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(57)【要約】
　本発明は、上側液体透過性層（Ａ）と、下側液体不透過性層（Ｂ）と、非表面後架橋流
体吸収性ポリマー粒子と繊維材料との合計に対して、少なくとも６０重量％の非表面後架
橋流体吸収性ポリマー粒子および４０重量％以下の繊維材料を含む、（Ａ）と（Ｂ）との
間の流体吸収性コア（Ｃ）と、合成繊維とセルロース系繊維との合計に対して、少なくと
も９０重量％の合成繊維および１０重量％以下のセルロース系繊維を含む、（Ａ）と（Ｃ
）との間の捕捉・分配層（Ｄ）とを含み、捕捉・分配層（Ｄ）の目付は、少なくとも７０
ｇｓｍであり、流体吸収性ポリマー粒子は、５×１０－７ｃｍ３ｓ／ｇ未満の生理食塩水
流動伝導率（ＳＦＣ）および１５ｇ／ｇ未満のＡＵＨＬを有する、流体吸収性物品に関す
る。好ましくは捕捉・分配層（Ｄ）は、繊維の三次元ネットワークを含む不織布ウェブで
ある。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）上側液体透過性層と、
　（Ｂ）下側液体不透過性層と、
　（Ｃ）非表面架橋流体吸収性ポリマー粒子と繊維材料との合計に対して、少なくとも６
０重量％の非表面架橋流体吸収性ポリマー粒子および４０重量％以下の繊維材料を含む、
（Ａ）と（Ｂ）との間の流体吸収性コアと、
　（Ｄ）合成繊維とセルロース系繊維との合計に対して、少なくとも９０重量％の合成繊
維および１０重量％以下のセルロース系繊維を含む、（Ａ）と（Ｃ）との間の捕捉・分配
層と、
　（Ｅ）（Ｃ）の直上および／または直下に配置されている任意選択的なティッシュ層と
、
　（Ｆ）他の任意選択的な構成要素とを含み、
　前記捕捉・分配層（Ｄ）の目付は、少なくとも７０ｇｓｍであり、前記非表面後架橋流
体吸収性ポリマー粒子は、５×１０－７ｃｍ３ｓ／ｇ未満の生理食塩水流動伝導率（ＳＦ
Ｃ）および１５ｇ／ｇ未満のＡＵＨＬを有する、
　流体吸収性物品。
【請求項２】
　前記捕捉・分配層の目付が、少なくとも８０ｇｓｍである、請求項１記載の流体吸収性
物品。
【請求項３】
　前記捕捉・分配層の目付が、少なくとも９０ｇｓｍである、請求項１記載の流体吸収性
物品。
【請求項４】
　前記流体吸収性ポリマー粒子が、３×１０－７ｃｍ３ｓ／ｇ以下の生理食塩水流動伝導
率（ＳＦＣ）を有する、請求項１から３までのいずれか１項記載の流体吸収性物品。
【請求項５】
　前記捕捉・分配層（Ｄ）が、繊維の三次元ネットワークを含む不織布ウェブである、請
求項１から４までのいずれか１項記載の流体吸収性物品。
【請求項６】
　前記ネットワークが、二成分繊維ならびに／またはポリエチレン繊維および／もしくは
ポリプロピレン繊維および／もしくはポリエステル繊維を含む、請求項５記載の流体吸収
性物品。
【請求項７】
　前記捕捉・分配層（Ｄ）が、エアスルーボンド加工されている、請求項１から６までの
いずれか１項記載の流体吸収性物品。
【請求項８】
　前記捕捉・分配層（Ｄ）が、少なくとも２つの層を含む、請求項１から７までのいずれ
か１項記載の流体吸収性物品。
【請求項９】
　前記流体吸収性コアが、少なくとも８０重量％の吸水性ポリマー粒子を含む、請求項１
から８までのいずれか１項記載の流体吸収性物品。
【請求項１０】
　前記コア内の前記吸水性ポリマー粒子が、別個の領域に配置されている、請求項１から
９までのいずれか１項記載の流体吸収性物品。
【請求項１１】
　前記吸水性ポリマー粒子が、少なくとも４０ｇ／ｇの遠心分離保持容量を有する、請求
項１から１０までのいずれか１項記載の流体吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、上側液体透過性層（Ａ）と、下側液体不透過性層（Ｂ）と、非表面後架橋流
体吸収性ポリマー粒子と繊維材料との合計に対して、少なくとも６０重量％の非表面後架
橋流体吸収性ポリマー粒子および４０重量％以下の繊維材料を含む、（Ａ）と（Ｂ）との
間の流体吸収性コア（Ｃ）と、合成繊維とセルロース系繊維との合計に対して、少なくと
も９０重量％の合成繊維および１０重量％以下のセルロース系繊維を含む、（Ａ）と（Ｃ
）との間の捕捉・分配層（Ｄ）とを含み、捕捉・分配層（Ｄ）の目付は、少なくとも７０
ｇｓｍであり、流体吸収性ポリマー粒子は、５×１０－７ｃｍ３ｓ／ｇ未満の生理食塩水
流動伝導率（ＳＦＣ）および１５ｇ／ｇ未満のＡＵＨＬを有する、流体吸収性物品に関す
る。好ましくは捕捉・分配層（Ｄ）は、繊維の三次元ネットワークを含む不織布ウェブで
ある。
【０００２】
　吸水性ポリマー粒子（「流体吸収性ポリマー粒子」、「超吸収性ポリマー」、「超吸収
剤」または「ＳＡＰ」とも呼ばれる）の製造も同様に、研究論文「Ｍｏｄｅｒｎ　Ｓｕｐ
ｅｒａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」，Ｆ．Ｌ．Ｂｕｃｈ
ｈｏｌｚ　ａｎｄ　Ａ．Ｔ．Ｇｒａｈａｍ，Ｗｉｌｅｙ－ＶＣＨ，１９９８，ｐ．７１－
１０３に記載されている。モノマー溶液の液滴を重合することによる吸水性ポリマー粒子
の製造は、例えば、欧州特許出願公開第０３４８１８０号明細書（ＥＰ　０３４８１８０
　Ａ１）、国際公開第９６／４０４２７号（ＷＯ　９６／４０４２７　Ａ１）、米国特許
第５，２６９，９８０号明細書（ＵＳ　５，２６９，９８０）、国際公開第２００８／０
０９５８０号（ＷＯ　２００８／００９５８０　Ａ１）、同第２００８／０５２９７１号
（ＷＯ　２００８／０５２９７１　Ａ１）、同第２０１１／０２６８７６号（ＷＯ２０１
１／０２６８７６　Ａ１）、同第２０１１／１１７２６３号（ＷＯ　２０１１／１１７２
６３　Ａ１）、同第２０１４／０７９６９４号（ＷＯ　２０１４／０７９６９４）および
同第２０１６／１３４９０５号（ＷＯ　２０１６／１３４９０５）に記載されている。い
わゆる、「液滴化重合」により、高い平均真球度（ｍＳＰＨＴ）の丸い吸水性ポリマー粒
子が得られる。平均真球度は、ポリマー粒子の真円度の指標であり、例えば、Ｃａｍｓｉ
ｚｅｒ（登録商標）画像解析システム（Ｒｅｔｓｃｈ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ＧｍｂＨ
；独国ハーン）を使用して測定することができる。
【０００３】
　流体吸収性物品の製造は、例えば、研究論文“Ｍｏｄｅｒｎ　Ｓｕｐｅｒａｂｓｏｒｂ
ｅｎｔ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ”，Ｆ．Ｌ．Ｂｕｃｈｈｏｌｚ　ａｎｄ
　Ａ．Ｔ．Ｇｒａｈａｍ，Ｗｉｌｅｙ－ＶＣＨ，１９９８，ｐ．２５２－２５８にも記載
されている。
【０００４】
　流体吸収性物品は、典型的には、上側液体透過性層またはトップシート（Ａ）、下側液
体不透過性層またはバックシート（Ｂ）、層（Ａ）と（Ｂ）との間の吸水性貯留層（吸収
性コア）（Ｃ）および層（Ａ）と（Ｃ）との間の捕捉分配層（Ｄ）からなる。
【０００５】
　通常、流体吸収性物品の幾つかの層は、上側液体透過性層（Ａ）の乾燥性、下側液体不
透過性層（Ｂ）の水分を通さずに蒸気を透過させる性質、可撓性でかつ蒸気透過性の薄い
流体吸収性コア等の明確な機能を担っており、高い吸収速度を示し、多量の体液を保持す
ることができ、また、上側層（Ａ）とコア（Ｃ）との間の捕捉・分配層（Ｄ）は、排出さ
れた体液の輸送および分配層として作用している。
【０００６】
　捕捉・分配層は省略してＡＤＬと呼ばれ、トップシートの下に配置される。捕捉・分配
層は、通常、繊維の塊、すなわち、化学的に補剛され、撚られ、カールされたセルロース
繊維、不織布繊維ウェブ、もしくは例えば総じて米国特許第５２１７４４５号明細書（Ｕ
Ｓ　５２１７４４５）（親水性ＡＤＬ）および同第４，７９８，６０３号明細書（ＵＳ　
４，７９８，６０３）（疎水性ＡＤＬ）に記載の開口部を有する三次元形成ウェブを含む
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か、または捕捉分配層（ＡＤＬ）は、開口部を有する三次元形成フィルム（例えば、米国
特許第７，３７８，５６８号明細書（ＵＳ　７，３７８，５６８））から製造されてもよ
い。
【０００７】
　総じて、ＡＤＬによって、体液が吸収性物品の構造の内部を迅速に通過し、かつこの体
液が、液体が到達する箇所の下方に位置するゾーンにのみ局所的にまたは主にこれらのゾ
ーンに吸収されるのではなく、下方にある貯留層またはコアの厚さ全体にわたって均一に
分配されることが確実となることが望ましい。しかし、多くの場合、コア全体にわたる分
配は確実ではない。
【０００８】
　良好な液体分配を可能にするために、その後の開発によって、高透過性（流体透過性）
ＳＡＰ製のおむつが得られた。この開発の欠点は、透過性の向上が、吸収容量の損失を招
き、そして典型的には吸収速度の低下をも招くことであり、この吸収速度の低下を、おむ
つ１つあたりのＳＡＰ量をより多くすることにより補償する必要がある。これは、より経
済的で、より持続可能な製品の開発に反する。
【０００９】
　さらに、高透過性の吸水性ポリマー粒子は通常、不透過性ＳＡＰよりも、製造プロセス
において、例えば表面後架橋や、膨潤の遅さを回避するための追加の機械的ゲル処理とい
った、より多くの工程を必要とする。表面架橋粒子（微粒子および破砕されたより大きな
断片）をゲルまたは最終生成物へ再利用することも、ＳＡＰ品質に悪影響を及ぼす。
【００１０】
　したがって、本発明の目的は、流体捕捉性および吸収容量が改善され、噴出後に乾燥す
るまでの時間がより短く、かつ全体的な乾燥性が改善された流体吸収物品を提供すること
である。
【００１１】
　また、本発明の目的はさらに、流体吸収性物品の性能に悪影響を及ぼすことなく、流体
吸収性物品中のＳＡＰの量を減少させることである。
【００１２】
　さらに、本発明の目的は、持続可能性が改善された流体吸収物品を提供することである
。
【００１３】
　これを達成するために、本発明の一実施形態による流体吸収性物品は、
　（Ａ）上側液体透過性層と、
　（Ｂ）下側液体不透過性層と、
　（Ｃ）流体吸収性ポリマー粒子と繊維材料との合計に対して、少なくとも６０重量％の
非表面後架橋流体吸収性ポリマー粒子および４０重量％以下の繊維材料を含む、（Ａ）と
（Ｂ）との間の流体吸収性コアと、
　（Ｄ）合成繊維とセルロース系繊維との合計に対して、少なくとも９０重量％の合成繊
維および１０重量％以下のセルロース系繊維を含む、（Ａ）と（Ｃ）との間の捕捉・分配
層と、
　（Ｅ）（Ｃ）の直上および／または直下に配置されている任意選択的なティッシュ層と
　（Ｆ）他の任意選択的な構成要素とを含み、
　捕捉・分配層（Ｄ）の目付は、少なくとも７０ｇｓｍであり、流体吸収性ポリマー粒子
は、５×１０－７ｃｍ３ｓ／ｇ未満の生理食塩水流動伝導率（ＳＦＣ）および１５ｇ／ｇ
未満のＡＵＨＬを有する。
【００１４】
　特に、持続可能性を改善するために、分別および再利用が容易な捕捉・分配層が使用さ
れる。
【００１５】
　本発明の実施形態によれば、捕捉・分配層（Ｄ）の目付は、好ましくは７０～１８０ｇ
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／ｍ２の範囲にあり、一方、ＡＤＬは、少なくとも７０ｇｓｍ、好ましくは少なくとも８
０ｇｓｍ、より好ましくは少なくとも９０ｇｓｍ、最も好ましくは少なくとも１００ｇｓ
ｍ、通常は１８０ｇ／ｍ２以下の目付を有する。
【００１６】
　本発明の実施形態によるＡＤＬは、疎水性繊維のランダムまたは好ましくは配向された
分布により形成される。
【００１７】
　本発明によれば、通常、吸収性コアの厚さは、ＡＤＬの厚さより厚く、好ましくは少な
くとも１．２倍である。
【００１８】
　また、ＡＤＬは、噴出状況であっても良好な流体管理を行うために、１つまたは２つ以
上の層に配置された異なる疎水性繊維（例えば、ポリプロピレン、ポリエチレン）を含ん
でもよく、また、例えば図８に示すように、異なる空隙率を示す２つ以上の層（例えば、
より空隙率の低い（より繊維密度の高い）隣接する繊維層よりも空隙率の高い（より繊維
密度の低い）上側繊維層を含む）を含んでもよい。
【００１９】
　本発明によれば、捕捉・分配層（Ｄ）の目付（ｇｓｍ）の量は、流体吸収性コア（Ｃ）
中に含まれる吸水性ポリマー粒子の量（吸水性ポリマー粒子と繊維材料との合計に対する
重量％）と同じかまたはそれより多いことが好ましい。
【００２０】
　さらに、本発明の実施形態による流体吸収性物品は、吸水性粒子の絶対量とは無関係に
、優れた乾燥性を保持する。
【００２１】
　本発明によれば、有用な流体吸収性ポリマー粒子は、透過性であってはならないが、高
い吸収容量を提供しなければならない。これによって、例えば、存在する流体吸収性ポリ
マー粒子の量が減少した、より持続可能な流体吸収性物品を提供する可能性がもたらされ
る。
【００２２】
　本発明による流体吸収性ポリマー粒子の透過性または流体透過性とは、２０×１０－７

ｃｍ３ｓ／ｇを超えるＳＦＣおよび／または少なくとも１５ｇ／ｇのＡＵＨＬを有する流
体吸収性ポリマー粒子を意味する。
【００２３】
　通常、大きい（Ｌ）おむつは、１０～１４ｇの吸水性粒子を含有する。本発明による吸
収性物品については、例えば、大きいおむつ（サイズＬ）では１０ｇ未満、または中程度
以下のおむつでは５ｇといった、さらに少量の吸水性ポリマーで十分である。さらに少量
の吸水性ポリマーでも十分であり、例えば、大きいおむつ（サイズＬ）では１０ｇ未満、
９ｇ未満、８ｇ未満もしくは６ｇ未満、または中程度以下のおむつでは５ｇで十分である
。
【００２４】
　本発明の一実施形態による流体吸収性物品は、吸収性コア中に、吸水性ポリマー粒子と
、１５重量％未満の繊維材料および／または接着剤とを含む。
【００２５】
　適切な吸水性ポリマーは、モノマー溶液を重合させることにより吸水性ポリマー粒子を
形成する工程を含む方法により製造される。
【００２６】
　吸水性ポリマー粒子中の残留モノマーのレベルは、形成された吸水性ポリマー粒子の特
性に重要な影響を及ぼす。
【００２７】
　吸水性ポリマー粒子は、２０重量％未満、好ましくは１５重量％未満、好ましくは１０
重量％未満、より好ましくは８重量％未満、さらにより好ましくは５重量％未満、通常は
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３重量％以下の抽出可能な成分のレベルを有することがさらに適切である。
【００２８】
　本発明に有用な流体吸収性ポリマー粒子は、表面後架橋されていない（非表面後架橋吸
水性ポリマー粒子）。粒子は、内部でのみ架橋されている。
【００２９】
　一実施形態によれば、本発明による流体吸収性物品に有用な吸水性粒子は、少なくとも
０．８の平均真球度または真円度を提供する。
【００３０】
　吸水性ポリマー粒子は、流体吸収性物品に使用される場合、良好な液体吸収を付与する
高い遠心分離保持容量を有することが好ましい。本発明の一実施形態による流体吸収性ポ
リマー粒子は、典型的には、少なくとも３５ｇ／ｇ、好ましくは少なくとも４０ｇ／ｇ、
より好ましくは少なくとも４５ｇ／ｇ、最も好ましくは少なくとも５０ｇ／ｇ、通常は１
００ｇ／ｇ以下の遠心分離保持容量（ＣＲＣ）を有することがさらに好ましい。
【００３１】
　本発明の一実施形態による吸水性ポリマー粒子の無負荷下吸収性（ＡＵＮＬ）は、少な
くとも３５ｇ／ｇ、好ましくは少なくとも４０ｇ／ｇ、好ましくは少なくとも４５ｇ／ｇ
、より好ましくは少なくとも５０ｇ／ｇ、さらにより好ましくは少なくとも５５ｇ／ｇ、
通常は１００ｇ／ｇ以下である。
【００３２】
　本発明に有用な吸水性ポリマー粒子の高負荷下吸収性（ＡＵＨＬ）は、少なくとも５ｇ
／ｇであるが、好ましくは２０ｇ／ｇ未満、より好ましくは１５ｇ／ｇ未満、好ましくは
１０ｇ／ｇ未満、さらにより好ましくは８ｇ／ｇ未満である。
【００３３】
　本発明の実施形態による吸水性ポリマー粒子は、５×１０－７ｃｍ３ｓ／ｇ未満、好ま
しくは４×１０－７ｃｍ３ｓ／ｇ未満、好ましくは３×１０－７ｃｍ３ｓ／ｇ未満、より
好ましくは２×１０－７ｃｍ３ｓ／ｇ未満、さらにより好ましくは１×１０－７ｃｍ３ｓ
／ｇ未満、通常は０×１０－７ｃｍ３ｓ／ｇ以下の生理食塩水流動伝導率（ＳＦＣ）を有
する。
【００３４】
　本発明の実施形態によれば、吸水性ポリマー粒子は、５×１０－７ｃｍ３ｓ／ｇ未満の
生理食塩水流動伝導率（ＳＦＣ）および少なくとも３５ｇ／ｇ、好ましくは少なくとも４
０ｇ／ｇの遠心分離保持容量（ＣＲＣ）を有する。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】一体化流動層を有する同時噴霧乾燥プラントの説明図である。
【図２】反応ゾーンを出るガスの温度を測定する噴霧乾燥機の円筒形部分の説明図である
。
【図３】液滴化装置ユニットの説明図である。
【図４】液滴化装置ユニットの説明図である。
【図５】液滴化装置カセットの温度を制御する流路の説明図である。
【図６】熱乾燥機の説明図である。
【図７】本発明による吸収性物品の例の断面の説明図である。
【図８】異なる空隙率を示す２つ以上の層を含むＡＤＬの写真である。
【００３６】
　発明の詳細な説明
　Ａ．定義
　本明細書で使用する場合、「流体吸収性物品」という用語は、身体から排出される流体
を捕捉して貯留することができる任意の三次元固体材料を指す。好ましい流体吸収性物品
は、使用者の身体と接触して着用されるように設計された使い捨て流体吸収性物品、例え
ば、使い捨て流体吸収性パンティライナー、失禁用インサート／パッド、おむつ、トレー
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ニングパンツおむつ、乳房パッド、陰唇間インサート／パッドまたは体液を吸収するのに
有用な他の物品である。
【００３７】
　本明細書で使用する場合、「流体吸収性組成物」という用語は、体液の捕捉、輸送、分
配および貯留を含む、流体吸収性物品の流体処理を主に担う、流体吸収性物品の構成要素
を指す。
【００３８】
　本明細書で使用する場合、「流体吸収性コア」または「吸収性コア」という用語は、吸
水性ポリマー粒子および繊維材料、ならびに場合により接着剤を含む流体吸収性組成物を
指す。流体吸収性コアは、体液の捕捉、輸送、分配および貯留を含む、流体吸収性物品の
流体処理を主に担う。
【００３９】
　本明細書で使用する場合、「層」という用語は、その主要な寸法がその長さおよび幅に
沿っている流体吸収性組成物を指す。「層」という用語が、流体吸収性組成物の単独の層
またはシートに必ずしも限定されないことは知られているであろう。このため、層は、異
なる材料の積層体、複合体、幾つかのシートまたはウェブの組み合わせを含むことができ
る。
【００４０】
　本明細書で使用する場合、「ｘ次元」という用語は、流体吸収性組成物、層、コアまた
は物品の長さを指し、「ｙ次元」という用語は、これらの幅を指す。総じて、「ｘ－ｙ次
元」という用語は、流体吸収性組成物、層、コアまたは物品の高さまたは厚さに直交する
平面を指す。
【００４１】
　本明細書で使用する場合、「ｚ次元」という用語は、流体吸収性組成物、層、コアまた
は物品の長さおよび幅に直交する次元を指す。総じて、「ｚ次元」という用語は、流体吸
収性組成物、層、コアまたは物品の高さを指す。
【００４２】
　本明細書で使用する場合、「目付」という用語は、平方メートルあたりの流体吸収性コ
アの重量または平方メートル当たりの捕捉・分配層の重量それぞれを示す。目付は、流体
吸収性コアまたは捕捉分配層それぞれの別個の領域で決定される。
【００４３】
　さらに、「上側」という用語は、流体吸収性物品の着用者により近い流体吸収性組成物
を指すことを理解されたい。総じて、トップシートは、流体吸収性物品の着用者に最も近
い組成物であり、以下、「上側液体透過性層」と記載される。対照的に、「下側」という
用語は、流体吸収性物品の着用者から離れている流体吸収性組成物を指す。総じて、バッ
クシートは、流体吸収性物品の着用者から最も遠く離れた構成要素であり、以下、「下側
液体不透過性層」と記載される。
【００４４】
　本明細書で使用する場合、「液体透過性」という用語は、基材、層または積層体を指す
ため、液体、すなわち、体液、例えば、尿、月経分泌物および／または膣液が、その厚さ
全体を通って容易に浸透し得ることを指す。
【００４５】
　本明細書で使用する場合、「液体不透過性」という用語は、通常の使用条件下で、体液
を液体接触点で層の平面に概ね垂直な方向に通過させない基材、層または積層体を指す。
【００４６】
　本明細書で使用する場合、「シャーシ」という用語は、吸収性物品のための上側液体透
過性層と、下側液体不透過性層と、弾性および閉鎖系とを含む、流体吸収性材料を指す。
【００４７】
　本明細書で使用する場合、「親水性」という用語は、繊維上に堆積した水による該繊維
の濡れ性を指す。「親水性」という用語は、体液の接触角および表面張力により定められ
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る。刊行物Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ（１９６４年）“Ｃｏ
ｎｔａｃｔ　ａｎｇｌｅ，ｗｅｔｔａｂｉｌｉｔｙ　ａｎｄ　ａｄｈｅｓｉｏｎ”におけ
るＲｏｂｅｒｔ　Ｆ．Ｇｏｕｌｄの定義によれば、液体と繊維、特に繊維表面との間の接
触角が９０°未満である場合、または液体が同じ表面上に自然に広がる傾向がある場合に
、該繊維は親水性であると言われる。
【００４８】
　対照的に、「疎水性」という用語は、９０°より大きい接触角を示すか、または繊維の
表面を横切って液体が自然に広がらない繊維を指す。
【００４９】
　本明細書で使用する場合、「体液」という用語は、ヒトまたは動物の身体により生成さ
れて排出される任意の流体、例えば、尿、月経液、糞便、膣分泌物等を指す。
