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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着用者の肌に接する側に設けられる表面シートと、
　前記着用者から離れる側に設けられる裏面シートと、
　前記表面シートと前記裏面シートとの間に設けられる吸収体と
を備える吸収性物品であって、
　前記吸収体の幅方向における両側部は、折り返されており、
　前記吸収体は、
　前記吸収体の平面視において前記幅方向内側にくびれたくびれ部分を有する本体部と、
　前記両側部を展開した状態において、前記本体部から前記吸収体の幅方向外側にそれぞ
れ延出する一対の延出部と
を有し、
　前記くびれ部分は、前記吸収体の長手方向における中央領域に形成され、
　前記延出部は、
　前記くびれ部分に設けられるとともに、
　前記本体部と連なる内側領域と、
　前記内側領域に連なり、前記内側領域よりも前記吸収体の幅方向外側に位置する外側領
域と
を有し、
　前記外側領域は、前記表面シート側において前記内側領域と厚み方向に重なるように折
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り返され、
　前記吸収体の長手方向に沿った前記内側領域の長さは、前記長手方向に沿った前記外側
領域の長さよりも短い吸収性物品。
【請求項２】
　前記外側領域は、前記吸収体の長手方向に延びる折り返し線に沿って折り返され、
　前記外側領域の外側縁から前記折り返し線までの前記吸収体の幅方向に沿った長さは、
前記本体部の幅方向の中心を通る中心線から前記折り返し線までの前記吸収体の幅方向に
沿った長さ以下である請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記吸収体は、シート状部材によって覆われており、
　前記外側領域は、前記吸収体の長手方向において前記外側領域よりも外側に位置する前
記シート状部材とともに折り返され、
　前記吸収体の長手方向において前記外側領域よりも外側に位置する前記シート状部材の
少なくとも一部は、前記本体部を覆う前記シート状部材を介して、前記本体部に接合され
る請求項１または２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記吸収体には、前記折り返し線または前記折り返し線に平行な直線に沿って、前記延
出部の折り曲げが他の部分よりも容易になるように加工された折曲容易部が形成される請
求項２または３に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記折曲容易部は、
　前記中心線に沿って形成される第１折曲容易部と、
　前記第１折曲容易部よりも前記吸収体の幅方向外側に位置し、前記吸収体の長手方向に
沿って前記折り返し線上に形成される第２折曲容易部との少なくとも何れかを含み、
　前記第１折曲容易部及び前記第２折曲容易部は、前記吸収体の長手方向において、前記
延出部と対応する位置に形成される請求項２乃至４の何れか一項に記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記折曲容易部は、前記吸収体に形成されたスリットである請求項４または５に記載の
吸収性物品。
【請求項７】
　前記外側領域が折り返される前の状態において、前記吸収体の両側部における最も前記
吸収体の幅方向外側に位置する先端部分には、前記吸収体の長手方向に沿って一対の弾性
体が設けられ、
　前記弾性体は、前記長手方向に沿って伸張した状態で前記吸収体に固定される請求項１
乃至６の何れか一項に記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記延出部が前記本体部側に向けて折り返された状態で前記吸収体の幅方向における両
側部において、前記吸収体の下面側に、前記吸収体の長手方向に沿って配設される一対の
防漏部を備え、
　前記防漏部は、
　前記長手方向に沿って配設される防漏弾性体と、
　前記防漏弾性体を包むシートと
を含み、
　前記防漏弾性体は、前記長手方向に伸張した状態で前記シートに固定される請求項１乃
至７の何れか一項に記載の吸収性物品。
【請求項９】
　前記防漏部は、
　前記吸収体に接合される接合端と、
　前記接合端の他端となる自由端と
を有し、
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　前記接合端は、前記折り返し線よりも前記吸収体の幅方向内側に位置し、
　前記自由端は、前記折り返し線よりも前記吸収体の幅方向外側に位置する請求項８に記
載の吸収性物品。
【請求項１０】
　前記本体部は、前記くびれ部分の前記吸収体の幅方向に沿った幅よりも、前記吸収体の
幅方向に沿った幅が広い幅広部分を有しており、
　前記吸収体では、
　前記両側部を展開した状態において、一方の前記延出部の外側縁から他方の前記延出部
の外側縁までの前記吸収体の幅は、前記幅広部分の前記吸収体の幅よりも広い請求項１乃
至９の何れか一項に記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液透過性を有する表面シートと、液不透過性を有する裏面シートと、表面シ
ートと裏面シートとの間に設けられる吸収体とを備える吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　使い捨ておむつなどの吸収性物品では、着用者の股下と対向する股下領域が、着用者の
