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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　繊維原料と、吸油性をもつ填料と、多価アルコール系からなる柔軟剤とを含み、
　前記填料がヒドロキシアパタイトおよびタルクであり、
　ＪＩＳＰ－８１２４による坪量が８～３０ｇ／ｍ2であり、密度が０．４０～０．７５
ｇ／ｃｍ3であり、上記柔軟剤の添加量が上記繊維原料に対して０．１～１００重量％で
あり、
　ＪＡＰＡＮＴＡＰＰＩ－Ｔ４９８「ハンドルオメーター法」による柔らかさが３０ｍＮ
未満、下記擬似吸脂量測定法による吸脂量が１ｇ／ｍ２以上であることを特徴とする皮膚
清拭用化粧用紙。
　擬似吸脂量測定法
　印刷適性試験機の胴の表面に２１ｃｍ×２５ｃｍの試料片を粘着テープなどで固定して
有効面積１９ｃｍ×１８ｃｍとし、上記印刷適性試験機の印刷ロールに油液（ヒマシ油８
０重量％＋ベンジルアルコール２０重量％）０．５ｍｌを膜厚４．８μｍとなるように均
一に塗布した上、上記胴と印刷ロールとのニップ幅を５ｍｍとして転写回転速度３０ｒｐ
ｍで１回転させて、上記油液を上記試料に転写させる。その後に、転写後の有効面積分の
試料片の重量から転写前の有効面積分の紙の重量を差分した値（数１）に基づいて、試料
１ｍ２あたりの吸脂量とする。
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【数１】

【請求項２】
　上記ヒドロキシアパタイトの含有量が上記繊維原料に対して１～１００重量％であるこ
とを特徴とする請求項１記載の皮膚清拭用化粧用紙。
【請求項３】
　上記タルクの含有量が上記繊維原料に対して０．５～９０重量％であることを特徴とす
る請求項１又は２記載の皮膚清拭用化粧用紙。
【請求項４】
　上記ヒドロキシアパタイト及び／又はタルクの平均粒子径が０．５～８μｍであること
を特徴とする請求項２又は３記載の皮膚清拭用化粧用紙。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本願発明は、皮脂吸収作用をもつ皮膚清拭用化粧用紙に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
人体の顔面皮膚に分泌される皮脂を吸収して顔面を清拭する化粧用紙として脂取り紙が知
られている。この脂取り紙は、皮脂吸収性は勿論のこと、それ以外にも、顔面皮膚への肌
ざわり感触とか柔軟性といった感覚上の要素も重要である。
【０００３】
ところで、皮脂吸収作用をもつ皮膚清拭用化粧用紙（いわゆる「脂取り紙」）に柔軟性を
付与するために色々な柔軟剤を使用することが考えられるが、従来から一般的な柔軟剤の
添加は、紙の繊維間結合を弱め、脂取り紙の基本的機能である皮脂吸収作用を低下させる
という問題がある。
【０００４】
保湿効果により紙を柔軟化させる天然素材に由来するコラーゲンなどの成分・繊維は非常
に高価であり、また、硬化しやすく、その保湿能力が低下するため、効果を持続すること
が難しい。
【０００５】
また、天然に置き換え素材としての合成の柔軟剤（たとえば、東邦化学　ソフノン）があ
るが、合成柔軟剤は有臭性があり、化粧用紙には不適合である。
【０００６】
一方、紙に柔軟性を付与するための物理的方法として、いわゆる金箔打ち加工法があるが
、この方法は、生産性が悪くコスト高になり、消費者に安価な製品を提供できない、とい
う難点がある。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
本願発明は、すぐれた皮脂吸収性とともに、高度な柔軟性をそなえた皮膚清拭用化粧用紙
を低コストに提供しようとなされたものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本願発明の皮膚清拭用化粧用紙は、紙の主成分となる繊維原料のほかに、皮脂吸収作用を
