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吸収，性物品

技術分野

０００1 本発明は、トップシートから前記吸収性本体に達する溝状のェンボスが形成された

吸収性物品、特にトウを開繊してなるフィラメント集合体により形成されている吸収体

を含む吸収性物品、好適には紙おむつに関するものである。また、本発明は、吸収

性物品及び吸収体の製造方法に関するものである。

背景技術

０００2 幼児や大人のテープ式やパシソ型の使い捨ておむつ、生理用ナプキンなどの吸

収性物品は、使用面側のトップシートと、背面側の液の透過を防止するバックシートと

、これらのシート間に介在され、トップシートを透過した排泄された液を受け入れ保持

する吸収体とを基本要素としている。

０００3 この基本要素に対し、バックシートの裏面側にたとえば不織布などからなる外装シ

ートを設け、バックシートとしてプラスチックシートを使用した場合における肌触りを改

良する形態、製品の両側にいわゆるバリヤーカフスを形成する形態など、ウェスト周り

や腹周りのフィット性を改良するために弾性伸縮性を付与する形態などが、適宜付加

される。

０００4 使用面側のトップシートを透過した液を受け入れ保持する吸収体としては、従来は

、パルプ短繊維の積繊体が一般的に使用されている。また、液に吸収量を高めるた

めに高吸収性ボリマー粒子 (以下「S P 」ともレづ。) を使用することも知られている。

０００5 S P はパルプ短繊維の積繊体上に散布する場合のほか、パルプ短繊維のS P を

分散保持させ積繊体させる場合 (特許文献 ) がある。

０００6 一方、近年では、特表 2 ００2 524399号 ( W 9 9 2 78 7 9 特許文献 2 ) 及び特

表 2 ００4 5００ 6 5 号 (米国特許第6 ，646 8 ０号 特許文献 3 ) に示されるよぅに、

セルロースアセテートのトウを吸収体として使用することが提案されている。この吸収

要素では、トウを構成するフィラメントは前後方向に沿って、吸収要素の前後端部ま

で延在している。



０００7 特表 2 ００4 5００ 6 5 号は、S P を主体としフィラメント集合体を添加した吸収体を

開示する。この吸収体は、上層と下層との間に設けた、S P を約 5 ０～9 5 重量 含

み、スターチなどの非水溶性の親水性ボリマー及び繊維を約 5 ～5 ０重量 含み吸

収層からなるラミネート構造のものであり、これを横断面C 型に折り畳み、中央にチヤ

ンネルを形成したものである。

特許文献 1 特開2 ００4 653００号公報

特許文献2 特表 2 ０００ 524399号 ( W 9 9 2 7 8 7 9)公報

特許文献3 特表 2 ００4 5００ 6 5 号 (米国特許第6 ，646 8 ０号) 公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００8 トウは密度が比較的に高く、そのままでは吸収性能や柔らかさが不十分なため、開

