
(57)【要約】
【目的】コンドームを使用し易くするためシリコーンオ
イルなどを塗布しているが、それでもなお装着性の面で
は不満足であるとか、湿潤剤が加工機械に粘着し易いた
め、生産性の点では逆効果があるなどの問題点を改善す
る。
【構成】平滑な表面を有し、粒径が８０μｍ以下の微細
な結晶状ワックスを、シリコーンオイル又は水系の湿潤
液と混合してなる低コスト防着剤組成物を、各種コンド
ームの両面に塗布する。



【特許請求の範囲】
【請求項１】石油系で、分子量が４５０～１，０００の
炭化水素を主成分とし、かつ融点が６０℃～１１０℃で
ある微粉末状ないし微結晶状ワックスの１種又は２種以
上を、２５℃における粘度が１０～１，０００ｍｍ

２
／

ｓのシリコーンオイル、又はグリセリン及び／もしくは
ポリエチレングリコール１００重量部に対して１～５０
重量部添加し、混合してなるコンドーム用防着剤組成
物、及び同組成物を塗布したことを特徴とする、天然ゴ
ム、コラーゲン、又はプラスチック製の湿潤化コンドー
ム。
【請求項２】プラスチックがポリウレタンであることを
特徴とする、請求項１記載のコンドーム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】この発明は、避妊及び性病などの
感染症予防の目的で使用するためのコンドームに対し
て、低コストであり、透明性に優れた防着剤組成物、及
び該組成物を塗布することにより湿潤化したコンドーム
に関するものであり、より詳しくは従来の湿潤化したコ
ンドームに比較して、コスト面で不利になることや透明
性を損なうことなくして使用の際の装着をより容易にす
るとともに、各種の評価をはじめ、巻き上げや個包装な
どの工程において、コンドーム相互間の粘着を防止して
潤滑性を改良することにより、未包装段階の各工程にお
ける取扱い操作を極めて容易にするものである。
【０００２】
【従来の技術】従来からコンドーム用防着剤としては、
有機系のシリコーンオイルが多用されて来たが、シリコ
ーンオイル単独ではなお粘着性が大きい上、潤滑性が不
十分のため、使用の際、装着に手間取るとか、製造工程
でもコンドーム相互間、及びコンドームと加工機械との
間の潤滑性が必ずしも十分でないなどのため、操作性に
難があったのであるが、これらの点を改善する目的で、
湿潤剤に対して球または球に近い形状を有する植物の種
子や胞子などの植物性材料の他、各種のプラスチック粒
状物を添加し、混合した組成物の利用も試みられて来た
（特開昭４９－３３９６４）が、これら硬質の諸材料に
あっては粒子の形状とか、表面が微細な形状で被われて
いるかどうかとか、特にプラスチック製のものにあって
は、複数個の粒状物が付着しあったものとか、粒径が極
端に大きいものや小さいものが多量に混在している場合
の他、棒状や板状のものが多量に混在している場合は、
それらの潤滑効果が十分に得られないのみでなく、これ
らのいびつな形状の粒状物が付着したコンドームにあっ
ては、商品価値をかえって低下させるとか、コスト上昇
のみを招くなどの欠点があり、植物系材料やプラスチッ
ク系の材料では、この用途に満足に使用できるものは稀
にしか見出すことが出来なかった。
【０００３】

