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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使い捨て吸収性物品であって、液体浸透性構造化キャリヤと、少なくとも部分的に周囲
が前記構造化キャリヤに接合された液体不浸透性バックシートと、前記構造化キャリヤと
前記バックシートの中間に配置された液体貯蔵構造体と、前記構造化キャリヤと前記液体
貯蔵構造体の中間に配置されていて、６８９パスカル（０．１ｐｓｉ）の閉じ込め圧力の
下ではキャリパが少なくとも０．５ｍｍの液体取扱い構造体とを有する使い捨て吸収性物
品において、
　前記液体取扱い構造体は、２，７５６パスカル（０．４ｐｓｉ）の閉じ込め圧力の下で
は、６８９パスカルの閉じ込め圧力の場合の前記キャリパの少なくとも８０％のキャリパ
を有し、前記液体取扱い構造体は、３，４４７パスカル（０．５ｐｓｉ）の閉じ込め圧力
の下では、６８９パスカルの閉じ込め圧力の場合の前記キャリパの８０％未満のキャリパ
を有していることを特徴とする使い捨て吸収性物品。
【請求項２】
　前記使い捨て吸収性物品は、横方向中心線と、前記横方向中心線の前方に設けられてい
て、使用中、着用者の前側腰部領域に隣接して位置する第１の領域と、前記横方向中心線
の後方に設けられていて、使用中、着用者の後側腰部領域に隣接して位置する第２の領域
とを更に有し、前記液体取扱い構造体の実質的に少なくとも一部は、前記第１の領域内に
配置されていることを特徴とする請求項１記載の使い捨て吸収性物品。
【請求項３】
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　前記使い捨て吸収性物品は、横方向中心線と、前記横方向中心線の前方に設けられてい
て、使用中、着用者の前側腰部領域に隣接して位置する第１の領域と、前記横方向中心線
の後方に設けられていて、使用中、着用者の後側腰部領域に隣接して位置する第２の領域
とを更に有し、前記液体取扱い構造体の実質的に少なくとも一部は、前記第２の領域内に
配置されていることを特徴とする請求項１記載の使い捨て吸収性物品。
【請求項４】
　前記構造化キャリヤは、複数の孔を備えた有孔不織ウェブ材料から成り、前記孔の表面
積は、少なくとも０．２ｍｍ２　であることを特徴とする請求項１記載の使い捨て吸収性
物品。
【請求項５】
　前記使い捨て吸収性物品は、少なくとも８００ｇ／ｃｍ２　の圧力下貯蔵容量を有して
いることを特徴とする請求項１記載の使い捨て吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
〔発明の分野〕
本発明は、体液、例えば尿、月経物又は糞便物を保持する吸収性物品に関し、特に、水性
物を取り込んでこれを保持することができる吸収性物品の機能に関する。本発明は、更に
、使い捨て吸収性物品、例えば、乳幼児用おむつ又はトレーニングパンツ、成人用失禁及
び生理用品に関する。
【０００２】
〔背景〕
使い捨て吸収性物品、例えば、おむつ、生理用ナプキン、成人用失禁用品等が当該技術分
野において周知である。かかる物品は、身体の分泌物、例えば、尿、月経物、糞便物及び
他の水性体液を取り扱うために用いられている。
【０００３】
低密度の液体取扱い部材を有する吸収性物品を提供することが最近の技術的傾向になって
いる。かかる液体取扱い部材は、吸収性物品上に付着した多量の体分泌物を迅速に取り込
むことができる。特に、高粘度の液体の取扱いのためには、液体取扱い部材は、大きな開
放気孔を有することが望ましい。例えば、かかる構造体がＷＯ９５／０５１３９（ロー氏
）、ＷＯ９９／２５２９３（バスト氏等）、ＷＯ９９／２５２９４（ロー氏等）に記載さ
れている。
【０００４】
他方、大きな開放気孔を備えた液体取扱い部材は、平らな主表面を備えていないのが通例
である。というのは、大きな開放気孔のうち少なくとも何割かが表面まで延びているから
である。かかる液体取扱い部材を有する物品の使用中、例えば物品を着用した状態で着用
者が座ることにより物品に加わる圧力は、表面の残りの部分によって支持されなければな
らない。それ故、比較的高い圧力がこれら表面部分のところで着用者の皮膚に加わり、こ
れが原因となって、着用者の快適さが望ましくない程低いレベルになり、最終的には皮膚
に印又は跡が付くことになる（これを「皮膚マーキング」という場合がある）。
【０００５】
それ故、本発明の目的は、従来型吸収性物品によって生じる問題を解決する使い捨て吸収
性物品を提供することにある。
【０００６】
本発明のもう１つの目的は、２，７５６Ｐａ（０．４ｐｓｉ）～３，４４７Ｐａ（０．５
ｐｓｉ）の圧力で潰れる液体取扱い部材を有する使い捨て吸収性物品を提供することにあ
る。
【０００７】
〔発明の概要〕
本発明は、使い捨て吸収性物品であって、液体浸透性構造化キャリヤと、少なくとも部分
的に周囲が構造化キャリヤに接合された液体不浸透性バックシートと、トップシートとバ
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ックシートの中間に配置された液体貯蔵構造体と、トップシートと液体貯蔵構造体の中間
に配置されていて、６８９パスカル（０．１ｐｓｉ）の閉じ込め圧力においてキャリパが
少なくとも０．５ｍｍの液体貯蔵構造体とを有する使い捨て吸収性物品を提供する。本発
明の使い捨て吸収性物品は、液体貯蔵構造体が、２，７５６パスカル（０．４ｐｓｉ）の
閉じ込め圧力では、６８９パスカルの閉じ込め圧力の場合のキャリパの少なくとも８０％
のキャリパを有し、液体取扱い構造体が３，４４７パスカル（０．５ｐｓｉ）の閉じ込め
圧力では、６８９パスカルの閉じ込め圧力の場合のキャリパの８０％未満のキャリパを有
することを特徴とする。
【０００８】
〔発明の詳細な説明〕
以下では、本発明の吸収性物品を多種多様な実施形態及び多種多様な特徴によって説明す
る。本発明の別の実施形態は、本明細書において開示する一実施形態の特徴と別の実施形
態の特徴及び（又は）本明細書において開示した他の特徴と組み合わせることによって得
ることができる。これら別の実施形態は、本明細書に開示されているものと見なされ、そ
れ故、本発明の一部を形成するものである。当業者には明らかなように、或る幾つかの特
徴を組み合わせても本発明の一部を形成しない非機能性物品となる場合がある。
【０００９】
本明細書において用いる「吸収性物品」という用語は、体からの分泌液を吸収して封じ込
める物品、特に、体から排出された種々の分泌液を吸収して封じ込めるよう着用者の体に
当てて又はこれに近接して配置される物品を指している。「使い捨て」という用語は本明
細書においては、洗濯、或いは他の方法で元の状態に戻したり又は衣服として再使用され
るようにはなっていない衣服を形容する用語である（即ち、これら衣服は、１回使用され
た後に捨てられ、好ましくは、再生利用され、堆肥にされ、或いは環境にやさしい方法で
処分されるようになっている）。「一体形」吸収性物品は、別個の部品を互いに一体化し
て互いに連係して働く一体物を形成してこれら別個の部品が別個のホルダ及びライナのよ
うな別個の操作部品を必要としないような吸収性物品を意味している。本発明の吸収性物
