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(57)【要約】
　ウェットタオルを不透明化するためのローション。ウ
ェットタオルは、不透明化剤を含有するローションを含
み得る。ローション又は基材は更に、歩留まり向上剤を
含み得る。基材は、ローションの不透明化剤と同一の、
又は異なる不透明化剤を含み得る。不透明化剤を含むロ
ーションをタオル基材上に充填することによって、ウェ
ットタオルを不透明化するための方法。不透明化剤を含
むローションをタオル基材上に選択的に充填することに
よって、ウェットタオルを美的に修正するための方法。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水性ローションであって、第１の無機不透明化剤を、前記ローションの重量に対して０
．１重量％～２重量％の前記無機不透明化剤のレベルで含む、水性ローション。
【請求項２】
　前記第１の無機不透明化剤が、１．３３を超える屈折率を有する、請求項１に記載の水
性ローション。
【請求項３】
　前記第１の無機不透明化剤が、二酸化チタン、酸化亜鉛、窒化ホウ素、カオリン粘土、
焼成カオリン粘土、モンモリロナイト粘土、焼成モンモリロナイト粘土、スメクタイト粘
土、タルク、硫酸バリウム、ベントナイト粘土、ケイ酸及びフルオロケイ酸ナトリウムマ
グネシウムを含むケイ酸塩、シリカ及び表面修飾シリカ、炭酸カルシウム及び沈降炭酸カ
ルシウム、ジルコン酸ストロンチウムを含むジルコン酸塩、二酸化チタンでコーティング
された雲母、金属酸化物でコーティングされた雲母、二酸化チタン及び他の金属酸化物で
コーティングされた雲母、並びにそれらの組み合わせからなる群から選択される、請求項
１又は請求項２に記載の水性ローション。
【請求項４】
　歩留まり向上剤を更に含む、請求項１～３のいずれか一項に記載の水性ローション。
【請求項５】
　前記歩留まり向上剤が、アクリルアミド共重合体、ポリエチレンイミン、エチレンイミ
ン及びアクリルアミドの共重合体、ポリアミン、ポリエチレンオキシド、ポリジアリルジ
メチルアンモニウムクロリド、硬化ヒマシ油、デンプン、加工デンプン、グアーガム、変
性グアーガム、セルロース、変性セルロース、シリカ、ベントナイト粘土、ポリ塩化アル
ミニウム、並びにそれらの組み合わせからなる群から選択される、請求項４に記載の水性
ローション。
【請求項６】
　前記歩留まり向上剤が、前記ローションの重量に対して、０．１重量％～２０重量％の
前記歩留まり向上剤のレベルで存在する、請求項４又は請求項５に記載の水性ローション
。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の水性ローションと、基材と、を含む、ウェットタ
オル。
【請求項８】
　前記基材が、７５ｇｓｍ未満の坪量を有する、請求項７に記載のウェットタオル。
【請求項９】
　前記基材が不織布であり、繊維を含む、請求項７又は請求項８に記載のウェットタオル
。
【請求項１０】
　前記基材が、化学光沢剤又は着色剤を含む、請求項７～９のいずれか一項に記載のウェ
ットタオル。
【請求項１１】
　前記基材が、第２の不透明化剤を含む、請求項７～１０のいずれか一項に記載のウェッ
トタオル。
【請求項１２】
　前記基材が結合剤を含み、前記第２の不透明化剤が前記結合剤の成分である、請求項１
１に記載のウェットタオル。
【請求項１３】
　前記第２の不透明化剤が、前記不織布基材内の前記繊維の１つ以上と一体である、請求
項１１に記載のウェットタオル。
【請求項１４】
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　前記基材内の前記第２の不透明化剤が、前記ローション内の前記第１の無機不透明化剤
と同一である、請求項１１～１３のいずれか一項に記載のウェットタオル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、液体又は半液体組成物、例えば、基材を湿潤させて、パーソナルクレンジン
グ用ウェットタオルを形成するのに有用な、液体又は半液体組成物に関し、液体又は半液
体組成物は、タオル基材の組み合わせを不透明化するか、光沢化するか、又は着色するた
めに、有機添加剤又は無機添加剤を含有する。
【背景技術】
【０００２】
　ウェットタオルは、硬い表面及び柔らかい表面を洗浄するのに有用であり得る。ウェッ
トタオルはまた、機能性材料を表面に送達するのに有用であり得る。例えば、ウェットタ
オルは、日焼け止め剤による保護、又はおむつかぶれの予防若しくその治療等の皮膚への
利益を提供してもよい。ウェットタオルは、基材、概して、比較的低い坪量の不織布材料
及びローション又は湿潤流体を含んでもよい。ローションは、水性であってもよいか、又
は他の場合では、多量の疎水性材料を含有してもよい。ローションは、例えば、皮膚、木
材、又は調理台を含む、様々な表面上での使用に好適な洗浄剤を含んでもよい。皮膚に使
用するためのパーソナルクレンジング用タオルについて、ローションは、界面活性剤、皮
膚軟化剤、乳化剤、スキンケア剤、ｐＨ緩衝剤、溶剤、粒子、防腐剤、又は皮膚の洗浄及
び／若しくは治療用の他の添加剤を含んでもよい。
【０００３】
　ウェットタオルは、使い捨てであってもよい。すなわち、それらは、１つ以上の隣接す
る調理台、又は顔及び首の皮膚、又は会陰及び臀部の皮膚等の１つ以上の表面を洗浄する
のに、おそらく数分、概して、３時間未満の１回の比較的短い時間間隔で使用され、その
後、廃棄されることを目的とし得る。使い捨てウェットタオルは、洗濯されるか、あるい
はさもなければ、再使用のために再調整又は修復されることを目的としなくてもよい。使
い捨てウェットタオルの物質量を最小化することが望ましい場合がある。使い捨て物品の
物質量を低減することによって、物品の費用を低減することができ、物品の重量及び／又
は嵩を低減することができる。物品の重量及び／又は嵩を低減することは、分配中の大量
の物品の移送費用の低減、又は廃棄物品が占領する埋立地スペースの低減、又は物品の分
解（堆肥化又は再生利用することによるものなど）の促進等のプラスの環境影響を与え得
る。したがって、最小重量のウェットタオルを製造することが望ましいであろう。
【０００４】
　ウェットタオルの重量を低減するための少なくとも３つの方法がある。１つのアプロー
チは、それぞれのタオルと関連付けられるローションの量を低減することである。しかし
ながら、湿り気の少ないウェットタオルは、湿り気の多いウェットタオルほど効果的に洗
浄することができないか、又は湿り気の多いウェットタオルほど効果的に洗浄すると見な
すことができない。
【０００５】
　別のアプローチは、ウェットタオルの外形寸法を低減することである。しかしながら、
より大きいウェットタオルと比較して、多量のより小さいウェットタオルが、洗浄作業を
完了するのに必要とされ得る。したがって、低重量のウェットタオル又はより小さい面積
を有するという利点は、所与の作業に消費されるタオルの量の増大によって相殺され得る
。更に、汚物の作業では、使用者は、タオルが、洗浄される汚物と使用者の手との間の直
接接触を阻止するか、又は低減させるように、例えば、ほぼ使用者の手の寸法であるか、
又はそれよりも大きい面積等の最小面積のウェットタオルを好み得る。
【０００６】
　ウェットタオルの重量を低減するための第３のアプローチは、タオルの坪量を低減し、
その外形寸法に対して比較的低い重量のタオルを製造することである。しかしながら、比
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較的低い坪量のウェットタオルは、著しく薄く、消費者にとって望ましくない場合もある
。具体的には、比較的低い坪量のウェットタオルは、より高い坪量を有するウェットタオ
ルよりも不透明でない場合もある。おむつ交換中に乳幼児の臀部を拭き取る等の幾つかの
洗浄作業では、タオルを通して洗浄される汚物が見えることは望ましくない場合もある。
更に、不透明ではないタオルは、弱いか、又は使用中に裂け易いか、又は磨き又は擦り洗
いを伴う「ヘビーデューティー」洗浄に対処することができないと見なされる場合もある
。
【０００７】
　比較的高い坪量のウェットタオルでさえも、タオルの基材は、基材を不透明化するため
の材料を含むよう考案され得る。しかしながら、ある最小の坪量未満では、基材材料に追
加の不透明化剤を直接添加することは、タオルの不透明度を増大させるのに無効であり得
る。タオルの坪量が低減すると、タオルの繊維間の空隙は増大し得る。ある時点で、空隙
は、汚物がタオルを通して見えるだけでなく、液体若しくは半液体又は微小粒子状の汚物
等のある種の汚物が、タオル全体の厚さを通して横断かつ貫通可能になり得るように十分
に大きくなり得る。汚物がタオルを通過すると、タオルは、汚物を効果的に「洗浄」する
ことができない。更に、タオルを通過した汚物は、使用者の手を不必要に汚染し得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　低坪量のタオル基材を有する不透明なウェットタオルの必要性が依然として存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　幾つかの態様において、本開示は、不透明化ローション、不透明化ローションを含むウ
ェットタオル、及びウェットタオルを不透明化するための方法に関する。幾つかの実施形
態では、水性ローションは、第１の無機不透明化剤を、そのローションの重量に対して０
．１重量％～２重量％の無機不透明化剤のレベルで含んでもよい。第１の無機不透明化剤
は、１．３３を超える屈折率を有してもよい。第１の無機不透明化剤は、二酸化チタン、
酸化亜鉛、窒化ホウ素、カオリン粘土、焼成カオリン粘土、モンモリロナイト粘土、焼成
モンモリロナイト粘土、スメクタイト粘土、タルク、硫酸バリウム、ベントナイト粘土、
ケイ酸塩（ナトリウムケイ酸マグネシウム、及びナトリウムフルオロケイ酸マグネシウム
