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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　幅と前記幅に直交する長さとを有する吸収性物品であって、
　前記吸収性物品の長手方向に沿って配置される少なくとも前胴周り域と後胴周り域とを
有するシャーシと、
　前記シャーシにおける前記前胴周り域と前記後胴周り域との間に位置する股下域と、
　前記前胴周り域から前記後胴周り域にわたって前記長手方向に沿うように配置される縦
長状の吸収体と、
　装着形態において一方側に形成される胴開口部と、
　前記装着形態において他方側に形成される一対の脚開口部と、
　前記装着形態における内面側である肌当接面と、
　前記装着形態における外面側である非肌当接面と、
　前記脚開口部を構成する前記股下域の前記幅方向における側縁に沿うように配置される
弾性部材と、を備え、
　前記吸収体は、
　第１幅狭部と、
　前記第１幅狭部と前記長手方向に離間して形成される第２幅狭部と、
　前記吸収性物品を幅方向に等分する中心線に沿うように形成される中央低剛性部と、
　前記中央低剛性部における前記幅方向の両側に略等間隔で形成される一対の側方低剛性
部と、を有し、
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　前記股下域において、前記吸収体における前記肌当接面には肌当接面側シートが配置さ
れると共に、前記非肌当接面側には非肌当接面側シート又は前記シャーシが配置され、
　前記非肌当接面側シートは、前記肌当接面側シートよりも伸長時の初期強度が高い裏面
シート及び外装シートを含み、前記股下域には前記裏面シート及び前記外装シートが伸長
した状態で配置されており、
　前記肌当接面側シートは、前記非肌当接面側シート又は前記シャーシよりも幅方向にお
ける伸張時の初期強度が低い吸収性物品。
【請求項２】
　幅と前記幅に直交する長さとを有する吸収性物品であって、
　前記吸収性物品の長手方向に沿って配置される少なくとも前胴周り域及び後胴周り域と
を有するシャーシと、
　前記シャーシにおける前記前胴周り域と前記後胴周り域との間に位置する股下域と、
　前記前胴周り域から前記後胴周り域にわたって前記長手方向に沿うように配置される縦
長状の吸収体と、
　装着形態において一方側に形成される胴開口部と、
　前記装着形態において他方側に形成される一対の脚開口部と、
　前記装着形態における内面側である肌当接面と
　前記装着形態における外面側である非肌当接面と、
　前記脚開口部を構成する前記股下域の前記幅方向における側縁に沿うように配置される
弾性部材と、を備え、
　前記吸収体は、第１幅狭部と、
　前記第１幅狭部と前記長手方向に離間して形成される第２幅狭部と、
　該吸収性物品を幅方向に等分する中心線に沿うように形成される中央低剛性部と、
　前記中央低剛性部における前記幅方向の両側に略等間隔で形成される一対の側方低剛性
部と、を有し、
　前記股下域において、該吸収体における前記肌当接面には肌当接面側シートが配置され
ると共に、前記非肌当接面側には前記非肌当接面側シート又は前記シャーシが配置され、
　前記肌当接面側シートの幅方向における長さは、前記吸収体の幅方向における長さより
も長く、前記肌当接面側シートは、前記非肌当接面側シート又は前記シャーシよりも幅方
向における伸張時の初期強度が低い吸収性物品。
【請求項３】
　前記吸収体は、さらに、前記長手方向において前記第１幅狭部と前記第２幅狭部との間
に配置される中央吸収部を有し、前記中央吸収部は、前記幅方向における両縁が、前記第
１幅狭部及び前記第２幅狭部よりも該幅方向の外側にそれぞれ突出する両凸状に形成され
る請求項１又は２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記吸収体の前記幅方向の外側における両側縁には、前記長手方向に沿うように一対の
伸縮性シートが配置され、
　前記一対の伸縮性シートそれぞれは、前記中央吸収部の前記長手方向における両端それ
ぞれよりも該長手方向における外側まで延びるように配置されると共に、前記中央吸収部
の前記幅方向における両端それぞれよりも該幅方向における外側まで延びるように配置さ
れる請求項３記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記吸収体は、さらに、前記一対の側方低剛性部それぞれにおける前記幅方向の外側に
配置される一対の側方領域と、前記中央低剛性部と前記一対の側方低剛性部それぞれとの
間に配置される一対の中央領域と、を有し、
　前記伸縮性シートは、前記幅方向において前記側方領域に重なるように配置される請求
項４記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記吸収性物品の装着状態において、
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　前記側方領域は、該側方領域における前記幅方向の外側の端部が前記吸収体における厚
さ方向に立ち上がるように屈曲し、
　前記中央領域は、該中央領域における前記幅方向の内側の端部が前記厚さ方向に立ち上
がるように屈曲することで、
　前記吸収体は、前記中央吸収部の前記幅方向における断面がＷ字状になるよう変形する
請求項５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、使い捨ておむつ等の吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、身体から排泄される尿、便等の排泄物を吸収保持する吸収性物品として、例
えば、液透過性の表面シートと、液不透過性の裏面シートと、表面シート及び裏面シート
との間に配置される液保持性の吸収体と、を備える使い捨ておむつが知られている。この
ような使い捨ておむつは、装着時に排泄される尿等の排泄物を液透過性の表面シートを介
して吸収体で吸収保持し、液不透過性の裏面シートにより、排泄物が吸収性物品の外に漏
れ出すのを防ぐ構造になっている。
【０００３】
　使い捨ておむつにおいて、排便等の排泄物における漏れ防止や保持機能の向上を目的と
して様々な工夫がなされている。例えば、特許第３６１６０７７号公報（以下、特許文献
１）においては、吸収層の表面及び裏面に、吸収層の長手方向に沿う溝を形成するおむつ
が提供されている。この長手方向の溝によって、排泄物は長手方向に拡散するように構成
される。
【０００４】
　通常、尿等の排泄液は吸収体の長手方向における中央部に排泄される。ここで、特許文
献１のおむつによると、排泄液は長手方向に形成された溝によって、長手方向に誘導され
る。
【０００５】
　特許文献１においては、吸収体に形成される排泄液を逃がすための溝について説明され
ているが、吸収体の一部が、尿道口や肛門のある排泄部に当接するように変形させること
について何ら説明されていない。また、吸収体の側縁は足元方向を向くように屈曲してお
り、排泄液の漏れを抑制することについて何ら説明されていない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、装着状態において身体の排泄部に当接すると共に、排泄物の漏れを抑制する
ように変形する吸収体を備える吸収性物品を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、縦長状のおむつの股下域において、吸収体に折れ曲がりの起点となる低
剛性部であって、吸収体を幅方向に二分する中心線に沿うように形成される中央低剛性部
と、この中央低剛性部の幅方向両側に略等間隔に形成される一対の側方低剛性部とを有し
、吸収体の幅方向両側縁において、漏れを防ぐためのギャザーを設けることで、尿等の排
泄液の漏れ防止機能や吸収能を向上させることが可能であることを見出し、本発明を完成
した。
【０００８】
　（１）　幅と前記幅に直交する長さとを有する吸収性物品であって、前記吸収性物品の
長手方向に沿って配置される少なくとも前胴周り域と、後胴周り域とを有するシャーシと
、前記シャーシにおける前記前胴周り域と前記後胴周り域との間に位置する股下域と、前
