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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）少なくとも１種の脂肪族ポリイソシアネートと少なくとも１種の芳香族ポリイソシ
アネートとの混合物であって、両方が少なくとも２つのイソシアネート官能基を有する混
合物を、香料に溶解させて溶液を形成する工程；
　ｂ）工程ａ）において得られた該溶液に、乳化剤またはコロイド安定化剤の水溶液を加
える工程；
　ｃ）工程ｂ）において得られた該混合物にポリアミンを加えて、該ポリイソシアネート
を有するポリ尿素壁を形成し、それによってマイクロカプセルスラリーを形成する工程；
を含む、ポリ尿素マイクロカプセルの製造方法であって、
該脂肪族ポリイソシアネートおよび該芳香族ポリイソシアネートが、それぞれモル比８０
：２０～１０：９０の範囲で使用され；
前記芳香族ポリイソシアネートが、トルエンジイソシアネートのポリイソシアヌレート、
トルエンジイソシアネートのトリメチロールプロパン付加物、およびキシリレンジイソシ
アネートのトリメチロールプロパン付加物からなる群より選択され；かつ
前記脂肪族ポリイソシアネートが、ヘキサメチレンジイソシアネートの三量体、イソホロ
ンジイソシアネートの三量体、およびヘキサメチレンジイソシアネートのビウレットから
なる群より選択されることを特徴とする前記製造方法。
【請求項２】
　前記マイクロカプセルスラリーを、噴霧乾燥で乾燥させて、ポリ尿素マイクロカプセル
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粉末を形成することを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　２５～６０％の量の香料を使用し、これらの百分率が、前記得られたマイクロカプセル
スラリーの総質量に対する質量によって定義されることを特徴とする、請求項１または２
に記載の方法。
【請求項４】
　脂肪族ポリイソシアネートおよび芳香族ポリイソシアネートの前記混合物が、ヘキサメ
チレンジイソシアネートのビウレットとキシリレンジイソシアネートのトリメチロールプ
ロパン付加物との混合物であることを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項５】
　前記脂肪族ポリイソシアネートおよび前記芳香族ポリイソシアネートが、それぞれモル
比６０：４０～２０：８０において使用されることを特徴とする、請求項１～４のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記ポリイソシアネート混合物が、工程ａ）において得られた前記溶液の総質量に対し
て２～２０質量％の量において使用されることを特徴とする、請求項１～５のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項７】
　前記コロイド安定化剤が、ポリビニルアルコール、セルロース誘導体、ポリエチレンオ
キシド、ポリエチレンオキシドとポリエチレンもしくはポリプロピレンオキシドとのコポ
リマー、アクリルアミドとアクリル酸とのコポリマー、カチオン性ポリマー、あるいはそ
れらの混合物であることを特徴とする、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記ポリアミンが、水溶性グアニジン塩、グアニジン、トリス－（２－アミノエチル）
アミン、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラキス（３－アミノプロピル）－１，４－ブタンジア
ミン、およびＮ，Ｎ’－ビス（３－アミノプロピル）－エチレンジアミンからなる群より
選択されることを特徴とする、請求項１～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　－　少なくとも１種のポリイソシアネートと少なくとも１種のポリアミンとの重合の反
応生成物を含むポリ尿素壁；
　－　コロイド安定化剤または乳化剤；および
　－　封入された香料；
を含むポリ尿素マイクロカプセルであって、
該ポリイソシアネートが、それぞれモル比８０：２０～１０：９０における、少なくとも
１種の脂肪族ポリイソシアネートと少なくとも１種の芳香族ポリイソシアネートとの混合
物の形態であり、該芳香族ポリイソシアネートおよび該脂肪族ポリイソシアネートの両方
が少なくとも２つのイソシアネート官能基を有し；
前記芳香族ポリイソシアネートが、トルエンジイソシアネートのポリイソシアヌレート、
トルエンジイソシアネートのトリメチロールプロパン付加物、およびキシリレンジイソシ
アネートのトリメチロールプロパン付加物からなる群より選択され；かつ
前記脂肪族ポリイソシアネートが、ヘキサメチレンジイソシアネートの三量体、イソホロ
ンジイソシアネートの三量体、およびヘキサメチレンジイソシアネートのビウレットから
なる群より選択されることを特徴とする、前記ポリ尿素マイクロカプセル。
【請求項１０】
　請求項９において定義されるようなマイクロカプセルを含む消費者製品。
【請求項１１】
　シャンプー、ヘアコンディショナー、石鹸、ボディウォッシュまたは別の衛生製品、美
容製造物、ボディローション、防臭剤または制汗剤、香料、アフターシェーブローション
、オーデコロン、固体洗剤または液体洗剤、万能クリーナー、布地用柔軟剤またはリフレ
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ッシャー、アイロンかけ用の水または洗剤、柔軟剤、あるいはドライヤーシートの形態の
、請求項１０に記載の消費者製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ホームケア製品またはパーソナルケア製品において使用可能な、ポリ尿素壁
を有する香料含有マイクロカプセルの製造方法、ならびにマイクロカプセルそれ自体、お
よびこれらのマイクロカプセルを含む消費者製品に関する。
【０００２】
　本発明の方法は、特定の相対濃度における芳香族ポリイソシアネートと脂肪族ポリイソ
シアネートとの組み合わせを使用する。
【０００３】
　香料産業が直面している問題の１つは、発香性化合物によって提供される嗅覚的恩恵が
、それらの揮発性、特に「トップノート」の揮発性のために比較的速く失われるというこ
とである。一般的に、制御された方法においてその芳香を放出するための送達系、例えば
香料を含有するカプセル、を使用することによりこの問題に取り組んでいる。
【０００４】
　ポリイソシアネートとポリアミンとの重合によって形成されたポリ尿素カプセルは、香
料を含む様々な分野において使用されている周知のカプセルである。しかしながら、その
ような送達系は、上記の送達系に対して非常に攻撃的な、界面活性剤ベースの製品、例え
ば、洗剤または布地用柔軟剤、に組み入れられた場合、安定性が問題となり得る。
【０００５】
　良好な安定性と良好な嗅覚的性能の両方を有するカプセルを製造することは特に困難で
ある。香料保持能力、したがって揮発性成分の損失を避けるカプセルの能力は、特に、製
品基材中におけるカプセルの安定性に依存している。一方で、着香された製品を使用する
消費者によって知覚される快楽作用、したがってそのような製品の品質の知覚は、当該カ
プセルの嗅覚的性能に依存する。特に、製品基材中において良好な安定性を有するカプセ
ルが、自動的に良好な嗅覚的性能を有するわけではない。したがって、良好な安定性およ
び良好な嗅覚的性能の両方を有するカプセルを提供することが望ましい。
【０００６】
　いくつかの先行技術の文献は、ポリ尿素マイクロカプセルの安定性の問題を取り扱って
いる。
【０００７】
　これは、例えば、米国特許第３，８８６，０８５号の場合であり、当該特許では、遊離
イソシアネート基を有するポリイソシアネート付加物ならびにポリアミンまたは遊離アミ
ノ基を有するポリアミン付加物を用いた、微細油滴のマイクロカプセルの製造方法につい
て開示されている。使用可能なポリイソシアネート付加物の中で特に、芳香族のものにつ
いて言及されている。当該特許によれば、そのような方法により、香料が当該カプセルの
壁またはシェルを通って放出されることなく長期間保存され得る、香料を封入するカプセ
ル（すなわち、安定なカプセル）が製造される。しかしながら、当該カプセルは、具体的
には、紙への適用のために設計されている。着香された製品、例えば、ホームケア製品お
よびパーソナルケア製品、における界面活性剤の存在は、これらの製品基材を、それらの
中に組み入れられたカプセルに対して非常に攻撃的にするため、当該カプセルの保存安定
性に対して非常に悪い影響を及ぼすということは周知である。そのような攻撃的な状態は
、当該カプセルが紙に適用された場合には存在しないため、紙に適用されたカプセルの安
定性を、表面活性剤を含有する媒体、例えば着香された製品、でのマイクロカプセルの安
定性と比較することはできない。その上、カプセルの嗅覚的性能の問題は、この文献では
取り扱われてはいない。
【０００８】
　米国特許第４，６６８，５８０号には、脂肪族および芳香族の様々なポリイソシアネー
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トを使用可能な、ポリ尿素マイクロカプセルの製造方法について記載されている。この文
献の実施例３では、９０％のビウレット化されたヘキサメチレン－ジイソシアネートと１
０％のカルボジイミド変性ポリメチレンポリフェニルジイソシアネートとからなるポリイ
ソシアネートの混合物が使用されている。この文献は、有機液体とそれらに不溶性のポリ
イソシアネートとを含む「不均一」有機相を有するカプセルを提供する問題を取り扱って
いる。香料の分野におけるこの技術の適用は、この文献において想定されておらず、また
提案もされていない。したがって、香料カプセルの貯蔵安定性と良好な嗅覚的性能の両方
を組み合わせる問題は、この文献では取り扱われていない。
【０００９】
　本発明は、ポリ尿素マイクロカプセルの新規の製造方法を提供する。当該方法は、有利
には、非常に安定で同時に良好な嗅覚的性能を有するカプセルを提供する問題を解決する
。この問題の本解決策は、いかなる先行技術の文献にも記載されておらず、提案もされて
いない。
【００１０】
　本発明は、香料を封入するポリ尿素マイクロカプセルを製造する方法に関する。本発明
は、カプセルそれ自体、ならびに賦香組成物およびそれらを含有する着香された物品に関
する。
【００１１】
　本発明の目的の１つは、
ａ）少なくとも１種の脂肪族ポリイソシアネートと少なくとも１種の芳香族ポリイソシア
ネートとの混合物であって、両方が少なくとも２つのイソシアネート官能基を有する混合
物を香料に溶解させて溶液を形成する工程；
ｂ）工程ａ）において得られた当該混合物に、乳化剤またはコロイド安定化剤の水溶液を
加える工程；
ｃ）工程ｂ）において得られた当該混合物にポリアミンを加えて、ポリイソシアネートを
含むポリ尿素壁を形成し、それによってマイクロカプセルスラリーを形成する工程；
を含む、ポリ尿素マイクロカプセルの製造方法であって、当該脂肪族ポリイソシアネート
および当該芳香族ポリイソシアネートが、それぞれモル比８０：２０～１０：９０におい
て使用されることを特徴とする、方法である。
【００１２】
　工程ａ）においてポリイソシアネートを溶解させた香料は、単独の賦香成分、または賦
香組成物の形態における成分の混合物であり得る。任意の賦香成分または組成物を使用す
ることができる。そのような賦香成分の具体例は、現時点での文献、例えば、Ｐｅｒｆｕ
ｍｅ　ａｎｄ　Ｆｌａｖｏｕｒ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，１９６９（ａｎｄ　ｌａｔｅｒ　
ｅｄｉｔｉｏｎｓ），ｂｙ　Ｓ．Ａｒｃｔａｎｄｅｒ，Ｍｏｎｔｃｌａｉｒ　Ｎ．Ｊ．（
ＵＳＡ）、並びに香料産業に関連する多くの特許および他の文献に見出すことができる。
それらは、賦香消費者製品の当業者、すなわち、消費者製品に心地よい香気を付与する当
業者には周知である。
【００１３】
　賦香成分は、香料産業において現時点で使用されている溶媒に溶解させることができる
。当該溶媒は、好ましくはアルコールではない。そのような溶媒の例として、ジエチルフ
タレート、イソプロピルミリステート、Ａｂａｌｙｎ（登録商標）（ロジン樹脂、Ｅａｓ
ｔｍａｎから入手可能）、安息香酸ベンジル、エチルシトレート、リモネンまたは他のテ
ルペン、あるいはイソパラフィンが挙げられる。好ましくは、当該溶媒は、例えばＡｂａ
ｌｙｎ（登録商標）のように、非常に疎水性で、かつ高度に立体障害性である。好ましく
は、当該香料は、３０％未満の溶媒を含む。より好ましくは、当該香料は、２０％未満の
、さらにより好ましくは１０％未満の溶媒を含み、これらすべての百分率は、香料の総質
量に対する質量によって定義される。最も好ましくは、当該香料は、実質的に溶媒を含ま
ない。
【００１４】
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　本発明の好ましい実施形態により、本発明の方法において使用される香料は、それ自体
の質量の１０％未満の第一級アルコール、それ自体の質量の１５％未満の第二級アルコー
ル、およびそれ自体の質量の２０％未満の第三級アルコールを含有する。好ましくは、本
発明の方法において使用される香料は、いかなる第一級アルコールも含有せず、かつ１５
％未満の第二級および第三級アルコールを含有する。
【００１５】
　本発明の別の好ましい実施態様により、本発明の方法において２５～６０％の量の香料
が使用され、これらの百分率は、得られたマイクロカプセルスラリーの総質量に対する質
量によって定義される。
【００１６】
　本発明の方法において使用されるポリイソシアネートは、少なくとも２つのイソシアネ
ート基を有する。好ましくは、当該イソシアネートは、少なくとも３つのイソシアネート
基を含有する。官能基のこれらの数に従って、カプセル壁の最適な細網化または網目構造
が達成され、その結果、芳香の長期間の持続放出ならびに消費者製品中における良好な安
定性を示すマイクロカプセルが提供される。
【００１７】
　低揮発性のポリイソシアネートは、その低毒性ゆえに好ましい。
【００１８】
　用語「芳香族ポリイソシアネート」は、ここでは、芳香族部分を有する任意のポリイソ
シアネートを包含することを意味する。好ましくは、当該ポリイソシアネートは、フェニ
ル、トルイル、キシリル、ナフチル、またはジフェニル部分、より好ましくはトルイルま
たはキシリル部分を有する。好ましい芳香族ポリイソシアネートは、ビウレットおよびポ
リイソシアヌレートであり、より好ましくは、上記に列記された特定の芳香族部分のうち
の１つを有する。より好ましくは、当該芳香族ポリイソシアネートは、トルエンジイソシ
アネートのポリイソシアヌレート（商標Ｄｅｓｍｏｄｕｒ（登録商標）　ＲＣでＢａｙｅ
ｒから市販されている）、トルエンジイソシアネートのトリメチロールプロパン付加物（
商標Ｄｅｓｍｏｄｕｒ（登録商標）　Ｌ７５でＢａｙｅｒから市販されている）、キシリ
レンジイソシアネートのトリメチロールプロパン付加物（商標Ｔａｋｅｎａｔｅ（登録商
標）　Ｄ－１１０ＮでＭｉｔｓｕｉ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓから市販されている）である。
