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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸収性物品であって、
　液体透過性トップシートであって、前記トップシートが、前記吸収性物品の内側に向け
られる内表面、及び前記吸収性物品が着用された際に着用者の皮膚に向けられる外表面を
有する、液体透過性トップシートと、
　前記トップシートに接合されるバックシートであって、前記バックシートが、前記吸収
性物品の内側に向けられる内表面、及び前記吸収性物品が着用された際に前記着用者の衣
類に向けられる外表面を有する、バックシートと、
　前記トップシートと前記バックシートとの間に配置される吸収性コアであって、前記吸
収性コアが、前記吸収性物品が着用された際に前記着用者の皮膚に向けられる内表面、及
び前記吸収性物品が着用された際に前記着用者の衣類に向けられる外表面を有する、吸収
性コアと、
　前記トップシートの前記外表面の少なくとも一部に適用されるローション組成物であっ
て、前記ローション組成物が、ポリプロピレングリコールコポリマー、ポリプロピレング
リコール界面活性剤、及びこれらの混合物からなる群から選択されるポリプロピレングリ
コール材料を含む、ローション組成物と、
を含み、
　前記ポリプロピレングリコール材料が、ポリプロピレングリコール界面活性剤を含み、
前記ポリプロピレングリコール界面活性剤が、
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　式：
【化１】

（式中、Ｒ３は、水素、アルキル、アルキルカルボニル、アルキレンアミン、アルキレン
アミド、アルキレンホスフェート、アルキレンカルボン酸、アルキレンスルホン酸塩、又
は６以下の炭素元素の最大数を有するアルキレン第四級アンモニウム化合物であり、Ｒ４
は、オクチル、ノニル、デシル、イソデシル、ラウリル、ミリスチル、セチル、イソヘキ
サデシル、オレイル、ステアリル、イソステアリル、タローオイル、リノレイル、ホホバ
、ラノリン、ベヘニル、Ｃ２４～Ｃ２８アルキル、Ｃ３０～Ｃ４５アルキル、ジノニルフ
ェニル、ドデシルフェニル、又はソヤであり、ｚは１～１００であり、Ｆはエーテル基、
エステル基、アミン基、アミド基、及びリン酸エステル基からなる群から選択される官能
基である）
で表される化合物、
　式：
【化２】

（式中、Ｒ５は、ヘキシル、２－エチルヘキシル、オクチル、ノニル、デシル、イソデシ
ル、ラウリル、ココイル、ミリスチル、セチル、イソヘキサデシル、オレイル、ステアリ
ル、イソステアリル、タロー、リノレイル、オクチルフェニル、又はノニルフェニルであ
り、ｒは１～１２０であり、Ｇはエーテル、エステル、アミン、又はアミド結合である）
で表される化合物、及び
　ＰＰＧ－３０セチルエーテル、ＰＰＧ－２０メチルグルコースエーテルジステアレート
、ＰＰＧ－２０メチルグルコースエーテルアセテート、ＰＰＧ－２０ソルビタントリステ
アレート、ＰＰＧ－２０メチルグルコースエーテルジステアレート、ＰＰＧ－２０ジステ
アレート、ＰＰＧ－１５ステアリルエーテル、ＰＰＧ－１５ステアリルエーテルベンゾエ
ート、ＰＰＧ－１５イソヘキサデシルエーテル、ＰＰＧ－１５ステアレート、ＰＰＧ－１
５ジココエート、ＰＰＧ－１２ジラウレート、ＰＰＧ－１１ステアリルエーテル、ＰＰＧ
－１０セチルエーテル、ＰＰＧ－１０グリセリルステアレート、ＰＰＧ－１０ソルビタン
モノステアレート、ＰＰＧ－１０硬化ヒマシ油、ＰＰＧ－１０セチルホスフェート、ＰＰ
Ｇ－１０タローアミン、ＰＰＧ－１０オレアミド、ＰＰＧ－１０セチルエーテルホスフェ
ート、ＰＰＧ－１０ジノニルフェノラート、ＰＰＧ－９ラウレート、ＰＰＧ－８ジオクタ
ート、ＰＰＧ－８ジエチルヘキシラート、ＰＰＧ－７ラウリルエーテル、ＰＰＧ－５ラノ
リンワックスエーテル、ＰＰＧ－５スクロースココエート、ＰＰＧ－５ラノリンワックス
、ＰＰＧ－４ホホバアルコールエーテル、ＰＰＧ－４ラウリルエーテル、ＰＰＧ－３ミリ
スチルエーテル、ＰＰＧ－３ミリスチルエーテルプロピオネート、ＰＰＧ－３ベンジルエ
ーテルミリステート、ＰＰＧ－３硬化ヒマシ油、ＰＰＧ－３ヒドロキシエチルソヤミド、
ＰＰＧ－２コカミド、ＰＰＧ－２ラノリンアルコールエーテル、ＰＰＧ－１ヤシ脂肪酸イ
ソプロパノールアミド、及びこれらの混合物からなる群から選択される、吸収性物品。
【請求項２】
　前記ポリプロピレングリコール材料が、ポリプロピレングリコールコポリマーを含み、
前記ポリプロピレングリコールコポリマーが、内部ブロック成分及び末端ブロック成分を
含み、前記内部ブロック成分が、式：
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【化３】

　を有し、
　前記末端ブロック成分が、式：

【化４】

　を有し、
　式中、ｘは２～１２０、ｙは２～１００、及びＲ２は、水素、メチル、エチル、プロピ
ル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、ベンジル、アセトカルボニル、プロピオカルボ
ニル、ブチロカルボニル、イソブチロカルボニル、ベンゾカルボニル、フマロカルボニル
、アミノベンゾカルボニル、カルボキシメチレン、アミノプロピレン、アルキル化グルコ
ース、アルキル化スクロース、アルキル化セルロース、アルキル化デンプン、又はホスフ
ェートである、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記ポリプロピレングリコール材料が、ポリプロピレングリコールコポリマーを含み、
前記ポリプロピレングリコールコポリマーが、ＰＰＧ－１２ジメチコン、ビス－ＰＰＧ－
１５ジメチコン／ＩＰＤＩコポリマー、ＰＰＧ／ポリカプロラクトンブロックコポリマー
、ＰＰＧ／ポリブタンジオール／ＰＥＧトリブロックコポリマー、ポリエチルイミン／Ｐ
ＰＧコポリマー、ポリアクリル酸－ｇ－ＰＰＧグラフトコポリマー、及びこれらの混合物
からなる群から選択される、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記ポリプロピレングリコール界面活性剤が、ＰＰＧ－１５ステアリルエーテルである
、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　吸収性物品であって、
　液体透過性トップシートであって、前記トップシートが、前記吸収性物品の内側に向け
られる内表面、及び前記吸収性物品が着用された際に前記着用者の皮膚に向けられる外表
面を有する、液体透過性トップシートと、
　前記トップシートに接合されるバックシートであって、前記バックシートが、前記吸収
性物品の前記内側に向けられる内表面、及び前記吸収性物品が着用された際に、前記着用
者の衣類に向けられる外表面を有する、バックシートと、
　前記トップシートと前記バックシートとの間に配置される吸収性コアであって、前記吸
収性コアが、前記吸収性物品が着用された際に、前記着用者の皮膚に向けられる内表面、
及び前記吸収性物品が着用された際に前記着用者の衣類に向けられる外表面を有する、吸
収性コアと、
　前記トップシートの前記外表面の少なくとも一部に適用されるローション組成物であっ
て、前記ローション組成物が、ポリプロピレングリコール材料及び任意にキャリアから本
質的になる、ローション組成物と、
を含み、
　前記ポリプロピレングリコール材料が、ポリプロピレングリコールコポリマーを含み、
前記ポリプロピレングリコールコポリマーが、内部ブロック成分及び末端ブロック成分を
含み、前記内部ブロック成分が、式：
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【化５】

　を有し、
　前記末端ブロック成分が、式：

【化６】

　を有し、
　式中、ｘは２～１２０、ｙは２～１００、及びＲ２は、水素、メチル、エチル、プロピ
ル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、ベンジル、アセトカルボニル、プロピオカルボ
ニル、ブチロカルボニル、イソブチロカルボニル、ベンゾカルボニル、フマロカルボニル
、アミノベンゾカルボニル、カルボキシメチレン、アミノプロピレン、アルキル化グルコ
ース、アルキル化スクロース、アルキル化セルロース、アルキル化デンプン、又はホスフ
ェートである、吸収性物品。
【請求項６】
　前記ポリプロピレングリコール材料が、ポリプロピレングリコールホモポリマーを含み
、前記ポリプロピレングリコールホモポリマーが、式：
【化７】