品の好ましい実施形態は、図１に示す一体形使い捨て吸収性物品であるおむつ２０である
。本明細書で用いる「おむつ」という用語は、一般に、乳幼児や失禁症の人により下胴部
にぐるりと着用される吸収性物品を意味している。本発明は、他の吸収性物品、例えば、
失禁用ブリーフ、失禁用下着、吸収性インサート、おむつホルダ及びライナ、女性の衛生
用医療品、包帯等に適用できる。
【００１０】
おむつ
図１は、平らにした状態で本発明のおむつ２０を示す平面図であり、おむつ２０の構成を
一層明確に示すために構造体の幾つかの部分が切除してある。着用者に向いたおむつ２０
の部分は、見る人のほうへ向けられている。図１に示すように、おむつ２０は好ましくは
、液体浸透性構造化キャリヤ又はトップシート２４、液体不浸透性バックシート２６、好
ましくは少なくとも構造化キャリヤ２４の一部とバックシート２６との間に位置決めされ
た液体貯蔵構造体２８、構造化キャリヤ２４と液体貯蔵構造体２８との間に配置された液
体取扱い構造体２９、サイドパネル３０、ゴム入り脚部カフス３２、弾性腰部特徴部３４
、及び全体を符号４０で示した締結システムを有している。
【００１１】
おむつ２０は、図１においては、前側腰部領域３６、前側腰部領域３６と反対側に位置し
た後側腰部領域３８及び前側腰部領域と後側腰部領域との間に位置した股領域３７を有す
るものとして示されている。おむつ２０は、おむつ２０を着用していている間、着用者の
正面又は前部と並置される第１の領域８１と、おむつ２０を着用していている間、着用者
の背面又は後部と並置される第１の領域８２とを有する。おむつ２０の周囲は、おむつ２
０の外縁部によって構成され、これら外縁部内では長手方向側縁部５０がおむつ２０の長
手方向中心線１００に全体として平行に延び、端縁部５２が、おむつ２０の横方向中心線
１１０に全体として平行に長手方向側縁部５０相互間に延びている。図１では、第１の領
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域８１は、一方の端縁３５から横方向中心線２１まで延びるものとして示され、第２の領
域８２は、反対側の端縁３５から横方向中心線１１０まで延びているものとして示されて
いる。説明の目的上、横方向中心線１１０は、図１では第１の領域８１と第２の領域８２
との間の境界部として示されている。しかしながら、第１の領域８１と第２の領域８２の
境界部を、他の位置、例えば、それぞれの端縁５２のうちの１つの近くに位置決めしても
よい。着用者の正面と並置状態にある第１の領域８１は、尿の取扱いに優れている場合が
ある。着用者の背面と並置状態にある第２の領域は、糞便物、特に、低粘度糞便物の取扱
いに優れている場合がある。
【００１２】
おむつ２０のシャーシ２２は、おむつ２０の本体を構成している。シャーシ２２は、液体
貯蔵構造体２８の少なくとも一部を有し、更に好ましくは、構造化キャリヤ２４及びバッ
クシート２６を含む外側被覆層を有している。吸収性物品が別個のホルダ及びライナを有
している場合、シャーシ２２は一般に、ホルダ及びライナを含む。（例えば、ホルダは一
般に、物品の外カバーを形成する１以上の層から成り、ライナは、構造化キャリヤ、バッ
クシート及び液体貯蔵構造体を含む吸収性組立体から成るのがよい。かかる場合、ホルダ
及び（又は）ライナは、使用の始めから終わりまでライナを定位置に保持するのに用いら
れる締結要素を有するのがよい。）一体形吸収性物品の場合、シャーシ２２は、複合おむ
つ構造体を形成するよう追加された他の特徴部を備えるおむつの主構造体を有している。
【００１３】
図１は、構造化されたキャリヤ２４及びバックシート２６が液体貯蔵構造体２８及び液体
取扱い構造体２９よりも長さ寸法及び幅寸法が全体として大きなおむつ２０の実施形態を
示している。構造化キャリヤ２４及バックシート２６は、液体貯蔵構造体２８の縁部を越
えて延び、それにより、おむつ２０の周囲を形成している。
【００１４】
構造化キャリヤ２４、バックシート２６及びシャーシ２２を種々の周知の形態で組み立て
ることができるが、おむつの好ましい形態の概要が、１９７５年１月１４日にケニース・
ビー・ブーエル（Kenneth B. Buell）に付与された米国特許第３，８６０，００３号（発
明の名称：Contractible Side Portions for Disposable Diaper）、１９９２年９月９日
にブーエルに付与された米国特許第５，１５１，０９２号及び１９９３年６月２２日にブ
ーエルに付与された米国特許第５，２２１，２７４号に記載されている。他の適当な設計
のおむつシャーシが、１９９６年１０月２９日にロー等（Roe et al.）に付与された米国
特許第５，５６９，２３２号（発明の名称：Absorbent Article With Multiple Zone Str
uctural Elastic-Like Film Web Extensible Waist Feature）、１９９６年９月１０日に
ロー等（Roe et al.）に付与された米国特許第５，５５４，１４４号（発明の名称：Abso
rbent Article With Multiple Zone Structural Elastic-Like FilmWeb Extensible Wais
t Feature）、１９９６年９月１０日にロー等（Roe et al.）に付与された米国特許第５
，５５４，１４３号（発明の名称：Absorbent Article With Multiple Zone Structural 
Elastic-Like Film Web Extensible Waist Feature）、１９９６年９月１０日にロー等（
Roe et al.）に付与された米国特許第５，５５４，１４５号（発明の名称：Absorbent Ar
ticle With Multiple Zone Structural Elastic-Like Film Web Extensible Waist Featu
re）、１９９６年９月１７日にロー等（Roe et al.）に付与された米国特許第５，５５６
，３９４号（発明の名称：Absorbent Article With Multiple Zone Structural Elastic-
Like Film Web Extensible Waist Feature）に記載されており、これら技術文献の各々の
開示内容を、本明細書の一部を形成するものとしてここに引用する。
【００１５】
おむつ２０の内面は、使用中、着用者の体に隣接して位置するおむつ２０の部分を有して
いる（即ち、内面は一般に、構造化キャリヤ２４の少なくとも一部及び構造化キャリヤ２
４に接合された他の構成部分によって形成されている）。外面は、使用中、着用者の体か
ら見て遠くの側に位置したおむつ２０の部分を有している（即ち、外面は一般に、バック
シート２６の少なくとも一部及びバックシート２６に接合された他の構成部分によって形
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成されている）。
【００１６】
水性液体取扱い性能
水性液体の液体取扱い性能は、本発明の重要な特徴である。本明細書で用いる「水性液体
