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(57)【要約】
【課題】身体に対する密着性が高くて漏れを生じにくく
、着用中に違和感を生じ難い吸収性物品を提供すること
。
【解決手段】吸収性物品１は、液保持性を有する縦長の
吸収体２と、その非肌当接面側に配された第１裏面シー
ト３とを有し、肌当接面側へ屈曲させて長手方向に沿う
前側領域５Ａ、中央領域５Ｃ及び後側領域５Ｂを形成す
る契機となる折り曲げ部９，９を有する。第１裏面シー
ト３の非肌当接面側に第２裏面シート５が配されている
。第２裏面シート５は、その前側領域５Ａ及び後側領域
５Ｂそれぞれが第１裏面シート３に固定されて固定部３
５Ａ，３５Ｂを形成している。固定部３５Ａ，３５Ｂの
間に位置する第１裏面シート３と第２裏面シート５との
間は、互いに接合されずに非接合部３５Ｃを形成してい
る。非接合部３５Ｃの形成領域における第１裏面シート
３側には、弾性部材６，６がその伸縮方向を吸収性物品
１の長手方向に一致させて伸長状態で配されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液保持性の吸収体と、その非肌当接面側に配された第１裏面シートとを有し、肌当接面
側へ屈曲させて長手方向に沿う前側領域、中央領域及び後側領域を形成する契機となる折
り曲げ部を有する縦長の吸収性物品であって、
　第１裏面シートの非肌当接面側に第２裏面シートが配されており、第２裏面シートは、
その長手方向前後端部それぞれが第１裏面シートに固定されて固定部を形成しており、こ
れらの固定部の間に位置する第１裏面シートと第２裏面シートとの間は、互いに接合され
ずに非接合部を形成しており、
　前記非接合部の形成領域における第１裏面シート側には、弾性部材がその伸縮方向を前
記吸収性物品の長手方向に一致させて伸長状態で配され、
　第２裏面シートにおける非肌当接面側の前記前側領域及び前記後側領域それぞれに、前
記吸収性物品を着衣に固定する固定手段が配されている吸収性物品。
【請求項２】
　前記吸収体は、前記中央領域に、前記前側領域及び前記後側領域よりも肌当接面側に突
出する中高部を有している請求項１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、失禁パッド、生理用ナプキン等の吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　失禁パッド、生理用ナプキン等の吸収性物品は、通常、下着の股下部（クロッチ部）に
固定されて使用される。このような吸収性物品においては、着用者の動作等に起因して下
着が身体から離れると、該吸収性物品も身体から離れてしまい、漏れや違和感が生じると
いう問題があった。特に、下着が身体にフィットしないルーズなものである場合は、この
ような問題が顕著になる。
【０００３】
　特許文献１には、体液吸収性物品の非肌当接面側に、底部シート及び頂部シートからな
る支持具を配することで、該体液吸収性物品が身体の動きに追随できるようにした技術が
記載されている。この支持具は、底部シートが、該シートの長手方向中央部に配された止
着手段（粘着域）を介して下着の股下部の内面に沿って固定されて長手方向に湾曲すると
共に、頂部シートが該底部シートの長手方向両端部間に平坦な状態で延びて体液吸収性物
品を非肌当接面側から支持することにより、該体液吸収性物品を下着の股下部の内面から
浮き上がらせる。
【０００４】
　特許文献１には、支持具の長手方向中央域に下着との接着手段を設けた実施形態が具体
的に開示されている。このような形態の吸収性物品は、下着の股下部に固定して使用した
場合、着用者の股下部等の動きに合わせて前後領域が動き易くなる反面、運動時など動き
が激しいときには一旦身体の動きに追従した吸収性物品に加えられた慣性力によって容易
には元の方向に戻りにくい。その結果、吸収性物品の前後領域に拠れが生じて身体と吸収
性物品の間に隙間が生じ、漏れが起きるおそれがある。また、その形態に起因して、身体
の圧力が下着方向に加わった場合に、前記頂部シートの伸張によって吸収性物品の身体へ