　を有し、
　式中、Ｒは、水素、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、
ベンジル、アセトカルボニル、プロピオカルボニル、ブチロカルボニル、イソブチロカル
ボニル、ベンゾカルボニル、フマロカルボニル、アミノベンゾカルボニル、カルボキシメ
チレン、アミノプロピレン、アルキル化グルコース、アルキル化スクロース、アルキル化
セルロース、アルキル化デンプン、又はホスフェートであり、Ｒ１は、水素、メチル、エ
チル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、ベンジル、アセトカルボニル、プ
ロピオカルボニル、ブチロカルボニル、イソブチロカルボニル、ベンゾカルボニル、フマ
ロカルボニル、アミノベンゾカルボニル、カルボキシメチレン、アミノプロピレン、アル
キル化グルコース、アルキル化スクロース、アルキル化セルロース、アルキル化デンプン
、又はホスフェートであり、ｎは３～１６０である、請求項５に記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は経血を吸収するためのタンポン及び生理用ナプキンのような生理用品を含む吸
収性物品に関する。より具体的には、本発明はポリプロピレングリコール材料を含むロー
ション組成物を含む生理用品に関し、このローション組成物がその外表面に適用されてい
る。
【背景技術】
【０００２】
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　ローション付きトップシートを有するおむつ、トレーニングパンツ及び生理用品のよう
な使い捨て吸収性物品は既知である。様々な種類のローション類は、おむつかぶれの予防
又は治療等の、様々な皮膚効果をもたらすことも知られている。これらのローションは例
えば、吸収性物品のトップシートに適用することができ、使用中に着用者の皮膚に移動可
能である。
【０００３】
　多くの種類の使い捨て吸収性物品と異なり、パッド及びパンティライナーのような生理
用品は特に月経液を獲得するように設計されている。月経液は、多くの重要な特性、例え
ば、粘度及び固形物、化学特性、及び／又は色内容などにおいて、他の排出物、例えば、
尿とは異なる。そのため、生理用品を月経液を最大に吸収するように最適化させるために
は、構造上の構成要素の点で乳児用おむつのような用品とは異なるはずである。
【０００４】
　第１に皮膚に健康上の利益をもたらし、第２に尿のような流体を製品に吸収させるため
に、おむつ吸収性製品のトップシートの身体側表面を処理することが提案されている。皮
膚の健康上の利益としては、身体表面に接触する体液の直接的汚染の低減、及び／又は、
皮膚機能を改善するための成分、例えば、皮膚保護材の送達が挙げられる。それにもかか
わらず、これらの処理は体液の獲得を妨げることが知られており、流体獲得に対する影響
を最小限に抑えるためにトップシートの身体側表面のある領域上にこれらの処理を施すよ
うな「基本構想」が設計されている。皮膚に健康上の利益を提供するために、女性用衛生
製品のトップシートの身体側表面を処理することも提案されており、同様に月経液の獲得
の妨害を最小限に抑えるために処理の配置が一般に実施される。それにもかかわらず、こ
れらのトップシート処理の使用は、トップシート表面への血球、又は他の汚れの堆積のた
めに、度重なる体液との接触の後に、多くの場合、効果が薄れる。加えて、この処理は、
場合により、女性用衛生製品のユーザに対する不潔な又は汚れたトップシートの外観を含
む、悪い製品不良の印象、又は悪い臭気感覚の印象を与えることがある。この種類のトッ
プシート上の処理は、皮膚の健康上の利益の悪化、及び使用済み女性用衛生物品の許容不
可能な外観をもたらすことがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　流体が身体から離れ、トップシートを通って製品中に移動することを可能にし得る、女
性用衛生物品の処理を有することが有益である。
【０００６】
　更に、制御された様式での、月経液のような流体の移動を可能にする女性用衛生製品の
処理を有することが有益である。
【０００７】
　更に、特に体液との複数回の接触の後に、トップシート及び着用者の皮膚の両方の知覚
される清潔性を向上するように移動する流体、例えば、月経液を促進する女性用衛生物品
の処理を有することが有益である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　生理用品のような吸収性物品は液体透過性トップシートを含み、トップシートは吸収性
物品の内部に向かって配向される内表面及び、吸収性物品が着用されるときに着用者の皮
膚に向かって配向される外表面を有する。吸収性物品はトップシートに接合したバックシ
ートを含み、バックシートは吸収性物品の内部に向かって配向される内表面及び、吸収性
物品が着用されるときに着用者の衣類に向かって配向される外表面を有する。吸収性物品
はトップシートとバックシートとの間に配置される吸収性コアを含み、この吸収性コアは
吸収性物品が着用されるときに、着用者の皮膚に向かって配向される内表面及び、吸収性
物品が着用されるときに、着用者の衣類に向かって配向される外表面を有する。吸収性物
品は、トップシートの外表面の少なくとも一部に適用されるローション組成物を含み、ロ
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ーション組成物が、ポリプロピレングリコール材料を含む。一実施形態では、ローション
組成物が、ポリプロピレングリコール材料、特にポリプロピレングリコールホモポリマー
、例えば、ポリプロピレングリコール、及び任意によりキャリアとから本質的になる。別
の実施形態では、ローション組成物が、ポリプロピレングリコールコポリマー、ポリプロ
ピレングリコール界面活性剤、及びこれらの混合物からなる群から選択されるポリプロピ
レングリコール材料を含む。ポリプロピレングリコール材料を含むローション組成物が、
トップシートの外表面に適用されると、体液、例えば経血がトップシートに付着すること
に抵抗し、吸収性物品の着用者に移動する際に、体液が着用者の皮膚に付着することに抵
抗することを助け、それによって吸収性物品のトップシート上へのより少ない染み、及び
着用者の肌のより少ない汚染を生じる。ローション組成物はまた、トップシートの外表面
に適用されると、吸収性物品の連続的な流体獲得の改善を助けることもできる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
　本明細書の末尾には、本発明の主題を具体的に特定すると共に個別に請求する特許請求
の範囲が添付されているが、本発明は以下の説明を付属の図面と共に参照することで更に
容易に理解されると考えられる。
【図１】トップシートと、バックシートと、吸収性コアと、を有する代表的な生理用品の
平面図。
【図２】トップシートと、バックシートと、吸収性コアと、を有する別の代表的な生理用
品の平面図。
【図３】トップシートと、バックシートと、吸収性コアと、を有する別の代表的な生理用
品の平面図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明は吸収性物品、具体的には、その上にローション処理組成物を有する使い捨て吸
収性物品であって、処理組成物はポリプロピレングリコール（「ＰＰＧ」）材料を含む吸
収性物品を目的とする。使い捨て吸収性物品は失禁用具及びタンポン、生理用ナプキン、
パンティライナー、陰唇間製品等のような生理用品を含む、乳幼児用おむつ、又は女性用
衛生製品であってよい。本発明は生理用ナプキン又はパンティライナーのような生理用品
の１つの実施形態に関して、以下に開示する。
【００１１】
　図１、２及び３はトップシート１４の外表面を含む身体接触表面１２と、トップシート
１４に接合した液体不透過性バックシート１６と、吸収性コア１８と、を有する、生理用
ナプキン、又はパンティライナーであってもよい生理用品１０を示す。生理用ナプキン１
０は長手方向軸Ｌを有し、また当該技術分野において既知の「ウィング」又は「フラップ
」（図示せず）、並びに、及び／又は第２トップシート及び／又は流体獲得層及び／又は
吸収性コア１８への流体輸送を促進するように設計された他の層を含む、ナプキンに一般
的に見られる追加的特徴を備えてもよい。同様に、生理用ナプキンのトップシートは当該
技術分野において既知の様々な任意の特徴を有することができる。例えば、トップシート
１４はその中に流体の流れを導くエンボス加工されたチャネルを有することができ、それ
らを通して流体獲得するのに役立つ開口部を有することができ、その上で又はそれを通し
て可視である印刷されたシグナルを有することができ、この可視シグナルはトップシート
又はその下層上に印刷され、機能的及び審美的特性のために可視である。
【００１２】
　図１、２及び３の生理用品１０はそれぞれ、それに適用されるローション組成物２２を
有する。図１の生理用品１０は、トップシート１４の外表面に平行な縞で適用されるロー
ション組成物２２を有する。図２の生理用品１０は、トップシート１４の外表面に斑点の
パターンで適用されるローション組成物２２を有する。図３の生理用品１０は、トップシ
ート１４の外表面に不均一なパターンで適用されるローション組成物２２を有する。
【００１３】
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　吸収性物品は着用者の身体に対して適合し、柔らかな感触であり、刺激がないものなど
、いずれか既知の、又はその他の有効なトップシートを含んでもよい。好適なトップシー
ト材料としては、着用者の身体に向かって配向され、身体に接触して、流体がトップシー
トを通って着用者の皮膚に逆流することなく、身体の排泄物がそれを通って迅速に浸透で
きる、液体透過性材料が挙げられる。トップシートが、トップシートを通る流体の迅速な
移動を可能にできる一方、ローション組成物が着用者の身体の外側又は内側部分の上へ移
動又は移行するようにする。好適なトップシートは生理用ナプキン、パンティライナー、
失禁パッド等のような生理用品を製造する分野で周知である、織布材料及び不織布材料、
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交絡加工繊維孔あきフィ
ルムを含む孔あきフィルム材料、ハイドロフォーミングされた熱可塑性フィルム、多孔質
発泡体、網状発泡体、網状熱可塑性フィルム、熱可塑性スクリム、又はこれらの組み合わ
せのような種々の材料から製造することができる。
【００１４】
　トップシートが不織布ウェブの形態の不織布繊維性材料を含むときに不織布ウェブは不
織布ウェブを作製する任意の既知の手順により製造してよく、この非限定的な例としては
、スパンボンディング、カーディング、ウェットレイド、エアレイド、メルトブローン、
ニードルパンチング、機械交絡、熱機械交絡及び水流交絡が挙げられる。
【００１５】
　本発明の生理用品はバックシートも含む。バックシートは任意の既知の又は他の有効な
バックシート材料であることができ、バックシートは生理用品に吸収され、収容された排
出物が外部に漏れるのを防止する。バックシートとしての使用に好適な可撓性材料として
は、生理用ナプキン、パンティライナー、失禁パッド等のような生理用品を作製する分野
で周知のような、織布材料及び不織布材料、積層組織、ポリエチレン及び／若しくはポリ
プロピレンの熱可塑性フィルムのような高分子フィルム、フィルムコーティングされてい
る不織布材料のような複合材又はこれらの組み合わせが挙げられるが、これらに限定され
ない。
【００１６】
　生理用品は吸収性コアも含む。吸収性コアはトップシートとバックシートの間に典型的
には配置される。本明細書で使用する「吸収性コア」という用語は、尿、血液、経血、及
び身体滲出液中に見出される水分のような水性流体を、吸収、分配、及び貯蔵するために
好適な材料又は材料の組み合わせを指す。吸収性コアの大きさ及び形状は吸収能力要件に
適合するように、かつ着用者／ユーザに快適性を提供するように変更することができる。
本発明に用いるのに好適な吸収性コアは、液体吸収性材料が吸収能力要件に適合するよう
に構成又は構築することができるという条件で、吸収性物品に用いられる当該技術分野に
おいて既知のいかなる液体吸収性材料にすることができる。吸収性コアとして使用するの
に好適な液体吸収性材料の非限定的な例としては、生理用ナプキン、パンティライナー、
失禁パッド等のような生理用品を作製する分野で周知である、一般的にエアフェルトと称
される粉砕木材パルプ、捲縮セルロース塊、ヒドロゲル形成性ポリマーゲル化剤のような
超吸収性ポリマーを含む吸収性ゲル材料、化学的に硬化、変性又は架橋されたセルロース
繊維、コフォームを含むメルトブローンポリマー、けん縮ポリエステル繊維を含む合成繊
維、ティッシュラップ及びティッシュラミネートを含むティッシュ、毛管路繊維、吸収性
フォーム、吸収性スポンジ、合成ステープルファイバー、ピートモス、若しくはいずれか
の同等の材料、又はこれらの組み合わせが挙げられる。
【００１７】
　本発明の生理用品はローション組成物２２を含み、ローション組成物はＰＰＧ材料を含
む。ＰＰＧローション組成物２２は、任意の既知の方法、任意の既知のパターンで、トッ
プシート１４の外表面（すなわち、身体に面する表面）に適用され得る。例えば、ローシ
ョン２２は図１に示すように、概略平行な細長条又はバンドのパターンで適用することが
できる。外表面は生理用ナプキンのトップシートの身体に面する側面又はタンポンの上包
みの膣壁に面する表面のような表面を含むことができる。
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【００１８】
　トップシートの外表面（すなわち、身体に面する表面）へのローション組成物の適用に
関し、ＰＰＧローション組成物は、体液、例えば、月経液のトップシートの外表面への付
着の軽減を助け、それによって、吸収性物品のトップシートへのより少ない染みを生じる
ものと考えられる。トップシートへのＰＰＧローションの適用はまた、ＰＰＧローション
の着用者の皮膚への移動を可能にし、着用者の皮膚のより少ない汚染を生じるトップシー
トの外表面に適用されると、ローション組成物はまた、吸収性物品への体液の、より効率
的な獲得を提供することを助け得る。
【００１９】
　生理用品の場合、ローション付加レベルの量は可変性であることができ、特定の必要性
に合わせることができる。例えば、理論に縛られるものではないが、ローションは単位平
方メートル（「ｇｓｍ」）あたり約０．０１グラム、約０．０５ｇｓｍ、約０．１ｇｓｍ
、約０．５、約１ｇｓｍ、約２ｇｓｍ、約３ｇｓｍ、約４ｇｓｍ、約５ｇｓｍ、約１０ｇ
ｓｍ、約２５ｇｓｍ、約５０ｇｓｍ又は約１００ｇｓｍの濃度で付加することができると
考えられる。ローションは上記で列挙した濃度のいずれかにより規定される範囲（例えば
、約０．０１ｇｓｍ～約１００ｇｓｍ）内で適用することができる。これらの濃度はロー
ションにより実際に被覆される表面の領域に関する。
【００２０】
　生理用品及びローション組成物装置は米国特許出願公開第２００５／０１２９６５１（
Ａ１）号、同第２００４／０１７０５８９（Ａ１）号及び同第２００５／０２０８１１３
（Ａ１）号に記載のような、構成要素、構造、パターン、処方及び変形を含む。
【００２１】
　本発明のローション組成物２２は非ＰＰＧ由来の界面活性剤及び他の表面改質剤を含む
、既知のローションより有効な利点を提供する。この利点は経血を吸収するための生理用
品で特に重要である。理論に縛られるものではないが、本明細書のＰＰＧ材料の優れた流
体処理特性は経血の水成分に作用する表面エネルギー処理とは対照的に、ＰＰＧ材料が経
血の固体成分に作用する方法に起因すると考えられる。既知の表面エネルギー処理は表面
エネルギー処理の効果を複雑にする経血の極性及び分散性成分の存在に起因して、それほ
ど有効ではない。本明細書におけるＰＰＧ材料が、典型的には経血に容易に溶解しないた
め、経血中に融解することなく効果的に表面をコーティングすることができ、これは、そ
の電子供与双極子が、負に双極化したタンパク質を拒絶する水和障壁を提供し、これによ
って経血の、使い捨て吸収性物品、又は着用者に皮膚の表面を汚染する傾向を低減する。
着用者の皮膚及び／又はトップシートの低減された汚染は、より良好で、より迅速な流体
の移動、及び使用される製品上のより少ない可視の染みのパターンを生じる。
【００２２】
　本明細書のＰＰＧ材料が、ローション組成物中の一成分として適用されることもでき、
無希釈（すなわち、ローション組成物はＰＰＧ材料からなる）で適用されることもできる
。ＰＰＧ材料が、無希釈のローション組成物、及び／又はローション組成物の一部のいず
れかが、所望の流体処理特性、及び着用者の皮膚の所望の処理によって、異なる付加レベ
ルで適用され得る。ＰＰＧ材料が、トップシートの外表面に、任意のパターン、例えば、
全面コーティング、縞又はバンド（ＭＤ又はＣＤ方向で）、液滴、螺旋模様などで付加さ
れる。ＰＰＧ材料を含むローション組成物は吸収性物品に存在するとき、チャネル又はエ
ンボス加工された領域付近に配置することもできる。
【００２３】
　１つの実施形態では、トップシート１４は親水性であるか、親水性にすることができ、
ローションも親水性であることができる。親水性又は疎水性の水準は、平衡状態で材料の
表面上に水滴が作り出す角度を測定するような、標準的な技術により決定することができ
る。一般に、本発明の目的上、水滴が約６０°以下の角度を示す場合、材料は親水性であ
ると考えられる。繊維のポリマーから形成されるフィルムシートが６０°未満、７５°未
満及び約９０°未満の水との接触角を示す場合、繊維は親水性であると考えられる。親水
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性の尺度としての接触角は当該技術分野において周知であり、接触角を測定する方法も同
様に周知である。周知のように、約９０°を超える接触角は、疎水性とみなされる。
【００２４】
　本発明のローション組成物はＰＰＧ材料を含む。本明細書で好適なＰＰＧ材料としては
、ＰＰＧホモポリマー材料、ＰＰＧコポリマー材料及びＰＰＧ界面活性剤材料、並びにこ
れらの混合物が挙げられる。ローション組成物は他の任意成分を更に含むことができる。
１つの実施形態では、ローション組成物は本質的にＰＰＧ材料、好ましくはポリプロピレ
ングリコールからなるか、ＰＰＧ材料、好ましくはポリプロピレングリコールからなる。
別の実施形態では、ローション組成物は、ポリプロピレングリコールコポリマー、ポリプ
ロピレングリコール界面活性剤、及びこれらの混合物からなる群から選択されるＰＰＧ材
料を含む。
【００２５】
　本発明のローション組成物は、ローション組成物の約０．１重量％～約１００重量％の
濃度のＰＰＧ材料を含むことができる。一実施形態では、ローション組成物は、ローショ
ン組成物の約１０重量％未満、好ましくは約０．５重量％～８重量％、及びより好ましく
は約１重量％～６重量％のＰＰＧ材料を含む。別の実施形態では、ローション組成物は、
ローション組成物の少なくとも約５０重量％、好ましくは約７５重量％～約１００重量％
、及びより好ましくは約９０重量％～約１００重量％のＰＰＧ材料を含む。
【００２６】
　好適なＰＰＧホモポリマー材料としては、以下の式に一致するものが挙げられる。
【化１】