等のフルオロケイ酸塩等）、表面修飾シリカを含むシリカ、沈降炭酸カルシウムを含む炭
酸カルシウム、ジルコン酸ストロンチウム等のジルコン酸塩、二酸化チタンでコーティン
グされた雲母、金属酸化物でコーティングされた雲母、二酸化チタン及び他の金属酸化物
でコーティングされた雲母、並びにそれらの組み合わせからなる群から選択されてもよい
。水性ローションは、歩留まり向上剤を含んでもよい。歩留まり向上剤は、アクリルアミ
ド共重合体、ポリエチレンイミン、エチレンイミン及びアクリルアミドの共重合体、ポリ
アミン、ポリエチレンオキシド、ポリジアリルジメチルアンモニウムクロリド、硬化ヒマ
シ油、デンプン、加工デンプン、グアーガム、変性グアーガム、セルロース、カルボキシ
メチルセルロース、変性セルロース、シリカ及び表面修飾シリカ、ベントナイト粘土、ポ
リ塩化アルミニウム、並びにそれらの組み合わせからなる群から選択されてもよい。歩留
まり向上剤は、ローションの重量に対して０．１重量％～２０重量％の歩留まり向上剤の
レベルで存在してもよい。
【００１０】
　幾つかの実施形態では、ウェットタオルは、水性ローションと基材とを含んでもよい。
水性ローションは、第１の無機不透明化剤を、そのローションの重量に対して０．１重量
％～２重量％の無機不透明化剤のレベルで含んでもよい。基材は、７５ｇｓｍ未満の坪量
を有してもよい。基材は、不織布であってもよい。基材は、繊維を含んでもよい。基材は
、化学光沢剤又は着色剤を含んでもよい。基材は、不透明化剤（例えば、水性ローション
が第１の不透明化剤を含む場合、第２の不透明化剤）を含んでもよい。基材は、結合剤を
含んでもよい。第２の不透明化剤は、結合剤の成分であってもよい。第２の不透明化剤は
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、基材内の繊維の１つ以上と一体であってもよい。基材内の第２の不透明化剤は、水性ロ
ーション内の第１の無機不透明化剤と同一であってもよい。
【００１１】
　幾つかの実施形態では、基材を不透明化する方法は、基材を提供する工程と、基材上に
水性ローションを充填する工程とを含んでもよい。水性ローションは、第１の無機不透明
化剤を、そのローションの重量に対して０．１重量％～２重量％の不透明化剤のレベルで
含んでもよい。基材は、２０～７５ｇｓｍの坪量を有してもよい。基材は、第２の不透明
化剤を含んでもよい。第１の不透明化剤及び第２の不透明化剤は、同一であってもよい。
水性ローションは、充填されていない基材の重量に対して１１０重量％～６００重量％の
水性ローションのレベルで、基材上に充填されてもよい。基材は、不織布であってもよい
。基材は、２０～７５ｇｓｍの坪量を有する不織布であってもよい。水性ローションは、
パーソナルクレンジング組成物であってもよい。方法は、基材を修正することを更に含ん
でもよい。修正は、液体鋳造、液体エンボス加工、リングロール、構造伸長、圧密化、伸
張開口、差動伸長、化学処理、及び熱処理からなる群から選択されてもよい。修正は、基
材の高密度化された領域及び非高密度化された領域又は反高密度化された領域を形成して
もよい。水性ローションは、タオルに均質に塗布されてもよい。水性ローションは、タオ
ルに選択的に塗布されてもよい。水性ローションは、基材の高密度化された領域及び非高
密度化された領域又は反高密度化された領域に相補的な一定のパターンで、タオルに選択
的に塗布されてもよい。
【００１２】
　幾つかの実施形態では、水性ローションは、第１の高分子不透明化剤を、その水性ロー
ションの重量に対して０．１重量％～１０重量％の高分子不透明化剤のレベルで含んでも
よい。第１の高分子不透明化剤は、１．３３を超える屈折率を有してもよい。第１の高分
子不透明化剤は、スチレン／ビニルピロリドン共重合体、スチレン／アクリル共重合体、
スチレン／アクリルアミド共重合体、及びそれらの組み合わせからなる群から選択されて
もよい。水性ローションは、歩留まり向上剤を含んでもよい。歩留まり向上剤は、アクリ
ルアミド共重合体、ポリエチレンイミン、エチレンイミン及びアクリルアミドの共重合体
、ポリアミン、ポリエチレンオキシド、ポリジアリルジメチルアンモニウムクロリド、硬
化ヒマシ油、デンプン、加工デンプン、グアーガム、変性グアーガム、セルロース、変性
セルロース、シリカ、ベントナイト粘土、ポリ塩化アルミニウム、並びにそれらの組み合
わせからなる群から選択されてもよい。歩留まり向上剤は、ローションの重量に対して０
．１重量％～２０重量％の歩留まり向上剤のレベルで存在してもよい。
【００１３】
　幾つかの実施形態では、ウェットタオルは、基材と、第１の高分子不透明化剤を水性ロ
ーションの重量に対して０．１重量％～１０重量％の高分子不透明化剤のレベルで含む水
性ローションとを含んでもよい。基材は、７５ｇｓｍ未満の坪量を有してもよい。基材は
、不織布であってもよい。基材は、繊維を含んでもよい。基材は、化学光沢剤又は着色剤
を含んでもよい。基材は、第２の不透明化剤を含んでもよい。基材は、結合剤を含んでも
よい。第２の不透明化剤は、結合剤の成分であってもよい。第２の不透明化剤は、不織布
基材内の繊維の１つ以上と一体であってもよい。基材内の第２の不透明化剤は、水性ロー
ション内の第１の不透明化剤と同一であってもよい。
【００１４】
　幾つかの実施形態では、基材を不透明化する方法は、基材を提供する工程と、基材上に
水性ローションを充填する工程とを含んでもよい。水性ローションは、第１の高分子不透
明化剤を、その水性ローションの重量に対して０．１重量％～１０重量％の不透明化剤の
レベルで含んでもよい。基材は、２０～７５ｇｓｍの坪量を有してもよい。基材は、第２
の不透明化剤を含んでもよい。第１の不透明化剤及び第２の不透明化剤は、同一である。
水性ローションは、充填されていない基材の重量に対して１１０重量％～６００重量％の
水性ローションのレベルで、基材上に充填されてもよい。基材は、２０～７５ｇｓｍの坪
量を有する不織布基材であってもよい。水性ローションは、パーソナルクレンジング組成
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物であってもよい。方法は、基材を修正することを更に含んでもよい。修正は、液体鋳造
、液体エンボス加工、リングロール、構造伸長、圧密化、伸張開口、差動伸長、化学処理
、及び熱処理からなる群から選択されてもよい。修正は、基材の高密度化された領域及び
非高密度化された領域又は反高密度化された領域を形成してもよい。水性ローションは、
タオルに均質に塗布されてもよい。水性ローションは、タオルに選択的に塗布されてもよ
い。水性ローションは、基材の高密度化された領域及び非高密度化された領域又は反高密
度化された領域に相補的な一定のパターンで、タオルに選択的に塗布されてもよい。
【００１５】
　幾つかの実施形態では、ウェットタオルは、基材と、不透明化剤を含む水性ローション
とを含む。基材は、高密度化された領域及び非高密度化された領域又は反高密度化された
領域を有してもよい。水性ローションは、基材の高密度化された領域及び非高密度化され
た領域又は反高密度化された領域の少なくとも一部分に相補的な一定のパターンで、基材
に選択的に塗布されてもよい。ウェットタオルは、第２のローションを含んでもよい。水
性ローションは、基材の高密度化された領域に塗布されてもよい。水性ローションは、基
材の非高密度化領域又は反高密度化された領域に塗布されてもよい。ウェットタオルは、
着色剤を含んでもよい。
【００１６】
　幾つかの実施形態では、ウェットタオルは、基材と、不透明化剤を含む水性ローション
とを含んでもよい。水性ローションは、可視パターン又はデザインを形成するように、基
材に選択的に塗布されてもよい。ウェットタオルは、着色剤を含んでもよい。
【００１７】
　幾つかの実施形態では、基材上にローションを不均質に充填する方法は、ｘ方向、ｙ方
向、及びｚ方向のうちの少なくとも１つに多様な物理的又は化学的特性を有する基材を提
供する工程と、その基材の物理的又は化学的特性のうちの１つ以上と相互作用するよう適
合されるローションを提供する工程と、その基材にローションを塗布する工程とを含む。
基材の多様な物理的又は化学的特性のうちの少なくとも１つは、孔径、繊維長、繊維の親
水性、繊維の疎水性、繊維電荷、繊維ｐＨ、及びそれらの組み合わせからなる群から選択
されてもよい。ローション適合には、電荷、ｐＨ、歩留まり向上剤の有無、歩留まり向上
剤の種類、粘度、親水性、疎水性、表面張力、及びそれらの組み合わせからなる群から選
択される、物理的又は化学的特性のうちの少なくとも１つが含まれ得る。基材は、ｘ方向
及びｙ方向の２つ以上の別個の領域において、異なる繊維種類を有してもよい。基材は、
ｚ方向の２つ以上の別個の領域において、異なる繊維種類を有してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】従来のローションで充填した、エンボス加工された基材の代表的な走査画像。
【図２】０．６％のＴｉＯ２を含むローションで充填した、エンボス加工された基材の代
表的な走査画像。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本明細書において使用される「水性」は、その主要な構成成分として水を含有する組成
物を指す。水性組成物は、水の重量をその組成物の重量と比較して、５０％超、又は少な
くとも８０％、又は少なくとも９０％、又はそれ以上であるが１００％未満である水を含
んでもよい。本明細書において使用される「非水性」は、その主要な構成成分として油を
含む組成物を指す。非水性組成物は、水の重量をその組成物の重量と比較して、０％～５
０％の水を含んでもよい。
【００２０】
　本明細書において使用される「坪量」は、正規化された基材の、その表面積にわたる単
プライの重量を指す。坪量を、１平方メートルあたりのグラム（ｇｓｍ）として表すこと
ができ、ＥＤＡＮＡ標準試験法＃４０．３－９０を使用して測定することができる。
【００２１】



