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(57)【要約】
【課題】軟便や経血、おりもの等の高粘性体液の吸収性
が高い吸収性シート及び吸収性物品を提供すること。
【解決手段】繊維質基材の構成繊維５に高吸収性ポリマ
ーの粒子６が付着してなり、平均繊維間距離が１００〜
１０００μｍの嵩高な吸収性シート２であって、高吸収
性ポリマーの粒子６は、重合性モノマー及び／又は該モ
ノマーの重合進行物を含有する液状体を前記繊維に付着
させ、該重合性モノマー及び／又は該重合進行物を重合
させて得られたものである。この吸収性シート２を具備
する吸収性物品１は、吸収性シート２の一方の面側に配
された液透過性の表面シート３と、他方の側に配された
液不透過性の裏面シート４とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
繊維質基材の構成繊維に高吸収性ポリマーの粒子が付着してなり、平均繊維間距離が１
００〜１０００μｍの嵩高な吸収性シートであって、
前記高吸収性ポリマーの粒子は、重合性モノマー及び／又は該モノマーの重合進行物を
含有する液状体を前記繊維に付着させ、該重合性モノマー及び／又は該重合進行物を重合
させて得られたものである吸収性シート。
【請求項２】
ＪＩＳ

Ｐ８１２５のテーバーこわさ試験に準じて測定された縦方向又は横方向の剛軟

度が１０〜５００ｍＮ・ｃｍである請求の範囲第１項記載の吸収性シート。
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【請求項３】
繊維質基材の構成繊維に高吸収性ポリマーの粒子が付着してなり、平均繊維間距離が１
００〜１０００μｍの嵩高な吸収性シートであって、該高吸収性ポリマーの粒子は、重合
性モノマー及び／又は該モノマーの重合進行物を含有する液状体を前記繊維に付着させ、
該重合性モノマー及び／又は該重合進行物を重合させて得られたものである吸収性シート
と、その一方の面側に配された表面シートと、他方の側に配された液不透過性の裏面シー
トとを備えた吸収性物品。
【請求項４】
表面シートはその繊維間距離が４００〜１０００μｍである請求項３記載の吸収性物品
。
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【請求項５】
吸収性シートと裏面シートとの間に、平均繊維間距離が１００〜１０００μｍである液
体ストックシートが配されている請求項３又は４記載の吸収性物品。
【請求項６】
吸収性シートは、その厚み方向で見たとき、高吸収性ポリマーの粒子が表面シート側寄
りに偏在して付着しており、裏面シート側寄りにおける高吸収性ポリマーの粒子の付着量
が相対的に低くなっており、それによって該吸収性シート中の裏面シート側寄りに液体ス
トック層が形成されている請求項３又は４記載の吸収性物品。
【請求項７】
吸収性シートは、その厚み方向で見たとき、高吸収性ポリマーの粒子が裏面シート側寄
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りに偏在して付着しており、表面シート側寄りにおける高吸収性ポリマーの粒子の付着量
が相対的に低くなっており、
吸収性シートと裏面シートとの間に、パルプを含む吸収コアが配されている請求項３又
は４記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、吸収性シート及びそれを用いた吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
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繊維質基材の構成繊維に、高吸収性ポリマーの粒子が付着してなる吸収性シートが種々
知られている（例えば特許文献１及び２参照）。かかる吸収性シートは、使い捨ておむつ
や生理用ナプキンなどの吸収性物品の吸水体や、農業や土木等の分野で用いられる保水剤
等として好適に用いられる。このような吸収性シートは薄型で且つ柔軟性に富んだものな
ので、これを例えば吸収性物品の吸水体として用いると、吸収性物品の装着感が快適なも
のとなり、また身体のフィット性が向上するという利点がある。
【０００３】
ところで軟便や経血、おりものなどの高粘性液は、その流動性が低いことから吸収体に
吸収されにくく、表面シート上を流れて吸収性物品から漏れ出やすい。このことは、吸収
体として前記の吸収性シートを用いた場合にも起こり得ることである。
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【０００４】
【特許文献１】特開平９−６７４０３号公報
【特許文献２】特開平１１−９３０７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
従って本発明の目的は、前述した従来技術が有する種々の欠点を解消し得る吸収性シー
ト及び吸収性物品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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本発明は、繊維質基材の構成繊維に高吸収性ポリマーの粒子が付着してなり、平均繊維
間距離が１００〜１０００μｍの嵩高な吸収性シートであって、
前記高吸収性ポリマーの粒子は、重合性モノマー及び／又は該モノマーの重合進行物を
含有する液状体を前記繊維に付着させ、該重合性モノマー及び／又は該重合進行物を重合
させて得られたものである吸収性シートを提供することにより前記目的を達成したもので
ある。
【０００７】
更に本発明は、繊維質基材の構成繊維に高吸収性ポリマーの粒子が付着してなり、平均
繊維間距離が１００〜１０００μｍの嵩高な吸収性シートであって、該高吸収性ポリマー
の粒子は、重合性モノマー及び／又は該モノマーの重合進行物を含有する液状体を前記繊
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維に付着させ、該重合性モノマー及び／又は該重合進行物を重合させて得られたものであ
る吸収性シートと、その一方の面側に配された表面シートと、他方の側に配された液不透
過性の裏面シートとを備えた吸収性物品を提供することにより前記目的を達成したもので
ある。
【発明の効果】
【０００８】
本発明の吸収性シートは嵩高な構造を有しているので、液体の通過が容易である。特に
、流動性の低い液体である高粘性液の通過性に優れている。従って該吸収性シートを備え
た吸収性物品は、軟便や経血、おりもの等の高粘性体液の吸収性が高いものとなる。その
上、該吸収性物品においては、吸収性シートに付着している高吸収性ポリマーが液体を吸
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収することで膨潤し、その結果、液体の逆戻りが起こりにくくなる。更に、高吸収性ポリ