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もつ吸油性填料と、紙に柔軟性を付与する柔軟剤とを基本構成要素としてなる。
【０００９】
本願発明の化粧用紙の原料となる繊維としては、木材パルプ繊維、マニラ麻、亜麻、大麻
、黄麻、楮、三椏、雁皮等の靱皮繊維、コットン、藁、竹、ケナフ等の非木材パルプ繊維
、アクリルやレーヨン等の化学繊維、シルク等の動物繊維が挙げられる。特にマニラ麻、
亜麻、大麻、黄麻、楮、三椏、雁皮等の靱皮繊維を原料とする化粧用紙は強度が高く、吸
脂能力に優れている。これらの繊維は、それぞれ単独で用いられてもよく、また２種以上
を混合して用いてもよい。一般公知の抄紙方法で抄紙された化粧用紙の坪量（ＪＩＳＰ－
８１２４による。以下、同じ）が８～３０ｇ／ｍ2であれば、化粧用紙として好適に使用
できる。上記化粧用紙の坪量が８ｇ／ｍ2未満であると強度が低く使用時に撚れや破損を
生じやすくなり、坪量が３０ｇ／ｍ2を超えるとコストが嵩むだけでなく、また、しなや
かさがなくなり、使用感が悪化する。
【００１０】
脂取り紙用として好適な填料としては、従来公知の吸油性無機填料が使用可能であるが、
たとえばスチレンビーズのような有機填料も使うことができる。
【００１１】
化粧用紙用、特に脂取り紙用として好適な吸油性無機填料としては、クレー、タルク、炭
酸カルシウム、ホワイトカーボン、酸化チタン、ヒドロキシアパタイト等があるが、その
中で最も好適な無機填料としては本願出願人の先願にかかる特願２０００－２３４９０８
号で開示されている「ヒドロキシアパタイト」含有の無機填料がある。ヒドロキシアパタ
イト［Ｃａ10（ＰＯ4）6（ＯＨ）2］は、人の骨や歯の成分であり、リン酸カリシウムの
一種で、工業的には陽イオン、陰イオン、たんぱく質、アミノ酸などに対して優れた吸着
性を有する材料として、また、生体への影響が小さいことから、人工歯根など生体適合材
として注目されている。ヒドロキシアパタイトは、皮脂の中でも、特に酸化された皮脂（
過酸化脂質）を効率よく吸着する性質を有するため、これを吸油性填料中に含有させるこ
とにより、酸化皮脂を効率よく吸収する化粧用紙が得られる。ヒドロキシアパタイトの含
有量は、化粧用紙の主成分である繊維原料に対して１～１００重量％とするのがよい。１
％未満だと十分な過酸化脂質吸着効果が得られず、１００％以上だと化粧用紙としての十
分な紙の強度が得られない。
【００１２】
上記填料中には、さらにタルクを含有させるのが好適である。タルクの含有量は、化粧用
紙の主成分である繊維原料に対して０．５～９０重量％とするのがよい。また、上記填料
は平均粒子径を０．５～８μｍとするのがよい（就中、０．５～２μｍの範囲が、化粧用
紙の平滑度を向上させる上で特に好適である）。更に好適には、２種類以上の填料を組み
合わせるのが好適であり、特にヒドロキシアパタイトとタルクの組み合わせは、柔軟性、
吸脂性に好適な相乗効果をかもしだす。
【００１３】
平均粒子径が０．５μｍ未満の填料は、紙中への歩留まりが悪く、コスト的に不利であり
、脂質の除去性に劣る。平均粒子径が８μｍを超えると肌触りが極端に悪化し、粉落ちな
どの問題が生じる。上記のように、填料中にタルクを０．５～９０重量％含有させると、
紙の平滑度が向上し、化粧用紙の肌触りがよくなる。さらに加えて、吸脂時に紙の透明度
を向上させる機能がより優れたものとなる。また、本願発明の化粧用紙には、保湿剤およ
びおしろい粉の少なくとも一方を含有させることもできる。保湿剤やおしろい粉を含有さ
せることにより、皮膚の保護性や化粧の効果により優れた化粧用紙となる。
【００１４】
本願発明の化粧用紙では、上記例示のような填料のほかに、さらに化粧用紙に柔軟性を与
付するために多価アルコール系の柔軟剤を添加する。
