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(57)【要約】
　本発明は、使用者に面して使用されるように意図され
た液体透過性の外皮層、及び、使用中に使用者から離れ
る方に向けられるように設けられた実質的に液体不透過
性の裏面層、並びに、液体透過性の外皮層と実質的に液
体不透過性の裏面層との間に配置された吸収体を備える
使い捨て吸収性物品に関する。物品及び吸収体は、長手
方向中心線、股下領域、前端領域、及び後端領域を備え
る。さらに、吸収体は、使用中に使用者の方を向くよう
に意図された、長手方向縁を備える第１の吸収層と、使
用中に使用者から離れる方を向くように意図された、長
手方向縁を備える第２の吸収層と、を備える。第１の吸
収層が、股下領域内に配置された第１の長手方向開口部
を備え、第２の吸収層が、股下領域内に配置された第１
の長手方向圧縮部を備える。説明された試験方法に従う
物品の液体透過性の外皮層の親水性試験において付与さ
れた液滴の少なくとも７０％が、物品の中にＸ秒以内に
浸み込む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用中に使用者の方を向くように意図された液体透過性の外皮層（２）と、使用中に使
用者から離れる方に向けられるための実質的に液体不透過性の裏面層（４）と、前記液体
透過性の外皮層（２）と前記実質的に液体不透過性の裏面層（４）との間に配置された吸
収体（１５）と、を備える使い捨て吸収性物品（６）であって、前記使い捨て吸収性物品
（６）及び前記吸収体（１５）が、長手方向中心線（２５）、股下領域（２６）、前端領
域（２７）、及び後端領域（２８）を備え、前記吸収体（１５）が、使用中に使用者の方
を向くように意図された、長手方向縁（３１）を備える第１の吸収層（１６）と、使用中
に使用者から離れる方に向けられるように意図された、長手方向縁（３２）を備える第２
の吸収層（１７）と、を備え、前記第１の吸収層（１６）が、前記股下領域（２６）に配
置された第１の長手方向開口部（２０）を備え、前記第２の吸収層（１７）が、前記股下
領域（２６）に配置された第１の長手方向圧縮部（３５）を備えており、説明された試験
方法に従う前記使い捨て吸収性物品（６）の前記液体透過性の外皮層（２）の親水性試験
において付与された液滴の少なくとも７０％が、前記使い捨て吸収性物品（６）の中に１
０秒以内に浸み込み、
　前記第１の長手方向開口部（２０）及び前記第１の長手方向圧縮部（３５）が実質的に
互いと重なり合うことを特徴とする、使い捨て吸収性物品（６）。
【請求項２】
　前記吸収体（１５）の前記第１の長手方向開口部（２０）及び前記第１の長手方向圧縮
部（３５）が、前記長手方向中心線（２５）と実質的に一致することを特徴とする、請求
項１に記載の使い捨て吸収性物品（６）。
【請求項３】
　前記吸収体（１５）の前記第１の吸収層（１６）が、前記長手方向中心線（２５）と前
記第１の吸収層（１６）の一方の長手方向縁（３１）との間の前記股下領域（２６）内に
配置された第２の長手方向開口部（２１）を備え、前記第１の長手方向開口部（２０）が
、前記長手方向中心線（２５）と前記第１の吸収層（１６）の反対側の長手方向縁（３１
）との間に配置され、前記第２の吸収層（１７）が、前記長手方向中心線（２５）と前記
第２の吸収層（１７）の一方の長手方向縁（３２）との間の前記股下領域（２６）内に配
置された第２の長手方向圧縮部（３６）を備え、前記第１の長手方向圧縮部（３５）が、
前記長手方向中心線（２５）と前記第２の吸収層（１７）の反対側の長手方向縁（３２）
との間に配置され、前記第２の長手方向開口部（２１）及び前記第２の長手方向圧縮部（
３６）が実質的に互いと重なり合うことを特徴とする、請求項１に記載の使い捨て吸収性
物品（６）。
【請求項４】
　前記第１の吸収層（１６）が、前記長手方向中心線（２５）と実質的に一致する前記股
下領域（２６）内に配置された第３の長手方向圧縮部（３７）を備え、前記第２の吸収層
（１７）が、前記長手方向中心線（２５）と実質的に一致する前記股下領域（２６）に配
置された第３の長手方向開口部（２２）を備え、前記第３の長手方向圧縮部（３７）及び
前記第３の長手方向開口部（２２）が互いと重なり合うことを特徴とする、請求項３に記
載の使い捨て吸収性物品（６）。
【請求項５】
　前記吸収体（１５）が長手方向縁（３０）を備え、前記親水特性が、実質的に前記使い
捨て吸収性物品（６）の長手方向にあり、前記親水特性が、少なくとも、前記股下領域（
２６）内における前記吸収体（１５）の各長手方向縁（３０）から少なくとも前記股下領
域（２６）内における前記吸収体（１５）の前記長手方向中心線（２５）の方へ向かう横
方向の拡がりを有していることを特徴とする、請求項１から４の何れか一項に記載の使い
捨て吸収性物品（６）。
【請求項６】
　前記使い捨て吸収性物品（６）が、前記第１の吸収層（１６）と前記液体透過性の外皮
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層（２）との間に配置された入口材料（４５）を備え、前記入口材料（４５）が、少なく
とも前記股下領域（２６）内において、前記吸収体（１５）の隣接する各長手方向縁から
離されており、前記親水特性が、前記股下領域（２６）内の前記長手方向中心線（２５）
から離れる方に向けられた前記入口材料（４５）の縁（４６）に対して横方向に延びてい
ることを特徴とする、請求項５に記載の使い捨て吸収性物品（６）。
【請求項７】
　前記入口材料（４５）が、前記使い捨て吸収性物品（６）の前記長手方向中心線（２５
）のそれぞれの側に配置された２つの別々の部品に分割され、各部品がそれぞれ、実質的
に前記使い捨て吸収性物品（６）の長手方向に延在すると共に、少なくとも前記股下領域
（２６）内において前記長手方向中心線（２５）から離されていることを特徴とする、請
求項６に記載の使い捨て吸収性物品（６）。
【請求項８】
　前記使い捨て吸収性物品が内側漏れ障壁（１１）を備え、前記親水特性が、実質的に前
記使い捨て吸収性物品（６）の長手方向にあり、前記親水特性が、各内側漏れ障壁（１１
）の、前記液体透過性の外皮層（２）に対する、内方に向けられた取付部（４７）から少
なくとも前記股下領域（２６）内における前記吸収体（１５）の前記長手方向中心線（２
５）の方に向かって横方向に延びていることを特徴とする、請求項１から４の何れか一項
に記載の使い捨て吸収性物品（６）。
【請求項９】
　前記使い捨て吸収性物品が、前記第１の吸収層（１６）と前記液体透過性の外皮層（２
）との間に配置された入口材料（４５）を備え、前記入口材料（４５）が、少なくとも前
記股下領域（２６）内において前記吸収体（１５）の隣接する各長手方向縁（３０）から
離されており、前記親水特性が、少なくとも、前記股下領域（２６）内の前記入口材料（
４５）の各縁（４６）まで延びていることを特徴とする、請求項８に記載の使い捨て吸収
性物品（６）。
【請求項１０】
　前記入口材料（４５）が、前記使い捨て吸収性物品（６）の前記長手方向中心線（２５
）のそれぞれの側に配置された２つの別々の部品に分割され、各部品がそれぞれ、実質的
に前記使い捨て吸収性物品（６）の長手方向に延在すると共に、少なくとも前記股下領域
（２６）内において前記長手方向中心線（２５）から離されていることを特徴とする、請
求項９に記載の使い捨て吸収性物品（６）。
【請求項１１】
　前記吸収体（１５）の前記第１の吸収層（１６）及び前記第２の吸収層（１７）がそれ
ぞれ、５０ｇ／ｍ２から１０００ｇ／ｍ２の間の表面重量を有することを特徴とする、請
求項１から１０の何れか一項に記載の使い捨て吸収性物品（６）。
【請求項１２】
　前記吸収体（１５）の前記第１の吸収層（１６）及び前記第２の吸収層（１７）はそれ
ぞれ、いわゆるＳＡＰと称される高吸収性高分子材料の含有量が０％から８０％の間であ
ることを特徴とする、請求項１から１１の何れか一項に記載の使い捨て吸収性物品（６）
。
【請求項１３】
　前記吸収体（１５）の前記前端領域（２７）及び前記後端領域（２８）が、前記股下領
域（２６）よりも横方向に大きい幅を有していることを特徴とする、請求項１から１２の
何れか一項に記載の使い捨て吸収性物品（６）。
【請求項１４】
　前記使い捨て吸収性物品が成人の失禁者向けの失禁用品を構成することを特徴とする、
請求項１から１３の何れか一項に記載の使い捨て吸収性物品（６）。
【請求項１５】
　前記使い捨て吸収性物品が幼児用おむつを構成することを特徴とする、請求項１から１
３の何れか一項に記載の使い捨て吸収性物品（６）。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使用者に面して使用されるように設けられた液体透過性の外皮層を備えると
共に、使用中に使用者から離れる方に向けられて使用されるように設けられた実質的に液
体不透過性の裏面層を備える使い捨て吸収性物品に関する。液体透過性の外皮層と実質的
に液体不透過性の裏面層との間には、吸収体が配置される。
【０００２】
　物品及び吸収体は、長手方向に延びた中心線、股下領域、前端領域、及び後端領域を備
える。吸収体は、使用中に使用者に面して向けられるように設けられた、長手方向縁を備
