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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ．）多孔質溶解性固体基材であって、
　　ｉ．１０％～７５％の界面活性剤と、
　　ｉｉ．１０％～５０％の水溶性高分子と、
　　ｉｉｉ．１％～３０％の可塑剤と
を含む多孔質溶解性固体基材、
　ｂ．）前記多孔質溶解性固体基材の表面に適用された、自由香料としての主香料、及び
　ｃ．）前記多孔質溶解性固体基材の表面に適用された表面常在コーティングであって、
副香料を含む１つ以上のデンプン香料複合物を１０％～１００％含む表面常在コーティン
グ
を含み、
　前記複合物中の前記デンプンと香料との比率が、０．５：１～１９：１であり、前記多
孔質溶解性固体基材と前記表面常在コーティングとの比率が、１１０：１～０．５：１で
あり、前記多孔質溶解性固体基材が、８５％～９７．５％の連続気泡含有率と、２．５ｍ
ｍ３～１５ｍｍ３の星形体積と、１．０～２．５０の負でない構造モデル指数とを有する
、パーソナルケア物品。
【請求項２】
　前記デンプンが、酸改質デンプン、酵素加水分解デンプン、オクテニルコハク酸無水物
改質デンプン、デキストリン化オクテニルコハク酸無水物改質デンプン、デキストリン、
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マルトデキストリン、α化ろう状トウモロコシデンプン、及びこれらの混合物からなる群
から選択される改質デンプンである、請求項１に記載のパーソナルケア物品。
【請求項３】
　前記界面活性剤が、（１）０％～１０％のアニオン性界面活性剤、（ｉｉ）非イオン性
界面活性剤、（ｉｉｉ）高分子界面活性剤、及び（ｉｖ）これらの任意の組み合わせから
なる群から選択される、請求項１に記載のパーソナルケア物品。
【請求項４】
　前記多孔質溶解性固体基材と前記表面常在コーティングとの比率が、２０：１～１：１
である、請求項１に記載のパーソナルケア物品。
【請求項５】
　前記多孔質溶解性固体基材と前記表面常在コーティングとの比率が、１０：１～１．５
：１である、請求項１に記載のパーソナルケア物品。
【請求項６】
　前記多孔質溶解性固体基材と前記表面常在コーティングとの比率が、７：１～３：１で
ある、請求項１に記載のパーソナルケア物品。
【請求項７】
　前記デンプン香料複合物を含む前記表面常在コーティングが、粉末であり、前記デンプ
ン香料複合物を含む前記表面常在コーティングが、層、コーティング、及びこれらの組み
合わせの形である、請求項１に記載のパーソナルケア物品。
【請求項８】
　前記デンプン香料複合物を含む前記表面常在コーティングが、前記多孔質溶解性固体基
材の固体／空気界面の少なくとも一部分に付着される、請求項１に記載のパーソナルケア
物品。
【請求項９】
　前記デンプン香料複合物を含む前記表面常在コーティングが、前記多孔質溶解性固体基
材の外面を覆う、請求項１に記載のパーソナルケア物品。
【請求項１０】
　前記溶解性パーソナルケア物品が、２つの多孔質溶解性固体基材を含み、前記デンプン
香料複合物を含む前記表面常在コーティングが、２つの多孔質溶解性固体基材の間に位置
する層である、請求項１に記載のパーソナルケア物品。
【請求項１１】
　前記複合物が、０．７：１～６：１のデンプンと香料との比率を含む、請求項１に記載
のパーソナルケア物品。
【請求項１２】
　前記複合物は、１．１：１～３：１のデンプンと香料との比率を含む、請求項１に記載
のパーソナルケア物品。
【請求項１３】
　前記多孔質溶解性固体基材が、１２５グラム／ｍ2～３，０００グラム／ｍ2の基本重量
と、０．５ｍｍ～１０ｍｍの厚さとを有し、前記多孔質溶解性固体基材が、０．０３ｍ2

