うことにより
製造され得る。しかしながら、あらゆる有益剤含有デリバリー粒子が本明細書に開示され
るコーティング及びコーティングプロセスから利益を得る可能性があるので、本発明のコ
ーティング態様は、本発明の有益剤含有デリバリー粒子に限定されない。
【００３３】
　本明細書で開示されるプロセスで使用するのに好適な設備としては、連続攪拌槽型反応
器、ホモジナイザー、タービン攪拌器、再循環ポンプ、パドルミキサー、プローせん断ミ
キサー、リボンブレンダー、垂直軸造粒機及びドラムミキサー（両方ともバッチ式であり
、利用可能な場合は連続プロセスの形状のもの）、スプレー乾燥機、並びに押出成形機が
挙げられる。そのような設備は、ロッジ社（Lodige GmbH）（ドイツ、パーデルボルン（P
aderborn））、リトルフォード・デイ社（Littleford Day, Inc.）（米国ケンタッキー州
フローレンス（Florence））、フォーベルグ社（Forberg AS）（ノルウェー、ラルヴィク
（Larvik））、グラット・エンジニア・テクニック社（Glatt Ingenieurtechnik GmbH）
（ドイツ、ワイマール（Weimar））、ニロ社（Niro）（デンマークのセーボルク（Soebor
g））、ホソカワ・Ｂｅｐｅｘ社（Hosokawa Bepex Corp.）（米国ミネソタ州ミネアポリ
ス（Minneapolis））、アーデ・バリンコ社（Arde Barinco）（米国ニュージャージー州
）から入手可能である。
【００３４】
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　ホルムアルデヒドの掃去
　１つの態様では、有益剤含有デリバリー粒子はホルムアルデヒドスカベンジャーと混合
されてもよい。１つの態様では、かかる有益剤含有デリバリー粒子は、本発明の有益剤含
有デリバリー粒子を含んでもよい。好適なホルムアルデヒドスカベンジャーには、亜硫酸
水素ナトリウム、尿素、エチレン尿素、システイン、システアミン、リシン、グリシン、
セリン、カルノシン、ヒスチジン、グルタチオン、３，４－ジアミノ安息香酸、アラント
イン、グリコウリル、アントラニル酸、アントラニル酸メチル、メチル４－アミノベンゾ
エート、エチルアセトアセテート、アセトアセトアミド、マロンアミド、アスコルビン酸
、１，３－ジヒドロキシアセトン二量体、ビウレット、オキサミド、ベンゾグアナミン、
ピログルタミン酸、ピロガロール、メチルガラート、エチルガラート、プロピルガラート
、トリエタノールアミン、スクシンアミド、チアベンダゾール、ベンゾトリアゾール、ト
リアゾール、インドリン、スルファニル酸、オキサミド、ソルビトール、グルコース、セ
ルロース、ポリ（ビニルアルコール）、部分的に加水分解されたポリ（ビニルホルムアミ
ド）、ポリ（ビニルアミン）、ポリ（エチレンイミン）、ポリ（オキシアルキレンアミン
）、ポリ（ビニルアルコール）－コ－ポリ（ビニルアミン）、ポリ（４－アミノスチレン
）、ポリ（Ｌ－リシン）、キトサン、ヘキサンジオール、エチレンジアミン－Ｎ，Ｎ'－
ビスアセトアセトアミド、Ｎ－（２－エチルヘキシル）アセトアセトアミド、２－ベンゾ
イルアセトアセトアミド、Ｎ－（３－フェニルプロピル）アセトアセトアミド、リリアー
ル、ヘリオナル、メロナール、トリプラール、５，５－ジメチル－１，３－シクロヘキサ
ンジオン、２，４－ジメチル－３－シクロヘキセンカルボキシアルデヒド、２，２－ジメ
チル－１，３－ジオキサン－４，６－ジオン、２－ペンタノン、ジブチルアミン、トリエ
チレンテトラミン、水酸化アンモニウム、ベンジルアミン、ヒドロキシシトロネロール、
シクロヘキサノン、２－ブタノン、ペンタンジオン、デヒドロ酢酸、又はこれらの混合物
からなる群から選択される物質が挙げられる。これらのホルムアルデヒドスカベンジャー
は、シグマ／アルドリッチ／フルカ（Sigma/Aldrich/Fluka）（米国ミズーリ州セントル
イス（St. Louis））又はポリサイエンス社（PolySciences, Inc.）（米国ペンシルバニ
ア州ウォリントン（Warrington））から入手してもよい。
【００３５】
　かかるホルムアルデヒドスカベンジャーは、典型的には、スラリーの総重量に基づいて
、約２重量％～約１８重量％、約３．５重量％～約１４重量％、又は更には約５重量％～
約１３重量％の前記有益剤含有デリバリー粒子を含有するスラリーと混合される。
【００３６】
　１つの態様では、かかるホルムアルデヒドスカベンジャーは、有益剤含有デリバリー粒
子を含有する製品と混合されてもよく、前記スカベンジャーは、製品の総重量に基づいて
、製品処方の約０．００５％～約０．８％、あるいは約０．０３％～約０．５％、あるい
は約０．０６５％～約０．２５％の濃度で前記製品と混合される。
【００３７】
　別の態様では、かかるホルムアルデヒドスカベンジャーは、スラリーの総重量に基づい
て、約２重量％～約１４重量％、約３．５重量％～約１４重量％、又は更には約５重量％
～約１４重量％の濃度で、前記有益剤含有デリバリー粒子を含有するスラリーと混合され
てもよく、前記スラリーは、製品マトリックスに添加されてもよく、この添加には同一又
は異なるスカベンジャーが、製品の総重量に基づいて、製品処方の約０．００５％～約０
．５％、あるいは約０．０１％～約０．２５％、あるいは約０．０５％～約０．１５％の
濃度で添加されてもよい。
【００３８】
　１つの態様では、１つ以上の前述したホルムアルデヒドスカベンジャーが、有益剤含有
デリバリー粒子を含有する液体布地向上製品と、液体布地向上製品の総重量に基づいて、
製品処方の約０．００５％～約０．８％、あるいは約０．０３％～約０．４％、あるいは
約０．０６％～約０．２５％の濃度で混合されてもよい。
【００３９】
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　１つの態様では、かかるホルムアルデヒドスカベンジャーは、有益剤含有デリバリー粒
