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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エステル化合物（Ａ）及び一般式（１）で表されるアルキルホスフェート塩（Ｂ）を含
有する透水性付与剤であって、（Ａ）が、椰子油、パーム油、落花生油、オリーブ油、ひ
まし油、菜種油、糠油、ヒマワリ油、牛脂及び鯨油からなる群から選択される１種以上の
動植物油（Ａ１）とグリセリンとのエステル交換反応物であり、（Ａ）のエステル化度が
３３％～６７％であり、前記アルキルホスフェート塩（Ｂ）がポリオキシアルキレン基含
有アルキルホスフェート塩を含有する透水性付与剤。
【化１】
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［式中、Ｒ１は炭素数６～２４のアルキル基であり、ＡＯは炭素数２～４のアルキレンオ
キシ基であり、ｍは０～１５の整数であり、ｒは１又は２の整数であり、Ｍは、水素又は
アルカリ金属である。］
【請求項２】
　エステル化合物（Ａ）の含有率が透水性付与剤の重量に基づいて、１０～７０重量％で
ある請求項１に記載の透水性付与剤。
【請求項３】
　非イオン性界面活性剤（Ｃ）を含有する請求項１又は２に記載の透水性付与剤。
【請求項４】
　非イオン性界面活性剤（Ｃ）が１価アルコール型非イオン界面活性剤及び／又は多価ア
ルコール型非イオン界面活性剤である請求項３に記載の透水性付与剤。
【請求項５】
　エステル化合物（Ａ）の含有率が透水性付与剤の重量に基づいて、１０～７０重量％、
アルキルホスフェート塩（Ｂ）の含有率が１０～５０重量％、非イオン性界面活性剤（Ｃ
）の含有率が２０～７０重量％である請求項３又は４に記載の透水性付与剤。
【請求項６】
　繊維用である請求項１～５のいずれかに記載の透水性付与剤。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載の透水性付与剤が疎水性繊維の重量に基づいて、０．０
５～５重量％付着されてなる透水性繊維。
【請求項８】
　請求項７に記載の透水性繊維を用いた不織布。
【請求項９】
　請求項８に記載の不織布からなる表面材を用いた吸水性物品。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は紙おむつや生理用品等の吸収性物品のトップシートに用いられる疎水性繊維に
好適な透水性付与剤に関するものである。さらに詳しくは、トップシートを通して尿や体
液などの水性液体の吸収特性や繰り返し透水性を改善し、一度吸収された尿や体液などが
、再びトップシートから逆流して着用者に付着すること、即ち、液戻り性を改善した透水
性付与剤に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、紙おむつや生理用品等の吸収性物品は、液透過性のトップシートと液不透過性
のバックシートの間に、綿状パルプ、高吸収性高分子物質等からなる吸収体を配置した構
成になっている。尿や体液はトップシートを通って吸収体に吸収される。この時、不快感
を回避するために、尿や体液が完全に吸収されるまでの時間が極めて短いこと、吸収体か
ら表面への尿や体液の液戻りが少ないことが必要である。更に僅か１回から２回の尿や体
液の吸収によってトップシート上の処理剤が流出して透水性が急激に低下するのは、紙お
むつや生理用品の取り替え回数が増すことになって好ましくないので、耐久性のある透水
材が要求されている。
【０００３】
　たとえば、特許文献１ではアルキルリン酸エステル塩とポリエーテル変性シリコーンを
併用する方法が提案されており、特許文献２ではデンプン及び／又はセルロース誘導体と
水溶性エチレン性不飽和単量体との混合物を使用する方法が開示されている。
【０００４】
　紙おむつや生理用品等、繰り返し体液を吸収させる吸収体の性能向上の要望が強くなり
、さらに吸収回数を増やす要望が出てきたため、これらの透水性付与剤を用いた繊維から
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なるトップシートでは初期透水性、繰り返し透水性、液戻り防止性が十分でないという欠
