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(57)【要約】
　封入リパーゼと、５～６０重量％の界面活性剤系とを含有する洗浄組成物。界面活性剤
系は、１：１～９９：１の重量比でアニオン性界面活性剤及び非イオン性界面活性剤を含
有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロテアーゼ酵素と、リパーゼ酵素と、５～６０重量％の非石鹸界面活性剤系と、を含
む液体洗剤組成物であって、前記界面活性剤系が、（ｉ）アニオン性界面活性剤及び（ｉ
ｉ）非イオン性界面活性剤を含み、（ｉ）の（ｉｉ）に対する重量比が１：１～９９：１
であり、前記リパーゼ酵素の少なくとも６５重量％が封入体中に存在し、前記封入体がシ
ェルを含み、前記シェルが、前記液体洗剤組成物には不溶性であるが、前記液体洗剤組成
物を洗浄液で希釈すると溶解する、液体洗剤組成物。
【請求項２】
　プロテアーゼ酵素と、リパーゼ酵素と、２～８０重量％の非石鹸界面活性剤系と、を含
む液体洗剤組成物であって、前記リパーゼ酵素の少なくとも６５重量％が封入体中に存在
し、前記封入体がシェルを含み、前記シェルが、前記液体洗剤組成物には不溶性であるが
、前記液体洗剤組成物を洗浄液で希釈すると溶解し、前記組成物が、香料であって、前記
香料の総重量に基づいて少なくとも２重量％の香料エステル、好ましくは少なくとも５重
量％の香料エステル、又は少なくとも１０、又は少なくとも１５、又は少なくとも２０重
量％の香料エステルを含む香料を含むことを特徴とする、液体洗剤組成物。
【請求項３】
　プロテアーゼ酵素と、リパーゼ酵素と、５～６０重量％の非石鹸界面活性剤系と、を含
む液体洗剤組成物であって、前記リパーゼ酵素の少なくとも６５重量％が封入体中に存在
し、前記封入体がシェルを含み、前記シェルが、前記液体洗剤組成物には不溶性であるが
、前記液体洗剤組成物を洗浄液で希釈すると溶解し、前記組成物が布地濃淡染料を含むこ
とを特徴とする、液体洗剤組成物。
【請求項４】
　アニオン性界面活性剤（ｉ）の非イオン性界面活性剤（ｉｉ）に対する重量比が、５１
：４９～９９：１、又は好ましくは５５：４５～９９：１、好ましくは３：２～９：１で
ある、請求項１に記載の液体洗剤組成物。
【請求項５】
　前記アニオン性界面活性剤が、アルキルベンゼンスルホネート界面活性剤を含み、任意
追加的に、任意で１～７個のエトキシレートで部分的に又は完全にエトキシル化されたア
ルキルサルフェート界面活性剤を更に含む、請求項１～４のいずれかに記載の液体洗剤組
成物。
【請求項６】
　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非イオン性界面活性剤に対する
重量比が、１：１～９９：１である、請求項１～５のいずれかに記載の液体洗剤組成物。
【請求項７】
　エステル含有洗濯成分を更に含む、請求項１～６のいずれかに記載の液体洗剤組成物。
【請求項８】
　前記エステル含有洗濯成分が香料エステルを含む、請求項７に記載の液体洗剤組成物。
【請求項９】
　前記エステル含有洗濯成分がポリエステル汚れ放出ポリマーを含み、好ましくは、前記
ポリエステル汚れ放出ポリマーが、ポリエチレン又はポリプロピレンテレフタレート、及
びこれらの混合物、最も好ましくはポリプロピレンテレフタレートを含む、請求項７又は
８に記載の液体洗剤組成物。
【請求項１０】
　前記液体洗剤組成物が構造化剤を含み、好ましくは、前記構造化剤が硬化ヒマシ油、シ
トラスパルプ、又はこれらの混合物を含む、請求項１～９のいずれかに記載の液体洗剤組
成物。
【請求項１１】
　０．５％以上２０．０重量％未満、好ましくは１重量％～１３重量％の水を含む、請求
項１～１０のいずれかに記載の液体洗剤組成物。
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【請求項１２】
　前記封入体の前記シェルが、ポリマー、コポリマー若しくはそれらの誘導体、又はそれ
らの混合物を含み、好ましくは、前記シェルは、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、ポリ酢酸ビニル、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、天然ゴム、ポリアクリレート、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、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、並びにこれらの混合物を含む、請求項１～１１のいずれ
かに記載の液体洗剤組成物。
【請求項１３】
　前記リパーゼが、（ａ）フミコーラ・ラヌギノサ（Humicola lanuginosa）株ＤＳＭ　
４１０９由来の野生型リパーゼと少なくとも９０％の同一性を有し、（ｂ）前記野性型リ
パーゼと比較して、Ｅ１又はＱ２４９の１５Ａ内の三次元構造の表面において、電気的に
中性又は負に帯電しているアミノ酸の、正に帯電しているアミノ酸による置換を含み、更
に、（Ｉ）Ｃ末端にペプチド付加を含み得、かつ／又は（ＩＩ）Ｎ末端にペプチド付加を
含み、かつ／又は（ＩＩＩ）以下の制約：ｉ）前記野性型リパーゼの位置Ｅ２１０に負の
アミノ酸を含み、ｉｉ）前記野性型リパーゼの位置９０～１０１に対応する領域に負に帯
電しているアミノ酸を含み、かつｉｉｉ）Ｎ９４又は前記野生型リパーゼに対応する位置
に中性若しくは負のアミノ酸を含み、かつ／又は（ｉｖ）前記野生型リパーゼの位置９０
～１０１に対応する領域に負又は中性の正味電荷を有する、及び（ｖ）これらの混合、を
満たすアミノ酸配列を有するポリペプチドであるリパーゼを含む、請求項１～１２のいず
れかに記載の液体洗剤組成物。
【請求項１４】
　水溶性単位用量物品の形態である、請求項１～１３のいずれかに記載の液体洗剤組成物
であって、好ましくは、前記液体洗剤組成物が、好ましくは少なくとも２つの区画を含む
水溶性フィルムパウチに含有され、前記液体洗剤組成物が、少なくとも１つの区画内、任
意追加的に、更に第２の区画内に含まれるか、又は粉末組成物が第２の区画内に含まれる
、請求項１～１３のいずれかに記載の液体洗剤組成物。
【請求項１５】
　液体洗剤組成物を作製する方法であって、前記液体洗剤組成物には不溶性であるが、前
液体洗剤組成物を洗浄液で希釈すると溶解するシェルにリパーゼ酵素を封入することと、
前記封入されたリパーゼを非石鹸界面活性剤系と混合することとを含み、前記界面活性剤
系が、（ｉ）アニオン性界面活性剤、及び（ｉｉ）非イオン性界面活性剤であって、（ｉ
）の（ｉｉ）に対する重量比が１：１～９９：１である非イオン性界面活性剤、及び任意
の追加リパーゼを含み、前記リパーゼ酵素の少なくとも６５重量％、又は少なくとも７０
重量％、好ましくは少なくとも８０重量％、より好ましくは少なくとも９０重量％、又は
好ましくは１００重量％が封入される、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洗浄組成物の分野に属する。
【背景技術】
【０００２】
　洗剤及び／又は洗浄組成物の重要な役割は、布地から汚れ及び染みを取り除くことによ
り、消費者が知覚可能な洗浄効果を達成することにある。油汚れの除去に有効であるので
、酵素、特にリパーゼ酵素は、特に有用な洗浄成分である。しかし、大部分の液体洗剤組
成物はプロテアーゼ酵素を含むので、リパーゼ酵素を配合するのは困難であり得る。リパ
ーゼ酵素は、特にプロテアーゼに対して脆弱であり、洗剤組成物の他の成分の存在によっ
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て分解され得るので、リパーゼは、保存中に徐々に分解される傾向がある。例えばプロテ
アーゼ又はリパーゼを分離することによるなど、この問題を軽減するために多くの取り組
みがなされてきたが、一般的に、両酵素の配合の問題は解決されていない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本発明は、プロテアーゼ酵素と、リパーゼ酵素と、２～８０重量％、好ましくは５～６
０重量％の非石鹸界面活性剤系と、を含む液体洗剤組成物であって、界面活性剤系が、（
ｉ）アニオン性界面活性剤及び（ｉｉ）非イオン性界面活性剤を含み、（ｉ）の（ｉｉ）
に対する重量比が１：１～９９：１であり、組成物において、リパーゼ酵素の少なくとも
６５重量％が封入体中に存在し、封入体がシェルを含み、シェルが、液体洗剤組成物には
不溶性であるが、液体洗剤組成物を洗浄液で希釈すると溶解することを特徴とする、液体
洗剤組成物に関する。
【０００４】
　好ましくは、アニオン性界面活性剤（ｉ）の非イオン性界面活性剤（ｉｉ）に対する重
量比は、５１：４９～９９：１、又は好ましくは５５：４５～９９：１、好ましくは３：
２～９：１である。本発明の組成物では、界面活性剤系は、アルキルベンゼンスルホネー
ト界面活性剤を含み得、任意追加的に、任意で１～７個のエトキシレートで部分的に又は
完全にエトキシル化されたアルキルサルフェート界面活性剤を更に含み得る。好ましくは
、更に、液体洗剤組成物では、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非
イオン性界面活性剤に対する重量比は、１：１～９９：１である。
【０００５】
　本発明の組成物は、好ましくは、香料エステルなどのエステル含有洗濯成分を更に含む
。エステル含有洗濯成分はポリエステル汚れ放出ポリマーを含み得、好ましくは、ポリエ
ステル汚れ放出ポリマーは、ポリプロピレンテレフタレートを含む。
【０００６】
　本発明の組成物は構造化剤を含み得、例えば、好ましくは、構造化剤は、硬化ヒマシ油
、シトラスパルプ、又はこれらの混合物を含む。
【０００７】
　また、本発明の組成物は、プロテアーゼ酵素と、リパーゼ酵素と、２～８０重量％の非
石鹸界面活性剤系とを含む液体洗剤組成物であって、リパーゼ酵素の少なくとも６５重量
％が封入体中に存在し、封入体がシェルを含み、シェルが、液体洗剤組成物には不溶性で
あるが、液体洗剤組成物を洗浄液で希釈すると溶解し、組成物が、香料であって、香料の
総重量に基づいて少なくとも２重量％の香料エステル、好ましくは少なくとも５重量％の
香料エステル、又は少なくとも１０、又は少なくとも１５、又は少なくとも２０重量％の
香料エステルを含む香料を含むことを特徴とする液体洗剤組成物を含む。
【０００８】
　また、本発明の組成物は、プロテアーゼ酵素と、リパーゼ酵素と、２～８０重量％の非
石鹸界面活性剤系と、を含む液体洗剤組成物であって、リパーゼ酵素の少なくとも６５重
量％が封入体中に存在し、封入体がシェルを含み、シェルが、液体洗剤組成物には不溶性
であるが、液体洗剤組成物を洗浄液で希釈すると溶解し、組成物が布地濃淡染料（fabric
 shading dye）を含むことを特徴とする、液体洗剤組成物を含む。
【０００９】
　本発明の組成物は、好ましくは、０．５％以上２０．０重量％未満、好ましくは１重量
％～１３重量％の水を含む。
【００１０】
　本発明の組成物は、好ましくは、ポリマー、そのコポリマー若しくは誘導体、又はそれ
らの混合物を含む封入シェルを含み、好ましくは、シェルは、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、ポリ酢酸ビニル、ポ
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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、天然ゴム、ポリアクリレート、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、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、及びこれらの組合せを含む。
【００１１】
　本発明の洗浄組成物は、いかなる液体製品形態であってもよい。本発明の洗浄組成物は
、洗濯洗剤組成物、硬質面洗浄組成物、食器手洗い組成物、又は自動食器洗浄機用組成物
であってもよい。洗浄組成物は、好ましくは液体形態であり、より好ましくは単区画若し
くは多区画水溶液パウチにより封入された単一相又は多相単位用量形態である。上記成分
に加えて、アニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、非イオン性界面活性剤、両性
界面活性剤、双極性イオン界面活性剤、及びこれらの混合物からなる群から選択される１
つ以上の界面活性剤を更に含み得る。界面活性剤は、アルキルベンゼンスルホン酸塩、ア
ルコキシル化アルキル硫酸塩、アルキル硫酸塩、及びこれらの混合物からなる群から選択
されるアニオン性界面活性剤を含むことが好ましい。
【００１２】
　また、本発明は、改善された洗浄効果を得るために布地を処理するための、上記洗浄組
成物の使用に関する。
【００１３】
　本発明のこれらの特徴及びその他の特徴は、以下の詳細な説明を添付の特許請求の範囲
と併せて検討することで当業者には明らかとなろう。本発明の好ましい実施形態は、本明
細書において後述されている本発明のこれらの好ましい実施形態のうち２つ又はそれ以上
の任意の組み合わせを含むことに注意されたい。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　定義
　本明細書で使用するところの「ａ」及び「ａｎ」なる冠詞は、特許請求の範囲において
使用される場合、特許請求又は記載されるものの１つ以上を意味するものと理解される。
【００１５】
　本明細書で使用するとき、「液体洗濯洗剤組成物」は、家庭用洗濯機内で衣類等の布地
の湿潤及び洗浄ができる流体を含む、任意の洗濯処理組成物を指す。組成物は、固体又は
気体を好適に細分された形態で含むことができるが、組成物全体は、全体として非流動性
の、例えば錠剤又は顆粒の製品形態を除外する。コンパクトな流体洗剤組成物には、任意
の固形の添加物は除外されるが、存在する場合、任意の泡は含まれ、好ましくは１立方セ
ンチメートルあたり、０．９グラム～１．３グラム、更に具体的には、１．００グラム～
１．１０グラムの範囲の密度を有する。
【００１６】
　本明細書で使用するとき、用語「外部構造化系」は、組成物の洗浄性界面活性剤の何ら
かの構造化効果から独立して、すなわち洗浄性界面活性剤以外により、液体洗濯洗剤組成
物を安定化させるのに十分な降伏応力又は低せん断粘度のいずれかをもたらす、選択され
た化合物又は化合物の混合物を指す。「内部構造化」により、必要な降伏応力又は低せん
断粘度を提供するために、洗濯成分の主要な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。
【００１７】
　本明細書で用いる百分率、比率、及び割合は全て、特に断らない限りは組成物の重量％
である。平均値は、全て、特に明確に断らない限りは、組成物又はその構成成分の「重量
」に基づいて計算したものである。
【００１８】
　本明細書で使用するとき、「を実質的に含まない（substantially free of）」又は「
を実質的に含まない（substantially free from）」という用語は、指示された材料が、
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組成物の約５重量％以下、好ましくは約２重量％以下、より好ましくは約１重量％以下の
量で存在することを意味する。
【００１９】
　本明細書で使用するとき、「を本質的に含まない（essentially free of）」又は「を
本質的に含まない（essentially free from）」という用語は、指示された材料が、組成
物の約０．１重量％以下の量で存在するか、あるいは、好ましくはそのような組成物中に
、分析的に検出可能な濃度では存在しないことを意味する。示される物質がかかる組成物
に意図的に添加された物質のうちの１つ以上の不純物としてのみ存在するような組成物が
含まれ得る。
【００２０】
　本明細書で使用するとき、「洗浄組成物」、「洗剤組成物」、又は「洗剤組成物又は洗
浄組成物」という語句は、汚れ物の洗浄用に設計された組成物及び配合物を指すために、
本明細書中で互換的に用いられる。そのような組成物は、洗濯洗剤組成物、布地柔軟化組
成物、布地強化組成物、布地消臭組成物、予洗い用洗剤（laundry prewash）、洗濯前処
理剤、洗濯補助剤、スプレー製品、ドライクリーニング剤又は組成物、洗濯すすぎ添加剤
、洗浄添加剤、すすぎ後布地処理剤、アイロン助剤、食器洗い組成物、硬質面洗浄組成物
、単位用量配合剤、遅延送達配合剤、多孔性基材又は不織布シート上又は中に含有される
洗剤、及び本明細書の教示を考慮すると当業者に明らかであり得る他の好適な形態を含む
が、これらに限定されない。このような組成物は、洗浄前処理剤、洗浄後処理剤として使
用してもよいし、あるいは、洗浄プロセスのすすぎ又は洗浄サイクル中に加えてもよい。
この洗浄組成物は、液体、粉末、単相若しくは多相の単位用量若しくはパウチ形態、錠剤
、ゲル、ペースト、バー、又はフレークから選択される形態を有し得る。本発明の好まし
い実施形態において、本発明の洗浄組成物は、単区画若しくは多区画水溶性パウチ（例え
ば、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）若しくはそのコポリマーなどの水溶性ポリマーによ
り形成されるもの）で封入された単一相又は多相単位用量形態の、液体洗濯洗剤組成物又
は食器用洗剤組成物である。より好ましくは、本発明の洗浄組成物は、改善された白色度
維持効果を達成するために布地を処理するために選定された液体洗濯洗剤組成物である。
【００２１】
　本明細書で使用するところの「洗濯洗剤」なる用語は、液体又は固体の組成物を意味し
、特に断らない限り、顆粒形態又は粉末形態の汎用又は「重質」洗浄剤、特に、洗浄洗剤
、並びに漂白添加剤又は前処理タイプなどの洗浄助剤が含まれる。本発明の好ましい実施
形態において、洗濯洗剤は、液体洗濯洗剤組成物である。
【００２２】
　本明細書で使用するとき、「汚れ物」という用語は、限定されないが、木綿、亜麻布、
ウール、ポリエステル、ナイロン、絹、アクリル及びこれらに類するものなどの天然、人
工、及び合成繊維を包含する天然又は人工繊維の網状構造、並びに様々なブレンド物及び
組み合わせからなる任意のタイプの可撓性材料を、非特定的に指す。汚れ物は、限定され
ないが、タイル、花崗岩、しっくい、ガラス、複合物、ビニル、堅木、金属、調理用表面
、プラスチック、及びこれらに類するものなどの天然、人工、及び合成表面を含む任意の
タイプの硬質表面、並びにブレンド及び組み合わせを更に指し得る。
【００２３】
　本明細書で使用するとき、「水硬度」又は「硬度」という用語は、アルカリ性条件下で
沈殿し、それにより、界面活性剤の界面活性及び洗浄能力を減ずる可能性のある、水中に
存在する非複合型カチオンイオン（すなわち、Ｃａ２＋又はＭｇ２＋）を意味する。更に
、「水硬度が高い（high water hardness）」又は「水硬度が高い（elevated water hard
ness）」という用語は、互換的に用いることができ、本発明の目的に関する相対語であり
、水４リットル（１ガロン）当たり少なくとも１２グラムのカルシウムイオンを含有する
硬度レベル（ｇｐｇ、「米国穀粒硬度」単位）を含むが、これに限定されるわけではない
。
【００２４】
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　封入リパーゼは、シェルを有するリパーゼ及び／又はプロテアーゼ酵素の粒子を含み、
公知のプロセスのいずれか、例えば、噴霧乾燥、噴霧コーティング、沈殿／コアセルベー
ション、及び凍結乾燥を使用して作製することができる。
【００２５】
　シェルは、好ましくは、ポリマー、そのコポリマー若しくは誘導体、又はその混合物を
含み、好ましくは、シェルは、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、ポリ酢酸ビニル、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、天然ゴム、ポリアクリレート、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、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、及びこれらの組合せを含む。
【００２６】
　水溶性ポリマーは、例えば、２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸、２
－メタクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸、及びこれらの組合せから選択され
る、ビニルアルコール単位とスルホン酸単位とのコポリマーであってよい。コポリマーは
、液体洗剤配合物の存在下で水溶性の特徴をもたらす分子量及びモノマー組み込みレベル
で作製される。その結果、コポリマーは、洗剤配合物を包装し、酵素などの洗剤成分を封
入するのに特に有用になる。本発明に関連して、コポリマーを酵素粒子に噴霧して又は吹
き付けて、粒子を封入するポリマーコーティングを提供することができる。
【００２７】
　洗浄組成物
　本発明は、上記のとおりの、そして、任意追加的な追加補助成分を含む洗浄組成物、好
ましくは洗剤組成物、最も好ましくは液体洗濯洗剤組成物を提供する。
【００２８】
　本発明の洗浄組成物は、いかなる液体製品形態であってもよく、洗濯洗剤組成物、硬質
表面洗浄組成物、食器手洗い用組成物、及び自動食器洗浄組成物であり得る。洗浄組成物
は、液体を含み、更により好ましくは、単相又は多相単位用量形態を含む、すなわち、液
体洗浄組成物は、単区画又は多区画水溶性パウチ内に収容される。特定の実施形態では、
洗浄組成物は、例えば、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）及び／又はポリビニルピロリド
ン（ＰＶＰ）などの水溶性ポリマーによって形成される単区画又は多区画水溶性単位用量
物品又はパウチ内に封入されている、液体自動食器洗浄組成物又は液体洗濯洗剤組成物の
いずれかを収容する、単相又は多相単位用量形態である。
【００２９】
　洗濯処理組成物は、布地の処理又は洗濯に好適な任意の組成物であり得る。
【００３０】
　本発明の液体洗剤組成物、好ましくは洗濯洗剤は、全体として事実上液体である。すな
わち、たとえ液相内に分散している固相を含んでいようと、組成物は、固体又は顆粒状組
成物ではなく、液体の性質を有する。本明細書における本発明の洗濯処理組成物では、用
語「液体」は、分散液、ゲル、ペーストなどの形態を包含する。また、液体組成物は、好
適に細分された形態の気体を含んでもよい。用語「液体洗濯処理組成物」とは、布地を濡
らし、処理することのできる、例えば、家庭用洗濯機内で衣類の清浄化ができる液体を含
む、任意の洗濯処理組成物を指す。分散液は、例えば、固形分又は微粒子状物質が内部に
含まれる液体である。
【００３１】
　洗濯処理組成物は、完全に処方された消費者製品として使用してもよく、又は１つ以上
の更なる成分に添加して完全に処方された消費者製品を形成してもよい。洗濯処理組成物
は、布地を洗浄液に添加する前に、布地、好ましくは布地の染みに添加される「前処理」
組成物であってよい。



