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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液透過性のトップシート、液不透過性のバックシート、それらの間に介在する吸収体、
防漏壁を形成する左右一対のサイドシート、および外装シートを有する吸収性物品であっ
て、
　吸収体は親水性繊維と高吸収性ポリマーを含み、
　サイドシートは前端領域と中央領域と後端領域からなり、サイドシートの幅方向外側領
域はトップシート、バックシートおよび外装シートの少なくとも１つと接合し、サイドシ
ートの前端領域および後端領域の幅方向内側縁部においてサイドシートはトップシートと
接合し、サイドシートの中央領域の幅方向内側縁は自由端となっており、自由端には弾性
部材が取り付けられ、そしてサイドシートの中央領域は防漏壁として機能し、
　吸収体は前領域と股領域と後領域からなり、吸収体には股領域中心から前方および後方
に向って延びる左右一対の折り曲げ誘導帯域が設けられ、右の折り曲げ誘導帯域と左の折
り曲げ誘導帯域の間の幅方向の距離は、股領域中心に比べ、折り曲げ誘導帯域の前端およ
び後端において広く、折り曲げ誘導帯域の前端および後端は、サイドシートの前端領域お
よび後端領域の幅方向内側縁部におけるサイドシートとトップシートとの接合領域の幅方
向内側位置よりも、幅方向外側に位置しており、折り曲げ誘導帯域は親水性繊維および高
吸収性ポリマーを含むが、吸収体の他の部位に比べ目付けが低くかつ高吸収性ポリマーの
含有率が低く、
　各折り曲げ誘導帯域内には圧搾条溝が設けられ、圧搾条溝は吸収体の他の部位に比べ密
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度が高いことを特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　折り曲げ誘導帯域の前端および後端が吸収体の側縁に位置していることを特徴とする請
求項１に記載の吸収性物品。
【請求項３】
　折り曲げ誘導帯域は、吸収体の幅方向中央に向かって凸の曲線状または折れ線状の形状
を有することを特徴とする請求項１または２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　折り曲げ誘導帯域は、吸収体の幅方向中央に向かって凸の弧状の形状を有することを特
徴とする請求項３に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　吸収体の目付けが、折り曲げ誘導帯域より幅方向内側の領域に比べ、折り曲げ誘導帯域
より幅方向外側の領域において低いことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載
の吸収性物品。
【請求項６】
　圧搾条溝はトップシートを介して吸収体を加圧エンボスすることにより形成されている
ことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項７】
　吸収体とトップシートの間および吸収体とバックシートの間に吸収体ラップシートが介
在し、圧搾条溝は、トップシートおよび吸収体ラップシートを介してまたは吸収体ラップ
シートを介して、吸収体を加圧エンボスすることにより形成されていることを特徴とする
請求項１～５のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項８】
　折り曲げ誘導帯域における吸収体の目付けが、折り曲げ誘導帯域より幅方向内側の領域
における吸収体の目付けの３５～６５質量％であることを特徴とする請求項１～７のいず
れか１項に記載の吸収性物品。
【請求項９】
　折り曲げ誘導帯域における親水性繊維の目付けが、折り曲げ誘導帯域より幅方向内側の
領域における親水性繊維の目付けの４５～８０質量％であり、折り曲げ誘導帯域における
高吸収性ポリマーの目付けが、折り曲げ誘導帯域より幅方向内側の領域における高吸収性
ポリマーの目付けの２５～５０質量％であることを特徴とする請求項１～８のいずれか１
項に記載の吸収性物品。
【請求項１０】
　折り曲げ誘導帯域より幅方向外側の領域における吸収体の目付けが、折り曲げ誘導帯域
より幅方向内側の領域における吸収体の目付けの５０～８０質量％であることを特徴とす
る請求項１～９のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吸収性物品に関する。より具体的には、使い捨ておむつに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に記載された使い捨ておむつは、中央吸収体と、一対のサイド吸収体との間
にそれぞれ切離部を有しており、切離部はそれぞれ中央吸収体の少なくとも長手方向（製
品長方向）中央部の両端部に設けられ、かつ長手方向他方部（後ろ身頃部）の両端部に開
放されており、このサイド吸収体は、少なくとも股下部（製品中央部付近）に配されてい
る。この従来例は、切離部（スリット）があることで、おむつ着用状態で股下部がだぶつ
かず、おむつの外観がすっきりしていて、股間部でのフィット性、防漏性が優れており、
またおむつの製造現場においての生産安定性（連続生産性）にも優れている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１４１７６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　吸収体に切離部を設けたおむつでは、おむつを装着するときに、変形の自由度が高すぎ
るため、意図しない変形を吸収体がしてしまい、お尻の間におむつが入り込む等のトラブ
ルがあった。また、長時間の使用（夜間・外出時等）または動きの激しい乳幼児・幼児へ
の装着時には、吸収前または吸収後の吸収体に負荷がかかり、吸収体の形状が崩れてしま
うことがあった。さらには、この崩れを抑制するため、過度に吸収体をプレス等し、密度
を高くしすぎると、おむつとしてのやわらかさを維持できないという問題があった。
　本発明は、吸収体部分が狙いとする形状へと変形しやすく、使用時の吸収体の形状が崩
れてしまうことも防ぐことができる吸収性物品を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者らは、吸収性物品の吸収体に、低目付けでかつ高吸収性ポリマー含有率が低い
折り曲げ誘導帯域を設け、さらに折り曲げ誘導帯域内に高密度の圧搾条溝を設け、折り曲
げ誘導帯域を吸収体側縁付近まで存在せしめることにより、上記従来例の問題点を解決で
きることを見いだし、本発明を完成した。
　すなわち、本発明は、液透過性のトップシート、液不透過性のバックシート、それらの
間に介在する吸収体、防漏壁を形成する左右一対のサイドシート、および外装シートを有
する吸収性物品であって、
　吸収体は親水性繊維と高吸収性ポリマーを含み、
　サイドシートは前端領域と中央領域と後端領域からなり、サイドシートの幅方向外側領
域はトップシート、バックシートおよび外装シートの少なくとも１つと接合し、サイドシ
ートの前端領域および後端領域の幅方向内側縁部においてサイドシートはトップシートと
接合し、サイドシートの中央領域の幅方向内側縁は自由端となっており、自由端には弾性
部材が取り付けられ、そしてサイドシートの中央領域は防漏壁として機能し、
　吸収体は前領域と股領域と後領域からなり、吸収体には股領域中心から前方および後方
に向って延びる左右一対の折り曲げ誘導帯域が設けられ、右の折り曲げ誘導帯域と左の折
り曲げ誘導帯域の間の幅方向の距離は、股領域中心に比べ、折り曲げ誘導帯域の前端およ
び後端において広く、折り曲げ誘導帯域の前端および後端は、サイドシートの前端領域お
よび後端領域の幅方向内側縁部におけるサイドシートとトップシートとの接合領域の幅方
向内側位置よりも、幅方向外側に位置しており、折り曲げ誘導帯域は親水性繊維および高
吸収性ポリマーを含むが、吸収体の他の部位に比べ目付けが低くかつ高吸収性ポリマーの
含有率が低く、
　各折り曲げ誘導帯域内には圧搾条溝が設けられ、圧搾条溝は吸収体の他の部位に比べ密
度が高いことを特徴とする。
【０００６】
　本発明は、次の実施態様を含む。
