
JP 5591534 B2 2014.9.17

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンパクト流体洗濯洗剤組成物であって、
　（ｉ）前記組成物の少なくとも１０重量％の、アニオン性界面活性剤類、非イオン性界
面活性剤類、及び石鹸の界面活性剤混合物と、
　（ｉｉ）前記組成物の５重量％～３０重量％の、水、非アミノ官能性溶媒又はこれらの
混合物と、
　前記非アミノ官能性溶媒が、前記組成物の１重量％～１５重量％で含んでなり、（ｉｉ
ｉ）前記組成物の５重量％～２０重量％の、キレート剤類、汚れ懸濁ポリマー類、酵素類
及びこれらの混合物から選択されてなる性能向上添加剤とを含んでなり、
　前記界面活性剤混合物が、
　１．５：１～５：１の重量比の、前記アニオン性界面活性剤及び前記非イオン性界面活
性剤と、
　前記組成物の１５重量％～４０重量％の前記アニオン性界面活性剤と、及び
　前記組成物の５重量％～３０重量％の前記石鹸とを有するものであり、
　前記アニオン性界面活性剤が、組成物の５重量％～４０重量％のアルキルアルコキシサ
ルフェート界面活性剤を含んでなるものである、コンパクト流体洗濯洗剤組成物。
【請求項２】
　前記組成物の０．１重量％～１０重量％の、泡増強ポリマー類、カチオン性界面活性剤
類、双性イオン性界面活性剤類、アミンオキシド界面活性剤類、両性界面活性剤類、及び
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これらの混合物から選択されてなる泡増強剤を含んでなる、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記コンパクト流体洗濯洗剤組成物が、前記組成物の０．１重量％未満のホウ砂ソルビ
トールｐＨジャンプ系を含んでなる、請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　前記界面活性剤混合物が、
　２：１～５：１の重量比の、前記アニオン性界面活性剤及び前記非イオン性界面活性剤
と、
　前記組成物の１５重量％～３０重量％のアニオン性界面活性剤とを含んでなる、請求項
１～３のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項５】
　前記泡増強ポリマー類が、高分子泡安定剤類、ジアルキルアクリルアミド類、ブロック
ポリマー泡安定剤類、双性イオン性ポリマー泡安定剤類、カチオン性ポリマー泡安定剤類
、アニオン性ポリマー泡安定剤類及びこれらの混合物から選択されてなる、請求項１～４
のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項６】
　前記キレート剤類が、Ｓ，Ｓ－エチレンジアミン二コハク酸カテコール－２，５－ジス
ルホネート、エチレンジアミン四酢酸、ジエチレントリアミンペンタアセテート、１－ヒ
ドロキシエチリデン－１，１－ジホスホン酸、ジエチレントリアミン－ペンタ－メチレン
ホスホン酸、ジピコリン酸、及びこれらの混合物から選択されてなる、請求項１～５のい
ずれか一項に記載の組成物。
【請求項７】
　液体組成物と接触させて洗濯し、前記液体組成物を保管及び分注するための製品であっ
て、
（ａ）コンパクト流体洗濯洗剤組成物と、
（ｂ）前記コンパクト流体洗濯洗剤組成物と直接接触し、かつそれを放出可能に保存する
非水溶性容器とを備えてなり、
（ａ）前記コンパクト流体洗濯洗剤組成物が、
　　（ｉ）前記組成物の少なくとも１０重量％の、アニオン性界面活性剤類、非イオン性
界面活性剤類及び石鹸の界面活性剤混合物と、
　（ｉｉ）前記組成物の０．００１重量％～３重量％の香料と、
　（ｉｉｉ）前記組成物の１重量％～３０重量％の水と、
　（ｉｖ）前記組成物の１重量％～１５重量％の非アミノ官能性溶媒と、
　（ｖ）前記組成物の５重量％～２０重量％の、キレート剤類、汚れ懸濁ポリマー類、酵
素類、及びこれらの混合物から選択されてなる性能向上添加剤とを含んでなり、
　　前記界面活性剤混合物が、
　１．５：１～５：１の重量比の、前記アニオン性界面活性剤及び前記非イオン性界面活
性剤と、
　前記組成物の１５重量％～４０重量％の前記アニオン性界面活性剤と、及び
　前記組成物の５重量％～３０重量％の前記石鹸とを有するものであり、
　前記アニオン性界面活性剤が、組成物の５重量％～４０重量％のアルキルアルコキシサ
ルフェート界面活性剤を含んでなるものである、製品
【請求項８】
　前記組成物の０．１重量％～１０重量％の、泡増強ポリマー類、カチオン性界面活性剤
類、双性イオン性界面活性剤類、アミンオキシド界面活性剤類、両性界面活性剤類、及び
これらの混合物から選択されてなる泡増強剤を含んでなる、請求項７に記載の製品。
【請求項９】
　洗剤を分注し、それと共に布地を洗濯するための、請求項７に記載の製品の使用方法。
【請求項１０】
　洗剤を分注し、それと共に布地を洗濯するための分配装置と併用する、請求項７に記載
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の製品の使用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、良好な経済性、良好な洗浄性及び価値に対する消費者の好印象を有するコン
パクト流体洗濯洗剤組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多くの消費者にとって、固形洗剤よりも流体洗濯製品、例えば液体、ジェル、ペースト
などが好ましい。多くの消費者は又、製品の性能を顕著に又は大幅に低下させることなく
、資源を節約し、彼らが無駄又は不必要と考えるものを排除したいとの希望を持っている
。したがって、濃縮又はいわゆるコンパクト洗濯製品への関心が、再び高まっている。し
かし、コンパクト化は、消費者が考える程簡単な解決法ではない。水、溶剤、界面活性剤
などの流体洗濯製品の構成成分を減らしたり、増加させたりすることによって得られた濃
縮又はコンパクト処方は、これらの構成成分の相対量が非コンパクト又は希釈製品内に存
在するものとは異なることを意味する。
【０００３】
　これは、非コンパクト又は希釈製品と同等の性能を有するコンパクト製品を製造するこ
とは多くの時間と労力を要すること意味する。例えば、界面活性剤（surfactancy）を送
達し又は所望の洗浄をするための１つの方法は、非イオン性界面活性剤を使用することで
ある。しかし、非イオン性界面活性剤は、アニオン性界面活性剤などの界面活性剤と同程
度の洗浄を提供するが、それらは同等のアニオン性界面活性剤と比較して低起泡性である
。消費者が、洗濯洗剤により生成された泡のサイズ、量及び／又は持続時間を同一視する
ことも又周知であり、これによって消費者は、あらゆる主要な非イオン性洗濯洗剤が、非
コンパクト又は希釈製品ほどよく機能しないと即座に考える。しかし、別の洗濯洗剤の条
件、例えば製品安定性、分配性などの必要性、を考慮すると、それに伴う製品安定性、分
配性、コストなどの製品特性を代償に失うことなく、洗濯洗剤によって生成された泡のサ
イズ、量及び／又は持続時間を増大するために、例えばアニオン性界面活性剤のようなよ
り高い泡立ちの界面活性剤量を増加させることは難しい。したがって、流体洗濯洗剤のコ
ンパクト化は、高度に望ましいものに思えるけれども、良好な経済性を有し、良好な洗浄
性を提供しかつ消費者が十分な価値があると認識する、安定した、分配可能な製品を提供
することには問題がありかつ困難である。
【０００４】
　更に、増量した液体製品の重量が、パッケージング技術者に大きな挑戦を突きつけるた
めに、最新パッケージングに対する要求を、コンパクトな又は濃縮した流体洗濯洗剤及び
他の液体の消費者製品について満足させることは特に困難である。例えば、パッケージは
更に、子供から中年成年を経て年配の人々まで幅広い年齢の消費者にとって、分注が便利
でなければならない。更に、このようなパッケージングを消費者に低コストで提供するこ
とが望ましい。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、既存の非コンパクト又は希釈した洗濯洗剤と性能が同程度である、濃縮さ
れた又はコンパクトな流体洗濯洗剤に対する要求は依然としてある。理想的には、任意の
かかる同程度の濃縮された又はコンパクトな流体洗濯洗剤は、使い易くかつ消費者に審美
的にアピールする形態で存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様は、良好な経済性、良好な洗浄性及び価値に対する消費者の好印象を有
するコンパクト流体洗濯洗剤組成物であって、
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　（ｉ）組成物の少なくとも１０重量％の、アニオン性界面活性剤類、非イオン性界面活
性剤類、石鹸及びこれらの混合物から選択されてなる界面活性剤と、
　（ｉｉ）組成物の約５重量％～約３０重量％の、水、非アミノ官能性溶媒、及びこれら
の混合物と、
　（ｉｉｉ）組成物の５重量％～２０重量％の、キレート剤類、汚れ懸濁ポリマー類、酵
素類及びこれらの混合物から選択されてなる性能向上添加剤とを含んでなり、
　コンパクト流体洗濯洗剤組成物が、
　　（Ａ）アニオン性界面活性剤対非イオン性界面活性剤の重量比で少なくとも１．５：
１で含まれてなる界面活性剤、組成物の１５重量％～４０重量％で含まれてなるアニオン
性界面活性剤、組成物の約５重量％～約４０重量％で含まれてなる石鹸、
　　（Ｂ）組成物の０．１重量％～１０重量％の、泡増強ポリマー類、カチオン性界面活
性剤類、双性イオン性界面活性剤類、アミンオキシド界面活性剤類、両性界面活性剤類、
及びこれらの混合物から選択されてなる泡増強剤、並びに
　　（Ｃ）（Ａ）及び（Ｂ）の両方、の少なくとも１つで構成されてなるものである、コ
ンパクト流体洗濯洗剤組成物である。
【０００７】
　発明の他の態様は、液体組成物と接触させて洗濯し、その液体組成物を保管及び分注す
るための製品であって、
　（ａ）良好な経済性、良好な洗浄性及び価値に対する消費者の好印象を有するコンパク
ト流体洗濯洗剤組成物と、
　該コンパクト流体洗濯洗剤組成物が、
　　（ｉ）組成物の少なくとも１０重量％の、アニオン性界面活性剤類、非イオン性界面
活性剤類、石鹸及びこれらの混合物から選択されてなる界面活性剤と、
　　（ｉｉ）組成物の約０．００１重量％～約３重量％の香料、
　　（ｉｉｉ）組成物の約１重量％～約３０重量％の水、
　　（ｉｖ）組成物の約１重量％～約１５重量％の非アミノ官能性溶媒と、
　　（ｖ）組成物の５重量％～２０重量％の、キレート剤類、汚れ懸濁ポリマー類、酵素
類、及びこれらの混合物から選択されてなる性能向上添加剤とを含んでなり、
　　コンパクト流体洗濯洗剤組成物が、
　　　（Ａ）アニオン性界面活性剤対非イオン性界面活性剤の重量比で１．５：１～５：
１の界面活性剤、組成物の約１５重量％～約４０重量％のアニオン性界面活性剤を含む界
面活性剤、組成物の約５重量％～約４０重量％の石鹸、
　　　（Ｂ）組成物の０．１重量％～１０重量％の、泡増強ポリマー類、カチオン性界面
活性剤類、双性イオン性界面活性剤類、アミンオキシド界面活性剤類、両性界面活性剤類
、及びこれらの混合物から選択されてなる泡増強剤、並びに
　　　（Ｃ）（Ａ）及び（Ｂ）の両方、の少なくとも１つで構成されてるものであり、
　（ｂ）コンパクト流体洗濯洗剤組成物と直接接触し、かつそれを放出可能に保存する非
水溶性容器とを備えてなる、製品。
【０００８】
　本発明の別の態様は、良好な経済性、良好な洗浄性及び価値に対する消費者の好印象を
有するコンパクト流体洗濯洗剤組成物であって、
　（ｉ）組成物の約２０重量％～約８０重量％の、アニオン性界面活性剤類、非イオン性
界面活性剤類、石鹸及びこれらの混合物から選択されてなる、界面活性剤と、
　（ｉｉ）組成物の約０．００１重量％～約３重量％の香料と、
　（ｉｉｉ）組成物の約５重量％～約３０重量％の水と、
　（ｉｖ）組成物の約３重量％～約１０重量％の非アミノ官能性溶媒と、
　（ｖ）組成物の約１０重量％～約２０重量％の石鹸と、
　（ｖｉ）組成物の約０重量％～約１重量％の屈水性誘発物質及び／又は外部構造化増粘
剤（externally structuring thickeners）と、
　（ｖｉｉ）組成物の約０重量％～約５重量％のアミンオキシド及び／又はベタインと、



