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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記（Ａ）成分と、（Ｂ）成分と、（Ｃ）成分とを含有し、（Ａ）／［（Ａ）＋（Ｂ）
］で表される質量比が０．０９～０．９０、（Ｃ）／［（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）］で表さ
れる質量比が０．６０～０．９９５であることを特徴とする薄葉紙処理剤。
　（Ａ）成分：炭化水素基の炭素数が１４～２２であり、融点が２０℃以上であるアルキ
レンオキシドが付加されていないソルビタン脂肪酸エステル
　（Ｂ）成分：ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩、α－オレフィンスルホン酸
塩、脂肪酸－Ｎ－メチルグリシン塩、炭素数８～２２のアルコールのエチレンオキシド付
加型非イオン性界面活性剤からなる群から選ばれる少なくとも１種
　（Ｃ）成分：多価アルコール
【請求項２】
　下記（Ａ）成分と、（Ｂ）成分と、（Ｃ）成分と、（Ｄ）成分とを含有し、（Ａ）／［
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｄ）］で表される質量比が０．０９～０．９０、（Ｃ）／［（Ａ）＋
（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｄ）］で表される質量比が０．６０～０．９９５、（Ｄ）／［（Ｂ）
＋（Ｄ）］で表される質量比が０．８０以下であることを特徴とする薄葉紙処理剤。
　（Ａ）成分：炭化水素基の炭素数が１４～２２であり、融点が２０℃以上であるアルキ
レンオキシドが付加されていないソルビタン脂肪酸エステル
　（Ｂ）成分：ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩、α－オレフィンスルホン酸
塩、脂肪酸－Ｎ－メチルグリシン塩、炭素数８～２２のアルコールのエチレンオキシド付
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加型非イオン性界面活性剤からなる群から選ばれる少なくとも１種
　（Ｃ）成分：多価アルコール
　（Ｄ）成分：炭化水素基の炭素数が８～２２のアルキレンオキシド付加型ソルビタンエ
ステル
【請求項３】
　（Ｅ）成分：水を含有し、（Ｅ）／［（Ｃ）＋（Ｅ）］で表される質量比が０．００１
～０．６０であることを特徴とする、請求項１又は２に記載の薄葉紙処理剤。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の薄葉紙処理剤で処理してなる薄葉紙。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は薄葉紙処理剤及び薄葉紙に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、トイレットペーパーやティッシュペーパー等の薄葉紙においては、より柔らかな
使用感が求められ、柔らかな使用感を実現する様々な試みが行われている。
　例えば、ティッシュペーパー等の薄葉紙の表面に、柔らかさ、さらさら感等の風合いを
向上する薄葉紙処理剤を塗布する等の後処理により、薄葉紙の風合いの改善が試みられて
いる。薄葉紙処理剤としては、保湿性を付与するため、多価アルコール（グリセリン、多
糖類等）を基剤とし、これに滑らかさや柔らかさを付与するために、各種カチオン系界面
活性剤や炭化水素、油脂、高級アルコール等の油分を配合したり（特許文献１）、さらさ
らした滑らか感を付与するために、パウダーを配合する提案がなされている（特許文献２
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１０７１７３号公報
【特許文献２】特開２００８－６２７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述のような従来提案されている薄葉紙処理剤においても、柔らかさ、
さらさら感等の風合い（肌触り）の改善効果は必ずしも十分とはいえなかった。加えて、
薄葉紙処理剤には、液体組成物としての均一な状態を保つ（液安定性）ことが要求される
。
　そこで、本発明は、液安定性を保ちつつ、柔らかさ、さらさら感等の風合いのさらなる
改善が図れる薄葉紙処理剤及び風合いが改善された薄葉紙を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の薄葉紙処理剤は、下記（Ａ）成分と、（Ｂ）成分と、（Ｃ）成分とを含有し、
（Ａ）／［（Ａ）＋（Ｂ）］で表される質量比が０．０９～０．９０、（Ｃ）／［（Ａ）
＋（Ｂ）＋（Ｃ）］で表される質量比が０．６０～０．９９５であることを特徴とする。
　（Ａ）成分：炭化水素基の炭素数が１４～２２であり、融点が２０℃以上であるアルキ
レンオキシドが付加されていないソルビタン脂肪酸エステル
　（Ｂ）成分：硫酸エステル系界面活性剤、スルホン酸系界面活性剤、アミノ酸型界面活
性剤、炭素数８～２２のアルコールのアルキレンオキシド付加型非イオン性界面活性剤か
らなる群から選ばれる少なくとも１種
　（Ｃ）成分：多価アルコール
【０００６】
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　本発明の薄葉紙処理剤は、下記（Ａ）成分と、（Ｂ）成分と、（Ｃ）成分と、（Ｄ）成
分とを含有し、（Ａ）／［（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｄ）］で表される質量比が０．０９～０．
９０、（Ｃ）／［（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｄ）］で表される質量比が０．６０～０．
９９５、（Ｄ）／［（Ｂ）＋（Ｄ）］で表される質量比が０．８０以下であることを特徴
とする。
　（Ａ）成分：炭化水素基の炭素数が１４～２２であり、融点が２０℃以上であるアルキ
レンオキシドが付加されていないソルビタン脂肪酸エステル
　（Ｂ）成分：硫酸エステル系界面活性剤、スルホン酸系界面活性剤、アミノ酸型界面活
性剤、炭素数８～２２のアルコールのアルキレンオキシド付加型非イオン性界面活性剤か
らなる群から選ばれる少なくとも１種
　（Ｃ）成分：多価アルコール
　（Ｄ）成分：炭化水素基の炭素数が８～２２のアルキレンオキシド付加型ソルビタンエ
