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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
２０℃において半固体又は固体である、ティッシュペーパーを処理するためのローション
組成物において、
（Ａ）２０℃で塑性又は流動性コンシステンシーを有する、２０～９５重量％の皮膚軟化
剤であって、該皮膚軟化剤が該皮膚軟化剤の全体量に対して５重量％以下の水分を含み、
該皮膚軟化剤が、１６～３２の炭素原子の連鎖長を有する炭化水素または炭化水素の混合
物からなる石油に基づく皮膚軟化剤、アルキルエトキシレート皮膚軟化剤、及びこれらの
混合物から選定された一つからなるものと、
（Ｂ）ローション組成物で処理されたティッシュペーパーの表面に皮膚軟化剤を固定化す
ることができる５～８０重量％の固定化剤であって、該固定化剤が、５０～１５０℃の融
点を有し、Ｃ14－Ｃ22脂肪アルコール及びＣ12－Ｃ22脂肪酸によって構成される群から選
定された一つからなるものと、
（Ｃ）４～２０のＨＬＢ値を有する、０～５０重量％の親水性界面活性剤剤（ステアレス
－１０を除く）と
からなることを特徴とするローション組成物。
【請求項２】
前記固定化剤を５～５０重量％含んでなる、請求項１に記載のローション組成物。
【請求項３】
前記ローション組成物が、前記親水性界面活性剤を前記ローション組成物の全体量に対し
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て１～５０重量％含んでなる、請求項１または２のいずれか一項に記載のローション組成
物。
【請求項４】
前記親水性界面活性剤を１～２５重量％含んでなる、請求項１～３のいずれか一項に記載
のローション組成物。
【請求項５】
前記皮膚軟化剤が、鉱油、ペトロラタム、及びこれらの混合物を含んでいる、請求項１～
４のいずれか一項に記載のローション組成物。
【請求項６】
前記皮膚軟化剤が、ペトロラタムを含んでいる、請求項５に記載のローション組成物。
【請求項７】
前記皮膚軟化剤が、２～３０の平均エトキシレーション率を有するＣ12－Ｃ22脂肪アルコ
ールエトキシレートから選定されたアルキルエトキシレート皮膚軟化剤を含んでいる、請
求項１～４のいずれか一項に記載のローション組成物。
【請求項８】
前記脂肪アルコールエトキシレート皮膚軟化剤が、２～２３の平均エトキシレーション率
を有する、ラウリル、セチル、及びステアリルエトキシレートから選定される、請求項７
に記載のローション組成物。
【請求項９】
前記固定化剤が、Ｃ16－Ｃ22脂肪アルコールを含んでいることを特徴とする請求項１～８
のいずれか一項に記載のローション組成物。
【請求項１０】
前記固定化剤が、Ｃ16－Ｃ18脂肪アルコールを含んでいることを特徴とする請求項１～８
のいずれか一項に記載のローション組成物。
【請求項１１】
前記固定化剤が、ステアリルアルコール、及びこれらの混合物から選定されたＣ16－Ｃ18

脂肪アルコールを含んでいる、請求項１～８のいずれか一項に記載のローション組成物。
【請求項１２】
前記固定化剤が、Ｃ16－Ｃ18脂肪酸、セチル酸、ステアリン酸、及びこれらの混合物から
選定されたＣ16－Ｃ18脂肪酸を含んでいる、請求項１～８のいずれか一項に記載のローシ
ョン組成物。
【請求項１３】
前記親水性界面活性剤が、８～２２の炭素原子のアルキル鎖を有し、かつ、１～５４の平
均エトキシレーション率を有する、エトキシレート化アルコールを含んでいる、請求項１
～１２のいずれか一項に記載のローション組成物。
【請求項１４】
前記親水性界面活性剤が、１１～２２の炭素原子のアルキル鎖を有する、請求項１３に記
載のローション組成物。
【請求項１５】
エトキシレート化アルコールが、２～３０の平均エトキシレーション率を有する、請求項
１３または１４に記載のローション組成物。
【請求項１６】
前記親水性界面活性剤が、２～２０の平均エトキシレーション率を有する、Ｃ12－Ｃ18脂
肪酸のエトキシレート化ソルビタンエステルを含んでいる、請求項１～１２のいずれか一
項に記載のローション組成物。
【請求項１７】
前記エトキシレート化ソルビタンエステルが、２～１０の平均エトキシレーション率を有
する、請求項１６に記載のローション組成物。
【発明の詳細な説明】
技術分野
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本出願は、柔らかくて、なめらかな感触をティッシュペーパーに与えるためのローション
組成物に関する。本出願は更に、このようなローション組成物で処理されたティッシュペ
ーパーに関する。
発明の背景
皮膚を清浄にすることは、容易に解決されるとは限らない個人の衛生上の問題である。も
ちろん、皮膚を石鹸や水で洗浄する普通の方法は良好に機能するが、有効でなかったり不
便であったりすることがある。例えば、排便後の肛門周囲領域を清浄にするのに石鹸と水
が使用されるが、このようなやり方は、非常に煩わしい。従って、乾燥したティッシュ製
品が、排便後に使用される最も普通の清浄製品である。これらの乾燥したティッシュ製品
は通常、“トイレットティッシュ”又は“トイレットペーパー”と呼ばれる。
肛門周囲の皮膚は、微細な皺や襞の存在および毛包によって特徴付けられており、これら
は両方とも、肛門周囲領域を、清浄にするのが困難な解剖的領域の１つとしている。排便
の際、糞便は肛門から排泄され、硬くなって堆積され、毛の生え際や皮膚の表面のような
所に到達する。糞便は、空気に曝されたり或いはティッシュペーパーのような吸収性清浄
品と接触すると脱水されるので、皮膚や毛に一層しっかりとくっつき、残りの脱水された
汚物を引き続き除去するのを、一層困難にする。
肛門領域から糞便を除去し損なうと、衛生上悪影響を及ぼすこととなる。排便後の清浄化
の後に皮膚に残った糞便には、多くの細菌やウィルスが含まれており、悪臭があり、一般
には脱水状態となっている。これらの特徴は、肛門周囲の疾患の可能性を増大させ、不快
感（例えば、痒み、炎症、痛み等）を与える。更に、残った糞便が下着を汚し、悪臭の原
因となる。かくして、不完全な肛門周囲の清浄化の結果、明らかに不快な状態となる。
痒み、痔等のような肛門の疾患を患っている人にとって、肛門周囲の完全な清浄化は、非
常に重要である。肛門周囲の疾患は通常、残った糞便中の細菌やウィルスが容易に侵入す
る皮膚の開口によって、特徴付けられる。従って、肛門周囲の疾患に悩まされている人は
、皮膚に残った細菌やウィルスによって疾患が悪化する可能性のある、排便後の肛門周囲
の清浄を非常に丁寧に行わなければならない。
肛門疾患が、不十分な排便後の清掃から生ずる非常に厳しい事態を被ると同時に、良好な
除染レベルを達成するのを非常に困難にする。肛門疾患は一般に、肛門周囲の領域を極め
て敏感にし、通常の拭き取り圧でさえ痛みを生じさせ皮膚を一層刺激する拭き取りによっ
て、肛門領域からの糞便の除去を試みる。拭き取り圧を増加させて汚物の除去を高めよう
とすると、激しい痛みが生ずることがある。一方、拭き取り圧を減少させて不快感を最小
にしようとすると、皮膚に残る糞便の量が多くなる。
肛門の清掃に使用される普通のトイレットティッシュ製品は、実質的に乾燥した高密度の
ティッシュペーパーであり、このようなティッシュペーパーは、肛門周囲の皮膚から糞便
を除去するのに、専ら機械的な処理によっている。これらの普通の製品は、典型的には約
１ｐｓｉ（７キロパスカル）の圧力で肛門周囲の皮膚に擦りつけられ、基本的には、皮膚
から糞便を削り或いはこすり取る。最初に数度拭き取った後、汚物層の上部が取り除かれ
る。何故ならば、拭き取り処理が、糞便内に存在する汚物と汚物の粘着力を打ち負かすか
らである。これにより、汚物層自体に裂け目が形成され、糞便層の上部が取り除かれ、汚
物層の下部が肛門周囲の皮膚に付いた状態で残る。
普通のティッシュペーパー製品は吸収性であり、連続して拭き取ると、糞便はますます脱
水状態になり、肛門周囲の皮膚および毛に強固にくっつき、取り除くのが非常に困難にな
る。ティッシュペーパーを力を入れて肛門周囲の皮膚に押しつけると、多くの糞便が取り
除かれるが、肛門疾患を患っている人にとっては激しい痛みを伴い、通常の肛門周囲の皮
膚でさえ擦りむけ、炎症、痛み、出血、感染を引き起こすことがある。
ティッシュ製品の使用によって引き起こされる炎症は、トイレットティッシュに限定され
ない。風邪、インフルエンザ、アレルギーと関連した鼻の排出物を拭き取り、取り除くの
に使用される化粧紙も、このような問題を引き起こす。これらの疾患に冒された人は、呼
吸をし観察し話をするのが困難であることに加えて、鼻がヒリヒリし痛むことがしばしば
ある。鼻、並びに、周囲の組織（例えば、上唇領域）はしばしば赤くなり、極端な場合に
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は痛みを生ずる程に炎症する。
炎症したり赤くなるのは、幾つかの原因がある。もちろん、主要な原因は、鼻をかんでテ
ィッシュに出したり、鼻と周囲領域から鼻排出物を拭き取ることによる剪断である。この
ような鼻かみと拭き取りによって生ずる炎症の度合いは、（１）使用したティッシュの表
