
JP 4834831 B2 2011.12.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　底面部と、前記底面部の左右両側から上側に立ち上がっている一対の側部とを有し、前
記底面部と前記一対の側部とにより内部空間を形成している、シート状の防漏体と、
　前記内部空間に少なくとも１層配置された、高吸水性樹脂を含有し体液を吸収しうる吸
収体と、
　前記一対の側部の縁部のそれぞれに沿って設けられた一対の側縁伸縮帯と、
　前記防漏体の後端に結合して左右方向に延在する腰部バンドと、
　前記防漏体の前記一対の側部および／または前記一対の側縁伸縮帯と、前記腰部バンド
とに連結する、伸縮性部材である一対のヒップラップ伸縮帯と
を具備し、
　前記一対のヒップラップ伸縮帯の前記防漏体の前記一対の側部および／または前記一対
の側縁伸縮帯との連結部が、股下部より後方にあり、
　前記一対のヒップラップ伸縮帯の前記腰部バンドとの連結部が、背面側にあり、
　前記一対のヒップラップ伸縮帯の前記腰部バンドとの連結部における間隔が、前記一対
のヒップラップ伸縮帯の前記防漏体の前記一対の側部および／または前記一対の側縁伸縮
帯との連結部における間隔より広く、
　前記ヒップラップ伸縮帯が、背面側において、前記一対の側部および／または前記一対
の側縁伸縮帯を上側かつ外側に引っ張る作用を奏する、吸収体物品。
【請求項２】
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　前記ヒップラップ伸縮帯が、前記側縁伸縮帯と一体になっている、請求項１に記載の吸
収体物品。
【請求項３】
　底面部と、前記底面部の左右両側から上側に立ち上がっている一対の側部とを有し、前
記底面部と前記一対の側部とにより内部空間を形成している、シート状の防漏体と、
　前記内部空間に少なくとも１層配置された、高吸水性樹脂を含有し体液を吸収しうる吸
収体と、
　前記一対の側部のそれぞれの左右方向における内側の面に結合して設けられた一対の内
壁と、
　前記一対の内壁の縁部のそれぞれに沿って設けられた一対の側縁伸縮帯と、
　前記防漏体の後端に結合して左右方向に延在する腰部バンドと、
　前記一対の側部の縁部のそれぞれに沿って設けられ、前記腰部バンドに連結する、伸縮
性部材である一対のヒップラップ伸縮帯と
を具備し、
　前記一対のヒップラップ伸縮帯の前記腰部バンドとの連結部が、背面側にあり、
　前記一対のヒップラップ伸縮帯の前記腰部バンドとの連結部における間隔が、前記一対
のヒップラップ伸縮帯の股下部における間隔より広く、
　前記ヒップラップ伸縮帯が、背面側において、前記一対の側部および前記一対の内壁を
介して前記一対の側縁伸縮帯を上側かつ外側に引っ張る作用を奏する、吸収体物品。
【請求項４】
　前記側縁伸縮帯が前記腰部バンドと結合している、請求項１～３のいずれかに記載の吸
収体物品。
【請求項５】
　前記側縁伸縮帯が、並列に配置された複数の糸状弾性体の一方または両方の側を不織布
で被覆させてなる複合体からなる、請求項１～４のいずれかに記載の吸収体物品。
【請求項６】
　前記腰部バンドの幅が３０～２００ｍｍであり、前記側縁伸縮帯の幅が１０～１００ｍ
ｍであり、ヒップラップ伸縮帯の幅が５～５０ｍｍである、請求項１～５のいずれかに記
載の吸収体物品。
【請求項７】
　前記腰部バンドの少なくとも一部が、伸縮性のある部材である、請求項１～６のいずれ
かに記載の吸収体物品。
【請求項８】
　前記腰部バンドが、前記防漏体から近い方から遠い方へと順に、引張応力の小さい領域
および引張応力の大きい領域を有する、請求項７に記載の吸収体物品。
【請求項９】
　前記腰部バンドが、前記防漏体から近い方から遠い方へと順に、引張応力の小さい領域
、引張応力が中間である領域および引張応力の大きい領域を有する、請求項７に記載の吸
収体物品。
【請求項１０】
　前記腰部バンドが、前記防漏体から近い方から遠い方へと順に、引張応力の小さい領域
、引張応力の大きい領域および引張応力が中間である領域を有する、請求項７に記載の吸
収体物品。
【請求項１１】
　前記腰部バンドが、左右方向の中央部に非伸縮性部材、前記非伸縮性部材の左右両側に
伸縮性部材を有し、前記非伸縮性部材が、前記防漏体と結合している、請求項７に記載の
吸収体物品。
【請求項１２】
　前記腰部バンドが、左右方向において、前記防漏体と複数の結合部で結合している、請
求項７に記載の吸収体物品。
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【請求項１３】
　前記複数の結合部の間において、前記防漏体の長さが、前記腰部バンドの長さよりも長
い、請求項１２に記載の吸収体物品。
【請求項１４】
　更に、前記防漏体の前端に結合して左右方向に延在する前方腰部バンドと、前記防漏体
の一対の側部および／または一対の側縁伸縮帯と、前記前方腰部バンドとに連結する、一
対の前方伸縮帯とを具備する、請求項１～１３のいずれかに記載の吸収体物品であって、
　前記一対の前方伸縮帯の前記前方腰部バンドとの連結部における間隔が、前記一対の前
方伸縮帯の前記防漏体の前記一対の側部および／または前記一対の側縁伸縮帯との連結部
における間隔より広い、吸収体物品。
【請求項１５】
　前記腰部バンドが、環状であって、前記防漏体の後端および前端に結合している、請求
項１～１３のいずれかに記載の吸収体物品。
【請求項１６】
　更に、前記防漏体の一対の側部および／または一対の側縁伸縮帯と、前記腰部バンドの
前記防漏体の前端側とに連結する、一対の前方伸縮帯を具備する、請求項１５に記載の吸
収体物品であって、
　前記一対の前方伸縮帯の前記腰部バンドとの連結部における間隔が、前記一対の前方伸
縮帯の前記防漏体の前記一対の側部および／または前記一対の側縁伸縮帯との連結部にお
ける間隔より広い、吸収体物品。
【請求項１７】
　前記前方伸縮帯の幅が５～５０ｍｍである、請求項１４または１６に記載の吸収体物品
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新規吸収体物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　紙おむつ（子供用および大人用）、生理用ナプキン、失禁用品、トレーニングパンツ等
の吸収体物品は、高吸水性樹脂（Ｓｕｐｅｒ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｐｏｌｙｍｅｒ、以
下「ＳＡＰ」ともいう。）を用いた吸収体により、着用者から排出された尿等の体液を吸
収する物品である。
　従来、吸収体物品が、着用時にゆるんで着用者の身体から離れたり、ずり落ちたりする
という問題を解決すべく、種々の構造が検討されているが、未だにこの問題は頻発してい
る。このようなゆるみやずり落ちは、着用早期における漏れの大きな原因の一つとなる。
また、着用感や、着用時の見た目が損なわれるという問題も生じさせる。
【０００３】
　このようなゆるみやずり落ちは、着用者の呼吸、体位変化、運動等による着用者の身体
と吸収体物品との位置関係の変化および吸収体物品の変形；吸収体物品が排出物（尿、便
等）を受容して生じる重量負荷による下向きの力等によって、引き起こされる。
【０００４】
　従来、このようなゆるみやずり落ちを防止する手段として、吸収体物品を着用者の身体
に密着させることを目的として、吸収体物品の腰部や股部の縁部に、ウエストギャザーや
レッグギャザー（例えば、ガゼットギャザー、インナーギャザー、アウターギャザー）と
呼ばれる弾性部材を設ける方法が用いられている。
　しかしながら、そのような方法では、ゆるみやずり落ちを十分に防止することができな
かった。
【０００５】
　これに対して、種々の方法が提案されている。
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　例えば、本発明者らが提案した特許文献１および２には、テープレス型（パンツ型）の
吸収体製品の前身頃と後身頃とを、ウエスト部やレッグホール近傍において、弾性部材に
より連結する方法が記載されている。
　また、本発明者らが提案した特許文献３～５には、吸収体製品のレッグホール部の内側
に、レッグギャザーとして機能する弾性部材を設ける方法が記載されている。