える第１の吸収層と、使用中に使用者から離れる方に向けられるように設けられた、長手
方向縁を備える第２の吸収層と、を備える。
【０００３】
　第１の吸収層は、股下領域に配置される第１の長手方向開口部を備え、第２の吸収層は
、股下領域に配置される第１の長手方向圧縮部を備える。
【０００４】
さらに、物品の液体透過性の外皮層の親水性試験中に付与された液滴の少なくとも７０％
が、説明された試験方法に従って１０秒以内に物品の中へ浸み込まれなければならない。
【背景技術】
【０００５】
　吸収性物品に使用されるように意図された吸収体は、例えば成人で失禁する物品の着用
者が意図せず自身の膀胱をすっかり空けたときに、十分な吸収容量、及び、流出液体を速
やかに受け取ることができる能力を有していなければならないことが知られている。
【０００６】
　吸収性物品が対象としているものに基づいて、吸収容量は、広い範囲内で変化し、例え
ば、最小サイズの生理用ナプキンでは４ｇの容量で十分であるのに対して、成人の失禁者
向けの最大の物品には１０００ｇを超える容量が必要とされる。
【０００７】
　十分に大きい吸収容量を備えた物品を製造することは、吸収性物品の吸収体の中に混合
させるための、ゲルを形成する高吸収性粒子、いわゆる超吸収剤がある現今では、大きな
問題ではない。
【０００８】
　非常に薄くてしっかりと圧縮された現今の物品に伴う問題のタイプは、物品が、大流量
で排泄されて物品に当たる液体を受け取ることができるように取り計らうことである。例
えば、成人の失禁使用者のための吸収性物品は、１０秒間に排泄される数百ミリリッター
の尿を受け取ることができなければならない。吸収性物品の吸収体が、この大きな流れを
受け取ってこれを吸収することができない場合、尿が物品の表面を流れて物品の縁から流
れ出すおそれが高い。
【０００９】
　排泄される体液を速やかに受け取るという問題の解決策は、吸収体が液体を吸収するこ
とに成功すると期待して、液体を受け取って一時的に貯蔵するように意図された特別な材
料層を吸収体と使用者との間に配置することである。このような材料の例は、例えばポリ
エステル繊維などからなる弾力のあるパッドである。
【００１０】
　別の既存の解決策は、薄くて幅広い現今の股下構造が着用者の腿の間にカップ形状構造
を形成することであり、そのカップ形状構造において、液体が吸収体の中に入る前に一時
的に収集され得る。物品の吸収体には、使用中に物品が着用者の腿の間で一緒に押し合わ
されるときに物品の成形を制御するために、圧縮部、スロット、収縮した弾性要素などが
具備されている。
【００１１】
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　特許文献１では、吸収性物品が物品の長手方向に実質的に垂直な力を受けるときに、吸
収性物品の成形がどのように制御され得るかが説明されている。
【００１２】
　物品は、貫通スロットを備える吸収性層と、吸収性層の一方の表面を覆う第１の材料層
と、吸収性層の反対の表面を覆う第２の材料層とを備えている。
【００１３】
一方の材料層が前記スロットに隣接させて吸収性層に連結される一方で、もう一方の材料
層は前記スロットに隣接させて連結されていない。物品が、スロットに対して垂直に向け
られた圧縮力を受けるときに、物品は、吸収性層の結合されていない側から離れる方向に
曲げられたり回されたりすることを余儀なくされる。
【００１４】
　特許文献２では、物品が使用されるときに使用者の腿の間で形作る吸収性体の洗練され
た変形品を説明している。
【００１５】
　特許文献２の吸収性体は二層の構造になっており、その二層のうちの、使用者から離さ
れて配置される層は、長手方向中心線に沿って股下領域の中央に配置された長手方向の開
口部を備える。物品の着用者の最も近くに方向付けられたもう一方の吸収性層は、層の長
手方向中心線と長手方向の各縁との間で対称的に置かれる側方開口部を備える。
【００１６】
　両方の吸収層に長手方向開口部を備えた吸収性体の成形は、吸収性物品が使用者の腿の
間で一緒に押し合わされるときに股下領域においてＷ字状の形になることを意味している
と、文献には示されている。
【００１７】
　しかしながら、物品が、使用中に、単純なカップ形、Ｕ字形もしくはＶ字形、または、
より洗練されたカップ形、Ｗ字形を受け入れるように設計されるかどうかに拘わらず、物
品が使用者に着用させたときに意図した形を呈しないという問題があることがわかった。
【００１８】
　例えば、物品が使用者の腿からの押圧力を受けるときに物品が反転した形を呈すること
は珍しいことではなく、それは、例えば、Ｕ字形の代わりに反転したＵ字形（∩形）にな
ったり、Ｗ字形が反転したＷ字形（Ｍ字形）になったりすることを意味する。
【００１９】
　物品が使用者の腿の間で横方向に変形するときにＵ字形、Ｖ字形、またはＷ字形を受け
入れるように意図された物品は、使用者の腿に対するスプリングバック力が小さすぎであ
り、物品が使用中に腿に対して効果的に封止できないこともわかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２０】
【特許文献１】英国特許出願第２，２９６，４３７号明細書
【特許文献２】国際特許出願公開第２０１１／１０５１０８号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　したがって、物品が使用者の腿の間に置かれて一緒に押し合わされるときに、より大き
な安心をもって所望の様態で形作られることができる、改良された吸収性物品に対する要
望がある。この要望は、吸収性物品が失禁する子どもを対象にしたものか、或いは失禁す
る成人を対象にしたものかを問わず、存在する。
【００２２】
　さらに、前述による変形された状態において、使用中に、横方向において使用者の腿に
対してより大きなスプリングバック力のある物品に対する要望がある。
【課題を解決するための手段】
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【００２３】
　しかしながら、本発明では、先に知られた吸収性物品に関連する問題を実質的に排除す
る、最初に挙げた種類の使い捨て吸収性物品が実現されている。
【００２４】
　本発明による吸収性物品は、主に、第１の長手方向開口部と第１の長手方向圧縮部とが
実質的に互いと重なり合うという特徴がある。
【００２５】
　第１及び第２の吸収層を備える吸収体を備える吸収性物品を有し、第１の吸収層内の長
手方向開口部と第２の吸収層内の長手方向圧縮部とを備え、長手方向開口部及び長手方向
圧縮部が互いと重なり合う配置構成は、吸収性物品が使用者の腿の間で一緒に押し合わさ
れるときに、先に知られた物品よりも実質的に予想可能である様態で変形されることを意
味している。
【００２６】
　本発明の一態様によれば、第１の吸収層内の第１の長手方向開口部と第２の吸収層内の
の第１の長手方向圧縮部とは、長手方向中心線と実質的に一致する。
【００２７】
　開口部と圧縮部とを中心に置くことで、吸収体を備える物品が使用者の腿の間で圧縮さ
れるときに、中心に置かれたＶ字形が形成される。
【００２８】
　本発明の別の態様によれば、第１の吸収層は、吸収層の長手方向中心線と一方の長手方
向縁との間で股下領域に配置される第２の長手方向開口部を備え、第１の長手方向開口部
は、長手方向中心線と反対側の長手方向縁との間に配置される。
【００２９】
　さらに、第２の吸収層は、長手方向中心線と吸収層の前記一方の長手方向縁との間で股
下領域に配置される第２の長手方向圧縮部を備え、第１の長手方向圧縮部は、長手方向中
心線と反対側の長手方向縁との間に配置される。
【００３０】
　第１の長手方向開口部と第１の長手方向圧縮部とが実質的に互いと重なり合うのと同じ
ようにして、第２の長手方向開口部と第２の長手方向圧縮部とは実質的に互いと重なり合
う。
【００３１】
　重なり合う開口部及び圧縮部がそれぞれ、中心線のどちら側にも配置されることで、吸
収体を備える物品が使用者の腿の間で圧縮されるときに対称的なＵ字形が形成される。
【００３２】
　本発明のさらなる態様によれば、第１の吸収層は、股下領域に配置されると共に長手方
向中心線と実質的に一致する第３の長手方向圧縮部を備え、第２の吸収層は、股下領域に
配置されると共に長手方向中心線と実質的に一致する第３の長手方向開口部を備える。第
３の長手方向圧縮部と第３の長手方向開口部とは互いと重なり合う。
【００３３】
　吸収体を備える吸収性物品が使用者の腿の間で圧縮されるとき、対称的なＷ字形が形成
される。
【００３４】
　本発明の別の態様によれば、吸収性物品の吸収体は、長手方向縁を備える。
【００３５】
　親水特性は、実質的に物品の長手方向にあり、その親水特性は、少なくとも、股下領域
内における吸収体の各長手方向縁から少なくとも股下領域内における吸収体の長手方向中
心線の方へ向かう横方向幅を持っている。
【００３６】
　吸収体の縁から吸収体の中心線の方へ向かう親水性領域は、その領域に接触する液体が
実際に表面材料に捕えられて物品の吸収体へ運ばれることを確実にする。



(7) JP 2017-521144 A 2017.8.3

