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(57)【要約】
　本発明は、トップシートのような皮膚接触シートと、バックシートと、吸収性コアと、
着色親水性ローションとを含む、着用者により着用される吸収性物品を目的とし、皮膚へ
の経血又は糞便の付着の低減を助けて経血又は便通（ＢＭ）の一掃の簡便さを改善するた
めだけでなく、湿り度インジケータとしての役目を果たす可能性もある。好ましい吸収性
物品は、トレーニングパンツを包含する小児（乳児）用おむつ、大人用失禁物品及び同類
のものである。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バックシートと、糞便又は経血貯蔵要素とを含み、少なくとも４０％の水溶性を有する
親水性ローション組成物を含む、皮膚に対して着用者により着用される吸収性物品。
【請求項２】
　バックシートと、糞便又は経血貯蔵要素とを含み、着用者の皮膚に面する表面を有し、
ｉ）２５℃にて液体である第一構成要素；及びｉ）２５℃にて固体である第二構成要素を
含むローション組成物を含む、皮膚に対して着用者により着用される吸収性物品であり、
前記第一構成要素が、ａ）液体ポリエチレングリコール、液体ポリプロピレングリコール
、液体ポリエチレングリコール誘導体及び／又は液体ポリプロピレングリコール誘導体を
包含する液体多価アルコール溶媒と、ｂ）少なくとも１つの脂肪酸単位と少なくとも１つ
の（ポリ）エチレングリコール単位及び／又は（ポリ）プロピレングリコール単位を含む
液体脂肪酸エステルと、からなる群から選択される１つ以上の化合物を含み；
　前記第二構成要素が、
　（ｃ）固体ポリエチレングリコール、固体ポリプロピレングリコール、固体ポリエチレ
ングリコール誘導体、固体液体ポリプロピレングリコール誘導体と、
　（ｅ）ＨＬＢ値が少なくとも１０である固体非イオン性界面活性剤と、
　（ｆ）固体脂肪酸、固体脂肪石鹸及び固体脂肪酸アルコールからなる群から選択される
固体脂肪族化合物と、
　（ｇ）固体エトキシ化天然油脂及びプロポキシ化天然油脂と、からなる群から選択され
る１つ以上の化合物を含む、吸収性物品。
【請求項３】
　前記ローション組成物が少なくとも３０％又は少なくとも４０％の水溶性を有する、請
求項２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　糞便又は経血貯蔵要素が１つ以上の穴を含む吸収性コアである、請求項１～３のいずれ
か一項に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　物品が吸収性コアを含み、糞便又は経血貯蔵要素は、トップシートと、前記コアと前記
トップシートとの間に形成される空隙とを含み、前記トップシートが１つ以上の開口部を
含んで前記空隙をもたらし、好ましくは前記開口部（単数又は複数）が、（弛緩状態で）
少なくとも４ｃｍ２の表面積を有する、請求項１～３のいずれか一項に記載の吸収性物品
。
【請求項６】
　前記トップシートが、伸縮性領域（単数又は複数）を含み、好ましくは前記開口部（単
数又は複数）が長手方向側端を有し、前記伸縮性領域が前記長手方向側端又はその一部に
沿って存在する、請求項５に記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記物品は長手方向側端及び中心領域を有し、前記物品は中心領域及び長手方向側端を
有する吸収性コアを含み、前記糞便又は経血貯蔵要素が、少なくとも一対の長手方向に延
伸するカフを含み、少なくとも１つのカフが、物品の又は吸収性コアの第一長手方向側端
に近接して配置され、少なくとも１つのカフが、物品の又は吸収性コアの第二長手方向側
端に近接して配置され、前記カフが、物品の中心領域で横断して接続されることよって互
いに接続されている、請求項１～３のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記物品は長手方向側端及び中心領域を有し、前記物品は所望により中心領域及び長手
方向側端を有する吸収性コアを含み、前記糞便又は経血貯蔵要素が、少なくとも一対の長
手方向に延伸するカフに接続される横断バリアを含み、少なくとも１つのカフが、物品の
又は吸収性コアの第一長手方向側端に近接して配置され、少なくとも１つのカフが、物品
の又は吸収性コアの第二長手方向側端に近接して配置される、請求項１～３のいずれか一
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項に記載の吸収性物品。
【請求項９】
　前記ローション組成物が、２５重量％～７５重量％の前記第一構成要素と、２５重量％
～７５重量％の前記第二構成要素とを含む、請求項２又は３に記載の吸収性物品。
【請求項１０】
　前記吸収性物品がコアカバーシートを含み、前記ローション組成物が、前記糞便又は経
血貯蔵要素へ及び／又は前記コアカバーシートへ、少なくとも５ｇｓｍ、又は少なくとも
１２ｇｓｍ、又は少なくとも１８ｇｓｍの量で塗布される、請求項１～９の一項又は複数
項に記載の吸収性物品。
【請求項１１】
　前記物品がコアカバーシートを含み、前記糞便又は経血貯蔵要素及び／若しくは前記コ
アカバーシートが、前記ローション組成物を含む１つ以上の第一領域と、所望により、前
記ローション組成物を含まない１つ以上の第二領域とを有し、前記第一領域が弾性材を含
む、請求項１～１０のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項１２】
　ａ）前記第一液体構成要素が、液体ポリエチレングリコール及び／若しくは液体ポリプ
ロピレングリコールを含み、前記第二構成要素が、固体非イオン性界面活性剤がアルコキ
シル化（例えばエトキシ化）脂肪族アルコールである場合、ＨＬＢ値が少なくとも１３で
あるという条件で、ＨＬＢ値が少なくとも１０である前記固体非イオン性界面活性剤を含
む；又は
　ｂ）前記第一構成要素が、少なくとも１つの脂肪酸単位及び少なくとも１つのエチレン
グリコール単位を含む液体脂肪酸エステルを含み、前記第二構成要素が、固体ポリエチレ
ングリコール及び／固体ポリプロピレングリコールを含む；又は
　ｃ）前記第一構成要素が、液体ポリエチレングリコールを含み、前記第二化合物が、固
体脂肪酸及び固体脂肪石鹸及び固体脂肪族アルコールからなる群から選択される固体脂肪
族化合物である、請求項２に記載の吸収性物品。
【請求項１３】
　前記ローション組成物が、固体ポリエチレングリコール若しくはポリエチレングリコー
ル誘導体又は固体ポリプロピレングリコール及び／若しくは固体ポリプロピレン（polypo
pylene）グリコール誘導体；並びにｂ）液体ポリエチレングリコール及び／若しくは液体
ポリエチレングリコール誘導体及び／若しくは液体ポリプロピレングリコール及び／若し
くは液体ポリプロピレングリコール誘導体を含む、請求項１又は２に記載の吸収性物品。
【請求項１４】
　吸収性物品が大人用失禁物品又は小児用おむつであり、前記要素が糞便貯蔵要素である
、請求項１～１３の一項又は複数項に記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、糞便又は経血貯蔵要素を含み、少なくとも４０％の水溶性を有する又は本明
細書に記載の特定の親水性ローションである親水性ローション組成物を含む、着用者によ
り着用される吸収性物品を目的とする。糞便又は経血貯蔵要素は、１つ以上の（二次元の
）開口部を持つトップシート、及び／若しくは支持体構造に付着する横断バリア、例えば
一対のカフであってよく、又は１つ以上の（三次元の）穴を含む吸収性コアのような構造
であってもよい。ローション組成物は、この要素の中若しくは上、及び／又は使用中、ユ
ーザーの皮膚に接触する、物品の別の構成要素の中若しくは上に存在してもよい。
【０００２】
　好ましい吸収性物品は、トレーニングパンツを包含する小児（乳児及び幼児）おむつ；
大人用失禁物品；婦人衛生物品及び同類のものである。
【背景技術】
【０００３】
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　ローションを含むトップシートを持つおむつ及び生理用ナプキンのような使い捨て吸収
性製品は、当該技術分野において既知であり、例えば、着用者の皮膚に皮膚効果を供給す
る。ここ数年、焦点は、例えば、植物成分又は薬剤成分をローションに添加することによ
り、特別な皮膚効果を提供するローションを、生理用ナプキン及びおむつに供給すること
であった。様々な種類のローションが、おむつかぶれの予防又は治療のような、様々な皮
膚効果をもたらすことで既知である。これらのローションは、吸収性物品のトップシート
に塗布することができ、使用中に着用者の皮膚に移動可能である。米国特許第５，９６８
，０２５号（ルー（Roe）ら）、ＰＣＴ国際公開特許ＷＯ　９７／０５９０８、ＰＣＴ国
際公開特許ＷＯ　９７／０５９０９、及び米国公開特許出願第２００６／１４０９２４号
は、皮膚へのＢＭの付着を低減するためのローション付きトップシートを有する吸収性物
品を記載しており、ローション組成物は主に疎水性である。米国特許第３，４８９，１４
８号（ダンカン（Duncan）ら）は、トップシートの一部分が、油性物質の不連続フィルム
によりコーティングされる、疎水性及び疎油性トップシートを含むおむつを教示している
。しかし、ダンカン（Duncan）らの参考文献に開示されるおむつ、及び疎水性ローション
で処理された他のおむつにおいては、疎水性及び疎油性トップシートは、下層の吸収性コ
アへの尿の移動の促進が比較的遅い。
【０００４】
　これとは別個に、少なくともこの１０年間、糞便又は経血を格納する手段を提供する吸
収性製品が開発されてきており、前記手段は好ましくは、糞便又は経血を格納するだけで
なく、皮膚から遠ざかっているので、糞便又は経血と皮膚はできる限り接触しないまま保
たれる。こうした手段の例としては、肛門又は膣のカフが挙げられ、糞便又は経血を格納
するために下部に空隙をもたらす１つ以上の開口部を持つトップシート（このトップシー
トは、こうした空隙を形成するために伸縮することが多い）；生殖器が糞便で汚れるのを
低減するために、物品の前側及び後側を分離するための横断バリアを含む構造；糞便又は
経血等を格納するための穴又は空洞を持つ吸収性コア、が挙げられる。
【０００５】
　しかし、発明者らは、例えば、広域の汚れ又は吸収性物品の置き間違えに起因して、い
くらかの糞便若しくは経血が、これらの種類の物品内に格納されない、又は使用中、糞便
及び経血との完全な接触を回避できないという危険がいまだ存在することを見出した。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第５，９６８，０２５号
【特許文献２】ＰＣＴ国際公開特許ＷＯ　９７／０５９０８
【特許文献３】ＰＣＴ国際公開特許ＷＯ　９７／０５９０９
【特許文献４】米国公開特許出願第２００６／１４０９２号
【特許文献５】米国特許第３，４８９，１４８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　それゆえに、糞便又は経血貯蔵要素を有するこうした製品を使用する場合、経血又は糞
便による皮膚の汚れを更に低減する又は除去することを確実にする必要性が尚存在する。
【０００８】
　特定の親水性ローション組成物を提供すると、着用者の皮膚への排出物の付着の低減が
達成され得ることが見出された。本明細書の選択された親水性ローションは、例えば糞便
又は経血貯蔵要素に効果的に塗布され得るので、誤って要素中に格納されず、皮膚に接触
したいかなる糞便又は経血も、皮膚からより容易に除去されることが見出された。
【０００９】
　更に、介護者又はユーザーによりユーザーの皮膚上に使用される、又は当該技術分野に
おいて吸収性物品上に使用することが提案される油含有疎水性ローションは、カフに存在
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するような吸収性物品に含まれる任意の弾性材を劣化させることがあり、使用中、物品の
伸縮性能を低減することが認められた。
【００１０】
　驚いたことに、本発明の選択された親水性ローション組成物は、当該技術分野において
既知の疎水性ローションとは異なり、弾性材により良く適合するので、物品の伸縮性能が
前記ローションにより悪影響を受けないことを本発明者らは見出した。それゆえ、本発明
の親水性ローションは、カフ、又は本明細書において後記の伸縮性トップシート、又は本
明細書において後記の伸縮性横断バリアのような弾性材を含む吸収性物品の構成要素に直
接塗布できる。
【００１１】
　更に、特定のローション組成物付きの本発明の吸収性物品を使用する場合、ユーザー又
は介護者による別個の油性ローション又はクリームの使用はもはや必要ない可能性がある
ので、物品の伸縮性材の伸縮性悪化の危険性が低減される。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、バックシート及び糞便又は経血貯蔵要素を含み、少なくとも３０％、又は典