【０００６】
【特許文献１】実開平６－６６６５３号公報
【特許文献２】実開平６－６５４０９号公報
【特許文献３】特開平７－９６００４号公報
【特許文献４】特開平８－５６９８５号公報
【特許文献５】特開平８－５６９８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　これらはいずれも、大腿部との密着性が高いが、ゆるみやずり落ちを防止する効果は、
いまだ十分であるとは言えなかった。
　したがって、本発明は、ゆるみやずり落ちを防止することができる吸収体物品を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者は、上記目的を達成すべく鋭意研究した結果、新規構造を有する吸収体物品を
完成させた。
【０００９】
　即ち、本発明は、以下の（１）～（１７）を提供する。
　（１）底面部と、前記底面部の左右両側から上側に立ち上がっている一対の側部とを有
し、前記底面部と前記一対の側部とにより内部空間を形成している、シート状の防漏体と
、
　前記内部空間に少なくとも１層配置された、高吸水性樹脂を含有し体液を吸収しうる吸
収体と、
　前記一対の側部の縁部のそれぞれに沿って設けられた一対の側縁伸縮帯と、
　前記防漏体の後端に結合して左右方向に延在する腰部バンドと、
　前記防漏体の前記一対の側部および／または前記一対の側縁伸縮帯と、前記腰部バンド
とに連結する、伸縮性部材である一対のヒップラップ伸縮帯と
を具備し、
　前記一対のヒップラップ伸縮帯の前記防漏体の前記一対の側部および／または前記一対
の側縁伸縮帯との連結部が、股下部より後方にあり、
　前記一対のヒップラップ伸縮帯の前記腰部バンドとの連結部が、背面側にあり、
　前記一対のヒップラップ伸縮帯の前記腰部バンドとの連結部における間隔が、前記一対
のヒップラップ伸縮帯の前記防漏体の前記一対の側部および／または前記一対の側縁伸縮
帯との連結部における間隔より広く、
　前記ヒップラップ伸縮帯が、背面側において、前記一対の側部および／または前記一対
の側縁伸縮帯を上側かつ外側に引っ張る作用を奏する、吸収体物品。
【００１０】
　（２）前記ヒップラップ伸縮帯が、前記側縁伸縮帯と一体になっている、上記（１）に
記載の吸収体物品。
　（３）底面部と、前記底面部の左右両側から上側に立ち上がっている一対の側部とを有
し、前記底面部と前記一対の側部とにより内部空間を形成している、シート状の防漏体と
、
　前記内部空間に少なくとも１層配置された、高吸水性樹脂を含有し体液を吸収しうる吸
収体と、
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　前記一対の側部のそれぞれの左右方向における内側の面に結合して設けられた一対の内
壁と、
　前記一対の内壁の縁部のそれぞれに沿って設けられた一対の側縁伸縮帯と、
　前記防漏体の後端に結合して左右方向に延在する腰部バンドと、
　前記一対の側部の縁部のそれぞれに沿って設けられ、前記腰部バンドに連結する、伸縮
性部材である一対のヒップラップ伸縮帯と
を具備し、
　前記一対のヒップラップ伸縮帯の前記腰部バンドとの連結部が、背面側にあり、
　前記一対のヒップラップ伸縮帯の前記腰部バンドとの連結部における間隔が、前記一対
のヒップラップ伸縮帯の股下部における間隔より広く、
　前記ヒップラップ伸縮帯が、背面側において、前記一対の側部および前記一対の内壁を
介して前記一対の側縁伸縮帯を上側かつ外側に引っ張る作用を奏する、吸収体物品。
　（４）前記側縁伸縮帯が前記腰部バンドと結合している、上記（１）～（３）のいずれ
かに記載の吸収体物品。
　（５）前記側縁伸縮帯が、並列に配置された複数の糸状弾性体の一方または両方の側を
不織布で被覆させてなる複合体からなる、上記（１）～（４）のいずれかに記載の吸収体
物品。
　（６）前記腰部バンドの幅が３０～２００ｍｍであり、前記側縁伸縮帯の幅が１０～１
００ｍｍであり、ヒップラップ伸縮帯の幅が５～５０ｍｍである、上記（１）～（５）の
いずれかに記載の吸収体物品。
【００１１】
　（７）前記腰部バンドの少なくとも一部が、伸縮性のある部材である、上記（１）～（
６）のいずれかに記載の吸収体物品。
　（８）前記腰部バンドが、前記防漏体から近い方から遠い方へと順に、引張応力の小さ
い領域および引張応力の大きい領域を有する、上記（７）に記載の吸収体物品。
　（９）前記腰部バンドが、前記防漏体から近い方から遠い方へと順に、引張応力の小さ
い領域、引張応力が中間である領域および引張応力の大きい領域を有する、上記（７）に
記載の吸収体物品。
　（１０）前記腰部バンドが、前記防漏体から近い方から遠い方へと順に、引張応力の小
さい領域、引張応力の大きい領域および引張応力が中間である領域を有する、上記（７）
に記載の吸収体物品。
　（１１）前記腰部バンドが、左右方向の中央部に非伸縮性部材、前記非伸縮性部材の左
右両側に伸縮性部材を有し、前記非伸縮性部材が、前記防漏体と結合している、上記（７
）に記載の吸収体物品。
　（１２）前記腰部バンドが、左右方向において、前記防漏体と複数の結合部で結合して
いる、上記（７）に記載の吸収体物品。
　（１３）前記複数の結合部の間において、前記防漏体の長さが、前記腰部バンドの長さ
よりも長い、上記（１２）に記載の吸収体物品。
【００１２】
　（１４）更に、前記防漏体の前端に結合して左右方向に延在する前方腰部バンドと、前
記防漏体の一対の側部および／または一対の側縁伸縮帯と、前記前方腰部バンドとに連結
する、一対の前方伸縮帯とを具備する、上記（１）～（１３）のいずれかに記載の吸収体
物品であって、
　前記一対の前方伸縮帯の前記前方腰部バンドとの連結部における間隔が、前記一対の前
方伸縮帯の前記防漏体の前記一対の側部および／または前記一対の側縁伸縮帯との連結部
における間隔より広い、吸収体物品。
　（１５）前記腰部バンドが、環状であって、前記防漏体の後端および前端に結合してい
る、上記（１）～（１３）のいずれかに記載の吸収体物品。
　（１６）更に、前記防漏体の一対の側部および／または一対の側縁伸縮帯と、前記腰部
バンドの前記防漏体の前端側とに連結する、一対の前方伸縮帯を具備する、上記（１５）
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に記載の吸収体物品であって、
　前記一対の前方伸縮帯の前記腰部バンドとの連結部における間隔が、前記一対の前方伸
縮帯の前記防漏体の前記一対の側部および／または前記一対の側縁伸縮帯との連結部にお
ける間隔より広い、吸収体物品。
　（１７）前記前方伸縮帯の幅が５～５０ｍｍである、上記（１４）または（１６）に記
載の吸収体物品。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の吸収体物品は、ゆるみやずり落ちが生じにくい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の吸収体物品を添付図面に示す好適実施形態に基づいて詳細に説明する。
なお、本明細書においては、本発明の吸収体物品を実際に着用した場合に、着用者の肌に
近い側を「上」といい、遠い側を「下」という。また、本発明の吸収体物品を実際に着用
した場合に、着用者の体の前側に対応する側を「前」といい、後側に対応する側を「後」
という。また、各図中、理解を容易にするために、実際には接触している部材を離間させ
て示すことがある。
【００１５】
　図１は、本発明の第１の態様の吸収体物品の例を示す模式図である。図１（Ａ）は平面
図であり、図１（Ｂ）は左側面図であり、図１（Ｃ）は図１（Ａ）中のＩＣ－ＩＣ線に沿
った横端面図である。
　なお、添付した図面中の各平面図においては、図の上側に吸収体物品等の前側が位置す
るように図示してある。
【００１６】
　本発明の第１の態様の吸収体物品１００は、基本的に、底面部１２と、底面部１２の左
右両側から上側に立ち上がっている一対の側部１４とを有し、底面部１２と一対の側部１
４とにより内部空間Ｓを形成している、シート状の防漏体１０と、内部空間Ｓに少なくと
も１層配置された、高吸水性樹脂を含有し体液を吸収しうる吸収体２０と、一対の側部１
４の縁部のそれぞれに沿って設けられた一対の側縁伸縮帯３０と、防漏体１０の後端に結