大腿部に挟まれた状態となる。そこで、着用者が動いた場合などでも股下領域の股下への
フィット性を確保するため、吸収体の平面形状を砂時計のように中央がくびれた形状とす
ることが一般的である。つまり、吸収体の幅は、吸収性物品の長手方向における中央部分
に位置する股下領域で最も狭く、その外側領域では股下領域よりも広くなるように形成さ
れている。
【０００３】
　しかしながら、このような形状の吸収体を備えた使い捨ておむつは、尿などの排泄位置
に近い股下領域における吸収体の有効吸収面積が小さくなるため、吸収体が尿などを充分
に吸収しきれないことが懸念される。勿論、股下領域の幅を広くすれば、吸収力は向上す
るが、着用者へのフィット性が阻害される。そこで、このような問題に対処するため、着
用者に向けて起立する補助吸収体が吸収体の両側部に設けられた吸収性物品が開示されて
いる（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　この吸収性物品によれば、補助吸収体が起立しているため、尿などの排泄物を吸収体が
吸収している最中に、補助吸収体が当該排泄物を塞き止めることができる。つまり、着用
者へのフィット性を確保しつつ、排泄物が吸収性物品から外部へ漏れること（いわゆる、
横漏れ）を防止できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平３－１２３５５３号公報（第２－３頁、図１及び図４）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した従来の吸収性物品では、多量の尿などが短時間にまとまって排
泄された場合や、吸収されにくい水状便や軟便などが排泄された場合には、依然として当
該排泄物が補助吸収体を乗り越えて、横漏れが生じるおそれがあった。
【０００７】
　そこで、本発明は、着用者へのフィット性を確保しつつ、排泄物の横漏れをより確実に
防止できる吸収性物品の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　上述した課題を解決するため、本発明の特徴は、着用者の肌に接する側に設けられる表
面シート（表面シート１０）と、前記着用者から離れる側に設けられる裏面シート（裏面
シート２０）と、前記表面シートと前記裏面シートとの間に設けられる吸収体（吸収体３
０）とを備える吸収性物品（吸収性物品１）であって、前記吸収体の幅方向における両側
部（両側部３０Ｅ）は、折り返されており、前記吸収体は、前記吸収体の平面視において
前記幅方向内側にくびれたくびれ部分（前側くびれ部分３１２Ａ，後側くびれ部分３１２
Ｂ）を有する本体部（本体部３１０）と、前記両側部を展開した状態において、前記本体
部から前記吸収体の幅方向外側にそれぞれ延出する一対の延出部（延出部３２０）とを有
し、前記くびれ部分は、前記吸収体の長手方向における中央領域（中央領域３０C）に形
成され、前記延出部は、前記くびれ部分に設けられるとともに、前記本体部と連なる内側
領域（内側領域３２１）と、前記内側領域に連なり、前記内側領域よりも前記吸収体の幅
方向外側に位置する外側領域（外側領域３２２）とを有し、前記外側領域は、前記表面シ
ート側において前記内側領域に向けて折り返され、前記吸収体の長手方向に沿った前記内
側領域の長さ（最大長さＬ３２１）は、前記長手方向に沿った前記外側領域（最大長さＬ

３２２）の長さよりも短いことを要旨とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の特徴によれば、着用者へのフィット性を確保しつつ、排泄物の横漏れをより確
実に防止できる吸収性物品を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る吸収性物品１の分解斜視図である。
【図２】図２は、本発明の実施形態に係る吸収性物品１の平面図である。
【図３】図３は、本発明の実施形態に係る吸収性物品１の断面図（図２のＡ－Ａ断面図）
である。
【図４】図４（ａ）は、本発明の実施形態に係る吸収体３０の平面図（外側領域３２２の
折り返し前）である。図４（ｂ）は、本発明の実施形態に係る吸収体３０の平面図（外側
領域３２２の折り返し後）である。
【図５】図５は、本発明の実施形態に係る吸収性物品の製造方法を説明するための図であ
る。
【図６】図６は、変更例１に係る吸収体３００Ａの平面図（外側領域３２２の折り返し前
）である。
【図７】図７は、変更例２に係る吸収体３００Ｃの平面図（外側領域３２２の折り返し前
）である。
【図８】図８は、変更例３に係る吸収体３００Ｄの平面図（外側領域３２２の折り返し前
）である。
【図９】図９は、変更例４に係る吸収体３００Ｅの平面図（外側領域３２２の折り返し前
）である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下において、本発明に係る吸収性物品について、図面を参照しながら説明する。なお
、以下の図面の記載において、同一または類似の部分には、同一または類似の符号を付し
ている。ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは異なる
ことに留意すべきである。したがって、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断す
べきものである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含
まれていることは勿論である。
【００１２】
　（吸収性物品の構成）
