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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液透過性の表面シート、液不透過性の防漏シート、及び液保持性の吸収体を具備し、実
質的に縦長に形成され、長手方向の両側部に、弾性部材を備えた左右一対の立体ガードが
設けられている吸収性物品において、
　前記立体ガードは、自由端側の側部が前記吸収性物品の外方に向けて折り返されて形成
された肌面接部を有しており、前記弾性部材が、該肌面接部、及び該肌面接部と該立体ガ
ードの基端との間の起立部に、それぞれ配設固定されており、
　前記肌面接部の応力が前記起立部の応力よりも大きく、
　前記起立部をその幅方向に二等分して上半部と下半部とに区分した際の該下半部の応力
が、該上半部の応力よりも大きい、吸収性物品。
【請求項２】
　前記肌面接部の幅Ｗ１と前記起立部の幅Ｗ２との比（Ｗ１／Ｗ２）が０．１～１．０で
ある請求項１記載の吸収性物品。
【請求項３】
　レッグ部にレッグギャザーを有さない、請求項１又は２記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記肌面接部は、前記起立部に最も近い弾性部材の配設箇所において該弾性部材に沿っ
て折り返されている請求項１～３の何れかに記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、漏れ防止性及び装着感に優れた使い捨ておむつ等の吸収性物品に関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
従来、液透過性の表面シート、液不透過性の防漏シート、及び液保持性の吸収体を具備し
、実質的に縦長に形成され、長手方向の両側部に、弾性部材を備えた左右一対の立体ガー
ドが設けられている使い捨ておむつは、種々提案されている。
【０００３】
通常、このようなおむつにおける立体ガードは、その自由端部に一本のひも状の弾性部材
が配されて、上方に起立している。
しかし、このような構造では、着用時に、両立体ガードの先端部がおむつの内方に向けて
入り込み易く、それによって、排泄物が両立体ガードを乗り越え、側方からの漏れを生じ
易るという問題があった。
また、立体ガードの一部が着用者に面で当接するようにしたものが知られているが、従来
のものは、立体ガードが十分に起立しないため、該立体ガードの内側に十分な空間が形成
されず、漏れ防止性が十分ではなかった。
【０００４】
従って、本発明の目的は、立体ガードの着用者の肌へのフィット性が良好で、漏れ防止性
に優れた使い捨ておむつ等の吸収性物品を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明は、液透過性の表面シート、液不透過性の防漏シート、及び液保持性の吸収体を具
備し、実質的に縦長に形成され、長手方向の両側部に、弾性部材を備えた左右一対の立体
ガードが設けられている吸収性物品において、前記立体ガードは、自由端側の側部が前記
吸収性物品の外方に向けて折り返されて形成された肌面接部を有しており、前記弾性部材
が、該肌面接部、及び該肌面接部と該立体ガードの基端との間の起立部に、それぞれ配設
固定されている吸収性物品を提供することにより、上記の目的を達成したものである。
【０００６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明をその好ましい一実施形態に基づいて説明する。
本実施形態の吸収性物品としての使い捨ておむつ１は、液透過性の表面シート２、液不透
過性の防漏シート３、及び両シート間に介在する液保持性の吸収体４を備え、実質的に縦
長に形成され、長手方向の両側部に、弾性部材を備えた左右一対の立体ガード５，５が設
けられている
【０００７】
表面シート２及び防漏シート３は、縦長の形態を有し、吸収体４の外方に延出する周縁部
において互いに接合されている。吸収体４は、縦長の形態を有しており、表面シート２及
び防漏シート３間に挟持固定されている。
防漏シート３の非肌当接面側には、外層不織布６が配されている。外層不織布６は、その
