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(57)【要約】
　疎水性変性された生地を、ヌクレアーゼ酵素、好ましくは、デオキシリボヌクレアーゼ
又はリボヌクレアーゼ酵素の水溶液で処理し、当該生地をすすぎ、乾燥させる方法。ヌク
レアーゼ酵素、好ましくは、デオキシリボヌクレアーゼ又はリボヌクレアーゼ酵素の水溶
液による洗浄を改善するための仕上げ工程の使用。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生地を処理する方法であって、
　（ｉ）疎水性変性された生地を提供する工程と、
　（ｉｉ）工程（ｉ）の前記生地を、ヌクレアーゼ酵素、好ましくは、デオキシリボヌク
レアーゼ又はリボヌクレアーゼ酵素を含む水溶液と接触させる工程と、
を含む、方法。
【請求項２】
　前記生地が、セルロース基材を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記生地が、綿単独の又は混紡された生地を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記水溶液が、０．０１ｐｐｍ～１０００ｐｐｍの前記ヌクレアーゼ酵素を含む、請求
項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記ヌクレアーゼが、Ｅ．Ｃ．クラスＥ．Ｃ．３．１．２１．ｘ（式中、ｘ＝１、２、
３、４、５、６、７、８、９）、３．１．２２．ｙ（式中、ｙ＝１、２、４、５）、Ｅ．
Ｃ．３．１．３０．ｚ（式中、ｚ＝１、２）若しくはＥ．Ｃ．３．１．３１．１のいずれ
か、又はこれらの混合物から選択され、好ましくは、Ｅ．Ｃ．３．１．２１、好ましくは
、Ｅ．Ｃ．３．１．２１．１である、請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記ヌクレアーゼ酵素が、デオキシリボヌクレアーゼを含む、請求項１～５のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記酵素が、ＲＮａｓｅ活性及びＤＮａｓｅ活性の両方を有する酵素、好ましくはＥ．
Ｃ．３．１．３０．２の酵素を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記酵素が、微生物の酵素、好ましくは細菌の酵素である、請求項１～７のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項９】
　前記酵素が、配列番号１、配列番号２又は配列番号３に示すアミノ酸配列と少なくとも
８５％、又は少なくとも９０、又は少なくとも９５％、又は更には少なくとも１００％の
同一性を有するアミノ酸配列を有する、請求項１～８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記生地が、ポリエステルを含む混紡生地を含む、請求項１～９のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項１１】
　前記生地が、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％の同一性を有する酵素を含む、請求項
１～１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　工程（ｉｉ）に続いて、すすぎ工程及び乾燥工程が存在する、請求項１～１１のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項１３】
　工程（ｉｉ）が、布地洗濯工程であり、前記ヌクレアーゼ酵素が、ヌクレアーゼ酵素を
含有する処理及び／又は洗浄組成物の添加を介して水に添加される、請求項１～１２のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記生地の疎水変性が、好ましくはカチオン性化合物、シリコーン、パラフィン又はフ
ッ素化化合物を前記生地に塗布することを含む、生地製造において提供される仕上げ工程
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の形態である、請求項１～１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　工程（ｉ）の仕上げされた生地を、ヌクレアーゼ酵素、好ましくは、デオキシリボヌク
レアーゼ又はリボヌクレアーゼ酵素を含む水溶液と接触させる、後続の水性洗濯工程にお
いてヌクレアーゼ酵素の付着を増加させるために、未処理の生地表面に比べて仕上げされ
た生地表面の疎水性を増大させる仕上げ工程の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生地表面を処理する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　布地の白色度は、洗濯洗剤製造業者にとって常に課題である。具体的な問題は、経時的
に汚れが蓄積することであり得る。これは、有色及び白色の布地の両方にとって問題であ
るが、白色又は淡色の布地、例えば、洗浄が不完全な襟及び袖の周囲において特に顕著で
あり得る。また、これは、悪臭を生じさせ得るので問題でもあり得る。例えば、界面活性
剤、漂白剤及び酵素などの利用可能な様々な洗浄技術に基づいて、洗濯洗剤製造業者は多
くの解決策を考え得る。リパーゼ、プロテアーゼ、アミラーゼ、セルラーゼ、ペルオキシ
ゲナーゼ、アリールエステラーゼ、クチナーゼ、ペクチナーゼ、マンナナーゼ及びデオキ
シリボヌクレアーゼなどの多くの様々な種類の酵素が、様々な種類の汚れを洗浄するため
に洗剤配合者にとって利用可能である。しかし、経時的に蓄積する傾向がある強固な汚れ
の除去を改善する、及び／又は悪臭のリスクを軽減する洗浄及び／又は処理組成物が依然
として必要とされている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本発明は、以下の工程を含む生地を処理する方法に関する：
　（ｉ）疎水性変性された生地を提供する工程と、
　（ｉｉ）工程（ｉ）の生地を、ヌクレアーゼ酵素、好ましくは、デオキシリボヌクレア
ーゼ又はリボヌクレアーゼ酵素を含む水溶液と接触させ、任意に当該生地をすすぎ、乾燥
させる工程。
【０００４】
　また、本発明は、工程（ｉ）の仕上げされた生地を、ヌクレアーゼ酵素、好ましくは、
デオキシリボヌクレアーゼ又はリボヌクレアーゼ酵素を含む水溶液と接触させる、後続の
水性洗濯工程においてヌクレアーゼ酵素の付着を増加させるために、未処理の生地表面に
比べて生地表面の疎水性を増大させる仕上げ工程の使用に関する。好ましくは、洗浄及び
／又は処理組成物の形態の、ヌクレアーゼ酵素を含む洗濯用洗浄及び／又は処理組成物を
添加することによって、ヌクレアーゼ酵素を含む水溶液が提供される。好ましくは、洗浄
及び／又は処理組成物は、水に、水溶性単位用量パウチ、好ましくは、多区画単位用量製
品の形態である。
【０００５】
　本発明の更なる態様によれば、本明細書に定義するヌクレアーゼ酵素とＧＨ２０ファミ
リーのグリコシルヒドロラーゼ、好ましくは、Ｅ．Ｃ．３．２．１．５２のβ－Ｎ－アセ
チルグルコサミニダーゼとを含む洗浄及び／又は処理組成物が提供される。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　定義
　本明細書で使用するとき、用語「アルコキシ」は、Ｃ１～Ｃ８アルコキシ、及びブチレ
ンオキシド、グリシドールオキシド、エチレンオキシド又はプロピレンオキシドなどの繰
り返し単位を有するポリオールのＣ１～Ｃ８アルコキシ誘導体を含むことを意図する。
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【０００７】
　本明細書で使用するとき、別途記載のない限り、用語「アルキル」及び「アルキル末端
保護」は、Ｃ１～Ｃ１８アルキル基、又は更にはＣ１～Ｃ６アルキル基を含むことを意図
する。
【０００８】
　本明細書で使用するとき、別途記載のない限り、用語「アリール」は、Ｃ３～Ｃ１２ア
リール基を含むことを意図する。
【０００９】
　本明細書で使用するとき、別途記載のない限り、用語「アリールアルキル」及び「アル
カリール」は等価であり、それぞれ、典型的にはＣ１～Ｃ１８アルキル基及び一態様では
Ｃ１～Ｃ６アルキル基を有する、芳香族部分に結合しているアルキル部分を含む基を含む
ことを意図する。
【００１０】
　本明細書において、用語「エチレンオキシド」、「プロピレンオキシド」及び「ブチレ
ンオキシド」は、それぞれ、これらの典型的な表記である「ＥＯ」、「ＰＯ」及び「ＢＯ
」で示される場合がある。
【００１１】
　本明細書で使用するとき、用語「洗浄及び／又は処理組成物」は、別途記載のない限り
、顆粒、粉末、液体、ゲル、ペースト、１回用量、バー形態及び／又はフレークタイプの
洗浄剤及び／又は布地処理組成物を含み、布地を洗濯するための製品、布地用柔軟化組成
物、布地強化組成物、布地フレッシュニング組成物、及び布地をケア及びメンテナンスす
るための他の製品、並びにこれらの組み合わせが挙げられるが、これらに限らない。この
ような組成物は、洗浄工程の前に用いるための前処理組成物であっても、すすぎ添加用組
成物、並びに漂白添加剤及び／又は「シミ取りスティック」、又は前処理組成物、又は乾
燥機添加用シートなどの基材を有する製品などの洗浄助剤であってもよい。
【００１２】
　本明細書で使用するとき、「セルロース基材」は、１００重量％のセルロース、又は少
なくとも２０重量％、若しくは少なくとも３０重量％、若しくは少なくとも４０重量％、
若しくは少なくとも５０重量％、若しくは更には少なくとも６０重量％のセルロースを含
む任意の基材を含むことを意図する。セルロースは、木材、綿、亜麻布、黄麻及び麻布に
見出すことができる。セルロース基材は、粉末、繊維、パルプの形態、並びに粉末、繊維
及びパルプから形成される物品の形態であってよい。セルロース繊維としては、綿、レー
ヨン（再生セルロース）、アセテート（酢酸セルロース）、トリアセテート（三酢酸セル
ロース）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。典型的には、セル
ロース基材は、綿を含む。セルロース繊維から形成される物品としては、布地などの生地
物品が挙げられる。パルプから形成される物品としては、紙が挙げられる。
【００１３】
　本明細書で使用するとき、用語「最大吸光係数」は、４００ナノメートル～７５０ナノ
メートルの範囲における最大吸光度の波長（本明細書では最大波長とも称する）における
モル吸光係数を表すことを意図する。
【００１４】
　本明細書で使用するとき、「平均分子量」は、分子量分布によって求めたときの平均分
子量として記録し、製造プロセスの結果、本明細書に開示するポリマーは、そのポリマー
部分に繰り返し単位の分布を有し得る。
【００１５】
　本明細書で使用するとき、用語「変異体」とは、野生型又は参照配列とは異なるアミノ
酸配列を含有するポリペプチドを指す。変異体ポリペプチドは、参照又は野生型ヌクレオ
チド配列に対するヌクレオチドの欠失、挿入又は置換によって、上記の野生型又は参照配
列とは異なり得る。参照又は野生型配列は、完全長ネイティブポリペプチド配列又は完全
長ポリペプチド配列の任意の他の断片であってよい。ポリペプチド変異体は、一般的に、
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参照配列と少なくとも約７０％のアミノ酸配列同一性を有するが、参照配列と約７５％の