10

20

30

40

50

【００３７】
　本発明の一態様によれば、吸収性物品は、第１の吸収層と液体透過性の外皮層との間に
配置された入口材料を備える。本発明のこの態様によれば、入口材料は、少なくとも股下
領域内において、吸収体の隣接する各長手方向縁から離されている。親水特性は、股下領
域内の中心線から離れる方に向けられた入口材料の縁に対して横方向に延びている。
【００３８】
　本発明に従う特別な入口材料は、入ってくる液体を速やかに受け取り、隣接する吸収性
層が液体を受け取ることができる前に、液体を一時的に貯蔵することができる。
【００３９】
　本発明の一態様によれば、吸収性物品は、２つの別々の部品に分割される入口材料を備
える。２つの部品は、物品の長手方向中心線のそれぞれの側に配置されており、各部品は
、実質的に物品の長手方向に延在すると共に、少なくとも股下領域内において長手方向中
心線から離されている。
【００４０】
　２つの部品に分割された入口材料は、使用中に吸収性物品がその長手方向中心線の周り
で一緒に完全に折り畳まれるとき、つまり、吸収性物品の半分が、物品の反対側の長手方
向の半分にもたれ掛かるとき、特に有利である。
【００４１】
　本発明の更なる態様によれば、吸収性物品が内側漏れ障壁を有しており、親水特性が実
質的に物品の長手方向にある。親水特性は、各内側漏れ障壁の、液体透過性の外皮層に対
する、内方に向けられた取付部から少なくとも股下領域内における吸収体の長手方向中心
線の方に向かって横方向に延びている。
【００４２】
　内側漏れ障壁は、前記内側漏れ障壁の直ぐ内側の液体透過性の外皮材料の親水特性と相
俟って、液体又は糞便が吸収性物品の縁から漏れ出すのを効果的に防止する。
【００４３】
　本発明の一態様によれば、吸収性物品は、上記による内側漏れ障壁及び親水特性に加え
て、第１の吸収層と液体透過性の外皮層との間に配置された入口材料を備える。
【００４４】
　入口材料は、少なくとも股下領域内において、吸収体の隣接する各長手方向縁から離さ
れている。親水特性は、少なくとも股下領域内の入口材料の各縁まで延びている。
【００４５】
　本発明の一態様によれば、吸収性物品は、入口材料が、物品の長手方向中心線のそれぞ
れの側に配置された２つの別々の部品に分割されることを特徴としている。入口材料の各
部品は、実質的に物品の長手方向に延在すると共に、少なくとも股下領域内における長手
方向中心線から離されている。
【００４６】
　上記による２つの部品に分割された入口材料は、入口材料が実際に必要とされている箇
所にだけ配置され、吸収性物品の機能を低下させることなく材料費を可能な限り低く抑え
ることを意味している。
【００４７】
　本発明の一態様によれば、吸収性物品は、吸収体の第１、第２の吸収層がそれぞれ、５
０ｇ／ｍ２から１０００ｇ／ｍ２の間の坪量を有することを特徴としている。
【００４８】
　別の態様によれば、吸収性物品の各吸収層はそれぞれ、いわゆるＳＡＰと称される高吸
収性高分子材料の含有量が０％から８０％の間であり得る。
【００４９】
　本発明の更なる態様によれば、吸収体の前端領域及び後端領域は、股下領域よりも大き
い横方向幅を有している。
【００５０】
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　本発明の一態様によれば、吸収性物品は、成人の失禁者向けのおむつを形成し、別の態
様によれば、吸収性物品は、幼児用おむつを形成する。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】より明確にするために、吸収体の２つの吸収層を互いに分けて示したときの本発
明の第１の態様に従う吸収体の斜視図である。
【図２ａ】吸収体の２つの吸収層が重ねて配置されている、図１の吸収体の図である。
【図２ｂ】２つの部品に分割された特別な入口材料が吸収体上に配置されている、図２の
吸収体の図である。
【図３ａ】尿の吸収を目的とすると共に図１および図２に従う吸収体を備える吸収性物品
を示す図である。
【図３ｂ】物品が使用者の腿から長手方向に垂直な横方向の力を受けるときに、図３ａに
おける断面Ａ－Ａがどのような形になるかを示す図である。
【図３ｃ】使用者の腿の間の間隔が狭い場合、物品が使用者の腿から長手方向に垂直な横
方向の力を受けるときに、図３ａにおける断面Ａ－Ａがどのような形になり得るかを示す
図である。
【図４ａ】より明確にするために、吸収体の２つの吸収層を互いに分けて示した、本発明
の代替の態様に従う吸収体の斜視図である。
【図４ｂ】吸収体の２つの吸収層が重ねて配置されているときの図４ａの吸収体の図であ
る。
【図４ｃ】図４ｂにおける吸収体が、使用者の腿から長手方向に垂直な横方向の力を受け
る吸収性物品内に配置されるときに、図４ｂの断面Ｂ－Ｂが使用中にどのような形になる
かを示す図である。
【図５】より明確にするために、吸収体の２つの吸収層を互いに分けて示した、本発明の
第３の態様に従う吸収体の斜視図である。
【図６】吸収体の２つの吸収層が重ねて配置されているときの図５の吸収体の図である。
【図７】図６における吸収体が、使用者の腿から長手方向に垂直な横方向の力を受ける吸
収性物品内に配置されるときに、図６における断面Ｃ－Ｃがどのような形になるかを示す
図である。
【図８】吸収性物品の液体透過性の外皮層の親水性を試験するときに液滴が吸収性物品に
どのように付与されるかを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
　本発明は、吸収性物品の一部を構成する吸収体を備える吸収性物品に関する。吸収体は
少なくとも２つの吸収層を備え、一方の吸収層は、使用中に使用者の方に向けられ、他方
の吸収層は、使用中に使用者から離れる方に向けられる。
【００５３】
　少なくとも、使用者を方に配置された吸収層は、少なくとも１つの長手方向開口部を備
え、使用者から離して配置された吸収層は、少なくとも１つの長手方向圧縮部を備える。
【００５４】
　吸収体を備える吸収物品が、使用者に置かれて使用者の腿の間で横に一緒に押し合わさ
れるときに所望の様態の形になるように、２つの吸収層は、２つの吸収層内の開口部およ
び圧縮部が協働するようにして配置される。
【００５５】
　本発明の第１の態様は、吸収性物品に内蔵され、物品が使用者の腿の間で横に一緒に押
し合わされるときにカップ形（Ｕ字形）を呈する吸収体に関する。
【００５６】
　また、本発明は、前述に従って形付けられた吸収体を備える吸収性物品にも関する。吸
収性物品は、この点において複数の種類の吸収性物品を意味しており、例えば、一体式の
おむつ、パンツ式のおむつ、ベルト式のおむつ、または、生理用品などがある。
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【００５７】
　いわゆる一体式のおむつは、留め付けフラップを備えることを特徴としており、おむつ
が使用者の腰の周りに付けられるときに、おむつの前方腰部と後方腰部とが留め付けフラ
ップで連結される。通常、一体式のおむつは、腰部分の少なくとも一部が弾性部材を通常
有する腰領域と関連している、脚の切り抜き部における弾性領域を備えている。多くの一
体式のおむつでは、留め付けフラップが弾性領域を備える。また、留め付けフラップは接
着表面を備えることができ、その接着表面は、接着体が留め付ける反対側の端部分上の表
面に連結される。現在、面ファスナー（ｈｏｏｋ＆ｌｏｏｐ）式の留め付けシステムが、
慣行的に使用されている。
【００５８】
　いわゆるパンツ式のおむつは、製造の間に、その股下部において実質的に横方向の折り
目の周りで折り曲げられ、続いて、腰のところで互いに結合されていることを、特に特徴
としている。これらの種類のおむつは、１着のブリーフのようにぴったりと使用者に適用
される、つまり、使用者の脚にわたって引き寄せられるように、意図されている。パンツ
式のおむつの腰部分における結合は、通常、引き離すことができ、パンツ式のおむつは、
取り外そうとするときに使用者の足から引き下ろすことを必要とせずに、使用後に脱ぐこ
とができる。この可能性は、パンツ式のおむつが使用後に糞便で汚れている場合に、特に
高く評価される。パンツ式のおむつは、通常は、腰部内の弾性領域と、脚開口部の周りの
弾性領域とを備えている。
【００５９】
　開けて再び閉じることができるパンツ式のおむつも存在し得る。このようなパンツ式の
おむつは、腰のところで一緒に折られて供給されるが、例えば物品の内容物を確認するた
めに開けて、その後に再び閉じることができる。
【００６０】
　ベルト式のおむつは、１つの、おむつの吸収性部分に比べて、横方向のベルトを備え、
そのベルトは、おむつの前方または後方のいずれかの横方向の縁に連結されることを特徴
とする。
【００６１】
　このようなベルト式のおむつが適用されるとき、ベルトは、第１のステップにおいて、
使用者の腰の周りに固定される。その後に、おむつの吸収性部分は、ベルトからゆったり
とぶら下がっている。次に、おむつの吸収性部分が使用者の脚の間に導かれてベルトに留
め付けられ、そのベルトには、その横方向の自由縁に沿っておむつの吸収性部分上に配置
された固定部材にしっかりと把持するための固定表面が備えられている。ベルトおよび脚
