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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）過酸化水素又は水に溶解して過酸化水素を発生する過酸化物、（ｂ）フェノール系
ラジカルトラップ剤、（ｃ）ホスホン酸系金属捕捉剤及び（ｄ）下記式（ｄ－５）又は（
ｄ－１８）で表される配位子と遷移金属とを含む漂白活性化触媒を含有することを特徴と
する漂白性組成物。

【化１】

【請求項２】
上記漂白性組成物が粉末、顆粒、タブレット、ブリケット、シート又はバー等の固体状漂
白性組成物であって、該漂白性組成物を脱イオン水中に１質量％となるように希釈した時
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の無機イオンのイオン強度の合計が０．１５～０．２７となるように、更に、（ｅ）無機
化合物を含有してなる請求項１記載の漂白性組成物。
【請求項３】
上記（ｄ）成分が、（トリス（サリチリデンイミノエチル）アミン）－マンガン錯体又は
（Ｎ，Ｎ’－エチレンビス（４－ヒドロキシサリチリデンイミネート））－マンガン錯体
である請求項１又は２記載の漂白性組成物。
【請求項４】
上記（ｄ）成分が、下記式（ｄ－１８）で表される配位子と遷移金属とを含む漂白活性化
触媒である請求項１又は２記載の漂白性組成物。
【化７】

【請求項５】
上記漂白性組成物が粉末、顆粒、タブレット、ブリケット、シート又はバー等の固体状漂
白性組成物であって、上記（ｂ）成分と、上記（ｄ）成分と、界面活性剤及び／又は融点
３７～６５℃のバインダー化合物とを含む複合粒子を含有する請求項１～４のいずれか１
項記載の漂白性組成物。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、長時間浸け置きしても洗液中の過酸化水素の安定性が高く、優れた漂白力を有
する酸素系漂白性組成物に関する。
【０００２】
【従来の技術】
酸素系漂白剤は、色柄物に使用できるといった特徴を有し、衣料用漂白剤の主流となって
きているが、その一方で、漂白力の点で塩素系漂白剤に劣っているという問題があり、そ
の改善が第一の課題といえる。
【０００３】
これまでも酸素系漂白剤の漂白力を向上させるために、多くの研究がなされており、有機
過酸前駆体を利用する方法やマンガンなどの金属原子を含有する錯体を利用する方法など
がある。
【０００４】
有機過酸前駆体が過酸化水素と反応することにより生成された有機過酸がシミ汚れに高い
漂白力をもたらすことは公知であるが、過酸化水素と等モル量の有機過酸前駆体が必要で
あり、経済的、環境的にも極少量で有効に漂白性能を向上させる剤が望まれていた。
【０００５】
一方、金属原子を含有する錯体を利用する方法は、Ｎａｔｕｒｅ，ＶＯＬ．３６９（１９
９４）６３７～６３９頁やＪ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，ＶＯＬ．１１５（１９９３）
１７７２～１７７３頁に報告されている。有機過酸が化学当量的に汚れに作用するのに対
し、金属錯体は洗浄液中で錯体が触媒的に過酸化水素を活性化し、シミ汚れに高い漂白効
果をもたらすメカニズムが提唱されている。そのため、少量の錯体で高い漂白力を得るこ
とができる。
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【０００６】
即ち、より効率的に過酸化水素を活性化できる特徴を持つ金属原子を含有する錯体を利用
する方法は、低濃度で効果を示すことから、経済的にも環境的にも好ましい。
【０００７】
金属錯体による漂白効果は、その中心金属と配位子との組み合わせによって異なるため、
種々の配位子と遷移金属との組み合わせが研究されている。例えば米国特許第３，１５６
，６５４号公報、米国特許第３，５３２，６３４号公報及び英国特許第９８４，４５９号
公報には、ＥＤＴＡ、ＮＴＡやピリジンカルボン酸といった通常用いられるキレート剤と
Ｃｏ、Ｃｕ等の遷移金属との組み合わせが開示されている。しかし、この組み合わせでは
、ペルオキシ化合物の分解を触媒するが、実質的な漂白の活性化にはあまり寄与しない。
特公平６－３３４３１号公報や特公平６－７０２４０号公報には、ヒドロキシカルボン酸
を配位子とするマンガン錯体が、特公平６－９９７１９号公報にはポリヒドロキシ化合物
を配位子とするマンガン錯体が、特開昭５２－１５５２７９号公報、特開平１－９７２６
７号公報、特開平２－２６１５４７号公報、特表平８－５０３２４７号公報及び特表平８
－５０３２４８号公報にはポルフィリン又はフタロシアニンを配位子とする鉄又はマンガ
ン錯体が、特公平７－１２４３７号公報、同７－６５０７４号公報、同７－６８５４３号
公報、同７－１２２０７６号公報、特開平５－２６３０９８号公報及び同６－１２１９３
３号公報等には環状ポリアミンを配位子とするマンガン錯体が、特開平１０－１４０１９
３号公報には配位性窒素原子を３個以上持つ配位子と遷移金属との錯体が、特開２０００
－５４２５６号公報にはアミンとサリチルアルデヒドの縮合化合物を配位子とするマンガ
ン錯体が、米国特許第５，０２１，１８７号公報には置換されたジアミンを配位子とする
銅錯体が開示されており、これらは漂白性能の向上が確認されている。
【０００８】
しかし、消費者の漂白処理方法はさまざまであり、特に浸け置き漂白は頑固なしみ汚れを
除去する方法として一般的に用いられている。浸け置き漂白は、漂白剤の溶液に被洗物を
数十分から数時間浸け置く方法で、長時間にわたり漂白液の活性を維持することが重要な
課題となる。即ち、過酸化水素の分解を抑制する必要が生じる。この過酸化水素の分解の
原因は、錯体自身に起因するものだけでなく、錯体の不純物として持ちこまれる遷移金属
や多いときには数ｐｐｍレベルで存在する水道水中の微量の鉄、マンガン、銅、亜鉛等の
金属も過酸化水素の異常分解を引き起こす原因として十分考慮する必要がある。
【０００９】
このような微量金属による過酸化水素の分解を抑制するためには、一般的に金属捕捉剤を
用いる事が知られている。しかし、日本国特許第３００９４７１号公報中にも記載されて
いるように、従来の技術では、金属捕捉剤の添加により過酸化水素の安定性は向上する一
方で錯体の漂白活性が失われるといった問題があり、そのため、従来の技術では金属捕捉
能の高い金属捕捉剤との併用が難しく、長時間の浸け置き漂白での漂白力は満足できるも
のではなかった。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記事情に鑑みなされたもので、長時間浸け置きしても過酸化水素の分解が少
なく、高い漂白力を有する漂白性組成物を提供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】
本発明者らは上記目的を達成するため鋭意検討を重ねた結果、特定の構造を有する漂白活
性化触媒とフェノール系ラジカルトラップ剤とホスホン酸系金属捕捉剤とを組み合わせる
ことで、特定の構造を有する漂白活性化触媒、金属捕捉剤、ラジカルトラップ剤が過酸化
水素の安定化と漂白力の向上に相乗的に効果を発現し、頑固なしみ汚れに対しても安定し
た高い漂白力を有することを見出し、本発明を完成させた。
【００１２】
　即ち、本発明は、（ａ）過酸化水素又は水に溶解して過酸化水素を発生する過酸化物、
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（ｂ）フェノール系ラジカルトラップ剤、（ｃ）ホスホン酸系金属捕捉剤及び（ｄ）下記
式（ｄ－５）又は（ｄ－１８）で表される配位子と遷移金属とを含む漂白活性化触媒を含
有することを特徴とする漂白性組成物を提供する。
【００１３】
【化２】

【００１４】
以下、本発明をより詳細に説明する。本発明の漂白性組成物は、（ａ）過酸化水素又は水
に溶解して過酸化水素を発生する過酸化物、（ｂ）フェノール系ラジカルトラップ剤、（
ｃ）ホスホン酸系金属捕捉剤及び（ｄ）特定構造の漂白活性化触媒を含有するものであり
、液体漂白性組成物であっても、粉末、顆粒、タブレット、ブリケット、シート又はバー
等の固体状漂白性組成物であってもよく、固体状漂白性組成物である場合、該組成物を脱
イオン水中に１質量％となるように希釈した時の該希釈中の全無機イオン（上記（ａ）成
分等も含めた組成中の全ての化合物の解離による無機イオン）のイオン強度の合計が所定
範囲となるように、更に、（ｅ）成分として上記成分以外の無機化合物を配合することに
より、更に高い効果が得られる。
【００１５】
ここで、本発明の漂白性組成物の（ａ）成分は、過酸化水素又は水に溶解して過酸化水素