／グラム～０．２５ｍ2／グラムの比表面積を含み、前記多孔質溶解性固体基材が、０．
０２ｍｍ～０．１５ｍｍの気泡壁厚さを含む、請求項１に記載のパーソナルケア物品。
【請求項１４】
　パーソナルケア物品の製造方法であって、
　（ａ）５％～５０％の界面活性剤と、５％～３５％の水溶性高分子と、０．５％～２０
％の可塑剤とを含む加工混合物を調製すること、
　（ｂ）ガスを前記加工混合物に導入することにより前記加工混合物をエアレーションし
て、湿潤気泡化混合物を形成すること、
　（ｃ）前記湿潤気泡化混合物を１つ以上の所望の形状に形成すること、
　（ｄ）前記湿潤気泡化混合物を乾燥させて多孔質溶解性固体基材を形成すること、
　（ｅ）自由香料としての主香料を、前記多孔質溶解性固体基材に適用すること、及び
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　（ｆ）副香料を含む粉末状のデンプン香料複合物を含む表面常在コーティングを、前記
多孔質溶解性固体基材に適用すること、
を含み、前記多孔質溶解性固体基材が、８５％～９７．５％の連続気泡含有率と、２．５
ｍｍ３～１５ｍｍ３の星形体積と、１．０～２．５０の負でない構造モデル指数とを有す
る、方法。
【請求項１５】
　前記デンプン香料複合物を含む前記表面常在コーティングが、２０％～７０％の湿度で
前記多孔質溶解性固体基材に適用される、請求項１４に記載のパーソナルケア物品の製造
方法。
【請求項１６】
　前記デンプン香料複合物を含む前記表面常在コーティングが、３０％～６０％の湿度で
前記多孔質溶解性固体基材に適用される、請求項１４に記載のパーソナルケア物品の製造
方法。
【請求項１７】
　前記デンプン香料複合物を含む前記表面常在コーティングが、５％～２０％の湿度で前
記多孔質溶解性固体基材に適用される、請求項１４に記載のパーソナルケア物品の製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パーソナルケア組成物、特に多孔質溶解性固体基材と表面常在デンプン香料
複合物とを含む物品の形のパーソナルケア利益を提供するパーソナルケア組成物に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　パーソナルケア組成物は、従来、液体製品として販売されてきた。これらの液体パーソ
ナルケア製品は、一般に、処方の中に相当量の水を含む。液体であることに加えて、パー
ソナルケア製品の多くは、消費者が一般によい香りのパーソナルケア製品を望むので香料
を含む。しかしながら、パーソナルケア製品中に水があるため、香料の含有は、水溶性の
両親媒性物質集合体（ミセル、液状結晶など）内の可溶化又は乳化に限られる。その結果
、香料分子の大部分が、そのような水溶性集合体中に「閉じ込められ」、これにより、製
品の使用中に香料を消費者の鼻孔（即ち、低い香料放出）と標的ケラチン基質（即ち、皮
膚及び毛髪）とに効率的に送達するのが制限されることがある。更に、香料の選択は、消
費者に単一の芳香体験を提供するものに限られ（即ち、パッケージ化されたような製品の
香料は同一であり、使用中に体験する唯一の香料である）、使用中に水によって活性化さ
れる香料の送達を妨げる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　したがって、本発明の目的は、消費者の使用中に香料をより効率的に送達することがで
きるパーソナルケア製品を提供することである。本発明の目的は、また、水で活性化する
ことができる香料を送達する（即ち、使用中に製品に水を加えることにより香料の放出を
最大限に開始する）パーソナルケア製品を提供することである。本発明の目的は、更に、
主香料（primary perfume）だけでなく、使用中に水で活性化される第２の香料噴出の元
になる副香料（secondary perfume）も送達することができるパーソナルケア製品を提供
することである。例えば、パーソナルケア製品は、水と組み合わされる前に１つの香料を
有し、また水との接触後に、パーソナルケア製品は、副香料及び／又は同じ最初の香料の
香料放出（perfume bloom）を有することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
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　本発明は前述の要求を満たす。本発明は、使用前と使用中の両方で消費者が望む香料を
提供しながら、毛髪への適用が容易になるように消費者の手のひらで便利にかつ素早く溶
解して、液体パーソナルケア組成物を再構成することができる単位用量パーソナルケア物
品の形の多孔質溶解性固体基材を提供する。
【０００５】
　（ｉ）１０％～７５％の界面活性剤と、１０％～５０％の水溶性高分子と、１％～３０
％の可塑剤とを含む多孔質溶解性固体基材、（ｉｉ）多孔質溶解性固体基材の表面に適用
された、自由香料としての主香料、及び（ｉｉｉ）多孔質溶解性固体基材の表面に適用さ
れた表面常在コーティングであって、副香料を含む１つ以上のデンプン香料複合物を１０
％～１００％含む表面常在コーティングを含み、複合物中のデンプンと香料との比率が、
０．５：１～１９：１であり、多孔質溶解性固体基材と表面常在コーティングとの比率が
、１１０：１～０．５：１であり、多孔質溶解性固体基材が、８５％～９７．５％の連続
気泡含有率と、２．５ｍｍ３～１５ｍｍ３の星形体積と、１．０～２．５０の負でない構
造モデル指数とを有する、パーソナルケア物品。
【０００７】
　パーソナルケア物品の製造方法であって、この方法は、５％～５０％の界面活性剤と、
５％～３５％の水溶性高分子と、０．５％～２０％の可塑剤とを含む加工混合物を調製す
ること、ガスを加工混合物に導入することにより加工混合物をエアレーションして、湿潤
気泡化混合物を形成すること、湿潤気泡化混合物を１つ以上の所望の形状に形成すること
、湿潤気泡化混合物を乾燥させて多孔質溶解性固体基材を形成すること、自由香料として
の主香料を、多孔質溶解性固体基材に適用すること、及び副香料を含む粉末状のデンプン
香料複合物を含む表面常在コーティングを、多孔質溶解性固体基材に適用することを含み
、多孔質溶解性固体基材が、８５％～９７．５％の連続気泡含有率と、２．５ｍｍ３～１
５ｍｍ３の星形体積と、１．０～２．５０の負でない構造モデル指数とを有する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　本明細書は、本発明を詳細に指摘し明確に請求する特許請求の範囲で締めくくるが、本
発明は、類似の参照数字が同一要素を示す添付図面と共に行われる実施形態の以下の説明
からよりよく理解されると考えられる。
【図１】表面常在デンプン香料複合物を含む多孔質溶解性固体基材の概略図。
【図２】表面常在デンプン香料複合物層を間に有する２つの多孔質溶解性固体基材の概略
図。
【図３Ａ】くぼみ部内に表面常在デンプン香料複合物を有するくぼみ付き多孔質溶解性固
体基材の概略図。
【図３Ｂ】くぼみ部内に表面常在デンプン香料複合物を有するくぼみ付き多孔質溶解性固
体基材の概略図。
【図４】表面常在デンプン香料複合物を密閉するように折り畳まれた多孔質溶解性固体基
材の概略図。
【図５】多孔質溶解性固体基材のマイクロ－ＣＴ立体画像。
【図６】多孔質溶解性固体基材の上領域と中領域と下領域のスーパーインポーズ断面ＳＥ
Ｍ画像。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の全ての実施形態では、特に別段の記載がない限り、百分率はいずれも、組成物
全体の重量を基準とする。特に別段の記載がない限り、すべての比率は重量比である。全
ての範囲は、包括的であり結合可能である。有効数字の数は、表示された量に対する限定
を表すものでも、測定値の精度に対する限定を表すものでもない。特に別段の指示がない
限り、全ての数量は、「約」という単語によって修飾されるものと理解される。特に指示
がない限り、全ての測定は、２５℃において周囲条件で実施されるものと理解され、「周
囲条件」とは、約１気圧及び相対湿度約５０％における条件を意味する。列挙される成分
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に関するこのような全ての重量は、活性濃度に基づいており、別段の指定がない限り、市
販の物質に包含されている可能性のあるキャリア又は副生成物を包含しない。
【００１０】
　Ｉ．定義
　本明細書で使用されるとき、用語「パーソナルケア組成物」は、過度の望ましくない影
響なしに哺乳動物の毛髪及び皮膚に適用されることがある組成物を意味する。
【００１１】
　本明細書で使用されるとき、用語「デンプン香料複合物」は、微粒子形態のデンプン又
は改質デンプンで構成された水放出性マトリックス内に複合化された香料を指す。
【００１２】
　用語「表面常在デンプン香料複合物」は、本明細書で使用されるとき、多孔質溶解性固
体基材の固体／空気界面の少なくとも一部分に吸着されたデンプン香料複合物を含む表面
常在コーティングを指す。得られた表面常在コーティングは、製品の有効期間中と、消費
者の使用中にパーソナルケア物品が水と接触する前に、デンプン香料複合物と溶解性多孔
質固体のバルクとの間の物理的相互作用を最小にする。
【００１３】
　本明細書で使用されるとき、「パーソナルケア物品」は、デンプン香料複合物の表面常
在コーティングと共に、界面活性剤、水溶性高分子、及び可塑剤を含む多孔質溶解性固体
基材を意味する。パーソナルケア物品は、本明細書で「物品」と呼ばれることがある。
【００１４】
　本明細書で使用されるとき、「溶解性」は、多孔質溶解性固体基材が、本明細書に記載
した手溶解法試験（Hand Dissolution Method Test）に適合する溶解率を有することを意
味する。
【００１５】
　本明細書で使用されるとき、「多孔質溶解性固体基材」は、周囲大気のガス（通常は、
空気）を含む空間又は気泡の相互接続網を定義する固体高分子含有マトリックスを意味す
る。構造の相互接続性は、星形体積、構造モデル指数（ＳＭＩ）又は連続気泡含有率によ
って説明されてもよい。
【００１６】
　ＩＩ．パーソナルケア物品
　本発明のパーソナルケア物品は、香料のより効率的な送達並びに消費者の使用中に香料
の水活性化放出を可能にすることによって、泡立ち／洗浄製品による独特な香料体験を消
費者に提供する。水活性化香料は、パーソナルケア製品が、水と組み合わされる前に１つ
の香料を有し、また水と接触した後でパーソナルケア製品が副香料及び／又は同一の最初
の香料の香料放出を有することができるように副香料を包含してもよい。
【００１７】
　これは、多孔質溶解性固体基材上にデンプン香料複合物を含む表面常在コーティングを
具備することにより達成される。多孔質溶解性固体基材にデンプン香料複合物を含む表面
常在コーティングを適用して、多孔質溶解性固体基材の固体／空気界面の少なくとも一部
分に吸着される表面常在コーティングを形成するために、任意の適切な適用方法を使用す
ることができる。一実施形態では、デンプン香料複合物を含む表面常在コーティングは、
多孔質溶解性固体基材の表面に適用される粉体コーティングの形である。
【００１８】
　従来、香料は、安定した水性両親媒性物質集合体（例えば、ミセル、液体結晶など）内
の香料の可溶化又は乳化によって、水性の液体消費者製品から送達される。この結果、製
品の使用中に消費者の鼻孔への香料の効率的な送達が減少し（即ち、香料放出の低下）、
また標的ケラチン基質（即ち、皮膚及び毛髪）への香料の効率的な送達が減少することが
ある。これは、製品の使用中の水性相による水／空気及び水／基材界面への疎水性香料分
子の拡散を妨げることがある安定化された水性両親媒性物質集合体中の香料分子の「閉じ
込め」によるものである場合があり、それにより、意図された標的（消費者の鼻孔とケラ
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チン基質）への香料分子の効率的な送達が減少し、更に無駄になる香料分子の量が増える
（例えば、洗い流される）。これは、本発明のパーソナルケア物品において、毛髪又は皮
膚への適用直前に水に溶解されるときに生じることもあるが、そのような物理的「閉じ込
め」相互作用は、パーソナルケア物品が本発明に従って製造されかつ／又は使用されると
きに最小になる。
【００１９】
　本発明は、また、水で活性化された香料の送達を可能にし、即ち、使用中に製品に水を
加えることによって香料の放出が最大限に開始される。これは、本発明のデンプン香料複
合物が水放出性であること、即ち、デンプンが、パーソナルケア物品が水に溶解されると
きに香料が物理的に放出又は遊離した状態で溶解するために起こる。
【００２０】
　この本発明は、更に、消費者による製品の使用体験中に、主香料と副香料の両方の独特
かつ任意の送達を可能にする。例えば、パーソナルケア製品は、水と組み合わされる前に
１つの香料を有することができ、また水と接触後に、パーソナルケア製品は、第２の香料
及び／又は同じ最初の香料のより強い香料放出を有することができる。これは、デンプン
香料複合物内の副香料を、主香料と異なる香料と組み合わせることにより達成することが
できる。あるいは、同じ香料がデンプン香料複合物内に使用されてもよいが、パーソナル
ケア物品の溶解時により強い香料放出が可能になる。
【００２１】
　Ａ．多孔質溶解性固体基材
　多孔質溶解性固体基材は、界面活性剤、水溶性高分子、及び可塑剤を含む。多孔質溶解
性固体基材は、消費者の手のひらで便利かつ素早く溶解して、その結果、液体パーソナル
ケア組成物が得られるように調製することができる。溶解した後、このパーソナルケア組
成物は、従来の液体パーソナルケア組成物と同じように使用することができ、即ち、頭皮
及び／又は毛髪に適用することができる。多孔質溶解性固体基材は、最大気泡壁厚さを有
する。多孔質溶解性固体基材は、約０．０２ｍｍ～約０．１５ｍｍ、一実施形態では約０
．０２５ｍｍ～約０．１２ｍｍ、別の実施形態では約０．０３ｍｍ～約０．０９ｍｍ、及
び更に別の実施形態では約０．０３５ｍｍ～約０．０６ｍｍの気泡壁厚さを有する。多孔
質溶解性固体基材は、気泡間に最低レベルの相互接続性を有し、この相互接続性は、星形
体積、構造モデル指数（ＳＭＩ）及び連続気泡含有率によって定量化される。多孔質溶解
性固体基材は、約１ｍｍ3～約９０ｍｍ3、一実施形態では約１．５ｍｍ3～約６０ｍｍ3、
別の実施形態では約２ｍｍ3～約３０ｍｍ3、及び更に別の実施形態では約２．５ｍｍ3～
約１５ｍｍ3の星形体積を有する。多孔質溶解性固体基材は、約０．０～約３．０、一実
施形態では約０．５～約２．７５、及び別の実施形態では約１．０～約２．５０の負でな
い構造モデル指数を有する。多孔質溶解性固体基材は、約８０％～１００％、一実施形態
では約８５％～約９７．５％、及び別の実施形態では約９０％～約９５％の連続気泡含有
率を有する。多孔質溶解性固体基材は、また、最小の比表面積を有する。多孔質溶解性固
体基材は、約０．０３ｍ2／ｇ～約０．２５ｍ2／ｇ、一実施形態では約０．０３５ｍ2／
ｇ～約０．２２ｍ2／ｇ、別の実施形態では約０．０４ｍ2／ｇ～約０．１９ｍ2／ｇ、及
び更に別の実施形態では約０．０４５ｍ2／ｇ～約０．１６ｍ2／ｇの比表面積を有する。
多孔質溶解性固体基材は、約１２５ｇ／ｍ2～約３，０００ｇ／ｍ2、一実施形態では約３
００ｇ／ｍ2～約２，５００ｇ／ｍ2、別の実施形態では約４００ｇ／ｍ2～約２，０００
ｇ／ｍ2、別の実施形態では約５００ｇ／ｍ2～約１，５００ｇ／ｍ2、別の実施形態では
約６００ｇ／ｍ2～約１，２００ｇ／ｍ2、及び別の実施形態では約７００～約１，０００
ｇ／ｍ2の基本重量を有する。多孔質溶解性固体基材は、約０．０３ｇ／ｃｍ3～約０．４
０ｇ／ｃｍ3、一実施形態では約０．０５ｇ／ｃｍ3～約０．３５ｇ／ｃｍ3、別の実施形
態では約０．０８ｇ／ｃｍ3～約０．３０ｇ／ｃｍ3、別の実施形態では約０．１０ｇ／ｃ
ｍ3～約０．２５ｇ／ｃｍ3、及び別の実施形態では約０．１２ｇ／ｃｍ3～約０．２０ｇ
／ｃｍ3の固体密度を有する。
【００２２】
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　一実施形態では、本発明の多孔質溶解性固体基材は、パッド、ストリップ又はテープの
形の平らで柔軟な基材であり、また、以下の方法によって測定されるときに、約０．５ｍ
ｍ～約１０ｍｍ、一実施形態では約１ｍｍ～約９ｍｍ、別の実施形態では約２ｍｍ～約８
ｍｍ、更に別の実施形態では約３ｍｍ～約７ｍｍの厚さを有する。
【００２３】
　１．界面活性剤
　本発明の多孔質溶解性固体基材は、消費者の適切な使用指示の下で泡立ち性でもよく、
比非泡立ち性でもよい。多孔質溶解性基材は、乾燥（凝固）前に安定した発泡固体を生成
するために加工助剤として少なくとも１つの界面活性剤を含み、泡立ち基材の場合には、
界面活性剤は、発泡及び／又は洗浄剤として二重の働きを提供してもよい。
【００２４】
　ａ．泡立ち多孔質溶解性固体基材
　泡立ち及び／又は清浄用の泡立ち多孔質溶解性固体基材は、パーソナルケア物品に対し
て、約１０重量％～約７５重量％、一実施形態では約３０重量％～約７０重量％、及び別
の実施形態では約４０重量％～約６５重量％の界面活性剤を含み、界面活性剤は、グルー
プＩからの１つ以上の界面活性剤を含み、グループＩは、ヘアケア又は他のパーソナルケ
ア組成物で使用するのに適したアニオン性界面活性剤と、必要に応じてグループＩＩから
の１つ以上の界面活性剤とを含み、グループＩＩは、ヘアケア又は他のパーソナルケア組
成物で使用するのに適した両性、双極性イオン及びこれらの組み合わせからなる群から選
択される界面活性剤を含み、グループＩとグループＩＩとの界面活性剤の比率は、約１０
０：０～約３０：７０である。本発明の別の実施形態では、グループＩとグループＩＩと
の界面活性剤の比率は、約８５：１５～約４０：６０である。本発明の更に別の実施形態
では、グループＩとグループＩＩとの界面活性剤の比率は、約７０：３０～約５５：４５
である。
【００２５】
　アニオン性界面活性剤の非限定的な例は、米国特許第２，４８６，９２１号、同第２，
４８６，９２２号、及び同第２，３９６，２７８号に記載されている。アニオン性界面活
性剤は、アルキル及びアルキルエーテル硫酸塩、硫酸化モノグリセリド、スルホン化オレ
フィン、アルキルアリールスルホン酸塩、第１級又は第２級アルカンスルホン酸塩、アル
キルスルホコハク酸塩、タウリン酸、イセチオン酸、アルキルグリセリルスルホン酸塩、
スルホン化メチルエステル、スルホン化脂肪酸、アルキルリン酸、アシルグルタミン酸塩
、アシルサルコシネート、乳酸アルキル、アニオン性フルオロ界面活性剤、ラウロイルグ
ルタミン酸ナトリウム、及びこれらの組み合わせからなる群から選択されることができる
。
【００２６】
　好適な双極性又は両性界面活性剤の非限定例は、米国特許第５，１０４，６４６号（ボ
リッチＪｒ．（Bolich Jr.）ら）、同第５，１０６，６０９号（ボリッチＪｒ．（Bolich
 Jr.）ら）に記載されている。
【００２７】
　更なる適切なグループＩとグループＩＩの界面活性剤には、米国特許出願第６１／１２
０，７６５号に開示された界面活性剤と、ＭｃＣｕｔｃｈｅｏｎ’ｓ　Ｄｅｔｅｒｇｅｎ
ｔｓ　ａｎｄ　Ｅｍｕｌｓｉｆｉｅｒｓ，Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｅｄｉｔｉｏ
ｎ（１９８６），Ａｌｌｕｒｅｄ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏｒｐ．、ＭｃＣｕｔｃｈ
ｅｏｎ’ｓ，Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａ
ｎ　Ｅｄｉｔｉｏｎ（１９９２），Ａｌｌｕｒｅｄ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏｒｐ．
、及び米国特許第３，９２９，６７８号（Ｌａｕｇｈｌｉｎら）に開示された界面活性剤
が挙げられる。適切な界面活性剤の他の非限定的な例は、米国特許出願第６１／１２０，
７９０号に含まれる。
【００２８】
　ｂ．非泡立ち多孔質溶解性固体基材
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　非泡立ち多孔質溶解性固体基材は、パーソナルケア物品の約１０重量％～約７５重量％
、別の実施形態では約１５重量％～約６０重量％、及び別の実施形態では約２０重量％～
約５０重量％の界面活性剤を含み、界面活性剤は、以下に述べる界面活性剤の１つ以上を
含む。
【００２９】
　（ｉ）アニオン性界面活性剤
　本発明の多孔質溶解性固体基材が、非泡立ち性の場合、基材は、主に安定した発泡固体
を製造する際の加工助剤として使用される最高レベル１０％（又は、１０％未満）のアニ
オン性界面活性剤を含んでもよい。
【００３０】
　（ｉｉ）非イオン性界面活性剤
　一実施形態では、非イオン性界面活性剤は、安定した多孔質溶解性固体基材を製造する
際の加工助剤として含まれる。本発明で使用される適切な非イオン性界面活性剤には、Ｍ
ｃＣｕｔｃｈｅｏｎ’ｓ　Ｄｅｔｅｒｇｅｎｔｓ　ａｎｄ　Ｅｍｕｌｓｉｆｉｅｒｓ，Ｎ
ｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　ｅｄｉｔｉｏｎ（１９８６），Ａｌｌｕｒｅｄ　Ｐｕｂｌ
ｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏｒｐ．、及びＭｃＣｕｔｃｈｅｏｎ’ｓ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｍ
ａｔｅｒｉａｌｓ，Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　ｅｄｉｔｉｏｎ（１９９２）に記載
されているものが挙げられる。本発明のパーソナルケア組成物での使用に好適な非イオン
性界面活性剤としては、限定するものではないが、ポリオキシエチレン化アルキルフェノ
ール、ポリオキシエチレン化アルコール、ポリオキシエチレン化ポリオキシプロピレング
リコール、アルカン酸のグリセリルエステル、アルカン酸のポリグリセリルエステル、ア
ルカン酸のプロピレングリコールエステル、アルカン酸のソルビトールエステル、アルカ
ン酸のポリオキシエチレン化ソルビトールエステル、アルカン酸のポリオキシエチレング
リコールエステル、ポリオキシエチレン化アルカン酸、アルカノールアミド、Ｎ－アルキ
ルピロリドン、アルキルグリコシド、アルキルポリグルコシド、アルキルアミンオキシド
、及びポリオキシエチレン化シリコーンが挙げられる。
【００３１】
　（ｉｉｉ）高分子界面活性剤
　高分子界面活性剤は、また、本発明の多孔質溶解性固体基材を製造する際の加工助剤と
して単独又はイオン性及び／又は非イオン性界面活性剤と組み合わせて使用される界面活
性剤でもよい。本発明のパーソナルケア組成物での使用に好適な高分子界面活性剤として
は、限定するものではないが、エチレンオキシドと脂肪族アルキル残基（fatty alkyl re
sidues）とのブロックコポリマー、エチレンオキシドとプロピレンオキシドとのブロック
コポリマー、疎水変性ポリアクリレート、疎水変性セルロース、シリコーンポリエーテル
、シリコーンコポリオールエステル、ジ四級ポリジメチルシロキサン、及び共修飾された
アミノ／ポリエーテルシリコーンが挙げられる。
【００３２】
　２．水溶性高分子（「高分子構造化剤」）
　多孔質溶解性固体基材は、構造化剤として機能する水溶性高分子を含む。本明細書で使
用されるとき、用語「水溶性高分子」は、水溶性高分子と水分散性高分子の両方を包含す
るのに十分幅広く、２５℃において測定される少なくとも約０．１ｇ／リットル（ｇ／Ｌ
）の水への溶解度を有する高分子として定義される。幾つかの実施形態では、高分子は、
２５℃において測定される約０．１ｇ／リットル（ｇ／Ｌ）～約５００ｇ／リットル（ｇ
／Ｌ）の水への溶解度を有する。（これは、巨視的等方性又は透明、有色又は無色溶液の
作成を示す）。これらの固体物を製造するための高分子は、人工又は天然の起源でもよく
、かつ化学反応の手段によって改善されてもよい。それは皮膜形成であってもよく、そう
でなくてもよい。高分子は、生理学的に許容できるべきである。つまり皮膚、粘膜、毛髪
及び頭皮に適合すべきである。
【００３３】
　１つ以上の水溶性高分子は、多孔質溶解性固体基材の約１０重量％～約５０重量％、一
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実施形態では、多孔質溶解性固体基材の約１５重量％～約４０重量％、及び更に別の実施
形態では多孔質溶解性固体基材の約２０重量％～約３０重量％存在してもよい。
【００３４】
　本発明の１つ以上の水溶性高分子は、重量平均分子量が約４０，０００～約５００，０
００、一実施形態では約５０，０００～約４００，０００、更に別の実施形態では約６０
，０００～約３００，０００、及び更に別の実施形態では約７０，０００～約２００，０
００であるように選択される。重量平均分子量は、各高分子原料の平均分子量に多孔質溶
解性固体基材内にある高分子の全重量の相対重量パーセントを掛けたものを加算すること
により計算される。
【００３５】
　一実施形態では、１つ以上の水溶性高分子の少なくとも１つは、約２重量％の水溶性高
分子溶液が、２０℃で約４センチポワズ～約８０センチポワズ、代替実施形態では約５セ
ンチポワズ～約７０センチポワズ、及び別の実施形態では約６センチポワズ～約６０セン
チポワズの粘度を示すように選択される。
【００３６】
　本発明の水溶性高分子には、米国特許第５，５８２，７８６号及び欧州特許第Ａ－３９
７４１０号に記載されたようなエチレン不飽和カルボン酸単量体とエチレン不飽和単量体
等のアクリル単量体から誘導された高分子を含む、米国特許出願第６１／１２０，７８６
号に記載されたような合成高分子が挙げられるが、これらに限定されない。適切な水溶性
高分子は、また、米国特許出願第６１／１２０，７８６号に記載された植物起源の例のも
のを含む天然原料の高分子から選択されてもよい。また、改質された天然高分子が、本発
明の水溶性高分子として有効であり、米国特許出願第６１／１２０，７８６号に含まれる
。一実施形態では、本発明の水溶性高分子には、ポリビニルアルコール、ポリアクリレー
ト、ポリメタクリレート、アクリル酸及びメチルアクリレートの共重合体、ポリビニルピ
ロリドン、ポリアクリレンオキシド、デンプン及びデンプン誘導体、プルラン、ゼラチン
、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、メチルセルロース、及びカルボキシメチルセル
ロースが挙げられる。別の実施形態では、本発明の水溶性高分子には、ポリビニルアルコ
ール、及びヒドロキシプロピルメチルセルロースが挙げられる。好適なポリビニルアルコ
ールには、セラニーズ・コーポレーション（Celanese Corporation）（テキサス州ダラス
市（Dallas, TX））から商標名ＣＥＬＶＯＬ（登録商標）として入手可能なものが挙げら
れる。適切なヒドロキシプロピルメチルセルロースには、ダウ・ケミカル・カンパニー（
Dow Chemical Comapny）（ミシガン州ミッドランド市（Midland, MI））から商標名ＭＥ
ＴＨＯＣＥＬ（登録商標）として入手可能なものが挙げられる。
【００３７】
　特定の実施形態では、前述の水溶性高分子は、本明細書に記載されたような必須の構造
と物理的／化学的特性を備えるパーソナルケア物品を提供するのに役立つ限り、必要とさ
れる水溶性高分子の量の全体的レベルを下げるために、充填材として任意の単一のデンプ
ン又はデンプンの組み合わせと混合されてもよい。
【００３８】
　そのような例では、水溶性高分子とデンプンベースの材料との組み合わせの重量パーセ
ントは、一般に、多孔質溶解性固体基材の全重量に対して約１０重量％～約５０重量％、
一実施形態では約１５重量％～約４０重量％、及び特定の実施形態では約２０重量％～約
３０重量％の範囲である。水溶性高分子とデンプンベースの材料との重量比は、一般に約
１：１０～約１０：１、一実施形態では約１：８～約８：１、更に別の実施形態では約１
：７～約７：１、及び更にまた別の実施形態では約６：１～約１：６の範囲であることが
できる。
【００３９】
　デンプンベースの材料の典型的な供給源としては、穀物、塊茎、根、豆果及び果実を挙
げることができる。天然供給源としては、トウモロコシ、豆、ポテト、バナナ、大麦、小
麦、米、サゴ、アマランス、タピオカ、アロールート、カンナ、サトウモロコシ、及びそ
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れらのろう質又は高級アミラーゼ類が挙げられる。また、デンプンベースの材料は、米国
特許出願第６１／１２０，７８６号に記載されたものを含む、当該技術分野で既知の任意
の改質を使用して改質された天然デンプンを含んでもよい。
【００４０】
　３．可塑剤
　本発明の多孔質溶解性固体基材は、パーソナルケア組成物で使用するのに適した水溶性
可塑剤を含む。一実施形態では、１つ以上の可塑剤は、多孔質溶解性固体基材の約１重量
％～約３０重量％、別の実施形態では約３重量％～約２５重量％、別の実施形態では約５
重量％～約２０重量％、及び更に別の実施形態では約８重量％～約１５重量％存在しても
よい。適切な水溶性可塑剤の非限定的な例としては、ポリオール、コポリオール、ポリカ
ルボン酸、ポリエステル及びジメチコーンコポリオールが挙げられる。有用なポリオール
の例としては、グリセリン、ジグリセリン、プロピレングリコール、エチレングリコール
、ブチレングリコール、ペンチレングリコール、シクロヘキサンジメタノール、ヘキサン
ジオール、ポリエチレングリコール（２００～６００）、ソルビトール、マニトール、ラ
クチトール並びに他のモノ－及び多価低分子量アルコール（例えば、Ｃ２～Ｃ８アルコー
ル）のような糖アルコール類；フルクトース、グルコース、スクロース、マルトース、ラ
クトース、及び高級フルクトースコーンシロップ固形物並びにアスコルビン酸のようなモ
ノ、ジ－及びオリゴ糖が挙げられるが、これらに限定されない。本明細書で使用されるポ
リカルボン酸の適切な例は、米国特許出願第６１／１２０，７８６号に開示されている。
【００４１】
　一実施形態では、可塑剤は、グリセリン又はプロピレングリコール及びこれらの組み合
わせを含む。欧州特許第２８３１６５Ｂ１号は、プロポキシル化グリセロールなどのグリ
セロール誘導体が挙げられる、他の好適な可塑剤を開示している。
【００４２】
　４．任意成分
　多孔質溶解性固体基材は、本明細書に記載の特定の必須材料と適合するか又はパーソナ
ルケア組成物の性能を過度に損なわないという条件で、パーソナルケア組成物で使用でき
、あるいは有用であることが知られている他の任意成分を更に含んでもよい。
【００４３】
　そのような任意成分は、最も一般に、ＣＴＦＡ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｉｎｇｒｅｄｉｅ
ｎｔ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ，Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｔｈｅ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ，
Ｔｏｉｌｅｔｒｉｅｓ，ａｎｄ　Ｐｅｒｆｕｍｅ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ，Ｉｎｃ．１
９８８，１９９２等の参考文献に記載された化粧品用に承認された材料である。そのよう
な任意成分の例は、２００３年３月１８日に出願された米国特許出願第１２／３６１，６
３４号、同第１０／３９２４２２号と、２００３年１１月２０日付けの米国特許公開第２
００３／０２１５５２２Ａ１号に開示されている。
【００４４】
　他の任意成分には、高分子構造化剤用の可溶化剤と乾燥促進剤とに有用な有機溶媒、特
に水混和性溶媒及び共同溶媒が挙げられる。適切な有機溶媒の例は、米国特許出願第１２
／３６１，６３４号に開示されている。他の任意成分には、ラテックス又はエマルジョン
高分子、水溶性高分子等の増粘剤、クレー、シリカ、二ステアリン酸エチレングリコール
、コアセルベート形成成分を含む付着補助剤が挙げられる。追加の任意成分には、米国特
許公開第２００３／０２１５５２２Ａ１号に開示されたジンクピリチオン、硫化セレン及
びそれらの活物質を含むがこれらに限定されない、ふけ防止活物質がある。
【００４５】
　Ｂ．デンプン香料複合物を含む表面常在コーティング
　一実施形態では、多孔質溶解性固体基材は、吸着又は分散されて大きな表面積の薄いコ
ーティングが作成されるデンプン香料複合物を含む表面常在コーティング用の連続的でア
クセス可能な大きな表面積の「足場（scaffold）」（「支柱（struts）」の三次元網）を
提供する。この位置によって、使用中に水と即時に接触して、封止から香料が放出される
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位置にコーティングが配置される。
【００４６】
　一実施形態では、表面常在コーティングは、約１０％～約１００％、別の実施形態では
約２５％～約１００％、及び更に別の実施形態では約４０％～約１００％の１つ以上のデ
ンプン香料複合物を含む。一実施形態では、多孔質溶解性固体基材とデンプン香料複合物
を含む表面常在コーティングとの比率は、約１１０：１～約０．５：１、別の実施形態で
は約２０：１～約１：１、別の実施形態では約１０：１～約１．５：１、及び更に別の実
施形態では約７：１～約３：１である。
【００４７】
　デンプン香料複合物
　デンプンとデンプン香料複合物中の香料との比率は、一実施形態では約０．５：１～約
１９：１、別の実施形態では約０．７：１～約６：１、及び更に別の実施形態では約１：
１～約３：１である。
【００４８】
　本明細書で使用するのに適した香料には、本明細書の下記で定義されるような主香料と
副香料の使用を含むパーソナルケア製品で使用するのに適した任意の香料が挙げられる。
【００４９】
　主香料
　本発明のパーソナルケア組成物は、使用前（即ち、物品を水と接触させる前）に物品に
所望の香料又は無香／中立の香気を提供する主香料を含む。芳香のある主香料には、皮膚
への局所適用に適切でかつパーソナルケア組成物で使用するに適切な任意の香料又は香料
化学物質が挙げられる。
【００５０】
　パーソナルケア組成物中の主香料の濃度は、無香性を含むがそれに限定されない、望ま
しい香気を提供するのに有効でなければならない。一般に、芳香のある主香料の濃度は、
固体物品の約０．０重量％～約３０．０重量％、一実施形態では約１重量％～約２０重量
％、更に別の実施形態では約２重量％～約１０重量％、及び更に別の実施形態では約３重
量％～約８重量％である。主香料は、本発明のパーソナルケア組成物に自由香料として含
まれてもよい。
【００５１】
　副香料
　副香料のシフト（例えば、ある香料から別の香料への変更）を提供するために、本発明
の副香料は、香料慣れ効果を克服しかつ副香料を主香料より目立つようにするために、主
香料の組成物と実質的に異なりかつ別個でなければならない。あるいは、物品の使用の間
中同一の香料が望ましい場合、副香料は、単一で連続した長時間の香料体験を提供するた
めに、主香料の組成物と実質的に同じで区別のつかないものでなければならない。
【００５２】
　一般に、本発明のパーソナルケア組成物は、固体物の約０．１重量％～約３０．０重量
％、特定の実施形態では約１重量％～約２０重量％、他の実施形態では約２重量％～約１
０重量％、更に他の実施形態では約３重量％～約８重量％の副香料を含むことができる。
【００５３】
　皮膚への局所適用に適切でかつパーソナルケア組成物で使用するに適切な任意の香料又
は香料化学物質が副香料として使用されてもよいが、これは、組成物内に自由香料として
含まれない。副香料は、界面活性剤を含まない水流出性マトリックスに含まれる。副香料
は、香料、約２５０℃未満の沸点を有する高揮発性香料材料、及びこれらの混合物からな
る群から選択されてもよい。そのような香料は、本明細書に記載されているように、封入
材料から形成された水流出性マトリックスに含まれる。
【００５４】
　一実施形態では、副香料は、約２を超えるＣｌｏｇＰと５０ＰＰＢ以下の臭気検出しき
い値を有する高効果アコード香料成分（high impact accord perfume ingredient）から
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選択される。１つ以上の主香料及び／又は副香料は、微粒子形態のデンプン又は改質デン
プンからなる水放出性マトリックス内に複合化されてもよい。デンプンと複合物中の香料
との比率は、一実施形態では約０．５：１～約１９：１、別の実施形態では約０．７：１
～約６：１、及び更に別の実施形態では約１：１～約３：１である。
【００５５】
　デンプン
　本発明のデンプン香料複合物は、穀物、塊茎、根、豆果及び果物に由来するデンプンを
含む種々様々なデンプンベースの材料から得ることができる。天然のデンプン供給源とし
て、トウモロコシ、豆、じゃがいも、バナナ、大麦、小麦、米、サゴ、アマランサス、タ
ピオカ、アロールート、カンナ、サトウモロコシ、オート麦、カッサバ（cassaya）、ア
ミオカ（amioca）、及びそれらのろう質又は高級アミラーゼ類が挙げられる。
【００５６】
　デンプンベースの材料には、例として、剪断処理デンプン（sheared starch）又は熱抑
制デンプン（thermally-inhibited starch）を含む物理的に改質されたデンプンと、架橋
化、アセチル化、及び有機エステル化、ヒドロキシエチル化、及びヒドロキシプロピル化
、リン酸化、及び非有機エステル化され、カチオン性、アニオン性、非イオン性、両性及
び双極性イオン、並びにそれらのコハク酸、及び置換コハク酸誘導体を含む化学的に改質
されたデンプンと、本明細書で有用であり得る酸化、酵素的変換、酸加水分解、熱又は酸
デキストリン化、熱及び／又は剪断製品によって調製される流動性又は薄い煮沸デンプン
を含む任意のデンプンから誘導される転換製品と、当技術分野で既知のα化デンプンとを
含む、当該技術分野で既知の任意の改質を使用して改質される天然デンプンを挙げること
ができる。
【００５７】
　本明細書で使用するのに適したデンプンベースの材料には、デンプンがゼラチン化され
ており、少なくとも５つの炭素原子を含むアルキル又はアルケニル基を含むか、又は少な
くとも６つの炭素原子を含むアラルキル又はアラルケニル基を含む疎水基を含むものが挙
げられる。一実施形態では、本発明で使用されるデンプンは、デンプン・エステルである
。これらは、典型的に０．０１％～１０％の範囲の置換度を有する。改質エステルの炭化
水素部分は、Ｃ５～Ｃ１６炭素鎖でなければならない。一実施形態では、エステルは、オ
クテニルコハク酸塩である。別の実施形態において、本発明では、１）ろう状デンプン（
waxy starch）、酸薄化（acid thinned）かつＯＳＡＮ置換されたものと、（２）ろう状
デンプン、ＯＳＡＮ置換かつデキストリン化されたもののコーンシロップ固体の混合物と
、３）ＯＳＡＮ置換かつデキストリン化されたろう状デンプンと、４）コーンシロップ固
体又はマルトデキストリンと、酸薄化されＯＳＡＮ置換され、次に調理され噴霧乾燥され
たろう状デンプンとの混合物と、５）酸薄化されＯＳＡＮ置換され、次に調理され噴霧乾
燥されたろう状デンプンと、６）高粘度及び低粘度の上記改質物（酸処理のレベルを基準
にして）などの様々なタイプのオクテニルコハク酸塩（ＯＳＡＮ）置換ろう状コーンスタ
ーチを使用することができる。これらの混合物、特に高粘度及び低粘度の修飾デンプンの
混合物もまた好適である。
【００５８】
　一実施形態では、改質デンプンは、デンプンベースの実質的に高い分子量部分を維持し
ながら高耐酸化性を提供するために、非還元末端からデンプン分子の１，４結合を開裂さ
せて短鎖サッカリドを生成することができる少なくとも１つの酵素によって分解された疎
水基、又は疎水基と親水基の両方を含むデンプン誘導体を含む。このようなデンプンは、
欧州特許第Ａ－９２２４４９号に記載されている。
【００５９】
　デンプン又は改質デンプン香料複合物は、また、デンプン又は改質デンプン用の可塑剤
を含んでもよい。好適例には、単糖類、二糖類、オリゴ糖類及び、グルコース、スクロー
ス、ソルビトール、アラビアゴム、グアーガム類並びにマルトデキストリンのようなマル
トデキストリン類が挙げられる。
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【００６０】
　本明細書で使用するのに適したデンプンベースの材料には、酸改質デンプン、酵素加水
分解デンプン、オクテニルコハク酸無水改質デンプン（ＯＳＡＮデンプン）、デキストリ
ン化ＯＳＡＮデンプン、デキストリン、マルトデキストリン、α化ろう状トウモロコシ・
デンプン及びこれらの混合物が挙げられる。そのようなデンプンベース材料の適切な例に
は、Ａｋｚｏ　Ｎｏｂｅｌ（Ｂｒｉｄｇｅｗａｔｅｒ，ＮＪ）によって製造されたＣＡＰ
ＳＵＬ（商標）、ＣＡＰＳＵＬ　ＴＡ（商標）、ＨＩ－ＣＡＰ　１００（商標）、ＣＡＰ
ＳＵＬ　Ｅ（商標）、ＮＡＲＬＥＸ（商標）（ＳＴとＳＴ２）、及びＮ－ＬＯＫ（商標）
と、Ｃａｒｇｉｌｌ　Ｉｎｃ．（Ｃｅｄａｒ　Ｒａｐｉｄｓ，Ｉｏｗａ）によって製造さ
れた１２６３３、１２６３４、１２６３５、１２６３９、１２６３５、及び１２６７１を
含むＥｍＣａｐ（商標）シリーズと、Ｔａｔｅ　＆　Ｌｙｌｅ（Ｄｅｃａｔｕｒ，ＩＬ）
によって製造されたＳＴＡ－ＤＥＸ（登録商標）９０、及びＭＩＲＡ－ＣＡＰ（登録商標
）デンプンとが挙げられるが、これらに限定されない。本発明に適切な改質デンプンの他
の例は、例えば、国際公開第９９／５５８１９号、同第０１／４０４３０号、欧州特許第
Ａ－８５８８２８号、同第Ａ－１１６０３１１号、及び米国特許第５，９５５，４１９号
に開示されている。
【００６１】
　本発明による微粒子のデンプン香料複合物は、無水物である。しかしながら、処理制限
の結果として、製造直後でも水レムナント（water remnants）が存在する可能性が高い。
一般に、例えば貯蔵中に、水が微粒子複合物に後で再び入ることがある。水相は、水を含
むだけではなく、また、アルコール類；多価アルコール類（例えば、グリセリン及びプロ
ピレングリコール）を包含する保湿剤；ｄ－パンテノール、ビタミンＢ3及びその誘導体
（ナイアシンアミドなど）並びに植物抽出物のような活性剤；増粘剤及び防腐剤のような
、追加の水溶性構成成分を含んでいてもよい。水性相は、封入剤の２０重量％を超えず、
約０．００１重量％～約２０重量％以下、約１０重量％以下、約５重量％以下、又約２重
量％以下の微粒子複合物を含んでもよい。
【００６２】
　本発明による微粒子のデンプン香料複合物は、約１μｍ～約２００μｍ、別の実施形態
では約２μｍ～約１００μｍ、及び更に別の実施形態では約３μｍ～約５０μｍの粒径を
有してもよい。
【００６３】
　表面常在コーティングは、多孔質溶解性固体基材に適用される。一実施形態では、表面
常在コーティングは、微粉の形である。図１で分かるように、本発明の特定の実施形態で
は、パーソナルケア物品１０は、多孔質溶解性固体基材１４の表面の少なくとも一部分に
配置された表面常在コーティング１２を含む。表面常在コーティング１２は、必ずしも多
孔質溶解性固体基材１４に隣接していなくてもよいことは理解されよう。特定の実施形態
では、表面常在コーティング１２は、多孔質溶解性固体基材１４に全体又は一部分が浸透
してもよい。
【００６４】
　あるいは、表面常在コーティングは、パーソナルケア物品又はその部分内に含まれ（例
えば、間に挟まれるか又は封入される）てもよい。そのような表面常在コーティングは、
デポジタ（depositor）、シフタ、又は粉体床の使用によるような任意の他の適切な手段
によって、噴霧され（sprayed）、散布され（dusted）、散在され（sprinkle）、コーテ
ィングされ、表面印刷され（例えば、所望の装飾、化粧又はパターンの形状に）、注がれ
（poured on）、内部に注入され、又は浸漬されてもよい。図３Ａ、図３Ｂ及び図４によ
って示された実施形態では、パーソナルケア物品１０は、多孔質溶解性固体基材の表面の
下にあってもよい表面常在コーティングを含む。パーソナルケア物品１０の断面図である
図３Ｂで分かるように、表面常在コーティング２４は、多孔質溶解性固体基材２６のくぼ
み部２２内にある。
【００６５】
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　次に図２を参照すると、特定の実施形態では、粉末が、後で接合される２つの多孔質溶
解性固体基材の間に挟まれる（例えば、多孔質溶解性固体基材を実質的に溶解させないよ
うに、隣接面又は縁を水の薄層及び／又は可塑剤と印加圧力で封止して接着することによ
って）。この実施形態では、パーソナルケア物品１０は、２つの多孔質溶解性固体基材１
６及び１８を含み、その間に表面常在コーティング２０が配置される。
【００６６】
　あるいは、特定の実施形態では、粉末は、折り畳まれて粉末を封入するパウチを形成す
る１つのパーソナルケア物品上にあってもよい。図４に示したように、パーソナルケア物
品１０は、折り畳まれた多孔質溶解性固体基材３４内に閉じ込められた表面常在コーティ
ング３２を含む。
【００６７】
　本発明の表面常在デンプン香料複合物コーティングは、改善された外観を含むがこれに
限定されない、他の望ましい属性をパーソナルケア物品に与えてもよい。更に、本発明の
表面常在デンプン香料複合物コーティングは、製品パッケージに対して、又は物品スタッ
クとして出荷される場合には他の物品に対して物品の粘着を最小限に抑えるために、粘着
防止特性を与えるような付加的な利点を提供してもよい。
【００６８】
　ＩＩＩ．パーソナルケア物品の製品形態
　パーソナルケア物品は、単独で使用されるか又は他のパーソナルケア成分との組み合わ
せで使用されるデンプン香料複合物を含む表面常在コーティングと共に、多孔質溶解性固
体基材を含む様々な製品形態のいずれで製造されてもよい。製品形態に関係なく、本明細
書で検討される製品形態の実施形態は、多孔質溶解性固体基材と、デンプン香料複合物を
含む表面常在コーティングとの組み合わせを含む、選択され定義されたパーソナルケア物
品を含む。
【００６９】
　一実施形態では、パーソナルケア物品は、ユーザが容易に取り扱うことができるように
する適切なサイズの１つ以上の平坦なシート又はパッドの形である。それは、正方形、長
方形又は円盤状又はその他のいかなる好適な形状であってよい。パッドは、また、穿孔及
び又は切断メカニズムによって１つずつ取り出せる単独の部分を備えるテープ状ロールの
ディスペンサーで供給されているものを含む、連続的なストリップの形態であることがで
きる。あるいは、パーソナルケア物品は、１つ以上の円筒状物体、球状物体、管状物体、
又は任意の他の形状の物体の形である。
【００７０】
　パーソナルケア物品は、テクスチャ化され、くぼみが付けられ、又は他の方法でパター
ン形成された、文字、ロゴ又は図を含む１つ以上の面を含んでもよい。テクスチャ化され
た基材は、その基材の最も外側の表面がその表面の他の領域に対して隆起している部分を
含む、基材の形状によって生じ得る。隆起部分は、パーソナルケア物品の形成された形状
によるものでもよく、例えば、パーソナルケア物品は、最初にくぼみ付きパターン又は格
子パターンで形成されてもよい。隆起部分は、また、クレーピング加工、コーティングの
刻印、パターンのエンボス加工、隆起部分を有する他の層への積層、又は多孔質溶解性固
体基材自体の物理的形状の結果として得られてもよい。テクスチャ化は、また、１つの多
孔質溶解性固体基材を、テクスチャ化された第２の多孔質溶解性固体基材に積層する結果
として得られてもよい。特定の実施形態では、穴又はチャネルが多孔質固体の中に入り込
む又は中を貫通する状態でパーソナルケア物品に穿孔することができる。
【００７１】
　ＩＶ．製造方法
　パーソナルケア物品は、（１）界面活性剤と、溶解高分子構造化剤と、可塑剤とを含む
加工混合物を調製すること、（２）ガスを加工混合物に導入することにより加工混合物を
エアレーションして、湿潤気泡化混合物を形成すること、（３）湿潤気泡化混合物を１つ
以上の所望の形状に形成すること、（４）湿潤気泡化混合物を乾燥させて多孔質溶解性固
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体基材を形成すること、及び（５）粉末状のデンプン香料複合物を含む表面常在コーティ
ングを、多孔質溶解性固体基材に適用することを含む方法によって調製することができる
。
【００７２】
　Ａ．加工混合物の調製
　加工混合物は、一般に、加熱によって水、可塑剤、界面活性剤及び他の任意成分がある
状態で高分子構造化剤を溶解させ、その後で冷却することによって調製される。このこと
は、任意の好適な熱せられたバッチ攪拌システムにより、又は単軸押出機若しくは双軸押
出機若しくは熱交換器を、高せん断又は静的混合に使用する任意の好適な連続的なシステ
ムにより達成することができる。任意のプロセスは、高分子が水、界面活性剤、可塑剤、
及び成分の任意の組み合わせのプレミックス部分による工程的加工を含む他の任意成分の
存在下で、最終的に溶解するように想定され得る。
【００７３】
　本発明の加工混合物は、乾燥前に約１５重量％～約６０重量％、一実施形態では約２０
重量％～約５５重量％、別の実施形態では約２５重量％～約５０重量％、更に別の実施形
態では約３０重量％～約４５重量％の固体の加工混合物を含み、また約２，５００ｃｐｓ
～約１５０，０００ｃｐｓ、一実施形態では約５，０００ｃｐｓ～約１００，０００ｃｐ
ｓ、別の実施形態では約７，５００ｃｐｓ～約７５，０００ｃｐｓ、及び更に別の実施形
態では約１０，０００ｃｐｓ～約６０，０００ｃｐｓの粘度を有する。
【００７４】
　固形分率含有量は、水及び低沸騰アルコールのような明らかに揮発性のいずれの物質も
除く、固形分、半固形分及び液体成分の全ての総加工混合物の重量による重量パーセント
の合計である。加工混合物の粘度値は、直径４．０ｃｍの平行平板及びギャップが１，２
００マイクロメートルのＴＡインスツルメンツ（TA Instruments）ＡＲ５００レオメータ
ー（Rheometer）を、せん断速度１．０レシプロカル秒で３０秒間、２３℃で使用するこ
とにより測定される。
【００７５】
　Ｂ．加工混合物のエアレーション
　加工混合物のエアレーションは、混合物にガスを導入することによって行われる。一実
施形態では、これは、機械的混合エネルギーによって行われる。別の実施形態では、これ
は、化学的手段により達成されてもよい。エアレーションは、任意の好適な機械的加工手
段によって達成されてもよく、その方法には、（ｉ）遊星ミキサー若しくは他の好適な混
合容器を含む機械的混合によるバッチタンクエアレーション、（ｉｉ）食品業界で使用さ
れる（加圧及び非加圧）半連続的若しくは連続的エアレーター、又は（ｉｉｉ）多孔質固
体を形成するために熱を伴う金型内であるような圧縮され得る気泡化ビード若しくは粒子
を形成するために加工混合物をスプレー乾燥させること、が挙げられるが、それらに限定
されない。
【００７６】
　特定の実施形態において、食品業界でマシュマロの製造で従来利用されていた連続加圧
式エアレータ内でパーソナルケア物品を調製できることが分かった。好適な連続的加圧エ
アレーターには、モートン（Morton）泡たて器（モートン・マシン社（Morton Machine C
o.）、スコットランド、マザーウェル市（Motherwell, Scotland））、オークス（Oakes
）連続自動ミキサー（Ｅ．Ｔ．オークス社（Oakes Corporation））、ニューヨーク州ホ
ーポージ市（Hauppauge, New York）、フェドコ（Fedco）連続ミキサー（ザ・ピアレス・
グループ（Peerless Group）、オハイオ州シドニー市（Ｓｉｄｎｅｙ，Ｏｈｉｏ））、及
びプレスウィップ（Preswhip）（ホソカワ・ミクロン・グループ（Hosokawa Micron Grou
p）、日本、大阪市）が挙げられる。
【００７７】
　エアレーションは、沸騰システムによる現場ガス発生によって（二酸化炭素（ＣＯ2（
ｇ））の発生を含む１つ以上の成分の化学反応によって）化学発泡剤により達成されもよ
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い。更に他の選択肢は、イソペンタン、ペンタン、イソブテン、エタノールなどを含むが
、これらに限定されない、低沸点炭化水素やアルコールなどの揮発性発泡剤によるエアレ
ーションである。
【００７８】
　一実施形態では、予混合物は、エアレーションプロセスの直前に、周囲温度より高いが
、成分のいずれかの望ましくない劣化を引き起こす温度より低い温度で予熱される。一実
施形態では、予混合物は、約４０℃より高く約９９℃より低い温度、別の実施形態では約
５０℃より高く約９５℃より低い温度、別の実施形態では約６０℃より高く約９０℃より
低い温度で維持される。一実施形態では、周囲温度での予混合物の粘度は、約２０，００
０ｃｐｓ～約１５０，０００ｃｐｓであり、任意選択の連続加熱は、エアレーション工程
前に利用されなければならない。別の実施形態では、エアレーション中に高温を維持しよ
うとするためにエアレーションプロセス中に追加の熱が加えられる。これは、１つ以上の
面からの伝導加温、蒸気の注入、周囲湯浴、又は他の加工手段によって行うことができる
。
【００７９】
　一実施形態では、気泡化予混合物の湿潤密度範囲は、約０．１２ｇ／ｃｍ3～約０．５
０ｇ／ｃｍ3、別の実施形態では約０．１５ｇ／ｃｍ3～約０．４５ｇ／ｃｍ3、別の実施
形態では約０．２０ｇ／ｃｍ3～約０．４０ｇ／ｃｍ3、更に別の実施形態では約０．２５
ｇ／ｃｍ3～約０．３５ｇ／ｃｍ3である。
【００８０】
　Ｃ．湿潤気泡化加工混合物の形成
　湿潤気泡化加工混合物の形成は、（ｉ）気泡化混合物を、アルミニウム、テフロン（登
録商標）、金属、ＨＤＰＥ、ポリカーボネート、ネオプレン、ゴム、ＬＤＰＥ、ガラスな
どを含む非干渉性かつ非粘着性の表面を含む所望の形状とサイズの型に付着させること、
（ｉｉ）他の場合にはデンプン成形技術として知られる、気泡化混合物を浅いトレーに収
容された乾燥粒状デンプンに刻み込まれたキャビティ内に付着させること、並びに（ｉｉ
ｉ）気泡化混合物を、後で打ち抜き、切断し、エンボス加工し、又はロールで貯蔵できる
非干渉性又は非粘着性の材料のテフロン（登録商標）、金属、ＨＤＰＥ、ポリカーボネー
ト、ネオプレン、ゴム、ＬＤＰＥ、ガラスなどを含む連続したベルト又はスクリーン上に
付着させることを含むが、これらに限定されない、所望の形状の混合物を形成するのに適
した任意の手段によって達成されてもよい。
【００８１】
　Ｄ．多孔質溶解性固体基材内への湿潤気泡化加工混合物の乾燥
　形成された湿潤気泡化加工混合物の乾燥は、（ｉ）制御された温度と圧力又は雰囲気状
態を有する空間を有する乾燥室と、（ｉｉ）制御された温度と必要に応じて制御された湿
度を有する非対流又は熱対流炉を含む炉と、（ｉｉｉ）トラック／箱型乾燥機と、（ｉｖ
）多段直列乾燥機と、（ｖ）衝突炉と、（ｖｉ）回転炉／乾燥機と、（ｖｉｉ）直列焙焼
炉と、（ｖｉｉｉ）高速伝熱炉及び乾燥機と、（ｉｘ）デュアルプレナム焙焼炉と、（ｘ
）コンベヤ乾燥機、並びにこれらの組み合わせを限定なしに含む任意の適切な手段によっ
て達成されてもよい。凍結乾燥法を含まない任意の好適な乾燥手段を使用できる。
【００８２】
　乾燥温度は、約４０℃～約２００℃の範囲でよい。一実施形態では、乾燥環境は、１０
０℃～１５０℃の温度に加熱される。一実施形態では、乾燥温度は、１０５℃～１４５℃
である。別の実施形態では、乾燥温度は、１１０℃～１４０℃である。更なる実施形態で
は、乾燥温度は、１１５℃～１３５℃である。
【００８３】
　他の適切な乾燥環境には、マイクロ波乾燥及び高周波（ＲＦ）乾燥などの高周波電磁場
を使用する「容積加熱」技術が挙げられる。そのような技術の場合、エネルギーが、伝導
や対流よりもむしろ、湿潤気泡化予混合物を通って電磁的に伝達される。
【００８４】
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　上述の４種の加工工程のいずれかの間に、又は乾燥プロセスの後でも任意成分を与える
ことができる。
【００８５】
　Ｅ．デンプン香料複合物を含む表面常在コーティングの調製
　デンプン香料複合物を含む表面常在コーティングの調製は、本明細書に記載されている
ようなデンプン香料複合物を含む微粒子組成物を生成する任意の適切な機械的又は物理的
手段を含んでもよい。一実施形態では、本発明のデンプン香料複合物は、噴霧乾燥によっ
て調製することができ、香料は、高剪断力下で（任意選択の乳化剤と共に）溶解デンプン
ベース材料を含む水性組成物中に分散又は乳化され、微粉に噴霧乾燥される。任意選択の
乳化剤には、アラビアゴム、特別に改質されたデンプン、又は噴霧乾燥技術で教示されて
いるような他の界面活性剤が挙げられる（Ｆｌａｖｏｒ　Ｅｎｃａｐｓｕｌａｔｉｏｎ，
Ｓａｒａ　Ｊ．Ｒｉｓｃｈ及びＧａｒｙ　Ａ．Ｒｅｉｎｅｃｃｉｕｓ編、９ページ、４５
～５４（１９８８）を参照されたい。この文献は、引用により本明細書に組み込まれる）
。
【００８６】
　本発明のデンプン香料複合物を製造する他の既知の方法には、流動床凝塊形成法、押し
出し形成法、冷却／結晶化法、及び界面重合を促進する相間移動触媒の使用が挙げられる
が、これらに限定されない。
【００８７】
　あるいは、香料油を、様々な機械的混合手段（噴霧乾燥、擢型ミキサ、粉砕、ミリング
など）によって、あらかじめ作成されたデンプンベース粉末に吸着させるか、又は吸収さ
せるか、又は組み合わせることができる。一実施形態では、ペレット又は粒又は他の固体
ベースの形態のデンプンベース材料（残留溶剤と可塑剤を含む供給元から供給されるよう
な任意のわずかな不純物を含む）を、香料がある状態で、例えばグラインダ又はハンマミ
ルなどの様々な機械的手段によって微粉末に粉砕又はミリングしてもよい。
【００８８】
　一実施形態では、本発明の表面常在コーティングは、約１μｍ～約２００μｍ、別の実
施形態では約２μｍ～約１００μｍ、及び更に別の実施形態では約３μｍ～約５０μｍの
粒径を有してもよい。
【００８９】
　幾つかの実施形態では、微粒子複合物形成プロセス又は形成後の微粒子複合物中に、例
えば商標名ＤＲＹ－ＦＬＯ（登録商標）ＰＣでＡｋｚｏ　Ｎｏｂｅｌから入手可能なオク
テニルコハク酸デンプンアルミニウムなどの不活性充填剤を、粉末の流れ特性を改善しか
つ粉末の作成又は取り扱い中の粒子間の固着又は凝集をなくすのに十分なレベルで含める
ことができる。微粒子複合物の形成プロセス中において、本明細書に記載されたような他
の任意選択の賦形剤又は美容活物質を粉末に組み入れることができる。得られた粉末は、
他の粉末（本明細書に記載されたような不活性物質又は他の粉末活物質のいずれか）と混
合されてもよい。
【００９０】
　Ｆ．デンプン香料複合物を含む表面常在コーティングと多孔質溶解性固体基材の組み合
わせ
　デンプン香料複合物を含む表面常在コーティングをパーソナルケア物品に適用して、パ
ーソナルケア物品の一部を形成するために、任意の適切な適用方法を使用することができ
る。例えば、多孔質溶解性固体基材は、デンプン香料複合物を含む表面常在コーティング
が多孔質固体に付着し易くするために、粉末の適用前に多孔質溶解性固体基材の表面を特
定の含水率まで乾燥させることによって、粘着面を有することができる。一実施形態では
、多孔質溶解性固体基材は、約０．１％～約２５％、一実施形態で約３％～約２５％、別
の実施形態では約５％～約２０％、及び更に別の実施形態では約７％～約１５％の含水率
に乾燥される。あるいは、前もって乾燥した溶解性多孔質固体基材の表面を、粉末の適用
前に、平衡状態に達するまでの特定の時間期間、制御された湿度環境内で所望レベルの大
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気水分を可逆的に吸収させることができる。一実施形態では、湿度環境は、約２０％～約
８５％の相対湿度、別の実施形態では約３０％～約７５％の相対湿度、及び更に別の実施
形態では約４０％～約６０％の相対湿度に制御される。
【００９１】
　別の実施形態では、多孔質溶解性固体基材は、粉末を収容するバッグ、トレー、ベルト
、若しくはドラム内に入れられるか又は別の方法で粉末にさらされ、粉末を適用し分散さ
せるために、バッチ方式又は連続生産方式で攪拌され、回転され、ブラシ掛けされ、振動
され、又は揺すられる。他の粉末適用方法には、粉末ふるい、静電塗装、トライボ・チャ
ージング（tribo charging）、流動床式、粉体被覆ガン、コロナ・ガン、タンブラ、静電
気流動床、静電磁気ブラシ、及び／又は粉末噴霧室がある。デンプン香料複合物を含む表
面常在コーティングは、多孔質溶解性固体基材の外側面の一部分又は全領域に適用されて
もよく、また例えば修飾し、化粧し、ロゴを形成し、デザインするように適用されてもよ
い。
【００９２】
　Ｖ．試験方法
　Ａ．溶解速度
　本発明のパーソナルケア物品は、水と共に使用する際にパーソナルケア物品が素早く崩
壊できるようにする溶解速度を有する。パーソナルケア物品の溶解速度は、下記の方法に
より決定される。
【００９３】
　手溶解法：０．５～１．５ｇ（厚さ３～１０ｍｍのシート／パッド形態の場合、約１０
～２０平方センチメートル）のパーソナルケア物品（本明細書の実施例に記載されたよう
な）を、ニトリル手袋をはめたままの手のひらに置く。パーソナルケア組成物に、７．５
ｃｍ3の水道のお湯（約３０℃～約３５℃まで）を注射器で素早く加える。円運動を用い
て、溶解が発生するまで１度に２ストローク手のひらをこすり合わせる（３０ストローク
まで）。手溶解値は、完全に溶解するのに要するストロークの回数として、又は最大３０
回のストロークとして記録する。後者のシナリオの場合、不溶解材料の重さを更に記録す
る。
【００９４】
　本発明のパーソナルケア物品は、約１～約３０ストローク、一実施形態では約２～約２
５ストローク、別の実施形態では約３～約２０ストローク、及び更に別の実施形態では約
４～約１５ストロークの手溶解値を有する。
【００９５】
　Ｂ．厚さ
　パーソナルケア物品及び／又は多孔質溶解性固体基材の厚さは、Ｍｉｔｕｔｏｙｏ　Ｃ
ｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｄｉｓｋ　Ｓｔａｎｄ　Ｍｉｃｒｏｍｅｔｅｒ
　Ｍｏｄｅｌ　Ｎｕｍｂｅｒ　ＩＤＳ－１０１２Ｅ（Ｍｉｔｕｔｏｙｏ　Ｃｏｒｐｏｒａ
ｔｉｏｎ，９６５　Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　Ｂｌｖｄ，Ａｕｒｏｒａ，ＩＬ，ＵＳＡ　６０
５０４）等のマイクロメータ又は厚さ計を使用して得られる。マイクロメータは、直径２
．５４ｃｍ（１インチ）、重さ約３２グラムのプラテンを有し、約６．３２ｇｍ／ｃｍ2