これらの好ましい芳香族ポリイソシアネートの化学構造を図１に表す。最も好ましい実施
形態において、芳香族ポリイソシアネートは、キシリレンジイソシアネートのトリメチロ
ールプロパン付加物である。
【００１９】
　用語「脂肪族ポリイソシアネート」は、いかなる芳香族部分も有さないポリイソシアネ
ートとして定義される。好ましい脂肪族ポリイソシアネートは、ヘキサメチレンジイソシ
アネートの三量体、イソホロンジイソシアネートの三量体、ヘキサメチレンジイソシアネ
ートのトリメチロールプロパン付加物（Ｍｉｔｓｕｉ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓから入手可能
）、またはヘキサメチレンジイソシアネートのビウレット（商標Ｄｅｓｍｏｄｕｒ（登録
商標）　Ｎ　１００でＢａｙｅｒから市販されている）であり、これらの中でも、ヘキサ
メチレンジイソシアネートのビウレットはさらにより好ましい。この好ましい脂肪族ポリ
イソシアネートの化学構造を図１に表す。
【００２０】
　少なくとも１種の脂肪族ポリイソシアネートと少なくとも１種の芳香族ポリイソシアネ
ートとの好ましい特定の混合物の例として、ヘキサメチレンジイソシアネートのビウレッ
トとキシリレンジイソシアネートのトリメチロールプロパン－付加物との混合物、ヘキサ
メチレンジイソシアネートのビウレットとトルエンジイソシアネートのポリイソシアヌレ
ートとの混合物、およびヘキサメチレンジイソシアネートのビウレットとトルエンジイソ
シアネートのトリメチロールプロパン付加物との混合物が挙げられる。ヘキサメチレンジ
イソシアネートのビウレットとキシリレンジイソシアネートのトリメチロールプロパン付
加物との混合物が最も好ましい。
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【００２１】
　好ましい実施形態において、当該少なくとも１種の脂肪族ポリイソシアネートおよび当
該少なくとも１種の芳香族ポリイソシアネートは、それぞれモル比７５：２５～２０：８
０、より好ましくは６０：４０～２０：８０、さらにより好ましくは６０：４０～３０：
７０、最も好ましくは４５：５５～３０：７０において使用される。
【００２２】
　好ましくは、当該ポリイソシアネート混合物は、工程ａ）において得られた溶液の総質
量に対して２～２０質量％の量において加えられる。
【００２３】
　本発明の方法の工程ｂ）において、乳化剤またはコロイド安定化剤の水溶液が、工程ａ
）の混合物に加えられる。好ましい実施形態において、分散液またはエマルションが形成
され、この場合、工程ａ）において得られた混合物の液滴が、当該乳化剤またはエマルシ
ョンの水溶液全体に分散される。本発明の目的のために、エマルションは、乳化剤による
油滴の安定化によって特徴付けられ、一方、分散液は、油滴がコロイド安定化剤によって
安定化されている。当該分散液またはエマルションは、高剪断混合によって製造し、所望
の液滴サイズに調節することができる。液滴サイズは、光散乱測定または顕微鏡により確
認することができる。好ましくは、コロイド安定化剤の水溶液が使用され、したがって分
散液が形成される。
【００２４】
　コロイド安定化剤の例として、ポリビニルアルコール、セルロース誘導体、例えば、ヒ
ドロキシエチルセルロース、ポリエチレンオキシド、ポリエチレンオキシドとポリエチレ
ンまたはポリプロピレンオキシドとのコポリマー、アクリルアミドとアクリル酸とのコポ
リマー、あるいは、カチオン性ポリマー、例えば、ビニルピロリドンと四級化ビニルイミ
ダゾルとのカチオン性コポリマー、例えば、商標Ｌｕｖｉｑｕａｔ（登録商標）で販売さ
れているもの（ＢＡＳＦから市販されている）が挙げられる。好ましくは、当該コロイド
安定化剤は、ポリビニルアルコールまたはカチオン性ポリマーであり、これは、ビニルピ
ロリドンと四級化ビニルイミダゾルとのコポリマーまたはそれらの混合物である。
【００２５】
　乳化剤の例として、アニオン性界面活性剤、例えば、ナトリウムドデシルスルフェート
またはＳｔｅｐａｎｔｅｘ（登録商標）（Ｓｔｅｐａｎから市販されている）、非イオン
性界面活性剤、例えば、ポリエチレンオキシドとポリエチレンまたはポリプロピレンオキ
シドとのジブロックコポリマーが挙げられる。
【００２６】
　本発明の方法の工程ｃ）において、ポリアミンが加えられる。マイクロカプセルのポリ
尿素壁は、工程ａ）において溶解されたポリイソシアネートと、工程ｃ）において加えら
れたポリアミンとの間の界面重合の結果である。
【００２７】
　本発明の目的のために、当該ポリアミンは、単独で使用され得る、またはグリセリンと
混和され得る。
【００２８】
　好ましくは、上記ポリアミンは、１，２－ジアミノプロパン、１，２－ジアミノエタン
、ジエチレントリアミン、水溶性グアニジン塩およびグアニジン、トリス－（２－アミノ
エチル）アミン、Ｎ，Ｎ’－ビス（３－アミノプロピル）－エチレンジアミン、ならびに
Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラキス（３－アミノプロピル）－１，４－ブタンジアミンから
なる群より選択される。これらの好ましいポリアミンの化学構造を図１に表す。
【００２９】
　より好ましくは、当該ポリアミンは、水溶性グアニジン塩およびグアニジン、トリス－
（２－アミノエチル）アミン、Ｎ，Ｎ’－ビス（３－アミノプロピル）エチレンジアミン
、ならびにＮ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラキス（３－アミノプロピル）－１，４－ブタンジ
アミンからなる群より選択される。最も好ましくは、当該ポリアミンは、グアニジン、水
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溶性グアニジン塩、およびＮ，Ｎ’－ビス（３－アミノプロピル）エチレンジアミンから
選択される。「水溶性グアニジン塩」は、水に可溶な塩であってグアニジンと酸との反応
から得られる塩を意味する。そのような塩の一例として、炭酸グアニジンが挙げられる。
【００３０】
　使用されるポリアミンの量は、典型的には、工程ａ）の香料に溶解されたイソシアネー
ト基の各モルに対して、工程ｃ）において０．５～３モルのアミン基が加えられるように
調節される。好ましくは、工程ａ）において香料に溶解されたイソシアネート基の各モル
に対して、工程ｃ）において、１～３、より好ましくは１～２モルのアミン基が加えられ
る。
【００３１】
　ポリイソシアネートとポリアミンとの重合を誘起するのに、特に何もする必要はない。
当該反応は、ポリアミンを加えた途端に開始する。好ましくは、当該反応は、２～１５時
間、より好ましくは２～１０時間維持される。
【００３２】
　カプセルが布地または髪に置かれると芳香の満足のいく放出を達成する一方で、製品基
材において所望の安定性を示す（例えば、消費者製品の界面活性剤による香料の抽出を効
果的に打ち消す）、放出と保持との精密なバランスの取れたマイクロカプセルを得る上で
、ポリ尿素壁の特定の組成物が重要である。したがって、上記において言及されたものの
中からポリアミンおよびポリイソシアネートを選択することにより、カプセルの特性およ
び安定性の微調整が可能となる。
【００３３】
　任意選択による本発明の方法の工程において、マイクロカプセルをスラリーから単離し
てもよい。別の任意選択による工程において、マイクロカプセルスラリーを一般的に既知
の方法において乾燥させ、ポリ尿素マイクロカプセル粉末を形成してもよい。当業者に既
知の任意の乾燥方法を使用することができ、特に、マイクロカプセル粉末を提供するため
にスラリーを噴霧乾燥してもよい。
【００３４】
　上記において説明した実施形態のうちのいずれかによる方法によって得られるマイクロ
カプセルも、本発明の目的である。したがって、本発明は、
　－　少なくとも１種のポリイソシアネートと少なくとも１種のポリアミンとの重合の反
応生成物を含むポリ尿素壁；
　－　コロイド安定化剤または乳化剤；および
　－　封入された香料；
を含むマイクロカプセルであって、当該ポリイソシアネートが、それぞれモル比８０：２
０～１０：９０における少なくとも１種の脂肪族ポリイソシアネートと少なくとも１種の
芳香族ポリイソシアネートとの混合物の形態であり、当該芳香族ポリイソシアネートおよ
び脂肪族ポリイソシアネートの両方が少なくとも２つのイソシアネート官能基を有するこ
とを特徴とする、マイクロカプセルを提供する。
【００３５】
　好ましい実施形態により、当該ポリ尿素壁は、少なくとも１種のポリイソシアネートと
少なくとも１種のポリアミンとの重合の反応生成物である。
【００３６】
　得られたマイクロカプセルは、１～５０μｍ、好ましくは５～３５μｍ、より好ましく
は５～２０μｍの平均直径（ｄ（ｖ、０．５））を有する。本文脈において、「平均直径
」は、算術平均を意味する。本発明者らは、このサイズのマイクロカプセルにより、標的
表面、例えば、布地、髪、または肌、へのマイクロカプセルの最適な被着および／または
付着が得られることを見出した。
【００３７】
　ポリイソシアネート混合物、香料、コロイド安定化剤もしくは乳化剤、およびポリアミ
ン、ならびにこれらの構成成分のそれぞれの量は、マイクロカプセルの製造方法に関連す
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る任意の実施形態において、上記において定義された通りである。
【００３８】
　本発明のマイクロカプセルは、有利には、封入された香料の制御放出のために使用する
ことができる。したがって、これらのマイクロカプセルが、着香される消費者製品中に賦
香成分として含まれることは特に理解される。この結果は、非常に驚くべきものである、
なぜなら、当該消費者製品は、多量（典型的にはそれ自体の質量の１０％超）の、上記カ
プセルの安定性および性能を著しく損なうことが知られている特定のタイプの界面活性剤
／表面張力活性剤／溶媒を含有し得るからである。換言すれば、消費者製品において本発
明のマイクロカプセルを使用することにより、他の類似の先行技術のカプセルの同様の使
用に勝る予想外の利点が提供される。
【００３９】
　下記の実施例に示されるように、本発明の方法によって得られるポリ尿素マイクロカプ
セルは、香料の良好な保持を提供する一方で、良好な嗅覚的性能を有する。当該マイクロ
カプセルは、封入された香料を制御放出し、当該香料はマイクロカプセルから持続放出さ
れ、したがって、香料の長期持続性および強度が著しく向上する。
【００４０】
　本発明のカプセルは、安定であるという利点を有する。より好ましくは、当該マイクロ
カプセルが、消費者製品、例えば、下記に一覧される消費者製品のうちの１つ、に組み入
れられ、３８℃で１ヶ月間貯蔵された場合、初期香料充填が５０％超えてカプセル外に漏
出しない場合、当該マイクロカプセルは安定であると見なされる。
【００４１】
　したがって、本発明のマイクロカプセルを含む着香された消費者製品も、本発明の目的
である。特に、当該消費者製品は、ホームケア製品またはパーソナルケア製品の形態、あ
るいはファイン芳香製品の形態であり得る。パーソナルケア製品の例としては、シャンプ
ー、ヘアコンディショナー、石鹸、ボディウォッシュ、例えば、シャワーもしくはバスソ
ルト、ムース、オイル、またはジェル、衛生製品、美容製造物、ボディローション、防臭
剤、および制汗剤が挙げられる。ファイン芳香製品の例としては、香料、アフターシェー
ブローション、およびオーデコロンが挙げられる。ホームケア製品の例としては、固体洗
剤または液体洗剤、万能クリーナー、布地用柔軟剤およびリフレシャー、アイロンかけ用
の水および洗剤、柔軟剤、ならびにドライヤーシートが挙げられ、中でも、液体、粉末、
および顆粒洗剤、ならびに布地用柔軟剤が好ましい。洗剤として、ここでは、例えば布地
または硬質の表面（床、タイル、石張りの床など）の処理が意図される様々な表面を洗浄
またはクリーニングするための洗剤組成物またはクリーニング製品などの製品が挙げられ
る。好ましくは、当該表面は布地である。
【００４２】
　最も好ましい消費者製品として、粉末洗剤および液体洗剤、布地用柔軟剤、ボディウォ
ッシュ、防臭剤、ならびに制汗剤が挙げられ、最も好ましくは、回転塗布式の防臭剤およ
び制汗剤、ヘアシャンプー、ヘアコンディショナー、ならびにボディローションが挙げら
れる。
【００４３】
　本発明の方法において得られるカプセルスラリーは、そのまま消費者製品を着香するた
めに使用することができる。例えば、当該反応混合物を、布地用液体柔軟剤に直接加えて
もよい。あるいは、本発明の方法において得られたマイクロカプセルは、当該反応混合物
から単離した後に消費者製品に組み入れてもよい。同様に、本発明のマイクロカプセルを
含む当該反応混合物は、乾燥粉末状製品、例えば、洗濯粉末または粉末状洗剤に噴霧して
もよく、あるいは当該マイクロカプセルを乾燥させて、これらの製品に固体形態において
添加してもよい。当該マイクロカプセルは、例えば、噴霧乾燥してもよい。
【００４４】
　好ましくは、当該消費者製品は、０．０１～１０％、より好ましくは０．０５～２％の
本発明のマイクロカプセルを含み、これらの百分率は、当該消費者製品の総質量に対する
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質量によって定義される。当然のことながら、上記濃度は、各製品において所望される嗅
覚的効果に従って調節することができる。
【００４５】
　本発明のマイクロカプセルを組み込むことができる消費者製品基材の配合は、そのよう
な製品に関連する豊富な文献に見出すことができる。このような配合についての詳細な説
明はここでは請け負わないが、いずれにしてもそのような説明は包括的ではないであろう
。そのような消費者製品を配合する当業者は、自分の一般的知識および利用可能な文献に
基づいて、好適な構成成分を完全に選択することができる。特に、そのような配合の例は
、そのような製品に関連する特許および特許出願、例えば、国際公開第２００８／０１６
６８４号（１０～１４頁）、米国特許出願公開第２００７／０２０２０６３号（段落［０
０４４］～［００９９］）、国際公開第２００７／０６２８３３号（２６～４４頁）、国
際公開第２００７／０６２７３３号（２２～４０頁）、国際公開第２００５／０５４４２
２号（４～９頁）、欧州特許出願公開第１７４１７７５号、英国特許出願公開第２４３２
８４３号、同第２４３２８５０号、同第２４３２８５１号、または同第２４３２８５２号
に見出すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】図１は、本発明において使用可能な、いくつかのポリアミンおよびポリイソシア
ネートの化学構造を示す。
【図２】図２は、カプセルを製造するために使用したＤｅｓｍｏｄｕｒ（登録商標）　Ｎ
　１００／Ｔａｋｅｎａｔｅ（登録商標）　Ｄ－１１０Ｎ混合物中の脂肪族ポリイソシア
ネート（Ｄｅｓｍｏｄｕｒ（登録商標）　Ｎ　１００）の割合（モル％）の関数としての
、柔軟剤Ａ～Ｇおよび対照柔軟剤Ａ中における本発明のカプセルの安定性を表すグラフを
示す。
【００４７】
　実施例
　以下の実施例は、本発明の実施形態をさらに例示し、先行技術の教示に対する本発明の
手段の利点をさらに実証するものである。
【００４８】
　実施例１
　本発明のポリ尿素マイクロカプセルの製造
　以下の成分を有する、本発明によるポリ尿素マイクロカプセル（カプセルＡ）を製造し
た。
【００４９】
　第１表：カプセルＡの組成
【表１】