の密着性を確保するために、前記底部シートにはある程度の剛性が求められるものと考え
られ、実際、特許文献１では熱可塑性プラスチックなど、剛性の高い材料のみを底部シー
ト材料として挙げている。これに起因して、特許文献１に記載の吸収性物品は着用時の違
和感を生じるおそれがある。
　着用中に身体に対する密着性が高く、漏れや違和感を生じ難い吸収性物品は未だ提供さ
れていない。
【０００５】
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【特許文献１】特開２００２－２０４８１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って本発明の目的は、身体に対する密着性が高くて漏れを生じにくく、着用中に違和
感を生じ難い吸収性物品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、液保持性の吸収体と、その非肌当接面側に配された第１裏面シートとを有し
、肌当接面側へ屈曲させて、長手方向に沿う前側領域、中央領域及び後側領域を形成する
契機となる折り曲げ部を有する縦長の吸収性物品であって、第１裏面シートの非肌当接面
側に第２裏面シートが配されており、第２裏面シートは、その長手方向前後端部それぞれ
が第１裏面シートに固定されて固定部を形成しており、これらの固定部の間に位置する第
１裏面シートと第２裏面シートとの間は、互いに接合されずに非接合部を形成しており、
前記非接合部の形成領域における第１裏面シート側には、弾性部材がその伸縮方向を前記
吸収性物品の長手方向に一致させて伸長状態で配され、第２裏面シートにおける非肌当接
面側の前記前側領域及び前記後側領域それぞれに、前記吸収性物品を着衣に固定する固定
手段が配されている吸収性物品を提供することにより、前記目的を達成したものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の吸収性物品は、身体に対する密着性が高くて漏れが生じにくく、着用中の違和
感を生じにくくすることが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明の吸収性物品を、その好ましい一実施形態である失禁パッドに基づき図面
を参照して説明する。
　本実施形態の失禁パッド１は、図１～図３に示すように、液保持性を有する縦長の吸収
体２と、該吸収体２の非肌当接面側に配された第１裏面シート３とを有しており、実質的
に縦長に形成されている。失禁パッド１は、図４に示すようにその肌当接面側へ屈曲させ
て、長手方向に沿う前側領域５Ａ、中央領域５Ｃ及び後側領域５Ｂを形成する契機となる
溝（折り曲げ部）９を有している。前側領域５Ａ及び後側領域５Ｂそれぞれは、溝９によ
って失禁パッド１の肌当接面側（表面シート４側）に屈曲し易くなされている。
　尚、本明細書において、肌当接面は、吸収性物品着用時に着用者の肌側に向けられる面
であり、非肌当接面は、吸収性物品着用時に下着側（着用者の肌側とは反対側）に向けら
れる面である。
【００１０】
　本実施形態においては、吸収体２の肌当接面側に液透過性の表面シート４が配されてお
り、吸収体２は、表面シート４と第１裏面シート３との間に介在配置されている。表面シ
ート４は、失禁パッド１の肌当接面を形成している。表面シート４は吸収体２の肌当接面
側の全域を被覆しており、第１裏面シート３は吸収体２の非肌当接面側の全域を被覆して
いる。
　尚、本明細書において、長手方向は、特に断らない限り、縦長の失禁パッド１の長辺に
沿う方向であり、幅方向は、該長手方向と直交する方向である。
【００１１】
　第１裏面シート３と、吸収体２の非肌当接面側に達している表面シート４とは、接着剤
やヒートシール等の所定の接合手段によって接合されている。また、表面シート４及び第
１裏面シート３は、吸収体２の長手方向前後端から外方に延出しており、それらの延出部
において接着剤やヒートシール等の所定の接合手段により互いに接合されてエンドシール
部を形成している。
