
JP 6585290 B2 2019.10.2

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可撓性ボックスバッグ及び可溶性単位用量洗剤パウチを含む洗剤製品であって、
　前記可撓性ボックスバッグが、上面パネル（１）と、底面パネル（２）と、前面パネル
（３）と、後面パネル（４）と、２つの側面パネル（５）と、の６つの矩形パネルを含み
、
　前記６つの矩形パネル（１、２、３、４、５）が、前記可撓性ボックスバッグ内部に内
側立方状体積部（９）を形成するように接合され、
　前記上面パネル（１）及び底面パネル（２）のそれぞれが、前面水平縁部（１１及び３
２）と、後縁部（１２及び２１）と、２つの側縁部（１３、１４及び２３、２４）と、を
含み、
　前記前面パネル（３）、後面パネル（４）、及び２つの側面パネル（５）のそれぞれが
、上縁部（３１及び４２）と、底縁部（３２及び４１）と、２つの側縁部（３３、３４及
び４１及び４４）と、を含み、
　後面パネルの前記２つの側縁部（４３及び４４）の長さが、前記前面パネルの前記２つ
の側縁部（３３及び３４）の長さよりも長く、
　前記上面パネルの前記前縁部（１１）が、前記前面パネルの前記上縁部（３１）と接合
し、
　前記上面パネルの前記後縁部（１２）が、前記後面パネルの前記上縁部（４２）と接合
し、
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　前記底面パネルの前記前縁部（２２）が、前記前面パネルの前記底縁部（３２）と接合
し、
　前記底面パネルの前記後縁部（２１）が、前記後面パネルの前記底縁部（４１）と接合
し、
　前記上面パネルの前記側縁部（１３及び１４）が、前記側面パネルの前記上縁部及び前
記後面パネルの前記側縁部（４３及び４４）の一部と接合し、
　前記上面パネルが、二次元平面開口部（６）を形成することが可能である二次元開口手
段を含み、
　前記可溶性単位用量洗剤パウチが、前記内側立方状体積部内に収容される、洗剤製品。
【請求項２】
　前記６つの矩形パネルが、溶接可能なシート材で作製され、シーム溶接によって前記縁
部に一緒に固定される、請求項１に記載の洗剤製品。
【請求項３】
　前記パネルのうちの少なくとも１つが、ハンドルを含む、請求項１又は２に記載の洗剤
製品。
【請求項４】
　前記側面パネルのうちの少なくとも１つが、ハンドルを含む、請求項３に記載の洗剤製
品。
【請求項５】
　前記開口手段が、二次元パターンのレーザー分割線を含む、請求項１～４のいずれか一
項に記載の洗剤製品。
【請求項６】
　前記開口手段が、再封止手段を含む、請求項１～５のいずれか一項に記載の洗剤製品。
【請求項７】
　前記再封止手段が、前記開口部を密閉することが可能である粘着性封止パネルを含む、
請求項６に記載の洗剤製品。
【請求項８】
　前記後面パネルの前記上縁部が、前記上面パネルの前記前縁部に折り重ねられ、前記前
面パネルに締結されることが可能である、請求項１～７のいずれか一項に記載の洗剤製品
。
【請求項９】
　前記パネルのうちの少なくとも１つが透明である、請求項１～８のいずれか一項に記載
の洗剤製品。
【請求項１０】
　前記可溶性単位用量洗剤パウチが、可溶性単位用量洗濯洗剤パウチである、請求項１～
９のいずれか一項に記載の洗剤製品。
【請求項１１】
　中間可撓性ボックスバッグが、前記上面パネルの前記後縁部及び前記後面パネルの上縁
部を除く、前記６つのパネルの前記縁部を好適に接合することによって形成され、
　前記可溶性単位用量洗剤パウチが、前記上面パネルの前記後縁部と前記後面パネルの上
縁部との間に形成される充填口を通過することによって、前記内側立方状体積部の中に挿
入され、
　前記上面パネルの前記後縁部及び前記後面パネルの上縁部が、前記充填口を閉じて、前
記可撓性ボックスバッグ及び洗剤製品を形成するような方法で、接合される、請求項１～
１０のいずれか一項に記載の洗剤製品を作製する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可撓性ボックスバッグ及び可溶性単位用量洗剤パウチを含む洗剤製品に関す
る。可撓性ボックスバッグは、二次元平面開口部を形成することが可能である二次元開口
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手段を含み、この二次元平面開口部は、他のボックスバッグ機構と組み合わせたときに、
水洗過程において可撓性ボックスバッグから可溶性単位用量洗剤パウチを除去するための
、内部体積への容易なアクセスを消費者に提供する。
【背景技術】
【０００２】
　可溶性単位用量洗剤パウチ、特に可溶性単位用量洗濯洗剤パウチ用のパッケージは、典
型的には、可撓性バッグ又はより剛性の高いボックスの形状で出荷される。可撓性バッグ
は、水洗過程において消費者がより簡単に取り扱えるという利点を有し、また、輸送及び
貯蔵の面でより効率的である。しかしながら、剛性ボックスは、水洗過程においてパッケ
ージからパウチを除去することがより簡単であるという利点を有する。加えて、剛性ボッ
クスは、消費者に対して陳列棚における印象がより高い。洗剤製造業者は、取り扱いやす
さと、輸送及び貯蔵の効率性と、を有するが、更に、ボックスの良好な棚上印象を有し、
水洗過程においてパウチを除去することが容易である、可撓性バッグを得ようと努力し続
けている。
【０００３】
　発明者らは、これらの問題を克服する可撓性ボックスバッグを提供する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、可撓性ボックスと、可溶性単位用量洗剤パウチと、を含む洗剤製品に関し、
可撓性ボックスバッグは、上面パネル（１）、底面パネル（２）、前面パネル（３）、後
面パネル（４）、及び２つの側面パネル（５）からなる６つの矩形パネルを含み、６つの
矩形パネルは、可撓性ボックスバッグ内部に内側立方状体積部を形成するように接合され
、上面パネル（１）及び底面パネル（２）のそれぞれは、前水平縁部（１１及び２２）、
後縁部（１２及び２１）、及び２つの側縁部（１３、１４及び２３、２４）を含み、前面
パネル（３）、後面パネル（４）、及び２つの側面パネル（５）のそれぞれは、上縁部（
３１及び４２）、底縁部（３２及び４１）、及び２つの側縁部（３３、３４及び４１、４
４）を含み、後面パネルの２つの側縁部（４３、４４）の長さは、前面パネルの２つの側
縁部（３３及び３４）の長さより長く、上面パネルの前縁部（１１）は、前面パネルの上
縁部（３１）と接合し、上面パネルの後縁部（１２）は、後面パネルの上縁部（４２）と
接合し、底面パネルの前縁部（２２）は、前面パネルの底縁部（３２）と接合し、底面パ
ネルの後縁部（２１）は、後面パネルの底縁部（４１））と接合し、上面パネルの側縁部
（１３及び１４）は、側面パネルの上縁部及び後面パネルの側縁部（４３及び４４）の一
部と接合し、上面パネルは、二次元平面開口部（６）を形成することが可能である二次元
開口手段を含み、可溶性単位用量洗剤パウチは、内側立方状体積部内に収容される。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
　本明細書にある機構は、事実上例示的なものであり、制限的であることを意図したもの
ではない。
【図１】本開示に従った可撓性ボックスバッグを、組み立てた形状で示す。
【図２】本開示に従った可撓性ボックスバッグを、開いた状態で示す。
【図３】本開示に従った可撓性ボックスバッグの上面パネルを示す。
【図４】複数の可溶性単位用量パウチを収容する、可撓性ボックスの断面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　洗剤製品：洗剤製品は、可撓性ボックスバッグ及び可溶性単位用量洗剤パウチを含む。
可撓性ボックスバッグ及び可溶性単位用量洗剤パウチについては、以下により詳細に記載
する。
【０００７】
　可撓性ボックスバッグ：図１～図４に示すように、可撓性ボックスバッグは、上面パネ