　－式中、Ｒは水素、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、
ベンジル、アセトカルボニル、プロピオカルボニル、ブチロカルボニル、イソブチロカル
ボニル、ベンゾカルボニル、フマロカルボニル、アミノベンゾカルボニル、カルボキシメ
チレン、アミノプロピレン、アルキル化グルコース、アルキル化スクロース、アルキル化
セルロース、アルキル化デンプン又はホスフェートであり、式中Ｒは好ましくは水素又は
メチルであり、
　－式中、Ｒ１は、水素、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチ
ル、ベンジル、アセトカルボニル、プロピオカルボニル、ブチロカルボニル、イソブチロ
カルボニル、ベンゾカルボニル、フマロカルボニル、アミノベンゾカルボニル、カルボキ
シメチレン、アミノプロピレン、アルキル化グルコース、アルキル化スクロース、アルキ
ル化セルロース、アルキル化デンプン又はホスフェートであり、式中Ｒ１は好ましくは水
素又はメチルであり、
　－式中、ｎは３～１６０、好ましくは５～１２０、より好ましくは１０～１００、より
好ましくは２０～８０である。
【００２７】
　所望により、ＰＰＧホモポリマーはそのモノマー原材料の一部として低濃度のグリセロ
ール又はブタンジオールを含んでもよい。存在する場合、グリセロール又はブタンジオー
ルとプロピレングリコールとの好ましい比は１：１０００～１：２、最も好ましくは１：
１００～１：５の範囲である。ＰＰＧホモポリマーはＣＡＳ番号２５３２２－６９－４及
び同２５７９１－９６－２を有することができるが、これらに限定されない。
【００２８】
　好適なＰＰＧホモポリマー材料の非限定的な例は、ポリプロピレングリコール４０００
、例えば、Ｐｌｕｒｉｏｌ　Ｐ－４０００（ＢＡＳＦ）、Ａｌｋａｐｏｌ　ＰＰＧ－４０
００（Ａｌｋａｒｉｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ）、及びＮｉａｘ　Ｐｏｌｙｏｌ　ＰＰＧ　４
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０２５（Ｕｎｉｏｎ　Ｃａｒｂｉｄｅ）、ポリプロピレングリコール３５００、ポリプロ
ピレングリコール３０００、例えば、Ｎｉａｘ　ＰＰＧ　３０２５（Ｕｎｉｏｎ　Ｃａｒ
ｂｉｄｅ）、ポリプロピレングリコール２０００、例えば、Ａｌｋａｎｏｌ　ＰＰＧ－２
０００（Ａｌｋａｒｉｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ）、及びＰｌｕｒｉｏｌ　Ｐ－２０００（Ｂ
ＡＳＦ）、ポリプロピレングリコール１２００、例えば、Ａｌｋａｐｏｌ　ＰＰＧ－１２
００（Ａｌｋａｒｉｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ）及びＧｌｕｃａｍ　Ｐ－２０　Ｈｕｍｅｃｔ
ａｎｔ（Ｎｏｖｅｏｎ）、ポリプロピレングリコール１０００、例えば、Ｎｉａｘ　ＰＰ
Ｇ　１０２５（Ｕｎｉｏｎ　Ｃａｒｂｉｄｅ）、ポリプロピレングリコール６００、例え
ば、Ａｌｋａｎｏｌ　ＰＰＧ－６００（Ａｌｋａｒｉｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ）、及びＧｌ
ｕｃａｍ　Ｐ－１０　Ｈｕｍｅｃｔａｎｔ（Ｎｏｖｅｏｎ）、ポリプロピレングリコール
４００、例えば、Ａｌｋａｎｏｌ　ＰＰＧ－４２５（Ａｌｋａｒｉｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ
）、ポリプロピレングリコール４０００グリセロールエーテル、例えば、Ｐｌｕｒｉｏｌ
　Ｔ－４０００（ＢＡＳＦ）、ポリプロピレングリコール２０００グリセロールエーテル
、ポリプロピレングリコール２０００ブタンジオールエーテル、ポリプロピレングリコー
ル１５００グリセロールエーテル、例えば、Ｐｌｕｒｉｏｌ　Ｔ－１５００（ＢＡＳＦ）
、モノメチルエーテルを含むポリポリプロピレン（polypolypropylene glycol）グリコー
ル４０００、ジメチルエーテルを含むポリプロピレングリコール２０００、モノブチルエ
ーテルを含むポリプロピレングリコール４０００、モノブチルエーテルを含むポリプロピ
レングリコール２０００、ジブチルエーテルを含むポリプロピレングリコール１２００、
ビス（２－アミノプロピルエーテル）を含むポリプロピレングリコール４０００、ＰＰＧ
－１０メチルグルコースエーテル、並びにＰＰＧ－２０メチルグルコースエーテルである
。
【００２９】
　好適なＰＰＧホモポリマー材料が、典型的には、約４００～約１０，０００、好ましく
は約６００～約６，０００、及びより好ましくは約１，２００～約４，８００の数平均分
子量を有する。
【００３０】
　好適なＰＰＧコポリマー材料としては、ポリプロピレングリコール（polyprolyene gly
col）セグメントがコポリマー構造の内部ブロック成分及び／又は末端成分として存在す
るものが挙げられる。以下の式は内部ブロック成分及び末端ブロック成分を示す。
【化２】

