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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　股間部の前側及び後側にそれぞれ延出する前側部分及び後側部分を有し、
　少なくとも股間部から後側部分にかけて前後方向に延在する吸収体が設けられると共に
、この吸収体の表面を透液性のトップシートで覆い、
　吸収体を挟んで２枚の立体ギャザーがトップシートに設けられた吸収性物品において、
　２枚の立体ギャザーの内側であって且つ吸収体と重なるトップシート上の部分から立ち
上がる２枚の補助ギャザーを、身体の臀部の溝に沿うように左右一対設け、
　２枚の補助ギャザーがトップシート上の部分から立ち上がり始める位置と個々に交差す
る形で２本のスリットを吸収体に配置することを特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　２枚の補助ギャザーがトップシート上の部分から立ち上がり始める位置を、外側に突出
する円弧状にそれぞれ形成したことを特徴とする請求項１記載の吸収性物品。
【請求項３】
　２枚の補助ギャザーがトップシート上の部分から立ち上がり始める位置を、内側に突出
する円弧状にそれぞれ形成したことを特徴とする請求項１記載の吸収性物品。
【請求項４】
　２本のスリットが、途中からサイド部分に流れるような曲線としつつ２枚の補助ギャザ
ーと交差するように配置したことを特徴とする請求項１記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吸収性物品に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　吸収体を内蔵した吸収性物品として種々のものが従来より存在しているが、成人向けの
使い捨ておむつ、吸収パッド等の吸収性物品の一種として、一回や二回の排尿では交換し
ないような夜用パッドが一般に知られている。このような夜用パッドなどのパッドであっ
て立体ギャザーが配置されているものを装着して、このパッドの中に繰り返し排尿した場
合、排尿口付近の吸収体の吸収能力が限界に達して、次第に吸収スピードが落ちるように
なる。そして、吸収スピードが排尿スピードを下回ると、身体の臀部から股間に対応する
パッドの部分にかけて尿がプールされる状態になるものの、プールした尿はゆっくり吸収
されて吸収体の中で拡散し、体圧が加わっている臀部の部分まで広く吸収されるようにな
る。
【０００３】
　但し、吸収スピードが排尿スピードを下回るのに伴って、漏れ出しを防止する為の左右
の立体ギャザーを有している構造のパッドからでも、尿の漏れ出しが発生する場合がある
。この漏れ出しの大きな原因の一つとして、パッドをテープタイプ使い捨ておむつに装着
して身体に当てて仰向けに寝たとき、排尿口から背側に平均的に１９０～２００ｍｍ離れ
た付近に位置する左右の立体ギャザーを臀部でつぶしていることが考えられる。
【０００４】
　そして、つぶされて立体ギャザーが立っていない部分から尿の漏れ出しが発生しやすく
なる結果として、特に前述のように高排尿時にプールされた尿が、立体ギャザーの寝てい
る部分から溢れて、パッド全体としては吸収能力を未だ有している場合であっても、尿の
漏れ出しを誘引してしまうことになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開2000-271170号公報
【特許文献２】特開2003-325563号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本発明の主たる課題は、高排尿時において股間部分でプールした尿を、立体ギ
ャザーが身体によって潰されるのに伴って漏れ出すことを防止するだけでなく、吸収体全
