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(57)【要約】
　局所適用化合物のためのデリバリーシステムが開示されている。　このデリバリーシス
テムは、脂肪酸、リン脂質、および油脂を含み、そして、水を加えることによって活性化
される。　皮膚または毛髪への使用に適した組成物を得るために、このデリバリーシステ
ムは、局所適用化合物および水と共に混合される。　デリバリーシステムを構成する成分
の相対量は、表皮および真皮への局所適用化合物の浸透を許容する可撓性の円形小胞、表
皮および真皮への局所適用化合物の制御送達のためのものであって、その一部が破裂して
いる膜を有する小胞、角質層での局所適用化合物の保護を許容する層状シートの形状の完
全に破裂した小胞、およびこれらの組み合わせでもってして提供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　局所適用化合物のためのデリバリーシステム、すなわち；
 (ａ) 約２重量％～約５０重量％の脂肪酸；
 (ｂ) 約５重量％～約５０重量％のリン脂質；
 (ｃ) 約２０重量％～約９０重量％の油脂、
　を含むデリバリーシステム。
【請求項２】
　界面活性剤を含まない請求項１に記載のデリバリーシステム。
【請求項３】
　前記脂肪酸が、約５重量％～約４０重量％の量で存在する請求項１に記載のデリバリー
システム。
【請求項４】
　前記脂肪酸が、約１０重量％～約３０重量％の量で存在する請求項１に記載のデリバリ
ーシステム。
【請求項５】
　前記脂肪酸が、Ｃ8～Ｃ26脂肪酸を含む請求項１に記載のデリバリーシステム。
【請求項６】
　前記脂肪酸が、カプリン酸、カプリル酸、デカン酸、ラウリン酸、ベヘン酸、獣脂酸、
カプロン酸、ミリスチン酸、オレイン酸、リノール酸、ステアリン酸、イソステアリン酸
、タル油酸、ヤシ酸、ペラルゴン酸、リノレン酸、リシノール酸、パルミチン酸、ヒドロ
キシステアリン酸、亜麻仁酸、ウンデシレン酸、大豆酸、およびこれらの混合物からなる
グループから選択される請求項１に記載のデリバリーシステム。
【請求項７】
　前記リン脂質が、約５重量％～約３５重量％の量で存在する請求項１に記載のデリバリ
ーシステム。
【請求項８】
　前記リン脂質が、約１０重量％～約３０重量％の量で存在する請求項１に記載のデリバ
リーシステム。
【請求項９】
　前記リン脂質が、ホスファチジルエタノールアミン、ホスファチジルコリン、ホスファ
チジルセリン、ホスファチジルイノシトール、ホスファチジルグリセロール、３'-Ｏ-リ
シルホスファチジルグリセロール、カルジオリピン、スフィンゴミエリンおよびこれらの
混合物からなるグループから選択される請求項１に記載のデリバリーシステム。
【請求項１０】
　前記油脂が、約３０重量％～約８５重量％の量で存在する請求項１に記載のデリバリー
システム。
【請求項１１】
　前記油脂が、約４０重量％～約８０重量％の量で存在する請求項１に記載のデリバリー
システム。
【請求項１２】
　前記油脂が、米糠油、ラノリン油、亜麻仁油、ヤシ油、オリーブ油、メンヘーデン油、
ヒマシ油、大豆油、タル油、菜種油、パーム油、牛脚油、ユーカリ油、ペパーミント油、
薔薇油、丁子油、レモン油、松油、オレンジ油、アーモンド油、杏核油、アボカド油、大
風子油、サクランボ種子油、カカオバター, タラ肝油、トウモロコシ油、綿実油、卵油、
エチオダイズド油、ブドウ種子油、ヘーゼルナッツ油、ハイブリッドベニバナ油、硬化ヒ
マシ油、硬化ヤシ油、硬化綿実油、硬化メンヘーデン油、硬化パーム核油、硬化パーム油
、硬化落花生油、硬化サメ肝油、硬化大豆油、硬化植物油、ホホバ油、ミンク油、モリン
ガ油、オリーブ殻皮油、パーム核油、パーム油、モモ核油、落花生油、ペンガワージャン
ビ油、米糠油、ベニバナ油、胡麻油、サメ肝油、シアバター、ベニバナ種子油、スイート
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アーモンド油、植物油、クルミ油、小麦糠脂質、小麦麦芽油、炭化水素、鉱油、１-デセ
ンダイマー、ポリデセン、パラフィン、ワセリン、イソパラフィン、ジメチコン、ジメチ
コンコポリオール、ジメチコノール、シメチコン、フェニルトリメチコン、ステアロキシ
ジメチコン、トリメチルシリルアモジメチコン、アルキルジメチコンポリオール、ジメチ
コンおよびこれらの混合物からなるグループから選択される請求項１に記載のデリバリー
システム。
【請求項１３】
　脂肪酸：リン脂質の重量比率が、約０.２：１～約５：１である請求項１に記載のデリ
バリーシステム。
【請求項１４】
　脂肪酸：リン脂質の重量比率が、約０.５：１～約２：１である請求項１に記載のデリ
バリーシステム。
【請求項１５】
　脂肪酸：リン脂質の重量比率が、約０.８：１～約１.２：１である請求項１に記載のデ
リバリーシステム。
【請求項１６】
　総量で１０重量％までの任意成分、すなわち、界面活性剤、酸化防止剤、香料、染料、
コレステロールエステルおよびこれらの混合物からなるグループから選択される任意成分
をさらに含む請求項１に記載のデリバリーシステム。
【請求項１７】
　前記脂肪酸が、オレイン酸、リノール酸、またはこれらの混合物を含み、前記リン脂質
が、レシチンを含み、および、前記油脂が、米糠油を含む請求項１に記載のデリバリーシ
ステム。
【請求項１８】
　約２重量％の界面活性剤を含む請求項１に記載のデリバリーシステム。
【請求項１９】
　水と請求項１に記載のデリバリーシステムとを含む活性デリバリーシステム。
【請求項２０】
　その５０重量％～９９重量％が水である請求項19に記載の活性デリバリーシステム。
【請求項２１】
　哺乳動物の皮膚または毛髪に対して局所的に適用するのための組成物、すなわち；
 (ａ) 請求項１に記載のデリバリーシステム；
 (ｂ) 局所適用化合物；および
 (ｃ) 水、
　を含む組成物。
【請求項２２】
　デリバリーシステム：水の重量比率が、約１：１～約１：１００である請求項２１に記
載の組成物。
【請求項２３】
　デリバリーシステム：水の重量比率が、約１：１～約１：４である請求項２１に記載の
組成物。
【請求項２４】
　以下の要素、すなわち；
 (ａ) 円形小胞；
 (ｂ) その一部が破裂している膜を有する小胞；
 (ｃ) 完全に破裂して層状シートを形成する膜を有する小胞；または
 (ｄ) (ａ)、(ｂ)および(ｃ)の少なくとも二つを含む混合物を含む、請求項２１に記載の
組成物。
【請求項２５】
　前記局所適用化合物が、香料、薬物、治療剤、脱臭剤、発汗抑制化合物、スキンコンデ
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ィショナー、酸化防止剤、昆虫忌避剤、反対刺激薬、ビタミン、植物抽出物、ステロイド
、皮膚美白用化合物、セルフタンニング化合物、抗菌化合物、抗真菌化合物、抗炎症性化
合物、局所麻酔薬、表皮脂質補助剤、日焼け止め剤、蛍光増白剤、皮膚炎または皮膚病用
薬剤、およびこれらの混合物からなるグループから選択される請求項21に記載の組成物。
【請求項２６】
　前記局所適用化合物が、ベンゾカイン、塩酸ジクロニン、アロエベラ、ピクリン酸ブタ
ンベン、塩酸リドカイン、キシロカイン、ポピドンヨード、ポリミキシンＢ硫酸バシトラ
シン、亜鉛ネオマイシン硫酸ヒドロコルチゾン、クロラムフェニコール、塩化エチルベン
ゼトニウム、エリスロマイシン、リンダン、過酸化ベンゾイル、エリスロマイシン過酸化
ベンゾイル、リン酸クリンダマイシン、５,７-ジクロロ-８-ヒドロキシキノリン、ジプロ
ピオン酸アルクロメタゾン、吉草酸ベータメタゾン、ｏ-アミノ-ｐ-モノ酢酸トルエンス
ルホンアミド、モノベンゾン、アムシノニド、酢酸ジフロラゾン、ヒドロコルチゾン、塩
化エチルベンゼトニウム、ＰＥＧ-４ ジラウレート、ラノリン油、ワセリン、鉱ロウ、硝
酸ブトクアゾール、ハロプロジン、クロトリマゾール、ｏ-[(２-ヒドロキシ-メチル)メチ
ル]グアニン、ジプロピオン酸アルクロメタゾン、吉草酸ベータメタゾン、ミリスチン酸
イソプロピルＭＳＤ、アントラリン、メトキサレン、コールタール、２-(アセチルオキシ
)-９-フルオロ-１'、２'、３'、４'-テトラヒドロ-１-ヒドロキシプレグナ-１,４-ジエノ
-[16、17-ｂ]ナフタレン-３,20-ジオン、21-クロロ-９-フルオロ-１'、２'、３'、４'-テ
トラヒドロ-11ｂ-ヒドロキシプレグナ-１,４-ジエノ-[16ｚ, 17-ｂ]ナフタレン-３,20-ジ