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記前胴周り域から前記後胴周り域にわたって前記長手方向に沿うように配置される縦長状
の吸収体と、装着形態において一方側に形成される胴開口部と、前記装着形態において他
方側に形成される一対の脚開口部と、前記装着形態における内面側である肌当接面と、前
記装着形態における外面側である非肌当接面と、前記脚開口部を構成する前記股下域の前
記幅方向における側縁に沿うように配置される弾性部材と、を備え、前記吸収体は、第１
幅狭部と、前記第１幅狭部と前記長手方向に離間して形成される第２幅狭部と、前記吸収
性物品を幅方向に等分する中心線に沿うように形成される中央低剛性部と、前記中央低剛
性部における前記幅方向の両側に略等間隔で形成される一対の側方低剛性部と、を有し、
前記股下域において、前記吸収体における前記肌当接面には肌当接面側シートが配置され
ると共に、前記非肌当接面側には非肌当接面側シート又は前記シャーシが配置され、前記
肌当接面側シートは、前記非肌当接面側シート又は前記シャーシよりも幅方向における伸
張時の初期強度が低い吸収性物品。
【０００９】
　（２）　幅と前記幅に直交する長さとを有する吸収性物品であって、前記吸収性物品の
長手方向に沿って配置される少なくとも前胴周り域と後胴周り域とを有するシャーシと、
前記シャーシにおける前記前胴周り域と前記後胴周り域との間に位置する股下域と、前記
前胴周り域から前記後胴周り域にわたって前記長手方向に沿うように配置される縦長状の
吸収体と、装着形態において一方側に形成される胴開口部と、前記装着形態において他方
側に形成される一対の脚開口部と、前記装着形態における内面側である肌当接面と、前記
装着形態における外面側である非肌当接面と、前記脚開口部を構成する前記股下域の前記
幅方向における側縁に沿うように配置される弾性部材と、を備え、前記吸収体は、第１幅
狭部と、前記第１幅狭部と前記長手方向に離間して形成される第２幅狭部と、前記吸収性
物品を幅方向に等分する中心線に沿うように形成される中央低剛性部と、前記中央低剛性
部における前記幅方向の両側に略等間隔で形成される一対の側方低剛性部と、を有し、前
記股下域において、前記吸収体における前記肌当接面には肌当接面側シートが配置される
と共に、前記非肌当接面側には非肌当接面側シート又は前記シャーシが配置され、前記肌
当接面側シートの前記幅方向における長さは、前記吸収体の前記幅方向における長さより
も長い吸収性物品。
【００１０】
　（３）　前記吸収体は、さらに、前記長手方向において前記第１幅狭部と前記第２幅狭
部との間に配置される中央吸収部を有し、前記中央吸収部は、前記幅方向における両縁が
、前記第１幅狭部及び前記第２幅狭部よりも該幅方向の外側にそれぞれ突出する両凸状に
形成される（１）又は（２）に記載の吸収性物品。
【００１１】
　（４）　前記吸収体の前記幅方向の外側における両側縁には、前記長手方向に沿うよう
に一対の伸縮性シートが配置され、
　前記一対の伸縮性シートそれぞれは、前記中央吸収部の前記長手方向における両端それ
ぞれよりも該長手方向における外側まで延びるように配置されると共に、前記中央吸収部
の前記幅方向における両端それぞれよりも該幅方向における外側まで延びるように配置さ
れる（３）記載の吸収性物品。
【００１２】
　（５）　前記吸収体は、さらに、前記一対の側方低剛性部それぞれにおける前記幅方向
の外側に配置される一対の側方領域と、前記中央低剛性部と前記一対の側方低剛性部それ
ぞれとの間に配置される一対の中央領域と、を有し、
　前記一対の伸縮性シートは、前記幅方向において前記側方領域に重なるように配置され
る（４）記載の吸収性物品。
【００１３】
　（６）　前記吸収性物品の装着状態において、
　　前記側方領域は、該側方領域における前記幅方向の外側の端部が前記吸収体における
厚さ方向に立ち上がるように屈曲し、
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　　前記中央領域は、該中央領域における前記幅方向の内側の端部が前記厚さ方向に立ち
上がるように屈曲することで、
　　前記吸収体は、前記中央吸収部の前記幅方向における断面がＷ字状になるよう変形す
る（５）記載の吸収性物品。
【００１４】
　（７）　吸収性物品に用いられる吸収体であって、
　第１幅狭部と、
　前記第１幅狭部と前記吸収性物品の長手方向に離間して形成される第２幅狭部と、
　前記長手方向における前記第１幅狭部と前記第２幅狭部との間に配置される中央吸収部
と、
　該吸収体を幅方向に等分する中心線に沿うように形成される中央低剛性部と、
　前記中央低剛性部における前記幅方向の両側に略等間隔で形成される側方低剛性部と、
を有し、
　前記中央吸収部は、前記幅方向における両縁が前記第１幅狭部及び前記第２幅狭部より
も前記幅方向の外側にそれぞれ突出する両凸状である吸収体。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、装着状態において身体の排泄部に当接する共に、排泄物の漏れを抑制
するように変形する吸収体を備える吸収性物品を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に係る使い捨ておむつの斜視図である。
【図２】本発明の実施形態に係る使い捨ておむつを展開した状態を示す展開図である。
【図３】本発明の実施形態に係る使い捨ておむつの分解組立図である。
【図４Ａ】本発明の実施形態に係る使い捨ておむつにおける吸収体の正面図である。
【図４Ｂ】図４Ａに示す吸収体のＸ－Ｘ断面図である。
【図５】図２に示す使い捨ておむつのＸ－Ｘ断面図である。
【図６】本実施形態に係る使い捨ておむつの変形状態を示す図である。
【図７】本実施形態に係る使い捨ておむつの変形状態を示す図である。
【図８】本実施形態に係る使い捨ておむつの変形状態を示す図である。
【図９】他の実施形態に係る使い捨ておむつを展開した状態を示す展開図である。
【図１０】他の実施形態に係る使い捨ておむつの分解組立図である。
【図１１】図９に示す使い捨ておむつのＸ－Ｘ断面図である。
【図１２】他の実施形態に係る使い捨ておむつの変形状態を示す図である。
【図１３】他の実施形態に係る使い捨ておむつの変形状態を示す図である。
【図１４】他の実施形態に係る使い捨ておむつの変形状態を示す図である。
【図１５】本実施形態係る使い捨ておむつの変形例を示す図である。
【図１６】他の実施形態の使い捨ておむつにおける、吸収体と伸縮シートとの関係を説明
する説明図である。
【図１７】他の実施形態係る使い捨ておむつの変形例を示す図である。
【図１８Ａ】発明の実施例に係る図である。
【図１８Ｂ】発明の実施例に係る図である。
【図１８Ｃ】発明の実施例に係る図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、本発明の実施
形態は、下記の実施形態に何ら限定されることなく、本発明の技術的範囲は、これに限定
されるものではない。
【００１８】
　本明細書においては、使い捨ておむつ１のうち着用者の身体に向けられる内面側を肌当
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接面側とし、肌当接面側と反対の外面側を非肌当接面側とする。この肌当接面側は、表面
シートの設けられる表面であり、非肌当接面側は、裏面である。また、本明細書において
、おむつを展開したときに、吸収体を長手方向に二分する中心線のある側を内側といい、
この長手方向に直交する幅方向において、中心から離れる方向、おむつの辺縁が位置する
側を外側と言う。
【００１９】
　また、本実施形態においては、主に前胴周り域と後胴周り域とを所定の接合部において
接合することにより胴開口及び一対の脚開口を形成するパンツ型の使い捨ておむつについ
て説明するが、本発明はこのタイプの使い捨ておむつに限定されない。例えば、前胴周り
域と後胴周り域とを係止部材等で係止させることにより着用可能な展開型の使い捨ておむ
つを含む。また、例えば、パンツ型に形成された使い捨ておむつの前胴周り域及び後胴周
り域の所定の接合部において、展開型の使い捨ておむつに用いられるような再係止が可能
な面ファスナー等の係止部材により係止され、パンツ型の使い捨ておむつでありながら容
