
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　湿り度インジケータ組成物であって、
　（ａ）着色剤であり、該着色剤が最初の色の状態及び最終の色の状態を有し、前記最初
の色の状態が前記組成物の第一の状態と関連し、前記最終の色の状態が前記組成物の第二
の状態に関連する着色剤と、
　（ｂ）第一の結合剤及び第二の結合剤の混合物を含むマトリックスと
を含み、その際、前記第一の結合剤は、前記着色剤が前記最初の色の状態にあるときに前
記着色剤を不動化し、前記第二の結合剤は、前記着色剤が前記最終の色の状態にあるとき
に前記着色剤を不動化する

湿り度インジケータ組
成物。
【請求項２】
　前記第一の結合剤と前記第二の結合剤の比が２：１～４０：１である、請求項 に記載
の湿り度インジケータ組成物。
【請求項３】
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ものであり、第一の結合剤が、ロジンエステル、重合ロジン、
スチレン化テルペン、ポリテルペン樹脂、テルペンフェノール、及びこれらの組み合わせ
からなる群より選ばれるものであり、第二の結合剤が、カチオン性粘土物質、第四級アン
モニウム化合物、エトキシル化第四級アンモニウム化合物、四級化シリコーン化合物、カ
チオン性グアー、カチオン交換樹脂、アニオン交換樹脂、ポリアクリル酸ポリマー、有機
酸、及びこれらの組み合わせからなる群より選ばれるものである、

１



　前記着色剤がｐＨ指示薬である、請求項 に記載の湿り度インジケータ組成物。
【請求項４】
　

【請求項５】
　前記第一の結合剤が、前記着色剤を、粘着力、水素結合、極性共有結合、ファン・デル
・ワールス力、イオン力、双極子力、ロンドン分散力、及びこれらの組み合わせから本質
的になる群から選択される１つ以上の力により不動化する、請求項１に記載の湿り度イン
ジケータ組成物。
【請求項６】
　前記第二の結合剤が、前記着色剤を、共有結合、イオン結合、及びこれらの組み合わせ
により不動化する、請求項 に記載の湿り度インジケータ組成物。
【請求項７】
　前記第一の結合剤がロジンエステルである、請求項 に記載の湿り度インジケータ組成
物。
【請求項８】
　（ｃ）安定剤と、
　（ｄ）界面活性剤と、
　（ｅ）構造補助剤と、
　（ｆ）（ｃ）、（ｄ）、及び（ｅ）の組み合わせと
からなる群から選択される１つ以上を 含む、請求項 に記載の湿り度インジケータ
組成物。
【請求項９】
　

【請求項１０】
　

【請求項１１】
　

【請求項１２】
　前記組成物の前記第一の状態が、第一のｐＨ値であり、前記組成物の前記第二の状態が
第二のｐＨ値であり、その際、前記第二のｐＨ値が前記第一のｐＨ値とは異なり、尿のｐ
Ｈとは実質的に同じである、請求項 に記載の湿り度インジケータ組成物。
【請求項１３】
　請求項 に記載の湿り度インジケータ組成物を含み、前記組成物が使い捨て吸収性物品
の構造要素に付着される、使い捨て吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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１

前記着色剤が、ブロモクレゾールグリーン、ブロモクレゾールパープル、ブロモフェノ
ールブルー、ｍ－クレゾールパープル、クレゾールレッド、クロロフェノールレッド、ブ
ロモチモールブルー、ブロモピロガロールレッド、ブロモキシレノールブルー、アクリジ
ン、アクリジンオレンジ及びこれらの組み合わせからなる群より選ばれるものである、請
求項１に記載の湿り度インジケータ組成物。

１

１

さらに １

前記安定剤（ｃ）が、リン酸モノステアリル、クエン酸エステル、アルコールエトキシ
カルボキシレート、グリコール酸エステル、乳酸エステル、脂肪酸、エーテルカルボン酸
、脂肪酸メチルエステル、硫酸エステル、果酸、無機酸、モノエタノールアミン、ジエタ
ノールアミン、トリエタノールアミン、ジプロピレントリアミン、ジイソプロピルアミン
、１，３－ビス（メチルアミン）－シクロヘキサン、１，３－ペンタンジアミン、水酸化
ナトリウム、水酸化マグネシウム、及びこれらの組み合わせからなる群より選ばれるもの
である、請求項８に記載の湿り度インジケータ組成物。

前記界面活性剤（ｄ）が、非イオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、カチオン性
界面活性剤、及びこれらの組み合わせからなる群より選ばれるものである、請求項８に記
載の湿り度インジケータ組成物。