オン、アラントイン、サリチル酸、およびこれらの混合物からなるグループから選択され
る請求項21に記載の組成物。
【請求項２７】
　前記活性剤が、マリーゴールド抽出物、過酸化尿素、サームス ファーメント、グリセ
リン、蛍光増白剤、抗酸化剤、シリコーン、ミリスチン酸イソプロピル、アスコルビン酸
、レチノール、サリチル酸、亜鉛ピリチオン、ベンゾフェノン-３、香料、グリコール酸
、ヒアルロン酸、過酸化水素、タンパク質、酵素、トコフェロール、ブテイン、ヒドロキ
ノン、コウジ酸、 ホホバ油、α-またはβ-ヒドロキシ酸、およびこれらの混合物からな
るグループから選択される請求項21に記載の組成物。
【請求項２８】
　総量で１０重量％までの任意成分、すなわち、界面活性剤、酸化防止剤、香料、染料、
コレステロールエステルおよびこれらの混合物からなるグループから選択される任意成分
をさらに含む請求項21に記載の組成物。
【請求項２９】
  哺乳動物の皮膚を処置するための方法であって、(ａ)請求項１に記載のデリバリーシス
テム、(ｂ)局所適用化合物、および(ｃ)水を含む組成物と、当該皮膚とを接触させる工程
を含む方法。
【請求項３０】
　前記局所的に活性な化合物が、皮膚の表面に浸透する請求項29に記載の方法。
【請求項３１】
　前記局所的に活性な化合物が、持続的に放出される請求項30に記載の方法。
【請求項３２】
　前記局所的に活性な化合物が、皮膚の表面から表皮および真皮に浸透する請求項29に記
載の方法。
【請求項３３】
　前記局所的に活性な化合物が、表皮および真皮に持続的に放出される請求項32に記載の
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、2004年９月24日に出願された米国特許仮出願第60/613,034号の利益の享受を主
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張する。
【０００２】
　本願発明は、組成物から局所適用化合物を制御放出するためのデリバリーシステムに関
する。　具体的には、本願発明は、組成物、すなわち、(ａ)脂肪酸、リン脂質および油脂
を含むデリバリーシステム、(ｂ)局所適用化合物、および(ｃ)水を含む組成物から局所適
用化合物を制御放出するためのデリバリーシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　活性成分の投与は、活性成分が天然遮断層を十分に透過できないため、所望の標的部位
に活性成分の好適な送達を妨げる当該遮断層によって制約を受けることがよくある。　局
所適用化合物にとっての天然遮断層とは、皮膚である。
【０００４】
　局所適用化合物は、様々な化学分類に属し、また、多様な作用効果をも奏する。　幾つ
かの局所適用化合物では、皮膚表面で所望の作用を発現させるための工夫が加えられてい
る。　また、その他の局所適用化合物では、皮膚表面に浸透し、そして、皮膚表面下部で
所望の作用を発現させるための工夫がされている。　しかしながら、皮膚表面がもたらす
物理的保護層は、局所適用化合物を効果的に皮膚表面下部に送達させることを難しくして
いる。
【０００５】
　哺乳動物の皮膚は、二つの個別の層、すなわち、その最も外側の層が、脂肪親和性の層
状構造によって取り囲まれた死亡細胞の幾つかの層から構成されている角質層である表皮
と、生体の表皮の下部にある管状の真皮とを含む。　皮膚のほとんどの生命活動を、この
表皮と真皮が担っている。　つまり、表皮および真皮に化合物を局所的に送達するために
は、それら化合物を、角質層を通過させる必要があるのである。
【０００６】
  皮膚表面下部に所望の作用を及ぼすパーソナルケア製品の非侵襲的投与は、大抵の場合
において、好都合である。　それが故に、様々な活性剤の皮膚浸透性を改善するための研
究も行われている。　活性剤の局所投与は、容易であり、また、患者の理解も得られやす
く、そして、化合物の分解を防ぐこともできる。　皮膚への浸透性を増大させる方法とし
て、溶媒や界面活性剤などの化学添加物を利用する方法がある。
【０００７】
　皮膚への活性剤の浸透性を増大させるための有名な方法として、浸透増強剤を用いるも
のがある。　このような浸透増強剤として、非イオン性物質(例えば、長鎖アルコール、
界面活性剤、両性イオン性リン脂質)、陰イオン性物質(例えば、 脂肪酸)、陽イオン性長
鎖アミン、スルホキシド、ならびに様々なアミノ誘導体、そして、両性グリシナートおよ
びベタインがある。　にもかかわらず、皮膚への活性剤の浸透に関する問題点は、未だに
実質的な解決には至っていない。
【０００８】
　皮膚表面への局所適用化合物の送達および／または皮膚表面へ浸透させるための組成物
またはデリバリーシステムを開示している特許文献として、米国公開特許公報第US2002/0
048596号、米国特許第6,165,520号、米国公開特許公報第US2003/0099694号、および米国
公開特許公報第US2002/0064524号がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本願は、局所適用化合物のためのデリバリーシステム、およびそれらデリバリーシステ
ムと局所適用化合物を含有する組成物に関する。　本願発明のデリバリーシステムは、皮
膚表面への局所適用組成物の効果的かつ容易な適用を可能にし、また、本願発明の組成物
は、それを皮膚表面から浸透せしめることで、角質層または表皮および真皮のいずれかで
の局所適用化合物の滞留を可能ならしめる。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本願発明は、局所適用化合物のためのデリバリーシステム、およびそれらデリバリーシ
ステムと局所適用化合物を含む組成物に関する。　具体的には、本願発明は、皮膚表面へ
の局所適用化合物の適用、すなわち、皮膚表面から浸透させることによって、角質層また
は表皮および真皮のいずれかにまで浸透させるための適用を可能にするデリバリーシステ
ムに関する。
【００１１】
　本願発明によれば、このデリバリーシステムは、頭皮を含む皮膚への適用に適した組成
物を得るために、局所適用化合物および水と共に混合する。　そして、局所適用化合物を
適用および送達するために、この混合物を、製剤化することは勿論、製剤成分を取り込む
ことも可能である。
【００１２】
　本願発明のある実施態様によれば、デリバリーシステムの構成成分は、相対量でもって
して、(ａ)生体の表皮および真皮への局所適用化合物の浸透を許容する可撓性の円形小胞
、(ｂ)表皮および真皮への局所適用薬物の制御送達のためのものであって、その一部が破
裂している膜を有する小胞、(ｃ)角質層への局所適用化合物の制御送達および角質層での
局所適用化合物の保護を許容する層状シートを形成する完全に破裂した膜を有する小胞、
および(ｄ) (ａ)、(ｂ)および(ｃ)の少なくとも二つを含有する混合物でもってして提供
される。
【００１３】
　本願発明の他の実施態様によれば、脂肪酸、リン脂質、および油脂を含む局所適用化合
物のためのデリバリーシステムが提供される。　このデリバリーシステムは、通常、意図
的に界面活性剤を用いていないが、２重量％の界面活性剤を含有させることができる。　
具体的には、このデリバリーシステムは、約２重量％～約50重量％の脂肪酸、約５重量％
～約50重量％のリン脂質、および約20重量％～約90重量％の油脂を含む。
【００１４】
　本願発明のさらに別の実施態様によれば、本願発明のデリバリーシステム、局所適用化
合物および水を含む組成物、すなわち、(ａ)局所適用化合物が、意図した作用を奏するに
十分な量で存在しており、かつ(ｂ)デリバリーシステムおよび水のそれぞれが、約１：１
～約１：100のデリバリーシステム：水の重量比率で存在している組成物が提供される。
【００１５】
　本願発明のさらに別の実施態様によれば、局所適用化合物、すなわち、スキンケア化合
物、局所用薬物、酸化防止剤、染料、皮膚美白用化合物、セルフタンニング化合物、蛍光
増白剤、脱臭剤、香料、日焼け止め剤、昆虫忌避剤、薬物、同様の局所適用化合物、およ
びこれらの混合物からなるグループから選択される局所適用化合物と本願発明のデリバリ
ーシステムとを含有する組成物が提供される。
【００１６】
　本願発明のこれら態様とその他の態様、それに新規の特徴部分は、好適な実施態様に関
する以下の詳細な説明から明らかになるであろう。
【発明の効果】
【００１７】
　本願発明のデリバリーシステムは、皮膚表面への局所適用組成物の効果的かつ容易な適