面粗度、及び（２）鼻と周囲領域がティッシュと接触する回数、に正比例する。比較的弱
く、或いは比較的非吸収性のティッシュは、多量の鼻排出物を収容することができる丈夫
でより吸収性のティッシュよりも、顔面との多くの接触回数を必要としている。
トイレット用ティッシュの摩擦作用を減少させ、柔らかな感触を増大させる多くの試みが
なされてきた。或る普通の解決策は、機械的処理によるものである。製紙の際に特定の処
理工程を使用することによって、トイレット用ティッシュ製品を軟らかくし刺激を少なく
することができる。軟らかくするように機械的に処理されたティッシュ製品の例が、１９
８１年１１月１７日にカルステンに付与された米国特許第４，３００，９８１号、並びに
、本明細書に記載されている種々の特許に示されている。
機械的処理の他に、皮膚の清浄化を向上させ、並びに、刺激と炎症を減少させるため、皮
膚軟化剤、塗剤、清浄剤等をティッシュ製品に加える解決策がある。刺激と炎症の減少は
典型的には、ティッシュに加えられる物質の潤滑度、或いは物質自体の治療作用によって
達成される。この解決策は、特にトイレット用ティッシュに関連して、１９７８年９月５
日にデイク等に付与された米国特許第４，１１２，１６７号に示されている。また、１９
７５年７月２９日にブシャルターに付与された米国特許第３，８９６，８０７号、及び１
９７４年６月４日にワイス等に付与された同第３，８１４，０９６号を参照されたい。
なめらかさを与えるため、ティッシュ製品にローションとして加えられる１つの物質は、
鉱油である。（液体ペトロラタムとしても知られる）鉱油は、石油中の高沸騰（即ち、３
００～３９０℃）留分を希釈することによって得られる種々の液体炭化水素の混合物であ
る。鉱油は、周囲温度（例えば、２０～２５℃）では液体である。その結果、鉱油は、テ
ィッシュ製品に加えたときでさえも、比較的流動体である。
鉱油が周囲温度で流動体であるので、鉱油は、ティッシュの表面にとどまろうとはせず、
ティッシュ全体にわたって移動しようとする。従って、所望の柔らかさ及びローション状
の感触を得るには、比較的多量の鉱油をティッシュに加える必要がある。このような量は
、ティッシュ製品の約２２～２５重量％である。これにより、これらのローション付きテ
ィッシュ製品のコストが増加するばかりでなく、他の有害な作用も生ずる。
これらの有害な作用の１つは、ティッシュ製品の引張強度の減少である。鉱油がティッシ
ュの内部に移動するので、鉱油は、剥離剤として作用する傾向があり、かくして、ティッ
シュ製品の引張強度を減少させる。この剥離作用は、加えられる鉱油の量が増大するにつ
れて、顕著になる。加えられる鉱油の量が増大すると、ティッシュ製品の厚さに悪影響を
及ぼすことがある。
鉱油の量を増大させなくとも、加えられた鉱油の移動する傾向は、他の有害な影響を有し
ている。例えば、加えられた鉱油が、ローション付きティッシュペーパー製品の包装材料
に浸透することがある。これにより、ティッシュペーパー製品から鉱油が漏れないように
するため、遮蔽型の包装又はフィルムが必要となる。
従って、（１）所望のなめらかな感触を有し、（２）比較的多量の鉱油を必要とせず、（
３）製品の引張強度と厚さに悪影響を与えず、（４）特別な包装用の材料を必要としない
、ローション付きティッシュ製品を提供することが望まれている。
発明の概要
本発明は、周囲温度（即ち、２０℃）において半固体又は固体であり、ティッシュペーパ
ーに加えたとき、柔らかく、なめらかなローション状の感触を与える、ローション組成物
に関する。
このローション組成物は、
（Ａ）２０℃で塑性又は流動性コンシステンシーを有する、約２０～約９５％の実質的に
無水の皮膚軟化剤を備え、該皮膚軟化剤が、石油に基づく皮膚軟化剤、脂肪酸エステル皮
膚軟化剤、アルキルエトキシレート皮膚軟化剤、脂肪酸エステルエトキシレート、脂肪ア
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ルコール皮膚軟化剤、及びこれらの混合物から選定された部材を含み、
（Ｂ）ローション組成物で処理されたティッシュペーパーの表面に皮膚軟化剤を固定化す
ることができる約５～約８０％の固定化剤を備え、該固定化剤が、少なくとも約３５℃の
融点を有し、Ｃ14－Ｃ22脂肪アルコール、Ｃ12－Ｃ22脂肪酸、及びＣ12－Ｃ22脂肪アルコ
ールエトキシレートによって構成される基から選定された部材を含み、
（Ｃ）少なくとも約４のＨＬＢ値を有する、約１～約５０％の任意的な親水性界面活性剤
を備えている。
本発明は更に、乾燥したティッシュペーパーの重量の約２～約２０％の量、ローション組
成物がティッシュペーパーの表面の少なくとも一方に加えられた、ローション付きティッ
シュペーパーに関する。本発明によるローション付きティッシュペーパーは、所望のなめ
らかでローション状の感触を有する。皮膚軟化剤がティッシュペーパーの表面に実質的に
固定化されるので、所望のなめらかでローション状の感触を与えるには、少量のローショ
ン組成物で足りる。その結果、従来の鉱油含有ローションによって生ずるティッシュペー
パーの引張強度と厚さに関する有害な影響を回避することができる。更に、本発明のロー
ション付きティッシュペーパー製品を包装する際、特別な遮蔽又は包装材料は不要である
。
【図面の簡単な説明】
第１図は、本発明のローション組成物をティッシュペーパーに加えるための好ましい方法
を示した概略図である。第２図は、本発明のローション組成物をティッシュペーパーに加
えるための別の好ましい方法を示した概略図である。
発明の詳細な説明
ここで使用される語“備えている”は、本発明の実施において種々の構成要素又は段階を
共同で使用することを意味している。従って、語“備えている”は、より限定的な語“実
質的に構成される”又は“構成される”を包含している。
ここで使用されるあらゆるパーセンテージ、比率、又は割合は、特記なき限り、重量に関
連したものである。
Ａ．ティッシュペーパー
本発明は、限定するわけではないが、普通のフェルトプレスされたティッシュペーパー、
高凝集パターンの稠密化されたティッシュペーパー、又は高凝集の押し固められていない
ティッシュペーパーを含む、ティッシュペーパーに有用である。ティッシュペーパーは、
均質構造或いは多層構造のものであり、これらから形成されるティッシュペーパー製品は
、単一プライ構造或いは多プライ構造を有している。ティッシュペーパーは好ましくは、
坪量が約１０～約６５ｇ／ｍ2、密度が約０．６ｇ／ｃｃ以下である。より好ましくは、
坪量は約６５ｇ／ｍ2以下、密度は約０．３ｇ／ｃｃ以下である。最も好ましくは、密度
は約０．０４～約０．２ｇ／ｃｃである。ティッシュペーパーの密度の測定方法を記載し
ている、１９９１年１０月２２日に付与された米国特許第５，０５９，２８２号（アムパ
ルスキ等）のコラム１３、６１～６７行を参照されたい（特記なき限り、ティッシュペー
パーに対する量と重量は全て、乾燥坪量に基づく）。
普通のプレスされたティッシュペーパー及びこのようなティッシュペーパーを作るための
方法は、周知である。このようなティッシュペーパーは典型的には、長網抄紙機ワイヤと
しばしば呼ばれる、有孔成形ワイヤ上に製紙組成物を堆積させることによって形成される
。製紙組成物が成形ワイヤ上に堆積されると、ウェブと呼ばれる。ウェブは、圧縮し高温
で乾燥させることによって、脱水される。このような方法によってウェブを作るための特
定の技術および典型的な設備は、周知である。典型的な方法では、低コンシステンシーの
パルプ組成物が、加圧されたヘッドボックスから供給される。ヘッドボックスは、パルプ
組成物の薄い堆積物を長網抄紙機ワイヤに差し向けて湿ったウェブを形成するための開口
を有している。次いで、ウェブは典型的には、真空脱水することによって（全ウェブ重量
を基準として）約７％～約２５％の繊維コンシステンシーまで脱水され、ウェブが例えば
円筒形ロール等の対向した機械的部材によって発生される圧力を受けるプレス作業によっ
て更に乾燥される。次いで、脱水されたウェブは更に圧縮され、ヤンキードライヤーとし
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て知られたスチームドラム装置によって乾燥される。圧力は、ヤンキードライヤーのとこ
ろで、ウェブに密着している対向した円筒形ドラムのような機械的手段によって発生され
る。複数のヤンキードライヤーのドラムを使用することができ、これによりドラム間に付
加的な圧力が加えられる。形成されるティッシュペーパー構造体は、これ以降、普通のプ
レスされたティッシュペーパー構造体と呼ばれる。このようなシートは、押し固められた
状態であると見なされる。何故ならば、ウェブ全体が、繊維の湿潤状態でかなりの機械的
圧縮力を受け、次いで圧縮状態において乾燥されるからである。
パターン稠密化したティッシュペーパーは、比較的低繊維密度の比較的高凝集部分と、比
較的高繊維密度の稠密化帯域の列とによって特徴付けられる。高凝集部分は、ピロー領域
の部分としても特徴付けられる。稠密化帯域は、ナックル領域とも呼ばれる。稠密化帯域
は、高凝集部分内に別々に間隔を隔てていてもよく、或いは、高凝集部分の全体に或いは
一部に相互に連結されていてもよい。パターンは、非装飾的に形成してもよく、或いは、
