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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　繊維性材料と、
　前記繊維性材料を結合して一体化されたウェブにするためのバインダ組成物と、
を含み、前記バインダ組成物は、ビニル官能性カチオン系モノマーと、炭素原子が１から
４までのアルキル側鎖を有する１つ又はそれ以上の疎水性ビニルモノマーとの重合生成物
を含み、
　前記繊維性材料は、約０．３重量％から約１０重量％の一価又は二価塩を含有する水性
塩溶液を含む湿潤溶液によって湿潤され、前記バインダ組成物が前記湿潤溶液中に溶けず
、前記バインダ組成物が２００ｐｐｍまでのＣａ2+及び／又はＭｇ2+イオンを含有する水
に分散するようにされたことを特徴とする湿潤拭取り材。
【請求項２】
　前記一価又は二価塩がハロゲン化アルカリ金属であることを特徴とする請求項１に記載
の湿潤拭取り材。
【請求項３】
　前記ビニル官能性カチオン系モノマーが、［２－（アクリロキシ）エチル］ジメチル塩
化アンモニウム、［２－（メタクリロキシ）エチル］ジメチル塩化アンモニウム、［２－
（アクリロキシ）エチル］トリメチル塩化アンモニウム、［２－（メタクリロキシ）エチ
ル］トリメチル塩化アンモニウム、（３－アクリルアミドプロピル）トリメチル塩化アン
モニウム、Ｎ，Ｎ－ジアリルジメチル塩化アンモニウム、［２－（アクリロキシ）エチル
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］ジメチルベンジル塩化アンモニウム、及び［２－（メタクリロキシ）エチル］ジメチル
ベンジル塩化アンモニウムから選択されることを特徴とする請求項１に記載の湿潤拭取り
材。
【請求項４】
　前記ビニル官能性カチオン系モノマーが、後でそのポリマーを第４級化することができ
るビニルピリジン、ジメチルアミノエチルアクリレート、及びジメチルアミノエチルメタ
クリレートから選択された前駆体モノマーから選択されることを特徴とする請求項１に記
載の湿潤拭取り材。
【請求項５】
　前記ビニル官能性カチオン系モノマーが、［２－（アクリロキシ）エチル］ジメチル塩
化アンモニウム、［２－（アクリロキシ）エチル］ジメチル臭化アンモニウム、［２－（
アクリロキシ）エチル］ジメチルヨウ化アンモニウム、［２－（アクリロキシ）エチル］
ジメチル硫酸メチルアンモニウムから選択されることを特徴とする請求項１に記載の湿潤
拭取り材。
【請求項６】
　前記ビニル官能性カチオン系モノマーが、［２－（メタクリロキシ）エチル］ジメチル
塩化アンモニウム、［２－（メタクリロキシ）エチル］ジメチル臭化アンモニウム、［２
－（メタクリロキシ）エチル］ジメチルヨウ化アンモニウム、［２－（メタクリロキシ）
エチル］ジメチル硫酸メチルアンモニウムから選択されることを特徴とする請求項１に記
載の湿潤拭取り材。
【請求項７】
　前記ビニル官能性カチオン系モノマーが、［２－（アクリロキシ）エチル］トリメチル
塩化アンモニウム、［２－（アクリロキシ）エチル］トリメチル臭化アンモニウム、［２
－（アクリロキシ）エチル］トリメチルヨウ化アンモニウム、［２－（アクリロキシ）エ
チル］トリメチル硫酸メチルアンモニウムから選択されることを特徴とする請求項１に記
載の湿潤拭取り材。
【請求項８】
　前記ビニル官能性カチオン系モノマーが、［２－（メタクリロキシ）エチル］トリメチ
ル塩化アンモニウム、［２－（メタクリロキシ）エチル］トリメチル臭化アンモニウム、
［２－（メタクリロキシ）エチル］トリメチルヨウ化アンモニウム、［２－（メタクリロ
キシ）エチル］トリメチル硫酸メチルアンモニウムから選択されることを特徴とする請求
項１に記載の湿潤拭取り材。
【請求項９】
　前記ビニル官能性カチオン系モノマーが、（３－アクリルアミドプロピル）トリメチル
塩化アンモニウム、（３－アクリルアミドプロピル）トリメチル臭化アンモニウム、（３
－アクリルアミドプロピル）トリメチルヨウ化アンモニウム、（３－アクリルアミドプロ
ピル）トリメチル硫酸メチルアンモニウム、から選択されることを特徴とする請求項１に
記載の湿潤拭取り材。
【請求項１０】
　前記ビニル官能性カチオン系モノマーが、Ｎ，Ｎ－ジアリルジメチル塩化アンモニウム
、Ｎ，Ｎ－ジアリルジメチル臭化アンモニウム、Ｎ，Ｎ－ジアリルジメチルヨウ化アンモ
ニウム、及びＮ，Ｎ－ジアリルジメチル硫酸メチルアンモニウム、から選択されることを
特徴とする請求項１に記載の湿潤拭取り材。
【請求項１１】
　前記ビニル官能性カチオン系モノマーが、［２－（アクリロキシ）エチル］ジメチルベ
ンジル塩化アンモニウム、［２－（アクリロキシ）エチル］ジメチルベンジル臭化アンモ
ニウム、［２－（アクリロキシ）エチル］ジメチルベンジルヨウ化アンモニウム、及び［
２－（アクリロキシ）エチル］ジメチルベンジル硫酸メチルアンモニウム、から選択され
ることを特徴とする請求項１に記載の湿潤拭取り材。
【請求項１２】
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　前記ビニル官能性カチオン系モノマーが、［２－（メタクリロキシ）エチル］ジメチル
ベンジル塩化アンモニウム、［２－（メタクリロキシ）エチル］ジメチルベンジル臭化ア
ンモニウム、［２－（メタクリロキシ）エチル］ジメチルベンジルヨウ化アンモニウム、
及び［２－（メタクリロキシ）エチル］ジメチルベンジル硫酸メチルアンモニウムから選
択されることを特徴とする請求項１に記載の湿潤拭取り材。
【請求項１３】
　前記疎水性ビニルモノマーが、分岐鎖又は直鎖アルキルビニルエーテル、ビニルエステ
ル、アクリルアミド及びアクリレートから選択されることを特徴とする請求項１に記載の
湿潤拭取り材。
【請求項１４】
　繊維性材料と、
　前記繊維性材料を結合して一体化されたウェブにするためのバインダ組成物と、
を含み、前記バインダ組成物は、以下の構造をもつ組成物を含み、
【化１】

式中、ｘ＝１から約１５モルパーセント、ｙ＝約６０から約９９モルパーセント、及びｚ
＝０から約３０モルパーセントであり、Ｑは、Ｃ1－Ｃ4アルキルアンモニウム、第４級Ｃ

1－Ｃ4アルキルアンモニウム及びベンジルアンモニウムから選択され、Ｚは、－Ｏ－、－
ＣＯＯ－、－ＯＯＣ－、－ＣＯＮＨ－、及び－ＮＨＣＯ－から選択され、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3

は、水素及びメチルから個別に選択され、Ｒ4は、Ｃ1－Ｃ4アルキルであり、Ｒ5は、水素
、メチル、エチル、ブチル、エチルヘキシル、デシル、ドデシル、ヒドロキシエチル、ヒ
ドロキシプロピル、ポリオキシエチレン、及びポリオキシプロピレンから選択され、
　前記繊維性材料は、約０．３重量％から約１０重量％の一価又は二価塩を含有する水性
塩溶液を含む湿潤溶液によって湿潤され、前記バインダ組成物が前記湿潤溶液中に溶けず
、前記バインダ組成物が２００ｐｐｍまでのＣａ2+及び／又はＭｇ2+イオンを含有する水
に分散するようにされたことを特徴とする湿潤拭取り材。
【請求項１５】
　前記一価又は二価塩がハロゲン化アルカリ金属であることを特徴とする請求項１４に記
載の湿潤拭取り材。
【請求項１６】
　前記組成物が、以下の構造をもつカチオン系アクリレート又はメタクリレートと、１つ
又はそれ以上のアルキルアクリレート又はメタクリレートとの重合生成物であり、
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【化２】

式中、ｘ＝１から約１５モルパーセント、ｙ＝約６０から約９９モルパーセント、及びｚ
＝０から約３０モルパーセントであり、Ｒ4は、Ｃ1－Ｃ4アルキルであり、Ｒ5は、水素、
メチル、エチル、ブチル、エチルヘキシル、デシル、ドデシル、ヒドロキシエチル、ヒド
ロキシプロピル、ポリオキシエチレン、及びポリオキシプロピレンから選択されることを
特徴とする請求項１４に記載の湿潤拭取り材。
【請求項１７】
　前記組成物が、以下の構造を有し、
【化３】

式中、ｘ＝１から約１５モルパーセント、ｙ＝約８５から約９９モルパーセント、及びＲ

4は、Ｃ1－Ｃ4アルキルであることを特徴とする請求項１４に記載の湿潤拭取り材。
【請求項１８】
　ｘ＝約３から約６モルパーセント、ｙ＝約９４から約９７モルパーセント、及びＲ4は
、メチルであることを特徴とする請求項１７に記載の湿潤拭取り材。
【請求項１９】
　繊維性材料と、
　前記繊維性材料を結合して一体化されたウェブにするためのバインダ組成物と、
を含み、前記バインダ組成物は、以下の構造をもつ組成物を含み、
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【化４】

式中、ｘ＝３から約６モルパーセント、ｙ＝約９６から約９７モルパーセント、及びＲ4

は、メチルであり、
　前記繊維性材料が、約１重量％から約４重量％までのＮａＣｌを含む水性塩溶液からな
る湿潤溶液によって湿潤されることを特徴とする湿潤拭取り材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、イオン感応性又はトリガ可能、水分散可能又は水溶性のカチオン系ポリマー
及びポリマー配合物に関する。本発明はまた、イオン感応性又はトリガ可能、水分散性又
は水溶性のカチオン系ポリマー及びポリマー配合物の製造方法と、それらの使い捨て物品
用のバインダ組成物としての適用性に関する。本発明はさらに、カチオン系ポリマー又は
ポリマー配合物を含むイオン感応性又はトリガ可能、水分散可能なバインダ組成物からな
る、湿潤拭取り材のような使い捨て物品に向けられている。
【背景技術】
【０００２】
　長年にわたって、おむつ、湿潤拭取り材、失禁用衣類、及び女性用ケア製品のような使
い捨て物品を提供する産業では、廃棄性の問題に悩まされてきた。この問題に対処する多
くの進展があったが、その弱点の１つは、水にすぐに溶けるか又は分解するが依然として
十分な使用時の強度をもつ経済的な凝集性の繊維性ウェブを生産できなかったことである
。例えば、英国特許公開第２，２４１，３７３号、及び米国特許第４，１８６，２３３号
を参照されたい。このような製品がなければ、ユーザが製品をトイレに流すことにより製
品を廃棄できるようになる可能性は、なくならないとしても大きく減少される。さらに、
十分に生分解可能又は光分解可能である製品構成材の大部分が、プラスチックの中に包ま
れるか又はこのようなプラスチックによって互いに結合され、仮に劣化するとしても劣化
が長期にわたるので、製品が廃棄物埋立地において分解される可能性は非常に制限される
。したがって、プラスチックが水の存在下で分解される場合には、プラスチック包囲体又
は結合が破壊されるために、その内部構成材が劣化することになる。
【０００３】
　おむつ、女性用ケア製品、及び成人失禁ケア製品のような使い捨て製品は、トイレに流
すことによって廃棄されるように形成することができる。通常、こうした製品は身体側ラ
イナを備えており、この身体側ライナは、尿又は月経血のような流体を迅速に通して、該
流体が製品の吸収体コアによって吸収されるようにしなければならない。典型的には、身
体側ライナを、望ましくは柔軟性及び可撓性のような多くの特性を備える凝集性の繊維性
ウェブとすることができる。身体側ライナ材料の繊維性ウェブは、典型的には、複数の繊
維を全体として不規則に湿式又は乾式（空気）堆積させ、それらを互いに接合し、バイン
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ダ組成物を用いて凝集性ウェブを形成することによって形成することができる。過去のバ
インダ組成物は、この機能を良好に果たしていた。しかしながら、これらの組成物からな
る繊維性ウェブは、分散しない傾向があり、典型的な家庭の公衆衛生システムに問題を生
じさせる。
【０００４】
　過去のバインダ組成物より大きい分散性があり、多くの環境責任を担う現在のバインダ
組成物が開発されている。バインダ組成物の類の１つは、水中での逆溶解性をもつポリマ
ー材料を含む。これらのバインダ組成物は、温水には溶けないが、トイレの中で見られる
ような冷水には溶ける。多くのポリマーが、水性媒体中で曇り点又は逆溶解特性を示すこ
とが良く知られている。これらのポリマーは、（１）蒸発遅延剤として（日本国特許第６
２０７１６２号）、（２）対応する温度変化に関連する鋭い色変化による温度指示剤とし
て有用な温度感応性組成物として（日本国特許第６１９２５２７号）、（３）特定の温度
において不透明であり、その特定の温度以下に冷却されると透明になる熱感応性材料とし
て（日本国特許第５１００３２４８号、及び日本国特許第８１０３５７０３号）、（４）
良好な吸収特性を備え取り外しが簡単な創傷被覆材として（日本国特許第６２３３８０９
号）及び（５）水に流すことができるパーソナルケア製品の材料として（１９９６年４月
２３日にＲｉｃｈａｒｄ　Ｓ．Ｙｅｏに発行され、キンバリー・クラーク社に譲渡された
米国特許第５，５０９，９１３号）を含む、種々の用途についての幾つかの刊行物に記載
されている。
【０００５】
　対象となる最近の他のバインダは、イオン感応性のバインダの類を含む。日本国東京の
ライオン社に譲渡された幾つかの米国及び欧州特許は、アクリル酸とアルキル又はアリー
ルアクリレートからなるイオン感応性ポリマーを開示している。米国特許第５，３１２，
８８３号、第５，３１７，０６３号、及び第５，３８４，１８９号並びに欧州特許第６０
８４６０Ａ１号を参照されたく、これらの開示を引用によりここに組み入れる。米国特許
第５，３１２，８８３号においては、水に流すことができる不織ウェブに適したバインダ
としてターポリマーが開示されている。部分的に中性化されたアクリル酸、ブチルアクリ
レート、及び２－エチルヘキシルアクリレートからなる開示されたアクリル酸ベースのタ
ーポリマーは、世界の一部の地域においては水に流すことができる不織ウェブに用いるの
に適したバインダである。しかしながら、部分的に中性化されたターポリマーには少量の
ナトリウムアクリレートが存在しているので、これらのバインダは、約１５ｐｐｍより多
いＣａ2+及び／又はＭｇ2+を含む水の中では分散できない。約１５ｐｐｍより多いＣａ2+