　［１］液透過性のトップシート、液不透過性のバックシート、それらの間に介在する吸
収体、防漏壁を形成する左右一対のサイドシート、および外装シートを有する吸収性物品
であって、
　吸収体は親水性繊維と高吸収性ポリマーを含み、
　サイドシートは前端領域と中央領域と後端領域からなり、サイドシートの幅方向外側領
域はトップシート、バックシートおよび外装シートの少なくとも１つと接合し、サイドシ
ートの前端領域および後端領域の幅方向内側縁部においてサイドシートはトップシートと
接合し、サイドシートの中央領域の幅方向内側縁は自由端となっており、自由端には弾性
部材が取り付けられ、そしてサイドシートの中央領域は防漏壁として機能し、
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　吸収体は前領域と股領域と後領域からなり、吸収体には股領域中心から前方および後方
に向って延びる左右一対の折り曲げ誘導帯域が設けられ、右の折り曲げ誘導帯域と左の折
り曲げ誘導帯域の間の幅方向の距離は、股領域中心に比べ、折り曲げ誘導帯域の前端およ
び後端において広く、折り曲げ誘導帯域の前端および後端は、サイドシートの前端領域お
よび後端領域の幅方向内側縁部におけるサイドシートとトップシートとの接合領域の幅方
向内側位置よりも、幅方向外側に位置しており、折り曲げ誘導帯域は親水性繊維および高
吸収性ポリマーを含むが、吸収体の他の部位に比べ目付けが低くかつ高吸収性ポリマーの
含有率が低く、
　各折り曲げ誘導帯域内には圧搾条溝が設けられ、圧搾条溝は吸収体の他の部位に比べ密
度が高いことを特徴とする吸収性物品。
　［２］折り曲げ誘導帯域の前端および後端が吸収体の側縁に位置していることを特徴と
する［１］に記載の吸収性物品。
　［３］折り曲げ誘導帯域は、吸収体の幅方向中央に向かって凸の曲線状または折れ線状
の形状を有することを特徴とする［１］または［２］に記載の吸収性物品。
　［４］折り曲げ誘導帯域は、吸収体の幅方向中央に向かって凸の弧状の形状を有するこ
とを特徴とする［３］に記載の吸収性物品。
　［５］吸収体の目付けが、折り曲げ誘導帯域より幅方向内側の領域に比べ、折り曲げ誘
導帯域より幅方向外側の領域において低いことを特徴とする［１］～［４］のいずれか１
つに記載の吸収性物品。
　［６］圧搾条溝はトップシートを介して吸収体を加圧エンボスすることにより形成され
ていることを特徴とする［１］～［５］のいずれか１つに記載の吸収性物品。
　［７］吸収体とトップシートの間および吸収体とバックシートの間に吸収体ラップシー
トが介在し、圧搾条溝は、トップシートおよび吸収体ラップシートを介してまたは吸収体
ラップシートを介して、吸収体を加圧エンボスすることにより形成されていることを特徴
とする［１］～［５］のいずれか１つに記載の吸収性物品。
　［８］折り曲げ誘導帯域における吸収体の目付けが、折り曲げ誘導帯域より幅方向内側
の領域における吸収体の目付けの３５～６５質量％であることを特徴とする［１］～［７
］のいずれか１つに記載の吸収性物品。
　［９］折り曲げ誘導帯域における親水性繊維の目付けが、折り曲げ誘導帯域より幅方向
内側の領域における親水性繊維の目付けの４５～８０質量％であり、折り曲げ誘導帯域に
おける高吸収性ポリマーの目付けが、折り曲げ誘導帯域より幅方向内側の領域における高
吸収性ポリマーの目付けの２５～５０質量％であることを特徴とする［１］～［８］のい
ずれか１つに記載の吸収性物品。
　［１０］折り曲げ誘導帯域より幅方向外側の領域における吸収体の目付けが、折り曲げ
誘導帯域より幅方向内側の領域における吸収体の目付けの５０～８０質量％であることを
特徴とする［１］～［９］のいずれか１つに記載の吸収性物品。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の吸収性物品は、吸収体部分が狙いとする形状へと変形しやすく、使用時の吸収
体の形状が崩れてしまうことも防ぐことができ、かつ漏れを発生しにくい。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本発明の吸収性物品の１つの実施形態の平面図である。
【図２】図２は、図１のＩ－Ｉ線における断面図である。
【図３】図３は、別の実施形態の折り曲げ誘導帯域の形状を示す。
【図４】図４は、吸収体製造装置の一例を示す図である。
【図５】図５は、第１積層ドラムの積層部断面の一例を示す図である。
【図６】図６は、第１積層ドラムの積層部断面の別の例を示す図である。
【図７】図７は、第２積層ドラムの積層部断面の一例を示す図である。
【図８】図８は、加圧エンボスロールのエンボス形状の一例を示す図である。
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【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明を図面を参照しながら説明するが、本発明は図面のものに限定されない。
　図１は、本発明の吸収性物品の１つの実施形態の平面図である。本発明の吸収性物品と
しては、特に限定するものではないが、使い捨ておむつ、トレーニングパンツ、失禁パッ
ド等が挙げられる。図１の吸収性物品は使い捨ておむつの例である。
　図２は、図１のＩ－Ｉ線における断面図である。
【００１０】
　本発明の吸収性物品１は、液透過性のトップシート２、液不透過性のバックシート３、
それらの間に介在する吸収体４、防漏壁を形成する左右一対のサイドシート５，５、およ
び外装シート６を有する。
　吸収体４は親水性繊維と高吸収性ポリマーを含む。
　サイドシート５は前端領域５Ｆと中央領域５Ｃと後端領域５Ｒからなり、サイドシート
の幅方向外側領域５Ｏはトップシート２、バックシート３および外装シート６の少なくと
も１つと接合し、サイドシートの前端領域および後端領域の幅方向内側縁部においてサイ
ドシート５はトップシート２と接合し、サイドシートの中央領域の幅方向内側縁５Ｃｉは
自由端となっており、自由端には弾性部材７が取り付けられ、そしてサイドシートの中央
領域は防漏壁として機能する。
　吸収体４は前領域４Ｆと股領域４Ｃと後領域４Ｒからなり、吸収体４には股領域中心か
ら前方および後方に向って延びる左右一対の折り曲げ誘導帯域８，８が設けられ、右の折
り曲げ誘導帯域と左の折り曲げ誘導帯域の間の幅方向の距離は、股領域中心に比べ、折り
曲げ誘導帯域の前端８ｆおよび後端８ｒにおいて広く、折り曲げ誘導帯域の前端８ｆおよ
び後端８ｒは、サイドシートの前端領域および後端領域の幅方向内側縁部におけるサイド
シートとトップシートとの接合領域９の幅方向内側位置９ｉよりも、幅方向外側に位置し
ており、折り曲げ誘導帯域８は親水性繊維および高吸収性ポリマーを含むが、吸収体の他
の部位に比べ目付けが低くかつ高吸収性ポリマーの含有率が低い。
　各折り曲げ誘導帯域８内には圧搾条溝１０が設けられ、圧搾条溝１０は吸収体の他の部
位に比べ密度が高い。
【００１１】
　折り曲げ誘導帯域８は、親水性繊維および高吸収性ポリマーを含むが、吸収体の他の部
位に比べ目付けが低い領域であり、帯状の細長い形状を有し、吸収体側縁または吸収体側
縁近傍に始点および終点を有し、幅方向内側に向かって凸の曲線状または折れ線状の形状
を有する。好ましくは、図１に示すように、吸収体側縁に始点および終点を有し、幅方向
内側に向かって凸の弧状の形状を有する。ただし、折り曲げ誘導帯域８の形状は、最終的
に吸収体の内側から外側である吸収体の側縁に向かった形状であれば、例えば直線状の形
状であっても、あるいは途中で部分的に内側に向かった形状などであっても構わない。こ
こで、幅方向とは左右方向と同じである。また、折り曲げ誘導帯域８の始点および終点は
、折り曲げ誘導帯域の前端８ｆおよび後端８ｒと同じである。
　右の折り曲げ誘導帯域と左の折り曲げ誘導帯域の間の幅方向の距離は、好ましくは、股
領域中心において最も狭く、折り曲げ誘導帯域の前端８ｆおよび後端８ｒにおいて最も広
い。
　ここで、吸収体の股領域４Ｃとは、吸収性物品を装着したときに股に当接する領域をい
う。吸収体の前領域４Ｆとは、股領域４Ｃより前（腹側）の吸収体の領域をいう。吸収体
の後領域４Ｒとは、股領域４Ｃより後（背側）の吸収体の領域をいう。吸収体の股領域中
心とは、股領域４Ｃの前後方向のほぼ中心をいう。逆に言えば、右の折り曲げ誘導帯域と
