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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体透過性トップシート（２４）と、液体不透過性バックシート（２６）と、トップシ
ート（２４）およびバックシート（２６）の間に位置し吸収性ゲル材料を含有する吸収性
コア（２８）であって、前記トップシート（２４）に向けられた液体受取面を有する吸収
性コア（２８）と、を含み、
　獲得層（４０）が、前記トップシート（２４）と前記吸収性コア（２８）との間に設け
られ、前記トップシート（２４）の真下に位置し、
　吸収性コア（２８）には、液体が流れ込むためのチャンネルを形成する少なくとも１つ
のエンボス部（５０）が、前記受取面に設けられ、前記獲得層（４０）は、前記少なくと
も１つのエンボス部（５０）内に延びて内部ライニングを形成し、
　前記少なくとも１つのエンボス部（５０）に対してより高い液体透過性の区域を有する
弾力的吸収性部材（３０）が、前記吸収性コア（２８）上で前記獲得層の下に、設けられ
る、前記弾力的吸収性部材（３０）は、前記少なくとも１つのエンボス部（５０）により
形成されたチャンネルの長手方向の側面に沿って長手方向に、間隔をあけて、配置された
ストライプの形態である、使い捨て吸収性製品（２０）。
【請求項２】
　前記獲得層（４０）は少なくとも１つのエンボス部（５０）内を延び、前記トップシー
ト（２４）は少なくとも前記１つのエンボス部（５０）を橋架けしていることを特徴とす
る、請求項１に記載の製品。
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【請求項３】
　前記獲得層（４０）は、２０ｇ／ｓｑｍ～２００ｇ／ｓｑｍの範囲の坪量を有すること
を特徴とする、請求項１または２に記載の製品。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのエンボス部（５０）は、前記吸収性コア（２８）の総厚の少なく
とも３０％の範囲で前記吸収性コア（２８）内に延びていることを特徴とする、請求項１
～３のいずれか一項に記載の製品。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのエンボス部（５０）は、少なくとも１ｍｍの幅を有することを特
徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載の製品。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのエンボス部（５０）は、前記吸収性コア（２８）に対して体液の
付着領域に対応する位置にあることを特徴とする、請求項１～５のいずれか一項に記載の
製品。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのエンボス部（５０）は、前記製品（２０）上を長手方向に延びて
いることを特徴とする、請求項１～６のいずれか一項に記載の製品。
【請求項８】
　製品が、チャンネルを形成する２つ以上のエンボス部（５０）を含むことを特徴とする
、請求項１～７のいずれか一項に記載の製品。
【請求項９】
　前記弾力的部材（３０）は、濡れたときにその形状を維持する物質からなることを特徴
とする、請求項１～８のいずれか一項に記載の製品。
【請求項１０】
　前記弾力的部材（３０）は、繊維性の架橋されたセルロースファイバーから作製されて
いることを特徴とする、請求項１～９のいずれか一項に記載の製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、おむつ、成人用失禁パッド、生理用ナプキンなどのような使い捨て吸収性物
品（しばしば吸収性補助具と呼ばれる）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　関連技術の記載
　吸収性補助具の主な必要条件は保護である。保護は本質的に３つの基本的な要因に関連
し、すなわち、
　　ｉ）吸収能力（典型的には、吸収性コア１グラム当たりの吸収される液体のグラム－
ｇ／ｇとして測定される、吸収性コアの比吸収能力又はＳＡＣに関連する）、
　　ｉｉ）漏れ保護（典型的には、１単位時間当たりの吸収される液体のミリリットル－
ｍｌ／秒として測定される獲得速度、およびｍｍで測定される拡散に関連する）、並びに
　　ｉｉｉ）乾燥（典型的には、再湿潤として、すなわち、特定の条件下で吸収性コアを
放置したときの液体のグラムとして測定される）である。
【０００３】
　吸収能力を増加する方法には、吸収性材料（例えば、セルロース）を増量すること、お
よび／又は吸収性ゲル材料のような超吸収性物質を繊維性吸収材料に組み込むこと、が挙
げられる。欧州特許０５１２０１０Ｂ１は、セルロース繊維および超吸収性材料を使用す
る吸収性構造の代表例である。
【０００４】
　吸収性ゲル材料は、特に、吸収能力、とりわけ比吸収能力を向上するのに有用である。
非水溶性、水膨潤性、ヒドロゲル形成吸収性ポリマーは、体液（例えば、尿、血液、月経
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液）のような大量の液体を吸収することができ、更に、そのような吸収された液体を適度
の圧力下で保持することができる。そのようなポリマー材料のこれらの吸収特性は、ポリ
マー材料を、使い捨ておむつ、成人用失禁パッドおよびショーツ、並びに生理用ナプキン
のような生理用品などのような吸収性物品に組み込むために特に有用にする。
【０００５】
　そのような吸収性物品で使用される高い吸収性のある部材の開発は、大きな商業的関心
の対象である。
【０００６】
　この点で、しばしば「ヒドロゲル」、「超吸収性」、又は「ヒドロコロイド」材料と呼
ばれる特定の吸収性ポリマーの使用は、特に重要である。
【０００７】
　吸収性ゲル材料は、これらの材料が圧力下で高い保持能力を有するため、乾燥を改善す
るためにも適している。しかし、吸収性物品に組み込むことができる超吸収性材料の量は
、幾つかの要因によって制限される。
【０００８】
　例えば、体液の存在下で膨張することによって形成されるゲル層の透過性又は流れ伝導
性は、これらの吸収性ポリマーが吸収性コア又は部材中で局部的又はその区域全体にわた
って高い濃度で使用されるときに、極めて重要である。吸収性ポリマーが液体透過性又は
流れ伝導性を欠くことは、得られるゲル層が体液を獲得し、分配する能力に直接的に影響
を与える可能性があることに留意するべきである。