【発明が解決しようとする課題】従来の避妊、及び性病
などの感染症に対する感染防止用のコンドームは、使用
時の潤滑性を改良するために非水系のシリコーンオイル
や、水系のグリセリン、エチレングリコール、ポリエチ
レングリコールなどの液状物を塗布して用いる場合が多
くなっているが、それでもなお使用の際、装着に手間取
るとか、生産工程ではこれらの塗布した潤滑剤が有する
粘着性のためにかえってコンドーム相互間、或いはコン
ドーム加工機械との間の潤滑性が悪くなり、生産性が低
下するなどの問題点が残されていた。
【０００４】
【課題を解決するための手段】そこで、本発明者らはこ
のような問題点の解決のために、上記のように潤滑剤と
して用いられるシリコーンオイルに対して、更に粘着力
や摩擦抵抗を軽減する目的で添加して使用されて来た微
粒子材料の改良について鋭意検討し、何よりもまず化学
組成及び生物学的に安全性が高く、該防着剤粒子の形状
及び粒径については、植物の種子や胞子、硬質プラスチ
ック粉末、硬質の無機質粉末などの硬質材料で、粒径が
１０μｍ程度以上の比較的大径の材料にあっては、表面
の滑らかな球型又は球に近い形状であることが必要であ
り、棒状や表面に突起を有するものなどの他、表面に大
きな凹凸を有するものなどにあっては、コンドーム表面
相互間、コンドーム表面と加工用又は検査用機械表面と
の間の摩擦抵抗が大きくなるため生産性が極めて劣悪に
ある可能性があるとか、使用時にコンドーム表面と接触
部位の粘膜との間の潤滑性が悪くなり、コンドームの使
用感を低下させるとか、コンドームのピンホール発生原
因となるなどのため、これらの材料をこの目的に使用す
ることは出来なかったのに対して、硬質と云うよりも柔
軟性又は耐久性を有し、粒径が小さく、優れた潤滑性を
有する澱粉類などと同様、優れた防着効果を示す上、併
用するシリコーン系の他、水系のグリセリンやポリエチ
レングリコールなどの湿潤剤との長期にわたる接触によ
る溶解、膨潤、軟化などの劣化もなく、カビやバクテリ
アなどの微生物による持続的な攻撃にも良く耐え、加工
や保存中に着色することなく、コスト上昇の要因となる
こともない安価な材料として、石油系で、分子量が４５
０～１，０００の炭化水素を主成分とし、かつ融点が６
０℃～１１０℃である微粉末状ないし微結晶状ワックス
の１種又は２種以上を、２５℃における粘度が１０～
１，０００ｍｍ

２
／ｓのシリコーンオイル１００重量部

に対して１～５０重量部添加し、混合してなるコンドー
ム用防着剤組成物、及び同組成物を天然ゴム、コラーゲ
ン、又はプラスチック製コンドームに塗布して使用する
方法を見出して、本発明を完成するに至った。
【０００５】
【発明の構成】この発明は安全性の高い医療用のシリコ
ーンオイルや水系の潤滑剤に対して、安全性が高く、経
時的にもほとんど着色することはなく、優れた透明性を
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有し、低価額であるなどの特徴を有する粒状で、平滑な
表面を有する微細な結晶状ワックスを、添加・混合した
湿潤剤組成物をコンドームの両面に塗布してなる、易加
工性、易装着性コンドームに関するものであり、優れた
透明性と安全性を有し、平滑な表面を有し、価額面でも
優位性を有する微粉末状ないし微細な結晶状ワックスの
１種又は２種以上を、２５℃における粘度が１０～１，
０００ｍｍ

２
／ｓのシリコーンオイル又は水系潤滑剤１

００重量部に対して１～５０重量部添加、混合してなる
防着剤を塗布した、天然ゴム、コラーゲン、又はプラス
チック製の湿潤化コンドームに関するものである。
【０００６】本発明で使用することの出来る石油系ワッ
クスは、減圧蒸留残渣油を主原料とし、一般に精製後冷
却により微細な結晶とした上、分離、脱油を経て製造し
た低コストのもので、構成分子の炭素数は３１～７０
で、側鎖を有するイソパラフィンを主成分とし、少量の
ノルマルパラフィンとシクロパラフィンを含むもので、
分子量が４５０～１，０００、毛細管法で測定した融点
が６０～８５℃であり、化粧品原料としての安全性を有
する、いわゆるマイクロクリスタリンワックスであり、
この発明で使用することができる石油系ワックスの平均
粒径は、粒子の形状に依存するものではあるが、一般に
は８０μｍを越えると使用時の感触が劣化するなどのた
め、８０μｍ以下とすることが必要であり、逆に粒径の
小さいものの混入は、感触を滑らかにするため好ましい
ものであるが、例えば１μｍ以下の粒径のもののみを使
用したような場合は、シリコーンオイルとの混合により
流動性が悪くなるため、かえって防着性や潤滑性が低下
する傾向があり、使用するワックス量の少なくとも５０
％は、１μｍ以上の粒径のものとすることが必要であ
る。
【０００７】本発明で使用することの出来るシリコーン
オイルは、外科手術用の各種の医療用具に、該用具と生
体間、または該用具の部材間の潤滑性を改善するとか、
或いは細胞培養用具の表面性状を改変するなどの目的で
使用される、生体に対する安全性の高いものであること
が必要であり、一般にはジメチルポリシロキサンを基本
骨格とするものであることが必要であり、これに代えて
高純度で安全性の高い水系の潤滑剤グリセリン、ポリエ
チレングリコール等を使用する場合も含めて、何れの潤
滑剤を用いる場合も、２５℃における粘度が１０～１，
０００ｍｍ

