
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　施用箇所に水蒸気によるスチーム効果を付与するための水蒸気発生具 であって、この
水蒸気発生具 は、フィルム状ないしシート状の基材 と被覆材 との間に、水及び

吸水性ポリマーを必須構成成分とする含水ゲル が積層されてなる積層体で
あり、しかも、前記基材 が透湿性のフィルムないしシートで形成されて

ことを特徴とする水蒸気発生具。
【請求項２】
　基材 の透湿度が、リッシー法で２０００～６０００ｇ／ｍ 2・２４ｈｒの範囲に制御
されている請求項１に記載の水蒸気発生具。
【請求項３】
　基材 が、天然繊維及び／又は人造繊維から成る布体又は高分子材料から成るフィルム
ないしシートから選ばれた少なくとも１種以上である請求項１又は２に記載の水蒸気発生
具。
【請求項４】
　布体が、布地、タオル地、毛布、キルト、編み物、不織布又は織布から選ばれた少なく
とも１種以上である請求項３に記載の水蒸気発生具。
【請求項５】
　高分子材料から成るフィルムないしシートが、ポリウレタン、ポリエチレン、エチレン
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－酢酸ビニル共重合体、ポリ塩化ビニル、ポリアミド、ポリエステル、ポリアセタール、
ポリサルフォン、ポリフェニレンオキサイド、ポリブタジエン、ポリプロピレン、セロフ
ァン、ポリクロロプレン、ポリアミノ酸、ニトリルゴム、ブチルゴム又はシリコーンゴム
から選ばれた少なくとも１種以上で形成 たものである請求項３に記載の水蒸気発生具
。
【請求項６】
　基材 と被覆材 との周縁部が接着或いは融着されている請求項１ないし５のいずれか
１項に記載の水蒸気発生具。
【請求項７】
　基材 の一部ないし全部には透湿度調節フィルム が積層されている請求項１ないし６
のいずれか１項に記載の水蒸気発生具。
【請求項８】
　透湿度調節フィルム がポリウレタン、ポリエチレン、エチレン－酢酸ビニル共重合体
、ポリ塩化ビニル、ポリアミド、ポリエステル、ポリアセタール、ポリサルフォン、ポリ
フェニレンオキサイド、ポリブタジエン、ポリプロピレン、セロファン、ポリクロロプレ
ン、ポリアミノ酸、ニトリルゴム、ブチルゴム又はシリコーンゴムから選ばれた少なくと
も１種以上で形成されたものである請求項７に記載の水蒸気発生具。
【請求項９】
　請求項１ないし８のいずれか１項に記載の水蒸気発生具 においてその施用面側には係
止手段 が形成され、この係止手段 には透湿度調節フィルム が着脱自在に係止されて
いる水蒸気発生具。
【請求項１０】
　請求項１ないし９のいずれか１項に記載の水蒸気発生具 においてその施用面側におけ
る左右両側端部又は上下両端部或いは周縁部には外被貼着用の粘着部 が設けられている
水蒸気発生具。
【請求項１１】
　粘着部 の面積が、施用箇所に応じて、可変に形成されている請求項１０に記載の水蒸
気発生具。
【請求項１２】
　基材 及び／又は含水ゲル には、経皮吸収性薬剤、化粧料又は遠赤外線放射体から選
ばれた少なくとも１種以上が担持ないし含有されている請求項１ないし１１のいずれか１
項に記載の水蒸気発生具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、人体の適用部位に施用されて、当該適用部位に対して水蒸気によるスチーム効
果を付与したり、この適用部位に保湿や潤いを与える水蒸気発生具に関し、特に、スチー
ム効果と共に温湿布効果或いは冷湿布効果を付与することにより、適用部位等における血
行循環の促進や代謝の改善を実現したり、又、炎症の緩和や皮膚の収斂或いは引き締め効
果等を与えたり、清涼感を与えたり、更に前記適用部位に薬剤や化粧料等を効率よく吸収
させて薬理効果や美化効果などを向上させる水蒸気発生具に関する。
【０００２】
【従来の技術】
慢性的な皮膚のかゆみや、乾燥肌、肌荒れ、唇や鼻腔内の裂けや荒れ或いは小皺の発生な
どの皮膚障害等、或いは疲れ目やドライアイ等の眼精疲労は、主に皮膚、粘膜更に眼球の
乾燥に起因して発生するものであり、これらの皮膚障害や眼精疲労等に対しては、乾燥を
避け、皮膚や眼球に適度な水分を供給し、潤いを与えることが良いとされている。
【０００３】
従来、このような皮膚や眼球等の乾燥に対する水分供給の方法としては、熱湯で温めたタ
オルや蒸しタオル、電気ヒーターや超音波を利用した加湿器或いはスチーム美顔器等の方
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法が採用されている。
【０００４】
しかしながら、熱湯で温めたタオルや蒸しタオル等を用いる方法では、発熱温度の制御が
困難であり、即ち、高温となり過ぎて火傷をしたりする虞があり、又、タオルから滲み出
した水分が衣服等を汚損したりするなどの問題があり、安全性、使用性等に欠けるもので
あった。
【０００５】
又、熱湯で温めたタオルや蒸しタオルは熱湯による加温や加温器による加温が煩雑であり
、又、短時間で温度が低下してしまい、使用感が損なわれるなどの問題がある。
【０００６】
一方、電気ヒーターや超音波を利用した加湿器或いはスチーム美顔器等の方法は、専用の
装置が必要であり、任意の場所で随時使用することができるものではなく、取り扱い性や
簡便性に劣るものである。
【０００７】
そこで、これらの問題を解決するため、特開平１１－３４２１４７号公報においては、随
時、簡便に身体の任意の部位の皮膚や粘膜に潤いと温熱或いは冷熱を供給することができ
る水蒸気発生体についての発明が開示されている。
【０００８】
この水蒸気発生体は、化学エネルギーを利用した水蒸気発生部を有し、皮膚又は粘膜に適
用される水蒸気発生体であって、この水蒸気発生体の皮膚又は粘膜に適用される面が透湿
性シートからなり、その表面から放出される水蒸気温度が５０℃以下に制御されているこ
とを特徴とする水蒸気発生体を提供することを目的とするものである。
【０００９】
そして、この水蒸気発生体における化学エネルギーとしては、酸とアルカリの中和熱、無
機塩類（塩化カルシウム、塩化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化マグネシウム、ゼオ