及び／又はＭｇ2+イオンを含む水の中に入れられたとき、上述のバインダを用いる不織ウ
ェブは、３０ｇ／インチより大きい引張強度を維持するが、これは、ウェブの「分散性」
に悪影響を及ぼす。この提案された機構の欠点は、分子内又は分子外のいずれかにおいて
、各カルシウムイオンが２つのカルボキシル基と結合することである。分子内会合によっ
て、ポリマー鎖がコイル状になり、これが最終的にポリマーの沈殿をもたらすことになる
。分子内会合は架橋を生じさせる。分子内又は分子外会合が起こるかどうかに関係なしに
、ターポリマーは、約１５ｐｐｍより多いＣａ2+及び／又はＭｇ2+を含む水に溶けない。
カルシウムイオンとターポリマーのカルボキシル基との間の強い相互作用のために、この
会合は不可逆的であるので、錯体の解離は極めて起こり難い。したがって、高いＣａ2+及
び／又はＭｇ2+濃度の溶液に曝された上述のポリマーは、たとえカルシウム濃度が減少し
た場合であっても水に分散することはない。そのため、米国中のほとんどの地域が、１５
ｐｐｍより多いＣａ2+及び／又はＭｇ2+を含む硬水であるので、水に流すことができるバ
インダ材料としてのポリマーの適用が制限される。
【０００６】
　その開示内容を引用によりここに組み入れるキンバリー・クラーク社に譲渡された米国
特許第６，４２３，８０４号Ｂ１において、上で参照したライオン社への特許のアクリル
酸ターポリマーの修飾が開示されている。特に、米国特許第６，４２３，８０４号Ｂ１は
、修飾されていないライオン社のポリマーと比べると、例えば、Ｃａ2+及び／又はＭｇ2+
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が２００ｐｐｍまでといった比較的硬い水中での改善された分散性を有する、スルホン酸
塩アニオン修飾アクリル酸ターポリマーを開示している。湿ったシートは、可撓性があり
柔軟である。しかしながら、上で参照した特許のライオン社のイオン感応性ポリマー、及
びスルホン酸塩アニオンで修飾されたアクリル酸ターポリマーは、湿潤拭取り材のような
パーソナルケア製品のバインダとして用いられる場合には、一般的に、最初のシート湿潤
性が減少され、乾燥シートの剛性が増加し、シート粘着性が増加し、バインダの噴射可能
性が減少し及び製品コストが比較的高くなる。
【０００７】
　分散性のパーソナルケア製品の別の手法は、日本国東京の花王社による米国特許第５，
２８１，３０６号に開示されている。この特許は、水によって崩壊することができる洗浄
シート、すなわちカルボキシル基を有する水溶性のバインダを用いて処理された水分散性
の繊維からなる湿潤拭取り材を開示している。洗浄シートは、５％－９５％の水混和性の
有機溶媒と、９５％－５％の水とを含む洗浄剤で処理される。好ましい有機溶媒は、プロ
ピレングリコールである。洗浄シートは、湿潤強度を維持し、有機溶媒ベースの洗浄剤中
では分散しないが、水中では分散する。シートは、該シートの使用時の湿潤強度を保証す
るだけのレベルの有機溶媒を含まなければならない。溶媒なしでは、シートの使用時の湿
潤強度は小さく、湿潤拭取り材として有効なものとはならない。しかしながら、こうした
大量の有機溶剤の使用の結果として、製品が使用された後のべたついた感触がもたらされ
、これらの有機溶剤は、大量だと皮膚に不快感を与えることがある。
【０００８】
　多くの特許が、水分散可能な材料又は水に流すことができる材料のための種々のイオン
及び温度感応性組成物を開示しているが、柔軟性、可撓性、三次元性、及び弾力性、並び
に体温の身体流体（便を含む）の存在下での吸上げ及び構造的一体性、及びトイレに流し
た後の真の繊維分散性をもち、それにより下水管の木の根状の部分又は屈曲部分において
製品が交絡しない分散可能な製品に対する必要性が存在している。さらに、当該技術分野
においては、軟水及び硬水の地域を含む世界の全ての地域において水分散可能な水に流す
ことができる製品に対する必要性も存在している。さらに、それらが用いられる製品の湿
潤性を低下させず、比較的簡単に噴射可能で一様に適用され製品の中に染み込む水分散可
能なバインダに対する必要性も存在している。最終的には、貯蔵中は安定しており、使用
の際には所望のレベルの湿潤強度を保ち、有機溶媒を比較的含まないか又は実質的に含ま
ない湿潤組成物で濡らされる水分散可能な水に流すことができる湿潤拭取り材に対する必
要性が存在している。こうした製品は、過去の製品では成し得なかったことであるが、製
品の安全性及び環境に対する配慮に対し妥協することなく、適正な費用で必要とされる。
【発明の開示】
【０００９】
　本発明は、トリガ可能なカチオン系ポリマー及びポリマー配合物に向けられており、こ
れらは文献に記載されている現在入手可能なイオン感応性のポリマーその他のポリマーに
関連した上述の問題に対処するように開発されたものである。本発明のバインダは、乾燥
状態での強度を与えるが、より重要なのは、イオントリガ可能であることによって湿潤状
態での所望の強度レベルを維持する一助となることである。湿潤溶液中の制御された濃度
の塩によってバインダが不溶化され、該バインダがウェブの接着剤として機能できるよう
になる。湿潤拭取り材が排水流中に廃棄されるときには、塩濃度が希釈され、バインダが
溶解可能となり、強度が臨界レベルより下になる。本発明のイオントリガ可能なポリマー
配合物は、「トリガ特性」を有し、それによりポリマーは、約０．３重量％を上回り、約
１０重量％を下回る濃度の一価及び／又は二価塩溶液のような特定のタイプ及び濃度の不
溶化剤を含有する湿潤配合物に溶けないが、２００ｐｐｍ（１００万分の１）までのカル
シウム及びマグネシウムイオンを含有する硬水を含む水で希釈されたときには溶ける。そ
の結果、ウェブは、小さい塊に分解されて、最終的には分散する。
【００１０】
　カルシウムイオンによるイオン架橋により硬水中での分散性を失う幾つかのイオン感応
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性ポリマー配合物とは異なり、本発明のトリガ可能カチオン系ポリマー配合物は、数百ｐ
ｐｍの濃度のカルシウム及び／又はマグネシウムイオンに対して敏感ではなく、ｐＨの変
動に対して敏感ではない。その結果、本発明のポリマー配合物を含有する流すことができ
る製品は、硬水又は軟水中での分散性を維持する。
【００１１】
　バインダ組成物は、唯一の又は主要なトリガ剤として塩化ナトリウムを用いたときに最
適なレベルの湿潤強度を与え、高濃度の二価金属イオンの使用を必要としない。また、ト
リガ特性を与えるのに必要とされる塩化ナトリウムのレベルは、特定条件下で極めて低い
（≦１％）ため、繊維性材料に含ませる湿潤溶液は、約１重量％から約４重量％までのＮ
ａＣｌを含む水性塩溶液とすることができる。トリガ活性をもたらすのに必要とされるこ
の低レベルの一価塩により、これらのバインダは、外部的トリガ剤を用いることなく、尿
、月経血その他の生物学的流体の存在下での十分な強度を維持することができる。したが
って、それらは、予め湿潤された製品よりも、パーソナルケア用途に非常に適している。
また、本発明のバインダは、それらの溶解度特性により、乾燥ティッシュ製品のために添
加される塩が存在しない状態での湿潤強度及び／又は一時的な湿潤強度を与えるのに適し
ている。さらに、改善されたバインダの特性は、毒性、反応性の不適合又はバインダ性能
への悪影響のために望ましくない場合がある非イオン系親水性コモノマーを使用せずに与
えられる。
【００１２】
　本発明のポリマー配合物は、身体側ライナ、流体分配材料、流体取り込み材料（サージ
）又は種々のパーソナルケア製品のカバーストックのような用途のための空気堆積及び湿
式堆積不織布のバインダ及び構造成分として有用である。本発明のポリマー配合物は、流
すことができるパーソナルケア製品、特に皮膚の洗浄又は手当て、化粧落とし、マニキュ
ア落とし、医療的ケアのような個人使用のための湿潤拭取り材、並びに洗浄剤、消毒剤な
どを含有する拭取り材を含むハード面洗浄、自動車の手入れに用いるための拭取り材のバ
インダ材料として特に有用である。水に流すことができる製品は、貯蔵中及び使用中の一
体性又は湿潤強度を維持し、トイレの中に捨てられた後に、塩又はイオン濃度が臨界レベ
ルより低く下がると、ばらばらになるか又は分散する。処理に適した基体は、クレープ加
工された又はクレープ加工されていないティッシュのようなティッシュ、コフォーム製品
、水圧交絡ウェブ、空気堆積マット、フラフパルプ、不織ウェブ、及びそれらの複合材を
含む。本発明に用いられるクレープ加工されていないティッシュ及び成形された三次元テ
ィッシュウェブの製造方法は、本出願人が所有する、１９９７年８月１５日に出願された
Ｆ．－Ｊ．　Ｃｈｅｎ他の米国特許出願第０８／９１２，９０６号の「湿潤性弾性ウェブ
及びこれを用いて製造された使い捨て可能な物品」、１９９５年７月４日Ｃｈｉｕ他に発
行された米国特許第５，４２９，６８６号、１９９５年３月２１日Ｓ．Ｊ．Ｓｕｄａｌｌ
及びＳ．Ａ．Ｅｎｇｅｌに発行された米国特許第５，３９９，４１２号、１９９７年９月
３０日Ｗｅｎｄｔ他に発行された米国特許第５，６７２，２４８号、及び１９９７年３月
４日Ｆａｒｒｉｎｇｔｏｎ他に発行された米国特許第５，６０７，５５１号に見ることが
でき、これらの全ては引用によりその全体がここに組み入れられる。上記の特許の成形さ
れたティッシュ構造は、湿潤拭取り材に良好な洗浄性をもたらすのに特に有用となり得る
。良好な洗浄性はまた、テキスチャー化された布にエンボス加工すること、成形すること
、濡らすこと、及び通気乾燥することなどにより、他の基体にも同様の風合いを与えるこ
とによって促進することができる。本発明のカチオン系ポリマー及びポリマー配合物は、
該ポリマー及びポリマー配合物が繊維に対して大量であるので、繊維性材料のバインダと
して特に有用である。
【００１３】
　実質的に乾いた状態の繊維その他の随意的材料を含有する空気流を計量することによっ
て、通常は水平方向に移動するワイヤ形成スクリーンの上に空気堆積材料を形成すること
ができる。繊維及び熱可塑性材料の空気堆積混合物に適したシステム及び装置は、例えば
、１９７９年６月１２日に発行され、米国特許第３１，７７５号として１９８４年１２月
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２５日に再発行された（Ｐｅｒｓｓｏｎ）米国特許第４，１５７，７２４号、１９８１年
７月１４日に発行された（Ｐｅｒｓｓｏｎ）米国特許第４，２７８，１１３号、１９８１
年４月２８日に発行された（Ｄａｙの）米国特許第４，２６４，２８９号、１９８２年１
０月５日に発行された（Ｊａｃｏｂｓｅｎ他の）米国特許第４，３５２，６４９号、１９
８２年１０月１２日に発行された（Ｈｏｓｌｅｒ他の）米国特許第４，３５３，６８７号
、１９８５年１月２２日に発行された（Ｋｒｏｙｅｒ他の）米国特許第４，４９４，２７
８号、１９８６年１２月９日に発行された（Ｊｏｈｎｓｏｎの）米国特許第４，６２７，
８０６号、１９８７年３月１７日に発行された（Ｎｉｓｔｒｉ他の）米国特許第４，６５
０，４０９号、１９８８年２月１６日に発行された（Ｆａｒｌｅｙの）米国特許第４，７
２４，９８０号、及び１９８７年２月３日に発行された（Ｌａｕｒｓｅｎ他の）米国特許
第４，６４０，８１０号に開示されており、これらの開示の全てを引用によりここに組み
入れる。
【００１４】
　本発明はまた、バインダ組成物として上述の独特なポリマー配合物を用いて、典型的な
硬水又は軟水中で見られるものより実質的に高い特定の濃度の一価イオン及び／又は二価
イオンのような第１イオン組成を有する流体中で安定な、カバーストック（ライナ）、取
り込み（サージ）材料及び湿潤拭取り材を含む、水分散可能な不織材を作る方法を開示す
る。結果として得られる不織材は、米国及び世界中のトイレに見られる水の硬度に関係な
くトリガすることができるように調整されたイオン感応性により、水に流すことができ、
かつ水分散可能となる。
　本発明はさらに、湿潤拭取り材のための適切な湿潤配合物を開示する。本発明のポリマ
ー組成物を用いる湿潤拭取り材は、貯蔵の間安定しており、使用中に所望のレベルの湿潤
強度を維持し、有機溶媒を比較的含まないか又はほぼ含まない湿潤配合物か又は洗浄剤で
湿潤される。ここで用いられる「ほぼ含まない」という用語は、ほんの僅かな又は取るに
足らない量を含有することを意味する。
　本発明のこれらの及び他の目的、特徴、及び利点は、開示された実施形態の以下の詳細
な説明及び特許請求範囲の請求項を読むことにより明らかとなるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明は、トリガ可能なカチオン系ポリマー又はポリマー組成物を用いて実施される。
トリガ可能なカチオン系ポリマー組成物は、イオン感応性カチオン系ポリマー組成物であ
る。水に流すことができるか又は水分散可能なパーソナルケア製品に用いるのに適した有
効なイオン感応性又はトリガ可能なカチオン系ポリマー或いはカチオン系ポリマー配合物
とするには、配合物は望ましくは、（１）機能的なもの、すなわち制御された条件下で湿
潤強度を維持し、世界中のトイレ及び流し台に見られるような軟水又は硬水中で適度な時
間にわたって溶けるか又は分散するもの、（２）安全な（毒性がない）もの、（３）比較
的経済的なものにすべきである。上記の因子に加えて、イオン感応性又はトリガ可能な配
合物は、湿潤拭取り材のような不織基体のためのバインダ組成物として用いられたときに
は、望ましくは（４）商業的基準で処理可能なもの、すなわち噴射すること（それにより
高剪断において比較的低い粘度をもつバインダ組成物が要求される）などによって大規模
基準で比較的迅速に適用され得るもの、（５）シート又は基体の許容可能なレベルの湿潤
性をもたらすもの、（６）減少されたレベルのシート剛性を与えるもの、及び（７）粘着
性が減少されたものとすべきである。本発明の湿潤拭取り材を処理する湿潤組成物は、幾
つかの上述の利点をもたらすことができ、それに加えて、（８）皮膚の刺激の減少又は他
の利点のようなスキンケアの改善、（９）触覚特性の改善、及び（１０）皮膚の上での摩
擦と潤滑性との間の使用中のバランス（肌滑り）をもたらすことによる良好な洗浄の促進
、の１つ又はそれ以上をもたらすことができる。本発明のイオン感応性又はトリガ可能な
カチオン系ポリマー及びポリマー配合物並びにそれで作られた物品、特に後述する特定の
湿潤組成物からなる湿潤拭取り材は、多くの又は全ての上記の基準を満たすことができる
。もちろん、本発明の好ましい実施形態の全ての利点が、本発明の範囲内に含まれるよう
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に適合される必要はない。
【００１６】
　（イオントリガ可能なカチオン系ポリマー組成物）
　本発明のイオントリガ可能カチオン系ポリマーは、ビニル官能性カチオン系モノマーと
、４までの大きさの炭素長のアルキル側鎖を有する１つ又はそれ以上の疎水性ビニルモノ
マーとの重合生成物である。好ましい実施形態においては、本発明のイオントリガ可能カ
チオン系ポリマーは、ビニル官能性カチオン系モノマーと、炭素数４までのアルキル側鎖
が不規則に組み込まれた１つ又はそれ以上の疎水性ビニルモノマーとの重合生成物である
。さらに、炭素数４又はそれより長い直鎖又は分岐アルキル基、アルキルヒドロキシ基、
ポリオキシアルキレン、又は他の官能基を有する少量の別のビニルモノマーを使用するこ
とができる。イオントリガ可能なカチオン系ポリマーは、ティッシュ、空気堆積パルプそ
の他の不織ウェブのための接着剤として機能し、塩溶液、特に塩化ナトリウム中の十分な
使用時強度（典型的には＞３００ｇ／インチ）を与える。不織ウェブはまた、水道水（金
属イオンが２００ｐｐｍまでの硬水を含む）中で分散可能であり、典型的にはそれらの湿
潤強度のほとんど（＜３０－７５ｇ／インチ）を２４時間又はそれより短い時間で失う。
【００１７】
　本発明のイオントリガ可能なカチオン系ポリマーの一般構造が以下に示されており、
【化１】

式中、ｘ＝１から約１５モルパーセント、ｙ＝約６０から約９９モルパーセント、及びｚ
＝０から約３０モルパーセントであり、Ｑは、Ｃ1－Ｃ4アルキルアンモニウム、第４級Ｃ

1－Ｃ4アルキルアンモニウム及びベンジルアンモニウムから選択され、Ｚは、－Ｏ－、－
ＣＯＯ－、－ＯＯＣ－、－ＣＯＮＨ－、及び－ＮＨＣＯ－から選択され、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3

は、水素及びメチルから個別に選択され、Ｒ4は、メチル及びエチルから個別に選択され
、Ｒ5は、水素、メチル、エチル、ブチル、エチルヘキシル、デシル、ドデシル、ヒドロ
キシエチル、ヒドロキシプロピル、ポリオキシエチレン、及びポリオキシプロピレンから
選択される。本発明のビニル官能性カチオン系モノマーは、望ましくは、この限りではな
いが、［２－（アクリロキシ）エチル］トリメチル塩化アンモニウム（ＡＤＡＭＱＵＡＴ
）、［２－（メタクリロキシ）エチル］トリメチル塩化アンモニウム（ＭＡＤＱＵＡＴ）
、（３－アクリルアミドプロピル）トリメチル塩化アンモニウム、Ｎ，Ｎ－ジアリルジメ
チル塩化アンモニウム、［２－（アクリロキシ）エチル］ジメチルベンジル塩化アンモニ
ウム、［２－（メタクリロキシ）エチル］ジメチルベンジル塩化アンモニウム、［２－（
アクリロキシ）エチル］ジメチル塩化アンモニウム、［２－（メタクリロキシ）エチル］
ジメチル塩化アンモニウムを含む。重合し、重合後反応を通じて第４級化することができ
るビニルピリジン、ジメチルアミノエチルアクリレート、及びジメチルアミノエチルメタ
クリレートのような前駆体モノマーも可能である。臭化物、ヨウ化物、又は硫酸メチルと
いった異なる対イオンを与えるモノマー又は第４級化試薬も有用である。疎水性ビニルモ
ノマーと共重合することができる他のビニル官能性カチオン系モノマーも、本発明におい
ては有用である。
【００１８】
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　本発明のイオン感応性カチオン系ポリマーに用いるのに望ましい疎水性モノマーは、こ
の限りではないが、カチオン系モノマーと共重合することができる分岐又は直鎖Ｃ1－Ｃ1

8アルキルビニルエーテル、ビニルエステル、アクリルアミド、アクリレート、その他の
モノマーを含む。ここで用いられるモノマーメチルアクリレートは、疎水性モノマーとな
ると考えられる。メチルアクリレートは、２０℃の水中で６ｇ／１００ｍｌの溶解度を有
する。
【００１９】
　好ましい実施形態においては、バインダは、以下の一般構造式をもつカチオン系アクリ
レート又はメタクリレートと、１つ又はそれ以上のアルキルアクリレート又はメタクリレ
ートとの重合生成物であり、
【化２】

式中、ｘ＝１から約１５モルパーセント、ｙ＝約６０から約９９モルパーセント、及びｚ
＝０から約３０モルパーセントであり、Ｒ4は、メチル及びエチルから選択され、Ｒ5は、
水素、メチル、エチル、ブチル、エチルヘキシル、デシル、ドデシル、ヒドロキシエチル
、ヒドロキシプロピル、ポリオキシエチレン、及びポリオキシプロピレンから選択される
。
【００２０】
　本発明の特に好ましい実施形態においては、イオントリガ可能なポリマーは、以下の構
造式を有し、
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【化３】

式中、ｘ＝１から約１５モルパーセント、ｙ＝約８５から約９９モルパーセント、及びＲ

4は、Ｃ1－Ｃ4アルキルである。最も望ましい実施形態においては、Ｒ4がメチルであり、
ｘ＝３から約６モルパーセントであり、ｙ＝約９４から約９７モルパーセントである。
【００２１】
　本発明のイオントリガ可能なカチオン系ポリマーは、ポリマーの最終用途に応じて変化
する平均分子量をもつことができる。本発明のイオントリガ可能なカチオン系ポリマーは
、約１０，０００から約５，０００，０００グラム毎モルの範囲の重量平均分子量を有す
る。より具体的には、本発明のイオントリガ可能なカチオン系ポリマーは、約２５，００
０から約２，０００，０００グラム毎モル又はそれ以上、特定的には約２００，０００か
ら約１，０００，０００グラム毎モルの範囲の重量平均分子量を有する。
【００２２】
　本発明のイオントリガ可能なカチオン系ポリマーは、種々の重合方法、望ましくは溶液
重合方法に従って調製されてもよい。重合方法に適した溶媒は、この限りではないが、メ
タノール、エタノール及びプロパノールのような低級アルコール、水と上記の１つ又はそ
れ以上の低級アルコールとの混合溶媒、及び水とアセトン又はメチルエチルケトンのよう
な１つ又はそれ以上の低級ケトンの混合溶媒を含む。
【００２３】
　本発明の重合方法においては、フリーラジカル重合開始剤のいずれかを用いても良い。
特定の開始剤の選択は、この限りではないが、重合温度、溶媒、及び使用するモノマーを
含む因子の数に依存しうる。本発明に用いるのに適した重合開始剤は、この限りではない
が、２，２’－アゾビスイソブチロニトリル、２，２’－アゾビス（２－メチルブチロニ
トリル）、２，２’－アゾビス（２，４－ジメチルバレロニトリル）、２，２’－アゾビ
ス（２－アミジノプロパン）ジヒドロクロリド、２，２’－アゾビス（Ｎ，Ｎ’－ジメチ
レンイソブチルアミジン）、過硫酸カリウム、過硫酸アンモニウム、及び過酸化水素水を
含む。重合開始剤の量は、望ましくは、存在するモノマーの総重量に基づき約０．０１か
ら５重量パーセントまでの範囲とされ得る。
　重合温度は、使用される重合溶媒、モノマー及び開始剤に応じて変えてもよいが、一般
に、約２０℃から約９０℃までの範囲である。重合時間は通常約２から約８時間までの範
囲に及ぶ。
【００２４】
　本発明の別の実施形態においては、上述のイオントリガ可能カチオン系ポリマー配合物
は、水に流すことができ、及び／又は水に流すことはできない製品のバインダ材料として
用いられる。米国内で水に流すことができる製品のバインダ材料として有効なものとする
ために、本発明のイオントリガ可能カチオン系ポリマー配合物は、乾燥状態又は比較的高
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濃度の一価及び／又は二価イオンの存在下では安定なままとなってそれらの一体性を維持
するが、約２００ｐｐｍ又はそれ以上の二価イオン、特にカルシウム及びマグネシウムを
含有する水に溶けるようにされる。望ましくは、本発明のイオントリガ可能カチオン系ポ
リマー配合物は、一価及び／又は二価イオンを含む１つ又はそれ以上の無機塩及び／又は
有機塩を少なくとも約０．３重量パーセント含有する塩溶液に溶けない。より望ましくは
、本発明のイオントリガ可能カチオン系ポリマー配合物は、一価及び／又は二価イオンを
含む１つ又はそれ以上の無機塩及び／又は有機塩を約０．３重量パーセントから約１０重
量パーセントまで含有する塩溶液に溶けない。さらに望ましくは、本発明のイオントリガ
可能ポリマー配合物は、一価及び／又は二価イオンを含む１つ又はそれ以上の無機塩及び
／又は有機塩を約０．５重量パーセントから約５重量パーセントまで含有する塩溶液に溶
けない。特に望ましくは、本発明のイオントリガ可能カチオン系ポリマー配合物は、一価
及び／又は二価イオンを含む１つ又はそれ以上の無機塩及び／又は有機塩を約１．０重量
パーセントから約４．０重量パーセントまで含有する塩溶液に溶けない。適当な一価イオ
ンは、この限りではないが、Ｎａ+イオン、Ｋ+イオン、Ｌｉ+イオン、ＮＨ4

+イオン、低
分子量第４級アンモニウム化合物（例えば側基のいずれかに５つより少ない炭素を有する
もの）、並びにこれらの組合せを含む。適当な多価イオンは、この限りではないがＺｎ2+

及びＣａ2+及びＭｇ2+を含む。一価及び二価イオンは、この限りではないが、ＮａＣｌ、
ＮａＢｒ、ＫＣｌ、ＮＨ4Ｃｌ、Ｎａ2ＳＯ4、ＺｎＣｌ2、ＣａＣｌ2、ＭｇＣｌ2、ＭｇＳ
Ｏ4、ＮａＮＯ3、ＮａＳＯ4ＣＨ3、及びこれらの組み合わせを含む。典型的には、コスト
、純度、低毒性及び可用性から、ハロゲン化アルカリ金属が最も望ましい。特に望ましい
塩はＮａＣｌである。
【００２５】
　米国化学協会によって行われた現在の研究によれば、米国にわたる水の硬度は大きく変
動し、ＣａＣＯ3の濃度は、軟水のゼロ付近から非常に硬い水の約５００ｐｐｍＣａＣＯ3

（Ｃａ2+イオン約２００ｐｐｍ）までの範囲に及ぶ。米国（及び全世界）にわたるポリマ
ー配合物の分散性を保証するために、本発明のイオントリガ可能カチオン系ポリマー配合
物は、望ましくは約５０ｐｐｍまでのＣａ2+及び／又はＭｇ2+イオンを含有する水に溶け
る。より望ましくは、本発明のイオントリガ可能カチオン系ポリマー配合物は、約１００
ｐｐｍまでのＣａ2+及び／又はＭｇ2+イオンを含有する水に溶ける。さらに望ましくは、
本発明のイオントリガ可能カチオン系ポリマー配合物は、約１５０ｐｐｍまでのＣａ2+及
び／又はＭｇ2+イオンを含有する水に溶ける。さらにもっと望ましくは、本発明のイオン
トリガ可能カチオン系ポリマー配合物は、約２００ｐｐｍまでのＣａ2+及び／又はＭｇ2+