型的には少なくとも４０％の水溶性を有する親水性ローション組成物を含む、着用者によ
り皮膚に対して着用される吸収性物品に関する。
【００１３】
　別の実施形態においては、本発明は、糞便又は経血貯蔵要素を含み、例えば前記貯蔵要
素の上又は中にローション組成物を含む、着用者により皮膚に対して着用される吸収性物
品に関し、前記ローション組成物は、ｉ）２５℃において液体の第一構成要素と、ｉ）２
５℃において固体の第二構成要素とを含み、前記第一構成要素は、ａ）液体多価アルコー
ル溶媒、又は好ましい実施形態においては、液体ポリエチレングリコール、液体ポリプロ
ピレングリコール、液体ポリエチレングリコール誘導体及び／若しくは液体ポリプロピレ
ングリコール誘導体と、ｂ）少なくとも１つの脂肪酸単位と少なくとも１つの（ポリ）エ
チレングリコール単位及び／又は（ポリ）プロピレングリコール単位を含む液体脂肪酸エ
ステルと、からなる群から選択される１つ以上の化合物を含み；前記第二構成要素は、
　（ｃ）固体ポリエチレングリコール、固体ポリプロピレングリコール、固体ポリエチレ
ングリコール誘導体、及び／又は固体液体ポリプロピレングリコール誘導体と、
　（ｅ）ＨＬＢ値が少なくとも１０である固体非イオン性界面活性剤と、
　（ｆ）固体脂肪酸、固体脂肪石鹸及び固体脂肪酸アルコールからなる群から選択される
固体脂肪族化合物と、
　（ｇ）固体エトキシ化天然油脂及びプロポキシ化天然油脂と、からなる群から選択され
る１つ以上の化合物を含む。
【００１４】
　糞便若しくは経血貯蔵要素は、下部に空隙をもたらす１つ以上の２次元開口部を有し、
その結果三次元の貯蔵要素を形成するトップシートであってよく（好ましくは前記トップ
シートは、肛門若しくは膣のカフとも呼ばれる伸縮性トップシートであってよい）；及び
／又は糞便若しくは経血貯蔵要素は、三次元の、本明細書において下記のように糞便若し
くは経血貯蔵に適した１つ以上の穴（止まり穴又は貫通穴を包含する）を含む吸収性コア
若しくはその一部のような三次元の層であってよく；及び／又は糞便若しくは経血貯蔵要
素は、物品、例えば吸収性コアの平面から突出する横断バリアであって、支持体構造、例
えば前記横断バリアに接続された少なくとも一対のカフにより支持される横断バリアであ
ってよく；及び／又は糞便貯蔵要素は、物品の後側部分に横断して配置されて、物品の平
面から突出する腰キャップを含んでよく；及び／又は糞便若しくは経血貯蔵要素は、前側
及び後側ポケット、若しくはこれらの組み合わせを形成する、物品の中心領域において互
いに接続されている一対のカフであってもよい。
【００１５】
　一実施形態においては、貯蔵要素は糞便貯蔵要素であり、物品は、トレーニングパンツ
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を包含する小児（乳児、幼児）用おむつ、又は大人用失禁物品、例えば大人用おむつであ
る。
【００１６】
　ローション組成物は、前記貯蔵要素の一部又は全ての上か又は中に存在してもよく、あ
るいは身体側線又は物品のコアカバーシート及び／又はレッグカフ及び／又はバリアカフ
のような、使用中、ユーザーの皮膚に接触する、吸収性物品の別の構成要素上に存在して
よい。
【００１７】
　ローション組成物は、貯蔵要素の全表面、若しくは吸収性物品の別の構成要素の全表面
上に存在してもよく、あるいは、こうした表面の一部に、例えば単一の縞として、又は例
えば、多数の縞及び／若しくは点及び／若しくは図形を包含する模様の形態で存在してよ
い。
【００１８】
　一実施形態においては、ローション組成物は、弾性材を含む構成要素（例えば、本明細
書の１つ以上の糞便貯蔵要素）上に塗布され、所望により、弾性材が存在する構成要素（
例えば糞便又は経血貯蔵要素）の部分に塗布されてもよい。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本明細書で使用するとき、次の用語は次の意味を有する。
【００２０】
　本明細書において、「含む」及び「包含する」とは、最終結果に影響しない他の要素及
び／又は他の工程を添加できることを意味する。これらの各用語は、「から成る」及び「
から本質的に成る」という用語を網羅する。
【００２１】
　本明細書において、「身体に面する表面」は、吸収性物品及び／又はその構成要素材料
の、着用者の身体に向いている表面を指し、一方「衣類に面する表面」はこれに対向する
、吸収性物品を着用したときに着用者から離れた側に向いている、吸収性物品及び／又は
その構成要素材料の表面を指す。
【００２２】
　本明細書において、「身体」とは、皮膚及び毛髪を包含する哺乳類の表皮組織により形
成される外層を指す。
【００２３】
　本明細書で使用するとき、「吸収性物品」とは、身体から排出される様々な排出物を吸
収及び収容するために着用者の皮膚に対して設置されることが意図される装置を指す。本
発明の吸収性物品としては、パンツ様おむつを包含するおむつ、例えばおむつ及びパッド
を包含する失禁物品、並びに例えば生理用ナプキンを包含する婦人衛生物品が挙げられる
。
【００２４】
　本明細書で使用するとき、「おむつ」とは、一般に、小児（例えば、乳児又は幼児）に
よって、その着用者の下方の胴体廻りに着用される吸収性物品を指す。好適なおむつは、
例えば米国特許第３，８６０，００３号（ブエル（Buell）、１９７５年１月１４日発行
）、米国特許第５，１５１，０９２号（ブエル（Buell）ら、１９９２年９月２９日発行
）、米国特許第５，２２１，２７４号（ブエル（Buell）ら、１９９３年６月２２日発行
）、及び米国特許第５，５５４，１４５号（ロー（Roe）ら、１９９６年９月１０日発行
）に開示されている。本明細書で使用するとき、用語「おむつ」は、「パンツ様おむつ」
も含ローション組成物は、前記貯蔵要素の一部又は全ての上か又は中に存在してもよく、
あるいは身体側線又は物品のコアカバーシート及び／又はレッグカフ及び／又はバリアカ
フのような、使用中、ユーザーの皮膚に接触する、吸収性物品の別の構成要素上に存在し
てよいローション組成物は、前記貯蔵要素の一部又は全ての上か又は中に存在してもよく
、あるいは身体側線又は物品のコアカバーシート及び／又はレッグカフ及び／又はバリア
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カフのような、使用中、ユーザーの皮膚に接触する、吸収性物品の別の構成要素上に存在
してよい。パンツ様おむつとは、固定された側面（fixed sides）及び脚開口部を有する
吸収性物品を指す。パンツ様おむつは、着用者の脚を脚開口部に挿入し、パンツ様おむつ
を着用者の胴体下部の周りの所定位置に滑らせることによって、着用者の所定位置に配置
される。好適なパンツ様おむつは、例えば、米国特許第５，２４６，４３３号（ハッセ（
Hasse）ら、１９９３年９月２１日発行）に開示されている。
【００２５】
　本明細書で使用するとき「失禁物品」とは、パッド、下着、吸収性物品用の挿入物、吸
収性物品用の容量ブースター（capacity boosters）、ブリーフ、及びベッドパッドを含
む、着用者により着用される吸収性物品を指す。好適な失禁用物品は、例えば、米国特許
第４，２５３，４６１号（ストリックランド（Strickland）ら、１９８１年３月３日発行
）；米国特許第４，５９７，７６０号及び同第４，５９７，７６１号（ブエル（Buell）
に発行）；上記の米国特許第４，７０４，１１５号；米国特許第４，９０９，８０２号（
アール（Ahr）らに発行）；米国特許第４，９６４，８６０号（ギプソン（Gipson）ら、
１９９０年１０月２３日発行）、及びＰＣＴ国際公開特許ＷＯ　９２／１１８３０（ノエ
ル（Noel）ら、１９９２年７月２３日公開）に開示されている。
【００２６】
　本明細書で使用するとき、「使い捨て」とは、一回使用のためのものであり、一回使用
後、洗濯する、修復する、ないしは別の方法で吸収性物品として再利用することを意図し
ない吸収性物品を記載するのに使用される。
【００２７】
　本明細書で使用するとき、用語「移行する」、「移行」、又は「移行している」とは、
ローション組成物が、材料上の移動、又は（例えば介在する）材料を通した浸透により、
物品内で１つの場所から別の場所に動くことを意味する。
【００２８】
　ローション組成物との関連において本明細書で使用するとき、用語「移動」は、ローシ
ョン組成物が、吸収性物品の１つの領域から着用者の皮膚又は吸収性物品の別の領域に、
移行によるのではなく、吸い取り効果によるような、皮膚又は前記他の領域とローション
組成物との直接的接触により、動くことを指す。
【００２９】
　本明細書で使用するとき、「粒子状物質」とは、ローション組成物中において、ローシ
ョン組成物を吸収性物品に塗布する前に不溶性又は分子的に分散不能であり、吸収性物品
に塗布されたときに粒子状を維持する、ローション組成物の構成要素を意味する。これは
、当該技術分野において既知であるように、顆粒、ビーズ、球体、微小球、粉末のような
全ての種類の粒子状形態を包含する。
【００３０】
　用語「付着の低減」及び「くっつき防止」は、同意語として使用される。これは、くっ
つき防止ローション組成物なしの物品と比較した場合、皮膚上に残る排便若しくは血液が
少ないこと、及び／又は例えば（典型的に、繰り返しの使用により）前記ローション組成
物がない吸収性物品を着用した場合に観察される糞便若しくは血液の付着と比較して、吸
収性物品を着用した着用者のヒトの皮膚への糞便又は経血の付着が低減されることを意味
する。
【００３１】
　本明細書において、用語「糞便」及び「便通」及び「ＢＭ」は、交換可能に使用される
。
【００３２】
　本明細書で使用するとき、用語「空隙」は、少なくとも弛緩状態のときに存在する物品
内の空洞であって、糞便物質のような排出物を受容及び収容する役割を果たし、典型的に
は、弛緩状態において少なくとも１又は少なくとも２ｃｍ３である。
【００３３】
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　本明細書で使用するとき、「長手方向」は、構成要素の最大直線寸法に、典型的には物
品の長手方向軸に実質的に平行に走る方向であり、適用可能なときには、この平行方向の
３０度以内の方向も包含される。
【００３４】
　「横」又は「横断」方向は、長手方向に直交し、物品の大部分及び長手方向軸と同一平
面内にあり、適用可能なときには、その直交方向の３０度以内の方向も包含される。
【００３５】
　「延伸性」及び「延伸可能な」は、本明細書で使用するとき、（弛緩状態にある）構成
要素の幅又は長さが増大可能であることを意味する。
【００３６】
　本明細書で使用するとき、「伸張した」又は「伸張状態」は、物品又はその構成要素、
例えばそのトップシートが、典型的には、物品の一部である弾性的に延長不能な構成要素
、例えばバックシート、又はトップシートの弾性的に延長不能な材料の長さによって決ま
る、その最大長さまで伸張されていることを意味する。
【００３７】
　本明細書で使用するとき、「弛緩した」又は「弛緩状態」は、物品が水平面上に広げら
れたとき、物品又はその構成要素に（重力のような自然発生的な力以外の）力が加えられ
ておらず、そのため、横断方向前側及び後側縁部が水平面上において平らであり、横断方
向中心線若しくは軸が水平面上にある状態を意味する。
【００３８】
　本明細書で使用するとき、「伸縮性である」は、典型的に、構成要素が少なくとも一方
向に弾性である弾性材から成る又はそのような弾性材を含むことを意味する。本明細書で
使用するとき、「伸縮性でない」は、構成要素がいかなる弾性材をも含まないことを意味
する。
【００３９】
　本明細書で使用するとき、「沿う」は、「少なくとも部分的に実質的に平行である、及
び隣接する」ことを意味する。隣接は、「近接」及び「接触」を包含する。
【００４０】
　本明細書で与えられる全ての分子量の単位は、ダルトンである。
【００４１】
　本発明のローション組成物
　本発明のローション組成物は、親水性ローションであり、これは、本明細書の一実施形
態においては、少なくとも４０％の水溶性を有することを意味し、（本明細書に記載され
る方法により決定されるように）少なくとも４５％又は少なくとも５０％、又は少なくと
も５５％、及び所望により６５％以下、又は６０％以下の水溶性（を有するような親水性
）を有してよい。本明細書の一実施形態においては、ローション組成物は、請求項２で定
義され、以後に更に記載される。ひいては、これは、上記のように特定される親水性及び
／又は水溶性も有していてもよい。
【００４２】
　ローション組成物は、物品の構成要素又はその一部の中若しくは上、例えば、本明細書
の糞便若しくは経血貯蔵要素の中又は上、及び／又は皮膚接触シート、例えば身体側ライ
ナー若しくはコアカバーシート及び／又はカフの中又は上に存在する。好ましくは、ロー
ション組成物は、こうした要素若しくは構成要素上、又はその一部の上に存在する。ロー
