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(57)【要約】
　吸収用品は、吸収コア(５)と、この吸収コア(５)を取
り囲むカバーとを具備してなる。吸収コア(５)は、この
吸収コア(５)の一つの横縁部(１０;１１)に向う方向に
、この吸収コア(５)の股部領域(４)から開拡しかつ吸収
コアの個々の横縁部(１０;１１)ならびに個々の長手方
向縁部(８;９)内に終端が存在する少なくとも二つのス
リットまたは溝(１７ａ,１７ｂ;１７ｃ,１７ｄ)を備え
る。このスリットまたは溝(１７ａ,１７ｂ;１７ｃ,１７
ｄ)は折り曲げ案内部を形成しており、この案内部に沿
って用品を、狭い股部幅を有する形状へと変形させるこ
とができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸収コア(５)と、この吸収コアを取り囲むカバーと、を具備してなる吸収用品であって
、
　前記カバーは、前記吸収コアの着用者に面する側の液体透過性内側カバー(６)と、前記
吸収コアの衣類に面する側の液体不透過性カバー(７)と、を具備してなり、
　前記用品は、長手方向(Ｙ)および横方向(Ｘ)を有すると共に、その長手方向に見たとき
、前部(２)と、後部(３)と、両者の間の股部(４)と、を具備してなり、
　前記吸収コア(５)は長尺な形状を有すると共に、一対の長手方向縁部(８,９)ならびに
前方横縁部(１０)および後方横縁部(１１)を具備してなり、
　前記コアは、前記用品の長手方向(Ｙ)に見たとき、股部領域(１２)と、少なくとも一つ
の外側領域(１３;１４)と、を有しており、
　前記外側領域は、前記吸収コア(５)の個々の横縁部(１０,１１)に隣接して配置されて
おり、
　前記吸収コアはさらに、少なくとも二つのスリットまたは溝(１７ａ,１７ｂ;１７ｃ,１
７ｄ)を備えており、
　前記少なくとも二つのスリットまたは溝(１７ａ,１７ｂ;１７ｃ,１７ｄ)は、前記吸収
コア(５)の一つの横縁部(１０;１１)に向う方向に、前記吸収コア(５)の前記股部領域(１
２)から延在すると共に前記股部領域(１２)から開拡するように、かつ前記吸収コアの個
々の前記横縁部(１０;１１)ならびに個々の前記長手方向縁部(８;９)内に終端が存在する
ように配置されていることを特徴とする吸収用品。
【請求項２】
　前記少なくとも二つのスリットまたは溝(１７ａ,１７ｂ;１７ｃ,１７ｄ)は分離してお
り、かつ前記吸収コア(５)の前記股部領域(１２)の、その収束端において互いに直につな
がっていないことを特徴とする請求項１に記載の吸収用品。
【請求項３】
　前記少なくとも二つのスリットまたは溝(１７ａ,１７ｂ;１７ｃ,１７ｄ)は、Ｖ字形状
をなすように、前記吸収コア(５)の前記股部領域(１２)の、その収束端において互いにつ
ながっていることを特徴とする請求項１に記載の吸収用品。
【請求項４】
　前記少なくとも二つのスリットまたは溝(１７ａ,１７ｂ;１７ｃ,１７ｄ)は、前記吸収
コアの周囲の領域よりも小さな坪量を有する部分であることを特徴とする請求項１ないし
請求項３のいずれか１項に記載の吸収用品。
【請求項５】
　前記少なくとも二つのスリットまたは溝(１７ａ,１７ｂ;１７ｃ,１７ｄ)は切込みであ
ることを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載の吸収用品。
【請求項６】
　前記少なくとも二つのスリットまたは溝(１７ａ,１７ｂ;１７ｃ,１７ｄ)は、前記吸収
コア(５)の厚みの少なくとも半分にわたって形成されていることを特徴とする請求項４ま
たは請求項５に記載の吸収用品。
【請求項７】
　前記少なくとも二つのスリットまたは溝(１７ａ,１７ｂ;１７ｃ,１７ｄ)は、前記吸収
コア(５)の厚み全体にわたって形成されていることを特徴とする請求項４または請求項５
に記載の吸収用品。
【請求項８】
　前記少なくとも二つの溝(１７ａ,１７ｂ;１７ｃ,１７ｄ)は、前記吸収コア(５)の周囲
の領域よりも高い密度を有する圧縮溝であることを特徴とする請求項１ないし請求項３の
いずれか１項に記載の吸収用品。
【請求項９】
　前記少なくとも二つの開拡スリットまたは溝(１７ａ,１７ｂ;１７ｃ,１７ｄ)は、互い
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に、５°と１３５°との間の角度をなしていることを特徴とする請求項１ないし請求項８
のいずれか１項に記載の吸収用品。
【請求項１０】
　前記少なくとも二つの開拡スリットまたは溝(１７ａ,１７ｂ;１７ｃ,１７ｄ)は、互い