子を含有する液体洗濯洗剤製品と混合されてもよく、前記スカベンジャーは、亜硫酸水素
ナトリウム、尿素、エチレン尿素、システイン、システアミン、リシン、グリシン、セリ
ン、カルノシン、ヒスチジン、グルタチオン、３，４－ジアミノ安息香酸、アラントイン
、グリコウリル、アントラニル酸、アントラニル酸メチル、メチル４－アミノベンゾエー
ト、エチルアセトアセテート、アセトアセトアミド、マロンアミド、アスコルビン酸、１
，３－ジヒドロキシアセトン二量体、ビウレット、オキサミド、ベンゾグアナミン、ピロ
グルタミン酸、ピロガロール、メチルガラート、エチルガラート、プロピルガラート、ト
リエタノールアミン、スクシンアミド、チアベンダゾール、ベンゾトリアゾール、トリア
ゾール、インドリン、スルファニル酸、オキサミド、ソルビトール、グルコース、セルロ
ース、ポリ（ビニルアルコール）、部分的に加水分解されたポリ（ビニルホルムアミド）
、ポリ（ビニルアミン）、ポリ（エチレンイミン）、ポリ（オキシアルキレンアミン）、
ポリ（ビニルアルコール）－コ－ポリ（ビニルアミン）、ポリ（４－アミノスチレン）、
ポリ（Ｌ－リシン）、キトサン、ヘキサンジオール、エチレンジアミン－Ｎ，Ｎ’－ビス
アセトアセトアミド、Ｎ－（２－エチルヘキシル）アセトアセトアミド、２－ベンゾイル
アセトアセトアミド、Ｎ－（３－フェニルプロピル）アセトアセトアミド、リリアール、
ヘリオナル、メロナール、トリプラール、５，５－ジメチル－１，３－シクロヘキサンジ
オン、２，４－ジメチル－３－シクロヘキセンカルボキシアルデヒド、２，２－ジメチル
－１，３－ジオキサン－４，６－ジオン、２－ペンタノン、ジブチルアミン、トリエチレ
ンテトラミン、水酸化アンモニウム、ベンジルアミン、ヒドロキシシトロネロール、シク
ロヘキサノン、２－ブタノン、ペンタンジオン、デヒドロ酢酸、及びこれらの混合物から
なる群から選択され、液体洗濯洗剤製品の総重量に基づいて、約０．００３重量％～約０
．２０重量％、約０．０３重量％～約０．２０重量％、又は更には約０．０６重量％～約
０．１４重量％の濃度で、前記液体洗濯洗剤製品と混合される。
【００４０】
　１つの態様では、かかるホルムアルデヒドスカベンジャーは、有益剤含有デリバリー粒
子を含有する毛髪コンディショニング製品と、毛髪コンディショニング製品の総重量に基
づいて、約０．００３重量％～約０．３０重量％、約０．０３重量％～約０．２０重量％
、又は更には約０．０６重量％～約０．１４重量％の濃度で混合されてもよく、前記スカ
ベンジャーの選択は液体洗濯洗剤製品に関する前段落におけるスカベンジャーのリストと
同一である。
【００４１】
　有益剤含有デリバリー粒子を含む組成物
　本出願人らの組成物は、本出願に開示される粒子の実施形態を含む。１つの態様では、
前記組成物は消費者製品である。採用される粒子の正確な濃度は組成物の型及び最終用途
に依存するが、組成物は組成物の総重量に基づいて、約０．０１～約１０重量％、約０．
１～約１０重量％、又は更には約０．２～約５重量％の、前記粒子を含んでもよい。１つ
の態様では、洗浄組成物は洗浄組成物の総重量に基づいて、約０．１～約１重量％のこの
ような粒子を含んでもよい。１つの態様では、布地トリートメント組成物は、布地トリー
トメント組成物の総重量に基づいて、約０．０１～約１０重量％のこのような粒子を含ん
でもよい。
【００４２】
　本発明の態様には、洗濯洗剤組成物（例えば、タイド（TIDE）（商標））、硬質表面洗
浄剤（例えば、ミスター・クリーン（MR CLEAN）（商標））、自動食器洗浄用液体（例え
ば、カスケード（Cascade）（商標））、食器洗浄用液体（例えば、ドウン（DAWN）（商
標））、及び床洗浄剤（例えば、スウィファ（SWIFFER）（商標））中での本発明の粒子
の使用が挙げられる。洗浄組成物の非限定的実施例には、米国特許第４，５１５，７０５
号、同第４，５３７，７０６号、同第４，５３７，７０７号、同第４，５５０，８６２号
、同第４，５６１，９９８号、同第４，５９７，８９８号、同第４，９６８，４５１号、
同第５，５６５，１４５号、同第５，９２９，０２２号、同第６，２９４，５１４号、及
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び同第６，３７６，４４５号に記載されるようなものを挙げてもよい。本明細書に開示さ
れる洗浄組成物は、典型的には、水性洗浄操作での使用中に、洗浄水のｐＨが約６．５～
約１２、又は約７．５～１０．５となるように処方される。液体食器洗浄製品の処方は、
典型的には、約６．８～約９．０のｐＨを有する。洗浄製品は、典型的には、約７～約１
２のｐＨを有するように処方される。推奨使用レベルでｐＨを制御する技術には、緩衝剤
、アルカリ、酸などの使用が挙げられ、当業者には周知である。
【００４３】
　本明細書に開示される布地トリートメント組成物は、典型的には、布地柔軟化活性物質
（「ＦＳＡ」）を含む。好適な布地柔軟化活性物質には、第四級アンモニウム化合物、ア
ミン、脂肪酸エステル、ショ糖エステル、シリコーン、分散性ポリオレフィン、粘土、多
糖類、脂肪油、ポリマーラテックス、及びこれらの混合物からなる群から選択される物質
が挙げられるが、これらに限定されない。
【００４４】
　補助剤物質
　本発明の目的には必須でないが、以下に例示される補助剤の非限定的なリストは、本組
成物において使用するのに適しており、例えば、性能を補助若しくは向上させるために、
洗浄される基材の処理のために、又は香料、着色剤、染料などを用いる場合のように組成
物の審美性を変化させるために、望ましくは本発明の特定の実施形態に組み込まれてもよ
い。かかる補助剤は、本出願人らのデリバリー粒子及びＦＳＡを介して供給される構成成
分に追加されると理解される。これらの追加的構成成分の明確な性質、及びそれを組み込