ステル
【０００７】
　本発明の薄葉紙処理剤は、（Ｅ）成分：水を含有し、（Ｅ）／［（Ｃ）＋（Ｅ）］で表
される質量比が０．００１～０．６０であることが好ましい。
【０００８】
　本発明の薄葉紙は、前記の本発明の薄葉紙処理剤で処理してなることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の薄葉紙処理剤は、液安定性が良好であり、薄葉紙に使用すると、柔らかさ、さ
らさら感等の風合いが良好な薄葉紙を得られる。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　（薄葉紙処理剤）
　本発明の薄葉紙処理剤は、下記（Ａ）成分と、（Ｂ）成分と、（Ｃ）成分とを含有する
。
【００１１】
　［（Ａ）成分：炭化水素基の炭素数が１４～２２であり、融点が２０℃以上であるアル
キレンオキシドが付加されていないソルビタン脂肪酸エステル］
　本発明の（Ａ）成分は、炭化水素基の炭素数が１４～２２であり、融点が２０℃以上で
あるソルビタン脂肪酸エステルであって、アルキレンオキシドが付加されていないもので
ある。ここで、融点は、医薬部外品原料規格、融点測定法の第２法により測定される融点
である。（Ａ）成分のソルビタン脂肪酸エステルは、脂肪酸と、ソルビトール又はソルビ
トール分子内縮合物のエステルであり、一般に市販されている公知のものを使用できる。
【００１２】
　（Ａ）成分のソルビタン脂肪酸エステルを構成する脂肪酸（以下、脂肪酸部ということ
がある）は、その炭化水素基の炭素数が１４～２２であり、好ましくは１６～１８である
。
　前記脂肪酸部の炭化水素基は、直鎖であってもよく分岐鎖であってもよい。
　加えて、前記脂肪酸部は、飽和脂肪酸であってもよいし、不飽和脂肪酸であってもよい
。
【００１３】
　このような（Ａ）成分としては、例えば、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸
、イソステアリン酸、オレイン酸等の脂肪酸と、ソルビタンとのモノ－、ジ－、トリ－エ
ステル化物及びこれらの混合物等が挙げられ、中でも、パルミチン酸もしくはステアリン
酸と、ソルビタンとのエステル化合物又はこれらの混合物が好ましく、モノステアリン酸
ソルビタン又はモノパルミチン酸ソルビタンがより好ましい。このような（Ａ）成分を用
いることで、薄葉紙処理剤としたときに後述する会合体粒子が形成され、薄葉紙処理剤を
さらさら感、柔らかさといった薄葉紙の風合い向上に優れるものとすることができる。
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【００１４】
　薄葉紙処理剤中の（Ａ）成分の配合量は、処理対象とする薄葉紙の材質や求める品質、
他の成分の配合量等を考慮して決定でき、例えば、０．２５～２０質量％で決定すること
が好ましく、０．５～１５質量％がより好ましく、１～１０質量％がさらに好ましい。（
Ａ）成分の配合量が０．２５質量％未満であると薄葉紙の風合い改善が図りにくく、２０
質量％を超えても（Ａ）成分による風合い改善の効果が飽和し、さらなる風合い改善効果
の向上が望めないためである。（Ａ）成分の配合量が０．５～１５質量％であれば、目的
とする風合い改善効果を得られると共に、薄葉紙処理剤の粘度が過度に高くならず、薄葉
紙処理剤の輸送時や使用時における取り扱いが良好である。さらに、（Ａ）成分の配合量
が１～１０質量％であれば、薄葉紙のさらさら感及び柔らかさの大幅な向上が図れる。
【００１５】
　［（Ｂ）成分：硫酸エステル系界面活性剤、スルホン酸系界面活性剤、アミノ酸型界面
活性剤、炭素数８～２２のアルコールのアルキレンオキシド付加型非イオン界面活性剤か
らなる群から選ばれる少なくとも１種］
　（Ｂ）成分は、硫酸エステル系界面活性剤（以下、（ｂ１）成分）、スルホン酸系界面
活性剤（以下、（ｂ２）成分）、アミノ酸型界面活性剤（以下、（ｂ３）成分）、炭素数
８～２２のアルコールのアルキレンオキシド付加型非イオン界面活性剤（以下、（ｂ４）
成分）からなる群から選ばれる少なくとも１種である。中でも、（ｂ１）成分、（ｂ２）
成分、（ｂ４）成分が好ましい。（Ｂ）成分を配合することで、薄葉紙処理剤は、薄葉紙
の風合い改善が図れる。
【００１６】
　＜（ｂ１）成分：硫酸エステル系界面活性剤＞
　（ｂ１）成分である硫酸エステル系界面活性剤は、分子内に硫酸エステル基を含有する
アニオン界面活性剤であり、例えば、アルキル硫酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエー
テル硫酸塩等が挙げられる。中でも、さらさら感の向上の観点から、アルキル硫酸塩、ポ
リオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩が好ましい。
　アルキル硫酸塩のアルキル基の炭素数は特に限定されないが、例えば、平均炭素数８～
１８が好ましく、１２～１５がより好ましい。上記範囲内であれば、後述する会合体粒子
がより安定的に分散されるためである。
　また、アルキル硫酸塩を構成する対イオンとしては、ナトリウム、カリウム等のアルカ
リ金属イオン；マグネシウム等のアルカリ土類金属；アンモニウムイオン；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等のアルカノールアミン等が挙げ
られる。
　このようなアルキル硫酸塩の中でもラウリル硫酸ナトリウムが特に好ましい。
【００１７】
　ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩のアルキル基の炭素数は特に限定されず、
例えば、平均炭素数８～１８が好ましく、１２～１６がより好ましい。上記範囲内であれ
ば、後述する会合体粒子がより安定的に分散されるためである。
　ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩のエチレンオキサイド（ＥＯ）の付加モル
数は特に限定されないが、例えば、平均付加モル数１～３が好ましく、平均付加モル数３
がより好ましい。上記範囲内であれば、後述する会合体粒子がより安定的に分散されるた
めである。
　また、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩を構成する対イオンとしては、ナト
リウム、カリウム等のアルカリ金属イオン；マグネシウム等のアルカリ土類金属；アンモ