ティッシュペーパーに装飾デザインを提供するように形成してもよい。パターン稠密化し
たティッシュペーパーを製造するための好ましい方法が、１９６７年１月３１日にサンフ
ォールド等に付与された米国特許第３，３０１，７４６号、１９７６年８月１０日にエイ
アーズに付与された同第３，９７４，０２５号、１９８０年３月４日にトロクハンに付与
された同第４，１９１，６０９号、および１９８７年１月２０日にトロクハンに付与され
た同第４，６３７，８５９号に開示されており、これらの特許を参考文献としてここに含
める。
一般に、パターン稠密化したティッシュペーパーは、長網抄紙機ワイヤのような有孔形成
ワイヤ上に製紙組成物を堆積させて湿ったウェブを形成し、次いでウェブを支持体の列に
並置することによって調製される。ウェブは、支持体の列に押しつけられ、これにより支
持体の列と湿ったウェブとの接触する箇所に対応する位置が稠密化帯域になる。この作業
の際、圧縮されないウェブの残部は、高凝集部分と呼ばれる。この高凝集部分は、真空型
装置やブロースルー・ドライヤー等で流体圧を加えることによって、或いはウェブを支持
体の列に機械的に押しつけることによって、更に非稠密化される。ウェブは脱水され、任
意には、高凝集部分の圧縮を実質的に回避するようなやり方で予備乾燥される。これは好
ましくは、真空型装置やブロースルー・ドライヤー等で流体圧を加えることによって、或
いは高凝集部分が圧縮されていない支持体の列にウェブを機械的に押しつけることによっ
て、達成される。稠密化帯域の脱水、任意的な予備乾燥、および成形の作業は、実施され
る処理工程の全体数を減少させるため、統合され或いは部分的に統合される。稠密化帯域
の形成、脱水、および任意的な予備乾燥に引き続いて、ウェブは、好ましくは機械的なプ
レスを回避するように、完全に乾燥される。好ましくは、ティッシュペーパー表面の約８
％～約５５％が、高凝集部分の密度の少なくとも１２５％の相対密度を有する稠密化ナッ
クルを含んでいる。
支持体の列は好ましくは、圧力付加時に稠密化帯域の形成を容易にする支持体の列として
作動する、ナックルのパターン化された変位を有するインプリンティングキャリア繊維で
ある。ナックルのパターンは、上述の支持体の列を構成する。適当なインプリンティング
キャリア繊維が、１９６７年１月３１日にサンフォード等に付与された米国特許第３，３
０１，７４６号、１９７４年５月２１日にサルバッキ等に付与された同第３，８２１，０
６８号、１９７６年８月１０日にエイアーに付与された同第３，９７４，０２５号、１９
７１年３月３０日にフライドバーグに付与された同第３，５７３，１６４号、１９６９年
１０月２１日にアムニュースに付与された同第３，４７３，５７６号、１９８０年１２月
１６日にトロクハンに付与された同第４，２３９，０６５号、および１９８５年７月９日
にトロクハンに付与された同第４，５２８，２３９号に開示されており、これらの特許を
参考文献としてここに含める。
好ましくは、組成物はまず、長網抄紙機ワイヤのような有孔成形キャリアの湿ったウェブ
に形成される。ウェブは脱水され、インプリンティング繊維に搬送される。或いは、組成
物はまず、インプリンティング繊維としても作動する有孔支持キャリアに堆積される。一
旦形成されると、湿ったウェブは脱水され、好ましくは、約４０％～約８０％の所定の繊
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維コンシステンシーまで予備乾燥される。脱水は好ましくは、吸引ボックス又は他の真空
装置又はブロースルードライアーで行われる。インプリンティング繊維のナックルインプ
リントが、ウェブの乾燥の終了前に、上述のようにウェブにインプリントされる。これを
達成する１つの方法は、機械的圧力の付加である。これは、例えば、インプリンティング
繊維を支持するニップロールを、ヤンキードライアーのような乾燥ドラムの面に押しつけ
ることによって行われ、ウェブは、ニップロールと乾燥ドラムとの間に配置される。また
、好ましくは、サクションボックスのような真空装置によって或いはブロースルードライ
アーによる流体圧力の付加によって、乾燥の終了前に、インプリンティング繊維に向かっ
て成形される。最初の脱水の際、別個の引き続く処理工程において或いはその組み合わせ
において、稠密化帯域のインプレッションを引き起こすように流体圧力が加えられる。
押し固められていない、非パターン稠密化ティッシュペーパー構造体は、１９７４年５月
２１日にサルバッキ等に付与された米国特許第３，８１２，０００号および１９８０年６
月１７日にベッカー等に付与された同第４，２０８，４５９号に記載されており、これら
の特許を参考文献としてここに含める。一般に、押し固められていない、非パターン稠密
化ティッシュペーパー構造体は、長網抄紙機ワイヤのような有孔成形ワイヤ上に製紙組成
物を堆積させて湿ったウェブを形成し、ウェブが少なくとも約８０％の繊維コンシステン
シーを有するまで機械的に圧縮することなしに、ウェブを排水し付加的な水分を除去し、
ウェブをクレープすることによって調製される。真空脱水および熱乾燥によって、ウェブ
から水分が除去される。その結果得られる構造体は柔らかいが弱く、比較的押し固められ
ていない繊維の高凝集シートである。好ましくは、クレーピングの前に、ウェブの部分に
結合材料が加えられる。
押し固められた、非パターン稠密化ティッシュペーパー構造体は、普通のティッシュ構造
体として通常知られている。一般に、押し固められた、非パターン稠密化ティッシュペー
パー構造体は、長網抄紙機ワイヤのような有孔成形ワイヤ上に製紙組成物を堆積させて湿
ったウェブを形成し、ウェブが少なくとも２５～５０％のコンシステンシーを有するまで
均一な機械的押し固め（プレス）によって、ウェブを排水し付加的な水分を除去し、ウェ
ブをヤンキードライヤーのような熱乾燥器に移送し、ウェブをクレープすることによって
調製される。真空脱水、機械的プレス、及び熱手段によって、ウェブから水分が除去され
る。その結果得られる構造体は、丈夫で一般に単一の密度を有しているが、容積、吸収性
及び柔度が非常に小さい。
本発明に使用される製紙用繊維は通常、木パルプから得られる繊維を含む。コットンリン
ター、バガス等のような他のセルロース繊維質のパルプ繊維を利用してもよく、これらも
本発明の範囲内に含まれる。レーヨン、ポリエチレン、ポリプロピレン繊維のような合成
繊維を、天然セルロース繊維と組み合わせて使用してもよい。使用される典型的なポリエ
チレン繊維は、ヘルキュール社（米国デラウェエ州ウィルミントン）から入手できるパル
ペックス（Ｐｕｌｐｅｘ）である。
利用できる木パルプには、クラフト、亜硫酸塩パルプ、硫酸塩パルプのような化学パルプ
、並びに、木材パルプ用おがくず、熱機械パルプ、化学的に改質された熱機械パルプ等の
ような機械パルプが含まれる。しかしながら、化学パルプで作られたティッシュシートで
は優れた柔らかい触感で得られるので、化学パルプが好ましい。落葉樹（以下「硬木」と
もいう）および針葉樹（以下「軟木」ともいう）から得られるパルプを利用してもよい。
また、本発明では、上述のカテゴリーのいずれか或いは全て、並びに、元の製紙を容易に
するのに使用されたフィラー、接着剤のような他の非繊維材料を含む、再生紙から得られ
る繊維も有用である。
製紙用繊維に加えて、ティッシュペーパー構造体を作るのに使用される製紙組成物には、
公知の他の構成要素又は材料を加えてもよい。望ましい混合剤の種類は、意図したティッ
シュシートの特定の最終用途で決まる。例えば、トイレットペーパー、ペーパータオル、
化粧ティッシュ等のような製品では、高湿潤強度が望ましい特性である。かくして、“湿
潤強度”樹脂として知られた製紙組成物用の化学物質を加えることがしばしば望ましい。
製紙分野で利用される湿潤強度樹脂の種類に関する論文が、『紙および板紙における湿潤
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強度』（ＴＡＰＰＩモノグラフシリーズＮｏ．２９、パルプ及び製紙工業技術協会、１９
６５年、ニューヨーク）に記載されている。最も有用な湿潤強度樹脂は一般に、性質が陽
イオンである。恒久的な湿潤強度の発生については、陽イオン湿潤強度樹脂であるポリア
ミド・エピクロルヒドリン樹脂が、特別の有用性を有していることが分かっている。適当
な種類のこのような樹脂が、１９７２年１０月２４日にケイムに付与された米国特許第３
，７００，６２３号、１９７３年１１月１３日にケイムに付与された同第３，７７２，０
７６号に記載されており、これらの特許を参考文献としてここに含める。有用なポリアミ
ド・エピクロルヒドリン樹脂は、ヘルキュール社（米国デラウェア州ウィルミントン）か
らケイメン（Ｋｙｍｅｎｅ）５５７Ｈとして市販されている。
ポリアクリルアミド樹脂も、湿潤強度樹脂として有用であることが分かっている。これら
の樹脂は、１９７１年１月１９日にコスシィア等に付与された米国特許第３，５５６，９
３２号、１９７１年１月１９日にウィリアムス等に付与された同第３，５５６，９３３号
に記載されており、これらの特許を参考文献としてここに含める。有用なポリアクリルア