　まず、本実施形態に係る吸収性物品１の構成について、図面を参照しながら説明する。
図１は、吸収性物品１の分解斜視図である。図２は、吸収性物品１の平面図である。図３
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は、吸収性物品１の断面図（図２のＡ－Ａ断面図）である。なお、本実施形態に係る吸収
性物品１は、使い捨ておむつである。
【００１３】
　図１～図３に示すように、吸収性物品１は、着用者の腹部から背中に向かう前後方向に
おいて縦長の形状を有する。吸収性物品１は、吸収性物品１の長手方向Ｌにおいて、着用
者の前胴回りに対応する前胴回り領域Ｓ１と、着用者の後胴回りに対応する後胴回り領域
Ｓ２と、着用者の股下に対応し、前胴回り領域Ｓ１と後胴回り領域Ｓ２との間に位置する
股下領域Ｓ３とを有する。
【００１４】
　吸収性物品１は、表面シート１０と、裏面シート２０と、吸収体３０と、防漏部４０と
によって大略構成される。
【００１５】
　表面シート１０は、着用者の肌に接する側に設けられる。表面シート１０には、不織布
や開口プラスチックフィルムなどの液体を透過する液透過性のシートなどが使用される。
【００１６】
　裏面シート２０は、着用者から離れる側に設けられる。裏面シート２０は、外装表面シ
ート２２０と、外装シート２３０とによって構成される。外装表面シート２２０は、吸収
体３０と外装シート２３０との間に設けられる。また、外装表面シート２２０は、前胴回
り領域Ｓ１、後胴回り領域Ｓ２及び股下領域Ｓ３に設けられる。外装表面シート２２０に
は、不織布などのシートが使用される。
【００１７】
　外装シート２３０は、外装表面シート２２０よりも外側（着用者から離れる側）に設け
られる。外装シート２３０は、前側外装シート２３１と、後側外装シート２３２と、股下
外装シート２３３と、前側胴回り外装シート２３４と、後側胴回り外装シート２３５とに
よって構成される。
【００１８】
　前側外装シート２３１は、前胴回り領域Ｓ１に設けられる。前側外装シート２３１には
、防水フィルム（例えば、ポリエチレン）などが使用される。
【００１９】
　後側外装シート２３２は、後胴回り領域Ｓ２に設けられる。後側外装シート２３２には
、防水フィルムなどの液不透過性のシートによって形成される。
【００２０】
　股下外装シート２３３は、股下領域Ｓ３に設けられる。股下外装シート２３３は、防水
フィルムなどの液不透過性の股下内側シート２３３Ａと、股下内側シート２３３Ａよりも
着用者から離れた位置に設けられる不織布などの股下外層シート２３３Ｂと、外装表面シ
ート２２０と股下内側シート２３３Ａとの間に設けられる不織布などのクロッチシート２
３３Ｃによって構成される。
【００２１】
　前側胴回り外装シート２３４には、前側外装シート２３１が接合される。前側胴回り外
装シート２３４には、伸縮性を有するシートなどが使用される。前側胴回り外装シート２
３４には、不織布などからなる前側ウエストシート７０Ａが接合される。前側ウエストシ
ート７０Ａは、吸収性物品１の長手方向Ｌに直交する幅方向Ｗに伸縮するように配設され
る合成ゴムなどの細長いウエスト弾性体３Ａを包む。
【００２２】
　後側胴回り外装シート２３５には、後側外装シート２３２が貼り付けられる。後側胴回
り外装シート２３５には、伸縮性を有するシートなどが使用される。後側胴回り外装シー
ト２３５には、不織布などからなる後側ウエストシート７０Ｂが接合される。後側ウエス
トシート７０Ｂは、吸収性物品１の幅方向Ｗに伸縮するように配設される合成ゴムなどの
細長いウエスト弾性体５Ａを包む。
【００２３】
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　吸収体３０は、表面シート１０と裏面シート２０（外装表面シート２２０）との間に設
けられ、着用者からの排泄物を吸収する。吸収体３０は、吸収体コア３１と、被覆材３２
とによって構成される。
【００２４】
　吸収体コア３１は、着用者からの排泄物を吸収する。吸収体コア３１には、粉砕パルプ
と高吸収性ポリマー粒子との混合物などが使用される。吸収体３０、具体的には吸収体コ
ア３１は、被覆材３２（シート状部材）によって覆われている。被覆材３２は、親水性の
不織布などによって形成される。
【００２５】
　防漏部４０は、延出部３２０が本体部３１０に向けて折り返された状態で吸収体３０の
幅方向Ｗにおける両側部３０Ｅ（図３の第２折曲容易部３３２近傍）に配設される。防漏
部４０は、複数の紐状ゴム４１（防漏弾性体）と、防漏フィルム４２と、防漏シート４３
とによって構成される。
【００２６】
　紐状ゴム４１は、吸収性物品１の長手方向Ｌに沿って配設される。紐状ゴム４１は、伸
張した状態で防漏シート４３に被覆されて防漏シート４３に固定される。紐状ゴム４１に
は、長手方向Ｌに沿って伸縮する合成ゴムなどが使用される。防漏フィルム４２は、紐状
ゴム４１よりも吸収性物品１の幅方向Ｗ内側に配設される。防漏フィルム４２には、防水
フィルム（例えば、ポリエチレン）などの液体と透過しない液不透過性のシートなどが使
用される。防漏シート４３は、紐状ゴム４１及び防漏フィルム４２の一部を包む。防漏シ
ート４３には、不織布などのシートが使用される。
【００２７】
　このような防漏部４０は、接合端４０Ａと、自由端４０Ｂとを有する。接合端４０Ａは
、吸収性物品１の長手方向Ｌに沿って形成され、吸収体３０の両側部３０Ｅに接合される
。接合端４０Ａは、後述する折り返し線ＩＬよりも吸収体３０の幅方向Ｗ内側に位置する
。一方、自由端４０Ｂは、吸収性物品１の長手方向Ｌに沿って形成され、接合端４０Ａの
