
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向と横方向と厚さ方向とを有し、前記厚さ方向の上方に位置する肌当接用の内面シ
ートと下方に位置する外面シートとの間に吸水性繊維を含む体液吸収性の第１パネルが介
在している使い捨ての体液吸収性着用物品において、
前記内面シートは透液性シートおよび不透液性シートのいずれかによって形成され、前記
外面シートは不透液性シートによって形成されており、
前記内面シートとその下方に位置する前記第１パネルとが前記縦方向と横方向とのほぼ中
央部位を所要の形状に切り欠かれてなる空隙部を有し、前記空隙部が前記厚さ方向におい
て弾性的に圧縮可能であって透液性を有する疎水性の第２パネルによって埋められ、前記
第２パネルと前記外面シートとの間には、前記縦方向および横方向のいずれかへ互いに離
間平行して延びて、前記第２パネルを越えて前記第１パネルの下面に接触し、吸水性繊維
が前記第１パネルの前記吸水性繊維よりも高密度に圧縮されてなる複数条の帯片と、前記
帯片よりも前記外面シート寄りにあって前記第２パネルを中心に前記縦方向と横方向とに
延びて前記第１パネルおよび前記帯片の一部分を前記外面シートから前記内面シート寄り
に離間させる疎水性にして透液性のスペーサ部材とが設けられていることを特徴とする前
記着用物品。
【請求項２】
　前記第１パネルは、１００～１０重量％の吸水性繊維と、０～９０重量％の高吸収性ポ
リマーとを含み、前記吸水性繊維が０．０４～０．１０ｇ／ｃｍ３ の密度を有する請求項
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１記載の着用物品。
【請求項３】
　前記帯片は、１００～２０重量％の吸水性繊維と、０～８０重量％の高吸収性ポリマー
と、０～２０重量％の熱可塑性合成繊維とを含み、前記吸水性繊維が０．１０～０．４０
ｇ／ｃｍ３ の範囲にあって前記第１パネルの吸水性繊維の密度よりも少なくとも０．０３
ｇ／ｃｍ３ 高い密度を有する請求項１または２記載の着用物品。
【請求項４】
　前記第２パネルは、前記厚さ方向において前記内面シート寄りに位置する第１層と前記
外面シート寄りに位置する第２層とからなり、前記第１層が熱可塑性合成樹脂フィルムと
前記フィルムの内側に位置する熱可塑性合成繊維との積層体によって形成される一方、前
記第２層がオープンセルの発泡ポリウレタンによって形成されており、前記積層体は互い
に隣接して前記縦方向および横方向のいずれかへ延びる複数条の短冊片を形成し、前記短
冊片の上面は前記短冊片の長さ方向に山と谷との起伏を繰り返しており、隣り合う短冊片
どうしの間では互いの山と谷とが隣り合い、前記山の側面部分には前記熱可塑性合成繊維
が現れている請求項１～３のいずれかに記載の着用物品。
【請求項５】
　前記第２パネルが多孔質で透液性の熱可塑性合成樹脂シートを含む請求項１～４のいず
れかに記載の着用物品。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、尿等の体液を速やかに吸収し、拡散させることができる使い捨ての体液吸収
性着用物品に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、肌に当接する透液性の内面シートと、着衣に当接する不透液性の外面シートとの間
に吸水性繊維を含む体液吸収性のパネルが介在している使い捨ての体液吸収性着用物品は
、周知である。かかる着用物品は、例えば使い捨ておむつやトレーニングパンツ、失禁患
者用吸尿パッド等として使用される。使い捨ておむつとして使用されるという場合には、
その着用物品自体がパンツ型等を呈していてそのまま着用することができるように形成さ
れている場合と、その着用物品が繰り返し使用可能または使い捨てのおむつカバー等のホ