を発生する過酸化物であり、本発明の漂白性組成物が液体漂白性組成物であれば、上記（
ａ）成分として過酸化水素が用いられ、本発明の漂白性組成物が粉末、顆粒、タブレット
、ブリケット、シート又はバー等の固体状漂白性組成物であれば、上記（ａ）成分として
水に溶解して過酸化水素を発生する過酸化物が用いられる。水に溶解して過酸化水素を発
生する過酸化物の具体例としては、過炭酸ナトリウム、過ホウ酸ナトリウム、過ホウ酸ナ
トリウム・３水和物などが挙げられ、使用時の溶解性を考慮すると、過炭酸ナトリウムを
用いるのが好ましい。これらは単独で用いてもよいし、２種以上併用してもよい。
【００１６】
本発明の漂白性組成物における上記（ａ）成分の含有量は、特に制限されるものではなく
、組成物の形態などにより適宜選定することができ、例えば本発明の組成物が液体漂白性
組成物であれば、組成物中に２質量％以上が好ましく、より好ましくは２～５質量％、更
に好ましくは４～５質量％である。２質量％未満では十分な漂白効果が得られない場合が
ある。また、本発明の組成物が固体状漂白性組成物であれば、組成物全量に対して２質量
％以上が好ましく、より好ましくは１０～９０質量％、更に好ましくは２０～９０質量％
の範囲である。２質量％未満では十分な漂白効果が得られない場合がある。
【００１７】
本発明の（ｂ）成分は、フェノール系ラジカルトラップ剤である。フェノール系ラジカル
トラップ剤としては、フェノール性水酸基を有する化合物又はフェノール性水酸基のエス
テル誘導体、エーテル誘導体等が挙げられる。このような化合物として、より具体的には
、クレゾール、チモール、クロロフェノール、ブロモフェノール、メトキシフェノール、
ニトロフェノール、ヒドロキシ安息香酸、サリチル酸、ヒドロキシベンゼンスルホン酸、
ジ－ｔ－ブチル－ヒドロキシトルエン、ナフトール、ヒドロキノン、カテコール、ピロガ
ロール、フェノキシエタノール、フェノールなどが挙げられる。
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【００１８】
これらの中で好ましい化合物は、Ｇ．Ｅ．Ｐｅｎｋｅｔｈ，Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｃｈｅｍ，７
，５１２（１９５７）に記載されている酸化還元電位（Ｏ．Ｐ．）0（２５℃）が１．２
５Ｖ以下の化合物であり、より好ましくは０．７５Ｖ以下の化合物である。なお、酸化電
位（Ｏ．Ｐ．）0（２５℃）の下限は、特に制限されるものではないが、漂白効果への影
響を考慮すれば、通常、酸化電位（Ｏ．Ｐ．）0（２５℃）の下限としては、０．６０Ｖ
程度が好適である。酸化還元電位が上記範囲を超えると、過酸化水素の安定効果が十分で
ない場合がある。なお、酸化還元電位が低すぎると、漂白力が低下する場合がある。
【００１９】
更に、本発明の組成物が液体漂白性組成物であれば、配合のしやすさのために、一方、本
発明の組成物が固体状漂白性組成物であれば、浸け置き漂白処理をする時のような小さい
機械力でも速やかに溶解するために、いずれも上記フェノール系ラジカルトラップ剤の中
でも溶解度の高いラジカルトラップ剤を使用すると、より効果的であり、具体的には、溶
解性を示す疎水性パラメーターであるｌｏｇＰ値が３以下のものが好ましい。ここで、上
記疎水性パラメーターとは、対象とする化合物の性質を示すパラメーターとして一般的に
用いられているものである。ｌｏｇＰ値におけるＰ（分配係数）は、水とオクタノールと
の間における平衡状態での物質の活動度の比としてＰ＝Ｃｏ／Ｃｗとして表される（ここ
で、Ｃｏはオクタノール中の濃度、Ｃｗは水中の濃度である）。疎水性パラメーターにつ
いての詳細は、例えば科学の領域増刊号１２２号（１９７９年）、第７３頁に記載されて
いる。分配係数の測定方法としては、Ｆｌａｓｋ　Ｓｈａｋｉｎｇ法や薄層クロマトグラ
フ法、ＨＰＬＣによる測定法が知られているが、Ｇｈｏｓｅ，Ｐｒｉｔｃｈｅｔｔ，Ｃｒ
ｉｐｐｅｎらのパラメーターを用いて計算によって算出することもできる。（Ｊ．Ｃｏｍ
ｐ．Ｃｈｅｍ．，９，８０（１９９８））
【００２０】
上述したような漂白力への影響及び溶解性を考慮すれば、上記化合物の中でも４－メトキ
シフェノール、４－ヒドロキシ安息香酸、ヒドロキノン、カテコールがより好ましく、更
に過酸化物と共存したときのラジカルトラップ剤の安定性を考慮すれば、これらの中でも
４－メトキシフェノール、４－ヒドロキシ安息香酸が特に好ましい。
【００２１】
なお、（ｂ）成分については、これらは単独で用いても、２種以上を併用して用いてもよ
い。
【００２２】
本発明の漂白性組成物における上記（ｂ）成分の含有量は、特に制限されるものではない
が、好ましい含有量は漂白性組成物中に０．００１～４質量％、より好ましくは０．０５
～２質量％、更に好ましくは０．１～０．５質量％の範囲であり、０．００１質量％未満
では過酸化水素の安定化が不十分となる場合があり、４質量％を超えるとラジカルと反応
したラジカルトラップ剤が変色したり、被洗物を汚したりするといった問題が生じる場合
があり、また、経済的にも好ましくない場合がある。
【００２３】
ここで、本発明の漂白性組成物が固体状漂白性組成物である場合、上記（ｂ）成分は、溶
解性や保存安定性を向上させるために、界面活性剤やクエン酸などの有機酸を含む１種以
上の造粒基剤との混合粒子として組成物に含まれることが好ましく、アルミノ珪酸塩やポ
リエチレングリコール、後述する（ｅ）成分の無機化合物などと造粒して用いるのが好ま
しい。造粒方法の例としては、融解した造粒基材に（ｂ）成分を溶解させ、粉砕造粒する
方法や（ｂ）成分を攪拌しながら造粒基材を噴霧し、コーティングする方法などが挙げら
れるが、用いる造粒基材により好適な造粒方法を選ぶことができる。ここで用いる造粒基
材としては、高分子化合物であれば、ポリエチレングリコールやポリカルボン酸やその塩
、界面活性剤であれば、イオン性界面活性剤、非イオン性界面活性剤のいずれも用いるこ
とができるが、好ましい界面活性剤としては、炭素数１０～１５のアルキルベンゼンスル
ホン酸ナトリウム、炭素数１０～１５のアルキルベンゼンスルホン酸カリウム、炭素数１
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４のα－オレフィンスルホン酸ナトリウム、炭素数１４のα－オレフィンスルホン酸カリ
ウム、炭素数１２～１５でエチレンオキサイド平均付加モル数５～２０のポリオキシエチ
レンアルキルエーテル等であり、中でも炭素数１４のα－オレフィンスルホン酸ナトリウ
ムが特に好ましい。また、無機化合物としては、炭酸塩やアルミノ珪酸塩、硫酸塩などの
無機塩である。また、（ｂ）成分を混合粒子として用いる場合、（ｂ）成分に対して上記
造粒基材は同質量以上混合することが好ましい。同質量未満では造粒した効果が十分に得
られない場合がある。
【００２４】
本発明の（ｃ）成分は、ホスホン酸系金属捕捉剤である。本発明で用いられるホスホン酸
系金属捕捉剤としては、１－ヒドロキシエタン－１，１－ジホスホン酸（ＨＥＤＰ）やエ
タン－１，１－ジホスホン酸、エタン－１，１，２－トリホスホン酸、ヒドロキシエタン
－１，１，２－トリホスホン酸、エタン－１，２－ジカルボキシ－１，２－ジホスホン酸
、ヒドロキシメタンホスホン酸、エチレンジアミンテトラ（メチレンホスホン酸）、ニト
リロトリ（メチレンホスホン酸）、２－ヒドロキシエチルイミノジ（メチレンホスホン酸
）、ヘキサメチレンジアミンテトラ（メチレンホスホン酸）、ジエチレントリアミンペン
タ（メチレンホスホン酸）等の有機ホスホン酸誘導体やその塩であり、本発明の組成物が
液体漂白性組成物であれば、漂白力への影響や配合適性を考慮すると、これらの中でも１
－ヒドロキシエタン－１，１－ジホスホン酸（ＨＥＤＰ）が好ましく、本発明の組成物が
固体状漂白性組成物であれば、１－ヒドロキシエタン－１，１－ジホスホン酸（ＨＥＤＰ
）３ナトリウム、１－ヒドロキシエタン－１，１－ジホスホン酸（ＨＥＤＰ）４ナトリウ
ムやエチレンジアミンテトラ（メチレンホスホン酸）ナトリウムが好ましく、漂白力への
影響や貯蔵安定性を考慮すれば、１－ヒドロキシエタン－１，１－ジホスホン酸（ＨＥＤ
Ｐ）４ナトリウムがより好ましい。
【００２５】
本発明の漂白性組成物における上記（ｃ）成分の含有量は、特に制限されるものではなく
、その種類などによって適宜選定することができ、例えば１－ヒドロキシエタン－１，１
－ジホスホン酸（ＨＥＤＰ）４ナトリウムの場合、０．０５～４質量％の範囲が好ましく
、より好ましくは０．１～２質量％の範囲であり、エチレンジアミンテトラ（メチレンホ
スホン酸）ナトリウムの場合、０．０５～２質量％の範囲が好ましく、より好ましくは０