左の折り曲げ誘導帯域の間の幅方向の距離が最も狭い位置が吸収体の股領域中心である。
【００１２】
　右の折り曲げ誘導帯域と左の折り曲げ誘導帯域の間の幅方向の距離は、特に限定するも
のではないが、最も狭いところで、たとえば２０～９０ｍｍであり、好ましくは２５～７
５ｍｍであり、より好ましくは３５～６０ｍｍであり、最も広いところでは、好ましくは
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、吸収体の幅とほぼ一致する。
　折り曲げ誘導帯域の幅は、限定するものではないが、たとえば３～３０ｍｍであり、好
ましくは５～２５ｍｍであり、より好ましくは７～２０ｍｍである。折り曲げ誘導帯域の
幅が狭すぎると、折り曲げ誘導帯域と加圧エンボスの同期位置ズレが発生する可能性が高
くなり、逆に、広すぎると、同期位置ズレの可能性は低下するものの、親水性繊維および
高吸収性ポリマーの含有率が低くなる領域が増え、吸収体の保水性能が低下する可能性が
生じる。
　折り曲げ誘導帯域の前端と後端の直線距離は、限定するものではないが、たとえば５０
～４００ｍｍであり、好ましくは１００～３５０ｍｍであり、より好ましくは１５０～３
００ｍｍである。折り曲げ誘導帯域の前端と後端の直線距離が短すぎると、おむつ着用状
態で股下部が窮屈になる恐れがあり、逆に、長すぎると、おむつ着用状態で股下部がだぶ
つく恐れがある。
【００１３】
　折り曲げ誘導帯域の前端８ｆおよび後端８ｒは、サイドシートの前端領域および後端領
域の幅方向内側縁部におけるサイドシート５とトップシート２との接合領域９の幅方向内
側位置９ｉよりも、幅方向外側に位置している。好ましくは、図１に示すように、折り曲
げ誘導帯域の前端８ｆおよび後端８ｒは吸収体の側縁４ｒ，４ｌに位置している、すなわ
ち折り曲げ誘導帯域は吸収体の側縁４ｒ，４ｌにまで達している。
　図３は、別の実施形態の折り曲げ誘導帯域の形状を示す。図３は、一部の部材の図示を
省略してある。図３の折り曲げ誘導帯域８は、折り曲げ誘導帯域の前端８ｆおよび後端８
ｒが、サイドシートの前端領域５Ｆおよび後端領域５Ｒの幅方向内側縁部におけるサイド
シートとトップシートとの接合領域９の幅方向内側位置９ｉよりも、幅方向外側に位置し
ているが、吸収体の側縁４ｒ，４ｌまでは達していない。
　折り曲げ誘導帯域の前端８ｆおよび後端８ｒが、サイドシートの前端領域および後端領
域の幅方向内側縁部におけるサイドシート５とトップシート２との接合領域９の幅方向内
側位置９ｉよりも、幅方向外側に位置していることにより、防漏壁の前端および後端の近
傍において吸収体が幅方向内側へ折り込まれるのを防ぎ（すなわち股部におけるフィット
性に優れ）、防漏壁を乗り越えての漏れを防止することができる。
【００１４】
　サイドシートの前端領域および後端領域の幅方向内側縁部においてサイドシート５とト
ップシート２は接合し、接合領域９を形成している。
　ここで、サイドシート５は、前後方向すなわち長さ方向に、前端領域５Ｆと中央領域５
Ｃと後端領域５Ｒに分けられ、中央領域５Ｃとは自由端すなわち防漏壁が存在する領域で
あり、前端領域５Ｆとは自由端が存在しない領域であって中央領域よりも前にある領域で
あり、後端領域５Ｒとは自由端が存在しない領域であって中央領域よりも後にある領域で
ある。前端領域５Ｆの前後方向寸法は、たとえば１０～１００ｍｍであり、好ましくは２
０～８５ｍｍであり、より好ましくは３０～７０ｍｍである。後端領域５Ｒの前後方向寸
法は、たとえば１０～１００ｍｍであり、好ましくは２０～９０ｍｍであり、より好まし
くは３０～８０ｍｍである。
　サイドシートの前端領域の幅方向内側縁部とは、サイドシートの前端領域の幅方向内側
縁の近傍の領域をいい、たとえば、幅方向内側縁から１０ｍｍ以内の領域をいう。サイド
シートの後端領域の幅方向内側縁部とは、サイドシートの後端領域の幅方向内側縁の近傍
の領域をいい、たとえば、幅方向内側縁から１０ｍｍ以内の領域をいう。
【００１５】
　サイドシート５とトップシート２の接合部９は、サイドシートの前端領域および後端領
域の幅方向内側縁部に存在する。接合部９は、サイドシートの前端領域および後端領域の
幅方向内側縁の近傍の領域に存在すればよく、必ずしも幅方向内側縁まで存在する必要は
なく、たとえば幅方向内側縁から２ｍｍ以内、好ましくは１ｍｍ以内は接合していなくて
もよい。サイドシートの前端領域５Ｆにおける接合部９の前後方向寸法は、限定するもの
ではないが、たとえば１０～１００ｍｍであり、好ましくは２０～８５ｍｍであり、より
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好ましくは３０～７０ｍｍである。サイドシートの後端領域５Ｒにおける接合部９の前後
方向寸法は、限定するものではないが、たとえば１０～１００ｍｍであり、好ましくは２
０～９０ｍｍであり、より好ましくは３０～８０ｍｍである。接合部９の幅方向寸法は、
限定するものではないが、たとえば１～２０ｍｍであり、好ましくは１．５～１５ｍｍで
あり、より好ましくは２～１０ｍｍである。サイドシートの前端領域５Ｆにおける接合部
９の幅方向寸法とサイドシートの後端領域５Ｒにおける接合部９の幅方向寸法とは、同じ
であってもよいし、異なっていてもよい。
【００１６】
　サイドシート５とトップシート２との接合領域９の幅方向内側位置９ｉは、サイドシー
トの幅方向内側縁からの距離が、サイドシートの前端領域と後端領域で同じであることが
好ましいが、異なっていてもよい。前端領域と後端領域で、幅方向内側位置９ｉのサイド
シートの幅方向内側縁からの距離が異なる場合は、折り曲げ誘導帯域の前端８ｆが、サイ
ドシートの前端領域５Ｆの幅方向内側縁部におけるサイドシート５とトップシート２との
接合領域９の幅方向内側位置９ｉよりも、幅方向外側に位置しており、そして折り曲げ誘
導帯域の後端８ｒが、サイドシートの後端領域５Ｒの幅方向内側縁部におけるサイドシー
ト５とトップシート２との接合領域９の幅方向内側位置９ｉよりも、幅方向外側に位置し
ているものとする。
【００１７】
　サイドシートの中央領域の幅方向内側縁５Ｃｉは自由端となっている。自由端には弾性
部材７が取り付けられている。図１には、弾性部材７が１本取り付けられた態様が示され
ているが、弾性部材は複数本取り付けられていてもよい。サイドシートの中央領域の幅方
向内側縁５Ｃｉが自由端となっており、かつ自由端に弾性部材７が取り付けられているこ
とによって、サイドシートの中央領域は防漏壁として機能する。
【００１８】
　折り曲げ誘導帯域８は親水性繊維および高吸収性ポリマーを含むが、吸収体の他の部位
に比べ目付けが低くかつ高吸収性ポリマーの含有率が低い。折り曲げ誘導帯域８の目付け
が吸収体の他の部位に比べ低いことにより、吸収性物品を装着したときに、吸収体は折り
曲げ誘導帯域において折り曲がりやすくなり、その結果、都合の悪い場所での折り曲がり
を防止することができ、吸収体が意図しない変形をするのを防止することができる。折り
曲げ誘導帯域内には加圧エンボスによる圧搾条溝が設けられているが、加圧エンボスされ
る箇所に高吸収性ポリマーが多く存在すると、加圧エンボスにより高吸収性ポリマー粒子
が高密度化されることで、折り曲げ誘導帯域の吸収体が硬化し、高吸収性ポリマー粒子の
粒感が着用者側表面および着側表面にて異物感として発生し、他の箇所と比較して、吸収
体として肌への負担を引き起こす可能性が高くなる虞があるが、高吸収性ポリマーの含有
率を低くすることにより、これらの問題を解消することができる。すなわち、高吸収性ポ
リマーの含有率の低い折り曲げ誘導帯域内に圧搾条溝が設けたことにより、吸収体の柔ら
かさを維持することができる。
【００１９】
　折り曲げ誘導帯域以外の領域の吸収体の目付けは均一であってもよいが、折り曲げ誘導
帯域より幅方向内側の領域と折り曲げ誘導帯域より幅方向外側の領域で目付けが異なって
いてもよい。好ましくは、吸収体の目付けが、折り曲げ誘導帯域より幅方向内側の領域に
比べ、折り曲げ誘導帯域より幅方向外側の領域において低い。折り曲げ誘導帯域より幅方
向外側の領域における吸収体の目付けは、好ましくは、折り曲げ誘導帯域より幅方向内側
の領域における吸収体の目付けの５０～８０質量％である。吸収体の目付けが、折り曲げ
誘導帯域より幅方向内側の領域に比べ、折り曲げ誘導帯域より幅方向外側の領域において
