
JP 2015-512402 A 2015.4.27

10

(57)【要約】
　２以上のプレ混合組成物を合わせることによる抗菌性
のアルコール泡沫組成物の製法を提供する。第１のプレ
混合組成物は、本来、アルコール性であり、アルコール
、酸性成分及びワックス成分を含んでなる。第２のプレ
混合組成物は、本来、水性であり、水及び炭酸塩を含ん
でなる。空気又はエーロゾル噴射剤の添加を必要としな
い抗菌性のアルコール泡沫組成物も提供される。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　抗菌性のアルコール性泡沫組成物を調製する方法であって、
　（ａ）第１のプレ混合組成物の総質量基準で、低級アルコール少なくとも５０質量％、
酸性成分、及びワックス成分を含んでなる第１のプレ混合組成物、及び（ｂ）水及び炭酸
塩を含んでなる第２のプレ混合組成物を合わせる工程
含んでなる、抗菌性のアルコール性泡沫組成物の調製法。
【請求項２】
　抗菌性のアルコール性泡沫組成物を調製する方法であって、
　水性のプレ混合物である第１の液体プレ混合物を収容する第１のリザーバー、アルコー
ル性のプレ混合物である第２の液体プレ混合物を収容する第２のリザーバーを有するディ
スペンサーを用意する工程；
　前記水性のプレ混合物（ここで、水性のプレ混合物は炭酸塩及び水を含んでなるもので
ある）の一定分量を分配する工程；
　前記アルコール性のプレ混合物（ここで、アルコール性のプレ混合物は、該アルコール
性のプレ混合物の総質量基準で、Ｃ１－６アルコール少なくとも５０質量％、ワックス成
分、及び酸性成分を含んでなるものである）の一定分量を分配する工程；
　前記水性のプレ混合物の一定分量及び前記アルコール性のプレ混合物の一定分量を混合
し、前記水性のプレ混合物及び前記アルコール性のプレ混合物を化学的に反応させて、抗
菌性のアルコール性泡沫を生成する工程
を含んでなる、抗菌性のアルコール性泡沫組成物の調製法。
【請求項３】
　酸性成分が、塩酸、硝酸、リン酸、ホスホン酸、ホウ酸、硫酸、アジピン酸、ベンゼン
１,３,５－トリカルボン酸、クロロコハク酸、塩化コリン、シス－アコニット酸、シトラ
マル酸、クエン酸、シクロブタン１,１,３,３－テトラカルボン酸、シクロヘキサン１,２
,４,５－テトラカルボン酸、シクロペンタン１,２,３,４－テトラカルボン酸、ジグリコ
ール酸、フマル酸、グルタミン酸、グルタル酸、グリオキシル酸、イソクエン酸、オキソ
マロン酸、乳酸、マレイン酸、リンゴ酸、マロン酸、ニトリロ三酢酸、オキサロ酢酸、シ
ュウ酸、フィチン酸、ｐ－トルエンスルホン酸、サリチル酸、コハク酸、酒石酸、タルト
ロン酸、テトラヒドロフラン２,３,４,５－テトラカルボン酸、トリカルバリル酸、エデ
ト酸、３－ヒドロキシグルタル酸、２－ヒドロキシプロパン１,３－ジカルボン酸、グリ
セリン酸、フラン２,５－ジカルボン、３,４－ジヒドロキシフラン２,５－ジカルボン酸
、３,４－ジヒドロキシテトラヒドロフラン２,５－ジカルボン酸、２－オキソ－グルタル
酸、ｄｌ－グリセリン酸、及び２,５－フランジカルボン酸、酒石酸、リンゴ酸、グルコ
ン酸、フマル酸、アスコルビン酸、クエン酸、イソクエン酸、乳酸、タルトロン酸、シュ
ウ酸、サリチル酸、マロン酸、酒石酸水素カリウム、リン酸カルシウム、リン酸ナトリウ
ムアルミニウム、硫酸ナトリウムアルミニウム、リン酸モノナトリウム、ピロリン酸二ナ
トリウム、乳酸カルシウム、硫酸カルシウム、リン酸カルシウム、リン酸ナトリウムアル
ミニウム、硫酸ナトリウムアルミニウム、リン酸モノナトリウム、及びピロリン酸二ナト
リウム、及びその混合物からなる群から選ばれるものである、請求項１又は２に記載の方
法。
【請求項４】
　酸性成分が、クエン酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸、サリチル酸、シュウ酸、及びその混
合物からなる群から選ばれるものである、請求項１－３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　酸性成分がクエン酸である、請求項１－４のいずれかに記載の製法。
【請求項６】
　酸性成分の量が、合わせた水性のプレ混合物及びアルコール性のプレ混合物100ｇ当た
り少なくとも0.02当量である、請求項１－５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
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　酸性成分の量が、水性のプレ混合物中に存在する炭酸塩の当量の０.５－約２倍である
、請求項１－６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　酸性成分の量が、合わせた水性のプレ混合物及びアルコール性のプレ混合物100ｇ当た
り二酸化炭素少なくとも0.02モルを生成するために必要な酸の化学量論量である、請求項
１－７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　炭酸塩が、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸リチウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸
水素カリウム、炭酸水素カルシウム、炭酸水素アンモニウム、及びその混合物からなる群
から選ばれるものである、請求項１－８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　炭酸塩が炭酸水素カリウムである、請求項１－９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　炭酸塩の量が有効量である、請求項１－１０のいずれかにに記載の方法。
【請求項１２】
　炭酸塩の量が、合わせた水性のプレ混合物及びアルコール性のプレ混合物100ｇ当たり
二酸化炭素少なくとも0.02モルを生成するために必要な炭酸塩の化学量論量である、請求
項１－１１のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
　水性のプレ混合物が炭酸塩について飽和の溶液である、請求項１－１２のいずれかに記
載の方法。
【請求項１４】
　ワックス成分が、カルバウナロウ、カンデリラロウ、Ouricuryロウ、木ロウ、コルクフ
ァイバーワックス、サトウキビロウ、パラフィンワックス、亜炭ワックス、ミクロクリス
タリンワックス、ラノリンワックス、オゾケライト、ポリエチレンワックス、シリコーン
ワックス、植物性ワックス、Ｃ８－２４脂肪アルコール、Ｃ８－２４脂肪酸、室温におい
て固状のグリセリド、Ｃ８－２４脂肪アルコールとエトキシル化Ｃ８－２４脂肪アルコー
ルとのブレンド、Ｃ８－２４脂肪アルコールと非イオン性界面活性剤とのブレンド、及び
その混合物からなる群から選ばれるものである、請求項１－１３のいずれかに記載の方法
。
【請求項１５】
　ワックス成分が乳化ロウである、請求項１－１４のいずれかに記載の方法。
【請求項１６】
　ワックス成分が、アルコール性のプレ混合物の総質量基準で少なくとも０.２質量％の
量で存在する、請求項１－１５のいずれかに記載の方法。
【請求項１７】
　ワックス成分が、合わせたアルコール性のプレ混合物及び水性のプレ混合物の総質量基
準で少なくとも０.１質量％の量で存在する、請求項１－１６のいずれかに記載の方法。
【請求項１８】
　水性のプレ混合物が、さらに、ポリソルベート、ポロキサマー、ポリエトキシル化シロ
キサンポリマー、及びその混合物からなる群から選ばれる乳化剤を含んでなる、請求項１
－１７のいずれかに記載の方法。
【請求項１９】
　アルコール性のプレ混合物が、さらに、ポリソルベート、ポロキサマー、ポリエトキシ
ル化シロキサンポリマー、及びその混合物からなる群から選ばれる乳化剤を含んでなる、
請求項１－１８のいずれかに記載の方法。
【請求項２０】
　乳化剤がポロキサマーである、請求項１－１９のいずれかに記載の方法。
【請求項２１】
　水性のプレ混合物が、さらに、Ｃ１－６アルコール約４９質量％以下を含んでなる、請