体を効果的に利用して実使用時の吸収力を高め得る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】
【０００７】
　上記課題を解決した本発明は次記のとおりである。
　＜請求項１記載の発明＞
　股間部の前側及び後側にそれぞれ延出する前側部分及び後側部分を有し、
　少なくとも股間部から後側部分にかけて前後方向に延在する吸収体が設けられると共に
、この吸収体の表面を透液性のトップシートで覆い、
　吸収体を挟んで２枚の立体ギャザーがトップシートに設けられた吸収性物品において、
　２枚の立体ギャザーの内側であって且つ吸収体と重なるトップシート上の部分から立ち
上がる２枚の補助ギャザーを、身体の臀部の溝に沿うように左右一対設け、
　２枚の補助ギャザーがトップシート上の部分から立ち上がり始める位置と個々に交差す
る形で２本のスリットを吸収体に配置することを特徴とする吸収性物品。
【０００８】
　（作用効果）
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　本発明者の知見によれば、高排尿時において左右２枚の立体ギャザーの周辺に尿がプー
ルされるのに伴い、これら立体ギャザーが潰れて寝てしまって立体ギャザーと身体との間
に隙間ができた場合に、尿の漏れが発生する虞があることが見いだされている。これに対
して、本請求項によれば、２枚の立体ギャザーの内側となるにトップシート上の部分に、
２枚の補助ギャザーを相互に並ぶ形で設けた。そして、これら２枚の補助ギャザーを、例
えば吸収体の長手方向に沿って相互に平行に延びるように配置するのではなく、身体の臀
部の溝に沿うように配置することにした。
【０００９】
　つまり、本請求項では、身体に臀部の溝があるのに伴い、この臀部の溝に沿う形で補助
ギャザーをトップシート上に設けることにより、左右２枚の立体ギャザーが潰れてしまっ
て、立体ギャザーと身体との間に隙間ができた場合でも、トップシート上の補助ギャザー
は潰れずに立ち上がって機能することで、この補助ギャザーが尿の漏れ出しを防止する。
【００１０】
　また、例えば途中から吸収体の両側部分であるサイド部分に流れるような曲線として、
２枚の補助ギャザーと個々に交差する形で、２本のスリットを吸収体に配置することで、
２本のスリット内に沿ってプールした尿を吸収体内で拡散させることができる結果として
、吸収体全体を効果的に利用して尿の吸収力が高まる。
【００１１】
　以上より、本請求項に係る吸収性物品によれば、高排尿時において、立体ギャザーが身
体によって潰されるのに伴って股間部分でプールされた尿が漏れ出すことを防止できるだ
けでなく、吸収体全体を効果的に利用して実使用時における尿の吸収力を高めることがで
きる。
【００１２】
　＜請求項２記載の発明＞
　２枚の補助ギャザーがトップシート上の部分から立ち上がり始める位置を、外側に突出
する円弧状にそれぞれ形成したことを特徴とする請求項１記載の吸収性物品。
【００１３】
　（作用効果）
　補助ギャザーを外側に弧を描くような形状とした場合、尿をプールする空間が大きくな
るので、本請求項によれば、立体ギャザー際に尿がより一層溜まり難くなる結果、請求項
１の作用効果が高まることになる。
【００１４】
　＜請求項３記載の発明＞
　２枚の補助ギャザーがトップシート上の部分から立ち上がり始める位置を、内側に突出
する円弧状にそれぞれ形成したことを特徴とする請求項１記載の吸収性物品。
【００１５】
　（作用効果）
　補助ギャザーを内側に弧を描くような形状とした場合、臀部の溝の形に２枚の補助ギャ
ザーがより確実に沿うようになることから、本請求項によれば、補助ギャザーの身体との
密着性が高まるようになる。
【００１６】
　＜請求項４記載の発明＞
　２本のスリットが、途中からサイド部分に流れるような曲線としつつ２枚の補助ギャザ
ーと交差するように配置したことを特徴とする請求項１記載の吸収性物品。
【００１７】
　（作用効果）
　本請求項によれば、背側のサイド部分の吸収体も有効に使えるため、実使用において尿