ライト等）の水和熱、金属粉の酸化熱等を挙げており、又、この化学エネルギーを利用し
た水蒸気発生部の具体的利用態様として、例えば、酸とアルカリの中和熱や無機塩類の水
和熱等を利用する場合には、水蒸気発生部は、中和熱や水和熱を発生させる加熱部と、こ
れらから発生する熱によって水蒸気を放出する蒸発部とから構成することができると記載
されている。
【００１０】
更に、化学エネルギーの利用態様の中でも、発熱体自体が水蒸気を発生する態様のものは
、加熱部と別個に蒸発部を設ける必要がないので好ましいとし、この例として、金属粉、
塩類及び水を含み、金属粉の酸化反応に伴って水蒸気を放出する水蒸気組成物を挙げるこ
とができることが開示されている。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前記水蒸気発生体においては、発熱温度が最初から設定されているため、
使用態様や使用者の好みに応じて発熱温度を調節することができないという欠点がある。
【００１２】
又、施用箇所に対して水蒸気と共に温熱を付与することができるため、皮膚の血行を促進
させたり、乾燥肌等の症状を緩和することはできるが、炎症等の温めるより、冷やす方が
効果がある症状に対しては使用できないという使用上の制限がある。
【００１３】
　更に、この水蒸気発生体においては、透湿性シートを４０００～８０００ｇ／ｍ 2・２
４ｈ もの非常に大きな透湿度に調節する必要があり、このような大きな透湿度の透湿性
シートを用いると、発熱反応に必要な金属粉、或いは酸やアルカリ等が透湿性シートから
こぼれたり、滲み出たりして施用部を汚したり、こぼれた金属粉や滲み出た酸やアルカリ
更に無機塩類等が直接皮膚に接触して火傷や炎症更にかぶれや発疹を引き起こすなどの安
全性の面において、致命的な問題がある。
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【００１４】
加えて、前記水蒸気発生体においては、化学エネルギーを利用したものであるため、不使
用時においては、化学反応を止める手段、例えば気密性包材に封入したりする手段を講じ
る必要があり、特に、酸やアルカリの中和熱、更に無機塩類の水和熱は制御が極めて困難
であり、又、一回の使用で当該化学エネルギーが消費し尽くされるため、繰り返し使用す
ることができず、使い捨ての使用しかできないので、極めて不経済である。
【００１５】
特に、酸とアルカリの中和熱、無機塩類（塩化カルシウム、塩化マグネシウム、酸化カル
シウム、酸化マグネシウム、ゼオライト等）の水和熱は制御が極めて困難で、火傷や赤斑
点更に水疱等の皮膚障害が発生し、安全性の観点から、極めて重要な問題が発生する。
【００１６】
そこで本発明者は、前記技術的課題を解決するため鋭意検討を重ねた結果、このような施
用箇所に水蒸気によるスチーム効果を付与する水蒸気発生具として、フィルム状ないしシ
ート状の基材と被覆材との間にいわゆる含水ゲルが積層されてなる積層体を形成し、更に
前記基材として透湿性のフィルムないしシートを用いることにより、貼付箇所に対して施
用目的に応じた好適な水蒸気（温熱或いは冷熱）を長期間にわたって供給することができ
る上、所望の温熱効果或いは冷熱効果も付与することができるのであり、しかも複数回の
使用を可能とする水蒸気発生具に成り得るとの知見を得た。
【００１７】
即ち、本発明者は、施用箇所に水蒸気によるスチーム効果を付与する水蒸気発生具として
、フィルム状ないしシート状の基材と被覆材との間に、水及び吸水性ポリマーを必須構成
成分とする含水ゲルを積層してなる積層体を用いることにより、施用箇所を温めたい場合
にあっては、当該水蒸気発生具を電子レンジ等で所望の温度に加温して用いることができ
るのであり、逆に施用箇所を冷やしたい場合にあっては、当該水蒸気発生体を冷蔵庫や冷
凍庫内で冷却して用いることができる上、このように構成することによって、複数回繰り
返して使用できるとの知見を得た。
【００１８】
　又、前記水蒸気発生具の基材を透湿性のフィルムないしシートで形成することにより、
含水ゲル内に包含される水分が当該基材を透過し、これにより、施用箇所に適度な水分（
水蒸気）を供給し、皮膚等の乾燥を緩和し、潤いを与えることができるとの知見を得た。
　

【００１９】
更に、水蒸気発生具が、基材と被覆材との間に含水ゲルを積層してなるシート状の積層体
に形成することにより、薄く、柔軟で肌触りを向上することができるのであり、しかも手
で触って水蒸気発生具の温度を確認してから適用部位に施用したり、又、このように温度
を確認しないで施用しても含水ゲルが直接皮膚表面に接触することがないため、低温火傷
或いは過剰冷却等を引き起こすことが無く、これより使用感や安全性を至極向上すること
もできるとの知見も得た。
【００２０】
特に、基材及び／又は含水ゲルに、経皮吸収性薬剤又は化粧料等を担持させることにより
、水蒸気により緩慢・ルーズ化した皮膚角質層に、この薬剤や化粧料等が好適に吸収され
る結果、薬剤の薬理効果や化粧料による美化効果等を著しく高めることができるとの知見
も得た。
【００２１】
本発明は、前記知見に基づき完成されたものであり、即ち、施用箇所に水蒸気によるスチ
ーム効果を付与することにより、適用部位に保湿効果や潤いを与える上、スチーム効果と
共に温湿布効果或いは冷湿布効果を付与したり、当該適用部位等における血行循環の促進
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一方、被覆材は、前述の基材と異なり、含水ゲル中の水分が大気中に蒸散することを防
止したり、衣服等に接触して当該衣服が汚損することを防止する役割を果すので、水分の
透過性を制限したものを用いることが好ましく、これらの観点から、被覆材の透湿度がリ
ッシー法で、２００ｇ／ｍ 2・２４ｈｒ以下とすることを要するとの知見を得た。



や代謝の改善を実現したり、炎症の緩和や皮膚の収斂或いは引き締め効果等を与えたり、
清涼感を与えたり、更に前記適用部位に薬剤や化粧料等を効率よく経皮吸収させて薬理効
果や美化効果などを向上させる水蒸気発生具を提供することを目的とする。
【００２２】
【課題を解決するための手段】
　前記目的を達成するために、本発明に係る水蒸気発生具は、施用箇所に水蒸気によるス
チーム効果を付与するための水蒸気発生具 であって、この水蒸気発生具 は、フィルム