ルダー部材に取り付けられるように形成されている場合とがある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
前記着用物品が例えば使い捨ておむつである場合に、体液吸収性パネルは股下域を中心に
前胴周り域と後胴周り域とにまで延びている。股下域に排泄された尿を体液吸収性パネル
の全体へ広げることができるように、パネルには股下域から前胴周り域や後胴周り域にま
で延び、吸水性繊維を高密度に圧縮してなる体液拡散域を形成することがある。拡散域で
は、パネルを形成している粉砕パルプ等の吸水性繊維が高密度に集合しており、尿はその
拡散域を通って前胴周り域や後胴周り域のパネルにまで広がる。しかし、股下域では、拡
散域といえども吸水量が飽和状態に達し易く、多量の尿を含んだ拡散域がおむつ着用者の
肌に接触して強い湿潤感を与えることがある。
【０００４】
この発明では、使い捨ての体液吸収性着用物品に吸収された体液を拡散域を介してその着
用物品の所要部位にまで広げることが可能であり、しかもその拡散域がその着用物品着用
者に強い湿潤感を与えることがないように前記着用物品を改良することが課題である。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
前記課題を解決するために、この発明が対象とするのは、縦方向と横方向と厚さ方向とを
有し、前記厚さ方向の上方に位置する肌当接用の内面シートと下方に位置する外面シート
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との間に吸水性繊維を含む体液吸収性の第１パネルが介在している使い捨ての体液吸収性
着用物品である。
【０００６】
かかる着用物品において、この発明が特徴とするところは、次のとおりである。前記内面
シートは透液性シートおよび不透液性シートのいずれかによって形成され、前記外面シー
トは不透液性シートによって形成されている。前記内面シートとその下方に位置する前記
第１パネルとが前記縦方向と横方向とのほぼ中央部位を所要の形状に切り欠かれてなる空
隙部を有する。前記空隙部は、前記厚さ方向ヘ弾性的に圧縮可能であって透液性を有する
疎水性の第２パネルによって埋められ、前記第２パネルと前記外面シートとの間には、前
記縦方向および横方向のいずれかへ互いに離間平行して延びて、前記第２パネルを越えて
前記第１パネルの下面に接触し、吸水性繊維が前記第１パネルの前記吸水性繊維よりも高
密度に圧縮されてなる複数条の帯片と、前記帯片よりも前記外面シート寄りにあって前記
第２パネルを中心に前記縦方向と横方向とに延びて前記第１パネルおよび前記帯片の一部
分を前記外面シートから前記内面シート寄りに離間させる疎水性にして透液性のスペーサ
部材とが設けられていることにある。
【０００７】
この発明には、次のような好ましい実施態様がある。
（１）前記第１パネルは、１００～１０重量％の吸水性繊維と、０～９０重量％の高吸収
性ポリマーとを含み、前記吸水性繊維が０．０４～０．１０ｇ／ｃｍ３ の密度を有する。
（２）前記帯片は、１００～２０重量％の吸水性繊維と、０～８０重量％の高吸収性ポリ
マーと、０～２０重量％の熱可塑性合成繊維とを含み、前記吸水性繊維が０．１０～０．
４０ｇ／ｃｍ３ の範囲にあって、前記第１パネルの吸水性繊維の密度よりも少なくとも０
．０３ｇ／ｃｍ３ 高い密度を有する。
（３）前記第２パネルは、前記厚さ方向において前記内面シート寄りに位置する第１層と
前記外面シート寄りに位置する第２層とからなり、前記第１層が熱可塑性合成樹脂フィル
ムと前記フィルムの内側に位置する熱可塑性合成繊維との積層体によって形成される一方
、前記第２層がオープンセルの発泡ポリウレタンによって形成されており、前記積層体は
互いに隣接して前記縦方向および横方向のいずれかへ延びる複数条の短冊片を形成し、前
記短冊片の上面は前記短冊片の長さ方向に山と谷との起伏を繰り返しており、隣り合う短
冊片どうしの間では互いの山と谷とが隣り合い、前記山の側面部分には前記熱可塑性合成