　また、表面シート４と吸収体２との間、及び吸収体２と第１裏面シート３との間は、そ
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れぞれ、ホットメルト接着剤等の所定の接合手段により接合されている。
【００１２】
　第１裏面シート３の非肌当接面側には第２裏面シート５が配されている。第１裏面シー
ト３が、この種の吸収性物品における裏面シートと同様に、主として、パッド外部への液
の漏れ出しを防止する役割を担うのに対し、第２裏面シート５は、主として、失禁パッド
１を着衣に固定する際の位置決めに利用される。従って、第１裏面シート３は、好ましく
は液不透過性又は撥水性を有しているのに対し、第２裏面シート５は、液不透過性又は撥
水性を有している必要は無く、表面シート４と同様に、液透過性を有していても良い。
【００１３】
　また、第２裏面シート５としては、特許文献１に記載の底部シートの如き、剛性が比較
的高く硬いシート（例えば熱可塑性プラスチックの発泡シート、合成ゴム等のエラストマ
ーからなるシート、発泡したエラストマーからなるシート、熱可塑性プラスチックの射出
成形品）を用いる必要は無く、不織布、樹脂フィルムの如き、剛性が比較的低く柔軟なシ
ートを用いることができる。良好な着用感を得る観点から、第２裏面シート５としては、
不織布を用いることが好ましい。また、同様の観点から、第２裏面シート５の坪量は、好
ましくは１０～５０ｇ／ｍ2、更に好ましくは１０～３０ｇ／ｍ2である。
【００１４】
　第２裏面シート５は、第１裏面シート３と略同じ寸法を有し、第１裏面シート３の非肌
当接面上に重ねて配されている。
　第２裏面シート５の寸法は、吸収性物品の寸法や吸収性物品が固定される下着の寸法に
合わせて適宜設定することができる。例えば吸収性物品が女性用失禁パッドであれば一般
的に、長手方向の長さは１０～４５ｃｍ、幅方向の長さは３～１２ｃｍである。
【００１５】
　第２裏面シート５は、図３に示すように、その長手方向前後端部それぞれが第１裏面シ
ート３に固定されて固定部３５Ａ，３５Ｂを形成している。より具体的には、失禁パッド
１の表面シート４側には、表面シート４と吸収体２とが一体的に圧密化されて形成された
、幅方向に延びる一対の線状の溝（折り曲げ部）９，９が形成されており、第２裏面シー
ト５（失禁パッド１）は、この一対の溝９，９によって長手方向に、パッド着用者の前側
（腹側）に配される前側領域５Ａ、パッド着用者の後側（背側）に配される後側領域５Ｂ
、及びこれら両領域５Ａ，５Ｂ（一対の溝９，９）に挟まれた中央領域５Ｃに区分され、
且つこれら前側領域５Ａ、後側領域５Ｂそれぞれにおいて、第１裏面シート３に固定され
て固定部３５Ａ，３５Ｂを形成している。本実施形態における固定部３５Ａ，３５Ｂは、
ホットメルト接着剤が第２裏面シート５における前側領域５Ａ、後側領域５Ｂそれぞれの
全幅に亘って塗布されることにより形成されている。これらの固定部３５Ａ，３５Ｂの間
（中央領域５Ｃ）に位置する第１裏面シート３と第２裏面シート５との間は、その全幅に
亘って互いに接合されずに非接合部３５Ｃを形成している。本実施形態における非接合部
３５Ｃは、失禁パッド１の長手方向中央部に存している。
　前側領域５Ａ，後側領域５Ｂの長手方向に沿った長さは、吸収性物品の長手方向の全長
に対してそれぞれ１０～３５％、好ましくは１５～３５％であり、最も好ましくは該全長
の１／４～１／３である。
【００１６】
　固定部３５Ａは、第２裏面シート５の長手方向前端５ａから長手方向の内方に該第２裏
面シート５の長手方向の全長の１０～３５％以内、特に２０～３０％以内の領域に形成さ
れることが好ましい。
　また、固定部３５Ｂは、第２裏面シート５の長手方向後端５ｂから長手方向の内方に該
第２裏面シート５の長手方向の全長の１０～３５％以内、特に２０～３０％以内の領域に
形成されることが好ましい。
【００１７】
　非接合部３５Ｃは、失禁パッド１の中央領域５Ｃに設けられる。中央領域５Ｃは、失禁
パッド１の着用時に着用者の排泄部位に対向する排泄部対向部（図示せず）を含む領域で