に、１０ないし１２０°の、好ましくは２０°ないし６０°の角度をなしていることを特
徴とする請求項８に記載の吸収用品。
【請求項１１】
　前記スリットまたは溝(１７ａ,１７ｂ;１７ｃ,１７ｄ)は、少なくとも２０ｍｍの、好
ましくは少なくとも３０ｍｍの長さを有することを特徴とする請求項１ないし請求項１０
のいずれか１項に記載の吸収用品。
【請求項１２】
　前記スリットまたは溝(１７ａ,１７ｂ;１７ｃ,１７ｄ)は、１ないし２５ｍｍの、好ま
しくは３ないし２０ｍｍの、最も好ましくは５ないし１５ｍｍの幅を有することを特徴と
する請求項１ないし請求項１１のいずれか１項に記載の吸収用品。
【請求項１３】
　少なくとも二つの前記スリットまたは溝(１７ａ,１７ｂ)は、前記吸収コア(５)の前記
前方横縁部(１０)に向う方向に開拡するよう配置されていることを特徴とする請求項１な
いし請求項１２のいずれか１項に記載の吸収用品。
【請求項１４】
　少なくとも四つのスリットまたは溝(１７ａ～１７ｄ)が設けられており、その少なくと
も二つが前記前方横縁部(１０)に向う方向に開拡しており、かつ少なくとも二つが前記吸
収コア(５)の前記後方横縁部(１１)に向う方向に開拡していることを特徴とする請求項１
３に記載の吸収用品。
【請求項１５】
　前記前方横縁部(１０)に向って開拡する少なくとも二つのスリットまたは溝(１７ａ,１
７ｂ)および前記後方横縁部(１１)に向って開拡する少なくとも二つのスリットまたは溝(
１７ｃ,１７ｄ)は、明細書中で規定するような股部ポイント(３３)を通って延在する横断
股部ライン(ａ)の両側に配置されていることを特徴とする請求項１４に記載の吸収用品。
【請求項１６】
　前記前方横縁部(１０)に向って開拡する少なくとも二つのスリットまたは溝(１７ａ,１
７ｂ)は、前記後方横端部(１１)に向って開拡する少なくとも二つのスリットまたは溝(１
７ｃ,１７ｄ)から、少なくとも５ｍｍの、好ましくは少なくとも１０ｍｍの、より好まし
くは少なくとも２０ｍｍの、長手方向(Ｙ)における最小距離(ｂ)だけ離間していることを
特徴とする請求項１４または請求項１５に記載の吸収用品。
【請求項１７】
　一つ以上の切欠き(２３)が、前記吸収コア(５)の前記股部領域(１２)において、前記吸
収コア(５)の前記長手方向縁部(８,９)のそれぞれに設けられていることを特徴とする請
求項１ないし請求項１６のいずれか１項に記載の吸収用品。
【請求項１８】
　前記吸収コア(５)は実質的に長方形状を有することを特徴とする請求項１ないし請求項
１７のいずれか１項に記載の吸収用品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着用者の体液を吸収しそれを保持するための吸収用品、たとえばおむつ、パ
ンツ型おむつ、失禁者用ブリーフ、生理用ナプキンなど関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記種類の吸収用品は公知であるが、このものはスリットを有し、このスリットは、そ
れに沿った体液の拡散を促進させるために吸収コアの厚みの全部あるいは一部にわたって
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形成されている。こうした長手方向に延在する分散スリットは特許文献１から公知である
。スリットは吸収コアの長手方向に延在しており、しかも平行に配置されている。(表面
シートおよび背面シートの形態の)吸収コアの内側および外側カバーは、スリットに沿っ
て延在する直線溝を形成するよう、このスリットに沿って互いに接合されている。
【０００３】
　さらにおむつの吸収コアは特許文献２から公知であるが、このものは、その両側に脚用
凹部を有する本体部と、そのそれぞれの側であってかつそれぞれの脚用凹部に本体部の外
側に横方向に配置された二つの側部とを具備してなる。本体部と側部との間には間隙が存
在し、かつ外側カバーシートと内側カバーシートとは本体部と側部との間の間隙において
互いに接合されている。おむつの脚部伸縮体の収縮によって側部が上方にめくれ、これに
よって本体部および持ち上げられた側部から、たらい(盆)形状が得られる。
【０００４】
　さらに、溝に沿った体液の分散を促進するために、吸収コアに圧縮溝を付与することも
、さまざまな従来技術文献から公知である。そうした圧縮溝は、たとえば特許文献３およ
び特許文献４に開示されている。
【０００５】
　使用時に着用者の股部に被さる用品の領域(股部領域)の幅を狭くすることによって快適
性が改善された吸収用品は、さまざまな従来技術文献、たとえば特許文献５から公知であ