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求項１－２０のいずれかに記載の方法。
【請求項２２】
　泡沫が、酸と炭酸塩との間の反応の際、合わせた水性のプレ混合物及びアルコール性の
プレ混合物の液体容積の１.５－５倍の最終容積に膨張する、請求項１－２１のいずれか
に記載の方法。
【請求項２３】
　泡沫が、室温及び室圧において少なくとも１分間安定である、請求項１－２２のいずれ
かに記載の方法。
【請求項２４】
　アルコール性のプレ混合組成物の総質量基準で、低級アルコール少なくとも５０質量％
、酸性成分、及びワックス成分を含んでなるアルコール性；及び
　炭酸塩を含んでなる水性のプレ混合組成物
を合わせることによって調製される、自己生成形の泡沫。
【請求項２５】
　（ａ）第１のプレ混合組成物の総質量基準で、低級アルコール少なくとも５０質量％、
酸性成分、及びワックス成分を含んでなる第１のプレ混合組成物、及び
　（ｂ）水及び炭酸塩を含んでなる第２のプレ混合組成物
を合わせることのよって調製される、抗菌性のアルコール性泡沫組成物。
【請求項２６】
　泡沫が、Ｃ１－６アルコール、ワックス成分、及び任意成分を含んでなり、空気又はエ
ーロゾル噴射剤を含有しない、二酸化炭素系の抗菌性のアルコール性泡沫組成物。
【請求項２７】
　酸性成分が、塩酸、硝酸、リン酸、ホスホン酸、ホウ酸、硫酸、アジピン酸、ベンゼン
１,３,５－トリカルボン酸、クロロコハク酸、塩化コリン、シス－アコニット酸、シトラ
マル酸、クエン酸、シクロブタン１,１,３,３－テトラカルボン酸、シクロヘキサン１,２
,４,５－テトラカルボン酸、シクロペンタン１,２,３,４－テトラカルボン酸、ジグリコ
ール酸、フマル酸、グルタミン酸、グルタル酸、グリオキシル酸、イソクエン酸、オキソ
マロン酸、乳酸、マレイン酸、リンゴ酸、マロン酸、ニトリロ三酢酸、オキサロ酢酸、シ
ュウ酸、フィチン酸、ｐ－トルエンスルホン酸、サリチル酸、コハク酸、酒石酸、タルト
ロン酸、テトラヒドロフラン２,３,４,５－テトラカルボン酸、トリカルバリル酸、エデ
ト酸、３－ヒドロキシグルタル酸、２－ヒドロキシプロパン１,３－ジカルボン酸、グリ
セリン酸、フラン２,５－ジカルボン、３,４－ジヒドロキシフラン２,５－ジカルボン酸
、３,４－ジヒドロキシテトラヒドロフラン２,５－ジカルボン酸、２－オキソ－グルタル
酸、ｄｌ－グリセリン酸、及び２,５－フランジカルボン酸、酒石酸、リンゴ酸、グルコ
ン酸、フマル酸、アスコルビン酸、クエン酸、イソクエン酸、乳酸、タルトロン酸、シュ
ウ酸、サリチル酸、マロン酸、酒石酸水素カリウム、リン酸カルシウム、リン酸ナトリウ
ムアルミニウム、硫酸ナトリウムアルミニウム、リン酸モノナトリウム、ピロリン酸二ナ
トリウム、乳酸カルシウム、硫酸カルシウム、リン酸カルシウム、リン酸ナトリウムアル
ミニウム、硫酸ナトリウムアルミニウム、リン酸モノナトリウム、及びピロリン酸二ナト
リウム、及びその混合物からなる群から選ばれるものである、請求項２５－２６のいずれ
かにに記載の組成物。
【請求項２８】
　酸性成分が、クエン酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸、サリチル酸、シュウ酸、及びその混
合物からなる群から選ばれるものである、請求項２５－２７のいずれかに記載の組成物。
【請求項２９】
　酸性成分がクエン酸である、請求項２５－２８のいずれかに記載の組成物。
【請求項３０】
　酸性成分の量が、合わせた水性のプレ混合物及びアルコール性のプレ混合物100ｇ当た
り少なくとも0.02当量である、請求項２５－２９のいずれかに記載の組成物。
【請求項３１】
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　酸性成分の量が、水性のプレ混合物中に存在する炭酸塩の当量の０.５－約２倍である
、請求項２５－３０のいずれかに記載の組成物。
【請求項３２】
　酸性成分の量が、合わせた水性のプレ混合物及びアルコール性のプレ混合物100ｇ当た
り二酸化炭素少なくとも0.02モルを生成するために必要な酸の化学量論量である、請求項
２５－３１のいずれかに記載の組成物。
【請求項３３】
　炭酸塩が、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸リチウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸
水素カリウム、炭酸水素カルシウム、炭酸水素アンモニウム、及びその混合物からなる群
から選ばれるものである、請求項２５－３２のいずれかに記載の組成物。
【請求項３４】
　炭酸塩が炭酸水素カリウムである、請求項２５－３３のいずれかに記載の組成物。
【請求項３５】
　炭酸塩の量が有効量である、請求項２５－３４のいずれかにに記載の組成物。
【請求項３６】
　炭酸塩の量が、合わせた水性のプレ混合物及びアルコール性のプレ混合物100ｇ当たり
二酸化炭素少なくとも0.02モルを生成するために必要な炭酸塩の化学量論量である、請求
項２５－３５のいずれかに記載の組成物。
【請求項３７】
　水性のプレ混合物が炭酸塩について飽和の溶液である、請求項２５－３６のいずれかに
記載の組成物。
【請求項３８】
　ワックス成分が、カルバウナロウ、カンデリラロウ、Ouricuryロウ、木ロウ、コルクフ
ァイバーワックス、サトウキビロウ、パラフィンワックス、亜炭ワックス、ミクロクリス
タリンワックス、ラノリンワックス、オゾケライト、ポリエチレンワックス、シリコーン
ワックス、植物性ワックス、Ｃ８－２４脂肪アルコール、Ｃ８－２４脂肪酸、室温におい
て固状のグリセリド、Ｃ８－２４脂肪アルコールとエトキシル化Ｃ８－２４脂肪アルコー
ルとのブレンド、Ｃ８－２４脂肪アルコールと非イオン性界面活性剤とのブレンド、及び
その混合物からなる群から選ばれるものである、請求項２５－３７のいずれかに記載の組
成物。
【請求項３９】
　ワックス成分が乳化ロウである、請求項２５－３８のいずれかに記載の組成物。
【請求項４０】
　ワックス成分が、アルコール性のプレ混合物の総質量基準で少なくとも０.２質量％の
量で存在する、請求項２５－３９のいずれかに記載の組成物。
【請求項４１】
　ワックス成分が、合わせたアルコール性のプレ混合物及び水性のプレ混合物の総質量基
準で少なくとも０.１質量％の量で存在する、請求項２５－４０のいずれかに記載の組成
物。
【請求項４２】
　水性のプレ混合物が、さらに、ポリソルベート、ポロキサマー、ポリエトキシル化シロ
キサンポリマー、及びその混合物からなる群から選ばれる乳化剤を含んでなる、請求項２
５－４１のいずれかに記載の組成物。
【請求項４３】
　アルコール性のプレ混合物が、さらに、ポリソルベート、ポロキサマー、ポリエトキシ
ル化シロキサンポリマー、及びその混合物からなる群から選ばれる乳化剤を含んでなる、
請求項２５－４２のいずれかに記載の組成物。
【請求項４４】
　乳化剤がポロキサマーである、請求項２５－４３のいずれかに記載の組成物。
【請求項４５】
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　水性のプレ混合物が、さらに、Ｃ１－６アルコール約４９質量％以下を含んでなる、請
求項２５－４４のいずれかに記載の製法。
【請求項４６】
　泡沫が、酸と炭酸塩との間の反応の際、合わせた水性のプレ混合物及びアルコール性の
プレ混合物の液体容積の１.５－５倍の最終容積に膨張する、請求項２５－４５のいずれ
かに記載の組成物。
【請求項４７】
　泡沫が、室温及び室圧において少なくとも１分間安定である、請求項２５－４６のいず
れかに記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の具体例は、抗菌性のアルコール泡沫組成物及び抗菌性のアルコール泡沫組成物
を製造する方法を提供する。
【背景技術】
【０００２】
　医療の現場においては、効果的で、広範囲スペクトル抗菌性の消毒薬製品についての要
求がある。泡沫洗浄剤は、１つには、これらが表面上で展開することが容易であるとの理
由から人気がある。消費者は、泡沫セッケン製品及び消毒薬製品の高級感を好むようであ
る。少なくとも部分的には泡沫のより大きい表面積のため、液体又はゲルと同じ洗浄力を