点を有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平４－８２９６１号公報
【特許文献２】特開２００２－８８６５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、近年、紙おむつや生理用品等、繰り返し体液を吸収させる吸収体の性能
向上の要望が強くなり、さらに吸収回数を増やす要望が出てきたため、特許文献１，２の
透水性付与剤を用いた繊維からなるトップシートでは透水性、繰り返し透水性、液戻り防
止性が十分でない。
　本発明は、繰り返し体液等の水性液体を透過させても、水性液体の吸収がスムーズで吸
収の低下が少なく、一度吸収された尿や体液などが、再びトップシートから逆流して着用
者に付着することのない吸水性物品のトップシートを得ることができる、疎水性繊維用透
水性付与剤を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、以下に示すような発明に
到達した。すなわち本発明は、エステル化合物（Ａ）及び一般式（１）で表されるアルキ
ルホスフェート塩（Ｂ）を含有する透水性付与剤であって、椰子油、パーム油、落花生油
、オリーブ油、ひまし油、菜種油、糠油、ヒマワリ油、牛脂及び鯨油からなる群から選択
される１種以上の動植物油（Ａ１）とグリセリンとのエステル交換反応物であり、（Ａ）
のエステル化度が３３％～６７％である透水性付与剤であり、前記アルキルホスフェート
塩（Ｂ）がポリオキシアルキレン基含有アルキルホスフェート塩を含有する。
【化１】

［式中、Ｒ１は炭素数６～２４のアルキル基であり、ＡＯは炭素数２～４のアルキレンオ
キシ基であり、ｍは０～１５の整数であり、ｒは１又は２の整数であり、Ｍは、水素又は
アルカリ金属である。］
 
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の透水性付与剤中に含まれるエステル化合物（Ａ）が付着された透水性繊維を使
用した不織布は、初期透水性に優れていると同時に、繰り返し透水回数が従来の付与剤を
用いた場合に比べて飛躍的に向上する。このため、紙おむつ、生理用ナプキンといった衛
生材料の表面材としてとくに好適である。
【発明を実施するための形態】
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【０００９】
　本発明の透水性付与剤は、繰り返し透水性向上の観点から椰子油、パーム油、落花生油
、オリーブ油、ひまし油、菜種油、糠油、ヒマワリ油、牛脂及び鯨油から選択される１種
以上の動植物油（Ａ１）とグリセリンとのエステル交換反応物からなり、エステル化度が
３３％～６７％であるエステル化合物（Ａ）を含有する。
【００１０】
　動植物油（Ａ１）の具体例として、椰子油、パーム油、落花生油、オリーブ油、ひまし
油、菜種油、糠油、ヒマワリ油、牛脂及び鯨油などから選択される天然油脂が挙げられる
。　これらのうち水への繰り返し透水性と液戻り防止性との両立の観点から、菜種油及び
パーム油が好ましい。
【００１１】
　本発明における椰子油、パーム油、落花生油、オリーブ油、ひまし油、菜種油、糠油、
ヒマワリ油、牛脂及び鯨油からなる群から選択される１種以上の動植物油（Ａ１）とグリ
セリンとのエステル交換反応物からなる脂肪酸部分エステル化合物（Ａ）は、公知の方法
等で製造でき、例えば、上記（Ａ１）とグリセリンを炭酸カリウム若しくは炭酸ナトリウ
ムなどを塩基性触媒としたエステル交換反応により製造できる。
　本発明におけるエステル化合物（Ａ）のエステル化度は３３％～６７％であり、初期透
水性と繰り返し透水性の両立の観点から好ましくは４５％～５５％である。
　エステル化度が３３％未満であると親水性が強くなり、繰り返し透水性及び液戻り性が
低下する。
　本発明におけるエステル化度は、ゲルパーミエーションクロマトグラフ（ＧＰＣ）法か
ら求めたモノ、ジ、トリエステル体の積分面積をもとに下記数式（１）から算出する。
【００１２】
　ＧＰＣの条件は以下のとおりである。
装置：ＨＬＣ－８２２０ＧＰＣ [東ソー（株）製]
ＧＰＣカラム
ガードカラム：ＴＳＫｇｕａｒｄｃｏｌｕｍｎ ＳｕｐｅｒＨ－Ｌ（４．６ｍｍＩ．Ｄ．
×１５ｃｍ）