イオンを含有する水に溶ける。
【００２６】
　（コバインダポリマー）
　上述のように、本発明のカチオン系ポリマー配合物は、単一のトリガ可能なカチオン系
ポリマーか、或いは、少なくとも１つのポリマーはトリガ可能なポリマーである２つ又は
それ以上の異なるポリマーの組合せから形成される。第２のポリマーを、コバインダポリ
マーとしても良い。コバインダポリマーは、トリガ可能なカチオン系ポリマーと組み合わ
されたときに、コバインダポリマーが望ましくはトリガ可能なカチオン系ポリマー中で大
きく分散する、すなわちトリガ可能なカチオン系ポリマーが望ましくは連続相となり、コ
バインダポリマーが望ましくは不連続相となるようなタイプ及び量である。コバインダポ
リマーはまた、幾つかの付加的な基準を満たせることが望ましい。例えば、コバインダポ
リマーは、イオントリガ可能なカチオン系ポリマーのガラス転移温度より低いガラス転移
温度、すなわちＴgをもつことができる。さらに又は或いは、コバインダポリマーは、水
に溶けないものとすることができる、すなわちイオントリガ可能なカチオン系ポリマーの
剪断粘度を減らすことができる。コバインダは、トリガ可能なポリマーの固体質量に対し
て約４５％又はそれ以下、特定的には約３０％又はそれ以下、より特定的には約２０％又
はそれ以下、もっと特定的には約１５％又はそれ以下、最も特定的には約１０％又はそれ
以下のレベルで存在することができ、例示的な範囲は、約１％から約４５％までか又は約
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２５％から約３５％まで、並びに約１％から約２０％までか又は約５％から約２５％まで
である。水に溶けない結合部又はフィルムを形成する可能性をもつコバインダについては
、存在するコバインダの量は、コバインダが、十分に架橋された、すなわち不溶性の結合
を形成して、処理された基体の分散性を脅かすことができない不連続相のまま残るのに十
分低いものとすべきである。
【００２７】
　必ずしもそうである必要はないが、コバインダポリマーは、イオントリガ可能なカチオ
ン系ポリマーと組み合わされたときに、イオントリガ可能なカチオン系ポリマーの剪断粘
度を、イオントリガ可能なカチオン系ポリマーとコバインダポリマーとが組み合わされた
ものが噴射可能となる程度まで減少させることが望ましい。噴射可能とは、ポリマーを噴
射することによって不織繊維性基体に適用可能であることを意味し、基体にわたるポリマ
ーの分布と基体の中へのポリマーの浸透は、ポリマー配合物が基体に均一に適用されるよ
うなものにされる。
【００２８】
　幾つかの実施形態においては、イオントリガ可能なカチオン系ポリマーとコバインダポ
リマーとの組合せは、イオントリガ可能なカチオン系ポリマーのみを有する物品に比べて
、それらを適用した物品の剛性を減らすことができる。
　本発明のコバインダポリマーは、ポリマーの最終的な使用に応じて変化する平均分子量
をもち得る。コバインダポリマーは、約５００，０００から約２００，０００，０００グ
ラム毎モルまでの範囲の重量平均分子量をもつ。より望ましくは、コバインダポリマーは
、約５００，０００から約１００，０００，０００グラム毎モルまでの範囲の重量平均分
子量をもつ。
【００２９】
　コバインダポリマーは、エマルジョンラテックスの形態とすることができる。こうした
ラテックスエマルジョンに用いられる界面活性剤システムは、イオントリガ可能なカチオ
ン系ポリマーの分散性を実質的に妨害しないようなものであるべきである。したがって、
弱いアニオン系、非イオン系又はカチオン系ラテックスは、本発明に有用なものとするこ
とができる。一実施形態においては、本発明のイオントリガ可能なカチオン系ポリマー配
合物は、約５５重量パーセントから約９５重量パーセントまでのイオントリガ可能なカチ
オン系ポリマーと、約５重量パーセントから約４５重量パーセントまでのポリ（エチレン
－酢酸ビニル）を含む。より望ましくは、本発明のイオントリガ可能なカチオン系ポリマ
ー配合物は、約７５重量パーセントのイオントリガ可能なカチオン系ポリマーと、約２５
重量パーセントのポリ（エチレン－酢酸ビニル）を含む。特に好ましい非架橋ポリ（エチ
レン－酢酸ビニル）は、ニュージャージー州ブリッジウォーター所在のＮａｔｉｏｎａｌ
　Ｓｔａｒｃｈ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．から入手可能なＤｕｒ－Ｏ－Ｓｅｔ
（登録商標）ＲＢである。
【００３０】
　ラテックスコバインダ又は架橋可能となり得るコバインダのいずれかが用いられるとき
には、ラテックスは、繊維性基体を互いに結合して物品の分散性に影響を及ぼす実質的に
水に溶けない結合を形成することが防止されるべきである。したがって、ラテックスは、
Ｎ－メチロール－アクリルアミド（ＮＭＡ）のような架橋剤なしとするか、又は架橋剤の
ための触媒なしとするか、或いはこの両方とすることができる。或いは、架橋剤か又は触
媒を妨害して、物品が通常の架橋温度まで加熱されても架橋が妨げられるように、抑制剤
を添加しても良い。こうした抑制剤は、フリーラジカル・スカベンジャー、メチルヒドロ
キノン、ｔ－ブチルカテコール、水酸化カリウムのようなｐＨ制御剤等を含むことができ
る。Ｎ－メチロール－アクリルアミド（ＮＭＡ）のような或るラテックス架橋剤において
は、例えば、８か又はそれより高いｐＨのような上昇されたｐＨは、通常の架橋温度（例
えば約１３０℃又はそれより高い温度）において架橋を妨害し得る。或いはまた、ラテッ
クスコバインダを含む物品は、架橋が起こる温度範囲を下回る温度に維持して、架橋剤の
存在が架橋を招かないようにするか、又は物品の分散性が脅かされない程度に架橋度を十
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分に低く維持することができる。或いはまた、架橋可能なラテックスの量を閾値レベルよ
り低く保って、架橋を有するときであっても物品が分散可能なままであるようにすること
ができる。例えば、イオン感応性バインダ中に個別の粒子として分散された少量の架橋可
能なラテックスは、十分に架橋されたときであっても分散することが可能である。後の実
施形態においては、ラテックスの量は、イオン感応性バインダに対して約２０重量パーセ
ントを下回り、より特定的には約１５重量パーセントを下回るものとすることができる。
【００３１】
　ラテックス化合物は、架橋可能であるかどうかにかかわらず、コバインダである必要は
ない。有用な非架橋ラテックスエマルジョンがその中に分散された、好結果が得られるイ
オン感応性バインダフィルムのＳＥＭ顕微鏡写真は、ラテックスコバインダ粒子がイオン
感応性バインダ内に個別の実体として残り、恐らくはフィラー材料としてある程度作用す
ることを示している。随意的には添加された界面活性剤／分散剤からなるトリガ可能なバ
インダ中に分散された鉱物又は粒子フィラーを含む他の材料は、同様の役割を果たせると
考えられる。例えば、１つの想定される実施形態においては、Ｐｒｅｓｐｅｒｓｅ，Ｉｎ
ｃ．社（ニュージャージー州ピスカタウェイ所在）の自由に流動するＧａｎｚｐｅａｒｌ
　ＰＳ－８Ｆ粒子、約０．４ミクロンの粒子を含むスチレン／ジビニルベンゼンコポリマ
ーを、トリガ可能なバインダ中に約２から１０重量パーセントまでのレベルで分散させて
、トリガ可能なバインダの機械的特性、触覚特性、及び光学特性を変えることができる。
他のフィラー状の手法は、金属、ガラス、炭素、鉱物、石英、及び／又はアクリル性又は
フェノール性のようなプラスチックの微粒子、ミクロスフェア、又はミクロビーズと、そ
れらの内部にシールされた不活性ガス雰囲気をもつ中空の粒子を含むことができる。その
例は、スエーデンのＥｘｐａｎｃｅｌ社からの加熱されると実質的に膨張するＥＸＰＡＮ
ＣＥＬフェノール性ミクロスフェアか、又はペンシルバニア州のＰＱ社から入手可能なＰ
Ｍ６５４５として知られているアクリル性ミクロスフェアを含む。トリガ可能なバインダ
中に溶解されたＣＯ2を含む発泡剤も、トリガ可能なバインダのマトリックス内の気泡と
して、有用な不連続性をもたらすことができ、トリガ可能なバインダ内の分散された気相
をコバインダとして働くようにする。一般に、製品の水分散性に影響を及ぼすように繊維
を結合する多くの共有結合を与える状態で与えられるものでなければ、バインダ、特に接
着剤と混和しない適合可能な材料のいずれか、又はそれ自体の結合特性を、コバインダと
して用いることができる。しかしながら、噴射粘度の減少といった付加的な利点も与える
これらの材料は、特に好ましいものとなり得る。架橋剤を含有しないか又は減少された量
の架橋剤を含有するラテックスのような接着剤コバインダは、上昇された温度での乾燥を
含む広範囲の処理条件において良好な結果をもたらすのに特に有用となることが見出され
ている。
【００３２】
　コバインダポリマーは、バインダ混合物を適用した後に基体の湿潤性を向上させる界面
活性化合物を含むことができる。トリガ可能なポリマー配合物で処理された乾燥した基体
の湿潤性は、トリガ可能なポリマー配合物の疎水性部分が乾燥の間に気相に向かって選択
的に配向され、湿潤組成物に界面活性剤が添加されない限り、後で湿潤組成物が適用され
たときに濡れるのを困難にする疎水性表面を形成することになるので、或る実施形態にお
いては問題となりうる。コバインダポリマー中の界面活性剤又は他の表面活性化成分は、
トリガ可能なポリマー配合物で処理された乾燥した基体の湿潤性を向上させることができ
る。コバインダポリマー中の界面活性剤は、トリガ可能なポリマー配合物に対して大きな
影響を及ぼさないものであるべきである。したがって、バインダは、界面活性剤を含む予
め湿らされた拭取り材の良好な一体性及び触覚特性を維持するべきである。
　一実施形態においては、有効なコバインダポリマーがイオントリガ可能なカチオン系ポ
リマー配合物の一部に置き換わり、コバインダポリマーを含有せず、所与の引張強度を達
成するのに十分なレベルのイオントリガ可能なカチオン系ポリマー配合物を含むこと以外
は同一である予め湿らされた拭取り材に対し、低い剛性、良好な触覚特性（例えば潤滑性
又は滑らかさ）、又は減少したコストの少なくとも１つをもつ予め湿らされた拭取り材に
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おける所与の強度レベルを達成できるようにする。
【００３３】
　（他のコバインダポリマー）
　ＶＩＮＮＥＫ（登録商標）バインダシステムのようなＷａｃｋｅｒ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　
Ｓｙｓｔｅｍｓ社（ドイツＢｕｒｇｈａｕｓｅｎ所在）の乾燥エマルジョン粉末（ＤＥＰ
）バインダを、本発明の或る実施形態において適用することができる。これらは、液体エ
マルジョンから形成された再分散可能な自由に流動するバインダ粉末である。分散剤から
の小さいポリマー粒子は、粉末粒子の形態で水溶性の保護コロイドの保護マトリックスに
与えられる。粉末粒子の表面は、鉱物結晶小板によるケーキングに対して保護される。そ
の結果として、液状分散液中にあったポリマー粒子を、自由に流動する乾燥粉末の形状で
入手可能となり、これは次いで、水の中に再び分散させるか又は膨潤させて、水分を加え
ることによって粘性のある粒子にすることができる。これらの粒子は、空気堆積工程の間
にそれらを繊維と共に堆積し、次いで後で１０％から３０％までの水分を加えて粒子を膨
潤させて繊維に付着させることによって、ハイロフト不織材に適用可能である。これは「
チューインガム効果」と呼ぶことができ、ウェブの乾燥した粘性のない繊維が、湿らされ
るとチューインガムのように粘着性をもつようになることを意味する。極性のある表面そ
の他の表面に対する良好な付着が得られる。これらのバインダは、乾燥状態での凝集を防
ぐために乾燥され薬剤で処理されたラテックスエマルジョンから形成される自由流動粒子
として入手可能である。これらは、空気堆積工程の間に空気中に随伴させて繊維に堆積さ
せることもできるし、静電的手段、直接接触、重力送り装置、その他の手段によって基体
に適用することもできる。これらはバインダとは別にして、バインダが乾燥する前か又は
乾燥した後のいずれかで適用可能である。液体としてか又は蒸気としての水分との接触は
、ラテックス粒子を再び水和させ、それらを膨潤させて繊維に付着させる。乾燥させるこ
と、及び高い温度（例えば１６０℃を上回る温度）まで加熱することによって、バインダ
粒子が架橋されて耐水性になるが、低い温度（例えば１１０℃か又はそれ以下の温度）で
乾燥させることによって、フィルムが形成され、予め湿らされる拭取り材の水分散性を著
しく損ねない程度の繊維の結合が得られる。したがって、乾燥時間及び温度の制限といっ
たコバインダポリマーのキュアリングを制御して、著しく架橋しない程度の結合をもたら
すことによって、架橋剤の量を減らすことなく市販の製品を用いることができると考えら
れる。
【００３４】
　Ｄｒ．Ｋｌａｕｓ　Ｋｏｈｌｈａｍｍｅｒによって、「Ｎｅｗ　Ａｉｒｌａｉｄ　Ｂｉ
ｎｄｅｒｓ」、Ｎｏｎｗｏｖｅｎｓ　Ｒｅｐｏｒｔ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ、１９
９９年９月、第３４２刊、ｐ２０－２２、２８－３１において指摘されたように、乾燥エ
マルジョンバインダ粉末は、材料を既存の基体に適用することとは対照的に、ウェブの形
成の間に不織又は空気堆積ウェブに簡単に組み入れることができるという利点を有し、コ
バインダポリマーの配置に対する制御の改善を可能にする。したがって、不織又は空気堆
積ウェブは、既にその中に乾燥エマルジョンバインダが入っている状態で形成し、その後
に、イオントリガ可能なカチオン系ポリマー配合物溶液が適用されたときに湿らすことが
でき、そのとき乾燥エマルジョンパウダーは、粘着性となって基体の結合に寄与する。或
いは、乾燥エマルジョンパウダーは、基体がトリガ可能なバインダで処理され乾燥された
後に、ろ過機構によって基体の中に捕捉されてもよく、そして湿潤組成物が適用されて、
乾燥エマルジョンパウダーが粘着性となる。
　別の実施形態においては、乾燥エマルジョンパウダーは、イオントリガ可能なカチオン
系ポリマー配合物溶液がウェブに噴射される際のパウダーの適用か、又は乾燥エマルジョ
ンパウダー粒子をイオントリガ可能なカチオン系ポリマー配合物溶液中に添加し及び分散
させ、その後に、噴射することによって、発泡適用方法によって、又は他の当該技術分野
で知られた技術によって、混合物をウェブに適用することにより、トリガ可能なポリマー
配合物溶液中に分散される。
【００３５】
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　（バインダ配合物及びこれを含有する布）
　本発明のイオントリガ可能なカチオン系ポリマー配合物は、バインダとして用いても良
い。本発明のトリガ可能なバインダ配合物は、どんな繊維性基体に適用しても良い。バイ
ンダは、水分散性の製品に用いるのに特に適している。適当な繊維性基体は、これに限定
する意味ではないが、不織及び織布を含む。多くの実施形態、特にパーソナルケア製品に
おいては、好ましい基体は不織布である。ここで用いられる「不織布」という用語は、マ
ット状に不規則に配置された個々の繊維又はフィラメントの構造をもつ布のことをいう（
紙を含む）。不織布は、この限りではないが、空気堆積工程、湿式堆積工程、水圧交絡工
程、ステープル繊維のカーディング及びボンディング、並びに溶液紡糸を含む種々の工程
から形成することができる。
　トリガ可能なバインダ組成物は、公知の適用方法のいずれかによって繊維性基体に適用
しても良い。バインダ材料を適用するのに適した工程は、この限りではないが、印刷する
こと、噴射すること、静電的に噴射すること、コーティングすること、浸水ニップ、計量
プレスロール、含浸すること又はその他の技術を含む。バインダ組成物の量は、計量し、
繊維性基体内に均一に分散させても良いし、繊維性基体内に不均一に分散させても良い。
バインダ組成物は、繊維性基体全体に分散されても良いし、多数の小さい緊密に配置され
た領域に分散されても良い。殆どの実施形態においては、バインダ組成物の均一な分散が
望ましい。
【００３６】
　繊維性基体への適用を容易にするために、トリガ可能なバインダは、水に又は、メタノ
ール、エタノール、アセトンなどのような非水性溶媒に溶かしてもよく、水は好ましい溶
媒である。溶媒に溶かされたバインダの量は、使用されるポリマー及び布の用途に応じて
変えてもよい。望ましくは、バインダ溶液は、約５０重量パーセントまでのバインダ組成
物固形分を含有する。より望ましくは、バインダ溶液は、約１０から３０重量パーセント
までのバインダ組成物固形分、特に約１５－２５重量パーセントのバインダ組成物固形分
を含有する。可塑剤、香料、着色剤、消泡剤、殺菌剤、防腐剤、表面活性剤、増粘剤、フ
ィラー、乳白剤、粘着付与剤、粘着防止剤、及びこれに類する添加剤を、必要に応じてバ
インダ組成物の溶液に組み入れることができる。
【００３７】
　トリガ可能なバインダ組成物が基体に適用されると、基体は、通常の手段のいずれかに
よって乾燥される。乾燥されると、凝集性の繊維性基体は、処理されていない湿式堆積又
は乾式堆積基体の引張強度と比べたときに、改善された引張強度を呈し、迅速に「ばらば
らになる」すなわち、約２００ｐｐｍまでの二価イオン濃度を有する軟水又は硬水に入れ
られ攪拌されたときに崩壊する能力を有する。例えば、繊維性基体の乾燥引張強度は、バ
インダを含んでいない未処理の基体の乾燥引張強度に比べて、少なくとも２５パーセント
上昇されうる。より特定的には、繊維性基体の乾燥引張強度は、バインダを含んでいない
未処理の基体の乾燥引張強度に比べて、少なくとも１００パーセント上昇されうる。さら
に特定的には、繊維性基体の乾燥引張強度は、バインダを含んでいない未処理の基体の乾
燥引張強度に比べて、少なくとも５００パーセント上昇されうる。
【００３８】
　本発明の望ましい特徴は、結果として得られる繊維性基体に存在するバインダ組成物の
量である「付加量」が、基体全体の重量のほんの僅かを占めることを表わす場合に、引張
強度の改善がもたらされることである。「付加量」は、特定の用途に応じて変えることが
できるが、「付加量」の最適な量によって、使用の間に一体性をもち、なおかつ水に浸さ
れたときに迅速に分散する繊維性基体が得られる。例えば、バインダ組成物は、典型的に
は、基体の総重量の約５から約６５重量パーセントまでである。より特定的には、バイン
ダ組成物は、基体の総重量の約７から約３５重量パーセントまでとされても良い。さらに
特定的には、バインダ組成物は、基体の総重量の約１０から約２０重量パーセントまでと
されても良い。
【００３９】
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　本発明の不織布は、良好な使用中の引張強度とイオントリガ性を有する。望ましくは、
本発明の不織布は、耐摩耗性であり、上記で開示された特定の量及びタイプのイオンを含
有する水性溶液中で大きな引張強度を保つ。この後者の特性により、本発明の不織布は、
生理用ナプキン、おむつ、成人失禁用製品、並びに乾燥した及び予め湿らされた拭取り材
（湿潤拭取り材）のような使い捨て製品に非常に適しており、これらは世界のどこかの地
域で使用された後に水洗トイレに流すことができる。
【００４０】
　上記の布を形成する繊維は、天然繊維、合成繊維及びこれらの組合せを含む種々の材料
から形成することができる。繊維の選択は、例えば、完成された布の意図されている最終
用途と繊維コストに依存する。例えば、適切な繊維性基体は、この限りではないが、綿、
亜麻、ジュート、ヘンプ、ウール、木材パルプ等のような天然繊維を含み得る。同様に、
ビスコースレーヨン及び銅アンモニアレーヨンのような再生セルロース繊維、酢酸セルロ
ースのような修飾されたセルロース繊維、又はポリプロピレン、ポリエチレン、ポリオレ
フィン、ポリエステル、ポリアミド、ポリアクリル系等のような合成繊維を、単独で又は
互いに組み合わせて同様に用いても良い。また、必要であれば上記の繊維の１つ又はそれ
以上のブレンドを用いても良い。木材パルプ繊維の中で、軟木及び硬木繊維を含む公知の
製紙繊維のいずれかを用いても良い。繊維は、例えば化学的にパルプ化された又は機械的
にパルプ化された、漂白された又は漂白されていない、バージンの又はリサイクルの、高
収率又は低収率のもの等とされても良い。マーセル法で処理され化学的に硬化されるか又
は架橋された繊維を用いても良い。
【００４１】
　合成セルロース繊維の種類は、全ての形式のレーヨンと、ビスコースか又はＬｙｏｃｅ
ｌｌのような再生セルロース及び溶媒紡糸セルロースを含む化学的に修飾されたセルロー
スから誘導されたその他の繊維を含む。マーセル法で処理されたパルプ、化学的に硬化さ
れた又は架橋された繊維、或いはスルホン化された繊維のような化学的に処理された天然
セルロース繊維を用いることができる。リサイクル繊維及びバージン繊維を用いることが
できる。微生物によって産生されたセルロースその他のセルロース誘導体を用いることが
できる。ここで用いられる「セルロース性」という用語は、主成分としてセルロースを有
し、特に重量の少なくとも５０％がセルロース又はセルロース誘導体からなる材料のいず
れをも含むことを意味する。したがって、この用語は、典型的には木材パルプである綿、
非木材セルロース性繊維、酢酸セルロース、三酢酸セルロース、レーヨン、サーモメカニ
カル木材パルプ、化学的木材パルプ、デボンデッド化学木材パルプ、トウワタ、又はバク
テリア・セルロースを含む。
【００４２】
　本発明のトリガ可能なバインダは、他の繊維又は粒子に適用しても良い。本発明のトリ
ガ可能なバインダで処理してもよい他の繊維は、カルボキシメチルセルロース、キチン、
及びキトサンから作られた繊維のようなものである。本発明のトリガ可能なバインダは、
ナトリウムポリアクリレート超吸収体粒子のような粒子に適用されても良い。超吸収体粒
子は、パーソナルケア物品、特に不織布に用いられる繊維性基体の上に又は中に頻繁に組
み入れられる。
　繊維長は、本発明の布を製造するのに重要である。水に流すことができる製品のような
ある実施形態においては、繊維長は、さらに重要である。繊維の最小長さは、繊維性基体
を形成するために選択される方法に依存する。例えば、繊維性基体がカーディングによっ
て形成される場合には、繊維長さは、均一性を保証するために普通は少なくとも約４２ｍ
ｍとするべきである。
　繊維性基体が空気堆積又は湿式堆積工程によって形成される場合には、繊維長さは、約
０．２から６ｍｍまでとされ得ることが望ましい。５０ｍｍより大きい長さを有する繊維
は、本発明の範囲内に包含されるが、約１５ｍｍより大きい長さを有する相当量の繊維が
水に流すことができる繊維に入れられるときには、繊維は水中で分散し分離するが、それ
らの長さは繊維の「ロープ」を形成する傾向があり、これは家庭のトイレに流すときに望
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ましくないことが突き止められている。したがって、これらの製品においては、繊維長は
、トイレに流されたときに繊維が「ロープ」を形成する傾向をもたないように約１５ｍｍ
か又はそれ以下とされることが望ましい。本発明においては種々の長さの繊維が適用可能
であるが、繊維は、水と接触したときに互いから簡単に分散するように約１５ｍｍより小
さい長さのものであることが望ましい。繊維、特に合成繊維は、捲縮させることもできる
。
【００４３】
　本発明の布は、単一の層又は多数の層から形成されても良い。多数の層の場合において
は、層は、通常は並列関係すなわち表面対表面の関係で配置され、層の全体又は一部を隣
接する層に結合させても良い。本発明の不織ウェブは、複数の別個の不織ウェブから形成
されても良く、この別個の不織ウェブは、単一の又は多数の層から形成されても良い。こ
れらの例においては、不織ウェブが多数の層を含む場合には、不織ウェブの厚さ全体にバ
インダを適用するか、又は個々の層の各々にバインダを別々に適用し、次いで他の層と並
列関係で組み合わせて、完成された不織ウェブを形成してもよい。
【００４４】
　一実施形態においては、本発明の布基体は、生理用ナプキン、おむつ、成人失禁用製品
、外科用被覆材、ティッシュ、湿潤拭取り材等のような洗浄及び体液吸収製品に組み入れ
てもよい。これらの製品は、吸収体繊維性材料の１つ又はそれ以上の層からなる吸収体コ
アを含むことができる。コアはまた、繊維性ティッシュ、ガーゼ、プラスチックネット等
のような流体透過性要素の１つ又はそれ以上の層を含んでも良い。これらは通常、コアの
構成材を互いに保持する被覆材料として有用である。さらに、コアは、コアの中及び製品
の外表面上の流体の通過を防ぐ流体不透過性要素か又は障壁手段を備えてもよい。障壁手
段も水分散性であることが望ましい。上述の水分散性バインダと実質的に同じ組成をもつ
ポリマーフィルムは、この目的に特に適している。本発明によれば、ポリマー組成物は、
吸収体コア、流体透過性要素、被覆材料、及び流体不透過性要素又は障壁手段の層を含む
上述の製品構成材の各々を形成するのに有用である。
【００４５】
　本発明のトリガ可能なバインダ配合物は、空気堆積不織布の繊維を結合するのに特に有
用である。これらの空気堆積材料は、種々の水分散性パーソナルケア製品の身体側ライナ
、流体分散材料、サージ材料のような流体取り込み材料、吸収体ラップシート、及びカバ
ーストックに有用である。空気堆積材料は、予め湿らされた拭取り材（湿潤拭取り材）と
して用いるのに特に有用である。空気堆積不織布の坪量は、約２０から約２００グラム毎
平方メートル（「ｇｓｍ」）までの範囲に及ぶことができ、約０．５－１０デニール及び
約６－１５ミリメートルの長さをもつステープル繊維を有する。サージ、すなわち取り込
み材料は、良好な弾力性と高い嵩高性を必要とし、そのため約６デニール又はそれ以上を
有するステープル繊維が、これらの製品を形成するのに用いられる。サージすなわち取り
込み材料に望ましい最終密度は、約０．０２５グラム毎立方センチメートル（「ｇ／ｃｃ
」）から約１０ｇ／ｃｃまでの間である。流体分散材料は、低デニールの繊維を用いる約
０．１０から約０．２０ｇ／ｃｃまでの所望の範囲内の高い密度をもってもよく、最も望
ましい繊維は、約１．５より小さいデニールを有する。拭取り材は、通常は、約０．０２
５ｇ／ｃｃから約０．２ｇ／ｃｃまでの繊維密度と、約２０ｇｓｍから約１５０ｇｓｍま
で、特に約３０ｇｓｍから約９０ｇｓｍまで、最も特定的には約６０ｇｓｍから約６５ｇ
ｓｍまでの坪量とを有することができる。
【００４６】
　本発明の不織布は、生理用ナプキン、おむつ、外科用被覆材、ティッシュ等のような体
液吸収製品に組み入れても良い。一実施形態においては、トリガ可能なバインダは、体液
中の一価イオンの濃度が、溶解に必要とされるレベルを超える、すなわち１重量％より多
いので、体液と接触したときに溶けないようなものにされる。不織布は、構造、柔軟性、
を保ち、実際の使用を満足させる堅牢性を呈する。しかしながら、約２００ｐｐｍまでか
又はそれ以上のＣａ2+及びＭｇ2+イオンのような二価イオンの濃度を有する水と接触され
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たときには、バインダが分散する。不織布構造は、その後簡単に壊れて、水の中で分散さ
れる。
【００４７】
　本発明の一実施形態においては、不織布の使用中の引張強度は、本発明のイオントリガ
可能なカチオン系ポリマー配合物からなるバインダ材料を有する不織布を形成し、その後
に１つ又はそれ以上の一価及び／又は二価塩のいずれかを不織布に適用することによって
改善される。塩は、この限りではないが、固体粉末を布の上に適用すること、塩溶液を布
の上に噴射することを含む当業者には公知の方法のいずれかによって不織布に適用するこ
とができる。塩の量は、特定の用途に応じて変えることができる。しかしながら、布に適
用される塩の量は、布の総重量に基づき塩固形分が典型的には約０．３重量パーセントか
ら約１０重量パーセントまでである。本発明の塩を含有する布は、この限りではないが、
婦人用パッド、外科用被覆材、及びおむつを含む種々の布の用途に用いることができる。
　当業者であれば、本発明のバインダ配合物及び繊維性基体は、この限りではないが、体
液と接触するように設計されたパーソナルケア吸収製品を含む多種多様な製品の製造に有
利に用いることができることをすぐに理解するであろう。こうした製品は、単一層の繊維
性基体のみから構成されてもよいし、上述のような要素の組合せから構成されてもよい。
本発明のバインダ配合物及び繊維性基体はパーソナルケア製品に特に適しているが、バイ
ンダ配合物及び繊維性基体は、多種多様な消費者製品に有利に用いることができる。
【００４８】
　当該技術分野で知られている他のバインダシステムとは異なり、本発明のイオントリガ
可能なカチオン系ポリマー配合物は、温度を高める必要なしにバインダとして活性化する
ことができる。乾燥させること、すなわち水の除去は、繊維性ウェブ中のバインダの良好
な分散を達成するのに有用であるが、バインダは、バインダとして働くために架橋又は高
い活性化エネルギーをもつ他の化学反応を必要としないので、上昇された温度自体は必要
不可欠なものではない。むしろ、典型的には塩である溶解性の不溶化化合物との相互作用
は、バインダを溶けなくする、すなわち「塩析」させるか又はポリマーのカチオンと塩と
の間の相互作用によって活性化させるのに十分なものである。したがって、必要であれば
、乾燥ステップをなくすか、もしくは室温乾燥又は凍結乾燥のような低温の水除去工程に
代えることができる。上昇された温度は、通常は乾燥を助けるが、乾燥は、架橋反応を起
こすのに通常必要とされる温度を下回る温度で行うことができる。したがって、基体が曝
されるか又は基体がおかれるピーク温度は、以下の温度、すなわち２００℃、１８０℃、
１６０℃、１４０℃、１２０℃、１１０℃、１０５℃、１００℃、９０℃、７５℃、及び
６０℃のいずれかより低いものとすることができる。市販のラテックスエマルジョンのよ
うなポリマーシステムも、１６０℃又はそれ以上の温度で反応するのに適した架橋剤を含
有することができるが、そうでなければ予め湿らされた拭取り材の水分散性を妨害しうる
ポリマーの過剰な強度が発達するのを防ぐのに有用となる低いピーク温度を維持する。
【００４９】
　（湿潤拭取り材の湿潤組成物及びこれを含有する湿潤拭取り材）
　本発明の特に関心ある実施形態の１つは、上述のトリガ可能なバインダ組成物及び繊維
性材料からの予め湿らされた拭取り材、すなわち湿潤拭取り材の製造である。拭取り材に
おいては、繊維性材料は、織布か又は不織布の形態とされてもよいが、不織布がより望ま
しい。不織布は、木材パルプ繊維のような比較的短い繊維から形成されることが望ましい
。繊維の最小長さは、不織布を形成するために選択された方法に依存する。不織布が湿式
又は乾式の方法によって形成される場合には、繊維長さは、約０．１ミリメートルから１
５ミリメートルまでであることが望ましい。本発明の不織布は、接着剤か又はバインダ材
料によって互いに結合されていないときに比較的低い湿潤凝集強度を有することが望まし
い。こうした不織布が、水道水及び下水中でその結合強度を失うバインダ組成物によって
互いに結合されるときには、布は、流され下水管を通って移動することによってもたらさ
れる攪拌により、すぐに分解する。
【００５０】
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　完成された拭取り材は、望ましくは折り畳まれた状態で防湿包囲体の中に個々に包装す
るか、又は拭取り材に適用される湿潤組成物を収容する防水パッケージの中にどんな所望
の数のシートをも保持する容器の中に包装することができる。完成された拭取り材はまた
、別個のシートのロールとして防湿容器の中にパッケージされてもよく、拭取り材に適用
される湿潤組成物が入っている、ロールのどんな所望の数のシートをも保持する容器の中
に包装することができる。ロールは、芯無し、及び中空又は中実のいずれかとすることが
できる。中空の中心をもつすなわち固体の中心をもたないロールを含む芯無しロールを、
ＳＲＰ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ．Ｉｎｃ．（カリフォルニア州サンジョーズ所在）及び島津製
作所（日本）のものと、Ｇｉｅｔｍａｎの１９８７年５月２６日付けの米国特許第４，６
６７，８９０号に開示されている装置を含む公知の芯無しロール・ワインダによって製造
することができる。固体巻き芯無しロールは、所与の体積当りにより多くの製品を与える
ことができ、多種多様なディスペンサに適用可能である。
【００５１】
　乾燥した布の重量に対して、拭取り材は、望ましくは約１０パーセントから約４００パ
ーセントまでの湿潤組成物、より望ましくは約１００パーセントから約３００パーセント
までの湿潤組成物、もっと望ましくは約１８０パーセントから約２４０パーセントまでの
湿潤組成物を含有する。拭取り材は、入庫、輸送、小売陳列、及び消費者による保管の期
間にわたって所望の特性を維持する。したがって、保管寿命は、２ヶ月から２年までの範
囲に及び得る。
　種々の形態の不透過性の包囲体、並びに拭取り材及びタオル等のような湿潤包装された
材料を収容するための貯蔵手段は、当該技術分野において良く知られている。これらのい
ずれかを、本発明の予め湿らされた拭取り材を包装するのに用いても良い。
【００５２】
　望ましくは、本発明の予め湿らされた拭取り材は、１つ又はそれ以上の以下の特性をも
つ水性湿潤組成物で濡らされる。
　（１）本発明の上述のトリガ可能なバインダ組成物と適合すること、
　（２）予め湿らされた拭取り材が、加工、貯蔵、及び使用（供給を含む）の間の湿潤強
度、及び便器の中での分散性を維持できるようにすること、
　（３）皮膚の刺激を起こさないこと、
　（４）拭取り材の粘着性を減少させ、肌すべり及び「ローション状の感触」のような触
覚特性をもたらすこと、
　（５）「うるおいのある洗浄」その他の皮膚の健康上の利点を与える伝達手段として働
くこと、
である。
【００５３】
　本発明の１つの態様は、不溶化剤が水で希釈されて水分散性のバインダの強度が減少し
始めるまで水分散性のバインダの強度を維持する不溶化剤を含有する湿潤組成物である。
水分散性のバインダは、本発明のトリガ可能なバインダ組成物のいずれか、又はその他の
トリガ可能なバインダ組成物とすることができる。湿潤組成物中の不溶化剤は、種々のト
リガ可能なポリマーについて開示されたもののような、水分散性のバインダ組成物に使用
中及び貯蔵強度をもたらす塩、一価及び多価イオンの両方を有する塩のブレンド、或いは
その他の化合物とすることができ、水に希釈して、バインダポリマーがより弱い状態にト
リガされる際に基体の分散を可能にすることができる。望ましくは、湿潤組成物は、イオ
ン感応性ポリマーの湿潤組成物の総重量に基づき約０．３重量パーセントより多い不溶化
剤を含有する。特定的には、湿潤組成物は、約０．３重量パーセントから約１０重量パー
セントまでの不溶化剤を含有することができる。さらに特定的には、湿潤組成物は、約０
．５重量パーセントから約５重量パーセントまでの不溶化剤を含有することができる。よ
り厳密には、湿潤組成物は、約１重量パーセントから約４重量パーセントまでの不溶化剤
を含有することができる。
【００５４】
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　本発明の湿潤組成物はさらに、拭取り材の強度及び分散性機能が脅かされないような不
溶化剤及び水分散性のバインダと適合性のある種々の添加剤を含むことができる。湿潤組
成物に適した添加剤は、この限りではないが、以下の添加剤、すなわち、スキンケア添加
剤、臭気制御剤、バインダの粘着性を減らすための粘着防止剤、粒子、抗菌剤、防腐剤、
及び、洗剤、界面活性剤、幾つかのシリコンのような湿潤剤及び洗浄剤、軟化薬、皮膚に
対する改善された触感のための表面感触改良剤（例えば潤滑性）、香料、香料安定化剤、
乳白剤、蛍光増白剤、ＵＶ吸収剤、薬剤、及びリンゴ酸か又は水酸化カリウムのようなｐ
Ｈ調整剤を含む。
【００５５】
　（スキンケア添加剤）
　ここで用いられる「スキンケア添加剤」という用語は、糞便の酵素によって生じるおむ
つかぶれ及び／又はその他の皮膚の損傷が起こる可能性を減らすことといった１つ又はそ
れ以上の利点を使用者にもたらす添加剤を表わす。これらの酵素、特にトリプシン、キモ
トリプシン及びエラスターゼは、食物を消化するために胃腸管内で産生される蛋白分解酵
素である。幼児においては、例えば、便は水様となる傾向があり、その他の物質の中でも
バクテリアと幾らかの量の劣化していない消化酵素を含有する。これらの酵素は、適当な
時間にわたって皮膚に接触したまま維持される場合には、それ自体快適ではない刺激を生
じることが見出されており、皮膚に微生物による影響を受けやすくする。対応策として、
スキンケア添加剤は、この限りではないが、後述する酵素阻害剤及び金属イオン封鎖剤を
含む。湿潤組成物は、湿潤組成物の総重量に基づき約５重量パーセントより少ないスキン
ケア添加剤を含むことができる。より特定的には、湿潤組成物は、約０．０１重量パーセ
ントから約２重量パーセントまでのスキンケア添加剤を含むことができる。さらに特定的
には、湿潤組成物は、約０．０１重量パーセントから約０．０５重量パーセントまでのス
キンケア添加剤を含むことができる。
【００５６】
　種々のスキンケア添加剤を、湿潤組成物及び本発明の予め湿らされた拭取り材に添加す
るか又はその中に含めることができる。本発明の一実施形態においては、粒子の形態のス
キンケア添加剤を添加し、糞便酵素阻害剤として働いて、糞便酵素によって引き起こされ
るおむつかぶれ及び皮膚の損傷を低減させる潜在的利点をもたらすようにする。その全体
が引用によりここに組み入れられるＳｃｈｕｌｚ他の２０００年４月１８日付の米国特許
第６，０５１，７４９号は、糞便酵素を阻害するのに有用であると言われる織成ウェブ又
は不織ウェブにおける有機親和性クレイを開示している。長鎖第４級アンモニウム有機化
合物と、以下のクレイ、すなわち、モンモリロナイト、ベントナイト、バイデライト、ヘ
クトライト、サポナイト、及びステベンサイトの１つ又はそれ以上との反応生成物を含む
材料を本発明に用いることができる。
【００５７】
　トリプシンその他の消化又は糞便酵素を阻害するもの、及びウレアーゼの阻害剤を含む
他の公知の酵素阻害剤及び金属イオン封鎖剤を、本発明の湿潤組成物のスキンケア添加剤
として用いることができる。例えば、体液の臭気の発生を防ぐために、酵素阻害剤及び抗
菌剤を用いても良い。例えば、臭気の吸収の役割も果たすウレアーゼ阻害剤は、Ｔ．Ｔｒ
ｉｎｈの１９９８年６月２５日付の「Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　ｗｉｔｈ
　Ｏｄｏｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｙｓｔｅｍ」と題する国際特許出願第９８／２６８０８
号に開示されており、該特許出願の全体は引用によりここに組み入れられる。こうした阻
害剤は、湿潤組成物及び本発明の予め湿らされる拭取り材に組み入れることができ、銀、
銅、亜鉛、鉄、及びアルミニウム塩のような遷移金属イオン及びその溶解性の塩を含む。
ホウ酸塩、フィチン酸塩等のようなアニオンも、ウレアーゼに対する阻害性を与えること
ができる。潜在的な価値をもつ化合物は、この限りではないが、塩素酸銀、硝酸銀、酢酸
水銀、塩素水銀、硝酸水銀、メタホウ酸銅、臭素酸銅、臭化銅、塩化銅、重クロム酸銅、
硝酸銅、サリチル酸銅、硫酸銅、酢酸亜鉛、ホウ酸亜鉛、フィチン酸亜鉛、臭素酸亜鉛、
臭化亜鉛、塩素酸亜鉛、塩素亜鉛、硫酸亜鉛、酢酸カドミウム、ホウ酸カドミウム、臭化
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カドミウム、塩素酸カドミウム、塩化カドミウム、蟻酸カドミウム、ヨウ素酸カドミウム
、ヨウ化カドミウム、過マンガン酸カドミウム、硝酸カドミウム、硫酸カドミウム、及び
塩化金を含む。
【００５８】
　ウレアーゼ阻害特性をもつと開示されている他の塩は、鉄及びアルミニウム塩、特にそ
の硝酸塩及びビスマス塩を含む。他のウレアーゼ阻害剤は、Ｔｒｉｎｈによって開示され
ており、ヒドロキサム酸及びその誘導体と、チオ尿素と、ヒドロキシルアミンと、フィチ
ン酸塩と、種々のタンニン、例えばイナゴマメタンニンを含む種々の植物種の抽出物、並
びにクロロゲン酸誘導体のようなそれらの誘導体と、アスコルビン酸、クエン酸及びそれ
らの塩のような天然由来の酸と、フェニルホスホロジアミデート／ジアミノリン酸フェニ
ルエステルと、置換されたホスホロジアミデート化合物を含む金属アリールホスホラミデ
ート錯体、窒素置換されていないホスホラミデートと、特にホウ砂及び／又は有機ホウ素
酸化合物を含むホウ酸及び／又はその塩と、ヨーロッパ特許出願第４０８，１９９号に開
示された化合物と、ナトリウム、銅、マンガン及び／又は亜鉛ジチオカルバメートと、キ
ノンと、フェノールと、チウラムと、置換されたローダミン酢酸と、アルキレート化ベン
ゾキノンと、ホルマニジンジスルフィドと、１：３－ジケトン無水マレイン酸と、コハク
酸アミドと、無水フタル酸と、石炭酸と、Ｎ，Ｎ－ジハロ－２－イミダゾリジノンと、Ｎ
－ハロ－２－オキサゾリジノンと、チオ－及び／又はアシル－ホスホリルアミド（ｐｈｏ
ｓｐｈｏｒｙｌｔｎａｍｉｄｅ）及び／又はそれらの置換誘導体と、チオピリジン－Ｎ－
オキシドと、チオピリジン及びチオピリイミジンと、ジアミノホスフィニル（ｄｉａｍｉ
ｎｏｐｈｏｓｐｈｉｎｙｌ）化合物の酸化硫黄誘導体と、シクロトリホスファザトリエン
誘導体と、オキシムのオルト－ジアミノホスフィニル誘導体と、ブロモ－ニトロ化合物と
、Ｓ－アリル及び／又はアルキルジアミドホスホロチオレートと、ジアミノホスフィニル
誘導体と、モノ－及び／又はポリホスホロジアミドと、５－置換ベンゾオキサチオール－
２－オンと、Ｎ（ジアミノホスフィニル）アリルカルボキサミドと、アルコキシ－１，２
－ベンゾタイジン化合物等を含む。
【００５９】
　限定的な意味ではないが、サンブロック剤及びＵＶ吸収剤、アクネ処置剤、薬剤、ふく
らし粉（カプセルに閉じ込められた形態を含む）、ビタミンＡ又はＥのようなビタミン及
びそれらの誘導体、ウィッチヘーゼル抽出物及びアロエベラのような植物、アラントイン
、軟化薬、消毒薬、皺の調整又はアンチエイジング効果のためのヒドロキシ酸、サンスク
リーン、日焼け促進剤、皮膚の色を明るくするもの、デオドラント、及び制汗剤、皮膚の
為その他の用途のためのセラミド、収斂剤、皮膚軟化剤、除光液、虫除け剤、抗酸化剤、
防腐剤、抗炎症剤等を含む多くの他のスキンケア添加剤を、該添加剤がそれらに関連する
イオン感応性バインダ組成物、特に本発明のイオン感応性バインダ組成物と適合する（す
なわち水の中で分散可能でありながら、水の中で希釈される前の予め湿らされた拭取り材
の濡れた状態における強度を著しく損ねない）ならば、湿潤組成物及び本発明の予め湿ら
された拭取り材に組み入れることができる。
　スキンケアに有用な材料とその他の利点は、ＭｃＣｕｔｃｈｅｏｎ、１９９９年、第２
巻、機能性材料、ＭＣ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｇｌｅｎ　Ｒｏｃｋ，
ＮＪに列挙されている。スキンケアのための多くの有用な利点は、テキサス州ルイスヴィ
ル所在のＡｃｔｉｖｅ　Ｏｒｇａｎｉｃｓ社によって提供される。
【００６０】
　（臭気制御添加剤）
　湿潤組成物及び本発明の予め湿らされた拭取り材に用いるのに適した臭気制御添加剤は
、この限りではないが、亜鉛塩、タルク粉末、包み込まれた香料（マイクロカプセル、マ
クロカプセル、及びリポソーム、ベシクル（ｖｅｓｓｉｃｌｅ）、又はマイクロエマルジ
ョンを含む）、エチレンジアミン四酢酸のようなキレート、ゼオライト、活性シリカ、活
性炭の粒又は繊維、活性シリカ粒子、クエン酸のようなポリカルボン酸、シクロデキスト
リン及びシクロデキストリン誘導体、キトサン又はキチン及びその誘導体、酸化剤、銀担
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持ゼオライト（例えば、マサチューセッツ州ビバリー所在のＢＦ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉ
ｅｓ社のＨＥＡＬＴＨＳＨＩＥＬＤ（登録商標）という商標名で市販されているもの）を
含む抗菌剤、トリクロサン、珪藻土、及びこれらの混合物を含む。身体又は身体排出物か
らの臭気を制御することに加えて、臭気制御方法は、処理された基体の臭気をマスクする
か又は制御するのに用いることができる。望ましくは、湿潤配合物は、湿潤配合物の総重
量に基づき約５重量パーセントより少ない臭気制御添加剤を含有する。より望ましくは、
湿潤配合物は、約０．０１重量パーセントから約２重量パーセントまでの臭気制御添加剤
を含有する。もっと望ましくは、湿潤配合物は、約０．０３重量パーセントから約１重量
パーセントまでの臭気制御添加剤を含有する。
【００６１】
　本発明の一実施形態においては、湿潤組成物及び／又は予め湿らされた拭取り材は、拭
取った後に皮膚の上に残って臭気吸収層を与える溶液状態のヒドロキシプロピルベータシ
クロデキストリンのような誘導体化されたシクロデキストリンを含む。他の実施形態にお
いては、臭気源は、一般に臭気を産生する多くのプロテアーゼその他の酵素が機能するの
に必要とされる金属群と結合するキレートの作用によって例示される臭気制御添加剤の適
用によって除去されるか又は中和される。金属基のキレートは、酵素の作用を妨害し、製
品の悪臭のリスクを減少させる。
　不織ウェブ及びセルロース繊維に対するキトサン又はキチン誘導体の適用の原理は、Ｓ
．Ｌｅｅ他の「Ａｎｔｉｍｉｃｒｏｂｉａｌ　ａｎｄ　Ｂｌｏｏｄ　Ｒｅｐｅｌｌｅｎｔ
　Ｆｉｎｉｓｈｅｓ　ｆｏｒ　Ｃｏｔｔｏｎ　ａｎｄ　Ｎｏｎｗｏｖｅｎ　Ｆａｂｒｉｃ
ｓ　Ｂａｓｅｄ　ｏｎ　Ｃｈｉｔｏｓａｎ　ａｎｄ　Ｆｌｕｏｒｏｐｏｌｙｍｅｒｓ」、
Ｔｅｘｔｉｌｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｊｏｕｒｎａｌ、６９（２）、ｐ１０４－１１２、
１９９９年２月によって説明される。
【００６２】
　（粘着防止剤）
　上昇された塩濃度は、トリガ可能なバインダの粘着性を減少させることができるが、粘
着性を減少させる他の手段が望ましい場合が多い。したがって、トリガ可能なバインダの
、もしあるとすれば粘着性を減少させるために、湿潤組成物に粘着防止剤を用いてもよい
。適切な粘着防止剤は、皮膚の上での接着剤状ポリマーの粘着感を減らして、製品の剥離
力を減少させ、又は分配力を減少させることができる接着剤状のポリマーか又はその他の
物質で処理された２つの隣接する繊維シート間の粘着性を減少させるために当該技術分野
で知られている物質のいずれかを含む。粘着防止剤は、乾燥形態の固体粒子として、懸濁
物として、又は粒子のスラリーとして適用可能である。堆積は、噴射、コーティング、静
電的堆積、衝突、ろ過（すなわち圧力差によって粒子を抱え込んだ気相が基体を通って移
動し、ろ過機構によって粒子が堆積されること）等によるものとすることができ、基体の
１つ又はそれ以上の表面上に均一に適用するか又は表面の一部又は基体の表面上にパター
ン（例えば繰り返し又は不規則パターン）状に適用することができる。粘着防止剤は、基
体の厚さにわたって存在することができるが、一方又は両方の表面に集中させても良く、
基体の一方又は両方の表面にのみ存在させても良い。
【００６３】
　特定の粘着防止材は、この限りではないが、タルク粉末、炭酸カルシウム、マイカのよ
うな粉末と、コーンスターチのようなでんぷんと、石松子粉末と、二酸化チタンのような
鉱物フィラーと、シリカ粉末と、アルミナと、一般的な金属酸化物と、ベーキングパウダ
ーと、珪藻土等を含む。多種多様なフッ化ポリマー、シリコン添加剤、ポリオレフィン及
び熱可塑性プラスチック、ワックス、１６個又はそれ以上の炭素を有するもののようなア
ルキル側鎖をもつ化合物を含む製紙産業において知られている剥離剤等を含む低い表面エ
ネルギーを有するポリマーその他の添加剤を用いることもできる。モールド及びキャンド
ル製造のための離型剤として用いられる化合物、及び乾燥滑剤、並びにフッ化離型剤も考
慮に入れられる。
【００６４】
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　一実施形態においては、粘着防止剤は、噴射製品としてＭｉｌｌｅｒ－Ｓｔｅｐｈｅｎ
ｓｏｎ（コネチカット州ダンベリー所在）によって市販されているＰＴＦＥ離型乾燥滑剤
ＭＳ－１２２ＤＦに用いられるＰＴＦＥテロマー（ＫＲＹＴＯＸ（登録商標）ＤＦ）化合
物のようなポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）を含む。例えば、ＰＴＦＥ粒子は、
予め湿らされた拭取り材が巻かれる前に、噴射によって基体の片側に適用しても良い。一
実施形態においては、粘着防止剤は、ロール状に巻かれる前に基体の片面にのみ適用され
る。
　湿潤組成物は、望ましくは、湿潤組成物の総重量に基づき約２５重量パーセントより少
ない粘着防止剤を含有する。より望ましくは、湿潤組成物は、約０．０１重量パーセント
から約１０重量パーセントまで、より特定的には約５％又はそれ以下の粘着防止剤を含有
する。さらに特定的には、湿潤組成物は、約０．０５重量パーセントから約２重量パーセ
ントまでの粘着防止剤を含有する。
【００６５】
　粘着防止剤として作用することに加えて、でんぷん化合物は、予め湿らされた拭取り材
の強度特性も改善することができる。例えば、親水性のタピオカでんぷんのようなゲル化
していないでんぷん粒子は、湿潤組成物の重量に対して約１％か又はそれより多い重さの
レベルで存在するときに、予め湿らされた拭取り材がでんぷんの存在なしで可能なものよ
り低い塩濃度でそれと同じ強度を維持できるようにすることが見出されている。したがっ
て、例えば、所与の強度は、でんぷん無しのときに必要とされる４％の塩レベルに比べて
、湿潤組成物中に２％の塩が存在するときに達成することができる。でんぷんは、湿潤組
成物中のでんぷんの分散性を向上させるために、でんぷんをラポナイトの懸濁液に添加す
ることによって適用することができる。
【００６６】
　（ミクロ粒子）
　本発明の湿潤組成物は、固体微粒子すなわちミクロ粒子を添加することによってさらに
改良される。適切な微粒子は、この限りではないが、マイカ、シリカ、アルミナ、炭酸カ
ルシウム、カオリン、タルク、及びゼオライトを含む。微粒子は、必要に応じて、バイン
ダシステムへの微粒子の引き寄せ又は橋かけを改善するために、ステアリン酸か又は他の
添加剤で処理することができる。また、製紙産業において保持助剤として通常用いられる
二成分ミクロ粒子システムを用いても良い。こうした二成分ミクロ粒子システムは、通常
は、シリカ粒子のようなコロイド粒子相と、該粒子を形成されるウェブの繊維に橋かけす
るための水溶性カチオン系ポリマーを含む。湿潤組成物中の微粒子の存在は、（１）予め
湿らされた拭取り材の不透明性を増加させること、（２）レオロジーを変更する、すなわ
ち予め湿らされた拭取り材の粘着性を低下させること、（３）拭取り材の触覚特性を改善
すること、又は（４）多孔性キャリアか又はマイクロカプセルのような微粒子キャリヤを
介して所望の薬剤を皮膚に送達すること、といった１つ又はそれ以上の有用な機能として
働く。湿潤組成物は、湿潤組成物の総重量に基づき約２５重量パーセントより少ない微粒
子を含有することが望ましい。より望ましくは、湿潤組成物は、約０．０５重量パーセン
トから約１０重量パーセントまでのミクロ粒子を含有する。さらに特定的には、湿潤組成
物は、約０．１重量パーセントから約５重量パーセントまでのミクロ粒子を含有する。
【００６７】
　（マイクロカプセルその他の送達媒体）
　マイクロカプセルその他の送達媒体も、スキンケア剤、薬物、ユーカリのような快適性
促進剤、芳香剤、スキンケア剤、臭気制御添加剤、ビタミン、パウダー、その他の使用者
の皮膚への添加剤を与えるために、本発明の湿潤組成物に用いることができる。特定的に
は、湿潤組成物は、湿潤組成物の総重量に基づき約２５重量パーセントまでのマイクロカ
プセル又は他の送達媒体を含有することが望ましい。より特定的には、湿潤組成物は、約
０．０５重量パーセントから約１０重量パーセントまでのマイクロカプセル又は他の送達
媒体を含有する。さらに特定的には、湿潤組成物は、約０．２重量パーセントから約５．
０重量パーセントまでのマイクロカプセル又は他の送達媒体を含有する。
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【００６８】
　マイクロカプセルその他の他の送達媒体は、当該技術分野においては良く知られている
。例えば、ＰＯＬＹ－ＲＯＰＥ（登録商標）Ｅ２００（イリノイ州アーリントンハイツ所
在のＣｈｅｍｄａｌ　Ｃｏｒｐ．）は、送達媒体の重量の１０倍を上回る添加剤を含有す
ることができる柔軟な中空の球体からなる送達剤である。ＰＯＬＹ－ＲＯＰＥ（登録商標
）Ｅ２００に使用されることが報告されている公知の添加剤は、この限りではないが、過
酸化ベンゾイル、サリチル酸、レチノール、レチニルパルミテート、オクチルメトキシシ
ンナマート、トコフェロール、シリコン化合物（ＤＣ４３５）、及び鉱物油を含む。別の
有用な送達媒体は、ＰＯＬＹ－ＲＯＰＥ（登録商標）Ｌ２００として市販されているスポ
ンジ状の材料であり、これは、シリコン（ＤＣ４３５）及び鉱物油に用いられることが報
告されている。他の公知の送達システムは、シクロデキストリン及びその誘導体、リポソ
ーム、ポリマー性スポンジ、及び噴射乾燥されたでんぷんを含む。
　マイクロカプセル中に存在する添加剤は、拭取り材が皮膚に適用されマイクロカプセル
が壊れてそれらの担持物が皮膚又は他の表面に送達されるまで、環境及び湿潤組成物中の
その他の薬剤から分離される。
【００６９】
　（防腐剤及び抗菌剤）
　本発明の湿潤組成物は、防腐剤及び／又は抗菌剤も含有することができる。Ｍａｃｋｓ
ｔａｔ　Ｈ６６（イリノイ州シカゴ所在のＭｃＩｎｔｙｒｅ　Ｇｒｏｕｐ）のような幾つ
かの防腐剤及び／又は抗菌剤は、バクテリア及びカビの成長を防ぐのに優れた結果をもた
らすことが見出されている。他の適切な防腐剤及び抗菌剤は、この限りではないが、ＤＭ
ＤＭヒダントイン（ニュージャージー州フェアローン所在のＬｏｎｚａ，Ｉｎｃ．社のＧ
ｌｙｄａｎｔ　Ｐｌｕｓ（登録商標））、ヨードプロピニル・ブチルカルバメート、Ｋａ
ｔｈｏｎ（ペンシルベニア州フィラデルフィア所在のＲｏｈｍ　ａｎｄ　Ｈａａｓ社）、
メチルパラベン、プロピルパラベン、２－ブロモ－２－ニトロプロパン－１，３－ジオー
ル、安息香酸、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム等を含む。湿潤組成物は、湿
潤組成物の総重量に基づき活性基準で約２重量パーセントより少ない防腐剤及び／又は抗
菌剤を含有することが望ましい。より望ましくは、湿潤組成物は、約０．０１重量パーセ
ントから約１重量パーセントまでの防腐剤及び／又は抗菌剤を含有する。さらに望ましく
は、湿潤組成物は、約０．０１重量パーセントから約０．５重量パーセントまでの防腐剤
及び／又は抗菌剤を含有する。
【００７０】
　（湿潤剤及び洗浄剤）
　本発明の湿潤組成物に種々の湿潤剤及び／又は洗浄剤を用いることができる。適切な湿
潤剤及び／又は洗浄剤は、この限りではないが、洗剤及び非イオン性、両性、カチオン系
、及びアニオン系界面活性剤を含む。湿潤組成物は、湿潤組成物の総重量に基づき約３重
量パーセントより少ない湿潤剤及び／又は洗浄剤を含有することが望ましい。より望まし
くは、湿潤組成物は、約０．０１重量パーセントから約２重量パーセントまでの湿潤剤及
び／又は洗浄剤を含有する。さらに望ましくは、湿潤組成物は、約０．１重量パーセント
から約０．５重量パーセントまでの湿潤剤及び／又は洗浄剤を含有する。適切なカチオン
系界面活性剤は、この限りではないが、セチルトリメチル塩化アンモニウム及びセチルト
リメチル臭化アンモニウムのような第４級アンモニウムハロゲン化アルキルを含むことが
できる。
【００７１】
　アミノ酸Ｌ－グルタミン酸その他の天然脂肪酸から誘導されたアミノ酸ベースの界面活
性剤システムは、他のアニオン系界面活性剤と比べて比較的安全で改善された触覚及び潤
い特性をもたらしながらも、人間の皮膚へのｐＨ適合性と良好な洗浄力を与える。界面活
性剤の機能の１つは、湿潤組成物を有する乾燥した基体の湿潤性を改善することである。
界面活性剤の他の機能は、予め湿らされた拭取り材が汚れた領域に接触するときに浴室の
汚れを分散させることと、基体の中へのそれらの吸収性を改善することとされ得る。界面
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活性剤はさらに、化粧落とし、一般的な人の洗浄、ハード表面洗浄、臭気制御等を助ける
ことができる。アミノ酸ベースの界面活性剤の１つの市販例は、日本東京の味の素社によ
ってアミソフトという名称で市販されているアシルグルタメートである。
【００７２】
　適切な非イオン性界面活性剤は、この限りではないが、プロピレンオキシドとプロピレ
ングリコールとの縮合によって形成された疎水性（親油性）ポリオキシアルキレンベース
とエチレンオキシドとの縮合生成物を含む。これらの化合物の疎水性部分は、水に溶けな
くするのに十分なだけ高い分子量を有することが望ましい。この疎水性部分へのポリオキ
シエチレン部分の付加は、分子の水溶性を全体として上昇させ、生成物の液体特性は、ポ
リオキシエチレン含量が縮合生成物の総重量の約５０％となる程度まで保持される。この
種の化合物の例は、市販のＰｌｕｒｏｎｉｃ界面活性剤（ＢＡＳＦ　Ｗｙａｎｄｏｔｔｅ
　Ｃｏｒｐ．）、特にポリオキシプロピレンエーテルが約１５００－３０００の分子量を
もち、ポリオキシエチレン含量が分子重量の約３５－５５％であるもの、すなわちＰｌｕ
ｒｏｎｉｃ　Ｌ－６２を含む。
　他の有用な非イオン性界面活性剤は、この限りではないが、Ｃ8－Ｃ22アルキルアルコ
ールとアルコール１モル当り２－５０モルのエチレンオキシドとの縮合生成物を含む。こ
の種の化合物の例は、Ｃ11－Ｃ15第二級アルキルアルコールとアルコール１モル当り３－
５０モルのエチレンオキシドとの縮合生成物を含み、これは、Ｏｌｉｎ　Ｃｈｅｍｉｃａ
ｌｓからのＰｏｌｙ－Ｔｅｒｇｅｎｔ　ＳＬＦシリーズか又はユニオンカーバイド社から
のＴＥＲＧＩＴＯＬ（登録商標）シリーズ、すなわち、約７モルのエチレンオキシドとＣ

