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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　横方向と、該横方向よりも長さの長い縦方向と、厚み方向とを有する長尺状基体部、及
び該長尺状基体部の表面に固定された吸水性ポリマーの粒子を備えた吸収性ユニットを複
数本具備し、各該吸収性ユニットを、その縦方向が少なくとも一方向を向くように配列さ
せてなる吸収体を備え、
　前記長尺状基体部における非肌対向面の表面にのみ前記吸水性ポリマーの粒子が固定さ
れており、
　前記吸水性ポリマーの粒子が液を吸収する前においては、該吸水性ポリマーの粒子が、
前記長尺状基体部の前記縦方向に沿う側縁部を越えて横方向にはみ出しておらず、且つ該
吸水性ポリマーの粒子が液を吸収して膨潤した状態においても、該吸水性ポリマーの粒子
が、該長尺状基体部の該縦方向に沿う側縁部を越えて膨潤しないようになされている吸収
性物品。
【請求項２】
　前記長尺状基体部が疎水性のシートからなる請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記吸収性ユニットはその縦方向が、前記物品の縦方向を向くように、前記吸収体の縦
方向の中央域及び横方向の中央域に少なくとも配列されている請求項１又は２に記載の吸
収性物品。
【請求項４】
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　前記吸収体は、横方向に沿って隣り合う前記吸収性ユニットどうしの間に間隙が生じて
いる請求項１ないし３のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記長尺状基体部が、該長尺状基体部と肌対向面側において隣接する部材と接合されて
おり、
　前記長尺状基体部と前記隣接する部材との接合位置は、前記吸収体の横方向の中央域又
は縦方向の中央域である請求項１ないし４のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記吸収体のうち、前記吸収性ユニットが形成されている部位において、前記長尺状基
体部は、該長尺状基体部と非肌対向面側において隣接する他の部材と非接合状態になって
いる請求項１ないし５のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記長尺状基体部はその通気度が、前記吸収体よりも肌対向面側に位置するシート部材
の通気度よりも低くなっている請求項１ないし６のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項８】
　一方向に搬送される親水性の長尺状基体部の基材シートの一方の面の表面に、その横方
向に距離を隔てた複数箇所に接着剤を塗布し、
　前記接着剤が塗布された前記長尺状基体部の前記基材シートを、前記搬送方向に沿って
搬送させた状態下、該長尺状基体部の前記基材シートにおける該接着剤が塗布された前記
一方の面の表面に、その横方向の全域にわたり吸水性ポリマーの粒子を散布し、
　前記吸水性ポリマーの粒子が散布された前記長尺状基体部の前記基材シートに、前記搬
送方向に沿って搬送させた状態下、該接着剤が塗布された箇所間の非塗布箇所において、
該搬送方向に沿って切り込みを入れて、細幅の複数条の長尺状基体部を得て、吸収体を製
造し、
　製造された吸収体における吸水性ポリマーの粒子が固定された前記一方の面側に裏面シ
ートを配置するとともに、吸水性ポリマーの粒子が固定されていない他方の面側に表面シ
ートを配置する工程を含む、吸収性物品の製造方法。
【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。
【背景技術】
【０００２】
　使い捨ておむつ、生理用ナプキン、失禁パッド等の吸収性物品に用いられる吸収体にス
リット等と呼ばれる細幅の切れ目を入れて、吸収体の性能を向上させる技術が知られてい
る。例えば特許文献１には、排泄部対向部に、縦方向に沿う縦スリットが分散状態に形成
された排泄部スリット領域を有する吸収体を備えた吸収性物品が記載されている。同文献
によれば、この吸収性物品は、着用感を高めることができるとされている。
【０００３】
　特許文献２には、縦方向又は横方向へ配列された４列以上のスリットが間隔を空けて設
けられた吸収体を備えた生理用ナプキンが記載されている。同文献によれば、このナプキ
ンの吸収体は容易に変形が可能であり、また吸収体の剛性がスリットによって緩和される
から、液漏れや異物感が少なくなるとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－４２２４４号公報
【特許文献２】実開昭６３－１８１２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　ところで、吸収性物品が吸収の対象とする排泄液は、尿のような低粘度のものから、経
血や軟便などの高粘度のものまで様々である。これらの排泄液のうち、経血や軟便はその
粘度の高さの故に、尿のような低粘度の排泄液に比べて吸収されにくいことが知られてい
る。このことに起因して、このような高粘度の排泄液は、液漏れが起こりやすく、また液
戻りも起こりやすいという課題がある。上述したスリットを有する吸収体を備えた吸収性
物品であっても、かかる課題を十分満足できる程度にまで解決しているとは言い難い。し
たがって高粘度の排泄液を迅速に、且つ確実に吸収保持し得る吸収性物品が望まれている
。
【０００６】
　したがって本発明の課題は、吸収性物品における吸収体の改良にあり、更に詳細には、
高粘度の排泄液の吸収及び保持に優れた吸収性物品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、横方向と、該横方向よりも長さの長い縦方向と、厚み方向とを有する長尺状
基体部、及び該長尺状基体部の表面に固定された吸水性ポリマーの粒子を備えた吸収性ユ
ニットを複数本具備し、各該吸収性ユニットを、その縦方向が少なくとも一方向を向くよ
うに配列させてなる吸収体を備え、
　前記長尺状基体部における非肌対向面の表面にのみ前記吸水性ポリマーの粒子が固定さ
れており、
　前記吸水性ポリマーの粒子が液を吸収する前においては、該吸水性ポリマーの粒子が、
前記長尺状基体部の前記縦方向に沿う側縁部を越えて横方向にはみ出しておらず、且つ該
吸水性ポリマーの粒子が液を吸収して膨潤した状態においても、該吸水性ポリマーの粒子
が、該長尺状基体部の該縦方向に沿う側縁部を越えて膨潤しないようになされている吸収
性物品を提供するものである。
【０００８】
　また、本発明は、前記吸収性物品の好適な製造方法の一つとして、一方向に搬送される
親水性の長尺状基体部の基材シートの一方の面の表面に、その横方向に距離を隔てた複数
箇所に接着剤を塗布し、
　前記接着剤が塗布された前記長尺状基体部の前記基材シートを、前記搬送方向に沿って
搬送させた状態下、該長尺状基体部の前記基材シートにおける該接着剤が塗布された前記
一方の面の表面に、その横方向の全域にわたり吸水性ポリマーの粒子を散布し、
　前記吸水性ポリマーの粒子が散布された前記長尺状基体部の前記基材シートに、前記搬
送方向に沿って搬送させた状態下、該接着剤が塗布された箇所間の非塗布箇所において、
該搬送方向に沿って切り込みを入れて、細幅の複数条の長尺状基体部を得て、吸収体を製
造し、
　製造された吸収体における吸水性ポリマーの粒子が固定された前記一方の面側に裏面シ
ートを配置するとともに、吸水性ポリマーの粒子が固定されていない他方の面側に表面シ
ートを配置する工程を含む、吸収性物品の製造方法を提供するものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、排泄液が吸収性ユニット間の間隙を通じて透過することが可能なので
、排泄液が高粘度のものであっても吸収体を透過しやすい。吸収体を透過した排泄液は、
長尺状基体部の非肌対向面側に配置されている吸水性ポリマーの粒子によって吸収保持さ
れる。吸水性ポリマーの粒子によって吸収保持された排泄液は、長尺状基体部に阻止され
て逆戻りしづらい。このように本発明の吸収性物品によれば、排泄液が高粘度のものであ
っても、吸収速度が向上し、また液戻りが起こりにくくなる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本発明の吸収性物品の一実施形態を示す横方向に沿う断面の模式図であ
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る。
【図２】図２は、図１に示す吸収性物品における吸収体の斜視図である。
【図３】図３は、図１に示す吸収性物品における吸収体の別の実施形態の斜視図（図２相
当図）である。
【図４】図４は、図１に示す吸収性物品が液を吸収して、吸水性ポリマーの粒子が膨潤し
た状態を示す横方向に沿う断面の模式図である。
【図５】図５は、図１に示す吸収性物品の製造装置の一実施形態を示す概略図である。
【図６】図６は、図５に示す製造装置の備える基材シートカット部の概略斜視図である。
【図７】図７は、図１に示す吸収性物品の製造装置の別の一実施形態を示す概略図（図５
相当図）である。
【図８】図８は、本発明の吸収性物品における吸収体の別の実施形態を示す斜視図（図２
相当図）である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下本発明を、その好ましい実施形態に基づき説明する。本発明の吸収性物品は一般に
、尿、経血及び軟便等の排泄体液を吸収保持するために用いられるものである。吸収性物
品には、例えば使い捨ておむつ、生理用ナプキン及び失禁パッド等が包含されるが、これ
らに限定されるものではなく、人体から排出される液の吸収に用いられる物品を広く包含
するものである。
【００１２】
　吸収性物品は、典型的には、液保持性の吸収体と、該吸収体の肌対向面側に配された表