ミド樹脂は、アメリカンサイアナミド社（米国コネチカット州スタンフォード）からパレ
ツ（Ｐａｒｅｚ）６３１ＮＣとして市販されている。
本発明に有用な他の水溶性陽イオン樹脂は、ユリアホルムアルデヒド樹脂およびメラミン
ホルムアルデヒド樹脂である。これらの多機能性樹脂のより普通の機能群は、窒素に付け
られたアミノ群、メチロール群のような窒素含有群である。ポリエチレンイミン型樹脂も
、本発明に有用であることが分かっている。更に、（日本国のカルリット社によって製造
されている）カルダス１０、（ナショナルスターチアンドケミカル社によって製造されて
いる）コボンド１０００のような一時的な湿潤強度樹脂も、本発明に使用することができ
る。上述のような湿潤強度樹脂および一時的な湿潤強度樹脂のような化学配合物のパルプ
組成物への添加は任意的なものであり、本発明の実施に必須ではないことを理解すべきで
ある。
湿潤強度添加剤に加えて、公知の或る乾燥強度およびリント制御添加剤を、製紙用繊維に
加えることが望ましい。この点に関して、スターチバインダが、特に適当であることが分
かっている。最終ティッシュペーパー製品のリンティングを減少させることに加えて、少
量のスターチバインダは、多量のスターチの添加から得られる剛性を与えることなしに、
乾燥引張強度の適度の改良を与える。スターチバインダは典型的には、ティッシュペーパ
ーの重量の約０．０１～約２％（好ましくは０．０１～約１％）保持されるような量含ま
れる。
一般に、本発明にとって適当なバインダは、水溶性と親水性によって特徴付けられる。適
当なスターチバインダの範囲の限定を意図しているわけではないが、典型的なスターチバ
インダには、コーンスターチ、ポテトスターチが含まれ、アミオカスターチとして工業的
に知られた蝋質のコーンスターチが特に好ましい。アミオカスターチは、アミロペクチン
とアミロースの両方を含む普通のコーンスターチに対しアミロペクチンのみを含む点で、
普通のコーンスターチと相違する。アミオカスターチに関する種々の特有の特徴が、『ア
ミオカ－蝋質コーンからのスターチ』（ショップメイヤー著、フードインダストリー、１
９４５年１２月、１０６～１０８頁、（Vol.１４７６～１４７８頁））に更に記載されて
いる。
スターチバインダは、粒状形態或いは分散形態であるが、粒状形態が特に好ましい。スタ
ーチバインダは好ましくは、粒を膨潤させるように十分に調製されている。より詳細には
、スターチ粒は、調製等によって、スターチ粒の分散の直前の時点まで膨潤させる。この
ように膨潤されたスターチ粒は、“完全調製”と呼ばれる。分散の状態は一般に、スター
チ粒の寸法、スターチ粒の結晶度、存在するアミロースの量で決まる。。完全調製された
アミオカスターチは例えば、約３０～約４０分間、約１９０°Ｆ（約８８℃）で約４％の
コンシステンシーのスターチ粒の水性スラリーを加熱することによって、得られる。使用
することができる他の典型的なスターチバインダには、窒素に付けられたアミノ群および
メチロール群を含む、窒素含有群を有するように改質された改質陽イオンスターチが含ま
れ、これらは、ナショナルスターチアンドケミカル社（米国ニュージャージー州ブリッジ
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ウォーター）から入手でき、湿潤及び／又は乾燥強度を増大させるパルプ組成物添加剤と
しても使用されている。
Ｂ．ローション組成物
本発明のローション組成物は、２０℃（即ち、周囲温度）で固体であり、或いは半固定で
あることもある。ここで“半固体”とは、擬似プラスチック即ちプラスチック流動体を表
すレオロジーを有することを意味する。ローション組成物は、剪断が加えられないと、半
固定の外観を呈しているが、剪断速度が増大すると、流動する。これは、ローション組成
物が主要な固体成分を含んでいるが、少量の液体成分をも含んでいるという事実のためで
ある。
これらのローション組成物は、周囲温度で固体又は半固体であることによって、ティッシ
ュペーパーのウェブの内部に流動し移動する傾向を有しない。これは、柔らかでローショ
ン状の感触を得るのに少量のローションで足りることを意味している。
本発明のローション組成物は、ティッシュペーパーに加えると、柔らかく、つるつるした
ローション状の感触をティッシュペーパーの使用者に与える。この特有の感触は、“絹の
ような”、“つるつるした”、“滑らかな”ものとしても特徴付けられる。このような、
つるつるしたローション状の感触は、皮膚の乾燥や痔のような慢性病の状態、或いは風邪
やアレルギーのような一過性の状態のため、皮膚が敏感になっている場合に特に有利であ
る。
本発明のローション組成物は、（１）皮膚軟化剤と、（２）皮膚軟化剤用の固定化剤と、
（３）任意的な親水性界面活性剤と、（４）任意的な他の構成要素とを備えている。
１．皮膚軟化剤
これらのローション組成物の重要な活性成分は、１以上の皮膚軟化剤である。ここで使用
される“皮膚軟化剤”は、皮膚を柔らかくし、慰撫し、しなやかにし、被覆し、なめらか
にし、湿気を与え、清浄にする物質である。皮膚軟化剤は典型的には、皮膚を慰撫し、湿
気を与え、なめらかにする等の幾つかの目的を達成する。本発明の目的のため、これらの
皮膚軟化剤は、２０℃（即ち、周囲温度）で塑性状又は流動状のコンシステンシーを有し
ている。この特有の皮膚軟化剤のコンシステンシーが、ローション組成物に、柔らかく、
なめらかなローション状の感触を与える。
本発明に有用な皮膚軟化剤は又、実質的に無水である。“実質的に無水”とは、皮膚軟化
剤に水が意図的に加えられていないことを意味する。本発明のローション組成物の調製又
は使用に際して、水の皮膚軟化剤への添加は不要であり、付加的な乾燥工程を必要として
いる。しかしながら、例えば周囲湿度から拾得された皮膚軟化剤の微量な水分は、悪影響
を与えることなしに許容される。本発明に使用される皮膚軟化剤は典型的には、約５％以
下（好ましくは、約１％以下、最も好ましくは約０．５％以下）の水分を含んでいる。
本発明に有用な皮膚軟化剤は、石油に基づく脂肪酸エステル型、アルキルエトキシレート
型、脂肪酸エステルエトキシレート型、脂肪アルコール型、或いはこれらの混合物である
。適当な石油に基づく皮膚軟化剤には、１６～３２の炭素原子の連鎖長を有する炭化水素
、或いは炭化水素の混合物が含まれる。これらの連鎖長を有する石油に基づく炭化水素に
は、（液体石油としても知られる）鉱油、（“鉱蝋”、“ペトロリアムゼリー”、“ミネ
ラルゼリー”としても知られる）ペトロラタムが含まれる。鉱油は通常、１６～２０の炭
素原子を有する炭化水素の低粘性混合物のことを言う。ペトロラタムは通常、１６～３２
の炭素原子を有する炭化水素の高粘性混合物のことを言う。ペトロラタムは、本発明のロ
ーション組成物にとって特に好ましい皮膚軟化剤である。
適当な脂肪酸エステル型皮膚軟化剤には、Ｃ12－Ｃ28脂肪酸、好ましくは、Ｃ16－Ｃ22の
飽和脂肪酸と、短鎖（Ｃ1－Ｃ8、好ましくはＣ1－Ｃ3）の一価アルコールから得られる皮
膚軟化剤が含まれる。このようなエステルの典型的な例には、メチルパルミテート、メチ
ルステアレート、イソプロピルラウレート、イソプロピルミリステート、イソプロピルパ
ルミテート、エチルヘキシルパルミテート、及びこれらの混合物が含まれる。適当な脂肪
酸エステル型皮膚軟化剤には、長鎖脂肪アルコール（Ｃ12－Ｃ28、好ましくはＣ12－Ｃ16

）、短鎖脂肪酸（例えば、ラウリルラクテート、セチルラクテートのような乳酸）のエス
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テルから得られる皮膚軟化剤が含まれる。
適当なアルキルエトキシレート型皮膚軟化剤には、約２～約３０の平均エトキシレーショ
ン率を有するＣ12－Ｃ22脂肪アルコールエトキシレートが含まれる。好ましくは、脂肪ア
ルコールエトキシレートの皮膚軟化剤は、約２～約２３の平均エトキシレーション率を有
する、ラウリル、セチル、ステアリルエトキシレートによって構成される群から選定され
る。このようなアルキルエトキシレートの典型的な例には、ラウレス－３（平均エトキシ
レーション率が３のラウリルエトキシレート）、ラウレス－２３（平均エトキシレーショ
ン率が２３のラウリルエトキシレート）、セテス－１０（平均エトキシレーション率が１
０のセチルアルコールエトキシレート）、ステアレス－１０（平均エトキシレーション率
が１０のステアリルアルコールエトキシレート）が含まれる。これらのアルキルエトキシ
レート皮膚軟化剤は典型的には、ペトロラタムのような石油に基づく皮膚軟化剤と組み合
わせて（アルキルエトキシレート皮膚軟化剤と石油に基づく皮膚軟化剤が約１：１、好ま
しくは約１：２～約１：４の重量比で）使用される。
適当な脂肪アルコール型皮膚軟化剤には、Ｃ12－Ｃ22脂肪アルコール、好ましくはＣ16－
Ｃ18脂肪アルコールが含まれる。典型的な例には、セチルアルコール、ステアリルアルコ
ール、及びその混合物が含まれる。これらの脂肪アルコールの皮膚軟化剤は典型的には、
ペトロラタムのような石油に基づく皮膚軟化剤と組み合わせて（脂肪アルコール皮膚軟化
剤と石油に基づく皮膚軟化剤が約１：１～約１：５、好ましくは約１：１～約１：２の重
量比で）使用される。
