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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透液性トップシート（２）と、不透液性バックシート（４）と、トップシート（２）と
バックシート（４）との間に封入された吸収コア（６）と、トップシート（２）とバック
シート（４）との間に配置された流体流動制御部材（２４）とを備えた、使い捨て身体衛
生物品（１）である、吸収性物品（１）であって、
　前記流体流動制御部材（２４）が、１５０～３００ｇｓｍの坪量を有しかつ上部層（２
８）と、底部層（２９）と、上部層（２８）と底部層（２９）との間に位置するパイル繊
維（３３）の相互接続層（３０）とを備えるスペーサー布（２７）であり、パイル繊維（
３３）が８０～１３０ｄｔｅｘの繊度を有し、パイル繊維（３３）結合部の密度が５０～
１５０／ｃｍ２であり、スペーサー布（２７）が熱可塑性ポリマー繊維を含むことを特徴
とする、吸収性物品。
【請求項２】
　前記パイル繊維（３３）が９０～１２０ｄｔｅｘの繊度を有する、請求項１に記載の吸
収性物品。
【請求項３】
　前記パイル繊維（３３）結合部の密度が７０～１００／ｃｍ２である、請求項１または
２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記スペーサー布（２７）が、本明細書に記載のＭｅｃａｎｏ法に従って測定した１５



