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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸収性物品の少なくとも一部に配置されたスキンケア組成物を含んでなる、皮膚へスキ
ンケア組成物を適用するための吸収性物品であって、
　上記のスキンケア組成物が：
　(ｉ)２０℃で半固体または固体粘稠性；
　(ii)少なくとも０．１g/m2/hrの水蒸気透過速度；および
　(iii)メチレンブルー染色バリヤ性試験で、５～－２５のハンターｂ値を有してなり、
　スキンケア組成物が：
　（ａ）石油ベース皮膚軟化剤；脂肪酸エステル；ポリオールポリエステル；脂肪アルコ
ールエーテル；ステロールおよびステロールエステル、およびそれらの誘導体；トリグリ
セリド；グリセリルエステル；セラミド；およびそれらの混合物からなる群より選択され
る皮膚軟化剤５～９５重量％；
　（ｂ）Ｃ７‐Ｃ４０分岐炭化水素、分岐鎖脂肪族エステル、リン脂質、およびそれらの
混合物からなる群より選択される透過剤１～９５重量％；および
　（ｃ）ロウ、ポリヒドロキシ脂肪酸エステル、ポリヒドロキシ脂肪酸アミド、Ｃ１４‐
Ｃ２２脂肪アルコール、Ｃ１２‐Ｃ２２脂肪酸、２～３０の平均エトキシル化度を有する
Ｃ１２‐Ｃ２２脂肪アルコールエトキシレート、Ｃ８‐Ｃ３０酸グリセリルエステル、固
体ポリオールポリエステル、およびそれらの混合物からなる群より選択される定着剤５～
９５重量％
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を含んでなり、
　前記透過剤が、スクアラン、スクアレン、ジイソプロピルアジペート、オクチルドデシ
ルステアロイルステアレート、イソノニルイソノナノエート、イソステアリルイソノナノ
エート、２‐エチルヘキシル‐１２‐ヒドロキシステアレート、イソセチルステアレート
、セファリン、スフィンゴミエリン、およびそれらの混合物からなる群より選択される、
吸収性物品。
【請求項２】
　前記吸収性物品の一部が、トップシート、バックシート、カフ、サイドパネル、ウエス
ト部分、トップシート下の二次層、物品の着用中の使用のために吸収性物品中へ挿入され
る挿入可能なエレメント、およびそれらの組合せからなる群より選択される表面である、
請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項３】
　スキンケア組成物が、０．０５～１００mg/in2である、請求項１または２に記載の吸収
性物品。
【請求項４】
　皮膚軟化剤が：
　(ｉ)皮膚軟化剤の１～４０重量％の、コレステロール、エルゴステロール、シトステロ
ール、コレカルシフェロール、フィトステロール、大豆ステロール、トール油ステロール
、ラノステロール、ラノリンおよび水素化ラノリン中における他のステロール、アセチル
化ラノリン、およびそれらの混合物からなる群より選択されるステロール；
　(ii)皮膚軟化剤の１～９０重量％の、Ｃ２‐Ｃ３０酸コレステリルエステル、Ｃ２‐Ｃ

３０酸エルゴステリルエステル、Ｃ２‐Ｃ３０酸シトステリルエステル、Ｃ２‐Ｃ３０酸
コレカルシフェリルエステル、Ｃ２‐Ｃ３０酸フィトステリルエステル、Ｃ２‐Ｃ３０酸
大豆ステリルエステル、Ｃ２‐Ｃ３０酸トール油ステリルエステル、Ｃ２‐Ｃ３０酸ラノ
ステリルエステル、Ｃ２‐Ｃ３０酸水素化ラノステリルエステル、Ｃ２‐Ｃ３０酸アセチ
ル化ラノステリルエステル、およびそれらの混合物からなる群より選択されるステロール
エステル；
　(iii)皮膚軟化剤の１～９０重量％の、合成Ｃ８‐Ｃ３６脂肪酸トリグリセリド、植物
油、水素化植物油およびロウ、動物油、およびそれらの混合物からなる群より選択される
トリグリセリド；
　(iv)皮膚軟化剤の１～９０重量％の、直鎖パラフィン、鉱油、ペトロラタム、およびそ
れらの混合物からなる群より選択される石油ベース皮膚軟化剤を含んでなり、ステロール
対石油ベース皮膚軟化剤の重量比が１：１～１：４である、請求項１～３のいずれか一項
に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　石油ベース皮膚軟化剤がペトロラタムであり、遊離ステロールがコレステロールであり
、ステロールエステルがＣ１０‐Ｃ３０脂肪酸コレステロールエステルおよびＣ１０‐Ｃ

