
JP 6381588 B2 2018.8.29

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液透過性のトップシート、液不透過性のバックシート及びそれらの間に介在された吸収
コアを有し、厚み方向を有する吸収性物品であって、
　前記トップシートと前記吸収コアとの間に、前記トップシートを通して視認可能な、前
記トップシートの色とは異なる色の着色領域を有し、
　前記トップシートと前記吸収コアとの間に液透過性の基材シートを有し、前記基材シー
トは繊維素材を含んで構成され、
　前記基材シートの前記繊維素材に、前記着色領域の色とは異なる色の、非吸収性で、水
不溶性の微粒子が付着した微粒子付着領域を有し、前記微粒子の平均粒径は前記基材シー
トの前記繊維素材の平均幅より小さく、前記微粒子の付着量は０．３５～３ｇ／ｍ２であ
り、
　前記微粒子付着領域は、前記吸収性物品を前記厚み方向において、前記着色領域及び該
着色領域を囲む周囲領域の両方と重なる領域を含むことを特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　前記微粒子の平均粒径は0.01～5μmの範囲内である、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記吸収性物品の前記厚み方向において、前記着色領域が前記吸収コアに施された凹部
及び／又はスリットと重なっている、請求項１又は２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
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　前記微粒子が前記基材シートの前記繊維素材にバインダーによって付着されている、請
求項１～３のいずれか1項に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記着色領域が前記基材シートにある、請求項１～４のいずれか1項に記載の吸収性物
品。
【請求項６】
　前記トップシートと前記吸収コアとの間の前記基材シートより前記トップシート側に、
前記基材シートと異なる液透過性の別の基材シートを有し、前記別の基材シートに前記着
色領域がある、請求項１～５のいずれか1項に記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記着色領域が感圧着色剤により着色されており、前記微粒子が前記感圧着色剤の顕色
剤である、請求項５に記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記基材シートがティッシュペーパーである、請求項１～７のいずれか1項に記載の吸
収性物品。
【請求項９】
　前記吸収コアがコアラップで覆われており、前記基材シートが前記コアラップであり、
前記コアラップ及び前記吸収コアに形成されたエンボス部に前記着色領域がある、請求項
１～８のいずれか1項に記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使い捨ておむつ、失禁パッド、生理用ナプキンなどの吸収性物品に係る。
【背景技術】
【０００２】
　吸収体にエンボス加工で凹部を形成し、凹部は凹部以外の領域と異なる色に着色した吸
収性物品が開示されている（特許文献１）。特許文献１では、凹部が設けられる液透過性
シートの裏側に接して着色層を配置して、エンボス加工で凹部を形成している。
【０００３】
　また、吸収性物品の吸収コア内に超吸収性ポリマー粒子を包含しない永続的チャネルを
有するとともに、トップシートと吸収コアとの間に、チャネルを示す印刷された接着剤層
を有する吸収性物品が開示されている（特許文献２）。特許文献２では、吸収性物品はチ
ャネルを示すためにさらにエンボス加工を含んでもよいことが教示されている。
【０００４】
　また、吸収性物品のコンポーネント間を接着剤で接合する際に、接合プロセスのための
加熱又は加圧によって接着する部位を着色する方法が開示されている（特許文献３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２０７６８４号公報
【特許文献２】特開２０１５－５３３６２３号公報
【特許文献３】特許第４７８７９９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１では、液透過性シートの裏側に接して配置される着色層はホットメルト着色
剤であるため、凹部によって形成されるデザインパターンの周囲まで着色層が存在してい
るが、凹部の色とその周囲の着色領域の色が同じであり、着色領域のさらに周囲の非着色
領域に着色領域の視認性を高めるための特別の処理はされていない。
【０００７】
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　特許文献２では、チャネルを示す印刷された接着剤層とともに、エンボス加工も利用さ
れるものであり、エンボス加工することにより形成される圧搾条溝は、圧搾条溝以外の非
着色部分とは異なる色に見えるようになっているが、圧搾条溝と印刷による他の模様は全
体として一つの模様とされており、圧搾条溝の着色は他の模様の着色と一体的に着色され
るものであり、その一体的な着色において圧搾条溝とその他の領域での色が同一である為
、圧搾条溝をより明確に見せることができなかった。また、特許文献２においても、着色
領域の周囲の非着色領域に視認性を高めるための特別の処理はされていない。
【０００８】
　特許文献３でも、着色領域の周囲の非着色領域に視認性を高めるための特別の配慮はさ