(2) JP 6099762 B2 2017.3.22

10

20

30

40

50

ｋＰａで少なくとも１．５×１０－５ｍ／ｇｓｍの厚さと坪量の比率を有する、請求項１
から３のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記スペーサー布（２７）が、本明細書に記載のＭｅｃａｎｏ法に従って測定した１５
ｋＰａで２．５×１０－５ｍ／ｇｓｍ未満の厚さと坪量の比率を有する、請求項１から４
のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記スペーサー布（２７）が、１５０～２５０ｇｓｍの坪量を有する、請求項１から５
のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記スペーサー布（２７）が、ＤＩＮ　ＥＮ　ＩＳＯ　５０８４に従って測定した１ｋ
Ｐａで３～６ｍｍの厚さを有する、請求項１から６のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記スペーサー布（２７）の前記上部層（２８）および前記底部層（２９）が異なる構
造を有する、請求項１から７のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項９】
　前記スペーサー布（２７）の前記上部層（２８）における開口部（３１）が３．０～４
．５ｍｍの長手方向寸法および１．５～３．０ｍｍの横方向寸法を有する、請求項１から
８のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項１０】
　前記スペーサー布（２７）の前記上部層（２８）が平方センチメートル当たり３～８の
開口部（３１）を有する、請求項１から９のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項１１】
　前記スペーサー布（２７）の前記底部層（２９）が、平方センチメートル当たり５０～
１５０の開口部（３２）を有する、請求項１から１０のいずれか一項に記載の吸収性物品
。
【請求項１２】
　前記スペーサー布（２７）が、布（２７）の生産方向において５～１５コース／ｃｍを
有し、布（２７）の幅方向において６～１２ウェール／ｃｍを有する、請求項１から１１
のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項１３】
　前記スペーサー布（２７）が、Ｅｄａｎａ試験法ＷＳＰ１１０．４（０５）破断荷重お
よび伸びＮＷに従って測定した、１０Ｎで生産方向に２５％未満の伸びを有する、請求項
１から１２のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項１４】
　前記スペーサー布（２７）が、前記トップシート（２）と前記吸収コア（６）との間に
位置している、請求項１から１３のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項１５】
　前記吸収コア（６）が、第１の吸収コア層（２３）と、第２の吸収コア層（２２）とを
備え、前記スペーサー布（２７）が、前記第１の吸収コア層（２３）と前記第２の吸収コ
ア層（２２）との間に位置している、請求項１から１３のいずれか一項に記載の吸収性物
品。
【請求項１６】
　前記第１の吸収コア層（２３）が、前記トップシート（２）と前記第２の吸収コア層（
２２）との間に配置され、前記第１の吸収コア層（２３）が、層（２３）を貫通する開口
部（２５）を有する、請求項１５に記載の吸収性物品。
【請求項１７】
　前記吸収コア（６）が超吸収ポリマーを含む、請求項１から１６のいずれか一項に記載
の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流体流動制御部材を備えた使い捨て吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　衛生用の使い捨て吸収性物品は、典型的に尿および血液などの体液を吸収するように構
成されている。利用者は、これらの物品が、薄く、快適であり、かつ効果的に体液を吸収
することを強く求めている。
【０００３】
　生理用ナプキン、おむつ、失禁ガードまたは類似のものなどの使い捨て吸収性物品は、
典型的に、使用中に装着者に面するように意図された透液性トップシートと、不透液性バ
ックシートと、それらの間に位置する吸収性構造体とを備える。一般的に使用される吸収
性構造体は多くの場合、比較的薄く、圧縮されており、いわゆる超吸収剤を多量に含んで
いるが、超吸収剤は、高い吸収性を有するが多くの場合数秒の排尿の間に排出され得る多
量の液体を即座に吸収するためには遅すぎる吸収速度を有する。したがって、一般的に、
多量の液体を素早く収容し、吸収構造体に液体が吸収されるまで一時的に貯蔵することが
できる液体取り込み層が吸収性物品に組み込まれている。液体取り込み層を備えた吸収性