両側縁部が、吸収体４の側縁４ａよりも外方に位置するように延出されており、この延出
された部分と立体ガード形成用のシート材５１とが貼り合わされて、左右一対のサイドフ
ラップ部７が形成されている。また、背側部の両側縁部には、左右一対の止着テープ８，
８が設けられている。
【０００８】
立体ガード５は、図２に示すように、おむつ１の長手方向の両側部に、立体ガード形成用
のシート材５１，５１を配設して形成されている。各シート材５１は、おむつの両側縁か
らおむつの内方に向けて配されており、該シート材５１が吸収体４の側縁部の上方におい
て表面シート２に接合されて、立体ガード５の基端５２が形成されている。
【０００９】
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また、おむつ１の長手方向の両端部には、複数本の弾性部材９２，９２・を有するウエス
ト立体ガード形成用のシート材９１が配されて、ウエスト立体ガード９，９が形成されて
いる。
【００１０】
而して、使い捨ておむつ１における立体ガード５は、自由端５３側の側部がおむつの外方
に向けて折り返されて形成された肌面接部５Ａを有している。
より具体的には、立体ガード５の自由端５３側の側部は、おむつ１の長手方向の全域に亘
って折り返されており、おむつの長手方向の両端部おいて、該立体ガード５は、該側部が
折り返された状態で、ウエスト立体ガード形成用のシート材９１上に接合固定されている
。
【００１１】
肌面接部５Ａは、起立部５Ｂに最も近い弾性部材５４ｃの配設箇所において該弾性部材５
４ｃに沿って折り返されている。肌面接部５Ａが弾性部材５４ｃに沿って折り返されてい
るため、肌面接部５Ａが、着用者の動きに対する追従して、起立部５Ｂに対して自由な角
度を取り易い。そのため、立体ガード５の着用者への肌に対するフィット性が向上し、優
れた漏れ防止効果が得られる。尚、肌面接部５Ａと起立部５Ｂとの境界となる折り返し部
は、吸収体４の左右両側縁よりもおむつ中央側の内方に位置させてある。
【００１２】
肌面接部５Ａ、及び肌面接部５Ａと立体ガード体の基端５２との間の起立部５Ｂには、そ
れぞれ弾性部材が伸長状態で配設固定されている。
肌面接部５Ａには、弾性部材が、複数、所定の間隔を開けて且つ自由端５３に沿って配設
固定されている。図示の例においては、肌面接部５Ａの自由端５３寄り、肌面接部５Ａの
幅方向中央部、及び肌面接部５Ａと起立部５Ｂとの境界部に、合計三本の平ゴム（図１中
に、順に５４ａ，５４ｂ，５４ｃで示す）が配設されている。
【００１３】
また、起立部５Ｂには、弾性部材が、複数、所定の間隔を開けて且つおむつ１の長手方向
に沿って配設固定されている。図示の例においては、起立部５Ｂの幅方向の略中央部と、
基端５２の近傍とに、合計二本の平ゴム（図４中に、順に５４ｄ，５４ｅで示す）が配さ
れている。
【００１４】
本実施形態においては、肌面接部５Ａの応力が、起立部５Ｂの応力よりも大きくなされて
いる。
具体的には、肌面接部５Ａにおける弾性部材５４ａ，５４ｂ，５４ｃは、起立部５Ｂにお
ける弾性部材５４ｄ，５４ｅと同程度の伸張率で配されているが、その太さが起立部５Ｂ
の弾性部材５４ｄ，５４ｅよりも太く、しかも狭い間隔で配されているため、肌面接部５
Ａの応力が起立部５Ｂの応力よりも大きくなっている。
【００１５】
肌面接部５Ａの応力は、１０～２００ｇｆであることが、肌への密着性（フィット性）の
観点から好ましく、起立部５Ｂの応力は、５～１８０ｇｆであることが、立体ガードの内
側に十分空間を形成させる観点から好ましい。また、肌面接部５Ａの応力と起立部５Ｂの
応力との差は、１００％伸長時に１０ｇｆ以上、特に３０～１００ｇｆとすることが、肌
への密着性等の観点から好ましい。
【００１６】
このように、肌面接部５Ａの応力及び起立部５Ｂの応力よりも大きくすることで、肌面接
部の肌への密着性（面接性）を更に向上させ、且つ起立部の起立性を十分に維持できる。
【００１７】
また、本実施形態においては、図４に示す如く起立部５Ｂをその幅方向に二等分して上半
部５５と下半部５６とに区分した際の該下半部５６の応力は、該上半部５５の応力よりも
大きくなされている。図示の例では、起立部５Ｂに配された二本の弾性部材は、同程度の