【００５０】
　本明細書で使用する場合、「通気性」という用語は、流体吸収性物品から蒸気を逃がす
ことができるものの、流体の漏出を防止することのできる、基材、層、フィルムまたは積
層体を指す。通気性の基材、層、フィルムまたは積層体は、多孔質ポリマーフィルム、ス
パンボンドとメルトブローン層とから構成される不織積層体および多孔質ポリマーフィル
ムと不織布とから構成される積層体であってよい。
【００５１】
　本明細書で使用する場合、「長手方向」という用語は、流体吸収性物品のウエスト縁部
から対向するウエスト縁部まで垂直に延びる方向を指す。
【００５２】
　Ｂ．吸水性ポリマー粒子
　吸水性ポリマー粒子は、
　ａ）酸基を有し、かつ少なくとも部分的に中和されていてもよい少なくとも１種のエチ
レン性不飽和モノマーと、
　ｂ）任意選択的に、１種以上の架橋剤と、
　ｃ）少なくとも１種の開始剤と、
　ｄ）任意選択的に、ａ）で挙げられたモノマーと共重合可能な１種以上のエチレン性不
飽和モノマーと、
　ｅ）任意選択的に、１種以上の水溶性ポリマーと、
　ｆ）水と
を含むモノマー溶液を重合することにより、吸水性ポリマー粒子を形成する工程と、
　任意選択的に、該吸水性ポリマー粒子を少なくとも１種の表面後架橋剤で被覆し、被覆
された該吸水性ポリマー粒子を熱表面後架橋する工程とを含み、該熱表面後架橋中の温度
は１００～２００℃の範囲にある、方法により製造される。
【００５３】
　吸水性ポリマー粒子は、典型的には、水に不溶であるが膨潤可能である。
【００５４】
　モノマーａ）は、好ましくは水溶性である。すなわち、２３℃での水への溶解度は、典
型的には、少なくとも１ｇ／水１００ｇ、好ましくは少なくとも５ｇ／水１００ｇ、より
好ましくは少なくとも２５ｇ／水１００ｇ、最も好ましくは少なくとも３５ｇ／水１００
ｇである。
【００５５】
　適切なモノマーａ）は、例えば、エチレン性不飽和カルボン酸、例えば、アクリル酸、
メタクリル酸、マレイン酸およびイタコン酸である。特に好ましいモノマーは、アクリル
酸およびメタクリル酸である。アクリル酸が特に非常に好ましい。
【００５６】
　さらに適切なモノマーａ）は、例えば、エチレン性不飽和スルホン酸、例えば、ビニル
スルホン酸、スチレンスルホン酸および２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホ
ン酸（ＡＭＰＳ）である。
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【００５７】
　不純物は、重合に強い影響を及ぼす場合がある。精製されたモノマーａ）が特に好まし
い。有用な精製法は、国際公開第２００２／０５５４６９号（ＷＯ　２００２／０５５４
６９　Ａ１）、同第２００３／０７８３７８号（ＷＯ　２００３／０７８３７８　Ａ１）
および同第２００４／０３５５１４号（ＷＯ　２００４／０３５５１４　Ａ１）に開示さ
れている。適切なモノマーａ）は、国際公開第２００４／０３５５１４号（ＷＯ　２００
４／０３５５１４　Ａ１）によれば、９９．８４６０重量％のアクリル酸、０．０９５０
重量％の酢酸、０．０３３２重量％の水、０．０２０３重量％のプロピオン酸、０．００
０１重量％のフルフラール、０．０００１重量％の無水マレイン酸、０．０００３重量％
のジアクリル酸および０．００５０重量％のヒドロキノンモノメチルエーテルを有する精
製アクリル酸である。
【００５８】
　重合ジアクリル酸は、熱分解による残留モノマーの供給源である。プロセス中の温度が
低い場合、ジアクリル酸の濃度は、もはや重要ではなく、より高い濃度、すなわち、５０
０～１０，０００ｐｐｍのジアクリル酸を有するアクリル酸を、本発明の方法に使用する
ことができる。
【００５９】
　モノマーａ）の全量におけるアクリル酸および／またはその塩の含量は、好ましくは少
なくとも５０ｍｏｌ％、より好ましくは少なくとも９０ｍｏｌ％、最も好ましくは少なく
とも９５ｍｏｌ％である。
【００６０】
　モノマーａ）の酸基は、典型的には、０～１００ｍｏｌ％の範囲、好ましくは２５～８
５ｍｏｌ％の程度、好ましくは５０～８０ｍｏｌ％の程度、より好ましくは６０～７５ｍ
ｏｌ％の範囲で部分的に中和されている。この中和に、慣用の中和剤、好ましくはアルカ
リ金属水酸化物、アルカリ金属酸化物、アルカリ金属炭酸塩またはアルカリ金属炭酸水素
塩およびそれらの混合物を使用することができる。アルカリ金属塩の代わりに、アンモニ
アまたは有機アミン、例えば、トリエタノールアミンを使用することも可能である。マグ
ネシウム、カルシウム、ストロンチウム、亜鉛またはアルミニウムの酸化物、炭酸塩、炭
酸水素塩および水酸化物ならびに上記中和剤のいずれかの混合物を、粉末、スラリーまた
は溶液として使用することも可能である。混合物の例は、アルミン酸ナトリウムの溶液で
ある。アルカリ金属としてはナトリウムおよびカリウムが特に好ましいが、水酸化ナトリ
ウム、炭酸ナトリウムまたは炭酸水素ナトリウムおよびそれらの混合物が特に非常に好ま
しい。典型的には、中和は、中和剤を水溶液として、溶融物としてまたは好ましくは固体
として混合することによっても達成される。例えば、含水量が５０重量％を明らかに下回
る水酸化ナトリウムは、２３℃より高い融点を有するワックス状物質として存在する場合
がある。この場合、ピース材料または高温での溶融物としての計量添加が可能である。
【００６１】
　場合により、安定化の目的で、モノマー溶液またはその開始材料に、金属イオン、例え
ば、鉄をマスキングするための１種以上のキレート剤を添加することが可能である。適切
なキレート剤は、例えば、アルカリ金属クエン酸塩、クエン酸、アルカリ金属酒石酸塩、
アルカリ金属乳酸塩およびグリコレート、三リン酸五ナトリウム、エチレンジアミン四酢
酸、ニトリロ三酢酸およびＴｒｉｌｏｎ（登録商標）の名称で知られている全てのキレー
ト剤、例えば、Ｔｒｉｌｏｎ（登録商標）Ｃ（ジエチレントリアミン五酢酸五ナトリウム
）、Ｔｒｉｌｏｎ（登録商標）Ｄ（（ヒドロキシエチル）－エチレンジアミン三酢酸三ナ
トリウム）およびＴｒｉｌｏｎ（登録商標）Ｍ（メチルグリシン二酢酸）である。
【００６２】
　モノマーａ）は、典型的には、貯留のための阻害剤として、重合阻害剤、好ましくはヒ
ドロキノンモノエーテルを含む。
【００６３】
　モノマー溶液は、いずれの場合もアクリル酸に対して、好ましくは最高で２５０重量ｐ
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ｐｍ、より好ましくは１３０重量ｐｐｍ以下、最も好ましくは７０重量ｐｐｍ以下、好ま
しくは１０重量ｐｐｍ以上、より好ましくは３０重量ｐｐｍ以上、特に約５０重量ｐｐｍ
のヒドロキノンモノエーテルを含み、アクリル酸塩は、アクリル酸としてカウントされる
。例えば、モノマー溶液は、適切なヒドロキノンモノエーテル含量を有するアクリル酸を
使用して製造することができる。ただし、ヒドロキノンモノエーテルは、例えば、活性炭
への吸収によりモノマー溶液から除去することもできる。
【００６４】
　好ましいヒドロキノンモノエーテルは、ヒドロキノンモノメチルエーテル（ＭＥＨＱ）
および／またはアルファ－トコフェロール（ビタミンＥ）である。
【００６５】
　適切な架橋剤ｂ）は、架橋に適した基を少なくとも２つ有する化合物である。このよう
な基は、例えば、フリーラジカル機構により重合してポリマー鎖となり得るエチレン性不
飽和基、およびモノマーａ）の酸基と共有結合を形成し得る官能基である。加えて、モノ
マーａ）の少なくとも２つの酸基と配位結合を形成し得る多価金属イオンも、適切な架橋
剤ｂ）である。
【００６６】
　架橋剤ｂ）は、好ましくは少なくとも２つのフリーラジカル重合性基を有する化合物で
あり、同基は、フリーラジカル機構により重合してポリマーネットワークとなり得る。適
切な架橋剤ｂ）は、例えば、欧州特許出願公開第０５３０４３８号明細書（ＥＰ　０　５
３０　４３８　Ａ１）に記載のエチレングリコールジメタクリレート、ジエチレングリコ
ールジアクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、アリルメタクリレート、
トリメチロールプロパントリアクリレート、トリアリルアミン、塩化テトラアリルアンモ
ニウム、テトラアリルオキシエタン、同第０５４７８４７号明細書（ＥＰ　０　５４７　
８４７　Ａ１）、同第０５５９４７６号明細書（ＥＰ　０　５５９　４７６　Ａ１）、同
第０６３２０６８号明細書（ＥＰ　０　６３２　０６８　Ａ１）、国際公開第９３／２１
２３７号（ＷＯ　９３／２１２３７　Ａ１）、同第２００３／１０４２９９号（ＷＯ　２
００３／１０４２９９　Ａ１）、同第２００３／１０４３００号（ＷＯ　２００３／１０
４３００　Ａ１）、同第２００３／１０４３０１号（ＷＯ　２００３／１０４３０１　Ａ
１）および独国特許出願公開第１０３３１４５０号明細書（ＤＥ　１０３　３１　４５０
　Ａ１）に記載のジアクリレートおよびトリアクリレート、独国特許出願公開第１０３３
１４５６号明細書（ＤＥ　１０３　３１４　５６　Ａ１）および同第１０３５５４０１号
明細書（ＤＥ　１０３　５５　４０１　Ａ１）に記載のアクリレート基と同様に、さらな
るエチレン性不飽和基を含む混合アクリレート、または例えば、独国特許出願公開第１９
５４３３６８号明細書（ＤＥ　１９５　４３　３６８　Ａ１）、同第１９６４６４８４号
明細書（ＤＥ　１９６　４６　４８４　Ａ１）、国際公開第９０／１５８３０号（ＷＯ　
９０／１５８３０　Ａ１）および同第２００２／３２９６２号（ＷＯ　２００２／３２９
６２　Ａ２）に記載の架橋剤混合物である。
【００６７】
　適切な架橋剤ｂ）は、特にペンタエリスリトールトリアリルエーテル、テトラアリルオ
キシエタン、ポリエチレングリコールジアリルエーテル（４００～２００００ｇ／ｍｏｌ
の分子量を有するポリエチレングリコールに基づく）、Ｎ，Ｎ’－メチレンビスアクリル
アミド、１５箇所エトキシル化されたトリメチロールプロパン、ポリエチレングリコール
ジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレートおよびトリアリルアミンであ
る。
【００６８】
　特に非常に好ましい架橋剤ｂ）は、例えば、国際公開第２００３／１０４３０１号（Ｗ
Ｏ　２００３／１０４３０１　Ａ１）に記載の、ポリエトキシル化および／またはプロポ
キシル化グリセロールをアクリル酸またはメタクリル酸によりエステル化させてジアクリ
レートまたはトリアクリレートとしたものである。３～１８箇所エトキシル化されたグリ
セロールのジアクリレートおよび／またはトリアクリレートが特に有利である。１～５箇
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所エトキシル化されたおよび／またはプロポキシル化されたグリセロールが特に非常に好
ましい。３～５箇所エトキシル化されたおよび／またはプロポキシル化されたグリセロー
ルのトリアクリレート、特に３箇所エトキシル化されたグリセロールのトリアクリレート
が最も好ましい。
【００６９】
　架橋剤ｂ）の量は、いずれの場合もモノマーａ）に対して、好ましくは０．０００１～
０．６重量％、より好ましくは０．００１～０．２重量％、最も好ましくは０．０１～０
．０６重量％である。架橋剤ｂ）の量を増加させると、遠心分離保持容量（ＣＲＣ）は減
少し、２１．０ｇ／ｃｍ２の圧力下での吸収（ＡＵＬ）は、最大となる。
【００７０】
　　使用される開始剤ｃ）は、重合条件下でフリーラジカルに分解するいずれの化合物で
あってもよく、例えば、過酸化物、ヒドロペルオキシド、過酸化水素、過硫酸塩、アゾ化
合物およびレドックス開始剤であってよい。水溶性開始剤の使用が好ましい。場合によっ
ては、種々の開始剤の混合物、例えば、過酸化水素とペルオキソ二硫酸ナトリウムまたは
カリウムとの混合物を使用することが有利である。過酸化水素とペルオキソ二硫酸ナトリ
ウムとの混合物は、任意の割合で使用することができる。
【００７１】
　特に好ましい開始剤ｃ）は、アゾ開始剤、例えば、２，２’－アゾビス［２－（２－イ
ミダゾリン－２－イル）プロパン］二塩酸塩および２，２’－アゾビス［２－（５－メチ
ル－２－イミダゾリン－２－イル）プロパン］二塩酸塩、２，２’－アゾビス（２－アミ
ジノプロパン）二塩酸塩、４，４’－アゾビス（４－シアノペンタン酸）、４，４’－ア
ゾビス（４－シアノペンタン酸）ナトリウム塩、２，２’－アゾビス［２－メチル－Ｎ－
（２－ヒドロキシエチル）プロピオンアミド］および光開始剤、例えば、２－ヒドロキシ
－２－メチルプロピオフェノンおよび１－［４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル］
－２－ヒドロキシ－２－メチル－１－プロパン－１－オン、レドックス開始剤、例えば、
過硫酸ナトリウム／ヒドロキシメチルスルフィン酸、ペルオキソ二硫酸アンモニウム／ヒ
ドロキシメチルスルフィン酸、過酸化水素／ヒドロキシメチルスルフィン酸、過硫酸ナト
リウム／アスコルビン酸、ペルオキソ二硫酸アンモニウム／アスコルビン酸および過酸化
水素／アスコルビン酸、光開始剤、例えば、１－［４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェ
ニル］－２－ヒドロキシ－２－メチル－１－プロパン－１－オンならびにそれらの混合物
である。ただし、使用される還元成分は、好ましくは２－ヒドロキシ－２－スルフィナト
酢酸のナトリウム塩、２－ヒドロキシ－２－スルホナト酢酸の二ナトリウム塩および重亜
硫酸ナトリウムの混合物である。このような混合物は、Ｂｒｕｅｇｇｏｌｉｔｅ（登録商
標）ＦＦ６およびＢｒｕｅｇｇｏｌｉｔｅ（登録商標）ＦＦ７（Ｂｒｕｅｇｇｅｍａｎｎ
　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ；独国ハイルブロン）として入手可能である。当然、本発明の範囲
内で、２－ヒドロキシ－２－スルフィナト酢酸および２－ヒドロキシ－２－スルホナト酢
酸の精製塩または酸を使用することも可能であり、後者は、商品名Ｂｌａｎｃｏｌｅｎ（
登録商標）（Ｂｒｕｅｇｇｅｍａｎｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ；独国ハイルブロン）でナト
リウム塩として入手可能である。
【００７２】
　開始剤は、通例の量で使用され、例えば、モノマーａ）に対して、０．００１～５重量
％、好ましくは０．０１～２重量％、最も好ましくは０．０５～０．５重量％の量で使用
される。
【００７３】
　モノマーａ）と共重合可能なエチレン性不飽和モノマーｄ）の例は、アクリルアミド、
メタクリルアミド、ヒドロキシエチルアクリレート、ヒドロキシエチルメタクリレート、
ジメチルアミノエチルアクリレート、ジメチルアミノエチルメタクリレート、ジメチルア
ミノプロピルアクリレートおよびジエチルアミノプロピルメタクリレートである。
【００７４】
　有用な水溶性ポリマーｅ）は、ポリビニルアルコール、酸性側鎖を含む改質ポリビニル
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アルコール、例えば、Ｐｏｖａｌ（登録商標）Ｋ（Ｋｕｒａｒａｙ　Ｅｕｒｏｐｅ　Ｇｍ
ｂＨ；独国フランクフルト）、ポリビニルピロリドン、デンプン、デンプン誘導体、改質
セルロース、例えば、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロースまたはヒドロキシ
エチルセルロース、ゼラチン、ポリグリコールまたはポリアクリル酸、ポリエステルおよ
びポリアミド、ポリ乳酸、ポリグリコール酸、ｃｏ－ポリ乳酸－ポリグリコール酸、ポリ
ビニルアミン、ポリアリルアミン、Ｓｏｋａｌａｎ（登録商標）（ＢＡＳＦ　ＳＥ；独国
ルートヴィヒスハーフェン）として入手可能であるアクリル酸およびマレイン酸との水溶
性コポリマー、好ましくはデンプン、デンプン誘導体および改質セルロースを含む。
【００７５】
　最適な作用のために、好ましい重合阻害剤は、溶存酸素を必要とする。したがって、重
合前に、不活性化により、すなわち、不活性ガス、好ましくは窒素を流すことにより、モ
ノマー溶液から溶存酸素を除去することができる。また、還元剤を添加することによって
溶存酸素濃度を低減することも可能である。モノマー溶液の酸素含量を、好ましくは重合
前に、１重量ｐｐｍ未満、より好ましくは０．５重量ｐｐｍ未満に低下させる。
【００７６】
　モノマー溶液の含水量は、好ましくは６５重量％未満、好ましくは６２重量％未満、よ
り好ましくは６０重量％未満、最も好ましくは５８重量％未満である。
【００７７】
　モノマー溶液は、２０℃で、好ましくは０．００２～０．０２Ｐａ・ｓ、より好ましく
は０．００４～０．０１５Ｐａ・ｓ、最も好ましくは０．００５～０．０１Ｐａ・ｓの動
粘度を有する。液滴生成における平均液滴直径は、動粘度の上昇と共に上昇する。
【００７８】
　モノマー溶液は、２０℃で、好ましくは１～１．３ｇ／ｃｍ３、より好ましくは１．０
５～１．２５ｇ／ｃｍ３、最も好ましくは１．１～１．２ｇ／ｃｍ３の密度を有する。
【００７９】
　モノマー溶液は、２０℃で、０．０２～０．０６Ｎ／ｍ、より好ましくは０．０３～０
．０５Ｎ／ｍ、最も好ましくは０．０３５～０．０４５Ｎ／ｍの表面張力を有する。液滴
生成における平均液滴直径は、表面張力の上昇と共に大きくなる。このことは、液滴化重
合プロセスが使用される場合に重要である。
【００８０】
　重合
　モノマー溶液を重合させる。適切な反応器は、例えば、混練反応器またはベルト式反応
器である。混練機において、モノマー水溶液または懸濁液の重合で形成されたポリマーゲ
ルが、国際公開第２００１／０３８４０２号（ＷＯ　２００１／０３８４０２　Ａ１）に
記載のとおり、例えば、逆転撹拌シャフトにより連続的に微粉砕される。ベルトでの重合
は、例えば、独国特許出願公開第３８２５３６６号明細書（ＤＥ　３８　２５　３６６　
Ａ１）および米国特許第６，２４１，９２８号明細書（ＵＳ　６，２４１，９２８）に記
載されている。ベルト式反応器内での重合によってポリマーゲルが形成され、該ゲルを、
さらなるプロセス工程において、例えば押出機または混練機内で微粉砕すべきである。
【００８１】
　乾燥特性を改善するために、混練機により得られる微粉砕ポリマーゲルを、さらに押し
出すことができる。
【００８２】
　あるいは吸水性ポリマー粒子は、例えば、国際公開第２００８／０４０７１５号（ＷＯ
　２００８／０４０７１５　Ａ２）、同第２００８／０５２９７１号（ＷＯ　２００８／
０５２９７１　Ａ１）、同第２００８／０６９６３９号（ＷＯ　２００８／０６９６３９
　Ａ１）および同第２００８／０８６９７６号（ＷＯ　２００８／０８６９７６　Ａ１）
に記載されているシステムを使用することにより、周囲の加熱された気相中でモノマーの
液滴を重合することにより製造される。得られた吸水性ポリマー粒子は、特に、少なくと
も０．８０の真円度を有する。
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【００８３】
　液滴は、好ましくは液滴プレートにより生成される。液滴プレートは、多数の孔を有す
るプレートであり、液体は、頂部から孔に入る。液滴プレートまたは液体を振動させるこ
とができ、これにより、液滴プレートの下側の各孔で、理想的には単分散性の液滴の鎖が
生成される。好ましい実施形態では、液滴プレートを揺動させない。
【００８４】
　所望の粒径の範囲を得ることができるように、異なる孔径を有する２つ以上の液滴プレ
ートを使用することも可能である。各液滴プレートが１つの孔径のみを有することが好ま
しいが、１つのプレートにおける混合孔径も可能である。
【００８５】
　孔の数およびサイズは、所望の容量および液滴サイズに応じて選択される。液滴の直径
は、典型的には、孔径の１．９倍である。ここで重要なことは、液滴化すべき液体が孔を
過度に急速に通過することのないようにし、また孔で過度に大幅な圧力降下が生じること
のないようにすることである。さもなくば、液体が液滴化されず、高い運動エネルギーゆ
えに液体噴流が分解（噴霧）される。孔１つあたりの処理量および孔径に基づくレイノル
ズ数は、好ましくは２０００未満、好ましくは１６００未満、より好ましくは１４００未
満、最も好ましくは１２００未満である。
【００８６】
　液滴プレートの下側は、少なくとも部分的に、水に対して、好ましくは少なくとも６０
°、より好ましくは少なくとも７５°、最も好ましくは少なくとも９０°の接触角を有す
る。接触角とは、表面に対する液体、特に水の濡れ挙動の指標であり、従来の方法、例え
ば、ＡＳＴＭ　Ｄ　５７２５に従って測定することができる。低い接触角は、良好な濡れ
性を示し、高い接触角は、不十分な濡れ性を示す。
【００８７】
　また、液滴プレートは、水に対して比較的小さい接触角を有する材料、例えば、独国建
築材料コード番号が１．４５７１である鋼からなり、水に対して比較的大きな接触角を有
する材料で被覆されることも可能である。有用な被覆材としては、例えば、フルオロポリ
マー、例えば、ペルフルオロアルコキシエチレン、ポリテトラフルオロエチレン、エチレ
ン－クロロトリフルオロエチレンコポリマー、エチレン－テトラフルオロエチレンコポリ
マーおよびフッ化ポリエチレンが挙げられる。
【００８８】
　被覆材を、分散液として基材に塗工することができ、この場合、次いで溶媒を蒸発させ
て被覆材を熱処理する。ポリテトラフルオロエチレンに関して、これは、例えば、米国特
許第３，２４３，３２１号明細書（ＵＳ－３，２４３，３２１）に記載されている。
【００８９】
　さらなる被覆プロセスは、“Ｕｌｌｍａｎｎ’ｓ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　
Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ”（Ｕｐｄａｔｅｄ　Ｓｉｘｔｈ　Ｅｄｉｔ
ｉｏｎ，２０００　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｒｅｌｅａｓｅ）の電子版における見出し“
Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍｓ”に示されている。
【００９０】
　被覆材を、化学的ニッケル化の過程でニッケル層にさらに組み込むことができる。
【００９１】
　液滴プレートの濡れ性が低くなることによって、液滴サイズ分布の狭い単分散性液滴が
生成される。
【００９２】
　液滴プレートは、好ましくは少なくとも５個、より好ましくは少なくとも２５個、最も
好ましくは少なくとも５０個、好ましくは最高で７５０個、より好ましくは最高で５００
個、最も好ましくは最高で２５０個の孔を有する。孔の数は、主に幾何学的および製造上
の制約により決まり、上記の所定の範囲外であっても、実際の使用条件に合わせて調整す
ることができる。孔径は、所望の液滴サイズに調整される。
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【００９３】
　孔の間隔は、通常は５～５０ｍｍ、好ましくは６～４０ｍｍ、より好ましくは７～３５
ｍｍ、最も好ましくは８～３０ｍｍである。孔の間隔を狭くすると、重合中の液滴の凝集
を招く場合がある。
【００９４】
　孔径は、好ましくは５０～５００μｍ、より好ましくは１００～３００μｍ、最も好ま
しくは１５０～２５０μｍである。
【００９５】
　平均粒径を最適化するために、異なる孔径を有する液滴プレートを使用することができ
る。このバリエーションは、１つのプレート上の異なる孔によって行うことも、異なるプ
レートを使用して各プレートが異なる孔径を有することによって行うこともできる。平均
粒径分布は、単峰性であっても二峰性であっても多峰性であってもよい。最も好ましくは
、平均粒径分布は、単峰性または二峰性である。
【００９６】
　モノマー溶液が孔を通過する際のモノマー溶液の温度は、好ましくは５～８０℃、より
好ましくは１０～７０℃、最も好ましくは３０～６０℃である。
【００９７】
　反応チャンバーには、ガスが通って流れる。キャリアガスは、モノマー溶液の自由落下
液滴と並流で、すなわち、上部から下向きに反応チャンバーを通って導入される。１回の
通過後、ガスは、好ましくは少なくとも部分的に、好ましくは少なくとも５０％程度、よ
り好ましくは少なくとも７５％程度、循環ガスとしてチャンバーに再循環される。典型的
には、キャリアガスの一部は、各通過の後に、好ましくは最高で１０％、より好ましくは
最高で３％、最も好ましくは最高で１％排出される。
【００９８】
　キャリアガスは、空気で構成されてもよい。キャリアガスの酸素含量は、好ましくは０
．１～１５体積％、より好ましくは１～１０体積％、最も好ましくは２～７重量％である
。本発明の範囲において、酸素を含まないキャリアガスを使用することも可能である。
【００９９】
　酸素と同様に、キャリアガスは、好ましくは窒素を含む。このガスの窒素含量は、好ま
しくは少なくとも８０体積％、より好ましくは少なくとも９０体積％、最も好ましくは少
なくとも９５体積％である。他の可能性のあるキャリアガスは、二酸化炭素、アルゴン、
キセノン、クリプトン、ネオン、ヘリウム、六フッ化硫黄から選択されてもよい。キャリ
アガスの任意の混合物を使用してもよい。キャリアガスが、水蒸気および／またはアクリ
ル酸蒸気とともに充填されてもよい。
【０１００】
　ガス速度は、好ましくは反応ゾーン内の流れが方向付けられるように、例えば、全体の
流れ方向に対向する対流が存在しないように調節され、好ましくは０．１～２．５ｍ／ｓ
、より好ましくは０．３～１．５ｍ／ｓ、さらにより好ましくは０．５～１．２ｍ／ｓ、
最も好ましくは０．７～０．９ｍ／ｓである。
【０１０１】
　ガス流入口温度、すなわち、ガスが反応ゾーンに入る温度は、好ましくは１６０～２０
０℃、より好ましくは１６５～１９５℃、さらにより好ましくは１７０～１９０℃、最も
好ましくは１７５～１８５℃である。
【０１０２】
　反応ゾーンに入るガスの水蒸気含量は、好ましくは乾燥ガス１ｋｇあたり０．０１～０
．１５ｋｇ、より好ましくは乾燥ガス１ｋｇあたり０．０２～０．１２ｋｇ、最も好まし
くは乾燥ガス１ｋｇあたり０．０３～０．１０ｋｇである。
【０１０３】
　ガス流入口温度は、ガス排出口温度、すなわち、ガスが反応ゾーンから出る温度が、１
５０℃未満、好ましくは９０～１４０℃、より好ましくは１００～１３０℃、さらにより
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好ましくは１０５～１２５℃、最も好ましくは１１０～１２０℃となるように制御される
。
【０１０４】
　反応ゾーンから出るガスの水蒸気含量は、好ましくは乾燥ガス１ｋｇあたり０．０２～
０．３０ｋｇ、より好ましくは乾燥ガス１ｋｇあたり０．０４～０．２８ｋｇ、最も好ま
しくは乾燥ガス１ｋｇあたり０．０５～０．２５ｋｇである。
【０１０５】
　吸水性ポリマー粒子は、３つのカテゴリーに分けることができる。タイプ１の吸水性ポ
リマー粒子は、空洞を１つ有する粒子である。タイプ２の吸水性ポリマー粒子は、空洞を
２つ以上有する粒子である。タイプ３の吸水性ポリマー粒子は、目に見える空洞を有しな
い密な粒子である。タイプ１の粒子は、中空球により表され、タイプ２の粒子は、球状独
立気泡海綿状物により表され、タイプ３の粒子は、中実球により表される。タイプ１の粒
子をほとんどまたは全く含まないタイプ２もしくはタイプ３の粒子またはそれらの混合物
が好ましい。
【０１０６】
　吸水性ポリマー粒子の形態は、重合中の反応条件により制御することができる。低いガ
ス速度および高いガス排出口温度を使用することによって、空洞を１つ有する粒子（タイ
プ１）を多量に有する吸水性ポリマー粒子を製造することができる。高いガス速度および
低いガス排出口温度を使用することによって、空洞を２つ以上有する粒子（タイプ２）を
多量に有する吸水性ポリマー粒子を製造することができる。
【０１０７】
　空洞を有しない吸水性ポリマー粒子（タイプ３）および空洞を２つ以上有する吸水性ポ
リマー粒子（タイプ２）は、空洞を１つしか有しない吸水性ポリマー粒子（タイプ１）と
比較して、改善された機械的安定性を示す。
【０１０８】
　特に有利な点として、丸みのある形状の粒子は、おむつ製造における加工応力によって
容易に破壊され得る先端を有さず、また水性液体中での膨潤中に、機械的強度の損失を招
き得る破壊点が表面上に存在しない。
【０１０９】
　反応は、高圧下でも減圧下でも行うことができ、好ましくは周囲圧力より１～１００ｍ
ｂａｒ低く、より好ましくは周囲圧力より１．５～５０ｍｂａｒ低く、最も好ましくは周
囲圧力より２～１０ｍｂａｒ低く行うことができる。
【０１１０】
　反応オフガス、すなわち、反応チャンバーを出るガスは、熱交換器で冷却されてもよい
。これにより、水および未転化モノマーａ）が凝縮される。次いで、反応オフガスを少な
くとも部分的に再加熱し、循環ガスとして反応チャンバーに再循環させることができる。
反応オフガスの一部を排出し、新鮮なガスに置き換えることができ、この場合、反応オフ
ガス中に存在する水および未転化モノマーａ）を除去し、再利用することができる。
【０１１１】
　熱的に統合されたシステムが特に好ましく、すなわち、オフガスの冷却における廃熱の
一部が循環ガスの加熱に使用されることが特に好ましい。
【０１１２】
　反応器は、微加熱することができる。この場合、微加熱は、壁温度が内側反応器温度よ
りも少なくとも５℃高くなり、かつ反応器壁上での凝縮が確実に防止されるように調整さ
れる。
【０１１３】
　熱後処理
　液滴化により得られた吸水性ポリマー粒子は、残留モノマーの含量を所望の値に調整す
るために、任意に熱後処理されてもよい。
【０１１４】
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　残留モノマーは、比較的高い温度および比較的長い滞留時間で、より良好に除去するこ
とができる。本明細書において重要なことは、吸水性ポリマー粒子を過度に乾燥させない
ようにすることである。過度に乾燥した粒子の場合、残留モノマーは、ごくわずかしか減
少しない。含水量が高すぎると、吸水性ポリマー粒子のケーキング傾向が高くなる。
【０１１５】
　熱後処理は、流動層内で行うことができる。本発明の好ましい実施形態では、内側流動
層が使用される。内側流動層とは、液滴化重合の生成物が反応ゾーンの下方の流動層に蓄
積することを意味する。
【０１１６】
　流動状態では、ポリマー粒子の運動エネルギーは、ポリマー粒子間の凝集または付着ポ
テンシャルより大きい。
【０１１７】
　流動層により、流動状態を達成することができる。この層では、吸水性ポリマー粒子に
向かって上向きの流れがあり、その結果、粒子は流動層を形成する。流動層の高さは、ガ
スレートおよびガス速度により、すなわち、流動層の圧力降下（ガスの運動エネルギー）
により調節される。
【０１１８】
　流動層内でのガス流の速度は、好ましくは０．３～２．５ｍ／ｓ、より好ましくは０．
４～２．０ｍ／ｓ、最も好ましくは０．５～１．５ｍ／ｓである。
【０１１９】
　内側流動層の底部上での圧力降下は、好ましくは１～１００ｍｂａｒ、より好ましくは
３～５０ｍｂａｒ、最も好ましくは５～２５ｍｂａｒである。
【０１２０】
　熱後処理の終了時の吸水性ポリマー粒子の含水量は、好ましくは１～２０重量％、より
好ましくは２～１５重量％、さらにより好ましくは３～１２重量％、最も好ましくは５～
８重量％である。
【０１２１】
　熱後処理中の吸水性ポリマー粒子の温度は、２０～１２０℃、好ましくは４０～１００
℃、より好ましくは５０～９５℃、さらにより好ましくは５５～９０℃、最も好ましくは
６０～８０℃である。
【０１２２】
　内側流動層における平均滞留時間は、１０～３００分、好ましくは６０～２７０分、よ
り好ましくは４０～２５０分、最も好ましくは１２０～２４０分である。
【０１２３】
　流動層を出る吸水性ポリマーの残留モノマーの量を減少させるために、流動層の条件を
調節することができる。追加の蒸気を使用する熱後処理により、残留モノマーの量を０．
１重量％未満のレベルに減少させることができる。
【０１２４】
　ガスの水蒸気含量は、好ましくは乾燥ガス１ｋｇあたり０．００５～０．２５ｋｇ、よ
り好ましくは乾燥ガス１ｋｇあたり０．０１～０．２ｋｇ、最も好ましくは乾燥ガス１ｋ
ｇあたり０．０２～０．１５ｋｇである。
【０１２５】
　追加の蒸気を使用することにより、流動層を出る吸水性ポリマーの残留モノマーの量が
、０．０３～１５重量％、好ましくは０．０５～１２重量％、より好ましくは０．１～１
０重量％、さらにより好ましくは０．１５～７．５重量％、最も好ましくは０．２～５重
量％、さらに最も好ましくは０．２５～２．５重量％となるように、流動層の条件を調節
することができる。
【０１２６】
　熱後処理は、外側流動層中で完全にまたは少なくとも部分的に行われることが好ましい
。外側流動層の操作条件は、上記の内側流動層の範囲内である。
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【０１２７】
　また、熱後処理は、可動式混合器具を備えた外部ミキサー、好ましくは横型ミキサー、
例えば、スクリューミキサー、ディスクミキサー、スクリューベルトミキサーおよびパド
ルミキサーにおいて行われることが好ましい。適切なミキサーは、例えば、ベッカー（Ｂ
ｅｃｋｅｒ）ショベルミキサー（Ｇｅｂｒ．Ｌｏｅｄｉｇｅ　Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｂａｕ
　ＧｍｂＨ；独国パーダーボルン）、ナラ（Ｎａｒａ）パドルミキサー（ＮＡＲＡ　Ｍａ
ｃｈｉｎｅｒｙ　Ｅｕｒｏｐｅ；独国フレッヒェン）、Ｐｆｌｕｇｓｃｈａｒ（登録商標
）すき刃ミキサー（Ｇｅｂｒ．Ｌｏｅｄｉｇｅ　Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｂａｕ　ＧｍｂＨ；
独国パーダーボルン）、フリーコ－ナウタ（Ｖｒｉｅｃｏ－Ｎａｕｔａ）連続式ミキサー
（Ｈｏｓｏｋａｗａ　Ｍｉｃｒｏｎ　ＢＶ；オランダ国ドゥーティンヘム）、プロセッサ
ル・ミックスミル（Ｐｒｏｃｅｓｓａｌｌ　Ｍｉｘｍｉｌｌ）ミキサー（Ｐｒｏｃｅｓｓ
ａｌｌ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ；米国シンシナティ）およびルバーグ（Ｒｕｂｅｒｇ
）連続流ミキサー（Ｇｅｂｒｕｅｄｅｒ　Ｒｕｂｅｒｇ　ＧｍｂＨ　＆　Ｃｏ　ＫＧ，独
国ニーハイム）である。ルバーグ（Ｒｕｂｅｒｇ）連続流ミキサー、ベッカー（Ｂｅｃｋ
ｅｒ）ショベルミキサーおよびＰｆｌｕｇｓｃｈａｒ（登録商標）すき刃ミキサーが好ま
しい。
【０１２８】
　熱後処理は、不連続式外部ミキサー内で行ってもよいし、連続式外部ミキサー内で行っ
てもよい。
【０１２９】
　不連続式外部ミキサーで使用されるガスの量は、いずれの場合も吸水性ポリマー粒子１
ｋｇに対して、好ましくは０．０１～５Ｎｍ３／ｈ、より好ましくは０．０５～２Ｎｍ３

／ｈ、最も好ましくは０．１～０．５Ｎｍ３／ｈである。
【０１３０】
　連続式外部ミキサーで使用されるガスの量は、いずれの場合も吸水性ポリマー粒子の処
理量１ｋｇ／ｈに対して、好ましくは０．０１～５Ｎｍ３／ｈ、より好ましくは０．０５
～２Ｎｍ３／ｈ、最も好ましくは０．１～０．５Ｎｍ３／ｈである。
【０１３１】
　ガスの他の成分は、好ましくは窒素、二酸化炭素、アルゴン、キセノン、クリプトン、
ネオン、ヘリウム、空気または空気／窒素混合物であり、より好ましくは窒素または１０
体積％未満の酸素を含む空気／窒素混合物である。酸素は、変色の原因となる場合がある
。
【０１３２】
　吸水性ポリマー粒子の形態は、熱後処理中の反応条件によっても制御することができる
。高い製造温度および短い滞留時間を用いることによって、空洞を１つ有する粒子（タイ
プ１）を多量に有する吸水性ポリマー粒子を製造することができる。低い製造温度および
長い滞留時間を用いることによって、空洞を２つ以上有する粒子（タイプ２）を多量に有
する吸水性ポリマー粒子を製造することができる。
【０１３３】
　表面後架橋
　本発明によれば、吸水性ポリマー粒子は表面後架橋されないが、例えば、混練機または
液滴化におけるそれらの製造プロセスとは独立して、吸水性ポリマー粒子を場合により表
面後架橋させて、流体吸収性粒子の特性をさらに調整してもよい。
【０１３４】
　表面後架橋剤は、ポリマー粒子のカルボキシレート基と少なくとも２つの共有結合を形
成することができる基を含む化合物である。適切な化合物は、例えば、欧州特許出願公開
第００８３０２２号明細書（ＥＰ　０　０８３　０２２　Ａ２）、同第０５４３３０３号
明細書（ＥＰ　０　５４３　３０３　Ａ１）および同第０９３７７３６号明細書（ＥＰ　
０　９３７　７３６　Ａ２）に記載されている多官能性アミン、多官能性アミドアミン、
多官能性エポキシド、独国特許出願公開第３３１４０１９号明細書（ＤＥ　３３　１４　
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０１９　Ａ１）、同第３５２３６１７号明細書（ＤＥ　３５　２３　６１７　Ａ１）およ
び欧州特許出願公開第０４５０９２２号明細書（ＥＰ　０　４５０　９２２　Ａ２）に記
載されている二官能性もしくは多官能性アルコール、または独国特許出願公開第１０２０
４９３８号明細書（ＤＥ　１０２　０４　９３８　Ａ１）および米国特許第６，２３９，
２３０号明細書（ＵＳ　６，２３９，２３０）に記載されているβ－ヒドロキシアルキル
アミドである。また、エチレンオキシド、アジリジン、グリシドール、オキセタンおよび
その誘導体を使用してもよい。
【０１３５】
　ポリビニルアミン、ポリアミドアミンおよびポリビニルアルコールは、多官能性ポリマ
ー性表面後架橋剤の例である。
【０１３６】
　加えて、適切な表面後架橋剤として、独国特許第４０２０７８０号明細書（ＤＥ　４０
　２０　７８０　Ｃ１）には、アルキレンカーボネートが記載されており、独国特許出願
公開第１９８０７５０２号明細書（ＤＥ　１９８　０７　５０２　Ａ１）には、１，３－
オキサゾリジン－２－オンおよびその誘導体、例えば２－ヒドロキシエチル－１，３－オ
キサゾリジン－２－オンが記載されており、独国特許第１９８０７９９２号明細書（ＤＥ
　１９８　０７　９９２　Ｃ１）には、ビス－およびポリ－１，３－オキサゾリジン－２
－オンが記載されており、欧州特許出願公開第０９９９２３８号明細書（ＥＰ　０　９９
９　２３８　Ａ１）には、ビス－およびポリ－１，３－オキサゾリジンが記載されており
、独国特許出願公開第１９８５４５７３号明細書（ＤＥ　１９８　５４　５７３　Ａ１）
には、２－オキソテトラヒドロ－１，３－オキサジンおよびその誘導体が記載されており
、独国特許出願公開第１９８５４５７４号明細書（ＤＥ　１９８　５４　５７４　Ａ１）
には、Ｎ－アシル－１，３－オキサゾリジン－２－オンが記載されており、独国特許出願
公開第１０２０４９３７号明細書（ＤＥ　１０２　０４　９３７　Ａ１）には、環式尿素
が記載されており、独国特許出願公開第１０３３４５８４号明細書（ＤＥ　１０３　３４
　５８４　Ａ１）には、二環式アミドアセタールが記載されており、欧州特許出願公開第
１１９９３２７号明細書（ＥＰ　１　１９９　３２７　Ａ２）には、オキセタンおよび環
式尿素が記載されており、国際公開第２００３／３１４８２号（ＷＯ　２００３／３１４
８２　Ａ１）には、モルホリン－２，３－ジオンおよびその誘導体が記載されている。
【０１３７】
　加えて、独国特許出願公開第３７１３６０１号明細書（ＤＥ　３７　１３　６０１　Ａ
１）に記載のとおり、追加の重合性エチレン性不飽和基を含む表面後架橋剤を使用するこ
とも可能である。
【０１３８】
　表面後架橋剤の任意の適切な混合物を使用することも可能である。
【０１３９】
　熱表面後架橋中の温度は、１００～１８０℃の範囲にある。
【０１４０】
　被覆
　特性を改善するために、吸水性ポリマー粒子を被覆することができおよび／または場合
により給湿することができる。内側流動層、外側流動層ならびに／または熱後処理に使用
される外部ミキサーおよび／もしくは別個のコーター（ミキサー）を、吸水性ポリマー粒
子の被覆に使用することができる。さらに、冷却器および／または別個のコーター（ミキ
サー）を、表面後架橋された吸水性ポリマー粒子の被覆／給湿に使用することができる。
捕捉挙動および透過性（ＳＦＣまたはＧＢＰ）を制御するのに適した被覆は、例えば、無
機不活性物質、例えば、水不溶性金属塩、有機ポリマー、カチオン性ポリマー、アニオン
性ポリマーおよび多価金属カチオンである。色安定性を改善するのに適した被覆は、例え
ば、還元剤、キレート剤および酸化防止剤である。ダスト結合に適した被覆は、例えば、
ポリオールである。ポリマー粒子の望ましくないケーキング傾向に対する適切な被覆は、
例えば、ヒュームドシリカ、例えば、Ａｅｒｏｓｉｌ（登録商標）２００および界面活性
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剤、例えば、Ｓｐａｎ（登録商標）２０およびＰｌａｎｔａｃａｒｅ（登録商標）８１８
　ＵＰである。好ましい被覆は、ジヒドロキシモノ酢酸アルミニウム、硫酸アルミニウム
、乳酸アルミニウム、３－ヒドロキシプロピオン酸アルミニウム、酢酸ジルコニウム、ク
エン酸またはその水溶性塩、ジおよびモノリン酸またはそれらの水溶性塩、Ｂｌａｎｃｏ
ｌｅｎ（登録商標）、Ｂｒｕｅｇｇｏｌｉｔｅ（登録商標）ＦＦ７、Ｃｕｂｌｅｎ（登録
商標）、Ｓｐａｎ（登録商標）２０およびＰｌａｎｔａｃａｒｅ（登録商標）８１８　Ｕ
Ｐである。
【０１４１】
　ただし、本発明による吸水性ポリマー粒子を表面後架橋させない場合には、通常は、該
粒子の被覆も行わない。
【０１４２】
　ただし、特に、色安定性および／またはダスト結合に関する問題がある場合には、表面
後架橋されていない吸水性ポリマー粒子を被覆することが好ましい場合もある。
【０１４３】
　凝集
　吸水性ポリマー粒子を、さらに選択的に凝集させることができる。凝集は、重合、熱後
処理、熱表面後架橋または被覆の後に行うことができる。
【０１４４】
　有用な凝集助剤は、水ならびに水混和性有機溶媒、例えば、アルコール、テトラヒドロ
フランおよびアセトンを含み、水溶性ポリマーをさらに使用することができる。
【０１４５】
　凝集のために、凝集助剤を含む溶液を、吸水性ポリマー粒子に噴霧する。溶液の噴霧は
、例えば、可動式混合器具を有するミキサー、例えば、スクリューミキサー、パドルミキ
サー、ディスクミキサー、すき刃ミキサーおよびショベルミキサー中で行うことができる
。有用なミキサーとしては、例えば、Ｌｏｅｄｉｇｅ（登録商標）ミキサー、Ｂｅｐｅｘ
（登録商標）ミキサー、Ｎａｕｔａ（登録商標）ミキサー、Ｐｒｏｃｅｓｓａｌｌ（登録
商標）ミキサーおよびＳｃｈｕｇｉ（登録商標）ミキサーが挙げられる。縦型ミキサーが
好ましい。流動層式装置が特に好ましい。
【０１４６】
　界面活性剤および／または無機不活性物質は、湿潤大気条件下でのこのプロセス工程中
の粘着またはケーキングを回避するのに使用することができる。好ましい界面活性剤は、
非イオン性および両性界面活性剤である。好ましい無機不活性物質は、粉末または分散液
の形態の沈降シリカおよびヒュームドシリカである。
【０１４７】
　溶液／分散液を製造するのに使用される全液体の量は、典型的には、処理すべき吸水性
ポリマー粒子の重量に対して、０．０１重量％～２５重量％、好ましくは０．５重量％～
１２重量％、より好ましくは２重量％～７重量％、最も好ましくは３重量％～６重量％で
ある。