易に当該おむつの係止を解除し、パンツ型の使い捨ておむつを展開及び再係止させること
が可能な使い捨ておむつを含む。
【００２０】
　本実施形態においては、「装着時」とは、吸収性物品が装着可能な状態又は装着直後を
言い、例えば、おむつがパンツ型の場合は、所定位置が接合されてパンツ型に形成されて
いる時の状態、いわゆる装着形態を言う。また、「装着状態」とは、着用者がおむつを装
着した後の状態を言う。
【００２１】
　図１は、第１実施形態に係る使い捨ておむつの斜視図である。図２は、第１実施形態に
係る使い捨ておむつを展開した状態を示す展開図である。図３は、第１実施形態に係る使
い捨ておむつの分解組立図である。図４Ａは、第１実施形態に係る使い捨ておむつにおけ
る吸収体の正面図である。図４Ｂは、図４ＡのＸ―Ｘ断面図である。図５は、図２のＸ－
Ｘ断面図である。図６は第１実施形態に係る使い捨ておむつを装着後、股下域に力が加わ
り変形する状態を説明する図である。図７は、図６の状態からさらに変形が進んだ状態を
説明する図である。図８は、図７の状態からさらに変形が進み、Ｗ字に屈曲した吸収体の
変形状態を説明する図である。図９は、第２実施形態に係る使い捨ておむつを展開した状
態を示す展開図である。図１０は、第２実施形態に係る使い捨ておむつの分解組立図であ
る。図１１は図９のＸ－Ｘ断面図である。図１２は第２実施形態に係る使い捨ておむつを
装着後、股下域に力が加わり変形する状態を説明する図である。図１３は、図１２の状態
からさらに変形が進んだ状態を説明する図である。図１４は、図１３の状態からさらに変
形が進み、Ｗ字に屈曲した吸収体の変形状態を説明する図である。図１５は、第１実施形
態に係る使い捨ておむつの肌当接面シートが弛んだ状態の変形例１を示す図であり、図１
６は、第２実施形態の使い捨ておむつにおける吸収体と伸縮シートとの関係を説明する模
式図である。図１７は第２実施形態に係る使い捨ておむつの伸縮シートが吸収体の非肌当
接面全体に及んでいる変形例２を示す図である。図１８Ａは実施例１に係る良好な断面の
Ｗ字の形状が形成された使い捨ておむつの図である。図１８Ｂは断面のＷ字が形成されな
い比較例２に係る使い捨ておむつであり、図１８Ｃは断面のＷ字が形成されたが、排泄部
に向かって突出する高さが高すぎる使い捨ておむつ１の図である。
【００２２】
［１］第１実施形態
［１．１］全体構成
　本発明の吸収性物品の一例である、パンツ型の使い捨ておむつ１の全体構成を、図１か
ら図４Ａを用いて説明する。図１及び図２に示すように、使い捨ておむつ１は、その外形
を形成し前胴周り域２１と後胴周り域２２を有するシャーシ２と、着用者の股間部に該当
する位置に配置される股下域２３と、シャーシ２の前胴周り域から後胴周り域にわたって
長手方向に沿うように配置される吸収体４とを備える。
【００２３】
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　そして、図３に示すように、股下域２３において、該股下域２３の幅方向側縁に沿う弾
性部材７を備える。この弾性部材７は防漏ギャザー４０を形成する。さらに、吸収体コア
４ａの肌当接面側には、本発明における肌当接面側シートを構成する被覆シート４ｂと表
面シート３とが順次配置されている。また、吸収体コア４ａの非肌当接面側には、本発明
における非肌当接面側シートを構成する裏面シート６が配置されている。
【００２４】
　図４Ａに示すように、股下部２３に配置される縦長状の吸収体４の吸収体コア４ａは第
１幅狭部３１と、第２幅狭部３２と、使い捨ておむつ１を幅方向に等分する中心線ＣＬに
沿うように形成される中央低剛性部３５と、中央低剛性部の幅方向両側に略等間隔で形成
される一対の側方低剛性部３６とを備える。
【００２５】
［１．２］シャーシ
　図１又は図２に示すように、シャーシ２は、前胴周り域２１と後胴周り域２２とのそれ
ぞれの両側縁の一部が接合される接合部２４を備える。言い換えると、前胴周り域２１に
おける接合部２４ａ、２４ａ’と、後胴周り域２２における接合部２４ｂ、２４ｂ’とを
、例えば、超音波シールにより間欠的に接合することで、前胴周り域２１と後胴周り域２
２とが接合される。これにより、シャーシ２は、パンツ形状に形成される。また、シャー
シ２の一部には、幅方向に向かう糸状の弾性部材２６が長手方向に対し所定の間隔で配置
される。また、股下域２３は伸縮性のシートにより構成される。
【００２６】
［１．３］吸収体
［１．３．１］幅狭部
【００２７】
　図３に示すように、吸収体４は、吸収体コア４ａと、これを被覆する液透過性の被覆シ
ート４ｂで縦長状に構成される。図４Ａに示すように、吸収体コア４ａは縦長の形状を有
する。吸収体コア４ａは、側縁５３ａ、５４ａが吸収体コア４ａの前縁５０から長手方向
に延びる所定長さ直線と、この直線に連続して幅方向内側に突出する第１の凹状部と、こ
の第１の凹状部に連続して幅方向外側に突出する凸状部と、この凸状部に連続して幅方向
内側に突出する第２の凹状部と、この第２の凹状に連続して長手方向に延びる所定長さの
直線と、により構成される。この第一の凹状の部分が第１幅狭部３１であり、第二の凹状
の部分が第２幅狭部３２である。
【００２８】
　中央吸収部３９は、側方低剛性部３６から吸収体４の幅方向外側に及んで側縁５３ｂ、
５４ｂまでの領域である側方領域３４と、中央低剛性部３５から側方低剛性部３６までの
領域である中央領域３３を有する。つまり、中央吸収部３９は、幅方向中央部分に中央低
剛性部３５を挟んで形成される中央領域３３と、幅方向外側部分であって、側方低剛性部
３６の外側に形成される側方領域３４とを有する。
【００２９】
　「幅狭部」は第１幅狭部３１及び第２幅狭部３２を含み、「幅狭」とは吸収体の他の部
分の幅に対して、幅の寸法が小さく、狭いことを言う。第１幅狭部３１及び第２幅狭部３
２は、吸収体４の前胴周り域側吸収部３７又は後胴周り域側吸収部３８から、中央吸収部
３９に向かって、徐々に幅を狭くすることにより形成される。
【００３０】
［１．３．２］中央吸収部
　吸収体４は、長手方向の中央に中央吸収部３９を備える。中央吸収部３９は、股下域２
３に配置される吸収体４の一部分である。
【００３１】
　本実施形態における中央吸収部３９の側縁５３ｂ、５４ｂは、第１幅狭部３１及び第２
幅狭部３２より幅方向外側に突出するように膨らむ両凸状であり、幅方向外側の側縁は、
長手方向に平行な直線に形成される。その結果、中央吸収部３９の前胴周り域側には前胴
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周り域側吸収部３７が配置され、後胴周り域側には後胴周り域側吸収部３８が配置される
。中央吸収部３９の幅方向における長さは、大人用の場合、５５から２２５ｍｍである。
吸収体４の長手方向における長さは、５０ｍｍから３００ｍｍが好ましい。中央吸収部３
９が大きすぎると、着用時の違和感や剛性を生じ、逆に狭すぎると吸収性能を十分に満た
すことができない。
【００３２】
側方領域３４における外縁５４ｂ、５３ｂの形状は、長手方向に沿って直線状に形成され
ることが好ましいが、本発明においてはこれに限らない。例えば、ゆるいカーブを描く半
円状に形成したものであってもよい。中央吸収部３９は、使い捨ておむつ１を装着した状
態において、後述するようなＷ字状に変形する部分である。
【００３３】
［１．３．３］中央低剛性部
　中央低剛性部３５は、吸収体コア４ａの幅方向を二等分する中心線ＣＬに沿って、直線
状に形成される。中央低剛性部３５は、吸収体４の変形における折れ起点となるよう剛性
が低くなるものであればよく、例えば、肉薄部、低目付部、低密度部や小さな孔が多数形
成された領域、吸収体の目付けをゼロとする領域であってもよい。
【００３４】
　ここで、中央低剛性部３５の長手方向における長さとしては、例えば、１００ｍｍ以上
であることが好ましく、さらには好ましくは、２００ｍｍから４５０ｍｍを例示できる。
また、中央低剛性部３５の幅方向の長さとしては、例えば、５ｍｍから１５ｍｍである。
吸収体４の中央吸収部３９における幅方向の長さの５０％以下の範囲であることが好まし
い。さらに好ましくは、７ｍｍから１２ｍｍの範囲であることを例示できる。
【００３５】
　図５に示すように、吸収体４は吸収体コア４ａを被覆シート４ｂで被覆されたものであ