合して左右方向に延在する腰部バンド４０と、防漏体１０の一対の側部１４と、腰部バン
ド４０とに連結する、一対のヒップラップ伸縮帯５０とを具備する。
【００１７】
　防漏体１０の材質は、一般に、バックシートとして用いられているものを用いることが
できる。具体的には、例えば、ＰＥ、ＰＰ、ＰＥＴ、ＥＶＡ等の樹脂のフィルム；前記樹
脂の発泡シート等の体液不透過性シートを用いることができる。体液不透過性シートは、
通気性フィルム等の通気性を有するものも好適に用いられる。
　また、前記樹脂のフィルムを用いる場合には、感触や外観を向上させるために、フィル
ムと不織布との複層シートとして用いることもできる。この場合、不織布としては、比較
的低目付のＳＢ、ＳＭＳ、サーマルボンド不織布等が好適に用いられる。
　また、前記樹脂のフィルムと後述するシート状吸収体との複層シートを用いることもで
きる。
　また、高耐水性不織布を用いることもできる。この場合、単独で用いてもよく、フィル
ムと高耐水性不織布との複層シートとして用いることもできる。
【００１８】
　防漏体１０は、複数の部材から構成されていてもよい。
【００１９】
　防漏体１０は、上述したように、底面部１２と、一対の側部１４とを有する。一対の側
部１４は、図１においては底面部１２から折りたたまれているが、底面部１２の左右両側
から上側に立ち上がっていれば、特に限定されない。
　底面部１２と一対の側部１４とにより、内部空間Ｓが形成されている。内部空間Ｓには
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、吸収体２０が配置されている。
【００２０】
　本発明に用いられる吸収体２０は、高吸水性樹脂を含有し体液を吸収しうるものであれ
ば特に限定されず、例えば、粉末状の木材パルプ、無加工のＳＡＰ等の粉体状吸収体を用
いることもできるが、形態安定性、脱落の可能性等を考慮すると、シート状吸収体が好ま
しい。中でも、不織布上に前記高吸水性樹脂をコーティングしてなるシート状吸収体が好
ましい。
　吸収体の種類は、用途に応じて適宜選択することができる。例えば、本発明の吸収体物
品を子供用おむつとする場合、新生児用や月齢の低い乳児用（大きさで言えば、Ｓサイズ
）としては、木材パルプの含有量が多いものが好ましく、また、月齢の高い乳児用（大き
さで言えば、ＭサイズやＬサイズ）としては、ＳＡＰの含有量が多いものが好ましい。
【００２１】
　シート状吸収体の中でも、ＳＡＰを５０質量％以上、好ましくは６０～９５質量％含有
する高吸水性シートであるのが好ましい態様の一つである。
　高吸水性シートは、ＳＡＰを主成分とする極薄のシート状吸収体である。高吸水性シー
トは、ＳＡＰの含有量が極めて高いため、厚さが極めて薄い。高吸水性シートの厚さは、
１．５ｍｍ以下であるのが好ましく、１ｍｍ以下であるのがより好ましい。
　高吸水性シートは、ＳＡＰを主成分とする極薄のシート状吸収体であれば、構成や製造
方法を特に限定されない。
　例えば、Ａｉｒ　Ｌａｉｄ法で得られる高吸水性シートが挙げられる。Ａｉｒ　Ｌａｉ
ｄ法は、粉砕した木材パルプとＳＡＰとを混合し、結合剤を添加してシート状に成形して
高吸水性シートを得る方法である。この方法で得られる高吸水性シートとしては、例えば
、米国レオニヤ（Ｒａｙｏｎｉｅｒ）社製のＮＯＶＡＴＨＩＮ（米国登録商標）、王子キ
ノクロス社製のＢ－ＳＡＰが知られている。
　また、ＳＡＰの分散スラリーを不織布等の体液透過性シートの上にコーティングする方
法で得られる高吸水性シートも挙げられる。ここで、ＳＡＰの分散スラリーは、ＳＡＰと
ミクロフィブリル化セルロース（ＭＦＣ）とを、水とエタノールとの混合溶媒に分散させ
たものであるのが好ましい。この方法で得られる高吸水性シートとしては、例えば、（株
）日本吸収体技術研究所製のＭｅｇａＴｈｉｎ（登録商標）が知られている。
　そのほかに、例えば、起毛状不織布にＳＡＰを大量に担持させ、ホットメルトバインダ
ー、エマルションバインダー、水性繊維等で固定する方法で得られる高吸水性シート、繊
維状ＳＡＰをＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）繊維と混合してウェブ状に成形する
方法で得られる高吸水性シート、ＳＡＰ層の上下をティッシュで挟んだＳＡＰシートが挙
げられる。
【００２２】
　吸収体は、少なくとも１層配置される。即ち、吸収体は、１層であってもよく、２層以
上（複数層）であってもよい。
　また、吸収体は、折りたたんだ状態で配置することもできる。
【００２３】
　一対の側部１４の縁部には、それぞれ、縁部に沿って一対の側縁伸縮帯３０が設けられ
ている。側縁伸縮帯３０は、図１においては、縁部の全長に沿って設けられているが、本
発明においてはこれに特に限定されず、縁部の前後の端部付近には側縁伸縮帯が設けられ
ていなくてもよい。
　図１に示されるように、側縁伸縮帯３０が腰部バンド４０と結合していると、本発明の
吸収体物品１００を着用すると、腰部バンド４０により側縁伸縮帯３０がその長手方向に
引っ張られるため、側縁伸縮帯３０が着用者の身体に密着する。そして、側縁伸縮帯３０
は、着用者が動いてもその動きに追従して、着用者の身体から離れにくいため、尿便の漏
れがより効果的に防止される。
【００２４】
　側縁伸縮帯３０は、伸縮性のある部材であれば特に限定されないが、着用者の臀部に密
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着して不快感を抑制するために、上面がほぼ平面であるのが好ましい。
　例えば、並列に配置された複数の糸状弾性体の一方または両方の側を不織布で被覆させ
てなる複合体からなるのが好ましい態様の一つである。
　また、後述する腰部バンドが伸縮性を有する部材である場合と同様のものとすることが
できる。
【００２５】
　側縁伸縮帯の幅は、特に限定されないが、１０～１００ｍｍであるのが好ましい。
【００２６】
　腰部バンド４０は、防漏体１０の後端に結合して左右方向に延在している。腰部バンド
は、本発明の吸収体物品を着用者の身体に密着した状態で固定させる役割を有する。
　腰部バンド４０は、その素材を特に限定されないが、その少なくとも一部が伸縮性のあ
る部材であるのが好ましい。その素材、構造等については、後述する。
　腰部バンドの幅は、特に限定されないが、３０～２００ｍｍであるのが好ましい。
【００２７】
　吸収体物品１００において、腰部バンド４０の左右両端部には、着脱部材４２が設けら
れている。着脱部材４２と防漏体１０の前端に設けられた着脱部材４４とは、互いに着脱
自在になっている。例えば、各種面ファスナーにより構成されている。
　着用者が吸収体物品１００を着用した際に、着脱部材４２と着脱部材４４とが結合する
ことにより、腰部バンド４０と防漏体１０の前端部とでウエストホールが形成される。
【００２８】
　吸収体物品１００において、防漏体１０の前端部には、前方防漏部４５が設けられてい
る。
　前方防漏部４５は、防漏体１０の底面部１２および側縁伸縮帯３０と結合して、袋部を
形成している。これにより、前方からの尿便の漏れがより効果的に防止される。
【００２９】
　一対のヒップラップ伸縮帯５０は、防漏体１０の一対の側部１４と、腰部バンド４０と
に連結している。また、一対のヒップラップ伸縮帯５０の防漏体１０の一対の側部１４と
の連結部は、股下部より後方にある。更に、一対のヒップラップ伸縮帯５０の腰部バンド
４０との連結部における間隔（図１中、ａ1）は、一対のヒップラップ伸縮帯５０の防漏
体１０の一対の側部１４との連結部における間隔（図１中、ｂ1）より広くなっている。
　なお、吸収体物品１００においては、ヒップラップ伸縮帯５０が防漏体１０の一対の側
部１４と連結しているが、一対の側縁伸縮帯３０に連結していてもよく、両者に連結して
いてもよい。
　ヒップラップ伸縮帯５０は、伸縮性のある部材である。その素材、構造等については、
後述する腰部バンドが伸縮性を有する部材である場合と同様のものとすることができる。
　ヒップラップ伸縮帯の幅は、特に限定されないが、５～５０ｍｍであるのが好ましい。
【００３０】
　図２は、本発明の第１の態様の吸収体物品１００を着用者が着用した際の着用者の正面