繊維が現れている。
（４）前記第２パネルが多孔質で透液性の熱可塑性合成樹脂シートを含む。
【０００８】
【発明の実施の形態】
添付の図面を参照して、この発明に係る使い捨ての体液吸収性着用物品の詳細を説明する
と、以下のとおりである。
【０００９】
図１は、使い捨ておむつ１の斜視図である。おむつ１は、平面形状が砂時計型を呈するカ
バー部材２と、この発明の実施品であって平面形状が矩形を呈する体液吸収性部材３とか
らなる。
【００１０】
カバー部材２は、熱可塑性合成樹脂フィルム、不織布、そのフィルムを内側または外側に
して使用するフィルムと不織布との積層シート等によって形成されているもので、縦方向
Ａと横方向Ｂと厚さ方向Ｃとを有し、縦方向Ａには、前胴周り域６と、後胴周り域７と、
これら両域６，７間に位置する股下域８とが形成されている。カバー部材２の周縁は、縦
方向へ延びる一対の側縁１１と、横方向Ｂヘ延びる一対の端縁１２とからなり、後胴周り
域７の側縁１１の近傍にはテープファスナ１３が取り付けられている。テープファスナ１
３は、おむつ１を着用するときに側方へ伸展し、前胴周り域６の外面に形成されているタ
ーゲット域１４に剥離可能に貼付することができる。カバー部材２の内面には、側縁１１
と端縁１２とに沿って、それぞれ複数条の弾性部材１６，１７が伸長状態で取り付けられ
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ている。
【００１１】
体液吸収性部材３は、カバー部材２の内面に取り付けられて、股下域８を中心に前胴周り
域６と後胴周り域７とにまで延びている。吸収性部材３とカバー部材２とは、接着または
溶着によって互いに剥離することがないように取り付けることができる他に、マジックテ
ープやベルクロテープ等の商品名で知られるメカニカルファスナ（図４参照）や粘着剤に
よって互いに剥離可能に取り付けることができる。カバー部材２に取り付けられた吸収性
部材３は、好ましくは図示の如く、カバー部材２の両側縁１１に沿う弾性部材１６と両端
縁１２に沿う弾性部材１７との内側に位置している。
【００１２】
図２，３，４は、吸収性部材３の部分破断平面図と、その平面図のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿
う断面図と、ＩＶ－ＩＶ線に沿う断面図とである。吸収性部材３は、カバー部材２と同じ
ように縦方向Ａと横方向Ｂと厚さ方向Ｃとを有し、周縁が縦方向Ａヘ延びる一対の側縁２
１と、横方向Ｂへ延びる一対の端縁２２とからなり、平面形状は縦方向Ａに長い矩形を呈
している。吸収性部材３は、その形状と寸法とに格別の制約はないが、例えば図示例のも
のは、側縁２１の寸法が２００～４５０ｍｍ、端縁２２の寸法が６０～１３０ｍｍの範囲
にある。吸収性部材３はまた、おむつ１着用者の肌に当接する内面シート２３と、カバー
部材２に当接する外面シート２４と、内面シート２３の下面２３ａに密着する体液吸収性
第１パネル２６とを有し、図３において内面シート２３は厚さ方向Ｃの上方に位置し、外
面シート２４は厚さ方向Ｃの下方に位置している。内面シート２３と第１パネル２６とは
、縦方向Ａと横方向Ｂとのほぼ中央部位が矩形に切り取られた状態にあって、その中央部
位には空隙２７が形成されている。図示例の空隙２７は、縦方向Ａの寸法が４０～１１０
ｍｍ、横方向Ｂの寸法が３０～８０ｍｍの範囲にあり、その空隙２７には、体液透過性の
第２パネル２８が埋められている。第１パネル２６と第２パネル２８の下面側には体液を
吸収して拡散させることが可能な複数条の帯片２９が設けられ、複数条の帯片２９の下面
側には体液透過性のスペーサ部材３１が設けられている。図示の空隙２７は、その位置を
縦方向Ａへ適宜移動させることができる。
【００１３】
内面シート２３は、透液性シートまたは不透液性シートによって形成されるもので、透液