(8) JP 2019-502779 A 2019.1.31

10

20

30

40

50

【００３２】
　好ましくは、液体洗濯洗剤組成物は、１０００ｓ－１のせん断速度で３００ｍＰａ・ｓ
～７００ｍＰａ・ｓ、より好ましくは３５０ｍＰａ・ｓ～６００ｍＰａ・ｓの粘度を有す
る。粘度を測定するための例示的な方法は、製造業者の説明書に従って、２０℃で１００
０μｍのギャップを使用してＴＡ　ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ製のレオメータＤＨＲ１を使
用することである。
【００３３】
　用語「液体洗濯洗剤組成物」とは、家庭用洗濯機で布地を濡らし、処理することができ
る、例えば、衣類を洗浄することができる液体を含む任意の洗濯洗剤組成物を指す。
【００３４】
　本発明の液体洗濯洗剤組成物は、５重量％～７０又は更には８０重量％、好ましくは５
重量％～６５重量％若しくは６０重量％、又は１０重量％～４０重量％、より好ましくは
１５重量％～３０重量％の濃度の洗浄界面活性剤系を含む。
【００３５】
　界面活性剤系
　本発明の洗浄組成物は、組成物の総重量の約５重量％～約７０、６５、又は６０重量％
、より好ましくは約５重量％～５０重量％、より好ましくは５重量％～３０重量％の範囲
の量で存在し得る、アニオン性界面活性剤及び非イオン性界面活性剤を含む。
【００３６】
　アニオン性界面活性剤
　有用なアニオン性界面活性剤は、いくつかの異なる種類であってよい。例えば、１０～
２０個の炭素原子を含有するアルキル基（用語「アルキル」にはアシル基のアルキル部分
が包含される）、及びスルホン酸エステル基又は硫酸エステル基をその分子構造内に有す
る有機イオウ反応生成物の水溶性塩、好ましくはアルカリ金属及びアンモニウム塩を含む
非石鹸合成アニオン性界面活性剤が、本明細書に用いるのに特に好適である。この群の合
成アニオン性界面活性剤の例としては、これらに限定されるものではないが、ａ）直鎖又
は分枝鎖の炭素鎖のいずれかを有するアルキル硫酸ナトリウム、カリウム、及びアンモニ
ウム、特に、高級アルコ－ル（Ｃ１０～Ｃ２０炭素原子）を硫酸化することによって得ら
れるもの、例えば、タロー又はココナッツ油のグリセリドを還元することにより作製され
るもの；ｂ）直鎖又は分枝鎖の炭素鎖のいずれかを有するアルキルエトキシ硫酸ナトリウ
ム、カリウム及びアンモニウム、特に、アルキル基が１０～２０個、好ましくは１２～１
８個の炭素原子を含有し、エトキシル化された鎖が、平均で約０．１～９、好ましくは０
．３～７、より好ましくは０．５～５又は４又は３の範囲のエトキシル化度を有するもの
；ｃ）アルキル基が、直鎖又は分枝鎖の炭素鎖のいずれかの構造、好ましくは直鎖炭素鎖
構造で１０～２０個の炭素原子を含有する、アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム及び
カリウム；ｄ）アルキル基が、直鎖又は分枝鎖のいずれかの構造で１０～２０個の炭素原
子を含有する、アルキルスルホン酸ナトリウム、カリウム、及びアンモニウム；ｅ）アル
キル基が、直鎖又は分枝鎖のいずれかの構造で１０～２０個の炭素原子を含有する、アル
キルリン酸又はホスホン酸ナトリウム、カリウム、及びアンモニウム；ｆ）アルキル基が
、直鎖又は分枝鎖のいずれかの構造で１０～２０個の炭素原子を含有する、アルキルカル
ボン酸ナトリウム、カリウム、及びアンモニウム、並びにこれらの組み合わせ；ｇ）例え
ば式Ｒ－ＣＨ（ＳＯ３Ｍ）－ＣＨ２ＣＯＯＲ’のアルキルエステルスルホン酸ナトリウム
、カリウム、及びアンモニウム、又は例えば式Ｒ－ＣＨ（ＯＳＯ３Ｍ）－ＣＨ２ＣＯＯＲ
’（式中、Ｒは、Ｃ１０～Ｃ２０、好ましくはＣ１０～Ｃ１６直鎖又は分枝鎖アルキルラ
ジカルを表し、Ｒ’は、Ｃ１～Ｃ６、好ましくはＣ１～Ｃ３アルキルラジカルを表し、Ｍ
は、ナトリウム、カリウム、又はアンモニウムカチオンを表す）のアルキルエステル硫酸
ナトリウム、カリウム、及びアンモニウムが挙げられる。アニオン性界面活性剤は、本発
明の洗浄組成物中に、組成物の総重量の約４．５重量％～約６４．５重量％、より好まし
くは約５重量％～５０重量％、より好ましくは５重量％～３０重量％、最も好ましくは１
０重量％～２５重量％の範囲の濃度で提供され得る。
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【００３７】
　特に好ましい一実施形態では、本発明の洗浄組成物は、Ｃ１０～Ｃ２０直鎖アルキルベ
ンゼンスルホネート、平均エトキシル化度が１～５の範囲であるＣ１０～Ｃ２０直鎖又は
分枝鎖アルキルエトキシサルフェート、Ｃ１０～Ｃ２０直鎖又は分枝鎖アルキルサルフェ
ート、Ｃ１０～Ｃ２０直鎖又は分枝鎖アルキルエステルサルフェート、Ｃ１０～Ｃ２０直
鎖又は分枝鎖アルキルスルホネート、Ｃ１０～Ｃ２０直鎖又は分枝鎖アルキルエステルス
ルホネート、Ｃ１０～Ｃ２０直鎖又は分枝鎖アルキルホスフェート、Ｃ１０～Ｃ２０直鎖
又は分枝鎖アルキルホスホネート、Ｃ１０～Ｃ２０直鎖又は分枝鎖アルキルカルボキシレ
ート、及びこれらの組合せからなる群から選択される１つ以上のアニオン性界面活性剤を
５重量％～約５０重量％含有する液体洗剤組成物である。当該１種又は２種以上のアニオ
ン性界面活性剤は、Ｃ１０～Ｃ２０の直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、平均エトキシ
ル化度が約１～約５の範囲であるＣ１０～Ｃ２０の直鎖又は分枝鎖アルキルエトキシ硫酸
塩、Ｃ１０～Ｃ２０の直鎖又は分枝鎖アルキル基を有するメチルエステルスルホン酸塩、
及びこれらの混合物からなる群から選択され、液体洗濯洗剤組成物又は食器用洗剤組成物
の約５重量％～約３０重量％の範囲の量で存在することがより好ましい。アニオン性界面
活性剤は、典型的には塩形態で存在するため、重量パーセントは、典型的には、塩形態の
界面活性剤に基づいて計算される。
【００３８】
　好ましくは、組成物は、アルキルベンゼンスルホネート界面活性剤を含み得、任意追加
的に、任意で１～７個のエトキシレートで部分的に又は完全にエトキシル化されたアルキ
ルサルフェート界面活性剤を更に含み得る。好ましくは、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非イオン性界面活性剤に対する重量比は、１：１～９９：１、又
は５５：４５～９９：１、又は３：２～９：１である。
【００３９】
　界面活性剤系は、好ましくは、界面活性剤の総重量に基づいて、少なくとも８０重量％
の直鎖アルキルベンゼンスルホネート界面活性剤、好ましくは少なくとも８５重量％、又
は更には少なくとも８７若しくは少なくとも９０重量％のアルキルベンゼンスルホネート
（ＬＡＳ）を含む。
【００４０】
　好ましいアルキルベンゼンスルホネートは、直鎖状である。好ましいアルキルスルホネ
ートは、Ｃ１０～１３アルキルベンゼンスルホネートから選択される。好適なアルキルベ
ンゼンスルホン酸塩（ＬＡＳ）は、市販の線状アルキルベンゼン（ＬＡＢ）をスルホン化
することによって得ることができる。好適なＬＡＢとしては、商品名Ｉｓｏｃｈｅｍ（登
録商標）としてＳａｓｏｌにより供給されているもの又はＰｅｔｒｅｓａにより商品名Ｐ
ｅｔｒｅｌａｂ（登録商標）として供給されているものなどの低２－フェニルＬＡＢが挙
げられ、他の好適なＬＡＢとしては、商品名Ｈｙｂｌｅｎｅ（登録商標）としてＳａｓｏ
ｌにより供給されているものなどの高２－フェニルＬＡＢが挙げられる。好適なアニオン
性洗浄性界面活性剤は、ＤＥＴＡＬ触媒プロセスによって得られるアルキルベンゼンスル
ホン酸塩であるが、ＨＦなどの他の合成経路が好適な場合もある。一態様では、ＬＡＳの
マグネシウム塩を用いる。
【００４１】
　界面活性剤系は、非イオン性、非ＬＡＳアニオン性、カチオン性、両性、両性電解、両
親媒性、双極性、半極性非イオン性界面活性剤、及びこれらの混合物から選択され得る追
加の界面活性剤を含み得る。好ましい組成物は界面活性剤の混合物を含むが、ＬＡＳは、
好ましくは界面活性剤系の少なくとも８０重量％の量で存在する。
【００４２】
　アニオン性界面活性剤は、アンモニア、アミン、又はアルカノールアミンで中和され得
る。アルカノールアミンが好ましい場合もある。当該技術分野で既知のモノエタノールア
ミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、及び他の直鎖状若しくは分岐鎖状ア
ルカノールアミンを含む好適な非限定的な例。例えば、非常に好ましいアルカノールアミ
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ンとしては、２－アミノ－１－プロパノール、１－アミノプロパノール、モノイソプロパ
ノールアミン、又は１－アミノ－３－プロパノールが挙げられる。アミン中和は完全又は
部分的に行われてもよく、例えばアニオン性界面活性剤の一部はナトリウム又はカリウム
により中和されてもよく、及びアニオン性界面活性剤の一部はアミン又はアルカノールア
ミンにより中和されてもよい。
【００４３】
　非イオン性界面活性剤
　非イオン性界面活性剤はまた、式Ｒ１（ＯＣ２Ｈ４）ｎＯＨ（式中、Ｒ１は、Ｃ８～Ｃ

１８のアルキル基又はアルキルフェニル基であり、ｎは、約１～約８０である）のものを
はじめとする、本発明の界面活性剤系に組み込むことも可能である。好ましい非イオン性
洗浄性界面活性剤としては、アルキルアルコキシル化アルコール、一態様ではＣ８～１８

アルキルアルコキシル化アルコール、例えばＣ８～１８アルキルエトキシル化アルコール
が挙げられ、アルキルアルコキシル化アルコールは、１～８０、好ましくは１～５０、最
も好ましくは１～３０、１～２０、又は１～１０の平均アルコキシル化度を有し得る。一
態様では、アルキルアルコキシル化アルコールは、１～１０、１～７、更には１～５、若
しくは３～７、又は更には３若しくは２未満の平均エトキシル化度を有するＣ８～１８ア
ルキルエトキシル化アルコールであってよい。アルキルアルコキシル化アルコールは、直
鎖であっても分枝鎖であってもよく、置換されていても非置換であってもよい。
【００４４】
　好適な非イオン性界面活性剤としては、商品名Ｌｕｔｅｎｓｏｌ（登録商標）（ＢＡＳ
Ｆ）が挙げられる。
【００４５】
　好適な非イオン性界面活性剤は、Ｃ８～Ｃ１８アルキルエトキシレート（例えば、Ｓｈ
ｅｌｌ製のＮＥＯＤＯＬ（登録商標）非イオン性界面活性剤）；Ｃ６～Ｃ１２アルキルフ
ェノールアルコキシレート（アルコキシレート単位は、エチレンオキシ単位、プロピレン
オキシ単位、又はこれらの組合せであり得る）；エチレンオキシド／プロピレンオキシド
ブロックポリマーとの、Ｃ１２～Ｃ１８アルコール及びＣ６～Ｃ１２アルキルフェノール
縮合物（例えば、ＢＡＳＦから販売されるＰｌｕｒｏｎｉｃ（登録商標））；Ｃ１４～Ｃ

２２中鎖分岐状アルコール；Ｃ１４～Ｃ２２中鎖分岐状アルキルアルコキシレート（典型
的に１～３０の平均アルコキシル化度を有する）；アルキル多糖、一態様では、アルキル
ポリグリコシド、ポリヒドロキシ脂肪酸アミド、エーテル末端保護ポリ（オキシアルキル
化）アルコール界面活性剤、及びこれらの混合物からなる群から選択される。
【００４６】
　好適な非イオン性洗浄性界面活性剤としては、アルキルポリグルコシド及び／又はアル
キルアルコキシル化アルコールが挙げられる。
【００４７】
　非イオン性界面活性剤は、洗浄組成物中に、約０．０５重量％～約２０重量％、好まし
くは約０．１重量％～約１０重量％、最も好ましくは約１重量％～約５重量％の範囲の濃
度で提供され得る。しかしながら、本発明のある好ましい実施形態において、洗浄組成物
は、非イオン性界面活性剤を、例えば、約３重量％以下、より好ましくは約２重量％以下
又は１重量％以下の比較的低い濃度で含有し、当該洗浄組成物が、非イオン性界面活性剤
を本質的に含まないことが最も好ましい。
【００４８】
　両性／双極性界面活性剤
　界面活性剤は、任意追加的な追加の界面活性剤を実質的に含まなくてもよい。しかし、
界面活性剤系は、両性界面活性剤、双極性界面活性剤、及びカチオン性界面活性剤などの
追加の界面活性剤を含んでいてもよい。このような界面活性剤は、洗濯洗剤又は食器用洗
剤における使用が周知であり、存在する場合、典型的には、約０．２重量％、０．５重量
％又は１重量％～約１０重量％、２０重量％又は３０重量％の濃度で存在する。洗濯組成
物では、両性及び／又は双極性濃度の濃度は、界面活性剤系に基づいて５又は２重量％未



(11) JP 2019-502779 A 2019.1.31

10

20

30

40

50

満であることが好ましい場合がある。界面活性剤系は、これらを実質的に含まないことが
好ましい場合がある。
【００４９】
　特に、液体食器洗剤組成物については、両性及び／又は双極性界面活性剤は、１つ以上
の約０．５重量％～約２０重量％の量で存在し得る。好適な両性／双性イオン性界面活性
剤としては、アミンオキシド及びベタインが挙げられる。
【００５０】
　好ましい両性界面活性剤は、例えば、アルキルジメチルアミンオキシド又はアルキルア
ミドプロピルジメチルアミンオキシドのようなアミンオキシド界面活性剤からなる群から
選択され、より好ましくはアルキルジメチルアミンオキシド、特にココジメチルアミノオ
キシドである。アミンオキシドは、直鎖又は中鎖分枝状アルキル部分を有し得る。典型的
な直鎖アミンオキシドは、式Ｒ１－Ｎ（Ｒ２）（Ｒ３）－Ｏ、（式中、Ｒ１は、Ｃ８～１

８のアルキルであり、Ｒ２及びＲ３は、独立に、Ｃ１～３のアルキル及びＣ１～３のヒド
ロキシアルキル（例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、２－ヒドロキシエ
チル（hydroxethyl）、２－ヒドロキシプロピル及び３－ヒドロキシプロピル）からなる
群から選択される）により特徴付けられる。本明細書で使用するとき、「中鎖分枝状（mi
d-branched）」とは、アミンオキシドが、ｎ１個の炭素原子を有する１つのアルキル部分
を有し、このアルキル部分における１つのアルキル分枝がｎ２個の炭素原子を有すること
を意味する。アルキル分岐は、アルキル部分上で、窒素に結合したα炭素上に位置する。
アミンオキシドにおけるこの種の分枝は、当該技術分野において、内部アミンオキシドと
しても知られている。数ｎ１とｎ２との総計は、約１０～約２４個、好ましくは約１２～
約２０個、より好ましくは約１０～約１６個の炭素原子である。１つのアルキル部分と１
つのアルキル分枝とが対称となるように、１つのアルキル部分の炭素原子数（ｎ１）は、
１つのアルキル分枝の炭素原子数（ｎ２）とおよそ同じでなければならない。本明細書で
使用するとき、「対称」とは、本明細書で用いられる中鎖分岐状アミンオキシドの少なく
とも約５０重量％、より好ましくは少なくとも約７５重量％～約１００重量％で、｜ｎ１
－ｎ２｜が５個以下、好ましくは４個、最も好ましくは０～４個の炭素原子であることを
意味する。特に好ましい両性界面活性剤は、Ｃ１０～Ｃ１４のアルキルジメチルアミンオ
キシドである。
【００５１】
　好ましい双極性イオン界面活性剤は、例えば、アルキルベタイン、アルキルアミドベタ
イン、アミダゾリニウムベタイン、スルホベタイン（スルタインとも称される）、及びホ
スホベタインのようなベタイン界面活性剤である。特に好ましいベタインは、ココアミド
プロピルベタインである。
【００５２】
　封入酵素
　リパーゼ酵素の少なくとも６５重量％が、液体洗剤組成物における封入体中に存在する
。封入とは、本明細書では、酵素が粒子内などに不動化されており、かつ液体洗剤組成物
内で「遊離」していないことを意味する。
【００５３】
　封入酵素は、マトリックス又はこれらの混合物上若しくは内に吸収されているか又はこ
れらの混合であるコア－シェル型であってよく、好ましくは、封入酵素はコア－シェル型
である。コア－シェル粒子は、酵素がコア内に含まれており、コアを取り囲む外側シェル
を含むものである。
【００５４】
　封入形態であるとき、酵素は、典型的にはポリマー材料に封入されている。酵素を封入
する方法は、例えば、酵素及びポリマーを含有する液体組成物を噴霧乾燥することによる
、又は酵素及びポリマーを含有する液体組成物を乾燥することによる、又は任意で酵素の
存在下における乳化重合、コアセルベーション、沈殿、若しくは界面重合に続き、任意追
加的に乾燥及び／若しくはサイズ低減プロセスに供することによる。酵素を封入する好適
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なポリマーとしては、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、カルボキシメチル
セルロース、グアーガム、ポリカルボン酸、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチ
ルセルロース、タンパク質、多分枝ポリアミン、例えば、ポリエチレンイミン（ＰＥＩ）
、（疎水変性）多糖修飾セルロースポリマー、これらの誘導体又はコポリマー、及びこれ
らの混合物が挙げられる。修飾セルロースポリマーの例としては、ヒドロキシプロピルメ
チルセルロースフタレート、酢酸フタル酸セルロースが挙げられる。修飾ガムの例として
は、修飾グアーガム、ベンゾインガム、トラガカントガム、アラビアガム、及びアカシア
ガムが挙げられる。修飾タンパク質の例は、修飾カゼイン、ゼラチン、及びアルブミンで
ある。修飾ポリマーの例は、少なくとも１つの疎水性ビニルモノマーと少なくとも１つの
親水性ビニルモノマーとのコポリマーから選択され得る。好適な親水性ビニルモノマーは
、ビニルピロリドンである。好適な疎水性ビニルモノマーは、Ｃ１～Ｃ１８アルキルアク
リレート、Ｃ１～Ｃ１８アルキルメタクリレート、Ｃ３～Ｃ１８シクロアルキルアクリレ
ート、Ｃ３～Ｃ１８シクロアルキルメタクリレート、及びビニルＣ１～Ｃ１８アルカノエ
ート、並びにこれらの混合物である。ポリマーは、Ｃ－Ｃ主鎖を有するホモ及びコポリマ
ーから選択されるポリマーを含み得、Ｃ－Ｃ主鎖は酸性形態又は中和形態で存在し得るカ
ルボキシル基を保有し、Ｃ－Ｃ主鎖は、ポリマーの総重量に基づいて（すなわち、ポリマ
ーＰにおける繰り返し単位の総重量に基づいて）少なくとも２０重量％、例えば、２０～
９８重量％の疎水性繰り返し単位を含む。ポリマーは、分枝、例えば、ビニルピロリドン
及び酢酸ビニルから形成される分枝状コポリマーマトリックス粒子を含み得る。ポリマー
は、例えば国際公開第２０１０／００３９３４号に記載のとおり、マレイン酸又は（メタ
）アクリル酸をベースにするコポリマーを含み得る。ポリマーは、架橋されていてもよい
。好ましいポリマーは、１０００～５００，０００又は２０００～２０００００ダルトン
の重量平均分子量を有する。典型的には、酵素のポリマーに対する重量比は、１：５０～
１０：１である。ポリマーは、０モル／ｋｇのイオン強度を有する水溶液には実質的に可
溶性であり、１モル／ｋｇ超のイオン強度を有する水溶液には不溶性であるように選択し
てよく、例えば、ポリマーは、ポリマーの総重量に基づいて、３５～９５％　ｗ／ｗの親
水性モノマー単位を含む。
【００５５】
　所望により、６０％超、又は更には８０若しくは９０％超の高い加水分解レベルを有す
る疎水変性ポリビニルアルコール又は疎水変性ポリビニルピロリドンが好ましい場合があ
る。好適な疎水変性基としては、ケトエステル及び／又はブチリル基、並びにこれらの混
合物が挙げられ、好ましくは、合計置換度（ＤＳ）は約３％～２０％である。
【００５６】
　好ましくは、シェル材料は、好ましくはポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン
、カルボキシメチルセルロース、グアーガム、ポリカルボン酸、メチルセルロース、ヒド
ロキシプロピルメチルセルロース、タンパク質、多分枝ポリアミン、例えば、ポリエチレ
ンイミン（ＰＥＩ）、（疎水変性）多糖修飾セルロースポリマー、これらの誘導体又はコ
ポリマー、及びこれらの混合物から選択されるポリマー材料を含む。
【００５７】
　好ましくは、液体洗剤組成物は、液体洗剤組成物の０．０００１重量％～０．７５重量
％、好ましくは０．０００５重量％～０．５重量％、より好ましくは０．００１重量％～
０．５重量％の封入リパーゼ酵素を含む。本明細書では、酵素タンパク質の重量パーセン
トは、封入体中に存在し得るシェルなどの任意の他の材料の重量パーセントのみを除外す
ることを意味し、「封入酵素」は、液体洗剤組成物中に存在し得る任意の他の材料とは対
照的に、封入体中に存在する酵素を指す。
【００５８】
　リパーゼ
　本組成物は、米国特許第６，９３９，７０２（Ｂ１）号、及び米国特許出願公開第２０
０９／０２１７４６４号に記載されているものなどの「第１サイクルリパーゼ」を含む１
つ以上のリパーゼを含む。好ましいリパーゼは、第１洗浄リパーゼである。本発明の一実
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施形態では、本組成物は、第１洗浄リパーゼを含む。第１洗浄リパーゼは、（ａ）フミコ
ーラ・ラヌギノサ（Humicola lanuginosa）株ＤＳＭ　４１０９由来の野生型リパーゼと
少なくとも９０％の同一性を有し、（ｂ）当該野性型リパーゼと比較して、Ｅ１又はＱ２
４９の１５Ａ内の三次元構造の表面における電気的に中性又は負に帯電しているアミノ酸
の、正に帯電しているアミノ酸による置換を含み、かつ（ｃ）Ｃ末端にペプチド付加を含
み、かつ／又は（ｄ）Ｎ末端にペプチド付加を含み、かつ／又は（ｅ）以下の制約：ｉ）
当該野性型リパーゼの位置Ｅ２１０に負のアミノ酸を含み、ｉｉ）当該野性型リパーゼの
位置９０～１０１に対応する領域に負に帯電しているアミノ酸を含み、かつｉｉｉ）Ｎ９
４又は当該野生型リパーゼに対応する位置に中性若しくは負のアミノ酸を含む、かつ／又
は当該野生型リパーゼの位置９０～１０１に対応する領域に負若しくは中性の正味電荷を
有することを満たす、アミノ酸配列を有するポリペプチドであるリパーゼを含む。Ｔ２３
１Ｒ及びＮ２３３Ｒ突然変異のうちの１つ以上を含む、サーモマイセス・ラヌゲノウス（
Thermomyces lanuginosus）由来の野生型リパーゼの変異体が好ましい。野生型配列は、
Ｓｗｉｓｓｐｒｏｔ受託番号Ｓｗｉｓｓ－Ｐｒｏｔ　Ｏ５９９５２（サーモマイセス・ラ
ヌギノサス（フミコーラ・ラヌギノサ）由来の２６９個のアミノ酸（アミノ酸２３～２９
１）である。好ましいリパーゼとしては、商標名Ｌｉｐｅｘ（登録商標）、及びＬｉｐｏ
ｌｅｘ（登録商標）、及びＬｉｐｏｃｌｅａｎ（登録商標）、Ｌｉｐｅｘ　Ｅｖｉｔｙ（
登録商標）、Ｃａｌｉｐｓｏ（登録商標）として販売されているものが挙げられる。他の
好適なリパーゼとしては、国際公開第２０１６／０９１８７０号及び同第２０１６／５０
６６１１号に記載されているものが挙げられる。好ましいリパーゼは、国際公開第２０１
６／５０６６１号に記載されているものから選択してよく、例えば、負に帯電しているア
ミノ酸ではない位置２１０及びＩではない位置２５５に対応する位置に置換を含む、配列
番号１と少なくとも６０％、又は少なくとも７０％、又は少なくとも８０％、若しくは８
５％、若しくは９０％、又は少なくとも９５％であるが、１００％未満の配列同一性を有
し、配列番号１の位置２５６がＫではないリパーゼ変異体であり、変異体はリパーゼ活性
を有し、好ましくは、３３、９１、２３１、２３３、及びこれらの混合物から選択される
位置に対応する位置に置換を有し、好ましくは、置換は、以下のとおりであってよい：３
３はＫ又はＱであり；９１はＱであり、２１０はＡ、Ｃ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｋ、Ｌ、Ｍ、
Ｎ、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｔ、Ｖ、Ｗ、又はＹであり；２３１はＨ、Ｋ，又はＲであり；２３
３はＨ、Ｋ、又はＲであり；２５５はＡ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｋ、Ｌ、Ｍ、Ｎ、Ｐ
、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｔ、Ｖ、Ｗ、又はＹであり；２５６はＡ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、
Ｌ、Ｍ、Ｎ、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｔ、Ｖ、Ｗ、又はＹである。特に好ましいリパーゼは、配
列番号１に対して少なくとも６０％、又は少なくとも７０％、又は少なくとも８０％若し
くは８５％若しくは９０％、又は少なくとも９５％であるが、１００％未満の配列同一性
を有し、配列番号１の位置２１０＋２５５に対応する２つの位置、位置２１０＋２３１＋
２５５；２１０＋２３３＋２５５；２１０＋２５５＋２５６；又は９１＋２１０＋２５５
に対応する３つの位置；位置３３＋９１＋２１０＋２５５；２１０＋２３１＋２３３＋２
５５、２１０＋２３１＋２５５＋２５６；又は２１０＋２３３＋２５５＋２５６に対応す
る４つの位置；又は位置２１０＋２３１＋２３３＋２５５＋２５６に対応する５つの位置
に置換を含むか又はこれらの置換からなるリパーゼ変異体からなる群から選択してよく、
特に好ましいリパーゼは、以下から選択される置換のセットを含むか又はこれらのセット
からなるものから選択してよい：
　ａ．Ｎ３３Ｑ＋Ｇ９１Ｑ＋Ｅ２１０Ｑ＋Ｉ２５５Ａ；ｂ．Ｄ２７Ｒ＋Ｎ３３Ｋ＋Ｇ３８
Ａ＋Ｆ５１Ｖ＋Ｄ９６Ｅ＋Ｋ９８Ｅ＋Ｄ１１１Ａ＋Ｇ１６３Ｋ＋Ｅ２１０Ｋ＋Ｄ２５４Ｓ
＋Ｉ２５５Ｇ＋Ｐ２５６Ｔ；
　ｃ．Ｄ２７Ｒ＋Ｇ３８Ａ＋Ｆ５１Ｖ＋Ｄ９６Ｅ＋Ｋ９８Ｅ＋Ｄ１１１Ａ＋Ｇ１６３Ｋ＋
Ｅ２１０Ｋ＋Ｄ２５４Ｓ＋Ｉ２５５Ｇ＋Ｐ２５６Ｔ；
　ｄ．Ｄ２７Ｒ＋Ｎ３３Ｋ＋Ｇ３８Ａ＋Ｆ５１Ｖ＋Ｓ５４Ｔ＋Ｅ５６Ｋ＋Ｌ６９Ｒ＋Ｄ９
６Ｅ＋Ｋ９８Ｅ＋Ｄ１１１Ａ＋Ｇ１６３Ｋ＋Ｅ２１０Ｋ＋Ｙ２２０Ｆ＋Ｄ２５４Ｓ＋Ｉ２
５５Ｇ＋Ｐ２５６Ｔ：



