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(57)【要約】
　粘土および植物由来のポリフェノール化合物の汚れを除去するために、汚れ懸濁ポリマ
ーと併用して陰イオン修飾カテコールを利用する洗浄組成物。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）１以上のスルホン酸基を有するカテコール、および
　（ｂ）ポリエステル類、ポリカルボキシレート類、糖系物質類、修飾ポリエチレンイミ
ン類、修飾ヘキサメチレンジアミン、分岐ポリアミノアミン類、修飾ポリアミノアミド類
、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
選択される、水溶性汚れ懸濁ポリマー
を含む、組成物。
【請求項２】
　前記１以上のスルホン酸基を有するカテコールが、実質的に１，２－ベンゼンジオール
を含まない、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記組成物が、前記組成物の約０．０１重量％～約５０重量％の界面活性剤系を含む、
請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　前記カテコールが、２つのスルホン酸基を含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項５】
　前記カテコールが、前記組成物の約０．０１重量％～約１０重量％存在する、請求項１
に記載の組成物。
【請求項６】
　前記組成物が、前記組成物の約０．０１重量％～約１０重量％の前記汚れ懸濁ポリマー
と、前記組成物の約０．０１重量％～約５０重量％の界面活性剤系を含む、請求項１に記
載の組成物。
【請求項７】
　前記組成物が、ビルダーをさらに含む、請求項６に記載の組成物。
【請求項８】
　前記組成物が、酵素系をさらに含む、請求項６に記載の組成物。
【請求項９】
　前記組成物が、漂白剤系をさらに含む、請求項６に記載の組成物。
【請求項１０】
　前記組成物が、前記１以上のスルホン酸基を有するカテコール以外のキレート剤をさら
に含む、請求項６に記載の組成物。
【請求項１１】
　前記組成物が、液体、ゲルまたは固体形態である、請求項１に記載の組成物。
【請求項１２】
　前記組成物が液体である、請求項１１に記載の組成物。
【請求項１３】
　表面又は布地から粘土汚れを除去する方法であって、
　（ａ）請求項１に記載の組成物を、無希釈又は希釈形態で、前記表面又は前記布地に接
触させる工程と、
　（ｂ）前記表面を水ですすぐ工程と
を含む、方法。
【請求項１４】
　前記方法が、約５℃～約１００℃の温度で行われる、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　表面から植物由来のポリフェノール化合物汚れを除去する方法であって、
　（ａ）請求項１に記載の組成物を、無希釈又は希釈形態で、前記表面に接触させる工程
と、
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　（ｂ）前記表面を水ですすぐ工程と
を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、陰イオン修飾カテコール、および汚れ懸濁ポリマーを含む組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表面上の粘土汚れおよび植物由来のポリフェノール化合物（例えば、ワイン、グレープ
ジュース、紅茶および草）を含有する汚れの洗浄は、洗濯洗剤のような洗浄組成物に望ま
れる性能であり続けている。汚れ除去および汚れ懸濁のためのポリマー含有物は、表面か
ら汚れを除去するために、洗浄組成物中に利用されてきた。これらの洗浄組成物に、界面
活性剤が含まれる場合も多い。
【０００３】
　洗浄温度の低下、および洗浄組成物中の界面活性剤、ビルダー等のような特定の物質の
濃度の低減は、環境および経費節約策のために、より少量またはより低濃度の物質を配合
するのと同時に、洗浄組成物により一層求められ続けている。
【０００４】
　カテコール類は、洗浄組成物における金属イオン封鎖剤またはビルダーであるとして論
じられてきた。米国特許第３，８６４，２８６号は、強力洗浄組成物中の洗剤ビルダーお
よび界面活性剤としての、ジスルホン化カテコール類の使用について論じている。米国特
許第３，８１２０４４号は、洗浄組成物中の金属イオン封鎖剤としての、多官能置換芳香
族酸化合物の水溶性塩の使用について論じている。米国特許第４，６８７，５９２号は、
エーテルポリカルボキシレート類、鉄およびマンガンキレート剤（とりわけ、多官能置換
芳香族キレート剤）並びに高分子ポリカルボキシレート分散剤を有する洗浄組成物用の、
洗浄ビルダー系について論じている。ジスルホン化カテコールのアルキル変性は、洗浄組
成物の界面活性剤成分としての、スルホン化Ｃ１２～Ｃ１８アルキルカテコール類のアル
カリ金属およびアンモニウム塩類に関する、米国特許第４，０５８，４７２号に論じられ
ている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　汚れ懸濁ポリマー類または分散剤は、洗濯洗剤用途に利用されてきた。粘土汚れは、こ
れらのポリマー類が利用される汚れの１種である。粘土汚れは、フェイス・トゥー・フェ
イス（face-to-face）型、エッジ・トゥー・フェイス（edge-to-face）型または前記２つ
の配向の混合型で結合するプレートレットを含む。プレートレットは、アルミニウムイオ
ン（Ａｌ３＋）、正の電荷密度を創造するプレートレットの端部に沿って曝露される幾つ
かのイオンを含有する。標準的な洗濯周期に見られるような比較的短期間（１時間未満）
で、粘土汚れが付着している表面から粘土汚れを除去することは困難である。これは、低
洗浄温度（６０℃）において特に当てはまる。汚れ懸濁ポリマーは、粘土汚れを一部除去
するが、このような粘土汚れは表面から完全に除去されないことが多い。従って、表面か
らの粘土汚れ除去を改善する必要性が依然として存在する。
【０００６】
　思いがけず、陰イオン修飾カテコールと汚れ懸濁ポリマーの組み合わせが、粘土汚れの
洗浄を改善することが、発見された。陰イオン修飾カテコールと汚れ懸濁ポリマーの組み
合わせが、洗濯および食器洗浄系において、植物由来のポリフェノール化合物汚れの洗浄
を改善することもまた、思いがけず発見された。これらの洗浄の改善はまた、陰イオン修
飾カテコールおよび汚れ懸濁ポリマーとともに、界面活性剤または界面活性剤系をさらに
含む組成物においても見られた。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　本発明は、（ａ）１または２つのスルホン酸基を有するカテコールと、（ｂ）水溶性汚
れ懸濁ポリマーとを含む組成物に関する。本発明はさらに、（ａ）請求項１に記載の組成
物を、無希釈または希釈形態で、前記表面または布地に接触させる工程と、（ｂ）前記前
記表面を水ですすぐ工程とを含む、粘土汚れまたは植物由来のポリフェノール化合物汚れ
を表面または布地から除去する方法に関する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本明細書で使用する時、「粘土汚れ」とは、主に、変動する微量無機不純物と、低濃度
の天然有機物質を含む結合した色素体（color-bodies）のアルミノケイ酸塩から構成され
る、天然由来の微粒子を意味する。本明細書で使用する工業的粘土汚れは、業界に対して
染みのついた布地を供給する営利会社（例えば、エンピリカル・マニュファクチャリング
社（Empirical Manufacturing Company）から入手した。
【０００９】
　本明細書で使用する時、「植物由来のポリフェノール化合物汚れ」は、着色汚れ（例え
ば、ワイン、グレープジュース、紅茶および草）中に見られるタンニン類、アントシアニ
ン類、クロロフィルおよび他の物質のようなポリフェノール化合物類を意味する。
【００１０】
　本発明は、組成物、好ましくは陰イオン修飾カテコールと汚れ懸濁ポリマーを含む洗浄
組成物に関する。陰イオン修飾カテコールと汚れ懸濁ポリマーの組み合わせが、粘土汚れ
の除去を改善することが見出されてきた。理論に束縛されるものではないが、カテコール
構造体は、粘土汚れプレートレットの端部にあるＡｌ３＋と強力に結合する能力を有する
と考えられる。修飾カテコール類に共有結合している、スルホン酸基のような陰イオン基
は、粘土汚れプレートレットの端部の電荷を変化させ、それにより原型の粘土汚れプレー
トレット端と面の相互作用を解離または崩壊させる。これらの粘土汚れ微粒子は、次いで
汚れ懸濁ポリマーによってより良好に懸濁され得る。
【００１１】
　本組成物は、任意の従来の形態、すなわち、液体、粉末、顆粒、粒塊、ペースト、錠剤
、袋、バー、ジェル、二重区画容器にて納品される種類のもの、スプレーまたは泡洗剤、
予め湿潤した拭き取り布（すなわち、マッキー（Mackey）らによる米国特許第６，１２１
，１６５号で論じられるような不織布材料と組み合わせた洗浄組成物）、消費者によって
水で活性化される乾燥拭き取り布（すなわち、ファウラー（Fowler）らによる米国特許第
５，９８０，９３１号で論じられるような不織布材料と組み合わせた洗浄組成物）および
他の均質または多相の消費者用洗浄製品の形態であってよい。
【００１２】
　組成物はまた、堅木、タイル、セラミック、プラスチック、皮、金属、ガラスのような
様々な表面を洗浄するための、洗濯洗浄組成物、食器洗浄用洗浄組成物、カーケア組成物
、に利用してもよい。本洗浄組成物はまた、シャンプー組成物、ボディーソープ、液体ま
たは固体石鹸、および他の洗浄組成物のようなパーソナルケア組成物に用いるように設計
されてもよい。
【００１３】
　陰イオン修飾カテコール
　本組成物は、陰イオン修飾カテコールを含む。本明細書で使用する時、陰イオン修飾カ
テコールは、ベンゼン環に１または２つの陰イオン置換を有する１，２－ベンゼンジオー
ルを意味する。陰イオン置換は、スルホン酸塩、硫酸塩、炭酸塩、リン酸塩、フッ化物お
よびこれらの混合物から選択することができる。ベンゼン環にナトリウム陽イオンを有す
る２つの硫酸部分を有する陰イオン修飾カテコールの一実施形態を、式（Ｉ）に示す。
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【化１】