分離カラム： ＴＳＫｇｅｌ ＳｕｐｅｒＨ２０００（６ｍｍＩ.Ｄ.×１５ｃｍ）＋ＴＳＫ
ｇｅｌ ＳｕｐｅｒＨ３０００（６ｍｍＩ.Ｄ.×１５ｃｍ）＋ＴＳＫｇｅｌ ＳｕｐｅｒＨ
４０００（６ｍｍＩ.Ｄ.×１５ｃｍ）
検出器：ＲＩ検出器
流動媒体：テトラヒドロフラン
流速：０．６ｍｌ／ｍｉｎ
カラム温度：４０℃
サンプル濃度：０．２５重量％
サンプル注入量：１０μｌ
【００１３】
【数１】

【００１４】
　本発明の透水性付与剤中のエステル化合物（Ａ）の含有率は透水性付与剤の重量に基づ
いて、繰り返し透水性の観点から、好ましくは１５～７５重量％、更に好ましくは２５～
６５重量％、特に好ましくは３５～６０重量％である。
【００１５】
　本発明の透水性付与剤は、一般式（１）で表されるアルキルホスフェート塩（Ｂ）をさ
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らに含有することが初期透水性及び繰り返し透水性の観点から好ましい。
【００１６】
【化１】

【００１７】
　式中、Ｒ１は炭素数６～２４のアルキル基であり、ＡＯは炭素数２～４のアルキレンオ
キシ基であり、ｍは０～１５の整数であり、ｒは１又は２の整数であり、Mは、水素又は
アルカリ金属である。
【００１８】
　一般式（１）におけるＲ１は、好ましくは炭素数６～２４のアルキル基であり、より好
ましくは炭素数が８～２０であり、特に好ましくは８～１８である。なお、アルキル基の
炭素数は分布があっても良く、２種類以上のアルキルホスフェート塩の混合物でも良い。
【００１９】
　また、一般式（１）におけるＡＯは炭素数２～４のアルキレンオキシ基であり、具体的
にはエチレンオキシ基、プロピレンオキシ基、ブチレンオキシ基が挙げられる。これらの
うち好ましいものはエチレンオキシ基である。　
　Ｍは水素又はアルカリ金属（ナトリウム、カリウム及びリチウム等）を表す。そして、
ｍはアルキレンオキサイドの付加モル数を意味し、好ましくはmが０～１５の整数であり
、より好ましくはmが０～８であり、特に好ましくはmが０～５である。ｒはアルキルホス
フェート塩（Ｂ）が有するＭの数を表し、１又は２の整数である。
【００２０】
　アルキルホスフェート塩（Ｂ）としては、ｒが１又は２であるアルキルホスフェート塩
の混合物として得られ、具体的には、オクチルアルコールのリン酸エステルカリウム塩、
２－エチルヘキシルアルコールのリン酸エステルカリウム塩、デシルアルコールのリン酸
エステルナトリウム塩、イソデシルアルコールのリン酸エステルカリウム塩、ドデシルア
ルコールのリン酸エステルカリウム塩、トリデシルアルコールのリン酸エステルナトリウ
ム塩、イソトリデシルアルコールのリン酸エステルナトリウム塩、テトラデシルアルコー
ルのリン酸エステルカリウム塩、ヘキサデシルアルコールのリン酸エステルナトリウム塩
、オクタデシルアルコールのリン酸エステルカリウム塩、イソオクタデシルアルコールの
リン酸エステルカリウム塩、オクチルアルコールのエチレンオキサイド（以下、ＥＯと略
記する）2モル付加物リン酸エステルカリウム塩、オクチルアルコールのエチレンオキサ
イド（以下、ＰＯと略記する）2モル付加物リン酸エステルカリウム塩、ドデシルアルコ
ールのＥＯ３モル付加物のリン酸エステルカリウム塩、トリデシルアルコールのＥＯ５モ
ル付加物のリン酸エステルカリウム塩、イソトリデシルアルコールのＥＯ３モル付加物の
リン酸エステルカリウム塩、オクタデシルアルコールのＥＯ５モル付加物のリン酸エステ
ルカリウム塩、イソオクタデシルアルコールのＥＯ５モル付加物のリン酸エステルカリウ
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ム塩、等が挙げられ、初期透水性の観点から好ましくは、オクチルアルコールのリン酸エ
ステルカリウム塩、デシルアルコールのリン酸エステルナトリウム塩、イソデシルアルコ
ールのリン酸エステルカリウム塩、オクチルアルコールのＥＯ2モル付加物リン酸エステ
ルカリウム塩、ドデシルアルコールのＥＯ３モル付加物のリン酸エステルナトリウム塩で
あり、繰り返し透水性の観点から、オクタデシルアルコールのＥＯ５モル付加物のリン酸
エステルカリウム塩、イソオクタデシルアルコールのＥＯ５モル付加物のリン酸エステル
カリウム塩が好ましい。
【００２１】