(14) JP 2019-502779 A 2019.1.31

10

20

30

40

50

　ｅ．Ｄ２７Ｒ＋Ｇ３８Ａ＋Ｆ５１Ｖ＋Ｌ６９Ｒ＋Ｄ９６Ｅ＋Ｋ９８Ｅ＋Ｄ１１１Ａ＋Ｇ
１６３Ｋ＋Ｅ２１０Ｋ＋Ｄ２５４Ｓ＋Ｉ２５５Ｇ＋Ｐ２５６Ｔ；及び
　ｆ．Ｑ４Ｖ＋Ｓ５８Ｎ＋Ｖ６０Ｓ＋Ｅ２１ＯＫ＋Ｉ２５５Ｆ。
【００５９】
　プロテアーゼ
　本組成物は、１つ以上のプロテアーゼを含む。好適なプロテアーゼとしては、メタロプ
ロテアーゼ及びセリンプロテアーゼが挙げられ、例えば、サブチリシン（ＥＣ　３．４．
２１．６２）などの中性又はアルカリ性微生物セリンプロテアーゼを含む。好適なプロテ
アーゼとしては、動物、植物又は微生物起源のものが挙げられる。一態様では、このよう
な好適なプロテアーゼは、微生物起源のものであってもよい。好適なプロテアーゼとして
は、前述の好適なプロテアーゼの化学的又は遺伝的に改変された突然変異体が挙げられる
。一態様では、好適なプロテアーゼは、アルカリ性微生物プロテアーゼ又は／及びトリプ
シン型プロテアーゼなどのセリンプロテアーゼであってよい。好適な中性又はアルカリ性
プロテアーゼの例としては、以下が挙げられる。
　（ａ）サブチリシン（ＥＣ　３．４．２１．６２）（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｌｅｎｔｕｓ
、Ｂ．ａｌｋａｌｏｐｈｉｌｕｓ、Ｂ．ｓｕｂｔｉｌｉｓ、Ｂ．ａｍｙｌｏｌｉｑｕｅｆ
ａｃｉｅｎｓ、Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｐｕｍｉｌｕｓ及びＢａｃｉｌｌｕｓ　ｇｉｂｓｏｎ
ｉｉなどのバチルスから誘導されたものを含む）。例は、国際公開第２０１１／０２３７
４８７号、同第２０１１／１４０３１６号、及び同第２０１２／１５１４８０号に記載さ
れている。
　（ｂ）国際公開第８９／０６２７０号に記載されているフサリウム属プロテアーゼ、並
びに同第０５／０５２１６１号及び同第０５／０５２１４６号に記載されているセルロモ
ナス属に由来するキモトリプシンプロテアーゼを含むトリプシン（例えば、ブタ又はウシ
起源）などのトリプシン型又はキモトリプシン型プロテアーゼ。
　（ｃ）国際公開第０７／０４４９９３（Ａ２）号に記載されているバチルス・アミロリ
ケファシエンスに由来するものを含むメタロプロテアーゼ。
【００６０】
　好ましいプロテアーゼとしては、バチルス・ギブソニイ又はバチルス・レンタスに由来
するものが挙げられる。
【００６１】
　好適な市販のプロテアーゼ酵素としては、Ｎｏｖｏｚｙｍｅｓ　Ａ／Ｓ（Ｄｅｎｍａｒ
ｋ）より、Ａｌｃａｌａｓｅ（登録商標）、Ｓａｖｉｎａｓｅ（登録商標）、Ｐｒｉｍａ
ｓｅ（登録商標）、Ｄｕｒａｚｙｍ（登録商標）、Ｐｏｌａｒｚｙｍｅ（登録商標）、Ｋ
ａｎｎａｓｅ（登録商標）、Ｌｉｑｕａｎａｓｅ（登録商標）、Ｌｉｑｕａｎａｓｅ　Ｕ
ｌｔｒａ（登録商標）、Ｓａｖｉｎａｓｅ　Ｕｌｔｒａ（登録商標）、Ｏｖｏｚｙｍｅ（
登録商標）、Ｎｅｕｔｒａｓｅ（登録商標）、Ｅｖｅｒｌａｓｅ（登録商標）及びＥｓｐ
ｅｒａｓｅ（登録商標）、Ｐｒｏｇｒｅｓｓ　Ｕｎｏ（登録商標）の商品名で販売されて
いるもの、Ｇｅｎｅｎｃｏｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌより、Ｍａｘａｔａｓｅ（登
録商標）、Ｍａｘａｃａｌ（登録商標）、Ｍａｘａｐｅｍ（登録商標）、Ｐｒｏｐｅｒａ
ｓｅ（登録商標）、Ｐｕｒａｆｅｃｔ（登録商標）、Ｐｕｒａｆｅｃｔ　Ｐｒｉｍｅ（登
録商標）、Ｐｕｒａｆｅｃｔ　Ｏｘ（登録商標）、ＦＮ３（登録商標）、ＦＮ４（登録商
標）、Ｅｘｃｅｌｌａｓｅ（登録商標）及びＰｕｒａｆｅｃｔ　ＯＸＰ（登録商標）の商
品名で販売されているもの、Ｓｏｌｖａｙ　Ｅｎｚｙｍｅｓより、Ｏｐｔｉｃｌｅａｎ（
登録商標）及びＯｐｔｉｍａｓｅ（登録商標）の商品名で販売されているもの、Ｈｅｎｋ
ｅｌ／Ｋｅｍｉｒａより入手可能なもの、すなわちＢＬＡＰ（以下の突然変異Ｓ９９Ｄ＋
Ｓ１０１Ｒ＋Ｓ１０３Ａ＋Ｖ１０４Ｉ＋Ｇ１５９Ｓを有する、米国特許第５，３５２，６
０４号の図２９に示されている配列、以下ＢＬＡＰという）、ＢＬＡＰ　Ｒ（Ｓ３Ｔ＋Ｖ
４Ｉ＋Ｖ１９９Ｍ＋Ｖ２０５Ｉ＋Ｌ２１７Ｄを有するＢＬＡＰ）、ＢＬＡＰ　Ｘ（Ｓ３Ｔ
＋Ｖ４Ｉ＋Ｖ２０５Ｉを有するＢＬＡＰ）及びＢＬＡＰ　Ｆ４９（Ｓ３Ｔ＋Ｖ４Ｉ＋Ａ１
９４Ｐ＋Ｖ１９９Ｍ＋Ｖ２０５Ｉ＋Ｌ２１７Ｄを有するＢＬＡＰ）（全てＨｅｎｋｅｌ／
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Ｋｅｍｉｒａ製）；花王製のＫＡＰ（突然変異Ａ２３０Ｖ＋Ｓ２５６Ｇ＋Ｓ２５９Ｎを有
するバチルス・アルカロフィルス（Bacillus alkalophilus）のサブチリシン）、並びに
ＢＡＳＦよりＬａｖｅｒｇｙ（商標）１０４Ｌの商品名として販売されているものが挙げ
られる。
【００６２】
　本発明の更に別の好ましい実施形態において、液体洗剤組成物は、約０．１重量％～約
５重量％、好ましくは約０．５重量％～約３重量％、より好ましくは約１重量％～約１．
５重量％の１種又は２種以上の脂肪酸及び／又はこれらのアルカリ塩を更に含有する。本
発明で使用することができる適切な脂肪酸及び／又は塩としては、Ｃ１０～Ｃ２２の脂肪
酸又はそのアルカリ塩が挙げられる。かかるアルカリ塩としては、脂肪酸のナトリウム塩
、カリウム塩、リチウム塩、及び／又はマグネシウム塩などの１価又は２価のアルカリ金
属塩、並びに脂肪酸のアンモニウム塩及び／又はアルキルアンモニウム塩、好ましくはナ
トリウム塩が挙げられる。しかしながら、本発明の洗浄組成物は、石鹸を、例えば、好ま
しくは約３重量％以下、より好ましくは約２重量％以下又は１重量％以下の比較的低い濃
度で含有し、当該洗浄組成物が石鹸を本質的に含まないことが最も好ましい。本発明の組
成物では、脂肪酸はビルダーとして機能する。
【００６３】
　洗浄組成物が液体洗濯洗剤組成物の形態であるとき、組成物の総重量の約１重量％～約
８０重量％、好ましくは約１０重量％～約６０重量％、より好ましくは約１５重量％～約
５０重量％、最も好ましくは約２０重量％～約４５重量％の範囲の量で存在し得る、１つ
以上の有機溶媒を更に含み得る。
【００６４】
　相分離は、特に液体洗濯洗剤組成物中の塩含有率が高いとき、このような組成物におけ
る不変的な課題であるので、本発明の溶媒系は、相分離のリスクを最小限に抑えるように
特に設計されている。具体的には、本発明の溶媒系は、主にジオール、例えば、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、ジプロピレングリコール、
ブチレングリコール、ペンタンジオール、及びこれらの組み合わせから構成される。ジオ
ールは、本発明の液体洗濯洗剤組成物中に、約２重量％～約５０重量％の範囲の総量で存
在する。本組成物中のエチレン、ジエチレングリコール、及び／又はプロピレングリコー
ルの総含有量は、約５重量％～約４０重量％の範囲であることが好ましい。本組成物中の
プロピレングリコール含有量は、約１５重量％～約３５重量％の範囲であることがより好
ましい。同様に存在し得る他の有機溶媒としては、限定されないが、メタノール、エタノ
ール、グリセリン、クメンスルホン酸ナトリウム、クメンスルホン酸カリウム、クメンス
ルホン酸アンモニウム、トルエンスルホン酸ナトリウム、トルエンスルホン酸カリウム、
キシレンスルホン酸ナトリウム、キシレンスルホン酸カリウム、キシレンスルホン酸アン
モニウム、又はこれらの混合物が挙げられる。他の低級アルコール、例えば、モノエタノ
ールアミン及び／又はトリエタノールアミンなどのＣ１～Ｃ４のアルカノールアミンを使
用することもできる。本発明の特に好ましい実施形態において、本発明の液体洗濯洗剤組
成物はまた、ジオール（類）の他に、約５重量％～約２０重量％、好ましくは６重量％～
１８重量％、より好ましくは８重量％～１６重量％のグリセリンも含有する。
【００６５】
　本発明の液体洗濯洗剤組成物には、水と共に担体（類）として上記の有機溶媒（類）が
含有されていることが好ましい。いくつかの実施形態では、水は、５又は１０又は２０重
量％～約７０重量％、好ましくは約２５重量％～６０重量％、より好ましくは約３０重量
％～約５０重量％の範囲の量で本発明の液体洗濯洗剤組成物中に存在する。他の実施形態
では、水は存在せず、組成物は無水である。本発明により得られる非常に好ましい組成物
は、透明な等方性の液体である。
【００６６】
　本組成物は、例えば、水単独、又は水を含まないか若しくは水を含む有機溶媒の混合物
を含む溶媒系を含んでいてよい。好適な有機溶媒としては、１，２－プロパンジオール、
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エタノール、グリセロール、ジプロピレングリコール、メチルプロパンジオール、及びこ
れらの混合物が挙げられる。また、他の低級アルコール、Ｃ１～Ｃ４アルカノールアミン
、例えば、モノエタノールアミン及びトリエタノールアミンなどを使用してもよい。溶媒
系は、例えば、本発明の無水固体の実施形態には存在していなくてもよいが、より典型的
には、約０．１％～９８％、好ましくは少なくとも約１％～約５０％、より一般的には約
５％～約２５％の範囲のレベルで存在している。このような溶媒系は、増白剤と洗剤組成
物中の他の成分とを混合する前に増白剤と予混合するために特に有用であり得る。あるい
は又は更に、界面活性剤を増白剤と予混合してもよい。このような好ましい実施形態では
、増白剤と予混合された界面活性剤は、（界面活性剤の総重量に基づいて）少なくとも２
５重量％又は少なくとも５０重量％の非イオン性界面活性剤を含む。
【００６７】
　補助成分
　本発明の洗浄組成物の残部は、典型的に、約５重量％～約７０重量％、又は約１０重量
％～約６０重量％の補助成分を含む。
【００６８】
　香料、着色剤、非布地シェーディング染料などと同様に、例えば、洗浄性能を支援又は
強化するため、洗浄される基材を例えば柔軟化若しくはフレッシュニングなどによって処
理するため、又は洗剤組成物の審美性を改変するための洗濯洗剤製品用の好適な補助成分
としては、ビルダー、キレート剤、移染防止剤、分散剤、レオロジー変性剤、酵素及び酵
素安定剤、触媒材料、漂白活性化剤、過酸化水素、過酸化水素源、予形成過酸、ポリマー
分散剤、粘土汚れ除去／再付着防止剤、増白剤、抑泡剤、染料、光漂白剤、構造伸縮性付
与剤、柔軟仕上げ剤、担体、ヒドロトロープ、加工助剤、溶媒、色調剤、抗菌剤、遊離型
香油、並びに／又は顔料が挙げられる。液体洗濯洗剤組成物中におけるこれら補助成分の
正確な性質及びその濃度は、組成物の具体的な種類、及び組成物が使用される洗浄操作の
性質などの要因によって決まる。
【００６９】
　食器用洗剤製品用の好適な補助成分としては、ビルダー、キレート剤、調整用ポリマー
、洗浄用ポリマー、表面修飾用ポリマー、汚れ凝集用ポリマー、構造化剤、皮膚軟化剤、
保湿剤、皮膚再生活性物質、酵素、カルボン酸、スクラブ粒子、漂白剤及び漂白活性化剤
、香料、悪臭防除剤、顔料、染料、乳白剤、ビーズ、真珠光沢粒子、マイクロカプセル、
有機及び無機カチオン（例えばＣａ／Ｍｇイオン及びジアミンなどのアルカリ土類金属）
、抗菌剤、防腐剤、及びｐＨ調整剤、及び緩衝化手段が挙げられる。
【００７０】
　本発明の洗浄組成物が粉末形態で提供される組成物を含む場合、粉末がビルダーを低濃
度で含むか又は更には本質的に含まないことが特に好ましい場合もあり得る。「実質的に
含まない」なる用語は、組成物が「意図的に添加された」量のその成分を含まないことを
意味する。好ましい実施形態において、本発明の洗浄組成物は、ビルダーをいっさい含ま
ない。
【００７１】
　構造化剤
　本発明のいくつかの実施形態では、本組成物は、構造化された液体の形態である。この
ような構造化された液体は、内部的に構造化されて、一次成分（例えば、界面活性剤物質
）によって構造体を形成してもよく、及び／又は例えば、増粘剤として用いるために、二
次成分（例えば、ポリマー、粘土及び／又はケイ酸塩物質）を用いて三次元マトリックス
構造をもたらすことによって、外部的に構造化してもよい。本組成物は、構造化剤を含ん
でいてよく、好ましくは、０．０１重量％～５重量％、０．１重量％～２．０重量％の構
造化剤を含んでもよい。好適な構造化剤の例は、米国特許出願公開第２００６／０２０５
６３１（Ａ１）号、同第２００５／０２０３２１３（Ａ１）号、米国特許第７２９４６１
１号、同第６８５５６８０号に示されている。構造化剤は、典型的には、ジグリセリド及
びトリグリセリド、エチレングリコールジステアレート、微結晶セルロース、セルロース
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系物質、マイクロファイバーセルロース、Ｐｏｌｙｇｅｌ　Ｗ３０（３ＶＳｉｇｍａ）な
どのアリ（ally）変性アルカリ膨潤性エマルション、バイオポリマー、キサンタンガム、
ジェランガム、硬化ヒマシ油、その非エトキシル化誘導体などの硬化ヒマシ油の誘導体、
及びこれらの混合物からなる群から選択され、特に、硬化ヒマシ油、硬化ヒマシ油の誘導
体、マイクロファイバーセルロース、ヒドロキシ官能性結晶質物質、長鎖脂肪族アルコー
ル、１２－ヒドロキシステアリン酸、粘土、及びこれらの混合物の群から選択されるもの
である。好ましい構造化剤は、好適なヒドロキシ官能性結晶質物質を詳細に定義している
米国特許第６，８５５，６８０号に記載されている。好ましいのは、硬化ヒマシ油である
。有用な構造化剤の非限定的な例としては、が挙げられる。このような構造化剤は、ある
範囲のアスペクト比を有する糸様構造系を有する。他の好適な構造化剤及びその作製方法
は、国際公開第２０１０／０３４７３６号に記載されている。
【００７２】
　本明細書において上記されている液体洗剤組成物はまた、外部構造剤を含有する場合が
あり、この外部構造剤は、組成物の総重量の約０．００１重量％～約１．０重量％、好ま
しくは約０．０５重量％～約０．５重量％、より好ましくは約０．１重量％～約０．３重
量％の範囲の量で存在し得る。適切な外部構造化剤としては、例えば米国特許出願第２０
０７／１６９７４１号及び同第２００５／０２０３２１３号に記載されるものが挙げられ
る。本発明を実施するうえで特に好ましい外部構造化剤の１つに、トリヒドロキシルステ
アリンとも呼ばれ、Ｔｈｉｘｉｎ（登録商標）の商品名で市販されている硬化ヒマシ油が
ある。
【００７３】
　アルミノケイ酸ナトリウム
　水性液中に存在するアルミノケイ酸ナトリウムの濃度は、０～０．５ｇ／Ｌアルミノケ
イ酸ナトリウム（無水物ベース）である。より好ましくは、アルミノケイ酸ナトリウムの
濃度は、０～０．４ｇ／Ｌ、又は０．３ｇ／Ｌ未満、又は０．２ｇ／Ｌ未満、又は０．１
ｇ／Ｌ未満、又は０．０５ｇ／Ｌ未満である。脂肪酸デカルボキシラーゼ酵素は、添加剤
粒子中に存在するとき、添加剤粒子中の唯一の酵素であってもよく、１つ以上の追加の酵
素と組み合わせて添加剤粒子中に存在してもよい。
【００７４】
　特に好ましい追加の補助物質は、更なる酵素であってもよい。
【００７５】
　酵素
　好ましくは、本組成物は、１つ以上の追加の酵素を含む。好ましい酵素は、洗浄性能及
び／又は布地ケア効果をもたらす。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、マンナナーゼ、ペクテートリアーゼ、ケラチナー
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。追加の酵素の好ましい組
合せは、アミラーゼと共に、プロテアーゼ及びリパーゼを含む。本組成物に存在する場合
、上記の追加の酵素は、それぞれ、当該組成物の約０．００００１重量％～約２重量％、
約０．０００１重量％～約１重量％、又は更には約０．００１重量％～約０．５重量％の
酵素タンパク質レベルで存在していてもよい。
【００７６】
　アミラーゼ
　好ましくは、本組成物は、アミラーゼを含んでいてよい。好適なα－アミラーゼとして
は、細菌又は真菌起源のものが挙げられる。化学的又は遺伝的に改変された突然変異体（
変異体）が含まれる。好ましいアルカリ性α－アミラーゼは、バチルス属の株、例えば、
バチルス・リケニフォルミス、バチルス・アミロリケファシエンス、バチルス・ステロサ
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ーモフィラス、バチルス・ズブチルス又は他のバチルス属の種、例えばバチルス属の種Ｎ
ＣＩＢ　１２２８９、ＮＣＩＢ　１２５１２、ＮＣＩＢ　１２５１３、ＤＳＭ　９３７５
（米国特許第７，１５３，８１８号）、ＤＳＭ　１２３６８、ＤＳＭＺ番号１２６４９、
ＫＳＭ　ＡＰ１３７８（国際公開第９７／００３２４号）、ＫＳＭ　Ｋ３６又はＫＳＭ　
Ｋ３８（欧州特許第１，０２２，３３４号）に由来する。好ましいアミラーゼとしては、
以下が挙げられる：
　（ａ）国際公開第９４／０２５９７号、同第９４／１８３１４号、同第９６／２３８７