石油に基づく皮膚軟化剤、脂肪酸エステル皮膚軟化剤、脂肪酸エステルエトキシレート、
アルキルエトキシレート皮膚軟化剤、及び脂肪アルコール皮膚軟化剤に加えて、本発明に
有用な皮膚軟化剤は、微量（例えば、皮膚軟化剤の全体量の約１０％まで）の他の普通の
皮膚軟化剤を含んでもよい。これらの他の普通の皮膚軟化剤には、プロピレングリコール
、グリセリン、トリエチレングリコール、鯨蝋又は他の蝋、脂肪酸、及び、ステアリン酸
、プロポキシレート脂肪アルコール、グリセリド、アセトグリセリド、Ｃ12－Ｃ28脂肪酸
のエトキシレート化グリセリド、ポリヒドロキシアルコールの他の脂肪エステル、ラノリ
ン及びその誘導体、シリコンポリエーテルコポリマー、１９９１年１０月２２日にアンプ
ルスキ等に付与された米国特許第５，０５９，２８２号に開示されているような２０℃で
の粘度が約５～約２０００のポリシロキサンのような、脂肪連鎖の１２～２８の炭素原子
を有する脂肪アルコールエステルが含まれる。これらの他の皮膚軟化剤は、ローション組
成物の固体又は半固体特性が維持されるような方法で含まれるべきである。
ローション組成物に含めることができる皮膚軟化剤の量は、含有する特定の皮膚軟化剤、
所望のローション状の利益、ローション組成物の他の成分等のような種々の因子で決まる
。ローション組成物は、約２０～約９５％までの皮膚軟化剤をで含むことができる。好ま
しくは、ローション組成物は、約３０～約８０％（最も好ましくは、約４０～約７５％）
までの皮膚軟化剤を含む。
２．固定化剤
本発明のローション組成物の特に重要な成分は、ローション組成物が加えられるペーパー
の表面に皮膚軟化剤を固定化することができる薬剤である。ローション組成物中の皮膚軟
化剤が２０℃で塑性状又は流動状コンシステンシーを有しているので、適度な剪断を受け
たときでさえも、皮膚軟化剤は、流動し或いは移動する傾向がある。特に溶解状態でティ
ッシュペーパーのウェブに加えられたとき、皮膚軟化剤は、主としてティッシュペーパー
の上にはとどまらない。その代わり、皮膚軟化剤は、ティッシュペーパーのウェブの内部
に移動し流入する傾向がある。
皮膚軟化剤のウェブの内部への移動により、紙繊維の間に発生する通常の水素結合を妨げ
ることによって、ペーパーの好ましくない剥離が生ずる。これにより、通常、ペーパーの
引張強度が減少する。また、このことは、所望のなめらかなローション状の感触を得るに
は、より多くの皮膚軟化剤をウェブに加えなければならないことを意味している。皮膚軟
化剤の量を増加させると、コストが増大するばかりでなく、ペーパーの剥離の問題を悪化
させることとなる。
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固定化剤は、皮膚軟化剤をローション組成物が加えられるティッシュペーパーのウェブの
表面に主として集中させることによって、皮膚軟化剤が移動し或いは流動する傾向を打ち
消す。これは、固定化剤がティッシュペーパーのウェブとの水素結合を形成するという事
実に一部よるものと考えられる。この水素結合により、固定化剤はティッシュペーパーの
表面に集中する。固定化剤が皮膚軟化剤と混和できる（或いは、適当な乳化剤によって皮
膚軟化剤中に可溶性にされる）ので、固定化剤は皮膚軟化剤をペーパーの表面に取り込む
。
また、固定化剤をペーパーの表面に“係止する”のが好都合である。これは、ペーパーの
表面のところに迅速に結晶化する（即ち、凝固する）固定化剤を使用することによって、
達成される。更に、処理されたペーパーをブロワ、ファン等で外側から冷却すると、固定
化剤の結晶化が促進される。
皮膚軟化剤との混和（即ち、皮膚軟化剤中に可溶させる）に加えて、固定化剤は、少なく
とも約３５℃の融点を有することが必要である。これは、固定化剤自体が移動し或いは流
動する傾向を有しないようなものである。好ましい固定化剤は、少なくとも約４０℃の融
点を有している。固定化剤は典型的には、約５０℃～約１５０℃の融点を有している。
固定化剤の粘度は、ローションがペーパーの内部に流れ込まないように、出来るだけ大き
くすべきである。あいにく、粘度を大きくすると、処理上の問題なしにローション組成物
を加えることが困難になる。従って、粘度が、ペーパーの表面に固定化剤を集める程に大
きいが、処理上の問題を生じさせる程には大きくないように、バランスを取らなければな
らない。固定化剤についての適当な粘度は典型的には、６０℃で測定して、約５～約２０
０センチポアズ、好ましくは約１５～約１００センチポアズである。
本発明についての適当な固定化剤は、Ｃ14－Ｃ22脂肪アルコール、Ｃ12－Ｃ22脂肪酸、約
２～約３０の平均エトキシレーション率を有するＣ12－Ｃ22脂肪アルコールエトキシレー
ト、及びこれらの混合物によって構成される群から選定された部材を備えている。好まし
い固定化剤には、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、及びこれら
の混合物によって構成される群から選定されたＣ16－Ｃ18脂肪アルコールが含まれる。セ
チルアルコールとステアリルアルコールの混合物が特に好ましい。他の好ましい固定化剤
には、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、及びこれらの混合物に
よって構成される群から選定されたＣ16－Ｃ18脂肪酸が含まれる。セチル酸とステアリル
酸の混合物が特に好ましい。他の好ましい固定化剤には、約５～約２０の平均エトキシレ
ーション率を有するＣ16－Ｃ18脂肪アルコールエトキシレートが含まれる。好ましくは、
脂肪アルコール、脂肪酸、及び脂肪アルコールエトキシレートは、線形のものである。
重要なことは、Ｃ16－Ｃ18脂肪アルコールのようなこれらの好ましい固定化剤が、ローシ
ョンの結晶化速度を増大させ、ローションを基体の表面に迅速に結晶化させる。従って、
少量のローションを利用することができ、或いは、優れたローション感触を得ることがで
きる。伝統的には、ペーパー支持体にローションが流れ込むので、柔らかさを得るには、
多量のローションが必要であった。
任意的ではあるが、他の種類の固定化剤を、上述の脂肪アルコール、脂肪酸、脂肪アルコ
ールエトキシレートと組み合わせて使用することができる。これらの他の種類の固定化剤
は典型的には、ほんの少量（即ち、全固定化剤の約１０％）使用されるであろう。これら
の他の種類の固定化剤の例として、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、及びこれらの混合物がある。固定化剤として使用するには、エステル又はアミ
ドのポリヒドロキシ成分は、少なくとも１つの自由ヒドロキシ基を有するべきである。こ
れらの自由ヒドロキシ基は、水素による共通架橋がローション組成物が加えられるティッ
シュペーパーのウェブのセルロース繊維と結合し、水素による同種架橋がアルコール、酸
、エステル又はアミドのヒドロキシ基を結合させる基であると考えられており、かくして
他を成分をローションマトリックス中に取り込み固定する。
長鎖脂肪アルコールのような分子が整列し互いに相互作用してラメラ構造を形成するもの
と考えられる。このラメラ構造では、ヒドロキシ基と隣接するアルコール分子のアルキル
鎖が整列し互いに相互作用して組織的な構造を形成する。この“充填配列”では、アルコ
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ールのヒドロキシ基は、セルロース極性官能価（例えば、ヒドロキシ又はカルボニル）と
の水素結合を形成し、ペーパーの表面にアルコールを“固定化”する。アルコールが好ま
しい皮膚軟化剤と混和されているので、皮膚軟化剤の定着および／又は固定化が生ずる。
好ましいエステルとアミドは、ポリヒドロキシ成分に３以上の自由ヒドロキシ基を有して
おり、典型的には非イオン性の性質を有する。ローション組成物が加えられるペーパー製
品の皮膚過敏性のため、これらのエステルとアミドは又、皮膚に比較的優しく刺激しない
ものとすべきである。
本発明に使用される適当なポリヒドロキシ脂肪酸エステルは、以下の式を有する。

ここで、Ｒは、Ｃ5－Ｃ31ヒドロキシ基、好ましくは直鎖Ｃ7－Ｃ19アルキル又はアルケニ
ル、より好ましくは直鎖Ｃ9－Ｃ17アルキル又はアルケニル、最も好ましくは直鎖Ｃ11－
Ｃ17アルキル又はアルケニル、或いはこれらの混合物である。またＹは、少なくとも２自
由ヒドロキシルが直接連結され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
ル成分であり、ｎは、少なくとも１である。適当なＹの基は、グリセロールのようなポリ
オール；ペンタエリトリトール；ラフィノール、マルトデクストロース、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、エリトロースのような砂糖；エリトリトール、キシリトール、マリトール、マニト
ール、ソルビトールのような砂糖アルコール；及びソルビタンのような砂糖アルコールの
無水物から得られる。
本発明に使用される適当なポリヒドロキシ脂肪酸エステルの１つの級は、一定のソルビタ
ンエステル、好ましくはＣ16－Ｃ22飽和脂肪酸ソルビタンエステルを備えている。典型的