(5) JP 5591534 B2 2014.9.17

10

20

30

40

50

　（ｖｉｉｉ）組成物の５重量％～２０重量％の、キレート剤類、汚れ懸濁ポリマー類、
酵素類及びこれらの混合物から選択されてなる性能向上添加剤とを含んでなり、
　コンパクト流体洗濯洗剤組成物が、
　　（Ａ）アニオン性界面活性剤対前記非イオン性界面活性剤の重量比で少なくとも１．
５：１の界面活性剤、組成物の１５重量％～４０重量％のアニオン性界面活性剤を含む界
面活性剤、組成物の約１０重量％～約２０重量％の石鹸、
　　（Ｂ）組成物の０．１重量％～１０重量％の、泡増強ポリマー類、カチオン性界面活
性剤類、双性イオン性界面活性剤類、アミンオキシド界面活性剤類、両性界面活性剤類、
及びこれらの混合物から選択されてなる泡増強剤、並びに
　　（Ｃ）（Ａ）及び（Ｂ）の両方、の少なくとも１つで構成されてなるものである、コ
ンパクト流体洗濯洗剤組成物。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　定義－本明細書で使用する時、「コンパクト流体洗濯洗剤組成物」とは、家庭用洗濯機
内で、布地、例えば衣類、を濡らすかつ洗浄することが可能な流体を含む、任意の洗濯処
理組成物を意味する。組成物は、固体又は気体を好適に細分された形態で含むことができ
るが、組成物全体は、全体として非流動性の例えば、錠剤又は顆粒物の製品形態を除外す
る。全体として気体である組成物類も又除外される。コンパクト流体洗剤組成物は、約０
．９～約１．３グラム／立法センチメートル、より具体的には、約１．００～約１．１０
グラム／立法センチメートル（任意の固形添加剤類を除くが、任意の気泡が存在する場合
はそれを含む）の範囲の密度を有する。
【００１０】
　コンパクト流体洗濯洗剤組成物の例としては、自動洗濯機の洗浄サイクルで使用するた
めの重質液体洗濯洗剤、デリケートな衣類（例えば絹又は羊毛で出来ているもの）の洗浄
に好適な、液体おしゃれ着洗剤（finewash）及び液体色柄ものを手で又は自動洗濯機の洗
浄サイクル内のいずれかで洗うような洗剤（color care detergent）が挙げられる。ジェ
ル又はペーストとして知られる、流動可能であるがまだ固い稠度を有する対応する組成物
が、同様に包含される。ずり減粘ジェルのレオロジーは、文献により詳細に記載されてお
り、例えばＰＣＴ国際公開特許ＷＯ０４０２７０１０Ａ１（ユニリーバ（Unilever））を
参照のこと。
【００１１】
　一般的に、本明細書のコンパクト流体洗濯洗剤組成物は、等方性又は非等方性であって
もよいが、幾つかの実施形態では、通常、それらは該技術分野における相分離洗剤などの
別個の層に分かれない。１つの特定の例示的組成物は、非等方性でありかつ保存中に該組
成物は、（ｉ）２層へ分かれることがないか、あるいは（ｉｉ）該組成物が層に分かれる
場合には、単一の主要層が存在し、主要層は、組成物の少なくとも約８０重量％、より具
体的には約９０重量％超、更により具体的には約９５重量％超で含まれる。その他の例示
的組成物類は等方性である。
【００１２】
　本明細書で使用する時、組成物及び／又は方法が、特定の成分（単数若しくは複数）を
「本質的に含まない」場合、特定の成分（単数若しくは複数）が意図的に組成物へ特に全
く添加されないか、あるいはいずれにせよ機能的に有用な量が添加されないことを意味す
る。当業者には、微量の各種成分（単数又は複数）が不純物として存在する場合があるこ
とが理解される。不明確性を避けるためにさもなければ、「本質的に含まない」とは、組
成物が該組成物の約０．１重量％未満、特に０．０１重量％未満の指定成分を含有するこ
とを意味すべきである。
【００１３】
　（ｉ）界面活性剤－本発明の組成物及び方法は、１種類以上の界面活性剤類（surface 
active agents/surfactants）を含んでなり、より具体的には、界面活性剤は、「洗浄性
」又は界面での界面張力低減に寄与し得る洗浄効果を有する、少なくとも部分的に水溶性
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の、特に完全に水溶性の界面活性剤類から選択されてなる。
【００１４】
　好適な界面活性剤は、一般的に市販されている、アニオン性界面活性剤類、非イオン性
界面活性剤類、カチオン性界面活性剤類、両性界面活性剤類、双性イオン系界面活性剤類
、石鹸及び／若しくは脂肪酸並びに／又はこれらの混合物から選択されてなる。
【００１５】
　界面活性剤は、少なくとも約１０重量％、具体的には２０重量％超～約８０重量％、よ
り具体的には約２０重量％～約７０重量％、更により具体的には約４０重量％～約６０重
量％の流体洗濯洗剤組成物類を含んでなる。
【００１６】
　一実施形態では、界面活性剤類はほぼ線状である。
【００１７】
　別の実施形態では、コンパクト流体洗濯洗剤組成物は界面活性剤によって内部構造化さ
れており、かつ流体洗濯洗剤は、流動性液体、ジェル又はペーストの物理的形態を有する
。
【００１８】
　一実施形態では、界面活性剤は、組成物の約５重量％未満、更により具体的には、約０
重量％～約５重量％未満のアミンオキシド及び／又はＣ８～Ｃ１８ベタインなどの両性界
面活性剤を含んでなり、更により具体的には、アミンオキシド及び／又はＣ８～Ｃ１８ベ
タインなどの両性界面活性剤を実質的に含まない場合がある。
【００１９】
　本明細書で有用な界面活性剤類の例示的実施例は、米国特許第３，６６４，９６１号（
ノリス（Norris）、１９７２年５月２３日発行）、米国特許第３，９１９，６７８号（ラ
フリン（Laughlin）ら、１９７５年１２月３０日発行）、米国特許第４，２２２，９０５
号（コックレル（Cockrell）、１９８０年９月１６日発行）、米国特許第４，２３９，６
５９号（マーフィー（Murphy）、１９８０年１２月１６日発行）、米国特許第４，２８５
，８４１号（バラット（Barrat）ら、１９８１年８月２５日発行）、米国特許第４，２８
４，５３２号（レイクヒム（Leikhim）ら、１９８１年８月１８日発行）、米国特許第４
，２８５，８４１号、米国特許第３，９１９，６７８号、米国特許第２，２２０，０９９
号及び米国特許第２，４７７，３８３号に記載されている。界面活性剤類は、一般に周知
であり、カーク・オスマー（Kirk Othmer）著、工業化学百科事典（第３版、第２２巻、
３６０～３７９ページ）、「界面活性剤及び洗浄系（Surfactants and Detersive System
s）」、マカッチャン（McCutcheon）著、「浄化剤＆乳化剤（Detergents & Emulsifiers
）」（Ｍ．Ｃ．パブリッシング・カンパニー刊、北米版、１９９７年）、シュワルツ（Sc
hwartz）ら、「界面活性剤、その化学及び技術（Surface Active Agents, Their Chemist
ry and Technology）」（ニューヨーク、インターサイエンス・パブリシャーズ（Intersc
ience Publishers）刊、１９４９年）にて、より詳細に記載されており、更なる資料及び
例は、「界面活性剤及び洗剤（Surface Active Agents and Detergents）」（第１巻及び
第２巻、シュワルツ（Schwartz）、ペリー（Perry）及びベルク（Berch）共著）に記載さ
れている。表面科学シリーズ（Surfactant Science Series）、第６７巻及び第１２９巻
、マーセル・デッカー（Marcel Dekker）（ニューヨーク州）の液体洗剤に関する部分、
及び特にその中の重質液体洗濯洗剤に関する章も参照のこと。
【００２０】
　非イオン性界面活性剤－本発明の組成物及び方法は、他の界面活性剤が存在しない場合
、主要界面活性剤としての非イオン性界面活性剤を含有するか、あるいは非イオン性界面
活性剤が任意成分である場合は、界面活性剤の混合物を含有する。２種類又はそれ以上の
非イオン性界面活性剤類を含む、２種類又はそれ以上の界面活性剤類の混合物を使用する
ことが可能である。
【００２１】
　好適な非イオン性界面活性剤類の例示的実施例としては、アルコールエトキシレート類
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（例えば、シェル・ケミカル社（Shell Chemical Co.）からのネオドール（Neodol）２５
－９）、アルキルフェノールエトキシレート類（例えば、ユニオンカーバイド社（Union 
Carbide Corp.）からのテルギトール（Tergitol）ＮＰ－９）、アルキルポリグルコシド
類（例えば、ヘンケル社（Henkel Corp.）からのグルカポン（Glucapon）６００ＣＳ）、
ポリオキシエチレン化ポリオキシプロピレングリコール類（例えば、ＢＡＳＦ社からのプ
ルロニックＬ－６５）、ソルビトールエステル類（例えば、ヘンケル社（Henkel Corp.）
からのエムソーブ（Emsorb）２５１５）、ポリオキシエチレン化ソルビトールエステル類
（例えば、ヘンケル社（Henkel Corp.）からのエムソーブ（Emsorb）６９００）、アルカ
ノールアミド類（例えば、ローヌ・プーラン社（Rhone-Poulenc Co.）からのアルカミド
（Alkamide）ＤＣ２１２／ＳＥ）、及びＮ－アルキルピロリドン類（alkypyrrolidones）
（例えば、ＩＳＰテクノロジーズ社（ISP Technologies Inc.）からのサルファドン（Sur
fadone）ＬＰ－１００）、並びにこれらの組み合わせが挙げられる。更に、例示の好適な
非イオン性界面活性剤類は、米国特許第４，３１６，８１２号及び米国特許第３，６３０
，９２９号に開示されているようなものである。
【００２２】
　非イオン性界面活性剤は、本組成物中に存在する場合、組成物の約０．０１重量％～約
７０重量％、より具体的には約１重量％～約４０重量％、更により具体的には約５重量％
～約２０重量％の量にて存在してよい。
【００２３】
　アニオン性界面活性剤類－本明細書で使用する時、用語「アニオン性界面活性剤」とは
、石鹸以外のアニオン性界面活性剤を意味する。本発明の組成物及び方法は、アニオン性
界面活性剤を含有してもよい。２種類若しくはそれ以上のアニオン性界面活性剤類を含む
、２種類若しくはそれ以上の界面活性剤類の混合物、又はこれらの混合物を例えば非イオ
ン性界面活性剤類と共に、使用することが可能である。好ましいアニオン性界面活性剤類
としては、ＬＡＳ、ＡＥＳ（場合により、ＳＬＥＳと呼ばれる）、ＭＥＳ及びこれらの混
合物が挙げられる。
【００２４】
　配合を説明するという目的のためには、通常、ＬＡＳが組成物内に酸、即ちＨＬＡＳ形
態で配合され、かつその後、その場で中和され又は少なくとも部分的に中和されて、Ｎａ
ＬＡＳ、ＫＬＡＳ、アルカノールアンモニウムＬＡＳなどを形成するという点に留意する
ことが有益である。通常、その他の一般的なアニオン性界面活性剤類は、あらかじめ中和
された形態で処方される。
【００２５】
　好適なアニオン性界面活性剤類の例示的実施例としては、直鎖アルキルベンゼンスルホ
ネート類（例えば、ヴィスタ・ケミカル社（Vista Chemical Co.）からのヴィスタ（Vist
a）Ｃ－５００）、分枝状直鎖アルキルベンゼンスルホネート類（例えば、ＭＬＡＳ）ア
ルキルサルフェート類（例えば、ステファン社（Stepan Co.）からポリステップ（Polyst
ep）Ｂ－５）、分枝状アルキル（alky）サルフェート類、アルキルアルコキシサルフェー
ト類（例えば、ステファン社（Stepan Co.）からのスタンダポール（Standapol）ＥＳ－
３）、αオレフィンスルホネート類（例えば、ウィトコ社（Witco Corp.）からのウィト
コネート（Witconate）ＡＯＳ）、αスルホメチルエステル類（例えば、ステファン社（S
tepan Co.）からのα－ステップＭｃｐ－４８）及びイセチオネート類（例えば、ＰＰＧ
インダストリーズ社（PPG Industries Inc.）からのジョルダポン（Jordapon）ＣＩ）、
並びにこれらの組み合わせが挙げられる。
【００２６】
　アニオン性界面活性剤類は、対イオンなどの任意の好適なカチオンを有してもよい。カ
チオン類の混合物も又、可能である。アニオン性界面活性剤類のための好適なカチオン類
の例示的実施例としては、ナトリウム、カリウム、アンモニウム、置換アンモニウム、ア
ミノ官能性カチオン類（例えば、アルカノールアンモニウムなど）など並びにこれらの混
合物が挙げられる。一実施形態では、界面活性剤は、非アルカノール官能化モノアンモニ
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ウム及びジアンモニウムカチオン類を有しない。
【００２７】
　一実施形態では、組成物中及び本発明の方法に存在するアニオン性界面活性剤類の一部
は、その場で、即ちコンパクト流体洗濯洗剤組成物の製造中にて中和されてよく、アニオ
ン性界面活性剤の一部は、例えば、その酸又は非中和形態にて添加され、酸又は非中和形
態のアルキルベンゼンスルホネートは、アルキルベンゼンスルホン酸であり、次に、非中
和アニオン性界面活性剤は、ＮａＯＨ、モノエタノールアミン、ジエタノアミンなどの中
和剤（組成物中に既に存在する）によって中和されるか、あるいは非中和アニオン性界面
活性剤を追加した後で追加されるものによって中和される。別の実施形態では、非中和ア
ニオン性界面活性剤は、組成物添加の直前に中和剤によっていずれも中和される。好適な
中和剤類についての追加情報を本明細書中に見出すことができる。
【００２８】
　アニオン性界面活性剤（本組成物中に存在する場合）は、組成物の約０．０１重量％～
約７０重量％、より具体的には約１０重量％～約５０重量％、更により具体的には約２０
重量％～約４０重量％の量で存在してよい。
【００２９】
　石鹸－本明細書で定義する様な石鹸は、脂肪酸類及びその可溶性塩類を含んでなる。脂
肪酸類及び／若しくは石鹸類又はそれらの誘導体類は、界面活性剤類、ビルダー類、増粘
剤類、気泡抑制剤類等として作用する複数の機能性を洗剤において有することが知られて
いる。したがって、不明確性を避けるために、配合を説明するという目的のためにかつ本
明細書の好ましい実施形態では、石鹸類及び脂肪酸類は、別個に記載されている。更に、
石鹸類は一般に処方中その場にて、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、及び／又はアル
カノールアミン（ＭＥＡなど）などの中和剤を使用して中和され又は部分的に中和される
。
【００３０】
　任意の可溶性石鹸又は脂肪酸は、本明細書で用いるのに好適であり、ラウリン酸、ミリ
スチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸及びこれ
らの混合物を含んでなる。自然界から入手可能な脂肪酸類（通常は、複合混合物である）
も又好適である（例えば、タロー、ココヤシ、及びパーム核脂肪酸類）。一実施形態では
、組成物の約１０重量％～約２５重量％の脂肪酸が、組成物中に存在してもよい。
【００３１】
　一実施形態では、石鹸は、約５０％超の中和度を有する。別の実施形態では、界面活性
剤は、組成物の約０重量％～約４０重量％未満の石鹸を含んでなる。
【００３２】
　アニオン性界面活性剤対非イオン性界面活性剤の比率－一実施形態では、本発明の組成
物及び方法のうち、アニオン性界面活性剤対非イオン性界面活性剤の重量比は、約１．５
：１～約５：１、より具体的には約２：１超～約５：１であり、界面活性剤は、組成物の
約１５重量％～約４０重量％、より具体的には約１５重量％～約３０重量％、更により具
体的には約２０重量％～約３０重量％のアニオン性界面活性剤を含んでなり、組成物の約
５重量％～約４０重量％、より具体的には約１０重量％～約３０重量％の石鹸を含んでな
る。
【００３３】
　（ｉｉ）水－本発明のコンパクト洗剤組成物は、水も又含有する。本明細書の組成物内
に存在する水の量は、相対的に少なく、従来の流体洗濯洗剤組成物類と比較して少なく、
好適には洗浄組成物の約１重量～約３０重量％、具体的には約１０重量％～約２５重量％
である。
【００３４】
　一実施形態では、使用される水は、蒸留水、脱イオン水、濾過水、逆浸透処理水、及び
これらの組み合わせから選択されてなる。別の任意の実施形態では、水については、例え
ば、水道水処理施設から受け入れたままの任意の飲料水であってよい。
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　（ｉｉｉ）非アミノ官能性溶媒－本明細書で使用する時、「非アミノ官能性溶媒」とは
、アミノ官能基を含有しない任意の溶媒を意味する。非アミノ官能性溶媒としては、例え
ば、Ｃ１～Ｃ５アルカノール類、例えばメタノール、エタノール及び／若しくはプロパノ
ール並びに／又は１－エトキシペンタノール；Ｃ２～Ｃ６ジオール類；Ｃ３～Ｃ８アルキ
レングリコール類；Ｃ３～Ｃ８アルキレングリコールモノ低級アルキルエーテル類；グリ
コールジアルキルエーテル；低分子量ポリエチレングリコール類；グリセロールなどのＣ

３～Ｃ９トリオール類；及びこれらの混合物が挙げられる。より具体的には、非アミノ官
能性溶媒は、周囲温度及び周囲圧力（即ち、２１℃かつ０．１ＭＰａ（１気圧））にて液
体であり、炭素、水素及び酸素を含んでなる。存在する場合、非アミノ官能性溶媒は、本
明細書の組成物の約０重量％～約２５重量％、より具体的には約１重量％～約２０重量％
、更により具体的には約５重量％～約１５重量％を構成してよい。
【００３６】
　一実施形態では、水及び非アミノ官能性溶媒の合計は、組成物の５重量％～４５重量％
であり、具体的には組成物の１０重量％～３０重量％、具体的には組成物の約４０重量％
以下、より具体的には約３５重量％以下、より具体的には更に約３０重量％以下、更によ
り具体的には更に２５重量％以下、及び具体的には約０重量％～約２５重量％、より具体
的には約１重量％～約２０重量％、より具体的には更に約５重量％～約１５重量％である
。
【００３７】
　泡増強剤－一実施形態では、本発明の組成物及び方法のうち、組成物の約０．１重量％
～約１０重量％、より具体的には約０．５重量％～約５重量％の泡増強ポリマー類、カチ
オン性界面活性剤類、双性イオン系界面活性剤類、アミンオキシド界面活性剤類、両性界
面活性剤類及びこれらの混合物から選択されてなる泡増強剤を含んでなる。
【００３８】
　別の実施形態では、本発明の組成物及び方法は、泡増強剤を実質的に含まない。
【００３９】
　泡増強ポリマー類－一実施形態では、泡増強剤は、泡促進ポリマーを含んでよい。一実
施形態では、これらの泡増強ポリマー類は、高分子泡安定剤類、ブロック高分子泡安定剤
、双性イオン性高分子泡安定剤類、カチオン性高分子泡安定剤類、アニオン性高分子泡安
定剤類及びこれらの混合物から選択されてよい。一実施形態では、高分子泡安定剤類は、
ジアルキルアクリルアミド類、双性イオン性高分子泡安定剤類、カチオン性高分子泡安定
剤類、アニオン性高分子泡安定剤類及びこれらの混合物から選択されてよい。
【００４０】
　アクリルアミドポリマー類－本発明の高分子泡安定剤の１つの部類は、次式を有するジ
アルキルアクリルアミド類である。
【化１】

　式中、各Ｒは独立して、水素、Ｃ１～Ｃ６アルキル、及びこれらの混合物である。イン
デックスｘは、約５０～約１，５００の値を有し、好ましくはインデックスｘは、得られ
る高分子泡安定剤が約４．２Ｅ－２１グラム（２，５００ダルトン）～約２．５Ｅ－１９
グラム（１５０，０００ダルトン）の平均分子量を有するような値を有する。好ましいジ
アルキルアクリルアミドの一例は、次式を有するジメチルアクリルアミド（ＤＭＡ）ホモ
ポリマーである。
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【化２】

　式中、ｘは分子量が約４．２Ｅ－２１グラム（２，５００ダルトン）～約２．５Ｅ－１
９グラム（１５０，０００ダルトン）となるような値を有する。
【００４１】
　メタクリレートエステルポリマー類－本発明の高分子泡安定剤の別部類は、次式を有す
る（Ｎ，Ｎ－ジアルキルアミノ）アルキルメタクリレート類である。

【化３】

　式中、各Ｒ１は独立して、水素、Ｃ１～Ｃ８アルキル、及びこれらの混合物である。Ｒ
２は、水素、Ｃ１～Ｃ６アルキル、及びこれらの混合物である。インデックスｎは、２～
約６である。インデックスｙは、約３０～約１，０００である。好ましくはインデックス
ｙは得られる高分子泡安定剤が約４．２Ｅ－２１グラム（２，５００ダルトン）～約２．
５Ｅ－１９グラム（１５０，０００ダルトン）の平均分子量を有するような値を有する。
好ましい（Ｎ，Ｎ－ジアルキルアミノ）アルキルメタクリレートの一例は、次式を有する
２－ジメチルアミノエチルメタクリレート（ＤＭＡＭ）ホモポリマーである。
【化４】

　式中、ｙは分子量が約４．２Ｅ－２１グラム（２，５００ダルトン）～約２．５Ｅ－１
９グラム（１５０，０００ダルトン）となるような値を有する。
【００４２】
　双性イオン性ポリマー－高分子泡安定剤として用いるのに適した双性イオン性ポリマー
の１つの部類は、次の化学式を有する。
【化５】

　式中、ＲはＣ１～Ｃ１２直鎖アルキレン、Ｃ１～Ｃ１２分枝状アルキレン、及びこれら
の混合物である。Ｒ１及びＲ２は、以下本明細書で定義される。インデックスｘは、０～
６であり、ｙは、０又は１であり、ｚは、０又は１である。
【００４３】
　インデックスｎは、双性イオン性ポリマー類が約１．７Ｅ－２１グラム（１，０００ダ
ルトン）～約３．３Ｅ－１８グラム（２，０００，０００ダルトン）の平均分子量を有す
るような値を有する。ポリマー泡促進剤の分子量は、公知のゲル浸透クロマトグラフィー
によって決定することができる。
【００４４】
　アニオン性単位－Ｒ１は、約４～約１２のｐＨにて負電荷を有することが可能な単位で
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【化６】

　式中、Ｌは以下のもの及びこれらの混合物から独立して選択されてなる結合単位である
。
【化７】

　式中、Ｒ’は独立して、水素、Ｃ１～Ｃ４アルキル、及びこれらの混合物であり、ある
いは、Ｒ’及びＳは４～７個の炭素原子からなる複素環を形成することができる。インデ
ックスｉは、０～約２０である。インデックスｉが０の場合、Ｌは存在しない。
【００４５】
　アニオン性単位Ｓは、「空隙部単位（spacing unit）」であり、ここで各Ｓ単位は、Ｃ

１～Ｃ１２直鎖アルキレン、Ｃ１～Ｃ１２分枝状アルキレン、Ｃ３～Ｃ１２直鎖アルケニ
レン、Ｃ３～Ｃ１２分枝状アルケニレン、Ｃ３～Ｃ１２ヒドロキシアルキレン、Ｃ４～Ｃ