ション組成物は、少なくとも、使用中にユーザーに面するシートの表面上に存在すること
により、使用中、より容易に皮膚へ移動することが好ましいこともある。これは、どのよ
うな手段により要素又は構成要素に塗布されてもよい。本明細書で使用するとき、「塗布
する」とは、前記要素若しくは構成要素、又はその表面若しくはその部分が、その表面の
１つの少なくとも一部上にローション組成物の層を少なくとも部分的に含み、ローション
組成物の少なくとも一部が、使用中、着用者の皮膚に接触する可能性があることを意味す
る。
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【００４３】
　本明細書のローション組成物は、好適なプロセス条件、例えば５０℃超過、又は６０℃
超過、又は８０℃超過、又は所望により１００℃超過において、流動可能（例えば液体）
であるが、温度２５℃においては固体又は半固体（又は非流体）であることが好ましい。
本発明のローション組成物は、２５℃、すなわち室温において、典型的に非流体、すなわ
ち固体、又はより多くの場合、半固体であり、ローション組成物の移行を最小限にする。
「半固体」とは、ローション組成物が、擬塑性又は塑性流体に典型的なレオロジーを有す
ることを意味する。剪断力が適用されない場合には、ローション組成物の外観は固体であ
り得るが、剪断速度が増加すると流動性になり得る。本明細書の一実施形態においては、
これは、ローション組成物が、２５℃で固体の構成要素を含有する一方で、２５℃で液体
の構成要素も包含するという事実に起因する可能性がある。（各構成要素は、それ自体が
１つ以上の化合物を含んでよい。）ローション組成物は好ましくは、４５℃以上であり得
る潜在的に「ストレスの多い」保存条件より上の最終融点（液体が９５％超過）を有する
。
【００４４】
　本明細書で使用するとき、半固体又は固体とは、直径１５ｃｍの丸型ガラスプレートの
中心に配置した１ｇの材料（例えばローション組成物、構成要素又はその化合物）が、２
５℃及び相対湿度５０％の条件下で、ガラスプレートを４５°傾けたときに、１分以内に
ガラスプレートから落ちないことを意味する。
【００４５】
　（前述の試験方法に従って）固体又は半固体のいずれかである全ての構成要素又は化合
物は、本明細書においては、「固体化合物又は固体構成要素」と呼ばれる。（前述の試験
方法に従って）固体又は半固体でない全ての構成要素又は化合物は、本明細書においては
、「液体化合物又は液体構成要素」と呼ばれる。
【００４６】
　一実施形態においては、ローション組成物は、２５℃の試験温度において３重量％～９
０重量％が液体構成要素であるものを言う。一実施形態においては、本発明に従うローシ
ョンは、２５℃の試験温度において、１０重量％～８０重量％、又は２０重量％～７５重
量％、又は３０重量％～６０重量％、又は４０重量％～５０重量％が液体である。身体温
度３７℃においては、２５％～７５％又は更に３０％～８０％が液体であり得る。
【００４７】
　２５℃においては、前記固体構成要素は、ローション組成物の１０～９７重量％、又は
２０～８０重量％、又は３０～７０重量％のレベルで存在してもよい。
【００４８】
　一実施形態においては、２５℃において、液体化合物又は液体構成要素の総量は、固体
化合物又は構成要素の総量よりも多く、例えば液体化合物又は液体構成要素の量は、５０
重量％超過、又は少なくとも５５重量％、又は少なくとも６０重量％である。吸収性物品
に塗布した場合、本発明のローション組成物は、通常の接触、着用者の動作（摩擦を生み
出す）、及び／又は身体熱により、着用者の皮膚に移動可能である。
【００４９】
　ローション組成物の量は、典型的に、ローション組成物がない吸収性物品と比較して、
吸収性物品を着用した着用者の人間の皮膚への糞便又は経血の付着の低減をもたらすもの
であるべきである。理論に束縛されるものではないが、本明細書のローション組成物によ
れば、汚れ又は排出物と皮膚表面との接着力が、汚れ又は排出物内の凝集力よりも小さい
可能性があるために、接着力が低減される可能性があり、それによって、（例えば、拭く
ことによって生み出されるもののような）剪断力の適用に際し、汚れ又は排出物が皮膚表
面から分離されると考えられている。
【００５０】
　本発明に従う好適な量は、１平方メートル当たり約０．０１５グラム（ｇｓｍ）～約１
００ｇｓｍ、又は１ｇｓｍ～約８０ｇｓｍ、又は６ｇｓｍ～５０ｇｓｍ、又は１２ｇｓｍ



(10) JP 2010-526632 A 2010.8.5

10

20

30

40

50

～４０ｇｓｍ、又は１６～３０ｇｓｍ、又は例えば２２～２６ｇｓｍであってよい。
【００５１】
　典型的に、ローション組成物は、トップシートの少なくとも一部分上に、例えば前述の
量が塗布される。
【００５２】
　驚いたことに、皮膚へのＢＭ又は血液の付着を更に低減するために、ローション組成物
に粒子又はビーズ、特にデンプン又はアルコキシル化、例えばエトキシ化ポリエチレンの
ような、１つ以上のエステル、ケトン又はポリアルコール基又はアルコキシル化基（単数
又は複数）を持つ有機化合物；又はタルク、シリカ、粘土、雲母絹雲母（seracite）のよ
うな無機化合物である粒子又はビーズを添加することが有益である可能性があることも見
出された。こうした好ましいビーズ並びにこれらの特性及び量は、更に以下に記載される
。
【００５３】
　代表的な粒子又はビーズは、以下の同項目中にも記載されているように、ポリプロピレ
ン及び／又はポリエチレン（コ）ポリマー粒子及びポリテトラフルオロエチレン粒子であ
る。
【００５４】
　理論に束縛されるものではないが、こうした粒子又はビーズの添加は、ローションの水
溶性及びそれゆえに親水性を制御する助けとなる可能性があるので、皮膚への付着を低減
し、その一方でローションが尿のような排出物中に溶解するほど親水性が過剰でない（し
たがって、ローションが、吸収性物品から、又は物品中へと、洗い流される可能性が回避
される）と考えられている。粒子又はビーズが特定の親水性を有し、親水性が過剰でない
場合、有益である可能性があることが見出された。
【００５５】
　これらの粒子又はビーズは、任意のレベルで、例えば３５重量％以下、又は２０重量％
以下、又は１５重量％以下、及び例えば０．１重量％から、又は０．５重量％から、又は
３重量％から、又は５重量％から、添加されてもよい。代表的な粒径、分布（等）は、以
下に詳述される。（粒子状物質は、例えば、本明細書の重量レベル又は比の決定に際して
は、固体構成要素（２５℃において固体）の一部と見なされる。
【００５６】
　一実施形態においては、ローション組成物は、ｉ）２５℃において液体である第一構成
要素と、ｉｉ）２５℃において固体である第二構成要素とを含み、前記第一構成要素は、
　ａ）液体多価アルコール溶媒、液体ポリエチレングリコール、液体ポリプロピレングリ
コール、液体ポリエチレングリコール誘導体、及び／又は液体ポリプロピレングリコール
誘導体と、ｂ）ＨＬＢ値が少なくとも１０である液体非イオン性界面活性剤と、ｃ）少な
くとも１つの脂肪酸単位と少なくとも１つの（ポリ）エチレングリコール単位及び／又は
（ポリ）プロピレングリコール単位を含む液体脂肪酸エステルと、からなる群から選択さ
れる１つ以上の化合物を含み；前記第二構成要素は、
　（ｃ）固体ポリエチレングリコール、固体ポリプロピレングリコール、固体ポリエチレ
ングリコール誘導体、及び／又は固体液体ポリプロピレングリコール誘導体と、
　（ｅ）ＨＬＢ値が少なくとも１０である固体非イオン性界面活性剤と、
　（ｆ）固体脂肪酸、固体脂肪石鹸及び固体脂肪族アルコールからなる群から選択される
固体脂肪族化合物と、からなる群から選択される１つ以上の化合物を含む。
【００５７】
　第一液体構成要素と第二固体構成要素との重量比は、例えば、１：３２～９：１又は１
：９～９：１、又は２：８～８：２、又は３：７～７：３であってもよい。
【００５８】
　好ましくは、ローション組成物は、本質的に非水性である。非水性とは、ローション組
成物が、水を含有しない、又は水を５重量％未満、若しくは更には１重量％未満のような
少量のみ含有することのいずれかを意味する。しかし、これらの量は、吸収性物品が製造
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されたとき、すなわちローション組成物が吸収性物品に塗布されたときのローション組成
物についてのものである。本発明のローション組成物は、吸湿性であり得るので、周囲の
大気から、特に高相対湿度の環境において、有意な量の水を取り込むことができる可能性
がある。したがって、吸収性物品を、比較的長時間保存した場合、例えば、相対湿度５０
％及び２５℃において少なくとも２ヶ月広げておいた場合、ローション組成物に含有され
る水の量は、５重量％超過に上昇することがあり得る。
【００５９】
　本明細書の一実施形態においては、親水性のローションは、１つ以上の、又は２つ以上
の次の化合物、好ましくは少なくとも１つの固体化合物及び少なくとも１つの液体化合物
を含んでもよい。
【００６０】
　液体多価アルコール溶媒
　本明細書で使用するとき、液体多価アルコール溶媒は、少なくとも２つの炭素原子及び
少なくとも２つのアルコール性ヒドロキシ基を有する有機化合物であり、２５℃において
液体であり、別個の好ましい群として本明細書において下記するようなポリエチレングリ
コール、ポリプロピレングリコール及び誘導体は、本発明の目的から除外する。例は、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、ブチ
レングリコール、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誘導体
であり、例えば、前述のエンドキャップ単位を有する、モノ－又はジ－エンドキャップジ
エチレングリコール、モノ－又はジ－エンドキャップジプロピレングリコール、モノ－又
はジ－エンドキャップエチレングリコール、及びモノ－又はジ－エンドキャッププロピレ
ングリコールが挙げられる。
【００６１】
　本明細書の好ましい液体化合物としては：エトキシ化脂肪酸、例えば、リポぺグ（Lipo
peg）４－Ｌとしてリポケミカルズ（Lipo Chemicals）社から入手可能なＰＥＧ－８ラウ
レート；エトキシ化脂肪酸エステル（油）、例えばヘトキシド（hetoxide）Ｃ－２５とし
てグローバル・セブン社（Global-Seven Inc.）から入手可能なＰＥＧ－２５ヒマシ油；
グリセロールエステル、例えばホストアセリン（Hostacerin）ＤＧＬとしてクラリアント
社（Clariant Corp.）から入手可能なＰＥＧ－１０ポリグリセリル－２ラウレート；アル
コレック（Alcolec）ＢＳとしてアメリカン・レシチン社（American Lecithin Co.）から
入手可能であるようなレシチン；高分子界面活性剤、例えばグルコパン（Glucopan）２２
５ＤＫとしてコグニス社（Cognis Corp.）から入手可能なＣ８～Ｃ１０アルキル多糖エー
テル；ソルビタン誘導体、例えばクローダ社（Croda Inc.）から入手可能なＰＯＥ（２０
）ソルビタンモノパルミテート；スクロース及びグルコースエステル及び誘導体、例えば
サイマルゾル（Simulsol）ＡＳ４８としてセピック社（Seppic Inc.）から入手可能なア
ルキルポリグルコシドが挙げられる。
【００６２】
　液体ポリエチレングリコール及び誘導体並びに液体ポリプロピレングリコール及び誘導
体
　液体ポリエチレングリコール及び誘導体は、２５℃において液体である。ポリエチレン
グリコール（ＰＥＧ）は、少なくとも３単位のエチレングリコールから作られ、一般式Ｈ
Ｏ－（ＣＨ２－Ｏ－ＣＨ２－Ｏ）ｘ－Ｈを有し、式中ｘは３～１５、又は８～１２の数で
ある。分子量（重量平均）は、１００～７２０未満、又は好ましくは１００若しくは３５
０～７００であってもよい。典型的な液体ポリエチレングリコールは、ＰＥＧ－４、ＰＥ
Ｇ－６、ＰＥＧ－７、ＰＥＧ－８、ＰＥＧ－９、ＰＥＧ－１０、ＰＥＧ－１２、及びＰＥ
Ｇ－１４として知られている。好適な商品は、例えばクラリアント（Clariant）社の平均
分子量３８０～４１０のポリグリコール（Polyglykol）４００、又は平均分子量５７０～
６３０のポリグリコール（Polyglykol）６００である。
【００６３】
　液体ＰＥＧ及びＰＰＧ誘導体は、ＰＥＧ及びＰＰＧのエステル及びエーテルを包含し得
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る。ＰＥＧ及びＰＰＧの液体誘導体は、特に、ヒドロキシル基と反応可能な有機化合物に
由来するが１つ以上の（それぞれモノ又はジエンドキャップの）エンドキャップ基を有す
る（例えば、前述のような）ＰＥＧ及びＰＰＧを包含する。好ましいエンドキャップ基と
しては、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、第三級－ブチ
ル及びベンジル、例えばモノ又はジ－メチル又は－エチルエンドキャップＰＥＧ又はＰＰ
