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(57)【要約】
【課題】シートの伸びを防止し、米坪を低減させ、紙のコシが小さいものとすることで、
薬液塗布量を低減しながらも、目的の肌触り性（風合い）を高めたりや保湿性などの特性
を示す家庭用衛生薄葉紙を得る。
【解決手段】インターフォルダにおいて、パルプ繊維を抄造した原紙を、所定の幅で巻き
取った巻取ロール１、２から連続シート１０、２０をそれぞれ巻き戻して、これらを折り
畳み積み重ね手段５０により折り畳み積み重ねるに際し、その折り畳み積み重ね前に、対
象のシートに薬液を転写するロール転写装置３３，３４及び４３、４４により薬液をロー
ル転写で連続的に塗布する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インターフォルダにおいて、パルプ繊維を抄造した原紙を、所定の幅で巻き取った巻取
ロールから連続シートをそれぞれ巻き戻して、これらを折り畳み積み重ねて製品化する家
庭用衛生薄葉紙の製造方法において、
　巻き戻しから折り畳み積み重ね工程の間で、前記連続シートに薬液をロール転写で連続
的に塗布することを特徴とする家庭用衛生薄葉紙の製造方法。
【請求項２】
　薬液のロール転写塗布をグラビアロールにより行う請求項１記載の家庭用衛生薄葉紙の
製造方法。
【請求項３】
　原紙の抄造工程において、前記薬液以外の別種の添加剤を添加する請求項１または２記
載の家庭用衛生薄葉紙の製造方法。
【請求項４】
　原紙の１プライ当たりの米坪が１０～２５ｇ／ｍ2であり、薬液のシート単位容積当た
りの含有量が１２～４５ｍｇ／ｃｍ3であり、製品におけるＪＩＳ　Ｐ８１１１で規定す
る条件で調湿し、ＪＩＳ　Ｐ８１２７で測定した水分率が１０．０～２０．０％であるこ
とを特徴とする家庭用衛生薄葉紙。
【請求項５】
　原紙の１プライ当たりの米坪が１０～２５ｇ／ｍ2であり、薬液のシート単位容積当た
りの含有量が１２～４５ｍｇ／ｃｍ3であり、製品におけるソフトネスが０．５～１．０
ｇであることを特徴とする家庭用衛生薄葉紙。
【請求項６】
　原紙の１プライ当たりの米坪が１０～２５ｇ／ｍ2であり、薬液のシート単位容積当た
りの含有量が１２～４５ｍｇ／ｃｍ3であり、製品におけるオイルＫＥＳ肌触り指数が６
．５以下であることを特徴とする家庭用衛生薄葉紙。
【請求項７】
　原紙に湿潤紙力剤、柔軟剤及びカルボキシメチルセルロースが添加されている請求項４
～６のいずれか１項に記載の家庭用衛生薄葉紙の製造方法。
【請求項８】
　インターフォルダにおいて、パルプ繊維を抄造した原紙を、所定の幅で巻き取った巻取
ロールから連続シートをそれぞれ巻き戻して、これらを折り畳み積み重ねて製品化する家
庭用衛生薄葉紙の製造設備において、
　巻き戻しから折り畳み積み重ね工程の間に、前記連続シートに薬液をロール転写で連続
的に塗布する薬液塗布手段を有することを特徴とする家庭用衛生薄葉紙の製造設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ドライタイプのティシュペーパーなどの家庭用衛生薄葉紙、家庭用衛生薄葉
紙の製造方法及び製造設備に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近時、いわゆるローション薬液を含有させることにより肌触りを柔らかくした、汎用の
ティシュペーパーに対し高級タイプのティシュペーパー（ウエットタイプのものに対し、
ドライタイプのティシュペーパーとして呼ばれている）が市販され、繰り返し鼻をかんで
も肌がヒリヒリし難い、または鼻が赤くなり難いとして人気を呼んでいる。
【０００３】
　本出願人は、さらに改良された家庭用衛生薄葉紙についていくつかの提案をなしている
（特許文献１及び特許文献２）。
　たとえば、特許文献１及び２においては、柔軟剤や保湿剤を含む薬液を基剤紙に対し４
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６ｍｇ／ｃｍ3以上含有させるようにしている。
【０００４】
　いわゆるローション薬液の塗布に際し、スプレー塗布を採用できるが、充分なる塗布量
を得がたい。しかも、可能な限り充分なる塗布量を得るためには、プライ加工後でインタ
ーフォルダにかける前に、オフラインで薬液の塗布を行う必要がある。
【０００５】
　しかし、オフラインでの薬液の塗布方法を採ると、薬液塗布によって、インターフォル
ダにかける前での巻き取り段階などにおいてシートの伸びが生じるので、原紙の米坪を高
める必要がある。シートの伸びは、オフラインでのロール塗布においても生じる。
【０００６】
　原紙の米坪を高めると、パルプ使用量の増大に伴いコスト高の要因となるばかりでなく
、紙のコシが大きくなり柔軟性を阻害し、しかもこれを回避するために柔軟剤などの使用
量を増す必要があるなどの悪循環に陥る。
【特許文献１】特開２００１－１６４３８５号公報
【特許文献１】特開２００３－１６４３８６公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、本発明の課題は、シートの伸びを防止し、米坪を低減させ、紙のコシが小
さいものとすることで、薬液塗布量を低減しながらも、目的の肌触り性（風合い）を高め
たりや保湿性などの特性を示す家庭用衛生薄葉紙、及びその家庭用衛生薄葉紙を得ること
ができる家庭用衛生薄葉紙の製造方法及び製造設備を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決した本発明は以下のとおりである。
