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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プレミックス形態の、液体及びゲル状洗濯洗剤用外部構造化系であって、
　ａ．４０℃～１００℃の融解温度を有する２～１０重量％の、硬化ヒマシ油であるグリ
セリドの結晶と、
　ｂ．２～１０重量％のアルカノールアミンであって、前記アルカノールアミンがモノエ
タノールアミンであるアルカノールアミンと、
　ｃ．５～５０重量％のアニオンのアルキルベンゼンスルホネートアニオン性界面活性剤
と、
　ｄ．３０重量％～９０重量％の水と、から本質的になり、
　前記アルカノールアミンが、少なくとも前記アルキルベンゼンスルホネートアニオン性
界面活性剤のアニオン型の電荷の平衡を保つ量で存在し、
　前記構造化系が、一価および二価の無機金属イオンを実質的に含まないことを特徴とす
る、外部構造化系。
【請求項２】
　前記結晶が、アスペクト比が少なくとも５：１であり、針状粒子半径が少なくとも２０
ナノメートルである非球状の細長い晶癖を有する、請求項１に記載の外部構造化系。
【請求項３】
　前記アルキルベンゼンスルホネートが、７０％以下の２－フェニル異性体含有量を有す
る、請求項１に記載の外部構造化系。
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【請求項４】
　前記アルカノールアミンが、前記構造化系中に前記アニオン性界面活性剤よりも化学量
論的に過剰に存在し、前記外部構造化系を水で５重量％で希釈した場合のｐＨが７．５～
９．０である、請求項１に記載の外部構造化系。
【請求項５】
　１２～５０重量％の前記アニオンの前記アルキルベンゼンスルホネートアニオン性界面
活性剤を含む、請求項１に記載の外部構造化系。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、結晶化トリグリセリド（結晶化した硬化ヒマシ油（ＨＣＯ）が挙げられるが
、これに限定されない）を含む外部構造化系（ＥＳＳ）に関する。本発明は、ＥＳＳを作
製する方法、ＥＳＳを含む液体又はゲル状の洗濯洗剤組成物にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　かなりの量の界面活性剤を含む液体組成物、特に水性洗剤組成物は、界面活性剤に富む
１つ以上の相及び水分に富む１つの相のように、２相以上に分かれるその傾向を考えると
、配合しにくい場合がある。界面活性剤を含有する液体組成物中に微粒子物質を懸濁させ
なければならないときには、その微粒子は時間の経過と共に、その液体組成物の最上部に
浮かび上がるか、又はその液体組成物の最下部に沈殿する傾向を有し得るので、更なる技
術的な難点が生じる場合がある。その上、消費者は、洗浄性能、布地ケア効果、外観効果
、及び／又は、視覚的若しくは審美的刺激をもたらすことのできる安定化微粒子物質を提
供する流体洗剤を好む。高濃縮界面活性剤の固有の構造化特性に依存することによる完全
な内部構造化は、分散した微粒子物質を安定化させる目的で使用できる１つのアプローチ
である。しかしながら、このアプローチは、界面活性剤を無駄にする可能性があると共に
、配合の柔軟性を限定する場合がある。これら及び他の関連する技術的難点は、外部構造
化剤及び外部構造化剤を含む系の使用を通じて、消費者の好む点を保ったまま克服するこ
とができる。
【０００３】
　ヒドロキシル含有安定剤を含む外部構造化系（ＥＳＳ）の使用を通じて安定化されてい
る水性洗濯洗剤組成物について説明されてきた。硬化ヒマシ油（ＨＣＯ）は有用なヒドロ
キシル含有安定剤の非限定例である。ＨＣＯは、一般的な洗濯洗剤用アニオン性界面活性
剤である、ナトリウムで中和した直鎖アルキルベンゼンスルホネート（ＮａＬＡＳ）を用
いて、洗濯洗剤組成物中に配合することができる。ＮａＬＡＳは、ＨＣＯ構造化系の乳化
剤として作用すると考えられている。上記の系中で用いるための酸性型ＬＡＳ（ＨＬＡＳ
）を例えば水酸化ナトリウムで中和して、ＮａＬＡＳを形成させてよい。構造化剤系は、
洗剤組成物の残部とは別に、水性Ｎａで中和したＬＡＳにＨＣＯを溶解させた物を形成さ
せることによって調製することができ、次いでこの溶解物を攪拌して溶融ＨＣＯのエマル
ションを形成させてもよい。次に、このエマルションを冷却してＨＣＯを結晶化させてよ
い。結晶化すると、プレミックスの形態の外部構造化剤を生じさせることができる。続い
て、構造化させる目的で、このプレミックスを液体洗濯洗剤組成物の残部に加えてもよい
。あるいは、溶融乳化ＨＣＯプレミックスを洗剤組成物の残部と混合してから冷却するこ
とによって、構造化剤をインサイチューで結晶化させてもよい。
【０００４】
　液体洗剤、特に含水量の少ない液体洗剤、及びゲル形態の洗剤は、より希釈された同等
の洗剤よりも継続維持できるので、望ましい場合がある。今では、界面活性剤に富む液体
又はゲル形態の洗剤で、水分及び／又は溶媒含有量が比較的少ない洗剤を調製するのに用
いる外部構造化系に、アルカリ金属イオン、更に具体的にはＮａイオンのような無機イオ
ンを導入するのは望ましくない場合があることが明らかにされている。
【０００５】
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　更に、かなり驚くべきことに、ＥＳＳを介して液体又はゲル形態の洗濯洗剤に導入され
るナトリウムの総量が多くないとしても、例えば最大で約４重量％だとしても、ＨＣＯ乳
化剤を、ナトリウムで中和したアニオン性界面活性剤の形態から、アルカノールアミンで
中和したアニオン性界面活性剤の形態、特にモノエタノールアミン（ＭＥＡ）で中和した
ＬＡＳの形態に変えると、従来のレオロジー技法によって測定した場合に、外部構造化剤
混合物及び完成した液体又はゲル形態の洗濯洗剤の双方の視覚的外観、及び／又は相安定
性、及び／又は微粒子物質運搬能力が向上することが明らかにされている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　１つの実施形態では、ＥＳＳをプレミックスとして提供する。このプレミックスは、水
性の少なくとも部分的に低級アルカノールアミンで中和したＬＡＳ、好ましくはモノエタ
ノールアミンで中和したＬＡＳ中に、結晶性グリセリド（ＨＣＯが挙げられるが、これに
限定されない）を溶解させた物を形成させた生成物である。この結晶性グリセリドの溶解
物は、エマルション又はマイクロエマルションの形態であり、ＬＡＳは、結晶性グリセリ
ドの乳化剤として作用する。明瞭化のために、「アルカノールアミンで中和した」とは、
アニオン性界面活性剤ＬＡＳの対イオンが、アルカノールアミンのカチオン性型又はカチ
オン型であることを意味するものと理解されたい。このアルカノールアミンは、溶媒又は
緩衝剤として作用していない。上記のエマルションを冷却してグリセリドを結晶化させる
。これによって、アルカノールアミンを含みナトリウムを含まない結晶性グリセリドのプ
レミックスの形態の外部構造化剤が生じ、これは、商品として輸送することができるか、
又は液体洗濯洗剤組成物の残部に直接加えることができる。得られた洗剤組成物は、驚く
べきことに、ナトリウムで中和した同等のＬＡＳで乳化させた結晶性グリセリドを用いた
ときに可能であるよりも、物理的安定性が高く、及び／又は全体としての洗浄性界面活性
剤を高濃度で含むことができ、並びに／あるいは任意の有益剤、例えばカプセル化漂白剤
、香料マイクロカプセル、雲母等の粒子を構造化又は懸濁させることが更に可能である。
本明細書におけるＥＳＳ組成物は、要するに、ナトリウムで中和したＬＡＳで乳化させた
結晶性グリセリドを用いて作製した他の類似のＥＳＳよりも高い増粘力を有する。
【０００７】
　驚くべきことに、かつ意外なことに、アニオン性界面活性剤の対イオンをＮａＬＡＳか
らＭＥＡ－ＬＡＳにわずかに変えると、プレミックス中及び得られる洗剤組成物中に形成
されるグリセリド結晶のレオロジー、物理的構造、及び産業上の有用性がかなり大幅に向
上することが分かった。
【０００８】
　本発明の更に別の態様では、本発明のＥＳＳプレミックスの使用によって、最終的な洗
剤の望ましい製剤特性と、洗剤の使用時における特性との兼備をもたらす。これは、ＥＳ
Ｓを用いて洗剤を構造化することによって実現し、配合者が、高溶解性の界面活性剤をエ
ンドユーザに提供することに集中できるようにする。要するに、本発明は、配合上の考慮
事項（増粘、及び安定した製品の実現等）を使用上の考慮事項、例えば高溶解性の製品、
冷水での優れた洗浄性から切り離す。
【０００９】
　いくつかの実施形態では、本発明のＥＳＳは、以下の成分：
　ａ．４０℃～１００℃の融解温度を有する約２～約１０重量％のグリセリドの結晶と、
　ｂ．約２～約１０重量％のアルカノールアミンと、
　ｃ．約５～約５０重量％のアニオンのアニオン性界面活性剤と、を含み得る。
【００１０】
　アルカノールアミンは、少なくとも前記アニオン性界面活性剤のアニオン型の電荷の平
衡を保つ量で存在し、かつ構造化系は、いかなる無機カチオンも添加されていない。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
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【図１】粘度と０～３０ｓ－１の範囲の剪断速度とのプロット比較。
【図２】粘度と０～５ｓ－１の範囲の剪断速度とのプロット比較。
【図３】注入粘度（２０ｓ－１で測定）と剪断速度とのプロット比較。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本明細書で使用するとき、「外部構造化系」又はＥＳＳという用語は、洗剤組成物の洗
浄性界面活性剤のいずれの構造化作用からも独立して又は付帯的に、洗剤組成物に構造を
提供する特定の化合物又は化合物の混合物を指す。構造化効果としては、寸法及び密度が
広範である粒子の懸濁に適した降伏応力の付与が挙げられる。使用するＥＳＳは、以下に
詳述されている化学的同一性を有してよい。
【００１３】
　留意すべきことに、本発明のＥＳＳには、現時点で既知の個別の原材料を使用する。新
たな化学物質、即ち新たな化学化合物は生成されない。本発明は、硬化ヒマシ油のような
既知の化学物質の寸法及び／又は晶癖という物理的形状の修正、並びにこれに関連するプ
ロセスに関する。更に言えば、新たな化学物質の回避は、本発明の更なる利点の１つであ
る。
【００１４】
　理論に束縛されるものではないが、多くの外部構造化剤は、洗剤組成物中で特定の形態
を有する固体構造体を形成させることによって作用すると考えられている。これらの固体
構造体は、１つ以上の物理的形状を取ってもよい。典型的な物理的又は形態的形状の非限
定例としては、糸、針、リボン、円花、及びこれらの組み合わせが挙げられる。理論に束
