
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受液側に向けられる液透過性の表面シート と、疎水性シート と、前記表面
シートと疎水性シートとの間に位置する液吸収層 とを有し
　前記疎水性シートの外側に

消臭剤 が こ
とを特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　前記疎水性シートは、通気性である請求項１記載の吸収性物品。
【請求項３】
　

。
【請求項４】
　前記消臭剤が、粒状若しくは粉状の活性炭、ゼオライト、シリカゲル又は
のうち少なくとも１つ以上の組み合せからなる請求項１ 記載の吸収
性物品。
【請求項５】
　前記疎水性シートの通気度は、ＪＩＳ　Ｌ　１０９６で規定されるフランジール形試験
機を用いたＡ法において、３００（ｃｍ 3／ｃｍ 2・ｓ）未満である請求項１ い
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（２） （３）
（４） 、

、硬化した状態では粘着性を呈しない接着剤層（８）が塗工
され、 （６） 前記接着剤層により前記疎水性シートの外表面に固定されている

前記疎水性シートの外側にずれ止め用の粘着層（５）が設けられ、前記接着剤層（８）
は、ずれ止め用の粘着層（５）が設けられていない領域に塗工されている請求項１または
２記載の吸収性物品

ベントナイト
ないし３のいずれかに

ないし４の



ずれかに記載の吸収性物品。
【請求項６】
　

【請求項７】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、生理用ナプキン、パンティライナー、失禁パッドなどの吸収性物品に係わり、
特に脱臭機能を備えた吸収性物品に関する。
【０００２】
【従来の技術】
生理用ナプキン、パンティライナー、失禁パッドなどの吸収性物品は、体内から排出され
た経血、尿、汗等の排泄物を吸収するとともに、逆戻りさせることなく吸収性物品内に前
記排泄物を保持することを主な目的とする。
【０００３】
排泄物を吸収した吸収性物品が、その後も着用された状態が続くと、股間等に常在する菌
が排泄物中を床として繁殖することから、不快臭が発生しやすくなる。
【０００４】
このような不快臭を取り除くための先行技術としては、例えば特開平５－６８６９４号公
報や特表平１０－５０８２１８号公報に記載されたものがある。
【０００５】
前記特開平５－６８６９４号公報には、液透過性の表面材と液不透過性の裏面材との間に
吸収体を設け、前記吸収体の表面又は裏面に、抗菌性シリカゲル及びアクリル樹脂を塗布
又は含浸させた吸収紙を配置した吸収性物品が記載されている。これは、前記抗菌性シリ
カゲル及びアクリル樹脂を抗菌材として用いることにより、吸収性物品が吸収した排泄物
による菌の増殖を抑え、菌増殖による不快臭の発生を防止するとともに、前記抗菌材が有
する脱臭機能により排泄物の臭いを消臭するというものである。
【０００６】
また特表平１０－５０８２１８号公報に記載の吸収性物品は、ほぼ前記特開平５－６８６
９４号公報と同様の構成であり、脱臭剤としてベントナイトクルーを吸収コアに混合する
というものである。
【０００７】
また不快臭を除去するため、吸収性物品に芳香を付与することで防臭を図るものも存在す
る。芳香付与の方法としては、吸収性物品に直接スプレーする方法、固形粉末状芳香剤を
吸収ポリマーと一緒に散布する方法等がある。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記特開平５－６８６９４号公報および特表平１０－５０８２１８号公報に記載
された吸収性物品では、排泄物を吸収したときに、シリカゲル又はベントナイトクルーな
どの脱臭剤が排泄物に直接浸される。このため、多孔質性の脱臭剤表面が前記排泄物で覆
われていしまい脱臭機能を充分に発揮することができない、すなわち消臭効果が低下する
という問題がある。
【０００９】
また上記芳香を付与する方法では嗜好性が問題となる。またマスキングしきれない強烈な
臭いもある。さらに吸収性物品に直接スプレーする方法は、製造過程において製造機周辺
に芳香が散布し、無関係な他の製品に香りが付着するため、部屋を仕切り芳香の拡散を防
止しなければならないという設備上の問題がある。
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前記接着剤層が、嫌気性接着剤である請求項１ないし５のいずれかに記載の吸収性物品
。