【００１４】
　示された１，２－ジヒドロキシベンゼン－３，５－ジ－（スルホン酸ナトリウム）は、
米国特許第３，７７１，３７９号の実施例１に従って調製することができる。１，２－ベ
ンゼンジオール（「カテコール」）は、濃硫酸／発煙硫酸でジスルホン化され、続いて５
０％水酸化ナトリウムで中和され、生成物が単離される。
【００１５】
　陰イオン修飾カテコールは、組成物中に、組成物の約０．０１重量％～約１０重量％存
在する。一部の実施形態では、陰イオン修飾カテコールは、組成物の約０．１重量％～約
６重量％存在する。
【００１６】
　ある実施形態では、陰イオン修飾カテコールは、実質的にカテコール（１，２－ベンゼ
ンジオール）を含まない。理論に束縛されるものではないが、カテコールは、存在する場
合、皮膚の炎症を引き起こす可能性がある。本明細書で使用する時、「実質的に含まない
」とは、陰イオン修飾カテコールの約３重量％未満、約２重量％未満、約１重量％～０重
量％のカテコールが存在することを意味する。
【００１７】
　汚れ懸濁ポリマー類
　組成物は、組成物の約０．０１重量％～約１０重量％、好ましくは約０．０１重量％～
約４重量％、より好ましくは約０．１重量％～約６重量％、最も好ましくは約０．２重量
％～約４重量％の、ポリエステル類、ポリカルボキシレート類、糖系物質類、修飾ポリエ
チレンイミン類、修飾ヘキサメチレンジアミン、分岐ポリアミノアミン類、修飾ポリアミ
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およびこれらの
混合物から選択される、汚れ懸濁ポリマーを含んでもよい。好適なポリマー類はまた、一
般に、標準使用温度において０．３％を超える水溶性を有してもよい。
【００１８】
　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
ンテレフタレートおよ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
類のようなテレフタル酸および他の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。
【００１９】
　ランダムまたはブロックエチレンテレフタレート／ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）
テレフタレート単位を含有する高分子量（例えば、分子量４０，０００～５０，０００）
ポリエステル類は、洗濯洗浄組成物における汚れ放出化合物として用いられてきた。米国
特許第３，９６２，１５２号、同第３，９５９，２３０号、同第３，９５９，２３０号お
よび同第３，８９３，９２９号を参照のこと。スルホン化直鎖テレフタレートエステルオ
リゴマー類が米国特許第４，９６８，４５１号で論じられている。非イオン性末端封鎖１
，２－プロピレン／ポリオキシエチレンテレフタレートポリエステル類は、米国特許４，
７１１，７３０号で、非イオン性封鎖ブロックポリエステルオリゴマー化合物類は、米国
特許第４，７０２，８５７号で論じられている。部分的におよび完全に末端封鎖された陰
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イオン性オリゴマーエステル類は、さらに米国特許第４，７２１，５８０号で論じられ、
陰イオン、特にスルホアロイル末端封鎖テレフタレートエステル類は、米国特許第４，８
７７，８９６号および同第５，４１５，８０７号で論じられている。
【００２０】
　米国特許第４，４２７，５５７号は、ポリエステル繊維類に汚れ放出特性を付与するた
めに水性分散液に用いることのできる低分子量コポリエステル類（分子量２，０００～１
０，０００）を開示している。コポリエステル類は、エチレングリコール、平均分子量２
００～１０００のＰＥＧ、芳香族ジカルボン酸（例えばジメチルテレフタレート）、およ
びスルホン化芳香族ジカルボン酸（例えば、ジメチル５－スルフォイソフタレート）の反
応により形成される。ＰＥＧは、メチル、エチル、およびブチルエーテル類のようなＰＥ
Ｇのモノアルキルエーテル類と部分的に置換することができる。
【００２１】
　ポリエステル類は、（１）エチレングリコール、１，２－プロピレングリコールまたは
これらの混合物、（２）末端部の１つがＣ１～Ｃ４アルキル基で封鎖されたポリエチレン
グリコール（ＰＥＧ）、（３）ジカルボン酸（またはそのジエステル）、および所望によ
り（４）スルホン化芳香族ジカルボン酸（またはそのジエステル）のアルカリ金属塩、ま
たは分岐ポリエステル類が所望されている場合はポリカルボン酸（またはそのエステル）
から形成される。ブロックポリエステルポリマー類はさらに、米国特許第４，７０２，８
５７号で論じられている。ドイツのＢＡＳＦ社から入手可能な、ソカラン（SOKALAN）（
登録商標）ＨＰ－２２のような、ソカラン（SOKALAN）（登録商標）の商品名で市販され
ている、ポリアルキレンオキシド主鎖でグラフト化された、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もまた利用できる。
【００２２】
　米国特許第４，２０１，８２４号には、洗浄組成物において有用な、汚れ放出および静
電気防止特性を有する親水性ポリウレタン類が開示されている。これらのポリウレタン類
は、基剤ポリエステルとイソシアネートプレポリマー（ジイソシアネートとマクロジオー
ルの反応生成物）の反応生成物から形成される。
【００２３】
　欧州特許第０７５２４６８号には、ポリ（エチレングリコール）および／または末端封
鎖ポリ（エチレングリコール）のモノマー単位、並びに１以上の芳香族ジカルボン酸のモ
ノマー単位を含む、洗濯洗浄組成物に導入される場合に汚れ放出特性をもたらす水溶性コ
ポリマーが開示されており、該コポリマーはポリ（エチレングリコール）および／または
末端封鎖ポリ（エチレングリコール）のモノマー単位、芳香族が任意にスルホン化された
１以上の芳香族ジカルボン酸のモノマー単位、および少なくとも３つのヒドロキシル基を
有するポリオール由来のモノマー単位を含むことを特徴とする。
【００２４】
　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またはカルボン酸モノマーを含むコ
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する
、または不飽和親水性モノマーおよび親水性オキシアルキル化モノマーのような、２つの
モノマーを共重合す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、メタクリル酸エステ
ル類および置換メタクリル酸エステル類、酢酸ビニル、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、ビニル酢酸およびビニルスルホン酸が挙げられる。
親水性モノマーはさらに、エチレンまたはプロピレンオキシドのようなオキシアルキル化
モノマー類と共重合してもよい。オキシアルキル化モノマー類の調製は、米国特許第５，
１６２，４７５号および同第４，６２２，３７８号に開示されている。親水性オキシアル
カリ化モノマーは、好ましくは、水中に約５００ｇ／Ｌ、より好ましくは約７００ｇ／Ｌ
の溶解度を有する。不飽和親水性モノマーはさらに、ポリ（アルケングリコール）ブロッ
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クのような疎水性物質でグラフト化されてもよい。例えば、米国特許５，５３６，４４０
号、同第５，１４７，５７６号、同第５，０７３，２８５号および国際特許公開第０３／
０５４０４４号で論じられている物質を参照のこと。
【００２５】
　他の好適な重合ポリカルボキシレート類としては、例えば、米国特許第５，５７４，０
０４号に開示されているポリマー類が挙げられる。このようなポリマー類としては、アク
リル酸、メタクリル酸のようなα、β－エチレン性不飽和酸モノマーのホモポリマー類お
よび／またはコポリマー類（２以上のモノマーから成る）、マレイン酸、イタコン酸、フ
マル酸、メソコニン酸（mesoconic acid）、シトラコン酸等のような二塩基酸、並びに例
えば１～８個の炭素原子を有するアルカノールを備えた二塩基酸のモノエステル、並びに
これらの混合物が挙げられる。
【００２６】
　重合ポリカルボキシレートがコポリマーである場合、それは、１を超える、例えばアク
リル酸およびマレイン酸のような前述の不飽和酸モノマー類のコポリマー、または少なく
とも１つのこのような不飽和酸モノマー類と、少なくとも１つの非カルボン酸α、β－エ
チレン性不飽和モノマーのコポリマーであってよく、該非カルボン酸α、β－エチレン性
不飽和モノマーは、スチレンのような比較的無極性なモノマー、またはエチレン、プロピ
レン、若しくはブテン－１のようなオレフィンモノマーのいずれかであってよく、或いは
酢酸ビニル、塩化ビニル、ビニルアルコール、アクリル酸アルキル、ビニルピリジン、ビ
ニルピロリドンまたは、アクリルアミド若しくはメタクリルアミドのような描写された（
delineated）不飽和酸モノマー類のうちの１つのアミドのような極性官能基を有する。
【００２７】
　少なくとも１つの不飽和カルボン酸モノマーと少なくとも１つの非カルボン酸コモノマ
ーのコポリマー類は、少なくとも約５０ｍｏｌ％の重合カルボン酸モノマーを含有するべ
きである。重合ポリカルボキシレートの数平均分子量は、例えば、約１０００～１０，０
００、好ましくは約２０００～５０００であるべきである。十分な水溶性を保証するため
に、重合ポリカルボキシレートは、例えばアルカリ金属イオン類、好ましくはナトリウム
イオンで完全にまたは部分的に中和されている。
【００２８】
　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。糖系物質類は、天然ま
たは合成であってよく、また誘導体類および修飾された糖類を含む。好適な糖系物質類と
しては、セルロース、ガム類、アラビナン類、ガラクタン類、シード類、およびこれらの
混合物が挙げられる。
【００２９】
　糖誘導体類としては、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、スルホン酸塩類、硫酸塩類、硝
酸塩類、リン酸塩類、およびこれらの混合物で修飾された糖類を含んでもよい。
【００３０】
　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、硫酸セルロース、酢酸セルロース（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およびヒドロキシプロピルセルロースのよう
な、修飾されたセルロース類およびセルロース誘導体類は、本組成物における使用に好適
である。幾つかの修飾セルロース類は、英国特許第１５３４６４１号、米国特許第６，５
７９，８４０号、国際特許公開第０３／０４０２７９号および同第０３／０１２６８号で
論じられている。
【００３１】
　本発明における使用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つのヒ
ドロキシ部分、好ましくは３を超えるヒドロキシ部分、最も好ましくは６以上のヒドロキ
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シ部分を含むポリオール化合物類である糖系誘導体類が挙げられる。ヒドロキシ部分の少
なくとも１つはさらに、アルコキシ部分を含み、該アルコキシ部分は、エトキシ（ＥＯ）
、プロポキシ（ＰＯ）、ブトキシ（ＢＯ）およびこれらの混合物、好ましくはエトキシお
よびプロポキシ部分、より好ましくはエトキシ部分から成る群から選択される。平均アル
コキシル化度は、約１～約１００、好ましくは約４～約６０、より好ましくは約１０～約
４０である。アルコキシル化は、好ましくはブロックアルコキシル化である。
【００３２】
　本発明に有用なポリオール化合物類はさらに、少なくとも１つの陰イオン性末端封鎖単
位を含む、少なくとも１つのアルコキシ部分を有する。該化合物をさらに修飾してもよい
が、１つの陰イオン性末端封鎖単位が本発明の化合物中に存在しなければならない。ある
実施形態は、陰イオン性末端封鎖単位を有するアルコキシ部分をさらに含む、１を超える
ヒドロキシ部分を含む。例えば次式に示されるようなものである。
【化２】