物品の例は、ＷＯ２００９１０５０００Ａ１に開示されている。
【０００４】
　吸収性物品が、漏れを防ぎ、吸収性物品の吸収力を最大限利用するために十分な液体分
配性能を有することもまた重要である。
【０００５】
　吸収性物品は、装着者が使用すると、圧力がかかり、物品を圧縮する傾向にある。その
ような圧力は、典型的に、吸収パッドの中央で、起立または歩いているときに約２～５ｋ
Ｐａ、座っているときに約１０～２０ｋＰａ、座って前屈みになっているときに３０ｋＰ
ａ、自転車に乗っているときに最大５０ｋＰａである。吸収性物品における優れた液体分
配性能を維持するために、流体流動制御部材が高い圧力に耐えられることが重要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開第２００９１０５０００号
【特許文献２】国際公開第２００５０５１６５６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特に物品が圧力を受ける場合に流体流動制御を確実にするために、使い捨て吸収性衛生
物品を改良する必要がある。
【０００８】
　ＷＯ２００５０５１６５６Ａ１には、スペーサー布の形態の水分管理布複合材を備えた
失禁用物品が開示されている。洗濯および再利用でき、何度も洗濯した後にその品質を維
持するように構成されているそのような布は、使い捨て物品には適切でない。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　我々は、所望の流体流動制御性能および耐圧性を有する新規のスペーサー布の形態の流
体流動制御部材が費用効果的に使い捨て吸収性身体衛生物品に備えられ得ることを見出し
た。これは、請求項１に記載した吸収性物品によって実現される。
【００１０】
　したがって、本発明は、透液性トップシートと、不透液性バックシートと、トップシー
トとバックシートとの間に封入された吸収コアと、トップシートとバックシートとの間に
配置された流体流動制御部材とを備えた、使い捨て身体衛生物品である、吸収性物品であ
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って、前記流体流動制御部材が、１５０～３００ｇｓｍの坪量を有しかつ上部層と、底部
層と、上部層と底部層との間に位置するパイル繊維の相互接続層とを備えるスペーサー布
であり、パイル繊維が８０～１３０ｄｔｅｘの繊度を有し、パイル繊維結合部（ｐｉｌｅ
　ｆｉｌａｍｅｎｔ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎｓ）の量が５０～１５０／ｃｍ２である、吸
収性物品に関する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】装着したときに使用者に面する側から見た本発明による吸収性物品の例を示す。
【図２】図１の吸収性物品の線ＩＩ－ＩＩに沿った横断面図を示す。
【図３】本発明による流体流動制御部材の一部分を示す。
【図４】異なる種類の液体分配構造体に対する異なる圧力での厚さと坪量の比率のグラフ
を示す。
【図５】異なる引張強度（Ｎ）での２種類の液体分配構造体の伸び（％）のグラフを示す
。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　身体衛生物品である本発明の吸収性物品は、失禁プロテクター、生理用ナプキン、パン
ティライナー、テープ型おむつ、パンツ型おむつ、またはベルト付きおむつなどの任意の
種類の使い捨て吸収性身体衛生物品であり得る。
【００１３】
　本明細書中で使用される用語「使い捨て」とは、限られた使用の後に廃棄されるよう意
図され、洗濯したり再使用のために復元することを意図しない物品に言及する。
【００１４】
　吸収性物品は、透液性トップシートと、不透液性バックシートと、トップシートとバッ
クシートとの間に封入された吸収コアと、トップシートとバックシートとの間に配置され
た流体流動制御部材とを備える。流体流動制御部材は、上部層と、底部層と、上部層と底
部層との間に位置するパイル繊維の相互接続層とを備えたスペーサ布である。液体の流れ
る速度を管理するために、スペーサー布の上部層および底部層は異なる構造を有し得る。
【００１５】
　本発明の流体流動制御部材は、使い捨て吸収性物品における流体流動制御のためにこれ
まで使用されてきた部材よりも耐圧性が高いだけでなく、同時にその構造に起因して比較
的低い表面重量を有する。これにより、吸収性物品を使用する間に圧力がかかったときに
その構造および流体流動制御性能を維持する薄型で優れた流体流動制御部材がもたらされ
る。スペーサー布は、本明細書中に記載したＭｅｃａｎｏ法に従って測定した１５ｋＰａ
での厚さと坪量の比率が少なくとも１．５×１０－５ｍ／ｇｓｍかつ２．５×１０－５ｍ
／ｇｓｍ未満、好ましくは２．０×１０－５ｍ／ｇｓｍ未満である。本明細書中で、「ｇ
ｓｍ」はｇ／ｍ２として使用される。本発明のスペーサー布は、２０ｋＰａ未満の圧力で
