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(57)【要約】
【課題】漏れ防止効果に優れた吸収性物品を提供する。
【解決手段】トップシート２とバックシート３とこれら
の間に設けられた吸収性コア６を有する吸収性物品１で
あって、トップシート２の幅方向ｘの両側に立ち上がり
フラップ８が設けられ、立ち上がりフラップ８は、基部
８Ｂと自由端８Ｆの間に前後方向ｙに延びるフラップ弾
性部材９が設けられ、吸収性物品１には、基部８Ｂの幅
方向ｘの内方に前後方向ｙに延びる内方弾性部材１１が
設けられるとともに、基部８Ｂの幅方向ｘの外方に前後
方向ｙに延びる外方弾性部材１２が設けられ、フラップ
弾性部材９と内方弾性部材１１は、外方弾性部材１２よ
りも強い収縮力で設けられている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　幅方向と前後方向を有し、トップシートとバックシートとこれらの間に設けられた吸収
性コアを有する吸収性物品であって、
　前記トップシートの幅方向の両側に立ち上がりフラップが設けられ、
　前記立ち上がりフラップは、立ち上がる起点となる基部と立ち上がった先端となる自由
端を有し、前記基部と前記自由端の間に前後方向に延びるフラップ弾性部材が設けられ、
　前記吸収性物品には、前記基部の幅方向の内方に前後方向に延びる内方弾性部材が設け
られるとともに、前記基部の幅方向の外方に前後方向に延びる外方弾性部材が設けられ、
　前記フラップ弾性部材と内方弾性部材は、前記外方弾性部材よりも強い収縮力で設けら
れていることを特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　前記内方弾性部材は、前記フラップ弾性部材と同じ収縮力かそれよりも強い収縮力で設
けられている請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記外方弾性部材は、前記内方弾性部材よりも、前記基部の近くに配されている請求項
１または２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記吸収性コアは、前後方向に前方部と後方部とこれらの間の中間部を有し、
　前記内方弾性部材は、前記吸収性コアの中間部で、前記吸収性コアよりも幅方向の外方
に配されている請求項１～３のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記吸収性コアは、前方部と後方部が中間部よりも幅広に形成され、
　前記内方弾性部材は、前記吸収性コアの前方部と後方部と重なるように配されている請
求項４に記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記内方弾性部材は、前記吸収性コアの中間部との離間距離が、前記基部との離間距離
よりも短くなるように配されている請求項４または５に記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記外方弾性部材は、吸収性物品の幅方向の外縁よりも、前記基部の近くに配されてい
る請求項１～６のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記外方弾性部材の数は、前記内方弾性部材の数よりも少ない請求項１～７のいずれか
一項に記載の吸収性物品。
【請求項９】
　前記吸収性コアには、幅方向の中央部に、前後方向に延びる開口または凹部が形成され
ている請求項１～８のいず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、使い捨ておむつ、尿パッド（失禁パッドを含む）、生理用ナプキン等の吸収
性物品に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　吸収性物品には、着用者からの尿等の横漏れを防ぐために、トップシートの幅方向の両
側に立ち上がりフラップが設けられていることが多い。吸収性物品に立ち上がりフラップ
を設けることにより、尿等の漏れ防止効果を高めることができる。従来、立ち上がりフラ
ップによる漏れ防止効果を高めるために様々な検討がなされており、例えば特許文献１に
は、立ち上がりフラップの基部と吸収性コアの間に弾性部材を設けた吸収性物品が開示さ
れ、特許文献２には、立ち上がりフラップの基部よりも幅方向の内方に、吸収性コアの前
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方部と後方部と重なってその間の中間部とは重ならないように弾性部材を設けた吸収性物
品が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１９０５９３号公報
【特許文献２】特開２０１２－１８３１３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のように、吸収性物品では、これまで漏れ防止効果を高める工夫が様々なされてお
り、より漏れ防止効果の高い吸収性物品が求められている。本発明は前記事情に鑑みてな
されたものであり、その目的は、漏れ防止効果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】
【０００５】
　前記課題を解決することができた本発明の吸収性物品とは、幅方向と前後方向を有し、
トップシートとバックシートとこれらの間に設けられた吸収性コアを有する吸収性物品で
あって；トップシートの幅方向の両側に立ち上がりフラップが設けられ；立ち上がりフラ
ップは、立ち上がる起点となる基部と立ち上がった先端となる自由端を有し、基部と自由
端の間に前後方向に延びるフラップ弾性部材が設けられ；吸収性物品には、基部の幅方向
の内方に前後方向に延びる内方弾性部材が設けられるとともに、基部の幅方向の外方に前