り、当該文献には、２５０ないし３５０ｍｍの股部領域における用品の最小幅が開示され
ている。だが、股部分の幅が狭すぎると、当該領域(ここは体液が放出される場所である)
の吸収能力は不十分なものとなり、漏れが起きやすくなる。
【特許文献１】欧州特許出願公開第0 758 543号明細書(EP-A-0 758 543)
【特許文献２】欧州特許出願公開第0 734 240号明細書(EP-A-0 734 240)
【特許文献３】国際公開第95/0763号パンフレット(WO95/0763)
【特許文献４】米国特許第6,563,013号明細書(US 6,563,013)
【特許文献５】欧州特許出願公開第1 384 459号明細書(EP-A-1 384 459)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、快適性が改善されてなると共に、股部領域を幅の広い状態からより狭
い幅へと容易に変形させる(成形する)ことができ、同時に当該領域において十分な吸収能
力を維持できる吸収用品を提供することである。
【０００７】
　他の目的は、液体収集性能の改善ならびに漏れリスク低減のために、容易に、たらい(
盆)形状へと変形させることができる吸収コアを有する吸収用品を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記およびさらなる目的は、本発明によれば、吸収コアと、この吸収コアを取り囲むカ
バーとを具備してなる吸収用品によって達成されるが、当該カバーは、吸収コアの着用者
に面する側の液体透過性内側カバーと、吸収コアの衣類に面する側の液体不透過性外側カ
バーとを具備してなり、上面用品は長手方向および横方向を有すると共に、その長手方向
に見たとき前部と後部と両者の間の股部とを具備してなり、吸収コアは長尺な形状を有す
ると共に、一対の長手方向縁部ならびに前方横縁部および後方横縁部を具備してなり、上
記コアは、用品の長手方向に見たとき、股部領域と、少なくとも一つの外側領域とを有し
ており、外側領域はコアの個々の横縁部に隣接して配置されており、吸収コアはさらに少
なくとも二つのスリットまたは溝を備えており、少なくとも二つのスリットまたは溝は、
吸収コアの一つの横縁部に向う方向に吸収コアの股部から開拡するように、かつ吸収コア
の個々の横縁部ならびに個々の長手方向縁部内に終端が存在するように配置されている。
【０００９】
　上記開拡するスリットあるいは溝は折り曲げ案内部として機能するが、この案内部に沿
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って、用品の股部幅を狭めるために、そして放出された体液を収集すると共に保持するの
に有効なたらい(盆)形状を得るために、吸収コアを折り曲げることができる。それらはま
た、製品に、より解剖学的な形状を付与するのに役立つ。
【００１０】
　ある実施形態によれば、上記少なくとも二つのスリットまたは溝は分離しており、かつ
吸収コアの股部領域の、その収束端において互いに直につながってはいない。
【００１１】
　別な実施形態によれば、上記少なくとも二つのスリットまたは溝は、Ｖ字形状をなすよ
うに、吸収コアの股部領域の、その収束端において互いにつながっている。
【００１２】
　本発明のある態様によれば、上記少なくとも二つのスリットまたは溝は、吸収コアのそ
の周囲の領域よりも小さな坪量を有する部分である。さらなる態様によれば上記スリット
または溝は切込みである。上記少なくとも二つのスリットまたは溝が、吸収コアの厚みの
少なくとも半分にわたって形成されることが好ましい。
【００１３】
　さらなる実施形態では、上記少なくとも二つのスリットまたは溝は、吸収コアの厚み全
体にわたって形成される。
【００１４】
　本発明のさらなる態様によれば、少なくとも二つの開拡スリットまたは溝は、互いに、
５°ないし１３５°の、好ましくは１０°ないし１２０°の、より好ましくは２０°ない
し６０°の角度をなしている。
【００１５】
　本発明のある態様によれば、上記スリットまたは溝は、少なくとも２０ｍｍの、好まし
くは少なくとも３０ｍｍの長さを有する。さらなる態様において、それらは、１ないし２
５ｍｍの、好ましくは３ないし２０ｍｍの、より好ましくは５ないし１５ｍｍの幅を有す
る。
【００１６】
　上記少なくとも二つのスリットまたは溝は、吸収コアの前方横縁部に向う方向に開拡す
るよう配置されていることが好ましい。
【００１７】
　ある実施形態によれば、少なくとも四つのスリットまたは溝が設けられており、その少
なくとも二つが前方横縁部に向う方向に開拡しており、かつ少なくとも二つが吸収コアの