　式中、アニオン性末端封鎖ポリオール化合物のｘは、約１～約１００、好ましくは約１
０～約４０である。ＥＯは、エトキシ部分（－ＣＨ２ＣＨ２－）を表す。ナトリウム対イ
オンが示されているが、実施形態はナトリウム対イオンに限定されない。
【００３３】
　好適な陰イオン性末端封鎖単位としては、硫酸塩、スルホコハク酸塩、コハク酸塩、マ
レイン酸塩、リン酸塩、フタル酸塩、スルホカルボン酸塩、スルホジカルボン酸塩、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、スルホン酸塩、
モノカルボキシレート、メチレンカルボキシレート、エチレンカルボキシレート、炭酸塩
、メリト、ピロメリト、スルホフェノール、スルホカテコール、ジスルホカテコール、酒
石酸塩、クエン酸塩、アクリレート、メタクリレート、ポリアクリレート、ポリアクリレ
ート－マレアートコポリマー、およびこれらの混合物が挙げられる。好ましくは、陰イオ
ン性末端封鎖単位は、硫酸塩、スルホコハク酸塩、コハク酸塩、マレイン酸塩、スルホン
酸塩、メチレンカルボキシレート、およびエチレンカルボキシレートである。
【００３４】
　本発明において使用する出発物質として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、ペンタエリスリトール（pentaerythit
ol）、グルコース、マルトース、マルトトリオース（matotriose）、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、部分的に加水分解され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、およびこれらの混合物が挙げられる。
ポリオール化合物は、ソルビトール、マルチトール、スクロース、キシラン、ポリエチレ
ングリコール、ポリプロピレングリコール、およびこれらの混合物であることが好ましい
。出発物質は、ソルビトール、マルチトール、スクロース、キシランおよびこれらの混合
物から選択されることが好ましい。
【００３５】
　ポリオール化合物の修飾は、所望の形成能および性能要件に依る。修飾としては、陰イ
オン性、陽イオン性、または双性イオン性電荷の、ポリオール化合物類への組み込みを挙
げることができる。ある実施形態において、少なくとも１つのヒドロキシ部分はアルコキ
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シ部分を含み、該少なくとも１つのアルコキシ部分はさらに、少なくとも１つの陰イオン
性末端封鎖単位を含む。別の実施形態において、少なくとも１つのヒドロキシ部分はアル
コキシ部分を含み、前記アルコキシ部分はさらに１を超える陰イオン性末端封鎖単位を含
み、前記少なくとも１つの陰イオン性末端封鎖単位は、全ての陰イオン性末端封鎖単位よ
り少ないが、次いでアミン末端封鎖単位によって選択的に置換される。アミン末端封鎖単
位は、末端封鎖単位含有一級アミン、末端封鎖単位含有二級アミン、末端封鎖単位含有三
級アミン、およびこれらの混合物から選択される。
【００３６】
　本発明において有用なポリオール化合物はさらに、少なくとも１つのアミン末端封鎖単
位を含む少なくとも１つのアルコキシ部分を有する。前記化合物をさらに修飾してもよい
が、１つのアミン末端封鎖単位が本発明の化合物中に存在しなければならない。ある実施
形態は、アミン末端封鎖単位を有するアルコキシ部分をさらに含む、１を超えるヒドロキ
シ部分を含む。別の実施形態では、アミン末端封鎖単位の少なくとも１つの窒素が四級化
される。本明細書で使用する時、「四級化された」とは、アミン末端封鎖単位にアミン末
端封鎖単位の四級化またはプロトン化を通して正電荷が与えられることを意味する。例え
ば、ビス－ＤＭＡＰＡは３つの窒素を含有し、それら窒素の１つだけを四級化すればよい
。しかし、任意の所与のアミン末端封鎖単位上の全ての窒素が四級化されるのが好ましい
。
【００３７】
　末端封鎖単位含有一級アミンに好適な一級アミン類としては、モノアミン類、ジアミン
類、トリアミン類、ポリアミン類、およびこれらの混合物が挙げられる。末端封鎖単位含
有二級アミンに好適な二級アミン類としては、モノアミン類、ジアミン類、トリアミン類
、ポリアミン類、およびこれらの混合物が挙げられる。末端封鎖単位含有三級アミンに好
適な三級アミン類としては、モノアミン類、ジアミン類、トリアミン類、ポリアミン類、
およびこれらの混合物が挙げられる。
【００３８】
　本発明において用いるのに好適なモノアミン類、ジアミン類、トリアミン類またはポリ
アミン類としては、アンモニア、メチルアミン、ジメチルアミン、エチレンジアミン、ジ
メチルアミノプロピルアミン、ビスジメチルアミノプロピルアミン（ビスＤＭＡＰＡ）、
ヘキセメチレンジアミン、ベンジルアミン、イソキノリン、エチルアミン、ジエチルアミ
ン、ドデシルアミン、タロートリエチレンジアミン、単一置換モノアミン、単一置換ジア
ミン、単一置換ポリアミン、二置換モノアミン、二置換ジアミン、二置換ポリアミン、三
置換トリアミン、三置換ポリアミン、３つを超える置換基を含む多置換ポリアミン（但し
、少なくとも１つの窒素は水素を含有する）、およびこれらの混合物が挙げられる。
【００３９】
　別の実施形態では、アミン末端封鎖単位の少なくとも１つの窒素が四級化される。本明
細書で使用する時、「四級化された」とは、アミン末端封鎖単位にアミン末端封鎖単位の
四級化またはプロトン化を通して正電荷が与えられることを意味する。例えば、ビス－Ｄ
ＭＡＰＡは３つの窒素を含有し、それら窒素の１つだけを四級化すればよい。しかし、任
意の所与のアミン末端封鎖単位上の全ての窒素が四級化されるのが好ましい。
【００４０】
　修飾ポリエチレンイミンポリマー
　本組成物は、修飾ポリエチレンイミンポリマーを含んでもよい。修飾ポリエチレンイミ
ンポリマーは、重量平均分子量が約３００～約１００００、好ましくは重量平均分子量が
約４００～約７５００、好ましくは重量平均分子量が約５００～約１９００、および好ま
しくは重量平均分子量が約３０００～６０００である分子量を有するポリエチレンイミン
主鎖を有する。
【００４１】
　ポリエチレンイミン主鎖の修飾としては、（１）内部窒素原子または末端窒素原子で修
飾が生じているかどうかに依る、ポリエチレンイミン主鎖中の窒素原子あたり１または２
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つのアルコキシル化修飾であって、前記アルコキシル化修飾が、１つの修飾あたり平均約
１～約４０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る水素原子の置換から
成り、前記アルコキシル化修飾の末端アルコキシ部分が水素、Ｃ１～Ｃ４アルキル、硫酸
塩、炭酸塩またはこれらの混合物で末端封鎖されるアルコキシル化修飾、（２）内部窒素
原子または末端窒素原子で修飾が生じているかどうかに依る、ポリエチレンイミン主鎖中
の窒素原子あたり１つのＣ１～Ｃ４アルキル部分の置換および１または２つのアルコキシ
ル化修飾であって、前記アルコキシル化修飾が、修飾あたり平均約１～約４０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る水素原子の置換から成り、前記末端アルコ
キシ部分が、水素、Ｃ１～Ｃ４アルキルまたはこれらの混合物で末端封鎖される置換およ
び修飾、または（３）これらの組合せが挙げられる。
【００４２】
　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３】