（４０．７ｐｈｉ）の適用圧力において厚みを測定する。
【００９６】
　パーソナルケア物品及び／又は多孔質溶解性固体基材の厚さは、プラテンを上げ、プラ
テンの下のスタンド上に試料の一部分を配置し、プラテンを試料と接触するまで注意深く
下げ、プラテンを解放し、試料の厚さを数値表示装置上でミリメートル単位で測定するこ
とによって測定される。試料は、平坦でない剛性の高い試料の場合を除き、厚さができる
だけ低い表面圧力で測定されるように、プラテンの全ての縁まで完全に延在されなければ
ならない。完全には平坦でない剛性の高い試料の場合、試料の平らな部分上で衝突するプ
ラテンの一部分だけを使用して試料の平坦な縁が測定される。パッド又はストリップに対
して、第３次元以上を備える円筒状、球状、又は他の物体の場合は、厚みは、最短寸法の
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最大距離、つまり、例えば球状又は円筒状の直径、として取られ、厚みの範囲は上述と同
じである。
【００９７】
　Ｃ．基本重量
　パーソナルケア物品及び／又は多孔質溶解性固体基材の基本重量は、特定のパーソナル
ケア物品及び／又は多孔質溶解性固体基材の単位面積当たりのパーソナルケア物品及び／
又は多孔質溶解性固体基材の重量として計算される（グラム／ｍ2）。面積は、パーソナ
ルケア物品及び／又は多孔質溶解性固体基材の外縁に垂直な平坦面上の投影面積として計
算される。平らな物体に対しては、面積は、したがって試料の外側周囲内に取り囲まれて
いる面積に基づいて計算される。球状物体に対しては、面積は、したがって３．１４×（
直径／２）2として平均直径に基づいて計算される。円筒状物体に対しては、面積は、し
たがって直径×長さとして平均直径及び平均長さに基づいて計算される。イレギュラーな
形状の３次元物体に対しては、面積は、この側面に直角に方向付けられた平坦表面上に投
影される最大の外側寸法を備える側面に基づいて計算される。
【００９８】
　Ｄ．固体密度
　本明細書に記載されたパーソナルケア組成物の多孔質溶解性固体基材は、固体密度を決
定する観点から特徴付けることができる。
【００９９】
　多孔質溶解性固体基材の固体密度は、固体の重量を固体の既知の体積で割ることによっ
て決定することができる。固体の既知の体積は、乾燥プロセス中の収縮又は膨張を考慮す
るために、既知のｘ－ｙ寸法の型内で固体を作成しかつ得られた厚さを測定することを含
む幾つか技法によって決定することができる。また、固体は、円形又は正方形の打抜型の
既知の直径を使用し、次に厚さを測定することによって、既知のｘ－ｙ寸法に切断されて
もよい。あるいは、大きな厚さ変化がない場合は、式：計算密度＝多孔質固体の基本重量
体／（平均多孔質固体厚さ×１，０００）によって密度を計算することができる。
【０１００】
　Ｅ．気泡間接続性
　本発明のパーソナルケア物品及び／又は多孔質溶解性固体基材は、高度の気泡間接続性
を有し、即ち、大部分が独立気泡固形発泡体と反対に大部分が連続気泡固形発泡体である
。気泡間接続性は、光学顕微鏡、走査型電子顕微鏡、マイクロコンピュータ断層撮像パラ
メータ（星形体積とＳＭＩ指数）、ガス比重びん法パラメータ（gas pyncnometry parame
ter）（％連続気泡）、又は他の適切な方法によって評価することができる。
【０１０１】
　気泡間接続性を決定する定性的方法は、光学顕微鏡によるものである。これは、通常の
ｘ－ｙ最大面を横切って測定されたパーソナルケア物品及び／又は多孔質溶解性固体基材
の幅２～３ｍｍのスライバ（sliver）を、はさみ又は鋭利な刃物を用いてｚ方向に切断し
、得たスライバを９０度回転させて、新しく切断された断面領域の内部気泡構造を明らか
にすることによって行われる。この断面領域は接近しての目視観察か、又はより正確には
Ｏｌｙｍｐｕｓ　Ｏｌｙｍｐｕｓ　Ａｍｅｒｉｃａ　Ｉｎｃ．，Ｃｅｎｔｅｒ　Ｖａｌｌ
ｅｙ，ＰＡから入手可能なＳＺＸ１２　Ｓｔｅｒｅｏ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅなどの立体
顕微鏡での倍率を選択することで評価することができる。本発明の連続気泡パーソナルケ
ア物品及び／又は多孔質溶解性固体基材は、断面の深さを通る第３次元を含んで互いに相
互接続される支柱のまわりの空所を有する大部分に支柱の三次元網を含む断面領域の内部
を調べることによって容易に識別することができる。対照的に、独立気泡発泡体の内部断
面は別個の気泡として現れることがあり、別個の気泡は横切って切断されて、切断プロセ
スは切断領域の露出を生じさせるという理由から、次いで断面表面でのみ２次元で内部接
続されるだろう。
【０１０２】
　気泡相互接続性を決定する別の手段は、星形体積と構造モデル指数によるものである。
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直径約４ｃｍで高さ３～７ｍｍの円盤状試料が、マイクロコンピュータ断層撮影システム
（μＣＴ８０，ＳＮ　０６０７１２００，Ｓｃａｎｃｏ　Ｍｅｄｉｃａｌ　ＡＧ）を使用
して走査される。各試料を、円筒型の管の底の上に平らに座っている間に撮像する。画像
取得のパラメーターは、視野４５ｋＶｐ、１７７μＡ、５１．２ｍｍ、集積時間８００ｍ
ｓ、１０００投影である。スライスの数は、試料の高さをカバーするように調節する。再
生されるデータセットは、２５μｍの等方性解像度を備える各２０４８×２０４８ピクセ
ルの画像の積み重ねから成っていた。データ分析には、表面領域を避けて十分に試料以内
に入るように関心体積を選択した。典型的な関心体積は１０２８×７７２×９８ボクセル
である。
【０１０３】
　構造モデル指数（ＳＭＩ）は、スキャンコ・メディカル（Scanco Medical）の骨梁形態
計測評価を用いて閾値１７で測定する。この指数で、骨梁の構造概観が数量化される。（
参照ヒルデブランド（Hildebrand）、Ｐ．ルエグセッゲル。構造モデル指数を備える骨微
細建築の数量化コンプ・メス・バイオメク・バイオメド・エング（Comp Meth Biomech Bi
omed Eng）１９９７、１：１５～２３）三角表面は極く僅かに正常方向に拡張され、かつ
新しい骨表面及び体積が計算される。これにより、骨表面の誘導体（ｄＢＳ／ｄｒ）を決
定する。ＳＭＩは次に等式によって表される。
【０１０４】
【数１】