１）ヘキサメチレンジイソシアネートのビウレット、供給元：Ｂａｙｅｒ
２）キシリレンジイソシアネートのトリメチロールプロパン付加物、供給元：Ｍｉｔｓｕ
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ｉ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ
３）第１ａ表の成分を有する賦香組成物
【００５０】
　第１ａ表：香料の組成
【表２】

ａ）供給元：Ｄｒａｇｏｃｏ、ホルツミンデン、ドイツ
ｂ）供給元：Ｆｉｒｍｅｎｉｃｈ　ＳＡ、ジュネーブ、スイス
ｃ）ジヒドロジャスモン酸メチル、供給元：Ｆｉｒｍｅｎｉｃｈ　ＳＡ、ジュネーブ、ス
イス
ｄ）供給元：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｆｌａｖｏｒｓ　＆　Ｆｒａｇｒａｎｃｅｓ
、米国
ｅ）１，２，３，５，６，７－ヘキサヒドロ－１，２，３，３－ペンタメチル－４ｈ－イ
ンデン－４－オン、供給元：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｆｌａｖｏｒｓ　＆　Ｆｒａ
ｇｒａｎｃｅｓ、米国
ｆ）３－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－２－メチルプロパナール、供給元：Ｇｉｖ
ａｕｄａｎ　ＳＡ、ヴェルニエ、スイス
ｇ）１－（５，５－ジメチル－１－シクロヘキセン－１－イル）－４－ペンテン－１－オ
ン、供給元：Ｆｉｒｍｅｎｉｃｈ　ＳＡ、ジュネーブ、スイス
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ｈ）１－（オクタヒドロ－２，３，８，８－テトラメチル－２－ナフタレニル）－１－エ
タノン、供給元：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｆｌａｖｏｒｓ　＆　Ｆｒａｇｒａｎｃ
ｅｓ、米国
ｉ）ドデカヒドロ－３ａ，６，６，９ａ－テトラメチル－ナフト［２，１－ｂ］フラン、
供給元：Ｆｉｒｍｅｎｉｃｈ　ＳＡ、ジュネーブ、スイス
ｊ）３－メチル－４－（２，６，６－トリメチル－２シクロヘキセン－１－イル）－３－
ブテン－２－オン、供給元：Ｇｉｖａｕｄａｎ　ＳＡ、ヴェルニエ、スイス
ｋ）ペンタデセノリド、供給元：Ｆｉｒｍｅｎｉｃｈ　ＳＡ、ジュネーブ、スイス
ｌ）１－メチル－４－（４－メチル－３－ペンテニル）シクロヘク－３－エン－１－カル
ボキサルデヒド、供給元：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｆｌａｖｏｒｓ　＆　Ｆｒａｇ
ｒａｎｃｅｓ、ＵＳＡ
４）Ｍｏｗｉｏｌ（登録商標）　１８－８８、供給元：Ｆｌｕｋａ
５）塩化テトラエチルアンモニウム（５０％水溶液）、供給元：Ｆｌｕｋａ
６）供給元：Ａｃｒｏｓ　Ｏｒｇａｎｉｃｓ
【００５１】
　Ｄｅｓｍｏｄｕｒ（登録商標）　Ｎ　１００およびＴａｋｅｎａｔｅ　Ｄ－１１０Ｎを
香料に溶解させた。この油相を、スクレーパー撹拌機およびＩｋａ－ローター／スタータ
ーシステム（６５００～２４０００ｒｐｍ）を備えた１リットルのガラス製二重ジャケッ
ト反応器に導入した。油相を、スクレーパー撹拌機により５０ｒｐｍで５分間撹拌した。
【００５２】
　５４３．５ｇの脱イオン水にポリビニルアルコールを溶解させて、安定化剤溶液の総質
量に対して１質量％の安定化剤水溶液を製造した。この溶液を室温で反応器に導入し、ス
クレーパー撹拌機を止めた。
【００５３】
　次いで、Ｉｋａ－ローター／スターターシステムにより１３５００ｒｐｍにおいて１０
分間かけて香料相を水相に分散させることにより、プレエマルションを製造した。
【００５４】
　エマルションが製造されると、プロセスの終了までスクレーパー撹拌機により２００ｒ
ｐｍで撹拌を継続した。
【００５５】
　塩化テトラエチルアンモニウム溶液を当該エマルションに加えた。次いで、脱イオン水
１９ｇ中における炭酸グアニジンの溶液を、１時間かけて反応器に加えた。当該反応混合
物の温度を、１時間かけて室温から７０℃までゆっくりと上げた。温度を７０℃で２時間
維持した。その後、撹拌速度を１００ｒｐｍまで減速し、カプセル懸濁液を室温まで冷却
した。
【００５６】
　当該カプセル懸濁液中の香料含有量は、当該懸濁液の総質量に対して約４０％であった
。
【００５７】
　実施例２
　本発明のポリ尿素マイクロカプセルの製造
　実施例１において説明した方法を用いてカプセルＢ～Ｇを製造した。第１表と同様に、
同じ量の香料、ポリビニルアルコール、塩化テトラエチルアンモニウム、炭酸グアニジン
、および水を使用した。Ｄｅｓｍｏｄｕｒ（登録商標）　Ｎ　１００およびＴａｋｅｎａ
ｔｅ（登録商標）　Ｄ－１１０Ｎの量のみを、以下の表に示すように変えた。
【００５８】
　第２表：カプセルＢ～Ｇにおけるポリイソシアネートの量
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【表３】