【００４３】
　また、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。）
【化４】

【００４４】
　ポリエチレンイミン主鎖のアルコキシル化修飾は、平均約１～約４０個のアルコキシ部
分、好ましくは約５～約２０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る水
素原子の置換から成る。アルコキシ部分は、エトキシ（ＥＯ）、１，２－プロポキシ（１
，２－ＰＯ）、１，３－プロポキシ（１，３－ＰＯ）、ブトキシ（ＢＯ）、およびこれら
の組合せから選択される。好ましくは、ポリアルコキシレン鎖は、エトキシ部分およびエ
トキシ／プロポキシブロック部分から選択される。より好ましくは、ポリアルコキシレン
鎖は、平均約５～約１５程度のエトキシ部分であり、ポリアルコキシレン鎖は、約５～約
１５の平均エトキシル化度および約１～約１６の平均プロポキシル化度を有するエトキシ
／プロポキシブロック部分である。最も好ましくは、ポリアルコキシレン鎖は、プロポキ
シ部分ブロックが末端アルコキシ部分ブロックである、エトキシ／プロポキシブロック部
分である。
【００４５】
　修飾は、ポリエチレンイミン主鎖窒素原子の永続的な四級化を生じる場合がある。永続
的な四級化の程度は、ポリエチレンイミン主鎖窒素原子の０％～約３０％であってよい。
ポリエチレンイミン主鎖窒素原子の３０％未満が、永続的に四級化されことが好ましい。
修飾ポリエチレンイミンポリマー類はまた、米国特許第５，５６５，１４５号に記載され
ている。
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【００４６】
　修飾ヘキサメチレンジアミン
　本組成物は、修飾ヘキサメチレンジアミン（hexamentylenediamine）を含んでもよい。
ヘキサメチレンジアミン（hexamentylenediamine）の修飾としては、（１）ヘキサメチレ
ンジアミン（hexamentylenediamine）の窒素原子あたり１または２つのアルコキシル化修
飾を含む。修飾あたり平均約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、ヘキサメチルジアミン（hexamentylenediameine）の窒素上の水素原子の置
換からなるアルコキシル化修飾であって、前記アルコキシレン鎖の末端アルコキシ部分は
水素、Ｃ１～Ｃ４アルキル基、硫酸塩、炭酸塩、またはこれらの混合物で末端封鎖されて
いる。（２）１つのＣ１～Ｃ４アルキル部分とヘキサメチレンジアミン（hexamentylened
iamine）の窒素原子あたり１または２つのアルコキシル化修飾の置換。修飾あたり平均約
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あって、前記アルコキシレン鎖の末端アルコキシ部分は水
素、Ｃ１～Ｃ４アルキル基またはこれらの混合物で末端封鎖されている。または（３）こ
れらの組合せが挙げられる。アルコキシル化は、エトキシ、プロポキシ、ブトキシまたは
これらの混合物の形態であってもよい。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）。
【００４７】
　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５】

　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。
【００４８】
　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６】

【００４９】
　ＢＡＳＦから商品名ルーテンシト（LUTENSIT）（登録商標）として入手可能、および国
際特許公開第０１／０５８７４号に記載されているようなもの。
【００５０】
　分岐ポリアミノアミン類
　汚れ懸濁ポリマーの実施形態は、以下の構造式に例示される。

【化７】

　式中、ポリアミノアミンのｘは１～１２、より好ましくは１～８、より好ましくは１～
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６は存在しなくてもよく（Ｎが中性の場合において）、および／または独立してＨ、脂肪
族Ｃ１～Ｃ６、アルキレンＣ２～Ｃ６、アリーレン、若しくはアルキルアリーレンの群か
ら選択されてもよく、ポリアミノアミンのＲ１、Ｒ２、Ｒ３、およびＲ４は独立にＨ、Ｏ
Ｈ、脂肪族Ｃ１～Ｃ６、アルキレンＣ２～Ｃ６、アリーレン、またはアルキルアリーレン
の群から選択され、好ましくはＣ２～Ｃ５ポリオキシアルキレンの少なくとも１以上のブ
ロック、および直鎖または分岐アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）の単一および／または繰り返
しブロック単位、直鎖または分岐オキシアルキレン（Ｃ２～Ｃ５）およびこれらの混合物
である。ポリアミノアミンのＡ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５、およびＡ６は、水素、ヒド
ロキシ、硫酸、スルホン酸、カルボン酸、リン酸およびこれらの混合物から独立に選択さ
れる末端封鎖基である。Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、またはＲ４がＮ（ＣＨ２）ｘＣＨ２である場
合、むしろそれは分岐によるこの構造の連続性を表す。米国特許第４，５９７，８９８号
、同第４，８９１，１６０号、同第５，５６５，１４５号および同第６，０７５，０００
号も参照のこと。アルコシキル化度の平均はまた、７を超える、好ましくは約７～約４０
であってよい。
【００５１】
　修飾ポリアミノアミド
　米国特許公開第２００５／０２０９１２５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。好適な修飾ポリアミノアミド
類は、アルコキシル化度に依って、１，０００～１，０００，０００、好ましくは２，０
００～１，０００，０００、より好ましくは２，０００～５０，０００の数平均分子量（
Ｍｎ）を有する。
【００５２】
　修飾ポリアミノアミドのある実施形態は、次式を有する。
【化８】