の切り抜き部は、通常、ベルト式のおむつでは伸縮性がある。
【００６２】
　別の種類のベルト式のおむつは、２つの部品を有しており、分割したベルトと分割した
吸収性構造体で構成される。使用中に、ベルトは使用者の腰の周りに留め付けられ、その
後、吸収性構造体が、面ファスナー要素またはテープ要素によって、吸収性構造体の隅で
ベルトの外側に連結される。
【００６３】
　一体式のおむつ、パンツ式のおむつ、またはベルト式のおむつは、まだトイレを使えな
い子供を対象としている幼児用おむつ、または、失禁の成人使用者を対象としている失禁
防御で構成され得る。
【００６４】
　図１および図２は、本発明の第１の態様に従う使い捨て吸収性物品内に設置されること
を意図した吸収体１５を示している。吸収体１５は、第１の吸収層１６と、とりわけセル
ロース軟毛パルプを含む第２の吸収層１７とを備えている。
【００６５】
　図１では、明確にするために、吸収体１５の第１の吸収層１６および第２の吸収層１７
が互いに分離されているが、図２ａは、吸収体１５が吸収性物品の中に適用されるときに
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配置されているように、吸収体１５を示している。
【００６６】
　あるいは、吸収体１５は、追加の吸収層を備えることができる。
【００６７】
　多くの吸収体では、セルロース軟毛パルプは、吸収中に大量の液体を化学的に結合させ
て液体含有ゲルを形成する種類の高吸収性高分子材料の繊維または粒子と混合されている
。
【００６８】
　各吸収層１６、１７はそれぞれ、５０ｇ／ｍ２から１０００ｇ／ｍ２までの坪量を有す
ることができ、いわゆるＳＡＰと称される高吸収性高分子材料を０～８０％で含むことが
できる。
【００６９】
　吸収体１５は、さらに、吸収体１５の様々な特性を向上させるための構成要素を備える
ことができる。このような構成要素の例は、結合繊維や、液体を広げる様々な種類の層ま
たは繊維、形を安定化させる構成要素、補強繊維などである。
このような構成要素は、いずれの図にも示されていない。
【００７０】
　吸収性層１６、１７は、通常は、吸収性物品全体を製造する同じ機械においてインライ
ンで製作されるが、吸収層１６、１７があらかじめ加工された吸収材料によって製作され
てもよい。あらかじめ加工された吸収材料は、通常は、ロール状で供給され、材料が切断
されて所定の構成へと折り曲げられる。あらかじめ加工された吸収材料は、インラインで
製作される吸収体と同じ構成要素を含み得る。結合繊維は、原則的には、あらかじめ加工
された吸収材料における必須の構成要素であり、それらは取り扱い中に一緒にとどまるよ
うになっている。
【００７１】
　吸収体１５は、前端領域２７、後端領域２８、及び、前端領域２７と後端領域２８との
間に配置された股下領域２６を備える。吸収体１５は砂時計形を有しており、股下領域２
６は、前端領域２７および後端領域２８より狭くなっている。
【００７２】
　あるいは、吸収体１５は、例えば、実質的に矩形の普通の吸収体であるといった、別の
形を有してもよい。
【００７３】
　吸収体１５は長手方向中心線２５を有している。
【００７４】
　第１の吸収層１６は長手方向縁３１を有している。
【００７５】
　長手方向開口部２０は、第１の吸収層１６の股下領域２６に配置され、中心線２５と一
致している。開口部２０は、股下領域２６においてその主要な拡がりを有しているが、前
端領域２７と後端領域２８との両方へと拡がっていてもよい。開口部２０は、第１の吸収
層１６の長さの３０％で長手方向に拡がっている。
【００７６】
　本発明の代替の態様では、開口部２０は、長手方向の向きで、第１の吸収層１６の長さ
の１０％と１００％との間の拡がりを有してもよい。
【００７７】
　開口部２０は、長手方向に垂直な１５ｍｍの幅を有しているが、本発明の代替の態様で
は、２から３０ｍｍの間で、好ましくは５から２０ｍｍの間で、さらにより好ましくは８
から１５ｍｍの間で、異なるものであってもよい。
【００７８】
　第２の吸収層１７は長手方向縁３２を有している。長手方向圧縮部３５は、第２の吸収
層１７の股下領域２６に配置され、中心線２５と一致している。圧縮部３５は、吸収層１
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７の周囲部分と比べてより明確に見ることができる。吸収層１７の厚さは、圧縮部３５の
中心部分において２０～９０％で、好ましくは５０～９０％で、さらにより好ましくは７
０～９０％で低減されている。
【００７９】
　圧縮部３５は、股下領域２６において、長手方向におけるその主要な拡がりを有してい
るが、前端領域２７と後端領域２８との両方へと拡がっていてもよい。
【００８０】
　圧縮部３５は、第２の吸収層１７の長さの３０％で長手方向に拡がっており、それは、
第１の吸収層１６の開口部２０まで拡がっていることを意味している。
【００８１】
　本発明の代替の態様では、圧縮部３５は、長手方向において、第１の吸収層１６内の開
口部２０の長さの３０％から第２の吸収層１７の全長までの拡がりを有してもよい。
【００８２】
　圧縮部３５は、長手方向に垂直な１５ｍｍの幅を有しているが、本発明の代替の態様で
は、２から３０ｍｍの間、好ましくは５から２０ｍｍの間、さらにより好ましくは８から
１５ｍｍの間の幅を有してもよい。
【００８３】
　吸収体１５は、第１の吸収層１６に配置された開口部２０と、第２の吸収層１７に配置
された圧縮部３５とが、実質的に互いと重なり合う点を、主な特徴としている。試験は、
一方の層内の長手方向開口部と他方の層内の長手方向圧縮部とが互いと重なり合わせるこ
とができることによって、吸収体を備える物品が、長手方向に垂直な力を受けたときに実
質的により大きな安心をもって所望の様態の形となることを示している。さらに、向上し
た戻る力が長手方向に対して垂直に得られ、これが使用者の腿に対して効果的に封止し、
それによって、多くの漏れが回避される。
【００８４】
　吸収体１５の股下領域２６は、長手方向中心線２５に実質的に垂直な力に曝されるとき
、圧縮部３５を備えている第２の吸収層１７がＶ字形の外側の方へ向けられ、開口部２０
を備えている第１の吸収層１６がＶ字形の中へ内側に向けられた状態で、実質的にＶ字形
のように成形される。
【００８５】
　第２の吸収層１７内の圧縮部３５は、吸収体１５が形成されるとき、折り曲げを表わす
部分として機能する。第１の吸収層１６内の開口部２０の幅は成形中に縮小され、開口部
２０が、形成中に一緒に押し合わされることになる材料をまったく含まないため、形成も
妨げられない。
【００８６】
　図２ｂは、２つの部品に分割された特別な入口材料４５が、どのように、吸収体１５の
うちの、吸収体１５を備える吸収性物品の使用中に使用者に面して向けられるように意図
された側に配置されるのかを示している。
【００８７】
　入口材料４５の２つの部品は、実質的に長手方向に延在しており、吸収体１５の股下領
域２６に配置されているが、吸収体１５の前端領域２７や後端領域２８の中まで延在して
もよい。
【００８８】
　入口材料４５の２つの部品の各部分は、中心線２５と吸収体１５の長手方向縁３０との
間で横に配置されており、入口材料４５の横方向の各部品それぞれの最も外側の縁４６は
、吸収体１５の長手方向縁３０から１０～３０ｍｍ、好ましくは１５～３０ｍｍの間隔で
配置されている。
【００８９】
　あるいは、入口材料４５は、より大きな中心開口部を有する材料で構成されており、入
口材料４５の長手方向外側の縁は、二部品の入口材料４５のために上記で規定されている
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吸収体１５の長手方向縁３１，３２から同じ距離に配置されている。縁が吸収体の長手方
向縁３０から離して配置される中央開口部を有さない入口材料４５を考えることも可能で
ある。
【００９０】
　入口材料４５は、入口材料４５を載せた第１の吸収層１６よりも大きな細孔を備える。
例えば、入口材料４５は、ポリエチレン、ポリプロピレン、またはポリエステルの合成繊
維から成る。また、いわゆる２つの構成要素の繊維は、繊維品質のポリエチレン、ポリプ
ロピレン、またはポリエステルのうちの少なくとも１つを含む。入口材料４５は、続いて
より遅い速度で吸収体１５によって排出させるために、大きな流量で物品に突き当たる液
体を受け取って一時的に貯蔵するという役割をもっている。
【００９１】
　図３ａは、本発明の第１の態様に従う、吸収体１５を備えている吸収性物品６を示して
いる。
【００９２】
　物品６は、幼児用おむつ、または、成人の失禁する使用者向けのおむつであり得る。
【００９３】
　図３ａに示す吸収性物品６は、いわゆる一体式のおむつであるが、本発明のための特別
なカップ形は、例えばパンツ式のおむつやベルト式のおむつなどの、尿吸収を目的とする
代替の物品にも関連している。
【００９４】
　物品６は、股下領域４８、前端領域４９、及び後端領域５０を備える。さらに、吸収性
物品は、長手方向縁４４を備える。
【００９５】
　物品６は、使用中に使用者の方を向くように意図された物品の表面にわたって配置され