縛されるものではないが、糸様、リボン様、スピンドル様、又は微細繊維様構造化系、即
ち、非球状の細長い粒子を有する構造化系は、液体において最も効率的な構造をもたらす
と考えられている。したがって、いくつかの実施形態では、糸様、リボン様、スピンドル
様、又は微細繊維様構造化系が好ましい。更には、アルカノールアミンで中和した、特に
モノエタノールアミンで中和したアニオン性界面活性剤を含む外部構造化系は、他の類似
の組成物に存在する構造化系で、ナトリウムで中和した界面活性剤が使われている構造化
系よりも、完全な繊維網状組織を含み、かつ、洗剤組成物において完全な繊維網状組織を
もたらす可能性があり、比較的構造化に劣る球状又は円花状の形態の濃度を驚くほど低下
させるという点で、より効率的である可能性があると考えられている。
【００１５】
　更には、根底をなす理論の観点では（ただし、根底をなす理論に制限されるものではな
い）、本発明のＥＳＳ系は、ナトリウムで中和したアニオン性界面活性剤を用いた系より
も高い増粘力を有する。Ｎａ－アニオン性界面活性剤の場合と比べて長い棒様構造体をＥ
ＳＳ中で生成させるからである。これは、懸濁液中の相互作用していない硬質棒状体のゼ
ロ剪断粘度が、それらの棒状体の長さの３乗と対応すると予想する理論と一致する。Ｍ．
Ｄｏｉ、Ｓ．Ｆ．Ｅｄｗａｒｄｓ、Ｄｙｎａｍｉｃｓ　ｏｆ　ｒｏｄ－ｌｉｋｅ　ｍａｃ
ｒｏｍｏｌｅｃｕｌｅｓ　ｉｎ　ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｅｄ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ，Ｐａｒ
ｔ　１，Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｏｌｌｏｉｄ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　７４（１９７８）ｐ
．５６０～５７０を参照されたい。
【００１６】
　更に、根底をなす理論の観点では（ただし、根底をなす理論に制限されるものではない
）、本発明のＥＳＳ系は、低い濃度において、Ｎａ－アニオン性界面活性剤を伴う系がも
たらす降伏応力又はゲル稠度よりも、高い降伏応力又はゲル稠度をもたらす。これは、最
低ゲル濃度が長さの逆数と対応すると予想する理論と一致する。Ｂｕｇ，Ａ．Ｌ．Ｒ．；
Ｓａｆｒａｎ，Ｓ．Ａ．Ｐｈｙｓ．Ｒｅｖ．１９８６，８８３，４７１６を参照されたい
。より簡単に言うと、溶液中に物体を分散させたものには臨界濃度が存在し、臨界濃度を
超えると、その系は、溶液中に分散している分離集合体を多く有する状態から、集合体の
連続的な網状組織を形成させる状態に転じる。この遷移によって、系は粘弾性液体から、
より「固体様」のゲルに変化する。この閾値を超えると、系は、巨視的な相分離に対する
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物理的安定性をもたらすのに関わる降伏応力を示し始める。
【００１７】
　本明細書で使用するとき、「液体」には、液体、ゲル、泡、ムース、及び実質的に気相
を持たないその他の任意の流動性組成物を挙げることができる。本発明の範囲内の流体の
非限定例としては、軽質及び重質液体洗剤組成物、硬質表面洗浄組成物、洗濯用として一
般的に使われている洗剤ゲル、並びに漂白剤及び洗濯用添加剤が挙げられる。気体、例え
ば懸濁泡を液体に含めてもよい。
【００１８】
　本明細書で使用するとき、「系」とは、常にではないが多くの場合、共通の計画に従う
か又は共通の目的を果たす多様な部分（即ち、物質、組成物、装置、器具、手順、方法、
条件等）から形成される複合体を意味する。
【００１９】
　「内部構造化」とは、構造化作用に関して、洗濯成分の大半の部類を形成する洗剤界面
活性剤に依存することを意味する。これと反対の意味で、本発明は、所望のレオロジー及
び粒子懸濁力を得るために非界面活性剤、例えば結晶化グリセリド（硬化ヒマシ油が挙げ
られるが、これに限定されない）に依存する構造化を意味する「外部構造化」を目的とす
るものである。
【００２０】
　「限界溶解性」とは、本明細書で使用するとき、配合された薬剤の９割以下が液体組成
物に実際に溶解することを意味する。外部構造化剤としての硬化ヒマシ油のような結晶性
グリセリドの利点は、非常に限定的な水溶性である。
【００２１】
　「可溶性」とは、本明細書で使用するとき、配合された薬剤の９割超が、２０℃の温度
にて液体組成物に実際に溶解することを意味する。
【００２２】
　「プレミックス」とは、本明細書で使用するとき、購入前に、液体又はゲル状の洗濯洗
剤の残部のような他の成分と混ぜるように設計された成分の混合物を意味する。「プレミ
ックス」は、それ自体を商品にすることができると共に、遠く離れた場所で後で洗濯洗剤
の残部と混ぜるように、例えばバルクコンテナで販売することができる。その一方で、単
一の設備で作られる完全な洗剤組成物をもたらすために、直接用いてもよいプレミックス
もある。
【００２３】
　本明細書で使用するとき、「エマルション」とは、特に別段の指示のない限り、構造化
剤プレミックス（ＥＳＳ）中の硬化ヒマシ油、及び／又はその他のトリグリセリドの液滴
であって、従来の光学顕微鏡を用いて見えるほど十分に大きい巨視的な液滴を指す。エマ
ルションは、温度に応じて、液体液滴を伴うこともあれば、凝固液滴を伴うこともある。
硬化ヒマシ油は、アルカノールアミンで中和したプレミックスを含有するアニオン性界面
活性剤中に、約０．８重量％という非常に限られた程度で溶解可能であり、その結果、マ
イクロエマルションが存在する場合もある。しかしながら、マイクロエマルションの条件
下では、ＥＳＳ中の硬化ヒマシ油のような結晶性グリセリドの最大充填量が低下する。し
たがって、本発明においては、光学顕微鏡により簡単に見ることができる液滴を含む硬化
ヒマシ油のような結晶性グリセリドのエマルションの方が、その優れた最大充填効率から
、マイクロエマルションよりも好ましい。これは、硬化ヒマシ油の液滴が大きいほど、構
造化における効率性の喪失につながる可能性があるという見解を考えると、反直感的なも
のであると思われる場合がある。
【００２４】
　「アスペクト比」とは、本明細書で定義するとき、粒子の最大寸法（ｌ）と粒子の最小
寸法（ｗ）との比を意味し、「ｌ：ｗ」と表される。アスペクト比は、例えば、硬化ヒマ
シ油のような結晶性グリセリドの構造化剤結晶粒子を特徴付けることができる。分散体の
アスペクト比は、ＴＥＭ（透過電子顕微鏡法）又は類似の技法、例えばｃｒｙｏ－ＥＳＥ
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Ｍによって十分に特徴付けることができる。本発明でこのような技法を用いる場合、その
意図は、硬化ヒマシ油、更に一般的には同程度に結晶性のいずれかのグリセリドの結晶を
調べることであり、したがって、アーチファクトの出現を最小限に抑えて測定を行うのが
好ましい。アーチファクトは、例えば、ＥＳＳから溶媒を蒸発させて、界面活性剤の結晶
が沈殿するようにすることによって出現することがある。これらは、例えば硬化ヒマシ油
のようなグリセリドの結晶ではない。本発明で用いるための外部構造化剤中の硬化ヒマシ
油では、大きいアスペクト比が望ましい。ＥＳＳ及び／又はＥＳＳを含む洗剤中の硬化ヒ
マシ油の結晶のアスペクト比は、１：１よりも大きいのが好ましく、換言すれば、構造化
剤の結晶は細長いのが好ましい。１つの好ましい実施形態では、アスペクト比は少なくと
も５：１である。１つの好ましい実施形態では、アスペクト比は５：１～約２００：１で
あり、好ましくは約１０：１～約１００：１である。典型的なケースでは、アスペクト比
は１０：１～５０：１であることができる。
【００２５】
　「針状粒子半径」とは、本明細書で定義するとき、細長い粒子、例えば結晶性グリセリ
ド（例えば硬化ヒマシ油等）の構造化剤の結晶粒子の短い方の寸法（ｗ）を意味するＥＳ
Ｓ中及び最終的な洗剤組成物中の結晶化グリセリドの典型的な針状粒子半径は、少なくと
も約２０ナノメートル（ｎｍ）である。いくつかの実施形態では、針状粒子半径は約２０
～約５００ｎｍであり、より好ましくは約２０～約１５０ｎｍである。典型的なケースで
は、針状粒子半径は約５０～約１００ｎｍであることができる。
【００２６】
　「円花状粒子」とは、本明細書で定義するとき、例えばグリセリド（例えば硬化ヒマシ
油等）の結晶化構造化剤の粒子で、例えば円花様の外観を持つ粒子を意味する。このよう
な粒子は、微分干渉顕微鏡、又はその他の目視顕微鏡技法を用いることによって、簡単に
見ることができる。円花状粒子のおよその直径は、１～５０マイクロメートル、より典型
的には２～２０マイクロメートル、例えば約５マイクロメートルであることができる。本
明細書における好ましいＥＳＳは、円花状粒子を含まなくてもよい。本明細書における他
の好ましいＥＳＳは、針様結晶に対して低い比率の円花状粒子を有してもよい。理論に制
限されるものではないが、針状粒子に対する円花状粒子の比率を下げると、ＥＳＳの質量
効率が向上する。
【００２７】
　本明細書におけるアニオン性界面活性剤の「親水性指数」（「ＨＩ」）は、国際公開第
００／２７９５８Ａ１号（Ｒｅｄｄｙら）で定義されている。ＨＩの低い合成アニオン性
界面活性剤が本明細書では好ましい。
【００２８】
　「含む」とは、本明細書で使用するとき、本発明を実施する際に、各種の構成要素、成
分、又は工程を併せて採用できることを意味する。したがって、「含む」という用語は、
「～から本質的になる」及び「～からなる」という更に限定的な用語を包含する。本発明
の組成物は、本明細書に開示されている必須の要素及び任意の要素のいずれかを含むか、
本明細書に開示されている必須の要素及び任意の要素のいずれかから本質的になるか、又
は本明細書に開示されている必須の要素及び任意の要素のいずれかからなることができる
。
【００２９】
　本明細書で使用するとき、ある構成成分を「本質的に含まない」又は「実質的に含まな
い」とは、その構成成分のいかなる量も組成物中に意図的に導入されないことを意味する
。
【００３０】
　マーカッシュ言語は、本明細書で使用するとき、別段の指示がない限り、マーカッシュ
群の個々の要素の組み合わせを包含する。
【００３１】
　本明細書で用いられる全ての百分率、比率、及び割合は、特に指定しない限り、組成物
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の重量百分率による。全ての平均値は、特に明確に指示がない限り、組成物又はその構成
成分の「重量により」計算される。
【００３２】
　本明細書にて開示された全ての数値域は、範囲内の各個々の数を包含し、開示された範
囲の上限及び下限の任意の組合せを包含することが意図される。
【００３３】
　本明細書に開示されている寸法及び値は、列挙した正確な数値に厳しく制限されるもの