状ないしシート状の基材 と被覆材 との間に、水及び 吸水性ポリマー
を必須構成成分とする含水ゲル が積層されてなる積層体であり、しかも、前記基材 が
透湿性のフィルムないしシートで形成されて

ことを特徴と
するものである。
　以下、本発明を詳細に説明する。
【００２３】
本発明において水蒸気によるスチーム効果とは、施用箇所に水蒸気による水分を供給する
ことをいい、これによって当該適用部位に対して保湿効果や潤いを与え、場合によっては
更に皮膚角質層の緩和、ルーズ化を引き起こすこともできるのである。
【００２４】
本発明はこのような水蒸気によるスチーム効果を実現するために、フィルム状ないしシー
ト状の基材と被覆材との間に、水及び吸水性ポリマーを必須構成成分とする含水ゲルが積
層されてなる積層体という構成を採用し、更に含水ゲルから発生する水蒸気を施用箇所に
供給するために、前記基材として透湿性のフィルムないしシートを用いたものである。
【００２５】
そして本発明においては、水蒸気発生具としてフィルム状ないしシート状の基材と被覆材
との間に、水及び吸水性ポリマーを必須構成成分とする含水ゲルが積層されてなる積層体
を用いたことにより、施用箇所を温めたい場合にあっては、当該水蒸気発生具を電子レン
ジ等で所望の温度に加温して用いることができるのであり、逆に施用箇所を冷やしたい場
合にあっては、当該水蒸気発生具を冷蔵庫や冷凍庫内で冷却して用いることができるので
あり、即ち、本発明は、基材－含水ゲル－被覆材といった構成の積層体を用いることによ
り、このような温熱或いは冷熱といった両極端の使用態様を１つの水蒸気発生具でまかな
うことができる点に大きな利点を有するのである。
【００２６】
又、本発明は、基材－含水ゲル－被覆材といった構成の積層体を用いることにより、含水
ゲルが皮膚表面へ直接接触することを避けることができる結果、低温火傷や過剰冷却を防
止することができる上、目や粘膜等の比較的外的刺激に弱い部分に対しても安全に使用す
ることができるという利点も有するのである。
【００２７】
ここで、本発明において、積層体における含水ゲルは、化学エネルギーを利用するもので
はなく、耐久性を備え、加温或いは冷却と施用を繰り返すことによって複数回使用できる
ので、至極経済的なのである。
【００２８】
本発明において、この含水ゲルとしては水及び吸水性ポリマーを必須構成成分とするもの
であれば特に制限されるものではなく、いわゆる冷熱シートや温熱ゲルパット等において
用いられている公知の含水ゲルを好適に用いることができる。
【００２９】
更に詳しくは、前記含水ゲルにおける吸水性ポリマーとしては、主として水を円滑、且つ
大量に吸水してゲル化する高分子材料であれば特に制限されるものではなく、既知の親水
性高分子材料を好適に使用することができるが、具体的には、ポリビニルアルコール、ポ
リビニルピロリドン、ポリアクリル酸或いはその塩、無水マレイン酸共重合物などの合成
高分子系親水性ポリマー、デキストリン、プルラン、ゼラチンなどの如き天然系親水性ポ
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おり、且つ、前記被覆材４の透湿度が、リッ

シー法で２００ｇ／ｍ 2・２４ｈｒ以下に制限された素材で形成されている



リマー、メチルセルロース、エチルセルロース、カルボキシメチルセルロースの如き半合
成系化合物等が挙げられるのであり、本発明においては、これらの親水性高分子材料から
選ばれた１種ないしは２種以上の吸水性ポリマーが挙げられるのであり、又、必要に応じ
ては、これらを界面活性剤で処理したり、これらと界面活性剤を組み合わせて親水性を向
上しても良いのである。
【００３０】
又、本発明で用いられる含水ゲルには、水蒸気発生具を冷却して使用する態様に鑑みて、
当該含水ゲルがかちかちに凍らないように不凍剤を配合することが好ましく、この不凍剤
としては例えば、塩化カルシウム等の無機混合物、エチレングリコール、グリセリン、プ
ロピレングリコール、ポリエチレングリコール、ジエチレングリコール、或いはジエチレ
ングリコールモノアルキルエーテル（炭素数が１～３のアルキル基）［例えば、ジエチレ
ングリコールモノメチルエーテル又はジエチレングリコールモノエチルエーテルなど］、
ジエチレングリコールジアルキルエーテル（炭素数が１～３のアルキル基）［ジエチレン
グリコールジメチルエーテル又はジエチレングリコールジエチルエーテルなど］、トリエ
チレングリコールモノアルキルエーテル（炭素数が１～３のアルキル基）［トリエチレン
グリコールモノメチルエーテル又はトリエチレングリコールモノエチルエーテルなど］、
トリエチレングリコールジアルキルエーテル（炭素数が１～３のアルキル基）［トリエチ
レングリコールジメチルエーテル又はトリエチレングリコールジエチルエーテルなど］、
又は、一般式Ｒ１－（Ｏ－Ｒ２）ｎ－Ｏ－ＣＯ－Ｒ３（但し、Ｒ１又はＲ３は炭素数が１
～３のアルキル基、Ｒ２は炭素数が１又は２のアルキレン基、ｎは１～５、特に１～３の
整数）で示されるグリコールエーテル酢酸アルキルエステル等の有機化合物が挙げられる
。
【００３１】
更に、本発明で用いられる含水ゲルには、必要に応じて充填剤が配合されるが、この充填
剤としては、吸水性ポリマーを架橋して含水ゲルの粘度を調節したり、保型性の向上を図
るための架橋剤や増量剤など、各種機能を発現する役割を果たすものであれば特に限定さ
れるものではないが、具体的には、例えば木粉、パルプ、パルプ粉、カオリン、ベンナイ
ト、パーミキュライト、シリカ粉、クレー、パーライト、ゼオライト、亜鉛華、酸化チタ
ン、タルク、塩化アルミニウム、硫酸アルミニウム、硝酸アルミニウム、水酸化アルミニ
ウム、カリミョーバン、球状セルロース等の有機球状体、ポリブテン、ポリイソブチレン
、アセトアルデヒド、グルタルアルデヒド、グリオキザール、ジアルデヒドデンプン、ジ
メチルケトン等の架橋剤や増量剤などが挙げられるのであり、これらは１種ないし複数種
を混合して用いることができる。
【００３２】
又、本発明において用いられる含水ゲルには、主として材料の分散性を向上するために界
面活性剤を添加することが好ましく、この界面活性剤としては、例えば、高級脂肪酸せっ