のより高い吸収量を維持できるようになる。
【発明の効果】
【００１８】
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　以上のとおり本発明の吸収性物品によれば、高排尿時において股間部分でプールした尿
を、立体ギャザーが身体によって潰されるのに伴って漏れ出すことを防止するだけでなく
、吸収体全体を効果的に利用して実使用時の吸収力を高め得るという優れた効果を奏する
ようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】第１実施形態に係る吸収パッドの展開状態の内面側を示す平面図である。
【図２】要部のみを示す平面図である。
【図３】図１のＹ－Ｙ断面図である。
【図４】図１のＺ－Ｚ断面図である。
【図５】図２の要部のみを示す平面図である。
【図６】第１実施形態の第１変形例の図１に対応する断面図である。
【図７】第１実施形態の第２変形例の図１に対応する断面図である。
【図８】第２実施形態に係る吸収パッドの展開状態の内面側を示す平面図である。
【図９】第３実施形態に係る吸収パッドの展開状態の内面側を示す平面図である。
【図１０】第４実施形態に係る吸収パッドの展開状態の内面側を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の第１実施形態について添付図面を参照しながら詳説する。なお、本発明
の用語のうち「股間部」とは使用時に身体の股間と対応させる部分を意味し、製品によっ
て、図示形態のように物品の前後方向中央若しくはその近傍から前側の所定部位までの範
囲であったり、物品の前後方向中央の所定範囲であったりするものである。物品の前後方
向中間あるいは吸収体の前後方向中間に幅の狭い括れ部分を有する場合は、いずれか一方
又は両方の括れ部分の最小幅部位を前後方向中央とする所定の前後方向範囲を意味する。
また、「前側部分（腹側部分）」は股間部よりも前側の部分を意味し、「後側部分（背側
部分）」は股間部よりも後側の部分を意味する。
【００２１】
　図１～図４は、本発明に係る吸収パッド２００を示している。この吸収パッド２００は
、股間部Ｃ２と、その前後両側に延在する前側部分Ｆ２及び後側部分Ｂ２とを有するもの
である。各部の寸法は適宜定めることができ、例えば、物品全長（前後方向長さ）Ｍは３
５０～７００ｍｍ程度、全幅Ｗ１は１３０～４００ｍｍ程度（ただし、おむつの吸収面の
幅より狭い）とすることができ、この場合における股間部Ｃ２の前後方向長さは１０～１
５０ｍｍ程度、前側部分Ｆ２の前後方向長さは５０～３５０ｍｍ程度、及び後側部分Ｂ２
の前後方向長さは５０～３５０ｍｍ程度とすることができる。
【００２２】
　吸収パッド２００は、外面に外装シート３２が積層された不透液性バックシート２１の
内面と、透液性トップシート２２との間に、吸収体２３が介在された基本構造を有してい
る。
【００２３】
　つまり、吸収体２３の裏面側には、吸収体２３より遙かに大きく形成された不透液性バ
ックシート２１が設けられている。不透液性バックシート２１としては、ポリエチレンフ
ィルム等の他、ムレ防止の点から遮水性を損なわずに透湿性を備えたシートも用いること
ができる。この遮水・透湿性シートは、例えばポリエチレンやポリプロピレン等のオレフ
ィン樹脂中に無機充填材を溶融混練してシートを形成した後、一軸または二軸方向に延伸
することにより得られる微多孔性シートを用いることができる。
【００２４】
　また、不透液性バックシート２１の外面は、不織布からなる外装シート３２により覆わ
れており、この外装シート３２は、所定の食み出し幅をもってバックシート２１の周縁よ
り外側に食み出している。外装シート３２としては各種の不織布を用いることができる。
不織布を構成する素材繊維としては、ポリエチレンまたはポリプロピレン等のオレフィン