　本発明の透水性付与剤において、初期透水性の観点から炭素数が６～２４のアルキル基
を有するアルキルホスフェート塩（Ｂ）の含有率は透水性付与剤の重量に基づいて、好ま
しくは１０～５０重量％、更に好ましくは２０～４０重量％、特に好ましくは２５～３５
重量％である。
【００２２】
　本発明の透水性付与剤は、非イオン界面活性剤（Ｃ）を含有していても良い。
　本発明の透水性付与剤に添加する非イオン界面活性剤（Ｃ）としては、初期透水性向上
の観点から１価のアルコール型非イオン界面活性剤等が挙げられ、例えば、ポリオキシア
ルキレンアルキルエーテル（Ｃ１）等である。また、乳化性及び通液速度向上の観点から
多価アルコール型非イオン界面活性剤等を含んでいても良い。例えば、多価アルコールと
ポリオキシアルキレン付加物と脂肪酸とのエステル（Ｃ２）等である。さらに、乳化性及
び液戻り防止性向上の観点からポリオキシアルキレン付加物を含んでいても良い。例えば
、ポリオキシエチレンジエステル（Ｃ３）等である。
　（Ｃ）は単独でも二種以上を併用してもよい。
【００２３】
　本発明の透水性付与剤において、１価アルコールアルキレンオキサイド付加物とは、１
価アルコールにアルキレンオキサイドが付加したものである。例えば、１価アルコールの
アルキル基の炭素数は１～１８であり、炭素数は４～１６が好ましく、６～１４が更に好
ましく、８～１２が特に好ましい。アルキル基の炭素数が１８を越えると初期透水性が低
下する。なお、アルキル基の炭素数は分布があっても良く、２種類以上の１価アルコール
のアルキレンオキサイド付加物の混合でも良い。アルキレンオキサイドとしてはＥＯ、Ｐ
Ｏがブロック重合又はランダム重合したものが挙げられる。これらのうち好ましいのはＥ
Ｏである。また、アルキレンオキサイドの付加モル数は好ましくは１～２０の整数であり
、更に好ましくは２～１５であり、特に好ましくは３～１０である。　
【００２４】
　本発明の透水性付与剤に添加する非イオン界面活性剤において、多価アルコールとポリ
オキシアルキレン付加物と脂肪酸とのエステル（Ｃ２）としては、例えば、多価アルコー
ルと脂肪酸とのエステルのアルキレンオキサイド付加物（Ｃ２－１）、多価アルコールの
アルキレンオキサイド付加物と脂肪酸とのエステル（Ｃ２－２）、ポリオキシアルキレン
付加物と脂肪酸とのエステル（Ｃ２－３）である。
【００２５】
　（Ｃ２－１）を構成する多価アルコールの具体例として、炭素数３～６の脂肪族多価（
３～６価）アルコール（グリセリン、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、
ソルビトール及びソルビタン等）等が挙げられる。
　（Ｃ２－１）を構成する脂肪酸の具体例として、炭素数８～２４の脂肪族カルボン酸[
脂肪族飽和カルボン酸（カプリル酸、２－エチルヘキサン酸、ペラルゴン酸、カプリン酸
、ラウリン酸、トリデカン酸、イソトリデカン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステア
リン酸及びイソステアリン酸等）、脂肪族不飽和カルボン酸（オレイン酸、リノール酸、
リノレン酸、リシノール酸、ひまし油脂肪酸及び硬化ひまし油脂肪酸等）]が挙げられる
。
　（Ｃ２－１）を構成するポリオキシアルキレン付加物の具体例として、炭素数２～１２
のオキシアルキレン基（以下、ＡＯと略記）（エチレンオキサイド（以下、ＥＯと略記）
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、プロピレンオキサイド（以下、ＰＯと略記）及びブチレンオキサイド等）が挙げられる
。ＡＯは、１種または２種以上の併用であってもよい。なお、２種以上のＡＯを併用する
場合は、ブロック付加でもランダム付加でもよい。
　（Ｃ２－１）の具体例として、グリセリン牛脂脂肪酸エステルのＥＯ１５モル付加物、
トリメチロールプロパントリオレイン酸エステルのＥＯ２０モル付加物、ペンタエリスリ
トールのテトラオレイン酸エステルのＥＯ３０モル付加物及びソルビタンテトラオレイン
酸エステルのＥＯ２０モル付加物、硬化ヒマシ油のＥＯ１０モル付加物、硬化ヒマシ油の
ＥＯ２５モル付加物及びヒマシ油のＥＯ４３モル付加物、グリセリンとひまし油脂肪酸と
のエステルのＥＯ２５モル付加物、硬化ヒマシ油ＥＯ２０モル付加物のオレイン酸エステ