む濃度は、組成物の物理的形態及び使用されるべき作業の性質によって決まる。好適な補
助剤物質には、ポリマー、例えばカチオン性ポリマー、界面活性剤、ビルダー、キレート
化剤、移染防止剤、分散剤、酵素及び酵素安定剤、触媒作用性物質、漂白活性化剤、ポリ
マー分散剤、粘土汚れ除去／再付着防止剤、増白剤、泡抑制剤、染料、追加の香料及び香
料送達系、構造弾性化剤、柔軟仕上げ剤、キャリア、向水性物質、加工助剤、及び／又は
顔料が挙げられるが、これらに限定されない。下記の開示に加え、このような他の補助剤
の好適な例及び使用濃度は、米国特許第５，５７６，２８２号、同第６，３０６，８１２
　Ｂ１号、及び同第６，３２６，３４８　Ｂ１号に記載されており、これらは参照により
組み込まれる。
【００４５】
　上述のように、補助剤成分は、本出願人らの洗浄及び布地ケア組成物には必須ではない
。したがって、本出願人らの組成物の特定の実施形態は、以下の補助物質の１つ以上を含
有しない：漂白活性化剤、界面活性剤、ビルダー、キレート化剤、移染防止剤、分散剤、
酵素及び酵素安定剤、触媒金属錯体、ポリマー系分散剤、粘土及び汚れ除去／再付着防止
剤、増白剤、泡抑制剤、染料、追加の香料及び香料送達系、構造弾性化剤、柔軟剤、キャ
リア、向水性物質、加工助剤、及び／又は顔料。しかしながら、１つ以上の補助剤が存在
するとき、１つ以上の補助剤は、以下に詳細に記載されるように存在してもよい。
【００４６】
　界面活性剤－本発明による組成物は、界面活性剤又は界面活性剤系を含むことができ、
界面活性剤は、非イオン性及び／若しくはアニオン性及び／若しくはカチオン性界面活性
剤並びに／又は両性及び／若しくは双極性及び／若しくは半極性非イオン性界面活性剤か
ら選択できる。界面活性剤は、典型的には、洗浄組成物の約０．１重量％から、約１重量
％から、又は更には約５重量％から、洗浄組成物の約９９．９重量％まで、約８０重量％
まで、約３５重量％まで、又は更には約３０重量％までの濃度で存在する。
【００４７】
　ビルダー－本発明の組成物は、１つ以上の洗剤ビルダー又はビルダー系を含むことがで
きる。存在する場合、組成物は、典型的に、少なくとも約１重量％のビルダー、又は約５
重量％若しくは１０重量％から約８０重量％まで、５０重量％まで、又は更には３０重量
％までの前記ビルダーを含む。ビルダーとしては、ポリホスフェートの、アルカリ金属、
アンモニウム及びアルカノールアンモニウム塩、アルカリ金属ケイ酸塩、アルカリ土類及
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びアルカリ金属炭酸塩、アルミノシリケートビルダー、ポリカルボキシレート化合物、エ
ーテルヒドロキシポリカルボキシレート、無水マレイン酸とエチレン又はビニルメチルエ
ーテルとのコポリマー、１，３，５－トリヒドロキシベンゼン－２，４，６－トリスルホ
ン酸、及びカルボキシメチルオキシコハク酸、エチレンジアミン四酢酸及びニトリロ三酢
酸のようなポリ酢酸の種々のアルカリ金属、アンモニウム及び置換アンモニウム塩、並び
にメリット酸、コハク酸、オキシジコハク酸、ポリマレイン酸、ベンゼン１，３，５－ト
リカルボン酸、カルボキシメチルオキシコハク酸、及びこれらの可溶性塩のようなポリカ
ルボン酸塩が挙げられるが、これらに限定されない。
【００４８】
　キレート化剤－本明細書の組成物はまた、任意で１つ以上の銅、鉄及び／又はマンガン
のキレート化剤を含有してもよい。使用される場合、キレート化剤は、一般に本明細書の
組成物の約０．１重量％～約１５重量％、又は更には本明細書の組成物の約３．０重量％
～約１５重量％を構成する。
【００４９】
　移染防止剤－本発明の組成物はまた、１つ以上の移染防止剤を包含してもよい。好適な
ポリマー移染防止剤としては、ポリビニルピロリドンポリマー、ポリアミンＮ－オキシド
ポリマー、Ｎ－ビニルピロリドンとＮ－ビニルイミダゾールとのコポリマー、ポリビニル
オキサゾリドン及びポリビニルイミダゾール、又はこれらの混合物が挙げられるが、これ
らに限定されない。本明細書の組成物中に存在する場合、移染防止剤は、洗浄組成物の約
０．０００１重量％から、約０．０１重量％から、約０．０５重量％から、洗浄組成物の
約１０重量％まで、約２重量％まで、又は更には約１重量％までの濃度で存在する。
【００５０】
　分散剤－本発明の組成物は分散剤も含むことができる。好適な水溶性有機物質は、ホモ
ポリマー又はコポリマーの酸又はこれらの塩であり、それらのうちのポリカルボン酸は、
互いに２個を超えない炭素原子によって離間されている少なくとも２個のカルボキシル基
を含んでよい。
【００５１】
　酵素－組成物は、洗浄性能効果、及び／又は布地ケア効果を提供する１つ以上の洗浄性
酵素を含むことができる。好適な酵素の例としては、ヘミセルラーゼ、ペルオキシダーゼ
、プロテアーゼ、セルラーゼ、キシラナーゼ、リパーゼ、ホスホリパーゼ、エステラーゼ
、クチナーゼ、ペクチナーゼ、ケラタナーゼ、レダクターゼ、オキシダーゼ、フェノール
オキシダーゼ、リポキシゲナーゼ、リグニナーゼ、プルラナーゼ、タンナーゼ、ペントサ
ナーゼ、マラナーゼ、β－グルカナーゼ、アラビノシダーゼ、ヒアルロニダーゼ、コンド
ロイチナーゼ、ラッカーゼ、及びアミラーゼ、又はこれらの混合物が挙げられるが、これ
らに限定されない。典型的な組み合わせは、プロテアーゼ、リパーゼ、クチナーゼ、及び
／又はセルラーゼのような従来の適用可能な酵素をアミラーゼと組み合わせた混液である
。
【００５２】
　酵素安定剤－組成物、例えば洗剤において使用するための酵素類は、種々の技術によっ
て安定化することができる。本明細書で採用される酵素は、カルシウムイオン及び／又は
マグネシウムイオンを酵素に供給する、最終組成物中のカルシウムイオン及び／又はマグ
ネシウムイオンの水溶性供給源の存在によって安定化させることができる。
【００５３】
　触媒金属錯体－本出願人らの組成物は、触媒金属錯体を包含してもよい。金属含有漂白