３０脂肪酸ラノステロールエステルの混合物であり、トリグリセリドがカプリル酸／カプ
リン酸エステルの混合物であり、透過剤がスクアランおよびジイソプロピルアジペートの
混合物であり、脂肪アルコールがベヘニルアルコールである、請求項４に記載の吸収性物
品。
【請求項６】
　スキンケア組成物が、水、界面活性剤、スキンケア剤、保湿剤、酸化防止剤、粘度調整
剤、懸濁剤、ｐＨ緩衝系、香料、鎮静剤、顔料、消毒剤、抗菌活性剤、医薬活性剤、皮膜
形成剤、脱臭剤、不透明剤、収斂剤、溶媒、およびそれらの混合物からなる群より選択さ
れる少なくとも１種の任意成分を更に含んでなる、請求項１～５のいずれか一項に記載の
吸収性物品。
【請求項７】
　スキンケア剤が、酸化亜鉛、タルク、デンプン、アロエベラ、アラントイン、ヘキサミ
ジンおよびその誘導体および塩、ヘキサミジンジイセチオネートおよびその塩、トリアセ
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チン、フィチン酸、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）、フェニルスルホニルフルオリ
ド、キトサン、およびそれらの混合物からなる群より選択される、請求項６に記載の吸収
性物品。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の分野】
本発明は、おむつ、トレーニングパンツ、成人向け失禁用品、生理用ナプキン、パンティ
ライナーなどのような吸収性物品に関する。更に詳しくは、本発明は体滲出物用の吸収性
物品に関し、該物品はスキンケア組成物をそこに配置している。このような組成物は、通
常の接触、着用者の動作および／または体熱により着用者の皮膚へ移動しうる。本発明で
用いられるスキンケア組成物は、使用に際する移動で物品の着用者の皮膚状態を維持およ
び／または改善するために適している。本発明で用いられるスキンケア組成物は、体滲出
物中に存在する水、大分子および粒状物に対する防御バリヤをもたらす。このような組成
物は、吸収性物品と着用者の皮膚が接触している箇所でこすれ合いも最少に抑え、ＢＭク
リーンアップを容易にし、様々な皮膚効果を発揮するスキンケア成分もデリバリーしうる
。最も重要なことに、本発明で用いられるスキンケア組成物は、体滲出物および他の刺激
物を皮膚と直接接触させずに、水蒸気を通過させる、通気性防御バリヤをもたらす。
【０００２】
【発明の背景】
おむつ、トレーニングパンツ、成人向け失禁用品、生理用ナプキン、パンティライナーな
どのような使い捨て吸収性物品の主要機能は、体滲出物を吸収および含有することである
。これらの吸収性物品は液体の吸収について高度に効率的であるが、それらは着用されて
いる身体部位に閉塞性のミクロ環境も作り出すことがある。この閉塞性ミクロ環境は皮膚
の水分過剰をよくもたらす。水分過剰皮膚は、紅斑（即ち、発赤）、おむつかぶれまたは
おむつ皮膚炎、あせも、擦過傷、加圧跡およびスキンバリヤ崩壊を含めた皮膚障害をうけ
やすいことが知られている。おむつかぶれはおむつで普通に覆われた幼児身体の部分でよ
くあるタイプの刺激および炎症であり、次のファクター：水分、閉塞、こすれ、尿、糞便
または双方との長期接触、機械的または化学的刺激のうち１以上により生じる（21 C.F.R
.333.503参照）。吸収性物品が着用されて体滲出物を吸収および含有しているとき、吸収
性物品下の皮膚は閉塞状態で体滲出物および他の刺激物と直接接触したままである。多く
の場合、皮膚は長期間にわたり、即ち汚れた物品が交換されるまで、このような状態に曝
される。吸収性物品下の皮膚がこのような長期の反復される暴露により水分過剰となるか
または刺激をうけると、皮膚状態は損なわれ、即ち皮膚は皮膚障害またはダメージをうけ
やすくなる。この状態は幼児で最も知られているが、幼児に限らない。同様の状態は、例
えば失禁者または寝たきり成人でも生じる。
【０００３】
吸収性物品の着用に伴う皮膚異常の懸念を扱うために、実際上のアプローチでは多数の原
因または重要なコファクターについて扱おうとしている。おむつの頻繁な交換、水分吸収
粉末の使用、超吸収性物質の使用およびおむつで空気流の改善により皮膚の過剰水分を減
少させることが、周知アプローチの一部である。
【０００４】
典型的なアプローチは、吸収性物品を着用者に取り付ける前に、臀部、陰部、肛門および
／または他の部分へ手で局所用クリーム、軟膏、ローションまたはペーストを塗布するこ
とである。この作業は、尿、糞便または他の刺激物との直接接触に対して、皮膚へある程
度の物理的バリヤ防御を通常もたらす。しかしながら、バリヤアプローチはそれ自体閉塞
的なことがある。皮膚バリヤ機能が損なわれるか、または皮膚障害が出現すると、閉塞性
バリヤ物質は皮膚の自然バリヤ機能の治癒および修復を妨げうることがわかった。
【０００５】
皮膚水分過剰に伴う皮膚障害用のスキンケア組成物は良いバリヤ性を有しているべきであ
る、と考えられている。ワセリンは皮膚表面で撥水層を形成する周知のバリヤ保護剤であ
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り、皮膚からの水分喪失を最少に抑える。ワセリンは体滲出物中の大分子（例えば、糞便
酵素）および粒状物に対するバリヤも形成する。しかし、皮膚上におけるこのワセリン層
は、皮膚のバリヤ修復能を妨げうるほど閉塞性である。ラノリンは別な良いバリヤ保護剤
でかつ滋養物質であるが、ラノリンも閉塞性である。植物または動物のような天然源に由
来する多くの他の油脂は滋養および／または閉塞性を有することが示されたが、それらは
しばしば酸化に不安定で、水素化または安定剤を要する。しかしながら、水素化は物質の
粘度を増加させて、その展性を減少させやすく、安定剤は刺激またはアレルギーのような
他の皮膚問題を引き起こすことがある。
【０００６】
天然由来の別な周知のバリヤ物質は”vernix caseosa”または”vernix caevsa”（以下
“胎脂”）であり、これはほぼ出生時にヒトおよび哺乳動物胎児の全体を覆っている物質
である。胎児皮膚上の胎脂は、完全に成長したまたは成熟した皮膚でみられない独特な特
徴を示す。胎脂は非常に低い経表皮水喪失（ＴＥＷＬ）値を有することが示された。胎脂
は、表皮から、熱喪失を伴う水喪失を減少させることで、新生児が体温を維持するのを助
けている、と考えられている。胎脂は水分透過に対して非常に有効なバリヤでもある。成
熟皮膚は、水への数日間の暴露後に、水分過剰になって、浸解または刺激性皮膚炎を生じ
る。逆に、長期間にわたり子宮内で完全浸漬環境に曝されてきたにもかかわらず、ほぼ出
生時の胎児皮膚は健全で、滑らかかつしなやかである。更に、胎脂は刺激、感作およびア
レルギーのような副作用を何も生じない天然物質である。
【０００７】
様々なスキンクリーム、ローションおよび軟膏が皮膚障害を治療するために市販されてい
る。それらのうちほとんどは皮膚で保水性を高めるモイスチャライジング製品であり、そ
のため紅斑またはおむつかぶれのような水分過剰に伴う皮膚障害には有効でない。しかし
ながら、水分過剰問題向けの皮膚製剤はほとんどがバリヤアプローチに関するものであっ
た。そのため、これらの製剤は閉塞性で、皮膚の自然バリヤ修復機能を妨げやすい。更に
、ローション、クリームまたは軟膏は標的箇所へ手でいつも塗布されてきた。手による局
所塗布は、どろどろしてべたつくコーティングまたは美観上不快な白色残留物層を残しや
すい。この作業も無駄が多くやっかいで時間がかかり、しばしば忘れられる。
【０００８】
手で塗布する操作が不要となるように、スキンキャパシティ表面上に移動性スキンケア組
成物を含有した吸収性物品を製造する試みも行われてきた。しかしながら、多くのローシ
ョン、クリームおよび軟膏は室温で流体または実質的に可動性であることから、それらは
吸収性物品によるデリバリー用に通常適さない。これらの流体および可動性物質は物品の
表面上に留まるわけではなく、物品の内部へ移動しうる。したがって、これらの物質はそ
れらの疎水バリヤ性のせいで物品の内部芯層の吸収力を妨げることがある。皮膚へ十分に
移動させて、防御コーティングをもたらすためには、このような組成物は高レベルで物品
表面へ適用されねばならない。この高い付着レベルは物品当たりのコストを上げるのみな
らず、パッケージまたは包装物質中に移動する可能性も増して、油性物質を付けたおよび
漏出した物品を作り出してしまう。
【０００９】
SakaiらのＵＳ特許４，７６０，０９６は、ホスファチド（例えばレシチン）および１種
以上のＣ１０‐Ｃ３０カルボン酸ステロールエステルを含んでなるモイスチャライジング
スキン組成物について開示している。このような組成物は、潤いの向上のために、カプリ
ル酸／カプリン酸トリグリセリドを好ましくは含有している。Sakaiにより開示された組
成物の主要な欠点は、その組成物が皮膚で保水性を高めるモイスチャライザーであること
である。したがって、それは吸収性物品下にある皮膚の過剰水分問題を防止または最少化
しないのである。
【００１０】
PolakらのＵＳ特許５，４０９，９０３は、ウレアーゼ含有細菌、細菌成分および副産物
が関与する皮膚発疹または皮膚炎の治療または防止用の方法および組成物について開示し
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ている。その組成物は接着、皮膜形成またはバリヤ化合物と組み合わせて皮膚へ適用して
もよい。Polakらの主要な欠点は、薄膜コーティングが水蒸気または気体透過性をもたら
す上で必要とされ、組成物が酵素または大粒状物に対するバリヤとして有効であるにすぎ
ない。
【００１１】
BuchalterのＵＳ特許３，８９６，８０７は、水分の添加時にクリームを形成するクリー
ム処方物の固油相を含浸させた皮膚接触物品について開示している。Buchalterにより開
示された物品の主要な欠点は、物質が閉塞性バリヤ保護剤であることである。Buchalter
の別な欠点は、流体が固油相により吸収されるまで、物品から皮膚への有益物質の移動が
遅れることである。
【００１２】
DuncanらのＵＳ特許３，４８９，１４８は、トップシートの一部が油性物質の不連続皮膜
で被覆された“疎水性および疎油性”トップシートを含んでなる、使い捨ておむつについ
て開示している。Duncanらにより開示されたおむつの主要な欠点は、疎水性および疎油性
トップシートが下層の吸収性芯へ尿の移動を促すに際して遅いことである。
【００１３】
RoeらのＵＳ特許５，６４３，５８８は、環境温度で固体または半固体であって、接触、
着用者の動作および／または体熱により着用者の皮膚へ移動しうる皮膚処理組成物を使い
捨ておむつの表面上に有した、吸収性物品について開示している。しかしながら、Roeら
により開示された組成物の一部は閉塞性である。
【００１４】
上記からみて、通気性または非閉塞性である物品デリバリー性スキンケア組成物を有する
ことが望まれるであろう。このようなスキンケア組成物は、尿、糞便、他の体滲出物また
は刺激物に対して良いバリヤ性も有しているべきである。しかも、このような組成物は皮
膚過剰水分を最少に抑え、皮膚バリヤ機能の完全性を維持し、皮膚が損なわれたかまたは
ダメージをうけたときに、二次刺激または感染を有効に防止して、皮膚のバリヤ修復機能
を促すべきである。
更に、使用に際して着用者の皮膚へハンドフリーで移動させ、物品の吸収力におよぼす不
利な作用を最少に抑え、衣類、寝具または包装でしみを避けるために、スキンケア組成物
は吸収性物品に定着されることが望ましいであろう。
スキンケア組成物は、皮膚を刺激したりまたは感作せず、製品の長い貯蔵寿命のために酸
化安定性であることも望まれる。
接触、通常の着用者の動作および／または体熱による着用者の皮膚へのハンドフリー移動
のために、通気性のバリヤタイプスキンケア組成物を配置した吸収性物品を有することが
、更に望まれる。
紅斑の防止および／または減少、ＢＭの容易な除去のために皮膚へＢＭ付着の減少、皮膚
の閉塞、過剰水分および／またはこすれの減少などを含めて、望ましい皮膚効果を発揮す
るために、組成物の少くとも一部が着用者の皮膚へ移動しうる、１タイプ以上のスキンケ
ア組成物を配置した吸収性物品を有することも望まれる。
吸収性物品の表面へ定着されるように、環境温度で固体または半固体であるスキンケア組
成物を有することも望まれる。スキンケア組成物は、ほぼ皮膚温度で、またはわずかな力
が加えられたときに、皮膚へ容易に移動しうるように、流動性または可塑性になりうるべ
きである。スキンケア組成物は、物品の表面へうまく適用されるように、即ち物品を壊し
たりまたは損なうことなく、処理温度で実質的に流動性であるべきである。
【００１５】
【発明の要旨】
本発明は、物品の少くとも一部にスキンケア組成物を配置した物品に関する。スキンケア
組成物は通気性バリヤ保護剤をもたらし、物品へ定着させることができ、接触、通常の着
用者の動作および／または体熱により着用者の皮膚へ移動しうる。特に、スキンケア組成
物は２０℃で固体または半固体、少くとも約０．１gm/m2/hrの水蒸気透過速度および、メ
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チレンブルー染色法で測定すると、ハンターｂスケールで少くとも約－２５のバリヤ性で
ある。
このような組成物の水蒸気透過性は、組成物のバリヤ性および定着性／移動性特徴を維持
しながら、分岐エステル、分岐炭化水素、ポリシロキサン、リン脂質またはそれらの混合
物のような物質を加えることにより向上させうる。
【００１６】
【発明の具体的な説明】
Ｉ．定義
ここで用いられている“含んでなる”という用語は、様々な構成材、成分またはステップ
が本発明を実施する上で併用しうることを意味している。そのため、“含んでなる”とい
う用語は“からなる”および“から本質的になる”というより限定的な用語を包含してい
る。
【００１７】
ここで用いられている“閉塞された皮膚”という用語は、物品が着用されたときに、吸収
性物品下の皮膚を意味する。ここで用いられている“損なわれる皮膚”という用語は、身
体の特定部分に限定されない；“損なわれる皮膚”という用語は、皮膚が発赤、すりむけ
、荒れ、しわ外観またはかゆみを生じるような、体滲出物（例えば、尿、糞便、月経液、
汗）、水分、刺激物などへ反復もしくは長期暴露または１回以上の急激な暴露期に付され
た皮膚を意味する。
【００１８】
ここで用いられている“吸収性物品”という用語は、おむつ、トレーニングパンツ、生理
用ナプキン、パンティライナー、失禁用品、おむつホルダーなどを意味する。
【００１９】
ここで用いられている“スキンケア剤”という用語は、単独でまたはスキンケア組成物中
へ配合して、対象の皮膚へ適用されたときに、外観、清潔さおよび魅力の面で実際のまた
は気づかれる変化のようなスキンコンディション効果を発揮する物質または物質の混合物
を意味する。その用語は、皮膚へ適用されたときに鎮静化させ、落ち着かせるか、または
安心感を促す物質、例えばハーブ、ミネラルまたは芳香成分にも関する。
【００２０】
ここで用いられている、スキンケア組成物の“有効量”という用語は、皮膚が清潔で魅力
的にみえるか、または良い状態となるように、望ましい効果を有意または明確にもたらす
か、または処置される症状を和らげる上で、十分に多い量を意味している。有効量は、用
いられる具体的な成分または組成物、望まれる予防または防止効果、処置される症状また
は問題のタイプ、処置される個人の年齢および身体条件、処置される症状の程度、処置の
程度および期間などのファクターに応じて変わる。
【００２１】
ここで用いられている“皮膚科学上許容される”または“安全な”という用語は、一般人
で毒性、刺激またはアレルギー反応のような副作用を過度に生じないほど（即ち、妥当な
利益対リスク比で）少ないスキンケア組成物または成分の量を意味する。
【００２２】
他の用語も初めに記載された箇所で定義されている。
ここで用いられているすべてのパーセンテージ、比率および割合は、別記されないかぎり
、組成物の重量で記載されている。
【００２３】
II．吸収性物品
ここで用いられている“吸収性物品”という用語は、体滲出物を吸収および貯留する物品
に関する。“使い捨て”という用語は、１回の使用後に洗濯したり吸収性物品として修復
または再使用したりさせない吸収性物品を表わすために、ここでは用いられている。使い
捨て吸収性物品の例として、生理用ナプキン、パンティライナーおよびタンポンのような
女性生理用品、おむつ、失禁用ブリーフ、おむつホルダー、トレーニングパンツなどがあ
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る。
【００２４】
使い捨て吸収性物品は、典型的には、液体透過性トップシート、液体不透過性バックシー
ト、トップシートとバックシートとの間に置かれる吸収性芯を含んでなる。使い捨て吸収
性物品、並びにトップシート、バックシート、吸収性芯およびこれら構成材の個別層を含
めたその構成材は、身体側表面および衣類側表面を有している。ここで用いられている“
身体側表面”とは着用者の体へ向けてまたは接するように着用される物品または構成材の
表面を意味し、一方“衣類側表面”はその反対側にあって、使い捨て吸収性物品が着用さ
れたときに着用者の衣類または下着へ向けて着用されるかまたは接しておかれる。
【００２５】
以下の記載では、本発明の使い捨て吸収性物品で有用な吸収性芯、トップシートおよびバ
ックシート物質について一般的に記載している。この一般的記載は、ここで一般的に記載
された他の使い捨て吸収性物品のものに加えて、図１で示されて更に以下で記載された具
体的な吸収性物品のこれら構成材についてもあてはまると理解されている。
【００２６】
一般的に、吸収性芯は液体（例えば、月経分泌液、尿および／または他の体滲出物）を吸
収または貯留しうる。吸収性芯は、好ましくは、着用者の皮膚に対して圧縮性、整合性お
よび無刺激性である。吸収性芯は、様々な大きさおよび形状（例えば、長方形、楕円形、
くびれ形、“Ｔ”字形、犬骨形、非対称形など）で製造される。本発明の吸収複合材に加
えて、吸収性芯は、エアフェルトと通常称される細分化木材パルプのような、吸収性物品
で常用される様々な液体吸収物質のうちいずれを含有してもよい。吸収性芯で使用に適し
た他の吸収物質の例には、クレープ状セルロース詰物；コフォームを含めたメルトブロー
ンポリマー；化学的強化、修飾または架橋セルロース繊維；けん縮ポリエステル繊維のよ
うな合成繊維；ピートモス；ティッシュラップおよびティッシュラミネートを含めたティ
ッシュ；吸収フォーム；吸収スポンジ；超吸収ポリマー；吸収ゲル化物質；またはいずれ
か相当する物質または物質の組合せ、またはこれらの混合物がある。
【００２７】
吸収性芯の構成および構造も様々でよい（例えば、吸収性芯は様々な厚み帯および／また
はセンターで厚くなるようなプロフィル；親水性勾配；本発明の吸収複合材の勾配、超吸
収材勾配；または低い平均密度および低い平均基本重量帯、例えば獲得帯を有しても、あ
るいは１以上の層または構造を有してもよい）。しかしながら、吸収性芯の総吸収能は吸
収性物品の設計荷重および使用意図と適合するべきである。更に、吸収性芯の大きさおよ
び吸収能は、おむつ、トレーニングパンツ、失禁用パッド、パンティライナー、レギュラ
ー生理用ナプキンおよびオーバーナイト生理用ナプキンのような異なる使用に合わせて、
および幼児から成人までの着用者に合わせて変えてよい。
吸収性芯は、吸収性物品でよく用いられる他の吸収構成材、例えばダスティング層、吸上
または獲得層、または着用者の安心感を高めるための第二トップシートを含んでもよい。
【００２８】
トップシートは、好ましくは、着用者の皮膚に対してなじみ、ソフトな感触で、無刺激性
である。更に、トップシートは液体透過性であって、その厚さを通して液体（例えば月経
分泌液および／または尿）を容易に浸透させる。適切なトップシートは、有孔不織物質を
含めた織布および不織物質（例えば、繊維の不織ウェブ）；有孔成形熱可塑性フィルム、
有孔プラスチックフィルムおよびハイドロフォームド熱可塑性フィルムのようなポリマー
物質；多孔質フォーム；網状フォーム；網状熱可塑性フィルム；および熱可塑性スクリム
のような様々な物質から製造してよい。適切な織布および不織物質は、天然繊維（例えば
、木またはコットン繊維）、合成繊維（例えば、ポリエステル、ポリプロピレンまたはポ
リエチレン繊維のようなポリマー繊維）または天然および合成繊維の組合せから構成しう
る。トップシートが不織ウェブからなるとき、そのウェブは様々な公知技術により製造し
てよい。例えば、ウェブはスパン結合(spunbond)、スパンレース、カード(card)、ウェッ
トレイド(wet laid)、メルトブロー、ハイドロインタングル(hydroentangle)、ハイドロ
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フォームド(hydroformed)、ハイドロアパーチャード(hydroapertured)、上記の組合せな
どでもよい。
【００２９】
バックシートは液体（例えば月経分泌液および／または尿）に対して不透過性であるが、
好ましくは薄いプラスチックフィルムからなるが、他のフレキシブルな液体不透過性物質
も用いてよい。ここで用いられている“フレキシブル”という用語は、人体の全体形状お
よび外形になじんで、それと容易にぴったり合うような物質に関する。バックシートは、
ベッドシーツ、パンツ、パジャマおよび下着のような吸収性物品と接触するものを、吸収
性芯に吸収および含有された滲出物で濡らさないようにする。そのため、バックシートは
織布または不織物質、ポリエチレンまたはポリプロピレンの熱可塑性フィルムのようなポ
リマーフィルム、あるいはフィルムコーティング不織物質のような複合物質からなる。適
切なバックシートは、約０．０１２ｍｍ（０．５ミル）～約０．０５１ｍｍ（２．０ミル
）の厚さを有するポリエチレンフィルムである。例示ポリエチレンフィルムは、名称Ｐ１
８‐１４０１でClopay Corporation,Cincinnati,Ohio、および名称ＸＰ‐３９３８５でTr
edegar Film Products,Terre Haute,Indianaにより製造されている。バックシートは、よ
り布様の外観を呈するように、好ましくはエンボスおよび／またはつや消し仕上げされる
。バックシートの大きさは、吸収性芯の大きさおよび選択される吸収性物品のデザインそ
のものに左右される。
【００３０】
上記のように、ここで記載された物品を着用することにより、着用者の皮膚へ継続して自
動的に移動しうる組成物は、尿および軟便のような液体に対して比較的不透過性であるこ
とが好ましいが、その組成物は皮膚に非閉塞的バリヤをもたらすように比較的蒸気透過性
であることも好ましい。この点では、現在開示されている方法により吸収性物品下にある
着用者の部分で皮膚状態を更に改善するに際して、それらの方法で有用な吸収性物品は、
皮膚と吸収性物品との間の部分で比較的低い相対湿度を促す“通気性”ももたらす。最近
、空気を皮膚へ到達させる（ひいては生じうる閉塞作用を最少に抑える）および／または
皮膚の表面から水蒸気を逃すための手段を備えることにより、水分過剰皮膚を許容しうる
レベルまで脱水させて、着用者の皮膚状態を改善しようとする試みが開示された。通常、
このような特徴は“通気性”または“蒸気または水分透過性”を発揮すると称されている
。具体例には、女性生理用品、例えば、ＥＰ‐Ａ‐０，１０４，９０６、ＥＰ‐Ａ‐０，
１７１，０４１、ＥＰ‐Ａ‐０，７１０，４７１で記載されているような月経用品または
いわゆるパンティライナーがあるが、それら各々の開示は参考のためここに組み込まれる
。このような製品は、例えばベビーおむつまたは成人向け失禁用品と比べて、比較的低い
液体貯留能を通常有しており、それらは女性生理用品の能力より１０倍以上高い理論的貯
留能を有している。これらのレファレンスで記載されている“通気性”物品はここで記載
されているようにスキンケア組成物で処理してもよく、そのように処理された物品は本発
明の方法で有用である。
【００３１】
このような通気性物質は、１９９７年５月１３日付でDobrinらの名で発行されたＵＳ特許
５，６２８，７３７で記載されているように開口することにより、あるいはＥＰ‐Ａ‐０
，２３８，２００、ＥＰ‐Ａ‐０，２８８，０２１、ＥＰ‐Ａ‐０，３５２，８０２、Ｅ
Ｐ‐Ａ‐０，５１５，５０１、ＵＳ特許４，７１３，０６８で記載されているように“微
孔”性を活かすことにより、空気／蒸気透過性にされたフィルムのような、様々な種類の
ウェブであり、非常に小さなクラックに似た小さな空隙がフィルム内に形成されている。
ＷＯ９４／２３１０７、ＷＯ９４／２８２２４、１９８８年７月１９日付でYeoらの名で
発行されたＵＳ特許４，７５８，３３９、およびＥＰ‐Ａ‐０，３１５，０１３では、繊
維状テクスタイルまたは不織ウェブである別な通気性物質についてすべて記載しており、
空気／蒸気が構造の比較的大きな孔から容易に透過しうる。このようなウェブは、ＥＰ‐
Ａ‐０，１９６，６５４で記載されているように、液体不透過性を改善するように処理さ
れても、または不処理でもよい。ＷＯ９５／１６５６２では、通気性フィルムの不織ラミ
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ネートが開示されている。ＷＯ９５／１６７４６のような別な開示も、水分子をよく拡散
させる他の物質に関する。しかも、上記エレメントの様々な層からなる様々な物質の組合
せも周知である。これらのレファレンス（各々参考のためここに組み込まれる）で記載さ
れたアプローチのいずれかを用いた吸収性物品も、ここで記載されているように組成物を
デリバリーすることと組み合わせて、本発明の物品を形成するために用いうる。実際に、
本方法で使用上特に好ましい吸収性物品はElderらにより１９９７年９月１０日付で出願
された同時係属ＵＳ特許出願０８／９２６，５６６で詳細に記載されており、その開示は
参考のためここに組み込まれる。
【００３２】
バックシートおよびトップシートは、吸収性芯の衣類側表面および身体側表面近くに各々
配置されている。吸収性芯は、好ましくは、当業界で周知のような取付手段により知られ
ている何らかの手法で（図１で示されていない）、トップシート、バックシートまたは双
方と連結されている。しかしながら、吸収性芯の一部または全部がトップシート、バック
シートまたは双方へ取り付けられていない本発明の態様が考えられる。
【００３３】
例えば、バックシートおよび／またはトップシートは、接着剤の均一連続層、接着剤のパ
ターン層、または接着剤の別々なライン、スパイラルもしくはスポット配列により、吸収
性芯へまたは互いに連結してもよい。満足しうることがわかった接着剤は、名称ＨＬ‐１
２５８またはＨ‐２０３１でH.B.Fuller Company,St.Paul,Minnesotaにより製造されてい
る。取付手段は、１９８６年３月４日付でMinetolaらに発行された、参考のためここに組
み込まれるＵＳ特許４，５７３，９８６で開示されているように、好ましくは接着剤のフ
ィラメントのオープンパターンネットワークを形成している。フィラメントのオープンパ
ターンネットワークの例示取付手段は、１９７５年１０月７日付でSprague,Jrに発行され
たＵＳ特許３，９１１，１７３、１９７８年１１月２２日付でZwiekerらに発行されたＵ
Ｓ特許４，７８５，９９６および１９８９年６月２７日付でWereniczに発行されたＵＳ特
許４，８４２，６６６で示された装置および方法で例示されているような、スパイラルパ
ターンに渦巻いた接着フィラメントのいくつかのラインからなる。これら特許の各々は参
考のためここに組み込まれる。一方、取付手段は、当業界で知られているような、熱結合
、圧力結合、超音波結合、動的機械的結合、いずれか他の適切な取付手段またはこれら取
付手段の組合せでもよい。
【００３４】
着用者接触表面がスキンケア組成物で処理される好ましい使い捨て吸収性物品は、おむつ
およびトレーニングパンツである。ここで用いられている“おむつ”という用語は、着用
者の胴体下部付近で着用される、幼児および失禁者により通常着用される吸収性物品に関
する。換言すると、“おむつ”という用語には、幼児おむつ、トレーニングパンツ、成人
向け失禁用品などがある。
【００３５】
図１は、全くの未収縮（即ち、弾力式収縮引き伸ばし）状態にある、本発明の１態様で有
用なおむつ５０の平面図であり、その構造の一部はおむつ５０の構成をより明確に示すた
めに切り開かれており、着用者から離れた側にあるおむつ５０の一部（外表面）は図を見
ている人の方を向いている。図１で示されているように、おむつ５０は好ましくは液体透
過性トップシート５２０；トップシート５２０と連結された液体不透過性バックシート５
３０；トップシート５２０とバックシート５３０との間におかれた吸収性芯５４０を含ん
でなり、その吸収性芯５４０は衣類側表面５４２、身体側表面５４４、側端部５４６、ウ
エスト端部５４８および耳部５４９を有している。おむつ５０は好ましくは更に伸縮性レ
ッグカフ５５０；５６０として拡大して示された弾性ウエスト部；５７０として通常拡大
して示された締結システムを含んでなる。
【００３６】
おむつ５０は、外表面５２、外表面５２とは反対側の身体側表面に相当する内表面５４、
第一ウエスト部分５６、第二ウエスト部分５８、およびおむつ５０の外側端により定めら
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れる外縁部５１を有して、そこでは縦方向端部が５５および末端部が５７で表わされるよ
うに、図１で示されている（当業者であれば、おむつは一対のウエスト部分とそのウエス
ト部分間の股部分とを有するというように通常記載されることがわかるであろうが、この
明細書では、術語の簡素化のために、股部分の一部として典型的に表わせる、おむつの一
部を占めるウエスト部分のみを有するとしておむつ５０が記載されている）。おむつ５０
の身体側表面５４は、使用中に着用者の身体付近に位置するおむつ５０の部分を含んでな
る。身体側表面５４は、トップシート５２０の少くとも一部およびトップシート５２０に
連結された他の構成材、例えばレッグカフ５５０、並びにトップシートが伸びていない状
態でも着用者となお接触している部分、例えばウエスト部５６０、サイドパネルなどによ
り通常形成される。外表面５２は、着用者の身体から離れて位置するおむつ５０の部分を
含んでなる（即ち、外表面５２はバックシート５３０の少くとも一部、およびそのバック
シートへ連結された他の構成材により通常形成される）。第一ウエスト部分５６および第
二ウエスト部分５８は、外縁部５１の末端部５７からおむつ５０の横方向センターライン
５３へ各々延在してなる。図１は縦方向センターライン５９も示している。
【００３７】
図１は、トップシート５２０およびバックシート５３０が吸収性芯５４０のものよりも通
常大きな長さおよび幅寸法を有した、おむつ５０の好ましい態様を示している。伸縮性レ
ッグカフ５５０およびバックシート５３０は吸収性芯５４０の端部より外に延出して、お
むつ５０の外縁部５１を形成している。
【００３８】
本発明のおむつはいくつかの周知構造を有しており、その吸収性芯は本発明向けに適合さ
れている。例示の構造は、１９７５年１月１４日付でBuellに発行されたＵＳ特許３，８
６０，００３、１９９２年９月２９日付でBuellらに発行されたＵＳ特許５，１５１，０
９２、１９９３年６月２２日付でBuellらに発行されたＵＳ特許５，２２１，２７４、１
９９６年９月１０日付でRoeらに発行されたＵＳ特許５，５５４，１４５、１９９６年１
０月２９日付でBuellらに発行されたＵＳ特許５，５６９，２３４、１９９６年１２月３
日付でNeaseらに発行されたＵＳ特許５，５８０，４１１、およびRobleらの名で１９９７
年８月２０日付で出願された“多方向伸縮性サイドパネルを備えた吸収性物品”と題する
ＵＳ特許出願０８／９１５，４７１で一般的に記載されている。これら特許の各々が参考
のためここに組み込まれる。これらの特許で記載されたおむつの吸収性芯は、そこに吸収
ゲル化物質を含有するように適合させうる。
【００３９】
おむつ５０で使用に特に適したトップシート５２０は、布帛業者に周知の手段によりカー
ド化および熱結合される。本発明にとり満足しうるトップシートは、約２．２のデニール
を有するステープル・レンクス(staple length)ポリプロピレン繊維からなる。ここで用
いられている“ステープル・レンクス繊維”という用語は、少くとも約１５．９ｍｍ（０
．６２５インチ）の長さを有した繊維に関する。好ましくは、トップシートは約１４～約
２５ｇ／平方メートルの基本重量を有している。適切なトップシートはVeratec,Inc.,a D
ivision of International Paper Company,Walpole,Mass.からＰ‐８の名で製造されてい
る。
【００４０】
おむつ５０のトップシート５２０は、好ましくは、トップシートから液体（例えば尿）の
速やかな移動を促すために、親水性物質から作られる。トップシートが疎水性物質から作
られるならば、トップシートの上部表面の少くとも一部は、液体がトップシートをより速
く移動するように、親水性となるよう処理される。これは、体滲出物がトップシートから
吸引されて吸収性芯に吸収されるよりもむしろトップシートから漏れ出る、という可能性
を減らす。トップシートは界面活性剤でそれを処理することで親水性にしうる。界面活性
剤でトップシートを処理するために適した方法には、トップシート物質を界面活性剤でス
プレーすること、およびその物質を界面活性剤に浸すことがある。このような処理および
親水化の更に詳細な説明は、１９９１年１月２９日付でReisingらに発行された“多層吸