　＜請求項１項記載の発明＞
　インターフォルダにおいて、パルプ繊維を抄造した原紙を、所定の幅で巻き取った巻取
ロールから連続シートをそれぞれ巻き戻して、これらを折り畳み積み重ねて製品化する家
庭用衛生薄葉紙の製造方法において、
　巻き戻しから折り畳み積み重ね工程の間で、前記連続シートに薬液をロール転写で連続
的に塗布することを特徴とする家庭用衛生薄葉紙の製造方法。
【０００９】
　（作用効果）
　本発明は、インターフォルダにおいて、巻き戻しから折り畳み積み重ね工程の間で、連
続シートにいわゆるローション薬液をロール転写で連続的に塗布するものである。ロール
転写により薬液を塗布すると、スプレー塗布による場合より、基材紙への薬液の塗布量を
多くすることができる。また、インターフォルダにおいてオンライン塗布を行うので、紙
の伸びを生じることがなく、米坪を低いものとすることができ、紙のコシが小さいあるい
は風合いに優れたものとすることができ、もって、少ない薬液塗布量であっても柔軟性に
富むものを得ることができる。この米坪を低く、薬液塗布量を少なくすることは経済性に
優れることを意味する。
　なお、本発明のローション薬液としては、主に、肌触り性（風合い）を高めたり、保湿
性を高め、パルプ繊維の肌への刺激を和らげるあるいは潤い感を高めることを主眼とする
ものである。
【００１０】
　＜請求項２項記載の発明＞
　薬液のロール転写塗布をグラビアロールにより行う請求項１記載の家庭用衛生薄葉紙の
製造方法。
【００１１】
　（作用効果）
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　薬液のロール転写塗布をグラビアロールにより行うことにより、凹凸のないロールの場
合に比較して、薬液塗布量を多くすることができる。
【００１２】
　＜請求項３項記載の発明＞
　原紙の抄造工程において、前記薬液以外の別種の添加剤を添加する請求項１または２記
載の家庭用衛生薄葉紙の製造方法。
【００１３】
　（作用効果）
　原紙の抄造工程において、前記の本発明の対象薬液以外の別種の添加剤、たとえば界面
活性剤からなる柔軟剤、でんぷんやデキストリンなどの湿潤紙力剤、カルボキシメチルセ
ルロースなどの一種または二種以上を添加すると、本発明の対象薬液と相俟って風合いを
改善できる。一方、すべての液をインターフォルダにおいてオンライン塗布することも想
定できるが、一度に紙力低下が起きる傾向があり、実生産を行う上で断紙が多発し、これ
を防止するために、添加剤については先に添加するのが好ましいのである。
　添加剤として、請求項７に述べるように、湿潤紙力剤、柔軟剤及びカルボキシメチルセ
ルロースを使用するのが望ましい。この理由は、湿潤紙力剤及び柔軟剤はカチオン性であ
るのに対し、カルボキシメチルセルロースはアニオン性である。その結果、アニオン性で
あるパルプ繊維に対し、カチオン性である湿潤紙力剤及び柔軟剤が吸着する際に、アニオ
ン性であるカルボキシメチルセルロースが吸着媒体となり、繊維に確実に吸着させ、湿潤
紙力剤及び柔軟剤が元来もつ機能を発揮させることができる。しかも、カルボキシメチル
セルロース自体が乾燥紙力を向上させるべく機能する。
【００１４】
　＜請求項４項記載の発明＞
　原紙の１プライ当たりの米坪が１０～２５ｇ／ｍ2であり、薬液のシート単位容積当た
りの含有量が１２～４５ｍｇ／ｃｍ3であり、製品におけるＪＩＳ　Ｐ８１１１で規定す
る条件で調湿し、ＪＩＳ　Ｐ８１２７で測定した水分率が１０．０～２０．０％であるこ
とを特徴とする家庭用衛生薄葉紙。
【００１５】
　（作用効果）
　薬液のシート単位容積当たりの含有量を１２～４５ｍｇ／ｃｍ3と少ないものでありな
がら、原紙の米坪（１プライ当り）が１０～２５ｇ／ｍ2と低いものであることから紙の
コシ（剛性）が小さいので、柔軟性感及び風合いに優れたものとなる。そして、水分率が
高いのでしっとり感を与えるものとなる。
【００１６】
　＜請求項５項記載の発明＞
　原紙の１プライ当たりの米坪が１０～２５ｇ／ｍ2であり、薬液のシート単位容積当た
りの含有量が１２～４５ｍｇ／ｃｍ3であり、製品におけるソフトネスが０．５～１．０
ｇであることを特徴とする家庭用衛生薄葉紙。
【００１７】
　（作用効果）
　本発明によって、低いソフトネスのものを得ることができる。
【００１８】
　＜請求項６項記載の発明＞
　原紙の１プライ当たりの米坪が１０～２５ｇ／ｍ2であり、薬液のシート単位容積当た
りの含有量が１２～４５ｍｇ／ｃｍ3であり、製品におけるオイルＫＥＳ肌触り指数が６
．５以下であることを特徴とする家庭用衛生薄葉紙。
【００１９】
　（作用効果）
　本発明によって、風合い及び肌触りに優れたものを得ることができる。
【００２０】
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　＜請求項７項記載の発明＞
　原紙に湿潤紙力剤、柔軟剤及びカルボキシメチルセルロースが添加されている請求項４
～６のいずれか１項に記載の家庭用衛生薄葉紙の製造方法。
【００２１】
　（作用効果）
　本発明によって、請求項３で述べた利点を発揮するものとなる。
【００２２】
　＜請求項８項記載の発明＞
　インターフォルダにおいて、パルプ繊維を抄造した原紙を、所定の幅で巻き取った巻取
ロールから連続シートをそれぞれ巻き戻して、これらを折り畳み積み重ねて製品化する家
庭用衛生薄葉紙の製造設備において、
　巻き戻しから折り畳み積み重ね工程の間に、前記連続シートに薬液をロール転写で連続