Ｇが挙げられる。いくつかの実施形態においては、メチルが好ましいエンドキャップ単位
であってもよい。
【００６４】
　本発明において有用な更なるポリプロピレン及びエンドキャップ単位は、同時係属の米
国出願第６０／９０１７９３号（２００７年２月１６日出願）に記載される。
【００６５】
　好ましい液体モノ－エンドキャップＰＥＧは、例えば、クラリアント社（Clariant Cor
poration）からポリグリコール（Polyglykol）Ｍ４００として入手可能なもののようなポ
リエチレングリコールモノメチルエーテルであってもよい。液体ＰＥＧとしては、分子量
（ＭＷ）が５００であるポリエチレングリコールジメチルエーテルも挙げられる（シグマ
・アルドリッチ（Sigma Aldrich）社から入手可能）。
【００６６】
　本明細書において同様に有用であるのは、液体エチレンオキシド－プロピレンオキシド
コポリマー及びポリエチレン－ポリプロピレンブロックコポリマー（ＥＯ－ＰＯブロック
コポリマー）、例えばクラリアント社（Clariant Corp.）からのＥＯ－ＰＯブロックコポ
リマーであるゲナポール（Genapol）ＰＦ１０である。
【００６７】
　液体アルキレン（例えばエチレン）グリコール脂肪酸エステル
　好適な液体アルキレン又は好ましくはエチレングリコール脂肪酸エステルは、例えば、
１つ以上のアルキレングリコール単位、好ましくはエチレングリコール単位と、１つ又は
２つの脂肪酸とのエステルである。好ましい化合物は、一般式
　Ｒ１－（ＯＣＨ２ＣＨ２）ｍＯ－Ｒ２を有し、式中、Ｒ１及びＲ２は、水素又は例えば
６～３０又は８～２２個の炭素原子を持つ脂肪酸残基であり、両方ともが水素ではないと
いう条件で同一であることも異なることもでき；ｍは少なくとも１の数である。好ましく
は、Ｒ１とＲ２とは異なり、ｍは１、２、又は３である。典型的なエチレングリコールエ
ステルは、例えば、ジエチレングリコールジエチルヘキサノエート／ジイソノナノエート
、ジエチレングリコールジイソノナノエート、ジエチレングリコールジラウレート、ジエ
チレングリコールジオクタノエート／ジイソノナノエート及びジエチレングリコールジス
テアレートとして既知である。エチレングリコールエステルを含有する好適な商品混合物
は、例えばダーモル（DERMOL）ＭＯ又はダーモル４８９である。好ましいのは、室温（２
５℃）にて液体であるろうエステルである。これらは、ドコセニルエイコセノエート、エ
イコセニルエイコセノエート及びエイコセニルドコセノエートを含むホホバ油のような天
然源に由来してもよい。
【００６８】
　固体ポリエチレングリコール及びポリプロピレングリコール並びにこれらの誘導体
　本明細書における固体ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール及びこれら
の誘導体は、２５℃において固体（又は、上記で定義したような半固体）である。固体ポ
リエチレングリコールは、典型的に少なくとも１６単位のエチレングリコールからなり、
一般式ＨＯ－（ＣＨ２－Ｏ－ＣＨ２－Ｏ）ｙ－Ｈを有し、式中ｙは少なくとも１６、例え
ば２０～２２０又は４０～１５０の数である。分子量（重量平均）は、７２０超過、例え
ば７２０～１０００００、又は９５０若しくは１５００若しくは２０００若しくは２７０
０～３００００である。典型的な固体ポリエチレングリコールは、ＰＥＧ－２０、ＰＥＧ
－３２、ＰＥＧ－４０、ＰＥＧ－４５、ＰＥＧ－５５、ＰＥＧ－６０、ＰＥＧ－７５、Ｐ
ＥＧ－９０及びＰＥＧ－１００として既知である。好適な商品は、例えばクラリアント（
Clariant）社の平均分子量２７００～３０００を持つポリグリコール（Polyglykol）３０
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００、又は平均分子量３７００～４５００を持つポリグリコール４０００である。
【００６９】
　固体ＰＥＧ及びＰＰＧ誘導体は、ＰＥＧ及びＰＰＧのエステル及びエーテル誘導体を包
含してもよい。固体誘導体としては、特に、（例えば前述のように）１つ以上のエンドキ
ャップ基を有する（それぞれモノ又はジエンドキャップの）ＰＥＧ及びＰＰＧ、例えば前
述したようなものが挙げられる。
【００７０】
　例えば、ポリグリコール（Polyglykol）Ｍ４０００（ポリエチレングリコールモノメチ
ル、クラリアント社（Clariant Corporation）から）のような固体のモノエンドキャップ
ＰＥＧを使用してもよく、及び／又はポリエチレングリコールジメチルエーテルＭＷ２０
００（シグマ・アルドリッチ（Sigma Aldrich）社から）のような固体のジエンドキャッ
プＰＥＧを使用してもよい。
【００７１】
　同様に本明細書で有用なのは、固体ＥＯ－ＰＯコポリマー及びＥＯ－ＰＯブロックコポ
リマー、例えばクラリアント社（Clariant Corp.）からのＥＯ－ＰＯブロックコポリマー
であるゲナポール（Genapol）ＰＦ８０であってもよい。
【００７２】
　固体非イオン性界面活性剤
　少なくとも１０のＨＬＢ値を持つ好適な固体非イオン性界面活性剤としては、固体ＰＥ
Ｇ由来非イオン性界面活性剤、固体ポリエチレングリコール脂肪族アルコールエーテルの
ような固体ポリアルキレングリコール脂肪族アルコールエーテル、又は例えば固体ポリエ
トキシレート化脂肪族アルコールが挙げられる。脂肪族アルコール単位は、８～３０個の
炭素原子、好ましくは１２～２２個の炭素原子を有してもよい。平均アルコキシル化度、
例えばエトキシル化度は、２～２００、好ましくは少なくとも１０、少なくとも２０、又
は少なくとも３０であってもよい。好ましくは、これらの界面活性剤は、少なくとも１０
、又は少なくとも１２又は少なくとも１３、例えば１７以下のＨＬＢ値を持つ非イオン性
界面活性剤である。ポリエチレングリコール脂肪族アルコールエーテルは、一般式Ｒ（Ｏ
ＣＨ２ＣＨ２）ｎＯＨを有し、式中Ｒは、例えば８～３０又は１２～２２個の炭素原子を
持つアルキル基又はアルキル基のブレンドを表し、ｎはエトキシル化度、例えば２～２０
０である。好適なＰＥＧ由来界面活性剤としては、例えばエボニック（Evonik）／デグサ
（Degussa）社からテゴ酸（Tego Acid）Ｓ１００　Ｐとして入手可能なＰＥＧ－１２ステ
アレート、ＰＥＧ－１００ステアレートが挙げられる。
【００７３】
　好適な商品としては、例えばＢＲＩＪ　７６、ＢＲＩＪ　７８及びＢＲＩＪ　７００（
ステアレス１００、クローダ社（Croda Inc.）から入手可能）も同様に挙げられる。
【００７４】
　他の好ましい界面活性剤としては、セテアレス（Ceteraeth）－１０、セテアレス－２
０、ポリソルベート－６５が挙げられる。同様にラウレス２３を使用してもよい。
【００７５】
　好適な脂肪族アルコール脂肪酸エステルは、Ｃ１０～Ｃ３０の脂肪酸を持つＣ１０－Ｃ
３０の脂肪族アルコールのエステルである。これらは、一般式Ｒ３－ＣＯ－Ｏ－Ｒ４を有
し、式中Ｒ３－ＣＯはＣ１０～Ｃ３０の脂肪酸残基であり、Ｏ－Ｒ４はＣ１０－Ｃ３０の
脂肪族アルコール残基である。これらは飽和又は不飽和であってもよい。
【００７６】
　他の好適な非イオン性界面活性剤は、例えばエトキシ化アルコール、エトキシ化脂肪酸
、エトキシ化脂肪酸エステル及び油、グリセロールエステル；スクロース及びグルコース
エステル並びにこれらの誘導体、グルコシド、ソルビタン誘導体、例えばソルビタンモノ
パルミテート（monoplamitate）である。
【００７７】
　他の好ましい化合物としては、ＰＥＧ４０水素添加ヒマシ油（caster oil）、ＰＥＧ－
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２０ソルビタンモノオレエート、例えばヘトキシド（Hetoxide）Ｃ－２００としてグロー
バル・セブン社（Global-Seven Inc.）から入手可能なＰＥＧ－２００ヒマシ油のような
ＰＥＧ油；例えばカプロール（Caprol）ＰＧＥ８６０としてアビテック社（Abitec Corp.
）から入手可能なデカグリセロールモノ／ジオレエートのようなグリセロールエステル；
例えばアルコレックパウダー（Alcolec Powder）としてアメリカン・レシチン社（Americ
an Lecithin Co.）から入手可能な大豆リン脂質のようなレシチン誘導体；例えばリポソ
ーブ（Liposorb）ＴＳ－２０としてリポケミカルズ（Lipo Chemicals）社から入手可能な
ポリソルベート６５のようなソルビタン誘導体；スクロース及びグルコースエステル並び
に例えばレオザン（Rheozan）としてローディア社（Rhodia, Inc.）から入手可能なサク
シノグリカンのような誘導体が挙げられる。
【００７８】
　固体脂肪族化合物：
　固体脂肪族化合物は、脂肪酸、固体脂肪石鹸及び固体脂肪族アルコールからなる群から
選択される。固体脂肪族化合物は、固体（又は本明細書に記載の方法に従って、２５℃に
おいて少なくとも半固体）である。脂肪族化合物は、好ましくは１０～３０又は１２～２
２個の炭素原子を有する。脂肪族化合物は飽和又は不飽和であることができ、直鎖又は分
枝鎖であることができる。好ましいのは、飽和直鎖脂肪族化合物である。固体脂肪酸の例
は、デカン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、アラキジン酸
又はベヘン酸である。好ましい固体脂肪族アルコールは、少なくとも１２個の炭素原子を
持つ直鎖不飽和１－アルカノールである。固体脂肪族アルコールの例は、ラウリルアルコ
ール、ミリスチルアルコール、セチルアルコール、ステアリルアルコール、アラキジルア
ルコール又はベヘニルアルコールである。
【００７９】
　固体脂肪石鹸は、脂肪酸の金属塩である金属石鹸である。脂肪石鹸の脂肪酸構成要素は
、上述と同一である。好適な金属カチオンは、ナトリウム、カリウム、リチウム、アルミ
ニウム、マグネシウム、カルシウム、マンガン、鉄、ジルコニウム、セリウム、亜鉛、コ
バルト又はバナジウムである。好ましいのは、カルシウム又はマグネシウム塩のような水
溶性が低い金属石鹸、例えばステアリン酸カルシウムである。
【００８０】
　代表的な組成物：
　第一液体構成要素は、本明細書で記載されるように、メトキシイソプロパノール、プロ
ピルエーテル、ジプロピレングリコールブチルエーテル、メチルプロパンジオール、プロ
ピレンカーボネート、エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコー
ル、ジプロピレングリコール、グリセリン、ソルビトール、水素添加デンプン加水分解産
物、シリコーングリコール、又は上述の又は上で例示された任意のポリエチレングリコー
ル又は誘導体、ポリプロピレングリコール又は誘導体、ポリエチレングリコール由来界面
活性剤、ポリプロピレン由来界面活性剤、エチレングリコール又は誘導体、プロピレング
リコール又は誘導体、ジエチレングリコール又は誘導体、及びジプロピレングリコール又
は誘導体からなる群から選択される１つ以上の化合物を含んでもよい。
【００８１】
　第二固体構成要素は（上記のように）、例えば：固体ポリエチレングリコール又はこれ
らの誘導体；固体ポリプロピレングリコール又はこれらの誘導体；ＨＬＢ値が少なくとも
１０である固体非イオン性界面活性剤；固体脂肪酸、固体脂肪石鹸及び固体脂肪族アルコ
ールからなる群から選択される固体脂肪族化合物；固体ＰＥＧ由来界面活性剤；固体ＰＰ
Ｇ由来界面活性剤；ＰＥＧ－１５０ホホバのようなエトキシ化天然脂又はプロポキシル化
天然脂；を包含する群の１つ以上の固体化合物を含むことが可能である。
【００８２】
　代表的なローション組成物は、次のようであり得る：
　前記第一液体構成要素は、液体ポリエチレングリコール及び／又は液体ポリプロピレン
グリコールを含んでもよく、前記第二構成要素は、前記固体非イオン性界面活性剤がアル
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コキシル化（例えばエトキシ化）脂肪族アルコールである場合、ＨＬＢ値が少なくとも１
３であるという条件で、ＨＬＢ値が少なくとも１０である固体非イオン性界面活性剤を含
んでもよい；又は
　前記第一構成要素は、少なくとも１つの脂肪酸単位及び少なくとも１つのエチレングリ
コール単位を含む液体脂肪酸エステルを含んでもよく、前記第二構成要素は固体ポリエチ
レングリコールを含んでもよい；又は
　前記第一構成要素は、液体ポリエチレングリコールを含んでもよく、前記第二化合物は
、固体脂肪酸及び固体脂肪石鹸及び固体脂肪族アルコールからなる群から選択される固体
脂肪族化合物である。
【００８３】
　好ましくは、前記固体脂肪族化合物が固体脂肪酸を含む場合、液体の総量が固体の総量
よりも高い。
【００８４】
　一実施形態においては、液体構成要素は、１００～７２０未満、好ましくは３５０～７
００の分子量（重量平均）を有するポリエチレングリコールである。ローション組成物は