(11) JP 4926355 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

収層を備えた吸収性物品”と題するＵＳ特許４，９８８，３４４、および１９９１年１月
２９日付でReisingに発行された“即時獲得吸収性芯を備えた吸収性物品”と題するＵＳ
特許４，９８８，３４５で記載されており、それら各々が参考のためここに組み込まれる
。
【００４１】
一方、トップシートは女性生理吸収性物品で好ましい有孔成形フィルムの形をとってもよ
い。有孔成形フィルムは体液に対して透過性であるが、なお非吸収性であって、液体が着
用者の皮膚へ逆戻りして再湿潤させる傾向を減らせることから、それらが有用である。そ
のため、身体と接触している成形フィルムの表面は乾燥したままであり、こうして身体の
汚れを減少させて、より快適な感触を着用者にもたらしている。適切な成形フィルムは、
１９７５年１２月３０日付で発行されたＵＳ特許３，９２９，１３５（Thompson）、１９
８２年４月１３日付で発行されたＵＳ特許４，３２４，２４６（Mullaneら）、１９８２
年８月３日付で発行されたＵＳ特許４，３４２，３１４（Radelら）、１９８４年７月３
１日付で発行されたＵＳ特許４，４６３，０４５（Ahrら）および１９９１年４月９日付
で発行されたＵＳ５，００６，３９４（Baird）で記載されている。それら特許の各々が
参考のためここに組み込まれる。特に好ましい微孔成形フィルムトップシートは、１９８
６年９月２日付で発行されたＵＳ特許４，６０９，５１８（Curroら）および１９８６年
１２月１６日付で発行されたＵＳ特許４，６２９，６４３（Curroら）で開示されており
、それらは参考のため組み込まれる。女性生理用品で使用上好ましいトップシートは、１
以上の上記特許で記載された成形フィルムであり、The Procter & Gamble Company,Cinci
nnati,Ohioから”DRI-WEAVEＲ”として生理用ナプキン向けに販売されている。
【００４２】
成形フィルムトップシートの身体側表面は、液体が吸収構造に流入して吸収されるよりも
むしろトップシートから漏れ出る可能性を減らせるように、身体側表面が親水性でない場
合よりも速く体液をトップシートから移動しうるよう、親水性であってもよい。好ましい
態様では、参考のために組み込まれる、１９９７年７月１日付で公開されたAzizらによる
“不織および有孔フィルムカバーシートを有する吸収性物品”Ｕ．Ｓ．Ｓ．Ｉ．Ｒ．Ｎｏ
．Ｈ１６７０で記載されているように、界面活性剤が有孔フィルムトップシートのポリマ
ー物質中に配合される。一方、トップシートの身体側表面は、参考のためここに組み込ま
れる前記のＵＳ特許４，９５０，２５４で記載されているように、それを界面活性剤で処
理することにより親水性にしうる。
【００４３】
ここで記載されているようなおむつの好ましい態様において、バックシート５３０は全体
のおむつ外縁部周辺に約１．３～約６．４ｃｍ（約０．５～約２．５インチ）の最短距離
で吸収性芯より延出した改良くびれ形を有している。
【００４４】
吸収性芯５４０は、おむつ５０と適合しうる、いかなる大きさまたは形状でもよい。おむ
つ５０の１つの好ましい態様では、第一ウエスト部分に耳部をもつ非対称改良Ｔ字形吸収
性芯５４０を有しているが、第二ウエスト部分は通常長方形である。本方法で有用な物品
の吸収性芯として使用上例示される吸収物質は、例えば、１９８６年９月９日付でWeisma
nらに発行された“高密度吸収構造”と題するＵＳ特許４，６１０，６７８；１９８７年
６月１６日付でWeismanらに発行された“二重積層芯を有する吸収性物品”と題するＵＳ
特許４，６７３，４０２；１９８９年１２月１９日付でAngstadtに発行された“ダスティ
ング層を有する吸収性芯”と題するＵＳ特許４，８８８，２３１；および１９８９年５月
３０日付でAlemanyらに発行された“低密度および低基本重量獲得帯を有する高密度吸収
材”と題するＵＳ特許４，８３４，７３５で記載されている。吸収性芯は、１９９３年８
月１０日付でAlemanyらに発行された“弾性ウエスト部および高吸収力を有する吸収性物
品”と題するＵＳ特許５，２３４，４２３；１９９２年９月１５日付でYoung,LaVonおよ
びTaylorに発行された“失禁処理用の高効率吸収性物品”と題するＵＳ特許５，１４７，
３４５で詳述されているように、吸収貯留芯に配置された化学強化繊維の獲得／分配芯を
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含む二重芯システムから更になってもよい。これらすべての特許は参考のためここに組み
込まれる。
【００４５】
好ましい態様において、おむつ５０は、液体および他の体滲出物の改良封じ込め性を示す
伸縮性レッグカフ５５０；改善されたフィットおよび封じ込め性を示す弾性ウエスト部５
６０；横方向の引張り力がおむつの周辺部で保たれて、おむつを着用者へ取り付けられる
ように、第一ウエスト部分５６および第二ウエスト部分５８を重ね合わせた構造で維持す
るようなサイドクロージャーを形成する締結システム５７０も更に含んでなる。おむつ５
０は、おむつ５０のより快適で輪郭に合うフィットおよびより効果的な適用をもたらす弾
性的伸長特徴を示すように、ウエスト部分５６および５８に伸縮性ウエストバンド（示さ
ず）および／または伸縮性サイドパネル（示さず）も含んでよい。
【００４６】
伸縮性レッグカフ５５０は、ＵＳ特許３，８６０，００３、１９９０年３月２０日付でAz
izらに発行されたＵＳ特許４，９０９，８０３、１９８７年９月２２日付でLawsonに発行
されたＵＳ特許４，６９５，２７８、および１９８９年１月３日付でDragooに発行された
ＵＳ特許４，７９５，４５４で記載されたものを含めて、いくつかの異なる構造で作製す
ることができ、各々が参考のためここに組み込まれる。ここで有用な組成物で処理された
伸縮性カフを有する吸収性物品は、Schulteらにより１９９６年１２月３日付で出願され
た同時係属ＵＳ特許出願０８／７６６，３８６、Schulteらにより１９９７年１０月３１
日付で出願されたＵＳ特許出願０８／９６２，３１０およびVanRijswijckらにより１９９
７年１０月３１日付で出願されたＵＳ特許出願０８／９６２，３１２で開示されており、
各々の開示が参考のためここに組み込まれる。
【００４７】
伸縮性ウエスト部は、１９８５年５月７日付でKievitらに発行されたＵＳ特許４，５１５
，５９５、１９９１年６月２５日付でRobertsonに発行されたＵＳ特許５，０２６，３６
４、および１９９２年９月２９日付でBuellらに発行された前記のＵＳ特許５，１５１，
０９２で記載されたものを含めて、いくつかの異なる構造で作製しうる、伸縮性ウエスト
バンド（示さず）からなることが好ましく、これらレファレンスの各々が参考のためここ
に組み込まれる。
【００４８】
伸縮性サイドパネルもいくつかの構造で作製しうる。おむつの耳部（耳フラップ）に伸縮
性サイドパネルを取り付けたおむつの例は、１９８９年８月１５日付でWoodらに発行され
たＵＳ特許４，８５７，０６７、１９８３年５月３日付でSciaraffaらに発行されたＵＳ
特許４，３８１，７８１、１９９０年７月３日付でVan Gompelらに発行されたＵＳ特許４
，９３８，７５３、および１９９２年９月２９日付でBuellらに発行されたＵＳ特許５，
１５１，０９２で開示されており、それら各々が参考のためここに組み込まれる。
【００４９】
例示される締結システム５７０は、１９８９年７月１１日付でScrippsに発行されたＵＳ
特許４，８４６，８１５、１９９０年１月１６日付でNestegardに発行されたＵＳ特許４
，８９４，０６０、１９９０年８月７日付でBattrellに発行されたＵＳ特許４，９４６，
５２７、１９９２年９月９日付でBuellに発行されたＵＳ特許５，１５１，０９２および
１９９３年６月２２日付でBuellに発行されたＵＳ特許５，２２１，２７４で開示されて
いる。締結システムは、１９９０年１０月１６日付でRobertsonらに発行されたＵＳ特許
４，９６３，１４０で開示されているように、使い捨て構造で物品を保持するための手段
も備えてよい。締結システムは、ＵＳ特許５，２４２，４３６、５，４９９，９７８、５
，５０７，７３６、５，５９１，１５２で開示されているように、重複部分のずれを減ら
すか、またはフィットを改善するために、ＵＳ特許４，６９９，６２２で開示されている
ように一次および二次締結システムも備えてよい。これら特許の各々が参考のためここに
組み込まれる。別な態様では、衣類の反対側どうしが縫合または接合されて、パンツを形
成してもよい。これにより、プルオンおむつまたはトレーニングパンツとして物品を用い



(13) JP 4926355 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

うる。
【００５０】
おむつ５０は、おむつのウエスト部分の１つ、好ましくは第二ウエスト部分５８を着用者
の背中にあて、他のウエスト部分、好ましくは第一ウエスト部分５６が着用者の前部に位
置するように、着用者の足の間におむつの残部を引き寄せることにより、着用者へ適用す
ることが好ましい。次いで締結システムがサイドクロージャーを形成するように適用され
る。
【００５１】
もちろん、スキンケア組成物が使用中に皮膚へ移動するように物品へ適用されるかぎり、
いかなる吸収性物品デザインも本発明の関係で利用してよいことが認められるであろう。
上記の開示は単に説明目的のみである。
【００５２】
本発明では、望ましいスキンケア組成物のデリバリーを行うために、トレーニングパンツ
も用いてよい。ここで用いられている“トレーニングパンツ”という用語は、幼児または
成人着用者向けにデザインされた取り付けサイドおよび足開口部を有する使い捨て衣類に
関する。トレーニングパンツ（当業界では“プルオン”製品とも称されている）は、着用
者の足を足開口部へ入れて、トレーニングパンツを着用者の胴体下部付近までひっぱりあ
げることにより、着用者の適所に取り付けられる。適切なトレーニングパンツは、１９９
３年９月２１日付でHasseらに発行されたＵＳ特許５，２４６，４３３、１９９６年１０
月２９日付でBuellらに発行されたＵＳ特許５，５６９，２３４、１９９０年７月１０日
付でVan Gompelらに発行されたＵＳ特許４，９４０，４６４、および１９９２年３月３日
付でNomuraらに発行されたＵＳ特許５，０９２，８６１で開示されており、それら各々の
開示が参考のためここに組み込まれる。
【００５３】
本方法で別なもう１つの使い捨て吸収性物品の態様は失禁用品である。“失禁用品”とい
う用語は、それらが成人または他の失禁者により着用されるかどうかにかかわらず、パッ
ド、下着（ベルトなどのような同タイプの取り付けシステムで適所に保たれるパッド）、
吸収性物品向けインサート、吸収性物品向けキャパシティブースター、ブリーフ、ベッド
パッドなどに関する。適切な失禁用品は、１９８１年３月３日付でStricklandらに発行さ
れたＵＳ特許４，２５３，４６１、Buellに発行されたＵＳ特許４，５９７，７６０およ
び４，５９７，７６１、前記のＵＳ特許４，７０４，１１５、Ahrらに発行されたＵＳ特
許４，９０９，８０２、１９９０年１０月２３日付でGipsonらに発行されたＵＳ特許４，
９６４，８６０、および１９９４年４月１９日付でNoelらに発行されたＵＳ特許５，３０
４，１６１で開示されており、これら文献の各々の開示が参考のためここに組み込まれる
。
【００５４】
本発明でもう１つの使い捨て吸収性物品の態様は、生理用ナプキンのような女性生理用品
である。適切な女性生理用品は、１９８５年１２月３日付でSwansonらに発行されたＵＳ
特許４，５５６，１４６、１９９３年４月２７日付でVan Tilbergに発行されたＵＳ特許
４，５８９，８７６、１９９７年８月１８日付でVan Tilburgに発行されたＵＳ特許４，
６８７，４７８、１９９０年８月２１日付でOsborn,IIIに発行されたＵＳ特許４，９５０
，２６４、１９９１年４月２３日付でOsborn,IIIに発行されたＵＳ特許５，００９，６５
３、１９９３年１２月７日付でVan Tilburgに発行されたＵＳ特許５，２６７，９９２、
１９９５年２月１４日付でLavashらに発行されたＵＳ特許５，３８９，０９４、１９９５
年５月９日付でRoachらに発行されたＵＳ特許５，４１３，５６８、１９９５年１０月２
４日付でEmenakerらに発行されたＵＳ特許５，４６０，６２３、１９９６年２月６日付で
Van Tilburgに発行されたＵＳ特許４，４８９，２８３、１９９６年１０月２９日付でEme
nakerらに発行されたＵＳ特許５，５６９，２３１、および１９９７年４月１５日付でBam
berに発行されたＵＳ特許５，６２０，４３０で開示されており、それら各々の開示が参
考のためここに組み込まれる。
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【００５５】
III.スキンケア組成物
本発明の物品で用いられるスキンケア組成物は、吸収性物品または体排出物、水分、刺激
物などへの長期暴露下にある部分の皮膚状態を維持および／または改善するように、様々
な皮膚効果を発揮する。スキンケア組成物は、皮膚の水分過剰および体滲出物に含有され
た物質への皮膚暴露を避けうる防御的で、好ましくは非閉塞の機能（例えば、比較的液体
不透過性だが、蒸気透過性のバリヤ）、吸収性物品が着用者の皮膚と接触する部分で皮膚
刺激を減らせる擦過最少化機能を発揮し、スキンケア効果を直接的または間接的にもたら
す成分を含有していることが好ましい。例えば、直接効果とは過剰水分の減少、発赤の減
少またはスキンコンディショニングに関し、間接効果とは体滲出物中における皮膚刺激物
の除去または減少に関する。スキンケア組成物は、すりむけ、荒れ、しわ外観またはかゆ
みから皮膚状態を維持または改善する皮膚軟化剤を含有していることも好ましい。更に、
スキンケア組成物は、すりむけ、荒れまたは発疹のような症状に起因した敏感なまたは損
なわれた皮膚の擦過を最少に抑えるために、好ましくは滑らか、シルキーで粗くない皮膚
感を有している。
【００５６】
本発明で使用上好ましいスキンケア組成物は、皮膚を正常で健全な状態に維持するか、ま
たはすりむけ、荒れ、発赤、しわ外観もしくはかゆみから皮膚状態を改善するほど、十分
な皮膚軟化剤を含有しているべきである。特に、好ましい組成物は、過剰水分および外部
刺激物、それらの誘導体または副産物、特に体滲出物中に存在または発生するものに対す
るバリヤ保護剤である、皮膚軟化剤を含有しているべきである。バリヤ保護は、過剰水分
に伴う皮膚異常およびダメージ、ひいては皮膚の防御バリヤ機能の破壊を防ぐ上で、特に
有効である。好ましい組成物は、組成物により覆われた皮膚が未処置皮膚の場合によく似
た局所環境に付される、即ち処置された皮膚が未処置皮膚のように“通気”しうるように
、非閉塞または通気性（即ち、水蒸気および気体透過性）剤も含有しているべきである。
通気性は、過剰水分のおよび／またはダメージをうけた皮膚の治癒、および皮膚外観また
は状態の維持にとり、重要なファクターである。本発明で用いられるスキンケア組成物が
、バリヤ防御および通気性の双方をもたらして、おむつをした皮膚に最良の環境をもたら
すことは、意外である。
【００５７】
スキンケア組成物は吸収性物品のようなデリバリービヒクルにより皮膚へ適用されるため
、本発明の好ましいスキンケア組成物は次の要件に合う溶融／レオロジー特徴を有するべ
きである：その組成物は、基材表面上での“移動”および物品の吸収力にとり不都合な作
用が最少に抑えられるように、好ましくは室温（即ち、約２０℃）で固体または半固体に
すべきである；好ましい組成物は接触、通常の着用動作および／または体熱により皮膚へ
容易に移動しうるべきである；したがって、スキンケア組成物は皮膚への移動を促せるよ
うに皮膚温度（即ち、約３４～３６℃）で塑性または流動性であることが好ましい；好ま
しい組成物は、典型的には少くとも約４５℃以内で、貯蔵安定性を有しているべきである
。
【００５８】
典型的には、本発明で用いられるスキンケア組成物は、後で試験法セクションに記載され
ている、コラーゲン水蒸気透過速度（ＷＶＴＲ）試験により測定すると、少くとも約０．
１gm/m2/hr、好ましくは少くとも約１gm/m2/hr、更に好ましくは少くとも約１０gm/m2/hr
の通気性を有する。
本発明で用いられるスキンケア組成物は、後で試験法セクションに記載されているメチレ
ンブルー染色法を用いて、ハンター“ｂ”座標で測定すると、約５～約－２５、好ましく
は約５～約－１５、更に好ましくは約５～約－５の水分バリヤ通気性も有しているべきで
ある。この方法により測定すると、乏しい水バリヤ性を有するスキンケア組成物ほど、大
きな負の“ｂ”値を呈するであろう。
【００５９】
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以下で記載されているように、本発明で有用なスキンケア組成物は、それらが室温で物品
の着用者接触表面上に比較的定着および局在化されて、皮膚温度で皮膚へ容易に移動でき
、“ストレスのかかる”貯蔵条件下でもなお完全な液体ではないような、溶融プロフィル
を通常有する。好ましくは、組成物は接触、剪断、通常の着用者動作および／または体熱
により皮膚へ容易に移動しうる。組成物は好ましくは物品の表面で実質的に定着されるた
め、望ましいスキンケア効果を付与するには比較的低レベルの組成物で済む。加えて、特
別なバリヤまたはラッピング物質は本発明で有用な処理物品を包装する上で不要になる。
【００６０】
ここで有用な組成物は、室温、即ち２０℃で通常固体、または更に一般的には半固体であ
る。室温で固体または半固体であるとき、このような組成物は、物品の望ましくない箇所
へ有意な程度で流動および移動する傾向を有しないため、物品の吸収力への有意な障害を
避けられる。これは、望ましい外観、防御またはコンディショニング効果を付与する上で
、少ないスキンケア組成物で済むことを意味している。好ましくは、本発明の組成物は室
温で約１．０×１０６～約１．０×１０８センチポイズのゼロ剪断粘度を有している。更
に好ましくは、ゼロ剪断粘度は約５．０×１０６～約５．０×１０７センチポイズである
。
【００６１】
ここで用いられている“半固体”という用語は、組成物が擬塑性または塑性液体で典型的
なレオロジーを有していることを意味する。剪断が加えられないとき、その組成物は半固
固体の外観を有するが、剪断速度が増すと流動しうる。理論に拘束されることなく、この
ような組成物は主に固形成分を含有していながら、それは液体成分もいくらか含有してい
ると考えられる。
【００６２】
好ましい組成物の定着性を高めるために、処方される組成物の粘度は、物品内で望ましく
ない箇所への実質的な流動を妨げるために必要なだけ高くすべきである。他方、粘度が高
すぎると、皮膚への組成物の移動を妨げることがある。したがって、粘度が組成物を物品
の表面に留めうるほど十分高いが、皮膚への移動を妨げるほどには高くないように、バラ
ンスがとられるべきである。加えて、組成物は好ましくは皮膚温度以上、更に好ましくは
４５℃以上のような、“ストレスのかかる”貯蔵条件以上（例えば、アリゾナの倉庫、フ
ロリダのカートランクなど）の最終融点を有している。特に、好ましい組成物は次の溶融
プロフィルを有する：