アミノ酸配列同一性、参照配列と約８０％のアミノ酸配列同一性、参照配列と約８５％の
アミノ酸配列同一性、参照配列と約８６％のアミノ酸配列同一性、参照配列と約８７％の
アミノ酸配列同一性、参照配列と約８８％のアミノ酸配列同一性、参照配列と約８９％の
アミノ酸配列同一性、参照配列と約９０％のアミノ酸配列同一性、参照配列と約９１％の
アミノ酸配列同一性、参照配列と約９２％のアミノ酸配列同一性、参照配列と約９３％の
アミノ酸配列同一性、参照配列と約９４％のアミノ酸配列同一性、参照配列と約９５％の
アミノ酸配列同一性、参照配列と約９６％のアミノ酸配列同一性、参照配列と約９７％の
アミノ酸配列同一性、参照配列と約９８％のアミノ酸配列同一性、参照配列と約９８．５
％のアミノ酸配列同一性、又は参照配列と約９９％のアミノ酸配列同一性を含んでいても
よい。
【００１６】
　本明細書で使用するとき、請求項において使用される「ａ」及び「ａｎ」などの冠詞は
、請求又は記載されているものが１つ以上であることを意味すると理解される。
【００１７】
　本明細書で使用するとき、用語「含む（「include/s」及び「including」）」は非限定
的であることを意味する。
【００１８】
　本明細書において使用するとき、用語「固体」は、顆粒、粉末、バー及び錠剤の製品形
態を含む。
【００１９】
　本発明で使用する場合、用語「流体」は、液体、ゲル、ペースト及び気体の製品形態を
含む。
【００２０】
　特に明記しない限り、成分又は組成物のレベルは全て、当該成分又は組成物の活性部分
に関するものであり、このような成分又は組成物の市販の供給源に存在し得る不純物、例
えば、残留溶媒又は副生成物は除外される。
【００２１】
　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。
【００２２】
　疎水性変性された生地
　疎水性変性された生地は、未処理の生地表面に比べて生地表面の疎水性を増大させる仕
上げ処理が施された生地である。疎水性は、生地表面の水接触角を測定することによって
決定することができる。「水接触角」とは、液相－気相界面が固体表面と接触する、液体
を通して測定される角度を意味する。水接触角は、液体による固体表面の濡れ性を定量す
る。接触角は、液体及び固体の各分子が同じ種類の分子とどの程度強力に相互作用するか
に対して、液体及び固体の分子が互いにどの程度強力に相互作用するかを反映している。
綿などの多くの親水性の高い表面では、水滴は０°～３０°の接触角を示す。一般的に、
水接触角が９０°よりも大きい場合、固体表面は疎水性であると考えられる。分析プロト
コールは、水滴を表面上に置き、例えばＫｒｕｓｓ（Ｈａｍｂｕｒｇ，Ｇｅｒｍａｎｙ）
製のものなど、この目的のために利用可能な多くの市販機器のうちの１つを用いて、滴形
状分析を通して界面の角度を測定する、接触角測定である。従うべき具体的な標準化プロ
トコールは、米国材料試験協会によって規定されている（プロトコールＡＳＴＭ　Ｄ７３
３４－０８）。
【００２３】
　好ましくは、疎水変性によって、少なくとも２０°、又はより好ましくは少なくとも３
０°、水接触角が増大する。上記の方法に従って測定したとき、仕上げ工程後の生地表面
の水接触角は、好ましくは少なくとも５０°、又は少なくとも６０°、又は少なくとも７
０°、又は少なくとも８０°又は更には少なくとも９０°である。
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【００２４】
　好ましい生地は、好ましくは綿を含むセルロース基材を含む。好ましくは、セルロース
基材は、少なくとも４０重量％のセルロース、好ましくは少なくとも５０重量％又は少な
くとも６０重量％のセルロースを含む。疎水変性工程は、典型的には、布地に成形する前
に生地の繊維又は糸の表面に、又は布地の形態の生地表面に適用される化学的表面処理に
よって提供される。生地表面の疎水性を増大させる、汚れ放出剤、防汚剤、熱調節剤、柔
軟剤、難燃剤、帯電防止剤、縮み抑制剤、パーマネントプレスコーティング、自己洗浄剤
及び防臭剤から選択される化学的仕上げによって、疎水性変性され得る。
【００２５】
　カチオン性化合物、シリコーン、パラフィン、フッ素化化合物及びこれらの混合物から
なる群から選択されるコーティングを塗布することによって、生地表面を疎水性変性する
ことができる。化学的修飾は、酵素による処理を含み得る。
【００２６】
　化学的修飾は、パディング、染着、コーティング、噴霧、泡塗布及びプラズマ化学気相
成長などの従来の生地処理法のいずれかを用いてよい。ナノテクノロジーを用いてもよい
。
【００２７】
　好ましくは、仕上げ工程では、カチオン性化合物及び／若しくはシリコーン化合物及び
／若しくはフルオロカーボン及び／若しくはパラフィン、又はこれらの混合物の付着によ
って、生地表面が化学的に修飾される。好適な疎水性仕上げの例は、Ｐａｕｌ，Ｒ．、Ｆ
ｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｆｉｎｉｓｈｅｓ　ｆｏｒ　Ｔｅｘｔｉｌｅｓ、第１版、Ｅｌｓｅ
ｖｉｅｒ、２０１４年、ＩＳＢＮ－９７８０８５７０９８３９９の第４章及び第１３章に
記載されている。
【００２８】
　これらとしては、カチオン性柔軟剤（例えば、アミン塩、イミダゾリン、エステル第四
級アンモニウム化合物）、非イオン性柔軟剤（例えば、ポリエチレン、グリセロールモノ
ステアレート、脂肪酸のエトキシレート、脂肪族アミン、ヒマシ油、脂肪族アルコール、
脂肪族エステル）、シリコーン柔軟剤（例えば、ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）、
ポリメチルハイドロジェンシロキサン（ＰＭＨＳ）、アミノ官能性シリコーン、エポキシ
シリコーン及びアミドシリコーン、並びにこれらの混合物などの柔軟仕上げが挙げられる
。
【００２９】
　他の疎水性仕上げとしては、従来の浸漬及びパディングプロセスによって適用され得る
仕上げ剤を得るために溶解又は分散させなければならないフルオロカーボンが挙げられる
。フルオロカーボンは、例えば、ペルフルオロ化アルキル側鎖を有するポリマーの使用を
通して、撥水性及び撥油性の両方を得るために用いることができる。アンカー基として作
用する様々な基で修飾されたペルフルオロ化アルキルシランは、綿などの親水性ヒドロキ
シル基担持繊維上に固定するために用いることができる。
【００３０】
　また、疎水性仕上げは、プラズマ重合及びスパッタリングなどのプラズマ処理を用いて
行うこともできる。プラズマ重合において疎水性効果を生み出すために用いられる典型的
なモノマーは、ヘキサメチルジシロキサン、ビニルトリメチルシラン及び２－（ペルフル
オロヘキシル）エチルアクリレートである。
【００３１】
　生地の繊維にナノ構造を導入した結果を、疎水性仕上げを得るために用いることもでき
、それによって、金属、セラミック又はガラスなどのナノ構造化表面を有する他の基材と
同様に、高い接触角が得られる。これら表面は、超疎水性表面又は自己洗浄表面とも呼ば
れる。シリカ粒子、銀粒子及び炭酸カルシウム（ＣａＣＯ３）を用いて、ナノ構造化生地
を得ることができる。これら無機材料は、疎水性成分としてポリ（グリシジルメタクリレ
ート）（ＰＧＭＡ）及びポリ（スチレン－ｂ－エチレン－コ－ブチレン－ｂ－スチレン）
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（ＳＥＢＳ）などのポリマーと併用される。
【００３２】
　他の好適な疎水性仕上げ剤としては、デンドリマー、カーボンナノチューブ、ヒドロホ
ビン及びゾル－ゲル物質が挙げられる。
【００３３】
　好適な市販の生地仕上げの具体例としては、フッ素化格子（例えば、Ｆｏｒａｐｅｒｌ
ｅ（商標）５０３；Ｆ－５０３、Ｅｌｆ　Ａｔｏｃｈｅｍ製、Ｏｌｅｏｐｈｏｂｏｌ（商
標）Ｃ；Ｏｌ－Ｃ、Ｈｕｎｔｓｍａｎ製）、フルオロカーボン（例えば、Ｏｌｅｏｐｈｏ
ｂｏｌ（商標）ＳＬ－Ａ；７７１３／ＳＭ、Ｈｕｎｔｓｍａｎ製）、フルオロアルキル官
能性ポリシロキサン（例えば、Ｄｙｎａｓｙｌａｎ（商標）Ｆ８８１５、Ｅｖｏｎｉｋ製
）、ペルフルオロアクリルコポリマー（例えば、Ｒｅｐｅｌｌａｎ（商標）ＥＭ；ＥＰＦ
；ＮＦＣ、Ｐｕｌｃｒａ製）、従来のフルオロカーボン－ＣＦ８ケミストリー（例えば、
ＲＵＣＯ－Ｇｕａｒｄ（商標）ＡＦＲ、Ｒｕｄｏｌｆ　ＧｍｂＨ製）、フルオロカーボン
（例えば、Ｆｌｕｏｒｅｐｅｌ（商標）ＯＷＳ、Ｃｙｔｏｎｉｘ製、Ｄｉｐｏｌｉｔ（商
標）９７１０５、Ｏｚｔｅｋ　Ｓｔａｍｐａ　Ｔｅｘｔｉｌｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ製、Ｎｕ
ｖａ（商標）２１１０、Ａｒｃｈｒｏｍａ製、ＲＵＣＯＳＴＡＲ（商標）ＡＣＴ６、Ｒｕ
ｄｏｌｆ　ＧｍｂＨ製）、フルオロカーボン樹脂（例えば、Ａｓａｈｉ　Ｇｕａｒｄ（商
標）ＡＧ－４８０、Ａｓａｈｉ製、Ａｎｔｈｙｄｒｉｎ（商標）、Ｚｓｃｈｉｍｍｅｒ　
＆　Ｓｃｈｗａｒｚ製）、及びデンドリマー（例えば、ＲＵＣＯ－ＤＲＹ　ＥＣＯ（商標
）、Ｒｕｄｏｌｆ　ＧｍｂＨ製）が挙げられる。
【００３４】
　本発明の発明者らは、驚くべきことに、生地表面の疎水性を増大させることによってヌ
クレアーゼ酵素の付着が増加して、有効性が増大することを見出した。
【００３５】
　生地表面が未処理の生地表面に比べて増大した疎水性を保持している限り、任意に、仕
上げ処理された生地表面を第２の工程前に洗浄及びすすいでもよい。
【００３６】
　疎水性変性された生地を、ヌクレアーゼ酵素を含む水溶液と接触させる。水溶液は、ヌ
クレアーゼ酵素のみを含んでいてよい。しかし、好ましくは、水溶液は、界面活性剤、好
ましくは０．００５ｇ／Ｌ～５ｇ／Ｌ、又は０．１～３ｇ／Ｌ若しくは２ｇ／Ｌの界面活
性剤を更に含んでいてもよい。好ましくは、洗濯工程において、ヌクレアーゼ酵素を含有
する洗濯用洗浄及び／又は処理組成物を水に添加することによって、ヌクレアーゼ酵素を
含む水溶液が提供される。洗浄及び／又は処理組成物は、ヌクレアーゼ酵素に加えて、下
記のこのような洗浄及び／又は処理組成物から追加の補助物質のいずれかを含む。
【００３７】
　ヌクレアーゼ酵素
　ヌクレアーゼ酵素は、核酸のヌクレオチドサブユニット間のホスホジエステル結合を切
断することができる酵素である。本明細書におけるヌクレアーゼ酵素は、好ましくは、デ
オキシリボヌクレアーゼ若しくはリボヌクレアーゼ酵素、又はこれらの機能的断片である
。機能的断片又は部分とは、ＤＮＡ骨格鎖におけるホスホジエステル結合の切断を触媒す
るヌクレアーゼ酵素の部分を意味し、したがって、触媒活性を保持する上記のヌクレアー
ゼタンパク質の領域である。したがって、それは、その機能が維持されている酵素及び／
又は変異体及び／又は誘導体及び／又はホモログの、切頭されているが機能的なバージョ
ンを含む。
【００３８】
　好ましくは、ヌクレアーゼ酵素は、デオキシリボヌクレアーゼであり、好ましくは、ク
ラスＥ．Ｃ．３．１．２１．ｘ（式中、ｘ＝１、２、３、４、５、６、７、８又は９）、
Ｅ．Ｃ．３．１．２２．ｙ（式中、ｙ＝１、２、４又は５）、Ｅ．Ｃ．３．１．３０．ｚ
（式中、ｚ＝１又は２）、Ｅ．Ｃ．３．１．３１．１のいずれか、及びこれらの混合物か
ら選択される。
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【００３９】
　クラスＥ．Ｃ．３．１．２１．ｘのヌクレアーゼは、３’ヒドロキシルで切断して、以
下のとおり５’ホスホモノエステルを遊離させる。
【００４０】
【化１】