」という用語は身体の分泌物、例えば、尿、糞便物、月経物、血液、汗を含むが、これら
には限定されない。
【００１７】
液体取込み
本明細書で用いる「液体取込み」という用語は、本発明の構造化キャリヤの頂部上に付着
した液体が構造化キャリヤの表面から吸収性物品中へ吸収される量を意味している。
【００１８】
本発明の吸収性物品の液体取込み性能は、最終製品取込み試験（Finished-Product-Acqui
sition-Test ）により評価される。
【００１９】
本発明の吸収性物品は、最初の奔出の際に少なくとも３．７５ｍｌ／ｓ、好ましくは最初
の奔出の際に少なくとも４ｍｌ／ｓ、より好ましくは最初の奔出の際に少なくとも４．５
ｍｌ／ｓ、最も好ましくは最初の奔出の際に少なくとも５ｍｌ／ｓの液体取込み量を有し
ている。本発明の吸収性物品は、４回目の奔出の際に少なくとも０．５ｍｌ／ｓ、好まし
くは４回目の奔出の際に少なくとも０．６ｍｌ／ｓ、より好ましくは４回目の奔出の際に
少なくとも０．８ｍｌ／ｓ、最も好ましくは４回目の奔出の際に少なくとも１．０ｍｌ／
ｓの液体取込み量を有している。
【００２０】
液体リウェット（LIQUID REWET）
本明細書で用いる「液体リウェット」という用語は、後になって圧力を受けて保有状態の
吸収性物品の構造化キャリヤから絞り出される既に取り込まれた液体を意味している。
【００２１】
本発明の吸収性物品の液体リウェット性能は、コラーゲンリウェット試験（Collagen Rew
et Test ）によって評価され、皮膚水和値（Skin Hydration value）によって定量化され
る。
【００２２】
本発明の吸収性物品の前側領域は、１２０ｍｇ未満の皮膚水和値、好ましくは９０ｍｇ未
満の皮膚水和値、より好ましくは７０ｍｇ未満の皮膚水和値、最も好ましくは５０ｍｇ未
満の皮膚水和値を有している。
【００２３】
任意的に、後側領域は、１２０ｍｇ未満の皮膚水和値、好ましくは９０ｍｇ未満の皮膚水
和値、より好ましくは７０ｍｇ未満の皮膚水和値、最も好ましくは５０ｍｇ未満の皮膚水
和値を有する。
【００２４】
トップシート湿り度
本発明の吸収性物品の表面に向いたユーザのドライな肌触りを保つために、本発明の吸収
性物品は好ましくは、トップシート最終製品乾き度法（Topsheet-Finished Product-Dryn
ess-Method）に従って３００ｍｇ未満、好ましくは２００ｍｇ未満、より好ましくは１０
０ｍｇ未満、更に好ましくは５０ｍｇ未満、最も好ましくは２５ｍｇ未満のトップシート
湿り度を有している。
【００２５】
高粘度液体の取扱い
加うるに、本発明の吸収性物品は好ましくは、高粘度液体取扱いを可能にし、特に、粘性
の流体状身体廃棄物の液体取扱いを可能にする。
【００２６】
本明細書で用いる「粘性流体状身体廃棄物（viscous fluid bodily waste）」又は「ＶＦ
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ＢＷ」は一般に、制御された応力レオメータ上に置かれた互いに平行なプレートを用いる
制御された応力レオメトリ試験で１１秒の剪断速度で約１０ｃＰ以上で約２×１０５　ｃ
Ｐ以下、特に、１／秒の剪断速度において約１０３　ｃＰ～１０５　ｃＰの粘度を有する
体から排出された任意の廃棄物を意味している。（参考までに、水は、２０℃において１
．０ｃＰの状態にあり、ジフ（Jif ）のクリーミーピーナッツバター（オハイオ州シンチ
ナチ所在のプロクター・アンド・ガンブル・カンパニイ（以下、Ｐ＆Ｇという）から入手
できる）は、この同一の剪断速度では２５℃において４×１０５　ｃＰである）。
【００２７】
加圧下貯蔵（STORAGE UNDER PRESSURE）
粘性流体状身体廃棄物が液体取扱い構造体をいったん浸透すると、廃棄物を着用サイクル
の残りの期間中、着用者から遠ざけると共に取り換え作業の間、介護者から遠ざけて貯蔵
し又は保持することが望ましい。本明細書で用いる「貯蔵する」という用語は、おむつの
中に貯えられた物質を物品の体に向いた表面から物理的に分離しておむつの中に貯えられ
た物質がすぐには着用者の皮膚に接触せず或いはこれに接近できないようにすることを意
味している。加圧下の貯蔵又は「貯蔵」は、以下に説明する試験方法の説明項目において
記載するように単位面積を基準として構造体中に保持された物質の量として測定される。
もし加圧下貯蔵用量が低すぎる場合、構造体の単位面積当たり皮膚接近から遠ざけて貯蔵
することができる粘性流体状身体廃棄物の絶対量が減少することになろう。適度の貯蔵容
量は、漏れの恐れを減少させると共に粘性流体状身体廃棄物によって汚染される皮膚の面
積を減少させるために必要不可欠である。というのは、貯蔵されている粘性流体状身体廃
棄物は、構造体の体に向いた表面に接近して漏れを生じたり物品内で移動する恐れが低い
からである。
【００２８】
本発明の好ましい実施形態では、吸収性物品は、粘性流体状身体廃棄物が約５００ｇ／ｍ
２　以上という加圧下貯蔵値を有する液体取扱い構造体を有することが必要である。より
好ましくは、液体取扱い構造体は、粘性流体状身体廃棄物が約７５０ｇ／ｍ２　以上とい
う加圧下貯蔵値を有すべきである。さらに好ましくは、液体取扱い構造体は、粘性流体状
身体廃棄物が約１，０００ｇ／ｍ２　以上という加圧下貯蔵値、最も好ましくは粘性流体
状身体廃棄物が約１，１００ｇ／ｍ２　以上という加圧下貯蔵値を有するべきである。一
般に、少なくとも約５００ｇ／ｍ２　～約１０，０００ｇ／ｍ２　、好ましくは約７５０
ｇ／ｍ２　～約１０，０００ｇ／ｍ２　の加圧下貯蔵値が、合格レベルのものであること
が判明した（これら好ましい加圧貯蔵パラメータは、好ましくは使用が意図されていると
きに評価される一体形物品に関している。したがって、この物品の構成部分又は装備は全
て、これらの性能の測定が行われているときに通常の使用中のものであるように構成され
ることが必要である。）
圧縮裏返し条件下における保持及び不動化
吸収性物品によって受け取られ又はこれを浸透した粘性流体状身体廃棄物は好ましくは、
おむつ内に着用者から遠ざけられて保持される。体廃棄物、特に、粘性流体状身体廃棄物
を保持する１つの好ましい方法は、廃棄物を着用者から離れた位置に不動化することであ
る。本明細書で用いる「不動化する」という用語は、圧力が加えられた状態で及び（又は
）重力の影響下で貯蔵状態の流体状身体廃棄物を保持するための材料又は構造体の能力を
意味している。圧縮裏返し状態で動かないようにすること又は「不動化」は廃棄物の粘度
を増大させることにより（例えば、脱水することにより）、機械的な閉込めを行うことに
より（即ち、粘性流体状身体廃棄物と材料又は構造体の内部領域との接触面積の増大によ
り促進させる表面エネルギ現象により）、或いは、当該技術分野で知られている任意他の
手段によって達成できる。以下の試験方法説明項目において詳しく説明するように「圧縮
裏返し条件下不動化（Immobilization under compressed inversion ）」は、構造体が以
下に説明するように逆の圧力サイクルを受けた後に構造体中に残存する粘性流体状身体廃
棄物又はこれと類似したものの割合で測定される。「圧縮裏返し下保持（Retention unde