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系、ポリエステル系、アミド系等の合成繊維の他、レーヨンやキュプラ等の再生繊維、綿
等の天然繊維を用いることができる。
【００２５】
　吸収体２３の表面側は、透液性トップシート２２により覆われている。図示形態ではト
ップシート２２の側縁から吸収体２３が一部食み出しているが、吸収体２３の側縁が食み
出さないようにトップシート２２の幅を広げることもできる。トップシート２２としては
、有孔または無孔の不織布や穴あきプラスチックシートなどが用いられる。不織布を構成
する素材繊維としては、ポリエチレンまたはポリプロピレン等のオレフィン系、ポリエス
テル系、アミド系等の合成繊維の他、レーヨンやキュプラ等の再生繊維、綿等の天然繊維
を用いることができる。
【００２６】
　トップシート２２と吸収体２３との間には、メッシュフィルムである中間シート２５が
介在されている。つまり、この中間シート２５は、吸収体２３により吸収した尿の逆戻り
を防止するために設けられるものであり、保水性が低く且つ透液性の高い素材であるメッ
シュフィルムにより形成されている。
【００２７】
　トップシート２２の前端を０％としトップシート２２の後端を１００％としたとき、中
間シート２５の前端は０～１１％の範囲に位置しているのが好ましく、中間シート２５の
後端は９２～１００％の範囲に位置しているのが好ましい。また、中間シート２５の幅２
５ｗは後述する上層吸収体２３Ｕの幅Ｌ２の５０～９０％程度であるのが好ましい。
【００２８】
　吸収パッド２００の前後方向両端部では、外装シート３２および透液性トップシート２
２が吸収体２３の前後端よりも前後両側にそれぞれ延在されて貼り合わされ、吸収体２３
の存在しないエンドフラップ部ＥＦが形成されている。吸収パッド２００の両側部では、
外装シート３２が吸収体２３の側縁よりも外側にそれぞれ延在され、この延在部からトッ
プシート２２の側部までの部分の内面にはバリヤシート２４の幅方向外側の部分２４ｘが
前後方向全体にわたり貼り付けられ、吸収体２３の存在しないサイドフラップ部ＳＦを構
成している。
【００２９】
　これら貼り合わせ部分は、図１では点模様で示されており、ホットメルト接着剤、ヒー
トシール、超音波シールにより形成できる。これらエンドフラップ部ＥＦ及びサイドフラ
ップ部ＳＦは、本発明の周縁部をなし、これらにより囲まれる部分が本発明の本体部をな
す。外装シート３２を設けない場合、外装シート３２に代えて不透液性バックシート２１
をサイドフラップ部ＳＦまで延在させ、サイドフラップ部ＳＦの外面側を形成することが
できる。
【００３０】
　バリヤシート２４の素材としては、プラスチックシートやメルトブローン不織布を使用
することもできるが、肌への感触性の点で、不織布にシリコンなどにより撥水処理をした
ものが好適に使用される。
【００３１】
　バリヤシート２４の幅方向中央側の部分２４ｃはトップシート２２上にまで延在してお
り、その幅方向中央側の端部には、細長状弾性部材２４Ｇが前後方向に沿って伸張状態で
ホットメルト接着剤等により固定されている。この細長状弾性部材２４Ｇとしては、糸状
、紐状、帯状等に形成された、スチレン系ゴム、オレフィン系ゴム、ウレタン系ゴム、エ
ステル系ゴム、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリスチレン、スチレンブタジエン、シリ
コン、ポリエステル等、通常使用される素材を用いることができる。
【００３２】
　また、両バリヤシート２４，２４は、幅方向外側の部分２４ｘが前後方向全体にわたり
物品内面（図示形態ではトップシート２２表面および外装シート３２内面）に貼り合わさ
れて固定されるとともに、幅方向中央側の部分２４ｃが、前後方向の両端部では物品内面
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（図示形態ではトップシート２２表面）に貼り合わされて固定され、かつ前後方向の両端