前記接着剤層が、熱硬化性接着剤である請求項１ないし５のいずれかに記載の吸収性物
品。



また固形粉末状芳香剤はその加工賃が高いため製品コストが高くなる。
【００１０】
本発明は上記従来の課題を解決するためのものであり、吸収性物品に設けられた脱臭剤の
機能が低下することを防止し、消臭効果を充分に発揮し得る吸収性物品を提供することを
目的としている。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明の吸収性物品は、受液側に向けられる液透過性の表面シートと、疎水性シートと
、前記表面シートと疎水性シートとの間に位置する液吸収層とを有し、
　前記疎水性シートの外側に
消臭剤が ことを特徴とす
るものである。
　
　

【００１５】
本発明の吸収性物品では、消臭剤が液吸収層の裏面側に設けられた疎水性シートの外側に
配置されているため、液吸収層に排泄物が与えられたときに、消臭剤が前記排泄物に直接
浸されるのを回避できる。よって、消臭剤の表面や内部に形成された多数の空隙内に排泄
物の液が浸入することを防止できるため、本来消臭剤が有する脱臭機能が低下することが
ない。
【００１６】
　また前記消臭剤が、粒状若しくは粉状の活性炭、ゼオライト、シリカゲル又は

のうち少なくとも１つ以上の組み合せからなるものが好ましい。
【００１７】
　すなわち消臭剤は、活性炭，ゼオライト，シリカゲル又は などいずれか１
種類の吸着型の脱臭剤で構成されていてもよいし、活性炭とゼオライト、活性炭とゼオラ
イトとシリカゲル等、複数種を組み合せたものであってもよい。
【００１８】
　さらに、前記 シートの通気度が、ＪＩＳ　Ｌ　１０９６で規定されるフランジー
ル形試験機を用いたＡ法において、３００（ｃｍ 3／ｃｍ 2・ｓ）未満であるもの 好まし
い。
【００１９】
これにより、排泄物から発生する不快臭を有効に吸収することができるとともに、液漏れ
を防止することができる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明について図面を参照して説明する。
　図１は、本発明の吸収性物品の実施の形態として生理用ナプキンを部分的に切り欠いた
斜視図である。図２ 図１の II－ II線
断面図 、 示す断面図である。
【００２１】
図１に示すように生理用ナプキン１は、皮膚に直接接触し受液側となる液透過性の表面シ
ート２と、下着側に位置する液を遮断できる疎水性シート３と、前記表面シート２と疎水
性シート３との間に設けられた吸収シート（液吸収層）４の３層構造を基本としている。
【００２２】
　図２（Ａ）に 示す生理用ナプキン１Ａでは、下着に固定するためのずれ止
め用の粘着層５が、前記疎水性シート３の外面に設けられている。前記疎水性シート３は
、外面側への液漏れを完全にまたはほぼ完全に遮断できるものである。そして、前記疎水
性シート３と粘着層５の間に消臭剤６が設けられている。なお、前記粘着層５として着色
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、硬化した状態では粘着性を呈しない接着剤層が塗工され、
前記接着剤層により前記疎水性シートの外表面に固定されている