r compressed inversion）」又は「保持」は、粘性流体状身体廃棄物が応力を生じる使用
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条件下でどれほど多く「貯蔵状態」のままであるかについての絶対的な尺度である。
【００２９】
好ましくは、液体取扱い構造体は、構造体を浸透する粘性流体状身体廃棄物の約７．５ｇ
よりも大きな圧縮裏返し条件下保持値を有するべきである。より詳細には、以下に説明す
るように、圧縮裏返し条件下保持試験を受けた後に、粘性流体状身体廃棄物の約８．０ｇ
よりも大きく、最も好ましくは、粘性流体状身体廃棄物の約８．５ｇよりも大きな圧縮裏
返し条件下保持値を有するべきである。一般に、少なくとも約７．５ｇ～約１００．０ｇ
、及び約８．０ｇ～約１００．０ｇの圧縮裏返し条件下保持値が合格レベルのものである
ことが判明した。同一条件下において、液体取扱い構造体は、液体取扱い構造体にとって
合格レベルの粘性流体状身体廃棄物の少なくとも７０％の圧縮裏返し条件下不動化値を有
する必要がある。より好ましくは、要素１２０により受け取った粘性流体状身体廃棄物の
少なくとも約８０％、最も好ましくは、少なくとも約８５％の圧縮裏返し条件下不動化値
を有するべきである。一般に、少なくとも約７０％～約１００％、及び約８０％～約１０
０％の圧縮裏返し条件下不動化値が合格レベルのものであることが判明した。（これら好
ましい圧縮裏返し条件下不動化パラメータ及び圧縮裏返し条件下保持パラメータは、好ま
しくは使用が意図されているときに評価される一体形物品に関している。したがって、こ
の物品の構成部分又は装備は全て、これらの性能の測定が行われているときに通常の使用
中のものであるように構成されることが必要である。）
適当な不動化及び保持性能が無ければ、受入れ及び貯蔵性能の向上の効果は減少する場合
がある。というのは、粘性流体状身体廃棄物は、構造体の体に向いた表面に戻り、漏れ又
は着用者の皮膚の汚染の恐れを増大させるからである。さらに、不動化は、もし構造体が
まず最初に廃棄物を受け取り、次にこれを貯蔵すれば最も効果的である。着用者の皮膚か
ら遠ざけて貯蔵される前に不動化される粘性流体状身体廃棄物は、皮膚と接触した状態で
構造化キャリヤ上に残ったままの場合がある。皮膚との接触状態にある粘性流体状身体廃
棄物を不動化することにより、取り換え／クリーニング作業中、介護者にとって必要な労
力が増大する場合があり、又、残留ミクロレベルの汚染の恐れが増大する。「ミクロレベ
ルの汚染」という用語は、皮膚上に付着したままであるが、人の肉眼には容易には見えな
い廃棄物の残留物を意味している。したがって、粘性流体状身体廃棄物を効果的に取り扱
う上で所与の構造体の有用性を決定する際、所与の構造体について少なくとも３つのパラ
メータ（受入れ、貯蔵及び不動化又は受入れ、貯蔵又は保持）を考慮することが有用であ
る。
【００３０】
実施形態によっては、おむつ２０におむつの互いに異なる部分に互いに異なる受入れ性能
を与えることが望ましい場合がある。これは、種々の受入れ特性の領域を有するよう製造
され又は処理された単一の構造化キャリヤを設けることによって達成できる。さらに、構
造化キャリヤを、しみ出た粘性流体状身体廃棄物の一層良好な制御状態が得られるよう物
品の体にむいた表面の平面上に持ち上げるのがよい。実施形態によっては、構造化キャリ
ヤを粘性流体状身体廃棄物源（例えば、肛門周囲の領域）の近くで着用者の皮膚と接触さ
せることが望ましい場合もある。
【００３１】
以下に開示する経トップシート能力試験（trans-topsheet capacity ）によって経トップ
シート能力は、低粘度糞便物を取り扱うおむつの能力に影響を与える。おむつ２０の第１
領域８１及び第２領域８２は比較的高い経トップシート能力を備えることが必要である。
【００３２】
低粘度糞便物を取り扱うのに必要な最小経トップシート能力とこの最小能力を備えたおむ
つ２０の表面積との間には逆の関係が成り立っている。おむつ２０の表面積の大きな割合
が低粘度糞便物を取り扱うのに十分な経トップシート能力を有しているので、必要な経ト
ップシート能力は減少する。
【００３３】
いずれの場合においても、おむつ２０の第１領域８１及び第２領域８２は好ましくは、１
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平方インチ当たり少なくとも約３００ｇの経トップシート能力を有する。ただし、おむつ
２０の少なくとも０．０２ｍ２　の表面積がかかる経トップシート能力を有し、好ましく
は、おむつ２０の少なくとも０．０３ｍ２　がかかる経トップシート能力を有することを
条件とする。
【００３４】
本発明のおむつ２０の第１領域８１の少なくとも一部及び第２領域８２の少なくとも一部
は好ましくは、１ｍ２　当たり少なくとも３００ｇ、より好ましくは１ｍ２　当たり少な
くとも４００ｇ、さらにより好ましくは１ｍ２　当たり少なくとも５００ｇ、さらにより
好ましくは１ｍ２　当たり少なくとも６００ｇ、最も好ましくは１ｍ２　当たり少なくと
も７００ｇの経トップシート能力を備える。
【００３５】
液体貯蔵構造体
液体貯蔵
液体貯蔵構造体２８は、一般に圧縮性があって形状適合性があり、着用者の皮膚に対して
非刺激性であり、しかも液体、例えば尿及び身体からの他の或る幾つかの種類の分泌物を
吸収して保持することができる吸収性部材であるのがよい。図１に示すように、液体貯蔵
構造体２８は、衣服側表面、身体側表面、側縁部及び腰縁部を有している。液体貯蔵構造
体２８は、多種多様なサイズ及び形状（例えば、矩形、砂時計形、「Ｔ」字形、非対称形
等）で、しかも使い捨てプルオン式衣料品で通常用いられている多種多様な液体吸収材料
及び他の吸収性物品、例えばエアフェルト（airfelt ）と通称されている微粉砕木材パル
プから作ることができる。他の適当な吸収性材料の例としては、クレープ加工セルロース
詰綿、コフォーム（coform）を含むメルトブロー法処理重合体（ポリマー）、化学的に剛
化され改質され又は架橋されたセルロース系繊維、ティシューラップやティッシューラミ
ネートを含むティシュー、吸収性フォーム、吸収性スポンジ、超吸収性重合体、吸収性ゲ
ル化物質又はこれらと同等な任意の物質又はこれら物質の組合せが挙げられる。
【００３６】
液体貯蔵構造体２８の形状及び構造は、様々であってよい（例えば、液体貯蔵構造体２８
は、キャリパ（厚さ）が漸変する帯域、親水性勾配、気孔サイズ勾配、超吸収性勾配があ
り、或いは平均密度が低く且つ平均基本重量が低い収集帯域を有していてもよく、或いは
、１又は２以上の層又は構造部材を有していてもよい）。しかしながら、液体貯蔵構造体
２８の総吸収容量は、おむつ２０の設計保持量及び所期の用途と両立すべきである。さら
に、液体貯蔵構造体２８のサイズ及び吸収容量は、乳幼児から成人まで様々な着用者に適
合するよう様々であるのがよい。
【００３７】
吸収性組立体として用いられる例示の吸収性構造が、１９８６年９月９日にワイズマン等
（Weisman et al.）に付与された米国特許第４，６１０，６７８号（発明の名称：High-D
ensity Absorbent Structures ）、１９８７年６月１６日にワイズマン等に付与された米