他端となる。自由端４０Ｂは、吸収性物品１の着用時において、吸収性物品１から立ち上
がり、着用者の肌に接する。自由端４０Ｂは、延出部３２０が本体部３１０に向けて折り
返された状態で、吸収体３０の下側かつ折り返し線ＩＬよりも吸収体３０の幅方向Ｗ外側
に位置する。
【００２８】
　（吸収体の構成）
　次に、上述した吸収体３０の構成について、図面を参照しながら説明する。図４（ａ）
は、吸収体３０の平面図（外側領域３２２の折り返し前）である。図４（ｂ）は、吸収体
３０の平面図（外側領域３２２の折り返し後）である。
【００２９】
　図４に示すように、吸収体３０を構成する吸収体コア３１は、本体部３１０と、延出部
３２０とを有する。本体部３１０は、吸収体３０の本体を形成する。本体部３１０は、幅
広部分３１１と、複数のくびれ部分３１２とを有する。
【００３０】
　幅広部分３１１は、一対の胴回り領域（前胴回り領域Ｓ１及び後胴回り領域Ｓ２）に位
置し、くびれ部分３１２よりも吸収体３０の幅方向Ｗに沿った幅が広い。
【００３１】
　くびれ部分３１２は、吸収体３０の平面視において、吸収体３０の幅方向Ｗ内側にくび
れている。くびれ部分３１２は、幅広部分３１１から徐々に吸収体３０の幅方向Ｗに沿っ
た幅が狭くなるとともに、延出部３２０と連なる。
【００３２】
　くびれ部分３１２は、前胴回り領域Ｓ１側に位置する一対の前側くびれ部分３１２Ａと
、後胴回り領域Ｓ２側に位置する一対の後側くびれ部分３１２Ｂとによって構成される。
一対の前側くびれ部分３１２Ａの間隔Ｗ３１２Ａ、及び一対の後側くびれ部分３１２Ｂの
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間隔Ｗ３１２Ｂは、幅広部分３１１の幅方向Ｗに沿った幅よりも狭い。本実施形態では、
一対の前側くびれ部分３１２Ａの間隔Ｗ３１２Ａは、一対の後側くびれ部分３１２Ｂの間
隔Ｗ３１２Ｂよりも広い。
【００３３】
　延出部３２０は、左右一対設けられている。延出部３２０は、吸収体３０の長手方向Ｌ
における中央領域３０Cにおいて、本体部３１０から吸収体３０の幅方向Ｗ外側にそれぞ
れ延出する。なお、中央領域３０Cは、図４（ａ）に示した領域に限らず、例えば、吸収
体３０を長手方向Ｌに沿って三等分したうちの中央の領域としてもよい。一方の延出部３
２０の外側縁３２２ａから他方の延出部３２０の外側縁３２２ａまでの吸収体３０の幅W

３２０は、両側部３０Ｅを展開した状態において、長手方向Ｌの端部、具体的には幅広部
分３１１における吸収体３０の幅W３１１よりも広い。
【００３４】
　延出部３２０は、吸収体３０の長手方向Ｌに延びる折り返し線ＩＬに沿って、表面シー
ト１０側において本体部３１０に向けて折り返される。外側縁３２２ａから折り返し線Ｉ
Ｌまでの吸収体３０の幅方向Ｗに沿った長さＬ１は、本体部３１０の幅方向Ｗの中心を通
る中心線ＣＬから折り返し線ＩＬまでの吸収体３０の幅方向Ｗに沿った長さＬ２以下であ
る。本実施形態では、折り返し線ＩＬは、内側領域３２１と外側領域３２２との境目に位
置する。
【００３５】
　外側領域３２２の両端部３２２ｂよりも長手方向Ｌの端部側は、延出部３２０が本体部
３１０に向けて折り返された状態で、被覆材３２を介して本体部３１０に接合される。つ
まり、長手方向Ｌにおいて、外側領域３２２よりも外側に位置する被覆材３２の一部は、
本体部３１０に接合される。本実施形態では、被覆材３２の角部に接着材（ホットメルト
）が塗布される（図４（ａ）のドット部分）。これにより、延出部３２０が本体部３１０
に向けて折り返された状態で、外側領域３２２が本体部３１０上に保持される。
【００３６】
　より具体的には、延出部３２０は、内側領域３２１と、外側領域３２２とを有する。内
側領域３２１は、折り返し線ＩＬよりも本体部３１０側に位置し、本体部３１０と連なる
。外側領域３２２は、折り返し線ＩＬよりも延出部３２０における吸収体３０の幅方向Ｗ
外側に位置する。外側領域３２２は、被覆材３２とともに、折り返し線ＩＬに沿って折り
返されている。
【００３７】
　長手方向Ｌに沿った外側領域３２２の最大長さＬ３２２は、長手方向Ｌに隣接するくび
れ部分３１２の間隔Ｌ３１２、及び長手方向Ｌに沿った内側領域３２１の最大長さＬ３２

１よりも長い。また、外側領域３２２の最大長さＬ３２２は、本体部３１０の長手方向Ｌ
に沿った最大長さＬ３１０よりも短い。
【００３８】
　外側領域３２２の長手方向Ｌにおける両端部３２２ｂには、切り欠き部３２３が形成さ
れている。切り欠き部３２３は、吸収体３０の平面視において、外側領域３２２の外側縁
３２２ａ側を切り欠くことによって形成される。外側領域３２２の両端部３２２ｂは、長
手方向Ｌ外側に向かうに連れて、先細りになっている。両端部３２２ｂの形状は、延出部
３２０が本体部３１０に向けて折り返された状態で、幅広部分３１１からくびれ部分３１
２に向かう部分の形状に対して適合することが好ましい。
【００３９】
　これにより、本体部３１０側に延出部３２０を折り返した場合、内側領域３２１と外側
領域３２２とが厚み方向に重なる股間部では、吸収体３０が厚くなり防漏効果が高くなる
。さらに、内側領域３２１と外側領域３２２とが重ならない吸収体３０の長手方向Ｌの端
部側（幅広部分３１１側）の吸収体３０を薄くできる。よって、吸収性物品１の着用時に
おいて、股間部は吸収容量が大きく、股間部よりも長手方向外側の前後部分はすっきりし
た見た目を発揮することができる。
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【００４０】