12－Ｃ15アルカノールとの縮合によって形成されたＴＥＲＧＩＴＯＬ（登録商標）２５－
Ｌ－７として市販されている。
【００７３】
　本発明の湿潤組成物として使用可能な他の非イオン性界面活性剤は、（ノニルフェノキ
シ）ポリオキシエチレンエーテルのようなＣ6－Ｃ12アルキルフェノールのエチレンオキ
シドエステルを含む。特に有用なのは、約８－１２モルのエチレンオキシドと、ノニルフ
ェノールとの縮合によって調製されたエステルすなわちＩＧＥＰＡＬ（登録商標）ＣＯシ
リーズ（ＧＡＦ社）である。さらに、非イオン性表面活性化剤は、この限りではないが、
ブドウ糖（Ｄ－グルコース）と直鎖又は分岐鎖アルコールとの縮合生成物として誘導され
たアルキルポリグリコシド（ＡＰＧ）を含む。界面活性剤のグリコシド部分は、高いヒド
ロキシル密度を有する親水性物質を与え、これは水に対する溶解性を向上させる。さらに
、グリコシドのアセタール・リンケージの固有の安定性は、アルカリ系における化学的安
定性を与える。さらに、幾つかの非イオン性表面活性化剤とは異なり、アルキルポリグリ
コシドは曇り点をもたず、ヒドロトロープなしで形成可能にし、これらは非常にマイルド
であり、すぐに生分解される非イオン性界面活性剤である。この類の界面活性剤は、ＡＰ
Ｇ－３００、ＡＰＧ－３５０、及びＡＰＧ－５００という商標名でＨｏｒｉｚｏｎ　Ｃｈ
ｅｍｉｃａｌ社から入手可能である。
【００７４】
　シリコンは、純粋な形態で、すなわちマイクロエマルジョン、マクロエマルジョン等と
して入手可能な、別の類の湿潤剤である。例示的な非イオン性界面活性剤群の１つは、シ
リコン－グリコールコポリマーである。これらの界面活性剤は、ジメチルポリシロキサノ
ールの自由なヒドロキシル基に、ポリ（低級）アルキレノキシ鎖を付加することによって
調製され、Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ　ＣｏｒｐからＤｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ１９０及び１
９３界面活性剤（ＣＴＦＡという名称のジメチコンコポリオール）として入手可能である
。溶媒として用いられる揮発性シリコンを含有する又は含有しないこれらの界面活性剤は
、他の界面活性剤によってもたらされる発泡を制御し、なおかつ金属、セラミック、及び
ガラス表面に光沢を与えるように機能する。
【００７５】
　アニオン系界面活性剤も、本発明の湿潤組成物に用いることができる。水溶性の高級脂
肪酸アルカリ金属石鹸、例えばミリスチン酸ナトリウム及びパルミチン酸ナトリウムのよ
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うな８から２２個までの炭素原子のアルキル置換基を有する陰イオン洗剤塩を含むアニオ
ン系界面活性剤は、それらの高い洗浄力から有用である。好ましい類のアニオン系界面活
性剤は、高級アルキルモノ又はアルキル基に約１から１６までの炭素原子を有する多核ア
リールスルホン酸塩のような疎水性の高級アルキル部分（典型的には約８から２２までの
炭素原子を含有する）を有する水溶性の硫酸化及びスルホン化アニオン系アルカリ金属及
びアルカリ土類金属洗剤塩を包含し、例えばＢｉｏ－Ｓｏｆｔシリーズ、すなわちＢｉｏ
－ＳｏｆｔＤ－４０（Ｓｔｅｐａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）として入手可能である
。
【００７６】
　他の有用な類のアニオン系界面活性剤は、この限りではないが、アルキルナフタレンス
ルホン酸（ペトロケミカル社のＰｅｔｒｏＡＡであるメチルナフタレンスルホン酸ナトリ
ウム）アルカリ金属塩、ココア油脂肪酸の硫酸化モノグリセリドのナトリウム塩、及び獣
脂脂肪酸の硫酸化モノグリセリドのカリウム塩のような硫酸化高級脂肪酸モノグリセリド
、約１０から約１８までの炭素原子を含有する硫酸化脂肪アルコールのアルカリ金属塩（
例えばラウリル硫酸ナトリウム及びステアリル硫酸ナトリウム）、Ｂｉｏ－Ｔｅｒｇｅシ
リーズ（Ｓｔｅｐａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）のようなＣ14－Ｃ16アルファオレフ
ィンスルホン酸ナトリウム、硫酸化エチレンオキシ脂肪アルコールのアルカリ金属塩（約
３モルのエチレンオキシドとＣ12－Ｃ15ｎ－アルカノールとの縮合生成物の硫酸ナトリウ
ム又はアンモニウム、すなわちＳｈｅｌｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．のＮｅｏｄｏｌエ
トキシ硫酸塩）、低分子量アルキロールスルホン酸の高級脂肪エステルのアルカリ金属塩
、例えばイソチオン酸のナトリウム塩の脂肪酸エステル、脂肪エタノールアミド硫酸塩、
アミノアルキルスルホン酸の脂肪酸アミド、例えばタウリンのラウリン酸アミド、及びキ
シレンスルホン酸ナトリウム、ナフタレンスルホン酸ナトリウム、トルエンスルホン酸ナ
トリウム及びこれらの混合物のような多くの他のアニオン系有機表面活性化剤を含む。
【００７７】
　さらに有用な類のアニオン系界面活性剤は、８－（４－ｎ－アルキル－２－シクロヘキ
セニル）－オクタン酸を含み、シクロヘキセニル環は、付加的なカルボン酸基で置換され
る。これらの化合物又はそれらのカリウム塩は、Ｗｅｓｔｖａｃｏ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉ
ｏｎからＤｉａｃｉｄ１５５０又はＨ－２４０として市販されている。一般に、これらの
陰イオン性表面活性化剤は、それらのアルカリ金属塩、アンモニウム又はアルカリ土類金
属塩の形態で用いることができる。
【００７８】
　（シリコン粒子のマクロエマルジョン及びマイクロエマルジョン）
　湿潤配合物はさらに、シリコン粒子の水性マイクロエマルジョンを含む。例えば、２０
００年３月１４日付けの「Ｐｒｏｃｅｓｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ　
ｏｆ　Ａｑｕｅｏｕｓ　Ｅｍｕｌｓｉｏｎｓ　ｏｆ　Ｓｉｌｉｃｏｎｅ　Ｏｉｌｓ　ａｎ
ｄ／ｏｒ　Ｇｕｍｓ　ａｎｄ／ｏｒ　Ｒｅｓｉｎｓ」と題する米国特許第６，０３７，４
０７号は、水性マイクロエマルジョン中の有機ポリシロキサンを開示している。湿潤組成
物は、湿潤組成物の総重量に基づき約５重量パーセントより少ないシリコン粒子のマイク
ロエマルジョンを含有することが望ましい。より望ましくは、湿潤組成物は、約０．０２
重量パーセントから約３重量パーセントまでのシリコン粒子のマイクロエマルジョンを含
有する。さらに望ましくは、湿潤組成物は、約０．０２重量パーセントから約０．５重量
パーセントまでのシリコン粒子のマイクロエマルジョンを含有する。
　シリコンエマルジョンは一般に、公知のコーティング方法のいずれかによって予め湿ら
された拭取り材に適用することができる。例えば、予め湿らされた拭取り材は、湿潤組成
物中の不溶化化合物と適合する水分散性の又は水混和性のシリコンベースの成分を含む水
性組成物で湿らせることができる。さらに、拭取り材は、水分散性のバインダを有する不
織繊維ウェブから構成することができ、該ウェブは、シリコンベースのスルホスクシナー
トを含有するローションで湿らされる。シリコンベースのスルホスクシナートは、高レベ
ルの界面活性剤なしで優しく効果的な洗浄をもたらす。さらに、シリコンベースのスルホ
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スクシナートは、香料成分、ビタミン抽出物、植物抽出物、及び精油のような油溶性成分
の沈殿を防ぐ可溶化機能をもたらす。
【００７９】
　本発明の一実施形態においては、湿潤組成物は、ジメチコンコポリオールスルホスクシ
ナート二ナトリウム及びジメチコンコポリオールスルホスクシナート二アンモニウムのよ
うなシリコンコポリオールスルホスクシナートを含む。望ましくは、湿潤組成物は、湿潤
組成物の総重量に基づき約２重量パーセントより少ないシリコンベースのスルホスクシナ
ートを含有し、より望ましくは約０．０５重量パーセントから約０．３０重量パーセント
までのシリコンベースのスルホスクシナートを含有する。
　シリコン・エマルジョンを含む生成物の別の例においては、湿潤組成物中にＤｏｗ　Ｃ
ｏｒｎｉｎｇ９５０６粉末を存在させても良い。Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ９５０６粉末は
、ジメチコン／ビニルジメチコンクロスポリマーを含むと考えられ、球形粉末であり、皮
脂を制御するのに有用であると言われている（「Ｎｅｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｐｅｒｓｐ
ｅｃｔｉｖｅｓ」、Ｓｏａｐ　ａｎｄ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ、Ｖｏｌ．７６、Ｎｏ．３、
２０００年３月、ｐ１２を参照されたい。）したがって、皮脂を制御するのに有効なパウ
ダーを送達する水分散性の拭取り材も、本発明の範囲内に含まれる。シリコンエマルジョ
ンを調製する原理は、１９９７年３月２０日付けのＷＯ９７／１０１００に開示されてい
る。
【００８０】
　（皮膚軟化剤）
　本発明の湿潤組成物は、１つ又はそれ以上の皮膚軟化剤も含むことができる。適切な皮
膚軟化剤は、この限りではないが、ＰＥＧ７５ラノリン、メチルグルセス２０ベンゾエー
ト、Ｃ12－Ｃ15アルキルベンゾエート、エトキシレート化セチルステアリルアルコール、
ＬａｍｂｅｎｔワックスＷＳ－Ｌ、ＬａｍｂｅｎｔＷＤ－Ｆ、Ｃｅｔｉｏｌ　ＨＥ（ヘン
ケル社）、Ｇｌｕｃａｍ　Ｐ２０（Ａｍｅｒｃｈｏｌ）、Ｐｏｌｙｏｘ　ＷＳＲ　Ｎ－１
０（ユニオンカーバイド社）、Ｐｏｌｙｏｘ　ＷＳＲ　Ｎ－３０００（ユニオンカーバイ
ド社）、Ｌｕｖｉｑｕａｔ（ＢＡＳＦ社）、Ｆｉｎｓｏｌｖ　ＳＬＢ１０１（Ｆｉｎｅｔ
ｅｘ社）ミンクオイル、アラントイン、ステアリルアルコール、Ｅｓｔｏｌ１５１７（Ｕ
ｎｉｃｈｅｍａ）、及びＦｉｎｓｏｌｖ　ＳＬＢ２０１（Ｆｉｎｅｔｅｘ社）を含む。
　皮膚軟化剤はまた、湿潤組成物で湿らされる前に又は湿らされた後に物品の表面に適用
することができる。こうした皮膚軟化剤は、湿潤組成物中に溶けないものとされても良く
、力がかけられたとき以外は動かないものとすることができる。例えば、ペトロラタムベ
ースの皮膚軟化剤を一方の表面にパターン状に適用し、その後に他方の表面を濡らして拭
取り材を飽和させることができる。こうした製品は、洗浄面と、反対側の皮膚トリートメ
ント面とを与えることができる。
【００８１】
　こうした製品及び本発明のその他の製品の皮膚軟化剤組成物は、１つ又はそれ以上の液
体炭化水素（例えばペトロラタム）、鉱物油等、植物性及び動物性脂肪（例えばラノリン
、リン脂質、及びそれらの誘導体）、及び／又は、Ｏｓｂｏｒｎ、ＩＩＩ他の１９９９年
４月６日付の米国特許第５，８９１，１２６号に開示されているポリシロキサン皮膚軟化
剤を含む１つ又はそれ以上のアルキル置換されたポリシロキサンポリマーのようなシリコ
ン材料といったプラスチック又は流体皮膚軟化剤を含むことができる。（その開示を引用
によりここに組み入れる）。随意的に、親水性の界面活性剤をプラスチック皮膚軟化剤と
組み合わせて、被覆面の湿潤性を改善することができる。本発明の或る実施形態において
は、液体炭化水素皮膚軟化剤及び／又はアルキル置換されたポリシロキサンポリマーを、
脂肪酸か又は脂肪アルコールから誘導された１つ又はそれ以上の脂肪酸エステル皮膚軟化
剤とブレンドするか又は組み合わせることができる。
【００８２】
　本発明の一実施形態においては、皮膚軟化剤材料は、皮膚軟化剤ブレンドの形態である
。望ましくは、皮膚軟化剤ブレンドは、液体炭化水素（例えばペトロラタム）、鉱物油等
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、植物性及び動物性脂肪（例えばラノリン、リン脂質、及びそれらの誘導体）の１つ又は
それ以上と、１つ又はそれ以上のアルキル置換されたポリシロキサンポリマーのようなシ
リコン材料との組合せからなる。より望ましくは、皮膚軟化剤ブレンドは、液体炭化水素
（例えばペトロラタム）とジメチコンか又はジメチコンと他のアルキル置換されたポリシ
ロキサンポリマーとの組合せからなる。本発明のある実施形態においては、液体炭化水素
皮膚軟化剤及び／又はアルキル置換されたポリシロキサンポリマーのブレンドは、脂肪酸
か又は脂肪アルコールから誘導された１つ又はそれ以上の脂肪酸エステル皮膚軟化剤とブ
レンドできることが考慮に入れられる。Ｓｔａｎｄａｍｕｌ　ＨＥ（ニュージャージー州
ホーボーケン所在のヘンケル社）として入手可能なＰＥＧ－７グリセリルココエートも考
慮に入れることができる。
【００８３】
　本発明の湿潤組成物に有用な水溶性の自己乳化する皮膚軟化剤油は、Ｓｍｉｔｈ他の１
９８７年９月１日付けの米国特許第４，６９０，８２１号に開示されるようなポリオキシ
アルコキシレート化ラノリン及びポリオキシアルコキシレート化脂肪アルコールを含む。
（その開示を引用によりここに組み入れる）。ポリオキシアルコキシ鎖は、プロピレンオ
キシ単位とエチレンオキシ単位が混合されたものを含むことが望ましい。ラノリン誘導体
は、典型的には約２０－７０のこうした低級アルコキシ単位を含み、一方Ｃ12－Ｃ20脂肪
アルコールは、約８－１５の低級アルキル単位によって誘導される。こうした有用なラノ
リン誘導体の１つは、Ｌａｎｅｘｏｌ　ＡＷＳ（ニューヨーク州ニューヨーク所在のＣｒ
ｏｄａ、Ｉｎｃ．のＰＰＧ－１２－ＰＥＧ－５０）である。有用なポリ（１５－２０）Ｃ