【０１０５】
　ＳＭＩは、モデルタイプに対する構造物の凸性に関連する。理想的な（平ら）プレート
は、０のＳＭＩ（プレートの拡張を備える表面変化が全く無い）を有するのに対して、理
想的な円筒型棒は３のＳＭＩ（棒の拡張を備える表面の線形増加）を有する。丸い球体は
４のＳＭＩを有する。凹性構造物は、負のｄＢＳ／ｄｒを提示し、その結果、負のＳＭＩ
値をもたらす。関心体積のエッジでの人工的な境界は、計算には含まれず、かつそのため
抑制されている。
【０１０６】
　スキャンコ・メディカル（Scanco Medical）分析に加えて、星形体積測定が行われる。
星形体積は、二相構造物内の空隙の「開放」の測定である。関心の相（この場合、これは
バックグラウンドである）内のランダムに均一分散した１組の点を選択することによって
、これらの各点からランダムな方向の線を延ばすことができる。それらの線が最前面相に
触れるまで延ばす。それらの各線の長さを次に記録する。それらのランダムな点は、各方
向（ｘ／ｙ／ｚ）に１０のサンプルを有し、各点で１０の角をランダムに選択する。線が
関心のＲＯＩの境界まで延びる場合、その線は廃棄される（実際に前面相と交差する線だ
けを受け入れる）。最終的な式は、「骨研究における星形体積。縦断面を使用した柱状骨
の組織形態計測的分析」Ｖｅｓｔｅｒｂｙ，Ａ．；Ａｎａｔ　Ｒｅｃ．；１９９３年２月
；２３５（２）：３２５～３３４に公開された研究に基づく。
【０１０７】
【数２】