１２ジヒドロキシアルキレン、Ｃ６～Ｃ１０アリーレン、Ｃ８～Ｃ１２ジアルキルアリー
レン、－（Ｒ５Ｏ）ｋＲ５－、－（Ｒ５Ｏ）ｋＲ６（ＯＲ５）ｋ－、－ＣＨ２ＣＨ（ＯＲ
７）ＣＨ２－、及びこれらの混合物（式中、Ｒ５は、Ｃ２～Ｃ４直鎖アルキレンであり、
Ｃ３～Ｃ４分枝状アルキレン、及びこれらの混合物である）から独立して選択されてなる
。インデックスｊは、０～約２０である。インデックスｊが０の場合、Ｓは存在しない。
インデックスｋは、１～約２０である。
【００４６】
　Ｒ３は、水素、－ＣＯ２Ｍ、－ＳＯ３Ｍ、－ＯＳＯ３Ｍ、－ＣＨ２Ｐ（ＯＭ）２、－Ｏ
Ｐ（Ｏ）（ＯＭ）２、次式を有する単位から独立して選択され、
【化８】

　式中、各Ｒ８、Ｒ９、及びＲ１０は、独立して水素、－（ＣＨ２）ｍＲ１１、及びこれ
らの混合物からなる群から選択され、式中、Ｒ１１は、－ＣＯ２Ｈ、－ＳＯ３Ｍ、－ＯＳ
Ｏ３Ｍ、－ＣＨ（ＣＯ２Ｈ）ＣＨ２ＣＯ２Ｈ、－ＣＨ２Ｐ（Ｏ）（ＯＨ）２、－ＯＰ（Ｏ
）（ＯＨ）２、及びこれらの混合物である。Ｍは、水素又は塩形成カチオン、好ましくは
水素である。インデックスｍは、０～１０の値を有する。
【００４７】
　カチオン性単位－Ｒ２は、約４～約１２のｐＨにて正電荷を有することが可能な単位で
ある。好ましいＲ２は、次の化学式を有する。
【化９】

　式中、Ｌ１以下のもの及びこれらの混合物から独立して選択されてなる結合単位である
。
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　式中、Ｒ’は独立して、水素、Ｃ１～Ｃ４アルキル、及びこれらの混合物であり、ある
いは、Ｒ’及びＳは４～７個の炭素原子からなる複素環を形成することができる。インデ
ックスｉ’は、０～約２０である。インデックスｉ’が０の場合、Ｌ１は存在しない。
【００４８】
　カチオン性単位Ｓは、本明細書で記載の通りである。インデックスｊ’は、１～約２０
である。インデックスｊ’が０の場合、Ｓは存在しない。
【００４９】
　Ｒ４は、アミノ、アルキルアミノ、カルボキサミド、３－イミダゾリル、４－イミダゾ
リル、２－イミダゾリニル、４－イミダゾリニル、２－ピペリジニル、３－ピペリジニル
、４－ピペリジニル、１－ピラゾリル、３－ピラゾイル、４－ピラゾイル、５－ピラゾイ
ル、１－ピラゾリニル、３－ピラゾリニル、４－ピラゾリニル、５－ピラゾリニル、２－
ピリジニル、３－ピリジニル、４－ピリジニル、ピペラジニル、２－ピロリジニル、３－
ピロリジニル、グアニジノ、アミジノ、及びこれらの混合物から独立して選択されてなる
。
【００５０】
　１つの双性イオン性ポリマーの一例は、次の化学式を有する。
【化１１】

　式中、Ｘは、Ｃ６であり、ｎは平均分子量が約８．３Ｅ－２１グラム（５，０００ダル
トン）～約１．７Ｅ－１８グラム（１，０００，０００ダルトン）となるような値を有す
る。
【００５１】
　更なる双性イオン性ポリマー類は、各モノマーがカチオン性単位又はアニオン性単位の
みを有するモノマー類からなるポリマー類であり、該ポリマー類は、次の化学式を有し、
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【化１２】

　式中、Ｒ、Ｒ１、ｘ、ｙ、及びｚは、本明細書中上記で定義したのと同一であり、ｎ１

＋ｎ２＝ｎであり、ｎは、得られる双性イオン性ポリマーが約８．３６Ｅ－２１グラム（
５，０００ダルトン）～約１．７Ｅ－１８グラム（１，０００，０００ダルトン）の分子
量を有することとなるような値を有する。
【００５２】
　アニオン性単位又はカチオン性単位のみを備えたモノマー類を有するポリマーの例は、
次の化学式を有し、
【化１３】

　式中、ｎ１とｎ２との合計は、約８．３Ｅ－２１グラム（５，０００ダルトン）～約１
．２Ｅ－１８グラム（７５０，０００ダルトン）の平均分子量を備えたポリマーを提供す
る。
【００５３】
　別の双性イオン性ポリマーは、限定された架橋を有するポリマー類であり、該ポリマー
類は次式を有し、
【化１４】

　式中、Ｒ、Ｒ１、Ｌ１、Ｓ、ｊ’、ｘ、ｙ、及びｚは、本明細書中上記で定義したのと
同一であり、ｎ’はｎ”に等しく、かつ値ｎ’＋ｎ”は、ｎ１＋ｎ２＝ｎの値の５％以下
であり、ｎは、約１．７Ｅ－２１ｇ（１，０００ダルトン）～約３．３Ｅ－１８グラム（
２，０００，０００ダルトン）の平均分子量を備えたポリマーを提供する。Ｒ１２は窒素
、Ｃ１～Ｃ１２直鎖アルキレンアミノアルキレンであり、次式、
　－Ｒ１３－Ｎ－Ｒ１３－
　Ｌ１、及びこれらの混合物を有し、式中、各Ｒ１３は、独立してＬ１又はエチレンであ
る。
【００５４】
　泡増強ポリマー類、高分子泡安定剤類、ブロック高分子泡安定剤、双性イオン性高分子
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泡安定剤類、ジアルキルアクリルアミド類、カチオン性高分子泡安定剤類及びアニオン性
高分子泡安定剤類についての追加資料は、米国特許第６８２７７９５号、米国特許第６，
２７７，８１１号、米国特許第６，３６９，０１２号、米国特許第６，３７２，７０８号
、米国特許第６，５２８，４７６号、米国特許第６，５２８，４７７号、米国特許第６，
５７３，２３４号、米国特許第６，８２５，１５７号、米国特許第６，６４５，９２５号
、及び米国特許第６，９０３，０６４号中に見出すことができる。
【００５５】
　カチオン性界面活性剤類－多くのカチオン性界面活性剤類は、当技術分野において既知
であり、かつ約１０～２４個の炭素原子からなる長鎖アルキル基を少なくとも１つを有す
るほとんど全てのカチオン性界面活性剤は、本発明において好適である。このような化合
物類は、「カチオン性界面活性剤類（Cationic Surfactants）」（ジャンガーマン（Jung
ermann）著、１９７０年）（参考として組み込まれる）に記載されている。
【００５６】
　主題発明内にて界面活性剤類として使用することが可能である特定のカチオン性界面活
性剤類は、米国特許第４，４９７，７１８号にて詳細に記述されている。
【００５７】
　双性イオン性界面活性剤類－双性イオン性界面活性剤類は、二級及び三級アミンの誘導
体類、複素環式二級及び三級アミンの誘導体類、又は四級アンモニウム、四級ホスホニウ
ム若しくは三級スルホニウム化合物の誘導体類として広く記載することができる。第四級
化合物内のカチオン原子は、複素環の一部であることができる。これら化合物の全てにお
いて、直鎖又は分枝鎖の、約３～１８個の炭素原子を含有する脂肪族基の少なくとも１つ
、及びアニオン水溶性基、例えば、カルボキシ、スルホネート、サルフェート、ホスフェ
ート、又はホスホネートを含有する脂肪族置換基の少なくとも１つがある。
【００５８】
　使用することができる双性イオン性界面活性剤類の具体例は、米国特許第４，０６２，
６４７号に記述されている。
【００５９】
　アミンオキシド界面活性剤類－泡増強剤は、アミンオキシドを含んでよい。泡増強剤と
しての使用に適した１つの具体的なアミンオキシドは、一般式Ｉを有する。
【００６０】
　Ｒ１（ＥＯ）ｘ（ＰＯ）ｙ（ＢＯ）ｚＮ（Ｏ）（ＣＨ２Ｒ’）２．ｑＨ２Ｏ　（Ｉ）
　一般的に、構造（Ｉ）が、１つの長鎖部分Ｒ１（ＥＯ）ｘ（ＰＯ）ｙ（ＢＯ）ｚ及び２
つの短鎖部分ＣＨ２Ｒ’を提供することが理解できる。Ｒ’は、好ましくは、水素、メチ
ル及び－ＣＨ２ＯＨから選択される。一般的に、Ｒ１は、飽和又は不飽和であることがで
きる、一級又は分枝状ヒドロカルビル部分であり、好ましくは、Ｒ１は一級アルキル部分
である。ｘ＋ｙ＋ｚ＝０の場合、Ｒ１は、約８～約１８の鎖長を有するヒドロカルビル部
分である。ｘ＋ｙ＋ｚが０ではない場合、Ｒ１は、幾分より長く、Ｃ１２～Ｃ２４の範囲
内の鎖長を有してもよい。一般式は又、アミンオキシド類を包含し、ここで、ｘ＋ｙ＋ｚ
＝０、Ｒ１＝Ｃ８～Ｃ１８、Ｒ’＝Ｈかつｑ＝０～２、好ましくは２である。これらのア
ミンオキシドは、Ｃ１２～Ｃ１４アルキルジメチルアミンオキシド、テトラデシルジメチ
ルアミンオキシド、ヘキサデシルジメチルアミンオキシド、オクタデシルアミンオキシド
及びそれらの水和物類、特に、米国特許第５，０７５，５０１号及び米国特許第５，０７
１，５９４号に開示されているような二水和物類によって例示される。
【００６１】
　その他特定の好適なアミンオキシド類としては、ｘ＋ｙ＋ｚが０ではなく、より具体的
には、ｘ＋ｙ＋ｚが約１～約１０であり、Ｒ１が、約８～約２４個の炭素原子、より具体
的には約１２～約１６個の炭素原子を含有する一級アルキル基であるようなものが挙げら
れる。これらの実施形態では、ｙ＋ｚは具体的には０でありかつｘは具体的には約１～約
６、より具体的には約２～約４であり、ＥＯはエチレンオキシを表し、ＰＯはプロピレン
オキシを表し、かつＢＯはブチレンオキシを表す。このようなアミンオキシド類は、公知
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の合成方法、例えば、アルキルエトキシサルフェート類をジメチルアミンと反応させ、続
いてエトキシル化アミンを過酸化水素で酸化することにより調製することができる。
【００６２】
　泡増強剤として用いるのに適した幾つかのより具体的なアミンオキシド類は、周囲温度
にて溶液である。市販アミンオキシド類の例示的実施例としては、アクゾ・ケミー（Akzo
 Chemie）、エチル・コープ（Ethyl Corp.）及びプロクター＆ギャンブル（Procter & Ga
mble）によって製造されているようなものが挙げられる。アミンオキシド界面活性剤類に
ついての追加資料は、カーク・オスマー（Kirk Othmer）著、工業化学百科事典（第３版
、第２２巻、３６０～３７９ページ）、「界面活性剤及び洗浄系（Surfactants and Dete
rsive Systems）」に見い出してもよい。
【００６３】
　Ｒ’がＨである場合のある実施形態において、Ｒ’がわずかにＨより大きいことに関し
て許容範囲がある。より具体的には、式中、Ｒ’は、ヘキサデシルビス（２－ヒドロキシ
エチル）アミンオキシド、タロービス（２－ヒドロキシエチル）アミンオキシド、ステア
リルビス（２－ヒドロキシエチル）アミンオキシド及びオレイルビス（２－ヒドロキシエ
チル）アミンオキシド、ドデシルジメチルアミンオキシド二水和物などのＣＨ２ＯＨであ
る。
【００６４】
　別の実施形態では、本発明のこの態様では、組成物は、約１０～約２２、より具体的に
は約１４から１８のアルキル鎖長を備えた直鎖又は分枝鎖アミンオキシドを含有してもよ
い。別の実施形態では、本発明のこの態様では、アミンオキシドは、平均炭素数１６又は
１７を備えた分枝状アミンオキシドであってもよく、例えば、分枝状アルキル鎖はイソス
テアリルであり得る。
【００６５】
　両性界面活性剤類－両性合成洗剤類は、脂肪族の誘導体又は複素環式二級及び三級アミ
ンの脂肪族誘導体類として広く記載することができ、ここで、脂肪族ラジカルは直鎖又は
分岐鎖であり、かつここで脂肪族置換基の１つが、約８～１８個の炭素原子を含有し、か
つ少なくとも１つはアニオン性水溶性基、例えばカルボキシ、スルホネート、サルフェー
トを含有する。本定義に合致する化合物類の例は、ナトリウム－３－（ドデシルアミノ）
プロピオネート、ナトリウム－３－（ドデシルアミノ）プロパン－１－スルホネート、ナ
トリウム－２－（ドデシルアミノ）エチルサルフェート、ナトリウム－２－（ジメチルア
ミノ）オクタデカノエート、二ナトリウム－３－（Ｎ－カルボキシメチルドデシルアミノ
）プロパン－１－スルホネート、二ナトリウムオクタデシル－イミノ（immino）ジアセテ
ート、ナトリウム－１－カルボキシメチル－２－ウンデシルイミダゾール、及びナトリウ
ム－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）－２－スルファト－３－ドデコキシプロピル
アミンである。
【００６６】
　性能向上添加剤－本明細書のコンパクト洗剤組成物及び方法は、キレート剤類、汚れ懸
濁ポリマー類、酵素類及びこれらの混合物から選択されてなる、組成物の約５重量％～約
２０重量％の性能向上添加剤を含んでなる。
【００６７】
　汚れ懸濁ポリマー類－一実施形態では、性能向上添加剤は、１種類以上の汚れ懸濁ポリ
マー類を含んでよい。一実施形態では、本明細書の組成物は、組成物の約１重量％～約１
５重量％、より具体的には２重量％～１０重量％、より具体的には４重量％～２８重量％
の汚れ懸濁ポリマーを含んでよい。一実施形態では、汚れ懸濁ポリマーは、ポリエステル
類、ポリカルボキシレート類、糖系物質、変性ポリエチレンイミン類、変性ヘキサメチレ
ンジアミン、分枝状ポリアミノアミン類、変性ポリアミノアミド、疎水性ポリアミンエト
キシレートポリマー類、ポリアミノ酸類、ポリビニルピリジンＮ－オキシド、Ｎ－ビニル
イミダゾール・Ｎ－ビニルピロリドンコポリマー類、ポリビニルピロリドン、ポリビニル
オキサゾリドン、ポリビニルイミダゾール及びこれらの混合物から選択されてよい。これ
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らの物質の重合の程度は、重量平均分子量の観点で最も容易に表現され、物質が所望の水
溶性及び汚れ懸濁力を有するならば重要なことではない。好適なポリマー類は又、一般に
、標準使用温度において０．３％を超える水溶性を有するであろう。
【００６８】
　ポリエステル類－ポリエステルポリマーの中でも特に、ポリエチレンテレフタレート／
ポリオキシエチレンテレフタレート及びポリエチレンテレフタレート／ポリエチレングリ
コールポリマー類のような汚れ放出特性を有するテレフタル酸及びその他芳香族ジカルボ
ン酸のポリエステル類は、本組成物の汚れ懸濁ポリマーとして利用することができる。
【００６９】
　好適なポリエステル類としては、（１）エチレングリコール、１，２－プロピレングリ
コール又はこれらの混合物、（２）一端をＣ１～Ｃ４アルキル基によって末端保護された
ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、（３）ジカルボン酸（又はそのジエステル）、及び
所望により（４）スルホン化芳香族ジカルボン酸（又はそのジエステル）のアルカリ金属
塩、あるいは、分枝状ポリエステル類が所望される場合には、ポリカルボン酸（又はその
エステル）から形成されるポリエステル類が挙げられる。ブロックポリエステルポリマー
類は、米国特許第４，７０２，８５７号にて更に説明されている。ポリ（ビニルエステル
）のグラフトコポリマー類、例えば、Ｃ１～Ｃ６ビニルエステル類、好ましくはポリ（ビ
ニルアセテート）を含むポリ（ビニルエステル）疎水性物質セグメント（ポリアルキレン
オキシド骨格上へとグラフト化、ソカラン（SOKALAN）（登録商標）の商標名にて市販さ
れている、例えば、ソカラン（SOKALAN）（登録商標）ＨＰ－２２（ＢＡＳＦ社（ドイツ
）から入手可能））も又使用してよい。
【００７０】
　ポリエステル類の追加情報及び例示的実施例は、米国特許第３，９６２，１５２号、米
国特許第３，９５９，２３０号、米国特許第３，９５９，２３０号、米国特許第３，８９
３，９２９号、米国特許第４，９６８，４５１号、米国特許第４，７１１，７３０号、米
国特許第４，７０２，８５７号、米国特許第４，７２１，５８０号、米国特許第４，８７
７，８９６号、米国特許第５，４１５，８０７号、米国特許第４，４２７，５５７号、米
国特許第４，２０１，８２４号、及び欧州特許第０７５２４６８Ｂ１号に見出してもよい
。
【００７１】
　ポリカルボキシレート類－本発明の組成物は、ポリカルボキシレートポリマー又はカル
ボン酸モノマーを含んでなるコポリマーを含んでもよい。水溶性カルボン酸ポリマーは、
カルボン酸モノマーを重合させること又は２種類のモノマー類、例えば不飽和親水性モノ
マー及び親水性オキシアルキル化モノマーを共重合させることにより調製することができ
る。不飽和親水性モノマー類の例としては、アクリル酸、マレイン酸、無水マレイン酸、
メタクリル酸、メタクリレートエステル類及び置換メタクリレートエステル類、ビニルア
セテート、ビニルアルコール、メチルビニルエーテル、クロトン酸、イタコン酸、ビニル
酢酸、及びビニルスルホネートが挙げられる。
【００７２】
　ポリカルボキシレート類の追加情報及び例示的実施例は、米国特許第５，１６２，４７
５号、米国特許第４，６２２，３７８号、米国特許第５，５３６，４４０号、米国特許第
５，５７４，００４号、米国特許第５，１４７，５７６号、米国特許第５，０７３，２８
５号、米国特許第５，５３４，１８３号、及びＰＣＴ国際公開特許ＷＯ０３／０５４０４
４に見出してもよい。
【００７３】
　糖系物質－本組成物は、糖系物質由来の汚れ懸濁ポリマーを含んでもよい。糖系物質は
、天然又は合成であってよく、かつ誘導体類及び変性糖類を含んでよい。好適な糖系物質
としては、セルロース、ゴム類、アラビナン類、ガラクタン類、種子類及びこれらの混合
物が挙げられる。
【００７４】
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　糖誘導体類は、アミン類、アミド類、アミノ酸類、エステル類、エーテル類、ウレタン
類、アルコール類、カルボン酸類、シリコーン類、スルホネート類、サルフェート類、硝
酸塩類、リン酸塩類及びこれらの混合物によって変性された糖類を含んでよい。
【００７５】
　変性セルロース類及びセルロース誘導体類、例えば、カルボキシメチルセルロース、ヒ
ドロキシエチルセルロース、メチルセルロース、エチルセルロース、セルロースサルフェ
ート、セルロースアセテート（米国特許第４，２３５，７３５号を参照のこと。）、スル
ホエチルセルロース、シアノエチルセルロース、エチルヒドロキシエチルセルロース、ヒ
ドロキシエチルセルロース及びヒドロキシプロピルセルロースが、組成物内にて用いるの
に好適である。幾つかの変性セルロース類は、英国特許第１，５３４，６４１号、米国特
許第６，５７９，８４０Ｂ１号、ＰＣＴ国際公開特許ＷＯ０３／０４０２７９、及びＰＣ
Ｔ国際公開特許ＷＯ０３／０１２６８に記載されている。
【００７６】
　本発明の用途に用いるのに好適な汚れ懸濁ポリマーの別の例としては、少なくとも３個
のヒドロキシ部分、好ましくは３個より多いヒドロキシ部分、最も好ましくは、６個以上
のヒドロキシ部分からなるポリオール化合物類である糖誘導体類が挙げられる。
【００７７】
　本発明で用いるための好適なポリオール化合物類としては、マルチトール、スクロース
、キシリトール、グリセロール、ペンタエリシトール、グルコース、マルトース、マルト
トリオース、マルトデキストリン、マルトペントース、マルトヘキソース、イソマルツロ
ース、ソルビトール、ポリビニルアルコール、部分的に加水分解したポリビニルアセテー
ト、キシラン還元マルトトリオース、還元マルトデキストリン類、ポリエチレングリコー
ル、ポリプロピレングリコール、ポリグリセロール、ジグリセロールエーテル及びこれら
の混合物が挙げられる。
【００７８】
　変性ポリエチレンイミンポリマー－本発明の組成物は、変性ポリエチレンイミンポリマ
ーを含んでよい。変性ポリエチレンイミンポリマーは、約３００～約１０，０００の重量
平均分子量、好ましくは約４００～約７，５００の重量平均分子量、好ましくは約５００
～約１，９００の重量平均分子量、及び好ましくは約３，０００～６，０００の重量平均
分子量の分子量を有するポリエチレンイミン骨格を有する。
【００７９】
　例えば、これらに限定されないが、ポリエチレンイミン主鎖の末端窒素原子への可能な
修飾を以下に示す。（Ｒはエチレンスペーサを表し、ＥはＣ１～Ｃ４アルキル部分を表し
、Ｘ－は好適な水溶性対イオンを表す。）
【化１５】