後方向に延びる外方弾性部材が設けられ；フラップ弾性部材と内方弾性部材は、外方弾性
部材よりも強い収縮力で設けられているところに特徴を有する。
【０００６】
　本発明の吸収性物品は、立ち上がりフラップの基部の幅方向の両側に内方弾性部材と外
方弾性部材がそれぞれ設けられているため、これらの弾性部材の収縮力によって立ち上が
りフラップの基部が持ち上げられ、立ち上がりフラップを着用者の肌に近付けて立ち上げ
ることができる。この際、立ち上がりフラップに設けられたフラップ弾性部材を外方弾性
部材よりも強い収縮力で設けることにより、立ち上がりフラップが着用者の肌に向かって
真っ直ぐに立ち上がりやすくなり、立ち上がりフラップによる漏れ防止効果を高めること
ができる。また、内方弾性部材を外方弾性部材よりも強い収縮力で設けることにより、吸
収性コアの幅方向の両側が着用者の肌の近くに持ち上げられ、着用者から排泄された尿等
を好適に受けることができる。その結果、吸収性物品の漏れ防止効果を高めることができ
る。
【０００７】
　内方弾性部材は、フラップ弾性部材と同じ収縮力かそれよりも強い収縮力で設けられて
いることが好ましい。内方弾性部材をより強い収縮力で設けることにより、吸収性コアが
尿等を吸収しても、吸収性コアが垂れ下がりにくくなり、立ち上がりフラップの基部を着
用者の肌の近くに維持して配置しやすくなる。
【０００８】
　外方弾性部材は、内方弾性部材よりも、基部の近くに配されていることが好ましい。外
方弾性部材は内方弾性部材よりも弱い収縮力で設けられるが、外方弾性部材を内方弾性部
材よりも立ち上がりフラップの基部の近くに配することにより、立ち上がりフラップの基
部の幅方向の両側がバランスよく持ち上げられ、立ち上がりフラップが着用者の肌に向か
って真っ直ぐに立ち上がりやすくなる。
【０００９】
　吸収性コアは、前後方向に前方部と後方部とこれらの間の中間部を有し、内方弾性部材
は、吸収性コアの中間部で、吸収性コアよりも幅方向の外方に配されていることが好まし
い。このように内方弾性部材を配することにより、内方弾性部材の収縮力が吸収性コアに
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よって阻害されずに好適に発現しやすくなる。
【００１０】
　吸収性コアは、前方部と後方部が中間部よりも幅広に形成され、内方弾性部材は、吸収
性コアの前方部と後方部と重なるように配されていることが好ましい。内方弾性部材を、
吸収性コアの前方部と後方部と重なるように設けることにより、内方弾性部材が吸収性コ
アの前方部と後方部を近付けるように作用する。また、内方弾性部材を吸収性コアの中間
部と重ならないように配することにより、内方弾性部材の収縮力が好適に発揮されるよう
になる。その結果、吸収性コアの着用者の股間へのフィット性が高まり、尿等の漏れ防止
効果が高められる。
【００１１】
　内方弾性部材は、吸収性コアの中間部との離間距離が、基部との離間距離よりも短くな
るように配されていることが好ましい。このように内方弾性部材が配されていれば、内方
弾性部材の収縮力によって吸収性コアの幅方向の両側が着用者の肌のより近くに持ち上げ
られ、着用者から排泄された尿等を好適に受けやすくなる。
【００１２】
　外方弾性部材は、吸収性物品の幅方向の外縁よりも、基部の近くに配されていることが
好ましい。このように外方弾性部材を配することにより、立ち上がりフラップの基部を着
用者の肌に近付けて持ち上げやすくなる。また、外方弾性部材と吸収性物品の幅方向の外
縁との間の距離が広がり、外方弾性部材によって形成されるレッグギャザーの幅を広くと
ることができるため、レッグギャザーが着用者の脚周りに強く当たりにくくなり、吸収性
物品の着用感を向上させることができる。
【００１３】
　外方弾性部材の数は、内方弾性部材の数よりも少ないことが好ましい。外方弾性部材の
数が少なければ、外方弾性部材によって形成されるレッグギャザーで外方弾性部材が占め
る部分が減り、着用者の脚に外方弾性部材が直接当たりにくくなる。その結果、着用者の
脚周りの着用感を向上させることができる。一方、内方弾性部材の数が多ければ、内方弾
性部材の収縮力を幅方向に分散させて、吸収性コアが大きく歪まないようにすることがで
きる。
【００１４】
　吸収性コアには、幅方向の中央部に、前後方向に延びる開口または凹部が形成されてい
ることが好ましい。このように吸収性コアが形成されていれば、内方弾性部材の収縮力と
相まって、吸収性物品を着用した際に、吸収性コアが開口または凹部で窪んだ形状に形成
され、着用者から排泄された尿等を吸収性物品が好適に受けることができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の吸収性物品は、立ち上がりフラップの基部の幅方向の両側に内方弾性部材と外
方弾性部材がそれぞれ設けられているため、これらの弾性部材の収縮力によって立ち上が
りフラップの基部が持ち上げられ、立ち上がりフラップを着用者の肌に近付けて立ち上げ
ることができる。この際、立ち上がりフラップに設けられたフラップ弾性部材を外方弾性
部材よりも強い収縮力で設けることにより、立ち上がりフラップが着用者の肌に向かって
真っ直ぐに立ち上がりやすくなり、立ち上がりフラップによる漏れ防止効果を高めること
ができる。また、内方弾性部材を外方弾性部材よりも強い収縮力で設けることにより、吸
収性コアの幅方向の両側が着用者の肌の近くに持ち上げられ、着用者から排泄された尿等
を好適に受けることができる。その結果、吸収性物品の漏れ防止効果を高めることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の吸収性物品の一例を表し、吸収性物品を肌面側から見た平面図を表す。
【図２】図１に示した吸収性物品のＡ－Ａ断面図を表す。
【発明を実施するための形態】