側および背面側からみた模式図である。図２（Ａ）は着用者の正面側からみた模式図であ
り、図２（Ｂ）は着用者の背面側からみた模式図である。
　図２に示されるように、本発明の吸収体物品１００の着用時においては、側縁伸縮帯３
０は、伸縮性のある部材であるので、着用者Ｍの身体に密着する。したがって、ゆるみや
ずり落ちが生じない。
【００３１】
　また、本発明の吸収体物品１００においては、着用者の背面側では、防漏体１０の一対
の側部１４の縁部に沿って設けられた一対の側縁伸縮帯３０が、着用者Ｍの臀部のふくら
みに沿って互いにほぼ平行に位置している。一方、着用者の正面側では、一対の側縁伸縮
帯３０は、上方では互いにほぼ平行に位置しているものの、着用者Ｍの股下部において、
その間隔は縮まっている。これは着用者の股下部が狭窄であることに起因する。よって、
一対の側縁伸縮帯３０は、背面側においても、股下部に近い部分が内側に引っ張られる。
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　また、着用者の臀部のふくらみは、着用者の中心に向かって谷を形成しているので、仮
にヒップラップ伸縮帯５０がないとすると、一対の側縁伸縮帯３０が臀部の内側に落ち込
みやすくなっている。側縁伸縮帯３０の一方が臀部の内側に落ち込むと、尿便が漏れるお
それが強くなる。
　吸収体物品１００においては、その背面側において、ヒップラップ伸縮帯５０が側縁伸
縮帯３０と、腰部バンド４０との間に設けられており、その間隔は、上側にいくほど広く
なっている（例えば、図２中、ａ2＞ｂ2）。ヒップラップ伸縮帯５０は、伸縮性のある部
材であるので、吸収体物品１００の背面側において、側縁伸縮帯３０を上側かつ外側に引
っ張る作用を奏する。これにより、側縁伸縮帯３０がゆるんだり、ずり落ちたりするのを
より効果的に防止する。また、一対の側縁伸縮帯３０の間隔を適度に保って、これらが内
側に落ち込むのを防止して、吸収体２０における尿便の吸収または受容を円滑にする。
【００３２】
　更に、本発明の吸収体物品１００においては、着用時に、ヒップラップ伸縮帯５０が、
着用者Ｍの臀部のふくらみに沿って位置し、臀部を柔らかく包む構造となっている。した
がって、従来の吸収体物品におけるレッグギャザーのように、鼠径部を締め付け、血流を
阻害することがない。
【００３３】
　本発明の吸収体物品は、更に、防漏体の前端に結合して左右方向に延在する前方腰部バ
ンドと、防漏体の一対の側部および／または一対の側縁伸縮帯と、前方腰部バンドとに連
結する、一対の前方伸縮帯とを具備し、一対の前方伸縮帯の前方腰部バンドとの連結部に
おける間隔が、一対の前方伸縮帯の防漏体の一対の側部および／または一対の側縁伸縮帯
との連結部における間隔より広いのが好ましい態様の一つである。
【００３４】
　図３は、本発明の第１の態様の吸収体物品の別の例を示す模式図である。図３（Ａ）は
平面図であり、図３（Ｂ）は着用者が着用した際の着用者の正面側からみた図である。
　図３（Ａ）に示される吸収体物品１１０は、基本的に吸収体物品１００と同じであるが
、防漏体１０の前端に結合して左右方向に延在する前方腰部バンド４６と、防漏体１０の
一対の側部１４と、前方腰部バンド４６とに連結する、一対の前方伸縮帯６０とを具備し
ている。また、吸収体物品１１０においては、一対の前方伸縮帯６０の前方腰部バンド４
６との連結部における間隔（図３中、ｃ3）が、一対の前方伸縮帯６０の防漏体１０の一
対の側部１４との連結部における間隔（図３中、ｄ3）より広くなっている。
【００３５】
　前方伸縮帯６０は、伸縮性のある部材であるので、図３（Ｂ）に示されるように、着用
時に吸収体物品１１０の正面側において、側縁伸縮帯３０を上側かつ外側に引っ張る作用
を奏する。これにより、側縁伸縮帯３０がゆるんだり、ずり落ちたりするのを更に効果的
に防止する。また、一対の側縁伸縮帯３０の間隔を適度に保って、吸収体２０における尿
便の吸収または受容を円滑にする。
　更に、本発明の吸収体物品１１０においては、図３（Ｂ）に示されるように、着用時に
、前方伸縮帯６０が、着用者Ｍの鼠径部より上側に位置するのが好ましい。この場合、従
来の吸収体物品におけるレッグギャザーのように、鼠径部を締め付け、血流を阻害するこ
とがない。
【００３６】
　前方伸縮帯６０は、伸縮性のある部材である。その素材、構造等は、ヒップラップ伸縮
帯５０と同様とすることができる。例えば、前方伸縮帯の幅は、５～５０ｍｍであるのが
好ましい。
【００３７】
　図４は、本発明の第２の態様の吸収体物品の例を示す模式図である。図４（Ａ）は平面
図であり、図４（Ｂ）は左側面図であり、図４（Ｃ）は図４（Ａ）中のＩＶＣ－ＩＶＣ線
に沿った横端面図である。
　図４に示される本発明の第２の態様の吸収体物品２００は、底面部１２と、底面部１２
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の左右両側から上側に立ち上がっている一対の側部１４とを有し、底面部１２と一対の側
部１４とにより内部空間Ｓを形成している、シート状の防漏体１０と、内部空間Ｓに少な
くとも１層配置された、高吸水性樹脂を含有し体液を吸収しうる吸収体２０と、一対の側
部１４のそれぞれの内側に設けられた一対の内壁７０と、一対の内壁７０の縁部のそれぞ
れに沿って設けられた一対の側縁伸縮帯３２と、防漏体１０の後端に結合して左右方向に
延在する腰部バンド４０と、一対の側部１４の縁部のそれぞれに沿って設けられ、腰部バ
ンド４０に連結する、一対のヒップラップ伸縮帯８０および一対の前方伸縮帯８１とを具
備する。
【００３８】
　防漏体１０、吸収体２０および腰部バンド４０は、本発明の第１の態様の吸収体物品１
００と同様である。
　即ち、吸収体物品２００は、基本的に吸収体物品１００と同じであるが、一対の側部１
４のそれぞれの内側に設けられた一対の内壁７０を具備し、一対の内壁７０の縁部のそれ
ぞれに沿って、一対の側縁伸縮帯３２が設けられており、一対のヒップラップ伸縮帯８０
が一対の側部１４と腰部バンド４０とに連結しており、一対の前方伸縮帯８１が一対の側
部１４と前方腰部バンド４６とに連結しており、ヒップラップ伸縮帯８０と前方伸縮帯８
１とが一体となっている点で異なる。
【００３９】
　内壁７０は、その素材を特に限定されない。液透過性部材および液不透過性部材のいず
れも用いることができる。
　側縁伸縮帯３２は、側縁伸縮帯３０と同様のものとすることができる。
【００４０】
　図４に示されるように、吸収体物品２００においては、一対のヒップラップ伸縮帯８０
の腰部バンド４０との連結部における間隔（図４中、ａ4）が、一対のヒップラップ伸縮
帯８０の股下部における間隔（図４中、ｅ4）より広くなっている。
【００４１】
　図５は、本発明の第２の態様の吸収体物品２００を着用者が着用した際の着用者の正面
側および背面側からみた模式図である。図５（Ａ）は着用者の正面側からみた模式図であ
り、図５（Ｂ）は着用者の背面側からみた模式図である。
　図５に示されるように、本発明の吸収体物品２００の着用時においては、側縁伸縮帯３
２は、伸縮性のある部材であるので、着用者Ｍの身体に密着する。したがって、ゆるみや
ずり落ちが生じない。
【００４２】
　また、吸収体物品２００においては、着用者の背面側では、防漏体１０の一対の側部１
４の縁部に沿って設けられた一対の側縁伸縮帯３２が、着用者Ｍの臀部のふくらみに沿っ
て互いにほぼ平行に位置している。一方、着用者の正面側では、一対の側縁伸縮帯３２は
、上方では互いにほぼ平行に位置しているものの、着用者Ｍの股下部において、その間隔
は縮まっている。これは着用者の股下部が狭窄であることに起因する。よって、一対の側
縁伸縮帯３２は、背面側においても、股下部に近い部分が内側に引っ張られる。
　また、着用者の臀部のふくらみは、着用者の中心に向かって谷を形成しているので、仮
にヒップラップ伸縮帯８０がないとすると、一対の側縁伸縮帯３２が臀部の内側に落ち込
みやすくなっている。側縁伸縮帯３２の一方または両方が臀部の内側に落ち込むと、尿便
が漏れるおそれが強くなったり、側縁伸縮帯３２が着用者の尿道口や肛門に直接接触して
不快感が生じたりする。
　吸収体物品２００においては、一対の側部１４のそれぞれの内側に一対の内壁７０が設
けられ、一対の内壁７０の縁部のそれぞれに沿って一対の側縁伸縮帯３２が設けられ、一