触媒の１つの種類は、銅、鉄、チタン、ルテニウム、タングステン、モリブデン、又はマ
ンガンのカチオンのような、限定された漂白触媒活性の遷移金属カチオン、亜鉛又はアル
ミニウムのカチオンのような、漂白触媒活性をほとんど又は全く有さない補助金属カチオ
ン、並びに触媒金属及び補助金属のカチオンに対して規定された安定度定数を有する金属
イオン封鎖剤（sequestrate）、特にエチレンジアミン四酢酸、エチレンジアミンテトラ
（メチレンホスホン酸）及びこれらの水溶性塩を含む触媒系である。このような触媒は、
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米国特許第４，４３０，２４３号に開示される。
【００５４】
　必要に応じて、本明細書の組成物は、マンガン化合物を用いて触媒され得る。このよう
な化合物及び使用濃度は当該技術分野で周知であり、例えば、米国特許第５，５７６，２
８２号に開示されるマンガン系触媒が挙げられる。
【００５５】
　本明細書において有用なコバルト漂白触媒は既知であり、例えば、米国特許第５，５９
７，９３６号及び同第５，５９５，９６７号に記載されている。このようなコバルト触媒
は、既知の手順、例えば、米国特許第５，５９７，９３６号、及び同第５，５９５，９６
７号において教示されているような手順によって容易に調製される。
【００５６】
　また本明細書の組成物は、マクロ多環式の剛性配位子（「ＭＲＬ」と省略される）の遷
移金属錯体を適切に包含してもよい。実用的な事柄として、限定するためではないが、本
明細書の組成物及び洗浄方法は、水性洗浄媒体において少なくとも１億分の１のオーダー
の有益剤ＭＲＬ種を提供するように調整することができ、ＭＲＬを洗浄溶液中に約０．０
０５ｐｐｍ～約２５ｐｐｍ、約０．０５ｐｐｍ～約１０ｐｐｍ、又は更には約０．１ｐｐ
ｍ～約５ｐｐｍに設定できる。
【００５７】
　当該遷移金属漂白剤触媒中の好ましい遷移金属としては、マンガン、鉄、及びクロムが
挙げられる。本明細書における好ましいＭＲＬは、架橋した特定の種類の超剛性配位子、
例えば、５，１２－ジエチル－１，５，８，１２－テトラアザビシクロ［６．６．２］ヘ
キサデカンである。
【００５８】
　好適な遷移金属ＭＲＬは、既知の手順、例えば、ＰＣＴ国際公開特許第００／３２６０
１号及び米国特許第６，２２５，４６４号で教示されているような手順によって容易に製
造される。
【００５９】
　組成物の製造及び使用方法
　本発明の組成物は、任意の好適な形態に処方されることができ、配合者によって選択さ
れる任意の方法によって調製することができが、その非限定的な具体例は、米国特許第５
，８７９，５８４号、同第５，６９１，２９７号；同第５，５７４，００５号；同第５，
５６９，６４５号；同第５，５６５，４２２号；同第５，５１６，４４８号；同第５，４
８９，３９２号；同第５，４８６，３０３号に記載されており、その全てが本明細書に参
照により組み込まれる。
【００６０】
　使用方法
　本明細書に開示される有益剤デリバリー粒子を含有する組成物は、ある部位、とりわけ
表面又は布地を洗浄又は処理するのに使用することができる。典型的には、その部位の少
なくとも一部は、希釈されない形態の、又は液体中に希釈された形態の、又は例えば洗浄
液といった結合剤物質に分散された形態の、又は分散された粒子組成物と結合剤という形
態の、本出願人らの組成物の実施形態に接触される。その部位は、接触の前及び／又は後
に、任意で洗浄及び／又はすすぎを行われてもよい。１つの態様では、ある部位が任意で
洗浄及び／又はすすぎを行われ、本発明による粒子に又は前記粒子を含む組成物に接触さ
れ、次に任意で洗浄及び／又はすすぎを行われる。本発明の目的上、洗浄には、擦ること
及び機械的攪拌が挙げられるが、これらに限定されない。布地には、通常の消費者の使用
条件で洗濯又は処理することが可能なほとんどのあらゆる布地が含まれてもよい。開示さ
れる組成物を含み得る液体のｐＨは、約３～約１１．５であってよい。こうした組成物は
、典型的に、溶液中で約５００ｐｐｍ～約１５，０００ｐｐｍの濃度で使用される。洗浄
溶媒が水であるとき、水温は、典型的には、約５℃～約９０℃であり、部位が布地を含む
とき、水と布地との割合は、典型的には、約１：１～約３０：１である。
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【００６１】
　粒子組成物が結合剤の中に分散された粒子を含むとき、分散された粒子組成物及び結合
剤をその部位で乾燥又は硬化することができる。圧力、摩擦、熱、化学線、レーザー光線
、電磁放射線、化学的分解、又は超音波などの放出力を、粒子からコア内容物を放出する
ために使用することができる。
【００６２】
　いくつかの用途については、結合剤に対して百万分率の粒子が採用されるが、これは微
量のコアでその用途に十分である場合である。他の用途では、かかる組成物は、カプセル
及び結合剤のスラリーにおいて、９０重量％のカプセルに対して０．００１重量％からの
組成物の濃度で採用される。結合剤は、意図される用途に応じて、粒子：結合剤の重量比
で、３：１～約０．０００１：１で使用することができる。部位がポリマー基材を含むと
き、カプセルは１．５：１からの比で、好ましくは０．００１：１～１．２：１の範囲で
使用される。より重い紙の表面と共に、粒子及び結合剤は、２．５～１２グラム／平方メ
ートル、好ましくは３～９グラム／平方メートルのコーティング比で適用することができ
、粒子はコーティングの０．００１～７５重量％である。
【００６３】
　試験方法
　本出願の「試験方法」の項で開示される試験方法は、本出願人らの発明が本明細書に記
載され及び特許請求されているように、本出願人らの発明のパラメータの各値を求めるた
めに使用されるべきであると理解される。
【００６４】
　（１）破壊強度
　ａ．）蒸留脱イオン化（ＤＩ）水１リットルの中に粒子１グラムを入れる。