ニウムイオン；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等の
アルカノールアミン等が挙げられる。
　このようなポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩としては、ポリオキシエチレン
（ＥＯ平均付加モル数１～３）ラウリルエーテル硫酸ナトリウムが好ましく、ポリオキシ
エチレン（ＥＯ平均付加モル数３）ラウリルエーテル硫酸ナトリウムが特に好ましい。
【００１８】
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　＜（ｂ２）成分：スルホン酸系界面活性剤＞
　（ｂ２）成分であるスルホン酸系界面活性剤は、スルホン酸塩基（－ＳＯ３Ｍ；Ｍは対
イオンを示す。）を有する界面活性剤である。Ｍで表される対イオンとしては、ナトリウ
ム、カリウム等のアルカリ金属イオン；マグネシウム等のアルカリ土類金属；アンモニウ
ムイオン；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等のアル
カノールアミン等が挙げられる。
　（ｂ２）成分としては、例えば、アルキルベンゼンスルホン酸塩、α－オレフィンスル
ホン酸塩、アルカンスルホン酸塩、α－スルホ脂肪酸エステル塩等が挙げられる。中でも
、さらさら感の向上の観点からα－オレフィンスルホン酸塩が好ましい。
【００１９】
　（ｂ２）成分の構造中の炭素数は、好ましくは８～２２、さらに好ましくは１０～２０
である。
　（ｂ２）成分としては、例えば下記一般式によってそれぞれ表されるα－スルホ脂肪酸
エステル塩（一般式（１））、α－オレフィンスルホン酸塩（一般式（２））、アルキル
ベンゼンスルホン酸塩（一般式（３））等が挙げられ、中でも、一般式（２）で表される
α－オレフィンスルホン酸塩が好ましい。
【００２０】
【化１】

【００２１】
　［式中、Ｒ１、Ｒ２はそれぞれ独立してアルキル基を示し、Ｍ１は対イオンを示す。］
【００２２】
　前記一般式（１）で表されるα－スルホ脂肪酸エステル塩において、Ｒ１の炭素数は８
～１８が好ましい。Ｒ２の炭素数は１～６が好ましい。Ｍ１は、上記Ｍと同様のものが挙
げられる。
【００２３】
【化２】

【００２４】
　［式中、Ｒ３、Ｒ４はそれぞれ独立にアルキル基を示し、ｎは０以上の整数であり、Ｍ
２、Ｍ３はそれぞれ独立に対イオンを示す。］
【００２５】
　前記一般式（２）で表されるα－オレフィンスルホン酸塩は、Ｒ３及びＲ４の炭素数は
９～１５が好ましい。ｎは０～５が好ましい。Ｍ２及びＭ３は、上記Ｍと同様のものが挙
げられる。
　係るα－オレフィンスルホン酸塩は、アルケンスルホン酸塩（６０～７０質量％）と、
ヒドロキシアルカンスルホン酸塩（３０～４０質量％）との混合物である。
　また、係るα－オレフィンスルホン酸は、例えばエチレンのオリゴマー化、ｎ－パラフ
ィンの脱水素化、アルコールの脱水、又は石油ワックスの熱分解で得られたα－オレフィ
ンを３酸化イオウ等のスルホン化剤でスルホン化することにより得ることができる。
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　原料のα－オレフィンは、一般に炭素数の異なるオレフィンの混合物である。
　なお、α－オレフィンスルホン酸は、前記α－オレフィンを３酸化イオウ等のスルホン
化剤でスルホン化して得られるが、アルケンスルホン酸及びサルトンが生成し、当該サル
トンはアルカリ性条件下で加水分解し、ヒドロキシアルカンスルホン酸が生じるため、こ
れらの混合物となる。
　また、前記α－オレフィンスルホン酸塩は、不純物または副生物として硫酸ナトリウム
、ジスルホネート、未反応α－オレフィンを含むものを包含する。
【００２６】
【化３】

【００２７】
　［式中、Ｒ５はアルキル基を示し、Ｍ４は対イオンを示す。］
【００２８】
　前記一般式（３）で表されるアルキルベンゼンスルホン酸塩において、Ｒ５の炭素数は
１０～１５が好ましい。Ｍ４は、上記Ｍと同様のものが挙げられる。
【００２９】
　＜（ｂ３）成分：アミノ酸型界面活性剤＞
　（ｂ３）成分であるアミノ酸型界面活性剤は、アニオン部分としてカルボキシル基、カ
チオン部分としてアミノ基を有する両面界面活性剤であり、例えば、脂肪酸－Ｎ－メチル
タウリン酸、脂肪酸アシル－Ｎ－グルタミン酸塩、脂肪酸－Ｎ－メチル－β－アラニン塩
、脂肪酸－Ｎ－メチルグリシン塩、脂肪酸－Ｌ－アルギニン等が挙げられ、中でも、脂肪
酸－Ｎ－メチルタウリン酸、脂肪酸アシル－Ｎ－グルタミン酸塩、脂肪酸－Ｎ－メチル－
β－アラニン塩、脂肪酸－Ｎ－メチルグリシン塩が好ましい。
【００３０】
　［（ｂ４）成分：炭素数８～２２のアルコールのアルキレンオキシド付加型非イオン界
面活性剤］
　（ｂ４）成分は、炭素数８～２２のアルコール（以下、高級アルコールということがあ
る）のアルキレンオキシド付加物である、非イオン界面活性剤である。
　高級アルコールは直鎖であってもよく、分岐鎖を有していてもよい。
　高級アルコールとしては、例えば、オクチルアルコール、ラウリルアルコール、ミスチ
ルアルコール、セチルアルコール、オクタデシルアルコール（ステアリルアルコール）、
イソセチルアルコール、イソステアリルアルコール、オレイルアルコール、リノリルアル
コール等が挙げられ、中でも、風合い改善効果の向上の観点から、ベヘニルアルコール、
ステアリルアルコール、セチルアルコールが好ましい。
【００３１】
　付加するＡＯの種類は特に限定されないが、エチレンオキサイド（ＥＯ）、プロピレン
オキサイド（ＰＯ）、ブチレンオキサイド（ＢＯ）等から選ばれるアルキレンオキシド（
ＡＯ）を単独あるいは、混合（ブロック、ランダム）付加したものが挙げられる。中でも
、風合い向上の観点から、ＥＯの単独付加又はＥＯとＰＯとの混合付加が好ましく、ＥＯ
の単独付加がより好ましい。
　ＡＯの付加モル数は、特に限定されないが平均付加モル数２～５０が好ましく、平均付
加モル数２～４０がより好ましい。
【００３２】
　（ｂ４）成分のＨＬＢは特に限定されないが、１０以上であることが好ましい。このよ



(7) JP 5412178 B2 2014.2.12

10

20

30

40

50

うな（ｂ４）成分を用いることで、さらさら感の向上が図れるためである。なお、ＨＬＢ
は、Ｇｒｉｆｆｉｎの方法により求められる値である（吉田、進藤、大垣、山中共編、「
新版界面活性剤ハンドブック」、工業図書株式会社、１９９１年、第２３４頁参照）。
【００３３】
　薄葉紙処理剤中の（Ｂ）成分の配合量は、処理対象とする薄葉紙の材質や求める品質、