後方横縁部に向う方向に開拡している。前方横縁部に向って開拡する少なくとも二つのス
リットまたは溝および後方横端部に向って開拡する少なくとも二つのスリットまたは溝は
、本明細書中で規定するような股部ポイントを通って延在する横断股部ラインの両側に配
置されていることが好ましい。
【００１８】
　本発明のある態様においては、前方横縁部に向って開拡する少なくとも二つのスリット
または溝は、後方横端部に向って開拡する少なくとも二つのスリットまたは溝から、少な
くとも５ｍｍの、好ましくは少なくとも１０ｍｍの、より好ましくは少なくとも２０ｍｍ
の、長手方向Ｙにおける最小距離ｂだけ離間している。
【００１９】
　本発明のさらなる態様によれば、一つ以上の切欠きが、吸収コアの股部領域において吸
収コアのそれぞれの長手方向縁部に設けられる。
【００２０】
　ある実施形態では、吸収コアは実質的に長方形状を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明について、添付図面に示すいくつかの実施形態を参照して、より詳しく説
明する。
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【００２２】
[吸収用品]
　「吸収用品」との用語は、着用者の肌に接して配置され、尿、ふん便および月経液のよ
うな身体滲出物を吸収しかつ保持する製品を意味する。本発明は主として使い捨て式吸収
用品に関係し、これは、使用後に洗濯されたり、さもなければ吸収用品として使える状態
に戻すか、あるいは再利用したりすることを意図していない用品を意味する。
【００２３】
[内側液体透過性カバー]
　内側液体透過性カバーは、吸収用品の内側カバーを形成し、そして使用時には着用者の
肌と直に接触した状態となる。内側液体透過性カバーは不織布材(たとえばスパンボンド
、メルトブローン、毛羽立て、水中絡み合い(hydroentangled)、湿式積層(wetlaid)など)
から形成できる。適当な不織布材は、木材パルプまたはコットン繊維のような天然繊維か
ら、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ビスコースなどのような人工繊維か
ら、あるいは天然繊維と人工繊維の混合物から形成できる。内側液体透過性カバー材はさ
らにトウ繊維から形成されてもよく、このトウ繊維は、たとえば欧州特許出願公開第1 03
5 818号明細書(EP-A-1 035 818)に開示されるように、ある接合パターンで互いに接合で
きる。内側液体透過性カバー材のさらなる例は、多孔質フォーム、穿孔プラスチックフィ
ルムなどである。内側液体透過性カバー材に適した素材は、柔軟でかつ肌を刺激せず、し
かも体液、たとえば尿または月経液が容易に浸透するようなものであるべきである。内側
液体透過性カバーはさらに、吸収用品の別の部分においては異なっていてもよい。
【００２４】
[外側液体非透過性カバー]
　外側液体非透過性カバーは、少なくとも吸収用品のコア領域上で、吸収用品の外側カバ
ーを形成する。外側液体非透過性カバーは、薄いプラスチックフィルム、たとえばポリエ
チレンあるいはポリプロピレンフィルム、液体不透過性物質で覆われた不織布材、疎水性
の不織布材(これは液体の浸透に抗する)あるいはたとえばプラスチックフィルムおよび不
織布材からなるラミネート(積層体)からなる。外側液体非透過性カバー材は通気性を有し
ていてもよく、これによって吸収コアから蒸気を逃がすことが可能となり、その一方で、
液体がそれを通過するのは依然として阻止される。通気性を有する外側液体非透過性カバ
ー材の例としては、多孔質高分子フィルム、スパンボンドおよびメルトブローン層からな
る不織布ラミネート、多孔質高分子フィルムおよび不織布材からなるラミネートが挙げら
れる。
【００２５】
[吸収コア]
　「吸収コア」は吸収用品の二つのカバー間に配置される吸収構造体である。吸収コア５
は従来型のものであってもよい。普通に見られる吸収材の例は、セルロース綿毛状パルプ
、ティッシュ層、高吸収ポリマー(いわゆる超吸収材)、吸収フォーム材、吸収不織布材な
どである。セルロース綿毛状パルプと超吸収材とを吸収体内で組み合わせることも一般的
である。超吸収ポリマーは、０.９重量％の塩化ナトリウムを含む水溶液中で、自身の重
量の少なくとも約２０倍を吸収できる水分膨潤可能な、不水溶性の有機または無機物質で
ある。超吸収材としての使用に適した有機物質としては、合成ヒドロゲルポリマーのよう
な合成原料と共に、多糖類、ポリペプチドなどの天然原料が挙げられる。そうしたヒドロ
