
JP 5683742 B1 2015.3.11

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固形成分を含む尿を吸収するための吸収性物品であって、
　前記吸収性物品が、透液性のトップシートと、不透液性のバックシートと、前記トップ
シート及び前記バックシートの間に配置された吸液性の吸収体とを備え、互いに直交する
長さ方向、幅方向及び厚さ方向を有し、
　前記トップシートが、凸部が形成された肌側表面を有する不織布であり、
　前記不織布のうち前記凸部における厚さ方向配向繊維の含有率が、前記不織布のうち前
記凸部以外の部分における厚さ方向配向繊維の含有率よりも大きく、
　前記不織布の湿潤時厚みが、前記不織布の乾燥時厚みの８５％以上であり、
　前記不織布が、前記肌側表面を有する第１繊維層と、第１繊維層よりも前記吸収体側に
位置する第２繊維層とを有し、第１繊維層が、耐久親水性を有する繊維で構成され、第２
繊維層が、耐久親水性を有する繊維と、非耐久親水性を有する繊維とで構成されている、
　前記吸収性物品。
【請求項２】
　前記不織布の乾燥時厚みが０．６～１．６ｍｍである、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記不織布の坪量が１８～４０ｇ／ｍ2である、請求項１又は２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記不織布が、熱可塑性樹脂繊維を含有するウェブに気体を噴射して凹凸構造を形成し
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た後、加熱処理して前記ウェブ中の熱可塑性樹脂繊維同士の交差部分を熱融着させること
により製造された不織布である、請求項１～３のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記吸収体が、前記吸収体を前記厚さ方向に貫通する貫通孔又は前記トップシート側に
開口する凹部であって、前記吸収体の前記幅方向の中心を通って前記長さ方向に延在する
前記貫通孔又は前記凹部を有する、請求項１～４のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記吸収体は、前記吸収体を厚さ方向に圧搾する圧搾部であって、前記貫通孔又は前記
凹部よりも前記幅方向の外側に形成された前記圧搾部を有する、請求項５に記載の吸収性
物品。
【請求項７】
　前記トップシート及び前記吸収体の間に吸液性シートが配置されており、前記吸液性シ
ートが、２枚の透液性シートと、該２枚の透液性シートの間に配置された吸収性ポリマー
層を有し、そして前記吸液性シートが、前記厚さ方向において前記貫通孔又は前記凹部と
重ならないように配置されている、請求項５又は６に記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記凸部が、前記長さ方向に延在する、複数の畝部であり、前記複数の畝部の間に前記
長さ方向に延在する溝部が形成されている、請求項１～７のいずれか一項に記載の吸収性
物品。
【請求項９】
　吸収性物品が装着される装着面を有する透液性のトップシートと、不透液性のバックシ
ートとを備え、腹側部、股間部及び背側部を有する外装体と、
　前記装着面に脱着可能に装着された、請求項１～８のいずれか一項に記載の吸収性物品
とを備える、着用物品。
【請求項１０】
　透液性のトップシートと、不透液性のバックシートと、前記トップシート及び前記バッ
クシートの間に配置された吸液性の吸収体とを備え、互いに直交する長さ方向、幅方向及
び厚さ方向を有し、固形成分を含む尿を吸収するための吸収性物品の前記トップシート用
の不織布であって、
　前記不織布が、凸部が形成された肌側表面を有し、
　前記不織布のうち前記凸部における厚さ方向配向繊維の含有率が、前記不織布のうち前
記凸部以外の部分における厚さ方向配向繊維の含有率よりも大きく、
　前記不織布の湿潤時厚みが、前記不織布の乾燥時厚みの８５％以上であり、
　前記不織布が、前記肌側表面を有する第１繊維層と、第１繊維層よりも前記吸収体側に
位置する第２繊維層とを有し、第１繊維層は、耐久親水性を有する繊維で構成され、第２
繊維層は、耐久親水性を有する繊維と、非耐久親水性を有する繊維とで構成されている、
　前記吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吸収性物品及び該吸収性物品を備える着用物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、着用者の陰部が当接する部分に貫通条孔が形成された吸収体が配置さ
れた吸収性物品、具体的には、吸収性パッドが記載されている。特許文献１に記載の吸収
性物品では、着用者の陰部に対する吸収性物品のフィット性を向上させることが可能であ
る。また、着用者の陰部が当接する部分が湿潤状態となりにくいため、着用者の不快感を
防止することが可能である。
【０００３】
　また、特許文献２～１３には、表面に凸部が形成された不織布及び該不織布の吸収性物
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品のトップシートとしての使用が開示されている。特許文献２～１３に記載の不織布では
、表面に形成された凸部により、不織布の透液性及び肌触りを向上させることが可能であ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－９５１５６号公報
【特許文献２】特開２００９－３０２１８号公報
【特許文献３】特開２００８－２３３２６号公報
【特許文献４】特開２００８－２５０７９号公報
【特許文献５】特開２００４－１７４２３４号公報
【特許文献６】特開２００９－１６００３５号公報
【特許文献７】特開２００９－２０１９６４号公報
【特許文献８】特開２０１２－５７０１号公報
【特許文献９】特開２００２－１８７２２８号公報
【特許文献１０】特開２００３－２４７１５５号公報
【特許文献１１】特開２００７－１７７３４０号公報
【特許文献１２】特開２００５－３５０８３６号公報
【特許文献１３】特開２０１０－１６８７１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記吸収性パッドは、例えば、寝たきりの高齢者が使用した場合に、尿の吸収性に劣り
、尿が吸収性パッドから漏れるときがあった。
　本願発明者らが確認したところ、寝たきりの高齢者の尿には、一般成人の尿と比較して
固形成分が多く含まれ、当該固形成分が、吸収性パッドのトップシートに詰まり、尿の吸
収性を阻害していることを見出した。
【０００６】
　本発明は、固形成分を含む尿の吸収性に優れ、固形成分を含む尿が漏れにくい吸収性物
品、及び上記吸収性物品を備える着用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】
　上記課題を解決するために、本発明は、固形成分を含む尿を吸収するための吸収性物品
であって、前記吸収性物品が、透液性のトップシートと、不透液性のバックシートと、前
記トップシート及び前記バックシートの間に配置された吸液性の吸収体とを備え、互いに
直交する長さ方向、幅方向及び厚さ方向を有し、前記トップシートが、凸部が形成された
肌側表面を有する不織布であり、前記不織布のうち前記凸部における厚さ方向配向繊維の
含有率が、前記不織布のうち前記凸部以外の部分における厚さ方向配向繊維の含有率より
も大きく、前記不織布の湿潤時厚みが、前記不織布の乾燥時厚みの８５％以上であり、前
記不織布が、前記肌側表面を有する第１繊維層と、第１繊維層よりも前記吸収体側に位置
する第２繊維層とを有し、第１繊維層が、耐久親水性を有する繊維で構成され、第２繊維
層が、耐久親水性を有する繊維と、非耐久親水性を有する繊維とで構成されている、前記
吸収性物品を提供する。
　また、本発明は、吸収性物品が装着される装着面を有する透液性のトップシートと、不
透液性のバックシートとを備え、腹側部、股間部及び背側部を有する外装体と、前記装着
面に脱着可能に装着された、本発明の吸収性物品とを備える、着用物品を提供する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の吸収性物品、及び上記吸収性物品を備える着用物品は、固形成分を含む尿の吸
収性に優れ、固形成分を含む尿が漏れにくい。
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【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る尿取りパッドの平面図である。
【図２】図２は、図１に示す尿取りパッドの分解斜視図である。
【図３】図３は、図１のＡ－Ａ線端面図である。
【図４】図４（Ａ）は、図１のＢ－Ｂ線端面図（腹側部側の部分）であり、図４（Ｂ）は
、図１のＢ－Ｂ線端面図（背側部側の部分）である。
【図５】図５は、図１に示す尿取りパッドが具備するトップシートの一部の拡大斜視図で
ある。
【図６】図６は、本発明の一実施形態に係る外装体の平面図である。
【図７】図７は、図６に示す外装体の分解斜視図である。
【図８】図８は、図６に示す外装体をパンツ形状に変形させた状態を示す斜視図である。
【図９】図９は、図６に示す外装体が具備するサイドシートを説明するための図である。
【図１０】図１０は、本発明の一実施形態に係る着用物品の一部拡大平面図である。
【図１１】図１１は、図１０のＡ－Ａ線断面図である。
【図１２】図１２（Ａ）は、不織布製造装置の全体図であり、図１２（Ｂ）は、不織布製
造装置の噴射部の拡大斜視図である。
【図１３】図１３は、噴射部から噴射された気体の、ウェブに対する作用を説明するため
の図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本明細書において、長さの両側のうち、吸収性物品の中心を通って幅方向に延在する仮
想中心線の近位側を「長さ方向の内側」と表現し、遠位側を「長さ方向の外側」と表現す
る場合がある。また、幅方向の両側のうち、吸収性物品の中心を通って長さ方向に延在す
る仮想中心線の近位側を「幅方向の内側」と表現し、遠位側を「幅方向の外側」と表現す
る場合がある。また、厚さ方向の両側のうち、着用者の肌側に位置する厚さ方向の一方側
を「肌側」といい、着用者の着衣側に位置する厚さ方向の他方側を「着衣側」という場合
がある。
【００１１】
　以下、本発明の、固形成分を含む尿を吸収するための吸収性物品（以下、「固形成分を
含む尿を吸収するための吸収性物品」を、単に『吸収性物品』と称する場合がある）に包
含される態様について説明する。
　本発明の一態様（以下「態様１Ａ」という）に係る吸収性物品は、固形成分を含む尿を
吸収するための吸収性物品であって、透液性のトップシートと、不透液性のバックシート
と、前記トップシート及び前記バックシートの間に配置された吸液性の吸収体とを備え、
互いに直交する長さ方向、幅方向及び厚さ方向を有し、前記トップシートが、凸部が形成
された肌側表面を有する不織布であり、前記不織布のうち前記凸部における厚さ方向配向
繊維の含有率が、前記不織布のうち前記凸部以外の部分における厚さ方向配向繊維の含有
率よりも大きく、前記不織布の湿潤時厚みが、前記不織布の乾燥時厚みの８５％以上であ
り、前記不織布が、前記肌側表面を有する第１繊維層と、第１繊維層よりも前記吸収体側
に位置する第２繊維層とを有し、第１繊維層が、耐久親水性を有する繊維で構成され、第
２繊維層が、耐久親水性を有する繊維と、非耐久親水性を有する繊維とで構成されている
、前記吸収性物品である。
【００１２】
　態様１Ａに係る吸収性物品は、次の作用効果を発揮することができる。不織布のうち凸
部における厚さ方向配向繊維の含有率がその他の部分における厚さ方向配向繊維の含有率
よりも大きく、そして不織布の乾燥時厚みの８５％以上という不織布の湿潤時厚みを有す
ることにより、吸収性物品に供給された液体によってトップシートが湿潤状態にある場合
に、トップシートに形成された凸部の形状が維持され、そしてトップシート内の空隙が保
持されやすい。
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【００１３】
　本願発明者らの調査により、高齢者、特に寝たきりの高齢者の尿は、一般成人の尿と比
較して、固形成分、例えば、リン酸マグネシウムアンモニウム結石、シュウ酸カルシウム
結晶、上皮細胞、硝子円柱等を多く含有することが見出された。
　なお、本願明細書では、尿に含まれる上記固形成分を、単に「固形成分」と称する場合
がある。
　態様１Ａに係る吸収性物品では、不織布が、肌側表面を有する第１繊維層と、第１繊維
層よりも吸収体側に位置する第２繊維層とを有し、第１繊維層が、耐久親水性を有する繊
維で構成され、第２繊維層が、耐久親水性を有する繊維と、非耐久親水性を有する繊維と
で構成されているので、吸収性物品に供給された尿がトップシートを通過して吸収体に迅
速に移行するので、吸収性物品に供給された尿が漏れにくい。また、尿の吸収の際に、固
形成分が、トップシートの空隙及び吸収体の表面を塞ぎにくいので、尿を繰り返し吸収し
ても、吸収性物品に供給された尿が漏れにくい。
【００１４】
　この点、態様１Ａに係る吸収性物品は、凸部の嵩及び空隙が維持されやすいので、高齢
者（特に寝たきりの高齢者）の尿を吸収するための吸収性物品（例えば、尿取りパッド）
として好適である。なお、高齢者とは、通常６５歳以上の人を意味する。
　なお、態様１Ａに係る吸収性物品は、固形成分を含む尿であれば、高齢者に限定されず
、例えば、疾患等の原因により、固形成分が含まれる尿全般の吸収性に優れる。
　上記疾患としては、結晶成分が増加する腎結石、痛風、急性肝炎等、上皮細胞が増加す
る膀胱炎、腎炎等、円柱細胞の増加する腎盂腎炎、糖尿病性腎症等が挙げられる。
【００１５】
　態様１Ａに係る吸収性物品は、尿、特に固形成分を含む尿を複数回、好ましくは３回以
上、より好ましくは４回以上、さらに好ましくは５回以上、漏らさずに吸収することがで
きる。態様１Ａに係る吸収性物品は、尿、特に固形成分を含む尿を、好ましくは４００ｍ
Ｌ以上、より好ましくは５００ｍＬ以上、さらに好ましくは６００ｍＬ以上、漏らさずに
吸収することができる。
　例えば、寝たきりの高齢者の多くは、一晩に約３回以上、計４００ｍＬ以上の尿を排泄
するが、少なくとも３回、あるいは４００ｍＬの尿を漏らさずに吸収することができれば
、夜間の吸収性物品の交換を少なくすることができ、高齢者本人は、夜間、安眠を妨害さ
れにくい。また、介護者は、夜間に、吸収性物品の交換をする手間が省略でき、介護、具
体的には排泄ケアの負担が軽減される。
【００１６】
　態様１Ａに係る吸収性物品の好ましい一態様（以下「態様２Ａ」という）において、前
記不織布の乾燥時厚みは０．６～１．６ｍｍである。それにより、トップシート（不織布
）内の空隙の総量が増え、複数回の尿を吸収した場合であっても、固形成分でトップシー
トが目詰まりしにくく、吸収性物品から尿が漏れにくくなる。
【００１７】
　態様１Ａ又は態様２Ａに係る吸収性物品の好ましい一態様（以下「態様３Ａ」という）
において、前記不織布の坪量は１８～４０ｇ／ｍ2である。それにより、トップシート（
不織布）が、乾燥時及び湿潤時の両方において、一定の繊維密度を有し、固形成分を通過
させる空隙を保持しやすくなる。
【００１８】
　態様１Ａ～態様３Ａのいずれかに係る吸収性物品の好ましい一態様（以下「態様４Ａ」
という）において、前記不織布が、熱可塑性樹脂繊維を含有するウェブに気体を噴射して
凹凸構造を形成した後、加熱処理して前記ウェブ中の熱可塑性樹脂繊維同士の交差部分を
熱融着させることにより製造された不織布である。それにより、トップシート（不織布）
が、乾燥時のみならず、湿潤時において、固形成分を通過させる空隙を保持しやすくなる
。
【００１９】