＊本発明で有用なスキンケア組成物は、通常、皮膚軟化剤、または皮膚軟化剤、透過性増
強剤および定着剤の混合物を含有する。スキンケア剤、レオロジー剤、酸化防止剤などの
ような他の任意成分も含有させてよい。
【００６３】
Ａ．皮膚軟化剤
ここで用いられている“皮膚軟化剤”という用語は、濡れまたは刺激から保護して、皮膚
を軟化、鎮静化、柔軟化、被覆、潤滑化、湿潤化、保護および／または浄化する物質を意
味する。好ましい態様において、これらの皮膚軟化剤は室温、即ち２０℃で塑性または液
体粘稠性を有する。
【００６４】
皮膚軟化剤は正常で健康な皮膚状態を維持する。皮膚軟化剤は、柔らかさ、滑らかさおよ
びしなやかさのみならず、水分レベルも復元することにより、乾燥皮膚状態を改善しうる
。モイスチャライザーまたはモイスチャライジング皮膚軟化剤と通常称される１タイプの
皮膚軟化剤は、周辺雰囲気から水分を引き寄せて、角質層（即ち、皮膚の外側の古い層）
の水吸収性を高める。バリヤ保護剤と通常称される別なタイプの皮膚軟化剤は、皮膚の表
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面に塗られたときに、皮膚の深層から大気への水分喪失を防止または遅延させる閉塞（即
ち、非水透過）層を形成する。これらの皮膚軟化剤は、糞便、酵素および他の刺激物のよ
うな大分子から皮膚を保護するバリヤとしても作用する。
【００６５】
本発明で有用な代表的バリヤ保護剤タイプ皮膚軟化剤には、石油ベースの皮膚軟化剤；脂
肪酸エステル；脂肪アルコール皮膚軟化剤；アルキルエトキシレート皮膚軟化剤；脂肪ア
ルコールエーテル；ポリオールポリエステル；グリセリルエステル；遊離ステロール類、
ステロールエステルおよびそれらの誘導体；トリグリセリドおよび誘導体；スフィンゴ脂
質；植物または動物油；水素化植物油；カオリンおよびその誘導体；Ｂ３（ナイアシンア
ミド）、Ｃ（アスコルビン酸）、Ｄ３、Ｅ（トコフェロール）、Ｅエステル（ニコチン酸
トコフェニル）のようなビタミン；またはこれら皮膚軟化剤の混合物があるが、それらに
限定されない。
【００６６】
適切な石油ベース皮膚軟化剤にパラフィン類、即ち炭化水素または炭化水素の混合物があ
る；特に好ましいものは、１６～３２炭素原子の鎖長を有する炭化水素である。これらの
鎖長を有する石油ベース炭化水素には、鉱油（“液体ペトロラタム”としても知られる）
およびペトロラタム（“鉱ロウ”、“石油ゼリー”および“ミネラルゼリー”としても知
られる）がある。鉱油とは１６～２０の炭素原子を有する炭化水素の低粘性混合物に通常
関する。ペトロラタムとは１６～３２の炭素原子を有する炭化水素の高粘性混合物に通常
関する。ペトロラタムおよび鉱油が本発明の組成物で好ましい皮膚軟化剤である。ペトロ
ラタムは、（後で記載されるメチレンブルー試験に基づき）その良いバリヤ特性のために
、特に好ましい。用いられるとき、ペトロラタムはスキンケア組成物の約１５wt％以上、
好ましくは約２０wt％以上、更に好ましくは約３０wt％以上である。
【００６７】
適切な脂肪酸エステルタイプ皮膚軟化剤には、Ｃ１２‐Ｃ２８脂肪酸、好ましくはＣ１６

‐Ｃ２２飽和脂肪酸、および短鎖（Ｃ１‐Ｃ８、好ましくはＣ１‐Ｃ３）一価アルコール
から誘導されるものがある。このようなエステルの代表例には、パルミチン酸メチル、ス
テアリン酸メチル、ラウ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、パルミチン酸エチルヘキシルおよびそれらの混合物がある。適切な脂肪酸
エステル皮膚軟化剤は、長鎖脂肪アルコール（Ｃ１２‐Ｃ２８、好ましくはＣ１２‐Ｃ１

６）および短鎖脂肪酸（例えば乳酸）のエステル、例えば乳酸ラウリルおよび乳酸セチル
から誘導してもよい。
【００６８】
適切なアルキルエトキシレートタイプ皮膚軟化剤には、約２～約３０の平均エトキシル化
度を有するＣ１２‐Ｃ２２脂肪アルコールエトキシレートがある。好ましくは、脂肪アル
コールエトキシレート皮膚軟化剤は、約２～約２３の平均エトキシル化度を有する、ラウ
リル、セチルおよびステアリルエトキシレートおよびそれらの混合物からなる群より選択
される。このようなアルキルエトキシレートの代表例には、ラウレス‐３（３の平均エト
キシル化度を有するラウリルエトキシレート）、ラウレス‐２３（２３の平均エトキシル
化度を有するラウリルエトキシレート）、セテス‐１０（１０の平均エトキシル化度を有
するセチルアルコールエトキシレート）およびステアレス‐１０（１０の平均エトキシル
化度を有するステアリルアルコールエトキシレート）がある。用いられるとき、これらの
アルキルエトキシレート皮膚軟化剤は、約１：１～約１：５、好ましくは約１：２～約１
：４のアルキルエトキシレート皮膚軟化剤対石油ベース皮膚軟化剤の重量比で、ペトロラ
タムのような石油ベース皮膚軟化剤と組み合わせて典型的に用いられる。
【００６９】
適切な脂肪アルコールタイプ皮膚軟化剤にはＣ１２‐Ｃ２２脂肪アルコール、好ましくは
Ｃ１６‐Ｃ２２脂肪アルコールがある。代表例としてセチルアルコール、ステアリルアル
コールおよびそれらの混合物がある。用いられるとき、これらの脂肪アルコール皮膚軟化
剤は、約１：１～約１：５、好ましくは約１：１～約１：２の脂肪アルコール皮膚軟化剤



(17) JP 4926355 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

対石油ベース皮膚軟化剤の重量比で、ペトロラタムのような石油ベース皮膚軟化剤と組み
合わせて典型的に用いられる。
【００７０】
適切な脂肪アルコールエーテルタイプ皮膚軟化剤には、Ｃ１２‐Ｃ１８脂肪アルコールま
たはＣ１２‐Ｃ１８脂肪アルコールおよび低級アルコールから誘導されるエーテルがある
。
【００７１】
適切な脂肪エステルタイプ皮膚軟化剤には、体温（即ち、約３７℃）以下の完全融点を有
するポリオールポリエステル、特に“液体”ポリオールポリエステルもある。例示のポリ
オールには、ペンタエリトリトールのような多価化合物；ラフィノース、マルトデキスト
ロース、ガラクトース、スクロース、グルコース、キシロース、フルクトース、マルトー
ス、ラクトース、マンノースおよびエリトロースのような糖類；エリトリトール、キシリ
トール、マリトール、マンニトールおよびソルビトールのような糖アルコール類があるが
、それらに限定されない。このようなポリオールは少くとも２つの炭素原子で３０以内の
炭素原子を有する脂肪酸および／または他の有機基でエステル化されている。ポリオール
のすべてのヒドロキシル基がエステル化されている必要はないが、本発明の好ましいポリ
オールポリエステル皮膚軟化剤では実質的にすべて（例えば、少くとも約８５％）のヒド
ロキシル基をエステル化させている。スクロースポリコットネート、スクロースポリソイ
エートおよびスクロースポリベヘネートのようなスクロースポリオールポリエステルが特
に好ましい。このようなポリオールポリエステルの混合物も本発明に適した皮膚軟化剤で
ある。他の適切なポリオールポリエステルは、１９９７年３月１１日付でRoeに発行され
たＵＳ特許５，６０９，５８７および１９９７年３月４日付でRoeに発行されたＵＳ特許
５，６０７，７６０で開示されており、各々の開示が参考のためここに組み込まれる。他
のエステル物質は、ＵＳ特許２，８３１，８５４、１９７７年１月２５日付で発行された
JandacekのＵＳ特許４，００５，１９６、１９７７年１月２５日付で発行されたJandacek
のＵＳ特許４，００５，１９５、１９９４年４月２６日付で発行されたLettonらのＵＳ特
許５，３０６，５１６、１９９４年４月２６日付で発行されたLettonらのＵＳ特許５，３
０６，５１５、１９９４年４月２６日付で発行されたLettonらのＵＳ特許５，３０５，５
１４、１９８９年１月１０日付で発行されたJandacekらのＵＳ特許４，７９７，３００、
１９７６年６月１５日付で発行されたRizziらのＵＳ特許３，９６３，６９９、１９８５
年５月２１日付で発行されたVolpenheinのＵＳ特許４，５１８，７７２、および１９８５
年５月２１日付で発行されたVolpenheinのＵＳ特許４，５１７，３６０で更に記載されて
おり、それらすべてが参考のためそれら全体でここに組み込まれる。
【００７２】
グリセリンおよびその誘導体の様々なＣ１‐Ｃ３０モノエステルおよびポリエステル、例
えばＣ１２‐Ｃ２８脂肪酸のトリエチレングリコールおよびそれらの誘導体のグリセリド
、アセトグリセリドおよびエトキシル化グリセリドも、ここでは有用である。これらのエ
ステルは、グリセリンおよび１種以上のカルボン酸部分から誘導される。構成分の酸およ
びグリセリンに応じて、これらのエステルは室温で液体、半固体または固体形である。固
体または半固体グリセリルエステルも定着剤としてここで使用に適している。非制限例に
は、グリセリルトリベヘネート、グリセリルステアレート、グリセリルパルミテート、グ
リセリルジステアレート、グリセリルジパルミテートなどがある。
【００７３】
スフィンゴ脂質、例えばセラミド、スフィンゴシン、フィトスフィンゴシンなども、ここ
では有用である。
【００７４】
優れたバリヤ性を有する有効な皮膚軟化剤には、皮膚の自然な水バリヤ形成脂質複合体、
特に胎脂（即ち、ヒトまたは他の哺乳動物の胎児または新生児の身体を覆う物質）に似た
成分の混合物もある。好ましい皮膚軟化剤は、ステロール、ステロールエステルおよびト
リグリセリドの混合物による胎脂の模造品である。しかしながら、角質層で天然に存在す
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る他の物質、例えばナトリウムピロリドンカルボン酸、乳酸ナトリウム／乳酸、遊離脂肪
酸、Ｌ‐プロリン、グアニジン、ピロリドン、セラミドおよび尿素も好ましい。天然源か
ら誘導される他の皮膚軟化剤、例えば加水分解タンパク質および他のコラーゲン誘導タン
パク質；ケラチンおよび誘導体；アセトアミドＭＥＡなども、ここでは使用に適している
。
【００７５】
ここで使用上好ましい皮膚軟化剤は（スキンケア組成物中における皮膚軟化剤の総重量ベ
ースで）：
(ｉ)約１～約９０wt％、好ましくは約５～約５０wt％、更に好ましくは約１０～約２５wt
％のトリグリセリド；
(ii)約１～約４０wt％、好ましくは約３～約３０wt％、更に好ましくは約５～約２０wt％
のステロール；
(iii)約１～約９０wt％、好ましくは約５～約５０wt％、更に好ましくは約１０～約２５w
t％のステロールエステル；および
(iv)約１～約９０wt％、好ましくは約５～約５０wt％、更に好ましくは約１０～約２５wt
％の石油ベース皮膚軟化剤
を含んでなる。
【００７６】
ここで使用に適したトリグリセリドの非制限例は、典型的にはアルカン系トリグリセリド
、植物または動物油に存在する他のトリグリセリドである。特に好ましいトリグリセリド
は、Henkel Corp.,Ambler,ＰＡからMyritolＲ318として市販されている、カプリン酸／カ
プリル酸トリグリセリド混合物である。
【００７７】
植物油、水素化植物油およびロウもここでは有用である。完全または部分水素化植物油の
一部は、環境温度で固体でもまたは半固体（即ち、ロウ状粘稠度を有する）でもよい。植
物油、水素化植物油およびロウの非制限例には、サフラワー油、ヒマシ油、ココナツ油、
綿実油、ニシン油、パーム核油、パーム油、ピーナツ油、大豆油、菜種油、亜麻仁油、コ
メヌカ油、パイン油、ゴマ油、ヒマワリ種子油、ホホバ油、チャノキ油、アボカド油、オ
リーブ油、カノーラ油、それらの水素化製品、カカオ脂、シアバターおよびそれらの混合
物がある。
サメ肝油、タラ肝油などのような動物油もここでは有用である。
【００７８】
ここで使用に適したステロールの非制限例には、フィトステロール、大豆ステロールまた
はトール油ステロールでみられるコレステロール、エルゴステロール、シトステロール、
コレカルシフェロールおよび他のステロール；ラノリンおよび水素化ラノリンでみられる
ラノステロールおよび他のステロール；およびそれらの誘導体、例えばアセチル化ラノリ
ン（Croda Inc.,Parsippany,ＮＪからAcylanＲとして市販されている）がある。高濃度の
ステロールは加工装置に沿う冷スポットで結晶化しやすいため、ステロールは、約１：１
～約１：４、好ましくは約１：１～約１：３のステロール対ペトロラタムの重量比で、ペ
トロラタムのような石油ベース皮膚軟化剤と組み合わせて典型的に用いられる。
【００７９】
ここで使用に適したステロールエステルの非制限例には、コレステロールおよび他のステ
ロールのステアレート、パルミテート、アセテート、ラノレート、マカダミエート、ノナ
ノエート、オレエート、ブチレート、ヒドロキシステアレート、イソステアレート、サル
フェート、イソステアレートカーボネートがある。特に好ましいステロールエステルは、
主にコレステロール／ラノステロール混合物（Croda Inc.,Parsippany,ＮＪかSuper Ster
ol EsterＲとして市販されている）である、ステロールのＣ１０‐Ｃ３０カルボン酸エス
テルの混合物である。Super Sterol EsterＲは、参考のためここに組み込まれるKoresawa
らに発行されたＵＳ特許４，１３８，４１６で一部開示されたプロセスにより、羊毛ロウ
から誘導される。
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【００８０】
本発明で用いられる組成物の皮膚軟化剤成分は、好ましくは実質的に無水にすべきである
。ここで用いられている“実質的に無水”という用語は、皮膚軟化剤またはそれらの混合
物が典型的には皮膚軟化剤成分の約１０重量％以下、好ましくは約５％以下、更に好まし
くは約１％以下、最も好ましくは約０．５％以下の水分を有していることを意味する。皮
膚軟化剤の実質的無水特徴で、高い相対湿度のミクロ環境に長期間曝された、既に影響を
うけやすくなった皮膚の水分過剰を避けうる。更に、皮膚軟化剤の実質的無水特徴で高い
吸収性芯の吸上作用を回避しうるが、その作用は、皮膚軟化剤成分を芯の方へ優先的に引
き寄せ、芯の吸収力を妨げて、トップシート表面および着用者の皮膚から皮膚軟化剤を離
してしまうのである。
【００８１】
組成物中に含有される皮膚軟化剤の量は、用いられる具体的な皮膚軟化剤、望まれる皮膚
効果、組成物中他の成分などのファクターを含めて、様々なファクターに依存する。皮膚
軟化剤はスキンケア組成物の通常約５～約９５wt％である。好ましくは、皮膚軟化剤はス
キンケア組成物の約１０～約９０wt％、更に好ましくは約２０～約８０wt％、最も好まし
くは約３０～約７５wt％である。
【００８２】
Ｂ．透過剤
典型的には、本発明のスキンケア組成物は透過剤も含有する。浸透剤は、組成物中へ配合
されたときに、皮膚またはコラーゲンフィルム表面からそれを覆う組成物を通過する際の
水蒸気透過性を増す物質である。好ましくは、透過剤は本発明の皮膚軟化剤とも混和性で
ある。
本発明で有用な代表的透過剤には、分岐または不飽和脂肪酸エステル、例えばＣ１‐Ｃ３