　式中、ｘは２～１２０、好ましくは２～８０、及びより好ましくは３～６０であり、ｙ
は２～１００、好ましくは２～５０、及びより好ましくは３～３０であり、Ｒ２は、水素
、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、ベンジル、アセトカ
ルボニル、プロピオカルボニル、ブチロカルボニル、イソブチロカルボニル、ベンゾカル
ボニル、フマロカルボニル、アミノベンゾカルボニル、カルボキシメチレン、アミノプロ
ピレン、アルキル化グルコース、アルキル化スクロース、アルキル化セルロース、アルキ
ル化デンプン、又はホスフェートであり、Ｒ２は、好ましくは、水素、メチル、エチル、
イソプロピル、又はイソブチルである。
【００３１】
　本ローション組成物のための、ＰＰＧを含むプロポキシル化コポリマーを形成するため
に好適なポリマーとしては、アルキルメチコン、フェニルメチコン、ジメチコン、アルキ
ルトリメチコン、フェニルトリメチコン、ポリオール、ポリエーテル（例えば、ポリオキ
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シメチレン、ポリオキシエチレン、及びポリオキシプロピレン）、ポリイミン、ポリアミ
ド、ポリアクリレート、ポリエステルのホモポリマー、及びこれらのポリマー単位の１つ
又は複数を含有するコポリマーが挙げられる。好適なポリマーの非限定的な例としては、
ポリジメチルシロキサン、ポリエチルイミン、ポリアクリル酸、ポリ（エチレン－コ－ア
クリル酸）、ポリメタクリル酸、ポリ（エチレン－コ－メタクリル酸）、ポリ（ビニルア
セテート）、ポリビニルピロリドン、ポリ（エチレン－コ－ビニルアセテート）、ポリ（
ブタンジオール）、ポリ（ネオペンチルグリコール）、ポリ（エチレンアジパート）、ポ
リ（ブチレンアジパート）、ポリ（エチレングルタメート）、ポリ（ブチレングルタメー
ト）、ポリ（エチレンセバケート）、ポリ（ブチレンセバケート）、ポリ（エチレンスク
シネート）、ポリ（ブチレンスクシネート）、ポリ（エチレンテレフタレート）、ポリ（
ブチレンテレフタレート）、ポリカプロラクトン及びポリグリセロールが挙げられる。
【００３２】
　好適なＰＰＧコポリマー材料の非限定的な例としては、Ｓｉｓｏｆｔ　９１０（Ｍｏｍ
ｅｎｔｉｖｅ）のようなＰＰＧ－１２ジメチコン、Ｐｏｌｙｄｅｒｍ－ＰＰＩ－ＳＩ－Ｗ
Ｉ（Ａｌｚｏ）のようなビス－ＰＰＧ－１５ジメチコン／ＩＰＤＩコポリマー、ＰＰＧ／
ポリカプロラクトンブロックコポリマー、ＰＰＧ／ポリブタンジオール／ＰＥＧトリブロ
ックコポリマー；ポリエチルイミン／ＰＰＧコポリマー、及びポリアクリル酸－ｇ－ＰＰ
Ｇグラフトコポリマーが挙げられる。
【００３３】
　別の好適なＰＰＧ材料としては、ＰＰＧ界面活性剤材料が挙げられる。以下の式はＰＰ
Ｇセグメントが頭部官能基の一部を構成する、好適なＰＰＧ界面活性剤材料を表す。