【００８０】
　又、例えば、これらに限定されないが、ポリエチレンイミン主鎖の内部窒素原子への可
能な修飾を以下に示す。（Ｒはエチレンスペーサを表し、ＥはＣ１～Ｃ４アルキル部分を
表し、Ｘ－は好適な水溶性対イオンを表す。）
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【化１６】

【００８１】
　変性ヘキサメチレンジアミン－本発明の組成物は、変性ヘキサメチレンジアミン（hexa
mentylenediamine）を含んでよい。ヘキサメチレンジアミンの修飾としては、（１）ヘキ
サメチレンジアミンの窒素原子当たり、１又は２のアルコキシル化修飾；ヘキサメチレン
ジアミン（hexamentylenediameine）の窒素上の水素原子を、修飾当たり平均約１～約４
０個のアルコキシ部分を有する（ポリ）アルコキシレン鎖によって置換し、ここで、アル
コキシレン鎖の末端アルコキシ部分が、水素、Ｃ１～Ｃ４アルキル、サルフェート類、カ
ーボネート類、又はこれらの混合物によって末端保護されること；（２）１つのＣ１～Ｃ
４アルキル部分の置換及びヘキサメチレンジアミン（hexamentylenediamine）の窒素原子
当たり１つ又は２つのアルコキシル修飾；修飾当たり平均約１～約４０のアルコキシ部分
を有する（ポリ）アルコキシレン鎖による、水素原子の置換からなるアルコキシル化修飾
で、該アルコキシレン鎖の末端アルコキシ部分が水素、Ｃ１～Ｃ４アルキル基若しくはこ
れらの混合物で末端封鎖されているもの；又は（３）これらの組み合わせが挙げられる。
アルコキシル化は、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ又はこれらの混合物の形態であって
よい。米国特許第４，５９７，８９８号（バンダミーア（Vander Meer）、１９８６年７
月１日発行）。
【００８２】
　好ましい修飾ヘキサメチレンジアミンは以下の一般構造を有する。
【化１７】

　式中、ｘは約２０～約３０であり、かつ（ポリ）アルコキシレン鎖末端アルコキシ部分
の約４０％はスルホン化されている。
【００８３】
　例示的修飾ヘキサメチレンジアミンは、以下の一般構造を有する。
【化１８】

【００８４】
　ＢＡＳＦ社から商標名ルーテンシット（LUTENSIT）（登録商標）として入手可能であり
、ＰＣＴ国際特許公開ＷＯ０１／０５８７４号に記載されているようなもの。
【００８５】
　分枝状ポリアミノアミン類－汚れ懸濁ポリマーの実施形態は、以下の構造式にて例示さ
れる。
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【化１９】

　式中、ポリアミノアミンのｘは１～１２である。ポリアミノアミンのＲ５及びＲ６は存
在していなくてもよく（Ｎが中性である場合）かつ／又はＨ、Ｃ１～Ｃ６の脂肪族、Ｃ２

～Ｃ６のアルキレン、アリーレン、若しくはアルキルアリーレンからなる群から独立して
選択されてもよい。ポリアミノアミンのＲ１、Ｒ２、Ｒ３、及びＲ４は、独立してＨ、Ｏ
Ｈ、Ｃ１～Ｃ６の脂肪族、Ｃ２～Ｃ６のアルキレン、アリーレン、又はアルキルアリーレ
ン、及びこれらの混合物からなる群から選択されてなる。ポリアミノアミンのＡ１、Ａ２

、Ａ３、Ａ４、Ａ５、及びＡ６は、水素、ヒドロキシ、サルフェート、スルホネート、カ
ルボキシレート、ホスフェート、及びこれらの混合物から独立して選択されてなる末端封
鎖基である。Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３又はＲ４が、Ｎ（ＣＨ２）ｘＣＨ２である場合、分枝によ
って本構造が連続していることを示している。米国特許第４，５９７，８９８号、米国特
許第４，８９１，１６０号、米国特許第５，５６５，１４５号、及び米国特許第６，０７
５，０００号も参照のこと。平均アルコキシル化度は更に、７超、好ましくは約７～約４
０であることができる。
【００８６】
　変性ポリアミノアミド－米国特許公開第２００５／０２０９１２５　Ａ１号で論じられ
ているもののような修飾ポリアミノアミド類を、汚れ懸濁ポリマーとして利用してもよい
。好適な変性ポリアミノアミド類は、それらのアルコキシル化度に応じて、１，０００～
１，０００，０００の数平均分子量（Ｍｎ）を有する。
【００８７】
　修飾ポリアミノアミドの一実施形態は、次式を有する。

【化２０】

　式中、ポリアミノアミドのｘは、１０～２００である。ポリアミノアミド内のＥＯは、
エトキシ部分を表す。
【００８８】
　疎水性ポリアミンエトキシレートポリマー類－組成物のための汚れ懸濁ポリマーは、次
の一般式からなることを特徴とする疎水性ポリアミンエトキシレートポリマー類を含んで
よい。
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【化２１】