、この液体ポリエチレングリコールを２０重量％～８０重量％、又は３０重量％～７０重
量％、又は４０重量％～６０重量％含むことが好ましい場合がある。例えば、ポリグリコ
ール４００とも呼ばれる、重量平均分子量が４００であるポリエチレングリコール５０重
量％。
【００８５】
　一実施形態においては、固体構成要素は、ポリエチレングリコール又は誘導体であり、
適切には、７２０以上、例えば７２０～１０００００、又は９５０～３００００、又は３
０００～２００００若しくは～１００００の分子量（重量平均）を有する。ローション組
成物は、この液体ポリエチレングリコールを２０重量％～８０重量％、又は３０重量％～
７０重量％、又は４０重量％～６０重量％、例えばポリグリコール４０００を５０重量％
含む場合がある。
【００８６】
　一実施形態においては、固体構成要素は、好ましくは固体非イオン性界面活性剤であり
、一般式Ｒ（ＯＣＨ２ＣＨ２）ｎＯＨを有する固体ポリエチレングリコール脂肪族アルコ
ールエーテルが挙げられ、式中、Ｒは、例えば８～３０又は１２～２２個の炭素原子を持
つアルキル基又はアルキル基のブレンドを表し、ｎはエトキシル化度、例えば２～２００
である。ローション組成物は、この液体ポリエチレングリコールを２０重量％～８０重量
％、又は３０重量％～７０重量％、又は４０重量％～６０重量％、例えばステアレス－１
００を５０重量％含むことが好ましい場合がある。
【００８７】
　粒子状物質
　一実施形態においては、皮膚への糞便又は経血の付着を更に低減するために、ローショ
ン組成物は、更に少なくとも１つの粒子状物質を含む。粒子状物質としては、皮膚への排
出物の付着の低減を助けるものとして前述した粒子又はビーズが挙げられる。
【００８８】
　粒子状物質は、吸収性物品上に塗布されている間、粒子状である。また粒子状物質は、
皮膚に接触したとき、及び／又は、尿、経血若しくは排出物に接触したときも、粒子状の
ままのものである。したがって、粒子状物質は非水溶性であり、前述のようにローション
組成物の加工温度より上の融解温度を有する。
【００８９】
　粒子状物質は、１ナノメートル～２ｍｍ、好ましくは１ナノメートル～５００マイクロ
メートル、より好ましくは０．１マイクロメートル～２ｍｍ、尚より好ましくは５０ナノ
メートル～１マイクロメートル、又は本明細書で説明するいかなる範囲若しくはいかなる
範囲内の個々の値のいかなる平均粒径を有してもよい。好ましくは、最小平均粒径は、少
なくとも０．１マイクロメートル、又は好ましくは少なくとも１マイクロメートル、又は
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好ましくは少なくとも１０マイクロメートル、又はより好ましくは少なくとも２０マイク
ロメートル、及び好ましくは約５００マイクロメートル以下、又はある実施形態において
は約１００マイクロメートル以下、更に他の実施形態においては、約３０マイクロメート
ル以下であってもよい。一実施形態においては、塗布されるべきローション組成物及び／
又は塗布されたコーティングは、粒子の２５％未満が１００マイクロメートル超過の等価
直径を有するような粒子を含むことが好ましい可能性がある。別の実施形態においては、
塗布されるべきローション組成物及び／又は塗布されたコーティングは、粒子の２５％未
満が５マイクロメートル未満の等価直径を有するような粒子を含むことが好ましい可能性
がある。更に別の実施形態では、塗布されるべきローション組成物及び／又は塗布される
コーティングは、２５％未満の粒子が１００マイクロメートル未満の等価直径を有するよ
うな粒子を含むことが好ましい場合がある。
【００９０】
　粒子物質は、（重量にてローション組成物の）０．０５重量％～２５重量％、好ましく
は０．０５重量％～１５重量％、より好ましくは０．０５重量％～５重量％、又は０．１
重量％～２５重量％、又はより好ましくは０．２５重量％～２０重量％、しかし典型的に
は０．５重量％～１０重量％、又は更には５重量％以下のレベルで、ローション組成物に
存在してもよい。
【００９１】
　好適には、該粒子は、約０．５グラム／ｃｍ３～約２．５グラム／ｃｍ３の密度を有し
得る。好ましくは、密度は、約０．５グラム／ｃｍ３～約２．０グラム／ｃｍ３、より好
ましくは０．８グラム／ｃｍ３～約１．５グラム／ｃｍ３である。一実施形態において、
好ましくは、密度は、粒子の沈殿を最小限にするために約１グラム／ｃｍ３未満であり、
密度は又、粒子の浮揚を最小限にするために約０．８グラム／ｃｍ３超過である可能性が
ある。
【００９２】
　一実施形態においては、ローション組成物は、ケイ酸アルミナ、ケイ酸塩、シリカ、雲
母及び／又はタルクが挙げられる無機粒子を含んでよい。また、粘土も使用してもよい。
しかし、本発明において粒子状物質は、好ましくは有機物質である可能性がある。好まし
くは、粒子は、不活性及び／又は非反応性物質である。粒子は多孔質又は無孔質であって
よい。粒子は、いかなる形状を有してもよいが、好ましくは平滑な表面を有し、かつ好ま
しくは球状又は板状粒子である可能性がある。粒子は、それらの表面又は表面の一部上に
コーティング剤を含んでもよく、例えばその特性、例えば親水性を変化させるために、界
面活性剤を含んでもよい。特に、粒子がオレフィン性である場合、粒子は、粒子の製造中
に添加される溶融添加剤を包含する可能性がある。
【００９３】
　好適な物質としては、ポリスチレン粒子、ポリプロピレン及び／又はポリエチレン（コ
）ポリマー粒子、ポリテトラフルオロエチレン粒子、ポリメチルシルセスキオキサン粒子
、ナイロン粒子が挙げられるが、これらに限定されない。好適な市販の粒子状物質として
は：ハニーウェル・インターナショナル（Honeywell International）社（ニュージャー
ジー州、モリスタウン（Morristown））から商標名アキュミスト（ACUMIST）として入手
可能であるポリエチレン粒子；コボ（KOBO）社（ニュージャージー州、サウス・プレーン
フィールド（South Plainfield））からＢＰＡとして入手可能なポリメチルメタクリレー
ト粒子（微小球）；コボからＢＰＤとして入手可能なラクトン架橋ポリマー粒子（微小球
）；コボ社からナイロン（NYLON）ＳＰとして入手可能なナイロン１２粒子（微小球）；
コボ社からトスパール（TOSPEARL）として入手可能なポリメチルシルセスキオキサン粒子
（微小球）；コボ社からセロ－ビーズ（CELLO-BEADS）として入手可能なセルロース粒子
（微小球）；マイクロ・パウダーズ社（Micro Powders, Inc.）（ニューヨーク州、タリ
ータウン（Tarrytown））からマイクロスリップ（MICROSLIP）として入手可能なポリテト
ラフルオロエチレン粉末；マイクロ・パウダーズ社からマイクロケア（MICROCARE）とし
て入手可能な天然ろうと微紛化ポリマーとのブレンド、エキスパンセル社（Expancel,Inc
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.）（ジョージア州、デュルス（Duluth））からエキスパンセル（EXPANCEL）として入手
可能な、塩化ビニリデンと、アクリロニトリルと、メチルメタクリレートとのコポリマー
の粒子が挙げられるが、これらに限定されず、マイクロ・パウダーズ（Micro Powders）
社からマイクロイーズ（MICROEASE）として入手可能な微紛化ろうもまた組み込まれてよ
い。好ましいのは、イクイスター・ケミカル社（Equistar Chemical Corp.）（テキサス
州、ヒューストン（Houston））からマイクロセン（MICROTHENE）として入手可能なポリ
オレフィン粒子（粉末）である。特に好ましいのは、イクイスター（Equistar）社からの
マイクロセン（MICROTHENE）ＦＮ５１０－００である。
【００９４】
　また、本明細書のローション組成物は、着色剤も含んでよく、当該技術分野において既
知であるような染料化合物であり得、例えば、食品着色剤及び食品染料も挙げられる。
【００９５】
　着色剤は、水分散性又は油分散性であってもよい。これは、染料製造業社によって一般
に指定されるような水溶性染料であってもよい。着色剤は、例えば、組成物の０．５ｐｐ
ｍ～５重量％、又は例えば、組成物の１ｐｐｍ若しくは０．００５重量％～１重量％又は
～０．５重量％のレベルでローション組成物に存在し得る。
【００９６】
　着色剤の例としては、食品、医薬品及び化粧品用（ＦＤ＆Ｃ）及び医薬品及び化粧品用
（Ｄ＆Ｃ）染料が挙げられ：
　食品、医薬品及び化粧品用ブルーＮｏ．１（ＣＩ　４２０９０、ＣＡＳ　ＲＮ　３８４
４－４５－９）
　食品、医薬品及び化粧品用イエローＮｏ．５（ＣＩ　１９１４０、ＣＡＳ　ＲＮ　１９
３４－２１－０）
　医薬品及び化粧品用イエローＮｏ．７（ＣＩ　４５３５０、ＣＡＳ　ＲＮ　２３２１－
０７－５）
　医薬品及び化粧品用グリーンＮｏ．６（ＣＩ　６１５６５、ＣＡＳ　ＲＮ　１２８－８
０－３）
　医薬品及び化粧品用グリーンＮｏ．８（ＣＩ　５９０４０、ＣＡＳ　ＲＮ　６３５８－
６９－６）
　食品、医薬品及び化粧品用グリーンＮｏ．３（ＣＩ　４２０５３）ＣＡＳ　ＲＮ：２３
５３－４５－９
　医薬品及び化粧品用グリーンＮｏ．５（ＣＩ　６１５７０）ＣＡＳ　ＲＮ：４４０３－
９０－１が挙げられる。
【００９７】
　（こうした染料は、例えば、センシエント・テクノロジー社（Sensient Technologies 
Corporation）、（米国、ウィスコンシン州、ミルウォーキー（Milwaukee）、イーストウ
ィスコンシンアベニュー（East Wisconsin Ave.）７７７、郵便番号ＷＩ５３２０２－５
３０４）から入手可能である。）
　驚いたことに、親水性である、及び／又は上記固体及び液体構成要素を含む本発明のロ
ーション組成物に組み込まれた場合、着色剤は物品が排出物で濡れると、吸収性物品内に
移行し、吸収性物品の交換が必要な可能性があることをユーザー又は介護者に合図する。
更に、ローション組成物中に着色剤が存在すると、特にかかる着色ローション組成物が貯
蔵要素上に存在する場合、本明細書で記載される貯蔵要素の存在を目立たせる可能性があ
る。
【００９８】
　吸収性物品
　本発明は、おむつ、大人用失禁物品、及び婦人衛生物品のような任意の吸収性物品に関
する。これらの物品は、本発明の目的のために、本明細書のローション組成物を含む１つ
以上の構成要素を含む。この構成要素は、コアカバーシート、身体側ライナー及び／又は
物品のカフ、及び／又は糞便若しくは経血貯蔵要素若しくは要素であってよい。
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【００９９】
　本明細書の吸収性物品は、長手方向軸及び横断軸を有する。物品は、身体に面する内側
表面、及び内側表面の反対側の、衣類に面する外側表面を更に有する。物品の１つの末端
部分は、物品の前側（腰）領域として構成される。対向する末端部分は、物品の後側（腰
）領域として構成される。物品の中心部分は、股領域又は股部分とも呼ばれ、前側及び後
側（腰）領域間に長手方向に延伸する。後側（腰）部分、前側（腰）部分、及び中心部分
又は股部分は、本発明の目的のために、それぞれ物品の長さの１／３である。
【０１００】
　本明細書の吸収性物品は、典型的にバックシート及び吸収性コア及びコアカバーシート
又は身体側ライナーを含み、前記吸収性コアは、本明細書に記載の糞便又は経血貯蔵要素
であってもよい。バックシートは、典型的に液体不浸透性である。これは、空気透過性で
あってもよい。これは、積層体を包含する不織布シート及びフィルムをはじめとする様々
な材料で作製され得る。一実施形態では、（液体不浸透性）バックシートは、約０．０１
ｍｍ～約０．０５ｍｍの厚さを有する熱可塑性フィルムのような薄いプラスチックフィル
ムを含む。好適なバックシート材料は、典型的に、吸収性物品から蒸気を逃がす一方で、
排出物がバックシートに浸透することを防止する、通気性材料を含む。好適なバックシー
トフィルムとしては、トレデガー・インダストリーズ社（Tredegar Industries Inc）（
インディアナ州、テレホート（Terre Haute）により製造され、商品名Ｘ１５３０６、Ｘ
１０９６２、及びＸ１０９６４で販売されているものが挙げられる。バックシート又はそ
のいずれの部分も、一方向以上に弾性的に延伸性であってもよい。
【０１０１】
　コアカバーシート又は身体側ライナーのための好ましい材料としては、その積層体を包
含する、織布シート、不織布シート、及びフィルムが挙げられ、並びに／又は孔あき不織
布及び孔あきフィルム及び孔あき成形フィルムを包含し、並びに孔あき成形熱可塑性フィ
ルム、孔あきプラスチックフィルム、及びハイドロフォーミングされた熱可塑性フィルム
を包含するが、同様に多孔質発泡体、網状発泡体、網状熱可塑性フィルム、及び熱可塑性
スクリムをも包含する。好適な織布材料及び不織布材料は、天然繊維（例えば、木材繊維
若しくは綿繊維）、合成繊維（例えば、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、若しく