り、吸収体４の裏面側には裏面シートが接着される。ここで、吸収体４を幅方向において
等分する長手方向に平行な直線である中心線ＣＬに形成される中央低剛性部３５の近傍は
、裏面シート６と接合されないことが好ましい。吸収体４は、後述する吸収体４の側方領
域３４近傍と、裏面シート６とを一対の接着部５で接着する。それぞれの接着部５と接着
部５の間は、１０ｍｍから６０ｍｍの範囲で離すことが好ましい。
【００３６】
［１．３．４］側方低剛性部
　側方低剛性部３６、３６は、中央吸収部３９に長手方向に延びるように形成される。側
方低剛性部３６、３６は、中央低剛性部３５の幅方向両側に形成される。つまり、中央吸
収部３９には、中央低剛性部３５を挟んで２つの側方低剛性部３６、３６が形成される。
側方低剛性部３６、３６は、中央低剛性部３５よりも長手方向において短くなるように形
成される。側方低剛性部３６、３６は、中央低剛性部３５と同様に空隙部分であり、言い
換えるとスリットである。ここで、側方低剛性部３６、３６は、上述の中央低剛性部３５
と同様に、吸収体４の変形における折れ起点となるよう剛性が低くなるものであればよく
、例えば、肉薄部、低目付部、低密度部や小さな孔が多数形成された領域であってもよい
。
【００３７】
　側方低剛性部の幅は、３ｍｍから１５ｍｍの範囲が好ましく、さらに好ましくは５ｍｍ
から１０ｍｍである。また、長さは４５ｍｍから２１５ｍｍの範囲が好ましく、さらに好
ましくは５５ｍｍから１５０ｍｍの範囲である。３ｍｍよりも狭い場合は吸収体が折れ曲
がるための曲がり代が不十分であり、規則的に折れ曲がらない場合がある。例えば、厚み
３ｍｍの吸収体であれば、その２倍の６ｍｍの低剛性部幅でなければ、１８０度曲がらな
い。また、１５ｍｍ以上の幅になると股間部の吸収性に支障をきたす場合がある。
【００３８】
　ここで、中央低剛性部３５の面積と側方低剛性部３６、３６の面積との総和が、中央吸
収部３９における面積の総和に対して５０％以下であることが好ましい。中央低剛性部３
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５の面積と側方低剛性部３６、３６の面積との総和が、中央吸収部３９における面積の総
和に対して５０％を超えると吸収性が低下して排泄物が漏れる場合があるので好ましくな
い。
【００３９】
　側方低剛性部３６、３６は、中央吸収部３９における厚さ方向への変形を誘導すると共
に、変形時において後述する中央領域３３と側方領域３４とにおける折れ起点として機能
する。
【００４０】
［１．３．５］側方領域
側方領域３４、３４の幅方向における長さは、１０ｍｍから４５ｍｍであることが好まし
い。側方領域３４、３４は、使い捨ておむつ１の装着状態において、該側方領域３４、３
４それぞれにおける幅方向外側の端部が厚さ方向に立ち上がるように変形する領域である
。つまり、側方領域３４、３４は、該側方領域３４、３４における幅方向内側に形成され
る側方低剛性部３６、３６を折れ起点として変形する。
【００４１】
［１．３．６］中央領域
中央領域３３の幅方向における長さは、１０ｍｍから４５ｍｍであることが好ましい。ま
た、中央領域３３と後述する側方領域３４との幅方向における長さの比は、側方領域３４
：中央領域３３＝３５～６５：６５～３５の範囲にあることが好ましい。
【００４２】
　中央領域３３、３３は、使い捨ておむつ１の装着状態において、該中央領域３３それぞ
れにおける幅方向内側の端部が厚さ方向に立ち上がるように変形する領域である。つまり
、中央領域３３、３３は、該中央領域３３、３３の幅方向の一方側に形成される中央低剛
性部３５と、他方側に形成される側方低剛性部３６とを折れ起点として変形する。ここで
、厚さ方向とは、変形する前の吸収体の厚みの方向である。
【００４３】
［１．３．７］防漏ギャザー
　図３に示すように、弾性部材７を備える防漏ギャザー４０は、股下域２３の幅方向にお
ける側縁に沿うように配置される。また、図５に示すように、防漏ギャザー４０は、吸収
体４の幅方向外側における側縁に該吸収体４の長手方向に沿って配置されている。
【００４４】
　防漏ギャザー４０は、以下のようにして形成される。まず、吸収体４と、裏面シート６
との間にサイドシート９を設け、そのサイドシート９でサイドフィルム８と伸張した状態
の少なくとも１本の弾性部材７を包むように挟む。次いで、図５に示すように、サイドシ
ート９を二つ折りにして、折り目側を外側に配置し、内側にサイドシート９の一端と他端
側を配置する。そして、サイドシート９を吸収体４と裏面シート６ではさむように、裏面
シート６と接する一端と吸収体４と接する他端とを、接着部５においてホットメルト接着
剤等により固定する。これにより、防漏ギャザー４０は形成される。
【００４５】
　ここで、防漏ギャザー４０における弾性部材７は伸縮し、該防漏ギャザー４０を肌当接
面側に立ち上げる。この立ち上げられた防漏ギャザー４０は、着用者の股下において、吸
収体４と股下の間の隙間を塞ぎ、排泄物が該隙間から漏れることを防ぐ。
【００４６】
　また、弾性部材７が配置された防漏ギャザー４０の側縁は、身体における足の付け根に
当接された状態を維持するため、股下域２３における側縁は防漏ギャザー４０に引っ張ら
れるようにして身体側に立ち上がるように変形する。つまり、股下域２３に配置される吸
収体４も同様に、該吸収体４における側縁が身体側に立ち上がるように変形する。ここで
、防漏ギャザー４０は、吸収体４の幅方向における側縁に沿うように配置されていること
からも、吸収体４は好適に上述のように変形する。つまり、防漏ギャザー４０は、吸収体
４の側縁が身体側に立ち上がるような変形を支援する。
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【００４７】
［１．３．８］肌当接面側シート
　股下域２３において、吸収体コア４ａにおける肌当接面側には、該吸収体コア４ａを被
覆する被覆シート４ｂが配置される。被覆シート４ｂは、液透過性の不織布からなり、吸
収体コア４ａを包むように配置される。つまり、吸収体コア４ａの肌当接面側に配置され
るシートである被覆シート４ｂは、吸収体コアの表面の全面には接着されておらず、弛ん
だ状態で配置され、接着される。
【００４８】
　被覆シート４ｂの肌当接面側には、表面シート３が配置される。表面シート３は、被覆
シート４ｂに貼り合わせるように接着配置される。表面シート３は、被覆シート４ｂと同
様に液透過性の不織布からなり、伸びやすい性質を有する。また、被覆シート４ｂの肌当
接面側に張り合わせるように接着されているので、被覆シート４ｂと同様に弛んだ状態で
配置され、接着される。
【００４９】
　表面シート３は、５０ｍｍの間隔を開けてチャックに挟み、１００ｍｍ／分の引張速度
で引っ張った場合に、１０％伸張時０．５８Ｎ／５０ｍｍの引張強度である。後述する非
肌当接面シート１０を表面シート３と同様の条件で引っ張った場合の引張強度は７．１３
Ｎ／５０ｍｍであり、表面シート３は、非肌当接面シート１０と比べて表面シート３の製
品幅方向に伸びやすい性質を有する。
【００５０】
　表面シートの引張強度は、以下の方法で試験した。表面シートが製品に用いられた場合
の幅方向に当たる方向の初期強度について、シートの幅方向に１００ｍｍの長さ、長手方
向に５０ｍｍの長さで採取し、５０ｍｍ間隔のチャックに挟み、１００ｍｍ／分の引張強
度で引っ張った場合の強度を測定した。このときの１０％伸張時の引張強度を読み取り比
較した。引張試験に用いた機械は、オートグラフ引張試験機（株式会社島津製作所製オー
トグラフ型引張試験機（ＡＧ－１ＫＮＩ））を用いた。
【００５１】
　上述のように、肌当接面側に配置されるシートは、伸びやすい性質を有すると共に、弛
んだ状態で配置されるので、吸収体４が厚さ方向に変形した場合における変形を妨げない
。具体的には、中央吸収部３９における中央領域３３、３３が、中央低剛性部３５を中心
として厚さ方向（肌当接面側）に突出するよう変形することを妨げない。ここで、図１５
に示すように、装着していない状態においても、被覆シート４ｂ等が大きく弛んだ状態で
あってもよい。つまり、被覆シート４ｂの肌当接面側の幅方向における長さは、吸収体４
における幅方向の長さよりも長い。また、肌当接面側シートとしての表面側シート３の幅