【０００９】
　吸収性ゲル材料は、事実、「ゲルブロッキング」によって影響を受ける可能性がある。
これは、液体を獲得／拡散することにおいて吸収性補助具の有効性にマイナスの影響を強
く与える。「ゲルブロッキング」は、ヒドロゲル形成吸収性ポリマーの粒子が濡れて、吸
収性構造の他の区域への流体の移送を抑制するように粒子が膨らむときに起こる。従って
、吸収性部材のこれらの他の区域の濡れは、非常に遅い拡散プロセスを経て起こる。実際
的には、これは吸収性構造体による流体の獲得が、特に噴出の状況で、流体が排泄される
速度よりはるかに遅いことを意味する。
【００１０】
　吸収性物品からの漏れは、吸収性部材内のヒドロゲル形成吸収性ポリマーの粒子が完全
に飽和するよりもかなり前か、又は流体が「ブロッキング」粒子を超えて残りの吸収性部
材内に拡散又は吸い上げられる前に起こりうる。ゲルブロッキングは、ヒドロゲル形成吸
収性ポリマーの粒子が十分なゲル強度を持たず、吸収された流体によりいったん粒子が膨
らむと応力下で変形するか又は広がってしまう場合には、特に重大な問題でありうる。
【００１１】
　このゲルブロッキング現象は、典型的には、ヒドロゲル形成吸収性ポリマーの粒子が分
散されている繊維性マトリックスの使用を必要にする。この繊維性マトリックスは、ヒド
ロゲル形成吸収性ポリマーの粒子を互いに分離したままにする。この繊維性マトリックス
は、液体が、最初の流体排泄点から離れた区域に位置するヒドロゲル形成吸収性ポリマー
に到達することを可能にする毛管構造も提供する。米国特許第４，８３４，７３５号を参
照のこと。
【００１２】
　しかし、ゲルブロッキングを最小限にする又は避けるために、繊維性マトリックス中に
比較的低い濃度でヒドロゲル形成吸収性ポリマーを分散することは、より薄い吸収性構造
の全体的な流体貯蔵の能力を低下させる可能性がある。より低濃度のこれらのヒドロゲル
形成吸収性ポリマーの使用は、これらの材料の真の利点、すなわち、所定の用量当たり大
量の体液を吸収し、保持する能力をいくらか制限する。
【００１３】
　ゲル強度を増加する以外に、これらのヒドロゲル形成吸収性ポリマーの他の物理的およ
び化学的特性が、ゲルブロッキングを減少するために操作されてきた。１つの特性は、繊
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維性マトリックス中に使用されるヒドロゲル形成吸収性ポリマーの粒径、特に粒径分布で
ある。例えば、粒子が約４００ミクロン以上の質量メジアン粒径を有するような粒径分布
を有するヒドロゲル形成吸収性ポリマーの粒子が、最初の排泄の場所から離れて残りの吸
収性構造への流体の平面移動を向上させるように、ゲルブロッキングを最小限にするため
および吸収性構造内の開放毛管構造を維持するのを助けるために、親水性の繊維性材料と
混合されてきた。加えて、ヒドロゲル形成吸収性ポリマーの粒径分布は、吸収性構造で用
いられる粒子の吸収能力および効力を改善するために制御できる。米国特許第５，０４７
，０２３号を参照のこと。
【００１４】
　しかし、粒径分布を調整しても、それ自体では、比較的高い濃度のこれらのヒドロゲル
形成吸収性ポリマーを有することができる吸収性構造をもたらすことにはならない。
【００１５】
　ゲルブロッキングを最小限にするために考えられてきた別の特性は、これらのヒドロゲ
ル形成吸収性ポリマーの毛管能力を改善することである。特に、これらのヒドロゲル形成
吸収性ポリマーの粒子は、粒子間架橋凝集体巨大構造に、典型的にはシート又はストリッ
プの形態に形成されることが、提言されている。米国特許第５，１０２，５９７号、米国
特許第５，１２４，１８８号、および米国特許第５，１４９，３４４号を参照のこと。
【００１６】
　吸収性ポリマーの粒子状の特性が保持されるので、これらの巨大構造は、巨大構造が流
体透過性である（すなわち、毛管輸送チャンネルを有する）ように、相互結合された隣接
する粒子の間に孔を設ける。粒子の間に形成された粒子間架橋結合のため、得られる巨大
構造は、また、改善された構造一体性、増加した流体獲得および分配速度、並びに最小限
のゲルブロッキングを有する。
【００１７】
　比較的高い濃度のこれらのヒドロゲル形成吸収性ポリマーを有する吸収性構造では、こ
れらの吸収性ポリマーの他の特性も重要である。これらの吸収性ポリマーが体液の存在下
で膨張するときに形成されるヒドロゲル層の開放性又は多孔性は、これらの吸収性ポリマ
ーが流体を獲得し、輸送する能力を決定することに関連し、特に、吸収性ポリマーが吸収
性構造中に高濃度で存在するときに関連することが見出されている。多孔性とは、固体材
料で占められていない分別体積を意味する。ヒドロゲル形成吸収性ポリマーで全体が形成
されたヒドロゲル層では、多孔性は、ヒドロゲルで占められていない層の分別体積である
。ヒドロゲル、並びにその他の構成要素を含有する吸収性構造では、多孔性はヒドロゲル
、又はその他の固体構成要素（例えば繊維）により占められていない分別体積（空隙容量
とも呼ばれる）である。非常に高度な開放性を有する材料の良い例は、木材パルプ繊維の
エアレイドウェブである。
【００１８】
　獲得速度を増加する代替的／追加的方法は、物品の表面の近くに空隙空間又は溜めを作
ることである：米国特許第３，３６４，９３１号、米国特許第４，０２９，１０１号、お
よび米国特許第４，５０１，５８６号を参照のこと。しかし、空隙空間又は溜めは、それ
自体を考えると、液体を保持することができず、物品は乾燥を提供することができなくな
る。
【００１９】
　米国特許第５，８２７，２５４号は、一対の相隔たる弾力的区域、獲得構成要素および
コアを有する吸収性物品を開示する。この物品は、大量の体液を漏れることなく急速に受
入れ、含有することができる（ガスケット効果）。
【００２０】
　ＰＣＴ国際公開特許ＷＯ０１／２１８７３では、繊維性基材内に１つ以上の繊維性バン
ドを包む吸収性複合物が開示されている。この配置は、連続的な液体侵襲（insult）で液
体を獲得し、分配する（従って、本質的にゲルブロッキングを回避する）。
【００２１】
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　カナダ特許出願第２，３０６，６０５号は、波状に圧縮形成された区域に沿って体液を
優先的に移動するように働く機能性エンボス部パターンを持つエアレイド吸収性シートを
開示する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２２】
　課題を解決するための目的および手段
　前記で参照された従来技術文書により典拠された広範囲に及ぶ努力にもかかわらず、ｉ