の厚さと坪量の比率が少なくとも１．５×１０－５ｍ／ｇｓｍであり得る。
【００１６】
　スペーサー布は、坪量１５０～３００ｇｓｍ、好ましくは１５０～２５０ｇｓｍ、より
好ましくは２００～２３０ｇｓｍを有する。
【００１７】
　本発明によるパイル繊維結合部の密度およびその寸法（ｄｔｅｘ）は、材料を柔軟にす
るが、使用の間に加わる圧力に耐えることができるように特に適したものである。本発明
によるスペーサー布は、使用の間に加わる圧縮力が取り除かれた後すぐに、ほぼ完全に広
がる。本明細書中では、「密度」は、平方センチメートル当たりのパイル繊維結合部の量
の単位として使用される。
【００１８】
　本発明によるスペーサー布の上部層と底部層との間のパイル繊維の相互接続層は、繊度
８０～１３０ｄｔｅｘ、好ましくは９０～１２０ｄｔｅｘを有し、パイル繊維結合部の密
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度は５０～１５０／ｃｍ２、好ましくは７０～１００／ｃｍ２である。
【００１９】
　パイル繊維は、吸収性物品において液体を効率的に分配するために、布を通して好まし
くは斜め方向にチャネルを形成し得る。
【００２０】
　本発明の流体流動制御部材の材料、すなわちスペーサー布のパラメータは、高い耐圧縮
性のために、装着者が物品を装着することによって吸収性物品に圧力が加わるときに、自
由体積が存在する多孔質材料であることを保証する。自由体積に起因して、スペーサー布
は、比較的多量の液体を収容し、一時的に保持することができる。したがって、排出され
た体液は、スペーサー布に有効に収容され、体液が吸収される吸収コアの別々の部分へと
流れることができるため、漏れのリスクが最小化される。
【００２１】
　液体の急速な流入および有効な分配を確実にするために、スペーサー布の上部層は、開
放構造を有し得る。上部層の開口部は、長手方向寸法３．０～４．５ｍｍ、および横方向
寸法１．５～３．０ｍｍを有し得る。開口部の形状は、円または楕円であってよいが、楕
円が好ましい。上部層は、３～８、好ましくは４～６／ｃｍ２の開口部を有し得る。スペ
ーサー布の底部層は、比較的小さな開口部がより密集した構造を有し得る。底部層は、５
０～１５０／ｃｍ２の開口部を有し得る。
【００２２】
　適切には、漏れを確実に防ぐために、本発明によるスペーサー布は、少なくとも２０ｍ
ｌの総自由体積を有する。有利には、スペーサー布は、ＤＩＮ　ＥＮ　ＩＳＯ　５０８４
に従って測定した１ｋＰａの厚さが３～６ｍｍ、好ましくは３．５～５ｍｍである。スペ
ーサー布は、４０ｍｍ未満、例えば３０～４０ｍｍの幅を有し得る。部材の長さは、１５
０ｍｍ未満、例えば１２０～１５０ｍｍであり得る。
【００２３】
　例えば、スペーサー布は、股領域に適当に収まるように、約３０×１２０×５ｍｍの寸
法を有し得る。
　好ましくは、スペーサー布は、吸収繊維および超吸収材料を実質的に含まない。
【００２４】
　好ましくは、スペーサー布は、それらに限定されるわけではないが、ポリエステルと、
ポリアミドと、例えばポリエチレンおよびポリプロピレンなどのポリオレフィンと、から
選択され、それらの混合物を含み得る、熱可塑性ポリマー繊維を含む。材料はさらに、液
体を素早く排出し、保持しないことによって液体の次の噴出のための自由体積容量を維持
するために、液体透過を促進するための界面活性剤を含み得る。好ましいスペーサー布と
しては、第１および第２の層の糸、ならびにパイル繊維はポリエステルである。
【００２５】
　スペーサー布は、布の生産方向に５～１５、好ましくは８～１２コース／ｃｍ、布の幅
方向に６～１２、好ましくは７～１０ウェール／ｃｍを有し得る。スペーサー布の上部層
の糸は、繊度６０～１００ｄｔｅｘを有し得る。スペーサー布の底部層の糸は、繊度９０
～１３０ｄｔｅｘを有し得る。パイル繊維は、繊度８０～１３０ｄｔｅｘ、好ましくは９
０～１２０ｄｔｅｘを有し得る。
【００２６】
　使い捨て吸収物品へと有利に変換するために、スペーサー布は、Ｅｄａｎａ試験法ＷＳ
Ｐ１１０．４（０５）破断荷重および伸びＮＷに従って測定した伸びが生産方向に１０Ｎ
で２５％未満、好ましくは１５％未満、最も好ましくは１０％未満、好ましくは５Ｎで１
５％未満であり得る
【００２７】
　スペーサー布は、吸収性製品において、スペーサー布の上部層がトップシートの方向に
面し、スペーサー布の底部層がバックシートの方向に面するように配置される。
【００２８】
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　吸収性物品のトップシートおよびバックシートは、吸収コアの全周囲に沿って吸収コア
の側方外側に互いに広がり、吸収コアの周囲の縁部結合部において互いに接続され得る。
好ましくは、バックシートはトップシートの一部を覆って縁部バリアを形成することがで
きる。縁部結合部は、接着剤、超音波接着、熱接着、スティッチングなどの当技術分野で