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【００１７】
　本発明の吸収性物品は、トップシートとバックシートとこれらの間に設けられた吸収性
コアとを有し、幅方向と前後方向を有する。本発明の吸収性物品の態様としては、使い捨
ておむつや尿パッド（失禁パッドを含む）、生理用品等が示される。
【００１８】
　本発明において、吸収性物品の前後方向とは、吸収性物品を着用者が着用した際、着用
者の股間の前後方向に延びる方向を意味する。吸収性物品の幅方向とは、吸収性物品と同
一面上にあり、前後方向と直交する方向を意味する。また、本発明において、吸収性物品
の肌面側とは、吸収性物品を着用した際に着用者の肌に向く側を意味し、吸収性物品の外
面側とは、吸収性物品を着用した際の着用者とは反対側を意味する。
【００１９】
　吸収性物品の形状は特に限定されない。吸収性物品が尿パッドである場合、吸収性物品
の形状としては、略長方形、砂時計形、ひょうたん形等が示される。
【００２０】
　吸収性物品が使い捨ておむつである場合、吸収性物品は、例えば、前側部と後側部とこ
れらの間に位置し吸収性コアが備えられた股部とから構成される。使い捨ておむつとして
は、例えば、前側部と後側部とこれらの間に位置する股部とからなる外装部材の肌面側に
、トップシートとバックシートの間に吸収性コアが配された吸収性本体が設けられてもよ
い。このとき、吸収性本体の形状としては略長方形等が示される。使い捨ておむつとして
はまた、トップシートとバックシートの間に吸収性コアが配された積層体が、前側部と後
側部とこれらの間に位置する股部とを形成してもよい。なお、前側部は、使い捨ておむつ
を着用の際に着用者の腹側に当てる部分に相当し、後側部は、使い捨ておむつを着用の際
に着用者の背側に当てる部分に相当する。股部は、前側部と後側部との間に位置し、着用
者の股間に当てる部分に相当する。
【００２１】
　吸収性物品が使い捨ておむつである場合、使い捨ておむつは、後側部の左右側端に止着
部材が設けられ、当該止着部材により着用時にパンツ形状に形成するオープンタイプ（テ
ープタイプ）の使い捨ておむつであったり、ウェスト開口部と一対の脚開口部とが形成さ
れたパンツタイプの使い捨ておむつであってもよい。
【００２２】
　なお、本発明の吸収性物品は、後述するように内方弾性部材や外方弾性部材が設けられ
ており、そのような弾性部材が設けられた吸収性物品として適したものとして、オープン
タイプ（テープタイプ）の使い捨ておむつや、尿パッド、生理用品等が挙げられる。
【００２３】
　トップシートは、吸収性コアよりも肌面側に設けられるシートであり、液透過性である
ことが好ましい。トップシートは、吸収性物品を着用の際に、着用者に面するように設け
られることが好ましい。トップシートとしては、例えば、セルロース、レーヨン、コット
ン等の親水性繊維から形成された不織布や、ポリオレフィン（例えば、ポリプロピレン、
ポリエチレン）、ポリエステル（例えば、ＰＥＴ）、ポリアミド（例えば、ナイロン）等
の疎水性繊維から形成された不織布であって、疎水性繊維の表面が界面活性剤により親水
化されたもの等を用いることができる。また、トップシートとして、織布、編布、有孔プ
ラスチックフィルム等を用いてもよい。
【００２４】
　バックシートは、吸収性コアよりも外面側に設けられるシートであり、液不透過性であ
ることが好ましい。バックシートとしては、ポリオレフィン（例えば、ポリプロピレン、
ポリエチレン）、ポリエステル（例えば、ＰＥＴ）、ポリアミド（例えば、ナイロン）等
の疎水性繊維から形成された不織布や、プラスチックフィルム等を用いることができる。
また、不織布とプラスチックフィルムとの積層体を用いてもよい。本発明において、液不
透過性には撥水性の意味も含まれる。
【００２５】
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　外装部材は、液透過性であっても液不透過性であってもよく、トップシートやバックシ
ートに使用可能なシート材料を用いることができる。外装部材は、内側シートに外側シー
トが積層されて形成されることが好ましく、親水性の内側シートに液不透過性の外側シー
トが積層されて形成されることがより好ましい。
【００２６】
　上記説明した各シート材料として不織布を用いる場合、不織布としては、スパンボンド
不織布、エアスルー不織布、ポイントボンド不織布、メルトブロー不織布、エアレイド不
織布、ＳＭＳ不織布等を用いることが好ましい。
【００２７】
　吸収性コアは、尿等の排泄物を吸収できる吸収性材料を含むものであれば特に限定され
ない。吸収性コアとしては、例えば、吸収性材料を所定形状に成形した成形体を用いるこ
とができる。吸収性コアは、紙シート（例えば、ティッシュペーパーや薄葉紙）や液透過
性不織布等のシート部材で覆われてもよい。吸収性コアに含まれる吸収性材料としては、
例えば、セルロース繊維（例えば、粉砕したパルプ繊維）等の親水性繊維や、ポリアクリ
ル酸系、ポリアスパラギン酸系、セルロース系、デンプン・アクリロニトリル系等の吸水
性樹脂等が挙げられる。また、吸収性材料には、ポリオレフィン繊維（例えば、ポリエチ
レン繊維、ポリプロピレン繊維等）や、ポリエステル繊維（例えば、ＰＥＴ繊維）、ポリ
アミド繊維（例えば、ナイロン繊維）等の熱融着性繊維が含まれてもよい。これらの熱融
着性繊維は、尿等との親和性を高めるために、界面活性剤等により親水化処理がされてい
てもよい。
【００２８】
　吸収性材料は、尿等の吸収速度を高め、吸収性コアの保形性を高める点から、少なくと
も親水性繊維を含むことが好ましく、パルプ繊維を含むことがより好ましい。また、吸収
容量を高める点から、吸収性材料は吸水性樹脂を含むことが好ましい。より好ましくは、
吸収性コアは、吸収性材料として親水性繊維と吸水性樹脂を含有する。この場合、例えば