【００１５】
本願発明にかかる化粧用紙は、上記例示の填料や柔軟剤等が、どのような形態で含まれて
いてもよい。内添されていてもよいし、抄紙後の原紙に填料を塗工するようにしてもよい
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。
【００１６】
なお、本願発明の化粧用紙は、既知の化粧用紙の抄紙方法に基づいて、抄紙することが可
能である。たとえば、填料や柔軟剤等を添加した繊維パルプスラリーを既知の抄紙機によ
って抄紙して製造することが可能である。
【００１７】
一方、本願発明の化粧用紙は、次記の疑似吸脂量測定方法による吸脂量が１ｇ／ｍ2以上
であることが望ましい。吸脂量が１ｇ／ｍ2未満であると、吸収する皮脂の量が少なすぎ
て化粧用紙として適さない。吸脂量が１ｇ／ｍ2以上であれば、化粧用紙の皮脂吸収量と
しては十分である。
【００１８】
上記疑似吸脂量測定法は、印刷適性試験機の胴の表面に２１ｃｍ×２５ｃｍの試料片を粘
着テープなどで固定して有効面積１９ｃｍ×１８ｃｍとし、上記印刷適性試験機の印刷ロ
ールに油液（ヒマシ油８０重量％＋ベンジルアルコール２０重量％）０．５ｍｌを膜厚４
．８μｍとなるように均一に塗布した上、上記胴と印刷ロールとのニップ幅を５ｍｍとし
て転写回転速度３０ｒｐｍで１回転させて、上記油液を上記試料に転写させる。その後に
、転写後の有効面積分の試料片の重量から転写前の有効面積分の紙の重量を差分した値（
数１）に基づいて、試料１ｍ2あたりの吸脂量とする。
【００１９】
【数１】

【００２０】
また、脂取り紙に代表される、皮脂を吸収させて除去することを目的とする化粧用紙は、
使用者が皮脂を拭き取れたことを視覚的に確認できるように、多くの場合、皮脂を吸収す
ると、吸収部分の透明度が向上する機能を有している。本願発明者らは、かかる機能の良
否をパンチ力という数値で表している。パンチ力は、吸脂前と吸脂後の紙の色差より算出
される値であり、パンチ力の数値が高ければ高いほど、吸脂時に透明度が向上することに
なり使用者の満足感が得られる化粧用紙である。
【００２１】
本願発明の化粧用紙は、上記パンチ力が５．０以上であることが好ましい。パンチ力が５
．０以上あれば、吸脂時に透明性が発現して、吸脂高価を視覚的に確認できる。ここで、
パンチ力の測定方法は、次記の通りである。まず、裏当てに白色板および黒色板を用い、
分光白色光度計「ＥＰＲ－８０ＷＸ」（東京電色株式会社製）にて、転写前の紙試料の色
彩度Ｌｗ、Ａｗ、ＢｗおよびＬａ、Ａｂ、Ｂｂをそれぞれ測定し、両者の色差ΔＥ1を（
数２）に従って算出する。それとともに、上記吸脂量の測定と同様に、上記印刷適性試験
機の胴の表面に２１ｃｍ×２５ｃｍの試料片を粘着テープなどで固定して有効面積１９ｃ
ｍ×１８ｃｍとし、上記印刷適性試験機の印刷ロールに油液（ヒマシ油８０重量％＋ベン
ジルアルコール２０重量％）０．５ｍｌを膜厚４．８μｍとにるように均一に塗布し、上
記胴と印刷ロールとのニップ幅を５ｍｍとして転写回転速度３０ｒｐｍで１回転させて、
上記油液を上記試料に転写させる。次いで、転写後の紙試料の色差ΔＥ2を転写前の紙試
料のΔＥ1と転写後の紙試料の色差ΔＥ2とから（数３）にしたがってパンチ力ΔＥを算出
する。
【００２２】
【数２】
ΔＥｎ＝{(Ｌｗ－Ｌｂ)2＋(Ａｗ－Ａｂ)2＋(Ｂｗ－Ｂｂ)2}/2

ただし、Ｌｗ：白色使用時の明度、Ｌｂ：黒色使用時の明度
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Ａｗ：白色使用時の青～黄色味、Ａｂ：黒色使用時の青～黄色味
Ｂｗ：白色使用時の赤～緑色味、Ｂｂ：黒色使用時の赤～緑色味
【００２３】
【数３】
ΔＥ＝ΔＥ1＋ΔＥ2

ΔＥ：パンチ力
一方、好適には、本願発明の化粧用紙に含有される上記例示の無機填料は、上記のように