的に塗布する薬液塗布手段を有することを特徴とする家庭用衛生薄葉紙の製造設備。
【００２３】
　（作用効果）
　請求項１の場合と同様の作用効果を奏する。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、シートの伸びを防止し、米坪を低減させ、紙のコシが小さいものとす
ることで、薬液塗布量を低減しながらも、目的の肌触り性（風合い）を高めたりや保湿性
などの特性を示す家庭用衛生薄葉紙、及びその家庭用衛生薄葉紙を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下本発明を実施するための最良の形態を示しながら本発明をさらに詳説する。
　本発明は、ドライタイプのティシュペーパーなどの家庭用衛生薄葉紙を提供するもので
ある。したがって、水分率としては１００％未満であり、通常は８０％以下であり、工場
出荷段階では工場内の湿度に依存するが、使用時点（取り出し段階）では大気中湿度にほ
ぼ対応した水分率を有するものである。好ましい水分率は、通常の紙製家庭用衛生薄葉紙
容器内に収納・未開封時において、１０～２０％、特に１０～１５％（ＪＩＳ Ｐ８１１
１で規定する条件で調湿し、ＪＩＳ Ｐ８１２７で測定した水分率）である。
【００２６】
　＜製造形態＞
　まず、本発明の係る製造方法を説明する。
　箱詰型ティッシュペーパーの製造にあたり、抄紙装置においてパルプ繊維（望ましくは
古紙パルプを含まないバージンパルプ１００％のパルプ繊維）から薄葉紙を抄造し、必要
によりクレープを施し、カレンダー処理を施した上で、これを巻き取り一次原反ロール（
一般にジャンボロールともいわれている）を製造し、次いで図示しないが、この一次原反
ロールを公知のプライマシンにセットし、複数の一次原反ロールから繰り出した一次連続
シートを重ね合わせて巻き取るとともに輪切り（幅方向に複数に分割）にし、複数枚のプ
ライからなる二次原反ロールを製造する。
【００２７】
　プライマシンで製造した二次原反ロールは、プライマシンから取り出されその後図１に
示すインターフォルダにセットされる。インターフォルダにおいては、二次原反ロールか
ら繰り出した二次連続シートを折り畳みながら積み重ねる。インターフォルダで製造した
折り畳み積層物は、後段設備において長手方向に所定の間隔をおいて裁断され、箱詰め、
包装等の処理を経て製品となる。
【００２８】
　図１は、本発明におけるインターフォルダでの工程を示している。
　すなわち、インターフォルダにおいて、パルプ繊維を抄造した原紙を、所定の幅（通常
は、製品幅もしくはその複数倍の幅とされる）で巻き取った前記の二次原反ロールとして
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の巻取ロール１、２から連続シート１０、２０をそれぞれ巻き戻して、これらを折り畳み
積み重ね手段５０により折り畳み積み重ねるのである。
【００２９】
　図示のインターフォルダの組は、図面を貫く方向に多数有し、最終的な折り畳み積層物
は、後段設備において長手方向に製品幅と等しい間隔をおいて裁断され、箱詰め、包装等
の処理を経て製品されるのである。
【００３０】
　さて、巻取ロール１、２からそれぞれ２プライの連続シート１０、２０は、テンション
コントローラ３１、４１にて張力制御がなされた後、細幅のエンボスロールを有しこれと
弾性ロールとの間でシートを押圧状態でニップするプライ接合手段３２、４２にてプライ
接合される。その後、薬液パンを有し、その薬液をグラビアロールにピックアップして、
対象のシートに薬液を転写するロール転写装置３３，３４及び４３、４４により薬液をロ
ール転写で連続的に塗布する。ここで、２プライの連続シート１０及び２０に対し、２つ
のロール転写装置３３，３４及びロール転写装置４３，４４を備えているのは、連続シー
ト１０及び２０がそれぞれ２プライであり、各外面に薬液を塗布するためである。
【００３１】
　このように薬液を塗布した後、プレス装置３５、４５により薬液を含浸させる工程を取
り入れるのが望ましい。プレス装置３５、４５を使用することで、薬液の含浸を図ること
ができるばかりでなく、幅方向の含浸量の均一化を図ることもできる。
【００３２】
　その後は、前述のように、連続シート１０及び２０は折り畳み積み重ね手段５０により
折り畳み積み重ねられる。
【００３３】
　ここでプライボンディングについて説明する。この種のティッシュペーパーはエンボス
加工によりプライ（薄葉紙層）相互が接合され、使用に際して離れないようになっている
。このためプライマシンとインターフォルダとを個別に備えた設備では、従来においては
、プライマシンにおいて一次連続シート相互を重ね合わせてから巻き取りまでの間に、エ
ンボスロールによってエンボス接合を行っていた。プライマシンにおける処理速度はイン
ターフォルダと比べて速いため、ここでエンボス接合加工を施すと、エンボスを均一に付
与できずにプライ離れが生じ易くなったり、エンボス付与部における紙の裂けや断紙が発
生し易くなったり、プライボンディング（重ね合わせ接合）が不安定になったりするとい
う問題点があった。
【００３４】
　そこで、本出願人が特開２００２―３４７１４６号に開示したように、エンボス加工に
よる接合が行われていないそれぞれ複数枚のプライからなる複数の連続シートを、インタ
ーフォルダに供給し、前記連続シートの折り畳み積み重ねに先立って、前記連続シートに
エンボス加工を施しプライ相互を接合することが望ましい。