知られている任意の適切な方法で形成され得る。巻き型カバーなどの代替のカバー構造も
また本発明の範囲内に入るものと想定される。
【００２９】
　トップシートは、目的に適した、すなわち柔軟かつ透液性を有する任意の材料から構成
され得る。一般的に見られるトップシート材料の例には、不織材料、有孔プラスチックフ
ィルム、プラスチックまたは織物メッシュ、および流体透過発泡層がある。２つまたは複
数のトップシート材料からなる積層体、流体透過の装着者側表面の別々の部分が異なる材
料からなるトップシートもまた一般的に採用される。
【００３０】
　バックシートは、流体不透過性である。しかしながら、特に、比較的少量の尿が吸収さ
れると予測される場合には、単に防水性であるバックシート材料を使用することができる
。バックシートは一般的に、薄く、柔軟性があり、流体不透過性のプラスチックフィルム
によって構成されるが、流体不透過性不織材料、流体不透過性発泡材料、および流体不透
過性積層体もまた本発明の範囲内に入るものと考えられる。好ましくは、バックシートは
、空気および水蒸気が通過することができることを意味する、通気性を有し得る。さらに
、バックシートは、不織布などの織物材料の外側の衣類側表面を有し得る。
【００３１】
　吸収コアは、当技術分野で知られているセルロースフラッフパルプ、発泡材料、繊維詰
め綿などの１つまたは複数の層などの任意の適切な吸収性または流体取り込み材料で作製
され得る。吸収コアは、ハイドロゲルを形成することによって、多量の流体を吸収および
保持する能力を有する材料である超吸収材料として一般的に知られている吸収性の高いポ
リマー材料の繊維または粒子を含み得る。超吸収材料は、セルロースフラッフパルプと混
合してよく、かつ／または吸収コアのポケットまたは層内に配置され得る。繊維はパルプ
繊維とすることができ、超吸収材料はポリアクリレート系粒子とすることができる。吸収
構造体は、４０～８０％の超吸収材料と６０～２０％のパルプ繊維とを含み得る。
【００３２】
　吸収コアは、吸収コアの性能を向上させるための成分をさらに含み得る。そのような成
分の例には、当技術分野で知られているように、バインダー繊維、流体分散材料、濡れイ
ンジケータなどがある。
【００３３】
　吸収性物品は典型的に、パッドまたは生理用ナプキンの場合、全方向に完全に広げた場
合に、一般に長方形の細長い形状を有する。本文脈において、一般に長方形の形状とは、
例えば吸収性物品の角が丸くてよく、または吸収性物品の縁部が完全に直線状でなくても
よいことを包含することを意図している。したがって、砂時計形、台形、三角形、および
楕円形など、吸収性物品に適した任意の形状を使用することができる。本発明の物品の形
状は、物品の横中心線に対して対称であってよく、または異なる形状および／または異な
る寸法を有する端部と非対称であってもよい。
【００３４】
　吸収性物品は、等しい長さを有し、吸収性物品を通る長手方向中心線と概して同一方向
に広がる２つの長手方向側縁部を有し得る。前後端部は典型的に、吸収性物品の端部で、
長手方向中心線に対して横方向に広がる。後端部は、吸収性物品を使用する際に後方に向
けられ、前端部は装着者の腹部に向けられるように意図されている。
【００３５】
　吸収性物品は、前端部と、後端部と、両端部の中間に位置する股部とを備えることがで
き、股部は、物品を使用する間に装着者の股に対して配置され、吸収性物品に到達する体
液の主要取り込み領域を構成するよう意図された部分である。
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【００３６】
　吸収性物品は、アンダーパンツなどのサポートパンツ衣類の内部に吸収性物品を固定す
るための固定手段をさらに備え得る。固定手段は、バックシートの衣類側表面上に配置さ
れた２つの長手方向に伸びたバンドの形態の感圧性接着剤であり得る。固定手段は、当技
術分野で知られているように、例えばシリコン加工紙、不織布、または任意のその他の剥
離可能な材料などの剥離型保護層によって覆うことができる。吸収性物品をサポートパン
ツ衣類に配置する前に、固定手段から保護層が取り除かれて接着剤が露出され、パンツ衣
類に固定することが可能となる。
【００３７】
　吸収コアの側方外側の側縁部に沿って弾性要素が配置され得る。弾性要素は、弾性材料
のバンドであり得る。弾性要素は、本発明の吸収性物品の任意選択的な構成要素であり、
省略してもよい。
【００３８】
　固定手段は、本発明に任意であり、望ましい場合には省略してもよい。接着性固定手段
を使用する場合、バックシートの全面塗布、１つまたは複数の長手方向接着バンド、横方
向バンド、ドット、円、曲線、星などの任意の適切な接着パターンを使用することができ
る。さらに、固定手段は、ホック型固定具、クリップ、スナップなどの機械的固定具であ
ってよく、摩擦塗膜または連続気泡発泡体などの摩擦固定具であってもよい。異なる種類
の固定具の組み合わせもまた想定される。
【００３９】