【００８９】
　疎水性ポリアミンエトキシレートポリマーのＲは、直鎖又は分岐鎖Ｃ１～Ｃ２２アルキ
ル、直鎖又は分岐鎖Ｃ１～Ｃ２２アルコキシル、直鎖又は分岐鎖Ｃ１～Ｃ２２アシル、及
びこれらの混合物であり、Ｒが分枝状のものとして選択される場合、該分岐物は、１～４
個の炭素原子を含んでよく、好ましくは、疎水性ポリアミンエトキシレートポリマーのＲ
は、直鎖Ｃ１２～Ｃ１８アルキルである。該アルキル、アルコキシル及びアシルは、飽和
型又は不飽和型でもよいが、好ましくは飽和型である。疎水性ポリアミンエトキシレート
ポリマーのインデックスｎは、約２～約９である。
【００９０】
　疎水性ポリアミンエトキシレートポリマーのＱは、電子対、水素、メチル、エチル、及
びこれらの混合物から独立して選択されてなる。配合者が、疎水性ポリアミンエトキシレ
ートの中性骨格を所望する場合には、疎水性ポリアミンエトキシレートポリマーのＱは、
電子対又は水素となるように選択されるべきである。配合者が、疎水性ポリアミンエトキ
シレートの四級化された骨格を所望する場合には、疎水性ポリアミンエトキシレートポリ
マーのＱの少なくとも１つは、メチル、エチルから選択されるべきである。疎水性ポリア
ミンエトキシレートポリマーのインデックスｍは、２～６である。疎水性ポリアミンエト
キシレートポリマーのインデックスｘは、平均約１～約７０個のエトキシ単位に独立して
選ばれる。
【００９１】
　疎水性ポリアミンエトキシレートのエトキシ単位は、アニオン性キャッピング単位を独
立して任意の又は全てのエトキシ単位に加えることによって更に修飾されてもよい。好適
なアニオン性末端封鎖単位としては、サルフェート、スルホサクシネート、サクシネート
、マレエート、ホスフェート、フタレート、スルホカルボキシレート、スルホジカルボキ
シレート、プロパンスルトン、１，２－ジスルホプロパノール、スルホプロピルアミン、
スルホネート、モノカルボキシレート、メチレンカルボキシレート、カーボネート類、メ
リト酸、プロメリット酸、シトレート、アクリレート、メタクリレート、及びこれらの混
合物が挙げられる。好ましくは、アニオン性末端封鎖単位はサルフェートである。
【００９２】
　別の実施形態では、疎水性ポリアミンエトキシレートポリマーの窒素には、四級化によ
って正電荷が与えられる。本明細書で使用する時、「四級化」とは、疎水性ポリアミンエ
トキシレートの窒素に正電荷を与えるように窒素を四級化又はプロトン化することを意味
する。
【００９３】
　ポリアミノ酸類－汚れ懸濁ポリマー類は、Ｌ－グルタミン酸（L-glumatic acid）、Ｄ
－グルタミン酸（D-glumatic acid）又は、これらのＬ及びＤ異性体の混合物、例えばラ
セミ化合物由来であってよい。ポリマー類は、グルタミン酸のホモポリマーだけでなく、
グルタミン酸を含有するブロック、グラフト又はランダムコポリマーなどのコポリマー類
を含む。これらとしては、例えば、アスパラギン酸、エチレングリコール、エチレンオキ
シド（これらの任意のもののオリゴマー（oligimer）若しくはポリマー）又はポリビニル
アルコールなどの少なくとも１種類の他のアミノ酸を含有するコポリマー類が挙げられる
。当然ながら、グルタミン酸は、例えば、アルキル、ヒドロキシアルキル、アリール及び
アリールアルキル（一般に、基当たり１８個以下の炭素原子、又はエステル結合によって
付着されたポリエチレングリコールを備えている）を含む１種類以上の置換基を保有する
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ことができる。米国特許第５，４７０，５１０Ａ号（１９９５年１１月２８日発行）を参
照のこと。
【００９４】
　ポリアミンＮ－オキシドポリマー類－本明細書に用いるのに好適なポリアミンＮ－オキ
シドポリマー類は、Ｎ－オキシド基が結合できる、若しくはＮ－オキシド基が重合可能な
単位の一部を形成する、又は両方の組み合わせである、重合可能な単位を含有する。Ｎ－
オキシド基が重合可能基の一部を形成する、好適なポリアミンＮ－オキシド類は、Ｎ－オ
キシド基が、ピリジン、ピロール、イミダゾール、ピロリジン、ピペリジン、キノリン、
アクリジン及びこれらの誘導体類などの複素環基の一部を含んでなる、ポリアミンＮ－オ
キシド類を含んでなる。該ポリアミンＮ－オキシド類の別の部類は、Ｎ－オキシド基が重
合可能基に結合した、ポリアミンＮ－オキシド類の群を含んでなる。これらポリアミンＮ
－オキシド類の好ましい一群は、ポリアミンＮ－オキシド類である。
【００９５】
　形成されるアミンオキシドポリマーが移染阻害特性を有する限り、いかなるポリマー主
鎖も使用することができる。好適なポリマー主鎖の例は、ポリビニル類、ポリアルキレン
類、ポリエステル類、ポリエーテル類、ポリアミド、ポリイミド類、ポリアクリレート類
及びこれらの混合物である。本発明のアミンＮ－オキシドポリマー類は通常、約１０：１
～約１：１００００００のアミン対アミンＮ－オキシド比を有する。しかし、ポリアミン
オキシドポリマー内に存在するアミンオキシド基の量は、適切な共重合又は適切なＮ－酸
化の程度によって変化し得る。汚れ懸濁ポリマー類は、１種類のモノマータイプがアミン
Ｎ－オキシドでありかつその他のモノマータイプがアミンＮ－オキシドであるか否かのい
ずれかである、ランダム又はブロックコポリマー類を包含する。ポリアミンＮ－オキシド
類のアミンオキシド単位は、ｐＫａ＜１０、ｐＫａ＜７、及びｐＫａ＜６を有する。ポリ
アミンオキシド類は、ほとんどどの重合度でも得ることができる。物質が、望ましい汚れ
懸濁力を有していれば、重合度は重要ではない。通常は、平均分子量は約５００～約１，
０００，０００の範囲内である。
【００９６】
　Ｎ－ビニルイミダゾール　Ｎ－ビニルピロリドンコポリマー類－洗浄組成物類中にて用
いるための好適な汚れ懸濁ポリマー類は、Ｎ－ビニルイミダゾール対Ｎ－ビニルピロリド
ンのモル比が約１～約０．２であり、ポリマーが約５，０００～約５０，０００の範囲の
平均分子量を有する、Ｎ－ビニルイミダゾール　Ｎ－ビニルピロリドンコポリマー類から
選択される。平均分子量範囲は、「現代的ポリマー　キャラクタライゼイション手法（Mo
dern Methods of Polymer Characterization）」（化学分析（Chemical Analysis）（バ
ースＨ．Ｇ．（Barth H. G.）及びメイズＪ．Ｗ．（Mays J. W.）、第１１３巻））に記
載されている光散乱により決定した。
【００９７】
　ポリビニルピロリドン－本明細書で使用されるのに好適な別の汚れ懸濁ポリマーは、約
２，５００～約４００，０００の平均分子量を有するポリビニルピロリドン（「ＰＶＰ」
）から選択されるポリマーを含んでなる。好適なポリビニルピロリドン類は、ニューヨー
ク州ニューヨーク及びカナダのモントリオール所在のＩＳＰ社（ISP Corporation）から
ＰＶＰ　Ｋ－１５（登録商標）（粘度分子量１０，０００）、ＰＶＰ　Ｋ－３０（登録商
標）（平均分子量４０，０００）、ＰＶＰ　Ｋ－６０（登録商標）（平均分子量１６０，
０００）、及びＰＶＰ　Ｋ－９０（登録商標）（平均分子量３６０，０００）の製品名で
市販されている。ＢＡＳＦ社（BASF Cooperation）から市販されているその他の好適なポ
リビニルピロリドン類としては、ソカラン（Sokalan）（登録商標）ＨＰ１６５及びソカ
ラン（Sokalan）（登録商標）ＨＰ１２（洗剤分野の当業者に公知のポリビニルピロリド
ン類）が挙げられる（欧州特許出願第２６２，８９７号及び欧州特許出願第２５６，６９
６号を参照のこと）。
【００９８】
　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－本明細書で用いるための他の
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好適な汚れ懸濁ポリマー類としては、約２，５００～約４００，０００の平均分子量を有
するポリビニルオキサゾリドン及び約２，５００～約４００，０００の平均分子量を有す
るポリビニルイミダゾールが挙げられる。
【００９９】
　キレート剤類－１つの任意の実施形態では、性能向上添加剤は、１種類以上のキレート
剤を含んでよい。キレート剤類は、それらが遷移金属類と優先的に結合するという点にお
いて、シトレートなどの一般的ビルダー類と区別される。コンパクト流体洗濯洗剤中での
好適なキレート剤濃度は、約０．００１％～約５％、より具体的には約０．５％～約４％
、更により具体的には約０．１％～約２％である。
【０１００】
　好適なキレート剤類の非限定例としては、Ｓ，Ｓ－エチレンジアミン二コハク酸（ＥＤ
ＤＳ）、チロン（Tiron）（登録商標）（別に、酸又は水溶性塩としてのカテコール－２
，５－ジスルホネートとしても知られている）、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）、
ジエチレントリアミンペンタアセテート（ＤＴＰＡ）、１－ヒドロキシエチリデン－１，
１－ジホスホン酸（ＨＥＤＰ）、ジエチレントリアミン－ペンタ－メチレンホスホン酸（
ＤＴＰＭＰ）、ジピコリン酸及び塩類並びに／又はこれらの酸類並びにこれらの混合物が
挙げられる。キレート剤類は、酸形態、又はナトリウム、カリウム、アンモニウムなどの
水溶性形態、又は置換アンモニウム及びこれらの組み合わせなどの任意の好適な形態で都
合良く配合してよい。好適なキレート剤類の更なる実施例及び使用量は、米国特許第３，
８１２，０４４号、米国特許第４，７０４，２３３号、米国特許第５，２９２，４４６号
、米国特許第５，４４５，７４７号、米国特許第５，５３１，９１５号、米国特許第５，
５４５，３５２号、米国特許第５，５７６，２８２号、米国特許第５，６４１，７３９号
、米国特許第５，７０３，０３１号、米国特許第５，７０５，４６４号、米国特許第５，
７１０，１１５号、米国特許第５，７１０，１１５号、米国特許第５，７１２，２４２号
、米国特許第５，７２１，２０５号、米国特許第５，７２８，６７１号、米国特許第５，
７４７，４４０号、米国特許第５，７８０，４１９号、米国特許第５，８７９，４０９号
、米国特許第５，９２９，０１０号、米国特許第５，９２９，０１８号、米国特許第５，
９５８，８６６号、米国特許第５，９６５，５１４号、米国特許第５，９７２，０３８号
、米国特許第６，１７２，０２１号、及び米国特許第６，５０３，８７６号に記載されて
いる。
【０１０１】
　本明細書で有用なその他のキレート剤類は、具体的には、メチレンジホスホン酸のナト
リウム、カリウム及びリチウム塩類；エチレンジホスホン酸のナトリウム、カリウム及び
リチウム塩類；並びにエタン－１，１，２－トリホスホン酸のナトリウム、カリウム及び
リチウム塩類を含む水溶性ポリホスホネート類である。その他の実施例としては、エタン
－２－カルボキシ－１，１－ジホスホン酸ヒドロキシメタンジホスホン酸、カルボキシル
ジホスホン酸、エタン－１－ヒドロキシ－１，１，２－トリホスホン酸、エタン－２－ヒ
ドロキシ－１，１，２－トリホスホン酸、プロパン－１，１，３，３－テトラホスホン酸
、プロパン－１，１，２，３－テトラホスホン酸、及びプロパン－１，２，２，３－テト
ラ－ホスホン酸のアルカリ金属塩類が挙げられる。
【０１０２】
　酵素類－一実施形態では、性能向上添加剤は、１種類以上の酵素を含んでよい。コンパ
クト流体洗濯洗剤中での好適な酵素量は、該コンパクト流体洗濯洗剤組成物に対して、約
０．００１重量％～約５重量％の洗浄性酵素である。酵素類の重量百分率は、特に別段の
定めがない場合には、市販の酵素製剤の重量百分率であって、活性酵素の重量百分率では
ない。
【０１０３】
　液体洗剤配合物に有用な酵素物質、及びこのような配合物へのそれらの組み込みについ
ては、米国特許第４，２６１，８６８号（ホラ（Hora）ら）、及び米国特許第４，５０７
，２１９号（ヒューズ（Hughes））に開示されている。
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【０１０４】
　別の実施形態では、酵素は、プロテアーゼ、クチナーゼ、ヘミセルラーゼ、ペルオキシ
ダーゼ類、セルラーゼ類、キシラナーゼ類、リパーゼ類、ホスホリパーゼ類、エステラー
ゼ類、クチナーゼ類、ペクチナーゼ類、ケラタナーゼ類、レダクターゼ類、オキシダーゼ
類、フェノールオキシダーゼ類、リポキシゲナーゼ類、リグニナーゼ類、プルラナーゼ類
、タンナーゼ類、ペントサナーゼ類、マラナーゼ類、βーグルカナーゼ類、アラビノシダ
ーゼ類、ヒアルロニダーゼ、コンドロイチナーゼ、ラクターゼ、アミラーゼ及びこれらの
混合物から選択されてよい。
【０１０５】
　リパーゼ酵素類の具体例としては、次のものが挙げられる：リパーゼｅｘシュードモナ
ス　フルオレセンスＩＡＭ　１０５７（lipase ex Pseudomonas fluorescens IAM 1057）
（天野エンザイム株式会社（旧社名：天野製薬株式会社（Amano Pharmaceutical Co.）（
名古屋、日本））から、商標名アマノ－Ｐ・リパーゼにて入手可能）、リパーゼｅｘシュ
ードモナス　フラギＦＥＲＭ　Ｐ　１３３９（the lipase ex Pseudomonas fragi FERM P
 1339）（商標名アマノＢにて入手可能）、リパーゼｅｘシュードモナス　ニトロレデュ
センスｖａｒ．リポリティカムＦＥＲＭ　Ｐ１３３８（ipase ex Pseudomonas nitroredu
cens var. lipolyticum FERM P1338）、リパーゼｅｘシュードモナスｓｐ．（lipase ex 
Pseudomonas sp.）（商標名アマノＣＥＳにて入手可能）、リパーゼｅｘシュードモナス
　セパシア（lipase ex Pseudomonas cepacia）、リパーゼｅｘクロモバクター　ヴィス
コサム（lipases ex Chromobacter viscosum）、例えば、クロモバクター　ヴィスコサム
ｖａｒ．リポリティカム・ＮＲＲＬ　Ｂ－３６７３（Chromobacter viscosum var. lipol
yticum NRRL B-3673）（東洋醸造（株）（田方、日本）から市販されている）、更に、ク
ロモバクター　ビスコサムリパーゼ類（Chromobacter viscosum lipases）（Ｕ．Ｓ．バ
イオケミカル社（U.S. Biochemical Corp.）（米国）及びダイオシンス社（Diosynth Co.
）（オランダ）から）、及びリパーゼ類ｅｘシュードモナス　グラディオリ（lipases ex
 Pseudomonas gladioli）、並びにｅｘヒューミコーラ　ラヌギノサ（ex Humicola lanug
inosa）（アマノより商標名アマノＣＥにて入手可能）。
【０１０６】
　好適な市販の非プロテアーゼ酵素類の非限定的リストには、ＰＣＴ国際公開特許ＷＯ９
４／０２５９７及びＰＣＴ国際公開特許ＷＯ９６／２３８７３に記載されているアミラー
ゼ類（α及び／又はβ）が挙げられる。市販品の例は、ピュラフェクトＯｘＡｍ（Purafe
ct Ox Am）（登録商標）［ジェネンコア社（Genencor）］、並びにターマミル（Termamyl
）（登録商標）、ナタラーゼ（Natalase）（登録商標）、バン（Ban）（登録商標）、フ
ンガミル（Fungamyl）（登録商標）及びデュラミル（Duramyl）（登録商標）［全てノボ
ザイムズ社（Novozymes）より］である。セルラーゼ類としては、細菌性又は真菌性セル
ラーゼ類、例えばヒューミコーラ・インソレンス（Humicola insolens）により生成され
るもの、特にＤＳＭ１８００、例えば５０Ｋｄａ及び～４３ｋＤ［ケアザイム（Carezyme
）（登録商標）］が挙げられる。同じく好適なセルラーゼ類は、トリコデルマ・ロンギプ
ラチアタム（Trichoderma longibrachiatum）からのＥＧＩＩＩセルラーゼである。好適
なリパーゼ類には、シュードモナス（Pseudomonas）及びクロモバクター（Chromobacter
）群によって産生されるものが挙げられる。好ましいのは、例えば、ノボザイムズ社（No
vozymes）からのリポラーゼ（登録商標）、リポラーゼウルトラ（登録商標）、リポプラ
イム（登録商標）及びリペックス（登録商標）である。クチナーゼ類［ＥＣ３．１．１．
５０］及びエステラーゼ類、カルボヒドラーゼ類、例えばマンナナーゼ（米国特許第６，
０６０，２９９号）、ペクテートリアーゼ（ＰＣＴ国際公開特許ＷＯ９９／２７０８３）
、シクロマルトデキストリングルカノトランスフェラーゼ（ＰＣＴ国際公開特許ＷＯ９６
／３３２６７）、キシログルカナーゼ（ＰＣＴ国際公開特許ＷＯ９９／０２６６３）も適
している。最終的にエンハンサーと共に用いられる漂白酵素としては、例えば、ペルオキ
シダーゼ類、ラッカーゼ類、オキシゲナーゼ類（例えば、カテコール、１，２－ジオキシ
ゲナーゼ、リポキシゲナーゼ（ＰＣＴ国際公開特許ＷＯ９５／２６３９３）、（非ヘム）
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ハロペルオキシダーゼ類が挙げられる。
【０１０７】
　市販のプロテアーゼ類の例示的非限定例としては、アルカラーゼ（登録商標）、サビナ
ーゼ（Savinase）（登録商標）、カンナナーゼ（Kannase）（登録商標）、エバラーゼ（
登録商標）、エスペラーゼ（登録商標）（ノボザイムズ社（Novozymes）より市販されて
いる）；ピュラフェクト（Purafect）（登録商標）、ピュラフェクストＯｘ（Purafext O
x）（登録商標）、プロペラーゼ（Properase）（登録商標）（ジェネンコア社（Genencor
）より市販されている）；ＢＬＡＰ及びＢＬＡＰ変異株（ヘンケル（Henkel）社から市販
されている）；マクサターゼ（Maxatase）及びマクサカル（Maxacal）（ジスト－ブロケ
ード社（Gist－Brocades）から市販されている）；カズサーゼ（Kazusase）（昭和電工（
Showa Denko）製）；及びＫ－１６類似プロテアーゼ類（proteases）（ＫＡＯから市販さ
れている）が挙げられる。追加の例示的プロテアーゼ類（proteases）は、例えば、欧州
特許第１３０，７５６号、ＰＣＴ国際公開特許ＷＯ９１／０６６３７、ＰＣＴ国際公開特
許ＷＯ９５／１０５９１、ＰＣＴ国際公開特許ＷＯ９９／２０７２６、米国特許第５，０
３０，３７８号（プロテアーゼ「Ａ」）及び欧州特許第２５１，４４６号（プロテアーゼ
「Ｂ」）に記載されている。
【０１０８】
　審美性－コンパクト流体洗濯洗剤組成物及び非水溶性容器は、任意の所望の外観又は審
美性を有してよい。コンパクト流体洗濯洗剤組成物水及び不溶性容器は、不透明、透明又
は半透明であってよく、真珠光沢液体などの任意の色又は外観のものであってよい。一実
施形態では、コンパクト流体洗濯洗剤組成物は、空気又は気泡、懸濁液滴、単数又は複数
のエマルション液滴、懸濁粒子など及びこれらの組み合わせを含有してもよい。好適なサ
イズとしては、約０．１ミクロン～約５ｍｍ、より具体的には約２０ミクロン～約１ｍｍ
が挙げられる。これらの任意の懸濁液体及び／又は粒子は、別個の存在として、即ち異な
った色、形状、質感など及びこれらの組み合わせのものとして目に見えてもよい。これら
の懸濁液体及び／又はパーティクルは、異なった色、質感又はコンパクト流体洗濯洗剤組
成物のその他の部分よりも視覚的に際立った特徴のものであってよい。
【０１０９】
　更に、非水溶性容器及びコンパクト流体洗濯洗剤組成物は、任意の色又は色の組み合わ
せであってよい。用語「色」とは、可視スペクトルの全ての色、即ち、赤色、オレンジ色
、黄色、緑色、青色、緑色がかった青色、茶色、暗紫色、薄紫色、海緑色、黄褐色、濃紺
色、紫色、薄赤色などに限らず、更に、例えばこれらの色のうち、黒、白、及び灰色並び
にこれらの全ての陰影、色調、色彩などと同様に、紺青色、明るい青色、薄緑についての
全ての陰影、色調、色彩なども含むものと理解すべきである。更に、非水溶性容器及びコ
ンパクト流体洗濯洗剤組成物は又、更に、例えば、各種屈折率の組み合わせ、真珠光沢、
乳白光、反射（reflective）、ホログラフィー効果、金属色、つや仕上げ、つや消し仕上
げなど及びこれらの組み合わせなどの任意の追加の視覚的処置を有してよい。
【０１１０】
　別の実施形態では、コンパクト流体洗濯洗剤組成物は、２つ又はそれ以上の視覚的に識
別できる領域を含んでよい。各領域それ自体は、１以上の異なる物理相を含んでなること
ができる。本明細書で使用する時、「視覚的に識別できる」という用語は、非水溶性容器
内にて又は分与される際に、視覚的に異なる領域を示す組成物を表す。これらの異なる領
域は、はっきりと分離しているか、又はコンパクト流体洗濯洗剤組成物が肉眼で確認でき
る限り、部分的に混合しているかのいずれかである。これらの視覚的に特徴的な領域の組
み合わせは、例えば、ストライプ模様、大理石模様、直線的模様、中断ストライプ模様、
チェック模様、斑点模様、すじ模様、クラスター模様、斑紋模様、幾何学模様、まだら模
様、リボン模様、らせん模様（helical）、渦模様（swirl）、配列模様、ふ入り模様、織
物模様、溝模様、隆起線模様、波形模様、正弦波模様、渦巻き模様（spiral）、ねじれ模
様、曲線模様、周期模様、縞模様、横紋模様、輪郭模様、不均等模様、レース模様、織り
込み又は織り出し模様、バスケット織り模様、まだら模様、及びモザイク模様を含む多種
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多様なパターンのうち任意のものを作り出すために選択することができる。模様は、スト
ライプ模様であってもよく、かつ任意の容器の寸法にわたって比較的均一かつ一様であっ
てもよい。あるいは、ストライプは、一様でなくてもよく、即ち波形であってもよいし、
又は寸法が不均一であってもよい。ストライプは、必ずしも任意の容器寸法全体にわたっ
て延びている必要はない。
【０１１１】
　用語「ストライプ」を本明細書で使用する時、コンパクト流体洗濯洗剤組成物内に存在
する各相が、それらが貯蔵される非水溶性容器内の別個であるが区別可能な物理的空間を
占有しているが、互いに直接接触していることを意味する。（即ち、それらは仕切りによ
って分離されてはおらず、かつ任意の有意な程度にまで乳化されたり混合されたりしない
。）ストライプは、非水溶性容器の寸法にわたって比較的均一かつ一様であってよい。あ
るいは、ストライプは、一様でなくてもよく、即ち波形であってもよいし、又は寸法が不
均一であってもよい。ストライプは、非水溶性容器の寸法全体にわたって伸びている必要
はない。「ストライプ」は、様々な幾何学模様、様々な色、及び又は輝き、若しくは真珠
光沢を含んでなることができるが、ただしこれらのものの濃度が視覚的に区別可能なバン
ド又は領域を提供するという条件である。
【０１１２】
　本明細書で使用する時、用語「大理石模様」とは、大理石に似た縞模様及び／又はまだ
ら模様の外観を備えたストライプ形状を意味する。
【０１１３】
　構成成分の物理的性質、即ち、色、粘度、レオロジー、質感、密度などについて多くの
変化が可能であるが、色の変化が広く求められている。コンパクト流体洗濯洗剤組成物内
で得られる特定の模様又はパターン（即ち、ストライプ又は大理石模様などの幅、長さ）
は、多数の要因、例えば、相のレオロジー特性、分配手段の直径、充填中の容器回転の有
無、速度及び安定度など並びにこれらの組み合わせを変化させることによって変えること
ができる。
【０１１４】
　リオトロピック液晶中間相－理論に制限されるものではないが、本明細書のコンパクト
流体洗濯洗剤は、物理的メソ構造として、例えば、「応用界面・コロイド化学ハンドブッ
ク（Handbook of Applied Surface and Colloid Chemistry）」（Ｋ．ホルムベルグ（K. 
Holmberg）編、ＩＳＢＮ　０４７１　４９０８３０、ジョン・ワイリー・アンド・サンズ
（John Wiley & Sons）（ニューヨーク州ニューヨーク）刊、２００１年）（その全体が
本明細書に参照として組み込まれる）に記載されている様な任意の周知のリオトロピック
液晶中間相を含むこともあるいは含まないこともできる。とりわけ、第１６章、「リオト
ロピック液晶中間相の同定（Identification of Lyotropic Crystalline Mesophases）」
（ステファンＴ．ハイド（Stephen T. Hyde）著）を参照のこと。
【０１１５】
　本明細書のコンパクト流体洗濯洗剤の実施形態としては、Ｌ－α相（別名、ラメラ中間
相）、Ｌ－β相（別名、ゲル中間相）、及びこれらの混合物が挙げられる。更なる実施形
態は、検出可能なゲル相を有しないラメラ中間相の存在、又はマルタ十字テクスチャーを
光学顕微鏡で確認できないラメラ中間相であることを特徴とする。他の実施形態では、組
成物に剪断力を適用後、マルタ十字テクスチャーが出現する場合がある。ある種の典型的
実施形態においては、小胞又は球状小球への折り畳みは観察されない。
【０１１６】
　一般的に、本明細書の特定の界面活性剤又は両親媒性物質の説明から明らかなように、
メソ構造は二重端（double-tailed）界面活性剤の限定された割合を包含することによっ
て修飾してもよいが、本発明の組成物は、単鎖界面活性剤、両親媒性物質又は洗剤に主と
して依存する。更に、本明細書の実施形態は、折り畳み度が比較的小さくトポロジー的に
欠陥の多いラメラ中間相の存在を特徴とする。上記の参考文献の３０８ページ、セクショ
ン２．１．３、「ラメラ中間相」、及びそれに続く同一章内の欠陥構造の説明を参照のこ
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と。
【０１１７】
　補助剤類－本発明のコンパクト洗剤組成物及び方法は、官能性及び／又は審美的性質の
点で、それに付加的な所望の性質を与えるために、１種類以上の補助剤を含んでよい。
【０１１８】
　香料類－本明細書で使用する時、「香料」とは、その最広義では、感じの良い又は魅力
的な香りを発散し又は付与する任意の物質のことを言い、プロ香料を含む。本発明の組成
物及びプロセスにおいて有用な香料及び香料成分は、アルデヒド類、ケトン類、エステル
類、持続性香料成分類、ブルーミング香料成分類、香り検知閾値が低い香料成分類、天然
香料オイル成分などを含む多種多様な天然及び合成化学成分を含むが、これらに限定する
ものではない。一実施形態では、香料は少なくとも１つの精油を含んでなる。別の実施形
態では、香料は抽出物を含んでなる。成分の複合混合物を含むことができる各種天然抽出
物及びエッセンス、例えば、オレンジ油、レモン油、バラ抽出物、ラベンダー、ムスク、
パチョリ、バルサムエッセンス、ビャクダン油、松根油、ヒマラヤスギ油なども又含まれ
る。完成した香料類は、このような成分の非常に複雑な混合物を含んでなることができる
。香料類及びそれらの構成成分についての追加情報は、米国特許出願公開第２００３／０
１０４９６９Ａ１号、米国特許第６，１９４，３６２号、米国特許第６，１４３，７０７
号、米国特許第６，４９１，７２８号、米国特許第５，３７８，４６８号、米国特許第５
，６２６，８５２号、米国特許第５，７１０，１２２号、米国特許第５，７１６，９１８
号、米国特許第５，７２１，２０２号、米国特許第５，７４４，４３５号、米国特許第５
，７５６，８２７号、米国特許第５，８３０，８３５号、米国特許第５，９１９，７５２
号、ＰＣＴ国際公開特許ＷＯ００／０２９８６（２０００年１月２０日公開）、及びＰＣ
Ｔ国際公開特許ＷＯ０１／０４２４８（２００１年１月１８日公開）に見出すことができ
る。
【０１１９】
　一実施形態では、香料は、香料マイクロカプセルなどとしてカプセル化される。
【０１２０】
　香料類は通常、本明細書の組成物の約０．００１重量％～約３重量％を構成する。
【０１２１】
　ヒドロトープ類－一実施形態では、補助剤はヒドロトロープからなる。ヒドロトロープ
は、液晶形成を低減する。例示的屈水性誘発物質としては、尿素、トルエンスルホネート
、キシレンスルホネート、クメンスルホネート及びこれらの混合物が挙げられる。例示的
塩類としては、ナトリウム、カリウム、アンモニウム、モノエタノールアミン、トリエタ
ノールアミン及びこれらの混合物が挙げられる。一実施形態では、ヒドロトロープは、キ
シレンスルホネート、尿素及びこれらの組み合わせから選択されてなる。一実施形態では
、任意のヒドロトロープの量は、約０％～約１０％、より具体的には約０％～約５％、更
により具体的には約０％～約２％、更により具体的には約０％～約１％の範囲内であって
もよい。
【０１２２】
　有機外部構造化剤－意外にも、本明細書のコンパクト流体洗濯洗剤は、有機外部構造化
剤を必要としないことが明らかとなっている。本発明の好ましい実施形態は、有機外部構
造化剤を本質的に含まない。所望する場合、有機外部構造化剤を組み込んで、例えば特定
の審美的実施形態のレオロジーを調整することができる。このような構造化剤を使用する
場合は、本明細書の組成物の約０．０１重量％～約１重量％、より具体的には、約０．０
１５重量％～約０．７５重量％、更により具体的には、約０．０２重量％～約０．５重量
％を構成する。
【０１２３】
　本明細書で定義する場合、「外部」構造化剤とは、その主要な機能としてレオロジー的
変更を提供すること、典型的には液体又はゲル又はペーストなどの流体の粘度を増大させ
る物質である。本明細書で好適な外部構造化剤は、それ自体がかつそれによって、任意の
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内部」構造化剤とは異なり、これは、マトリックスレオロジーを変化させることもできる
が、幾つかの更なる主要な目的のために液体製品に組み込まれている。したがって、例え
ば内部構造化剤はアニオン性界面活性剤であることができ、これは、液体洗剤のレオロジ
ー性を変えるために役立つことができるが、主に洗浄成分として作用するように製品に添
加されている。
【０１２４】
　本発明の組成物において有用な１つのタイプの外部構造化剤は、その場でマトリックス
中に結晶化された際に、液体マトリックスの全体にわたって糸状構造系を形成することが
できる非ポリマー（アルコキシル化を減らすことを含んでよい）結晶性ヒドロキシ官能化
物質を含んでなる。このような物質は一般に、結晶性、ヒドロキシル含有脂肪酸類、脂肪
酸エステル類又は脂肪族ワックス類として特徴付けることができる。このような物質は一
般に、以下の化学式を有するようなものから選択される。
【０１２５】
　Ｉ）
【化２２】