繊を要する。

０００9 しかしながら、トウを開繊してなるフィラメント集合体は、汎用の綿状パルプと異なり、

フィラメント相互の結びつきが弱いため、使用時に加わる外力にょって形状が崩れ、

初期の吸収性能が発揮されなくなるおそれがあった。

００1０ 特に、装着時や装着後において、外力が加わると、フィラメント相互が離れる傾向が

あり、吸収体の幅方向に関し粗密が生じ、着用者の肌へのフィット性が悪くなる傾向

が知見された。着用者の肌へのフィット性の低下は、排泄された液が吸収体に速や

かに浸透しないままトップシートに留まる傾向をもたらし、トップシートに留まる液は、ト

、ソプシートを拡散し、肌の濡れやヵブレの原因となる。

００1 1 また、フィラメント集合体を吸収要素 (製品) の長手方向に配向させる場合、吸収し

た液がフィラメントの配向方向に過度に流れる (走る) 傾向がみられ、フィラメントの配

向方向と交差する方向には拡散し難いものとなり、全体としての吸収能力の高めるの

に制限がみられる。

００1 2 さらに、セルロースアセテートのトウのょぅに、それ自体吸水性が殆ど無い難吸収フ

ィラメントが束状に集合したフィラメント集合体を用いた吸収要素では、フィラメントの

連続方向に沿って液が拡散し易く、フィラメントの両端が吸収要素の周縁まで延在し

ていると、当該端部に多量の液が素早く供給されることに起因して漏れが発生するこ



とがあった。

００13 さらに、従来は吸収体の全体にわたり一様に高吸収性ボリマー粒子を含有してい
たため、股間部において高吸収性ボリマー粒子が排泄液を吸収すると、股間部が幅

方向において一様に膨張し、装着感を悪ィトさせるとレづ問題点があった。特に、吸収
，注物品では、脚回りからのいわゆる横漏れを防止するために、トップシートの両側に、

使用面側に起立するバリヤーカフスを備えたものが多いが、このような吸収性物品に

おいて股間部の両側部が膨張すると、バリヤーカフスの実質的な起立高さが減少し、

単なる堰き止め量の低下だけでなく、身体表面に対する追従性能も低下する。

００14 そこで、本発明の第 の課題は、フイラメント集合体の形状安定性を向上させ、着用

者の肌へのフ不ソト注を高めることにある。また、第2の課題は、エンボスの溝に沿って

液を流しながら速やかに吸収体内に液を吸収させるようにすることにある。さらに、第

3の課題は、吸収要素の縁部に対する液の過供給に起因する漏れを防止することに

ある。さらに、第4の課題は、股間部が幅方向において一様に膨張し、装着感を悪ィビ

させる問題点を解決することにある。他の課題は、以下の説明によって明らかになる

であろう。

課題を解決するための手段

００15 上記課題を解決した本発明は次記のとおりである。

００16 く請求項 記載の発明ノ

透液性のトップシート、トウを開繊してなるフイラメント集合体により形成された吸収

体を含む吸収性本体、液不透過性シートをこの順に有する吸収性物品において、

００17 前記吸収性本体が位置する領域内において、少なくとも着用者の股下部の両側に

ほぼ長手方向に沿って、前記トップシートから前記吸収体に達する溝状のエンボスが

形成されていることを特徴とする吸収性物品。

００18 (作用効果)

吸収性本体が位置する領域内において、少なくとも着用者の股下部の両側にほぼ

長手方向に沿って、トップシートから吸収体に達する溝状のエンボスが形成されてい
るので、着用した際に、エンボス部を境にしてエンボス間領域が着用者の股間部にフ

イットするようになり、排泄された液がトップシート上を拡散し前後または横漏れの要因



を減少させ、吸収体内に速やかに浸透するよぅになる。

００19 また、ェンボスが吸収体に達する形態で形成されているので、吸収体内に浸透した

液がェンボスに沿って拡散するよぅになり、結果として吸収体全体としての吸収速度

が向上する。

００2０ く請求項2記載の発明ノ

前記ェンボスは、前記フィラメント集合体の配向方向に対し交差する方向に沿って

形成されている請求項 記載の吸収性物品。

００2 1 (作用効果)

液の拡散速度はフィラメント集合体の配向方向の方がこれと交差する方向に対して

速い。しかるに、ェンボスが、フィラメント集合体の配向方向に対し交差する方向に沿

って形成されていると、その交差する方向のェンボスが堰のよぅに機能し、フィラメント

集合体に対し交差する方向へ拡散を促し、吸収体全体としての拡散速度が高まる。

００22 また、フィラメント集合体の配向方向に対し交差する方向に沿ぅェンボスは、フィラメ

ント相互の結びつきが弱いフィラメント集合体のバラケを防止するよぅになり、特に熱

融着を利用したェンボスによると、フィラメント集合体の接着性が高く、バラケを防止

する効果が高く、もって使用時に加わる外力によって形状が崩れることが少なく、所

要の吸収能力を発揮するよぅになる。

００23 く請求項3記載の発明ノ

前記ェンボスは、少なくとも着用者の股下部の両側にほぼ長手方向に形成された

第 の部分と、吸収性本体の前後部分に形成された第2の部分とを有し、前記第 の

部分と前記第2の部分とが実質的に繋がり、実質的に環状のェンボスが形成されて

いる請求項 または2記載の吸収性物品。

００24 (作用効果)