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ル（１）と、底面パネル（２）と、前面パネル（３）と、後面パネル（４）と、２つの側
面パネル（５）と、の６つの矩形パネルを含む。６つの矩形パネル（１、２、３、４、５
）は、可撓性ボックスバッグ内部に内側立方状体積部（９）を形成するように、接合され
る。立方状体積部（９）は、立方体である。好適な立方体としては、正方形の立方体及び
矩形の立方体が挙げられる。好ましくは、立方状体積部（９）は、矩形の立方状体積部で
ある。上面パネル（１）及び底面パネル（２）のそれぞれは、前面水平縁部（１１、３２
）と、後縁部（１２、２１）と、２つの側縁部（１３、１４、２３、２４）と、を含む。
前面パネル（３）、後面パネル（４）、及び２つの側面パネル（５）のそれぞれは、上縁
部（３１、４２）と、底縁部（３２、４１）と、２つの側縁部（３３、３４、４１、４４
）と、を含む。後面パネル（４）の２つの側縁部（４３、４４）の長さは、前面パネル（
３）の２つの側縁部（３３、３４）の長さよりも長い。上面パネル（１）の前縁部（１１
）は、前面パネル（３１）の上縁部と接合する。上面パネルの後縁部（１２）は、後面パ
ネルの上縁部（４２）と接合する。底面パネルの前縁部（２２）は、前面パネルの底縁部
（３２）と接合する。底面パネルの後縁部（２１）は、後面パネルの底縁部（４１）と接
合する。上面パネルの側縁部（１３及び１４）は、側面パネルの上縁部及び後面パネルの
側縁部（４３、４４）の一部と接合する。上面パネルは、二次元平面開口部（６）を形成
することが可能である二次元開口手段を含む。パウチ（１７）は、内側立方状体積部（９
）内に収容される。
【０００８】
　典型的には、６つの矩形パネルは、溶接可能なシート材で作製され、シーム溶接によっ
て縁部に一緒に固定される。溶接可能なシート材について、以下により詳細に記載する。
【０００９】
　典型的には、パネルのうちの少なくとも１つ、好ましくは側面パネル５のうちの少なく
とも１つは、ハンドルを含む。ハンドルについては、以下により詳細に記載する。
【００１０】
　パネルのうちの少なくとも１つ、好ましくは側面パネル（５）のうちの１つ以上は、透
明であることが好ましい場合がある。この方法では、典型的には、パウチ（１７）が洗剤
製品の外側から可視である。
【００１１】
　後面パネル（４）の上縁部は、上面パネルの前縁部に折り重ねられ、前面パネルに締結
されることが可能であることが好ましい場合がある。好適な締結手段としては、クリップ
、ボタン、タイ、粘着性ラベル、スライダー／ジッパー、フック・ループ式ファスナー、
又はフック・フック式ファスナーが挙げられる。
【００１２】
　可撓性ボックスバッグは、典型的にスタンドアップ型バッグである。
【００１３】
　パネルは、フィルム材で構成され得、好適なフィルム材としては、ポリエチレン（ＰＥ
）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、アモルファスポリエチレンテレフタレート
（ＡＰＥＴ）、リサイクルアモルファスポリエチレンテレフタレート（ＲＰＥＴ）、発泡
ポリエチレンテレフタレート（ＸＰＥＴ）、ポリエチレンテレフタレートグリコール（Ｇ
ＰＥＴ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、耐衝撃性ポリスチレン（ＨＩＰＳ）、ナイロン（Ｐ
Ａ）、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、サーモプラスチック澱粉（ＴＰＳ）、エチルビニルアセテー
ト（ＥＶＡ）、及びこれらの任意の組み合わせが挙げられる。好ましいフィルム材は、Ｐ
ＥＴ／ＰＥ積層体及び／又はＰＥ／ＰＥ積層体である。好適な積層体は、１０～１５マイ
クロメートルの幅を有するＰＥＴの外部層と、５０～２００マイクロメートルの幅を有す
るＰＥの内部層と、を含む。
【００１４】
　パネルはまた、金属製グロスを含み、及び／又は印刷、例えば、リヴィアフレキソ印刷
を含む。
【００１５】
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　開口手段：典型的には、開口手段（６）は、二次元パターンのレーザー分割線を含む。
二次元パターンは典型的にＬ形状、又は曲線状であるが、他の二次元パターンも好適であ
る。開口手段（６）が二次元であり、二次元平面開口部を形成できることを確実にするこ
とは、内側立方状体積部（９）へのアクセス性を向上させる。このことは、ひいては、可
撓性ボックスバッグからパウチ（１７）を除去するときの消費者体験を向上させる。
【００１６】
　開口手段（６）は、再封止手段を含んでもよい。好適な再封止手段は、開口部を密閉で
きる粘着性封止パネルを含んでもよい。好適な封止手段としては、キャップ、ジッパー、
Ｖｅｌｃｒｏファスナー、スライドファスナー、又はフック・ループ式ファスナーが挙げ
られる。
【００１７】
　溶接可能シート材：典型的には、溶接可能シート材は、可撓性ボックスバッグの内部に
ある熱溶接可能なポリマー層を有する多層共押出フィルム又は複合フィルムである。
【００１８】
　ハンドル：典型的には、ハンドルは、フィルムストリップ又は繊維ストリップであり、
典型的にハンドルは、例えばフィルムストリップなどで補強されるか、又は前面パネル及
び後面パネルに組み込まれる。ハンドルは、可撓性ボックス（bog）バッグの取り扱いや
すさ及び操作しやすさを更に向上させる。
【００１９】
　可溶性単位用量洗剤パウチ：可溶性単位用量洗剤パウチ（１７）は、内側立方状体積部
（９）内に収容される。可溶性単位用量洗剤パウチは、典型的に、界面活性剤を含む。可
溶性単位用量洗剤パウチは、可溶性単位用量洗濯洗剤パウチ又は可溶性単位用量食器洗い
用洗剤パウチであってよい。最も好ましくは、可溶性単位用量洗剤パウチは、可溶性単位
用量洗濯洗剤パウチである。好適な可溶性単位用量洗濯洗剤パウチについては、以下でよ
り詳細に記載する。可溶性単位用量洗剤パウチは、水に対して可溶性である。好ましくは
、可溶性単位用量洗剤パウチは、多区画洗濯洗剤水溶性パウチである。好適な多区画洗濯
洗剤水溶性パウチについては、以下でより詳細に記載する。
【００２０】
　多区画洗濯洗剤水溶性パウチ：多区画洗濯洗剤水溶性パウチは、第１の区画及び第２の
区画を含む。
【００２１】
　洗剤パウチは、典型的には、高さ、幅及び長さを有する。これらの寸法のいずれかの最
大値は、洗剤パウチの両側にある２つの点の間の最大距離を意味するものとする。言い換
えれば、洗剤パウチは、まっすぐな辺を有していない場合もあるため、測定がなされる場
所に応じて変わり得る長さ、幅及び高さを有し得る。したがって、最大値は、互いに最も
離れている任意の２つの点で測定する必要がある。最大長さは、典型的には、２ｃｍ～５
ｃｍ、又は更には２ｃｍ～４ｃｍ、又は更には２ｃｍ～３ｃｍである。最大長さは、２ｃ
ｍを超え、６ｃｍ未満であり得る。最大幅は、典型的には、２ｃｍ～５ｃｍである。最大
幅は、３ｃｍを超え、６ｃｍ未満であり得る。最大高さは、典型的に、２ｃｍ～５ｃｍで
ある。最大高さは、２ｃｍを超え、４ｃｍ未満であり得る。好ましくは、長さと高さとの
比率は３：１～１：１であり、又は幅と高さとの比率は３：１～１：１、又は更には２．
５：１～１：１であり、又は、長さと高さとの比率は３：１～１：１、及び幅：高さの比
率は３：１～１：１、又は更には２．５：１～１：１、又はこれらの組み合わせである。
理論に束縛されるものではないが、発明者らは、洗剤パウチの長さ、幅及び高さを注意深
く調節することで、洗剤パウチが自動洗濯機のドアとシールとの間、又はシール自体内に
入り込む可能性が低くなることを見出した。
【００２２】
　典型的には、洗剤パウチは、液体洗濯洗剤組成物を含む。洗剤パウチ内の液体洗濯洗剤
組成物の体積は、１０～２７ｍＬ、好ましくは１０～２３ｍＬ、好ましくは１０～２０ｍ
Ｌであり得る。理論に束縛されるものではないが、洗剤パウチの体積を注意深く調節する