方向における長さは、吸収体４における幅方向の長さよりも長い。このような構成により
、吸収体４における肌当接面側に配置される被覆シートを弛んだ状態にすることができ、
吸収体４が幅方向外側から内側へかかる力を受けたときに、Ｗ字に変形しやすくなる。
【００５２】
［１．３．９］非肌当接面側シート
　股下域２３において、吸収体４における非肌当接面側には、液不透過性の裏面シート６
が配置される。裏面シート６は、伸縮性が低い通気性フィルムシートからなり、伸長した
状態で吸収体４の非肌当接面側に貼り合わされるように接着配置される。
【００５３】
　裏面シート６の非肌当接面側には、伸張時の初期強度が高い外装シート１０が配置され
る。外装シート１０は、伸長した状態で裏面シート６に貼りあわされるように接着配置さ
れる。外装シート１０は、つまり、中央吸収部３９における中央領域３３、３３から側方
領域３４、３４の全部又は一部における非肌当接面側に配置される。
【００５４】
［１．３．１０］吸収体の変形態様
　以下に、図６から図８により、装着状態における吸収体４の変形状態を説明する。
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　図６に示すように、装着時において、使い捨ておむつ１は、図６における上方側に引き
上げられると共に、脚から幅方向内側への力が加えられる。言い換えると、装着時におい
て、股下域２３は、幅方向における長さが短くなるように変形される。これにより、まず
、吸収体４における両側縁が、厚さ方向における身体側に立ち上がるように変形する。
【００５５】
　具体的には、中央吸収部３９における側方領域３４、３４それぞれが、幅方向内側に形
成される側方低剛性部３６、３６それぞれを折れ起点として、側方領域３４、３４それぞ
れにおける幅方向外側の端部が厚さ方向における身体側に立ち上がるように変形する。こ
れにより、図６に示すように、吸収体４は、厚さ方向における断面がＵ字状になるよう変
形する。
【００５６】
　次いで、使い捨ておむつ１を更に引き上げることで、吸収体４には、脚から幅方向内側
への力が更に加えられる。言い換えると、股下域２３は、幅方向における長さが更に短く
なるように変形される。これにより、吸収体４における中央部が、厚さ方向における身体
側に突出するように変形する。
【００５７】
　具体的には、中央吸収部３９における中央低剛性部３５が厚さ方向における身体側に突
出するように、中央領域３３、３３それぞれが、幅方向外側に形成される側方低剛性部３
６、３６それぞれと、幅方向内側に形成される中央低剛性部３５とを折れ起点として変形
する。つまり、中央低剛性部３５の幅方向における一方側の中央領域３３と、他方側の中
央領域３３とにおける中央低剛性部３５側の側縁それぞれが、厚さ方向おける身体側に立
ち上がるように変形する。ここで、中央領域３３、３３における中央低剛性部３５側の側
縁それぞれが、厚さ方向おける身体側に立ち上がるように変形するのは、吸収体４の非肌
当接面側に、吸収体４における肌当接面側に配置されるシートである表面シート３や被覆
シート４ｂよりも伸張時の初期強度が高い裏面シート６や外装シート１０等の非肌当接面
側シートが伸長状態で配置されているからである。これにより、図７に示すように、吸収
体４は、厚さ方向における断面がＷ字状になるよう変形する。
【００５８】
　続いて、使い捨ておむつ１を装着した状態において、直立姿勢をとるような場合には、
股下域２３は、幅方向における長さが非常に短くなるように変形される。これにより、吸
収体４における側縁が厚さ方向における身体側により立ち上がるように変形すると共に、
吸収体４における中央部が、厚さ方向における身体側により突出するように変形する。
【００５９】
　具体的には、中央吸収部３９における側方領域３４、３４それぞれが、幅方向内側に形
成される側方低剛性部３６、３６それぞれを折れ起点として、側方領域３４、３４それぞ
れにおける幅方向外側の端部が厚さ方向における身体側により立ち上がるように変形する
。更に、中央吸収部３９における中央低剛性部３５が厚さ方向における身体側に突出する
ように、中央領域３３、３３それぞれが、幅方向外側に形成される側方低剛性部３６、３
６それぞれと、幅方向内側に形成される中央低剛性部３５とを折れ起点として変形する。
つまり、中央低剛性部３５の幅方向における一方側の中央領域３３と、他方側の中央領域
３３とにおける中央低剛性部３５側の側縁それぞれが、厚さ方向おける身体側に立ち上が
るように変形する。これにより、図８に示すように、吸収体４は、厚さ方向における断面
がより深いＷ字状になるよう変形する。
【００６０】
　また、連続的に装着した状態において、防漏ギャザー４０は、弾性部材７が配置される
該防漏ギャザー４０の側縁が、身体における脚の付け根に当接された状態で維持されるの
で、図８に示すように、吸収体４における中央吸収部３９における側縁が厚さ方向におけ
る身体側に立ちあがった状態を維持する。また、装着状態における足の開閉により、図６
における矢印Ａの方向に力が加わることで、吸収体４はＷ字状に変形するため、例えば、
直立状態や歩行状態において、吸収体４の幅方向における中央部は厚さ方向における身体
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側に突出して、排泄部等に当接する。
【００６１】
　上述のように、吸収体４は、該吸収体４における中央吸収部３９が、Ｗ字状になるよう
変形する。中央吸収部３９の幅方向における中央部は、厚さ方向に突出するように変形し
て、身体における排泄部に当接する。また、中央吸収部３９における幅方向外側の側縁は
、厚さ方向に立ち上がるように変形して身体に当接可能に配置される。吸収体４は、この
ように変形することで、排泄部から排泄される排泄物を好適に吸収等することができると
共に、身体の幅方向からの漏れを抑制することができる。
【００６２】
　本実施形態の使い捨ておむつ１によれば、吸収体４は、厚さ方向における断面がＷ字形
状になるよう変形する。このため、Ｗ字の山部である中央低剛性部３５近傍は、身体の排
泄部に近接又は当接するので、排泄部からの排泄物をすぐに吸収することができると共に
、排泄物の肌伝いを抑制することができる。また、中央低剛性部３５と側方低剛性部３６
とにより形成されるＷ字における谷部は、排泄物を貯蔵すると共に該排泄物を前後方向に
拡散させることができる。また、吸収体４がＷ字状に変形することで、排泄部近傍に位置
する吸収体４における吸収面積を十分に確保することできる。
【００６３】
　本実施形態の使い捨ておむつ１によれば、吸収体４が厚さ方向における断面がＷ字状に
なるように変形することにより、股下域２３における幅方向の長さが好適に短くなるため
、股間部での圧迫感を低減することができる。また、足の開閉等の動きに応じて、吸収体
４がＷ字の深さを変化させながら幅方向に伸び縮みするため、より違和感が小さくなる。
【００６４】
［２］第２実施形態
　第２実施形態における吸収性物品は、第１実施形態のおむつに、伸縮シートを設けた点
で第１実施形態と異なる吸収性物品である。以下、第１実施形態と同一の構成要素には同
一の番号を付してその説明を省略する。
［２．１］伸縮シート
【００６５】
　図９及び図１１に示すように、使い捨ておむつ１は、吸収体４の中央吸収部３９の両側
縁から幅方向外側に延在する伸縮シート１１を備える。伸縮シート１１は、吸収体４と接
合されていない。伸縮シートは、少なくとも使い捨ておむつ１の長手方向に伸縮弾性を有
する。伸縮シート１１の長さは、伸縮シート１１と重なる裏面シート６の長さよりも短く
なるように調整されている。
【００６６】
　図１６に示すように、伸縮シート１１は、側方低剛性部３６の幅方向における中心Ｓを
基準として、該中心よりも幅方向外側に５０ｍｍ離間した位置から幅方向内側に２７．５
ｍｍの範囲で、裏面シート６に接着される。さらに好ましくは、当該中心Ｓから幅方向外
側に２０ｍｍから幅方向内側に１０ｍｍの範囲で取り付けられていることが好ましい。こ
のとき、伸縮シートの内側縁同士１１ａ、１１ａの距離は、７０ｍｍから１１０ｍｍであ
る。
【００６７】
　なお、吸収体４と伸縮シート１１の間には、後述する防漏ギャザー４０が介在するため
、吸収体４と伸縮シート１１は直接接合されていない。図１６は、接合位置を簡略に示す