他の成分の配合量等を考慮して決定でき、例えば、０．２５～２０質量％の範囲で決定す
ることが好ましく、０．５～１５質量％がより好ましく、１～１０質量％がさらに好まし
い。（Ｂ）成分の配合量が０．２５質量％未満であると、薄葉紙の風合い改善が図りにく
いためである。（Ｂ）成分の配合量が２０質量％を超えても、（Ｂ）成分による風合い改
善の効果が飽和し、さらなる風合いの向上が望めないと共に、薄葉紙処理剤の粘度が高く
なりすぎて、使用上の不都合が大きくなるおそれがあるためである。加えて、（Ｂ）成分
の配合量が０．５～１５質量％であれば、目的とする風合い改善効果を得られると共に、
薄葉紙処理剤の粘度が過度に高くならず、薄葉紙処理剤の輸送時や使用時における取り扱
い（取り扱い性）が良好である。
【００３４】
　［（Ｃ）成分：多価アルコール］
　（Ｃ）成分は、多価アルコールである。（Ｃ）成分は親水性成分であり、主として基剤
として機能する。また、（Ｃ）成分を配合することにより、薄葉紙の風合い、特に保湿性
により、柔らかさ、しっとり感が向上する。
　（Ｃ）成分は、２価以上のアルコールであれば特に限定することなく用いることができ
る。中でも２～３価のアルコールが好ましく、特に３価のアルコールが好ましい。また、
炭素数は、適度な親水性の確保によって保水力が向上し、風合いも向上することから、２
～１０であることが好ましい。
　このような（Ｃ）成分としては、例えば、グリセリン、ジグリセリン、エチレングリコ
ール、プロピレングリコール、１，３－ブチレングリコール、ポリグリセリン、ポリエチ
レングリコール、ポリプロピレングリコール、ソルビトール、キシリトール、エリスリト
ール等が挙げられ、中でもグリセリン、プロピレングリコール、１，３－ブチレングリコ
ール、ポリエチレングリコールが好ましく、グリセリン、プロピレングリコール、ポリエ
チレングリコールがより好ましい。（Ｃ）成分は１種単独で又は２種以上を適宜組み合わ
せて使用できる。
【００３５】
　薄葉紙処理剤中の（Ｃ）成分の配合量は、処理対象とする薄葉紙の材質や求める品質、
他の成分の配合量等を考慮して決定でき、例えば、３０～９９．５質量％の範囲で決定す
ることが好ましい。上記範囲内とすることで、風合いとして柔らかさとさらさら感が両立
する。また上限値以下とすることで会合体粒子が安定した分散状態となる。
【００３６】
　［（Ｄ）成分：炭化水素基の炭素数が８～２２のアルキレンオキシド付加型ソルビタン
酸エステル］
　（Ｄ）成分は、炭化水素基の炭素数が８～２２のアルキレンオキシド付加型ソルビタン
酸エステルである。（Ｄ）成分は、（Ｂ）成分と同じように界面活性剤の機能を有する、
ものの、界面活性能が比較的低いため、単に（Ｂ）成分と置き換えても（Ａ）成分と安定
な会合体粒子を形成し、分散安定化することができない。しかしながら、（Ｂ）成分に（
Ｄ）成分を併用することで、会合体粒子をより安定に保つことができる。このため、液安
定性を保ちつつ、さらさら感と柔らかさをより向上できる。（Ｄ）成分は、炭化水素基の
炭素数が８～２２の脂肪酸とアルキレンオキシドを付加したソルビタンとのエステル化合
物であり、ツィーン又はポリソルベート類とも呼ばれる。
【００３７】
　（Ｄ）成分のソルビタン脂肪酸エステルを構成する脂肪酸部は、その炭化水素基の炭素
数が８～２２であり、好ましくは１２～１８である。
　前記脂肪酸部の炭化水素基は、直鎖であってもよく分岐鎖であってもよい。
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　加えて、前記脂肪酸部は、飽和脂肪酸であってもよいし、不飽和脂肪酸であってもよい
。
【００３８】
　このような（Ｄ）成分として、例えば、ラウリン酸、ステアリン酸、イソステアリン酸
、パルミチン酸、オレイン酸、ヤシ油脂肪酸等の脂肪酸と、ＥＯ、ＰＯ、ＢＯ等のアルキ
レンオキシドを単独あるいは、混合（ブロック、ランダム）付加したアルキレンオキシド
付加ソルビタンとのモノ－、ジ－、トリ－エステル化物及びこれらの混合物が挙げられる
。中でも、ラウリン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、イソステアリン酸もしくはヤシ油
脂肪酸と、エチレンオキシド付加ソルビタンとのエステル化物又はこれらの混合物が好ま
しく、ラウリン酸、パルミチン酸もしくはステアリン酸と、エチレンオキシド付加ソルビ
タンのエステル化合物又はこれらの混合物がより好ましい。
【００３９】
　（Ｄ）成分に付加されているＡＯとしては、ＥＯが好ましい。
　（Ｄ）成分のＥＯの平均付加モル数は特に限定されないが、平均付加モル数６～１６０
が好ましく、１０～８０がより好ましく、１５～６０がさらに好ましい。上記範囲内であ
れば、薄葉紙の滑らかさを向上できる。
【００４０】
　薄葉紙処理剤中の（Ｄ）成分の配合量は、処理対象とする薄葉紙の材質や求める品質、
他の成分の配合量等を勘案して決定でき、例えば、０．２５～２０質量％の範囲で決定す
ることが好ましく、０．５～１５質量％がより好ましく、１～１０質量％がさらに好まし
い。０．２５質量％未満であると、薄葉紙の風合い改善効果の向上が図れず、２０質量％
を超えて配合しても、風合い改善効果が飽和し、さらなる風合いの向上が望めないためで
ある。
【００４１】
　＜（Ｅ）成分：水＞
　（Ｅ）成分である水は、特に限定されないが、水に含まれる不純物の影響を抑えるため
、例えば、イオン交換水、純水等を使用することが好ましい。（Ｅ）成分を配合すること
で、薄葉紙処理剤の粘度が調節され、薄葉紙への塗布等の処理工程での取り扱いが容易に
なる。
　薄葉紙処理剤中の（Ｅ）成分の配合量は、薄葉紙処理剤の粘度等を勘案して決定するこ
とができる。
【００４２】
　［任意成分］
　薄葉紙処理剤には、本発明の目的を損なわない範囲で、任意成分として、ポリシロキサ
ン、油性成分、消泡剤、防腐剤、糖類等を配合することができる。
【００４３】
　＜ポリシロキサン＞
　ポリシロキサン（以下、（Ｆ）成分ということがある）としては、例えば、ジメチルシ
リコーン、ジメチルシリコーンエマルジョン、ポリエーテル変性シリコーン、アミノ変性
シリコーン、アミド変性シリコーン、フェニル変性シリコーン、アルキル変性シリコーン
、カルビノール変性シリコーン、無機フィラー複合コンパウンド型シリコーン、カチオン
性シリコーン及びこれらの混合物が挙げられる。薄葉紙処理剤は、（Ｆ）成分を配合する
ことで、薄葉紙の摩擦を低減し、さらさら感をさらに向上できる。