４号及び同第９７／４３４２４号に記載されている変異体、特に国際公開第９６／２３８
７４号に配列番号２として列挙されている酵素に対して、以下の位置：１５、２３、１０
５、１０６、１２４、１２８、１３３、１５４、１５６、１８１、１８８、１９０、１９
７、２０２、２０８、２０９、２４３、２６４、３０４、３０５、３９１、４０８及び４
４４のうちの１つ以上が置換されている変異体。
　（ｂ）米国特許第５，８５６，１６４号、並びに国際公開第９９／２３２１１号、同第
９６／２３８７３号、同第００／６００６０号及び同第０６／００２６４３号に記載され
ている変異体、特に国際公開第０６／００２６４３号に配列番号１２として列挙されてい
るＡＡ５６０酵素に対して、以下の位置：
　２６、３０、３３、８２、３７、１０６、１１８、１２８、１３３、１４９、１５０、
１６０、１７８、１８２、１８６、１９３、２０３、２１４、２３１、２５６、２５７、
２５８、２６９、２７０、２７２、２８３、２９５、２９６、２９８、２９９、３０３、
３０４、３０５、３１１、３１４、３１５、３１８、３１９、３３９、３４５、３６１、
３７８、３８３、４１９、４２１、４３７、４４１、４４４、４４５、４４６、４４７、
４５０、４６１、４７１、４８２、４８４のうちの１つ以上が置換されている変異体、好
ましくはＤ１８３＊及びＧ１８４＊の欠失も含有する変異体。
　（ｃ）国際公開第０６／００２６４３号における配列番号４、バチルス属ＳＰ７２２由
来の野生型酵素と少なくとも９０％の同一性を示す変異体、特に１８３及び１８４位に欠
失を有する変異体、並びに参照によって本明細書に組み込まれる国際公開第００／６００
６０号に記載されている変異体。
　（ｄ）バチルス属の種７０７（米国特許第６，０９３，５６２号の配列番号７）由来の
野生型酵素と少なくとも９５％の同一性を示す変異体、特に以下の変異：Ｍ２０２、Ｍ２
０８、Ｓ２５５、Ｒ１７２及び／又はＭ２６１のうちの１つ以上含をむもの。好ましくは
、上記のアミラーゼは、Ｍ２０２Ｌ、Ｍ２０２Ｖ、Ｍ２０２Ｓ、Ｍ２０２Ｔ、Ｍ２０２Ｉ
、Ｍ２０２Ｑ、Ｍ２０２Ｗ、Ｓ２５５Ｎ及び／又はＲ１７２Ｑのうちの１つ以上を含む。
特に好ましいのは、Ｍ２０２Ｌ又はＭ２０２Ｔ突然変異を含むものである。
　（ｅ）国際公開第０９／１４９１３０号に記載されている変異体、好ましくは国際公開
第０９／１４９１３０号の配列番号１又は配列番号２と少なくとも９０％の同一性を示す
変異体、ゲオバチルス・ステアロフェルモフィルス（Geobacillus Stearophermophilus）
に由来する野生型酵素又はその切頭バージョン。
　（ｆ）欧州特許第２５４０８２５号及び同第２３５７２２０号、同第２５３４２３３号
に記載されている変異体。（ｇ）国際公開第２００９１００１０２号及び同第２０１０１
１５０２８号に記載されている変異体。
【００７７】
　好適な市販のα－アミラーゼとしては、ＤＵＲＡＭＹＬ（登録商標）、ＬＩＱＵＥＺＹ
ＭＥ（登録商標）、ＴＥＲＭＡＭＹＬ（登録商標）、ＴＥＲＭＡＭＹＬ　ＵＬＴＲＡ（登
録商標）、ＮＡＴＡＬＡＳＥ（登録商標）、ＳＵＰＲＡＭＹＬ（登録商標）、ＳＴＡＩＮ
ＺＹＭＥ（登録商標）、ＳＴＡＩＮＺＹＭＥ　ＰＬＵＳ（登録商標）、ＦＵＮＧＡＭＹＬ
（登録商標）及びＢＡＮ（登録商標）（Ｎｏｖｏｚｙｍｅｓ　Ａ／Ｓ（Ｂａｇｓｖａｅｒ
ｄ，Ｄｅｎｍａｒｋ））、ＫＥＭＺＹＭ（登録商標）ＡＴ　９０００（Ｂｉｏｚｙｍ　Ｂ
ｉｏｔｅｃｈ　Ｔｒａｄｉｎｇ　ＧｍｂＨ（Ｗｅｈｌｉｓｔｒａｓｓｅ　２７ｂ　Ａ－１
２００　Ｗｉｅｎ　Ａｕｓｔｒｉａ）、ＲＡＰＩＤＡＳＥ（登録商標）、ＰＵＲＡＳＴＡ
Ｒ（登録商標）、ＥＮＺＹＳＩＺＥ（登録商標）、ＯＰＴＩＳＩＺＥ　ＨＴ　ＰＬＵＳ（
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登録商標）、ＰＯＷＥＲＡＳＥ（登録商標）及びＰＵＲＡＳＴＡＲ　ＯＸＡＭ（登録商標
）（Ｇｅｎｅｎｃｏｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｃ．，（Ｐａｌｏ　Ａｌｔｏ
，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ）；並びにＫＡＭ（登録商標）（花王株式会社（日本、１０３－
８２１０、東京都中央区日本橋茅場町１丁目１４－１０））が挙げられる。一態様では、
好適なアミラーゼとしては、ＮＡＴＡＬＡＳＥ（登録商標）、ＳＴＡＩＮＺＹＭＥ（登録
商標）及びＳＴＡＩＮＺＹＭＥ　ＰＬＵＳ（登録商標）、並びにこれらの混合物が挙げら
れる。
【００７８】
　エンドグルカナーゼ
　他の好ましい酵素としては、米国特許第７，１４１，４０３（Ｂ２）号におけるアミノ
酸配列の配列番号２に対して少なくとも９０％、９４％、９７％、更には９９％の配列同
一性を有するバチルス属のメンバー及びこれらの混合物に対して内因性である細菌ポリペ
プチドを含む、エンド－β－１，４－グルカナーゼ活性（Ｅ．Ｃ．３．２．１．４）を示
す微生物由来のエンドグルカナーゼが挙げられる。好適なエンドグルカナーゼは、商標名
Ｃｅｌｌｕｃｌｅａｎ（登録商標）及びＷｈｉｔｅｚｙｍｅ（登録商標）（Ｎｏｖｏｚｙ
ｍｅｓ　Ａ／Ｓ，Ｂａｇｓｖａｅｒｄ，Ｄｅｎｍａｒｋ）として販売されている。
【００７９】
　ペクチン酸リアーゼ
　他の好ましい酵素としては、商標名Ｐｅｃｔａｗａｓｈ（登録商標）、Ｐｅｃｔａｗａ
ｙ（登録商標）、Ｘｐｅｃｔ（登録商標）として販売されているペクチン酸リアーゼ、並
びに商標名Ｍａｎｎａｗａｙ（登録商標）（全てＮｏｖｏｚｙｍｅｓ　Ａ／Ｓ（Ｂａｇｓ
ｖａｅｒｄ，Ｄｅｎｍａｒｋ）製）及びＰｕｒａｂｒｉｔｅ（登録商標）（Ｇｅｎｅｎｃ
ｏｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｃ．（Ｐａｌｏ　Ａｌｔｏ，Ｃａｌｉｆｏｒｎ
ｉａ））として販売されているマンナーゼが挙げられる。
【００８０】
　洗浄組成物を水に添加することによって水溶液が提供されるとき、ヌクレアーゼ酵素に
加えて、洗浄組成物は、任意追加的な洗浄及び／又は処理補助物質を含む。ヌクレアーゼ
酵素は、好ましくは、組成物の０．００００１重量％～約３重量％、約０．０００１重量
％～約２重量％、又は更には約０．００１重量％～約１重量％の酵素タンパク質の量で組
成物中に存在する。
【００８１】
　好ましくは、本組成物は、Ｅ．Ｃ．３．２．１．５２のβ－Ｎ－アセチルグルコサミニ
ダーゼ酵素、好ましくは、配列番号４に対して少なくとも７０％、又は少なくとも７５％
、又は少なくとも８０％、又は少なくとも８５％、又は少なくとも９０％、又は少なくと
も９５％、又は少なくとも９６％、又は少なくとも９７％、又は少なくとも９８％、又は
少なくとも９９％、又は少なくとも１００％の同一性を有する酵素を更に含む。存在する
とき、β－Ｎ－アセチルグルコサミニダーゼ酵素は、典型的には、組成物の約０．０００
０１重量％～約２重量％、約０．０００１重量％～約１重量％、又は更には約０．００１
重量％～約０．５重量％の酵素タンパク質の量で存在する。
【００８２】
　抗菌剤
　本組成物が、抗菌効果を生じさせることができる１つの化合物又は１つを超える化合物
の混合物を更に含むことが好ましい場合もある。これらは、漂白剤などの洗浄又は悪臭（
malodor）効果のために添加される処理組成物の標準的な成分であってよいが、ある程度
の抗菌効果を有するか、又は特に抗菌効果を提供するために添加してもよい。好適な例と
しては、アルデヒド（ホルムアルデヒド、グルタルアルデヒド、オルトフタルアルデヒド
）、二酸化硫黄、亜硫酸塩、重亜硫酸塩、バニリン酸エステル）、塩素及び酸素系酸化剤
（次亜塩素酸又は次亜臭素酸カルシウム及びナトリウム、クロラミン及びクロラミン－Ｔ
、二酸化塩素、過酸化水素、ヨウ素、オゾン、過酢酸、過ギ酸、過マンガン酸カリウム、
ペルオキシ一硫酸カリウム）、フェノール（フェノール、ｏ－フェニルフェノール、クロ
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ロキシレノール、ヘキサクロロフェン、チモール、アミルメタクレゾール、２，４－ジク
ロロベンジルアルコール、ポリクレスレン（policresylen）、フェンチクロル、４－アリ
ルカテコール、ｐ－ヒドロキシ安息香酸エステル（ベンジルパラベン、ブチルパラベン、
エチルパラベン、メチルパラベン（methtlparaben）及びプロピルパラベンを含む）、ブ
チル化ヒドロキシアニソール、ブチル化ヒドロキシトルエン、カプサイシン（capaicin）
、カルバクロール、クレオソール、オイゲノール、グアイアコール）、ハロゲン化（ヒド
ロキシ）ジフェニルエーテル（ジクロサン、トリクロサン、ヘキサクロロフェン及びブロ
モクロロフェン、４－ヘキシルレゾルシノール、８－ヒドロキシキノリン、並びにこれら
の塩）、第四級アンモニウム化合物（塩化ベンザルコニウム誘導体、塩化ベンゼトニウム
誘導体、セトリモニウム塩化物／臭化物、セチルピリジニウム、セトリミド、塩化ベンゾ
オキソニウム、塩化ジデシルジメチルアンモニウム）、アクリジン誘導体（乳酸エタクリ
ジン、９－アミノアクリジン、オイフラビン）、ポリマービグアニドを含むビグアニド、
及びアミジン（ポリアミノプロピルビグアニド、ジブロンプロプアミジン、クロルヘキシ
ジン、アレキシジン、プロパミジン、ヘキサミジン、ポリヘキサニド）、ニトロフラン誘
導体（ニトロフラゾン）、キノリン誘導体（デクアリニウム、クロルキナルドール、オキ
シキノリン、クリオキノール）、ヨウ素生成物、精油（月桂樹、シナモン、クローブ、タ
イム、ユーカリ、ペパーミント、レモン、ティーツリー、モクレン抽出物、メントール、
ゲラニオール）、カチオン、アニリド（サリチルアニリド（saclicylanilide）、ジフェ
ニル尿素）、サリチル酸エステル（サリチル酸メンチル、サリチル酸メチル及びサリチル
酸フェニルを含む）、ピロカテコール、フタル酸及びその塩、ヘキセチジン、オクテニジ
ン、サンギナリン、臭化ドミフェン、塩化アルキルピリジニウム（例えば、塩化セチルピ
リジウム、塩化テトラデシルピリジニウム及びＮ－テトラデシル－４－エチルピリジニウ
ムクロライドなど）、ヨウ素、スルホンアミド、ピペリジノ誘導体（例えば、デルモピノ
ール及びオクタピノール）、並びにこれらの混合物、様々な防腐剤（１，３－ジオキサン
の誘導体、イミダゾールの誘導体、イソチアゾロン、ヘキサミンの誘導体、トリアジン、
オキサゾロ－オキサゾール、ヒドロキシメチルグリシネートナトリウム、ビスチオシアン
酸メチレン、カプタン）を挙げることができるが、これらに限定されない。
【００８３】
　好ましい抗菌系は、クロロキシレノール（ＰＣＭＸ）などのハロゲン化ベンジルアルコ
ール誘導体、ハロゲン化ヒドロキシジフェニルエーテル、好ましくはジクロサン、第四級
アンモニウム塩、好ましくはアルキルベンザルコニウム及び塩化アルキルベンゼトニウム
、並びにこれらの誘導体、精油、漂白剤系、好ましくはペルオキシド漂白剤、並びにこれ
らの混合物である。最も好ましい抗菌系は、塩化ベンザルコニウム、ジクロサン及びＰＣ
ＭＸである。
【００８４】
　カプセル化剤
　本組成物は、封入剤、例えば、コアを含む封入剤、内表面及び外表面を有するシェルを
含んでいてよく、当該シェルは当該コアを封入する。コアは、あらゆるランドリーケア助
剤を含むことができるが、典型的には、コアは、香料、増白剤、染料、防虫剤、シリコー
ン、ワックス、着香剤、ビタミン、布地柔軟化剤、スキンケア剤、一態様では、パラフィ
ン、酵素、抗菌剤、漂白剤、感覚剤、及びこれらの混合物からなる群から選択される材料
を含み得、当該シェルは、ポリエチレン、ポリアミド、任意に他のコ－モノマーを含有す
るポリビニルアルコール、ポリスチレン、ポリイソプレン、ポリカーボネート、ポリエス
テル、ポリアクリレート、アミノプラスト（一態様では、当該アミノプラストは、ポリ尿
素、ポリウレタン、及び／又はポリ尿素ウレタンを含み得、一態様では、当該ポリ尿素は
、ポリオキシメチレン尿素及び／又はメラミンホルムアルデヒドを含み得る）、ポリオレ
フィン、多糖類、（一態様では、当該多糖類は、アルギン酸塩及び／又はキトサンを含み
得る）、ゼラチン、セラック、エポキシ樹脂、ビニルポリマー、非水溶性無機材料、シリ
コーン、及びこれらの混合物からなる群から選択される材料を含み得る。好ましい封入剤
は、香料を含む。好ましい封入剤は、メラミンホルムアルデヒド及び／又は架橋メラミン
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ホルムアルデヒドを含んでいてもよいシェルを含む。好ましい封入剤は、コア材とシェル
とを含み、当該シェルは、当該コア材を少なくとも部分的に取り囲むことが開示されてい
る。上記の封入剤の少なくとも７５％、８５％、又は更には９０％は、０．２ＭＰａ～１
０ＭＰａの破壊強度を有していてよく、有益剤漏出率は、封入された有益剤の初期総量に
基づいて０％～２０％、又は更には１０％若しくは５％未満であってよい。上記の封入剤
の少なくとも７５％、８５％、又は更には９０％が、（ｉ）１マイクロメートル～８０マ
イクロメートル、５マイクロメートル～６０マイクロメートル、１０マイクロメートル～
５０マイクロメートル、又は更には１５マイクロメートル～４０マイクロメートルの粒径
を有し得、及び／又は（ｉｉ）上記の封入剤の少なくとも７５％、８５％、又は更には９
０％が、３０ｎｍ～２５０ｎｍ、８０ｎｍ～１８０ｎｍ、又は更には１００ｎｍ～１６０
ｎｍの粒子壁厚を有し得るものが好ましい。ホルムアルデヒドスカベンジャーは、封入剤
と共に、例えばカプセルスラリー中で用いてもよく、及び／又は封入剤を組成物に添加す
る前、添加している間、若しくは添加した後に組成物に添加してもよい。好適なカプセル
は、米国特許出願公開第２００８／０３０５９８２（Ａ１）号及び／又は同第２００９／
０２４７４４９（Ａ１）号の教示に従って作製することができる。あるいは、好適なカプ
セルは、Ａｐｐｌｅｔｏｎ　Ｐａｐｅｒｓ　Ｉｎｃ．（Ａｐｐｌｅｔｏｎ，Ｗｉｓｃｏｎ
ｓｉｎ　ＵＳＡ）から購入することができる。
【００８５】
　好ましい態様では、本組成物は、好ましくは封入剤に加えて、付着助剤を含んでもよい
。好ましい付着助剤は、カチオン性及び非イオン性ポリマーからなる群から選択される。
好適なポリマーとしては、カチオンデンプン、カチオン性ヒドロキシエチルセルロース、
ポリビニルホルムアルデヒド、ローカストビーンガム、マンナン、キシログルカン、タマ
リンドガム、ポリエチレンテレフタレート、並びに任意にアクリル酸及びアクリルアミド
を含む群から選択される１つ以上のモノマーと共にジメチルアミノエチルメタクリレート
を含有するポリマーが挙げられる。
【００８６】
　香料
　本発明の好ましい組成物は、香料を含む。典型的には、本組成物は、国際公開第０８／
８７４９７号に記載されている群から選択される１つ以上の香料原材料を含む香料を含む
。しかし、洗剤において有用ないずれの香料を用いてもよい。香料を本発明の組成物に配
合する好ましい方法は、水溶性ヒドロキシ化合物、又はメラミン－ホルムアルデヒド、又
は変性ポリビニルアルコールのいずれかを含む封入香料粒子を介するものである。一態様
では、封入剤は、（ａ）１つ以上の水溶性ヒドロキシ化合物、好ましくは、デンプンを含
む少なくとも部分的に水溶性の固体マトリックスと、（ｂ）この固体マトリックスによっ
て封入された香油とを含む。更なる態様では、香料は、シッフ塩基を形成するように、ポ
リアミン、好ましくは、ポリエチレンイミンと予め複合化させてもよい。
【００８７】
　ポリマー
　洗剤組成物は、ポリマーであってよいＤＴＩに加えて、１つ以上のポリマーを含み得る
。例は、任意で修飾されるカルボキシメチルセルロース、ポリ（エチレングリコール）、
ポリ（ビニルアルコール）、ポリアクリレートなどのポリカルボキシレート、マレイン酸
／アクリル酸コポリマー及びラウリルメタクリレート／アクリル酸コポリマー、並びにカ
ルボキシレートポリマーである。
【００８８】
　好適なカルボキシレートポリマーとしては、マレアート／アクリレートランダムコポリ
マー又はポリアクリレートホモポリマーが挙げられる。カルボキシレートポリマーは、４
，０００Ｄａ～９，０００Ｄａ又は６，０００Ｄａ～９，０００Ｄａの分子量を有するポ
リアクリレートホモポリマーであり得る。他の好適なカルボキシレートポリマーは、マレ
イン酸とアクリル酸とのコポリマーであり、４，０００Ｄａ～９０，０００Ｄａの範囲の
分子量を有し得る。
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【００８９】
　他の好適なカルボキシレートポリマーは、（ｉ）５０以上９８重量％未満の、カルボキ
シル基を含む１つ以上のモノマーに由来する構造単位；（ｉｉ）スルホネート部分を含む
１つ以上のモノマーから誘導される１～４９重量％未満の構造単位；並びに（ｉｉｉ）式
（Ｉ）及び（ＩＩ）により表されるエーテル結合含有モノマーから選択される１種以上の
モノマーから誘導される１～４９重量％の構造単位を含む、コポリマーである。
　式（Ｉ）：
【００９０】
【化１】