伸張率で固定され、一方が上半部５５に、他方が下半部５６に存在しているが、下半部５
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６の弾性部材５４ｄ，５４ｅは、その太さが上半部５５の弾性部材５４ｄよりも太いので
、該下半部５６の応力が該上半部５５の応力よりも大きくなっている。
【００１８】
本実施形態の使い捨ておむつは、レッグ部にレッグギャザーを有しないが、起立部５Ｂに
おける下半部５６の応力を、起立部５Ｂの上半部５５の応力よりも大きくすることにより
、レッグ部を着用者の肌方向に効果的に引き上げることができ、おむつの外観を向上させ
ることができる。ここで、レッグ部とは、吸収体４の長手方向の両側縁の左右の外方に延
出する部分をいい、レッグギャザーとは、該レッグ部にレッグ部弾性部材を配して形成さ
れたギャザーをいう。
【００１９】
肌面接部５Ａ、起立部５Ｂ、並びに起立部５Ｂにおける上半部５５及び下半部５６の応力
は、以下のようにして測定できる。
それぞれの領域に存する弾性部材を、それぞれ長さ１５０ｍｍに切り出し、テンシロン引
張り試験機〔（株）オリエンテック社製〕を用い、チャック間１００ｍｍ、引張り速度３
００ｍｍ／秒で引張り試験を行い、１００％伸張時の応力を測定した。そして、各領域に
存する弾性部材の応力（複数本の弾性部材を有する場合には各弾性部材の応力の合計）を
、各領域の応力とした。
【００２０】
肌面接部の幅Ｗ１と前記起立部の幅Ｗ２との比（Ｗ１／Ｗ２）は、肌への密着性と立体ガ
ードの起立性とを同時に持たせるために、０．１～１．０であることが好ましく、特に０
．２～０．７であることが好ましい。また、肌面接部５Ａの幅Ｗ１は、５～２０ｍｍであ
ることが好ましく、起立部５Ｂの幅Ｗ２は、２０～４０ｍｍであることが好ましい。
【００２１】
本おむつ１における表面シート２、防漏シート３、吸収体４、立体ガード形成用のシート
材５１、外層不織布６、止着テープ８、ウエスト立体ガード形成用のシート材９１及びウ
エスト立体ガード形成用の弾性部材９２の形成材料としては、従来、使い捨ておむつに用
いられているものを特に制限なく用いることができる。例えば、立体ガード形成用のシー
ト材５１としては、撥水性シート、液不透過性シート、又はこれらを貼り合わせた積層シ
ート等を用いることができ、特に撥水性シートが好ましい。
【００２２】
また、立体ガード５に配する弾性部材５４としては、通常公知の各種の弾性材料を用いる
ことができ、素材としては、天然ゴムの他、スチレン－ブタジエン、ブタジエン、イソプ
レン、ネオプレン等の合成ゴム、ＥＶＡ、伸縮性ポリオレフィン、ウレタン等の伸縮性の
素材を広く用いることができ、形態としては、糸ゴムの様な線状の他、幅広の帯状（平ゴ
ム含む）、薄膜状、更にはフォーム材等を用いることができる。
【００２３】
本実施形態の使い捨ておむつは、通常の展開型の使い捨ておむつと同様にして使用するこ
とができる。
そして、本実施形態の使い捨ておむつ１は、上述の如く構成されているので、立体ガード
の自由端部が、着用時に着用者の脚の付け根に引き寄せられ難い。そのため、排泄物が立
体ガードを乗り越えて生じる側方からの漏れを効果的に防止することができる。
【００２４】
また、起立部５Ｂにも弾性部材が配されており、該起立部５Ｂが十分に起立して肌面接部
５Ａを着用者の肌に押し当てるので、着用者の肌と立体ガードとの間に生じた隙間を介す
る排泄物の漏れを効果的に防止することができる。
また、肌面接部５Ａは、図４に示すように、面で着用者の肌に当接するため、装着者の肌
に弾性部材が食い込むことがなく、装着感に優れ、また、肌のただれやカブレを防止する
ことができる。
【００２５】
本発明は、上記の実施形態に限定されない。例えば、ウエスト立体ガードは、なくても良
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いし、おむつ１の長手方向の前後の何れか一端部にのみ設けられていても良い。また、レ
ッグ部に弾性部材を配してレッグギャザーを形成しても良い。肌面接部の応力を、起立部
の応力よりも大きくする方法には特に制限はなく、弾性部材の材質、太さ、本数、間隔、