１）ヘキサメチレンジイソシアネートのビウレット、供給元：Ｂａｙｅｒ
２）キシリレンジイソシアネートのトリメチロールプロパン付加物、供給元：Ｍｉｔｓｕ
ｉ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ
【００５９】
　実施例３
　本発明のポリ尿素マイクロカプセルの製造
　実施例１において説明した方法を用いてカプセルＨおよびＩを製造した。第１表と同様
に、同じ量の香料、ポリビニルアルコール、塩化テトラエチルアンモニウム、炭酸グアニ
ジン、および水を使用した。ポリイソシアネートの性質および量のみを変えた。Ｔａｋｅ
ｎａｔｅ（登録商標）　Ｄ－１１０Ｎを、カプセルＨではＤｅｓｍｏｄｕｒ（登録商標）
　ＲＣに代え、カプセルＩではＤｅｓｍｏｄｕｒ（登録商標）　Ｌ７５に代えた。カプセ
ルＨおよびＩにおいて使用されるポリイソシアネートのそれぞれの量を、以下の２つの表
にまとめる。
【００６０】
　第３表：カプセルＨのポリイソシアネートの量

【表４】

１）ヘキサメチレンジイソシアネートのビウレット、供給元：Ｂａｙｅｒ
２）トルエンジイソシアネートのポリイソシアヌレート、供給元：Ｂａｙｅｒ
【００６１】
　第４表：カプセルＩのポリイソシアネートの量

【表５】

１）ヘキサメチレンジイソシアネートのビウレット、供給元：Ｂａｙｅｒ
２）トルエンジイソシアネートのトリメチロールプロパン、供給元：Ｂａｙｅｒ
【００６２】
　実施例４
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　本発明のポリ尿素マイクロカプセルの製造
　以下の成分を有する本発明によるポリ尿素マイクロカプセル（カプセルＪ）を製造した
。
【００６３】
　第５表：カプセルＪの組成
【表６】

１）ヘキサメチレンジイソシアネートのビウレット、供給元：Ｂａｙｅｒ
２）キシリレンジイソシアネートのトリメチロールプロパン付加物、供給元：Ｍｉｔｓｕ
ｉ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ
３）第１ａ表の賦香組成物（実施例１と同様）
４）Ｍｏｗｉｏｌ（登録商標）１８－８８、供給元：Ｆｌｕｋａ
５）塩化テトラエチルアンモニウム（５０％水溶液）、供給元：Ｆｌｕｋａ
６）供給元：Ａｃｒｏｓ　Ｏｒｇａｎｉｃｓ
【００６４】
　Ｄｅｓｍｏｄｕｒ（登録商標）Ｎ　１００およびＴａｋｅｎａｔｅ（登録商標）　Ｄ－
１１０Ｎを香料に溶解させた。この油相を、スクレーパー撹拌機およびＩｋａ－ローター
／スターターシステム（６５００～２４０００ｒｐｍ）を備えた１リットルのガラス製二
重ジャケット反応器に導入した。油相を、スクレーパー撹拌機により５０ｒｐｍで５分間
撹拌した。
【００６５】
　５４３．５ｇの脱イオン水にポリビニルアルコールを溶解させて、安定化剤溶液の総質
量に対して１質量％の安定化剤水溶液を製造した。この溶液を室温で反応器に導入し、ス
クレーパー撹拌機を止めた。
【００６６】
　次いで、Ｉｋａ－ローター／スターターシステムにより１３５００ｒｐｍにおいて１０
分間かけて香料相を水相に分散させることにより、プレエマルションを製造した。
【００６７】
　エマルションが製造されると、プロセスの終わりまで、スクレーパー撹拌機を用いて２
００ｒｐｍで撹拌を継続した。
【００６８】
　塩化テトラエチルアンモニウム溶液を当該エマルションに加えた。次いで、１９ｇの脱
イオン水中における炭酸グアニジンの溶液を、１時間かけて反応器に加えた。当該反応混
合物の温度を室温に２時間維持した。
【００６９】
　カプセル懸濁液中の香料含有率は、懸濁液の総質量に対して４０％程度であった。
【００７０】
　実施例５
　本発明のポリ尿素マイクロカプセルの製造
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　実施例４において説明した方法を用いてカプセルＫ、Ｌ、およびＭを製造した。第５表
と同様に、同じ量の香料、ポリビニルアルコール、塩化テトラエチルアンモニウム、Ｄｅ
ｓｍｏｄｕｒ（登録商標）　Ｎ　１００、Ｔａｋｅｎａｔｅ（登録商標）　Ｄ－１１０Ｎ
、および水を使用した。以下の表にまとめるように、使用するポリアミンの性質および量
のみを変えた。
【００７１】
　第６表：カプセルＫ、Ｌ、およびＭにおいて使用したポリアミン
【表７】

１）供給元：Ｆｌｕｋａ
【００７２】
　実施例６
　本発明のポリ尿素マイクロカプセルの製造
　ポリアミンとして６．８ｇのトリス（２－アミノエチル）アミン（供給元：Ｆｌｕｋａ
）を使用したことを除いて、実施例４において説明した方法を用いてカプセルＮ～Ｐを製
造した。下記の表にまとめるように、これらの各カプセルのためのＤｅｓｍｏｄｕｒ（登
録商標）　Ｎ　１００およびＴａｋｅｎａｔｅ（登録商標）　Ｄ－１１０Ｎのそれぞれの
量を変えた。
【００７３】
　第７表：カプセルＮ～Ｐにおけるポリイソシアネートの量
【表８】

１）ヘキサメチレンジイソシアネートのビウレット、供給元：Ｂａｙｅｒ
２）キシリレンジイソシアネートのトリメチロールプロパン付加物、供給元：Ｍｉｔｓｕ
ｉ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ
【００７４】
　実施例７
　本発明のポリ尿素マイクロカプセルの製造
　ポリアミンとして１１．１ｇのＮ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラキス（３－アミノプロピル
）－１，４－ブタンジアミン（ＤＡＢ－Ａｍ－４、供給元：Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ
）を使用したことを除いて、実施例４において説明した方法を用いてカプセルＱ～Ｓを製
造した。下記の表にまとめるように、これらの各カプセルのためのＤｅｓｍｏｄｕｒ（登
録商標）Ｎ　１００およびＴａｋｅｎａｔｅ（登録商標）　Ｄ－１１０Ｎのそれぞれの量
を変えた。
【００７５】
　第８表：カプセルＱ～Ｓにおけるポリイソシアネートの量
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【表９】

１）ヘキサメチレンジイソシアネートのビウレット、供給元：Ｂａｙｅｒ
２）キシリレンジイソシアネートのトリメチロールプロパン付加物、供給元：Ｍｉｔｓｕ
ｉ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ
【００７６】
　実施例８
　本発明のポリ尿素マイクロカプセルの製造
　ポリアミンとして１２．２ｇのＮ，Ｎ’－ビス（３－アミノプロピル）－エチレンジア
ミン（供給元：Ａｃｒｏｓ　Ｏｒｇａｎｉｃｓ）を使用したことを除いて、実施例４にお
いて説明した方法を用いてカプセルＴおよびＵを製造した。下記の表にまとめるように、
これらの各カプセルのためのＤｅｓｍｏｄｕｒ（登録商標）Ｎ　１００およびＴａｋｅｎ
ａｔｅ（登録商標）Ｄ－１１０Ｎのそれぞれの量を変えた。
【００７７】
　第９表：カプセルＴおよびＵにおけるポリイソシアネートの量

【表１０】

１）ヘキサメチレンジイソシアネートのビウレット、供給元：Ｂａｙｅｒ
２）キシリレンジイソシアネートのトリメチロールプロパン付加物、供給元：Ｍｉｔｓｕ
ｉ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ
【００７８】
　実施例９（比較例）
　脂肪族ポリイソシアネートのみを含むポリ尿素マイクロカプセルの製造
　脂肪族ポリイソシアネートを単独で使用して比較カプセル（対照Ａ）を製造した。当該
カプセルは、以下の成分を有する。
【００７９】
　第１０表：対照Ａの組成
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【表１１】