、親水性繊維の集合体に吸水性樹脂を混合または散布したものを用いることが好ましい。
【００２９】
　吸収性コアは、シート状吸収体であってもよい。シート状吸収体としては、不織布間に
吸水性樹脂を有しパルプ繊維を有しないように形成されたものが挙げられる。このように
形成されたシート状吸収体は不織布間に吸水性樹脂を有するため、高い吸収容量を実現で
きる。また、シート状吸収体は不織布間にパルプ繊維を有しないため、嵩張らず薄型に形
成することができる。
【００３０】
　シート状吸収体は、吸収性材料として吸水性繊維を用いてもよい。この場合もまた、シ
ート状吸収体が嵩張らず薄型に形成される。吸水性繊維としては、プロトン化または塩形
成したカルボキシル基を含有する繊維が挙げられる。例えば、特公昭５２－４２９１６号
公報に開示されるように、アクリル繊維を加水分解して、アクリル繊維に含まれるニトリ
ル基をカルボキシル基に変換することにより、吸水性繊維を得ることができる。このとき
、吸水性繊維に含まれるカルボキシル基は、アルカリ金属塩またはアンモニア塩を形成し
ていることが好ましい。また吸水性繊維は、親水性繊維をアクリル酸に浸漬し、繊維表面
でアクリル酸を析出させることにより製造することができる。
【００３１】
　吸収性コアの形状（平面形状）は特に限定されない。吸収性コアの形状は、用途に応じ
て適宜決定すればよく、例えば、略長方形、砂時計形、ひょうたん形、羽子板形等が挙げ
られる。
【００３２】
　吸収性物品には、トップシートの幅方向の両側に立ち上がりフラップが設けられている
。立ち上がりフラップにより、尿等の横漏れが防止される。立ち上がりフラップは、前後
方向に延びるように設けられる。立ち上がりフラップは、液不透過性のプラスチックフィ
ルムや液不透過性の不織布等により構成されることが好ましい。
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【００３３】
　立ち上がりフラップは、立ち上がる起点となる基部と立ち上がった先端となる自由端を
有し、基部と自由端の間に前後方向に延びるフラップ弾性部材が設けられている。フラッ
プ弾性部材は伸張状態で立ち上がりフラップに固定され、フラップ弾性部材の収縮力によ
って、立ち上がりフラップが着用者の肌に向かって立ち上がるように形成される。フラッ
プ弾性部材は、例えば接着剤等の公知の接合手段により、立ち上がりフラップに固定され
る。立ち上がりフラップは、例えば、トップシートの幅方向の両側に、前後方向に延在す
るサイドシートを接合し、サイドシートの幅方向の内方部にフラップ弾性部材を設けるこ
とにより形成される。
【００３４】
　立ち上がりフラップには、フラップ弾性部材が１または複数本設けられる。好ましくは
、フラップ弾性部材は複数本（例えば、各立ち上がりフラップに２本～５本）設けられ、
これによりフラップ弾性部材全体としての収縮力を確保しつつ、立ち上がりフラップの着
用者の肌への接触をソフトなものとすることができる。フラップ弾性部材は、立ち上がり
フラップの基部から自由端に至る領域を幅方向（立ち上がりの高さ方向）に２等分したと
きに、自由端側の領域に設けられ、基部側の領域には設けられないことが好ましい。この
ようにフラップ弾性部材を設けることにより、立ち上がりフラップをより高く立ち上げや
すくなる。
【００３５】
　立ち上がりフラップは、幅方向の内方に傾倒するように形成されていることが好ましい
。そのために、立ち上がりフラップは、内側面が前後方向の両端部でトップシートに直接
または間接的に接合されていることが好ましい。立ち上がりフラップが幅方向の内方に傾
倒するように形成されることにより、尿等の横漏れを防止しやすくなる。なお、立ち上が
りフラップの内側面とは、立ち上がりフラップが立ち上がった状態で、立ち上がりフラッ
プの幅方向に対する内側面を意味する。
【００３６】
　フラップ弾性部材には、ポリウレタン糸、ポリウレタンフィルム、天然ゴム等の通常吸
収性物品に用いられる弾性伸縮材料を用いることができる。例えば、繊度４０～１，２４
０ｄｔｅｘのポリウレタン糸を、倍率１．１～５．０倍に伸張して配設し、固定する。フ
ラップ弾性部材を固定するための接合手段としては、接着剤（例えば、ホットメルト接着
剤）を用いることが好ましく、ゴム系の接着剤を用いることがより好ましい。なお、前記
倍率は、非伸張状態を１．０倍とする。以下に説明する様々な弾性部材についても同様で
ある。
【００３７】
　吸収性物品には、立ち上がりフラップの基部の幅方向の内方に前後方向に延びる内方弾
性部材が設けられるとともに、基部の幅方向の外方に前後方向に延びる外方弾性部材が設
けられている。立ち上がりフラップの基部の幅方向の両側に弾性部材をそれぞれ設けるこ
とにより、立ち上がりフラップの基部が持ち上げられ、立ち上がりフラップを着用者の肌
に近付けて立ち上げることができる。これにより、立ち上がりフラップによる漏れ防止効
果を高めることができる。
【００３８】
　内方弾性部材はまた、吸収性コアの幅方向の両側を持ち上げるように作用する。内方弾
性部材によって吸収性コアが幅方向断面で窪んだ形状に形成されやすくなり、着用者から
排泄された尿等を吸収性物品が好適に受けることができる。外方弾性部材は、吸収性物品
に着用者の脚周りに沿ったギャザー（レッグギャザー）を形成し、着用者の脚周りからの
漏れ防止効果を高めるように作用する。
【００３９】
　内方弾性部材は１または複数本設けられればよい。外方弾性部材も１または複数本設け
られればよい。内方弾性部材と外方弾性部材は、吸収性物品を構成する任意の部材に取り
付けられ、例えば、トップシート、バックシート、サイドシート等のシート部材の少なく
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とも１つに取り付けられてもよく、吸収性コアに取り付けられてもよい。内方弾性部材と