【０１４８】
　遠心分離保持容量（ＣＲＣ）は、吸水性ポリマー粒子の最大水保持容量であるため、こ
のパラメータを最大にすることは重要である。
【０１４９】
　本発明の流体吸収性粒子に適した吸水性ポリマー粒子は、少なくとも３５ｇ／ｇ、好ま
しくは４０ｇ／ｇの遠心分離保持容量を有する。
【０１５０】
　本発明の一実施形態による流体吸収性ポリマー粒子は、典型的には、少なくとも３５ｇ
／ｇ、好ましくは少なくとも４０ｇ／ｇ、より好ましくは少なくとも４５ｇ／ｇ、最も好
ましくは少なくとも５０ｇ／ｇ、通常は１００ｇ／ｇ以下の遠心分離保持容量（ＣＲＣ）
を有する。
【０１５１】
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　吸水性ポリマー粒子は、２０重量％未満、好ましくは１５重量％未満、好ましくは１０
重量％未満、より好ましくは８重量％未満、さらにより好ましくは５重量％未満、通常は
３重量％以下の抽出可能な成分のレベルをさらに有するのが適切である。
【０１５２】
　本発明の一実施形態による吸水性ポリマー粒子の無負荷下吸収性（ＡＵＮＬ）は、少な
くとも３５ｇ／ｇ、好ましくは少なくとも４０ｇ／ｇ、好ましくは少なくとも４５ｇ／ｇ
、より好ましくは少なくとも５０ｇ／ｇ、さらにより好ましくは少なくとも５５ｇ／ｇ、
通常は１００ｇ／ｇ以下である。
【０１５３】
　本発明に有用な吸水性ポリマー粒子の高負荷下吸収性（ＡＵＨＬ）は、少なくとも５ｇ
／ｇ、ただし好ましくは２０ｇ／ｇ未満、より好ましくは１５ｇ／ｇ未満、好ましくは１
０ｇ／ｇ未満、さらにより好ましくは８ｇ／ｇ未満である。
【０１５４】
　本発明の実施形態による吸水性ポリマー粒子は、５×１０－７ｃｍ３ｓ／ｇ未満、好ま
しくは４×１０－７ｃｍ３ｓ／ｇ未満、好ましくは３×１０－７ｃｍ３ｓ／ｇ未満、より
好ましくは２×１０－７ｃｍ３ｓ／ｇ未満、さらにより好ましくは１×１０－７ｃｍ３ｓ
／ｇ未満、通常は０×１０－７ｃｍ３ｓ／ｇ以下の生理食塩水流動伝導率（ＳＦＣ）を有
する。
【０１５５】
　本発明の実施形態による吸水性ポリマー粒子は、少なくとも３５ｇ／ｇの遠心分離保持
容量、少なくとも３５ｇ／ｇの無負荷下吸収性（ＡＵＮＬ）、少なくとも５ｇ／ｇの高負
荷下吸収性（ＡＵＨＬ）を有し、５×１０－７ｃｍ３ｓ／ｇ未満の生理食塩水流動伝導率
（ＳＦＣ）を有する。
【０１５６】
　本発明の別の実施形態によれば、吸水性ポリマー粒子は、少なくとも３７ｇ／ｇの遠心
分離保持容量（ＣＲＣ）、少なくとも４０ｇ／ｇの無負荷下吸収性（ＡＵＮＬ）、少なく
とも６ｇ／ｇの高負荷下吸収性（ＡＵＨＬ）および３×１０－７ｃｍ３ｓ／ｇ未満の生理
食塩水流動伝導率（ＳＦＣ）を有する。
【０１５７】
　本発明の実施形態による好ましい吸水性ポリマー粒子は、少なくとも３５ｇ／ｇの遠心
分離保持容量、少なくとも３５ｇ／ｇの無負荷下吸収性（ＡＵＮＬ）、１５ｇ／ｇ未満の
高負荷下吸収性（ＡＵＨＬ）を有し、５×１０－７ｃｍ３ｓ／ｇ未満の生理食塩水流動伝
導率（ＳＦＣ）を有する。
【０１５８】
　本発明の実施形態によるより好ましい吸水性ポリマー粒子は、少なくとも４０ｇ／ｇの
遠心分離保持容量、少なくとも４０ｇ／ｇの無負荷下吸収性（ＡＵＮＬ）、１５ｇ／ｇ未
満の高負荷下吸収性（ＡＵＨＬ）を有し、５×１０－７ｃｍ３ｓ／ｇ未満の生理食塩水流
動伝導率（ＳＦＣ）を有する。
【０１５９】
　さらにより好ましい吸水性ポリマー粒子は、少なくとも３７ｇ／ｇの遠心分離保持容量
（ＣＲＣ）、少なくとも４０ｇ／ｇの無負荷下吸収性（ＡＵＮＬ）、１０ｇ／ｇ未満の高
負荷下吸収性（ＡＵＨＬ）および３×１０－７ｃｍ３ｓ／ｇ未満の生理食塩水流動伝導率
（ＳＦＣ）を有する。
【０１６０】
　一実施形態によれば、本発明に有用な吸水性粒子は、０．８０～０．９５、好ましくは
０．８２～０．９３、より好ましくは０．８４～０．９１、最も好ましくは０．８５～０
．９０の平均真球度を有する。真球度（ＳＰＨＴ）または真円度は、
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【数１】

［式中、
Ａは、断面積であり、Ｕは、ポリマー粒子の断面円周である］と定められる。平均真球度
は、体積平均真球度である。
【０１６１】
　平均真球度は、例えば、Ｃａｍｓｉｚｅｒ（登録商標）画像分析システム（Ｒｅｔｓｃ
ｈ　Ｔｅｃｈｎｏｌｇｙ　ＧｍｂＨ；独国ハーン）またはＰａｒｔＡｎ（登録商標）３０
０１　Ｌ粒子分析器（Ｍｉｃｒｏｔｒａｃ　Ｅｕｒｏｐｅ　ＧｍｂＨ；独国メーアブッシ
ュ）により測定することができる。
【０１６２】
　適切な吸水性ポリマー粒子は、好ましくは０．６～１ｇ／ｃｍ３、より好ましくは０．
６５～０．９ｇ／ｃｍ３、最も好ましくは０．６８～０．８ｇ／ｃｍ３の嵩密度を有する
。
【０１６３】
　一方、０．８０未満の真球度を有する吸水性ポリマー粒子が、０．６～０．７５ｇ／ｃ
ｍ３、好ましくは０．６２～０．６８ｇ／ｃｍ３の嵩密度を有することが好ましい。
【０１６４】
　一方、少なくとも０．８０の真球度を有する吸水性ポリマー粒子が、少なくとも０．７
５の嵩密度を有することが好ましい。
【０１６５】
　有用な吸水性粒子は、１５０μｍ～８５０μｍ、好ましくは１５０μｍ～７００μｍ、
より好ましくは１５０μｍ～６００μｍ、最も好ましくは１５０μｍ～４００μｍの粒径
分布（ＰＳＤ）を有する。
【０１６６】
　Ｃ．流体吸収性物品
　流体吸収性物品は、
　（Ａ）上側液体透過性層と、
　（Ｂ）下側液体不透過性層と、
　（Ｃ）流体吸収性ポリマー粒子とセルロース系繊維との合計に対して、少なくとも６０
重量％の非表面後架橋流体吸収性ポリマー粒子および４０重量％以下のセルロース系繊維
、
　好ましくは少なくとも６５重量％の非表面後架橋流体吸収性ポリマー粒子および３５重
量％以下のセルロース系繊維、
　より好ましくは少なくとも７０重量％の非表面後架橋流体吸収性ポリマー粒子および３
０重量％以下のセルロース系繊維、
　最も好ましくは少なくとも８０重量％の非表面後架橋流体吸収性ポリマー粒子および２
０重量％以下のセルロース系繊維、
　さらにより好ましくは少なくとも９０重量％の非表面後架橋流体吸収性ポリマー粒子お
よび１０重量％以下のセルロース系繊維、
　さらにより好ましくは１００重量％の非表面後架橋流体吸収性ポリマー粒子および０重
量％のセルロース系繊維と、
　（Ｄ）合成繊維とセルロース系繊維との合計に対して、少なくとも９０重量％の合成繊
維および１０重量％以下のセルロース系繊維を含む、（Ａ）と（Ｃ）との間の捕捉・分配
層（ＡＤＬ）であって、ＡＤＬは、少なくとも７０ｇｓｍ、好ましくは少なくとも８０ｇ
ｓｍ、より好ましくは少なくとも９０ｇｓｍ、最も好ましくは少なくとも１００ｇｓｍ、
通常は１８０ｇｓｍ以下の目付を有する、捕捉・分配層と、
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　（Ｅ）（Ｃ）の直上および／もしくは直下に配置されまたは（Ｃ）の周りを完全にもし
くは部分的に包んでいる任意選択的なティッシュ層と、
　（Ｆ）他の任意選択的な構成要素とを含む。
【０１６７】
　流体吸収性物品は、例えば、成人用の失禁パッドおよび失禁ブリーフまたは乳児用のお
むつおよびトレーニングパンツを意味すると理解される。適切な流体吸収性物品は、基材
、層、シートおよび／または流体吸収性コアのための繊維ウェブまたはマトリックスを形
成するための、繊維材料および場合により、吸水性ポリマー粒子を含む流体吸収性組成物
を含む。
【０１６８】
　捕捉・分配層は、排出された体液の輸送層および分配層として作用し、典型的には、下
にある流体吸収性コアとの効率的な液体分配に影響を及ぼすように最適化される。したが
って、迅速な一時的液体保持のために、捕捉・分配層により、必要な空隙空間が提供され
、一方、下にある流体吸収性コアのその面積被覆は、必要な液体分配に影響を及ぼさなけ
ればならず、流体吸収性コアが捕捉・分配層を急速に脱水する能力に採用される。
【０１６９】
　適切な流体吸収性物品は、その個々の要素が好ましくは明確な機能パラメータを示す必
要がある複数の層から構成され、例えば、上側液体透過性層については乾燥度、下側液体
不透過性層については、水分を通さずに蒸気を透過させる性質を示す必要があり、そして
、高い吸収速度を示し、最高量の体液を保持することができる、可撓性で蒸気透過性の薄
い流体吸収性コア、また、排出される体液の輸送層および分配層として作用する、上側層
とコアとの間の捕捉・分配層が存在する。これらの個々の要素は、得られる流体吸収性物
品が、全体的な基準、例えば、可撓性、水蒸気通気性、乾燥性、使用者に面する側での着
用の快適さおよび保護ならびに液体保持、リウェットおよび衣類側でのウェットスルーの
防止を満たすように組み合わせられる。これらの層の特定の組み合わせにより、消費者に
高い保護レベルおよび高い快適性の双方を実現する流体吸収性物品が提供される。
【０１７０】
　流体吸収性物品の設計およびその製造方法は、例えば、下記刊行物および該刊行物で引
用された文献に記載されており、本発明に明示的に組み込まれる：欧州特許出願公開第２
３０１４９９号明細書（ＥＰ　２　３０１　４９９　Ａ１）、同第２３１４２６４号明細
書（ＥＰ　２　３１４　２６４　Ａ１）、同第２３８７９８１号明細書（ＥＰ　２　３８
７　９８１　Ａ１）、同第２４８６９０１号明細書（ＥＰ　２　４８６　９０１　Ａ１）
、同第２５２４６７９号明細書（ＥＰ　２　５２４　６７９　Ａ１）、同第２５２４６７
９号明細書（ＥＰ　２　５２４　６７９　Ａ１）、同第２５２４６８０号明細書（ＥＰ　
２　５２４　６８０　Ａ１）、同第２５６５０３１号明細書（ＥＰ　２　５６５　０３１
　Ａ１）、米国特許第６，９７２，０１１号明細書（ＵＳ　６，９７２，０１１）、米国
特許出願公開第２０１１／０１６２９８９号明細書（ＵＳ　２０１１／０１６２９８９）
、同第２０１１／０２７０２０４号明細書（ＵＳ　２０１１／０２７０２０４）、国際公
開第２０１０／００４８９４号（ＷＯ　２０１０／００４８９４　Ａ１）、同第２０１０
／００４８９５号（ＷＯ　２０１０／００４８９５　Ａ１）、同第２０１０／０７６８５
７号（ＷＯ　２０１０／０７６８５７　Ａ１）、同第２０１０／０８２３７３号（ＷＯ　
２０１０／０８２３７３　Ａ１）、同第２０１０／１１８４０９号（ＷＯ　２０１０／１
１８４０９　Ａ１）、同第２０１０／１３３５２９号（ＷＯ　２０１０／１３３５２９　
Ａ２）、同第２０１０／１４３６３５号（ＷＯ　２０１０／１４３６３５　Ａ１）、同第
２０１１／０８４９８１号（ＷＯ　２０１１／０８４９８１　Ａ１）、同第２０１１／０
８６８４１号（ＷＯ　２０１１／０８６８４１　Ａ１）、同第２０１１／０８６８４２号
（ＷＯ　２０１１／０８６８４２　Ａ１）、同第２０１１／０８６８４３号（ＷＯ　２０
１１／０８６８４３　Ａ１）、同第２０１１／０８６８４４号（ＷＯ　２０１１／０８６
８４４　Ａ１）、同第２０１１／１１７９９７号（ＷＯ　２０１１／１１７９９７　Ａ１
）、同第２０１１／１３６０８７号（ＷＯ　２０１１／１３６０８７　Ａ１）、同第２０
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１２／０４８８７９号（ＷＯ　２０１２／０４８８７９　Ａ１）、同第２０１２／０５２
１７３号（ＷＯ　２０１２／０５２１７３　Ａ１）および同第２０１２／０５２１７２号
（ＷＯ　２０１２／０５２１７２　Ａ１）、米国特許第７，３７８，５６８号明細書（Ｕ
Ｓ　７，３７８，５６８　Ｂ２）。
【０１７１】
　図７に、本発明による吸収性物品の例の断面を示す。
【０１７２】
　本発明による吸収性物品は、好ましくは図７に示すように、上側液体透過性層（Ａ）と
、下側液体不透過性層（Ｂ）と、（Ａ）と（Ｂ）との間の少なくとも１つの流体吸収性コ
ア（Ｃ）と、（Ａ）と（Ｃ）との間の捕捉・分配層（Ｄ）と、（Ｃ）の直上および／また
は直下に配置されているかまたは（Ｃ）の周りを完全にもしくは部分的に包囲している任
意選択的なティッシュ層（Ｇ）とを含む。これらの層同士は、好ましくは例えば、接着剤
の添加により、またはメカニカルボンド法、サーマルボンド法もしくは超音波ボンド法も
しくはそれらの組み合わせ（Ｈ）により結合されている。
【０１７３】
　液体透過性層（Ａ）
　液体透過性層（Ａ）は、皮膚と直接接触する層である。このため、液体透過性層は、好
ましくは従順で、柔らかい感触であり、消費者の皮膚を刺激しない。このため、総じて、
「液体透過性」という用語は、液体、すなわち、体液、例えば、尿、月経分泌物および／
または膣液が、その厚さを通って容易に浸透することを可能にすると理解される。液体透
過性層の主な機能は、着用者から流体吸収性コアに向かう体液の捕捉および輸送である。
典型的には、液体透過性層は、当技術分野において公知である任意の材料、例えば、不織
布材料、フィルムまたはそれらの組み合わせから形成される。適切な液体透過性層（Ａ）
は、ポリエステル、ポリオレフィン、レーヨンもしくは天然繊維またはそれらの任意の組
み合わせの慣用的な合成もしくは半合成繊維または二成分繊維またはフィルムからなる。
不織布材料の場合、繊維は、総じて、バインダー、例えば、ポリアクリレートにより結合
させるべきである。加えて、液体透過性層は、弾性組成物を含有してもよく、このため、
弾性特性を示し、一方向または二方向に延伸可能である。
【０１７４】
　適切な合成繊維は、ポリ塩化ビニル、ポリフッ化ビニル、ポリテトラフルオロエチレン
、ポリ塩化ビニリデン、ポリアクリル、ポリ酢酸ビニル、ポリエチル酢酸ビニル、不溶性
または可溶性ポリビニルアルコール、ポリオレフィン、例えば、ポリエチレン、ポリプロ
ピレン、ポリアミド、ポリエステル、ポリウレタン、ポリスチレン等から製造される。
【０１７５】
　フィルムの例は、有孔成形熱可塑性フィルム、有孔プラスチックフィルム、ハイドロフ
ォーム熱可塑性フィルム、網状熱可塑性フィルム、多孔性発泡体、網状発泡体および熱可
塑性スクリムである。
【０１７６】
　適切な改質または非改質天然繊維の例は、綿、バガス、ケンプ、亜麻、絹、羊毛、木材
パルプ、化学改質木材パルプ、ジュート、レーヨン、エチルセルロースおよび酢酸セルロ
ースを含む。
【０１７７】
　適切な木材パルプ繊維は、化学的プロセス、例えば、クラフトおよび亜硫酸プロセスに
よりならびに機械的プロセス、例えば、粉砕木材、精製機械的、熱的－機械的、化学的－
機械的および化学的－熱的－機械的パルププロセスから得ることができる。さらに、再生
木材パルプ繊維、漂白された、漂白されていない、基本的に塩素を含まない（ＥＣＦ）ま
たは完全に塩素を含まない（ＴＣＦ）木材パルプ繊維を使用することができる。
【０１７８】
　繊維材料は、天然繊維のみもしくは合成繊維のみまたはそれらの任意の組み合わせを含
んでもよい。好ましい材料は、ポリエステル、レーヨンおよびそれらのブレンド、ポリエ
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チレンおよびポリプロピレンである。流体吸収性組成物の成分としての繊維材料は、親水
性であっても疎水性であってもよく、また親水性繊維と疎水性繊維との双方の組み合わせ
であってもよい。親水性の定義は、上記章における「定義」の節に与えられている。親水
性／疎水性の比、したがって、流体吸収性組成物内の親水性繊維および疎水性繊維の量の
選択は、流体処理特性および得られる流体吸収性組成物の吸水性ポリマー粒子の量により
決まるであろう。したがって、疎水性繊維の使用は、流体吸収性組成物が流体吸収性物品
の着用者に隣接している場合、すなわち、好ましくは疎水性不織布材料から形成される上
側液体透過性層を部分的にまたは完全に置き換えるのに使用される場合に好ましい。また
、疎水性繊維は、下方通気性であるが、流体不透過性の層の部材でもよく、そこで流体不
透過性バリアとして作用する。
【０１７９】
　親水性繊維の例は、セルロース繊維、改質セルロース繊維、レーヨン、ポリエステル繊
維、例えば、ポリエチレンテレフタレート、親水性ナイロン等である。また、親水性繊維
は、例えば、界面活性剤処理またはシリカ処理により親水化された疎水性繊維から得るこ
ともできる。このため、親水性熱可塑性繊維は、ポリオレフィン、例えば、ポリプロピレ
ン、ポリアミド、ポリスチレン等から界面活性剤処理またはシリカ処理により得られる。
【０１８０】
　上側層の強度および完全性を向上させるために、繊維は、総じて、層内の繊維間の架橋
として作用する結合部位を示すべきである。
【０１８１】
　ウェブ中の繊維を強化するための技術は、メカニカルボンド法、サーマルボンド法およ
びケミカルボンド法である。メカニカルボンド法のプロセスにおいて、繊維は、例えばウ
ォータージェット法（スパンレース法）により機械的に絡み合い、ウェブに完全性を与え
る。サーマルボンド法は、低融点ポリマーの存在下で温度を上昇させる手段により行われ
る。サーマルボンド法の例は、スパンボンド法、スルーエアボンド法およびレジンボンド
法である。
【０１８２】
　完全性を向上させる好ましい手段は、サーマルボンド法、スパンボンド法、レジンボン
ド法、スルーエアボンド法および／またはスパンレース法である。
【０１８３】
　サーマルボンド法の場合、熱可塑性材料が、繊維に添加される。熱処理の際に、この熱
可塑性材料の少なくとも一部は溶融し、毛管効果により生じる繊維の交差部に移動する。
これらの交差部は、冷却後に凝固して結合部位となり、繊維マトリックスの完全性を向上
させる。さらに、化学的に剛化されたセルロース繊維の場合、熱可塑性材料の溶融および
移動は、その密度および目付を維持しながら、得られる繊維層の孔径を増大させる効果を
有する。濡れた際に、層の構造および完全性は安定なままである。要約すると、熱可塑性
材料の添加により、排出される体液の流体透過性が改善されるため、捕捉特性が改善され
る。
【０１８４】
　適切な熱可塑性材料は、ポリオレフィン、例えば、ポリエチレンおよびポリプロピレン
、ポリエステル、コポリエステル、ポリ酢酸ビニル、ポリエチル酢酸ビニル、ポリ塩化ビ
ニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリアクリル、ポリアミド、コポリアミド、ポリスチレン、
ポリウレタンおよび言及されたポリマーのいずれかのコポリマーを含む。
【０１８５】
　適切な熱可塑性繊維は、単一成分繊維である単一ポリマーから製造することができる。
また、適切な熱可塑性繊維を、２種以上のポリマー、例えば二成分繊維または多成分繊維
から製造することもできる。「二成分繊維」という用語は、シェルとは異なる繊維材料か
ら製造されるコア繊維を含む熱可塑性繊維を指す。典型的には、双方の繊維材料が、異な
る融点を有し、総じて、シースは、より低い温度で溶融する。二成分繊維は、同心であっ
ても偏心であってもよく、これは、シースが二成分繊維の断面積を通して均一でまたは不
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均一である厚さを有するかどうかによって決まる。より薄い繊維厚でより高い圧縮強度を
示す偏心二成分繊維が有利である。さらに、二成分繊維は、「クリンプされていない」（
曲げられていない）または「クリンプされている」（曲げられている）という特徴を示す
ことができ、さらに、二成分繊維は、異なる態様の表面潤滑性を示すことができる。
【０１８６】
　二成分繊維の例は、下記ポリマーの組み合わせ：ポリエチレン／ポリプロピレン、ポリ
エチル酢酸ビニル／ポリプロピレン、ポリエチレン／ポリエステル、ポリプロピレン／ポ
リエステル、コポリエステル／ポリエステル等を含む。
【０１８７】
　適切な熱可塑性材料は、層の繊維を損傷するであろう温度よりも低温であるが、通常、
流体吸収性物品が保管される温度以上の融点を有する。好ましくは融点は、約７５℃～１
７５℃である。熱可塑性繊維の典型的な長さは、約０．４～６ｃｍ、好ましくは約０．５
～１ｃｍである。熱可塑性繊維の直径は、デニール（９０００メートルあたりのグラム数
）またはｄｔｅｘ（１００００メートルあたりのグラム数）のいずれかに関して定められ
る。典型的な熱可塑性繊維は、約１．２～２０、好ましくは約１．４～１０の範囲のｄｔ
ｅｘを有する。
【０１８８】
　流体吸収性組成物の完全性を向上させるさらなる手段は、スパンボンド法技術である。
スパンボンド法による繊維層の製造の性質は、ポリマー造粒体を連続フィラメントに直接
紡糸し、次いで繊維層を製造することに基づいている。
【０１８９】
　スパンボンド布地は、押し出され、スパンされた繊維を、均一でランダムな方法におい
て移動ベルト上で堆積させ、次いで繊維のサーマルボンドを行うことによって製造される
。繊維は、ウェブ敷設プロセス中にエアジェットにより分離される。ポリマーを部分的に
溶融し、繊維を共に融合させるために、加熱されたロールまたはホットニードルを適用す
ることによって、繊維の結合を生じさせる。分子配向は融点を上昇させるため、高度に延
伸されていない繊維を、サーマルボンド繊維として使用することができる。ポリエチレン
またはランダムエチレン／プロピレンコポリマーが、低融点結合部位として使用される。
【０１９０】
　スパンボンド法の他に、レジンボンド法の技術も、サーマルボンド法の主題に属する。
結合部位を生じさせるために、この技術を使用して、例えばエポキシ、ポリウレタンおよ
びアクリルをベースとする特定の接着剤が繊維材料に添加され、得られたマトリックスが
熱処理される。このため、ウェブは、繊維材料内に分散された樹脂および／または熱可塑
性樹脂により結合される。
【０１９１】
　さらなるサーマルボンド法技術として、スルーエアボンド法は、繊維布地の表面に熱風
を適用することを含む。熱風は、繊維布地の真上を循環するが、繊維布地を押し通さない
。結合部位は、バインダーの添加により生じる。スルーエアサーマルボンド法に使用され
るのに適したバインダーは、結晶性バインダー繊維、二成分バインダー繊維および粉末を