　（式（Ｉ）中、Ｒ０は、水素原子又はＣＨ３基を表し、Ｒは、ＣＨ２基、ＣＨ２ＣＨ２

基又は単結合を表し、Ｘは、０～５の数を表すが、ただし、Ｒが単結合である場合、Ｘは
１～５の数を表し、Ｒ１は、水素原子又はＣ１～Ｃ２０有機基である）、
　式（ＩＩ）
【００９１】

【化２】

　（式（ＩＩ）中、Ｒ０は、水素原子又はＣＨ３基を表し、Ｒは、ＣＨ２基、ＣＨ２ＣＨ

２基又は単結合を表し、Ｘは、０～５の数を表し、Ｒ１は、水素原子又はＣ１～Ｃ２０有
機基である）。
【００９２】
　本組成物は、以下の一般構造：ビス（（Ｃ２Ｈ５Ｏ）（Ｃ２Ｈ４Ｏ）ｎ）（ＣＨ３）－
Ｎ＋－ＣｘＨ２ｘ－Ｎ＋－（ＣＨ３）－ビス（（Ｃ２Ｈ５Ｏ）（Ｃ２Ｈ４Ｏ）ｎ）（式中
、ｎ＝２０～３０であり、ｘ＝３～８である）を有する化合物、又はその硫酸化若しくは
スルホン化変異体などの１つ以上の両親媒性洗浄ポリマーを含んでいてよい。一態様では
、このポリマーを硫酸化又はスルホン化して、双極性汚れ懸濁ポリマーを得る。
【００９３】
　本組成物は、好ましくは、布地及び表面からグリース粒子を除去するように、親水性及
び特性が釣り合っている両親媒性アルコキシル化グリース洗浄用ポリマーを含む。好まし
い両親媒性アルコキシル化グリース洗浄用ポリマーは、コア構造と、そのコア構造に結合
した複数のアルコキシレート基とを含む。これらは、好ましくは内側ポリエチレンオキシ
ドブロック及び外側ポリプロピレンオキシドブロックを有するアルコキシル化ポリアルキ
レンイミンを含んでいてもよい。典型的には、これらは、０．００５～１０重量％、一般
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的には０．５～８重量％の量で本発明の組成物に配合され得る。
【００９４】
　ポリアクリレートから調製されるものなどのアルコキシル化ポリカルボキシレートは、
本明細書において、追加のグリース除去性能を提供するのに有用である。そのような材料
は、国際公開第９１／０８２８１号及び国際出願ＰＣＴ　９０／０１８１５号に記載され
ている。化学的に、これら物質は、７～８個のアクリレート単位ごとに１つのエトキシ側
鎖を有するポリアクリレートを含む。側鎖は、式－（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｍ（ＣＨ２）ｎＣ
Ｈ３を有し、式中、ｍは、２～３であり、ｎは、６～１２である。側鎖は、ポリアクリレ
ート「主鎖」にエステル結合され、「櫛形」ポリマー型構造を提供する。分子量は変動し
得るが、典型的には、約２０００～約５０，０００の範囲内である。このようなアルコキ
シル化ポリカルボキシレートは、本明細書における組成物の約０．０５重量％～約１０重
量％含まれ得る。
【００９５】
　本組成物は、ポリエチレングリコールポリマーを含んでいてよく、これらは、混合界面
活性剤系を含む組成物において特に好ましい場合がある。好適なポリエチレングリコール
ポリマーとしては、（ｉ）ポリエチレングリコールを含む親水性主鎖、並びに（ｉｉ）Ｃ
４～Ｃ２５アルキル基、ポリプロピレン、ポリブチレン、飽和Ｃ１～Ｃ６モノカルボン酸
のビニルエステル、アクリル酸又はメタクリル酸のＣ１～Ｃ６アルキルエステル、及びこ
れらの混合物からなる群から選択される側鎖を含む、ランダムグラフトコポリマーが挙げ
られる。好適なポリエチレングリコールポリマーは、ランダムグラフトポリ酢酸ビニル側
鎖を有するポリエチレングリコール主鎖を有する。ポリエチレングリコール主鎖の平均分
子量は、２，０００Ｄａ～２０，０００Ｄａ、又は４，０００Ｄａ～８，０００Ｄａの範
囲であり得る。ポリエチレングリコール主鎖のポリ酢酸ビニル側鎖に対する分子量比は、
１：１～１：５又は１：１．２～１：２の範囲であり得る。エチレンオキシド単位当たり
のグラフト部位の平均数は、１未満、又は０．８未満であってもよく、エチレンオキシド
単位当たりのグラフト部位の平均数は、０．５～０．９の範囲であってもよく、あるいは
エチレンオキシド単位当たりのグラフト部位の平均数は、０．１～０．５、又は０．２～
０．４の範囲であってもよい。好適なポリエチレングリコールポリマーは、Ｓｏｋａｌａ
ｎ　ＨＰ２２である。
【００９６】
　典型的には、これらは、０．００５～１０重量％、より典型的には０．０５～８重量％
の量で本発明の組成物に配合される。
【００９７】
　好ましくは、本組成物は、マレエート／アクリレートランダムコポリマー又はポリアク
リレートホモポリマーなどの１つ以上のカルボキシレートポリマーを含む。一態様では、
カルボキシレートポリマーは、４，０００Ｄａ～９，０００Ｄａ又は６，０００Ｄａ～９
，０００Ｄａの分子量を有するポリアクリレートホモポリマーである。典型的には、これ
らは、０．００５～１０重量％又は０．０５～８重量％の量で本発明の組成物に配合され
る。
【００９８】
　好ましくは、本組成物は、１種以上の汚れ放出ポリマーを含む。例としては、下記の式
（ＶＩ）、（ＶＩＩ）又は（ＶＩＩＩ）のうちの１つによって定義される構造を有する汚
れ放出ポリマーが挙げられる。
　（ＶＩ）　　－［（ＯＣＨＲ１－ＣＨＲ２）ａ－Ｏ－ＯＣ－Ａｒ－ＣＯ－］ｄ

　（ＶＩＩ）　－［（ＯＣＨＲ３－ＣＨＲ４）ｂ－Ｏ－ＯＣ－ｓＡｒ－ＣＯ－］ｅ

　（ＶＩＩＩ）－［（ＯＣＨＲ５－ＣＨＲ６）ｃ－ＯＲ７］ｆ

　式中、
　ａ、ｂ、及びｃは、１～２００であり、
　ｄ、ｅ、及びｆは、１～５０であり、
　Ａｒは、１，４－置換フェニレンであり、
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　ｓＡｒは、５位がＳＯ３Ｍｅにより置換された１，３－置換フェニレンであり、
　Ｍｅは、Ｌｉ、Ｋ、Ｍｇ／２、Ｃａ／２、Ａｌ／３、アンモニウム、モノ－、ジ－、ト
リ－若しくはテトラアルキルアンモニウム（アルキル基は、Ｃ１～Ｃ１８アルキル又はＣ

２～Ｃ１０ヒドロキシアルキルである）、又はこれらの混合物であり；
　Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、及びＲ６は、独立して、Ｈ又はＣ１～Ｃ１８ｎ－若し
くはイソ－アルキルから選択され、
　Ｒ７は、直鎖状若しくは分枝状Ｃ１～Ｃ１８アルキル、又は直鎖状若しくは分枝状Ｃ２

～Ｃ３０アルケニル、又は５～９個の炭素原子を有するシクロアルキル基、又はＣ８～Ｃ

３０アリール基、又はＣ６～Ｃ３０アリールアルキル基である。
【００９９】
　好適な汚れ遊離ポリマーは、Ｒｅｐｅｌ－ｏ－ｔｅｘポリマー（例えば、Ｒｈｏｄｉａ
により供給されているＲｅｐｅｌ－ｏ－ｔｅｘ　ＳＦ、ＳＦ－２及びＳＲＰ６）などのポ
リエステル汚れ遊離ポリマーである。他の好適な汚れ遊離ポリマーとしては、Ｔｅｘｃａ
ｒｅポリマー（例えば、Ｃｌａｒｉａｎｔにより供給されているＴｅｘｃａｒｅ　ＳＲＡ
１００、ＳＲＡ３００、ＳＲＮ１００、ＳＲＮ１７０、ＳＲＮ２４０、ＳＲＮ３００及び
ＳＲＮ３２５など）が挙げられる。他の好適な汚れ遊離ポリマーは、Ｍａｒｌｏｑｕｅｓ
ｔポリマー（例えば、Ｓａｓｏｌにより供給されているＭａｒｌｏｑｕｅｓｔ　ＳＬなど
）である。
【０１００】
　好ましくは、本組成物は、アルキルセルロース、アルキルアルコキシアルキルセルロー
ス、カルボキシアルキルセルロース、アルキルカルボキシアルキルセルロースから選択さ
れるものを含む、１つ以上のセルロース系ポリマーを含む。好ましいセルロース系ポリマ
ーは、カルボキシメチルセルロース、メチルセルロース、メチルヒドロキシエチルセルロ
ース、メチルカルボキシメチルセルロース、及びこれらの混合物を含む群から選択される
。一態様では、カルボキシメチルセルロースは、０．５～０．９のカルボキシメチル置換
度及び１００，０００Ｄａ～３００，０００Ｄａの分子量を有する。
【０１０１】
　漂白剤
　本組成物は１つ以上の漂白剤を含むことが好ましい場合がある。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。一般に、漂白剤を用いるとき、本発明の組成物は、対象組成物の約０．
１重量％～約５０重量％、又は更には約０．１重量％～約２５重量％の漂白剤又は漂白剤
の混合物を含んでいてよい。好適な漂白剤の例としては以下が挙げられる。
【０１０２】
　（１）光漂白剤、例えば、スルホン化亜鉛フタロシアニン、スルホン化アルミニウムフ
タロシアニン、キサンテン染料、及びこれらの混合物。
【０１０３】
　（２）予形成過酸：好適な予形成過酸としては、予形成ペルオキシ酸又はその塩、典型
的には過カルボン酸及び塩、過炭酸及び塩、過イミド酸及び塩、ペルオキシ一硫酸及び塩
、例えばＯｘｏｎｅ（登録商標）、並びにこれらの混合物からなる群から選択される化合
物が挙げられるが、これらに限らない。好適な例としては、ペルオキシカルボン酸若しく
はその塩、又はペルオキシスルホン酸若しくはその塩が挙げられる。本明細書において使
用するのに好適な典型的なペルオキシカルボン酸塩は、以下の化学式に対応する化学構造
を有する：
【０１０４】
【化３】
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　（式中、Ｒ１４は、アルキル、アラルキル、シクロアルキル、アリール、又は複素環基
から選択され、Ｒ１４基は、直鎖又は分枝鎖、置換又は非置換であってよく、過酸がであ
る場合、６～１４個の炭素原子、又は８～１２個の炭素原子を有し、過酸が親水性である
場合、６個未満の炭素原子、又は更には４個未満の炭素原子を有し、Ｙは、電荷中性をも
たらす任意の好適な対イオンであり、好ましくはＹは、水素、ナトリウム、又はカリウム
から選択される）。好ましくは、Ｒ１４は、直鎖又は分枝鎖、置換又は非置換のＣ６～９

アルキルである。好ましくは、ペルオキシ酸又はその塩は、ペルオキシヘキサン酸、ペル
オキシヘプタン酸、ペルオキシオクタン酸、ペルオキシノナン酸、ペルオキシデカン酸、
これらの任意の塩、又はこれらの任意の組み合わせから選択される。特に好ましいペルオ
キシ酸はフタルイミド－ペルオキシ－アルカン酸、特に、ε－フタルイミドペルオキシヘ
キサン酸（ＰＡＰ）である。好ましくは、ペルオキシ酸又はその塩は、３０℃～６０℃の
範囲の融点を有する。
【０１０５】
　予形成ペルオキシ酸又はその塩は、また、典型的に以下の化学式に対応する化学構造を
有するペルオキシスルホン酸又はその塩であってもよい：
【０１０６】
【化４】

　（式中、Ｒ１５は、アルキル、アラルキル、シクロアルキル、アリール、又は複素環基
から選択され、Ｒ１５基は、直鎖又は分枝鎖、置換又は非置換であってよく、Ｚは電気的
中性をもたらす任意の好適な対イオンであり、好ましくは、Ｚは、水素、ナトリウム、又
はカリウムから選択される）。好ましくは、Ｒ１５は、直鎖又は分枝鎖、置換又は非置換
のＣ４～１４、好ましくはＣ６～１４アルキルである。好ましくは、このような漂白剤組
成物は、０．０１～５０％、最も好ましくは０．１％～２０％の量で本発明の組成物中に
存在し得る。
【０１０７】
　（３）過酸化水素源、例えば、過ホウ酸塩（通常、一水和物又は四水和物）、過炭酸塩
、過硫酸塩、過リン酸塩、過ケイ酸塩、及びこれらの混合物のナトリウム塩などのアルカ
リ金属塩を含む、無機過水和物の塩。本発明の一態様では、無機過水和物の塩は、過ホウ
酸ナトリウム塩、過炭酸ナトリウム塩、及びこれらの混合物からなる群から選択される。
無機過水和物の塩は、使用する場合、典型的には、布地ケア及びホームケア製品全体の０
．０５～４０重量％又は１～３０重量％の量で存在し、典型的には、コーティングされ得
る結晶性固体としてこのような布地ケア及びホームケア製品に配合される。好適なコーテ
ィングとしては、無機塩、例えば、ケイ酸塩、炭酸塩若しくはホウ酸塩、又はこれらの混
合物などのアルカリ金属塩、又は有機物質、例えば、水溶性若しくは分散性ポリマー、ワ
ックス、油又は脂肪石鹸などが挙げられる。
【０１０８】
　（４）Ｒ－（Ｃ＝Ｏ）－Ｌを有する漂白活性化剤（式中、Ｒはアルキル基であり、任意
に分枝しており、漂白活性化剤がであるとき、６～１４個の炭素原子又は８～１２個の炭
素原子を有し、漂白活性化剤が親水性であるとき、６個未満の炭素原子又は更には４個未
満の炭素原子を有し、Ｌは脱離基である）。好適な脱離基の例は、安息香酸及びその誘導
体、特にベンゼンスルホネートである。好適な漂白活性化剤としては、ドデカノイルオキ
シベンゼンスルホネート、デカノイルオキシベンゼンスルホネート、デカノイルオキシ安
息香酸又はその塩、３，５，５－トリメチルヘキサノイルオキシベンゼンスルホネート、
テトラアセチルエチレンジアミン（ＴＡＥＤ）、及びノナノイルオキシベンゼンスルホネ
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ート（ＮＯＢＳ）が挙げられる。また、好適な漂白活性化剤は、国際公開第９８／１７７
６７号に開示されている。任意の好適な漂白活性化剤を使用してよいが、発明の一態様で
は、対象組成物は、ＮＯＢＳ、ＴＡＥＤ、又はこれらの混合物を含んでいてよい。
【０１０９】
　（５）漂白触媒。本発明の組成物は、ペルオキシ酸及び／又はその塩から酸素原子を受
け取って、その酸素原子を酸化可能な基質に転移させることができる１つ以上の漂白触媒
を含んでいてもよい。好適な漂白触媒は、イミニウムカチオン及びポリイオン；イミニウ
ム双性イオン；修飾アミン；修飾アミンオキシド；Ｎ－スルホニルイミン；Ｎ－ホスホニ
ルイミン；Ｎ－アシルイミン；チアジアゾールジオキシド；ペルフルオロイミン；環状糖
ケトン及びαアミノ－ケトン及びこれらの混合物。好適なアルファアミノケトンは、例え
ば、国際公開第２０１２／０００８４６（Ａ１）号、同第２００８／０１５４４３（Ａ１
）号及び同第２００８／０１４９６５（Ａ１）号に記載のとおりである。好適な混合物は
、米国特許出願公開第２００７／０１７３４３０（Ａ１）号に記載のとおりである。
【０１１０】
　一態様では、漂白触媒は、以下の一般式に対応する構造を有する：
【０１１１】
【化５】