　式中、
【化２３】

　Ｒ２は、Ｒ１又はＨであり；Ｒ３は、Ｒ１又はＨであり；Ｒ４は独立して、少なくとも
１つのヒドロキシル基を含んでなるＣ１０～Ｃ２２アルキル又はアルケニルである。
【０１２６】
　ＩＩ）

【化２４】

　式中、
【化２５】

　Ｒ４は、上記（ｉ）にて定義した通りであり；Ｍは、Ｎａ＋、Ｋ＋、Ｍｇ＋＋又はＡｌ
３＋、又はＨ；及び
　ＩＩＩ）Ｚ－（ＣＨ（ＯＨ）ａ－Ｚ’式中、式中、ａは２～４、具体的には２であり；
Ｚ及びＺ’は疎水性基であり、特にＣ６～Ｃ２０アルキル若しくはシクロアルキル、Ｃ６

～Ｃ２４アルカリール若しくはアラルキル、Ｃ６～Ｃ２０アリール又はこれらの混合物か
ら選択されてなる。所望により、Ｚは１種類以上の非極性酸素原子をエーテル類又はエス
テル類内にあるようなものとして含有することができる。
【０１２７】
　化学式Ｉ型の物質が好ましい。より具体的には、それらは以下の化学式で規定すること
ができる。
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【化２６】