【００３５】
　この場合、図１に示すように、プライ接合手段３２、４２をロール転写装置３３，３４
及び４３、４４より前段に配設することが望ましい。逆であると、薬液塗布がシートの全
面であり、そのシート幅の両側にプライボンディングを行うときに、その接合強度が低下
するからである。
【００３６】
　ここで、原紙の抄造工程において、本発明の対象薬液以外の別種の薬液、たとえば界面
活性剤からなる柔軟剤、でんぷんやデキストリンなどの湿潤紙力剤、カルボキシメチルセ
ルロースなどの一種または二種以上を塗布すると、本発明の対象薬液と相俟って風合いを
改善できる。
【００３７】
　＜薬液等＞
　いわゆるローション薬液の塗布にあたり、抄造後の約６％程度の水分率を示すシート単
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位容積当たりの含有量を１２～４５ｍｇ／ｃｍ3、特に１８～４０ｍｇ／ｃｍ3とするのが
望ましい。薬液含有量が少ないと次記の目的特性を得がたい。薬液含有量を多くすると、
薬液使用量の増大に伴いコスト高となるばかりでなく、使用時におけるベトツキ感及び使
用後における薬液の残存感を与える。本発明において、少ない薬液使用量にもかかわらず
、次記の目的特性を与えるのは米坪を低くすることとの関係が大きい。
【００３８】
　すなわち、本発明の原紙の望ましい１プライ当たりの米坪は１０～２５ｇ／ｍ2、特に
好ましくは１０～１５ｇ／ｍ2である。米坪が低いことにより紙のコシを弱くすることが
でき、充分に柔軟性に富むものとなる。ただし、過度に低いと強度の低下などを生じる。
【００３９】
　製品のソフトネスは０．５～１．０ｇ、特に０．６～０．８であるのが望ましい。
【００４０】
　本発明におけるローション薬液に限定されるものではないが、主に、肌触り性（風合い
）を高めたり、保湿性を高め、パルプ繊維の肌への刺激を和らげるあるいは潤い感を高め
ることを主眼とするものを挙げることができる。
【００４１】
　たとえば、保湿性薬液として、シリコーンオイル、シリコーンパウダー等のポリシロキ
サン、グリセリン、ジグリセリン、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等の多価アルコール、ソルビトール、グルコース、キシリトー
ル、マルトース、マルチトール、マンニトール、トレハロース等の糖類、グリコール系溶
剤およびその誘導体のうちの少なくとも１種の保湿剤を含むものを用いてなるものを挙げ
ることができる。
　さらに、セタノール、ステアリルアルコール、オレイルアルコール等の高級アルコール
、流動パラフィンなども使用できる。
【００４２】
　また、前記薬液に、グリシン、アスパラギン酸、アルギニン、アラニン、シスチン、シ
ステインなどのアミノ酸；アロエエキス、アマチャエキス、カリンエキス、キュウリエキ
ス、アギナエキス、トマトエキス、ノバラエキス、ヘチマエキス、ユリエキス、レンゲソ
ウエキスなどの植物抽出エキス；オリーブ油、ホホバ油、ローズヒップ油、アーモンド油
、ユーカリ油、アボガド油、ツバキ油、大豆油、サフラワー油、ゴマ油、月見草油などの
植物油；ビタミン、加水分解コラーゲン、加水分解ケラチン、加水分解シルク、キトサン
、尿素、はちみつ、ローヤルゼリー、ヒアルロン酸ナトリウム、セラミド、スクワラン、
ワセリンなどを配合できる。
　ここで、ビタミンＣ、ビタミンＥ、コラーゲンがある。この種のものは、潤い感を高め
機能がある。ビタミンＣおよびビタミンＥは抗酸化剤としても機能する。ビタミンＥは還
元力の強い成分で、活性酸素・フリーラジカルを消去したり過酸化脂質の発生を防ぐ抗酸
化作用がある。よってビタミンＥは薬液の安定化剤として機能するとともに、薄葉紙を使
用した者の肌に付与されると当該肌の皮脂の酸化防止効果および血行促進効果が発揮され
る。また保湿機能もある。ビタミンＣはビタミンＥと同じく皮脂の抗酸化作用がある。ま
たビタミンＣはビタミンＥを還元するする作用があるため、ビタミンＣ，Ｅの両方を用い
ると、ビタミンＣがビタミンＥの助剤として働き、活性酸素などにより酸化されたビタミ
ンＥを還元し、ビタミンＥの強力な皮脂の抗酸化作用を維持する作用が奏せられる。コラ
ーゲンは肌の真皮の９０％を形成しており、これが減少すると肌に潤いや張りがなくなる
。よって、薄葉紙に含有させておくことによって、これが肌と接触したときに肌に潤いを
与える保湿効果を発揮するとともに、薄葉紙に対しても保湿効果を発揮する。
【００４３】
　さらに、薬液としては、特にｐＨが５．０～６．０の弱酸性とされたものであると、肌
に対して接触させても肌がアルカリ性になることがなく、薬液ｐＨの影響による肌荒れを
効果的に防止できる。特に好適なｐＨ範囲は５．３～５．７である。ｐＨの調整法として
は、酸性または塩基性のｐＨ調整剤を薬液に添加することにより行うことができ、薬液が
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強酸性の場合には水酸化ナトリウム水溶液や水酸化カリウム水溶液を用いることができ、
中性・アルカリ性の場合にはクエン酸やリンゴ酸、乳酸を用いることができる。
【００４４】
　清涼感を得るための薬液として、ソルビトール、アルチトール、キシリトール、エリス
リトール、ラクチトール、パラチニットを挙げることができる。特に好ましいものは、エ
リスリトール、キシリトール、ソルビトールであり、さらに好ましくはエリスリトール又
はキシリトールである。さらに、メントール、サリチル酸、α－シネロール、及びこれら