部間では物品内面（図示形態ではトップシート２２表面）に固定されていない。この非固
定部分は、図１に示されるように、物品内面（図示形態ではトップシート２２表面）に対
して起立可能なバリヤ部となる部分であり、その起立基端２４ｂはバリヤシート２４にお
ける幅方向外側の固定部分２４ｘと内側の部分２４ｃとの境に位置する。
【００３３】
　吸収体２３としては、パルプ繊維の積繊体、セルロースアセテート等のフィラメントの
集合体、あるいは不織布を基本とし、必要に応じて粒子状等の高吸収性ポリマーを混合、
固着等してなるものを用いることができる。また、吸収体２３の形状は、相対的に前側の
部分が後側の部分よりも幅広な帯状、あるいは長方形状、台形状等、適宜の形状とするこ
とができる。
【００３４】
　この一方、吸収体２３は、下層吸収体２３Ｂの上に、下層吸収体２３Ｂの幅Ｌよりも幅
Ｌ２が狭く且つ少なくとも股間部Ｃ２から後側部分Ｂ２にかけて前後方向に延在する上層
吸収体２３Ｕが積層された二層構造となっている。また、これら下層吸収体２３Ｂと上層
吸収体２３Ｕとは相互に直接接触するように配置されていて、高吸収性ポリマー粒子を混
合する場合等には、これら下層吸収体２３Ｂ及び上層吸収体２３Ｕをクレープ紙や不織布
等で形成されたコアラップ２６によって一体的に包む構造とされている。
【００３５】
　そして、本実施形態においてこのコアラップ２６は、図３に示すように上層吸収体２３
Ｕの上側を覆う上側コアラップ２６Ａと下層吸収体２３Ｂの下側を包む下側コアラップ２
６Ｂとにより構成されている。但し、図１のＺ－Ｚ断面に対応する部分では、図４に示す
ようにコアラップ２６の両サイドが切断された構造ともされている。
【００３６】
　ここで、不織布としては、ポリエチレンやポリプロピレン等のポリオレフィンや、ポリ
エチレンテレフタレート等のポリエステル、ナイロン（登録商標）等のポリアミド等の熱
可塑性ポリマー材料からなる繊維を構成繊維とすることが考えられる。また、これらの繊
維は、芯鞘型あるいはサイドバイサイド型等の複合繊維としても良い。
【００３７】
　以上から、実施形態では、前述の透液性を有するメッシュフィルムである中間シート２
５が、コアラップ２６を介して、上層吸収体２３Ｕの上側に配置され、後述する上層スリ
ット４０の上面をこの中間シート２５が覆う構造とされている。さらに、上層吸収体２３
Ｕの前後方向長さＭ４は下層吸収体２３Ｂの前後方向長さＭ３と同じであっても良いが、
７０～８５％程度とするのが望ましい。また、上層吸収体２３Ｕの全幅Ｌ２は下層吸収体
２３Ｂの全幅Ｌの４０～６０％程度とするのが望ましい。
【００３８】
　吸収体２３における繊維目付け及び高吸収性ポリマーの目付けは適宜定めることができ
るが、繊維目付けは１００～６００ｇ／ｍ2程度とするのが好ましく、また吸収性ポリマ
ーの目付け０～４００ｇ／ｍ2程度とするのが好ましい。より詳細には、下層吸収体２３
Ｂの繊維目付けは例えば８０～４００ｇ／ｍ2程度、高吸収性ポリマーの目付けは例えば
５０～４００ｇ／ｍ2程度とすることができ、上層吸収体２３Ｕの繊維目付けは例えば８
０～３００ｇ／ｍ2程度、高吸収性ポリマーの目付けは例えば１０～２００ｇ／ｍ2程度と
することができる。
【００３９】
　そして、下層吸収体２３Ｂ及び上層吸収体２３Ｕは高吸収性ポリマーの他に、前述のよ
うにパルプを含むことがあるが、パルプを含む場合には、下層吸収体２３Ｂのパルプ／ポ
リマーの比は、吸収効果を高めるために、３以下とすることが考えられ、また、上層吸収
体２３Ｕのパルプ／ポリマーの比は、排尿の重みによる吸収体くずれを防止するために、
１．５以上とすることが考えられ、特に１．９が最適となる。
【００４０】
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　下層吸収体２３Ｂは、股間部Ｃ２を含む前後方向中間の所定部分が幅の狭い括れ部分２