含む。結晶性バインダー繊維または粉末を使用する場合、バインダーは完全に溶融し、不
織布の断面全体にわたって溶融液滴を形成する。結合は、冷却時にこれらの点で生じる。
シース／コアバインダ繊維の場合、シースは、バインダーであり、コアは、担体繊維であ
る。通気式オーブンを使用して製造される生成物はかさばり、開放され、柔らかく、強い
伸張性があり、通気性があり、吸収性である傾向がある。スルーエアボンド加工と、後続
の即時の低温カレンダー加工とによって、高温ロールカレンダー加工生成物と、圧縮せず
にスルーエアボンド処理された生成物との間に厚さが生じる。低温カレンダー加工後でも
、この生成物は、エリアボンド高温カレンダー加工された材料より、柔軟で、可撓性で、
伸張性がある。
【０１９２】
　スパンレース法（「水流交絡」）は、ウェブの完全性を向上させるさらなる方法である
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。ばら繊維の形成されたウェブ（通常、エアレイドまたはウェットレイド）を、最初に圧
縮し、予備湿潤させてエアポケットを除去する。スパンレース法の技術は、繊維が互いに
結びつくように、多孔質ベルトまたは移動する穿孔またはパターン化されたスクリーン上
のウェブに衝突させるために、水の複数列の微細な高速ジェットを使用する。水圧は、総
じて、最初のインジェクタから最後のインジェクタまで上昇する。水ジェットをウェブ上
に向けるために、１５０ｂａｒ程度の高い圧力が使用される。この圧力は、大部分の不織
繊維に十分であるが、特殊な用途では、より高い圧力が使用される。
【０１９３】
　スパンレース法は、繊維を絡ませることにより、布地の完全性を提供するために、水の
ジェットを利用する不織布製造システムである。柔軟性、ドレープ、快適性および比較的
高い強度は、スパンレース不織布の主な特性である。
【０１９４】
　最新の研究では、得られる液体透過性層の幾つかの構造的特徴に利点が見出されている
。
【０１９５】
　典型的には、液体透過性層（Ａ）は、流体吸収性構造に部分的にまたは全体的にわたっ
て広がり、かつ全ての好ましいサイドフラップ、サイドラッピング要素、ウィングおよび
イヤーへと広がりかつ／またはそれらの一部を形成することができる。
【０１９６】
　液体不透過性層（Ｂ）
　液体不透過性層（Ｂ）は、流体吸収性コアにより吸収され、保持された滲出物が流体吸
収性物品と接触している物品、例えば、ベッドシート、パンツ、パジャマ、および下着を
濡らすのを防止する。このため、液体不透過性層（Ｂ）は、織布または不織布材料、ポリ
マーフィルム、例えば、ポリエチレンもしくはポリプロピレンの熱可塑性フィルムまたは
複合材料、例えば、フィルム被覆不織布材料を含んでもよい。
【０１９７】
　適切な液体不透過性層は、不織布、プラスチックおよび／またはプラスチックと不織布
との積層体を含む。プラスチックおよび／またはプラスチックと不織布との積層体は双方
とも、適切に通気性でもよい。すなわち、液体不透過性層（Ｂ）は、蒸気が流体吸収性材
料から逃げることを可能にすることができる。このため、液体不透過性層は、明確な水蒸
気透過率を有し、同時に、一定レベルの不透過性を有さなければならない。これらの特徴
を組み合わせるために、適切な液体不透過性層は、少なくとも２つの層、例えば、特定の
目付および孔径を有する繊維不織布からの積層体と、特定の厚さを有し、場合により、孔
構造を有する第２の層として、例えば、ポリビニルアルコールの連続した３次元フィルム
とを含む。このような積層体は、バリアとして作用し、液体輸送またはウェットスルーを
示さない。このため、適切な液体不透過性層は、繊維不織布である多孔質ウェブの少なく
とも第１の通気性層、例えば、合成繊維から製造されたメルトブローン不織布層またはス
パンボンド不織布層の複合ウェブと、液体不透過性ポリマーフィルム、例えば、場合によ
り毛細管として作用する孔を有するプラスチックからなる弾性三次元ウェブの少なくとも
第２の層とを含み、これらは、好ましくはフィルムの平面に対して垂直ではないが、フィ
ルムの平面に対して９０°未満の角度で配置される。
【０１９８】
　適切な液体不透過性層は、蒸気透過性である。好ましくは液体不透過性層は、２４時間
あたりに少なくとも約１００ｇｓｍ、好ましくは２４時間あたりに少なくとも約２５０ｇ
ｓｍ、最も好ましくは２４時間あたりに少なくとも約５００ｇｓｍの水蒸気透過速度（Ｗ
ＶＴＲ）を示す蒸気透過性材料から構成される。
【０１９９】
　好ましくは液体不透過性層（Ｂ）は、疎水性材料、例えば、合成繊維を含む不織布また
はプラスチック、例えば、ポリエチレンを含む液体不透過性ポリマーフィルムから製造さ
れる。液体不透過性層の厚さは、好ましくは１５～３０μｍである。
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【０２００】
　さらに、液体不透過性層（Ｂ）は、好ましくは１２～１５ｇｓｍの密度を有する不織布
と、約１０～２０μｍの厚さを有するポリエチレン層とを含む、不織布とプラスチックと
の積層体から製造される。
【０２０１】
　典型的には、液体不透過性層（Ｂ）は、流体吸収性構造に部分的にまたは全体的にわた
って広がり、全ての好ましいサイドフラップ、サイドラッピング要素、ウィングおよびイ
ヤーへと広がり、かつ／またはそれらの一部を形成することができる。
【０２０２】
　流体吸収性コア（Ｃ）
　流体吸収性コア（Ｃ）は、上側液体透過性層（Ａ）と下側液体不透過性層（Ｂ）との間
に配置されている。適切な流体吸収性コア（Ｃ）は、蒸気透過性、可撓性および厚さ等の
要件を満たすという条件で、当技術分野において公知の流体吸収性コア系のいずれから選
択されてもよい。適切な流体吸収性コアは、その主な機能が、排出された体液を捕捉し、
輸送し、分配し、吸収し、貯留し、保持することである任意の流体吸収性組成を指す。
【０２０３】
　流体吸収性コア（Ｃ）の上面図領域は、好ましくは少なくとも２００ｃｍ２、より好ま
しくは少なくとも２５０ｃｍ２、最も好ましくは少なくとも３００ｃｍ２である。上面図
領域は、上側液体透過性層に面しているコアの部分である。
【０２０４】
　本発明によれば、流体吸収性コアは、下記構成要素：
　１．任意選択的なコアカバー
　２．流体貯留層
　３．任意選択的なダスティング層
を含むことができる。
【０２０５】
　１．任意選択的なコアカバー
　流体吸収性コアの完全性を向上させるために、コアには、カバーが設けられる。このカ
バーは、ホットメルト、超音波ボンド法、サーマルボンド法または当業者に公知のボンド
法技術の組み合わせによる、横方向接合部でのボンディングおよび／または遠位接合部で
のボンディングを伴って、流体吸収性コアの上部および／または底部にあってもよい。さ
らに、このカバーは、材料の単一シートを有する流体吸収性コア全体を含むことができる
ため、ラップとして機能することができる。ラッピングは、完全なラップ、部分的なラッ
プまたはＣ－ラップとして可能である。
【０２０６】
　コアカバーの材料は、ウェブ、衣類、織物、フィルム、ティッシュおよび２つ以上の基
材またはウェブの積層体を含む、任意の公知の種類の基材を含んでもよい。コアカバー材
料は、天然繊維、例えば、セルロース、綿、亜麻、リネン、麻、羊毛、絹、毛皮、毛髪お
よび天然鉱物繊維を含んでもよい。また、コアカバー材料は、合成繊維、例えば、レーヨ
ンおよびリオセル（セルロースから得られる）、多糖類（デンプン）、ポリオレフィン繊
維（ポリプロピレン、ポリエチレン）、ポリアミド、ポリエステル、ブタジエン－スチレ
ンブロックコポリマー、ポリウレタンおよびそれらの組み合わせも含んでもよい。好まし
くはコアカバーは、合成繊維またはティッシュを含む。
【０２０７】
　繊維は、単成分または多成分でもよい。多成分繊維は、ホモポリマー、コポリマーまた
はそれらのブレンドを含んでもよい。
【０２０８】
　２．流体貯留層
　流体吸収性コアに含まれる流体吸収性組成物は、流体吸収性ポリマー粒子と繊維材料と
の合計に対して、少なくとも６０重量％の吸水性ポリマー粒子と、最高で４０重量％の繊
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維材料とを含む。
【０２０９】
　本発明に有用な繊維は、天然繊維および合成繊維を含む。適切な改質または非改質天然
繊維の例は、上記「液体透過性層（Ａ）」の章に記載されている。これらのうち、木材パ
ルプ繊維が好ましい。
【０２１０】
　適切な合成繊維の例は、上記「液体透過性層（Ａ）」の章に記載されている。繊維材料
は、天然繊維もしくは合成繊維のみまたはそれらの任意の組み合わせを含んでもよい。
【０２１１】
　流体吸収性組成物の成分としての繊維材料は、親水性であっても疎水性であってもよく
、また親水性繊維と疎水性繊維との双方の組み合わせであってもよい。
【０２１２】
　総じて、上側層（Ａ）および／またはＡＤＬ（Ｄ）それぞれと下側層（Ｂ）との間に埋
め込まれた流体吸収性コアにおける使用には、親水性繊維が好ましい。このことは特に、
排出された体液を迅速に捕捉し、流体吸収性組成物または流体吸収性コアの他の領域に輸
送、分配することが望ましい流体吸収性組成物について該当する。親水性繊維の使用は、
吸水性ポリマー粒子を含む流体吸収性組成物に特に好ましい。
【０２１３】
　親水性繊維の例は、上記「液体透過性層（Ａ）」の章に記載されている。
【０２１４】
　流体吸収性コアの繊維材料を、均一に混合して、均質または不均質な流体吸収性コアを
生成することができる。また、繊維材料を、場合により、吸水性ポリマー材料を含む別個
の層に集中または配置させてもよい。流体吸収性コアの適切な貯留層は、繊維材料の均質
な混合物を含み、かつ吸水性ポリマー材料を含む。層状のコア系を含む流体吸収性コアの
適切な貯留層は、繊維材料の均質な混合物を含み、かつ吸水性ポリマー材料を含み、その
際、これらの層はそれぞれ、当技術分野において公知の手段により任意の繊維材料から構
築することができる。層の順序は、挿入された流体吸収性材料、例えば、吸水性ポリマー
粒子の量および分布に応じて、所望の流体捕捉、分配および移動が生じるように割り当て
られてよい。
【０２１５】
　適切な流体吸収性コアは、繊維材料および流体吸収性材料を含む。適切な繊維材料は、
上記「液体透過性層（Ａ）」の章に記載されているとおりである。
【０２１６】
　また、適切な流体吸収性コアは、吸水性粒子を添加することにより、緩い繊維材料から
も製造される。
【０２１７】
　流体吸収性コアを製造する方法において、吸水性ポリマー粒子は、構造形成化合物、例
えば、繊維マトリックスと一緒にされる。このため、吸水性ポリマー粒子は、緩い繊維か
ら流体吸収性コアを形成するプロセス中に添加することができる。流体吸収性コアは、吸
水性ポリマー粒子をマトリックスの繊維材料と同時に混合することによって形成すること
ができ、また、同時にまたは連続的に添加することにより１つの成分を２つ以上の他の成
分の混合物に添加することによって形成することもできる。
【０２１８】
　適切な流体吸収性コアは、流体吸収性材料を組み込むための、吸水性ポリマー粒子と繊
維材料構築マトリックスとの混合物を含む。このような混合物は、均質に形成することが
できる。すなわち、全ての成分同士を混合して、均質な構造を得る。流体吸収性材料の量
は、流体吸収性コア全体にわたって均一であってもよいし、例えば、中央領域と遠位領域
との間で変化して、流体吸収性材料の集中に関するプロファイルコアが与えられてもよい
。
【０２１９】
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　吸水性ポリマー材料を吸収性コアに適用する技術は、当業者に公知であり、体積、重量
損失または重量でもよい。公知の技術は、振動システム、単一および複数のオーガシステ
ム、投入ロール、重量ベルト、流動層容積システムならびに重力スプリンクルならびに／
または噴霧システムによる適用を含む。挿入のさらなる技術は、投入システムのコンセン
サスおよび流体吸収性ポリマー材料を適用する、対向する空気圧アプリケータまたは真空
印刷方法である。
【０２２０】
　好ましくはドラム形成技術が使用され、この場合、流体吸収性コアは、水平軸の周りを
回転するドラムの空洞内に形成され、その周囲の点において、吸水性ポリマー粒子および
／または流体吸収性繊維ならびに繊維材料の流れにより供給される。流体吸収性コアが形
成されているドラムの円筒形表面の上には、フードが設けられており、このフードの中に
、前記流れが、頂部、底部または接線方向から空気圧で供給される。また、フードの内側
は、フィード管の出口を含むこともでき、そこから、加圧された弁手段を断続的に作動さ
せることにより、別個の量の追加の吸水性ポリマー粒子が分注される。しかしながら、従
来技術のドラム成形技術を使用して、別個の量の吸水性ポリマー粒子の均一な分布を得る
ことは不可能である。このため、別個の領域に異なる集積度の吸水性ポリマー粒子を有す
るプロファイル構造を得るために、国際公開第２０１０１０３４５３号（ＷＯ　２０１０
１０３４５３）に詳細に記載されている技術を使用することが好ましい。吸水性ポリマー
粒子の定義された割合が適用の位置および速度を制御する調節可能な要素により断続的か
つ制御可能に分注される、吸収性コアの製造のためのこのユニットを使用して、正確な幾
何学的形状の外接領域に別個の量の吸水性ポリマー粒子を適用することが可能である。
【０２２１】
　適切な流体吸収性コアは、流体吸収性物品を製造するプロセスにより形成される層を含
むこともできる。層状構造は、異なる層をｚ方向に続けて生成することにより形成するこ
とができる。
【０２２２】
　典型的には、流体吸収性コアは、単一の種類の吸水性ポリマー粒子を含有してもよいし
、異なるタイプの吸水性ポリマー材料から得られる吸水性ポリマー粒子を含有してもよい
。
【０２２３】
　異なる種類の吸水性ポリマー材料が使用される場合、少なくとも２つの異なる吸水性ポ
リマー材料は、同じかもしくは異なる量で混合されてもよいし、該材料は、吸収性コア内
の異なる層にそれぞれ配置されてもよい。一方、各層は、同量の吸水性ポリマー材料を含
有してもよいし、その量が異なってもよい。
【０２２４】
　さらに、吸水性ポリマー粒子は、チャンバーがなくても、例えば、少なくとも接着剤に
より支持されて、コア内の別個の領域に配置されることが好ましい。適切な予備成形層は
、例えば、エアレイド、ウェットレイド、積層体または複合構造として加工される。
【０２２５】
　本発明によれば、本発明の流体吸収性物品の流体吸収性コアは、少なくとも６０重量％
の吸水性ポリマー粒子、より好ましくは少なくとも６５重量％の吸水性ポリマー粒子、最
も好ましくは少なくとも７０重量％の吸水性ポリマー粒子、特に好ましくは少なくとも９
０重量％の吸水性ポリマー粒子を含むことが特に好ましい。
【０２２６】
　流体吸収性コアは、最高で４０重量％の繊維材料、より好ましくは最高で３０重量％、
最も好ましくは最高で１０重量％の繊維材料を含むことが好ましい。
【０２２７】
　流体吸収性コア内の吸水性ポリマー粒子の量は、典型的には、最高で約１４ｇであり、
大きいおむつの場合には、場合により、最高で１６ｇであり、総じて、失禁製品の場合に
は、最高で約３０ｇであり、場合により、最高で４５ｇ超である。
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【０２２８】
　流体吸収性コアは、当技術分野において公知の流体吸収性物品に典型的に存在する追加
の添加剤を含んでもよい。例示的な添加剤は、流体吸収性コアを補強し、安定化するため
の繊維である。好ましくはポリエチレンが、流体吸収性コアを補強するのに使用される。
【０２２９】
　流体吸収性コアを補強するのにさらに適した安定剤は、バインダーとして作用する材料
である。
【０２３０】
　流体吸収性コアの異なる領域で使用されるバインダー材料の種類またはバインダーの量
を変化させて、プロファイル安定化を得ることが可能である。例えば、流体吸収性コアの
領域において、異なる融解温度を示す異なるバインダー材料を使用することができ、例え
ば、コアの中央領域において、より低融点のものを使用し、遠位領域において、より高融
点のものを使用することができる。適切なバインダー材料は、接着剤または非接着剤繊維
、連続または不連続押出繊維、二成分ステープル繊維、非エラストマー繊維および噴霧液
体バインダーまたはこれらのバインダー材料の任意の組み合わせでもよい。
【０２３１】
　さらに、熱可塑性組成物は、通常、コア層の完全性を向上させるのに添加される。熱可
塑性組成物は、単一の種類の熱可塑性ポリマーまたは熱可塑性ポリマーのブレンドを含ん
でもよい。また、熱可塑性組成物は、少なくとも１種の熱可塑性ポリマーを、熱可塑性希
釈剤、例えば、粘着付与剤、可塑剤または他の添加剤、例えば酸化防止剤と共に含むホッ
トメルト接着剤を含んでもよい。熱可塑性組成物は、例えば、結晶性ポリプロピレンおよ
び非晶質ポリアルファオレフィンまたはスチレンブロックコポリマーおよびワックスの混
合物を含む感圧ホットメルト接着剤をさらに含んでもよい。
【０２３２】
　適切な熱可塑性ポリマーは、Ａ－Ｂ－Ａトリブロックセグメント、Ａ－Ｂジブロックセ
グメントおよび（Ａ－Ｂ）ｎ放射状ブロックコポリマーセグメントを含むスチレン系ブロ
ックコポリマーである。Ａという文字は、非エラストマーポリマーセグメント、例えば、
ポリスチレンを企図しており、Ｂは、不飽和共役ジエンまたはそれらの（部分的に）水素
化された形態を表す。好ましくはＢは、イソプレン、ブタジエン、エチレン／ブチレン（
水素化ブタジエン）、エチレン／プロピレン（水素化イソプレン）およびそれらの混合物
を含む。
【０２３３】
　他の適切な熱可塑性ポリマーは、非晶質ポリオレフィン、非晶質ポリアルファオレフィ
ンおよびメタロセンポリオレフィンである。
【０２３４】
　臭気制御に関して、香料および／または臭気制御添加剤を場合により添加する。適切な
臭気制御添加剤は、当技術分野において公知の、流体吸収性物品を運ぶ際に経時的に発生
する臭気を低減する全ての物質である。このため、適切な臭気制御添加剤は、無機材料、
例えば、ゼオライト、活性炭、ベントナイト、シリカ、エアロシル、珪藻土、クレイ；キ
レート剤、例えば、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）、シクロデキストリン、アミノ
ポリカルボン酸、エチレンジアミンテトラメチレンホスホン酸、アミノリン酸、多官能性
芳香族化合物、Ｎ，Ｎ－ジコハク酸である。適切な臭気制御添加剤は、さらなる抗菌剤、
例えば、第四級アンモニウム、フェノール、アミドおよびニトロ化合物ならびにそれらの
混合物；殺菌剤、例えば、銀塩、亜鉛塩、塩化セチルピリジニウムおよび／またはトリク
ロサンならびに１２未満のＨＬＢ値を有する界面活性剤である。
【０２３５】
　適切な臭気制御添加剤は、酸無水物基を有するさらなる化合物、例えば、マレイン酸、
イタコン酸、ポリマレイン酸またはポリイタコン酸無水物、マレイン酸とＣ２－Ｃ８オレ
フィンもしくはスチレンとのコポリマー、ポリ無水マレイン酸または無水マレイン酸とイ
ソブテン、ジイソブテンもしくはスチレンとのコポリマー、酸基を有する化合物、例えば
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、アスコルビン酸、安息香酸、クエン酸、サリチル酸もしくはソルビン酸および酸基を有
するモノマーの流体可溶性ポリマー、Ｃ３－Ｃ５モノ不飽和カルボン酸のホモポリマーも
しくはコポリマーである。
【０２３６】
　適切な臭気制御添加剤は、さらなる香料、例えば、アリルカプロエート、アリルシクロ
ヘキサンアセテート、アリルシクロヘキサンプロピオネート、アリルヘプタノエート、ア
ミルアセテート、アミルプロピオネート、アネトール、アニスアルデヒド、アニソール、
ベンズアルデヒド、ベンジルアセテート、ベンジルアセトン、ベンジルアルコール、ベン
ジルブチレート、ベンジルホルメート、カンフェン、カンファーガム、ラエボカルベオー
ル、シンナミルホルメート、ｃｉｓ－ジャスモン、シトラール、シトロネロールおよびそ
の誘導体、クミンアルコールおよびその誘導体、シクラールＣ、ジメチルベンジルカルビ
ノールおよびその誘導体、ジメチルオクタノールおよびその誘導体、ユーカリプトール、
ゲラニル誘導体、ラバンズリルアセテート、リグストラル、ｄ－リモネン、リナロール、
リナリル誘導体、メントンおよびその誘導体、ミルセンおよびその誘導体、ネラール、ネ
ロール、ｐ－クレゾール、ｐ－シメン、オレンジテルペン、アルファ－ポネン、４－テル
ピネオール、チモール等である。
【０２３７】
　マスキング剤も、臭気制御添加剤として使用される。マスキング剤は、香料封入固体壁
材料である。好ましくは壁材料は、香料成分の時間遅延放出に使用される流体可溶性の多
孔性マトリックスを含む。
【０２３８】
　さらに適切な臭気制御添加剤は、遷移金属、例えば、Ｃｕ、Ａｇ、Ｚｎ；酵素、例えば
、ウレアーゼの阻害剤、デンプン、ｐＨ緩衝材料、キチン、緑茶植物抽出物、イオン交換
樹脂、炭酸塩、重炭酸塩、リン酸塩、硫酸塩またはそれらの混合物である。
【０２３９】
　好ましい臭気制御添加剤は、緑茶植物抽出物、シリカ、ゼオライト、炭素、デンプン、
キレート剤、ｐＨ緩衝材料、キチン、珪藻土、クレイ、イオン交換樹脂、炭酸塩、重炭酸
塩、リン酸塩、硫酸塩、マスキング剤またはそれらの混合物である。臭気制御添加剤の適
切な濃度は、約０．５～約３００ｇｓｍである。
【０２４０】
　最新の開発では、湿り度指示添加剤の添加が提案されている。流体吸収性物品の湿り度
を電気的にモニタリングすることに加えて、湿り度指示薬を有するホットメルト接着剤を
含む湿り度指示添加剤が公知である。湿り度指示添加剤は、色を黄色から比較的暗く深い