な製造方法のため、これらのソルビタンエステルは通常、モノ、ジ、トリ等のエステルの
混合物を備えている。適当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）、ソルビ
タンベヘネートが含まれ、これらは、これらのソルビタンエステルの１又はそれ以上のモ
ノ、ジ、及びトリ・エステル変種（例えば、ソルビタン・モノ、ジ、及びトリ・パルミネ
ート、ソルビタン・モノ、ジ、及びトリ・ステアレート、ソルビタン・モノ、ジ、及びト
リ・ベヘネート）、並びに、混合硬脂脂肪酸ソルビタン・モノ、ジ、及びトリ・エステル
を備えている。ソルビタンステアレートを含むソルビタンパルミテートのような、異なる
ソルビタンエステルの混合物を使用してもよい。特に好ましいソルビタンエステルは、典
型的にはＳＰＡＮ６０等のモノ、ジ、及びトリ・エステル（及び僅かなテトラ・エステル
）、及びロンツァ社から商標名ＧＬＹＣＯＭＵＬ－Ｓとして販売されているソルビタンス
テアレートのような、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、及びトリ・エステル（及び僅かなテトラ・エステル）の一定の混合
物を含んでいるが、モノ及びジ・エステルがこれらの混合物の主成分である。
本発明に使用される別の級の適当なポリヒドロキシ脂肪酸エステルは、一定のグリセリル
モノエステル、好ましくは、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
、グリセリルモノベヘネートのような、Ｃ16－Ｃ22飽和脂肪酸グリセリルモノエステルを
備えている。また、ソルビタンエステルのように、グリセリルモノエステル混合物は典型
的には、僅かなジ及びトリ・エステルを含んでいる。しかしながら、このような混合物は
、本発明に有用であるように、主としてグリセリルモノエステル成分を含んでいるべきで
ある。
本発明に使用される別の級の適当なポリヒドロキシ脂肪酸エステルは、一定のスクロース
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を備えている
。スクロースモノエステルが特に好ましく、スクロースモノステアレートとスクロースモ
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ノラウレートも含まれる。
本発明に使用される適当なポリヒドロキシ脂肪酸アミドは、以下の式を有する。

ここで、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、より好ましくは、Ｃ1又はＣ2アルキル或
い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）或いはメトキシ
プロピルであり；Ｒ2は、Ｃ5－Ｃ31ヒドロカルビル基、好ましくは、直鎖Ｃ7－Ｃ19アル
キル又はアルケニル、より好ましくは、Ｃ9－Ｃ17アルキル又はアルケニル、最も好まし
くは、直鎖Ｃ11－Ｃ17アルキル又はアルケニル、或いはこれらの混合物であり；Ｚは、少
なくとも３ヒドロキシルが直接連結された線形ヒドロカルビル鎖を有するポリヒドロキシ
ヒドロカルビル成分である。これらのポリヒドロキシ脂肪酸アミド、並びに、これらの製
法を開示している、１９９２年１２月２９日にホンサに付与された米国特許第５，１７４
，９２７号を参照されたい（この特許を参考文献としてここに含める）。
Ｚ成分は、好ましくは還元アミノ化反応において還元砂糖から得られ、最も好ましくはグ
リシチルである。適当な還元砂糖には、グルコース、フラクトース、マルトース、ラクト
ース、ガラクトース、マンノース、及びキシロースが含まれる。高ブドウ糖コーンシロッ
プ、高フラクトースコーンシロップ、高マルトースコーンシロップ、並びに、上述の個々
の砂糖を利用してもよい。これらのコーンシロップは、Ｚ成分のために砂糖成分の混合物
を与える。
Ｚ成分は好ましくは、－ＣＨ2－（ＣＨＯＨ）n－ＣＨ2ＯＨ、－ＣＨ（ＣＨ2ＯＨ）－〔（
ＣＨＯＨ）n-1〕－ＣＨ2ＯＨ、－ＣＨ2ＯＨ－ＣＨ2－（ＣＨＯＨ）2（ＣＨＯＲ3）（ＣＨ
ＯＨ）－ＣＨ2ＯＨによって構成される群から選定される。ここで、ｎは、３～５の整数
、Ｒ3は、Ｈ又は環状又は脂肪族単糖類である。最も好ましいのは、ｎが４、特に－ＣＨ2

－（ＣＨＯＨ）4－ＣＨ2ＯＨのグリシチルである。
上式において、Ｒ1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、或いはＮ－２－ヒ
ドロキシプロピルである。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、ミリスタミド、カプリカミド、パルミタミド、タロワミド等を提供するように選定
される。Ｚ成分は、１－デオキシグリシチル、２－デオキシフルクチル、１デオキシマル
テチル、１－デオキシラクテチル、１－デオキシマンニチル、１－デオキシマルトトリオ
テチル等である。
最も好ましいポリヒドロキシ脂肪酸アミドは、以下の一般式を有する。

ここで、Ｒ1は、メチル又はメトキシプロピル；Ｒ2は、Ｃ11－Ｃ17直鎖アルキル又はアル
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、或いはＮ－タロイル－Ｎ－メトキシプロピル
　グルカミドが含まれる。
上述のように、幾つかの固定化剤は、皮膚軟化剤中に可溶化させるため、乳化剤を必要と
している。これは特に、少なくとも約７の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一定のグルカミドの場合に当てはまる。適当な乳化剤は典
型的には、約７以下のＨＬＢ値を有するものである。これに関して、約４．９以下のＨＬ
Ｂ値を有するソルビタンステアレートのような、上述のソルビタンエステルが、これらの
グルカミド固定化剤をペトロラタム中に可溶化させるのに有用である。他の適当な乳化剤
には、ステアレス－２（式ＣＨ3（ＣＨ2）17（ＯＣＨ2ＣＨ2）nＯＨ（ここで、ｎは平均
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値２を有する）に適合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ステル）、
ソルビタントリステアレート、イソソルビドラウレート、グリセリルモノステアレートが
含まれる。乳化剤は、実質的に均一な混合物が得られるように、乳化剤中に固定化剤を可
溶化させるのに十分な量含まれる。例えば、Ｎ－ココイル－Ｎ－メチルグルカミドとペト
ロラタムの略１：１の混合物は、乳化剤としてステアレス－２とソルビタントリステアレ
ートの１：１の混合物を２０％加えると、溶解して単一相混合物になる。
ローション組成物に含まれるべき固定化剤の量は、含まれる特定の皮膚軟化剤、含まれる
特定の固定化剤、皮膚軟化剤中に固定化剤を可溶化させるのに乳化剤が必要か否か、ロー
ション組成物の他の成分等を含む、種々の因子で決まる。ローション組成物は、固定化剤
の約５～約８０％含んでいる。ローション組成物は、好ましくは固定化剤の約５～約５０
％、最も好ましくは固定化剤の約１０～約４０％含んでいる。
３．任意的な親水性界面活性剤
多くの場合において、本発明によるローション組成物は、トイレットティッシュとして使
用されるティッシュペーパーウェブに加えられる。このような場合、ローション組成物で
処理したティッシュペーパーウェブを十分に湿らせるのが非常に望ましい。本発明のロー
ション組成物に使用される特定の固定化剤に応じて、湿潤性を向上させるため、付加的な
親水性界面活性剤が必要とされたり必要とされなかったりする。例えば、Ｎ－ココイル－
Ｎ－メチル　グルカミドのような幾つかの固定化剤は、少なくとも約７のＨＬＢ値を有し
ており、親水性界面界面活性剤を加えなくとも十分に湿潤である。約７以下のＨＬＢ値を
有するＣ16－Ｃ18脂肪アルコールのような他の固定化剤は、トイレットティッシュとして
使用されるティッシュペーパーウェブにローション組成物を加える場合に、湿潤性を向上
させるのに十分な親水性界面活性剤を必要とする。同様に、ペトロラタムのような疎水性
皮膚軟化剤では、親水性界面活性剤の付加が必要である。
適当な親水性界面活性剤が、均一な混合物を形成するように、皮膚軟化剤および固定化剤
と混和される。ローション組成物が加えられるペーパー製品の使用に関する皮膚の感受性
のため、これらの界面活性剤も、皮膚に対して比較的なめらかで刺激しないものでなけれ
ばならない。これらの親水性界面活性剤は、皮膚を刺激しないばかりでなく、ティッシュ
ペーパーへの他の望ましくない影響（例えば、引張強度の減少）を与えないように、非イ
オン性のものである。
適当な非イオン性界面活性剤は、ティッシュペーパーウェブにローション組成物を加えた
後は、実質的に無移行性であり、典型的には、約４～約２０（好ましくは、約７～約２０
）のＨＬＢ値を有する。無移行性であるために、これらの非イオン性界面活性剤は典型的
には、保管、輸送、販売、及び製品の使用の際に通常遭遇する温度以上の融点（例えば、
少なくとも約３０℃）を有している。この点に関して、これらの非イオン性界面活性剤は