０アルコールおよびＣ１‐Ｃ３０モノまたはジカルボン酸から誘導される分岐鎖脂肪族エ
ステル；Ｃ７‐Ｃ４０分岐炭化水素；ポリシロキサン；リン脂質；およびそれらの混合物
がある。
【００８３】
ここで使用に適した分岐脂肪酸エステルは、酸鎖、アルコール鎖または双方で分岐を有し
てよい。分岐は、ここで使用に適した脂肪酸エステルが室温で液体となるように、脂肪酸
エステルの融点を下げる効果効果も有している。ここで使用に適した脂肪酸エステルは、
酸鎖、アルコール鎖または双方で不飽和も有してよい。脂肪酸エステル内の分岐または不
飽和構造はスキンケア組成物のＷＶＴＲを増す上で有効であり、そのため透過剤として有
効であることがわかった。しかしながら、鎖構造中の不飽和はよく酸化不安定性をもたら
し、安定剤または酸化防止剤の配合を要することがある。ある安定剤または酸化防止剤は
、一部の個体で皮膚刺激または感作を生じうる。不飽和透過剤が用いられる場合には、ビ
タミンＥおよび誘導体のような酸化防止剤が無刺激性および／または無感作特徴のために
好ましい。ここで使用に適した酸化防止剤の非制限例は、アスコルビン酸、トコフェロー
ル、トコフェロールアセテートおよび混合トコフェロール（Henkel,Ambler,ＰＡからCOVI
-OX T-50またはT-70として市販されている）である。
【００８４】
特に好ましい脂肪酸エステル透過剤は、分岐および／または不飽和アルコール、分岐およ
び／または不飽和酸およびそれらの混合物を含めたＣ８‐Ｃ２２脂肪アルコールおよびＣ

８‐Ｃ２２脂肪酸から誘導される。ここで有用な脂肪酸エステルの非制限例には、ジイソ
プロピルアジペート（ISP Van Dyk,Belleville,ＮＪからCeraphyl 230として市販されて
いる）、オクチルドデシルステアロイルステアレート、イソノニルイソノナノエート（Ik
eda Corp.Island Park,ＮＹからSalacos 99として市販されている）、イソステアリルイ
ソノナノエート、オクチルパルミテート、オクチルヒドロキシステアレート、ステアリル
ヘプタノエート、セテアリルオクタノエート、ブチルオクタノール、２‐エチルヘキシル
‐１２‐ヒドロキシステアレート、、デシルオレエート、ジオクチルアジペート、ジオク
チルサクシネート、イソセチルステアレート、オクチルココエート、オクチルパルミテー
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トおよびそれらの混合物がある。
【００８５】
Ｃ７‐Ｃ４０分岐炭化水素、例えばイソパラフィン、スクアラン、スクアレンなども、透
過剤としてここでは有用である。スクアレンはスクアランの部分不飽和形であり、酸化不
安定性であって、上記のような酸化防止剤の配合を要することがある。
【００８６】
ここで使用に適した他のタイプの透過剤にはポリシロキサン化合物がある。一般的に、本
発明で使用に適したポリシロキサン物質には、下記構造のモノマーシロキサン単位を有し
たものがある：
【化１】

上記式中、Ｒ１およびＲ２は、各々独立したシロキサンモノマー単位において、各々独立
して水素またはいずれかのアルキル、アリール、アルケニル、アルカリール、アラルキル
、シクロアルキル、ハロゲン化炭化水素または他の基である。このような基は置換されて
も、または非置換でもよい。いずれか特定のモノマー単位におけるＲ１およびＲ２基は、
次の隣接するモノマー単位の対応官能基と異なっていてよい。加えて、基Ｒ１およびＲ２

は独立してシロキサン、ポリシロキサン、シランおよびポリシランのような他の含ケイ素
官能基でもよいが、それらに限定されない。基Ｒ１およびＲ２は、例えばアルコール、カ
ルボン酸、フェニルおよびアミン官能基を含めて、様々な有機官能基を有してよい。好ま
しくは、ここで透過剤として使用に適したポリシロキサンは、Ｒ基のうち少くとも１つに
おいて、分岐、環式および／または不飽和構造を有している。
【００８７】
例示のアルキル基はメチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、オクチル
、デシル、オクタデシルなどである。例示のアルケニル基はビニル、アリルなどである。
例示のアリール基はフェニル、ジフェニル、ナフチルなどである。例示のアリカリール基
はトリル、キシリル、エチルフェニルなどである。例示のアリール基はベンジル、α‐フ
ェニルエチル、β‐フェニルエチル、α‐フェニルブチルなどである。例示のシクロアル
キル基はシクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシルなどである。例示のハロゲン化
炭化水素基はクロロメチル、ブロモエチル、テトラフルオロエチル、フルオロエチル、ト
リフルオロエチル、トリフルオロトリル、ヘキサフルオロキシリルなどである。
【００８８】
好ましい態様において、透過剤は置換ポリメチルシロキサンであり、少くとも１つの置換
基がメチル、フェニル、アミノ、他のアルキル、カルボキシル、ヒドロキシル、エーテル
、ポリエーテル、アルデヒド、ケトン、アミド、エステル、チオールおよびそれらの混合
物からなる群より選択される官能基である。ポリジメチルシロキサンがここでは使用上特
に好ましい。
【００８９】
ポリシロキサンが流動性であるか、または吸収性物品への適用に際して流動性になしうる
かぎり、本発明で有用なポリシロキサンの粘度はポリシロキサンの粘度が一般的に様々で
あるように広く変わる。これは５センチストークス（３７℃でガラス粘度計により測定し
たとき）の低い粘度から約２０，０００，０００センチストークスまでおよぶが、それに
限定されない。好ましくは、ポリシロキサンは３７℃で約５～約５０００センチストーク
ス、更に好ましくは約５～約２０００センチストークス、最も好ましくは約１００～約１
０００センチストークスの粘度を有する。自ら耐流動性である高粘度ポリシロキサンは、
例えば、界面活性剤でポリシロキサンを乳化させるか、または例示のみの目的で挙げると
ヘキサンのような溶媒の助けで溶液としてポリシロキサンを供するような方法により、吸
収性物品へ有効に付着させることができる。



(21) JP 4926355 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

【００９０】
本発明の組成物で透過剤として使用に特に適したものは、フェニル官能性ポリメチルシロ
キサン化合物（例えば、Dow Corning 556 Cosmetic-Grade Fluid：ポリフェニルメチルシ
ロキサン）およびセチルまたはステアリル官能性ジメチコン、例えば各々Dow 2502および
Dow 2503ポリシロキサンロウを含めて、長い直鎖アルキル基またはフェニル基を有するポ
リシロキサン化合物である。フェニル官能またはアルキル基によるこのような置換に加え
て、有効な置換はアミノ、カルボキシル、ヒドロキシル、エーテル、ポリエーテル、アル
デヒド、ケトン、アミド、エステルおよびチオール基で行ってもよい。これらの有効な置
換基の中では、フェニル、アミノ、アルキル、カルボキシルおよびヒドロキシル基からな
る群が他よりも好ましい；フェニル官能基が最も好ましい。本発明で使用上好ましい他の
ポリシロキサン化合物は、参考のためここに組み込まれる、１９９１年１０月２２日付で
発行されたＵＳ特許５，０５９，２８２（Ampulskiら）で開示されている。
【００９１】
透過剤としてここで使用に適したリン脂質の非制限例には、レシチン、セファリン、ホス
ファチジルセリン、ホスファチジルイノシトール、ホスファチジン酸、スフィンゴミエリ
ンおよびそれらの混合物からなる群より選択される物質がある。レシチンは純粋形で、ま
たは油および他の成分との混合物（American Lecithin,Oxford,ＣＴ製）で市販されてい
る。大豆レシチンおよび卵レシチンはレシチンを含有した混合物であって、ここで使用に
適している。
【００９２】
組成物中に含有される透過剤の量は、用いられる具体的な皮膚軟化剤および／または定着
剤、望まれる皮膚効果、もしあれば組成物中他の成分（例えば、スキンケア活性剤）など
のファクターを含めて、様々なファクターに依存する。透過剤はスキンケア組成物の約１
～約９５wt％である。好ましくは、透過剤はスキンケア組成物の約５～約７５wt％、更に
好ましくは約５～約５０wt％である。
【００９３】
Ｃ．定着剤
本発明で有用なスキンケア組成物の別な任意の好ましい成分は、処理物品中または上で望
ましい箇所にスキンケア組成物を定着させうる剤である。組成物のある好ましい皮膚軟化
剤は２０℃で塑性または液体粘稠性を有するため、それらは適度の剪断へ付されたときで
も流動または移動しやすい。特に溶融または融解状態で吸収性物品の着用者接触表面また
は他の箇所へ適用されたときには、皮膚軟化剤は主に処理部分中または上に留まらない。
代わりに、皮膚軟化剤は物品の望ましくない部分へ移動および流動して、物品の吸収力に
悪影響を与えやすい。
【００９４】
特に、皮膚軟化剤が物品の内部へ移動すると、本発明の方法で有用な組成物に用いられる
皮膚軟化剤および他のスキンコンディショニング剤の多くの疎水性特徴のせいで、それは
物品芯の吸収力に望ましくない影響をおよぼしうる。それは、かなり多くの皮膚軟化剤が
望ましい皮膚滑らか効果をもたらすために物品へ適用されねばならないことも意味してい
る。皮膚軟化剤のレベル増加はコストを増すのみならず、物品芯の吸収力におよぼす望ま
しくない作用および処理物品の処理／加工中に組成物の望ましくない移動も増大させる。
【００９５】
定着剤は、組成物が適用された物品の表面または部分に皮膚軟化剤を主に定着させること
で、移動または流動しやすい皮膚軟化剤のこの傾向を妨げている。これは、定着剤が皮膚
軟化剤の場合より組成物の融点および／または粘度を高める、という事実に一部起因して
いると考えられる。定着剤は好ましくは皮膚軟化剤と混和性である（または適切な乳化剤
の助けで皮膚軟化剤に溶解されるか、またはそこに分散される）ため、それは物品の着用
者接触表面で、またはそれが適用された部分で皮膚軟化剤を獲得している。
【００９６】
皮膚軟化剤と混和性である（またはそれに溶解される）ことに加えて、定着剤は室温で個
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体または半個体の組成物を供するような溶融プロフィルを有することが好ましい。この点
において、好ましい定着剤は少くとも約３５℃の融点を有する。これは定着剤自体が移動
または流動する傾向を有さなくなる程度である。好ましい定着剤は少くとも約４０℃の融
点を有する。典型的には、定着剤は約５０～約１５０℃の融点を有する。
【００９７】
着用者接触表面に、または組成物が適用された物品の部分に、定着剤で皮膚軟化剤を微視
的に“拘束または獲得する”ことも有利である。これは、微結晶を形成するかまたは高い
結晶性を有しやすい定着剤を用いることにより達成しうる。冷却すると、定着剤は多くの
種または核を形成し、そこから結晶構造が成長して、皮膚軟化剤を獲得する。加えて、ブ
ロワー、ファン、コールドロールなどによる処理物品の外部冷却は、定着剤の結晶速度を
速める。このアプローチにおいて、諸成分が分離または離散する傾向を抑えて、組成物を
実質的に均質な混合物に“拘束する”ためには、速い冷却または結晶速度で十分かもしれ
ない（即ち、非混和性成分でもなお、本発明で使用に適した実質的に均質なスキンケア組
成物をもたらす）。
【００９８】
好ましい定着剤は、Ｃ１４‐Ｃ２２脂肪アルコール、Ｃ１２‐Ｃ２２脂肪酸および２～約
３０の平均エトキシル化度を有するＣ１２‐Ｃ２２脂肪アルコールエトキシレートおよび
それらの混合物からなる群より選択されるものである。好ましい定着剤にはＣ１６‐Ｃ２

２脂肪アルコールがあり、最も好ましくはセチルアルコール、ステアリルアルコール、ベ
ヘニルアルコールおよびそれらの混合物からなる群より選択される結晶高融点物質である
（これら物質の直鎖構造は処理吸収性物品で固化を加速しうる）。セテアリルアルコール
（セチルアルコールおよびステアリルアルコールの混合物）およびベヘニルアルコールが
特に好ましい。他の好ましい定着剤にはＣ１６‐Ｃ２２脂肪酸があり、最も好ましくはパ
ルミチン酸、ステアリン酸およびそれらの混合物からなる群より選択される。パルミチン
酸およびステアリン酸の混合物が特に好ましい。更に他の好ましい定着剤には、約５～約
２０の平均エトキシル化度を有するＣ１６‐Ｃ２２脂肪アルコールエトキシレートがある
。好ましくは脂肪アルコール、脂肪酸および脂肪アルコールは直鎖である。重要なことに
、Ｃ１６‐Ｃ２２脂肪アルコールのようなこれらの好ましい定着剤は、組成物の結晶化速
度を増して、基材の表面上で組成物を速やかに結晶化させる。
【００９９】
ここで用いうる他の適切な定着剤にはα‐ヒドロキシ脂肪酸があり、約１０～約４０の炭
素を有する脂肪酸には１２‐ヒドロキシステアリン酸、１２‐ヒドロキシラウリン酸、１
６‐ヒドロキシヘキサデカン酸、ベヘン酸、ステアリン酸、パルミチン酸、オレイン酸、
リノール酸、ミリスチン酸、リシノール酸、エルカ酸、ラウリン酸、イソステアリン酸お
よびそれらの混合物がある。適切な脂肪酸の非制限例は、１９９５年７月４日付でHofric
hterらに発行されたＵＳ特許５，４２９，８１６および１９９６年９月３日付でMotleyに
発行されたＵＳ特許５，５５２，１３６で更に記載されており、各々の開示は参考のため
ここに組み込まれる。
【０１００】
他の適切な定着剤は、体温（即ち、約３７℃）以下で可塑性または固体粘稠性を有する“
固体”ポリオールポリエステル、室温で固体または半固体である液体および固体ポリオー
ルポリエステルブレンドである。ここで定着剤として使用に適したポリオールポリエステ
ルの例は、参考のためここに組み込まれる、１９９７年３月４日付でRoeに発行されたＵ
Ｓ特許５，６０７，７６０で記載されている。
【０１０１】
ここで用いうる他の適切な定着剤には、“固体”グリセリルエステル（即ち、皮膚温度以
下で可塑性または固体）、特にＣ８‐Ｃ３０脂肪酸鎖を有するグリセリルエステルがある
。グリセリルエステルの非制限例には、グリセリルモノエステル、好ましくはＣ６‐Ｃ２