前記構造補助剤（ｅ）が、ＨＬＢ調整剤、粘度調整剤、硬化剤、及びこれらの組み合わ
せからなる群より選ばれるものである、請求項８に記載の湿り度インジケータ組成物。

１

１



　本発明は、改善された着色剤の保持及び耐久性の両方を有する湿り度インジケータ組成
物、及びこの湿り度インジケータ組成物を含む着用可能物品を対象とする。
【背景技術】
【０００２】
　使い捨て吸収性物品の採用以来、湿り度インジケータ組成物の採用を包含する多くの進
歩が遂げられた。こうした組成物は、物品中で、尿、経血のような液体に接触すると、外
観を変化させる、即ち、出現したり、消失したり、色を変化させたりするようになされた
着色剤を含んでもよい。高い融解温度を有する接着剤組成物中に着色剤を組み込むなどの
、着色剤を保持するための試みがなされてきた。
【０００３】
　しかしながら、既存の湿り度インジケータ組成物に関連する問題が存在する。すべてで
はないが大部分の既存の湿り度インジケータ組成物の１つの問題は、液体との接触時の、
組成物中の着色剤の保持の弱さである。即ち、着色剤は、組成物から拡散、即ち浸出し、
その上に着色剤が含有されている吸収性物品の一部分、例えば使い捨て吸収性物品のバッ
クシート及び／又はトップシートに向かって、及び場合によってはこれを通って、最終的
には着用者に移動する。これは、衣類又は寝具類を汚すなどの消費者の不評を買う可能性
があり、及び／又はバックシートを通して湿り度インジケータが見苦しく見える原因とな
る可能性がある。例えば、湿り度インジケータ組成物の適用された模様は、ぼやけたり、
不明確になったり、又はさもなければ審美的に不快になったりする可能性がある。
【０００４】
　別の問題は高湿度環境における早過ぎる活性化であって、これは液体の存在の検出及び
／又は指示において、湿り度インジケータをあまり有効でないようにする可能性がある。
例えば、高度の湿度への暴露は、着色剤の浸出に対して耐性がそれほど高くない湿り度イ
ンジケータ組成物を部分的に活性化する可能性があり、それにより液体の存在による色の
変化をあまり顕著でないようにする可能性がある。
【０００５】
　最後に、使い捨て吸収性物品のバックシートのような基材に付着された任意の湿り度イ
ンジケータ組成物は、基材に完全に保持されるように、湿ったとき及び乾燥したときの十
分な粘着力及び／又は可撓性を有することが必要である。基材の使用、例えば使い捨て吸
収性物品の場合にはその着用に関連する、通常の曲げ、たわみ、及び／又は折り畳みは、
湿り度インジケータ組成物上に応力を課し、場合によっては、湿り度インジケータ組成物
が適用された基材を、湿り度インジケータ組成物の一部分が欠け落ちるという結果をもた
らす。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記のように着色剤の浸出に対して耐性が非常に高く、高湿度環境での
早過ぎる活性化に耐性がある湿り度インジケータ組成物への要求が依然として存在する。
その上、基材に付着された任意の湿り度インジケータ組成物は、基材に完全に保持される
ように、湿ったとき及び乾燥したときの十分な粘着力及び／又は可撓性を有することが必
要である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第一の態様は、
　（ａ）着色剤であって、該着色剤が最初の色の状態及び最終の色の状態を有し、前記最
初の色の状態が前記組成物の第一の状態と関連し、前記最終の色の状態が前記組成物の第
二の状態に関連する着色剤と、
　（ｂ）第一の結合剤及び第二の結合剤の混合物を含むマトリックスと
を含み、その際、前記第一の結合剤は、前記着色剤が前記最初の色の状態にあるときに前
記着色剤を不動化し、前記第二の結合剤は、前記着色剤が前記最終の色の状態にあるとき
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に前記着色剤を不動化する、湿り度インジケータ組成物を提供する。
【０００８】
　本発明の第二の態様は、使い捨て吸収性物品の構造要素に付着された湿り度インジケー
タ組成物を含む使い捨て吸収性物品を提供するが、該湿り度インジケータ組成物は、
　（ａ）着色剤であって、該着色剤が最初の色の状態及び最終の色の状態を有し、前記最
初の色の状態が前記組成物の第一の状態と関連し、前記最終の色の状態が前記組成物の第
二の状態に関連する着色剤と、
　（ｂ）第一の結合剤及び第二の結合剤の混合物を含むマトリックスと
を含み、その際、前記第一の結合剤は、前記着色剤が前記最初の色の状態にあるときに前
記着色剤を不動化し、前記第二の結合剤は、前記着色剤が前記最終の色の状態にあるとき
に前記着色剤を不動化し、また前記第一の結合剤と前記第二の結合剤の比は約２：１～約
４０：１である。
【０００９】
　すべての引用された文書は、関連部分において、参考として本明細書に組み込まれるが
、いずれの文書の引用も、それが本発明に関して先行技術であるという承認として解釈さ
れるべきではない。
【００１０】
　本明細書全体にわたって提示されるあらゆる限界が、場合によっては更に低い又は更に
高いあらゆる限界を、こうした更に低い又は更に高い限界が本明細書に明確に記載された
かのように含むことが、理解される必要がある。本明細書全体にわたって提示されるあら
ゆる範囲は、そのような広い範囲内に入るあらゆる更に狭い範囲を、こうした更に狭い範
囲がすべて本明細書に明確に記載されたかのように含む。
【００１１】
　特に指定しない限り、すべてのパーセント、比率、及び割合は重量によるものであり、
すべての温度は摂氏温度（℃）によるものである。すべての測定値は、特に指定しない限
りＳＩ単位によるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　（湿り度インジケータ組成物）
　本発明の湿り度インジケータ組成物は、着色剤、マトリックス、及び任意の追加成分を
含み、これらのすべてが本明細書においてより詳細に説明される。その上、本発明の湿り
度インジケータ組成物は、吸収性物品の構造要素のような基材に任意に付着されてもよい
。基材、使い捨て吸収性物品、及びその構造要素は本明細書においてより詳細に説明され
る。
【００１３】
　（ａ）着色剤
　本発明の湿り度インジケータ組成物は、着色剤を含む。着色剤は、最初の色の状態を有
し、これは湿り度インジケータ組成物の第一の状態に関連する。この第一の色の状態の例
には、赤、青、緑、藍、スミレ色、黄、オレンジ、紫などのようなヒトの目に見える色；
電磁スペクトルの紫外線（若しくはＵＶ）、又は赤外線（若しくはＩＲ）部分において見
える色のようなヒトの目に見えない色などが挙げられるが、これらに限定されない。第一
の色の状態は半透明又は不透明であってもよい。着色剤はまた、最終の色の状態を有し、
これは湿り度インジケータ組成物の第二の状態に関連する。この第二の色の状態の例には
、赤、青、緑、藍、スミレ色、黄、オレンジ、紫などのようなヒトの目に見える色；電磁
スペクトルのＵＶ、又はＩＲ部分において見える色のようなヒトの目に見えない色などが
挙げられるが、これらに限定されない。第二の色の状態は、半透明、不透明であってもよ
いし、又は第一の色の状態と比較した場合に、強度若しくは視覚的な示差性などに変化を
有してもよい。着色剤の最初の色の状態は、何らかの形で最終の色の状態と異なる。例え
ば、最初の色の状態は赤のような第一の色であってもよい一方、第二の色の状態は青のよ
うな異なる色であってもよいし；又は最初の色の状態は赤のような第一の色であってもよ
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い一方、第二の色の状態は、ヒトの目に見えず、電磁スペクトルのＵＶ部分においてのみ
見える色のように透明であってもよい。
【００１４】
　本発明の湿り度インジケータ組成物において、最初の色の状態は、湿り度インジケータ
組成物の第一の状態に関連する。湿り度インジケータ組成物のこの第一の状態には、特定
のｐＨ又はｐＨの範囲；特定化合物又は特定化合物（複数）、例えば水、尿素、溶存酸素
、イオン（例えばこれらに限定されないが、鉄、カルシウム、ナトリウム、クロライド、
及びこれらの組み合わせ）、グルコースのような糖、酵素；及びこれらの組み合わせ；細
菌などのような微生物学的動植物の非存在又は存在；特定量未満の水、尿などのような化
合物又は組成物の何らかの閾値；並びに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。
【００１５】
　本発明の湿り度インジケータ組成物において、最終の色の状態は、湿り度インジケータ
組成物の第二の状態に関連する。湿り度インジケータ組成物のこの第二の状態には、特定
のｐＨ又はｐＨの範囲；特定化合物又は特定化合物（複数）、例えば水、尿素、溶存酸素
、イオン（例えばこれらに限定されないが、鉄、カルシウム、ナトリウム、クロライド、
及びこれらの組み合わせ）、グルコースのような糖、酵素；及びこれらの組み合わせ；細
菌などのような微生物学的動植物の非存在又は存在；水、尿、経血、血液などのような化
合物又は組成物の何らかの閾値；並びに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】
　本発明の１つの実施形態では、第一の状態は特定のｐＨ又はｐＨ範囲であり、第二の状
態は、第一の状態の特定のｐＨ又はｐＨ範囲とは異なる、特定のｐＨ又はｐＨ範囲である
。本発明の１つの任意の実施形態では、第二の状態は、ヒトの体温（典型的には３７．６
℃）で、尿、好ましくはヒトの尿を、原液として測定した場合のｐＨ又はｐＨ範囲である
。尿のｐＨ又はｐＨ範囲は、典型的には約５．５～約８．０である。この任意の実施形態
では、第一の状態は、第二の状態より酸性又は塩基性の特定のｐＨ又はｐＨ範囲、即ち約
５．５より低いか、又は約８．０より高いｐＨであってもよい。本発明の１つの任意の実
施形態では、着色剤はｐＨ指示薬である。好適なｐＨ指示薬の非限定的な例には：スルホ
ンフタレインｐＨ指示薬、例えばブロモクレゾールグリーン、ｍ－クレゾールパープル、
クレゾールレッド、クロロフェノールレッド、ブロモチモールブルー、ブロモピロガロー
ルレッド、ブロモキシレノールブルー、及びブロモフェノールブルー；モノアゾ染料、例
えばアシッドアリザリンバイオレットＮ；モノアゾピラゾロン染料、例えばアシッドイエ
ロー３４；ジアゾ染料、例えばアシッドブラック２４；アシッドアントラキノン染料、例
えばアシッドブラック４８；両性アントラキノン染料、例えばアシッドブルー４５；トリ
フェニルメタン染料、例えば酸性フクシン；フタレイン型染料、例えばｏ－クレゾールフ
タレイン；キサンテン染料、例えば２’，７’－ジクロロフルオレセインエオシンＢ；複
素環式アクリジン芳香族、例えばアクリジンオレンジ；ジフェニルメタン染料、例えばオ
ーラミンＯ；トリフェニルメタン染料、例えば塩基性フクシン；カチオン性チアジン染料
、例えばアズールＣ；カチオン性アントラキノン染料、例えばベーシックブルー４７；フ
タロシアニン型染料、例えば銅フタロシアニン；四級化フタロシアニン型染料、例えばア
ルセックブルー（ alcec blue）；カチオン性ポリメチン染料、例えばアストラゾンオレン
ジＧ；アントラキノン型、例えばアリザリン；中性錯体染料、例えばアズールＡエオシナ
ート（ azure A eosinate）；テルペン型染料、例えばトランス－β－カロチン；及びこれ
らの組み合わせが挙げられる。
【００１７】
　本発明の１つの任意の実施形態では、着色剤は、これらに限定されないがブロモクレゾ
ールグリーン、ｍ－クレゾールパープル、クレゾールレッド、クロロフェノールレッド、
ブロモチモールブルー、ブロモピロガロールレッド、ブロモキシレノールブルー、ブロモ
フェノールブルー、及びこれらの組み合わせのようなスルホンフタレインｐＨ指示薬であ