はポリエチレン繊維のようなポリマー繊維）、又は天然繊維と合成繊維との組み合わせで
作製することができる。好ましいのは、柔軟な、柔らかい感触で着用者の皮膚に刺激がな
い、又はそのような材料（単数又は複数）から作製されるコアカバーシート又は身体側ラ
イナーである。更に、コアカバーシート又は身体側ライナーは、液体（例えば、尿）がそ
の厚さを容易に透過することを可能にするために、好ましくは液体透過性であってもよい
。これは、孔あきシートであってもよい。本明細書のこの孔あきシートは、少なくとも約
０．２ｍｍ２、しかし２ｃｍ２未満、又は１ｃｍ２未満、又は０．５ｃｍ２未満の開口サ
イズを有する複数個の開口を有してもよい。こうした孔あきシートは、好ましくは少なく
とも約１０％の開口領域を有し、開口領域は、使用中、ユーザーに面する表面上の全ての
開口の表面積の合計である。
【０１０２】
　バックシートは、例えば、本明細書のコアカバーシート又は身体側ライナー及び／又は
バリア及び／又はレッグカフに、直接的又は間接的に、付着又は接合してもよい。
【０１０３】
　吸収性コアは、一般に、コアカバーシート又は身体側ライナーとバックシートとの間に
配置される。吸収性コアは、本明細書にて後記されるような多数の層を含んでもよい。吸
収性コアは、一般に圧縮可能で、なじみやすく、着用者の皮膚に刺激を与えず、尿及び他
の特定の身体排出物のような液体を吸収及び保持可能ないかなる吸収性材料を含んでもよ
い。
【０１０４】
　吸収性コアは、使い捨ておむつ及び他の吸収性物品において一般に使用される多種多様
な液体吸収性材料から、多種多様なサイズ及び形状（例えば、長方形、砂時計、「Ｔ」型
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、非対称等）に製造されてもよく、これらのいくつかは、以下に詳述する。
【０１０５】
　更に、本明細書のおむつは、前側及び後側腰バンド及び／又は締着装置を含み得て、こ
の締着装置は、当該技術分野において既知であるように、典型的に腰バンドに接合してい
る。好ましい締着装置は、締結タブ及びランディング領域を含んでもよく、締結タブはお
むつの後側区域に付着又は接合され、ランディング領域はおむつの前側区域の一部分であ
る。パンツ型おむつは、こうした締結具を有さなくてよいが、後側腰バンド及び前側腰を
有してもよく、これらは接合して連続腰バンドを形成する。
【０１０６】
　更なる好適な吸収性物品は、例えば、米国特許第６，４８２，１９１号、米国公開特許
出願第２００４／００９２９０２（Ａ）号、米国公開特許出願第２００４／００９２９０
０（Ａ）号、米国公開特許出願第２００４／０１６２５３８（Ａ）号、及び米国公開特許
出願第２００６／００５８７６５（Ａ）号に開示されている。
【０１０７】
　糞便又は経血貯蔵要素
　本明細書の吸収性物品は、少なくとも１つの糞便又は経血貯蔵要素を含む。一実施形態
においては、吸収性物品は、糞便貯蔵要素を持つ小児用おむつ、又は大人用失禁物品、例
えばおむつである。別の実施形態においては、物品は、経血貯蔵要素を持つ生理用ナプキ
ンのような婦人衛生物品である。いずれの実施形態においても、物品は、１つ超過のこう
した要素を含んでもよい。
【０１０８】
　一実施形態においては、吸収性物品は、経血若しくは糞便貯蔵要素として少なくとも１
つのポケット、又は、典型的に少なくとも１対の長手方向に延伸するカフから形成され、
典型的に互いに接続されている２つのポケットを含み、これは、下記のようなレッグカフ
又は好ましくはバリアカフであってもよく、典型的には以下に更に記載するように伸縮性
であってもよい。これらは、物品の平面から突出してｚ方向高さを有してもよい。カフは
、典型的に、物品の中心部分（物品の長さの中心３３％）において互いに接続されて、Ｘ
形状を有し、前側及び後側ポケットを形成し、後側ポケットに糞便又は経血を格納する。
カフは、一体型シートで作製され、一体型カフであってよく、又は接着剤を包含する付着
手段により互いに接合した２つの別個のカフであってもよい。
【０１０９】
　別の実施形態においては、吸収性物品は、経血又は糞便貯蔵要素として、少なくとも１
対の長手方向に延伸するカフを含み、これは、そこに横断仕切りとも呼ばれる横断バリア
が接合した、レッグカフ又は好ましくはバリアカフであってよい。その例は、例えばＥＰ
第６７４４９９号に記載されている。横断バリアは、物品の前側部分から後側部分への糞
便の移行を妨害する働きをする。物品の使用中の状態において、カフ及び横断バリアは、
典型的に物品の平面から、例えばバックシート又は吸収性コアの平面から立ち上がってお
り、それゆえに特定のｚ方向面積及び高さを有する。
【０１１０】
　横断バリアは、吸収性物品の中心部分（中心部分は、物品の長さの中心１／３を有する
部分であり、それぞれ物品の長さの１／３を有する物品の前側部分と後側部分との間に位
置する）において、物品の横断中心線に実質的に平行に又は更には一致して配置されてよ
い。横断バリアは、物品の横断軸に実質的に平行の長さを有し、ｚ方向高さを有するシー
トのような二次元構造、又は上記のような長さ及び高さを有し、かつ物品の長手方向軸に
実質的に平行な幅を有する三次元構造であってよい。これは、Ｔ形状の構造若しくはシー
ト、又は例えば、カフ（一対のカフ）の間に位置する長方形若しくは正方形形状の構成要
素であってもよい。横断バリアは、前記カフと一体型であってよく、この場合、カフ及び
横断バリア構造は、例えば一体型Ｈ形状を有してもよく、又は接着剤を包含する任意の付
着手段により別個の構成要素としてカフに付着してもよい。
【０１１１】
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　横断バリアは、水不浸透性又は尿不浸透性であってもよい。横断バリアは、横断方向及
び／又は長手方向に伸縮性であってもよい。横断バリアは、トップシート又は吸収性コア
に付着し得る。
【０１１２】
　横断バリアは、物品の横断方向に、横断バリアが存在するところにおけるカフ間の平均
距離、例えばカフがバックシート若しくはコア若しくは身体側ライナー若しくはコアカバ
ーシートに付着するところにおけるカフの基準線間の距離と、同一の平均長さを有してよ
く、又は横断バリアは、前記カフ間の前記距離よりも広くてもよく若しくは狭くてもよい
。
【０１１３】
　横断バリアは、少なくとも１ｃｍ、又は少なくとも１．５ｃｍ、又は少なくとも２ｃｍ
（平均高さ）のＥＰ第６７４４９９号で定義される有効高さを有してよい。長手方向中心
線に交差する点において測定され、前記点と横断バリアが下層構造、例えば、コアカバー
シート又は身体側ライナーに接続される点との間で測定される（平均）絶対高さは、少な
くとも１ｃｍ、又は少なくとも１．５ｃｍ、又は少なくとも２ｃｍであってよい。
【０１１４】
　横断バリアは、例えば少なくとも２ｍｍ、又は少なくとも５ｍｍ、又は少なくとも７ｍ
ｍ、及び典型的に５ｃｍ以下、又は３ｃｍ以下、又は２ｃｍ以下の平均長さ寸法を有する
、使用中にユーザーに面する表面を有する長手方向寸法を有してよい。
【０１１５】
　横断バリアは、物品の平面、例えば物品の後側の凹部に角度をなして配置されてよい。
【０１１６】
　上記糞便又は経血貯蔵要素のいずれの実施形態においても、一対のカフの各カフは、典
型的に、物品又は吸収性コアの長手方向側面の１つに沿って（かつ近接して、又はその上
に）配置され、例えば、第一（バリア）カフは、存在する場合、吸収性物品又は吸収性コ
アの第一長手方向側端に沿って長手方向に配置され、第二（バリア）カフは、存在する場
合、吸収性物品又は吸収性コアの第一長手方向側端に沿って長手方向に配置される。
【０１１７】
　本明細書のカフの最長の長手方向寸法又は長さは、物品のｙ軸に実質的に平行であって
よい。カフは、典型的に伸縮性であり、例えば、弾性シート材料を含む、及び／又は１つ
以上のシート材料（例えば不織布）に付着する１つ以上の弾性ストランドを含む。伸縮性
カフの伸張の平均方向は、典型的に物品の長手方向、例えばＹ軸に平行である。本明細書
のカフの幅（すなわち、使用中のｚ方向）及び長さは、典型的に物品の正確な寸法に依存
して変化してよく、カフは、物品の長さ全体又はその一部のみに渡ってよいが、典型的に
は物品の中心部分を包含する、物品の長さの少なくとも５０％である。一対の２つのカフ
は、ｙ軸に映る互いの鏡像であってよい。
【０１１８】
　カフは、水又は尿不浸透性が好ましい。好ましいカフは、好ましくはそこに１つ以上の
弾性ストランド又は弾性シートが付着した、スパンボンド及びメルトブロウン層（単数又
は複数）を含む積層不織布で作製される。
【０１１９】
　好ましいカフは、少なくとも１ｃｍ、好ましくは少なくとも１．５ｃｍ、又は少なくと
も２ｃｍの、上で定義した平均有効高さ、又は上で定義した平均絶対高さを有する。各カ
フは、例えば横断バリアが接続される領域においてより高いような、可変的な高さを有し
てよい。本明細書のカフは、典型的に少なくとも、使用中にユーザーの皮膚に接触する可
能性があるカフの末端縁に沿った、弾性材のストランド又はストリングのような、少なく
とも１つの弾性材を典型的に含む。
【０１２０】
　別の実施形態においては、本発明の吸収性物品は、糞便又は経血貯蔵要素として、糞便
又は経血の受容のための、また所望により尿の受容のための、１つ以上の開口部を持つト



(21) JP 2010-526632 A 2010.8.5

10

20

30

40

50

ップシートを含み、前記開口部（単数又は複数）は、（本明細書で定義されるような）弛
緩状態で、典型的に（全ての開口部の）総表面積が少なくとも４ｃｍ２、又は少なくとも
６ｃｍ２、又は少なくとも１０ｃｍ２、又は更には少なくとも１５ｃｍ２である。それぞ
れがこうした表面積を有する１つ又は２つの開口部が好ましい可能性がある。一実施形態
においては、単一の開口部が好ましく、この開口部はスリット開口部の形態であってよい
。
【０１２１】
　前記開口部（単数又は複数）は、前記トップシートの下部に、典型的には吸収性コアと
前記トップシートとの間に、空隙をもたらし、この空隙は、使用中に、典型的に少なくと
も１ｃｍ３、典型的に少なくとも２ｃｍ３、又は少なくとも４ｃｍ３、又は少なくとも６
ｃｍ３、又は少なくとも１０ｃｍ３である。
【０１２２】
　開口部（単数又は複数）は好ましくは、中心領域に、所望によりトップシートの前側領
域の一部（使用中、ユーザーの前側に向かって）及びトップシートの後側領域の一部に存
在する。好ましくはトップシートは、トップシート及びおむつの長手方向軸に実質的に平
行である長手方向寸法（長さ）を有するスリット開口部を有する。（伸張状態で）、トッ
プシートの開口部（単数又は複数）が、開口部の長さ（又は開口部の長さ全体）の２０％
～４０％、又はより好ましくは２０％～３０％がトップシートの横断軸からトップシート
の前側端に延伸し、残りの分がトップシートの後側端に向かって延伸するように構成され
ることが好ましい。
【０１２３】
　開口部（単数又は複数）の寸法及び正確な形状は、トップシート及び／又は吸収性物品
のサイズに依存して変化してよい。例えば、好ましい一実施形態では、開口部は、長手方
向側端に実質的に平行な、対向する、スリット開口部の形態であり、これは、例えばＶ字
形又は丸みを帯びたＶ字形前側端及び後側端により前側及び後側に接続され、前側及び後
側Ｖ字形の端は共に、２つの角度のある端を含む、すなわち六角形状である。一実施形態
においては、前側Ｖ字形端は、後側Ｖ字形端よりも大きな角度を有する。好ましくは、前
側Ｖ字形端は、２０°～１４０°、好ましくは４５°～６５°、最も好ましくは５５°～
６０°の角度を有する。
【０１２４】
　（スリット）開口部（単数又は複数）の最大長さは、例えば、（伸張状態で）吸収性物
品全体の長さＬの４０％～９０％、又はより好ましくは５０％～８０％、又は更により好
ましくは約６０％～７０％であってよい。
【０１２５】
　本明細書の開口部（単数又は複数）の平均幅は、伸張状態で、好ましくはトップシート
の平均幅（開口部幅を包含する）の５％～３０％、又はより好ましくは１０％～２５％で
あり、又は例えばサイズ４のおむつの場合、１５ｍｍ～６０ｍｍ、より好ましくは２０ｍ
ｍ～４０ｍｍである。
【０１２６】
　１つ以上の開口部を持つトップシートを持つ吸収性物品はまた、上記のように、例えば
開口部の対向する長手方向縁部間で前記トップシートに接続され、及び／又は上記のよう
に、１つ以上の開口部を持つ前記トップシートに加えて、前記物品に含まれてよい一対の
カフに接続される、横断バリアを含んでもよい。
【０１２７】
　本発明の実施形態においては、上記のように、１つ以上の開口部を持つトップシートを
持つ吸収性物品に関連して、トップシートは、典型的に開口部（単数又は複数）の長手方
向側端のそれぞれに隣接した、又は近接した、及び沿った、弾性材を含む伸縮性領域を有
し、典型的に一対の対向する、好ましくは少なくとも部分的に平行の、同時係属出願ＥＰ