対のヒップラップ伸縮帯８０が一対の側部１４と腰部バンド４０とに連結している。そし
て、一対のヒップラップ伸縮帯８０の腰部バンド４０との連結部における間隔（図５中、
ａ5）は、一対のヒップラップ伸縮帯８０の股下部における間隔（図５中、ｅ5）より広く
なっている。
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【００４３】
　ヒップラップ伸縮帯８０は、伸縮性のある部材であるので、吸収体物品２００の背面側
において、側部１４および内壁７０を介して側縁伸縮帯３２を上側かつ外側に引っ張る作
用を奏する。これにより、側縁伸縮帯３２がゆるんだり、ずり落ちたりするのをより効果
的に防止する。また、側部１４および内壁７０を介して一対の側縁伸縮帯３２の間隔を適
度に保って、これらが内側に落ち込むのを防止して、吸収体２０における尿便の吸収また
は受容を円滑にする。
【００４４】
　更に、吸収体物品２００においては、着用時に、ヒップラップ伸縮帯８０が、着用者Ｍ
の臀部のふくらみに沿って位置し、臀部を柔らかく包む構造となっている。したがって、
従来の吸収体物品におけるレッグギャザーのように、鼠径部を締め付け、血流を阻害する
ことがない。
【００４５】
　ヒップラップ伸縮帯８０は、その長さ方向の引張応力が、側縁伸縮帯３２の長さ方向の
引張応力よりも小さいのが好ましい。この場合、ヒップラップ伸縮帯８０の引張応力が強
すぎて、側縁伸縮帯３２に不必要に大きい力を及ぼして、ずれを生じさせることがない。
【００４６】
　また、吸収体物品２００は、図４に示されるように、ヒップラップ伸縮帯８０が股下部
から後側に存在するだけでなく、ヒップラップ伸縮帯８０と一体となっている前方伸縮帯
８１が股下部から前側に伸張して存在する。また、一対の前方伸縮帯８１の前方腰部バン
ド４６との連結部における間隔（図４中、ｃ4）が、一対の前方伸縮帯８１の股下部にお
ける間隔（図４中、ｅ4）より広くなっている。
　前方伸縮帯８１は、上述したように、伸縮性のある部材であるので、図５（Ａ）に示さ
れるように、着用時に吸収体物品２００の正面側において、側部１４および内壁７０を介
して側縁伸縮帯３２を上側かつ外側に引っ張る作用を奏する。これにより、側縁伸縮帯３
２がゆるんだり、ずり落ちたりするのを更に効果的に防止する。また、側部１４および内
壁７０を介して一対の側縁伸縮帯３２の間隔を適度に保って、吸収体２０における尿便の
吸収または受容を円滑にする。
【００４７】
　本発明の第２の態様の吸収体物品においては、ヒップラップ伸縮帯が股下部から後側に
存在するだけでもよいが、吸収体物品２００のように、更に、ヒップラップ伸縮帯と一体
となっている前方伸縮帯が股下部から前側に伸張して存在していてもよい。
【００４８】
　つぎに、ヒップラップ伸縮帯の種々の態様について説明する。
　図６は、本発明の第１の態様の吸収体物品の別の例を示す模式的な平面図である。
　図６に示される吸収体物品３００は、基本的に吸収体物品１１０と同じであるが、防漏
体１０ａの一対の側部の縁部が、中央部よりも前部および後部において左右方向に広くな
っている。また、一対の側縁伸縮帯９０の後端部が、股下部より後方で二つに分岐してヒ
ップラップ伸縮帯９０ａおよび側縁伸縮帯延長部９０ｂとなっている。更に、ヒップラッ
プ伸縮帯９０ａは防漏体１０ａの一対の側部の縁部に沿って設けられており、側縁伸縮帯
延長部９０ｂは、防漏体１０ａと離間して腰部バンド４０の中央部に結合している。
　吸収体物品３００においては、ヒップラップ伸縮帯９０ａの腰部バンド４０との連結部
における間隔（図６中、ａ6）が、ヒップラップ伸縮帯９０ａの一対の側縁伸縮帯９０と
の連結部（分岐部）における間隔（図６中、ｂ6）より広くなっている。これにより、上
述した吸収体物品１１０と同様の効果を奏する。
　ヒップラップ伸縮帯９０ａと側縁伸縮帯延長部９０ｂとは、図示されるように、幅が同
程度であってもよく、幅が異なっていてもよい。
　ヒップラップ伸縮帯９０ａと側縁伸縮帯延長部９０ｂとの間には、図９に示される側縁
伸縮帯９６や図１０に示される側縁伸縮帯９８のように、不織布が配置されていてもよい
。
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【００４９】
　吸収体物品３００のように、側縁伸縮帯の腰部バンド側の端部が、二つ以上に分岐して
、ヒップラップ伸縮帯を形成している場合、着用者の立体的な臀部が分岐したヒップラッ
プ伸縮帯および側縁伸縮帯によって複数の異なる角度から支持される。これにより、側縁
伸縮帯の着用者の身体からのずれがより生じにくくなるため、股下部における側縁伸縮帯
の間隔が適度に保たれやすくなり、吸収体における尿便の吸収または受容がより円滑にな
り、また、尿便により着用者の臀部が汚れる面積が小さくなる。また、１本のヒップラッ
プ伸縮帯の材料の端部に切れ目を入れるだけで分岐させることができるから、その製造工
程も簡易である。
【００５０】
　また、吸収体物品３００は、一対の側縁伸縮帯９０の前端部が、股下部より前方で二つ
に分岐して前方伸縮帯９０ｃおよび９０ｄとなっている。更に、外側の前方伸縮帯９０ｃ
は防漏体１０ａの一対の側部の縁部に沿って設けられており、内側の前方伸縮帯９０ｄは
、防漏体１０ａと離間して前方腰部バンド４６の中央部に結合している。
　吸収体物品３００においては、外側の前方伸縮帯９０ｃの前方腰部バンド４６との連結
部における間隔（図６中、ｃ6）が、外側の前方伸縮帯９０ｃの一対の側縁伸縮帯９０と
の連結部（分岐部）における間隔（図６中、ｄ6）より広くなっている。これにより、上
述した吸収体物品１１０と同様の効果を奏する。
　外側の前方伸縮帯９０ｃと内側の前方伸縮帯９０ｄとは、図示されるように、幅が同程
度であってもよく、幅が異なっていてもよい。
　外側の前方伸縮帯９０ｃと内側の前方伸縮帯９０ｄとの間には、不織布が配置されてい
てもよい。
【００５１】
　側縁伸縮帯９０の前方および後方における分岐の角度は、特に限定されず、同じであっ
てもよく、異なっていてもよい。
【００５２】
　吸収体物品３００は、上述したように、側縁伸縮帯９０が、前方および後方の両方で分
岐しているが、後方のみで分岐する態様も好適に用いられる。
【００５３】
　図７は、本発明の第１の態様の吸収体物品の別の例を示す模式的な平面図である。
　図７に示される吸収体物品３１０は、基本的に吸収体物品１００と同じであるが、一対
の側縁伸縮帯９４の後端部が、股下部より後方で二つに分岐してヒップラップ伸縮帯９４
ａおよび側縁伸縮帯延長部９４ｂとなっている。更に、ヒップラップ伸縮帯９４ａは防漏
体１０ｂの一対の側部の縁部に沿って設けられており、側縁伸縮帯延長部９４ｂは、防漏
体１０ｂと離間して腰部バンド４０の中央部に結合している。
　吸収体物品３１０は、更に、吸収体物品１００と同様に、ヒップラップ伸縮帯５０を有
している。
　なお、本発明においては、複数のヒップラップ伸縮帯を有する場合（例えば、側縁伸縮
帯に結合するヒップラップ伸縮帯と、防漏体の側部に結合するヒップラップ伸縮帯とを併
有する場合）、一対のヒップラップ伸縮帯の腰部バンドとの連結部における間隔が、一対
のヒップラップ伸縮帯の防漏体の一対の側部および／または一対の側縁伸縮帯との連結部
における間隔より広いという条件を、最も外側のヒップラップ伸縮帯が満たしていればよ
い。
【００５４】
　吸収体物品３１０のように、側縁伸縮帯に結合するヒップラップ伸縮帯と、防漏体の側
部に結合するヒップラップ伸縮帯とを併有する場合、尿便が排出されて重くなって、吸収
体物品が着用者の身体から下方に離れることが効果的に防止される。
【００５５】
　側縁伸縮帯延長部９４ｂは、防漏体１０ｂの後端部に結合し、腰部バンド４０に結合し
ていなくてもよい。この場合、側縁伸縮帯延長部９４ｂは、その一部または全部が伸縮性
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を有しなくてもよい。
【００５６】
　側縁伸縮帯とヒップラップ伸縮帯とが一体となっている場合における側縁伸縮帯の好適
な製造方法を説明する。
　図８は、一方の端部が二つ以上に分岐した側縁伸縮帯の製造方法を示す模式的な説明図