る液体透過性の外皮層２を備え、且つ、物品６の表面にわたって配置されると共に使用中
に使用者から離れる方に向けられるように意図された裏面層４を備えている。
【００９６】
　本発明の第１の態様に従う吸収体１５は、液体透過性の外皮層２と裏面層４との間に配
置される。吸収体１５は、上記した図１、図２ａ、および図２ｂと共に説明されている。
【００９７】
　物品６が液体透過性の外皮層２の下でどのように構成されているかをより明確にするた
めに、後述の領域が開けられている。開けられている領域は、上部から物品６を通って底
部の方へ向かって、２つの部品の入口材料４５、吸収体１５、第１の吸収層１６の長手方
向開口部２０、および、第２の吸収層１７の長手方向圧縮部３５を示している。さらに、
開けられている領域は、吸収体１５の長手方向縁３０の１つを示してる。
【００９８】
　液体透過性の外皮層２は、吸収体１５の全周に沿って、吸収体１５の外側に延在してい
る。外皮層２は、目的に適した任意の材料で構成され得る。一般的に存在する液体透過性
の外皮層の例には、不織布材料、多孔性プラスチック膜、プラスチックまたは織物の網、
および、液体透過性の発泡層がある。
【００９９】
　横方向において最も外側に配置された２つの部品の入口材料４５の縁４６と吸収体１５
の長手方向縁３１、３２との間の領域において、液体透過性の外皮層２は親水特性を有し
ている。これらの２つの縁領域における親水特性は、液体透過性の外皮層２の上を流れる
可能性が増大した液体が、閉じ込められて吸収体１５へと運ばれることになることを意味
する。親水特性は、例えば、液体透過性の外皮層２を界面活性剤で処理することによって
、得ることができる。
【０１００】
　内部の試験は、液体透過性の外皮層２の少なくとも一部の親水特性が、尿を確実に閉じ
込めて液体が表面に上昇するのを回避するために、後述する試験方法に従った親水特性を
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要することを示した。
【０１０１】
　裏面層４も、その全周に沿って、吸収体１５の外側に延在している。よく存在する裏面
層は、通常は、液体非透過性であり、薄い液体非透過性のプラスチック膜で構成される。
【０１０２】
　液体非透過性だが蒸気透過性の材料から成る裏面層４は、現今、多くの種類の吸収性物
品にとって原則的に標準である。蒸気透過性は物品が呼吸できることを意味し、それは、
物品を使用するのに相当より快適にする。
【０１０３】
　液体障壁として機能する液体非透過性材料と、外方に向けられた表面を衣類物品のよう
にするための織物状材料とを備える積層物から成る裏面層も、現今では概ね標準として見
なすことができる。
【０１０４】
　液体透過性の外皮層２と裏面層４とは、吸収体１５の全周の外側で互いに連結されてい
る。
【０１０５】
　吸収性物品６は、いわゆる脚弾性部を構成する弾性要素５を備える。脚弾性部の弾性要
素５は、少なくとも股下領域４８内で長手方向に延在しており、それらの弾性要素５は、
吸収体１５の長手方向縁３０と吸収性物品６の長手方向縁４４との間に配置されている。
弾性要素５は、予め張力が付与された状態で適用され、液体透過性の外皮層２及び吸収体
１５の外側に配置された裏面層４を持ち上げて更なる直立形態にするように意図されてお
り、それによって、使用者の腿に対する封止が達成され、液体が物品上の縁を越えて流出
することが防止される。
【０１０６】
　脚弾性部は、液体透過性の外皮層２と裏面層４との間に配置された３つの弾性要素５を
備えているが、代替の物品では、３つよりも多いいくつかの弾性要素、または、より少な
い弾性要素を備えてもよい。
【０１０７】
　液体または糞便が吸収性物品の縁から漏れ出すのをさらに防止するために、物品６には
、いわゆる立体ギャザーと称される内側漏れ障壁１１が設けられている。内側漏れ障壁１
１は、吸収体１５の長手方向縁の付近に配置されている。各内側漏れ障壁１１はそれぞれ
、それらの自由縁１３に関連して、張力が付与された状態で内側漏れ障壁１１に連結され
た弾性要素１２を備えている（図３ｂを参照）。或いは、弾性要素１２は、弾性糸、弾性
バンド、弾性膜、弾性発泡体、または代替品のうちの１つ以上によって構成され得る。
【０１０８】
　内側漏れ障壁１１は、個々に折られた別々の材料ストリップによって構成されており、
材料ストリップのシャンクが液体透過性の外皮層２に連結されている。或いは、内側漏れ
障壁１１は、液体透過性の外皮層２における折り畳み部で構成することができる。
【０１０９】
　張力が付与された弾性要素１２を自由にすると、弾性要素１２が内側漏れ障壁１１の内
側自由縁と一緒に収縮し、内側漏れ障壁１１は、少なくとも物品６の股下領域内で、液体
透過性の外皮層２から離れて直立形態にさせられる。
【０１１０】
　吸収性物品６の後端領域には、物品６の後方の横方向の縁に沿って配置された弾性部材
によって構成された、いわゆる腰弾性部８が設けられている。腰弾性部８は、吸収性物品
６が使用者の腰の周りに柔らかく且つ柔軟に締めるように意図されている。記載した物品
では、後方部だけに腰弾性部８が設けられている。代替の物品では、前方部にも腰弾性部
が設けられてもよい。
【０１１１】
　特別な留め付け部材９は、物品が使用者に適用されるときに前端領域に連結するために
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、吸収性物品６の後端領域に配置されている。
【０１１２】
　図３ｂは、吸収性物品６が、使用中に、使用者の腿から横方向の力（Ｆ）を受けると図
３ａの断面Ａ－Ａがどのような形になるかを示している。
【０１１３】
　吸収体１５は、上記の図１および図２と共に説明されているように、液体透過性の外皮
層２と裏面層４との間に配置される。
【０１１４】
　吸収体１５は、使用中に、第１の吸収層１６が使用者の方に向けられ、第２の吸収層１
７が使用者から離れる方に向けられた状態で、配置される。
【０１１５】
　二部品の入口材料４５は、第１の吸収層１６と液体透過性の外皮層２との間に配置され
る。二部品の吸い取り材料４５の横方向の最も外側に配置された縁４６は、吸収体１５の
長手方向縁３０の内側に間をあけて配置される。最も遠くに配置された縁３０は、中心線
２５から最も遠く離れて配置された第１の吸収層１６の縁３１及び第２の吸収層１７の縁
３２を意味する。
【０１１６】
　内側漏れ障壁１１は、液体透過性の外皮層２のうちの、吸収体１５から離れる方に向け
られた側で、吸収体１５の長手方向縁３０に隣接させて配置されている。内側漏れ障壁１
１は、液体透過性の外皮層２に対する、内方に向けられた取付線４７を備える。
【０１１７】
　図は、カップ形がどのように形成されるかを示しており、ここで、吸収体１５が第２の
吸収層１７の長手方向圧縮部３５の周りで折り畳まれ、圧縮部が、曲げを表わす印象的な
部分を構成する。第１の吸収層１６の開口部２０の幅は、吸収体１５が曲げられたり形成
されたりするとき、同時に幅が縮小され、そして、一緒に押し合わされなければならない
材料を開口部２０がまったく備えていないことにより、曲げたり形成したりしている間に
抵抗が生じない。
【０１１８】
　カップ形によって、尿が供給される速さで吸収体１５によって吸収できない尿を、形成
されたカップ形に一時的に貯蔵させることができる。
【０１１９】
　図が示すように、物品６の液体透過性の外皮層２と裏面層４との間に配置された弾性要
素５が、張力が付与された状態で適用される結果、前記液体透過性の外皮層２及び裏面層
４は、実質的な直立形態を受け入れ、それから、内側漏れ障壁１１の弾性要素１２も、予
め張力が付与された状態で適用される結果、内側漏れ障壁１１も使用中に直立形態を受け
入れる。
【０１２０】
　図３ｃは、使用者の腿の間の距離が小さいとき、物品が使用者の腿から長手方向に垂直
な角度で横方向の力を受けると、図３ａの断面Ａ－Ａが使用中にどのように形成され得る
かを示す図である。
【０１２１】
　物品の股下領域が横方向にかなり圧縮されたことによって、中心線２５の一方の側に配
置された二部品の入口材料４５のうちの一方の部品が、中心線の反対側に配置された二部
品の入口材料４５のうちの第２の部品に、ほとんどもたれ掛かる。極端に言えば、二部品
の入口材料４５の両方の部品が互いに重ね合されることが起こる。
【０１２２】
　図４ａおよび図４ｂは、本発明の代替の態様に従う使い捨て吸収性物品６内に設置する
ことを意図した代替の吸収体１５を示している。吸収体１５は、第１の吸収層１６と、少
なくともセルロース軟毛パルプを含む第２の吸収層１７とを備えている。
【０１２３】
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　図４ａでは、明確さを高めるため、吸収体１５の第１の吸収層１６および第２の吸収層
１７は互いから分離されている一方、図４ｂは、吸収体１５が吸収性物品の中へ適用され
るときに配置されるような吸収体１５を示している。
【０１２４】
　吸収体１５は、前端領域２７、後端領域２８、及び、前端領域２７と後端領域２８との
間に配置された股下領域２６を備え、且つ、長手方向中心線２５を備える。
【０１２５】
　第１の吸収層１６は長手方向縁３１を有している。