れていない。
【０００９】
　そのため、吸収体が体液を吸収して体液の色で染まると、元来の着色領域とその周囲と
の色の差が小さくなり、元来の着色領域の視認性が低下して見づらくなるという問題があ
った。
【００１０】
　そこで、本発明の課題は、トップシートと吸収コアとの間にある着色領域を有し、その
着色領域の周囲領域において吸収される体液による色を隠蔽して、着色領域の視認性を向
上させた吸収性物品を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、上記課題を解決するものであり、下記の態様を提供する。
【００１２】
　（態様１）　液透過性のトップシート、液不透過性のバックシート及びそれらの間に介
在された吸収コアを有し、厚み方向を有する吸収性物品であって、
　前記トップシートと前記吸収コアとの間に、前記トップシートを通して視認可能な、前
記トップシートの色とは異なる色の着色領域を有し、
　前記トップシートと前記吸収コアとの間に液透過性の基材シートを有し、前記基材シー
トは繊維素材を含んで構成され、
　前記基材シートの前記繊維素材に、前記着色領域の色とは異なる色の、非吸収性で、水
不溶性の微粒子が付着した微粒子付着領域を有し、前記微粒子の平均粒径は前記基材シー
トの前記繊維素材の平均幅より小さく、
　前記微粒子付着領域は、前記吸収性物品を前記厚み方向において、前記着色領域及び該
着色領域を囲む周囲領域の両方と重なる領域を含むことを特徴とする吸収性物品。
【００１３】
　（作用効果）トップシートと吸収コアとの間にある、繊維素材から構成される液透過性
の基材シートに、着色領域の色とは異なる色の、非吸収性で、水不溶性の微粒子（以下、
単に微粒子ともいう。）を付着させるので、微粒子は基材シートの繊維素材表面には付着
するが、裏面や繊維素材間の間隙を塞いで体液の透過を阻害することは少ない。非吸収性
で、水不溶性の微粒子は体液を保持しないので、基材シートの微粒子が付着されている部
分は、体液を保持せず、基材シート及び基材シートより非肌側にある吸収体コアが体液に
よって染まる色を隠蔽する働きがある。基材シート及び吸収コアの体液によって染まる色
を隠蔽できる微粒子が着色領域及びその周囲領域と厚み方向に重なる領域にあるので、着
色領域及びその周囲領域における色の隠蔽性が高くなり、体液吸収後でも着色領域が明確
に見える。したがって、体液の吸収性を阻害することが少なく、体液吸収後でも着色領域
がトップシートを通して明確に見える。
【００１４】
　（態様２）　前記微粒子の平均粒径は0.01～5μmの範囲内である、態様１に記載の吸収
性物品。
　（作用効果）非吸水性で水不溶性の微粒子の平均粒径が0.01～5μmの範囲内であるので
、微粒子が、基材シートの繊維素材表面を覆い、液透過性を担保しながら、隠蔽性を向上
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させることが可能である。
【００１５】
　（態様３）　前記吸収性物品の前記厚み方向において、前記着色領域が前記吸収コアに
施された凹部及び／又はスリットと重なっている、態様１又は２に記載の吸収性物品。
　（作用効果）着色領域が吸収コアに施された凹部・スリットと重なることで、凹部・ス
リットの高低差により、着色領域がより明確に見える。
【００１６】
　（態様４）　前記微粒子が前記基材シートの前記繊維素材にバインダーによって付着さ
れている、態様１～３のいずれか1項に記載の吸収性物品。
　（作用効果）非吸水性で水不溶性の微粒子がバインダーによって基材シートの繊維素材
に付着されているので、製造中、使用中、及び体液吸収後でも、微粒子が基材シートから
移動、脱落することが少ないため、隠蔽性が低下しづらい。
【００１７】
　（態様５）　前記着色領域が前記基材シートにある、態様１～４のいずれか１項に記載
の吸収性物品。
　（作用効果）着色領域と微粒子付着領域が同一シートにあることで、着色領域と着色領
域の周囲の隠蔽部分との境界がシャープになり、コントラストがはっきりして、着色領域
がより明確に見える。
【００１８】
　（態様６）　前記トップシートと前記吸収コアとの間の前記基材シートより前記トップ
シート側に、前記基材シートと異なる液透過性の別の基材シートを有し、前記別の基材シ
ートに前記着色領域がある、態様１～５のいずれか１項に記載の吸収性物品。
　（作用効果）非吸水性で水不溶性の微粒子が付着されて隠蔽作用のある基材シートより
トップシート側にある別の基材シートに着色領域があるので、その別の基材シートにある
着色領域は、吸収コアの体液による着色から隠蔽される。
【００１９】
　（態様７）　前記着色領域が感圧着色剤により着色されており、前記微粒子が前記感圧
着色剤の顕色剤である、態様５に記載の吸収性物品。
　（作用効果）感圧着色剤を着色に用いることで、エンボス加工で形成される凹部に一致
する着色を得ることができ、さらに感圧着色剤の発色を発現させる顕色剤が非吸水性で水
不溶性の微粒子として隠蔽機能を発揮するので、着色領域と着色領域の周囲の隠蔽部分と
のコントラストがはっきりして、エンボス加工のパターン及び着色領域がより明確に見え
る。
【００２０】
　（態様８）　前記基材シートがティッシュペーパーである、態様１～７のいずれか１項
に記載の吸収性物品。
　（作用効果）ティッシュペーパーはトップシートよりも繊維素材密度が高いので、体液
吸収前は、着色の密度も高くなり、着色領域が見えやすい利点を有する。しかし、ティッ
シュペーパーは、体液吸収後に保持された体液によって着色領域の着色が見にくくなりや