【００４１】
　クラスＥ．Ｃ．３．１．２１．ｘのヌクレアーゼ酵素、特に、ｘ＝１である場合が特に
好ましい。
【００４２】
　クラスＥ．Ｃ．３．１．２２．ｙのヌクレアーゼは、５’ヒドロキシルで切断して、３
’ホスホモノエステルを遊離させる。クラスＥ．Ｃ．３．１．３０．ｚの酵素は、ＤＮＡ
及びＲＮＡの両方に作用して、５’－ホスホモノエステルを遊離させるので、好ましい場
合がある。クラスＥ．Ｃ．３．１．３１．２の好適な例は、米国特許出願公開第２０１２
／０１３５４９８（Ａ）号、例えば、その配列番号３に記載されている。このような酵素
は、ｃ－ＬＥＣＴＡからＤＥＮＡＲＡＳＥ（登録商標）酵素として市販されている。
【００４３】
　クラスＥ．Ｃ．３．１．３１．１のヌクレアーゼ酵素は、３’ホスホモノエステルを生
成する。
【００４４】
　好ましくは、ヌクレアーゼ酵素は、微生物の酵素を含む。ヌクレアーゼ酵素は、真菌又
は細菌起源であってよい。細菌ヌクレアーゼが最も好ましい場合がある。真菌ヌクレアー
ゼが最も好ましい場合がある。
【００４５】
　微生物ヌクレアーゼは、バチルス属、例えば、バチルス・リケニフォルミス（Bacillus
 licheniformis）又はバチルス・ズブチルス（Bacillus subtilis）の細菌ヌクレアーゼ
などから得ることができる。好ましいヌクレアーゼは、バチルス・リケニフォルミス、好
ましくはＥＩ－３４－６株から得ることができる。好ましいデオキシリボヌクレアーゼは
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、本明細書における配列番号１に規定するＥＩ－３４－６株ｎｕｃＢデオキシリボヌクレ
アーゼに由来するバチルス・リケニフォルミスの変異体、すなわち、例えば、それに対し
て少なくとも７０％又は７５％又は８０％又は８５％又は９０％又は９５％、９６％、９
７％、９８％、９９％又は１００％同一であるその変異体である。
【００４６】
　他の好適なヌクレアーゼは、本明細書における配列番号２に規定されているか、又は例
えば、それに対して少なくとも７０％若しくは７５％若しくは８０％若しくは８５％若し
くは９０％若しくは９５％、９６％、９７％、９８％、９９％若しくは１００％同一であ
るその変異体である。他の好適なヌクレアーゼは、本明細書における配列番号３に規定さ
れているか、又は例えば、それに対して少なくとも７０％若しくは７５％若しくは８０％
若しくは８５％若しくは９０％若しくは９５％、９６％、９７％、９８％、９９％若しく
は１００％同一であるその変異体である。
【００４７】
　真菌ヌクレアーゼは、アスペルギルス属、例えば、アスペルギルス・オリザエ（Asperg
illus oryzae）から得ることができる。好ましいヌクレアーゼは、本明細書における配列
番号５に規定されているアスペルギルス・オリザエ、又は例えば、それに対して少なくと
も６０％若しくは７０％若しくは７５％若しくは８０％若しくは８５％若しくは９０％若
しくは９５％、９６％、９７％、９８％、９９％若しくは１００％同一であるその変異体
から得ることができる。
【００４８】
　別の好適な真菌ヌクレアーゼは、トリコデルマ属、例えば、トリコデルマ・ハルジアナ
ム（Trichoderma harzianum）から得ることができる。好ましいヌクレアーゼは、本明細
書における配列番号６に規定されているトリコデルマ・ハルジアナム、又は例えば、それ
に対して少なくとも６０％若しくは７０％若しくは７５％若しくは８０％若しくは８５％
若しくは９０％若しくは９５％、９６％、９７％、９８％、９９％若しくは１００％同一
であるその変異体から得ることができる。
【００４９】
　他の真菌ヌクレアーゼとしては、アスペルギルス・オリザエＲＩＢ４０、アスペルギル
ス・オリザエ３．０４２、アスペルギルス・フラバス（Aspergillus flavus）ＮＲＲＬ３
３５７、アスペルギルス・パラシティクス（Aspergillus parasiticus）ＳＵ－１、アス
ペルギルス・ノミウス（Aspergillus nomius）ＮＲＲＬ１３１３７、トリコデルマ・リー
ゼイ（Trichoderma reesei）ＱＭ６ａ、トリコデルマ・ヴィレンス（Trichoderma virens
）Ｇｖ２９－８、オイジオデンドロン・マイウス（Oidiodendron maius）Ｚｎ、メタリジ
ウム・ギズホウエンス（Metarhizium guizhouense）ＡＲＳＥＦ　９７７、メタリジウム
・マジュス（Metarhizium majus）ＡＲＳＥＦ　２９７、メタリジウム・ロベルトシイ（M
etarhizium robertsii）ＡＲＳＥＦ　２３、メタリジウム・アクリダム（Metarhizium ac
ridum）ＣＱＭａ　１０２、メタリジウム・ブルンネウム（Metarhizium brunneum）ＡＲ
ＳＥＦ　３２９７、メタリジウム・アニソプリアエ（Metarhizium anisopliae）、コレト
トリカム・フィオリニアエ（Colletotrichum fioriniae）ＰＪ７、コレトトリカム・サブ
リネオラ（Colletotrichum sublineola）、トリコデルマ・アトロビリデ（Trichoderma a
troviride）ＩＭＩ　２０６０４０、トリポクラジウム・オフィオグロソイド（Tolypocla
dium ophioglossoides）ＣＢＳ　１００２３９、ビューベリア・バシアナ（Beauveria ba
ssiana）ＡＲＳＥＦ　２８６０、コレトトリカム・ヒギンシアナム（Colletotrichum hig
ginsianum）、ヒルステラ・ミネソテンシス（Hirsutella minnesotensis）３６０８、セ
ドスポリウム・アピオステルマム（Scedosporium apiospermum）、ファエオモニエラ・ク
ラミドスポラ（Phaeomoniella chlamydospora）、フサリウム・ベルチシリオイデス（Fus
arium verticillioides）７６００、フサリウム・オキシスポラム（Fusarium oxysporum
）特殊型ｃｕｂｅｎｓｅ品種４、コレトトリカム・グラミニコラ（Colletotrichum grami
nicola）Ｍ１．００１、フサリウム・オキシスポラム（Fusarium oxysporum）ＦＯＳＣ　
３－ａ、フサリウム・アベナセウム（Fusarium avenaceum）、フサリウム・ラングセチア