2－Ｃ3－アルコキシレートは、Ｐｒｏｃｅｔｙｌ　ＡＷＳ（Ｃｒｏｄａ、Ｉｎｃ．）とし
て知られるＰＰＧ－５－Ｃｅｔｅｔｈ－２０である。
【００８４】
　本発明の一実施形態によれば、皮膚軟化剤材料は、湿潤組成物の、もしあるなら望まし
くない触覚特性を低減させる。例えば、ジメチコンを含む皮膚軟化剤材料は、湿潤組成物
のイオン感応性バインダか又は他の成分によって生じる粘着性レベルを低下させることが
でき、それにより粘着防止剤として働く。
　湿潤組成物は、湿潤組成物の総重量に基づき約２５重量パーセントより少ない皮膚軟化
剤を含有することが望ましい。より望ましくは、湿潤組成物は、約５重量パーセントより
少ない皮膚軟化剤を含有し、最も望ましくは約２重量パーセントより少ない皮膚軟化剤を
含有することができる。より望ましくは、湿潤組成物は、約０．０１重量パーセントから
約８重量パーセントまでの皮膚軟化剤を含有することができる。もっと望ましくは、湿潤
組成物は、約０．２重量パーセントから約２重量パーセントまでの皮膚軟化剤を含有する
ことができる。
　一実施形態においては、本発明の湿潤組成物及び／又は予め湿らされた拭取り材は、そ
の全体が引用によりここに組み入れられるスミス他の１９８５年１２月１７日付けの米国
特許第４，５５９，１５７号に開示されるような少なくとも１つの皮膚軟化剤油を含有す
る油相を有する水中油型エマルジョンを含み、少なくとも１つの皮膚軟化剤ワックス安定
化剤は、少なくとも１つの多価アルコール・皮膚軟化剤と少なくとも１つの有機水溶性洗
剤とを含有する水相に分散される。
【００８５】
　（表面感触改良剤）
　表面感触改良剤は、製品の使用中の皮膚の触感（例えば潤滑性）を改善するのに用いら
れる。適切な表面感触改良剤は、この限りではないが、市販の剥離剤、脂肪酸側鎖基をも
つ第４級アンモニウム化合物を含むティッシュ製造分野において用いられる軟化剤のよう
な軟化剤、シリコン、ワックス等を含む。軟化剤としての有用性をもつ例示的な第４級ア
ンモニウム化合物は、１９７１年１月１２日付けのＨｅｒｖｅｙ他の米国特許第３，５５
４，８６２号、１９７９年３月１３日付のＥｍａｎｕｅｌｓｓｏｎ他の米国特許第４，１
４４，１２２号、１９９６年１１月１２日付けのＡｍｐｕｌｓｋｉ他の米国特許第５，５
７３，６３７号、及び１９８４年１０月９日付けのＨｅｌｌｓｔｅｎ他の米国特許第４，
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４７６，３２３号に開示されており、これらの全体は引用によりここに組み入れられる。
湿潤組成物は、湿潤組成物の総重量に基づき約２重量パーセントより少ない表面感触改良
剤を含有することが望ましい。より望ましくは、湿潤組成物は、約０．０１重量パーセン
トから約１重量パーセントまでの表面感触改良剤を含有する。もっと望ましくは、湿潤組
成物は、約０．０１重量パーセントから約０．０５重量パーセントまでの表面感触改良剤
を含有する。
【００８６】
　（香料）
　種々の香料を本発明の湿潤組成物に用いることができる。湿潤組成物は、湿潤組成物の
総重量に基づき約２重量パーセントより少ない香料を含有することが望ましい。より望ま
しくは、湿潤組成物は、約０．０１重量パーセントから約１重量パーセントまでの香料を
含有する。もっと望ましくは、湿潤組成物は、約０．０１重量パーセントから約０．０５
重量パーセントまでの香料を含有する。
【００８７】
　（香料可溶化剤）
　さらに、種々の香料可溶化剤を本発明の湿潤組成物に用いることができる。適切な香料
可溶化剤は、この限りではないが、ポリソルベート２０、プロピレングリコール、エタノ
ール、イソプロパノール、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジプロピレングリ
コール、ジエチルフタレート、トリエチルクエン酸塩、Ａｍｅｒｏｘｏｌ　ＯＥ－２（Ａ
ｍｅｒｃｈｏｌ　Ｃｏｒｐ．）、Ｂｒｉｊ７８及びＢｒｉｊ９８（ＩＣＩ　Ｓｕｒｆａｃ
ｔａｎｔｓ）、Ａｒｌａｓｏｌｖｅ２００（ＩＣＩ　Ｓｕｒｆａｃｔａｎｔｓ）、Ｃａｌ
ｆａｘ　１６Ｌ－３５（パイロットケミカル社）、Ｃａｐｍｕｌ　ＰＯＥ－Ｓ（Ａｂｉｔ
ｅｃ　Ｃｏｒｐ．），Ｆｉｎｓｏｌｖ　ＳＵＢＳＴＡＮＴＩＡＬ（Ｆｉｎｅｔｅｘ）等を
含む。湿潤組成物は、湿潤組成物の総重量に基づき約２重量パーセントより少ない香料可
溶化剤を含有することが望ましい。より望ましくは、湿潤組成物は、約０．０１重量パー
セントから約１重量パーセントまでの香料可溶化剤を含有する。もっと望ましくは、湿潤
組成物は、約０．０１重量パーセントから約０．０５重量パーセントまでの香料可溶化剤
を含有する。
【００８８】
　（乳白剤）
　適切な乳白剤は、この限りではないが、二酸化チタンか又は他の鉱物或いは顔料、及び
ＲＥＡＣＴＯＰＡＱＵＥ（登録商標）粒子（サウスカロライナ州チェスター所在のＳｅｑ
ｕａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ、Ｉｎｃ．から入手可能）のような合成乳白剤を含む。湿潤組
成物は、湿潤組成物の総重量に基づき約２重量パーセントより少ない乳白剤を含有するこ
とが望ましい。より望ましくは、湿潤組成物は、約０．０１重量パーセントから約１重量
パーセントまでの乳白剤を含有する。もっと望ましくは、湿潤組成物は、約０．０１重量
パーセントから約０．０５重量パーセントまでの乳白剤を含有する。
【００８９】
　（ｐＨ調整剤）
　本発明の湿潤組成物に用いるのに適したｐＨ調整剤は、この限りではないが、マレイン
酸、クエン酸、塩酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等を含む。適切なｐＨ範
囲は、皮膚に対する湿潤組成物から結果として得られる皮膚の刺激の程度を最小にする。
湿潤組成物のｐＨ範囲は、約３．５から約６．５までであることが望ましい。より望まし
くは、湿潤組成物のｐＨ範囲は、約４から約６までである。望ましくは、湿潤拭取り材製
品、すなわち布部分と湿潤溶液部分とを含む完成した湿潤拭取り材製品の全体的なｐＨは
、約４．５－５．５であり、好ましくは約５．０である。湿潤組成物は、湿潤組成物の総
重量に基づき約２重量パーセントより少ないｐＨ調整剤を含有することが望ましい。より
望ましくは、湿潤組成物は、約０．０１重量パーセントから約１重量パーセントまでのｐ
Ｈ調整剤を含有する。もっと望ましくは、湿潤組成物は、約０．０１重量パーセントから
約０．０５重量パーセントまでのｐＨ調整剤を含有する。
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【００９０】
　上述の成分の１つ又はそれ以上から形成された種々の湿潤組成物は、本発明の湿潤拭取
り材に用いることができ、一実施形態においては、湿潤組成物は、以下の表１に示すよう
に、湿潤組成物の重量パーセントで与えられた以下の成分を含有する。

