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(57)【要約】
【課題】側方に倒れずに着用者に密着するとともに着用
者の肌の圧迫を防止する防漏部を容易に形成する。
【解決手段】吸収性物品１の防漏部３４２は、非伸縮性
の不織布により形成された筒状基部３４２１、および、
筒状基部３４２１の内面に接合された伸縮性不織布であ
る第２シート３２を備える。吸収性物品１の着用時には
、防漏部３４２の頂部３４２２近傍の部位が面状に着用
者の肌に密着するため、防漏部３４２による着用者の肌
の圧迫、および、排泄物の漏出が防止される。また、防
漏部３４２の頂部３４２２が、頂部３４２２の左右両側
の部位により支持されることにより、防漏部３４２が側
方に倒れることが防止され、排泄物の漏出がより確実に
防止される。吸収性物品１では、側方に倒れずに着用者
に密着するとともに着用者の肌の圧迫を防止する防漏部
３４２を、伸縮性不織布である第２シート３２を含む積
層シートを用いることにより容易に形成することができ
る。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着用者からの排泄物を受ける吸収性物品であって、
　バックシートとトップシートとの間に吸収コアが配置された略シート状の本体部と、
　前記本体部の両側部上において前記本体部の長手方向に伸びる一対の防漏部と、
を備え、
　前記一対の防漏部のそれぞれが、伸縮性不織布または伸縮性不織布を含むシートにより
形成された前記長手方向に伸びる筒状部であり、
　前記伸縮性不織布により、前記筒状部の少なくとも頂部に、前記長手方向の収縮力が与
えられることを特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　請求項１に記載の吸収性物品であって、
　前記筒状部が、前記長手方向に伸びる筒状に形成された筒状基部を有し、
　前記伸縮性不織布が、前記筒状基部の少なくとも頂部に沿って前記筒状基部の内面に接
合されることを特徴とする吸収性物品。
【請求項３】
　請求項２に記載の吸収性物品であって、
　前記筒状基部が、非伸縮性の不織布により形成されることを特徴とする吸収性物品。
【請求項４】
　請求項２または３に記載の吸収性物品であって、
　前記長手方向において、前記伸縮性不織布が前記筒状基部に間欠的に接合されることを
特徴とする吸収性物品。
【請求項５】
　請求項２ないし４のいずれかに記載の吸収性物品であって、
　熱融着接合または超音波接合により、前記伸縮性不織布が前記筒状基部に接合されるこ
とを特徴とする吸収性物品。
【請求項６】
　請求項２ないし５のいずれかに記載の吸収性物品であって、
　前記防漏部において、前記筒状基部のうち前記頂部のみに前記伸縮性不織布が接合され
ることを特徴とする吸収性物品。
【請求項７】
　請求項２ないし６のいずれかに記載の吸収性物品であって、
　前記防漏部が、前記筒状基部を形成するシートに前記伸縮性不織布を積層した積層シー
トにより形成されることを特徴とする吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着用者からの排泄物を受ける吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、使い捨ておむつの内側に取り付けられて使用される軽失禁用の吸収パッド等
の吸収性物品では、幅方向の両側に一対の側壁部が設けられており、側壁部に設けられた
弾性糸等が収縮することにより側壁部が着用者に向かって起立する。吸収性物品の着用時
には、当該一対の側壁部が着用者の足の付け根近傍に当接する立体ギャザーとなり、これ
により、吸収性物品からの排泄物の漏出が防止される。
【０００３】
　例えば、特許文献１および特許文献２の吸収性物品では、シート状部材により形成され
た中空の立体形状を有するギャザーが、幅方向の両側に設けられる。各ギャザーの長手方
向に垂直な断面は略Ω形状とされ、各ギャザーでは、長手方向に伸びる６本の弾性糸が、
略Ω形状のおよそ全周に亘っておよそ等間隔に配列される。当該吸収性物品では、一対の
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ギャザーをそれぞれ中空とすることにより、ギャザーが側方に倒れることを防止するとと
もにギャザーによる着用者の肌の圧迫を抑制することが図られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－６０６４号公報
【特許文献２】特開２００９－６０６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、特許文献１および特許文献２の吸収性物品では、ギャザーを製造する際に、