性シートとしては不織布や熱可塑性合成樹脂の開孔フィルム等を使用することができ、不
透液性シートとしては熱可塑性合成樹脂フィルムやそのフィルムの肌当接面に不織布を重
ねた複合シート等を使用することができる。
【００１４】
外面シート２４は、不透液性のもので、熱可塑性合成樹脂フィルムやそのフィルムと不織
布との複合シート等を使用することができる。複合シートの不織布はカバー部材２と向か
い合うように使用する。外面シート２４の周縁部は第１パネル２６の周縁から延出してお
り、同じように第１パネル２６の周縁から延出している内面シート２３の周縁部に接着剤
３２によって、または溶着によって接合している。外面シート２４はカバー部材２に対す
る当接面に止着部３３を有し、この止着部３３を介してカバー部材２に取り外し可能、ま
たは取り外し不能に固定される。取り外し可能な止着部３３は、外面シート２４に例えば
マジックテープ等の商品名で知られるメカニカルファスナのフック部材（図３，４参照）
またはループ部材を取り付けることによって形成することができ、カバー部材２にはそれ
ら部材の相手方となるループ部材またはフック部材を取り付けておく。この他に、止着部
３３は、外面シート２４に粘着材を塗布することによって形成することもできる。
【００１５】
第１パネル２６は、体液を吸収保持するためのもので、パルプ等の吸水性繊維を１００～
１０重量％含む他に、高吸収性ポリマー粒子や高吸収性ポリマー繊維等の高吸収性ポリマ
ーを０～９０重量％含み、さらには熱可塑性合成繊維を０～２０重量％含むことができる
。吸水性繊維は、坪量２５０～６５０ｇ／ｍ２ 、密度０．０４～０．１０ｇ／ｃｍ３ で使
用されることが好ましい。
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【００１６】
第２パネル２８は、体液を内面シート２３から外面シート２４へ向かう方向へ透過させる
ことができる疎水性の層を形成するもので、熱可塑性合成繊維の集合体、熱可塑性合成繊
維と熱可塑性合成樹脂フィルムとの積層体、熱可塑性合成樹脂の発泡シート等の多孔質に
して透液性の熱可塑性合成樹脂シート、そのようなシートと熱可塑性合成繊維との積層体
等によって形成される。かかる第２パネル２８は、３．５ｇ／ｃｍ２ の荷重を１５秒かけ
た後の厚さが２～１０ｍｍであり、荷重をかけてから１５秒後にその荷重を取り除くと６
０秒以内に元の厚さの５０％以上に復帰することが可能な弾性体である。
図示例の場合の第２パネル２８は、内面シート２３寄りに位置する第１層３６と外面シー
ト２４寄りに位置する第２層３７とを有するもので、第１層３６が熱可塑性合成繊維の集
合体、または熱可塑性合成繊維と熱可塑性合成樹脂フィルムとの積層体からなり、第２パ
ネル２８の表面を柔軟なものにすることができる。熱可塑性合成繊維の集合体としては、
０．１～３２ｄｔｘの短繊維または連続繊維からなる不織布、連続繊維のトウを解繊した
もの等を使うことができ、それらの坪量は５０～５００ｇ／ｍ２ であることが好ましい。
熱可塑性合成樹脂フィルムは、厚さ５～３０μｍのものであることが好ましく、透液性の
開口を有するフィルムを使用することもできる。図示例の第１層３６は、互いに隣接して
横方向Ｂへ長く延びる複数条の短冊片４１からなっており、それぞれの短冊片４１は、フ
ィルム４２と、フィルム４２の下面側において横方向Ｂヘ延びる多数の連続繊維４３の集
合体とからなる。この連続繊維４３の集合体は、繊維４３の束であるトウを解繊すること
によって得られたもので、押圧部４４においてはフィルム４２とともに加熱・加圧されて
互いに溶着し、集合体の厚さが薄くなっている。短冊片４１では、隣り合う押圧部４４と
４４との間に山部４５が形成されており、長さ方向においてこれら山部４５と押圧部４４
とからなる山と谷とが起伏を繰り返している。　図３では、１つの短冊片４１ａにおいて
隣り合う山部４５ａと４５ａとの間の押圧部４４に、縦方向Ａにおいてその短冊片４１ａ