の誘導体の群から選ばれた一種又は二種以上の冷感剤を含ませることができる。この場合
、上記清涼感を得るための薬剤をバインダー成分中に分散された状態で紙基材表面に偏在
して含ませるのが望ましい。
【００４５】
　一方、原紙の抄造段階で添加することが望ましい添加剤としては、湿潤紙力剤、柔軟剤
及びカルボキシメチルセルロースなどである。
【００４６】
　柔軟剤の代表例は、界面活性剤系の柔軟剤であり、その柔軟剤としては、アニオン系界
面活性剤、非イオン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤および両性イオン界面活性剤の
なかから適宜選択して用いることができる。アニオン系界面活性剤を用いた場合、基材紙
のコシ（曲げ剛性）を前述の範囲まで低下させることができ、もって保湿剤による潤い感
や柔軟剤による柔らか感を助長することができる。アニオン系界面活性剤としては、カル
ボン酸塩系、スルホン酸塩系、硫酸エステル塩系、燐酸エステル塩系などを用いることが
できる。特にアルキル燐酸エステル塩が好ましい。
【００４７】
　非イオン界面活性剤としては、ソルビタン脂肪酸エステル、ジエチレングリコールモノ
ステアレート、ジエチレングリコールモノオレエート、グリセリルモノステアレート、グ
リセリルモノオレート、プロピレングリコールモノステアレートなどの多価アルコールモ
ノ脂肪酸エステル、Ｎ－（３－オレイロシキ－２－ヒドロキシプロピル）ジエタノールア
ミン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンソルビット密ロウ、ポリオ
キシエチレンソルビタンセスキステアレート、ポリオキシエチレンモノオレエート、ポリ
オキシエチレンモノラウレート、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレ
ンラウリルエーテルなどを用いることができる。
【００４８】
　本発明の柔軟剤としては、カチオン界面活性剤を使用するのが望ましい。このカチオン
界面活性剤としては、第４級アンモニウム塩、アミン塩、またはアミンなどをもちいるこ
とができる。また、両性イオン界面活性剤としては、カルボキシ、スルホネート、サルフ
ェートを含有する第２級または第３級アミンの脂肪族誘導体、または複素環式第２級また
は第３級アミンの脂肪族誘導体などを用いることができる。
【００４９】
　湿潤紙力（増強）剤としては、メラミン－ホルムアルデヒド付加縮合物、尿素－ホルム
アルデヒド付加縮合物のほか、環境を考慮すると、次述するものが好適に使用できる。ポ
リアクリルアミド、ポリビニルアルコール、グリオキザール・ポリアクリルアミド共重合
物、官能基数を通常の１／１０に低減したポリアミドエピクロルヒドリン樹脂、ジアルデ
ヒドスターチまたはカチオン変性デンプン、酸化デンプン等、より具体的にはカチオン性
を有するポリビニルアミド共重合体と二価アルデヒドからなる熱硬化性樹脂（例えば、特
公昭４４－２６６７０号公報、特公昭５４－４４７６２号公報、特開昭５７－１４９５９
５号公報）、カチオン性アルデヒド変性ポリアクリルアミド共重合体（特開平６－１８４
９８５号公報、特開平８－５６８６８号公報）、カチオン性高分子とアニオン性高分子を
含有し、カチオン性高分子及びアニオン性高分子の少なくとも１つの高分子が疎水性を有
するもの（特開２００２－２７５７８７号公報）等、公知のものを用いることができる。
【００５０】
　＜薬液の配合＞
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　本発明の好適な添加剤配合を下記に示す。
　　　・有効成分　６０～１００重量％（特に８０～１００重量％）
　　　　　　薬液　９５～１００重量％（特に９５．５～９７．０重量％）
　　　　　　柔軟剤　０～５重量％（特に３．０～４．５重量％）
　　　　　　湿潤紙力剤　０～５重量％（特に３．０～４．５重量％）
　　　　　　ＣＭＣ　０～５重量％（特に３．０～４．５重量％）
　　　・水分　０～４０重量％
【００５１】
　＜製造条件等＞
　本発明の衛生薄葉紙を製造するにあたっては、抄紙工程では望ましくは１プライ当たり
の１０～２５ｇ／ｍ2、最適には１０～１５ｇ／ｍ2での範囲となるように原料パルプおよ
び抄紙条件を調整する。原料パルプとしては、必要により５０％以下の割合で古紙パルプ
を含ませることもできるが、バージンパルプであるのが望ましく、ＮＢＫＰ及びＬＢＫＰ
から構成され、ＮＢＫＰの割合が３０～７０％、特に４０～６０％が望ましい。そして、
湿潤紙力剤、柔軟剤及びカルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）を添加し、抄造するのが
望ましい。
【００５２】
　このとき原料パルプの叩解幅を狭めて高密度化することができる。一般的には米坪を規
定して高密度化すると、紙力が高まり紙厚が低下しふんわり感は出なくなるが、後のクレ
ープ処理工程において、クレープの刃先角度を調整して、クレープ率を高めるようにする
とふんわり感がでるようになる。
【００５３】
　そして、最終的にカレンダー処理工程において、紙厚が過度に低下して目的の紙厚の範
囲から外れないようにオンラインマシンカレンダーおよびプライマシンカレンダーの各カ
レンダー処理における圧力を調整してカレンダー処理する。
【００５４】
　すなわち、上記の製造方法をとると、原料パルプの叩解幅を狭めて高密度化により紙厚
が薄くかつ表面の平滑度の高い原紙が形成され、その原紙に対して高いクレープ率でクレ