３ｎとして形成されている。この括れ部分２３ｎの最小幅Ｌ３は、括れ部分２３ｎの前後
に位置する非括れ部分の幅Ｌ１の５０～６５％程度であるのが好ましい。また、物品前端
を０％とし物品後端を１００％としたとき、括れ部分２３ｎの前端は１０～２５％の範囲
に位置しているのが好ましく、括れ部分２３ｎの後端は４０～６５％の範囲に位置してい
るのが好ましく、括れ部分２３ｎの最小幅Ｌ３となる部位（最小幅部位）は２５～３０％
の範囲に位置しているのが好ましい。
【００４１】
　他方、図１に示すように、２枚の立体ギャザーであるバリヤシート２４の内側となる透
液性トップシート２２上の部分に、２枚の補助ギャザー２８が相互に平行ではなく、臀部
の溝に沿うように相互に並ぶ形で設けられている。そして、これら２枚の補助ギャザー２
８内には、それぞれ複数本の糸ゴム２９が入っている。
【００４２】
　この際、これら補助ギャザー２８の腹側の先端部分は、バリヤシート２４が潰れてしま
うような、排尿口（図中の黒塗り星マーク）から１９０～２００ｍｍより腹側に位置して
いる。但し、排尿口から１８０ｍｍ以下の位置であればより効果が高まり、更に、排尿口
と平行な位置に補助ギャザー２８の先端部分が位置すれば、より一層効果的である。
【００４３】
　尚、２枚の補助ギャザー２８は背側の端部で接合されていても良いが、離れている方が
その部分から尿が背側に流れるため、尿のあふれ漏れをより確実に防ぐことができる。但
し、２枚の補助ギャザー２８をバリヤシート２４と平行に配置したのでは、尿をプールさ
せる空間を充分作れないため、効果的とは言えない。また、１枚当たりの補助ギャザー２
８は、上記のように複数本の糸ゴム２９を使用することにより、臀部に線で当たるのでは
なく面で当たるようにできるため、より肌に優しく密着性が高まるようになる。
【００４４】
　そして、この補助ギャザー２８の素材としては、撥水性のＳＭＭＳなどが考えられるが
、透液性トップシート２２上にあるため、肌に当たる違和感を低減するため、目付は高す
ぎない方が良く、例えばバリヤシート２４の目付より低い目付（例えば５～１５ｇ／ｍ2

）とすることが考えられる。
【００４５】
　この一方、この補助ギャザー２８を透液性トップシート２２上に設置するための設備に
ついて以下に説明する。
　つまり、バリヤシート２４の内側に、バリヤシート２４を設置するのと同様の設備を配
置し、補助ギャザー２８の繰り出しスピードを製品となる吸収パッド２００の流れスピー
ドより遅くして、補助ギャザー２８用の設備を揺動させて間欠動作により、補助ギャザー
２８を透液性トップシート２２上に貼付けるようにすることが考えられる。
【００４６】
　以上のことから、本実施形態では、身体に臀部の溝があるため、この臀部の溝に沿う形
で補助ギャザー２８を透液性トップシート２２上に設けることによって、左右のバリヤシ
ート２４が潰れてしまう場合でも、透液性トップシート２２上の補助ギャザー２８は潰れ
ずに立ち上がって機能して、隙間ができてもこの補助ギャザー２８が尿の漏れ出しを防止
する。
【００４７】
　さらに、上層吸収体２３Ｕには、これら２枚の補助ギャザー２８と個々に交差する形と
され且つ、途中からサイド部分に流れるような曲線とそれぞれされる２本の上層スリット
４０が、それぞれ上層吸収体２３Ｕの表裏面を貫通するように配置されている。このよう
に２本の上層スリット４０を上層吸収体２３Ｕに配置することで、２本の上層スリット４
０内に沿ってプールした尿を吸収体２３内で拡散させることができる結果として、吸収体
２３全体を効果的に利用して尿の吸収力が高まる。
【００４８】
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　以上より、本実施形態に係る吸収性物品である吸収パッド２００によれば、高排尿時に
おいて、バリヤシート２４が身体によって潰されるのに伴って股間部分でプールされた尿