　（Ｆ）成分は、中でも、ジメチルシリコーン、ジメチルシリコーンエマルジョン、無機
フィラー複合コンパウンド型シリコーン、ポリエーテル変性シリコーン、アミノ変性シリ
コーン又はこれらの混合物が好ましい。このような（Ｆ）成分を配合することで、風合い
改善効果のさらなる向上が図れる。さらに、（Ｆ）成分としては、ジメチルシリコーン、
ジメチルシリコーンエマルジョン、ポリエーテル変性シリコーン、アミノ変性シリコーン
又はこれらの混合物がより好ましい。このような（Ｆ）成分を配合することで、製造時又
は薄葉紙の処理時における薄葉紙処理剤の泡立ちを抑制できると共に、薄葉紙処理剤の液
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安定性の向上が図れる。
【００４４】
　薄葉紙処理剤中の（Ｆ）成分の配合量は、薄葉紙に求める風合いに応じて決定でき、例
えば、０．０１～１０質量％が好ましく、０．０５～７．５質量％がより好ましく、０．
１～５質量％がさらに好ましい。（Ｆ）成分の配合量が０．０１質量％未満であると、目
的とする風合い改善効果が得られにくく、１０質量％を超えても風合い改善効果が飽和し
、さらなる風合いの向上が望めないためである。さらに、（Ｆ）成分の配合量が０．０５
～７．５質量％であれば、薄葉紙処理剤は、液安定性を維持しながら、薄葉紙の風合い改
善効果の向上が図れる。
【００４５】
　＜油性成分＞
　油性成分としては、流動パラフィン、ワセリン、スクワラン等の炭化水素類、ミツロウ
等のろう類、ヒマシ油、パーム油、ヤシ油、オリーブ油等の植物油、卵黄油、ラード等の
動物油等が挙げられる。中でも、流動パラフィン、ワセリン、スクワラン等の炭化水素類
が好ましく、流動パラフィン、ワセリンが特に好ましい。このような油性成分を配合する
ことで、薄葉紙の滑らかさを向上すると共に保湿力を向上する。加えて、薄葉紙への塗布
等の処理工程において、薄葉紙処理剤の泡立ちを抑制できる。
【００４６】
　薄葉紙処理剤中の油性成分の配合量は、薄葉紙に求める風合いに応じて決定でき、例え
ば、０．０１～１０質量％が好ましく、０．０５～５質量％が好ましい。油脂成分の配合
量が０．０１質量％未満であると風合い向上効果や泡立ち抑制の効果が発揮されにくく、
１０質量％を超えても風合い改善の効果が飽和し、さらなる風合いの向上が望めないため
である。さらに油性成分の配合量が０．０５～５質量％であれば、薄葉紙処理剤は、液安
定性を維持しながら、薄葉紙の風合い改善効果の向上が図れる。
【００４７】
　＜消泡剤＞
　消泡剤としては、エタノール等が挙げられ、中でもポリシロキサンが好ましい。消泡剤
を配合することで、製造時又は薄葉紙の処理時における薄葉紙処理剤の泡立ちを抑制でき
る。
【００４８】
　＜防腐剤＞
　防腐剤としては、例えば、安息香酸塩、メチルパラベン、プロピルパラベン、ブチルパ
ラベン等のオキシ安息香酸系；ヘキサヒドロ－１，３，５－トリス（２－ヒドロキシエチ
ル）－Ｓ－トリアジンに代表される有機窒素系；１，２－ベンゾイソチアゾリン－３－オ
ン、２－メチル－４－イソチアゾリン－３－オン、５－クロロ－２－メチル－４－イソチ
アゾリン－３－オン、２－ｎ－オクチル－４－イソチアゾリン、Ｎ－ブチル－１，２－ベ
ンズイソチアゾリン－３－オン等に代表される有機窒素硫黄系；１，２－ビス（ブロモア
セトキシ）エタン、２，２－ジブロモ－３－ニトリロプロピオンアミド、ビストリブロモ
メチルスルホンに代表されるような有機ブロム系；４，５－ジクロロ－１，２－ジチオー
ル－３－オンに代表されるような有機硫黄系等の化合物を用いた防腐剤を用いることがで
きる。
【００４９】
　薄葉紙処理剤中の防腐剤の配合量は、特に限定されないが、例えば、０．００５～２質
量％が好ましく、０．０１～０．５質量％がより好ましい。防腐剤の配合量が０．００５
質量％未満であると防腐効果が得られにくく、２質量％を超えても防腐効果が飽和し、さ
らなる防腐効果の向上が望めないためである。さらに防腐剤の配合量が０．０１～０．５
質量％であると、防腐効果の達成と経済性とを両立できる。
【００５０】
　＜糖類＞
　糖類としては、例えば、アラビノース、リボース、キシリトール、エリトリトール、グ
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ルコース、メチルグルコシド、マンノース、ガラクトース、フルクトース、ソルビトール
、マルトース、ラクトース、スクロース、ラフィノース及びマルトトリオース、エリトリ
トール、キシリトール、グルコース等が挙げられる。これらの糖類は、１種単独で又は２
種以上を適宜組み合わせて配合できる。
　薄葉紙処理剤中の糖類の配合量は、特に限定されないが、例えば、０．００５～１９．
５質量％が好ましく、０．０１～１５質量％がより好ましい。糖類の配合量が０．００５
質量％未満であると、風合い向上効果が得られにくく、１９．５質量％を超えても、糖類
の配合による風合い向上効果は飽和し、さらなる防腐効果の向上が望めないためである。
　さらに、糖類の配合量が０．０１～１５質量％であれば、薄葉紙処理剤は、液安定性を
維持しながら、薄葉紙の風合い改善効果の向上が図れる。
【００５１】
　＜その他＞
　その他の任意成分としては、ビタミンＣやビタミンＥ等の抗酸化剤、香料、消臭剤、色
素、エキス類等が挙げられる。
【００５２】
　［配合比率］
　薄葉紙処理剤中の（Ａ）成分、（Ｂ）成分、（Ｄ）成分の合計は、０．５～６０質量％
が好ましく、１～５０質量％がより好ましく、２～３０質量％がさらに好ましい。上記範
囲内であれば、（Ａ）成分と、（Ｂ）成分との併用による効果、さらには（Ｄ）成分を併
用する効果が十分に発揮され、薄葉紙の風合い改善が図れると共に、液安定性が図れる。
　加えて、薄葉紙処理剤に（Ｅ）成分を配合する場合、薄葉紙処理剤中の（Ａ）成分、（
Ｂ）成分、（Ｄ）成分の合計は、１～６０質量％が好ましく、２～５０質量％がより好ま
しく、４～３０質量％がさらに好ましい。上記範囲内であれば、（Ａ）成分と、（Ｂ）成
分との併用による効果、さらには（Ｄ）成分を併用する効果が十分に発揮され、薄葉紙の
風合い改善が図れる。
【００５３】
　薄葉紙処理剤における（Ａ）成分の配合比率は、（Ｄ）成分を配合しない場合、（Ａ）
／［（Ａ）＋（Ｂ）］の質量比を０．０９～０．９０、好ましくは０．１３～０．８、さ
らに好ましくは０．２３～０．７５の範囲とする。上記範囲内とすることで０．１～５μ
ｍ直径の会合体粒子を形成し、さらさら感に優れた風合いを付与する薄葉紙処理剤とする