面シートと、該吸収体の非肌対向面側に配された裏面シートとを有している。表面シート
及び裏面シートとしては、当該技術分野において通常用いられている材料を特に制限なく
用いることができる。例えば、表面シートとしては、親水化処理が施された各種不織布や
開孔フィルム等の液透過性のシートを用いることができる。また、裏面シートとしては、
熱可塑性樹脂のフィルムや、該フィルムと不織布とのラミネート等の液透過性ないし撥水
性のシートを用いることができる。裏面シートは水蒸気透過性を有していてもよい。また
吸収性物品は、該吸収性物品の具体的な用途に応じた各種部材を更に具備していてもよい
。そのような部材は当業者に公知である。例えば吸収性物品を使い捨ておむつや生理用ナ
プキンに適用する場合には、表面シート上の左右両側部に一対又は二対以上の防漏カフを
配置することができる。なお、吸収性物品には、吸収体の肌対向面及び非肌対向面の少な
くとも一方に所謂サブレイヤーシートが配されていてもよい。サブレイヤーシートとは、
吸収体と表面シートとの間、又は吸収体と裏面シートとの間に配される液透過性のシート
のことである。
【００１３】
　図１には、本発明の吸収性物品の一実施形態を示す横方向に沿う断面が模式的に示され
ている。なお、以下の説明は、特に断らない限り、吸収性物品が液を吸収する前の状態に
基づくものである。同図に示す吸収性物品１０は吸収体１を備えている。吸収体１の肌対
向面側には表面シート１１が配置されている。一方、吸収体１の非肌対向面側には裏面シ
ート１２が配置されている。図２は、図１に示す吸収性物品１０における吸収体１の斜視
図である。
【００１４】
　吸収体１は、横方向と、該横方向よりも長さの長い縦方向と、厚み方向とを有する長尺
状基体部２、及び長尺状基体部２の表面に固定された吸水性ポリマーの粒子３（以下、単
に「吸水性ポリマー３」ともいう。）を備えた吸収性ユニット４を複数本具備し、各吸収
性ユニット４を、その縦方向が少なくとも一方向を向くように配列させて形成されている
。以下の説明においては、横方向をＸで表し、縦方向をＹで表し、厚み方向をＺで表す。
横方向Ｘと、縦方向Ｙと、厚み方向Ｚとは互いに直交している。長尺状基体部２の横方向
Ｘ、縦方向Ｙ及び厚み方向Ｚは、吸収性ユニット４の横方向Ｘ、縦方向Ｙ及び、厚み方向
Ｚと一致しており、本実施形態では図２に示すとおり、吸収体１の横方向Ｘ、縦方向Ｙ及
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び、厚み方向Ｚとも一致している。なお、吸収体１の縦方向Ｙは、吸収性物品１０を着用
したときの着用者の前後方向とも一致している。
【００１５】
　図２に示すとおり、吸収体１は、吸収性ユニット４の縦方向Ｙが吸収体１の縦方向Ｙを
向くように、該吸収性ユニット４を複数配列させて形成されている。吸収体１の横方向Ｘ
において隣り合う吸収性ユニット４，４間では、吸収性ユニット４の移動のしやすさの観
点から、介在物が非存在状態となっている。例えば、各吸収性ユニット４は介在物で包ま
れていない状態となっている。
【００１６】
　吸収体１の吸収性ユニット４は、縦方向Ｙに長い矩形状に形成されている。吸収性ユニ
ット４は、横方向Ｘの長さＬｘが、好ましくは０．３ｍｍ以上１０ｍｍ以下、より好まし
くは０．６ｍｍ以上２．０ｍｍ以下、更に好ましくは０．６ｍｍ以上１．８ｍｍ以下のも
のである。吸収性ユニット４の縦方向Ｙの長さＬｙは、横方向Ｘの長さＬｘに対して好ま
しくは２倍以上３５００倍以下、更に好ましくは１００倍以上７００倍以下になっている
。この倍率を満たすことを条件として、吸収性ユニット４の縦方向Ｙの長さＬｙは、好ま
しくは２０ｍｍ以上１０００ｍｍ以下、更に好ましくは２００ｍｍ以上４００ｍｍ以下に
なっている。このように吸収性ユニット４は、細長い形状をしている。
　本実施形態では長尺状基体部の側縁部に吸水性ポリマーの粒子３が固定されているので
、長尺状基体部幅Ｗ２に対しての吸収性ユニット４の横方向Ｘの長さＬｘの大小関係は、
好ましくは０μｍ＜（Ｌｘ－Ｗ２）＜１４００μｍであり、更に好ましくは２００μｍ＜
（Ｌｘ－Ｗ２）＜１０００μｍである。
【００１７】
　吸収体１は、本実施形態においては、使用前の状態において、縦方向Ｙに長い矩形状に
形成されている。吸収体１は、縦方向Ｙの長さが１００ｍｍ以上１０００ｍｍ以下程度の
ものであり、横方向Ｘの長さが５０ｍｍ以上３００ｍｍ以下程度のものである。
【００１８】
　図示していないが、吸収体１はコアラップシートを備えていてもよい。コアラップシー
トは、少なくとも一方向に向けて配列された吸収性ユニット４の少なくとも一部を被覆す
るように配置されることが好ましい。コアラップシートとしては、液透過性を有するシー
トが用いられる。そのようなシートとしては、例えば紙や親水性の不織布などが挙げられ
る。
【００１９】
　吸収体１は、少なくとも一方向を向くように吸収性ユニット４を複数本配列した吸収領
域ＡＴを有している。吸収領域ＡＴを含む吸収体１は、吸収性物品１０において、少なく
とも着用者の排泄部に対応する部位に配置されている。吸水性ポリマーの粒子３が固定さ
れた領域で液を吸収しやすくする観点から、吸収体１の平面視において、該吸収体１の全
体の面積に対する吸収領域ＡＴの面積の割合は、２０％以上であることが好ましく、５０
％以上であることが更に好ましく、そして、１００％以下であることが好ましく、９０％
以下であることが更に好ましい。具体的には、２０％以上１００％以下であることが好ま
しく、５０％以上９０％以下であることが更に好ましい。吸収領域ＡＴの割合が１００％
であるとは、例えば、吸収性ユニット４の縦方向Ｙが吸収体１の縦方向Ｙを向くように、
複数の吸収性ユニット４を吸収体１の横方向Ｘに並置させる場合には、吸収体１の縦方向
Ｙの両端部間にわたる全域に吸収性ユニット４が配されている形態を意味する。この場合
には、吸収性ユニット４はその縦方向Ｙが、吸収性物品１０の縦方向Ｙを向くように、吸
収領域ＡＴの縦方向Ｙの全域にわたって配列されている状態となる。あるいは、後述する
図８に示すとおり、吸収性ユニット４の縦方向Ｙが吸収体１の横方向Ｘを向くように、複
数の吸収性ユニット４を吸収体１の縦方向Ｙに並置させる場合には、吸収体１の縦方向Ｙ
に沿う両側部間にわたる全域に吸収性ユニット４が配されている形態を意味する。なお、
吸収体１を平面視したとき、吸収領域ＡＴ以外の領域が、後述する非スリット領域ＮＴと
なる。
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【００２０】
　吸収性ユニット４の縦方向Ｙを、吸収体１の縦方向Ｙを向くように配する場合、吸収性
ユニット４は、１枚の吸収体当たり、３本以上配されていることが好ましく、５０本以上
配されていることが更に好ましく、そして、１０００本以下配されていることが好ましく
、５００本以下配されていることが更に好ましい。具体的には、３本以上１０００本以下
配されていることが好ましく、５０本以上５００本以下配されていることが更に好ましい
。また、吸収性ユニット４の縦方向Ｙを、吸収体１の横方向Ｘを向くように配する場合、
吸収性ユニット４は、１枚の吸収体当たり、３本以上配されていることが好ましく、５０
本以上配されていることが更に好ましく、そして、３５００本以下配されていることが好
ましく、２０００本以下配されていることが更に好ましい。具体的には、３本以上３５０
０本以下配されていることが好ましく、５０本以上２０００本以下配されていることが更
に好ましい。吸収性ユニット４の数え方は、横方向Ｘにある直線をひいたとき、その直線
と交差する吸収性ユニットの数が最大となるときの本数と定義する。
【００２１】
　吸収体１は、製造時の搬送のしやすさの観点から、吸収性ユニット４の縦方向Ｙが、吸
収体１の縦方向Ｙに向くように複数配している形態であることが好ましい。特に、複数の
吸収性ユニット４が互いに交差しないように配されていることが好ましい。図１に示す吸
収体１は、均一な幅の長尺状基体部２を有する吸収性ユニット４を複数用い、吸収性ユニ
ット４の縦方向Ｙが吸収体１の縦方向Ｙに向くように、該吸収性ユニット４を配して形成
されている。
【００２２】
　吸収体１は、縦方向Ｙの両端部、又は縦方向Ｙに沿う両側部に、複数の長尺状基体部２
が横方向Ｘに繋がった非スリット領域ＮＴを備えていてもよい。例えば吸収体１は、図２
に示すとおり、縦方向Ｙの両端部に、横方向Ｘに沿って延びる非スリット領域ＮＴを備え
ている。すなわち、本実施形態の吸収体１においては、１枚の基材シートを具備しており
、該基材シートの縦方向（Ｙ方向）の両端部に非スリット領域ＮＴが設けられ、該非スリ
ット領域ＮＴの間に後述するカット工程によって形成された長尺状基体部が設けられてい
る。あるいは吸収体１は、図３に示すとおり、縦方向Ｙの両端部に、横方向Ｘに沿って延
びる非スリット領域ＮＴを備えているとともに、横方向Ｘの両側部に、縦方向Ｙに沿って
延びる非スリット領域を備えていてもよい。このような形態の吸収体１においては、吸収
性ユニット４はその縦方向Ｙが、吸収性物品１０の縦方向Ｙを向くように、吸収体１の縦
方向Ｙの中央域及び横方向Ｘの中央域に少なくとも配列されている。このような非スリッ
ト領域ＮＴを設けると、使用前の状態において、吸収体１のシート形状が維持されやすく
、構造が乱れ難くなるとともに、製造時に搬送しやすいという有利な効果が奏される。非
スリット領域ＮＴには、吸水性ポリマーの粒子３が配されていないことが好ましい。非ス
リット領域ＮＴに吸水性ポリマーの粒子３を配していなければ、吸収体１が液を吸収した
としても、非スリット領域ＮＴは吸水性ポリマーの粒子３の膨潤に起因する変形の影響を
受けないので、膨潤後の状態においても、吸収体１のシート形状が維持されやすく、構造
が乱れ難くなる。これとともに、吸水性ポリマーの粒子３が固定された領域では液が吸収
されやすい。これらの結果、吸収体１の全体で吸液性とシート形状の維持とのバランスを
取りやすいという利点が生じる。特に、長尺状基体部２における縦方向Ｙの両端部域にお
いて吸水性ポリマーの粒子３が配されていないと、上述した有利な各効果が一層顕著なも