ため、防漏ギャザー４０が省略して記載している。実際には、伸縮シート１１は、防漏ギ
ャザー４０を構成するサイドシート９と、裏面シート６とに挟まれるように接着される。
側方低剛性部３６の幅方向における中心とは、たとえば、側方低剛性部３６の幅が７．５
ｍｍであった場合に、側方低剛性部３６の一方の端から３．７５ｍｍの位置を基準とする
ということを意味する。
【００６８】
　さらに、図１６に示すように、吸収体４と裏面シート６とが接着されている接着部５を
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基準とした場合には、当該接着部５の幅方向外側の縁５ａと、伸縮シート１１の幅方向内
側縁１１ａとは、接着部の縁５ａの１５ｍｍから０ｍｍ幅方向外側か、又は０ｍｍから５
ｍｍ幅方向内側の範囲に接着される。さらに好ましくは、当該接着部の縁５ａから１０ｍ
ｍから５ｍｍ離れていることが好ましい。すなわち、伸縮シート１１と接着部５は、離間
していても重なっていてもよい。また接着部５の幅方向外側端部５ａは、折れ起点となる
側方低剛性部３６よりも幅方向外側にある。
【００６９】
　伸縮シート１１は所定長さを有する面状の形状であり、少なくともおむつの長手方向に
伸縮弾性を有する。伸縮シート１１は、股下域２３において、吸収体４の幅方向外側に設
けられ、吸収体４と接合されていない。しかしながら、図４Ａ及び図９に示すように、吸
収体４は前胴周り域側吸収部３７と後胴周り域側吸収部３８においてもっとも幅が広く、
第１及び第２幅狭部において幅が狭くなっているため、伸縮シートはこの狭くなった吸収
体４の中央吸収部３９の幅方向両側に配置することができる。この際、中央吸収部３９で
は幅方向に突出した凸状の側方領域３４を有しているが、側方領域３４伸縮シート１１は
、重なってよい。ただし、伸縮シート１１は側方領域３４と接着されてはいない。
【００７０】
　図１６に示すように、一対の伸縮シート１１の幅方向外側縁１１ｂは、吸収体４の幅方
向両外縁を越え、幅方向外側に延びるように配置する。伸縮シート１１は、吸収体４と接
合された裏面シート６の幅方向両側において、裏面シート６と接着されている。
【００７１】
　伸縮シート１１は、吸収体４の側縁よりもさらに幅方向外側に延在する。言い換えると
、吸収体からはみ出るように、吸収体４の非肌当接面に配置される。伸縮シートの幅方向
内側縁１１ａは、吸収体４の側縁と重なっているが、幅方向外側縁１１ｂは、吸収体と重
なっていない。また、伸縮シート１１は、吸収体４の中央吸収部３９における長手方向の
両端それぞれよりも、該長手方向にさらに延びるように配置される。
【００７２】
　図１６及び図１８ＡからＣに示すように、一対の伸縮シート１１の、一方の幅方向内側
縁１１ａと他方の幅方向内側縁１１ａとの間隔は、互いに７０ｍｍから１１０ｍｍ程度離
れていることが好ましい。当該間隔がこの範囲より狭い場合は、断面にＷ字の形状が形成
されにくい。この範囲よりも広い場合は、Ｗ字の形状を維持する伸縮シートが離れすぎて
いるために、中央領域の変形が制御されず、中央低剛性部を中心に身体方向へ突出して形
成される凸の高さが身体側に高くなりすぎてしまう場合がある。
【００７３】
　このような配置により、足の動きに追従して伸び縮みが容易に可能であり、足の動きに
よる吸収体のヨレや歪みを吸収体に直接与えないようにすることができる。
【００７４】
　伸縮シート１１は、裏面シート６の長さよりも、短くなるように調整される。具体的に
は、裏面シートの長さよりも２０％以上縮んでいることが好ましい。全く縮んでいなかっ
たり、裏面シートと同様に縮んでいると、吸収体は平面的か、逆Ｖ字型に股間部と接し、
肌と接する幅が広くなったり、内腿に当たることで違和感を与える。
【００７５】
　伸縮シート１１の引張強度は吸収体の目付けや剛性、スリットの有無にもよるが、股下
域の長さ（股下域における裏面シートの長さ）をＹとした場合、Ｙ×９５％の長さに伸張
させた時の引っ張り強度が０．５Ｎ以上から１０Ｎ以下、好ましくは２Ｎ～７Ｎの範囲で
ある。応力が弱すぎると吸収体４の側方領域３４を下から持ち上げてＷ字型の形状を呈す
ることができず、逆に強すぎるとＶ字になったり、伸縮シート１１が十分伸張されずに肌
と吸収体の間に隙間ができて、排泄物が肌を伝って漏れる恐れがある。
【００７６】
　伸縮シート１１の幅は、最も狭い部分で１０ｍｍ以上、最も広い部分で１００ｍｍ程度
であり、その外側縁部は股間部の足ぐりの形状に合わせてＲ状に切断されていることが好
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ましい。この形状により、股間部や足の付け根近傍の、着用者の人体の複雑な形状に対し
ても、面で接することができる。
【００７７】
　本実施形態において、伸縮シート１１は、吸収体の裏面に設けられる非伸縮性不織布で
ある裏面シート６に、伸縮弾性不織布を製品縦方向に伸長状態で接合することによって得
られる。しかしながら、１０ｍｍ以上の面状であっておむつの長手方向に伸縮弾性を有す
るものであれば、これに限定されない。例えば、伸縮性不織布単体、伸縮弾性を有するフ
ィルムやネットを含む２層以上の複合シート、複数本の糸状弾性部材を１０ｍｍ以下の細
かいピッチで配置して面状としたもの、ウレタンフォームなどから選択されてよい。また
、股下域全域を、伸縮性を有する部材で構成し、股下伸縮弾性部以外を伸縮弾性が発現し
ない加工を施してもよい。
【００７８】
　［２．２］伸縮シートの変形態様
　以下に、図１２から図１４により、装着状態における吸収体４の変形状態を説明する。
　図１２に示すように、伸縮シート１１は、着用される際、おむつの長手方向に引き伸ば
されながら着用者の股下の足ぐりから内腿に沿うように装着される。図１３に示すように
、使い捨ておむつ１は股下域へ向かって引き上げられている間、伸縮シート１１が着用者
の内腿に面状に接する。図１４に示すように、使い捨ておむつ１を完全に身体側に引き上
げ、股下域２３違和感なく身体の股下に配置されたときには、伸縮シートの幅方向外側縁
部１１ｂは、吸収体の厚さ方向における非肌当接面側を向くように装着される。
【００７９】
　さらに、第２実施形態に係る吸収性物品においても、第１実施形態と同様に防漏ギャザ
ー４０を備える。したがって、防漏ギャザー４０の弾性部材７が伸縮することによって、
吸収体４の側方領域３４は立ち上がる。伸縮シート１１は、この立ち上がる側方領域３４
をさらに非肌当接面側から支えるように引き上げられるため、側方領域３４が安定して吸
収体４の厚さ方向に屈曲する形状を安定させる。
【００８０】
　このような配置とすることにより、使い捨ておむつ１を着用した際に吸収体４の側方領
域３４を持ち上げて、吸収体４をＵ字に屈曲させることを支援する。また、伸縮シート１
１の幅方向外側の縁の身体側上端を常に着用者の足の付け根と接するように保持する。伸
縮シート１１は、着用されると、着用者の内腿に面状に当接され排泄物の横漏れを堰き止
める役割を果たす。さらに、吸収体４の側方領域３４及びＷ字の折れ起点近傍に位置する
ため、断面がＷ字に変形した吸収体４が足の開閉で横方向に広がってしまっても、伸縮し
てＷ字の変形を保持する役割も果たす。
【００８１】
　本実施形態の使い捨ておむつ１によれば、伸縮シート１１が１０ｍｍ以上の面状のシー
トで構成されるため、着用者の股下域の複雑な形状において線状ではなく広範囲に面状で
接することが可能となり、隙間が発生しない。伸縮シート１１は、装着状態においては内
腿と使い捨ておむつ１との間に生じる隙間を塞ぐように内腿に当接する。吸収体４と裏面
シート６の間には、防漏ギャザー４０が存在するが、このため、仮に防漏ギャザー４０か
ら排泄物が漏れ出たとしても、伸縮シート１１が内腿に対して面状に当たっているので、
排泄物を伸縮シート１１で堰き止めることができる。
　さらに、幅が１０ｍｍ以上のシートが裏面シート６の外側縁まで接合されていることで
、足回りにギャザーやフリルが当たらず、外観上も、着用感もすっきりしていて安心感が
増す。
　[変形例１]
【００８２】
　図１７に示すように、伸縮シート１１は裏面シート６としての役割を兼ね、吸収体４の
裏面に接着され、さらに伸縮シートの幅方向外側縁１１ｂを、上述した伸縮シート１１と