　（式中、Ｒ１３は、２－エチルヘキシル、２－プロピルへプチル、２－ブチルオクチル
、２－ペンチルノニル、２－ヘキシルデシル、ｎ－ドデシル、ｎ－テトラデシル、ｎ－ヘ
キサデシル、ｎ－オクタデシル、イソ－ノニル、イソ－デシル、イソ－トリデシル及びイ
ソ－ペンタデシルからなる群から選択される）。
【０１１２】
　（６）本組成物は、好ましくは、触媒金属錯体を含んでいてよい。金属含有漂白触媒の
１つの好ましい種類は、所定の漂白触媒活性の遷移金属カチオン（例えば、銅、鉄、チタ
ン、ルテニウム、タングステン、モリブデン、又はマンガンカチオン）、漂白触媒活性を
わずかにしか又は全く有しない補助金属カチオン（例えば、亜鉛又はアルミニウムカチオ
ン）、及び触媒金属カチオン及び補助金属カチオンに対して所定の安定度定数を有する金
属イオン封鎖剤、特に、エチレンジアミン四酢酸、エチレンジアミンテトラ（メチレンホ
スホン酸）、及びこれらの水溶性塩を含む触媒系である。このような触媒は、米国特許第
４，４３０，２４３号に開示されている。
【０１１３】
　必要に応じて、本明細書における組成物は、マンガン化合物によって触媒され得る。こ
のような化合物及び使用レベルは、当該技術分野において周知であり、例えば、米国特許
第５，５７６，２８２号に開示されているマンガン系触媒が挙げられる。
【０１１４】
　本明細書で有用なコバルト漂白触媒は公知であり、例えば、米国特許第５，５９７，９
３６号、米国特許第５，５９５，９６７号に記載されている。このようなコバルト触媒は
、例えば、米国特許第５，５９７，９３６号及び同第５，５９５，９６７号に教示されて
いるとおり、公知の手順によって容易に作製される。
【０１１５】
　また、本明細書の組成物は、好適には、ビスピドン（bispidone）などの配位子（国際
公開第０５／０４２５３２（Ａ１）号）及び／又はマクロ多環状剛性配位子（「ＭＲＬ」
と略される））の遷移金属錯体を含んでいてよい。実際問題として、限定するものではな
いが、本明細書における組成物及び方法は、水性洗浄媒体において、少なくとも一億分率
のオーダーの活性ＭＲＬ種を提供するように調整することができ、典型的には、約０．０
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０５ｐｐｍ～約２５ｐｐｍ、約０．０５ｐｐｍ～約１０ｐｐｍ、又は更には約０．１ｐｐ
ｍ～約５ｐｐｍのＭＲＬを洗浄溶液中に提供する。
【０１１６】
　本遷移金属漂白触媒における好適な遷移金属としては、例えばマンガン、鉄、及びクロ
ムが挙げられる。好適なＭＲＬとしては、５，１２－ジエチル－１，５，８，１２－テト
ラアザビシクロ［６．６．２］ヘキサデカンが挙げられる。
【０１１７】
　好適な遷移金属ＭＲＬは、公知の手順、例えば、国際公開第００／３２６０１号及び米
国特許第６，２２５，４６４号に教示されている手順によって容易に調製される。
【０１１８】
　存在する場合、過酸化水素／過酸及び／又は漂白活性化剤の供給源は、概して、布地ケ
ア及びホームケア製品に基づいて約０．１～約６０重量％、約０．５～約４０重量％、又
は更には約０．６～約１０重量％の量で組成物中に存在する。１つ以上の過酸又はその前
駆体は、１つ以上の親水性過酸又はその前駆体と組み合わせて使用してよい。
【０１１９】
　典型的には、過酸化水素源及び漂白活性化剤は、一緒に配合される。有効酸素（過酸化
物源由来）の過酸に対するモル比が１：１～３５：１、又は更には２：１～１０：１とな
るように、過酸化水素源及び過酸又は漂白活性化剤の量を選択してよい。
【０１２０】
　ビルダー
　好ましくは、本組成物は、１つ以上のビルダー又はビルダー系を含む。ビルダーを用い
るとき、本発明の組成物は、典型的には、少なくとも１％又は少なくとも２％～６０％の
ビルダーを含む。好適なビルダーとしては、例えばゼオライト、ホスフェート、シトレー
トなどが挙げられる。組成物が、低濃度、例えば１～１０又は５重量％のリン酸塩及び／
又はゼオライトを含むことが好ましい場合がある。本組成物は、更には、強力なビルダー
を実質的に含んでいなくてもよい。強力なビルダーを実質的に含まないとは、ゼオライト
及び／又はリン酸塩が「意図的に添加されない」ことを意味する。典型的なゼオライトビ
ルダーとしては、ゼオライトＡ、ゼオライトＰ及びゼオライトＭＡＰが挙げられる。典型
的なリン酸塩ビルダーは、トリポリリン酸ナトリウムである。
【０１２１】
　キレート化剤
　好ましくは、本組成物は、キレート剤及び／又は結晶成長阻害物質を含む。好適な分子
としては、銅、鉄、及び／又はマンガンキレート剤、並びにこれらの混合物が挙げられる
。好適な分子としては、アミノカルボキシレート、アミノホスホネート、サクシネート、
これらの塩、及びこれらの混合物が挙げられる。本明細書に用いるのに好適なキレート剤
の非限定的な例としては、エチレンジアミンテトラアセテート、Ｎ－（ヒドロキシエチル
）エチレンジアミントリアセテート、ニトリロトリアセテート、エチレンジアミンテトラ
プロピオネート、トリエチレンテトラアミンヘキサアセテート、ジエチレントリアミンペ
ンタアセテート、エタノールジグリシン、エチレンジアミンテトラキス（メチレンホスホ
ネート）、ジエチレントリアミンペンタ（メチレンホスホン酸）（ＤＴＰＭＰ）、エチレ
ンジアミンジスクシネート（ＥＤＤＳ）、ヒドロキシエタンジメチレンホスホン酸（ＨＥ
ＤＰ）、メチルグリシン二酢酸（ＭＧＤＡ）、ジエチレントリアミン五酢酸（ＤＴＰＡ）
、これらの塩、及びこれらの混合物が挙げられる。本発明で用いるキレート剤の他の非限
定的な例は、米国特許第７４４５６４４号、同第７５８５３７６号、及び米国特許出願公
開第２００９／０１７６６８４（Ａ１）号に見出される。本明細書に用いるのに好適な他
のキレート剤は、市販のＤＥＱＵＥＳＴシリーズ、並びにＭｏｎｓａｎｔｏ製、ＤｕＰｏ
ｎｔ製、及びＮａｌｃｏ，Ｉｎｃ．製のキレート剤である。
【０１２２】
　ｐＨ調整剤
　所望のｐＨを得るためにｐＨ調整剤を配合してよい。洗剤製造業者の当業者に公知の任
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意のアルカリ又は酸、例えば、水酸化、炭酸若しくはケイ酸ナトリウム若しくはカリウム
、クエン酸、又は塩酸などの強酸を添加してよい。緩衝能を付加するｐＨ調整剤が、特に
好ましい場合がある。
【０１２３】
　ケイ酸塩
　本組成物は、好ましくは、ケイ酸ナトリウム又はケイ酸カリウムなどのケイ酸塩を含ん
でいてもよい。本組成物は、０重量％～１０重量％未満、９重量％以下、又は８重量％以
下、又は７重量％以下、又は６重量％以下、又は５重量％以下、又は４重量％以下、又は
３重量％以下、又は更には２重量％以下のケイ酸塩、好ましくは０重量％超、又は０．５
重量％以上、又は更には１重量％以上のケイ酸塩を含み得る。好適なケイ酸塩は、ケイ酸
ナトリウムである。
【０１２４】
　分散剤
　本組成物は、好ましくは、分散剤を含有していてもよい。好適な水溶性有機物質として
は、ホモポリマー又はコポリマーの酸又はこれらの塩が挙げられ、この場合、ポリカルボ
ン酸は、互いに炭素原子２個以下だけ離れている少なくとも２個のカルボキシルラジカル
を含む。
【０１２５】
　酵素安定剤
　本組成物は、好ましくは、酵素安定剤を含んでいてもよい。例えば、カルシウム及び／
又はマグネシウムイオンを酵素に供給する最終布地ケア及びホームケア製品中にカルシウ
ム及び／又はマグネシウムイオンの水溶性供給源を存在させることによって、任意の従来
の酵素安定剤を用いてよい。プロテアーゼを含む水性組成物の場合、更に安定性を向上さ
せるために、例えば、ホウ酸塩を含むホウ素化合物、又は好ましくは４－ホルミルフェニ
ルボロン酸、フェニルボロン酸、及びこれらの誘導体、又はギ酸カルシウム、ギ酸ナトリ
ウム、及び１，２－プロパンジオール、ジエチレングリコールなどの化合物など、可逆的
プロテアーゼ阻害物質を添加してもよい。
【０１２６】
　布地濃淡染料
　本組成物は、布地濃淡染料を含んでいてよい。好適な布地濃淡染料（時に、色調剤、青
味剤又は白色剤と呼ばれることもある）は、典型的には、青又は紫の濃淡を布地にもたら
す。布地濃淡染料は、単独又は組み合わせて使用して、特定の色調の濃淡を作り出すこと
ができ、及び／又は異なる種類の布地に濃淡を付けることができる。これは、例えば赤と
緑－青の染料とを混合して青又は紫の色合いを生じさせることにより提供され得る。布地
濃淡染料は、アクリジン、アントラキノン（多環式キノンを含む）、アジン、予め金属化
（premetallized）されたアゾを含むアゾ（例えば、モノアゾ、ジアゾ、トリスアゾ、テ
トラキスアゾ、ポリアゾ）、ベンゾジフラン及びベンゾジフラノン、カロテノイド、クマ
リン、シアニン、ジアザヘミシアニン、ジフェニルメタン、ホルマザン、ヘミシアニン、
インジゴイド、メタン、ナフタルイミド、ナフトキノン、ニトロ及びニトロソ、オキサジ
ン、フタロシアニン、ピラゾール、スチルベン、スチリル、トリアリールメタン、トリフ
ェニルメタン、キサンテン、並びにこれらの混合物が挙げられるが、これらに限定されな
い任意の公知の化学分類の染料から選択してよい。
【０１２７】
　好適な布地濃淡染料としては、染料及び染料－粘土結合体が挙げられる。好ましい布地
濃淡染料は、小分子染料及び高分子染料から選択される。好適な小分子染料としては、例
えば、青、紫、赤、緑又は黒に分類され、単独で又は他の染料若しくは補助成分と組み合
わせて所望の濃淡をもたらす、酸性染料、直接染料、塩基性染料、反応染料、溶媒染料、
又は分散染料の色指数（Ｃ．Ｉ．）分類に分類される染料からなる群から選択される小分
子染料が挙げられる。欧州特許出願公開第１７９４２７４（Ａ）号に記載のとおり、加水
分解された反応染料として記載される染料を含んでもよい。別の態様では、好適な小分子
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染料としては、色指数（Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ｄｙｅｒｓ　ａｎｄ　Ｃｏｌｏｕｒｉｓ
ｔｓ（Ｂｒａｄｆｏｒｄ，ＵＫ）番号：ダイレクトバイオレット染料（５、７、９、１１
、３１、３５、４８、５１、６６及び９９など）、ダイレクトブルー染料（１、７１、８
０及び２７９など）、アシッドレッド染料（１７、７３、５２、８８及び１５０など）、
アシッドバイオレット染料（１５、１７、２４、４３、４９及び５０など）、アシッドブ
ルー染料（１５、１７、２５、２９、４０、４５、４８、７５、８０、８３、９０及び１
１３など）、アシッドブラック染料（１など）、ベーシックバイオレット染料（１、３、
４、１０及び３５など）、ベーシックブルー染料（３、１６、２２、４７、６６、７５及
び１５９など）、分散又は溶媒染料（例えば、米国特許出願公開第２００８／０３４５１
１（Ａ１）号又は米国特許第８，２６８，０１６（Ｂ２）号に記載されているもの）、あ
るいは米国特許第７，２０８，４５９（Ｂ２）号に開示されている染料、例えば、ソルベ
ントバイオレット１３、並びにこれらの混合物からなる群から選択される小分子染料が挙
げられる。別の態様では、好適な小分子染料としては、以下からなる群から選択される少
分子染料が挙げられる：Ｃ．Ｉ．番号アシッドバイオレット１７、アシッドブルー８０、
アシッドバイオレット５０、ダイレクトブルー７１、ダイレクトバイオレット５１、ダイ
レクトブルー１、アシッドレッド８８、アシッドレッド１５０、アシッドブルー２９、ア
シッドブルー１１３、及びこれらの混合物。
【０１２８】
　好適なポリマー染料には、共有結合している（共役していると称されることもある）色
原体（色素ポリマー共役体）を含有するポリマー、例えば、ポリマーの主鎖に共重合した
色原体を有するポリマー、及びそれらの混合物からなる群から選択されるポリマー染料が
挙げられる。高分子染料としては、国際公開第２０１１／９８３５５号、米国特許出願公
開第２０１２／２２５８０３（Ａ１）号、同第２０１２／０９０１０２（Ａ１）号、国際
公開第２０１２／１６６７６８号、米国特許第７，６８６，８９２　Ｂ２号、及び国際公
開第２０１０／１４２５０３号に記載されているものが挙げられる。
【０１２９】
　他の好適な高分子染料としては、Ｌｉｑｕｉｔｉｎｔ（登録商標）（Ｍｉｌｌｉｋｅｎ
、Ｓｐａｒｔａｎｂｕｒｇ（Ｓｏｕｔｈ　Ｃａｒｏｌｉｎａ，ＵＳＡ））の名称で販売さ
れている布地直接着色剤、少なくとも１つの反応染料と、ヒドロキシル部分、一級アミン
部分、二級アミン部分、チオール部分、及びこれらの混合物からなる群から選択される部
分を含むポリマーからなる群から選択されるポリマーとから形成される染料－ポリマー結
合体からな成る群から選択される高分子染料が挙げられる。更に別の態様では、好適な高
分子染料としては、Ｌｉｑｕｉｔｉｎｔ（登録商標）バイオレットＣＴ、Ｍｅｇａｚｙｍ
ｅ（Ｗｉｃｋｌｏｗ，Ｉｒｅｌａｎｄ）によって商品名ＡＺＯ－ＣＭ－ＣＥＬＬＵＬＯＳ
Ｅ、商品コードＳ－ＡＣＭＣとして販売されているＣ．Ｉ．リアクティブブルー１９と結
合しているカルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）などの１つ以上のリアクティブブルー
、リアクティブバイオレット又はリアクティブレッドの染料に共有結合しているＣＭＣ、
アルコキシル化トリフェニル－メタン高分子着色料、アルコキシル化チオフェン高分子着
色料、アルコキシル化炭素環式及びアルコキシル化複素環式アゾ着色料、並びにこれらの
混合物からなる群から選択される高分子染料が挙げられる。好ましい高分子染料は、リキ
ティント染料など、アルコキシル化トリフェニル－メタン高分子着色料、アルコキシル化
チオフェン高分子着色料、アルコキシル化炭素環式及びアルコキシル化複素環式アゾ着色
料、並びにこれらの混合物などの任意に置換されているアルコキシル化染料を含む。
【０１３０】
　好ましい色調染料としては、国際公開第０８／８７４９７（Ａ１）号、同第２０１１／
０１１７９９号、及び米国特許出願公開第２０１２／１２９７５２（Ａ１）号に見出され
る白色剤が挙げられる。本発明に使用するのに好ましい色調剤は、国際公開第２０１１／
０１１７９９号の表５の実施例１～４２から選択されるものを含む、これら参考文献に開
示されている好ましい染料であってよい。他の好ましい染料は、米国特許第８，１３８，
２２２号に開示されている。他の好適な染料は、米国特許第７，９０９，８９０（Ｂ２）
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号に開示されている。
【０１３１】
　好適な染料－粘土結合体としては、少なくとも１つのカチオン性／塩基性染料及びスメ
クタイト粘土、並びにこれらの混合物を含む群から選択される染料－粘土結合体が挙げら
れる。別の態様では、好適な染料－粘土結合体としては、１つのカチオン性／塩基性染料
と、モンモリロナイト粘土、ヘクトライト粘土、サポナイト粘土、及びこれらの混合物か
らなる群から選択される粘土とからなる群から選択される染料－粘土結合体が挙げられる
。好適なカチオン性／塩基性染料の例としては、Ｃ．Ｉ．ベーシックイエロー１～１０８
、Ｃ．Ｉ．ベーシックオレンジ１～６９、Ｃ．Ｉ．ベーシックレッド１～１１８、Ｃ．Ｉ
．ベーシックバイオレット１～５１、Ｃ．Ｉ．ベーシックブルー１～１６４、Ｃ．Ｉ．ベ
ーシックグリーン１～１４、Ｃ．Ｉ．ベーシックブラウン１～２３、Ｃ．Ｉ．ベーシック
ブラック１～１１が挙げられる。更に別の態様では、好適な染料－粘土結合体としては、
モンモリロナイトベーシックブルーＢ７　Ｃ．Ｉ．４２５９５結合体、モンモリロナイト
ベーシックブルーＢ９　Ｃ．Ｉ．５２０１５結合体、モンモリロナイトベーシックバイオ
レットＶ３　Ｃ．Ｉ．４２５５５結合体、モンモリロナイトベーシックグリーンＧ１　Ｃ
．Ｉ．４２０４０結合体、モンモリロナイトベーシックレッドＲ１　Ｃ．Ｉ．４５１６０
結合体、モンモリロナイトＣ．Ｉ．ベーシックブラック２結合体、ヘクトライトベーシッ
クブルーＢ７　Ｃ．Ｉ．４２５９５結合体、ヘクトライトトベーシックブルーＢ９　Ｃ．
Ｉ．５２０１５結合体、ヘクトライトベーシックバイオレットＶ３　Ｃ．Ｉ．４２５５５
結合体、ヘクトライトベーシックグリーンＧ１　Ｃ．Ｉ．４２０４０結合体、ヘクトライ
トベーシックレッドＲ１　Ｃ．Ｉ．４５１６０結合体、ヘクトライトＣ．Ｉ．ベーシック
ブラック２結合体、サポナイトベーシックブルーＢ７　Ｃ．Ｉ．４２５９５結合体、サポ
ナイトベーシックブルーＢ９　Ｃ．Ｉ．５２０１５結合体、サポナイトベーシックバイオ
レットＶ３　Ｃ．Ｉ．４２５５５結合体、サポナイトベーシックグリーンＧ１　Ｃ．Ｉ．
４２０４０結合体、サポナイトベーシックレッドＲ１　Ｃ．Ｉ．４５１６０結合体、サポ
ナイトＣ．Ｉ．ベーシックブラック２結合体、及びこれらの混合物からなる群から選択さ
れる染料－粘土結合体が挙げられる。
【０１３２】
　布地濃淡染料、又は実際には、顔料、蛍光増白剤、ポリマーなどの有機合成経路によっ
て作製される他の助剤は、任意の精製工程を用いる助剤の有機合成の結果として得られる
反応混合物の一部として、洗剤組成物に配合してよい。このような反応混合物は、一般的
に、助剤自体を含み、更に、未反応の出発物質及び／又は有機合成経路の副生成物を含ん
でいてもよい。
【０１３３】
　好適なポリマー布地濃淡染料を以下に示す。そのようなアルコキシル化化合物の全てと
同様に、有機合成により、異なるアルコキシル化度を有する分子の混合物を製造すること
ができる。このような混合物は、布地濃淡染料を提供するために直接使用しても、又は精
製工程を受けてもよい。
【０１３４】
　布地濃淡染料は、以下の構造を有し得る：
【０１３５】
【化６】
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　式中、
　Ｒ１及びＲ２は、独立して、Ｈ、アルキル、アルコキシ、アルキレンオキシ、アルキル
保護されたアルキレンオキシ、ウレア、及びアミドからなる群から選択され、
　Ｒ３は、置換アリール基であり、
　Ｘはスルホンアミド部位及び任意にアルキル及び／又はアリール部位を含む置換基であ
り、ここで、置換基は、少なくとも１つのアルキレンオキシ鎖を含む）のものでよい。色
相染料は、チオフェンアゾ染料などのチオフェン染料でよく、好ましくはアルコキシル化
されたものでよい。任意に、染料は、スルホン酸基、カルボン酸基又は第四級アンモニウ
ム基から選択される少なくとも１つの可溶化基で置換されていてもよい。好ましい染料は
、Ｍｉｌｌｉｋｅｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ製のＬｉｑｕｉｔｉｎｔ　Ｄｙｅである。Ｖｉｏｌ
ｅｔ　ＤＤが特に好ましい。
【０１３６】
　上記布帛シェーディング染料は、組み合わせて使用することができる（布帛色調剤の任
意の混合物を使用することができる）。
【０１３７】
　顔料
　好適な顔料としては、フラバントロン、インダントロン、１～４個の塩素原子を含有す
る塩素化インダントロン、ピラントロン、ジクロロピラントロン、モノブロモジクロロピ
ラントロン、ジブロモジクロロピラントロン、テトラブロモピラントロン、ペリレン－３
，４，９，１０－テトラカルボン酸ジイミド（イミド基は、非置換であってもよく、又は
Ｃ１～Ｃ３－アルキル若しくはフェニル若しくは複素環式ラジカルによって置換されてい
てもよく、当該フェニル及び複素環式ラジカルは、水溶性を付与しない置換基を更に有し
てもよい）、アントラピリミジンカルボン酸アミド、ビオラントロン、イソビオラントロ
ン、ジオキサジン顔料、１分子あたり最高２個の塩素原子を含有し得る銅フタロシアニン
、１分子あたり最高１４個の臭素原子を含有するポリクロロ－銅フタロシアニン又はポリ
ブロモクロロ－銅フタロシアニン、並びにこれらの混合物からなる群から選択される顔料
が挙げられる。他の好適な顔料は、国際公開第２００８／０９００９１号に記載されてい
る。別の態様では、好適な顔料としては、ウルトラマリンブルー（Ｃ．Ｉ．ピグメントブ
ルー２９）、ウルトラマリンバイオレット（Ｃ．Ｉ．ピグメントバイオレット１５）、モ
ナストラールブルー、及びこれらの混合物からなる群から選択される顔料が挙げられる。
特に好ましいのは、ピグメントブルー１５～２０、特にピグメントブルー１５及び／又は
１６である。他の好適な顔料としては、ウルトラマリンブルー（Ｃ．Ｉ．ピグメントブル
ー２９）、ウルトラマリンバイオレット（Ｃ．Ｉ．ピグメントバイオレット１５）、モナ
ストラールブルー、及びこれらの混合物からなる群から選択されるものが挙げられる。好
適な色調剤は、米国特許第７，２０８，４５９（Ｂ２）号により詳細に記載されている。
【０１３８】
　上述の布地色調剤は、色調剤の混合物及び／又は任意の顔料との混合物において使用す
ることができる。
【０１３９】
　蛍光増白剤
　蛍光増白剤の好適な例は、例えば、スチルベン増白剤、クマリン増白剤、ベンゾキサゾ
ール増白剤、及びこれらの混合物である。ジアミノスチルベンジスルホン酸型増白剤（以
下、「ＤＡＳ」と呼ぶ）は、国際公開第９８／５２９０７（Ａ）号では親水性として分類
されている。市販されているＤＡＳの例は、Ｔｉｎｏｐａｌ　ＤＭＳ（ｅｘ　ＣＩＢＡ）
である。別の種類の低ＣｌｏｇＰ増白剤は、ジスチリルビフェニル増白剤（以下、「ＤＳ
ＢＰ」と呼ぶ）である。市販されているこの種の増白剤の例は、Ｔｉｎｏｐａｌ　ＣＢＳ
－Ｘ（同様にｅｘ　ＣＩＢＡ）である。本発明において有用であり得る市販の蛍光増白剤
は、サブグループに分類することができ、当該サブグループとしては、スチルベン、ピラ
ゾリン、カルボン酸、メチンシアニン、ジベンゾチオフェン－５，５－ジオキシド、アゾ
ール、５及び６員環の複素環、並びに他の様々な剤の誘導体が挙げられるが、これらに限
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定されない。特に好ましい増白剤は、ナトリウム２（４－スチリル－３－スルホフェニル
）－２Ｈ－ナフト［１，２－ｄ］トリアゾール、二ナトリウム４，４’－ビス（［４－ア
ニリノ－６－（Ｎ－メチル－２－ヒドロキシエチルアミノ）－１，３，５－トリアジン－
２－イル］アミノ）スチルベン－２，２’－ジスルホネート、二ナトリウム４，４’－ビ
ス［（４－アニリノ－６－モルホリノ－１，３，５－トリアジン－２－イル）アミノ］ス
チルベン－２，２’－ジスルホネート、及び二ナトリウム４，４’－ビス（２－スルホス
チリル）ビフェニルから選択される。このような増白剤の他の例は、「Ｔｈｅ　Ｐｒｏｄ
ｕｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　Ｂｒ
ｉｇｈｔｅｎｉｎｇ　Ａｇｅｎｔｓ」（Ｍ．Ｚａｈｒａｄｎｉｋ、Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ
　＆　Ｓｏｎｓ刊、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ（１９８２年））に開示されている。
【０１４０】
　好ましい増白剤は、以下の構造を有する。
【０１４１】
【化７】

【０１４２】
　好適な増白剤のレベルは、約０．０１、約０．０５、約０．１、又は更には約０．２重
量％から上限０．５、０．７５、又は更には１．０重量％までである。
【０１４３】
　非常に好ましい光学増白剤は、Ｃ．Ｉ．蛍光増白剤２６０を含む（好ましくは以下の構
造を有する）。
【０１４４】
【化８】