のとなるので好ましい。とりわけ、長尺状基体部２における縦方向Ｙの両端部域及び横方
向Ｘの両側部域において吸水性ポリマーの粒子３が配されていないと、上述した有利な各
効果が更に一層顕著なものとなる。ここで、膨潤後の状態とは、２５℃に調温した生理食
塩水（０．９質量％塩化ナトリウム水溶液）中に６０分間吸収体１を浸漬した後の吸水性
ポリマーの粒子の状態を意味する。
【００２３】
　また吸収体１は、これを構成する長尺状基体部２が、該長尺状基体部２と肌対向面側に
おいて隣接する部材と接合されていることが、該長尺状基体部２を含む吸収性ユニット４
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どうしの間に安定的な間隙Ｓを形成し得る点から好ましい。この利点を一層顕著なものと
する観点から、長尺状基体部２と前記部材との接合位置は、吸収体１の横方向Ｘの中央域
又は縦方向Ｙの中央域であることが好ましい。前記部材としては、例えば、表面シート１
１若しくはサブレイヤーシート、又はその双方が挙げられる。なお、吸収体１がコアラッ
プシートを備えている場合、該長尺状基体部２が他の部材に固定されているとは、長尺状
基体部２がコアラップシートに固定されているとともに、コアラップシートが他の部材に
固定されていることを意味する。この場合、長尺状基体部２とコアラップシートとの固定
位置Ｆ１と、コアラップシートと他の部材との固定位置Ｆ２とは、同位置であってもよく
、あるいは異なる位置であってもよい。
【００２４】
　一方、吸収体１は、吸収性ユニット４が形成されている部位において、該吸収体を構成
する長尺状基体部２が、該長尺状基体部２と非肌対向面側において隣接する他の部材と非
接合状態になっていることが好ましい。こうすることで、長尺状基体部２の非肌対向面に
固定されている吸水性ポリマーの粒子３と、それよりも非肌対向面側に位置する部材との
間に摩擦が生じた場合であっても、その摩擦によって該吸水性ポリマーの粒子３が長尺状
基体部２から剥がれ落ちることが効果的に防止される。また、長尺状基体部２が非肌対向
面側において隣接する他の部材と非接合状態になっていることは、吸収性物品１０の曲げ
剛性を低下させ、該物品１０の装着状態での身体追従性を高める点からも有利である。長
尺状基体部２が非肌対向面側において隣接する他の部材としては、例えば裏面シート１２
が典型的なものとして挙げられる。なお、吸収体１がコアラップシートを備えている場合
、長尺状基体部２が他の部材と非接合状態になっているとは、長尺状基体部２とコアラッ
プシートとが非接合状態になっていることを意味し、コアラップシートとそれよりも非肌
対向面側に位置する部材とが接合状態になっているか、それとも非接合状態になっている
かは問わない。
【００２５】
　図１に示すとおり、吸収体１においては、長尺状基体部２における非肌対向面の表面に
のみ吸水性ポリマーの粒子３が固定されている。すなわち長尺状基体部２における裏面シ
ート１２との対向面の表面にのみ吸水性ポリマーの粒子３が固定されている。そして、長
尺状基体部２における肌対向面及び側面には吸水性ポリマーの粒子３が非存在状態又は吸
水性ポリマーの粒子３が固定されていない状態になっている。また、液を吸収する前の状
態の吸収体１においては、同図に示すとおり、隣り合う吸収性ユニット４を構成する長尺
状基体部２どうしの位置が、厚み方向Ｚにおいて概ね一致している。すなわち、各長尺状
基体部２は、概ね同一平面上に位置している。
【００２６】
　吸収体１においては、これを縦方向Ｙに沿って見たときに、縦方向Ｙのいずれの部位に
おいても吸水性ポリマーの粒子３が概ね均一に存在している。同様に、吸収体１を横方向
Ｘに沿って見たときに、横方向Ｘのいずれの部位においても吸水性ポリマーの粒子３が概
ね均一に存在している。このように、吸収体１においては縦方向Ｙ及び横方向Ｘを含むＸ
－Ｙ平面内において、吸水性ポリマーの粒子３が概ね均一に存在している。このような吸
水性ポリマーの粒子３の存在態様に代えて、吸収体１を横方向Ｘに沿って見たときに、中
央域と側部域とで吸水性ポリマー３の坪量に差を設けることができる。例えば中央域の吸
水性ポリマー３の坪量を、側部域の吸水性ポリマー３の坪量よりも高くすることができる
。逆に、中央域の吸水性ポリマー３の坪量を、側部域の吸水性ポリマー３の坪量よりも低
くすることもできる。この場合、中央域と側部域とでの吸水性ポリマー３の坪量の差は、
ステップ状に変化してもよく、あるいは連続的に変化（漸減又は漸増）してもよい。
　縦方向Ｙに関しても同様であり、中央域と端部域とで吸水性ポリマー３の坪量に差を設
けることができる。例えば吸収体１を縦方向Ｙに沿って見たときに、中央域の吸水性ポリ
マー３の坪量を、端部域の吸水性ポリマー３の坪量よりも高くすることができる。逆に、
中央域の吸水性ポリマー３の坪量を、端部域の吸水性ポリマー３の坪量よりも低くするこ
とができる。この場合、中央域と端部域とでの吸水性ポリマー３の坪量の差は、ステップ
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状に変化してもよく、あるいは連続的に変化（漸減又は漸増）してもよい。
【００２７】
　更に吸収体１においては、図１に示すとおり、吸水性ポリマーの粒子３が液を吸収する
前の状態で、吸水性ポリマーの粒子３が、長尺状基体部２の縦方向Ｙに沿う側縁部２ｓ，
２ｓを越えて横方向Ｘにはみ出していない。これに加えて、吸水性ポリマーの粒子３が液
を吸収する前の状態で、横方向Ｘに沿って隣り合う吸収性ユニット４どうしの間に間隙Ｓ
が生じている。この間隙Ｓの程度は、０．１ｍｍ以上であることが好ましく、０．５ｍｍ
以上であることが更に好ましい。また、５ｍｍ以下であることが好ましく、３ｍｍ以下で
あることが更に好ましい。例えば間隙Ｓの程度は、０．１ｍｍ以上５ｍｍ以下であること
が好ましく、０．５ｍｍ以上３ｍｍ以下であることが更に好ましい。
【００２８】
　一方、吸収体１においては、図４に示すとおり、吸水性ポリマーの粒子３が液を吸収し
た後においても、該吸水性ポリマーの粒子３が、長尺状基体部２の縦方向Ｙに沿う側縁部
２ｓ，２ｓを越えて膨潤しないようになされている。この目的のために、本実施形態では
、吸収体１の吸収性ユニット４において、長尺状基体部２と吸水性ポリマーの粒子３とを
、接着剤５を介して固定している。
【００２９】
　吸収体１において、吸収体１の幅Ｗ１に対する長尺状基体部２の幅Ｗ２の割合（Ｗ２／
Ｗ１）は、吸水性ポリマーの粒子３の長尺状基体部２への担持量、膨潤阻害、柔軟性、通
気性、吸収体１のシート形状の維持等の観点から、０．００１以上であることが好ましく
、０．００２以上であることが更に好ましく、そして、０．２００以下であることが好ま
しく、０．０４０以下であることが更に好ましい。具体的には、０．００１以上０．２０
０以下であることが好ましく、０．００２以上０．０４０以下であることが更に好ましい
。
　同様の観点から、長尺状基体部２の幅Ｗ２は、０．３ｍｍ以上であることが好ましく、
０．６ｍｍ以上であることが更に好ましく、そして、１０ｍｍ以下であることが好ましく
、２．０ｍｍ以下であることがより好ましく、１．８ｍｍ以下であることが更に好ましい
。具体的には、長尺状基体部２の幅Ｗ２は、０．３ｍｍ以上１０ｍｍ以下であることが好
ましく、０．６ｍｍ以上２．０ｍｍ以下であることがより好ましく、０．６ｍｍ以上１．
８ｍｍ以下であることが更に好ましい。長尺状基体部２の幅Ｗ２とは、縦方向Ｙに沿う長
尺状基体部２の両側縁部間の距離のことである。吸収体１の幅Ｗ１とは、縦方向Ｙに沿う
吸収体１の両側縁部間の距離のことである。
【００３０】
　吸収性ユニット４を構成する長尺状基体部２（基材シート）は、親水性のものであるか
、又は疎水性のものである。隣り合う吸収性ユニット４，４間に生じる間隙Ｓを通じて透
過してきた液が、着用者の体圧によって逆戻りすることを防止する観点から、疎水性のシ
ートからなることが更に好ましい。親水性シートとは、構成繊維１本の接触角が９０°未
満、又は繊維材料でないシートの場合は、その表面の接触角が９０°未満のものと定義さ
れる。なお、測定方法は下記方法に則る。親水性シートとしては、例えば親水性材料を含
んで構成されるシート状物を用いることができる。その例としては、親水性繊維を含んで
構成される繊維シートである紙、不織布、織布、編み物地などが挙げられる。また、親水
性樹脂を含んで構成される発泡体などが挙げられる。これらの親水性シートは単独で用い
ることができ、あるいは２種以上を組み合わせて用いることもできる。一方、疎水性のシ
ートとは、構成繊維１本の接触角が９０°以上、又は繊維材料でないシートの場合は、そ
の表面の接触角が９０°以上のものと定義される。なお、測定方法は下記方法に則る。疎
水性シートとしては、例えば疎水性材料を含んで構成されるシート状物を用いることがで
きる。その例としては、疎水性繊維を含んで構成される繊維シートである不織布などが挙
げられる。また、疎水性樹脂を含んで構成される発泡体などが挙げられる。これらの疎水
性シートは単独で用いることができ、あるいは２種以上を組み合わせて用いることもでき
る。これらの疎水性シートのうち、薄くても引っ張り強度が比較的高く、また薄くて柔軟
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性が高い観点から、疎水性樹脂を含有する繊維を構成繊維として含む不織布が好ましく用
いられる。不織布の坪量は、５ｇ／ｍ２以上４０ｇ／ｍ２以下であることが好ましく、１
０ｇ／ｍ２以上３０ｇ／ｍ２以下であることが更に好ましい。疎水性不織布としては、例
えばポリエチレンやポリプロピレン等のポリオレフィン系樹脂を構成繊維とするスパンボ
ンド不織布、メルトブローン不織布、スパンレース不織布、エアスルー不織布など、当該
技術分野において公知のものを特に制限なく用いることができる。
【００３１】
＜長尺状基体部の親水度の測定方法＞
　長尺状基体部を形成するシートの構成繊維に対する水の接触角、又は長尺状基体部の表