(10) JP 2018-524483 A 2018.8.30

10

20

30

40

50

エ（Fusarium langsethiae）、グロスマニア・クラビゲラ（Grosmannia clavigera）ｋｗ
１４０７、クラビセプス・プルプレア（Claviceps purpurea）２０．１、ベルチシリウム
・ロンギスポラム（Verticillium longisporum）、フサリウム・オキシスポラム特殊型ｃ
ｕｂｅｎｓｅ品種１、マグナポリテ・オリザエ（Magnaporthe oryzae）７０－１５、ビュ
ーベリア・バシアナ（Beauveria bassiana）Ｄ１－５、フサリウム・シュードグラミネア
ラム（Fusarium pseudograminearum）ＣＳ３０９６、ネオネクトリア・ジチシマ（Neonec
tria ditissima）、マグナポルチオプシス・ポアエ（Magnaporthiopsis poae）ＡＴＣＣ
　６４４１１、コルディセプス・ミリタリス（Cordyceps militaris）ＣＭ０１、マルソ
ニナ・ブルンネア（Marssonina brunnea）特殊型「ｍｕｌｔｉｇｅｒｍｔｕｂｉ」ＭＢ＿
ｍ１、ディアポルテ・アンペリナ（Diaporthe ampelina）、メタリジウム・アルブム（Me
tarhizium album）ＡＲＳＥＦ　１９４１、コレトトリカム・グロエオスポリオイデス（C
olletotrichum gloeosporioides）Ｎａｒａ　ｇｃ５、マズレラ・ミセトマチス（Madurel
la mycetomatis）、メタリジウム・ブルンネウム（Metarhizium brunneum）ＡＲＳＥＦ　
３２９７、ベルチシリウム・アルファルファエ（Verticillium alfalfae）ＶａＭｓ．１
０２、ガエウマノミセス・グラミニス（Gaeumannomyces graminis）変種ｔｒｉｔｉｃｉ
　Ｒ３－１１１ａ－１、ネクトリア・ハエマトコッカ（Nectria haematococca）ｍｐＶＩ
　７７－１３－４、ベルチシリウム・ロンギスポラム（Verticillium longisporum）、ベ
ルチシリウム・ダヒリアエ（Verticillium dahliae）ＶｄＬｓ．１７、トルビエラ・ヘミ
プテリゲナ（Torrubiella hemipterigena）、ベルチシリウム・ロンギスポラム、ベルチ
シリウム・ダヒリアエＶｄＬｓ．１７、ボトリチス・シネレア（Botrytis cinerea）Ｂ０
５．１０、チャエトミウム・グロボサム（Chaetomium globosum）ＣＢＳ　１４８．５１
、メタリジウム・アニスプリアエ（Metarhizium anisopliae）、ステムフィリウム・リコ
ペルシシ（Stemphylium lycopersici）、スクレロチニア・ボレアリス（Sclerotinia bor
ealis）Ｆ－４１５７、メタリジウム・ロベルトシイＡＲＳＥＦ　２３、ミセリオフトラ
・サーモフィラ（Myceliophthora thermophila）ＡＴＣＣ　４２４６４、ファエオスパエ
リア・ノドラム（Phaeosphaeria nodorum）ＳＮ１５、フィアロホラ・アタエ（Phialopho
ra attae）、ウスチラフィノイダエ・ヴィレンス（Ustilaginoidea virens）、ジプロジ
ア・セリアタ（Diplodia seriata）、オフィオストマ・ピセアエ（Ophiostoma piceae）
ＵＡＭＨ　１１３４６、シュードジムノアスカス・パンノラム（Pseudogymnoascus panno
rum）ＶＫＭ　Ｆ－４５１５（ＦＷ－２６０７）、ビポラリス・オリザエ（Bipolaris ory
zae）ＡＴＣＣ　４４５６０、メタリジウム・グイズホウエンス（Metarhizium guizhouen
se）ＡＲＳＥＦ　９７７、チャエトミウム・サーモフィラムＤＳＭ　１４９５、ペスタロ
チオプシス・フィシ（Pestalotiopsis fici）Ｗ１０６－１、ビポラリス・ゼイコラ（Bip
olaris zeicola）２６－Ｒ－１３、セトスファエリア・ツルシカ（Setosphaeria turcica
）Ｅｔ２８Ａ、アルトデルマ・オタエ（Arthroderma otae）ＣＢＳ　１１３４８０、及び
ピレノホラ・トリチシ－レペンチス（Pyrenophora tritici-repentis）Ｐｔ－１Ｃ－ＢＦ
ＰのＤＮＡ配列によってコードされているものが挙げられる。
【００５０】
　好ましくは、ヌクレアーゼは、単離ヌクレアーゼである。
【００５１】
　好ましくは、ヌクレアーゼ酵素は、０．０１ｐｐｍ～１０００ｐｐｍ、又は０．０５若
しくは０．１ｐｐｍ～７５０若しくは５００ｐｐｍのヌクレアーゼ酵素の量で水溶液中に
存在する。
【００５２】
　ヌクレアーゼは、バイオフィルム破壊効果を生じさせることもできる。
【００５３】
　好ましい組成物では、当該組成物は、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
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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。
【００５４】
　洗浄及び／又は処理補助物質
　水溶液が、ヌクレアーゼ酵素に加えて洗浄及び／又は処理組成物を水に添加することに
よって提供されるとき、当該洗浄及び／又は処理組成物は、任意の洗浄及び／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。
【００５５】
　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０．００００１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
％の酵素タンパク質の量で存在する。
【００５６】
　更に好適な助剤は、例えば、洗浄性能を支援若しくは強化するためのもの、例えば柔軟
化若しくはフレッシュニングによって、洗浄される基材を処理するためのもの、又は香料
、着色剤、非布地陰影染料等と同様に洗剤組成物の審美性を変化させるためのものであっ
てよい。好適な補助物質としては、界面活性剤、ビルダー、キレート剤、分散剤、酵素及
び酵素安定剤、触媒物質、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、追加の増白剤、抑泡剤、染料、色調染料、香
料、香料送達系、構造弾性化剤、布地柔軟剤、担体、ヒドロトロープ、加工助剤、溶媒、
追加の染料及び／又は顔料（これらのうちの一部については、以下により詳細に論じる）
が挙げられるが、これらに限定されない。以下の開示に加えて、このような他の助剤の好
適な例及び使用レベルは、参照によって本明細書に組み込まれる米国特許第５，５７６，
２８２号、同第６，３０６，８１２（Ｂ１）号及び同第６，３２６，３４８（Ｂ１）号に
見出される。
【００５７】
　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。
【００５８】
　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、ペクチン酸リアーゼ、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
しい組み合わせは、好ましく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。
【００５９】
　プロテアーゼ。好ましくは、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
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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）米国特許第６，３１２，９３６（Ｂ１）号、同第５，６７９，６３０号、同第４
，７６０，０２５号、同第７，２６２，０４２号、及び国際公開第ＷＯ０９／０２１８６
７号に記載されている、バチルス・レンタス（Bacillus lentus）、バチルス・アルカロ
フィラス（B. alkalophilus）、バチルス・ズブチルス（B. subtilis）、バチルス・アミ
ロリケファシエンス（B. amyloliquefaciens）、バチルス・プミルス（Bacillus pumilus
）、及びバチルス・ギブソニイ（Bacillus gibsonii）などのバチルス属由来のものを含
むサブチリシン（ＥＣ　３．４．２１．６２）。
　（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）によって商標名Ａｌｃａｌａｓｅ（登録商標）、Ｓａｖｉｎａｓｅ（登録商標）、Ｐ
ｒｉｍａｓｅ（登録商標）、Ｄｕｒａｚｙｍ（登録商標）、Ｐｏｌａｒｚｙｍｅ（登録商
標）、Ｋａｎｎａｓｅ（登録商標）、Ｌｉｑｕａｎａｓｅ（登録商標）、Ｌｉｑｕａｎａ
ｓｅ　Ｕｌｔｒａ（登録商標）、Ｓａｖｉｎａｓｅ　Ｕｌｔｒａ（登録商標）、Ｏｖｏｚ
ｙｍｅ（登録商標）、Ｎｅｕｔｒａｓｅ（登録商標）、Ｅｖｅｒｌａｓｅ（登録商標）及
びＥｓｐｅｒａｓｅ（登録商標）として販売されているもの、Ｇｅｎｅｎｃｏｒ　Ｉｎｔ
ｅｒｎａｔｉｏｎａｌによって商標名Ｍａｘａｔａｓｅ（登録商標）、Ｍａｘａｃａｌ（
登録商標）、Ｍａｘａｐｅｍ（登録商標）、Ｐｒｏｐｅｒａｓｅ（登録商標）、Ｐｕｒａ
ｆｅｃｔ（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）として販売されているもの、Ｓｏ
ｌｖａｙ　Ｅｎｚｙｍｅｓによって商標名Ｏｐｔｉｃｌｅａｎ（登録商標）及びＯｐｔｉ
ｍａｓｅ（登録商標）として販売されているもの、Ｈｅｎｋｅｌ／Ｋｅｍｉｒａから入手
可能なもの、すなわち、ＢＬＡＰ（以下の変異：Ｓ９９Ｄ＋Ｓ１０１Ｒ＋Ｓ１０３Ａ＋Ｖ
１０４Ｉ＋Ｇ１５９Ｓを有する、米国特許第５，３５２，６０４号の図２９に示されてい
る配列、以下ＢＬＡＰと称する）、ＢＬＡＰ　Ｒ（Ｓ３Ｔ＋Ｖ４Ｉ＋Ｖ１９９Ｍ＋Ｖ２０
５Ｉ＋Ｌ２１７Ｄを有するＢＬＡＰ）、ＢＬＡＰ　Ｘ（Ｓ３Ｔ＋Ｖ４Ｉ＋Ｖ２０５Ｉを有
するＢＬＡＰ）及びＢＬＡＰ　Ｆ４９（Ｓ３Ｔ＋Ｖ４Ｉ＋Ａ１９４Ｐ＋Ｖ１９９Ｍ＋Ｖ２
０５Ｉ＋Ｌ２１７Ｄを有するＢＬＡＰ）（全てＨｅｎｋｅｌ／Ｋｅｍｉｒａ製）；並びに
花王製のＫＡＰ（突然変異Ａ２３０Ｖ＋Ｓ２５６Ｇ＋Ｓ２５９Ｎを有するバチルス・アル
カロフィルスのサブチリシン）が挙げられるか、又は国際公開第２００９／１４９１４４
号、同第２００９／１４９１４５号、同第２０１０／５６６５３号、同第２０１０／５６
６４０号、同第２０１１／０７２１１７号、米国特許出願公開第２０１１／０２３７４８
７号、国際公開第２０１１／１４０３１６号、同第２０１２／１５１４８０号、欧州特許
第２５１００９２号、同第２５６６９６０号若しくは同第２７０５１４５号に開示されて
いるとおりである。
【００６２】
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　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。化学的に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ＮＣＩＢ１２２８９、ＮＣＩＢ１２５１２、ＮＣＩＢ１２５１３、ＤＳＭ９
３７５（米国特許第７，１５３，８１８号）、ＤＳＭ１２３６８、ＤＳＭＺ番号１２６４
９、ＫＳＭ　ＡＰ１３７８（国際公開第９７／００３２４号）、ＫＳＭ　Ｋ３６又はＫＳ
Ｍ　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 Stearophermophilusｓ
）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。
【００６３】
　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
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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（
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。
【００６４】
　リパーゼ。好ましくは、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２００９／０２１７４６４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
パーゼとしては、（ａ）フミコーラ・ラヌギノサ（Humicola lanuginosa）株ＤＳＭ４１
０９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）上記の野性型リパ
ーゼと比較して、Ｅ１若しくはＱ２４９の１５Ａ内の三次元構造の表面における電気的に
中性であるか若しくは負に帯電しているアミノ酸が正に帯電しているアミノ酸で置換され
ていることを含み、（ｃ）Ｃ末端にペプチド付加を含み、及び／又は（ｄ）Ｎ末端にペプ
チド付加を含み、及び／又は（ｅ）以下の制約：ｉ）上記の野性型リパーゼの位置Ｅ２１
０に負のアミノ酸を含み、ｉｉ）上記の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）上記の野生型リパーゼのＮ９４に対
応する位置に中性若しくは負のアミノ酸を含み、及び／又は上記の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、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が挙げられる。Ｔ２３１Ｒ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アクセッシ
ョン番号Ｓｗｉｓｓ－Ｐｒｏｔ　Ｏ５９９５２（サーモマイセス・ラヌギノサス（Thermo
myces lanuginosus）（フミコーラ・ラヌギノサ（Humicola lanuginosa）由来）の２６９
個のアミノ酸（アミノ酸２３～２９１）である。好ましいリパーゼとしては、商標名Ｌｉ
ｐｅｘ（登録商標）、Ｌｉｐｏｌｅｘ（登録商標）及びＬｉｐｏｃｌｅａｎ（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、欧州特許出願第
１２００１０３４．３号又は欧州特許第２６２３５８６号に記載されているものが挙げら
れる。
【００６５】
　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（Ｂ
２）号におけるアミノ酸配列の配列番号２と少なくとも９０％、９４％、９７％、更には
９９％の同一性の配列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
）（Ｎｏｖｏｚｙｍｅｓ　Ａ／Ｓ（Ｂａｇｓｖａｅｒｄ，Ｄｅｎｍａｒｋ）として販売さ
れている。
【００６６】
　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）、Ｐｅｃｔａｗａｙ（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Ｎｏｖｏｚｙｍｅ
ｓ　Ａ／Ｓ（Ｂａｇｓｖａｅｒｄ，Ｄｅｎｍａｒｋ）製）及びＰｕｒａｂｒｉｔｅ（登録
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商標）（Ｇｅｎｅｎｃｏｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｃ．（Ｐａｌｏ　Ａｌｔ
ｏ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ））として販売されているマンナーゼが挙げられる。
【００６７】
　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（ca
paicin）、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。
【００６８】
　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。
【００６９】
　封入剤。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、任意の洗濯ケア助
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
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ン、ワックス、着香料、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
物質を含んでいてよく、上記のシェルは、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、上記のアミノプ
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
、上記のポリ尿素は、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、上記の多糖類は、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、水
不溶性無機物、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物質を含んで
いてよい。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９
０％は、０．２ＭＰａ～１０ＭＰａ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～４
０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９０％が、３０ｎｍ～２５０ｎｍ、８０ｎｍ～１８０ｎｍ、又は
更には１００ｎｍ～１６０ｎｍ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．（Ａｐｐ
ｌｅｔｏｎ，Ｗｉｓｃｏｎｓｉｎ　ＵＳＡ）から購入することができる。
【００７０】
　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。
【００７１】
　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。
【００７２】
　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、
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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。
【００７３】
　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。
【００７４】
　他の好適なカルボキシレートポリマーは、（ｉ）５０～９８ｗｔ％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と、（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％未満の構造単位と、（ｉｉｉ）式（Ｉ
）及び（ＩＩ）によって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％の構造単位とを含むコポリマーである：
【００７５】
【化２】

　（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）、
【００７６】

【化３】

　（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）。
【００７７】
　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
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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。
【００７８】
　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
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。
【００７９】
　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。このような材料
は、国際公開第９１／０８２８１号及び国際出願ＰＣＴ９０／０１８１５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）ｎＣＨ

３（式中、ｍは、２～３であり、ｎは、６～１２である）のものである。側鎖は、ポリア
クリレート「主鎖」にエステル結合されて、「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。
【００８０】
　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。
【００８１】
　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。
【００８２】
　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。
【００８３】
　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
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（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、
　ｓＡｒは、５位がＳＯ３Ｍｅで置換されている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－アルキルであり、
　Ｒ７は、直鎖若しくは分枝鎖Ｃ１～Ｃ１８アルキル、又は直鎖若しくは分枝鎖Ｃ２～Ｃ

３０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～Ｃ３０

アリール基又はＣ６～Ｃ３０アリールアルキル基である）。
【００８４】
　好適な汚れ放出ポリマーは、Ｒｈｏｄｉａによって供給されているＲｅｐｅｌ－ｏ－ｔ
ｅｘ　ＳＦ、ＳＦ－２及びＳＲＰ６を含むＲｅｐｅｌ－ｏ－ｔｅｘポリマーなどのポリエ
ステル汚れ放出ポリマーである。他の好適な汚れ放出ポリマーとしては、Ｃｌａｒｉａｎ
ｔによって供給されているＴｅｘｃａｒｅ　ＳＲＡ１００、ＳＲＡ３００、ＳＲＮ１００
、ＳＲＮ１７０、ＳＲＮ２４０、ＳＲＮ３００及びＳＲＮ３２５を含むＴｅｘｃａｒｅポ
リマーが挙げられる。他の好適な汚れ放出ポリマーは、Ｓａｓｏｌによって供給されてい
るＭａｒｌｏｑｕｅｓｔ　ＳＬなどのＭａｒｌｏｑｕｅｓｔポリマーである。
【００８５】
　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。
【００８６】
　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
の好適な漂白剤としては、光漂白剤、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が挙げられる。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。
【００８７】
　（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。
【００８８】
　（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
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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：
【００８９】
【化４】