ルヒマシ油ＥＯ２５モル付加物の牛脂脂肪酸エステル、硬化ヒマシ油のエチレンオキサイ
ド２５モル付加物とマレイン酸とステアリン酸とのポリエステル（数平均分子量；６００
０）及び硬化ヒマシ油のエチレンオキサイド２５モル付加物とセバシン酸とステアリン酸
とのポリエステル（数平均分子量；７０００）等が挙げられる。
　これらのうち乳化性の観点から、トリメチロールプロパントリオレイン酸エステルのＥ
Ｏ２０モル付加物、硬化ヒマシ油のエチレンオキサイド２５モル付加物とマレイン酸とス
テアリン酸とのポリエステル（数平均分子量；６０００）が好ましい。また、乳化性及び
繰り返し透水性向上の観点から、ひまし油のＥＯ４３モル付加物が好ましい。
【００２６】
　（Ｃ２－２）を構成する多価アルコールの具体例として、炭素数３～６の脂肪族多価（
３～６価）アルコール（グリセリン、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、
ソルビトール及びソルビタン等）等が挙げられる。
　（Ｃ２－２）を構成するポリオキシアルキレン付加物の具体例として、炭素数２～１２
のＡＯ基（ＥＯ、ＰＯ、ブチレンオキサイド等）が挙げられる。ＡＯは、１種または２種
以上の併用であってもよい。なお、２種以上のＡＯを併用する場合は、ブロック付加でも
ランダム付加でもよい。
　（Ｃ２－２）を構成する脂肪酸の具体例として、炭素数８～２４の脂肪族カルボン酸[
脂肪族飽和カルボン酸（カプリル酸、２－エチルヘキサン酸、ペラルゴン酸、カプリン酸
、ラウリン酸、トリデカン酸、イソトリデカン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステア
リン酸及びイソステアリン酸等）、脂肪族不飽和カルボン酸（オレイン酸、リノール酸、
リノレン酸、リシノール酸、ひまし油脂肪酸及び硬化ひまし油脂肪酸等）が挙げられる。
　（Ｃ２－２）の具体例として、ヒマシ油ＥＯ４３モル付加物のステアリン酸エステル、
硬化ヒマシ油ＥＯ２０モル付加物のオレイン酸エステルヒマシ油ＥＯ２５モル付加物の牛
脂脂肪酸エステル、硬化ヒマシ油のエチレンオキサイド２５モル付加物とマレイン酸とス
テアリン酸とのポリエステル（数平均分子量；６０００）及び硬化ヒマシ油のエチレンオ
キサイド２５モル付加物とセバシン酸とステアリン酸とのポリエステル（数平均分子量；
７０００）等が挙げられる。
　これらのうち通液性および繰り返し透水性向上の観点から、硬化ヒマシ油のエチレンオ
キサイド２５モル付加物とマレイン酸とステアリン酸とのポリエステル（数平均分子量；
６０００）が好ましい。
【００２７】
　（Ｃ２－３）を構成するポリオキシアルキレン付加物の具体例として、炭素数２～１２
のオキシアルキレン基（以下、ＡＯと略記）、例えば、エチレンオキサイド（以下、ＥＯ
と略記）、プロピレンオキサイド（以下、ＰＯと略記）及びブチレンオキサイド等が挙げ
られる。ＡＯは、１種または２種以上の併用であってもよい。なお、２種以上のＡＯを併
用する場合は、ブロック付加でもランダム付加でもよい。
　（Ｃ２－３）を構成する脂肪酸の具体例として、炭素数８～２４の脂肪族カルボン酸[
脂肪族飽和カルボン酸（カプリル酸、２－エチルヘキサン酸、ペラルゴン酸、カプリン酸
、ラウリン酸、トリデカン酸、イソトリデカン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステア
リン酸及びイソステアリン酸等）、脂肪族不飽和カルボン酸（オレイン酸、リノール酸及
びリノレン酸等）、動植物油 [（ヤシ油、パーム油、ヒマシ油、硬化ヒマシ油、牛脂、硬
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化牛脂及び豚脂等）] 脂肪酸が挙げられる。
　これらのうち乳化性及び液戻り防止性向上の観点から、ポリオキシエチレン（数平均分
子量；４００）ジオレートが好ましい。
【００２８】
　（Ｃ２）を二種以上併用する場合には、好ましくは（Ｃ２－１）からなる群からなる２
種以上であり、さらに好ましいものは、硬化ヒマシ油のエチレンオキサイド２５モル付加
物トリオレート及び硬化ヒマシ油のエチレンオキサイド２５モル付加物とマレイン酸とス