(6) JP 5683742 B1 2015.3.11

10

20

30

40

50

　態様１Ａ～態様４Ａのいずれかに係る吸収性物品の好ましい一態様（以下「態様５Ａ」
という）において、前記吸収体が、前記吸収体を前記厚さ方向に貫通する貫通孔又は前記
トップシート側に開口する凹部であって、前記吸収体の前記幅方向の中心を通って前記長
さ方向に延在する前記貫通孔又は前記凹部を有する。吸収性物品の着用時に加えられる幅
方向の内側に向かう力によって、トップシートの肌側表面は、凸部以外の部分（例えば、
凹部）を折れ起点として着衣側（バックシート側）に向けて凸状変形しやすい一方、吸収
体は肌側（トップシート側）に凸状変形しやすい。したがって、吸収性物品の着用時、ト
ップシートは吸収体の貫通孔内又は凹部内に入り込みやすい。このため、吸収性物品の着
用時にトップシートが押圧されても、トップシートのうち吸収体の貫通孔内又は凹部内に
入り込んだ部分は押圧されにくく、この部分における凸部の形状が維持されやすい。
【００２０】
　態様５Ａに係る吸収性物品の好ましい一態様（以下「態様６Ａ」という）において、前
記吸収体は、前記吸収体を厚さ方向に圧搾する圧搾部であって、前記貫通孔又は前記凹部
よりも前記幅方向の外側に形成された前記圧搾部を有する。吸収性物品の着用時に加えら
れる幅方向の内側に向かう力によって、吸収体は圧搾部を折れ起点として肌側に凸状変形
しやすい。したがって、吸収性物品の着用時、トップシートは吸収体の貫通孔内又は凹部
内に入り込みやすい。また、圧搾部によって吸収体の貫通孔又は凹部の形状が保持されや
すいので、トップシートが入り込むための貫通孔又は凹部の空間が維持されやすい。
【００２１】
　態様５Ａ又は６Ａに係る吸収性物品の好ましい一態様（以下「態様７Ａ」という）にお
いて、前記トップシート及び前記吸収体の間に吸液性シートが配置されており、前記吸液
性シートが、２枚の透液性シートと、該２枚の透液性シートの間に配置された吸収性ポリ
マー層を有し、そして前記吸液性シートが、前記厚さ方向において前記貫通孔又は前記凹
部と重ならないように配置されている。それにより、吸収性物品に尿が供給されると、吸
収性ポリマー層が尿を吸収して膨潤し、吸収性ポリマー層の厚さが増加する。厚さが増加
したポリマー層は、圧力緩衝層として機能するので、トップシートのうち厚さ方向におい
て吸収性ポリマー層と重なっていない貫通孔又は凹部が、圧力から保護され、トップシー
トのうち厚さ方向において貫通孔又は凹部と重なる部分が押圧されにくく、この部分にお
ける凸部の形状並びにトップシート内の空隙が維持されやすくなる。その結果、トップシ
ートが、尿中の固形成分で目詰まりしにくく、吸収性物品から尿が漏れにくくなる。
【００２２】
　態様１Ａ～態様７Ａのいずれかに係る吸収性物品の好ましい一態様（以下「態様８Ａ」
という）において、前記凸部が、前記長さ方向に延在する、複数の畝部であり、前記複数
の畝部の間に前記長さ方向に延在する溝部が形成されている。それにより、トップシート
に到達した尿が、溝部を伝わって拡がり、トップシートの尿の入口の面積が増えるため、
尿がより漏れにくくなる。
【００２３】
　以下、本発明の着用物品に包含される態様について説明する。
　本発明の一態様（以下「態様１Ｂ」という）に係る着用物品は、吸収性物品が装着され
る装着面を有する透液性のトップシートと、不透液性のバックシートとを備え、腹側部と
、股間部と、背側部とを有する外装体と、前記装着面に脱着可能に装着された、態様１Ａ
～態様８Ａのいずれかに係る吸収性物品とを備える、着用物品である。
【００２４】
　態様１Ｂに係る着用物品は、装着される吸収性物品の態様に応じて、態様１Ａ～態様８
Ａに係る吸収性物品と同様の作用効果を発揮することができる。
【００２５】
　以下、本発明の不織布に包含される態様について説明する。
　本発明の一態様（以下「態様１Ｃ」という）に係る不織布は、透液性のトップシートと
、不透液性のバックシートと、前記トップシート及び前記バックシートの間に配置された
吸液性の吸収体とを備え、互いに直交する長さ方向、幅方向及び厚さ方向を有し、固形成
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分を含む尿を吸収するための吸収性物品の前記トップシート用の不織布であって、前記不
織布が、凸部が形成された肌側表面を有し、前記不織布が、前記肌側表面を有する第１繊
維層と、第１繊維層よりも前記吸収体側に位置する第２繊維層とを有し、第１繊維層は、
耐久親水性を有する繊維で構成され、第２繊維層は、耐久親水性を有する繊維と、非耐久
親水性を有する繊維とで構成されており、前記不織布のうち前記凸部における厚さ方向配
向繊維の含有率は、前記不織布のうち前記凸部以外の部分における厚さ方向配向繊維の含
有率よりも大きく、前記不織布の湿潤時厚みは、前記不織布の乾燥時厚みの８５％以上で
ある。
【００２６】
　態様１Ｃに係る不織布は、装着される吸収性物品の態様に応じて、態様１Ａ～態様８Ａ
に係る吸収性物品と同様の作用効果を発揮することができる。
【００２７】
　本発明の吸収性物品の種類及び用途は特に限定されるものではない。吸収性物品として
は、例えば、尿取りパッド、使い捨てオムツ、生理用ナプキン、パンティーライナー等の
衛生用品が挙げられ、これらはヒトを対象としてもよいし、ペット等のヒト以外の動物を
対象としてもよい。本発明の吸収性物品が吸収対象とする液体は特に限定されるものでは
なく、例えば、着用者の液状排泄物（例えば、尿、水様便、経血等）が挙げられる。
【００２８】
　以下、図１～図５に基づいて、本発明に係る吸収性物品の一実施形態である尿取りパッ
ド１００を説明する。図１は、尿取りパッド１００の平面図であり、図２は、尿取りパッ
ド１００の分解斜視図であり、図３は、図１のＡ－Ａ線端面図であり、図４は、図１のＢ
－Ｂ線端面図（Ａは腹側部側の部分、Ｂは背側部側の部分）であり、図５は、トップシー
ト１２０の一部拡大斜視図である。
【００２９】
　尿取りパッド１００は、伸展状態において、互いに直交する長さ方向Ｘ、幅方向Ｙ及び
厚さ方向Ｚを有する。
【００３０】
　尿取りパッド１００は、肌側表面１２１を有する透液性のトップシート１２０と、着衣
側表面１３１を有する不透液性のバックシート１３０と、トップシート１２０及びバック
シート１３０の間に配置された吸液性の吸収体１４０とを備える。
【００３１】
　尿取りパッド１００は、長さ方向Ｘに並ぶ腹側部１１１、股間部１１２及び背側部１１
３を有する。尿取りパッド１００が着用される際、腹側部１１１は着用者の腹部に当てら
れ、股間部１１２は着用者の股間部に当てられ、背側部１１３は着用者の尻部及び／又は
背部に当てられる。尿取りパッド１００の長さは、通常３５０～８８０ｍｍ、幅は通常１
６０～４６０ｍｍである。
【００３２】
　尿取りパッド１００は、トップシート１２０の肌側表面１２１が着用者の肌側に位置し
、バックシート１３０の着衣側表面１３１が着用者の着衣側に位置するように着用される
。尿取りパッド１００は、好ましくは、後述する外装体２００に装着された状態で着用さ
れる。尿取りパッド１００の平面視形状は、長さ方向Ｘの略中央がくびれた瓢箪状である
ので、尿取りパッド１００のくびれた部分が着用者の股間にフィットしやすい。着用者か
ら排泄された尿は、トップシート１２０を通じて吸収体１４０に浸透し、吸収体１４０で
吸収及び保持される。吸収体１４０で吸収及び保持される尿の漏れは、バックシート１３
０によって防止される。
【００３３】
　トップシート１２０として使用される透液性シートは、不織布である。不織布としては
、例えば、エアスルー不織布、スパンボンド不織布、ポイントボンド不織布、スパンレー
ス不織布、ニードルパンチ不織布、メルトブローン不織布、及びこれらの組み合わせ（例
えば、スパンボンド・メルトブロー・スパンボンド（ＳＭＳ）不織布等）等が挙げられる
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が、好ましくはエアスルー不織布である。トップシート１２０として使用される不織布の
坪量は、透液性、肌触り等を考慮して適宜調整される。
【００３４】
　トップシート１２０の肌側表面１２１には、畝部１２２（凸部の一例）が形成されてい
る。畝部１２２は、長さ方向Ｘに延在し、幅方向Ｙに所定間隔で並んでおり、隣り合う２
つの畝部１２２の間には１つの溝部１２３が形成されている。すなわち、肌側表面１２１
には、長さ方向Ｘに延在する複数の畝部１２２と、長さ方向Ｘに延在する複数の溝部１２
３とからなる畝溝構造１２４が形成されている。なお、図１及び図２において、１つの畝
部１２２は、隣り合う２本の線の間の領域として示されており、１つの溝部１２３は１本
の線によって示されている。また、図の簡略化のため、図１では、肌側表面１２１に形成
された畝溝構造１２４の一部が省略されている。また、図１に示されるＢ－Ｂ線は、畝部
１２２を通る線であるため、Ｂ－Ｂ線端面図（図４）には溝部１２３が現れない。
【００３５】
　畝部１２２及び溝部１２３が長さ方向Ｘに略直線状に連続して延在する本実施形態は、
トップシート１２０に供給された尿が畝部１２２及び溝部１２３に沿って長さ方向Ｘに広
がりやすく、幅方向Ｙへの尿の広がり及びこれに起因する尿取りパッド１００からの尿の
漏れを防止できる点で有利である。但し、畝部１２２及び溝部１２３の形態は変更可能で
ある。変更例としては、例えば、畝部１２２及び溝部１２３が幅方向Ｙに延在し、長さ方
向Ｘに並ぶ実施形態、畝部１２２及び溝部１２３が方向を変化させながら（例えば、波状
）延在する実施形態、畝部１２２及び溝部１２３が長さ方向Ｘに断続的に延在する実施形
態等が挙げられる。
【００３６】
　畝部１２２の表面は曲面であり、畝部１２２の断面形状は表面に向かって略逆Ｕ字型形
状である。但し、畝部１２２の断面形状は変更可能である。変更例としては、例えば、畝
部１２２の断面形状が台形状、三角状等である実施形態が挙げられる。本実施形態を含め
、畝部１２２が頂部に向けて先細りとなる実施形態は、尿取りパッド１００に加えられた
力（例えば、着用者の体圧）によって畝部１２２が潰れても、溝部１２３の空間を維持で
きる点で有利である。
【００３７】
　畝部１２２は、厚さＴ１を有し、溝部１２３は厚さＴ２を有する。畝部１２２の厚さＴ
１は、通常０．３～１．５ｍｍ、好ましくは０．６～１．４ｍｍ、さらに好ましくは０．
８～１．２ｍｍであり、溝部１２３の厚さＴ２は、通常０．１～０．５ｍｍ、好ましくは
０．２～０．４ｍｍ、さらに好ましくは０．２～０．３ｍｍである。畝部及び溝部の厚さ
の測定は、尿取りパッドから切り出した１００ｍｍ×１００ｍｍのトップシートサンプル
と、レーザー変位計（例えば、キーエンス株式会社製　高精度２次元レーザー変位計ＬＪ
－Ｇシリーズ（型式：ＬＪ－Ｇ０３０））とを使用して、次のように非接触方式で実施さ
れる。トップシートサンプルを水平の測定台の上に置き、異なる５つの畝部について、測
定台からの変位をレーザー変位計で測定し、５つの測定値の平均値を畝部の厚み（ｍｍ）
とする。同様に、異なる５つの溝部について、測定台からの変位をレーザー変位計で計測
し、５つの測定値の平均値を溝部の厚み（ｍｍ）とする。
【００３８】
　畝部１２２は幅Ｗ１を有し、溝部１２３は幅Ｗ２を有する。畝部１２２の幅Ｗ１は、通
常２．０～５．０ｍｍ、好ましくは３．０～４．０ｍｍであり、溝部１２３の幅Ｗ２は、
通常１．０～３．０ｍｍ、好ましくは１．０～２．０ｍｍである。隣り合う２つの畝部１
２２の間隔は、通常、溝部の幅Ｗ２と等しく、隣り合う２つの溝部１２３の間隔は、通常
、畝部１２２の幅と等しい。畝部１２２の幅Ｗ１は、無加圧状態におけるトップシート１
２０の平面写真又は平面画像に基づいて、畝部１２２と、その両側に位置する２つの溝部
１２３との境界線間の距離として測定される。溝部１２３の幅Ｗ２も同様である。
【００３９】
　畝部１２２及び溝部１２３の幅が、後述する吸収体の貫通孔又は凹部の幅よりも小さい
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場合には、トップシートが、吸収体の貫通孔又は凹部に入り込みやすくなる。それにより
トップシートの空隙が確保されやすくなり、固形成分がトップシートの空隙を塞ぎにくく
なる。
【００４０】
　本実施形態では、畝部１２２の厚さ及び幅がどの畝部でも略同一であるが、他の畝部と
は厚さ又は幅が異なる畝部が存在してもよい。溝部１２２の厚さ及び幅についても同様で
ある。
【００４１】
　トップシート１２０として使用される不織布のうち、畝部１２２における厚さ方向配向
繊維の含有率は、不織布のうち畝部１２２以外の部分（例えば、溝部１２３）における厚
さ方向配向繊維の含有率より大きい。「厚さ方向配向繊維」は、厚さ方向Ｚに対して＋４
５度～－４５度の角度で配向している繊維である。畝部１２２における厚さ配向繊維の含
有率は、好ましくは５５～１００％、さらに好ましくは６０～１００％である。畝部１２
２における厚さ配向繊維の含有率と、不織布のうち畝部１２２以外の部分（例えば、溝部
１２３）における厚さ方向配向繊維の含有率との差は、好ましくは１０～１００％、さら
に好ましくは２０～１００％である。
【００４２】
　不織布の所定部分における厚さ方向配向繊維の含有率の測定方法は、以下の通りである
。
（１）不織布を切断し、不織布サンプルを作製する。
（２）株式会社キーエンス製のデジタルマイクロスコープＶＨＸ－１００を使用して、不
織布サンプルの切断面に対して垂直の方向からの拡大画像を撮影する。拡大画像は、５０
本以上の繊維の測定が可能となるような倍率に拡大された画像であり、拡大倍率は、例え
ば２０～５０倍である。拡大画像の撮影の際、不織布サンプルの切断面の最も手前の繊維
（イレギュラーに手前に飛び出した繊維を除く）にピントを合わせ、撮影深度（奥行き）
を設定する。拡大画像は、３Ｄ画像としてＰＣ画面上に作成される。
（３）３Ｄ画像を２Ｄ画像に変換し、２Ｄ画像上に、不織布サンプルの厚さ方向に平行に
延在する複数の線を引き、不織布サンプルの厚さ方向に対して＋４５度～－４５度の角度
で配向する繊維の本数をカウントする。
（４）カウントした繊維の本数の、測定範囲内の全繊維の本数に対する割合を計算する。
（５）（１）～（４）を数回（例えば３～５回）繰り返し、その平均値を厚さ方向配向繊
維の含有率とする。
【００４３】
　トップシート１２０として使用される不織布の湿潤時厚みは、不織布の乾燥時厚みの８
５％以上、好ましくは９０％以上である。不織布の乾燥時厚み及び湿潤時厚みの測定方法
は、以下の通りである。なお、不織布の各種パラメータの測定には、状態調節した不織布
が使用される。不織布の状態調節は、乾燥状態にある不織布を、標準状態（温度２３±２
℃，相対湿度５０±５％）において２４時間以上保存することにより実施される。乾燥状
態にある不織布は、水分率が通常１２％以下、好ましくは１０％以下、さらに好ましくは
８％以下である不織布である。
【００４４】
［乾燥時厚み］
　厚さ計（例えば、株式会社大栄科学精器製作所製ＦＳ－６０ＤＳ，測定子面積１５ｃｍ
2）を用いて、状態調節後の不織布の異なる３つの部位（厚さ計ＦＳ－６０ＤＳを使用す
る場合、各部位の面積は１５ｃｍ2）を定圧３ｇ／ｃｍ2で加圧し、各部位における加圧１
０秒後の厚さを測定する。１０枚の不織布のそれぞれについて同様の測定を行い、合計３
０個の測定値の平均値を不織布の乾燥時厚さとする。
【００４５】
［湿潤時厚み］
　状態調節後の不織布から切り出された１０個の試験片（長さ１０ｍｍ×幅１０ｍｍ）を
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２０℃の蒸留水に１時間浸漬する。次いで、厚さ計（例えば、株式会社大栄科学精器製作
所製ＦＳ－６０ＤＳ，測定子面積１５ｃｍ2）を用いて、各試験片の異なる３つの部位（
厚さ計ＦＳ－６０ＤＳを使用する場合、当該部位の面積は１５ｃｍ2）を定圧３ｇ／ｃｍ2