ことができる。（Ａ）成分が下限未満では会合体粒子が形成されない場合があり、上限を
超えると分散せずに凝集物となってしまうことがある。
　また、薄葉紙処理剤に（Ｄ）成分を配合する場合には、（Ａ）／［（Ａ）＋（Ｂ）＋（
Ｄ）］の質量比を０．０９～０．９０、好ましくは０．１３～０．８、さらに好ましくは
０．２３～０．７５の範囲とする。上記範囲内とすることで０．１～５μｍ直径の会合体
粒子を形成し、さらさら感に優れた風合いを付与する薄葉紙処理剤とすることができる。
（Ａ）成分が下限値未満では会合体粒子が形成されない場合があり、上限値を超えると分
散せずに凝集物となってしまうことがある。
【００５４】
　薄葉紙処理剤における（Ｃ）成分の配合比率は、（Ｄ）成分を配合しない場合、（Ｃ）
／［（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）］の質量比を０．６０～０．９９５、好ましくは０．７０～
０．９９、さらに好ましくは０．８０～０．９８の範囲とする。上記範囲内とすることで
、風合いとして柔らかさとさらさら感が両立する。また上限値以下とすることで会合体粒
子が安定した分散状態となる。
　また、薄葉紙処理剤に（Ｄ）成分を配合する場合には、（Ｃ）／［（Ａ）＋（Ｂ）＋（
Ｃ）＋（Ｄ）］の質量比を０．６０～０．９９５、好ましくは０．７０～０．９９、さら
に好ましくは０．８０～０．９８の範囲とする。上記範囲内とすることで、風合いとして
柔らかさとさらさら感が両立する。また上限値以下とすることで会合体粒子が安定した分
散状態となる。
【００５５】
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　薄葉紙処理剤に（Ｄ）成分を配合する場合、（Ｄ）成分の配合比率は（Ｄ）／［（Ｂ）
＋（Ｄ）］の質量比を０．８０以下、好ましくは０．１０～０．７０、さらに好ましくは
０．２０～０．５０の範囲とする。（Ｄ）成分の配合により、風合いとしてさらさら感と
柔らかさがより両立する。上記上限値以下とすることにより所望の粒子径の会合体粒子を
安定的に形成し、安定した分散状態とすることができる。
【００５６】
　薄葉紙処理剤における（Ｅ）成分の配合比率は、（Ｅ）／［（Ｃ）＋（Ｅ）］の質量比
を０．００１～０．６０、好ましくは０．０１～０．５０、より好ましくは０．０５～０
．３０の範囲とする。上記上限値以下とすることで０．１～５μｍ直径の会合体粒子を安
定的に形成し、安定した分散状態とすることができる。上記上限値を超える（Ｅ）成分を
配合すると、会合体粒子の粒子径が大きくなり、薄葉紙処理剤が分離するおそれがある。
【００５７】
　［薄葉紙処理剤の製造方法］
　薄葉紙処理剤の製造方法は、上述の各成分を混合又は分散媒に分散して製造することが
できる。混合又は分散は、公知の方法を用いることができる。
【００５８】
　薄葉紙処理剤は、２０℃におけるｐＨが３～９であることが好ましく、ｐＨ４～８がよ
り好ましい。ｐＨ３未満であると、薄葉紙処理剤中の各成分が加水分解され所望する風合
い改善効果が得られない場合があると共に、薄葉紙処理剤で処理した薄葉紙の使用時に皮
膚への刺激（皮膚刺激性）が懸念される。ｐＨ９を超えると、皮膚刺激性の懸念がある。
ｐＨ４～８であれば、肌に対してよりやさしく、低刺激になり好ましい。
　薄葉紙処理剤のｐＨは、水酸化ナトリウム、塩酸、クエン酸等のｐＨ調整剤により調整
できる。
【００５９】
　（薄葉紙）
　本発明の薄葉紙は、上述した薄葉紙処理剤で処理したものである。
　薄葉紙処理剤を適用する薄葉紙は特に限定されず、従来公知の抄紙法で得られた紙を用
いることができる。薄葉紙処理剤を適用する薄葉紙は、１プライであってもよいし、２プ
ライ（２枚重ねで１組）、３プライ、４プライ又はそれ以上であってもよい。複数プライ
（２プライ以上）とする場合、表面を構成する薄葉紙のみが薄葉紙処理剤で処理されてい
てもよいし、全ての薄葉紙が薄葉紙処理剤で処理されていてもよい。
【００６０】
　薄葉紙とは、ごく薄く漉いた紙（和紙、洋紙）を意味し、好ましくは秤量１０～４５ｇ
／ｍ２、さらに好ましくは１０～２２ｇ／ｍ２のものである。このような薄葉紙としては
、トイレットペーパーやティッシュペーパー、ペーパータオル等の家庭用、食器、包装、
衛生等の業務用に用いるものが挙げられ、好ましくは家庭用薄葉紙である。ここで、家庭
用薄葉紙とは、ティッシュペーパー、トイレットペーパー、ペーパータオル、生理用品、
ちり紙等の総称とする。
【００６１】
　そして、好ましくは本発明に適用する薄葉紙処理剤をそのまま、又は必要に応じて水（
好ましくはイオン交換水）で適宜希釈して二次処理剤とし、これを処理対象とする薄葉紙
の表面に塗布し、乾燥すると、本発明の薄葉紙処理剤で処理してなる薄葉紙が得られる。
【００６２】
　薄葉紙処理剤の塗布量は、水を除いた有効成分換算質量で、薄葉紙の乾燥重量に対して
１～５０質量％、好ましくは５～３０質量％、さらには１０～２５質量％とすることが好
ましい。上記下限値以上とすることにより、目的とする風合い向上効果が向上する。上記
上限値以下にすることにより、シワ等薄葉紙の外観を損なう傾向を抑制できる。また、経
済的に有利である。
【００６３】
　塗布方法は、従来公知の方法、例えば、ロール転写法、スプレー塗布法等の任意の方法
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を採用できる。中でも、塗布量の安定、品質の安定、歩留まり向上の観点から、ロール転
写法が好ましい。
【００６４】
　上述のとおり、本発明の薄葉紙処理剤で薄葉紙を処理することにより、柔らかさ、さら
さら感等の風合いが良好な薄葉紙が得られる。
　このような、薄葉紙の風合い向上は、（Ｃ）成分が薄葉紙に付着することで、薄葉紙に
柔らかさを与え、発現する。さらに、（Ｃ）成分中で、主に（Ａ）成分と（Ｂ）成分とが
会合体粒子を形成し、該会合体粒子が薄葉紙に付着する。会合体粒子の存在は、顕微鏡に
よる観察で、薄葉紙処理剤中に直径０．１～５μｍの粒子を確認できる。この会合体粒子
が、薄葉紙の表面に存在することで、薄葉紙にパウダーを塗布したような、さらさら感を
付与できる。薄葉紙処理剤は、会合体粒子の粒子径が比較的小さいため、該会合体粒子が
均一に分散した状態を維持でき、高い液安定性を有する。さらに、さらさら感の付与のた
めのパウダー類を含有しないため、製造時、保管時又は使用時における分級を防止できる
。
【００６５】
　本発明の薄葉紙処理剤は、家庭で使用される家庭用薄葉紙の処理に適している。本発明