面に対する水の接触角は次の方法で測定される。測定装置として、協和界面科学株式会社
製の自動接触角計ＭＣＡ－Ｊを用いる。接触角測定には蒸留水を用いる。インクジェット
方式水滴吐出部（クラスターテクノロジー社製、吐出部孔径が２５μｍのパルスインジェ
クターＣＴＣ－２５）から吐出される液量を２０ピコリットルに設定して、水滴を、構成
繊維の真上に滴下する。滴下の様子を水平に設置されたカメラに接続された高速度録画装
置に録画する。録画装置は後に画像解析や画像解析をする観点から、高速度キャプチャー
装置が組み込まれたパーソナルコンピュータが望ましい。本測定では、１７ｍｓｅｃ毎に
、画像が録画される。録画された映像において、不織布の肌対向面或いは非肌対向面を形
成する構成繊維に水滴が着滴した最初の画像を、付属ソフトウエアＦＡＭＡＳ（ソフトウ
エアのバージョンは２．６．２、解析手法は液滴法、解析方法はθ／２法、画像処理アル
ゴリズムは無反射、画像処理イメージモードはフレーム、スレッシホールドレベルは２０
０、曲率補正はしない、とする）にて画像解析を行い、水滴の空気に触れる面と構成繊維
のなす角を算出し、接触角とする。
　なお、長尺状基体部が不織布である場合、測定用サンプル（不織布から取り出して得ら
れる構成繊維）は、不織布の構成繊維を最表層から繊維長１ｍｍで裁断し、該構成繊維を
接触角計のサンプル台に載せて、水平に維持し、該構成繊維１本につき異なる２箇所の接
触角を測定する。前述の各部位において、Ｎ＝５本の接触角を小数点以下１桁まで計測し
、合計１０箇所の測定値を平均した値（小数点以下第２桁で四捨五入）を各々の接触角と
定義する。
【００３２】
　長尺状基体部２はその通気度が、吸収体１よりも肌対向面側に位置するシート部材の通
気度よりも低くなっていることが好ましい。シートの通気度は、そのシートの液透過性の
尺度になるものであるところ、長尺状基体部２の通気度が、吸収体１よりも肌対向面側に
位置するシート部材の通気度よりも低くなっていることは、長尺状基体部２の液透過性に
比べて、吸収体１よりも肌対向面側に位置するシート部材の液透過性の方が高いことを意
味する。こうすることで、肌対向面側に排泄された液が吸収体１まで素早く到達するよう
になる。特に、液が経血や軟便などの高粘度のものであっても、それらの透過性が良好に
なる。なお、吸収体１よりも肌対向面側に２枚以上のシート部材が位置する場合には、そ
れらのうちの少なくとも１枚のシート部材の通気度の方が、長尺状基体部２の通気度より
も高ければよい。好ましくは、吸収体１よりも肌対向面側に位置するすべてのシート部材
が、長尺状基体部２の通気度よりも高くなっている。
【００３３】
　長尺状基体部２の表面に固定される吸水性ポリマー３としては、吸収性物品の技術分野
において従来用いられている各種のものを用いることができる。例えば、ポリアクリル酸
ソーダ、（アクリル酸－ビニルアルコール）共重合体、ポリアクリル酸ソーダ架橋体、（
デンプン－アクリル酸）グラフト重合体、（イソブチレン－無水マレイン酸）共重合体及
びそのケン化物、ポリアクリル酸カリウム、並びにポリアクリル酸セシウム等が挙げられ
、これらの１種を単独で又は２種以上を混合して用いることができる。吸水性ポリマーの
粒子３としては、その形状の違いから、不定形タイプ、塊状タイプ、俵状タイプ、球粒凝
集タイプ、球状タイプ等があるが、いずれのタイプも用いることができる。
【００３４】
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　長尺状基体部２の表面に固定される吸水性ポリマー３は、その坪量が、２０ｇ／ｍ２以
上であることが好ましく、５０ｇ／ｍ２以上であることが更に好ましい。また、４００ｇ
／ｍ２以下であることが好ましく、３００ｇ／ｍ２以下であることが更に好ましい。例え
ば吸水性ポリマー３の坪量は、２０ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２以下であることが好まし
く、５０ｇ／ｍ２以上３００ｇ／ｍ２以下であることが更に好ましい。この範囲の坪量で
吸水性ポリマーの粒子３を固定させることで、十分な吸水性能が得られる。
【００３５】
　長尺状基体部２における非肌対向面側に固定されている吸水性ポリマー３の坪量は以下
の方法によって測定する。
＜長尺状基体部２における非肌対向面側に固定されている吸水性ポリマー３の坪量の測定
方法＞
　長尺状基体部２における非肌対向面側に固定されている吸水性ポリマーを、溶剤等を用
いて長尺状基体部２から剥離させ、吸水性ポリマーに付着している接着剤を洗浄する。吸
水性ポリマーを乾燥させたのち、非肌対向面側に固定されていた吸水性ポリマーの重量を
測定し、吸水性ポリマーが固定されていた部分の長尺状基体部２の面積と剥離した吸水性
ポリマーの重量から、単位面積当たりに固定されていた吸水性ポリマーの重量を算出し、
非肌対向面側の吸水性ポリマーの坪量とする。測定は５枚行い平均値を算出する。
【００３６】
　吸水性ポリマーの粒子３を長尺状基体部２の表面に固定させる方法としては、例えば接
着剤を用いる方法や、水素結合等を利用して化学的に固定させる方法がある。また、長尺
状基体部２が不織布、織布又は編み物地などの繊維シートである場合には、その構成繊維
を起毛させ、起毛した構成繊維の間で吸水性ポリマーの粒子３を固定させる方法を採用す
ることもできる。図１に示す吸収体１においては、接着剤５が用いられている。すなわち
、吸収体１の吸水性ポリマーの粒子３は、接着剤５を介して長尺状基体部２の表面に固定
されている。このように接着剤５を介して吸水性ポリマーの粒子３が長尺状基体部２の表
面に固定されていると、吸収体１の使用前の状態又は膨潤後の状態において、吸水性ポリ
マーの粒子３が脱落し難くなるので、接着剤５が好ましく用いられる。
【００３７】
　接着剤５としては、例えば、ホットメルト型接着剤が好ましく用いられる。ホットメル
ト型接着剤としては、スチレン系やオレフィン系のホットメルト型接着剤が挙げられる。
スチレン系ホットメルト接着剤としては、スチレン－ブタジエン－スチレン共重合体（Ｓ
ＢＳ）、スチレン－イソプレン－スチレン共重合体（ＳＩＳ）、ＳＢＳの水素添加物であ
るスチレン－エチレン－ブチレン－スチレン共重合体（ＳＥＢＳ）、及びこれらの２種以
上をブレンドしたブレンド系ホットメルト型接着剤を使用することができる。これらの中
でも、タック力と凝集力のバランスが取りやすい観点から、特にＳＩＳとＳＢＳとのブレ
ンド系ホットメルト型接着剤、又はＳＩＳとＳＥＢＳのブレンド系ホットメルト型接着剤
が好ましく用いられる。ホットメルト型接着剤の塗布量は、０．５ｇ／ｍ２以上１００ｇ
／ｍ２以下であることが好ましく、５ｇ／ｍ２以上５０ｇ／ｍ２以下であることが更に好
ましい。
【００３８】
　以上の構成を有する本実施形態の吸収性物品１０では、排泄液が、隣り合う吸収性ユニ
ット４間の間隙を通じて透過することが可能なので、排泄液が高粘度のものであっても吸
収体１を透過しやすい。その上、吸水性ポリマーの粒子が液を吸収する前後のいずれの状
態においても、吸水性ポリマーの粒子３が、長尺状基体部２の縦方向Ｙに沿う側縁部２ｓ
，２ｓを越えて横方向Ｘにはみ出していないので、このことによっても厚み方向Ｚに沿う
液の透過が妨げられにくい。特に、吸水性ポリマーの粒子３が液を吸収した後に、該吸水
性ポリマーの粒子３が、長尺状基体部２の側縁部２ｓ，２ｓを越えて膨潤した場合にはゲ
ルブロッキングが起こりやすいところ、本実施形態の吸収性物品１０では、そのようなゲ
ルブロッキングの発生が効果的に抑制される。吸収体１を透過した排泄液は、長尺状基体
部２の非肌対向面側に配置されている吸水性ポリマーの粒子３によって吸収保持される。
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吸水性ポリマーの粒子３によって吸収保持された排泄液は、長尺状基体部２に阻止されて
肌対向面側に逆戻りしづらい。特に、長尺状基体部２が疎水性のものである場合、逆戻り
の防止の効果が一層高くなる。このように本発明の吸収性物品によれば、排泄液が高粘度
のものであっても、吸収速度が向上し、また液戻りが起こりにくくなる。
【００３９】
　吸水性ポリマーの粒子３が液を吸収した後においては、図４に示すとおり、隣り合う吸
収性ユニット４を構成する長尺状基体部２，２どうしの位置が、厚み方向Ｚにおいて異な
るように吸収性ユニット４が移動しやすい。ここで、「厚み方向Ｚにおいて異なる」とは
、例えば上下にずれる場合や斜めにずれる場合、あるいはその両方が起こる場合等がある
。この移動は、吸水性ポリマーの粒子３の膨潤による体積増加に起因している。この移動
には、厚み方向Ｚに沿う長尺状基体部２の平行移動、及び厚み方向Ｚに対しての長尺状基
体部２の傾斜の双方が含まれる。この移動に起因して、吸水性ポリマーの粒子３が液を吸
収した後においても、隣り合う吸収性ユニット４間に間隙Ｓが維持されやすい。このこと
によってもゲルブロッキングの発生が効果的に抑制され、また厚み方向Ｚに沿う液の透過
が妨げられにくくなる。
【００４０】
　液の吸収によって、吸収性ユニット４，４を厚み方向Ｚに沿って自由に動かしやすくし
、吸水性ポリマーの粒子３の膨潤阻害を一層起こし難くする観点から、液を吸収する前の
状態の吸水性ポリマーの粒子３の平均粒子径ｄ１は、２０μｍ以上であることが好ましく
、２００μｍ以上であることが更に好ましく、そして、７００μｍ以下であることが好ま
しく、５００μｍ以下であることが更に好ましい。具体的には、２０μｍ以上７００μｍ
以下であることが好ましく、２００μｍ以上５００μｍ以下であることが更に好ましい。
一方、液を吸収した膨潤した状態の吸水性ポリマーの粒子３の平均粒子径ｄ２は、２００
μｍ以上であることが好ましく、８００μｍ以上であることが更に好ましく、そして、３
０００μｍ以下であることが好ましく、２０００μｍ以下であることが更に好ましい。具
体的には、２００μｍ以上３０００μｍ以下であることが好ましく、８００μｍ以上２０
００μｍ以下であることが更に好ましい。吸水性ポリマーの粒子３の平均粒子径は、以下