）吸収能力、ｉｉ）漏れ保護、およびｉｉｉ）乾燥を同時に提供することができる構造を
確認する持続的な必要性が存在する。更に、保護と快適さおよび目立たないことを組み合
わせるとともに、前記で考慮された従来技術に固有の欠点を避けることが可能である吸収
性物品の必要性が高まっている。
【００２３】
　本発明の基本的な目的は、前記で概説された必要性に対して十分に満足できる対応を提
供することである。
【００２４】
　本発明によると、その目的は続く請求項に記載されている特徴を有する使い捨て吸収性
製品によって達成され、請求項は全ての点において本開示の不可欠な部分である。本発明
は、また、対応する製造方法に関する。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　本発明の好ましい実施形態は、液体透過性トップシートと、液体不透過性バックシート
と、トップシートおよびバックシートの間に位置する吸収性コアとを含む使い捨て吸収性
製品である。吸収性コアは、トップシートに向けられた液体受取面を有し、吸収性コアに
は、液体が流れ込むためのチャンネルを形成する少なくとも１つのエンボス部が、前記受
取面に設けられ、チャンネルは、長手方向の側面を有する。獲得層は、トップシートと吸
収性コアの間に設けられ、エンボス部に対してより高い液体透過性の区域を有する弾力的
吸収性部材（３０）が設けらる。より高い液体透過性の区域は、例えば、弾力的吸収性部
材をより薄くすること、および／又はエンボス部に対して不連続性（例えば、１つ以上の
孔）を有することによって製造できる。不連続性は、また、エンボス部により形成される
チャンネルの長手方向の側面に沿って、長手方向に間隔を開けて配置されるストライプの
形態で弾力的吸収性部材を提供することによって作製されてもよい。ストライプの間の不
連続性（すなわち、間隔部）は、エンボス部に対してより高い液体透過性の区域を画定す
る。
【００２６】
　好ましくは、吸収性コアは、いくぶん多い量の吸収性ゲル材料を含有する。
【００２７】
　なお好ましくは、少なくとも１つのエンボス部は、吸収性コアの総厚の相当量で吸収性
コア内に延びる。
【００２８】
　特に好ましい実施形態において、獲得層は、少なくとも１つのエンボス部内に延びて内
部ライニングを形成する、および／又は吸収性部材の上面を覆って延びる。
【００２９】
　弾力的部材は、好ましくは吸収性コアを覆って位置し、一方、獲得層は、好ましくはト
ップシートの真下に位置する。弾力的部材は、好ましくは、例えば繊維性の架橋されたセ
ルロースファイバーのように、濡れた状態のときにその形状を維持する材料から構成され
る。弾力的部材は、吸収性ゲル材料を含有してもよい。
【発明を実施するための好ましい実施形態】
【００３０】
　ここで本発明は、同封の図面を参照することによって、例としてのみ説明される。
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【００３１】
　本発明の使い捨て吸収性製品２０の好ましい実施形態が図１に示される。
【００３２】
　図１に示されているように、製品２０は、例えば、乳児用おむつ又は成人用失禁パッド
の形態である。製品は、例えば、着用者によって着用される準備ができている、延ばされ
た状態で図１に示されている。
【００３３】
　しかし、本明細書で記載される本発明の同じ基本原理が、また一方、例えば生理用ナプ
キンのような他の種類の使い捨て吸収性製品に容易に適用できるように適合されることが
、理解される。
【００３４】
　乳児用おむつ又は成人用失禁パッドの場合では、製品２０は、典型的には吸収手段（す
なわち、「主本体部分」）２１、および一般的な「砂時計」形状である合計４つのフラッ
プ２２を含む。従って、製品２０は、主本体部分２１を着用者の「股」部分の下および周
りに置くことによる周知の方法によって、着用するために適合される。次にフラップ２２
が延ばされて、着用者の腰のラインの周りに製品を閉めるために、着用者の両側の互いに
反対側の遠位部分で（例えば接着テープ２３のような締結具によって）結合される。
【００３５】
　吸収性製品２０は、２つの表面、身体面表面すなわち「身体面」２０Ａおよび外側表面
２０Ｂを有する。吸収性製品２０は、身体面２０Ａから見た図１で示されている。身体面
２０Ａは、着用者の体に隣接して着用されることが意図される。
【００３６】
　吸収性製品２０は、２本の中心線、主要長手方向中心線Ｌおよび主要横断方向心線Ｔを
有する。本明細書で使用するとき、用語「長手方向」は、吸収性製品２０が着用されると
き、立位の着用者を左と右に体を半分に二分する垂直平面と一般に一直線になる（例えば
、ほぼ平行になる）、吸収性製品２０の平面の線、軸線又は方向を意味する。本明細書で
使用される用語「横断方向」又は「横方向」は、互いに換言可能であり、長手方向に対し
て一般に垂直である吸収性製品２０の平面内に位置する線、軸線又は方向を意味する。
【００３７】
　図１は、吸収性製品２０の主本体部分２１が、フラップ２３のない吸収性製品の部分を
含む。主本体部分２１は、２つの相隔たる長手方向縁部、２つの相隔たる横断方向又は終
縁部（又は「端部」）を有し、これらは一緒になって主本体部分２１の周辺部を形成する
。主本体部分２１は、また、２つの端部区域を有し、それらは第１端部区域２１ａおよび
第２端部区域２１ｂと示されている。中央区域２１ｃは、端部区域２１ａと２１ｂの間に
配置される。
【００３８】
　吸収性製品２０の主本体部分２１は、比較的厚い、中間的な厚さ、比較的薄い、更に極
めて薄い（又は「超薄い」）を包むいずれかの厚さであることができる。吸収性製品２０
の主本体部分２１は、また、着用者に快適なように比較的柔軟性であってもよい。
【００３９】
　しかし、示される吸収性製品は実施形態の一例にすぎず、本発明は図面で示される種類
又は特定の形体を有する吸収性物品に限定されないことが理解されるべきである。
【００４０】
　図２は、本発明の吸収性製品２０の主本体部分２１の個別の構成要素を示す。
【００４１】
　吸収性製品の主本体部分２１は、好ましくは幾つかの主要な構成要素を含む。これらに
は、液体透過性トップシート２４と、液体不透過性バックシート２６と、トップシート２
４およびバックシート２６の間に位置する吸収性コア２８とが挙げられる。
【００４２】
　以下から明らかになるように、トップシート２４とバックシート２６の間に「位置する
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」として示されている吸収性コア２８は、吸収性コア２８と、トップシート２４およびバ