けん、アルキル硫酸エステル塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩、アシルＮ
－メチルタウリン塩、アルキルエーテルリン酸エステル塩及びＮ－アシルアミノ酸塩等の
アニオン界面活性剤、塩化アルキルトリメチルアンモニウム、塩化ジアルキルジメチルア
ンモニウム及び塩化ベンザルコニウム等のカチオン界面活性剤、アルキルジメチルアミノ
酢酸ベタイン、アルキルアミドジメチルアミノ酢酸ベタイン及び２－アルキル－Ｎ－ヒド
ロキシイミダゾリミウムベタイン等の両性界面活性剤、ポリオキシエチレン型及び多価ア
ルコールエステル型及びエチレンオキシド・プロピレンオキシドブロック共重合体等の非
イオン性界面活性剤、或いはモノラウリン酸ソルビタン等の高分子界面活性剤、天然界面
活性剤等のその他の界面活性剤を挙げることができる。
【００３３】
更に、本発明で用いられる含水ゲルには、所望により、染料や顔料を配合して含水ゲルを
所望の色に着色しても良いのである。
【００３４】
なお、本発明において用いられる含水ゲルにおいて、その含水量は、選択した吸水性ポリ
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マーや添加剤の種類等に応じて適宜決定されるものであり、特に制限されるものではない
が、一般的には、水分含有量が含水ゲル全体の５０～９７．５重量％の範囲、特に６０～
９５重量％の範囲とすることが好ましい。
【００３５】
含水ゲルの水分含有量が、含水ゲル全体の５０重量％未満になると、所望のスチーム効果
が得られないおそれがあり、一方、９７．５重量％を超えると、多すぎて吸水性ポリマー
が水分を保持できなくなる場合があり、水分が滲み出て、使用感を損ねたり、衣服等を汚
損したり、或いは冷却したときに凍るおそれがあるので好ましくない。
【００３６】
又、前記含水ゲルを基材上に展延する際の厚さとしては特に限定されるものではないが、
一般に５～５０００μｍ、特に、２０～２５００μｍ、更に好ましくは３５～１５００μ
ｍとするのが好ましく、含水ゲルの厚さが５μｍ未満になると、所望のスチーム効果や温
熱効果或いは冷熱効果を長時間に亘って得ることができないため好ましくなく、一方、５
０００μｍを超えると嵩張って使用感が悪くなるだけではなく、コスト高になり、経済性
が悪くなるため望ましくない。
【００３７】
前述のごとく、本発明の水蒸気発生具は前記含水ゲルを基材及び被覆材で挟み込む状態で
積層してなる積層体であり、基材が透湿性のフィルムないしシートで形成されていること
により、含水ゲルに包含される水分が当該基材を透過して施用箇所に好適に水蒸気を供給
することができるのであるが、この基材の透湿性は、本発明の水蒸気発生具のスチーム効
果に大きく影響を与えるため、透湿度により管理することが好ましい。
【００３８】
具体的にはリッシー法で基材の透湿度２０００～６０００ｇ／ｍ２ ・２４ｈｒの範囲に管
理することが好ましく、透湿度が６０００ｇ／ｍ２ ・２４ｈｒを超えると大き過ぎて基材
から水分等が滲み出し、使用感の悪化や衣服等を汚損する虞があり、一方、透湿度が２０
００ｇ／ｍ２ ・２４ｈｒ未満になると小さ過ぎて所望のスチーム効果が得られなくなるの
で、いずれの場合も好ましくない。
【００３９】
従って、本発明においては、基材の透湿度をリッシー法で２０００～６０００ｇ／ｍ２ ・
２４ｈｒの範囲に管理することが好ましく、更に２５００～４５００ｇ／ｍ２ ・２４ｈｒ
の範囲に管理することが好ましい。
【００４０】
ところで、リッシー法（Ｌｙｓｓｙ法）とは世界各国の工業規格に準拠した方法であり、
例えばＪＩＳ　Ｚ　０２０８及びＪＩＳ　Ｋ　７１２９では、温度４０℃、相対湿度差９
０％ＲＨに保つように定められているので、本装置では、１００％相対湿度の状態にある
下部チャンバーと、高感度の湿度センサーを設置した上部チャンバーの境界面に測定サン
プルが挿入され、湿度センサーのある上部チャンバーの相対湿度を１０％ＲＨ（１００％
－９０％）に保つようにし、これを中心にして、＋１から－１の幅、即ち約９％から約１
１％に湿度が増加するのに必要な時間（数秒）を測定し、予め透過度既知の標準サンプル
を用いて同じ条件で行ったキャリブレーションの結果と比較することにより透過度を求め
る方式である。
【００４１】
そして、前記基材としては、柔軟で透湿性があるフィルムないしシート状のものであり、
好ましくは透湿度が上述の範囲内にあるものであれば特に限定されるものではなく、公知
の天然繊維及び／又は人造繊維からなる布体或いは高分子材料からなるフィルムないしシ
ートから選ばれたものを適宜選択して用いることができるのであり、又、これらの布体等
から選ばれた少なくとも１種以上を積層した積層フィルムないしシートとして用いても良
いのである。
【００４２】
この場合、親水性繊維で形成された布体を用いると、当該布体が水分で濡れ、その蒸発潜
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熱が外皮を冷して使用感が悪くなる場合があるのですので、疎水性繊維で形成された布体
を用いるのが好ましい。
【００４３】
前記天然繊維及び／又は人造繊維から成る布体としては、一般的には、布地、タオル地、
毛布、編み物、キルト、不織布又は織布等を挙げることができる。
【００４４】
又、前記天然繊維としては、例えば綿花、カポック、亜麻、ラミー、大麻、黄麻、しゅろ
、マニラ麻、サイザル麻、コイヤー・ファイバー等の植物繊維、家蚕絹、柞蚕絹、羊毛（
緬羊）、カシミア毛、ラクダ毛、アルパカ毛、モヘヤー、兎毛等の動物繊維が挙げられる
。
【００４５】
更に、前記人造繊維としては、例えば人絹糸、スフ、ビスコース、ベンベルグ等の再生繊
維、又はポリアミド系繊維（ナイロンなど）、ポリエステル系繊維（テトロン、テリレン
、デークロンなど）、ポリアクリル系繊維（オーロン、エクスラン、ボンネル、カシミロ
ン、カネカロンなど）、ポリビニール・アルコール系繊維（ビニロン）、ポリアルキレン
パラオキシベンゾエート系繊維（ベンゾエート）、ポリウレタン系繊維（ポリウレタン）
［スパンテックス］、ポリ塩化ビニリデン系繊維（ビニリデン）、ポリ塩化ビニル系繊維
（ポリ塩化ビニル）、ポリアクリロニトリル系繊維、ポリエチレン系繊維（ポリエチレン
）、ポリプロピレン系繊維（ポリプロピレン）、ポリクラール、ポリプロピレン系（パイ