の測定方法により求められる。
【００４１】
　＜液を吸収する前の状態の吸水性ポリマーの粒子の平均粒子径ｄ１の測定方法＞
　使用前の状態における平均粒子径ｄ１は、使用前の吸水性ポリマーの粒子を用い、吸水
性ポリマーの粒子の直径もしくは長軸を光学顕微鏡観察で測定した。ここで言う直径とは
、吸水性ポリマーの粒子が球状の場合の直径を指す。また、長軸とは、吸水性ポリマーの
粒子がひし形、長方形、房状、フットボール型などの異型状の場合の最も長い軸を指す。
計５０個の吸水性ポリマーの粒子の直径又は長軸を測定し、その数平均粒子径を使用前の
状態の吸水性ポリマーの粒子の平均粒子径とする。
【００４２】
　＜液を吸収した後の状態の吸水性ポリマーの粒子の平均粒子径ｄ２の測定方法＞
　膨潤後の状態における平均粒子径ｄ２は、吸水性ポリマーの粒子が固定された長尺状基
体部２を２５℃に調温した生理食塩水（０．９質量％塩化ナトリウム水溶液）中に浸漬さ
せ、浸漬開始から１時間後に長尺状基体部２を生理食塩水から取り出し、３０分間垂直状
態に吊るして水切りした後、長尺状基体部２の表面の吸水性ポリマーの粒子の直径もしく
は長軸を光学顕微鏡観察で測定した。ここで言う直径とは、吸水性ポリマーの粒子が球状
の場合の直径を指す。また、長軸とは、吸水性ポリマーの粒子がひし形、長方形、房状、
フットボール型などの異型状の場合の最も長い軸を指す。計５０個の吸水性ポリマーの粒
子の直径もしくは長軸を測定し、その数平均粒子径を膨潤後の状態の吸水性ポリマーの粒
子の平均粒子径とする。
【００４３】
　また、液の吸収によって吸収性ユニット４，４を厚み方向Ｚに沿って自由に動かしやす
くする観点から、長尺状基体部２の幅Ｗ２と、液を吸収する前の状態の吸水性ポリマーの
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粒子の平均粒子径ｄ１との関係は、ｄ１／Ｗ２の値が０．００２以上であることが好まし
く、０．１００以上であることが更に好ましい。また０．９００以下であることが好まし
く、０．８００以下であることが更に好ましい。例えばｄ１／Ｗ２の値は、０．００２以
上０．９００以下であることが好ましく、０．１００以上０．８００以下であることが更
に好ましい。一方、長尺状基体部２の幅Ｗ２と、液を吸収した後の状態の吸水性ポリマー
の粒子の平均粒子径ｄ２との関係は、ｄ２／Ｗ２の値が０．０２以上であることが好まし
く、０．４５以上であることが更に好ましい。また０．９０以下であることが好ましく、
０．８０以下であることが更に好ましい。例えばｄ２／Ｗ２の値は、０．０２以上０．９
０以下であることが好ましく、０．４５以上０．８０以下であることが更に好ましい。
【００４４】
　次に、本実施形態の吸収性物品１０の製造方法の好ましい一実施形態を、図５を参照し
て説明する。図５には、本実施形態の吸収性物品１０の製造方法に好ましく用いられる製
造装置１００が示されている。本実施形態の製造装置１００は、製造工程の上流側から下
流側に向けて、接着剤塗布部１２０、吸水性ポリマー散布部１３０及び基材シートカット
部１１０を、この順で備えている。なお、図５に示す製造装置１００においては、接着剤
塗布部１２０及び吸水性ポリマー散布部１３０が一体化した装置を用いているが、接着剤
塗布部１２０及び吸水性ポリマー散布部１３０が一体化していなくてもよい。前記一体化
した装置は、該装置における上流側に接着剤塗布部１２０が配され、該一体化した装置に
おける下流側に吸水性ポリマー散布部１３０が配された構成となっている。
【００４５】
　接着剤塗布部１２０は、複数の長尺状基体部２を、搬送方向に沿って搬送させた状態下
、各長尺状基体部２における一方の面の表面の横方向Ｘに距離を隔てた複数箇所に接着剤
を塗布する部分である。本実施形態の製造装置１００においては、図５に示すとおり、塗
布ヘッド１２１が備えられている。塗布ヘッド１２１としては、一方向に搬送される基材
シート２０の一方の面の表面に、横方向Ｘに距離を隔てた複数箇所から接着剤５を塗布す
ることが可能な構造を有する塗布ヘッド１２１を用いることができる。塗布ヘッド１２１
は、Ｘ１方向においては、吸収体１の吸収領域ＡＴの幅、すなわち横方向Ｘの長さに対応
する長さを有するように形成されている。このように構成された塗布ヘッド１２１が、長
尺状基体部２の一方の面の上に配置されている。
【００４６】
　接着剤塗布部１２０の下流側に位置する吸水性ポリマー散布部１３０は、接着剤が塗布
された長尺状基体部２を、搬送方向に沿って搬送させた状態下、各長尺状基体部２におけ
る該接着剤が塗布された一方の面の表面の横方向Ｘの全域にわたり吸水性ポリマーの粒子
３を散布する部分である。本実施形態の製造装置１００においては、図５に示すとおり、
吸水性ポリマー導入部１３１が備えられている。吸水性ポリマー導入部１３１には、各種
公知の導入装置を特に制限なく用いることができる。吸水性ポリマー導入部１３１は、Ｘ
１方向においては、吸収体１の吸収領域ＡＴの幅、すなわち横方向Ｘの長さに対応する長
さを有するように形成されている。また、吸水性ポリマー導入部１３１は、長尺状基体部
２の横方向Ｘの全域にわたり吸水性ポリマーの粒子３を散布できるようにするため、方向
Ｘ１に沿って吸水性ポリマーの粒子３を散布することが可能な構造を有している。このよ
うに構成された吸水性ポリマー導入部１３１が、長尺状基体部２の一方の面の上に配置さ
れている。
【００４７】
　吸水性ポリマー散布部１３０の下流側に位置する基材シートカット部１１０は、長尺状
基体部２の原料である、親水性を有する帯状の基材シート２０に、その搬送方向に沿う複
数条の切り込みを入れて、細幅の複数条の長尺状基体部２を得る部分である。基材シート
２０に複数条の切り込みを入れるためには、各種公知のカット装置を特に制限なく用いる
ことができる。本実施形態の製造装置１００においては、図５に示すように、周面に複数
のカッター刃１１１ａ，１１１ａ，１１１ａ・・・が配されたロータリーダイ１１１ｂと
、ロータリーダイ１１１ｂに対向配置された、周面が平坦な受けロール１１２とを備えた
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カット装置１１３を用いている。カット装置１１３の各カッター刃１１１ａは、ロータリ
ーダイ１１１ｂの回転方向に沿って配されており、複数のカッター刃１１１ａ，１１１ａ
，１１１ａ・・・は、それぞれ、帯状の基材シート２０の搬送方向Ｙ１に直交する方向Ｘ
１に並んで配置されている。直交する方向Ｘ１に隣り合うカッター刃１１１ａ，１１１ａ
どうしの間隔は、形成される各長尺状基体部２の幅（横方向（Ｘ方向）の長さ）に対応し
ている。ここで、基材シート２０の搬送方向Ｙ１は、製造される吸収体１の縦方向（Ｙ方
向）に対応しており、直交する方向Ｘ１は、製造される吸収体１の横方向（Ｘ方向）に対
応している。なお、基材シート２０のカットには、上刃と下刃の側面を擦り合わせて切断
するシェアカット方式のカット装置を用いてもよく、複数のスコアカットナイフを直交す
る方向Ｘ１に並置した装置でもよく、レーザー光を照射して溶断するレーザー装置を用い
てもよい。
【００４８】
　図２に示す吸収体１のように、吸収体１が、縦方向Ｙの両端部に非スリット領域ＮＴを
備えている場合には、例えば図６に示すように、各カッター刃１１１ａの周面に、凹部１
１４を形成するようにすればよい。回転するカッター刃１１１ａの外周における凹部１１
４部分の円弧の長さは、図２に示す吸収体１の両端部に配置される非スリット領域ＮＴの
縦方向（Ｙ方向）の長さの合計と等しい長さに対応するようにする。このような凹部１１
４を備える複数のカッター刃１１１ａ，１１１ａ，１１１ａ・・・を用意し、Ｘ１方向に
隣り合うカッター刃１１１ａの凹部１１４，１１４どうしの位置を合わせて配置したロー
タリーダイ１１１ｂを用いればよい。尚、回転するカッター刃１１１ａの外周における凹
部１１４を除く部分の円弧の長さが、図２に示す吸収体１の有する長尺状基体部２の縦方
向Ｙの長さに対応している。また、吸収体１が、縦方向Ｙに沿う両側部に非スリット領域
ＮＴを備えている場合には、該非スリット領域ＮＴに対応する位置にカッター刃１１１ａ
を配しないようにすればよい。
【００４９】
　図５に示す製造装置１００においては、接着剤塗布部１２０及び吸水性ポリマー散布部
１３０が一体化した装置に対向する位置であって、搬送される複数本の長尺状基体部２の
下面側（他方の面側）に、バキュームコンベア１４１が配されている。バキュームコンベ
ア１４１は、駆動ロール１４２及び複数の従動ロール１４３に架け渡された無端状の通気
性ベルト１４４と、通気性ベルト１４４を挟んで前記一体化した装置に対向する位置に配
されたバキュームボックス１４５とを備えている。バキュームコンベア１４１上には、複
数条の長尺状基体部２が導入されるようになっている。
【００５０】
　図５に示す製造装置１００においては、帯状の基材シート２０の原反ロールから基材シ
ート２０を繰り出す駆動ロール１５１と、最も下流側に、製造された吸収体１の前駆体１
ｂを搬送する駆動ロール１５２とを備えている。
【００５１】
　前述した製造装置１００を用いて、吸収体１を含む吸収性物品を製造する方法について
以下に説明する。この製造方法は、以下の工程を含むものである。
　（イ）一方向に搬送される基材シートの一方の面の表面に、その横方向に距離を隔てた
複数箇所に接着剤を塗布する工程。
　（ロ）前記接着剤が塗布された基材シートを、搬送方向に沿って搬送させた状態下、該
基材シートにおける該接着剤が塗布された一方の面の表面に、その横方向の全域にわたり
吸水性ポリマーの粒子を散布する工程。
　（ハ）前記吸水性ポリマーの粒子が散布された前記基材シートに、前記搬送方向に沿っ
て搬送させた状態下、該接着剤が塗布された箇所間の非塗布箇所において、該搬送方向に
沿って切り込みを入れて、細幅の複数条の長尺状基体部を得て、吸収体を製造する工程。
　以下、それぞれの工程について説明する。
【００５２】
　先ず、（イ）の工程の実施に先立ち、バキュームボックス１４５内を、それに接続され