　（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
あるとき、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
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、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。
【００９０】
　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：
【００９１】
【化５】

　（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、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Ｃ

４～１４、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。
【００９２】
　（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。
【００９３】
　（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
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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
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。
【００９４】
　（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。好適な漂白触媒としては、イミニウムカチオン及びポリイオン、イ
ミニウム双極性イオン、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
、環状糖ケトン及びアルファアミノ－ケトン、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。好適なアルファアミノケトンは、例えば、国際公開第２０１２／０
００８４６（Ａ１）号、同第２００８／０１５４４３（Ａ１）号及び同第２００８／０１
４９６５（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２００
７／０１７３４３０（Ａ１）号に記載のとおりである。
【００９５】
　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：
【００９６】
【化６】

　（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）。
【００９７】
　（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。
【００９８】
　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。
【００９９】
　本明細書において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５，５９
７，９３６号、同第５，５９５，９６７号に記載されている。このようなコバルト触媒は
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、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。
【０１００】
　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
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。
【０１０１】
　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。
【０１０２】
　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。
【０１０３】
　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。
【０１０４】
　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になる
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。
【０１０５】
　界面活性剤。好ましくは、本組成物は、界面活性剤又は界面活性剤系を含む。界面活性
剤は、非イオン性、アニオン性、カチオン性、両性、両性電解質、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できる。好ましい組成物は、界
面活性剤／界面活性剤系の混合物を含む。好ましい界面活性剤系は、１つ以上のアニオン
性界面活性剤を、最も好ましくは共界面活性剤と組み合わせて、最も好ましくは非イオン
性及び／又は両性及び／又は双極性界面活性剤と組み合わせて含む。好ましい界面活性剤
系は、好ましくは９０：１～２：３又は更には１：９０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の両方を含む。いくつかの例では、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、少なくとも１：１が好ましい。しかし、１０：１
未満の比が好ましい場合もある。存在する場合、総界面活性剤レベルは、好ましくは、対
象組成物の０．１重量％～６０重量％、１重量％～５０重量％、又は更には５重量％～４
０重量％である。
【０１０６】
　好ましくは、本組成物は、アニオン性洗浄界面活性剤、好ましくはサルフェート及び／
又はスルホネート界面活性剤を含む。好ましい例としては、アルキルベンゼンスルホネー
ト、アルキルサルフェート及びアルキルアルコキシル化サルフェートが挙げられる。好ま
しいスルホネートは、Ｃ１０～１３アルキルベンゼンスルホネートである。好適なアルキ
ルベンゼンスルホネート（ＬＡＳ）は、市販の直鎖アルキルベンゼン（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、商標名Ｉｓｏｃｈｅｍ
（登録商標）としてＳａｓｏｌによって供給されているもの又はＰｅｔｒｅｓａによって
商標名Ｐｅｔｒｅｌａｂ（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Ｌ
ＡＢが挙げられ、他の好適なＬＡＢとしては、商標名Ｈｙｂｌｅｎｅ（登録商標）として
Ｓａｓｏｌによって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



(23) JP 2018-524483 A 2018.8.30

10

20

30

40

50

なアニオン性洗浄界面活性剤は、ＤＥＴＡＬ触媒プロセスによって得られるアルキルベン
ゼンスルホネートであるが、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のマグネシウム塩が用いられる。
【０１０７】
　好ましいサルフェート洗浄界面活性剤としては、アルキルサルフェート、典型的にはＣ

８～１８アルキルサルフェート、又は主にはＣ１２アルキルサルフェートが挙げられる。
更に好ましいアルキルサルフェートは、アルキルアルコキシル化サルフェート、好ましく
はＣ８～１８アルキルアルコキシル化サルフェートである。好ましくは、アルコキシル化
基は、エトキシル化基である。典型的には、アルキルアルコキシル化サルフェートは、０
．５～３０若しくは２０、又は０．５～１０の平均アルコキシル化度を有する。０．５～
１０、又は０．５～７、０．５～５、又は更には０．５～３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サルフェートが特に好ましい。
【０１０８】
　アルキルサルフェート、アルキルアルコキシル化サルフェート、及びアルキルベンゼン
スルホネートは、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。界面活性剤が分枝状である場合、好ましくは、界面活性剤は、中鎖分枝サルフ
ェート又はスルホネート界面活性剤を含む。好ましくは、分枝基は、Ｃ１～４アルキル基
、典型的にはメチル及び／又はエチル基を含む。
【０１０９】
　好ましくは、本組成物は、非イオン性洗浄界面活性剤を含む。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、Ｓｈｅｌｌ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
混合物であってよい）；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、ＢＡＳ
Ｆ製のＰｌｕｒｏｎｉｃ（登録商標））；Ｃ１４～Ｃ２２中鎖分枝状アルコール；Ｃ１４

～Ｃ２２中鎖分枝状アルキルアルコキシレート（典型的には１～３０の平均アルコキシル
化度を有する）；アルキル多糖類（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、
並びにこれらの混合物からなる群から選択される。
【０１１０】
　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。
【０１１１】
　一態様では、非イオン性洗浄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、当該アルキルアルコキシル化アルコールは、１～８
０、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。
【０１１２】
　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。
【０１１３】
　好適なカチオン性洗浄界面活性剤としては、アルキルピリジニウム化合物、アルキル第
四級アンモニウム化合物、アルキル第四級ホスホニウム化合物、アルキル第三級スルホニ
ウム化合物、及びこれらの混合物が挙げられる。
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【０１１４】
　好適カチオン性浄性界面活性剤は、以下の一般式を有する第四級アンモニウム化合物で
ある。
　（Ｒ）（Ｒ１）（Ｒ２）（Ｒ３）Ｎ＋Ｘ－

　（式中、Ｒは、直鎖又は分枝鎖、置換又は非置換のＣ６～１８アルキル又はアルケニル
部分であり、Ｒ１及びＲ２は、独立して、メチル又はエチル部分から選択され、Ｒ３は、
ヒドロキシル、ヒドロキシメチル又はヒドロキシエチル部分であり、Ｘは、電気的中性を
提供するアニオンであり、好適なアニオンとしては、例えば塩化物などのハロゲン化物、
硫酸及びスルホン酸が挙げられる。好適なカチオン性洗浄界面活性剤は、モノ－Ｃ６～１

８のアルキルモノヒドロキシエチルジメチル第四級アンモニウムクロライドである。非常
に好適なカチオン性洗浄界面活性剤は、モノ－Ｃ８～１０アルキルモノヒドロキシエチル
ジメチル第四級アンモニウムクロライド、モノ－Ｃ１０～１２アルキルモノヒドロキシエ
チルジメチル第四級アンモニウムクロライド、及びモノ－Ｃ１０アルキルモノヒドロキシ
エチルジメチル第四級アンモニウムクロライドである。
【０１１５】
　好適な両性／双極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。
【０１１６】
　アミンで中和されたアニオン性界面活性剤－本発明のアニオン性界面活性剤及び補助ア
ニオン性補助界面活性剤は、酸形態で存在してもよく、上記酸形態を中和して、本洗剤組
成物で用いるのに望ましい界面活性剤塩を形成してもよい。典型的な中和剤としては、水
酸化物（例えば、ＮａＯＨ又はＫＯＨ）など金属対イオン塩基が挙げられる。酸形態の本
発明のアニオン性界面活性剤及び補助アニオン性界面活性剤又は補助界面活性剤を中和す
るための更に好ましい剤としては、アンモニア、アミン、又はアルカノールアミンが挙げ
られる。アルカノールアミンが好ましい。当該技術分野において公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、及び他の直鎖若しくは分枝鎖アルカ
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、完全に又は部
分的に行われてよく、例えば、アニオン性界面活性剤混合物の一部がナトリウム又はカリ
ウムで中和されてもよく、アニオン性界面活性剤混合物の一部がアミン又はアルカノール
アミンで中和されてもよい。
【０１１７】
　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、リン酸塩、
クエン酸塩などが挙げられる。本組成物は、低レベル、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。
【０１１８】
　キレート剤。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
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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（ＨＥＤＰ）、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
、ＤｕＰｏｎｔ製、及びＮａｌｃｏ，Ｉｎｃ．製のキレート剤である。
【０１１９】
　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。
【０１２０】
　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。
【０１２１】
　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。
【０１２２】
　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。
【０１２３】
　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濃淡を生じさせることによって提
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。
【０１２４】
　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



(26) JP 2018-524483 A 2018.8.30

10

20

30

40

50

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
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、好適な低分子染料としては、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１
５０、アシッドブルー２９、アシッドブルー１１３、又はこれらの混合物からなる群から
選択される低分子染料が挙げられる。
【０１２５】
　好適な高分子染料としては、共有結合している（時に、複合体化しているとも称される
）色原体（染料－ポリマー結合体）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。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７，６８６，８９２Ｂ２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。
【０１２６】
　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。
【０１２７】
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　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）
号に開示されている。
【０１２８】
　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Ｂ７Ｃ．Ｉ．４２５９５結合体、モンモリロナイトベ
ーシックブルーＢ９Ｃ．Ｉ．５２０１５結合体、モンモリロナイトベーシックバイオレッ
トＶ３Ｃ．Ｉ．４２５５５結合体、モンモリロナイトベーシックグリーンＧ１Ｃ．Ｉ．４
２０４０結合体、モンモリロナイトベーシックレッドＲ１Ｃ．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Ｂ
７　Ｃ．Ｉ．４２５９５結合体、ヘクトライトトベーシックブルーＢ９　Ｃ．Ｉ．５２０
１５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。
【０１２９】
　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。
【０１３０】
　好適なポリマー布地濃淡染料を以下に示す。このようなアルコキシル化化合物の全てと
同様に、有機合成によって、様々な程度のアルコキシル化を有する分子の混合物を生成す
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。
【０１３１】
　布地濃淡染料は、以下の構造を有し得る：
【０１３２】
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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
末端保護されたアルキレンオキシ、尿素、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、スルホンアミド部分と、任意にアルキル及び／又はアリール部分とを含む置換基
であり、当該置換基は、少なくとも１本のアルキレンオキシ鎖を含む）。色調染料は、好
ましくはアルコキシル化されている、チオフェンアゾ染料などのチオフェン染料であって
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。
【０１３３】
　好適な布地濃淡染料の例は、以下のとおりである。
【０１３４】
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【化８】

【０１３５】
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【化９】

【０１３６】
　上記の染料は、以下を含んでいてよい：
　ａ）式（１）のＺｎ－、Ｃａ－、Ｍｇ－、Ｎａ－、Ｋ－、Ａｌ、Ｓｉ－、Ｔｉ－、Ｇｅ
－、Ｇａ－、Ｚｒ－、Ｉｎ－又はＳｎ－フタロシアニン化合物
　（ＰＣ）－Ｌ－（Ｄ）　　　（１）
　上記化合物には、連結基Ｌを介在した共有結合によって少なくとも１つのモノアゾ染料
が結合し、この場合、
　ＰＣは、金属含有フタロシアニン環系であり、
　Ｄは、モノアゾ染料のラジカルであり、そして