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ある。失禁パッド１における非接合部３５Ｃの形成領域は、後述するようにパッド着用時
に下着の股下部の内面から浮き上がって身体に密着するため、漏れ防止を有効に発現する
。
　より具体的には、非接合部３５Ｃは、少なくとも、失禁パッド１を長手方向に二分する
仮想直線（図示せず）から第２裏面シート５の長手方向前端５ａ及び後端５ｂそれぞれに
該第２裏面シート５の長手方向の全長の３０～８０％、特に４０～６０％以内の領域に形
成されていることが好ましい。本実施形態において非接合部３５Ｃは、中央領域５Ｃから
前側領域５Ａ及び後側領域５Ｂ各々の一部にまで跨って存在している。
【００１８】
　非接合部３５Ｃの形成領域における第１裏面シート３側には、弾性部材６がその伸縮方
向を吸収体２の長手方向に一致させて伸長状態で配されている。ここで「第１裏面シート
側」とは、弾性部材６が、第１裏面シート３と第２裏面シート５との間を境界として該境
界よりも肌当接面側（上側）に配され、第２裏面シート５には配されていないことを意味
する。本実施形態においては、図１、図２及び図４に示すように、非接合部３５Ｃにおけ
る第１裏面シート３の非肌当接面側の長手方向左右両側縁部それぞれに、１本の細長い帯
状の弾性部材６が、その長手方向を吸収体２の長手方向に一致させて伸長状態で接着剤等
の公知の接合手段により接合されており、その収縮率は１５～５０％が好ましい。弾性部
材６は、第１裏面シート３の非肌当接面側のみならず、第１裏面シート３の肌当接面側に
配されていても良く、第１裏面シート３とは別部材で固定されていても良い。
【００１９】
　弾性部材６の長手方向の長さは、非接合部３５Ｃの形成領域の長手方向の長さに略一致
して配されている。弾性部材６は、非接合部３５Cの形成領域の幅方向全域に配されてい
ても良いが、図１に示す如く該形成領域の長手方向左右両側縁部のみに配することで、側
縁部からの漏れを更に生じにくくできる。また、弾性部材６の本数は、左右両側縁部それ
ぞれ１本ずつに限らず、複数本ずつでもよい。
【００２０】
　また、第２裏面シート５における非肌当接面側の前側領域５Ａ及び後側領域５Ｂそれぞ
れには、失禁パッド１を着衣５０に固定する固定手段７が配されている。本実施形態にお
いては、図２に示すように、第２裏面シート５の非肌当接面側の前側領域５Ａ及び後側領
域５Ｂそれぞれの長手方向中央部で且つ幅方向中央部に、平面視において矩形形状の固定
手段７が、その長手方向を吸収体２の幅方向に一致させて配されている。固定手段７は、
固定部３５Ａ及び３５Ｂそれぞれの形成領域に配されている。固定部３５Ａ，３５Ｂに挟
まれた非接合部３５Ｃの形成領域には、固定手段７は配されていない。固定手段７は、ホ
ットメルト接着剤を所定部位に塗布することにより形成されている。固定手段７は、不使
用時には剥離シート（図示せず）によって保護されている。
【００２１】
　固定部３５Ａ（３５Ｂ）の面積をＳ１、該固定部３５Ａ（３５Ｂ）の形成領域に配され
る固定手段７の面積Ｓ２とした場合、Ｓ１とＳ２との比（Ｓ１／Ｓ２）は、好ましくは０
．３～１、更に好ましくは０．５～０．９である。
【００２２】
　本実施形態の失禁パッド１は、上述の如く構成されていることにより、図４に示すよう
に、下着の股下部５０の内面５０ａに固定手段７を介して固定された状態で着用した場合
に、弾性部材６，６の収縮力により、長手方向において肌当接面側に凹状に湾曲する。こ
のとき、第２裏面シート５は、股下部５０と固定手段７，７を介して接合されているため
、該第２裏面シート５の全体が該股下部５０に追従するが、第１裏面シート３は、非接合
部３５Ｃの形成領域において、図４に示すように、吸収体２及び表面シート４と共に第２
裏面シート５の肌当接面から浮き上がり、該形成領域における第１裏面シート３と第２裏
面シート５との間に空間が形成される。しかも、失禁パッド１の前側領域５Ａと後側領域
５Ｂが下着に固定され、且つ両領域５Ａ，５Ｂが折り曲げ部として機能する溝９で安定化
されていることから両領域５Ａ，５Ｂが中央領域５Ｃ（非接合部３５Ｃの形成領域）の支