　流体制御部材は、吸収コアの上または下に配置され得るが、好ましくは吸収コアの上に
配置される。吸収性物品の吸収コアは、好ましくは、第１の吸収層と、第２の吸収層とを
備える。流体流動制御部材は、吸収性物品における第１の吸収層と第２の吸収層との間に
配置され得る。第１の吸収層は、トップシートの下に直接接触して配置され得るか、また
は代替として不織布層または追加の吸収層などの１つまたは複数の介在部材を通じてトッ
プシートと間接的に接触して配置され得る。同様に、第２の吸収層は、流体流動制御部材
のすぐ下に流体流動制御部材およびバックシートと直接接触して配置され得るか、または
介在部材によって、それらの部材の一方または両方と間接的に接触して配置され得る。流
体流動制御部材を第１の吸収層と第２の吸収層との間に配置することによって、吸収性物
品にチャネルを形成し、物品の後方および前方に流体を導く。流体流動制御部材と吸収コ
アとの間の接触領域が増加し、物品における液体の分配および高速吸収が促進される。
【００４０】
　吸収層は、均一な構造であってよく、または同種もしくは異種の材料の吸収積層体など
の積層構造であってもよい。吸収層は、均一な厚さを有してよく、または層の異なる部分
で異なる厚さを有してもよい。同様に、坪量および成分は、吸収層内で異なってよい。例
として、吸収層は、吸収性および／または非吸収性繊維、ならびに超吸収材料の混合物で
あって、超吸収材料と繊維の比率が層内で変化し得る混合物を含み得る。
【００４１】
　第１および第２の吸収層は、端部が広がり股部が狭くなった砂時計形、または長方形な
どの任意の適切な形状を有し得る。第２の吸収層は、第１の吸収層の下に配置することで
き、第１の吸収層よりいくらか小さくてよい。第１の吸収層は、吸収性物品において第２
の吸収層よりさらに前方および後方に伸び得る。さらに、第２の吸収層は、本発明による
吸収性物品において省略してよく、物品は１つまたは複数のさらなる吸収層を備えてもよ
い。
【００４２】
　有利には、第１の吸収層は、吸収性物品の股部において、層を完全に貫通して伸びる開
口部を有し、それにより物品に空洞を形成する。好ましくは、開口部は、吸収層の形状に
ほぼ類似した細長い形状を有する。
【００４３】
　吸収層における開口部の場合、トップシートは、第１の吸収層における開口部によって
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画定された空洞の内部およびトップシートに面する流体流動制御構造体の表面まで伸び得
る。したがって、空洞は、トップシートの材料で覆われ、外側の体に面する吸収性物品の
表面から到達可能である。有利には、空洞は、吸収性物品の濡れ領域に配置され、使用の
際に、尿道および女性の膣口の直下に位置するようになる。したがって、吸収性物品に排
出されるいかなる体液も、空洞に流れ込み、吸収コアへとすみずみまでさらに分配され得
る。空洞に集められた流体の一部は、空洞の壁面を通して第１の吸収層によって吸収され
得る。しかしながら、流体の大部分は吸収性物品において、空洞の底部を通じて、そこで
流動制御部材に沿って長手方向および横方向に分配される流体流動制御部材へと下方へ流
れ続け得る。
【００４４】
　流体流動制御部材は、長方形であってよく、長手方向および横方向において吸収コアの
部分によって囲まれ得る。流体流動制御構造体に、その他の形状および構造を使用しても
よい。しかしながら、一般的には、流体流動制御部材が吸収コアよりも幅が狭く長さが短
いと、吸収コアの広い領域への分配を促進するため有利である。
【００４５】
　ここで、図１～３を参照して実施例を用いて本発明を説明する。本実施例では、吸収性
物品は、生理用ナプキンまたはパッドの形態の尿失禁プロテクター１である。図１は、装
着したときに装着者に向かって面するように意図された吸収性物品の側から吸収性物品を
見た図である。図２では、図１の線ＩＩ－ＩＩに沿った横断面が見られる。吸収性物品１
は、吸収性物品１の装着者に面するように意図された吸収性物品の上部表面に配置された
流体透過性トップシート２と、装着者の下着に面するように意図された失禁プロテクター
１の下側に配置された流体不透過性バックシート４と、トップシート２とバックシート４
との間に封入された吸収コア６と、を備える。
【００４６】
　失禁プロテクター１のトップシート２およびバックシート４は、吸収コア６の全周囲に
沿って吸収コア６の側方外側に互いに広がり、吸収コア６の周囲の縁部結合部７において
互いに接続されている。吸収性物品の２つの長手方向側縁部８、９は、等しい長さを有し
、吸収性物品１を通して長手方向中心線１０と同一の方向に全体的に伸びている。前縁部
１１および後縁部１２は、失禁プロテクターの端部で長手方向中心線１０に対して横方向
に伸びている。失禁プロテクター１は、前端部１３と、後端部１４と、端部１３、１４の
中間に位置する股部１５とを有し、股部１５は、使用の間に装着者の股に対して配置され
、吸収性物品１に到達する体液の主要取り込み領域を構成するよう意図されている。