(7) JP 2013-541511 A 2013.11.14

10

20

30

40

50

　本明細書において使用される「結合剤」は、タオル基材の構成要素間の結合を生成又は
強化するために使用される物質又は組成物を指す。例えば、結合剤は、スパンボンド層を
備えるタオル基材において、スパンボンド層内の個々の繊維間の結合を生成若しくは強化
してもよく、又は少なくとも１つのスパンボンド層及び少なくとも１つのメルトブローン
層を備えるタオル基材において、隣接するスパンボンド層及びメルトブローン層内の繊維
間の結合を生成若しくは強化してもよい。結合剤は、接着剤であってもよいが、必ずしも
接着剤である必要はない。
【００２２】
　本明細書において使用される「乳剤」は、乳化剤と呼ばれる僅かな割合の物質によって
懸濁液中に保持される２つ以上の不混和性液体の混合物を指す。乳化剤には多くの種類が
あり、例えば、（１）分散した脂肪又は油粒子の表面を被覆し、それによりそれらが凝集
することを防ぐことによって作用する、タンパク質又は炭水化物高分子（保護コロイドと
呼ばれることもある）、（２）ポリグリコールエーテル（例えば、脂肪族アルコールポリ
グリコールエーテル、脂肪族アルコールポリグリセロールエーテル、脂肪族アルコール、
エトキシル化脂肪族アルコール、脂肪酸ポリグリコールエステル、脂肪酸ポリグリセロー
ルエステル、脂肪酸アルカノールアミド、及びエチレンオキシド／プロピレンオキシドブ
ロック重合体が挙げられる）、並びにポリオール乳化剤（例えば、グリセリン脂肪酸エス
テル、ソルビタンエステル、及びアルキルグリコシドが挙げられる）等の非イオン性乳化
剤、（３）アミン塩、アルキル基を有するアミン、及び四級アンモニウム化合物等のカチ
オン性乳化剤、（４）石鹸、アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪族アルコールスルホン
酸塩、アルカンスルホン酸塩、スルホコハク酸アルキルエステル、エーテルカルボン酸、
及びサルコシン塩等のアニオン性乳化剤、及び（５）アルキルベタイン及びスルホベタイ
ン等の両性乳化剤、並びに上述の種類の混合物がある。乳化剤は、表面張力を低減し、凝
集をもたらす熱力学的駆動力を減少させることができる。乳化剤は、中間面に物理的障壁
も提供し、凝集の阻止を支援し得る。すべての乳剤は連続相及び分散相からなり、例えば
、乳等の水中油型（ｏ／ｗ）乳剤では、水が連続相であり、乳脂肪（油）が分散した相で
あり、例えば、バター等の油中水型（ｗ／ｏ）乳剤では、（破砕した脂肪球からの）遊離
脂肪が連続相であり、破壊されていない脂肪球と水滴とが分散した相を形成する。本明細
書では、乳剤は、油性成分又は油相を有するものとして記載するが、しかしながら、水中
油型乳剤の親油性又は「油性」成分は、ワックス、ゼリー、ゲル、粒子等の固体又は半固
体を含んでもよいことを理解されたい。
【００２３】
　乳剤は、動力学的観点からは安定していることもあるが、熱力学的観点からは決してそ
うではない。乳剤は、タオル基材に塗布されるまで、その作製の全工程にわたって安定し
ていてもよい。乳剤の安定度は、Ｆｏｒｍｕｌａｃｔｉｏｎ（Ｌ’Ｕｎｉｏｎ、Ｔｏｕｌ
ｏｕｓｅ）という名称の会社のＴｕｒｂｉｓｃａｎＬａｂ計器又はその同等物を使用して
、製造者の使用説明書に従って測定し得る。ＴｕｒｂｉｓｃａｎＬａｂは、乳剤が含まれ
る試料セルの上部と底部との間の領域に対する後方散乱光束の差異を測定することによっ
て、乳剤の不安定度を検出し得る。液体相の密度と異なる密度の固体不透明化剤に関して
、固体不透明化剤はまた、乾燥した基材に付加される前に液体相内で均質のままであって
もよい。液体ローションマトリックス内の固体不透明化剤の均質性も、Ｔｕｒｂｉｓｃａ
ｎＬａｂ計器又はその同等物によって、製造者の使用説明書に従って測定することができ
る。乳剤及び不透明度粒子懸濁液の両方ともに、例えば、乳化剤、湿潤剤、レオロジー剤
、分散剤、密度、粒径及び粒子形状、又はそれらの組み合わせの使用を介して安定化する
ことができる（動特性が低速化される）ことを理解されたい。
【００２４】
　本明細書において使用される「ローションを充填する」とは、基材にローションを塗布
し、ウェットタオルを形成するプロセスを指す。「充填された」基材は、ローションと関
連付けられる。「充填されていない」又は「乾燥した」基材は、ローションで処理されて
いない。「乾燥した」基材は、基材形成及び／若しくは処理中に基材に保持される液体か
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らの、又は基材によって吸収された液体からの、周囲湿度からの著しい水又は流体含有量
を有してもよいことを理解されたい。
【００２５】
　本明細書において使用される「不透明化する」又は物体の「不透明度を増大させる」と
は、不透明度に関して下記に記載する試験方法を使用して測定される物体の不透明度を増
大させるような方法で、物体を修正することを意味する。「不透明化する」又は「不透明
度を増大させる」という用語は、不透明度の印象を生み出すこと、又は増大された不透明
度の印象を生み出すことと対比されてもよく、不透明度の客観的かつ測定可能な増大に対
応してもよく、又は対応しなくてもよい。幾つかの実施形態では、不透明化された物体は
、修正される前に測定された物体よりも、不透明が少なくとも５％、又は少なくとも１０
％、又は少なくとも２０％高くなり得る。
【００２６】
　本明細書において使用される「領域」又は「部分」は、基材の表面又は奥行の不完全な
部分、すなわち、基材の所与の表面（上部又は底部）の１００％未満又は基材の奥行の１
００％未満を指す。「領域」又は「部分」は、基材の長さ、幅、又は奥行に沿った任意の
場所に位置してもよい。本明細書において使用される「領域」又は「部分」は、巨視的で
あると理解されるべきであり、より具体的には、人間の肉眼で確認できると理解されるべ
きである。すなわち、「領域」又は「部分」は、所与の方向に沿って最広点で測定された
とき、０．０５ｍｍよりも小さい寸法を有し得ない。例えば、「領域」は、少なくとも０
．０２５ｍｍの半径を有する円形の点、又は少なくとも０．０５ｍｍの短軸直径を有する
楕円、又はｘ方向及びｙ方向のそれぞれに０．０５ｍｍ延在する矩形であってもよい。
【００２７】
　本明細書において使用される「懸濁液」は、極めて小さい粒子（固体、半固体、又は液
体）が液体媒質中に多かれ少なかれ均一に分散されたシステムを指す。粒子がフィルタ膜
を通して通過するのに十分なほど小さい場合、システムはコロイド懸濁液（又は溶液）で
ある。液体中固体型懸濁液の例は、濾過及び乾燥によって紙となる水中の粉砕木材パルプ
、牛乳中の脂肪粒子、並びに血液中の赤血球である。
【００２８】
　本明細書において使用される「歩留まり向上剤」は、タオルが表面を擦る又は拭い取る
ときに、不透明化剤、光沢剤、又は着色剤がその表面に付着する可能性が少なくなるよう
、タオル基材と不透明化剤（又は下記に記載されるような光沢剤又は着色剤）との間の提
携を形成するか、又は増大させるために使用される、物質又は組成物を指す。歩留まり向
上剤は、基材に塗布されてもよく、又は湿潤ローション中に組み込まれてもよい。同一の
物質若しくは組成物が、結合剤及び歩留まり向上剤として機能してもよく、あるいは結合
剤及び歩留まり向上剤の双方が望まれる場合、異なる物質又は組成物が使用されてもよい
。不透明化剤、光沢剤、又は着色剤の保持は、ミシガン州Ｋａｌａｍａｚｏｏ所在のＫＶ
Ｐ　Ｓｕｔｈｅｒｌａｎｄ　Ｐａｐｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙによって製造されるＳｕｔｈｅ
ｒｌａｎｄ　Ｒｕｂ　Ｔｅｓｔｅｒ又はその同等物を使用して、製造者の使用説明書に従
って測定し得る。
【００２９】
　本明細書において使用されるとき、百分率は、別段記載のない限り、ローションの総重
量に対する成分の重量として与えられる。百分率は、１００％有効成分材料を反映する。
例えば、成分が、分散液に対して５０重量％の成分濃度での分散液で入手可能であれば、
１００％有効成分の等価物を提供するために、分散液の重量の２倍がローションに添加さ
れることとなる。
【００３０】
　上述のように、ウェットタオルを不透明化するためのこれまでのアプローチは、基材に
不透明化剤を添加することを含む。ウェットタオルを不透明化又は光沢化するための新規
のアプローチは、基材ではなく、湿潤ローションを不透明化することである。このアプロ
ーチは、坪量が、基材への不透明化剤又は充填剤の添加がもはや基材の繊維間又は成分間
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の光伝送空間を補正しないという閾値を下回る場合でさえ、タオルの不透明化又は光沢化
を促進し得る。幾つかの実施形態では、ローション内の不透明化剤又は他の微粒子は、タ
オルを通した汚物の表面滲みを低減するように、基材の繊維間又は成分間の空間の一部を
物理的に吸蔵してもよい。幾つかの実施形態では、湿潤ローション内への微粒子不透明化
剤、光沢剤、又は着色剤の組み込みは、改善された洗浄性能に寄与することがある。幾つ
かの実施形態では、不透明化剤、光沢剤、又は着色剤は、発疹治療、使用時のタオルと表
面との間の低減された摩擦、改善された洗浄、又は太陽からの紫外線放射による損傷から
の保護等の皮膚への利益を提供してもよい。基材ではなく、ローションを不透明化、光沢
化、又は着色することは、タオル基材の坪量を増大させることよりも経済的（すなわち、
高価でない）な場合がある。
【００３１】
　湿潤ローションは、主にタオルに水分を提供するよう機能してもよく、又は、例えば、
米国特許第７，６６６，８２７号、同第７，００５，５５７号、米国特許出願公開第２０
０７／０２８６８９４号、及び米国特許出願第１２／７７１，３９１号に記載されるよう
に、界面活性剤、乳化剤、皮膚軟化剤、塗膜形成剤、非付着剤、防腐剤、ｐＨ緩衝剤、レ
オロジー変性剤等の他の有効成分を含んでもよい。湿潤ローションは、不透明化剤、光沢
剤、着色剤、又はそれらの混合物を更に含んでもよい。不透明化剤は、少なくとも１．３
３の屈折率を有してもよい。湿潤ローションは、水性であってもよく、又は非水性であっ
てもよい。
【００３２】
　幾つかの代表的な不透明化剤には、スチレン／ビニルピロリドン共重合体、スチレン／
アクリル共重合体、及びスチレン（stryrene）／アクリルアミド共重合体等の高分子材料
が挙げられる。好適な市販の高分子微粒子には、ＲＯＨＭ　＆　ＨＡＡＳから入手可能で
あるスチレン／アクリル共重合体、及びＩＳＰから入手可能であるスチレン／ビニルピロ
リドン共重合体が挙げられるが、それらに限定されない。他の不透明化剤には、二酸化チ
タン、酸化亜鉛、カオリン粘土、焼成カオリン粘土、モンモリロナイト粘土、焼成モンモ
リロナイト粘土、タルク、硫酸バリウム、ベントナイト粘土、ケイ酸塩、シリカ、炭酸カ
ルシウム、沈降炭酸カルシウム、ジルコン酸ストロンチウム等のジルコン酸塩、並びに二
酸化チタン及び／又は、酸化鉄若しくは酸化スズ等の金属酸化物でコーティングされた雲
母基材等の無機材料が挙げられ得る。高分子不透明化剤の混合物、無機不透明化剤の混合
物、又は高分子不透明化剤及び無機不透明化剤の混合物を含む、異なる不透明化剤の混合
物が使用されてもよい。
【００３３】
　不透明化剤は、微粒子、又は液体混合物中に予め分散された微粒子として、湿潤ローシ
ョンに添加されてもよい。概して、不規則な表面を有する微粒子は、より滑らかな、丸い
、又はより球形の粒子よりも高い屈折率を有するであろう。しかしながら、不規則な微粒
子表面は、粗い、又はざらざらした質感に寄与し得る。
【００３４】
　皮膚にとって、粗いか、又はざらざらした質感は、角質除去タオルとしては許容可能な
場合がある。粗いか、又はざらざらした質感は、同様に、浴室備品、床、又は調理台等の
無生物表面用の洗浄タオルにおいては、許容可能であるか、又は更には好ましい場合があ
る。他の実例では、粗いか、又はざらざらした質感は望ましくない場合がある。例えば、
粗さ又はざらざら感は、ざらざらした質感がより良好な洗浄と関連付けられ得るため、ヘ
ビーデューティー洗浄又は角質除去を目的とする皮膚洗浄タオルにおいては認められるか
、又は望ましい場合があるが、比較的低いレベルの粗さ又はざらざら感は、顔及び首の皮
膚、又は会陰、又は乳幼児若しくはよちよち歩きの幼児の皮膚、又は乳幼児若しくはよち
よち歩きの幼児の会陰等の繊細な皮膚上での使用を目的とする皮膚洗浄タオルにおいては
許容できない場合がある。したがって、本明細書に記載される高分子材料及び他の不透明
化剤の双方に関して、微粒子選択は、不規則な光散乱表面特徴と、滑らかなローション感
触を送達するための丸く滑らかな表面特徴との間の製品特異的な平衡を要することがある