すいが、非吸水性で、水不溶性の微粒子を付着させることで液を保持しにくくなり、着色
パターンが明確に見える。
【００２１】
　（態様９）　前記吸収コアがコアラップで覆われており、前記基材シートが前記コアラ
ップであり、前記コアラップ及び前記吸収コアに形成されたエンボス部に前記着色領域が
ある、態様１～８のいずれか１項に記載の吸収性物品。
　（作用効果）コアラップで覆われた吸収コアからなる吸収体に形成されたエンボス部に
着色領域があり、コアラップの着色領域及びその周囲領域に非吸水性で水不溶性の微粒子
が存在するので、吸収体が体液を吸収しても、コアラップの着色領域が体液による色から
効果的に隠蔽されて、エンボス部に符合する着色領域が明瞭に見えるので、使用者に清潔
感や安心感が与えられる。
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【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、トップシートと吸収コアとの間に着色領域を有し、その着色領域とそ
の周囲領域において吸収される体液による色を隠蔽して、着色領域の視認性を向上させた
吸収性物品が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、本発明の実施態様である使い捨ておむつ１の展開平面図である。
【図２】図２は、図１の線分ＩＩ－ＩＩに沿った端面の端面図である。
【図３】図３は、使い捨ておむつ１に含まれる吸収体１０の平面図である。
【図４】図４（Ａ）は、比較例のコアラップの表面の電子顕微鏡写真であり、図４（Ｂ）
は、実施例のコアラップの表面の電子顕微鏡写真である。
【図５】図５は、別の実施態様の使い捨ておむつの図２と同様な端面図である。
【図６】図６は、さらに別の実施態様の使い捨ておむつの図２と同様な端面図である。
【図７】図６は、さらに別の実施態様の使い捨ておむつの図２と同様な端面図である。
【図８】図８（Ａ）は、好ましい実施態様で吸収体に形成される凹部の例を示す部分斜視
図であり、図８（Ｂ）は、図８（Ａ）に示す凹部を形成するエンボスロールの凸部を示す
部分斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　（使い捨ておむつの実施態様）
　本発明の吸収性物品の実施態様として使い捨ておむつ１を、図面を参照して説明する。
図１は実施態様である使い捨ておむつ１の展開平面図であり、使い捨ておむつ１を肌側か
ら見た図である。図２は、図１の線分ＩＩ－ＩＩに沿った端面の端面図である。図３は、
使い捨ておむつ１に含まれる吸収体１０の平面図である。使い捨ておむつ１は、図１及び
図２に示すように、長手方向Ｌと、短手方向Ｗと、長手方向Ｌ及び短手方向Ｗに対して垂
直な方向である厚さ方向Ｔとを有する。
【００２５】
　図１及び図２を参照すると、使い捨ておむつ１は、吸収体１０と、吸収体１０の肌側に
ある液透過性のトップシート１３と、吸収体１０の非肌側にある液不透過性のバックシー
ト１４とを有する。本実施態様では、使い捨ておむつ１は、さらに、吸収体１０とトップ
シート１３との間に液捕捉層として液透過性であるセカンドシート１５を有する。本発明
ではセカンドシート１５はなくてもよい。
【００２６】
　本実施態様の使い捨ておむつのトップシート１３は、吸収体１０に形成された着色領域
が視認できるように光透過性である。光透過性の程度は光透過度で評価できるが、ここで
は吸収体１０に形成された着色領域が視認できることが重要である。たとえば、光透過度
６０～９５％、さらには６５～９０％であることが好ましいが、吸収体１０に形成された
着色領域の着色の濃度などによるので、光透過度は一概ではない。また、トップシート１
３は、光透過性であるほか、開口部を有して、その開口部を通して吸収体１０に形成され
た着色領域が視認できるものであってもよい。
【００２７】
　本実施態様のようにセカンドシート１５を有し、着色領域がセカンドシート１５より非
肌側にある場合には、セカンドシート１５も着色領域が視認できるように光透過性でなけ
ればならない。この場合、トップシート１３とセカンドシート１５の両方の合計の光透過
度が、たとえば、５０～９０％、さらには５５～８５であることが好ましい。
【００２８】
　吸収体１０は、典型的には粉砕パルプと吸収性ポリマー（ＳＡＰ）からなる吸収コア１
１と、吸収コア１１を覆い、典型的にはティッシュペーパーからなる液透過性のコアラッ
プ１２とを含む。
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【００２９】
　図３を参照すると、吸収体１０は、吸収体１０の短手方向Ｗの左右両側にあり、長手方
向に延在する吸収体の屈曲基点（ヒンジ）となる、左右一対のエンボス部である凹部Ｐを
有する。図２及び図３を参照すると、エンボス部の凹部Ｐは、コアラップ１２の表面から
厚み方向Ｔに吸収コア１１の内部まで延びる凹部（圧搾凹部）である。本発明は、コアラ
ップの表面から厚み方向に吸収コアの内部まで延びる凹部（圧搾凹部）、エンボス凹部に
おける着色領域に、好ましく適用される。
【００３０】
　図２及び図３を参照すると、吸収体１０は、エンボス部の凹部Ｐにおいて、コアラップ
１２は着色されて、着色領域２１を形成している。着色領域２１はたとえば青色である。
着色領域２１は、エンボス加工で形成される凹部Ｐに形成されているので、凹部Ｐと着色
領域２１とは符合している。しかし、凹部Ｐと着色領域２１が完全一致している必要はな
く、着色領域２１が凹部Ｐの一部であったり、凹部Ｐより少し広がっていてもよい。
【００３１】