(14) JP 6170977 B2 2017.7.26

10

20

30

40

50

た排気装置を作動させて負圧にする。次いで、駆動ロール１５１及び駆動ロール１５２を
駆動させ、カット装置１１３及び通気性ベルト１４４を回転させ、バキュームコンベア１
４１を作動させる。そして、駆動ロール１５１により帯状の基材シート２０の原反ロール
から基材シート２０を繰り出す。
　（イ）の工程においては、原反ロールから繰り出された基材シート２０の一方の面の表
面に横方向に距離を隔てた複数箇所に接着剤５を塗布する。基材シート２０は、バキュー
ムコンベア１４１で搬送されながら、バキュームボックス１４５上に位置する間に、接着
剤塗布部１２０の塗布ヘッド１２１によって、該基材シート２０の一方の面の表面に、非
カット部ＮＴｂを除いて、搬送方向Ｙ１に沿って間欠的に接着剤５が塗布される。
　このとき、横方向Ｘに距離を隔てた複数箇所に接着剤５を塗布することが重要である。
このような塗布形態を採用することで、吸収体１は、液を吸収する前後のいずれの状態に
おいても、吸水性ポリマーの粒子３が、長尺状基体部２の側縁部２ｓを越えて横方向Ｘに
はみ出さないようになる。散布された吸水性ポリマーの粒子３は、長尺状基体部２の一方
の面の表面に塗布された接着剤５を介して長尺状基体部２の一方の面の表面に確実に固定
される。
　（イ）の工程を行うには、一方向に搬送される基材シート２０の一方の面の表面に、横
方向Ｘに距離を隔てた複数箇所から接着剤５を塗布することが可能な構造を有する塗布ヘ
ッド１２１を用いればよい。
【００５３】
　（イ）の工程に引き続く（ロ）の工程においては、基材シート２０の面のうち、接着剤
５が塗布された一方の面の表面に、横方向Ｘの全域にわたり吸水性ポリマーの粒子３が散
布される。基材シート２０はバキュームコンベア１４１で搬送され、バキュームボックス
１４５上に位置する間に、接着剤５が塗布された一方の面の表面に、搬送方向Ｙ１に沿っ
て吸水性ポリマーの粒子３が散布される。ただし、非カット部ＮＴｂには吸水性ポリマー
の粒子３は散布されない。
　このように吸水性ポリマーの粒子３を散布することにより、接着剤５を介して吸水性ポ
リマーの粒子３が長尺状基体部２の一方の面（上面）の表面に固定された吸収性ユニット
４を複数本形成する。このように形成された複数本の吸収性ユニット４は、それぞれの縦
方向（Ｙ方向）が、搬送方向Ｙ１を向くように配列しており、吸収体１の前駆体１ｂを形
成するようになる。
【００５４】
　次いで、（ハ）の工程において、吸水性ポリマーの粒子３が散布された基材シート２０
を、基材シートカット部１１０のカット装置１１３におけるロータリーダイ１１１ｂの複
数のカッター刃１１１ａと受けロール１１２との間に供給し、搬送方向Ｙ１に沿って切り
込みを入れて、細幅の複数の長尺状基体部２及び該長尺状基体部２の表面に固定された吸
水性ポリマーの粒子３を有する複数の吸収性ユニット４を得る。切り込みを入れる箇所は
、基材シート２０を搬送方向Ｙ１に沿って搬送させた状態下、接着剤が塗布された箇所間
の非塗布箇所とする。これによって得られた各吸収性ユニット４においては、その横方向
Ｘの中心域の位置に、縦方向Ｙに沿って吸水性ポリマーの粒子３が固定された状態となっ
ている。このようにして、吸水性ポリマーの粒子３が長尺状基体部２の一方の面の表面に
のみ固定された吸収性ユニット４が複数形成される。このようにして形成された複数の吸
収性ユニット４は、それぞれの縦方向Ｙが、搬送方向Ｙ１を向くように配列しており、吸
収体１の前駆体１ｂを形成する。
【００５５】
　本実施態様においては、図５に示すように、ロータリーダイ１１１ｂの回転方向に配さ
れた複数のカッター刃１１１ａが、それぞれ、帯状の基材シート２０の搬送方向Ｙ１に直
交する方向Ｘ１に並んで配置されているので、帯状の基材シート２０を、基材シート２０
の搬送方向Ｙ１に沿ってカットし、且つ直交する方向Ｘ１に複数箇所カットして複数の吸
収性ユニット４を形成する。また、カッター刃１１１ａでカットされた部分が吸収性ユニ
ット４の側縁部２ｓとなる。
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【００５６】
　また、本実施態様においては、複数のカッター刃１１１ａが、それぞれ、凹部１１４を
有しているので、搬送される帯状の基材シート２０に、吸収性ユニット４の縦方向Ｙの長
さ分を空けて、間欠的に、非スリット領域ＮＴの縦方向Ｙの長さの２倍の長さ分に対応す
る非カット部ＮＴｂが形成される。カット工程にて形成された複数の吸収性ユニット４は
、搬送方向Ｙ１に平行に形成されており、直交する方向Ｘ１に並置して配されている。
【００５７】
　次いで、吸収体１の前駆体１ｂを駆動ロール１５２によって下流側に搬送し、公知の切
断装置（図示せず）を用いて、該前駆体１ｂを、非カット部ＮＴｂの搬送方向Ｙ１の長さ
の二等分の位置毎に切断する。これによって、縦方向Ｙの両端部に、横方向Ｘに沿って延
びる非スリット領域ＮＴを有する吸収体１が連続して製造される。このように、本製造装
置１００及びそれを用いた本製造方法によれば、吸収体１を安定的に効率良く製造するこ
とができる。その後は、公知の工程に従い、吸収体１における吸水性ポリマーの粒子３が
固定された一方の面側に裏面シートを配置するとともに、吸水性ポリマーの粒子３が固定
されていない他方の面側に表面シートを配置し、更に必要に応じその他の部材を配置する
ことで、目的とする吸収性物品が得られる。
【００５８】
　前記の（イ）ないし（ハ）の工程を備えた製造方法の変形例として、以下の（イ’）な
いし（ハ’）の工程を有する方法を採用することもできる。
　（イ’）一方向に搬送される親水性の基材シートの一方の面の表面に、その横方向の全
域にわたり接着剤を塗布する工程。
　（ロ’）前記接着剤が塗布された前記基材シートを、前記搬送方向に沿って搬送させた
状態下、該基材シートにおける該接着剤が塗布された一方の面の表面に、その横方向に距
離を隔てた複数箇所に吸水性ポリマーの粒子を散布する工程。
　（ハ’）前記吸水性ポリマーの粒子が散布された前記基材シートに、前記搬送方向に沿
って搬送させた状態下、該吸水性ポリマーの粒子が散布された箇所間の非散布箇所におい
て、該搬送方向に沿って切り込みを入れて、細幅の複数条の長尺状基体部を得て、吸収体
を製造する工程。
【００５９】
　（イ’）の工程においては、基材シート２０の一方の面の表面に、接着剤５を基材シー
ト２０における横方向Ｘの全域にわたって塗布する。基材シート２０は、バキュームコン
ベア１４１で搬送されながら、バキュームボックス１４５上に位置する間に、接着剤塗布
部１２０の塗布ヘッド１２１によって、該基材シート２０の一方の面の表面に、非カット
部ＮＴｂを除いて、搬送方向Ｙ１に沿って間欠的に接着剤５が塗布される。
【００６０】
　（イ’）の工程に引き続く（ロ’）の工程においては、基材シート２０の面のうち、接
着剤５が塗布された一方の面の表面に、横方向に距離を隔てた複数箇所に吸水性ポリマー
の粒子３を散布する。基材シート２０はバキュームコンベア１４１で搬送され、バキュー
ムボックス１４５上に位置する間に、接着剤５が塗布された面に、搬送方向Ｙ１に沿って
吸水性ポリマーの粒子３が散布される。ただし、非カット部ＮＴｂには吸水性ポリマーの
粒子３は散布されない。
　このとき、基材シート２０における接着剤５が塗布された一方の面の表面に、横方向Ｘ
に距離を隔てた複数箇所に吸水性ポリマーの粒子３を散布することが重要である。このよ
うな散布形態を採用することで、吸収体１は、液を吸収する前後のいずれの状態において
も、吸水性ポリマーの粒子３が、長尺状基体部２の側縁部２ｓを越えて横方向Ｘにはみ出
さないようになる。散布された吸水性ポリマーの粒子３は、長尺状基体部２の一方の面の
表面に塗布された接着剤５を介して長尺状基体部２に確実に固定される。
　この（ロ’）の工程を行うには、一方向に搬送される基材シート２０の一方の面の表面
に、横方向Ｘに距離を隔てた複数箇所から吸水性ポリマーの粒子３を塗布することが可能
な構造を有する吸水性ポリマー散布部１３０を用いればよい。