低いことにより、おむつ着用状態で股下部がだぶつかず、外観がすっきりしていて、股間
部でのフィット性が向上する。
　ここで、折り曲げ誘導帯域より幅方向内側の領域とは、右の折り曲げ誘導帯域の左側縁
と、左の折り曲げ誘導帯域の右側縁と、右の折り曲げ誘導帯域の前端と左の折り曲げ誘導
帯域の前端を結ぶ直線と、右の折り曲げ誘導帯域の後端と左の折り曲げ誘導帯域の後端を
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結ぶ直線とによって囲まれる領域をいう。
　折り曲げ誘導帯域より幅方向外側の領域とは、右の折り曲げ誘導帯域の右側縁と、吸収
体の右側縁と、右の折り曲げ誘導帯域の前端と左の折り曲げ誘導帯域の前端を結ぶ線分を
右に延長した直線と、右の折り曲げ誘導帯域の後端と左の折り曲げ誘導帯域の後端を結ぶ
線分を右に延長した直線とによって囲まれる領域、および左の折り曲げ誘導帯域の左側縁
と、吸収体の左側縁と、右の折り曲げ誘導帯域の前端と左の折り曲げ誘導帯域の前端を結
ぶ線分を左に延長した直線と、右の折り曲げ誘導帯域の後端と左の折り曲げ誘導帯域の後
端を結ぶ線分を左に延長した直線とによって囲まれる領域をいう。
　以下、折り曲げ誘導帯域より幅方向内側の領域を「股繰り内側部」ともいい、折り曲げ
誘導帯域より幅方向外側の領域を「股繰り外側部」ともいう。
　また、折り曲げ誘導帯域を「低目付け領域」ともいい、折り曲げ誘導帯域以外の領域を
「高目付け領域」ともいう。なお、吸収体の目付けが、折り曲げ誘導帯域より幅方向内側
の領域に比べ、折り曲げ誘導帯域より幅方向外側の領域において低い場合は、折り曲げ誘
導帯域を「低目付け領域」ともいい、折り曲げ誘導帯域より幅方向外側の領域を「中目付
け領域」ともいい、折り曲げ誘導帯域より幅方向外側の領域と折り曲げ誘導帯域とを除い
た残りの吸収体の領域を「高目付け領域」ともいう。
【００２０】
　折り曲げ誘導帯域より幅方向内側の領域における吸収体の目付けは、限定するものでは
ないが、好ましくは１００～１０００ｇ／ｍ２であり、より好ましくは２００～９００ｇ
／ｍ２であり、さらに好ましくは３００～８００ｇ／ｍ２である。折り曲げ誘導帯域より
幅方向内側の領域における吸収体の目付けが低すぎると、吸収体としての保水性能を保持
出来なくなる（モレにつながる）恐れがあり、逆に、高すぎると、股間部がだぶつき、外
観がすっきりせず、股間部でのフィット性が低下する恐れがある。
　折り曲げ誘導帯域より幅方向内側の領域における高吸収性ポリマーの含有率は、限定す
るものではないが、好ましくは１０～８０質量％であり、より好ましくは２０～７０質量
％であり、さらに好ましくは３０～６０質量％である。折り曲げ誘導帯域より幅方向内側
の領域における高吸収性ポリマーの含有率が低すぎると、吸収体としての保水性能を保持
出来なくなる（モレにつながる）恐れがあるり、逆に、高すぎると、吸収体が硬化し、高
吸収性ポリマー粒子の粒感による異物感が発生し、且つ尿吸収時に膨潤することで吸収体
のゴワつきが発生する恐れがある。
【００２１】
　折り曲げ誘導帯域における吸収体の目付けは、好ましくは、折り曲げ誘導帯域より幅方
向内側の領域における吸収体の目付けの３５～６５質量％である。折り曲げ誘導帯域にお
ける吸収体の目付けが低すぎると、（その部位をきっかけに）吸収体の型崩れが生じる恐
れがあり、且つ尿などの体液が過度に侵入した場合、体液を吸収、保持する能力が低下し
、体液モレを引き起こす可能性が高くなる。逆に、高すぎると、加圧エンボスにより吸収
体が硬化され（高吸収性ポリマー粒子の粒感による異物感が発生）、他の箇所と比較して
、吸収体として肌への負担を引き起こす可能性が高くなる。
　折り曲げ誘導帯域における親水性繊維の目付けは、好ましくは、折り曲げ誘導帯域より
幅方向内側の領域における親水性繊維の目付けの４５～８０質量％である。折り曲げ誘導
帯域における親水性繊維の目付けが低すぎると、尿などの体液を素早く吸収体へ吸収する
能力（初期吸水能力）が低下し、体液モレを引き起こす可能性が高くなる。逆に、高すぎ
ると、（親水性繊維の厚みにより）加圧エンボスによる、折り曲げ誘導帯域の形成が不十
分となり、吸収体内側への折込み制御能が低下する恐れがある。
　折り曲げ誘導帯域における高吸収性ポリマーの目付けは、好ましくは、折り曲げ誘導帯
域より幅方向内側の領域における高吸収性ポリマーの目付けの２５～５０質量％である。
折り曲げ誘導帯域における高吸収性ポリマーの目付けが低すぎると、尿などの体液を吸収
、保持する能力が低下し、体液モレを引き起こす可能性が高くなる。逆に、高すぎると、
加圧エンボスにより吸収体が硬化され（高吸収性ポリマー粒子の粒感による異物感が発生
）、他の箇所と比較して、吸収体として肌への負担を引き起こす可能性が高くなる。
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　折り曲げ誘導帯域における高吸収性ポリマーの含有率は、好ましくは１０～８０質量％
であり、より好ましくは１５～７０質量％であり、さらに好ましくは２０～６０質量％で
ある。折り曲げ誘導帯域における高吸収性ポリマーの含有率が低すぎると、尿などの体液
を吸収、保持する能力が低下し、体液モレを引き起こす可能性が高くなる。逆に、高すぎ
ると、加圧エンボスにより吸収体が硬化され（高吸収性ポリマー粒子の粒感による異物感
が発生）、他の箇所と比較して、吸収体として肌への負担を引き起こす可能性が高くなる
。
【００２２】
　なお、高吸収性ポリマー（以下「ＳＡＰ」ともいう。）の含有率は、次のように測定す
る。
［ＳＡＰ含有率測定法（トルエン浸漬法）］
＜準備物＞
　・吸収体
　・打抜き型（金属刃の付いた打ち抜き型）
　・２５０メッシュナイロンネット（ＮＢＣ工業製　Ｎ－ＮＯ．２５０ＨＤ）（２００×
２００ｍｍの袋状にシールしておく。）
　・トルエン
　・アルミトレイ
　・ピンセット
　・濾紙（アドバンテックＮｏ．２，１００ｍｍ×１００ｍｍ）
　・３．５ｋｇ／１００ｃｍ２の重り
　・電子天秤
　・ヒートシーラー
　・ビーカー（１０００ｍＬ）
　・遠心分離機（国産遠心（株）分離機，型ＨＩ３０，回転数８５０ｒｐｍ＝１５０Ｇ）
＜評価フロー＞
　（以下、ドラフト外での作業）
（１）パルプ、ＳＡＰ積層後、ホットメルト接着剤を塗布したティッシュを重ね合わせ、
ティッシュで挟み込まれた吸収体を準備する。
（２）金属刃のついた、打抜き型（面積２．７８５ｃｍ２）にて、各サンプル、部位毎の
打抜きを行い、約１ｇを採取する。
　※部位：股繰り内側部、股繰り外側部、折り曲げ誘導帯域の３箇所。
　　各サンプルを入れるメッシュの乾燥重量を測定しておく。
　（以下、ドラフト内での作業）
（３）アルミトレイにトルエンを入れ、打抜いたサンプルをトルエンに漬けてすすいだ後
、別のトレイに移し、ピンセットで上下のティッシュを剥がす。
（４）その状態で軽く液切りした後、ナイロンネットに入れ、濾紙を上下に各２０枚挟ん
で、重りで荷重を掛ける（１分）。
　※ナイロンネットは予め乾燥重量を測定しておく（重量Ａ）。
（５）トルエンがある程度除去されたのを確認した後、ナイロンネット内の吸収体を薬さ
じで攪拌させる（砕く）。
（６）ドラフト内で乾燥させる（ドラフト内に洗濯ばさみなどを用意して吊るして乾燥さ
せてもよい）（５時間）。
（７）トルエンが揮発したのを確認した後、吸収体の入ったネットを取り出す（乾燥状況
により時間は適宜調整する）。
　（以下、ドラフト外での作業）
（８）ナイロンネットの残り一辺にシールを行い、吸収体を封入状態にして乾燥重量を測
定する（重量Ｂ）。
（８－１）吸水倍率の測定
（８－１－１）ビーカーにイオン交換水を１０００ｍＬ入れる。
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（８－１－２）準備しておいた封入状態の袋を（８－１－１）のビーカーの底に触れる様
に浸漬させる。
（８－１－３）袋の上部の一辺を洗濯ばさみでビーカーの端に固定する。
（８－１－４）１時間放置する。
（８－１－５）放置後袋を引き上げ、袋の短辺の中央（上端より５ｍｍ、両端より５０ｍ
ｍ）を洗濯ばさみで挟み、１５分間水切りを行う。
（８－１－６）重量を測定する（重量Ｃ）。
（８－２）保水倍率の測定
（８－２－１）（８－１－６）を遠心分離機で脱水する。条件：８５０ｒｐｍ（１５０Ｇ