　式中、ポリアミノアミドのｘは１０から２００、好ましくは約１５から約１５０、最も
好ましくは約２１から約１００であり、ポリアミノアミドの数平均ｘは、最も好ましくは
１５～７０、特に２１～５０の範囲であり、ポリアミノアミドのＥＯは、エトキシ部分を
表す。
【００５３】
　別の好ましい実施形態において、洗剤組成物は修飾ポリアミノアミドを含み、ここで、
ジカルボン酸、ポリアルキレンポリアミン類の比は、４：５および３５：３６であり、ポ
リアルキレンポリアミンは上記の式（ａ）、（ｂ１）および（ｂ２）のように四級化され
る。
【００５４】
　疎水性ポリアミンエトキシレートポリマー類
　本組成物のための汚れ懸濁ポリマーは、以下の一般式を含む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もよい。
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【化９】

【００５５】
　疎水性ポリアミンエトキシレートポリマーのＲは、直鎖または分岐Ｃ１～Ｃ２２アルキ
ル基、直鎖または分岐Ｃ１～Ｃ２アルコキシル基、直鎖または分岐Ｃ１～Ｃ２２アシル基
、およびこれらの組合せであり、Ｒが分岐状であるものから選択された場合、分岐は１～
４個の炭素原子を含んでもよく、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アルキル基である。前記アルキル、アルコキシル、およびアシル
は、飽和型または不飽和型であってよいが、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ｎ指数は、約２～約９、好ましくは約２～約５、最も好ましく
は３である。
【００５６】
　疎水性ポリアミンエトキシレートポリマーのＱは、独立に電子対、水素、メチル基、エ
チル基およびこれらの組合せから選択される。配合者が、疎水性ポリアミンエトキシレー
トの中性主鎖を所望する場合、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
また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主鎖を所望する場合、少なくとも疎水性ポリアミンエトキシレートポ
リマーのＱは、メチル、エチルから選択されるべきであり、好ましくはメチルである。
【００５７】
　疎水性ポリアミンエトキシレートポリマーのｍ指数は、２～６、好ましくは３である。
疎水性ポリアミンエトキシレートポリマーの指数ｘは、非四級化窒素を含有するポリマー
では、平均約１～約７０のエトキシ単位、好ましくは平均約２０～約７０、好ましくは約
３０～約５０となるように独立に選択され、四級化窒素を含有するポリマーでは好ましく
は約１～約１０となるように選択される。
【００５８】
　疎水性ポリアミンエトキシレートのエトキシ単位は、陰イオン性末端封鎖単位をいずれ
かまたは全てのエトキシ単位に独立して加えることにより、さらに修飾されてもよい。好
適な陰イオン性末端封鎖単位としては、硫酸塩、スルホコハク酸塩、コハク酸塩、マレイ
ン酸塩、リン酸塩、フタル酸塩、スルホカルボン酸塩、スルホジカルボン酸塩、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、スルホン酸塩、モノ
カルボキシレート、メチレンカルボキシレート、炭酸塩、メリト（mellitic）、ピロメリ
ト（pyromellitic）、クエン酸塩、アクリレート、メタクリレート、およびこれらの組合
せが挙げられる。陰イオン性末端封鎖単位は硫酸塩であることが好ましい。
【００５９】
　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、四級化を通
し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、窒素を四級化またはプロトン化することを
意味する。
【００６０】
　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）または、これらのＬおよび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類だけでなく、ブロック、グ
ラフトまたはランダムコポリマー類のような、グルタミン酸を含有するコポリマー類も含
む。これらとしては、例えば、アスパラギン酸のような少なくとも１つの他のアミノ酸、
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エチレングリコール、エチレンオキシド（またはこれらのいずれかのオリゴマーまたはポ
リマー）、またはポリビニルアルコールを含有するコポリマー類が挙げられる。グルタミ
ン酸は、もちろん、例えば、一般に基あたり１８個以下の炭素原子を備える、アルキル基
、ヒドロキシアルキル基、アリール基およびアリールアルキル基を含む１以上の置換基、
またはエステル結合により結合したポリエチレングリコールを保有することができる。１
９９５年１１月２８日発行の米国特許第５，４７０，５１０号を参照のこと。
【００６１】
　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、またはＮ－オキシド基が重合可能な単位の一部を形成する、または両方の組
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な単位の一部を
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、プロリジン、ピペリジン、キノリン、アクリジンおよびこれらの誘導体類
のような複素環式基の一部を含むポリアミンＮ－オキシド類を含む。前記ポリアミンＮ－
オキシド類の別の部類は、Ｎ－オキシド基が重合可能な単位に結合しているポリアミンＮ
－オキシド類の群を含む。これらのポリアミンＮ－オキシド類の好ましい部類は、ポリア
ミンＮ－オキシド類である。
【００６２】
　形成されるアミンオキシドポリマーが転染抑制特性を有する限り、いかなるポリマー主
鎖も使用できる。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およびこれ
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、アミンのアミンＮ－
オキシドに対する比が約１０：１～１：１００００００である。しかし、ポリアミンオキ
シドポリマー中に存在するアミンオキシド基の量は、適切な共重合によってまたは適切な
Ｎ－酸化度によって変動し得る。好ましくは、アミンのアミンＮ－オキシドに対する比が
、約２：３～約１：１００００００、約１：４～約１：１００００００、および約１：７
～約１：１００００００である。汚れ懸濁ポリマー類は、あるモノマーの種類がアミンＮ
－オキシドであり、他のモノマーの種類がアミンＮ－オキシドまたはそれ以外のいずれか
である、ランダムまた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のｐＫａは、１０未満、７未満、および６未満である。ポリアミンオ
キシド類は、ほとんど全ての重合度で得ることができる。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、平均分子量は、約５００～約１０００，０
００、約１，０００～約５０，０００、約２，０００～約３０，０００、および約３，０
００～約２０，０００の範囲内である。
【００６３】
　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
　洗浄組成物中に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の
Ｎ－ビニルピロリドンに対するモル比が、約１～約０．２、約０．８～約０．３および約
０．６～約０．４であり、ポリマーの平均分子量が約５，０００～約５０，０００、約８
，０００～約３０，０００、および約１０，０００～約２０，０００である、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。この平均分子量の範囲
は、Ｈ．Ｇ．バース（Barth）およびＪ．Ｗ．メイズ（Mays）著、化学分析（Chemical An
alysis）第１１３巻「近代的高分子特性解析法（Modern Methods of Polymer Characteri
zation）」に記載されている光散乱によって算出したものである。
【００６４】
　ポリビニルピロリドン
　約２，５００～約４００，０００、約５，０００～約２００，０００、約５，０００～
約５０，０００、および約５，０００～約１５，０００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む、本明細書に用いるための別の
好適な汚れ懸濁ポリマーもまた利用され得る。好適なポリビニルピロリドン類は、ニュー
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ヨーク州ニューヨークおよびカナダ、モントリオールのＩＳＰ社（ISP Corporation）か
ら、ＰＶＰＫ－１５（平均分子量１０，０００）、ＰＶＰＫ－３０（平均分子量４０，０
００）、ＰＶＰＫ－６０（平均分子量１６０，０００）およびＰＶＰＫ－９０（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およびソカラン（Sokalan）（登録商標）ＨＰ１２が挙げられ、洗剤分
野の当業者に既知のポリビニルピロリドン類は欧州特許出願２６２，８９７号、および同
第２５６，６９６号を参照のこと。
【００６５】
　ポリビニルオキサゾリドンおよ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好適な汚れ懸濁ポリマー類は、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および約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を含む。
【００６６】
　界面活性剤
　本発明の洗浄組成物は、所望により、洗浄組成物の約０．１重量％～約２０重量％、好
ましくは約０．２重量％～約１０重量％、より好ましくは約０．２重量％～約５重量％の
、１以上の界面活性剤を有する界面活性剤系をさらに含んでもよい。
【００６７】
　本発明に使用できる界面活性剤系は、非イオン性、陰イオン性、陽イオン性界面活性剤
、両性、双性、半極性の非イオン性界面活性剤から選択される１以上の界面活性剤、アル
キルアルコール類のような他の補助剤またはこれらの混合物を含んでもよい。
【００６８】
　陰イオン性界面活性剤
　本明細書で有用な陰イオン性界面活性剤の非限定的な例としては、Ｃ８～Ｃ１８アルキ
ルベンゼンスルホン酸塩類（ＬＡＳ）、Ｃ１０～Ｃ２０一級、分岐鎖およびランダムアル
キル硫酸塩類（ＡＳ）、Ｃ１０～Ｃ１８二級（２，３）アルキル硫酸塩類、Ｃ１０～Ｃ１