ゲルポリマーとしては、たとえば、ポリアクリル酸、ポリアクリルアミド、ポリビニルア
ルコール、ポリアクリレート、ポリアクリルアミド、ポリビニルピリジンなどのアルカリ
金属塩が挙げられる。他の好適なポリマーとしては、加水分解アクリロニトリルグラフト
澱粉、アクリル酸グラフト澱粉、イソブチレン無水マレイン酸共重合体およびその混合物
が挙げられる。ヒドロゲルポリマーは好ましくは軽度に架橋されており、これによって素
材は実質的に不水溶性を呈するようになっている。好ましい超吸収材はさらに表層架橋さ
れており、この結果、超吸収粒子、繊維、フレーク、球体などの外面すなわち殻は、超吸
収体の内側部分よりも高い架橋密度を有するようになる。超吸収材は、粒子、繊維、フレ
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ーク、球体などを含む吸収混合物において使用するのに適した、いかなる形態であっても
よい。
【００２６】
　高い吸収性能は、大量の超吸収材を使用することによって実現される。親水性繊維(た
とえばセルロース繊維)のマトリックスと超吸収材とを具備してなる吸収コアに関しては
、超吸収材の比率は好ましくは重量で１０ないし９０％、より好ましくは重量で３０ない
し７０％である。
【００２７】
　液体受け入れ性能、液体分散性能および貯蔵性能に関して異なる特性を有する層を具備
してなる吸収コアを持つことは、吸収用品において一般的に行われている。薄い吸収体(
これはたとえば幼児用おむつおよび失禁用ガードにおいては一般的なものである)は、し
ばしば、セルロース綿毛パルプおよび超吸収ポリマーからなる圧縮混合構造あるいは層状
構造を具備してなる。吸収コアのサイズおよび吸収性能は、異なる用途に、たとえば幼児
あるいは成人失禁者に適応するよう変更可能である。
【００２８】
　吸収コアはさらに、主吸収体の表面上に配された収得物分散層を含んでいてもよく、そ
れは、収得物が主吸収コアによって吸収される前に放出液体を素早く受け入れそしてそれ
を一時的に蓄えるよう構成されている。そうした収得物分散層は従来公知であり、多孔質
繊維詰め物あるいはフォーム素材から形成できる。
【００２９】
[股部ポイントおよび股部ライン]
　吸収用品の股部ポイントおよび吸収用品の吸収コアの股部ポイントは、たとえば欧州特
許第0 969 784号明細書(EP-B1-0 969 784)で規定されている。すなわち、それは、立った
状態の着用者に本用品を配置し、続いて８の字形(図６)に脚３１,３２の周りに伸長可能
な糸３０を配置することによって特定される。糸の交差ポイントに対応する用品および吸
収コアのポイントが股部ポイント３３と見なされる。股部ポイントは、意図した様式で着
用者に吸収用品を配置し、そして交差する糸が用品／コアと接することになる地点を特定
することによって決定されることを理解されたい。股部ラインａは、股部ポイント３３を
通って延在する用品／コアの横方向(Ｘ)のラインである。
【００３０】
[股部領域]
　通常の場合、「股部領域」１２は、まず吸収コアの股部ポイント３３を突き止め、続い
てこのコアの全長の２５％の距離を前方および後方へ測定することによって特定される。
ある例では、吸収コアは用品中に非対称に配置され、たとえばコアの主要部は用品の前部
付近に配置され、かつコアの後方縁部は股部ポイントからコア全長の２５％以下の距離を
置いて配置される場合、股部領域はコアの後端部から、股部ポイント３３へと、そしてコ
アの全長の２５％である距離だけ前方に延在し、あるいはコアの主要部が用品の後部付近
に配置される逆の場合にも同じである。ゆえに、通常の例では、吸収コアの「股部領域」
は、吸収コアの全長(すなわち長手方向方向、Ｙ方向)の５０％に対応し、この場合、股部
ポイント３３は股部領域の長手方向中心に配置される。非対称配置コアに関して、上述し
たように、股部領域１２はコアの全長の５０％よりも短くてもよく、しかも股部ポイント
３３は股部領域１２の長手方向中心から外れて配置されてもよい。
【００３１】
[好ましい実施形態の説明]
　図１の概略平面図には、平らに伸ばされた非収縮状態にある吸収用品を示す。「吸収用
品」との用語は、着用者の肌に接して配置され、尿、ふん便および月経液のような身体滲
出物を吸収しかつ保持する製品を意味する。本発明は主として使い捨て式吸収用品に関係
し、これは、使用後に洗濯されたり、さもなければ吸収用品として使える状態に戻すか、
あるいは再利用したりすることを意図していない用品を意味する。
【００３２】