マーの粒子が繊維にしっかりと付着しているので、多量の高吸収性ポリマーを付着させて
もその脱落が起こりにくく、また着用者が激しい動きをしても高吸収性ポリマーの粒子が
偏在しづらくなる。しかも、吸収体自体の構造が破壊されにくくなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
以下本発明を、その好ましい実施形態に基づき説明する。本発明の吸収性シートは、嵩
高な繊維質基材の構成繊維に高吸収性ポリマーの粒子が付着してなるものである。高吸収
性ポリマーの粒子は、重合性モノマー及び／又は該モノマーの重合進行物を含有する液状
体を前記繊維に付着させ、該重合性モノマー及び／又は該重合進行物を重合させて得られ
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たものである。つまり、高吸収性ポリマーは、繊維質基材の構成繊維上で直接重合されて
得られたものである。本発明の吸収性シートは、かかる直接重合で得られた高吸収性ポリ
マーが付着しており且つ嵩高であることによって特徴付けられる。
【００１０】
嵩高さの程度を表す指標として本発明においては平均繊維間距離を採用している。本発
明の吸収性シートはその平均繊維間距離が１００〜１０００μｍであり、好ましくは１５
０〜６００μｍ、更に好ましくは３００〜５００μｍとなっている。平均繊維間距離が１
００μｍよりも小さいと、吸収性シートの目開きが小さくなり、高粘性液の通過性が低下
してしまう。平均繊維間距離が１０００μｍよりも大きい場合には、高粘性液の通過性に
問題はないが、吸収性シートの強度が低下し、また十分な量の高吸収性ポリマーを付着さ
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せることができない。平均繊維間距離は次式から算出される。
【００１１】
【数１】
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【００１２】
吸収性シートの平均繊維間距離を前述の範囲とするためには、該シートを構成する繊維
質基材として嵩高なものを用いればよい。本発明者らの検討の結果、繊維質基材の平均繊
維間距離と、これに高吸収性ポリマーの粒子を付着させて得られた吸収性シートの平均繊
維間距離とには実質的な差異がないことが判明した。従って、吸収性シートの平均繊維間
距離を前述の範囲とするためには、当該範囲の平均繊維間距離を有する繊維質基材を用い
ればよい。
【００１３】
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繊維質基材としては、各種繊維シートを用いることができる。例えば不織布、織布、編
地、開繊トウ、開繊ウエブ、パッドなどを用いることができる。特に、エアスルー不織布
やエアレイド不織布は、目開きが大きく嵩高な構造を有するので、繊維質基材として好適
である。
【００１４】
繊維質基材はそれ自体が伸縮性を有するか、或いは可伸縮性を有していてもよい。伸縮
性を有する繊維質基材としては、例えば構成繊維として捲縮繊維を含むものや、伸縮弾性
を有する樹脂からなる繊維を含むもの、或いはこれらを混綿したものなどが挙げられる。
伸縮弾性を有する樹脂からなる繊維を含む繊維質基材としては、ウレタン系、スチレン系
又はオレフィン系のエラストマー樹脂のスパンボンド不織布やメルトブローン不織布が挙
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げられる。
【００１５】
一方、可伸縮性を有する繊維質基材としては、例えば構成繊維として潜在捲縮繊維を含
むものが挙げられる。潜在捲縮繊維を含む繊維質基材は、これを所定の温度に加熱するこ
とによって潜在捲縮繊維が捲縮し、その結果、伸縮性が発現するようになる。潜在捲縮繊
維としては、例えばポリエステル／ポリオレフィンの芯鞘型複合繊維やサイド・バイ・サ
イド型複合繊維などが挙げられる。本明細書において「可伸縮性」とは、それ自体は伸縮
性を有さないが、所定の処理、例えば加熱処理を施すことによって伸縮性が発現する性質
をいう。
【００１６】
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繊維質基材の構成繊維に特に制限はなく、各種合成繊維や天然繊維、半合成繊維を用い
ることができる。合成繊維としては、ポリエステル系繊維、ポリエチレン系繊維、ポリプ
ロピレン系繊維、ポリビニルアルコール系繊維、アクリル繊維、ポリアミド系繊維などが
挙げられる。天然繊維や半合成繊維としては、アセテートやレーヨン、コットン等が挙げ
られる。これらの繊維は一種又は二種以上を混綿して用いることができる。これらの繊維
は、吸収性シートの具体的な用途に応じて、親水化又は疎水化処理を施して用いることが
できる。これらの繊維は、繊維質基材の製造方法に応じて、短繊維又は長繊維の形態で用
いられる。繊維質基材が、例えばカードウエブや、該ウエブから製造されたエアスルー不
織布やスパンレース不織布からなる場合には、短繊維が用いられる。繊維質基材が、開繊
トウやスパンボンド不織布からなる場合には、長繊維の連続フィラメントが用いられる。
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これらの繊維のうち、液体を吸収して膨潤するものや、多孔質構造になっていて液体の取
り込みが可能なものを用いる場合には、重合性モノマー及び／又は該モノマーの重合進行
物を含有する液状体が、繊維の内部に閉じ込められてしまわないように、該液状体の粘度
をある程度高く調整しておくことが必要である。この場合、液状体内の重合物が重合する
のに伴い増粘することを上手く利用する事も可能である。種々の液状体を用いるためには
、吸水しにくく、液状体が繊維に付着した際の形状が安定するような表面張力を有するも
のを用いることが好ましい。
【００１７】
繊 維 質 基 材 の 構 成 繊 維 は 、 一 般 に 1〜 ４ ０ ｄ ｔ ｅ ｘ 、 特 に １ 〜 ３ ０ ｄ ｔ ｅ ｘ の も の を 用
いることが好ましい。特に、高粘性液の吸収保持を達成するために、比較的繊維間距離の
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大きな繊維質基材を用いるのであれば、構成繊維は５〜４０ｄｔｅｘ、特に１０〜３０ｄ
ｔｅｘであることが好ましい。また、繊維質基材を構成する繊維として、５〜４０ｄｔｅ
ｘの繊維を用いることにより、高吸収性ポリマーの粒子を繊維質基材の内部まで付着させ
ることが容易となる。更に、薄く軽量な吸収性シートとするのであれば、構成繊維の太さ
が１〜５ｄｔｅｘ、特に１〜３ｄｔｅｘであることが好ましい。
【００１８】
繊維質基材の構成繊維が捲縮繊維である場合、その捲縮率（ＪＩＳ