、タルク０．５～９０重量％とヒドロキシアパタイトとを含有するのが好ましい。上記タ
ルクは、平均粒子径が０．５～８μｍのタルクであり、好適には、平均粒子径０．５～２
μｍの微粉タルクである。タルクの平均粒子径は、既知のマイクロトラック法によって測
定すればよい。また、整粒された市販のタルク（日本タルク株式会社製、ＳＧ－２０００
）等を用いることもできる。タルクを含有させることにより、紙の平滑度が向上し、肌触
りが良くなり、使用感に優れた化粧用紙となる。
【００２４】
かかる化粧用紙は、非常に肌触り感に優れ、かつ酸化皮脂の吸脂性にも優れ、さらに、一
般的な化粧用紙、特に脂取り紙の機能である、皮脂を吸収した際に、その吸収部分の透明
度が向上するという機能がより優れたものとなる。よって、使用者は、吸脂効果を視覚的
に確認でき、満足感が得られるようになる。
【００２５】
また、本願発明の化粧用紙は、保湿剤やおしろい粉などを含有させることも可能である。
上記保湿剤としては、ホホバ油、グリセロール、１，３－ブチレングリコール、ヒアルロ
ン酸、コラーゲン等の保湿機能をもった物質が挙げられる。
【００２６】
本願発明の化粧用紙は、着色剤を用いて着色することも可能である。化粧用紙を着色する
と、吸脂部分と非吸脂部分とのコントラストがはっきりして、より吸脂効果を視覚によっ
て確認がしやすくなる。着色剤としては、塩基性染料、酸性染料、直接染料といった公知
の染料および顔料を用いることが可能である。顔料は、色の滲みが少なく、耐色性に優れ
ている。染料は化粧紙が肌に直接触れるものであることから、食用染料が好ましい。
【００２７】
化粧用紙の柔軟性に関する要素として、本願発明者は、紙の坪量及び密度、柔軟剤の種類
と添加量が特に重要であると考えるとともに、これらの３要素と、化粧用紙の軟らかさ、
パンチ力、皮脂吸収作用及びふきとり適性との関係をみるために、１２例の試料を作り、
それぞれについて種々のテストを行って、表１のような結果を得た。
【００２８】
なお、本願発明の化粧用紙では柔軟剤として日新化学研究所　ネオソフターを使用する。
【００２９】
＜評価基準＞
本願発明者が、化粧用紙の軟らかさ：紙パルプ技術協会が発行するＪＡＰＡＮＴＡＰＰＩ
規格　Ｔ４９８による「ハンドルオメータ法」に基づき測定した。パンチ力、吸脂量の測
定：前段に記載したとおりである。
【００３０】
過酸化脂質の吸着率：次記のとおり測定した。まず、図１のように組立てた装置のカラム
１に試料１ｇを入れ、ｎ－ヘキサン４ｇで希釈したオリーブ油（和光純薬製）２ｇをカラ
ム１の上部から流す。このとき、カラム１内をオリーブ油が流れるように吸引しながら行
う。次いで、カラム上部よりｎ－ヘキサン１００ｍｌを流して流出液を採取する。次いで
、その流出液をウォーターバスで蒸発させ、残量約１０ｍｌになったところで、ウォータ
バスより取り出し、該混合液に氷酢酸１０ｍｌおよびヨウ化カリウム２ｇを添加して撹拌
する。次いで、この混合液中の遊離したヨウ素を、ビュレットを用いて０．０１ｍｏｌ／
ｌチオ硫酸ナトリウムにて滴定する。終点はデンプン指示薬を入れ求める。滴定結果より
過酸化物価を求め、求められた過酸化物価より過酸化脂質の吸着量を算出する。
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【００３１】
【表１】

【００３２】
表１に記載されている各試料について、柔軟性、パンチ力、吸脂量及びふきとり適性につ
いて測定したところ、試料ＮＯ．１～１２の各試料のうち、試料ＮＯ．１～６の各試料は
、柔らかさ、パンチ力、吸脂量、ふきとり適性とも目標とする数値又は結果が得られた。
【００３３】
これに対して、表１に記載されている試料ＮＯ．１～１２の各試料のうち、試料ＮＯ．７
～１２の各試料は次のような理由で化粧用紙として不適格であった。
【００３４】