用を可能にし、また、本願発明の組成物は、それを皮膚表面から浸透せしめることで、角
質層または表皮および真皮のいずれかでの局所適用化合物の滞留を可能ならしめる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本願発明は、局所適用化合物のためのデリバリーシステム、およびそれらデリバリーシ
ステムと局所適用化合物を含む組成物に関する。　具体的には、このデリバリーシステム
は、角質層での局所適用化合物の持続的放出と、皮膚表面の下部、例えば、表皮および真
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皮への局所適用化合物の制御放出とを可能にする。
【００１９】
　本明細書で用いられている「デリバリーシステム」の用語は、脂肪酸、リン脂質および
油脂の混合物を指す。　また、「活性デリバリーシステム」の用語は、水で希釈したデリ
バリーシステムを指す。
【００２０】
　本明細書で用いられている「持続的放出」の用語は、長期間にわたる局所適用化合物の
放出、すなわち、所望の標的部位への局所適用化合物の連続的供給を指す。　また、「制
御放出」の用語は、下部組織にある所望の標的部位に局所適用化合物を貯蔵するために、
所望の標的部位、すなわち、角質層または表皮および真皮へ局所適用化合物の放出するこ
とを指す。
【００２１】
　本願発明のデリバリーシステムは、(ａ)脂肪酸、(ｂ)リン脂質、および(ｃ)油脂を含む
。　このデリバリーシステムは、そこに水を加えることで活性化される。　このデリバリ
ーシステムを、局所的に活性な化合物および水、そして、その他の任意成分と共に混合す
ることで、本願発明の組成物が得られる。　(ａ)、(ｂ)および(ｃ)の相対量、それに(ｂ)
のＨＬＢ(親水性-脂肪親和性バランス)に応じて、本願発明の組成物において、デリバリ
ーシステムは、(ｉ)円形小胞、(ii)その一部が破裂している膜を有する小胞、(iii)角質
層細胞間に存在する層状構造を模倣する層状シートを形成する完全に破裂した膜を有する
小胞、および(iv)これらの混合物として提供される。
【００２２】
　円形小胞、その一部が破裂している膜を有する小胞、および層状シートの相対量をもっ
てして、所望の標的部位、すなわち、皮膚表面または表皮および真皮への局所適用薬物の
制御送達が可能となる。　皮膚表面または表皮および真皮への局所適用薬物の制御送達は
、局所適用化合物の経時的な持続的放出を可能にする。
【００２３】
　１．脂肪酸
　本願発明のデリバリーシステムは、約２重量％～約50重量％、好ましくは、約５重量％
～約40重量％の脂肪酸を含む。　本願発明の効果を最大限に引き出すために、このデリバ
リーシステムは、約10重量％～約30重量％の脂肪酸を含む。
【００２４】
　Ｃ8～Ｃ26脂肪酸を、本願発明のデリバリーシステムの脂肪酸として取り込むことがで
きる。　この脂肪酸を、一つまたはそれ以上の炭素-炭素二重結合で飽和させることも、
あるいは、この脂肪酸に当該二重結合を含有させることもできる。　このデリバリーシス
テムにおいて有用な脂肪酸の例として、カプリン酸、カプリル酸、デカン酸、ラウリン酸
、ベヘン酸、獣脂酸、カプロン酸、ミリスチン酸、オレイン酸、リノール酸、ステアリン
酸、イソステアリン酸、タル油脂酸、ヤシ酸、ペラルゴン酸、リノレン酸、リシノール酸
、パルミチン酸、ヒドロキシステアリン酸、亜麻仁酸、ウンデシレン酸、大豆酸、および
それらの混合物があるが、これらに限定されない。　その他の脂肪酸は、本明細書の一部
を構成するものとしてその内容を援用する the CTFA Cosmetic Ingredient Handbook, Fi
rst Ed., J. Nikotakis, ed., The Cosmetic Toiletry, and Fragrance Association (19
88), [以下、「CTFAハンドブック」と称する]の第27頁～第28頁に記載されている。
【００２５】
　２．リン脂質
　脂肪酸に加えて、本願発明のデリバリーシステムは、リン脂質を含む。　このデリバリ
ーシステムは、約５重量％～約50重量％、好ましくは、約５重量％～約35重量％のリン脂
質を含む。　本願発明の効果を最大限に引き出すために、このデリバリーシステムは、約
10重量％～約30重量％のリン脂質を含む。
【００２６】
  本願発明において有用なリン脂質は、特に限定されない。　したがって、このデリバリ
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ーシステムは、例えば、ホスファチジルエタノールアミン(すなわち、セファリン)、ホス
ファチジルコリン(すなわち、レシチン)、ホスファチジルセリン、ホスファチジルイノシ
トール、ホスファチジルグリセロール、３'-Ｏ-リシルホスファチジルグリセロール、カ
ルジオリピン、スフィンゴミエリン、およびこれらの混合物を用いて調製することができ
る。　一般的に、このリン脂質として、その第１,２-位がＣ6-Ｃ24脂肪酸でエステル化さ
れたグリセリドや、その第３位にリン酸エステル残基を有するグリセリドを用いることが
できる。
【００２７】
　その他の有用なリン脂質として、正電荷を帯びたリン酸エステル残基、通常は、四級ア
ンモニウム窒素を有するリン酸エステル残基を含有したものがある。　このようなリン脂
質として、ホスファチジルエタノールアミン、ホスファチジルコリン、ホスファチジルセ
リン、および３'-Ｏ-リシルホスファチジルグリセロールなどがあるが、これらに限定さ
れない。
【００２８】
　精製したリン脂質を用いる必要はない。　本願発明にあっては、市販のレシチンなどの
市販のリン脂質を用いることができるので、この点において、経済的であると言える。
【００２９】
　異なるＨＬＢ値を有するリン脂質も利用可能であり、このリン脂質のＨＬＢ値は、水を
用いて活性化した本願発明のデリバリーシステム内に存在する小胞の形状にも影響を与え
る。　例えば、約７という低いＨＬＢ値を示すリン脂質は、円形小胞を安定化せしめ、ま
た、高いＨＬＢ値を示すリン脂質は、破裂した小胞(例えば、約９のＨＬＢ)や層状シート
(例えば、約10のＨＬＢ)を安定化せしめる。　化合物のＨＬＢ値は、当業者に周知の事項
である。　化合物のＨＬＢ値は、文献に記載されている数値であり、また、算出すること
は勿論、実験によって決定することもできる。　例えば、W.C. Griffin, J. Soc. Cosmet
ic Chem., 5, 294 (1954)を参照されたい。
【００３０】
　３．油脂
　脂肪酸とリン脂質の他に、本願発明のデリバリーシステムは、油脂を含む。　この油脂
として、天然油、合成油、またはそれらの混合物などを利用することができる。　このデ
リバリーシステムは、約20重量％～約90重量％、好ましくは、約30重量％～約85重量％の
油脂を含む。　本願発明の効果を最大限に引き出すために、このデリバリーシステムは、
約40重量％～約80重量％の油脂を含む。
【００３１】
　油脂の種類は、特に限定されない。　有用な油脂の例として、米糠油、ラノリン油、亜
麻仁油、ヤシ油、オリーブ油、メンヘーデン油、ヒマシ油, 大豆油、タル油、菜種油、パ
ーム油、牛脚油、ユーカリ油、ペパーミント油、薔薇油、丁子油、レモン油、松油、オレ
ンジ油、アーモンド油、杏核油、アボカド油、大風子油、サクランボ種子油、カカオバタ
ー、タラ肝油、トウモロコシ油、綿実油、卵油、エチオダイズド油、ブドウ種子油、ヘー
ゼルナッツ油、ハイブリッドベニバナ油、硬化ヒマシ油、硬化ヤシ油、硬化綿実油、硬化
メンヘーデン油、硬化パーム核油、硬化パーム油、硬化落花生油、硬化サメ肝油、硬化大
豆油、硬化植物油、ホホバ油、ミンク油、モリンガ油、オリーブ殻皮油、パーム核油、パ
ーム油、モモ核油、落花生油、ペンガワージャンビ油、ベニバナ油、胡麻油、サメ肝油、
シアバター、ベニバナ種子油、スイートアーモンド油、植物油、クルミ油、小麦糠脂質、
小麦麦芽油、およびこれらの混合物があるが、これらに限定されない。　その他の油脂は
、本明細書の一部を構成するものとしてその内容を援用するCTFAハンドブックの第23頁、
第26頁および第27頁に記載されている。
【００３２】
　油脂として、例えば、鉱油、１-デセンダイマー、ポリデセン、パラフィン、ワセリン
またはイソパラフィンなどの炭化水素のような合成油を用いることができる。　その他の
合成油として、ジメチコンのようなシリコーン油や、ジメチコンポリオールなどの機能性