１）ヘキサメチレンジイソシアネートのビウレット、供給元：Ｂａｙｅｒ
２）供給元：Ａｃｒｏｓ　Ｏｒｇａｎｉｃｓ
３）第１ａ表の賦香組成物（実施例１と同様）
４）Ｍｏｗｉｏｌ（登録商標）１８－８８，供給元：Ｆｌｕｋａ
５）塩化テトラエチルアンモニウム（５０％水溶液）、供給元：Ｆｌｕｋａ
【００８０】
　実施例１において説明した方法を用いて、これらのカプセルを製造した。
【００８１】
　実施例１０（比較例）
　脂肪族ポリイソシアネートのみを含むポリ尿素マイクロカプセルの製造
　実施例４の方法により、対照Ｂ～ＧおよびＬを製造した。Ｄｅｓｍｏｄｕｒ（登録商標
）　Ｎ　１００、香料、ポリビニルアルコール、塩化テトラエチルアンモニウム、および
水は、第１０表に示される量で使用した。以下の表に示すように、使用するポリアミンの
性質および量のみを変えた。
【００８２】
　第１１表：対照Ｂ～ＧおよびＬの組成

【表１２】

１）供給元：Ａｃｒｏｓ　Ｏｒｇａｎｉｃｓ
２）供給元：Ｆｌｕｋａ
３）ＤＡＢ－Ａｍ－４、供給元：Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ
４）供給元：Ａｃｒｏｓ　Ｏｒｇａｎｉｃｓ
【００８３】
　実施例１１（比較例）
　芳香族ポリイソシアネートのみを含むポリ尿素マイクロカプセルの製造
　芳香族ポリイソシアネートを単独で使用して、比較カプセル（対照Ｈ）を製造した。こ
れらのカプセルは、以下の成分を有する。
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【００８４】
　第１２表：対照Ｈの組成
【表１３】

１）キシリレンジイソシアネートのトリメチロールプロパン付加物、供給元：Ｍｉｔｓｕ
ｉ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ
２）第１ａ表の賦香組成物（実施例１と同様）
３）Ｍｏｗｉｏｌ（登録商標）１８－８８、供給元：Ｆｌｕｋａ
４）塩化テトラエチルアンモニウム（５０％水溶液）、供給元：Ｆｌｕｋａ
５）供給元：Ａｃｒｏｓ　Ｏｒｇａｎｉｃｓ
【００８５】
　実施例１において説明した方法を用いて、これらのカプセルを製造した。
【００８６】
　実施例１２（比較例）
　芳香族ポリイソシアネートのみを含むポリ尿素マイクロカプセルの製造
　実施例４の方法により、対照Ｉ～ＫおよびＭを製造した。Ｔａｋｅｎａｔｅ（登録商標
）　Ｄ－１１０Ｎ、香料、ポリビニルアルコール、塩化テトラエチルアンモニウム、およ
び水は、第１２表に示される量で使用した。以下の表にまとめるように、対照Ｉ～Ｋおよ
びＭにおいて、使用するポリアミンの性質および量のみを変えた。
【００８７】
　第１３表：対照Ｉ～ＫおよびＭの組成
【表１４】

１）供給元：Ｆｌｕｋａ
２）ＤＡＢ－Ａｍ－４、供給元：Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ
３）供給元：Ａｃｒｏｓ　Ｏｒｇａｎｉｃｓ
【００８８】
　実施例１３
　本発明のカプセルの平均直径
　カプセルＡ～Ｕの粒度分布は、光学顕微鏡法および光散乱法（Ｍａｓｔｅｒｓｉｚｅｒ
　Ｓ、Ｍａｌｖｅｒｎ）によって制御し、各タイプのカプセルに対して平均直径を計算し
た（算術平均）。結果を以下の表にまとめる。
【００８９】
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　第１４表：カプセルＡ～Ｕの平均直径
【表１５】

【００９０】
　実施例１４
　本発明のポリ尿素マイクロカプセルを含む布地用柔軟剤の製造
　第１５表に一覧されている成分を、示された量において混和することにより、濃縮非着
香布地用柔軟剤基材を製造した。百分率は、当該非着香布地用柔軟剤基材の総質量に対す
る質量によって定義される。
【００９１】
　第１５表：濃縮非着香布地用柔軟剤基材の配合
【表１６】

１）供給元：Ｓｔｅｐａｎ
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【００９２】
　穏やかに振盪しながら、第１５表の非着香柔軟剤基材に、柔軟剤の総質量に対して１．
２６質量％においてカプセルＡ～Ｕを加えることにより、柔軟剤Ａ～Ｕを製造した。
【００９３】
　実施例１５（比較例）
　実施例９～１２のポリ尿素マイクロカプセルを含む布地用柔軟剤の製造
　穏やかに振盪しながら、実施例１４において製造された非着香柔軟剤基材に、柔軟剤の
総質量に対して１．２５質量％において対照Ａ～Ｍを加えることにより、対照柔軟剤Ａ～
Ｍを製造した。
【００９４】
　実施例１６
　布地用柔軟剤基材中での本発明のポリ尿素マイクロカプセルの安定性
　柔軟剤Ａ～Ｕおよび対照柔軟剤Ａ～ＧおよびＬ中でのカプセルの貯蔵安定性を評価した
。当該カプセルを含む柔軟剤を、３８℃で１ヶ月間貯蔵し、溶媒抽出およびＧＣ－ＭＳ分
析により、カプセルから漏出した香料の量を測定した。
【００９５】
　結果を以下の表にまとめる。
【００９６】
　第１６表：柔軟剤Ａ～Ｕおよび対照柔軟剤Ａ～ＧおよびＬ中でのカプセルの貯蔵安定性
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【表１７】

【００９７】
　本発明の各カプセルは、柔軟剤基材中において、脂肪族ポリイソシアネートのみを使用
した対応する対照より安定であり、したがって、権利を主張する比率において芳香族ポリ
イソシアネートを脂肪族ポリイソシアネートと組み合わせることにより、布地用柔軟剤基
材中におけるポリ尿素マイクロカプセルの貯蔵安定性が向上することは、これらの結果か
ら明かである。
【００９８】
　これらの結果をさらに例証するために、柔軟剤Ａ～Ｇおよび対照柔軟剤Ａ中でのカプセ
ルの安定性を図２に示す。権利を主張するすべての比率において、芳香族ポリイソシアネ
ート、例えばＴａｋｅｎａｔｅ（登録商標）　Ｄ－１１０Ｎ、と脂肪族ポリイソシアネー
トとを混合することにより、カプセルの安定性が明確に向上することは、このグラフから
明らかである。
【００９９】
　実施例１７
　布地用柔軟剤中での本発明のポリ尿素マイクロカプセルの嗅覚的性能
　カプセルＢ、Ｃ、Ｅ、Ｇ、Ｔ、およびＵ、ならびに対照Ａ、Ｈ、Ｌ、およびＭの嗅覚的
性能を、実施例１４および１５の対応する布地用柔軟剤において評価した。コットンテリ
ー織タオル（２０枚、１８ｃｍ×１８ｃｍ、それぞれ約３０ｇ）を、３０ｇの非着香洗剤
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により、４０℃で洗濯機（Ｍｉｅｌｅ　Ｎｏｖｏｔｒｏｎｉｃ　Ｗ３００－３３ＣＨ）に
おいてショートサイクルプログラムを使用して洗浄した。洗浄後、９００ｒｐｍにおいて
１２．７ｇの柔軟剤および対照柔軟剤によりリンス処理した。次いで、当該テリー織タオ
ルを２４時間吊り干し乾燥した後、評価した。
【０１００】
　柔軟剤Ｂ、Ｃ、Ｅ、およびＧならびに対照柔軟剤ＡおよびＨによって処理した乾燥タオ
ルでの香料の知覚強度を、２０人の訓練を受けたパネリスト集団によって評価した。彼ら
には、当該タオルを自分の手で擦って、香料知覚の強度を、１が香気無しを意味し７が非
常に強い香気を意味する１～７のスケールにおいて等級付けをするよう依頼した。柔軟剤
ＴおよびＵならびに対照柔軟剤ＬおよびＭで処理した乾燥タオルでの香料の知覚強度は、
１０人の訓練されたパネリスト集団により、同じスケールを用いて評価した。結果を以下
の表にまとめる。
【０１０１】
　第１７表：布地用柔軟剤中でのカプセルＢ、Ｃ、Ｅ、Ｇ、Ｔ、およびＵ、ならびに対照
Ａ、Ｈ、Ｍ、およびＬの嗅覚的性能
【表１８】

【０１０２】
　柔軟剤Ｍ～Ｓおよび対照柔軟剤Ｅ～ＧおよびＩ～Ｋで処理した乾燥タオルでの香料の知
覚強度の評価を、０が香気無しを意味し１０が非常に強い香気を意味する０～１０のスケ
ールにおいて香料の知覚強度を等級付けするようにパネリストに依頼したことを除き、上
記において説明した通りに実施した。結果を以下の表にまとめる。
【０１０３】
　第１８表：布地用柔軟剤中でのカプセルＭ～Ｓ、および対照Ｅ～Ｇ、およびＩ～Ｋの嗅
覚的性能
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【表１９】

【０１０４】
　これらの結果は、香料の香気の強度が、両方の対照よりも本発明のカプセルを含む柔軟
剤で処理された布地において、より強く知覚されたことを示している。したがって、カプ
セルが、芳香族ポリイソシアネート単独または脂肪族ポリイソシアネート単独で作製され
た場合より、権利を主張する比率における芳香族ポリイソシアネートと脂肪族ポリイソシ
アネートとの組み合わせによって作製された場合に、香料はより強く知覚される。
【０１０５】
　実施例１８
　本発明のポリ尿素マイクロカプセルを含む濃縮液体洗剤の製造
　カプセルＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵを、液体洗剤の総質量に対して０．２７５質量％におい
て、市販の非着香濃縮液体洗剤基材Ｔｉｄｅ（登録商標）　２Ｘ　ＨＥ　Ｆｒｅｅ（香料
および染料不含）（Ｐｒｏｃｔｅｒ　ａｎｄ　Ｇａｍｂｌｅの商標、米国）と混合するこ
とにより、液体洗剤Ｅ、Ｇ、Ｔ、およびＵを製造した。
【０１０６】
　実施例１９（比較例）
　実施例９～１２のポリ尿素マイクロカプセルを含む濃縮液体洗剤の製造
　対照Ａ、Ｈ、Ｌ、およびＭを、液体洗剤の総質量に対して０．２７５質量％において、
市販の非着香濃縮液体洗剤基材Ｔｉｄｅ（登録商標）２Ｘ　ＨＥ　Ｆｒｅｅ（香料および
染料不含）（Ｐｒｏｃｔｅｒ　ａｎｄ　Ｇａｍｂｌｅの商標、米国）と混合することによ
り、対照液体洗剤Ａ、Ｈ、Ｌ、およびＭを製造した。
【０１０７】
　実施例２０
　濃縮液体洗剤中での本発明のポリ尿素マイクロカプセルの嗅覚的性能
　カプセルＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵ、ならびに対照Ａ、Ｈ、Ｌ、およびＭの嗅覚的性能を、
実施例１８および１９の対応する濃縮液体洗剤において評価した。
【０１０８】
　布地（２．５ｋｇのコットンテリー織タオル）を４０℃で標準的なヨーロッパの水平軸
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洗濯機において洗濯した。新たに製造した洗剤８０ｇを、洗濯の開始時に洗剤投入口から
投じた。洗濯後、布地を吊り干し乾燥し、１日後、当該コットンタオルの香気強度を、２
０人の訓練されたパネリスト集団によって評価した。パネリストには、布地を手で優しく
擦った後に、タオルの香気強度を、１が香気無しに相当し７が非常に強い香気に相当する
１～７のスケールにおいて等級付けをするよう依頼した。結果を第１９表に示す。
【０１０９】
　第１９表：濃縮液体洗剤中でのカプセルＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵ、ならびに対照Ａ、Ｈ、
Ｌ、およびＭの嗅覚的性能
【表２０】