ックシート２６のいずれかとの間での直接接触の必要性を全く示唆していない。
【００４３】
　吸収性コア２８は、トップシート２４に向けられた（すなわち、上方へ、図２を参照）
液体受取面を有する。吸収性コア２８は、大量の吸収性ゲル材料を含有してもよい。
【００４４】
　実際に、本明細書で示される吸収性物品は、好ましくは吸収性コア２８の総厚のかなり
の程度まで吸収性コア２８内に延びている（すなわち、垂直寸法、図２を参照）深いエン
ボス部５０のために大きい空隙容量を中央区域に有する。
【００４５】
　本明細書で記載されている配置の好ましい実施形態は、吸収性コア２８の総厚の少なく
とも３０％の深さを有するエンボス部５０を提供する。特に好ましい値は、吸収性コア２
８の総厚の４０％～９５％の範囲であり、なおより好ましい値は、５０％～９０％および
６０％～８０％の範囲にある。
【００４６】
　本明細書で記載されている配置の好ましい実施形態は、前記吸収性コア（２８）の長さ
の少なくとも３％、好ましくは少なくとも２０％、より好ましくは少なくとも３０％の長
さを有するエンボス部５０を提供する。コア長さの約４０％の値が現在のところ絶対的に
好ましいものである。
【００４７】
　コアの長さよりも短いとき、エンボス部５０（単数又は複数）は、好ましくはいわゆる
「付着領域」、すなわち、体液が排泄されることが予測される領域に対応する吸収性コア
２８に対して軸方向に位置する。
【００４８】
　本明細書で記載されている配置の好ましい実施形態は、少なくとも１ｍｍの幅を有する
エンボス部５０を提供する。特に好ましい値は、２～４０ｍｍの範囲であり、なおより好
ましい値は、４～２０ｍｍおよび６～１０ｍｍの範囲にある。約８ｍｍの値が現在のとこ
ろ絶対的に好ましいものである。
【００４９】
　弾力的吸収性部材も、示されている代表的な実施形態において、エンボス部５０の上側
に沿って長手方向に間隔を開けて配置された２つのストライプ３０から構成されるように
提供される。別の実施形態では、弾力的部材３０又は弾力的部材３０の少なくとも一部分
がエンボス部５０内まで延びている。
【００５０】
　好ましくは獲得構成要素４０が存在し、吸収性部材（単数又は複数）３０を覆って延び
、エンボス部５０内まで延びて、内部ライニングを形成する。
【００５１】
　エンボス部５０によって提供される１つの又は複数のチャンネルと、弾力的吸収性部材
３０と、好ましくは獲得構成要素４０が存在する特別の組み合わせが、圧力下および連続
的な液体侵襲（insult）下でさえも高い空隙容量を作り出し、維持することが見出された
。
【００５２】
　「１つの又は複数のチャンネル」という言及は、特定の実施形態において、コア２８、
吸収性部材３０、および獲得構成要素４０から構成される「複合物」は１つのチャンネル
、すなわち１つのエンボス部５０を含むが、別の実施形態では、複合物は、２つ以上のチ
ャンネル、すなわち１つ以上のエンボス部形態５０を含むことを強調することが意図され
る。
【００５３】
　チャンネルパターンは、多様な種類（例えば、線状、曲線状、菱形など）であってもよ
い。長手方向が好ましいが、エンボス部パターン／獲得－拡散チャンネル（単数又は複数
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）５０は、あらゆる配向を有することができる。
【００５４】
　弾力的部材３０は、好ましくは図２で示されるように２つのストライプを含む。弾力的
部材は、好ましくは特定の長さ、厚さおよび距離を持つストライプ部材から作製される。
成人失禁用途の吸収性物品の場合、ストライプの長さ、幅および厚さの好ましい範囲は、
それぞれ２００～４００ｍｍ、２０～５０ｍｍおよび２～１０ｍｍである。なおより好ま
しくは、ストライプは、それぞれ約３００ｍｍの長さ、約３０ｍｍの幅で、厚さが約３～
５ｍｍである。別の実施形態では、弾力的部材３０は、特定の厚さおよび坪量分布を有し
、例えば、１つの又は複数のチャンネルに対してより低い厚さおよび坪量を有し、又は厚
さおよび坪量を全く有さず、従ってそのような１つの又は複数のチャンネルに対応してよ
り高い液体透過性の区域を形成する、あらゆる形状（例えば、円形、方形など）の単一の
パッチであることができる。
【００５５】
　さらなる一般論として、例えば乳児用おむつのような本発明に従って構成された他の種
類の吸収性物品を考慮するとき、その実寸よりもコア２８の長さに対する百分率としてス
トライプの大きさを参照するほうが有用でありうる。このさらなる一般論の場合において
、ストライプ３０は、典型的にはコアの長さの８０％～２０の範囲を有し、好ましい範囲
は、コアの長さの６０％～２５％、コアの長さの５０％～３０％である。
【００５６】
　逆に、股幅、すなわち、股部分の製品の幅の百分率に関する値を参照すると、ストライ
プ３０は、典型的には、より狭い股幅の４５～５％の範囲の幅を有し、好ましい範囲は、
より狭い股幅の３０％～１０％であり、特に好ましい値は、より狭い股幅の約２０％であ
る。
【００５７】
　典型的には、ストライプ３０は、１～１０ｍｍの範囲の厚さを有し、好ましい範囲は、
２～７ｍｍ、３～５ｍｍである。
【００５８】
　図２で示されているように、弾力的部材３０は好ましくは吸収性コア２８上に位置して
いるが、異なる場所（例えば、獲得層４０上であって、下ではない）に位置することもで
きる。従って獲得構成要素４０は、多様な場所（例えば、トップシート２４の真下、弾力
的部材３０の下）に位置することができる。
【００５９】
　獲得構成要素４０は、例えば、トップシート２４と弾力的部材３０／吸収性コア２８と
の間に位置する分離した構成要素であってもよいか、複合トップシートの一部、若しくは
弾力的部材３０／吸収性コア２８の一部を含んでもよい。
【００６０】
　以下で更に詳述されるように、弾力的部材は、好ましくは繊維性の架橋されたセルロー
スファイバーから作製されるが、獲得構成要素４０は、合成繊維の不織布、天然繊維など
を包む幾つかの異なる材料から構成されてもよい。
【００６１】
　獲得構成要素４０の坪量は、典型的には約２０ｇ／ｓｑｍ～約２００ｇ／ｓｑｍ、好ま
しくは約３０ｇ／ｓｑｍ～約１２０ｇ／ｓｑｍ、なおより好ましくは約４０ｇ／ｓｑｍ～
約９０ｇ／ｓｑｍの範囲内である。獲得構成要素４０の厚さは、好ましくは約０．２ｍｍ
～８ｍｍの範囲、なおより好ましくは約０．５ｍｍ～４．５ｍｍの範囲である。
【００６２】
　吸収性コア２８は、好ましくは吸収性ゲル材料およびセルロース繊維を含有する。吸収