　式中、（ｘ＋ａ）は、１１～１７であり；（ｙ＋ｂ）は、１１～１７であり；かつ（ｚ
＋ｃ）は、１１～１７である。具体的には、この化学式において、ｘ＝ｙ＝ｚ＝１０かつ
／又はａ＝ｂ＝ｃ＝５である。
【０１２８】
　好ましい結晶性、ヒドロキシル含有構造化剤の具体例としては、ヒマシ油及びその誘導
体が挙げられる。特に好ましいのは、硬化ヒマシ油及び水素添加キャスターワックスなど
の硬化ヒマシ油誘導体類である。市販のヒマシ油系結晶性ヒドロキシル含有構造化剤には
、レオックス社（Rheox，Inc.）（現在のエレメンティス（Elementis））製のチキシン（
THIXCIN）（商標）が挙げられる。
【０１２９】
　結晶性ヒドロキシル含有構造化剤類として用いるのに適した代わりの市販材料は、上の
化学式ＩＩＩからなるようなものである。このタイプの構造化剤の例は、１，４－ジ－Ｏ
－ベンジル－Ｄ－トレイトールのＲ，Ｒ及びＳ，Ｓ形態、並びに光学的に活性であるか又
は活性ではない任意の混合物である。
【０１３０】
　前述の通り、これら結晶性ヒドロキシル含有構造化剤類の全ては、本明細書の組成物の
水性液体マトリックス内で又はこのような水性液体マトリックスを形成するために使用さ
れるプレミックス内でそれらがその場で結晶化する際に、糸状構造系を形成することによ
って機能すると考えられている。このような結晶化は、これらの物質の水性混合物を、構
造化剤の融点を超えた温度まで加熱し、続いて該混合物を液体を攪拌させながら室温まで
冷却することによってもたらされる。
【０１３１】
　ある種の条件下では、結晶性ヒドロキシル含有構造化剤類は、冷却によって、糸状構造
系を水性液体マトリックス内に形成する。この糸状システムは、繊維性又は絡み合った糸
状ネットワークを含んでなることができる。「ロゼッタ」形態の非繊維性粒子も形成され
る可能性がある。本ネットワーク内の粒子は、約１．５：１～約２００：１、より具体的
には約１０：１～約２００：１のアスペクト比を有することができる。このような繊維及
び非繊維性粒子は、約１ミクロン～約１００ミクロン、より具体的には約５ミクロン～約
１５ミクロンの範囲の小さい寸法を有することができる。
【０１３２】
　例示的で代表的な結晶性ヒドロキシル含有構造化剤類及びそれらの水性ずり減粘マトリ
ックスへの組み込みは、米国特許第６，０８０，７０８号及びＰＣＴ国際公開特許ＷＯ０
２／４０６２７により詳細に開示されている。
【０１３３】
　前述の非ポリマー結晶性ヒドロキシル含有構造化剤に加えて、他のタイプの有機外部構
造化剤を本明細書の液体洗剤組成物内にて利用してもよい。例えば、好適なポリマー構造
化剤には、ポリアクリレート、多糖類又は多糖類誘導体タイプのものが挙げられる。通常
は構造化剤として使用される多糖類誘導体は、ポリマーゴム材料類を含んでなる。このよ
うなガム類としては、ペクチン、アルギネート、アラビノガラクタン（アラビアゴム）、
カラギーナン、ジェランガム、キサンタンガム及びグアーガムが挙げられる。
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【０１３４】
　ポリマー構造化剤を本明細書で用いた場合、この種の好ましい材料はジェランガムであ
る。ジェランガムは、プソイドモナス・エロデア（Pseudomonaselodea）ＡＴＣＣ３１４
６１の発酵により調製されるヘテロ多糖である。ジェランガムは、ＣＰケルコＵ．Ｓ．社
（CP Kelco U.S., Inc.）によってケルコゲル（KELCOGEL）の商標名にて市販されている
。ジェランガムの製造方法は、米国特許第４，３２６，０５２号、米国特許第４，３２６
，０５３号、米国特許第４，３７７，６３６号、及び米国特許第４，３８５，１２３号に
記載されている。
【０１３５】
　当然ながら、前述の具体的に記載した材料に加えて、任意のその他の構造化剤を用いる
ことができる。このような構造化剤の例としては更に、「オルガノゲル化剤（organogell
ants）」又は「オルガノゲル化剤（organogelators）」が挙げられる。
【０１３６】
　ホウ酸誘導体類及び／又はｐＨジャンプ系－１つの具体的な任意の補助成分は、ホウ酸
誘導体であってよく、その使用は例えば酵素安定化することで知られている。ボレート類
及びポリオール類（特にソルビトール）の組み合わせは、ｐＨジャンプ系を構成し、これ
は、当技術分野、例えば米国特許第５，０８９，１６３号及び米国特許第４，９５９，１
７９号（アロンソン（Aronson）ら）においても既知である。本明細書でのｐＨジャンプ
系の包含は、好ましくない。別の実施形態では、コンパクト流体洗濯洗剤は、上述したホ
ウ砂ソルビトールｐＨジャンプ系などのｐＨジャンプ系を実質的に含まない。
【０１３７】
　一実施形態では、本明細書中に記載する組成物及び方法は、洗剤組成物の約３重量％未
満、より具体的には、洗剤組成物の約１重量％未満を構成してよく、更により具体的には
、ホウ酸誘導体類を実質的に含まない。
【０１３８】
　「ホウ酸誘導体類」とは、ホウ酸それ自体、置換されたホウ酸類及びその他ホウ酸誘導
体類などのホウ素含有化合物類で、少なくともその一部が溶液内にホウ酸又はその化学的
同等物、例えば置換されたホウ酸として存在するものを意味する。ホウ酸誘導体類の例示
的実施例としては、ホウ酸、酸化ホウ素、ホウ砂、アルカリ金属ボレート類（例えば、オ
ルソ－、メタ－及びピロホウ酸ナトリウム及び五ホウ酸ナトリウム）、並びにこれらの混
合物が挙げられる。
【０１３９】
　本明細書で述べたように、従来、これらのホウ酸誘導体類は、ソルビトールなどの有機
ポリオール溶剤類と組み合わせて、ｐＨジャンプ系として使用されてきた。本発明のコン
パクト流体洗濯洗剤組成物とは、ｐＨジャンプ系の必要性及びこれによりこれらのホウ酸
誘導体類の使用を減らすことができること、それによってお金と時間を節約できることを
意味する。
【０１４０】
　中和剤類－一実施形態では、補助剤は、中和剤であってもよい。中和剤の性質は、それ
らが何を中和するかに応じて酸性又はアルカリであってもよい。例示的好適中和剤類とし
ては、アルカリ金属水酸化物類、例えばＮａＯＨ、ＬｉＯＨ、ＫＯＨなど；アルカリ土類
水酸化物類、例えばＭｇ（ＯＨ）２、Ｃａ（ＯＨ）２；アンモニウム又は置換アンモニウ
ム水酸化物類；モノ－、ジ－及びトリエタノールアミン類などのアルカノールアミン類、
例えばモノエタノールアミン（ＭＥＡ）；無機酸類、例えば硫酸、塩酸、硝酸；有機酸類
、例えば酢酸、クエン酸、乳酸など、並びにこれらの組み合わせが挙げられる。
【０１４１】
　これらの中和剤類は、所望により任意の組成物又は方法内に、コンパクト洗剤組成物に
対して具体的には約０．０００１重量％～約７５重量％、より具体的には約０．００１重
量％～約３０重量％にて存在してよい。
【０１４２】
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　着色剤類－一実施形態では、コンパクト流体洗濯洗剤組成物は、着色剤、より具体的に
は、コンパクト流体洗濯洗剤組成物の少なくとも１つの視覚的に識別可能な領域に着色剤
を含んでなる。組成物は、組成物の約０．００００１重量％～約１０重量％の着色剤を含
んでなる。
【０１４３】
　着色剤は、特定の１実施形態では、金属イオン類を含んでなる。より具体的には、着色
剤は、バリウムイオン類及びアルミニウムイオン類を含まず、これにより層状の相の安定
性を改善できる。染色剤は、より具体的にはＵＶ安定性を維持する。
【０１４４】
　コンパクト流体洗濯洗剤組成物に用いるのに好適な着色剤は、有機顔料類、無機顔料類
、干渉顔料類、レーキ類、天然着色剤類、パールエッセンス剤類、染料類、カルミン類及
びこれらの混合物から選択されてよい。所望する場合、紫外線によって破壊されない色素
類も又用いられてよい。
【０１４５】
　本明細書で有用な色相染料の非限定的実施例としては、塩基性バイオレット３（Ｃｌ４
２５５５）及び塩基性バイオレット４（Ｃｌ４２６００）が挙げられ、両方ともスタンダ
ード・ダイズ社（Standard Dyes）から市販されている。
【０１４６】
　一実施形態では、組成物は、非染色性色素と色素色忠実性安定剤とを妥協させ、更によ
り具体的には、該色素色忠実性安定剤は還元剤であり、更により具体的には、亜硫酸水素
ナトリウムである。本明細書で使用する時、「非染色性色素」とは、コンパクト流体洗濯
洗剤へ審美的目的のためだけに添加された任意の色素のことを言い、このような色素は、
未希釈形態のコンパクト流体洗濯洗剤組成物と直接接触するホワイト・コットン上へ永続
的な痕を残さない。これにより、汚れた布地の直接的な前処理のために、コンパクト流体
洗濯洗剤組成物を確実に使用することができる。即ち、コンパクト流体洗濯洗剤組成物を
洗濯前処理剤として使用することが可能である。
【０１４７】
　別の実施形態では、コンパクト流体洗濯洗剤組成物は、いかなる色素も実質的に含まな
い。このコンパクト流体洗濯洗剤組成物も又、汚れた布地の直接的な前処理のために使用
でき、即ち、コンパクト流体洗濯洗剤組成物を洗濯前処理剤として使用することが可能で
ある。
【０１４８】
　その他の補助剤類－本発明の一実施形態では、補助成分は、ビルダー類、増白剤、移染
防止剤、キレート剤類、ポリアクリレートポリマー類、分散剤類、着色剤色素、色調染料
類、香料類、加工助剤類、漂白用添加剤類、漂白活性化剤類、漂白剤前駆体類、漂白触媒
類、溶媒類、共溶媒類、屈水性誘発物質類、液体キャリア、相安定剤類、汚れ遊離ポリマ
ー類、酵素安定化剤類、酵素類、汚れ懸濁剤類、再付着防止剤類、解こうポリマー類、殺
菌剤類、殺真菌剤類、ＵＶ吸収剤類、黄変防止剤類、酸化防止剤類、蛍光増白剤類、泡抑
制剤類、乳白剤類、泡促進剤類、腐食防止剤類、ラジカルスカベンジャー類、塩素スカベ
ンジャー類、構造化剤類、布地柔軟化添加物類、その他布地ケア効果剤類、ｐＨ調整剤類
、蛍光増白剤類、スメクタイト粘土類、構造化剤類、防腐剤類、増粘剤類、染色剤類、布
地柔軟化添加物類、レオロジー調整剤類、充填剤類、殺菌剤及びこれらの混合物から選択
されてよい。好適な補助成分の更なる実施例及び使用量は、米国特許第３，９３６，５３
７号（バスカーヴィル・Ｊｒ．（Baskerville Jr.）ら、１９７６年２月３日発行）、米
国特許第４，２８５，８４１号（バラット（Barrat）ら、１９８１年８月２５日発行）、
米国特許第４，８４４，８２４号（マーメルスタイン（Mermelstein）ら、１９８９年７
月４日発行）、米国特許第４，６６３，０７１号（ブッシュ（Bush）ら）、米国特許第４
，９０９，９５３号（サッドロウスキ（Sadlowski）ら、１９９０年３月２０日発行）、
米国特許第３，９３３，６７２号（バートレッタ（Bartoletta）ら、１９７６年１月２０
日発行）、米国特許第４，１３６，０４５号（ゴールト（Gault）ら、１９７９年１月２
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３日発行）、米国特許第２，３７９，９４２号、米国特許第３，３０８，０６７号、米国
特許第５，１４７，５７６号（モンタギュー（Montague）ら）、英国特許第１，４７０，
２５０号、英国特許第４０１，４１３号（マリオット（Marriott））、英国特許第４６１
，２２１号（マリオット（Marriott））、及び英国特許第１，４２９，１４３号（グアム
（Guam））、並びに米国特許第４，７６２，６４５号（タッカー（Tucker）ら、１９８８
年８月９日発行）に記載されている。
【０１４９】
　使用することができる好適なビルダー類の例としては、水溶性アルカリ金属のホスフェ
ート類、ポリホスフェート類、ボレート類、シリケート類、及び更にカーボネート類；水
溶性アミノポリカルボキシレート類、フィチン酸の水溶性塩類；ポリカルボキシレート類
；ゼオライト類又はアルミノケイ酸塩類及びこれらの組み合わせが挙げられる。これらの
具体例は、ナトリウムトリホスフェート類及びカリウムトリホスフェート類、ピロホスフ
ェート類、オルトホスフェート類、ヘキサメタホスフェート類、テトラボレート類、シリ
ケート類、及びカーボネート類；メリト酸の水溶性塩類；クエン酸、及びカルボキシメチ
ルオキシコハク酸、イタコン酸及びマレイン酸のポリマーの塩類、タータラートモノスク
シネート、タータラートジスクシネートである。
【０１５０】
　これらの補助剤類は所望により、コンパクト洗剤組成物の約０．０００１重量％～約９
５重量％、特に、約０．００１重量％～約７０重量％で本発明の組成物又は方法内に存在
してよい。
【０１５１】
　本明細書の補助剤の一覧は、網羅的であることを意図するものではなく、一覧表に掲載
されていない、該技術分野において周知のその他の補助剤類も又組成物内に含まれてよい
。
【０１５２】
　非水溶性容器－一実施形態では、コンパクト流体洗濯洗剤は、非水溶性容器内に放出可
能に保管されてよい。本明細書で使用する時、「非水溶性容器」とは、その形状を失わず
、通常はコンパクト流体洗濯洗剤に直接接触する能力を失わず、かつコンパクト流体洗濯
洗剤を放出可能に保管する能力を失わない容器で、同時に任意のコンパクト流体洗濯洗剤
が非水溶性容器内に残存する容器のことを言う。具体的には、これは、非水溶性材料が水
に不溶性の材料を含んでなることを意味する。
【０１５３】
　非水溶性容器は、ガラス、金属、ポリマー等及びこれらの組み合わせなどの任意の好適
な物質でできていてもよい。一実施形態では、非水溶性容器ポリマー材料を含んでなるが
、その他のパッケージ類例えばフィルム・ライニングを備えた板紙カートン類及びガラス
瓶類を使用してもよい。一実施形態では、非水溶性容器は、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポ
リエチレン（ＰＥ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリアミド（ＰＡ）、ポリエチレンテ
レフタレート（ＰＥＴ）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリスチレン（ＰＳ）及びこれら
の組み合わせから選択されてなるポリマー材料である。
【０１５４】
　一実施形態では、非水溶性容器は、少なくとも部分的に、より具体的には、完全に透明
又は半透明であってよい。別の実施形態では、非水溶性容器は、少なくとも部分的に、よ
り具体的には、完全に不透明であってよい。別の実施形態では、非水溶性容器はほぼ不透
明であり、かつコンパクト流体洗濯洗剤組成物がどの程度非水溶性容器内に存在している
かについての状況を提供することができる、透明又は半透明の部分又は窓を含む。この透
明又は半透明の部分又は窓は、それが非水溶性容器内にどの程度のコンパクト流体洗濯洗
剤組成物が存在しているかについての十分な情報を提供する限り、任意の好適なサイズ又
は形状であってよい。別の実施形態では、拡大した窓を非水溶性容器に配置して、内容物
がより容易に目に見えるようにすることができる。
【０１５５】
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　本発明の非水溶性容器は、家庭で使用するための液体類の保管及びパッケージングに適
した、任意の形態又はサイズであってよい。例えば、一実施形態では、非水溶性容器は１
００ｍＬ～３，０００ｍＬ、より具体的には、２５０ｍＬ～１，５００ｍＬの容量を有す
る。
【０１５６】
　非水溶性容器は、任意の好適なプロセス、例えば、熱成形、吹込み成形、射出成形、射
出延伸ブロー・モールディング（ＩＳＢＭ）又は同様のものによって形成してもよい。
【０１５７】
　別の実施形態では、非水溶性容器は、組成物を注ぐのに好適な手段及び非水溶性容器を
閉め直すのに好適な手段を有する。注入手段は任意のサイズ又は形状でよいが、組成物を
容易に投入するのに十分な幅が備わっているのが好ましい。任意の開閉手段は、任意の形
状又はサイズでよいが、通常はねじ込んだり、カチッと押したり、ないしは別の方法で容
器に取り付けて、非水溶性容器を閉じる。任意の開閉手段は、非水溶性容器から取り外し
可能なキャップであってもよい。あるいは、任意のキャップは、非水溶性容器が開いてい
るか閉じているかにかかわらず、非水溶性容器に取り付けたままにすることができる。任
意の開閉手段は又、非水溶性容器に組み込んでもよい。
【０１５８】
　一実施形態では、非水溶性容器は通常、そこを通って組成物を小出しするための開口部
及び組成物を小出しするための作動手段を含む。非水溶性容器の１つの例示的タイプは、
いわゆる絞り容器である。絞り容器は通常、弾性的に変形可能な材料から形成され、開口
部をより具体的には容器の最上部、側面かつ／又は底部に有し、容器は、開口を通しての
流れを制御するためのバルブを有してよい。
【０１５９】
　有用なバルブの１つのタイプは、バルブを回すことによって作動させる開閉弁である。
別の特に有用なバルブは、バルブに対する差圧にしたがって流れを制御する感圧性ディス
ペンス用バルブである。このようなバルブは、通常は閉じており、容器を押しつぶした際
に開くような構成にすることができる。
【０１６０】
　あるいは、絞り容器は、いわゆるバッグ・イン・ボトル容器又はいわゆるエアレス・ボ
トル容器であってよい。
【０１６１】
　非水溶性絞り容器のオプション機能は、小出しする間の組成物の損失を防止するキャッ
プを包含する。ポンプ機構を有する硬質材料の非水溶性容器も又、本明細書で用いるのに
好適である。
【０１６２】
　別の実施形態では、非水溶性容器は、コンパクト流体洗濯洗剤を小出しする間に、不溶
性容器内のコンパクト流体洗濯洗剤組成物と場所を共有するヘッドスペースを消費者が嗅
覚的にアクセス（olfactory access）するのを回避することが可能である。本明細書で使
用する時、「嗅覚的アクセスを回避する」とは、消費者が嗅覚的アクセスを有することが
できないこと、即ち、コンパクト流体洗濯洗剤のヘッドスペースを小出しする間に、嗅い
だりないしは別の方法で検出することができないことを言う。この嗅覚的アクセスは、容
器内のヘッドスペースの場所、例えば、容器の底部、前側前面、及び／又は側面などから
離れた、非水溶性容器の領域からコンパクト流体洗濯洗剤を小出しすることによって回避
してよい。
【０１６３】
　別の実施形態では、非水溶性容器は、コンパクト流体洗濯洗剤組成物を保存するための
変形可能容器及び分注用キャップを含んでなる。下端及び該下端に開口部、より具体的に
は該開口部を有する変形可能容器は、液体類、ジェル類及び／又はペースト類を小出しす
るのに適したスリットバルブを含んでなる。分注用キャップは、変形可能容器の下端へ着
脱可能に取り付けられ、かつ少なくとも下端にある開口部を被っている。より具体的には
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、分注用キャップは、下端にある開口部と流体連通している、閉じることが可能な吐出し
口を更に含む。
【０１６４】
　別の実施形態では、非水溶性容器は、可変量、又は可変用量のコンパクト流体洗濯洗剤
組成物を送達することが可能である。別の実施形態では、非水溶性容器は、事前計量した
量、又は事前計量した用量のコンパクト流体洗濯洗剤組成物を送達することが可能である
。別の実施形態では、事前計量した用量は、該容器によって前もってセットされて、推奨
用量の半分の単位を提供する。
【０１６５】
　本明細書で使用する時、「推奨用量」とは、消費者が任意の特定の使用状況にて使用す
べき、コンパクト流体洗濯洗剤組成物の量を意味する。別の実施形態では、製品は、水の
硬度及び汚れの程度に応じて、以下の推奨用量を有する。汚れが少ない場合又は軟水の場
合の用量は、１０ｍＬ～４０ｍＬ、汚れが中程度の場合又は水の硬度が中程度の場合の用
量は、２０ｍＬ～５０ｍＬ、汚れがひどい場合又は水の硬度が高い場合の用量は、３０ｍ
Ｌ～７０ｍＬである。別の実施形態では、非水溶性容器は、推奨用量の約３～約５０倍、
具体的には約６倍～約５０倍の用量のコンパクト流体洗濯洗剤組成物を有してよい。別の
実施形態では、非水溶性容器は、２５０ｍＬ～１５００ｍＬの容量及び推奨用量の約６～
約５０倍の用量を有する。
【０１６６】
　別の実施形態では、異なる量のコンパクト流体洗濯洗剤組成物を小出しするための及び
それと共に布地を洗濯するための分配装置が、非水溶性容器に備わっている。分配装置が
存在する場合、非水溶性容器に着脱可能に取り付けられている。一実施形態では、分配装
置は分注用キャップである。
【０１６７】
　別の実施形態では、非水溶性容器、より具体的には小出し用又は投入用装置、例えば、
投入用ボールは、推奨用量分の区分けを提供するための印を有し、硬水、中間硬度水及び
軟水内での洗濯で使用される推奨用量分の区分けの数を特定できるようになっている。こ
れらの印により、洗濯器具にて使用するコンパクト流体洗濯洗剤組成物の適正使用量に合
致させることが容易になる。別の実施形態では、非水溶性容器は、非水溶性容器へ着脱可
能に取り付けられた分配装置を含んでなり、該分配装置は印をその上に有する。
【０１６８】
　好適な非水溶性容器の例示的実施例は、米国仮出願シリアル番号第６０／５４１，１１
４号（２００４年２月２日出願、名称「らせん状グリップを有する容器（CONTAINER HAVI
NG A HELICAL GRIP）」、ブライアン・フロイド（Brian Floyd））、米国特許第４，５５
０，８６２号、及び米国特許第４，９８１，２３９号、米国特許第６，７０５，４９２号
（ラウリィ（Lowry）、２００４年３月１６日発行）、米国特許第４，９６９，５８１号
（シーファート（Seifert）ら、１９９０年１１月１３日発行）、米国特許第６，４９４
，３４６号（グロス（Gross）ら、２００２年１２月１７日発行）、米国特許第５，６２
６，２６２号（フィッテン（Fitten）ら、１９９７年５月６日発行）、米国特許第５，６
５５，６８７号（フィッテン（Fitten）ら、１９９７年８月１２日発行）、米国特許第４
，７２８，００６号（ドロビッシュ（Drobish）ら、１９８８年３月１日発行）、米国特
許第６，２６９，８３７号（アレント（Arent）ら、２００１年８月７日発行）、米国特
許第４，７４９，１０８号（ドルンスブッシュ（Dornsbusch）ら、１９８８年６月７日発
行）、米国特許第６，６７５，８４５号（ヴォルペンハイム（Volpenheim）ら、２００４
年１月１３日発行）、米国特許第４，７３２，３１５号、米国特許第６，０２１，９２６
号、米国特許第６，２６９，９６２号、米国特許第４，８４６，３５９号、米国特許第６
，９６０，３７５号、米国特許第６，２２３，９４５号、米国特許第６，９０２，０７７
号、米国特許第６，８２４，００１号、米国特許第６，９５９，８３４号、米国特許第６
，４９１，１６５号、米国特許第５，０５０，７４２号、米国特許第６，７０５，４６５
号、米国特許第６，６３０，４３７号、米国特許第６，７５６，３５０号、６，３６６，
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４０２；米国特許第６，１５９，９５８号、及び米国特許第６，６０１，７０５号、ＰＣ
Ｔ国際公開特許ＷＯ９２／２１５６９（名称「倒立ディスペンサー（Inverted Dispenser
）」、１９９２年１２月１０日公開、カナダ社名義にて）、ＰＣＴ国際公開特許ＷＯ０１
／０４００６（名称「容器（Container）」、２００１年１月１８日公開、ユニリーバ社
（Unilever）名義にて）、欧州特許第２１，５４５号（１９８１年１月７日公開、プロク
ターアンドギャンブル社（Procter and Gamble Company）の名義にて）、及び欧州特許第
８１１，５５９号（１９９７年１２月１０日、ユニリーバ社（Unilever）の名義にて）、
並びに米国デザイン特許番号第４０３，５７８号、米国デザイン特許番号第４１４，４２
１号、米国デザイン特許番号第４２５，７９２号、米国デザイン特許番号第４９１，０７
１号、米国デザイン特許番号第４６６，８１６号、米国デザイン特許番号第４５７，０６
４号、米国デザイン特許番号第４３９，５２０号、米国デザイン特許番号第２８６，６０
２号、米国デザイン特許番号第４２９，６４３号、米国デザイン特許番号第４７２，１５
１号、米国デザイン特許番号第４１７，６２２号、米国デザイン特許番号第３２２，７４
８号、及び米国デザイン特許番号第５０９，７４８号に見い出してよい。非水溶性容器、
即ちの底部小出し容器（bottom dispensing containers）の例示的実施例も又、同時係属
米国特許出願第６０／７９７，９７５号（名称「布地処理用分配包装容器（Fabric Treat
ment Dispensing Package）」、アン・デュレー（Ann Dewree）らの名義にて２００６年
５月５日に仮出願、米国弁護士側整理番号第１０４０３Ｐ号）に見い出してよい。
【０１６９】
　一実施形態では、非水溶性容器は、それと共に関連する表示を有してよい。本明細書で
使用する時、「表示」とは、香り、焼き印、パッケージング、性質、音、単語、熟語、符
号、記号、ブランド名、社名、会社のロゴ又はシンボル、説明、ロゴ、アイコン、デザイ
ン、デザイナー名、シンボル、モチーフ、記章、図、マーク、信号、色、テクスチャー、
形状、トークン、広告及びこれらの組み合わせを意味する。
【０１７０】
　本明細書で使用する時、「に関連して（in association with）」とは、表示などが、
製品、非水溶性容器それ自体、又は該製品若しくはその部品に取り付けたラベルに、直接
印刷されているか又はそれに取り付けられているのいずれかである、及び／又は表示を消
費者に意思伝達するための、パンフレット、印刷広告、電子広告、及び／又は言語コミュ
ニケーションを含む異なった方法で存在している、ことを意味する。
【０１７１】
　一実施形態では、非水溶性容器、より具体的には変形可能容器及び／又はラベルを介し
ての分注用キャップに関する表示。ラベルは、表示などのための店頭での便利な場所を提
供する。
【０１７２】
　一実施形態では、ラベルは、該ラベル上に表示を印刷できるような透明な基材であり、
かつ、非水溶性容器、より具体的には変形可能容器及び／又は分注用キャップ（非水溶性
容器、より具体的には変形可能容器及び／又は分注用キャップが、透明／半透明である場
合）が、消費者が表示が存在しないラベルを通して実質的に目で見ることができる。理論
に束縛されるものではないが、消費者への情報伝達において、透明なラベルは、該組成物
の色又は該非水溶性容器の色合いが最大限になり得る。
【０１７３】
　別の実施形態では、ユーザーへの更なる情報伝達のために、ラベルは背景色を有する。
例えば、香り又は香り識別子がモクレン及びオレンジの場合、オレンジ色がオレンジの果
実又は花、即ちオレンジの香りと関連付けられることを前提として、この香りの体験をユ
ーザーに更に伝達できるように、該ラベルはオレンジ色の背景色を有することができる。
【０１７４】
　別の任意の具体的な実施形態では、１種類以上の表示を、非水溶性容器上に直接印刷し
てよい。
【０１７５】
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　１つの任意の実施形態では、該ラベルは、非水溶性容器上に、より具体的には変形可能
容器及び／又は分注用キャップ上に「収縮包装」される。別の任意の実施形態では、該ラ
ベルは、非水溶性容器上に、より具体的には変形可能容器及び／又は分注用キャップ上に
、接着剤によって接着される。
【０１７６】
　非水溶性容器及び／又はその部品（例えば、分注用キャップなど）の各種の異なった及
び任意の実施形態は、図１～図１０を参照して更に説明しかつ図解されてよい。
【０１７７】
　図１は、変形可能容器１１０及び分注用キャップ１２０（そこに着脱可能にて取り付け
られている）を含んでなる不水溶性容器１００の１つの例示的実施例である。変形可能容
器１１０は、そこに開口部１４０を備えた下端部１３０を有する（図２）。分注用キャッ
プ１２０は、変形可能容器１１０の下端部１３０へ着脱可能に取り付けられ、開口部１４
０を被っている。分注用キャップ１２０は更に、表面１５０上に直立位置で置かれた状態
で示される。
【０１７８】
　図１は、非水溶性容器１００の例示的実施例であり、それと関連づけられた表示１６０
及び１６５を有する。表示１６０及び１６５（同一でも異なっていてもよい）は、変形可
能容器１１０及び分注用キャップ１２０に対応する。本実施形態では、１６０及び１６５
に対応した表示は２枚のラベルであり、これらは、変形可能容器１１０及び分注用キャッ
プ１２０へ、接着剤によって固定されている。
【０１７９】
　図１の変形可能容器１１０は又、下端部１３０の末端方向にある上端部１７０を有する
。変形可能容器１１０も又、上端部１７０を表面１５０に接触させて、直立位置にて、表
面１５０上に置くことができる。即ち、図１に示すように、変形可能容器１１０に対して
逆にすることができる。
【０１８０】
　本明細書で既に述べたように、変形可能容器１１０及び／又は分注用キャップ１２０な
どの非水溶性容器１００の任意部分は、半透明又は透明であることができる。
【０１８１】
　図２は、図１の非水溶性容器１００の線分２に沿っての可能な一実施形態の断面図であ
る。本断面図は、コンパクト流体洗濯洗剤組成物１８０及び任意のバルブ１７０（これを
通して、コンパクト洗濯洗剤組成物１８０が小出しされる）を示す。非水溶性容器１００
も又、コンパクト流体洗濯洗剤組成物１８０と直接接触し、かつそれを放出可能に保管す
るものとして示される。変形可能容器１１０の壁１９０も又示される。
【０１８２】
　図３は、非水溶性容器３００の別の代替的実施例であり、変形可能容器３１０及び分注
用キャップ３５０（それに着脱可能に取り付けられている）を含んでなる、底部から小出
しするパッケージである。変形可能容器３１０は、例えばスナップ嵌めによって、変形可
能容器３１０を支持するための土台３３０を有する分注端３２０へと、分注開口部３４０
をその内部に備えて、直立位置にて取り付けられる。分注用キャップ３５０は、開口部３
４０及びバルブ４３０を被う（図５）。分注用キャップ３５０は、直立位置にて変形可能
容器３１０を支持する。分注用キャップ３５０は、分注開口部３４０の上でかつバルブ４
３０及び開口部３４０を被うように、変形可能容器３１０へ着脱可能に取り付けられてい
る。分注用キャップ３５０は、面３６０及び円筒壁３７０（該面から延びて、分注用キャ
ップ３５０の内部空間３８０を画定する）を有するカップ形状部材４１０で形成されてい
る。分注用キャップ３５０の面３６０も又、表面３９０上に直立位置に置かれて示されて
いる。分注用キャップ３５０は、コンパクト流体洗濯洗剤組成物４５０を受けたり分注す
ることが可能であり（図５）、より具体的には、コンパクト流動性洗濯洗剤組成物４５０
を洗濯機内に分注することが可能である。
【０１８３】
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　それに関連づけられた表示４００及び４０５を有する非水溶性容器３００。表示４００
及び４０５（同一でも異なっていてもよい）は、変形可能容器３１０及び分注用キャップ
３５０に対応する。本実施形態では、４００及び４０５に対応した表示は２枚のラベルで
あり、これらは、変形可能容器３１０及び分注用キャップ３５０へ、接着剤によって固定
されている。
【０１８４】
　図４は、図３の非水溶性容器３００の分解図であり、分注用キャップ３５０が、変形可
能容器３１０へと解放可能に取り付けられていることを示している。
【０１８５】
　図５は、図４の非水溶性容器３００の線分５に沿っての可能な一実施形態の断面図であ
る。本断面図は、コンパクト流体洗濯洗剤組成物４５０を保存するための内部空洞４４０
及びそれを通してコンパクト流体洗濯洗剤組成物４５０が小出しされる任意のバルブ４３
０を示している。変形可能容器３１０の壁４２０も又示される。バルブ４３０は、閉位置
で示されており、コンパクト流体洗濯洗剤組成物４５０が、分注開口部３４０を通って流
れることを防止している。
【０１８６】
　図６は、図５のバルブ４３０の線分６に沿っての可能な一実施形態の断面図である。バ
ルブ４３０は、そこを貫通する小さい十字スリット４６０を有する。
【０１８７】
　図７は、図４の底部から小出しするパッケージ３００の線分５に沿っての可能な一実施
形態の断面図である。バルブ４３０は、開位置で示されており、コンパクト流体洗濯洗剤
組成物４５０が、内部空洞４４０から、分注開口部３４０を通って流れ出ることができる
ようになっている。
【０１８８】
　１つの具体的な任意の実施形態におけるバルブ４３０では、コンパクト流体洗濯洗剤組
成物４５０は、標準重力下でのコンパクト流体洗濯洗剤組成物４５０の圧力より大きい圧
力を分注開口部に加えた場合に、分注開口部４３０のみを貫通できるようになっている。
【０１８９】
　あるいは、別の具体的な任意の実施形態におけるバルブ４３０は、バイモダル・バルブ
であり、図５に図示されているように、変形可能容器３１０に偶発的外力を与えた際に、
該バイモダル・バルブは、コンパクト流体洗濯洗剤組成物４５０を漏れなく保持すること
が可能な第１作動モードを有し、かつ図７に図示されているように、消費者によって変形
可能容器３１０に外力が意図的に適用された際に、コンパクト流体洗濯洗剤組成物４５０
を小出しすることが可能な第２作動モードを有する。
【０１９０】
　図８は、人の手５００によって捉まれ、コンパクト流体洗濯洗剤組成物４５０を小出し
する、図３の底部から小出しするパッケージ３００の例示的実施例である。（注意：人の
手又はその一部は、本発明の範囲の一部ではない。）
　図９は、別の可能な非水溶性容器の例示的実施例である。図９では、非水溶性容器６０
０は、側面分注球状変形可能容器６１０及び長方形分注用キャップ６２０を含んでなる。
【０１９１】
　図１０は、非水溶性容器８００の別の例示的実施例であり、この場合、最上部の小出し
容器は、変形可能容器８１０及び分注用キャップ８２０（そこへ着脱可能に取り付けられ
ている）を含んでなる。変形可能容器８１０は、そこに開口部８４０を備えた上端部８７
０を有する。分注用キャップ８２０は、変形可能容器８１０の上端部８７０に着脱可能に
取り付けられ、開口部８４０を被っている。
【０１９２】
　図１０は、非水溶性容器８００の例示的実施例であり、それに関連づけられた表示８６
０及び８６５を有する。表示８６０及び８６５（同一でも異なっていてもよい）は、変形
可能容器８１０及び分注用キャップ８２０に対応する。本実施形態では、それと関連づけ
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られた表示８６０及び８６５は、変形可能容器８１０及び分注用キャップ８２０へと接着
剤によって固定されている２枚のラベルである。
【０１９３】
　図１０の変形可能容器８１０は又、上端部８７０の末端方向にある下端部８３０を有す
る。変形可能容器１１０は又、表面８５０上に、下端部８３０を直立位置にして表面８５
０と接触させて置くことができる。
【０１９４】
　本明細書で述べたように、変形可能容器８１０及び／又は分注用キャップ８２０などの
非水溶性容器８００の任意部分は、半透明又は透明であることができる。
【０１９５】
　非水溶性容器は、任意のサイズ又は形状であってよい。
【０１９６】
　一連の消費者製品類－本発明の１つ任意の観点は、一連の消費者製品を含んでなり、具
体的には、本明細書で記載される少なくとも１種類の製品を含んでなる。一実施形態では
、一連の消費者製品中に存在する各製品は、幾つかの点で異なっている。この違いは、例
えば、非水溶性容器又はその部品の形状（変形可能容器及び／又は分注用キャップなど）
、非水溶性容器又はその部品の体積、非水溶性容器又はその部品の寸法、非水溶性容器又
はその部品の色、非水溶性容器又はその部品の表示（それらと関連付けられたもの）、異
なったコンパクト流体洗濯洗剤組成物など及びこれらの組み合わせであり得る。
【０１９７】
　透明又は半透明－本明細書で使用する時、「半透明又は透明」とは、可視スペクトル（
約４１０～８００ｎｍ）の少なくとも１種類の電磁放射線の波長において、約２５％超の
透過率、より具体的には約２５％超の透過率、更により具体的には約３０％超、更により
具体的には約４０％超、更により具体的には約５０％超を意味し、電磁スペクトルの可視
スペクトル領域で、透過率（％）は、以下に等しい。
【数１】