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すなわち、試料ＮＯ．７の試料は、坪量を小さくしてみたものであるが（５ｇ／ｍ2）、
使用時に撚れや破れが生じ、又吸脂量も１ｇ／ｍ2に満たず、化粧用紙としては不適格で
あった。
【００３５】
試料ＮＯ．８の試料は、試料ＮＯ．７の試料とは逆に坪量を大きくしてみたものであるが
（３３ｇ／ｍ2）、必要な柔軟性が得られなかった。
【００３６】
次に、試料ＮＯ．９の試料は、柔軟剤の添加量を少なくしてみたものであるが、（０．０
５重量％）、必要な柔軟性に欠けるものであった。
【００３７】
試料ＮＯ．１０の試料は、密度を大きくしてみたものであるが（０．８５ｇ／ｃｍ3）、
必要な吸脂量が得られなかった。
【００３８】
試料ＮＯ．１１の試料は、多量の柔軟剤を添加してみたものであるが（１２０重量％）、
柔軟性は十分であったが、その逆作用として必要な吸脂量（１．０ｇ／ｍ2）とパンチ力
が得られなかった。
【００３９】
次に、試料ＮＯ．１２の試料は、密度を小さくしてみたものであるが（０．３０ｇ／ｃｍ
3）、必要な吸脂量（１ｇ／ｍ2）及びパンチ力が得られなかった。又、ふきとり適性の点
でも良好な結果が得られなかった。
【００４０】
以上の考察にもとずいて、本願発明者は、皮膚清拭用の化粧用紙として好適な数値として
坪量の範囲を８～３０ｇ／ｍ2とし、密度を０．４０～０．７５ｇ／ｃｍ3とし、柔軟剤の
添加量を繊維原料に対して０．１～１００重量％としたものである。
【００４１】
【実施例】
＜実施例１＞
針葉樹パルプと広葉樹パルプとの混合パルプ（針葉樹パルプ／広葉樹パルプ：８０／２０
）を原料とし叩解度５００ｍｌに調整し、平均粒子径１μｍのタルク２５重量パーセント
および平均粒子径３μｍのヒドロキシアパタイト５重量パーセントを添加したパルプスラ
リーを、既知の抄紙機にて抄紙して坪量１５ｇ／ｍ2の化粧用紙を得た。
【００４２】
＜実施例２＞
針葉樹パルプとマニラ麻パルプとの混合パルプ（針葉樹パルプ／マニラ麻パルプ：５０／
５０）を原料とし叩解度５００ｍｌに調整し、平均粒子径３μｍのタルク１０重量パーセ
ントおよび平均粒子径３μｍのヒドロキシアパタイト１０重量パーセントを添加したパル
プスラリーを、既知の抄紙機にて抄紙して坪量１５ｇ／ｍ2の化粧用紙を得た。
【００４３】
＜実施例３＞
針葉樹パルプとマニラ麻パルプとの混合パルプ（針葉樹パルプ／マニラ麻パルプ：７５／
２５）を原料とし叩解度５００ｍｌに調整し、平均粒子径１μｍのタルク５０重量パーセ
ントおよび平均粒子径５μｍのヒドロキシアパタイト２０重量パーセントを添加したパル
プスラリーを、既知の抄紙機にて抄紙して坪量２０ｇ／ｍ2の化粧用紙を得た。
【００４４】
＜実施例４＞
針葉樹パルプとマニラ麻パルプとの混合パルプ（針葉樹パルプ／マニラ麻パルプ：７０／
３０）を原料とし叩解度５００ｍｌに調整し、平均粒子径３μｍのタルク３０重量パーセ
ントおよび平均粒子径３μｍのヒドロキシアパタイト５０重量パーセントを添加したパル
プスラリーを、既知の抄紙機にて抄紙して坪量１５ｇ／ｍ2の化粧用紙を得た。
【００４５】
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＜実施例５＞
針葉樹パルプとマニラ麻パルプとの混合パルプ（針葉樹パルプ／マニラ麻パルプ：３０／
７０）を原料とし叩解度５００ｍｌに調整し、平均粒子径１μｍのタルク１０重量パーセ
ントおよび平均粒子径３μｍのヒドロキシアパタイト５０重量パーセントを添加したパル
プスラリーを、既知の抄紙機にて抄紙して坪量３０ｇ／ｍ2の化粧用紙を得た。
【００４６】
＜実施例６＞
針葉樹パルプとマニラ麻パルプとの混合パルプ（針葉樹パルプ／マニラ麻パルプ：６０／
４０）を原料とし叩解度５００ｍｌに調整し、平均粒子径１μｍのタルク５重量パーセン
トおよび平均粒子径５μｍのヒドロキシアパタイト５重量パーセントを添加したパルプス