Ｌ

０２０８）は

、好ましくは２０〜９０％であり、更に好ましくは４０〜９０％、一層好ましくは５０〜
８０％である。この範囲の捲縮率の繊維を用いることで、繊維質基材の伸縮性を十分に高
いものとすることができる。また、繊維質基材に高吸収性ポリマーの粒子を安定的に且つ
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多量に付着させることができる。繊維の捲縮手段に特に制限はない。また、捲縮は二次元
的でもよく或いは三次元的でもよい。捲縮率は、繊維を引き伸ばしたときの長さと、元の
繊維の長さとの差の、伸ばしたときの長さに対する百分率で定義される。繊維の捲縮率は
前述の通りであり、捲縮数は１ｃｍ当たり２〜２５個、特に４〜２０個、とりわけ１０〜
２０個であることが好ましい。
【００１９】
繊維質基材の坪量は、先に述べた平均繊維間距離との関係で適切な値が選択される。坪
2

2

量が１０〜１００ｇ／ｍ 、特に２０〜５０ｇ／ｍ であると、平均繊維間距離を前述の範
囲内に調整することが容易となるので好ましい。同様の理由により、繊維質基材の厚みは
０．１〜１０ｍｍ、特に０．２〜２ｍｍであることが好ましい。また坪量や厚みをこの範

30

囲内にすることで、吸収性シートを薄型で且つ柔軟なものとすることができる。
【００２０】
繊維質基材の構成繊維に付着している高吸収性ポリマーの粒子としては、その重合性モ
ノマーの重合により得られ且つ吸水性を有するものであればその種類に特に制限はない。
高吸収性ポリマーは、好ましくは自重の２０倍以上の生理食塩水を吸収する吸収性を有す
る。そのような吸収性を有する代表的な高吸収性ポリマーとしては、ポリアクリル酸塩、
メタクリル酸塩などが挙げられるが、これに限られるものではない。
【００２１】
繊維質基材への高吸収性ポリマーの付着量は、吸収性シートの具体的な用途に応じて適
切な値が選択される。吸収性シートを例えば吸収性物品の吸収体として用いる場合には、
2
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２０〜１００ｇ／ｍ 、特に３０〜６０ｇ／ｍ であることが、十分な吸収容量を有し、薄
型で且つ柔軟な吸収体を得る点から好ましい。
【００２２】
高吸収性ポリマーの付着量に関連し、吸収性シートは、生理食塩水の飽和吸収量が５０
2

2

０〜５０００ｇ／ｍ 、特に１０００〜３５００ｇ／ｍ であることが、十分な吸収容量の
確保の点から好ましい。特に吸収性物品の吸収体として用いた場合に、十分な吸収容量を
確保し得る点から好ましい。飽和吸収量は次の方法で測定される。吸収性シートを長手方
向１００ｍｍ×幅方向１００ｍｍの寸法で切り出し試験片とする。得られた試験片を、１
５０ｍｍ×１５０ｍｍのナイロン製のメッシュ（２５０メッシュ）袋に入れ、該メッシュ
袋ごと生理食塩水に浸漬する。これを１分後に引き上げて５分間水切りを行う。水切り後
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の重量（ｇ）、浸漬前の重量（ｇ）及び試験片の面積（ｃｍ ）から、試験片１００ｃｍ

2

2

当たり生理食塩水の吸収量（ｇ）を算出して飽和吸収量（ｇ／１００ｃｍ ）とする。
【００２３】
高吸収性ポリマーの粒子の平均粒径は、吸収性シートの吸収性を向上させる観点から、
好ましくは５０〜１０００μｍであり、更に好ましくは１００〜６００μｍである。粒径
は、光学顕微鏡により粒子を拡大して測定する。２００個の粒子の粒径を測定し、平均粒
径（メジアン径）を算出する。
【００２４】
高吸収性ポリマーの粒子は、繊維質基材の構成繊維に例えば数珠状に付着していてもよ
く、或いは複数個の粒子が凝集した凝集体として付着していてもよい。吸収性シートの厚

10

み方向に関し、高吸収性ポリマーの粒子は、厚み方向に均一に付着していてもよく、或い
は何れか一方の表面側に偏在して付着していてもよい。吸収性シートの平面方向に関して
は、高吸収性ポリマーの粒子は、平面方向に均一に付着していてもよく、或いは所定のパ
ターンを形成するように付着していてもよい。
【００２５】
吸収性シートにおける繊維質基材の坪量と高吸収性ポリマーの坪量との比率は、前者／
後者＝１／１〜１／１０、特に１／２〜１／６であることが、十分な吸収容量を有し、薄
型で且つ柔軟な吸収体を得る点から好ましい。
【００２６】
2

2

吸収性シート自体の坪量は、３０〜５００ｇ／ｍ 、特に５０〜３００ｇ／ｍ であるこ

20

とが、高吸収容量を確保しつつ薄型で且つ柔軟な吸収体を得る点から好ましい。同様の理
由により、吸収性シートの厚みは０．１〜１０ｍｍ、特に０．２〜１ｍｍであることが好
ましい。
【００２７】
吸収性シートを、吸収性物品の吸収体として用いる場合には、吸収性物品の装着感を良
好にする観点から、吸収性シートは柔軟であることが好ましい。吸収性シートの柔軟さの
尺度として剛軟度を採用した場合、その値は吸収性シートの縦方向又は横方向において１
０〜５００ｍＮ・ｃｍ、特に２０〜２００ｍＮ・ｃｍであることが好ましい。剛軟度は、
ＪＩＳ

Ｐ８１２５のテーバーこわさ試験に準じて測定される。剛軟度をかかる範囲内に

調整するためには、例えば繊維質基材や高吸収性ポリマーの坪量、繊維質基材の構成繊維

30

の繊度、繊維質基材の厚みなどを適宜調整すればよい。
【００２８】
吸収性シートを、吸収性物品の吸収体として用いる場合には、該吸収性シートは、吸液
後に耐圧縮性を発現することが好ましい。耐圧縮性を有することで、吸液後に液の逆戻り
が起こりづらくなるからである。この観点から、吸収性シートは、これに生理食塩水を飽
和吸収させた状態で厚さ方向へ２０ｋＰａの圧力を加えたときの変形量が５０％以下、特
に４０％以下であることが好ましい。
【００２９】
前記の変形量の具体的な測定方法は次の通りである。本発明の吸収性シートを５０ｍｍ
×５０ｍｍの寸法に裁断し、０．５ｋＰａの荷重下における厚みＬ０を測定する。次いで