提供するには、泡沫では、より少ない量でよい。好適に処方された泡沫製品は、従来のゲ
ル化製品又は液体製品について経験される滴下（ドリップ）及びはね（スプラッシュ）を
生じない。これは、製品を収容するディスペンサーが使用される施設の床及び壁に対する
損傷を防止する。泡沫製品の製造は、取り扱いが困難である粉末状の増粘剤がしばしば配
合されるゲル化製品よりも容易である。
【０００３】
　代表的には、泡沫製品は、泡沫を生成するために気体を液体と混合するように適合され
たディスペンサーを必要とする。エーロゾル泡沫製品は、加圧システム及び噴射剤を必要
とする。米国特許第6,660,282号は、非エーロゾル泡沫製品のいくつかの課題を記載して
いる。当該米国特許第6,660,282号は、ある種のタイプの非エーロゾルディスペンサーは
、多孔性のフィルター又はメッシュスクリーンを使用して作動するため、特殊な成分又は
わずかに粘稠な組成物に対しても耐えられないことを記述している。また、米国特許第6,
660,282号は、非エーロゾル型の生成された泡沫は、しばしば、濃密な豪華性に欠け、し
ばしば、クッションのような使用感を提供しない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このように、泡沫を生成するために気体を液体と混合するディスペンサーを必要としな
い広く適用される抗菌性のアルコール性泡沫組成物についての要求がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の具体例は、抗菌性のアルコール性泡沫組成物、及び空気を添加することなく及
び加圧成分又はエーロゾル噴射剤を必要とすることなく、抗菌性のアルコール性泡沫組成
物を製造する方法を提供する。プレ混合組成物（非加圧容器内に、別々に保管される）は
、合わされる際に二酸化炭素を生成し、二酸化炭素は、プレ混合物の他の成分と一緒に、
抗菌性のアルコール性泡沫組成物を形成する。
【０００６】
　本発明の具体例によれば、抗菌性のアルコール性泡沫組成物は、（ａ）第１のプレ混合
組成物の総質量基準で、低級アルコール少なくとも５０質量％、酸性成分、及びワックス
成分を含んでなる第１のプレ混合組成物、及び（ｂ）水及び炭酸塩を含んでなる第２のプ
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レ混合組成物を混合することによって得られる。
【０００７】
　本発明の具体例は、二酸化炭素系の抗菌性のアルコール性泡沫組成物であって、泡沫が
Ｃ１－６アルコール、ワックス成分、及び任意成分を含んでなり、ただし、空気又はエー
ロゾル噴射剤を含有しない二酸化炭素系の抗菌性のアルコール性泡沫組成物を提供する。
【０００８】
　１以上の具体例では、本発明は、抗菌性のアルコール性泡沫組成物を調製する方法であ
って、（ａ）第１のプレ混合組成物の総質量基準で、低級アルコール少なくとも５０質量
％、酸性成分、及びワックス成分を含んでなる第１のプレ混合組成物、及び（ｂ）水及び
炭酸塩を含んでなる第２のプレ混合組成物を合わせることを含んでなる調製法を提供する
。
【０００９】
　１以上の具体例では、本発明は、抗菌性のアルコール性泡沫組成物を調製する方法であ
って、水性のプレ混合物である第１の液体プレ混合物を収容する第１のリザーバー、アル
コール性のプレ混合物である第２の液体プレ混合物を収容する第２のリザーバーを有する
ディスペンサーを用意する工程；前記水性のプレ混合物（ここで、水性のプレ混合物は炭
酸塩及び水を含んでなるものである）の一定分量を分配する工程；前記アルコール性のプ
レ混合物（ここで、アルコール性のプレ混合物は、該アルコール性のプレ混合物の総質量
基準で、Ｃ１－６アルコール少なくとも５０質量％、酸性成分、及びワックス成分を含ん
でなるものである）の一定分量を分配する工程；前記水性のプレ混合物の一定分量及び前
記アルコール性のプレ混合物の一定分量を混合し、前記水性のプレ混合物及び前記アルコ
ール性のプレ混合物を化学的に反応させて、抗菌性のアルコール性泡沫を生成する工程を
含んでなる方法を提供する。
【００１０】
　１以上の具体例では、本発明は、アルコール性のプレ混合物の総質量基準で、Ｃ１－６

アルコール少なくとも約５０質量％、少なくとも１の酸性成分、及び少なくとも１のワッ
クス成分を含んでなるアルコール性のプレ混合物；及び炭酸塩を含んでなる第２のプレ混
合物を合わせることによって調製される自己生成形の泡沫を提供する。
【００１１】
　上記の具体例のいずれかにおいて、又はさらにここに記載するように、酸性成分は、塩
酸、硝酸、リン酸、ホスホン酸、ホウ酸、硫酸、アジピン酸、ベンゼン１,３,５－トリカ
ルボン酸、クロロコハク酸、塩化コリン、シス－アコニット酸、シトラマル酸、クエン酸
、シクロブタン１,１,３,３－テトラカルボン酸、シクロヘキサン１,２,４,５－テトラカ
ルボン酸、シクロペンタン１,２,３,４－テトラカルボン酸、ジグリコール酸、フマル酸
、グルタミン酸、グルタル酸、グリオキシル酸、イソクエン酸、オキソマロン酸、乳酸、
マレイン酸、リンゴ酸、マロン酸、ニトリロ三酢酸、オキサロ酢酸、シュウ酸、フィチン
酸、ｐ－トルエンスルホン酸、サリチル酸、コハク酸、酒石酸、タルトロン酸、テトラヒ
ドロフラン２,３,４,５－テトラカルボン酸、トリカルバリル酸、エデト酸、３－ヒドロ
キシグルタル酸、２－ヒドロキシプロパン１,３－ジカルボン酸、グリセリン酸、フラン
２,５－ジカルボン、３,４－ジヒドロキシフラン２,５－ジカルボン酸、３,４－ジヒドロ
キシテトラヒドロフラン２,５－ジカルボン酸、２－オキソ－グルタル酸、ｄｌ－グリセ
リン酸、及び２,５－フランジカルボン酸、酒石酸、リンゴ酸、グルコン酸、フマル酸、
アスコルビン酸、クエン酸、イソクエン酸、乳酸、タルトロン酸、シュウ酸、サリチル酸
、マロン酸、酒石酸水素カリウム、リン酸カルシウム、リン酸ナトリウムアルミニウム、
硫酸ナトリウムアルミニウム、リン酸モノナトリウム、ピロリン酸二ナトリウム、乳酸カ
ルシウム、硫酸カルシウム、リン酸カルシウム、リン酸ナトリウムアルミニウム、硫酸ナ
トリウムアルミニウム、リン酸モノナトリウム、及びピロリン酸二ナトリウム、又はその
混合物である。
【００１２】
　上記の具体例のいずれかにおいて、又はさらにここに記載するように、酸性成分は、ク
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エン酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸、サリチル酸、シュウ酸、又はその混合物である。
【００１３】
　上記の具体例のいずれかにおいて、又はさらにここに記載するように、酸性成分はクエ
ン酸である。
【００１４】
　上記の具体例のいずれかにおいて、又はさらにここに記載するように、酸性成分の量は
、合わせた水性のプレ混合物及びアルコール性のプレ混合物100ｇ当たり少なくとも約0.0
2当量である。
【００１５】
　上記の具体例のいずれかにおいて、又はさらにここに記載するように、酸性成分の量は
、水性のプレ混合物中に存在する炭酸塩の当量の０.５－約２倍である。
【００１６】
　上記の具体例のいずれかにおいて、又はさらにここに記載するように、酸性成分の量は
、合わせた水性のプレ混合物及びアルコール性のプレ混合物100ｇ当たり二酸化炭素少な
くとも約0.02モルを生成するために必要な化学量論量である。
【００１７】
　上記の具体例のいずれかにおいて、又はさらにここに記載するように、炭酸塩は、炭酸
ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸リチウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、炭
酸水素カルシウム、炭酸水素アンモニウム、又はその混合物である。
【００１８】
　上記の具体例のいずれかにおいて、又はさらにここに記載するように、炭酸塩は炭酸水
素カリウムである。
【００１９】
　上記の具体例のいずれかにおいて、又はさらにここに記載するように、炭酸塩の量は有
効量である。
【００２０】
　上記の具体例のいずれかにおいて、又はさらにここに記載するように、炭酸塩の量は、
合わせた水性のプレ混合物及びアルコール性のプレ混合物100ｇ当たり二酸化炭素少なく