　吸収体３０は、折り返し線ＩＬまたは折り返し線ＩＬに平行な直線に沿って、延出部３
２０の折り曲げが容易になるように加工された折曲容易部３３０が形成される。折曲容易
部３３０は、第１折曲容易部３３１と、一対の第２折曲容易部３３２と、一対の第３折曲
容易部３３３とを有する。本実施形態では、第１折曲容易部３３１、第２折曲容易部３３
２及び第３折曲容易部３３３は、吸収体３０に形成されたスリットである。
【００４１】
　第１折曲容易部３３１は、中心線ＣＬに沿って形成される。第１折曲容易部３３１は、
一方の幅広部分３１１から他方の幅広部分３１１まで延びている。
【００４２】
　第２折曲容易部３３２は、長手方向Ｌに沿って形成される。第２折曲容易部３３２は、
第１折曲容易部３３１よりも吸収体３０の幅方向Ｗ外側に位置する。
具体的には、第２折曲容易部３３２は、内側領域３２１と外側領域３２２との境目に位置
する。第２折曲容易部３３２の長さＬ３３２は、第１折曲容易部３３１の長さＬ３３１よ
りも短い。また、第１折曲容易部３３１及び第２折曲容易部３３２は、長手方向Ｌにおい
て、延出部３２０と対応する位置に形成される。つまり、第１折曲容易部３３１及び第２
折曲容易部３３２は、延出部３２０の折り曲げが容易になるように、長手方向Ｌにおいて
、延出部３２０が設けられている範囲に形成される。
【００４３】
　第３折曲容易部３３３は、吸収体３０の長手方向Ｌに沿って形成される。第３折曲容易
部３３３は、第１折曲容易部３３１と第２折曲容易部３３２との間に位置する。具体的に
は、第３折曲容易部３３３は、本体部３１０と内側領域３２１との境目に位置する。第３
折曲容易部３３３の長さＬ３３３は、第２折曲容易部３３２の長さＬ３３２と略同一であ
る。
【００４４】
　また、延出部３２０が本体部３１０に向けて折り返される前の状態（外側領域３２２の
折り返し前）において、吸収体３０の両側部３０Ｅにおける最も吸収体３０の幅方向Ｗ外
側に位置する先端部分３０Ｅ１には、吸収体３０の長手方向Ｌに沿って配設される一対の
紐状ゴム３３（弾性体）が設けられる（図３参照）。紐状ゴム３３には、吸収体３０の長
手方向Ｌに沿って伸縮する合成ゴムなどが使用される。
【００４５】
　紐状ゴム３３は、吸収体３０の長手方向Ｌに沿って伸張した状態で吸収体３０の内部に
固定される。すなわち、紐状ゴム３３は、吸収体コア３１とともに被覆材３２によって被
覆されている。
【００４６】
　延出部３２０が本体部３１０に向けて折り返された状態において、折り返し線ＩＬから
防漏部４０の自由端４０Ｂまでの距離ＤＷは、吸収性物品１の厚み方向Ｔに沿った外装表
面シート２２０から延出部３２０の表面までの高さＨ１よりも大きいことが好ましい（図
３（ａ）参照）。
【００４７】
　（吸収性物品の製造方法）
　次に、上述した吸収体３０を製造する吸収性物品の製造方法について、図面を参照しな
がら説明する。図５は、本実施形態に係る吸収性物品の製造方法を説明するための図であ
る。なお、図５では、後述する接着材塗布工程Ｓ４０以外に吸収性物品１を構成する各部
材同士を接着剤（例えば、ホットメルト）により塗布する工程については省略している。
【００４８】
　吸収性物品の製造方法は、ゴム接合工程Ｓ１０と、コア積層工程Ｓ２０と、コア被覆工
程Ｓ３０と、接着材塗布工程Ｓ４０と、吸収体折り工程Ｓ５０と、吸収体切断工程Ｓ６０
とを有する。
【００４９】
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　ゴム接合工程Ｓ１０では、機械方向ＭＤに沿って搬送される被覆材３２が連続した被覆
材ウェブ１３２に、一対の紐状ゴム３３が連続したゴム連続体１３３を接合する。具体的
には、被覆材ウェブ１３２に配置される予定の吸収体コア３１の外側（先端部分３０Ｅ１

に対応する位置）に、一対のゴム連続体１３３を接合する。
【００５０】
　コア積層工程Ｓ２０では、一対のゴム連続体１３３が接合された被覆材ウェブ１３２に
、上述した本体部３１０と延出部３２０とを有する吸収体コア３１を積層する。具体的に
は、被覆材ウェブ１３２に接合された一対のゴム連続体１３３間に、吸収体コア３１を積
層する。
【００５１】
　なお、吸収体コア３１には、コア積層装置（不図示）によって、本体部３１０（幅広部
分３１１及びくびれ部分３１２）や延出部３２０（内側領域３２１及び外側領域３２２）
、折曲容易部３３０などが形成される。
【００５２】
　コア被覆工程Ｓ３０では、吸収体コア３１及び一対の紐状ゴム３３が接合された被覆材
ウェブ１３２の両端部１３２Ａが、吸収体コア３１及び一対の紐状ゴム３３を包むように
折り畳まれ、吸収体コア３１及び一対の紐状ゴム３３が被覆材ウェブ１３２によって被覆
される。このとき、吸収体コア３１は、延出部３２０が本体部３１０に向けてまだ折り返
されておらず、延出部３２０が本体部３１０から延出した状態で被覆材ウェブ１３２によ
って被覆される。
【００５３】
　接着材塗布工程Ｓ４０では、被覆材３２の角部（図４（ａ）のドット部分）に対応する
位置に、接着材（ホットメルト）を塗布する。なお、接着材塗布工程Ｓ４０では、必ずし
も被覆材３２の角部に対応する被覆材３２のみに接着材を塗布する必要はなく、例えば、
外側領域３２２全域に対応する被覆材３２に接着剤を塗布してもよく、外側領域３２２の
両端部３２２ｂのみに対応する被覆材３２に接着剤を塗布してもよい。
【００５４】
　吸収体折り工程Ｓ５０では、折り返し線ＩＬに沿って延出部３２０を本体部３１０に向
けて折り返す。これにより、延出部３２０が本体部３１０に接合され、製品連続体１００
が形成される。
【００５５】