10

20

30

40

50

(5) JP 4008415 B2 2007.11.14



る。酸性状態では、スルホンフタレインの種類の指示薬は「中性」の電荷を有し、典型的
には色は黄色である。中性の電荷は、本明細書に記載されるように、第一の結合剤中のこ
れらｐＨ指示薬の溶解度を高める。尿のような、そのｐＫａ より高いｐＨを有する液体に
接触すると、スルホンフタレインの種類のｐＨ指示薬は典型的には青緑色に変色する。
【００１８】
　本発明の別の任意の実施形態では、湿り度インジケータ組成物は二つ以上の着色剤を含
んでもよく、各々がそれらの第一の状態及び第二の状態の少なくとも１つが異なるように
、即ち異なるｐＫａ 値、ｐＨ及び酵素トリガー（ enzyme trigger）など、色、又はその他
の特性を有する。様々な第一の状態及び第二の状態により、対話型の状況、経過、又は表
示が物品の相対的な充満度／湿り度に関する情報を提供するのを容易にする可能性もある
し、又は単に楽しみ及び／若しくは審美的価値を提供する可能性もある。例えば、湿り度
インジケータ組成物は、尿に接触すると青に変色する１つの着色剤、及び赤に変色する別
の着色剤を含有してもよい。あるいは、尿、経血、血液などのような液体に接触すると、
図形の一部分が出現してもよいし、別の部分は消失してもよい。
【００１９】
　本発明の別の任意の実施形態では、湿り度インジケータ組成物は、各々がその第一の状
態及び第二の状態を同じにする二つ以上の着色剤を含んでもよい。
【００２０】
　着色剤は典型的には、液体の存在を指示するのに有効な濃度、好ましくは組成物の約０
．００１重量％～約５重量％、より好ましくは約０．００５重量％～約２重量％、更によ
り好ましくは約０．０１重量％～約１重量％の濃度で組成物中に使用される。
【００２１】
　（ｂ）マトリックス
　本発明の組成物は、第一の結合剤及び第二の結合剤を含むマトリックスを含み、これら
の両方が本明細書においてより詳細に説明される。マトリックスは、液体との接触前、接
触中、及び接触後に、着色剤を所定の位置に保持する作用をする。本発明のマトリックス
は、好ましくは着色剤の浸出に対して耐性が高く、好ましくは高湿度環境における早過ぎ
る活性化に対して耐性である。尿、経血、血液などのような液体に接触すると、マトリッ
クスは十分な液体を着色剤に接触させ、外観の変化を生じさせる。マトリックスは同時に
、着色剤がその最初の色の状態又は最終の色の状態のいずれかにおいて、マトリックスか
ら使い捨て吸収性物品の吸収性コアのような周囲の環境に浸出するのを防ぐ。
【００２２】
　浸出の防止は、吸収性コア、トップシートなどのような使い捨て吸収性物品の様々な部
品を通って着色剤が自由に拡散するのを許さず、使い捨て吸収性物品のバックシートのよ
うな基材上のマトリックス内に着色剤を固定するのに特に有益である。加えて、着色剤が
マトリックス内に固定される場合には、よりはっきりした、及びより明確な湿り度インジ
ケータの模様が生成されてもよい。前述のように、湿り度インジケータの模様から拡散す
る着色剤は、ぼやけたり、あまり明確に見えない傾向がある。
【００２３】
　その上、湿り度インジケータ組成物が基材に付着される場合には、マトリックス、及び
結果として組成物は、基材に完全に保持されて残るために、湿ったとき及び乾燥したとき
の十分な粘着力及び／又は可撓性を有することが必要である。換言すれば、組成物は、組
成物の一部分が残りの組成物及び／又は基材から欠け落ちるか又は剥がれ落ちるように、
組成物の一部分が分離するのを防ぐために十分な可撓性及び粘着力を保持する。
【００２４】
　マトリックスは、第一の結合剤及び第二の結合剤の両方を含み、典型的には、着色剤を
不動化するのに有効な濃度、好ましくは組成物の約５重量％～約９５重量％、より好まし
くは約１０重量％～約８０重量％、更により好ましくは約２５重量％～約７５重量％の濃
度で、組成物中に使用される。
【００２５】
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　（ｉ）第一の結合剤
　第一の結合剤は、着色剤がその最初の色の状態にある場合に、着色剤を不動化するいず
れかの物質であってもよい。本発明の湿り度インジケータ組成物の第一の結合剤として用
いるのに好適であり得る様々な物質が存在する。第一の結合剤として選択される物質は、
着色剤をその第一の色の状態にある場合に不動化するいずれかの物質である。本発明の１
つの実施形態では、考えられる第一の結合剤には、ロジンエステル、重合ロジン、スチレ
ン化テルペン、ポリテルペン樹脂、テルペンフェノール、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。
【００２６】
　本発明の１つの任意の実施形態では、第一の結合剤はロジンエステルである。ロジンエ
ステルは、エステルガムとしても既知であるが、グリセロールのような多価アルコールに
よるロジンのエステル化により得られる「化合物」である。ロジンは、マツの種、例えば
ダイオウショウの分泌物からのテルペンチンの蒸留後に残された樹脂である。１つの好適
なロジンエステルは、アリゾナ・ケミカル・インコーポレイテッド（ Arizona Chemical I
ncorporated）（フロリダ州ジャクソンビル）より入手可能なシルヴァタック（ Sylvatac
）ＲＥ９９－７０である。
【００２７】
　ロジンエステルはまた、好適な第一の結合剤であることに加えて、これらの湿り度イン
ジケータ組成物中の他の任意成分のための有効な溶媒であり得る。その上、理論に制限さ
れることは意図しないが、ロジンエステルの酸性は、これに限定されないが、ｐＨ指示薬
のような特定の着色剤の保存に寄与すると考えられている。
【００２８】
　第一の結合物質は、着色剤をその最初の色の状態にある場合に不動化する。第一の結合
物質が、着色剤をその最初の色の状態にある場合にどのように不動化するかは、第一の結
合物質及び着色剤の両方が何であるかに依存する。例えば、着色剤がその最初の色の状態
にある場合、非荷電長鎖分子であり、第一の結合物質が別の非荷電長鎖分子である場合、
そのときは、形成される結合は、例えば共有結合、水素結合などであってもよい。別の例
では、着色剤がその最初の色の状態にある場合、全体でゼロの電荷を有する分子、例えば
両性イオンであり、第一の結合物質が非荷電長鎖分子である場合、そのときは、形成され
る結合は、例えば共有結合、水素結合、極性共有結合などであってもよい。
【００２９】
　本発明の１つの実施形態では、第一の結合剤が、着色剤を、着色剤がその最初の色の状
態にある場合には、粘着力、水素結合、極性共有結合、ファン・デル・ワールス力、双極
子力、ロンドン分散力、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される１つ以上の力
により不動化する。
【００３０】
　第一の結合剤は典型的には、第一の状態にある着色剤を不動化するのに有効な濃度、好
ましくは組成物の約４重量％～約９０重量％、より好ましくは約１０重量％～約７５重量
％、更により好ましくは約２０重量％～約６５重量％の濃度で組成物中に使用される。
【００３１】
　（ｉｉ）第二の結合剤
　第二の結合剤は、着色剤がその最終の色の状態にある場合に、着色剤を不動化するいず