ープ加工することにより滑らかさを有しつつふっくらとした感じが発現し、その後のカレ
ンダー処理において、最終的な紙厚が調整される。なお、具体的な、クレープ率や、使用
する製造設備、添加剤、原料パルプの配合割合により適宜調整すればよい。
【００５５】
　本発明の家庭用衛生薄葉紙の１プライ当たりの米坪は、前述のように、１０～２５ｇ／
ｍ2の２プライ製品が望ましいが、必要ならば、３プライ以上に積層できる。
【００５６】
　＜オイルＫＥＳ肌触り指数＞
　オイルＫＥＳ肌触り指数は６．５以下であるのが望ましい。
　この測定には、通常のＭＭＤ試験機、例えば、図２～図４に示すように、カトーテック
株式会社製の摩擦感テスター「ＫＥＳ ＳＥ」の基台上に人工皮革（サプラーレ：出光テ
クノファイン社製）を敷いて固定するとともに、測定端子Ｔを人工皮革（サプラーレ：出
光テクノファイン社製）にて被覆し、その測定端子の測定面の人工皮革で被覆された部分
（接触平面）にオリーブオイル（ＢＯＳＣＯエクストラバージンオイル：日清精油）４ｍ
ｇを均一に塗布し、ＭＭＤの測定手順と同様にして行なうことができる。詳細には、人工
皮革で構成される接触平面は、横断面直径０．５ｍｍにピアノ線からなり、先端の曲率半
径が０.２５ｍｍの単位膨出部が隣接して有し、全幅が１０ｍｍの連続した測定面を有し
、その測定面の長さが１０ｍｍとされるほぼ１０ｍｍ四方の測定面を有するＭＭＤ測定用
端子を、前記人工皮革で被覆して形成することができる。人工皮革による前記端子の被覆
は、１０ｍｍ四方の接触平面が形成されるように端子の測定面に対して人工皮革がぴった
りと接触するように、あるいは若干の張力をもたせてぴったりと被覆することにより達成
できる。人工皮革を端子に固定するにあたっては、測定時、すなわち紙試料を移動させた
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しっかりと固定することが重要である。固定は例えば、前記接触平面が構成されるように
前記端子を被覆したのち、接触平面を構成しない部位を輪ゴム等で装置の測定に影響が出
ない部位、例えば端子の支持材等にしっかり固定する。また、ＭＭＤ試験機の基台上には
人工皮革を敷いて接着テープ等で固定する。このとき、測定時に歪まないように基台に人
工皮革をしっかりと固定することが重要である。また、基台上に敷く人工皮革は、前記接
触平面を構成する人工皮革と同じものを用いる。なお、紙試料は、１０ｃｍ四方に裁断し
て用い、人工皮革を敷いた基台に固定する。測定に際しては、紙試料の上に試料押さえ用
錘（約１００ｇ）で押さえる。また、試験機の測定端子への荷重を５０ｇとして人工皮革
で構成される接触平面全体が５０ｇｆ／ｃｍ2の接触圧で紙試料に接触するようにするが
、これは、ＭＭＤ測定と同様に、円盤状の錘を端子上部に取り付けることで達成できる。
もちろん、支持材の一方の端部（紙試料の移動方向と反対の端部）の固定の仕方はＭＭＤ
の測定に準ずる。測定は、紙試料の縦方向について３回、横方向について３回の計６回を
行い、測定値についてはその６回の平均値とする。
【実施例】
【００５７】
　ＮＢＫＰ６０％、ＬＢＫＰ４０％配合のパルプをフリーネス約６００ｍｌ（ＣＳＦ）に
叩解して、原紙米坪１４．０ｇ／ｍ2、クレープ率（（製紙時のドライヤーの周速）－（
リール周速））／（製紙時のドライヤーの周速）×１００）が２１％の衛生紙用原紙を抄
紙し、家庭用衛生薄葉紙の形状（２枚重ね、縦２１１ｍｍ、横２３１．５ｍｍ）に加工し
た。
　この場合、米坪及び薬液の塗布形態を代えて各特性を調べた。結果を表１に示す。
【００５８】
　実施例１は、図１に示し前述の製造方法による例である。従来例１は、本出願人が特開
２００３―１６４３８５号の提案過程で実験した例である。すなわち、前述の薬液をイン
ターフォルダにかける前にオフラインでロール塗工したものである。比較例１～比較例３
は現在の市販品であり、薬液塗布方式の欄の記載は、予想に基づくものである。
【００５９】
　なお、測定条件は次記のとおりである。
(1)　米坪（１プライ）の測定：ＪＩＳ　Ｐ　８２１４
(2)　紙厚（２プライ）の測定：紙厚は、ＪＩＳ　Ｐ　８１１１の条件下で、尾崎製作所
ダイヤルシックネスゲージ「ＰＥＡＣＯＣＫ　Ｇ型」を用いて測定する。具体的には、プ
ランジャーと測定台の間にゴミ、チリ等がないことを確認してプランジャーを測定台の上
におろし、前記ダイヤルシックネスゲージのメモリを移動させてゼロ点を合わせ、次いで
、プランジャーを上げて試料（ティシュペーパー）を試験台の上におき、プランジャーを
ゆっくりと下ろしそのときのゲージを読み取る。このとき、プランジャーをのせるだけと
する。なお、測定は１枚で行い、１０回の平均値とする。
(3)　薬液含有量：ソックスレー抽出器により、試料約１０ｇを、エタノール・ベンゼン
溶剤（容積比１：１）１２０～１４０ｍｌによる温浴上で抽出液が軽く沸騰を保つ程度に
４時間加熱し抽出する。その後、１５０±２℃の恒温乾燥器中に９０分放置し、抽出分の
重量を測定し、試料の絶乾燥重量により除してその比率を％で求める。
(4)　紙の単位容積当たりの薬液含有量：薬液含有量＝米坪（１プライ当り）×２（プラ
イ）×薬液含有量（％）×１０００÷（単位面積当りの容積）
　ただし、単位面積当りの容積は紙厚（μｍ）÷１００００×１００×１００である。
(5)　水分率：前掲
(6)　ソフトネス：ハンドルオメーター
(7)　オイルＫＥＳ肌触り指数：前掲
(8)　ＭＭＤ：表面特性試験機（カトーテック社製「摩擦感テスター　ＫＥＳＳＥ」）。