(6) JP 6585290 B2 2019.10.2

10

20

30

40

50

ことで、洗剤パウチが自動洗濯機のドアとシールとの間、又はシール自体内に入り込む可
能性が低くなることが発見された。
【００２３】
　洗剤パウチの重量は、３０ｇ未満、又は更には、１０ｇ～２８ｇ、又は更には１０ｇ～
２５ｇであってもよい。理論に束縛されるものではないが、洗剤パウチの重量を注意深く
調節することで、洗剤パウチが自動洗濯機のドアとシールとの間、又はシール自体内に入
り込む可能性が低くなることが発見された。
【００２４】
　洗剤パウチはガスを含んでよく、当該ガスの体積と液体洗濯洗剤組成物の体積との比率
は、１：４～１：２０、又は更には１：５～１：１５、又は更には１：５～１：９である
。理論に束縛されるものではないが、ガスの体積：液体の体積を注意深く調節することで
、フィルムの溶解度及び洗液中の液体洗濯洗剤組成物の分散度が最大化され得る。洗剤パ
ウチ中に存在し得る高度に濃縮された界面活性剤組成物は、水と接触する際にゲル化する
傾向がある。このゲル化効果によって、洗液中の有効水分に関して、内部洗濯洗剤組成物
とフィルムとの間に競合が生じる。この競合によって、洗剤パウチのフィルムの溶解度は
減少し得る。フィルムにおいて洗剤界面ではなく空気界面を提供することで、有効水分に
関して競合が少なくなり、フィルムの溶解率が上昇する。
【００２５】
　典型的には、洗剤パウチは、多区画を含む。洗剤パウチは、２区画を含み、３区画又は
４区画又は５区画を含んでもよい。
【００２６】
　典型的には、水溶性フィルムは、区画の形状を画定するように形作られ、これにより区
画はフィルムによって完全に囲まれる。区画は、単一のフィルム又は複数のフィルムによ
って形成されてもよい。例えば、区画は密封された（例えば加熱密閉、溶媒密閉、又はこ
れらの組み合わせによる）２つのフィルムから形成されてもよい。典型的には、水溶性フ
ィルムは、貯蔵中に組成物が区画から漏れ出さないように密閉される。しかし、水溶性パ
ウチを水に添加する際に、水溶性フィルムは溶解し、内部の区画の中身が洗浄溶液へと放
出される。
【００２７】
　この洗剤パウチは、組成物を保持するのに好適な、すなわち洗剤パウチを水と接触させ
る前に組成物及び任意の追加の成分を洗剤パウチから漏出させない任意の形態、形状、及
び材料であってよい。実際に使用される際には、構成が例えば洗剤パウチ内の組成物の種
類と量に左右される。洗剤パウチは、略正方形、長方形、楕円形、台形、長楕円形、又は
円形であってもよい。当該形状には、２つ以上のフィルムが互いに密閉される部位にフラ
ンジやスカートが設けられてもよい。略というのは、形状が全体として例えば正方形であ
る印象を与えることを意味する。丸角であったり、辺が直線状でなかったりしてもよいが
、全体として例えば正方形である印象を与えるということである。最大長さ又は最大幅又
は最大高さは、フランジを含み得る。あるいは、最大長さ、最大幅、又は最大高さは、フ
ランジ材料を含まずに、区画のみを含んでもよい。
【００２８】
　多区画洗剤パウチ形態は、化学的に非相溶性の成分を分ける場合、又は、成分が一部先
行して若しくは後に洗浄液に放出されることが望ましい場合などの理由で好ましいことが
ある。
【００２９】
　複数の区画を任意の好適な向きで配置することができる。例えば、洗剤パウチは、下部
区画と少なくとも第１の上部区画とを含み得、上部区画は、下部区画の上に重ねて置かれ
る。洗剤パウチは、下部区画と、少なくとも第１及び第２の上部区画とを含み得、これら
の上部区画は、左右に並べられ、下部区画の上に重ねて置かれ、好ましくは、物品は、底
区画と、当該底区画に重ねられ、左右に並べられたた少なくとも第１、第２、第３上区画
を有してもよい。洗剤パウチは、下部区画と、少なくとも第１及び第２の上部区画とを含
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み得、これらの上部区画は、左右に並べられ、下部区画の上に重ねて置かれる。洗剤パウ
チは、下部区画と、少なくとも第１、第２、及び第３の上部区画とを含み得、これらの上
部区画は左右に並べられ、下部区画の上に重ねて置かれ、最大長さは、２ｃｍ～５ｃｍ、
又は更には２ｃｍ～４ｃｍ、又は更には２ｃｍ～３ｃｍであり、最大幅は２ｃｍ～５ｃｍ
、及び最大高さは２ｃｍ～５ｃｍである。
【００３０】
　合わせた上部区画の表面積－体積の比率と、下部区画の表面積－体積の比率との比率は
、１：１．２５～１：２．２５、又は更には１：１．５～１：２である。この文脈におい
て、表面積は、外部環境にのみ接触しているものであり、隣接する区画と接触しているも
のではない。理論に束縛されるものではないが、上部区画と下部区画との表面積と体積と
を特定の比率にすることで、洗剤パウチが入り込む事例を減少させるのに役立つことが分
かった。
【００３１】
　あるいは、それら区画が全て左右に並べられた構成であってもよい。当該構成の場合、
区画同士が接続され、共通の区画壁を有してもよいし、略分離され、コネクタ又は架橋に
より単純につなぎ合わされてもよい。組成物は、「タイヤとリム」のように並べられても
よい。すなわち、第１区画が少なくとも部分的に第２区画を取り囲んだ状態で第２区画に
隣接して設けられる。この際、第２区画は全体的に囲繞されてはいない。
【００３２】
　第１の区画及び第２の区画は、これらの区画が物理的に封止部を介して物理的に接合さ
れる（joined through together）ように、横並びの構成であることが好ましい場合があ
る。かかる構成は、貯蔵中に一方の区画から他方の区画への成分のあらゆる移動を最小限
にするのに役立ち、ひいては、パウチの貯蔵安定性特性の改善をもたらし得る。
【００３３】
　好ましくは、洗剤パウチは、洗剤パウチを１Ｌビーカー中の２０～２１　℃の脱イオン
水９５０ｍＬに加えて、水を５ｃｍの磁気攪拌棒を用いて３５０ｒｐｍで攪拌すると、１
０秒～５分で破れる。「破れる」というのは、ここでは、フィルムが目に見える形で壊れ
るか、裂けることを意味する。フィルムの分解又は分裂の直後に、内部の液体洗剤組成物
が洗剤パウチから周囲の水中へと出るのが見られ得る。
【００３４】
　水溶性フィルム：洗剤パウチのフィルムは、水に対して可溶性であるか、又は分散性で
あり、２０マイクロメートルの最大孔径を有するガラスフィルタを用いた後に本明細書で
示される方法によって測定する場合に、好ましくは少なくとも５０％、好ましくは少なく
とも７５％、又は更には少なくとも９５％の水溶性を有する。
【００３５】
　予め秤量したビーカーに、５０グラム±０．１グラムのフィルム材料を入れ、１０００