で加圧し、各部位における加圧１０秒後の厚さを測定する。合計３０個の測定値の平均値
を不織布の湿潤時厚さとする。
【００４６】
　トップシート１２０として使用される不織布の乾燥時厚みは、好ましくは０．６～１．
６ｍｍ、さらに好ましくは０．８～１．４ｍｍである。トップシート（不織布）内の空隙
の総量を保持し、複数回の尿を吸収した場合であっても、トップシートが固形成分で目詰
まりしにくく、吸収性物品から尿を漏らしにくくする観点からである。
【００４７】
　トップシート１２０として使用される不織布の坪量は、好ましくは１８～４０ｇ／ｍ2

、さらに好ましくは２５～３５ｇ／ｍ2である。トップシート（不織布）が、乾燥時及び
湿潤時の両方において、固形成分を通過させる空隙を保持しやすくする観点からである。
【００４８】
　不織布の坪量の測定方法は、次の通りである。状態調節後の不織布から切り出された３
個の試験片（１０ｍｍ×１０ｍｍ）の質量を直示天秤（例えば、研精工業株式会社製　電
子天秤ＨＦ－３００）で測定し、３個の試験片の質量の平均値から算出された不織布の単
位面積当たりの質量（ｇ／ｍ2）を、不織布の坪量とする。
【００４９】
　畝溝構造１２４が形成された不織布は、例えば、熱可塑性樹脂繊維を含有するウェブに
畝溝構造を形成した後、加熱処理してウェブ中の熱可塑性樹脂繊維同士の交差部分を熱融
着させることにより製造することができる。なお、エアスルー不織布を製造する場合、加
熱処理は、ウェブに対して熱風を吹き付けることにより実施される。
【００５０】
　ウェブに含有される熱可塑性樹脂繊維を構成する熱可塑性樹脂としては、例えば、ポリ
オレフィン、ポリエステル、ポリアミド等が挙げられる。ポリオレフィンとしては、例え
ば、直鎖低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、中密度
ポリエチレン（ＭＤＰＥ）、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、ポリプロピレン、ポリブ
チレン、これらを主体とした共重合体（例えば、エチレン－酢酸ビニル共重合体（ＥＶＡ
）、エチレン－アクリル酸エチル共重合体（ＥＥＡ）、エチレン－アクリル酸共重合体（
ＥＡＡ）、アイオノマー樹脂）等が挙げられる。ポリエステルとしては、例えば、ポリエ
チレンタレフタレート（ＰＥＴ）、ポリトリメチレテレフタレート（ＰＴＴ）、ポリブチ
レンテレタレート（ＰＢＴ）、ポリ乳酸、ポリグリコール酸をはじめとする直鎖状又は分
岐状の炭素数２０までのポリヒドロキシアルカン酸等のポリエステル、これらを主体とし
た共重合体、アルキレンテレフタレートを主成分として他の成分を少量共重合してなる共
重合ポリエステル等が挙げられる。ポリアミドとしては、例えば、６－ナイロン、６，６
－ナイロン等が挙げられる。
　なお、熱可塑性樹脂繊維そのものは、疎水性を有することが好ましい。吸収性物品の漏
れにくさの観点からである。
【００５１】
　熱可塑性樹脂繊維は、１種類の熱可塑性樹脂で構成されてもよいが、２種類以上の熱可
塑性樹脂を含有する複合繊維であることが好ましい。好ましい複合繊維は、芯鞘型複合繊
維である。芯鞘型複合繊維の鞘成分を形成する熱可塑性樹脂としては、融点が芯成分を形
成する熱可塑性樹脂の融点よりも低い熱可塑性樹脂が選択される。芯鞘型複合繊維の芯成
分及び鞘成分を形成する熱可塑性樹脂としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン
等のオレフィン系樹脂、ナイロン等のポリアミド系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアク
リロニトリル系樹脂等が挙げられる。鞘成分を形成する熱可塑性樹脂は、好ましくはポリ
エチレン（例えば、高密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、直鎖状低密度ポリエチレ
ン、これらのポリエチレンの混合物等）であり、芯成分を形成する熱可塑性樹脂は、好ま