）、時間：８５０ｒｐｍ一定後９０秒。
（８－２－２）脱水後の重量を測定する（重量Ｄ）。
（８－３）吸水倍率および保水倍率を次の算式により計算する。
　吸水倍率＝（重量Ｃ－重量Ａ）／（重量Ｂ－重量Ａ）
　保水倍率＝（重量Ｄ－重量Ａ）／（重量Ｂ－重量Ａ）
　※吸水倍率、保水倍率ともにナイロンネットの吸水倍率、保水倍率は無視する。
（９）ＳＡＰ比率算出のための検量線作成
　以下の３種類の試料を用意し、上記（１）～（８）と同様に、吸水倍率および保水倍率
を算出する。
　・パルプ：１ｇ（ＳＡＰ比率０％）
　・パルプ：０．５ｇ、ＳＡＰ：０．５ｇ（ＳＡＰ比率５０％）
　・ＳＡＰ：１ｇ（ＳＡＰ比率１００％）
（１０）上記（９）の測定結果より、検量線（保水倍率当たりのＳＡＰ含有率）を作成す
る。
　※３点を近似値とする直線より、保水倍率からＳＡＰ含有率を同定することができる。
（１１）上記（１０）で作成した検量線に上記（８）で測定した、各吸収体の部位毎の保
水倍率を代入し、各吸収体部位毎のＳＡＰ含有率を算出する。
　※上記（８）同様、上記（９）で算出した吸水倍率、保水倍率ともにナイロンネットの
吸水倍率、保水倍率は無視しているため、ＳＡＰ含有率の値への影響は無いものと考えて
よい。
【００２３】
　折り曲げ誘導帯域８内には圧搾条溝１０が設けられている。ここで、圧搾条溝とは、圧
縮することによって形成された帯状の溝をいう。圧搾条溝１０を設けたことにより、吸収
性物品を装着したときに、吸収体は圧搾条溝が設けられた箇所で折り曲がりやすくなり、
その結果、都合の悪い場所での折り曲がりを防止することができ、吸収体が意図しない変
形をするのを防止することができる。この効果は、折り曲げ誘導帯域の目付けが低いこと
によっても奏されるものであるが、圧搾条溝を設けることにより、吸収体の意図しない変
形をさらに効果的に防止することができる。また、圧搾条溝は、吸収体の型崩れの防止に
も寄与する。
【００２４】
　圧搾条溝は吸収体の他の部位に比べ密度が高い。ここで、密度とは、単位体積当たりの
質量をいう。密度（ｇ／ｃｍ３）は、試料の面積（ｃｍ２）、厚さ（ｃｍ）および質量（
ｇ）を測定し、質量（ｇ）を面積（ｃｍ２）と厚さ（ｃｍ）の積で割って求める。吸収体
の他の部位の密度は、限定するものではないが、好ましくは０．０１～０．５ｇ／ｃｍ３

であり、より好ましくは０．０３～０．４ｇ／ｃｍ３であり、さらに好ましくは０．０５
～０．３ｇ／ｃｍ３である。吸収体の他の部位の密度が低すぎると、吸収体全体がだぶつ
き、外観がすっきりせず、特に股間部でのフィット性が低下する恐れがある。逆に、高す
ぎると、吸収体全体が硬化し、肌への負担を引き起こす恐れがある。
【００２５】
　圧搾条溝は、折り曲げ誘導帯域内に設けられている限り、折り曲げ誘導帯域内のどこに
あってもよいが、好ましくは、圧搾条溝は折り曲げ誘導帯域の幅方向ほぼ中央に設けられ
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る。
　圧搾条溝の幅は、折り曲げ誘導帯域の幅より小さい限り、限定するものではないが、好
ましくは０．５～２０ｍｍであり、より好ましくは１～１０ｍｍであり、さらに好ましく
は１．５～５ｍｍである。圧搾条溝の幅が狭すぎると、加圧エンボスによる接合強度が低
下し、接合されたトップシートと吸収体が剥がれる可能性があり、また（圧縮条溝を基点
とする）折り曲げ誘導自体が不可能になる可能性がある。逆に、広すぎると、折り曲げ誘
導帯域が親水性繊維および高吸収性ポリマーの含有率が低く抑えられているとはいえ、加
圧エンボスの剛性により肌への負担が生じる恐れがある。
　圧搾条溝の前端と後端の直線距離は、折り曲げ誘導帯域の前端と後端の直線距離と同じ
かそれよりも短い限り、限定するものではないが、好ましくは５０～４００ｍｍであり、
より好ましくは１００～３５０ｍｍであり、さらに好ましくは１５０～３００ｍｍである
。圧搾条溝の前端と後端の直線距離が短すぎると、おむつ着用状態で股下部が窮屈になる
恐れがある。逆に、長すぎると、おむつ着用状態で股下部がだぶつく恐れがある。
【００２６】
　圧搾条溝は、通常、吸収体を、エンボスロール等により加圧エンボスすることにより形
成される。１つの実施態様においては、圧搾条溝はトップシートを介して吸収体を加圧エ
ンボスすることにより形成されている。すなわち、圧搾条溝は、吸収体とトップシートを
一緒に、トップシート側から加圧エンボスすることにより形成されていてもよい。また、
別の実施態様においては、吸収体とトップシートの間および吸収体とバックシートの間に
吸収体ラップシートが介在し、圧搾条溝は、トップシートおよび吸収体ラップシートを介
してまたは吸収体ラップシートを介して、吸収体を加圧エンボスすることにより形成され
ている。すなわち、吸収体のトップシート側の面が吸収体ラップシートにより被覆されて
いるときは、吸収体と吸収体ラップシートを一緒に、吸収体ラップシート側から加圧エン
ボスすることにより、圧搾条溝を形成することが好ましい。また、吸収体と吸収体ラップ
シートとトップシートを一緒に、トップシート側から加圧エンボスすることにより、圧搾
条溝を形成してもよい。
【００２７】
　吸収性物品を構成するトップシートは、尿等の体内からの液状排泄物を、その下層に設
けた吸収体へ通過させる機能を有するとともに、バックシートとの間に吸収体を挟むこと
により吸収体を保持するためのものである。トップシートは、その全部または一部が液透
過性であり、液透過域は、多数の液透過孔が形成された樹脂フィルム、多数の網目を有す
るネット状シート、液透過性の不織布、または織布などで形成される。前記樹脂フィルム
やネット状シートは、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリエチレンテ
レフタレート（ＰＥＴ）などで形成されたものを使用できる。また不織布としては、レー
ヨンなどのセルロース繊維、合成樹脂繊維などから形成されたスパンレース不織布、前記
合成樹脂繊維で形成されたエアスルー不織布などを用いることができる。また、素材とし
て、ポリ乳酸、キトサン、ポリアルギン酸などの生分解性が可能な天然物を用いることも
できる。また、多数の液透過孔を形成するとともに、シリコーン系やフッ素系の撥水性油
剤を塗布して、その外面に体液が付着しにくいものとしてもよい。
【００２８】
　吸収性物品を構成するバックシートは、吸収体に吸収された尿等の液体が外へ漏れ出す
のを防止する機能を有するものであり、そのような液体が外へ漏れ出すのを防止できる材
料が使用される。また、液体は通さないが通気性のある素材とすることにより、着用時の
ムレを低減させることができ、着用時における不快感を低減させることが可能となる。こ
のような材料としては、たとえば、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）等を
主体とした液不透過性フィルム、通気性フィルム、スパンボンドなどの不織布の片面に液
不透過性フィルムをラミネートした複合シートなどが挙げられる。好ましくは、疎水性の
不織布、不透水性のプラスティックフィルム、不織布と不透水性プラスティックフィルム
とのラミネートシート等を用いることができる。また、耐水性の高いメルトブローン不織
布を強度の強いスパンボンド不織布で挟んだＳＭＳ不織布でもよい。
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【００２９】
　吸収性物品を構成する吸収体は、尿等の液体を吸収して保持する機能を有するもので、
嵩高であり、型崩れし難く、化学的刺激が少ないものであることが好ましい。
　吸収体は、親水性繊維と高吸収性ポリマーを含む。
　親水性繊維としては、限定するものではないが、フラッフ状パルプ、化学パルプ、セル
ロース繊維、レーヨン、アセテート等の人工セルロース繊維が挙げられる。
　高吸収性ポリマー（Superabsorbent Polymer，「ＳＡＰ」ともいう。）は、水溶性高分
子が適度に架橋された三次元網目構造を有するもので、数十倍～数百倍の水を吸収するが
本質的に水不溶性であり、一旦吸収された水は多少の圧力を加えても離水しないものであ
り、たとえば、デンプン系、アクリル酸系、アミノ酸系の粒子状または繊維状のポリマー
を例示できる。