国特許第４，６７３，４０２号（発明の名称：Absorbent Articles With Dual-Layered C
ores）、１９８９年１２月１９日にアングスタット（Angstadt）に付与された米国特許第
４，８８８，２３１号（発明の名称：Absorbent Core Having A Dusting Layer ）及び１
９８９年５月３０日にアレメニイ等（Alemany et al.）に付与された米国特許第４，８３
４，７３５号（発明の名称：High Density Absorbent Members Having Lower Density an
d Lower Basis Weight Acquition Zones）に記載されている。
【００３８】
ラップシート
本発明の液体貯蔵構造体は、少なくとも１つのラップシートを更に有するのがよい。ラッ
プシートが吸収性構造体の表面のうち少なくとも一部のところで吸収性構造体を覆ってい
て、液体受入れ領域から液体貯蔵構造体への流体経路がウェブを通るようにする。かくし
て、「ラッピング」という用語の意味は、完全なラッピング又は包装だけを意味するもの
と解釈されてはならない。かかる実施形態の一例は、液体貯蔵構造体の頂面を覆い、次に
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、心材の次に仮縫いされ、側面がラップシートによって覆われることができるようにする
（しかしながら、このようにする必要は必ずしもない）ラップシートであるのがよい。
【００３９】
好ましい実施形態では、ラップシートは、一実施形態では液体貯蔵構造体の他の表面をも
覆い、このラップシートはおむつ全ての表面を覆って液体貯蔵構造体が完全に包装される
ようにする。別の好ましく且つより製造が容易な実施形態が底面を部分的に又は完全に包
囲するよう頂面及び２つの側面の周りにぐるりと折り曲げられることにより頂面及び２つ
の側面を覆う。
【００４０】
吸収性部材のラッピングは又、２以上のラップシートにより、或いは、互いに異なる領域
に互いに異なる特性を備えた１枚のラップシートによっても達成できる。例えば、流体流
路中にはない吸収性部材の表面部分は、流体親水性度（fluid hydrophilicity）が無く又
は非永続的であってもよい。或いは、異なるラップ材料をかかる領域に用いてもよく、或
いは、吸収性部材の材料を他の要素、例えば、従来型ティッシュー材料で包んでもよいが
、それと同時に別の機能性を有する不浸透性シート、例えばバックシート材料で包んでも
よい。
【００４１】
当然のことながら、吸収性構造体とラップシートは互いに流体連通状態にあり、流体流路
、特に毛管搬送勾配が邪魔されないようにすることが必須の要件である。この好ましい実
施形態は、ラップシートと吸収性構造体が互いに、少なくとも上述したような表面につい
て直接的な接触状態にある設計である。
【００４２】
適当なラップシートをティッシュー層、不織布等から製造することは当該技術分野におい
ては一般に知られている。本発明のラップシートに使用されるべき好ましい不織布は、例
えば欧州特許出願９８１０７２８８．７（フックス氏）に開示されている。これら親水性
材料は、取り込んだ液体への界面活性剤の低放出性を示し、したがって、本発明の吸収性
物品の液体取扱いにマイナスの影響を及ぼさない。本発明の吸収性物品の液体取扱いにマ
イナスの影響を及ぼさないようにするためには、適当なラップシートを、以下に説明する
表面張力減少試験に従って１５ｍＮ／ｍ未満、好ましくは１２ｍＮ／ｍ未満、より好まし
くは９ｍＮ／ｍ未満、さらにより好ましくは６ｍＮ／ｍ未満、最も好ましくは３ｍＮ／ｍ
未満の表面張力減少値を有する。
【００４３】
バックシート
バックシート２６は、液体貯蔵構造体２８の衣服に向いた表面に隣接して設けられ、好ま
しくは、当該技術分野で公知の任意適当な取付け手段によってこれに接合されている。本
明細書における「接合された」又は「接合する」という用語は、要素を直接他の要素に取
り付けることにより要素を直接別の要素に固定する形態及び要素を中間の部材に取り付け
、この中間の部材を他の要素に取り付けることにより、要素を間接的に他の要素に固定す
る形態を含む。
【００４４】
例えば、バックシート２６を、一様に連続した接着剤層、パターン化された接着剤層又は
接着剤の別々の線、螺旋又はスポットのアレイによって液体貯蔵構造体２８に固定するの
がよい。満足のゆくものであることが分かった接着剤は、米国ミネソタ州所在のＨ．Ｂ．
フラー・カンパニイ・オブ・セントポール（H. B. Fuller Company of St. Paul）によっ
て製造され、ＨＬ－１２５８として市販されている。接着剤フィラメントの開放パターン
ネットワークを含む適当な取付け手段の一例が、１９８６年３月４日にミネトラ等に付与
された米国特許第４，５７３，９８６号（発明の名称：Disposable Waste-Containment G
arment）に開示され、より好ましくは、螺旋パターンの状態に巻かれた接着剤フィラメン
トの数本の線を含む別の適当な取付け手段が、１９７５年１０月７日にスプラーグ・ジュ
ニアに付与された米国特許第３，９１１，１７３号、１９７８年１１月２２日にジッカー
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等に付与された米国特許第４，７８５，９９６号及び１９８９年６月２７日にウェレニク
スに付与された米国特許第４，８４２，６６６号に示された装置及び発明によって示され
ている。変形例として、取付け手段は、熱接着法、加圧接着法、超音波接着法、動的機械
式接着法、或いは当該技術分野で知られているような任意他の適当な取付け手段又はこれ
ら取付け手段の組合せであってもよい。
【００４５】
バックシート２６は、液体（例えば、尿）に対して不浸透性であり、好ましくは薄いプラ
スチックフィルムから製造される。ただし、他の可撓性液体不浸透性材料も又、使用でき
る。本明細書で用いる「可撓性」という用語は、柔軟性があって、人の体の全体的形状及
び輪郭に容易に合致する材料を意味している。
【００４６】
バックシート２６は、液体貯蔵構造体２８中に吸収して封じ込めた分泌液がおむつ２０に
接触する場合がある物品、例えば、ベッドのシーツや下着を汚さないようにする。かくし
て、バックシート２６は、織布又は不織布、例えばポリエチレン又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フィルム、或いは、例えばフィルムをコーティングした
不織布のような複合材料から成るのがよい。好ましくは、バックシート２６は、厚さが約
０．０１２ｍｍ（０．５ミル）～０．０５１ｍｍ（２．０ミル）の熱可塑性フィルムから
成る。バックシート２６の特に好ましい材料としては、インディアナ州テレオート所在の
トレデガーインダストリーズインコーポレーテッド（Tredegar Industries Inc.）によっ
てＲＲ８２２０インフレートフィルム及びＲＲ５４７５キャストフィルムが挙げられる。
バックシート２６には好ましくは、エンボス加工を施すと共に（あるいは）一層布様の外