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持部として機能し、空間が安定するので、第２裏面シート５の材料として不織布のような
柔らかい部材を選択可能になる。第２裏面シート５が柔らかい部材から形成されることは
、良好な着用感につながる。こうして、下着の股下部５０の内面５０ａから浮き上がった
非接合部３５Ｃの形成領域は、パッド着用者の身体の動きに追従しやすく、前記排泄部対
向部に常に密着することができる。従って、上述の如き構成を有する本実施形態の失禁パ
ッド１は、身体に対する密着性が高く、漏れや違和感を生じ難い。
【００２３】
　本実施形態の失禁パッド１について更に詳細に説明する。
　本実施形態においては、図１に示すように、失禁パッド１の表面シート４側に、上述し
た折り曲げ部として機能する一対の溝９，９に加えて、表面シート４と吸収体２とが一体
的に圧密化されて形成された長円形の閉じた溝８が形成されている。一対の溝９，９それ
ぞれは、溝８と繋がっており、平面視において長手方向の外方に向かって凸に湾曲してい
る。一対の溝９，９の間には、前記排泄部対向部が位置している。
　これらの溝８，９が形成されていることにより、失禁パッド１の着用時に失禁パッド１
が着用者の身体形状に合わせて変形し易くなり、また、排泄された液が失禁パッド１の長
手方向に導かれるようになり、吸収体２の全体を使って効率的に液吸収をさせることがで
きる。溝８，９は、例えば公知のエンボス装置を用いて表面シート４側から吸収体２を圧
搾することにより形成することができる。
【００２４】
　吸収体２は、図３に示すように、中央領域５Ｃに、前側領域５Ａ及び後側領域５Ｂより
も肌当接面側に突出する中高部２１を有している。中高部２１は、吸収体２の厚みを、そ
の長手方向中央部のみ大きくすることにより形成されている。本実施形態では中高部２１
は、溝８，９に包囲された領域に形成されており、前記排泄部対向部を含んでいる。また
、中高部２１は、固定部３５Ａ，３５Ｂに挟まれた非接合部３５Ｃの形成領域に形成され
ており、これにより、パッド着用時に、図４に示すように下着の股下部５０の内面５０ａ
から浮き上がり、前記排泄部対向部に密着する。このように、中高部２１が形成されてい
ることによって、着用時における失禁パッド１の肌当接面と前記排泄部対向部との密着性
がより一層高められ、また、着用時に吸収体２がヨレにくくなる。また、本実施形態のよ
うに溝９を設けなくても中高部２１そのものによって前側領域５Ａ及び後側領域５Ｂが肌
当接面側に屈曲し易くなるので、厚みの境界部を折り曲げ部９として利用することも可能
である。
【００２５】
　吸収体２における中高部２１の厚みをＴ１、吸収体２における中高部２１以外の部分（
中高部２１よりも厚みの小さい部分）の厚みをＴ２とした場合、Ｔ１とＴ２との比（Ｔ１
／Ｔ２）は、好ましくは１．５～６、更に好ましくは２～４である。
【００２６】
　失禁パッド１における各部の形成材料について説明すると、吸収体２、第１裏面シート
３、表面シート４及び弾性部材６としては、それぞれ、従来のこの種の吸収性物品におい
て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。
　吸収体２としては、例えば、パルプ繊維等の繊維集合体に必要に応じ吸収性ポリマーを
含有させたものを用いることができる。吸収体２は、ティッシュペーパー等の紙や各種不
織布等の被覆シートで被覆されていても良い。また、第１裏面シート３としては、例えば
透湿性を有しない樹脂フィルムや、微細孔を有し透湿性を有する樹脂フィルム、撥水不織
布等の不織布、あるいはこれらを適宜貼り合わせてなる複合シート等を用いることができ
る。また、表面シート４としては、例えば不織布や開孔フィルム等の各種液透過性のシー
ト材を用いることができる。また、弾性部材６の構成材料としては、例えばポリオレフィ
ン類、ポリウレタン類及びこれらの共重合体、又は天然ゴム等からなる弾性材料等を用い
ることができる。
【００２７】
　本実施形態の失禁パッド１は、上述したように、下着の股下部５０の内面５０ａに固定