外方弾性部材は、伸張状態で、吸収性物品を構成する任意の部材に固定される。なお、内
方弾性部材と外方弾性部材がサイドシートに取り付けられ、サイドシートの幅方向の内方
側が立ち上がりフラップを形成する場合は、内方弾性部材と外方弾性部材は、サイドシー
トのトップシートとの接合部よりも幅方向の外方（すなわち立ち上がりフラップを形成し
ない部分）に取り付けられる。好ましくは、内方弾性部材と外方弾性部材はトップシート
、バックシート、サイドシート等のシート部材の少なくとも１つに取り付けられ、これに
より内方弾性部材と外方弾性部材の収縮力が好適に吸収性物品に伝わり、内方弾性部材と
外方弾性部材による効果をより発揮させることができる。
【００４０】
　内方弾性部材と外方弾性部材は、吸収性コアの前後方向に対する相対位置として前側端
を０％とし後側端を１００％としたときに、少なくとも３３％～６７％の前後方向の範囲
（より好ましくは３０％～７０％の前後方向の範囲であり、さらに好ましくは２５％～７
５％の前後方向の範囲）に配されることが好ましい。また、内方弾性部材と外方弾性部材
は、吸収性コアの前側端よりも前方および後側端よりも後方に延在しないように配される
ことが好ましい。なお、フラップ弾性部材は、内方弾性部材と外方弾性部材よりも前後方
向に長く配されることが好ましく、具体的には、内方弾性部材と外方弾性部材の前側端よ
りも前方に延在し、内方弾性部材と外方弾性部材の後側端よりも後方に延在するように配
されることが好ましい。
【００４１】
　内方弾性部材と外方弾性部材は、立ち上がりフラップの基部を横切るようには設けられ
ない。すなわち、内方弾性部材は、立ち上がりフラップの基部よりも幅方向の内方のみに
設けられ、外方弾性部材は、立ち上がりフラップの基部よりも幅方向の外方のみに設けら
れる。また、吸収性物品には、内方弾性部材と外方弾性部材に限らず、立ち上がりフラッ
プの基部を横切るように弾性部材が設けられないことが好ましい。
【００４２】
　外方弾性部材は、フラップ弾性部材よりも弱い収縮力で設けられることが好ましい。換
言すれば、フラップ弾性部材は、外方弾性部材よりも強い収縮力で設けられることが好ま
しい。例えば、外方弾性部材がフラップ弾性部材よりも強い収縮力で設けられる場合は、
立ち上がりフラップの基部が外方弾性部材に引っ張られる形となり、立ち上がりフラップ
が着用者の肌に向かって真っ直ぐに立ち上がりにくくなる。しかし、フラップ弾性部材の
方が外方弾性部材よりも強い収縮力で設けられていれば、立ち上がりフラップが着用者の
肌に向かって真っ直ぐに立ち上がりやすくなり、立ち上がりフラップによる漏れ防止効果
を高めることができる。
【００４３】
　内方弾性部材は、外方弾性部材よりも強い収縮力で設けられることが好ましい。このよ
うに内方弾性部材を設けることにより、吸収性コアを着用者の肌に近付けて配置しやすく
なり、着用者から排泄された尿等を好適に受けやすくなる。また、吸収性コアが尿等を吸
収しても、吸収性コアが垂れ下がりにくくなり、立ち上がりフラップの基部を着用者の肌
の近くに維持して配置しやすくなる。
【００４４】
　内方弾性部材とフラップ弾性部材の収縮力の関係は特に限定されないが、内方弾性部材
は、フラップ弾性部材と同じ収縮力かそれよりも強い収縮力で設けられることが好ましい
。内方弾性部材は吸収性コアを持ち上げるように作用するが、吸収性コアが尿等を吸収し
て重くなっても当該作用が奏効されるようにするために、内方弾性部材は強い収縮力で設
けられていることが好ましい。より好ましくは、内方弾性部材は、フラップ弾性部材より
も強い収縮力で設けられる。
【００４５】
　各弾性部材の収縮力は、各弾性部材が複数本設けられている場合は、複数本の各弾性部
材の収縮力を意味する。各弾性部材の収縮力は、次のように測定する。まず、吸収性物品
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に取り付けられた弾性部材を伸張させて、吸収性物品を完全に広げた状態で、弾性部材の
伸張長さＬを測定する。次いで、当該弾性部材を吸収性物品から取り外して長さＬまで伸
ばしたときの収縮力を測定することにより、弾性部材の収縮力を求める。各弾性部材が複
数本設けられている場合は、複数本の弾性部材の収縮力を求める。
【００４６】
　内方弾性部材は、前後方向の少なくとも一部で、吸収性コアよりも幅方向の外方に配さ
れていることが好ましい。より好ましくは、吸収性コアは、前後方向に前方部と後方部と
これらの間の中間部を有し、内方弾性部材は、吸収性コアの中間部で、吸収性コアよりも
幅方向の外方に配される。このように内方弾性部材を配することにより、内方弾性部材の
収縮力が吸収性コアによって阻害されずに好適に発現しやすくなる。これにより、内方弾
性部材による効果、すなわち立ち上がりフラップの基部を持ち上げる効果や、吸収性コア
の両側を持ち上げる効果が、好適に発揮される。この場合、吸収性コアの中間部で、立ち
上がりフラップの基部と吸収性コアの間に設けられた弾性部材が、内方弾性部材となる。
吸収性コアの中間部は、例えば、吸収性コアの前後方向に対する相対位置として前側端を
０％とし後側端を１００％としたときに、４０％～６０％の範囲を含む部分として規定さ
れる。
【００４７】
　吸収性コアは、前方部と後方部が中間部よりも幅広に形成され、内方弾性部材は、吸収
性コアの中間部で吸収性コアよりも幅方向の外方に配され、吸収性コアの前方部と後方部
の少なくとも一方と重なるように配されることが好ましく、より好ましくは吸収性コアの
前方部と後方部の両方と重なるように配される。この場合、吸収性コアは、いわゆる砂時
計形に形成されることとなるが、内方弾性部材を、砂時計形の吸収性コアの前方部と後方
部と重なるように設けることにより、内方弾性部材が吸収性コアの前方部と後方部を近付
けるように作用する。また、内方弾性部材を吸収性コアの中間部と重ならないように配す