シート状部材を二つ折りにし、当該二つ折りにされたシート状部材の間に多数の弾性糸を
ホットメルト接着剤により接合する必要があるため、ギャザーおよび吸収性物品の製造が
複雑化してしまう。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、防漏部が側方に倒れずに着用者に密着
することを容易とし、また、防漏部が着用者の肌を圧迫することを容易に防止することを
目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載の発明は、着用者からの排泄物を受ける吸収性物品であって、バックシ
ートとトップシートとの間に吸収コアが配置された略シート状の本体部と、前記本体部の
両側部上において前記本体部の長手方向に伸びる一対の防漏部とを備え、前記一対の防漏
部のそれぞれが、伸縮性不織布または伸縮性不織布を含むシートにより形成された前記長
手方向に伸びる筒状部であり、前記伸縮性不織布により、前記筒状部の少なくとも頂部に
、前記長手方向の収縮力が与えられる。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の吸収性物品であって、前記筒状部が、前記
長手方向に伸びる筒状に形成された筒状基部を有し、前記伸縮性不織布が、前記筒状基部
の少なくとも頂部に沿って前記筒状基部の内面に接合される。
【０００９】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の吸収性物品であって、前記筒状基部が、非
伸縮性の不織布により形成される。
【００１０】
　請求項４に記載の発明は、請求項２または３に記載の吸収性物品であって、前記長手方
向において、前記伸縮性不織布が前記筒状基部に間欠的に接合される。
【００１１】
　請求項５に記載の発明は、請求項２ないし４のいずれかに記載の吸収性物品であって、
熱融着接合または超音波接合により、前記伸縮性不織布が前記筒状基部に接合される。
【００１２】
　請求項６に記載の発明は、請求項２ないし５のいずれかに記載の吸収性物品であって、
前記防漏部において、前記筒状基部のうち前記頂部のみに前記伸縮性不織布が接合される
。
【００１３】
　請求項７に記載の発明は、請求項２ないし６のいずれかに記載の吸収性物品であって、
前記防漏部が、前記筒状基部を形成するシートに前記伸縮性不織布を積層した積層シート
により形成される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明では、防漏部が側方に倒れずに着用者に密着することを容易とすることができる
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とともに防漏部が着用者の肌を圧迫することを容易に防止することができる。また、請求
項２および３の発明では、防漏部の肌触りや透湿性、撥水性等の性状または機能を容易に
所望のものとすることができる。さらに、請求項４の発明では、防漏部の頂部にギャザー
を容易に形成することができる。請求項７の発明では、防漏部をより容易に形成すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】吸収性物品の平面図である。
【図２】吸収性物品の断面図である。
【図３】吸収性物品の断面図である。
【図４】吸収性物品の他の例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１は、本発明の一の実施の形態に係る吸収性物品１を示す平面図である。吸収性物品
１は、着用者が着用する外装物品である下着の内側（すなわち、着用者側）に取り付けら
れて着用者からの尿等の排泄物を受ける軽失禁用の吸収パッド（すなわち、補助吸収具）
である。図１では、着用者に接する面（以下、「上面」という）を手前側にして吸収性物
品１を描いている。
【００１７】
　図２は、吸収性物品１を図１中に示すＡ－Ａの位置にて吸収性物品１の長手方向（すな
わち、図１中の上下方向であり、後述する本体部２やサイドシート３の長手方向でもある
。）に垂直な面で切断した断面図であり、図３は、吸収性物品１の図１中における上側の
端部近傍の部位をＢ－Ｂの位置にて長手方向に垂直な面で切断した断面図である。吸収性
物品１では、図１中における下側の端部近傍の部位も、図３に示す断面と同様の構造を有
する。図２および図３では、図示の都合上、本体部２の各構成およびサイドシート３の各
構成を離間させて描いている。
【００１８】
　図１ないし図３に示すように、吸収性物品１は、バックシート２３とトップシート２１
との間に吸収コア２２が配置された略シート状の本体部２、および、本体部２の両側部上