　コアラップ１２の着色領域２１と、着色領域２１を囲う周囲領域２２とは、全体として
、微粒子付着領域２３を形成している。微粒子付着領域２３では、コアラップ１２を構成
しているパルプ繊維の表面に、非吸水性で水不溶性の微粒子が付着している。
【００３２】
　微粒子付着領域２３において、パルプ繊維の表面に付着している非吸水性で水不溶性の
微粒子は、パルプ繊維の平均幅より小さい平均粒径を有する。この微粒子は、パルプ繊維
の平均幅より小さい平均粒径を有するので、コアラップ１２を構成するパルプ繊維の間の
間隙を塞いで、コアラップ１２の液透過性が低下する恐れが少ない。
【００３３】
　図４（Ａ）は、パルプ繊維を含むティッシュペーパーからなるコアラップ（後出の比較
例５）の表面を、電子顕微鏡で撮影した写真である。図４（Ａ）を参照すると、繊維幅が
２０μｍ程度のパルプ繊維が観察され、パルプ繊維の繊維同士の間には間隙（空間）があ
ることが理解される。図４（Ｂ）は、図４（Ａ）に示したコアラップに、非吸水性で水不
溶性の微粒子とバインダーとを含む分散液を塗布したコアラップ（後出の実施例１）の表
面を、図４（Ａ）と同様に、電子顕微鏡で撮影した写真である。図４（Ｂ）を参照すると
、パルプ繊維の表面を覆うように多数の微粒子が付着していることが観察される。微粒子
の大きさは、１μｍ以下の程度であり、パルプ繊維の幅と比べて小さいので、微粒子が繊
維同士の間の間隙（空間）を塞ぐものではないことも理解される。
【００３４】
　本実施態様において、吸収体１０は肌側からトップシート１３を通して視認可能な着色
領域２１をエンボス部の凹部Ｐに有し、青色に着色された着色領域２１並びにその周囲領
域２２には非吸水性で水不溶性の微粒子が塗布され、微粒子は繊維素材であるパルプ繊維
の表面に付着して存在している。コアラップは白色であるが、この微粒子も白色であり、
周囲領域２２は白色である。
【００３５】
　このような吸収体１０を含む使い捨ておむつ１において、尿などの体液がトップシート
１３を透過して吸収体１０（コアラップ１２及び吸収コア１１）に吸収されると、コアラ
ップ１２及び吸収コア１１は体液の色（尿では黄色）に染まるが、本実施態様では、コア
ラップ１２のパルプ繊維の表面に白色の微粒子が付着しているので、着色領域２１及びそ
の周囲領域２２の両方（微粒子付着領域２３）において体液の色が白色の微粒子によって
隠蔽されるので、使い捨ておむつ１を見る者にとって、着色領域２１とその周囲領域２２
の両方（微粒子付着領域２３）における元来の色が体液の色で汚染される程度が小さい。
着色領域２１のみならずその周囲領域２２においても色の汚れ（色の混合）が少ないので
、着色領域２１の色と周囲領域２２の背景色との色のコントラストの低下が小さくなり、
着色領域２１の視認性の低下を小さくすることができる。
【００３６】
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　本実施態様では、図２及び図３を参照すると、微粒子付着領域２３は、着色領域２１と
、着色領域２１を包囲し或る面積をもつ周囲領域２２との全体であるが、微粒子付着領域
は、着色領域の背景部として、体液からの色の汚染を防いで、着色領域との色のコントラ
ストを維持して、着色領域の視認性が維持できる面積が担保されていればよい。着色領域
の周囲の領域の面積は、着色領域の大きさにも依存するが、たとえば、周囲領域の面積が
、着色領域の面積の少なくとも２倍以上、４倍以上であり、８倍以上、１０倍以上である
ことが好ましい。また、周囲領域は、着色領域の全周囲において、５ｍｍ以上、さらには
１０ｍｍ以上、１５ｍｍ以上、２０ｍｍ以上の幅で、着色領域を囲むことが好ましい。た
だし、微粒子が付着されている周囲の領域の面積が十分に大きければ、着色領域の周囲の
一部においては、着色領域を囲む領域の幅が小さくてもよいことは明らかである。特に、
図３に示すエンボス部の凹部Ｐに形成された着色領域のように、長尺状の着色領域である
場合には、長尺状の着色領域の長手方向における周囲領域の寸法が、長尺状の着色領域の
長手方向の寸法より実質的に長ければよい。また、微粒子付着領域は、図３に示されるよ
うに限定された領域である必要はなく、コアラップの全表面あるいは実質的に全表面であ
ってもよい。特に、本実施態様の変形例として、長手方向に延在する屈曲基点となる左右
一対のエンボス部である凹部の間に、格子状のエンボス部である凹部を有し、吸収体のほ
ぼ全面を微粒子付着領域とする態様が考えられる。
【００３７】
　本実施態様の使い捨ておむつにおいて着色領域と微粒子付着領域を形成する方法は、コ
アラップに微粒子付着領域を形成する工程と、コアラップと吸収コアとの積層体にエンボ
スロールを用いてエンボス加工を施す際に、凹部を形成するとともにその凹部を着色領域
とする工程とを含むことで製造することができる。本実施態様の使い捨ておむつは、着色
領域と微粒子付着領域を形成する工程以外については、従来公知の使い捨ておむつの製造
方法と同様であることができる。
【００３８】
　（非吸水性で水不溶性の微粒子）
　本発明において用いられる非吸水性で水不溶性の微粒子（ここでは、単に微粒子ともい
う。）について説明する。
【００３９】
　微粒子が非吸水性であるとは、微粒子を脱イオン水と接触させたとき、水を吸収して膨
潤しないことをいう。しかし、ここで非吸水性は、水を全く吸収しないことを求めるもの
ではなく、微量であれば吸水性があってもよく、厳密であるものではない。多く有機樹脂
は微量に水を吸収するが、実質的意味で非吸水性ではない。非吸水性とは、微粒子が水を
吸収して膨張する結果として繊維間の間隙を埋める吸収性ポリマー粒子等を排除するもの