40

、体液が排泄されたときを想定し、シート全体に生理食塩水１２．５ｇ（シート重量の約
１０倍）をほぼ均一にかけ、シート全体を湿潤状態にする。その後、テンシロン圧縮試験
2

機において、圧縮面積１０ｃｍ （半径１．７８ｃｍの円板）、圧縮速度１０ｍｍ／ｍｉ
ｎで、最大荷重２０ｋＰａまで圧縮し圧縮された厚さＬ１を測定する。下記に示す式を用
いて圧縮変形量を求める。
圧縮変形量（％）＝Ｌ１／Ｌ０×１００
【００３０】
吸収性シートの耐圧縮性を前記のように調整するには、例えば高吸収性ポリマーを、繊
維質基材の厚さ方向に重なるように付着させればよい。こうすることで、吸液した高吸収
ポリマーが柱状の構造となり、耐圧縮性を高めることができる。
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【００３１】
吸収性シートの製造方法に特に制限はない。例えば、先に述べた特許文献１及び２に記
載の方法を用いることができる。嵩高な吸収性シートを容易に得る観点から、エアレイド
法によって繊維質基材を製造し、その製造と同時に高吸収性ポリマーの粒子を生成させる
ことが好ましい。そのような方法としては、重合性モノマー及び／又は該モノマーの重合
進行物を含有する液状物を繊維に付着させつつ、該液状物が付着した該繊維を堆積させ、
次いで該モノマー及び／又は該重合進行物を重合させて高吸収性ポリマーの粒子を生成さ
せると共に該繊維どうしを結合させてシート形態となす方法がある。具体的な手順は次の
通りである。
【００３２】

10

繊維を、ウェブ、織布、不織布等の特定のシート形状に成形する以前に、繊維に、重合
性モノマー及び／又は該モノマーの重合進行物を含有する液状物を付着させる。これによ
り、繊維のあらゆる方向に対して均一にポリマーを固定化することができる。また、ポリ
マーが繊維間の間隙を埋めてしまうことも起きにくいので、繊維本来の柔軟性を損なうこ
となくポリマーを繊維に固定化できる。
【００３３】
前記液状物を繊維に付着させる場合、該液状物を液滴の状態で付着させる。こうするこ
とで、重合が安定に行われ、また重合後のポリマーはより均一に固定化され、さらに繊維
からの脱落も起きにくくなる。前記液状物を液滴化する方法としては、公知の微粒化技術
を用いることができる。そのような微粒化技術としては、例えば、滴下法、スプレーノズ

20

ルを用いた液滴化、回転盤形アトマイザーを用いた液滴化、超音波法等が挙げられる。液
滴の粒径は、１０〜１０００μｍ、特に５０〜８００μｍであることが好ましい。
【００３４】
前記液状物を繊維に均一に付着させるためには、該液状物と繊維とを同時に供給しつつ
、該液状物を繊維に付着させることが有効である。この場合、前記液状物および繊維それ
ぞれの一部または全部を気相中で接触させることにより、該液状物を繊維に付着させるこ
とが有効である。これにより、繊維に付着した液滴中の重合性モノマーあるいは重合進行
物の重合を気相中で直ちに行うことが可能となるので、重合中に該液状物同士が合一しに
くくなり、ポリマーを一層均一に固定化させることができる。前記液状物および繊維それ
ぞれを気相中で接触させて該液状物を繊維に付着させる場合には、該液状物が付着した繊

30

維を堆積させることが有効である。繊維どうしは、高吸収性ポリマーの粒子を介して結合
していてもよく、或いは熱融着や接着剤による接着などによって結合していてもよい。更
に、繊維どうしが交絡していてもよい。このような製造方法を実施するための装置は、例
えば先に述べた特許文献２の図１及び図２に記載されている。
【００３５】
前記液状物中の重合性モノマー及び／又は重合進行物を重合する方法には、例えば重合
開始剤を用いる方法、放射線・電子線・紫外線を照射する方法等がある。付加重合性モノ
マーを用いる場合の重合開始剤、即ち、付加重合開始剤としては、過酸化水素、ベンゾイ
ルパーオキサイド、キュメンハイドロパーオキサイド等の過酸化物、アゾビスイソブチロ
ニトリル等のアゾ化合物、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム等のラジカル発生剤や、

40

これらと亜硫酸水素ナトリウム、Ｌ−アスコルビン酸、第一鉄塩等の還元剤との組み合わ
せによるレドックス系開始剤が用いられる。一方、重付加性モノマーを用いる場合の触媒
、即ち、重付加反応の触媒としては、三級アミンや錫化合物等が好適に用いられる。
【００３６】
特に、重合開始剤としてレドックス系開始剤を用いる場合には、レドックス系開始剤を
構成する酸化剤を含有する重合性モノマーＡの液滴と、レドックス系開始剤を構成する還
元剤を含有する重合性モノマーＢの液滴とを気相中で混合して重合進行物を形成し、該重
合進行物の液滴を気相中で繊維に付着させることが好ましい。液滴どうしの気相中での混
合方法は、例えば特許文献１の第１図に示されている。或いは、前記の重合性モノマーＡ
の液滴と、前記の重合性モノマーＢの液滴とを同時に又は相前後して気相中で繊維上に付
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着させ、互いに接触させた後、繊維上で重合性モノマーをレドックス重合させることも好
ましい。こうすることで、重合性モノマーＡの液滴と重合性モノマーＢの液滴とを気相中
で混合する場合に比較して、処理能力を高くすることができ、吸収性シートの生産性を高
める事が容易となる。
【００３７】
なお、重合に際しては公知の架橋剤を重合系に添加してもよい。これによって、得られ
る高吸収性ポリマーの吸収性能を所望のものとすることができる。その他、重合反応に関
する詳細については、先に述べた特許文献１及び２に記載の諸条件を採用することができ
る。
【００３８】