が漏れ出すことを防止できるだけでなく、吸収体２３全体を効果的に利用して実使用時に
おける尿の吸収力を高めることができる。
【００４９】
　つまり、上記の上層吸収体２３Ｕは、幅方向中央線の左右両側に、表裏面に貫通する上
層スリット４０が、股間部Ｃ２から後側部分Ｂ２にかけてそれぞれ延在されており、この
上層スリット４０は、下層吸収体２３Ｂの括れ部分２３ｎのうち後側に向かうにつれて幅
が拡大し始める後側拡幅開始位置（最小幅部位）２３ｗよりも後側において、後側に向う
につれてより幅方向外側に位置するように延在するか、又は幅方向に沿って幅方向中央側
から幅方向外側に向かって延在する拡散促進部分４１を有している。
【００５０】
　この拡散促進部分４１は図示例のように下層吸収体２３Ｂの括れ部分２３ｎに沿う円弧
状等の曲線状をなしているのが好ましいが、直線状であっても良い。また、図示形態の上
層吸収体２３Ｕは、長方形状をなしているが、下層吸収体と同様に前後方向中間部に括れ
部分を有していても良い（図示略）。
【００５１】
　このような構造を有していると、圧縮力が加えられた状態でも、上層スリット４０が尿
の拡散経路として確保されるため、図５に矢印で示すように、股間部Ｃ２の排泄位置（図
中の黒塗り星マーク）において局所的に吸収体２３に至った尿が上層スリット４０に沿っ
て後側に拡散する過程で、上層スリット４０の拡散促進部分４１に沿って幅方向外側にも
拡散し、より幅の広い下層吸収体２３Ｂに対して幅方向に広範囲に拡散供給される。
【００５２】
　尚、２本の上層スリット４０の幅ｗは適宜定めることができるが、通常の場合１０～３
０ｍｍの範囲内にあるのが好ましく、特に１０～１５ｍｍの範囲内にあるのが好ましい。
上層スリット４０の幅ｗが狭過ぎるとスリットが幅方向に潰れ易くなり、狭過ぎるとスリ
ット４０内に上下部材（例えば吸収体２３の包装シート）が入り込み、いずれにせよ拡散
のための空間が減少するため好ましくない。
【００５３】
　一方、上層スリット４０は、拡散促進部分４１の前側に連続する部分として、左右のス
リット間隔ｄが２０～４０ｍｍである導入部分４２を有しているのが好ましい。より好ま
しい間隔ｄは１０～４０ｍｍである。この導入部分４２の前側端から物品の前端までの距
離Ｍ５は、物品全長の１／３程度（例えば、物品全長Ｍが６３０ｍｍであれば、距離Ｍ５
を２５０ｍｍとする）であり、排尿口部より後側位置に上層スリット４０を配置すること
により、吸収体２３の一部のみに尿を吸収させない構造として、吸収体崩れをより確実に
防止できるようになる。
【００５４】
　上記した第１実施形態の第１変形例として、図６に示すように、２枚の補助ギャザー２
８を外側に突出する円弧状にそれぞれ形成することが考えられる。このように外側に弧を
描くような補助ギャザー２８の形状とした場合、尿をプールする空間が大きくなり、バリ
ヤシート２４際に尿がより一層溜まることがなくなる結果、高排尿時において股間部Ｃ２
でプールされた尿が漏れ出すことを防止できる作用効果が高まる。
【００５５】
　また、上記した第１実施形態の第２変形例として、図７に示すように、２枚の補助ギャ
ザー２８を内側に突出する円弧状にそれぞれ形成することが考えられる。このように内側
に弧を描くような補助ギャザー２８形状とした場合、臀部の溝の形により一層沿うことに
なり、補助ギャザー２８の身体との密着性が高まるようになる。
【００５６】
　次に、本発明の第２実施形態について図８を参照しながら詳説する。尚、第１実施形態
で説明した部材と同一の部材には同一の符号を付して重複した説明を省略する。
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　本実施の形態では、第１の実施の形態とほぼ同様な構造とされているが、左右２本の上
層スリット４０を１セットとして、背側方向に向かって複数セット配置した構造とした。
このように２本の上層スリット４０を複数セット配置したことで、背側サイドへの素早い