観をもたらすよう艶消仕上げを施すのがよい。さらに、バックシート２６は、分泌物がバ
ックシート２６を依然として通過するのを阻止しながら、蒸気を液体貯蔵構造体２８から
逃げることができるようにするのがよい（即ち、通気性を有する）。
【００４７】
構造化キャリヤ
本発明の構造化キャリヤ２４は、使い捨ておむつの内部へ、具体的には液体貯蔵構造体２
８へ差し向けられた第１の表面又は内面及びこれと反対側に位置していておむつを着用す
ると着用者の皮膚に向けられる第２の表面又は外面を有している。
【００４８】
構造化キャリヤ２４は好ましくは、液体貯蔵構造体２８の体に向いた表面に隣接して位置
決めされ、そして、当該技術分野で公知の任意の取付け手段によってこれに接合されると
共に（或いは）バックシート２６に接合されるのがよい。本発明の好ましい一実施形態で
は、構造化キャリヤ２４とバックシート２６はおむつの周囲で互いに直接接合される。
【００４９】
構造化キャリヤ２４は好ましくは、しなやかで、肌触りがソフトであり、しかも着用者の
皮膚に対して刺激のないものである。さらに、構造化キャリヤ２４は、液体（例えば、尿
）がその厚さを容易に貫通することができるよう液体浸透性である。適当な構造化キャリ
ヤ２４を、広範な材料、例えば多孔質フォーム、網状フォーム、有孔プラスチックフィル
ム又は天然繊維（例えば、木繊維又は綿繊維）の織ウェブ又は不織ウェブ、合成繊維（例
えば、ポリエステル、ポリプロピレン繊維）、或いは天然繊維と合成繊維の組合せから形
成するのがよい。好ましくは、構造化キャリヤ２４は、着用者の皮膚を液体貯蔵構造体２
８内に封じ込められた液体から隔離する疎水性材料で作られている。
【００５０】
一般的な性質
機能的性質
本発明の構造化キャリヤは、構造化キャリヤ中の液体保持量を最小限に抑えると共に液体
取扱い構造体又は液体貯蔵構造体から着用者の皮膚に戻る液体のリウェットを最小限に抑
えるために疎水性である。
【００５１】
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本発明の構造化キャリヤは又、構造化キャリヤ中の液体保持量を最小限に抑えると共に液
体取扱い構造体又は液体貯蔵構造体から着用者の皮膚に戻る液体のリウェットを最小限に
抑えるために疎油性であるのがよいが、このようにするかどうかは任意である。
【００５２】
本発明の構造化キャリヤは、以下に説明する液体保持量試験によれば、約６２ｍＮ／ｍの
表面張力を備えた試験用液体について、５０ｍｇ未満、好ましくは４０ｍｇ未満、より好
ましくは３０ｍｇ未満、最も好ましくは２０ｍｇ未満の構造化キャリヤ中の液体保持量を
有する。
【００５３】
本発明の構造化キャリヤは、以下に説明する液体保持量試験によれば、約３３ｍＮ／ｍの
表面張力を備えた試験用液体について、１５０ｍｇ未満、好ましくは１２０ｍｇ未満、よ
り好ましくは９０ｍｇ未満、最も好ましくは７０ｍｇ未満のトップシート中の液体保持量
を有する。
【００５４】
本発明の構造化キャリヤのユーザに向いた側部と少なくとも７２ｍｍＮ／ｍの表面張力を
備えた蒸留水との接触角は、少なくとも９０゜、好ましくは少なくとも１００゜、より好
ましくは少なくとも１１０゜、更に好ましくは少なくとも１２０゜、最も好ましくは１２
５゜以上である。接触角が大きいと、構造化キャリヤの気孔の毛管吸引力が減少する。９
０゜よりも大きな接触角では、結果として、毛管作用による吸引力が負の状態になり、そ
れ故、それぞれの気孔が撥水性となる。
【００５５】
構造的性質
構造化キャリヤ２４は好ましくは、少なくとも０．２ｍｍ２　の有効孔サイズを備えた複
数の孔を有し、複数の孔は、少なくとも０．５ｍｍ２　の有効孔サイズを有し、さらに好
ましくは、複数の孔は、少なくとも１．０ｍｍ２　の有効孔サイズを有し、さらに好まし
くは、複数の孔は、少なくとも２．０ｍｍ２　の有効孔サイズを有し、最も好ましくは、
複数の孔は、少なくとも３．０ｍｍ２　の有効孔サイズを有する。有効孔は、以下に説明
するイメージ取込みパラメータを受けた状態では、０～２５５の標準型グレーレベルスケ
ールで１８以下のグレーレベルを有する孔である。
【００５６】
構造化キャリヤ２４は、好ましくは、少なくとも１５％の有効開放領域を有し、より好ま
しくは、少なくとも２０％の有効開放領域を有し、さらにより好ましくは、少なくとも２
５％の有効開放領域を有し、最も好ましくは、少なくとも３０％の有効開放領域を有する
。
【００５７】
有効孔サイズ及び開放領域を求める一方法について方法説明項目に記載する。
【００５８】
製造方法
構造化キャリヤとして用いるのに適した材料及び構造としては、有孔不織ウェブ、有孔フ
ィルム、有孔成形フィルム、スクリム、織ウェブ、スクリム、網状物、マクロ孔質薄手フ
ォーム、上述の材料の複合材等が挙げられる。構造化キャリヤ２４を製造するのに使用で
きる多数の製造法がある。例えば、構造化キャリヤ２４は、スパンボンド法、カード（カ
ーディング）法、湿式レイ（wet-lay ）法、メルトブローン法、水系絡み合い（hydroent
angle ）法、上記の組合せが施された繊維の不織ウェブ又は上記の複合積層品等である。
好ましい構造化キャリヤ２４としては、不織技術及び繊維質ウェブの水系絡み合い技術分
野の当業者には周知の手段によってワイヤフォーミングスクリーン上で水系絡み合いが行
われると共に熱的空気貫通結合が行われたカーディング／カーディング複合材が挙げられ
る。
【００５９】
表面処理
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本発明の構造化キャリヤ２４は、構造化キャリヤの表面の少なくとも一部の表面自由エネ
ルギを減少させ、それ故に表面のこの部分を一層疎水性にし、最終的には疎油性にする表
面仕上を有するのがよい。
【００６０】
構造化キャリヤは、構造化キャリヤの種々の領域に別個独立の液体取扱い性質を設けるよ
う構造化キャリヤの主要表面に平行な方向に疎水性の勾配を有するのがよい。構造化キャ
リヤは、構造化キャリヤを通る液体の移送性を高めるために構造化キャリヤの主要表面に
垂直な方向に疎水性勾配を更に有するのがよい。
【００６１】
本発明の構造化キャリヤ２４の表面、特に、使用中着用者に向く表面の少なくとも一部が
、表面コーティング例えば薄いフロールカーボンポリマーフィルムを有するのがよい。か
かる表面コーティングを得る適当な方法は、当該技術分野において周知であり、例えば欧
州特許出願第９８１１６８９５．８、ＷＯ９７／４２３５６（ギーソン氏）及びＷＯ９６
／００５４８（オーレット氏）に記載されている。
【００６２】
表面処理剤として適当な例示の低表面エネルギ材料は、ミシガン州ミッドランド所在のダ
ウ・コーニング（Dow Corning ）社からSyl-Off 7677として入手できるシリコーン剥離被
膜であり、これには、Syl-Off 7048として入手できる架橋剤が、それぞれ１００重量部～
１０重量部の割合で添加される。別の適当な表面処理剤は、ニューヨーク州ウォーターフ
ォード所在のジェネラル・エレクトリック・カンパニイのシリコーン製品部門からＵＶ９
３００及びＵＶ９３８０Ｃ－Ｄ１という商品名で市販されていて、１００重量部～２．５
重量部の割合の配合物から成るＵＶ硬化性シリコーンである。別の適当な処理剤としては