とも約0.02モルを生成するために必要な炭酸塩の化学量論量である。
【００２１】
　上記の具体例のいずれかにおいて、又はさらにここに記載するように、水性のプレ混合
物は、炭酸塩について飽和の溶液である。
【００２２】
　上記の具体例のいずれかにおいて、又はさらにここに記載するように、ワックス成分は
乳化ロウである。
【００２３】
　上記の具体例のいずれかにおいて、又はさらにここに記載するように、ワックス成分は
、水性のプレ混合物の総質量基準で少なくとも約０.２質量％の量で存在する。
【００２４】
　上記の具体例のいずれかにおいて、又はさらにここに記載するように、ワックス成分は
、合わせた水性のプレ混合物及びアルコール性のプレ混合物の総質量基準で少なくとも約
０.１質量％の量で存在する。
【００２５】
　上記の具体例のいずれかにおいて、又はさらにここに記載するように、水性のプレ混合
物は、さらに、ポリソルベート、ポロキサマー、ポリエトキシル化シロキサンポリマー、
又はその混合物からなる群から選ばれる乳化剤を含むことができる。
【００２６】
　上記の具体例のいずれかにおいて、又はさらにここに記載するように、アルコール性の
プレ混合物は、さらに、ポリソルベート、ポロキサマー、ポリエトキシル化シロキサンポ
リマー、又はその混合物からなる群から選ばれる乳化剤を含むことができる。
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【００２７】
　上記の具体例のいずれかにおいて、又はさらにここに記載するように、乳化剤はポロキ
サマーである。
【００２８】
　上記の具体例のいずれかにおいて、又はさらにここに記載するように、水性のプレ混合
物は、さらに、Ｃ１－６アルコール約４９質量％以下を含むことができる。
【００２９】
　上記の具体例のいずれかにおいて、又はさらにここに記載するように、泡沫の容積は、
合わせた水性のプレ混合物及びアルコール性のプレ混合物の液体容積の１.５－５倍であ
る。
【００３０】
　上記の具体例のいずれかにおいて、又はさらにここに記載するように、泡沫は室温及び
室圧において、少なくとも約１分間安定である。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明によるディスペンサーの概略図である。
【図２】泡沫の質の評定尺度を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　１以上の具体例では、本発明は、抗菌性のアルコール性泡沫組成物を提供する。手の消
毒剤として好適であることに加えて、本発明の抗菌性組成物は、皮膚、多孔性又は無孔性
の表面を含む広範囲の表面又は物質に対して使用される。
【００３３】
　抗菌性のアルコール性泡沫組成物は、２以上の液体プレ混合物を合わせることによって
調製される。主としてアルコール性であり、従って、ここでは、アルコール性のプレ混合
物と称する第１の組成物は、アルコール、酸性成分、及びワックス成分を含んでなる。主
として水性であり、従って、ここでは、水性のプレ混合物と称する第２の組成物は、水及
び炭酸塩を含んでなる。
【００３４】
　１以上の具体例では、酸が炭酸塩と反応して、二酸化炭素（ＣＯ２）を生成できるもの
である限り、広範囲の酸のいずれかを使用できる。酸の例としては、無機酸及び有機酸が
含まれる。無機酸としては、塩酸、硝酸、リン酸、ホスホン酸、ホウ酸、及び硫酸が含ま
れるが、これらに限定されない。有機酸としては、スルホン酸、有機リン酸、安息香酸、
プロピオン酸、フタル酸、酪酸、酢酸のようなカルボン酸、アミノ酸、及び他の置換又は
未置換の有機酸が含まれる。
【００３５】
　有機酸の例としては、アジピン酸、ベンゼン１,３,５－トリカルボン酸、クロロコハク
酸、塩化コリン、シス－アコニット酸、シトラマル酸、クエン酸、シクロブタン１,１,３
,３－テトラカルボン酸、シクロヘキサン１,２,４,５－テトラカルボン酸、シクロペンタ
ン１,２,３,４－テトラカルボン酸、ジグリコール酸、フマル酸、グルタミン酸、グルタ
ル酸、グリオキシル酸、イソクエン酸、オキソマロン酸、乳酸、マレイン酸、リンゴ酸、
マロン酸、ニトリロ酢酸、オキサロ酢酸、シュウ酸、フィチン酸、ｐ－トルエンスルホン
酸、サリチル酸、コハク酸、酒石酸、タルトロン酸、テトラヒドロフラン２,３,４,５－
テトラカルボン酸、トリカルバリル酸、エデト酸、３－ヒドロキシグルタル酸、２－ヒド
ロキシプロパン１,３－ジカルボン酸、グリセリン酸、フラン２,５－ジカルボン、３,４
－ジヒドロキシフラン２,５－ジカルボン酸、３,４－ジヒドロキシテトラヒドロフラン２
,５－ジカルボン酸、２－オキソ－グルタル酸、ｄｌ－グリセリン酸、及び２,５－フラン
ジカルボン酸が含まれる。
【００３６】
　ある種の具体例では、酸はカルボン酸を含む。カルボン酸の例としては、酒石酸、リン
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ゴ酸、グルコン酸、フマル酸、アスコルビン酸、クエン酸、イソクエン酸、乳酸、タルト
ロン酸、シュウ酸、サリチル酸、マロン酸、及びその混合物が含まれる。
【００３７】
　１以上の具体例では、酸性成分は、酸のナトリウム、カリウム又はカルシウム塩である
。有用な塩の例としては、酒石酸水素カリウム、リン酸カルシウム、リン酸ナトリウムア
ルミニウム、硫酸ナトリウムアルミニウム、リン酸モノナトリウム、ピロリン酸二ナトリ
ウム、乳酸カルシウム、硫酸カルシウム、リン酸カルシウム、リン酸ナトリウムアルミニ
ウム、硫酸ナトリウムアルミニウム、リン酸モノナトリウム、及びピロリン酸二ナトリウ
ムが含まれる。
【００３８】
　１以上の具体例では、ワックス成分は、室温（２５℃）及び大気圧（760 mmHg、すなわ
ち、101 kPa）において固状である親油性脂肪族化合物である。代表的には、ワックス成
分は、４０℃より大の融点を有する。１以上の具体例では、ワックス成分は、その固形状
態において、異方性結晶組織によって特徴づけられる。多くのワックスは、状態の可逆的
固体／液体変化を受けることができる。一般に、ワックス成分は水に不溶である。１以上
の具体例では、ワックス成分は、天然ワックス、合成ワックス、及び乳化ロウから選ばれ
る。ワックスの例としては、エチレンの（共）重合から誘導されるポリエチレンワックス
、フィッシャー・トロプッシュ合成によって得られるワックス、脂肪アルコール、脂肪ア
ルコールエステル、グリセリド、シリコーンワックス、及びその混合物が含まれる。
【００３９】
　１以上の具体例では、ワックス成分は、少なくともＣ１－６アルコールにおける最少溶
解量を示すものであるべきである。１以上の具体例では、ワックス成分は、Ｃ１－６アル
コール９３ｇ当たり少なくともワックス成分約２ｇの溶解度を有する。他の具体例では、
ワックス成分は、Ｃ１－６アルコール９１ｇ当たり少なくともワックス成分約４ｇの溶解
度、他の具体例では、Ｃ１－６アルコール９０ｇ当たり少なくともワックス成分約５ｇの
溶解度、及びさらに他の具体例では、Ｃ１－６アルコール８９ｇ当たり少なくともワック
ス成分約６ｇの溶解度を有する。
【００４０】
　有用なワックスの例としては、乳化ロウが含まれる。一般に、ワックス自体実質的に疎
水性であるが、乳化ロウとしては、ワックスの乳化剤としての能力を増進させるために、
追加の成分と化学的に反応させた又はブレンドしたワックスが含まれる。薬局方の基準に
適合する乳化ワックスは、しばしば、乳化ロウＮＦと称される。乳化ロウの例としては、
１以上の脂肪アルコールと１以上の乳化剤とのブレンドが含まれる。
【００４１】
　１以上の具体例では、ワックス成分は、ミツロウ、カルバウナロウ、カンデリラロウ、
Ouricuryロウ、木ロウ、コルクファイバーワックス、サトウキビロウ、パラフィンワック
ス、亜炭ワックス、ミクロクリスタリンワックス、ラノリンワックス、オゾケライト、ポ
リエチレンワックス、シリコーンワックス、植物性ワックス、Ｃ８－２４脂肪アルコール
、Ｃ８－２４脂肪酸、室温において固状のグリセリド、Ｃ８－２４脂肪アルコールとエト
キシル化Ｃ８－２４脂肪アルコールとのブレンド、Ｃ８－２４脂肪アルコールと非イオン
性界面活性剤とのブレンド、及びその混合物が含まれる。１以上の具体例では、ワックス