【０１４５】
　Ｃ．Ｉ．蛍光増白剤２６０の作製方法は、ベルギー特許第６８０８４７号に記載されて
いる。
【０１４６】
　審美染料
　組成物は、美観用染料及び／又は顔料を含んでもよい。好適な染料としては、清浄化組
成物及び／又は処理組成物を着色するために使用される、任意の従来の染料、典型的には
小分子染料又はポリマー染料が挙げられる。これらは、一般的に、非布地濃淡染料である
。
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【０１４７】
　本発明の組成物は、高融点脂肪族化合物を含んでいてよい。本明細書において有用な高
融点脂肪族化合物は、２５℃以上の融点を有し、脂肪族アルコール、脂肪酸、脂肪族アル
コール誘導体、脂肪酸誘導体、及びこれらの混合物からなる群から選択される。そのよう
な低融点の化合物は、この項に含まれないと意図される。高融点脂肪族化合物の非限定的
な例は、Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔ　Ｄｉ
ｃｔｉｏｎａｒｙ、第５版（１９９３年）、及びＣＴＦＡ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｉｎｇｒ
ｅｄｉｅｎｔ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ、第２版（１９９２年）に見出される。存在する場合、
高融点脂肪族化合物は、濡れた毛髪に塗布している間のなめらかな感触、乾いた髪の柔ら
かさ及びしっとりした感触などのコンディショニング効果を向上させる観点から、好まし
くは、組成物の０．１重量％～４０重量％、好ましくは１重量％～３０重量％、より好ま
しくは１．５重量％～１６重量％、１．５重量％～８重量％のレベルで組成物中に含まれ
る。
【０１４８】
　カチオン性ポリマー
　本発明の組成物は、カチオン性ポリマーを含有していてよい。本組成物におけるカチオ
ン性ポリマーの濃度は、典型的には０．０５％～３％、別の実施形態では０．０７５％～
２．０％、更に別の実施形態では０．１％～１．０％の範囲である。好適なカチオン性ポ
リマーは、組成物の意図する用途のｐＨ（一般的に、ｐＨ３～ｐＨ９、一実施形態ではｐ
Ｈ４～ｐＨ８の範囲のｐＨ）において、少なくとも０．５ｍｅｑ／ｇｍ、別の実施形態で
は少なくとも０．９ｍｅｑ／ｇｍ、別の実施形態では少なくとも１．２ｍｅｑ／ｇｍ、更
に別の実施形態では少なくとも１．５ｍｅｑ／ｇｍであるが、一実施形態では７ｍｅｑ／
ｇｍ未満、別の実施形態では５ｍｅｑ／ｇｍ未満のカチオン電荷密度を有する。本明細書
において、ポリマーの「正電荷密度」とは、ポリマー上の正電荷数の、ポリマーの分子量
に対する比を指す。このような好適なカチオン性ポリマーの平均分子量は、一般的に、１
０，０００～１０，０００，０００、一実施形態では、５０，０００～５，０００，００
０、別の実施形態では１００，０００～３，０００，０００である。
【０１４９】
　本発明の組成物に用いるのに好適なカチオン性ポリマーは、第四級アンモニウムなどの
カチオン性窒素含有部分、又はプロトン化されたカチオン性アミノ部分を含有する。ポリ
マーが、水中、組成物中、若しくは組成物のコアセルベート相中で可溶性のままであり、
かつ対イオンが、組成物の必須成分と物理的及び化学的に適合性があるか、又はそうでな
ければ、製品の性能、安定性、若しくは審美性を過度に損なうことがない限り、任意のア
ニオン性対イオンをカチオン性ポリマーと併せて使用してもよい。このような対イオンの
非限定的な例としては、ハロゲン化物（例えば、塩化物、フッ化物、臭化物、ヨウ化物）
、硫酸塩及び硫酸メチルが挙げられる。
【０１５０】
　このようなポリマーの非限定的な例は、ＣＴＦＡ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｉｎｇｒｅｄｉ
ｅｎｔ　Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ、第３版、Ｅｓｔｒｉｎ、Ｃｒｏｓｌｅｙ及びＨａｙｎｅ
ｓ編（Ｔｈｅ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ，Ｔｏｉｌｅｔｒｙ，ａｎｄ　Ｆｒａｇｒａｎｃｅ　Ａ
ｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ，Ｉｎｃ．（Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ，Ｄ．Ｃ．）（１９８２年））
に記載されている。
【０１５１】
　本組成物に使用するのに好適な他のカチオン性ポリマーとしては、多糖類ポリマー、カ
チオン性グアーガム誘導体、第四級窒素含有セルロースエーテル、合成ポリマー、エーテ
ル化セルロースのコポリマー、グアー及びデンプンが挙げられる。使用される場合、本明
細書におけるカチオン性ポリマーは、組成物に可溶性であるか、又は上述のカチオン性ポ
リマー、並びにアニオン性、両性及び／又は双極性界面活性剤成分によって形成される組
成物中の複合コアセルベート相に可溶性である。また、カチオン性ポリマーの複合コアセ
ルベートは、組成物中の他の帯電物質と形成することもできる。
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【０１５２】
　好適なカチオン性ポリマーは、米国特許第３，９６２，４１８号、同第３，９５８，５
８１号、及び米国特許出願公開第２００７／０２０７１０９（Ａ１）号に記載されている
。
【０１５３】
　非イオン性ポリマー
　本発明の組成物は、非イオン性ポリマーをコンディショニング剤として含み得る。１０
００を超える分子量を有するポリアルキレングリコールが本明細書で有用である。以下の
一般式を有するものが有用である：
【０１５４】
【化９】

　（式中、Ｒ９５は、Ｈ、メチル、及びこれらの混合物からなる群から選択される）。コ
ンディショニング剤、特にシリコーンが、組成物に含まれ得る。本発明の組成物に有用な
コンディショニング剤は、典型的には、乳化液体粒子を形成する非水溶性で水分散性の不
揮発性液体を含む。本組成物に使用するのに好適なコンディショニング剤は、一般的にシ
リコーン（例えば、シリコーンオイル、カチオン性シリコーン、シリコーンガム、屈折率
の高いシリコーン、及びシリコーン樹脂）、有機コンディショニングオイル（例えば、炭
化水素油、ポリオレフィン、及び脂肪酸エステル）、若しくはこれらの組み合わせとして
特徴付けられるコンディショニング剤、ないしは別の方法で本明細書の水性界面活性剤マ
トリックス中に液体の分散粒子を形成するコンディショニング剤である。このようなコン
ディショニング剤は、物理的及び化学的に組成物の必須成分と適合しなければならず、そ
うでなければ製品の安定性、審美性又は性能を過度に損なってはならない。
【０１５５】
　本組成物中のコンディショニング剤の濃度は、所望のコンディショニング効果をもたら
すのに十分であるべきである。このような濃度は、コンディショニング剤、所望のコンデ
ィショニング性能、コンディショニング剤粒子の平均サイズ、他の成分の種類及び濃度、
並びに他の同様の要因によって変動し得る。
【０１５６】
　シリコーンコンディショニング剤の濃度は、典型的には、約０．０１～約１０％の範囲
に及ぶ。好適なシリコーンコンディショニング剤の非限定的な例、及びシリコーンのため
の任意の懸濁剤は、米国再発行特許第３４，５８４号、米国特許第５，１０４，６４６号
；同第５，１０６，６０９号；同第４，１５２，４１６号；同第２，８２６，５５１号；
同第３，９６４，５００号；同第４，３６４，８３７号；同第６，６０７，７１７号；同
第６，４８２，９６９号；同第５，８０７，９５６号；同第５，９８１，６８１号；同第
６，２０７，７８２号；同第７，４６５，４３９号；同第７，０４１，７６７号；同第７
，２１７，７７７号；米国特許出願公開第２００７／０２８６８３７（Ａ１）号；同第２
００５／００４８５４９（Ａ１）号；同第２００７／００４１９２９（Ａ１）号；英国特
許第８４９，４３３号；ドイツ特許第１００３６５３３号；（これらは全て参照として本
明細書に組み込まれる）；「Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｏｆ
　Ｓｉｌｉｃｏｎｅｓ」（Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ（１９６８
））；ゼネラルエレクトリックシリコーンゴム製品データシートＳＥ　３０、ＳＥ　３３
、ＳＥ　５４、及びＳＥ　７６；「Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ」（Ｐｅｔｒａ
ｒｃｈ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｉｎｃ．（１９８４））；及びＥｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏ
ｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ、第１５巻、第
２版、ｐｐ　２０４～３０８，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ，Ｉｎｃ．（１９８
９年）に記載されている。
【０１５７】
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　移染阻害剤（ＤＴＩ）
　洗浄及び／又は処理組成物は、好ましくは、１つの又は１つを超える移染阻害剤の混合
物を含む。好適な移染阻害剤は、ポリビニルピロリドンポリマー、ポリアミンＮ－オキシ
ドポリマー、Ｎ－ビニルピロリドンとＮ－ビニルイミダゾールとのコポリマー、ポリビニ
ルオキサゾリドン、ポリビニルイミダゾール、及びこれらの混合物からなる群から選択さ
れる。他の好適なＤＴＩは、国際公開第２０１２／０９５３５４号に記載されているトリ
アジン、同第２０１０／１３０６２４号に記載されている重合ベンゾオキサジン、独国特
許出願第１０２００９００１１４４（Ａ）号に記載されているポリビニルテトラゾール、
国際公開第２００９／１２７５８７号に記載されている多孔質ポリアミド粒子、及び同第
２００９／１２４９０８号に記載されている不溶性ポリマー粒子である。他の好適なＤＴ
Ｉは、国際公開第２０１２／００４１３４号に記載されているか、又は（ａ）両親媒性ア
ルコキシル化ポリアミン、両親媒性グラフトコポリマー、双極性汚れ懸濁ポリマー、マン
ガンフタロシアニン、ペルオキシダーゼ、及びこれらの混合物からなる群から選択される
ポリマーである。
【０１５８】
　好ましい分類のＤＴＩとしては、ポリビニルピロリドンポリマー、ポリアミンＮ－オキ
シドポリマー、Ｎ－ビニルピロリドンとＮ－ビニルイミダゾールとのコポリマー、ポリビ
ニルオキサゾリドン、ポリビニルイミダゾール、及びこれらの混合物が挙げられるが、こ
れらに限定されない。より具体的には、本明細書に用いるのに好ましいポリアミンＮ－オ
キシドポリマーは、以下の構造式：Ｒ－ＡＸ－Ｐを有する単位を含有する：（式中、Ｐは
、重合可能な単位であり、この単位にＮ－Ｏ基が結合することができるか、又はＮ－Ｏ基
が、重合可能な単位の一部を生成することができるか、又はＮ－Ｏ基が両方の単位に結合
することができ、Ａは、以下の構造：－ＮＣ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｏ）Ｏ－、－Ｓ－、－Ｏ－
、－Ｎ＝のうちの１つであり、ｘは０又は１であり、Ｒは、脂肪族、エトキシル化脂肪族
、芳香族、複素環式若しくは脂環式基、又はこれらの任意の組み合わせであり、このＲに
Ｎ－Ｏ基の窒素が結合することができるか、又はＮ－Ｏ基がこれらの基の一部である）。
好ましいポリアミンＮ－オキシドは、Ｒが、ピリジン、ピロール、イミダゾール、ピロリ
ジン、ピペリジン、及びこれらの誘導体などの複素環式基であるものである。
【０１５９】
　Ｎ－Ｏ基は、以下の一般構造によって表すことができる。
【０１６０】
【化１０】

　（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３は、脂肪族、芳香族、複素環式若しくは脂環式基、又はこれ
らの組み合わせであり、ｘ、ｙ及びｚは、０又は１であり、Ｎ－Ｏ基の窒素は、上述の基
のいずれかに結合することができるか又はその一部を形成することができる）。ポリアミ
ンＮ－オキシドのアミンオキシド単位は、ｐＫａ＜１０、好ましくはｐＫａ＜７、より好
ましくはｐＫａ＜６を有する。
【０１６１】
　形成されるアミンオキシドポリマーが水溶性でありかつ移染阻害特性を有する限り、任
意のポリマー主鎖を使用することができる。好適なポリマー主鎖の例は、ポリビニル、ポ
リアルキレン、ポリエステル、ポリエーテル、ポリアミド、ポリイミド、ポリアクリレー
ト、及びこれらの混合物である。これらポリマーとしては、一方のモノマー種がアミンＮ
－オキシドであり、他方のモノマー種がＮ－オキシドであるランダム又はブロックコポリ
マーが挙げられる。アミンＮ－オキシドポリマーは、典型的には、１０：１～１：１，０
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００，０００のアミンのアミンＮ－オキシドに対する比を有する。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数は、適切な共重合又は適切なＮ－酸化
度によって変動し得る。ポリアミンオキシドは、ほとんど全ての重合度で得ることができ
る。
【０１６２】
　典型的には、平均分子量は、５００～１，０００，０００、より好ましくは１，０００
～５００，０００、最も好ましくは５，０００～１００，０００の範囲内である。この好
ましいクラスの物質は、「ＰＶＮＯ」と呼ばれることもある。
【０１６３】
　本明細書における洗剤組成物で有用な最も好ましいポリアミンＮ－オキシドは、平均分
子量が約５０，０００でありかつアミンのアミンＮ－オキシドに対する比が約１：４であ
るポリ（４－ビニルピリジン－Ｎ－オキシド）である。
【０１６４】
　Ｎ－ビニルピロリドン及びＮ－ビニルイミダゾールポリマーのコポリマー（「ＰＶＰＶ
Ｉ」クラスと呼ばれる）も、本明細書において使用するのに好ましい。好ましくは、ＰＶ
ＰＶＩは、５，０００～１，０００，０００、より好ましくは５，０００～２００，００
０、最も好ましくは１０，０００～２０，０００の範囲の平均分子量を有する。（この平
均分子量の範囲は、Ｂａｒｔｈ等、
【０１６５】
　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ａｎａｌｙｓｉｓ，Ｖｏｌ　１１３．「Ｍｏｄｅｍ　Ｍｅｔｈｏｄ
ｓ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ」に記載の光散乱によっ
て決定され、この開示は、参照により本明細書に組み込まれる。）ＰＶＰＶＩコポリマー
は、典型的には、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１：
１～０．２：１、より好ましくは０．８：１～０．３：１、最も好ましくは０．６：１～
０．４：１である。
【０１６６】
　これらコポリマーは、直鎖又は分枝鎖であってよい。
【０１６７】
　また、本発明の組成物は、約５，０００～約４００，０００、好ましくは約５，０００
～約２００，０００、より好ましくは約５，０００～約５０，０００の平均分子量を有す
るポリビニルピロリドン（「ＰＶＰ」）を使用してもよい。ＰＶＰは、洗剤分野の当業者
に公知であり、例えば、参照により本明細書に組み込まれる欧州特許出願公開第２６２，
８９７（Ａ）号及び同第２５６，６９６（Ａ）号を参照されたい。
【０１６８】
　ＰＶＰを含有する組成物は、約５００～約１００，０００、好ましくは約１，０００～
約１０，０００の平均分子量を有するポリエチレングリコール（「ＰＥＧ」）も含有する
ことができる。好ましくは、洗浄溶液中に送達されるＰＥＧのＰＶＰに対する比（ｐｐｍ
基準）は、約２：１～約５０：１、より好ましくは約３：１～約１０：１である。
【０１６９】
　（ａ）Ｎ－ビニルピロリドン及びＮ－ビニルイミダゾール並びに（ｂ）ポリアミンＮ－
オキシドポリマー、特にポリ４－ビニルピリジンＮ－オキシドのコポリマーを含む混合ポ
リマー系が特に好ましいＤＴＩ系であり、特に好ましくは、（ａ）：（ｂ）の重量比が５
：１～１：５である。本発明に不可欠なＤＴＩの好ましい分子量は、１０００～２５００
００ダルトン、より好ましくは２０００～１５００００又は更には８０００～１００００
０ダルトンである。
【０１７０】
　好適な例としては、Ａｓｈｌａｎｄ　Ａｑｕａｌｏｎ製のＰＶＰ－Ｋ１５、ＰＶＰ－Ｋ
３０、ＣｈｒｏｍａＢｏｎｄ　Ｓ－４００、ＣｈｒｏｍａＢｏｎｄ　Ｓ－４０３Ｅ及びＣ
ｈｒｏｍａｂｏｎｄ　Ｓ－１００、並びにＢＡＳＦ製のＳｏｋａｌａｎ（登録商標）ＨＰ
１６５、Ｓｏｋａｌａｎ（登録商標）ＨＰ５０、Ｓｏｋａｌａｎ（登録商標）ＨＰ５３、
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Ｓｏｋａｌａｎ（登録商標）ＨＰ５９、Ｓｏｋａｌａｎ（登録商標）ＨＰ５６Ｋ、Ｓｏｋ
ａｌａｎ（登録商標）ＨＰ６６が挙げられる。
【０１７１】
　本発明者らは、蛍光増白剤及びＤＴＩを含む組成物が白色度を著しく増大させることを
見出したが、これは、ＤＴＩは典型的には蛍光増白剤の有効性を低下させるので、驚くべ
きことである。
【０１７２】
　移染阻害剤は、組成物の約０．０００１重量％～約１５重量％、約０．０１重量％～約
１０重量％、好ましくは約０．０１重量％～約５重量％のレベルで存在してよい。
【０１７３】
　有機コンディショニング油
　本発明の組成物はまた、コンディショニング剤として、単独で又はシリコーン（本願に
記載される）のような他のコンディショニング剤と組み合わせて、約０．０５～約３％の
少なくとも１つの有機コンディショニングオイルを含み得る。好適なコンディショニング
油としては、炭化水素油、ポリオレフィン、及び脂肪酸エステルが挙げられる。米国特許
第５，６７４，４７８号及び同第５，７５０，１２２号においてＰｒｏｃｔｅｒ　＆　Ｇ
ａｍｂｌｅ　Ｃｏｍｐａｎｙによって記載されているコンディショニング剤も、本明細書
の組成物に用いるのに好適である。同様に、米国特許第４，５２９，５８６号、同第４，
５０７，２８０号、同第４，６６３，１５８号、同第４，１９７，８６５号、同第４，２
１７、９１４号、同第４，３８１，９１９号及び同第４，４２２、８５３号に記載されて
いるコンディショニング剤も本明細書に用いるのに好適である。
【０１７４】
　衛生剤
　本発明の組成物は、リシノール酸亜鉛、チモール、Ｂａｒｄａｃ（登録商標）などの第
四級アンモニウム塩、ポリエチレンイミン（ＢＡＳＦ製のＬｕｐａｓｏｌ（登録商標）な
ど）、及びこれらの亜鉛錯体、銀及び銀化合物、特に、Ａｇ＋又はナノ銀分散体を除放す
るように設計されているもののうちの１つ以上などの、衛生及び／又は悪臭効果をもたら
すための成分を含んでいてもよい。
【０１７５】
　プロバイオティクス
　本組成物は、国際公開第２００９／０４３７０９号に記載されているものなどのプロバ
イオティクスを含んでいてよい。
【０１７６】
　増泡剤
　高い起泡性が望ましい場合、本組成物は、好ましくは、泡増量剤を含んでいてよい。好
適な例は、Ｃ１０～Ｃ１６アルカノールアミド又はＣ１０～Ｃ１４アルキルサルフェート
であり、これらは好ましくは１％～１０％のレベルで配合される。Ｃ１０～Ｃ１４モノエ
タノール及びジエタノールアミドは、このような泡増量剤の典型的な分類を表す。このよ
うな泡増量剤を上述のアミンオキシド、ベタイン及びスルタインなどの高起泡性補助界面
活性剤と共に使用することも有益である。必要に応じて、追加の泡を提供するため及びグ
リース除去性能を強化するために、ＭｇＣｌ２、ＭｇＳＯ４、ＣａＣｌ２、ＣａＳＯ４な
どのような水溶性マグネシウム及び／又はカルシウム塩を、典型的には、０．１％～２％
のレベルで添加してよい。
【０１７７】
　抑泡剤
　泡の形成を低減又は抑制する化合物を本発明の組成物に配合してもよい。泡の抑制は、
米国特許第４，４８９，４５５号及び同第４，４８９，５７４号に記載されている、いわ
ゆる「高濃度洗浄プロセス」、並びにフロントローディング方式の洗濯機において特に重
要であり得る。広範な材料を抑泡剤として使用してよく、抑泡剤は当業者に周知である。
例えば、Ｋｉｒｋ　Ｏｔｈｍｅｒ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ
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　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、第３版、第７巻、４３０～４４７頁（Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　
＆　Ｓｏｎｓ，Ｉｎｃ．、１９７９年）を参照されたい。抑泡剤の例としては、モノカル
ボン脂肪酸及びその可溶性塩、パラフィンなどの高分子量炭化水素、脂肪酸エステル（例
えば、脂肪酸トリグリセリド）、一価アルコールの脂肪酸エステル、脂肪族Ｃ１８～Ｃ４
０ケトン（例えば、ステアロン）、Ｎ－アルキル化アミノトリアジン、好ましくは約１０
０℃未満の融点を有するワックス状炭化水素、シリコーン抑泡剤、及び第二級アルコール
が挙げられる。抑泡剤は、米国特許第２，９５４，３４７号；同第４，２６５，７７９号
；同第４，２６５，７７９号；同第３，４５５，８３９号；同第３，９３３，６７２号；
同第４，６５２，３９２号；同第４，９７８，４７１号；同第４，９８３，３１６号；同
第５，２８８，４３１号；同第４，６３９，４８９号；同第４，７４９，７４０号；及び
同第４，７９８，６７９号；同第４，０７５，１１８号；欧州特許出願公開第８９３０７
８５１．９号、欧州特許第１５０，８７２号及びＤＯＳ　２，１２４，５２６に記載され
ている。
【０１７８】
　自動洗濯機で使用される任意の洗剤組成物について、泡は、洗濯機から溢流する程度に
まで形成されてはならない。使用する場合、抑泡剤は、好ましくは「抑泡量」で存在して
いる。「抑泡量」とは、自動洗濯機で使用する際に低起泡性洗濯洗剤となるように起泡を
十分に制御するこの抑泡剤の量を、組成物の配合者が選択できることを意味する。本明細
書の組成物は、一般的に、０％～１０％の抑泡剤を含む。抑泡剤として用いる場合、モノ
カルボン脂肪酸及びその塩は、典型的には洗剤組成物の５重量％以下の量で存在する。好
ましくは、０．５％～３％の脂肪族モノカルボキシレート抑泡剤を用いる。シリコーン抑
泡剤は、典型的には、洗剤組成物の２．０重量％以下の量で用いられるが、更に多い量を
用いてもよい。モノステアリルホスフェート抑泡剤は、一般的に、組成物の０．１重量％
～２重量％の範囲の量で用いられる。炭化水素抑泡剤は、典型的には、０．０１％～５．
０％の範囲の量で用いられるが、更に高いレベルで用いてもよい。アルコール抑泡剤は、
典型的には、最終組成物の０．２重量％～３重量％で用いられる。
【０１７９】
　真珠光沢剤
　国際公開第２０１１／１６３４５７号に記載の真珠光沢剤を本発明の組成物に配合して
よい。
【０１８０】
　香料
　好ましくは、本組成物は、香料を、好ましくは０．００１～３重量％、最も好ましくは
０．１～１重量％の範囲で含む。ＣＴＦＡ（Ｃｏｓｍｅｔｉｃ，Ｔｏｉｌｅｔｒｙ　ａｎ
ｄ　Ｆｒａｇｒａｎｃｅ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）１９９２　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ
ａｌ　Ｂｕｙｅｒｓ　Ｇｕｉｄｅ（ＣＦＴＡ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｓ刊）及びＯＰＤ
　１９９３　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ　Ｂｕｙｅｒｓ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ　８０ｔｈ　Ａｎ
ｎｕａｌ　Ｅｄｉｔｉｏｎ（Ｓｃｈｎｅｌｌ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏ．刊）に、香
料の好適な例が多く示されている。本発明の組成物には、複数、例えば４個、５個、６個
、７個、又はそれ以上の香料成分が存在するのが通常である。香料混合物において、好ま
しくは１５～２５重量％がトップノートである。トップノートは、Ｐｏｕｃｈｅｒ（Ｊｏ
ｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔ
ｓ　６（２）：８０［１９９５］）によって定義されている。好ましいトップノートとし
ては、ローズオキシド、シトラスオイル、リナリルアセテート、ラベンダー、リナロール
、ジヒドロミルセノール、及びシス－３－ヘキサノールが挙げられる。
【０１８１】
　液体選択洗剤組成物の製造プロセス
　任意の好適なプロセスによって液体洗濯洗剤組成物を配合し、調製することができる。
そのようなプロセスは、典型的には、加熱、冷却、真空などを適用して、又は適用せずに
、必須成分及び任意成分を任意の所望の順序で比較的均一な状態まで混合することと、そ
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れにより、成分を必要濃度で含有する洗浄組成物を提供することと、を含む。
【０１８２】
　好ましくは、外部構造化剤によって形成される構造化ネットワークに対するダメージを
最小化するために、高せん断混合を必要とする成分を組み込んだ後に、典型的にはプレミ
ックスの一部として外部構造化剤を添加する。これは、外部構造化剤が非ポリマー結晶質
ヒドロキシル官能性構造化剤である場合、特に有益である。より好ましくは、外部構造化
剤が、液体組成物に組み込まれる最後の成分である。外部構造化剤は、好ましくは、低せ
ん断混合を使用して液体組成物に組み込まれる。好ましくは、水性構造化プレミックスは
、１０００ｓ－１未満、好ましくは５００ｓ－１未満、より好ましくは２００ｓ－１未満
の平均剪断速度を使用して、液体組成物に組み込まれる。混合の滞留時間は、好ましくは
２０ｓ未満、より好ましくは５ｓ未満、より好ましくは１ｓ未満である。せん断速度及び
滞留時間は、混合装置について使用される方法に従って計算され、通常、製造業者によっ
て提供される。例えば、静的ミキサについて、平均剪断速度は、以下の等式を使用して計
算される：
【０１８３】
【数１】