として理解すべきではない。それよりむしろ、特に規定がない限り、こうした各寸法は、
列挙された値とその値周辺の機能的に同等の範囲との両方を意味することが意図される。
例えば、「４０ｍｍ」として開示される寸法は、「約４０ｍｍ」を意味することを意図し
ている。
【００３４】
　Ｉ．外部構造化系
　本発明のＥＳＳは、（ａ）結晶性グリセリド、（ｂ）アルカノールアミン、（ｃ）アニ
オン性界面活性剤、（ｄ）追加の構成成分、及び（ｅ）任意の構成成分を含む。これらの
構成成分のそれぞれについては、以下に詳細に論じる。
【００３５】
　ａ．結晶性グリセリド
　本発明で用いる結晶性グリセリドとしては、「硬化ヒマシ油」、即ち「ＨＣＯ」が挙げ
られる。本発明で最も広く使われるＨＣＯは、ＥＳＳプレミックス中で結晶化できるもの
であれば、任意の硬化ヒマシ油であることができる。ヒマシ油としては、ヒドロキシル基
を組み込んだＣ１０～Ｃ２２アルキル又はアルケニル部分を含むグリセリド、とりわけト
リグリセリドを挙げてよい。ＨＣＯを作製するためにヒマシ油に水素添加すると、出発油
中にリシノレイル部分として存在し得る二重結合が変換されて、リシノレイル部分が飽和
ヒドロキシアルキル部分、例えばヒドロキシステアリルに変換される。本明細書における
ＨＣＯは、いくつかの実施形態では、トリヒドロキシステアリン、ジヒドロキシステアリ
ン、及びこれらの混合物から選択され得る。ＨＣＯは、任意の好適な出発形態（固体、溶
解物、及びこれらの混合物から選択される形態が挙げられるが、これらに限定されない）
で加工してよい。ＨＣＯは典型的には、本発明のＥＳＳ中に、構造化系の約２重量％～約
１０重量％、約３重量％～約８重量％、又は約４重量％～約６重量％の濃度で存在する。
いくつかの実施形態では、完成した洗濯洗剤製品に送達される硬化ヒマシ油の上記に対応
する割合は、約１．０％未満、典型的には０．１％～０．８％である。
【００３６】
　有用なＨＣＯは、約４０℃～約１００℃、若しくは約６５℃～約９５℃の融点、及び／
又は０～約５、０～約４、若しくは０～約２．６のヨウ素価範囲という特徴を有し得る。
ＨＣＯの融点は、ＡＳＴＭ　Ｄ３４１８又はＩＳＯ　１１３５７のいずれかを用いて測定
することができ、いずれの試験もＤＳＣ、即ち示差走査熱量測定計を用いるものである。
【００３７】
　本発明で用いるＨＣＯとしては、市販されているものが挙げられる。本発明で用いる市
販のＨＣＯの非限定例としては、Ｒｈｅｏｘ、Ｉｎｃ．製のＴＨＩＸＣＩＮ（登録商標）
が挙げられる。有用なＨＣＯの更なる例は、米国特許第５，３４０，３９０号に見ること
ができる。水素添加してＨＣＯを形成するためのヒマシ油源は、ブラジル又はインドのよ
うないずれかの好適な原産国のものであることができる。１つの好適な実施形態では、貴
金属、例えばパラジウム触媒を用いてヒマシ油を水素化すると共に、水素添加温度及び水
素添加圧力を制御して、許容できないレベルの脱ヒドロキシル化を回避しつつ、天然ヒマ
シ油の二重結合の水素添加を最適化する。
【００３８】
　本発明は、硬化ヒマシ油の使用のみを対象とすることは意図していない。他のいずれか
の好適な結晶性グリセリドを用いてもよい。１つの例では、構造化剤は、実質的に純粋な
１２－ヒドロキシステアリン酸のトリグリセリドである。この分子は、完全に水素化した
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１２－ヒドロキシ－９－シス－オクタデセン酸のトリグリセリドの純粋形態に当たる。実
際には、ヒマシ油の組成物はかなり一定であるが、若干変化する場合がある。同様に、水
素添加手順も変化する場合がある。少なくとも８０重量％がヒマシ油由来であるトリグリ
セリドの混合物のような他のいずれかの好適な同等の物質も用いてもよい。代表的な同等
物質は、トリグリセリドを主に含むか、若しくはトリグリセリドから本質的になるか、又
は、ジグリセリドとトリグリセリドとの混合物を主に含むか、若しくはジグリセリドとト
リグリセリドとの混合物から本質的になるか、又は、トリグリセリドとジグリセリドとの
混合物と、限られた量、例えばグリセリド混合物の約２０重量％未満のモノグリセリドと
を主に含むか、若しくはトリグリセリドとジグリセリドとの混合物と、限られた量、例え
ばグリセリド混合物の約２０重量％未満のモノグリセリドとから本質的になるか、又は、
上記グリセリドのいずれかと、限られた量、例えば約２０重量％未満の上記グリセリドの
いずれかの対応する酸加水分解生成物のいずれかを主に含むか、若しくは、上記グリセリ
ドのいずれかと、限られた量、例えば約２０重量％未満の上記グリセリドのいずれかの対
応する酸加水分解生成物から本質的になる。上記における条件は、いずれかの前記グリセ
リドの大部分、典型的には少なくとも８０重量％が、完全水素化リシノール酸のグリセリ
ド、即ち１２－ヒドロキシステアリン酸のグリセリドと化学的に同一であることである。
例えば、硬化ヒマシ油を修飾して、所定のトリグリセリド中に、２つの１２－ヒドロキシ
ステアリン部分及び１つのステアリン部分が存在するようにすることは、当該技術分野に
おいて周知である。同様に、硬化ヒマシ油を完全に水素化しなくてもよいことが想定され
る。これに対して、本発明は、溶融基準を満たさないときには、ポリ（オキシアルキル化
）ヒマシ油を除外する。
【００３９】
　本発明で用いる結晶性グリセリドは、約４０℃～約１００℃の融点を有し得る。
【００４０】
　ｂ．アルカノールアミン
　アルカノールアミンは、本発明のＥＳＳの必須成分である。理論に束縛されるものでは
ないが、アルカノールアミンは、酸性型アニオン性界面活性剤の化学種と反応して、アル
カノールアミンで中和したアニオン性界面活性剤を形成すると考えられる。したがって、
アルカノールアミンは、アルカノールアミンと酸性型アニオン性界面活性剤、例えばＨＬ
ＡＳとをインサイチューでプレミックス中で化合することによるか、又はＨＬＡＳをアル
カノールアミンで別個に中和し、中性のアルカノールアミン－ＬＡＳをプレミックスに加
えることによるなどのいずれかの他の好適な手段によって、プレミックス中に導入できる
。しかしながら、いくつかの実施形態では、本発明のＥＳＳ中に、アルカノールアミンが
、酸性型アニオン性界面活性剤を中和するのに必要な量よりも化学量論的に過剰に存在す
るのが望ましい場合がある。このような実施形態では、アルカノールアミンは、乳化界面
活性剤の一部としての作用と、緩衝剤としての作用という、二重の目的を果たし得る。い
くつかの実施形態では、アルカノールアミンは、構造化系の約２重量％～約１０重量％、
約３重量％～約８重量％、又は約３重量％～約６重量％の濃度で存在してもよい。いくつ
かの実施形態では、アルカノールアミンは、構造化系の約５重量％で存在してもよい。
【００４１】
　一般的に、いずれかの好適なアルカノールアミン、又はアルカノールアミンの混合物が
本発明において有用であり得る。好適なアルカノールアミンは、低級アルカノールモノア
ルカノールアミン、低級アルカノールジアルカノールアミン、及び低級アルカノールトリ
アルカノールアミン、例えばモノエタノールアミン、ジエタノールアミン、又はトリエタ
ノールアミンから選択してよい。高級なアルカノールアミンほど、分子量が大きく、本発
明の目的には質量効率が低い可能性がある。質量効率の理由から、モノアルカノールアミ
ン及びジアルカノールアミンが好ましい。モノエタノールアミンが特に好ましいが、特定
の実施形態では、トリエタノールアミンのような追加のアルカノールアミンが緩衝剤とし
て有益であることもある。更には、本発明のいくつかの実施形態では、例えば、溶解性、
緩衝、洗浄液中の塩素の管理のような既知の目的で、及び／又は、洗濯洗剤製品における
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酵素の安定化のために、ＥＳＳで用いられているアリコート以外のアニオン性界面活性剤
のアルカノールアミン塩を最終的な洗剤配合物に別個に加えることができると想定される
。
【００４２】
　ｃ．アニオン性界面活性剤
　アニオン性界面活性剤は、本発明のＥＳＳ中に、系全体の重量に対して好適な任意の割
合で存在してよい。理論に束縛されるものではないが、アニオン性界面活性剤は、ＨＣＯ
及び同様に結晶性グリセリドの溶解物の乳化剤として作用すると考えられる。外部構造化
系の場合のみに関していえば（界面活性剤系を含む液体洗剤組成物の場合とは対照的に）
、以下の事項が当てはまる。本明細書で使用するとき、好ましい実施形態における「アニ
オン性界面活性剤」には石鹸及び脂肪酸は含まれない。それらは、最終的な洗濯洗剤組成
物中に存在してもよいが、一般的には、硬化ヒマシ油のグリセリドの限定加水分解から生
じる場合のある限られた量の１２－ヒドロキシステアリン酸以外のものは、ＥＳＳ中に意
図的には含まれていない。全体的処方を記述する目的上、「石鹸」及び「脂肪酸」はビル
ダーとして記述する。他の点では、いずれの好適なアニオン性界面活性剤も、本発明のＥ
ＳＳで有用である。
【００４３】
　本発明における、とりわけＥＳＳ用の好ましいアニオン性界面活性剤は、いわゆる「低
いクラフト温度」を有する。「クラフト温度」という用語は、本明細書で使用するとき、
界面活性剤学の分野の従事者に周知の専門用語である。クラフト温度は、Ｋ．Ｓｈｉｎｏ
ｄａ著作「Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ｏｆ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｓｏｌｕｂｉｌｉ
ｔｙ」（共訳Ｐａｕｌ　Ｂｅｃｈｅｒ、出版Ｍａｒｃｅｌ　Ｄｅｋｋｅｒ，Ｉｎｃ．１９
７８年、１６０～１６１ページ）に記載されている。本発明の目的における「クラフト温
度」は、単一鎖長を有するアニオン性界面活性剤のナトリウム塩を取り、そのアニオン性
界面活性剤の１重量％溶液の透明化温度を測定することによって測定する。代替的な周知
の技法としては、示差走査熱量測定法（ＤＳＣ）が挙げられる。Ｗ．ＫｕｎｚらのＧｒｅ
ｅｎ　Ｃｈｅｍ．，２００８，Ｖｏｌ　１０，ｐａｇｅｓ　４３３～４３５を参照された
い。本発明の外部構造化系の好ましい実施形態では、対応するナトリウム塩のクラフト温
度が約５０℃未満、より好ましくは約４０℃未満、更に好ましくは約３０℃未満、又は２
０℃未満、又は０℃未満であるアニオン性界面活性剤を用いる。
【００４４】
　簡潔に言えば、表面活性剤の水中での溶解度は、上記の点、即ちクラフト温度までの温
度ではかなりゆっくり向上し、その温度で溶解度は極めて急激に上昇する。クラフト温度
を約４℃上回る温度では、ほぼいずれの可溶性アニオン性界面活性剤の界面活性剤溶液も
、単一の均質相になる。一般的に、いずれかの所定のタイプのアニオン性界面活性剤のク
ラフト温度は、ヒドロカルビル基の鎖長によって変化する。これは、界面活性剤分子の疎
水性部分の変化によって水溶性が変化することによるものである。