伸張率等の何れが一つを異ならせても良いし、これらの二以上を異ならても良い。また、
起立部の下半部の応力を該起立部の上半部の応力よりも大きくする場合についても同様で
ある。また、本発明は、展開型の使い捨ておむつの他、パンツ型の使い捨ておむつや失禁
パット、生理用ナプキン等に適用することもできる。
【００２６】
〔実施例１〕
外層不織布、防漏シート、吸収体及び表面シートを、図２に示す断面構成となるように、
この順に積層し、更にそれぞれ５本の弾性部材を有する疎水性不織布からなる立体ガード
形成用のシート材を、該表面シート上に、自由端側の側部が外方に向くように折り返して
固定して、図１～３に示す構成のおむつを得た。得られたおむつの肌面接部及び起立部そ
れぞれの幅及び応力を測定し、表１に示した。
【００２７】
〔実施例２〕
肌面接部及び起立部それぞれの幅及び応力を表１に示すように代えた以外は、実施例１と
同様にして、おむつを製造した。
【００２８】
〔比較例１〕
立体ガード形成用のシート材を、自由端側の側部を折り返さずに、表面シート上に固定し
た以外は、実施例１と同様にして、おむつを製造した。立体ガードの基端から自由端まで
の長さは３０ｍｍとした。
【００２９】
〔比較例２〕
立体ガードの自由端部にのみ弾性部材が配され、サイドフラップ部にレッグ部弾性部材が
配されてレッグギャザーが形成されている市販のおむつを用意した。このおむつにおける
立体ガードは、その幅（高さ）が３５ｍｍであり、折り返されていない。
【００３０】
〔比較例３〕
肌面接部及び起立部それぞれの幅及び応力を表１に示すように代えた点及び該起立部に弾
性部材を配さない点以外は、実施例１と同様にして、おむつを製造した。
【００３１】
実施例及び比較例の各おむつにおける立体ガードのフィット性及び漏れ防止効果を調べる
ために、動的モデルを用い、下記の各項目について評価した。その結果を表１に示した。
【００３２】
〔便股モレ値〕
両脚を動かすことができ、注入した人工尿及び擬似便それぞれが股間部から排出される幼
児モデルに、得られたおむつを装着し、５分間両脚を活動させた後に、座位開脚状態にて
人工尿を８０ｇ注入した。そして、更に１０分間両脚を活動させ、座位開脚状態において
擬似便を４０ｇ注入した。この注入によっても便の漏れが生じない場合には、更に４０ｇ
の擬似便を追加し、座位開脚状態のまま便が漏れるまで、擬似便の追加（４０ｇづつ）を
繰り返した。便が漏れるまでに注入した擬似便の量を便股モレ値とした。
【００３３】
〔便移動時間〕
上述した〔便股モレ値〕の評価方法と同様にして、４０ｇの便を注入した時点でモレの生
じないものについて、以下のようにして便移動時間を測定した。
即ち、擬似便４０ｇ注入後の幼児モデルを活動させ、便の漏れが生じるまでの時間を測定
した。そして、便が漏れるまでの時間を便移動時間とした。
【００３４】
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【００３５】
表１に示す結果から、各実施例のおむつ（本発明品）は、比較例のおむつよりフィット性
に優れ、漏れ防止性に優れていることが判る。
【００３６】
【発明の効果】
本発明の吸収性物品は、立体ガードの着用者の肌へのフィット性が良好で、漏れ防止性に
優れている。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の一実施形態としての使い捨ておむつを、弾性部材を伸張させた
状態で表面シート側（肌当接面側）から視た平面図である。
【図２】図２は、図１のＸ－Ｘ断面図である。
【図３】図３は、図１のＹーＹ断面図である。
【図４】図４は、使用時における肌面接部の状態を示す模式説明図である。
【符号の説明】
１　　吸収性物品（使い捨ておむつ）
２　　表面シート
３　　防漏シート
４　　吸収体
５　　立体ガード
５１　立体ガード形成用のシート材
５２　基端
５３　自由端
５４　弾性部材
５５　上半部
５６　下半部
Ａ　　背側部
Ｂ　　腹側部
Ｓ　　着用者の肌
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【図３】
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