性ゲル材料の百分率は、典型的にはコアの総重量の少なくとも２０％、好ましくは３０％
超である。特に好ましい範囲は、コアの総重量に対して２５％～９５％、３０％～８０％
、３５％～７０％の吸収性ゲル材料の重量である。
【００６３】
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　コア２８は、また、セルロース繊維を含まなくても（すなわち、除外されていても）よ
い。
【００６４】
　吸収性製品２０の構成要素は、本明細書で記載される方法で結合されうるあらゆる好適
な材料から構成されてもよい。
【００６５】
　トップシート２４は、その厚さを通して液体（例えば、尿および／又は経血）が容易に
浸透することを可能にする、液体透過性構成要素である。トップシート２４は、好ましく
は、できる限り順応性があり、感触が柔らかく、着用者の皮膚に刺激がない。好適なトッ
プシート２４は、織布および不織布材料；孔あき成形熱可塑性フィルム、孔あきプラスチ
ックフィルム、およびハイドロフォーミングされた熱可塑性フィルムのような高分子材料
；多孔質発泡体；網状発泡体；網状熱可塑性フィルム；および熱可塑性スクリムのような
広範囲の材料から製造されてもよい。好適な織布および不織布材料は、少なくとも部分的
に、天然繊維（例えば、木材若しくは綿繊維）、合成繊維（例えば、ポリエステル、ポリ
プロピレン、若しくはポリエチレン繊維のような高分子繊維）、又は天然繊維と合成繊維
との組み合わせを含むことができる。
【００６６】
　本発明の好ましい実施形態において、トップシート２４の身体面は、液体がトップシー
ト内をより容易に移動するように、親水性である。これは、体液がトップシート内に流れ
込み吸収性コアにより吸収されるのではなく、むしろトップシートから流れ落ちてしまう
可能性を減少する。トップシート２４の身体面は、界面活性剤で処理することによって、
親水性にすることができる。
【００６７】
　示される代表的な実施形態では、獲得構成要素（又は「獲得層」）４０は、トップシー
ト２４の下に位置する。本明細書で使用するとき、用語「層」又は「ウェブ」には、折り
畳まれていない単一のシート、折り畳まれたシート、材料のストリップ、結合されていな
い又は結合された繊維、材料の多層若しくは積層体、又はそのような材料の他の組み合わ
せが挙げられるが、それらには限定されない。従って、これら２つの用語は材料の単一の
折り畳まれていない層又はシートに限定されていない。
【００６８】
　獲得構成要素４０は、トップシート２４の下に空隙容量を提供して、トップシート２４
を通して液体を引き出す吸収性製品の能力を増大してもよい。本明細書に記載される好ま
しい実施形態において、獲得構成要素４０は、好ましくは、吸収性製品２０が塊になるこ
とに対して改善された抵抗性を有するように、横方向の圧縮力に対して弾性力を提供する
。
【００６９】
　獲得構成要素４０は、トップシート２４と等しいか、又はトップシート２４より小さい
有効平均孔径を有していてもよい。
【００７０】
　獲得構成要素４０は、液体透過性であるべきである。獲得構成要素４０は、また、好ま
しくは順応性があり、感触が柔らかく、着用者の皮膚に刺激がない。獲得構成要素４４は
身体に面する表面（又は側面）を有し、あらゆる好適な大きさおよび形状であってもよい
。
【００７１】
　本明細書で示される代表的な実施形態において、獲得構成要素４０は、エンボス部５０
の開口部分に配置される弾力的部材３０によって、エンボス部５０により形成されるチャ
ンネルの形状を本質的に忠実に模倣する。獲得構成要素４０の寸法は、好ましくはトップ
シート２４と同じほどの大きさではない。
【００７２】
　獲得構成要素４０は、トップシート２４を獲得構成要素に融合することができる材料が
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挙げられるが、それらには限定されない、上記の目的に適したあらゆる材料から作製でき
る。獲得構成要素４０は、例えば、織布又は不織布材から構成されてもよい。これらの材
料の繊維又は他の構成要素は、合成、又は部分的に合成および部分的に天然であってもよ
い。好適な合成繊維には、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ナイロン、ビ
スコースレーヨン、又は酢酸セルロース繊維が挙げられる。好適な天然繊維には、綿、セ
ルロース、又は他の天然繊維が挙げられる。獲得構成要素４０は、また、少なくとも部分
的に架橋セルロース繊維から構成されていてもよい。獲得構成要素４０は、不織布ではな
い場合、幾つかの異なるプロセスによって作製できる。これらには、エアレイド、ウエッ
トレイド（wed laid）、メルトブローン、スパンボンド、カード、熱結合、エアースルー
結合、粉末結合、ラテックス結合、溶剤結合、スパンレース、およびこれらの組み合わせ
が挙げられるが、それらには限定されない。好適な熱結合ウエットレイド不織ウェブは、
米国特許第５，５４９，５８９号に記載されている。
【００７３】
　獲得構成要素４０は、２つの材料の積層体を含んでもよい。２つの層は、好ましくは、
スパンボンドされているポリプロピレン不織布材上にマルチボンド（multi-bonded）エア
レイド材料を付着することによって、一緒に積層される。スパンボンドされている材料は
、この積層体を形成するプロセスにおいて加工助剤又は支持ウェブとして使用される。
【００７４】
　別の実施形態において、スパンボンドされているポリプロピレン不織布材は、より大き
い又はより小さい坪量を有してよく、又はエアレイドティッシュ、ウエットレイド（wet 
laid）ティッシュ、若しくは上記で記載された材料のいずれかによって代えられていても
よい。ポリプロピレン不織布材の代わりにウエットレイドティッシュが使用される場合、
積層体の配向は、最終製品においてマルチボンド（multi-bonded）エアレイド不織材がウ
エットレイドティッシュ層上に位置するように、好ましくは反対になっている。より厚い
吸収性製品の場合では、上記で記載された獲得構成要素のいずれかを使用することができ
る。加えて、より厚い吸収性製品の１つの好ましい実施形態において、低密度ラテックス
ボンドエアレイド材料が、全獲得構成要素として使用できる（すなわち、第三のトップシ
ートの必要がない）。
【００７５】
　どのように製造されても、獲得構成要素４０は好ましくは親水性である。獲得構成要素
４０は、吸収性コア２８よりも親水性が少ない若しくは多いのいずれかであるか、又は吸
収性コアと同じ親水性を有することができる。望ましい場合、獲得構成要素４０は、より