(9) JP 2008-514606 A 2008.5.8

10

20

30

40

シリコーン油がある。　このシリコーン油は、25℃で、約10センチポアズ(cps)～約600,0
00cpsの粘度を、また、通常は、約350cps～約10,000cpsの粘度を示す。　シリコーン油の
例として、ジメチコン、ジメチコンコポリオール、ジメチコノール、シメチコン、フェニ
ルトリメチコン、ステアロキシジメチコン、リメチルシリルアモジメチコン、アルキルジ
メチコンポリオール、そして、ポリオキシエチレンおよび／またはポリオキシプロピレン
側鎖を有するジメチコンなどがある。
【００３３】
　本願発明のデリバリーシステムは、陰イオン性、陽イオン性、非イオン性、両イオン性
および両性の界面活性剤などの界面活性剤を意図的に加えることもできる。　本明細書で
用いる「界面活性剤」の用語は、リン脂質以外の表面活性化剤を指す。　特に、「界面活
性剤」の用語は、陰イオン性、陽イオン性、非イオン性、両イオン性および両性の界面活
性剤を含む洗浄剤型および洗剤型の界面活性剤を指す。　通常、本願発明のデリバリーシ
ステムは、界面活性剤を実質的に含んでいないが、０重量％～約２重量％の界面活性剤を
含むことができる。
【００３４】
　本願発明のデリバリーシステムは、任意成分を含むことができる。　例えば、デリバリ
ーシステムに、ビタミンＥおよび／またはビタミンＥ誘導体などの酸化防止剤を取り込む
ことができる。　その他の任意成分として、香料、保存料、染料およびコレステロールエ
ステルなどがあるが、これらに限定されない。　任意成分は、それが意図している作用を
奏するに十分な量で利用されるものであって、通常は、デリバリーシステムの０重量％～
約１重量％の量で利用される。　任意成分は、合計で、デリバリーシステムの０重量％～
約10重量％の量でデリバリーシステムに利用される。
【００３５】
　通常は、デリバリーシステムでの脂肪酸：リン脂質の重量比率は、約０.５：１～約２
：１である。　しかしながら、脂肪酸：リン脂質の重量比率を、約０.２：１～約５：１
に調整することも可能である。　好ましい実施態様によれば、脂肪酸：リン脂質の重量比
率は、約０.８：１～約１.２：１に調整される。
【００３６】
　本願発明のデリバリーシステムは、脂肪酸、リン脂質、および油脂を、均質な組成物が
得られるまで攪拌することによって取得できる。　本願発明のデリバリーシステムについ
ての二つの事例を、以下に示している。
【００３７】
【表１】