　ｂ．）脱イオン水中に粒子を１０分間にわたって保持させておき、次に濾過により粒子
を回収する。
　ｃ．）５０個の各粒子の破裂力を平均することにより、粒子の平均破裂力を求める。チ
ャン・Ｚ．（Zhang, Z.）及びサン・Ｇ（Sun, G）「メラミン－ホルムアルデヒドマイク
ロカプセルの機械的特性」（「ジャーナル・オブ・マイクロエンカプスレーション（J. M
icroencapsulation）」１８巻、第５号、５９３～６０２ページ、２００１年）に定めら
れた手順を用いて、粒子の破裂力を求める。次に、平均破裂力（ニュートン）を球体粒子
の平均断面積（πｒ２、式中、ｒは圧縮前の粒子の半径）で除算することにより、平均破
壊圧力を計算し、前記平均断面積を以下のように求める：
　　（ｉ）蒸留脱イオン化（ＤＩ）水１リットルの中に粒子１グラムを入れる。
　　（ｉｉ）脱イオン水中に粒子を１０分間にわたって保持させておき、次に濾過により
粒子を回収する。
　　（ｉｉｉ）チャン・Ｚ．（Zhang, Z.）及びサン・Ｇ（Sun, G）「メラミン－ホルム
アルデヒドマイクロカプセルの機械的特性」（「ジャーナル・オブ・マイクロエンカプス
レーション（J. Microencapsulation）」１８巻、第５号、５９３～６０２ページ、２０
０１年）の実験装置及び方法を使用して５０個の各粒子の粒径を測定することにより、粒
子試料の粒径分布を求める。
　　（ｉｖ）平均粒径を得るために５０個の各粒径測定値の平均をとる。
　ｄ）カプセルスラリー用に、試料が、粒径分布の範囲を収める３つの粒径画分に分けら
れる。粒径画分毎に約１０通りの破壊強度が求められた。
【００６５】
　（２）ＣｌｏｇＰ
　「ｌｏｇＰの計算値」（ＣｌｏｇＰ）は、ハンシュ（Hansch）及びレオ（Leo）のフラ
グメント手法により求められる（Ａ．レオ、「総括医薬品化学（Comprehensive Medicina
l Chemistry）」、第４巻、Ｃ．ハンシュ（C.Hansch）、Ｐ．Ｇ．サメンス（P.G.Sammens
）、Ｊ．Ｂ．テイラー（J.B.Taylor）及びＣ．Ａ．ラムスデン（Ramsden）編、２９５ペ
ージ、ペルガモン・プレス（Pergamon Press）、１９９０年を参照。参照として本明細書
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テムズ社（Daylight Chemical Information Systems Inc.）（米国カリフォルニア州アー
バイン（Irvine））から入手可能な「ＣＬＯＧＰ」プログラムを用いることにより計算さ
れてもよい。
【００６６】
　（３）沸点
　沸点は、ＡＳＴＭ法Ｄ２８８７－０４ａ「ガスクロマトグラフィーによる、石油留分の
沸点範囲分布のための標準試験方法（Standard Test Method for Boiling Range Distrib
ution of Petroleum Fractions by Gas Chromatography）」（ＡＳＴＭインターナショナ
ル）により測定される。
【００６７】
　（４）体積重量分画
　体積重量分画は、光散乱式粒子計数（ＯＰＣ）とも呼ばれる、単一粒子光学検知（ＳＰ
ＯＳ）法により、求められる。体積重量分画は、パーティクル・サイジング・システムズ
社（Particle Sizing Systems）（米国カリフォルニア州サンタバーバラ（Santa Barbara
））により供給されるアキュサイザー（AccuSizer）７８０／ＡＤによって求められる。
【００６８】
　手順：
　１）センサーを通して水を流すことにより、センサーを低温状態に置く。
　２）バックグラウンド計数が１００未満であることを確認する（１００超過であった場
合には、水を流し続ける）。
　３）粒子標準を調製する：約２カップの脱イオン水で充填されたブレンダーの中に約１
ｍＬの振盪された粒子をピペットで移す。ブレンドする。５０ｍＬの脱イオン水の中に約
１ｍＬの希釈されたブレンド済み粒子をピペットで移す。
　４）粒子標準を測定する：アキュサイザー（Accusizer）のバルブの中に約１ｍＬの２
倍に希釈された標準をピペットで移す。測定開始－自動希釈（Autodilution）ボタンを押
す。ステータスバーを見て、粒子計数が９２００超過であることを確認する。計数が９２
００未満であった場合には、停止ボタンを押し、追加の試料を注入する。
　５）測定直後に、ピペットいっぱいの洗剤（５％マイクロ９０（Micro 90））１回分を
バルブの中に注入して、自動洗浄サイクル開始（Start Automatic Flush Cycles）ボタン
を押す。
【００６９】
　（５）体積加重破壊強度（ＶＷＦＳ）
　ＶＷＦＳ＝（破壊強度１×体積分率１）＋（破壊強度２×体積分率２）＋（破壊強度３

×体積分率３）
　破壊強度１＝１０回のマイクロカプセル（同様の粒径を有する）のデータ集から求めら
れる平均破壊強度
　体積分率１＝アキュサイザー（Accusizer）により求められる、破壊強度１に対応する
粒子分布の体積分率
　体積分率を求めるために、破壊強度周辺のスプレッドが以下のように求められる：
　約１５μｍの平均粒径を有する粒子バッチ用には約１０μｍのスプレッドが使用され、
約３０μｍ以上の平均粒径を有する粒子バッチ用には約１０～１５μｍのスプレッドが使
用される。
【００７０】
　実施例
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【表１】

【００７１】
　（６）有益剤漏洩試験
　ａ．）有益剤粒子組成物の１グラム試料を２つ得る。
　ｂ．）粒子組成物１グラム（試料１）を粒子が採用される製品マトリックス９９グラム
に添加し、第２の試料は以下の手順ｄに直ちに進む。
　ｃ．）上記ａ．）の粒子含有製品マトリックス（試料１）を、封止されたガラス瓶の中
において３５℃で２週間にわたって熟成させる。