　「ｄｉｓｔ」とあるのは単独の距離であり、Ｎは調べる線の数である。
【０１０８】
　連続気泡含有率は、ガス比重びん法により測定される。ガス比重びん法は、ガス置換法
を使用して体積を正確に測定する一般的な分析技法である。ヘリウム、又は窒素のような
不活性ガスは、その置換媒体として使われる。試料を既知の体積の計器コンパートメント
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内に密閉し、適度な不活性ガスを入れ、次に別の精密な内部体積に拡張する。膨張前後の
圧力を測定し使用して試料体積を計算する。この体積を試料重量に分割すると、ガス置換
密度が分かる。
【０１０９】
　ＡＳＴＭ標準試験法Ｄ２８５６は、より昔のモデルの空気比較比重びんを使用して連続
気泡比率を決定する手順を提供する。この装置はもはや製造されていない。しかしながら
、マイクロメリティックス（Micromeritics）のアキュピック（AccuPyc）比重びんを用い
るテストを実施することにより便利にかつ精密に連続気泡比率を決定することができる。
ＡＳＴＭ手順書Ｄ２８５６は、発泡材料の連続気泡比率を決定する５つの方法（Ａ、Ｂ、
Ｃ、Ｄ及びＥ）について述べている。
【０１１０】
　これらの実験のために、ＡＳＴＭ　ｆｏａｍｐｙｃソフトウェアにより窒素ガスを用い
るＡｃｃｕｐｙｃ　１３４０を使用して試料を分析することができる。ＡＳＴＭ手順書の
方法Ｃは、連続気泡比率を計算するために使われるべきである。この方法は、カリパスと
標準体積計算を使用して決定されたような幾何学的体積を、Ａｃｃｕｐｙｃによって測定
されたような真の体積と単純に比較する。これらの測定は、Ｍｉｃｒｏｍｅｒｅｔｉｃｓ
　Ａｎａｌｙｔｉｃａｌ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ，Ｉｎｃ．（Ｏｎｅ　Ｍｉｃｒｏｍｅｒｉｔ
ｉｃｓ　Ｄｒ，Ｓｕｉｔｅ　２００，Ｎｏｒｃｒｏｓｓ，ＧＡ　３００９３）によって行
われることが推奨される。この技術に関するより多くの情報は、マイクロメレティックス
・アナリティカル・サービスズ（Micromeretics Analytical Services）のウェブサイト
（ｗｗｗ．ｐａｒｔｉｃｌｅｔｅｓｔｉｎｇ．ｃｏｍ又はｗｗｗ．ｍｉｃｒｏｍｅｒｉｔ
ｉｃｓ．ｃｏｍ）上で、又はクライデ・オー（Clyde Orr）及びポール・ウェッブ（Paul 
Webb）著「微細粒子技術における分析方法（Analytical Methods in Fine particle Tech
nology）」と名付けられた本にて入手できる。
【０１１１】
　Ｆ．気泡壁厚さ
　パーソナルケア物品及び／又は多孔質溶解性固体基材の気泡壁厚さは、本明細書に記載
されたようなマイクロコンピュータ断層撮影システム（μＣＴ８０，ＳＮ　０６０７１２
００，Ｓｃａｎｃｏ　Ｍｅｄｉｃａｌ　ＡＧ）により走査画像から計算される。その気泡
壁の厚さは、スキャンコ・メディカル（Scanco Medical）の骨梁形態計測評価を用いて骨
梁厚さの測定のために定められている方法に従って決定される。スキャンコ（Scanco）ユ
ーザーマニュアルから引用されるような骨梁厚さの定義。骨梁厚さは、ユークリッドの（
Euclidean）距離変換（ＥＤＭ）を用い、それは最前面相内の任意の点から背景の点まで
のユークリッド距離を計算する。骨梁厚さは、ＥＤＭの極大に関連付けられる中心線の値
の２倍を表し、それは物体の中心までの距離（この距離の２倍が厚さを表す）を表す。
【０１１２】
　Ｇ．比表面積
　パーソナルケア物品及び／又は多孔質溶解性固体基材の比表面積は、気体吸着技術によ
って測定される。表面積は、分子レベルの極小サイズ規模の固体試料の露出した表面の測
定である。ＢＥＴ（ブルノー、エメット、及びテラー（Brunauer, Emmet and Teller））
理論は、表面積を決定するのに用いられる最もよく知られているモデルであり、ガス吸着
等温線に基づいている。ガス吸着は、物理的な吸着及び毛管凝縮を用いて、ガス吸着等温
線を測定する。この技術は、以下の工程によって要約される。試料を試料管に入れ、真空
下又は流れるガスの下で熱して試料の表面上の汚染物を除去する。試料重量は、脱ガスし
た試料と試料管を合わせた重量から空の試料管重量を引くことによって得られる。次に試
料管を分析ポート上に置き、分析をスタートする。この分析プロセスの第１の工程は、試
料管を排気し、次に液体窒素温度でヘリウムガスを用いて試料管内の自由空間体積を測定
する。次に試料は２度目の排気をし、ヘリウムガスを除去する。計器は次に、要求される
圧力測定値が達成されるまで、ユーザーが特定する間隔でクリプトンガスを投与すること
によって吸着等温線を収集し始める。
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【０１１３】
　試料調製（脱ガス）：吸着汚染物質が十分に除去されていない試料は、分析中にガスを
放出し、表面の一部分が測定し難くなる。脱ガスの目的は、分析前に試料の表面から吸着
分子を除去することである。真の表面積を明らかにするには、吸着性分子が表面の全ての
部分に達しなければならない。試料は、試料管を排気しながら試料を加熱することにより
調製される。
【０１１４】
　これらの実験のために、試料は、室温で一晩真空引きで脱ガスされる。試料を次に、ク
リプトンガス吸着を備えるＡＳＡＰ　２４２０を用いて分析することができる。クリプト
ンガスは、液体窒素温度で窒素の約１／３００の飽和圧力を有するので窒素ガスより好ま
しい（クリプトン：３３３．３Ｐａ（２．５トル）；窒素：１０１．３ｋＰａ（７６０ト
ル））。したがって、窒素と比べると、試料の上の自由空間内に同じ相対圧力で約１／３
００の数のクリプトン分子がある。単分子層を形成するためにほぼ同数のクリプトン分子
と窒素分子が必要なので、この数は、窒素の場合よりもはるかに大きな割合の量が投入さ
れたことを表わす。これらの測定は、Ｍｉｃｒｏｍｅｒｅｔｉｃｓ　Ａｎａｌｙｔｉｃａ
ｌ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ，Ｉｎｃ．によって行なうことができる（Ｏｎｅ　Ｍｉｃｒｏｍｅ
ｒｉｔｉｃｓ　Ｄｒ，Ｓｕｉｔｅ　２００，Ｎｏｒｃｒｏｓｓ，ＧＡ　３００９３）。こ
の技術に関するより多くの情報は、マイクロメレティックス・アナリティカル・サービス
ズ（Micromeretics Analytical Services）のウェブサイト（ｗｗｗ．ｐａｒｔｉｃｌｅ
ｔｅｓｔｉｎｇ．ｃｏｍ又はｗｗｗ．ｍｉｃｒｏｍｅｒｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ）上で、又は
クライデ・オー（Clyde Orr）及びポール・ウェッブ（Paul Webb）著「微細粒子技術にお
ける分析方法（Analytical Methods in Fine particle Technology）」と名付けられた本
にて入手できる。
【０１１５】
　Ｈ．表面常在コーティングの評価
　本発明のデンプン香料複合物を含む表面常在コーティングの存在は、幾つか技術によっ
て判定することができる。微粒子又は粉体被覆を検出するために、適用面並びに多孔質溶
解性固体基材のより大きい面に垂直な断面を、微視的手法によって調べることができる。
そのような微視的手法には、光学顕微鏡と走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）が挙げられる。光
学顕微鏡法には、明視野、暗視野、又は共焦点顕微鏡法が挙げられるが、必ずしもこれら
に限定されない。断面上のシリコン等の固有の元素又は四級アンモニウム基などの特殊な
官能基をマッピングする他の技術には、飛行時間型二次イオン質量分光法（ＴｏＦ－ＳＩ
ＭＳ）又は赤外線顕微鏡法が挙げられる。
【０１１６】
　試料を切断せずに多孔質溶解性固体基材の表面から内部までの粒子の分布を調べること
ができる方法には、マイクロコンピュータ断層撮影法（マイクロＣＴ）、核磁気共鳴映像
法（ＭＲＩ）、音響映像法、共焦点蛍光顕微鏡法、共焦点ラマン分光法、及び共焦点赤外
線反射分光法が挙げられる。
【０１１７】
　切断された多孔質溶解性固体基材上の表面常在コーティング粒子の決定は、多孔質固体
の切断面全体にわたる粒子の分布を比較することによって行なうことができる。具体的に
は、表面常在コーティング粒子は、元の固体／空気界面にはあるが、固体の露出した新し
く切断された断面内部を分析することによって確認できるように、固体気泡壁の露出した
断面内部にはないはずである。多孔質固体の切断プロセスの結果として、新しく切断され
た断面固体気泡壁内部の汚染が起こることがあることに注意されたい。しかしながら、圧
倒多数の表面常在コーティング粒子分布（一実施形態では、約５０％～約１００％）が、
気泡壁の露出した切断面内部ではなく元の固体／空気界面に生じる。
【０１１８】
　また、本発明の表面常在コーティング粒子が、一般に、全ての露出した固体／空気界面
全体に均一に広がらないことに注意されたい。より正確に言うと、本発明の表面常在コー
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ティングが、一般に、重力によってコーティング適用点からキャビテイ内に約０．５～約
３．０ｍｍ広がることが分かった。したがって、（前述したような）本発明の美容活物質
の表面常在粒子の決定は、多孔質固体の上から下と縁から縁の様々な断面全体に行われな
ければならない。存在する場合には、表面常在美容活物質粒子は、一般に、コーティング
が最初に適用された表面の近傍領域内（表面から約０．５～約３．０ｍｍ以内まで）にあ
る。
【０１１９】
　Ｉ．エキスパート香料パネル
　後述するように、臭気特性と臭気強度を１～１００段階（無臭から起こり得る最強臭気
まで）で評価する３つのエキスパート・パフューマー（expert perfumer）によって、通
常のシャンプー・プロトコル・レジメン範囲内で香料性能を定量化するために、エキスパ
ート香料官能パネルが行われる。各パネル内には、小売り液体シャンプー製品が、対照レ
ッグ（Ｈｅｒｂａｌ　Ｅｓｓｅｎｃｅｓ　Ｄｒａｍａ　Ｃｌｅａｎ　Ｓｈａｍｐｏｏ，Ｄ
ｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ｂｙ　Ｐｒｏｃｔｅｒ　＆　Ｇａｍｂｌｅ）として含まれる。
【０１２０】
　エキスパート香料パネルの評価が、５．９ｇ／ｃｍ（１５ｇ／１０インチ）の平坦で艶
のある未使用の毛髪かつらに行なわれる。毛髪のかつらを、シャワー・ノズルによって２
０秒間、３７．８℃（１００°Ｆ）の５．７～７．６Ｌ／分（１．５～２．０ガロン／分
）の水道水ですすぐ。液体対照製品を試験するため、最初に、口が開いたガラスびん内の
液体の純粋な製品の匂いを嗅ぐ。次に、手で最初の香料放出を評価するために、あらかじ
め濡らした手のひらに５ｃｍ3の液体製品を適用する。次に、液体を、手のひらでかつら
の中心に適用し、かつらの匂い評価用の泡立てのために両手で下方への動きで４０秒間か
つらを繰り返し擦り絞って、泡立てる。次に、かつらを、４５秒間よくすすぎ、濡れた毛
髪の匂いを評価する。更なる評価には、４時間の湿った毛髪の匂い、２４時間の乾いた毛
髪の匂い、及び２４時間の再び濡れた匂いがある。
【０１２１】
　本発明の溶解性多孔質固体を試験するとき、５ｃｍ3の液体の代わりに、パッドの形の
１つの基材（約１．０～１．１ｇ）を使用する。溶解性多孔質固体を試験するために、最
初に、新しく開けた包み紙のパッドの純粋な製品の匂いを嗅ぐ。次に、パッドをあらかじ
め湿らした手のひらに乗せ、手での最初の香料放出評価のために、固体が完全に溶けるま
で手のひらで擦りながら（４～８ストローク）３７．８℃（１００°Ｆ）の７．５ｍＬの
水道水で薄める。次に、得られた液体の混合物を手のひらでかつらの中心に適用し、かつ
らの臭気評価用の泡立てのために、両手で下方への動きで毛髪からつを繰り返し擦り絞っ
て４０秒間泡立てる。次に、かつらを４５秒間よくすすぎ、前述のように、濡れた毛髪の
匂い、４時間の湿った毛髪の匂い、２４時間の乾いた毛髪の匂い、及び２４時間の再び濡
れた匂いを評価する。
【０１２２】
　ＩＶ．使用方法
　本発明の組成物は、毛髪及び／又は頭皮などの哺乳類ケラチン組織を処理するために使
用され、また迅速なすすぎ性能を提供することがある。毛髪を調製する方法は、ａ）有効
量のパーソナルケア製品を手に適用する工程、ｂ）パーソナルケア製品を水で濡らし擦っ
て固体を溶かす工程、ｃ）溶けた物質を処理する毛髪又は頭皮に適用する工程、及びｄ）
薄めた処理剤を水を使用して毛髪又は頭皮からすすぐ工程を含んでもよい。これらの工程
は、所望のトリートメント効果を達成するために所望に応じて何度でも繰り返すことがで
きる。
【実施例】
【０１２３】
　以下の実施例は、本発明の範囲内にある実施形態を更に説明し、かつ、実証する。これ
ら実施例は、例示目的のためにのみ提供され、しかも、本発明の趣旨及び範囲から逸脱す
ることなく、それらの多くの変更が可能であることから、本発明を限定するものとして解
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釈されるべきではない。別段の指定がない限り、例示される量は全て、全組成物の重量を
基準とした濃度、即ち、重量／重量百分率である。なお、実施例１～６は参考例とする。
【０１２４】
　実施例１：多孔質溶解性固体シャンプー基材の調製
　以下の界面活性剤／高分子液体加工組成物は、下の表１に示したような重量割合で調製
される。
【０１２５】
【表１】