【化３】

　式中Ｒ３は、水素、アルキル、アルキルカルボニル、アルキレンアミン、アルキレンア
ミド、アルキレンホスフェート、アルキレンカルボン酸、アルキレンスルホン酸塩及び６
以下の炭素元素の最大数を有するアルキレン第四級アンモニウム化合物であり、Ｒ４は、
オクチル、ノニル、デシル、イソデシル（iosdecyl）、ラウリル、ミリスチル、セチル、
イソヘキサデシル、オレイル、ステアリル、イソステアリル、タローオイル、リノレイル
、ホホバ、ラノリン、ベヘニル、Ｃ２４～Ｃ２８アルキル、Ｃ３０～Ｃ４５アルキル、ジ
ノニルフェニル、ドデシルフェニル、又はソヤであり、ｚは１～１００、好ましくは２～
３０、より好ましくは３～２５であり、Ｆはエーテル基（オキシ、グリセリル、グルコー
ス、ソルビタン、スクロース、モノエタノールアミン、又はジエタノールアミンを含む）
、エステル基（エステル、グリセリルエステル、グルコースエステル、ソルビタンエステ
ル又はスクロースエステルを含む）、アミン基、アミド基及びリン酸エステル基からなる
群から選択される官能基である。
【００３４】
　以下の式はＰＰＧセグメントが内部ブロック基を構成する、好適なＰＰＧ界面活性剤材
料を表す。
【化４】