に隣接しているもう１つの短冊片４１ｂの山部４５ｂの側面部分５０が見える。その側面
部分５０には連続繊維４３が現れている。第２パネル２８の第２層３７は、０．０２～０
．１０ｇ／ｃｍ３ の密度を有し、多孔質で透液性であり、厚さ方向Ｃヘ弾性的に圧縮可能
な疎水性の熱可塑性合成樹脂シートからなる。そのようなシートには、例えばオープンセ
ルの発泡ポリウレタンがある。第２パネル２８を形成している第１層３６と第２層３７と
は、互いに重ね合わせるだけでもよいが、接着または溶着によって互いに間欠的に接合し
ておくこともできる。短冊片４１は、図示例と異なり縦方向Ａへ延びるように配置するこ
ともできる。
【００１７】
帯片２９は、パルプやレーヨン等の吸水性繊維を１００～２０重量％含み、その吸水性繊
維の密度は、好ましくは０．１０～０．４０ｇ／ｃｍ３ の範囲にあって、第１パネル２６
の吸水性繊維の密度よりも少なくとも０．０３ｇ／ｃｍ３ 高い値を有する。帯片２９はま
た、高吸収性ポリマーの粒子または繊維を０～２０重量％含むことができる。かような帯
片２９は、３．５ｇ／ｃｍ２ の荷重を１５秒間加えた後の厚さが０．５～７ｍｍの範囲に
あり、５～３０ｍｍの幅と６０～１８０ｍｍの長さとを有するものであることが好ましい
。図２，４において、帯片２９は、第２パネル２８を縦断して縦方向Ａヘ延びて、第１パ
ネル２６の下面に接触している。また、横方向Ｂにおいては、隣り合う帯片２９どうしの
間隔が３～２０ｍｍの範囲にある。好ましい帯片２９は、矩形の断面を有するもので、第
１パネル２６と第２パネル２８とに接着しておくことができる。かような帯片２９は、横
方向Ｂへ延びるように配置することもできる。
【００１８】
スペーサ部材３１は、疎水性の熱可塑性合成樹脂からなる開孔フィルムやネット、５～３
２ｄｔｘの熱可塑性合成繊維からなる不織布、オープンセルの発泡ウレタン等の透液性シ
ートで形成され、好ましくは０．３～２ｍｍ程度の厚さを有する。スペーサ部材３１とし
て使用される開孔フィルムは、孔径が０．３～３ｍｍ程度の範囲にある多数の透孔を有し
、それぞれの透孔の周縁からは高さ０．３～２ｍｍ程度の導液管が外面シート２４へ向か
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って延びていることが好ましい。ネットや不織布が使用される場合には、それらを複数枚
重ねて厚さを０．３～２ｍｍ程度にすることが好ましい。かようなスペーサ部材３１は、
第２パネル２８を中心に縦方向Ａと横方向Ｂとへ延びて第２パネル２８から延出し、第１
パネル２６および帯片２９を部分的に外面シート２４から内面シート２３へ向かう方向へ
スペーサ部材３１の厚さだけ、またはスペーサ部材３１が導液管を有する開孔フィルムで
ある場合には、その導液管の高さだけ離間させることができる。スペーサ部材３１は、帯
片２９と外面シート２４とに接着しておくことができる。
【００１９】
かように形成されている体液吸収性部材３は、カバー部材２を使用して第２パネル２８を
着用者の尿道口近傍に当てがうか、または第２パネル２８が股下域８の一番低い部位とな
るように着用すると、排泄された尿は第２パネル２８を透過してその一部が密度の高い帯
片２９に達し、帯片２９において縦方向Ａヘ拡散する。拡散した尿は、帯片２９が第１パ
ネル２６に接触する部位においてその第１パネル２６に吸収され、保持される。尿の一部
は帯片２９どうしの間から下方へ流れてスペーサ部材３１を透過し、外面シート２４にま
で達する。その尿は、外面シート２４の内面２４ａを縦方向Ａや横方向Ｂヘ流れてスペー
サ部材３１を越えたところで第１パネル２６に吸収される。このようにして、体液吸収性
部材３では、尿が第１パネル２６の側縁２１や端縁２２の近傍にまで拡散して中央部位に
滞溜することがなく、おむつ１は股下域８において着用者に強い湿潤感を与えることがな
くなり、また股下域８からの尿の漏れを防止することができる。スペーサ部材３１と外面