ることにより、内方弾性部材の収縮力が好適に発揮されるようになる。その結果、吸収性
コアの着用者の股間へのフィット性が高まり、尿等の漏れ防止効果が高まる。
【００４８】
　内方弾性部材は、吸収性コアの中間部との離間距離が、立ち上がりフラップの基部との
離間距離よりも短くなるように配されることが好ましい。このように内方弾性部材が配さ
れていれば、内方弾性部材の収縮力によって吸収性コアの幅方向の両側が着用者の肌のよ
り近くに持ち上げられ、着用者から排泄された尿等を好適に受けやすくなる。
【００４９】
　外方弾性部材は、吸収性物品の幅方向の外縁よりも、立ち上がりフラップの基部の近く
に配されることが好ましい。このように外方弾性部材を配することにより、立ち上がりフ
ラップの基部を着用者の肌に近付けて持ち上げやすくなる。また、外方弾性部材と吸収性
物品の幅方向の外縁との間の距離を広くとることができるため、外方弾性部材によって形
成されるレッグギャザーが着用者の脚周りに強く当たりにくくなり、吸収性物品の着用感
が向上する。この場合、吸収性物品には、外方弾性部材よりも幅方向の外方には弾性部材
が設けられないことが好ましい。
【００５０】
　外方弾性部材は、吸収性コアと重ならないように配されることが好ましい。このように
外方弾性部材を配することにより、外方弾性部材によって好適にレッグギャザーが形成さ
れやすくなる。
【００５１】
　外方弾性部材は、内方弾性部材よりも、立ち上がりフラップの基部の近くに配されるこ
とが好ましい。外方弾性部材は内方弾性部材よりも弱い収縮力で設けられるが、外方弾性
部材を内方弾性部材よりも立ち上がりフラップの基部の近くに配することにより、立ち上
がりフラップの基部の幅方向の両側がバランスよく持ち上げられ、立ち上がりフラップが
着用者の肌に向かって真っ直ぐに立ち上がりやすくなる。
【００５２】



(10) JP 2017-47100 A 2017.3.9

10

20

30

40

50

　外方弾性部材の数は、内方弾性部材の数よりも少ないことが好ましい。外方弾性部材の
数が少なければ、レッグギャザーで外方弾性部材が占める部分が減り、着用者の脚に外方
弾性部材が直接当たりにくくなる。その結果、着用者の脚周りの着用感を向上させること
ができる。外方弾性部材の数は、吸収性物品の片側に１本～３本設けられることが好まし
く、１本または２本がより好ましい。一方、内方弾性部材の数が多ければ、内方弾性部材
の収縮力を幅方向に分散させて、吸収性コアが大きく歪まないようにすることができる。
これにより、吸収性物品の着用感を向上させることができる。内方弾性部材の数は、吸収
性物品の片側に２本～５本設けられることが好ましい。
【００５３】
　内方弾性部材と外方弾性部材は、バックシートに取り付けられることが好ましい。これ
により、吸収性コアの肌面側の歪みを抑えて、吸収性物品の着用感を向上させることがで
きる。より好ましくは、バックシートを複数層から構成し、複数層のバックシート間に内
方弾性部材および／または外方弾性部材を設ける。この場合、バックシートは、フィルム
層と、フィルム層の外面側に接着された不織布層とから構成されることが好ましく、これ
により、尿等の漏れを防ぎつつ、バックシートの手触りを良好なものとすることができる
。この場合、内方弾性部材および／または外方弾性部材は、フィルム層と不織布層の間に
設けられることが好ましい。
【００５４】
　内方弾性部材を複数層のバックシート間（例えば、上記に説明したフィルム層と不織布
層の間）に設けることにより、内方弾性部材とバックシートが一体化され、これにより、
内方弾性部材と一体化されたバックシートが吸収性コア全体を外面側から支える形となり
、内方弾性部材の収縮力によって吸収性コアが幅方向断面で窪んだ形状に形成されやすく
なる。その結果、着用者から排泄された尿等を吸収性物品が好適に受けることができるよ
うになる。
【００５５】
　外方弾性部材を複数層のバックシート間（例えば、上記に説明したフィルム層と不織布
層の間）に設けることにより、外方弾性部材の着用者の脚周りへの当たりをソフトにする
ことができる。なお、外方弾性部材を上記に説明したフィルム層と不織布層の間に設けた
場合は、バックシートの幅方向の端部を不織布層のみから構成する（すなわち、不織布層
をフィルム層よりも幅方向の外方に延在させる）ことがより好ましく、これにより、吸収
性物品の幅方向の端部を柔軟に形成して、レッグギャザーの着用感を向上させることがで
きる。
【００５６】
　本発明の吸収性物品は、吸収性コアに開口や凹部が形成されていてもよい。このように
吸収性コアが形成されていれば、内方弾性部材の収縮力と相まって、吸収性物品を着用し
た際に、吸収性コアが開口または凹部で窪んだ形状に形成され、着用者から排泄された尿
等を吸収性物品が好適に受けることができるようになる。また、吸収性コアの開口または
凹部は、尿等の拡散路として機能して、尿等が開口または凹部に沿って前後方向に拡散し
やすくなる。開口または凹部は、吸収性コアの幅方向の中心線を含み、当該中心線に沿っ
て前後方向に延びるように形成されていることが好ましい。
【００５７】
　開口は、吸収性コアを厚み方向に貫通して設けられる。凹部は、例えば、吸収性コアの
部分的に圧縮されることにより形成されたり、吸収性コアの目付が部分的に減らされるこ
とにより形成される。この場合、吸収性コアの圧縮された部分や、目付が減らされた部分
が、凹部として形成される。なお、吸収性コアの凹部は、吸収性コアの目付が部分的に減
らされることにより形成されることが好ましく、これにより吸収性コアを凹部で窪んだ形
状に形成しやすくなる。この場合、凹部は、目付けが、凹部以外の部分よりも６０質量％
以下（より好ましくは５０質量％以下であり、さらに好ましくは４０質量％以下である）
となるように形成されることが好ましい。吸収性コアに凹部が形成される場合、凹部は吸