において（すなわち、長手方向に垂直な幅方向の両側において）本体部２の長手方向に伸
びる一対のサイドシート３を備える。本体部２では、吸収コア２２の着用者側の主面であ
る上面がトップシート２１により覆われ、吸収コア２２の着用者側とは反対側の主面であ
る下面がバックシート２３により覆われる。トップシート２１およびバックシート２３は
、ホットメルト接着剤等により吸収コア２２の周囲にて互いに接合される。図１では、図
の理解を容易にするために、吸収コア２２の輪郭を太破線にて描いている。
【００１９】
　トップシート２１は、透液性のシート材料、例えば、親水性繊維により形成された不織
布であり、着用者からの排泄物の水分を速やかに捕捉して吸収コア２２へと移動させる。
トップシート２１として利用される不織布は、例えば、ポイントボンド不織布やエアスル
ー不織布、スパンレース不織布であり、これらの不織布を形成する親水性繊維としては通
常、セルロースやレーヨン、コットン等が用いられる。なお、トップシート２１として、
表面を界面活性剤により親水処理した疎水性繊維（例えば、ポリプロピレン、ポリエチレ
ン、ポリエステル、ポリアミド、ナイロン）にて形成された透液性の不織布が利用されて
もよい。
【００２０】
　吸収コア２２は、粉砕したパルプ繊維やセルロース繊維等の親水性繊維に粒状の吸水性
ポリマー（例えば、ＳＡＰ（Super Absorbent Polymer））を混合したものをティッシュ
ペーパーや透液性不織布等により包み込んで形成され、トップシート２１を透過した水分
を吸収して迅速に固定する。親水性繊維を包むティッシュペーパーや透液性不織布等は、
親水性繊維および吸水性ポリマーとホットメルト接着剤により接合されて、親水性繊維の
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型崩れ、および、吸水性ポリマーの脱落（特に、吸水後における脱落）を防止する。本実
施の形態では、吸収コア２２はパルプ繊維およびＳＡＰを含む。
【００２１】
　バックシート２３としては、疎水性繊維（例えば、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポ
リエステル、ポリアミド、ナイロン）にて形成された撥水性または不透液性の不織布（例
えば、スパンボンド不織布やメルトブロー不織布、ＳＭＳ（スパンボンド・メルトブロー
・スパンボンド）不織布）や、撥水性または不透液性のプラスチックフィルム、あるいは
、これらの不織布とプラスチックフィルムとが積層された積層体が利用され、バックシー
ト２３に到達した排泄物の水分等が、本体部２の外側にしみ出すのを防止する。バックシ
ート２３にプラスチックフィルムが利用される場合、吸収性物品１のムレを防止して着用
者の快適性を向上するという観点からは、透湿性（通気性）を有するプラスチックフィル
ムが利用されることが好ましい。
【００２２】
　図１ないし図３に示すように、各サイドシート３は、本体部２のトップシート２１上に
接合された長手方向に伸びる帯状の接合部３３、および、接合部３３の幅方向の内側にお
いて接合部３３から連続するとともに本体部２の長手方向のおよそ全長に亘る側壁部３４
を備える。
【００２３】
　一対の側壁部３４はそれぞれ、図１および図３に示すように、長手方向における両端部
において接合部３３上に重ねられて熱融着接合または超音波接合により本体部２上に固定
される２つの側壁端部３４１を備える。また、一対の側壁部３４はそれぞれ、図１および
図２に示すように、長手方向における中央において２つの側壁端部３４１から連続すると
ともに本体部２から上側へと起立する防漏部３４２を備える。図１では、図の理解を容易
にするために、一対の側壁部３４の各側壁端部３４１に平行斜線を付している。
【００２４】
　図２に示すように、一対の防漏部３４２はそれぞれ長手方向に伸びる筒状部であり、第
１シート３１により長手方向に伸びる筒状に形成された筒状基部３４２１、および、筒状
基部３４２１の頂部３４２２（防漏部３４２の頂部でもある。）に沿って筒状基部３４２
１の内面に接合された長手方向に伸びる帯状の第２シート３２を有する。サイドシート３
では、筒状基部３４２１と連続する接合部３３も第１シート３１により形成されている。
【００２５】
　第１シート３１としては、疎水性繊維（例えば、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリ
エステル、ポリアミド、ナイロン）にて形成された撥水性または不透液性、かつ、非伸縮
性の不織布（例えば、スパンボンド不織布やメルトブロー不織布、ＳＭＳ不織布）が利用
される。第２シート３２は伸縮性不織布であり、熱可塑性エラストマー樹脂（例えば、ポ