【０１２６】
　さらに、第１の吸収層１６は、第１の長手方向開口部２０と第２の長手方向開口部２１
とを備える。
【０１２７】
　開口部２０、２１は、股下領域２６において、長手方向においてそれらの主要な拡がり
を有しているが、前端領域２７と後端領域２８との両方へと拡がっていてもよい。
【０１２８】
　開口部２０、２１は、前記中心線２５と各長手方向縁３１との間で中心線２５の各側の
横方向に配置されている。
【０１２９】
　開口部２０、２１は、第１の吸収層１６の長さの３０％にわたって長手方向に拡がって
いるが、本発明の代替の態様では、第１の吸収層１６の長さの１０％から１００％の間の
長手方向の拡がりを有してもよい。
【０１３０】
　開口部は、長手方向に垂直な幅が１５ｍｍであるが、本発明の代替の態様では、２から
３０ｍｍの間、好ましくは５から２０ｍｍの間、さらにより好ましくは８から１５ｍｍの
間で変更することができる。
【０１３１】
　第２の吸収層１７は長手方向縁３２を有している。
【０１３２】
　さらに、第２の吸収層１７は、第１の長手方向圧縮部３５と第２の長手方向圧縮部３６
とを有している。
【０１３３】
　圧縮部３５、３６は、股下領域２６において、長手方向におけるその主要な拡がりを有
しているが、前端領域２７と後端領域２８との両方へと拡がっていてもよい。
圧縮部３５、３６は、前記中心線２５と各長手方向縁３２との間で中心線２５の各側の横
方向に配置されている。
【０１３４】
　圧縮部３５、３６は、第２の吸収層１７の長さの３０％で長手方向に拡がり、これは、
圧縮部３５、３６が第１の吸収層１６の開口部２０、２１まで拡がっていることを意味し
ている。
【０１３５】
　本発明の代替の態様では、圧縮部３５、３６は、長手方向の向きにおいて、第１の吸収
層１６内の開口部２０、２１の長さの３０％から第２の吸収層１７の全長までの拡がりを
有してもよい。
【０１３６】
　圧縮部３５、３６は、長手方向に垂直な幅が１５ｍｍであるが、本発明の代替の態様で
は、２から３０ｍｍの間、好ましくは５から２０ｍｍの間、さらにより好ましくは８から
１５ｍｍの間の幅を有することができる。
【０１３７】
　圧縮部３５、３６は、吸収層１７の周囲部分と関連しているのを明確に見ることができ
、吸収層１７の厚さは、吸収層１７の中心部分において２０～９０％で、好ましくは５０
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～９０％で、さらにより好ましくは７０～９０％で低減されている。
【０１３８】
　吸収体１５は、第１の吸収層１６に配置された第１の開口部２０が、第２の吸収層１７
に配置された第１の圧縮部３５と実質的に重なり合う点と、第１の吸収層１６に配置され
た第２の開口部２１が、第２の吸収層１７に配置された第２の圧縮部３６と実質的に重な
り合う点とを主な特徴としている。
【０１３９】
　吸収体１５の股下領域２６は、長手方向中心線２５に実質的に垂直な力を受けると、第
１の吸収層１６がＵ字のような形となり、その第１の吸収層１６は、Ｕ字形の内方へ向け
られた開口部２０、２１を備える。圧縮部３５、３６を備えている第２の吸収層１７は、
Ｕ字形において外方へ向けられることになる。
【０１４０】
　本発明のこの態様に従う、吸収体１５についての重なり合う開口部－圧縮部の組み合わ
せは、図１および図２と共に上記で説明されたのと同じようにして機能し、つまり、圧縮
部は、曲げを表わす部分のように機能し、その部分は、いずれの材料によっても妨げられ
ず、開口部内で圧縮されない。
【０１４１】
　図４ｃは、吸収体１５が吸収性物品において液体透過性の外皮層２と液体非透過性の裏
面層４との間に配置され、物品が使用中に使用者の腿から横方向の力（Ｆ）を受けるとき
に、図４ｂの断面Ｂ－Ｂがどのように形成されるかを示している。
【０１４２】
　吸収性物品は、好ましくは、尿吸収を目的としており、例えば、幼児用おむつ、または
、成人使用者向けの失禁用品であり得る。
【０１４３】
　図４ａおよび図４ｂと共に説明されるように、吸収体１５は、物品の液体透過性の外皮
層２と裏面層４との間に配置される。
【０１４４】
　吸収体１５は、使用中に、第２の吸収層１７が使用者から離れる方に向けられ、第１の
吸収層１６が使用者に面して向けられた状態で、配置される。
【０１４５】
　第２の吸収層１７の長手方向圧縮部３５、３６は、第１の吸収層１６の長手方向開口部
２０、２１と協働し、Ｕ字形の２つの外方に向けられた側方折り畳み部４０、４１を形成
する。
【０１４６】
　二部品の入口材料４５は、第１の吸収層１６と液体透過性の外皮層２との間に配置され
、吸収体１５の長手方向縁に隣接して内側漏れ障壁１１が配置される。
【０１４７】
　２つの外方に向けられた側方折り畳み部４０、４１は、第２の吸収層１７の各圧縮部３
５、３６の周りに形成されており、それらの圧縮部は、曲げを表わす印象的な部分を構成
する。第１の吸収層１６の２つの長手方向開口部２０、２１は、側方折り畳み部４０、４
１が曲げられたり形成されたりするときに、幅が縮小され、そして、開口部２０、２１が
材料をまったく備えていないことによって、曲げたり形成したりしている間に抵抗が生じ
ない。
【０１４８】
　図５および図６は、本発明のさらなる態様に従う使い捨て吸収性物品６内に設置される
ように提供された吸収体１５を示している。吸収体１５は、図４ａおよび図４ｂと共に上
記で説明された吸収体と同じようにして実質的に構成されるが、第１の吸収層１６が第３
の長手方向圧縮部３７を備え、第２の吸収層１７が第３の長手方向開口部２２を備える点
が加えられている。
【０１４９】
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　図５では、明確さを高めるために、吸収体１５の第１の吸収層１６および第２の吸収層
１７は互いから分離されている一方、図６は、吸収体１５が吸収性物品の中へ適用される
ときに配置されるような吸収体１５を示している。
【０１５０】
　第３の圧縮部３７は、中心線２５と一致しており、股下領域２６において長手方向にそ
の主要な拡がりを有しているが、前端領域２７と後端領域２８との両方へと拡がっていて
もよい。
【０１５１】
　圧縮部３７は、第１の吸収層１６の長さの３０％で長手方向に拡がっているが、本発明
の代替の態様では、圧縮部３７は、第２の吸収層１７内の開口部２２の長さの３０％から
、第１の吸収層１６の全長までで、長手方向の拡がりを有することができる。
【０１５２】
　さらに、圧縮部３７は、長手方向に垂直な幅が１５ｍｍであるが、本発明の代替の態様
では、２から３０ｍｍの間、好ましくは５から２０ｍｍの間、さらにより好ましくは８か
ら１５ｍｍの間の幅を有することができる。
【０１５３】
　第３の長手方向開口部２２は、中心線と一致しており、股下領域２６において、長手方
向におけるその主要な拡がりを有しているが、前端領域２７と後端領域２８との両方へと
拡がっていてもよい。
【０１５４】
　開口部２２は、第２の吸収層１７の長さの３０％で長手方向に拡がっているが、本発明
の代替の態様では、開口部２２は、第２の吸収層１７の長さの１０％と１００％との間の
長手方向の拡がりを有することができる。
【０１５５】
　開口部は、長手方向に垂直な幅が１５ｍｍであるが、本発明の代替の態様では、２から
３０ｍｍの間で、好ましくは５から２０ｍｍの間で、さらにより好ましくは８から１５ｍ
ｍの間で変更することができる。
【０１５６】
　吸収体１５は、第２の吸収層１７に配置された開口部２２と第１の吸収層１６に配置さ
れた第３の圧縮部３７とが実質的に互いと重なり合う点、および、第１の吸収層１６に配
置された第１の開口部２０が第２の吸収層１７に配置された第１の圧縮部３５と実質的に
重なり合う点、並びに、第１の吸収層１６に配置された第２の開口部２１が第２の吸収層
１７に配置された第２の圧縮部３６と実質的に重なり合う点を主な特徴としている。
【０１５７】
　吸収体１５の股下領域２６は、長手方向中心線２５に実質的に垂直な力を受けると、第
１の吸収層１６がＷ字のような形となり、その第１の吸収層１６は、圧縮部３７及びＷ字
形の内方へ向けられた開口部２０、２１を備える。開口部２２と圧縮部３５、３６とを備
えている第２の吸収層１７は、ここでは、Ｗ字形において外方へと向けられることになる
。
【０１５８】
　図７は、吸収体１５が吸収性物品において液体透過性の外皮層２と液体非透過性の裏面
層４との間に配置され、物品が使用中に使用者の腿から横方向の力（Ｆ）を受けると、図
６の断面Ｃ－Ｃがどのように形成されるかを示している。
【０１５９】
　吸収体１５は、図５および図６と共に上記で説明されているように、液体透過性の外皮
層２と裏面層４との間に配置される。
【０１６０】
　吸収体１５は、使用中に、第２の吸収層１７が使用者から離れる方に向けられ、第１の
吸収層１６が使用者に面して向けられた状態で、配置される。
【０１６１】
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　第２の吸収層１７の長手方向圧縮部３５、３６は、第１の吸収層１６の長手方向開口部
２０、２１と協働し、Ｗ字形の２つの外方に向けられた側方折り畳み部４０、４１を形成