である。図８（Ａ）は、一方の端部が二つに分岐した側縁伸縮帯の製造方法を示し、図８
（Ｂ）は、一方の端部が四つに分岐した側縁伸縮帯の製造方法を示す。
　図８（Ａ）に示される方法においては、上図に示される帯状部材に、中央図に示される
ようにその端部で長さ方向に沿って切れ目を入れ、下図に示されるように、切れ目により
分岐した二つの部分をそれぞれ腰部バンド等に結合させる。
　図８（Ｂ）に示される方法は、図８（Ａ）に示される方法と同様であるが、帯状部材が
切れ目により、四つの部分に分岐している。
【００５７】
　図９は、別の態様の側縁伸縮帯の製造方法を示す模式的な説明図である。
　図９に示される方法において製造される側縁伸縮帯９６は、上図に示されるように、不
織布９６ａの上に、長手方向に平行に、２本の伸縮性部材９６ｂを接合させた部材を用い
る。この部材を下図に示されるように、左図中の点線上で２本の伸縮性部材９６ｂが接触
するように端部を折りたたみ、あらかじめ塗布された接着剤により、その状態で接着させ
、一体化させる。不織布９６ａは、高耐水性不織布である。
　このような構造を有する側縁伸縮帯９６は、１本の伸縮性部材を分割して作る場合とは
異なり、側縁伸縮帯として機能する部分とヒップラップ伸縮帯として機能する部分との間
に不織布が存在するので、万が一、尿便が側縁伸縮帯の外側に出てしまっても、側縁伸縮
帯とヒップラップ伸縮帯との間でトラップされ、外部に漏れ出ることがない。
【００５８】
　図１０は、側縁伸縮帯とヒップラップ伸縮帯とが一体となっている本発明の第１の態様
の吸収体物品の一例を示す模式図である。図１０（Ａ）は平面図であり、図１０（Ｂ）は
図１０（Ａ）中のＸＢ－ＸＢ線に沿った横端面図であり、図１０（Ｃ）は図１０（Ａ）中
のＸＣ－ＸＣ線に沿った横端面図である。
　図１０に示される吸収体物品３２０に用いられる側縁伸縮帯９８は、不織布９８ｃの上
に、長手方向に平行に、２本の伸縮性部材を接合させた部材を、２本の伸縮性部材が接触
するように端部を折りたたみ、あらかじめ塗布された接着剤により、その状態で接着させ
、一体化させて得られる。一体化した部分が側縁伸縮帯９８となり、２本の伸縮性部材が
離間している部分がそれぞれヒップラップ伸縮帯９８ａおよび側縁伸縮帯９８ｂとなる。
不織布９８ｃは、高耐水性不織布である。
　吸収体物品３２０は、基本的に、底面部と、底面部の左右両側から上側に立ち上がって
いる一対の側部とを有し、底面部と一対の側部とにより内部空間Ｓを形成している、シー
ト状の防漏体１０ｃと、内部空間Ｓに少なくとも１層配置された、高吸水性樹脂を含有し
体液を吸収しうる吸収体２０と、一対の側部の縁部のそれぞれに沿って設けられた一対の
側縁伸縮帯９８と、防漏体１０ｃの後端に結合して左右方向に延在する腰部バンド４０と
、一対の側縁伸縮帯９８と、腰部バンド４０とに連結する、ヒップラップ伸縮帯９８ａお
よび側縁伸縮帯延長部９８ｂとを具備する。
　図１０（Ｂ）および図１０（Ｃ）から明らかなように、吸収体物品３２０においては、
防漏体１０ｃの一対の側部は、防漏体の左右の縁部と、不織布９８ｃとにより形成されて
いる。
　このような構造を採る場合、薄い不織布９８ｃが側縁伸縮帯９８と防漏体とを連結する
ため、側縁伸縮帯９８の動きが、比較的剛性の高い吸収体２０や防漏体１０ｃによって阻
害されることなく、着用者の身体の動きに追従しやすくなる。また、側縁伸縮帯９８の動
きによって、吸収体２０にしわが生じることが防止される。
【００５９】
　つぎに、腰部バンドの種々の態様について説明する。
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　腰部バンドは、上述したように、伸縮性のある部材であるのが好ましい。これにより着
用者の身体と本発明の吸収体物品との密着性がより高くなる。
　伸縮性材料としては、例えば、天然ゴム、合成ゴム、ポリウレタン、ポリオレフィン系
エラストマー（例えば、ＳＥＢＳ、ＳＩＳ）、ポリエステル系エラストマーを用いること
ができる。これらの材料の形態としては、例えば、フィルム状、フィラメント状、ネット
状、不織布状が挙げられる。また、これらの形態の伸縮性材料を不織布と複合化したもの
も好適に用いられる。
【００６０】
　具体的には、例えば、（ｉ）ポリウレタンフィラメント（例えば、Ｄｕ　Ｐｏｎｔ社製
のＬｙｃｒａ）、天然ゴムフィラメント等のフィラメント状の伸縮性材料を多条に並列に
並べ、不織布で両側を挟んだもの、（ｉｉ）ポリウレタンフィラメントと伸長性不織布と
を積層した一方向易伸長性弾性複合体（例えば、特開平７－２５２７６２号公報に記載さ
れているもの）、（ｉｉｉ）ＳＥＢＳのネット状構造物（例えば、米国Ｃｏｎｗｅｄ社製
）と不織布とを筋状に積層したもの（例えば、特開平１０－１９５７４６号公報に記載さ
れているもの）、（ｉｖ）ポリウレタン繊維のスパンボンド（例えば、カネボウ社製のＥ
ｓｐａｎｓｉｏｎｅ）が挙げられる。
【００６１】
　図１１は、フィラメント状の伸縮性材料を多条に並列に並べ、不織布で両側を挟んだも
の（上記（ｉ））からなる腰部バンドの例を示す模式図である。図１１（Ａ）は平面図で
あり、図１１（Ｂ）は図１１（Ａ）中のＸＩＢ－ＸＩＢ線に沿った横端面図である。
　図１１に示される腰部バンド４００は、ポリウレタンフィラメント４００ａを多条に並
列に並べ、不織布４００ｂで両側を挟んでなる。不織布４００ｂとしては、ＳＭＳ不織布
が好適に挙げられる。不織布の目付は、１０～３０ｇ／ｍ2であるのが好ましい。
【００６２】
　腰部バンドが伸縮性のある部材である場合、左右方向の５０％伸張時の応力が１０～２
０ｇ／ｃｍであり、幅（前後方向の長さ）が３０ｍｍ以上であるのが好ましい。上記範囲
であると、長時間着用して尿や便により吸収体物品が重くなってもずり落ちが生じず、か
つ、締め付け感も少ない。
　腰部バンドの左右方向の５０％伸張時の応力は、１５ｇ／ｃｍ以下であるのが、締め付
け感がより少ない点で、好ましい。
　また、腰部バンドの幅は、５０ｍｍ以上であるのが、上記効果がより高くなる点で、よ
り好ましい。腰部バンドの幅は、コストの点で、２００ｍｍ以下であるのが好ましい。
【００６３】
　腰部バンドが伸縮性のある部材である場合、その幅方向（前後方向）および／または左
右方向において、伸縮性の異なる部材の組み合わせで構成されていてもよい。
　図１２は、左右方向において伸縮性の異なる部材の組み合わせで構成されている腰部バ
ンドの例を示す模式的な平面図である。
　図１２に示される腰部バンド４０２は、中央部の非伸縮性部材４０２ａと、その左右に
配置された伸縮性部材４０２ｂとから構成される。腰部バンド４０２の左右両端部には、
着脱部材４２ａが設けられている。
　この態様においては、非伸縮性部材４０２ａが防漏体と結合し、伸縮性部材４０２ｂが
自由に伸縮することができるようになっているのが好ましい。
【００６４】
　図１３は、幅方向（前後方向）において伸縮性の異なる部材の組み合わせで構成されて
いる腰部バンドの種々の例を示す模式的な平面図である。
　図１３（Ａ）に示される腰部バンド４０８は、引張応力の大きい部材４０８ａが後側に
５ｍｍ間隔で２本平行に並べられ、引張応力の小さい部材４０８ｂが前側に１０ｍｍ間隔
で４本平行に並べられ、その上下を不織布４０８ｃで挟んで構成される（上側の不織布は
図示せず）。
　２本の引張応力の大きい部材４０８ａは、引張応力の大きい領域（Ｓゾーン）を形成し
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、４本の引張応力の小さい部材４０８ｂは、引張応力の小さい領域（Ｗゾーン）を形成し
ている。
　引張応力の大きい部材４０８ａとしては、例えば、幅３ｍｍ、厚さ２００μｍのゴム帯
を用いることができる。また、引張応力の小さい部材４０８ｂとしては、例えば、８００
ｄｔｅｘのポリウレタンヤーンを用いることができる。
　このように、腰部バンドが、防漏体から近い方から遠い方へと順に、引張応力の小さい
領域および引張応力の大きい領域を有すると、ふくらみのある下腹部や臀部と窪んだウエ
スト部という周長が異なる部分に、いずれも適切な張力で密着することができる。
【００６５】
　図１３（Ｂ）に示される腰部バンド４１０は、引張応力の大きい部材４１０ａが後側に
４ｍｍ間隔で３本平行に並べられ、引張応力の小さい部材４１０ｂが中間部に４ｍｍ間隔