シート２４との間において、尿が外面シート内面２４ａに沿って流れるようにしてあると
、おむつ１の着用者が横臥した姿勢にあるときに、尿が股下域に滞留することなく前胴周
り域６や後胴周り域７へ広がり易い。
【００２０】
体液吸収性部材３において、内面シート２３が不透液性のものであれば、尿は内面シート
２３に沿って流れて股下域８に位置する第２パネル２８近傍に集まり、第２パネル２９を
透過した後に第１パネル２６に吸収される。内面シート２３が透液性のものであれば、尿
はその内面シート２３を透過して第１パネル２６に吸収されることもある。かように作用
する第２パネル２８は、第１パネル２６の幅の１／４から３／４程度の幅と、第１パネル
２６の長さの２／１０から６／１０程度の長さとを有するものであることが好ましい。第
２パネル２８は、外面シート２４と着用者の肌との間に介在して、尿を吸収して湿ってい
る帯片２９が肌に触れたり、外面シート２４とスペーサ部材３１との間にある尿が肌に触
れたりすることを防止する。その防止効果を高めるために、第２パネル２８は厚さ方向へ
弾性的に圧縮可能なものであって、体圧を受けたきに薄く永久変形することがないように
作られる。図示例の第２層３７は、第２パネル２８にそのような弾性を与える好ましいも
のの一例である。その第２層３７を被覆して、第２パネル２８の肌触りを柔軟にすること
ができる第１層３６は、それを不透液性のフィルムと繊維との積層体によって形成する場
合には、図３の短冊片４１において谷間を形成している押圧部４４へ流れ込んだ尿がその
短冊片４１、例えば４１ａに対して縦方向Ａにおいて隣接しているもう１つの短冊片４１
ｂの山部４５ｂの側面部分５０に現れている連続繊維４３どうしの間隙から第２パネル２
８の下方へ向かって流入できるようにする。
【００２１】
この発明の体液吸収性部材３は、図示例においてカバー部材２と協働しておむつ１を形成
しているが、体液吸収性部材３の内面シート２３と外面シート２４とに図示例とは異なる
適宜の平面形状を有するものを使用するか、または、図示例の体液吸収性部材３の側縁２
１近傍に適宜形状のシート部材を接合することによって、体液吸収性部材３にカバー部材
２の機能を持たせ、カバー部材２を使用することなく体液吸収性部材３を着用できるよう
にすることも可能である。
【００２２】
【発明の効果】
この発明に係る使い捨ての体液吸収性着用着用物品は、そのほぼ中央部位を形成する第２
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パネルが弾性的に圧縮可能であって、透液性と疎水性とを有するものであり、その第２パ
ネルの下面側には体液拡散性の帯片と、第２パネルおよび帯片を外面シートから離間させ
るスペーサ部材とが設けられているから、中央部位における体液を体液吸収性の第１パネ
ルの周縁部位にまで広げることが可能である。帯片は第２パネルで覆われることによって
、この着用物品の着用者に強い湿潤感を与えることがない。
【図面の簡単な説明】
【図１】使い捨ておむつの斜視図。
【図２】体液吸収性部材の部分破断平面図。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿う拡大断面図。
【図４】図２のＩＶ－ＩＶ線に沿う断面図。
【符号の説明】
３　　　使い捨ての体液吸収性着用物品（体液吸収性部材）
２３　　　内面シート
２４　　　外面シート
２６　　　第１パネル
２７　　　空隙部
２８　　　第２パネル
２９　　　帯片
３１　　　スペーサ部材
３６　　　第１層
３７　　　第２層
４１　　　短冊片
４３　　　繊維
４４　　　谷
４５　　　山
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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