れの物質であってもよい。本発明の湿り度インジケータ組成物の第二の結合剤として用い
るのに好適である可能性のある様々な物質が存在する。
【００３２】
　本発明の１つの実施形態では、第二の結合剤は、これらに限定されないが：第四級アン
モニウム化合物、例えばこれらに限定されないがエトキシル化第四級アンモニウム化合物
、アルキルトリメチルアンモニウム化合物、ジアルキルジメチルアンモニウム第四級化合
物（ dialkydimethylammonium quaternary compounds）など；アミン酸塩；ポリアクリル
アミドプロピルトリモニウムクロライド（ polyacryamidopropyltrimmonium chloride）；
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ベタイン、例えばこれらに限定されないがアルキルベタイン、アルキルアミドベタイン、
イミダゾリニウムベタイン；四級化ポリ（ビニルピリジン）；アミドアミン酸塩；ポリ（
イミン）酸塩；ポリエチレンイミン酸塩；カチオン性ポリアクリルアミド（ cationic pol
yacryamides）；ポリ（ビニルアミン）酸塩；カチオン性イオネンポリマー；ポリ（ビニ
ルイミダゾリニウム塩）；四級化シリコーン化合物、例えばこれらに限定されないがジ四
級（ diquaternary）ポリジメチルシロキサン；ポリ（ビニルアルコール）四級物質；カチ
オン性グアー；ポリジメチルジアリルアンモニウムクロライド；カチオン交換樹脂；アニ
オン交換樹脂；ビニルピロリドン及びメチルアクリルアミドプロピルトリメチルアンモニ
ウムクロライドのコポリマー；酸性化ポリビニルポリピロリドン；ビニルピロリドン及び
ビニルアセテートの酸性化コポリマー；ビニルピロリドン及びジメチルアミノエチルメタ
クリレートの酸性化コポリマー、ビニルピロリドン及びメタクリルアミドプロピルトリメ
チルアンモニウムクロライドのコポリマー；四級化ビニルピロリドン及びジメチルアミノ
エチルメタクリレートのコポリマー；ビニルピロリドン及びスチレンの酸性化コポリマー
；ビニルピロリドン及びアクリル酸の酸性化コポリマー；カチオン性高分子電解質ポリマ
ー；カチオン性粘土、例えばこれらに限定されないがナトリウム・モンモリロナイト、バ
ーミキュライト、カオリナイト；テトラメチルアンモニウムクロライドのような第四級化
合物と反応した粘土；ポリ四級化アミン；酸性化ｎ－アルキル－２－ピロリドン；ポリア
クリル酸ポリマー；Ｃ８ Ｃ２ ４ 有機酸、例えばこれに限定されないがステアリン酸；並び
にこれらの組み合わせから選択されてもよい。
【００３３】
　本発明の１つの任意の実施形態では、第二の結合剤は、第四級アンモニウム化合物、カ
チオン性粘土、ポリアクリル酸ポリマー、有機酸、及びこれらの組み合わせからなる群か
ら選択される。好適な第四級アンモニウム化合物の例には、ジメチル（２－エチルヘキシ
ル水素添加タローアルキル）アンモニウムメチルサルフェート、ココアルキルメチル［エ
トキシル化（１５）］アンモニウムクロライド、ドデシルトリメチルアンモニウムクロラ
イド、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムメチルサルフェート、オクタデシルトリメチ
ルアンモニウムクロライド、ジココアルキルジメチルアンモニウムクロライド、ジ（水素
添加タローアルキル）ジメチルアンモニウムクロライド、及びジステアリルジメチルアン
モニウムクロライドが挙げられるが、これらに限定されない。
【００３４】
　１つの好適な第四級アンモニウム化合物は、イリノイ州シカゴのアクゾ・インコーポレ
イテッド（ Akzo Incorporated）よりＨＴＬ８（Ｗ）－ＭＳとして入手可能なジメチル（
２－エチルヘキシル水素添加タローアルキル）アンモニウムメチルサルフェートである。
別の好適な第四級アンモニウム化合物は、ココアルキルメチル［エトキシル化（１５）］
アンモニウムクロライドであり、これもまたイリノイ州シカゴのアクゾ・インコーポレイ
テッド（ Akzo Incorporated）よりエトクァッド（ Ethoquad）Ｃ／２５として入手可能で
ある。
【００３５】
　第四級化合物、又は１つ以上のカチオン性基を有するすべての第二の結合剤に関係する
カウンターアニオンが、特にクロライドに限定されるわけではないことに留意する必要が
ある。その他のアニオンもまた使用することができ、非限定的な例にはメチルサルフェー
ト及びニトライトが挙げられる。同様に、いずれの好適なカウンターカチオン、例えばこ
れらに限定されないが、ナトリウム、カリウム、カルシウム、アンモニウム、置換アンモ
ニウムなども、１つ以上のアニオン性基を有する第二の結合剤に関連してもよい。
【００３６】
　第二の結合物質は、着色剤をその最終の色の状態にある場合に不動化する。第二の結合
物質が、着色剤をその最終の色の状態にある場合にどのように不動化するかは、第二の結
合物質及び着色剤の両方の化学的組成に依存する。例えば、着色剤の最終の色の状態がア
ニオン性の長鎖分子のものであり、第二の結合物質がカチオン性分子である場合、そのと
きは、形成される結合は、例えばイオン結合、共有結合などであってもよい。別の例では
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、着色剤の最終の色の状態がカチオン性分子のものであり、第二の結合物質がアニオン性
の長鎖分子である場合、そのときは、形成される結合は、例えばイオン結合、共有結合な
どであってもよい。
【００３７】
　本発明の１つの実施形態では、第二の結合剤は、着色剤がその最終の色の状態にある場
合、共有結合、イオン結合、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される１つ以上
により着色剤を不動化する。
【００３８】
　理論に束縛されることは意図しないが、着色剤がその最終の色の状態においてアニオン
であり、第二の結合剤がカチオンである場合、又は着色剤がその最終の色の状態において
カチオンであり、第二の結合剤がアニオンである場合、第二の結合剤は着色剤と共に、イ
オンにより結合されたコアセルベートを形成する。例えば、着色剤の最終の色の状態に関
係する最終の状態が尿のｐＨである場合、尿の着色剤への接触が着色剤をその最終の色の
状態、即ちアニオンに変化させるが、これは、カチオンである第二の結合剤とイオン結合
を形成する。コアセルベートの形成は、着色剤及び第二の結合剤の反対の電荷間の強いク
ーロン相互作用によるものである。着色剤と第二の結合剤との間に形成されたコアセルベ
ート錯体は、両方の種の電荷を中和し、水又は尿のような極性溶媒中のそれらの両方の溶
解度を激減させ、それにより着色剤がマトリックスから浸出するのを劇的に防止する。ま
た、カチオン性及びアニオン性の種の両方の電荷がこのコアセルベート形成を通じて中和
されるため、コアセルベート錯体は、事実上、より疎水性である。コアセルベートのこの
疎水性は、コアセルベートとマトリックスの構成成分との間の分子間力を増加させる結果
となる。これらの分子間力は、尿のような水性環境中への着色剤の拡散及び移動性を更に
制限してもよい。
【００３９】
　本発明のある任意の実施形態では、第二の結合剤としてのカチオン性第四級アンモニウ
ム化合物の使用はまた、特定の着色剤の、特にスルホンフタレインの種類のｐＨ指示薬に