【００４５】
　本明細書のアニオン性界面活性剤がアルキル鎖長の組み合わせを含む場合には、クラフ
ト温度は単一の点ではなく、「クラフト境界線」という名称で示される。このような状況
は、界面活性剤／溶液の測定分野における熟練者に周知である。いずれにしても、上記の
ようなアニオン性界面活性剤混合物においては、その混合物中に少なくとも１０重量％の
濃度で存在する少なくとも最も長い鎖長の界面活性剤のクラフト温度が測定される。
【００４６】
　単一の界面活性剤種のクラフト温度は、融解温度と相関している。アニオン性界面活性
剤混合物を用いて、硬化ヒマシ油、又は同様に結晶性グリセリドを乳化させるときの本明
細書における一般的な意図は、アニオン性界面活性剤混合体中のアニオン性界面活性剤分
子の集合体の低い溶解温度を得ることである。
【００４７】
　ＥＳＳに含めるためのアニオン性界面活性剤の好ましい群は、特定のＨＩ指数（本明細
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書に別掲の定義を参照されたい）を有する合成アニオン性界面活性剤である。より詳細に
は、本明細書におけるＥＳＳでは、合成のアニオン性非石鹸界面活性剤のアルカノールア
ミン中和型であって、そのアニオン性界面活性剤の対応するＮａ塩が、８未満、好ましく
は６未満、より好ましくは５未満のＨＩを有するものを用いるのが好ましい。
【００４８】
　理論に制限されるものではないが、アニオン性界面活性剤の融解は主にその疎水基の影
響を受ける一方で、ＨＩは、疎水基と親水基とのバランス比に左右される。
【００４９】
　例えば、ＡＥ３Ｓは、ＨＩによれば、ＥＳＳ中で用いるには望ましくない親水性を有し
、クラフト点又は融解温度が低い（低いクラフト点又は融解温度は、ＥＳＳプレミックス
中で用いるのに望ましい）一方で、ＬＡＳ、特に、限られた量を超えた２－フェニル異性
体を有さないＬＡＳはいずれも、ＨＩ値によれば、ＥＳＳ中で用いるのに望ましい疎水性
を有し、低い融解温度を有するように選択して（低いクラフト点を有する分子を含む）、
ＥＳＳプレミックス中で使うのに好ましいものにすることができる。ただし、洗濯洗剤組
成物の残部を配合するとき、いくつかの実施形態では、ＥＳＳプレミックスとは別に、Ａ
ＥＳタイプの界面活性剤の既知の対水硬度耐性と優れた白色化効果から、ＡＥＳタイプの
界面活性剤を大量に導入するのが望ましい場合があることに留意されたい。
【００５０】
　１つの実施形態では、ＥＳＳ中で用いるアニオン性界面活性剤は、７未満のｐＫａ値を
有することができるが、他のｐＫａ値のアニオン性界面活性剤も有用であり得る。
【００５１】
　本明細書で用いる好適なアニオン性界面活性剤の非限定例としては、直鎖アルキルベン
ゼンスルホネート（ＬＡＳ）、アルキルサルフェート（ＡＳ）、アルキルエトキシル化ス
ルホネート（ＡＥＳ）、ラウレスサルフェート、及びこれらの混合物が挙げられる。いく
つかの実施形態では、アニオン性界面活性剤は、外部構造化系中に約５％～約５０％の濃
度で存在してよい。ただし、ＥＳＳの約２５重量％を超えるアニオン性界面活性剤を用い
るときには、典型的には、水に加えて有機溶媒を用いて、その界面活性剤を希薄にする必
要があることに留意されたい。好適な溶媒が以下に列挙されている。
【００５２】
　更に、本発明のＥＳＳ用のアニオン性界面活性剤を選択し、この目的で、アルキルベン
ゼンスルホネートの界面活性剤を選択するときには、（１）ＨＦ処理で得られる直鎖アル
キルベンゼンから選択されるアルキルベンゼンスルホネート、及び／又は（２）中分枝状
ＬＡＳ（様々な量のメチル側鎖を有する）のいずれかを用いるのが好ましい。例えば、米
国特許第６３０６８１７号、米国特許第６５８９９２７号、米国特許第６５８３０９６号
、米国特許第６６０２８４０号、米国特許第６５１４９２６号、米国特許第６５９３２８
５号を参照されたい。他の好ましいＬＡＳ源としては、（３）Ｃｅｐｓａ　ＬＡＢから入
手可能なもの（国際公開第０９／０７１７０９Ａ１号参照）、及び（４）ＵＯＰ　ＬＡＢ
から入手可能なもの（国際公開第０８／０５５１２１Ａ２号参照）が挙げられる。これに
対して、ＤＥＴＡＬ（商標）処理（ＵＯＰ，ＬＬＣ、Ｄｅｓ　Ｐｌａｉｎｅｓ、ＩＬ）か
ら得られるＬＡＳ、及び／又はＨｕｎｔｓｍａｎによって教示されているような２－フェ
ニル含有量の多いＬＡＳ（例えば、米国特許第６８４９５８８号、又は米国特許出願公開
第２００３／００９６７２６Ａ１号を参照。例えば、２－フェニル異性体含有量が７０％
超、又は８０％超であるもの）は、ＥＳＳ中で用いるのを避けるのが好ましいが、これら
は、最終的な洗濯洗剤組成物に導入してもよい。理論に制限されるものではないが、望ま
しくないことに、過剰な２－フェニル異性体含有量によって、ＬＡＳの融解温度が高くな
る。
【００５３】
　上で述べたとおり、アニオン性界面活性剤は、酸性型アニオン性界面活性剤としてＥＳ
Ｓに導入したり、及び／又は、アルカノールアミンで事前に中和したりすることができる
。いかなる場合でも、アニオン性界面活性剤は、ナトリウム中和型では用いない。より一
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般的には、アニオン性界面活性剤は、ナトリウム塩、カリウム塩、リチウム塩、マグネシ
ウム塩、又はカルシウム塩のような任意の一価又は二価の無機カチオン性塩の形態では用
いない。本明細書におけるＥＳＳ及び洗濯洗剤は、ナトリウム又はカリウムのような一価
の無機カチオンを約５％未満、２％未満、又は１％未満含むのが好ましい。１つの好まし
い実施形態では、一価及び／又は二価の無機金属イオンはいかなるものもＥＳＳに全く加
えず（即ち０％）、ＥＳＳの作製の際に、意図的には石鹸を全く加えない。換言すれば、
ＥＳＳは、一価及び／又は二価の無機金属イオンを実質的に含まない。
【００５４】
　ｄ．追加の成分
　１）追加のアニオン性界面活性剤
　本発明のＥＳＳは、アニオン性界面活性剤に加えて、それ以外の界面活性剤を任意で含
有してもよい。いくつかの実施形態では、本発明の系は、非イオン性界面活性剤、カチオ
ン性界面活性剤、両性界面活性剤、双極性界面活性剤、及びこれらの混合物から選択され
る界面活性剤を更に含んでもよい。
【００５５】
　２）緩衝剤
　本発明のＥＳＳは、ｐＨ緩衝剤を任意で含有してもよい。いくつかの実施形態では、ｐ
Ｈは、約５～約１１、又は約６～約９．５、又は約７～約９のｐＨ範囲内に維持される。
理論に束縛されるものではないが、緩衝剤は、外部構造化系のｐＨを安定させて、それに
よって、ＨＣＯ構造化剤の潜在的な加水分解を制限すると考えられる。しかしながら、緩
衝剤を含まない実施形態も考えることができ、ＨＣＯが加水分解したときには、多少の１
２－ヒドロキシステアレートが形成される場合があるが、当該技術分野では、構造化でき
るものとして説明されてきている。緩衝剤を含有する特定の好ましい実施形態では、ｐＨ
緩衝剤は、構造化系中にナトリウムのような一価の無機カチオンを導入しない。いくつか
の実施形態では、好ましい緩衝剤は、ホウ酸のモノエタノールアミン塩である。しかしな
がら、緩衝剤がナトリウム及びホウ素を含まないか、又は意図的に加えたナトリウム、ホ
ウ素、又はリンをいずれも含まない実施形態も考えられる。いくつかの実施形態では、Ｍ
ＥＡで中和したホウ酸が、構造化系の約０重量％～約５重量％、約０．５重量％～約３重
量％、又は約０．７５重量％～約１重量％の濃度で存在してもよい。
【００５６】
　既に述べたとおり、トリエタノールアミンのようなアルカノールアミン、及び／又はそ
の他のアミンを緩衝剤として用いることができるが、酸性型のアニオン性界面活性剤を中
和するという、第一である構造化剤を乳化させる目的に十分な量でまずアルカノールアミ
ンを提供することを条件とする。
【００５７】
　３）水
　本発明のＥＳＳは水を含有してもよい。水は、他の全ての成分の重量パーセントを計算
に入れた後の本発明の構造化系の残部を形成し得る。
【００５８】
　いくつかの実施形態では、水は、外部構造化系の約５重量％～約９０重量％、約１０重
量％～約４０重量％、又は約１５重量％～約３５重量％の濃度で存在してよい。
【００５９】
　ｅ．任意成分
　１）防腐剤
　微生物による汚染を抑えるために、可溶性防腐剤のような防腐剤をＥＳＳ又は最終的な
洗剤製品に加えてもよい。そのような汚染は、相分離、不快な、例えば腐ったような臭い
等をもたらし得るバクテリア及び菌類のコロニーを生じさせる可能性がある。バクテリア
及び菌類の増殖を制御する広域スペクトルの防腐剤の使用が好ましい。単一の群の微生物
のみに効果的な限られたスペクトルの防腐剤も、広域スペクトルの物質と組み合わせるか
、又は、付加的活性を有する限られたスペクトルの防腐剤の「パッケージ」として用いて
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よい。製造及び消費者による使用の状況に応じて、広域スペクトルの防腐剤を２種以上用
いて、潜在的ないかなる汚染の作用をも最小限に抑えるのが望ましい場合もある。
【００６０】
　２つの殺菌物質、即ち、バクテリア及び菌類を殺すか又は破壊する物質、並びに静菌防
腐剤、即ち、微生物の増殖を調節又は遅延する物質の使用が、本発明に示され得る。
【００６１】
　環境廃棄物を最小限に抑え、配合剤の安定性の最大限の機会を可能にするために、低濃
度で効果的な防腐剤を用いるのが好ましい。典型的には、防腐剤は、有効量でのみ用いら
れる。本開示の目的上、「有効量」という用語は、製品の安定性及び物理的特性が悪影響
を受けないように、特定の期間、即ち２週間にわたって、製品中の微生物の増殖を制御す
るのに十分な濃度を意味する。大半の防腐剤では、有効量は、配合物全体の約０．０００
０１重量％～約０．５重量％になる。しかしながら、言うまでもなく、有効濃度は、用い
られる材料によって変化することになり、当業者であれば、適切な防腐剤及び使用濃度を
選定できるはずである。
【００６２】
　本発明の組成物に好ましい防腐剤としては、有機硫黄化合物、ハロゲン化物質、環状有
機窒素化合物、低分子量アルデヒド、四級アンモニウム物質、デヒドロ酢酸、フェニル及
びフェノキシ化合物、並びにこれらの混合物が挙げられる。
【００６３】
　本発明の組成物中で用いるのに好ましい防腐剤の例としては、５－クロロ－２－メチル
－４－イソチアゾリン－３－オン約７７％と、２－メチル－４－イソチアゾリン－３－オ
ン約２３％との混合物（１．５％水溶液としてＲｏｈｍ　＆　Ｈａａｓ（Ｐｈｉｌａｄｅ
ｌｐｈｉａ、ＰＡ）からＫａｔｈｏｎという商品名で市販されているもの）、１，２－ベ
ンズイソチアゾリン－３－オン（例えば、２０％ジプロピレングリコール溶液（Ｐｒｏｘ
ｅｌ（商標）ＧＸＬという商品名でＡｒｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ（Ａｔｌａｎｔａ、Ｇ