テアリン酸とのポリエステル（数平均分子量；６０００）の併用である。
【００２９】
　非イオン界面活性剤（Ｃ）の含有率は、初期透水性及び乳化性及び液戻り防止性向上の
観点から透水性付与剤の重量に基づいて、好ましくは２０～７０重量％、更に好ましくは
３０～６０重量％、特に好ましくは４０～５０重量％である。
【００３０】
　本発明の透水性付与剤は、必要に応じて添加剤（D）を含有してもよい。
　添加剤（D）としては、ワックス等の潤滑剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、消泡剤、防
腐剤及び香料などが挙げられる。
　本発明の透水性付与剤中の（D）の含量は、透水性付与剤の重量に基づいて、好ましく
は５重量％以下、更に好ましくは０．１～１重量％である。
【００３１】
　エステル化合物（Ａ）とアルキルホスフェート塩（Ｂ）と非イオン界面活性剤（Ｃ）の
重量比[（Ａ）／（Ｂ）／（Ｃ）]は、繰り返し透水性及び通液速度向上の観点から、（Ａ
）及び（Ｂ）及び（Ｃ）の合計重量を１００とした場合、好ましくは１０～７０／１０～
５０／２０～７０、更に好ましくは３０～５０／２０～４０／２０～３０である。
【００３２】
　本発明の透水性付与剤は、（Ａ）、必要により水、（Ｂ）、（Ｃ）の各成分を配合し、
常温又は必要により加熱（例えば３０～７０℃）して均一に混合することにより得られる
。各成分の配合順序、配合方法は特に限定されない。
【００３３】
　本発明の透水性付与剤は、通常、水系エマルションとして、疎水性繊維に付与される。
水系エマルションは、透水性付与剤に２０～４０℃の水を投入して希釈するか、２０～４
０℃の水の中に透水性付与剤を加えて乳化し、作成するのが好ましい。
【００３４】
　水系エマルションの濃度は、任意の濃度の選択が可能であるが、好ましくは０．０５～
２０重量％、更に好ましくは０．１～１０重量％である。
【００３５】
　本発明の透水性付与剤は、繊維の用途に使用しても良い。
　前記繊維としては、不織布製品特に紙おむつ、合成ナプキン等のトップシートに用いら
れる不織布製品が好ましい。
【００３６】
　疎水性繊維に透水性付与剤を付着させる方法には特に制限はなく、紡糸、延伸などの任
意の工程で、オイリングロール法、浸漬法、噴霧法などの通常用いられる方法を利用する
ことができる。
　透水性付与剤の付着量は、繊維重量に基づいて、固形分として好ましくは０．０５～５
重量％、更に好ましくは、０．１～２重量％である。
　本発明の透水性付与剤を付着させることで、疎水性繊維に耐久的な透水性を付与し、本
発明の透水性繊維とすることができる。
【００３７】
　本発明の透水性繊維の素材に用いられる疎水性繊維とは、温度２５℃、相対湿度６５％
で吸水率が１重量％以下である繊維を意味する。
　疎水性繊維としては特に限定されず、通常用いられる疎水性の合成繊維を用いることが
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でき、ポリオレフィン、ポリエステル、ポリアミド等が挙げられる。
　ポリオレフィンとしては、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン酢酸ビニル共重合
体、エチレン・プロピレン共重合体、及びエチレン・プロピレン・１－ブテン共重合体な
どが挙げられる。
　また、ポリエステルとしては、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレ
ート、ポリトリメチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート・イソフタレート
、及びポリエーテルポリエステルなどが挙げられる。 
　ポリアミドとしては、６，６－ナイロン、及び６－ナイロンなどが挙げられる。
　これらの中でも、ポリオレフィン及びポリエステルは、おむつ用吸水素材として好まし
く用いられる。
【００３８】
　本発明の透水性付与剤が付与されてなる透水性繊維を用いた繊維形態は、布状の形状の
ものが好ましく、織物、編物、不織布などが挙げられる。また、混綿、混紡、混繊、交編
、交織などの方法で混合した繊維を布状として使用してもよい。これらの中では、特に不
織布が好ましい。
【００３９】