　吸収体は、吸収体ラップシートによって挟まれまたは包まれていてもよい。吸収体ラッ
プシートとしては、限定するものではないが、ティッシュが挙げられる。
【００３０】
　吸収性物品を構成するサイドシートは、防漏壁を形成するものである。
　サイドシートを構成する素材としては、エアスルー不織布、スパンボンド、フィルム、
開孔フィルムが使用できるが、なかでもエアスルー不織布が好ましい。
　図１および図２に示すサイドシート５は、吸収性物品の左右両側に設けられ、その外形
輪郭は、外装シート６と重なる部分において外装シート６とほぼ同一であり、トップシー
ト２の側縁部と部分的に重なり合っており、トップシート２と重なり合っていない部分は
外装シート６と重なり合い、少なくとも部分的に接合されている。サイドシート５と、ト
ップシート２および外装シート６との接合は、たとえばホットメルト接着剤または熱エン
ボスによって行われる。ただし、サイドシート５は、必ずしも図１および図２に示す形態
に限られるものではなく、サイドシートの幅方向側縁部が、トップシートとともに、吸収
体の裏面に回り込んだ形態であってもよい。
　サイドシートの自由端に取り付けられる弾性部材としては、限定するものではないが、
天然ゴムのゴム糸、ポリウレタン弾性繊維やポリエステルエラストマー繊維等の合成弾性
繊維等が挙げられる。
【００３１】
　吸収性物品を構成する外装シートは、トップシートと反対側に設けられ、吸収性物品の
外形を画定する。外装シートを構成する素材としては、限定するものではないが、スパン
ボンド・メルトブローン・スパンボンド（ＳＭＳ）不織布、ポイントボンド不織布、スパ
ンボンド不織布等の不織布等が挙げられる。外装シートは、複数の部材から構成されてい
てもよく、たとえば、２枚以上の不織布を重ね合わせて形成されていてもよい。また、バ
ックシートが、外装シートを構成する２枚以上の不織布の間に挟み込まれていてもよい。
また、外装シートは、バックシートよりも肌面側に存在するカバー不織布（サイドトップ
シート）を含んでいてもよい。
【００３２】
　次に、本発明の吸収性物品の製造方法を説明する。
　吸収体は、親水性繊維と高吸収性ポリマーを混合し、積層して、成形される。積層に際
し、折り曲げ誘導帯域に相当する領域の目付けおよびＳＡＰ含有率が低くなるように積層
する。
　図４は、吸収体製造装置の一例を示す図である。ただし、本発明の吸収性物品の製造方
法は、図４に示されるものに限定されない。
【００３３】
　まず、コーター５１で、ティッシュ等の吸収体ラップシート５２の全面にホットメルト
接着剤等の接着剤を繊維状に分散させて塗工する。接着剤を塗工した吸収体ラップシート
５２をベルトコンベヤー５３に載せて搬送する。
【００３４】
　第１積層ドラム５４で、高目付け領域に相当する部分（中目付け領域を設ける場合は高
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目付け領域および中目付け領域に相当する部分。以下同様。）を積層する。積層目付けは
高目付け領域の目付けから低目付け領域（すなわち折り曲げ誘導帯域）の目付けを差し引
いた目付けに設定する。積層は、親水性繊維と高吸収性ポリマーを混合し、エア搬送し、
図５に示すような通気性のメッシュスクリーン７１上に積層する。積層時に折り曲げ誘導
帯域に相当する領域に吸収体が積層されないように、非通気性の突起部７２を設けておく
。非通気性の突起部７２の素材としては、限定するものではないが、たとえば、アルミニ
ウムや鉄などの金属性のプレートやナイロン、ゴム状の弾性体のプレートが用いられる。
また、中目付け領域を設ける場合は、さらに、図６に示すように、中目付け領域に相当す
る箇所に、通気性制御部材７３を設けておく。通気性制御部材７３が設けられた箇所は積
層目付けが低くなる。通気性制御部材としては、限定するものではないが、たとえば、メ
ッシュ（例えば金属性、弾性体）プレートが用いられる。
　第１積層ドラム５４に積層された第１積層物５５を、ベルトコンベヤー５３の下に設け
られた転写サクションボックス５６で吸引することにより、吸収体ラップシート５２の接
着剤を塗工した面に転写する。
【００３５】
　次に、第２積層ドラム５７で、吸収体全体を積層する。積層目付けは、低目付け領域の
目付けに合わせて設定する。第２積層ドラム５７では、図７に示すような、非通気性の突
起部や通気性制御部材の設けられていない通気性メッシュスクリーン７１上に、均一の目
付けで積層する。
　第２積層ドラム５７に積層された第２積層物５８を、ベルトコンベヤー５３の下に設け
られた転写サクションボックス５９で吸引することにより、第１積層物５５の上に転写し
、第１積層物５５と第２積層物５８の積層体６０を作製する。
【００３６】
　次に、コーター６１で、ティッシュ等の吸収体ラップシート６２の全面にホットメルト
接着剤等の接着剤を繊維状に分散させて塗工し、塗工した面が積層体６０に接触するよう
に、吸収体ラップシート６２を積層体６０に重ねる。吸収体ラップシート６２を重ねた積
層体６０を加圧装置６３に通して、高目付け領域の厚さが一定になるように圧縮する。な
お、厚さは、限定するものではないが、子ども用の使い捨ておむつとしての使用を想定す
ると、高目付け領域で３ｍｍ程度に調整することが好ましい。
【００３７】
　その後、加圧エンボスロール６４を用いて、折り曲げ誘導帯域内に圧搾条溝を形成する
。加圧エンボスロール６４のエンボス形状は、限定するものではないが、たとえば、図８
に示すような形状であってもよい。なお、図８中の数値の単位はｍｍである。エンボスの
強度は、限定するものではないが、子ども用の使い捨ておむつとしての使用を想定すると
、加圧エンボス後の接合部の接合強度は０．０６５Ｎ／２５ｍｍ以上に調整することが好
ましい。
　以上の工程により、２枚の吸収体ラップシートに挟まれた吸収体が得られる。
【００３８】
　次に、外装シート、バックシート、吸収体、トップシートおよび一対のサイドシートを
、常法により、重ね合わせて、吸収性物品を作製する。
　以上、本発明の吸収性物品の製造方法の一例を説明したが、本発明の吸収性物品の製造
方法は上記の製造方法に限定されない。
【００３９】
　従来技術の中央吸収体とサイド吸収体の切離部を有する使い捨ておむつにあっては、切
離部が存在することで、その箇所における吸収体自体の強度（形態保持性）が低下すると
ともに、切離部自体は吸収体としての体液吸収性能を有さない。そのため、吸収性物品を
装着後、足を動かすなどの動作後に切離部を中心に吸収体が型崩れし、おむつの位置ずれ
（吸収体ワレによる遊離）が起こり易くなり、その周縁部を中心に尿などの体液を吸収、
保持する能力が低下し、体液漏れを引き起こす可能性が高くなり、結果的に吸収性物品と
しての防漏性能が低下する。また、切離部が存在するものの、吸収体の前身頃部において
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、吸収体が特定の折り曲げ構造を有していないため、切離部でない箇所で吸収体が折れ込
まれてしまい、目的の吸収面積を確保できない虞がある。
　それに対し、本発明の吸収性物品は、吸収体に折り曲げ誘導領域を設け、かつ折り曲げ
誘導領域内に圧搾条溝を設けたことにより、吸収体が型崩れしにくく、着用時の外観がす
っきりしており、股下部でのフィット性に優れる。
【実施例】
【００４０】
　図４に示す吸収体製造装置を用いて、吸収体を製造した。得られた吸収体を使用して、
常法により、使い捨ておむつを作製し、評価した。
　なお、以下の実施例および比較例においては、次の原材料を使用した。
　親水性繊維：木材フラッフパルプ（ＮＢＫＰ）
　高吸収性ポリマー：住友精化社製　ＳＡＰ　アクアキープＳＡ６０Ｓ
　ホットメルト接着剤：ヘンケルジャパン社製　スチレン系熱可塑性エラストマー
　ティッシュ：ユニ・チャーム国光ノンウーブン社製（１６ｇ／ｍ２）
【００４１】
　実施例１
　第１積層ドラムにおいて、搬送されたティッシュにホットメルト接着剤５ｇ／ｍ２を塗
布し、その上に予め検量されたパルプ９０ｇ／ｍ２、ＳＡＰ１４０ｇ／ｍ２を積層した。
ただし、折り曲げ誘導帯域に相当する箇所には、図５に示すように、非通気性の突起部７
２を施し、積層されないようにした。
　第２積層ドラムにおいて、予め検量されたパルプ１６０ｇ／ｍ２、ＳＡＰ８０ｇ／ｍ２