(31) JP 2018-524483 A 2018.8.30

10

20

30

40

50

　Ｌは、基
【０１３７】
【化１０】

　である
　（式中、
　Ｒ２０は、水素、Ｃ１～Ｃ８アルキル、Ｃ１～Ｃ８アルコキシ又はハロゲンであり、
　Ｒ２１は、独立して、Ｄ、水素、ＯＨ、Ｃｌ又はＦであるが、ただし、少なくとも１つ
はＤであり、
　Ｒ１００は、Ｃ１～Ｃ８アルキレンであり、
　＊は、ＰＣの結合点であり、
　＃は、染料の結合点である）。
【０１３８】
　上述の布地濃淡染料は、組み合わせて使用してもよい（布地色調剤の任意の混合物を使
用することができる）。
【０１３９】
　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
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いる。
【０１４０】
　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。
【０１４１】
　蛍光増白剤。有益剤は、１つ以上の蛍光増白剤を含んでいてよい。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、「ＤＳＢＰ」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　Ｃ
ＩＢＡ）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　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ａｎｄ
　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　Ｂｒｉｇｈｔｅｎｉｎｇ　
Ａｇｅｎｔｓ」（Ｍ．Ｚａｈｒａｄｎｉｋ、Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ刊、Ｎ
ｅｗ　Ｙｏｒｋ（１９８２年））に開示されている。
【０１４２】
　好ましい増白剤は、以下の構造を有する。
【０１４３】
【化１１】

【０１４４】
　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。
【０１４５】
　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）。
【０１４６】
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【化１２】

【０１４７】
　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。
【０１４８】
　審美染料。本組成物は、審美染料及び／又は顔料を含んでいてよい。好適な染料として
は、洗浄及び／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高分子染料が挙げられる。これらは、一般的に、非布地濃淡染料であ
る。
【０１４９】
　溶媒系。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、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２５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。
【０１５０】
　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
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、硬化ヒマシ油の誘導体（例えば、硬化ヒマシ油の非エトキ
シル化誘導体）、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性物質、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。好適なヒドロキシ官能性結晶性物質を詳細に定義している米国
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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。
【０１５１】
　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。本明細書で有用な高融点脂
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。このような低融
点の化合物は、この項に含まれることを意図するものではない。高融点脂肪族化合物の非
限定的な例は、Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔ
　Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ、第５版（１９９３年）、及びＣＴＦＡ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｉ
ｎｇｒｅｄｉｅｎｔ　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。
【０１５２】
　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～ｐＨ
９、一実施形態ではｐＨ４～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、１０，０００～１０，０００，０００、一実施形態では、５０，００
０～５，０００，０００、別の実施形態では１００，０００～３，０００，０００である
。
【０１５３】
　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。
【０１５４】
　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。
【０１５５】
　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
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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。
【０１５６】
　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
。
【０１５７】
　非イオン性ポリマー。本発明の組成物は、コンディショニング剤として非イオン性ポリ
マーを含んでいてよい。１０００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：
【０１５８】
【化１３】

　（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。
【０１５９】
　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。
【０１６０】
　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
囲である。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、及びシリコーン用の
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２０
０５／００４８５４９（Ａ１）号；同第２００７／００４１９２９（Ａ１）号；英国特許
第８４９，４３３号；独国特許第１００３６５３３号；（これらは全て参照により本明細
書に組み込まれる）；Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｏｆ　Ｓｉ
ｌｉｃｏｎｅｓ（Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ（１９６８年））；
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ＳＥ３０、ＳＥ３３、ＳＥ５４
、及びＳＥ７６；Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ，（Ｐｅｔｒａｒｃｈ　Ｓｙｓｔ
ｅｍｓ，Ｉｎｃ．（１９８４））；及びＥｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅ
ｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ、第１５巻、第２版、ｐｐ　２０
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４～３０８，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ，Ｉｎｃ．（１９８９年）に記載され
ている。
【０１６１】
　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ＤＴＩ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。
【０１６２】
　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。
【０１６３】
　Ｎ－Ｏ基は、以下の一般構造によって表すことができる。
【０１６４】
【化１４】

　（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。
【０１６５】
　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
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－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
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。
【０１６６】
　典型的には、その平均分子量は、５００～１，０００，０００、より好ましくは１，０
００～５００，０００、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。
【０１６７】
　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。
【０１６８】
　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、
　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ａｎａｌｙｓｉｓ、第１１３巻、「Ｍｏｄｅｍ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　
ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ」に記載のとおり光散乱によ
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。
【０１６９】
　これらコポリマーは、直鎖又は分枝鎖であってよい。
【０１７０】
　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、参照によって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。
【０１７１】
　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。
【０１７２】
　（ａ）Ｎ－ビニルピロリドン及びＮ－ビニルイミダゾールと、（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－オキシドと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、特に好ましい（ａ）：（ｂ）の重量比は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、１０００～２５０００
０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。
【０１７３】
　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
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１６５、Ｓｏｋａｌａｎ（登録商標）ＨＰ５０、Ｓｏｋａｌａｎ（登録商標）ＨＰ５３、
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。
【０１７４】
　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。
【０１７５】
　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。
【０１７６】
　有機コンディショニングオイル。また、本発明の組成物は、コンディショニング剤とし
て、単独で又は（本明細書に記載の）シリコーンなどの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ん
でいてもよい。好適なコンディショニングオイルとしては、炭化水素油、ポリオレフィン
、及び脂肪族エステルが挙げられる。米国特許第５，６７４，４７８号及び同第５，７５
０，１２２号においてＰｒｏｃｔｅｒ　＆　Ｇａｍｂｌｅ　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４，６６３，１５
８号、同第４，１９７，８６５号、同第４，２１７、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。
【０１７７】
　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。
【０１７８】
　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。
【０１７９】
　泡増量剤。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～Ｃ
１４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、Ｃ
ａＳＯ４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。
【０１８０】
　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　Ｃｈｅｍ
ｉｃａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、第３版、第７巻、４３０～４４７頁（Ｊｏｈｎ　Ｗｉ
ｌｅｙ　＆　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
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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Ｃ１
８～Ｃ４０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１００℃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３，９３３，６
７２号、同第４，６５２，３９２号、同第４，９７８，４７１号、同第４，９８３，３１
６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８
９３０７８５１．９号、欧州特許第１５０，８７２号及びＤＯＳ２，１２４，５２６に記
載されている。
【０１８１】
　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。
【０１８２】
　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。
【０１８３】
　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
　ａｎｄ　Ｆｒａｇｒａｎｃｅ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）１９９２　Ｉｎｔｅｒｎａｔ
ｉｏｎａｌ　Ｂｕｙｅｒｓ　Ｇｕｉｄｅ（ＣＦＴＡ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｓ刊）及び
ＯＰＤ　１９９３　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ　Ｂｕｙｅｒｓ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ　８０ｔｈ

　Ａｎｎｕａｌ　Ｅｄｉｔｉｏｎ（Ｓｃｈｎｅｌｌ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏ．刊）
に、香料の多くの好適な例が提供されている。通常、本発明の組成物中には、複数、例え
ば４つ、５つ、６つ、７つ又はそれ以上の香料成分が存在する。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（Ｊ
ｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓ
ｔｓ　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。
【０１８４】
　パッケージ。任意の従来のパッケージを用いてよく、本発明に不可欠な染料の色によっ
てもたらされ得るか又は当該染料の色が寄与し得る製品の色を消費者が見ることができる
ように、パッケージは全体的又は部分的に透明であってよい。パッケージの一部又は全部
に、紫外線吸収化合物を含めてもよい。
【０１８５】
　組成物の作製方法
　本発明の組成物は、固体（例えば、顆粒又は錠剤）であっても、又は液体形態であって
もよい。好ましくは、本組成物は、液体形態である。本組成物は、配合業者が選択する任
意の工程によって作製でき、その非限定的な例は、実施例及び米国特許第４，９９０，２
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８０号、米国特許出願公開第２００３００８７７９１（Ａ１）号、同第２００３００８７
７９０（Ａ１）号、同第２００５０００３９８３（Ａ１）号、同第２００４００４８７６
４（Ａ１）号、米国特許第４，７６２，６３６号、同第６，２９１，４１２号、米国特許
出願公開第２００５０２２７８９１（Ａ１）号、欧州特許第１０７０１１５（Ａ２）号、
米国特許第５，８７９，５８４号、同第５，６９１，２９７号、同第５，５７４，００５
号、同第５，５６９，６４５号、同第５，５６５，４２２号、同第５，５１６，４４８号
、同第５，４８９，３９２号、同第５，４８６号に記載されている。
【０１８６】
　液体の形態である場合、本発明の組成物は、水性（典型的には２重量％超、又は更には
５若しくは１０重量％超の総含水量、最大で９０又は最大で８０重量％若しくは７０重量
％の総含水量）であっても、又は非水性（典型的には、２重量％未満の総含水量）であっ
てもよい。典型的には、本発明の組成物は、光学増白剤、ＤＴＩ、及び任意の更なる補助
物質の水溶液又は均一な分散液若しくは懸濁液の形態であり、これらの成分の一部は通常
固体の形態であってもよく、本組成物の通常液体の成分（アルコールエトキシレート非イ
オン性液体、水性液体キャリア、及び任意の他の通常液体であるの任意成分等）と組み合
わせられている成分である。このような溶液、分散液、又は懸濁液は、許容可能な相安定
性を有する。液体の形態であるとき、本発明の洗剤は、好ましくは、２０ｓ－１及び２１
℃において１～１５００センチポアズ（１～１５００ｍＰａ＊ｓ）、より好ましくは１０
０～１０００センチポアズ（１００～１０００ｍＰａ＊ｓ）、最も好ましくは２００～５
００センチポアズ（２００～５００ｍＰａ＊ｓ）の粘度を有する。粘度は、従来法によっ
て測定することができる。粘度は、ＴＡ　ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ製のＡＲ５５０レオメ
ータを用いて、直径４０ｍｍ及びギャップサイズ５００μｍのプレートスチールスピンド
ルを用いて測定してよい。２０ｓ－１における高剪断粘度及び０．０５－１における低剪
断粘度は、２１Ｃで３分間の対数剪断速度掃引０．１－１～２５－１から得ることができ
る。本明細書に記載する好ましいレオロジーは、内部構造剤を洗剤成分と共に使用して、
又は外部レオロジー変性剤を使用することによって得ることができる。より好ましくは、
洗剤液体組成物などの洗剤は、約１００センチポアズ～１５００センチポアズ、より好ま
しくは１００～１０００ｃｐｓの高剪断速度粘度を有する。洗剤液体組成物などの単位用
量洗剤は、４００～１０００ｃｐｓの高剪断速度粘度を有する。洗濯柔軟化組成物などの
洗剤は、典型的には、１０～１０００、より好ましくは１０～８００ｃｐｓ、最も好まし
くは１０～５００ｃｐｓの高剪断速度粘度を有する。食器手洗い用組成物は、３００～４
０００ｃｐｓ、より好ましくは３００～１０００ｃｐｓの高剪断速度粘度を有する。
【０１８７】
　本明細書における液体の形態の洗浄及び／又は処理組成物は、任意の都合のよい順序で
その成分を合わせ、得られた成分の組み合わせを混合、例えば、撹拌して、相安定液体洗
剤組成物を形成することによって調製することができる。このような組成物を調製する方
法では、例えば、非イオン性界面活性剤、非界面活性液体キャリア、及び他の任意の液体
成分などの液体成分の少なくとも大部分、又は更には実質的に全てを含有する液体マトリ
ックスが形成され、当該液体成分は、この液体の組み合わせに剪断撹拌を付与することに
よって十分に混合されている。例えば、機械的撹拌機による高速撹拌が通常使用され得る
。剪断撹拌を維持しつつ、任意のアニオン性界面活性剤及び固体形態の成分の実質上全て
を添加することができる。混合物の撹拌を継続し、必要であればその時点で増強させて、
液相内の不溶性固相粒子の溶液又は均一な分散液を形成する。固体形態物質の一部又は全
てをこの撹拌混合物に添加した後、含める任意の酵素物質の粒子、例えば、酵素プリルを
配合する。上述の組成物調製手順の変形例として、固体成分のうちの１つ以上を、液体成
分のうちの１つ以上の微量の部分と予め混合した粒子の溶液又はスラリーとして、撹拌混
合物に添加してよい。組成物成分の全てを添加した後、必要な粘度及び相安定特性を有す
る組成物を形成するのに十分な時間にわたって、混合物の撹拌を継続する。多くの場合、
これは約３０分～６０分の間の撹拌を伴う。好ましくは、有益剤送達系は、液体中の成分
の大部分のより高い剪断混合の後、第２の低剪断混合工程で添加される。