(11) JP 5683742 B1 2015.3.11

10

20

30

40

50

しくはポリプロピレン及びポリエステルである。
【００５２】
　ウェブに畝溝構造を形成する方法としては、例えば、特開２００８－２５０７９号公報
、特開２００８－２３３２６号公報、特開２００９－３０２１８号公報等に記載の方法が
挙げられる。これらの方法によれば、ウェブを通気性支持部材（例えば、網状支持部材）
に載置し、通気性支持部材を所定方向に移動させながら、ウェブの上面に連続的に気体（
通常はエア）を噴射することにより、ウェブに畝溝構造を形成することができる。なお、
ウェブの下面は、通気性支持部材の形状に沿った形状となる。例えば、網状支持部材のウ
ェブ載置面が平坦である場合には、ウェブの下面は略平坦となる（したがって、不織布の
下面も略平坦となる）。
【００５３】
　ウェブの上面のうち、気体が噴射された領域には、通気性支持部材の移動方向に延在す
る溝部が形成されるとともに、隣り合う２つの溝部の間に畝部が形成される。この際、気
体が噴射された領域の繊維が溝部の両側に移動するので、畝部の坪量は、通常、溝部の坪
量よりも高くなる。また、通気性支持部材の不通気部（例えば、ワイヤ）に衝突して跳ね
返された気体によってウェブ中の繊維が巻き上がり、ウェブに形成される畝溝構造のうち
、畝部における厚さ方向配向繊維の含有率が、その他の部分（例えば、溝部）における厚
さ方向配向繊維の含有率よりも大きくなる。畝部及び溝部の数、間隔、坪量、繊維密度、
厚さ方向配向繊維の含有率等は、ノズルの数、口径及びピッチ、ノズルから噴射される気
体の温度及び噴射量、ウェブのテンション等を調整することにより、所望の範囲に調整す
ることができる。
【００５４】
　図１２及び図１３は、畝溝構造１２４が形成された不織布を製造するための不織布製造
装置の一実施形態を説明するための図である。図１２（Ａ）は、不織布製造装置３００の
全体図であり、図１２（Ｂ）は、不織布製造装置３００の噴射部３３０の拡大斜視図であ
り、図１３は、噴射部３３０から噴射された気体の、ウェブＷに対する作用を説明するた
めの図である。
【００５５】
　不織布製造装置３００は、ウェブＷを支持する通気性支持部材３１０と、通気性支持部
材３１０を所定方向Ｆに移動させるコンベア３２０と、通気性支持部材３１０に支持され
たウェブＷの表面に、気体を噴射する噴射部３３０と、気体噴射処理後のウェブＷを加熱
処理するヒータ部３４０とを備える。
【００５６】
　通気性支持部材３１０は、不通気部である所定太さの複数のワイヤが織り込まれること
により形成された網状支持部材である。通気性支持部材３１０には、複数のワイヤが所定
間隔を空けて織り込まれることにより、通気部である複数の孔部が形成されている。孔部
は、噴射部３３０から噴射された気体Ｇを下方に通気する。
【００５７】
　コンベア３２０は、通気性支持部材３１０を支持する通気性ベルト部３２１と、通気性
ベルト部３２１を所定方向に回転させる回転部３２２，３２３とを備える。
【００５８】
　噴射部３３０は、送気管３３１を介して不図示の送気部に通気可能に連結されている。
噴射部３３０には、複数の噴射口３３２が所定間隔で形成されている。不図示の送気部か
ら送気管３３１を介して噴射部３３０に送気された気体Ｇは、噴射部３３０に形成された
複数の噴射口３３２から、通気性支持部材３１０に支持されたウェブＷの上面に連続的に
噴射される。通気性支持部材３１０を通り抜けた気体Ｇは、噴射部３３０の下方に配置さ
れた吸気部３５０によって吸引される。
【００５９】
　噴射口３３２から噴射された気体Ｇが通気性支持部材３１０の不通気部（ワイヤ）に衝
突して跳ね返されることにより、ウェブＷ中の繊維が巻き上がり、ウェブＷの厚さ方向に
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対する配向性が向上する（図１３参照）。これにより、ウェブＷに形成される畝溝構造の
うち、畝部における厚さ方向配向繊維の含有率が、溝部における厚さ方向配向繊維の含有
率よりも大きくなる。
【００６０】
　噴射口３３２から噴射される気体Ｇの温度は、常温であってもよいが、畝溝構造の成形
性の向上の点から、ウェブＷを構成する熱可塑性樹脂繊維の軟化点以上であって、融点の
＋５０℃～－５０℃の範囲であることが好ましい。
【００６１】
　通気性支持部材３１０に支持されたウェブＷは、気体噴射処理の後、ヒータ部３４０に
よって加熱処理される。通気性支持部材３１０に支持されたウェブＷは、ヒータ部３４０
の内部に形成される加熱空間を所定時間の滞留をもって連続的に移動する。ヒータ部３４
０での加熱処理により、ウェブＷに形成された畝溝構造が保持された状態で、ウェブＷ中
の熱可塑性樹脂繊維同士の交差部分が熱融着し、畝溝構造１２４が形成された不織布が製
造される。
【００６２】
　トップシート１２０として使用される不織布は、肌側表面１２１を有する第１繊維層と
、第１繊維層よりも吸収体１４０側に位置する第２繊維層とを有する。
【００６３】
　第１繊維層における平均繊維径は、第２繊維層における平均繊維径よりも小さいことが
好ましい。これにより、トップシート１２０の肌側表面１２１における肌触りが向上する
。第１繊維層における平均繊維径は、好ましくは１．３～３．３ｄｔｅｘであり、第２繊
維層における平均繊維径は、好ましくは２．３～４．４ｄｔｅｘである。
　第１繊維層における繊維の平均繊維長は、好ましくは３０～５５ｍｍであり、第２繊維
層における繊維の平均繊維長は、好ましくは３０～５５ｍｍである。
【００６４】
　第１繊維層及び第２繊維層は、同芯芯鞘型複合繊維を含有することが好ましい。第２繊
維層は偏芯芯鞘型複合繊維を含有し、第１繊維層は偏芯芯鞘型複合繊維を含有しないこと
が好ましい。偏芯芯鞘型複合繊維は、加熱によりスパイラル状の捲縮を発現しやすいため
、下層である第２繊維層に偏芯芯鞘型複合繊維を有することにより、トップシートに体圧
、尿等の吸収による荷重がかかっても嵩高さ及び空隙を保持することができる。その結果
、固形成分がトップシートの空隙を塞ぎにくく、尿の透過が阻害されず、吸収性物品から
尿が漏れにくくなる。第２繊維層が偏芯芯鞘型複合繊維を含有する場合、その含有量は、
好ましくは第２繊維層の１０質量％～１００質量％、さらに好ましくは第２繊維層の５０
質量％～１００質量％である。
【００６５】
　第１繊維層は、耐久親水性を有する繊維で構成され、第２繊維層は、耐久親水性を有す
る繊維と、非耐久親水性を有する繊維とで構成されている。上記繊維の化学的性質と、上
述の不織布の特定の構造とを組み合わせることにより、吸収性物品が漏れにくくなる。
【００６６】
　トップシートの表面に供給された尿は、第１繊維層が耐久親水性を有する繊維を含むた
め、第１繊維層の内部に引き込まれやすい。次いで、第１繊維層に引きこまれた尿は、第
２繊維層に接触すると、第２繊維層に含まれる、非耐久親水性を有する繊維の非耐久親水
性成分と共に、固形成分を保持したまま、吸収体に迅速に移行する傾向がある。
【００６７】
　第２繊維層では、尿の吸収回数が増えるにつれ、非耐久親水性成分が尿と共に吸収体に
移行するので、非耐久親水性を有する繊維を構成する樹脂（熱可塑性樹脂）が露出するよ
うになる。熱可塑性樹脂は、非耐久親水性成分よりも疎水性であり、尿に含まれる固形成
分は、第２繊維層内の繊維に付着しにくく、固形成分が吸収体に移行しやすい傾向がある
。尿に含まれる固形成分は、その表面が親水性を有する傾向があるためである。
【００６８】
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　なお、第２繊維層に含まれる、耐久親水性を有する繊維は、吸収性物品が繰り返し尿を
吸収した際に、尿を第１繊維層から第２繊維層に引き込む役割を有する。第２繊維層が耐
久親水性を有する繊維を含まない場合には、尿の吸収回数が増えるにつれ、第２繊維層に
おいて、繊維を構成する樹脂（熱可塑性樹脂）が露出し、ひいては第２繊維層が疎水性を
呈するようになり、第２繊維層が尿を引き込みにくくなる。
【００６９】
　また、第２繊維層が、非耐久親水性を有する繊維を含まない場合、例えば、第２繊維層
が、耐久親水性を有する繊維のみを含む場合には、トップシートの表面に供給された尿が
、第１繊維層及び第２繊維層に引き込まれやすいが、尿が第１繊維層及び第２繊維層に留
まり、吸収体に移行しにくい傾向がある。また、尿に含まれる固形成分が、耐久親水性を
有する繊維に付着しやすく、トップシートが固形成分で目詰まりしやすい傾向がある。
【００７０】
　本明細書において、「耐久親水性を有する繊維」は、後述の初期親水性評価試験におけ
る評点が４５／５０以上であり且つ後述の耐久親水性評価試験における評点が４５／５０
以上である繊維と定義される。
　また、本発明の吸収性物品において、第１繊維層及び／又は第２繊維層は、耐久親水性
を有する繊維を２種以上含むことができる。その場合には、初期親水性評価試験の評点と
、耐久親水性評価試験の評点との差が小さい方が、耐久親水性がより高いと評価する。
【００７１】
　本明細書において、「非耐久親水性を有する繊維」は、後述の初期親水性評価試験にお
ける評点が４５／５０以上であり且つ後述の耐久親水性評価試験における評点が４５／５
０未満である繊維と定義される。
　また、本発明の吸収性物品において、第２繊維層は、非耐久親水性を有する繊維を２種
以上含むことができる。その場合には、初期親水性評価試験の評点と、耐久親水性評価試
験の評点との差が大きい方が、非耐久親水性がより高い、すなわち、耐久親水性がより低
いと評価する。
【００７２】
［初期親水性評価試験］
（１ａ）評価すべき繊維をカード機に通し、ウェブを形成し、ウェブから坪量３０ｇ／ｍ
2の不織布を製造し、当該不織布から１０ｃｍ×１０ｃｍのサンプルを切り出す。
（１ｂ）上記サンプルを、１２ｃｍ×１２ｃｍのサイズにカットした１０枚のろ紙の上に
置き、ビュレットを、サンプルの表面から１ｃｍの高さに滴下口が配置されるようにセッ
トする。
（１ｃ）ビュレットから、脱イオン水の液滴１滴（約０．０５ｍＬ）を、サンプル上に滴
下し、上記液滴が滴下されてから消失するまでの消失時間を計測する。
（１ｄ）（１ｃ）のビュレット滴下試験を、別の場所にて計５０箇所繰り返し、消失時間
が３秒未満の個数ｎを算出し、ｎ／５０を評点とする。
　なお、上記試験は、２０℃の恒温室中で実施する。
【００７３】
［耐久親水性評価試験］
（２ａ）評価すべき繊維をカード機に通し、ウェブを形成し、ウェブから坪量３０ｇ／ｍ
2の不織布を製造し、当該不織布から１０ｃｍ×１０ｃｍのサンプルを切り出す。
（２ｂ）上記サンプルを、金網の上に置き、サンプルの上に、内径６ｃｍの円筒を置き、
脱イオン水７０ｍＬを、円筒内に注ぐ。
（２ｃ）脱イオン水を注いでから３分間、サンプルを静置し、次いで、サンプルを、１２
ｃｍ×１２ｃｍのサイズにカットした１０枚のろ紙の間に挟み、その上に１２ｃｍ×１２
ｃｍのサイズのアクリル板を載せ、アクリル板の上から４ｋｇのおもりを載せ、サンプル
を５分間脱水する。
（２ｄ）脱水後、サンプルを１時間風乾する。
（２ｅ）サンプルの脱イオン水を透過させた部分において、（１ｃ）及び（１ｄ）のビュ
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レット滴下試験を実施する。
　なお、上記試験は、２０℃の恒温室中で実施する。
【００７４】
　耐久親水性を有する繊維及び非耐久親水性を有する繊維の両方は、初期、すなわち、非
負荷状態において、好ましくは２５～８０°、そしてより好ましくは３０～７０°の水接
触角を有する。本発明の効果の観点からである。
　耐久親水性を有する繊維及び非耐久親水性を有する繊維は、脱イオン水中に２０分間浸
漬し、２枚のろ紙に挟んで脱水し、次いで、１時間自然乾燥させた後に、それぞれ、好ま
しくは６０°以下及び６０°超、そしてより好ましくは５５°以下及び７５°以上の水接
触角を有する。本発明の効果の観点からである。
【００７５】
　上記水接触角は、以下の通りに測定される。
（１）協和界面化学株式会社の自動極小接触角計ＭＣＡ－Ｊを準備する。
（２）インクジェットから吐出された微小液滴（２０ｐＬ）を、測定すべき繊維の上に滴
下し、液滴の様子を経時で録画する。
（３）繊維に微小液滴が付着した直後の画像を画像解析し、微小液滴の繊維にタイする接
触角を算出する。
（４）接触角は、異なる繊維２０本の計２０カ所の測定値の平均値を採用する。
【００７６】
　耐久親水性を有する繊維及び非耐久親水性を有する繊維は、上述の定義を有するもので
あれば、特に制限されないが、例えば、それぞれ、耐久親水化剤及び非耐久親水化剤を、
繊維にコーティング又は練り込むことにより形成することができる。
　上記耐久親水化剤及び非耐久親水化剤としては、特に制限されず、当技術分野で、繊維
にコーティング又は練り込まれているものを採用することができる。上記非耐久親水化剤
としては、例えば、アルキルホスフェートエステル塩、アルキルホスフェート金属塩等が
挙げられる。上記耐久親水化剤としては、例えば、炭素数が１０～３０のアルキルホスフ
ェートエステル塩と、炭素数が１０～３０のベタイン化合物、硫酸エステル塩又はスルホ
ネート塩との混合物、アルキルホスフェートエステル塩とポリエーテル変性シリコーンと
の混合物等が挙げられる。
【００７７】
　上記不織布は、第１繊維層及び第２繊維層を、それぞれ、好ましくは２０～８０質量％
及び８０～２０質量％、より好ましくは３０～７０質量％及び７０～３０質量％、そして
さらに好ましくは３５～６５質量％及び６５～３５質量％の比率で含む。固形成分と共に
尿を迅速に吸収体に移行させる観点からである。
【００７８】
　第２繊維層は、耐久親水性を有する繊維と、非耐久親水性を有する繊維とを、それらの
総質量を基準として、それぞれ、好ましくは２０～８０質量％及び８０～２０質量％、よ
り好ましくは３０～７０質量％及び７０～３０質量％、そしてさらに好ましくは３５～６
５質量％及び６５～３５質量％の比率で含む。固形成分と共に尿を迅速に吸収体に移行さ
せる観点からである。
【００７９】
　第１繊維層の耐久親水性は、第２繊維層の耐久親水性よりも大きいことが好ましい。こ
れにより、尿取りパッド１００に対して繰り返し尿が供給されたときに、第１繊維層の親
水性よりも第２繊維層の親水性の方が低下しやすいため、吸収体１４０に吸収された尿が
第２繊維層から第１繊維層へ逆戻りしにくい。
【００８０】
　第１繊維層の耐久親水性と第２繊維層の耐久親水性とは、以下の通り測定される。
（１）内径１０ｍｍのアクリル製の円筒を準備する。
（２）上記円筒を、試料（第１繊維層又は第２繊維層）の上に置き、１０ｍＬの色素を加
えた脱イオン水（１回目）を、円筒内に約５秒間で滴下する。
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（３）試料を、５０℃で３０分乾燥させる。
（４）乾燥した試料の、脱イオン水（１回目）を滴下した場所に、上記円筒を再度置く。
（５）円筒内に、１０ｍＬの色素を加えた脱イオン水（２回目）を、約５秒間で滴下し、
滴下開始から、上記脱イオン水が試料を透過するまでの液透過時間を測定する。
　液透過時間が短いほうが、耐久親水性が高い。
【００８１】
　本実施形態における畝部１２２（長さ方向Ｘに延在する凸条部）は、凸部の一例であり
、トップシート１２０の肌側表面１２１に形成される凸部の形態は変更可能である。変更
例としては、例えば、点在する多数の凸部が形成された肌側表面を有する不織布がトップ
シート１２０として使用される実施形態が挙げられる。点在する多数の凸部が形成された
肌側表面を有する不織布において、凸部が形成された部分の厚さ（不織布の下面から凸部
の頂部までの距離）、凸部が形成されていない部分（凹部）の厚さ（不織布の下面から凹
部の最深部までの距離）、凸部のピッチ（隣り合う２つの凸部の頂部間の距離）等は、凹
凸構造の機能（例えば、透液性の向上、肌触りの向上等）を考慮して、適宜調整される。
点在する多数の凸部が形成された肌側表面を有する不織布を製造する方法としては、ギア
延伸を利用する方法、熱伸長性繊維の熱伸長及び／又は熱収縮性繊維の熱収縮を利用する
方法等が挙げられる。なお、熱伸長性繊維の熱伸長及び／又は熱収縮性繊維の熱収縮を利
用する方法によれば、不織布に形成される畝溝構造のうち、畝部における厚さ方向配向繊
維の含有率が、その他の部分（例えば、溝部）における厚さ方向配向繊維の含有率よりも
大きくなると考えられる。
【００８２】
　ギア延伸を利用する方法としては、例えば、第１不織布層をギア延伸によって凹凸賦形
した後、凸部以外の部分において第２不織布層と部分的に接合させることにより、点在す
る多数の凸部が形成された肌側表面を有する不織布を製造する方法が挙げられる。
【００８３】
　熱伸長性繊維の熱伸長及び熱収縮性繊維の熱収縮を利用する方法としては、例えば、熱
伸長性繊維層を肌側に有するとともに、接合部によって熱伸長性繊維層と部分的に接合さ
れた熱収縮性繊維層を着衣側に有する積層シートを加熱処理し、熱伸長性繊維層の熱伸長
及び熱収縮性繊維層の熱収縮によって熱伸長性繊維層を肌側に隆起させることにより、多
数の凸部が形成された肌側表面を有する不織布を製造する方法が挙げられる。
【００８４】
　熱収縮性繊維の熱収縮を利用する方法としては、例えば、非熱収縮性繊維層を肌側に有
するとともに、接合部によって非熱収縮性繊維層と部分的に接合された熱収縮性繊維層を
着衣側に有する積層シートを加熱処理し、熱収縮性繊維層の熱収縮によって非熱収縮性繊
維層を肌側に隆起させることにより、多数の凸部が形成された肌側表面を有する不織布を
製造する方法が挙げられる。
【００８５】
　熱伸長性繊維の熱伸長を利用する方法としては、例えば、熱伸長性繊維層を肌側に有す
るとともに、接合部によって熱伸長性繊維層と部分的に接合された非熱伸長性繊維層を着
衣側に有する積層シートを加熱処理し、熱伸長性繊維層の熱伸長によって熱伸長性繊維層
を肌側に隆起させることにより、多数の凸部が形成された肌側表面を有する不織布を製造
する方法が挙げられる。
【００８６】
　吸収体１４０は、トップシート１２０及びバックシート１３０の間に配置されており、
腹側部１１１から股間部１１２を通じて背側部１１３まで延在している。
【００８７】
　吸収体１４０は、第１吸収層１４０ａ及び第２吸収層１４０ｂを有する。但し、吸収体
１４０が有する層の数は変更可能である。変更例としては、吸収体１４０が単一層で構成
される実施形態、吸収体１４０が第１吸収層１４０ａ及び第２吸収層１４０ｂ以外の１又
は２以上の層を有する実施形態等が挙げられる。
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【００８８】
　吸収体１４０の第１吸収層１４０ａ及び第２吸収層１４０ｂは、着用者から排泄された
尿を吸収可能な吸収性材料を含有する。吸収性材料としては、例えば、親水性繊維、吸収
性ポリマー等が挙げられる。親水性繊維としては、例えば、木材パルプ；非木材パルプ；
レーヨン、フィブリルレーヨン等の再生セルロース；アセテート、トリアセテート等の半
合成セルロース等が挙げられる。吸収性ポリマーとしては、例えば、ポリアクリル酸塩系
、ポリスルホン酸塩系、無水マレイン酸塩系、ポリアクリルアミド系、ポリビニルアルコ
ール系、ポリエチレンオキシド系の高吸収性ポリマー（Super Absorbent Polymer：ＳＡ
Ｐ）等が挙げられる。
【００８９】
　第１吸収層１４０ａの平面視形状は、長さ方向の略中央がくびれた瓢箪状であり、第２
吸収層１４０ｂの平面視形状は、略矩形状である。これにより、吸収体１４０のくびれた
部分が着用者の股間にフィットしやすくなる。但し、吸収体１４０の平面視形状は変更可
能である。
【００９０】
　第１吸収層１４０ａ及び第２吸収層１４０ｂの厚さ、坪量等は、吸収体１４０の吸液性
等を考慮して適宜調整される。第１吸収層１４０ａの厚さは、通常１．５～５．０ｍｍ、
好ましくは２．５～３．５ｍｍであり、坪量は、通常１５０～４００ｇ／ｍ2、好ましく
は２００～３００ｇ／ｍ2である。第２吸収層１４０ｂの厚さは、通常１．５～５．０ｍ
ｍ、好ましくは２．５～３．５ｍｍであり、坪量は、通常１５０～４００ｇ／ｍ2、好ま
しくは２００～３００ｇ／ｍ2である。なお、吸収体の厚さの測定は、尿取りパッドから
切り出した１００ｍｍ×１００ｍｍの吸収体サンプルと、市販の厚さ測定器（例えば、Ｐ
ＥＡＣＯＣＫ社製ＪＡ２５７，測定面５０ｍｍ（直径），測定圧３ｇ／ｃｍ2）とを使用
して、次のように実施される。厚さ測定器により、吸収体サンプルの異なる５つの部位を
定圧３ｇ／ｃｍ2で加圧し、各部位における加圧１０秒後の厚みを測定し、５つの測定値
の平均値を厚み（ｍｍ）とする。
【００９１】
　第１吸収層１４０ａよりもバックシート１３０側に位置する第２吸収層１４０ｂの最大
幅は、第１吸収層１４０ａの最小幅よりも小さい。すなわち、吸収体１４０は、第１吸収
層１４０ａ及び第２吸収層１４０ｂが重なる部分によって形成された高坪量部分と、第１
吸収層１４０ａのうち第２吸収層１４０ｂと重ならない部分によって形成された低坪量部
分とを有し、低坪量部分は長さ方向Ｘに延在している。なお、高坪量及び低坪量とは、相
対的な坪量の高低を意味する。但し、第１吸収層１４０ａ及び第２吸収層１４０ｂの幅は
変更可能である。
【００９２】
　サイズが大きい第１吸収層１４０ａが、サイズが小さい第２吸収層１４０ｂよりもトッ
プシート１２０側に位置する本実施形態では、着用者が、第１吸収層１４０ａ及び第２吸
収層１４０ｂのサイズ差に起因する段差を感じにくく、尿取りパッド１の装着感が向上す
る。但し、第１吸収層１４０ａ及び第２吸収層１４０ｂの位置関係は変更可能である。変
更例としては、例えば、第２吸収層１４０ｂが第１吸収層１４０ａよりもトップシート１
２０側に位置する実施形態等が挙げられる。
【００９３】
　なお、第２吸収層１４０ｂは、第１吸収層１４０ａの最小長さよりも小さい最大長さを
有し、吸収体１４０の長さ方向Ｘの両端部は低坪量部分であるため、吸収体１４０は幅方
向Ｙに延在する折り曲げ線（例えば、高坪量部分の長さ方向の両端縁及び低坪量部分の長
さ方向の両端縁）で折れ曲がりやすい。一方、長さ方向Ｘに延在する畝部１２２が形成さ
れたトップシート１２０は、幅方向Ｙに延在する折り曲げ線で折り曲がりにくい。このよ
うなトップシート１２０が厚さ方向Ｚにおいて吸収体１４０と重なっていることにより、
吸収体１４０は幅方向Ｙに延在する折り曲げ線で折り曲がりにくくなる。それにより、吸
収性物品１００では、着用者の装着感が向上している。
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【００９４】
　第１吸収層１４０ａ及び第２吸収層１４０ｂは、コアラップで被覆されていてもよい。
吸収性材料の層状成形体である第１吸収層１４０ａ及び第２吸収層１４０ｂをコアラップ
で被覆することにより、第１吸収層１４０ａ及び第２吸収層１４０ｂの崩壊を防止するこ
とができる。コアラップとして使用される透液性シートとしては、例えば、不織布等が挙
げられる。
【００９５】
　第１吸収層１４０ａには、第１吸収層１４０ａを厚さ方向Ｚに貫通する貫通孔１４１ａ
が形成されており、第２吸収層１４０ｂには、第２吸収層１４０ｂを厚さ方向Ｚに貫通す
る貫通孔１４１ｂが形成されている。貫通孔１４１ａ，１４１ｂは、尿取りパッド１００
の股間部１１２に位置しているとともに、吸収体１４０の幅方向Ｙの中心を通って長さ方
向Ｘに延在している。第１吸収層１４０ａ及び第２吸収層１４０ｂは、貫通孔１４１ａ，
１４１ｂの位置が一致するように（すなわち、貫通孔１４１ａ，１４１ｂが互いに通じる
ように）積層されている。こうして、吸収体１４０には、吸収体１４０を厚さ方向Ｚに貫
通する貫通孔１４１が貫通孔１４１ａ，１４１ｂによって形成されている。貫通孔１４１
は、貫通孔１４１ａ，１４１ｂと同様、尿取りパッド１００の股間部１１２に位置してい
るとともに、吸収体１４０の幅方向Ｙの中心を通って長さ方向Ｘに延在している。このた
め、貫通孔１４１の位置が、着用者の陰部（尿排泄口）の位置と一致しやすく、着用者に
対する尿取りパッド１００のフィット性が向上する。また、着用者の陰部（尿排泄口）が
当接する部分が湿潤状態となりにくくなるため、着用者の不快感が防止される。
【００９６】
　吸収体１４０には、貫通孔１４１の代わりに、トップシート１２０側に開口する凹部が
形成されていてもよい。トップシート１２０側に開口する凹部を有する吸収体は、例えば
、貫通孔１４１ａを有する第１吸収層と、貫通孔１４１ｂを有しない第２吸収層とを積層
することによって形成することができる。
【００９７】
　貫通孔１４１ａ，１４１ｂの長さ、幅等は、第１吸収層１４０ａ及び第２吸収層１４０
ｂのサイズ等を考慮して適宜調整される。貫通孔１４１ａの幅は、通常５．０～５０ｍｍ
、好ましくは１０～２０ｍｍである。貫通孔１４１ｂの幅は、貫通孔１４１ａの幅と等し
いか又はそれよりも狭く、通常５．０～４０ｍｍ、好ましくは１０～１５ｍｍである。貫
通孔１４１ａの長さは、通常５０～３００ｍｍ、好ましくは５０～２００ｍｍ、さらに好
ましくは５０～１５０ｍｍである。貫通孔１４１ｂの長さは、貫通孔１４１ａの長さと等
しいか又はそれよりも短く、通常３０～２５０ｍｍ、好ましくは３０～１５０ｍｍである
。貫通孔１４１ａの幅及び長さが、貫通孔１４１ｂの幅及び長さと等しいか又はそれより
も大きいことにより、第１吸収層１４０ａ及び第２吸収層１４０ｂを積層する工程で多少
のずれが生じたとしても、吸収体１４０のトップシート１２０側表面からみた貫通孔１４
１の大きさがほぼ一定に保たれる。また、貫通孔１４１の内壁面に段差が生じ、貫通孔１
４１の内表面積が大きくなるので、貫通孔１４１が形成された部分における吸収体１４０
の尿吸収能が向上する。
【００９８】
　吸収体１４０には、吸収体１４０を厚さ方向Ｚに圧搾する圧搾部１４２，１４３が貫通
孔１４１の幅方向Ｙの外側（両側）に形成されている。圧搾部１４２，１４３は、第１吸
収層１４０ａ及び第２吸収層１４０ｂを厚さ方向Ｚに圧搾する。圧搾部１４２，１４３は
、股間部１１２において長さ方向Ｘに延在している。圧搾部１４２，１４３は、ヒートエ
ンボス処理によって形成された、トップシート１２０側に開口する凹部である。
【００９９】
　尿取りパッド１００は、トップシート１２０及び吸収体１４０の間に配置された吸液性
シート１６０をさらに備える。吸液性シート１６０は、厚さ方向Ｚにおいて貫通孔１４１
と重ならないように、股間部１１２から背側部１１３に至る領域内に配置されている。
【０１００】