である。乾燥した微粒子を脱イオン水中に１時間浸漬後に、微粒子の重量増加が１０％以
下であれば、非吸水性であるものとするが、微粒子の重量増加は１％以下であることが好
ましい。微粒子の重量増加は、微粒子を脱イオン水中に入れ、軽く撹拌しながら１０分間
浸漬した後、水中から取り出した微粒子を２０℃６０％ＲＨの環境下でガラス基材上に３
０秒間置いて水切りしてから、微粒子の重量を測定し、その値と、水に浸漬前の微粒子の
重量との差を計算して求める。
【００４０】
　微粒子が水不溶性とは、微粒子が水に溶解されないことをいうが、微粒子が水に全く溶
解しないことをいうものではなく、微量の溶解は許容される。乾燥した微粒子を水中に１
時間浸漬後に、微粒子の重量減少が５％以下であれば、水不溶性であるものとするが、微
粒子の重量減少は１％以下であることが好ましい。微粒子の重量減少は、微粒子を脱イオ
ン水中に入れ、軽く撹拌しながら１０分間浸漬した後、水中から取り出した微粒子を２０
℃６０％ＲＨの環境下でガラス基材上に３０秒間置いて水切りしてから、微粒子の重量を
測定し、その値と、水に浸漬前の微粒子の重量との差を計算して求める。
【００４１】
　非吸水性で水不溶性の微粒子の平均粒径は、基材シートを構成する繊維素材、特にパル
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プ繊維の平均幅より小さいものを使用する。微粒子を繊維素材に付着させ、微粒子が繊維
間の間隙を塞いで、液透過性を低下させることを避けるためである。微粒子の平均粒径が
繊維素材の平均幅の２分の１以下であること、さらには５分の１以下、１０分の１以下、
１５分の１以下であることがより好ましい。
【００４２】
　また、微粒子の平均粒径は、上記の繊維素材の平均幅との関係を満たせばよいが、０．
０１～５μｍの範囲内であることが好ましい。基材シートを構成する繊維素材の表面に付
着させるために、平均粒径５μｍ以下であることが好ましい。平均粒径が小さいと、繊維
素材の表面に付着させて表面を覆いやすいので好ましいが、平均粒径が０．０１μｍより
小さくなると、取扱いが面倒であり、コストも高くなるので好ましくない。微粒子の平均
粒径は、基材シートを構成する繊維素材の幅にもよるが、０．１～３μｍ、さらには０．
１５～１μｍの範囲内であることがより好ましい。
【００４３】
　微粒子の平均粒径の測定は、画像イメージング法による。微粒子の画像写真から任意に
１０個以上の粒子について等価円径として測定し、その平均値を求める。
【００４４】
　非吸水性で水不溶性の微粒子は、半透明であっても透過光を減少させ体液による色を隠
蔽する効果が得られるので使用できるが、実質的に不透明であることが好ましい。体液に
よる着色を隠蔽する効果が大きいからである。非吸水性で水不溶性の微粒子は、白色か白
色に近い色であることが色の隠蔽性の観点から好ましいが、着色領域の色彩によっては、
白色以外の色を有する微粒子であっても、微粒子の色彩が背景色となり、着色領域の色彩
とのコントラストが取れれば、隠蔽効果は得られるので、白色系に限定されない。
【００４５】
　非吸水性で水不溶性の微粒子は、無機系微粒子でも、有機系微粒子でもよい。無機系微
粒子としては、炭酸カルシウム、クレー、二酸化チタン、タルク、硫酸バリウム、非晶質
シリカ、アルミナなどが挙げられる。有機系微粒子としては、公知の合成有機顔料である
スチレン系プラスチックピグメント、アクリル系プラスチックピグメント、ポリエチレン
、マイクロカプセル、尿素樹脂、メラミン樹脂等の有機白色顔料などを用いることができ
る。さらに、フェノールホルムアルデヒド樹脂、フェノールアセトアルデヒド樹脂、フェ
ノールアセチレン樹脂、テルペンフェノール樹脂等のフェノール樹脂及びその多価金属塩
、サリチル酸及びその金属塩（特に亜鉛塩）、スルホニルウレア化合物なども用いること
ができる。
【００４６】
　基材シートにおける非吸水性で水不溶性の微粒子の付着量は、基材シートにおける繊維
素材の密度や基材シートの厚みにも依存するが、０．３５～３ｇ／ｍ２（ｇｓｍ）、さら
には０．５～２ｇ／ｍ２（ｇｓｍ）であることが好ましい。この付着量の範囲内であれば
、基材シートの液透過性を阻害しないで、基材シートの繊維素材を覆って隠蔽効果を発揮
することができる。付着量が少ないと、隠蔽効果が小さくなる。付着量が上記の範囲より
多くなっても基材シートの液透過性はまだ阻害されないが、隠蔽効果が飽和し、コストが
上昇する。
【００４７】
　非吸水性で水不溶性の微粒子を基材シートの繊維素材に付着させるとき、基材シートに
微粒子の分散液を塗布するだけでもよいが、バインダーを用いることが好ましい。基材シ
ートの繊維素材に微粒子を結合させることで、体液によって微粒子が繊維素材から洗い流
され難くできる。バインダーとして、各種の樹脂を使用することができるが、例えば、共
役ジエン系ラテックス、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステルの重合体ラテックス
等のアクリル系ラテックス、エチレン－酢酸ビニル重合体ラテックス等のビニル系ラテッ
クス、ポリビニルアルコール、オレフィン－無水マレイン酸樹脂、メラミン樹脂、尿素樹
脂、ウレタン樹脂等の合成樹脂系バインダーを挙げることができる。
【００４８】
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　（基材シート）
　本発明において、微粒子付着領域が形成される基材シートは、液透過性であり、繊維素
材を含んで構成されるシートである。このような液透過性シートとしては、当技術分野で