青色に変化させる。この色の変化により、流体吸収性物品の液体不透過性外側材料を通し
て容易に知覚可能である。既存の湿り度表示が、湿ったときに消えるバックシート上にパ
ターン化された水溶性インクの適用によっても達成される。
【０２４１】
　適切な湿り度指示添加剤は、ソルビタンモノオレエートとポリエトキシル化水素化ヒマ
シ油との混合物を含む。好ましくは湿り度指示添加剤の量は、流体吸収性コアの重量に対
して、約０．０００１～２重量％の範囲にある。
【０２４２】
　流体吸収性コアの目付は、３００～１２００ｇｓｍ、好ましくは４５０～１０００ｇｓ
ｍの範囲にある。流体吸収性コアの密度は、０．１～０．２５ｇ／ｃｍ３の範囲にある。
流体吸収性コアの厚さは、おむつの場合、１～５ｍｍ、好ましくは１．５～３ｍｍの範囲
にあり、失禁製品の場合、３～１５ｍｍの範囲にある。
【０２４３】
　３．任意選択的なダスティング層
　吸収性コアに含めるための任意選択的な成分は、隣接するダスティング層である。ダス
ティング層は、繊維層であり、吸収性コアの上部および／または底部に位置することがで
きる。典型的には、ダスティング層は、貯留層の下にある。この下にある層は、ダスティ
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ング層と呼ばれる。流体吸収性コアの製造プロセス中に堆積された吸水性ポリマー粒子の
ための担体として働くためである。吸水性ポリマー材料が、マクロ構造、フィルムまたは
フレークの形態にある場合、ダスティング層の挿入は不要である。液滴化重合により得ら
れる吸水性ポリマー粒子の場合、粒子は、かどのない滑らかな表面を有する。この場合に
も、流体吸収性コアにダスティング層を添加する必要はない。他方、大きな利点として、
ダスティング層は、幾つかのさらなる流体処理特性、例えば、ウィッキング性能を提供し
、液体不透過性層（Ｂ）のピンホール形成および／またはポックマーク形成の発生率を低
減することができる。
【０２４４】
　好ましくはダスティング層は、毛羽（セルロース繊維）を含む繊維層である。
【０２４５】
　捕捉・分配層（Ｄ）
　捕捉・分配層（Ｄ）は、上側層（Ａ）と流体吸収性コア（Ｃ）との間に位置しており、
好ましくは排出された体液を効率的に捕捉し、それらを流体吸収性組成物の他の領域また
は体液が固定化され、貯留される他の層に輸送し、分配するように構築されている。この
ため、上側層は、排出された液体を、同液体を流体吸収性コアに分配するための捕捉・分
配層（Ｄ）に輸送する。
【０２４６】
　おむつの場合、捕捉・分配層の長さは、その長手方向において、流体吸収コアより短い
。捕捉・分配層の長さは、その長手方向において、典型的には、流体吸収性コアの長さの
少なくとも３０％、好ましくは少なくとも４０％、より好ましくは少なくとも６０％であ
る。
【０２４７】
　典型的には、捕捉・分配層は、流体吸収コアの中心に位置していない。本発明によれば
、体液が各流体吸収性物品の着用者により放出されるかまたは放出されると予想される点
である放出点またはピーポイントが、ＡＤＬ内にあることが重要である。
【０２４８】
　本発明による流体吸収性物品は、７０ｇｓｍ、好ましくは８０ｇｓｍ、より好ましくは
９０ｇｓｍ、最も好ましくは少なくとも１００ｇｓｍ、通常は１８０ｇｓｍ以下の目付を
有する捕捉・分配層を含む。１８０ｇｓｍを超えるＡＤＬは柔らかくなく、例えば、物品
の着用者にとって快適ではない。７０ｇｓｍ未満のＡＤＬは、例えば、より高いリウェッ
ト値で示されるように、特に流体捕捉性および乾燥性に関して、流体吸収物品の良好な性
能を保証しない。
【０２４９】
　捕捉分配層（Ｄ）は、少なくとも９０重量％の合成非セルロース系繊維、好ましくは少
なくとも９５重量％、より好ましくは９８重量％、最も好ましくは１００重量％の合成非
セルロース系繊維を含む。液体を吸収するセルロース系繊維の場合、ＡＤＬ構造は、濡れ
て重くなる。ＡＤＬが濡れると、ＡＤＬを通る液体輸送に必要なＡＤＬの孔が潰れて、そ
の下のコアへの素早い液体の通過および分配が妨げられ、捕捉時間が長くなり、おむつが
漏れやすくなる。
【０２５０】
　捕捉分配層（Ｄ）は、好ましくは空気、熱、カレンダー加工および／または改質、例え
ば、樹脂添加剤および／もしくは化学結合剤またはそれらの組み合わせにより結合される
場合がある、高ロフト合成非セルロース系繊維カール状ウェブを含む。捕捉・分配層（Ｄ
）は、エアスルーボンド加工されることが好ましい。
【０２５１】
　捕捉・分配層の繊維材料は、層の強度および完全性を向上させるために固定されてもよ
い。ウェブ中の繊維を強化するための技術は、メカニカルボンド法、サーマルボンド法お
よびケミカルボンド法である。ウェブの完全性を向上させる種々の方法の詳細な説明は、
上記「液体透過性層（Ａ）」の章に記載されている。
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【０２５２】
　複数の繊維タイプおよび／またはそれらのブレンドが適切であり、例えば、ポリエステ
ル、コポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリ乳酸またはポリアミドである
。異なる熱応答を含む二成分または多成分繊維を使用することができる。それらは、ＡＤ
Ｌ（Ｄ）の機能性および／または衛生物品の使用者に対する「柔らかい感触」を改善する
ことができる。
【０２５３】
　ウェブの場合、繊維は、好ましくは親水性である。それは、天然繊維、合成繊維または
双方の組み合わせから得ることができる。合成繊維の公知の例は、「液体透過性層（Ａ）
」の章に記載されている。さらに、親水性合成繊維が好ましい。親水性合成繊維は、疎水
性繊維の化学改質により得ることができる。好ましくは親水化は、疎水性繊維の界面活性
剤処理により行われる。このため、疎水性繊維の表面は、非イオン性またはイオン性界面
活性剤による処理により、例えば、繊維に界面活性剤を噴霧することによりまたは繊維を
界面活性剤に浸漬することにより、親水性にすることができる。永久親水性合成繊維がさ
らに好ましい。
【０２５４】
　また、流体吸収性コアの頂部に緩く分布した捕捉・分配層として作用する合成繊維の束
を使用してもよい。適切な合成繊維は、コポリエステル、ポリアミド、コポリアミド、ポ
リ乳酸、ポリプロピレンまたはポリエチレン、ビスコースまたはそれらのブレンドである
。さらなる二成分繊維を使用することができる。合成繊維成分は、円形断面を有する単一
繊維タイプまたは異なる断面形状を有する２種の繊維タイプのブレンドのいずれかから構
成されてもよい。このようにして配置された合成繊維により、非常に迅速な液体の輸送お
よび疎通が確実になる。好ましくはポリエチレン繊維の束が使用される。
【０２５５】
　捕捉分配層（Ｄ）での使用に適した合成非セルロース系繊維は、例えば、通常、おむつ
に使用されるブリック包装において圧縮されるのに適した強度を有し、包装に必要な圧力
により生じる繊維の破損または変形なしに元の形態に戻ることができる。
【０２５６】
　本発明の流体吸収性物品に有用なＡＤＬは、エアスルーボンド加工技術により開発され
た多層不織布であり、皮膚側は、体積構造を有し、流体捕捉および裏面での分配を向上さ
せ、皮膚側の層は、好ましくはトップシートを形成する。例えば、Ｔｅｘｓｕｓにより「
Ｍｕｌｔｉｔｅｘ」として販売されているような接着剤なしで結合する少なくとも２つの
別個の層を含む。
【０２５７】
　本発明の吸収性物品に有用な別のＡＤＬは、エアスルーボンド加工技術により開発され
た高ロフト不織布を含む。ＡＤＬは、広範囲の繊維混合物を含む多層構造を含む。このよ
うな多層不織布は、皮膚側が体積構造を有し、流体捕捉および裏面での分配を向上させる
、エアスルーボンド加工技術を用いて開発することができる。例えば、Ｔｅｘｓｕｓによ
り「多機能Ａｑｕｉｔｅｘ」として販売されている。
【０２５８】
　本発明の吸収性物品に有用なさらなるＡＤＬは、ｚ方向に沿って繊維の密度を変化させ
た非対称多層構造を含み、密度、透過性および吸収性の点でＡＤＬの異なる上側および下
側を保証する。上部は、液体の素早い取り込みを保証し、一方、中間部および底部は、流
体の広い分配および一時的な貯留を保証する。例えば、ＡＤＬは、Ｔｅｘｓｕｓにより「
Ｖｏｒｔｅｘ」として販売されている。
【０２５９】
　本発明の流体吸収性物品に適した別のＡＤＬは、２つの外側繊維層と、外側層の組成と
は異なる組成を有する少なくとも１つの内側繊維層とを含む不織布である。不織布は、構
造繊維および結合繊維を含み、前記結合繊維は、構造繊維より低い融点を有するポリマー
から少なくとも部分的になる。前記不織布は、両側を所与の深さにニードリングすること
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により緻密化され、一方、非緻密化中央領域を残す。
【０２６０】
　本発明の別の実施形態によれば、上側層（Ａ）と捕捉・分配層（Ｄ）との間の捕捉・分
配層（Ｄ）の上に、カール状繊維の層が配置されることが好ましい。カール状繊維（架橋
セルロース）は周知であり、例えば、欧州特許出願公開第４２７３１６号明細書（ＥＰ　
４２７３１６）、米国特許第５，５４９，７９１号明細書（ＵＳ　５，５４９，７９１）
、国際公開第９８／２７２６２号（ＷＯ　９８／２７２６２）、米国特許第６，１８４，
２７１号明細書（ＵＳ　６，１８４，２７１）、欧州特許出願公開第４２９１１２号明細
書（ＥＰ　４２９１１２）および同第４２７３１７号明細書（ＥＰ　４２７３１７）に開
示されている。カール状繊維により、排出された体液の捕捉ならびに流体の輸送および分
配が改善される。カール状繊維は、親水性である。カール状繊維は、排出された体液に可
逆的に結合する。排出された流体は、層内に保持され、分配され、捕捉・分配層および吸
収性コアには直接輸送されない。
【０２６１】
　これにより、吸収性物品における非常に効率的な流体分配がもたらされ、その結果、全
体として吸収性コアが非常に効率的に利用される。
【０２６２】
　対照的に、吸収性物品に使用される標準的なＡＴＢ（エアスルーボンド加工）ＡＤＬは
、層を含まず、層状構造または構造化孔分布のない繊維の三次元ネットワークを含む不織
ウェブの１つのピースとして構成される。標準的なＡＤＬは、均質な構造を有する。例え
ば、標準的なＡＤＬの孔は、特別なパターンで分布していないか、または異なる繊維密度
を有する層もしくはゾーンが存在しない。
【０２６３】
　捕捉・分配層の繊維材料は、層の強度および完全性を向上させるために固定されてもよ
い。ウェブ中の繊維を強化するための技術は、メカニカルボンド法、サーマルボンド法お
よびケミカルボンド法である。ウェブの完全性を向上させる種々の方法の詳細な説明は、
上記「液体透過性層（Ａ）」の章に記載されている。
【０２６４】
　任意選択的なティッシュ層（Ｅ）
　任意選択的なティッシュ層は、（Ｃ）の直上および／または直下に配置される。
【０２６５】
　ティッシュ層の材料は、ウェブ、衣類、織物およびフィルムを含む任意の公知の種類の
基材を含んでもよい。ティッシュ層は、天然繊維、例えば、セルロース、綿、亜麻、リネ
ン、麻、羊毛、絹、毛皮、毛髪および天然鉱物繊維を含んでもよい。また、ティッシュ層
は、合成繊維、例えば、レーヨンおよびリオセル（セルロースから得られる）、多糖類（
デンプン）、ポリオレフィン繊維（ポリプロピレン、ポリエチレン）、ポリアミド、ポリ
エステル、ブタジエン－スチレンブロックコポリマー、ポリウレタンならびにそれらの組
み合わせも含んでもよい。好ましくはティッシュ層は、セルロース繊維を含む。
【０２６６】
　他の任意選択的な構成要素（Ｆ）
　１．脚部カフ
　典型的な脚部カフは、繊維および不織布材料が同時に形成される直接押出法によりまた
は後の時点で不織布材料に堆積され得る予備形成繊維の堆積法により形成することができ
る不織布材料を含む。直接押出法のための例は、スパンボンド法、メルトブロー法、溶媒
紡糸法、エレクトロスピニング法およびそれらの組み合わせを含む。堆積法の例は、湿式
堆積法および乾式堆積（例えば、エアレイド、カーディング）法を含む。上記方法の組み
合わせは、スパンボンド－メルトブローン－スパンボンド（ｓｍｓ）、スパンボンド－メ
ルトブロー－メルトブローン－スパンボンド（ｓｍｍｓ）、スパンボンド－カーディング
（ｓｃ）、スパンボンド－エアレイド（ｓａ）、メルトブローン－エアレイド（ｍａ）お
よびそれらの組み合わせを含む。直接押出を含む組み合わせは、同じ時点または後続の時
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点で組み合わせることができる。上記の例では、１つ以上の個々の層を各方法により製造
することができる。このため、「ｓｍｓ」は、３層不織布材料を意味し、「ｓｍｓｍｓ」
または「ｓｓｍｍｓ」は、５層不織布材料を意味する。通常、小文字（ｓｍｓ）は、個々
の層を表し、一方、大文字（ＳＭＳ）は、類似する隣接層の編集体を表す。
【０２６７】
　さらに、適切な脚部カフは、弾性ストランドを備えている。
【０２６８】
　層の組み合わせｓｍｓ、ｓｍｍｓまたはｓｍｓｍｓを示す合成繊維からの脚部カフが好
ましい。１３～１７ｇｓｍの密度を有する不織布が好ましい。好ましくは脚部カフは、２
つの弾性ストランドを備えている。
【０２６９】
　２．弾性体
　弾性体は、封じ込めおよびフィットを改善するために、着用者の身体、例えば、ウエス
トおよび脚の周りに流体吸収性物品をしっかりと保持し、柔軟に閉じるのに使用される。
脚部弾性体は、外層と内層との間もしくは流体吸収性物品の間または外側衣類に面するカ
バーと使用者に面する身体側ライナーとの間に位置している。適切な弾性体は、熱可塑性
ポリウレタン、エラストマー材料、ポリ（エーテル－アミド）ブロックコポリマー、熱可
塑性ゴム、スチレン－ブタジエンコポリマー、シリコーンゴム、天然ゴム、合成ゴム、ス
チレンイソプレンコポリマー、スチレンエチレンブチレンコポリマー、ナイロンコポリマ
ー、セグメント化ポリウレタンおよび／またはエチレン－酢酸ビニルコポリマーを含むス
パンデックス繊維のシート、リボンまたはストランドを含む。弾性体は、延伸された後に
基材に固定されてもよくまたは延伸された基材に固定されてもよい。他の方法では、弾性
体は、基材に固定され、次いで、例えば、熱を加えることにより、弾性化または収縮され
てもよい。
【０２７０】
　３．閉鎖系
　閉鎖系は、テープタブ、ランディングゾーン、エラストマー、プルアップおよびベルト
系またはそれらの組み合わせを含むことができる。
【０２７１】
　第１のウエスト領域の少なくとも一部は、閉鎖系により第２のウエスト領域の一部に取
り付けられて、流体吸収性物品を適所に保持し、流体吸収性物品の脚部開口部およびウエ
ストを形成する。好ましくは流体吸収性物品は、再閉鎖可能な閉鎖系を備えている。
【０２７２】
　閉鎖系は、再封止可能であるかまたは永続的であるかのいずれかであり、このような使
用に適した任意の材料、例えば、プラスチック、弾性体、フィルム、発泡体、不織布基材
、織布基材、紙、ティッシュ、積層体、繊維強化プラスチック等またはそれらの組み合わ
せを含む。好ましくは閉鎖系は、可撓性材料を含み、着用者の皮膚を刺激することなく、
滑らかかつ柔らかに機能する。
【０２７３】
　閉鎖要素の一部は、接着テープであるかまたは第１のウエスト領域の側縁に配置されて
いる一対の横方向に延在するタブを含む。テープタブは、典型的には、前方本体パネルに
取り付けられ、第１ウエストバンドの各コーナーから横方向に延在する。これらのテープ
タブは、使用前に、薄い取り外し可能なカバーシートにより典型的に保護される、内側に
面する表面に接着剤を含む。
【０２７４】
　適切なテープタブは、熱可塑性ポリマー、例えば、ポリエチレン、ポリウレタン、ポリ
スチレン、ポリカーボネート、ポリエステル、エチレン酢酸ビニル、エチレンビニルアル
コール、エチレン酢酸ビニルアクリレートまたはエチレンアクリル酸コポリマーから形成
されてもよい。
【０２７５】
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　適切な閉鎖系は、フックアンドループファスナーのフック部分をさらに含み、目的の装
置は、フックアンドループファスナーのループ部分を含む。
【０２７６】
　適切な機械式閉鎖系は、ランディングゾーンを含む。機械式閉鎖系は、外側カバーに直
接固定されてもよい。ランディングゾーンは、テープタブと係合することが望ましい流体
吸収性物品の領域として機能することができる。ランディングゾーンは、基材および複数
のテープタブを含んでもよい。テープタブは、ランディングゾーンの基材に埋め込まれて
もよい。基材は、ループ材料を含んでもよい。ループ材料は、バッキング材料と、バッキ
ング材料に取り付けられた不織布スパンボンドウェブの層とを含んでもよい。
【０２７７】
　このため、適切なランディングゾーンは、スパンボンディングにより製造することがで
きる。スパンボンド不織布は、溶融熱可塑性材料を押し出すことにより形成された溶融ス
パン繊維から製造される。機械式閉鎖系の場合には、二配向ポリプロピレン（ＢＯＰＰ）
またはブラシ／閉鎖ループが好ましい。
【０２７８】
　さらに、適切な機械式閉鎖系は、流体吸収性物品、例えば、パンツまたはプルアップの
ための遠位端に位置する、柔軟な腹部および／または背側の別個のウエストバンド、柔軟
な腹部および／または背側のゾーンとして機能する弾性体ユニットを含む。弾性体ユニッ
トにより、流体吸収性物品が、例えば、トレーニングパンツのように、着用者により引き
下げられることが可能となる。
【０２７９】
　適切なパンツ形状の流体吸収性物品は、前部腹部、後部背部、股部、前部と後部を横方
向に接続するための側部、臀部、弾性ウエスト領域および液密外層を有する。臀部は、使
用者のウエスト周りに配置される。使い捨てパンツ形状の流体吸収性物品（プルアップ）
は、好ましい可撓性、伸縮性、漏出防止特性およびフィット特性を有するため、着用者に
優れた快適性を与え、改善された可動性および自由裁量を提供する。
【０２８０】
　適切なプルアップは、低弾性率、良好な引裂強度および高い弾性回復を有する熱可塑性
フィルム、シートおよび積層体を含む。
【０２８１】
　適切な閉鎖系は、流体吸収性物品の締結装置内に弾性領域を生じさせるためのエラスト
マーをさらに含んでもよい。エラストマーは、漏出に対する適切な性能を維持しながら、
ウエスト開口部および脚部開口部において、着用者に対する流体吸収性物品の快適なフィ
ットを提供する。
【０２８２】
　適切なエラストマーは、蒸気透過性および液体バリア特性を示すエラストマーポリマー
または弾性接着材料である。好ましいエラストマーは、その元の長さに等しい長さに伸長
した後に戻ることができる。
【０２８３】
　適切な閉鎖系は、流体吸収性物品を着用者の身体に柔軟に固定し、着用者に改善された
フィットを提供するためのウエストベルトおよび脚部ベルトを含むベルト系をさらに含む
。適切なウエストベルトは、２つの弾性ベルトである左側弾性ベルトおよび右側弾性ベル
トを含む。左側弾性ベルトは、左側の角張った縁部それぞれに関連している。右側弾性ベ
ルトは、右側の角張った縁部それぞれに関連している。左側および右側のサイドベルトは
、吸収性衣類が平らに置かれたときに弾性的に伸びる。各ベルトは、流体吸収性物品の前
部と後部とに接続され、それらの間に広がり、ウエストホールおよび脚部ホールを形成す
る。
【０２８４】
　好ましくはベルト系は、エラストマー製であるため、流体吸収性物品の快適なフィット
を提供し、漏出に対する適切な性能を維持する。
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【０２８５】
　好ましい閉鎖系は、いわゆる、「弾性イヤー」であり、これは、流体吸収性物品のシャ
ーシの後部背側長手方向縁部に位置する長手方向側縁部にイヤーの片側で取り付けられる
。市販の流体吸収性物品は、伸縮性積層体、例えば、一成分繊維または二成分繊維製の不
織布ウェブ製の伸縮性イヤーまたはサイドパネルを含む。特に好ましい閉鎖系は、第１の
溶融温度を有する第１のポリマーを含むコアを有する多成分繊維を含む異なる繊維材料、
例えば、メルトブローン繊維、スパンボンド繊維それぞれの複数の層のコアと、第２の溶
融温度を有する第２のポリマーを含むシースと、積層体を形成するための上面および底面
としてのエラストマー材料のウェブとを含む、伸縮性積層体である。
【０２８６】
　Ｄ．流体吸収性物品の構造
　さらに、本発明は、流体吸収性物品を提供するための、上記で言及された構成要素と層
、フィルム、シート、ティッシュまたは基材との接合に関する。少なくとも２つ、好まし
くは全ての層、フィルム、シート、ティッシュまたは基材が接合される。
【０２８７】
　適切な流体吸収性物品は、単一または複数の流体吸収性コアシステムを含む。好ましく
は流体吸収性物品は、単一または二重の流体吸収性コアシステムを含む。
【０２８８】
　流体吸収性コアの適切な流体貯留層は、その中に、均質にもしくは不均質に分散された
吸水性ポリマー粒子を含む繊維材料の均質もしくは不均質な混合物を含むか、またはこの
層は、繊維材料を何ら含まない吸水性ポリマー粒子のみを含む。また、流体吸収性コアの
適切な流体貯留層は、繊維材料と吸水性ポリマー粒子との均質な混合物を含む層状の流体
吸収性コアシステムを含むか、またはこの層は、繊維材料を何ら含まない吸水性ポリマー
粒子のみを含む。
【０２８９】
　吸水性ポリマー粒子を固定するために、隣接する層は、熱可塑性材料により固定される
ことにより、全面にわたってあるいは接合部の別個の領域に接続部を構築する。後者の場
合、吸水性粒子を担持する空洞またはポケットが構築される。接合領域は、規則的または
不規則なパターン、例えば、流体吸収性コアの長手方向軸と位置合わせされたパターンま