２飽和、不飽和および分岐鎖脂肪酸のグリセリルモノエステル、例えばグリセリルオレエ
ート、グリセリルステアレート、グリセリルパルミテート、グリセリルベヘネートおよび
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それらの混合物；Ｃ１６‐Ｃ２２飽和、不飽和および分岐鎖脂肪酸のポリグリセリルエス
テル、例えばポリグリセリル‐４イソステアレート、ポリグリセリル‐３オレエート、ジ
グリセリルモノオレエート、テトラグリセリルモノオレエートおよびそれらの混合物があ
る。
【０１０２】
ここで用いうる他の適切な定着剤には、ポリヒドロキシ脂肪酸エステル、ポリヒドロキシ
脂肪酸アミドおよびそれらの混合物がある。好ましいエステルおよびアミドはポリヒドロ
キシ部分に３以上の遊離ヒドロキシ基を有しており、典型的には性質上ノニオン性である
。組成物が適用された物品を用いた者で生じうる皮膚感受性のために、これらのエステル
およびアミドも皮膚に対して比較的マイルドで無刺激性にすべきである。
【０１０３】
本発明で使用に適したポリヒドロキシ脂肪酸エステルは下記式を有している：
【化２】

上記式中ＲはＣ５‐Ｃ３１ヒドロカルビル基、好ましくは直鎖Ｃ７‐Ｃ１９アルキルまた
はアルケニル、更に好ましくは直鎖Ｃ９‐Ｃ１７アルキルまたはアルケニル、最も好まし
くは直鎖Ｃ１１‐Ｃ１７アルキルまたはアルケニル、またはそれらの混合物である；Ｙは
少くとも２つの遊離ヒドロキシルを直接結合させたヒドロカルビル鎖を有するポリヒドロ
キシヒドロカルビル部分である；ｎは少くとも１である。適切なＹ基は、グリセロール、
ペンタエリトリトールのようなポリオール類；ラフィノース、マルトデキストロース、ガ
ラクトース、スクロース、グルコース、キシロース、フルクトース、マルトース、ラクト
ース、マンノースおよびエリトロースのような糖類；エリトリトール、キシリトール、マ
リトール、マンニトールおよびソルビトールのような糖アルコール類；ソルビタンのよう
な糖アルコール類の無水物から誘導されうる。
【０１０４】
本発明で定着剤として使用に適したポリヒドロキシ脂肪酸エステルの１種は、あるソルビ
タンエステル、好ましくはＣ１６‐Ｃ２２飽和脂肪酸のソルビタンエステルである。それ
らが典型的に製造される手法のために、これらのソルビタンエステルは通常モノ、ジ、ト
リエステルなどの混合物からなる。適切なソルビタンエステルの代表例にはソルビタンパ
ルミテート（例えば、ＳＰＡＮ４０）、ソルビタンステアレート（例えば、ＳＰＡＮ６０
）およびソルビタンベヘネートがあり、これらソルビタンエステルのモノ、ジおよびトリ
エステルバージョンのうち１種以上、例えばソルビタンモノ、ジおよびトリパルミテート
、ソルビタンモノ、ジおよびトリステアレート、ソルビタンモノ、ジおよびトリベヘネー
ト並びに混合獣脂脂肪酸ソルビタンモノ、ジおよびトリエステルからなる。ソルビタンパ
ルミテートとソルビタンステアレートとのように、異なるソルビタンエステルの混合物も
用いてよい。特に好ましいソルビタンエステルは、典型的にはＳＰＡＮ６０のようなモノ
、ジおよびトリエステル（＋一部テトラエステル）の混合物としてのソルビタンステアレ
ート、およびLonza,Inc.から商品名GLYCOMUL-Sで販売されているソルビタンステアレート
である。これらのソルビタンエステルは典型的にはモノ、ジおよびトリエステル＋一部テ
トラエステルの混合物からなるが、モノおよびジエステルが通常これらの混合物中で主要
な種類である。
【０１０５】
本発明で使用に適したポリヒドロキシ脂肪酸エステルの別な種は、あるグリセリルモノエ
ステル、好ましくはＣ１６‐Ｃ２２飽和脂肪酸のグリセリルモノエステル、例えばグリセ
リルモノステアレート、グリセリルモノパルミテートおよびグリセリルモノベヘネートか
らなる。ソルビタンエステルと同様に、グリセリルモノエステル混合物も典型的には一部



(24) JP 4926355 B2 2012.5.9

10

20

30

40

ジおよびトリエステルを含有している。しかしながら、このような混合物は本発明で有用
なグリセリルモノエステル種を主に含有しているべきである。
【０１０６】
本発明で定着剤として使用に適したポリヒドロキシ脂肪酸エステルの別な種は、あるスク
ロース脂肪酸エステル、好ましくはスクロースのＣ１２‐Ｃ２２飽和脂肪酸エステルから
なる。スクロースモノエステルおよびジエステルが特に好ましく、スクロースモノおよび
ジステアレート、スクロースモノおよびジラウレートがある。
【０１０７】
本発明で使用に適したポリヒドロキシ脂肪酸アミドは下記式を有している：
【化３】

上記式中Ｒ１はＨ、Ｃ１‐Ｃ４ヒドロカルビル、２‐ヒドロキシエチル、２‐ヒドロキシ
プロピル、メトキシエチル、メトキシプロピルまたはそれらの混合物、好ましくはＣ１‐
Ｃ４アルキル、メトキシエチルまたはメトキシプロピル、更に好ましくはＣ１またはＣ２

アルキルまたはメトキシプロピル、最も好ましくはＣ１アルキル（即ち、メチル）または
メトキシプロピルである；Ｒ２はＣ５‐Ｃ３１ヒドロカルビル基、好ましくは直鎖Ｃ７‐
Ｃ１９アルキルまたはアルケニル、更に好ましくは直鎖Ｃ９‐Ｃ１７アルキルまたはアル
ケニル、最も好ましくは直鎖Ｃ１１‐Ｃ１７アルキルまたはアルケニル、またはそれらの
混合物である；Ｚは少くとも３つのヒドロキシルを直接結合させたヒドロカルビル直鎖を
有するポリヒドロキシヒドロカルビル部分である。これらのポリヒドロキシ脂肪酸アミド
およびそれらの製法について開示した、（参考のためここに組み込まれる）１９９２年１
２月２９日付で発行されたHonsaのＵＳ特許５，１７４，９２７参照。
【０１０８】
Ｚ部分は好ましくは還元アミノ化反応で還元糖から誘導され、最も好ましくはグリシチル
である。適切な還元糖にはグルコース、フルクトース、マルトース、ラクトース、ガラク
トース、マンノースおよびキシロースがある。高デキストロースコーンシロップ、高フル
クトースコーンシロップおよび高マルトースコーンシロップ、並びに上記された個別の糖
も利用しうる。これらのコーンシロップはＺ部分について糖成分の混合物をもたらす。
【０１０９】
Ｚ部分は好ましくは‐ＣＨ２‐（ＣＨＯＨ）ｎ‐ＣＨ２ＯＨ、‐ＣＨ（ＣＨ２ＯＨ）‐〔
（ＣＨＯＨ）ｎ－１〕‐ＣＨ２ＯＨ、‐ＣＨ２ＯＨ‐ＣＨ２‐（ＣＨＯＨ）２（ＣＨＯＲ
３）（ＣＨＯＨ）‐ＣＨ２ＯＨからなる群より選択され、ここでｎは３～５の整数であり
、Ｒ３はＨまたは環式もしくは脂肪族単糖である。最も好ましいものは、ｎが４であるグ
リシチル、特に‐ＣＨ２‐（ＣＨＯＨ）４‐ＣＨ２ＯＨである。
【０１１０】
上記式において、Ｒ１には例えばＮ‐メチル、Ｎ‐エチル、Ｎ‐プロピル、Ｎ‐イソプロ
ピル、Ｎ‐ブチル、Ｎ‐２‐ヒドロキシエチル、Ｎ‐メトキシプロピルまたはＮ‐２‐ヒ
ドロキシプロピルがある。Ｒ２は、例えばコカミド、ステアラミド、オレアミド、ラウラ
ミド、ミリストアミド、カプリカミド、パルミトアミド、タローアミドなどをもたらすよ
うに選択しうる。Ｚ部分には１‐デオキシグルシチル、２‐デオキシフルクチチル、１‐
デオキシマルチチル、１‐デオキシラクチチル、１‐デオキシガラクチチル、１‐デオキ
シマンニチル、１‐デオキシマルトトリオチチルなどがある。
【０１１１】
最も好ましいポリヒドロキシ脂肪酸アミドは下記一般式を有している：
【化４】
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上記式中Ｒ１はメチルまたはメトキシプロピルである；Ｒ２はＣ１１‐Ｃ１７直鎖アルキ
ルまたはアルケニル基である。これらにはＮ‐ラウリル‐Ｎ‐メチルグルカミド、Ｎ‐ラ
ウリル‐Ｎ‐メトキシプロピルグルカミド、Ｎ‐ココイル‐Ｎ‐メチルグルカミド、Ｎ‐
ココイル‐Ｎ‐メトキシプロピルグルカミド、Ｎ‐パルミチル‐Ｎ‐メトキシプロピルグ
ルカミド、Ｎ‐タローイル‐Ｎ‐メチルグルカミドまたはＮ‐タローイル‐Ｎ‐メトキシ
プロピルグルカミドがある。
【０１１２】
前記のように、一部の定着剤は皮膚軟化剤への溶解用に乳化剤を要する。これは、少くと
も約７の親水性親油性バランス（ＨＬＢ）値を有するＮ‐アルキル‐Ｎ‐メトキシプロピ
ルグルカミドのような、特にあるグルカミドの場合である。適切な乳化剤には、典型的に
は、約７以下のＨＬＢ値を有するものがある。この点では、約４．９以下のＨＬＢ値を有
するソルビタンステアレートのような前記ソルビタンエステルが、ペトロラタムへこれら
のグルカミド定着剤を溶解させる上で有用とわかった。他の適切な乳化剤には、ステアレ
ス‐２（式ＣＨ３（ＣＨ２）１７（ＯＣＨ２ＣＨ２）ｎＯＨに相当するステアリルアルコ
ールのポリエチレングリコールエーテル；ｎは２の平均値を有する）、ソルビタントリス
テアレート、イソソルビドラウレートおよびグリセリルモノステアレートがある。乳化剤
は、実質的に均質な混合物が得られるように、皮膚軟化剤へ定着剤を溶解させるために十
分な量で含有される。例えば、通常単相混合物に溶融しないＮ‐ココイル‐Ｎ‐メチルグ
ルカミドおよびペトロラタムの約１：１混合物は、乳化剤としてステアレス‐２およびソ
ルビタントリステアレートの１：１混合物２０％の添加で単相混合物に溶融する。
【０１１３】
単独でまたは上記の定着剤と組み合わせて定着剤として用いうる他タイプの成分には、カ
ルナウバ、オゾケライト、蜜ロウ、カンデリラ、パラフィン、セレシン、エスパルト、ア
ワリキュリ、リゾワックス、イソパラフィンおよび他の公知鉱ロウのようなロウがある。
これら物質の高融点は、物品の望ましい表面または箇所へ組成物を定着させる上で役立つ
。加えて、微結晶ロウも有効な定着剤である。微結晶ロウはスキンケア組成物内に低分子
量炭化水素を“拘束”する上で役立つ。好ましくは、ロウはパラフィンロウである。特に
好ましい別な定着剤の例は、Strahl and Pitsch Inc.,West Babylon,ＮＹ製のParaffin S
.P.434のようなパラフィンロウである。ポリエチレンから誘導されるような合成ロウもこ
こでは用いてよい。
【０１１４】
あるポリオールポリエステル、特に室温で固体または半固体である高融点ポリオールポリ
エステルも、ここで定着剤として使用に適している。適切なポリオールポリエステルは、
１９９７年３月４日付でRoeに発行されたＵＳ特許５，６０７，７６０で開示されており
、その開示は参考のためここに組み込まれる。
【０１１５】
組成物中に含有させうる任意定着剤の量は、用いられる皮膚軟化剤および透過剤、用いら
れる具体的な定着剤、もしあれば組成物中他の成分（例えば、スキンケア活性剤）、他の
成分に定着剤を溶解させる上で乳化剤が必要かなどのファクターを含めて、様々なファク
ターに依存する。存在するとき、組成物は典型的には約５～約９５wt％の定着剤を含む。
好ましくは、組成物は約５～約５０wt％、最も好ましくは約１０～約４０wt％の定着剤を
含む。
【０１１６】
Ｄ．他の任意成分
組成物は、このタイプのエマルジョン、クリーム、軟膏、ローション、懸濁液などに典型
的に存在する他の成分も含むことができる。これらの成分には、水、界面活性剤、乳化剤



(26) JP 4926355 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

、スキンケア剤、保湿剤、酸化防止剤、粘度調整剤、懸濁剤、ｐＨ緩衝系、消毒剤、抗菌
活性剤、抗ウイルス剤、ビタミン、医薬活性剤、皮膜形成剤、香料、鎮静剤、顔料、脱臭
剤、不透明剤、収斂剤、溶媒、保存剤などがある。これらすべての物質がこのような処方
物向けの添加物として当業界では周知であり、ここで使用の組成物に適量で用いうる。
【０１１７】
処置される皮膚状態に応じて、保湿剤もスキンケア組成物中に含有させてよい。保湿剤は
モイスチャライジング皮膚軟化剤のタイプであって、周辺雰囲気から水分を引き寄せて、
角質層（即ち、皮膚の外側の古い層）の水吸収性を高める。ここで有用な保湿剤の非制限
例には、グリセリン；Ｃ２‐Ｃ６グリコール、例えばエチレングリコール、プロピレング
リコール、ブチレングリコール、ヘキサレングリコール；ポリエチレングリコール（ＰＥ
Ｇ）、例えばＰＥＧ‐２、ＰＥＧ‐３、ＰＥＧ‐３０およびＰＥＧ‐５０；ポリプロピレ
ングリコール（ＰＰＧ）、例えばＰＰＧ‐９、ＰＰＧ‐１２、ＰＰＧ‐１５、ＰＰＧ‐１
７、ＰＰＧ‐２０、ＰＰＧ‐２６、ＰＰＧ‐３０およびＰＰＧ‐３４；グリコール酸エス
テルおよびエーテル、例えばＰＥＧまたはＰＰＧのＣ４‐Ｃ２０アルキルエーテル、ＰＥ
ＧまたはＰＰＧのＣ１‐Ｃ２０カルボン酸エステル、ＰＥＧまたはＰＰＧのジＣ８‐Ｃ３