　吸収体切断工程Ｓ６０では、製品連続体１００を機械方向ＭＤに直交する交差方向ＣＤ
に沿って、個々の吸収性物品１の吸収体３０に対応する大きさに切断する。これにより、
個々の吸収性物品１に対応する吸収体３０が完成する。
【００５６】
　ここで、接着材塗布工程Ｓ４０と吸収体切断工程Ｓ６０との間では、製品連続体１００
上に表面シート１０が連続した表面シートウェブ１１０を貼り付ける工程Ｓ５１と、製品
連続体１００の下面側に防漏部４０を構成する紐状ゴム４１及び防漏フィルム４２が連続
した防漏部ウェブ１４０を貼り付ける工程Ｓ５２とが行われてもよい。裏面シート２０よ
りも内側、つまり着用者の肌側に位置する部材が形成され、当該部材が予め形成された裏
面シート２０に吸収体３０が貼り付けられることによって、個々の吸収性物品１が形成さ
れる。
【００５７】
　以上説明した本実施形態では、延出部３２０は、幅方向Ｗ内側にくびれた吸収体３０の
くびれ部分（前側くびれ部分３１２Ａ，後側くびれ部分３１２Ｂ）に設けられる。また、
延出部３２０の内側領域３２１の最大長さＬ３２１は、外側領域３２２の最大長さＬ３２

２よりも短い。すなわち、延出部３２０は、長さの短い内側領域３２１によって本体部３
１０に連なっているため、着用者の股下の動きに追従し易く、着用者へのフィット性を確
保できる。
【００５８】
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　さらに、本実施形態では、長さの長い外側領域３２２が吸収体３０の長手方向における
中央領域３０C、つまり、着用者の排泄部近傍に設けられるため、排泄物の吸収性も向上
し、排泄物の横漏れも確実に防止できる。
【００５９】
　本実施形態では、外側縁３２２ａから折り返し線ＩＬまでの長さＬ１は、中心線ＣＬか
ら折り返し線ＩＬまでの長さＬ２以下であり、延出部３２０が本体部３１０を覆わないよ
うな構成となっている。このため、多量の尿などが短時間にまとまって排出された場合や
、吸収されにくい水状便や軟便が排泄された場合であっても、当該排泄物は本体部３１０
によって一旦吸収され、吸収された排泄物が延出部３２０に拡散する。具体的には、本体
部３１０で吸収された排泄物は、内側領域３２１を経由して外側領域３２２に拡散したり
、直接外側領域３２２に拡散したりすることが可能となる。この結果、延出部３２０は、
排泄物の横漏れをさらに確実に防止できる。
【００６０】
　本実施形態では、外側領域３２２の長手方向の外側に位置する被覆材３２の一部（図４
（ａ）のドット部分）が本体部３１０に接合される。このため、外側領域３２２を折り返
した場合でも吸収体３０の厚さを抑えられる。吸収体３０の厚さが抑えられると、着用者
がより動き易くなるとともに、吸収性物品１の外観も良好になる。また、吸収性物品１の
装着時において、延出部３２０が幅方向Ｗ外側に広がってしまうことを防止できる。この
ため、着用者へ与える装着感の向上及び着用者からの排泄物の吸収性の向上を両立できる
。
【００６１】
　本実施形態では、吸収体３０の長手方向Ｌに沿って、延出部３２０の折り曲げが容易に
なるように折曲容易部３３０が形成される。具体的には、吸収体３０には、第１折曲容易
部３３１、第２折曲容易部３３２及び第３折曲容易部３３３が設けられる。これによれば
、第１折曲容易部３３１を基点として、吸収体３０の中心線ＣＬ近傍が着用者側に向かっ
て盛り上がり、第１折曲容易部３３１から第３折曲容易部３３３までの部分が着用者から
離れる方向（下方）に向かって弛んだ状態となるとともに、第３折曲容易部３３３から第
２折曲容易部３３２までの部分が着用者側に向かって盛り上がる（図３（ｂ）参照）。
【００６２】
　このため、吸収体３０がその断面視において略Ｗ字状に変形し易くなり、延出部３２０
が着用者の動きに追従し易くなる。この結果、吸収体３０が着用者の肌から離れることが
防止され、着用者へのフィット性や着用者に与える装着感が向上する。また、排泄物の横
漏れ防止にも寄与する。
【００６３】
　本実施形態では、紐状ゴム３３は、長手方向Ｌに沿って伸張した状態で吸収体３０に固
定される。これによれば、吸収性物品１の装着時において、紐状ゴム３３の収縮により、
吸収体３０の先端部分３０Ｅ１が着用者の肌に適合する。このため、着用者からの排泄物
が着用者の肌と股下領域Ｓ３との間から横漏れが生じることを確実に防止できる。
【００６４】
　本実施形態では、延出部３２０が本体部３１０側に向けて折り返された状態における吸
収体３０の両側部３０Ｅには、一対の防漏部４０が設けられる。また、防漏部４０を構成
する紐状ゴム４１は、長手方向Ｌに伸張した状態で防漏シート４３に固定される。これに
よれば、吸収性物品１の装着時において、延出部３２０は、防漏部４０の収縮により、着
用者の肌に向けて立ち上がり易くなる。このため、着用者の肌により適合（密着）し易く
なり、着用者からの排泄物が着用者の肌と股下領域Ｓ３との間からの横漏れを確実に防止
できる。
【００６５】
　本実施形態では、防漏部４０の接合端４０Ａは、折り返し線ＩＬよりも吸収体３０の幅
方向Ｗ内側に位置する。これによれば、延出部３２０が本体部３１０に向けて折り返され
ても、防漏部４０が延出部３２０側に引っ張られることがなく、防漏部４０を吸収体３０
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よりも幅方向外側に位置させることができる。また、防漏部４０の自由端４０Ｂは、折り
返し線ＩＬよりも吸収体３０の幅方向Ｗ外側に位置する。つまり、防漏部４０は、確実に
吸収体３０よりも幅方向外側に位置することとなる。このため、防漏部４０の機能を確実