属する着色剤の色の変化を濃くするか又は強めるために機能してもよい。理論に束縛され
ることは意図しないが、この濃くなることは、次の幾つかの可能性のある要因によると考
えられている：１）第四級アンモニウム原料中のアルカリ不純物、２）コアセルベートの
形成による吸収のシフト及び吸収係数の増加、及び／又は３）その最終の色の状態にある
着色剤の形成の増加。
【００４０】
　第二の結合剤は典型的には、その第二の状態にある着色剤を不動化するのに有効な濃度
、好ましくは組成物の約０．５重量％～約２０重量％、より好ましくは約０．５重量％～
約１５重量％、更により好ましくは約０．５重量％～約１０重量％の濃度で組成物中に使
用される。
【００４１】
　（第一の結合剤と第二の結合剤の比）
　本発明の１つの任意の実施形態では、第一の結合剤と第二の結合剤の比は、好ましくは
約２：１～約４０：１、より好ましくは約５：１～約２５：１、更により好ましくは約８
：１～約２０：１である。
【００４２】
　（任意の添加成分）
　本発明の１つの任意の実施形態では、湿り度インジケータ組成物は、安定剤、界面活性
剤、構造補助剤、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任意成
分を含んでもよい。
【００４３】
　任意添加成分は、存在する場合は、典型的には、任意添加成分又は任意添加成分（複数
）の利益を提供するのに有効な濃度、好ましくは組成物の約０．００１重量％～約５０重
量％、より好ましくは約０．１重量％～約４０重量％、更により好ましくは約１重量％～
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約３５重量％の濃度で組成物中に使用される。
【００４４】
　（ｃ）安定剤
　本発明の１つの任意の実施形態では、本発明の湿り度インジケータ組成物は安定剤を含
んでもよい。着色剤がｐＨ指示薬である場合、安定剤を含むことは特に好ましい。
【００４５】
　本発明の１つの実施形態では、任意の安定剤は酸性安定剤である。本発明の別の実施形
態では、任意の安定剤は塩基性安定剤である。
【００４６】
　安定剤を含むことは、理論に制限されることは意図しないが、系が高湿度に暴露される
場合でさえ、酸性安定剤による低いｐＨ環境のような安定したｐＨを着色剤の周囲に保持
することにより、湿度の高い環境への暴露により生じる早過ぎる変化に対して、着色剤を
安定化する役割を果すと考えられている。この安定したｐＨ環境の保持は、特に着色剤が
ｐＨ指示薬である場合に、着色剤をその最初の色の状態に保持する。湿り度インジケータ
の処方を高湿度に対して安定化するのに特に有効な酸性安定剤には：有機酸、例えばこれ
らに限定されないが、脂肪酸、例えばステアリン酸、パルミチン酸、果酸、例えばクエン
酸、及びサリチル酸；エステル、例えばクエン酸モノステアリルのようなクエン酸エステ
ル、グリコール酸エステル、乳酸エステル；リン含有有機酸、例えばリン酸モノステアリ
ル；エーテルカルボン酸；Ｎ－アシルサルコシン酸；Ｎ－アシルグルタミン酸；Ｎ－アシ
ルエチレンジアミン三酢酸；アルカンスルホン酸；α－オレフィンスルホン酸；α－スル
ホン酸脂肪酸メチルエステル；硫酸エステル；無機酸、例えばリン酸；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。好適な塩基性安定剤の例には：モノエタ
ノールアミン；ジエタノールアミン；トリエタノールアミン；ジプロピレントリアミン；
ジイソプロピルアミン（ diiosopropyl amine）；有機ジアミン、例えばこれらに限定され
ないが１，３－ビス（メチルアミン）－シクロヘキサン、１，３－ペンタンジアミン；無
機塩基、例えばこれらに限定されないが水酸化ナトリウム、水酸化マグネシウム、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。
【００４７】
　安定剤は、存在する場合は、典型的には、着色剤を安定化するのに有効な濃度、好まし
くは組成物の約０．００１重量％～約３０重量％、より好ましくは約０．１重量％～約２
０重量％、更により好ましくは約１重量％～約１５重量％の濃度で組成物中に使用される
。
【００４８】
　（ｄ）界面活性剤
　本発明の１つの任意の実施形態では、湿り度インジケータ組成物は界面活性剤を含む。
任意の界面活性剤は、理論に制限されることは意図しないが、組成物の相安定性及び湿潤
性の両方を提供及び強化し、並びにまた尿のような液体の接触による、着色剤のその最初
の色の状態からその最終の色の状態への変化の速度を増加させると考えられている。界面
活性剤の好適な、非限定的な例には、アニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、及
び非イオン性界面活性剤が挙げられるが、これらに限定されない。好適な界面活性剤の非
限定的な例には、エトキシル化アルコール；アルコキシル化アルキレート、例えばこれに
限定されないがＰＥＧ－２０ステアレート；末端基キャップ化アルコキシル化アルコール
；アルコキシル化グリセリル；ポリグリセリルアルキレート、例えばこれに限定されない
がＰＥＧ－３０グリセリルステアレート；グリセリルアルキレート、例えばこれに限定さ
れないがグリセリルステアレート；アルコキシル化硬化ヒマシ油；ステロール誘導界面活
性剤、例えばこれらに限定されないがアルコキシル化ラノリン、水素添加ラノリン；アル
コキシル化ソルビタンアルキレート；糖誘導界面活性剤、例えばこれらに限定されないが
アルキルグリコシド及び糖エステル；ポロキサマー；ポリソルベート；スルホコハク酸ア
ルキルエステル、及びこれらの組み合わせが挙げられる。
【００４９】
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　理論に制限されることは意図しないが、湿り度インジケータ組成物が基材に適用される
場合、界面活性剤は、基材上の湿り度インジケータ組成物の接触角を減少することにより
粘着力を改善すると考えられている。減少された接触角は、湿り度インジケータ組成物が
より有効に基材の表面を覆うことができるように湿潤を強化する結果となる。
【００５０】
　任意の界面活性剤は、存在する場合、典型的には、表面に有効な量である濃度、好まし
くは組成物の約０．１重量％～約３０重量％、より好ましくは約１重量％～約２５重量％
、更により好ましくは約５重量％～約２５重量％の濃度で組成物中に使用される。
【００５１】
　（ｅ）構造補助剤
　本発明の１つの任意の実施形態では、湿り度インジケータ組成物は任意の構造補助剤を
所望により含んでもよい。任意の構造補助剤には、ＨＬＢ調整剤、粘度調整剤、追加の結
合剤、硬化剤、着色剤可溶化剤、その他の任意の補助剤、及びこれらの組み合わせを挙げ
てもよいが、これらに限定されない。
【００５２】
　任意の構造補助剤は、存在する場合、典型的には、構造上有効な量である濃度、好まし
くは組成物の約０．００１重量％～約５０重量％、より好ましくは約０．１重量％～約４
０重量％、更により好ましくは約１重量％～約３５重量％の濃度で組成物中に使用される
。
【００５３】
　（ｉ）任意のＨＬＢ調整剤
　本発明の１つの任意の実施形態では、湿り度インジケータ組成物はＨＬＢ調整剤を任意
に含んでもよい。ＨＬＢ（親水性－親油性バランス）調整剤は、湿り度インジケータ組成