前記第 の部分と前記第2の部分とが実質的に繋がり、実質的に環状のェンボスが

形成されていると、請求項 及び請求項2の作用効果が相乗的に発揮され、特に環

状ェンボス領域内での吸収速度が高まり、吸収性能に優れたものとなる。

００25 また、液の吸収量を高めるために、フィラメント集合体内に高吸収性ボリマー粒子を

保持させるのが好ま 、。高吸収性ボリマー粒子は、綿状パルプの場合と異なり、フ



ィラメント集合体への付与時に又はその後の工程、あるいは消費者が使用するまでの

過程で、フィラメント集合体内を移動し、フィラメント集合体内で偏在ィビしたり、フィラメ

ント集合体から抜け落ちたりすることがある。これらの事態が発生すると、吸収性能が

阻害されたり、フィラメント集合体から抜け落ちた高吸収性ボリマー粒子群の凹凸が、

使用者にジヤリジヤリした違和感を与えたりするため、好ましくない。しかるに、環状ェ
ンボスを形成することで、フィラメント集合体内における高吸収性ボリマー粒子の移動

を抑制することができ、高吸収性ボリマー粒子の偏在を防止し、尿の拡散性及び吸

収速度を向上させ、またゲルブロッキングを防止することができる利点がある。

００26 く請求項4記載の発明ノ

使用面側のトップシートを透過した液を吸収する吸収要素を備え、

００27 前記吸収要素は、トウを開繊して得られ且つ吸収量が 自重の ・ f 以下の難吸収

フィラメント集合体を有しており、

００28 前記フィラメント集合体は、フィラメントがトップシートに沿って延在しており、かつフィ
ラメントの両端が吸収要素の周縁から内側に離間している、

００29 ことを特徴とする吸収性物品。

００3０ (作用効果)

本発明では、フィラメントの両端が吸収要素の周縁から内側に離間しているため、

液がフィラメントを伝ってその両端まで拡散したとしても、吸収要素の周縁の手前で拡

散を止めることができる。よって、吸収要素の端部に対する液の過供給が抑制される

よぅになり、漏れ防止が図られるよぅになる。

００3 1 なお、本発明の吸収量とは次の手順で測定されるものである。

㈲ サンプル繊維を5・ 秤量し、人工尿 中に5分間浸漬する。

(2) 次に、サンプルを人工尿中から取り出して 分間吊り下げる。

(3) 次に、遠心分離機を用いて225 ０「 で6分間液分を分離する。

(4) 次に、サンプルの重量を測定し、繊維重量 (5 )を差し5 、た値を吸収量と

する。

００32 く請求項5記載の発明ノ

前記吸収体が、フィラメント集合体を液透過性シートに貼り付けるか又は液透過性



シートで包んだものである、請求項4記載の吸収性物品。

００33 (作用効果)

このよぅな構造を採用すると、後述する本発明の製造方法を用いて容易に製造する

ことができる。

００34 く請求項6記載の発明ノ

少なくとも股間部の両側に、前後方向に沿って延在するとともに前後方向中間部が

幅方向中央側に膨出する形状のェンボス凹部が形成されており、このェンボス凹部

は前記トップシートの使用面側から前記吸収体に達するよぅに形成されている、請求

項4または5記載の吸収性物品。

００35 (作用効果)

この場合、幅方向中央の使用面を両脇よりも隆起させ、股間や瞥裂に対するフィ、ソ

ト性を高めることができる。

００36 く請求項7記載の発明ノ

使用面側のトップシートを透過した液を吸収する吸収要素を備え、

００37 前記吸収要素は、下層吸収体と、そのトップシート側に設けられた上層吸収体とを

有しており、

００38 前記上層吸収体は、トウを開繊して得られ且つ吸収量が 自重の ・ f 以下の難吸

収フィラメント集合体からなり、このフィラメント集合体は、フィラメントがトップシートに

沿って延在しており、かつフィラメントの両端が前記下層吸収体の周縁から内側に離

間している、

００39 ことを特徴とする吸収性物品。

００4０ (作用効果)