拡散が可能となって、高排尿時でも吸収スピードを保つことができる。この為、各上層ス
リット４０にプールする尿を少なくさせて、上層スリット４０が１セットの場合よりもさ
らにあふれ漏れを防止することになる。
【００５７】
　次に、本発明の第３実施形態について図９を参照しながら詳説する。尚、第１実施形態
で説明した部材と同一の部材には同一の符号を付して重複した説明を省略する。
　本実施の形態では、第２の実施の形態とほぼ同様な構造とされているが、エンボス３０
をも有する構造とした。つまり、エンボス３０にも上層スリット４０と同様の効果があり
、エンボス３０を通って尿が拡散するので、尿の拡散に役立つことになる他、エンボス３
０には吸収体２３を固定し、よれや割れを防ぐ効果もある。
【００５８】
　特に、上記第２実施形態のように上層スリット４０が複数本ある場合には、吸収体２３
のよれや割れが発生しやすいため、上層スリット４０と上層スリット４０の間にエンボス
３０を配置することで、吸収体２３のよれや割れを防止することができる。
【００５９】
　次に、本発明の第４実施形態について図１０を参照しながら詳説する。尚、第１実施形
態で説明した部材と同一の部材には同一の符号を付して重複した説明を省略する。
　本実施の形態では、第１の実施の形態とほぼ同様な構造とされているが、吸収パッド２
００の股間付近に平面ギャザー３１が配置されている。
【００６０】
　従来より、平面ギャザー３１は吸収パッド２００の股間付近に配置されていて、吸収パ
ッド２００の前後方向をテープタイプ使い捨ておむつの中で自然に丸みを帯びさせ、股間
部Ｃ２のバリヤシート２４をより身体に密着させているが、本実施形態では、平面ギャザ
ー３１を背側に配置させている。つまり、これにより吸収パッド２００は幅方向に丸みを
帯びる仕様となる。
【００６１】
　従って、本実施形態によれば、吸収パッド２００の幅方向に丸みを帯びる仕様となるた
め、透液性トップシート２２上の補助ギャザー２８が立ちやすくなる結果、この補助ギャ
ザー２８が身体により確実に密着するようになるのに伴って、尿は補助ギャザー２８をよ
り一層超え難くなる。この結果として、潰れてしまうバリヤシート２４をも持ち上げられ
、透液性トップシート２２上の補助ギャザー２８を超えてバリヤシート２４に尿が接触し
ても、バリヤシート２４で防漏させることが可能ともなる。
【００６２】
　さらに、平面ギャザー３１があることで、吸収パッド２００のサイドのフラップ部分が
立ち上がるため、尿がバリヤシート２４を超えた場合でも、サイドフラップ部ＳＦで尿を
保持し、外部への尿の漏れ出しを極力抑えることができる。
【００６３】
　尚、上記した補助ギャザー２８の体に当たる部分に、クリーム状のものを塗布すること
により、吸収パッド２００を装着したときに、補助ギャザー２８が身体に接着して隙間を
埋めてより漏れを防止することができる。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　本発明は、吸収パッド、パンツタイプ若しくはテープタイプ使い捨ておむつ、または整
理用ナプキン等、吸収性物品全般に利用できるものである。
【符号の説明】
【００６５】
　２１…不透液性バックシート、２２…透液性トップシート、２３Ｕ…上層吸収体、２３
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Ｂ…下層吸収体、２４…バリヤシート、２６…コアラップ、２８…補助ギャザー、３２…
外装シート、４０…上層スリット、２００…吸収パッド。

【図１】 【図２】



(11) JP 5530650 B2 2014.6.25

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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