レン）等の合成繊維、或いは酢酸人造繊維などのように天然物質と合成物質とを共重合し
て製造した半合成繊維等が挙げられる。
【００４６】
一方、前記高分子材料からなるフィルムないしシートとしては、ポリウレタン、ポリエチ
レン、エチレン－酢酸ビニル共重合体、ポリ塩化ビニル、ポリアミド、ポリエステル、ポ
リアセタール、ポリサルフォン、ポリフェニレンオキサイド、ポリブタジエン、ポリプロ
ピレン、セロファン、ポリクロロプレン、ポリアミノ酸、ニトリルゴム、ブチルゴム又は
シリコーンゴムから選ばれた少なくとも１種以上の高分子材料をフィルム状ないしシート
状に形成したものを挙げることができるのであり、本発明においては、これらの高分子材
料からなるフィルムないシートに対して、その可溶性充填剤を溶剤で溶出したり、延伸や
物理的穿孔等の手段により透湿性を付与すれば良いのである。
【００４７】
なお、本発明の水蒸気発生具においては、前記の天然繊維及び／又は人造繊維からなる布
体或いは高分子材料からなるフィルムないしシートを単独で用いても良いが、これらの布
体等から選ばれた少なくとも１種以上を積層した積層フィルムないしシートとして用いた
方が、基材の強度が向上し、又透湿度の調整が容易になるため好ましく、特に、天然繊維
及び／又は人造繊維からなる布体を体表面への貼付面とし、高分子材料からなるフィルム
ないしシートを含水ゲル側に配置した積層体とすることが、肌触りや使用感を著しく向上
させることができる上、含水ゲルからの水分の滲み出しによる衣服等の汚損を防止するこ
とができるので好ましい。
【００４８】
又、前記基材の坪量としては、特に限定されるものではないが、具体的には、一般に坪量
が５～１５００ｇ／ｍ２ 程度の範囲とするのが好ましい。
【００４９】
基材の坪量が５ｇ／ｍ２ 未満の場合には、必要な機械的強度が得難くなる上、厚さを均一
にすることが困難になる虞れがあるので好ましくない。
【００５０】
一方、基材の坪量が１５００ｇ／ｍ２ を超えると、柔軟性が低下して体表面へのなじみ性
が著しく低下すると共に、体表面の変形や移動に対する追従性が低下する上、ごわごわし
て風合が悪くなるので好ましくない。
【００５１】
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従って、特に、基材の坪量が、１０～５００ｇ／ｍ２ 程度の範囲とするのが好ましく、更
に好ましくは１５～３５０ｇ／ｍ２ の範囲、特に好ましくは１７．５～３００ｇ／ｍ２ の
範囲とするのが望ましい。
【００５２】
前述のごとく、本発明の水蒸気発生具は前記含水ゲルを前記基材上に積層し、更に被覆材
で覆ってなる積層体である。
【００５３】
　そして、この被覆材として 述の基材と異なり 水ゲル中の水分が大気中に蒸散
することを防止したり、衣服等に接触して当該衣服が汚損 ることを防止する役割を果
すので、水分の透過性を制限したものを用いることが好ましく、これらの観点から、被覆
材の透湿度がリッシー法で、２００ｇ／ｍ 2・２４ｈｒ以下とする
、特に、１００ｇ／ｍ 2・２４ｈｒ以下とするのが一層好ましい。
【００５４】
又、前記被覆材の坪量としては、特に限定されるものではないが、具体的には、一般に坪
量が５～１５００ｇ／ｍ２ 程度の範囲とするのが好ましい。
【００５５】
被覆材の坪量が５ｇ／ｍ２ 未満の場合には、必要な機械的強度が得難くなる上、厚さを均
一にすることが困難になる虞れがあるので好ましくない。
【００５６】
一方、被覆材の坪量が１５００ｇ／ｍ２ を超えると、柔軟性が低下して体表面へのなじみ
性が著しく低下すると共に、体表面の変形や移動に対する追従性が低下する上、ごわごわ
して風合が悪くなるので好ましくない。
【００５７】
従って、特に、被覆材の坪量が、１０～５００ｇ／ｍ２ 程度の範囲とするのが好ましく、
更に好ましくは１５～３５０ｇ／ｍ２ の範囲、特に好ましくは１７．５～３００ｇ／ｍ２

の範囲とするのが望ましい。
【００５８】
又、本発明においては、基材－含水ゲル－被覆材という積層体を形成する際に、基材及び
被覆材よりも若干小さな面積となるように含水ゲルを積層し、基材と被覆材の周縁部にお
いて接着或いは融着して当該積層体における基材及び被覆材との間から水分が大気中に蒸
散したり、水分が滲み出たりしないようにしたり、衣服等に接触して当該衣服が汚損され
ることを防止するなどの役割を果すようにすることが好ましい。
【００５９】
ところで、本発明の水蒸気発生具においてその施用面側には係止手段が形成され、この係
止手段には透湿度調節フィルムが着脱自在に係止されているものが好ましく、このように
構成することにより、この水蒸気発生具の使用者が、自己の好みに応じて、適宜透湿度を
変化させ、スチーム効果を調整することができるのである。
【００６０】
前記係止手段としては、透湿度調整フィルムを基材から着脱自在に係止し得るものであれ
ば特に限定されるものではないが、具体的には基材上に設けたポケットやマジックテープ
、ホック或いはベルト等が挙げられる。
【００６１】
この透湿度調節フィルムとしては、前述の基材として用いた布体や高分子材料からなるフ
ィルムないしシートと同様のものを用いることができるが、本発明の水蒸気発生具の使用
感を損ねることが無いように、薄手のものを用いることが好ましく、この観点より、特に
、ポリウレタン、ポリエチレン、エチレン－酢酸ビニル共重合体、ポリ塩化ビニル、ポリ
アミド、ポリエステル、ポリアセタール、ポリサルフォン、ポリフェニレンオキサイド、
ポリブタジエン、ポリプロピレン、セロファン、ポリクロロプレン、ポリアミノ酸、ニト
リルゴム、ブチルゴム又はシリコーンゴムから選ばれた少なくとも１種以上で形成された
フィルムないしシートを用いることが好ましい。
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【００６２】
なお、本発明の水蒸気発生具においては、使用中のズレや脱落を防止し、使用感や取り扱
い性を向上させるために、水蒸気発生具における基材の少なくとも一部に粘着部を設け、
当該水蒸気発生具を体表面へ貼付することができるように構成することが好ましい。
【００６３】
この場合、基材の全面に亘って粘着剤を積層して粘着部を設けると、基材の透湿性を損ね