する。
【０１６２】
　二部品の入口材料４５は、第１の吸収層１６と液体透過性の外皮層２との間に配置され
、吸収体１５の長手方向縁に隣接して内側漏れ障壁１１が配置される。
【０１６３】
　２つの外方に向けられた側方折り畳み部４０、４１は、図４ｃと共に上記で説明された
のと同じようにして形成される。
【０１６４】
　第１の吸収層１６の第３の長手方向圧縮部３７は、第２の吸収層１７の長手方向開口部
２２と協働し、Ｗ字形の内方に向けられた中央折り畳み部３９を形成する。中央折り畳み
部３９は、第１の吸収層１６の圧縮部３７の周りに形成され、その圧縮部は、曲げを表わ
す印象的な部分を構成する。第２の吸収層の開口部２２は、中央折り畳み部３９が曲げら
れたり形成されたりするときに、幅が縮小され、そして、開口部２２が材料をまったく備
えていないことによって、曲げたり形成したりしている間に抵抗が生じない。
【０１６５】
　また、本発明は、本発明の記載した態様の考えられ得るすべての組み合わせも含む。
【０１６６】
　さらに、本発明は、本発明の上で挙げた態様に限定されず、当然に、以下の特許請求項
の範囲内における他の組み合わせにも適している。
【０１６７】
親水性試験
【０１６８】
備品
【０１６９】
　吸収性物品の液体透過性の外皮層が特許に従って親水性であるかどうかを判定するため
に、以下が必要である。
【０１７０】
　－　親水性が判定される種類の５つの吸収性物品
　－　液滴が０．０３ｇから０．０５ｇの間の重さとなる１つのピペット
　－　下記の処方に従う人工的な尿：
　　　　脱イオン水で０．１％まで希釈したトリトンＸ－１００、
　　　　１Ｌの０．９％ＮａＣｌ溶液と混合された１ｇの上記に従う０．１％トリトン調
合物、
　　　　（２３°の調合物の表面張力が６０±２ｎＮ／ｍとなる）
　　　　トリトンＸ－１００は、ドイツ・ダルムシュタット６４２７１のメルク社から購
入可能、
　－　センチメートルの目盛りを有する定規
　－　マーキングペン
　－　ストップウォッチ
　－　（液滴重量を測定するための）０．００１ｇの精度を有する分析スケール
【０１７１】
準備
【０１７２】
　－　吸収性物品を、５０％ＲＨの相対空気湿度、且つ２３℃で、少なくとも２４時間の
間、折り畳まれていない状態にする。
　－　ピペットが供給する液滴重量が上記で示された範囲内にあることを確認する。
【０１７３】
試験
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【０１７４】
　－　試験対象の吸収性物品６を引き伸ばし、それを、液体透過性の外皮層２が平らな支
持物から離れる方に向けられた状態で、平らな支持物の上に置く。物品は、有利には、物
品の伸ばされた角を支持物の上にテープでしっかりと留めることによって、或いは、他の
適切な方法で、平置き状態で固定される。
【０１７５】
　－　物品の長手方向における中心５１にマーキングペンで印を付け、それから、物品６
の長手方向中心線２５に対して垂直な横方向中心線５２を付ける。横方向中心線５２は、
実質的に物品６の幅全体にわたって延在し、且つ、最初に付けられた中心の印５１を通っ
て延びている。
【０１７６】
　－　横方向の中心線５１と物品の前端４９との間に５つの線５３を付ける。５つの線５
３は全て、横方向の中心線５１と平行にしなくてはならない。横方向の中心線５１からそ
れぞれ、２ｃｍ離して第１の線が、４ｃｍ離して第２の線が、６ｃｍ離して第３の線が、
８ｃｍ離して第４の線が、１０ｃｍ離して第５の線がある（図８を参照）。
【０１７７】
　－　３０ｍｍ未満の長さを持った吸収体を有する吸収性物品については、横方向の中心
線５１からそれぞれ、１．５ｃｍ離して第１の線が、３ｃｍ離して第２の線が、４．５ｃ
ｍ離して第３の線が、６ｃｍ離して第４の線が、７．５ｃｍ離して第５の線が付けられる
。
【０１７８】
　－　５つの中間スペース５６が、吸収性物品６の前側半分に画定され、横方向の中心線
５１と最も近くに位置する線５３との間に第１の中間スペース５６があり、物品の前側半
分における平行線５３の間に４つの中間スペース５６がある。
【０１７９】
　－　横方向の中心線５１と物品の後端５０との間に別の５つの線５４を付ける。５つの
線５４は全て、横方向の中心線５１と平行にしなくてはならない。横方向の中心線５１か
らそれぞれ、２ｃｍ離して第１の線が、４ｃｍ離して第２の線が、６ｃｍ離して第３の線
が、８ｃｍ離して第４の線が、１０ｃｍ離して第５の線がある（図８を参照）。
【０１８０】
　３０ｍｍ未満の長さを持った吸収体を有する吸収性物品については、横方向の中心線５
１と物品の後端５０との間にも、横方向の中心線５１からそれぞれ、１．５ｃｍ離して第
１の線が、３ｃｍ離して第２の線が、４．５ｃｍ離して第３の線が、６ｃｍ離して第４の
線が、７．５ｃｍ離して第５の線が付けられる。
【０１８１】
　別の５つの中間スペース５６が、吸収性物品６の後側半分に画定され、横方向の中心線
５１と最も近くに位置する線５３との間に第１の中間スペース５６があり、物品の後側半
分における平行線５３の間に４つの中間スペース５６がある。
【０１８２】
　－　内側漏れ障壁が無い吸収性物品６については、液滴５５が、吸収体１５の各長手方
向縁３０の内側にそれぞれ、３～５ｍｍの間隔で、それぞれの中間スペース５６における
中心に滴下され、つまり、１０滴の液滴５５が吸収体１５のそれぞれの縁に沿って滴下さ
れ、試験される吸収性物品６ごとに全部で２０滴の液滴が滴下される。
【０１８３】
　－　吸収体１５と重なり合う内方に向けられた取付線４７を備える内側漏れ障壁１１（
図３ｂを参照）を有する吸収性物品６については、１滴の液滴５５が、取付線４７の内側
に３～５ｍｍの間隔で、それぞれの中間スペース５６における中心に滴下され、つまり、
１０滴の液滴がそれぞれの内側漏れ障壁１１に沿って滴下され、試験される吸収性物品１
つ当り全部で２０滴の液滴が滴下される。
【０１８４】
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　試験の実施を容易にするために、各内側漏れ障壁１１の内方に向けられた取付線４７が
視認可能になるように、内側漏れ障壁１１を強制的に位置付けることが有利であり得る。
【０１８５】
　－　内方に向けられた取付線４７を備え（図３ｂを参照）、これらの取付線４７が吸収
体１５の長手方向縁３０と吸収性物品６の長手方向縁４４との間、つまり吸収体１５の外
に配置される、内側漏れ障壁１１を備える吸収性物品６については、１滴の液滴５５が、
吸収体１５の各長手方向縁の内側に３～５ｍｍの間隔で、それぞれの中間スペース５６に
おける中心に滴下され、つまり、１０滴の液滴５５が吸収体のそれぞれの縁に沿って滴下
され、試験される吸収性物品１つ当りで全部で２０滴の液滴が滴下される。
【０１８６】
　－　部分的に吸収体６と重なり合って配置されると共に、部分的に吸収体６の外に配置
される内方に向けられた取付線４７を備える内側漏れ障壁１１を有する吸収性物品６につ
いては、
　内方に向けられた取付線４７が吸収体６と重なり合う部分では、１滴の液滴５５が、こ
の接続線４７（図３ｂを参照）の内側に３～５ｍｍの間隔で、それぞれの中間スペース５
６における中心に滴下され、
　内方に向けられた取付線４７（図３ｂを参照）が吸収体１５の外に配置された部分では
、１滴の液滴５５が、吸収体１５の各長手方向縁３０の内側に３～５ｍｍの間隔で、それ
ぞれの中間スペース５６における中心に滴下され、
　内方に向けられた取付線４７（図３ｂを参照）が吸収体の長手方向縁３０を横断する中
間スペース５６では、液滴５５が、吸収体１５の長手方向縁３０の内側に３～５ｍｍの間
隔で中心に滴下される。液滴は、中間スペース５６における中心に滴下される。
【０１８７】
　上記で説明した試験方法における「中心に滴下され（る）」とは、各液滴が、吸収性物
品６に、長手方向の向きで実質的に各中間スペースの中間に±２ｍｍの許容偏差で当たる
ことを意味している。
【０１８８】
　試験を完了させるために、同じ種類の５つの吸収性物品６が試験される。
【０１８９】
　ピペットは、物品の表面から１～２ｃｍの間隔をあけて吸収性物品６の液体透過性の外
皮層２に対して直角に保持される。
【０１９０】
　液滴が吸収性物品６の表面に着滴してから、更なる影響を受けることなく物品６の液体
透過性の外皮層２の中へ染み込むまでにかかった時間が、ストップウォッチで測定されて
記録される。
【０１９１】
　吸収性物品が試験を通過するため、つまり、特許請求の範囲内にするため、試験された
吸収性物品６の各々における液滴の少なくとも７０％が、物品６の液体透過性の外皮層２
の中に１０秒以内に浸み込む必要があり、つまり、個々の物品に滴下された全部で２０滴
の液滴のうち、１４滴が物品の中に１０秒以内に浸み込まれなければならない。
【符号の説明】
【０１９２】
　　１　吸収性物品
　　２　外皮層
　　４　裏面層
　　５　弾性要素
　　６　吸収性物品（物品）
　　８　腰弾性部
　　９　留め付け部材
　　１１　障壁
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　　１２　弾性要素
　　１３　自由縁
　　１５　吸収体
　　１６　第１の吸収層（吸収性層、吸収層）