親水性をもたらすために界面活性剤で処理することができる。好ましくは、それは吸収性
コアと同じ親水性を有する。
【００７６】
　上述のように、トップシート２４は獲得構成要素４０と融合していてもよい。この場合
、トップシート２４および獲得構成要素４０は、好ましくは複数個の別個の結合領域（又
は「結合」）と連続的に又は別個に結合している。
【００７７】
　別個の結合領域は、好ましくは融合結合を含む。融合は、熱および／又は圧力接着、超
音波結合、動的機械的結合などによって達成できる。圧力は、結合される構成要素を逆回
転ロールの間へ移動することにより、材料をアンビル上に置き、圧盤を材料上に押しつけ
、真空圧を加える、および同種のものなどあらゆる好適な方法で適用できる。トップシー
ト２４を獲得構成要素４０と融合するのに用いるのに適合できる好適な方法は、少なくと
も次の幾つかの特許：米国特許第４，４３０，１４８号；米国特許第４，５１５，５９５
号；米国特許第４，５３１，９９９号；米国特許第４，７１０，１８９号；米国特許第４
，８０８，２５２号；米国特許第４，８２３，７８３号；米国特許第４，８５４，９８４
号；米国特許第４，９１９，７５６号；およびＰＣＴ国際公開特許公報ＷＯ９３／１１７
２５、に記載されている。
【００７８】
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　弾力的部材３０は、好ましくは濡れたときでもその形状を維持する材料から製造され、
従って製品２０が半連続的な噴出を獲得できるようにする。
【００７９】
　その趣旨で、弾力的部材３０は、好ましくは繊維性の架橋されたセルロースファイバー
から製造されている。あるいは、架橋天然ゴム発泡体および合成ゴム発泡体、並びに多数
の他の種類の弾力的材料が、弾力的部材３０に使用されてもよい。これらには、米国特許
第５，２６０，３４５号、同第５，２６８，２２４号および同第５，３３１，０１５号で
示されているもののような、嵩高不織布、合成繊維バット、スクリム（可撓性を変えるこ
とによって作製できる配向された塑性体の網目）およびポリウレタンのような他の形態の
発泡体が挙げられるが、それらには限定されない。別の実施形態において、弾力的部材３
０は吸収性ゲル材料を含有してもよい。
【００８０】
　吸収性コア２８は、液体（例えば、尿および／又は経血）を吸収又は保持できるあらゆ
る吸収手段であってもよい。吸収性コア２８は、考慮される使い捨て吸収性製品の種類お
よび性質に応じて、多種多様な大きさおよび形状（例えば、方形、楕円形、砂時計、イヌ
用の骨形、非対称など）で製造されてもよい。図で示される代表的な実施形態では、吸収
性コア２８は、方形であり、獲得構成要素４０の周辺部よりも少なくとも僅かに大きいサ
イズである。
【００８１】
　吸収性コア２８は、吸収性製品および他の吸収性物品で慣用的に使用される多種多様な
液体吸収性素材から製造できる。好適な吸収性材料の例には、一般的にエアフェルトと呼
ばれる粉砕木材パルプ；縮みセルロース詰め物(creped cellulose wadding）；コフォー
ムを包含するメルトダウンポリマー；化学的に剛化された、変性された、又は架橋された
セルロースファイバー；捲縮ポリエステル繊維のような合成繊維；ピートモス；ティッシ
ュラップおよびティッシュラミネートを包含するティッシュ；吸収性フォーム；吸収性ス
ポンジ；超吸収性ポリマー；吸収性ゲル材料；又はあらゆる等価材料若しくは材料の組み
合わせ、あるいはこれらの混合物が挙げられる。吸収性コアの形体および構成は、また、
変わってもよい（例えば、吸収性コアは、種々のキャリパーゾーン（例えば、中央でより
厚くなるように浮き上がっている）、親水性勾配、超吸収性勾配、又はより低い密度およ
びより低い平均坪量の獲得帯（acquisition zone）を有してもよいか、あるいは１つ以上
の層、又は構造を含んでもよい）。しかし吸収性コアの全体の吸収能力は、吸収性製品の
設計負荷および意図される用途と適合性があるべきである。更に、吸収性コアの大きさお
よび吸収能力は、失禁パッド、パンティライナー、通常の吸収性製品、又は夜用吸収性製
品のような異なる用途に適合するように変わってもよい。
【００８２】
　吸収性コア２８は、マルチボンド（multi-bonded）エアレイド積層材料を含んでもよい
。積層体として形成される吸収性コア２８の代替品として、繊維を一緒にブレンドして、
単一のウェブを形成することができる。更なる別の実施形態において、吸収性コアに使用
されるマルチボンド（multi-bonded）エアレイド積層材料は、ラテックス以外のある材料
（例えば、デンプン又はＰＶＡのような）を使用して結合できる。なお更なる別の実施形
態において、吸収性コア２８は積層体として形成することができ、これは、また、約１５
０ｇ／ｍの坪量を有し、吸収性ゲル材料の粒子をその間に持つ、マルチボンド（multi-bo
nded）エアレイド不織材料の２つ（又はそれ以上）の層を含む。
【００８３】
　好適な積層体吸収性コア構造は、一般に米国特許第４，９５０，２６４号、米国特許第
５，００９，６５３号および米国特許第５，４６０，６２３号に記載されている。別の好
適な吸収性コアは、ＰＣＴ国際公開特許公報ＷＯ９５／０７６７４に記載されている。
【００８４】
　より厚い吸収性製品の場合では、吸収性コア２８は、好ましくはエアフェルトから構成
される。より厚い吸収性製品に好適な吸収性コアは、米国特許第５，２３４，４２２号に
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記載されている。
【００８５】
　上記の実施形態において、又は他の別の実施形態において、吸収性コア２８には、その
可撓性を更に改善する特徴を備えることができる。そのような特徴には、吸収性コア２８
又は獲得構成要素４０における、１つ以上のスリット、穿孔、エンボス部、又は刻み線を
挙げることができるが、それらに限定されない。この種類の特徴は、好ましくは吸収性製
品の主要長手方向中心線の周りで可撓性を改善するために配置される。スリット、穿孔、
エンボス部、又は刻み線は、あらゆる好適な形体であることができる。好適な形体には、
直線又は曲線、スリット、斑点、Ｖ形パターン、Ｗ形パターンなどが挙げられるが、それ
らには限定されない。スリット、穿孔、エンボス部、若しくは刻み線、又はこれらのいず
れかの組み合わせが、上で記載された積層体吸収性コアのいずれかの層に設けられうる。
【００８６】
　吸収性製品の主要長手方向中心線Ｌに沿って延びる、図２で示されるエンボス部５０は
、吸収性コア２８の可撓性を改善するそのような特徴の代表例である。しかし、本明細書