(10) JP 2013-541511 A 2013.11.14

10

20

30

40

50

。粒径は、より滑らかな感触にも寄与し得る。５０マイクロメートル未満の粒径は、ざら
ざらしていない感触を達成するのに役立ち得る。粒子濃度もまた、感触のために調節され
てもよい。より高い濃度、例えば、１０％～２０％又はそれを超える粒子濃度は、よりざ
らざらした製品と関連付けられてよく、また例えば、５％未満の粒子濃度は、より滑らか
な製品と関連付けられてもよい。
【００３５】
　幾つかの実施形態では、不規則な表面を有する粒子は、不規則な表面の感触を向上させ
るために、柔軟向上剤で処理されてもよい。幾つかの柔軟向上剤には、鉱油、植物油、ジ
メチコーン、官能化シリコーン、又はそれらの組み合わせが挙げられるが、それらに限定
されない。幾つかの場合には、表面処理は、粒子表面に共有結合されてもよい。幾つかの
共有結合された柔軟向上剤は、水性マトリックスを含む液体マトリックス内の粒子の分散
性を増大させ得る。
【００３６】
　湿潤ローションに不透明化剤を添加することに伴う１つの懸念は、ローション由来の不
透明化剤が、タオルが使用される表面に付着する可能性があるということである。幾つか
のタオル製品に関して、可視残留物を残すことは湿潤ローションにとって望ましくない場
合がある。例えば、皮膚、衣類、又は他の繊維製品を含む表面上に可視残留物を残すこと
は、ウェットタオルにとって望ましくない場合がある。より具体的な例としては、白色の
不透明化剤が濃い色の繊維製品（例えば、黒色、茶色、青色等の飽和した色調の繊維製品
）に付着することは望ましくないことがあり、それはその繊維製品を埃にまみれ、汚れ、
色あせたようにさせ、ないしは別の方法で汚れていない外観を損なわせることがある。幾
つかの実施形態では、ウェットタオルの使用中に表面に付着する可能性のある可視微粒子
の量を最小化しながら幾らかの不透明度を提供するために、ローション内の不透明化剤の
濃度は、そのローションの重量に対して０．１重量％～１０重量％、又は０．３重量％～
２重量％の不透明化剤であってもよい。ローション内の不透明化剤の望ましいレベルは、
使用する不透明化剤の種類に基づいて変化してもよい。幾つかの透明有機可塑物及び不透
明化有機可塑物は、例えば、それらが表面に付着した場合に比較的目立たぬよう、最大１
０％で、又は１０％を超える濃度で許容可能であってもよい。酸化亜鉛又は二酸化チタン
等の幾つかの無機粒子は、それらが表面に付着した場合、比較的より目立ちやすいことが
あり、したがって、５％未満又は２％未満の濃度等のより低い濃度で許容可能であり得る
。
【００３７】
　幾つかの実施形態では、ローションは、歩留まり向上剤を更に含む。歩留まり向上剤は
、ウェットタオル基材に対する不透明化剤の親和力を増大させるよう機能し、タオルの使
用中に、ローション由来の不透明化剤が表面に付着する可能性を低減し得る。歩留まり向
上剤は、タオル基材に添加されてもよい。すなわち、歩留まり向上剤は、基材を形成する
前に基材の繊維又は成分内に配合されてもよく、又は例えば、基材を形成する際に歩留ま
り向上剤の微粒子として、例えば、スパンポンディング、メルトブローイング、エアレイ
イング、カーディング等によって添加することによって、形成中に基材に添加されてもよ
く、あるいは歩留まり向上剤は、基材上に湿潤ローションを充填する前に、形成された基
材に添加されてもよい。例えば、歩留まり向上剤は、溶液中に配合され、ローションの塗
布前に基材に塗布されてもよい。別の例として、拭き取り用ローションは、歩留まり向上
剤液体組成物よりも前に塗布されてもよい。また別の例として、拭き取り用ローション及
び歩留まり向上剤液体組成物は、基材への塗布の直前に組み合わされてもよい。歩留まり
向上剤は、ローションへの不透明化剤の添加前、添加中、又は添加後に、ローションに添
加されてもよい。歩留まり向上剤は不透明化剤と組み合わされてもよく、また組み合わさ
れた歩留まり向上剤－不透明化剤がローションに添加されてもよい。
【００３８】
　歩留まり向上剤の選択は、基材及び／又は不透明化剤の化学的性質及び特徴によって導
かれてもよい。例えば、実効電荷を有さない１００％ポリプロピレン基材を使用する場合