０アルキルエーテル；ソルビトールおよびソルビトールエステル、トリヒドロキシステア
リン；多価アルコール；脂質の他のエトキシル化誘導体などがある。
【０１１８】
セルロース誘導体、タンパク質、レシチンおよび不飽和炭化水素のような物質で不飽和炭
素の酸化は、スキンケア組成物の酸敗を招くことがある。酸化防止剤も酸化プロセスを最
少化または防止するために加えてよく、組成物の貯蔵寿命を高める。ここで有用な酸化防
止剤は、好ましくはマイルドで無刺激性にすべきである。ビタミンＥおよび誘導体、例え
ばトコフェロール、トコフェロールアセテートおよび混合トコフェロール（Henkel,Amble
r,ＰＡからCOVI-OX T-50またはT-70として市販されている）などのような、天然源からの
酸化防止剤が好ましい。
【０１１９】
安全で有効なスキンケア剤も、ここで使用のためスキンケア組成物中に配合してよい。こ
のような物質には、米国食品医薬局（ＦＤＡ）のTentative Final Monograph on Skin Pr
otectant Drug Products for Over-the Counter Human Use(21 C.F.R.§347)で記載され
ているようなカテゴリーＩおよびカテゴリーIII活性剤がある。これらの文献記載物質は
、様々なメカニズムで、皮膚防御、かゆみ防止、刺激防止のような、多くの皮膚効果を発
揮することが知られている。以下で掲載された文献記載活性剤のうちいくつかは、ここで
定義されているような“皮膚軟化剤”であることがわかるであろう。カテゴリーＩ活性剤
には、現在のところ、アラントイン、水酸化アルミニウムゲル、カラミン、カカオ脂、ジ
メチコン、タラ肝油（組合せ）、グリセリン、カオリン、ペトロラタム、ラノリン、鉱油
、サメ肝油、白色ペトロラタム、タルク、局所用デンプン、酢酸亜鉛、炭酸亜鉛、酸化亜
鉛などがある。カテゴリーIII活性剤には、現在のところ、生酵母細胞誘導体、アルジオ
キサ、酢酸アルミニウム、微孔質セルロース、コレカルシフェロール、コロイドオートミ
ール、塩酸システイン、デクスパンテノール、ペルーバルサム油、タンパク質加水分解産
物、ラセミメチオニン、重炭酸ナトリウム、ビタミンＡなどがある。これらの文献記載物
質は、様々なメカニズムで、皮膚防御、かゆみ防止、刺激防止のような、様々な皮膚効果
を発揮することが知られている。
【０１２０】
本発明に適した他のスキンケア剤には、ｐＨコントロール剤またはプロトン供与剤、プロ
テアーゼインヒビター、酵素インヒビター、キレート化剤、抗菌剤、皮膚鎮静剤などがあ
るが、それらに限定されない。これらスキンケア剤の一部非制限例は、McOskerらにより
１９９８年３月１２日付で出願された同時係属ＵＳ出願０９／０４１，５０９；Rourkeら
により１９９８年３月１２日付で出願されたＵＳ出願０９／０４１，２３２；双方とも１
９９８年３月１２日付で出願された、RoeらによるＵＳ出願０９／０４１，２６６およびU
nderinerらによるＵＳ出願０９／０４１，１９６；双方ともPolumboらにより１９９７年
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１１月２６日付で出願された特許出願ＥＰ９７／１２０，６９９およびＥＰ９７／１２０
，７００；１９９２年２月２５日付でEnjolrasらに発行されたＵＳ特許５，０９１，１９
３；１９８５年１２月３日付でBuckinghamに発行されたＵＳ特許４，５５６，５６０；１
９９４年１２月２７日付でImakiらに発行されたＵＳ特許５，３７６，６５５；１９９２
年２月２５日付でEnjolrasらに発行されたＵＳ特許５，０９１，１９３；１９７６年２月
３日付でKraskinに発行されたＵＳ特許３，９３５，８６２；１９９５年４月２５日付でP
olakらに発行されたＵＳ特許５，４０９，９０３；１９８５年１２月３日付でBuckingham
に発行されたＵＳ特許４，５５６，５６０で記載されている；すべて参考のためここに組
み込まれる。
【０１２１】
ここで特に好ましいスキンケア剤には、酸化亜鉛、タルク、デンプン、アラントイン、ア
ロエベラ、ヘキサミジン、その塩および誘導体、ヘキサミジンジイセチオネートおよびそ
の塩、トリアセチン、フィチン酸、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）、フェニルスル
ホニルフルオリド、例えば塩酸４‐（２‐アミノエチル）ベンゼンスルホニルフルオリド
、キトサンおよびそれらの混合物がある。
【０１２２】
懸濁剤または粘度調整剤のような適切なレオロジー剤も、組成物中にスキンケア剤を分散
および懸濁させる上で必要となることがある。懸濁剤の一部は粘度上昇剤としても機能し
うる。懸濁剤の非制限例には、処理および未処理シリカ（例えば、Cabot Corp.,Tuscola,
ＩＬ市販のCAB-O-SILＲ）、オルガノクレー（例えば、Rheox Inc.,Hightstown,ＮＪ市販
のBENTONEＲ）、ヒマシ油の誘導体、金属脂肪酸石鹸、カルシウム、マグネシウム、マグ
ネシウム／アルミニウムのシリケートおよびそれらの混合物、タルク、セルロースおよび
修飾セルロース、ポリマー増粘剤、あるアニオン性界面活性剤などがある。特に好ましい
懸濁剤は、１９９９年５月２１日付でGattoらにより出願された同時係属ＵＳ特許出願０
９／３１６，６９１で開示されており、その開示は参考のためここに組み込まれる。
【０１２３】
水ベーススキンケア組成物が用いられるならば、皮膚軟化剤に増粘剤および／または懸濁
剤を溶解させるために乳化剤も加えてよい。適切な乳化剤は、好ましくは皮膚にマイルド
で無刺激性の、典型的には親水性界面活性剤である。例えば、皮膚に無刺激のノニオン性
親水性界面活性剤は、下層の組織ラミネート構造におよぼす望ましくない作用も避けうる
。ノニオン性または他のタイプの適切な親水性界面活性剤は当業界で公知であり、ここで
有用な組成物に適量で配合され、特に好ましい界面活性剤は１９９７年３月４日付で発行
されたＵＳ特許５，６０７，７６０；１９９７年３月１１日付で発行されたＵＳ特許５，
６０９，５８７；１９９７年６月３日付で発行されたＵＳ特許５，６３５，１９１；およ
び１９９７年７月１日付で発行されたＵＳ特許５，６４３，５８８で開示されており、そ
れらの開示は参考のためここに組み込まれる。
【０１２４】
保存剤も、特に水ベーススキンケア組成物で、細菌増殖およびその臭気を防ぐために必要
とされる。適切な保存剤には、プロピルパラベン、メチルパラベン、ベンジルアルコール
、ベンザルコニウム、三塩基性リン酸カルシウム、ＢＨＴ、またはクエン酸、酒石酸、マ
レイン酸、乳酸、リンゴ酸、安息香酸、サリチル酸のような酸などがある。
適切な溶媒には、プロピレングリコール、グリセリン、シクロメチコン、ポリエチレング
リコール、ヘキサレングリコール、ジオールおよびマルチヒドロキシベース溶媒がある。
適切なビタミンにはＡ、Ｂ３、Ｂ５、ナイアシンアミド、パンテノール、Ｃおよび誘導体
、Ｄ３、Ｅおよび誘導体、例えば酢酸Ｅがある。
【０１２５】
IV．組成物の製造
ここで用いられる組成物を製造する際に、様々な成分を混合する順序および手法は特に重
要でない。諸成分を高温で一緒に混ぜることは不要である。諸成分は実質的に均一な組成
物を形成するように約４０～約１００℃の温度でよく混ぜてもよいことがわかった。攪拌
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が通常要される。攪拌から生じる粘稠熱は、諸成分の実質的に均一な分散が得られるほど
十分に混合物または組成物の温度を高めうることがわかった。時には、外熱も加えてよい
。レオロジー剤が均一に混合されるおよび／または活性化される（即ち、レオロジー構造
を形成する）ように、攪拌しながらレオロジー剤が媒体へ加えられることが好ましい。前
分散が用いられる場合には、粒状物質および前分散物が別々のステップで前混合されてか
ら、組成物へ加えられる。しかしながら、酸化亜鉛または他のスキンケア成分の前分散は
不要である。これらの成分は十分な攪拌下でキャリアと直接混合しうる。
【０１２６】
組成物での物品の処理
本発明の組成物は典型的には吸収性物品のようなデリバリービヒクルを介して皮膚へ適用
されるが、これらの組成物はキャニスター、スティックケーシング、化粧パッド、スポン
ジ、パッチ、シート基材、エアゾールなどのような他のデリバリービヒクルと併用しても
よいと理解されている。このようなデリバリービヒクルの非制限例は、１９９９年６月４
日付でMcOskerらにより出願された同時係属ＵＳ特許出願０９／３２６，１４９、１９９
９年８月６日付でMcOskerらにより出願されたＵＳ特許出願０９／３７０，３９６および
１９９１年３月１９日付でJohnsonらに発行されたＵＳ特許５，０００，３５６で記載さ
れている。
【０１２７】
本発明のスキンケア組成物で処理された吸収性物品を製造する際に、着用中に、組成物の
少くとも一部が処理物品から着用者の皮膚へ移動するように、スキンケア組成物は物品へ
適用される。即ち、スキンケア組成物は、トップシート、バックシート、カフ、サイドパ
ネルおよびウエスト部分のような、１以上の着用者接触表面へ直接適用してよい。スキン
ケア組成物がユーザー／介護者による介入なしに使用中１以上の着用者接触表面から容易
に移動しやすくなるように、スキンケア組成物は別々な箇所または手段で適用してもよい
。特に、着用者接触表面の下に置かれた物質（例えば、トップシートまたはバックシート
の下の二次層、物品の着用に際して使用向けに吸収性物品中へ挿入される挿入可能なエレ
メント、封入された組成物など）。もちろん、糞便と最も接触しやすい体部分へ組成物を
デリバリーさせるためには、着用中に着用者の尻、陰部、間擦および肛門部分と接触する
トップシートおよびカフの部分へ組成物を含有させることが好ましい。加えて、組成物は
着用者の臀部、腹部、背中、腰、横腹、大腿部などのうち１以上へデリバリーするため他
の物品部分へ適用してもよい。
【０１２８】
適切な方法の非制限例には、スプレー、印刷（例えば、フレキソ印刷）、コーティング（
例えば、コンタクトスロットコーティング、グラビアコーティング）、押出しまたはこれ
ら適用技術の組合せ、例えば、カレンダーロールのような回転表面上へスキンケア組成物
をスプレーしてから、物品の望ましい箇所へその組成物を移すというものがある。スキン
ケア組成物は様々な方法で固体または半固体物質として適用してもよく、例えば、押出し
は加工温度で約１００，０００～約１，０００，０００センチポイズ範囲の見掛け粘度を
有するスキンケア組成物に適している。
【０１２９】
物品のトップシートへ適用されるとき、組成物をその物品へ適用する手法は、組成物が性
質上疎水性であるならば、少くとも物品の排液部分に相当する部分において、トップシー
トが組成物で飽和しないようにすることが好ましい。トップシートが排液部分で組成物で
飽和するようになると、その組成物がトップシート開口部を塞いで、下層の吸収性芯へ液
体を運ぶトップシートの能力を減少させる可能性が大きくなる。しかも、トップシートの
飽和はスキンケア効果を得る上で不要である。同様に、他の処理物品構成材の飽和も、望
ましい皮膚効果にとり十分な組成物を移動させる上で、必要でないかまたは望ましくない
。特に適切な適用法では、物品のトップシートの外表面へ主に組成物を適用する。
【０１３０】
物品の着用者接触表面へ適用される組成物の最少レベルは、組成物が本発明に従い着用者
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の皮膚へデリバリーされたときに、外観、保護および／またはスキンコンディショニング
効果を発揮する上で有効な量である。適用される組成物のレベルは、処理される物品構成
材、組成物で処理されない着用者接触表面の表面積の相対量、組成物の内容などを含めた
、様々なファクターに依存する。一般的に、組成物は約０．０５mg/in2（０．００７８mg
/cm2）～約１００mg/in2（１５．６mg/cm2）、好ましくは約０．１mg/in2（０．０１６mg
/cm2）～約５０mg/in2（７．８mg/cm2）、更に好ましくは約１mg/in2（０．１５６mg/cm2

）～約２５mg/in2（３．９mg/cm2）の量で物品に適用される。スキンケア組成物は比較的
疎水性であって、トップシート表面全体を覆うことなく物品のトップシートへ適用される
ことが認められている。それより高いレベルのスキンケア組成物でも、流体処理性が影響
をうけない他の物品構成材（例えば、カフ、ウエストバンド、サイドパネルなど）へ適用
してよいことが認められるであろう。比較的親水性の組成物では、許容しえない程度まで
液体処理性に悪影響を与えないのであれば、高い付着レベルまたは完全な被覆でトップシ
ートに用いてよいことも認められるであろう。逆に、漏れを生じかねない物品の端部への
滲出液の流れ出しを避ける上で、トップシート以外の構成材（例えば、カフ、ウエスト）
へ適用されるときには、高レベルの親水性組成物は望ましくない。
【０１３１】
好ましいことに組成物は処理された部分の表面へ実質的に定着されるため、有効量の活性
剤をデリバリーするには比較的少量の組成物で済む。望ましい皮膚効果を出すために低レ
ベルで用いうる能力は、物品が着用されると、組成物が継続して自動的にデリバリーされ
るという事実のおかげであると考えられる。示されたように、比較的低レベルのスキンケ
ア組成物を用いうる能力のおかげで、物品のトップシートが排液部分でその液体移動性を
維持しうる。
【０１３２】
活性剤を含有したスキンケア組成物は物品の着用者接触表面へ不均一に適用してもよい。
“不均一”とは、組成物の量、箇所、分布パターンなどが着用者接触表面上で様々であり
、更に物品の特定部分でも様々であることを意味している。例えば、トップシートの液体
処理性能を維持するためには、特に組成物が性質上疎水性であるならば、組成物をトップ
シートへ不均一に適用することが望ましい。この点において、物品の処理表面のある部分
（その一部）は、いかなる組成物も有しない表面の部分を含めて、多くのまたは少ない量
の組成物を有することができる。組成物が比較的疎水性であるとき、１つのこのような好
ましい態様において、トップシートの表面は、特に物品の股部分に相当するトップシート
の部分で、組成物が適用されない部分を有する。ここで用いられているように、物品の股
部分は以下のように長方形であって、物品の股部付近で縦横の中心に位置する。“股部”
とは、着用者に立たせた状態で物品をはかせて、８の字形で足の周りに伸縮性フィラメン
トをあてがうことにより定められる。フィラメントの交差点に相当する物品の箇所が、そ
の物品の股部と思われる（股部は、意図された手法で吸収性物品を着用者にはかせて、交
差したフィラメントが物品と接する箇所を調べることにより定められる、と理解されてい
る）。失禁用品（例えば、おむつ、トレーニングパンツ、成人向け失禁用品）では、股部
分の長さは吸収性物品全長の（即ち、ｙ寸法で）４０％に相当する。生理用ナプキンでは
、股部分の長さは吸収性物品全長の８０％に相当する。股部分の幅は、股部で測定すると
、最も広い吸収性芯構成材の幅に相当する（ここで用いられている“吸収性芯”構成材と
は、体液を獲得、輸送、分配および／または貯留することに関与する物質である。このよ
うな吸収性芯という用語には、吸収性物品のトップシートまたはバックシートを含まない
）。説明すると、２０ｉｎの長さおよび股部で４ｉｎの芯幅を有する失禁用品の場合には
、股部分は長方形であって、股部に中心があり、８ｉｎの長さおよび４ｉｎの幅を有する
。
【０１３３】
意外にも、スキンケア組成物を含むトップシートまたは他の構成材は不均一に処理される
が（例えば、狭いまたは広い部分で組成物が適用されない）、物品の着用に際して、組成
物はトップシートまたは他の構成材内の未処理部分に相当する皮膚の部分でも着用者へ移
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動する。皮膚へ移動する組成物の量および均一性は、例えば、スキンケア組成物の適用パ
ターン、処理物品表面への着用者皮膚の接触、着用時に着用者の皮膚と処理部分とで生じ
るこすれ合い、組成物の移動性を高めるように着用者から生じる暖かさ、組成物の性質、
組成物を構成する物質などを含めて、いくつかのファクターに依存すると考えられている
。
【０１３４】
組成物が不均一に適用される場合、例えば、小さな液滴（例えば、スプレーにより得られ
る）、離散ドット（例えば、グラビア印刷により得られる）、物品の縦横方向に延在する
ストライプ（コンタクトスロットコーティングにより得られる）、縦横方向などに延在す
るスパイラル、パターン印刷などを含めて、いかなるパターンで利用してもよい。トップ
シートが未処理の離散部分を有する態様において、物品の股部分に相当するトップシート
の部分のオーブンエリア率は様々である（ここで記載されているトップシートの“オーブ
ンエリア率”とは、（ｉ）股部分にあたるトップシートの表面積を測定し、（ii）トップ
シートのこの部分で未処理部分の全表面積を測定し、(iii)（ii）の測定値を（ｉ）の測
定値で割ることにより求められる）。ここで用いられている“未処理”とは、組成物の約
０．０１mg/in2（０．００１６mg/cm2）以下を占めるトップシートの部分を意味する。こ
の点において、オーブンエリア率は約１～約９９％、約５～約９５％、約１０～約９０％
、約１５～約８５％、約２０～約８０％、約２５～約７５％、約３０～約７０％または約
３５～約６５％である。望ましい組成物効果およびトップシートの望ましい液体処理性を
得るために必要とされるオーブンエリア率は、組成物の特性（特に、組成物の内容および
その相対的疎水性／親水性）によりかなり左右される。当業者であれば、望ましいオーブ
ンエリア率は日常的実験で容易に決められることがわかるであろう。
【０１３５】
一般的に、組成物が比較的疎水性であって、トップシートの一部が組成物でコートされな
いように適用されるならば、組成物は約０．０５mg/in2（０．００７８mg/cm2）～約１０
０mg/in2（１５．６mg/cm2）、好ましくは約０．１mg/in2（０．０１６mg/cm2）～約５０
mg/in2（７．８mg/cm2）、更に好ましくは約１mg/in2（０．１５６mg/cm2）～約２５mg/i
n2（３．９mg/cm2）の量で物品トップシートへ好ましくは適用される。比較的親水性の組
成物の場合には、トップシートの液体処理性に許容しえない程度まで悪影響を与えないの
であれば、それより高い付着レベルで用いうることもわかるであろう。もちろん、股で比
較的高いオーブンエリア率を有する物品の場合、トップシートによる液体処理性に悪影響
を与えなければ、大きな付着レベルでもよい。
【０１３６】
本発明の１つの好ましい態様において、利用される物品のトップシートは、物品の縦方向
に延在するスキンケア組成物のストライプを有する。これらの縦方向ストライプ（または
スパイラル）は、スキンケア組成物がトップシートへほとんどまたは全く適用されない縦
方向ストライプにより分断される。これらの態様において、組成物の各ストライプは典型
的には約０．１～約０．７５ｉｎ、更に典型的には約０．１～約０．５ｉｎの幅を有し、
組成物を含まないストライプの幅は典型的には約０．１～約１ｉｎ、更に典型的には約０
．１５～約０．５ｉｎである。これらの範囲は典型的な幼児おむつデザインにあてはまる
。成人向け失禁用品のような大きな製品の場合には、これらの範囲は大きくなる。
スキンケア組成物は他の物品構成材に不均一なパターンで適用してもよい。これらの場合
、オーブンエリアはスキンケア組成物の外縁で画される長方形により計算される。
【０１３７】
組成物は組み立てに際してどの時点で物品へ適用してもよい。例えば、組成物が最終使い
捨て吸収性物品へ適用されてから、それが包装される。組成物は所定の構成材（例えば、
トップシート、カフ、サイド、ウエストなど）へ位置を変えながらまたは物質供給器によ
り適用してもよく、その後でそれが他の原材料と組み合わされて最終使い捨て吸収性物品
を形成する。組成物が使用に際して１以上の着用者接触表面へ移動するように、組成物は
物品の他の帯へ適用することができる。
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【０１３８】
組成物は、典型的にはその溶融物から物品へ適用される。好ましい態様において、組成物
は室温より有意に高い温度で完全に溶融し、それは物品へ加熱組成物として通常適用され
る。典型的には、組成物は、物品へ適用される前に、約３５～約１５０℃、好ましくは４
０～約１００℃範囲の温度に加熱される。スキンケア活性成分は加熱前または後に組成物
へ加えられる。感熱性成分、例えばプロテアーゼインヒビターまたは酵素インヒビターが
用いられるときには、特別な注意が払われるべきである。加熱前に加えられるならば、組
成物が加熱される温度はインヒビターを変性させないように選択される。一方、インヒビ
ターに影響を与えない温度まで冷却されても、物品へなお適用しうるほど十分に液体であ
る、予熱された組成物へ、インヒビターが加えられてもよい。溶融組成物が物品へ適用さ
れると、それは冷却および固化される。好ましくは、適用プロセスは組成物の冷却／セッ
トアップに役立つように考えられる。
【０１３９】
組成物を物品へ適用するには、コンタクトスロットコーティング、スプレー、グラビアコ
ーティング、押出しコーティング法が好ましい。トップシートが他の原材料と共に最終吸
収性物品へ組み立てられる前または後に、１つのこのような方法で物品のトップシートへ
組成物のスロットコーティングを行う。
【０１４０】
図２は、変換操作に際して、おむつトップシートおよび／またはレッグカフへスキンケア
組成物の連続または断続コンタクトスロットコーティングを行う、好ましい方法を示して
いる。図２によると、コンベヤベルト１は回転ロール３および４で矢印により示された方
向へ進み、コンベヤベルト２として戻ってくる。コンベヤベルト１は無ローションおむつ
５をコンタクトスロットコーティングステーション６へ運び、そこでトップシートおよび
／またはカフパッチ７が熱溶融（例えば１７０°Ｆまたは７７℃）スキンケア組成物で被
覆される。スロットコーティングステーション６を離れた後、無ローションおむつ５はロ
ーション付きおむつ８になる。パッチ７へ移されるローション組成物の量は、（１）溶融
スキンケア組成物がコンタクトスロットコーティングステーション６から適用される速度
、および／または（２）コンベヤベルト１がスロットコーティングステーション６の下を
通る速度により制御される。
【０１４１】
図３は、トップシートおよび／またはカフが他の原材料と共に最終製品へ組み立てられる
前に、おむつトップシートおよび／またはカフへスキンケア組成物をコンタクトスロット
コーティングする、別の好ましい方法を示している。図３によると、不織ウェブ２１がペ
アレントロール２２（矢印２２ａで示された方向へ回転する）から巻き戻されて、コンタ
クトスロットコーティングステーション２６へ進み、そこで片側のウェブが熱溶融（例え
ば１７０°Ｆまたは７７℃）スキンケア組成物で被覆される。スロットコーティングステ
ーション２６を離れた後、不織ウェブ２１は２３で示されたローション付きウェブになる
。次いでローション付きウェブ２３は回転ロール２４および回転ロール２８で進められ、
その後ペアレントロール２０（矢印２０ａで示された方向へ回転する）で巻き取られる。
【０１４２】
VI．試験法
Ａ．水蒸気透過速度
水蒸気透過速度（ＷＶＴＲ）では、片側がスキンケア組成物で処理されたコラーゲンフィ
ルムを通過する水蒸発速度を調べる。以下で示されているように、組成物が皮膚上で被覆
されたときに、それはスキンケア組成物の“通気性”の尺度である。
【０１４３】
基本重量２８g/m2のコラーゲンフィルム（Naturin GmbH,Weinheim,GermanyまたはBrechte
en Company,Chesterfield,Michiganから名称ＣＯＦＦＩで市販されている）がこの試験に
用いられる。コラーゲンフィルムは、試験前に少くとも１６時間かけて、制御環境下（７
２+/-３°Ｆおよび４+/-１０％相対湿度）で平衡化する。約５０cm2のサンプルをコラー
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ゲンフィルムから切り取り、秤量する。ハサミまたはサンプルパンチャーのようなサンプ
ル裁断機も用いてよい。コラーゲンフィルムを取扱うときには、ゴム手袋または指サック
を着用する。
【０１４４】
スキンケア組成物はコラーゲンフィルムに片側のみで塗布される。コラーゲンフィルムに
手触りがある場合には、組成物は滑らかな側のみに塗布する。望ましい付加レベル（例え
ば約１．０mg/cm2）に達するまで、組成物は均一に塗布される。被覆コラーゲンフィルム
を秤量して、スキンケア組成物の付加レベルを調べる。
【０１４５】
約１０ｍｌの蒸留水をFisher Permeability Cup（Fisher Scientific,Pittsburgh,Pennsy
lvania市販）のような適切なリザーバーに入れる。組成物処理側が蒸留水と面するように
、被覆コラーゲンフィルムをリザーバーの開口部に取付ける。被覆コラーゲンフィルムサ
ンプルは、リザーバーの開口部を覆えるように、リザーバーの開口部より大きくすべきで
ある。フィルムサンプルはリザーバーの開口部にしっかり接着されているため、それは水
分輸送のバリヤとして作用する。
【０１４６】
制御環境下（７２°Ｆおよび４０％相対湿度）で３０分間後に、DermaLab Evaporimeter
（DermaLab,Cortex Technology,Denmark市販）のような、単一ブローブ、コンピューター
インタフェース接続装置により、被覆コラーゲンフィルムを通過する水蒸発速度が調べら
れる。そのプローブは、典型的には約４５秒間以上の設定試験時間にわたり、コラーゲン
フィルムの未被覆（即ち、外側に面する）表面側に平らに置く。蒸発速度は（約２０秒間
で）プラトーに達して、残りの試験時間中は一定になるはずである。蒸発速度がプラトー
に達しないか、または不安定であるならば、結果は廃棄されて、試験が繰り返される。安
定なプラトーに達したら、報告された平均蒸発速度が求められる。（例えば、“２０秒平
均”が常用される平均蒸発速度値であり、これは試験蒸発速度曲線のプラトー部分の最終
２０秒間の平均である）。
【０１４７】
スキンケア組成物の付加レベルは、測定される水蒸発速度における可変要素である。例え
ば、０．５mg/cm2のレベルで塗布されたスキンケア組成物は、典型的には、１．０mg/cm2