Ａ）から市販されているもの）として、Ａｖｅｃｉａ（Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ、ＤＥ）か
ら市販されているもの）、及び１，３ビス（ヒドロキシメチル）－５，５－ジメチル－２
，４イミダゾリジンジオンと３－ブチル－２－ヨードプロピニルカルバメートとの９５：
５混合物（例えば、Ｇｌｙｄａｎｔ　ＰｌｕｓとしてＬｏｎｚａ（Ｆａｉｒ　Ｌａｗｎ、
ＮＪ）から入手できるもの）が挙げられる。上記の防腐剤は一般に、製品の安定性を付与
するのに有効な量でのみ使用される。しかしながら、防腐剤を本発明の組成物中で、もっ
と高い濃度で使用して、処理済み物品に静菌作用又は抗菌作用をもたらすこともできると
考えられる。非常に好ましい防腐剤系は、Ａｃｔｉｃｉｄｅ（商標）ＭＢＳとして市販さ
れており、活性物質のメチル－４－イソチアゾリン（ＭＩＴ）及び１，２－ベンズイソチ
アゾリン－３－オン（ＢＩＴ）をほぼ均等な重量比で、かつ、Ａｃｔｉｃｉｄｅ（商標）
ＭＢＳにおける総濃度約５％で含む。Ａｃｔｉｃｉｄｅは、ＥＳＳプレミックス中１００
％活性ベースで約０．００１～０．１重量％、より典型的には０．０１～０．１重量％の
濃度で配合される。
【００６４】
　２）粘度を低下させるための溶媒
　一般に、本明細書のＥＳＳは、典型的には５％～９０％、好ましくは１０％～８０％、
更に好ましくは３０％～７０％の濃度で水を含む。しかしながら、粘度を特に処理中に制
御又は低下させるのを助けるために、有機のアミノ官能基を持たない有機溶媒で、典型的
にはＣ、Ｈ、及びＯから本質的になる溶媒（即ちシリコーン及びヘテロ原子を含まない溶
媒）が、ＥＳＳ中に溶媒として存在してもよい。水と、アミノ官能基を持たない有機溶媒
との組み合わせは、「液体担体」と呼ばれることがある。
【００６５】
　したがって、ＥＳＳプレミックスを調製するときに、又は最終的な洗剤組成物中に、有
機の、アミノ官能基を持たない有機溶媒が存在してもよい。有機の、アミノ官能基を持た
ない好ましい溶媒としては、一価アルコール、二価アルコール、多価アルコール、グリセ
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ロール、グリコール、ポリエチレングリコールのようなポリアルキレングリコール、及び
これらの混合物が挙げられる。非常に好ましいのは、溶媒の混合物、特に、エタノール、
プロパノール、ブタノール、イソプロパノール、及び／又は１，２－プロパンジオール若
しくは１，３－プロパンジオールのようなジオールといった低級脂肪族アルコールの混合
物、あるいはこれらとグリセロールとの混合物である。好適なアルコールとしては、特に
Ｃ１～Ｃ４アルコールが挙げられる。好ましいのは、１，２－プロパンジオール又はエタ
ノール、及びこれらの混合物である。本発明は、プロパンジオールは用いるがメタノール
及びエタノールは用いない実施形態を含む。本明細書における最終的な洗剤組成物には、
液体担体が典型的には、組成物の約０．１重量％～約９８重量％、好ましくは少なくとも
約１０重量％～約９５重量％、より好ましくは約２５重量％～約７５重量％の範囲の濃度
で存在する。ＥＳＳプレミックス中には、有機の、アミノ官能基を持たない溶媒が、ＥＳ
Ｓの０～約３０重量％、より典型的には０～約２０重量％、いくつかの実施形態では約１
～約５重量％の濃度で存在してもよい。
【００６６】
　３）その他の増粘剤
　当該技術分野において既知の高分子増粘剤、例えばＬｕｂｒｉｚｏｌ（Ｗｉｃｋｌｉｆ
ｆｅ、ＯＨ）製のＣａｒｂｏｐｏｌ（商標）、会合増粘剤として既知であるようなアクリ
レートコポリマー等を用いて、ＥＳＳを補ってもよい。これらの物質は、ＥＳＳ中に加え
ても、最終的な洗剤組成物に別個に加えてもよい。これに加えて、又はこの代わりに、ジ
ベンジリデンソルビトールのような既知のＬＭＯＧ（低分子量有機ゲル化剤）を、ＥＳＳ
プレミックス中、又は最終的な洗剤組成物中のいずれかで組成物に加えてもよい。好適な
使用濃度は、最終的な洗剤組成物の約０．０１重量％～約５重量％、又は約０．１～約１
重量％である。
【００６７】
　４）微粒子物質
　ＥＳＳ又は最終的な洗剤組成物のいずれかに、泡抑制剤、カプセル化された反応しやす
い成分、例えばカプセル化形態の香料、漂白剤、若しくは酵素、又は真珠光沢剤、顔料粒
子、若しくは雲母等のような審美的な添加剤といった微粒子物質が更に含まれていてもよ
い。好適な使用濃度は、最終的な洗剤組成物の約０．０００１重量％～約５重量％、又は
約０．１重量％～約１重量％である。本発明の実施形態では、特定の微粒子物質、例えば
外観上の効果のための雲母を直接ＥＳＳに導入するのが有用である一方で、もっと後の時
点に、より反応しやすい微粒子物質、例えばカプセル化酵素及び／又は漂白剤を最終的な
洗剤組成物に配合するのが有用であることが分かっている。
【００６８】
　ＩＩ．外部構造化系を作製する方法
　本発明のＥＳＳは、（ａ）一般的にアニオン性界面活性剤と、担体流体、例えば、水及
び／又はポリオールとを含有する第１のプレミックスを調製する工程と、（ｂ）結晶性グ
リセリドをプレミックス中に約５０℃～約１５０℃の温度で含めることによって、ホット
プレミックスを形成させる工程と、（ｃ）工程（ａ）及び（ｂ）の生成物を少なくとも部
分的に冷却するか、又は冷まして、本発明の外部構造化系（ＥＳＳ）をもたらす工程と、
（ｄ）任意で、外部構造系に防腐剤を加える工程とを含む方法を用いて作製することがで
きる。これらの工程は、「ａ」から「ｄ」という順で完了させることができる。ただし、
糸様ＥＳＳをもたらす変形形態も、本発明に包含されるよう意図されていることに留意さ
れたい。例えば、防腐剤は、別個の工程（ｄ）においてではなく、工程（ａ）で含めても
よい。各工程については後述する。ＥＳＳを調製したら、それを洗剤組成物の残部に、典
型的にはＥＳＳと洗剤組成物の残部との温度差が２０℃～３０℃以下で加えてもよく、好
ましくは、ＥＳＳ及び洗剤の残部は冷所で化合させる。
【００６９】
　ａ．プレミックスの調製
　この工程では、プレミックスを作製する。いくつかの実施形態では、プレミックスは、
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外部構造化系中に存在する構成成分の全てを含む。したがって、プレミックスは、結晶性
グリセリド、アルカノールアミン、アニオン性界面活性剤、水、低級アルコール、グリコ
ール、及びいずれかの任意成分を化合させることによって作製することができる。任意成
分の非限定例としては、防腐剤、上記のアニオン性界面活性剤以外の緩衝界面活性剤、香
料又は着色剤等のような審美的な添加剤等が挙げられる。
【００７０】
　ｂ．ＨＣの乳化
　この工程では、プレミックス中の結晶性グリセリドを乳化して、エマルション、エマル
ションとマイクロエマルションとの混合物、又はマイクロエマルションを形成する。上に
示した理由から、エマルションを形成するのが好ましい。
【００７１】
　これは、プレミックスの温度を上昇させること、及び／又はプレミックス全体にエネル
ギーを散逸させることによって実現させることができる。
【００７２】
　この温度は、アルカノールアミンとの混合時における酸性型アニオン性界面活性剤の中
和の熱を用いること、及び／又は外部の供給源から熱を加えることによって上昇させてよ
い。
【００７３】
　プレミックスは、室温を超える温度まで加熱する。いくつかの実施形態では、プレミッ
クスは、例えばＨＣＯのような結晶性グリセリドの構造化剤の融点を超える温度まで加熱
する。いくつかの実施形態では、プレミックスは、約５０℃～約１５０℃、約７５℃～約
１２５℃、又は約８０℃～約９５℃の温度まで加熱する。
【００７４】
　エネルギー散逸の場合には、プレミックスへのエネルギー入力をもたらすいずれかの種
類の装置を適用して、エマルションを形成できることが理解される。このような装置の非
限定例は、静的ミキサー及び動的ミキサー（あらゆる種類の低剪断及び高剪断ミキサーが
挙げられる）から選択され得る。いくつかの実施形態では、エマルションは、バッチ作製
システム、半連続作製システム、又は連続作製システムで形成させることができる。
【００７５】
　ｃ．プレミックスの冷却
　この工程では、続いてプレミックスを冷却する。理論に束縛されるものではないが、冷
却中、界面活性剤の吸着によって、液体油エマルション液滴が脱湿し、それによって結晶
化が促進されると考えられる。冷却中、エマルション液滴の周りから小結晶が核となる場
合がある。更に、結晶化は、界面活性剤の吸着又は冷却速度の影響を受ける場合があると
考えられる。
【００７６】
　本発明のいくつかの実施形態では、外部構造化系は、約０．１℃／分～約１０℃／分、
約０．５℃／分～約１．５℃／分、又は約０．８℃／分～約１．２℃／分の冷却速度で冷
却される。
【００７７】
　ｄ．防腐剤の添加
　任意の工程として、プロセス手順の任意の時点で、上記のような防腐剤を実施形態に加
えることができる。これは、例えば、プレミックスを保存又は輸送し、長期にわたり、微
生物による汚染のない状態に保つ必要がある場合に有用であり得る。
【００７８】
　一般的な剪断条件
　すでに指摘したとおり、本明細書のＥＳＳは、様々な設備タイプ及び剪断状況を用いて
製造することができる。１つの好ましい実施形態では、製造プロセスでは、剪断速度が最
大１００～５００ｓ－１に達する比較的小さい剪断状況を採用し、ＥＳＳは、滞留時間中
、６０～１００秒（ｓ）以下の最高の剪断条件下で、この剪断最大値を経る。実際的な言
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い方をすれば、１つのプロセスでは、バッチ、パイプ、ポンプ、及びプレート式の熱交換
器装置を採用し、最大剪断力は、ＥＳＳを冷却するのに用いるプレート式熱交換器の段階
で生じるが、ＥＳＳがこの高い剪断力区域を経ることは非常に少なく、例えば、プロダク
ションラン１回につき約３～約５回のみである。
【００７９】
　ＩＩＩ．洗剤組成物
　本発明のＥＳＳは、以下に説明されるような洗剤組成物又は洗濯組成物の成分に組み込
むことができる。洗剤組成物は、任意の好適な形態を取ることができ、液体洗濯洗剤、１
回量洗剤、及び／又は硬質表面洗浄組成物から選択され得る。
【００８０】
　ａ．外部構造化系を組み込む方法
　本発明のＥＳＳを洗剤組成物又はその構成成分に導入する任意の好適な手段を用いてよ
い。当業者であれば、洗剤製造プロセスのどの時点でＥＳＳを組み込むべきかを判断する
ことができる。本発明のＥＳＳは、剪断力の影響を受けやすい場合があるので、いくつか
の実施形態では、製造プロセスにおいて可能な限り遅い時点で、ＥＳＳを洗剤組成物又は
その構成成分に加えるのが望ましい場合がある。しかしながら、いくつかの実施形態では
、製造プロセスの早い時点でＥＳＳを加えて、後の製品差別化プロセスで洗剤を仕上げる
前に、非均質性を安定化させるのが望ましい場合がある。したがって、いくつかの実施形