収性コアのトップシート側の表面に形成されても、バックシート側の表面に形成されても
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よい。
【００５８】
　開口または凹部は、立ち上がりフラップの基部よりも幅方向の内方に設けられることが
好ましい。また、開口または凹部は、立ち上がりフラップの基部と重ならないように設け
られることが好ましい。
【００５９】
　吸収性コアには、開口または凹部が１つのみ設けられてもよく、２つ以上設けられても
よいが、好ましくは、開口または凹部は吸収性コアに１つのみ設けられる。すなわち、吸
収性コアには開口または凹部が１つのみ設けられ、当該開口または凹部は、幅方向の中央
部に前後方向に延びるように設けられることが好ましい。このように吸収性コアを形成す
ることより吸収性コアが幅方向断面で窪んだ形状に形成されやすくなる。その結果、着用
者から排泄された尿等を好適に受けて、尿等の前後方向への拡散性を高めることができる
。
【００６０】
　開口または凹部は、幅方向の長さが、吸収性コアの最も幅狭な部分の幅方向の長さの５
％以上となることが好ましく、８％以上がより好ましく、１０％以上がさらに好ましく、
また３０％以下が好ましく、２５％以下がより好ましく、２０％以下がさらに好ましい。
なお、吸収性コアの最も幅狭な部分とは、吸収性コアの中間部において幅方向に最も狭く
形成された部分を意味する。吸収性コアが略長方形である場合は、吸収性コアは前後方向
の全てが最も幅狭な部分となる。このように開口または凹部が設けられれば、吸収性コア
の吸収容量を確保しつつ、尿等の前後方向への拡散性を高めることができる。
【００６１】
　開口または凹部は、前後方向の長さが、吸収性コアの前後方向の長さの４０％以上とな
ることが好ましく、５０％以上がより好ましく、６０％以上がさらに好ましく、また９０
％以下が好ましく、８５％以下がより好ましく、８０％以下がさらに好ましい。なお、開
口または凹部の前側端は吸収性コアの前側端よりも後方に位置し、開口または凹部の後側
端は吸収性コアの後側端よりも前方に位置していることが好ましい。このように開口また
は凹部が設けられれば、尿等の前後方向への拡散性を高めることができるとともに、開口
または凹部を前後方向に拡散した尿等が、吸収性コアの前後端を越えて溢れ出しにくくな
る。
【００６２】
　吸収性物品には、上記に説明した立ち上がりフラップの幅方向の内方に、さらに別のフ
ラップが設けられてもよい。なお、当該フラップを「中央フラップ」と称する。中央フラ
ップは、幅方向の一方側の立ち上がりフラップと他方側の立ち上がりフラップの間に、前
後方向に延びるように一対設けられ、幅方向の外方に傾倒するように形成されていること
が好ましい。吸収性物品にこのように中央フラップを設けることにより、その上に別体の
吸収性物品（以下、「補助吸収体」と称する）を載せて好適に使用することが可能となる
。この場合、中央フラップの上に載せられた補助吸収体は、着用者の肌に近付くように持
ち上げられ、着用者から排泄された尿等を補助吸収体で好適に受けることが可能となる。
なお、中央フラップを設けない場合であっても、本発明の吸収性物品を補助吸収体と併用
できることは言うまでもない。
【００６３】
　中央フラップは、例えば、トップシートの上にセンターシートを配し、センターシート
の幅方向の中央部をトップシートに接合し、センターシートの幅方向の両端部に弾性部材
を設けることにより形成することができる。あるいは、トップシートの幅方向の両側に右
側センターシートと左側センターシートを配し、右側センターシートと左側センターシー
トの幅方向の内方部をトップシートに接合し、外方部に弾性部材を設けることにより形成
することができる。中央フラップは、液透過性であっても液不透過性であってもよく、従
って、センターシート（左側センターシートと右側センターシートを含む）には、トップ
シートやバックシートに使用可能なシート材料を用いることができる。なお、中央フラッ
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プあるいはセンターシートは液透過性であることが好ましく、これにより、補助吸収体が
受けた尿等が補助吸収体から溢れて中央フラップの上に移行しても、尿等が中央フラップ
やセンターシートを透過して、吸収性コアに好適に吸収させることができる。
【００６４】
　次に、本発明の吸収性物品の構成例について、図面を参照して説明する。図面では、吸
収性物品としてオープンタイプ（テープタイプ）の使い捨ておむつが示されている。なお
本発明は、図面に示された実施態様に限定されるものではない。
【００６５】
　図１および図２には、本発明の吸収性物品の一例を示した。図１は、吸収性物品として
オープンタイプの使い捨ておむつを肌面側から見た平面図を表し、図２は、図１に示した
吸収性物品のＡ－Ａ断面図を表す。本願の図では、矢印ｘが幅方向、矢印ｙが前後方向を
表し、矢印ｘ，ｙにより形成される面に対して垂直方向が上下方向ｚを表す。なお図１で
は、図面の上側が吸収性物品の前側に相当し、図面の下側が吸収性物品の後側に相当する
。
【００６６】
　吸収性物品１は、トップシート２とバックシート３とこれらの間に設けられた吸収性コ
ア６とを有する。トップシート２を透過した排泄物は、吸収性コア６により収容される。
バックシート３は吸収性コア６の外面側に設けられ、排泄物が外部へ漏れるのを防いでい
る。バックシート３は、図２に示すように、フィルム層４と、フィルム層４の外面側に接
着された不織布層５とから構成されている。
【００６７】
　吸収性物品１の前後方向ｙの後側部には、左右側端部に止着部材１４が取り付けられて
いる。止着部材１４は基材シート１５に留め具１６が設けられて構成されている。吸収性
物品１は、着用者の股間に当てて、止着部材１４の留め具１６を吸収性物品１の前側部の