成分は、カプリルアルコール、ペラルゴンアルコール、デシルアルコール、ウンデシルア
ルコール、ラウリルアルコール、トリデシルアルコール、ミリスチルアルコール、ペンタ
デシルアルコール、セチルアルコール、パルミトレイルアルコール、ヘプタデシルアルコ
ール、ステアリルアルコール、イソステアリルアルコール、オレイルアルコール、リノレ
イルアルコール、リノレニルアルコール、リシノレイルアルコール、ノナデシルアルコー
ル、アラキジルアルコール、ヘンエイコサノール、ベヘニルアルコール、エルシルアルコ
ール、テトラコサノール、セテアリルアルコール、又はその組み合わせを含む。１以上の
具体例では、ワックス成分は、セテアリルアルコール及びceteareth-20のブレンドである
。１以上の具体例では、ワックス成分は、セテアリルアルコール及びステアリルアルコー
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ルを含むブレンドである。１以上の具体例では、ワックス成分は、セテアリルアルコール
、ポリソルベート-60、及びPEG-150ステアレート、及びsteareth-20を含むブレンドであ
る。
【００４２】
　１以上の具体例では、アルコールは、低級アルコール、すなわち、炭素原子１－６個を
含有するアルコールである。代表的には、これらのアルコールは抗菌性を有する。低級ア
ルコールの例としては、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、ペンタノ
ール、ヘキサノール、及びその異性体及び混合物が含まれるが、これらに限定されない。
１以上の具体例では、アルコールは、エタノール、プロパノール、又はブタノール、又は
その異性体又は混合物を含んでなる。特別の具体例では、アルコールはエタノールを含ん
でなる。
【００４３】
　一般的に、アルコール性のプレ混合物は、アルコール性のプレ混合物の総質量基準で、
Ｃ１－６アルコール少なくとも５０質量％を含んでなる。１具体例では、アルコール性の
プレ混合物は、アルコール少なくとも約６０質量％を含んでなり、他の具体例では、アル
コール性のプレ混合物は、アルコール少なくとも約７０質量％を含んでなり、さらに他の
具体例では、アルコール性のプレ混合物は、アルコール少なくとも約８０質量％を含んで
なり、及び他の具体例では、アルコール性のプレ混合物は、アルコール少なくとも約９０
質量％を含んでなる。ある種の例では、特に組成物において使用する他の成分及び／又は
その量に応じて、より多い又はより少ない量のアルコールを使用できる。ある種の具体例
では、アルコール性のプレ混合物は、Ｃ１－６アルコール約５０－約９９質量％を含んで
なり、他の具体例では、アルコール性のプレ混合物は、アルコール約６０－約９８質量％
を含んでなり、さらに他の具体例では、アルコール性のプレ混合物は、アルコール約７０
－約９７質量％を含んでなり、さらに他の具体例では、アルコール性のプレ混合物は、ア
ルコール約８０－約９６質量％を含んでなる。
【００４４】
　１以上の具体例では、アルコール性のプレ混合物の残余はＣ１－６アルコールである。
他の具体例では、アルコール性のプレ混合物は、１以上の任意成分を含むことができるが
、ただし、抗菌性泡沫の発泡性又は抗菌性に対して悪影響を及ぼしてはならない。１以上
の具体例では、アルコール性のプレ混合物は、存在するとしても、最少量の水のみを含有
する。１以上の具体例では、アルコール性のプレ混合物は水を含有しない。
【００４５】
　１以上の具体例では、水性のプレ混合物は、水及び炭酸塩を含んでなる。水性のプレ混
合物及びアルコール性のプレ混合物を合わせる際、酸及び塩基性の炭酸塩が関与する化学
反応により、二酸化炭素のようなガス状生成物が生成されると考えられる。
【００４６】
　好適な炭酸塩としては、酸と反応して二酸化炭素を生成できるものが含まれる。１以上
の具体例では、炭酸塩は、標準温度及び圧力において、少なくとも部分的に水に溶解でき
るものである。この記載に関して、炭酸水素塩も分類「炭酸塩」に含まれるものと理解さ
れる。炭酸塩の例としては、炭酸アルカリ塩及び炭酸水素アルカリ及びアルカリ土類塩が
含まれる。炭酸塩の具体的な例としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸リチウム
、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、炭酸水素カルシウム、及び炭酸水素アンモニ
ウムが含まれる。
【００４７】
　水性のプレ混合物は主として水であるが、１以上の具体例では、水性のプレ混合物は、
少量のＣ１－６アルコールを含むことができる。「少量」とは、水性のプレ混合物におい
て、Ｃ１－６アルコールの量が水の量を越えないことを意味する。特別な具体例では、水
性のプレ混合物は、水性のプレ混合物の総質量基準で、Ｃ１－６アルコール約４９質量％
以下、他の具体例では、４０質量％以下、他の具体例では、３０質量％以下、他の具体例
では、２０質量％以下、他の具体例では、１５質量％以下を含有できる。
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【００４８】
　１以上の具体例では、水性のプレ混合物はＣ１－６アルコールを含有しない。１具体例
では、水性のプレ混合物は、水性のプレ混合物の総質量基準で、Ｃ１－６アルコール０－
約４９質量％、他の具体例では、Ｃ１－６アルコール約０.５－約４０質量％、他の具体
例では、アルコール約１－約３０質量％を含有できる。
【００４９】
　１以上の具体例では、水性のプレ混合物の残余は水である。他の具体例では、水性のプ
レ混合物は、１以上の任意成分を含むことができるが、ただし、抗菌性アルコール泡沫の
発泡性又は抗菌性に対して悪影響を及ぼしてはならない。
【００５０】
　上述のように、本発明の水性のプレ混合物及びアルコール性のプレ混合物は、組み合わ
されて抗菌性のアルコール性泡沫を生成するいくつかの成分を含む。プレ混合物のいずれ
か又は両方は、さらに、広い範囲の任意成分を含んでなることができるが、ただし、これ
らは組成物の発泡性又は消毒効果に悪影響を及ぼさないものである。CTFA International
 Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook, １１版, 2005及び2004 CTFA Internat
ional Buyer's Guide（これらの両方を、参照して、ここに組み込む）は、本発明の組成
物における使用に好適である、スキンケア工業において一般的に使用される各種の非限定
的な化粧品及び医薬品成分を記載している。後者の文献の537頁には、成分の機能的な種
類の非限定的な例が記載されている。これらの機能的な種類の例としては、研磨剤、抗ア
クネ剤、固化防止剤、酸化防止剤、結合剤、生物学的添加剤、増量剤、キレート剤、化学
添加剤、着色剤、コンディショナー、化粧品用収斂剤、化粧品用殺生物剤、変性剤、薬用
収斂剤、乳化剤、外用鎮痛剤、膜形成剤、香り成分、保湿剤、湿潤剤、不透明化剤、可塑
剤、保存料（時には「抗菌剤」と称される）、噴射剤、還元剤、美白剤、皮膚コンディシ
ョニング剤（皮膚軟化剤、その他（miscellaneous）、水分蒸発抑制剤（occlusive））、
皮膚保護剤、溶媒、界面活性剤、起泡力増進剤、ヒドロトロープ、可溶化剤、懸濁剤（非
界面活性剤）、日焼け止め剤、紫外性吸収剤、粘着防止剤、及び増ちょう剤（水性及び非
水性）が含まれる。当業者によく知られた、ここで有用な物質の他の機能的な種類の例と
しては、金属イオン封鎖剤、角質溶解剤、局所有効成分などが含まれる。
【００５１】
　ある種の具体例では、抗菌性組成物は、１以上の保湿剤を含んでなる。保湿剤の例とし
ては、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、へキシレングリコール、１,４
－ジヒドロキシヘキサン、１,２,６－ヘキサントリオール、ソルビトール、ブチレングリ
コール、メチルプロパンジオール、ジプロピレングリコールのようなプロパンジオール、
トリエチレングリコール、グリセリン（グリセロール）、ポリエチレングリコール、エト