【００４７】
　失禁プロテクター１は、パンツなどのサポートパンツ衣類内部に失禁プロテクター１を
固定するための固定手段１６をさらに備え得る。固定手段１６は、バックシート４の衣類
に面する表面に配置された２つの長手方向に伸びたバンドの形態の感圧性接着剤である。
図２では、固定手段１６は、剥離型保護層１７によって覆われているのが見られる。失禁
プロテクターの身体構造に対するフィット性を向上させるために、吸収コア６の側方外側
に広がるトップシート２およびバックシート４の部分によって形成されたサイドフラップ
２０、２１における側縁部８、９に沿って弾性材料のバンドの形態の弾性要素１８、１９
が配置され得る。
【００４８】
　吸収コア６は、第１の吸収層２３と、第２吸収層２２とを備える。流体流動制御部材２
４は、第１の吸収層２３と第２の吸収層２２との間に配置されている。本実施例では、第
１の吸収層２３は、トップシート２の下に直接接触して配置されている。
【００４９】
　第１の吸収層２３は、失禁プロテクター１の股部１５において吸収層２３を完全に貫通
して広がる開口部２５を有する。開口部２５は、細長い形状を有する。トップシート２は
、第１の吸収層２３における開口部２５および流体流動制御部材２４のトップシートに面
する表面によって画定される空洞２６の中まで広がる。空洞２６は、失禁プロテクター１
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の濡れ領域に位置し、使用の際に尿道および女性装着者の膣口の直下に位置するようにな
る。失禁プロテクター１に放出されるいかなる流体も空洞２６へと直接流れ込み、流体制
御部材２４を介して吸収コア６全体へとさらに分配される。
【００５０】
　図３に、スペーサー布２７の形態の流体流動制御部材が示されている。スペーサー布２
７は、上部層２８と、底部層２９と、上部層２８と底部層２９との間に位置するパイル繊
維３３の接続層３０とを備える。上部層２８は、比較的小さな開口部３２を有する底部層
２９よりも大きな開口部３１を有する。
【００５１】
　本発明のスペーサー布の例は、以下の特徴を有し得る：スペーサー布の表面重量約２５
０ｇｓｍ、厚さ約０．５ｃｍ、上部層の織糸（ｙａｒｎ）約７６ｄｔｅｘ、底部層の織糸
約１１０ｄｔｅｘ、パイル繊維１０８ｄｔｅｘ、パイル結合部約７２～９５／ｃｍ２、上
部層の開口部約５／ｃｍ２、約１０コース／ｃｍ、および約８ウェール／ｃｍ。
【実施例】
【００５２】
　一般的に使用される高ロフトの通気性ボンド不織布である液体取り込み分配材料の張力
と本発明の流体流動制御部材に使用される材料を比較するために、いくつかの異なる材料
に対して圧縮試験を行った。これらの試験は、以下に記載する方法によって実施した。
【００５３】
［張力（Ｍｅｃａｎｏ法）］
手順：
　本方法の原理は、材料の厚さを連続的に測定しながら金属ロッドで５Ｎの力まで材料を
ゆっくりと圧縮するものである。結果は、力と伸長のデータ点から構成される。力は、ロ
ッドの接触面積に与えられる圧力に変換される。金属ロッドは円柱状で、１０ｍｍの直径
を有し、７ｃｍ超の直径を有する平らな底部を備える。ロッドは、インストロン試験機の
上部取付具における１０Ｎロードセルに搭載される。底部取付具に平板を搭載し、ロッド
の下の中央に配置することにより、サンプルを板の上に配置し、板を移動させずに圧縮す
ることができる。ロッドの移動速度は５ｍｍ／ｍｉｎである。これらの設定は、「Ｎｅｗ
　Ｍｅｃｈａｎｏ　５Ｎ」と称されるインストロンＢｌｕｅｈｉｌｌプログラムに予めプ
ログラムされるが、試験を開始する前に、全ての範囲が確実に適切な値に設定されるよう
にプログラム設定を確認すべきである。変更されたバージョンで運転すると、装置、特に
精密なロードセルに損傷を与え得る。
【００５４】
試験の実行：
　１回目は、サンプルなしの空の運転である。この運転を使用して、鋼板がロッドを停止
するゼロ厚さ位置を見つける。空の運転では典型的に、ロッドが金属に衝撃を与えるとき
に生じる力が急速に増加し、装置が十分に速く埋め合わせることができないことに起因し
て、ロッドが停止する前に、設定した最大限度より高い力が発生する。ロードセルが損傷
を受けずに衝撃に耐えることができるように注意しなければならない。限界最大力および
ロッドの速度を低下させる特殊な設定を空の運転のために使用することができる。
【００５５】
　ロッドが停止すると、インストロン装置はユーザーの入力を待つ。次いで、伸びを手動
でゼロに再設定する。これにより、ロッドが土台に接触する正確な点で伸びをゼロに設定
し、伸びが底部板に対して測定されるようにすることができる。その後、サンプルを下部
板上に配置することができるようにロッドを手動で持ち上げることができる。
【００５６】
　サンプルを試験するために、サンプル表面の上にロッドが位置するようにロッドを手動
で移動し、プログラムを開始する。ロッドは制限した力に到達するまで５ｍｍ／ｍｉｎの
速度で下方に移動する。
【００５７】