通常用いられているもののうち、繊維素材を含んで構成されるものであれば、特に制限な
く採用することができ、例えば、ティッシュペーパー、織布、不織布等が挙げられる。
【００４９】
　繊維素材としては、上記織布及び不織布を構成する繊維として、天然繊維及び化学繊維
が挙げられ、天然繊維としては、例えば、粉砕パルプ、コットン等のセルロースが挙げら
れ、化学繊維としては、例えば、レーヨン、フィブリルレーヨン等の再生セルロース、ア
セテート、トリアセテート等の半合成セルロース、熱可塑性疎水性化学繊維、並びに親水
化処理を施した熱可塑性疎水性化学繊維が挙げられる。パルプ繊維を含むものが最も好ま
しい。
【００５０】
　ティッシュペーパーは、体液吸収前は、繊維素材密度が高いので、着色の密度も高くな
り、着色領域が見えやすいが、体液吸収後には、保持された体液によって着色領域の着色
が見にくくなりやすい特徴を有するので、本発明においてティッシュペーパーの基材シー
トに微粒子付着領域を形成することは、効果が大きく、好ましい。
【００５１】
　基材シートに含まれる繊維素材の幅（平均）は、５～２５μｍ程度が好ましい。ここで
繊維素材の幅とは、基材シートの表面に垂直な方向から見て、繊維素材の長手方向ではな
く短手方向の寸法（幅）をいう。通常の繊維素材では、繊維素材の繊維の長さ方向に対す
る太さ方向の寸法をここでは幅という。パルプ繊維の場合は扁平な形状をしており、基材
シートにおいて積繊された扁平なパルプ繊維を想定し、扁平なパルプ繊維の平らな面に垂
直な方向から見て、長い寸法ではなく短い寸法をもって、パルプ繊維の幅という。
　液透過性の基材シートは、繊維素材のほかに、吸収性ポリマー（ＳＡＰ）を含むことが
できる。
　液透過性の基材シートに含まれる繊維素材及び吸収性ポリマー（ＳＡＰ）の坪量や組成
（割合）あるいは基材シートの密度は、当技術分野で通常用いられている従来のものと同
様であることができる。
【００５２】
　本発明では、液透過性の基材シートとしてコアラップに微粒子付着領域が形成されるこ
とが好ましい。この実施態様では、コアラップに着色領域と符合するエンボス部を形成す
るとともに、その着色領域を微粒子付着領域で見やすくできる効果が顕著である。
【００５３】
　（他の実施態様）
　本発明に従う使い捨ておむつは、特定の配置で着色領域と微粒子付着領域を有する以外
は、従来公知の使い捨ておむつの製造方法と同様であることができる。
　図１～３を参照して説明した上記の実施態様では、着色領域は吸収コアに形成された凹
部と重なるが、吸収コアに形成されたスリットと重なるものも好ましい。
【００５４】
　また、図１～３を参照して説明した上記の実施態様では、着色領域と微粒子付着領域は
コアラップに形成されたが、着色領域と微粒子付着領域を形成する部材は、コアラップ以
外であっても、繊維素材を含む液透過性の基材シートであればよい。
【００５５】
　たとえば、繊維素材を含む液透過性のセカンドシートに微粒子付着領域及び着色領域を
形成してもよい。この実施態様を図５に示す。図５は図２と同様な使い捨ておむつ端面図
であるが、着色領域２１と微粒子付着領域２３（したがって、周囲領域２２）は、コアラ
ップ１２ではなく、セカンドシート１５に形成されている。エンボス加工によって形成さ
れる凹部Ｐは、セカンドシート１５の表面から吸収コア１１内の深さまで延びている。こ
の実施態様の使い捨ておむつ１は、セカンドシートに微粒子付着領域を形成する工程と、
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吸収コアとコアラップとセカンドシートとの積層体にエンボスロールを用いてエンボス加
工を施す際に、凹部を形成するとともにその凹部を着色領域とする工程とを含むことで製
造することができる。
【００５６】
　また、上記の実施態様と異なり、微粒子付着領域と着色領域とを異なる液透過性シート
に形成してもよい。たとえば、微粒子付着領域はコアラップに形成し、着色領域はセカン
ドシートに形成してもよい。この実施態様を図６に示す。図６は図２と同様な使い捨てお
むつの端面図であるが、着色領域２１はセカンドシート１５に形成されて、微粒子付着領
域２３は、セカンドシート１５ではなく、コアラップ１２に形成されている。さらに、着
色領域２１と微粒子付着領域２３とは厚み方向Ｔにおいて重なるが、どちらもエンボス加
工で形成される凹部Ｐではなく、左右一対の凹部Ｐの間の領域に形成されている。この実
施態様において、着色領域２１と微粒子付着領域２３とを形成する領域の配置は、これら
が相互に厚み方向Ｔにおいて重なる限り、任意である。図６の実施態様の使い捨ておむつ
１は、コアラップに微粒子付着領域を形成する工程と、吸収コアとコアラップとの積層体
にエンボスロールを用いてエンボス加工を施す工程と、セカンドシートに着色領域を形成
する工程と、吸収コアとコアラップとの積層体（吸収体）と、セカンドシートとを積層す
る工程とを含むことで製造することができる。
【００５７】
　また、図２、図５、図６に示した実施態様では、着色領域を形成するコアラップ又はセ
カンドシートの上からエンボス加工を施し、その上にセカンドシートやトップシートを積
層したが、図２、図５、図６に示した実施態様のいずれの態様においても、エンボス加工
をトップシートを積層後に施してもよい。たとえば、図７を参照すると、図２に示した態
様において、セカンドシート１５がない点でも異なるが、さらにトップシート１３を吸収
体１０と積層後にトップシート１３の上からエンボス加工がなされている点で異なる。し
かし、着色領域２１と周囲領域２２並びに微粒子付着領域２３1は図２と同様にコアラッ