(16) JP 6170977 B2 2017.7.26

10

20

30

40

50

【００６１】
　次いで、（ハ’）の工程において、吸水性ポリマーの粒子３が散布された基材シート２
０に、搬送方向Ｙ１に沿って切り込みを入れて、細幅の複数の長尺状基体部２及び該長尺
状基体部２に固定された吸水性ポリマーの粒子３を有する複数の吸収性ユニット４を得る
。切り込みを入れる箇所は、基材シート２０を搬送方向Ｙ１に沿って搬送させた状態下、
吸水性ポリマーの粒子３が散布された箇所間の非散布箇所とする。これによって得られた
各吸収性ユニット４においては、その横方向Ｘの中心域の位置に、縦方向Ｙに沿って吸水
性ポリマーの粒子３が固定された状態となっている。このようにして、吸水性ポリマーの
粒子３が長尺状基体部２の一方の面の表面にのみ固定された吸収性ユニット４が複数形成
される。このようにして形成された複数の吸収性ユニット４は、それぞれの縦方向Ｙが、
搬送方向Ｙ１を向くように配列しており、吸収体１の前駆体１ｂを形成する。その後は図
５に示す製造装置を用いた方法と同様の手順が行われ、吸収体１及び吸収性物品１０が得
られる。
【００６２】
　図７には、別の製造装置１００を用いた製造方法が示されている。これまで説明してき
た製造方法においては、先ず基材シート２０の一方の面の表面に接着剤５の塗布及び吸水
性ポリマーの粒子３の散布を行った後に、基材シート２０に、搬送方向Ｙ１に沿う複数条
の切り込みを入れたが、本実施形態の製造方法では、先ず基材シート２０に、搬送方向Ｙ
１に沿う複数条の切り込みを入れて、細幅の複数の長尺状基体部２を得た後、該長尺状基
体部２の一方の面の表面に接着剤５の塗布及び吸水性ポリマーの粒子３の散布を行う。こ
の製造方法について以下に詳述する。なお図７に示す製造装置１００及びそれを用いた製
造方法に関し、特に説明しない点については、図５に示す製造装置１００及びそれを用い
た製造方法に関して上述した説明が適宜適用される。
【００６３】
　図７に示す製造装置１００は、製造工程の上流側から下流側に向けて、基材シートカッ
ト部１１０、接着剤塗布部１２０及び吸水性ポリマー散布部１３０を、この順で備えてい
る。各部１１０，１２０，１３０の構造は、図５に示す製造装置と同様である。この製造
装置１００を用いて、吸収体１を含む吸収性物品を製造する方法について以下に説明する
。この製造方法は、以下の工程を含むものである。
　（ニ）一方向に搬送される親水性の基材シートに、その搬送方向に沿う複数条の切り込
みを入れて、細幅の複数条の長尺状基体部を得る工程。
　（ホ）複数条の長尺状基体部を、搬送方向に沿って搬送させた状態下、各長尺状基体部
における一方の面の表面の横方向の中央域にのみ接着剤を塗布する工程。
　（ヘ）前記接着剤が塗布された前記長尺状基体部を、前記搬送方向に沿って搬送させた
状態下、各長尺状基体部における該接着剤が塗布された一方の面の表面の横方向の全域に
わたり吸水性ポリマーの粒子３を散布して、吸収体を製造する工程。
　以下、それぞれの工程について説明する。
　（ニ）の工程においては、駆動ロール１５１により帯状の基材シート２０の原反ロール
から繰り出された基材シート２０を、基材シートカット部１１０のカット装置１１３にお
けるロータリーダイ１１１ｂの複数のカッター刃１１１ａと受けロール１１２との間に供
給し、帯状の基材シート２０をカットして複数本の長尺状基体部２を形成する。本実施態
様においては、図６に示すように、ロータリーダイ１１１ｂの回転方向に配された複数の
カッター刃１１１ａが、それぞれ、帯状の基材シート２０の搬送方向Ｙ１に直交する方向
Ｘ１に並んで配置されているので、帯状の基材シート２０を、基材シート２０の搬送方向
Ｙ１に沿ってカットし、且つ直交する方向Ｘ１に複数箇所カットして複数本の長尺状基体
部２を形成する。また、カッター刃１１１ａでカットされた部分が長尺状基体部２の側縁
部２ｓとなる。
【００６４】
　本製造方法においては、ロータリーダイ１１１ｂが凹部１１４を有しているので、搬送
される帯状の基材シート２０に、長尺状基体部２の縦方向Ｙの長さ分を空けて、間欠的に
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、非スリット領域ＮＴの縦方向Ｙの長さの２倍の長さ分に対応する非カット部ＮＴｂが形
成される。（ニ）の工程において形成された複数の長尺状基体部２は、搬送方向Ｙ１に平
行に形成されており、直交する方向Ｘ１に並置して配されている。
【００６５】
　次いで（ホ）の工程において、複数の長尺状基体部２の一方の面の表面の横方向の中央
域にのみに接着剤５を塗布する。複数の長尺状基体部２は、バキュームコンベア１４１で
搬送されながら、バキュームボックス１４５上に位置する間に、接着剤塗布部１２０の塗
布ヘッド１２１によって、直交する方向Ｘ１に並置された複数の長尺状基体部２の一方の
面の表面の中央域のみに、非カット部ＮＴｂを除いて、搬送方向Ｙ１に沿って間欠的に接
着剤５が塗布される。（ホ）の工程を行うには、一方向に搬送される基材シート２０の一
方の面の表面の、横方向Ｘの略中央部のみに接着剤５を塗布することが可能な構造を有す
る塗布ヘッド１２１を用いればよい。
【００６６】
　（ホ）の工程に引き続く（ヘ）の工程においては、複数の長尺状基体部２の面のうち、
接着剤５が塗布された一方の面の表面の横方向Ｘの全域にわたり、吸水性ポリマーの粒子
３が散布される。長尺状基体部２はバキュームコンベア１４１で搬送され、バキュームボ
ックス１４５上に位置する間に、接着剤５が塗布された一方の面の表面に、搬送方向Ｙ１
に沿って、横方向Ｘの全域にわたり吸水性ポリマーの粒子３が散布される。ただし、非カ
ット部ＮＴｂには吸水性ポリマーの粒子３は散布されない。
【００６７】
　散布された吸水性ポリマーの粒子３は、長尺状基体部２の一方の面の表面に塗布された
接着剤５を介して長尺状基体部２に確実に固定される。このようにして、吸水性ポリマー
の粒子３が長尺状基体部２の一方の面の表面にのみ固定された吸収性ユニット４が複数形
成される。このようにして形成された複数の吸収性ユニット４は、それぞれの縦方向Ｙが
、搬送方向Ｙ１を向くように配列しており、吸収体１の前駆体１ｂを形成する。
【００６８】
　次いで、吸収体１の前駆体１ｂを駆動ロール１５２によって下流側に搬送し、公知の切
断装置（図示せず）を用いて、該前駆体１ｂを、非カット部ＮＴｂの搬送方向Ｙ１の長さ
の二等分の位置毎に切断する。これによって、縦方向Ｙの両端部に、横方向Ｘに沿って延
びる非スリット領域ＮＴを有する吸収体１が連続して製造される。このように、本製造装
置１００及びそれを用いた本製造方法によれば、吸収体１を安定的に効率良く製造するこ
とができる。その後は、公知の工程に従い、吸収体１における吸水性ポリマーの粒子３が
固定された一方の面側に裏面シートを配置するとともに、吸水性ポリマーの粒子３が固定
されていない他方の面側に表面シートを配置し、更に必要に応じその他の部材を配置する
ことで、目的とする吸収性物品が得られる。
【００６９】
　前記の（ニ）ないし（ヘ）の工程を備えた製造方法の変形例として、（ホ）及び（ヘ）
の工程を、以下の（ホ’）及び（ヘ’）の工程で置き換えた方法を採用することもできる
。
　（ホ’）複数条の前記長尺状基体部を、前記搬送方向に沿って搬送させた状態下、各長
尺状基体部における一方の面の表面の横方向の全域にわたり接着剤を塗布する工程。
　（へ’）前記接着剤が塗布された前記長尺状基体部を、前記搬送方向に沿って搬送させ
た状態下、各長尺状基体部における該接着剤が塗布された一方の面の表面のうち、横方向
の中央域にのみ吸水性ポリマーの粒子３を散布して、吸収体を製造する工程。
　この（ニ）、（ホ’）及び（ヘ’）の工程を備えた製造方法において、（ヘ’）の工程
を行うには、一方向に搬送される基材シート２０の一方の面の表面に、横方向Ｘの中央域
にのみ吸水性ポリマーの粒子３を塗布することが可能な構造を有する吸水性ポリマー散布
部１３０を用いればよい。
【００７０】
　以上、本発明をその好ましい実施形態に基づき説明したが、本発明の範囲は前記実施形
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態に制限されない。例えば前記実施形態の吸収性物品１０における吸収体１は、均一な幅
の長尺状基体部２を有する吸収性ユニット４を複数用いて形成されているが、これに代え
て、長尺状基体部２の幅を不均一としてもよい。
【００７１】
　また、上述した図２及び図３に示す吸収体１は、複数の吸収性ユニット４それぞれの縦
方向Ｙが吸収体１の縦方向Ｙを向くように配列して形成されているが、これに代えて、例
えば図８に示すように、複数の吸収性ユニット４それぞれの縦方向Ｙが吸収体１の横方向
Ｘを向くように配列させてもよい。図８に示す吸収体１は、縦方向Ｙに沿う両側部に非ス
リット領域ＮＴを備えている。図８に示す吸収体１は、原反ロールの軸方向に平行に配さ
れたカッター刃１１１ａを、周方向に間欠的に配したロータリーダイ１１１ｂと、受けロ
ール１１２とを用い、該ロータリーダイ１１１ｂと該受けロール１１２との間に基材シー
ト２０を供給することにより製造できる。
【００７２】
　また吸収体１は、吸収性ユニット４の縦方向Ｙが複数方向を向くように、該吸収性ユニ
ット４を配列させたものであってもよい。複数方向を向くように吸収性ユニット４を配列
させた吸収体１としては、例えば、複数の吸収性ユニット４それぞれの縦方向Ｙが吸収体
１の縦方向Ｙを向くように配列して形成された領域を、該吸収体１の縦方向Ｙに沿う両側
部に有し、且つ複数の吸収性ユニット４それぞれの縦方向Ｙが吸収体１の横方向Ｘを向く
ように配列して形成された領域を、前記両側部で挟まれた中央部に有する形態等が挙げら
れる。このような複数方向を向くように吸収性ユニット４を配列させた吸収体１は、例え
ば、図６に示すロータリーダイ１１１ｂと受けロール１１２とを用いて、搬送される基材
シート２０の搬送方向Ｙ１に沿う両側部に、該搬送方向Ｙ１に沿う複数条の切り込みを入
れ、その後、周方向に間欠的に配したロータリーダイ１１１ｂと受けロール１１２とを用
いて、搬送される基材シート２０の該搬送方向と直交する方向Ｘ１の中央部に、該方向Ｘ
１に沿う複数条の切り込みを入れることにより形成できる。
【００７３】
　また、上述した実施形態の吸収性物品１０における吸収体１は、各吸収性ユニット４及
び各長尺状基体部２が縦方向Ｙ方向に略平行に直線状に延びているが、これに代えて吸収
性ユニット４及び長尺状基体部２は、縦方向Ｙに沿って波形の曲線を描くように延びてい
てもよく、あるいは縦方向Ｙに沿って山形のジグザグ状に延びていてもよい。
【００７４】
　更に、上述した吸収性物品１０の製造方法において、吸水性ポリマーの粒子３を接着剤
５で固定することに代えて、長尺状基体部２の一方の面に起毛加工を施し、起毛した繊維
間に吸水性ポリマーの粒子３を固定させる場合には、上述した接着剤塗布工程に代えて、
起毛加工工程を行えばよい。起毛加工を施す方法としては、例えば特開２０１２－０９２
４７６号公報や特開２０１３－０２８８９１号公報に記載の方法等が挙げられる。
【００７５】
　上述した実施形態に関し、本発明は更に以下の吸収性物品を開示する。
＜１＞
　横方向と、該横方向よりも長さの長い縦方向と、厚み方向とを有する長尺状基体部、及
び該長尺状基体部の表面に固定された吸水性ポリマーの粒子を備えた吸収性ユニットを複