同様に、吸収体４の幅方向外側まで延在することができる。変形例１の伸縮シートにおい
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中央領域３３近傍は接合せず、側方領域３４近傍においてのみ接着することができる。
　また、第１実施形態と同様、非肌当接面シート１０が非伸縮性のシートであることによ
り、吸収体４の中央領域３３が身体方向へ突出できる。
　このような配置とすることにより、裏面シート６を設ける手間が省け、製造工程が簡略
化できる。また、裏面シート６にかかる製造コストも低減することができる。
【００８３】
［３］第３実施形態
　第３実施形態における吸収性物品は、低剛性部として肉薄部を形成したとした点で第１
実施形態と異なる吸収性物品である。肉薄部は、吸収体の厚さを薄くすることで形成する
。具体的には、目付けを小さくすることにより、低剛性部の繊維密度を、吸収体４の他の
部分よりも低くすることにより形成される。中央及び側方低剛性部３５、３６の繊維密度
は、例えば、天然繊維、化学繊維を主体として、繊維長が１ｍｍ～１０ｍｍのパルプで、
パルプ質量／(パルプ及びＳＡＰ質量)の吸収体質量比が４５から１００％のものを用いる
ことができる。パルプの目付けは５ｇ／ｍ２から２００ｇ／ｍ２の範囲となるように形成
してよく、２００ｇ／ｍ２で好ましく形成できる。肉薄部の厚さは０．１ｍｍから２．０
ｍｍであってよい。一方、中央及び側方低剛性部３５、３６としての肉薄部以外の部分の
繊維密度は、繊維長が１ｍｍ～１０ｍｍのパルプで、パルプ質量／(パルプ及びＳＡＰ質
量)の吸収体質量比が４５から６５％のものを用いることができる。また、パルプ目付け
は１５０ｇ／ｍ２から４００ｇ／ｍ２の範囲としてよい。厚さは１．０ｍｍから５．０ｍ
ｍの範囲であってよい。
【００８４】
　上述したように、目付けを小さくして低剛性部の繊維密度を、吸収体４の他の部分より
も低くすることにより、低剛性部は吸収体４の他の部分よりも薄くなる。従って、吸収体
４の剛性が低くなる。このため、着用された際に着用者の内腿から身体内側に力を受けた
場合に、低剛性部で吸収体４が屈曲する。
【００８５】
　第３実施形態は、低剛性部の吸収体４を他の部分よりも薄くするように形成することに
よって低剛性部を作製する他は、第１実施形態と同様である。
【実施例】
【００８６】
　以下、本発明の実施例を説明するが、これら実施例は、本発明を好適に説明するための
例示に過ぎず、なんら本発明を限定するものではない。
【００８７】
　＜実施例１＞
　表１に示すように、吸収体４の側方領域３４及び中央領域３３の幅を変更して、着用感
及び吸収体の断面が明確なＷ字形状になるかどうかを評価した。吸収体は、ポリアクリル
酸塩系、デンプン／アクリル酸塩系などの吸収性ポリマーで、その吸水可能倍率が２０ｇ
／ｇ以上、その粒度が１００～８００μｍであるものが８０％以上を占める高吸収性ポリ
マーと、粉砕したパルプ繊維やレーヨン繊維など親水性繊維を、ポリオレフィン系、ポリ
エステル系などの疎水性繊維に親水処理を施した親水性シートである被覆シート４ｂで被
覆したものを使用した。実施例１では、側方低剛性部の幅を７．５ｍｍ、及び中央低剛性
部の幅を１０ｍｍとした。側方領域３４と中央領域３３の幅は互いに同じ幅として２３．
８ｍｍとした。したがって、実施例１の吸収体４のトータルの幅は、１２０．２ｍｍであ
った。
【００８８】
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【表１】

【００８９】
　＜実施例２＞
　実施例２では、側方低剛性部の幅を１０ｍｍ、中央低剛性部の幅を１０ｍｍとした他は
、実施例１とおなじ使い捨ておむつ１である。したがって、吸収体４のトータルの幅は、
６５ｍｍであった。
【００９０】
　＜実施例３＞
　実施例３では、側方低剛性部の幅を１５ｍｍ、中央低剛性部の幅を１５ｍｍとした他は
、実施例１とおなじ使い捨ておむつ１である。したがって、吸収体４のトータルの幅は、
８５ｍｍであった。
【００９１】
　＜実施例４＞
　実施例４では、側方低剛性部の幅を３５ｍｍ、中央低剛性部の幅を３５ｍｍとした他は
、実施例１とおなじ使い捨ておむつ１である。したがって、吸収体４のトータルの幅は、
１６５ｍｍであった。
【００９２】
　＜比較例１＞
　比較例１では、側方低剛性部の幅を５０ｍｍ、中央低剛性部の幅を５０ｍｍとした他は
、実施例１とおなじ使い捨ておむつ１である。したがって、吸収体４のトータルの幅は、
２２５ｍｍであった。
【００９３】
　＜実施例５＞
　　実施例５では、側方領域３４と中央領域３３の幅は実施例１と同じであるが、側方低
剛性部３６の幅を３ｍｍ、中央低剛性部３５の幅を５ｍｍと変更した。したがって、吸収
体４のトータルの幅は、１０６．２ｍｍであった。
【００９４】
　〔評価〕
　比較例１では、側方領域３４と中央領域３３の幅が広すぎ、吸収体４のトータルの幅も
広くなり着用者の股下の横幅に合わず、断面にＷ字の形状も形成されなかった。実施例３
及び４では、やや良好であった。実施例２では、良好でない場合もあった。側方領域３４
と中央領域３３の幅は、１５ｍｍから３５ｍｍまではＷ字の形成が可能であるが、良好な
形状は２０ｍｍから２５ｍｍ程度であることがわかった。側方領域３４と中央領域３３の
幅を２３．８ｍｍとした実施例１では、着用感、Ｗ字の形成ともに良好であった。
　吸収体全体の幅としては、実施例２に示すように、６５ｍｍ以下では、着用者の股下で
Ｗ字を形成するに十分な幅が得られない。また、２００ｍｍ以上であると、着用者の股下
の横幅を大幅に超えるために、望まれる屈曲を形成することができない。８０ｍｍから１
８０ｍｍ程度までの幅であると、明確なＷ字の形状を形成することができた。
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【００９５】
　＜実施例１＞
　実施例１に係る使い捨ておむつについて、図９及び１０に示すような、着用者の足ぐり
の形状に沿うように一方の縁をＲ状の形状とし、使い捨ておむつ１の裏面シート６よりも
長手方向の長さが４６％短い縦長状の伸縮シート１１を用いて第２実施形態に係る使い捨
ておむつを作製した。具体的には、裏面シート６は長さが４８０ｍｍであり、伸縮シート
１１は長さが２６０ｍｍであった。目付けが１４ｇ／ｍ２から３０ｇ／ｍ２のポリウレタ
ン、目付けが１７．５ｇ／ｍ２から３６ｇ／ｍ２のポリプロピレンとの繊維から形成され
る不織布であり、ポリプロピレン／ポリウレタン比率が４０：６０～５０：５０の不織布
を用いた。伸縮シート１１は、長手方向に１．８倍に伸張させて、長さ２６０ｍｍで取り
付けた。
【００９６】
　上記の伸縮シートを、ポリオレフィン系の樹脂を主体とし、目付が１０ｇ／ｍ２から３
０ｇ／ｍ２の範囲から得られる樹脂フィルムから構成される裏面シート６と、目付が１０
ｇ／ｍ２から３０ｇ／ｍ２の範囲の撥水性不織布と４７０～９４０ｄｅｔｅｘのポリウレ
タン弾性糸から構成される防漏ギャザーのサイドシートの間にホットメルト接着剤にて接
着した。伸縮シートは、使い捨ておむつの股下域の両側縁に対をなし、使い捨ておむつ１
を幅方向に二分する長手方向に延びる中心線ＣＬを中心として、互いに相対するように接
着した。
【００９７】
　実施例１の伸縮シート１１は、中央吸収部の側縁において一方の幅方向内側の縁と他方
の幅方向内側の縁を、９０ｍｍ離間させるように接着した。
【００９８】
　＜比較例２＞
　比較例２として、実施例１と同様に伸縮シートを裏面シートと防漏ギャザーの間に接着
した。比較例２では、一対の伸縮シートの幅方向内側の縁を３０ｍｍ離間させるように接
着した。
【００９９】
　＜比較例３＞
　比較例３として、実施例１と同様に伸縮シートを裏面シートと防漏ギャザーの間に接着
した。比較例３では、一対の伸縮シートの幅方向内側の縁を１３０ｍｍ離間させるように
接着した。
【０１００】
　＜評価＞
　実施例、比較例２及び３のそれぞれを股下の幅が４０ｍｍ、成人７０歳女性平均体型の
模型に装着させ、使い捨ておむつにおける股下域の断面の形状を評価した。実施例１にお
いては、断面のＷ字形状が明確に形成された。比較例２においては、一対の伸縮シートの
幅方向内側縁と伸縮シートの幅方向内側縁間の距離が短すぎ、Ｗ字の形状が形成されなか