(18) JP 5683742 B1 2015.3.11

10

20

30

40

50

　吸液性シート１６０は、透液性シート１６１，１６２と、透液性シート１６１，１６２
の間に配置された吸収性ポリマー層１６３とを有する。透液性シート１６１，１６２は、
例えば、不織布である。不織布としては、トップシート１２０と同様の具体例が挙げられ
る。吸収性ポリマー層１６３に含有される吸収性ポリマーとしては、吸収体１４０と同様
の具体例が挙げられる。吸収性ポリマー１６３層の坪量は、尿取りパッド１００に求めら
れる尿吸収量等を考慮して適宜調整される。例えば、透液性シート１６１，１６２が１８
０ｍｍ×１３０ｍｍのサイズである場合、１ｇ当たり生理食塩水６０ｇを吸収する吸収性
ポリマー２ｇを使用して、透液性シート１６１，１６２と略同一サイズの吸収性ポリマー
層１６３を形成することができる。
【０１０１】
　吸収性ポリマー層１６３は、最大幅Ｄ1を有する。最大幅Ｄ1は、吸収性ポリマー層１６
３が投影された、厚さ方向Ｚに垂直な平面において、吸収性ポリマー層１６３の輪郭線上
の点のうち、幅方向Ｙの一方側において最も外側にある点を通って長さ方向Ｘに延在する
仮想直線と、幅方向Ｙの他方側において最も外側にある点を通って長さ方向Ｘに延在する
仮想直線との距離である。本実施形態では、吸収性ポリマー層１６３の幅は略一定である
。
【０１０２】
　第２吸収層１４０ｂは、第１吸収層１４０ａの最小幅よりも小さい最大幅を有する。吸
収性物品１００の幅方向Ｙにおいて、吸収性ポリマー層１６３の両端縁は、第１吸収層１
４０ａの両端縁より内側にあり、かつ、第２吸収層１４０ｂの両端縁より外側にある。そ
れにより、少なくとも第２吸収層１４０ｂの全幅を含むトップシート１２０の幅方向の領
域にわたってトップシート１２０に対して圧力緩衝層としての機能を最大限高めることが
できる。また、吸収性ポリマー層１６３が尿を吸収して膨潤した後でも、第１吸収層１４
０ａと第２吸収層１４０ｂと吸収性ポリマー層１６３とのサイズ差に起因する段差をより
いっそう着用者が感じにくくすることができる。その結果、吸収性物品の装着感を向上さ
せることができる。
【０１０３】
　さらに、第２吸収層１４０ｂは、第１吸収層１４０ａの最小長さよりも小さい最大長さ
を有する。吸液性シート１６０の長さ方向Ｘの両端縁は、第２吸収層１４０ｂの長さ方向
Ｘの両端縁よりも長さ方向Ｘの内側に位置する。吸収性物品１００に供給された尿を吸収
性ポリマー層１６３が吸収して膨潤すると、吸収性ポリマー層１６３の厚さが増加する。
しかしながら、吸液性シート１６０の長さ方向の両端縁は、第２吸収層１４０ｂの長さ方
向Ｘの両端縁よりも長さ方向Ｘの内側に位置するので、吸収性ポリマー層１６３の厚さが
増加しても、吸収性物品１００の長さ方向Ｘの両端部の薄さが確保される。したがって、
吸収性物品１００の長さ方向Ｘの両端部において、吸収性ポリマー層１６３の厚さの増加
に起因する違和感が着用者に生じにくい。また、凸部における厚さ方向配向繊維の含有率
が凸部以外の部分における厚さ方向配向繊維の含有率よりも大きい不織布が厚さ方向にお
いて吸液性シート１６０と重なっているので、吸収性ポリマー層１６３が存在する領域と
存在しない領域との境界に生じる厚さ差（段差）に起因する違和感が着用者に生じにくい
。
【０１０４】
　吸収性ポリマー層１６３は、透液性シート１６１，１６２の少なくとも一方の表面に塗
工された接着剤（例えば、ホットメルト接着剤）によって、透液性シート１６１，１６２
の間に固定されている。吸液性シート１６０から吸収体１４０への透液性の観点から、接
着剤は、透液性シート１６１，１６２の界面全体には塗工されておらず、例えば、ドット
、スパイラル、ストライプ等のパターンで塗工されている。
【０１０５】
　吸収性ポリマー層１６３は、任意の方向に延在する吸収性ポリマー不存在領域によって
、複数の領域に分断されていてもよい。
【０１０６】