【００３８】
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【表２】

　以下の実施例３～５を調製し、次いで、等量の脱イオン水と共に混合して活性化を行っ
た。　各実施例で、異なるＨＬＢ値を示すリン脂質を用いた。　実施例３および５では、
所望のＨＬＢ値に調整するために、レシチンの混合物を用いた。　ＨＬＢ値が７のリン脂
質の混合物を取り込んでいる実施例３を、水を用いて活性化をすると、円形小胞が得られ
た。　ＨＬＢ値が９のレシチンを取り込んでいる実施例４を、水を用いて活性化をすると
、破裂した小胞が得られた。　ＨＬＢ値が１０.５のレシチンの混合物を取り込んでいる
実施例５を、水を用いて活性化をすると、層状シートが得られた。
【００３９】
【表３】

　本願発明のデリバリーシステムは、パーソナルケア製品、化粧品および医薬品の分野に
おいて有用である。　本願発明のデリバリーシステムは、香料、顔料、皮膚治療剤、局所
用薬物、および同様の局所適用化合物などの局所適用化合物の制御放出と標的送達を実現
する。
【００４０】
　本願発明のデリバリーシステムを、室温下で、水と共に混合するか、あるいは加熱して
、活性デリバリーシステムを形成する。　通常は、本願発明のデリバリーシステムを、水
と共に混合するか、あるいは水と局所適用化合物とを含むその他のビヒクルと共に混合し
て、本願発明の組成物を得る。　このデリバリーシステムに水を加えて、デリバリーシス
テム：水の重量比率を、約１：１～約１：100、好ましくは、約１：約50に調整する。　
デリバリーシステム：水のさらに好ましい重量比率は、約１：１～約１：10である。　皮
膚に適用する最終組成物を得るために、この混合物に対して水と製剤成分をさらに加える
か、あるいは、この混合物に対して水とその他の追加成分を加えることができる。
【００４１】
　デリバリーシステムに水を加えることで、デリバリーシステムが活性化され、そして、
局所適用化合物を送達するための多様な構造の形成が可能となる。　後述するように、脂
肪酸、リン脂質および油脂の相対量、それに、リン脂質のＨＬＢ値は、エマルジョンに出
現する小胞の主要形態、すなわち、円形小胞、その一部が破裂している小胞、そして、層
状シートを形成する完全に破裂した小胞などの形態に相関する。　通常は、これら各形態
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のものが、活性デリバリーシステムにおいて認められる。　デリバリーシステムに含まれ
る脂肪酸、リン脂質および油脂の相対量および種類は、円形小胞、その一部が破裂してい
る小胞、そして、層状シートの分布に変化を及ぼし、それにより、皮膚表面から表皮およ
び真皮への組成物の浸透性も改変される。　これにより、所望の標的部位への局所適用化
合物の制御送達が実現することとなる。
【００４２】
　デリバリーシステムへの水の添加に加えて、通常は、局所適用化合物もデリバリーシス
テムに添加される。　これまで通りに、デリバリーシステムに水を加える以前に、局所的
に活性な化合物が添加される。　そうすることで、水を添加して得られた小胞が、局所適
用化合物を封入あるいは取り込んで、そして、局所適用化合物の制御放出および／または
持続的放出のために供される。
【００４３】
　局所適用化合物は、意図した作用を奏するに十分な量で、本願発明の組成物に取り込ま
れる。　組成物に用いる局所適用化合物の量は、治療薬での極少量からスキンケア化合物
、例えば、制汗剤での比較的多量に至る広範囲の用量に及ぶ。　本願発明の組成物に用い
る局所適用化合物の量は、化合物の種類と意図している用途に基づきさえすれば、当業者
にとって自明の事項である。
【００４４】
　本願発明の重要な特徴によれば、局所適用化合物として、水溶性および油溶性の区別に
関係なく、多様な化合物を用いることができる。
【００４５】
　したがって、この局所適用化合物として、化粧品用化合物、医薬用活性化合物、それに
、化粧品やパーソナルケア製品で用いられている化合物、または皮膚への局所的適用に適
した化合物のいずれか、またはそれらの混合物を用いることができる。　このような局所
的活性剤として、脱臭剤、スキンケア化合物、植物抽出物、酸化防止剤、昆虫忌避剤、反
対刺激薬、ビタミン、ステロイド、レチノイド、抗菌化合物、抗真菌化合物、抗炎症性化
合物、抗生物質、局所麻酔薬、日焼け止め剤、蛍光増白剤、その他の局所的に効果的な化
粧品用化合物や医薬品用化合物などがあるが、これらに限定されない。
【００４６】
　例えば、スキンコンディショナーを、局所適用化合物とすることができる。　スキンコ
ンディショニング剤として、フルクトース、グルコース、グリセリン、プロピレングリコ
ール、グリセレス-26、マンニトール、尿素、ピロリドンカルボン酸、加水分解レシチン
、ココ-ベタイン、システイン塩酸塩、グルカミン、ＰＰＧ-１５、グルコン酸ナトリウム
、アスパラギン酸カリウム、オレイルベタイン、チアミン塩酸塩、ヒアルロン酸ナトリウ
ム、加水分解タンパク質、加水分解ケラチン、アミノ酸、アミンオキシド、ビタミンＡ、
Ｅ、およびＤの水溶性誘導体、アミノ機能性シリコーン、エトキシル化グリセリン、α-
ヒドロキシ酸およびその塩などの保湿剤、ＰＥＧ-２４硬化ラノリンなどの油脂誘導体、
およびこれらの混合物があるが、これらに限定されない。　その他の無数のスキンコンデ
ィショナーは、本明細書の一部を構成するものとしてその内容を援用する the CTFA Cosm
etic Ingredient Handbook, First Ed., J. Nikotakis, ed., The Cosmetic Toiletry, a
nd Fragrance Association (1988)[以下、「CTFAハンドブック」と称する]の第79頁～第8
4頁に記載されている。
【００４７】
　少なくとも10個の炭素原子、好ましくは、10個～約32個の炭素原子を有する水不溶性エ
ステルも、スキンコンディショナーに利用できる。　好適なエステルとして、約８個～約
20個の炭素原子を有する脂肪族アルコール、および、約２個～約12個の炭素原子を有する
脂肪族または芳香族カルボン酸の他に、これとは逆に、２個～約12個の炭素原子を有する
脂肪族アルコール、および、約８個～約20個の炭素原子を有する脂肪族または芳香族カル
ボン酸もある。　このエステルは、直鎖状のものでも、分枝状のものでもよい。　好適な
エステルとして、例えば、以下のものが挙げられるが、これらに限定されない。
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【００４８】
 (ａ) 脂肪族一価アルコールエステル、すなわち、プロピオン酸ミリスチル、イソステア
リン酸イソプロピル、ミリスチン酸イソプロピル、パルミチン酸イソプロピル、酢酸セチ
ル、プロピオン酸セチル、ステアリン酸セチル、ネオペンタン酸イソデシル、オクタン酸
セチル、ステアリン酸イソセチルなどであるが、これらに限定されない。
【００４９】
 (ｂ) ポリカルボン酸の脂肪族ジ-およびトリ-エステル、すなわち、アジピン酸ジイソプ
ロピル、フマル酸ジイソステアリル、アジピン酸ジオクチル、およびクエン酸トリイソス
テアリルなどであるが、これらに限定されない。
【００５０】
 (ｃ) 脂肪族多価アルコールエステル、すなわち、ジペラルゴン酸プロピレングリコール
などであるが、これらに限定されない。
【００５１】
 (ｄ) 芳香族酸の脂肪族エステル、すなわち、安息香酸のＣ12-Ｃ15アルコールエステル
、サリチル酸オクチル、安息香酸スクロース、およびフタル酸ジオクチルなどであるが、
これらに限定されない。
【００５２】
　その他の無数のエステルは、本明細書の一部を構成するものとしてその内容を援用する
 CTFAハンドブックの第24頁～第26頁に記載されており、また、リポ ケミカルズ社から、
LIPONATE(商品名)、LIPO ポリグリコール、およびLIPOVOL(商品名)の商品が市販されてお
り、入手可能である。
【００５３】
  アスコルビン酸やエリトルビン酸などの酸化防止剤、あるいは蛍光増白剤も局所適用化
合物として使用できる。　さらに、ジヒドロキシアセトンなどのセルフタンニング化合物
も、局所適用剤として使用できる。
【００５４】
  このような局所適用化合物として有用な蛍光増白剤として、日光の不可視紫外線領域を
吸収し、そして、そのエネルギーを波長の長い可視波長光に変換することができる化合物
がある。　蛍光増白剤は、無色の物質であり、また、可視光線領域のエネルギーを吸収し
ない。　通常は、蛍光増白剤として、スチルベンの誘導体または４,４'-ジアミノスチル
ベン、ビフェニール、五員ヘテロ環、例えば、トリアゾール、オキサゾールまたはイミダ
ゾール、または、六員ヘテロ環、例えば、クマリン、ナフタラミドまたはｓ-トリアジン
が使われている。　蛍光増白剤は、TINOPAL(登録商標)、LEUCOPHOR(登録商標)、およびCA
LCOFLUOR(登録商標)などの様々な商品名で市販されている。　具体的な蛍光化合物として
、TINOPAL(登録商標) 5BM、CALCOFLUOR(登録商標) CG、およびLEUCOPHOR(登録商標) BSB
などがあるが、これらに限定されない。
【００５５】
　局所適用化合物として、収斂性塩または生物作用性化合物などの脱臭剤や発汗抑制化合
物を用いることができる。　収斂性塩として、アルミニウム、ジルコニウム、亜鉛の有機
塩および無機塩、およびこれらの混合物がある。　収斂性塩の陰イオンとして、例えば、
硫酸塩、塩化物、クロロ水酸化物、蟻酸塩、乳酸塩、ベンジルスルホン酸塩、またはフェ
ニルスルホン酸塩などを用いることができる。　制汗剤用の収斂性塩の例として、ハロゲ
ン化アルミニウム、ヒドロキシハロゲン化アルミニウム、ジルコニルオキシハロゲン化物
、ジルコニルヒドロキシハロゲン化物、およびこれらの混合物がある。
【００５６】
　アルミニウム塩の例として、塩化アルミニウムの他に、一般式、すなわち、Ａｌ2(ＯＨ
)xＱy・ＸＨ2Ｏ、式中、Ｑは、塩素、臭素または沃素であり；ｘは、約２～約５であり；
ｘ＋ｙは、約６であり、ｘおよびｙが、整数である必要はなく；および、Ｘが、約１～約
６である一般式で表されるヒドロキシハロゲン化アルミニウムがある。　ジルコニウム化
合物の例として、ジルコニル塩およびジルコニルヒドロキシ塩とも呼ばれており、また、
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一般実験式、すなわち、ＺｒＯ(ＯＨ)2-nzＬz、式中、ｚは、約0.9～約２の範囲で変化し
、かつ整数である必要は無く；ｎは、Ｌの原子価であり；２-ｎｚは、０と同等またはそ
れ以上であり；そして、Ｌが、ハロゲン化物、硝酸塩、スルファミド酸塩、硫酸塩、およ
びそれらの混合物からなるグループから選択される実験式で表されるいるジルコニウムオ
キシ塩とジルコニウムヒドロキシ塩がある。
【００５７】
　したがって、脱臭剤化合物として、臭化アルミニウム水和物、カリミョウバン、クロロ
ヒドロキシアルミニウム乳酸ナトリウム、硫酸アルミニウム、クロロアルミニウム水和物
、テトラクロロアルミニウム-ジルコニウム水和物、グリシンを取り込んだポリクロロア
ルミニウム-ジルコニウム水和物、トリクロロアルミニウム-ジルコニウム水和物、オクタ
クロロアルミニウム-ジルコニウム水和物、セスキクロロアルミニウム水和物、アルミニ
ウムセスキクロロハイドレックスＰＧ、アルミニウムクロロハイドレックスＰＥＧ、アル
ミニウム-ジルコニウムオクタクロロハイドレックスグリシン複合体、アルミニウム-ジル
コニウムペンタクロロハイドレックスグリシン複合体、アルミニウム-ジルコニウムテト
ラクロロハイドレックスグリシン複合体、アルミニウム-ジルコニウムトリクロロハイド
レックスグリシン複合体、アルミニウムクロロハイドレックスＰＧ、クロロジルコニウム
水和物、ジクロロアルミニウム水和物、アルミニウムジクロロハイドレックスＰＥＧ、ア
ルミニウムジクロロハイドレックスＰＧ、アルミニウムセスキクロロハイドレックスＰＧ
、塩化アルミニウム、ペンタクロロアルミニウム-ジルコニウム水和物、クロロフィリン
銅複合体、本明細書の一部を構成するものとしてその内容を援用するCTFAハンドブックの
第56頁に記載されている無数のその他の有用な発汗抑制化合物、およびこれらの混合物な
どがあるが、これらに限定されない。　悪臭を遮蔽して脱臭剤として作用する香料も、活
性剤として使用できる。　無数の香料化合物は、本明細書の一部を構成するものとしてそ
の内容を援用するCTFAハンドブックの第69頁～第70頁に記載されている。
【００５８】
　加えて、意図した作用を奏するに十分な量のその他の化合物も、局所適用化合物として
取り込むことができる。　例えば、組成物を日焼け止め剤として使用するのであれば、ベ
ンゾフェノン-３、トリヒドロキシケイ皮酸およびその塩、タンニン酸、尿酸、キニン塩
、ジヒドロキシナフトール酸、アントラニラート、メトキシケイ皮酸ジエタノールアミン
、ｐ-アミノ安息香酸、フェニルベンズイミダゾールスルホン酸、ＰＥＧ-２５、ｐ-アミ
ノ安息香酸、または安息香酸トリエタノールアミンなどの化合物を、局所適用化合物とし
て使用することができる。
【００５９】
　さらに、ジオキシベンゾン、アミノ安息香酸エチル４-[ビス(ヒドロキシプロピル)]、
アミノ安息香酸グリセリル、ホモサレート、アントラニラートメチル、オクトクリレン、
メトキシケイ皮酸オクチル、サリチル酸オクチル、オキシベンゾン、パディメートＯ、赤
ワセリン、二酸化チタン、４-メンチルベンジリデンカンファー、ベンゾフェノン-１、ベ
ンゾフェノン-２、ベンゾフェノン-６、ベンゾフェノン-12、イソプロピルジベンゾイル
メタン、ブチルメトキシジベンゾイルメタン、ゾトクリレン、または酸化亜鉛などの日焼
け止め用化合物を、局所適用化合物として使用することができる。　その他の日焼け止め
剤化合物は、本明細書の一部を構成するものとしてその内容を援用するCTFAハンドブック
の第86頁～第87頁に記載されている。
【００６０】
　同様に、抗真菌化合物、抗菌化合物、抗炎症性化合物、局所麻酔薬、皮疹、皮膚病およ
び皮膚炎用の薬剤、それに、抗掻痒性化合物や刺激抑制化合物などの局所適用薬物を、本
願発明の組成物での活性剤として用いることができる。　例えば、ベンゾカイン、塩酸ジ
クロニン、アロエベラなどの鎮痛薬；ピクリン酸ブタンベン、塩酸リドカイン、キシロカ
インなどの麻酔薬；ポピドンヨード、ポリミキシンＢ硫酸バシトラシン、亜鉛ネオマイシ
ン硫酸ヒドロコルチゾン、クロラムフェニコール、塩化エチルベンゼトニウム、エリスロ
マイシンなどの抗菌化合物や防腐薬；リンダンなどの駆虫薬；過酸化ベンゾイル、エリス