(10) JP 6099762 B2 2017.3.22

10

20

30

40

50

サンプル：
　サンプルは、試験した材料から打ち抜いた５０ｍｍ辺の正方形である。材料の厚さが不
均一な場合、材料の最も厚い部分からサンプルをとった。ロッドをサンプルの中央にプレ
スし、各サンプルは運転と運転の間に移動させずに３回試験する。各試験材料の１０サン
プルを使用して、空の運転を含めて合計３０回の測定を行い、各試験材料に３１の試験運
転を実施する。
試験材料は以下の通りである。
【００５８】
【表１】

【００５９】
結果：
　結果は、力対伸長のデータ点一式である。力は、Ｍｅｃａｎｏ法で測定した力（Ｎ）を
ロッドの底部面積（ｍ２）で割ることによって圧力に再計算する。
【００６０】
　Ｍｅｃａｎｏ法で測定した厚さ（ｍ）を使用した材料の表面重量（ｇｓｍ）で割ること
によって、厚さと坪量の比率ｍ／ｇｓｍを計算した。
【００６１】
　図４に示すように、異なるサンプルでの計算した圧力の値（ｋＰａ）および厚さと坪量
の比率（ｍ／ｇｓｍ）をグラフにプロットする。図は、本発明の流体流動制御部材では、
異なる圧力で高比率が維持されることを示している。本発明のスペーサー布は、２０ｋＰ
ａ未満の圧力で、少なくとも１．５×１０－５ｍ／ｇｓｍの厚さと坪量の比率を有する。
【００６２】
［引張試験］
手順：
　Ｅｄａｎａ試験方法ＷＳＰ１１０．４（０５）破断荷重およびおよび伸びＮＷまたは米
国標準方法ＡＳＴＭＤ　８８２（これに準ずる方法）に従って、本発明によるスペーサー
布およびサンプルＢの引張試験測定を実施した。使用したＩＮＳＴＲＯＮ機は、ｉｄ：１
００１８０；ｃｅｌｌ　１００Ｎ　ｉｄ：１００１８２であった。試験サンプルは、２５
ｍｍ幅であり、インストロンで使用した引張速度は１００ｍｍ／ｍｉｎであった。
【００６３】
結果：
　図５に示すように、２つのサンプルの引張強度（Ｎ）および伸び（％）の値をグラフに
プロットする。本発明によるスペーサー布は、製造装置での使い捨て吸収性物品への変換
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を好都合にする低い伸び（％）を示す。
【符号の説明】
【００６４】
　　１　吸収性物品
　　２　トップシート
　　４　バックシート
　　６　吸収コア
　　２２　第２の吸収コア層
　　２３　第１の吸収コア層
　　２４　流体流動制御部材
　　２５、２６　開口部
　　２７　スペーサー布
　　２８　上部層
　　２９　底部層
　　３０　接続層
　　３１、３２　開口部
　　３３　パイル繊維

【図１】

【図２】

【図３】
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