(41) JP 2018-524483 A 2018.8.30

10

20

30

40

50

【０１８８】
　パウチ。本発明の好ましい実施形態では、本組成物は、単位用量の形態、錠剤の形態、
又は好ましくは水溶性フィルム（パウチ又はポッドとして知られているもの）内に保持さ
れている液体／固体（任意に顆粒）／ゲル／ペーストの形態のいずれかで提供される。本
組成物は、単区画又は多区画パウチに封入してよい。多区画パウチは、欧州特許出願公開
第２１３３４１０（Ａ）号により詳細に記載されている。本組成物が多区画パウチ内に存
在する場合、有益剤送達系は、１つ又は２つ以上の区画内に存在してよい。濃淡若しくは
非濃淡染料若しくは顔料、又は他の審美剤も１つ以上の区画で用いてよい。一実施形態で
は、有益剤送達系は、多区画パウチのうちの１つの区画に存在する。
【０１８９】
　パウチを形成するための好適なフィルムは、水溶性又は水分散性であり、好ましくは、
最大孔径２０マイクロメートルのガラスフィルターを用いた後、以下に記載する方法によ
って測定したとき、少なくとも５０％、好ましくは少なくとも７５％、又は更には少なく
とも９５％の水溶解度／分散度を有する。
【０１９０】
　予め秤量した４００ｍＬビーカーに、５０グラム±０．１グラムのパウチ材料を添加し
、２４５ｍＬ±１ｍＬの蒸留水を添加する。これを、６００ｒｐｍに設定した電磁攪拌器
で３０分間激しく撹拌する。次いで、混合物を、上に定義した孔径（最大２０マイクロメ
ートル）の折り畳まれた定性分析用焼結ガラスフィルターで濾過する。回収した濾液から
任意の従来の方法によって水を乾燥させ、残った材料の重量を測定する（これが溶解又は
分散画分である）。次いで、溶解度又は分散度の割合を計算することができる。好ましい
フィルム材料は、ポリマー材料である。フィルム材料は、例えば、当該技術分野において
公知であるとおり、ポリマー材料を注型成形、吹込成形、押出成形又は吹込押出成形する
ことによって得ることができる。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、又はこれらの誘導体は、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、
ポリアルキレンオキシド、アクリルアミド、アクリル酸、セルロース、セルロースエーテ
ル、セルロースエステル、セルロースアミド、ポリ酢酸ビニル、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、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。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（ＨＰＭＣ）、並びにこれらの組み合わせから選択される。好ましくは、パウチ材料
中のポリマー、例えば、ＰＶＡポリマーのレベルは、少なくとも６０％である。ポリマー
は、任意の重量平均分子量を有していてよく、好ましくは、約１０００～１，０００，０
００、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である。ポリマー混合物もパウチ材料として使用することがで
きる。これは、その用途及び必要とされるニーズに応じて、区画又はパウチの機械的特性
及び／又は溶解特性を制御するのに有益であり得る。好適な混合物としては、例えば、あ
るポリマーが別のポリマーよりも高い水溶性を有し、及び／又はあるポリマーが別のポリ
マーよりも高い機械強度を有する混合物が挙げられる。異なる重量平均分子量を有するポ
リマーの混合物、例えば、約１０，０００～４０，０００、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。ポリマーブレンド組成物、例えば、加水分解によって分解可能でありかつ
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％のポリラクチド及び約６５重量％～９９重量％の
ポリビニルアルコールを含む、ポリラクチド及びポリビニルアルコールなど）を含むポリ
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マーブレンド組成物も本明細書において好適である。本明細書に用いるのに好ましいのは
、材料の溶解特性を改善するために約６０％～約９８％加水分解された、好ましくは約８
０％～約９０％加水分解されたポリマーである。
【０１９１】
　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、すなわち放出特性を呈し得る点である。
【０１９２】
　最も好ましいフィルム材料は、（出願者らによる同時係属出願整理番号４４５２８及び
１１５９９に記載のとおり）ＭｏｎｏＳｏｌ商品整理番号Ｍ８６３０、Ｍ８９００、Ｈ８
７７９として知られているＰＶＡフィルム、並びに米国特許第６１６６１１７号及び同第
６７８７５１２号に記載されているもの、並びに対応する溶解度及び変形特性のＰＶＡフ
ィルムである。
【０１９３】
　また、本明細書のフィルム材料は、１つ以上の添加剤成分を含んでいてもよい。例えば
、グリセロール、エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、
ソルビトール、及びこれらの混合物などの可塑剤を添加することが有益である場合がある
。他の添加剤としては、洗浄水に送達される機能性洗剤添加剤、例えば、有機ポリマー分
散剤などが挙げられる。
【０１９４】
　パウチ内部の組成物に配合するか及び／又はフィルム上に被覆することによって、苦味
剤をパウチ又はポッドに組み込んでもよい。
【０１９５】
　水溶性パウチの作製方法
　パウチ形態の本発明の組成物は、任意の好適な設備及び方法を用いて作製してよい。し
かし、多区画パウチは、好ましくは、水平式充填プロセスを用いて作製される。好ましく
はフィルムを濡らし、より好ましくは加熱して、その展延性を増大させる。更により好ま
しくは、本方法は、真空を利用してフィルムを好適な型に引き込むことも含む。型にフィ
ルムを引き込む真空は、フィルムを表面の水平部分に置いてすぐに、０．２秒～５秒間、
好ましくは０．３秒～３秒間、又は更により好ましくは０．５秒～１．５秒間適用するこ
とができる。この真空は、好ましくは、－０．０１ＭＰａ～－０．１ＭＰａ（－１００ミ
リバール～－１０００ミリバール）、又は更には－０．０２ＭＰａ～－０．０６ＭＰａ（
－２００ミリバール～－６００ミリバール）の負圧をもたらすようなものであってもよい
。
【０１９６】
　パウチを作製する型は、必要とされるパウチの寸法に依存して任意の形状、長さ、幅及
び深さを有していてよい。また、型は、必要に応じて大きさ及び形状が互いに異なってい
てもよい。例えば、最終パウチの容積は、５ｍＬ～３００ｍＬ、又は更には１０ｍＬ～１
５０ｍＬ、又は更には２０ｍＬ～１００ｍＬであり、型の大きさをそれに応じて調節する
ことが好ましい場合がある。
【０１９７】
　熱成形として一般に知られる方法で、任意の手段により、フィルムに熱を印加すること
ができる。例えば、フィルムを表面に供給する前又は表面に供給した後に、加熱要素の下
又は熱風の中を通過させることによって直接加熱してもよい。別の方法としては、例えば
、表面を加熱するか、又は熱した物品をフィルム上に適用することにより、フィルムを間
接的に加熱することもできる。最も好ましくは、赤外光を用いてフィルムを加熱する。好
ましくは、５０℃～１２０℃、又は更には６０℃～９０℃の温度にフィルムを加熱する。
あるいは、フィルムを、任意の手段によって、例えばフィルムを表面に供給する前若しく
は表面に供給した後にフィルムに湿潤剤（水、フィルム材料の溶液又はフィルム材料用の
可塑剤を含む）を噴霧することによって直接、又は表面を濡らすか若しくはフィルム上に
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濡れた物品を適用することによって間接的に濡らすことができる。
【０１９８】
　粉末を含むパウチの場合、以下の多数の理由のために、針でフィルムに穴を開けること
が有利である：（ａ）パウチ形成中にフィルムに欠陥が生じる可能性を低減するため、例
えば、フィルムの延伸が早すぎる場合、フィルムの欠陥により、フィルムの破裂が引き起
こされることがある。（ｂ）パウチに封入された製品に由来する任意のガス（例えば、漂
白剤を含有する粉末の場合の酸素形成）を放出できるようにするため、及び／又は（ｃ）
香料の連続放出を可能にするため。更に、熱及び／又は湿潤を用いる場合、真空の使用前
、使用中、又は使用後に、好ましくは真空を印加している間又は印加する前に針で穴を開
けてよい。したがって、各型が、系に接続されている１つ以上の孔を含むことで、これら
孔を通じて孔に隣接するフィルムに真空を供給できることが好ましい。
【０１９９】
　フィルムを加熱／湿潤させた後に、好ましくは真空を用いて、フィルムを適切な型に引
き込む。成形フィルムの充填は、物品を充填（移動）するための任意の公知の方法によっ
て実施することができる。最も好ましい方法は、製品形態及び必要とされる充填速度に依
存する。好ましくは、インライン充填技術によって成形フィルムを充填する。次いで、充
填されたが、未だ口の開いているパウチを、任意の好適な方法によって第２のフィルムを
用いて閉じる。好ましくは、これは、また、水平位置で、連続的に、一定の動作で実行さ
れる。好ましくは、開いているパウチのウェブ全体を覆うようにその上に第２の材料又は
フィルム、好ましくは水溶性フィルムを連続的に供給し、次いで、典型的には型間の領域
、ひいてはパウチ間の領域において、好ましくは第１のフィルムと第２のフィルムを共に
封止することによって閉じられる。
【０２００】
　好ましい封止方法としては、ヒートシール、溶剤接着、及び溶剤シール又はウェットシ
ールが挙げられる。封止を形成すべき領域のみを熱又は溶剤で処理することが好ましい。
任意の方法によって、好ましくは閉鎖材料に、好ましくは封止を形成すべき領域にのみ熱
又は溶剤を適用し得る。溶剤シール若しくはウェットシール又は溶剤接着を用いる場合、
熱も印加することが好ましい場合がある。好ましいウェットシール又は溶剤シール／溶剤
接着方法は、溶剤を型間の領域又は閉鎖材料に、例えば、溶剤をこれら領域に噴霧又は印
刷することによって選択的に適用し、次いで、これら領域に圧力を印加して封止を形成す
ることを含む。例えば、上記のとおり封止ロール及びベルト（任意に熱も提供する）を使
用してよい。
【０２０１】
　次いで、形成されたパウチを切断装置によって切り出してよい。切り出しは、任意の公
知の方法を用いて行うことができる。また、切り出しは、連続方式で、好ましくは一定速
度で及び好ましくは水平位置にある間に行うことが好ましい場合がある。切断装置は、例
えば、鋭利な物品又は高温物品であってよく、後者の場合には、高温物品がフィルム／封
止領域を「焼き切る」。
【０２０２】
　多区画パウチの異なる区画を、サイドバイサイドスタイルで一緒に作製してもよいが、
連続したパウチは切断されない。あるいは、区画を別々に作製してもよい。このプロセス
及び好ましい構成によれば、パウチは以下の工程を含むプロセスに従って作製される：
　ａ）（上記したとおり）第１の区画を形成する工程と、
　ｂ）工程（ａ）で形成した閉鎖区画の一部又は全ての内部にくぼみを形成して、第１の
区画上に重ね合わせた第２の成形区画を作製する工程と、
　ｃ）第３のフィルムを用いて、第２の区画を充填し、閉じる工程と、
　ｄ）上記の第１、第２及び第３のフィルムを封止する工程と、
　ｅ）フィルムを切り出して多区画パウチを作製する工程。
【０２０３】
　工程ｂで形成される上記のくぼみは、好ましくは、工程ａ）で調製された区画に真空を
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印加することによって得られる。
【０２０４】
　あるいは、参照することによって本明細書に組み込まれる、本出願人らの同時係属出願
である欧州特許出願第０８１０１４４２．５号に記載のとおり、第２及び任意に第３の区
画を別個の工程で作製し、次いで、これらを第１の区画と組み合わせてもよい。特に好ま
しいプロセスは、以下の工程を含む：
　ａ）第１の成形機械に第１のフィルムを用いて、任意に熱及び／又は真空を使用して、
第１の区画を形成する工程と、
　ｂ）上記の第１の区画に第１の組成物を充填する工程と、
　ｃ）第２の成形機械において、任意に熱及び真空を使用して、第２のフィルムを変形さ
せて、第２及び任意に第３の成形区画を作製する工程と、
　ｄ）第２及び任意に第３の区画を充填する工程と、
　ｅ）第３のフィルムを用いて第２及び任意に第３の区画を封止する工程と、
　ｆ）封止した第２及び任意に第３の区画を第１の区画上に配置する工程と、
　ｇ）第１、第２及び任意に第３の区画を封止する工程と、
　ｈ）フィルムを切り出して多区画パウチを作製する工程。
【０２０５】
　第１及び第２の成形機械は、上記のプロセスを実施するための好適性に基づいて選択さ
れる。第１の成形機械は、好ましくは、水平式の成形機械である。第２の成形機械は、好
ましくは、回転ドラム式成形機械であり、好ましくは第１の成形機械の上方に配置される
。
【０２０６】
　適切な供給ステーションの使用により、多数の異なる若しくは特有の組成物及び／又は
異なる若しくは特有の液体、ゲル若しくはペースト組成物が組み込まれた多区画パウチを
製造可能であることが更に理解されるであろう。
【０２０７】
　使用方法。典型的には上述のとおり調製された本発明の組成物を用いて、布地の洗濯／
処理に用いるための水性洗浄／処理溶液を形成することができる。一般的に、有効量のこ
のような組成物を、（例えば従来の布地用自動洗濯機内の）水に添加して、このような水
性洗濯溶液を形成する。次いで、このようにして形成した水性洗浄溶液を、典型的には撹
拌下で、その溶液で洗濯／処理しようとする布地と接触させる。水に添加して水性洗濯溶
液を生成する本明細書の洗剤組成物の有効量は、水性洗浄溶液中に約５００～２５，００
０ｐｐｍ若しくは５００～１５，０００ｐｐｍの組成物を生成するのに十分な量を含んで
いてよく、又は約１，０００～３，０００ｐｐｍの本明細書の洗剤組成物が水性洗浄溶液
に供給される。
【０２０８】
　典型的には、洗浄液は、洗浄液中の洗剤の濃度が０ｇ／Ｌ超～５ｇ／Ｌ、又は１ｇ／Ｌ
以上４．５ｇ／Ｌ以下、又は４．０ｇ／Ｌ以下、又は３．５ｇ／Ｌ以下、又は３．０ｇ／
Ｌ以下、又は２．５ｇ／Ｌ以下、又は更には２．０ｇ／Ｌ以下、又は更には１．５ｇ／Ｌ
以下になるような量で、洗剤を洗浄水と接触させることによって形成される。布地若しく
は織物を洗濯する方法は、トップローディング式又はフロントローディング式自動洗濯機
で行ってもよく、又は手洗い洗濯用途で用いてもよい。これら用途では、形成される洗浄
液、及び洗浄液中の洗濯洗剤組成物の濃度は、主洗濯サイクルのものである。洗浄液の容
積を決定するとき、いかなる任意追加的なすすぎ工程中のいかなる水の投入量も含まない
。
【０２０９】
　洗浄液は、４０リットル以下の水、又は３０リットル以下、又は２０リットル以下、又
は１０リットル以下、又は８リットル以下、又は更には６リットル以下の水を含み得る。
洗浄液は、０リットルを超えて１５リットルまで、又は２リット以上１２リットル以下、
又は更には８リットル以下の水を含み得る。典型的には、洗浄液１リットル当たり０．０
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１ｋｇ～２ｋｇの布地を当該洗浄液に投入する。典型的には、洗浄液１リットル当たり０
．０１ｋｇ以上、又は０．０５ｋｇ以上、又は０．０７ｋｇ以上、又は０．１０ｋｇ以上
、又は０．１５ｋｇ以上、又は０．２０ｋｇ以上、又は０．２５ｋｇ以上の布地を当該洗
浄液に投入する。任意に、５０ｇ以下、又は４５ｇ以下、又は４０ｇ以下、又は３５ｇ以
下、又は３０ｇ以下、又は２５ｇ以下、又は２０ｇ以下、又は更には１５ｇ以下、又は更
には１０ｇ以下の組成物を水に接触させて、洗浄液を形成する。このような組成物は、典
型的には、溶液中約５００ｐｐｍ～約１５，０００ｐｐｍの濃度で使用される。洗浄溶媒
が水であるとき、水温は、典型的には約５℃～約９０℃であり、部位が布地を含むとき、
水の布地に対する比は、典型的には約１：１～約３０：１である。典型的には、本発明の
洗剤を含む洗浄液のｐＨは３～１１．５である。
【０２１０】
　一態様では、任意に上記表面又は布地を洗浄及び／又はすすぐ工程と、当該表面又は布
地を本明細書に開示する任意の組成物と接触させ、次いで、任意に当該表面又は布地を洗
浄及び／又はすすぐ工程とを含むこのような方法を、任意の乾燥工程とともに開示する。
【０２１１】
　このような表面又は布地の乾燥は、機械乾燥であろうと戸外乾燥であろうと、家庭環境
又は工業環境のいずれかで使用される一般的な手段のうちのいずれか１つによって実行す
ることができる。布地は、一般消費者の使用条件又は業務用条件で洗濯することができる
任意の布地を含んでいてよく、本発明は、特にポリエステル及びナイロンなどの合成織物
に好適であり、特に合成及びセルロース系布地及び／又は繊維を含む混紡布地及び／又は
繊維の処理に好適である。合成布地の例は、ポリエステル、ナイロンであり、これらは、
セルロース系繊維、例えば、ポリコットン布地との混紡布に存在し得る。溶液のｐＨは、
典型的には、７～１１、より一般的には、８～１０．５である。本組成物は、典型的には
、溶液中５００ｐｐｍ～５，０００ｐｐｍの濃度で使用される。水温は、典型的には、約
５℃～約９０℃の範囲である。水の布地に対する比は、典型的には、約１：１～約３０：
１である。
【０２１２】
　本発明の組成物中の有益剤送達系及び補助原料は、中間精製工程の有無にかかわらず、
そのような成分を生成する合成製品として組成物に配合することができる。精製工程が存
在しない場合、使用する混合物は、一般的に、所望の成分又はその混合物（本明細書に示
す割合は、別段規定されていない限り、成分自体の重量パーセントに関連する）、更には
未反応の出発物質、並びに副反応及び／又は不完全な反応によって形成された不純物を含
む。例えば、エトキシル化又は置換された成分に関して、混合物は、異なる程度のエトキ
シル化／置換を含む可能性がある。
【実施例】
【０２１３】
　実施例１：ＤＰＩを使用するモデル表面における付着試験
　疎水化された表面におけるヌクレアーゼ酵素の付着の増加について説明するために、以
下の実験を実施した：Ｄｕａｌ　Ｐｏｌａｒｉｚｅｄ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｏｍｅｔｅｒ（
Ｆａｒｆｉｅｌｄ　Ａｎａｌｉｇｈｔ　Ｂｉｏ２００）を用いて、２つのモデル表面にお
けるヌクレアーゼ（配列番号１）の付着を記録した。
【０２１４】
　第１の未処理の石英親水性表面：ＵＶ／Ｏｚｏｎｅ　Ｐｒｏｃｌｅａｎｅｒ（商標）（
Ｂｉｏｆｏｒｃｅ　Ｎａｎｏｓｃｉｅｎｃｅｓ）を用いて、Ｆａｒｆｉｅｌｄ製のＡｎａ
ｃｈｉｐ（商標）チップをＵＶ光に３０分間曝露することによって処理した。その後、こ
の表面は高度に親水性になる。
【０２１５】
　第２の表面は、疎水性改質された：ＵＶ－Ｏ３処理したＡｎａｃｈｉｐ（商標）を、ト
ルエン中（クロロメチル）トリメチルシラン（Ｓｉｇｍａ　Ａｌｄｒｉｃｈ）の１％溶液
に３０秒間浸漬し、エタノールですすいだ。この方法では、シリカ表面にシリカをグラフ
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【０２１６】
　次いで、処理されたチップをＤＰＩ装置に入れ、脱イオン水流と接触させてベースライ
ンシグナルを測定し、初期シグナルが安定したら、次いで、脱イオン水中ヌクレアーゼの
２．６質量％溶液を注入し、シグナルが安定したら、表面を脱イオン（ＤＩ）水ですすい
だ。ＤＰＩは、表面における屈折率の変化を測定し、純ＤＩ水のシグナルと最後のすすぎ
後のシグナルとの差がヌクレアーゼの保持を示す。親水性表面では、表面の上方を流れる
ヌクレアーゼに起因して注入後にシグナルが上昇する。しかし、変化は軽度であり、これ
は、ヌクレアーゼと表面との相互作用が最小限であることを示す。ＤＩ水ですすいだ後、
シグナルは急速にベースラインに戻り、これは、ヌクレアーゼが親水性表面に付着しなか
ったという証拠である。
【０２１７】
　疎水性改質された表面の場合、注入後にシグナルが著しく上昇し、親水性表面と比較し
て安定化するまでの時間が長かった。
【０２１８】
　これは、ヌクレアーゼが表面上に付着しており、経時的に被覆率が増加することを示す
。すすぎ後、表面上にヌクレアーゼが保持されていることに起因して、シグナルがＤＩ水
のベースラインよりも高く維持される。
【０２１９】
　この実験は、配列番号１に係るヌクレアーゼが、親水性表面よりも有効に疎水性表面上
に保持されることを示す。
【０２２０】
　以下の処方例は、水性液の形成に好適な洗浄組成物を示す。
【０２２１】
　処方例
　実施例１～７　重質液体洗濯洗剤組成物
【０２２２】
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【表１】