に発揮させることができ、横漏れを防止できる。
このため、吸収体３０が着用者からの排泄物を吸収する際に防漏部４０が妨げてしまうこ
とを防止でき、吸収体３０が着用者からの排泄物を直接吸収できる。したがって、横漏れ
を防止しつつ、着用者からの排泄物の吸収性をより確実に向上できる。
【００６６】
　本実施形態では、延出部３２０における吸収体３０の幅W３２０は、幅広部分３１１に
おける吸収体３０の幅W３１１よりも広い。このため、吸収体３０の着用者へのフィット
性を確保しつつ、延出部３２０によって充分な吸収力を備えることができる。
【００６７】
　(変更例)
　上述した実施形態に係る吸収体コア３１は、以下のように変更してもよい。なお、上述
した実施形態に係る吸収体コア３１と同一部分には同一の符号を付して、相違する部分を
主として説明する。
【００６８】
　（変更例１）
　まず、変更例１に係る吸収体コア３１Ａの構成について、図面を参照しながら説明する
。図６は、変更例１に係る吸収体３００Ａの平面図（外側領域３２２の折り返し前）であ
る。
【００６９】
　上述した吸収体コア３１では、外側領域３２２の最大長さＬ３２２は、本体部３１０の
最大長さＬ３１０よりも短い。これに対して、変更例１では、図６に示すように、外側領
域３２２の最大長さＬ３２２は、本体部３１０の最大長さＬ３１０よりも長い。
【００７０】
　変更例１では、外側領域３２２の最大長さＬ３２２が本体部３１０の最大長さＬ３１０

よりも長いことによって、本体部３１０で吸収した排泄物を外側領域３２２に拡散できる
面積が増大する。このため、着用者からの排泄物の吸収性をさらに向上できる。
【００７１】
　（変更例２）
　次に、変更例２に係る吸収体コア３１Ｃの構成について、図面を参照しながら説明する
。図７は、変更例３に係る吸収体３００Ｃの平面図（外側領域３２２の折り返し前）であ
る。
【００７２】
　上述した吸収体コア３１では、第１折曲容易部３３１は、一方の幅広部分３１１から他
方の幅広部分３１１まで延びている。これに対して、変更例２では、図７に示すように、
第１折曲容易部３３１の長さＬ３３１は、第２折曲容易部３３２の長さＬ３３２と略同一
である。
【００７３】
　変更例２では、第１折曲容易部３３１の長さＬ３３１が第２折曲容易部３３２の長さＬ

３３２と同等であることによって、着用者からの排泄物が長手方向Ｌに拡散する割合に比
べて、幅方向Ｗ外側に拡散する割合を高められる。このため、吸収体３００Ｃの長手方向
Ｌに沿った長さを短く設計できる。
【００７４】
　（変更例３）
　次に、変更例３に係る吸収体コア３１Ｄの構成について、図面を参照しながら説明する
。図８は、変更例３に係る吸収体３００Ｄの平面図（外側領域３２２の折り返し前）であ
る。
【００７５】
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　上述した吸収体コア３１では、折曲容易部３３０は、第１折曲容易部３３１と、第２折
曲容易部３３２と、第３折曲容易部３３３とを有する。これに対して、変更例３では、図
８に示すように、折曲容易部３３０は、第２折曲容易部３３２と、第３折曲容易部３３３
とを有し、第１折曲容易部３３１を有していない。
【００７６】
　変更例３では、折曲容易部３３０は、第２折曲容易部３３２と第３折曲容易部３３３と
を有することによって、股下領域Ｓ３を吸収体３０の断面視において略Ｗ字状でなく、全
体的に湾曲した状態（いわゆる、カップ状）に変形させ易く、着用者の肌と股下領域Ｓ３
との間に空間を形成できる。このため、一度に大量に排泄された場合でも当該空間を利用
して貯留された排泄物を徐々に吸収体３０に吸収させることによって、横漏れを防止でき
る。
【００７７】
　（変更例４）
　次に、変更例４に係る吸収体コア３１Ｅの構成について、図面を参照しながら説明する
。図９は、変更例４に係る吸収体３００Ｅの平面図（外側領域３２２の折り返し前）であ
る。
【００７８】
　上述した吸収体コア３１では、第１折曲容易部３３１は、中心線ＣＬに沿って形成され
る。これに対して、変更例４では、図９に示すように、第１折曲容易部３３１は、中心線
ＣＬに対して線対称に形成される。
【００７９】
　変更例４では、第１折曲容易部３３１が中心線ＣＬに対して線対称に形成されることに
よって、第１折曲容易部３３１間（中心線ＣＬ近傍）が着用者から離れる方向（下方）に
向かった状態となる。また、吸収体３００Ｅの折れ曲がり回数を規則的に増やすことがで
きるため、着用者からの排泄物が幅方向Ｗ外側に拡散する速度を抑制でき、横漏れをさら
に確実に防止できる。
【００８０】
　（その他の実施形態）
　上述したように、本発明の実施形態を通じて本発明の内容を開示したが、この開示の一
部をなす論述及び図面は、本発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示
から当業者には様々な代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
【００８１】
　例えば、上述した実施形態では、吸収性物品１は、使い捨ておむつであるものとして説
明したが、これに限定されるものではなく、生理用ナプキンやパンティーライナーなど吸
収体３０が設けられる物品であればよいことは勿論である。
【００８２】
　また、吸収性物品１や吸収性物品の製造方法は、実施形態で説明した構成に限定される
ものではなく、その他の構成であってもよい。例えば、表面シート１０や吸収体３０が２
層積層される構成であってもよい。また、裏面シート２０が１層により形成されていても