８アルキルアルコキシ硫酸塩類（ＡＥｘＳ）（式中、ｘは好ましくは１～３０である）、
好ましくは１～５個のエトキシ単位を含むＣ１０～Ｃ１８アルキルアルコキシカルボキシ
レート類、米国特許第６，０２０，３０３号および同第６，０６０，４４３号で論じられ
たような中鎖分岐アルキル硫酸塩類、米国特許第６，００８，１８１号および同第６，０
２０，３０３号で論じられたような中鎖分岐アルキルアルコキシ硫酸塩類、国際公開特許
第９９／０５２４３号、同第９９／０５２４２号および同第９９／０５２４４号で論じら
れたような修飾アルキルベンゼンスルホン酸塩（ＭＬＡＳ）、メチルエステルスルホン酸
塩（ＭＥＳ）、およびα－オレフィンスルホン酸塩（ＡＯＳ）が挙げられる。
【００６９】
　非イオン性補助界面活性剤
　非イオン性補助界面活性剤の非限定的な例としては、シェル（Shell）製ネオドール（N
EODOL）（登録商標）、並びにＢＡＳＦ製ルーテンソル（LUTENSOL）（登録商標）ＸＬお
よびルーテンソル（登録商標）ＸＰのようなＣ１２～Ｃ１８アルキルエトキシレート類、
Ｃ６～Ｃ１２アルキルフェノールアルコキシラート類（ここで、アルコキシラート単位は
エトキシおよびプロポキシ単位の混合物である）、ＢＡＳＦ製プルロニック（PLURONIC）
（登録商標）のようなエチレンオキシド／プロピレンオキシドブロックアルキルポリアミ
ンエトキシレートを有するＣ１２～Ｃ１８アルコールとＣ６～Ｃ１２アルキルフェノール
の縮合体、米国特許第６，１５０，３２２号で論じられたような、Ｃ１４～Ｃ２２中鎖分
岐アルコール類、ＢＡ、米国特許第６，１５３，５７７号、同第６，０２０，３０３号お
よび同第６，０９３，８５６号で論じられたようなＣ１４～Ｃ２２中鎖分岐アルキルアル
コキシラート類、ＢＡＥｘ（式中、ｘは１～３０である）、米国特許第４，５６５，６４
７号（レナード（Llenado）、１９８６年１月２６日発行）で論じられたようなアルキル
多糖類、具体的には米国特許第４，４８３，７８０号および同第４，４８３，７７９号で
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論じられたようなアルキルポリグリコシド類、並びに米国特許第６，４８２，９９４号お
よび国際特許公開第０１／４２４０８号で論じられたようなエーテル末端封鎖ポリ（オキ
シアルキル化）アルコール界面活性剤が挙げられる。
【００７０】
　半極性非イオン性補助界面活性剤の非限定的な例としては、約１０～約１８個の炭素原
子の１つのアルキル部分、並びに約１～約３個の炭素原子を含有するアルキル部分および
ヒドロキシアルキル部分から成る群から選択される２つの部分を含有する水溶性アミンオ
キシド類、約１０～約１８個の炭素原子の１つのアルキル部分、並びに約１～約３個の炭
素原子を含有するアルキル部分およびヒドロキシアルキル部分から成る群から選択される
２つの部分を含有する水溶性ホスフィンオキシド類、約１０～約１８個の炭素原子の１つ
のアルキル部分、並びに約１～約３個の炭素原子を含有するアルキル部分およびヒドロキ
シアルキル部分から成る群から選択される部分を含有する水溶性スルホキシド類が挙げら
れる。国際特許公開第０１／３２８１６号、米国特許第４，６８１，７０４号および同第
４，１３３，７７９号を参照のこと。
【００７１】
　ビルダー
　本発明の洗浄組成物は、所望により１以上の洗剤ビルダーまたはビルダー系を含む。存
在する場合、組成物は通常、少なくとも約１重量％～約８０重量％、約５重量％～約５０
重量％、約１０重量％～約４０重量％の洗剤ビルダーを含む。
【００７２】
　ビルダーとしては、ポリホスフェートのアルカリ金属、アンモニウムおよびアルカノー
ルアンモニウム塩、アルカリ金属シリケート類、アルカリ土類およびアルカリ金属の炭酸
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
カルボキシレート類、エチレンまたはビニルメチルエーテルと無水マレイン酸のコポリマ
ー類、１，３，５－トリヒドロキシベンゼン－２，４，６－トリスルホン酸およびカルボ
キシメチルオキシコハク酸、種々のアルカリ金属、エチレンジアミン四酢酸およびニトリ
ロ三酢酸のようなポリ酢酸のアンモニウムおよび置換アンモニウム塩、並びにメリト酸、
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およびその可溶性塩のようなポリカルボキシレート類が
挙げられるが、これらに限定されない。
【００７３】
　本明細書の洗浄組成物はまた、所望により有機洗剤ビルダー材料を含有してもよい。例
としては、アルカリ金属、クエン酸塩類、コハク酸塩類、マロン酸塩類、カルボキシメチ
ルコハク酸塩類、カルボン酸塩類、ポリカルボン酸塩類、およびポリアセチルカルボン酸
塩類が挙げられる。具体的な例としては、オキシジコハク酸、メリト酸、ベンゼンポリカ
ルボン酸、Ｃ１０～Ｃ２２脂肪酸およびクエン酸のナトリウム、カリウム、およびリチウ
ム塩が挙げられる。他の例は、モンサント（Monsanto）から販売されているデクエスト（
DEQUEST）（登録商標）有機ホスホネート種の金属イオン封鎖剤およびアルカンヒドロキ
シホスホネート類である。クエン酸塩およびＣ１２～Ｃ１８脂肪酸石鹸が、極めて好まし
い。
【００７４】
　他の有機ビルダーとしては、ビルダーの特性を有することが既知であるより高分子量の
ポリマーおよびコポリマーが挙げられる。例えば、こうした材料としては、ＢＡＳＦから
ソカラン（SOKALAN）（登録商標）として販売されているもののような、適切なポリアク
リル酸、ポリマレイン酸、およびポリアクリル／ポリマレイン酸コポリマー類、およびそ
れらの塩類、イオン性および／または疎水性物質のいずれかを有するポリアクリル酸のコ
ポリマー類が挙げられる。こうしたポリマー材料の選択に配慮して、所望の％Ｔを有する
液体洗浄組成物に配合しなければならないことに、留意することが重要である。これは、
こうした材料の適切な分子最適化、これらの材料が清澄かつ透明な配合を形成するのに必
要な配合許容度の最適化および定義、並びに／または清澄かつ透明な液体洗浄組成物に配
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合するための適切な濃度におけるこうした材料の添加によって達成されてもよい。
【００７５】
　組成物は、利用される場合、組成物の３０重量％以下、０重量％～約２０重量％、約０
．０１重量％～約１０重量％の有機ビルダー材料を含んでいてもよい。
【００７６】
　洗浄組成物の使用に応じて、ＳＴＰＰのようなリン酸化ビルダーもまた利用することが
できる。利用する場合、組成物は、組成物の約５０重量％以下、０重量％～約３０重量％
、約０．０１重量％～約２５重量％のリン酸化ビルダーを含んでもよい。
【００７７】
　任意成分
　本発明の洗浄組成物には、任意の数のさらなる任意成分が含有されていてよい。これら
には液体担体、洗剤ビルダー、酵素、酵素安定剤（プロピレングリコール、ホウ酸および
／またはホウ砂のような）、キレート剤、泡抑泡剤、他の布地ケア有益剤、ｐＨ調整剤、
スメクタイト粘土、構造化剤、転染抑制剤、蛍光増白剤、香料、および着色剤のような、
従来の洗濯洗浄組成物成分が挙げられる。これらとしてはまた、液体担体、ガラスケア用
亜鉛含有化合物類、リン酸化ビルダー類、泡抑制剤類、酵素類、酵素安定剤（ホウ酸およ
び／またはホウ砂のような）、キレート剤、構造化剤、香料および着色材のような従来の
食器洗浄組成物成分が挙げられる。種々の任意の洗浄組成物成分は、本明細書の洗浄組成
物中に存在する場合、それらを洗浄組成物または洗濯作業に対して所望の貢献をもたらす
ため、従来使用されている濃度で利用されるべきである。しばしば、そのような任意の洗
浄組成物成分の総量は、組成物の約５重量％～約５０重量％、より好ましくは約５重量％
～約４０重量％であってよい。
【００７８】
　液体担体
　本発明による液体洗浄組成物はまた、液体担体を含有する。一般に、本明細書の組成物
において使用される液体担体の量は比較的多くなり、洗浄組成物の残部に含まれることが
多いが、洗浄組成物の約５重量％～約８５重量％含まれ得る。低濃度のある実施形態では
、洗浄組成物の５重量％～２０重量％の液体担体が利用される。
【００７９】
　最も費用効率の高い種類の水性非界面活性液体担体は、言うまでもなく水自体である。
従って、水性非界面活性液体担体成分は一般に、完全でないとしても、大部分が水から成
るであろう。さらに、メタノール、エタノールおよび／またはプロパノールのような、Ｃ