10

図１には、本発明の吸収性シートを吸収体として用いた吸収性物品の一例が示されてい
る。図１は、吸収性物品の厚さ方向の断面を示している。吸収性物品１は、吸収性シート
２を備えている。吸収性シート２の一方の面側には液透過性の表面シート３が配されてい
る。吸収性シート２の他方の面側には、液不透過性ないし撥水性（以下、これらを総称し
て液不透過性という）の裏面シート４が配されている。吸収性シート２は、繊維質基材５
と、その構成繊維に付着している高吸収性ポリマーの粒子６とを有している。高吸収性ポ
リマーの粒子６は、吸収性シート２の厚み方向に均一に付着している。
【００３９】
吸収性シート２と裏面シート４との間には、液体ストックシート７が配されている。液
体ストックシート７は、表面シート３及び吸収性シート２を通過してきた液を一時的に貯

20

留するために用いられる。この目的のために、液体ストックシート７は、液の貯留が可能
な空間を有する嵩高な材料からなることが好ましい。そのような材料としては、平均繊維
間距離の大きな繊維シートやオープンセル型の発泡シートなどが挙げられる。特に、液体
ストックシート７として繊維シートを用いると、吸収性シート２と構成材料が同じである
ことから、両者がなじみやすく、吸収性物品１の装着感や風合いが良好になるので好まし
い。
【００４０】
液体ストックシート７として繊維シートを用いた場合、その平均繊維間距離は、吸収性
シート２のそれと同程度とすることができる。具体的には１００〜１０００μｍ、特に３
００〜６００μｍであることが好ましい。繊維シートの坪量及び厚みは、平均繊維間距離

30

が前記の範囲となるように選択されることが好ましい。具体的には、繊維シートの坪量は
2

2

２０〜２００ｇ／ｍ 、特に３０〜１００ｇ／ｍ であることが好ましい。繊維シートの厚
みは０．１〜１０ｍｍ、特に０．２〜１ｍｍであることが好ましい。
【００４１】
繊維シートは、吸収性シート２と同様に、不織布、織布、編地、開繊トウ、開繊ウエブ
などから構成することができる。特に、エアスルー不織布やエアレイド不織布は、目開き
が大きく嵩高な構造を有するので好適に用いられる。繊維シートの構成繊維やその繊度に
ついては、吸収性シート２を構成する繊維質基材と同様とすることができ、該繊維質基材
に関して先に述べた説明が、繊維シートに適宜適用される。
【００４２】

40

本実施形態の吸収性物品１は、特に高粘性液の吸収に優れ、しかも液戻り防止性にも優
れたものである。この理由は次の通りである。先に述べた通り、吸収性シート２は嵩高な
構造を有している。従って流動性の低い軟便や経血、おりもの等が排泄されても、これら
は容易に吸収性シート２を通過する。通過した軟便等は、液体の一時貯留機能を有する液
体ストックシート７中に貯留される。液体ストックシート７中に貯留された軟便等は、時
間の経過と共に吸収性シート２に含まれる高吸収性ポリマーによって吸収・固定化される
。これによって高吸収性ポリマーは膨潤し、その粒子６間の距離が次第に縮まる。場合に
よっては粒子６どうしが接するまでに膨潤する。つまり、ゲルブロッキングに類似した状
態が生ずる。その結果、吸収性シート２は、ポリマーの膨潤前に比較して空間の少ない密
な構造に変化する。液体ストックシート７中に貯留されている軟便等は、このように構造
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変化した吸収性シート２によって、表面シート側から閉塞された状態となる。言わば上か
ら蓋をされた状態となる。このような理由により、一旦吸収された軟便等が吸収性シート
２を通じて逆戻りしづらくなる。従来の吸収性物品の吸収体においては、高吸収性ポリマ
ーがゲルブロッキングを起こすことは、吸収阻害の原因となることから禁物とされていた
が、本実施形態の吸収性物品１においては、それを逆手にとって液の逆戻りを防止してい
る。このような考え方は、吸収性物品の技術分野において今まで考えられてもいなかった
斬新なものである。
【００４３】
図１に示す吸収性物品１の表面シート３及び裏面シート４としては、当該技術分野にお
いて通常用いられているものと同様のものを用いることができる。例えば表面シート３と

10

しては、液透過性の不織布やこれに開孔を形成したもの、穿孔フィルムなどを用いること
ができる。裏面シート４としては、液不透過性のフィルム、撥水性の不織布、フィルムと
不織布とのラミネートなどを用いることができる。液透過性のフィルムは透湿性を有して
いてもよい。
【００４４】
特に高粘性液の吸収性を一層高める観点から、吸収性シート２と同様に、表面シート３
もその目開きが大きくなっており、その厚さ方向へ高粘性液を容易に移動可能にする構造
になっていることが好ましい。この観点から、表面シート３は、その平均繊維間距離が４
００〜１０００μｍ、特に５００〜９００μｍであることが好ましい。表面シート３の繊
維間距離をかかる範囲内に調整するためには、例えば５〜２０ｄｔｅｘの繊維を用いてエ
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アスルー法により得ることができる。また、表面シート２に開孔を施してもよい。その場
合には、太さ１〜３ｄｔｅｘの繊維からなる不織布を用い、開孔の下端周縁部の径が０．
５〜２．０ｍｍ、開孔率が７％以上となるように開孔すればよい。更に、繊維間距離を１
０００μｍまでとすることにより増粘した吸収物の液戻りを低減させやすくなり好ましい
。なお、表面シート３における前記の範囲の平均繊維間距離や開孔の寸法は、本実施形態
の吸収性物品のみならず、後述する図２〜図４に示す吸収性物品における表面シートにも
適用がある。
【００４５】
図２には、図１に示す吸収性物品の変形例が示されている。同図に示す吸収性物品１に
は、図１に示す吸収性物品と異なり液体ストックシート７が配されていない。また吸収性