　洗浄及び／又は処理組成物の総重量に基づく。酵素レベルは、原材料として報告する。
【０２２３】
　実施例８～１６　単位用量組成物
　これら実施例は、単位用量洗濯洗剤用の様々な処方を提供する。組成物８～１２は、１
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【０２２４】
【表２】

　洗浄及び／又は処理組成物の総重量に基づく。酵素レベルは、原材料として報告する。
【０２２５】
　以下の実施例では、単位用量は３つの区画を有するが、同様の組成物を２つ、４つ、又
は５つの区画で作製することもできる。区画を封入するために使用されるフィルムはポリ
ビニルアルコールである。
【０２２６】
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【表３】

【０２２７】
【表４】

　洗浄及び／又は処理組成物の総重量に基づいて、酵素レベルは原材料として報告する。
【０２２８】
　実施例１９～２４：手洗い用又は洗濯機、典型的にはトップローディング式洗濯機用の
顆粒状洗濯洗剤組成物
【０２２９】
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【表５】

【０２３０】
　実施例２５～３７
　典型的にはフロントローディング式自動洗濯機用の顆粒状洗濯洗剤組成物
【０２３１】
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【表６】

【０２３２】
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【表７】

【０２３３】
　本明細書において開示されている寸法及び値は、記載されている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、別段の指定がない限り、このような寸
法はそれぞれ、記載されている値及びその値の周辺の機能的に等価な範囲の両方を意味す
ることが意図されている。例えば「４０ｍｍ」として開示されている寸法は、「約４０ｍ
ｍ」を意味するものとする。
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