　不織布に適用する場合、本発明の透水性付与剤を処理した短繊維を、乾式又は湿式法で
繊維積層体とした後、加熱ロールで圧着したり、空気加熱で融着したり、高圧水流で繊維
を交絡させ不織布としてもよいし、スパンボンド法、メルトブローン法、フラッシュ紡糸
法などによって得られた不織布に、本発明の透水性付与剤を付着させてもよい。
【００４０】
　本発明の透水性繊維、及びそれを用いた不織布は、吸水性物品の表面材、とくに紙おむ
つ、生理用ナプキン等の衛生材料の表面材として好適に用いられる。
　また、セカンドシート、吸水体、工業用又は医療用のワイパー、吸収パッド、及び透水
シートなどに利用することもできる。
【実施例】
【００４１】
　以下、実施例及び比較例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれら実施例の
みに限定されるものではない。尚、実施例１及び７は参考例である。
 
 
【００４２】
　製造例１＜脂肪酸部分エステル化合物（Ａ－１）の製造＞
　撹拌器及び温度計を備えた反応容器に、菜種油１００重量部及びグリセリン１０重量部
を仕込み、触媒として炭酸カリウム１重量部を加え、窒素置換する。２００℃まで昇温し
、１時間反応させることで、脂肪酸部分エステル化合物（Ａ－１）（エステル化度：５０
％）を得た。
　製造例２＜脂肪酸部分エステル化合物（Ａ－２）の製造＞
　撹拌器及び温度計を備えた反応容器に、牛脂７５重量部及びグリセリン１０重量部を仕
込み、触媒として炭酸カリウム１重量部を加え、窒素置換する。２００℃まで昇温し、１
時間反応させることで、脂肪酸部分エステル化合物（Ａ－２）（エステル化度：４０％）
を得た。
【００４３】
＜実施例１～１１及び比較例１～８＞
　表１に記載した重量部の各成分を、４０℃で３０分間撹拌して透水性付与剤（実施例１
～１１、比較例１～８）を作製した。
【００４４】
　得られた実施例１～１１及び比較例１～８の透水性付与剤をそれぞれ２５℃の温水で不
揮発成分が０．５重量％となるように希釈して透水性付与剤希釈液を得た。目付２０ｇ／
ｍ２ のポリプロピレンスパンボンド不織布に、透水性付与剤希釈液を０．５％給油した
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。給油は、給油浴の透水性付与剤希釈液に浸漬後、マングルで絞り（絞り率１００％）、
その後、循風乾燥機で８０℃、３０分間乾燥し、室温で８時間以上放置して乾燥させ、透
水性不織布を得た。得られた不織布について、下記に示す評価方法で性能（透水性不織布
に付着する透水性付与剤の付着率、不織布への初期透水性、繰り返し透水性、通液性及び
液戻り防止性）をそれぞれ評価し、結果を表１に示した。　
【００４５】
　表１中の略称は以下のとおりである。
（Ａ－１）：菜種油とグリセリンとの脂肪酸の部分エステル化合物（エステル化度：５０
％）
（Ａ－２）：牛脂とグリセリンとの脂肪酸の部分エステル化合物（エステル化度：４０％
）
（Ａ’－１）：菜種油
（Ａ’－２）：グリセリン
（Ａ’－３）：ジオレイン酸グリセリド
（Ａ’－４）：菜種油とグリセリンとの脂肪酸の部分エステル化合物（エステル化度：２
０％）
（Ａ’－５）：菜種油とグリセリンとの脂肪酸の部分エステル化合物（エステル化度：３
０％）
（Ａ’－６）：菜種油の加水分解物（エステル化度：５０％）
（Ｂ－１）：オクチルアルコールＥＯ２モル付加物のリン酸エステルカリウム塩
（Ｂ－２）：イソデシルアルコールのリン酸エステルカリウム塩
（Ｂ－３）：イソオクタデシルＥＯ５モル付加物のリン酸エステルカリウム塩
（Ｂ－４）：ドデシルアルコールＥＯ３モル付加物のリン酸エステルカリウム塩
（Ｂ’－１）：ブチルアルコールのリン酸エステルカリウム塩
（Ｃ－１）：イソデカノールのエチレンオキサイド５モル付加物
（Ｃ－２）：オクタデシルアルコールのエチレンオキサイド５モル付加物 
（Ｃ－３）：硬化ヒマシ油のエチレンオキサイド２０モル付加物トリオレート
（Ｃ－４）：硬化ヒマシ油のエチレンオキサイド２５モル付加物とマレイン酸と
　　　　　　ステアリン酸とのポリエステル（数平均分子量；６０００） 
（Ｃ－５）：硬化ヒマシ油のエチレンオキサイド４３モル付加物
（Ｃ－６）：ポリオキシエチレン（数平均分子量；４００）ジオレート
【００４６】
〔評価方法〕