で、前側に１０ｍｍ間隔で合計５本平行に並べられ、その上下を不織布４１０ｃで挟んで
構成される（上側の不織布は図示せず）。
　２本の引張応力の大きい部材４１０ａは、引張応力の大きい領域（Ｓゾーン）を形成し
、５本の引張応力の小さい部材４０８ｂは、中間部において、引張応力が中間である領域
（Ｍゾーン）を形成し、前側において、引張応力の小さい領域（Ｗゾーン）を形成してい
る。
　引張応力の大きい部材４１０ａとしては、例えば、１２００ｄｔｅｘのポリウレタンヤ
ーンを用いることができる。また、引張応力の小さい部材４１０ｂとしては、例えば、６
００ｄｔｅｘのポリウレタンヤーンを用いることができる。
　このように、腰部バンドが、防漏体から近い方から遠い方へと順に、引張応力の小さい
領域、引張応力が中間である領域および引張応力の大きい領域を有すると、ふくらみのあ
る下腹部や臀部から窪んだウエスト部にかけて周長が連続的に変わっていく着用者の身体
に、適切な張力で密着することができる。
【００６６】
　図１３（Ｃ）に示される腰部バンド４１２は、引張応力の大きい部材４１２ａが中央部
に５ｍｍ間隔で２本平行に並べられ、引張応力が中間である部材４１２ｂが後側に５ｍｍ
間隔で２本平行に並べられ、引張応力の小さい部材４１２ｃが前側に５ｍｍ間隔で３本平
行に並べられ、その上下を不織布４１２ｄで挟んで構成される（上側の不織布は図示せず
）。
　２本の引張応力の大きい部材４１２ａは、引張応力の大きい領域（Ｓゾーン）を形成し
、２本の引張応力が中間である部材４１２ｂは、引張応力が中間である領域（Ｍゾーン）
を形成し、３本の引張応力の小さい部材４１２ｃは、引張応力の小さい領域（Ｗゾーン）
を形成している。
　引張応力の大きい部材４１２ａとしては、例えば、例えば、幅３ｍｍ、厚さ２００μｍ
のゴム帯を用いることができる。また、引張応力が中間である部材４１２ｂとしては、例
えば、１２００ｄｔｅｘのポリウレタンヤーンを用いることができる。また、引張応力の
小さい部材４１２ｃとしては、例えば、６００ｄｔｅｘのポリウレタンヤーンを用いるこ
とができる。
　このように、腰部バンドが、防漏体から近い方から遠い方へと順に、引張応力の小さい
領域、引張応力の大きい領域および引張応力が中間である領域を有すると、ふくらみのあ
る下腹部や臀部と、窪んだウエスト部と、ややふくらむウエスト上部（へそ付近）という
周長が異なる部分に、いずれも適切な張力で密着することができる。
【００６７】
　図１３（Ａ）～図１３（Ｃ）に示されるように、Ｗゾーンが、腰部バンドの前側にある
のが好ましい。腰部バンドの前側には、側縁伸縮帯やヒップラップ伸縮帯が結合するため
、これらの動きを制限しないように、引張応力の小さいＷゾーンと結合させるのが好まし
い。
【００６８】
　腰部バンドの幅方向において伸縮性を異ならせる方法としては、上記の各例に限定され
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ず、種々の方法を用いることができる。
　例えば、以下の（ｉ）～（ｖ）の方法が好適に挙げられる。いずれも腰部バンドの幅を
８０ｍｍ程度とすることを想定している。
【００６９】
　（ｉ）１種のポリウレタンヤーン（例えば、６００ｄｔｅｘ）を用いる場合、３ｍｍ間
隔で並べてＳゾーンを形成させ、６ｍｍ間隔で並べてＭゾーンを形成させ、１０ｍｍ間隔
で並べてＷゾーンを形成させる方法
　（ｉｉ）３種のポリウレタンヤーンを等間隔（例えば、５ｍｍ間隔）で並べる場合、太
いポリウレタンヤーン（例えば、１２００ｄｔｅｘ）でＳゾーンを形成させ、中間の太さ
のポリウレタンヤーン（例えば、８００ｄｔｅｘ）でＭゾーンを形成させ、細いポリウレ
タンヤーン（例えば、５００ｄｔｅｘ）でＷゾーンを形成させる方法
　（ｉｉｉ）１種の厚さのゴム帯（例えば、厚さ１５０μｍ）を用いる場合、太いゴム帯
（例えば、幅５ｍｍ）でＳゾーンを形成させ、中間の太さのゴム帯（例えば、幅３ｍｍ）
でＭゾーンを形成させ、細いゴム帯（例えば、幅１ｍｍ）でＷゾーンを形成させる方法
【００７０】
　（ｉｖ）ゴム帯（例えば、厚さ１５０μｍ）とポリウレタンフィルム（例えば、厚さ１
００μｍ）とを組み合わせる場合、ゴム帯（例えば、幅５ｍｍ）でＳゾーンを形成させ、
太いポリウレタンフィルム（例えば、幅５ｍｍ）でＭゾーンを形成させ、細いポリウレタ
ンフィルム（例えば、幅２ｍｍ）でＷゾーンを形成させる方法
　（ｖ）ゴム帯（例えば、厚さ１５０μｍ）とポリウレタンヤーン（例えば、１２００ｄ
ｔｅｘ）とを組み合わせる場合、ゴム帯（例えば、幅３ｍｍ）でＳゾーンを形成させ、ポ
リウレタンヤーンを３ｍｍ間隔で並べてＭゾーンを形成させ、ポリウレタンヤーンを１０
ｍｍ間隔で並べてＷゾーンを形成させる方法
【００７１】
　これらの例は、いずれも幅方向に伸縮性の異なる三つのゾーンを有する腰部バンドであ
るが、これらのうち一つのゾーンを減らして二つのゾーンを有する腰部バンドとすること
もできる。
【００７２】
　つぎに、伸縮性の腰部バンドと防漏体との結合の種々の態様について説明する。
　図１４は、互いに結合した腰部バンドおよび防漏体の種々の例を示す模式的な断面図で
ある。図１４中、黒塗部は接着剤を示す。また、図１４（Ａ）～図１４（Ｄ）のいずれに
おいても、上図が着用前の状態を示し、下図が着用後の状態を示す。
　図１４（Ａ）は、伸縮性部材のみからなる腰部バンド４０４とそれに結合した防漏体１
０ｄとを示す。図１４（Ａ）に示されるように、腰部バンド４０４は、その中央部のみに
おいて、防漏体１０ｄと結合している。着用前は上図のような状態であるが、着用時には
下図のように腰部バンド４０４が外部から何らの拘束を受けずに伸張する。着用前の腰部
バンド４０４の長さＬ1aに対する着用時の腰部バンド４０４の長さＬ2aの比は、最大２．
０～３．０倍程度となる（伸縮性部材の伸張を最大２．０～３．０と仮定した場合。以下
同じ。）。
　このように、腰部バンドの全体が伸縮性部材であり、１箇所のみで防漏体と結合してい
ると、非伸縮性部材である防漏体による拘束を受けないため、腰部バンドの伸張を大きく
することができる点で、好ましい。
【００７３】
　図１４（Ｂ）は、伸縮性部材のみからなる腰部バンド４０６とそれに結合した防漏体１
０ｅとを示す。図１４（Ｂ）に示されるように、腰部バンド４０６は、防漏体１０ｅと３
箇所で結合している。着用前は上図のような状態であるが、着用時には下図のように腰部
バンド４０６が伸張する。防漏体１０ｅは、着用前にはひだ状に折りたたまれているが、
着用時にはひだが開かれる。したがって、防漏体１０ｅは、腰部バンド４０６の自由な伸
張にほとんど影響を及ぼさない。
　着用前の腰部バンド４０６の長さＬ1bに対する着用時の腰部バンド４０６の長さＬ2bの
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比は、最大１．８～２．８倍程度となる。
　このように、腰部バンドの全体が、伸縮性部材であると、腰部バンドの伸張を大きくす
ることができる点で、好ましい。
【００７４】
　これらの場合においては、図１４（Ｂ）に示されるように、複数の結合部の間において
、防漏体の長さが、腰部バンドの長さよりも長くなっているのが好ましい。この場合、非
伸縮性部材である防漏体による拘束が少ないので、腰部バンドの伸張がより円滑に行われ
る。
【００７５】
　図１４（Ｃ）は、腰部バンド４１４とそれに結合した防漏体１０ｆとを示す。図１４（
Ｃ）に示されるように、腰部バンド４１４は、伸縮性部材のみからなり、左右方向の全体
にわたって、点接着により防漏体１０ｆと結合している。具体的には、応力をかけて腰部
バンド４１４を伸張させた状態で防漏体１０ｆと接着させて得ることができる（応力を除
去すると収縮する。）。着用前は上図のような状態であるが、着用時には下図のように腰
部バンド４１４が伸張し、防漏体１０ｆも同様に開かれる。ただし、腰部バンド４１４は
、防漏体１０ｆとの接着部分が多数あるため、伸張は大幅に制限される。
　着用前の腰部バンド４０４の長さＬ1cに対する着用時の腰部バンド４０４の長さＬ2cの
比は、最大１．３～１．６倍程度となる。
【００７６】
　図１４（Ｄ）は、腰部バンド４１６とそれに結合した防漏体１０ｇとを示す。図１４（