30

シート２にはその厚み方向全域にわたって高吸収性ポリマーの粒子６が分布していない。
本実施形態における吸収性シート２は、その厚み方向で見たとき、高吸収性ポリマーの粒
子６が表面シート３の側寄りに偏在して付着しており、裏面シート４の側寄りにおける高
吸収性ポリマーの粒子６の付着量が相対的に低くなっている。図２においては、吸収性シ
ート２における裏面シート４の側寄りには高吸収性ポリマーの粒子が殆ど存在していない
状態が示されている。それによって、吸収性シート２における裏面シート４の側寄りには
液体ストック層８が形成されている。
【００４６】
本実施形態における液体ストック層８は、図１に示す吸収性物品における液体ストック
シート７と同様の働きを有するものである。従って、本実施形態の吸収性物品１も、図１
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に示す吸収性物品と同様に、高粘性液の吸収に優れ、しかも液戻り防止性にも優れたもの
となる。そのメカニズムについては図１に示す吸収性物品と同様なのでここではその説明
を省略する。高吸収性ポリマーの粒子６が厚み方向に偏在した吸収性シート２を製造する
には、例えば、先に述べた吸収性シートの製造方法において、繊維質基材の一方の面に優
先的に、重合性モノマー又はその重合進行物を含む液状体を付着させて重合を行えばよい
。
【００４７】
図３に示す吸収性物品１は、図２に示す吸収性物品において、吸収性シート２と裏面シ
ート４との間に、パルプを含む吸収コア９が配されたものである。吸収コア９は、フラッ
プパルプ１０と高吸収性ポリマーの粒子１１との積繊体がティッシュペーパー等の吸収紙
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１２に包まれて構成されている。吸収コア９は、従来の吸収性物品に用いられる吸収体と
ほぼ同様の構成をしている。図３に示す実施形態の吸収性物品１によれば、図１及び図２
に示す実施形態の吸収性物品よりも、液の吸収容量が一層高くなる。従って図３に示す実
施形態の吸収性物品１は、液を多量に吸収保持するために用いられる吸収性物品、例えば
使い捨ておむつとして特に好適である。なお、本実施形態は、図２に示す実施形態の変形
例に当たるものであるが、これに代えて図１に示す実施形態の吸収性物品における液体ス
トックシート７と裏面シート４との間に吸収コア９を配しても同様の効果を得ることがで
きる。
【００４８】
図４に示す実施形態の吸収性物品は、これまでに説明してきた吸収性物品と同様に吸収

10

性シートを用いる点では共通するものの、吸収性シートの基本構成が相違している。本実
施形態の吸収性物品１における吸収性シート２は、その厚み方向で見たとき、高吸収性ポ
リマーの粒子６が裏面シート４の側寄りに偏在して付着しており、表面シート３の側寄り
における高吸収性ポリマーの粒子の付着量が相対的に低くなっている。図４には、吸収性
シート２における表面シート３の側寄りには高吸収性ポリマーの粒子が殆ど存在していな
い状態が示されている。それによって、吸収性シート２における表面シート３の側寄りに
は空隙層１３が形成されている。
【００４９】
吸収性シート２と裏面シート４との間には、図３に示す実施形態の吸収性物品と同様に
、吸収コア９が配されている。吸収コア９は、フラッフパルプ１０と高吸収性ポリマーの

20

粒子１１との積繊体がティッシュペーパー等の吸収紙１２に包まれて構成されている。
【００５０】
本実施形態の吸収性物品１は、嵩高な構造を有する吸収性シート２に起因して、特に高
粘性液の吸収に優れたものとなる。この理由は、図１に示す実施形態の吸収性物品に関し
て詳述した理由と同様である。更に本実施形態の吸収性物品１は液戻り防止性にも優れた
ものとなる。この理由は次の通りである。流動性の低い排泄物である軟便や経血、おりも
の等が排泄されると、これらは吸収性シート２における空隙層１３を通過する。空隙層１
３は平均繊維間距離が大きい空間になっているので、該空隙層１３に液は滞留しづらく下
方に流れていく。そして液は、高吸収性ポリマーが存在している部位にまで到達する。排
泄物が尿のような流動性の高い液の場合には、吸収性シート２全体を通過して吸収コア９

30

にまで達し、そこで吸収される。しかし、軟便や経血、おりもの等は、吸収コア９には吸
収されにくい。この理由は、吸収コア９は一般にその目開きが小さいからである。従って
軟便等は、吸収性シート２における高吸収性ポリマーが存在している部位に留まり、当該
部位で高吸収性ポリマーに吸収される。先に述べた通り、吸収性シート２は吸液後の耐圧
縮性が高いので、吸収性シート２が一旦液を吸収して膨潤すると、その後に吸収性物品１
に荷重が加わっても、吸収された液の逆戻りが起こりづらくなる。しかも、吸収性シート
２における表面シート２寄りの部位である空隙層１３は、軟便等の滞留量が少ない状態に
なっているので、当該空隙層１３が液戻りに対するバッファ層として作用し、それによっ
て液戻りが一層起こりづらくなる。
【００５１】

40

以上、詳述した通り、本発明の吸収性シートは、各種吸収性物品の吸収体として特に好
適に用いられる。そのような吸収性物品としては、例えば、各種使い捨ておむつや、生理
用ナプキン、パンティライナ、失禁パッド等が挙げられる。特に軟便、経血、おりもの等
の高粘性液の吸収に用いられる吸収性物品である使い捨ておむつや生理用ナプキン、パン
ティライナに本発明の吸収性シートを適用することが、高粘性液の効率的な吸収の点から
好適である。
【００５２】
また本発明の吸収性シートは、吸収性物品の吸収体のみならず、農業や土木の分野で用
いられる土壌の保水材としても好適に用いられる。
【００５３】
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以下、実施例により本発明を更に詳細に説明する。しかしながら本発明の範囲はかかる
実施例に制限されるものではない。特に断らない限り「％」及び「部」はそれぞれ「重量
％」及び「重量部」を意味する。
【００５４】
〔実施例１〕
図４に示す実施形態の使い捨ておむつを作製した。使用した部材は以下の通りである。
（１）表面シート
チッソ（株）のＥＳ繊維（オレフィン系複合繊維、２．２ｄｔｅｘ×５５ｍｍ）を原料
2

として作製した坪量２５ｇ／ｍ のエアスルー不織布（平均繊維間距離：８５μｍ）を用
いた。

10

（２）裏面シート
2

低密度ポリエチレンのフィルム（坪量２０ｇ／ｍ ）を用いた。
（３）吸収コア
フラッフパルプと高吸水ポリマーの粒子を均一混合して得られた混合体をティッシュペ
2

ーパーで包んで吸収コアを作製した。フラッフパルプの坪量は３００ｇ／ｍ 、高吸水ポ
2

2

リマーの坪量は１７０ｇ／ｍ であった。ティッシュペーパーの坪量は１６ｇ／ｍ であっ
た。
（４）吸収性シート
チッソ（株）のＥＳ繊維（オレフィン系複合繊維、５．５ｄｔｅｘ×５５ｍｍ）を原料
2