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　図１に示す吸収用品は長手方向Ｙおよび横方向Ｘを有するおむつ１の形態であり、それ
は、その長手方向に見たとき、前部２と、後部３と、両者の間の股部４とを具備してなる
。その最も一般的な形態においては、おむつは吸収コア５とこの吸収コアを取り囲むカバ
ーとを具備してなる。当該カバーは、吸収コア５の着用者に面する側の内側液体透過性カ
バー６と、吸収コアの衣類に面する側の外側液体不透過性カバー７とを具備してなる。内
側液体透過性カバー６はしばしば表面シートと呼ばれ、一方、外側液体不透過性カバー７
はしばしば背面シートと呼ばれる。
【００３３】
　吸収コア５は長尺な形状を有すると共に、一対の長手方向縁部８,９および一対の横縁
部１０,１１を具備してなる。吸収コア５は、用品の長手方向(Ｙ)に見たとき、股部領域
１２と、二つの外側領域１３,１４とを有している。外側領域１３,１４は、上記コアの個
々の横縁部１０,１１に隣接して配置されている。股部領域１２は先に規定したようなコ
アの領域である。用品内に非対称に配置されたコア５を有する用品に関して、コアはただ
一つの外側領域１３または１４および股部領域１２を有していてもよく、この場合、横縁
部１０または１１の一方が、一つの長手方向における股部領域１２の終端を形成していて
もよい。
【００３４】
　内側カバー６および外側カバー７は吸収コア５の周囲縁部を越えて外側に延在しており
、しかもその内面は、たとえば接着あるいは熱または超音波溶着によって互いに接合され
ている。内側および外側カバー材はさらに、たとえば接着剤によって、吸収コアに対して
接合されてもよい。
【００３５】
　脚用開口部に隣接する用品の領域には、長手方向側縁部に沿って弾性部材１５が設けら
れており、この弾性部材１５は、おむつの脚用開口部に伸縮性を持たせるために、引き伸
ばされた状態で内側カバー材層６と外側カバー材層７との間に接着されている。付随する
弾性部材(図示せず)を、おむつのウエスト用開口部を形成する横方向側縁部に隣接する前
部２および後部３内に、横方向(Ｘ)に延在するよう配置することもできる。
【００３６】
　後部３はそれに対して取り付けられたファスナー１６を備える。このファスナーは、パ
ンツのような形状を得るために、用品の前部領域に対して取り付けられるものである。フ
ァスナー１６は接着性テープ、あるいは、たとえばおむつの外側カバーシートを形成する
不織布の形態のループ材に張り付くよう構成されたフック要素の形態であってもよい。
【００３７】
　吸収コア５には四つのスリットまたは溝１７ａ～１７ｄが形成されており、そのうちの
二つの溝１７ａおよび１７ｂは、吸収コア５の横縁部１０に向う方向に、股部ラインａ近
傍の股部領域１２から延在すると共に開拡しており、かつ別の二つの溝１７ｃおよび１７
ｄは、吸収コア５の対向する横縁部１１に向う方向に、股部ラインａの反対側で股部領域
１２から延在すると共に開拡している。スリットまたは溝１７ａ～１７ｄは、吸収コア５
のその周囲の領域よりも小さな坪量を有する部分から形成可能である。好ましくは、これ
は吸収コアの厚みの少なくとも半分にわたって形成されている。ある実施形態では、それ
は吸収コアの厚み全体にわたって延在している。吸収コアが二つ以上の層を具備してなる
場合、スリットまたは溝は、一つの、それより多くの、あるいは全ての層にわたって形成
される。
【００３８】
　内側カバー材６および外側カバー材７は、スリットまたは溝１７ａ～１７ｄが吸収コア
５の厚み全体にわたって形成されている(延在している)場合には、このスリットまたは溝
１７ａ～１７ｄによって互いに接合可能であるが、内側および外側カバーは、これに代え
て、スリットまたは溝１７ａ～１７ｄの領域において互いに分離していてもよい。
【００３９】
　他の実施形態では、スリットまたは溝１７ａ～１７ｄは、吸収コア５の厚みの全部また
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は一部にわたって形成された切込みである。
【００４０】
　さらに他の実施形態では、スリットまたは溝１７ａ～１７ｄは、吸収コアのその周囲の
領域よりも高い密度を有する圧縮溝である。
【００４１】
　二つのスリット１７ａ,１７ｂは吸収コア５の前方外側領域１３および前方横縁部１０
に向う方向に開拡しており、一方、二つのスリット１７ｃ,１７ｄは吸収コア５の後方外
側領域１４および後方横縁部１１に向う方向に開拡している。スリットまたは溝１７ａ～
１７ｄは吸収コア５のそれぞれの長手方向縁部８および９まで、あるいはそれぞれの横縁
部１０および１１まで完全には延在しておらず、この縁部の内側に、好ましくはその少な