キシジグリコール、ポリエチレンソルビトール、及びその組み合わせが含まれる。他の保
湿剤としては、グリコール酸、グリコール酸塩、乳酸塩、乳酸、ピロリドンカルボン酸ナ
トリウム、ヒアルロン酸、キチンなどが含まれる。
【００５２】
　１以上の具体例では、抗菌性組成物は、１以上の乳化剤を含む。乳化剤の例としては、
非イオン性界面活性剤、エトキシル化脂肪アルコール、及びエトキシル化脂肪アルコール
エステルが含まれる。１具体例では、乳化剤は、ポリソルベート、ポロキサマー、ポリエ
トキシル化シロキサンポリマー、又はその混合物が含まれる。１具体例では、乳化剤は、
オレイン酸trideceth-20、ポリソルベート-60、PEG-150ステアレート、steareth-20、cet
eareth-20、PEG/PPG-20/6ジメチコーン、又はその混合物が含まれる。１以上の具体例で
は、乳化剤は、アルコール性のプレ混合物の総質量基準で、約０－約１０質量％、他の具
体例では、約０.１－約５質量％、他の具体例では、約０.５－約２質量％の量で存在する
。これらの具体例及び他の具体例では、乳化剤は水性のプレ混合物中に存在する。１以上
の具体例では、乳化剤は、水性のプレ混合物の総質量基準で、約０－約１０質量％、他の
具体例では、約０.１－約５質量％、他の具体例では、約０.５－約２質量％の量で存在す
る。
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【００５３】
　１以上の具体例では、水性のプレ混合物及び／又はアルコール性のプレ混合物は、１以
上の増粘剤及び任意に１以上の安定剤を含む。増粘剤及び安定剤の例としては、ヒドロキ
シエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、カルボキシメ
チルセルロース、及びアクリロイルジメチルタウリン酸アンモニウム／ＶＰ共重合体が含
まれる。増粘剤及び安定剤がデンプン系である１具体例では、増粘剤及び安定剤は、プレ
混合物の総質量基準で、約１０質量％以下の量、他の具体例では、約０.１－約５質量％
の量、さらに他の具体例では、約０.２－約１質量％の量で存在する。増粘剤及び安定剤
が合成ポリマーである他の具体例では、増粘剤及び安定剤は、プレ混合物の総質量基準で
、約１５質量％以下の量、他の具体例では、約０.１－約１０質量％の量、さらに他の具
体例では、約１－約２質量％の量で存在する。
【００５４】
　１以上の具体例では、抗菌性組成物は、１以上の可溶化剤を含む。可溶化剤の例として
は、PEG-40水添ヒマシ油、ポリソルベート-80、PEG-80ソルビタンラウレート、ceteareth
-20、oleth-20、PEG-4、及びプロピレングリコールが含まれる。可溶化剤の量は、組成物
の発泡性又は抗菌効果に対して悪影響を及ぼさない限り、特に限定されない。
【００５５】
　１以上の具体例では、水性のプレ混合物及び／又はアルコール性のプレ混合物は、１以
上の抗ウイルス剤又は抗ウイルス作用増進剤を含む。抗ウイルス剤の例としては、ロスマ
リン酸、テトラヒドロクルクミノイド、オレウロペイン、オレアノール酸、アスパラサス
・リネアリス（Aspalathus linearis）エキス、白茶、紅茶、緑茶エキス、ニーム油リモ
ノイド、コレウスオイル、甘草エキス、ワレモコウ、ショウガ及びシナモンエキス、α－
グルカンオリゴ糖、荏胡麻（Perilla ocymoides）葉粉末、樟脳、油茶（Camellia oleife
ra）葉エキス、ショウガ、メントール、ユーカリ油、キャピリシル（capillisil hc）、
ヒドロキシプロリシラン（hydroxyprolisilane cn）、サンドルウッズ（sandlewood）オ
イル／樹脂、キンセンカ（calendula）オイル、ローズマリーオイル、ライム／オレンジ
オイル、及びホップ酸のような植物成分が含まれる。使用する場合、抗ウイルス剤は、プ
レ混合物の総質量基準で約０.１－約１質量％の量で存在する。
【００５６】
　抗ウイルス作用増進剤の例としては、カチオン性のオリゴマー及びポリマー、カオトロ
ピック剤、及び銅化合物及び亜鉛化合物が含まれる。抗ウイルス作用増進剤は、米国特許
第8,119,115号及び米国特許出願公開第2007/0185216号及び第2009/0018213号に記載され
ており、いずれも、参照することによって、ここに含める。
【００５７】
　１以上の具体例では、補助抗菌剤が含まれることがあるが、ただし、抗菌成分は、組成
物の消毒特性に悪影響を及ぼさないものである。他の具体例では、１以上の補助抗菌剤が
、水性のプレ混合物中、又はアルコール性のプレ混合物中、又はその両方に存在すること
ができる。補助抗菌剤の例としては、トリクロサン（５－クロロ－２－（２,４－ジクロ
ロフェノキシ）フェノール（PCMX）としても知られており、Ciba-Geigy社から、商標名IR
GASAN（登録商標）として市販されている）；クロロキシレノール（４－クロロ－３,５－
キシレノールとしても知られており、Nipa Laboratories社から、商標名NIPACIDE（登録
商用）MX又はPXとして市販されている）；ヘキセチジン（５－アミノ－１,３－ビス（２
－エチルへキシル）－５－メチル－ヘキサヒドロピリミジンとしても知られている）；ク
ロロヘキシジングルコネート及びＮ,Ｎ''－ビス（４－クロロフェニル）－３,１２－ジイ
ミノ－２,４,１１,１４－テトラアザテトラデカンジイミジアミドの塩を含むクロロヘキ
シジン塩；２－ブロモ－２－ニトロプロパン－１；１,２－オクタンジオールを含むＣ６

－１０アルカンジオール；塩化ベンザルコニウム；塩化セチルピリジニウム；塩化アルキ
ルベンジルジメチルアンモニウム；ヨウ素；フェノール、ビスフェノール、ジフェニルエ
ーテル、フェノール誘導体；ポリビニルピロリドン－ヨウ素を含むポビドン－ヨウ素；パ
ラベン；ジメチロール－５,５－ジメチルヒダントイン（DMDMヒダントイン又はグリダン
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トとしても知られている）と共に、２,４－イミダゾリンジオン及び２,４－イミダゾリン
ジオンの誘導体を含むヒダントイン及びその誘導体；フェノキシエタノール；塩化１－（
３－クロロアリル）－３,５,６－トリアザ－１－アゾニアアダマンタン（クオタニウム－
１５としても知られており、Dow Chemical社から商標名DOWCIL 2000として市販されてい
る）のシス異性体；ジアゾリジニル尿素；ラウリン酸アルギネート（LAE）；塩化ベンゼ
トニウム；塩化メチルベンゼトニウム；グリセリルラウレート；銀、銅、マグネシウム、
亜鉛化合物のような遷移金属化合物；過酸化水素；二酸化塩素；アニリド；ビスグアニジ
ン；トロポロン；及びその混合物が含まれる（これらに限定されない）。補助抗菌剤及び
抗菌性作用増進剤は、さらに、出願中の米国特許出願第13/377839号及び国際公開WO2011/
119517に記載されており、両方を、参照して、ここに組み込む。
【００５８】
　１以上の具体例では、酸、ワックス成分、炭酸塩、及び他の成分の量は、水性のプレ混
合物及びアルコール性のプレ混合物の合わせた量に基づいて表わされる。
【００５９】
　１以上の具体例では、酸の量は、水性のプレ混合物及びアルコール性のプレ混合物の合
わせた量と関連して酸当量基準で表わされる（ここで、酸の当量は、酸性水素、すなわち
、酸の中和の間に、塩基と反応する水素の１原子量を含有する量である）。１以上の具体
例では、酸の量は、合わせた水性のプレ混合物及びアルコール性のプレ混合物100ｇ当た
り少なくとも約0.02当量である。他の具体例では、酸の量は、合わせた水性のプレ混合物
及びアルコール性のプレ混合物100ｇ当たり、少なくとも約0.04当量、他の具体例では、
少なくとも約0.05当量、及び他の具体例では、少なくとも約0.075当量である。より多い
量の酸が使用されることが理解されるであろう。
【００６０】
　１以上の具体例では、酸の量は、炭酸塩の量と関連して化学量論量基準で表わされる。
特別な具体例では、アルコール性のプレ混合物中に存在する酸の当量数は、水性のプレ混
合物中に存在する炭酸塩の当量数の約０.５－約２倍、他の具体例では、約０.６－約１.