　ｄ．）粒子組成物の粒子を、ｃ．）の製品マトリックス（製品マトリックス中の試料１
）から、及び上記粒子組成物（試料２）から濾過により回収する。
　ｅ．）上記ｄ．）からの各粒子試料を、各試料の粒子からの全ての有益剤を抽出する溶
媒で処理する。
　ｆ．）上記ｅ．）からの各試料からガスクロマトグラフに有益剤含有溶媒を注入し、ピ
ーク面積を積分して、各試料から抽出された有益剤の総量を求める。
　ｇ．）有益剤漏洩は以下のように定義される：
　試料２についての上記ｆ．）からの数値－試料１についての上記ｆ．）からの数値。
【実施例】
【００７２】
　本発明の特定の諸実施形態が図示され、記載されてきたが、本発明の趣旨及び範囲から
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る。し
たがって、本発明の範囲内にあるそのような全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。
【００７３】
　実施例１：８０重量％コア／２０重量％壁、尿素系ポリ尿素カプセル
　尿素（シグマ・アルドリッチ（Sigma Aldrich）（ウィスコンシン州ミルウォーキー（M
ilwaukee））２グラムを脱イオン水２０ｇに溶解する。レゾルシノール（シグマ・アルド
リッチ（ウィスコンシン州ミルウォーキー）１グラムを均質な尿素溶液に添加する。この
溶液にホルムアルデヒド３７重量％溶液（シグマ・アルドリッチ（ウィスコンシン州ミル
ウォーキー）２０ｇを添加し、１Ｍ水酸化ナトリウム溶液（シグマ・アルドリッチ（ウィ
スコンシン州ミルウォーキー）を使用してスラリーのｐＨを８．０に調整する。反応物質
を３５℃で２時間にわたって放置する。別個のビーカーに、芳香剤油８０グラムをこの尿
素－ホルムアルデヒド溶液にゆっくりと添加する。この混合を、３枚傾斜ブレード攪拌器
を用いるヤンケ・アンド・クンケル・レイバーテクニック・ミキサー（Janke & Kunkel L
aboretechnik mixer）を使用して攪拌し、平均油滴直径分布３１ミクロンを得る。１Ｍ塩
酸を使用してスラリーのｐＨを３．０に調整し、縮合反応を開始させる。溶液を６５℃ま
で加熱し、混合の内容物をゆっくりと攪拌しながら、恒温水槽中で反応させる。内容物は
６５℃で４時間にわたって反応させる。
【００７４】
　体積平均破壊強度破壊（Volume Average Fracture Strength Fracture）は、１．５Ｍ
Ｐａと求められる。
【００７５】
　実施例２：８５重量％コア／１５重量％壁、メラミン系ポリ尿素カプセル
　第１の混合物を、水２０８グラムとアルキルアクリレート－アクリル酸コポリマー（ポ
リサイエンス社（Polysciences, Inc.）（米国ペンシルバニア州ウォリントン（Warringt
on）））５グラムを混合することにより調製する。この第１の混合物を酢酸を使用してｐ
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Ｈ５．０に調整する。
【００７６】
　芳香剤油を含むカプセルコア材料１７８グラムを第１の混合物に４５℃の温度で添加し
、エマルションを形成する。カプセル壁材料を形成する成分を、次のようにして調製する
：相当するカプセル壁材料コポリマープレポリマー（ブチルアクリレート－アクリル酸コ
ポリマー）９グラムと水９０グラムを混合し、ｐＨ５．０に調整する。この混合物に部分
メチル化メチロールメラミン樹脂溶液（「サイメル（Cymel）３８５」８０％固形分、サ
イテック社（Cytec））２８グラムを添加する。この混合物を上記芳香剤油－水エマルシ
ョンに４５℃の温度で攪拌しながら添加する。高速ブレンドを使用して、体積平均粒径１
６ミクロンを得る。この混合物の温度を６５℃まで徐々に上げていき、連続的に攪拌しな
がらこの温度で一晩にわたって維持してカプセル封入を開始及び完了させる。
【００７７】
　アクリル酸－アルキルアクリレートコポリマーカプセル壁を形成するために、アルキル
基はエチル、プロピル、ブチル、アミル、ヘキシル、シクロヘキシル、２－エチルヘキシ
ル、又は１～約１６個の炭素を有する、好ましくは１～８個の炭素を有する他のアルキル
基から選択できる。
【００７８】
　体積平均破壊強度破壊（Volume Average Fracture Strength Fracture）は、３．３Ｍ
Ｐａと求められる。
【００７９】
　実施例３：９０重量％コア／１０重量％壁、メラミン系ポリ尿素カプセル
　第１の混合物を、水２０８グラムとアルキルアクリレート－アクリル酸コポリマー（ポ
リサイエンス社（Polysciences, Inc.）（米国ペンシルバニア州ウォリントン（Warringt
on）））５グラムを混合することにより調製する。この第１の混合物を酢酸を使用してｐ
Ｈ５．０に調整する。
【００８０】
　芳香剤油を含むカプセルコア材料２８０グラムを第１の混合物に４５℃の温度で添加し
、エマルションを形成する。カプセル壁材料を形成する成分を、次のようにして調製する
：相当するカプセル壁材料コポリマープレポリマー（ブチルアクリレート－アクリル酸コ
ポリマー）９グラムと水９０グラムを混合し、ｐＨ５．０に調整する。この混合物に部分
メチル化メチロールメラミン樹脂溶液（「サイメル（Cymel）３８５」８０％固形分、サ
イテック社（Cytec））２８グラムを添加する。この混合物を上記芳香剤油－水エマルシ
ョンに４５℃の温度で攪拌しながら添加する。高速ブレンドを使用して体積平均粒径１８
ミクロンを得る。この混合物の温度を６５℃まで徐々に上げていき、連続的に攪拌しなが
らこの温度で一晩にわたって維持してカプセル封入を開始及び完了させる。
【００８１】
　アクリル酸－アルキルアクリレートコポリマーカプセル壁を形成するために、アルキル
基はエチル、プロピル、ブチル、アミル、ヘキシル、シクロヘキシル、２－エチルヘキシ