前記疎水性シートは、通気性であることが好ましい。
また、前記疎水性シートの外側にずれ止め用の粘着層が設けられ、前記接着剤層は、ず

れ止め用の粘着層が設けられていない領域に塗工されていることが好ましい。

ベントナ
イト

ベントナイト

疎水性
が

（Ｃ）は本発明の実施の形態の生理用ナプキンを示す
であり 図２（Ａ）と図２（Ｂ）は、参考例を

参考例として



されたものを用いると、前記消臭剤６が粘着層５を通して目視できなくなる。
【００２３】
　図２（Ｂ）に 示す生理用ナプキン１Ｂでは、疎水性シート３の外側に裏面
シート７が設けられ、疎水性シート３と裏面シート７との間に消臭剤６が配置されている
。前記疎水性シート３が液漏れを完全にまたはほぼ完全に遮断できるものである場合、裏
面シート７は、必ずしも液不透過性である必要はない。または疎水性シート３がある程度
の液漏れを許容するもので、裏面シート７が液漏れを完全にまたはほぼ完全に遮断できる
ものであってもよい。すなわち液不透過能力が、疎水性シート３よりも裏面シート７の方
が高いものであればよい。
【００２４】
また前記裏面シート７の外表面に下着に固定されるずれ止め用の粘着層５が設けられてい
る。この生理用ナプキン１Ｂでは、裏面側が疎水性シート３と裏面シート７との２重構造
であるため、前記生理用ナプキン１Ａに比べて液漏れ防止効果を高めることが可能である
。また、消臭剤６が裏面シート７で覆われているため、裏面側から前記消臭剤６が見えな
くなる。
【００２５】
　図２（Ｃ）は、 実施の形態の生理用ナプキン１Ｃの断面のうちの裏面側を拡大
したものである。この実施の形態では、疎水性シート３の外表面に接着剤層８が塗工され
ており、この接着剤層８によって消臭剤６が前記疎水性シート３の外表面に固定されてい
る。なお、前記疎水性シート３は、外面側への液漏れを完全にまたはほぼ完全に遮断でき
るものである。前記接着剤層８は嫌気性接着剤または熱硬化性接着剤であり、硬化した状
態でほとんど粘着性を呈しないものである。また、前記接着剤層８が設けられていない部
分には、図２（Ａ）に示したのと同じずれ止め用の粘着層５が設けられており、この粘着
層５と疎水性シート３との間にも消臭剤６が存在している。
【００２６】
図２（Ｃ）に示す実施の形態では、ずれ止め用の粘着層５が設けられていない領域にも消
臭剤６を広く分布させることができ、消臭効果を高めることができる。
【００２７】
前記液通気性の表面シート２は、例えば経血、尿、汗など液状の排泄物を透過する材料（
液透過性）が好ましく、例えば親水性繊維および／または疎水性繊維で形成された、スパ
ンレース不織布、ポイントボンド不織布、スパンボンド不織布、あるいは織布で形成され
ている。疎水性シート３は、疎水性繊維で形成されたスパンレース不織布、ポイントボン
ド不織布、スパンボンド不織布あるいは織布であり、溌水処理を施したものが好ましく使
用される。吸収シート（液吸収層）４は、例えばパルプ、ティッシュ、親水性不織布など
で形成されており、高吸収性樹脂（ＳＡＰ）等を含有してもよい。また粘着層５は両面に
おいて粘着効果を発揮できるもの、例えば、固定用ホルトメルト型接着剤、両面接着テー
プなど特に限定されない。裏面シート７は、例えばポリオレフィン系の樹脂シートなどが
好ましい。または、裏面シート７として不織布を用い、裏面シートと吸収シート４との間
に防水性フィルムを介在させたものでもよい。
【００２８】
疎水性シート３についてＪＩＳ　Ｌ　１０９６で規定するフランジール形試験機を用いた
Ａ法により、その通気性測定を行なった。その結果、通気性が０．１（ｃｍ 3／ｃｍ 2・ｓ
）未満の場合には、疎水性シート３を透過する不快臭の量が少なくなるため脱臭機能が弱
くなり、逆に通気性が３００（ｃｍ 3／ｃｍ 2・ｓ）以上の範囲となると、液漏れが生じる
ことが確認された。
【００２９】
この測定結果から、疎水性シート３の通気度の範囲はＪＩＳ　Ｌ　１０９６で規定するフ