たは多角形、例えば、五角形もしくは六角形のパターンを有してもよい。接合領域自体は
、約０．５ｍｍ～２ｍｍの直径を有する長方形、円形または正方形のものでもよい。接合
領域を含む流体吸収性物品は、より良好な湿潤強度を示す。
【０２９０】
　適切な流体吸収性物品は、流体吸収性物品に典型的に見られる他の層との任意の組み合
わせでシングルまたはマルチコアシステムを含む。好ましい流体吸収性物品は、シングル
またはダブルコアシステムを含む。最も好ましくは流体吸収性物品は、単一の流体吸収性
コアを含む。
【０２９１】
　流体吸収性コアは、典型的には、均一なサイズまたはプロファイルを有する。また、適
切な流体吸収性コアは、コアの形状および／または吸水性ポリマー粒子の含量および／ま
たは吸水性ポリマー粒子の分布および／または層状流体吸収性コアが存在する場合、異な
る層の寸法に関して、プロファイル構造を有することもできる。
【０２９２】
　吸収性コアは、複数の層、例えば、基材層、吸水性ポリマーの層および熱可塑性材料の
層を組み合わせることにより、良好な湿潤固定化を提供することが公知である。また、適
切な吸収性コアは、ティッシュまたはティッシュ積層体をも含んでもよい。ティッシュま
たはティッシュ積層体をそれ自体の上に折り畳むことにより形成された単層または二重層
ティッシュ積層体が、当技術分野において公知である。
【０２９３】
　これらの層または折り畳み物同士は、好ましくは例えば、接着剤の添加により、または
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メカニカルボンド法、サーマルボンド法もしくは超音波ボンド法もしくはそれらの組み合
わせにより接合される。
【０２９４】
　このため、層の数または容積のあるコアの高さに応じて、流体吸収性コアの得られる厚
さが決定されるであろう。このため、流体吸収性コアは、１つの層として平坦（プラトー
）でもよいし、三次元プロファイルを有してもよい。
【０２９５】
　総じて、上側液体透過性層（Ａ）および下側液体不透過性層（Ｂ）は、種々のタイプの
流体吸収性物品の要件に従ってかつ種々の着用者のサイズに適応するような形状およびサ
イズにすることができる。このため、上側液体透過性層と下側液体不透過性層との組み合
わせは、当技術分野において公知の全ての寸法または形状を有することができる。適切な
組み合わせは、砂時計形状、長方形形状、台形形状、ｔもしくは二重ｔ形状を有しまたは
解剖学的寸法を示す。
【０２９６】
　製品シャーシおよびその中に含まれる構成要素の構造は、当業者に公知であるように、
ホットメルト接着剤の個別の適用により製造され、制御される。例は、例えば、Ｎａｔｉ
ｏｎａｌ　Ｓｔａｒｃｈ，ＨｅｎｋｅｌまたはＦｕｌｌｅｒにより製造されたＤｉｓｐｏ
ｍｅｌｔ　５０５Ｂ、Ｄｉｓｐｏｍｅｌｔ　Ｃｏｏｌ　１１０１および他の特定の機能性
接着剤であろう。
【０２９７】
　適用される体液のウィッキングを確実にするために、好ましい流体吸収性物品は、より
良好な輸送のためのチャネルを示す。チャネルは、例えば、流体吸収性コアに対するトッ
プシートの圧縮力により形成される。圧縮力は、例えば、２つの加熱されたカレンダーロ
ーラー間の熱処理により適用されてもよい。圧縮の効果として、トップシートおよび流体
吸収性コアの双方が、チャネルが形成されるように変形する。体液は、このチャネルに沿
って、体液が吸収され、漏出が防止される箇所に流れる。他の方法では、圧縮により、よ
り高い密度がもたらされる。これは、放出された流体を運ぶためのチャネルの第２の効果
である。さらに、おむつの構造に対する圧縮力は、流体吸収性物品の構造的一体性を改善
する。
【０２９８】
　本発明の可能性のある実施形態を、図７に示す。
【０２９９】
　このため、一実施形態によれば、本発明による流体吸収性物品は、
　（Ａ）スパンボンド層（カバーストック）を含む上側液体透過性層と、
　（Ｂ）通気性ポリエチレンフィルムの複合体を含む下側液体不透過性層と、
　（Ｃ）吸水性ポリマー粒子とセルロース繊維との均質な混合物を含む、（Ａ）と（Ｂ）
との間の単一の流体吸収性コア（Ｃ）と、
　（Ｄ）流体吸収性コア（Ｃ）より小さいサイズを有する、（Ａ）と（Ｃ）との間の捕捉
・分配層（Ｄ）と
を含む。
【０３００】
　本発明によれば、
　（Ａ）上側液体透過性層と、
　（Ｂ）下側液体不透過性層と、
　（Ｃ）流体吸収性ポリマー粒子と繊維材料との合計に対して、少なくとも６０重量％の
流体吸収性ポリマー粒子および４０重量％以下の繊維材料を含む、（Ａ）と（Ｂ）との間
の流体吸収性コアと、
　（Ｄ）合成繊維とセルロース系繊維との合計に対して、少なくとも９０重量％の合成繊
維および１０重量％以下のセルロース系繊維を含む、（Ａ）と（Ｃ）との間の捕捉・分配
層と、
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　（Ｅ）（Ｃ）の直上および／または直下に配置されている任意選択的なティッシュ層と
、
　（Ｆ）他の任意選択的な構成要素とを含み、
　捕捉・分配層（Ｄ）の目付は、少なくとも７０ｇｓｍであり、流体吸収性ポリマー粒子
は、５×１０－７ｃｍ３ｓ／ｇ未満の生理食塩水流動伝導率（ＳＦＣ）および１５ｇ／ｇ
未満のＡＵＨＬを有する、流体吸収性物品が好ましい。
【０３０１】
　好ましくは捕捉・分配層（Ｄ）は、繊維の三次元ネットワークを含む不織布ウェブであ
る。
【０３０２】
　非透過性の非表面後架橋流体吸収性粒子（該流体吸収性粒子は、好ましくは５×１０－

７ｃｍ３ｓ／ｇ未満のＳＦＣ、少なくとも３５ｇ／ｇ、好ましくは４０ｇ／ｇのＣＲＣお
よび１５ｇ／ｇ未満のＡＵＨＬを有する）を含む流体吸収性コアを、少なくとも７０ｇｓ
ｍ、好ましくは少なくとも８０ｇｓｍの目付を有するＡＤＬと組み合わせて含む本発明の
流体吸収性物品は、少なくとも２０×１０－７ｃｍ３ｓ／ｇのＳＦＣを有する透過性の表
面後架橋流体吸収性粒子を含有するコアを、７０ｇｓｍ未満の目付の標準的なＡＤＬと組
み合わせて有する流体吸収性物品と同様またはさらにより良好なリウェットおよび液体捕
捉時間を示す。通常、流体吸収性物品において、６０～４０ｇｓｍの目付のＡＤＬが使用
される。
【０３０３】
　本発明による流体吸収性物品は、好ましい実施形態が非表面後架橋吸水性ポリマー粒子
を含有するという事実にもかかわらず、より透過性の高い吸水性ポリマー粒子を含有する
流体吸収性物品と比較して、ゲルブロッキングの増大を示さない。
【０３０４】
　驚くべきことに、流体吸収性物品における、少なくとも７０ｇｓｍ、好ましくは少なく
とも８０ｇｓｍ、より好ましくは少なくとも９０ｇｓｍ、最も好ましくは少なくとも１０
０ｇｓｍ、さらにより好ましくは少なくとも１２０ｇｓｍ、通常は１８０ｇ／ｍ２以下の
目付を有するＡＤＬの使用により、流体吸収性粒子の透過機能が引き継がれると考えられ
る。
【０３０５】
　驚くべきことに、流体吸収性物品の性能に関する表面後架橋流体吸収性粒子自体の透過
性の利点は、特に、例えば負荷下でのリウェットおよび液体捕捉時間等の少なくとも１つ
の特徴に関して、失われるかむしろ負の効果に変わる。なぜならば、非表面後架橋吸水性
ポリマー粒子の方が、通常は吸収性物品においてはるかにより高い容量を提供するためで
ある。
【０３０６】
　したがって、本発明によれば、減少した量の流体吸収性粒子を有する流体吸収性物品を
提供することも可能である。
【０３０７】
　流体吸収性物品の少なくとも同様の性能は、液体捕捉時間および／または負荷下でのリ
ウェットに関して、より少ない超吸収性で達成される。７０ｇｓｍ未満の目付を有する標
準的なＡＤＬを含む流体吸収性物品と比較して、少なくとも７０ｇｓｍ、好ましくは少な
くとも８０ｇｓｍの目付を有するＡＤＬを有する本発明の流体吸収性物品中に存在する非
表面後架橋吸水性ポリマー粒子の量の、少なくとも５％、好ましくは少なくとも１０％、
より好ましくは少なくとも１５％、最も好ましくは少なくとも２０％、最高で３０％まで
の減少が達成される。
【０３０８】
　好ましくは本発明の流体吸収性物品について、１回目の放出の液体捕捉時間は、６０秒
未満、好ましくは５５秒未満である。
【０３０９】
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　本発明の吸収性物品は、使用される吸水性ポリマー粒子の量の減少を可能にするだけで
なく、非表面架橋吸水性ポリマー粒子の使用も必要である。このことは、粒子の製造プロ
セスにおける工程をより少なくし、エネルギーおよび資源の全消費量をより少なくし、よ
り持続可能な吸収性物品を提供することを意味する。
【０３１０】
　方法
　特に断らない限り、測定を、周囲温度２３±２℃および相対周囲湿度５０±１０％で行
うべきである。吸水性ポリマーを、測定前に完全に混合する。
【０３１１】
　「ＷＳＰ」標準試験法は、“Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ　Ｐａｒｔｎｅ
ｒｓ”ＥＤＡＮＡ（Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅｓ　ａｎｄ　Ｎｏｎｗｏｖ
ｅｎｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ，Ａｖｅｎｕｅ　Ｅｕｇｅｎｅ　Ｐｌａｓｋｙ，１５７
，１０３０　Ｂｒｕｓｓｅｌｓ，Ｂｅｌｇｉｕｍ，ｗｗｗ．ｅｄａｎａ．ｏｒｇ）および
ＩＮＤＡ（Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｎｏｎｗｏｖｅｎ　Ｆａｂｒｉｃｓ
　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ，１１００　Ｃｒｅｓｃｅｎｔ　Ｇｒｅｅｎ，Ｓｕｉｔｅ　１１５，
Ｃａｒｙ，Ｎ．Ｃ．２７５１８，Ｕ．Ｓ．Ａ．，ｗｗｗ．ｉｎｄａ．ｏｒｇ）により共同
刊行された“Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｎｏｎｗ
ｏｖｅｎｓ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ”に記載されている。該刊行物は、ＥＤＡＮＡおよびＩＮ
ＤＡの双方から入手可能である。
【０３１２】
　残留モノマー
　吸水性ポリマー粒子中の残留モノマーのレベルを、ＥＤＡＮＡ推奨試験法Ｎｏ．ＷＳＰ
　２１０．３（１１）「残留モノマー」により測定する。
【０３１３】
　粒径分布
　吸水性ポリマー粒子の粒径分布を、ＥＤＡＮＡ推奨試験法Ｎｏ．ＷＳＰ　２２０．３（
１１）「粒径分布」により測定する。
【０３１４】
　本明細書において、平均粒径（ｄ５０）は、累積５０重量％となるメッシュサイズの値
である。
【０３１５】
　粒径粒子の多分散度αは、
　　α＝（ｄ８４．１３－ｄ１５．８７）／（２×ｄ５０）
により計算される。
【０３１６】
　式中、ｄ１５．８７およびｄ８４．１３は、累積１５．８７重量％、８４．１３重量％
それぞれとなるメッシュサイズの値である。
【０３１７】
　含水量
　吸水性ポリマー粒子の含水量を、ＥＤＡＮＡ推奨試験法Ｎｏ．ＷＳＰ　２３０．３（１
１）「加熱による質量損失」により測定する。
【０３１８】
　自由膨潤容量（ＦＳＣ）
　吸水性ポリマー粒子の自由膨潤容量を、ＥＤＡＮＡ推奨試験法Ｎｏ．ＷＳＰ　２４０．
３（１１）「生理食塩水中での自由膨潤容量、重量測定」により測定する。ここで、自由
膨潤容量の値が高いほど、より大きなティーバッグを使用する必要がある。
【０３１９】
　遠心分離保持容量（ＣＲＣ）
　吸水性ポリマー粒子の遠心分離保持容量を、ＥＤＡＮＡ推奨試験法Ｎｏ．ＷＳＰ　２４
１．３（１１）「遠心分離後の生理食塩水中での流体保持容量」により測定する。ここで
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、遠心分離保持容量の値が高いほど、より大きなティーバッグを使用する必要がある。
【０３２０】
　負荷下吸収性（ＡＵＬ）
　吸水性ポリマー粒子の負荷下吸収性を、ＥＤＡＮＡ推奨試験法Ｎｏ．ＷＳＰ　２４２．
３（１１）「圧力下での吸収の重量測定」により測定する。
【０３２１】
　高負荷下吸収性（ＡＵＨＬ）
　吸水性ポリマー粒子の高負荷下吸収性を、重量２１．０ｇ／ｃｍ２の代わりに、重量４
９．２ｇ／ｃｍ２を使用することを除いて、ＥＤＡＮＡ推奨試験法Ｎｏ．ＷＳＰ　２４２
．３（１１）「圧力下での吸収の重量測定」と同様に測定する。
【０３２２】
　嵩密度
　吸水性ポリマー粒子の嵩密度は、ＥＤＡＮＡ推奨試験法Ｎｏ．ＷＳＰ　２５０．３（１
１）「密度の重量測定」により測定する。
【０３２３】
　抽出物
　吸水性ポリマー粒子中の抽出可能な成分のレベルを、ＥＤＡＮＡ推奨試験法Ｎｏ．ＷＳ
Ｐ　２７０．３（１１）「抽出物」により測定する。
【０３２４】
　真円度および真球度
　真円度（または真球度（ＳＰＨＴ））を、ＰａｒｔＡｎ（登録商標）３００１Ｌ粒子分
析器（Ｍｉｃｒｏｔｒａｃ　Ｅｕｒｏｐｅ　ＧｍｂＨ；独国メーアブッシュ）により測定
する。真円度は、
【数２】

［式中、
Ａは、断面積であり、Ｕは、ポリマー粒子の断面円周である］と定められる。真円度は、
体積平均真円度である。
【０３２５】
　測定のために、製品を、漏斗を通して導入し、計量チャネルを備えた落下シャフトに運
ぶ。粒子が光壁を通過して落下する間に、カメラにより選択的に記録される。記録された
画像を、選択されたパラメータに従ってソフトウェアにより評価する。
【０３２６】
　生理食塩水流動伝導率（ＳＦＣ）
　０．３ｐｓｉ（２０７０Ｐａ）の圧力下での膨潤ゲル層の生理食塩水流動伝導率を、欧
州特許出願公開第２５３５６９８号明細書（ＥＰ　２５３５６９８　Ａ１）に記載されて
いるように、膨潤ゲル層の尿透過性指標（ＵＰＭ）として、一定重量１．５ｇの吸水性ポ
リマー粒子に関して測定する。流量を自動的に検出する。
【０３２７】
　生理食塩水流動伝導率（ＳＦＣ）を、下記のように計算する。
【０３２８】
　　ＳＦＣ［ｃｍ３ｓ／ｇ］＝（Ｆｇ（ｔ＝０）×Ｌ０）／（ｄ×Ａ×ＷＰ）
　式中、Ｆｇ（ｔ＝０）は、ＮａＣｌ溶液の流量（ｇ／ｓ）であり、ｔ＝０への外挿によ
る流量測定のＦｇ（ｔ）データの線形回帰分析を使用して得られる。Ｌ０は、ゲル層の厚
さ（ｃｍ）であり、ｄは、ＮａＣｌ溶液の密度（ｇ／ｃｍ３）であり、Ａは、ゲル層の面
積（ｃｍ２）であり、ＷＰは、ゲル層上の静水圧（ｄｙｎｅｓ／ｃｍ２）である。
【０３２９】
　ボルテックス
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　０．９％のＮａＣｌ溶液５０．０±１．０ｍｌを、１００ｍｌビーカーに加える。円筒
状のスターラーバー（３０×６ｍｍ）を加え、生理食塩水を、撹拌プレート上で６０ｒｐ
ｍで撹拌する。２．０００±０．０１０ｇの吸水性ポリマー粒子を、できるだけ迅速にビ
ーカーに加え、添加と同時にストップウォッチを始動させる。ストップウォッチを、混合
物の表面が「静止」した時点で停止する。同静止は、表面が乱流を有さず、混合物が依然
として回転してもよいが、粒子の表面全体が一体として回転することを意味する。ストッ
プウォッチの表示時間を、ボルテックス時間として記録する。
【０３３０】
　色値（ＣＩＥ　色番号［Ｌ，ａ，ｂ］）
　色値の測定を、ＣＩＥＬＡＢ法（Ｈｕｎｔｅｒｌａｂ，Ｖｏｌｕｍｅ　８，１９９６，
Ｉｓｓｕｅ　７，ｐ．１－４）に従って、比色計「ＬａｂＳｃａｎ　ＸＥ　Ｓ／Ｎ　ＬＸ
１７３０９」型（ＨｕｎｔｅｒＬａｂ；米国レストン）により行う。色は、三次元系の座
標Ｌ、ａおよびｂにより記述される。Ｌは、明度を表す。その際、Ｌ＝０は、黒色であり
、Ｌ＝１００は白色である。ａおよびｂの値はそれぞれ、色軸赤色／緑色、黄色／青色上
の色の位置を表す。その際、正のａ値は、赤色を表し、負のａ値は、緑色を表し、正のｂ
値は、黄色を表し、負のｂ値は、青色を表す。
【０３３１】
　色値の測定は、ＤＩＮ　５０３３－６による三刺激法と一致する。
【０３３２】
　促進老化試験
　測定１（初期色）：内径９ｃｍのプラスチック皿に超吸収性ポリマー粒子を過充填する
。この表面を、ナイフによりペトリ皿の縁の高さで平らにし、ＣＩＥ色値およびＨＣ６０
値を測定する。
【０３３３】
　測定２（老化後）：内径９ｃｍのプラスチック皿に超吸収性ポリマー粒子を過充填する
。この表面を、ナイフによりペトリ皿の縁の高さで平らにする。ついで、プラスチック皿
（カバーなし）を、６０℃および相対湿度８６％の湿度チャンバーに入れる。このプラス
チック皿を、７、１４、２１日後に湿度チャンバーから取り出し、室温まで冷却し、ＣＩ
Ｅ色値を測定する。
【０３３４】
　ＥＤＡＮＡ試験法は、例えば、ＥＤＡＮＡ，Ａｖｅｎｕｅ　Ｅｕｇｅｎｅ　Ｐｌａｓｋ
ｙ　１５７，Ｂ－１０３０　Ｂｒｕｓｓｅｌｓ，Ｂｅｌｇｉｕｍから入手可能である。
【０３３５】
　負荷下でのリウェット（ＲＵＬ）および捕捉時間
　この試験では、流体吸収性物品が複数回の別々の放出後５分間にわたって０．７ｐｓｉ
（４９．２ｇ／ｃｍ２）の圧力に維持された後に解放される流体の量を測定する。負荷下
でのリウェットを、流体吸収性物品が圧力下で解放する流体の量により測定する。負荷下
でのリウェットを、各放出後に測定する。
【０３３６】
　流体吸収性物品を、検査テーブル上で不織布側を上向きにクランプ止めする。放出点（
ピーポイント）を、試験されるおむつの種類および性別に応じてマークする（すなわち、
女子用は、コアの中心、ユニセックス用は、前方に向かって２．５ｃｍ、男子用は、前方
に向かって５ｃｍ）。パースペックス管を有する中央開口部（直径２．３ｃｍ）を有する
３．６４ｋｇの円形重り（直径１０ｃｍ）を、予め印を付けた放出点上に置く。
【０３３７】
　１回目の放出に関して、７５ｇの生理食塩水（０．９重量％）を、ワンショットでパー
スペックス管に注ぐ。流体が流体吸収性物品に完全に吸収されるのに必要な時間の量を記
録する。この時間を、捕捉時間とし、秒で報告する。５分の経過後、負荷を除去し、直径
９ｃｍ、乾燥重量（Ｗ１）が既知の１０枚のろ紙（Ｗｈａｔｍａｎ（登録商標））のスタ
ックを、流体吸収性物品上の放出点の上に置く。ろ紙の上に、直径８ｃｍの２．５ｋｇの
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重りを加える。２分の経過後、重りを除去し、ろ紙を再秤量して、湿重量値（Ｗ２）を得
る。
【０３３８】
　負荷下でのリウェットを、下記のように計算する。
【０３３９】
　　ＲＵＬ［ｇ］＝Ｗ２－Ｗ１
　２回目およびその後の放出の負荷下でのリウェットに関して、１回目の放出に関する手
順を繰り返す。次の放出「２」、「３」および「４」それぞれに、７５ｇの生理食塩水（
０．９重量％）および２０、３０、４０枚のろ紙をそれぞれ使用する。
【０３４０】
　実施例
　流体吸収性ポリマー粒子の製造
　下記ポリマー粒子を使用した。
【０３４１】
　－　ＢＡＳＦ　Ａｎｔｗｅｒｐｅｎ　Ｎ．Ｖ．（ベルギー国）から入手可能なＨｙＳｏ
ｒｂ（登録商標）Ｂ７０８５
　－　ＢＡＳＦ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（米国フリーポート）から入手可能なＨｙｓｏ
ｒｂ（登録商標）Ｔ９７００
　－　実施例２に記載された液滴重合により製造された表面架橋吸水性ポリマー
　－　実施例３に記載された混練機重合により製造された表面架橋を有しない吸水性ポリ
マー
　－　実施例４に記載された混練機重合により製造された表面架橋吸水性ポリマー。
【０３４２】
　全てのポリマー粒子の特徴および吸収プロファイルを、表９にまとめる。
【０３４３】
　実施例１　－　液滴重合ベースポリマー
　液滴重合による吸水性ポリマー粒子の製造は、国際公開第２０１６／１３４９０５号（
ＷＯ　２０１６／１３４９０５）に詳細に記載されている。
【０３４４】
　この方法を、国際公開第２０１６／１３４９０５号（ＷＯ　２０１６／１３４９０５）
の実施例１と同様に行った。
【０３４５】
　この方法を、図１（国際公開第２０１６／１３４９０５号（ＷＯ　２０１６／１３４９
０５）の図１）に示す一体化流動層（２７）を有する同時噴霧乾燥プラントにおいて行っ
た。反応ゾーン（５）の高さを２２ｍ、直径を３．４ｍとした。内側流動層（ＩＦＢ）は
、直径３ｍ、堰高さ０．２５ｍとした。
【０３４６】
　乾燥ガスを、噴霧乾燥機の頂部のガス分配器（３）から供給した。乾燥ガスを、ダスト
分離ユニット（９）としてのサイクロンおよび冷却管（１２）を通じて部分的に再循環さ
せた（乾燥ガスループ）。乾燥ガスは、１体積％～４体積％の残留酸素を含む窒素とした
。重合開始前に、残留酸素が４体積％未満になるまで、乾燥ガスループに窒素を充填した
。反応ゾーン（５）における乾燥ガスのガス速度は、０．７９ｍ／ｓとした。噴霧乾燥機
内部の圧力は、周囲圧力より４ｍｂａｒ低かった。
【０３４７】
　反応ゾーン（５）を出るガスの温度を、図２（国際公開第２０１６／１３４９０５号（
ＷＯ　２０１６／１３４９０５）の図３）に示すように、噴霧乾燥機の円筒形部分の端部
の周囲の３点で測定した。３つの単独の測定値（４３）を使用して、平均温度（噴霧乾燥
機排出口温度）を計算した。乾燥ガスループを加熱し、モノマー溶液の投入を開始した。
この時点から、噴霧乾燥機排出口温度を、熱交換器（２０）を通じてガス流入口温度を調
節することにより、１２２℃に制御した。ガス流入口温度は、１６７℃であり、乾燥ガス
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の水蒸気含量を、表１に示す。
【０３４８】
　生成物は、堰高さに達するまで内側流動層（２７）に蓄積した。１１２℃の温度を有す
る調整済み内側流動層ガスを、管路（２５）を通じて内側流動層（２７）に供給した。内
側流動層（２７）中の内側流動層ガスのガス速度は、０．６５ｍ／ｓとした。生成物の滞
留時間は、１５０分であった。内側流動層（２７）中の吸水性ポリマー粒子の温度は、８