(19) JP 5683742 B1 2015.3.11

10

20

30

40

50

　高齢者（特に寝たきりの高齢者）の尿は、一般成人の尿と比較して、固形成分を多く含
有する。したがって、トップシート１２０に形成された畝部１２２が潰され、畝部１２２
の嵩及び空隙が減少すると、尿中の固形成分がトップシート１２０に残存しやすくなり、
トップシート１２０の透液性の低下を引き起こす。この点、尿取りパッド１００は、畝部
１２２の嵩及び空隙が維持されやすいので、高齢者（特に寝たきりの高齢者）の尿を吸収
するための尿取りパッドとして好適である。
【０１０７】
　尿取りパッド１００の着用時に加えられる幅方向Ｙの内側に向かう力によって、トップ
シート１２０の肌側表面１２１は、畝部１２２以外の部分（例えば、溝部１２３）を折れ
起点として着衣側（バックシート１３０側）に向けて凸状変形しやすい一方、吸収体１４
０は肌側（トップシート１２０側）に凸状変形しやすい。したがって、尿取りパッド１０
０の着用時、トップシート１２０は吸収体１４０の貫通孔１４１内に入り込みやすい。こ
のため、尿取りパッド１００の着用時にトップシート１２０が押圧されても、トップシー
ト１２０のうち吸収体１４０の貫通孔１４１内に入り込んだ部分は押圧されにくく、この
部分における畝部１２２の形状が維持されやすい。
【０１０８】
　尿取りパッド１００の着用時に加えられる幅方向Ｙの内側に向かう力によって、吸収体
１４０は圧搾部１４２，１４３を折れ起点として肌側に凸状変形しやすい。したがって、
尿取りパッド１００の着用時、トップシート１２０は吸収体１４０の貫通孔１４１内に入
り込みやすい。また、圧搾部１４２，１４３によって吸収体１４０の貫通孔１４１の形状
が保持されやすいので、トップシート１２０が入り込むための貫通孔１４１の空間が維持
されやすい。
【０１０９】
　尿取りパッド１００に供給された尿を吸収性ポリマー層１６３が吸収して膨潤すると、
吸収性ポリマー層１６３の厚さが増加する。したがって、膨潤した吸収性ポリマー層１６
３が圧力緩衝層として機能し、トップシート１２０のうち厚さ方向Ｚにおいて吸収性ポリ
マー層１６３と重なっていない部分を圧力から保護する。特に、吸液性シート１６０は厚
さ方向Ｚにおいて貫通孔１４１と重ならないように配置されているので、トップシート１
２０のうち厚さ方向Ｚにおいて貫通孔１４１と重なる部分を圧力から保護する。このため
、トップシート１２０のうち厚さ方向Ｚにおいて貫通孔１４１と重なる部分が押圧されに
くく、この部分における畝部１２２の形状が維持されやすい。
【０１１０】
　以下、図６～図９に基づいて、本発明の外装体の一実施形態に係る外装体２００を説明
する。図６は、外装体２００の平面図であり、図７は、外装体２００の分解斜視図であり
、図８は、パンツ形状に変形した外装体２００の斜視図であり、図９は、外装体２００が
具備するサイドシート２５０ａ，２５０ｂを説明するための図である。
【０１１１】
　外装体２００は、伸展状態において、互いに直交する長さ方向Ｘ、幅方向Ｙ及び厚さ方
向Ｚを有する。外装体２００の長さ方向Ｘ、幅方向Ｙ及び厚さ方向Ｚは、尿取りパッド１
００の長さ方向Ｘ、幅方向Ｙ及び厚さ方向Ｚと一致する。
【０１１２】
　外装体２００は、長さ方向Ｘの両端縁２０１，２０２及び幅方向Ｙの両端縁２０３，２
０４を有する本体部２１０と、本体部２１０の幅方向Ｙの両端縁２０３，２０４から幅方
向Ｙに延在するサイドフラップシート２８０ａ，２８０ｂとを備える。
【０１１３】
　本体部２１０は、長さ方向Ｘに並ぶ腹側部２１１、股間部２１２及び背側部２１３を有
する。腹側部２１１は着用者の腹部に当てられる部分であり、股間部２１２は着用者の股
間部に当てられる部分であり、背側部２１３は着用者の尻部及び／又は背部に当てられる
部分である。本体部２１０の長さは、通常６５０～１０００ｍｍ、幅は通常３００～６９
０ｍｍである。
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【０１１４】
　一対のサイドフラップシート２８０ａ，２８０ｂは、本体部２１０の背側部２１３の両
側に設けられている。サイドフラップシート２８０ａ，２８０ｂに取り付けられた係合手
段であるメカニカルファスナのフック部２８１ａ，２８１ｂによって腹側部２１１の幅方
向Ｙの両端縁と背側部２１３の幅方向Ｙの両端縁とが係合されると、外装体２００はパン
ツ形状に形成され、本体部２１０の長さ方向Ｘの両端縁２０１，２０２によってウエスト
開口部が形成されるとともに、本体部２１０の幅方向Ｙの両端縁２１３，２１４によって
レッグ開口部が形成される（図８参照）。
【０１１５】
　外装体２００は、展開型からパンツ型に変形可能であるが、最初からパンツ型に成形さ
れていてもよい。例えば、股間部２１２の幅方向Ｙの両端縁と、背側部２１３の幅方向Ｙ
の両端縁とを接合することにより、外装体２００をパンツ型に成形することができる。こ
の場合、一対のサイドフラップシート２８０ａ，２８０ｂは省略することができる。
【０１１６】
　本体部２１０は、長さ方向Ｘの略中央部分（股間部２１２に対応する部分）がくびれた
瓢箪状である。このため、股間部２１２が着用者の股間にフィットしやすくなっている。
但し、本体部２１０の形状は、パンツ型に変形可能である範囲において適宜変更可能であ
る。
【０１１７】
　本体部２１０は、肌側表面２２１を有する透液性のトップシート２２０と、着衣側表面
２３１を有する不透液性のバックシート２３０と、トップシート２２０及びバックシート
２３０間に配置された吸液性の吸収体２４０と、トップシート２２０の肌側表面２２１の
幅方向Ｙの両側部分に配置された不透液性のサイドシート２５０ａ，２５０ｂとを備える
。但し、吸収体２４０及びはサイドシート２５０ａ，２５０ｂは省略可能である。
【０１１８】
　トップシート２２０として使用される透液性シートは、例えば、不織布である。不織布
としては、トップシート１２０と同様の具体例が挙げられる。トップシート２２０の坪量
、厚み等は、透液性、肌触り等を考慮して適宜調整される。
【０１１９】
　バックシート２３０は、肌側に位置する不透液性シート２３１と、着衣側に位置する不
透液性シート２３２とを有する。不透液性シート２３１，２３２としては、例えば、防水
処理を施した不織布、合成樹脂フィルム、不織布と合成樹脂フィルムとの複合シート等が
挙げられる。バックシート２３０の厚さ、坪量等は、不透液性等を考慮して適宜調整され
る。バックシート２３０は、着用時のムレを低減させるために、不透液性に加えて、通気
性又は透湿性を有することが好ましい。
【０１２０】
　吸収体２４０は、トップシート２００及びバックシート３００の間に配置されており、
腹側部２１１から股間部２１２を通じて背側部２１３まで延在している。吸収体２４０の
平面視形状は、長さ方向Ｘの略中央がくびれた瓢箪状である。これにより、吸収体２４０
のくびれた部分が着用者の股間にフィットしやすくなる。吸収体２４０は、着用者から排
泄された尿を吸収し得る吸収性材料を含有する。吸収性材料としては、吸収体１４０と同
様の具体例が挙げられる。吸収体２４０は、コアラップで被覆されていてもよい。吸収体
２４０の厚さ、坪量等は、吸液性等を考慮して適宜調整される。吸収体２４０の厚さは、
通常３～１０ｍｍ、好ましくは４～７ｍｍであり、坪量は、通常１５０～５００ｇ／ｍ2