で開示されている配置において、そのようなエンボス部は、弾力的部材３０および獲得構
成要素４０とともにエンボス部５０が高い空隙空間を提供し、それによって急速な獲得を
可能にするような程度（すなわち、深さおよび幅）である。
【００８７】
　エンボス部パターン５０（可能であれば複数個のチャンネルの形態）は、製品全体にわ
たって液体を排水し、横断方向の拡散を低減し、その結果として横漏れを低減する。更に
、広い領域に液体を急速に広げることによって、ゲルブロッキングの危険性も低減する。
【００８８】
　図２で示される好ましい実施形態において、エンボス部５０は、吸収性コア２８および
獲得構成要素４０を含み、好ましくはトップシート２４を含まない。しかし、エンボス部
５０がトップシート２４を含む配置も、本発明の範囲内である。
【００８９】
　バックシート２６は、吸収性コア２８に吸収され、含有された排出物が、製品２０から
望ましくなく抜け出て、従ってパンツ、パジャマおよび下着のような吸収性製品２０と接
触する物品を濡らす可能性を防止する。
【００９０】
　バックシート２６は、好ましくは液体の流れに対して耐水性であり、より好ましくは液
体（例えば、尿および／又は経血）に対して不透過性である。バックシート２６は、好ま
しくは可撓性材料から製造される。本明細書で使用するとき、用語「可撓性」は、順応性
があり、ヒトの体の一般的な形状および輪郭に容易に適合する材料を意味する。バックシ
ート２６は、織布若しくは不織布材、ポリエチレン若しくはポリプロピレンの熱可塑性フ
ィルムのようなポリマー被膜、又はフィルムコーティング不織布材のような複合材料を含
んでもよい。好ましくは、バックシート２６は、約０．０１２ｍｍ（０．５ミル）から約
０．０５１ｍｍ（２．０ミル）までの厚さを有するポリエチレンフィルムである。バック
シート２６は、より布地様の外観をもたらすために、エンボス部および／又はマット仕上
げされていてもよい。更に、バックシート２６は、吸収性コア２８から水蒸気を逃すこと
を可能にしてもよい（すなわち、通気可能である）が、一方、排出物がバックシート２６
を通過するのを依然として防止する。好適なバックシート材料は、オハイオ州シンシナテ
ィ（Cincinnati）のクロペイ社（Clopay Corporation）からの製品番号１８－１４０１と
して得られる。
【００９１】
　好適な通気可能なバックシート材料は、米国特許第３，９２９，１３５号で記載されて
いるもののような孔あきフィルムの積層体であり、これは、米国特許第４，７７７，０７
３号で記載されているようなミクロ孔質フィルムに接着的に積層している吸収性コア４２
と、先細毛管のより小さい開口が向き合うように反転されている。
【００９２】
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　トップシート２４、獲得構成要素４０、弾力的部材３０、吸収性コア２８、およびバッ
クシート２６は、当該技術分野において既知の多様な形体（層状又は「サンドイッチ」形
体、および包まれた又は「チューブ」形体を包含する）に組み立てられてもよい。
【００９３】
　好ましくは、獲得構成要素４０は、エンボス部５０内で吸収性コア２８と結合する。こ
れらの構成要素が結合する場合、これらは、トップシート２４を獲得構成要素４０と結合
することについて本明細書で記載されたいずれかの方法によって結合できる。
【００９４】
　トップシート２４およびバックシート２６は、吸収性コア２１よりも一般に大きい長さ
および幅の寸法を有し、製品２０の反対側の端部では、トップシート２４およびバックシ
ート２６は、好ましくは吸収性コア２８の縁部の外側に延びて、フラップ２２を形成する
。
【００９５】
　吸収性コア２８（および獲得構成要素４０）の縁部を超えて延びるトップシート２４お
よびバックシート２６の部分は、好ましくは互いに結合している。トップシート２４およ
びバックシート２６のこれらの部分は、当該技術分野において既知のあらゆる好適な方法
で結合できる。本明細書で使用されるとき、用語「結合する」は、要素を他の要素に直接
取付けることによって、一方の要素が他方の要素に直接固定されている形体；要素を中間
体部材（単数又は複数）に取付け、次にそれが他の要素に取付けられることによって、一
方の要素が他方の要素に間接的に固定されている形体；および一方の要素が他方の要素と
一体である、すなわち、一方の要素が本質的に他方の要素の一部分である形体を包含する
。好ましくは、示されている実施形態では、トップシート２４およびバックシート２６の
これらの部分は、吸収性コア２８の縁部を超えて延びる実質的に全ての部分を覆う接着剤
を使用して結合される。
【００９６】
　前記使い捨て吸収性製品２０の性能が、図３で示される、線ＩＩ－ＩＩに沿った断面を
有する他の点では同一の参照製品と比較された。
【００９７】
　別の言い方をすれば、参照は、単一の弾力的吸収性部材（すなわち、連続パッチ３０Ｒ
）およびあらゆるエンボス部のない吸収性コア２８Ｒを含んだ。
【００９８】
　参照製品は、トップシート２４およびバックシート２６も包含したが、参照製品には獲
得構成要素４０は備えられていなかった。参照製品の吸収性コア２８Ｒは、吸収性ゲル材
料（コア重量の約２０～２５％、すなわち測定領域のコア重量の約２５％超）を含有した
。
【００９９】
　以下の表は、参照製品（「参照」）と本明細書で記載された製品（「本発明」）との性
能の直接比較を提供する。
【０１００】
　具体的には、下記で報告される結果を導き出した試験は、成人用失禁製品で実施された
。表で報告された比較データを生成するのに採用された方法は、以下のようにまとめるこ
とができる。
【０１０１】
　Ｉ）獲得速度は、圧力下で吸収性物品により所定の時間にわたって吸収された液体の量
として決定される。
【０１０２】
　獲得速度を決定するために採用された方法は、予備調湿すること（吸収性物品は、包装
から取り出され、開かれ、２３℃±２℃および５０％ＲＨ±５％ＲＨで２時間調湿される
）を含み、以下の試験液体処方を使用する：脱イオン水（demi-water）（ＩＳＯ３６９６
規格）中の０．９％　ＮａＣｌ（ＩＳＯ６３５３－２規格）を使用する。
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　手順：
　ａ）吸収性物品の中央／股領域から方形の試料（３００×１３０ｍｍ）を切断する；
　ｂ）圧力型板（中央に「空のシリンダー」を有する、３００ｍｍ×１３０ｍｍ×９ｍｍ
－５１５÷５２２ｇ）および関連する重り（２×２，８５０ｇ）を試料上にゆっくりと置