を積層し、その上にホットメルト接着剤５ｇ／ｍ２を塗布したティッシュを重ね合わせ、
ティッシュで挟み込まれた吸収体を成形した。
　加圧装置により高目付け部の厚みを３ｍｍに圧縮した後、図８に示すエンボス形状を有
するエンボスロールを用いて加圧エンボスすることにより、折り曲げ誘導帯域に相当する
箇所に圧搾条溝を形成した。加圧エンボス後の接合部の接合強度は０．０６５Ｎ／２５ｍ
ｍに調整した。
　折り曲げ誘導帯域および圧搾条溝は、図１に示すように、股領域中心から前方および後
方に向って延び、右の折り曲げ誘導帯域と左の折り曲げ誘導帯域の間の幅方向の距離は、
股領域中心において狭く、股領域中心から遠ざかるにつれて広くなり、吸収体の側縁まで
伸びた形状とした。以上の工程により股繰り内側部および股繰り外側部が高目付け領域（
パルプ２５０ｇ／ｍ２、ＳＡＰ２２０ｇ／ｍ２）、折り曲げ誘導帯域が低目付け領域（パ
ルプ１６０ｇ／ｍ２、ＳＡＰ８０ｇ／ｍ２）の吸収体を得た。なお、折り曲げ誘導帯域の
低目付け領域は、中心部に加圧エンボスを施した高密度領域と、その周囲のエンボスを施
していない低密度領域からなる。吸収体の外形寸法は、長さ４２０ｍｍ、幅１２０ｍｍで
あり、折り曲げ誘導帯域の幅は１０ｍｍであり、２本の折り曲げ誘導帯域の間の幅方向の
距離は、最も狭いところで３５ｍｍであり、折り曲げ誘導帯域の前端と後端の直線距離は
２２０ｍｍであった。
　作製したティッシュで挟み込まれた吸収体を、外装シートおよびバックシートの上に重
ね、ティッシュで挟み込まれた吸収体の上にトップシートを重ね、その上に一対のサイド
シートを重ねて、図１に示すような使い捨ておむつを作製した。
【００４２】
　実施例２
　第１積層ドラムにおいて、図３に示すように、折り曲げ誘導帯域の前端および後端が、
吸収体の側縁よりは幅方向内側で、かつサイドシートの前端領域と後端領域の幅方向内側
縁部におけるサイドシートとトップシートとの接合領域の幅方向内側位置よりも、幅方向
外側に位置するよう、第１積層ドラムの非通気性の突起部の位置を調整して積層した以外
は、実施例１と同様にして、使い捨ておむつを作製した。折り曲げ誘導帯域の前端および
後端の吸収体側縁からの距離は１０ｍｍであり、折り曲げ誘導帯域の前端と後端の直線距
離は１９５ｍｍであった。
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【００４３】
　実施例３
　第１積層ドラムにおいて、股繰り外側部に相当する箇所にメッシュで開孔した通気性制
御部材（図６参照）を配置し、パルプ２５ｇ／ｍ２、ＳＡＰ４０ｇ／ｍ２が積層されるよ
う調整した以外は、実施例１と同様にして、使い捨ておむつを作製した。
【００４４】
　実施例４
　第１積層ドラムでパルプ１３０ｇ／ｍ２、ＳＡＰ１６０ｇ／ｍ２を積層した。ただし、
折り曲げ誘導帯域に相当する箇所には非通気性の突起部を設け、積層されないようにし、
股繰り外側部に相当する箇所にはメッシュで開孔した通気性制御部材（図６参照）を配置
し、パルプ２５ｇ／ｍ２、ＳＡＰ３０ｇ／ｍ２が積層されるよう調整した。第２層積層ド
ラムにおいて、パルプ１２０ｇ／ｍ２、ＳＡＰ６０ｇ／ｍ２を積層した。それ以外は、実
施例１と同様にして、使い捨ておむつを作製した。
【００４５】
　実施例５
　第１積層ドラムでパルプ５０ｇ／ｍ２、ＳＡＰ１２０ｇ／ｍ２を積層した。ただし、折
り曲げ誘導帯域に相当する箇所は非通気性の突起部を設け、積層されないようにし、股繰
り外側部に相当する箇所はメッシュで開孔した通気性制御部材（図６参照）を配置し、パ
ルプ２５ｇ／ｍ２、ＳＡＰ５０ｇ／ｍ２が積層されるよう調整した。第２積層ドラムにお
いて、パルプ２００ｇ／ｍ２、ＳＡＰ１００ｇ／ｍ２を積層した。それ以外は、実施例１
と同様にして、使い捨ておむつを作製した。
【００４６】
　比較例１
　第１積層ドラムにおいて、折り曲げ誘導帯域の前端および後端が、サイドシートの前端
領域と後端領域の幅方向内側縁部におけるサイドシートとトップシートとの接合領域の幅
方向内側位置よりも、さらに幅方向内側に位置するよう、第１積層ドラムの非通気性の突
起部の位置を調整して積層した以外は、実施例１と同様にして、使い捨ておむつを作製し
た。
【００４７】
　比較例２
　第１積層ドラムでパルプ２５０ｇ／ｍ２、ＳＡＰ２２０ｇ／ｍ２を積層した。ただし、
折り曲げ誘導帯域に相当する箇所には、図５に示すように、非通気性の突起部を設け、積
層されないようにした。第２積層ドラムの工程は省略した。それ以外は、実施例１と同様
にして、使い捨ておむつを作製した。この比較例２の使い捨ておむつは、股繰り内側部お
よび股繰り外側部が高目付け領域（パルプ２５０ｇ／ｍ２、ＳＡＰ２２０ｇ／ｍ２）であ
り、折り曲げ誘導帯域に相当する箇所に目付けの無い切離部が存在するものであった。
【００４８】
　比較例３
　第１積層ドラムでパルプ２５０ｇ／ｍ２、ＳＡＰ２２０ｇ／ｍ２を積層した。ただし、
第１積層ドラムの積層部には、図７に示すような非通気性の突起部も通気性制御部材も有
しない通気性のメッシュスクリーンを用いた。第２積層ドラムの工程は省略した。それ以
外は、実施例１と同様にして、使い捨ておむつを作製した。この比較例３の使い捨ておむ
つは、股繰り内側部、股繰り外側部、折り曲げ誘導帯域に相当する箇所の全領域が高目付
け領域（パルプ２５０ｇ／ｍ２、ＳＡＰ２２０ｇ／ｍ２）であるものであった。
【００４９】
　比較例４
　加圧エンボスを施さなかった点以外は、実施例１と同様にして、使い捨ておむつを作製
した。この比較例４の使い捨ておむつは、圧搾条溝が存在しないものであった。
【００５０】
　比較例５
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　加圧エンボスを施さなかった点以外は、比較例３と同様にして、使い捨ておむつを作製
した。この比較例５の使い捨ておむつは、折り曲げ誘導帯域も圧搾条溝も存在しないもの
であった。
【００５１】
　比較例６
　第１積層ドラムの積層部のメッシュスクリーンの形状において、股繰り外側部を廃した
形状（所謂砂時計型）のメッシュスクリーンを用いた以外は、比較例２と同様にして、使
い捨ておむつを作製した。この比較例６の使い捨ておむつは、吸収体に股繰り外側部も折
り曲げ誘導帯域も存在しないものであった。
【００５２】
　実施例および比較例で作製した使い捨ておむつについて、吸収体内側への折込み、柔ら
かさ（肌への負担）および型崩れ（おむつの位置ズレ）を評価した。各評価項目の評価方
法は次のとおりである。評価結果は表１に示す。
【００５３】
［吸収体内側への折込み］（実際の赤ちゃんの装着状態より確認）
　評価対象の使い捨ておむつを、実際に赤ちゃん６名へ装着し、自由動作２０分後の使い
捨ておむつの外観、および脱衣後のおむつのトップシート（肌面）側から、吸収体の内側
への折込みを確認し、以下の評価とした。
　折込み人数：０～１名（○）、２～３名（△）、４名以上（×）
【００５４】
［柔らかさ（肌への負担）」（装着者（母親）からの意見より確認）
　評価対象の使い捨ておむつを、実際に赤ちゃん６名へ装着する際の装着者（母親）から
、おむつのトップシート（肌面）側の触感を確認してもらい、加圧エンボスによる硬さに
よる意見を確認し、以下の評価とした。
　「硬い」と感じた人数：０～１名（○）、２～３名（△）、４名以上（×）
【００５５】
［型崩れ（おむつの位置ズレ）］（実際の赤ちゃんの装着状態より確認）
　評価対象の使い捨ておむつを、実際に赤ちゃん６名へ装着し、自由動作１０分後、０．
９％食塩水１００ｃｃを股間部に注入後、さらに自由動作１０分後の、紙おむつ脱衣後の
おむつのトップシート（肌面）側から、吸収体のヨレ、浮き状態を確認し、股間部の吸収
体が大きくヨレ（使用前位置と比べて幅方向で１０ｍｍ以上のヨレ）あるいはトップシー
トが浮いている状態（使用前位置と比べて２０ｍｍ以上の差異）を「型崩れ」と判断し、
以下の評価とした。
　型崩れ人数：０～１名（○）、２～３名（△）、４名以上（×）
【００５６】
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【表１】

【００５７】
　実施例１は、股繰り内側部および股繰り外側部を高目付け領域に設定し、折り曲げ誘導
帯域の目付けを低減させ、かつ加圧エンボスによる圧搾条溝を吸収体側縁まで施した実施