、好ましくは２００～４００ｇ／ｍ2である。
【０１２１】
　吸収体２４０には、吸収体２４０を厚さ方向Ｚに貫通する貫通孔２４１が形成されてい
る。貫通孔２４１は、外装体２００の股間部２１２に位置しているとともに、吸収体２４
０の幅方向Ｙの中心を通って長さ方向Ｘに延在している。このため、尿取りパッド１００
を外装体２００に装着する際、尿取りパッド１００の貫通孔１４１の位置を、外装体２０
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０の貫通孔２４１の位置と一致させやすい。
【０１２２】
　吸収体２４０には、貫通孔２４１の代わりに、トップシート２２０側に開口する凹部が
形成されていてもよい。トップシート２２０側に開口する凹部を有する吸収体は、例えば
、貫通孔２４１を有する第１吸収層と、貫通孔を有しない第２吸収層とを積層することに
よって形成することができる。
【０１２３】
　貫通孔２４１の長さ、幅等は、吸収体２４０のサイズ等を考慮して適宜調整される。貫
通孔２４１の幅は、貫通孔１４１の幅と等しいか又はそれよりも広く、通常５～５０ｍｍ
、好ましくは１５～２５ｍｍである。貫通孔２４１の長さは、貫通孔１４１の長さと等し
いか又はそれよりも長く、通常５０～７００ｍｍ、好ましくは９０～３５０ｍｍである。
貫通孔２４１の幅及び長さが、貫通孔１４１の幅及び長さと等しいか又はそれよりも大き
いので、尿取りパッド１００を外装体２００に装着する際、尿取りパッド１００の貫通孔
１４１の位置を、外装体２００の貫通孔２４１の位置と一致させやすい。
【０１２４】
　サイドシート２５０ａ，２５０ｂとして使用される不透液性シートとしては、例えば、
防水処理を施した不織布（例えば、ポイントボンド不織布、スパンボンド不織布、スパン
レース不織布等）、合成樹脂（例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテ
レフタレート等）フィルム、不織布と合成樹脂フィルムとの複合シート等が挙げられる。
サイドシート２５０ａ，２５０ｂの厚さ、坪量等は、不透液性等を考慮して適宜調整され
る。
【０１２５】
　サイドシート２５０ａは、長さ方向Ｘの両端縁２５１ａ，２５２ａ及び幅方向Ｙの両端
縁２５３ａ，２５４ａを有し、サイドシート２５０ｂは、長さ方向Ｘの両端縁２５１ｂ，
２５２ｂ及び幅方向Ｙの両端縁２５３ｂ，２５４ｂを有する。サイドシート２５０ａ，２
５０ｂは、その一部分として、防漏部２５５ａ，２５５ｂを有する。防漏部２５５ａは、
長さ方向Ｘの両端縁２５６ａ，２５７ａ及び幅方向Ｙの両端縁２５８ａ，２５９ａを有し
、防漏部２５５ｂは、長さ方向Ｘの両端部２５６ｂ，２５７ｂ及び幅方向Ｙの両端部２５
８ｂ，２５９ｂを有する。サイドシート２５０ａ，２５０ｂの端縁２５３ａ，２５３ｂは
、トップシート２２０の肌側表面２２１の幅方向Ｙの中心を通り、長さ方向Ｘに延在する
仮想中心線に対して、端縁２５４ａ，２５４ｂよりも近位に位置する。以下、サイドシー
ト２５０ａ，２５０ｂの端縁２５３ａ，２５３ｂを近位端縁といい、端縁２５４ａ，２５
４ｂを遠位端縁という場合がある。同様に、防漏部２５５ａ，２５５ｂの端縁２５８ａ，
２５８ｂを近位端縁といい、端縁２５９ａ，２５９ｂを遠位端縁という場合がある。
【０１２６】
　防漏部２５５ａ，２５５ｂは、サイドシート２５０ａ，２５０ｂのうち厚さ方向Ｚにお
いてトップシート２２０と重なる領域内に形成されており、防漏部２５５ａ，２５５ｂの
近位端部２５８ａ，２５８ｂは、サイドシート２５０ａ，２５０ｂの近位端縁２５３ａ，
２５３ｂと一致している。
【０１２７】
　厚さ方向Ｚにおいてトップシート２２０と重なるサイドシート２５０ａ，２５０ｂの領
域のうち、防漏部２５５ａ，２５５ｂは、トップシート２２０の肌側表面２２１に固定さ
れていないが、防漏部２５５ａ，２５５ｂ以外の部分は、トップシート２２０の肌側表面
２２１に固定されている。したがって、防漏部２５５ａ，２５５ｂの長さ方向Ｘの両端縁
及び遠位端縁２５９ａ，２５９ｂは、トップシート２２０の肌側表面２２１に固定された
固定端部となっている一方、防漏部２５０ａ，２５０ｂの近位端縁２５８ａ，２５８ｂは
、トップシート２２０の肌側表面２２１に固定されておらず、トップシート２２０の肌側
表面２２１から離間可能な自由端部となっている。サイドシート２５０ａ，２５０ｂとト
ップシート２２０との接合様式としては、例えば、ホットメルト型接着剤による接合等が
挙げられる。
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【０１２８】
　サイドシート２５０ａ，２５０ｂは、遠位端縁２５４ａ，２５４ｂから近位端縁２５３
ａ，２５３ｂまで幅方向Ｙに延在する第１シート部分Ｓ２１ａ，Ｓ２１ｂと、近位端縁２
５３ａ，２５３ｂでトップシート２２０側に折り返されて第１シート部分Ｓ２１ａ，Ｓ２
１ｂと接合された第２シート部分Ｓ２２ａ，Ｓ２２ｂとを有する。サイドシート２５０ａ
の第１シート部分Ｓ２１ａ及び第２シート部分Ｓ２２ａの間には、近位端縁２５３ａに沿
って長さ方向Ｘに延在する弾性部材２７０ａが伸張状態で収縮可能に取り付けられており
、サイドシート２５０ｂの第１シート部分Ｓ２１ｂ及び第２シート部分Ｓ２２ｂの間には
、近位端縁２５３ｂに沿って長さ方向Ｘに延在する弾性部材２７０ｂが伸張状態で収縮可
能に取り付けられている。弾性部材２７０ａ，２７０ｂの伸張方向は、長さ方向Ｘと略一
致している。弾性部材２７０ａの長さ方向Ｘ（伸張方向）の両端部２７１ａ，２７２ａは
、防漏部２５５ａの長さ方向Ｘの両端縁２５６ａ，２５７ａを超えて長さ方向Ｘに延在し
ており、弾性部材２７０ｂの長さ方向Ｘ（伸張方向）の両端縁２７１ｂ，２７２ｂは、防
漏部２５５ｂの長さ方向Ｘの両端縁２５６ｂ，２５７ｂを超えて長さ方向Ｘに延在してい
る。そして、弾性部材２７０ａの長さ方向Ｘ（伸張方向）の両端縁２７１ａ，２７２ａは
、第１シート部分Ｓ２１ａ及び第２シート部分Ｓ２２ａの間に挟まれた状態でトップシー
ト２２０に固定されており、弾性部材２７０ｂの長さ方向Ｘ（伸張方向）の両端部２７１
ｂ，２７２ｂは、第１シート部分Ｓ２１ｂ及び第２シート部分Ｓ２２ｂの間に挟まれた状
態でトップシート２２０に固定されている。これにより、防漏部２５５ａ，２５５ｂは、
弾性部材２７０ａ，２７０ｂの収縮力によってトップシート２２０の肌側表面２２１から
起立可能となっている。防漏部２５５ａ，２５５ｂがトップシート２２０の肌側表面２２
１から起立すると、立体ギャザー部が形成される。防漏部２５５ａ，２５５ｂが起立する
際、遠位端縁２５９ａ，２５９ｂは基部となり、近位端縁２５８ａ，２５８ｂはトップシ
ート２２０の肌側表面２２１から離間し、着用者の肌側に向かって移動する。弾性部材２
７０ａ，２７０ｂとしては、例えば、糸ゴム、平ゴム等が挙げられる。
【０１２９】
　外装体２００において、トップシート２２０の肌側表面２２１は、尿取りパッド１００
を装着するための装着面となる。尿取りパッド１００は、トップシート２２０の肌側表面
２２１に脱着可能に装着することができる。
【０１３０】
　以下、図１０及び図１１に基づいて、本発明の着用物品の一実施形態に係る着用物品５
００を説明する。図１０は、着用物品５００の一部拡大平面図であり、図１１は、図１０
のＡ－Ａ線断面図である。
【０１３１】
　着用物品５００は、外装体２００と、外装体２００の装着面（トップシート２２０の肌
側表面２２１）に脱着可能に装着された尿取りパッド１００とを備える。
【０１３２】
　尿取りパッド１００は、尿取りパッド１００の幅方向Ｙの両側部分が外装体２００の装
着面（トップシート２２０の肌側表面２２１）と防漏部２２５ａ，２５５ｂの間に位置す
るように、外装体２００の装着面に配置されている。尿取りパッド１００を外装体に装着
する際、尿取りパッド１００のトップシート１２０に形成された畝溝構造１２４が目印と
なり、尿取りパッド１００の長さ方向Ｘと外装体２００の長さ方向Ｘとの位置合わせがし
やすい。
【０１３３】
　尿取りパッド１００が有する吸収性ポリマー層１６３の最大幅Ｄ1は、弾性部材２７０
ａと弾性部材２７０ｂとの間隔Ｄ2よりも大きい。吸収性ポリマー層１６３が尿取りパッ
ド１００に供給された尿を吸収して膨潤すると、防漏部２５５ａ，２５５ｂはそれらの起
立方向に押し上げられる。したがって、防漏部２５５ａ，２５５ｂの起立によって形成さ
れた立体ギャザー部が倒れにくく、立体ギャザー部による尿漏れ防止効果が効果的に発揮
される。
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【０１３４】
　弾性部材２７０ａと弾性部材２７０ｂとの間隔Ｄ2は、弾性部材２７０ａの長さ方向Ｘ
の両端縁２７１ａ，２７２ａを通り、装着面に沿って延在する第１仮想線と、弾性部材２
７０ｂの長さ方向Ｘの両端縁２７１ｂ，２７２ｂを通り、装着面沿って延在する第２仮想
線との間隔である。弾性部材２７０ａ，２７０ｂの長さ方向Ｘの両端縁は、第１仮想線と
第２仮想線とが略平行となるように配置されている。
【０１３５】
　防漏部２５５ａ，２５５ｂの長さ方向Ｘの両端縁は、尿取りパッド１００の長さ方向の
両端縁と略一致していてもよい。防漏部２５５ａ，２５５ｂの起立によって形成された立
体ギャザー部が倒れにくく、立体ギャザー部による尿漏れ防止効果が効果的に発揮される
。
【０１３６】
　尿取りパッド１００の吸収体１４０に形成された貫通孔１４１は、外装体２００の吸収
体２４０に形成された貫通孔２４１とは、厚さ方向Ｚにおいて重なっている。したがって
、着用物品５００の着用時にトップシート１２０が押圧されても、トップシート１２０の
うち吸収体１４０の貫通孔１４１内に入り込んだ部分は押圧されにくく、この部分におけ
る畝部１２２の形状が維持されやすい。
【実施例】
【０１３７】
［実施例１］
（１）ウェブの製造
　第１繊維層及び第２繊維層の積層体であるウェブを製造した。
　第１繊維層を構成する繊維として、ポリエチレンテレフタレートを芯成分とし、ポリエ
チレンを鞘成分とする同芯芯鞘型複合繊維Ａを、耐久親水化剤でコーティングしたもの（
以下、「繊維Ａ」と称する）を使用した。同芯芯鞘型複合繊維Ａの平均繊度は２．２ｄｔ
ｅｘ、平均繊維長は４５ｍｍである。
【０１３８】
　第２繊維層を構成する繊維として、ポリエチレンテレフタレートを芯成分とし、ポリエ
チレンを鞘成分とする同芯芯鞘型複合繊維Ｂを非耐久親水化剤でコーティングしたもの（
以下、「繊維Ｂ」と称する）と、ポリエチレンテレフタレートを芯成分とし、ポリエチレ
ンを鞘成分とする偏芯芯鞘型複合繊維Ｃを耐久親水化剤でコーティングしたもの（以下、
「繊維Ｃ」と称する）との混合物（質量比１：１）を使用した。同芯芯鞘型複合繊維Ｂの
平均繊度は３．３ｄｔｅｘ、平均繊維長は３８ｍｍである。偏芯芯鞘型複合繊維Ｃの平均
繊度は２．２ｄｔｅｘ、平均繊維長は４４ｍｍである。
【０１３９】
　速度２０ｍ／分のカード機によって、第１繊維層（坪量：２０ｇ／ｍ2）及び第２繊維
層（坪量：１０ｇ／ｍ2）の積層体であるウェブを製造した。なお、気体噴射処理は、第
１繊維層の表面に対して実施される。
【０１４０】
（２）不織布の製造
　上記（１）で製造されたウェブと、図１２に示される不織布製造装置３００とを使用し
て、畝溝構造が形成された肌側表面を有する不織布を製造した。
　不織布製造装置３００における各種設定は、次の通りである。
　噴射口３３２の直径：１．０ｍｍ（真円）
　噴射口３２２のピッチ：３．０ｍｍ
　噴射気体温度：３１０℃
　１つの噴射口あたりの噴射気体風量：５Ｌ／分
　ウェブ搬送速度：速度１００ｍ／分
　通気性支持部材３１０（網状支持部材）：７０メッシュ
　ヒータ部３４０による加熱処理：加熱処理温度を１４０℃、通過風速１．２ｍ／秒で６
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秒間処理
【０１４１】
［比較例１］
（１）ウェブの製造
　第１繊維層及び第２繊維層の積層体であるウェブを製造した。
　第１繊維層を構成する繊維として、ポリエチレンテレフタレートを芯成分とし、ポリエ
チレンを鞘成分とする同芯芯鞘型複合繊維Ｄを耐久親水化剤でコーティングしたもの（以
下、「繊維Ｄ」と称する）と、ポリエチレンテレフタレートを芯成分とし、ポリエチレン
を鞘成分とする偏芯芯鞘型複合繊維Ｅを耐久親水化剤でコーティングしたもの（以下、「
繊維Ｅ」と称する）との混合物（質量比１：１）を使用した。同芯芯鞘型複合繊維Ｄの平
均繊度は２．２ｄｔｅｘ、平均繊維長は４５ｍｍである。偏芯芯鞘型複合繊維Ｅの平均繊
度は２．２ｄｔｅｘ、平均繊維長は４４ｍｍである。
【０１４２】
　第２繊維層を構成する繊維として、ポリエチレンテレフタレートを芯成分とし、ポリエ
チレンを鞘成分とする同芯芯鞘型複合繊維Ｆを、非耐久親水化剤でコーティングしたもの
（以下、「繊維Ｆ」と称する）を使用した。同芯芯鞘型複合繊維Ｆの平均繊度は２．８ｄ
ｔｅｘ、平均繊維長は４４ｍｍである。
【０１４３】
　速度２０ｍ／分のカード機によって、第１繊維層（坪量：１０ｇ／ｍ2）及び第２繊維
層（坪量：２０ｇ／ｍ2）の積層体であるウェブを製造した。
【０１４４】
（２）不織布の製造
　噴射部３３０による気体噴射処理を行わなかった点を除き、実施例１と同様にして、上
記（１）で製造されたウェブを使用して不織布を製造した。
【０１４５】
［試験例１］
　実施例１及び比較例１で製造した不織布の乾燥時厚み及び湿潤時厚みを測定した。
　なお、不織布の乾燥時厚み及び湿潤時厚みの測定方法は、上記の通りである。
　実施例１で製造した不織布の乾燥時厚みは０．８６ｍｍ、湿潤時厚みは０．７９ｍｍで
あった。湿潤時厚みは、乾燥時厚みの９１％に相当した。
　比較例１で製造した不織布の乾燥時厚みは０．７８ｍｍ、湿潤時厚みは０．６２ｍｍで
あった。湿潤時厚みは、乾燥時厚みの８０％に相当した。
【０１４６】
［試験例２］尿吸収時間の測定
　トップシートの肌側表面に畝溝構造が形成されていない市販の尿取りパッド（比較品）
と、トップシートとして実施例１で製造された不織布を採用した点を除き、比較品と同じ
構成を有する尿取りパッド（本発明品）とを使用して、尿吸収時間を測定した。尿サンプ
ルとして、寝たきりの高齢者Ａ、Ｂ及びＣから採取した尿サンプルＡ、Ｂ及びＣを使用し
た。
【０１４７】
　尿取りパッドに直径６０ｍｍの円筒を置き、円筒の中へ尿サンプルを１０ｍＬ／秒の注
入速度で８０ｍＬ注入した。注入開始後、円筒中に滞留する尿が無くなるまでの時間を測
定し、これを、１回目の尿吸収時間（秒）とした。
【０１４８】
　１回目の尿サンプルの注入開始から５分後、円筒に２００ｇの加重を掛け、尿サンプル
を１０ｍＬ／秒の注入速度で８０ｍＬ注入した（２回目）。２回目の注入開始後、円筒に
滞留する尿が無くなるまでの時間を測定し、これを、２回目の尿吸収時間（秒）とした。
【０１４９】
　１回目の尿サンプルの注入開始から１０分後、円筒に２００ｇの加重を掛け、尿サンプ
ルを１０ｍＬ／秒の注入速度で８０ｍＬ注入した（３回目）。３回目の注入開始後、円筒
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に滞留する尿が無くなるまでの時間を測定し、これを、３回目の尿吸収時間（秒）とした
。
【０１５０】
　比較品を使用した場合、一般的な成人尿の１回目、２回目及び３回目の吸収時間は、１
０秒、１６秒及び２３秒であったのに対して、尿サンプルＡの１回目、２回目及び３回目
の吸収時間は、それぞれ、１０秒、３１秒及び７２秒、尿サンプルＢの１回目、２回目及
び３回目の吸収時間は、それぞれ、１０秒、３４秒及び１２５秒、尿サンプルＣの１回目
、２回目及び３回目の吸収時間は、それぞれ１５秒、５７秒及び１５３秒であった。比較
品において尿を繰り返し吸収させた場合、尿吸収時間が顕著に増加した。比較品のトップ
シートの表面を顕微鏡で観察したところ、尿中に含まれる固形成分（細胞片、結晶等）が
観察された。寝たきりの高齢者の尿は、一般的な成人尿よりも、固形成分を多量に含有し
、この固形成分がトップシートに残存することにより、トップシートの透液性の低下を引
き起こすと考えられる。
【０１５１】
　これに対して、本発明品を使用した場合、尿サンプルＡの１回目、２回目及び３回目の
吸収時間は、それぞれ、８秒、１７秒及び２６秒、尿サンプルＢの１回目、２回目及び３
回目の吸収時間は、それぞれ、９秒、２０秒及び４０秒、尿サンプルＣの１回目、２回目
及び３回目の吸収時間は、それぞれ１０秒、３２秒及び５９秒であった。比較品と比較し
て、尿吸収時間が顕著に減少した。
【０１５２】
［実施例２］
（１）ウェブの製造
　第１繊維層及び第２繊維層の積層体であるウェブＮｏ．２－１を製造した。
　第１繊維層を構成する繊維として、ポリエチレンテレフタレートを芯成分とし、ポリエ
チレンを鞘成分とする複合繊維Ｋを、耐久親水化剤でコーティングしたもの（以下、「繊
維Ｋ」と称する）を使用した。複合繊維Ｋの平均繊度は２．２ｄｔｅｘ、平均繊維長は４
５ｍｍであった。
【０１５３】
　第２繊維層を構成する繊維として、繊維Ｋと、ポリエチレンテレフタレートを芯成分と
し、ポリエチレンを鞘成分とする複合繊維Ｌを非耐久親水化剤でコーティングしたもの（
以下、「繊維Ｌ」と称する）との混合物（質量比１：１）を使用した。複合繊維Ｌの平均
繊度は２．２ｄｔｅｘ、平均繊維長は５０ｍｍであった。
【０１５４】
　速度２０ｍ／分のカード機によって、第１繊維層（坪量：１７．５ｇ／ｍ2）及び第２
繊維層（坪量：１７．５ｇ／ｍ2）の積層体であるウェブを製造した。なお、気体噴射処
理は、第１繊維層の表面に対して実施された。
（２）不織布の製造
　実施例１と同一の不織布製造装置３００を用いて、ウェブＮｏ．２－１から、肌側表面
に畝溝が形成された不織布Ｎｏ．２－１を作成した。不織布Ｎｏ．２－１の特性を表１に
示す。
【０１５５】
［比較例２］
　第２繊維層を構成する繊維として、繊維Ｌのみを使用した以外は実施例２と同様にして
、不織布Ｎｏ．２－２を作成した。不織布Ｎｏ．２－２の特性を表１に示す。
［比較例３］
　第２繊維層を構成する繊維として、複合繊維Ｋを、繊維Ｋにコーティングされている耐
久親水化剤よりも耐久性の低い耐久親水化剤でコーティングしたもの（以下、「繊維Ｍ」
と称する）を用いた以外は実施例２と同様にして、不織布Ｎｏ．２－３を作成した。複合
繊維Ｍの平均繊度は２．２ｄｔｅｘ、平均繊維長は４５ｍｍであった。不織布Ｎｏ．２－
３の特性を表１に示す。
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【０１５６】
［比較例４］
　第１繊維層を構成する繊維として、ポリエチレンテレフタレートを芯成分とし、ポリエ
チレンを鞘成分とする複合繊維Ｎを、耐久親水化剤でコーティングしたもの（以下、「繊
維Ｎ」と称する）を使用し、そして第２繊維層を構成する繊維として、繊維Ｋのみを使用
した点を除いて実施例２と同様にして、不織布Ｎｏ．２－４を作成した。複合繊維Ｎの平
均繊度は１．３ｄｔｅｘ、平均繊維長は４０ｍｍであった。不織布Ｎｏ．２－４の特性を
表１に示す。
【０１５７】
［比較例５］
　第２繊維層を構成する繊維として、繊維Ｋと、ポリエチレンテレフタレートを芯成分と
し、ポリエチレンを鞘成分とする複合繊維Ｏを撥水化剤でコーティングしたもの（以下、
「繊維Ｏ」と称する）との混合物（質量比１：１）を使用した以外は、実施例２と同様に
して、不織布Ｎｏ．２－５を作成した。複合繊維Ｏの平均繊度は２．２ｄｔｅｘ、平均繊
維長は４５ｍｍであった。不織布Ｎｏ．２－５の特性を表１に示す。
　なお、繊維Ｏは、親水化剤でコーティングしていない繊維を想定している。
【０１５８】
［比較例６］
　噴射部３３０による気体噴射処理を行わなかった点を除き、実施例２と同様にして、肌
側表面がフラットな不織布Ｎｏ.２－６を作成した。不織布Ｎｏ．２－６の特性を表１に
示す。
［比較例７］
　噴射部３３０による気体噴射処理を行わなかった点を除き、比較例２と同様にして、肌
側表面がフラットな不織布Ｎｏ.２－７を作成した。不織布Ｎｏ．２－７の特性を表１に
示す。
【０１５９】
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【表１】