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手段７を介して固定した状態で着用されることで、非接合部３５Ｃの形成領域（中央領域
５Ｃ）が該内面５０ａから浮き上がり（図４参照）、該形成領域の肌当接面側が着用者の
排泄部対向部に常に密着する。このため、本実施形態の失禁パッド１は、身体に対する追
従性に優れ密着性が高く、漏れや違和感を生じ難い。
　また、吸収体２に中高部２１が形成されている場合には、着用時における失禁パッド１
の肌当接面と前記排泄部対向部との密着性がより一層高められると共に、着用時に吸収体
２がヨレにくくなるため、失禁パッド１の身体に対するフィット性が一層高められる。
【００２８】
　本発明の吸収性物品は、上述した実施形態に制限されるものではなく、本発明の趣旨を
逸脱しない範囲において種々変形可能である。
　例えば、前記実施形態では、弾性部材６は、非接合部３５Ｃの形成領域の長手方向左右
両側縁部に配されていたが、該形成領域の幅方向中央部に配しても良く、該形成領域の略
全域に配しても良い。
　また、前記実施形態では、弾性部材６は、第１裏面シート３と第２裏面シート５との間
における該第１裏面シート３の非肌当接面側に配されていたが、非接合部３５Ｃの形成領
域に配されていれば良く、表面シート４と吸収体２との間でも良く、吸収体２と第１裏面
シート３との間でも良い。尚、上述したように、弾性部材６は第２裏面シート５には配設
されない。
【００２９】
　また、前記実施形態では、固定手段７は、第２裏面シート５の非肌当接面側の長手方向
前後端部（前側領域５Ａ、後側領域５Ｂ）のみに配されていたが、これら前後端部に加え
て、これら前後端部に挟まれた領域（中央領域５Ｃ）に配されていても良い。
　また、固定手段７は、前記実施形態では粘着剤を塗布することにより形成された粘着部
であったが、メカニカルファスナーのオス材等から形成されていても良い。
【００３０】
　また、前記実施形態では、中高部２１は、吸収体２の厚みを、その長手方向中央部のみ
大きくすることにより形成されていたが、下層吸収体の上に上層吸収体を積層することに
より形成されていても良い。
　また、前記実施形態では、本発明の吸収性物品の適用例の一つとして失禁パッドを挙げ
たが、例えば生理用ナプキン、パンティライナー、おりものシート等にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は、本発明の吸収性物品の一実施形態である失禁パッドの肌当接面側（表面
シート側）を示す平面図である。
【図２】図２は、図１に示す失禁パッドの非肌当接面側（第２裏面シート側）を示す平面
図である。
【図３】図３は、図１のＩ－Ｉ線断面を模式的に示す縦断面図である。
【図４】図４は、図１に示す失禁パッドの使用状態を示す図３相当図である。
【符号の説明】
【００３２】
１　失禁パッド
２　吸収体
２１　中高部
３　第１裏面シート
４　表面シート
５　第２裏面シート
５Ａ　前側領域（第２裏面シートの長手方向前端部）
５ａ　第２裏面シートの長手方向前端
５Ｂ　後側領域（第２裏面シートの長手方向後端部）
５ｂ　第２裏面シートの長手方向後端
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５Ｃ　中央領域
６　弾性部材
７　固定手段
８　溝
９　溝（折り曲げ部）
３５Ａ，３５Ｂ　固定部
３５Ｃ　非接合部
５０　下着の股下部
５０ａ　下着の股下部の内面（肌当接面）

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(9) JP 2009-136601 A 2009.6.25

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 3B200 AA01  AA03  BA12  BB11  CA14  DA08  DB06  DD02  DD07  EA08 
　　　　 　　        EA12  EA22 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