Ｄ）に示されるように、腰部バンド４１６は、伸縮性部材のみからなり、３箇所で、点接
着により防漏体１０ｇと結合している。着用前は上図のような状態であり、着用時には下
図のように腰部バンド４１６が伸張するのを、非伸縮性である防漏体１０ｇが阻害する。
　着用前の腰部バンド４１６の長さＬ1dに対する着用時の腰部バンド４１６の長さＬ2dの
比は、最大１．１～１．２倍程度となる。
【００７７】
　伸縮性の腰部バンドを用いる場合、その伸縮性を十分に発揮させるためには、図１４（
Ａ）および図１４（Ｂ）のそれぞれに示されるような態様で防漏体と結合させるのが好ま
しい。この際、特開平５－２２８１７７号公報において本発明者らが提案した「フローテ
ィング構造」を利用することができる。
【００７８】
　つぎに、着脱部材の種々の態様について説明する。
　着脱部材の素材は、特に限定されず、従来公知のものを用いることができる。例えば、
粘着剤テープ、面ファスナー（例えば、フック／ループ型）が挙げられる。
　また、着脱部材の構成は、特に限定されず、従来公知のものを用いることができる。
【００７９】
　図１５は、種々の着脱部材を有する吸収体物品の例を示す模式的な斜視図である。
　図１５（Ａ）の左図には、図１に示される吸収体物品１００が示されている。吸収体物
品１００の着用時には、吸収体物品１００をまず着用者の股の間を通して着用者の身体に
接触させる（図１５（Ａ）の中図参照。）。ついで、腰部バンド４０の左右両端部に設け
られた着脱部材４２を、防漏体１０の前端に設けられた着脱部材４４に、着脱自在に結合
させ、着用が完了する（図１５（Ａ）の右図参照。）。
　着脱部材の素材としては、例えば、着脱部材４２の内側の面（図１中、上側の面）にフ
ックを用い、着脱部材４４の外側の面にループを用いる組み合わせが挙げられる。ループ
およびフックが逆の組み合わせとすることもできる。
【００８０】
　図１５（Ｂ）の左図に示される吸収体物品３５０は、基本的には、吸収体物品１００と
同じであるが、着脱部材が異なる。具体的には、腰部バンド４１の外側の面と、腰部バン
ド４１の一方の端部に設けられた着脱部材４３の内側の面とが、着脱自在となっている。
また、防漏体１１の前端部に設けられた着脱部材４７の内側の面と、腰部バンド４１の外
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側の面と、着脱自在となっている。
　吸収体物品３５０の着用時には、吸収体物品３５０をまず着用者の股の間を通して着用
者の身体に接触させ、着脱部材４３を腰部バンド４１の反対側の部分に結合させる（図１
５（Ｂ）の中図参照。）。ついで、着脱部材４７を腰部バンド４１に結合させ、着用が完
了する（図１５（Ｂ）の右図参照。）。
　着脱部材の素材としては、例えば、着脱部材４３の内側の面および着脱部材４７の内側
の面にフックを用い、腰部バンド４１の外側の面にループを用いる組み合わせが挙げられ
る。ループおよびフックが逆の組み合わせとすることもできる。
【００８１】
　腰部バンドは、環状であって、防漏体の後端および前端に結合していてもよい。
　図１６は、環状腰部バンドを有する本発明の第１の態様の吸収体物品の例を示す模式図
である。
　図１６に示される吸収体物品３６０は、基本的に吸収体物品１００と同じであるが、環
状腰部バンド４８が防漏体の後端だけでなく、前端にも結合している点で異なる。
　図１６（Ａ）は、吸収体物品３６０の腰部バンド４８が切断されている仮定の状態の平
面図であり、図１６（Ｂ）は吸収体物品３６０の斜視図である。
　本発明の第１および第２の態様の吸収体物品は、図１６に示される吸収体物品３６０の
ように、環状腰部バンドを有する吸収体物品、即ち、いわゆるパンツ型の吸収体物品とす
ることができる。この場合、上述した前方伸縮帯を有していてもよく、一対の前方伸縮帯
の腰部バンドとの連結部における間隔が、一対の前方伸縮帯の防漏体の一対の側部および
／または一対の側縁伸縮帯との連結部における間隔より広いのが好ましい。前方伸縮帯の
幅は、５～５０ｍｍであるのが好ましい。
【００８２】
　本発明の吸収体物品は、吸収体の上にスキンコンタクトシートを具備することができる
。スキンコンタクトシートを具備すると、着用時の表面感触が優れたものになる。スキン
コンタクトシートは、体液透過性であれば特に限定されず、従来トップシートとして用い
られてきた公知のものを用いることができる。具体的には、例えば、ＰＰ不織布、ＰＥＴ
不織布、ＰＥ不織布等の合成繊維の不織布を用いることができる。また、レーヨン、コッ
トン等の親水性繊維と合成繊維とを混合してなる乾式不織布を用いることもできる。
【００８３】
　以上、本発明の吸収体物品を図示の各実施形態に基づいて説明したが、本発明は、これ
らに限定されるものではなく、例えば、各部の構成は、同様の機能を発揮しうる任意の構
成と置換することができる。
　また、各実施形態における各部の構成を任意に組み合わせて、別の実施形態とすること
もできる。
【００８４】
　本発明の吸収体物品は、成人男性用、成人女性用および子供用のいずれの用途にも好適
に用いられる。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】本発明の第１の態様の吸収体物品の例を示す模式図である。
【図２】本発明の第１の態様の吸収体物品を着用者が着用した際の模式図である。
【図３】本発明の第１の態様の吸収体物品の別の例を示す模式図である。
【図４】本発明の第２の態様の吸収体物品の例を示す模式図である。
【図５】本発明の第２の態様の吸収体物品を着用者が着用した際の模式図である。
【図６】本発明の第１の態様の吸収体物品の別の例を示す模式的な平面図である。
【図７】本発明の第１の態様の吸収体物品の別の例を示す模式的な平面図である。
【図８】一方の端部が二つ以上に分岐した側縁伸縮帯の製造方法を示す模式的な説明図で
ある。
【図９】別の態様の側縁伸縮帯の製造方法を示す模式的な説明図である。
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【図１０】側縁伸縮帯とヒップラップ伸縮帯とが一体となっている本発明の第１の態様の
吸収体物品の一例を示す模式図である。
【図１１】フィラメント状の伸縮性材料を多条に並列に並べ、不織布で両側を挟んだもの
からなる腰部バンドの例を示す模式図である。
【図１２】左右方向において伸縮性の異なる部材の組み合わせで構成されている腰部バン
ドの例を示す模式的な平面図である。
【図１３】幅方向（前後方向）において伸縮性の異なる部材の組み合わせで構成されてい
る腰部バンドの種々の例を示す模式的な平面図である。
【図１４】互いに結合した腰部バンドおよび防漏体の種々の例を示す模式的な断面図であ
る。
【図１５】種々の着脱部材を有する吸収体物品の例を示す模式的な斜視図である。
【図１６】環状腰部バンドを有する本発明の第１の態様の吸収体物品の例を示す模式図で
ある。
【符号の説明】
【００８６】
　１０、１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄ、１０ｅ、１０ｆ、１０ｇ、１１　防漏体
　１２　底面部
　１４　側部
　２０　吸収体
　３０、３２、９０、９４、９６、９８　側縁伸縮帯
　４０、４００、４０２、４０４、４０６、４０８、４１０、４１２、４１４、４１６　
腰部バンド
　４２、４２ａ、４４、４３、４７　着脱部材
　４５　前方防漏部
　４６　前方腰部バンド
　４８　環状腰部バンド
　５０、８０、９０ａ、９４ａ、９８ａ　ヒップラップ伸縮帯
　６０、８１、９０ｃ、９０ｄ　前方伸縮帯
　７０　内壁
　９０ｂ、９４ｂ、９８ｂ　側縁伸縮帯延長部
　９６ａ、９８ｃ、４００ｂ、４０８ｃ、４１０ｃ、４１２ｄ　不織布
　９６ｂ　伸縮性部材
　１００、１１０、２００、３００、３１０、３２０、３５０、３６０　吸収体物品
　４００ａ　ポリウレタンフィラメント
　４０２ａ　非伸縮性部材
　４０２ｂ　伸縮性部材
　４０８ａ、４１０ａ、４１２ａ　引張応力の大きい部材
　４０８ｂ、４１０ｂ、４１２ｃ　引張応力の小さい部材
　４１２ｂ　引張応力が中間である部材
　Ｍ　着用者
　Ｓ　内部空間
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