【００９１】
　本発明の別の実施形態においては、湿潤組成物は、下記の表２に示されるように、湿潤
組成物の重量パーセントで与えられた以下の成分を含む。
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【００９２】
　本発明の別の実施形態においては、湿潤組成物は、下記の表３に示されるように、湿潤
組成物の重量パーセントで与えられた以下の成分を含む。
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【００９３】
　本発明の上記の湿潤組成物は、上記の本発明のトリガ可能なバインダ組成物の１つ又は
それ以上と共に用いることができることに注意されたい。さらに、本発明の上記の湿潤組
成物は、通常のバインダ組成物を含むその他のバインダ組成物か、或いは分散性であるか
又は分散性でないかにかかわらずに公知の繊維性又は吸収性基体と共に用いることができ
る。
【００９４】
　（強度特性）
　本発明の一実施形態においては、湿潤拭取り材は、上記の表２の湿潤組成物と、約７５
重量パーセントの漂白クラフト繊維と２５重量パーセントの上記の本発明のイオン感応性
又はトリガ可能バインダ組成物のいずれかからなる空気堆積繊維性材料とを用いて生産さ
れ、重量パーセントは、乾燥した不織布の総重量に基づいている。それらの実施形態にお
ける乾燥した不織布の重量に対する、不織布に適用される湿潤組成物の量は、望ましくは
約１８０重量パーセントから約２４０重量パーセントまでである。本発明の別の実施形態
においては、湿潤拭取り材は、上記の表１の湿潤組成物と、８０重量パーセントの軟木繊
維と２０重量パーセントの本発明のイオン感応性バインダからなる空気堆積繊維性材料と
を用いて生産される。それらの実施形態における乾燥した不織布の重量に対する、不織布
に適用される湿潤組成物の量は、望ましくは約１８０重量パーセントから約２４０重量パ
ーセントまでである。本発明の別の実施形態においては、湿潤拭取り材は、上記の表１の
湿潤組成物と、９０重量パーセントの軟木繊維と１０重量パーセントの本発明のイオン感
応性バインダからなる空気堆積繊維性材料とを用いて生産される。それらの実施形態にお
ける乾燥した不織布の重量に対する、不織布に適用される湿潤組成物の量は、望ましくは
約１８０重量パーセントから約２４０重量パーセントまでである。
【００９５】
　望ましくは、本発明の湿潤拭取り材は、ＮａＣｌ、ＺｎＣｌ2及び／又はＣａＣｌ2或い
はこれらの混合物といった一価及び／又は二価塩を０．５重量％より多く含有する１０重
量％から４００重量％までの湿潤拭取り材溶液に浸されたときに、少なくとも約１００ｇ
／インチの使用時湿潤引張強度と、２００ｐｐｍまでの濃度のＣａ2+及び／又はＭｇ2+を
含有する軟水又は硬水中に２４時間又はそれより短い時間浸された後に、好ましくは約１
時間後に、約３０ｇ／インチより小さい引張強度を有する。ハンドシート基体については
、クロスデッケル湿潤引張強度（ＣＤＷＴ）が報告されている。連続フォーマ上に形成さ
れた基体については、機械方向湿潤引張強度（ＭＤＷＴ）が報告されている。
【００９６】
　より望ましくは、本発明の湿潤拭取り材は、ＮａＣｌ、ＺｎＣｌ2及び／又はＣａＣｌ2
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或いはこれらの混合物といった一価及び／又は二価塩を０．５重量％より多く含有する１
０重量％から４００重量％までの湿潤拭取り材溶液に浸されたときに、約３００ｇ／イン
チの使用時湿潤引張強度と、２００ｐｐｍまでの濃度のＣａ2+及び／又はＭｇ2+を含有す
る軟水又は硬水中に２４時間又はそれより短い時間浸された後に、好ましくは約１時間後
に、約７５ｇ／インチより小さい引張強度を有する。
　最も望ましくは、本発明の湿潤拭取り材は、ＮａＣｌ、ＺｎＣｌ2及び／又はＣａＣｌ2