くとも５ｍｍ、より好ましくは少なくとも１０ｍｍだけその内側に終端が存在する。
【００４２】
　好ましい実施形態では、スリットまたは溝１７ａ～１７ｄは、用品の長手方向(Ｙ)に延
在部を有するが、これは吸収コア５の股部領域１２にははみ出ない。
【００４３】
　スリットまたは溝１７ａ～１７ｄの数は変更可能(ただし少なくとも二つは存在すべき
である)であり、それは好ましくは吸収コア５の股部領域１２の前方部分に配置される。
【００４４】
　開拡するスリットまたは溝１７ａおよび１７ｂならびに開拡するスリットまたは溝１７
ｃおよび１７ｄはそれぞれ、互いに、５°から１３５°の、好ましくは１０°から１２０
°の、より好ましくは２０°から６０°の角度をなす。
【００４５】
　図１に示す実施形態では、スリットまたは溝１７ａ～１７ｄは分離しており、しかも吸
収コアの股部領域１２内のその収束端部において互いにつながっていない。代替実施形態
では、図５ｂに示すように、前方領域のスリットまたは溝１７ａおよび１７ｂは、Ｖ字形
状をなすように、その収束端部においてつながっている。やはり、後方部分のスリット１
７ｃおよび１７ｄも、もちろん、対応する様式でＶ字形状をなすようにつながっていても
よい。
【００４６】
　スリットまたは溝１７ａ～１７ｄは好ましくはコアの横断股部ラインａ(図１)まで完全
には延在しない。ゆえに、上記股部ラインａおよび股部ポイント３３の近傍の股部領域１
２にはスペースが存在ことになり、ここには上記スリットまたは溝１７ａ～１７ｄが存在
しない。股部ラインａと、この股部ラインａに面するスリットまたは溝１７ａ～１７ｄの
個々の端部との間の長手方向の距離は、少なくとも２.５ｍｍ、好ましくは少なくとも５
ｍｍ、より好ましくは少なくとも１０ｍｍである。これは、前部および後部に向かってそ
れぞれ開拡するスリットまたは溝１７ａおよび１７ｃの対向端部、ならびに向き合うスリ
ットまたは溝１７ｂおよび１７ｄの対向端部間の長手方向の最小距離ｂが、好ましくは少
なくとも５ｍｍ、好ましくは少なくとも１０ｍｍ、そしてより好ましくは少なくとも２０
ｍｍであることを意味する。
【００４７】
　上記溝またはスリットの長さおよび幅は、吸収用品のタイプおよびサイズ(たとえば用
品が幼児用あるいは失禁症成人用のものであるか否か)に基づいて変更可能である。だが
、上記スリットまたは溝の長さは少なくとも２０ｍｍ、好ましくは３０ｍｍである。スリ
ットまたは溝が「断続的」なものである場合、すなわち二つ以上の短いスリットまたは溝
の列からなる場合、上記長さは、短いスリットまたは溝の列の長さの合計として規定され
る。
【００４８】
　上記スリットまたは溝の幅は１ないし２５ｍｍであり、好ましくは５ないし２０ｍｍで
あり、そしてより好ましくは３ないし１５ｍｍである。
【００４９】
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　図２および図３にはいわゆるパンツ型おむつを示すが、このものでは、前部２および後
部３は側方継ぎ目１８および１９を形成するその長手方向側縁部に沿って互いに接合され
ており、これによってウエスト用開口部２０および脚用開口部２１が形成されている。前
部２および後部３は、上記側方継ぎ目１８および１９に沿って、たとえば接着剤、超音波
溶着、熱シールなどによって接合されている。前部２および後部３は、図示するように、
内側を向く内側カバー６を用いて上記側方継ぎ目に沿って接合してもよい。あるいは、そ
れらは、前部または後部のいずれかの内側カバー６が、対向する領域の外側カバー７と向
き合う状態にて積層様式で接合される。
【００５０】
　代替形態では、パンツ型おむつは、吸収コアを備えたコア領域と、上述した液体透過性
内側カバーおよび液体非透過性外側カバーと、コア領域の外側の基体領域とを具備してな
り、この場合、基体領域は、柔らかで快適な素材、たとえば弾性ラミネートからなるカバ
ーシートを具備してなる。そうしたパンツ型おむつの例は、国際出願SE2004/001004号(PC
T/SE2004/001004)の明細書に開示されている。
【００５１】
　ウエスト部領域、脚用開口部領域の少なくとも一部、および側方継ぎ目１８および１９
に隣接する側部領域には、伸縮性が付与されている。伸縮性の付与は、たいてい、外側カ
バー７と内側カバー６との間に引き伸ばされた状態で収縮可能に取り付けられた、たとえ
ば弾性糸１５のような複数の弾性部材を用いて実現される。これに代えて、弾性素材、た
とえば弾性ラミネートを、伸縮性が求められる領域において用品の基体を形成するために
使用できる。