－Ａ－１２０１２１２に記載されるような伸縮性領域を形成する。トップシート及び／若
しくは伸縮性領域は、弾性シートであってよく、又はそこに１つ以上の弾性ストランドが
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付着した不織布のようなシートから形成されてよい。
【０１２８】
　伸縮性領域は、好ましくは、開口部（単数若しくは複数）の前記側縁部からトップシー
トの前縁部及び後縁部に向かって、又は完全にそれまで延伸する。伸縮性領域は、好まし
くは開口部よりも長い。好ましくは、伸縮性領域は、使用中に身体排出物を受容すること
が意図されるトップシートの少なくとも一部分に、典型的には、トップシートから腰部バ
ンド（の部分）を形成するその部分を差し引いた部分に、配置される。
【０１２９】
　トップシート上の伸縮性領域の幅は、典型的にトップシート及び／又は物品の正確な寸
法に依存して変化する。
【０１３０】
　例えば、サイズ４のおむつの場合、伸縮性領域は、伸張状態で、約３ｍｍ～５０ｍｍ、
好ましくは３ｍｍ～４０ｍｍ、若しくは更により好ましくは３ｍｍ、若しくは更に５ｍｍ
～２０ｍｍの平均幅を有する弾性バンド、又は多数の弾性ストリングであってよい。また
、伸縮性領域の長さも、典型的にはトップシート及び／又は物品のサイズに依存する。例
えば、サイズ４のおむつの場合、伸張状態である伸縮性領域の平均の長さは、好ましくは
少なくとも３５ｃｍ、好ましくは３５ｃｍ～４５ｃｍであってよい。
【０１３１】
　好ましくは、２つの対向する伸縮性領域の前端部分が、（トップシートの平面内で）互
いに離れるように曲ってよく、その結果、２つの対向する弾性領域の対向する前端部分の
端縁部間の距離が、２つの対向する弾性領域の中央部分間の距離より長く、同様に、２つ
の対向する弾性領域の対向する後端部分の端縁部間の距離が、２つの対向する弾性領域の
中央部分間の距離より長い。そして、伸縮性領域の前端部は、典型的に、伸縮性領域の中
心部分を通りトップシートの長手方向軸に平行である長手方向線と角度を有し、前記角度
は、１０°～４０°、又は好ましくは１７°～３５°、又は更により好ましくは２０°～
３５°である。
【０１３２】
　そして、伸縮性領域のそれぞれの後端部もまた、好ましくは、伸縮性領域の中心部分を
通りトップシートの長手方向軸に平行である長手方向線と角度を有し、前記角度は、１０
°～４０°、又は好ましくは１７°～３５°、又は更により好ましくは２０°～３５°で
ある。両方の前端部及び両方の後端部が上記のような角度を有する場合、第一伸縮性領域
は、本明細書において呼ぶところのＸ形状をなす。
【０１３３】
　伸縮性領域の前端部及び／又は後端部及び／又は中央部分は、真っすぐでなく曲線状で
あってよく、そのとき、上の角度は、前端及び／又は後端の中心点を通る接線と、トップ
シートの長手方向軸線に平行で伸縮性領域の中央部分の中心点に接する線との角度により
決定される。
【０１３４】
　トップシートは、更なる伸縮性領域を含み、トップシートに横断又は長手方向いずれか
の伸縮力を提供してもよい。
【０１３５】
　好ましくは、本明細書の伸縮性領域は、伸張した状態又は部分的に伸張した状態の伸縮
性材料を、トップシート材料、例えば不織布若しくは不織布積層体に、又は１つ以上のキ
ャリア材料（単数又は複数）に付着させることにより形成され、これを、後にトップシー
ト材料に付着させる。
【０１３６】
　弾性材は、典型的に、多数のストランド又は単一のバンドの形体であって、少なくとも
２０マイクロメートル、より好ましくは少なくとも４０マイクロメートル、又は更に少な
くとも６０マイクロメートル、典型的に、約３００マイクロメートル以下、更に２００マ
イクロメートル以下、又は更に１５０マイクロメートル以下の平均厚さ（例えばゲージ）
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を有する。非常に好ましい材料は、約７０～１００マイクロメートルの平均厚さを有する
。
【０１３７】
　本明細書に使用される好ましい弾性材としては、トレドガー（Tredegar）社から入手可
能なＶＦＥ－ＣＤ、及びフルフレックス（Fulflex）社（ライムリック（Limerick）、ア
イルランド）から入手可能なＬ－８６、Ｌ－８９、又はＬ－９０が挙げられる。
【０１３８】
　本明細書のトップシートの長手方向側端は好ましくは、（当該技術分野において既知で
ある任意の付着手段により）吸収性コア又はバックシートの長手方向側端に接続、例えば
付着して、長手方向に対向する付着領域を形成する。本発明の１つの好ましい実施形態で
は、トップシート及びバックシートは、ある場所では互いに直接付着し、別の場所では間
接的に共に接合する。
【０１３９】
　好ましくは、開口部の幅を包含するトップシートの平均幅は、上述した、トップシート
の長手方向付着領域とバックシートとの間の平均距離より大きい。開口部の幅を包含する
トップシートの平均幅はまた、バックシートの平均幅よりも長いことが好ましい。トップ
シートは、例えば、１つ以上の横断方向及び／又はより好ましくは長手方向の折り畳みを
有してもよく、これは、使用中に展開可能であって、トップシートを所定の位置に留めな
がら、コア及びバックシートの垂れ下がりを可能にする。
【０１４０】
　トップシートは、少なくとも部分的に水又は尿不浸透性であることが好ましい可能性が
ある。一実施形態においては、トップシート又は（使用中に、着用者に面する）その表面
積の少なくとも５０％超過が、疎水性である。そして、トップシートは、例えば、同時係
属出願ＵＳ第２００５／００９５９４２（Ａ１）号及びＵＳ第２００６／００５８７６６
（Ａ１）号に記載される試験方法により決定される第一噴出の裏抜け時間が１２０秒超過
である材料で作製されてよい。本明細書の好ましいトップシートは、尿不浸透性及び／又
は糞便不浸透性であると考えられてよく、したがって、低表面エネルギー及び均一孔径分
布を有する場合に、好ましくは同時係属出願ＥＰ－Ａ－１４１７９４５に記載されている
ような低表面エネルギー値、孔径及び空気透過値を有する場合に、本明細書に好適である
。少なくとも７、又はより好ましくは少なくとも８、又は更により好ましくは少なくとも
９、又は更により好ましくは少なくとも１０の撥アルコール性を持つ；好ましくは２５ｍ
Ｎ／ｍ未満の表面エネルギーを有する；好ましくは１３０°超過の水との接触角を有する
；好ましくは２０マイクロメートル未満、好ましくは１７マイクロメートル未満、又は最
も好ましくは１３マイクロメートル未満、しかし好ましくは少なくとも２マイクロメート
ル、又は好ましくは少なくとも５マイクロメートルの平均孔径を有する材料が好ましい。
好ましくは、トップシートは、少なくとも３ダルシー、又は好ましくは少なくとも１０ダ
ルシー、又は更により好ましくは少なくとも２０ダルシー、又は更により好ましくは少な
くとも３０ダルシー、又は最も好ましくは少なくとも５０ダルシーの空気透過性を有する
。
【０１４１】
　好適なトップシートは、天然繊維（例えば木質繊維若しくは木綿繊維）、又は合成繊維
（例えば、ポリエステル、ポリエチレン、及び／又は、ポリプロピレンの繊維）、又は天
然繊維と合成繊維の組み合わせの織布ウェブあるいは不織布ウェブをはじめ、広範な材料
で製造してよい。トップシートが繊維を包含する場合、その繊維は、当技術分野で既知の
ように、例えば、スパンボンド、カード、湿式、メルトブロウン、水流交絡、又は別の方
法で加工されてもよい。柔軟で、柔らかい感触で、着用者の皮膚に刺激がない材料が好ま
しい。
【０１４２】
　本明細書において上記の非常に好ましいカフ、トップシート及び横断バリアは、１つ以
上のスパンボンド層（単数又は複数）（Ｓ）及び１つ以上のメルトブロウン層（単数又は
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複数）（Ｍ）を含む積層体ウェブ材料で作製され得、ウェブ材料の１つの表面又は好まし
くは両方の表面は、スパンボンド層（単数又は複数）により形成されることが好ましい場
合がある。好ましいのは、比較的高い、例えば１７グラム／ｍ２（ｇｓｍ）超過、又は２
５ｇｓｍ超過の坪量を持つウェブ（シート）で、例えば３４ｇｓｍのＳＭＭＳ（１２ｇｓ
ｍのメルトブロウン及び５ｇｓｍのスパンボンド）；３４ｇｓｍのＳＭＭＳ（１０ｇｓｍ
のメルトブロウン及び７ｇｓｍのスパンボンド）；３０ｇｓｍのＳＭＭＳ（１０ｇｓｍの
メルトブロウン及び５ｇｓｍのスパンボンド）；３０ｇｓｍのＳＭＭＳ（８ｇｓｍのメル
トブロウン及び７ｇｓｍのスパンボンド）；３４ｇｓｍのＳＭＭＳ（２０ｇｓｍのメルト
ブロウン及び７ｇｓｍのスパンボンド）、又は例えば上述の１７ｇｓｍのＳＭＭＳを２層
含むウェブが好ましい。
【０１４３】
　経血又は糞便貯蔵要素は、止まり穴（単数又は複数）及び貫通穴（単数又は複数）を包
含する１つ以上の三次元の穴（単数又は複数）を含む三次元の層であってもよい。
【０１４４】
　この層は、液体（経血／尿）を獲得し、液体を一時的に保持し、それを獲得層を通して
、（ｚ方向において）下部にある貯蔵層に通過させることが可能である獲得層；及び／又
はそれを分配層のＸ及びＹ方向に分配する分配層；又は両方の目的を果たす獲得／分配層
；のような多層吸収性コアの一部であってもよい。その際、穴（単数又は複数）は、経血
又は糞便を格納することが可能であり、穴が存在しない層領域は、液体を獲得及び／又は
分配できる。これらの種類の層は、典型的に、より長時間又は恒久的に流体（尿）を保持
又は格納する役目を果たさないが、下の貯蔵層による流体の吸収を促進する。
【０１４５】
　吸収性コアは、分配層及び獲得層も含んでもよく、これらは共に前記穴を含んでもよい
。
【０１４６】
　獲得層及び／又は分配層は、親水性であってもよい。これは繊維性三次元層を含んでも
よく、繊維性層を２層以上含んでもよい。
【０１４７】
　好ましい獲得層は、部分的に接着した若しくは非接着のポリプロピレン（ＰＰ）及び／
又はポリエステル繊維、好ましくはポリエチレンテレフタレート（teraphthalate）（Ｐ
ＥＴ）繊維を含む。あるいは、又は加えて、獲得層が変性（セルロース）繊維、好ましく
は、化学的に剛化された、撚り合わされた及び／又はカールされた（カーリー）（セルロ
ース）繊維、好ましくは化学的に剛化された、撚り合わされた及び／又はカールされた架
橋セルロース又は合成ポリマー繊維（好ましくはこうしたセルロース繊維）を含むことが
非常に好ましい可能性がある。ウェアーハウザー（Weyerhaeuser）社からＣＭＣ５２０及
びＣＭＣ５１７として入手可能な材料が好ましい可能性がある。獲得層が、多数の結合、
カード結合不織布層、例えばカード樹脂結合不織布、エンボスカード樹脂結合不織布獲得
層、及び所望により嵩高カード樹脂結合不織布獲得層、又は好ましくはカード通気結合不
織布獲得層、カード熱結合不織布獲得層；最も好ましくは非エンボスカード樹脂結合不織
布獲得層を含むことが同様に好ましい可能性がある。こうした材料は、高坪量すなわち４
０ｇｓｍ以上、好ましくは更に６０ｇｓｍ以上の高坪量を持つことが好ましい。本明細書
において使用してよい上記の材料は、ＢＢＡファイバーウェブ（Fiberweb）／テノテクス
（Tenotex）社（イタリア）から商標名プリンテクス（Printex）ＡＱＬ１　フィル（Phil
）（４３ｇｓｍ、白色）として；又はフロイデンベルグ（Freudenberg）／ハリファック
ス（Halifax）社からコードＡＬ１０６０（ＳＣ　Ｖ及びＳＯ、及びＡＲ１０）、及びコ
ード１１４／０１１／０５（典型的に４３又は６０ｇｓｍ）として；又はローマン（Lohm
ann）社から商標名パラプリント（Paraprint）として入手可能である。
【０１４８】
　２つ以上の獲得層を使用することが好ましい可能性があり、１つ又はそれぞれは、１つ
以上の穴を含んでもよい。
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【０１４９】
　吸収性コアの貯蔵層は典型的に、水吸収性ポリマー材料又は吸収性ゲル材料（ＡＧＭ）
とも呼ばれる、水膨潤性高分子粒子状物質を含む。これは、本明細書において後記のよう
な１つ以上の穴を含んでもよい。貯蔵層は穴（単数又は複数）を含むが、重ね合わせられ
る分配層及び／又は獲得層及び／又はコアカバーシートは、穴（単数又は複数）を含まな
くてもよいが、これらの層（単数又は複数）及び／又はコアカバーシートは、貯蔵層の１
つ以上の穴の中に波打って入るので、穴（単数又は複数）は尚、糞便又は経血貯蔵のため
の空洞として残る。あるいは、獲得層及び／又は分配層及び／又はコアカバーシートはそ
れぞれ、１つ以上と一致する１つ以上の穴を含んでもよく、貯蔵層における１つ以上の又
は典型的に全ての穴、並びに獲得層及び／又は分配層、所望によりコアカバーシートにお
ける１つ以上の又は典型的に全ての穴（単数又は複数）は、本明細書で称されるような穴
（単数又は複数）を形成する。
【０１５０】
　一実施形態においては、吸収性コアは、いかなる穴も含まないが、下層の獲得層及び／