この場合、上層吸収体に供給された液分が上層吸収体内を通りフィラメントの両端

に達したとしても、そこで液の拡散が止まり、吸収要素の周縁までは拡散しない。そし

て、上層吸収体内に拡散した液分は下層吸収体に移行して保持されるよぅになる。よ

って、吸収要素の端部に対する液の過供給が抑制されるよぅになり、漏れ防止が図ら

れるよぅになる。

００41 く請求項8記載の発明ノ



前記上層吸収体が、フィラメント集合体を液透過性シートに貼り付けるか又は液透

過性シートで包んだものである、請求項7記載の吸収性物品。

００42 (作用効果)

このよぅな構造を採用すると、後述する本発明の製造方法を用いて容易に製造する

ことができる。

００43 く請求項9記載の発明ノ

前記下層吸収体が、パルプ繊維及び高吸収性ボリマー粒子を混合し積繊してなる

ものである、請求項7または8記載の吸収性物品。

００44 (作用効果)

下層吸収体は、吸収した液を保持 (貯蔵 )する役割を担ぅため、本項記載のよぅに吸

水量に優れる吸収体を採用するのが好ま 、。

００45 く請求項 ０記載の発明ノ

前記下層吸収体が、フィラメント集合体及び高吸収性ボリマー粒子を混合し積繊し

てなるものである、請求項7または8記載の吸収性物品。

００46 く請求項皿記載の発明ノ

使用面側のトップシートを透過した液を吸収する吸収要素を備え、

００47 前記吸収要素は、下層吸収体と、そのトップシート側に設けられた上層吸収体とを

有しており、

００48 前記下層吸収体は、トウを開繊して得られ且つ吸収量が 自重の ・ f 以下の難吸

収フィラメント集合体からなり、このフィラメント集合体は、フィラメントがトップシートに

沿って延在しており、かつフィラメントの両端が前記上層吸収体の周縁から内側に離

間している、

００49 ことを特徴とする吸収性物品。

００5０ く請求項 2記載の発明ノ

少なくとも股間部の両側に、前後方向に沿って延在するとともに前後方向中間部が

幅方向中央側に膨出する形状のェンボス凹部が形成されており、このェンボス凹部

は前記トップシートの使用面側から前記上層吸収体に達するよぅに形成されている、

請求項7～ のいずれか 項に記載の吸収性物品。



００5 1 (作用効果)

この場合、幅方向中央の使用面を両脇よりも隆起させ、股間や瞥裂に対するフィ、ソ

ト性を高めることができる。

００52 く請求項 3記載の発明ノ

トウを開繊して得られ且つ吸収量が 自重の ・０倍以下の難吸収フィラメント集合体

を、液透過性シートに貼り付けるか又は液透過性シートで包んだ後、フィラメントの連

続方向に所定の間隔で切断し、切断したフィラメント集合体を、吸収体または吸収シ

ート上の所定位置に貼り付ける、ことを特徴とする吸収体の製造方法。

００53 (作用効果)