ｍＬ±１ｍＬの蒸留水を添加する。これを、６００ｒｐｍに設定した電磁攪拌器で３０分
間激しく撹拌する。その後、混合物を、上記で定義した孔径（最大２０μｍ）の折り畳ん
だ定性分析用焼結ガラス濾過器により濾過する。任意の従来の方法によって、回収した濾
液から水を乾燥させ、残った材料の重量を求める（これが溶解画分又は分散画分である）
。次に、溶解度又は分散性の百分率を計算することができる。
【００３６】
　好ましいフィルム材料は、好ましくはポリマー材料である。フィルム材料を、当該技術
分野において公知の、例えば、ポリマー材料の注型成形、吹込成形、押出成形又は吹込押
出成形によって得ることができる。
【００３７】
　パウチ材料として使用するのに好適な好ましいポリマー、コポリマー又はそれらの誘導
体は、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリアルキレンオキサイド、アク
リルアミド、アクリル酸、セルロース、セルロースエーテル、セルロースエステル、セル
ロースアミド、ポリビニルアセテート、ポリカルボン酸及び塩、ポリアミノ酸又はペプチ
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ド、ポリアミド、ポリアクリルアミド、マレイン酸／アクリル酸のコポリマー、デンプン
及びゼラチンを含む多糖類、キサンタン及びカラゴムなどの天然ゴムから選択されるもの
である。より好ましいポリマーは、ポリアクリレート及び水溶性アクリレートコポリマー
、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム、デキストリン、エチルセ
ルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、マルト
デキストリン、ポリメタクリレートから選択され、最も好ましくは、ポリビニルアルコー
ル、ポリビニルアルコールコポリマー及びヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭ
Ｃ）、並びにこれらの組み合わせから選択される。好ましくは、パウチ材料中のポリマー
、例えば、ＰＶＡポリマーの濃度は、少なくとも６０％である。ポリマーの重量平均分子
量は、任意のもの、好ましくは、約１０００～１，０００，０００、より好ましくは、約
１０，０００～３００，０００、更により好ましくは、約２０，０００～１５０，０００
でよい。
【００３８】
　ポリマー混合物もまた、フィルム材料として使用することができる。これは、その用途
及び必要とされるニーズに応じて、区画又はパウチの機械的特性及び／又は溶解特性を制
御するのに有益であり得る。好適な混合物には、例えば、１つのポリマーの水溶性が別の
ポリマーよりも高く、及び／又は１つのポリマーの機械的強度が別のポリマーよりも高い
、混合物が挙げられる。また、異なる重量平均分子量のポリマーの混合物、例えば、約１
０，０００～４０，０００、好ましくは２０，０００前後の重量平均分子量のＰＶＡ又は
そのコポリマーと、約１００，０００～３００，０００、好ましくは１５０，０００前後
の重量平均分子量のＰＶＡ又はそのコポリマーとの混合物も好適である。また、ポリマー
ブレンド組成物、例えば、加水分解により分解可能な水溶性のポリマーブレンド（ポリラ
クチド及びポリビニルアルコールを混合することにより得られ、典型的には約１～３５重
量％のポリラクチドと、約６５～９９重量％のポリビニルアルコールとを含む、ポリラク
チドとポリビニルアルコールとのポリマーブレンドなど）を含むポリマーブレンド組成物
も、本明細書において好適である。本明細書において使用するのに好ましいものは、約６
０％～約９８％加水分解され、好ましくは約８０％～約９０％加水分解され、材料の溶解
特性が向上したポリマーである。
【００３９】
　好ましいフィルム材料は、ポリマー材料である。フィルム材料は、例えば、当該技術分
野において公知であるとおり、ポリマー材料を注型成形、吹込成形、押出成形又は吹込押
出成形することによって得ることができる。パウチ材料として使用するのに好適な好まし
いポリマー、コポリマー又はそれらの誘導体は、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロ
リドン、ポリアルキレンオキサイド、アクリルアミド、アクリル酸、セルロース、セルロ
ースエーテル、セルロースエステル、セルロースアミド、ポリビニルアセテート、ポリカ
ルボン酸及び塩、ポリアミノ酸又はペプチド、ポリアミド、ポリアクリルアミド、マレイ
ン酸／アクリル酸のコポリマー、デンプン及びゼラチンを含む多糖類、キサンタン及びカ
ラゴムなどの天然ゴムから選択されるものである。より好ましいポリマーは、ポリアクリ
レート及び水溶性アクリレートコポリマー、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロ
ースナトリウム、デキストリン、エチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒド
ロキシプロピルメチルセルロース、マルトデキストリン、ポリメタクリレートから選択さ
れ、最も好ましくは、ポリビニルアルコール、ポリビニルアルコールコポリマー及びヒド
ロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、並びにこれらの組み合わせから選択され
る。好ましくは、パウチ材料中のポリマー、例えば、ＰＶＡポリマーの濃度は、少なくと
も６０％である。ポリマーの重量平均分子量は、任意のもの、好ましくは、約１０００～
１，０００，０００、より好ましくは、約１０，０００～３００，０００、更により好ま
しくは、約２０，０００～１５０，０００でよい。また、ポリマーの混合物をパウチ材料
として使用してもよい。これは、その用途及び必要とされるニーズに応じて、区画又はパ
ウチの機械的特性及び／又は溶解特性を制御するのに有益であり得る。好適な混合物には
、例えば、１つのポリマーの水溶性が別のポリマーよりも高く、及び／又は１つのポリマ
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ーの機械的強度が別のポリマーよりも高い、混合物が挙げられる。また、異なる重量平均
分子量のポリマーの混合物、例えば、約１０，０００～４０，０００、好ましくは２０，
０００前後の重量平均分子量のＰＶＡ又はそのコポリマーと、約１００，０００～３００
，０００、好ましくは１５０，０００前後の重量平均分子量のＰＶＡ又はそのコポリマー
との混合物も好適である。また、ポリマーブレンド組成物、例えば、加水分解により分解