プ１２に形成されている。図５、図６に示した実施態様でも、同様に、トップシート１３
を吸収体１０と積層後にトップシート１３の上からエンボス加工をすることができること
は明らかである。
【００５８】
　また、本発明の１つの好ましい実施態様においては、非吸水性で水不溶性の微粒子とし
て、顕色剤として知られる微粒子から選択される非吸水性で水不溶性の微粒子を用いるこ
とができる。特に、エンボス加工で凹部の形成と着色領域の形成を行う際に、着色剤とし
て発色剤と顕色剤との組合せからなる感圧着色剤を用い、顕色剤を着色領域のみならず、
着色領域の周囲領域にも塗布すると、エンボス加工による凹部の形成と、凹部への着色領
域の形成の際に、本発明の実施態様として凹部の着色領域及びその周囲領域に非吸水性で
水不溶性の微粒子を付着させることを、同じ工程で達成できる。感圧着色剤としてマイク
ロカプセルに内包された発色剤を用い、非吸水性で水不溶性の微粒子である顕色剤を用い
、そのような発色剤及び顕色剤を基材シートの少なくとも凹部形成領域及びその周囲領域
に塗布するとともに、エンボス加工で凹部を形成すると、凹部に着色領域が形成され、着
色領域及びその周囲領域の繊維素材の表面に非吸水性で水不溶性の微粒子を付着させるこ
とができる。基材シートへの発色剤の塗布はエンボス加工の前に行うが、顕色剤の塗布は
エンボス加工の前後いずれでもよい。また、基材シートの着色領域は、基材シートのトッ
プシート側の表面又は吸収コア側の表面のいずれにマイクロカプセル発色剤を塗布して、
着色、形成されてもよい。
【００５９】
　また、基材シート及び吸収コアにエンボス加工で凹部を形成する際に、感圧着色剤を用
いて着色領域を形成すると、凹部の底部における着色が均一ではなく、基材シートの凹凸
などの組織の影響を受けた模様を呈することができる。また、凹部の傾斜を有する壁部で
は、押圧力の加減によって凹部の底部と壁部の境界線から遠ざかるにつれて着色濃度が低
くなるグラデーションを設けることも可能である。このように、エンボス加工の際に感圧
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着色剤を用いることで、吸収性物品の吸収体に設けるエンボス部に符合する着色領域を設
けるとともに、エンボス部における着色を立体的、自然なものとすることができる利点が
ある。さらに、感圧着色剤を用いて着色領域を形成する際に、エンボスロールの凹部を形
成する部位（版面）において、形成される凹部の底部と壁部との境界線となる部位の押圧
力を他の部位より高くする（たとえば、上記版面において他の領域より突出させる）こと
で、形成される凹部において底部と壁部との境界線を含む線状領域（第１の線状領域）に
おける着色濃度が、その第１の線状領域に隣接する両側において第１の線状領域と少なく
とも同じ幅の線状領域（それぞれ第２及び第３の線状領域）における着色濃度（平均値）
より高くすることが可能である。このような着色領域を形成すれば、エンボス部の形状を
より明瞭に認識できる。したがって、上記のようにエンボス部に特異な形態の着色領域を
有し、その着色領域及び周囲領域に非吸水性で水不溶性の微粒子付着領域を有する吸収性
物品は、使用者にエンボス部をしっかりとかつ立体的あるいは自然な印象をもって認識さ
せることができるので、清潔感や安心感を与えることができる。
【００６０】
　上記において、着色領域の着色濃度は、着色領域を含む領域の写真画像から色表系のＬ
＊値（色の明度）を測定して評価できる。Ｌ＊値は黒色が０であり、白色が正の値（通常
１００）である。着色領域において着色濃度が高いと色表系のＬ＊値は低下する。着色領
域のＬ＊値（平均値）は、エンボス部の任意の５箇所で凹部の底部と壁部の境界線と直角
な方向にＬ＊値を測定し、その平均値を算出して求めることができる。白色のＬ＊値と着
色領域のＬ＊値（平均値）と差で定義される着色濃度は、第１の線状領域の着色濃度が、
第２及び第３の線状領域の色表系の着色濃度より少なくとも１５％、さらには少なくとも
２０％高いことが好ましい。
【００６１】
　図８に、上記のようなエンボス加工で形成された凹部の例を示す。図８（Ａ）において
、コアラップ１２及び吸収コア１１に形成された凹部Ｐは、溝状であり、底部３１と壁部
３２を有する。底部３１と壁部３２との境界線３３に沿ってドットで模式的に示されてい
る着色濃度が高い第１の線状領域３４があり、第１の線状領域３４の着色濃度は、その両
側の第２の線状領域３５及び第３の線状領域３６の着色濃度より高い。第１の線状領域３
４は、凹部Ｐを平面視して境界線３３から底部３１側に幅ｗ１を有し、壁部３２側にｗ２
、合計でｗ３の幅を有するように区画される仮想領域である。第１の線状領域３４に隣接
する底部３１側の第２の線状領域３５と、壁部３２側の第３の線状領域３６とは、第１の
線状領域３４に隣接して幅ｗ３を有するように区画される仮想領域である。第１の線状領
域３４、第２の線状領域３５及び第３の線状領域３６は、着色濃度の測定において任意の
幅で設定される仮想領域である。そして、上記の測定方法において、任意の第１の線状領
域３４のＬ＊値（平均値）が第２の線状領域３５及び第３の線状領域３６のいずれのＬ＊
値（平均値）よりも低くなれば、上記の好ましい態様の要件を満たしていると判断できる
。
【００６２】
　図８（Ａ）に示すような凹部は図８（Ｂ）に示すエンボス形成部を有するエンボスロー
ルと感圧接着剤とを用いて形成することができる。図８（Ｂ）において、エンボスロール
の基部４１に形成された凸部４２は、エンボス部に凹部Ｐを形成する部分であり、図８（