トウを開繊して得られるフィラメント集合体は、散けたり、型崩れを起こしたりし易いた

め、製造上の取り扱いが困難な素材である。このため、従来の吸収体の製造におい
ては、フィラメント集合体を連続状のままで取り扱い、個々の吸収体への切断を利用

して、フィラメント集合体の切断も行っていた。

００54 しかし、このよぅな製造方法では、フィラメントの両端が吸収要素の周縁まで延在し

ている吸収体しか製造することができず、前述したよぅな漏れの問題を回避することが

できない。このため、フィラメントの集合体を吸収体内の所望の位置に配置できる製

造技術の開発が望まれた。

００55 本項記載の発明は、このよぅな問題点に鑑みてなされたものである。本発明では、

切断に先立って、連続状のフィラメント集合体を、連続状の液透過性シートに貼り付

けるか又は液透過性シートで包むため、フィラメント集合体が散けたり、型崩れを起こ

したりし難くなる。またシートと一体ィビされたフィラメント集合体に対しては、スリップカ

、ソタ一のよぅなシート向けの加工装置を用いることができ、特別な設備を要せずにフィ
ラメントの集合体を吸収体内の所望の位置に配置できるよぅになる。

００56 く請求項 4記載の発明ノ

使用面側のトップシートを透過した液を受け入れ保持する吸収要素を備え、

００57 前記吸収要素は、トウを開繊したフィラメントの集合体及び高吸収性ボリマー粒子を

有する吸収体を含み、

前記吸収体は、股間部と、股間部の前側部分および股間部の後側部分を有してお



り、股間部の両側部以外の部分である主吸収部分に高吸収性ボリマー粒子を有する

とともに、股間部の両側部における高吸収性ボリマー粒子の目付けが前記主吸収部

分よりも少ない、

ことを特徴とする吸収性物品。

００58 (作用効果)

本発明の吸収体では、股間部の両側部以外の部分である主吸収部分に高吸収性

ボリマー粒子を有しており、この主吸収部分で吸収量を確保しつつ、股間部の両側

部における高吸収性ボリマー粒子の目付けを主吸収部分よりも少なく構成し、排泄

液の吸収時において股間部の両側部における膨張を抑制するものである。これによ

り、排泄液の吸収時において股間部の両側部が柔軟に脚回りにフィットするよぅにな

る。

００59 く請求項 5記載の発明ノ

前記高吸収性ボリマー粒子が接着剤により前記フィラメントの集合体に接着されて

いる、請求項 4記載の吸収性物品。

００6０ (作用効果)

前述のとおり、本発明は、股間部の両側部とそれ以外の部位との間で高吸収性ボリ

マー粒子の目付けが異なることを特徴とするものである。したがって、高吸収性ボリマ

ー粒子が 自由に移動してしまぅと、前述の本発明の効果が薄れるおそれがある。よっ
て本項記載のよぅに高吸収性ボリマー粒子をフィラメント集合体に接着するのは好ま

、。

００6 1 く請求項 6記載の発明ノ

前記吸収要素は前記吸収体を包む包被シートを備えており、前記高吸収性ボリマ

ー粒子が接着剤により前記包被シートに接着されている、請求項 4または 5記載の

吸収性物品。

００62 (作用効果)

多くの吸収性物品では、フィラメント集合体のワレ、変形を防止する、あるいはフィラ

メント集合体と高吸収性ボリマー粒子との一体性を高める等の目的で、吸収体をテイ

ぐ一パーけレープ紙)等の包被シートで包むのが好ましく、この場合、本項記



載のよぅに高吸収性ボリマー粒子を包被シートに接着し、移動を抑制するのが好まし

００63 く請求項 7記載の発明ノ

前記高吸収性ボリマー粒子を保持する保持シートを備えている、請求項 4～6の

いずれか 項に記載の吸収性物品。

００64 (作用効果)

高吸収性ボリマーの移動を抑制するための手段としては、前述の接着の他、本項

記載のよぅな保持シートを採用することもできる。

００65 く請求項 8記載の発明ノ

前記高吸収性ボリマー粒子が接着剤により前記保持シートに接着されている、請求

項 7記載の吸収性物品。

００66 (作用効果)

保持シートを用いる場合、高吸収性ボリマーを保持シートに接着することで、より効

果的に高吸収性ボリマー粒子の移動を抑制できる。

００67 く請求項 9記載の発明ノ

前記高吸収性ボリマー粒子の保持孔を有する保持シートを備えている、請求項 4

～8のいずれか 項に記載の吸収性物品。

００68 (作用効果)

このよぅな保持孔を有する保持シートを備えていると、高吸収性ボリマー粒子が保

持孔内に捕捉されることにより、移動が抑制される。なお、用語「保持孔」とは、窪み

孔および貫通孔の少なくとも一方を含むものであるが、不織布の繊維間空隙のよぅな

シート自体の形状によらないものは含まない意味である (以下同じ)。

００69 く請求項2０記載の発明ノ

前記保持シートを前記主吸収部分と重なる部位にのみ備えている、請求項 9記載

の吸収性物品。

００7０ (作用効果)