(11) JP 2013-541511 A 2013.11.14

10

20

30

40

50

、非極性ポリプロピレン表面との歩留まり向上剤の結び付きを促進するため、親油性部分
を有する歩留まり向上剤が使用されてもよい。この歩留まり向上剤を不透明化剤と結び付
けるため、歩留まり向上剤は、歩留まり向上剤をポリプロピレンと結び付けるための親油
性部分に加えて、不透明化剤との結び付きを可能にする官能基を含んでもよい。この方法
では、歩留まり向上剤は、基材及び不透明化剤の双方と結び付くことによって、架橋の役
割を果たす。別の例として、負の実行電荷を有するように修正された１００％セルロース
基材を使用する場合、負に帯電しているセルロース表面との歩留まり向上剤の結び付きを
促進するため、正の実効電荷を伴う少なくとも一部分を有する歩留まり向上剤が使用され
てもよい。
【００３９】
　幾つかの実施形態では、幾つかの歩留まり向上剤は基材及び／又は不透明化剤と１つ以
上の化学結合を形成し得るが、歩留まり向上剤が、基材及び／又は不透明化剤と化学結合
を形成することは、必須ではない。歩留まり向上剤と基材との間、歩留まり向上剤と不透
明化剤との間、不透明化剤と基材との間、及びすべての他の結び付きの順列で発生し得る
、種々の化学結合の種類がある。これらの結合種類には、共有結合、ファンデルワース力
を介して形成される結合、水素結合、イオン結合、例えば、コロイド相互作用等のイオン
引力、及びこれらの種々の結合種類の組み合わせが挙げられる。歩留まり向上剤は、異な
る化学結合メカニズムを介して、不透明化剤及び基材と結び付いてもよい。
【００４０】
　幾つかの実施形態では、歩留まり向上剤は、物理的相互作用を介して不透明化剤及び／
又は基材と結び付く。例えば、歩留まり向上剤は、歩留まり向上剤が物理的に基材内に捕
捉されるように寸法付けられ、基材に塗布されてもよい。基材内に歩留まり向上剤を捕捉
する１つの代表的な方法は、適切に寸法付けられた歩留まり向上剤の溶液を、基材を通し
て濾過することである。不透明化剤は、基材の繊維によって作製された構造内に、機械的
捕捉によって保持されてもよい。例えば、不透明化粒子は、基材繊維壁上の機械的欠陥と
の相互作用を通して、又は、基材の繊維によって作製された孔内か、若しくは繊維表面に
沿ったチャネル内の不透明化剤の毛管取着を通して、又は、繊維のルーメン内への不透明
化剤の拡散を介した機械的引力を通して、基材繊維網状組織内に保持されてもよい。した
がって、基材内への不透明化剤の保持は、化学的メカニズム又は機械的メカニズム、又は
それらの組み合わせを介して発生し得る。
【００４１】
　異なる歩留まり向上剤の混合物は、例えば、異なる不透明化剤を含む実施形態において
、又は異なる基材繊維特徴の混合物を含む実施形態において、役立つことがある。勿論、
基材は、好ましい不透明化剤及び／若しくは歩留まり向上剤に対応するように変更されて
もよく、又は、不透明化剤は、好ましい基材及び／若しくは歩留まり向上剤に対応するよ
うに変更されてもよい。
【００４２】
　基材、不透明化剤、及び／又は歩留まり向上剤の組み合わせを選択する際の別の検討事
項は、ローションのｐＨであり得る。ローションのｐＨは、反対電荷の引力を介して保持
が改良されるように、不透明化剤の電荷を基材の電荷と反対させてもよい。基材の無機及
び有機表面処理はまた、基材上又は基材内に不透明化剤を保持するのに役立つよう使用さ
れてもよい。例えば、ミョウバンは、正に帯電しているパルプ繊維を作製するため、約６
のｐＨでパルプ繊維に添加されてもよい。これは、タルク又は粘土等の、ｐＨ　６で負に
帯電している不透明化剤の保持に役立つ。
【００４３】
　代表的な歩留まり向上剤には、非イオン性、アニオン性、カチオン性、若しくは両性型
の高分子電解質、ポリサッカライド、ガラクトマンナン、無機塩及び粒子、又は、上述の
ように、特定の基材及び不透明化剤との両立性のために選択されるそれらの組み合わせが
挙げられるが、それらに限定されない。代表的な高分子電解質には、ポリアミドアミン、
ポリアクリルアミド、アクリルアミド共重合体、ポリエチレンイミン、エチレンイミン及
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びアクリルアミドの共重合体、ポリアミン、ポリエチレンオキシド、及びポリジアリルジ
メチルアンモニウムクロリドが挙げられるが、それらに限定されない。代表的なポリサッ
カライド材料には、デンプン、カチオン性デンプン、及び他の加工デンプン、セルロース
及び変性セルロース、並びにキチン及び変性キチンが挙げられるが、それらに限定されな
い。代表的なガラクトマンナンには、グアーガム、変性グアーガム、ローカストビーンガ
ム、及び変性ローカストビーンガムが挙げられるが、それらに限定されない。代表的な無
機塩及び粒子には、ミョウバン、シリカ、ベントナイト粘土、及びポリ塩化アルミニウム
が挙げられるが、それらに限定されない。異なる種類の歩留まり向上剤（高分子電解質、
ポリサッカライド、ガラクトマンナン、並びに無機塩及び粒子など）の混合物を含む、異
なる歩留まり向上剤の混合物が使用されてもよい。
【００４４】
　ベントナイト粘土等の幾つかの材料は、不透明化剤として機能することができ、また歩
留まり向上剤としても機能することができる。幾つかの実施形態では、不透明化剤及び歩
留まり向上剤は同一である。幾つかの実施形態では、不透明化剤及び歩留まり向上剤は、
同一であるか、又は類似の化学物質であるが、異なる寸法、形状、若しくはタオル上の分
布である。幾つかの実施形態では、不透明化剤及び歩留まり向上剤は異なる。歩留まり向
上剤は、使用される場合、ローション中に、そのローションの総重量に対して０．１重量
％～２０重量％の歩留まり向上剤のレベルで存在してもよい。
【００４５】
　幾つかの実施形態では、ローションは乳剤を含んでもよい。幾つかの水中油型乳剤は、
不透明化剤として機能し得る。例えば、幾つかの乳剤は、不透明な白色の外観を有し得る
。不透明な白色の外観は、乳剤の油成分と水成分との間の屈折率の差異による。不透明な
乳剤はまた、広範な分布の比較的大きい粒径を有する分散した液滴を含んでもよい。例え
ば、０．１～１０マイクロメートルの範囲の寸法の「大きい」油液滴は、多数の異なる方
向の、多数の異なる波長の光散乱を引き起こし得る。これは、チンダル効果として既知で
ある。したがって、乳剤は、液滴が多数の異なる方向の入射光の多数の波長を散乱するこ
とを可能にさせる、（光の可視波長に関して）広範な粒径分布の大きい液滴寸法のため、
白く見え得る。粒径及び粒径分布は、乳剤の化学的性質（すなわち、油及び液体の相対量
、乳剤中の油の種類、並びに、乳化剤及び界面活性剤等の水性成分中の他の化合物の有無
）と、乳剤を作製するために使用されるプロセスとの双方により影響を受ける。粒径分布
はまた、プロセス技術及びパラメーターによっても影響を受ける。例えば、高剪断プロセ
スは、水相中に分散した小さい油液滴を生み出す傾向があり、その小さい液滴は、約０．
１マイクロメートルの寸法を有し、紫外線（ＵＶ）波長を有する光を反射する（ＵＶ波長
は人間の肉眼には見ることができない）。かかる乳剤は、透明である傾向がある。低エネ
ルギーの低剪断プロセスは、より大きい粒径の発生を促進することができ、それは光の可
視波長を反射し、不透明な白色の外観を形成することができる。不透明な乳剤は、無機及
び／又は高分子粒子の代わりに、又はそれらに加えて使用されてもよい。
【００４６】
　不透明化乳剤は、０．１～１０マイクロメートルの粒径分布を有してもよい。不透明化
水中油型乳剤の幾つかの代表的な油性成分には、ヒマワリ油、オリーブ油、ホホバ油、他
の植物油、鉱油、シリコーン流体、官能化シリコーン皮膚軟化剤、及びそれらの組み合わ
せが挙げられる。幾つかの代表的な低エネルギー、低剪断プロセス技術には、パドル混合
又はパドル配合が挙げられる。勿論、不透明化ローション、又は更には不透明化乳剤は、
より小さい寸法の粒子を形成するように、比較的高いエネルギー及び／又は高い剪断プロ
セスを使用して処理されてもよい。
【００４７】
　不透明な乳剤は、乾燥した基材に関して、本明細書に記載される他の不透明化ローショ
ンと同程度には、不透明度の増大を提供しないことがある。例えば、油濃度又は油液滴寸
法を増大させ、乳剤の不透明度を増大させる能力は、水性塩基、又は界面活性剤濃度、又
は洗浄性能に関係する他のローション特性、又はローション安定度（すなわち、油液滴が
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水相から分離しないよう長時間にわたって安定した乳剤を維持すること）を維持する必要
性から、制限されることがある。乳剤特性の操作の柔軟性が制限される実施形態では、不
透明な乳剤は、本明細書に記載されるような、他の不透明化剤、光沢剤、及び／又は着色
剤と共に使用されてもよい。
【００４８】
　ローションは、基材上に充填されてもよい。ローションは、ローション塗布プロセスが
ローションを基材の片面か又は両面かに塗布するように、塗布されてもよい。複数のタオ
ル基材が、当該技術分野において既知であり、例えば、Ｃｏｌｅらに対する米国特許第６
，６７３，３５８号、及びＭａｒｓｈらに対する米国特許公開第２００７／０２８６８９
４号に開示されている。使い捨てタオルは、不織布材料で構築されることが多い。「不織
布」は、本明細書では、連続繊維の組立体、共押出繊維、非連続繊維、及びそれらの組み
合わせから、織る又は編むことなく、スパンボンディング、カーディング、メルトブロー
イング、エアレイイング、湿式レイイング、コフォーミング、又はこうした目的のために
当該技術分野において公知の他のこうしたプロセスにより作製される繊維構造を指す。繊
維は、連続繊維、ステープル繊維、又はそれらの組み合わせであってもよい。基材に繊維
を組み込むプロセスは、使用される成分材料の種類及び基材ウェブの所望の特性に依存し
て選択することができる。不織布材料は、繊維組立体の１つ以上の層を含んでもよく、そ
の各層は、連続繊維、共押出繊維、非連続繊維、及びそれらの組み合わせを含んでもよい
。
【００４９】
　好適なタオルは、好適な柔軟性、耐久性、及び必要に応じて液体吸収性を生み出す、任
意の材料又は材料の配合物で構築されてもよい。好適な繊維は、天然繊維、セルロース繊
維、全体的に合成された繊維、又は繊維の幾つかの組み合わせであってもよい。天然繊維