．１～２質量％の範囲である。上記範囲未満では十分な過酸化水素の安定化効果が得られ
ない場合があり、また、この範囲を超えて配合すると、漂白力が低下する場合がある。
【００２６】
　本発明の（ｄ）成分は、下記式（ｄ－５）又は（ｄ－１８）で表される配位子と遷移金
属とを含む漂白活性化触媒である。
【００２７】
【化３】

【００３３】
　本発明の（ｄ）成分である漂白活性化触媒に含まれる遷移金属には、上記式（ｄ－５）
又は（ｄ－１８）で表わされる配位子の他に、水、水酸基、フェノール性水酸基、アミノ
基、カルボン酸基、チオール基、ハロゲン原子などが配位してもよい。
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【００３４】
上記（ｄ）成分の遷移金属としては、銅、鉄、マンガン、ニッケル、コバルト、クロム、
バナジウム、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、レニウム、タングステン、モリブデン
などが挙げられ、これらの中でもコバルト、マンガンが好ましく、特にマンガンが好まし
い。
【００３５】
　これら（ｄ）成分の配位子は、単独で用いても、２種以上を併用して用いてもよい。本
発明において好ましい（ｄ）漂白活性化触媒として、より具体的には、（トリス（サリチ
リデンイミノエチル）アミン）－マンガン錯体、（Ｎ，Ｎ’－エチレンビス（４－ヒドロ
キシサリチリデンイミネート））－マンガン錯体等が挙げられ、これらの中でも、過酸化
水素の安定性を考慮すると、（トリス（サリチリデンイミノエチル）アミン）－マンガン
錯体がより好ましい。
【００３６】
本発明の漂白性組成物における上記（ｄ）成分の含有量は、特に制限されるものではなく
、組成物の形態などによって適宜選定することができ、例えば本発明の組成物が液体漂白
性組成物であれば、好ましい含有量は、組成物中に０．０００１～０．０１質量％であり
、より好ましくは０．０００５～０．００５質量％、更に好ましくは０．０００５～０．
００２質量％である。一方、本発明の組成物が固体状漂白性組成物であれば、好ましい含
有量は、組成物中に０．００１～１質量％であり、より好ましくは０．０５～１質量％で
あり、更に好ましくは０．１～１質量％である。この範囲未満では漂白効果の向上が不十
分となる場合があり、この範囲を超えてもそれ以上効果は高まらない場合がある。
【００３７】
ここで、本発明の漂白性組成物が固体状組成物である場合、固体状漂白性組成物中におけ
る（ｄ）成分による過酸化水素の分解や貯蔵時における過酸化物の分解をより効果的に抑
制するために、（ｄ）成分は、上記（ｂ）成分と界面活性剤及び／又は融点３７～６５℃
、好ましくは５０～６５℃のバインダー化合物と共に造粒した複合粒子として用いるのが
好ましく、上記（ｂ）成分の溶解性を向上させるためには、界面活性剤及び上記バインダ
ー化合物を両方用いるのがより好ましい。
【００３８】
上記バインダー化合物としては、ポリエチレングリコール＃１５００～＃２００００（重
量平均分子量５００～１９０００）や重量平均分子量１０００～１０００００のポリアク
リル酸やその塩などが挙げられ、特に融点５０～６５℃のポリエチレングリコール＃４０
００～＃６０００（重量平均分子量２６００～１００００）が好ましい。
【００３９】
複合粒子として用いた場合の（ｂ）成分と（ｄ）成分の質量比は、好ましくは１０／１～
１／１０、より好ましくは５／１～１／５であり、複合粒子中の（ｄ）成分の含有量は、
好ましくは２～３０質量％、より好ましくは５～２０質量％である。また、複合粒子にお
ける（ｂ）成分及び（ｄ）成分の含有量の和と界面活性剤及び／又は融点３７～６５℃の
バインダー化合物の含有量の和の質量比は、７：３～１：２５が好ましく、１：１～１：
１０がより好ましい。質量比が７：３より（ｂ）成分及び（ｄ）成分の含有量の和の割合
が高すぎるとラジカルトラップ剤の溶解性や貯蔵時における過酸化物の分解抑制効果の向
上が不十分となる場合があり、低すぎると（ｂ）成分及び（ｄ）成分が溶け出るまでに時
間を要し、速やかな効果が期待できない場合がある。
【００４０】
更に、過酸化水素の分解抑制効果をより向上させるためには、上記（ｃ）成分も上記造粒
物に含有することが好ましい。また、造粒物の溶解性を向上させる別の方法として、クエ
ン酸やアジピン酸などの有機酸と共に造粒することも好ましい。なお、複合粒子（造粒物
）の粒径は、特に制限されないが、溶解性などを考慮すれば、平均粒径が２００～１００
０μｍ、特に３００～７００μｍであると好適である。ここで、平均粒径は、ふるいを用
いて粒度分布を求め、その粒度分布から算出するなどの方法によって確認することができ
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る。
【００４１】
本発明の組成物が固体状漂白性組成物である場合、通常、上記（ａ）～（ｄ）成分に加え
て、更に、（ｅ）成分として無機塩等の上記成分以外の無機化合物が配合されるが、本発
明の場合、固体状漂白性組成物において、漂白処理液中の無機イオンのイオン強度を所定
範囲となるように調整することで、更に過酸化水素の安定性を向上させることができるも
のであり、そのために本発明の固体状漂白性組成物における（ｅ）成分の無機化合物の含
有量を、該組成物を脱イオン水中に１質量％となるように希釈した時の希釈液中に存在す
る全ての無機イオンのイオン強度の合計が０．１５～０．２７、好ましくは０．１９～０
．２３となるように調整することが望ましい。イオン強度がこの範囲以外では、イオン強
度の調整による過酸化水素の安定性向上効果が十分ではなく、特に０．２７を超えると漂
白効果が低下する場合がある。なお、このような安定化現象の要因については、明らかで
はないが、無機イオンによる塩析効果と緩衝効果によるものと推測される。
【００４２】
本発明におけるイオン強度（μ）とは、下記で示す式で与えられる。
【００４３】
【数１】

【００４４】
ここで、上記式において、Ｃｉはｉ番目のイオンのモル濃度、Ｚｉはその電荷であり、総
和は固体状漂白性組成物を脱イオン水中に１質量％となるように希釈した希釈溶液中のす
べての無機イオンについて行う。
【００４５】
上記希釈溶液中のイオン強度は、上記（ａ）成分等と（ｅ）成分の上記（ａ）成分等以外
の無機化合物、界面活性剤の対イオンなどの含有量や種類によって種々調整することがで
きる。本発明の（ｅ）成分の無機化合物としては、冬場に漂白処理を行った場合にも速や
かに溶解できるために、約５℃の水に対する溶解度が十分に高いものが好ましい。また、
より少ない含有量で高いイオン強度を有する点では、価数が高い又は分子量が小さい無機
塩が有効であり、具体的には、炭酸ナトリウムや炭酸カリウムなどのアルカリ金属炭酸塩
、非晶質のアルカリ金属珪酸塩、アルカリ金属ホウ酸塩、アルカリ金属リン酸塩などが挙
げられ、他に硫酸ナトリウムや亜硫酸ナトリウム、塩化ナトリウム、塩化カリウムなどの
中性塩も挙げられる。また、イオン強度を高めると同時にｐＨを調整するためには、水に
溶解してアルカリ性及び弱アルカリ性を示す無機塩を用いるのがより有効であり、具体的
には、炭酸ナトリウムや炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、メタ珪酸ナトリウム、珪酸
ナトリウム１号、珪酸ナトリウム２号、珪酸ナトリウム３号などが挙げられる。水への溶
解性及びアルカリ度の点から珪酸ナトリウムと炭酸ナトリウム、水が５５／２９／１６の
比の混合物であるＮＡＢＩＯＮ（ローディア社製）を用いるのが好ましい。
なお、上記希釈溶液中の無機イオンのイオン強度の合計には、上述したように、（ｅ）成
分の無機化合物のみならず、（ａ）成分の過酸化水素や過酸化物の解離による無機イオン
、更に、界面活性剤や金属捕捉剤の対イオンに用いられるナトリウムやカリウムイオンな
どのイオン強度も含まれる。ここで、過酸化水素のように無機化合物でも完全解離しない
化合物のイオン強度を求める場合には、２５℃における解離定数と脱イオン水中で１質量
％となるように希釈した時の２５℃でのｐＨによりイオン強度を求める。また、後述する
ように、本発明の漂白性組成物は、漂白効果を高めるため必要に応じてさらに漂白活性化
剤、ホウ素化合物なども含有することができ、この場合、漂白活性化剤の対イオンに用い
られるナトリウムなどもイオン強度の合計に含められ、また、ホウ素化合物が無機塩であ
る場合、本発明の（ｅ）成分である無機化合物として使用される。
【００４６】
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本発明の固体状漂白性組成物に上記（ｅ）成分が含有される場合、その好ましい含有量は