【００６０】
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【表１】

【００６１】
　実施例１は、インターフォルダにおいて、巻き戻しから折り畳み積み重ね工程の間で、
連続シートにいわゆるローション薬液をロール転写で連続的に塗布するものである。表１
の結果から判るように、ロール転写により薬液を塗布すると、スプレー塗布による場合よ
り、基材紙への薬液の塗布量を多くすることができる。また、インターフォルダにおいて
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オンライン塗布を行うので、紙の伸びを生じることがなく、米坪を低いものとすることが
でき、紙のコシが小さいあるいは風合いに優れたものとすることができ、もって、少ない
薬液塗布量であっても柔軟性に富むものを得ることができる。この米坪を低く、薬液塗布
量を少なくすることは経済性に優れることを意味する。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の家庭用衛生薄葉紙の製造形態の概要図である。
【図２】オイルＫＥＳ肌触り指数の測定端子および測定時の概略を示す図である。
【図３】表面特性の測定装置の例の概略を示す図である。
【図４】その接触平面の構成を説明するための図である。
【符号の説明】
【００６３】
　２…巻取ロール、１０、２０…連続シート、５０…折り畳み積み重ね手段、３２、４２
…プライ接合手段、３３，３４、４３、４４…ロール転写装置、３５、４５…プレス装置
。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【手続補正書】
【提出日】平成18年6月29日(2006.6.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【書類名】請求の範囲
【請求項１】インターフォルダにおいて、パルプ繊維を抄造した原紙を、所定の幅で巻き
取った巻取ロールから連続シートをそれぞれ巻き戻して、これらを折り畳み積み重ねて製
品化する家庭用衛生薄葉紙の製造方法において、
　巻き戻しから折り畳み積み重ね工程の間で、前記連続シートに、ｐＨが５．０～６．０
に調整された薬液をグラビアロールによるロール転写で連続的に塗布し、薬液のシート単
位容積当たりの含有量が１２～４５ｍｇ／ｃｍ３となるようにする、
　ことを特徴とする家庭用衛生薄葉紙の製造方法。
【請求項２】８０～１００重量％の有効成分を含むとともに、その有効成分として前記薬
液を９５．５～９７．０重量％、ならびに湿潤紙力剤、柔軟剤およびカルボキシメチルセ
ルロースの少なくとも一種を３．０～４．５重量％含む液を前記連続シートに塗布するこ
とにより、前記連続シートへの薬液の塗布を行う、請求項１記載の家庭用衛生薄葉紙の製
造方法。
【請求項３】原紙の１プライ当たりの米坪が１０～２５ｇ／ｍ２であり、薬液のシート単
位容積当たりの含有量が１２～４５ｍｇ／ｃｍ３であり、製品におけるＪＩＳ　Ｐ８１１
１で規定する条件で調湿し、ＪＩＳ　Ｐ８１２７で測定した水分率が１０．０～２０．０
％であり、製品におけるソフトネスが０．５～１．０ｇであり、製品におけるオイルＫＥ
Ｓ肌触り指数が６．５以下であることを特徴とする家庭用衛生薄葉紙。
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【請求項４】８０～１００重量％の有効成分を含むとともに、その有効成分として前記薬
液を９５．５～９７．０重量％、ならびに湿潤紙力剤、柔軟剤およびカルボキシメチルセ
ルロースの少なくとも一種を３．０～４．５重量％含む液を原紙に添加させてなる、請求
項３記載の家庭用衛生薄葉紙。
【請求項５】インターフォルダにおいて、パルプ繊維を抄造した原紙を、所定の幅で巻き
取った巻取ロールから連続シートをそれぞれ巻き戻して、これらを折り畳み積み重ねて製
品化する家庭用衛生薄葉紙の製造設備において、
　巻き戻しから折り畳み積み重ね工程の間に、前記連続シートに、ｐＨが５．０～６．０
に調整された薬液をグラビアロールによるロール転写で連続的に塗布し、薬液のシート単
位容積当たりの含有量が１２～４５ｍｇ／ｃｍ３となるようにする薬液塗布手段を有する
ことを特徴とする家庭用衛生薄葉紙の製造設備。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
【発明が解決しようとする課題】
［０００７］　したがって、本発明の課題は、シートの伸びを防止し、米坪を低減させ、
紙のコシが小さいものとすることで、薬液塗布量を低減しながらも、目的の肌触り性（風
合い）を高めたりや保湿性などの特性を示す家庭用衛生薄葉紙、及びその家庭用衛生薄葉
紙を得ることができる家庭用衛生薄葉紙の製造方法及び製造設備を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
［０００８］　上記課題を解決した本発明は以下のとおりである。
　＜請求項１項記載の発明＞
　インターフォルダにおいて、パルプ繊維を抄造した原紙を、所定の幅で巻き取った巻取
ロールから連続シートをそれぞれ巻き戻して、これらを折り畳み積み重ねて製品化する家
庭用衛生薄葉紙の製造方法において、
　巻き戻しから折り畳み積み重ね工程の間で、前記連続シートに、ｐＨが５．０～６．０
に調整された薬液をグラビアロールによるロール転写で連続的に塗布し、薬液のシート単