く；
　ｃ）特定の量の試験液（８０ｍＬ）を方形試料の中央の上に２５ｍＬ／秒よりも高い流
速で注ぎ始める；
　ｄ）同時に時間の計測を開始する；
　ｅ）液体が試料の表面から消えたときに時間の計測を停止する。
【０１０３】
　吸収された液体容量と吸収するために要した時間との比率は、吸収性部材の獲得速度を
表す。
【０１０４】
　ＩＩ）再湿潤は、圧力下で吸収性物品から逃れることができる液体の量として決定され
る。
【０１０５】
　この場合も、吸収性物品は予備調湿（吸収性物品は、包装から取り出され、開かれ、２
３℃±２℃および５０％ＲＨ±５％ＲＨで２時間調湿される）に付され、試験液は、処方
：脱イオン水（demi-water）（ＩＳＯ３６９６規格）中の０．９％　ＮａＣｌ（ＩＳＯ６
３５３－２規格）を有する。
　手順：
　ａ）吸収性物品の中央／股領域から３つの隣接する正方形の試料（１０５×１０５ｍｍ
）を切断する；
　ｂ）特定量の試験液（１５ｍＬ）をそれぞれの正方形試料上に注ぐ；
　ｃ）試料上にプレキシグラス型板（１００×１００×８ｍｍ－９０÷９５グラム）およ
び重り（４５００グラム）をゆっくりと置く；
　ｄ）１０分間待つ；
　ｅ）型板および重りを取り外し、試料上に計量した濾紙の積み重ね（２００ｇ／ｓｑｍ
）を適用し、再び、型板および重りを濾紙上にゆっくりと置く；
　ｆ）２分間待つ；
　ｇ）濾紙を計量する。
【０１０６】
　（広い領域にわたって性能を試験するために、それぞれの製品から３つの試料が取られ
る－この方法は試料が１つでも信頼性のある結果を提供する。）
　濾紙の重量の増加は、再湿潤重量として記録される。
【０１０７】
　ＩＩＩ）比吸収能力は、吸収物品の重量単位で吸収された液体の量として決定される。
【０１０８】
　この場合も、吸収性物品は前調湿（吸収性物品は、包装から取り出され、開かれ、２３
℃±２℃および５０％ＲＨ±５％ＲＨで２時間調湿される）に付され、試験液は、処方：
脱イオン水（demi-water）（ＩＳＯ３６９６規格）中の０．９％　ＮａＣｌ（ＩＳＯ６３
５３－２規格）を有する。
　手順：
　ａ）吸収性物品の中央／股領域から３つの連続的な正方形の試料（１００×１００ｍｍ
）を切断する；
　ｂ）乾燥した正方形試料をそれぞれ計量する；
　ｃ）正方形試料をイノックス・ワイヤ（inox wire）ふるい（Uni番号３２メッシュ）の
中に入れ、計量する；
　ｄ）試験流体を含有するレザバの中にふるいを沈める－試料は完全に浸からなければな
らない；



(15) JP 4558798 B2 2010.10.6

10

20

30

40

50

　ｅ）１５分間待つ；
　ｆ）ふるいを持ち上げ、トレイ上に置く；
　ｇ）ふるいの中の試料から過剰量の液体を重力によって２分間排出させる；
　ｈ）試料上にプレキシグラス型板（１００×１００×８ｍｍ－９０÷９５グラム）およ
び重り（５，０００グラム）を適用する；
　ｉ）５分間待つ；
　ｌ）濡れた試料を含有するふるいを計量する。
【０１０９】
　（この場合も、広い領域にわたって性能を試験するために、それぞれの製品から３つの
試料が取られる－この方法は試料が１つでも信頼性のある結果を提供する。）
　試料の重量の増加と乾燥試料の重量との比率は、比吸収能力として記録される。
【０１１０】
　ＩＶ）獲得速度－多侵襲（insult）パラメータは、圧力下で連続液体侵襲を吸収するた
めに吸収性物品により必要とされる時間として、決定される。前調湿および試験流体は、
獲得速度と同じである。
　手順：
　ａ）獲得速度での方法の工程ａ）～ｅ）に従う；
　ｂ）獲得速度での方法の工程ｃ）～ｅ）を更に３回繰り返し、それぞれの繰り返しの間
は定められた時間待つ。
【表１】

【表２】

【０１１１】
　実施された試験は、吸収能力、漏れ保護、および乾燥が、参照製品と比較して本明細書
で記載された製品では全て改善されていることを示す。
【０１１２】
　本明細書で記載される製品のエンボス部パターン５０と、弾力的部材３０と、任意の好
ましい獲得構成要素４０とが、高い空隙空間を提供し、これにより急速な獲得を可能にす
る。エンボス部パターン（チャンネル）５０は、製品全体にわたって液体を排出し、従っ
て横断方向の拡散を低減し、その結果として横漏れを低減する。また、液体を広い領域に
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急速に広げることによって、ゲルブロッキングの危険性を低減する。弾力的部材３０は、
ガスケット効果を作り出す。弾力的部材は、濡れたときでもその形状を維持する材料から
作製されるので、これらは、製品が半連続的な噴出を獲得できるようにする。獲得構成要
素４０は、空隙空間を提供し、吸収コア２８からトップシート２４を離す。トップシート
２４とコア２８との間隔は、より良い再湿潤も可能にする。吸収性コア２８は、吸収性ゲ
ル材料が豊富であり、従って高い吸収能力および乾燥を提供する。
【０１１３】
　本明細書で記載される配置は、より少量のセルロース繊維を含み、快適でもある主本体
部分２１をもたらす本発明の製造を可能にする。「ゲルブロッキング」を誘発する危険性
がなく多量の吸収ゲル材料を使用する可能性は、低い嵩高（セルロース繊維で作製された
コアの典型的な欠点）で高い吸収能力をもたらす。
【０１１４】
　更に、本明細書で記載される構造（特にエンボス部５０および弾力的部材３０）は、着
用者の体への製品の適合性を改善し（容易な横断方向への曲げ－垂直上昇）、同時に、供
給源により近いところで液体を捕捉する能力も改善する。
【０１１５】
　全ての特許、特許出願（およびそれに基づいて発行されたあらゆる特許、並びに関連し
て発行されたあらゆる外国特許出願）、並びに本特許出願の全体にわたって言及された公
報の開示内容は、参考として本明細書に組み込まれる。但し、本明細書に参考として組み
込まれる文献のいずれもが本発明を教示又は開示しないことが、明確に認められる。本明
細書で記載される市販の材料又は製品のいずれもが、本発明を教示又は開示しないことも
、明確に認められる。
【０１１６】
　本発明の特定の実施形態について説明および記載されてきたが、添付された請求項によ
り定義された本発明の範囲から逸脱することなく、他の様々な変更および修正を実施でき
ることが当業者には明白であろう。
【図面の簡単な説明】
【０１１７】
【図１】本明細書で記載される使い捨て吸収性製品の一般概略図。
【図２】図１の線ＩＩ－ＩＩに沿った断面図。
【図３】比較の参照製品の対応する断面図。
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