又は合成繊維は、所望の特徴を提供するように処理ないしは別の方法で機械的又は化学的
に修正されてもよく、又はそれらが自然界で発見され得るような形態に概して類似した形
態であってもよい。
【００５０】
　特定の実施形態では、繊維の特定の組み合わせが、所望の特徴を提供するように選択さ
れてもよい。繊維は、異なる組成物又は繊維形状を含む、１つ以上の種類のものであって
もよい。例えば、特定の長さ、幅、荒さ、形状、又は他の特徴を有する繊維が、特定の層
内で組み合わされてもよく、又は互いに分離した別個の層内で組み合わされてもよい。幾
つかの実施形態では、好適な材料には、ビスコース、ポリプロピレン、ポリプロピレン－
ビスコース配合物、ポリエチレン、ポリエステル、レーヨン、綿、セルロース、変性セル
ロース、パルプ、及びそれらの組み合わせが挙げられる。繊維は、コア－シース構成を有
してもよく、コア材料及びシース材料は、同一の組成物であっても、又は異なる組成物で
あってもよい。繊維は、ドッグボーン、３葉、多葉、曲線、三角形等の固有形状を有して
もよい。異なる固有形状を有する繊維の組み合わせが使用されてもよい。基材「繊維」へ
の言及は、別段に記されない限り、フィルム、粒子、糸（又は、他の繊維の集合体）等の
真の繊維ではない基材成分を含む。すなわち、基材繊維への言及は、真の繊維を含む不織
布基材への記載に限定されることを意図しない。
【００５１】
　多葉型繊維は、基材内での毛管チャネルの形成を促進し得る。毛管チャネルは、基材の
表面から離れて基材内へと引き込まれるローションの量を増大させ得る。基材の「中心」
（すなわち、必ずしも基材の垂直又は水平中心である必要はないが、基材の表面から離れ
て）に存在するローションは、タオル使用時の粒子の保持を増大させ得る。基材の中心へ
のローションの移動はまた、基材の繊維間の間質空間内への微粒子の移動を促進し、した
がって、使用中のタオルの間質空間を通した汚物の表面滲みを低減するのに役立ち得る。
【００５２】
　基材材料はまた、その柔軟性及び質感を改善するように処理されてもよい。基材は、種
々の処理に供されてもよく、例えば、１９９２年９月１日にＷｅｂｅｒらに対して付与さ
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れた米国特許第５，１４３，６７９号に記載されるような液体鋳造、液体エンボス加工、
リングロール等の物理的処理、１９９６年５月２１日にＣｈａｐｐｅｌｌらに対して付与
された米国特許第５，５１８，８０１号に記載されるような構造伸長、１９９９年６月２
２日にＢｅｎｓｏｎらに対して付与された米国特許第５，９１４，０８４号、２０００年
９月５日にＢｅｎｓｏｎらに対して付与された同第６，１１４，２６３号、２０００年１
０月１０日にＢｅｎｓｏｎらに対して付与された同第６，１２９，８０１号、及び２００
２年５月７日にＤｏｂｒｉｎらに対して付与された同第６，３８３，４３１号に記載され
るような圧密化、１９９７年５月１３日にＢｅｎｓｏｎらに対して付与された米国特許第
５，６２８，０９７号、１９９７年８月１９日にＣｕｒｒｏらに対して付与された同第５
，６５８，６３９号、及び１９９９年６月２９日にＢｅｎｓｏｎらに対して付与された同
第５，９１６，６６１号に記載されるような伸張開口、２００３年２月６日にＣｕｒｒｏ
らにより公開された米国特許公開第２００３／００２８１６５Ａ１号に記載されるような
差動伸長、並びに２００４年７月８日にＴｕｒｎｅｒらにより公開された米国特許公開第
２００４／０１３１８２０Ａ１号及び２００４年１２月３０日にＣｕｒｒｏらにより公開
された米国特許公開第２００４／０２６５５３４Ａ１号に記載されるような他の固体形成
技術、区域活性化、圧力接着、ニードルパンチ、エアレイイング、タフティング、圧縮固
化等、例えば、基材の一部若しくは全部を疎水性及び／若しくは親水性にすること又は疎
水性若しくは親水性を増大させること等があるがそれらに限定されない、化学処理、例え
ば、熱エンボス加工、熱による繊維の柔軟化、熱結合等があるがそれらに限定されない、
熱処理、並びにそれらの組み合わせがあるが、それらに限定されない。理論に束縛される
ものではないが、テクスチャード加工された基材は、クレンジング中の皮膚からの汚物を
掴むないしは別の方法で持ち上げる能力を高めることにより、排泄物又は他の汚物の除去
を促進し得ると考えられる。
【００５３】
　基材は、約１５、３０、４０、又は４５ｇ／ｍ２～約６５又は７５ｇ／ｍ２の間の坪量
を有してもよい。基材は、７５ｇｓｍ未満又は６５ｇｓｍ未満の坪量を有してもよい。１
つの代表的な基材は、フィンランド、ＴａｍｐｅｒｅのＳｕｏｍｉｎｅｎからＦＩＢＲＥ
ＬＬＡ（商標）３１６０として入手可能な、５８ｇ／ｍ２の坪量を有する、ビスコース繊
維とポリプロピレン繊維との４０／６０ブレンドを含むカード不織布であってもよい。別
の代表的な材料は、Ｆｉｂｒｅｌｌａ（商標）３１００であってもよく、これは５０重量
％の１．５デニールのポリプロピレン繊維と５０重量％の１．５デニールのビスコース繊
維とを含む６２ｇ／ｍ２の不織布ウェブである。基材として使用される他の好適な材料は
、Ｓａｎｄｌｅｒ　ＡＧ　ｏｆ　Ｓｃｈｗａｒｚｅｎｂａｃｈ／Ｓａｌｌｅ，Ｇｅｒｍａ
ｎｙから入手可能なＳＡＷＡＴＥＸ（商標）２６４２であってもよい。基材として使用さ
れるまた別の好適な材料は、約４０ｇ／ｍ２（ｇｓｍ）～約２００ｇｓｍの坪量を有し、
またビスコース繊維とポリプロピレン繊維との２０／８０ブレンドを有してもよい。基材
は、パルプとビスコース繊維との６０／４０ブレンドであってもよい。
【００５４】
　別の実施形態では、基材は生分解性であってもよい。例えば、基材は、ポリエステルア
ミド又は高湿潤強度セルロース等の生分解性材料で作製されてもよい。基材はまた、分散
性であってもよく、すなわち、基材又は製品の指定された部分は、水中で十分に溶解又は
崩壊し得るため、典型的な家庭用又は自治体衛生システムにいかなる問題を起こすことな
く、基材を下水道又は浄化槽システムに廃棄することができる。そのような分散性基材を
製造するための材料及び方法は、例えば、国際公開第２００７／１２５４４３号（Ｋｉｍ
ｂｅｒｌｙ－Ｃｌａｒｋ　Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ，Ｉｎｃ．）、米国特許第４，７５５，４
２１号（Ｍａｎｎｉｎｇら）、同第７，２８５，５０４号（Ｊｏｎｅｓら）、同第７，１
５７，３８９号（Ｂｒａｎｈａｍら）、及び同第７，１０１，６１２号（Ｌａｎｇら）に
記述されている。
【００５５】
　他の好適な基材には、Ａｎｄｅｒｓｏｎらに対する米国特許第４，１００，３２４号に
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記載されるようなコフォーム基材、Ｏｒｌａｎｄｉに対する米国特許第６，８４２，９５
３号に記載されるような流体力学穿刺によって形成される基材、及びＢａｒｎｈｏｌｔｚ
らに対する米国特許第７，９７２，９８６号に記載されるような基材が挙げられる。
【００５６】
　基材は、不透明化剤を含んでもよい。基材不透明化剤は、存在する場合は、湿潤ローシ
ョン内の不透明化剤と同一であってもよく、又は異なっていてもよいが、基材不透明化剤
は、タオルの使用中に基材不透明化剤が基材から移らないよう、基材内又は基材上に結合
されるであろう。例えば、基材繊維は、高分子を含んでもよく、その高分子は、不透明化
剤が基材繊維内に構造的に封入されるように、高分子融解物製剤としての不透明化剤を含
んでもよい。すなわち、不透明化剤は、基材を作製する繊維のうちの１つ以上と一体であ
ってもよい。基材は、基材の繊維間の凝集を維持するための結合剤を含んでもよい。代表
的な結合剤には、ラテックス系接着剤等の接着剤、ラテックス、及びそれらの組み合わせ
が挙げられるが、それらに限定されない。基材不透明化剤は、存在する場合、結合剤の一
部分として基材に添加されてもよい。基材内の「第２の」不透明化剤（例えば、２つ以上
の不透明化剤がローション又は基材内で使用される場合、例えば、ローション充填された
タオル内の第３の、又は第４の、又はそれ以上の不透明化剤であってもよい）の代わりに
、又はそれに加えて、基材は、化学光沢剤及び／又は着色剤を含んでもよい。
【００５７】
　化学光沢剤は、光の紫外線波長（ultraviolent wavelengths）を吸収し、また光の青波
長を放出することによって、基材に高度に知覚される白色度を付与するために使用されて
もよい。代表的な光沢剤には、Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ（Ｂ
ａｓｅｌ，Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ）製のＵＶＩＴＥＸ又はＴＩＮＯＰＡＬ　ｂｒａｎｄ
として入手可能な光沢剤が挙げられるが、それに限定されない。ＵＶＩＴＥＸ又はＴＩＮ
ＯＰＡＬ　ｂｒａｎｄの光沢剤は、特にポリプロピレンからなる基材繊維内への組み込み
に効果的なことがあるが、それに限らない。かかる光沢剤から放出される青波長は、約４
２０～４７０ｎｍの範囲であってもよい。すなわち、光沢剤は、基材の表面から放出され
る青色光の相対的比率を増大させることができ、タオルの知覚される白色度を増大させる
。増大された白色度の知覚はそれ自身、タオルを通した光透過率が化学光沢剤によって減
少されていない場合でさえも、増大されたタオル不透明度の印象を与えることがある。増
大された白色度はまた、タオルを使用する前の、「より清潔に」又は「より新しく」見え
るタオルと関連付けられることがある。
【００５８】
　幾つかの実施形態では、基材に着色剤が添加される。例えば、基材は、基材に淡い色合
い、例えば、青、ピンク、又は緑、又は別の色などを付与する染料又は顔料を含んでもよ
い。例えば、銅フタロシアニンブルーが、基材を作製する繊維に添加され得る。微かな色
合いは、増大されたタオル不透明度の印象を与える場合があり、又は美的理由から好まれ
る場合がある。幾つかの実施形態では、着色剤は、タオルがより白く見えるよう選択され
てもよい。例えば、青味剤を使用して、青色とは知覚されないが白色として知覚されるよ
うな、微かな青い色合いが形成されてもよい。青味剤の例は、Ｓｅｎｓｉｅｎｔ　Ｃｏｓ