物のＨＬＢの比を変化させる。ＨＬＢ調整剤は、典型的には、湿り度インジケータ組成物
の疎水性を増加させるため、さらに湿り度インジケータ組成物の融点を変更させるため、
湿り度インジケータ組成物の可撓性を増加させるため、湿り度インジケータ組成物の任意
の基材への粘着力を強化するため、着色剤の浸出に影響するため、及び／又は湿り度イン
ジケータ組成物の湿度への耐性を変えるために、本発明の湿り度インジケータ組成物に添
加される。好適なＨＬＢ調整剤の非限定的な例には、高度に分枝状のワックスを含む天然
及び合成ワックス、例えば微結晶ワックス、パラフィンワックス、ポリエチレンワックス
、ポリエチレングリコール型ワックス、シリコーンワックス、蜜蝋、オゾケライト、セレ
シン、カルナウバワックス、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。
【００５４】
　ＨＬＢ調整剤は、存在する場合は、典型的には、湿り度インジケータ組成物のＨＬＢを
調整するのに有効な濃度、好ましくは組成物の約０．１重量％～約４０重量％、より好ま
しくは約１．０重量％～約３０重量％、更により好ましくは約１．０重量％～約２５重量
％の濃度で組成物中に使用される。
【００５５】
　（ｉｉ）任意の粘度調整剤
　本発明の１つの任意の実施形態では、湿り度インジケータ組成物は粘度調整剤を任意に
含んでもよい。理論に制限されることは意図しないが、これらの粘度調整剤は、最終の湿
り度インジケータの処方の可撓性及び粘着力を増加するのに貢献すると考えられている。
好適な粘度調整剤には：高分子増粘剤、例えばこれに限定されないがゴム分子の両端にポ
リスチレンブロックを有するブロックコポリマー；エチレン及びビニルアセテートのコポ
リマー；硬化ヒマシ油ポリマー；脂肪酸の金属塩；シリカ及び／又は誘導体化されたシリ
カ；有機粘土、例えばこれらに限定されないが変性及び非変性ヘクトライト及びベントナ
イト、変性粘土、例えばこれに限定されないが変性ラポナイト粘土、ジベンジリデンソル
ビトール；アルキルガラクトマンナン；アルミニウムマグネシウムヒドロキシドステアレ
ート／オイルブレンド；ラウロイルグルタミンジブチルアミド（ lauroyl glutamic dibut
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ylamide）；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。
【００５６】
　本発明の１つの任意の実施形態では、粘度調整剤は、エチレン－ビニルアセテート（Ｅ
ＶＡ）コポリマー樹脂、例えばデュポン・インコーポレイテッド（ DuPont Incorporated
）（デラウェア州ウィルミントン）からのＥＶＡのエルヴァックス（ Elvax）ブランドで
ある。
【００５７】
　任意の粘度調整剤は、存在する場合は、典型的には、湿り度インジケータ組成物の粘度
を調整するのに有効な濃度、好ましくは組成物の約０．０１重量％～約１５重量％、より
好ましくは約０．１重量％～約１０重量％、更により好ましくは約１．０重量％～約１０
重量％の濃度で組成物中に使用される。
【００５８】
　（ｉｉｉ）任意の硬化剤
　本発明の１つの任意の実施形態では、湿り度インジケータ組成物は硬化剤を任意に含ん
でもよい。好適な硬化剤の実例ではあるが、非限定的な例には、Ｃ１ ４ ～Ｃ２ ２ 脂肪族ア
ルコール、Ｃ２ ３ ～Ｃ６ ０ アルコール、Ｃ１ ４ ～Ｃ２ ２ 脂肪酸、Ｃ２ ３ ～Ｃ６ ０ カルボン
酸、硬化植物油、ポリマー、ソルビタンエステル、その他の高分子量エステル（ロジンエ
ステル以外）、及びこれらの組み合わせが挙げられる。
【００５９】
　任意の硬化剤は、存在する場合は、典型的には、湿り度インジケータ組成物を硬化する
のに有効な濃度、好ましくは組成物の約１重量％～約５０重量％、より好ましくは約１重
量％～約３０重量％、更により好ましくは約１重量％～約２０重量％の濃度で組成物中に
使用される。
【００６０】
　（ｉｖ）その他の任意の補助剤
　本発明の湿り度インジケータ組成物は、その他の任意の補助剤成分を所望により含んで
もよい。このような任意の補助剤成分の実例ではあるが、非限定的な例には：加工助剤；
防腐剤；追加の結合剤；着色剤可溶化剤、色変性剤、例えばＤ＆Ｃ緑＃６、Ｄ＆Ｃ赤＃１
７、Ｄ＆Ｃスミレ色＃２、Ｄ＆Ｃ黄＃１１など；キレート剤；酸化防止剤；溶媒、例えば
水、アルコール、プロピレングリコールのような多価アルコールなど；及びこれらの組み
合わせが挙げられる。
【００６１】
　その他の任意成分は、存在する場合、典型的には、任意補助剤成分又は任意補助剤成分
（複数）の利益を提供するのに有効な濃度、好ましくは組成物の約０．００１重量％～約
５重量％、より好ましくは約０．００２重量％～約２重量％、更により好ましくは約０．
００３重量％～約１重量％の濃度で組成物中に使用される。
【００６２】
　（ｆ）（ｃ）、（ｄ）、及び（ｅ）の組み合わせ
　本発明の１つの任意の実施形態では、湿り度インジケータ組成物は、これらのすべてが
、本明細書においてより詳細に説明される、任意成分（ｃ）、（ｄ）、及び（ｅ）のいず
れか１つの組み合わせを含んでもよい。
【００６３】
　（基材）
　本発明の１つの実施形態では、本発明の湿り度インジケータ組成物は基材上及び／又は
基材中に存在してもよい。基材上に存在する場合、湿り度インジケータ組成物は、水、尿
、経血、血液などのような液体が接触する基材の上及び／又は基材の中に典型的には設置
される。基材は、これらに限定されないが、織布、不織布、フィルム、スポンジ、及びこ
れらの組み合わせを含んでもよい。基材は合成及び／又は天然材料を含んでもよい。本発
明の１つの実施形態では、任意の基材は、例えば連続不織布のように、それ自体で物品あ
ってもよい。本発明の別の実施形態では、湿り度インジケータが適用されてもよい基材、
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又はさもなければ付着されてもよい基材には、バックシート、トップシート、締結具、吸
収材料などが挙げられるが、これらに限定されない吸収性物品の構造要素のいずれか１つ
若しくは組み合わせを構成するか、又は製品に添加若しくは適用される別個の要素であっ
てもよい。本発明の１つの任意の実施形態では、湿り度インジケータ組成物は吸収性物品
に全体として適用される。
【００６４】
　本明細書に用いる基材、吸収性物品、及びその構造要素の製造は、本発明の一部ではな
い。次の論述は、系統的論述の便宜のためのものであり、本明細書に用いられる基材の種
類を限定することは目的としていない。
【００６５】
　本明細書で使用する時、用語「吸収性物品」（「吸収性物品（複数）」）は、身体の滲
出物を吸収及び収容する装置を指すが、より具体的には、着用者の身体に対して又は近接
して置かれ、身体から排出される、尿、経血、血液などが挙げられるが、これらに限定さ
れない様々な滲出物を吸収及び収容する装置を指す。吸収性物品の非限定的な例には、包
帯、粘着包帯、創傷包帯、布おむつ、使い捨て吸収性物品、例えば使い捨ておむつ、タン
ポン、パンティライナー、女性用衛生パッドなどが挙げられる。用語「使い捨て」は、本
明細書において、洗濯、又は他の方法で吸収性物品として修復若しくは再使用することを