　式中、Ｒ５は、ヘキシル、２－エチルヘキシル、オクチル、ノニル、デシル、イソデシ
ル、ラウリル、ココイル、ミリスチル、セチル、イソヘキサデシル、オレイル、ステアリ
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ル、イソステアリル、タロー、リノレイル、オクチルフェニル又はノニルフェニルであり
、ｒは１～１２０、好ましくは４～５０、より好ましくは６～３０であり、Ｇはエーテル
、エステル、アミン又はアミド結合である。
【００３５】
　好適なＰＰＧ界面活性剤材料の非限定的な例としては、ヘトソール（Hetoxol）Ｃ３０
Ｐ（グローバルセブン（Global Seven））のようなＰＰＧ－３０セチルエーテル；グルカ
ムＰ－２０ジステアレートエモリエント（ノベオン（Noveon））のようなＰＰＧ－２０メ
チルグルコースエーテルジステアレート、ＰＰＧ－２０メチルグルコースエーテルアセテ
ート、ＰＰＧ－２０ソルビタントリステアレート、ＰＰＧ－２０メチルグルコースエーテ
ルジステアレート、ＰＰＧ－２０ジステアレート、アラモール－Ｅ（Alamol-E）（クロー
ダ－ユニケマ（Croda-Uniqema））及びプロセチル（Procetyl）１５（クローダ（Croda）
）のようなＰＰＧ－１５ステアリルエーテル、ＰＰＧ－１５ステアリルエーテルベンゾエ
ート、ＰＰＧ－１５イソヘキサデシルエーテル、ＰＰＧ－１５ステアレート、ＰＰＧ－１
５ジココエート、ＰＰＧ－１２ジラウレート、バロニック（Varonic）ＡＰＳ（エボニッ
ク（Evonik））のようなＰＰＧ－１１ステアリルエーテル；プロセチル１０（クローダ）
のようなＰＰＧ－１０セチルエーテル；ＰＰＧ－１０グリセリルステアレート、ＰＰＧ－
１０ソルビタンモノステアレート、ＰＰＧ－１０硬化ヒマシ油、ＰＰＧ－１０セチルホス
フェート、ＰＰＧ－１０タローアミン、ＰＰＧ－１０オレアミド、ＰＰＧ－１０セチルエ
ーテルホスフェート、ＰＰＧ－１０ジノニルフェノラート、ＰＰＧ－９ラウレート、ＰＰ
Ｇ－８ジオクタート、ＰＰＧ－８ジエチルヘキシラート、ＰＰＧ－７ラウリルエーテル、
ＰＰＧ－５ラノリンワックスエーテル、ＰＰＧ－５スクロースココエート、ＰＰＧ－５ラ
ノリンワックス、ＰＰＧ－４ホホバアルコールエーテル、ＰＰＧ－４ラウリルエーテル、
プロミリスチル（Promyristyl）ＰＭ－３（クローダ）のようなＰＰＧ－３ミリスチルエ
ーテル、クローダモール（Crodamol）ＰＭＰ（クローダ）のようなＰＰＧ－３ミリスチル
エーテルプロピオネート、クローダモールＳＴＳ（クローダ）のようなＰＰＧ－３ベンジ
ルエーテルミリステート、ヘテスター（Hetester）ＨＣＰ（アルゾ）のようなＰＰＧ－３
硬化ヒマシ油、ＰＰＧ－３ヒドロキシエチルソヤミド、ＰＰＧ－２コカミド、ＰＰＧ－２
ラノリンアルコールエーテル及びアミゼット（Amizett）ＩＰＣ
（川研ファインケミカル（Kawaken Fine Chemicals））のようなＰＰＧ－１ヤシ脂肪酸イ
ソプロパノールアミドが挙げられる。
【００３６】
　ＰＰＧ材料に加えて、本発明のローション組成物は所望により、特にこれらのローショ
ン組成物が吸収性物品上への適用から身体に投与されたとき、紅斑、悪臭及び細菌性皮膚
疾患の予防及び治療に極めて有効である、ヘキサミジン、酸化亜鉛及びナイアシンアミド
のような身体治療剤の選択組み合わせを更に含むことができる。
【００３７】
　本発明のローション組成物は所望により、ＰＰＧ材料及び／又は任意の身体治療剤のた
めのキャリアを更に含むことができる。キャリアは個々のキャリア又はキャリア成分の組
み合わせとして組成物に含まれることができるが、但し、総キャリア濃度は身体上にＰＰ
Ｇ材料及び／又は任意の身体治療剤を移動及び／又は移行させ、吸収性物品への流体獲得
を促進するのに十分である。キャリアは液体、固体、若しくは半固体キャリア材料又はこ
れらの材料の組み合わせであることができるが、但し、得られるキャリアは得られるキャ
リア系のために選択された加工温度及び本明細書のローション組成物を配合する際にキャ
リアと皮膚治療剤を組み合わせるための加工温度において、均一な混合物、溶液、安定な
エマルション、又は安定な分散液を形成する。キャリア系の加工温度は約６０℃～約９０
℃、より典型的には約７０℃～約８５℃、更により典型的には約７０℃～約８０℃の範囲
であってもよい。
【００３８】
　本発明のローション組成物はローション組成物の約６０重量％～約９９．９重量％、好
ましくは約７０重量％～約９８重量％、より好ましくは約８０重量％～約９７重量％の範
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囲のキャリア総濃度で、キャリアを含むことができる。好適なキャリア化合物としては、
約４～約３２個の炭素原子を有する石油系炭化水素、約１２～約２４個の炭素原子を有す
る脂肪族アルコール、ポリシロキサン化合物、脂肪酸エステル、アルキルエトキシレート
、約１～約６個の炭素原子を有する低級アルコール、低分子量グリコール及びポリオール
、約１２～約２８個の炭素原子をその脂肪鎖中に有する脂肪族アルコールエーテル、ラノ
リン及びその誘導体、アセトグリセリド及びＣ１２～Ｃ２８脂肪酸のエトキシル化グリセ
リドを含むグリセリド及びその誘導体、並びにこれらの混合物が挙げられる。別の方法と
して、又は組み合わせて、キャリアは、ジメチコン（１Ｅ－６～１００ｍ２／ｓ（１～１
００，０００，０００センチストークス））、シクロメチコン、アルキル化シリコーン（
ヘアコンディショニング剤）、シリコーンゴム、シリコーンゲル、シリコーンワックス、
シリコーンコポリマー（ビニルジメチコンポリマー、フェニルビニルジメチコンポリマー
、アルキル化シリコーンポリマー、ポリエチレンオキシド／シリコーンコポリマー、ポリ
エチレンオキシド／アルキルシリコーンコポリマー）、及びこれらの混合物を含むポリシ
ロキサン化合物の非限定的な例から構成されてもよい。
【００３９】
　約４個～約３２個の炭素原子を有する好適な石油系炭化水素の非限定例としては、鉱油
、ワセリン、イソパラフィン、様々なその他の分枝鎖炭化水素、及びこれらの組み合わせ
が挙げられる。鉱油は「流動ワセリン」としても既知であり、通常は約１６～約２０個の
炭素原子を有する炭化水素のより粘稠でない混合物を指す。またワセリンは、「ミネラル
ワックス」、「石油ゼリー」、及び「ミネラルゼリー」としても既知であり、普通は約１
６～約３２個の炭素原子を有する炭化水素のより粘稠な混合物を指す。市販のワセリンの
例としては、Ｐｒｏｔｏｐｅｔ（登録商標）１Ｓとして販売されているワセリンが挙げら
れ、これはＧｒｅｅｎｗｉｃｈ，Ｃｏｎｎｅｃｔｉｃｕｔ所在のＷｉｔｃｏ　Ｃｏｒｐｏ
ｒａｔｉｏｎより入手可能である。
【００４０】
　本明細書において好適な他のキャリアとしては、油又は脂肪、例えば、天然油若しくは
天然脂肪、又は天然油若しくは天然脂肪誘導体、特に植物性又は動物性のものが挙げられ
る。非限定的な例としては、アボカド油、アンズ油、杏仁油（kernel oil）、ババス油、
ルリヂサ油、ルリヂサ種油、キンセンカ油、ツバキ油、キャノーラ油、ニンジン油、カシ
ューナッツ油、ヒマシ油、カモミール油、サクランボ種油、チーア油、ヤシ油、タラ肝油
、トウモロコシ油、トウモロコシ胚芽油、綿実油、ユーカリ油、月見草、グレープシード
油、へーゼルナッツ油、ホホバ油、ジュニパー油、核油、亜麻仁油、マカダミア油、メド
ウフォーム種油、メンハーデン油、ミンク油、ワサビノキ油、モルティエラ油、オリーブ
油、パーム油、パーム核油、ピーナッツ油、杏仁油（peach kerne）、菜種油、ローズヒ
ップ油、ベニバナ油、サンドルウッド油、ゴマ油、大豆油、ヒマワリ油、ヒマワリ種油、
スイートアーモンド油、トール油、ティーツリー油、カブ種油、クルミ油、小麦粉芽油、
ガジュツ油（zadoary oil）、又はこれらの硬化誘導体が挙げられる。植物性の硬化油、
又は油脂としては、例えば、硬化ヒマシ油、ピーナッツ油、ソヤ油、カブ種油、綿実油、
ヒマワリ油、パーム油、核油、亜麻仁油、トウモロコシ油、オリーブ油、ゴマ油、ココア
バター、シアバター、及びヤシ油が挙げられる。
【００４１】
　脂肪及び油の他の非限定的な例としては、バター、Ｃ１２～Ｃ１８酸トリグリセリド、
ツバキ油、カプリル／カプリン／ラウリントリグリセリド、カプリル／カプリン／リノー
ル酸トリグリセリド、カプリル／カプリン／ステアリントリグリセリド、カプリル／カプ
リントリグリセリド、ココアバター、Ｃ１０～Ｃ１８トリグリセリド、卵油、エポキシ化
大豆油、グリセリルトリセチルヒドロキシステアレート、グリセリルトリアセチルリシノ
レエート、グリコスフィンゴリピド、ヒト胎盤性脂質、合成ベニバナ油、合成ヒマワリ種
油、硬化ヒマシ油、硬化ヒマシ油ラウレート、硬化ヤシ油、硬化綿実油、硬化Ｃ１２～Ｃ
１８トリグリセリド、硬化魚油、硬化ラード、硬化メンハーデン油、硬化ミンク油、硬化
オレンジラフィー油、硬化パーム核油、硬化パーム油、硬化ピーナッツ油、硬化サメ肝油
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、硬化大豆油、硬化タロー、硬化植物油、ラノリン及びラノリン誘導体、ラノリンアルコ
ール、ラード、ラウリン／パルミチン／オレイントリグリセリド、レスクエレラ油、マレ
イン酸大豆油、メドウフォーム油、牛脚油、オレイン／リノレイントリグリセリド、オレ
イン／パルマチック／ラウリン／ミリスチン／リノレイントリグリセリド、オレオステア
リン、オリーブ外皮油、大網脂質、オレンジラフィー油、ペンガワージャンビ油、ペンタ
デスマバター、リン脂質、ピスタチオナッツ油、ヒト胎盤性脂質、菜種油、米糠油、サメ
肝油、シアバター、スフィンゴリピド、タロー、トリベヘニン、トリカプリン、トリカプ
リリン、トリヘプタノイン、トリヒドロキシメトキシスアテリン、トリヒドロキシステア
リン、トリイソノナノイン、トリイソステアリン、トリラウリン、トリリノレイン、トリ
リノレニン、トリミリスチン、トリオクタノイン、トリオレイン、トリパルミチン、トリ
セバシン、トリステアリン、トリアンデカノイン、植物油、ふすま脂質など、並びにこれ
らの混合物が挙げられる。
【００４２】
　他の好適なキャリアとしては、モノ－又はジ－グリセリド、例えば、飽和又は不飽和、
直鎖又は分岐鎖、置換又は非置換の脂肪酸又は脂肪酸混合物が挙げられる。モノ－又はジ
グリセリドの例としては、モノ－又はジ－Ｃ１２～２４脂肪酸グリセリド、特に、モノ－
又はジ－Ｃ１６～２０脂肪酸グリセリド、例えば、グリセリルモノステアレート、グリセ
リルジステアレートが挙げられる。
【００４３】
　キャリアはとしてはまた、分岐状アルコールを含む、直鎖状Ｃ６～Ｃ２２脂肪酸のエス
テルが挙げられる。本発明のキャリアとしてはまた、ステロール、フィトステロール、及
びステロール誘導体が挙げられる。本発明のローション組成物で使用可能なステロール及
びステロール誘導体としては、１７位にテールを有し、極性基を有さないβステロール、
例えば、コレステロール、シトステロール、スチグマステロール及びエルゴステロールな
ど、加えて、Ｃ１０～Ｃ３０コレステロール／ラノステロールエステル、コレカルシフェ
ロール、コレステリルヒドロキシステアレート、コレステリルイソステアレート、コレス
テリルステアレート、７－デヒドロコレステロール、ジヒドロコレステロール、ジヒドロ
コレステリルオクチルデカノエート、ジヒドロラノステロール、ジヒドロラノステリルオ
クチルデカノエート、エルゴカルシフェロール、トール油ステロール、大豆ステロールア
セテート、ラナステロール、大豆ステロール、アボカドステロール、「ＡＶＯＣＡＤＩＮ
」（Ｐａｒｓｉｐｐａｎｙ，Ｎ．Ｊ．のＣｒｏｄａ　Ｌｔｄの商標名）、ステロールエス
テル及び類似化合物、並びにこれらの混合物を挙げることができるが、これらに限定され
ない。フィトステロールの市販の例は、Ｃｏｇｎｉｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｃｉｎ
ｃｉｎｎａｔｉ，Ｏｈｉｏ）のＧＥＮＥＲＯＬ　１２２　Ｎ　ＰＲＬ精製大豆ステロール
である。
【００４４】
　約１２～約２４個の炭素原子を有する好適な脂肪アルコールの非限定例としては、飽和
非置換の一価アルコール又はこれらの組み合わせが挙げられ、これらは約１１０℃未満、
好ましくは約４５℃～約１１０℃の融点を有する。本発明のローション組成物に用いる脂
肪族アルコールキャリアの具体例としては、セチルアルコール、ステアリルアルコール、
セテアリルアルコール、ベヘニルアルコール、アラキジルアルコール、リグノセリル（li
gnocaryl）アルコール及びこれらの組み合わせが挙げられるが、これらに限定されない。
市販のセテアリルアルコールの例はステノール（Stenol）１８２２であり、ベヘニルアル
コールはラネッテ（Lanette）２２であり、これらは両方オハイオ州シンシナティ（Cinci
nnati）所在のコグニス・コーポレーション（Cognis Corporation）より入手可能である
。
【００４５】
　好適な脂肪酸エステルの非限定的な例としては、Ｃ１２～Ｃ２８脂肪酸及び短鎖（Ｃ１