好ましくは、上述の固定化剤の融点と同様な融点を有している。
本発明のローション組成物に使用するのに適当な非イオン界面活性剤には、アルキルグリ
コシド；１９７７年３月８日にラングドン等に付与された米国特許第４，０１１，３８９
号に記載されているようなアルキルグリコシドエーテル；（米国ニュージャージー州フェ
アローンのロンツァ社から入手できる）Ｐｅｇｏ　ｓｐｅｒｓｅ　１０００ＭＳ、ＴＷＥ
ＥＮ６０（約２０の平均エトキシレーション率を有するステアリン酸ソルビタンエステル
）、ＴＷＥＥＮ６１（約４の平均エトキシレーション率を有するステアリン酸ソルビタン
エステル）のような、約２～約２０（好ましくは、約２～約１０）の平均エトキシレーシ
ョン率を有するＣ12－Ｃ18脂肪酸のエトキシレートソルビタン・モノ－、ジ－及び／又は
トリ－エステル、及び約１～約５４モルのエチレンオキシドを有する脂肪族アルコールの
縮合物が含まれる。脂肪族アルコールのアルキル鎖は典型的には、直鎖形体（線形）であ
り、約８～約２２の炭素原子を含んでいる。アルコールのモル当たり約２～約３０モルの
エチレンオキシドを備えた約１１～約２２の炭素原子を含むアルキル基を有するアルコー
ルの縮合物が、特に好ましい。このようなエトシキレート化アルコールの例には、アルコ
ールのモル当たり７モルのエチレンオキシドを備えたミリスチルアルコールの縮合物、約
６モルのエチレンオキシドを備えたココナッツアルコールの縮合物（１０～１４の炭素原
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子を含む、長さの変化するアルキル鎖を有する脂肪アルコールの混合物）が含まれる。ユ
ニオン・カーバイド社から販売されているＴＥＲＧＩＴＯＬ　１５－Ｓ－９（９モルのエ
チレンオキシドを備えたＣ11－Ｃ15線形アルコールの縮合物）、Ｐ＆Ｇ社から販売されて
いるＫＹＲＯ　ＥＯＢ（９モルのエチレンオキシドを備えたＣ13－Ｃ15線形アルコールの
縮合物）、シェルケミカル社によって販売されている商標名ＮＥＯ　ＤＯＬ界面活性剤（
特に、ＮＥＯＤＯＬ２５－１２（１２モルのエチレンオキシドを備えたＣ12－Ｃ15線形ア
ルコールの縮合物）、ＮＥＯＤＯＬ２３－６．５Ｔ（希釈され一定の不純物を除去した６
．５モルのエチレンオキシドを備えたＣ12－Ｃ13線形アルコールの縮合物））、及びＢＡ
ＳＦ社によって販売されている商標名ＰＬＵＲＡＦＡＣ界面活性剤（特に、ＰＬＵＲＡＦ
ＡＣ　Ａ－３８（２７モルのエチレンオキシドを備えたＣ18直鎖アルコールの縮合物））
を含む、多くの適当なエトキシレートアルコールが市販されている。（一定の親水性界面
活性剤（特に、ＮＥＯＤＯＬ２５－１２のようなエトキシレート化アルコール）は、アル
キルエトキシレート皮膚軟化剤としても機能する。）好ましいエトキシレート化アルコー
ル界面活性剤の一例として、Ｂｒｉｊ界面活性剤のＩＣＩクラス及びその混合物があり、
Ｂｒｉｊ７６（即ち、ステアレス－１０）、Ｂｒｉｊ５６（即ち、セチル－１０）が特に
好ましい。約１０～約２０の平均エトキシレーション率までエトキシレートされたセチル
アルコールとステアリルアルコールの混合物も、親水性界面活性剤として使用することが
できる。
本発明に使用するのに適した別の種類の界面活性剤には、アメリカン・サイアナミド社に
よって販売されているＡｅｒｏｓｏｌ　ＯＴ（硫化琥珀酸ナトリウムのジオクチルエステ
ル）がある。
本発明に使用するのに適した更に別の種類の界面活性剤には、ＧＥのＳＦ１１８８（ポリ
ジメチルシロキサンとポリオキシアルキレンエーテルのコポリマー）、ＧＥのＳＦ１２８
８（シリコンポリエーテルのコポリマー）のようなシリコンコポリマーがある。これらの
シリコン界面活性剤は、エトキシレート化アルコールのような、上述の親水性界面活性剤
の他の種類と組み合わせて使用される。これらのシリコン界面活性剤は、ローション組成
物の重量の０．１％（より好ましくは、０．２５％～約１．０％）の濃度が効果的である
ことが分かっている。
ローション組成物の湿潤度を所望レベルまで増加させるのに必要な親水性界面活性剤の量
は、ＨＬＢ値、使用される固定化剤の量、使用される界面活性剤のＨＬＢ値、及び同様な
因子で決まる。ローション組成物は、その湿潤性を増大させる必要があるとき、親水性界
面活性剤の約１～約５０％を含んでいる。ローション組成物は好ましくは、その湿潤性を
増大させる必要があるとき、親水性界面活性剤の約１～約２５％（最も好ましくは、約１
０～約２０％）を含んでいる。
４．他の任意的な成分
ローション組成物は、皮膚軟化剤、クリーム、及びこの種のローションに典型的に存在す
る、他の任意的な成分を備えてもよい。これらの任意的な成分には、水、粘度調整剤、香
水、消毒抗菌剤、薬剤、被膜形成剤、消臭剤、乳白剤、収斂剤、溶剤等が含まれる。更に
、ローション組成物の保存寿命を向上させるため、セルロース誘導体、プロテイン、レシ
チンのような安定化剤を加えてもよい。これらの物質は全て、このような配合物の添加剤
として周知であり、本発明のローション組成物に適量使用することができる。
Ｃ．ローション組成物によるティッシュペーパーの処理
本発明によるローション付きペーパー製品を調製する際、ローション組成物は、ティッシ
ュペーパーウェブの少なくとも一方の表面に加えられる。溶融又は液状コンシステンシー
を有する潤滑物質を均一に分布させる種々の付加方法を使用することができる。適当な方
法には、スプレー、印刷（例えば、フレキソ印刷）、塗布（例えば、グラビア塗布）、押
出、及びこれらの付加技術の組合せ（例えば、カレンダーロールのような回転表面にロー
ション組成物をスプレーし、次いでローション組成物をペーパーウェブの表面に移送する
）が含まれる。ローション組成物は、ティッシュペーパーウェブの一方の表面、或いは両
方の表面のいずれかに加えられる。ローション組成物は好ましくは、ティッシュペーパー
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ウェブの両方の表面に加えられる。
ローション組成物のティッシュペーパーウェブへの付加は、ウェブがローション組成物で
飽和状態にならないようにすべきである。ティッシュペーパーウェブがローション組成物
で飽和状態になった場合には、ペーパーの剥離が生じてペーパーの引張強度が減少する可
能性が大きくなる。ペーパーウェブの飽和は、本発明のローション組成物から柔らかいロ
ーション状の感触を得るのに必要でない。特に適当な付加方法は、ローション組成物を、
主としてペーパーウェブの表面に付加するであろう。
ローション組成物は、ティッシュペーパーウェブを乾燥した後、ティッシュペーパーウェ
ブに付加される（即ち、“乾燥ウェブ”付加方法）。ローション組成物は、ティッシュペ
ーパーウェブの重量の約２～約３０％の量加えられる。ローション組成物は好ましくは、
ティッシュペーパーウェブの重量の約５～約２０％（最も好ましくは、約１０～約１６％
）の量加えられる。ローション組成物のこのような比較的少ない量は、ティッシュペーパ
ーに柔らかさとローション状の感触を与えるのに十分であるが、吸収度、湿潤度、及び特
に強度が実質的に影響を及ぼされる程度まで、ティッシュペーパーウェブを飽和させない
。
ローション組成物は又、ティッシュペーパーウェブの表面に不均一に付加してもよい。こ
こで“不均一”とは、ローション組成物の量、分布パターン等がティッシュペーパー表面
上で変動することを意味している。例えば、ティッシュペーパーウェブの表面の或る部分
のローション組成物の量が、多かったり或いは少なかったり（ローション組成物が全く付
加されてい場合も含む）してもよい。
ローション組成物は、乾燥後に、ティッシュペーパーウェブの任意の箇所に付加される。
例えば、ローション組成物は、ヤンキードライヤーからクレープされた後であってカレン
ダリングの前に（即ち、カレンダーロールの通過前に）、ティッシュペーパーウェブに付
加してもよい。ローション組成物は、カレンダーロールの通過後であってペアレントロー
ルに巻かれる前に、ティッシュペーパーウェブに付加してもよい。通常、ペアレントロー
ルから解かれ、仕上げ用の小さなペーパー製品ロールに巻かれる前に、ローション組成物
をティッシュペーパーウェブに付加するのが好ましい。
ローション組成物は典型的には、その溶融体からティッシュペーパーウェブに加えられる
。ローション組成物が周囲温度よりも著しく高い温度で溶融するので、ティッシュペーパ
ーウェブに加熱されたコーティングとして加えるのが普通である。ローション組成物は典
型的には、ティッシュペーパーウェブに加えられる前に、約３５℃～約１００℃（好まし
くは、約４０℃～約９０℃）まで加熱される。溶融したローション組成物がティッシュペ
ーパーウェブに加えられると、冷却し凝固させて、ティッシュペーパーウェブの表面に凝
固したコーティング又はフィルムを形成する。
本発明のローション組成物をティッシュペーパーウェブに加える際、グラビア被覆法およ
び押出被覆法が好ましい。第１図は、グラビア被覆に伴う、１つの好ましい方法を示して
いる。第１図を参照すると、乾燥したティッシュペーパーウェブ１が、（矢印２ａで示さ
れる方向に回転する）ティッシュ用ペアレントロール２から巻き出され、変向ロール４に