【０１１０】
　擦った後の香料強度は、対照カプセルを含有する液体洗剤で洗浄した布地よりも、本発
明のカプセルを含有する液体洗剤で洗浄した布地においてより強かったことは、これらの
結果から明らかである。
【０１１１】
　したがって、カプセルが、芳香族ポリイソシアネート単独または脂肪族ポリイソシアネ
ート単独で作製された場合より、権利を主張する比率における芳香族ポリイソシアネート
と脂肪族ポリイソシアネートとの組み合わせによって作製された場合に、香料はより強く
知覚される。
【０１１２】
　実施例２１
　濃縮液体洗剤中での本発明のポリ尿素マイクロカプセルの安定性
　液体洗剤Ｅ、Ｇ、Ｔ、およびＵ、ならびに対照液体洗剤ＡおよびＬ中でのカプセルの貯
蔵安定性を評価した。当該カプセルを含む洗剤を、３８℃で４週間貯蔵し、溶媒抽出およ
びＧＣ－ＭＳ分析により、カプセルから漏出した香料の量を測定した。
【０１１３】
　結果を以下の表にまとめる。
【０１１４】
　第２０表：液体洗剤Ｅ、Ｇ、Ｔ、およびＵ、ならびに対照液体洗剤ＡおよびＬ中での本
発明のカプセルの貯蔵安定性
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【表２１】

【０１１５】
　本発明の各カプセルは、濃縮液体洗剤基材中において、脂肪族ポリイソシアネートのみ
を使用した対応する対照より安定であり、したがって、権利を主張する比率において芳香
族ポリイソシアネートを脂肪族ポリイソシアネートと組み合わせることにより、濃縮液体
洗剤基材中におけるポリ尿素マイクロカプセルの貯蔵安定性が向上することは、これらの
結果から明かである。
【０１１６】
　実施例２２
　本発明のポリ尿素マイクロカプセルを含む濃縮粉末洗剤の製造
　カプセルＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵを、洗剤の総質量に対して０．２７５質量％において、
市販の非着香濃縮粉末洗剤基材Ｕｌｔｒａ　Ｔｉｄｅ（登録商標）　Ｆｒｅｅ　＆　Ｇｅ
ｎｔｌｅ（Ｐｒｏｃｔｅｒ　ａｎｄ　Ｇａｍｂｌｅの商標、米国）と混合することにより
、粉末洗剤Ｅ、Ｇ、Ｔ、およびＵを製造した。
【０１１７】
　実施例２３（比較例）
　実施例９～１２のポリ尿素マイクロカプセルを含む濃縮粉末洗剤の製造
　対照Ａ、Ｈ、Ｌ、およびＭを、洗剤の総質量に対して０．２７５質量％において、市販
の非着香濃縮粉末洗剤基材Ｕｌｔｒａ　Ｔｉｄｅ（登録商標）　Ｆｒｅｅ　＆　Ｇｅｎｔ
ｌｅ（Ｐｒｏｃｔｅｒ　ａｎｄ　Ｇａｍｂｌｅの商標、米国）と混合することにより、対
照粉末洗剤Ａ、Ｈ、Ｌ、およびＭを製造した。
【０１１８】
　実施例２４
　濃縮粉末洗剤中での本発明のポリ尿素マイクロカプセルの嗅覚的性能
　カプセルＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵ、ならびに対照Ａ、Ｈ、Ｌ、およびＭの嗅覚的性能を、
実施例２２および２３の対応する濃縮粉末洗剤において評価した。
【０１１９】
　布地（２．５ｋｇのコットンテリー織タオル）を４０℃で標準的なヨーロッパの水平軸
洗濯機において洗濯した。新たに製造した洗剤５０ｇを、洗濯の開始時に洗剤投入口から
投じた。洗濯後、布地を吊り干し乾燥し、１日後、当該コットンタオルの香気強度を、２
０人の訓練されたパネリスト集団によって評価した。パネリストには、布地を手で優しく
擦った後に、タオルの香気強度を、１が香気無しに相当し７が非常に強い香気に相当する
１～７のスケールにおいて等級付けをするよう依頼した。結果を第２１表に示す。
【０１２０】
　第２１表：濃縮粉末洗剤中でのカプセルＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵ、ならびに対照Ａ、Ｈ、
Ｌ、およびＭの嗅覚的性能
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【表２２】

【０１２１】
　擦った後の香料強度は、対照カプセルを含有する濃縮粉末洗剤で洗浄した布地よりも、
本発明のカプセルを含有する濃縮粉末洗剤で洗浄した布地においてより強かったことは、
これらの結果から明らかである。
【０１２２】
　したがって、カプセルが、芳香族ポリイソシアネート単独または脂肪族ポリイソシアネ
ート単独で作製された場合より、権利を主張する比率における芳香族ポリイソシアネート
と脂肪族ポリイソシアネートとの組み合わせによって作製された場合に、香料はより強く
知覚される。
【０１２３】
　実施例２５
　本発明のポリ尿素マイクロカプセルを含むボディウォッシュの製造
　第２２表に一覧される成分を、示された量において混和することによってボディウォッ
シュ配合物を製造した。百分率は、当該ボディウォッシュ配合物の総質量に対する質量に
よって定義される。
【０１２４】
　第２２表：ボディウォッシュ配合物の組成
【表２３】

１）ポリアクリレート－１クロスポリマー、供給元：Ｎｏｖｅｏｎ
２）（Ｃ12～Ｃ15）パレス硫酸ナトリウム、供給元：Ｚｓｃｈｉｍｍｅｒ＆Ｓｃｈｗａｒ
ｚ
３）コカミドプロピルベタイン、供給元：Ｇｏｌｄｓｃｈｍｉｄｔ　ＡＧ
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４）ＤＭＤＭヒダントインおよびヨードプロピニルブチルカルバメート、供給元：Ｌｏｎ
ｚａ
【０１２５】
　カプセルＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵを、ボディウォッシュの総質量に対して０．５質量％に
おいて、上記において製造したボディウォッシュ配合物に混合することにより、ボディウ
ォッシュＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵを製造した。
【０１２６】
　実施例２６（比較例）
　実施例９～１２のポリ尿素マイクロカプセルを含むボディウォッシュの製造
　対照Ａ、Ｈ、Ｌ、およびＭを、ボディウォッシュの総質量に対して０．５質量％におい
て、実施例２５において製造したボディウォッシュ配合物に加えることにより、対照ボデ
ィウォッシュＡ、Ｈ、Ｌ、およびＭを製造した。
【０１２７】
　実施例２７
　ボディウォッシュ中での本発明のポリ尿素マイクロカプセルの嗅覚的性能
　カプセルＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵ、ならびに対照Ａ、Ｈ、Ｌ、およびＭの嗅覚的性能を、
実施例２５および２６の対応するボディウォッシュにおいて評価した。
【０１２８】
　ボディウォッシュを、人の皮膚を模倣することを意図したウール試験片に適用した。ウ
ール試験片を、３８℃において流水下で３０秒間濡らした。次いで、マイクロピペットに
より、ボディウォッシュを０．５ｇ量においてそれぞれ適用し、表面全体を指で１０秒間
擦って石鹸の泡を発生させた。次に、当該試験片を、３８℃において流水下で２０秒間す
すぎ、最後に３２℃においてホットプレート上で乾燥させた。
【０１２９】
　次いで、手で擦った後のウール試験片での知覚された香料強度を、１が香気無しを意味
し７が非常に強い香気を意味する１～７のスケールにおいて等級付けするよう依頼した、
訓練された４人のパネリスト集団により、ブラインド試験において評価した。結果を第２
３表にまとめる。
【０１３０】
　第２３表：ボディウォッシュ中でのカプセルＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵ、ならびに対照Ａ、
Ｈ、Ｌ、およびＭの嗅覚的性能
【表２４】

【０１３１】
　擦った後の香料強度は、対照カプセルを含有するボディウォッシュで洗浄したウール試
験片よりも、本発明のカプセルを含有するボディウォッシュで洗浄したウール試験片にお
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いてより強かったことは、これらの結果から明らかである。
【０１３２】
　したがって、カプセルが、芳香族ポリイソシアネート単独または脂肪族ポリイソシアネ
ート単独で作製された場合より、権利を主張する比率における芳香族ポリイソシアネート
と脂肪族ポリイソシアネートとの組み合わせによって作製された場合に、香料はより強く
知覚される。
【０１３３】
　実施例２８
　ボディウォッシュ中での本発明のポリ尿素マイクロカプセルの安定性
　ボディウォッシュＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵ、ならびに対照ボディウォッシュＡおよびＬ中
でのカプセルの貯蔵安定性を評価した。当該カプセルを含むボディウォッシュ製品を、４
０℃で４週間貯蔵し、ＳＰＭＥおよびＧＣ－ＭＳ分析により、カプセルから漏出した香料
の量を測定した。
【０１３４】
　結果を以下の表にまとめる。
【０１３５】
　第２４表：ボディウォッシュＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵ、ならびに対照ボディウォッシュＡ
およびＬ中でのカプセルの貯蔵安定性
【表２５】

【０１３６】
　本発明の各カプセルは、ボディウォッシュ基材中において、脂肪族ポリイソシアネート
のみを使用した対応する対照より安定であり、したがって、権利を主張する比率において
芳香族ポリイソシアネートを脂肪族ポリイソシアネートと組み合わせることによりボディ
ウォッシュ基材中でのポリ尿素マイクロカプセルの貯蔵安定性が向上することは、これら
の結果から明かである。
【０１３７】
　実施例２９
　本発明のポリ尿素マイクロカプセルを含むロールオンタイプの制汗防臭剤製品の製造
　第２５表に一覧される成分を、示された量において混和することにより、ロールオンタ
イプの制汗防臭剤エマルション配合物を製造した。百分率は、当該ロールオンタイプの制
汗防臭剤配合物の総質量に対する質量によって定義される。
【０１３８】
　第２５表：当該ロールオンタイプの制汗防臭剤配合物の組成
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【表２６】