～Ｃ８、好ましくはＣ１～Ｃ３）一価アルコールの混合物、好ましくはＣ１６～Ｃ２４飽
和脂肪酸及び短鎖（Ｃ１～Ｃ８、好ましくはＣ１～Ｃ３）一価アルコールの混合物由来の
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脂肪酸エステルが挙げられる。好適な脂肪酸エステルはまた、より長鎖の脂肪族アルコー
ル（Ｃ１２～Ｃ２８、好ましくはＣ１２～Ｃ１６）及び乳酸のような、より短鎖の脂肪酸
のエステル由来であることができ、その具体例としては、ラウリルラクテート及びセチル
ラクテートが挙げられる。好適な脂肪酸エステルの代表例としては、メチルパルミテート
、メチルステアレート、イソプロピルラウレート、イソプロピルミリステート、イソプロ
ピルパルミテート、エチルヘキシルパルミテート、ステアリルステアレート、パルミチル
ステアレート、ステアリルベヘネート、セチルステアレート、セチルベヘネート、セチル
パルミテート、セテアリルベヘネート、ベヘニルベヘネート、ステアリルへプタノエート
、ステアリルオクタノエート、ミリスチルミリステート、ミリスチルイソステアレート、
ミリスチルオレエート、セチルイソステアレート、セチルオレエート、ステアリルイソス
テアレート、ステアリルオレエート、イソステアリルミリステート、イソステアリルパル
ミテート、イソステアリルステアレート、イソステアリルイソステアレート、イソステア
リルオレエート、イソステアリルベヘネート、イソステアリルオレエート、オレイルミリ
ステート、オレイルパルミテート、オレイルステアレート、オレイルイソステアレート、
オレイルオレエート、オレイルベヘネート、オレイルエルカ酸、ベヘニルイソステアレー
ト、ベヘニルオレエート、エルカ酸イソステアレート、及びこれらの混合物が挙げられる
。
【００４６】
　好適なアルキルエトキシレートの非限定的な例としては、約２～約３０の平均エトキシ
化度を有するＣ１２～Ｃ２２の脂肪族アルコールエトキシレートが挙げられる。約１～約
６個の炭素原子を有する好適な低級アルコールの非限定的な例としては、エタノール、イ
ソプロパノール、ブタンジオール、１，２，４－ブタントリオール、１，２ヘキサンジオ
ール、エーテルプロパノール及びこれらの混合物が挙げられる。好適な低分子量グリコー
ル及びポリオールの非限定的な例としては、エチレングリコール、ポリエチレングリコー
ル（例えば、分子量２００～６００ｇ／モル）、ブチレングリコール、プロピレングリコ
ール、ポリプロピレングリコール及びこれらの混合物が挙げられる。好適な炭化水素、ポ
リシロキサン化合物、及び脂肪族アルコールエトキシレートを包含するキャリア成分のよ
り詳細な記載は、１９９７年７月１日にロー（Roe）らに発行された、「ローションを適
用したトップシートを有するおむつ（Diaper Having A Lotioned Topsheet）」という題
名の米国特許第５，６４３，５８８号に見ることができる。
【００４７】
　好適なキャリアは、更にワックスを包含する。本明細書で使用するとき、用語「ワック
ス」とは、ワックス状の構成成分を有し、融点が周囲温度よりも高い、特に２５℃よりも
高い油溶性材料を指す。ワックスは固体から半固体（クリーム状）の稠度を有し、結晶性
であってもなくてもよく、液化点よりも少し高い温度では比較的低い粘度を有する材料で
ある。ローション組成物に組み込むことができる好適なワックスとしては、動物、植物、
ミネラル、又はシリコーン系のワックスが挙げられ、これらは天然、又は合成であっても
よく、これらの混合物を含んでもよい。ワックスとしては、植物性の天然ワックス、例え
ば、ヤマモモワックス、密蝋、キャンデリラワックス、カルナバ、セレシン、パーゼリン
、シアバター、ココアバター、和蝋、ホホバワックス、ラノリンワックス、アフリカハネ
ガヤワックス、コルクワックス、グラルマワックス、コメ胚油ワックス、オーリキュリー
ワックス、ミンクワックス、モンタンワックス、米糠ワックス、使用済穀粒ワックス、鯨
蝋、ヒマワリワックス、セレシンワックス、サトウキビワックス、カルナバワックス、キ
ャンデリラワックス、フルーツ由来のワックス、例えば、オレンジワックス、レモンワッ
クス、グレープフルーツワックス、ヤマモモワックスなど、及び動物性のワックス、例え
ば、密蝋、ウールワックス、熊脂、セラックワックスなどが挙げられるがこれらに限定さ
れない。天然ワックスは、ミネラルワックス、例えば、セレシン及びオゾケライトワック
スを更に含む。合成ワックスは、石油系ワックス、例えば、先に記載されたいくつかのキ
ャリア材料、例えば、パラフィン、ワセリン、ペトロラタム、マイクロワックス、及び微
結晶ワックスを含む。更なる好適な合成ワックスは、ポリアルキレン及びポリエチレング
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リコールワックス、例えば、ポリエチレンワックス、塩素化ナフタレン系のワックス、例
えば、「Ｈａｌｏｗａｘ」、合成炭化水素ワックスなど、ＰＥＧ－６密蝋、ＰＥＧ－８密
蝋、Ｃ３０アルキルジメチコン、合成密蝋、合成キャンデリラワックス、合成カルナバワ
ックス、合成和蝋、合成ホホバワックス、モンタン酸ワックス、モンタンワックス、オー
リキュリーワックス、レゾワックスであり、これらの混合物を含む。更に好適なワックス
は、化学的に改質されたワックス、特に硬化、又は水素添加したワックス、例えば、硬化
綿実油、硬化ホホバ油、硬化ホホバワックス、硬化微結晶ワックス、硬化米糠ワックス、
モンタンエステルワックス、サソルワックス、ホホバエステルなどである。
【００４８】
　他のワックス構成成分が、一定の脂肪（モノ－、ジ－及びトリグリセリド、及び脂肪酸
アルキルエステル）、脂肪アルコール、置換脂肪酸を含む脂肪酸（特に、ヒドロキシ置換
脂肪酸、例えば、１２－ヒドロキシステアリン酸）、ジアルキル（エン）エーテル、ジア
ルキル（エン）カーボネート、ジカルボン酸（特に、Ｃ１６～Ｃ４０－ジカルボン酸のジ
アルキルエステル、例えば、Ｃ１６～Ｃ４０－アルキルステアレート、Ｃ１８～Ｃ３８－
アルキルヒドロキシステアリルステアレート、又はＣ２０～Ｃ４０－アルキルエルカ酸）
、並びにヒドロキシ脂肪アルコールであり得る。より更なるワックス構成成分、芳香族炭
酸、トリカルボン酸の群から、又は長鎖ヒドロキシ炭酸のラクチドの群から選択される。
ミリスチル乳酸は、好適なキャリアである。使用され得る更なるワックス構成成分は、Ｃ