【０１９８】
　あるいは、容器、組成物等は、ボトルの吸収性が約０．６未満の可視電磁スペクトルで
ある場合、半透明又は透明とみなされてよい。半透明又は透明物体の例示的実施例は、透
明ボトル又は透明組成物であり得る。半透明又は透明物体の別の実施例は、青色又は赤み
ががった色付けがされたボトル又は組成物であり得るが、可視スペクトル内の少なくとも
１種類の電磁放射線の波長において、約２５％超の透過率を有する。
【０１９９】
　一実施形態では、コンパクト流体洗濯洗剤組成物は半透明又は透明でありかつ約４１０
ナノメートル～約８００ナノメートルの波長で１ｃｍキュベットを使用した場合、少なく
とも５０％の光透過率を有する。
【０２００】
　半透明又は透明及び不透明容器類及び／又は組成物等についての追加の例示的情報及び
実施例は、米国特許第６，６３０，４３７号（マーフィー（Murphy）ら）、米国特許第６
，７５６，３５０号（ギブリン（Giblin）ら）、米国特許第６，６３１，７８３号（ギブ
リン（Giblin）ら）、及び米国特許第６，１５９，９５８号（ベイ・リー（Bae-Lee）ら
）に見出すことができる。
【０２０１】
　本明細書で使用する時、「不透明」とは、可視スペクトル内の電磁放射線の全波長にお
いて、約２５％未満の透過率、より具体的には約２０％未満の透過率、更により具体的に
は約１５％未満、更により具体的には約１０％未満、更により具体的には約５％未満（電
磁スペクトルの可視スペクトル領域にて）を意味する。あるいは、容器、組成物等は、ボ
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トルの吸収性が約０．６超の可視電磁スペクトルである場合、不透明とみなされてよい。
【０２０２】
　組成物の使用－コンパクト流体洗濯洗剤は、洗濯洗浄製品として使用してよい。使用に
際して、計量したコンパクト流体洗濯洗剤を布地、衣類等の上に付け、あるいは洗濯機内
に入れ、水と混合させることで、洗濯物の洗浄に作用する。コンパクト流体洗濯洗剤は、
フロント・ローディング洗濯機（いわゆる高効率、又はＨＥ洗濯機）での使用に特に適し
ていることに注意されたい。
【０２０３】
　使用中泡測定－一実施形態では、コンパクト流体洗濯洗剤は、使用中泡測定によって、
消費者に好意的な印象を示してよい。使用中泡測定の実施手順は、次の通りである。
【０２０４】
　使用中泡測定は、西ヨーロッパ市場で入手可能な水平軸洗濯機にて実施される。本明細
書中にて以下で記載された手順のために使用する洗濯機は、ボッシュ（Bosch）Ｍａｘｘ
・ＷＦＬ２４５０（ボッシュ・シーメンス・ハウスホールド・アプライアンスイズ社（Bo
sch Siemens Household Appliances）製）である。
【０２０５】
　全ての試験で同一洗濯機を使用すべきである。試験前に、洗剤なしで９５℃洗浄サイク
ルを行って、あらゆる洗剤残留物を洗濯機から洗浄すべきである。センチメートル単位の
目盛を付けたテープ片を洗濯機の窓に垂直に接着し、窓の底部のゼロにテープを対応させ
、窓の最上部に対応する目盛り最上部（２６ｃｍ）になるようにする。
【０２０６】
　３．２ｋｇの清浄な布地を機械に充填する。３．２ｋｇの洗濯負荷の構成は、以下の通
りである。
【０２０７】
　－１１枚のテリー・タオル（７０ｃｍ×４６ｃｍ）（３００ｇ／ｍ２）
　－４枚の綿布地（９０ｃｍ×７０ｃｍ）（１８８ｇ／ｍ２）
　－４枚のポリエステル布地（９０ｃｍ×８０ｃｍ）（１２５ｇ／ｍ２）
　－３枚のポリコットン布地（９０ｃｍ×１１０ｃｍ）（１３０ｇ／ｍ２）
　最初に使用する前に、前述した布地を次の方法で前処理する。
【０２０８】
　（ａ）綿及びポリコットン布地。３．０ｋｇの荷重は、３回の洗浄の間で乾燥を行わず
に、１０５グラムの重質粒状洗剤（例えば、アリエール・プロフェッショナル（Ariel Pr
ofessional）粉末洗剤（プロクターアンドギャンブル社（Procter and Gamble）製））を
使用して、水平軸西ヨーロッパ洗濯機（例えば、ボッシュ（Bosch）社製又はミーレ社（M
iele）製）を使用して、９５℃洗浄温度、通常の綿サイクルにて、２．５ミリモル／リッ
トル・水硬度を使用して３回洗浄する。洗濯物を同一機械にて、通常の綿洗浄サイクル、
９５℃、２．５ミリモル／リットル・水硬度を使用し、洗剤なしで再度洗浄した後、タン
ブル乾燥させた。
【０２０９】
　（ｂ）ポリエステル布地。布地３ｋｇの荷重を、洗浄間に乾燥を行わなわずに、上記の
同一洗剤及び同一機械にて、短いサイクル、６０℃の洗浄温度、２．５ミリモル／リット
ル・水硬度を使用し、３回洗浄した。それに続いて、洗濯物を同一機械にて、短いサイク
ル、６０℃、２．５ミリモル／リットル・水硬度を使用し、洗剤なしで再度洗浄した後、
タンブル乾燥させた。
【０２１０】
　洗浄中の水硬度は、全硬度２．５ミリモル／リットルを有するように調整した。硬度は
、次のようにして調整した。地域の水が２．５ミリモル／リットルより低い硬度を有する
場合、硬度は必要量の塩化カルシウム３６％溶液を添加することによって調整する。
【０２１１】
　地域の水が、２．５ミリモル／リットルより高い硬度を有する場合、水を必要量の脱イ
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【０２１２】
　硬度は、以下の手順を使用して測定する。５０ｍＬの水のサンプルを、給水栓から取る
。２５％水酸化アンモニウム（例えば、水酸化アンモニウム２５％溶液；アクロス社（AC
ROS）（米国ニュージャージー州）より、カタログ番号２５５　２１００２５）を３滴添
加する。錠剤１個のインジケーター（インジケーター・バッファ・タブレット（Indikato
r-buffer tablet）、メルクＫＧａＡ（ドイツ・ダルムシュタット）から、カタログ番号
１．０８４３０１０００）を添加する。サンプルは、Ｎａ２ＥＤＴＡ（トライプレックス
（Triplex）ＩＩＩ溶液、０．０１ミリモル／リットル、メルクＫＧａＡ（ドイツ・ダル
ムシュタット）から、カタログ番号１．０９９９２）の溶液を添加することによって、色
が赤色から緑色に変化するまで滴定する。
【０２１３】
　使用中泡測定のために、洗濯機の設定は、次の通りである：温度４０℃、綿／亜麻布サ
イクル、回転速度１，０００ＲＰＭ。
【０２１４】
　投入装置（プロクターアンドギャンブル社（Procter and Gamble）から、７０ｍｍの直
径を持つ球体形状を有し、最上部及び底部が面取りされている）を使用して、検査する組
成物を機械に導入する。最上部は、４５ｍｍの直径を有する円形開口部を有する。この投
入用ボールを、天秤に乗せて、所望の重量になるまで液体洗剤を充填する。投入用ボール
全体を洗濯機内の布地の最上部に挿入する。次に、洗濯機を始動させる。
【０２１５】
　洗浄サイクルは、２０～３０秒間続くドラムの周期的回転、それに続く約１０秒間の静
止時間とからなる。泡の高さは、ドラムの静止時間内で、４分毎（±３０秒）に読み取る
。
【０２１６】
　場合により、泡が無い小さい洗浄水の層が、ドラム底部にて、特にリンスサイクル中に
目視される。これが生じた場合、この水の層が存在する場合、高さは泡の層の高さから差
し引かれる。
【０２１７】
　試験は、同一洗濯負荷と異なる一定量の検査すべき洗剤とを使用して、４回繰り返す。
各サイクルの間で、洗濯物を再洗浄して任意の洗剤残留物を除去する。再洗浄は、同一機
械にて、通常の綿洗浄サイクル、９５℃、２．５ミリモル／リットル・水硬度を使用し、
洗剤なしで行い、続いて洗濯物をタンブル乾燥させた。最終データは、洗濯機を４回稼動
させた平均の結果である。
【０２１８】
　使用中泡測定の結果は、本発明の製品１並びに参照組成物Ａ及びＢについて、本明細書
中以下の表１にまとめられている。製品１は、その推奨用量３５グラム／洗浄にて試験し
た。比較例・製品Ａを、その推奨用量８０．３グラム／洗浄にて試験し、更に１の推奨容
量（即ち、３５グラム／洗浄）に相当する用量でも試験した。比較例・製品Ｂを３５グラ
ムにて同様に試験した。
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【表１】

　＊　２つの製品製造バッチの平均
　製品１、Ａ及びＢの全組成の詳細を表２に示す。
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【表２】

【０２１９】
　洗浄評価－表１の本発明の組成物の洗浄力を試験する。次の条件が用いられる：
　西ヨーロッパ水平軸洗濯機（ミーレ社（Miele）Ｗ９１８）；通常プログラム、短い洗
浄サイクル、２．５ミリモル／リットルの水硬度、洗浄温度４０℃、荷重１．５ｋｇの綿
物品、１５種類の異なる標準的な汚れを含む（化粧、汚れた潤滑油、ハンバーガーグリー
ス、ベーコングリース、カレー、ラグー、コーヒー、ワイン、グレービー、チョコレート
アイスクリーム、人工月経液、草、ブリュッセル粘土、シンシナティ粘土、泥炭）。
【０２２０】
　本発明の組成物１は、３５グラム／洗浄の用量にて試験し、比較用液体洗剤組成物Ａ（
８０グラム／洗浄にて、同一条件下で、同一汚れを用いて試験した）と比較する。
【０２２１】
　洗浄終了時点で、本発明の組成物１で洗浄した汚れ物と、比較用液体洗剤組成物Ａで洗
浄した汚れ物とを、２人の専門の洗濯評価者パネルで比較し、２種類の製品によって得ら
れた染み除去の結果（全ての汚れについて平均する）が、等しいと判断される。
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【実施例】
【０２２２】
　本発明において典型的なその他の組成物類は、表３及び表４に例示される。
【表３】



(43) JP 5591534 B2 2014.9.17

10

20

30

40

50

【表４】

【０２２３】
　「発明を実施するための最良の形態」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。本文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る文献における用語のいずれかの意味又は定義
と対立する範囲については、本文書におけるその用語に与えられた意味又は定義を適用す
るものとする。
【０２２４】
　本発明の組成物は、本発明の構成成分並びに本明細書で記載されるその他の成分を包含
することができ、それらから本質的になることができ、又はそれらからなることができる
。本明細書で使用する時、「から本質的になる」とは、組成物又は構成成分が追加成分を
包含してよいが、それら追加成分が特許請求される組成物又は方法の基本的及び新規な特
徴を実質的に変化させない場合に限ることを意味する。
【０２２５】
　特に記載のない限り、冠詞「ａ」、「ａｎ」、及び「ｔｈｅ」は、「１つ又はそれ以上
」を意図する。
【０２２６】
　ここで記述される全ての百分率は、特に指定のない限り、重量百分率である。本明細書
全体を通じて記載されているあらゆる最大数値限定には、それより小さいあらゆる数値限
定が、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ま
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れると理解すべきである。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
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。温度は、特に指定しない限り、全て摂氏（℃）である。
【０２２７】
　本発明の特定の諸実施形態を図示し、記載したが、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。
【０２２８】
　添付図面に関して以下の通りである。
【図面の簡単な説明】
【０２２９】
【図１】１つの可能な非水溶性容器の正面図の例示的実施例。
【図２】図１の非水溶性容器部分。
【図３】別の可能な非水溶性容器の正面図の例示的実施例。
【図４】図３の非水溶性容器の分解図。
【図５】閉位置のバルブを示す図３の非水溶性容器部分。
【図６】図３の非水溶性容器のバルブ部分。
【図７】開位置のバルブを示す図３の非水溶性容器部分。
【図８】図３で図示され、人の手でつかむための非水溶性容器の例示的実施例。
【図９】別の非水溶性容器の例示的実施例。
【図１０】更に別の非水溶性容器の例示的実施例。
【図１】 【図２】
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