０℃であった。
【０３４９】
　噴霧乾燥機オフガスを、ダスト分離ユニット（９）としてのサイクロン中でろ過し、急
冷／冷却のための冷却管（１２）に送った。冷却管（１２）内の（一定の）充填レベルを
制御することにより、余剰水を、冷却管（１２）からポンプ排出した。冷却管（１２）内
の水を、熱交換器（１３）により冷却し、ガスに向流でポンプ輸送した。冷却管（１２）
を出るガスの温度および水蒸気含量を、表１に示す。水酸化ナトリウム溶液を投入してア
クリル酸蒸気を洗い流すことにより、冷却管（１２）内の水をアルカリ性ｐＨに調整した
。
【０３５０】
　冷却管（１２）を出たガスを、乾燥ガス流入口管（１）および調整済み内側流動層ガス
（２５）に分割した。ガス温度を、熱交換器（２０）および（２２）を通じて制御した。
高温乾燥ガスを、ガス分配器（３）を通じて同時噴霧乾燥機に供給した。ガス分配器（３
）は、乾燥ガス量に応じて、２～４ｍｂａｒの圧力降下を提供するプレートセットからな
る。
【０３５１】
　生成物を、内側流動層（２７）から回転バルブ（２８）を通じてふるい（２９）に充填
した。ふるい（２９）を使用して、８００μｍ超の粒径を有するオーバー／塊状物をふる
い分けした。オーバー／塊状物の重量を、表３にまとめる。
【０３５２】
　最初に、アクリル酸を３箇所エトキシル化されたグリセロールトリアクリレート（内部
架橋剤）と混合し、次に３７．３重量％のアクリル酸ナトリウム溶液と混合することによ
り、モノマー溶液を製造した。得られたモノマー溶液の温度を、熱交換器を使用し、ルー
プ中でポンプ輸送することにより、１０℃に制御した。ポンプ後のループには、メッシュ
サイズ２５０μｍのフィルタユニットを使用した。開始剤を、図１（国際公開第２０１６
／１３４９０５号（ＷＯ　２０１６／１３４９０５）の図１）に示すように、管路（３３
）および（３４）を通じて、スタティックミキサー（３１）および（３２）により、液滴
化装置の上流のモノマー溶液中に計量供給した。２０℃の温度を有するペルオキソ二硫酸
ナトリウム溶液を、管路（３３）を通じて添加し、［２，２’－アゾビス［２－（２－イ
ミダゾリン－２－イル）プロパン］二塩酸塩溶液を、１０℃の温度を有するＢｒｕｅｇｇ
ｏｌｉｔｅ（登録商標）ＦＦ７およびＢｌａｎｃｏｌｅｎ（登録商標）ＨＰと共に、管路
（３４）を通じて添加した。各開始剤を、ループ内でポンプ輸送し、制御バルブを通じて
各液滴化装置ユニットに投入した。スタティックミキサー（３２）の後に、メッシュサイ
ズ１４０μｍの第２のフィルタユニットを使用した。モノマー溶液を噴霧乾燥機の頂部に
投入するために、図３（国際公開第２０１６／１３４９０５号（ＷＯ　２０１６／１３４
９０５）の図４）に示すように、３つの液滴化装置ユニットを使用した。
【０３５３】
　液滴化装置ユニットは、図４（国際公開第２０１６／１３４９０５号（ＷＯ　２０１６
／１３４９０５）の図５）に示すように、液滴化装置カセット（４９）用の開口部を有す
る外側管（４７）からなっていた。液滴化装置カセット（４９）は、内側管（４８）に接
続していた。シールとして端部にＰＴＦＥブロック（５０）を有する内側管（４８）を、
メンテナンスの目的で、プロセスの動作中に外側管（４７）内外に押すことができる。
【０３５４】
　液滴化装置カセット（４９）の温度を、図５（国際公開第２０１６／１３４９０５号（
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ＷＯ　２０１６／１３４９０５）の図８）に示すように、流路（５５）内の水により、８
℃に制御した。液滴化装置カセット（４９）は、直径１７０μｍ、孔間隔１５ｍｍの２５
６個の孔を有していた。液滴化装置カセット（４９）は、予混合モノマーおよび開始剤溶
液の均質な分布のために実質的に停滞容積を有しない流路（５６）と、１つの液滴プレー
ト（５３）とからなっていた。液滴プレート（５３）は、３°の角度を有する角度構成を
有していた。液滴プレート（５３）は、ステンレス鋼製であり、長さ６３０ｍｍ、幅１２
８ｍｍ、厚さ１ｍｍであった。
【０３５５】
　噴霧乾燥機へのフィードは、９．５６重量％のアクリル酸、３３．７３重量％のアクリ
ル酸ナトリウム、０．０１１重量％の３箇所エトキシル化されたグリセロールトリアクリ
レート（純度約８５重量％）、０．０７１重量％の［２，２’－アゾビス［２－（２－イ
ミダゾリン－２－イル）プロパン］二塩酸塩、０．００２８重量％のＢｒｕｅｇｇｏｌｉ
ｔｅ（登録商標）ＦＦ７（Ｂｒｕｅｇｇｅｍａｎｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ；独国ハイルブ
ロン）、０．０７１重量％のＢｌａｎｃｏｌｅｎｅ（登録商標）ＨＰ（Ｂｒｕｅｇｇｅｍ
ａｎｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ；独国ハイルブロン）、０．０５４重量％のペルオキソ二硫
酸ナトリウムおよび水からなっていた。中和度は、７３％であった。孔１つあたりのフィ
ードは、１．４ｋｇ／ｈであった。
【０３５６】
　得られた吸水性ポリマー粒子を分析した。条件および結果を、表１～３にまとめる。
【０３５７】
【表１】

【０３５８】
【表２】

【０３５９】
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【表３】

【０３６０】
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　表面架橋の全体的な説明
　２０００ｒｐｍの速度を有するＳｃｈｕｇｉ　Ｆｌｅｘｏｍｉｘ（登録商標）（Ｆｌｅ
ｘｏｍｉｘ　１６０型、Ｈｏｓｏｋａｗａ　Ｍｉｃｒｏｎ　Ｂ．Ｖ．（オランダ国ドゥー
ティンヘム）製）において、吸水性ベースポリマーを、３つの丸い噴霧ノズルシステム（
Ｇｒａｖｉｔｙ－Ｆｅｄ　Ｓｐｒａｙ　Ｓｅｔ－ｕｐｓ、Ｅｘｔｅｒｎａｌ　Ｍｉｘ　Ｔ
ｙｐ　ＳＵ４、Ｆｌｕｉｄ　Ｃａｐ　６０１００型およびＡｉｒ　Ｃａｐ　ＳＳ－１２０
型、Ｓｐｒａｙｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｃｏ．（米国イリノイ州ウィートン）製）を使
用することにより、表面後架橋剤溶液で被覆し、次いでベースポリマーフィード（７０）
を通じて充填し、６ｒｐｍのシャフト（７６）の速度を有する熱乾燥機（６５）（ＮＰＤ
　５Ｗ－１８型、ＧＭＦ　Ｇｏｕｄａ（オランダ国ワッディンクフェーン）製）中で乾燥
させた。熱乾燥機（６５）は、９０°のシャフトオフセットを有する２つのパドル（８０
）と、可撓性の２枚の堰板（７３）を有する固定排出ゾーン（７１）とを有する。各堰は
、図６（国際公開第２０１６／１３４９０５号（ＷＯ　２０１６／１３４９０５）の図１
５）に示すように、５０％で最小堰高さ（７５）を有する堰開口部および１００％で最大
堰開口部（７４）を有する。
【０３６１】
　層プレートと熱乾燥機との間の傾斜角α（７８）は、約３°とした。熱乾燥機の堰高さ
は、５０～１００％であり、これは、約７００～７５０ｋｇ／ｍ３の生成物密度により、
約４０～１５０分の滞留時間に相当した。熱乾燥機中の生成物の温度は、１２０～１６５
℃の範囲にあった。乾燥後、表面後架橋ポリマーを、冷却器（ＮＰＤ　５Ｗ－１８型、Ｇ
ＭＦ　Ｇｏｕｄａ（オランダ国ワッディンクフェーン）製）中で排出コーン（７７）上に
輸送して、表面後架橋ポリマーを約６０℃に、速度１１ｒｐｍおよび堰高さ１４５ｍｍで
冷却した。冷却後、材料を、最小カットサイズ１５０μｍおよび最大カットサイズ８５０
μｍでふるい分けした。
【０３６２】
　実施例２
　実施例１において製造されたベースポリマーの表面架橋
　エチレンカーボネート、水、Ｓｐａｎ（登録商標）２０（Ｃｒｏｄａ（独国ネッテター
ル））、乳酸アルミニウム水溶液（２２重量％）を予備混合し、表５にまとめられたよう
に、表面後架橋剤溶液として使用した。乳酸アルミニウムとして、Ｌｏｔｈｒａｇｏｎ（
登録商標）Ａｌ　２２０（Ｄｒ．Ｐａｕｌ　Ｌｏｈｍａｎｎ　ＧｍｂＨ（独国エンマータ
ール）製）を使用した。
【０３６３】
　４．３重量％のＰｌａｎｔａｃａｒｅ（登録商標）８１８　ＵＰ溶液（無水、ＢＡＳＦ
　ＳＥ製）の０．０５％水溶液および４．３重量％のＰｌａｎｔａｃａｒｅ（登録商標）
８１８　ＵＰの０．０２５％水溶液を、冷却器の３分の１にある２つのノズルを使用して
冷却器にさらに加えた。双方の溶液は、約２５℃の温度を有する。ノズルを、生成物層の
下方に配置した。
【０３６４】
　得られた吸水性ポリマー粒子を分析した。試験条件および結果を、表４～８にまとめる
。
【０３６５】
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【表４】

【０３６６】
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【表５】

【０３６７】
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　実施例３　吸水性ポリマー－ベースポリマーの製造
　吸水性ポリマー粒子の製造は、国際公開第１４／００５８６０号（ＷＯ　１４／００５
８６０）に詳細に記載されている。
【０３６８】
　ベースポリマーを、国際公開第０１／３８４０２号（ＷＯ　０１／３８４０２　Ａ１）
に記載されている連続混練機法と同様に、容量６．３ｍ３を有するＬｉｓｔ　Ｃｏｎｔｉ
ｋｎｅｔｅｒ反応器（ＬＩＳＴ　ＡＧ、スイス国アリスドルフ）中で製造した。この目的
で、アクリル酸を水酸化ナトリウム溶液で連続的に中和し、水で希釈して、アクリル酸の
中和度を７２ｍｏｌ％とし、この溶液の固形分（＝アクリル酸ナトリウムおよびアクリル
酸）は、約４２．６重量％であった。アクリル酸に対して０．７５重量％の量のポリエチ
レングリコール４０００（Ｐｌｕｒｉｏｌ　Ｅ４０００，ＢＡＳＦ　ＳＥ）をモノマー水
溶液と混合した。使用した架橋剤は、米国特許出願公開第２００５／０１７６９１０号明
細書（ＵＳ　２００５／０１７６９１０）に従って製造された、アクリル酸モノマーに対
して０．１８６重量％の量の、全体で３箇所エトキシル化されたアクリル化グリセリルト
リアクリレート（Ｇｌｙ－３　ＥＯ－ＴＡ）であった。この架橋剤を、モノマー流に連続
的に添加した。アクリル酸モノマー含量の計算のために、存在するアクリル酸ナトリウム
を、理論的にアクリル酸とみなした。開始剤である過硫酸ナトリウム（アクリル酸モノマ
ーに対して０．１９２重量％）、過酸化水素（アクリル酸モノマーに対して０．０００６
重量％）およびアスコルビン酸（アクリル酸モノマーに対して０．００２５重量％）の水
溶液を、同様に連続的に添加することにより開始した。
【０３６９】
　得られたポリマーゲルを、ベルト乾燥機で乾燥させ、次いで乾燥機ケーキを粉砕し、ロ
ールミルによりすり潰し、最後に１５０～８５０μｍの粒径にふるい分けした。
【０３７０】
　実施例４
　実施例３において製造されたベースポリマーの表面架橋
　Ｓｃｈｕｇｉ　Ｆｌｅｘｏｍｉｘ（登録商標）（Ｆｌｅｘｏｍｉｘ　１６０型、Ｈｏｓ
ｏｋａｗａ　Ｍｉｃｒｏｎ　Ｂ．Ｖ．（オランダ国ドゥーティンヘム）製）において、実
施例３のベースポリマーを、３つの丸い噴霧ノズルシステムを使用することにより、表面
架橋剤溶液で被覆した。表面後架橋剤溶液として、０．０２重量％のＤｅｎａｃｏｌ（登
録商標）ＥＸ－８１０（エチレングリコールジグリシジルエーテル）、３重量％の水、０
．０５重量％の硫酸アルミニウムおよび２重量％のイソプロパノールの混合物を使用した
。全ての化合物の量を、ベースポリマーに対する重量で計算した。噴霧されたポリマーを
、熱乾燥機（ＮＰＤ　５Ｗ－１８型、ＧＭＦ　Ｇｏｕｄａ（オランダ国ワッディンクフェ
ーン）製）中で直接乾燥させた。乾燥機中のポリマーの処理速度は、５００ｋｇ／ｈであ
った。熱乾燥機の堰高さは、７５％であり、熱乾燥機中の生成物温度は、１２０～１４０
℃の範囲にあった。乾燥後、表面後架橋ポリマーを、ＮＡＲＡ冷却器（ＧＭＦ　Ｇｏｕｄ
ａ（オランダ国ワッディンクフェーン））に輸送して、速度１１ｒｐｍおよび堰高さ１４
５ｍｍで、表面後架橋ポリマーを約６０℃に冷却した。冷却後、材料を、最小カットサイ
ズ４５μｍおよび最大カットサイズ７１０μｍでふるい分けした。
【０３７１】
　このようにして製造された吸水性ポリマーの特性を、表９にまとめる。
【０３７２】
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【表６】

【０３７３】
　流体吸収性パッドの準備
　実施例５　流体吸収性パッド
　流体吸収性パッドは、サイズ４１ｃｍ×１０ｃｍの長方形を有する単一コア系を含む。
流体吸収性パッドは、トップシート（Ａ）としてのスパンボンド層カバーストックの多層
系、層状の高ロフト捕捉分配層（Ｄ）およびフラフ／ＳＡＰ混合物製の流体吸収性コア（
Ｃ）を含む。
【０３７４】
　フラフパルプ（セルロース繊維）の総重量は、７ｇである。流体吸収性コアの密度は、
平均０．２５～０．３０ｇ／ｃｍ３である。コアの目付は、４８８ｇ／ｍ２である。流体
吸収性コアは、均質に分配された６５重量％の実施例３からの流体吸収性ポリマー粒子を
保持し、流体吸収性コア内の流体吸収性ポリマー粒子の量は、１３ｇである。
【０３７５】
　捕捉・分配層（Ｄ）は、サイズ１６ｃｍ×９ｃｍの長方形であり、ＡＤＬの中間点がピ
ーポイントを覆うように、吸収性コア上に位置する。ピーポイントを、吸収性コアの中心
から前方に向かって２．５ｃｍにマークする。
【０３７６】
　下記捕捉分配層を使用した。
【０３７７】
　下記捕捉分配層を使用した。
【０３７８】
　・実施例５ａ（比較）
　　５０ｇ／ｍ２の目付を有するエアスルーボンド加工Ａｃｑｕｉｔｅｘ（Ｔｅｘｓｕｓ
（イタリア国））を使用した。
【０３７９】
　・実施例５ｂ－　８０ｇ／ｍ２の目付を有する多機能Ａｃｑｕｉｔｅｘ（Ｔｅｘｓｕｓ
（イタリア国））
　・実施例５ｃ－　８０ｇ／ｍ２の目付を有する高ロフトＶｏｒｔｅｘ（Ｔｅｘｓｕｓ（
イタリア国））
　・実施例５ｄ－　１００ｇ／ｍ２の目付を有する高ロフトＶｏｒｔｅｘ（Ｔｅｘｓｕｓ
（イタリア国））。
【０３８０】
　流体吸収性パッドの負荷下捕捉時間およびリウェット値を測定し、結果を、表１０にま
とめる。
【０３８１】
　実施例６　－　比較
　実施例３で製造された流体吸収性ポリマー粒子を、実施例２に記載された流体吸収性ポ
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リマー粒子により置き換えたことを除いて、実施例５の流体吸収性パッドを繰り返した。
【０３８２】
　下記捕捉分配層を使用した。
【０３８３】
　・実施例６ａ
　　５０ｇ／ｍ２の目付を有するエアスルーボンド加工Ａｃｑｕｉｔｅｘ（Ｔｅｘｓｕｓ
（イタリア国））を使用した。
【０３８４】
　・実施例６ｂ－　８０ｇ／ｍ２の目付を有する多機能Ａｃｑｕｉｔｅｘ（Ｔｅｘｓｕｓ
（イタリア国））
　・実施例６ｃ－　８０ｇ／ｍ２の目付を有する高ロフトＶｏｒｔｅｘ（Ｔｅｘｓｕｓ（
イタリア国））
　・実施例６ｄ－　１００ｇ／ｍ２の目付を有する高ロフトＶｏｒｔｅｘ（Ｔｅｘｓｕｓ
（イタリア国））。
【０３８５】
　流体吸収性パッドの負荷下捕捉時間およびリウェット値を測定し、結果を、表１０にま
とめる。
【０３８６】
　実施例７　－　比較
　実施例３で製造された流体吸収性ポリマー粒子を、実施例４に記載された流体吸収性ポ
リマー粒子により置き換えたことを除いて、実施例５の流体吸収性パッドを繰り返した。
【０３８７】
　下記捕捉分配層を使用した。
【０３８８】
　・実施例７ａ
　　５０ｇ／ｍ２の目付を有するエアスルーボンド加工Ａｃｑｕｉｔｅｘ（Ｔｅｘｓｕｓ
（イタリア国））を使用した。
【０３８９】
　・実施例７ｂ－　８０ｇ／ｍ２の目付を有する多機能Ａｃｑｕｉｔｅｘ（Ｔｅｘｓｕｓ
（イタリア国））
　・実施例７ｃ－　８０ｇ／ｍ２の目付を有する高ロフトＶｏｒｔｅｘ（Ｔｅｘｓｕｓ（
イタリア国））
　・実施例７ｄ－　１００ｇ／ｍ２の目付を有する高ロフトＶｏｒｔｅｘ（Ｔｅｘｓｕｓ
（イタリア国））。
【０３９０】
　流体吸収性パッドの負荷下捕捉時間およびリウェット値を測定し、結果を、表１０にま
とめる。
【０３９１】
　実施例８　－　比較
　実施例３で製造された流体吸収性ポリマー粒子を、市販の高透過性Ｈｙｓｏｒｂ（登録
商標）９７００により置き換えたことを除いて、実施例５の流体吸収性パッドを繰り返し
た。
【０３９２】
　Ｈｙｓｏｒｂ（登録商標）９７００は、下記特徴および吸収プロファイルを示す、ゲル
重合により製造された不規則な形状の流体吸収性ポリマー粒子からなる。
【０３９３】
　３１ｇ／ｇのＣＲＣ
　２８×１０－７ｃｍ３ｓ／ｇのＳＦＣ
　１９ｇ／ｇのＡＵＨＬ
　２６ｇ／ｇのＡＵＬ
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　５４ｇ／ｇのＦＳＣ
　１００秒のボルテックス。
【０３９４】
　下記捕捉分配層を使用した。
【０３９５】
　・実施例８ａ
　　５０ｇ／ｍ２の目付を有するエアスルーボンド加工Ａｃｑｕｉｔｅｘ（Ｔｅｘｓｕｓ
（イタリア国））を使用した。
【０３９６】
　・実施例８ｂ－　８０ｇ／ｍ２の目付を有する高ロフトＶｏｒｔｅｘ（Ｔｅｘｓｕｓ（
イタリア国））。
【０３９７】
　流体吸収性パッドの負荷下捕捉時間およびリウェット値を測定し、結果を、表１０にま
とめる。
【０３９８】
　実施例９　－　比較
　実施例３で製造された流体吸収性ポリマー粒子を、市販のＨｙｓｏｒｂ（登録商標）７
０８５により置き換えたことを除いて、実施例５の流体吸収性パッドを繰り返した。Ｈｙ
ｓｏｒｂ（登録商標）７０８５は、下記特徴および吸収プロファイルを示す、ゲル重合に
より製造された不規則な形状の流体吸収性ポリマー粒子からなる。
【０３９９】
　３０ｇ／ｇのＣＲＣ
　２６×１０－７ｃｍ３ｓ／ｇのＳＦＣ
　２３ｇ／ｇのＡＵＨＬ
　２９ｇ／ｇのＡＵＬ
　４６ｇ／ｇのＦＳＣ
　６８秒のボルテックス。
【０４００】
　下記捕捉分配層を使用した。
【０４０１】
　・実施例９ａ
　　５０ｇ／ｍ２の目付を有するエアスルーボンド加工Ａｃｑｕｉｔｅｘ（Ｔｅｘｓｕｓ
（イタリア国））を使用した。
【０４０２】
　・実施例９ｂ－　８０ｇ／ｍ２の目付を有する高ロフトＶｏｒｔｅｘ（Ｔｅｘｓｕｓ（
イタリア国））。
【０４０３】
　流体吸収性パッドの負荷下捕捉時間およびリウェット値を測定し、結果を、表１０にま
とめる。
【０４０４】
　実施例１０
　実施例３で製造された流体吸収性ポリマー粒子の量を、１０％に減らしたことを除いて
、実施例５ｃの流体吸収性パッドを繰り返した。このコアの目付は、４５６ｇ／ｍ２であ
る。流体吸収性コアは、６２．５重量％の均質に分配された実施例３からの流体吸収性ポ
リマー粒子を保持した。流体吸収性コア内の流体吸収性ポリマー粒子の量は、１１．７ｇ
である。
【０４０５】
　流体吸収性パッドの負荷下捕捉時間およびリウェット値を測定し、結果を、表１０にま
とめる。
【０４０６】
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　実施例１１
　実施例３で製造された流体吸収性ポリマー粒子の量を、２０％に減らしたことを除いて
、実施例５ｃの流体吸収性パッドを繰り返した。このコアの目付は、４２４ｇ／ｍ２であ
る。流体吸収性コアは、５９．８重量％の均質に分配された実施例３からの流体吸収性ポ
リマー粒子を保持した。流体吸収性コア内の流体吸収性ポリマー粒子の量は、１０．４ｇ
である。
【０４０７】
　流体吸収性パッドの負荷下捕捉時間およびリウェット値を測定し、結果を、表１０にま
とめる。
【０４０８】
　実施例１２
　実施例３で製造された流体吸収性ポリマー粒子の量を、３０％に減らしたことを除いて
、実施例５ｃの流体吸収性パッドを繰り返した。このコアの目付は、３９３ｇ／ｍ２であ
る。流体吸収性コアは、５６．５重量％の均質に分配された実施例３からの流体吸収性ポ
リマー粒子を保持した。流体吸収性コア内の流体吸収性ポリマー粒子の量は、９．１ｇで
ある。
【０４０９】
　流体吸収性パッドの負荷下捕捉時間およびリウェット値を測定し、結果を、表１０にま
とめる。
【０４１０】
　実施例１３
　実施例３で製造された流体吸収性ポリマー粒子を、実施例１で製造された流体吸収性ポ
リマー粒子により置き換えたことを除いて、実施例５の流体吸収性パッドを繰り返した。
【０４１１】
　下記捕捉分配層を使用した。
【０４１２】
　・実施例１３ａ（比較）－　５０ｇ／ｍ２の目付を有するエアスルーボンド加工Ａｃｑ
ｕｉｔｅｘ（Ｔｅｘｓｕｓ（イタリア国））
　・実施例１３ｂ－　８０ｇ／ｍ２の目付を有する高ロフトＶｏｒｔｅｘ（Ｔｅｘｓｕｓ
（イタリア国））
　・実施例１３ｃ－　１００ｇ／ｍ２の目付を有する高ロフトＶｏｒｔｅｘ（Ｔｅｘｓｕ
ｓ（イタリア国））。
【０４１３】
　流体吸収性パッドの負荷下捕捉時間およびリウェット値を測定し、結果を、表１０にま
とめる。
【０４１４】
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【表７－１】

【０４１５】
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【表７－２】

【０４１６】
　５×１０－７ｃｍ３ｓ／ｇ未満のＳＦＣ（不透過性）および１５ｇ／ｇ未満のＡＵＨＬ
を有する非表面後架橋流体吸収性ポリマー粒子を含む流体吸収性コアと、少なくとも７０
ｇｓｍ、好ましくは少なくとも８０ｇｓｍの高目付を有するＡＤＬとの組み合わせは、表
面後架橋流体吸収性粒子を含有する流体吸収性コアと、７０ｇｓｍ未満の目付を有するＡ
ＤＬとの組み合わせと比較して、少なくとも同等またはさらにより良好なリウェットおよ
び／または液体捕捉時間を示す。
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