のレベルで塗布されたときによりも高い水蒸発速度を示す。したがって、異なるスキンケ
ア組成物の水蒸発透過速度を比較するときには、スキンケア組成物の塗布レベルは同一で
あることが必要である。
【０１４８】
Ｂ．バリヤ性試験
メチレンブルー染色試験が、ここで用いられるスキンケア組成物の水分バリヤ性を評価す
るために用いられる。
（ＷＶＴＲ試験についてここで記載されたような）コラーゲンフィルムは、試験前に少く
とも１６時間かけて、制御環境下（７２+/-３°Ｆおよび４+/-１０％相対湿度）で下準備
する。望ましい付加レベル（例えば約１．０mg/cm2）に達するまで、スキンケア組成物は
コラーゲンフィルムの（塗布可能な）滑らかな側に均一に塗布される。コラーゲンフィル
ムを適切な表面上に平らに置き、メチレンブルー溶液（蒸留水１００ｍｌ中メチレンブル
ー染料０．５ｇ）をコラーゲンフィルム表面上で約５cm2の円形部分にピペットで加える
。メチレンブルー溶液の付加レベルは、それがコラーゲンフィルムの面よりも広がらない
ように、慎重に制御されるべきである。
【０１４９】
約３０分間後に、ペーパータオルで慎重に吸い取ることにより、メチレンブルー溶液をコ
ラーゲンフィルムの表面から除去する。コラーゲンフィルムを約５分間かけて乾燥させる
。比色計測定用の一定バックグラウンドを用意して、スキンケア組成物を機器プローブと
直接接触させないように、“乾燥”コラーゲンフィルム、１枚のホワイトペーパー（例え
ば、標準プリンターペーパー）およびブラックシートインサートを有する透明ビニルシー
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下にかけて）次の通りである：透明ビニルシート、滑らかなまたは処理された側を上にし
た“乾燥”コラーゲンフィルム、１枚のホワイトペーパー、１枚のブラックペーパーおよ
び透明ビニルシート
【０１５０】
コラーゲンフィルム上のしみをColorimeterまたはChromameter（Minolta,Ramsey,New Jer
seyまたはAcaderm,Menlo Park,California市販）で測定し、ハンターのＬ・ａ・ｂカラー
座標で“ｂ”値として表示する。ハンター系では、“ａ”座標は赤色（プラス値）～緑色
（マイナス値）である；“ｂ”座標は黄色（プラス値）～青色（マイナス値）である；“
Ｌ”座標は白色（１００値）～黒色（０値）である。Billmeyer and Saltzman,”Princip
les of Color Technology”,second edition(1981),Wiley & Sons,pp.59-60参照。マイナ
ス“ｂ”値は試験コラーゲンフィルムの青色を示しており、コラーゲンフィルムを被覆す
るスキンケア組成物を通過するメチレンブルー溶液透過の結果である。したがって、マイ
ナスの“ｂ”値になるほど、スキンケア組成物の水バリヤ性が乏しいことを示す。
【０１５１】
VII.例
下記例では、本発明の範囲内に属する態様を更に記載および例示している。例は単に説明
の目的で示されており、本発明の制限として解釈されるべきでなく、その多くのバリエー
ションが本発明の精神および範囲から逸脱せずに可能である。
【０１５２】
以下で記載されたスキンケア組成物の各例は、当業界で知られた技術を用いて諸成分を混
合および混和することにより形成され、ここで開示されているようなコンタクトスロット
コーターにより、吸収性物品のトップシートへ付着される。例えば、マルチスロットを有
する熱溶融接着アプリケーター（Nordson Corp.,Atlanta,ＧＡ市販のMeltex EP11）が本
発明で使用に適している。組成物は加熱タンクへ入れて約７７℃（即ち、約１７０°Ｆ）
の温度で操作する。次いで組成物は、ストライプが物品の縦方向に延在するようなストラ
イプパターンで、望ましい物品のトップシートおよび／またはカフ上へコンタクトアプリ
ケーターで適用される。特に、各ストライプが幅（即ち、基材の横方向）約０．２５イン
チ、基材の縦方向で約１１．７インチであり、約１５．５mg/in2（２．４mg/cm2）の付着
レベルとなるように、５つのストライプが適用される。ストライプ間の距離は約０．３１
インチである。
【０１５３】
例１
以下は、本発明に従い望ましい物品を被覆するために有用なスキンケア組成物の例である
。組成物は、当業界で知られた技術を用いて、諸成分を混合および混和することにより形
成する。

【０１５４】
例２
以下は、例１の場合のように、本発明で用いられる別なスキンケア組成物の例である。組
成物は、当業界で知られた技術を用いて、諸成分を混合および混和することにより形成す
る。
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DimodanＲはDanisco Ingredients(Copenhagen,Denmark)から市販されている；コレステロ
ールはCroda Inc.,Parsippany,ＮＪから市販されている；LipovolＲはLipo Chemicals,Pa
terson,ＮＪから市販されている；PerfectaＲはWitco Corp.,Greenwick,ＣＴから市販さ
れている；FitodermＲはHispano Quimica,Barcelona,Spainから市販されている；Lanette
ＲはHenkel Corp.,Ambler,ＰＡから市販されている；およびMultiwaxＲはWitco Corp.,Gr
eenwick,ＣＴから市販されている。
【０１５５】
例３
以下は、例１の場合のように、本発明で用いられるスキンケア組成物の例である。組成物
は、当業界で知られた技術を用いて、諸成分を混合および混和することにより形成する。
成　　分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重量％
カプリル酸／カプリン酸トリグリセリド(MyritolＲ318)　　　 　１７．１
コレステロール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １０
Super Sterol EsterＲ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ８．５
ペトロラタム(PerfectaＲ)　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　２０
アセチル化ラノリン(AcylanＲ)　　　　　　　　　　　　　　　　 ４．３
スクアラン(FitodermＲ)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ８．５
ベヘニルアルコール(LanetteＲ22)　　　　　　　　　　　　　 　　 ２０
ロウ(MultiwaxＲW-445)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３
オクチルドデシルステアロイルステアレート(CeraphylＲ847)　　　８．５
混合トコフェロール(COVI-OXＲT-50)　　　　　　　　　　　　　　０．２
MyritolＲ、LanetteＲおよびCOVI-OXＲはHenkel Corp.,Ambler,ＰＡから市販されている
；コレステロール、Super Sterol EsterＲおよびAcylanＲはCroda Inc.,Parsippany,ＮＪ
から市販されている；PerfectaＲはWitco Corp.,Greenwick,ＣＴから市販されている；Fi
todermＲはHispano Quimica,Barcelona,Spainから市販されている；MultiwaxＲはWitco C
orp.,Greenwick,ＣＴから市販されている；およびCeraphylＲはISP Van Dyk,Belleville,
ＮＪから市販されている。
【０１５６】
例４
以下は、例１の場合のように、本発明で用いられるスキンケア組成物の例である。組成物
は、当業界で知られた技術を用いて、各コラムの成分を混合および混和することにより形
成する。



(35) JP 4926355 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

MyritolＲ、LanetteＲおよびCOVI-OXＲはHenkel Corp.,Ambler,ＰＡから市販されている
；コレステロール、Super Sterol EsterＲおよびAcylanＲはCroda Inc.,Parsippany,ＮＪ
から市販されている；PerfectaＲはWitco Corp.,Greenwick,ＣＴから市販されている；Fi
todermＲはHispano Quimica,Barcelona,Spainから市販されている；MultiwaxＲはWitco C
orp.,Greenwick,ＣＴから市販されている；CeraphylＲはISP Van Dyk,Belleville,ＮＪか
ら市販されている；CAB-O-SILＲはCabot Corp.,Tuscola,ＩＬから市販されている。
【０１５７】
例５
以下は、例１の場合のように、本発明で用いられるスキンケア組成物の例である。組成物
は、当業界で知られた技術を用いて、諸成分を混合および混和することにより形成する。

MyritolＲ、LanetteＲおよびCOVI-OXＲはHenkel Corp.,Ambler,ＰＡから市販されている
；コレステロール、Super Sterol EsterＲおよびAcylanＲはCroda Inc.,Parsippany,ＮＪ
から市販されている；PerfectaＲはWitco Corp.,Greenwick,ＣＴから市販されている；Fi
todermＲはHispano Quimica,Barcelona,Spainから市販されている；MultiwaxＲはWitco C
orp.,Greenwick,ＣＴから市販されている；およびPriacetinＲはUnichema,Netherlandsか
ら市販されている。
【０１５８】
例６
以下は、(ｉ)未処置皮膚に似た未処理コラーゲンフィルム、(ii)比較組成物６ａおよび６
ｂで被覆されたコラーゲンフィルムおよび(iii)本発明の組成物６ｃ、４ａ、４ｂ、４ｃ
および５で被覆されたコラーゲンフィルムのバリヤ性および水蒸気透過速度（ＷＶＴＲ）
の比較である。組成物は、当業界で知られた技術を用いて、諸成分を混合および混和する
ことにより形成する。
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組成物６ａは５８．５wt％ペトロラタムおよび４１．５wt％ステアリルアルコールである
；組成物６ｂは４６wt％ペトロラタム、２９wt％ベヘニルアルコールおよび２５wt％イソ
ノニルイソノナノエートである；および処方物６ｃは４６wt％ペトロラタム、２９wt％ベ
ヘニルアルコールおよび２５wt％ジイソプロピルアジペートである；ペトロラタムはWitc
o Corp.,Greenwich,ＣＴからPerfectaＲとして市販されている；ステアリルアルコールは
Procter & Gamble Co.,Cincinnati,ＯＨからＣＯ１８７９として市販されている；ベヘニ
ルアルコールはHenkel,Ambler,ＰＡからLanetteＲ22として市販されている；イソノニル
イソノナノエートはIkeda Corp.,Island Park,ＮＹからSalacosＲ99として市販されてい
る；ジイソプロピルアジペートはISP Van Dyk,Belleville,ＮＪからCeraphylＲ230として
市販されている。
【０１５９】
結果は、組成物６ａのようなスキンケア組成物が優れたバリヤ性を有していながら、閉塞
性（即ち、最少ＷＶＴＲ）であることを示している。結果は、分岐脂肪酸エステルのよう
なやや分岐した透過剤を組成物６ａ中に配合した組成物６ｂが、組成物の通気性または非
閉塞性を改善していながら、なお望ましい通気性を呈しないことも示している。高度に分
岐した脂肪酸エステルを配合した組成物６ｃは、組成物のバリヤ性を維持しながら、通気
性を改善している。結果は、組成物４ａ、４ｂ、４ｃおよび５が改善された通気性を有し
て、なお優れたバリヤ性を維持していることを更に示している。
【０１６０】
すべての特許、特許出願（およびそこで発行する特許と、それに対応する公開外国特許出
願）の開示、およびこの記載で掲載された文献は、参考のためここに組み込まれる。しか
しながら、参考のためここに組み込まれたいずれの文献も本発明について示唆または開示
しているとは、明らかに認められない。
本発明の具体的態様が例示および記載されてきたが、本発明の精神および範囲から逸脱す
ることなく様々な他の変更および修正を行いうることは、当業者にとり明らかであろう。
したがって、添付された請求の範囲には、本発明の範囲内に属するすべてのこのような変
更および修正を包含しているものと解される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明によるおむつの形態をとる吸収性物品を示している。
【図２】　本発明で用いられるスキンケア組成物をおむつトップシートおよび／またはカ
フへ適用するための好ましい方法について説明する概略図を示している。
【図３】　本発明で用いられるスキンケア組成物をおむつトップシートおよび／またはカ
フへ適用するための別な方法について説明する概略図を示している。
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