一般に意図しない（即ち、その物品を、１回の使用後に廃棄するか、好ましくはリサイク
ルするか、堆肥化するか、又はそうでなければ環境に適応した方法で処分することを意図
する）吸収性物品を記述するのに用いる。本明細書で使用する時、用語「おむつ」とは、
一般に乳幼児及び失禁者により胴体下部の周囲に着用される吸収性物品を指す。本発明は
また、失禁用ブリーフ、失禁用下着、吸収性挿入物、トレーニングパンツ、おむつホルダ
ー及びライナーなどのような他の吸収性物品にも適用可能である。
【００６６】
　本発明の１つの実施形態では、使い捨て吸収性物品は使い捨ておむつである。典型的に
は、最近の使い捨ておむつは、液体透過性のトップシート、液体不透過性のバックシート
；好ましくはトップシートとバックシートの少なくとも一部分の間に位置する吸収性コア
；サイドパネル；弾性化したレグカフ；弾性的ウエスト機構；及び締着装置を具備する。
１つの実施形態では、使い捨ておむつの対向する側面を縫い合わせるか、又は結合して、
パンツを形成してもよい。これにより、この物品は、トレーニングパンツのようなプルオ
ン型おむつとして使用可能になる。使い捨ておむつの構造、組み立て、及び様々な構成要
素についての追加の実例ではあるが、非限定の情報は、ビューエル（ Buell）への米国特
許第３，８６０，００３号；ビューエル（ Buell）への米国特許第５，１５１，０９２号
；ビューエル（ Buell）への米国特許第５，２２１，２７４号；１９９６年９月１０日ロ
ー（ Roe）らへの米国特許第５，５５４，１４５号；ビューエル（ Buell）らへの米国特許
第５，５６９，２３４号；ニース（ Nease）らへの米国特許第５，５８０，４１１号；ロ
ブレス（ Robles）らへの米国特許第６，００４，３０６号；ラボン（ LaVon）らへの米国
特許第５，９３８，６４８号；クーロ（ Curro）への米国特許第５，８６５，８２３号；
ドブリン（ Dobrin）らへの米国特許第５，５７１，０９６号；チャペル（ Chappell）らへ
の米国特許第５，５１８，８０１号；ミネトラ（ Minetola）らへの米国特許第４，５７３
，９８６号；トンプソン（ Thompson）への米国特許第３，９２９，１３５号；アール（ Ah
r）らへの米国特許第４，４６３，０４５号；クーロ（ Curro）らへの米国特許第４，６０
９，５１８号；クーロ（ Curro）らへの米国特許第４，６２９，６４３号；アレン（ Allen
）らへの米国特許第５，０３７，４１６号；フリーランド（ Freeland）らへの米国特許第
５，２６９，７７５号；ワイズマン（ Weisman）らへの米国特許第４，６１０，６７８号
；ワイズマン（ Weisman）らへの米国特許第４，６７３，４０２号；アンシュタット（ Ang
stadt）への米国特許第４，８８８，２３１号；ロー（ Roe）への米国特許第５，３４２，
３３８号；デスマライス（ DesMarais）らへの米国特許第５，２６０，３４５号；ロバー
トソン（ Robertson）への米国特許第５，０２６，３６４号；ビューエル（ Buell）への米
国特許第３，８４８，５９４号；スクリップス（ Scripps）への米国特許第４，８４６，
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８１５号；バトレル（ Battrell）への米国特許第４，９４６，５２７号；ロバートソン（
Robertson）らへの米国特許第４，９６３，１４０号；トゥーサン（ Toussant）らへの米
国特許第４，６９９，６２２号；ビューエル（ Buell）らへの米国特許第５，５９１，１
５２号；ヴァン・ゴムペル（ Van Gompel）らへの米国特許第４，９３８、７５３号；ラボ
ン（ LaVon）らへの米国特許第５，６６９，８９７号；アジズ（ Aziz）らへの米国特許第
４，８０８，１７８号；アジズ（ Aziz）らへの米国特許第４，９０９，８０３号；ローソ
ン（ Lawson）への米国特許第４，６９５，２７８号、及びドラグー（ Dragoo）に発行され
た米国特許第４，７９５，４５４号に見出される可能性がある。
【００６７】
　本発明の１つの別の実施形態では、吸収性物品の一部、例えばトップシートの一部又は
全部、バリアレグカフの一部又は全部などは、当該技術分野において既知であるように、
ローションにより任意にコーティングされてもよい。好適なローションの例には、ロー（
Roe）への米国特許第５，６０７，７６０号；ロー（ Roe）への米国特許第５，６０９，５
８７号；ロー（ Roe）らへの米国特許第５，６３５，１９１号、ロー（ Roe）らへの米国特
許第５，６４３，５８８号；及びロー（ Roe）らへの米国特許第５，９６８，０２５号に
記載されたものが挙げられるが、これらに限定されない。
【００６８】
　湿り度インジケータは、スロットコーティング、スプレー、グラビア印刷、インクジェ
ット印刷、及びデジタル印刷が挙げられるが、これらに限定されない当該技術分野におい
て既知である液体又は半液体の適用のいずれかの手段により、基材に適用されてもよい。
あるいは、湿り度インジケータは、接着剤結合、化学結合、又は分子間力結合により基材
に付着される固体若しくは半固体物質であってもよい。複数のインジケータが同じ基材に
、重なり合う構成又は重なり合わない構成により適用されてもよい。凝固プロセスは、溶
媒の蒸発が必要であれば、対流式物質移動、又は例えば空気による冷却若しくはチルドロ
ールなどの対流式若しくは伝導性熱伝達の使用により促進されてもよい。
【００６９】
　湿り度インジケータ組成物は、基材上に存在する場合は、製品が着用されている間に、
基材の外側から見える、例えば着用者、介護人、親などに見える信号を好ましくは提供す
る。即ち、湿り度インジケータ組成物は、例えば尿、経血、血液などの液体と流体連通で
き、最初の色の状態からその最終の色の状態への変化を観察者が見える部分において基材
に付着される。例えば、色又はコントラストの変化は、基材及び／又は吸収性物品、例え
ば使い捨ておむつ物品のバックシート又は衣類に面する覆いを通して見ることができるが
、この基材及び／又は吸収性物品はまた、その吸収性コアに溜まった、尿、経血、血液な
どのような液体と流体連通している。
【００７０】
　本発明の１つの任意の実施形態では、着色剤のその最初の色の状態からその最終の色の
状態への変化は、湿り度インジケータ組成物が、例えば尿、経血、血液などの液体と接触
した後、短時間の間に現れる。本発明の１つの別の好ましい実施形態では、着色剤のその
最初の色の状態からその最終の色の状態への変化は、尿、経血、血液などのような液体が
湿り度インジケータ組成物に接触した後、約１５分以内に、より好ましくは約５分以内に
現れる。
【００７１】
　本発明の別の任意の実施形態では、基材又は基材を具備する吸収性物品は、尿、経血、
血液などのような液体が湿り度インジケータ組成物に、基材又は吸収性物品の幾つかの領
域において、様々な負荷レベルで接触できるように設計されてもよい。例えば、使い捨て
おむつは、最初の排尿時には、尿が製品の股領域に位置する湿り度インジケータ組成物に
接触するが、使い捨ておむつ内の尿の量が所定の閾値に達した後にのみ、使い捨ておむつ
のその他の領域で湿り度インジケータ組成物に接触できるように設計されてもよい。例え