　　１７　第２の吸収層（吸収性層、吸収層）
　　２０　第１の長手方向開口部（長手方向開口部、第１の開口部、開口部）
　　２１　第２の長手方向開口部（長手方向開口部、第２の開口部、開口部）
　　２２　第３の長手方向開口部（長手方向開口部、開口部）
　　２５　長手方向中心線（中心線）
　　２６　股下領域
　　２７　前端領域
　　２８　後端領域
　　３０　長手方向縁（縁）
　　３１　長手方向縁（縁）
　　３２　長手方向縁（縁）
　　３５　第１の長手方向圧縮部（長手方向圧縮部、第１の圧縮部、圧縮部）
　　３６　第２の長手方向圧縮部（長手方向圧縮部、第２の圧縮部、圧縮部）
　　３７　第３の長手方向圧縮部（第３の圧縮部、圧縮部）
　　３９　中央折り畳み部
　　４０　側方折り畳み部
　　４１　側方折り畳み部
　　４４　長手方向縁
　　４５　入口材料（吸い取り材料）
　　４６　縁
　　４７　取付部（取付線、接続線）
　　４８　股下領域
　　４９　前端領域（前端）
　　５０　後端領域（後端）
　　５１　中心線（中心の印、中心）
　　５２　横方向中心線
　　５３　平行線（線）
　　５４　線
　　５５　液滴
　　５６　第１の中間スペース（中間スペース）
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【手続補正書】
【提出日】平成28年7月7日(2016.7.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用中に使用者の方を向くように意図された液体透過性の外皮層（２）と、使用中に使
用者から離れる方に向けられるための実質的に液体不透過性の裏面層（４）と、前記液体
透過性の外皮層（２）と前記実質的に液体不透過性の裏面層（４）との間に配置された吸
収体（１５）と、を備え、前記液体透過性の外皮層（２）が親水特性を得るために界面活
性剤で処理されている使い捨て吸収性物品（６）であって、前記使い捨て吸収性物品（６
）及び前記吸収体（１５）が、長手方向中心線（２５）、股下領域（２６）、前端領域（
２７）、及び後端領域（２８）を備え、前記吸収体（１５）が、使用中に使用者の方を向
くように意図された、長手方向縁（３１）を備える第１の吸収層（１６）と、使用中に使
用者から離れる方に向けられるように意図された、長手方向縁（３２）を備える第２の吸
収層（１７）と、を備え、前記第１の吸収層（１６）が、前記股下領域（２６）に配置さ
れた第１の長手方向開口部（２０）を備え、前記第２の吸収層（１７）が、前記股下領域
（２６）に配置された第１の長手方向圧縮部（３５）を備えており、説明された試験方法
に従う前記使い捨て吸収性物品（６）の前記液体透過性の外皮層（２）の親水性試験にお
いて付与された液滴の少なくとも７０％が、前記使い捨て吸収性物品（６）の中に１０秒
以内に浸み込み、
　前記第１の長手方向開口部（２０）及び前記第１の長手方向圧縮部（３５）が実質的に
互いと重なり合うことを特徴とする、使い捨て吸収性物品（６）。
【請求項２】
　前記吸収体（１５）の前記第１の長手方向開口部（２０）及び前記第１の長手方向圧縮
部（３５）が、前記長手方向中心線（２５）と一致することを特徴とする、請求項１に記
載の使い捨て吸収性物品（６）。
【請求項３】
　前記吸収体（１５）の前記第１の吸収層（１６）が、前記長手方向中心線（２５）と前
記第１の吸収層（１６）の一方の長手方向縁（３１）との間の前記股下領域（２６）内に
配置された第２の長手方向開口部（２１）を備え、前記第１の長手方向開口部（２０）が
、前記長手方向中心線（２５）と前記第１の吸収層（１６）の反対側の長手方向縁（３１
）との間に配置され、前記第２の吸収層（１７）が、前記長手方向中心線（２５）と前記
第２の吸収層（１７）の一方の長手方向縁（３２）との間の前記股下領域（２６）内に配
置された第２の長手方向圧縮部（３６）を備え、前記第１の長手方向圧縮部（３５）が、
前記長手方向中心線（２５）と前記第２の吸収層（１７）の反対側の長手方向縁（３２）
との間に配置され、前記第２の長手方向開口部（２１）及び前記第２の長手方向圧縮部（
３６）が互いと重なり合うことを特徴とする、請求項１に記載の使い捨て吸収性物品（６
）。
【請求項４】
　前記第１の吸収層（１６）が、前記長手方向中心線（２５）と実質的に一致する前記股
下領域（２６）内に配置された第３の長手方向圧縮部（３７）を備え、前記第２の吸収層
（１７）が、前記長手方向中心線（２５）と実質的に一致する前記股下領域（２６）に配
置された第３の長手方向開口部（２２）を備え、前記第３の長手方向圧縮部（３７）及び
前記第３の長手方向開口部（２２）が互いと重なり合うことを特徴とする、請求項３に記
載の使い捨て吸収性物品（６）。
【請求項５】
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　前記吸収体（１５）が長手方向縁（３０）を備え、前記親水特性が、実質的に前記使い
捨て吸収性物品（６）の長手方向にあり、前記親水特性が、少なくとも、前記股下領域（
２６）内における前記吸収体（１５）の各長手方向縁（３０）から少なくとも前記股下領
域（２６）内における前記吸収体（１５）の前記長手方向中心線（２５）の方へ向かう横
方向の拡がりを有していることを特徴とする、請求項１から４の何れか一項に記載の使い
捨て吸収性物品（６）。
【請求項６】
　前記使い捨て吸収性物品（６）が、前記第１の吸収層（１６）と前記液体透過性の外皮
層（２）との間に配置された入口材料（４５）を備え、前記入口材料（４５）が、少なく
とも前記股下領域（２６）内において、前記吸収体（１５）の隣接する各長手方向縁から
離されており、前記親水特性が、前記股下領域（２６）内の前記長手方向中心線（２５）
から離れる方に向けられた前記入口材料（４５）の縁（４６）に対して横方向に延びてい
ることを特徴とする、請求項５に記載の使い捨て吸収性物品（６）。
【請求項７】
　前記入口材料（４５）が、前記使い捨て吸収性物品（６）の前記長手方向中心線（２５
）のそれぞれの側に配置された２つの別々の部品に分割され、各部品がそれぞれ、実質的
に前記使い捨て吸収性物品（６）の長手方向に延在すると共に、少なくとも前記股下領域
（２６）内において前記長手方向中心線（２５）から離されていることを特徴とする、請
求項６に記載の使い捨て吸収性物品（６）。
【請求項８】
　前記使い捨て吸収性物品が内側漏れ障壁（１１）を備え、前記親水特性が、実質的に前
記使い捨て吸収性物品（６）の長手方向にあり、前記親水特性が、各内側漏れ障壁（１１
）の、前記液体透過性の外皮層（２）に対する、内方に向けられた取付部（４７）から少
なくとも前記股下領域（２６）内における前記吸収体（１５）の前記長手方向中心線（２
５）の方に向かって横方向に延びていることを特徴とする、請求項１から４の何れか一項
に記載の使い捨て吸収性物品（６）。
【請求項９】
　前記使い捨て吸収性物品が、前記第１の吸収層（１６）と前記液体透過性の外皮層（２
）との間に配置された入口材料（４５）を備え、前記入口材料（４５）が、少なくとも前
記股下領域（２６）内において前記吸収体（１５）の隣接する各長手方向縁（３０）から
離されており、前記親水特性が、少なくとも、前記股下領域（２６）内の前記入口材料（
４５）の各縁（４６）まで延びていることを特徴とする、請求項８に記載の使い捨て吸収
性物品（６）。
【請求項１０】
　前記入口材料（４５）が、前記使い捨て吸収性物品（６）の前記長手方向中心線（２５
）のそれぞれの側に配置された２つの別々の部品に分割され、各部品がそれぞれ、実質的
に前記使い捨て吸収性物品（６）の長手方向に延在すると共に、少なくとも前記股下領域
（２６）内において前記長手方向中心線（２５）から離されていることを特徴とする、請
求項９に記載の使い捨て吸収性物品（６）。
【請求項１１】
　前記吸収体（１５）の前記第１の吸収層（１６）及び前記第２の吸収層（１７）がそれ
ぞれ、５０ｇ／ｍ２から１０００ｇ／ｍ２の間の表面重量を有することを特徴とする、請
求項１から１０の何れか一項に記載の使い捨て吸収性物品（６）。
【請求項１２】
　前記吸収体（１５）の前記第１の吸収層（１６）及び前記第２の吸収層（１７）はそれ
ぞれ、いわゆるＳＡＰと称される高吸収性高分子材料の含有量が０％から８０％の間であ
ることを特徴とする、請求項１から１１の何れか一項に記載の使い捨て吸収性物品（６）
。
【請求項１３】
　前記吸収体（１５）の前記前端領域（２７）及び前記後端領域（２８）が、前記股下領
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域（２６）よりも横方向に大きい幅を有していることを特徴とする、請求項１から１２の
何れか一項に記載の使い捨て吸収性物品（６）。
【請求項１４】
　前記使い捨て吸収性物品が成人の失禁者向けの失禁用品を構成することを特徴とする、
請求項１から１３の何れか一項に記載の使い捨て吸収性物品（６）。
【請求項１５】
　前記使い捨て吸収性物品が幼児用おむつを構成することを特徴とする、請求項１から１
３の何れか一項に記載の使い捨て吸収性物品（６）。
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