る恐れがあるため好ましくなく、従って、前述の水蒸気発生具においてその施用面側にお
ける左右両側端部又は上下両端部或いは周縁部には外被貼着用の粘着部が設けられている
ものが好ましい。
【００６４】
本発明において、この粘着部としては、公知の粘着剤を好適に用いることができ、特に限
定されるものではないが、粘着性の大きい親油性の粘着剤を用いるのが好ましく、具体的
には、例えば（メタ）アクリル酸ブチルエステル、（メタ）アクリル酸ペンチルエステル
、（メタ）アクリル酸ヘキシルエステ等に代表される（メタ）アクリル酸アルキルエステ
ルやこれらのエステルと共重合体可能な（メタ）アクリル酸、イタコン酸、マレイン酸、
無水マレイン酸、（メタ）アクリル酸ヒドロキシエチル、（メタ）アクリル酸ヒドロキシ
プロピル、（メタ）アクリルアミド、ジメチルアクリルアミド、メタクリル酸メチルアミ
ノエチル、（メタ）アクリル酸メトキシエチルの如き官能性モノマー及び／又はアクリロ
ニトリル、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル又はビニルピロリドン等の如きビニルモノマ
ーとの共重合物であるアクリル系組成物が例示される。
【００６５】
他の例示としては、シリコンゴム、ポリイソプレンゴム、ポリイソブチレンゴム、ポリブ
タジエン、スチレン－ブタジエン－スチレンブロック共重合体ゴム、スチレン－イソプレ
ン－スチレンブロック共重合体ゴム、アクリル系ゴム、天然ゴムなどを主成分とするゴム
系粘性物、ビニル系ポリマー、例えばポリビニルエーテル、ポリビニルアルコール又はポ
リ酢酸ビニルなどを主成分とするビニル系粘性物等を挙げることができる。
【００６６】
ところで、本発明の水蒸気発生具において、その使用時以外には、前記粘着部の露出面は
いわゆる離型性保護フィルムで被覆するのが望ましく、この離型性保護フィルムとしては
例えばポリウレタン、ポリエチレン、エチレン－酢酸ビニル共重合体、ポリ塩化ビニル、
ポリブタジエン、ポリプロピレン、セロファン、ポリクロロプレン、ポリアミノ酸、ニト
リルゴム、ブチルゴム又はシリコ－ン樹脂等で形成されたフィルムないしシートやこれら
に凹凸を設けて実質接着面積を小さくしたり、或いは離型剤で離型処理を施したもの等が
挙げられる。
【００６７】
又、本発明の水蒸気発生具においては、粘着部の面積が、施用箇所に応じて、可変に形成
されているもの、即ち、粘着部の面積をフレキシブルに変化させることができるように構
成することによって、使用者の使用目的や施用箇所に応じて体表面への粘着性、追随性等
を変えたり、取り扱い性や使用感を一層向上することが好ましい。
【００６８】
前記粘着部の面積を可変とする方法としては、特に限定されるものではないが、例えば、
粘着部の一部ないし全部が複数の粘着剤層からなり、これを体表面の貼着箇所に応じて剥
離することができるように構成したり、又、粘着部に被覆フィルム張り付けたり、粘着部
に張り付けた被覆フィルムを剥離してその面積を増減する方法等が挙げられる。
【００６９】
更に、本発明に係る水蒸気発生具においては、前記の基材及び／又は含水ゲルに、用途に
応じた種々の経皮吸収性の薬剤、化粧料又は遠赤外線放射体から選ばれた少なくとも１種
以上を担持させることが好ましい。
【００７０】
特に、本発明において基材及び／又は含水ゲルに経皮吸収性の薬剤或いは化粧料を担持さ
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せた場合は、含水ゲルから供給される水分により皮膚角質層が緩和・ルーズ化し、前記薬
剤や化粧料の有効成分等が皮膚表面に吸収され易くなるため、薬剤や化粧料の有効成分等
の効率的な投与が可能となるのである。
【００７１】
この経皮吸収性の薬剤としては特に限定されるものではなく、公知のものを適宜選択して
用いることができるが、具体的には、例えばコルチコステロイド類、消炎鎮痛剤、高血圧
剤、麻酔剤、催眠鎮静剤、精神安定剤、降圧剤、抗生物質、抗菌性物質、ビタミン類、抗
てんかん剤、冠血管拡張剤、抗ヒスタミン剤、抗真菌物質等を好適に用いることができる
。
【００７２】
又、無臭昇華性結晶やハッカ油、ユーカリ油、ローズマリー油、ラベンダー油等が必要に
応じて添加することも好ましい態様の一つとなる。
【００７３】
更に、一般に湿布剤として使用されているホウ酸水、生理的食塩水、硫苦水、アルコール
水、亜麻仁油、石灰水、肝油、オリーブ油、リバノール水、過マンガン酸カリ液、メンタ
水、クレオソート、カラシ等を、温熱緩衝シートに吸収させても良いが、本発明において
はこれらが水分を含むことは必須ではなく、従って、これらの有効成分を微粉末ないし顆
粒にした固形のものを基材に担持させて用いることもできる。
【００７４】
又、前記化粧料としては、特に限定されるものではなく、人の身体を清潔にし、美化し、
魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために身体に塗擦、散布
その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされているもので、人に対する作
用が緩和な一般的な化粧料を適宜選択して用いることができるが、具体的には、抗炎症剤
、収れん剤、清涼化剤、ビタミン剤、ホルモン剤、抗ヒスタミン剤等の肌荒れ防止用薬剤
、皮脂抑制剤、角質剥離・溶解剤等のニキビ用薬剤、アロエエキス、人参エキス、カンゾ
ウエキス等の動植物抽出物、アミノ酸類の如き栄養剤等を挙げることができる。
【００７５】
又、前記の薬剤や化粧料と共に或いは前記薬剤や化粧料に代えて、基材及び／又は含水ゲ
ルに遠赤外線放射体を担持ないし分散させても良いが、この遠赤外線放射体としては、遠
赤外線領域近辺の波長範囲を有する遠赤外線を好適に放射する機能を有するものであれば
特に限定されるものではないが、中でも遠赤外線を放射する非金属の無機質固体（遠赤外
線放射セラミック）が好ましく、具体的には、金属の酸化物、炭化物、窒化物又は炭酸塩
から選ばれた少なくとも１種以上を適宜選択して用いることができる。
【００７６】
ここで、「遠赤外線」とは、正確には可視光線の長波長端の０．７６～０．８３μｍを下
限とし、上限が１ｍｍ程度の波長範囲のものがいわゆる「赤外線」であり、この「赤外線