可能な水溶性のポリマーブレンド（ポリラクチド及びポリビニルアルコールを混合するこ
とにより得られ、典型的には約１～３５重量％のポリラクチドと、約６５～９９重量％の
ポリビニルアルコールとを含む、ポリラクチドとポリビニルアルコールとのポリマーブレ
ンドなど）を含むポリマーブレンド組成物も、本明細書において好適である。本明細書に
おいて使用するのに好ましいものは、約６０％～約９８％加水分解され、好ましくは約８
０％～約９０％加水分解され、材料の溶解特性が向上したポリマーである。
【００４０】
　好ましいフィルムは冷水中、すなわち水道からの温められていない水に対して良好に溶
解する。好ましくはそのようなフィルムは、２５℃未満、より好ましくは２１℃未満、よ
り好ましくは１５℃未満の温度で良好な溶解度を呈する。良好な溶解とは、上述の最大孔
径が２０μｍのガラスフィルタの使用後に、本明細書に記載の方法により測定したフィル
ムの呈する水溶性が、少なくとも５０％、好ましくは少なくとも７５％、又は更には少な
くとも９５％であることを意味する。
【００４１】
　好ましいフィルムは、商標名Ｍ８６３０、Ｍ８９００、Ｍ８７７９、Ｍ８３１０、Ｍ９
４６７にてＭｏｎｏｓｏｌにより供給されているもの、米国特許第６１６６１１７号及び
同第６７８７５１２号に記載されたフィルム、並びに相当する溶解度と変形特性であるＰ
ＶＡフィルムである。更に好ましいフィルムが、ＵＳ２００６／０２１３８０１、ＷＯ２
０１０／１１９０２２、ＵＳ２０１１／０１８８７８４、及びＵＳ６，７８７，５１２号
に記載される。
【００４２】
　好ましい水溶性フィルムは、１以上のＰＶＡポリマーを含む樹脂であり、好ましくは、
当該水溶性フィルム樹脂は、ＰＶＡポリマーブレンドを含んでいる。例えば、ＰＶＡ樹脂
は、少なくとも２つのＰＶＡポリマーを含むことができ、本明細書で使用するとき、第１
のＰＶＡポリマーは第２のＰＶＡポリマーより小さい粘度を有する。第１のＰＶＡポリマ
ーは、少なくとも８ｃＰ（ｃＰはセンチポアズを意味する）、１０ｃＰ、１２ｃＰ、又は
１３ｃＰ、多くとも４０ｃＰ、２０ｃＰ、１５ｃＰ、又は１３ｃＰ、例えば、約８ｃＰ～
約４０ｃＰ、又は１０ｃＰ～約２０ｃＰ、又は約１０ｃＰ～約１５ｃＰ、又は約１２ｃＰ
～約１４ｃＰの範囲、又は１３ｃＰの粘度を有していてもよい。更に、第２のＰＶＡポリ
マーは、少なくとも約１０ｃＰ、２０ｃＰ、又は２２ｃＰ、多くとも約４０ｃＰ、３０ｃ
Ｐ、２５ｃＰ、又は２４ｃＰ、例えば、約１０ｃＰ～約４０ｃＰ、又は２０～約３０ｃＰ
、又は約２０～約２５ｃＰ、又は約２２～約２４ｃＰの範囲、又は約２３ｃＰの粘度を有
していてもよい。ＰＶＡポリマーの粘度は、Ｂｒｉｔｉｓｈ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　ＥＮ　
ＩＳＯ１５０２３－２：２００６　Ａｎｎｅｘ　Ｅ　Ｂｒｏｏｋｆｉｅｌｄ　Ｔｅｓｔ　
ｍｅｔｈｏｄに記載されるように、ＵＬアダプタを備えたＢｒｏｏｋｆｉｅｌｄ　ＬＶ型
粘度計を使用して、新たに作製した溶液を測定することにより決定される。４％水性ポリ
ビニルアルコール溶液の２０℃における粘度を指定することが国際的な慣行である。本明
細書においてｃＰで明記されている全ての粘度は、特に指定のない限り、２０℃における
４％のポリビニルアルコール水溶液の粘度を指すと理解すべきである。同様に、樹脂が特
定の粘度を有する（又は有しない）と記載されるとき、特に言及しない限り、指定された
粘度は、対応する分子量分布を固有に有する、樹脂の平均粘度であることを意味する。
【００４３】
　ＰＶＡ樹脂の加水分解度が本明細書に記載の範囲内にある限り、個々のＰＶＡポリマー
は、任意の好適な加水分解度を有し得る。所望により、ＰＶＡ樹脂は、更に又はあるいは
、約５０，０００～約３００，０００ダルトン、又は約６０，０００～約１５０，０００
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ダルトンの範囲内のＭｗを有する第１のＰＶＡポリマー；及び約６０，０００～約３００
，０００ダルトン、又は約８０，０００～約２５０，０００ダルトンの範囲内のＭｗを有
する第２のＰＶＡポリマーを含むことができる。
【００４４】
　ＰＶＡ樹脂は、約１０～約４０ｃＰの範囲の粘度及び約８４％～約９２％の範囲の加水
分解度を有する、１つ以上の追加のＰＶＡポリマーを更に含むことができる。
【００４５】
　ＰＶＡ樹脂が、約１１ｃＰよりも低い平均粘度と約１．８～約２．３の範囲内の多分散
指数とを有する第１のＰＶＡポリマーを含む場合には、ある種の実施形態では、ＰＶＡ樹
脂は、約３０重量％未満の第１のＰＶＡポリマーを含有する。同様に、ＰＶＡ樹脂が、約
１１ｃＰ未満の平均粘度と、約１．８～約２．３の範囲内の多分散指数と、を有する第１
のＰＶＡポリマーを含む場合には、別の非限定的な種類の実施形態では、ＰＶＡ樹脂は、
約７０，０００ダルトン未満のＭｗを有するＰＶＡポリマーを約３０重量％未満含有する
。
【００４６】
　本明細書に記載されたフィルムの総ＰＶＡ樹脂含有量の内、ＰＶＡ樹脂は、約３０重量
％から約８５重量％の第１のＰＶＡポリマー、又は約４５重量％から約５５重量％の第１
のＰＶＡポリマーを含むことができる。例えば、ＰＶＡ樹脂は、各ＰＶＡポリマーを約５
０重量％含むことができ、第１のＰＶＡポリマーの粘度は約１３ｃＰであり、第２のＰＶ
Ａポリマーの粘度は約２３ｃＰである。
【００４７】
　ある種の実施形態は、約１０～約１５ｃＰの範囲の粘度及び約８４％～約９２％の範囲
の加水分解度を有する第１のＰＶＡポリマーを約４０～約８５重量％含むＰＶＡ樹脂によ
って特徴付けられる。別の種類の実施形態は、約１０～約１５ｃＰの範囲の粘度及び約８
４％～約９２％の範囲の加水分解度を有する第１のＰＶＡポリマーを約４５～約５５重量
％含むＰＶＡ樹脂によって特徴付けられる。ＰＶＡ樹脂は、約２０～約２５ｃＰの範囲の
粘度及び約８４％～約９２％の範囲の加水分解度を有する第２のＰＶＡポリマーを約１５
～約６０重量％含むことができる。意図されるある種の実施形態は、第２のＰＶＡポリマ
ーを約４５～約５５重量％含むＰＶＡ樹脂によって特徴付けられる。
【００４８】
　ＰＶＡ樹脂が複数のＰＶＡポリマーを含む場合、ＰＶＡ樹脂のＰＤＩ値は、あらゆる個
々の含まれたＰＶＡポリマーのＰＤＩ値よりも大きい。所望により、ＰＶＡ樹脂のＰＤＩ
値は、２．２、２．３、２．４、２．５、２．６、２．７、２．８、２．９、３．０、３
．１、３．２、３．３、３．４、３．５、３．６、３．７、３．８、３．９、４．０、４
．５、又は５．０より大きい。
【００４９】
　好ましくは、ＰＶＡ樹脂は、約８０～約９２％、約８３～約９０％、又は約８５～８９
％の重み付けされた平均加水分解度
【００５０】
【数１】