１～Ｃ３低級アルカノール類、ジオール類、他のポリオール類、エーテル類、モノ－、ジ
－およびトリ－エタノールアミン類のようなＣ１～Ｃ３アルカノールアミン類等のような
、他の種類の水混和性液体が従来、ヒドロトロープ、共溶媒または安定剤として液体洗浄
組成物に添加されてきた。必要に応じて、３Ｖ社（3V Co）製ポリアクリレート増粘剤で
ある、ポリゲル（Polygel）ＤＫＰ（登録商標）のような増粘剤もまた利用できる。使用
される場合、相安定剤類／共溶媒類は本明細書の組成物の約０．１重量％～５．０重量％
を構成することができる。
【００８０】
　酵素
　例えば、タンパク質系、炭水化物系、またはトリグリセリド系汚れの除去、および／ま
たは布地の復元を含む、多種多様な布地の洗濯の目的のために、本明細書における液体洗
濯洗浄組成物に、有効量の酵素を含んでもよい。本明細書で使用する時、「有効量」とは
、所望の汚れの除去または布地の復元量を達成するために添加される酵素の量である。
【００８１】
　好適な酵素の例としては、ヘミセルラーゼ類、ペルオキシダーゼ類、プロテアーゼ類、
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
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ゼ類、ペントサナーゼ類、マラナーゼ類、β－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、ラッカーゼ、および既知のアミラーゼ類、または
これらの組み合わせが挙げられるが、これらに限定されない。他の種類の酵素も含まれて
よい。酵素は、植物、動物、細菌、真菌および酵母のような、任意の好適な起源であって
よい。しかしながら、それらの選択は、ｐＨ活性および／または安定性の最適条件、熱安
定性、活性な洗剤やビルダー等に対する安定性のような幾つかの要因によって決定される
。
【００８２】
　可能な酵素の組合せは、アミラーゼと共に、プロテアーゼ、リパーゼ、クチナーゼおよ
び／またはセルラーゼのような従来の洗浄性酵素類の反応混液（cocktail）を含む。洗浄
性酵素は、米国特許第６，５７９，８３９号に、より詳細に記載されている。本明細書で
特に好ましい組成物は、約０．０５重量％～約２重量％の洗浄性酵素を含有する。
【００８３】
　酵素は、組成物１ｇあたり、通常、約５重量ｍｇ以下、より一般的には、０．０１ｍｇ
～３ｍｇの活性酵素を提供するのに十分な濃度で組み込まれる。換言すると、本明細書に
おける組成物は、通常、約０．００１重量％～約５重量％、好ましくは約０．０１重量％
～１重量％の市販酵素製剤を含むであろう。プロテアーゼ酵素類は、通常そのような市販
製剤中に、組成物１ｇ当たり０．００５～０．１アンソン単位（ＡＵ）の活性を提供する
のに十分な濃度で存在する。
【００８４】
　液体洗剤製剤のために有用な酵素物質、およびそれらのこうした製剤への組み込みにつ
いては、米国特許第４，２６１，８６８号（ホラ（Hora）ら）、および米国特許第４，５
０７，２１９号（ヒューズ（Hughes））に開示されている。
【００８５】
　酵素安定剤
　酵素または酵素類が本発明の組成物中に含まれる場合、組成物は、酵素安定剤をも含有
することが好ましい。酵素は、カルシウムおよび／またはマグネシウム化合物類、ホウ素
化合物類および置換ホウ酸類、芳香族ホウ酸エステル類、ペプチド類およびペプチド誘導
体類、ポリオール類、低分子量カルボキシレート類、比較的疎水性の有機化合物類（すな
わち、特定のエステル類、ジアルキルグリコールエーテル類、アルコール類、またはアル
コールアルコキシラート類）、カルシウムイオン源に加えてアルキルエーテルカルボキシ
レート、ベンズアミジン次亜塩素酸塩、低脂肪族アルコール類およびカルボン酸類、Ｎ，
Ｎ－ビス（カルボキシメチル）セリン塩類、（メタ）アクリル酸－（メタ）アクリル酸エ
ステルコポリマーおよびＰＥＧ、リグニン化合物類、ポリアミドオリゴマー、グリコール
酸またはその塩類、ポリヘキサメチレンビグアニドまたはＮ，Ｎ－ビス－３－アミノ－プ
ロピル－ドデシルアミンまたは塩、およびこれらの混合物のような、任意の既知の安定剤
系を使用して安定化できる。また、米国特許第３，６００，３１９号（ゲッジ（Gedge）
ら、）、欧州特許第０１９９４０５号（ベネガス（Venegas）、米国特許第３，５１９，
５７０号および同第４，５３７，７０６号（ホウ酸種）を参照のこと。
【００８６】
　一般的な洗剤、特に液体は、酵素を安定化させるために、最終組成物１リットル当たり
、約１～約３０、好ましくは約２～約２０、より好ましくは約５～約１５、最も好ましく
は約８～約１２ｍｍｏｌのカルシウムイオンを含むであろう。これらに限定されないが、
塩化カルシウム、硫酸カルシウム、リンゴ酸カルシウム、マレイン酸カルシウム、水酸化
カルシウム、ギ酸カルシウム、酢酸カルシウム、および対応するマグネシウム塩類を含む
、任意の水溶性カルシウムまたはマグネシウム塩が、カルシウムまたはマグネシウムイオ
ン源として使用できる。従って、一般的な提案として、本明細書の組成物は一般に、洗浄
組成物の約０．０５重量％～約２重量％のカルシウム若しくはマグネシウムイオン、また
はその両方の水溶性源を含むであろう。
【００８７】
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　液体組成物において、第二酵素類のタンパク質分解酵素による分解は、ペプチドまたは
タンパク質型のような、プロテアーゼ可逆性阻害物質類、特にＶＩ族の修飾サブチリシン
阻害物質およびプラスミノストレピン（plasminostrepin）、ロイペプチン、ペプチドト
リフルオロメチルケトン類、ペプチドアルデヒド類により回避できる。
【００８８】
　キレート剤類
　本明細書で有用なキレート剤は、金属イオンと結合することによる、水浴中の重金属の
混入または水の硬度（例えば、カルシウムおよびマグネシウムイオン）の有害反応を制御
できる、任意の好適な量または形態である全ての化合物から選択される。多座配位子はい
ずれもキレート化剤として好適である。例えば、好適なキレート化剤としては、カルボン
酸塩類、リン酸塩類、ホスホン酸塩類、多官能性置換芳香族化合物類、ポリアミン類、生
分解性化合物類、これらのキレート化剤のアルカリ金属、アンモニウムまたは置換アンモ
ニウム塩類、または錯体類、およびこれらの混合物が挙げられるが、これらに限らない。
好適なキレート化剤および使用濃度のさらなる例は、米国特許第３，８１２，０４４号、
同第４，７０４，２３３号、同第５，２９２，４４６号、同第５，４４５，７４７号、同
第５，５３１，９１５号、同第５，５４５，３５２号、同第５，５７６，２８２号、同第
５，６４１，７３９号、同第５，７０３，０３１号、同第５，７０５，４６４号、同第５
，７１０，１１５号、同第５，７１０，１１５号、同第５，７１２，２４２号、同第５，
７２１，２０５号、同第５，７２８，６７１号、同第５，７４７，４４０号、同第５，７
８０，４１９号、同第５，８７９，４０９号、同第５，９２９，０１０号、同第５，９２
９，０１８号、同第５，９５８，８６６号、同第５，９６５，５１４号、同第５，９７２
，０３８号、同第６，１７２，０２１号、および同第６，５０３，８７６号に記載されて
いる。
【００８９】
　キレート剤は、存在する場合、組成物の約０．１重量％～約５重量％、０．２５重量％
～３重量％含んでもよい。
【００９０】
　方法
　本発明は、表面または布地を洗浄するための方法を含む。このような方法は、本発明の
組成物を、無希釈または洗浄溶液で希釈して、表面または布地の少なくとも一部分に接触
させ、次いで、所望により、表面または布地をすすぐ工程を含む。好ましくは、表面また
は布地には、前述した任意のすすぎ工程に先立ち、洗浄工程が実施される。本発明の目的
上、洗浄は、擦ることおよび機械的攪拌を含むが、これらに限定されない。
【００９１】
　当業者には理解されるように、本発明の洗浄組成物は、理想的には、ホームケア（硬質
表面洗浄組成物）、パーソナルケア、および／または洗濯用途での使用に適している。そ
れ故に、本発明は、表面を洗浄するおよび／または布地を洗濯するための方法を包む。方
法は、洗浄／洗濯される表面および／または布地を、本発明の組成物と接触させる工程を
含む。表面は、堅木、タイル、セラミック、プラスチック、皮、金属、ガラスのような通
常の家庭で見られる大部分の任意の硬質面を含んでもよく、または毛髪および皮膚のよう
なパーソナルケア製品における洗浄面から成ってもよい。表面はまた、食器、ガラス製品
、および他の調理表面を含んでもよい。布地は、標準的な消費者の使用条件で洗濯され得
る大部分の任意の布地を含んでもよい。
【００９２】
　洗浄組成物溶液のｐＨは、洗浄する表面に対して最も相補的になるように選択され、ｐ
Ｈ約５～約１１の広い範囲にわたる。皮膚および毛髪洗浄のようなパーソナルケアの場合
、このような組成物のｐＨは、好ましくはｐＨ約５～約８であり、洗濯洗浄組成物の場合
、ｐＨ約８～約１０である。組成物は、好ましくは、溶液中で約２００ｐｐｍ～約１０，
０００ｐｐｍの濃度で用いられる。水温は、好ましくは約５℃～約１００℃にわたる。
【００９３】
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　洗濯洗浄組成物で使用される場合、組成物は、好ましくは、溶液（または洗浄溶液）中
で約２００ｐｐｍ～約１００００ｐｐｍの濃度で用いられる。水温は好ましくは約５℃～
約６０℃の範囲である。水の布地に対する比は、好ましくは、約１：１～約２０：１であ
る。
【００９４】
　本明細書中に記載する組成物は、前記組成物を食器表面と接触させ、次いで前記食器表
面を水ですすぎ洗いすることにより、汚れた食器類の洗浄のために使用することができる
。所望により、食器類を熱または風乾のいずれかによって乾燥させる。好ましくは、食器
類は自動食器洗浄器内に定置する。本明細書において好適な自動食器洗浄組成物は、分与
バスケットまたはカップ、ボトル（ポンプ補助付きボトル、スクイーズボトル等）、機械
式ポンプ、複数区画ボトル、カプセル、複数区画カプセル、ペーストディスペンサー、単
一および複数区画水溶性小袋、並びにこれらの組み合わせが挙げられるが、これらに限定
されない、いかなる適切なデバイスからも分与できる。例えば、多相錠剤、水溶性または
水分散性小袋、およびこれらの組み合わせを、組成物を所望の食器表面に送達するために
使用してもよい。
【００９５】
　当業者に理解されるように、本発明の洗浄組成物はまた、パーソナル洗浄ケア用途にお
ける使用に適している。従って、本発明は皮膚または毛髪を洗浄するための方法を包含す
る。この方法は、洗浄溶液または、本願の洗浄組成物の実施形態で含浸された不織布基材
に、洗浄されるべき皮膚／毛髪を接触させる工程を含む。皮膚および毛髪に接触させる場
合の不織布基材の使用方法は、ユーザーの手によって、または不織布基材を取り付けた器
具を用いて行われてもよい。
【００９６】