(14) JP 2008-514606 A 2008.5.8

10

20

30

40

50

ロマイシン過酸化ベンゾイル、リン酸クリンダマイシン、５,７-ジクロロ-８-ヒドロキシ
キノリンなどのアクネ用製剤をはじめとする実質的にすべての皮膚科用製剤；ジプロピオ
ン酸アルクロメタゾン、吉草酸ベータメタゾンなどの抗炎症剤；ｏ-アミノ-ｐ-モノ酢酸
トルエンスルホンアミドなどの火傷軽減用軟膏；モノベンゾンなどの脱色素剤；活性ステ
ロイドアムシノニド、酢酸ジフロラゾン、ヒドロコルチゾンなどの皮膚炎緩和剤；塩化エ
チルベンゼトニウムなどのおむつかぶれ緩和剤；鉱油、ＰＥＧ-４ジラウレート、ラノリ
ン油、ワセリン、鉱ロウなどの皮膚軟化薬および保湿剤；硝酸ブトクアゾール、ハロプロ
ジン、クロトリマゾールなどの殺菌剤；Ｏ-[(２-ヒドロキシメチル)-メチル]グアニンな
どのヘルペス処置用薬物；ジプロピオン酸アルクロメタゾン、吉草酸ベータメタゾン、ミ
リスチン酸イソプロピルＭＳＤなどの掻痒症用薬物；アントラリン、メトキサレン、コー
ルタールなどの乾癬、脂漏症、および疥癬症用薬剤；２-(アセチルオキシ)-９-フルオロ-
１'、２'、３'、４'-テトラヒドロ-11-ヒドロキシプレグナ-１,４-ジエノ-[16、17-ｂ]ナ
フタレン-３、20-ジオンおよび21-クロロ-９-フルオロ-１'、２'、３'、４'-テトラヒド
ロ-llｂ-ヒドロキシプレグナ-１,４-ジエノ-[16、17-ｂ]ナフタレン-３、20-ジオンなど
のステロイドなどがある。　アラントインのような皮膚美白用剤や皮膚保護剤、それに、
サリチル酸のような抗アクネ剤などの局所適用可能なその他の薬物も、意図した作用を奏
するに十分な量で、本願発明の組成物に取り入れることができる。　その他の局所適用化
合物は、本明細書の一部を構成するものとしてその内容を援用するRemington's Pharmace
utical Sciences, 17th Ed., Mack Publishing Co., Easton, PA (1985) [以下、「Remin
gton's」と称する]の第773頁～第791頁および第1054頁～第1058頁に記載されている。
【００６１】
　植物抽出物を、局所適用化合物とすることもできる。　植物抽出物として、アルファル
ファ、アロエベラ、アムラの果実、アンゼリカの根、アニスの種子、リンゴ、アプリコッ
ト、アーティチョークの葉、アスパラガスの根、バナナ、メギ、大麦の芽、ミツバチ花粉
、ビートの葉、ビルベリーの果実、カバの葉、苦瓜、ブラックカラントの葉、黒胡椒、黒
胡桃、ブルーベリー、ブラックベリー、ゴボウ、ニンジン、唐辛子、セロリの種子、サク
ランボ、ツマトリソウ、コーラナッツ、コーンシルク、クランベリー、タンポポの根、ニ
ワトコ、ユーカリの葉、亜麻油粉末、ショウガの根、イチョウの葉、ヤクヨウニンジン、
アキノキリンソウ、ヒドラスチス、ブドウ、グレープフルーツ、グアバ、ハイビスカス、
ネズミサシ、キィウィ、クズ、レモン、カンゾウの根、ライム、モルト、マリーゴールド
、ミルラ、オリーブの葉、オレンジの果実、オレンジの果皮、オレガノ、パパイヤの果実
、パパイヤの葉、トケイソウの果実、モモ、ナシ、パインの樹皮、スモモ、ザクロ、プル
ーン、ラズベリー、ルバーブの根、ローズマリーの葉、サルビアの葉、スペアミントの葉
、セイヨウオトギリソウ、イチゴ、スイートクローバー、タンジェリン、スミレ草、クレ
ソン、スイカ、ヤナギの樹皮、ヒメコウジの葉、アメリカマンサクの樹皮、ヨヒンベ、お
よびキャッサバの根などに由来するものがあるが、これらに限定されない。
【００６２】
　組成物全体に対するデリバリーシステムの濃度は、局所適用化合物が意図している作用
を奏する上で十分な濃度であって、通常は、製剤の約0.01重量％～約50重量％の濃度であ
る。　組成物に取り込まれるデリバリーシステムの量は、局所適用化合物の種類と組成物
での局所適用化合物の量とも関連している。
【００６３】
　本願発明の組成物は、本願発明のデリバリーシステムを、局所適用化合物および水と共
に混合して調製される。　本願発明の組成物は、化粧品、医薬品およびその他のかような
組成物に伝統的に用いられているその他の成分を含有することができる。　このような成
分として、染料、香料、保存料、界面活性剤、酸化防止剤、粘着防止剤、および同様のタ
イプの化合物などがあるが、これらに限定されない。　これら成分は、それらが意図して
いる作用を奏する上で十分な量でもってして、組成物に取り込まれる。
【００６４】
　通常は、以下の追加成分が、本願発明のデリバリーシステムおよび局所適用化合物と共