態では、系を連続液体プロセスを介して加えてもよく、他の実施形態では、後の製品差別
化プロセスを介して系を加えてもよい。
【００８１】
　剪断力の影響を受けやすいＥＳＳを他の構成成分に導入して、洗剤組成物を形成すると
きには、特定の作業パラメーターを設定するのが有益であり得る。例えば、いくつかの実
施形態では、ＥＳＳを導入するのに用いる平均剪断速度は、約３００ｓ－１～約５００ｓ
－１、約１００ｓ－１～約５０００ｓ－１、又は約０．０１ｓ－１～約１００００ｓ－１

であってよい。瞬間剪断力は、短時間、約３０００ｓ－１～約５０００ｓ－１ほど大きく
てもよい。レオロジープロファイルを定義するために、ＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓか
ら入手可能なレオメーターＴＡ５５０を用いて、組成物の流動曲線を割り出す。この割り
出しは、２０℃で、５００マイクロメートルのギャップを設けた４ｃｍの平板測定システ
ムを用いて行う。上記の割り出しは、ある期間（３分間）にわたって、剪断速度を連続的
に上昇させる（典型的には０．０５ｓ－１から３０ｓ－１まで）プログラム済みのアプリ
ケーションによって行う。これらのデータを用いて、粘度対剪断速度の流動曲線を作成す
る。
【００８２】
　ＥＳＳを他の構成成分に導入して洗剤組成物を形成するのに要する時間は、約１秒～約
１２０秒、約０．５秒～約１２００秒、又は約０．００１秒～約１２０００秒であってよ
い。
【００８３】
　ｂ．液体洗濯洗剤組成物
　いくつかの実施形態では、本発明は、本発明のＥＳＳを含む液体洗濯洗剤組成物を目的
とする。この液体洗濯洗剤組成物は、任意の好適な形態であってよく、任意の好適な構成
成分を含んでよい。好適な構成成分の非限定例は、以下で順に説明する。
【００８４】
　１）界面活性剤成分
　本明細書の洗剤組成物は、アニオン性、非イオン性、カチオン性、双極性、及び／又は
両性の表面活性剤から選択される界面活性剤成分を約１重量％～７０重量％含む。より好
ましくは、界面活性剤成分は、組成物の約５重量％～４５重量％含み、アニオン性界面活
性剤、非イオン性界面活性剤、及びこれらの組み合わせを含む。有用な界面活性剤物質の
非限定例は、以下で説明する。
【００８５】
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　ｉ）アニオン性界面活性剤
　本明細書で有用な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
従来の種類のいかなるアニオン性界面活性剤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その塩、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。
【００８６】
　好ましいアニオン性界面活性剤は、Ｃ１０～１６アルキルベンゼンスルホン酸、好まし
くはＣ１１～１４アルキルベンゼンスルホン酸のアルカリ金属塩である。好ましくは、ア
ルキル基は直鎖であり、このような直鎖アルキルベンゼンスルホネートは「ＬＡＳ」とし
て知られている。アルキルベンゼンスルホネート、特にＬＡＳは、当該技術分野において
周知である。そのような界面活性剤及びそれらの調製は、例えば、米国特許第２，２２０
，０９９号及び同第２，４７７，３８３号に記載されている。特に好ましいものは、アル
キル基の炭素原子の平均数が約１１～１４である、直鎖線状のアルキルベンゼンスルホン
酸ナトリウム及びカリウムである。Ｃ１１～Ｃ１４、例えばＣ１２のＬＡＳのナトリウム
が特に好ましい。
【００８７】
　別の好ましいタイプのアニオン性界面活性剤は、エトキシル化アルキルサルフェート界
面活性剤を含む。アルキルエーテルサルフェート又はアルキルポリエトキシレートサルフ
ェートとしても既知のこうした物質は、次式に相当するものである。
【００８８】
　Ｒ’－Ｏ－（Ｃ２Ｈ４Ｏ）ｎ－ＳＯ３Ｍ
　式中、Ｒ’はＣ８～Ｃ２０アルキル基であり、ｎは約１～２０であり、Ｍは塩形成カチ
オンである。好ましくは、Ｒ’はＣ１０～Ｃ１８アルキルであり、ｎは約１～１５であり
、Ｍはナトリウム、カリウム、アンモニウム、アルキルアンモニウム、又はアルカノール
アンモニウムである。最も好ましくは、Ｒ’はＣ１２～Ｃ１６であり、ｎは約１～６であ
り、Ｍはナトリウムである。
【００８９】
　アルキルエーテルサルフェートは、一般に、様々なＲ’鎖長及び様々なエトキシル化度
を含む混合物の形態で使用される。そのような混合物はまた、必然的にいくらかの非エト
キシル化アルキルサルフェート物質、即ち、上記エトキシル化アルキルサルフェートの式
で、式中、ｎ＝０である界面活性剤も含有することが多い。非エトキシル化アルキルサル
フェートもまた本発明の組成物に別個に加え、存在し得るいずれかのアニオン性界面活性
剤成分として又はその成分中で使用してよい。
【００９０】
　好ましい非アルコキシル化、例えば非エトキシル化アルキルエーテルサルフェート界面
活性剤は、Ｃ８～Ｃ２０脂肪族高級アルコールの硫酸化によって製造される界面活性剤で
ある。従来の一級アルキルサルフェート界面活性剤は、以下の一般式を有する。
【００９１】
　ＲＯＳＯ３－Ｍ＋
　式中、Ｒは典型的には、Ｃ８～Ｃ２０直鎖ヒドロカルビル基（直鎖であっても分枝鎖で
あってもよい）であり、Ｍは水溶性化カチオンである。好ましくは、ＲはＣ１０～Ｃ１５
アルキルであり、Ｍはアルカリ金属である。最も好ましくは、ＲはＣ１２～Ｃ１４であり
、Ｍはナトリウムである。
【００９２】
　ｉｉ）非イオン性界面活性剤
　本明細書で有用な好適な非イ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
従来の種類のいかなる非イオン性界面活性剤をも含むことができる。これらには、アルコ
キシル化脂肪族アルコール及びアミンオキシド界面活性剤が挙げられる。本明細書の液体
洗剤製品での使用に好適なものは、通常液体である非イオン性界面活性剤である。
【００９３】
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　本明細書で使用される好ましい非イオン性界面活性剤には、アルコールアルコシキレー
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、次の一般式に相
当する物質である。
【００９４】
　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。好ましくは、Ｒ１はアルキル基であり、これは一級であっても二級であっても
よく、約９～１５個の炭素原子、より好ましくは約１０～１４個の炭素原子を含有する。
好ましくは、アルコキシル化脂肪族アルコールも、１分子当たり約２～１２個のエチレン
オキシド部分、より好ましくは１分子当たり約３～１０個のエチレンオキシド部分を含有
するエトキシル化物質である。
【００９５】
　本明細書の液体洗剤組成物に有用なアルコキシル化脂肪族アルコール物質は、約３～１
７の範囲の親水性－親油性バランス（ＨＬＢ）を有することが多い。より好ましくは、こ
の物質のＨＬＢは、約６～１５、最も好ましくは約８～１５の範囲である。アルコキシル
化脂肪族アルコールの非イオン性界面活性剤は、Ｎｅｏｄｏｌ（商標）及びＤｏｂａｎｏ
ｌ（商標）という商品名で、Ｓｈｅｌｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｈｏｕｓ
ｔｏｎ、ＴＸ）により市販されている。
【００９６】
　本明細書で有用な非イオン性界面活性剤の別の好適な種類は、アミンオキシド界面活性
剤を含む。アミンオキシドは、当該技術分野において「半極性」非イオン性物質と呼ばれ
ることが多い物質である。アミンオキシドは、式Ｒ（ＥＯ）ｘ（ＰＯ）ｙ（ＢＯ）ｚＮ（
Ｏ）（ＣＨ２Ｒ’）２．ｑＨ２Ｏを有する。式中、Ｒは、飽和又は不飽和、直鎖又は分枝
鎖であることができる比較的長鎖のヒドロカルビル部分であり、８～２０個、好ましくは
１０～１６個の炭素原子を含有することができ、より好ましくはＣ１２～Ｃ１６第一級ア
ルキルである。Ｒ’は、好ましくは水素、メチル、及び－ＣＨ２ＯＨから選択される短鎖
部分である。ｘ＋ｙ＋ｚが０と異なる場合、ＥＯはエチレンオキシ、ＰＯはプロピレンオ
キシ、ＢＯはブチレンオキシである。アミンオキシド界面活性剤は、Ｃ１２～１４アルキ
ルジメチルアミンオキシドで示される。
【００９７】
　ｉｉｉ）アニオン性界面活性剤と非イオン性界面活性剤との組み合わせ
　本明細書の液体洗剤組成物において、洗浄性界面活性剤成分は、アニオン性及び非イオ
ン性界面活性剤物質の組み合わせを含んでよい。
【００９８】
　２）水性液体担体
　一般に、本明細書の組成物で使用される水性の非表面活性液体担体の量は比較的多い。
例えば、非水性の非表面活性液体担体成分は、本明細書の組成物の約０重量％～４０重量
％を構成することができる。より好ましくは、この液体担体成分は、本明細書の組成物の
約１重量％～３０重量％、更に好ましくは２重量％～２５重量％を構成する。
【００９９】
　最も価格的に効果的な種類の水性の非表面活性液体担体は、言うまでもなく水そのもの
である。それ故に、水性の非表面活性液体担体成分は、一般に、完全にではないとしても
ほとんど水から成る。従来からそのようなアルカノール、ジオール、他のポリオール、エ
ーテル及びアミン等の他の種類の水相溶性液体が共溶媒又は安定剤として液体洗剤組成物
に添加されているが、本発明の目的のためには、そのような水相溶性液体の利用は、組成
物コストを抑えるため最小限にされるべきである。したがって、本明細書の液体洗剤製品
の水溶性液体担体成分は、一般的に、組成物の約０重量％～９０重量％、より好ましくは
約５重量％～７０重量％の範囲の濃度で存在する水を含む。
【０１００】
　３）任意の洗剤組成物成分
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　本発明の洗剤組成物は、任意の数の追加の任意成分を含んでよい。これらには洗浄性ビ
ルダー、酵素、酵素安定剤（プロピレングリコール、ホウ酸及び／又はホウ砂など）、泡
抑泡剤、汚れ懸濁剤、汚れ放出剤、他の布地ケア有益剤、ｐＨ調整剤、キレート化剤、ス
メクタイト粘土、溶媒、ヒドロトロープ及び相安定剤、構造化剤、移染抑止剤、蛍光増白
剤、香料、及び着色剤等の従来の洗濯洗剤組成物の構成成分が挙げられる。種々の任意の
洗剤組成物成分は、本明細書の組成物中に存在する場合、それらの望まれる貢献を組成物
又は洗濯作業にもたらすよう慣習的に使用されている濃度で利用されるべきである。この
ような任意の洗剤組成物成分の総量は、組成物の２重量％～５０重量％、より好ましくは
５重量％～３０重量％の範囲であり得る場合が多い。使用できる任意成分のいくつかを以
下に更に詳細に記載する。
【０１０１】
　ｉ）有機洗剤ビルダー
　本明細書の洗剤組成物はまた任意で、本明細書の組成物の洗濯／漂白での使用中に遭遇