　（式中、
　ｖｆは、静的ミキサのボイド率（供給元によって提供される）であり、
　Ｄパイプは、静的ミキサ要素を構成するパイプの内径であり、
　ｖパイプは、以下の等式から計算される内径Ｄパイプを有するパイプを通過する流体の
平均速度であり、
【０１８４】

【数２】

　Ｑは、静的ミキサを通過する流体の体積流量である）。
【０１８５】
　静的ミキサについて、滞留時間は、以下の等式を使用して計算される：
【０１８６】
【数３】

　（式中、
　Ｌは、静的ミキサの長さである）。
【０１８７】
　本発明の組成物は、単位用量、例えば、錠剤、又は水溶性フィルム内に液体及び／又は
固体組成物を含み得るパウチの形態で存在し得る。
【０１８８】
　水溶性単位用量物品
　水溶性単位用量物品の形態であるとき、物品は、水溶性フィルムによって取り囲まれた
少なくとも１つの内部区画を含むような形状の、少なくとも１枚の水溶性フィルムを含む
。少なくとも１つの区画は、第１の粒子を含む。水溶性フィルムは、保管中に第１の粒子
が区画から漏れ出さないように密閉される。しかし、水溶性単位用量物品を水に添加する
と、水溶性フィルムが溶解して、内部区画の内容物が洗浄液中に放出される。
【０１８９】
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　区画は、粒子を保持する、単位用量物品内の閉じた内部空間を意味すると理解されるべ
きである。好ましくは、単位用量物品は水溶性フィルムを含む。単位用量物品は、水溶性
フィルムが粒子を完全に取り囲み、それによって粒子の入っている区画が画定されるよう
に製造される。単位用量物品は、２枚のフィルムを含んでよい。第１のフィルムは、粒子
が添加される開口区画を含むような形状であってよい。次に、区画の開口部を閉じる方向
で、第１のフィルムを第２のフィルムで覆う。次に、封止領域に沿って第１及び第２のフ
ィルムを１つにして封止する。フィルムについて、以下、より詳細に記載する。
【０１９０】
　単位用量物品は、２つ以上の区画、更には少なくとも２つの区画、又は更には少なくと
も３つの区画を含んでもよい。区画は、重ね合わせる方向に、すなわち、一方が他方の上
に位置するように配置してもよい。あるいは、区画は、横並びの方向に、すなわち、一方
が他方に隣接する方向に位置してもよい。更に、区画は、「タイヤとリム」の配置の方向
としてもよく、すなわち、第１の区画が第２の区画に隣接して位置するが、第１の区画が
第２の区画を少なくとも部分的に取り囲み、しかし、第２の区画を完全には囲まない。あ
るいは、１つの区画が別の区画内に完全に囲まれてもよい。
【０１９１】
　単位用量物品が少なくとも２つの区画を含む場合、区画の１つが他の区画より小さくて
もよい。単位用量物品が少なくとも３つの区画を含む場合、区画の２つが第３の区画より
小さくてもよく、好ましくは小さい方の区画が大きい方の区画の上に重ね合わせられてい
てよい。重ね合わせた区画は、好ましくは横並びに向く。
【０１９２】
　多区画の配向において、本発明にかかる第１の粒子が区画のうちの少なくとも１つに含
まれてもよい。例えば組成物は１つの区画内のみに含まれてもよく、又は２つの区画内、
又は更には３つの区画内に含まれていてもよい。
【０１９３】
　各区画は、同一の組成物を含んでも、異なる組成物を含んでもよい。異なる組成物が全
て同じ形態であってもよく、異なる形態であってもよい。
【０１９４】
　水溶性フィルム
　フィルムは、好ましくは水溶性又は水分散性である。好ましくは、水溶性フィルムの厚
さは、２０μｍ～１５０μｍ、好ましくは３５μｍ～１２５μｍ、更により好ましくは５
０μｍ～１１０μｍ、とりわけ好ましくは約７６μｍである。
【０１９５】
　好ましくは、フィルムの水溶性は、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％（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って測定）である。
　予め秤量した３Ｌのビーカーに、５グラム±０．１グラムのフィルム材料を添加し、２
Ｌ±５ｍＬの蒸留水を添加する。これを、磁気撹拌器Ｌａｂｌｉｎｅ　ｍｏｄｅｌ　Ｎｏ
．１２５０又は等価物及び５ｃｍの磁気撹拌子（６００ｒｐｍに設定）で、３０℃にて３
０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。
【０１９６】
　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。
【０１９７】
　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
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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（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。
【０１９８】
　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１０，０
００～４０，０００、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。
【０１９９】
　好ましいフィルムは、冷水、すなわち、加熱されていない蒸留水中で良好な溶解を呈す
るものである。好ましくは、そのようなフィルムは、２４℃の温度にて、更により好まし
くは１０℃にて良好な溶解を呈する。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。
【０２００】
　好ましいフィルムには、Ｍｏｎｏｓｏｌによって商品参照番号Ｍ８６３０、Ｍ８９００
、Ｍ８７７９、Ｍ８３１０として供給されているものがある。
【０２０１】
　ＰＶＡ樹脂は、本明細書に記載されるフィルム内の全ＰＶＡ樹脂含有量の、約３０～約
８５重量％の第１のＰＶＡポリマー、又は約４５～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５０重量％含有する
ことができ、第１のＰＶＡポリマーの粘度が約１３ｃＰであり、第２のＰＶＡポリマーの
粘度が約２３ｃＰである。
【０２０２】
　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。
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【０２０３】
　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、水及び機能性洗剤添加剤を挙げることができ、それは、洗浄水
に送達される界面活性剤、例えば有機ポリマー分散剤などをはじめとするものでよい。
【０２０４】
　フィルムは、不透明でも、透明でも、半透明でもよい。フィルムは、プリントされた領
域を含んでもよい。プリントされた領域は、フィルム表面の１０～８０％、又は区画の内
部空間と接触しているフィルム表面の１０～８０％、又はフィルム表面の１０～８０％及
び区画表面の１０～８０％に及んでいてよい。
【０２０５】
　あるいは、フィルムの全部又は少なくとも一部が着色されるように、インク又は顔料を
フィルムの製造中に添加してもよい。
【０２０６】
　フィルムは、例えば、苦味剤、刺激剤、催吐剤、及びこれらの混合物から選択される嫌
悪剤を含み得る。苦味剤が、好ましい成分である。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１００～２５０
０ｐｐｍ又は更には２５０～２０００ｒｐｍが挙げられるが、これらに限定されない。
【０２０７】
　方法：
　Ａ）流体洗濯洗剤組成物の相安定性の評価方法：
　組成物の相安定性は、３００ｍＬの組成物を、２５℃で最大２１日間にわたってガラス
製ジャーに入れることによって評価する。上記期間内で、（ｉ）２つ以上の層へと分離し
ない場合、あるいは（ｉｉ）複数の層に分離するが、組成物の少なくとも９０重量％、好
ましくは９５重量％を含む主要層が存在する場合、組成物は相分離に対し安定である。
【０２０８】
　Ｂ）粘度の測定方法：
　粘度は、円錐と直径４０ｍｍ及び角度１°の形状の平板を用いるＴＡ　ｉｎｓｔｒｕｍ
ｅｎｔｓ製のＡＲ２０００レオメータを使用して測定される。異なるせん断速度での粘度
は、２０℃での３分間の０．１ｓ－１～１２００ｓ－１の対数せん断速度掃引によって測
定される。低せん断粘度は、０．０５ｓ－１の連続せん断速度において測定される。
【０２０９】
　Ｃ）濁度（ＮＴＵ）：
　製造業者から提供された手順に従って較正されたＨａｃｈ　２１００Ｐ濁度計を使用し
て、濁度（ＮＴＵ：Ｎｅｐｈｅｌｏｍｅｔｒｉｃ　Ｔｕｒｂｉｄｉｔｙ　Ｕｎｉｔｓ（比
濁度計濁度単位）で測定）を測定する。取扱説明書に従ってサンプルバイアルに１５ｍＬ
の代表サンプルを充填し、蓋をし、洗浄する。必要な場合、真空を適用するか又は超音波
浴を使用することによって、サンプルを脱気してあらゆる気泡を除去する（手順に関する
説明書を参照のこと）。濁度は、自動範囲選択を用いて測定される。
【０２１０】
　Ｄ）液晶相の割合：
　外部構造化剤を含まず、製品内に溶解しない微粒子又はその他固体を含まない製品を調
製する。次に、製品サンプルを、最低１日間５℃で目盛り付き遠心管内で保存し、その後
、１時間４４００ｒｐｍにて遠心分離する。遠心分離後、液晶相の％を、遠心分離したサ
ンプルの総高さに対する、定規で測定した液晶相の高さとして測定する。
【０２１１】
　Ｅ）ｐＨの測定方法：
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　ｐＨは、取扱説明書に従って較正されたジェル充填プローブ（例えばＴｏｌｅｄｏプロ
ーブ、部品番号５２　０００　１００）付きのＳａｎｔａｒｉｕｓ　ＰＴ－１０Ｐ　ｐＨ
メータを用いて、２５℃で測定する。
【０２１２】
　洗浄組成物の使用方法
　本発明は、汚れ物の洗浄に関して上述されている洗浄組成物の使用方法を含む。当業者
に理解されるように、本発明の洗浄組成物は、洗濯前処理用途、洗濯洗浄用途、及びホー
ムケア用途における使用に適している。
【０２１３】
　このような方法としては、洗浄組成物を無希釈の形態で又は洗浄液で希釈した状態で、
汚れ物の少なくとも一部と接触させてから、任意選択的に汚れ物をすすぐ工程が挙げられ
るが、これに限定されない。任意のすすぎ工程の前に、汚れた素材に対して洗浄工程を行
ってもよい。
【０２１４】
　洗濯前処理用途での使用に関して、方法は、本明細書に記載の洗剤組成物又は洗浄組成
物を汚れた布地と接触させることを含んでもよい。前処理の後、汚れた布地を洗濯機で洗
濯してもよいし、ないしは別の方法ですすいでもよい。
【０２１５】
　機械洗濯法は、本発明による機械洗濯用洗浄組成物が有効量溶解又は投与されている洗
濯機の中で、汚れた洗濯物を洗浄水溶液で処理することを含み得る。洗浄組成物の「有効
量」とは、約５Ｌ～約６５Ｌの体積の洗浄溶液中に、約２０ｇ～約３００ｇの製品が溶解
又は分散していることを意味する。水温は、約５℃～約１００℃の範囲であり得る。水と
汚れた素材（例えば、布地）との比率は、約１：１～約３０：１であり得る。本組成物は
、溶液中約５００ｐｐｍ～約１５，０００ｐｐｍの濃度で使用され得る。布地洗濯組成物
の文脈において、使用濃度は、また、汚れ及び染みのタイプ並びに程度だけでなく、洗浄
水の温度、洗浄水の容量、及び洗濯機のタイプ（例えば、上側投入式、前側投入式、上側
投入式、垂直軸型日本タイプ自動洗濯機）にも応じて様々であり得る。
【０２１６】
　本明細書における洗浄組成物は、低温洗浄温度での布地の洗濯に使用することができる
。布地を洗濯するこれらの方法は、洗濯洗剤組成物を水に送達して洗浄液を形成し、洗濯
する布地を当該洗浄液に添加する工程を含み、洗浄液は、約０℃～約２０℃、又は約０℃
～約１５℃、又は約０℃～約９℃の温度を有する。洗濯洗剤組成物を水と接触させる前、
後、又は同時に、布地を水に接触させてもよい。
【０２１７】
　別の方法は、洗剤組成物又は洗浄組成物の一実施形態を含浸させた不織布基材を、汚れ
物と接触させることを含む。本明細書において使用するとき、「不織布基材」は、好適な
秤量、キャリパー（厚み）、吸収性、及び強度特性を有する従来式の任意の不織布シート
又はウェブを含み得る。好適な市販の不織布基材の非限定的な例としては、ＤｕＰｏｎｔ
より商品名ＳＯＮＴＡＲＡ（登録商標）及びＪａｍｅｓ　Ｒｉｖｅｒ　Ｃｏｒｐ．より商
品名ＰＯＬＹＷＥＢ（登録商標）として市販されているものが挙げられる。
【０２１８】
　手洗浄／浸漬方法、及び半自動洗浄機による組み合わせた手洗浄もまた、含まれる。
【０２１９】
　試験方法
【実施例】
【０２２０】
　以降、本発明は、実施例に基づいてより詳細に説明される。全ての百分率は、特に指示
がない限り、重量を基準とする。
【０２２１】
　Ｄ．例示的な洗浄組成物
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　（１）。例示的な液体洗濯洗剤組成物
　次の液体洗濯洗剤組成物は、当業者に公知である伝統的な手法により次の成分を混合し
て調製される。
【０２２２】
【表１】

　１　ＡＥＳは、０～２０％の範囲の量の、ＡＥ１．５Ｓ、ＡＥ２Ｓ、及び／又はＡＥ３

Ｓであり得る。
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　２　ＬＡＳは、０～２０％の範囲の量で提供され得る。
　３　ＡＥは、Ｈｕｎｔｓｍａｎ（Ｓａｌｔ　Ｌａｋｅ　Ｃｉｔｙ，Ｕｔａｈ，ＵＳＡ）
から供給されている、平均エトキシル化度が７～９のＣ１２～１４アルコールエトキシレ
ートである。０～１０％の範囲の量で提供され得る。
　４　プロテアーゼは、Ｇｅｎｅｎｃｏｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（Ｐａｌｏ　Ａ
ｌｔｏ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，ＵＳＡ）（例えばＰｕｒａｆｅｃｔ　Ｐｒｉｍｅ（登録
商標）、Ｅｘｃｅｌｌａｓｅ（登録商標））、又はＮｏｖｏｚｙｍｅｓ（Ｂａｇｓｖａｅ
ｒｄ，Ｄｅｎｍａｒｋ）（例えばＬｉｑｕａｎａｓｅ（登録商標）、Ｃｏｒｏｎａｓｅ（
登録商標））から供給され得る。
　５　Ｎｏｖｏｚｙｍｅｓ（Ｂａｇｓｖａｅｒｄ，Ｄｅｎｍａｒｋ）（例えば、Ｎａｔａ
ｌａｓｅ（登録商標）、Ｍａｎｎａｗａｙ（登録商標））から入手可能。
　６　Ｎｏｖｏｚｙｍｅｓ（例えば、Ｗｈｉｔｅｚｙｍｅ（登録商標））から入手可能。
　７　ランダム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酢酸ビニ
ル側鎖とを有する、ポリ酢酸ビニル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対６０であり、５０エチレンオキシド単位当たり１グラフ
ト点を超えず、ＢＡＳＦからＳｏｋａｌａｎ　ＰＧ１０１（登録商標）として入手可能で
ある。
　８　ＢＡＳＦからＬｕｔｅｎｚｉｔ　Ｚ　９６（登録商標）として入手可能な、以下の
一般構造：ビス（（Ｃ２Ｈ５Ｏ）（Ｃ２Ｈ４Ｏ）ｎ）（ＣＨ３）－Ｎ＋－ＣｘＨ２ｘ－Ｎ
＋－（ＣＨ３）－ビス（（Ｃ２Ｈ５Ｏ）（Ｃ２Ｈ４Ｏ）ｎ）（式中、ｎ＝２０～３０、ｘ
＝３～８）を有する化合物、又はその硫酸化若しくはスルホン化変異型。
　９　ＤＴＰＡは、Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ（Ｍｉｄｌａｎｄ，Ｍｉｃｈｉｇａｎ，Ｕ
ＳＡ）から供給されているジエチレントリアミン五酢酸である。
　１０　好適な蛍光白色剤は、例えば、Ｔｉｎｏｐａｌ（登録商標）ＡＭＳ、Ｔｉｎｏｐ
ａｌ（登録商標）ＣＢＳ－Ｘ、スルホン化亜鉛フタロシアニン（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａ
ｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ（Ｂａｓｅｌ，Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ））である。０～５
％の範囲の量で提供され得る。
　１１　好適な防腐剤としては、０～１％の範囲の量で提供され得るメチルイソチアゾリ
ノン（ＭＩＴ）又はベンズイソチアゾリノン（ＢＩＴ）が挙げられる。
【０２２３】
　（２）。単位用量（ＵＤ）製品中に用いられる例示的な液体洗剤組成物
　次の液体洗剤組成物を調製し、ポリビニルアルコールフィルムにより作製した多区画パ
ウチに封入した。
【０２２４】
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【表２】

　＊　限定されないが、プロパンジオール、グリセロール、エタノール、ジプロピレング
リコール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコールを挙げることができる。
【０２２５】
　全ての百分率及び比率は、特に指示がない限り、重量で計算される。全ての百分率及び
比率は、特に指示がない限り、全組成物に基づいて計算される。本明細書の全体を通して
記載される全ての最大数値限定は、それよりも小さい全ての数値限定を、そのようなより
小さい数値限定があたかも本明細書に明確に記載されているかのように包含するものと理
解すべきである。本明細書全体を通して記載される全ての最小数値限定は、それよりも高
い全ての数値限定を、そのようなより高い数値限定があたかも本明細書に明確に記載され
ているかのように包含する。本明細書全体を通して記載され全ての数値範囲は、そのよう
なより広い数値範囲内に入るより狭い全ての数値範囲を、そのようなより狭い数値範囲が
全て本明細書に明確に記載されているかのように包含する。
【０２２６】
　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。
【０２２７】
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　あらゆる相互参照される又は関連する特許又は出願を含む、本明細書に引用される全て
の文書は、明示的に除外される、又は別途限定されない限り、参照によりその全体が本明
細書に組み込まれる。いかなる文献の引用も、本明細書中で開示又は特許請求される任意
の発明に対する先行技術であるとはみなされず、あるいはそれを単独で又は他の任意の参
考文献（単数又は複数）と組み合わせたときに、そのような任意の発明を教示、示唆、又
は開示するとはみなされない。更に、本文書における用語の任意の意味又は定義が、参照
することにより本明細書に援用された文書内の同じ用語の意味又は定義と矛盾する場合、
本文書におけるその用語に与えられた意味又は定義が適用されるものとする。
【０２２８】
　本発明の特定の実施形態を例示及び説明してきたが、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行うことができる点は当業者には明白であろう。し
たがって、本発明の範囲内に含まれるそのような全ての変更及び修正は、添付の特許請求
の範囲にて網羅することを意図したものである。
【配列表】
2019502779000001.app
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