位容積当たりの含有量が１２～４５ｍｇ／ｃｍ３となるようにすることを特徴とする家庭
用衛生薄葉紙の製造方法。
［０００９］　（作用効果）
　本発明は、インターフォルダにおいて、巻き戻しから折り畳み積み重ね工程の間で、連
続シートにいわゆるローション薬液をロール転写で連続的に塗布するものである。ロール
転写により薬液を塗布すると、スプレー塗布による場合より、基材紙への薬液の塗布量を
多くすることができる。また、インターフォルダにおいてオンライン塗布を行うので、紙
の伸びを生じることがなく、米坪を低いものとすることができ、紙のコシが小さいあるい
は風合いに優れたものとすることができ、もって、少ない薬液塗布量であっても柔軟性に
富むものを得ることができる。この米坪を低く、薬液塗布量を少なくすることは経済性に
優れることを意味する。
　また、薬液のロール転写塗布をグラビアロールにより行うことにより、凹凸のないロー
ルの場合に比較して、薬液塗布量を多くすることができる。
　なお、本発明のローション薬液としては、主に、肌触り性（風合い）を高めたり、保湿
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】



(15) JP WO2006/025362 A1 2006.3.9

性を高め、パルプ繊維の肌への刺激を和らげるあるいは潤い感を高めることを主眼とする
ものである。
［００１０］
［００１１］
［００１２］　＜請求項２項記載の発明＞
　８０～１００重量％の有効成分を含むとともに、その有効成分として前記薬液を９５．
５～９７．０重量％、ならびに湿潤紙力剤、柔軟剤およびカルボキシメチルセルロースの
少なくとも一種を３．０～４．５重量％含む液を前記連続シートに塗布することにより、
前記連続シートへの薬液の塗布を行う、請求項１記載の家庭用衛生薄葉紙の製造方法。
［００１３］　（作用効果）
　原紙の抄造工程において、前記の本発明の対象薬液以外の別種の添加剤、たとえば界面
活性剤からなる柔軟剤、でんぷんやデキストリンなどの湿潤紙力剤、カルボキシメチルセ
ルロースなどの一種または二種以上を添加すると、本発明の対象薬液と相俟って風合いを
改善できる。一方、すべての液をインターフォルダにおいてオンライン塗布することも想
定できるが、一度に紙力低下が起きる傾向があり、実生産を行う上で断紙が多発し、これ
を防止するために、添加剤については先に添加するのが好ましいのである。
　添加剤として、湿潤紙力剤、柔軟剤及びカルボキシメチルセルロースの少なくとも一種
を使用するのが望ましい。この理由は、湿潤紙力剤及び柔軟剤はカチオン性であるのに対
し、カルボキシメチルセルロースはアニオン性である。その結果、アニオン性であるパル
プ繊維に対し、カチオン性である湿潤紙力剤及び柔軟剤が吸着する際に、アニオン性であ
るカルボキシメチルセルロースが吸着媒体となり、繊維に確実に吸着させ、湿潤紙力剤及
び柔軟剤が元来もつ機能を発揮させることができる。しかも、カルボキシメチルセルロー
ス自体が乾燥紙力を向上させるべく機能する。
［００１４］　＜請求項３項記載の発明＞
　原紙の１プライ当たりの米坪が１０～２５ｇ／ｍ２であり、薬液のシート単位容積当た
りの含有量が１２～４５ｍｇ／ｃｍ３であり、製品におけるＪＩＳ　Ｐ８１１１で規定す
る条件で
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
調湿し、ＪＩＳ　Ｐ８１２７で測定した水分率が１０．０～２０．０％であり、製品にお
けるソフトネスが０．５～１．０ｇであり、製品におけるオイルＫＥＳ肌触り指数が６．
５以下であることを特徴とする家庭用衛生薄葉紙。
［００１５］　（作用効果）
　薬液のシート単位容積当たりの含有量を１２～４５ｍｇ／ｃｍ３と少ないものでありな
がら、原紙の米坪（１プライ当り）が１０～２５ｇ／ｍ２と低いものであることから紙の
コシ（剛性）が小さいので、柔軟性感及び風合いに優れたものとなる。そして、水分率が
高いのでしっとり感を与えるものとなる。また、本発明によって、低いソフトネスのもの
を得ることができる。さらに、本発明によって、風合い及び肌触りに優れたものを得るこ
とができる。
［００１６］
［００１７］
［００１８］
［００１９］
［００２０］　＜請求項４項記載の発明＞
　８０～１００重量％の有効成分を含むとともに、その有効成分として前記薬液を９５．
５～９７．０重量％、ならびに湿潤紙力剤、柔軟剤およびカルボキシメチルセルロースの
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少なくとも一種を３．０～４．５重量％含む液を原紙に添加させてなる、請求項３記載の
家庭用衛生薄葉紙。
［００２１］　（作用効果）
　本発明によって、請求項２記載の発明に係る作用効果で述べた利点を発揮するものとな
る。
［００２２］　＜請求項５項記載の発明＞
　インターフォルダにおいて、パルプ繊維を抄造した原紙を、所定の幅で巻き取った巻取
ロールから連続シートをそれぞれ巻き戻して、これらを折り畳み積み重ねて製品化する家
庭用衛生薄葉紙の製造設備において、
　巻き戻しから折り畳み積み重ね工程の間に、前記連続シートに、ｐＨが５．０～６．０
に調整された薬液をグラビアロールによるロール転写で連続的に塗布し、薬液のシート単
位容積当たりの含有量が１２～４５ｍｇ／ｃｍ３となるようにする薬液塗布手段を有する
ことを特徴とする家庭用衛生薄葉紙の製造設備。
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