１）供給元：Ｃｒｏｄａ
２）供給元：Ｃｒｏｄａ
３）供給元：Ｃｒｏｄａ
４）供給元：Ｃｌａｒｉａｎｔ
【０１３９】
　カプセルＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵを、ロールオンタイプの制汗防臭剤の総質量に対して１
．２６質量％において、上記において製造したロールオンタイプの制汗防臭剤エマルショ
ン配合物に混合することにより、防臭剤Ｅ、Ｇ、Ｔ、およびＵを製造した。
【０１４０】
　実施例３０（比較例）
　実施例９～１２のポリ尿素マイクロカプセルを含むロールオンタイプの制汗防臭剤の製
造
　対照Ａ、Ｈ、Ｌ、およびＭを、ロールオンタイプの制汗防臭剤の総質量に対して１．２
６質量％において、実施例２９において製造したロールオンタイプの制汗防臭剤エマルシ
ョン配合物に混合することにより、対照防臭剤Ａ、Ｈ、Ｌ、およびＭを製造した。
【０１４１】
　実施例３１
　ロールオンタイプの制汗防臭剤中での本発明のポリ尿素マイクロカプセルの嗅覚的性能
　カプセルＥおよびＧならびに対照ＡおよびＨの嗅覚的性能を、実施例２９および３０の
対応する防臭剤において評価した。
【０１４２】
　０．１５ｇ量の防臭剤を吸取紙（４．５ｃｍ×１２ｃｍ）に塗布し、室温で１時間乾燥
させた後、評価した。防臭剤によって処理した吸取紙での香料の知覚強度を、１０人の訓
練されたパネリスト集団によって評価した。彼らには、吸取紙を１本の指でやさしく擦っ
てから、香料知覚の強度を、０が香気無しを意味し１０が非常に強い香気を意味する０～
１０のスケールにおいて等級付けをするよう依頼した。結果を以下の表にまとめる。
【０１４３】
　第２６表：ロールオンタイプの制汗防臭剤中でのカプセルＥおよびＧならびに対照Ａお
よびＨの嗅覚的性能
【表２７】

【０１４４】
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　擦った後の香料強度は、対照カプセルを含有するロールオンタイプの制汗防臭剤で処理
された吸取紙よりも、本発明のカプセルを含有するロールオンタイプの制汗防臭剤で処理
された吸取紙においてわずかながら強かったことは、これらの結果から明らかである。し
たがって、カプセルが、芳香族ポリイソシアネート単独または脂肪族ポリイソシアネート
単独で作製された場合より、権利を主張する比率における芳香族ポリイソシアネートと脂
肪族ポリイソシアネートとの組み合わせによって作製された場合に、香料はより強く知覚
される。
【０１４５】
　実施例３２
　ロールオンタイプの制汗防臭剤中での本発明のポリ尿素マイクロカプセルの安定性
　防臭剤Ｅ、Ｇ、Ｔ、およびＵ、ならびに対照防臭剤ＡおよびＬ中でのカプセルの貯蔵安
定性を評価した。当該防臭剤を、４５℃で４週間貯蔵し、ＳＰＭＥおよびＧＣ－ＭＳ分析
により、カプセルから漏出した香料の量を測定した。結果を以下の表にまとめる。
【０１４６】
　第２７表：防臭剤Ｅ、Ｇ、Ｔ、およびＵ、ならびに対照防臭剤ＡおよびＬ中での本発明
のカプセルの貯蔵安定性
【表２８】

【０１４７】
　本発明の各カプセルは、ロールオンタイプの制汗防臭剤基材中において、脂肪族ポリイ
ソシアネートのみを使用した対応する対照より安定であり、したがって、権利を主張する
比率において芳香族ポリイソシアネートを脂肪族ポリイソシアネートと組み合わせること
により、ロールオンタイプの制汗防臭剤基材中でのポリ尿素マイクロカプセルの貯蔵安定
性が向上することは、これらの結果から明かである。
【０１４８】
　実施例３３
　本発明のポリ尿素マイクロカプセルを含むヘアシャンプーの製造
　第２８表に一覧される成分を、示された量において混和することにより、ヘアシャンプ
ー配合物を製造した。百分率は、当該ヘアシャンプー配合物の総質量に対する質量によっ
て定義されている。
【０１４９】
　第２８表：ヘアシャンプー配合物の組成
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【表２９】

１）供給元：Ｒｈｏｄｉａ
２）供給元：Ｃｏｇｎｉｓ
３）供給元：Ｃｏｇｎｉｓ
４）供給元：Ｃｏｇｎｉｓ
５）供給元：Ｄｅｇｕｓｓａ
６）供給元：Ｌｏｎｚａ
【０１５０】
　カプセルＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵを、シャンプーの総質量に対して０．５質量％において
、上記において製造したヘアシャンプー配合物に混合することによって、シャンプーＥ、
Ｇ、Ｔ、およびＵを製造した。
【０１５１】
　実施例３４（比較例）
　実施例９～１２のポリ尿素マイクロカプセルを含むヘアシャンプーの製造
　対照Ａ、Ｈ、Ｌ、およびＭを、ヘアシャンプーの総質量に対して０．５質量％において
、実施例３３において製造したヘアシャンプー配合物に加えることによって、対照ヘアシ
ャンプーＡ、Ｈ、Ｌ、およびＭを製造した。
【０１５２】
　実施例３５
　ヘアシャンプー中での本発明のポリ尿素マイクロカプセルの嗅覚的性能
　カプセルＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵ、ならびに対照Ａ、Ｈ、Ｌ、およびＭの嗅覚的性能を、
実施例３３および３４の対応するヘアシャンプーにおいて評価した。
【０１５３】
　最初に、１０ｇの毛髪試験片を２．５ｇのシャンプーで洗浄し、３７℃において水道水
で３０秒間すすいだ後、同じ洗浄／すすぎ作業をもう一度繰り返した。次いで、当該毛髪
試験片を、室温で６時間乾燥させた後、評価した。
【０１５４】
　シャンプーによって洗浄した毛髪試験片での香料の知覚強度を、１０人の訓練されたパ
ネリスト集団によって評価した。彼らには、当該毛髪試験片を櫛でやさしく３回とかし、
香料知覚の強度を、１が香気無しを意味し７が非常に強い香気を意味する１～７のスケー
ルにおいて等級付けをするよう依頼した。カプセルＴおよびＵならびに対照ＬおよびＭの
嗅覚的性能も、２４時間乾燥させた後に同じ方法を用いて評価した。結果を以下の表にま
とめる。
【０１５５】
　第２９表：ヘアシャンプー中でのカプセルＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵ、ならびに対照Ａ、Ｈ
、Ｌ、およびＭの嗅覚的性能
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【表３０】

【０１５６】
　櫛でとかした後の香料強度は、対照カプセルを含有するヘアシャンプーで洗浄した毛髪
試験片よりも、本発明のカプセルを含有するヘアシャンプーで洗浄した毛髪試験片におい
てより強かったことは、これらの結果から明らかである。したがって、カプセルが、芳香
族ポリイソシアネート単独または脂肪族ポリイソシアネート単独で作製された場合より、
権利を主張する比率における芳香族ポリイソシアネートと脂肪族ポリイソシアネートとの
組み合わせによって作製された場合に、香料はより強く知覚される。
【０１５７】
　実施例３６
　ヘアシャンプー中での本発明のポリ尿素マイクロカプセルの安定性
　シャンプーＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵ、ならびに対照シャンプーＡおよびＬ中でのカプセル
の貯蔵安定性を評価した。ヘアシャンプーを４０℃で２週間貯蔵し、ＳＰＭＥおよびＧＣ
－ＭＳ分析により、カプセルから漏出した香料の量を測定した。結果を以下の表にまとめ
る。
【０１５８】
　第３０表：シャンプーＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵ、ならびに対照シャンプーＡおよびＬ中で
の本発明のカプセルの貯蔵安定性
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【表３１】

【０１５９】
　本発明の各カプセルは、ヘアシャンプー基材中において、脂肪族ポリイソシアネートの
みを使用した対応する対照より安定であり、したがって、権利を主張する比率において芳
香族ポリイソシアネートを脂肪族ポリイソシアネートと組み合わせることにより、ヘアシ
ャンプー基材中でのポリ尿素マイクロカプセルの貯蔵安定性が向上することは、これらの
結果から明かである。
【０１６０】
　実施例３７
　本発明のポリ尿素マイクロカプセルを含むリンスオフタイプのヘアコンディショナーの
製造
　カプセルＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵを、リンスオフタイプのヘアコンディショナーの総質量
に対して０．５質量％において、市販のＰａｎｔｅｎｅ（登録商標）リンスオフタイプの
ヘアコンディショナー配合物（Ｐｒｏｃｔｅｒ　ａｎｄ　Ｇａｍｂｌｅの商標、米国）に
混合することにより、リンスオフタイプのヘアコンディショナー（本明細書において、以
後はリンスオフタイプと呼ぶ）Ｅ、Ｇ、Ｔ、およびＵを製造した。
【０１６１】
　実施例３８（比較例）
　実施例９～１２のポリ尿素マイクロカプセルを含むリンスオフタイプのヘアコンディシ
ョナーの製造
　カプセルＡ、Ｈ、Ｌ、およびＭを、リンスオフタイプのヘアコンディショナーの総質量
に対して０．５質量％において、市販のＰａｎｔｅｎｅ（登録商標）リンスオフタイプの
ヘアコンディショナー配合物（Ｐｒｏｃｔｅｒ　ａｎｄ　Ｇａｍｂｌｅの商標、米国）に
混合することによって、対照リンスオフタイプのヘアコンディショナー（本明細書におい
て、以後はリンスオフタイプと呼ぶ）Ａ、Ｈ、Ｌ、およびＭを製造した。
【０１６２】
　実施例３９
　リンスオフタイプのヘアコンディショナー中での本発明のポリ尿素マイクロカプセルの
嗅覚的性能
　カプセルＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵ、ならびに対照Ａ、Ｈ、Ｌ、およびＭの嗅覚的性能を、
実施例３７および３８の対応するリンスオフタイプのヘアコンディショナーにおいて評価
した。
【０１６３】
　最初に、毛髪試験片（１０ｇ）を、実施例３３において製造したヘアシャンプー配合物
（非着香およびカプセル不含）２．５ｇで洗浄し、３７℃において水道水で３０秒間すす
いだ後、１ｇのリンスオフタイプのヘアコンディショナーを塗布した。次いで、当該毛髪
試験片を、３７℃において水道水で３０秒間すすぎ、室温で乾燥させた後、評価した。リ
ンスオフタイプＥおよびＧならびに対照リンスオフタイプＡおよびＨは、２４時間乾燥さ
せ、一方、リンスオフタイプＴおよびＵならびに対照リンスオフタイプＬおよびＭは、６
時間乾燥させた後、評価した。
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【０１６４】
　上記のリンスオフタイプのヘアコンディショナーによって処理された毛髪試験片での香
料の知覚強度を、１０人の訓練されたパネリスト集団によって評価した。彼らには、当該
毛髪試験片を櫛でやさしく３回とかし、香料知覚の強度を、１が香気無しを意味し７が非
常に強い香気を意味する１～７のスケールにおいて等級付けをするよう依頼した。結果を
以下の表にまとめる。
【０１６５】
　第３１表：リンスオフタイプのヘアコンディショナー中でのカプセルＥ、Ｇ、Ｔ、およ
びＵ、ならびに対照Ａ、Ｈ、Ｌ、およびＭの嗅覚的性能
【表３２】