Ａ）の溝状の凹部Ｐと相補となる形状を有する。凸部４２は、凹部Ｐの底部３１を形成す
る略平坦な先端面４３と、凹部Ｐの壁部３２を形成する壁面４４とを有し、その略平坦な
先端面４３において、壁面４４との境界線に沿って、略平坦な先端面４３に対して僅かに
突出する線状領域４３Ｅを有する。このような凸部４２を有するエンボスロールと感圧接
着剤とを用いてエンボス加工をすると、図８（Ａ）に示すような凹部Ｐが形成されるが、
先端面４３の突出する線状領域４３Ｅでは他の領域より押圧力が大きいので、形成される
凹部の底部と壁部との境界線に沿って他の領域より着色濃度を高くすることができる。
【００６３】
　なお、本発明の吸収性物品は、使い捨ておむつ以外に、失禁パッド、生理用ナプキンな
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どの他の吸収性物品にも適用できることは明らかである。
【実施例】
【００６４】
　（実施例１～１２及び比較例１～３）
　粉砕パルプと吸収性ポリマー（ＳＡＰ）とを、粉砕パルプ２７０ｇ／ｍ２（ｇｓｍ）、
吸収性ポリマー（ＳＡＰ）２１０ｇ／ｍ２（ｇｓｍ）の坪量になるように均一に積層し、
１２ｃｍ×３２ｃｍの大きさにカットした。その積層体の上下に１６ｇ／ｍ２（ｇｓｍ）
のティッシュペーパー（１３ｃｍ×３３ｃｍ）をホットメルト接着剤で貼り合わせ、プレ
ス機で厚みを３．０ｍｍに調整して、吸収体サンプルを作成した。
【００６５】
　非吸収性で水不溶性の微粒子の塗布液として、３，５－ジ（α－メチルベンジル）サリ
チル酸亜鉛の分散液（三光社製ＢＲ－０５４）を用いたが、その組成は下記であった。
　３，５－ジ（α－メチルベンジル）サリチル酸亜鉛　　　　　　　　　３５ｗｔ％
　１０－[（スチレン）－（α－メチルスチレン）]共重合体９，１０
　－ジヒドロ－９－オキサ－１０－ホスファフェナンスレン　　　　　　　７ｗｔ％
　ポリビニルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｗｔ％
　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５７ｗｔ％
　この分散液を原液とし、また水で希釈して、非吸収性で水不溶性の微粒子の固形分濃度
が３５ｗｔ％～３ｗｔ％の塗布液を用意した。
【００６６】
　上記の各種濃度の塗布液のそれぞれを、上記の吸収体サンプル（面積４２９ｃｍ２）の
全面に、塗布装置（ガイアノーツ社製イージーペインター）を用いて、所定の範囲内の塗
布量でスプレー塗布して、様々な微粒子塗布量（設計坪量）の吸収体サンプルを作成した
。このとき、吸収体の実際の重量の増加量を測定して、用いた塗布液の固形分濃度から、
微粒子の塗布坪量（実測値）を算出した。
【００６７】
　また、比較例１～３として、上記の吸収体サンプルに水だけを実施例の塗布液と同じ塗
布量で塗布したものを３個用意した。
　各実施例及び比較例における微粒子の塗布坪量（実測値）を表１に示す。
【００６８】
　（吸収速度及び隠蔽性の試験）
　上記の如く微粒子を塗布した吸収体サンプル（実施例）及び微粒子なしで水だけを塗布
した吸収体サンプル（比較例）に人口尿を注ぎ、吸収させて、その吸収速度と、吸収前後
の吸収体サンプルの色を測定した。
　人口尿は、イオン交換水１０Ｌに対して、尿素２００ｇ、塩化ナトリウム（塩）８０ｇ
、硫酸マグネシウム・７水和物８ｇ、塩化カルシウム・２水和物３ｇ、色素:青色１号 成
分〔青色１号６５％／塩化ナトリウム３５％〕１ｇを溶かして、着色された人口尿を調整
した。
【００６９】
　吸収体サンプルと人口尿を用いて、微粒子を塗布した吸収体の中心に内径５ｃｍの円筒
を置き、ビュレットで人工尿４０ｍＬを入れ、 人工尿を入れ始めてから円筒内の人工尿
が無くなるまでの時間を計測して、吸収速度を評価した。
【００７０】
　次に、円筒を外し、３分後および６０分後に色彩計（ＣＲ‐３００：ミノルタ製）を用
いて吸収体サンプル表面の色（ΔE）を測定して、色差から隠蔽性を評価した。円筒内側
の部分でサンプル１個につき5点で測定し平均したものを測定数値とした。ΔEは色表系の
Ｌ＊ａ＊ｂ＊において、ΔE＝｛（Ｌ＊）２＋（ａ＊）２＋（ｂ＊）２｝１／２である。
【００７１】
　試験の結果を表１に示す。なお、吸水試験前の吸収体サンプルのΔＥも表１に示す。
【００７２】
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【００７３】
　表１によれば、実施例では、吸収体に非吸収性で、水不溶性の微粒子を塗布しても、吸
収体の吸収速度は比較例と比べてほとんど低下しておらず、吸収体の吸収性能に対する悪
影響は見られない。また、吸収体の色は、着色人口尿の吸収後にΔＥが増加しているが、
実施例では比較例と比べて着色人口尿の色を隠蔽する効果が有意な程度に認められる。
【００７４】
　また、実施例１の非吸収性で水不溶性の微粒子を塗布したコアラップを電子顕微鏡で観
察した。微粒子の粒径（平均０．６μｍ）はコアラップのパルプ繊維の幅（平均２０μｍ
）と比べて十分に小さいため、微粒子はパルプ繊維の表面に付着しており、パルプ繊維間
の間隙を塞いでいないことが確認された。たとえば、実施例１及び比較例の吸収体の表面
の電子顕微鏡写真である図４が参照される。
【符号の説明】
【００７５】
１　　使い捨ておむつ
１０　吸収体
１１　吸収コア
１２　コアラップ
１３　トップシート
１４　バックシート
１５　セカンドシート
Ｐ　　凹部
２１　着色領域
２２　周囲領域
２３　微粒子付着領域
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