ば、使い捨ておむつの吸収性コアは、湿り度インジケータ中の着色剤がその最初の色の状
態をその最終の色の状態に変化させるのに十分な尿を所与の領域内に収容するまで、使い
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捨ておむつのこの領域から尿を分配することに限られた能力を有してもよく、それにより
使い捨ておむつ内の全体の尿の付加が所与のレベルを超えるまで物品の隣接した領域の湿
り度インジケータ組成物の変化を防止する。使い捨ておむつ内の全体の尿の負荷が増加す
るにつれて、使い捨ておむつのより多くの領域で、それらの領域内に位置してもよい湿り
度インジケータ中の着色剤がその最初の色の状態をその最終の色の状態に変化させるのに
十分な尿を収容する。
【００７２】
　湿り度インジケータ組成物は、基材上に、ストライプ、点、幾何学的形状、不規則な形
状、英数字、動物の絵表示、無生物の絵表示、漫画の登場人物、擬人化された画像、ロゴ
、商標、及びこれらのいずれかの組み合わせ又は配置が挙げられるがこれらに限定されな
い、いずれかの所望の模様又は構成において存在してもよい。湿り度インジケータ組成物
は、どのような模様にも、あるいは使い捨て吸収性物品の外側表面上にあるような色落ち
しない図形と一緒に、適用されてもよい。
【００７３】
　本発明の１つの実施形態において、湿り度インジケータ組成物は、基材上に存在する場
合、典型的には目に見える信号を提供するのに有効な濃度、好ましくは約１グラム／平方
メートル（ｇｓｍ）～約１００ｇｓｍ、より好ましくは約５ｇｓｍ～約６０ｇｓｍ、更に
より好ましくは約１０ｇｓｍ～約３０ｇｓｍの濃度で使用される。しかしながら、基材上
に存在する湿り度インジケータの量は、これらに限定されないが、基材の種類（例えば、
厚い、薄い、不透明、嵩高い、密度が高い、その他の物理特性など）、基材の材料、基材
の用途（例えば、使い捨ておむつ、パンティライナー、包帯など）、湿り度インジケータ
組成物を適用するために用いられる方法、乾燥中又は液体への接触後のいずれかにおける
信号の所望の強度、基材上の湿り度インジケータ組成物の所望の模様又は構成、及びこれ
らの組み合わせのような多くの要因に依存することが理解されるべきである。
【００７４】
　湿り度インジケータ組成物の基材及び／又は使い捨て吸収性物品の中及び／又は上への
組み込みについての追加の情報は、米国特許第４，０２２，２１１号（１９７７年５月１
０日ティモンズ（ Timmons）に発行）；米国特許第６，２９７，４２号（２００１年１０
月２日オルソン（ Olson）に発行）；米国特許第６，３０７，１１９号（２００１年１０
月２３日カマロータ（ Cammarota）に発行）、及び「トレーニング領域を組み込んだ湿り
度指示図形を有する吸収性物品（ Absorbent articles having wetness indicating graph
ics incorporating a training zone）」という発明名称の米国特許出願番号２００２０
００７１６２Ａ１（カマロータ（ Cammarota）の名前で２００１年８月１３日出願、２０
０２年１月１７日公開）；及び「対話型トレーニングの援助を提供する湿り度指示図形を
有する吸収性物品（ Absorbent articles having wetness indicating graphics providin
g an interactive training aid）」という発明名称の２００１００５３８９８Ａ１（オ
ルソン（ Olson）の名前で２００１年７月２４日出願、２００１年１２月２０日公開）；
及び国際公開第００／７６４３８号（２０００年１２月２１日公開、及びキンバリー－ク
ラーク・ワールドワイド社（ Kimberly-Clark Worldwide Inc.）に譲渡）、及び国際公開
第００／７６４４３号（２０００年１２月２１日公開、及びキンバリー－クラーク・ワー
ルドワイド社（ Kimberly-Clark Worldwide Inc.）に譲渡）に開示されているのが見出さ
れる。
【実施例】
【００７５】
　（実施例１）：
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【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００７６】
１：ロジンの部分エステル（フロリダ州ジャクソンビルのアリゾナ・ケミカル（ Arizona 
Chemical）からのシルヴァタック（ Sylvatac）ＲＥ９９－７０）
２：Ｗ８３５微結晶ワックス（ペンシルベニア州ペトロリアのクロンプトン（ Crompton）
から）
３：エチレン－ビニルアセテートコポリマー（デラウェア州ウィルミントンのデュポン（
DuPont）からのエルヴァックス（ Elvax）２４０）
４：リン酸ステアリル（デラウェア州ウィルミントンのユニケマ（ Uniqema）からのマッ
プ（ MAP）１８０）
５：第二の結合剤は、二つのカチオン性物質の混合物である。混合物は、７５％、又は組
成物の３．０重量％のジメチル（２－エチルヘキシル水素添加タローアルキル）アンモニ
ウムメチルサルフェート（ＨＴＬ８（Ｗ）－ＭＳ）（イリノイ州シカゴのアクゾ・インコ
ーポレイテッド（ Akzo Incorporated）から）、及び２５％、又は組成物の１．０重量％
のココアルキルメチル［エトキシル化（１５）］アンモニウムクロライド（エトクァッド
（ Ethoquad）Ｃ／２５）（イリノイ州シカゴのアクゾ・インコーポレイテッド（ Akzo Inc
orporated）から）である。
【００７７】
６：ブロモクレゾールグリーン、フリーアシッド（ Bromocresol Green,Free Acid）（ペ
ンシルベニア州ベンサーレムのカーティス研究所（ Curtiss Labs）から）
７：Ｃ２ ０ ～Ｃ４ ０ パレス－１０（ Pareth-10）（テキサス州シュガーランドのニュー・
フェーズ・インコーポレイテッド（ New Phase Incorporated）からのパーフォーマソック
ス　（ Performathox）４５０）
　実施例１Ａ及び１Ｂは、ＨＬＢ調整剤及び粘度調整剤を混合し、混合物を１２０℃でお
よそ５時間、又は完全に融解するまで熱することにより製造されてもよい。このＨＬＢ／
粘度調整剤のプレミックス上の熱を１００℃まで低下させ、混合を続ける。別の清潔なガ
ラス容器中で、第一の結合剤、安定剤、及び界面活性剤を混合する。完全に融解するまで
、この混合物を、９０℃で加熱及び撹拌する。ＨＬＢ／粘度調整剤のプレミックスを第一
の結合剤／安定剤／界面活性剤の混合物に添加し、９０℃で加熱及び混合する。この混合
物に第二の結合剤を添加し、温度が９０℃に達するまで混合する。最後にこの混合物に着
色剤を添加し、混合物が澄んだ、透明な、淡いオレンジ色になるまでおよそ１時間９０℃
で混合する。
【００７８】
　本発明の特定の実施形態を例示し、記載してきたが、様々なその他の変化及び変更を、
本発明の趣旨及び範囲から逸脱することなく行なうことが可能であることは当業者には明
白であろう。そのため、本発明の範囲内であるすべてのこうした変化及び変更を添付の特
許請求の範囲に網羅することを意図する。
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