、上記希釈液中のイオン強度の合計が上記特定範囲となる量であり、具体的には、上述し
たような他の成分の含有量などによって適宜選定されるが、通常、固体状漂白性組成物中
に５～６０質量％が好ましく、より好ましくは１０～５０質量％の範囲であり、更に好ま
しくは２０～５０質量％である。上記範囲以外では、所望のイオン強度に調整することが
困難となる場合がある。
【００４７】
本発明の漂白性組成物は、液体漂白性組成物であっても、固体状漂白性組成物であっても
、本発明の効果を損なわない範囲で、漂白性組成物の漂白効果を更に高めるために、必要
に応じてさらに漂白活性化剤、ホウ素化合物、ｐＨ調整剤も含有することができる。
【００４８】
漂白活性化剤としては、テトラアセチルエチレンジアミン、ペンタアセチルグルコース、
オクタノイルオキシベンゼンスルホン酸ナトリウム、ノナノイルオキシベンゼンスルホン
酸ナトリウム、デカノイルオキシベンゼンスルホン酸ナトリウム、ウンデカノイルオキシ
ベンゼンスルホン酸ナトリウム、ドデカノイルオキシベンゼンスルホン酸ナトリウム、オ
クタノイルオキシ安息香酸、ノナノイルオキシ安息香酸、デカノイルオキシ安息香酸、ウ
ンデカノイルオキシ安息香酸、ドデカノイルオキシ安息香酸、オクタノイルオキシベンゼ
ン、ノナノイルオキシベンゼン、デカノイルオキシベンゼン、ウンデカノイルオキシベン
ゼン、ドデカノイルオキシベンゼンなどを配合することができる。これらの中でも好まし
い漂白活性化剤としては、デカノイルオキシ安息香酸、ドデカノイルオキシベンゼンスル
ホン酸ナトリウム、ノナノイルオキシベンゼンスルホン酸ナトリウム等が挙げられ、４－
デカノイルオキシ安息香酸がより好ましい。
【００４９】
本発明の漂白性組成物が上記漂白活性化剤を含有する場合、該組成物における漂白活性化
剤の好ましい含有量は１～１０質量％、より好ましくは１～５質量％であり、１質量％未
満では漂白効果が十分ではない場合があり、１０質量％を超えてもそれ以上漂白効果が高
まらない場合がある。これら漂白活性化剤は単独で用いても、２種以上を併用して用いて
もよい。また、漂白活性化剤は、漂白剤中のアルカリ成分と水の存在により加水分解を起
こしてその機能が失われることが知られている。従って、このような分解を防ぐために、
上記漂白活性化剤を固体状漂白性組成物に配合する場合は、ノニオン界面活性剤や重量平
均分子量１５００～２００００のポリエチレングリコール、アニオン界面活性剤、フィル
ム形成性重合体、脂肪酸などと混合して造粒物として配合することが好ましい。
【００５０】
本発明の漂白性組成物にホウ素化合物を添加すると、ホウ素化合物が過酸化水素及び遊離
金属に作用し、漂白処理液中の過酸化水素の安定性を更に高めることができる。本発明の
漂白性組成物に配合し得るホウ素化合物としては、ホウ酸、ホウ酸ナトリウム、ホウ酸カ
リウム、ホウ酸アンモニウム、４ホウ酸ナトリウム、４ホウ酸カリウム、４ホウ酸アンモ
ニウムなど分子中にホウ素を含有する化合物が好適であり、これらの中でも特に４ホウ酸
ナトリウムが好ましい。
【００５１】
本発明の漂白性組成物は、そのｐＨが特に制限されるものではなく、組成物の形態などに
よって適宜選定することができ、例えば固体状漂白性組成物では、脱イオン水中１質量％
希釈時の２５℃におけるｐＨは９～１１が好ましく、より好ましくは１０～１１である。
一方、液体漂白性組成物では、２５℃における組成物のｐＨは２～８が好ましい。上記範
囲以外では、本発明が目的とする漂白性能、安定性が得られ難くなる場合がある。ｐＨを
制御するための手段としては、通常、アルカリ剤によってｐＨ調整が行われており、固体
状漂白性組成物では、アルカリ剤としてデンス灰や軽灰と総称される炭酸ナトリウムのほ
か、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウムなどのアルカリ金属炭酸塩、
メタ珪酸ナトリウム、珪酸ナトリウム１号、珪酸ナトリウム２号、珪酸ナトリウム３号な
どの非晶質のアルカリ金属珪酸塩、リン酸水素２ナトリウムなどのアルカリ金属リン酸塩
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などの上記（ｅ）成分の無機化合物に含まれる無機塩を使用することができ、液体漂白性
組成物では、アルカリ剤として水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、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などを使用することができる。これらは
単独で用いても２種類以上を併用して用いてもよい。また、ｐＨが高くなりすぎることを
防止するために、酸などを用いて上記ｐＨの範囲に調整することもできる。酸としては、
硫酸、塩酸などが挙げられ、本発明（ｃ）成分に含まれる金属捕捉剤も用いることができ
る。その他、リン酸２水素カリウムなどのアルカリ金属リン酸２水素塩や脂肪酸、また、
乳酸、クエン酸、コハク酸、リンゴ酸、グルコン酸、オレイン酸、デカン酸、又はそれら
のポリカルボン酸などを使用することができる。なお、上記ｐＨを制御するために用いら
れるアルカリ剤や酸などが無機化合物である場合には、上記（ｅ）成分に含まれる。また
、洗浄時に衣類の汚れに由来する酸成分によるｐＨの低下を防止するための緩衝剤の使用
も可能である。
【００５２】
更に、本発明の漂白性組成物には、本発明の効果を損なわない限り、上記成分に加えて、
通常、漂白性組成物に配合する各種成分を配合することができ、例えば下記の補助成分を
含有することができる。
【００５３】
（１）界面活性剤
界面活性剤は、直鎖又は分岐鎖の炭素数８～２４のアルキル基又はアルケニル基を少なく
とも１個有する界面活性剤、又は、炭素数８～２４のアルキル基で置換されたアリール基
を少なくとも１個有する界面活性剤であり、その例として、アニオン界面活性剤としては
、アルキルベンゼンスルホン酸塩、石鹸、アルキル硫酸塩、ポリオキシエチレンアルキル
硫酸塩、脂肪酸α－スルホメチルエステル、α－オレフィンスルホン酸塩等が挙げられる
。ノニオン界面活性剤としては、アルキルグリコシド、ポリオキシエチレンアルキルエー
テル、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリ
オキシエチレン脂肪酸エステルオキシエチレンプロピレンブロックポリマー、脂肪酸モノ
グリセライド、アミンオキサイド等が挙げられる。両性界面活性剤としてカルボベタイン
、スルホベタイン、ヒドロキシスルホベタイン等を挙げることができ、これらは単独で用
いても、２種以上併用して用いてもよい。
【００５４】
上記界面活性剤の中でもα－オレフィンスルホン酸ナトリウム及びノニオン界面活性剤が
好ましく、ノニオン界面活性剤の中でも特公平６－１５０３８号公報に記載の方法で得ら
れるノニオン界面活性剤、即ち、エチレンオキサイド平均付加モル数ｎに対してエチレン
オキサイド付加モル数の分布がｎ±２の範囲に８０％以上含まれるものが好ましい。また
、特に本発明における（ｂ）成分のフェノール系ラジカルトラップ剤のｌｏｇＰ値が２以
上の場合については、速やかにラジカルトラップ剤を水に溶解させるために、炭素数１４
のα－オレフィンスルホン酸ナトリウム及び上記ノニオン界面活性剤の中でもアルキル鎖
長１２～１４、エチレンオキサイド平均付加モル数が３～７のものを用いることがより好
ましい。本発明における界面活性剤の含有量（合計量）としては、漂白剤組成物では、漂
白力や水難溶性物質（香料など）の可溶化の点から、０．１～１５質量％が好ましく、よ
り好ましくは０．３～１２質量％である。また、標白洗浄剤組成物では、漂白力及び洗浄
力の点から、１５～５０質量％が好ましく、より好ましくは２０～４０質量％である。
【００５５】
（２）香料
香料として使用される香料原料のリストは、様々な文献、例えば「Ｐｅｒｆｕｍｅ　ａｎ
ｄ　Ｆｌａｖｏｒ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ」，Ｖｏｌ．Ｉ　ａｎｄ　ＩＩ，Ｓｔｅｆｆｅｎ
　Ａｒｃｔａｎｄｅｒ，Ａｌｌｕｒｅｄ　Ｐｕｂ．Ｃｏ．（１９９４）及び「合成香料　
科学と商品知識」、印藤元一著、化学工業日報社（１９９６）及び「Ｐｅｒｆｕｍｅ　ａ
ｎｄ　Ｆｌａｖｏｒ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓｏｆ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｏｒｉｇｉｎ」，Ｓｔ
ｅｆｆｅｎ　Ａｒｃｔａｎｄｅｒ，Ａｌｌｕｒｅｄ　Ｐｕｂ．Ｃｏ．（１９９４）及び「