ランジール形試験機を用いたＡ法において、３００（ｃｍ 3／ｃｍ 2・ｓ）未満である。よ
り好ましくは、１０（ｃｍ 3／ｃｍ 2・ｓ）以上、３００（ｃｍ 3／ｃｍ 2・ｓ）未満の範囲
である。
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【００３０】
　また消臭剤６は、多孔質性の吸着型脱臭剤であり、例えば粒状又は粉末状の活性炭、ゼ
オライト、シリカゲル、 など公知のものの使用が可能である。前記活性炭は
アルカリ添着、酸性添着といった添着活性炭であってもよい。またゼオライトは、ｘ／ｎ
Ｍ・ｎＡ lＯ 2・ｙＳｉＯ 2・ｚＨ 2Ｏとして表わされる。ただし、ｘ，ｙはそれぞれ整数で
、Ｍは陽イオン、ｎは陽イオン上の電荷である。Ｍは広範囲の陽イオン、例えばＮａ +，
Ｋ +，ＮＨ 4 +，アルキルアンモニウム、重金属などである。また は天然鉱物
であり、カルシウム 、ナトリウム を指す。
【００３１】
　図１および に示す 生理用ナプキン１では、消臭剤６が疎水性シー
ト３の外側に設けられており、表面シート２と疎水性シート３との間、特に排泄物を吸収
する吸収シート４の中に設けられていない。よって、消臭剤６が排泄物に直接浸されるこ
とを防止できるため、消臭剤６表面の多数の空隙内に排泄物の液が浸入して塞がれること
がない。よって、生理用ナプキン１が排泄物を吸収した後においても、消臭剤６の脱臭機
能を充分に発揮することができる。すなわち、脱臭機能が低下するのを防止できるので、
長時間にわたり不快臭を吸収することが可能となる。
【００３２】
【実施例】
　上記吸収性物品 関し、 消臭効果に関する試験を行った。
　なお、以下の（ I），（ II）および（ III）の試験は、アルカリ系悪臭物質に対する消臭
効果についての試験であり、試験手順、サンプル資料は次の通りである。
【００３３】
（試験手順）
▲１▼三角フラスコ内にアンモニアを７０ ppmを充填し密封する。
▲２▼試験サンプル片（直径５０ mm）の表面シート２側を三角フラスコ内のアンモニアに
直接接触するように固定した。また悪臭がサンプル片を透過し三角フラスコから漏れるの
を防ぐため、ポリ塩化ビニリデンフィルムで密封した。
▲３▼一定時間経過後、検知管を用いて三角フラスコ内のアンモニア濃度を測定した。
▲４▼三角フラスコ内のアンモニアの残存率を、残存率（％）＝（一定時間経過後の三角
フラスコ内のアンモニア濃度）／（初期段階における三角フラスコ内のアンモニア濃度）
×１００として求めた。
【００３４】
（サンプル資料）
　 １：図２（Ａ）に示す断面構造の生理用ナプキン１Ａを 例１とした。なお、
その仕様は 液透過性の表面シート２は目付け３０ｇ／ｍ 2のコットンスパンレース 疎
水性シート３はＰＥＴ／ＰＰの複合繊維で形成されたスパンボンド不織布を溌水処理した
もので、目付け４５ｇ／ｍ 2のもの 吸収シート４は目付け４５ｇ／ｍ 2のエアレイドパル
プ＋目付け４０ｇ／ｍ 2のエアレイド不織布 粘着層５は疎水性シート３に対し塗工面積
率５０％となるようにホットメルト接着剤を塗工 消臭剤６は標準粒度１４～３２メッシ
ュのクラレコール（クラレケミカル（株）製）である。また前記消臭剤６は、ずれ止め用
の粘着層５が設けられている範囲内で坪量２５ｇ／ｍ 2とした。
【００３５】
　 ２：前記 １と同じ構造のもので、ずれ止め用の粘着層５が設けられている
範囲で消臭剤６の坪量を５０ｇ／ｍ 2とした。
【００３６】
　比較例１：上記生理用ナプキン１Ａにおいて、疎水性シート３と粘着層５との間に消臭
剤６を設ける代りに、吸収シート４の内部に消臭剤６を １と総量で同量となるよう
に添加した。
【００３７】
　比較例２：上記生理用ナプキン１Ａにおいて、疎水性シート３と粘着層５との間に消臭
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図２（Ｃ） 本願発明の