った。比較例３においては、一対の伸縮シートと伸縮シートの間の距離が長すぎ、Ｗ字の
形状は形成されたがＷ字の中央の山部において、身体側に突出する高さが実施例１と比較
して高すぎ、身体側に違和感を与えると思われた。同様に、一対の伸縮シートの幅方向内
側縁と伸縮シートの幅方向内側縁間の距離を変更したところ、７０ｍｍから１１０ｍｍま
での間において、良好なＷ字が形成されることがわかった。
【０１０１】
　＜実施例１＞
　表２に示すように、吸収体４を裏面シート６の表面に接着する位置を変更することによ
り、伸縮シートとの位置関係を評価した。
　実施例１では、吸収体４の接着部５の外側縁部５ａと伸縮シート１１の内側縁部１１ａ
とが５ｍｍ離れている。一対の接着部５の幅方向内側端部のそれぞれの接着位置は、互い
に４０ｍｍ程度の間隔を開けて固定されたままである。表２において、「距離」とは吸収
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体の接着部の外側縁部５ａと伸縮シートの内側縁部１１ａとの間の距離を指す。吸収体４
の接着部５の外側縁部５ａと伸縮シート１１の内側縁部１１ａとが離れている場合はマイ
ナスで表示し、重なっている場合はプラスの表示をした。
【０１０２】
【表２】

【０１０３】
　＜実施例６＞
　実施例６では、吸収体４の接着部５の外側縁部５ａと伸縮シート１１の内側縁部１１ａ
とが２５ｍｍ離れている他は、実施例１と同じである。
【０１０４】
　＜実施例７＞
　実施例７では、吸収体４の接着部５の外側縁部５ａと伸縮シート１１の内側縁部１１ａ
とが１５ｍｍ離れている他は、実施例１と同じである。
【０１０５】
　＜実施例８＞
　実施例８では、吸収体４の接着部５の外側縁部５ａと伸縮シート１１の内側縁部１１ａ
とが５ｍｍ重なっている他は、実施例１と同じである。
【０１０６】
　＜実施例９＞
　実施例９では、吸収体４の接着部５の外側縁部５ａと伸縮シート１１の内側縁部１１ａ
とが１５ｍｍ重なっている他は、実施例１と同じである。
【０１０７】
　＜比較例４＞
　比較例４では、吸収体４の接着部５の外側縁部５ａと伸縮シート１１の内側縁部１１ａ
とが４５ｍｍ離れている他は、実施例１と同じである。
【０１０８】
　＜比較例５＞
　比較例４では、吸収体４の接着部５の外側縁部５ａと伸縮シート１１の内側縁部１１ａ
とが３５ｍｍ離れている他は、実施例１と同じである。
【０１０９】
　〔評価〕
　ここで、比較例４及び５では、吸収体４の接着部５の外側縁部５ａと伸縮シート１１の
内側縁部１１ａとが離れすぎており、形状安定性が不良であった。実施例６は吸収体４の
接着部５の外側縁部５ａと伸縮シート１１の内側縁部１１ａとが２５ｍｍ空いており、実
施例９は１５ｍｍ重なっているが、いずれもやや形状が安定できる程度であった。実施例
７及び８、実施例１では、良好な形状安定性が得られた。総合すると、吸収体４の接着部
５の外側縁部５ａと伸縮シート１１の内側縁部１１ａとの距離は、望ましくは５ｍｍ程度
まで重なっているか、１５ｍｍ程度離れている範囲が好ましく、実施例１の５ｍｍ離れて
いる程度がより好ましいことがわかった。
【０１１０】
［４］各構成物
　以下に、使い捨ておむつの各構成物について説明する。
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【０１１１】
［４．１］シャーシ
　シャーシ２は、使い捨ておむつ１の外形を構成する。シャーシ２は、一枚のシート状部
材で構成されていても良く、複数のシート状部材が接着されて構成されていても良い。な
お、本実施形態においては、使い捨ておむつ１は、前胴周り域２１及び後胴周り域２２を
有する伸縮性を有するシャーシ２と、前胴周り域２１と後胴周り域２２との間に位置され
る、非伸縮性の股下域２３と、を備え、シャーシ２及び股下域２３の長手方向に表面シー
ト３、吸収体４及び裏面シート６が接合されるが、股下域において吸収体より非肌当接面
側のシートが、肌当接面側のシートより伸張時の初期強度が高いものであれば、本発明に
おいてはこれに限らない。
　例えば、シャーシ２の前胴周り域２１、後胴周り域２２及び前胴周り域２１と後胴周り
域２２との間に位置される股下域２３とが連続して繋がっており、股下域のみ伸縮性を有
さない構成としてもよい。
【０１１２】
　シャーシ２は、例えば、通気性であり、着用中に圧縮、捩れ、摩擦等による負荷がかか
っても、破損しない強度を有し、肌に刺激を与えない材料が好ましく、不織布、或いは、
有孔プラスチックシート等、通気性を有するシート状材料を用いることができる。
 
【０１１３】
［４．２］表面シート
　肌当面シートとしての表面シート３は、使用時には身体側に配置されると共に排泄部に
当接される。表面シート３は、全面が液透過性であっても良く、一部が液透過性であって
も良い。また、一枚のシート状部材で構成されていても良く、複数のシート状部材が接着
されて構成されていても良い。
【０１１４】
　表面シート３としては、例えば、着用中に圧縮、捩れ、摩擦等による負荷がかかっても
破損しない強度をもち、肌に刺激を与えない材料が好ましく、織布、不織布、或いは、有
孔プラスチックシート等、液透過性を有するシート状材料を用いることができる。
【０１１５】
［４．３］吸収体
　吸収体４は、尿などの排出された体液を吸収、保持する。吸収体４としては、例えば、
高吸収性ポリマーと親水性繊維とが混合されて積層されたもの、或いは、高吸収性ポリマ
ーが親水性シートにホットメルト接着剤等により固定化された構造を有してもよい。また
、高吸収性ポリマーとしては、例えば、ポリアクリル酸塩系、デンプン／アクリル酸塩系
などの吸収性ポリマーで、その吸水可能倍率が２０ｇ／ｇ以上、その粒度が１００～８０
０μｍであるものが８０％以上を占めるものを例示できる。
【０１１６】
［４．４］裏面シート
　裏面シート６としては、例えば、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）等を
主体とした熱可塑性フィルム、通気性の樹脂フィルム、スパンボンド又はスパンレース等
の不織布に通気性の樹脂フィルムを接合したもの、ＳＭＳ（スパンボンド・メルトブロー
・スパンボンド）の複数層等を用いることができる。好ましくは、例えば、ポリオレフィ
ン系の樹脂を主体とし、目付が１０ｇ／ｍ２から３０ｇ／ｍ２の範囲から得られる樹脂フ
ィルムが好ましい。
【０１１７】
裏面シート６は、この裏面シート６の非肌当接面側に不織布等を接合させたものを使用し
てもよい。裏面シート６の非肌当接面側に不織布等を接合させることにより、着用者の装
着時等における肌触りが向上するため好ましい。また、裏面シート６にフィルムを使用し
た場合には、フィルムに不織布等を接合させることにより、例えば、フィルムの擦れから
生じる不快な音の発生を防止できるため好ましい。
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【０１１８】
［４．５］弾性部材及び伸縮シート
　弾性部材としては、例えば、天然ゴムや、スチレン－ブタジエン、ブタジエン、イソプ
レン等の合成ゴムを用いることができる。また、シート状の弾性部材２６としては、例え
ば、目付けが３０ｇ／ｍ２から８０ｇ／ｍ２の発泡ポリウレタン、目付けが２０ｇ／ｍ２

から７０ｇ／ｍ２のポリウレタンとポリプロピレンとの混合繊維から形成される不織布等
を用いることができる。
【０１１９】
［４．６］接着剤
　表面シート３及び吸収体４とシャーシ２とは、それぞれがホットメルト接着剤により貼
り合わされるようにして接合される。また、表面シート３と吸収体４とは、ホットメルト
接着剤により貼り合わされるようにして接合される。なお、接合は、上記ホットメルト接
着に限られず、例えば、熱シール、超音波シール等を単独又は組み合わせて使用してもよ
い。
【０１２０】
　以上好ましい実施形態について述べたが、これらは発明の例示であって、限定的なもの
と理解されてはならない。追加、省略、代替、他の変更は、本発明の本旨を超えない範囲
でなされる。したがって、明細書の記載によって判断され限定されるべきではなく、請求
の範囲によってのみ限定されるべきである。

【図１】 【図２】
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