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香りの百科」、日本香料協会編、朝倉書店（１９８９）及び「Ｆｌｏｗｅｒ　ｏｉｌｓ　
ａｎｄ　Ｆｌｏｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ　Ｉｎ　Ｐｅｒｆｕｍｅｒｙ」，Ｄａｎｕｔ
ｅ　Ｌａｊａｕｊｉｓ　Ａｎｏｎｉｓ，Ａｌｌｕｒｅｄ　Ｐｕｂ．Ｃｏ．（１９９３）で
みられ、それぞれを引用することにより本明細書の開示の一部とされる。代表的な香料と
しては、脂肪族炭化水素、テルペン炭化水素、芳香族炭化水素等の炭化水素類、脂肪族ア
ルコール、テルペンアルコール、芳香族アルコール等のアルコール類、脂肪族エーテル、
芳香族エーテル等のエーテル類、脂肪族オキサイド、テルペン類のオキサイド等のオキサ
イド類、脂肪族アルデヒド、テルペン系アルデヒド、水素化芳香族アルデヒド等、チオア
ルデヒド、芳香族アルデヒド等のアルデヒド類、脂肪族ケトン、テルペンケトン、水素化
芳香族ケトン、脂肪族環状ケトン、非ベンゼン系芳香族ケトン、芳香族ケトン等のケトン
類、アセタール類、ケタール類、フェノール類、フェノールエーテル類、脂肪酸、テルペ
ン系カルボン酸、水素化芳香族カルボン酸、芳香族カルボン酸等の酸類、酸アマイド類、
脂肪族ラクトン、大環状ラクトン、テルペン系ラクトン、水素化芳香族ラクトン、芳香族
ラクトン等のラクトン類、脂肪族エステル、フラン系カルボン酸族エステル、脂肪族環状
カルボン酸エステル、シクロヘキシルカルボン酸族エステル、テルペン系カルボン酸エス
テル、芳香族カルボン酸エステル等のエステル類、ニトロムスク類、ニトリル、アミン、
ピリジン類、キノリン類、ピロール、インドール等の含窒素化合物等の合成香料及び動物
、植物からの天然香料、天然香料及び／又は合成香料を含む調合香料の１種又は２種以上
を混合して使用することができる。
【００５６】
より具体的には、アルデヒドＣ6～Ｃ12、アニスアルデヒド、アセタールＲ、アセトフェ
ノン、アセチルセドレン、アドキサール、アリルアミルグリコレート、アリルシクロヘキ
サンプロピオネート、アルファダマスコン、ベータダマスコン、デルタダマスコン、アン
ブレットリッド、アンブロキサン、アミルシンナミックアルデヒド、アミルシンナミック
アルデヒドジメチルアセタール、アミルバレリアネート、アミルサリシレート、イソアミ
ルアセテート、イソアミルサリシレート、オウランチオール、アセチルユゲノール、バク
ダノール、ベンジルアセテート、ベンジルアルコール、ベンジルサリシレート、ベルガミ
ールアセテート、ボルニルアセテート、ブチルブチレート、パラターシャリーブチルシク
ロヘキサノール、パラターシャリーブチルシクロヘキシルアセテート、オルトターシャリ
ーブチルシクロヘキサノール、ベンツアルデヒド、ベンジルフォーメート、カリオフィレ
ン、カシュメラン、カルボン、セドロアンバー、セドリルアセテート、セドロール、セレ
ストリッド、シンナミックアルコール、シンナミックアルデヒド、シスジャスモン、シト
ラール、シトラールジメチルアセタール、シトラサール、シトロネラール、シトロネロー
ル、シトロネリルアセテート、シトロネリルフォーメート、シトロネリルニトリル、シク
ラセット、シクラメンアルデヒド、シクラプロップ、キャロン、クマリン、シンナミルア
セテート、デルタＣ6～Ｃ13ラクトン、ジメチルベンジルカービノール、ジヒドロジャス
モン、ジヒドロリナロール、ジヒドロミルセノール、ジメトール、ジミルセトール、ジフ
ェニルオキサイド、エチルワニリン、ユゲノール、フルイテート、フェンチールアルコー
ル、フェニルエチルフェニルアセテート、ガラキソリッド、ガンマーＣ6～Ｃ13ラクトン
、α－ピネン、β－ピネン、リモネン、ミルセン、β－カリオフィレン、ゲラニオール、
ゲラニルアセテート、ゲラニルフォーメート、ゲラニルニトリル、ヘディオン、ヘリオナ
ール、ヘリオトロピン、シス－３－ヘキセノール、シス－３－ヘキセニールアセテート、
シス－３－ヘキセニールサリシレート、ヘキシルシンナミックアルデヒド、ヘキシルサリ
シレート、ヒヤシンスジメチルアセタール、ハイドロトロピックアルコール、ヒドロキシ
シトロネラール、インドール、イオノン、イソボルニルアセテート、イソシクロシトラー
ル、イソＥスーパー、イソユゲノール、イソノニルアセテート、イソブチルキノリン、ジ
ャスマール、ジャスモラクトン、ジャスモフィラン、コアボン、リグストラール、リリア
ール、ライムオキサイド、リナロール、リナロールオキサイド、リナリルアセテート、リ
ラール、マンザネート、マイヨール、メンサニールアセテート、メンソネート、メチルア
ンスラニレート、メチルユゲノール、メントール、アルファメチルイオノン、ベータメチ
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ルイオノン、ガンマメチルイオノン、メチルイソユゲノール、メチルラベンダーケトン、
メチルサリシレート、ミューゲアルデヒド、ムゴール、ムスクＴＭ－ＩＩ、ムスク７８１
、ムスクＣ14、ムスコン、シベトン、シクロペンタデカノン、シクロヘキサデセノン、シ
クロペンタデカノリド、アンブレットリド、シクロヘキサデカノリド、１０－オキサヘキ
サデカノリド、１１－オキサヘキサデカノリド、１２－オキサヘキサデカノリド、エチレ
ンブラシレ－ト、エチレンドデカンジオエ－ト、オキサヘキサデセン－２－オン、１４－
メチル－ヘキサデセノリド、１４－メチル－ヘキサデカノリド、ムスクケトン、ムスクチ
ベチン、ノピルアルコ－ル、ノピルアセテ－ト、ネリルアセテ－ト、ネロ－ル、メチルフ
ェニルアセテ－ト、ミラックアルデヒド、ネオベルガメート、オークモスＮｏ．１、オリ
ボン、オキシフェニロン、パラクレジールメチルエーテル、ペンタリッド、フェニルエチ
ルアルコール、フェニルエチルアセテート、アルファピネン、ルバフラン、ローズフェノ
ン、ローズオキサイド、サンダロア、サンデラ、サンタレックス、スチラリールアセテー
ト、スチラリールプロピオネート、ターピネオール、ターピニルアセテート、テトラハイ
ドロリナロール、テトラハイドロリナリールアセテート、テトラハイドロゲラニオール、
テトラハイドロゲラニールアセテート、トナリッド、トラセオライド、トリプラール、チ
モール、ワニリン、ベルドックス、ヤラヤラ、アニス油、ベイ油、ボアドローズ油、カナ
ンガ油、カルダモン油、カシア油、シダーウッド油、オレンジ油、マンダリン油、タンジ
ェリン油、バジル油、ナツメグ油、シトロネラ油、クローブ油、コリアンダー油、エレミ
油、ユーカリ油、フェンネル油、ガルバナム油、ゼラニウム油、ヒバ油、桧油、ジャスミ
ン油、ラバンジン油、ラベンダー油、レモン油、レモングラス油、ライム油、ネロリ油、
オークモス油、オコチア油、パチュリ油、ペパーミント油、ペリラ油、プチグレン油、パ
イン油、ローズ油、ローズマリー油、しょう脳油、芳油、クラリーセージ油、サンダルウ
ッド油、スペアミント油、スパイクラベンダー油、スターアニス油、タイム油、トンカ豆
チンキ、テレピン油、ワニラ豆チンキ、ベチバー油、イランイラン油、グレープフルーツ
油、ゆず油、ベンゾイン、ペルーバルサム、トルーバルサム、チュベローズ油、ムスクチ
ンキ、カストリウムチンキ、シベットチンキ、アンバーグリスチンキ等が挙げられる。
【００５７】
更に、香料の溶剤又は保留剤としては、エタノール、アセチン（トリアセチン）、ＭＭＢ
アセテート（３－メトキシ－３－メチルブチルアセテート）、エチレングリコールジブチ
レート、ヘキシレングリコール、ジブチルセバケート、デルチールエキストラ（イソプロ
ピルミリステート）、メチルカルビトール（ジエチレングリコールモノメチルエーテル）
、カルビトール（ジエチレングリコールモノエチルエーテル）、ＴＥＧ（トリエチレング
リコール）、安息香酸ベンジル、プロピレングリコール、フタル酸ジエチル、トリプロピ
レングリコール、アボリン（ジメチルフタレート）、デルチルプライム（イソプロピルパ
ルミテート）、ジプロピレングリコールＤＰＧ－ＦＣ（ジプロピレングリコール）、ファ
ルネセン、ジオクチルアジペート、トリブチリン（グリセリルトリブタノエート）、ヒド
ロライト－５（１，２－ペンタンジオール）、プロピレングリコールジアセテート、セチ
ルアセテート（ヘキサデシルアセテート）、エチルアビエテート、アバリン（メチルアビ
エテート）、シトロフレックスＡ－２（アセチルトリエチルシトレート）、シトロフレッ
クスＡ－４（トリブチルアセチルシトレート）、シトロフレックスＮｏ．２（トリエチル
シトレート）、シトロフレックスＮｏ．４（トリブチルシトレート）、ドゥラフィックス
（メチルジヒドロアビエテート）、ＭＩＴＤ（イソトリデシルミリステート）、ポリリモ