ラリーを、既知の抄紙機にて抄紙して坪量８ｇ／ｍ2の化粧用紙を得た。
【００４７】
上記実施例１～６の各化粧用紙における密度、柔軟剤添加量、軟らかさ、パンチ力、吸脂
量、肌触り、ふきとり適性等は、表２に示す通りであり、それぞれ本願発明の要件を充足
し、総合判定においても良好と認められた。
【００４８】
＜比較例１＞
針葉樹パルプとマニラ麻パルプとの混合パルプ（針葉樹パルプ／マニラ麻パルプ：４０／
６０）を原料とし叩解度５００ｍｌに調整し、平均粒子径１０μｍのタルク０．３重量パ
ーセントおよび平均粒子径５μｍのヒドロキシアパタイト５重量パーセントを添加したパ
ルプスラリーを、既知の抄紙機にて抄紙して坪量５ｇ／ｍ2の化粧用紙を得た。
【００４９】
＜比較例２＞
針葉樹パルプとマニラ麻パルプとの混合パルプ（針葉樹パルプ／マニラ麻パルプ：５０／
５０）を原料とし叩解度５００ｍｌに調整し、平均粒子径５μｍのタルク１重量パーセン
トおよび平均粒子径０．３μｍのヒドロキシアパタイト０．５重量パーセントを添加した
パルプスラリーを、既知の抄紙機にて抄紙して坪量３３ｇ／ｍ2の化粧用紙を得た。
【００５０】
＜比較例３＞
針葉樹パルプとマニラ麻パルプとの混合パルプ（針葉樹パルプ／マニラ麻パルプ：９０／
１０）を原料とし叩解度５００ｍｌに調整し、平均粒子径０．３μｍのタルク５重量パー
セントおよび平均粒子径１０μｍのヒドロキシアパタイト３０重量パーセントを添加した
パルプスラリーを、既知の抄紙機にて抄紙して坪量１５ｇ／ｍ2の化粧用紙を得た。
【００５１】
＜比較例４＞
針葉樹パルプとマニラ麻パルプとの混合パルプ（針葉樹パルプ／マニラ麻パルプ：４０／
６０）を原料とし叩解度５００ｍｌに調整し、平均粒子径３μｍのタルク１５０重量パー
セントおよび平均粒子径３μｍのヒドロキシアパタイト３０重量パーセントを添加したパ
ルプスラリーを、既知の抄紙機にて抄紙して坪量２０ｇ／ｍ2の化粧用紙を得た。
【００５２】
＜比較例５＞
針葉樹パルプとマニラ麻パルプとの混合パルプ（針葉樹パルプ／マニラ麻パルプ：７０／
３０）を原料とし叩解度５００ｍｌに調整し、平均粒子径５μｍのタルク１０重量パーセ
ントおよび平均粒子径３μｍのヒドロキシアパタイト０．３重量パーセントを添加したパ
ルプスラリーを、既知の抄紙機にて抄紙して坪量１５ｇ／ｍ2の化粧用紙を得た。
【００５３】
＜比較例６＞
針葉樹パルプとマニラ麻パルプとの混合パルプ（針葉樹パルプ／マニラ麻パルプ：５０／
５０）を原料とし叩解度５００ｍｌに調整し、平均粒子径３μｍのタルク１００重量パー
セントおよび平均粒子径３μｍのヒドロキシアパタイト１２０重量パーセントを添加した
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パルプスラリーを、既知の抄紙機にて抄紙して坪量１５ｇ／ｍ2の化粧用紙を得た。
【００５４】
上記比較例１～６の各化粧用紙における密度、柔軟剤添加量、軟らかさ、パンチ力、吸脂
量、肌触り、ふきとり適性等は表２に示す通りであり、それらの各比較例のものは、いず
れかの項目で本願発明の要件を充足せず、その結果、総合判定においても良好な評価を得
られなかった。
【００５５】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本願発明の皮膚清拭用化粧用紙は、必要な皮脂吸収作用
のほか、十分な柔軟性をそなえており、使用感のすぐれたものであり、しかも安価に製造
し得る効果がある。
【００５６】
【表２】
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【００５７】
【図面の簡単な説明】
【図１】過酸化脂質の吸着率の測定に用いた装置図である。
【符号の説明】
１・・・カラム。
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