或いはこれらの混合物といった一価及び／又は二価塩を０．５重量％より多く含有する１
０重量％から４００重量％までの湿潤拭取り材溶液に浸されたときに、＞約３００ｇ／イ
ンチの使用時湿潤引張強度と、２００ｐｐｍまでの濃度のＣａ2+及び／又はＭｇ2+を含有
する軟水又は硬水中に２４時間又はそれより短い時間浸された後に、好ましくは約１時間
後に、約３０ｇ／インチより小さい引張強度を有する。
【００９７】
　水に流すことができる湿潤拭取り材より高い坪量をもつ製品は、比較的高い湿潤引張強
度をもつことができる。例えば、予め湿らされたタオル又はハード表面洗浄拭取り材のよ
うな製品は、８０ｇｓｍから１５０ｇｓｍといった７０ｇｓｍを上回る坪量をもつことが
できる。こうした製品は、５００ｇ／インチか又はそれより大きいＣＤＷＴ値と、約１５
０ｇ／インチか又はそれより小さい、より特定的には約１００ｇ／インチか又はそれより
小さい、最も特定的には約５０ｇ／インチか又はそれより小さい浸漬後の値をもつことが
できる。
【００９８】
　（湿潤拭取り材の製造方法）
　本発明の予め湿らされた拭取り材は、幾つかの方法で形成することができる。一実施形
態においては、トリガ可能なポリマー組成物は、水性溶液又は懸濁液の一部として繊維性
基体に適用され、その後、水を除去し繊維の結合を促進するのに乾燥が必要とされる。具
体的には、乾燥の間に、バインダは繊維の交差点に移動して、これらの領域においてバイ
ンダとして活性化され、それにより、基体に許容可能な強度がもたらされる。例えば、以
下のステップを適用することができる。
　１．高度に結合されていない吸収性基体（例えば非結合空気堆積物、ティッシュウェブ
、カーデッドウェブ、フラフパルプ等）を用意すること。
　２．通常は液体、懸濁物又は発泡体の形態であるトリガ可能なポリマー組成物を基体に
適用すること。
　３．基体を乾燥して基体の結合を促進すること。基体は、ピーク基体温度が約１００℃
から２２０℃までを超えないようにして乾燥される。
　４．基体に湿潤組成物を適用すること。
　５．ロール形状の又はスタック状の濡れた基体を入れ、製品を包装すること。
【００９９】
　基体へのトリガ可能なポリマー組成物の適用は、噴射を用いること、発泡体適用するこ
と、浴の中に浸すこと、カーテンコーティングすること、及びワイヤ巻きロッドでコーテ
ィングし、計量すること、基体を浸水ニップを通して通過させること、予め計量され濡ら
されたバインダ溶液で被覆されたロールに接触させること、スポンジか又はフェルトのよ
うなトリガ可能なポリマー組成物を含有する変形可能なキャリアに対して基体を押し付け
て基体の中に送達させること、グラビア、インクジェット、又はフレキソ印刷といった印
刷をすること、及び当該技術分野において公知であるその他の手段を用いること、とする
ことができる。
【０１００】
　バインダ又はコバインダポリマーを適用するための発泡体の使用においては、混合物は
、典型的には発泡剤で泡立てられ、基体の上に一様に広がり、その後に真空が適用されて
基体を通して泡がひっぱられる。Ｗｉｅｔｓｍａの１９７７年４月１９日付けの「Ｐｒｏ
ｃｅｓｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｉｍｐｒｅｇｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　Ｗｅｔ　Ｆｉｂｅｒ
　Ｗｅｂ　ｗｉｔｈ　ａ　Ｈｅａｔ　Ｓｅｎｓｉｔｉｚｅｄ　Ｆｏａｍｅｄ　Ｌａｔｅｘ
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　Ｂｉｎｄｅｒ」と題する米国特許第４，０１８，６４７号を含む公知の発泡体適用方法
のいずれかを用いることができ、該特許の全体は引用によりここに組み入れられる。Ｗｉ
ｅｔｓｍａは、発泡されたラテックスを、シロキサンオキシアルキレンブロックコポリマ
ーと有機ポリシロキサンを含む官能性シロキサン化合物のような感熱剤の添加によって感
熱性にする方法を開示している。ラテックスの感熱化のために適用可能な感熱剤及びそれ
らの使用法の特定の例は、米国特許第３，２５５，１４０号、第３，２５５，１４１号、
第３，４８３，２４０号、及び第３，４８４，３９４号に説明されており、これらの全て
は引用によりここに組み入れられる。感熱剤の使用は、発泡されたラテックスバインダを
適用する従来の方法に比べて、非常に柔軟でテキスタイル状の手触りをもつ製品が得られ
ると言われている。
【０１０１】
　添加される感熱剤の量は、特に、使用されるラテックスのタイプ、所望の凝固温度、機
械速度及び機械の乾燥区分の温度に依存し、通常は、重量の約０．０５から約３％までの
範囲であり、ラテックスの乾燥重量における乾燥物として計算されるが、これより多いか
又は少ない量も使用可能である。感熱剤は、ラテックスが水の沸点よりかなり低い温度で
、例えば３５℃から９５℃までか又は約３５℃から６５℃までの範囲の温度で凝集するよ
うな量で添加することができる。
【０１０２】
　理論によって縛ろうとするものではないが、トリガ可能なバインダ溶液を適用した後の
、及び湿潤組成物を適用する前の乾燥段階は、水分が逃げていく際にバインダを繊維の交
差点に運ぶことによって繊維性基体の結合を向上させ、それによりバインダの有効な使用
を促進すると考えられる。しかしながら、代替的方法においては、上記に挙げられた乾燥
段階は抜かされ、トリガ可能なポリマー組成物が基体に適用され、その後目立った介在す
る乾燥なしに湿潤組成物が適用される。この方法の１つの態様においては、トリガ可能な
ポリマー組成物は、繊維に選択的に付着して、基体からのバインダの著しい損失なしに、
随意的な処理段階において過剰な水が除去されるようにする。別の態様においては、湿潤
組成物の適用前に目立った水の除去は起こらない。さらに別の代替的方法においては、ト
リガ可能なポリマー組成物と湿潤組成物は同時に適用され、随意的にはその後に塩か又は
他の不溶化化合物が適用されて、バインダがさらに不溶化される。
【０１０３】
　本発明は、いかなる方法においても本発明の範囲を制限するように解釈されるものでは
ない以下の実施例によってさらに説明される。それに対して、ここでの詳細な説明を読ん
だ後に、手段は、種々の他の実施形態、修正及びその均等物をもち得ることが明白に理解
され、本発明の精神及び／又は請求項の範囲から逸脱することなく、それを当業者に提案
することができる。
【０１０４】
　ここで用いられるウェブの「厚さ」は、Ｍｉｔｕｔｏｙｏ　Ｄｉｇｉｍａｔｉｃ　Ｉｎ
ｄｉｃａｔｏｒ（日本東京１０８港区芝５丁目３１－１９所在のミツトヨ社）のスピンド
ルに接続され、計測するサンプルに０．０５ｐｓｉのネット荷重を与える３インチのアク
リルプラスチックディスクで計測される。Ｍｉｔｕｔｏｙｏ　Ｄｉｇｉｍａｔｉｃ　Ｉｎ
ｄｉｃａｔｏｒは、ディスクが平坦な表面上にのせられたときにゼロに合わせられる。少
なくともアクリルディスクと同じ位の寸法をもつサンプルがディスクの下におかれたとき
に、インジケータのデジタル読出しから厚さの読取り値を得ることができる。本発明の水
分散性の基体は、約０．１ｍｍから５ｍｍまでといったどんな適切な厚さをもつこともで
きる。湿潤拭取り材においては、厚さは、０．２ｍｍから約１ｍｍまで、より特定的には
約０．３ｍｍから約０．８ｍｍまでの範囲とすることができる。厚さは、例えばウェブ形
成中の又は形成後のコンパクション・ロールの適用によって、バインダ又は湿潤組成物が
適用された後に押し付けることによって、或いはロールの形成が良好であるときに巻き取
りの張力を制御することによって、制御することができる。
　厚さを測定するためのプラテン方法の使用は、巨視的なレベルでの平均厚さを与える。
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局所的な厚さは、特に製品がエンボス加工されるか又はその他の方法で三次元的テキスチ
ャーが与えられる場合に変えることができる。
【実施例１】
【０１０５】
　（カチオン系ポリマー合成）
　カチオン系アクリレートポリマーを、全モノマー固形分３０％－４０％においてメタノ
ール、エタノール又は７５／２５アセトン／水混合物中で合成した。フリーラジカル開始
剤としてＶａｚｏ－５２（ＤｕＰｏｎｔ）を使用した。典型的な実験室手順を以下に示す
。
　アセトン（ＶＷＲ、Ｗｅｓｔｃｈｅｓｔｅｒ、ＰＡ）３９９ｇ及び脱イオン（ＤＩ）水
１２５ｇを３Ｌの４首丸底フラスコの中に入れた。フラスコを氷浴中で冷却し、窒素を２
０分間バブリングして酸素を除去した。モノマー供給物を加える前に反応フラスコを加熱
して還流させ（およそ６０℃）、反応の間窒素下に維持した。ＡＤＡＭＱＵＡＴ　ＭＣ－
８０（ペンシルベニア州フィラデルフィア所在のＡｔｏｆｉｎａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ）
３９．６ｇを４２．０ｇのＤＩ水で希釈し、それを反応フラスコに送る際に窒素でバブリ
ングした。メチルアクリレート（ペンシルベニア州フィラデルフィア所在のＡｔｏｆｉｎ
ａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ）２６７．７ｇとＶａｚｏ－５２（ＤｕＰｏｎｔ）０．６ｇを、
１２６．１ｇのアセトン中に溶解させた。この溶液を氷浴中で冷却させ、それを反応フラ
スコに送る際に窒素でバブリングした。機械的投与ポンプを用いてモノマー溶液を４時間
にわたって反応フラスコに送り、さらに２時間還流状態に保った。およそ５時間にわたっ
て蒸留することによってアセトンを除去し、アセトンを除去したときにＤＩ水を加えた。
固形分約２３％のおよそ０．２％残留アセトンを含有する水性溶液を得た。
【実施例２】
【０１０６】
　（ポリマー合成）
　実施例１において既に説明したように、バッチ又は半バッチ反応によってポリマーを合
成した。
　（サンプル調製）
　２つの異なるベースシート材料、すなわちＵＣＴＡＤティッシュ及び熱結合空気堆積不
織材を用いて、バインダ性能を評価した。
【０１０７】
　（ＵＣＴＡＤティッシュ）
　およそ３３ｇｓｍの坪量の非クレープ加工通気乾燥ティッシュ基体を用いて、１５％－
３０％の塗布量におけるバインダサンプルを評価した。ＵＣＴＡＤベースシートは、水中
では湿潤強度が残存していなかった。一様かつ一定の量の各バインダを、加圧スプレーユ
ニットにより基体に適用した。このハンドシートスプレーユニットは、液体又はエマルジ
ョンバインダを用いて市販の空気堆積マシンの作動に非常に類似するように、しかしかな
り小規模に設計される。装置は、小フレームのハウジング内に囲まれ、それを実験室フー
ドの下に置くことができる。このユニットは、該ユニットの中央の固定サンプルホルダ（
１０インチ×１３インチ）と、該サンプルホルダの真上の可動スプレーヘッダを有するも
のである。適用工程の間にバインダをウェブの中に引き込む一助とするために、真空ボッ
クスをサンプルホルダ区域の下に設置する。ハンドシートを真空ボックスの上に置き、ス
プレーヘッドが基体を横切って移動する際にバインダが平坦なＶ字形状パターンにスプレ
ーされる。バインダは、スプレーキャビネットの外側に配置された加圧貯蔵容器に入れら
れ、高圧可撓性チューブを介してスプレーノズルに給送される。スプレーノズル（Ｓｐｒ
ａｙｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ）を備えたスプレーヘッダが、所望の適用
均一度及び速度を与えるベルト駆動スライド組立体を用いてサンプル上に動かされる。ス
プレーヘッダは、１８０ｆｐｍに近い速度で作動され、スプレー霧化圧は２００ｐｓｉｇ
の高さに設定することができる。サンプルは、手で除去され、示された温度で示された時
間に亘ってＷｅｒｎｅｒ　Ｍａｔｈｉｓ，Ｍｏｄｅｌ　ＬＴＶ　Ｔｈｒｏｕｇｈ－Ａｉｒ
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　Ｄｒｙｅｒ（ＴＡＤ）中で乾燥される。バインダを有するサンプルの最終的な坪量は、
およそ３９－４０ｇｓｍであった。
【０１０８】
　（熱結合空気堆積不織材）
　弱く熱結合された空気堆積不織材（ＴＢＡＬ）試験基体を、Ｗｅｙｅｒｈａｕｓｅｒ　
ＮＦ４０５木材パルプとＫｏＳＡ　Ｔ－２５５バインダ繊維から製造した。バインダ繊維
は、およそ１３０℃で溶解するポリエステル芯及びポリエチレン鞘を有するものであった
。空気堆積ウェブは、およそ４％のバインダ繊維を用いて形成され、鞘の溶融温度より高
い温度で熱結合される。ＴＢＡＬベースシートは、５１ｇｓｍの平均坪量と、１．０ｍｍ
の平均キャリパを有するものであった。ＴＢＡＬ基体は、水中でおよそ３０ｇ／インチの
残存ＣＤ湿潤引張強度を有した。適用及び乾燥方法は、ＵＣＴＡＤサンプルについて説明
したのと同様である。バインダを有するサンプルの最終的な坪量は、およそ６３－６４ｇ
ｓｍであった。
【０１０９】
　（引張試験）
　全てのサンプル試験のために、Ｔｅｓｔｗｏｒｋｓ３．０３バージョンのソフトウェア
を備えるＳｉｎＴｅｃｈ社の１／Ｄ引張試験機が使用された。空気圧グリップを備えた１
００ニュートンのロードセルを使用した。２インチのゲージ長、及び１２インチ／分のク
ロスヘッド速度を用いた。複製サンプルのピーク荷重値（ｇ／インチ）を記録し、平均し
、どのように測定したかに応じて、機械方向の湿潤引張強度（ＭＤＷＴ）又はクロスデッ
ケル湿潤引張強度（ＣＤＷＴ）として報告した。
　各々のサンプルの使用中の強度は、１）所望の塩種類及び濃度の塩溶液又は塩を含有す
る調製済み湿潤溶液中に引張サンプルを浸すか、又は２）前述の溶液の１つを一定の適用
量で適用する（典型的には２００％－３００％）ことによって模擬された。サンプルは、
引張強度を測定する前に数時間にわたって平衡化された。崩壊強度又は分散性は、「使用
時」として取り扱われたサンプルを過剰量（典型的には８００ｍＬ）の脱イオン水又は指
定された硬度レベル（金属イオンとして）の硬水に移し、引張強度を測定する前にそれら
を指定された時間の長さだけ浸すことによって評価した。
【０１１０】
　（トリガ特性、ＵＣＴＡＤ及びＴＢＡＬサンプル）
　以下の表４から表１６までは、ＴＢＡＬ及びＵＣＴＡＤベースシート上の種々のカチオ
ン系バインダの性能を示す。表中の項目番号は、特定のバインダのことをいい、ａ／ｂの
添え字は、ＴＢＡＬ（ａ）又はＵＣＴＡＤ（ｂ）ベースシート上のバインダの適用を示す
。
　表４及び表５は、バッチ重合条件下で作られ、かつポリマー組成物中の主なモノマーが
メチルアクリレート又はエチルアクリレート（６ｂ）のいずれかである５－１０モル％の
カチオン系モノマーＭＡＤＱＵＡＴに基づく、カチオン系バインダのトリガ可能な引張強
度を示す。カチオン系アクリレート又は他のカチオン系ビニル化合物と、４又はそれ以上
の炭素を含む側鎖を有するアルキルアクリレート又はメタクリレート（１ａ）とからなり
、ＺｎＣｌ2中では有効にトリガするが、ＮａＣｌ中ではそうではないトリガ可能なカチ
オン系バインダが、比較のために示されている。ＴＢＡＬベースシートの１ａと比べて、
表１の全てのバインダは、４％ＮａＣｌ中で１６０から２９０ｇ／インチの範囲のより大
きい使用時ＣＤＷＴを示し、２００ｐｐｍの硬水に１時間浸した後にＣＤＷＴの降下が引
き起こされる。これらの結果は、ＵＣＴＡＤ上へのバインダの適用に関する表５にも現れ
ており、使用時ＣＤＷＴは、２００ｐｐｍの硬水に移されて引張強度が失われたときに、
４％のＮａＣｌにおいて１００から３５１ｇ／インチの範囲である。これらのバインダは
また、ＺｎＣｌ2、ＣａＣｌ2、又はＭｇＣｌ2といったＮａＣｌ以外の塩を含有する溶液
で湿潤されたときに有用な引張特性を示す。
【０１１１】
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【０１１２】
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【０１１３】
　表６及び表７は、大規模産業用途にとって好ましい半バッチモノマー添加方法によって
合成されたバインダの例を示す。表６のバインダは、１３７から３３６ｇ／インチまでの
範囲のＴＢＡＬベースシートの４％ＮａＣｌ中の使用時ＣＤＷＴを与え、それら全ては、
２００ｐｐｍの硬水に移した後に１から１６時間にわたる適切な引張強度の低下を呈する
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。表７のＵＣＴＡＤベースシート上のバインダに関して同様の結果が観測された。
【０１１４】

【０１１５】
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　表８及び表９は、カチオン系モノマー対イオンの影響を示す。項目１１ａ／１１ｂは、
塩化物対イオンを有するカチオン系ＡＤＡＭＱＵＡＴモノマーに基づくバインダのトリガ
特性を示し、一方、項目１２ａ／１２ｂは、硫酸メチル対イオンを有すること以外は同じ
ポリマーのトリガ特性を示す。両方の表に示されるように、塩化物イオン含有バインダは
、硫酸メチル材料より良好に作用する。硫酸メチル対イオンは、塩化物ほど効果的なもの
ではないが、特にＵＣＴＡＤベースシートに対して硫酸メチルを用いた時に依然として有
用かつトリガ可能な強度特性が得られる。

【０１１７】
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【０１１８】

【０１１９】
　表１０及び表１１は、５％ＡＤＡＭＱＵＡＴ／９５％メチルアクリレートバインダ組成
物の合成における重合開始剤レベルの変化の影響を示す。同様の重合条件のとき、開始剤
レベルを減少させた結果として、通常は分子量が高くなる。項目１３ａ／１３ｂ、１４ａ
／１４ｂ、及び１５ａ／１５ｂは、開始剤レベルを減少させたときの使用時ＣＤＷＴ値の
増加を示し、分子量の増加はより高い使用時強度のために好ましいことを意味する。同じ
サンプルについて、２００ｐｐｍ硬水中に１時間浸した後の残存引張強度の並行増加が観
測された。しかしながら、この残存強度は、項目１３ｂ、１４ｂ及び１５ａ／１５ｂに示
されるように最初は動的なものであり、２４時間後には、残存ＣＤＷＴ値は大きく低下す
る。
【０１２０】
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【０１２１】
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【０１２２】
　表１２は、一定の開始剤レベルでの５％ＡＤＡＭＱＵＡＴ／９５％メチルアクリレート
バインダ組成物の合成におけるモノマー固形分の増加の影響を示す。モノマー固形分の増
加の結果として、通常は、モノマー転換の改善、並びにポリマー分子量の増加がもたらさ
れる。項目１６ａ及び１７ａは、硬水中で１時間後の僅かに高い残存ＣＤＷＴのときの、
１３ａを約１００ｇ／インチ上回る高い使用時強度を示す。しかしながら、これらの残存
強度は、硬水に２４時間曝された後に大きく低下する。

【０１２３】
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【０１２４】
　表１３は、５％ＡＤＡＭＱＵＡＴ／９５％メチルアクリレートバインダ組成物からさら
に変更されたポリマー組成物の、バインダの引張特性に対する影響を示す。１３ａのバイ
ンダと比べて、組成物を４％ＡＤＡＭＱＵＡＴ／９６％メチルアクリレート（１８ａ）に
変化させることにより、使用時ＣＤＷＴの相対的増加、並びに硬水（１時間）中での最初
に高めの残存ＣＤＷＴがもたらされ、それは２４時間後に許容可能なレベルまで低下する
。１５％のメチルアクリレートをメチルメタクリレートに置換することによる１３ａ組成
物の変更を通じて、サンプル１８ａと同様のバインダ性能が得られる。サンプル１３ａに
対するサンプル１８ａ及び１９ａの特性の変化は、それらのより大きい疎水性及び／又は
より大きい剛性（１９ａの場合の）主鎖構造によるものである。比較的に、これらのバイ
ンダ組成物１８ａ及び１９ａは、使用時強度及びバインダ１５ａへの分散性に関して同様
に機能する。同様の結果はまた、サンプル１３ｂを１８ｂと比較するＵＣＴＡＤベースシ
ートに関する表１４において観測された。

【０１２５】
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【０１２６】
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【０１２７】
　表１５は、使用時強度及び分散性に対するポリマー組成物の影響を再び示す。バインダ
組成物１５ａを、１％より多い親水性ＡＤＡＭＱＵＡＴモノマーを含有する２０ａのバイ
ンダ組成物に変更することにより、減少した使用時ＣＤＷＴと、硬水中に１時間浸した後
に僅かに速い分散速度を有するが、２４時間浸漬後の最終残存ＣＤＷＴ値は同様であるバ
インダが得られる。使用時ＣＤＷＴの減少は、１５ａバインダに対する２０ａバインダの
より大きい親水性構造によるものである。

【０１２８】
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【０１２９】
　表１６は、２５％の５％ＡＤＡＭＱＵＡＴ／９５％メチルアクリレートバインダを含有
するＴＢＡＬハンドシートの湿潤引張崩壊特性を示す。乾燥ベースシートをＤＩ水か又は
２００ｐｐｍの硬水中に入れることにより、２４時間以内に約４００ｇ／インチから７０
－１００ｇ／インチの比較的遅いＣＤＷＴ崩壊がもたらされる。
　引張崩壊プロフィール及び最終的な引張強度は、バインダ組成物、バインダ適用量、及
びベースシート構造の選択によってさらに調整することができる。
【０１３０】