　を有する。例えば、２種以上のＰＶＡポリマーを含むＰＶＡ樹脂の
【００５１】

【数２】

　は、式
【００５２】
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【数３】

　によって計算され、式中、Ｗｉは、各ＰＶＡポリマーの重量パーセントであり、Ｈｉは
、対応の加水分解度である。また、約１０～約２５、又は約１２～約２２、又は約１３．
５～約２０の加重対数粘度
【００５３】

【数４】

　を有するＰＶＡ樹脂を選択することが望ましい。２種以上のＰＶＡポリマーを含むＰＶ
Ａ樹脂の
【００５４】
【数５】

　は、式
【００５５】
【数６】

【００５６】
　は各ＰＶＡポリマーの粘度である。
【００５７】
　また更に、０．２５５～０．３１５、又は０．２６０～０．３１０、又は０．２６５～
０．３０５、又は０．２７０～０．３００、又は０．２７５～０．２９５、好ましくは０
．２７０～０．３００の範囲の樹脂選択指数（ＲＳＩ）を有するＰＶＡ樹脂を選択するこ
とが望ましい。ＲＳＩは式
【００５８】
【数７】

　によって計算される。式中、μｔは１７であり、μｉはそれぞれのＰＶＯＨポリマーの
それぞれの平均粘度であり、Ｗｉは、それぞれのＰＶＯＨポリマーの重量パーセントであ
る。
【００５９】
　当然のことながら、異なるフィルム材料及び／又は異なる厚さのフィルムを、本発明の
区画の作製に用いてよい。異なるフィルムを選択する利点は、得られる区画が異なる溶解
性又は放出特性を呈し得ることである。
【００６０】
　また、本明細書のフィルム材料は、１つ以上の添加剤含有成分を含んでもよい。例えば
、可塑剤（例えば、グリセロール、エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピ
レングリコール、ソルビトール、及びそれらの混合物）を添加することが有益な場合があ
る。他の添加剤としては、水及び洗浄水に送達される水を含む機能性洗剤添加剤、例えば
有機ポリマー分散剤などが挙げられる。
【００６１】
　フィルムは、ラクトンフリーであってもよい。すなわち、当該フィルムはラクトンを含
有しない。あるいは、当該フィルムは、意図的に添加されたのではない、不純物によるご
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く少量のラクトンを含有してもよい。しかし、本質的にフィルムはラクトンフリーである
。
【００６２】
　フィルムは、印刷面積を有し得る。印刷面積は、フィルム全体又はその一部を覆うこと
ができる。プリント領域は、単色を含んでも、複数色、更には３色を含んでもよい。印刷
面積は、顔料、染料、青味剤、又はこれらの混合物を含み得る。プリントは、フィルム表
面上に層として存在しても、フィルム内に少なくとも部分的に浸透していてもよい。洗剤
パウチは、少なくとも２枚のフィルム、また更には少なくとも３枚のフィルムを含み得る
が、それらのフィルムは一つに封止されている。印刷エリアは、１枚のフィルム上に存在
しても、１枚より多くのフィルム、例えば、２枚のフィルム、また更には３枚のフィルム
上に存在してもよい。
【００６３】
　プリント領域は、フレキソ印刷又はインクジェット印刷などの標準的な技術を使用して
得ることができる。好ましくは、プリント領域は、フレキソ印刷を介して得られ、この場
合、フィルムが印刷された後、開口区画の形状に成形される。次いで、この区画に洗剤組
成物が充填され、区画上方に第２のフィルムが配置され、第１のフィルムと封止される。
印刷領域は、フィルムのいずれの面上にあってよい。
【００６４】
　印刷領域は、純粋に審美的なものであってよく、又は消費者に有用な情報を提供するも
のであってもよい。
【００６５】
　プリント領域は、不透明でも、半透明でも、透明でもよい。
【００６６】
　フィルムは、嫌悪剤、例えば苦味剤を含んでもよい。好適な苦味剤としては、ナリンギ
ン、サッカロースオクタアセテート、塩酸キニーネ、デナトニウムベンゾエート、又はそ
れらの混合物が挙げられるが、これらに限定されない。任意の好適な濃度の嫌悪剤をフィ
ルムに使用してよい。好適な濃度としては、１～５０００ｐｐｍ、又は更には１００～２
５００ｐｐｍ又は更には２５０～２０００ｒｐｍが挙げられるが、これらに限定されない
。
【００６７】
　水溶性パウチは、ポリビニルアルコールのフィルムを含むことが好ましい場合がある。
【００６８】
　液体洗濯洗剤組成物：洗剤パウチは、液体洗濯洗剤組成物を含み得る。液体組成物は、
不透明であっても、半透明であっても、透明であってもよい。各区画は、同一の又は異な
る組成物を含む。洗剤パウチは液体組成物を含んでもよいが、異なる区画に異なる組成物
を含んでもよい。組成物は、任意の好適な組成物であってもよい。組成物は、固体、液体
、分散体、ゲル、ペースト、流体又はこれらの混合物であり得る。組成物は、異なる区画
中で異なる形態であり得る。洗濯洗剤組成物は、本洗浄プロセス中に使用され得るか、又
は前処理又は浸漬組成物としても使用され得る。
【００６９】
　洗濯洗剤組成物としては、布地洗剤、布地柔軟剤、ツーインワン型洗剤入り柔軟剤、前
処理組成物などが挙げられる。洗濯洗剤組成物としては、界面活性剤、ビルダー、キレー
ト剤、移染抑制剤、分散剤、酵素、及び酵素安定剤、触媒材料、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、光沢剤、泡抑制剤、染料、追加の香料及び香料送
達系、構造弾性化剤、布地柔軟剤、キャリア、ヒドロトロープ、加工助剤及び／又は顔料
、及びこれらの混合物が挙げられる。組成物は、シェーディング染料、界面活性剤、ポリ
マー、香料、カプセル化香料物質、構造化剤及びこれらの混合物を含む群から選択される
成分を含む、洗濯洗剤組成物であってもよい。
【００７０】
　液体洗濯洗剤組成物は、漂白剤、漂白触媒、染料、色調染料、アルコキシル化ポリアミ
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ン及びポリエチレンイミンを含む洗浄ポリマー、汚れ放出ポリマー、界面活性剤、溶媒、
移染抑制剤、キレート剤、酵素、香料、カプセル化香料、ポリカルボン酸塩、構造化剤及
びこれらの混合物から選択される成分を含み得る。
【００７１】
　界面活性剤は、アニオン性、カチオン性、双性イオン性、非イオン性、両性又はこれら
の混合物から選択することができる。好ましくは、布地ケア組成物は、アニオン性、非イ
オン性又はこれらの混合物を含む。
【００７２】
　アニオン性界面活性剤は、線状アルキルベンゼンスルホネート、アルキルエトキシレー
ト硫酸塩、及びこれらの組み合わせから選択され得る。
【００７３】
　本明細書で有用である好適なアニオン性界面活性剤は、液体洗剤製品で典型的に使用さ
れる従来のアニオン性界面活性剤のいかなる種類をも含むことができる。これらには、ア
ルキルベンゼンスルホン酸及びこれらの塩、並びにアルコキシル化又は非アルコキシル化
アルキルサルフェート物質が挙げられる。
【００７４】
　本明細書に用いるのに好適な非イオン性界面活性剤としては、アルコールアルコキシレ
ート非イオン性界面活性剤が挙げられる。アルコールアルコキシレートは、一般式：Ｒ１