（１）透水性不織布に付着する透水性付与剤の付着率
　透水性不織布に付着する透水性付与剤の付着率は、２５℃×４０％ＲＨの温湿度で２４
時間調湿後、直後の透水性不織布を、メタノール／ｎ－ヘキサンを用いて、迅速残脂抽出
装置Ｒ－１１型（東海計器（株）製）で抽出し、抽出液をアルミ製カップに入れ、約１０
０℃の防爆式のホットプレート上にアルミ製カップを置き、完全に溶剤を留去させ、透水
性付与剤重量を求めた。そして下記の式より、透水性付与剤付着率Ｃ％を求めた。透水性
不織布に対する透水性付与剤の付着率が高いほど透水性不織布への付着性に優れる。
Ｃ（％）＝Ｗ２／Ｗ１×１００
Ｗ１：調湿直後の透水性不織布重量（ｇ）
Ｗ２：抽出液中の透水性付与剤重量（ｇ）
【００４７】
（２）不織布の初期透水性
　不織布を濾紙（東洋濾紙、Ｎｏ．５）の上に重ね、不織布表面から１０ｍｍの高さに設
置したビューレットより１滴（約０．０５ｍｌ）の生理食塩水を滴下して、不織布表面か
ら水滴が消失するまでの時間を測定する。不織布表面にマーキングペンで点を２０箇所う
ち、この２０箇所で測定を行って５秒未満に生理食塩水の消失する個数を表示する。この
個数が１８個以上であれば初期透水性に優れる。
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（３）不織布の繰り返し透水性
　不織布の初期透水性の試験方法によって、不織布表面にマーキングペンで点を２０箇所
うち生理食塩水の消失時間を２０箇所で測定し、消失時間５秒未満の個数を表示する。試
験に供した不織布について、同様の作業を繰り返して行う。この繰り返し試験では回数を
重ねても生理食塩水の消失個数（消失時間５秒未満となる箇所の個数）が多い方が繰り返
し透水性に優れる。
【００４９】
（４）通液性
1回目測定：ろ紙（ADVANTEC製、Ｎｏ．４２４（１０ｃｍ×１０ｃｍ））の上に試験不織
布（１０ｃｍ×１０ｃｍ）を置き、それに生理食塩水（ＮａＣｌ溶液）５ｍｌを通液させ
、その通過時間を測定する。通液時間が短い程、通液速度が早く、通液性に優れる。
２回目以降測定：上記方法を１分間隔で２回実施し、通液時間を測定する。通液時間が短
い程、通液速度が早く、通液性に優れる。
【００５０】
（５）液戻り防止性
　市販の紙おむつの上に不織布（１０ｃｍ×１０ｃｍ）を置き、さらにその上に内径６０
ｍｍの円筒を置き、生理食塩水１００ｍｌを円筒内に注入して不織布を通して紙おむつに
吸収させる。生理食塩水が全て紙おむつに吸収されたら円筒を取り除き、予め秤量した濾
紙（東洋濾紙、Ｎｏ．５）を２０枚重ね、これに５ｋｇの重りを乗せる。５分間放置後、
濾紙の重さを計り、重量増加分を測定して液戻り量（ｇ）とする。液戻り量が１．２ｇ以
下を許容範囲とし、液戻り量（ｇ）が１．０ｇ以下であれば、液戻り防止性に優れる。
【００５１】
　表１の結果から明らかなように、本発明の実施例１～１１の透水性付与剤は、不織布へ
の初期透水性及び繰り返し透水性が優れ、また液戻り防止性も良好である。　
　一方、動植物油とグリセリンとの脂肪酸の部分エステル化合物を有さない比較例１～２
、４の透水性付与剤、並びに、動植物油とグリセリンを併用使用した比較例３の透水性付
与剤では乳化性が劣り、不織布への付着性が低下し、不織布への初期透水性及び繰り返し
透水性がともに低下する。また、動植物油とグリセリンとの脂肪酸の部分エステル化合物
であるが、エステル化度が本願の範囲から外れた比較例５～６、８の透水性付与剤や動植
物油の加水分解物である比較例７の透水性付与剤は、不織布への繰り返し透水性が劣る。
　
【００５２】
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【表１】

【産業上の利用可能性】
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【００５３】
　本発明の透水性繊維、及びそれを用いた不織布は、吸水性物品の表面材、とくに紙おむ
つ、生理用ナプキン等の衛生材料の表面材として好適に用いられる。
　また、セカンドシート、吸水体、工業用又は医療用のワイパー、吸収パッド、及び透水
シートなどに利用することもできる。
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