ｍｅｔｉｃ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　Ｃｏｒｐ（Ｓｏｕｔｈ　Ｐｌａｉｎｆｉｅｌｄ
，ＮＪ）から入手可能なＦＤ＆Ｃ　Ｂｌｕｅ　＃１である。別の方法としては、着色剤は
、着色剤が基材の色と組み合わさり、白色として知覚される微かな青い色合いを形成する
ように、選択されてもよい。
【００５９】
　着色剤又は光沢剤は、存在する場合、ローションに添加されることもでき、又はローシ
ョン及び基材の双方に添加されてもよい。例えば、ＦＤ＆Ｃ　Ｇｒｅｅｎ　＃３又はＦＤ
＆Ｃ　Ｂｌｕｅ　＃１等の水溶性染料又はそれらの混合物は、水性ローション内に可溶化
され得る。増大された白色度の知覚は、消費者によって、増大された洗浄性能と認知的に
関連付けられる場合がある。着色剤又は光沢剤は、保持剤と合わさって、基材上の着色剤
及び／又は光沢化剤の保持を改善してもよい。この点において、不透明化剤に関する保持
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剤についての考察は、着色剤及び／又は光沢剤が使用される場合、着色剤及び／又は光沢
剤にも当てはまる。
【００６０】
　幾つかの基材は、基材が、基材の長さ及び／又は幅にわたって様々な密度を有するよう
に、処理されてもよい。これは、通常のプロセス変化等の基材の密度における固有の変化
とは区別されるべきである。例えば、幾つかの基材は、上述のように、液体鋳造、エンボ
ス加工、リングロール、染色、ないしは別の方法で処理されてもよい。処理は、特に基材
の密度を修正するように適用されてもよく、又は基材の密度の修正は副次的効果であって
もよい。例えば、基材は、美的効果のための一定のパターン又はデザインでエンボス加工
されてもよく、その結果、エンボス加工されたパターンの部分等の基材のある部分が、基
材の他の部分よりも密集する。本明細書に記載されるような不透明化ローションを、様々
な密度を有する基材と共に使用することは、望ましい場合がある。例えば、基材内の様々
な密度に関係する不透明度の任意の差異を増幅及び／又は最小化するために、不透明化ロ
ーションを使用することが望ましい場合がある。より特定の例として、高密度化された波
形パターンでエンボス加工された基材において、不透明化ローションをパターンの高密度
化された部分に塗布し、パターンの高密度化された部分の不透明度を強めることが望まし
い場合がある。別の方法としては、不透明化ローションをパターンの非高密度化又は反高
密度化された部分に塗布し、高密度化された部分と非高密度化又は反高密度化された部分
との間の外観上の差異を低減させることが望ましい場合がある。いずれにせよ、ローショ
ンが高密度化された部分に塗布される場合も、又はローションが非高密度化若しくは反高
密度化された部分に塗布される場合も、ローション塗布パターンは、エンボス加工ないし
は別の方法で形成された基材内のパターンに相補的であると考えられ得る。相補的ローシ
ョン塗布パターンは、例えば、美的及び／又は機能的基材処理の美的効果を強調し、強調
を抑え、ないしは別の方法で修正することが望ましい場合がある。相補的ローション塗布
パターンは、高密度化された領域又は反高密度化された領域と一致していてもよく、高密
度化された領域又は反高密度化された領域に隣接していてもよく、高密度化された領域又
は反高密度化された領域と交互（例えば、緻密化若しくは反緻密化の縞模様間のローショ
ンの縞模様を伴う緻密化若しくは反緻密化の縞模様、又は緻密化若しくは反緻密化の領域
を伴う共中心形）であってもよい。ローション塗布パターンが相補的であっても又はそう
でなくても、ローションは、連続的又は断続的に塗布されてもよい。具体的には、ローシ
ョンは、基材が機械的に修正されているか、又は基材への機械的修正が連続的若しくは断
続的であるかに関わらず、連続的又は断続的に塗布されてもよい。幾つかの実施形態では
、様々な密度を有する基材に均質に塗布された不透明化ローションは、不透明化ローショ
ン及び密度変化が組み合わさり、非高密度化又は反高密度化された部分と比較して、高密
度化された部分を、それらが不透明化ローションを塗布される前よりも際立つように、密
度変化の美的効果を修正してもよい。
【００６１】
　不透明化ローションは、転写、噴霧、キスローリング（成形ローラーを用いる）等の種
々のプロセスを使用して、基材の部分に選択的に塗布されてもよい。すなわち、不透明化
ローションは、望ましく不透明化される基材の部分にのみ塗布されてもよい。基材の他の
部分に、ローションが塗布されなくてもよく、又は潜在的に非不透明化ローションを含む
異なるローションが塗布されてもよい。選択的に塗布されたローションは、種々の技術を
使用して、基材上の所望の場所（単数又は複数）に隔離されてもよい。例えば、不混和性
ローションが、ローションが塗布された場所に留まり易くするよう、基材の異なる部分に
同時に、又は相次いで塗布されてもよい。ローション粘度及び／若しくは化学的特性（実
効ローション電荷、ローションｐＨ、保持向上剤の有無、保持向上剤の種類、親水性、疎
水性、表面張力、又はそれらの組み合わせなど）、並びに／又は基材特性（繊維電荷、繊
維ｐＨ、孔径又は毛管特性、繊維長、繊維直径、繊維の断面形状、繊維表面形態、繊維密
度、繊維強度、繊維分割性、繊維の種類、繊維の親水性、繊維の疎水性、又はそれらの組
み合わせなど）は、ローションと基材の特定の領域との間の相互作用を促進又は阻止する
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ように多様であってもよい。基材繊維及び／又は孔構造は、基材を通した、及び／又は基
材を横断する、ローションの移動及び濡れを促進又は阻止するように多様であってもよい
。例えば、親水性繊維は、親水性繊維に沿った水性ローションの移動及び濡れを促進する
ために使用されてもよく、また疎水性繊維は、疎水性繊維に沿った水性ローションの移動
及び濡れを減速させるために使用されてもよい。したがって、基材及び／又はローション
の物理的及び／又は化学的特性を変化させることによって、タオル上のローションの不均
質な分布を依然獲得しながら、ローションを基材にほぼ均質に塗布する（すなわち、ロー
ション内の基材の液浸によって）ことが可能であり得る。すなわち、ローションは、ロー
ションの均質な塗布を介して、タオル上に不均質に充填され得る。幾つかの実施形態では
、ローションは、基材の部分と相互作用するよう選択される保持向上剤を含んでもよい。
例えば、基材の部分は、特定の化学的性質を有する繊維を含んでもよく、またローション
は、特定の基材繊維の特定の化学的性質に引き付けられる保持向上剤を含んでもよい。
【００６２】
　ローションは、上述のようなエンボス加工された基材など、基材に合わせて選択的に塗
布されてもよく、又はローションは、均質な基材に選択的に塗布されてもよい。均質な基
材に選択的に塗布された不透明化ローションは、可視パターンを形成するように使用され
てもよく、又は、それに限定はされないが、特に不透明化ローションが上述のように光沢
剤、着色剤、又は他の視覚的に観察可能な成分を更に含む場合に、基材の外観を修正する
ように使用されてもよい。ローションは、縞、点、又は他のパターンで塗布される際、タ
オル基材のｘ方向又はｙ方向（すなわち、基材の長さ又は幅）に選択的に塗布されてもよ
い。ローションは、タオル基材のｚ方向（すなわち、基材の奥行）に選択的に塗布されて
もよい。例えば、第１のローションは、タオル基材の一表面（すなわち、上面又は第１の
表面）に塗布されてよく、また第２のローションは、タオル基材の反対側の表面（すなわ
ち、底面又は第２の表面）に塗布されてもよい。勿論、ローションは、ｘ方向、ｙ方向、
及びｚ方向に選択的に塗布されてもよく、複数のローションが任意の方向又は各方向に選
択的に塗布されてもよい。幾つかの実施形態では、第１のローションは、基材に均質に塗
布され、また第２のローションは、基材に選択的に塗布される。
【００６３】
　ウェットタオルを不透明化する方法は、基材を提供する工程、及び基材上にローション
を充填する工程を含んでもよい。ローションは、第１の不透明化剤を、そのローションの
重量に対して０．１重量％～１０重量％、又は０．１重量％～５重量％、又は０．１重量
％～２重量％の不透明化剤のレベルで含んでもよい。基材は、２０～７５ｇｓｍの坪量を
有してもよい。基材は、繊維を含んでもよい。基材は、第２の不透明化剤を含んでもよい
。第２の不透明化剤は、基材繊維と一体であってもよい。第２の不透明化剤は、ローショ
ン内の第１の不透明化剤と同一であってもよく、又は異なっていてもよい。ローションは
、充填されていない基材の重量に対して１１０重量％～６００重量％のローション充填で
、基材上に充填されてもよい。ローションは、均質又は不均質に塗布されてもよい。ロー
ションは、一定のパターン又はデザインで選択的に塗布されてもよい。ローションは、基
材に均質に塗布され、ローション及び基材が合わさって、一定のパターン又はデザインで
ローションを隔離してもよい。ローションは、パーソナルクレンジング組成物であっても
よい。パーソナルクレンジング組成物は、界面活性剤、皮膚軟化剤、塗膜形成剤、粒子、
防腐剤、スキンケア剤、及び／又は他の添加剤を含んでもよい。
【００６４】
　幾つかの実施形態では、本明細書に記載されるように、エンボス加工された基材を不透
明化ローションで充填することは、エンボス加工の美的効果を改善し得る。幾つかの実施
形態では、エンボス加工された基材上のエンボス加工の清澄性及び／又は可視性は、本明
細書に記載されるような不透明化ローションを基材上に充填することによって改善され得
る。幾つかの態様では、本発明は、不透明化ローションを基材に塗布することによって、
エンボス加工された基材上のエンボス加工パターンの清澄性を改善するための方法に関す
る。不透明化ローションは、基材がエンボス加工された後に塗布されてもよい。図１は、
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従来の水性ローションで充填した、代表的な不織布基材の走査画像である。図２は、同種
類（例えば、材料及び坪量）の代表的な不織布基材の、０．６％のＴｉＯ２を含む比較水
性ローションで充填した走査画像である。
【実施例】
【００６５】
　実施例１は、無機不透明化剤を含む不透明化ローションのための、例証的な非限定的処
方である。
【表１】