（ＣｍＨ２ｍＯ）ｎＯＨ（式中、Ｒ１はＣ８～Ｃ１６アルキル基であり、ｍは２～４であ
り、ｎは約２～１２の範囲である）に相当する材料である。一態様では、Ｒ１は、一級又
は二級であってよく、約９～１５個の炭素原子、又は約１０～１４個の炭素原子を含むア
ルキル基である。１つの態様では、アルコキシル化脂肪族アルコールは、１分子当たり、
平均で約２～１２個のエチレンオキシド部分、又は１分子当たり、平均で約３～１０個の
エチレンオキシド部分を含有するエトキシル化材料である。
【００７５】
　本発明の洗濯洗剤組成物に用いられるシェーディング染料は、ポリマー性又は非ポリマ
ー性の染料、顔料、又はこれらの混合物を含み得る。好ましくは、シェーディング染料は
、発色団成分及びポリマー性成分を含む、ポリマー性染料を含む。発色団成分は、光に曝
露すると、青、赤、スミレ色、紫、又はこれらの組み合わせの範囲の波長の光を吸収する
ものであると特徴付けられる。一態様では、発色団成分は、水及び／又はメタノール中で
最大約５２０ナノメートル～約６４０ナノメートルの吸収スペクトルを示し、他の態様で
は、水及び／又はメタノール中で約５６０ナノメートル～約６１０ナノメートルの吸収ス
ペクトルを示す。
【００７６】
　任意の好適な発色団を使用することができるが、染料発色団は、好ましくは、ベンゾジ
フラン、メチン、トリフェニルメタン、ナフタルイミド、ピラゾール、ナフトキノン、ア
ントラキノン、アゾ、オキサジン、アジン、キサンテン、トリフェノジオキサジン、及び
フタロシアニンの染料発色団から選択される。モノ及びジアゾ染料発色団が好適である。
【００７７】
　シェーディング染料は、少なくとも３つの連続する繰り返し単位のうちの１つ又は２つ
以上に共有結合している発色団を含む染料ポリマーを含み得る。繰り返し単位そのものは
、発色団を含む必要がないということも理解されたい。染料ポリマーは、少なくとも５個
、少なくとも１０個、又は少なくとも２０個の連続する繰り返し単位を含み得る。
【００７８】
　繰り返し単位は、例えばオキシアルキレンオキシ及びポリオキシアルキレンオキシと組
み合わせたフェニルジカルボキシレートのような、有機エステルに由来し得る。繰り返し
単位は、アルケン、エポキシド、アジリジン、及び変性セルロースを含む単位を含む炭水
化物に由来している可能性があり、変性セルロールに含まれるのは：ヒドロキシアルキル
セルロース；ヒドロキシプロピルセルロース；ヒドロキシプロピルメチルセルロース；ヒ
ドロキシブチルセルロース；及びヒドロキシブチルメチルセルロース又はこれらの混合物
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である。繰り返し単位は、アルケン若しくはエポキシド、又はこれらの混合物に由来し得
る。繰り返し単位は、Ｃ２～Ｃ４のアルキレンオキシ基、すなわち時にアルコキシ基と呼
ばれるものであり得るが、好ましくは、Ｃ２～Ｃ４のアルキレンオキシドに由来し得る。
繰り返し単位は、Ｃ２～Ｃ４のアルコキシ基、好ましくはエトキシ基であり得る。
【００７９】
　本発明の目的に関して、少なくとも３つの連続する繰り返し単位が、ポリマー性成分を
形成する。ポリマー性成分は、連結基を介して直接又は間接的に、発色団基に共有結合し
得る。好適なポリマー性成分の例としては、複数の繰り返し単位を有するポリオキシアル
キレン鎖が挙げられる。一態様では、ポリマー成分は、２個～約３０個の繰り返し単位、
２個～約２０個の繰り返し単位、２個～約１０個の繰り返し単位、更には約３又は４～約
６個の繰り返し単位を有するポリオキシアルキレン鎖を含む。ポリオキシアルキレン鎖の
非限定的な例としては、エチレンオキシド、プロピレンオキシド、グリコールオキシド、
ブチレンオキシド、及びこれらの混合物が挙げられる。
【００８０】
　染料は、有機合成経路の直接生成物である未精製混合物の形態で洗剤組成物に組み込ま
れてもよい。したがって、染料ポリマーに加えて、あらゆる重合工程の結果として生じる
ことが予測される、少量の未反応出発物質、副反応生成物及び異なる鎖長の繰り返し単位
を含む染料ポリマーの混合物も存在し得る。
【００８１】
　組成物は、洗浄性能及び／又は布地ケア効果を提供する１つ又は２つ以上の洗浄性酵素
を含んでもよい。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。
【００８２】
　本発明の洗濯洗剤組成物は、１つ以上の漂白剤を含み得る。漂白触媒以外の好適な漂白
剤は、光触媒、漂白活性化剤、過酸化水素、過酸化水素源、予形成過酸、及びこれらの混
合物を含む。一般的に、漂白剤が使用される場合、本発明の組成物は、標記洗浄組成物の
約０．１重量％～約５０重量％、又は更に約０．１重量％～約２５重量％の漂白剤を含ん
でよい。
【００８３】
　組成物は、増白剤を含み得る。好適な増白剤は、増白剤１５等のスチルベンである。他
の好適な増白剤は、疎水性増白剤、及び増白剤４９である。光沢剤は、３マイクロメート
ル（μｍ）～３０μｍ、又は３μｍ～２０μｍ、又は３μｍ～１０μｍの範囲内の重量平
均粒径の微粉化微粒子形態でよい。光沢剤は、α又はβ結晶形態でもよい。
【００８４】
　本明細書の組成物はまた、１つ又は２つ以上の銅、鉄、及び／又はマンガンキレート剤