、デンマーク国バーデ所在のファイバービジョンズ（Fibervisions）社からＴ１９０及び
Ｔ１９８の商品名で入手できる繊維仕上、ドイツ国ベボリンゲン所在のシリル・アンド・
セーラ（Schill and Seilacher of Boblingen ）社からシラストル（Silastol）ＦＣ１７
６０という商品名で入手できる繊維仕上、米国ミネソタ州セントポール所在のミネソタ・
マイニング・アンド・マニュファクチャリング・カンパニィ（Minnesota Mining And Man
ufacturing Company））から入手できるメルトイン添加剤が挙げられる。他の適当な処理
剤としては、弗化物、例えばフルオロポリマー（例えば、テフロン（登録商標）（TEFLON
）という商品名で市販されているポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ））及びクロロ
フルオロポリマーが挙げられるが、これらには限定されない。表面エネルギの減少した領
域をもたらすのに適当であると判明した他の材料としては、ペトロラタム、ラテックス、
パラフィン等が挙げられる。
【００６３】
本発明の構造化キャリヤ２４は、疎水性且つ疎油性のポリマーから成るのがよい。かかる
ポリマーの製造法及び物品をかかるポリマーから製造する方法は、当該技術分野において
周知であり、例えば、米国特許第３．８７０．７６７号（グリモード氏）に記載されてい
る。
【００６４】
本発明の構造化キャリヤを、欧州特許出願第９８１１６８９５．８（ダゴスティーノ氏等
、Ｐ＆ＧケースＣＭ１８９３Ｆ９）及び欧州特許出願第９８１１６８９４．１（ダゴステ
ィーノ氏、Ｐ＆ＧケースＣＭ１８９４Ｆ９）に記載されているような変調プラズマグロー
放電処理によって処理するのがよいが、このようにするかどうかは任意である。
【００６５】
スキンケア配合物
構造化キャリヤの外面は、半固形又は２０℃で固形であり、着用者の皮膚に対して部分的
に移着できる有効量のスキンケア配合物を有するのがよい。本発明の吸収性物品の好まし
い実施形態では、吸収性物品は、意図した使用中、ユーザの皮膚に少なくとも部分的に移
着できるスキンケア配合物を更に有している。好ましくは、かかる油含有配合物は、吸収
性物品のユーザに向いた表面上に配置される。油含有配合物は又、意図した使用時にのみ
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放出されるような仕方で配備され、例えば、マイクロカプセル化されたものであってもよ
い。
【００６６】
本発明の吸収性物品に適したスキンケア配合物は、例えばＷＯ９６／１６６８２（ロー氏
等）に記載されており、かかる国際出願公開の開示内容を本明細書の一部を形成するもの
としてここに引用する。
【００６７】
液体取扱い構造体
性質
位置決め
液体取扱い構造体は、構造化キャリヤと液体貯蔵構造体との間に配置されている。液体取
扱い構造体を構造化キャリヤと操作的に関連させて構造化キャリヤ等で取り込まれた流体
状身体廃棄物が液体取扱い構造体に入ることができるようにすることが好ましい。幾つか
の変形実施形態では、液体取扱い構造体は、脚部カフス、ウエストバンド、糞便廃棄物封
込めポケット等であってもよく、或いはかかる任意の特徴と操作的に関連したものであっ
てもよい。
【００６８】
好ましくは、液体取扱い構造体の大部分は、吸収性物品の第１領域内に配置され、液体取
扱い構造体の一部は、吸収性物品の第２領域内に配置されている。好ましい実施形態では
、液体取扱い構造体の少なくとも一部は、着用時に着用者の尿道の近くに位置する物品の
領域に配置される。液体取扱い構造体の少なくとも一部は好ましくは、着用時に着用者の
肛門領域の近くに位置する物品の領域に配置される。これにより、任意の放出された廃棄
物が液体取扱い構造体上又はその近くに付着するようになる。
【００６９】
機能的性質
本発明の液体取扱い構造体は好ましくは、粘性流体状身体廃棄物を受け入れ、貯蔵し、吸
収性物品によって受け入れて貯蔵した粘性流体状身体廃棄物を不動化し、これを保持する
ことができる。これら機能は、本発明の吸収性物品全体について説明した際に上述してい
る。
【００７０】
加うるに、液体取扱い構造体は、吸収性物品２０内の粘性流体状身体廃棄物をバックシー
ト２６の平面にほぼ平行な方向に運搬することができる。この運搬は、能動的であって、
毛管作用又は他の力の結果として、粘性流体状身体廃棄物又はその成分（例えば、自由水
）が移動するようになる。他の実施形態では、この運搬は、受動的であり、それにより、
粘性流体状身体廃棄物又はその成分は外部から加えられた力、例えば重力、着用者の圧力
又は着用者の動きの影響下で構造体を通って動く。受動式運搬の場合、液体取扱い構造体
は、比較的大径の相互に連結されたチャネル等を有することが必要であり、従って、粘性
流体状身体廃棄物は最小限のエネルギ入力で構造体を通って容易に動くことができるよう
になる。
【００７１】
本発明の液体取扱い構造体は好ましくは、液体取扱い構造体が液体と接触状態にあるとき
、その表面張力を減少させることはない。必要ならば、本来的に親水性の材料、例えばセ
ルロース系繊維、ポリエステル繊維等を用いるか或いは容易には液体中に放出しない界面
活性剤で疎水性材料を処理することが望ましい。
【００７２】
構造的性質
本発明の液体取扱い構造体は、好ましくは基本重量と非圧縮状態のキャリパの比が１ｍｍ
当たり１００ｇ／ｍ２　／ｍｍ未満であり、即ち、液体取扱い構造体は、身体の分泌物、
例えば、尿、月経物、糞便物等を容易に受け入れるようにするために開放構造を有してい
る。より好ましくは、本発明の液体取扱い構造体の基本重量と非圧縮状態キャリパの比は
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、９０ｇ／ｍ２　／ｍｍ未満である。さらにより好ましくは、本発明の液体取扱い構造体
の基本重量と非圧縮状態キャリパの比は、８０ｇ／ｍ２　／ｍｍ未満である。最も好まし
くは、本発明の液体取扱い構造体の基本重量と非圧縮状態キャリパの比は、７０ｇ／ｍ２

　／ｍｍ未満である。１００ｇ／ｍ２　／ｍｍ以上の比を持つ液体取扱い構造体は、高粘
度の液体、例えば、糞便物及び月経物を容易に受け入れるのに十分な開放度をもたらすこ
とができる。
【００７３】
液体取扱い構造体の基本重量は一般的に、５～５００ｇ／ｍ２　である。基本重量が５ｇ
／ｍ２　未満の液体取扱い構造体は、望ましいレジリエンス及び望ましい圧縮抵抗をもた
らすことができないであろう。基本重量が５００ｇ／ｍ２　の液体取扱い構造体は、着用
者にとって不快感を生じさせる場合がある望ましくない重量を吸収性物品に追加的に与え
ることになる。
【００７４】
本発明の吸収性物品の液体取扱い部材は、使用中、着用者によって高い圧力が液体取扱い
部材に加えられた領域で潰れることにより従来型液体取扱い部材の皮膚マーキング問題を
解決する。高圧領域の外部に位置した領域内に含まれているボイド容積部は、高粘度液体
を有する大抵の貯蔵物を受け入れて貯蔵するのに十分であることが判明した。加うるに、
高圧領域内に当初貯蔵された高粘度液体は、外部圧力が高圧領域に加えられると、自動的