　1Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃａｔａｌｏｇ　Ｎｏ．３６３０８１，ＭＷ　８５，
０００～１２４，０００，８７～８９％加水分解
　2ＭｃＩｎｔｙｒｅ　Ｇｒｏｕｐ　Ｌｔｄ，Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐａｒｋ，ＩＬ，
Ｍａｃｋａｍ　ＨＰＬ－２８ＵＬＳ
　3ＵＣＡＲＥ（商標）Ｐｏｌｙｍｅｒ　ＬＲ－４００、Ａｍｅｒｃｈｏｌ　Ｃｏｒｐｏ
ｒａｔｉｏｎ（Ｐｌａｑｕｅｍｉｎｅ，Ｌｏｕｉｓｉａｎａ）から入手可能
【０１２６】
　目標重量３００グラムの上記組成物を、従来のオーバーヘッド攪拌機（ＩＫＡ（登録商
標）Ｗｏｒｋｓ，Ｉｎｃ．，Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，ＤＥから入手可能なＩＫＡ（登録商
標）ＲＷ２０ＤＺＭ攪拌機）とホットプレート（Ｃｏｒｎｉｎｇ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔ
ｅｄ　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｌｏｗｅｌｌ，ＭＡ）の使用により調製する。適切
なサイズの清浄した容器に蒸留水とグリセリンを１００～１５０ｒｐｍで攪拌しながら加
える。カチオン高分子（存在するとき）を、均一になるまで一定速度で攪拌しながらゆっ
くりと加える。ポリビニルアルコールを好適な容器に計量し、目に見える塊が形成される
のを避けてスパチュラを用いて攪拌し続けながら少しずつ主混合物にゆっくりと加える。
混合速度は泡が形成されるのを最小限度に抑えるように調整する。混合物を８０℃までゆ
っくり加熱し、その後で界面活性剤を加える。次に、攪拌し続けながら混合物を８５℃に
加熱し、次に室温まで冷やす。蒸発で失われた水を補うために追加の蒸留水を加える（容
器の最初の自重を基本にして）。最終的なｐＨは５．２～６．６であり、必要であればク
エン酸で調整するか又は水酸化ナトリウムで希薄する。得られた加工混合物の粘度を測定
する。
【０１２７】
　下の表２に示したように、上記の液体加工混合物から多孔質溶解性基材（本明細書の実
施例では「基材」と呼ばれる）を調製した。
【０１２８】
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【０１２９】
　３００ｇの加工混合物（実施例１から）を７０℃の対流式オーブンに２時間以上入れて
加工混合物を予熱する。次に、混合物を、平らな回転刃の取り付け物と７０～７５℃の水
道水を入れた水槽アタッチメントが装着されたＫＩＴＣＨＥＮＡＩＤ（登録商標）Ｍｉｘ
ｅｒ　Ｍｏｄｅｌ　Ｋ５ＳＳ（Ｈｏｂａｒｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，Ｔｒｏｙ，ＯＨ
から入手可能）の予熱した４．７Ｌ（５クオート）ステンレス鋼ボウルに移す（７０℃の
炉に１５分以上に入れる）。混合物を、約０．２６ｇ／ｃｍ3の湿潤密度になるまで最大
速度設定１０で強くエアレーションする（表に記録された時間）。既知の体積を有するカ
ップで充填物を秤量し、カップの上をへらで平らにならすことによって、密度を測定する
。次に、得られた気泡化混合物を、深さ６．５ｍｍの正方形１６０ｍｍ×１６０ｍｍのア
ルミニウム型内にへらで広げ、余分な濡れた泡を、大きな金属へらの真っ直ぐの縁を４５
度の角度で保持し型表面全体にわたって均一にゆっくりと引っ張って除去する。次に、ア
ルミニウム型を１３０℃の対流式オーブンに約３５～４５分間入れる。型を室温まで冷や
した後、実質的に乾燥した多孔質固体を、薄いへらとピンセットを利用して型から取り出
す。
【０１３０】
　得られた１６０ｍｍ×１６０ｍｍの正方形基材をそれぞれ、打抜型とＳａｍｃｏ　ＳＢ
２０切断装置を使用して、９個の４３ｍｍ×４３ｍｍ正方形（丸い縁を有する）に切断す
る（各正方形は、約１６．９ｃｍ2の表面積である）。次に、得られたより小さい基材を
、室内雰囲気に開けたままにした大きなジップロック・バッグに入れ、２１．１℃（７０
°Ｆ）で相対湿度５０％に維持された一定の環境空間内で一晩（１４時間）平衡状態にす
る。次に、各基材を秤量し、元の型面を下向きにした状態で個々の量り皿上に乗せる。平
均基材重量を基材収縮（元の６．５ｍｍの型深さを基準にして）と共に記録し、平均基材
重量を０．００１６９平方メートルで割って基本重量を計算した。得られた基材の厚さを
デジタル・カリパスで測定し記録する。バッグを相対湿度５０％の環境内で密閉する。
【０１３１】
　実施例２：多孔質溶解性固体シャンプー基材の構造特徴
　下の表３は、実施例１の溶解性多孔質シャンプー固体に関して得られた構造測定値と定
性物理完全性定格の一覧である。ＳＥＭ及びマイクロＣＴ画像を撮影し、添付図面で参照
する。データは本明細書に記載の方法によって収集された。
【０１３２】
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【表３】