３０～Ｃ５０アルキル蜜蝋、トリ－Ｃ１６～Ｃ４０－アルキルシトレート、例えば、トリ
ステアリルシトレート、トリイソステアリルシトレート、トリラウリルシトレート、エチ
レングリコールジ脂肪酸エステル、特にエチレングリコールジ－Ｃ１２～Ｃ３０－脂肪酸
エステル、例えば、エチレングリコールジパルミテート、エチレングリコールジステアレ
ート、及びエチレングリコールジ（１２－ヒドロキシステアレート）である。
【００４９】
　他の好適なキャリアとしては、本明細書で先に記載した材料のいくつかを含む、固化剤
として機能する材料が挙げられる。本発明のローション組成物中の好適な固化剤は、組成
物を固化することを助けるように機能することができ、それによって組成物は室温で固体
であり、少なくとも３２℃の融点を有する。固化剤はまた、組成物に粘着度を提供しても
よく、これは、着用者の皮膚への粘着による、移動を改善する。選択される固化剤により
、固化剤はまた、移動の様式を改善することができ、それによって組成物は、実際に擦れ
て着用者の皮膚に付く代わりに、破裂するか、剥がれ落ちる傾向を有し、これは、皮膚へ
の移動の改善につながり得る。固化剤は、更に、皮膚軟化剤、閉塞剤、保湿剤、障壁向上
剤、粘度向上剤、及びこれらの組み合わせとして機能してもよい。固化剤は、アルキルシ
ロキサン、ポリマー、３５℃以上の融点を有する硬化植物油、３５℃以上の融点を有する
脂肪酸エステル、アルキルヒドロキシステアレート、分岐状エステル、アルコキシル化ア
ルコール、及びアルコキシル化カルボン酸から選択され得る。加えて、固化剤は、動物、
植物、及びミネラルワックス並びにアルキルシリコーンから選択され得る。好適な固化剤
の例としては、以下の：アルキルシリコーン、アルキルトリメチルシラン、蜜蝋、ベヘニ
ルベヘネート、ベヘニルベンゾエート、Ｃ２４～Ｃ２８アルキルジメチコン、Ｃ３０アル
キルジメチコン、セチルメチコン、ステアリルメチコン、セチルジメチコン、ステアリル
ジメチコン、セロチルジメチコン、キャンデリラワックス、カルナバ、合成カルナバ、Ｐ
ＥＧ－１２カルナバ、セラシン、硬化微結晶ワックス、ホホバワックス、微結晶ワックス
、ラノリンワックス、オゾケライト、パラフィン、合成パラフィン、セチルエステル、ベ
ヘニルベヘネート、Ｃ２０～Ｃ４０アルキルベヘネート、Ｃ２～Ｃ５ラクテート、セチル
パルミテート、ステアリルパルミテート、イソステリルベヘネート、ラウリルベヘネート
、ステアリルベンゾエート、ベヘニルイソステアレート、セチルミリステート、セチルオ
クタノエート、セチルオレアート、セチルリシノレエート、セチルステアレート、デシル
オレエート、ジＣ２～Ｃ５アルキルフメレート、ジベヘニルフメレート、ミリスチルラク
テート、ミリスチルリグノセレート、ミリスチルミリステート、ミリスチルステアレート
、ラウリルステアレート、オクチドデシルステアレート、オクチドデシルステアロイルス
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テレート、オレイルアラキジン酸塩、オレイルステアレート、トリデシルベヘネート、ト
リデシルステアレート、トリデシルステアロイルステアレート、ペンタエリスリトール、
テトラベヘネート、ペンテエリスリチル硬化ロジン、ペンタエリスリチルジステアレート
、ペンタエリスリチルテトラアベート、ペンテエリスリチルテトラココエート、ペンテエ
リスリチルテトラパーラーゴネート、ペントセリスリチルテトラステアレート、エチレン
ビニルアセテート、ポリエチレン、硬化綿実油、硬化植物油、硬化スクアレン、硬化ヤシ
油、硬化ホホバ油、硬化パーム油、硬化パーム核油、硬化オリーブ油、ポリアミド、金属
ステアレート及び他の金属石鹸、Ｃ３０～Ｃ６０脂肪アルコール、Ｃ２０＋脂肪アミド、
ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリブタン、ポリブチレンテレフタレート、ポリジペン
タン、ポリプロピレン、ステアリン酸亜鉛、ドデシルラウレート、ステアリルパルミテー
ト、オクタデシルヘキセデカノエート、オクタデシルパルミテート、ステアリルベヘネー
ト、ドコシルオクタノエート、テトラデシル－オクタデカニルベヘネート、ヘキサデシル
－コサニルヘキサコサネート、セラックワックス、グリコールモンタネート、フッ化ワッ
クス（fluoranated waxes）、Ｃ２０～Ｃ４０アルキルヒドロキシステアリルステアレー
ト、並びにこのような化合物の組み合わせが挙げられるが、これらに限定されない。
【００５０】
　本発明によるローションをつけた生理用品の調整においては、ローション組成物が、ト
ップシートの外表面に適用される。溶融又は液体稠度を有するぬるぬるした材料を分配す
る種々の適用方法のいずれかを用いることができる。好適な方法としては、噴霧、印刷（
例えば、フレキソ印刷）、コーティング（例えば、グラビアコーティング）、押出成形、
浸漬又はこれらの適用技術の組み合わせ、例えば、カレンダーロールのような回転してい
る表面上にローション組成物を噴霧し、次いで組成物を生理用ナプキンのトップシートの
外表面に移動させる等が挙げられるが、これらに限定されない。更に、ローション組成物
を生理用品の一部に適用する方式は基材又は構成要素がローション組成物で飽和しないよ
うなものであることができる。
【００５１】
　生理用品の構成要素に適用されるローション組成物の最低水準は、好ましくはその構成
要素への経血の付着を低減するのに有効な量である。
【００５２】
　ローション組成物はまた、生理用品の構成要素又は層に不均一に適用することができる
。「不均一」とは、ローション組成物の量、分配パターン等が変動し得ることを意味する
。例えば、ローション組成物２２の不均一パターンを図３に示す。ローション組成物の不
均一な適用は、規則的形状、例えば、点、縞、矩形のランダムなパターン、又は他の不規
則なパターンであってもよい。
【００５３】
　ローション組成物は組立中の任意の時点で生理用品に適用することができる。例えば、
ローション組成物はまた、それが他の原材料と組み合わせられ、完成した生理用品を形成
する前に、トップシートの外表面に適用することができる。
【００５４】
　本発明のローション組成物は当該技術分野において既知であるか、米国特許第５，９６
８，０２５号に開示されているような、印刷方法又は連続噴霧又は押出成形により適用す
ることができる。
【００５５】
　本明細書に開示されている寸法及び値は、列挙した正確な数値に厳しく制限されるもの
として理解すべきではない。それよりむしろ、特に指定されない限り、各こうした寸法は
、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を意図する。例
えば、「４０ｍｍ」として開示される寸法は、「約４０ｍｍ」を意味するものとする。
【００５６】
　「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、それが本発明に関して先行技術であ
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ることを容認するものとして解釈すべきではない。本明細書中の用語の任意の意味又は定
義が、参照により組み込まれた文献中の同一の用語の任意の意味又は定義と相反する限り
においては、本明細書においてその用語に与えられた意味又は定義が適用されるものとす
る。
【００５７】
　本発明の特定の諸実施形態を図示し、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を実施でき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。

【図１】 【図２】
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