に低圧領域中へ移動するようになる。
【００７５】
したがって、本発明の液体取扱い部材は、２，７５８パスカル（０．４ｐｓｉ）までの低
圧の作用下で大きなボイド容積部を維持するよう設計されており、更に、３，４４７パス
カル（０．５ｐｓｉ）以上の高い圧力の作用下で潰れるように設計されている。本発明の
液体取扱い部材は、２，７５６パスカル（０．４ｐｓｉ）の閉じ込め圧力での下では、６
８９パスカル（０．１ｐｓｉ）の閉じ込め圧力の場合のそのキャリパの少なくとも７０％
、好ましくは少なくとも７５％、より好ましくは少なくとも８０％、さらにより好ましく
は少なくとも８５％、最も好ましくは少なくとも９０％のキャリパを有する。本発明の液
体取扱い部材は、３，４４７パスカル（０．５ｐｓｉ）の閉じ込め圧力での下では、６８
９パスカル（０．１ｐｓｉ）の閉じ込め圧力の場合のそのキャリパの６０％未満、好まし
くは５０％未満、より好ましくは４５％未満、さらにより好ましくは４０％、最も好まし
くは３５％のキャリパを有する。
【００７６】
低圧領域中に十分なボイド容積部をもたらすため、６８９パスカル（０．１ｐｓｉ）の閉
じ込め圧力の下における本発明の液体取扱い部材のキャリパは、少なくとも０．５ｍｍ、
好ましくは少なくとも０．７５ｍｍ、より好ましくは少なくとも１．０ｍｍ、さらにより
好ましくは少なくとも１．０５ｍｍ、最も好ましくは少なくとも１．５ｍｍである。本発
明の液体取扱い部材の体に向いた表面の表面積は好ましくは、少なくとも１００ｃｍ２　

、より好ましくは２００ｃｍ２　、最も好ましくは２５０ｃｍ２　である。上述の値は、
約６～９ｋｇの体重の乳幼児についてのものであり、他のサイズの乳幼児についてはこれ
を適合させる必要のある場合がある。
【００７７】
本明細書で用いる部材の「キャリパ」という用語は、Ｚ軸寸法方向において２つの平らで
互いに平行な平面の距離を意味しており、２つの平らな表面は、特定された閉じ込め圧力
、例えば、６８９パスカル（０．１ｐｓｉ）の圧力下で部材を閉じ込め、又両方の閉じ込
め表面は、部材のＺ軸寸法方向に垂直である。一般に、Ｚ軸は、部材の２つの主要な表面
に垂直に定められ、この部材は、吸収性物品内に配置されていてその主表面は、吸収性物
品の主表面に平行であり、即ち、吸収性物品の体に向いた表面及び衣服に向いた表面に平
行であるようになっている。
【００７８】
もう１つの好ましい性質は、液体取扱い構造体２９のレジリエンスである。開放状態のま



(15) JP 4812995 B2 2011.11.9

10

20

30

40

50

まであるようにするために液体取扱い構造体２９は好ましくは、包装する際に受ける力及
び着用者によって加えられた力に耐えるのに十分なレジリエンスを有する。本明細書で用
いる「レジリエンス」という用語は、液体取扱い構造体を一時的に限定された圧力下で一
時的に圧縮した後に回復するキャリパの割合を意味している。好ましくは、液体取扱い構
造体２９は、１ニュートン／ｃｍ２　の圧力を加えた状態では３０秒後に少なくとも５０
％のレジリエンスを有し、より好ましくは、液体取扱い構造体２９は、１ニュートン／ｃ
ｍ２　の圧力を加えた状態では３０秒後に少なくとも７５％のレジリエンスを有し、最も
好ましくは、液体取扱い構造体２９は、１ニュートン／ｃｍ２　の圧力を加えた状態では
３０秒後に少なくとも８５％のレジリエンスを有する。
【００７９】
本発明の吸収性物品の液体取扱い性にマイナスの影響を及ぼさないようにするために、好
ましくは、液体取扱い構造体は、以下に説明する表面張力減少試験に従って１５ｍｍＮ／
ｍ未満、好ましくは１２ｍｍＮ／ｍ未満、より好ましくは９ｍｍＮ／ｍ未満、更により好
ましくは６ｍｍＮ／ｍ未満、最も好ましくは３ｍｍＮ／ｍ未満の表面張力減少値を有する
。
【００８０】
液体取扱い構造体の構造
液体取扱い構造体は、上述したように体分泌物を受け入れ、貯蔵し、そして不動化するこ
とができる任意の材料又は構造のものであるのがよい。かくして、液体取扱い構造体は、
単一の材料又は互いに操作的に関連した多数の材料を有する場合がある。さらに、液体取
扱い構造体は、おむつ２０の別の要素と一体であってもよく、或いは、おむつ２０の１以
上の要素に直接的に又は間接的に接合された１以上の別個の要素であってもよい。液体取
扱い構造体が心材２８の少なくとも一部を有する実施形態が想到される。
【００８１】
適当な材料
液体取扱い構造体として用いるのに適した材料としては、大きな開放気孔フォーム、マク
ロ孔対圧縮性不織ハイロフト、開放及び閉鎖気孔フォームの大きなサイズの粒子形態（マ
クロ孔質及び（又は）ミクロ孔質）、ハイロフト不織布、ポリオレフィン、ポリスチレン
、ポリウレタンフォーム又は粒子、多数の垂直方向に差し向けられたループ状の繊維から
成る構造体、打ち抜き孔又は凹みを有する上述の液体貯蔵構造体構造等が挙げられる。（
本明細書で用いる「ミクロ孔質」という用語は、毛管作用により流体を運搬することがで
きる材料を意味している。「マクロ孔質」という用語は、大きすぎて流体の毛管作用によ
る運搬を行うことができない気孔、一般的には、直径が約０．５ｍｍ以上の気孔、より詳
細には直径が約１．０ｍｍ以上の気孔を有する材料を意味している。）液体取扱い構造体
又はその任意の部分は、要素の性能又は他の性質を付け加え、促進し、又は変更するロー
ション又は他の公知の物質を有してもよく、或いはこれで被覆されたものであってもよい
。
【００８２】
適当な液体取扱い部材を得るには例えば、ドジエゾク氏等の名義で出願された欧州特許出
願９９１２４６３７（発明の名称：Method and apparatus for longitudinally corrugat
ing a web material）に記載された方法、或いは、当該技術分野において周知の他の波形
付け方法、例えば、クレープ加工、リングローリング法等に従って３デニール～９デニー
ルのポリエステル繊維から成る不織ウェブ材料（基本重量が、約２０ｇ／ｍ２　～約６０
ｇ／ｍ２　）を提供するのがよい。別の適当な液体取扱い部材を得るには、波形プレート
を用いてもよい。このようにして上述の不織ウェブ材料又は別の適当な不織ウェブ材料に
波形を付けることができる。波形プレートは、１インチ当たり６～１２ループを有すると
共に、約２～４ｍｍのループ高さを有するのがよい。不織ウェブの波形構造体を固定する
ためには、ウェブ材料を例えば約４時間にわたって、例えば約６０℃の適当な温度で波形
プレート相互間に保持するのがよい。
【００８３】
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方法
本明細書において記載した性質を測定するのに適した試験方法は、欧州特許出願公開ＥＰ
－Ａ－１０５１９６０に記載されており、この技術文献を本明細書の一部を形成するもの
としてここに引用する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　見る人に向いたおむつの下に位置する構造体及び衣服に向いた表面が現れるよ
う一部が切除された本発明の使い捨て吸収性物品の平面図。

【図１】
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