ネン（リモネンポリマー）、プロピレングリコール、１，３－ブチレングリコール等が挙
げられる。漂白性組成物には、これら溶剤又は保留剤の配合量は、香料組成物中に０．１
～９９質量％配合されるが、好ましくは、１～５０質量％配合される。
【００５８】
また、香料安定化剤としては、ジブチルヒドロキシトルエン、ブチルヒドロキシアニソー
ル、ビタミンＥとその誘導体、カテキン化合物、フラボノイド化合物、ポリフェノール化
合物等が挙げられ、香料組成中に０．０００１～１０質量％配合されるが、好ましくは、
０．００１～５質量％配合される。これらの中で、好ましい安定化剤としては、ジブチル
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ヒドロキシトルエンである。香料組成物とは、前記の香料成分、溶剤、香料安定化剤等か
らなる混合物である。漂白性組成物には、香料組成物が０．００１～２０質量％配合され
るが、好ましくは、０．０１～１０質量％配合される。
【００５９】
（３）色素
組成物の外観を良好にするために、各種色素を用いる事ができる。漂白性組成物に用いら
れる色素としては、染料や顔料が挙げられるが、中でも顔料が好ましく、酸化物など耐酸
化性を有するものが特に好ましい。好ましい化合物としては酸化チタン、酸化鉄、銅フタ
ロシアニン、コバルトフタロシアニン、紺青、シアニンブルー、シアニングリーンなどが
挙げられる。また、これら色素は錯体と一緒に造粒するのが好ましく、この場合、ポリエ
チレングリコール（ＰＥＧ）などのバインダー成分に色素を溶解又は分散したものを用い
るのが好ましい。更に、青み付剤として、群青などの青色顔料を上記（ｅ）成分に含まれ
る硫酸ナトリウムや炭酸ナトリウム、粒状漂白剤組成物などに噴霧して造粒して用いるこ
ともできる。
【００６０】
（４）蛍光剤
蛍光染料として、４，４’－ビス－（２－スルホスチリル）－ビフェニル塩、４，４’－
ビス－（４－クロロ－３－スルホスチリル）－ビフェニル塩、２－（スチリルフェニル）
ナフトチアゾール誘導体、４，４’－ビス（トリアゾール－２－イル）スチルベン誘導体
、ビス（トリアジニルアミノ）スチルベンジルスルホン酸誘導体、ホワイテックスＳＡ（
住友化学社製）、チノパールＣＢＳ（チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）等を含有
することができる。これらの中でもチノパールＣＢＳ、ホワイテックスＳＡが好ましく、
配合量としては、０．１～１質量％が好ましい。これらは単独で用いても、２種以上併用
して用いてもよい。
【００６１】
（５）酵素
酵素（本来的に酵素作用を洗浄工程中になす酵素である）としては、酵素の反応性から分
類すると、ハイドロラーゼ類、オキシドレダクターゼ類、リアーゼ類、トランスフェラー
ゼ類及びイソメラーゼ類を挙げることができるが、本発明にはいずれも適用できる。特に
好ましいのはプロテアーゼ、エステラーゼ、リパーゼ、ヌクレアーゼ、セルラーゼ、アミ
ラーゼ及びペクチナーゼである。プロテアーゼの具体例としては、ペプシン、トリプシン
、キモトリプシン、コラーゲナーゼ、ケラチナーゼ、エラスターゼ、スプチリシン、ＢＰ
Ｎ、パパイン、プロメリン、カルボキシペプチターゼＡ及びＢ、アミノペプチターゼ、ア
スパーギロペプチターゼＡ及びＢであり、市販品として、サビナーゼ、アルカラーゼ（ノ
ボインダストリー社）、ＡＰＩ２１（昭和電工（株））、マクサカル（ギストプロケイデ
ス社）、特開平５－２５４９２号公報記載のプロテアーゼＫ－１４もしくはＫ－１６等を
挙げることができる。エステラーゼの具体例としては、ガストリックリパーゼ、バンクレ
アチックリパーゼ、植物リパーゼ類、ホスホリパーゼ類、コリンエステラーゼ類及びホス
ホターゼ類等を挙げることができる。リパーゼの具体例としては、リポラーゼ（ノボイン
ダストリー社）、リポサム（昭和電工（株））等の市販のリパーゼ等を挙げることができ
る。また、セルラーゼとしては、市販品のセルザイム（ノボインダストリー社）、特開昭
６３－２６４６９９号公報の請求項４記載のセルラーゼ等を挙げることができ、アミラー
ゼとしては、市販のターマミル（ノボインダストリー社）等を挙げることができる。これ
らの中でもターマミル、アルカラーゼがより好ましく、配合量としては、０．１～２質量
％が好ましい。これらは単独で用いても、２種以上併用して用いてもよい。なお、本発明
の組成物が固体状漂白性組成物である場合、酵素は別途安定な粒子として造粒したものを
、洗剤生地（粒子）にドライブレンドした状態で使用することが望ましい。
【００６２】
（６）酵素安定剤
酵素安定剤として、水道水中の塩素を除去するために、亜硫酸ナトリウム、亜硫酸水素ナ
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トリウムのような還元剤、カルシウム塩、マグネシウム塩、ポリオール、ホウ素化合物等
を配合することができる。これらの中では４ホウ酸ナトリウムが好ましく、配合量として
は０．０５～２質量％が好ましい。これらは単独で用いても、２種以上併用して用いても
よい。なお、本発明の組成物が固体状漂白性組成物である場合、亜硫酸ナトリウム、亜硫
酸水素ナトリウム、４ホウ酸ナトリウムは、上記（ｅ）成分に含まれる。
【００６３】
（７）その他のポリマー類
高密度化する場合におけるバインダーや粉末物性剤として、さらには疎水性微粒子に対す
る再汚染防止効果を付与するために、重量平均分子量が２００～２００，０００のポリエ
チレングリコールや重量平均分子量１０００～１０００００のアクリル酸及び／又はマレ
イン酸のポリマー、ポリビニルアルコール等を配合することができる。また、本発明の漂
白性組成物に色移り防止効果を付与するために、ポリビニルピロリドンを配合することが
できる。これらの中では、重量平均分子量１５００～７０００のポリエチレングリコール
が好ましく、配合量としては、０．０５～５質量％が好ましい。これらは単独で用いても
、２種以上併用して用いてもよい。
【００６４】
（８）ケーキング防止剤
ケーキング防止剤として、パラトルエンスルホン酸塩、キシレンスルホン酸塩、酢酸塩、
スルホコハク酸塩、タルク、微粉末シリカ、粘土、酸化マグネシウム等を配合することが
できる。
【００６５】
（９）消泡剤
消泡剤としては、従来より知られている例えばシリコーン／シリカ系のものを挙げること
ができ、この消泡剤は、次に説明する特開平３－１８６３０７号公報４頁左下欄に記載の
方法を用いて製造した消泡剤造粒物としてもよい。まず、日澱化学株式会社製マルトデキ
ストリン（酵素変性デキストリン）１００ｇに消泡成分としてダウコーニング社製シリコ
ーン（コンパウンド型、ＰＳアンチフォーム）を２０ｇ添加し混合し、均質混合物を得る
。次に、得られた均質混合物５０質量％、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ－６０００、
融点５８℃）２５質量％及び中性無水芒硝２５質量％を７０～８０℃で混合後、不二パウ
ダル株式会社製押出し造粒機（型式ＥＸＫＳ－１）により造粒し、造粒物を得る。
【００６６】
更に、一般に衣料用洗浄剤、漂白剤に配合される成分であれば、必要に応じて配合するこ
とができる。
【００６７】
また、本発明の組成物中には、フェノール誘導体の酸化反応によって生成する化合物が０
．０００１～１質量％入ることがある。これら化合物の例としては、ギ酸、酢酸、グリコ
ール酸、プロピオン酸、マロン酸、リンゴ酸、シュウ酸等を挙げることができる。
【００６８】
本発明の漂白性組成物の形態は、上述したように、液体又は粉末，顆粒，タブレット，ブ
リケット，シート又はバーなどの固体であり、より好ましくは粉末である。本発明の漂白
性組成物の調製方法は、特に制限されず、例えば上述したように、必要に応じて上記成分
を適宜造粒したり、複合化する以外は、各形態の常法に準じて調製することができる。ま
た、製品化の際は、それぞれの使い勝手や安定性などを考慮した容器が使用されるが、特
に湿度や光による過酸化物の分解への影響が少ない容器を選ぶことが好ましい。
【００６９】
本発明の漂白性組成物は、その被漂白物、使用方法が特に制限されるものではなく、例え
ば衣類、布巾、シーツ、カーテン等の繊維製品、木材パルプ等の紙製品、食器やガラス、
洗濯槽などの硬表面などに通常の漂白性組成物と同様に使用することによって、これらに
ついたしみ、有機物汚れ、黄ばみ物質、ステイン、カビなどを漂白することができ、特に
本発明の漂白性組成物の場合、希釈液中での過酸化水素の安定性に優れるものであること
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を考慮すれば、組成物が液体漂白性組成物であれば、例えば被漂白物に原液を塗布した後