を任意選択的に含有してもよい。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。
【００８５】
　組成物は、炭酸カルシウム結晶成長阻害剤を含むものでよく、これは、１－ヒドロキシ
エタンジホスホン酸（ＨＥＤＰ）及びその塩、Ｎ，Ｎ－ジカルボキシメチル－２－アミノ
ペンタン－１，５－二酸及びその塩、２－ホスホノブタン－１，２，４－トリカルボン酸
及びその塩、並びにそれらの任意の組み合わせから選択されるものなどでよい。
【００８６】
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　本発明の組成物はまた、１種又は２種以上の移染防止剤を含んでもよい。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０．０
００１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。
【００８７】
　洗濯洗剤組成物は、１つ以上のポリマーを含み得る。好適なポリマーとしては、カルボ
キシレートポリマー、ポリエチレングリコールポリマー、テレフタレートポリマーなどの
ポリエステル汚れ放出ポリマー、アミンポリマー、セルロース系ポリマー、移染防止ポリ
マー、イミダゾールとエピクロロヒドリンとの縮合によって生成される縮合オリゴマーな
どの染料固定ポリマー、任意選択的に１：４：１の比率で、ヘキサメチレンジアミン誘導
体ポリマー、及びこれらの任意の組み合わせが挙げられる。
【００８８】
　他の好適なセルロース系ポリマーは、０．０１～０．９９の置換度（ＤＳ）と、ＤＳ＋
ＤＢが少なくとも１．００であるか、又はＤＢ＋２ＤＳ－ＤＳ２が少なくとも１．２０で
あるかのいずれかとなるようなブロック度（ＤＢ）とを有し得る。置換セルロース系ポリ
マーは、少なくとも０．５５の置換度（ＤＳ）を有し得る。置換セルロース系ポリマーは
、少なくとも０．３５のブロック度（ＤＢ）を有し得る。置換セルロース系ポリマーは、
１．０５～２．００のＤＳ＋ＤＢを有し得る。好適な置換セルロース系ポリマーは、カル
ボキシメチルセルロースである。
【００８９】
　別の好適な置換セルロース系ポリマーは、カチオン変性ヒドロキシエチルセルロースで
ある。
【００９０】
　好適な香料としては、香料マイクロカプセル、シッフ塩基香料／ポリマー複合体を含む
ポリマー支援香料送達システム、デンプンにカプセル化された香料アコード、香料充填ゼ
オライト、ブルーミング香料のアコード、及びこれらの任意の組み合わせが挙げられる。
好適な香料マイクロカプセルは、メラミンホルムアルデヒド系であり、典型的には、メラ
ミンホルムアルデヒドを含むシェルによってカプセル化される香料を含む。このような香
料マイクロカプセルは、ポリビニルホルムアミド（ＰＶＦ）及び／又はカチオン変性ヒド
ロキシエチルセルロース（ｃａｔＨＥＣ）などのカチオン性材料及び／又はカチオン性前
駆体材料をシェル内に含むことが非常に好適であり得る。
【００９１】
　好適な抑泡剤としては、シリコーン、及び／又はステアリン酸などの脂肪酸が挙げられ
る。
【００９２】
　液体洗濯洗剤組成物は、着色され得る。液体洗濯洗剤組成物の色は、物品のフィルム上
の任意の印刷領域と同じであっても異なっていてもよい。洗剤パウチのそれぞれの区画は
、異なる色を有し得る。好ましくは、液体洗濯洗剤組成物は、少なくとも１６の平均アル
コキシル化度を有する非直接染料を含む。
【００９３】
　洗剤パウチの少なくとも１つの区画は、固体を含み得る。存在するのであれば、固体は
、洗剤パウチの少なくとも５重量％の濃度で存在し得る。
【００９４】
　洗剤製品の作製方法：洗剤製品の作製方法は、上面パネルの後縁部及び後面パネルの上
縁部を除く、６つのパネルの縁部を好適に接合することによって、中間可撓性ボックスバ
ッグを形成する工程を含む。可溶性単位用量洗剤パウチは、上面パネルの後縁部と後面パ
ネルの上縁部との間に形成される充填口を通過することによって、内側立方状体積部の中
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に挿入される。上面パネルの後縁部及び後面パネルの上縁部は、充填口を閉じて、可撓性
ボックスバッグ及び洗剤製品を形成するような方法で、接合される。典型的には、中間可
撓性ボックスバッグは、充填された後、溶接シールによって封止される。
【００９５】
　可撓性ボックスバッグは、少なくとも２つの異なるフィルムのウェブから作製されても
よい。例えば、第１のフィルムが上面パネル、底面パネル、後面パネル、及び前面パネル
を形成してもよく、第２のフィルムが側面パネルを形成してもよい。この方法で、可撓性
ボックスバッグは、透明な側面パネルを有してもよい。
【００９６】
　本明細書に開示した寸法及び値は、記載された正確な数値に厳密に限定されるものと理
解されるべきではない。むしろ、特に指示がない限り、そのような各寸法は、記載された
値及びその値の周辺の機能的に同等の範囲の両方を意味するものとする。例えば、「４０
ｍｍ」として開示される寸法は、「約４０ｍｍ」を意味するものとする。

【図１】 【図２】
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