ル、又は１～約１６個の炭素を有する、好ましくは１～８個の炭素を有する他のアルキル
基から選択できる。
【００８２】
　体積平均破壊強度破壊（Volume Average Fracture Strength Fracture）は、０．５Ｍ
Ｐａと求められる。
【００８３】
　実施例４：８０重量％コア／２０重量％壁、メラミン系ポリ尿素カプセル
　第１の混合物を、水２０８グラムとアルキルアクリレート－アクリル酸コポリマー（ポ
リサイエンス社（Polysciences, Inc.）（米国ペンシルバニア州ウォリントン（Warringt
on）））５グラムを混合することにより調製する。この第１の混合物を酢酸を使用してｐ
Ｈ５．０に調整する。
【００８４】
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　芳香剤油を含むカプセルコア材料１２５グラムを第１の混合物に４５℃の温度で添加し
、エマルションを形成する。カプセル壁材料を形成する成分を、次のようにして調製する
：相当するカプセル壁材料コポリマープレポリマー（ブチルアクリレート－アクリル酸コ
ポリマー）９グラムと水９０グラムを混合し、ｐＨ５．０に調整する。この混合物に部分
メチル化メチロールメラミン樹脂溶液（「サイメル（Cymel）３８５」８０％固形分、サ
イテック社（Cytec））２８グラムを添加する。この混合物を上記芳香剤油－水エマルシ
ョンに４５℃の温度で攪拌しながら添加する。高速ブレンドを使用して体積平均粒径１５
ミクロンを得る。この混合物の温度を６５℃まで徐々に上げていき、連続的に攪拌しなが
らこの温度で一晩にわたって維持してカプセル封入を開始及び完了させる。
【００８５】
　アクリル酸－アルキルアクリレートコポリマーカプセル壁を形成するために、アルキル
基はエチル、プロピル、ブチル、アミル、ヘキシル、シクロヘキシル、２－エチルヘキシ
ル、又は１～約１６個の炭素を有する、好ましくは１～８個の炭素を有する他のアルキル
基から選択できる。
【００８６】
　体積平均破壊強度破壊（Volume Average Fracture Strength Fracture）は、９．５Ｍ
Ｐａと求められる。
【００８７】
　実施例５：８５重量％コア／１５重量％壁、メラミン系ポリ尿素カプセル
　第１の混合物を、水２０８グラムとアルキルアクリレート－アクリル酸コポリマー（ポ
リサイエンス社（Polysciences, Inc.）（米国ペンシルバニア州ウォリントン（Warringt
on）））５グラムを混合することにより調製する。この第１の混合物を酢酸を使用してｐ
Ｈ５．０に調整する。
【００８８】
　芳香剤油を含むカプセルコア材料１７８グラムを第１の混合物に４５℃の温度で添加し
、エマルションを形成する。カプセル壁材料を形成する成分を、次のようにして調製する
：相当するカプセル壁材料コポリマープレポリマー（ブチルアクリレート－アクリル酸コ
ポリマー）９グラムと水９０グラムを混合し、ｐＨ５．０に調整する。この混合物に部分
メチル化メチロールメラミン樹脂溶液（「サイメル（Cymel）３８５」８０％固形分、サ
イテック社（Cytec））２８グラムを添加する。この混合物を上記芳香剤油－水エマルシ
ョンに４５℃の温度で攪拌しながら添加する。高速ブレンドを使用して体積平均粒径１５
ミクロンを得る。この混合物の温度を６５℃まで徐々に上げていき、連続的に攪拌しなが
らこの温度で一晩にわたって維持してカプセル封入を開始及び完了させる。
【００８９】
　アクリル酸－アルキルアクリレートコポリマーカプセル壁を形成するために、アルキル
基はエチル、プロピル、ブチル、アミル、ヘキシル、シクロヘキシル、２－エチルヘキシ
ル、又は１～約１６個の炭素を有する、好ましくは１～８個の炭素を有する他のアルキル
基から選択できる。
【００９０】
　体積平均破壊強度破壊（Volume Average Fracture Strength Fracture）は、１５．１
ＭＰａと求められる。
【００９１】
　実施例６：８０重量％コア／２０重量％壁、メラミンホルムアルデヒドカプセル
　ブチルアクリレート－アクリル酸コポリマー乳化剤（コロイドＣ３５１（Colloid C351
）、２５％固形分、ｐｋａ４．５～４．７、ケミラ社（Kemira））５０％とポリアクリル
酸（３５％固形分、ｐＫａ１．５～２．５、アルドリッチ社（Aldrich））５０％とのブ
レンド１８グラムを脱イオン水２００グラムに溶解及び混合する。溶液のｐＨを、水酸化
ナトリウム水溶液で３．５に調整する。この乳化剤溶液に部分メチル化メチロールメラミ
ン樹脂（サイメル（Cymel）３８５、８０％固形分、サイテック社（Cytec））６．５グラ
ムを添加する。前述の混合物に機械的攪拌の下で香油２００グラムを添加し、温度を６０
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【００９２】
　安定なエマルションが得られるまで高速で混合した後に、第２の溶液及び３．５グラム
の硫酸ナトリウムをこのエマルションの中に注ぐ。この第２の溶液は、ブチルアクリレー
ト－アクリル酸コポリマー乳化剤（コロイドＣ３５１（Colloid C351）、２５％固形分、
ｐｋａ４．５～４．７、ケミラ社（Kemira））１０グラム、蒸留水１２０グラム、ｐＨを
４．６に調整するための水酸化ナトリウム溶液、部分メチル化メチロールメラミン樹脂（
サイメル（Cymel）３８５、８０％、サイテック社（Cytec））３０グラムを含有する。こ
の混合物を７５℃まで加熱して、連続的に攪拌しながら６時間にわたって維持してカプセ
ル封入を完了させる。アセトアセトアミド（シグマ・アルドリッチ社（Sigma-Aldrich）
（米国ミズーリ州セントルイス（Saint Louis））２３グラムをこの懸濁液に添加する。
【００９３】
　実施例７：８０重量％コア／２０重量％壁、メラミンホルムアルデヒドカプセル
　ブチルアクリレート－アクリル酸コポリマー乳化剤（コロイドＣ３５１（Colloid C351