する、カルシウム又は他のイオン、水の硬度の影響に対抗するように作用する、低濃度の
有機洗剤ビルダー物質を含有してもよい。こうした物質の例には、アルカリ金属、シトレ
ート、スクシネート、マロネート、カルボキシメチルスクシネート、カルボキシレート、
ポリカルボキシレート、及びポリアセチルカルボキシレートが挙げられる。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
、及びクエン酸のナトリウム塩、カリウム塩、及びリチウム塩が挙げられる。その他の例
は、ＭｏｎｓａｎｔｏによりＤｅｑｕｅｓｔの商標名で販売されてきたもの及びアルカン
ヒドロキシホスホネートのような、有機ホスホネートタイプの金属イオン封鎖剤である。
クエン酸塩及びＣ１２～Ｃ１８脂肪酸石鹸が極めて好ましい。
【０１０２】
　他の好適な有機ビルダーには、ビルダーの特性を有することが知られている、より高い
分子量のポリマー及びコポリマーが挙げられる。例えば、こうした物質には、適切なポリ
アクリル酸、ポリマレイン酸、及びＢＡＳＦによってＳｏｋａｌａｎの商標名で販売され
ているもののようなポリアクリル酸／ポリマレイン酸コポリマー及びそれらの塩が挙げら
れる。
【０１０３】
　有機ビルダー物質を使用する場合、有機ビルダー物質は一般的に、組成物の約１重量％
～５０重量％、より好ましくは約２重量％～３０重量％、最も好ましくは約５重量％～２
０重量％を構成する。
【０１０４】
　ｉｉ）洗浄性酵素
　本明細書の液体洗剤組成物は、洗浄性能及び／又は布地ケア効果をもたらす１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、及び既知のアミラーゼ、又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。好ましい酵素の組み合わせは、アミラーゼとの、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洗浄性酵素の反応混
液（cocktail）を含む。洗浄性酵素は、米国特許第６，５７９，８３９号でより詳細に記
載されている。
【０１０５】
　酵素を採用する場合、酵素は通常、組成物１ｇ当たり重量最大３ｍｇ、より典型的には
約０．０００１ｍｇ～約２．５ｍｇの活性酵素をもたらすのに十分な濃度で、本明細書の
液体洗剤組成物に導入される。言い換えれば、本明細書の水性液体洗剤組成物は、典型的
には、市販の酵素製剤を０．００１重量％～５重量％、好ましくは０．００５重量％～３
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重量％含むことができる。市販の酵素製剤の活性は、典型的には、原材料１ｇ当たり１０
～５０ｍｇの活性酵素タンパク質の範囲である。
【０１０６】
　ｉｉｉ）溶媒、ヒドロトロープ、及び相安定剤
　本明細書の洗剤組成物はまた任意で、本明細書の液体組成物のための相安定剤及び／又
は共溶媒として作用する低濃度の物質を含有してもよい。この種類の物質としては、メタ
ノール、エタノール、及び／又はプロパノールなどのＣ１～Ｃ３低級アルカノールが挙げ
られる。モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、及びトリエタノールアミンのよう
な低級Ｃ１～Ｃ３アルカノールアミンもまた、それ自体で又は低級アルカノールとの組合
せで使用することができる。使用される場合、相安定剤／共溶媒は、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。
【０１０７】
　ｉｖ）ｐＨ制御剤
　本明細書の洗剤組成物はまた任意で、本明細書の水性洗剤組成物のｐＨを最適な濃度で
調整又は維持するように作用する低濃度の物質を任意に含有してもよい。本発明の組成物
のｐＨは、約６．０～約１０．５、約７．０～約１０．０、又は約８．０～約８．５の範
囲でなければならない。必要に応じてＮａＯＨなどの物質を添加して、組成物のｐＨを変
えてもよい。
【０１０８】
　ｃ．１回量洗剤
　本発明のいくつかの実施形態では、液体洗剤組成物は、１回量のパウチに包装されてお
り、この場合、そのパウチは、ポリビニルアルコールのような水溶性フィルム物質で作ら
れている。いくつかの実施形態では、１回量のパウチは、単一又は複数の区画を有するパ
ウチを成し、この場合、本発明の液体洗剤組成物は、いずれかの他の従来の粉末又は液体
洗剤組成物と併せて用いることができる。好適なパウチ及び水溶性フィルム物質の例は、
米国特許第６，８８１，７１３号、同第６，８１５，４１０号、及び同第７，１２５，８
２８号に示されている。このパウチは、水溶性又は水分散性であるフィルム物質で作られ
るのが好ましく、最大孔径が２０マイクロメートルのガラスフィルターを用いて、以下に
示されている方法で測定した場合、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％の水溶度を有する。
【０１０９】
　予め秤量した４００ｍＬのビーカーに、５０グラム±０．１グラムのパウチ材料を加え
、２４５ｍＬ±１ｍＬの蒸留水を加える。これを、６００ｒｐｍに設定された磁性攪拌器
上で、３０分間激しく攪拌する。続いて、この混合物を、上で定義した孔径（最大２０マ
イクロメートル）の折り畳んだ定性焼結ガラスフィルターに通して濾過する。回収した濾
液から任意の従来法によって水を乾燥させ、残った材料の重量を測定する（これが溶解又
は分散画分である）。次いで、溶解度又は分散度の割合を計算することができる。
【０１１０】
　好ましいパウチ材料は、ポリマー材料、好ましくはフィルム又はシートに形成されるポ
リマーである。パウチ材料は、当該技術分野において既知であるように、例えば、ポリマ
ー材料のキャスティング、吹込成形、押出成形、又は吹き押出により得ることができる。
【０１１１】
　パウチ材料として用いるのに適した好ましいポリマー、コポリマー、又はこれらの誘導
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シド、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、多糖類（デ
ンプン及びゼラチンを含む）、キサンタン（xanthum）及びカラゴム（carragum）のよう
な天然ガムから選択される。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
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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
ーは、任意の重量平均分子量を有することができるが、好ましくは約１０００～１，００
０，０００、より好ましくは約１０，０００～３００，０００、更により好ましくは約２
０，０００～１５０，０００である。
【０１１２】
　ポリマーの混合物もまた、パウチ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つのポリマーが別のポリマー
よりも高い水溶性を有し、及び／又は１つのポリマーが別のポリマーよりも高い機械的強
度を有する混合物が挙げられる。同様に好適なものは、異なる重量平均分子量を有するポ
リマーの混合物、例えば、重量平均分子量が約１０，０００～４０，０００、好ましくは
２０，０００前後のＰＶＡ又はそのコポリマーと、重量平均分子量が約１００，０００～
３００，０００、好ましくは１５０，０００前後のＰＶＡ又はそのコポリマーとの混合物
である。同様に本明細書で好適なものは、例えば、ポリラクチドとポリビニルアルコール
とを混合することによって得られ、典型的には約１～３５重量％のポリラクチドと約６５
重％～９９重量％のポリビニルアルコールとを含む、ポリラクチド及びポリビニルアルコ
ールのような、加水分解によって分解可能な及び水溶性のポリマーブレンドを含むポリマ
ーブレンド組成物である。本明細書での使用に好ましいものは、材料の溶解特性を改善す
るために約６０％～約９８％加水分解された、好ましくは約８０％～約９０％加水分解さ
れたポリマーである。
【０１１３】
　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もまた、本発
明の区画を作製するために使用できる。異なるフィルムを選択することの利益は、得られ
る区画が、異なる溶解度特性、即ち放出特性を呈することができるということである。
【０１１４】
　最も好ましいパウチ材料は、Ｃｈｒｉｓ－Ｃｒａｆｔ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｐｒｏ
ｄｕｃｔｓ（Ｇａｒｙ、ＩＮ）から販売されているＭｏｎｏＳｏｌ　Ｍ８６３０という商
品名で知られているＰＶＡフィルム、並びにそれに相当する溶解度及び変形性特性のＰＶ
Ａフィルムである。本明細書で用いるのに適した他のフィルムとしては、Ａｉｃｅｌｌｏ
（Ｋｏｓｈｉｋａｗａ、Ｊａｐａｎ）から供給されているＰＴフィルム若しくはＫシリー
ズフィルム、又はＫｕｒａｒａｙ（Ｔｏｋｙｏ、Ｊａｐａｎ）から供給されているＶＦ－
ＨＰフィルムという商品名で知られているフィルムが挙げられる。
【０１１５】
　また、本明細書のパウチ材料は、１つ以上の添加剤成分を含むことができる。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、及びこれらの混合物を添加することが有益であり得る。他の
添加剤としては、洗浄水に送達される機能的洗剤添加剤、例えば有機ポリマー分散剤など
が挙げられる。
【０１１６】
　変形性の理由から、液体である構成成分を含むパウチ又はパウチ区画は、好ましくは区
画の容積空間の約５０％まで、好ましくは約４０％まで、より好ましくは約３０％まで、
より好ましくは約２０％まで、より好ましくは約１０％までの体積を有する気泡を含有す
る。
【０１１７】
　本発明による液体洗剤組成物を含む１回量のパウチは、いずれかの好適な手段を用いて
作製することができる。このような手段の非限定例については、上に列挙した特許に説明
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【０１１８】
　このパウチは、水溶性又は水分散性であるフィルム物質で作られるのが好ましく、最大
孔径が２０マイクロメートルのガラスフィルターを用いて、以下に示されている方法で測
定した場合、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９
５％の水溶度を有する。
【０１１９】
　予め秤量した４００ｍＬのビーカーに、５０グラム±０．１グラムのパウチ材料を加え
、２４５ｍＬ±１ｍＬの蒸留水を加える。これを、６００ｒｐｍに設定された磁性攪拌器