【０１３３】
　上記のデータと参照画像は、実施例１の溶解性多孔質固体シャンプーが、大部分が連続
気泡でありかつ良好な物理完全性を有することを示す。同様に、大部分が連続気泡の溶解
性多孔質シャンプー固体は、また、本明細書に記載されたような擬似的手溶解プロトコル
内で素早い溶解性能（６～８ストローク）を示す。
【０１３４】
　実施例３：５０．１％の香料１ａを含む表面被覆デンプン香料複合物を有する多孔質溶
解性固体シャンプー基材
　香料１ａのデンプン香料複合物は、Ａｋｚｏ　Ｎｏｂｅｌ（１０　Ｆｉｎｄｅｒｎｅ　
Ａｖｅ．，Ｂｒｉｄｇｅｗａｔｅｒ　ＮＪ　０７０８０）からコードＥＸＰ　５５９４で
得られた。香料１ａは、供給元から噴霧乾燥プロセスにより複合物の約５０．１重量％の
改質デンプンと複合化されたことが報告されており、得られた複合物は、流動性微粉末の
形態であった。
【０１３５】
　実施例１で得た多孔質溶解性固体シャンプー基材（及び、対応する量り皿）を密封ビニ
ール袋から取り出し、４プレース秤量天秤（4 place weigh balance）で風袋を差し引く
。次に、香料１ａのデンプン香料複合物を各基材の表面に適用する。過剰なデンプン香料
混合物を含むトレー（又は、他の適切な容器）内で基材を左右に１０回ゆっくりと揺すっ
て、基材にデンプン香料混合物を被覆する（このプロセスを反対側に繰り返す）。次に、
得られた粉末コーティング基板をつまみ上げ（手袋をはめた手で）、ゆっくりと揺すり、
何度か軽く叩いて、基材にしっかりと付着していない余分な粉末を除去する。適用された
香料１ａの改質デンプン香料複合物の得られた重量を下記の表に記録した。次に、量り皿
内の基材をジップロック・バッグに戻して大気から密閉する。この粉末適用プロセスを残
りの基材に繰り返す。
【０１３６】
　得られた最終重量を下の表４に示す。
【０１３７】
【表４】
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　実施例４：５３．９％の香料１ａを含む表面被覆デンプン香料複合物を有する多孔質溶
解性固体シャンプー基材の溶解
　香料１ａのデンプン香料複合物は、Ａｋｚｏ　Ｎｏｂｅｌ（１０　Ｆｉｎｄｅｒｎｅ　
Ａｖｅ．，Ｂｒｉｄｇｅｗａｔｅｒ　ＮＪ　０７０８０）からコードＥＸＰ　５５９５で
得られた。香料１ａは、供給元から噴霧乾燥プロセスにより複合物の約５３．９重量％の
改質デンプンと複合化されたことが報告されており、得られた複合物は、流動性微粉末の
形態であった。
【０１３９】
　多孔質溶解性基材は、５０．１％の香料１ａを含む同デンプン香料複合物が、５３．９
％の香料１ａを含む異なるデンプン香料複合物と置き換えられている点以外、実施例３に
示されたものと同一の配合と手順に従って調製される。
【０１４０】
　得られた最終重量を下の表５に示す。
【０１４１】
【表５】