【０１６０】
［試験例３］
　市販の尿取りパッドからトップシートを剥離し、剥離したトップシートの代わりに、同
一サイズにカットした不織布Ｎｏ．２－１～２－７を載せ、尿取りバッドＮｏ．２－１～
２－７を準備した。
　イオン交換水１０Ｌに、尿素２００ｇ、塩化ナトリウム８０ｇ、硫酸マグネシウム８ｇ
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、塩化カルシウム３ｇ及び色素：青色１号約１ｇを溶解させることにより、人工尿を準備
した。次いで、上記人工尿に、尿中の固形成分を想定した親水性粒子を混合することによ
り、老人用模擬尿を準備した。
【０１６１】
　尿取りパッドＮｏ．２－１～２－７のそれぞれに、内径３０ｍｍの円筒が取付けられた
アクリル板（アクリル板は、内径３０ｍｍの穴部を有し、アクリル板の穴部と、円筒の下
面とが一致するように取付けられている）を置き、アクリル板に２ｋｇの荷重をかけ、円
筒の中に、老人用模擬尿を、１０ｍＬ／秒の注入速度で１５０ｍＬ（１回目）注入した。
注入開始後、円筒中に滞留する模擬尿がトップシートに移行するまでの時間である「ＴＳ
移行時間（１回目）」を測定し、次いで、模擬尿がトップシートに移行してから、模擬尿
が吸収体に移行するまでの時間である「吸収体移行時間（１回目）」を測定した。
【０１６２】
　１回目の模擬尿の注入開始から５分後、模擬尿を１０ｍＬ／秒の注入速度で１５０ｍＬ
（２回目）注入した。２回目の模擬尿の注入開始後、１回目と同様に、「ＴＳ移行時間（
２回目）」と、「吸収体移行時間（２回目）」とを測定した。
　１回目の模擬尿の注入開始から１０分後、模擬尿を１０ｍＬ／秒の注入速度で１５０ｍ
Ｌ（３回目）注入した。３回目の模擬尿の注入開始後、１回目と同様に、「ＴＳ移行時間
（３回目）」と、「吸収体移行時間（３回目）」とを測定した。
【０１６３】
　上記実験を、尿取りパッドＮｏ．２－１～２－７のそれぞれに関して１０回実施し、そ
れらの平均値を採用した。結果を表１に示す。
【０１６４】
　また、尿取りパッドＮｏ．２－１～２－７のそれぞれにおいて、「ＴＳ移行時間（３回
目）」と、「吸収体移行時間（３回目）」との測定値のばらつきを、以下の基準で評価し
た。結果を表１に示す。
　○：１０回の測定値が、平均値の±５％以下の範囲にあった。
　×：１０回の測定値の中に、平均値の±５％を超えるものがあった。
【０１６５】
　また、尿取りパッドＮｏ．２－１～２－７のそれぞれにおいて、３回目の模擬尿の滴下
後、トップシートの模擬尿滴下箇所の空隙の量（ＴＳの空隙量）を、以下の基準で評価し
た。
　◎：トップシートに親水性粒子があまり付着しておらず、トップシートの空隙が確保さ
れている。
　○：トップシートに親水性粒子が付着しているが、トップシートの空隙が確保されてい
る。
　△：トップシートがつぶれるか、又はトップシートに親水性粒子が詰まり、トップシー
トの空隙が少なくなっている。
　×：トップシートがつぶれるか、又はトップシートに親水性粒子が詰まり、トップシー
トの空隙が非常に少ない。
【０１６６】
　また、尿取りパッドＮｏ．２－１～２－７のそれぞれにおいて、３回目の模擬尿の滴下
後、トップシートを剥離し、模擬尿滴下箇所における、吸収体表面の尿の流路を、以下の
基準で評価した。
　◎：吸収体表面に、親水性粒子があまり存在しておらず、吸収体表面における尿の流路
が確保されている。
　○：吸収体表面に、親水性粒子が存在しているが、吸収体表面における尿の流路が確保
されている。
　△：吸収体表面に、親水性粒子が存在しており、吸収体表面における尿の流路が少なく
なっている。
　×：吸収体表面が親水性粒子で覆われており、吸収体表面における尿の流路が非常に少



(29) JP 5683742 B1 2015.3.11

10

20

30

40

50

ない。
【０１６７】
　実施例２の尿取りパッドＮｏ．２－１と、比較例２の尿取りパッドＮｏ．２－２とを比
較すると、比較例２の尿取りパッドＮｏ．２－２は、３回目の模擬尿の滴下の際に、吸収
体移行時間が大きくなることが分かる。これは、３回目の模擬尿の滴下の際に、第２繊維
層内に、非耐久親水化剤が少なく、第２繊維層の疎水性が高くなり、模擬尿が第２繊維層
を透過しにくくなったものと考えられる。また、第２繊維層の疎水性が高くなるにつれ、
親水性粒子が、第２繊維層に含まれる繊維に付着しにくくなる一方で、親水性粒子が、吸
収体の表面に存在し、模擬尿の吸収体への移行が阻害されたと思われる。さらに、比較例
２の尿取りパッドＮｏ．２－２では、１０回の測定値の中に、平均値から＋３０％、吸収
に時間がかかる例も含まれ、実使用において尿取りパッドが複数回尿を吸収すると、尿の
漏れが生じる恐れがある。
【０１６８】
　実施例２の尿取りパッドＮｏ．２－１と、比較例３の尿取りパッドＮｏ．２－３とを比
較すると、比較例３の尿取りパッドＮｏ．２－３は、吸収体移行時間が遅く、そして比較
例３の尿取りパッドＮｏ．２－３では、１０回の測定値の中に、平均値から＋２０％、吸
収に時間がかかる例も含まれ、実使用において尿取りパッドが複数回尿を吸収すると、尿
の漏れが生じる恐れがある。また、トップシートの親水性が高いことに起因すると考えら
れるが、トップシート内に親水性粒子が多く付着し、空隙が少なくなっている場所も視認
された。
【０１６９】
　実施例２の尿取りパッドＮｏ．２－１と、比較例４の尿取りパッドＮｏ．２－４とを比
較すると、比較例４の尿取りパッドＮｏ．２－４は、１回目～３回目の模擬尿の全てにお
いて吸収体移行時間が長かった。これは、トップシートの表面に到達した模擬尿は、比較
的スムースに第１繊維層に移行するものの、第１繊維層及び第２繊維層が模擬尿を保持し
てしまい、吸収体への移行が遅れたことを示唆している。また、第１繊維層及び第２繊維
層が親水性を有するため、トップシートに親水性粒子が付着し、トップシートの空隙の量
が少なくなっていた。
【０１７０】
　実施例２の尿取りパッドＮｏ．２－１と、比較例５の尿取りパッドＮｏ．２－５とを比
較すると、比較例５の尿取りパッドＮｏ．２－５は、２回目の模擬尿の滴下以降に、ＴＳ
移行時間及び吸収体移行時間が長くなった。これは、比較例５の尿取りパッドＮｏ．２－
５では、第２繊維層に、親水化剤でコーティングしていない繊維を想定した撥水化剤でコ
ーティングされた繊維が存在するため、吸収した模擬尿が、平面方向（より親水性の高い
方向）に拡がりにくく、親水性粒子の付着と共に、模擬尿がトップシートを通過しにくく
なったことが原因と考えられる。
【０１７１】
　実施例２の尿取りパッドＮｏ．２－１と、比較例６及び７の尿取りパッドＮｏ．２－６
及び２－７を比較すると、フラットな肌側表面を有する比較例６～８の尿取りパッドＮｏ
．２－６及び２－７は、いずれも、模擬尿の吸収性に劣り、そしてトップシートが潰れ且
つ親水性粒子が大量に付着し、トップシートに空隙の量が非常に少なかった。
【符号の説明】
【０１７２】
　１００　　尿取りパッド
　２００　　外装体
　１１１，２１１　　腹側部
　１１２，２１２　　股間部
　１１３，２１３　　背側部
　１２０，２２０　　透液性のトップシート
　１２１，２２０　　トップシートの肌側面
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　１２２　　畝部（凸部の一例）
　１２３　　溝部（凹部の一例）
　１２４　　畝溝構造（凹凸構造の一例）
　１３０，２３０　　不透液性のバックシート
　１４０，２４０　　吸収体
　１４０ａ　　第１吸収層
　１４０ｂ　　第２吸収層
　１４１　　貫通孔
　１４１ａ　　（第１吸収層の）貫通孔
　１４１ｂ　　（第２吸収層の）貫通孔
　１４２，１４３　　圧搾部
　１６０　　吸液性シート
　１６３　　吸収性ポリマー層
　２５０ａ，２５０ｂ　　サイドシート
　２５５ａ，２５５ｂ　　防漏部
【要約】
【課題】固形成分を含む尿の吸収性に優れ、固形成分を含む尿が漏れにくい吸収性物品、
及び上記吸収性物品を備える着用物品を提供すること。
【解決手段】固形成分を含む尿を吸収するための吸収性物品１００であって、トップシー
ト１２０が、凸部１２２が形成された肌側表面を有する不織布であり、前記不織布のうち
凸部１２２における厚さ方向配向繊維の含有率が、前記不織布のうち凸部１２２以外の部
分における厚さ方向配向繊維の含有率よりも大きく、前記不織布の湿潤時厚みが、前記不
織布の乾燥時厚みの８５％以上であり、前記不織布が、第１繊維層と、第２繊維層とを有
し、第１繊維層が、耐久親水性を有する繊維で構成され、第２繊維層が、耐久親水性を有
する繊維と、非耐久親水性を有する繊維とで構成されている、吸収性物品１００。
【選択図】図３
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