例である。折り曲げ誘導帯域の目付けを低減させたこと、かつ加圧エンボスを施すことで
、折り曲げ誘導帯域付近の吸収体としての吸収性能を保持しつつ、吸収体の型崩れを防ぐ
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ことができる。また、目付け低減に加えて折り曲げ誘導帯域のＳＡＰ含有率を低減させる
ことで、加圧エンボスによりＳＡＰ粒子が高密度化され、折り曲げ誘導帯域の吸収体が硬
化する虞を回避し、他の箇所同様の柔軟性を維持し、肌への負担を軽減させることができ
る。さらに、折り曲げ誘導帯域が股繰り部から前後長手方向へ向かって放射状に伸び、吸
収体の側縁まで達することで、防漏壁の前端および後端での吸収体内側への折込みが制御
され、防漏壁を乗り越えての漏れ防止が期待できる。
【００５８】
　実施例２は、実施例１の構成において、加圧エンボスによる折り曲げ誘導帯域を吸収体
の側縁よりは幅方向内側で、かつサイドシートの前端領域と後端領域の幅方向内側縁部に
おけるサイドシートとトップシートとの接合領域の幅方向内側位置よりも、幅方向外側に
存在するように施した実施例である。サイドシートの前端領域と後端領域の幅方向内側縁
部におけるサイドシートとトップシートとの接合領域の幅方向内側位置よりも、幅方向外
側に存在させることで実施例１とほぼ同様の作用を示し、防漏壁の前端および後端での吸
収体内側への折込みが制御され、防漏壁を乗り越えての漏れ防止が期待できる。
【００５９】
　実施例３は、実施例１の構成において、股繰り外側部の目付けを低減させた実施例であ
る。股繰り部外側部の目付けを若干低減させているが、作用としては、実施例１とほぼ同
様の作用を示す。吸収性物品の目的・用途に応じて調整することができる実施例である。
【００６０】
　実施例４は、実施例１の構成において、股繰り外側部および折り曲げ誘導帯域の目付け
を実施例３よりもさらに低減させた実施例である。股繰り外側部および折り曲げ誘導帯域
の目付けを低減させることで、吸収体全体としての吸収容量は実施例１と比較すると若干
低下はするが、折り曲げ誘導帯域に加圧エンボスを施すことで、吸収体の型崩れを防ぐこ
とができる。また、目付け低減に加えて折り曲げ誘導帯域のＳＡＰ含有率を低減させるこ
とで、加圧エンボスによりＳＡＰ粒子が高密度化され折り曲げ誘導帯域の吸収体が硬化す
る虞を回避し、他の箇所同様の柔軟性を維持し、肌への負担を軽減させることができる。
吸収性物品の目的・用途に応じて調整することができる実施例である。
【００６１】
　実施例５は、実施例１の構成において、股繰り外側部の目付けを実施例１よりは低いが
実施例３よりは高くし、そして折り曲げ誘導帯域の目付けを実施例１や実施例３よりも高
くした実施例である。股繰り外側部および折り曲げ誘導帯域の目付けを実施例３よりも高
くしたことで、吸収体全体としての吸収容量は実施例３と比較すると向上するが、折り曲
げ誘導帯域に加圧エンボスを施すことで、吸収体の型崩れを防ぐことができる。折り曲げ
誘導帯域の目付けが増加されることで、その箇所に占めるＳＡＰの全体量も増加され、加
圧エンボスによりＳＡＰ粒子による折り曲げ誘導帯域の吸収体が若干硬化はするが、他の
箇所とほぼ同様の柔軟性を維持し、肌への負担を軽減させることができる。吸収性物品の
目的・用途に応じて調整することができる実施例である。
【００６２】
　比較例１は、実施例１の構成において、折り曲げ誘導帯域の前端および後端がサイドシ
ートの前端領域と後端領域の幅方向内側縁部におけるサイドシートとトップシートとの接
合領域の幅方向内側位置よりも幅方向内側に存在するように施した例である。折り曲げ誘
導帯域の前端および後端が、サイドシートの前端領域および後端領域の幅方向内側縁部に
おけるサイドシートとトップシートとの接合領域の幅方向内側位置よりも、さらに幅方向
内側に存在する形態にすると、防漏壁の前端および後端での吸収体内側への折込みが発生
し、従来の吸収体領域に尿が滴下されずに防漏壁上に滴下されてしまい、防漏壁を乗り越
えての漏れにつながる虞が高い。
【００６３】
　比較例２は、実施例１の折り曲げ誘導帯域の目付けを廃し、折り曲げ誘導帯域を切離部
とした例である。折り曲げ誘導帯域が吸収体の側縁まで達することで、吸収体内側への折
込みは制御できる一方で、股繰り付近の排尿位置付近では吸収体（パルプ／ＳＡＰ）が存
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在しない切離部のため型崩れが生じること、かつ従来技術例と同様、切離部自体に吸収体
としての体液吸収性能を有さないことから、尿などの体液を吸収、保持する能力が低下し
、体液漏れを引き起こす可能性が高くなり、結果的に吸収性物品としての防漏性能（吸収
容量）が低下する。
【００６４】
　比較例３は、実施例１の折り曲げ誘導帯域の目付けを、股繰り内側部目付け、股繰り外
側部目付け同様に高目付けにした例である。折り曲げ誘導帯域が高目付けだと、加圧エン
ボスによりＳＡＰ粒子が高密度化されることで、折り曲げ誘導帯域の吸収体が硬化し（Ｓ
ＡＰの粒感による異物感が発生）、他の箇所と比較して、吸収体として肌への負担を引き
起こす虞が高くなる。
【００６５】
　比較例４は、実施例１の構成において、折り曲げ誘導帯域に加圧エンボスを施さない例
である。加圧エンボスによる圧搾条溝が無いと、折り曲げ誘導帯域に沿った吸収体内側へ
の折込み制御がされにくくなり、防漏壁を乗り越えての漏れにつながる虞が高くなるほか
、低目付け領域の折り曲げ誘導帯域付近を中心に吸収体の型崩れが生じ、おむつの位置ず
れ（吸収体ワレによる遊離）が起こり易くなり、その周縁部を中心に尿などの体液を吸収
、保持する能力が低下し、体液漏れを引き起こす虞が高くなり、結果的に吸収性物品とし
ての防漏性能も低下する。
【００６６】
　比較例５は、比較例３と同様に、吸収体全領域を高目付け領域にした例であるが、比較
例３と異なり、加圧エンボスによる圧搾条溝が無いため、吸収体硬化は生じないものの、
折り曲げ誘導帯域に沿った吸収体内側への折込み制御ができなくなり、防漏壁を乗り越え
ての漏れにつながる虞が高くなるほか、おむつの位置ずれ（吸収体ワレによる遊離）が起
こり易くなり、その周縁部を中心に尿などの体液を吸収、保持する能力が低下し、体液漏
れを引き起こす可能性が高くなり、結果的に吸収性物品としての防漏性能が低下する。
【００６７】
　比較例６は、吸収体形状の股繰り外側部を廃した所謂砂時計型にしたものである。砂時
計型にすることで折り曲げ誘導帯域に相当する領域が無くなり、その箇所を中心とした吸
収体の型崩れは生じないが、加圧エンボスが無いため、折り曲げ誘導帯域に沿った吸収体
内側への折込み制御ができなくなり、防漏壁を乗り越えての漏れにつながる可能性が高く
なるほか、砂時計型の吸収体形状になることで、全体の吸収容積が低下するため、尿など
の体液を吸収、保持する能力が低下し、体液漏れを引き起こす虞が高くなり、結果的に吸
収性物品としての防漏性能が低下する。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　本発明の吸収性物品は、乳児用使い捨ておむつ、幼児用使い捨ておむつ、トレーニング
パンツ、大人用使い捨ておむつ、失禁パッド等に好適に利用することができる。
【符号の説明】
【００６９】
　１　　吸収性物品
　２　　トップシート
　３　　バックシート
　４　　吸収体
　５　　サイドシート
　６　　外装シート
　７　　弾性部材
　８　　折り曲げ誘導帯域
　９　　接合領域
　１０　　圧搾条溝
　５１　　コーター
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　５２　　吸収体ラップシート
　５３　　ベルトコンベヤー
　５４　　第１積層ドラム
　５５　　第１積層物
　５６　　転写サクションボックス
　５７　　第２積層ドラム
　５８　　第２積層物
　５９　　転写サクションボックス
　６０　　積層体
　６１　　コーター
　６２　　吸収体ラップシート
　６３　　加圧装置
　６４　　加圧エンボスロール
　７１　　通気性のメッシュスクリーン
　７２　　非通気性の突起部
　７３　　通気性制御部材

【図１】 【図２】
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