【０１３１】
　トリガ剤として塩化ナトリウムを用いたときの必要な湿潤引張強度と分散性を与えるこ
とに加えて、これらの新しい材料は、短鎖アルキルの本質的により大きい湿潤性のために
、ベースシート又は基体の増強された湿潤性を与える。これは、湿潤溶液がより迅速な作
動速度で適用されるようにし、製造作動速度を改善するための積極的意味合いをもつ。
【実施例３】
【０１３２】
　２つのバインダが、本発明のバインダのための比較例を与える。第１のバインダは、米
国特許第６，４２３，８０１号Ｂ１に開示されたイオン感応性スルホネート・アニオン修
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飾アクリル酸コポリマー（ＳＳＢ）と、ニュージャージー州ブリッジウォーター所在のＮ
ａｔｉｏｎａｌ　Ｓｔａｒｃｈ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．によって製造された
非架橋エチレン酢酸ビニルラテックス、ＤＵＲ－Ｏ－ＳＥＴ（登録商標）－ＲＢとの７５
／２５（ｗ／ｗ）混合物である。以下の記述では「ＳＳＢ／ＲＢ」と称するこのバインダ
パッケージは、米国特許第６，４２９，２６１号Ｂ１（引用によりここに組み入れる）に
開示されている。これは、空気堆積その他の基体のためのイオン感応性トリガ可能バイン
ダとして機能するが、本発明に比べると多くの欠点に悩まされる。これらは、より高いＴ

g（乾燥ベースシートのより高い剛性をもたらす）及び低い湿潤性又は流体吸収、湿潤状
態におけるより高いシート粘着性、並びに湿潤された製品の乏しいｐＨ制御性を含む。
　第２のバインダ、ＤＵＲ－Ｏ－ＳＥＴ（登録商標）Ｅｌｉｔｅ－２２は、ニュージャー
ジー州ブリッジウォーター所在のＮａｔｉｏｎａｌ　Ｓｔａｒｃｈ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉ
ｃａｌ　Ｃｏ．によって製造された軟質の自己架橋エチレン酢酸ビニルエマルジョンであ
る。これは、高い湿潤又は使用時強度を与えるが、ベースシートを分散できなくする。こ
のバインダは、以下の記述では「Ｅｌｉｔｅ－２２」と呼ぶ。
【０１３３】
　（事前形成された基体）
　実施例２で既に説明したような２つの異なる事前形成ベースシート材料、すなわちＵＣ
ＴＡＤティッシュ及び熱結合空気堆積不織ベースシートにバインダを適用することによっ
て、プロトタイプ製品におけるバインダ性能の評価を最初に行った。
　（空気堆積ベースシートの連続形成及び乾燥ベースシートの特性）
　空気堆積基体材料は、幅２４インチの実験的空気堆積機械で連続的に形成した。２つの
形成ヘッドを備えたＤａｎＷｅｂ空気堆積フォーマを用いて、表１７に挙げられた物理的
特性をもつ基体を製造した。パルプシートフォーム中のＷｅｙｅｒｈａｕｓｅｒＮＦ４０
５漂白軟材クラフト繊維が、ハンマーミル中で繊維化され、移動ワイヤ上に２００－３０
０ｆｐｍで堆積された。新たに形成されたウェブが、加熱圧縮ロールによって所望のレベ
ルまで緻密にされ、オーブンワイヤに移動され、そこでその上側に所望のバインダ配合物
がスプレーされ、該ウェブの乾燥繊維重量に対し約半分の所望のバインダ固形分が適用さ
れた。
【０１３４】
　スプレーは、約１００ｐｓｉで作動するイリノイ州ホイートン所在のＳｐｒａｙｉｎｇ
　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｃｏ．によって製造された一連のＱｕｉｃｋ　Ｖｅｅｊｅｔ（登録商
標）ノズル、ノズル型６０００５０によって適用された。ウェブの上のスプレーブームに
は、５つのそうしたノズルが中央に５．５インチ刻みで設けられ、チップ－ワイヤの距離
は８インチであった。この配置は、バインダのスプレーコーンの１００％重なりをもたら
すものであった。各バインダは、キャリアとして水を含有するときバインダ固形分約１５
％でスプレーされた。
　湿潤ウェブは、バインダを乾燥させるために華氏３９５度で作動する長さ約３０フィー
トのオーブン区域を通って運ばれた。次いで、ウェブは回転されて、別のワイヤ上に移さ
れ、第２のスプレーブームの下に送られて、別の半分の所望のバインダ固形分が適用され
、該ウェブの乾燥繊維重量に対し総重量パーセントの２０％がバインダ固形分となるよう
にされた。次いで、ウェブは、前述のように第２のオーブン区域に通されて、基体の乾燥
が完了された。
【０１３５】
　各コードの中央の１２インチには、３つの幅４インチのスリットが入れられ、その後の
実験のために保存された。
　比較バインダ、ＳＳＢ／ＲＢ及びＥｌｉｔｅ－２２を、ＬＸ－７１７０－０２という製
品名でＢｏｓｔｉｋ　Ｆｉｎｄｌｅｙ，Ｉｎｃ．によって提供された９５モルパーセント
のメチルアクリレート（Ｍ）と５モルパーセントの［２－（アクリロキシ）エチル］トリ
メチル塩化アンモニウム（Ｕ）とからなるカチオン系塩感応性バインダと比較した。ポリ
マーは、０．０７４％のＶａｚｏ－５２開始剤を含有する総固形分３０％のアセトン／水
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（７５／２５）中で調製された。
　調製は、大規模に行われたが、そうでなくても前述の方法に類似するものであった。以
下の記述においては、本発明に係るこのバインダを、ＭＵ－５と呼ぶ。
【０１３６】
　表１７の試験は、各コードが、およそ６０ｇｓｍの坪量、およそ０．８ｍｍのキャリパ
、及びおよそ２，０００ｇ／インチのＭＤ乾燥引張強度（ＭＤＤＴ）を有したことを示す
。したがって、乾燥及び湿潤ベースシート特性におけるその他の違いは、それぞれのバイ
ンダの性能の違いによるものである。
【０１３７】

【０１３８】
　（湿潤製品変換）
　各コードの４インチスリットに湿潤溶液を適用し、それを米国特許第６，４２９，２６
１号（引用によりここに組み入れる）に記載されたような方法によってロールに巻くこと
により、前述の乾燥ベースシート材料を湿潤コアレスロールに変換させた。或いは、湿潤
溶液は、手持ち式エアロゾル又はポンプ作動式噴霧器により、所望の寸法のシートに適用
された。目標適用量は、典型的には、乾燥ベースシートの重量に対し約１００％から４０
０％である。より典型的には、適用量は、乾燥ベースシートの重量に対し約２００％から
３００％である。実験サンプルのほとんどのケースでは、溶液適用量は２００％から２５
０％であった。
　最小限に、水性湿潤溶液は、拭取り材に適した湿潤強度を与えるのに必要十分なだけの
塩を含有するべきである。
　塩に加えて、調整された湿潤溶液は、この限りではないが、界面活性剤、保存剤、香料
、皮膚軟化剤、ｐＨ調整剤、緩衝剤、スキンケア添加剤、及び臭気制御剤を含む他の成分
を含むことができる。例示的な調整済み湿潤溶液の成分は、「Ｃ０１」と称され、表１８
に示されている。
【０１３９】

【０１４０】
　（湿潤引張強度及びトリガ特性）
　全てのサンプル試験のために、Ｔｅｓｔｗｏｒｋｓ３．０３バージョンのソフトウェア
を備えるＳｉｎＴｅｃｈ社の１／Ｄ引張試験機が使用された。空気圧グリップを備えた１
００ニュートンのロードセルを使用した。２インチのゲージ長、及び１２インチ／分のク
ロスヘッド速度を用いた。複製サンプルのピーク荷重値（ｇ／インチ）を記録し、平均し
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ケル湿潤引張強度（ＣＤＷＴ）として報告した。取り扱う及び測定するには弱すぎたサン
プル（典型的には２０ｇ／インチより小さい）については、ピーク荷重について「０」が
記録された。
　各々のサンプルの使用時強度は、前述のように塩溶液又は調製済み湿潤溶液を所望の適
用量で適用することによって模擬された。サンプルは、引張強度を測定する前に数時間に
わたって平衡化された。廃棄強度又は分散性は、「使用時」として取り扱われたサンプル
を過剰量（典型的には８００ｍＬ）の脱イオン水又は指定された硬度レベル（金属イオン
として）の硬水に移し、引張強度を測定する前にそれらを指定された時間の長さだけ浸す
ことによって評価した。
【０１４１】
　（ＮａＣｌ溶液を用いたハンドシートの湿潤強度及び分散性）
　表１９は、特定のカチオン系バインダのＴＢＡＬ及びＵＣＴＡＤハンドシート試作品の
データを表わす。これらのデータは、バインダ調製及び組成に応じて、３００－４００ｇ
／インチを超える使用時引張強度をもたらし、硬水中で＜５０ｇ／インチの残存強度にま
で崩壊したことを示す。ＵＣＴＡＤティッシュハンドシートはまた、高レベルの使用時引
張強度（５００－６００ｇ／インチ）をもたらし、硬水中でほぼ同じ低いレベルの残存強
度にまで崩壊した。

【０１４２】
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　（ＮａＣｌ溶液を用いた空気堆積湿潤強度及び分散性）
　表２０は、０．５重量％から４．０重量％のＮａＣｌ溶液中の分散可能な空気堆積コー
ドのＭＤＷＴを詳細に示す。ＳＳＢ／ＲＢバインダを有するコード２０２は、２％ＮａＣ
ｌより下において、非常に低い使用時ＭＤＷＴを呈する。２％又はそれ以上では、およそ
一定であると言える。湿潤ストリップをＤＩ水又は硬水中に入れた後に、ＭＤＷＴは、湿
潤溶液中に存在するＮａＣｌの割合に関係なしに、本質的にゼロまで低下する。対照的に
、ＭＵ－５コードは、０．５％ＮａＣｌの低さであっても依然として十分な大きさの使用
時強度を維持する。また、比較できる塩レベルにおいて、ＳＳＢ／ＲＢコードを上回る増
加した使用時ＭＤＷＴが与えられる。硬水中では、ＤＩ水に対し、動力学的にゆっくりと
分散し、より高い度合いの残存強度が維持される。効果の詳細は、現在完全には分かって
いないが、それはポリマー主鎖中での少量のエステル加水分解によるものである。

【０１４４】
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【０１４５】
　トリガ活性をもたらすのに必要とされる一価塩の量が少ないために、本発明のバインダ
は、外部のトリガ剤の使用抜きで、尿、月経血、その他の生物学的流体の存在下で十分な
強度を維持することができる。したがって、それらは、予め湿潤された製品よりもパーソ
ナルケア用途に非常に適したものとなる。
【０１４６】
　（他の塩溶液を用いた湿潤強度及び分散性）
　表２１及び２２は、種々の塩溶液中でのＭＵ－５コード＃２０８のＭＤＷＴ値を詳細に
示す。これらのデータは、性能がＮａＣｌと類似しており、ＭＵ－５の種々の二価及び一
価塩がトリガ剤として良好に機能することを示す。使用時強度は、４％塩中で少なくとも
約５００ｇ／インチであり、２％塩中では少なくとも約４００ｇ／インチである。硬水中
では、ＤＩ水に対し、分散性が動力学的に遅く、より僅かに高い度合いの残存強度が維持
される。

【０１４７】
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【０１４８】

【０１４９】
　（Ｃ０１溶液を用いた湿潤強度及び分散性）
　表２３は、調整済みＣ０１湿潤溶液中の空気堆積コードのＭＤＷＴを詳細に示す。平均
して、ＭＵ－５コードは、ＳＳＢ／ＲＢコードより約２５％高い強度を示す。ＳＳＢ／Ｒ
Ｂコードは、ＭＵ－５コードに対し、より速く分散し、残存強度レベルはより高かった。
しかしながら、これらは、Ｃ０１溶液を用いたＭＵ－５コードのＤＩ水及び硬水中での分
散性の僅かな差が現れた。硬水中では、強度は２４時間後に７０ｇ／インチより低い値に
まで低下した。
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【０１５０】

【０１５１】
　（空気堆積ベースシートの剛性）
　前述のように、ベースシートが、乾燥状態と湿潤状態との両方において低い剛性をもつ
ことが望ましい。乾燥状態においては、ベースシートは、特にコアレスロールの湿潤巻き
及び製造に関して、変換し及び取り扱うために、より大きい可撓性を維持することが望ま
しい。また、湿潤状態での低い製品剛性が望ましい。より可撓性の大きい湿潤製品は、使
用された時に身体及び手に対して良好な感触及び適合性を与える。また、より剛性の小さ
い拭取り材シートは、乱れ及び流れに対する抵抗性の低いものとすることができ、詰るこ
となく家庭の配管設備をより良好にきれいにすることができる。乾燥ベースシート及び湿
潤製品剛性は、引用によりここに組み入れるキンバリー・クラーク社に譲渡された出願継
続中の米国特許出願第０９／９００，６９８号に記載されたＣｕｐＣｒｕｓｈＴｅｓｔに
よって特徴付けられる。表２４は、３つのベースシートコードのＣｕｐＣｒｕｓｈ結果を
与える。乾燥状態においては、ＳＳＢ／ＲＢバインダを有するコード２０２は、より高い
全クラッシュエネルギー及びピーク荷重値によって示される他のコードより剛性が高い。
カチオン系ＭＵ－５バインダは、低ＴｇのＥｌｉｔｅ－ＰＥバインダと同様の乾燥全クラ
ッシュエネルギー及びピーク荷重結果を与える。湿潤状態においては、Ｅｌｉｔｅ－ＰＥ
バインダを用いたコードは、バインダの架橋性による最も高い全クラッシュエネルギー及
びピーク荷重を与える。ＭＵ－５及びＳＳＢ／ＲＢコードは、湿潤状態において概ね同等
の値を与える。
【０１５２】

【０１５３】
　カップクラッシュは、製品の柔軟性及び可撓性の尺度であり、値が低くなると、湿潤拭
取り材がより柔軟にかつより可撓性となり、それゆえ製品がより望ましいものとなる。乾
燥状態においては、約５００ｇより低いピーク荷重と、約４０００ｇ*ｍｍより小さい全
クラッシュエネルギーとをもつことが望ましい。より望ましくは、乾燥ピーク荷重は、約
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４００ｇより小さくなり、全クラッシュエネルギーは、約３０００ｇ*ｍｍより小さくな
る。最も望ましくは、乾燥ピーク荷重は、約３００ｇより小さくなり、全クラッシュエネ
ルギーは、約２０００ｇ*ｍｍより小さくなる。
　本発明の湿潤拭取り材は、約４０ｇより小さいカップクラッシュと、約４５０ｇ*ｍｍ
より小さい湿潤全クラッシュエネルギーとを有することが望ましい。より望ましくは、湿
潤拭取り材は、約３０ｇより小さいカップクラッシュと、約３５０ｇ*ｍｍより小さい湿
潤全クラッシュエネルギーとを有する。さらにより望ましくは、湿潤拭取り材は、約２０
ｇより小さいカップクラッシュと、約２５０ｇ*ｍｍより小さい湿潤全クラッシュエネル
ギーとを有する。
【０１５４】
　（湿潤性）
　前述のように、乾燥ベースシートは、高い度合いの湿潤性を有することが望ましい。こ
れは、コアレスロールの湿潤巻き及び製造に関して特に重要である。乏しい湿潤性により
、湿潤工程におけるウェブの制御性が乏しくなり、湿潤巻き工程における作動速度が減少
することになる。自動液滴投与システム及びＣＣＤカメラを備えたノースカロライナ州シ
ャーロット所在のＫｒｕｓｓ　ＵＳＡ社のＤｒｏｐ　Ｓｈａｐｅ　Ａｎａｌｙｚｅｒ（Ｄ
ＳＡ－１０）を用いて、乾燥ベースシートの湿潤性を評価した。ＤＳＡは、高速写真技術
を用いて、液滴が多孔性基体に接触し、吸収されるのを捕らえる。これらの画像は、製造
業者によって提供されたソフトウェアで評価することができ、本発明における空気堆積基
体のような不織材の接触角及び流体取込時間を測定するのに用いられる。
【０１５５】
　表２５は、他の点では同様の物理的特性をもつベースシートコードについて、ＭＵ－５
コードが、良好な湿潤性、すなわち最短の液滴吸収時間を与えることを示す。このＭＵ－
５についての短い吸収時間は、湿潤巻き工程において高い作動速度で稼動する可能性が最
も高いことを示す。

　本発明の目的上、ベースシートは、約１５０ｍｓより短いＤＳＡ吸収時間をもつことが
望ましい。望ましくは、ベースシートは、約１００ｍｓより短いＤＳＡ吸収時間をもつ。
より望ましくは、ベースシートは、約７５ｍｓより短いＤＳＡ吸収時間をもつ。
【０１５６】
　（粘着性）
　低い製品粘着性又は粘性は、別の望ましい特性である。低い粘着性は、良好な消費者感
覚及び触覚性、並びに製品分与の容易さを与える。Ｃ０１湿潤溶液で湿らされたベースシ
ートサンプルのシートとシートとの接着は、ニューヨーク州スカーズデール所在のＴｅｘ
ｔｕｒｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．のＳｔａｂｌｅ　Ｍｉｃｒｏｓｙｓｔｅ
ｍｓ　ＴＡ－ＸＴ２１　Ｔｅｘｔｕｒｅ　Ａｎａｌｙｚｅｒで測定した。０．１ｇの力の
解像度をもつ５ｋｇのロードセルを使用した。使用されたプローブは、可撓性材料の粘着
性及び接着性用のＴｅｘｔｕｒｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　ＴＡ－３１０　ｉｎｄｅ
ｘａｂｌｅ　Ｒｅｌｅａｓｅ　Ｌｉｎｅｒ　Ｒｉｇであった。底部プラテンリグは使用し
なかったが、Ｔｅｘｔｕｒｅ　ＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓのＴＡ－９６ダブルクランプセ
ットからのプラテンリグと交換した。さらに、プラテンクランプリグの内側の材料プラッ
トフォームとして、厚さ０．２５ｃｍのステンレススチールブロックを使用した。各試験
リグは、クランプされた試験材料との最大接触面積を与えるために、Ｐｌｅｘｉｇｌａｓ
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を用いた。
【０１５７】
　各シートは、（ロールの機械方向に）４つの２．５ｃｍ（１インチ）幅の区域に区分さ
れた。サンプルは、迅速に切断され、次いで湿潤溶液が乾ききるのを防ぐために、サンプ
ル容器に戻された。試験の最初の実行の前に、Ｔｅｘｔｕｒｅ　Ａｎａｌｙｚｅｒについ
て概説された手順に従ってロードセルを校正した。
　シートの１つのストリップを、ステンレススチールブロック（この実験に用いられたブ
ロックは、丸みの付いた縁部と滑らかな縁部とを有するものであった）の滑らかな縁部の
上に長さ方向に迅速にかけた。各シートは、ブロックの中央にくるように調節された。シ
ートに手で少量の張力をかけた。Ｐｌｅｘｉｇｌａｓシムの１つを、スチールブロックの
ベース付近のストリップの下部においた。第２シムをブロックの上面から底面にスライド
させることによって、ストリップの他方の側に張力をかけた。張力を維持した状態で、ブ
ロック／シート／シム装置をプラテンクランプに配置した。組立体を中心に配置し、Ｐｌ
ｅｘｉｇｌａｓシムに接触するクランプジョーによって一定位置に張った。
【０１５８】
　シートの第２ストリップをＴＡ－３１０プローブの上にかけ、中央にくるようにした。
手で少量のシート張力をかけた。１つのＰｌｅｘｉｇｌａｓシムを、ストリップと張力ス
クリュとの間にスライドさせ、次いで下向きに取り付けた。第２シムを、プローブの他方
の側にスライドさせ、下向きに取り付けた。このステップの間、ストリップとプローブと
の間にどんなギャップも存在しないようにシート張力を維持した。さらに、シムを、プロ
ーブ端部から同じ距離に維持して、試験の間にシートにかかる圧力を一定に維持した。次
いで、プローブをロードセルに取り付けた。試験のストリップを位置合わせするために、
プラテンリグに微調整を行った。上記のステップは、シートが乾ききらないことを保証す
るために、３分より短い時間で完了させた。
【０１５９】
　Ｔｅｘｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔ　Ｅｘｃｅｅｄソフトウェアを使用して、表２６におけ
る以下のパラメータを用いて粘着力対距離曲線を作成した。

【０１６０】
　この方法を用いてピーク粘着力を求め、そのデータを表２７に示した。ＳＳＳ／ＲＳバ
インダを用いたコード２０２は、最も高い粘着力を有し、それはＭＵ－５コードより著し
く高かった。コード２１３は、バインダの分散せずに架橋する性質のために最も低い粘着
力を呈した。
【０１６１】
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　本発明の目的上、湿潤ベースシートは、約５０ｇより小さいピーク粘着力を有すること
が望ましい。望ましくは、湿潤ベースシートは、約３５ｇより小さいピーク粘着力を有す
る。より望ましくは、湿潤ベースシートは、約１０ｇより小さいピーク粘着力を有する。
【０１６２】
　（製品ｐＨ）
　また、製品から変化されるか又は示される湿潤溶液のｐＨを容易に制御することが望ま
しい。その目的は、製品と接触する皮膚のための適正な又は最適なｐＨを与えることであ
る。普通の皮膚のためのｐＨ範囲は、約４．５－５．５であり、最適な湿潤溶液は、穏や
かな洗浄を保証するためにこの範囲内で調製されるべきである。理想的には、示された溶
液のｐＨは、調製された溶液のｐＨに近いままであるべきである。言い換えれば、湿潤溶
液のｐＨのみによって、製品の示されたｐＨを制御することが望ましい。
　Ａｃｕｆｅｔ（登録商標）固相電極を装備したＡｃｕｍｅｔ（登録商標）ＡＲ２５ｐＨ
メータ（ペンシルベニア州ピッツバーグ所在のＦｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）を
用いて、前述のＣ０１湿潤溶液で湿潤された空気堆積コードの示されたｐＨ値を測定した
。４つの４×４．５インチシートを、６０ｍＬシリンジに入れ、そこからきれいなポリエ
チレンバッグの中に溶液を押し出した。この手順は、各コードについて２回以上繰り返し
た。各サンプルのｐＨを測定し、値を平均した。これらの値を以下の表２８に列挙した。
ＳＳＢ／ＲＢコードは、大きなｐＨシフトダウンを与えた。ＳＳＢバインダは、ポリマー
主鎖中に大量のカルボン酸残基を有し、それが湿潤溶液に固有のプロトン源を与え、示さ
れたｐＨを押し下げる。Ｅｌｉｔｅ－ＰＥコードは、より小さくより穏やかな下方へのｐ
Ｈシフトを与える。ＭＵ－５コードのｐＨ値は、認められているように、バインダｐＨが
ＳＳＢより低い場合であっても上方への僅かなｐＨシフトを与える。これは、ＭＵ－５が
、固有の酸の源をもたず、示されたｐＨが湿潤溶液のｐＨによって容易に制御されたこと
を示す。
【０１６３】

【０１６４】
　（乾燥ベースシートの一時的な湿潤強度）
　前述のように、ＭＵ－５空気堆積コードは、トリガ活性を与えるために低レベルの塩又
はトリガ剤を要求する。また、本発明のバインダは、それらの溶解特性により、乾燥ティ
ッシュ、タオル、その他の製品のために加えられる塩が存在しない状態で、湿潤強度及び
／又は一時的な湿潤強度を与えるのに適している。これは、以下の表２９によって示され
る。表２９は、即時の湿潤引張強度を示し、ＭＵ－５空気堆積コードの引張強度は、種々
のレベルの硬水中で低下する。約４００ｇ／インチの即時の湿潤引張強度が見られた。２
４時間又はそれより短い時間の後に、水の硬度レベルに応じて、湿潤引張強度がおよそ７
０－１００ｇ／インチにまで低下した。強度は、ＤＩ水又は軟水中で＞２０ｇ／インチに
まで低下した。
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【０１６５】

【０１６６】
　もちろん、上記は、本発明の或る開示された実施形態にのみ関するものであって、特許
請求の範囲の請求項に示されるような本発明の精神及び範囲から逸脱することなく、それ
に多くの修正又は変更を行うことができることを理解されたい。
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