数本具備し、各該吸収性ユニットを、その縦方向が少なくとも一方向を向くように配列さ
せてなる吸収体を備え、
　前記長尺状基体部における非肌対向面の表面にのみ前記吸水性ポリマーの粒子が固定さ
れており、
　前記吸水性ポリマーの粒子が液を吸収する前においては、該吸水性ポリマーの粒子が、
前記長尺状基体部の前記縦方向に沿う側縁部を越えて横方向にはみ出しておらず、且つ該
吸水性ポリマーの粒子が液を吸収して膨潤した状態においても、該吸水性ポリマーの粒子
が、該長尺状基体部の該縦方向に沿う側縁部を越えて膨潤しないようになされている吸収
性物品。
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【００７６】
＜２＞
　前記長尺状基体部が疎水性のシートからなる前記＜１＞に記載の吸収性物品。
＜３＞
　前記吸収性ユニットはその縦方向が、前記物品の縦方向を向くように、前記吸収体の縦
方向の中央域及び横方向の中央域に少なくとも配列されている前記＜１＞又は＜２＞に記
載の吸収性物品。
＜４＞
　前記吸収体は、横方向に沿って隣り合う前記吸収性ユニットどうしの間に間隙が生じて
いる前記＜１＞ないし＜３＞のいずれか１に記載の吸収性物品。
＜５＞
　隣り合う吸収性ユニット４どうしの間には間隙Ｓが生じており、該間隙Ｓの程度は、０
．１ｍｍ以上であることが好ましく、０．５ｍｍ以上であることが更に好ましく、また、
５ｍｍ以下であることが好ましく、３ｍｍ以下であることが更に好ましい前記＜１＞ない
し＜４＞のいずれか１に記載の吸収性物品。
＜６＞
　前記長尺状基体部が、該長尺状基体部と肌対向面側において隣接する部材と接合されて
おり、
　前記長尺状基体部と前記部材との接合位置は、前記吸収体の横方向の中央域又は縦方向
の中央域である前記＜１＞ないし＜５＞のいずれか１に記載の吸収性物品。
【００７７】
＜７＞
　前記吸収体のうち、前記吸収性ユニットが形成されている部位において、前記長尺状基
体部は、該長尺状基体部と非肌対向面側において隣接する他の部材と非接合状態になって
いる前記＜１＞ないし＜６＞のいずれか１に記載の吸収性物品。
＜８＞
　前記長尺状基体部はその通気度が、前記吸収体よりも肌対向面側に位置するシート部材
の通気度よりも低くなっている前記＜１＞ないし＜７＞のいずれか１に記載の吸収性物品
。
＜９＞
　吸収性ユニットは、横方向Ｘの長さＬｘが、好ましくは０．３ｍｍ以上１０ｍｍ以下程
度、より好ましくは０．６ｍｍ以上２．０ｍｍ以下程度、更に好ましくは０．６ｍｍ以上
１．８ｍｍ以下程度のものである前記＜１＞ないし＜８＞のいずれか１に記載の吸収性物
品。
＜１０＞
　吸収性ユニットの縦方向Ｙの長さＬｙは、横方向Ｘの長さＬｘに対して好ましくは２倍
以上３５００倍以下、更に好ましくは１００倍以上７００倍以下になっている前記＜１＞
ないし＜９＞のいずれか１に記載の吸収性物品。
＜１１＞
　吸収性ユニットの縦方向Ｙの長さＬｙは、好ましくは２０ｍｍ以上１０００ｍｍ以下、
更に好ましくは２００ｍｍ以上４００ｍｍ以下になっている前記＜１＞ないし＜１０＞の
いずれか１に記載の吸収性物品。
【００７８】
＜１２＞
　吸収体の平面視において、該吸収体の全体の面積に対する吸収領域ＡＴの面積の割合は
、２０％以上であることが好ましく、５０％以上であることが更に好ましく、そして、１
００％以下であることが好ましく、９０％以下であることが更に好ましい前記＜１＞ない
し＜１１＞のいずれか１に記載の吸収性物品。
＜１３＞
　吸収性ユニットは、１枚の吸収体当たり、３本以上配されていることが好ましく、５０
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本以上配されていることが更に好ましく、そして、１０００本以下配されていることが好
ましく、５００本以下配されていることが更に好ましい前記＜１＞ないし＜１２＞のいず
れか１に記載の吸収性物品。
＜１４＞
　吸収性ユニットの縦方向Ｙが、吸収体の縦方向Ｙに向くように複数配している前記＜１
＞ないし＜１３＞のいずれか１に記載の吸収性物品。
＜１５＞
　吸収体は、縦方向Ｙの両端部、又は縦方向Ｙに沿う両側部に、複数の長尺状基体部が横
方向に繋がった非スリット領域ＮＴを備えていてもよい前記＜１＞ないし＜１４＞のいず
れか１に記載の吸収性物品。
＜１６＞
　非スリット領域ＮＴには、吸水性ポリマーの粒子が配されていない前記＜１＞ないし＜
１５＞のいずれか１に記載の吸収性物品。
【００７９】
＜１７＞
　長尺状基体部おける縦方向Ｙの両端部域において吸水性ポリマーの粒子が配されていな
い前記＜１＞ないし＜１６＞のいずれか１に記載の吸収性物品。
＜１８＞
　長尺状基体部における縦方向Ｙの両端部域及び横方向Ｘの両側部域において吸水性ポリ
マーの粒子が配されていない前記＜１＞ないし＜１７＞のいずれか１に記載の吸収性物品
。
＜１９＞
　吸収体の幅Ｗ１に対する長尺状基体部の幅Ｗ２の割合は、０．００１以上であることが
好ましく、０．００２以上であることが更に好ましく、そして、０．２００以下であるこ
とが好ましく、０．０４０以下であることが更に好ましい前記＜１＞ないし＜１８＞のい
ずれか１に記載の吸収性物品。
＜２０＞
　長尺状基体部の幅Ｗ２は、０．３ｍｍ以上であることが好ましく、０．６ｍｍ以上であ
ることが更に好ましく、そして、１０ｍｍ以下であることが好ましく、２．０ｍｍ以下で
あることがより好ましく、１．８ｍｍ以下であることが更に好ましい前記＜１＞ないし＜
１９＞のいずれか１に記載の吸収性物品。
＜２１＞
　液を吸収する前の状態の吸水性ポリマーの粒子の平均粒子径ｄ１は、２０μｍ以上であ
ることが好ましく、２００μｍ以上であることが更に好ましく、そして、７００μｍ以下
であることが好ましく、５００μｍ以下であることが更に好ましい前記＜１＞ないし＜２
０＞のいずれか１に記載の吸収性物品。
【００８０】
＜２２＞
　液を吸収した膨潤した状態の吸水性ポリマーの粒子の平均粒子径ｄ２は、２００μｍ以
上であることが好ましく、８００μｍ以上であることが更に好ましく、そして、３０００
μｍ以下であることが好ましく、２０００μｍ以下であることが更に好ましい前記＜１＞
ないし＜２１＞のいずれか１に記載の吸収性物品。
＜２３＞
　長尺状基体部の幅Ｗ２と、液を吸収する前の状態の吸水性ポリマーの粒子の平均粒子径
ｄ１との関係は、ｄ１／Ｗ２の値が０．００２以上であることが好ましく、０．１００以
上であることが更に好ましく、また０．９００以下であることが好ましく、０．８００以
下であることが更に好ましい前記＜１＞ないし＜２２＞のいずれか１に記載の吸収性物品
。
＜２４＞
　長尺状基体部の幅Ｗ２と、液を吸収した後の状態の吸水性ポリマーの粒子の平均粒子径
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ｄ２との関係は、ｄ２／Ｗ２の値が０．０２０以上であることが好ましく、０．４５０以
上であることが更に好ましく、また０．９０以下であることが好ましく、０．８０以下で
あることが更に好ましい前記＜１＞ないし＜２３＞のいずれか１に記載の吸収性物品。
＜２５＞
　前記吸収性ユニットはその縦方向が、前記物品の縦方向を向くように、前記吸収領域の
縦方向の全域にわたって配列されている前記＜１＞ないし＜２４＞のいずれか１に記載の
吸収性物品。
＜２６＞
　一方向に搬送される親水性の長尺状基体部の基材シートの一方の面の表面に、その横方
向に距離を隔てた複数箇所に接着剤を塗布し、
　前記接着剤が塗布された前記長尺状基体部の基材シートを、前記搬送方向に沿って搬送
させた状態下、該長尺状基体部の基材シートにおける該接着剤が塗布された一方の面の表
面に、その横方向の全域にわたり吸水性ポリマーの粒子を散布し、
　前記吸水性ポリマーの粒子が散布された前記長尺状基体部の基材シートに、前記搬送方
向に沿って搬送させた状態下、該接着剤が塗布された箇所間の非塗布箇所において、該搬
送方向に沿って切り込みを入れて、細幅の複数条の長尺状基体部を得て、吸収体を製造し
、
　製造された吸収体における吸水性ポリマーの粒子が固定された一方の面側に裏面シート
を配置するとともに、吸水性ポリマーの粒子が固定されていない他方の面側に表面シート
を配置する工程を含む、吸収性物品の製造方法。
【００８１】
＜２７＞
　一方向に搬送される親水性の長尺状基体部の基材シートの一方の面の表面に、その横方
向の全域にわたり接着剤を塗布し、
　前記接着剤が塗布された前記長尺状基体部の基材シートを、前記搬送方向に沿って搬送
させた状態下、該長尺状基体部の基材シートにおける該接着剤が塗布された一方の面の表
面に、その横方向に距離を隔てた複数箇所に吸水性ポリマーの粒子を散布し、
　前記吸水性ポリマーの粒子が散布された前記長尺状基体部の基材シートに、前記搬送方
向に沿って搬送させた状態下、該吸水性ポリマーの粒子が散布された箇所間の非散布箇所
において、該搬送方向に沿って切り込みを入れて、細幅の複数条の長尺状基体部を得て、
吸収体を製造し、
　製造された吸収体における吸水性ポリマーの粒子が固定された一方の面側に裏面シート
を配置するとともに、吸水性ポリマーの粒子が固定されていない他方の面側に表面シート
を配置する工程を含む、吸収性物品の製造方法。
＜２８＞
　一方向に搬送される親水性の長尺状基体部の基材シートに、その搬送方向に沿う複数条
の切り込みを入れて、細幅の複数条の長尺状基体部を得、
　複数条の前記長尺状基体部を、前記搬送方向に沿って搬送させた状態下、各長尺状基体
部における一方の面の表面の横方向の中央域にのみ接着剤を塗布し、
　前記接着剤が塗布された前記長尺状基体部を、前記搬送方向に沿って搬送させた状態下
、各長尺状基体部における該接着剤が塗布された一方の面の表面の横方向の全域にわたり
吸水性ポリマーの粒子を散布して、吸収体を製造し、
　製造された吸収体における吸水性ポリマーの粒子が固定された一方の面側に裏面シート
を配置するとともに、吸水性ポリマーの粒子が固定されていない他方の面側に表面シート
を配置する工程を含む、吸収性物品の製造方法。
＜２９＞
　一方向に搬送される親水性の長尺状基体部の基材シートに、その搬送方向に沿う複数条
の切り込みを入れて、細幅の複数条の長尺状基体部を得、
　複数条の前記長尺状基体部を、前記搬送方向に沿って搬送させた状態下、各長尺状基体
部における一方の面の表面の横方向の全域にわたり接着剤を塗布し、
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　前記接着剤が塗布された前記長尺状基体部を、前記搬送方向に沿って搬送させた状態下
、各長尺状基体部における該接着剤が塗布された一方の面の表面のうち、横方向の中央域
にのみ吸水性ポリマーの粒子を散布して、吸収体を製造し、
　製造された吸収体における吸水性ポリマーの粒子が固定された一方の面側に裏面シート
を配置するとともに、吸水性ポリマーの粒子が固定されていない他方の面側に表面シート
を配置する工程を含む、吸収性物品の製造方法。
【符号の説明】
【００８２】
１　吸収体
２　長尺状基体部
　２ｓ　側縁部
　２０　基材シート
３　吸水性ポリマー（吸水性ポリマーの粒子）
４　吸収性ユニット
５　接着剤
１０　吸収性物品
１１　表面シート
１２　裏面シート

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】
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