５倍、他の具体例では、約０.８－約１.２倍である。
【００６１】
　これらの具体例及び他の具体例では、酸の量は、水性のプレ混合物及びアルコール性の
プレ混合物を合わせる際に生成される二酸化炭素の量と関連して化学量論量基準で表わさ
れる。特別な具体例では、酸の当量数は、合わせた水性のプレ混合物及びアルコール性の
プレ混合物100ｇ当たり二酸化炭素少なくとも約0.02モルを生成するために必要な酸の化
学量論量である。他の具体例では、酸の量は、合わせた水性のプレ混合物及びアルコール
性のプレ混合物100ｇ当たり、二酸化炭素少なくとも約0.04モル、他の具体例では、少な
くとも約0.05モル、他の具体例では、少なくとも約0.075モルを生成するために必要な酸
の化学量論量である。
【００６２】
　１以上の具体例では、ワックス成分の量は特に限定されないが、美的要素及び溶解度パ
ラメーターのようなファクターに基づいて選択される。１以上の具体例では、ワックス成
分の量は、アルコール性のプレ混合物の総質量と関連して表わされる。これらの具体例及
び他の具体例では、ワックス成分の量は、アルコール性のプレ混合物の総質量基準で少な
くとも約０.２質量％、他の具体例では、少なくとも約０.５質量％、他の具体例では、少
なくとも約０.８質量％である。これらの具体例及び他の具体例では、ワックス成分の量
は、アルコール性のプレ混合物の総質量基準で約０.２－約１０質量％、他の具体例では
、約０.５－約８質量％、他の具体例では、約０.８－約６質量％である。
【００６３】
　１以上の具体例では、ワックス成分の量は、合わせた水性のプレ混合物及びアルコール
性のプレ混合物の総質量と関連して表わされる。これらの具体例及び他の具体例では、ワ
ックス成分の量は、合わせた水性のプレ混合物及びアルコール性のプレ混合物の総質量基
準で約０.１－約８質量％、他の具体例では、約０.２－約５質量％、他の具体例では、約
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０.４－約４質量％である。
【００６４】
　いくつかの炭酸塩は水性溶媒における限定された溶解度を有し、炭酸塩の量は、標準温
度及び圧力における溶解度限度によって限定されると理解される。１以上の具体例では、
２０℃の水における炭酸塩の溶解度は、水100 ml当たり少なくとも約２０ｇ、他の具体例
では、水100 ml当たり少なくとも約５０ｇである。
【００６５】
　１以上の具体例では、炭酸塩の最少量は、泡沫を生成するための有効量として定義され
る。１以上の具体例では、炭酸塩の有効量は、水性のプレ混合物及びアルコール性のプレ
混合物を合わせる際に生成される二酸化炭素の量と関連して表わされる。１具体例では、
炭酸塩の有効量は、合わせた水性のプレ混合物及びアルコール性のプレ混合物100ｇ当た
りＣＯ２少なくとも約0.02モル、他の具体例では、合わせた水性のプレ混合物及びアルコ
ール性のプレ混合物100ｇ当たり、ＣＯ２少なくとも約0.04モル、他の具体例では、ＣＯ

２少なくとも約0.05モル、及び他の具体例では、ＣＯ２少なくとも約0.075モルを生成す
るために必要な炭酸塩の量として算定される。１以上の具体例では、水性のプレ混合物は
、標準温度及び圧力において、炭酸塩について飽和の溶液である。
【００６６】
　１以上の具体例では、炭酸塩の量は、水性のプレ混合物及びアルコール性のプレ混合物
の合わせた量と関連して当量基準で表わされる（ここで、炭酸塩の当量は、二酸化炭素１
モルを生成するために化学量論的に必要な炭酸塩の質量である）。１以上の具体例では、
炭酸塩の量は、合わせた水性のプレ混合物及びアルコール性のプレ混合物100ｇ当たり少
なくとも約0.02当量である。他の具体例では、炭酸塩の量は、合わせた水性のプレ混合物
及びアルコール性のプレ混合物100ｇ当たり少なくとも約0.04当量、他の具体例では、少
なくとも約0.05当量、他の具体例では、少なくとも約0.075当量である。
【００６７】
　プレ混合物は、物理的に別個のパッケージから又は連通していないチャンバーを有する
単一のパッケージから分配される。本明細書では、用語「ディスペンサー装置」は、複数
の液体成分が、複数の物理的に別個のパッケージから分配される配置を意味し、及び複数
の液体成分が、複数の非連通性チャンバーを有する単一のパッケージ（各チャンバーはオ
リフィスを有し、該オリフィスを通って一定分量の成分が分配される）から分配される配
置も意味する。有利には、空気を一定分量の液体と混合する必要はない。エーロゾル噴射
剤は不要である。
【００６８】
　１以上の具体例では、一定分量のプレ混合物成分が本質的に同時に分配されて、一定分
量の液体が混合される。特別な具体例では、一定分量の成分が、一定分量の成分の混合を
可能にするように設定されたオリフィスを通って分配される。ディスペンサーは、各種の
形状を持つことができ、一定分量のプレ混合物成分の所望の混合及び泡沫生成物の分配を
行うために、各種の成分及び配置を有することができる。メッシュ又はスクリーンを使用
する必要はない。
【００６９】
　代表的なディスペンサーの１具体が図１に図示されており、一般的に、符号100で示さ
れている。ディスペンサー100は、第１の液体プレ混合物成分（例えば、アルコール性の
プレ混合物成分）を収容する第１のリザーバー102、及び第２の液体プレ混合物成分（例
えば、水性のプレ混合物成分）を収容する第２のリザーバー104を含むことができる。当
業者にとっては明らかであり、また上述したように、第１及び第２のリザーバー102及び1
04は、直接には、相互に連通しておらず、従って、第１及び第２のプレ混合物成分は、デ
ィスペンサー内において別々に保管される。図１には分離型のディスペンサーが図示され
ているが、第１及び第２のリザーバー102及び104を、単一のパッケージ内において、物理
的に別個のチャンバーとして設けることもできる。第１及び第２のリザーバー102及び104
の各々は、それぞれ、入口通路106及び108を通ることを除いて、その中を通っての流体の
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移動を許容しない。
【００７０】
　一般的に、本発明は、抗菌性のアルコール性泡沫組成物を調製する方法を提供するもの
であり、該方法は、水性のプレ混合物である第１の液体プレ混合物を収容する第１のリザ
ーバー、アルコール性のプレ混合物である第２の液体プレ混合物を収容する第２のリザー
バーを有するディスペンサーを用意する工程を含んでなり、ここで、前記ディスペンサー
は、第１のプレ混合物の一定分量及び第２のプレ混合物の一定分量を分配して、これらの
一定分量を混合するに適合したものである。混合時、第１のプレ混合物の一定分量及び第
２のプレ混合物の一定分量は化学的に反応し、抗菌性のアルコール性泡沫を生成する。
【００７１】
　ある種の具体例では、第１のポンプ110が、入口通路106を通って第１のリザーバー102
と流体連通し、第２のポンプ112が、入口通路108を通って第２のリザーバー104と流体連
通している。第１及び第２のポンプ110及び112は、当業者にとって公知であり、第１及び
第２のリザーバー102及び104から第１及び第２の液体プレ混合物を運ぶために好適である
各種のタイプのものである。１以上の具体例では、ポンプ110及び112は、両方とも、容積
型ポンプである。第１及び第２のポンプ110及び112は、それぞれ、出口通路114及び116を
通って、第１及び第２のプレ混合物を排出する。ある種の具体例では、第１及び第２のポ
ンプ110及び112のアウトプット又は移送は、その中を通る流体流量を変更するように調整
可能である。図示し、詳述した代表的なディスペンサー100は、第１及び第２のポンプ110
及び112を含むが、単一のポンプを使用することもでき、この単一のポンプが、第１及び
第２のリザーバー102及び104の両方と流体連通することもできる。
【００７２】
　出口通路114及び116は、それぞれ、混合ノズル118まで伸長し、ここで、第１及び第２
のプレ混合物が混合されて、抗菌性のアルコール性泡沫組成物を形成する。混合ノズルの
特徴及び寸法は、第１及び第２のプレ混合物の混合及び混練速度とともに、各プレ混合物
の一定分量の量を変更するように調製される。混合ノズル118は、分配通路120を含み、該
通路を通って、抗菌性のアルコール性泡沫組成物が分配される。
【００７３】
　ある種の具体例では、第１及び第２のポンプ110及び112は、その中を通る第１及び第２
のプレ混合物成分を実質的に同じ流量にするように調整される。他の具体例では、ポンプ
110及び112は、異なった流量とするように調整され、ある種の具体例では、プレ混合物成
分は、順次、分配される。
【００７４】
　ある種の具体例では、第１及び第２のポンプ110及び112は、第１及び第２のプレ混合物
成分の一定分量について、実質的に同じ量を選択するように調整される。他の具体例では
、ポンプ110及び112は、一定分量について、異なった量を提供するように調整される。
【００７５】
　１以上の具体例では、第１及び第２のポンプ110及び112は、作動時、単回用量の泡沫組
成物を分配するように適合される。この具体例又は他の具体例では、第１及び第２のポン
プ110及び112は、作動時、抗菌性のアルコール性泡沫組成物の連続流を提供するように適
合される。
【００７６】
　１以上の具体例では、プレ混合物成分は、選択した割合で分配される。１以上の具体例
では、分配される一定分量のサイズは、酸：炭酸塩の有利なモル比を提供するように選択
される。１以上の具体例では、水性の相及びアルコール性の相の一定分量は、酸：炭酸塩
のモル比が約０.５：１－約１：０.５、他の具体例では、約０.６：１－約１：６、他の
具体例では、約０.８：１－約１：０.８となるように選択される。
【００７７】
　１以上の具体例では、水性及びアルコール性のプレ混合物の一定分量の相対量は、合わ
せた一定分量100ｇ当たり、二酸化炭素（ＣＯ２）少なくとも約１ｇ、他の具体例では、
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合わせた一定分量の100ｇ当たり、ＣＯ２少なくとも約２ｇ、他の具体例では、少なくと