【０１４２】
　実施例５：５１．９％の香料１ｂを含む表面被覆デンプン香料複合物を有する多孔質溶
解性固体シャンプー基材の溶解
　香料１ｂのデンプン香料複合物は、Ａｋｚｏ　Ｎｏｂｅｌ（１０　Ｆｉｎｄｅｒｎｅ　
Ａｖｅ．，Ｂｒｉｄｇｅｗａｔｅｒ　ＮＪ　０７０８０）からコードＥＸＰ　５５９６で
得られた。香料１ｂは、供給元から噴霧乾燥プロセスにより複合物の約５１．９重量％の
デンプンと複合化されたことが報告されており、得られた複合物は、流動性微粉末の形態
であった。
【０１４３】
　多孔質溶解性基材は、５０．１％の香料１ａを含むデンプン香料複合物が、５１．９％
の香料１ｂを含む異なるデンプン香料複合物と置き換えられている点以外、実施例３で示
されたものと同一の配合と手順に従って調製される。得られた最終重量を下の表６に示す
。
【０１４４】
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【表６】

【０１４５】
　実施例６：５６．６％の香料１ｂを含む表面被覆デンプン香料複合物を有する多孔質溶
解性固体シャンプー基材
　香料１ｂのデンプン香料複合物は、Ａｋｚｏ　Ｎｏｂｅｌ（１０　Ｆｉｎｄｅｒｎｅ　
Ａｖｅ．，Ｂｒｉｄｇｅｗａｔｅｒ　ＮＪ　０７０８０）からコードＥＸＰ　５５９７で
得られた。香料１ｂは、供給元から噴霧乾燥プロセスにより複合物の約５６．６重量％の
デンプンと複合化されたことが報告されており、得られた複合物は、流動性微粉末の形態
であった。
【０１４６】
　多孔質溶解性固体シャンプー基材は、被覆が５０．１％の香料１ａを含むデンプン香料
複合物が、５６．６％の香料１ｂを含む異なるデンプン香料複合物と置き換えられている
点以外、実施例３で示されたものと同一の配合と手順に従って調製される。
【０１４７】
　得られた最終重量を下の表７に示す。
【０１４８】
【表７】

【０１４９】
　実施例７：アミノシリコーンの表面コーティング、香料１ｃの表面コーティング、副香
料２ａの表面被覆デンプン香料複合物、及び副香料２ａの表面被覆ケイ酸カルシウム複合
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物を有する多孔質溶解性固体シャンプー基材
　実施例１から得た多孔質溶解性固体シャンプー基材（及び、対応する量り皿）を密封ビ
ニール袋から取り出し、４プレース秤量天秤で風袋を差し引く。６５マイクロリットルの
アミノシリコーン流体（Ｍｏｍｅｎｔｉｖｅ，Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｍａｔｅｒｉａ
ｌｓ，Ａｌｂａｎｙ　ＮＹから入手可能な２５℃における粘度１４，５００ｃｐｓとアミ
ン含有量０．０５０ｍｅｑ／ｇの製品コード６５８５０　Ｙ－１４９４５）を、ガラス管
とプランジャを備えた容積式マイクロディスペンサによって、基材の上面（乾燥プロセス
中に雰囲気に晒されかつ生産中にアルミニウム型と接触していた側と反対の側）に適用す
る。アミノシリコーン流体を小出しして、５箇所（基材上の中央と４つの角）に５つの液
滴（それぞれ全体積の約１／５）を配置する。ガラス管の側面を使用して、基材の上面に
アミノシリコーン流体をできるだけ均一に分散させる。量り皿を秤に戻し、加えたアミノ
シリコーン流体の重量を記録する。この研究で使用した１４個の異なる基材に適用された
アミノシリコーン流体の平均重量は、０．００３グラムの標準偏差で０．０６０グラムで
あった。
【０１５０】
　その後（数時間後）、量り皿内の第１の基材をジップロック・バッグから取り出し、４
プレース秤量天秤で再び風袋を差し引く。ドラフト内で、多孔質溶解性固体シャンプ基材
を、約６０度の角度で乗ったステンレス鋼イーゼルに取り付ける。このイーゼルは、基材
がずり落ちないように保持するノッチと、イーゼルから押し出すことによって基材を支持
具から容易に取り出せるように適所に穴とを有する。基材の上面（乾燥炉内で空気にさら
された側で、乾燥プロセス中にアルミニウム型と直接接触していた側の反対面）が、イー
ゼルと反対を向いていることが重要である。ポンプ・スプレーを備えた小さなガラスびん
にを香料油１ｃ（実施例で参照した香料１ｃと同じ香料油）で満たして、次に５．１～７
．６ｃｍ（２～３インチ）の距離から基材の表面に噴霧する。次に、固体をイーゼルから
外し、上方が上向きの状態で天秤の量り皿に戻す。加えた香料の重量を記録し、目標重量
に達しない場合は、別の噴霧量を加えるか、キムワイプで余分な香料を基材から吸収する
。この反復プロセスを目標重量範囲になるまで繰り返す。適用した香料１ｃの目標量は、
０．０６グラムであった。小さな量り皿に乗っている得られた基材を、ジップロック・バ
ッグ内に収納し、大気から密閉する。上記のプロセスを、実施例１により得た後の基材に
繰り返す。
【０１５１】
　副香料２ａのケイ酸カルシウム複合物は、Ｆｌａｃｋｔｅｋ　Ｓｐｅｅｍｉｘｅｒ（商
標）ＤＡＣ４００ＦＶ（ＨＡＵＳＣＨＩＬＤ，Ｗａｔｅｒｋａｍｐ　１，５０９０７５　
Ｈａｍｍ，Ｇｅｒｍａｎｙから）と４プレース秤量天秤を使用して調製される。５ｇのケ
イ酸カルシウム（Ｈｕｂｅｒｓｏｒｂ　６００がＨｕｂｅｒ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｅｄ　Ｍ
ａｔｅｒｉａｌｓ，Ｈａｖｒｅ　ｄｅ　Ｇｒａｃｅ，ＭＤによって供給され、供給元によ
って、４７５ｃｃ／１００ｇの吸油量、６マイクロメートルの平均粒径、３００ｍ2／ｇ
のＢＥＴ表面積、及び１２８．１ｇ／Ｌ（８ｌｂｓ／ＣＦＴ）のかさ密度を有することが
報告されている）を、Ｆｌａｃｋｔｅｋ　Ｓｐｅｅｄｍｉｘｅｒの６０マックスジャーに
入れて秤量する。次に、５ｇの副香料油２ａを秤量してピペットを使用して同じ６０マッ
クスジャーに入れる。次に、ジャーを対応する蓋で塞ぎ、２７５０ｒｐｍで約６０秒間高
速混合する。これにより、高効果香料アコード２ａが、約５０重量％の複合物と複合され
、その結果、流動性微粉末の形態の複合物が得られる。
【０１５２】
　副香料２ａのデンプン香料複合物は、Ａｋｚｏ　Ｎｏｂｅｌ（１０　Ｆｉｎｄｅｒｎｅ
　Ａｖｅ．，Ｂｒｉｄｇｅｗａｔｅｒ　ＮＪ　０７０８０）からコードＥＸＰ　５６７６
で得られた。香料１ａは、供給元から噴霧乾燥プロセスにより複合物の約４１．３重量％
のデンプンと複合化されたことが報告されており、得られた複合物は、流動性微粉末の形
態であった。
【０１５３】
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　副香料２ａのケイ酸カルシウム複合物と副香料２ａのデンプン香料複合物を、Ｆｌａｃ
ｋｔｅｋ Ｓｐｅｅｍｉｘｅｒ（商標）ＤＡＣ４００ＦＶを使用して、前者と後者との重
量比を３０：７０で混合する。０．６グラムのケイ酸カルシウム香料複合物と、１．４グ
ラムのデンプン香料複合物を秤量してＦｌａｃｋｔｅｋ Ｓｐｅｅｄｍｉｘｅｒ ６０マッ
クスジャーに入れる。次に、ジャーを対応する蓋で封止し、２７５０ｒｐｍで約３５秒間
高速混合する。得られた混合粉末中の高効果香料アコード２ａの重量割合は、組み合わさ
れた粉末の約４３．９重量％であり、得られた粉末混合物は、流動性微粉末の形態である
。
【０１５４】
　粉末混合物は、５３．９％の香料１ａを含むデンプン香料複合物が、副香料２ａのケイ
酸カルシウム複合物と副香料２ａのデンプン香料複合物との上記の粉末混合物と置き換え
られている点以外、実施例３に示されたものと同一の手順で基材に適用される。エキスパ
ート香料官能パネル評価のために０．１５１グラムの粉末混合物を基板に乗せる。
【０１５５】
　エキスパート香料官能パネル評価
　表８は、主香料１ａ及び１ｂの異なるデンプン香料複合物の表面常在コーティングを含
む実施例３、４、５及び６から得た多孔質溶解性固体基材を、小売りのＨｅｒｂａｌ　Ｅ
ｓｓｅｎｃｅｓ　Ｄｒａｍａ　Ｃｌｅａｎ液体シャンプー製品対照と比較するエキスパー
ト香料官能パネル・データの一覧である。データは、本明細書で述べた方法によって収集
された。
【０１５６】

【表８】

【０１５７】
　上記のデータは、本発明のデンプン香料複合物を含む表面常在コーティングを有する多
孔質溶解性固体基材シャンプーが、小売りのＨｅｒｂａｌ　Ｅｓｓｅｎｃｅｓ　Ｄｒａｍ
ａ　Ｃｌｅａｎ液体シャンプー対照製品に対して、湿潤、４時間、及び２４時間の時点に
おける毛髪の改良されたパネル知覚可能香料寿命を提供することを示す。
【０１５８】
　表９は、アミノシリコーンの表面コーティング、香料１ｃの表面コーティング、副香料
２ａの表面被覆デンプン香料複合物、及び実施例７から得た副香料２ａの表面被覆ケイ酸
カルシウム複合物を有する多孔質溶解性固体基材を、小売りのＨｅｒｂａｌ　Ｅｓｓｅｎ
ｃｅｓ　Ｄｒａｍａ　Ｃｌｅａｎ液体シャンプー製品対照と比較するエキスパート香料官
能パネル・データの一覧である。データは、本明細書で述べた方法によって収集された。
【０１５９】
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【０１６０】
　上記のデータは、本発明のアミノシリコーンの表面コーティング、香料１ｃの表面コー
ティング、副香料２ａの表面被覆デンプン香料複合物、及び副香料２ａの表面被覆ケイ酸
カルシウム複合物を有する多孔質溶解性固体基材が、小売りのＨｅｒｂａｌ　Ｅｓｓｅｎ
ｃｅｓ　Ｄｒａｍａ　Ｃｌｅａｎ液体シャンプー対照製品に対して、湿潤、７時間、２４
時間及び４８時間の時点における毛髪で改善されたパネル知覚可能香料寿命を提供するこ
とを示す。
【０１６１】
　本明細書に開示された任意の活物質及び／又は組成物は、優先権を主張する任意の出願
を含む米国特許出願（米国特許出願第６１／２２９９８１号、同第６１／２２９９８６号
、同第６１／２２９９９０号、同第６１／２２９９９６号、同第６１／２３００００号、
及び同第６１／２３０００４号）に開示された物品、及び詳細にはハウスホールドケア物
品に使用できることに注意されたい。そのような物品は、洗浄剤性界面活性剤、可塑剤、
酵素、泡立ち抑制剤、泡立ち促進剤、漂白剤、漂白安定剤、ケラント（chelant）、洗浄
溶剤、向水性剤、二価イオン、繊維柔軟剤（例えば、第４級アンモニウム化合物）、非イ
オン性界面活性剤、香料、及び／又は香料送達システムのうちの１つ以上を含んでもよい
。そのような物品は、洗濯機に投入して繊維を洗浄しかつ／又は処理する方法、食器洗い
機に投入して食事用器具類を洗浄しかつ／又は処理する方法、水に投入して繊維及び／若
しくは硬表面を洗浄しかつ／又は処理する方法を含むが、これらに限定されない方法に利
用されてもよい。
【０１６２】
　引用された全ての文書は、関連部分が、引用により本明細書に組み込まれ、文書の引用
はいずれも、本発明と関連した先行技術であるという容認として解釈されるべきない。
【０１６３】
　本発明の特定の実施形態について説明し記載したが、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が可能であることが当業者には自明である。したがっ
て、本発明の範囲内にあるそのようなすべ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。



(32) JP 5730779 B2 2015.6.10

【図１】

【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４】

【図５】

【図６】



(33) JP 5730779 B2 2015.6.10

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ａ６１Ｋ   8/02     (2006.01)           Ａ６１Ｋ    8/02     　　　　        　　　　　
   Ａ６１Ｑ  13/00     (2006.01)           Ａ６１Ｑ   13/00     １０２　        　　　　　
   Ａ６１Ｑ   5/02     (2006.01)           Ａ６１Ｑ    5/02     　　　　        　　　　　

(72)発明者  グレン，ロバート　ウェイン　ジュニア
            アメリカ合衆国オハイオ州、リバティー、タウンシップ、ロイヤル、ファーン、コート　７９３０
(72)発明者  コーフマン，キャシー　メアリー
            アメリカ合衆国オハイオ州、シンシナティ、キャッスルブルック、コート　５１８８
(72)発明者  ハッチンズ，ヴァージニア　ツング－フウェイ
            アメリカ合衆国オハイオ州、シンシナティ、ライルバーン、プレイス　３４３３
(72)発明者  デュボワ，ゼルリーナ　ギュズダー
            アメリカ合衆国オハイオ州、メイソン、ローレル、ウッド、コート　４９００

    審査官  手島　理

(56)参考文献  特表２００６－５２２７５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００１－５２０９８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００３－５１１５１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００７－５１９７８８（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００７／０６２３４７（ＷＯ，Ａ２）　　
              国際公開第２００８／１０４９５４（ＷＯ，Ａ２）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｋ　　　８／００－８／９９　　　　
              Ａ６１Ｑ　　　１／００－９０／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