【０１６６】
　櫛でとかした後の香料強度は、対照カプセルを含有するリンスオフタイプのヘアコンデ
ィショナーで処理された毛髪試験片よりも、本発明のカプセルを含有するリンスオフタイ
プのヘアコンディショナーで処理された毛髪試験片においてより強かったことは、これら
の結果から明らかである。したがって、カプセルが、芳香族ポリイソシアネート単独また
は脂肪族ポリイソシアネート単独で作製された場合より、権利を主張する比率における芳
香族ポリイソシアネートと脂肪族ポリイソシアネートとの組み合わせによって作製された
場合に、香料はより強く知覚される。
【０１６７】
　実施例４０
　リンスオフタイプのヘアコンディショナー中での本発明のポリ尿素マイクロカプセルの
安定性
　リンスオフタイプＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵ、ならびに対照リンスオフタイプＡおよびＬ中
でのカプセルの貯蔵安定性を評価した。当該リンスオフタイプのヘアコンディショナーを
４０℃で２週間貯蔵し、ＳＰＭＥおよびＧＣ－ＭＳ分析により、カプセルから漏出した香
料の量を測定した。結果を以下の表にまとめる。
【０１６８】
　第３２表：リンスオフタイプＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵ、ならびに対照リンスオフタイプＡ
およびＬ中での本発明のカプセルの貯蔵安定性
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【表３３】

【０１６９】
　本発明の各カプセルは、リンスオフタイプのヘアコンディショナー基材中において、脂
肪族ポリイソシアネートのみを使用した対応する対照より安定であり、したがって、権利
を主張する比率において芳香族ポリイソシアネートを脂肪族ポリイソシアネートと組み合
わせることにより、リンスオフタイプのヘアコンディショナー基材中でのポリ尿素マイク
ロカプセルの貯蔵安定性が向上することは、これらの結果から明かである。
【０１７０】
　実施例４１
　本発明のポリ尿素マイクロカプセルを含むリーブオンタイプのヘアコンディショナーの
製造
　第３３表に一覧される成分を、示される量において混和することにより、リーブオンタ
イプのヘアコンディショナー配合物を製造した。百分率は、当該リーブオンタイプのヘア
コンディショナー配合物の総質量に対する質量によって定義される。
【０１７１】
　第３３表：リーブオンタイプのヘアコンディショナー配合物の組成
【表３４】

１）供給元：Ｒｈｏｄｉａ
２）供給元：Ｃｉｂａ
３）供給元：Ｒｏｈｍ＆Ｈａａｓ
４）供給元：Ｗａｃｋｅｒ
５）供給元：Ｃｌａｒｉａｎｔ
【０１７２】
　カプセルＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵを、リーブオンタイプのヘアコンディショナーの総質量
に対して０．２６質量％において、上記において製造したリーブオンタイプタイプのヘア
コンディショナー配合物に混合することにより、リーブオンタイプのヘアコンディショナ
ー（本明細書において、以後はリーブオンタイプと呼ぶ）Ｅ、Ｇ、Ｔ、およびＵを製造し
た。
【０１７３】
　実施例４２（比較例）
　実施例９～１２のポリ尿素マイクロカプセルを含むリーブオンタイプのヘアコンディシ
ョナーの製造



(35) JP 6012598 B2 2016.10.25

10

20

30

40

50

　対照Ａ、Ｈ、Ｌ、およびＭを、リーブオンタイプのヘアコンディショナーの総質量に対
して０．２６質量％において、実施例４２において製造したリーブオンタイプタイプのヘ
アコンディショナー配合物に混合することにより、対照リーブオンタイプのヘアコンディ
ショナー（本明細書において、以後は対照リーブオンタイプと呼ぶ）Ａ、Ｈ、Ｌ、および
Ｍを製造した。
【０１７４】
　実施例４３
　リーブオンタイプのヘアコンディショナー中での本発明のポリ尿素マイクロカプセルの
嗅覚的性能
　カプセルＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵ、ならびに対照Ａ、Ｈ、Ｌ、およびＭの嗅覚的性能を、
実施例４１および４２の対応するリーブオンタイプにおいて評価した。
【０１７５】
　最初に、毛髪試験片（１０ｇ）を、実施例３３において製造したシャンプー配合物（非
着香およびカプセル不含）２．５ｇで洗浄し、３７℃において水道水で３０秒間すすいだ
後、０．５ｇのリーブオンタイプのヘアコンディショナーを塗布した。リーブオンタイプ
ＥおよびＧならびに対照リーブオンタイプＡおよびＨで処理した毛髪試験片を、室温で２
４時間乾燥させた後、評価した。リーブオンタイプＴおよびＵならびに対照リーブオンタ
イプＬおよびＭで処理した毛髪試験片を、室温で６時間乾燥させた後、評価した。
【０１７６】
　リーブオンタイプのヘアコンディショナーで処理した毛髪試験片での香料の知覚強度を
、１０人の訓練されたパネリスト集団によって評価した。彼らには、当該毛髪試験片を櫛
でやさしく３回とかし、香料知覚の強度を、１が香気無しを意味し７が非常に強い香気を
意味する１～７のスケールにおいて等級付けをするよう依頼した。結果を以下の表にまと
める。
【０１７７】
　第３４表：リーブオンタイプのヘアコンディショナー中でのカプセルＥ、Ｇ、Ｔ、およ
びＵ、ならびに対照Ａ、Ｈ、Ｌ、およびＭの嗅覚的性能
【表３５】

【０１７８】
　櫛でとかした後の香料強度は、対照カプセルを含有するリーブオンタイプのヘアコンデ
ィショナー配合物で処理された毛髪試験片よりも、本発明のカプセルを含有するリーブオ
ンしタイプのヘアコンディショナー配合物で処理された毛髪試験片においてより強かった
ことは、これらの結果から明らかである。したがって、カプセルが、芳香族ポリイソシア
ネート単独または脂肪族ポリイソシアネート単独で作製された場合より、権利を主張する
比率における芳香族ポリイソシアネートと脂肪族ポリイソシアネートとの組み合わせによ
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って作製された場合に、香料はより強く知覚される。
【０１７９】
　実施例４４
　リーブオンタイプのヘアコンディショナー中での本発明のポリ尿素マイクロカプセルの
安定性
　リーブオンタイプＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵ、ならびに対照リーブオンタイプＡおよびＬ中
でのカプセルの貯蔵安定性を評価した。リーブオンタイプのヘアコンディショナーを４５
℃で２週間貯蔵し、ＳＰＭＥおよびＧＣ－ＭＳ分析により、カプセルから漏出した香料の
量を測定した。結果を以下の表にまとめる。
【０１８０】
　第３５表：リーブオンタイプＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵ、ならびにリーブオンタイプＡおよ
びＬ中でのカプセルの貯蔵安定性
【表３６】

【０１８１】
　本発明の各カプセルは、リーブオンタイプのヘアコンディショナー基材中において、脂
肪族ポリイソシアネートのみを使用した対応する対照より安定であり、したがって、権利
を主張する比率において芳香族ポリイソシアネートを脂肪族ポリイソシアネートと組み合
わせることにより、リーブオンタイプのヘアコンディショナー基材中でのポリ尿素マイク
ロカプセルの貯蔵安定性が向上することは、これらの結果から明かである。
【０１８２】
　実施例４５
　本発明のポリ尿素マイクロカプセルを含むボディローションの製造
　カプセルＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵを、ボディローションの総質量に対して１．２５質量％
において、市販のボディローション配合物（Ｂａｔｈ＆Ｂｏｄｙ　Ｗｏｒｋ、米国）に分
散させすることにより、ボディローションＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵを製造した。
【０１８３】
　実施例４６（比較例）
　実施例９～１２のポリ尿素マイクロカプセルを含むボディローションの製造
　カプセルＡ、Ｈ、Ｌ、およびＭを、ボディローションの総質量に対して１．２５質量％
において、市販のボディローション配合物（供給元：Ｂａｔｈ＆Ｂｏｄｙ　Ｗｏｒｋ、米
国）に分散させすることにより、対照ボディローションＡ、Ｈ、Ｌ、およびＭを製造した
。
【０１８４】
　実施例４７
　ボディローション中での本発明のポリ尿素マイクロカプセルの嗅覚的性能
　カプセルＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵ、ならびに対照Ａ、Ｈ、Ｌ、およびＭの嗅覚的性能を、
実施例４５および４６の対応するボディローションにおいて評価した。
【０１８５】
　各ボディローション０．１５ｇを吸取紙（４．５ｃｍ×１２ｃｍ）に塗布し、室温で１
時間乾燥させた後、評価した。
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【０１８６】
　上記のボディローションによって処理した吸取紙での香料の知覚強度を、１０人の訓練
されたパネリスト集団によって評価した。彼らには、吸取紙を１本の指でやさしく擦って
から、香料知覚の強度を、０が香気無しを意味し１０が非常に強い香気を意味する０～１
０のスケールにおいて等級付けをするよう依頼した。結果を以下の表にまとめる。
【０１８７】
　第３６表：ボディローション中でのカプセルＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵ、ならびに対照Ａ、
Ｈ、Ｌ、およびＭの嗅覚的性能
【表３７】

【０１８８】
　擦った後の香料強度は、対照カプセルを含有するボディローションで処理した吸取紙を
擦った後よりも、本発明のカプセルを含有するボディローションで処理した吸取紙を擦っ
た後の方がより強かったことは、これらの結果から明らかである。したがって、カプセル
が、芳香族ポリイソシアネート単独または脂肪族ポリイソシアネート単独で作製された場
合より、権利を主張する比率における芳香族ポリイソシアネートと脂肪族ポリイソシアネ
ートとの組み合わせによって作製された場合に、香料はより強く知覚される。
【０１８９】
　実施例４８
　ボディローション中での本発明のポリ尿素マイクロカプセルの安定性
　ボディローションＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵ、ならびに対照ボディローションＡおよびＬ中
でのカプセルの貯蔵安定性を評価した。当該ボディローションを２５℃で２日間貯蔵し、
ＳＰＭＥおよびＧＣ－ＭＳ分析により、カプセルから漏出した香料の量を測定した。結果
を以下の表にまとめる。
【０１９０】
　第３７表：ボディローションＥ、Ｇ、Ｔ、およびＵ、ならびに対照ボディローションＡ
およびＬ中でのカプセルの貯蔵安定性
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【表３８】

【０１９１】
　本発明の各カプセルは、ボディローション基材中において、脂肪族ポリイソシアネート
のみを使用した対応する対照より安定であり、したがって、権利を主張する比率において
芳香族ポリイソシアネートを脂肪族ポリイソシアネートと組み合わせることにより、ボデ
ィローション基材中でのポリ尿素マイクロカプセルの貯蔵安定性が向上することは、これ
らの結果から明かである。

【図１】 【図２】
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