【００５２】
　図２にはパンツ型おむつを「平らに伸ばした」状態で示し、一方、図３には、狭い股部
幅を実現するためにスリットあるいは溝１７ａ,１７ｂによって形成される折り曲げ案内
部に沿って形が整えられた状態で同じパンツ型おむつを示す。同時に、吸収コア５は股部
領域において「たらい(盆)」形状をなすが、ここで、「たらい」の起立させられた外側部
分は、スリットまたは溝１７ａ～１７ｄと吸収コア５の隣接する長手方向縁部８または９
との間に配された吸収コアの一部分によって形成され、かつ「たらい」の底部は、スリッ
トまたは溝１７ａ～１７ｄ間に配された吸収コアの一部分によって形成される。
【００５３】
　図４には、着用者のパンティー内に装着されることを目的とした失禁用ガードあるいは
生理用ナプキンの形態のさらなる実施形態を示す。吸収コア５の股部領域１２の前部には
、二つの開拡するスリットまたは溝１７ａおよび１７ｂが配置されている。
【００５４】
　図５ａ～図５ｃには、異なる形態のスリットまたは溝１７ａ～１７ｄを備えた吸収コア
の例を示す。それゆえ、図５ａには、わずかに湾曲した形状を有するスリットまたは溝１
７ａ～１７ｄを示す。図５ｂにおいては、二つのスリット１７ａ,１７ｂはＶ字形状をな
しており、したがって股部に隣接するその収束端部は互いに連結されている。他の二つの
スリット１７ｃ,１７ｄは、もちろん、Ｖ字形状をなすようにその収束端部において互い
に連結されてもよく、あるいは図５ｂに示すように互いに分離状態であってもよい。
【００５５】
　図５ｃに示す実施形態では、切欠き２３が、股部領域において吸収コア５のそれぞれの
長手方向縁部に設けられている。これら切欠き２３は、吸収コア５が所望の「たらい(盆)
」形状へと変形するのを容易なものとする。これら付加的な切欠き２３の長さは、好まし
くは１０ｍｍ以下である。
【００５６】
　図６は、立った状態の着用者に本用品を配置し、続いて８の字形に脚３１,３２の周り
に伸長可能な糸３０を配置することによって、吸収用品の、および吸収用品の吸収コアの
股部ポイント３３を規定する方法を示している。
【００５７】
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　スリットあるいは溝の数および形状は異なる実施形態においては変更可能であること、
そしてたとえば図１～図３に示すおむつあるいはパンツ型おむつは二つのスリットまたは
溝を有することができるが、図４に示す失禁用ガードはたとえば他の実施形態に示すよう
に四つのスリットまたは溝を有することができることを理解されたい。スリットまたは溝
の数は少なくとも二つであり、これは好ましくは前部領域に配置されるが、もちろん、こ
れに代えて、吸収コア５の後部３にのみ配置することもできる。
【００５８】
　本発明の一つの重要な利点は、平らに伸ばされた状態では非常に単純な形状、たとえば
長方形状を有する吸収コアを用いてさえ、コアは、非常に良好にフィットしかつ狭い股部
幅を有する形状へと容易に変形させることができ、その一方で、依然として股部には十分
な吸収能力が、したがって漏れに対する高い安全性が維持される、ということである。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】組み付け前の平らに伸ばされた非収縮状態にある、おむつの形態の吸収用品を示
す概略平面図である。
【図２】パンツ型おむつの斜視図である。
【図３】同様のパンツ型おむつの斜視図であるが、狭い股部幅へと変形させられた状態と
なっている。
【図４】失禁用ガードあるいは生理用ナプキンの形態の他の実施形態の平面図である。
【図５ａ】本発明による吸収コアの代替実施形態の概略平面図である。
【図５ｂ】本発明による吸収コアの代替実施形態の概略平面図である。
【図５ｃ】本発明による吸収コアの代替実施形態の概略平面図である。
【図６】着用者、吸収用品および対応する吸収コアの股部ポイントがどのように規定され
るかを説明するための図である。
【符号の説明】
【００６０】
　１　おむつ
　２　前部
　３　後部
　４　股部
　５　吸収コア
　６　内側液体透過性カバー
　７　外側液体不透過性カバー
　８,９　長手方向縁部
　１０,１１　横縁部
　１２　股部領域
　１３,１４　外側領域
　１５　弾性部材
　１６　ファスナー
　１７ａ～１７ｄ　スリットまたは溝
　１８,１９　側方継ぎ目
　２０　ウエスト用開口部
　２１　脚用開口部
　２３　切欠き
　３０　糸
　３１,３２　脚
　３３　股部ポイント
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