【００６６】
　実施例２は、高分子不透明化剤を含む不透明化ローションのための、例証的な非限定的
処方である。

【表２】

【００６７】
方法
　不透明度
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　不織布基材及び／又は不織布基材を含むタオルの不透明度は、ＥＤＡＮＡ推奨試験方法
（Ｎｏｎｗｏｖｅｎｓ　Ｏｐａｃｉｔｙ　１１０．１－７８（２００２））を使用して測
定される。試験の遂行に際し、密封又はパッケージ化したタオルを分析のために取り出す
前に、密封又はパッケージ化したタオル試料を、２３℃、相対湿度５０％で調湿する。工
程７．２において、計器の照明ポートによって決定付けられる寸法に、試料を切断する。
計器モデルに依って、直径１．２７センチ（０．５インチ）の小ささの試料が測定され得
る。計器は、Ｈｕｎｔｅｒ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ（Ｒｅｓｔｏ
ｎ，ＶＡ）から供給される標準化タイル又はその等価物を使用して、較正及び検証される
。
【００６８】
　屈折率
　透明な有機可塑物に対する屈折率は、ＡＳＴＭ　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｄ５４２－００（Ｒｅ
ａｐｐｒｏｖｅｄ　２００６）、Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　
Ｉｎｄｅｘ　ｏｆ　Ｒｅｆｒａｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　Ｏｒｇａｎ
ｉｃ　Ｐｌａｓｔｉｃｓを使用して測定し得る。
【００６９】
　脂肪及び油（水中油型乳剤又は油中水型乳剤の油性成分など）に対する屈折率は、Ａｍ
ｅｒｉｃａｎ　Ｏｉｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｓ’Ｓｏｃｉｅｔｙ（ＡＯＣＳ）Ｏｆｆｉｃｉａ
ｌ　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｃｃ　７－２５（Ｒｅａｐｐｒｏｖｅｄ，２００９）、Ｒｅｆｒａｃ
ｔｉｖｅ　Ｉｎｄｅｘを使用して測定し得る。
【００７０】
　本明細書に開示した寸法及び値は、記載された正確な数値に厳密に限定されるものとし
て理解されるべきでない。むしろ、特に断らない限り、そのようなそれぞれの寸法は、記
載された値及びその値周辺の機能的に同等の範囲の両方を意味するものとする。例えば、
「４０ｍｍ」として開示された寸法は、「約４０ｍｍ」を意味することを意図する。
【００７１】
　相互参照されるか又は関連するすべての特許又は特許出願を含む、本願に引用されるす
べての文書を、特に除外又は限定することを明言しない限りにおいて、その全容にわたっ
て本願に援用するものである。いずれの文献の引用も、こうした文献が本願で開示又は特
許請求されるすべての発明に対する先行技術であることを容認するものではなく、また、
こうした文献が、単独で、あるいは他のすべての参照文献とのあらゆる組み合わせにおい
て、こうした発明のいずれかを参照、教示、示唆又は開示していることを容認するもので
もない。更に、本文書において、ある用語の任意の意味又は定義の範囲が、援用文献中の
同じ用語の任意の意味又は定義と矛盾する場合には、本文書中で用語に与えられる意味又
は定義が優先するものとする。
【００７２】
　以上、本発明の特定の実施形態を例示、記載したが、本発明の趣旨及び範囲から逸脱す
ることなく他の様々な変更及び改変を行い得る点は、当業者には明らかであろう。したが
って、本発明の範囲に含まれるそのようなすべての変更及び改変を添付の特許請求の範囲
において網羅するものとする。



(20) JP 2013-541511 A 2013.11.14

【図１】 【図２】



(21) JP 2013-541511 A 2013.11.14

10

20

30

40

【国際調査報告】



(22) JP 2013-541511 A 2013.11.14

10

20

30

40



(23) JP 2013-541511 A 2013.11.14

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ａ６１Ｋ   8/25     (2006.01)           Ａ６１Ｋ   8/25    　　　　          　　　　　

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,
BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,I
D,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO
,NZ,OM,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,
VN,ZA,ZM

(74)代理人  100155631
            弁理士　榎　保孝
(72)発明者  トーマス、ジェームズ、クロフタ
            アメリカ合衆国オハイオ州、シンシナティー、ホープウェル、ヒルズ、ドライブ、１０４０４
(72)発明者  クリスティン、ホフマン、ミラー
            アメリカ合衆国オハイオ州、スプリングボロ、フォリエッジ、レーン、２６５
(72)発明者  クリストフ、ハンス、ペーター、ボナウアー
            ドイツ連邦共和国バイエルン、ブルクハウゼン、アン、デア、ザルツァハ、ヘヘンベルクシュトラ
            ーセ、４３
(72)発明者  サミール、エム．アジズ
            アメリカ合衆国オハイオ州、シンシナティー、ステットソン、ストリート、２３８
(72)発明者  アストリド、アネッテ、シーハン
            アメリカ合衆国オハイオ州、シンシナティー、クレストフィールド、コート、１２０５５
Ｆターム(参考) 4C083 AB171 AB172 AB211 AB241 AB242 AB431 AB441 AC152 AC172 AC302
　　　　 　　        AC432 AC532 AD041 AD071 AD091 AD092 AD162 AD241 AD261 AD262
　　　　 　　        AD351 AD352 BB23  CC24  DD12  DD27  EE07  FF04 
　　　　 　　  4L031 AB34  BA09 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