進められる。ティッシュペーパーウェブ１は、変向ロール４から、オフセットグラビア被
覆ステーション６に進められ、オフセットグラビア被覆ステーション６において、ティッ
シュペーパーウェブ１の両面にローション組成物が加えられる。オフセットグラビア被覆
ステーション６を出た後、ティッシュペーパーウェブ１は、参照符号３で示されるローシ
ョン付きウェブになる。次いで、ローション付きウェブ３は変向ロール８に進められ、次
いで（矢印１０ａで示される方向に回転する）ローション付きティッシュ用ペアレントロ
ール１０に巻き付けられる。
オフセットグラビア被覆ステーション６は、一対のリンク式オフセットグラビアプレス１
２、１４を備えている。プレス１２は、下部グラビアシリンダ１６と、上部オフセットシ
リンダ１８とによって構成されている。また、プレス１４は、下部グラビアシリンダ２０
と、上部オフセットシリンダ２２とによって構成されている。グラビアシリンダ１６、２
０は各々、特定の蝕刻されたセルパターンと寸法を有し、クロムめっきされた表面を有し
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ており、オフセットシリンダ１８、２２は各々、平滑なポリウレタンゴムの表面を有して
いる。グラビアロールのセル容積の寸法は、所望の被覆重量、ライン速度、及びローショ
ンの粘度で決まる。グラビアシリンダとオフセットシリンダは両方とも、ローションを溶
融させるように加熱される。これらのグラビアシリンダとオフセットシリンダは、矢印１
６ａ、１８ａと矢印２０ａ、２２ａによってそれぞれ示される方向に回転する。第１図に
示されるように、オフセットシリンダ１８、２２は、直接対向し互いに平行であり、ウェ
ブ１が通過するニップ領域２３を提供する。
インキ溜めトレイ２４、２６が、グラビアシリンダ１６、２０の下にそれぞれ配置されて
いる。溶融した熱い（例えば、６５℃）ローション組成物が、これらの加熱されたトレイ
２４、２６の各々に圧送され、矢印３０、３２でそれぞれ示されるように、溶融したロー
ション組成物のリザーバとなる。グラビアシリンダ１６、２０が、リザーバ３０、３２内
で、矢印１６ａ、２０ａで示された方向に回転すると、グラビアシリンダ１６、２０は、
一定量の溶融ローション組成物を取り上げる。次いで、グラビアシリンダ１６、２０の各
々の過剰なローションは、ドクターブレード３４、３６によってそれぞれ取り除かれる。
次いで、加熱されたグラビアシリンダのセル１６、２０に残ったローション組成物は、シ
リンダの各対間のニップ領域３８、４０のところで、（矢印１８ａ、２２ａで示されるよ
うに反対方向に回転する）加熱されたオフセットシリンダ１８、２２に移される。次いで
、オフセットシリンダ１８、２２に移されたローション組成物は、ウェブ１の両面に同時
に移される。ウェブ１に移されるローション組成物の量は、（１）オフセットシリンダ１
８、２２間のニップ領域２３の幅の調整、及び／又は、（２）グラビア／オフセットシリ
ンダ対１６／１８、２０／２２間のニップ領域３８、４０の幅の調整によって制御される
。
第２図は、スロット押出被覆に伴う、別の好ましい方法を示している。第２図を参照する
と、乾燥したティッシュペーパーウェブ１０１が、（矢印１０２ａによって示される方向
に回転する）ティッシュ用ペアレントロール１０２から巻き出され、次いで変向ロール１
０４に進められる。ティッシュペーパーウェブ１０１は、変向ロール１０４から、スロッ
ト押出被覆ステーション１０６に進められ、スロット押出被覆ステーション１０６におい
て、ウェブの両面にローション組成物が加えられる。ステーション１０６を出た後、ウェ
ブ１０１は、参照符号１０３で示されるローション付きウェブになる。次いで、ローショ
ン付きウェブは、（矢印１１０ａで示される方向に回転する）ローション付きティッシュ
用ペアレントロール１１０に巻き付けられる。
ステーション１０６は、一対の間隔を隔てたスロット押出機１１２、１１４を備えている
。押出機１１２は、細長いスロット１１６と、ウェブ接触表面１１８とを備えている。ま
た、押出機１１４は、細長いスロット１２０と、ウェブ接触表面１２２とを備えている。
第２図に示されるように、スロット押出機１１２、１１４は、表面１１８がウェブ１０１
の一方の側と接触し、表面１２２がウェブ１０１の他方の側と接触するように、配向され
ている。溶融した熱い（例えば、６５℃）のローション組成物は、各スロット押出機１１
２、１１４に圧送され、次いで、スロット１１６、１２０からそれぞれ押し出される。
ウェブ１０１が押出機１１２の加熱された表面１１８を通過してスロット１１６に到達す
ると、スロット１１６から押し出された溶融ローション組成物は、表面１１８と接触して
いるウェブ１０１の側に加えられる。同様に、ウェブ１０１が押出機１１４の加熱された
表面１２２を通過してスロット１２０に到達すると、スロット１２０から押し出された溶
融ローション組成物は、表面１２２と接触しているウェブ１０１の側に加えられる。ウェ
ブ１０１に移されるローション組成物の量は、（１）溶融ローション組成物がスロット１
１６、１２２から押し出される速度、及び／又は、（２）ウェブ１０１が表面１１８、１
２２と接触状態で移動する速度によって制御される。
本発明によるローション付きティッシュペーパーの製造に関する実例
本発明によるローション組成物でのティッシュペーパーの処理に関する実例について、以
下に説明する。
例１　Ａ．ローション組成物の調製
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２つの無水ローション組成物（ローションＡとローションＢ）を、以下の溶融された（即
ち、液体）成分、即ち、Ｗｈｉｔｅ　Ｐｒｏｔｏｐｅｔ１Ｓ（ウィットコ社製の白色ペト
ロラタム）、セテアリルアルコール（Ｐ＆Ｇ社製、商品名Ｔ　Ａ－１６１８の混合線形Ｃ

16－Ｃ18主アルコール）、ステアレス－１０（ＩＣＩアメリカ社製：Ｂｒｉｊ７６、平均
エトキシレーション度１０のＣ18線形アルコールエトキシレート）、アロエ（ドクター・
マディス研究所製、鉱油）を互いに混合することによって作る。これらの成分の重量パー
セントは、第１表の通りである。

Ｂ．ホットメルトスプレーによるローション付きティッシュペーパーの調製
ローションＡ又はＢを、９０℃で作動するＰＡＭ６００Ｓスプレーマチックホットメルト
スプレーガン（ＰＡＭファスニング・テクノロジー社製）内に置く。１２インチ×１２イ
ンチのティッシュペーパー支持体シートの両側に、所望量のローションをスプレー被覆す
る。次いで、揮発成分を除去し且つペーパー繊維上にローションの均一な被膜を塗布する
ように両側にスプレーした後、ローション付きティッシュペーパーを７０℃の熱対流炉内
に３０秒間置く。
例２　Ａ．ローション組成物の調製
無水ローション組成物（ローションＣ）を、重量パーセントで第２表に示した溶融された
（即ち、液体）成分を互いに混交することによって、作る。成分を、１カートのプラスチ
ックコンテナ内で室温で結合する。コンテナを密封し、全ての成分が溶融するまで、７０
℃のオーブン内に置く。この溶融された塊は、均一な混合物を形成するように、十分に混
合／シェイクされる。このようにして得られたローション組成物を、使用の準備ができる
まで、６０℃のオーブン内に置く。

Ｂ．ホットメルトスプレーによるローション付きティッシュペーパーの調製
ローションＣＢを、９０℃で作動するＰＡＭ６００Ｓスプレーマチックホットメルトスプ
レーガン内に置く。１２インチ×１２インチのティッシュペーパー支持体シートの両側に
、所望量のローションをスプレー被覆する。次いで、揮発成分を除去し且つペーパー繊維
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上にローションの均一な被膜を塗布するように両側にスプレーした後、ローション付きテ
ィッシュペーパーを７０℃の熱対流炉内に３０秒間置く。
例３　Ａ．ローション組成物の調製
無水ローション組成物（ローションＤ）を、例２の手順に従って、第３表に示される溶融
された（即ち、液体）成分を互いに混合することによって作る。

Ｂ．ホットメルトスプレーによるローション付きティッシュペーパーの調製
ローションＤを、例２の手順に従って、ティッシュペーパー支持体シートの両側に、所望
量スプレー被覆する。次いで、揮発成分を除去し且つペーパー繊維上にローションの均一
な被膜を塗布するように両側にスプレーした後、ローション付きティッシュペーパーを７
０℃の熱対流炉内に３０秒間置く。
例４　Ａ．ローション組成物の調製
無水ローション組成物（ローションＥ）を、例２の手順に従って、第４表に示される成分
を互いに混合することによって作る。

Ｂ．ホットメルトスプレーによるローション付きティッシュペーパーの調製
ローションＥを、例２の手順に従って、ティッシュペーパー支持体シートの両側に、所望
量スプレー被覆する。次いで、揮発成分を除去し且つペーパー繊維上にローションの均一
な被膜を塗布するように両側にスプレーした後、ローション付きティッシュペーパーを５
５℃の熱対流炉内に１５秒間置く。
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