も約３ｇ、他の具体例では、少なくとも約４ｇの算定収量を提供するように選択される。
【００７８】
　１以上の具体例では、分配される一定分量のサイズ及び水性及びアルコール性のプレ混
合物の一定分量相対量は、合わせた一定分量の総質量に基づいて、所望のより低い濃度を
提供するように選択される。１以上の具体例では、合わせた一定分量のより低いアルコー
ル濃度は、少なくとも約５０質量％、他の具体例では、少なくとも約５５質量％、他の具
体例では、少なくとも約６０質量％、他の具体例では、少なくとも約６２質量％、他の具
体例では、少なくとも約６５質量％、他の具体例では、少なくとも約７０質量％である。
【００７９】
　評定尺度は、本発明に従って生成される泡沫の泡質を特徴付けるために選択されたもの
である。有利には、本発明の具体例はアルコール性の泡沫を提供し、単なる泡立ちと完全
に区別するために考慮されなければならない。図２に示すように、少なくとも１の品質等
級を有する泡沫は、一般に、大きい気泡、最小の泡の高さ、及び小さい構造又は無構造を
有する白色の泡沫に相当する。少なくとも３の品質等級を有する泡沫は、一般に、中位－
小さいサイズの気泡、最小の水リング、及び顕著な泡の高さを有する白色の泡沫に相当す
る。少なくとも５の品質等級を有する泡沫は、小さい、微細、泡だらけの気泡を有する、
換言すれば、エーロゾル泡沫の品質を有する、濃厚で、密集した泡沫に相当する。現在市
場において知られている非エーロゾル型のアルコール泡沫の手消毒製品では、この評定尺
度に従って泡品質等級５を有するものはない。
【００８０】
　１以上の具体例では、本発明の方法は、安定な泡沫を提供する（ここで、泡沫の安定性
は、標準温度及び圧力において、表面に分配されてから、所定時間で観察して、泡沫が液
体に壊れるまでの時間として測定される）。特別な具体例では、泡の安定性は、少なくと
も約１分、他の具体例では、少なくとも約５分、他の具体例では、少なくとも約１０分、
他の具体例では、少なくとも約１５分、他の具体例では、２０分以上である。
【００８１】
　１以上の具体例では、着色泡沫を生成するために、プレ混合物の一方又は両方に顔料又
は染料が添加されることも理解されるが、泡沫は、クリーム色、又は白色である。気泡は
、小さく、実質的に均一である。泡沫の容積膨張は、合わせたプレ混合物の容積と比較し
て著しく、１以上の具体例では、少なくとも約150％、１以上の具体例では、少なくとも
約200％、１以上の具体例では、少なくとも約300％である。１以上の具体例では、泡沫は
、酸と炭酸塩との間の反応の際に、合わせた水性のプレ混合物及びアルコール性のプレ混
合物の液体容積の１.５－５倍の最終容積に膨張する。
【００８２】
　本発明の方法は、多量のエタノールのような低級アルコールを含有し、従って、顕著な
抗菌効果を有する泡沫を生成するために使用される。
【００８３】
　１以上の具体例では、本発明の抗菌性の泡沫組成物は、局所的に、哺乳類の皮膚に塗布
される。１具体例では、抗菌性組成物をヒトの皮膚上の微生物と接触させる方法は、所定
量の組成物を皮膚に塗布し、組成物を、好適な時間、皮膚と接触させたままとすることを
含む。他の具体例では、組成物を皮膚の表面に展開し、擦り込み、すすぎ、蒸発を介して
又は拭くことによって乾燥させこともできる。他の具体例では、本発明の抗菌性の泡沫組
成物は、無生物表面に塗布される。
【００８４】
　本発明の実施を示すため、下記の例を調製し、テストした。しかし、例は本発明の範囲
を制限するものではない。特許請求の範囲が、発明を定義するものとして機能する。
［実施例］
【００８５】
　水及び炭酸水素塩を合わせ、炭酸水素塩が完全に溶解するまで混合することによって、
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下記の実施例のための水性相を調製した。エタノール及び必要であれば乳化剤を添加し、
均質になるまで混合した。
【００８６】
　次のようにして、下記の実施例のためのアルコール相を調製した。エタノール及び酸を
合わせ、酸が完全に溶解するまで混合した。必要であれば、乳化剤を添加し、混合した。
ワックスを加熱して溶融させ、ついで、アルコール／酸溶液に添加し、均質になるまで混
合した。
【００８７】
　ワックスが乳化ロウとして同定される場合には、使用した乳化ロウは、Mason Surfacta
nts Companyから入手可能なMasurf Emulsifying Wax NFである。サプライヤーからの製品
情報によれば、Masurf Emulsifying Wax NFは、セテアリルアルコール及びポリソルベー
ト-60を含有することが示されている。実施例のいくつかでは、Polawax A-31を使用した
。Polawax A-31は、Croda Inc.から入手可能である。サプライヤーからの製品情報によれ
ば、Polawax A-31は、ワックス成分及び乳化剤の独自ブレンドを含有する乳化ロウである
ことが示されている。
【００８８】
　溶液は、いずれも、透明、均質の液体であり、微粒子又は沈降物を含有していない。上
述のようにサンプルを調製した後、閉止した容器内で、少なくとも２４時間放置し、例え
ば、沈殿によって証明されるような何らの不安定性も認められなかった。
【００８９】
　複式ポンプ（該ポンプは、ノズルを介して、アルコール相：水相の容積比１：１で一定
分量を送達する）を使用して、サンプルを分配した。各相約０.６mlを分配した。混合ノ
ズルから混合物が排出され、該混合物を、清浄で、乾燥した表面上に置いた。この際の泡
沫の生成は、実質的に瞬間であった。泡沫を観察し、予め定めた評定尺度に従って等級づ
けした。
【００９０】
　図２に示すように、泡の品質等級１は、水のような白色泡沫と関連する。この等級は、
さらに、大きい気泡を含有し、構造を持たないものを表示する。泡の品質等級３は、一般
に、最小の水リングを有する白色泡沫を表示する。この等級を有する泡沫は、さらに、中
位－小さいサイズの気泡を含有するものを表示する。泡の品質等級５は、一般に、濃厚で
、密集した白色泡沫を表示する。この等級を有する泡沫は、さらに、液体の表面の中又は
上に形成された小さい、微細、泡だらけの気泡を含有するものを表示する。
【００９１】
　品質等級３又はより良好な泡沫は、その形状を保持し、少なくとも約１５分後でも、壊
れた液体となることはなかった。すなわち、生成された泡沫は、１５分間の観察後も、本
質的に不変であった。
【００９２】
　実施例において、下記のワックス製品を使用した：
【００９３】
　Polawax（商品名）A-31 PA-(MH)（Corda Inc.から入手可能であり、脂肪アルコール（
セテアリルアルコール）及びエトキシル化ソルビタンエステルのブレンドとして表示され
る）
【００９４】
　Hallstar（登録商標）TA-1618セテアリルアルコール（The Hallstar Companyから入手
可能であり、Ｃ１４－１８アルコール類として表示される）
【００９５】
　Masurf Emulsifying Wax NF（Mason Chemical Companyから入手可能であり、ステアリ
ルアルコール７７質量％、ポリソルベート-60 ２２質量％、及びセチルアルコール１質量
％の混合物として表示される）
【００９６】
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　Cetyl stearyl alcohol NF, 95%（Jeen International Corporationから入手可能であ
り、１－ヘキサデカノール54.0－64.0質量％及び１－オクタデカノール31.0－41.0質量％
として表示される）
【表１】
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【表２】
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【表３】
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【表４】
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【表５】
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【表６】
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【表７】
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【表８】

【００９７】
　実施例３では、炭酸水素ナトリウムは、エタノール１５質量％が存在する場合、水相に
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不溶であった。従って、泡沫は形成されなかった。実施例１３、１４及び１５から理解さ
れるように、炭酸水素カリウムを使用する場合には、水相には、より多量のアルコールが
存在できるが、この場合の、優秀な泡の品質が達成される。
【００９８】
　ワックス成分として、次のもの：LANETTE WAX、水添ホホバ油、ステアリン酸グリセリ
ル、ヒマワリワックス、及び合成カンデリラロウ（ミツロウ）の１つを使用して、上述の
ものと同様の実施例を実行した。おそらく、溶解性の結果（ワックスは、アルコール相に
不溶であるか、ごくわずかに溶解する）のため、泡沫は形成されなかった。
【００９９】
　有利には、本発明の方法は、生成物を空気と混合すること、液体をメッシュ又はスクリ
ーンを通過させること、エーロゾル噴射剤、又は加圧充填を必要とすることなく、高品質
で、安定したアルコール泡沫を形成するために有用である。
【０１００】
　当業者にとっては、本発明の範囲及び精神を逸脱しない各種の修正及び変更が明らかに
なるであろう。本発明は、ここに示す説明のための具体例に限定されない。

【図１】 【図２】
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【国際調査報告】
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