として坪量２５ｇ／ｍ のエアスルー不織布を作製した。この不織布に、高吸水性ポリマ

20

2

ーの粒子を５０ｇ／ｍ 付着させ、平均繊維間距離１６０μｍの吸収性シートを得た。こ
2

の吸収性シートの生理食塩水の飽和吸収量は１５００ｇ／ｍ であった。この吸収性シー
トは、その厚み方向で見たとき、高吸収性ポリマーの粒子がシートの一方の面側寄りに偏
在して付着しており、他方の面側寄りにおける高吸収性ポリマーの粒子の付着量が相対的
に低くなっており、それによって該吸収性シート中の他方の面側寄りに液体ストック層が
形成されていた。高吸水性ポリマーの粒子の付着方法は以下の通りである。
８０％のアクリル酸水溶液１２５部を、３０％の水酸化ナトリウム水溶液１３３部で中
和した。この中和液と、エチレングリコールジグリシジルエーテル０．３部、過酸化水素
０．４７部及びイオン交換水１３．５部とを混合した。更に、０．１％硝酸第二鉄水溶液
〔和光純薬工業（株）製、鉄標準液〕を、モノマー水溶液中の鉄イオン濃度が２ｍｇ／ｋ
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ｇとなるように加え、モノマー水溶液を得た。このモノマー水溶液におけるモノマー濃度
は４５％、アクリル酸中和度は７２％、過酸化水素の量はモノマー１００部に対して０．
３９部（対モノマー１．０モル％）であった。
このモノマー水溶液を、前記の不織布にスプレーノズルにより液滴状に付着させた。付
2

着量（固形分量）は５０ｇ／ｍ となるようにした。５ｍ／分の速度で移動しているコン
ベア上にその不織布を載せ、該不織布を紫外線照射装置内に連続８回通過させ、該不織布
に向けて紫外線を照射した。これによりモノマーの重合を行い、不織布に高吸収性ポリマ
ーの粒子を付着させた。紫外線照射装置として、アイグラフィック（株）製のアイグラン
デージ（商品名）を用いた。この装置には、出力１２０Ｗ／ｃｍの高圧水銀ランプが装着
2

されていた。照射した紫外線の積算線量は２４００ｍＪ／ｃｍ 、８回の紫外線照射によ

40

る重合に要した時間は２４秒間であった。
重合終了後、不織布に対して温度１４２℃・露点９０℃の調湿熱風を３０秒間通過させ
てその乾燥を行った。
付着した高吸収性ポリマーの粒子の平均粒径は２４０μｍであり、数珠状の状態になっ
ていた。
【００５５】
前記の（１）−（４）の部材を用い、以下の方法で使い捨ておむつを作製した。吸収性
シート及び吸収コアを１００ｍｍ×２４５ｍｍに切断した。表面シート及び裏面シートは
２６５ｍｍ×３７０ｍｍに切断した。表面シート、吸収性シート、吸収コア、裏面シート
をこの順に積層して、表面シートと裏面シートの周辺部をホットメルト接着剤でシールす
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ることにより使い捨ておむつを得た。吸収性シートの積層に際しては、高吸収性ポリマー
の粒子が偏倚して付着している側を吸収コアに向け、液体ストック層の側を表面シートに
向けて配置した。
【００５６】
得られた使い捨ておむつを用い、ウエットバック及び固形分付着率を以下の方法で測定
した。
【００５７】
〔ウエットバック〕
ヨーグルトに青色１号を入れて攪拌し、更に蒸留水で希釈して粘度４００ｍＰａ・ｓと
なるように調製したものを擬軟便とした。使い捨ておむつに擬軟便を２０ｇ注入した後、

10

表面シート上に予め重量を測定しておいた豚皮（１００ｍｍ×２４５ｍｍ）を載せた。更
にその上に、厚さ３ｍｍのアクリルプレート（１００ｍｍ×２４５ｍｍ）を重ね、３ｋｇ
の錘で５分間加圧した。その後、錘及びアクリルプレートを取り外し、豚皮の重量を測定
した。この重量から予め測定しておいた豚皮の重量を差し引き、その値をウエットバック
重量とした。ウエットバック重量を、擬軟便の注入重量（２０ｇ）で除し、１００を乗じ
た値を、ウエットバックした擬軟便の割合（％）とした。この値が小さいほど、ウエット
バックした擬軟便の量が少ないことを意味する。
【００５８】
〔固形分付着率〕
前記のウエットバックの測定で得られた擬軟便の付着した豚皮を乾燥させた。乾燥後の

20

重量を測定し、この重量から予め測定しておいた豚皮の重量を差し引き、付着固形分量を
求めた。この付着固形分量を、注入した２０ｇの擬軟便の固形分量で除し、１００を乗じ
た値を、固形分付着率（％）とした。この値が小さいほど、ウエットバックした擬軟便の
量が少ないことを意味する。
【００５９】
このようにして得られたウエットバックした擬軟便の割合は４％、固形分付着率（％）
は１０％であった。参考例として、花王株式会社製の使い捨ておむつであるメリーズ（登
録商標）新生児用を用い、同様の測定を行ったところ、ウエットバックした擬軟便の割合
は２５％、固形分付着率（％）は６５％であった。
【００６０】
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〔実施例２〕
図１に示す実施形態の使い捨ておむつを作製した。使用した部材は以下の通りである。
（１）表面シート
チッソ（株）のＥＳ繊維（オレフィン系複合繊維、５．５ｄｔｅｘ×５５ｍｍ）を原料
2

として作製した坪量２５ｇ／ｍ のエアスルー不織布（平均繊維間距離：４００μｍ）を
用いた。
（２）裏面シート
低密度ポリエチレン樹脂１００部及び炭酸カルシウム（平均粒径１．２μｍ）１２０部
よりなる組成物をシート状に溶融成形し、一軸方向へ２．０倍に延伸して得られた通気性
2