よい。この場合、当該裏面シート２０に直接ウエスト弾性体３Ａ,３Ｂなどが設けられ、
裏面シート２０が折り返されることによってウエスト弾性体３Ａ,３Ｂを挟み込み、ウエ
スト弾性体３Ａ,３Ｂが裏面シート２０に接合されていてもよい。また、防漏部４０など
が設けられていなくてもよい。
【００８３】
　また、折り返し線ＩＬは、内側領域３２１と外側領域３２２との境目に位置するものと
して説明したが、これに限定されるものではなく、本体部３１０のうち最も吸収体３０の
幅方向Ｗに沿った幅が狭い部分から、延出部３２０の外側縁３２２ａまでの間に位置して
いればよい。つまり、延出部３２０は、内側領域３２１内で折り返されてもよく、外側領
域３２２内で折り返されていてもよい。
【００８４】
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　また、外側縁３２２ａから折り返し線ＩＬまでの長さＬ１は、中心線ＣＬから折り返し
線ＩＬまでの長さＬ２以下であるものとして説明したが、これに限定されるものではなく
、例えば、外側領域３２２（延出部３２０）を複数回折り返す場合には、中心線ＣＬから
折り返し線ＩＬまでの長さＬ２よりも長くてもよい。
【００８５】
　また、一対の前側くびれ部分３１２Ａの間隔Ｗ３１２Ａは、一対の後側くびれ部分３１
２Ｂの間隔Ｗ３１２Ｂよりも広いものとして説明したが、これに限定されるものではなく
、間隔Ｗ３１２Ｂと同一であってもよく、間隔Ｗ３１２Ｂよりも狭くてもよい。
【００８６】
　また、被覆材３２の角部に接着材が塗布されるものとして説明したが、これに限定され
るものではない。例えば、外側領域３２２全域に対応する被覆材３２に接着剤が塗布され
てもよく、外側領域３２２の両端部３２２ｂのみに対応する被覆材３２に接着剤が塗布さ
れてもよい。また、外側領域３２２（延出部３２０）が本体部３１０に向けて折り返され
た状態で表面シート１０が吸収体３０に接合されることによって、外側領域３２２が折り
返された状態で保持されてもよい。このように、外側領域３２２（延出部３２０）を折り
返した状態で保持できればよいことは勿論である。
【００８７】
　また、折曲容易部３３０は、吸収体コア３１を貫通するスリット状であるものとして説
明したが、これに限定されるものではなく、吸収体コア３１を貫通していなくてもよく、
例えば、折曲容易部３３０は、エンボス処理が施されることによって、吸収体コア３１の
うち最も厚みが薄く形成されてもよい。さらに、折曲容易部３３０は、第１折曲容易部３
３１、第２折曲容易部３３２または第３折曲容易部３３３の何れか一つが形成されていれ
ばよい。
【００８８】
　また、吸収体３０の先端部分３０Ｅ１には、一対の紐状ゴム３３が設けるものとして説
明したが、これに限定されるものではなく、一対の紐状ゴム３３が設けられていなくても
よい。
【００８９】
　また、接合端４０Ａは、折り返し線ＩＬよりも吸収体３０の幅方向Ｗ内側に設けられる
ものとして説明したが、これに限定されるものではなく、折り返し線ＩＬ上に設けられて
いてもよく、折り返し線ＩＬよりも吸収体３０の幅方向Ｗ外側に設けられていてもよい。
【００９０】
　また、自由端４０Ｂは、延出部３２０が本体部３１０に向けて折り返された状態で、折
り返し線ＩＬよりも吸収体３０の幅方向Ｗ外側に設けられるものとして説明したが、これ
に限定されるものではなく、折り返し線ＩＬ上に設けられていてもよく、折り返し線ＩＬ
よりも吸収体３０の幅方向Ｗ内側に設けられていてもよい。
【００９１】
　また、防漏部４０は、必ずしも吸収性物品１に設けられる必要はなく、接合端４０Ａ及
び自由端４０Ｂを有する防漏部４０とは別の面状のシート（平面状ギャザー構造）などが
、防漏部４０の代わりに設けられていてもよい。
【００９２】
　このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態などを含むことは勿
論である。したがって、本発明の技術的範囲は、上述の説明から妥当な特許請求の範囲に
係る発明特定事項によってのみ定められるものである。
【符号の説明】
【００９３】
１…吸収性物品、３Ａ,５Ａ…ウエスト弾性体、１０…表面シート、２０…裏面シート、
３０…吸収体、３０Ｅ…両側部、３０Ｅ１…両側縁、３１，３１Ａ，３１Ｃ，３１Ｄ，３
１Ｅ…吸収体コア、３２…被覆材、３３…紐状ゴム、４０…防漏部、４０Ａ…接合端、４
０Ｂ…自由端、４１…紐状ゴム、４２…防漏フィルム、４３…防漏シート、７０Ａ…前側
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ウエストシート、７０Ｂ…後側ウエストシート、１００…製品連続体、１１０…表面シー
トウェブ、１３２…被覆材ウェブ、１３２Ａ…両端部、１３３…ゴム連続体、１４０…防
漏部ウェブ、２２０…外装表面シート、２３０…外装シート、２３１…前側外装シート、
２３２…後側外装シート、２３３…股下外装シート、２３３Ａ…股下内側シート、２３３
Ｂ…股下外層シート、２３３Ｃ…クロッチシート、２３４…前側胴回り外装シート、２３
５…後側胴回り外装シート、３００Ａ～３００Ｅ…吸収体、３１０…本体部、３１１…幅
広部分、３１２…くびれ部分、３２０…延出部、３２１…内側領域、３２２…外側領域、
３２２ａ…外側縁、３２２ｂ…両端部、３２３…切り欠き部、３３０…折曲容易部、３３
１…第１折曲容易部、３３２…第２折曲容易部、３３３…第３折曲容易部

【図１】 【図２】
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