、組成物の５０～１５００倍容となる水中に浸け置いたり、又は、組成物の５０～１５０
０倍容の希釈液中に被漂白物を浸け置いたり、固体状漂白性組成物であれば、０．０５～
２質量％溶液に被漂白物を浸け置くなどの方法が好適であり、特に浸け置き時間が３０分
～２４時間程度、好ましくは２～２４時間程度の長時間の浸け置きに好適に使用すること
ができる。
【００７０】
【発明の効果】
本発明によれば、長時間浸け置きしても洗液中の過酸化水素の安定性が高く、優れた漂白
力を有する酸素系漂白性組成物が得られる。
【００７１】
【実施例】
以下、実施例及び比較例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明は、これらの
例によって何ら限定されるものではない。なお、各例における％はことわりのないかぎり
いずれも質量％であり、表９に示す各成分の濃度は純分換算、表１０及び表１１は用いた
各成分をそのまま配合した。
【００７２】
［実施例１～２１及び比較例１～１２］
表９～１１の組成に従って、それぞれ液体漂白性組成物、粉末漂白性組成物の常法に準じ
て実施例１～７及び比較例１～６の液体漂白性組成物、実施例８～２１及び比較例７～１
２の粉末漂白性組成物を調製した。各組成物について、下記方法により、漂白力（漂白率
）、過酸化水素残存率を評価した。結果を表９～１１に併記する。なお、表中の略称成分
は、以下の意味を有する。
【００７３】
過酸化水素：三菱瓦斯化学（株）製（純分：３５％、食品添加物規格）
過炭酸ナトリウム：三菱化学（株）製　（有効酸素：１０．９、商品名：ＳＰＣ－Ｚ）
４－メトキシフェノール：川口化学工業（株）製　（製品名：ＭＱ－Ｆ）
４－ヒドロキシ安息香酸：ｐ－ヒドロキシ安息香酸　関東化学（株）製　鹿特級試薬
ジ－ｔ－ブチル－ヒドロキシトルエン：日揮ユニバーサル（株）製　（商品名：ＢＨＴ－
Ｃ）
フェノール：関東化学（株）製　特級試薬
ＨＥＤＰ－Ｈ：１－ヒドロキシエタン－１，１－ジホスホン酸　ＡＬＢＲＩＧＨＴ＆ＷＩ
ＬＳＯＮ社製　（商品名：ＢＲＩＱＵＥＳＴ　ＡＤＰＡ）
ＨＥＤＰ－４Ｎａ：１－ヒドロキシエタン－１，１－ジホスホン酸４ナトリウム　ソルー
シア・ジャパン（株）製　（商品名：デイクエスト２０１６Ｄ）
エチレンジアミンテトラ（メチレンホスホン酸）－Ｎａ：ＡＬＢＲＩＧＨＴ＆ＷＩＬＳＯ
Ｎ社製　（商品名：ＢＲＩＱＵＥＳＴ　４２２）
ＥＤＴＡ－４Ｎａ：ライオン化学（株）製　（商品名：ディゾルビンＮＡ－Ｔ）
トリス（（２－ピリジル）メチル）アミン－マンガン錯体（比較品）：合成法を下記に示
した。
ＴＡＣＮ（比較品）：トリス－μ－オキソ－ビス〔（１，４，７－トリメチル－１，４，
７トリアザシクロノナン）マンガン（ＩＶ）〕ペンタフルオロリン酸塩（Ｊｏｕｒｎａｌ
　ｏｆ　ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　１９９８年　
１１０巻　７３９８～７４１１ページに従って合成を行った）。
ｄ－１８：（Ｎ，Ｎ’－エチレンビス（４－ヒドロキシサリチリデンイミネート））－マ
ンガン錯体。合成法を下記に示した。
ｄ－５：（トリス（サリチリデンイミノエチル）アミン）－マンガン錯体。合成法を下記
に示した。
炭酸ナトリウム：トクヤマ（株）製　（商品名：ソーダ灰デンス）
炭酸水素ナトリウム：無水炭酸水素ナトリウム　関東化学社製　特級試薬
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硫酸ナトリウム：日本化学（株）製　（商品名：中性無水芒硝）
リン酸２水素カリウム：関東化学社製　特級試薬
漂白活性化剤－１：三井化学（株）製　（４－デカノイルオキシ安息香酸）
漂白活性化剤－２：三井化学（株）製　（ドデカノイルオキシベンゼンスルホン酸ナトリ
ウム）
ＰＯＥ－ＡＥ：ライオン化学（株）製　（ノニオン界面活性剤、アルキル鎖長１２～１４
、エチレンオキサイド平均付加モル数が５であり、エチレンオキサイド３～７モル付加体
が全体の９０％のもの。（純分：９０％））
ＬＡＳ－Ｎａ：ライオン（株）製　（直鎖アルキル（Ｃ１０～Ｃ１４）ベンゼンスルホン
酸ナトリウム）
ＬＡＳ－Ｋ：ライオン（株）製　（直鎖アルキル（Ｃ１０～Ｃ１４）ベンゼンスルホン酸
カリウム）
α－ＳＦ－Ｎａ：ライオン（株）製　（炭素鎖長１４～１６　α－スルホ脂肪酸メチルエ
ステルナトリウム）
ＡＯＳ－Ｎａ：ライオン（株）製　（炭素鎖長１４　α－オレフィンスルホン酸ナトリウ
ム）
ＡＯＳ－Ｋ：ライオン（株）製　（炭素鎖長１４～１８　α－オレフィンスルホン酸カリ
ウム）
ＮａＯＨ：鐘淵化学工業（株）製　（商品名：液体苛性ソーダ）
酵素：ノボザイム社製　（商品名：デュラザイム８．０Ｔ）
香料組成物：香料組成物Ａ～Ｄは、表１～７に示す配合にて得られる混合物を用いた。
【００７４】
トリス（（２－ピリジル）メチル）アミン－マンガン錯体の合成
材料として、２－（クロロメチル）ピリジン塩酸塩（シグマアルドリッチ（株）製　試薬
）、２，２’－ジピコリルアミン（東京化成工業（株）製　試薬）、塩化マンガン・４水
和物（関東化学（株）製　試薬）、５．４Ｎ水酸化ナトリウム（水酸化ナトリウム（関東
化学（株）製　試薬）を用いて調製）、ジエチルエーテル（関東化学（株）製　試薬）、
エタノール（甘糟化学産業（株）製　試薬）を用い、特開平１０－１４０１９３号公報実
施例に準じて配位子（トリス（（２－ピリジル）メチル）アミン）を合成した。
得られた配位子の結晶１．０g（０．００３ｍｏｌ）をエタノール１００ｍｌに溶解し、
この溶液に塩化マンガン・４水和物０．６８ｇ（０．００３ｍｏｌ）を室温下で添加した
。減圧下エタノールを約５０ｍｌになるまで濃縮した後、５℃下で２４時間放置した。析
出した結晶をろ別し（トリス（（２－ピリジル）メチル）アミン－マンガン錯体（比較品
）の結晶１．１ｇを得た。
【００７５】
ｄ－１８：（Ｎ，Ｎ’－エチレンビス（４－ヒドロキシサリチリデンイミネート））－マ
ンガン錯体の合成
材料として、エチレンジアミン（東京化成工業（株）製　試薬）、２，４－ジヒドロキシ
ベンズアルデヒド（関東化学（株）製　試薬）、塩化マンガン・４水和物（関東化学（株
）製　試薬）、メタノール（関東化学（株）製　試薬）、エタノール（甘糟化学産業（株
）製　試薬）を用い、以下の方法で合成を行った。エチレンジアミン３０．１ｇ（０．５
０１ｍｏｌ）を反応容器に入れメタノール３００ｍｌで溶解し、０℃に冷却した。これに
２，４－ジヒドロキシベンズアルデヒド１３８．１ｇ（１．０００ｍｏｌ）をメタノール
１００ｍｌで溶解した溶液を１時間かけて滴下した。滴下終了後さらに０℃で１時間攪拌
した。攪拌終了後、０℃で３時間放置後、析出した黄色の結晶を桐山ロートを用いてろ過
した。得られた結晶を５００ｍｌのエタノールで再結晶を行ない精製しＮ，Ｎ’－エチレ
ンビス（４－ヒドロキシサリチリデンイミネート）の結晶１３５ｇを得た。上記で得られ
たＮ，Ｎ’－エチレンビス（４－ヒドロキシサリチリデンイミネート）の結晶１．０ｇ（
０．００３ｍｏｌ）をエタノール１００ｍｌに溶解し、この溶液に塩化マンガン・４水和
物０．６６ｇ（０．００３ｍｏｌ）を室温下で添加した。減圧下エタノールを約５０ｍｌ
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になるまで濃縮した後、５℃下で２４時間放置した。析出した茶色の結晶をろ別し（Ｎ，
Ｎ’－エチレンビス（４－ヒドロキシサリチリデンイミネート））－マンガン錯体（ｄ－
１８）の結晶１．０ｇを得た。
【００７６】
ｄ－５：（トリス（サリチリデンイミノエチル）アミン）－マンガン錯体の合成
材料としてトリス（２－アミノエチル）アミン（東京化成工業（株）製　試薬）、サリチ
ルアルデヒド（東京化成工業（株）　試薬）、塩化マンガン・４水和物（関東化学（株）
製　試薬）、メタノール（関東化学（株）製　試薬）、エタノール（甘糟化学産業（株）
製　試薬）を用い、以下の方法で合成を行った。
トリス（２－アミノエチル）アミン４８．７ｇ（０．３３３ｍｏｌ）を反応容器に入れメ
タノール３００ｍｌで溶解し、０℃に冷却した。これにサリチルアルデヒド１２１．９ｇ
（０．９９８ｍｏｌ）をメタノール１００ｍｌで溶解した溶液を１時間かけて滴下した。
滴下終了後さらに０℃で１時間攪拌した。攪拌終了後、０℃で３時間放置後、析出した黄
色の結晶を桐山ロートを用いてろ過した。得られた結晶を５００ｍｌのエタノールで再結
晶を行ない精製しトリス（サリチリデンイミノエチル）アミンの結晶１４３ｇを得た。
上記で得られたトリス（サリチリデンイミノエチル）アミンの結晶１．０ｇ（０．００２