(15) JP 2008-514606 A 2008.5.8

10

20

30

40

50

に、本願発明の組成物に取り込まれる。　これら成分の各々とその他の成分は、組成物ま
たはその有効性に悪影響を及ぼさずに、それらが意図している作用を奏する上で十分な量
でもってして、組成物に取り込まれる。
【００６５】
　例えば、本願発明の組成物に、界面活性剤を用いることができる。　界面活性剤として
、陰イオン性界面活性剤、陽イオン性界面活性剤、非イオン性界面活性剤、または混和可
能な界面活性剤の混合物などがある。　組成物のｐＨに応じて陰イオン性または陽イオン
性を示す両イオン性および両性の界面活性剤も利用することができる。
【００６６】
　本願発明の組成物に、ヒドロトロープを用いることもできる。　ヒドロトロープとは、
他の化合物の水溶性を改善する性質を備えた化合物である。　ヒドロトロープの例として
、クメンスルホン酸ナトリウム、クメンスルホン酸アンモニウム、キシレンスルホン酸ア
ンモニウム、トルエンスルホン酸カリウム、トルエンスルホン酸ナトリウム、キシレンス
ルホン酸ナトリウム、トルエンスルホン酸、およびキシレンスルホン酸などがあるが、こ
れらに限定されない。　その他の有用なヒドロトロープとして、ポリナフタレンスルホン
酸ナトリウム、ポリスチレンスルホン酸ナトリウム、メチルナフタレンスルホン酸ナトリ
ウム、樟脳スルホン酸ナトリウム、およびコハク酸二ナトリウムなどがある。
【００６７】
　本願発明の組成物に、さらに溶媒を用いることができる。　この溶媒は、１個～６個、
通常は、１個～３個の水酸基を有する水溶性の有機化合物、例えば、アルコール、ジオー
ル、トリオール、およびポリオールである場合が多い。　これら溶媒の例として、メタノ
ール、エタノール、イソプロピルアルコール、ｎ-ブタノール、ｎ-プロピルアルコール、
エチレングリコール、プロピレングリコール、グリセロール、ジエチレングリコール、ジ
プロピレングリコール、トリプロピレングリコール、ヘキシレングリコール、ブチレング
リコール、１,２,６-ヘキサントリオール、ソルビトール、ＰＥＧ-４、１,５-ペンタンジ
オール、同様の水酸基含有化合物、およびそれらの混合物などがあるが、これらに限定さ
れない。　溶媒として、組成物の最終用途に応じて、例えば、ジメチルスルホキシドやテ
トラヒドロフランのような非プロトン性溶媒、そして、例えば、脂肪族溶媒や芳香族溶媒
などの炭化水素溶媒を用いることができる。
【００６８】
　本願発明の組成物に、増粘剤やゲル化剤を用いることもできる。　増粘剤またはゲル化
剤として、例えば、水溶性のポリマーやコロイド溶液を形成するポリマーがある。　すな
わち、増粘剤またはゲル化剤として、例えば、ポリマーまたはコポリマー、不飽和カルボ
ン酸または不飽和エステル、多糖誘導体、ガム、コロイド珪酸塩、ポリエチレングリコー
ル(ＰＥＧ)およびその誘導体、ポリビニルピロリドンおよびその誘導体、ポリアクリルア
ミドおよびその誘導体、ポリアクリロニトリル、親水性シリカゲル、またはそれらの混合
物がある。
【００６９】
　具体的な増粘剤またはゲル化剤として、例えば、アクリルおよび／またはメタクリルポ
リマーまたはコポリマー、カルボン酸ビニルポリマー、ポリグリセリルアクリレートまた
はメタクリレート、ポリアクリルアミド誘導体、セルロースまたは澱粉誘導体、キチン誘
導体、アルギン酸塩、ヒアルロン酸およびその塩、コンドロイチン硫酸塩、キサンタン、
ゲル化剤、ラムザン、カラヤまたはグアールガム、イナゴマメ粉、およびモンモリロナイ
ト型のコロイド状アルミニウム-マグネシウム珪酸塩などを用いることができる。
【００７０】
　その他の増粘剤またはゲル化剤として、CARBOPOL(登録商標)(Goodrich)の商品名で市販
されているカルボン酸ビニルポリマー、アクリル酸／酢酸エチルコポリマー、アクリル酸
／メタクリル酸ステアリルコポリマー、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシメチル
セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、微晶質セルロース、ヒドロキシプロピルグ
アール、コロイド状ヘクトライト、ベントナイトなどがある。
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【００７１】
　本願発明の組成物に、顔料、染料、保存料、水和剤、紫外線吸収剤などを用いることも
できる。
【００７２】
　顔料として、無機顔料、有機顔料または真珠顔料がある。　無機顔料として、二酸化チ
タン、黒色、黄色、赤色または褐色酸化鉄、マンガンバイオレット、ウルトラマリンバイ
オレット、酸化クロムなどがあるが、これらに限定されない。　有機顔料において、Ｄ＆
ＣレッドNo.３、No.６、No.７、No.９、No.13、No.19、No.21、No.27、No.30またはNo.36
、あるいはカーボンブラックなどがあるが、これらに限定されない。
【００７３】
　真珠顔料として、例えば、酸化チタンまたはオキシ塩化ビスマスでコートされた雲母な
どの白色系真珠顔料を用いることができる。　酸化鉄または酸化クロムで着色されたチタ
ニウム雲母、上掲のタイプの有機顔料で着色されたチタニウム雲母などの着色真珠顔料、
あるいは、オキシ塩化ビスマスを用いた真珠顔料なども利用することができる。
【００７４】
　染料として、例えば、ポンソージナトリウム塩、アリザリングリーンジナトリウム塩、
キノリンイエロー、アマランストリナトリウム塩、タータジンジナトリウム塩、ロダミン
モノナトリウム塩、フクシンジナトリウム塩、キサントフィルなどの水溶性染料がある。
【００７５】
　本願発明の組成物は、充填剤、具体的には、モンモリロナイト、ヘクトライト、または
ベントナイトタイプの粘土、または、シリカ、シリコーン粉末、ポリアミド、または、粉
末ポリメチルメタクリレートなどのその他の充填剤を取り込むことができる。　例えば、
タルク、カオリン、TEFLON(登録商標)粉末(ポリテトラフルオロエチレン)、ポリエチレン
粉末、架橋ポリ-β-アラニン粉末などの様々な白系充填剤も有用である。
【００７６】
　本願発明の組成物に含まれるその他の分類に属する任意成分として、ｐＨ調整剤、キレ
ート化剤、保存料、緩衝剤、整泡剤、乳白剤、および当業者に周知の同様の分類に属する
成分あるが、これらに限定されない。
【００７７】
　具体的な任意成分として、緩衝剤としての無機リン酸塩、硫酸塩、および炭酸塩；キレ
ート化剤としてのＥＤＴＡおよびリン酸塩；および、ｐＨ調整剤としての酸および塩基が
ある。
【００７８】
　塩基性ｐＨ調整剤の例として、アンモニア；モノ-、ジ-、およびトリ-アルキルアミン
；モノ-、ジ-、およびトリ-アルカノールアミン；アルカリ金属およびアルカリ土類金属
の水酸化物；および、これらの混合物があるが、これらに限定されない。　具体的には、
塩基性ｐＨ調整剤の例として、アンモニア；ナトリウム、カリウムおよびリチウムの水酸
化物；モノエタノールアミン；トリエチルアミン；イソプロパノールアミン；ジエタノー
ルアミン；および、トリエタノールアミンなどがあるが、これらに限定されない。　酸性
ｐＨ調整剤の例として、無機酸および有機カルボン酸などがある。　無機酸の例として、
クエン酸、塩酸、硝酸、リン酸、および硫酸などがあるが、これらに限定されない。
【００７９】
　パーソナルケア用品の分野にあっては、アフターシェーブローション、ベビーローショ
ン、ベビークリーム、ベビーシャンプー、化粧用下塗剤および下引剤、浴用カプセル、浴
用オイル、浴用タブレット、浴用塩類、浴用石鹸、ほお紅、コロンおよびトイレ水、キュ
ーティクル柔軟化剤、除毛剤、散布剤および滑石粉、アイローション、アイメイクアップ
、アイメイクアップリムーバー、アイシャドウ、眉用ペンシル、アイライン、フェイスパ
ウダー、フェイス、ボディーおよびハンド用のクリームおよびローション、女性用衛生脱
臭剤、足用パウダーおよびスプレイ、化粧用ファウンデーション、香料、ホルモンクリー
ムおよびローション、室内タンニング用剤、レッグペイント剤およびボディペイント剤、
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リップスティックス、メイクアップベース剤、メイクアップ定着剤、メイクアップ用品、
マニキュア用品、マスカラ、男性用タルカム、保湿クリームおよびローション、洗口剤お
よび口息フレッシュナー、ネイルクリームおよびローション、ネイルエキステンダー、マ
ニキュア液およびネイルエナメル、ナイトクリームおよびローション、フケ防止用品、ペ
ーストマスク、香水、プレシェーブローション、無着色リンス、ラフ、サシュ、スキンケ
ア用品、スキンフレッシュナー、皮膚美白剤、サンタンゲル、サンタンクリーム、サンタ
ンリキッド、トニック、薬学的皮膚処理剤、外傷用医薬材料、整髪料、脇部用脱臭剤、セ
ットローション、およびリンクルスムージングクリームおよびローションとしてデザイン
された組成物に、デリバリーシステムが取り込まれる。
【００８０】
  具体的には、本願発明のデリバリーシステムは、ローションおよびアフターシェーブ用
品；発汗抑制剤および収斂剤；浴用ゲルや浴用オイルなどの浴用用品；リップスティック
ス、ポマード、リップグロス、メイクアップファウンデーション、フェイスカラーリング
スティック、ネイルハードナー、ネイルコンディショナー、アイカバー、アイシャドウ、
アイライナー、マスカラ、およびチークティントなどのメイクアップ用品；皮膚軟化薬お
よび保湿剤のようなシェービング用品；ハンドローション、バニシングクリーム、ナイト
クリーム、日焼け止め剤、ボディローション、フェイシャルクリーム、クレイマスク、保
湿ローション、メイクアップリムーバー、皮膚美白用クリーム、抗アクネ剤、老化防止剤
、および皮脂調整剤などのスキンケア用品；鎮痛性およびコルチゾン系ステロイドクリー
ムおよびステロイド剤；昆虫忌避剤；フケ防止組成物；皮膚美白用組成物；フェイシャル
マスクおよび活性化剤；および、セルフタンニング組成物のような調製物を取り込むこと
ができる。
【００８１】
　本願発明のデリバリーシステムを、図面に例示している。　図１は、このデリバリーシ
ステムに含まれている円形小胞の写真である。　図１において、10重量％のオレイン酸、
10重量％のレシチン、0.5重量％の酢酸ビタミンＥ、および69.5重量％の米糠油を含有し
ている活性デリバリーシステムは、水溶性黒色染料、すなわち、リンタングステン酸を含
有している水に対して加えられている。　１重量部のデリバリーシステムは、３重量部の
水に対して加えられている。　得られた小胞に黒色染料が浸透しており、図１の写真では
、円形構造の小胞が認められる。　図１に示された円形可撓性の小胞は、生体の表皮およ
び真皮への局所適用化合物の浸透と貯蔵空間の形成を可能にしている。
【００８２】
　図２は、20重量％のオレイン酸と59.5重量％の米糠油を含有していること以外は、前述
したものと同様の本願発明のデリバリーシステムに含まれている小胞、すなわち、その一
部が破裂している小胞を説明するものである。　その一部が破裂している小胞は、皮膚の
表面から表皮および真皮に浸透することができる。　したがって、その一部が破裂してい
る小胞は、表皮または真皮へ局所適用化合物を制御送達および持続的送達して、そこで、
局所適用化合物が、長期間にわたって所望の作用を奏する。
【００８３】
　図３は、層状シートを形成する（30重量％のオレイン酸と49.5重量％の米糠油を含有し
ていること以外は、前述したものと同様である）本願発明のデリバリーシステムでの完全
に破裂している小胞を説明するものである。　これら層状シートは、角質層において局所
適用化合物のための貯蔵器を保持することができる。
【００８４】
  円形小胞、その一部が破裂している小胞、および層状シートの各々が、本願発明の活性
デリバリーシステムにおいて存在している。　しかしながら、脂肪酸、リン脂質、および
油脂と、これら化合物の相対量を慎重に選択することで、いずれか一つの構造の小胞の量
を増大させて、それにより、局所適用化合物の送達部位を制御するようにデザインするこ
とができる。
【００８５】
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　図４～図７は、デリバリーシステムでのオレイン酸を増量させることで、小胞の破壊が
進行することを示している。　具体的には、図４のデリバリーシステムは、10重量％のオ
レイン酸を含んでおり；図５および図６のデリバリーシステムは、20重量％のオレイン酸
を含んでおり；そして、図７のデリバリーシステムは、30重量％のオレイン酸を含んでい
る。　図４～図７のデリバリーシステムは、10重量％のレシチンと残余の米糠油をさらに