）、２５％固形分、ｐｋａ４．５～４．７、ケミラ社（Kemira））２０グラムを脱イオン
水２００グラムに溶解及び混合する。溶液のｐＨを、水酸化ナトリウム水溶液で５．５に
調整する。この乳化剤溶液に部分メチル化メチロールメラミン樹脂（サイメル（Cymel）
３８５、８０％固形分、サイテック社（Cytec））６グラムを添加する。前述の混合物に
機械的攪拌の下で香油２００グラムを添加し、温度を５５℃まで上げる。安定なエマルシ
ョンが得られるまで高速で混合した後に、第２の溶液及び９グラムの硫酸ナトリウムをこ
のエマルションに添加する。この第２の溶液は、ポリアクリル酸（３５％固形分、ｐｋａ
１．５～２．５、アルドリッチ社（Aldrich））８グラム、蒸留水１２０グラム、ｐＨを
４．４に調整するための水酸化ナトリウム溶液、部分メチル化メチロールメラミン樹脂（
サイメル（Cymel）３８５、８０％固形分、サイテック社（Cytec））３５グラムを含有す
る。この混合物を８０℃まで加熱して、連続的に攪拌しながら４時間にわたって維持して
カプセル封入を完了させる。アセトアセトアミド（シグマ・アルドリッチ社（Sigma-Aldr
ich）（米国ミズーリ州セントルイス（Saint Louis））２３グラムをこの懸濁液に添加す
る。
【００９４】
　実施例８
　マイクロカプセルを含有する製品処方の非限定例を次の表に要約する。
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【表２】

　ａＮ，Ｎ－ジ（タローオイルオキシエチル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニウムクロライ
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　ｂメチルビス（タローアミドエチル）２－ヒドロキシエチルアンモニウムメチルサルフ
ェート。
　ｃ脂肪酸とメチルジエタノールアミンとのモル比１．５：１での反応生成物を、塩化メ
チルで四級化して得られるＮ，Ｎ－ビス（ステアロイル－オキシ－エチル）Ｎ，Ｎ－ジメ
チルアンモニウムクロライドとＮ－（ステアロイル－オキシ－エチル）Ｎ－ヒドロキシエ
チルＮ，Ｎジメチルアンモニウムクロライドとの１：１モル比混合物。
　ｄナショナル・スターチ（National Starch）から商標名カトー（CATO）（登録商標）
で入手可能なカチオン性高アミローストウモロコシデンプン。
　ｅホルムアルデヒドスカベンジャーは、アルドリッチ（Aldrich）から入手可能なアセ
トアセトアミドである。
　ｆ米国特許第５，５７４，１７９号、第１５欄、１～５行目の式を有する、エチレンオ
キシドとテレフタレートとのコポリマーであって、式中、各Ｘはメチルであり、各ｎは４
０であり、ｕは４であり、各Ｒ１は基本的に１，４－フェニレン部分であり、各Ｒ２は、
基本的にエチレン、１，２－プロピレン部分、又はこれらの混合物である。
　ｇワッカー（Wacker）からのＳＥ３９
　ｈジエチレントリアミン五酢酸。
　ｉローム・アンド・ハース社（Rohm and Haas Co.）から入手可能なカトン（KATHON）
（登録商標）ＣＧ。「ＰＰＭ」は、「百万分の一」。
　ｊグルテルアルデヒド（Gluteraldehyde）
　ｋＤＣ２３１０の商標名でダウ・コーニング社（Dow Corning Corp.）から入手可能な
シリコーン消泡剤。
　ｌローム・アンド・ハース社（Rohm and Haas Co.）からアキュラン（Aculan）４４の
商標名にて入手可能な、疎水変性エトキシル化ウレタン。
　＊実施例１～７に提供されたマイクロカプセルの好適な組み合わせ。
【００９５】
　実施例９：ドライ洗濯処方におけるマイクロカプセル
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【表３】

　＊３５％活性スラリーとして添加されるマイクロカプセル。コア／壁の割合は、８０／
２０～９０／１０の範囲であることができ、平均粒子直径は５μｍ～５０μｍの範囲であ
ることができる。
【００９６】
　実施例１０：液体洗濯処方（ＨＤＬ）
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【表４】

　＊本明細書の教示に従う香料マイクロカプセル
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【００９７】
　本明細書に開示される寸法及び値は、列挙された正確な数値に厳しく限定されるものと
して理解されるべきでない。それよりむしろ、特に規定がない限り、こうした各寸法は、
列挙された値とその値周辺の機能的に同等の範囲の両方を意味することが意図される。例
えば、「４０ｍｍ」として開示された寸法は、「約４０ｍｍ」を意味することが意図され
る。
【００９８】
　「発明を実施するための形態」で引用した全ての文献は、関連部分において本明細書に
参照により組み込まれるが、いずれの文献の引用も、それが本発明に対する先行技術であ
ることを容認するものと解釈されるべきではない。本書における用語のいずれかの意味又
は定義が、参照により組み込まれた文献における用語のいずれかの意味又は定義と相反す
る範囲では、本書においてその用語に与えられた意味又は定義が適用されるものとする。
【００９９】
　本発明の特定の諸実施形態が図示され、記載されてきたが、本発明の趣旨及び範囲から
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自明である。し
たがって、本発明の範囲内にあるそのような全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。
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