２
／ｓ、より好ましくは３０～７００ｍｍ

２

／ｓ  のものであることが必要であり、大幅な変性を加
えたものは安全性の点で不適当となるほか、２５℃にお
ける粘度が１０ｍｍ

２
／ｓ以下のものは潤滑性付与効果

が大幅に低下する他、コンドームの表面から流下して分
離し易くなり、また１，０００ｍｍ

２
／ｓ以上になると

凝集力が大きくなり過ぎるため、これに本発明で使用す
る石油系のワックスを添加・混合してもなお該防着剤組
成物を塗布したコンドーム相互間の粘着力が過大となっ

て、生産工程での取扱いや使用の際の巻き戻しがかえっ
て困難となるため、シリコーンオイル又は水系の各種潤
滑剤の粘度は２５℃において１０～１，０００ｍｍ

２
／

ｓとすることが必要である。
【０００８】本発明で使用するシリコーンオイル又は水
系潤滑剤１００重量部に対する石油系ワックスの添加量
は、使用するシリコーンオイルは水系潤滑剤の粘度にも
より、臨界的なものではないが一般には１～５０重量
部、より好ましくは５～２０重量部とすることが必要で
あり、１重量部以下では添加効果が極めて小さくなる
し、５０重量部以上とするとコンドームに塗布しても脱
落し易くなるとか、使用時の感触を阻害することがある
ほか、石油系ワックスの粒子相互間の衝突や摩擦による
これら粒状物の損傷が顕著になるなどのため、該粒状石
油ワックスの添加量は、シリコーンオイル又は水系潤滑
剤１００重量部に対して１～５０重量部とすることが必
要である。
【０００９】本発明の構成はこれに限定されるものでは
なく、この潤滑化したコンドームに対して、さらに一般
のコンドームに使用される防着剤、湿潤剤、潤滑剤、着
色剤、香料、保存料、殺精子剤などを種々の方法により
単独または複合して添加することができるのは勿論であ
る。
【００１０】
【作用】本発明は、コンドーム用湿潤剤として従来から
用いられているシリコーンオイルや水系の各種潤滑剤な
どに対して、平滑な表面を有する粒状の石油系ワックス
を所定の割合で添加することによって、該コンドーム表
面の防着性を著しく改善できることを見出したものであ
り、この防着剤組成物の適用によってコンドーム相互間
の粘着性を大きく低下させるとともに、コンドームと加
工機械との間の潤滑性を向上させて各工程における操作
性を改善し、更に使用時の感触を低減させることなく巻
き戻し抵抗を引き下げることによって易装着性とするこ
とに成功したものであり、この特性はコンドームの製造
工程、運搬および保存の期間を通じて、低減することな
く維持することができ、その他の安全性や使用時の感触
に至るまでの諸性能のレベルも維持または向上させるも
のである。
【００１１】
【実施例】以下に本発明を実施例によって更に詳しく説
明する。
【００１２】
【実施例１】２５℃における粘度が５０ｍｍ

２
／ｓのジ

メチルポリシロキサン系シリコーンオイル１００重量部
に対して、３０μｍの平均粒径で平滑な表面を有する粒
状のマイクロクリスタリンワックスを５重量部添加し
て、均一にかき混ぜてなる防着剤組成物を、天然ゴムラ
テックス製コンドームの両面に、ほぼ均一に塗布してな
る湿潤化コンドームの評価結果を表１に示した。
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【００１３】
【実施例２】２５℃における粘度が５００ｍｍ

２
／ｓの

ジメチルポリシロキサン系シリコーンオイル１００重量
部に対して、実施例１で使用したマイクロクリスタリン
ワックスを２０重量部添加して、均一にかき混ぜてなる
防着剤組成物を、ポリカーボネイト系ポリウレタン樹脂
製コンドームの両面に、ほぼ均一に塗布してなる湿潤化
コンドームの評価結果を表１に示した。
【００１４】
【実施例３】２５℃における粘度が１００ｍｍ