リオレフィンやポリアミド、ポリウレタン）にて形成された撥水性のスパンボンド不織布
やメルトブロー不織布、スパンボンドとメルトブローの複合不織布が利用される。ここで
は、破断伸度が２００％以上の不織布を伸縮性不織布とし、破断伸度が１００％未満の不
織布を非伸縮性不織布とする。第２シート３２の破断伸度は、好ましくは２５０％以上４
００％以下とされ、５０％伸長回復率は好ましくは６０％以上９０％以下とされる。第２
シート３２としては、例えば、出光興産株式会社製のストラフレックス等が利用される。
【００２６】
　防漏部３４２では、伸縮性不織布である第２シート３２が、筒状基部３４２１の頂部３
４２２に沿って伸張状態にて間欠的に接合されており、当該第２シート３２が長手方向に
て収縮することにより、防漏部３４２の頂部３４２２に長手方向の収縮力が与えられる。
これにより、防漏部３４２が本体部２上にて起立するとともに防漏部３４２の頂部３４２
２にギャザーが形成される。本実施の形態では、第２シート３２は筒状基部３４２１の頂
部３４２２のみに接合される。長手方向に間欠的に配置された第２シート３２の複数の接
合部位の長さはそれぞれ１．０ｍｍ～５．０ｍｍであり、隣接する接合部位の間の長手方
向の距離（すなわち、隣接する接合部位の間の非接合部位の長さ）は２ｍｍ～１５ｍｍで
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ある。また、第２シート３２の筒状基部３４２１への接合は、熱融着接合または超音波接
合により行われ、ホットメルト接着剤等の接着剤は第２シート３２の接合には利用されな
い。
【００２７】
　図３に示すように、側壁端部３４１では、筒状部である防漏部３４２（図２参照）の内
部空間から連続する空間が上下方向に押し潰され、防漏部３４２の上部（すなわち、頂部
３４２２およびその近傍の部位）から連続する部位が、防漏部３４２の下部から連続する
部位を介して本体部２上に接合される。また、第２シート３２は非伸張状態にて第１シー
ト３１に挟まれた状態で保持されている。
【００２８】
　以上に説明したように、吸収性物品１では、一対の筒状の防漏部３４２の頂部３４２２
に収縮力が与えられることにより、防漏部３４２が可撓性を有する筒状部として本体部２
上にて起立する。そして、吸収性物品１が着用者に着用される際に、防漏部３４２が変形
して頂部３４２２近傍の部位が面状に着用者の肌に密着する。このため、防漏部が線状に
着用者の肌に接する場合に比べて、防漏部３４２により着用者の肌が強く圧迫されること
を防止することができるとともに、着用者からの排泄物が防漏部３４２と着用者の肌との
間から吸収性物品１の外部に漏出してしまうことを防止することができる。
【００２９】
　また、防漏部３４２の収縮により吸収性物品１が着用者の身体に沿って変形することに
より、防漏部３４２において、頂部３４２２を支持する左右両側の部位の剛性が向上され
、その結果、頂部３４２２の幅方向への大きな移動が防止される。これにより、防漏部３
４２が側方（すなわち、幅方向）に倒れてしまうことが防止され、吸収性物品１からの排
泄物の漏出がより確実に防止される。防漏部３４２では、伸縮性不織布である第２シート
３２を含むシート（すなわち、第１シート３１と第２シート３２との積層シート）を用い
ることにより、防漏部３４２が側方に倒れずに着用者に密着することを容易とすることが
できるとともに、防漏部３４２が着用者の肌を圧迫することを容易に防止することができ
る。
【００３０】
　上述のように、防漏部３４２では、伸縮性不織布である第２シート３２が、第１シート
３１により形成された筒状基部３４２１の頂部３４２２に沿って筒状基部３４２１の内面
に接合される。このため、筒状基部３４２１の材料である第１シート３１には伸縮性は要
求されず、第１シート３１を多種類の材料の中から選択することができる。その結果、防
漏部３４２の肌触りや透湿性、撥水性等の性状または機能を容易に所望のものとすること
ができる。
【００３１】
　また、従来より補助吸収具や使い捨ておむつ等の吸収性物品にて様々な種類のものが使
用されてきた非伸縮性の不織布により筒状基部３４２１を形成することにより、所望の機
能を有する防漏部３４２の材料を容易に決定することができ、防漏部３４２および吸収性
物品１を容易に、かつ、製造コストを低減しつつ形成することができる。さらには、第２
シート３２を筒状基部３４２１の頂部３４２２のみに接合することにより、防漏部３４２
の形状を所望のものとしつつ伸縮性不織布である第２シート３２の使用量を低減すること
ができ、防漏部３４２および吸収性物品１の製造コストをより低減することができる。
【００３２】
　防漏部３４２では、筒状基部３４２１の頂部３４２２に沿って第２シート３２が間欠的