(21) JP 2009-511656 A 2009.3.19

10

20

30

40

【表１】

　１　米国特許第６，０２０，３０３号および同第６，０６０，４３３号に記載されてい
るようなもの
　２　上記に記載されているようなもの
　３　上記アクリル酸／マレイン酸コポリマー、ヘキサメチレンジアミンエトキシレート
および／またはポリアクリレートポリマーのようなもの
　４　ＮＯＢＳおよび／またはＴＡＥＤ
　５　プロテアーゼ、マンナウェイ（mannaway）、ナタラーゼ、リパーゼおよびこれらの
混合物のような１以上の酵素
【００９７】
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【表２】

　１　上記に記載されているようなもの
　２　ＢＡＳＦから商品名ルテンシット（LUTENSIT）（登録商標）として入手可能な、米
国特許第４，５９７，８９８号、同第５，５６５，１４５号に記載されているような、お
よび国際公開特許第０１／０５８７４号に記載されているもののような水溶性汚れ懸濁ポ
リマー
　３　プロテアーゼ、マンナウェイ（mannaway）、ナタラーゼ、リパーゼおよびこれらの
混合物のような１以上の酵素
　＊　引用数字は１００ｇあたりの酵素量（ｍｇ）
【００９８】
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【表３】

　１　３Ｖ社（3V Co.）製のポリアクリレート増粘剤
　２　オリン社（Olin Corporation）製の直鎖アルコールエトキシレート
　３　アルコ・ケミカル社（Alco Chemical Co.）製のアクリル酸のスルホン化コポリマ
ー
　４　上記に記載したようなもの
　５　上記のもののような汚れ懸濁ポリマー
　６　プロテアーゼ、マンナウェイ（mannaway）、ナタラーゼ、リパーゼおよびこれらの
混合物のような１以上の酵素
【００９９】
【表４】
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　１　アルコスパース（Alcosperse）（登録商標）２４６または２４７のような、アルコ
・ケミカル社（Alco Chemical Co.）製の、アクリル酸のスルホン化コポリマー
　２　オリン社（Olin Corporation）製の直鎖アルコールエトキシレート
　３　上記に記載したようなもの
　４　上記に記載したような汚れ懸濁ポリマー
　６　プロテアーゼ、マンナウェイ（mannaway）、ナタラーゼ、リパーゼおよびこれらの
混合物のような１以上の酵素
【０１００】
　「発明を実施するための最良の形態」で引用したすべての文献は、関連部分において本
明細書に参考として組み込まれるが、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。この文書における用語のいず
れかの意味または定義が、参考として組み込まれる文献における用語のいずれかの意味ま
た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または定
義を適用するものとする。
【０１０１】
　本発明の特定の実施形態について説明し記載したが、この発明の要旨および範囲を逸脱
せずに様々なその他の変更および修正が可能であることは当業者には明白であろう。した
がって、本発明の範囲内にあるそのようなすべての変更およ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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