２
／ｓの

ジメチルポリシロキサン系シリコーンオイル１００重量
部に対して、１５μｍの平均粒径で平滑な表面を有する
粒状のマイクロクリスタリンワックスを５重量部添加し
て、均一にかき混ぜてなる防着剤組成物を、天然ゴムラ
テックス製コンドームの両面に、ほぼ均一に塗布してな
る湿潤化コンドームの評価結果を表１に示した。
【００１５】
【実施例４】２５℃における粘度が２５０ｍｍ

２
／ｓの

ジメチルポリシロキサン系シリコーンオイル１００重量
部に対して、実施例３で使用したマイクロクリスタリン
ワックスを２０重量部添加して、均一にかき混ぜてなる
防着剤組成物を、ポリカーボネイト系ポリウレタン樹脂
製コンドームの両面に、ほぼ均一に塗布してなる湿潤化
コンドームの評価結果を表１に示した。
【００１６】
【実施例５】ポリエチレングリコール＃３００を９５重
量部、殺精子剤ノノキシノール－９を５重量部に対し
て、５μｍの平均粒径で平滑な表面を有する粒状のマイ
クロクリスタリンワックスを５重量部添加して、均一に
かき混ぜてなる防着剤組成物を、ポリエステル系ポリウ
レタン樹脂製コンドームの両面にほぼ均一に塗布してな
る湿潤化コンドームの評価結果を表１に示した。
【００１７】
【比較例１】２５℃における粘度が１，０００ｍｍ

２
／

ｓのジメチルポリシロキサン系シリコーンオイルを湿潤
剤として、天然ゴムラテックス製コンドームの両面に、
ほぼ均一に塗布してなる湿潤化コンドームの評価結果を
表１に示した。
【００１８】

【比較例２】２５℃における粘度が１００ｍｍ
２

／ｓの
ジメチルポリシロキサン系シリコーンオイル１００重量
部に対して、９０μｍの平均粒径で平滑な表面を有する
粒状のマイクロクリスタリンワックスを２０重量部添加
して、均一にかき混ぜてなる防着剤組成物を、天然ゴム
ラテックス製コンドームの両面に、ほぼ均一に塗布して
なる湿潤化コンドームの評価結果を表１に示した。
【００１９】
【比較例３】２５℃における粘度が５００ｍｍ

２
／ｓの

ジメチルポリシロキサン系シリコーンオイル１００重量
部に対して、０．５μｍの平均粒径で平滑な表面を有す
る粒状のマイクロクリスタリンワックスを５５重量部添
加して、均一にかき混ぜてなる防着剤組成物を、ポリカ
ーボネイト系ポリウレタン樹脂製コンドームの両面に、
ほぼ均一に塗布してなる湿潤化コンドームの評価結果を
表１に示した。
【００２０】上記の各実施例及び比較例で作成したコン
ドームの処理工程における操作性、装着性、感触の評価
結果を表１にまとめた。
【００２１】
【発明の効果】以上に実施例及び比較例によって詳述し
たように、本発明によれば従来からコンドーム用湿潤剤
として多用されているシリコーンオイルなどを塗布して
も、なおその粘着性によって、生産工程におけるコンド
ーム相互間及びコンドームと加工機械や検査機械との間
の潤滑性が不充分となり、生産性を引き下げるとか、使
用時の装着性が不満足であるなどの問題点があったが、
この用途に用いるシリコーンオイルやグリセリン、ポリ
エチレングリコールなどの水系潤滑剤に対し、形状、安
全性、化学的及び生物学的安定性、透明性、経済性など
の点で優れた特徴を有し、石油系で、分子量が４００～
１，０００の炭化水素を主成分とし、かつ融点が６０～
１１０℃である微粉末状ないし微結晶状ワックスを添加
して、該湿潤剤の防着性を向上させると共に、生産工程
における操作性を著しく改善し、透明性や使用時の感触
を損なうことなく、易装着性を付与することに成功した
もので、経済性の点でも満足できるものであり、本発明
は極めて有効かつ有意義な発明であるということができ
る。

(4)                     特開平１０－１７４６９８
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(5)                     特開平１０－１７４６９８
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