若しくは分配層における１つ以上の穴、又は獲得層及び／又は分配層の穴（単数又は複数
）の中に、及び貯蔵層の一致する穴（単数又は複数）の中に波打って入るコアカバーシー
トを含む。
【０１５１】
　貫通穴及び／又は止まり穴を包含する本明細書の穴（単数又は複数）は、糞便を格納及
び不動化することが可能である。穴が止まり穴である場合、穴は、前記穴を含む層（単数
又は複数）の平均厚さ又はキャリパーの約５０％～９５％である平均深さ又はキャリパー
を有することが好ましい。一実施形態においては、貯蔵層は、止まり穴である１つ以上の
穴を含むので、特定量の水膨潤性高分子粒子状物質が、止まり穴（単数又は複数）の下に
存在する。
【０１５２】
　本明細書の穴（単数又は複数）は、いかなる形状を有してもよく、穴（単数又は複数）
の周縁もまた、円形又は楕円形、正方形又は長方形を包含する任意の形状を有してもよい
。穴は、円筒形、円錐形状、立方体、及びチャネル形状であってもよい。本明細書の穴（
単数又は複数）は（それぞれ）、少なくとも３ｍｍ、又は少なくとも４ｍｍ、又は少なく
とも５ｍｍ、又は更に少なくとも１０ｍｍの、物品の平面内の最小寸法（Ｙ又はＸ方向）
を有し得る。
【０１５３】
　穴（単数又は複数）はそれぞれ、例えば、少なくとも０．５ｍｍ、又は少なくとも１ｍ
ｍ、又は少なくとも１．３ｍｍ又は少なくとも１．５ｍｍの深さ又はキャリパーを有して
よく、最大深さは、穴（単数又は複数）を含む層のキャリパーに依存するであろう。
【０１５４】
　物品の平面内の各穴の最大寸法は、存在する穴の数、物品のサイズ、及び格納されるこ
とが想定される経血又は糞便の量に依存してもよい。
【０１５５】
　例えば、小児用おむつについては、穴の総表面積又は全ての穴の総表面積（使用中の状
況において；使用中に、開口部の周縁端がユーザーに最も近いところの物品の平面で測定
）は、少なくとも３ｃｍ２、又は少なくとも５ｃｍ２、又は少なくとも７ｃｍ２であり；
大人用失禁物品については、穴の総表面積又は全ての穴の総表面積（上記の通り測定）は
、例えば少なくとも５ｃｍ２、又は少なくとも７ｃｍ２、又は少なくとも１０ｃｍ２であ
ってよく；婦人衛生物品については、穴の総表面積又は全ての穴の総表面積（上記の通り
測定）は、例えば、少なくとも１ｃｍ２、又は少なくとも２ｃｍ２、又は少なくとも３ｃ
ｍ３であってもよい。
【０１５６】
　典型的に、小児用おむつについては、穴の総容積又は全ての穴の総容積（使用中の状況
において）は、少なくとも０．５ｃｍ３、又は少なくとも１ｃｍ３、又は少なくとも２ｃ
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ｍ３である。典型的に、大人用失禁物品については、穴の総容積又は全ての穴の総容積（
使用中の状況において）は、少なくとも１ｃｍ３、又は少なくとも２ｃｍ３、又は少なく
とも３ｃｍ３である。典型的に、婦人衛生物品については、穴の総容積又は全ての穴の総
容積（使用中の状況において）は、少なくとも０．２ｃｍ３、又は少なくとも０．３ｃｍ
３、又は少なくとも０．５ｃｍ３である。
【０１５７】
　一実施形態においては、吸収性物品は、その後側半分（吸収性コアの長さの後側５０％
）のみに前記穴（単数又は複数）を持つ吸収性コアを含む。
【０１５８】
　本明細書の一実施形態においては、貯蔵層、並びに所望により獲得層及び／又は分配層
は、１つ又は２つ又は３つ又は４つの穴を含み、それぞれ物品の平面内での最小寸法は、
少なくとも１ｃｍ、又は更には少なくとも２ｃｍ、又は更には少なくとも３ｃｍである。
一実施形態においては、１つのみの穴が吸収性コア、例えば貯蔵層並びに所望により獲得
層及び／又は分配層に存在し、この穴の最小寸法は、少なくとも２ｃｍ、又は少なくとも
３ｃｍ、又は少なくとも４ｃｍである。
【０１５９】
　一実施形態においては、１つ以上の穴を持つ層（単数又は複数）は、層（単数又は複数
）の開放表面積（使用中にユーザーに最も近い層の表面積上で測定）が、前記層の総表面
積の１０％～５０％、又は更には１０％～４５％、又は１０％～４０％であるものである
（すなわち、開放表面積は、使用中に着用者に最も近い表面層の中又は上の穴の断面にお
いて測定した穴の表面積の合計である）。
【０１６０】
　一実施形態においては、コアカバーシートが上で定義した穴を含まず、穴（単数又は複
数）を持つ層の材料がユーザーの皮膚に露出されないことが好ましい。
【０１６１】
　本明細書の一実施形態においては、吸収性物品は、１つ以上の穴を持つ吸収性コアに加
えて、１つ以上の開口部を持つトップシート（前述）を含み、前記トップシートと１つ以
上の穴を持つ下層の吸収性コアとの間に空隙をもたらすので、糞便又は経血が、前記空隙
及び前記穴（単数又は複数）に効果的に格納され得る。
【０１６２】
　本明細書の別の実施形態においては、吸収性物品は、１つ以上の穴を持つ吸収性コアに
加えて、中心領域において互いに接続されるカフを含み、上記のように１つ以上のポケッ
トを形成するので、糞便又は経血は、前記カフにより形成される前記ポケット（単数又は
複数）に、加えて前記穴（単数又は複数）に効果的に格納され得る。
【０１６３】
　本明細書の別の実施形態においては、吸収性物品は、１つ以上の穴を持つ吸収性コアに
加えて、例えば上記のような一対のカフに接続された横断バリアを含む。穴（単数又は複
数）は、少なくとも物品の後側部分に存在してもよく、横断バリアは、典型的に物品の横
断中心線に近接して配置されてよいので、糞便は、前記穴（単数又は複数）に効果的に格
納されることができ、前記横断バリアは、糞便を生殖器から離して確実に格納する。
【０１６４】
　吸収性物品は、典型的に、カフ、トップシート、コアカバーシート又は身体側ライナー
のようなユーザーの皮膚に接触して使用される構成要素の上又は中に本明細書のローショ
ン組成物を含む。
【０１６５】
　本明細書の好ましい一実施形態においては、ローション組成物は、糞便又は経血貯蔵要
素上に存在する。一実施形態においては、これは、伸縮性領域又はこうした貯蔵要素の一
部分上に存在する。
【０１６６】
　驚いたことに、本発明者らは、本明細書の（親水性）ローション組成物は、当該技術分
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野において既知の疎水性ローションとは異なり、吸収性物品の糞便又は経血貯蔵要素に存
在してもよい弾性材、例えば、カフ、１つ以上の開口部を持つ伸縮性トップシート、又は
伸縮性横断バリアに適合性があることを見出した。
【０１６７】
　例えば、上記のように開口部（単数又は複数）を持つトップシートは、例えば、加えて
弾性材を含んでよい開口部（単数又は複数）の端に沿った領域に、又はその領域のみに、
本明細書の前記ローション組成物を含み得る。
【０１６８】
　ローション組成物は、別の方法として又は加えて、上記のようにカフ上又はその一部に
存在し得る。
【０１６９】
　本明細書のローション組成物は、別の方法として又は加えて、上記の横断バリア上又は
その一部に存在し得る。
【０１７０】
　吸収性コアが１つ以上の穴を含む場合、本明細書のローション組成物は、少なくとも穴
（単数又は複数）の端に近接して、好ましくは穴の中又はその一部に存在してよい。一実
施形態においては、穴をカバーして波打つコアカバーシートの少なくとも一部は、前記ロ
ーション組成物を含む。
【０１７１】
　本明細書の物品の構成要素又は糞便若しくは経血貯蔵要素は、その全体の表面上に、又
はその部分（単数又は複数）のみに、前記ローション組成物を含んでもよい。典型的に、
少なくとも１ｃｍ２、好ましくは少なくとも４ｃｍ２、又はある実施形態においては更に
少なくとも１０ｃｍ２、若しくは少なくとも１５ｃｍ２の総表面積（使用中にユーザーに
面する表面上で測定）が、前記ローション組成物を含み、したがって、一実施形態におい
ては、開口部（単数又は複数）を持つトップシート、及び／又は吸収性コア、例えばその
コアカバーシート、及び／又はカフが、前記ローション組成物を含むので、ローション組
成物付きの前記要素の総面積は、少なくとも１ｃｍ２、好ましくは少なくとも４ｃｍ２、
又は少なくとも１０ｃｍ２、又は少なくとも１５ｃｍ２、又は例えば少なくとも３０ｃｍ
２、又は少なくとも５０ｃｍ２であり、特定の実施形態においては、コアカバー又はトッ
プシートは、表面積上に、例えば少なくとも７０ｃｍ２、例えば１００ｃｍ２以下の前記
ローション組成物を含む。
【０１７２】
　ローション組成物は、正方形若しくは長方形、円形、楕円形を包含するあらゆる単一の
形状若しくは模様；又は多数の縞のような長方形状を包含する、あるいは多数の正方形、
若しくは点又は楕円形状、若しくは更には形象図形を包含する形象形状若しくは形状の模
様で、塗布されてもよい。
【０１７３】
　ローション組成物が塗布されてもよい模様及び／又は塗布されるローション組成物の量
は、物品の後側１／３（すなわち後側腰部区域におけるシャーシの外側端から始まる吸収
性物品の長手方向延伸の１／３）、物品の中心１／３、及び物品の前側１／３で同じでよ
い。あるいは、ローション組成物が塗布される模様及び／又は塗布されるローション組成
物の量は、物品の後側、中心、及び前側１／３で異なってもよい。本発明のローション組
成物はくっつき防止特性を有するので、典型的に経血又は糞便で汚染される、着用者の皮
膚領域に隣接して置かれる吸収性物品の領域に含まれることが好ましい。したがって、ロ
ーション組成物は、少なくとも使用中の着用者の臀部及び溝長さ全体に隣接して置かれる
物品の領域、並びに／又は生殖器の領域に含まれるべきである。
【０１７４】
　ローション組成物が、長手方向縞の形態で塗布される場合、好ましくは、縞は、臀部及
び溝長さの大部分をカバーする範囲まで、吸収性物品の後側腰部区域に延伸する。同様に
、縞の数又は密度は、皮膚に対してこすり付けられる糞便の影響を典型的に受ける領域に
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坪量は、皮膚に対してこすり付けられる糞便の影響を典型的に受ける領域に対面して存在
する領域において、より高くてもよい。ローション組成物が点のような図形の形態で塗布
される場合、図形の密度（例えば、点密度、互いにより接近した点）、及び／又は図形の
サイズ、及び／又は図形に含まれるローション組成物の坪量は、皮膚に対してこすり付け
られる糞便の影響を典型的に受ける領域に対面して存在する領域において、より高くても
よい。
【０１７５】
　試験方法
　水溶性
　ローション組成物又はローション組成物を処方するために使用されるいずれの化合物の
水溶性も、次のように決定される：出発量（ＳＡ）１００ｍｇのローション組成物を、既
知の重量のスライドガラス（２．５ｃｍ×８ｃｍ）に、スライドガラスの２．５ｃｍ×５
ｃｍの領域をカバーするように塗布する。次に、スライドを２０℃にて７５ｍＬの脱イオ
ン水を含有するビーカーに平らに入れる。ローション組成物入りの水は、攪拌しない。４
時間後、スライドガラスをビーカーから取り出し、６０℃、０％ＲＨ（相対湿度）のオー
ブンに入れ、水を除去する。乾燥後、これを計量し、スライド上のローション組成物の残
留量を決定する。乾燥後のプレート上のローション組成物の残留量（ＲＡ）が、（スライ
ドガラスに塗布された１００ｍｇの）６０％未満、より好ましくは２０％未満、更により
好ましくは１０％未満である場合、本発明のローション組成物は水溶性である。これらの
値は、次のように決定される水溶性の少なくとも４０％、より好ましくは少なくとも８０
％、更により好ましくは少なくとも９０％に対応する。
【０１７６】
　［（ＳＡ－ＲＡ）］／ＳＡ×１００％＝水溶性（％）
　比較的良好な水溶性を有するこうしたローション組成物は、本発明の意義の範囲内で親
水性であると見なされる。
【０１７７】
　本明細書に開示される寸法及び値は、列挙された正確な数値に厳密に限定されるものと
して理解されるべきではない。そうではなく、特に指定されない限り、こうした各寸法は
、列挙された値とその値周辺の機能的に同等の範囲の両方を意味することが意図される。
例えば、「４０ｍｍ」として開示された寸法は、「約４０ｍｍ」を意味することが意図さ
れる。
【０１７８】
　「発明を実施するための形態」で引用した全ての文献は、関連部分において本明細書に
参考として組み込まれるが、いずれの文献の引用も、それが本発明に対する先行技術であ
ることを容認するものと解釈されるべきではない。この文書における用語のいずれかの意
味又は定義が、参考として組み込まれる文献における用語のいずれかの意味又は定義と対
立する範囲については、本文書におけるその用語に与えられた意味又は定義を適用するも
のとする。
【０１７９】
　以上、本発明の特定の実施形態を説明及び記載してきたが、本発明の趣旨及び範囲から
逸脱することなく他の様々な変更及び修正を行えることが当業者には明白であろう。した
がって、本発明の範囲内にあるそのような全ての変更及び修正を、添付の特許請求の範囲
で扱うものとする。
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