に 参考例を用いて以下に示す

参考例 参考
、 、

、
、

、

参考例 参考例

参考例



剤６を設ける代りに、吸収シート４の内部に消臭剤６を ２と総量で同量となるよう
に添加した。
【００３８】
　比較例３：上記生理用ナプキン１Ａから消臭剤６を除去したもの。
（試験条件）
（ I）乾燥時の消臭試験
　上記各 および比較例を乾燥させた状態で行った。
（ II）湿潤時の消臭試験
　生理用ナプキンに排泄物が吸収された状態を想定するため、上記各 および比較例
の表面シート２の上からグリセリン０．０５ｇ／ｐを滴下させた状態で行った。
（ III）経時変化に対する消臭試験
　経時変化させたときに、ホットメルト型接着剤により接着固定された脱臭剤に対する消
臭効果を確認するため、 １のサンプルを４０℃のオーブン内に１週間放置した。
（試験結果）
（ I）乾燥時の消臭試験についての結果を表１に示す。
【００３９】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４０】
　表１に示すように、消臭剤添加量２５ g／ｍ 2における１時間経過後の残存率は、比較例
３が５０％の半減に留まったのに対し、 １が３６％、比較例１が３５％という結果
を得た。４時間経過後の残存率は、比較例３の３８％に対し、 １が１３％、比較例
１が１４％という結果を得た。
【００４１】
　また消臭剤添加量５０ g／ｍ 2における１時間経過後の残存率は、比較例３が５０％であ
るのに対し、 ２が３２％、比較例２が３１％であった。
【００４２】
　前記表から、乾燥時の消臭効果は、図２（Ａ）に示す疎水性シート３の外側に消臭剤６
を配置した １，２と、吸収シート４に同量の消臭剤６を含ませたものとで同等であ
ることが確認できた。すなわち、消臭剤６を固定する位置の違いでは消臭効果に差が生じ
ないことがわかる。
（ II）湿潤時の消臭試験ついての結果を表２に示す。
【００４３】
【表２】
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【００４４】
　表２に示す結果では、湿潤状態の場合には消臭剤添加量２５ g／ｍ 2の １および消
臭剤添加量５０ g／ｍ 2の ２の双方において、比較例１および比較例２に比べて消臭
効果が高いことがわかる。特に長時間経過すると、その効果の差が顕著なものになること
が理解できる（４時間経過後のデータ参照）。
【００４５】
このことは、消臭剤６を吸収シート４内に添加した比較例１，２では、消臭剤６が排泄物
に見立てたグリセリンに直接浸されるため、消臭剤６が有する多孔質の表面がグリセリン
に覆われてしまい、本来の脱臭機能を充分に発揮できない状態になるものと考えられる。
【００４６】
　これに対し、疎水性シート３と粘着層５との間に消臭剤６を設けた １と ２
では、消臭剤６の多孔質表面がグリセリンに直接覆われることを防止することができ、本
来の脱臭機能を充分に発揮することが可能であるため、比較例１や比較例２に比べ消臭効
果が高くなることが理解できる。
（ III）経時変化に対する消臭試験についての結果を表３に示す。
【００４７】
【表３】
　
　
　
　
　
【００４８】
　表３に示すように、 １では、１時間経過後のアンモニア残存率は１２％、４時間
経過後では６％であった。これらのことから、経時変化におけるホットメルト型接着剤に
よる消臭効果の影響がほとんどないことがわかる。
【００４９】
なお、上記実施の形態では、吸収性物品として生理用ナプキンを例示したが、本発明はこ
れに限られるものではなく、例えばパンティライナー、失禁パッド、使い捨ておむつ等に
も適用可能である。
【００５０】
【発明の効果】
以上詳述した本発明によれば、脱臭剤が直接排泄物に浸されることがないので、排泄物を
吸収した後における吸収性物品の脱臭機能の低下を防止できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の吸収性物品の実施の形態として生理用ナプキンを部分的に切り欠いた斜
視図、
【図２】図１の II－ II線断面図を示し、
断面図、 示す断面図、
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【符号の説明】
１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ　生理用ナプキン
２　液透過性の表面シート
３　疎水性シート
４　吸収シート（液吸収層）
５　粘着層
６　脱臭剤
７　裏面シート
８　接着剤層

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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