本項記載のよぅに、保持孔を有する保持シートを主吸収部分と重なる部位のみ配

置することで、主吸収部分から股間部両側への高吸収性ボリマー粒子の移動を効率



良く抑制できる。

００7 1 く請求項2 記載の発明ノ

前記吸収体の裏面側に、前記高吸収性ボリマー粒子の保持孔を前記主吸収部分

と重なる部位にのみ有する保持シートを備えている、請求項 4～8のいずれか 項

に記載の吸収性物品。

００72 (作用効果)

本項記載のよぅに、保持孔は保持シートにおける主吸収部分と重なる部位のみ設

けることでも、主吸収部分から股間部両側への高吸収性ボリマー粒子の移動を効率

良く抑制できる。

００73 く請求項22記載の発明ノ

前記高吸収性ボリマーを接着するための接着剤が前記主吸収部分にのみ配され

ている、請求項 5 6または 8記載の吸収性物品。

００74 (作用効果)

本項記載のよぅに接着剤が配されていると、主吸収部分から股間部両側への高吸

収性ボリマー粒子の移動を効率良く抑制できるだけでなく、高吸収性ボリマー粒子を

接着するための接着剤が股間部両側に無いことにより、股間部両側における剛性増

加を抑制でき、高吸収性ボリマー粒子の移動を接着により抑制しつつも、装着時に

おけるフイット性が悪ィビしないため特に好ま 、。

発明の効果

００75 以上のとおり、本発明によれば、吸収体、特にフイラメント集合体の形状安定性を向

上させ、着用者の肌へのフイット性を高めることができる、ェンボスの溝に沿って液を

流しながら速やかに吸収体内に液を吸収するよぅにすることができる等の利点がもた

らされる。

００76 また、本発明によれば、吸収要素の縁部に対する液の過供給が抑制され、漏れ防

止が図られる等の利点がもたらされる。

００77 さらに、本発明によれば、吸収体の股間部が幅方向において一様に膨張すること

がなく、装着感が悪ィビし難くなる等の利点がもたらされる。

発明を実施するための最良の形熊



００78 以下、第 ～第3の実施形態に分けて説明するが、本発明の範囲内においていず

れかの実施形態の一部の構成を他の実施形態に適用できることはレづまでもない。

００79 く第 の実施形態 請求項 ～4記載の発明に関するノ

(パンソ型使い捨ておむつの例)