含んでいる。　図７は、小胞の破壊が最も進行した事例を示している。
【実施例】
【００８６】
　以下の試験は、本願発明のデリバリーシステムをさらに説明するためのものである。
【００８７】
　試料の調製
　レシチン(Ｚ-３、ＡＬＣ、オックスフォード、コネチカット州)、オレイン酸(コグニス
、シンシナティ、オハイオ州)、およびホホバ油(リポ ケミカルズ、パターソン、ニュー
ジャージー州)を、常温混合して、試料の調製を行った。　次いで、油相と水とを様々な
比率で混合した。　それぞれが０％～15％(w/w)のオレイン酸を含有している活性デリバ
リーシステムを調製した。
【００８８】
　透過型電子顕微鏡(ＴＥＭ)
　ＴＥＭは、試験試料に電子ビームを透過させて組成物を検査する。　試料に含まれる構
造物の大きさ、形状および配置状態の他に、試料に含まれる構造物相互の関連性について
も、ＴＥＭ技術を用いて観察される。
【００８９】
　ネガティブ染色を行った後に、ＴＥＭを用いて試料の分析を行った。　具体的には、希
釈した試料溶液を銅製のグリッドに滴下し、次いで、試料にネガティブ染色を加えてから
、数分間かけて乾燥させた。　これら試験で用いた染色剤は、１％ｗ/ｖの濃度のリンタ
ングステン酸(ＰＴＡ)と酢酸ウラシル(ＵＡ)であった。　次に、フィリップス社のＴＥＭ
 ＣＭ １２の装置(ＥＭ、アイントホーフェン、オランダ)を用いて、110キロボルトの加
速電圧にて、それぞれの試料の観察を行った。
【００９０】
　示差走査熱量計(ＤＳＣ)
　ＤＳＣは、試験試料と不活性な参照物質との間の温度差を、ほぼ零にまで減少させるた
めに必要なエネルギーを測定する。　この手法は、試料と参照物質とを、同一の温度条件
下に置く。　ＤＳＣの基本原理は、相転移などの物理的作用が試料に及んでもなお、試料
と参照物質とを同じ温度下で維持するために、多少の加熱を必要とする。　この熱量が計
測され、そして、温度変化として記録される。　このＤＳＣ試験を、ＴＡインストゥルメ
ンタル熱分析ＤＳＣ(ＴＡインストゥルメンタル、ニューキャッスル、デラウェア州)を用
いて行った。　この試験では、アルミニウム製の秤量皿で正確に試料を計量し、次いで、
標準的なセル内に配置および密閉した。　－30℃～30℃の加熱／冷却サイクルの温度変化
に伴う熱流の変化をモニターした。
【００９１】
　皮膚への浸透
　放射性オレイン酸(ＭＰバイオメディカルズ)(２μl)を、各製剤の20ｇに対して加え、
次いで、均質に分散するまで混合を続けた。　各製剤に関する皮膚透過性を分析するため
に、フランツ拡散セル(５.１ml)を用いた。　10％エタノールを含有した等張性リン酸緩
衝液でレセプターコンパートメントを満たしてから、ヒトの死体から得た皮膚片をドナー
コンパートメントとレセプターコンパートメントとの間で固定し、そして、１時間かけて
水和物の予備形成を許容した。　約０.１５グラムの各製剤を秤量し、そして、ガラス棒
を用いてドナーコンパートメントに移した。　ドナーコンパートメントに移した(５回の
実験の各々に関する)各製剤の正確な量を記録した。　ドナーコンパートメントおよび試
料採取口をPARAFILM(商品名)で密閉し、次いで、毎時間ごとに、長くとも８時間かけて、
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試料(300μl)の抜き取りを行った。　このレセプターコンパートメント溶液を、600rpmで
、連続的に攪拌した後に、その全体を37℃で維持した。　８時間後に、セルから皮膚を取
り出し、そして、テープ剥離法に供するために、標識付けを行い、その後、適切な保存を
行った。　ドナー洗浄物を回収するために、エタノール(３ml)を用いた。
【００９２】
　テープ剥離法
　テープ剥離法の実施に先駆けて、各皮膚片の秤量を行った。　約１平方インチのスコッ
チテープ片(810マジックテープ（登録商標）商品名、３Ｍ、セントポール、ミネソタ州)
を切り出して、計量を行った。　このテープを、皮膚に押し当て、そして、引き剥がして
から改めて計量を行った。　同様にして、各皮膚片についてもテープ剥離法を７度にわた
って行い、そして、それらの重量を計量した。　テープ剥離を行った各皮膚片を、空のシ
ンチレーションビンに移した。　残存した表皮および真皮については、秤量を行ってから
、シンチレーションビンに移した。　真皮のすべての皮膚片を、80℃で、２mlの０.３Ｍ
水酸化ナトリウムを用いて12時間かけて消化した。
【００９３】
　記録用試料の調製
  約０.１５グラムの放射性製剤(その正確な重量は記録済)を秤量し、そして、その各々
に、10mlのシンチレーションカクテル(ECOLITE商品名)を加えた。　そこで得られた計数
値は、ドナーコンパートメントでの計数値を標準化するために用いた。　シンチレーショ
ンカクテル(10ml)を、すべてのレセプター試料とテープ剥離片に対して加えた。　シンチ
レーションカクテル(５ml)を、消化した表皮および真皮の溶液に対して加えた。　シンチ
レーションカクテル(10ml)を、ドナー洗浄物に対して加えた。　適切なスタンダードとバ
ックグラウンドが調製され、そして、シンチレーションカウンターにおいて、すべての試
料に関する放射性関連値が計測された。
【００９４】
　構造的特徴
　透過型電子顕微鏡写真は、異なる三つの構造、すなわち、無傷の小胞、破裂した小胞(
非均一単一層状膜)および層状シートという三つの構造の存在を示している。　これら三
つの構造は、すべての製剤において認めることができる。　しかしながら、いずれの製剤
でも、ある一つの構造が、その他の二つの構造よりも優勢であることがうかがえる。　活
性デリバリーシステムでのオレイン酸の量が、それぞれ５重量％、10重量％および15重量
％である図１～３を参照されたい。　オレイン酸を含まないコントロール製剤についての
透過型電子顕微鏡写真は、単純なエマルジョン滴でよく認められる構造を示すに止まった
。
【００９５】
　熱力学的特徴
　オレイン酸(０重量％、５重量％、10重量％および15重量％)を含む活性デリバリーシス
テムを調製し、そして、安定性に関するＨＬＢ値を調整するために、幾つかのリン脂質を
用いた。　実施例３～５を参照されたい。　オレイン酸を含まないコントロール製剤とし
て、単純エマルジョンを準備した。　オレイン酸の濃度を０重量％から５重量％に増大さ
せると、本願発明のデリバリーシステムのＴmが、１４.５３℃から４.５３℃にまで減少
したことが、示差走査熱量計を用いた測定で明らかとなった。　オレイン酸の濃度を１０
重量％および１５重量％にまでさらに増大させると、Ｔmは、それぞれ、５.１６℃および
６.２５℃にまでわずかに増大した。　Ｔmとは、リン脂質が、ゲル状態(配向性が明瞭で
流動性が少ない状態)から液晶状態(配向性が不明瞭で流動性が大きい状態)に変化する転
移温度である。
【００９６】
  コントロール製剤(０％オレイン酸)での晶出温度は、正の値(0.63℃)であったが、５重
量％、10重量％および15重量％のオレイン酸を含む活性デリバリーシステムでの晶出温度
は、負の値(それぞれ、－1.52℃、－4.82℃および－9.04℃)であった。
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【００９７】
　皮膚への浸透作用
　放射線同位元素でオレイン酸に標識付けをして、皮膚から検出を行ったところ、四つの
試験試料は、異なる皮膚浸透作用を示した。　15重量％のオレイン酸を含む試験試料は、
角質層での最大の定着性を示した。　コントロール製剤(０％オレイン酸)の角質層での定
着性は、最大値の半分にも満たなかった。
【００９８】
　生体の表皮と真皮を標的とした場合に、異なる作用性が認められた。　この実験におい
て、５重量％のオレイン酸を含む活性デリバリーシステムは、最大の定着性を示し、また
、その定着量は、コントロール製剤(０％オレイン酸)での定着量の倍であった。
【００９９】
　皮膚内に残存している局所適用化合物の量は、デリバリーシステムが、皮膚内への有効
浸透を許容していることを示している。　本願発明の活性デリバリーシステムの利点は、
例えば、コントロール製剤が、マーカーの38％を浸透するに止まっているのに対して、５
重量％、10重量％、15重量％のオレイン酸を含む本願発明のデリバリーシステムが、それ
ぞれ、61％、56％および55％という実質的に改善されたマーカー浸透性を示していること
からも明らかである。
【０１００】
　上記の結果は、本願発明の組成物が、構造的および熱力学的に顕著な変化をもたらすこ
とを実証するものである。　オレイン酸を含まないコントロール製剤は、一般的な水中油
形(o/w)エマルジョンの性質を示すに過ぎず、また、比較的に大きなＴm値を有する。　こ
れに対して、オレイン酸を含む本願発明の活性デリバリーシステムは、Ｔm値が小さく、
また、オレイン酸が５重量％の時の小胞からオレイン酸が15重量％の時の層状シートまで
をもカバーする「可撓性」構造を形成する。　これら構造的および熱力学的に変化は、本
願発明のデリバリーシステムと皮膚との間の相互作用にも影響を与える。　具体的には、
デリバリーシステムの相互において、放射線同位元素で標識付けされたマーカーの主要な
定着部位に関して差異が認められる。　層状シートのデリバリーシステムでは、マーカー
や局所適用化合物が、主に皮膚の上層部、すなわち、角質層に存在するのに対して、円形
の可撓性小胞は、マーカーや局所適用化合物が、皮膚のさらに内部にまで浸透して、主に
生体の表皮および真皮に存在しているのである。
【０１０１】
　これまで説明してきた本願発明に、本願発明の趣旨と範囲を逸脱せずに、多くの修正や
変更を加えることが可能であることは自明であり、従って、特許請求の範囲の欄に記載の
限定事項のみが本願発明に付加されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】本願発明の円形小胞を示す透過型電子顕微鏡写真である。
【図２】その一部が破裂している膜を有する本願発明の小胞を示す透過型電子顕微鏡写真
である。
【図３】層状シートを形成する完全に破裂した本願発明の小胞を示す透過型電子顕微鏡写
真である。
【図４】ある構造を具備した小胞でのオレイン酸の効果を示す透過型電子顕微鏡写真であ
る。
【図５】ある構造を具備した小胞でのオレイン酸の効果を示す透過型電子顕微鏡写真であ
る。
【図６】ある構造を具備した小胞でのオレイン酸の効果を示す透過型電子顕微鏡写真であ
る。
【図７】ある構造を具備した小胞でのオレイン酸の効果を示す透過型電子顕微鏡写真であ
る。



(21) JP 2008-514606 A 2008.5.8

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(22) JP 2008-514606 A 2008.5.8

【図５】 【図６】

【図７】



(23) JP 2008-514606 A 2008.5.8

10

20

30

40

【国際調査報告】



(24) JP 2008-514606 A 2008.5.8

10

20

30

40



(25) JP 2008-514606 A 2008.5.8

10

20

30

40



(26) JP 2008-514606 A 2008.5.8

10

20

30

40



(27) JP 2008-514606 A 2008.5.8

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ａ６１Ｋ   8/92     (2006.01)           Ａ６１Ｋ   8/92    　　　　          　　　　　
   Ａ６１Ｋ   8/55     (2006.01)           Ａ６１Ｋ   8/55    　　　　          　　　　　
   Ａ６１Ｑ  19/00     (2006.01)           Ａ６１Ｑ  19/00    　　　　          　　　　　

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,L
S,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SY,TJ,TM
,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW

Ｆターム(参考) 4C083 AA081 AA121 AA122 AB051 AC011 AC021 AC241 AC242 AD021 AD151
　　　　 　　        AD161 AD571 AD572 AD662 BB11  CC02  EE12  EE13 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