の薄葉紙処理剤で処理した薄葉紙は、例えばパーソナルケア用途及び家庭用品クリーニン
グに好適な拭き取り製品、ティッシュ等の紙製品（薄葉紙）等に好適に利用することがで
きる。
【実施例】
【００６６】
　以下に実施例を用いて本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこれら実施例に限定
されるものではない。
　（使用原料）
　以下に、実施例に用いた使用原料を示す。
【００６７】
　［（Ａ）成分：炭化水素基の炭素数が１４～２２であり、融点が２０℃以上であるアル
キレンオキシドが付加されていないソルビタン脂肪酸エステル］
　・（Ａ－１）モノステアリン酸ソルビタン：ＥＭＡＬＥＸ　ＳＰＥ－１００Ｓ、日本エ
マルジョン株式会社製
　・（Ａ－２）モノパルミチン酸ソルビタン：ＮＩＫＫＯＬ　ＳＰ－１０Ｖ、日光ケミカ
ルズ株式会社製
【００６８】
　［（Ａ’）成分：（Ａ）成分の比較品］
　・（Ａ’－１）ヤシ油脂肪酸ソルビタン：ＮＩＫＫＯＬ　ＳＬ－１０　日光ケミカルズ
株式会社製
【００６９】
　［（Ｂ）成分：硫酸エステル系界面活性剤、スルホン酸系界面活性剤、アミノ酸型界面
活性剤、炭素数８～２２のアルコールのアルキレンオキシド付加型非イオン界面活性剤か
らなる群から選ばれる少なくとも１種］
　・（Ｂ－１）α－オレフィンスルホン酸ナトリウム：（ｂ２）成分、Ｋリポラン　ＰＪ
－４００、ライオン株式会社製
　・（Ｂ－２）ポリオキシエチレン（ＥＯ３）ラウリルエーテル硫酸ナトリウム：（ｂ１
）成分、テイカポールＮＥ－１２７０（純分；７０質量％、水分；３０質量％）、テイカ
株式会社製
　・（Ｂ－３）ラウリン酸－Ｎメチルグリシン塩：（ｂ３）成分、ソイポンＳＬＰ、川研
ファインケミカル株式会社製
　・（Ｂ－４）ポリオキシエチレン（ＥＯ３０）ステアリルエーテル：（ｂ４）成分、エ
マレックス６３０、日本エマルジョン株式会社製
　・（Ｂ－５）ポリオキシエチレン（ＥＯ３０）セチルエーテル：（ｂ４）成分、エマレ
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ックス１３０、日本エマルジョン株式会社製
　・（Ｂ－６）ポリオキシエチレン（ＥＯ２５）イソセチルエーテル：（ｂ４）成分、エ
マレックス１６２５、日本エマルジョン株式会社製
【００７０】
　［（Ｃ）成分：多価アルコール］
　・（Ｃ－１）グリセリン：食品添加物グリセリン（水分；０．１質量％）、ライオン株
式会社製
　・（Ｃ－２）ポリエチレングリコール：ＰＥＧ＃３００Ｋ、ライオン株式会社製
　・（Ｃ－３）プロピレングリコール：プロピレングリコール、旭硝子株式会社製
【００７１】
　［（Ｄ）成分：炭化水素基の炭素数が８～２２のアルキレンオキシド付加型ソルビタン
脂肪酸エステル］
　・（Ｄ－１）モノラウリン酸ポリオキシエチレンソルビタン（ＥＯ２０）：ノニオン　
ＬＴ－２２１、日本油脂株式会社製
　・（Ｄ－２）モノパルミチン酸ポリオキシエチレンソルビタン（ＥＯ２０）：ＮＩＫＫ
ＯＬ　ＴＰ－１０ＥＸ、日光ケミカルズ株式会社製
　・（Ｄ－３）モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン（ＥＯ６）：ＮＩＫＫＯ
Ｌ　ＴＳ－１０６Ｖ、日光ケミカルズ株式会社製
【００７２】
　［（Ｅ）成分：水］
　（Ｅ）成分には、イオン交換水を用いた。
【００７３】
　［（Ｆ）成分：ポリキシロサン］
　・（Ｆ－１）ポリエーテルシリコーン：ＳＨ３７７１Ｍ、東レダウコーニング株式会社
製
　・（Ｆ－２）シリコンエマルジョン：ＫＭ－７０、信越化学工業株式会社製
【００７４】
　（評価方法）
　［薄葉紙風合い評価］
　各例の薄葉紙処理剤を４０℃の恒温槽に２時間保存した。これをスプレー容器に入れ、
未処理のティッシュペーパー（未処理薄葉紙：坪量１２ｇ／ｍ２の２プライ品、大王製紙
株式会社製のティッシュペーパー「エリエール」（商品名）、寸法；縦１９７ｍｍ×横２
２９ｍｍ）に、スプレーで均一に塗布した後、恒温恒湿室（温度２５℃、湿度６５％ＲＨ
）内で２４時間放置して乾燥処理し、評価用薄葉紙を得た。薄葉紙処理剤の塗布量は、前
記評価用薄葉紙の質量が、前記未処理薄葉紙の質量の１１０％となるように調整した。こ
のように得られた評価用薄葉紙について、風合いを評価した。
　薄葉紙風合い評価は、５人のパネラが、評価用薄葉紙のさらさら感と柔らかさについて
、官能評価を行った。官能評価は、下記評価基準に従い、評価用薄葉紙と未処理薄葉紙と
の比較により評価した。
【００７５】
　＜評価基準＞
　対象品に比べ、極めて良好　　：４点
　対象品に比べ、良好　　　　　：３点
　対象品に比べ、やや良好　　　：２点
　対象品と同等以下　　　　　　：１点
【００７６】
　そして、この得られた５人分の点数を合計し、以下の基準で◎～×を判定した。
　＜判定基準＞
　合計１７点以上～２０点　　　：◎
　合計１４点以上～１７点未満　：○～◎
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　合計１１点以上～１４点未満　：○
　合計８点以上～１１点未満　　：△
　合計５点以上～８点未満　　　：×
【００７７】
　［液安定性の評価］
　薄葉紙処理剤を２５℃条件下で、１日間保存し、分離の有無を目視で判定し、下記の基
準で評価した。
　＜評価基準＞
　乳白色均一で分離なし　：◎
　ほぼ均一で分離なし　　：○
　僅かに分離が認められる：△
　完全に分離している　　：×
【００７８】
　［粒子径の測定］
　光学顕微鏡（オリンパス株式会社製）を用いて、会合体粒子の粒子径を測定した。測定
値は、観察される粒子２０個の粒子直径を計測し、その平均値として求めた。なお、表中
、２５℃で流動性がなく固化したものは「固体」と表示した。
【００７９】
　（実施例１～６）
　表１の組成に従い、２００ｍｌビーカーに、（Ｃ）成分、（Ａ）成分、（Ｂ）成分の順
に所定量を投入し、油浴中で７０℃まで加温し、攪拌・混合した。この時、ｐＨが３～９
の範囲外であった場合は、１Ｎ水酸化ナトリウム又はクエン酸を用いてｐＨを調整し、目
的とする薄葉紙処理剤を得た。得られた薄葉紙処理剤について、薄葉紙風合い評価、液安
定性評価を行った。なお、表中、（Ｂ－２）成分は、純分としての組成を記載し、（Ｂ－
２）に含まれる水分は、イオン交換水と併せて（Ｅ）成分として記載した（以降において
同じ）。
【００８０】
　（実施例７～９、１４～１７、２１）
　表１～３の組成に従い、（Ｂ）成分投入の後、さらに（Ｄ）成分、（Ｅ）成分を投入し
た以外は実施例１と同様に薄葉紙処理剤を調製し、薄葉紙風合い評価、液安定性評価を行