外側面に接合することで、装着することができる。留め具１６としては、フック・ループ
・ファスナーのフック部材や粘着剤を採用することができる。
【００６８】
　吸収性物品１では、吸収性コア６は砂時計形に形成されている。すなわち、吸収性コア
６は、前後方向ｙに前方部と後方部とこれらの間の中間部を有し、前方部と後方部が中間
部よりも幅広に形成されている。また、吸収性コア６には開口７が形成されている。
【００６９】
　トップシート２の幅方向ｘの両側には立ち上がりフラップ８が設けられている。立ち上
がりフラップ８は、立ち上がる起点となる基部８Ｂと立ち上がった先端となる自由端８Ｆ
を有し、基部８Ｂと自由端８Ｆの間に前後方向ｙに延びるフラップ弾性部材９が設けられ
ている。立ち上がりフラップ８は、フラップ弾性部材９の収縮力により、着用者の肌に向
かって起立可能となっている。なお、立ち上がりフラップ８は、トップシート２の幅方向
ｘの両側に設けられたサイドシート１０から形成されており、サイドシート１０の幅方向
ｘの外方側がトップシート２とバックシート３に接合され、内方側が起立可能に形成され
ることにより、立ち上がりフラップ８が形成されている。
【００７０】
　吸収性物品１には、基部８Ｂの幅方向ｘの内方に前後方向ｙに延びる内方弾性部材１１
が設けられるとともに、基部８Ｂの幅方向ｘの外方に前後方向ｙに延びる外方弾性部材１
２が設けられている。詳細には、内方弾性部材１１と外方弾性部材１２は、バックシート
３のフィルム層４と不織布層５の間に設けられている。内方弾性部材１１と外方弾性部材
１２の収縮力によって立ち上がりフラップ８の基部８Ｂが持ち上げられ、立ち上がりフラ
ップ８を着用者の肌に近付けて立ち上げることができる。
【００７１】
　フラップ弾性部材９と内方弾性部材１１は、外方弾性部材１２よりも強い収縮力で設け
られている。フラップ弾性部材９を外方弾性部材１２よりも強い収縮力で設けることによ
り、立ち上がりフラップ８が着用者の肌に向かって真っ直ぐに立ち上がりやすくなり、立
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ち上がりフラップ８による漏れ防止効果を高めることができる。また、内方弾性部材１１
を外方弾性部材１２よりも強い収縮力で設けることにより、吸収性コア６の幅方向ｘの両
側が着用者の肌の近くに持ち上げられ、着用者から排泄された尿等を好適に受けることが
できる。その結果、吸収性物品１の漏れ防止効果を高めることができる。
【００７２】
　内方弾性部材１１は、フラップ弾性部材９と同じ収縮力かそれよりも強い収縮力で設け
られていることが好ましい。内方弾性部材１１をより強い収縮力で設けることにより、吸
収性コア６が尿等を吸収しても、吸収性コア６が垂れ下がりにくくなり、立ち上がりフラ
ップ８の基部８Ｂを着用者の肌の近くに維持して配置しやすくなる。
【００７３】
　吸収性物品１では、内方弾性部材１１が、吸収性コア６の中間部で吸収性コア６よりも
幅方向ｘの外方に配され、かつ吸収性コア６の前方部と後方部と重なるように配されてい
る。内方弾性部材１１を吸収性コア６の中間部と重ならないように配することにより、内
方弾性部材１１の収縮力が好適に発揮されるようになる。また、内方弾性部材１１を、吸
収性コア６の前方部と後方部と重なるように設けることにより、内方弾性部材１１が吸収
性コア６の前方部と後方部を近付けるように作用する。その結果、吸収性コア６の着用者
の股間へのフィット性が高まり、尿等の漏れ防止効果が高まる。
【００７４】
　内方弾性部材１１は、吸収性コア６の中間部との離間距離が、基部８Ｂとの離間距離よ
りも短くなるように配されていることが好ましい。このように内方弾性部材１１が配され
ていれば、内方弾性部材１１の収縮力によって吸収性コア６の幅方向ｘの両側が着用者の
肌のより近くに持ち上げられ、着用者から排泄された尿等を好適に受けやすくなる。
【００７５】
　外方弾性部材１２は、吸収性物品の幅方向ｘの外縁よりも、基部８Ｂの近くに配されて
いることが好ましい。このように外方弾性部材１２を配することにより、立ち上がりフラ
ップ８の基部８Ｂを着用者の肌に近付けて持ち上げやすくなる。また、外方弾性部材１２
と吸収性物品１の幅方向ｘの外縁との間の距離が広がり、外方弾性部材１２によって形成
されるレッグギャザーの幅を広くとることができる。その結果、レッグギャザーが着用者
の脚周りに強く当たりにくくなり、吸収性物品１の着用感を高めることができる。
【００７６】
　外方弾性部材１２の数は、内方弾性部材１１の数よりも少ないことが好ましい。図１お
よび図２では、吸収性物品１の片側に外方弾性部材１２が１本、内方弾性部材１１が３本
設けられている。外方弾性部材１２の数が少なければ、外方弾性部材１２によって形成さ
れるレッグギャザーで外方弾性部材１２が占める部分が減り、着用者の脚に外方弾性部材
１２が直接当たりにくくなる。その結果、着用者の脚周りの着用感を向上させることがで
きる。一方、内方弾性部材１１の数が多ければ、内方弾性部材１１の収縮力を幅方向ｘに
分散させて、吸収性コア６が大きく歪まないようにすることができる。
【００７７】
　吸収性物品１の前後方向ｙの端部には、幅方向ｘに延びるウェスト弾性部材１３が設け
られている。ウェスト弾性部材１３により着用者の腰周りに沿ったウェストギャザーが形
成され、腹部や背部からの尿等の漏れが防止される。
【符号の説明】
【００７８】
　１：吸収性物品
　２：トップシート
　３：バックシート
　６：吸収性コア
　８：立ち上がりフラップ、８Ｂ：基部、８Ｆ：自由端
　９：フラップ弾性部材
　１１：内方弾性部材
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　１２：外方弾性部材
　１３：ウェスト弾性部材

【図１】 【図２】
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