ｍｏＬ）をエタノール１００ｍｌに溶解し、この溶液に塩化マンガン・４水和物０．４３
ｇ（０．００２ｍｏｌ）を室温下で添加した。減圧下エタノールを約５０ｍｌになるまで
濃縮した後、５℃下で２４時間放置した。析出した深緑色の結晶をろ別し（トリス（サリ
チリデンイミノエチル）アミン）－マンガン錯体（ｄ－５）の結晶１．１ｇを得た。
【００７７】
【表１】
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【００７８】
【表２】
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【００７９】
【表３】
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【００８０】
【表４】
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【００８１】
【表５】
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【００８２】
【表６】
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【００８３】
【表７】
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【００８４】
用いた各ラジカルトラップ剤の酸化還元電位と疎水性パラメーターｌｏｇＰ値を表８に示
す。
【００８５】
【表８】

【００８６】
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（Ｉ）紅茶汚染布の調製
日東紅茶（黄色パッケージ）８４ｇを４Ｌの水道水にて１５分間煮沸した後、糊抜きした
サラシ木綿でこし、この液に３５×３５ｃｍの平織り木綿布（＃１００）１２０ｇを浸し
、１５分間煮沸した。そのまま火よりおろし、２時間放置後、自然乾燥させ、洗液に色の
付かなくなるまで水道水で洗い、脱水し、プレスした後、５×５ｃｍの試験片とし、実験
に供した。
【００８７】
（ＩＩ）人工鉄水の作成
鉄くぎ（ＪＩＳ　Ａ５５０８　Ｎ７５）４ｋｇを表面の油がとれるまで市販の台所用洗剤
（ライオン社製　商品名：ママレモン）で十分洗い、泡が消えるまですすいだ後、水道水
１８Ｌに入れ、１２０時間放置した後、くぎを取り除き、オルトフェナントロリン法によ
り鉄の濃度を測定し、実験に供した。（鉄分濃度：８８．３ｐｐｍ）
【００８８】
（ＩＩＩ）漂白率
上記で得られた汚染布５枚を用いて、以下の漂白率の試験を行った。なお、表９に示す液
体漂白性組成物については、塗布つけ置き漂白率を、表１０及び１１に示す粉末漂白性組
成物は、つけ置き漂白率を試験した。
【００８９】
塗布つけ置き漂白率は、各汚染布に表９に示す液体漂白性組成物を１ｍｌずつ塗布し、５
分間放置した後、５００ｍｌの市販洗剤溶液（０．３質量％、脱イオン水及び人工鉄水を
使用し、塩化カルシウムを用いて３°ＤＨ硬水に調整）を注ぎ入れ、つけ置き６時間を行
った後、水道水すすぎ２分間、脱水１分間を行い、２５℃で１２時間風乾した。（市販洗
剤：Ｎｅｗトップ、ライオン（株）製）
【００９０】
つけ置き漂白率は、表１０及び１１に示す粉末漂白性組成物が０．５質量％濃度（脱イオ
ン水及び人工鉄水を使用し、塩化カルシウムを用いて３°ＤＨ硬水に調整）の試験溶液２
００ｍｌを調製し、つけ置き６時間を行った後、水道水すすぎ２分間、脱水１分間を行い
、２５℃で１２時間風乾した。
【００９１】
なお、塗布つけ置き及びつけ置きの処理条件は以下の通りである。
つけ置き温度；２５℃、鉄分濃度：２ｐｐｍ
【００９２】
原布及び洗浄前後の反射率は、日本電色工業（株）製、ＮＤＲ－１０１ＤＰで４６０ｎｍ
のフィルターを使用して測定し、次式により洗浄漂白率を求め、漂白性能の評価を行った
。漂白率は、５枚の汚染布に対する漂白率の平均値を求め、下記基準で評価した。結果を
表９～１１に示した。
【００９３】
基準組成（２５℃、３°ＤＨ、鉄分なし、６時間つけ置き）
塗布つけ置きの場合：過酸化水素５％（ｐＨ＝６）（漂白率５５％）
つけ置きの場合：過炭酸ナトリウム５０％、（漂白率４５％）
【００９４】
【数２】

【００９５】
×：基準組成に比べて漂白率が低い
△：基準組成に比べて漂白率が同等以上、０％以上＋５％未満
○：基準組成に比べて漂白率が高く、＋５％以上１０％未満
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◎：基準組成に比べて漂白率が著しく高く、＋１０％以上
【００９６】
（ＩＶ）過酸化水素残存率の測定
表９に示す液体漂白性組成物については、２ｍｌを２００ｍｌの市販洗剤溶液（０．３質
量％、脱イオン水及び人工鉄水を使用し、塩化カルシウムを用いて３°ＤＨ硬水に調整）
に溶解し、過酸化水素の残存率の測定を行った。（市販洗剤：Ｎｅｗトップ、ライオン（
株）製）
【００９７】
表１０及び１１に示す粉末漂白性組成物が０．５質量％濃度（脱イオン水及び人工鉄水を
使用し、塩化カルシウムを用いて３°ＤＨ硬水に調整）の試験溶液２００ｍｌを調製し、
過酸化水素の残存率の測定を行った。
【００９８】
液体漂白性組成物及び粉末漂白性組成物の処理条件は以下の通りである。
処理温度；２５℃、鉄分濃度：２ｐｐｍ
【００９９】
４時間後の過酸化水素の残存量をヨードメトリー法により測定し、以下の式により過酸化
水素残存率を算出し、下記基準で評価した結果を表９～１１に示した。
【０１００】
【数３】

【０１０１】
×：過酸化水素残存率が５０％未満
△：過酸化水素残存率が５０％以上７０％未満
○：過酸化水素残存率が７０％以上９０％未満
◎：過酸化水素残存率が９０％以上
【０１０２】
【表９】
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【０１０３】
【表１０】
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【０１０４】
【表１１】
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【０１０５】
［実験例］
（Ｉ）漂白活性化触媒／ラジカルトラップ剤含有造粒物の調製
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上記実施例に使用したラジカルトラップ剤と漂白活性化触媒（（トリス（サリチリデンイ
ミノエチル）アミン）－マンガン錯体）をポリエチレングリコール（重量平均分子量６０
００、融点５８℃）を用いて造粒した。即ち、表１２の組成となるように、６０℃で融解
したポリエチレングリコールに、ラジカルトラップ剤、漂白活性化触媒を溶解、均一に分
散し、必要に応じてアニオン界面活性剤（アルキル鎖長１４、ＡＯＳ－Ｎａ）と混合した
後、常法に準じて粉砕造粒を行った。
【０１０６】
実験に用いたラジカルトラップ剤及び造粒物（漂白活性化触媒／ラジカルトラップ剤含有
造粒物）の略称と混合割合を表１２に示す。なお、平均粒径は、ふるいを用いて粒度分布
を求め、算出した。
【０１０７】
【表１２】

【０１０８】
（ＩＩ）貯蔵後の過炭酸ナトリウムの安定性
容量２０ｍｌのねじ口瓶に過炭酸ナトリウム１．２５ｇ、漂白活性化触媒／ラジカルトラ
ップ剤含有造粒物０．１０ｇ（ｂ－１、ｂ－２及びｂ－３についてはラジカルトラップ剤
０．０２ｇ、漂白活性化触媒（（トリス（サリチリデンイミノエチル）アミン）－マンガ
ン錯体）０．０１ｇ、ＨＥＤＰ－４Ｎａ０．０２５ｇを入れ、炭酸ナトリウムを加えて全
体を２．５０ｇにした後、キャップをしめ、全体が均一になるように振り混ぜ、２５℃で
２週間保存した後、ヨードメトリー法により、残存過酸化水素量を測定し、以下の式によ
り過炭酸ナトリウムの安定性を算出した。結果を表１３に示す。
【０１０９】
【数４】

【０１１０】
（ＩＩＩ）漂白活性化触媒／ラジカルトラップ剤含有造粒物の溶解性
５００ｍｌ容のビーカーに２５℃の水道水５００ｇを取り、過炭酸ナトリウム、炭酸ナト
リウムを各１．２５ｇ溶解した後、漂白活性化触媒／ラジカルトラップ剤含有造粒物０．
１０ｇを入れ、目視により造粒物が溶解及び均一に分散するまでの時間を測定し、下記基
準で評価した。結果を表１３に示す。
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【０１１１】
○：溶解及び均一に分散するまでの時間が３分未満
△：溶解及び均一に分散するまでの時間が３分以上７分未満
×：溶解及び均一に分散するまでの時間が７分以上
【０１１２】
【表１３】
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