」のうち、約２５μｍ以上の波長範囲を「遠赤外線」というが、本発明において、「遠赤
外線」とは、ここまで厳密に限定されるものではなく、この波長範囲近辺も含むもののこ
とをいい、従って、「遠赤外線放射機能」とは、この波長範囲近辺の波長を含む遠赤外線
を好適に放射する機能・性質のことをいう。
【００７７】
なお、遠赤外線放射セラミックにおける前記金属としては、特に制限されるものではない
が、例えば、Ａｌ、Ｂｅ、Ｖ、Ｆｅ、Ｙ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔｉ、Ｃｒ、
Ｃｅ、Ｚｒ、Ｃａ、Ｔａ又はＮｂ等から選ばれた金属或いは合金が挙げられるのであり、
遠赤外線放射体としては、これらの金属や合金を酸化させて、フィルム状ないしシート状
、粉状或いは粒状に形成したものを挙げることができる。
【００７８】
【実施例】
以下、本発明を実施例に基づき詳細に説明するが、本発明はこれに限定されるものではな
い。
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【００７９】
添付図面について説明すると、図１～図３は本発明の第１～第３実施例に係る水蒸気発生
具の断面図である。
【００８０】
図１において、本発明の第１実施例に係る水蒸気発生具１は、透湿性の基材２上に、含水
ゲル３を積層し、更にその上から被覆材４で被覆した積層体であり、この場合、基材２及
び被覆材４は含水ゲル３の粘着性を介して固定されており、その端部ないし周縁部は開放
された形状となっている。
そして、この場合、基材２及び／又は含水ゲル３には、必要に応じて経皮吸収性の薬剤、
化粧料又は遠赤外線放射体から選ばれた少なくとも１種以上を担持させても良いのである
。
【００８１】
前記含水ゲル３は本発明の水蒸気発生具１における水蒸気発生体且つ温熱或いは冷熱の発
生体であり、公知の含水ゲルを好適に用いることができる。
【００８２】
又、前記基材２としては、柔軟で透湿性があるフィルム状ないしシート状のものであって
、透湿度が２０００～６０００ｇ／ｍ２ ・２４ｈｒの範囲内にあるものであれば特に制限
されるものではなく、既知の天然繊維及び／又は人造繊維から成る布体或いは高分子材料
からなるフィルムないしシートを適宜選択して用いることができるのであり、又、これら
の布体等から選ばれた少なくとも１種以上を積層した積層フィルム・シートとして用いて
も良いのである。
【００８３】
　更に、前記被覆材４として 基材と異なり の被覆材４は含水ゲル３中の水分
が大気中に蒸散することを極力防止したり、衣服等に接触して当該衣服 が汚損 るこ
とを防止する役割を担うものであるため、水分の透過性を制限したもの、つまりガスバリ
ヤー性のフィルムないしシートを用いることが好ましい。
【００８４】
図２は本発明の第２実施例に係る水蒸気発生具１を示し、この第２実施例に係る水蒸気発
生具１は、透湿性の基材２上に、含水ゲル３を積層し、更にその上から被覆材４で覆った
積層体であり、この場合、基材２及び被覆材３は含水ゲル３の粘着性を介して固定されて
おり、更にその周縁部が接着或いは融着されて含水ゲル３が封入された態様となっている
。
この場合においても、前記の基材２及び／又は含水ゲル３には、必要に応じて経皮吸収性
の薬剤、化粧料又は遠赤外線放射体から選ばれた少なくとも１種以上を担持させても良い
のである。
【００８５】
なお、この第２実施例において、含水ゲル３、基材２及び被覆材４は、第１実施例で説明
したものと同様のものを用いることができるため、重複説明を避けるためここでは省略す
る。
【００８６】
図３は本発明の第３実施例に係る水蒸気発生具１を示し、この第３実施例に係る水蒸気発
生具１は、前記第２実施例に係る水蒸気発生具の施用面側における左右両側端部に外被貼
着用の粘着部５をそれぞれ設けたものであり、この粘着部５によって、前記水蒸気発生具
１を人体の所望箇所に密着固定できるのである。
【００８７】
前記粘着部５としては、人体の外皮に用いることができるものであれば特に限定されるも
のではないが、具体的には、公知の粘着剤を好適に用いることができるのであり、特に、
皮膚粘着力が高いなどの理由から、親油性の粘着剤を用いるのが好ましい。
【００８８】
図４及び図５は本発明の第４実施例に係る水蒸気発生具１を示し、この第４実施例に係る
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水蒸気発生具１は、前記水蒸気発生具１においてその基材２にポケットからなる係止手段
６が形成され、この係止手段８には透湿度調節フィルム７が着脱自在に係止されたもので
ある。
【００８９】
なお、透湿度調節フィルム７としては、前述の基材や被覆材と同様のものを用いることが
できるが、中でも高分子材料からなるフィルムないしシートが好ましい。
【００９０】
水蒸気発生具の作成
（ａ）含水ゲル
含水ゲルとして、以下の表１に示す組成のものを用いた。
【００９１】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００９２】
（ｂ）基材
基材として、ポリエステル製不織布（坪量３０ｇ／ｍ２ ）にポリエチレン製多孔質フィル
ム（厚さ４０μｍ）を積層し、更にその上からポリプロピレン製不織布（坪量３０ｇ／ｍ
２ ）を積層した三層構造の基材を用いた（７０ｍｍ×１４０ｍｍ）。
なお、前記基材の透湿度は透湿量がリッシー法で３８６０ｇ／ｍ２ ・２４ｈｒとなるよう
に調整したものである。
【００９３】
（ｃ）被覆材
被覆材として、ポリエステル製不織布（坪量３０ｇ／ｍ２ ）にポリエチレン製フィルム（
ガスバリヤーフィルム、厚さ２０μｍ）を積層し、更にその上からポリプロピレン製不織
布（坪量３０ｇ／ｍ２ ）を積層した三層構造の基材を用いた（７０ｍｍ×１４０ｍｍ）。
【００９４】
実施例１
前記（ｂ）の基材におけるポリプロピレン製不織布面上に、その面積より若干小さい面積
（６０ｍｍ×１３０ｍｍ）を占めるように、前記（ａ）の含水ゲルを１８００ｇ／ｍ２ と
なるように塗布・積層し、次いでその上から前記（ｃ）の被覆材においてそのポリプロピ
レン製不織布側が含水ゲル側になるように被覆することにより、本発明の水蒸気発生具を
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得た。