フィルム（坪量２０ｇ／ｍ ）を用いた。

40

【００６１】
（３）吸収性シート
８０％アクリル酸水溶液１２５部及び３０％水酸化ナトリウム水溶液１３３部を混合し
て、中和度７２％、濃度４７％の中和モノマー水溶液を得た。得られた中和モノマー水溶
液を２つに分け、架橋剤としてのＮ，Ｎ

−メチレンビスアクリルアミド０．０７部をそ

れぞれに溶解した。一方の水溶液には更に酸化剤として６．８％過酸化水素水７部を添加
した（２０℃における粘度１０ｍＰａ・ｓ）。他方の水溶液には更に還元剤として７．０
％Ｌ−アスコルビン酸水溶液７部を加えた（２０℃における粘度１０ｍＰａ・ｓ）。この
ようにして二液系のモノマー水溶液を得た。このモノマー水溶液を、特開平１１−９３０
７３号公報に記載の方法に従い、図５に示す装置を用いて、熱融着性の捲縮ポリエステル
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繊維（２．２ｄｔｅｘ×３ｍｍ、捲縮率：５０％、捲縮数１０個／ｃｍ）に付着させた。
【００６２】
図５に示す装置は、中空の本体２０の上部に空気の送風口２１及び下部に排気口２２を
有し、その内部に空気の流通が可能になされている。また、本体２１の側部には、繊維供
給口２３を介して解繊機２４が備えられている。解繊機２４には、供給源（図示せず）か
ら前記の捲縮ポリエステル繊維が所定の供給量で供給されるようになされている。更に、
本体２０の上部には、モノマー水溶液の噴霧装置として二液混合型スプレーノズル２５が
備えられている。スプレーノズル２５にはモノマー供給管２６を通じて供給源（図示せず
）から前記モノマー水溶液がそれぞれ所定の供給量で供給されるようになされている。そ
して、前記の捲縮ポリエステル繊維が繊維供給口２３から本体２０内に落下中に、スプレ

10

ーノズル２５から前記モノマー水溶液が混合噴霧されて、捲縮ポリエステル繊維に付着す
るようになされている。混合されたモノマー水溶液は捲縮ポリエステル繊維に付着しつつ
、本体２０の底部に備えられたワイヤーメッシュ２７上に堆積される。
【００６３】
図５に示す装置を用い、前記モノマー水溶液を二液混合型スプレーノズル２５によって
１００〜２００μｍに微粒化し、２０ｇ／ｍｉｎで本体２０内に供給した。これと共に、
解繊機２４によって解繊された熱融着性の捲縮ポリエステル繊維を３ｇ／ｍｉｎで本体２
０内に供給した。これらと共に、２５℃の空気を送風口２１から送風し排気口２２から吸
引して、前記ポリエステル繊維の堆積を促進させた。前記モノマー水溶液及び前記ポリエ
ステル繊維をそれぞれ本２０内に供給することによって、ワイヤーメッシュ２７上に、該

20

モノマー水溶液が付着したポリエステル繊維からなる堆積物が得られた。該モノマー水溶
液の該堆積物への付着量は、該堆積物１００部に対して６４０部であった。該堆積物に付
着した重合進行中のモノマー水溶液は、ワイヤーメッシュ２７上で更に重合が進行した。
ワイヤーメッシュ２７上に１０分静置後、堆積物を１４０℃で熱風処理し、高吸収性ポリ
マーの粒子がポリエステル繊維に固定化された吸水性シートを得た。得られた吸水性シー
トにおいては、高吸収性ポリマーの粒子が繊維全体にわたって均一に固定化され、かつ粒
子の合一はほとんど観察されなかった。また、該吸水性シートは、柔軟性に富んだ不織布
状のものであった。吸収性シートにおける高吸収性ポリマーと繊維との重量比（前者／後
者）は２／１であった。繊維に付着した高吸収性ポリマー粒子の平均粒径は１４５μｍで
形状は数珠状であった。このようにして平均繊維間距離１５０μｍ、坪量１２０ｇ／ｍ

2

の吸収性シートを得た。この吸収性シートの生理食塩水の飽和吸収量は２５００ｇ／ｍ

2

30

であった。
【００６４】
（４）液体ストックシート
チッソ（株）のＥＳ繊維（オレフィン系複合繊維、１１ｄｔｅｘ×５ｍｍ）を原料とし
2

て作製した坪量５０ｇ／ｍ のエアレイド不織布（繊維間距離２００μｍ）を用いた。
【００６５】
前記の（１）−（４）の部材を用い、以下の方法で使い捨ておむつを作製した。吸収性
シート及び液体ストックシートを１００ｍｍ×２４５ｍｍに切断した。表面シート及び裏
面シートは２６５ｍｍ×３７０ｍｍに切断した。表面シート、吸収性シート、液体ストッ

40

クシート、裏面シートをこの順に積層して、表面シートと裏面シートの周辺部をホットメ
ルト接着剤でシールすることにより使い捨ておむつを得た。このようにして得られた使い
捨ておむつについて、実施例１と同様の方法でウエットバック及び固形分付着率を測定し
た。その結果、ウエットバックした擬軟便の割合は７％、固形分付着率（％）は２０％で
あった。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明の吸収性シートを備えた吸収性物品の一例の構造を示す模式図である。
【図２】本発明の吸収性シートを備えた吸収性物品の他の例の構造を示す模式図（図１相
当図）である。
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【図３】本発明の吸収性シートを備えた吸収性物品の更に他の例の構造を示す模式図（図
１相当図）である。
【図４】本発明の吸収性シートを備えた吸収性物品の更に他の例の構造を示す模式図（図
１相当図）である。
【図５】本発明の吸収性シートを製造するための好ましい装置の一例を示す模式図である
。
【符号の説明】
【００６７】
１

吸収性物品

２

吸収性シート

３

表面シート

４

裏面シート

５

繊維質基材

６

高吸収性ポリマーの粒子

７

液体ストックシート

８

液体ストック層

９

吸収コア

１０

フラッフパルプ

１１

高吸収性ポリマーの粒子

１２

ティッシュペーパー

１３

空隙層

【図１】
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【図４】

【図２】
【図５】

【図３】
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