った。
【００８１】
　（実施例１０～１３）
　表２の組成に従い、（Ｂ）成分投入の後、さらに（Ｅ）成分を投入した以外は実施例１
と同様に薄葉紙処理剤を調製し、薄葉紙風合い評価、液安定性評価を行った。
【００８２】
　（実施例１８）
　表３の組成に従い、（Ｂ）成分投入の後、さらに（Ｄ）成分、（Ｅ）成分、（Ｆ）成分
を配合した以外は実施例１と同様に薄葉紙処理剤を調製し、薄葉紙風合い評価、液安定性
評価を行った。
【００８３】
　（実施例１９）
　表３の組成に従い、２００ｍｌビーカーに、（Ａ）成分、（Ｂ）成分、（Ｄ）成分の順
に所定量を投入し、油浴中で６０℃まで加温し、攪拌・混合した。その後、この混合物と
等量の（Ｃ）成分を６０℃に加温し、これに、（Ａ）成分と（Ｂ）成分と（Ｄ）成分の混
合物を撹拌下で添加した。さらに、残りの（Ｃ）成分を添加した。この時、ｐＨが３～９
の範囲外であった場合は、１Ｎ水酸化ナトリウム又はクエン酸を用いてｐＨを調整し、目
的とする薄葉紙処理剤を得た。得られた薄葉紙処理剤について、薄葉紙風合い評価、液安
定性評価を行った。
【００８４】
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　（実施例２０）
　残りの（Ｃ）成分を添加した後、さらに（Ｅ）成分を配合した以外は、実施例１９と同
様にして薄葉紙処理剤を得た。得られた薄葉紙処理剤について、薄葉紙風合い評価、液安
定性評価を行った。
【００８５】
　（比較例１）
　表３の組成に従い、２００ｍｌビーカーに、（Ｃ）成分を配合しないことを除き実施例
１と同様に薄葉紙処理剤を調製し、薄葉紙風合い評価、液安定性評価を行った。
【００８６】
　（比較例２）
　表３の組成に従い、２００ｍｌビーカーに、（Ｂ）成分を配合しないことを除き実施例
１と同様に薄葉紙処理剤を調製し、薄葉紙風合い評価、液安定性評価を行った。
【００８７】
　（比較例３）
　表３の組成に従い、２００ｍｌビーカーに、（Ａ）成分を配合しないことを除き実施例
１と同様に薄葉紙処理剤を調製し、薄葉紙風合い評価、液安定性評価を行った。
【００８８】
　（比較例４～９）
　表４の組成に従い、（Ｃ）成分を添加した後に、イオン交換水を配合した以外は実施例
１と同様に薄葉紙処理剤を調製し、薄葉紙風合い評価、液安定性評価を行った。
【００８９】
　（比較例１０）
　表４の組成に従い、（Ａ）成分に換えて、（Ａ’）成分を配合した以外は、実施例１と
同様に薄葉紙処理剤を調製し、薄葉紙風合い評価、液安定性評価を行った。
【００９０】
　（比較例１１）
　表４の組成に従い、２００ｍｌビーカーに、（Ａ）成分、（Ｄ）成分の順に所定量秤取
り、油浴中で６０℃まで加温し、攪拌・混合した。その後、（Ａ）成分、（Ｄ）成分を合
わせたものに、６０℃に加温した（Ｃ）成分を添加した。この混合物と等量のイオン交換
水を６０℃に加温し、これに、（Ａ）成分と（Ｄ）成分の混合物を撹拌下で添加した。さ
らに、残りの（Ｅ）成分を添加した。この時、ｐＨが３～９の範囲外であった場合は、１
Ｎ水酸化ナトリウム又はクエン酸を用いてｐＨを調整し、目的とする薄葉紙処理剤を得た
。得られた薄葉紙処理剤について、薄葉紙風合い評価、液安定性評価を行った。
【００９１】
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【表１】

【００９２】
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【表２】

【００９３】
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【表３】

【００９４】
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【表４】

【００９５】
　表１～４において、（Ｄ）成分を含まない薄葉紙処理剤において、（Ａ）／［（Ａ）＋
（Ｂ）＋（Ｄ）］質量比は（Ａ）／［（Ａ）＋（Ｂ）］質量比を表し、（Ｃ）／［（Ａ）
＋（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｄ）］質量比は（Ｃ）／［（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）］質量比を表す
。
　表１～４に示すとおり、本発明の薄葉紙処理剤及び該薄葉紙処理剤で処理した薄葉紙で
ある実施例１～２１は、いずれも液安定性を損なうことなく、さらさら感、柔らかさ共に
評価「○」以上であり、薄葉紙の風合いを向上できた。加えて、実施例１～２１は、粒子
径０．５～４．１μｍの粒子（会合体粒子）が確認できた。
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　（Ｃ）成分を配合していない比較例１は、会合体粒子の粒子径が２５μｍであり、さら
さら感、柔らかさの評価が共に「×」であった。一方、（Ｃ）／［（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ
）＋（Ｄ）］質量比を０．９９５超とした比較例７、８では、会合体粒子を確認できず、
さらさら感、柔らかさの評価が共に「×」であった。
　（Ａ）／［（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｄ）］質量比を０．０９未満とした比較例３、４では、
いずれも会合体粒子の存在を確認できず、さらさら感、柔らかさの評価は実施例１～２１
に比べて劣るものであった。（Ａ）／［（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｄ）］質量比を０．９０超と
した比較例２、５、６、９では、会合体粒子の粒子径が１０００μｍ以上あるいは薄葉紙
処理剤が固化した。
　（Ａ）成分に換えて、炭化水素基の炭素数が８～１２の（Ａ’－１）を配合した比較例
１０では、会合体粒子の存在を確認できず、さらさら感、柔らかさの評価は実施例１～２
１に比べて劣るものであった。また、（Ｂ）成分を配合せず、（Ｄ）成分を配合した比較
例１１では、粒子径５０μｍの会合体粒子を確認できたが、液安定性は「×」であり、風
合い評価は「△」又は「×」であった。
　以上の結果から、本発明の薄葉紙処理剤は、（Ａ）～（Ｃ）成分を特定の比率で配合す
ることで、適切な粒子径の会合体粒子が形成され、風合いの向上が図れることが判った。
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