に接合されることにより、防漏部３４２の頂部３４２２に容易にギャザーを形成すること
ができる。その結果、防漏部３４２が着用者の肌に柔らかく密着し、着用者の肌が強く圧
迫されることをより確実に防止することができる。また、防漏部３４２の捩れに対する剛
性が向上されるため、防漏部３４２が側方に倒れることをより確実に防止し、吸収性物品
１からの排泄物の漏出をさらに確実に防止することができる。
【００３３】
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　防漏部３４２が形成される際には、第２シート３２が、ホットメルト接着剤等の接着剤
を用いることなく、熱融着接合または超音波接合により筒状基部３４２１に接合される。
これにより、着用者の肌において防漏部３４２が接した部位に接着剤による刺激が生じる
ことを防止し、吸収性物品１の着用感を向上することができる。また、吸収性物品１の製
造では、筒状基部３４２１を形成する第１シート３１に伸縮性不織布である第２シート３
２が積層されて接合された積層シートが予め準備されており、当該積層シートを湾曲させ
て筒状とすることにより、防漏部３４２を容易に形成することができる。
【００３４】
　以上、本発明の実施の形態について説明してきたが、本発明は上記実施の形態に限定さ
れるものではなく、様々な変更が可能である。
【００３５】
　例えば、吸収性物品１からの排泄物の漏出を防止することができるのであれば、第２シ
ート３２の筒状基部３４２１への接合は、長手方向に連続的に行われてもよい。また、着
用者の肌に対する刺激が十分に低減できる場合には、第２シート３２の筒状基部３４２１
への接合は、必ずしも熱融着接合または超音波接合には限定される必要はなく、例えば、
ホットメルト接着剤等の接着剤により第２シート３２が筒状基部３４２１へと接合されて
もよい。
【００３６】
　防漏部３４２を容易に所望の形状とすることができる場合には、第２シート３２は、必
ずしも筒状基部３４２１の頂部３４２２のみに接合される必要はない。第２シート３２は
、筒状基部３４２１の少なくとも頂部３４２２に沿って接合されていればよく、例えば、
図４に示すように、筒状基部３４２１の内面において、頂部３４２２から幅方向の内側の
下部へと到る範囲に、比較的幅が大きい帯状の第２シート３２が接合されてもよい。また
、第２シート３２は、筒状基部３４２１の内面全体、あるいは、筒状基部３４２１の内面
全体を含む第１シート３１の内面全体に接合されてもよい。なお、第２シート３２は、筒
状基部３４２１の外面に接合されてもよい。
【００３７】
　上記実施の形態では、第１シート３１における筒状基部３４２１の幅方向の両側の部位
（すなわち、接合部３３）は、筒状基部３４２１の下端の幅方向の外側にて重ねられて本
体部２に接合されるが、筒状基部３４２１の幅方向の両側の部位がそれぞれ、筒状基部３
４２１の下端の内側および外側にて本体部２に接合されることにより、第１シート３１の
長手方向に垂直な断面形状が略Ω状とされてもよい。
【００３８】
　防漏部３４２の筒状基部３４２１を形成する第１シート３１は、必ずしも、撥水性また
は不透液性、かつ、非伸縮性の不織布に限定される必要はなく、例えば、撥水性または不
透液性のプラスチックフィルムや、当該プラスチックフィルムと撥水性または不透液性の
不織布との積層シートにより筒状基部３４２１が形成されてもよい。また、防漏部３４２
は、伸縮性不織布により少なくとも頂部３４２２に長手方向の収縮力が与えられるのであ
れば、必ずしも、非伸縮性の第１シート３１と伸縮性不織布である第２シート３２との積
層シートにより形成される必要はなく、例えば、防漏部３４２全体が伸縮性不織布により
形成されてもよい。
【００３９】
　上述の吸収性物品の構造は、軽失禁パッド以外にも、上端に胴部開口を有するとともに
下部に一対の脚部開口を有するパンツタイプの使い捨ておむつ、着用者の腹側に当接する
部位と背側に当接する部位とを腰回りで止着して着用するオープンタイプの使い捨ておむ
つ、これらの使い捨ておむつ等の内部に取り付けられて使用される様々な補助吸収具、あ
るいは、生理用ナプキンやパンティライナー等の様々な吸収性物品に適用されてよい。
【符号の説明】
【００４０】
　１　吸収性物品
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　２　本体部
　２１　トップシート
　２２　吸収コア
　２３　バックシート
　３１　第１シート
　３２　第２シート
　３４２　防漏部
　３４２１　筒状基部
　３４２２　頂部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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