上で、３０分間激しく攪拌する。続いて、その混合物を、上で定義した孔径（最大２０マ
イクロメートル）の折り畳んだ定性焼結ガラスフィルターに通して濾過する。回収した濾
液から任意の従来法によって水を乾燥させ、残った材料の重量を測定する（これが溶解又
は分散画分である）。次いで、溶解度又は分散度の割合を計算することができる。
【０１２０】
　ｄ．硬質表面洗浄組成物
　いくつかの実施形態では、ＥＳＳを液体硬質表面洗浄組成物中で用いてよい。このよう
な組成物としては、ゲル、ペースト、増粘液体組成物、並びに水様の粘度を有する組成物
から選択される形態が挙げられるが、これらに限定されない。本明細書において好ましい
液体硬質表面洗浄組成物は、水性の液体硬質表面洗浄組成物であり、したがって、好まし
くは水を、より好ましくは全組成物の５０重量％～９８重量％、更に好ましくは７５重量
％～９７重量％、最も好ましくは８０重量％～９７重量％の量で含む。
【実施例】
【０１２１】
　以下の表Ｉ～ＩＩＩを参照すると、本明細書に開示されている非限定例として、本発明
の複数の実施形態の実例となるものが、比較のためのものと共に挙げられる。
【０１２２】
　表Ｉを参照すると、実施例１は液体洗剤組成物の比較例であり、ＨＣＯを４％と、１．
９％のＮａＯＨによって中和した直鎖アルキルベンゼンスルホン酸を１６％と、１００部
になるまでの水とを含むプレミックスを作製してから、残りの成分を含むＨＤＬマトリッ
クスにプレミックスを１８．７５％の濃度で加えて、表Ｉの洗剤組成物１を得たものであ
る。
【０１２３】
　表Ｉを参照すると、実施例２は、本発明による液体洗剤組成物の一例であり、ＨＣＯを
４％と、３．１％のモノエタノールアミン（ＭＥＡ）によって中和した直鎖アルキルベン
ゼンスルホン酸を１６％と、１００部になるまでの水とを含むプレミックスを作製してか
ら、残りの成分を含むＨＤＬにプレミックスを１８．７５％で加えて、表Ｉの洗剤組成物
２を得たものである。
【０１２４】
　表Ｉを参照すると、実施例３及び４は、本発明による液体洗剤組成物の例であり、実施
例２と同様に、ＭＥＡで中和した直鎖アルキルベンゼンスルホン酸を有する同じＨＣＯプ
レミックスを実施例２と同じ濃度（１８．７５％）で残りの成分に加えたものを用いたも
のである。
【０１２５】
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【表１】

　１　直鎖アルキルベンゼンスルホン酸の重量パーセントには、プレミックスを介して組
成物に加えられたものの重量パーセントが含まれる。
　２　－ＮＨ当たり２０個のエトキシレート基を有する、分子量６００ｇ／ｍｏｌのポリ
エチレンイミンコア。
　３　ＰＥＧ－ＰＶＡグラフトコポリマーは、ポリエチレンオキシド主鎖と複数のポリビ
ニルアセテート側鎖とを有する、ポリビニルアセテートグラフト化ポリエチレンオキシド
コポリマーである。ポリエチレンオキシド主鎖の分子量は約６０００であり、ポリエチレ
ンオキシドとポリ酢酸ビニルの重量比は約４０：６０であり、５０エチレンオキシド単位
当たり１グラフト点を超えない。
【０１２６】
　室温で３カ月保存した後の外観の均質性は、比較例１よりも実施例２の方が優れている
。
【０１２７】
　実施例２、３、及び４に従って作製した液体洗剤組成物は、逆さにしたスリットバルブ
付きスクイーズボトルに入れてもよい。
【０１２８】
　表ＩＩを参照すると、実施例５、６、及び７も、本発明の液体洗剤組成物の実例となる
ものである。ＨＣＯを４％と、３．７％のＭＥＡによって中和した直鎖アルキルベンゼン
スルホン酸を１６％と、１００部になるまでの水とを含む同じプレミックスを用いて、液
体洗剤組成物を調製する。
【０１２９】
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　残りの配合物にプレミックスを１３．０７％（実施例５）、９．２５％（実施例６）、
及び３．５０％（実施例７）の濃度で加えて、以下の表ＩＩに示されている液体洗剤組成
物をもたらす。
【０１３０】
【表２】

　１　直鎖アルキルベンゼンスルホン酸の重量パーセントには、プレミックスを介して組
成物に加えられたものの重量パーセントが含まれる。
　２　－ＮＨ当たり２０個のエトキシレート基を有する、分子量６００ｇ／ｍｏｌのポリ
エチレンイミンコア。
　３　ＰＥＧ－ＰＶＡグラフトコポリマーは、ポリエチレンオキシド主鎖と複数のポリビ
ニルアセテート側鎖とを有する、ポリビニルアセテートグラフト化ポリエチレンオキシド
コポリマーである。ポリエチレンオキシド主鎖の分子量は約６０００であり、ポリエチレ
ンオキシドとポリ酢酸ビニルの重量比は約４０：６０であり、５０エチレンオキシド単位
当たり１グラフト点を超えない。
【０１３１】
　実施例５、６、及び７に従って作製した液体洗剤組成物は、逆さにしたスリットバルブ
付きスクイーズボトルに入れてもよい。
【０１３２】
　表ＩＩＩを参照すると、実施例８は、１回量の可溶性パウチ入り洗剤組成物の比較例で
あり、ＨＣＯを４％と、１．９％のＮａＯＨによって中和した直鎖アルキルベンゼンスル
ホン酸を１６％と、ｐＨ＝７．５に緩衝するリン酸塩と、１００部になるまでの水とを含
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．５％の濃度で加えて、表ＩＩＩの洗剤組成物１を得たものである。
【０１３３】
　表ＩＩＩを参照すると、実施例９は、１回量の可溶性パウチ入り洗剤組成物の別の比較
例であり、ＨＣＯを４％と、１．９％のＮａＯＨによって中和した直鎖アルキルベンゼン
スルホン酸を１６％と、ｐＨ＝７．５に緩衝するＴＥＡと、１００部になるまでの水とを
含むプレミックスを作製してから、残りの成分を含む洗剤マトリックスにプレミックスを
２．５％で加えて、表ＩＩＩの洗剤組成物２を得たものである。
【０１３４】
　表ＩＩＩを参照すると、実施例１０は、本発明による１回量の可溶性パウチ入り洗剤組
成物の実施例であり、ＨＣＯを４％と、モノエタノールアミン（ＭＥＡ）によって中和し
た直鎖アルキルベンゼンスルホン酸を１６％と、ｐＨ＝７．５に緩衝するＴＥＡと、１０
０部になるまでの水とを含むプレミックスを作製してから、残りの成分を含む洗剤マトリ
ックスにプレミックスを２．５％で加えて、表ＩＩＩの洗剤組成物３を得たものである。
【０１３５】
　表ＩＩＩを参照すると、実施例１１は、本発明による１回量の可溶性パウチ入り洗剤組
成物の実施例であり、ＨＣＯを４％と、緩衝剤を加えずにモノエタノールアミン（ＭＥＡ
）によって中和した直鎖アルキルベンゼンスルホン酸を１６％と、１００部になるまでの
水とを含むプレミックスを作製してから、残りの成分を含むＨＤＬにプレミックスを２．
５％で加えて、表ＩＩＩの洗剤組成物３を得たものである。
【０１３６】
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【表３】

　１　直鎖アルキルベンゼンスルホン酸の重量パーセントには、プレミックスを介して組
成物に加えられたものの重量パーセントが含まれる。
　２　－ＮＨ当たり２０個のエトキシレート基を有する、分子量６００ｇ／ｍｏｌのポリ
エチレンイミンコア。
【０１３７】
　ＶＩ．比較データ
　本明細書の図は、従来の（Ｎａ－ＬＡＳで乳化させた）硬化ヒマシ油外部構造化剤と比
較した、本発明の外部構造化系のレオロジー特性に関する。
【０１３８】
　各図において、９．２５重量部％の外部構造化剤（ＥＳＳ）プレミックスという同一濃
度に関して、レオロジーの比較を行い、実施例６の濃縮液体洗濯洗剤中に、合わせて０．
３７重量％の硬化ヒマシ油構造化剤を送達する。Ｎａで中和したＬＡＳを用いて、プレミ
ックス中で乳化させた硬化ヒマシ油、換言すれば、当該技術分野の外部構造化系を代わり
に使うこと以外は同じ方式で比較を行う。レオロジーデータは、本発明の外部構造化剤に
よって増粘性が実質的に向上することを示している。
【０１３９】
　本発明の外部構造化剤は、液体洗剤中に導入した場合、低い剪断力においては比較的高
い粘度を、高い剪断力においては比較的低い粘度を示し、剪断減粘性が高い。
【０１４０】



(26) JP 5951698 B2 2016.7.13

10

20

30

　レオロジープロファイルを定義するために、ＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓから入手可
能なレオメーターＴＡ５５０を用いて、組成物の流動曲線を割り出す。この割り出しは、
２０℃で、５００マイクロメートルのギャップを設けた４ｃｍの平板測定システムを用い
て行う。上記の割り出しは、ある期間（３分間）にわたって、剪断速度を連続的に上昇さ
せる（典型的には０．０５ｓ－１～３０ｓ－１）プログラム済みのアプリケーションによ
って行う。
【０１４１】
　これらのデータを用いて、粘度対剪断速度の流動曲線を作成する。
　図１は、０～３０ｓ－１の範囲のプロット比較の結果であり、対数目盛で縦軸に粘度（
Ｐａ・ｓ）を示しているのに対して、横軸に剪断速度（ｓ－１）を示している。
　図２は、０～５ｓ－１の範囲のプロット比較の結果であり、線形目盛で縦軸に粘度（Ｐ
ａ・ｓ）を示しているのに対して、横軸に剪断速度（ｓ－１）を示している。
　図３は、２０ｓ－１で測定した注入粘度のプロット比較の結果であり、線形目盛で縦軸
に粘度（Ｐａ・ｓ）を示しているのに対して、横軸に剪断速度（ｓ－１）を示している。
【０１４２】
　３つの全てのプロットにおいて、本発明の系の優越性は明らかである。更に、これらの
結果は、ＥＳＳ及びＥＳＳを含有する洗剤の顕微鏡検査結果と一致しており、Ｎａ－ＬＡ
Ｓで乳化させた類似体よりも、結晶化硬化ヒマシ油の糸様又は棒様構造体の均一分散性が
優れていることを示している。
【０１４３】
　相互参照される又は関連するあらゆる特許又は出願書類を含め、本明細書において引用
される全ての文献は、明示的に除外ないしは制限されない限り、その全体が参照により本
明細書に組み込まれる。いかなる文献の引用も、それが本明細書において開示され請求さ
れるいずれかの発明に関する先行技術であること、又はそれが単独で若しくは他のいかな
る参照とのいかなる組み合わせにおいても、このような発明を教示する、提案する、又は
開示することを認めるものではない。更に、本書における用語のいずれかの意味又は定義
が、参照により組み込まれる文献における同一の用語のいずれかの意味又は定義と相反す
る限りにおいては、本書においてその用語に与えられた定義又は意味が適用されるものと
する。
【０１４４】
　本発明の特定の実施形態が例示され、記載されてきたが、本発明の趣旨及び範囲から逸
脱することなく、他の様々な変更及び修正を実施できることが、当業者には明白であろう
。したがって、本発明の範囲内にあるそのような全ての変更及び修正を、添付の「特許請
求の範囲」で扱うものとする。
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