【００９５】
実施例２
実施例１で得られた水蒸気発生具の周縁部をヒートシールすることにより、周縁部が封着
された、本発明の水蒸気発生具を得た。
【００９６】
実施例３
実施例２で得られた水蒸気発生具においてその施用面側における左右両側端部に幅が１５
ｍｍで、且つ外被貼着用の粘着部をそれぞれ設けることにより、本発明の水蒸気発生具を
得た。
この場合、前記粘着部は、スチレン－イソプレン－スチレンブロック共重合体（ＳＩＳ）
からなる粘着剤を用いて形成した。
【００９７】
前記実施例１～３において作成した各水蒸気発生具を、眼精疲労を訴える被験者に実際に
使用（瞼の上に５分間静置する）してもらい、その使用感や効果についてアンケート調査
を行った。
【００９８】
なお、この試験は、温熱試験と冷熱試験の２つの使用態様で調査を行った。
温熱試験
１～３の各実施例のものを５００Ｗの電子レンジで３０秒加温したものを用い、眼精疲労
を訴える被験者（パネラー　年齢４２～５５才の女性）１０名に適用し、調査した。
冷熱試験
１～３の各実施例のものを温度４℃の冷蔵庫内で１時間冷却したものを用い、眼精疲労を
訴える被験者（パネラー　年齢４２～５５才の女性）１０名に適用し、調査した。
【００９９】
その結果、温熱試験の使用態様においては、実施例１～３のいずれのものも、被験者の８
～９名が目の疲れが著しく緩和されたと回答し、残りの１～２名の被験者においても目の
疲れがある程度緩和されたと回答し、効果がなかったと回答した者は全くいなかった。
【０１００】
又、冷熱試験の使用態様においては、実施例１～３のいずれのものも、被験者の７～８名
が目の疲れが著しく緩和されたと回答し、残りの２～３名の被験者においても目の疲れが
ある程度緩和されたと回答し、効果がなかったと回答した者は全くいなかった。
【０１０１】
更に、実施例３については、粘着剤を介して瞼の上に貼着することができるため、ズレが
少なく、しかも瞼への密着性が良好であるため、特に目の疲れが著しく緩和されたと９名
の被験者が回答した。
【０１０２】
【効果】
　本発明は、前記構成を有し、即ち、施用箇所に水蒸気によるスチーム効果を付与する水
蒸気発生具として、フィルム状ないしシート状の基材と被覆材との間に

含水ゲルが積層されてなる積層体を形成し、
更に前記基材として透湿性のフィルムないしシートを用いることにより、適用部位に保湿
効果や潤いを与える上、スチーム効果と共に温湿布効果或いは冷湿布効果を付与し、当該
適用部位等における血行循環の促進や代謝の改善を実現したり、又、炎症の緩和や皮膚の
収斂或いは引き締め効果等を与えたり、清涼感を与えたり、更に前記適用部位に薬剤や化
粧料等を効率よく経皮吸収させて薬理効果や美化効果などを向上させるなどの効果を有す
るのである。
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水及び高分子材料
である吸水性ポリマーを必須構成成分とする

そして、特に、本発明の水蒸気発生具においては、被覆材が基材と異なり、当該被覆材
の透湿度がリッシー法で、２００ｇ／ｍ 2・２４ｈｒ以下と水分の透過性を制限した素材
で形成されているから、含水ゲル中の水分が大気中に蒸散することを防止したり、衣服等



【０１０３】
又、本発明に係る水蒸気発生具おいてはその基材を透湿性のフィルムないしシートで形成
することにより、含水ゲル内に包含される水分が当該基材を透過して人体の施用（適用部
位）箇所に適度な水分（水蒸気）を供給し、皮膚等の乾燥を緩和し、潤いを与えることが
できるなどの効果を発現するのである。
【０１０４】
更に、本発明は、施用箇所に水蒸気によるスチーム効果を付与する水蒸気発生具として、
フィルム状ないしシート状の基材と被覆材との間に水及び吸水性ポリマーを必須構成成分
とする含水ゲルを積層してなる積層体を用いることにより、施用箇所を暖めたい場合には
、当該水蒸気発生具を電子レンジ等で所望の温度に加温して用いることができるのであり
、逆に施用箇所を冷やしたい場合には、当該水蒸気発生体を冷蔵庫や冷凍庫内で冷却して
用いることができる上、このように構成することによって、複数回繰り返して使用できる
など、極めて経済的であるなどの効果を有するのである。
【０１０５】
加えて、本発明に係る水蒸気発生具は、基材と被覆材との間に含水ゲルを積層してなるシ
ート状の積層体として形成することにより、薄く、柔軟で肌触りを向上させることができ
るのであり、しかも手で触って水蒸気発生具の温度を確認してから適用部位に施用したり
、又、このように温度を確認しないで施用しても含水ゲルが直接皮膚表面に接触すること
がないため、低温火傷或いは過剰冷却等を引き起こすことが無く、これより使用感や安全
性を至極向上することもできるなどの効果を奏するのである。
【０１０６】
特に、本発明に係る水蒸気発生具においては、基材及び／又は含水ゲルに、経皮吸収性薬
剤又は化粧料等を担持させることにより、水蒸気により緩慢・ルーズ化した皮膚角質層に
、この薬剤や化粧料等が好適に吸収される結果、薬剤の薬理効果や化粧料による美化効果
等を著しく高めることができるなどの効果を奏するのである。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の第１実施例に係る水蒸気発生具を示す断面図である。
【図２】図２は、本発明の第２実施例に係る水蒸気発生具を示す断面図である。
【図３】図３は、本発明の第３実施例に係る水蒸気発生具を示す断面図である。
【図４】図４は、本発明の第４実施例に係る水蒸気発生具を示す断面図である。
【図５】図５は、本発明の第４実施例に係る水蒸気発生具を示す斜視図である。
【符号の説明】
１　　水蒸気発生具
２　　基材
３　　含水ゲル
４　　被覆材
５　　粘着部
６　　係止手段
７　　透湿度調節フィルム
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に接触して当該衣服が汚損されることを防止する役割を果すことができるなどの効果を奏
するのである。



【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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