図 には、吸収性物品としてパンソ型使い捨ておむつの例が示されている。このパ

ンソ型使い捨ておむつ ０は、外面 (裏面)側の外装シート 2と内面 (表面)側の吸収

性本体2０とを備え、外装シート 2に吸収性本 2０が固定されている。吸収性本体2

は、尿や軟便などの液 (後述する生理用ナプキンでは経血)を受け止めて吸収保持

する部分である。外装シート 2は着用者に装着するための部分である。

００8０ 外装シート 2はたとえば図示のよぅに砂時計形状となり、両側が括れており、ここが

着用者の脚を入れる部位となる。吸収性本体2０は任意の形状を採ることができるが

、図示の形態では長方形である。

００8 1 外装シート 2は、図2に示すよぅに、吸収性本体2０が所定位置に設置され固定さ

れた後、前後に折り畳まれ、外装シート 2の前身頃 2 及び後身頃 2 の両側部

の接合領域 2 が熱融着などにより接合される。これによって、図 に示す構造の、

ウェスト開口部 と一対のレ、ソグ開口部 Oを有するパンソ型使い捨ておむつが得

られる。

００82 図示の吸収性本体2０の長手方向 (すなわち図2の上下方向。製品の前後方向でも

ある。)の中間の幅は、外装シート 2の括れた部分を繋ぐ幅より短い形態が示されて

いる。この幅の関係は逆でもよいし、同一の幅でもよい。

００83 外装シート 2は望ましくは2枚のたとえば機水性不織布のシートからなり、これらの

シート間に弾性伸縮部材を介在させて、その収縮力により着用者にフィットさせる形

態が望ましい。前記弾性伸縮部材としては、糸ゴムや弾性発泡体の帯状物などを使

用できるが、多数の糸ゴムを使用するのが望ましい。図示の形態では、糸ゴム 2

2 …が、ウェスト領域Wにおいては幅方向に連続して設けられ、腰下領域 にお

いては両側部分のみに設けられ、股下領域 においては設けられていない。糸ゴム

2 2 …が、ウェスト領域W及び腰下領域 の両者に設けられていることで、糸ゴ

ム 2 自体の収縮力が弱いとしても、全体としては腰下領域 においても着用者に



当たるので、製品が着用者に好適にフィットする。

００84 (吸収性本体

実施の形態の吸収性本体2０は、エンボス付与をしていない状態で示す図3、及び

エンボスを形成した状態を示す図4に示されるように、液を透過させるたとえば不織布

などからなるトップシート3０と、中間シート(セカンドシート) 4０と、液吸収の主たる要

素を構成する吸収要素5０とを備えている。また、吸収要素5０は、受け入れた液を吸

収・保持する吸収体56を含み、その裏面側にはプラスチックシートなどからなる液不

透過性シート(バックシートとも呼ばれる) 7０が設けられている。この液不透過性シー

ト7０の裏面側には、前記の外装シート 2が設けられている。さらに、両側にバリヤー

カフス6０ 6０を備えている。

００85 (トップシート)

トップシート3０は、液を透過する性質を有する。したがって、トソプシート3０の素材

は、この液透過性を発現するものであれば足り、例えば、有孔又は無孔の不織布や、

多孔，注プラスチックシートなどを例示することができる。また、このうち不織布は、その

原料繊維が何であるかは、特に限定されない。例えば、ポリエチレンやポリプロピレン

等のオレフィン系、ポリエステル系、ポリアミド系等の合成繊維、レ一ョンやキュプラ等

の再生繊維、綿等の天然繊維などや、これらから二種以上が使用された混合繊維、

複合繊維などを例示することができる。さらに、不織布は、どのような加工によって製

造されたものであってもよい。加工方法としては、公知の方法、例えば、スパンレース

法、スパンボンド法、サーマルボンド法、メルトブローン法、ニ一ドルパンチ法、ェアス

ルー法、ポイントボンド法等を例示することができる。例えば、柔軟性、ドレープ性を

求めるのであれば、スパンレース法が、嵩高性、ソフト性を求めるのであれば、サーマ

ルボンド法が、好ましい加工方法となる。

００86 また、トップシート3０は、 枚のシートからなるものであっても、2枚以上のシートを貼

り合せて得た積層シートからなるものであってもよい。同様に、トップシート3０は、平

面方向に関して、 枚のシートからなるものであっても、2枚以上のシートからなるもの

であってもよい。

００87 (中間シ一㌧



トップシート3０を透過した液を速やかに吸収体へ移行させるために、トップシート3

より液の透過速度が速い、通常「セカンドシート」と呼ばれる中間シート4０を必要に

より設けることができる。この中間シートは、液を速やかに吸収体へ移行させて吸収体

による吸収性能を高めるばかりでなく、吸収した液の吸収体からの「逆戻り」現象を防

止し、トップシート3０上を常に乾燥した状態とすることができる。

００88 中間シート4０としては、トップシート3０と同様の素材や、スパンレース、パルプ不織

布、パルプとレ一ョンとの混合シート、ポイントボンド又はクレープ紙を例示できる。特

にエアスルー不織布及びスパンボンド不織布が好ま 、。

００89 中間シート(セカンドシート) 4０は、トップシート3０と包被シート58との間に介在され

ている。

００9０ 図示の形態の中間シート4０は、吸収体56の幅より短く中央に配置されているが、

全幅にわたって設けてもよい。中間シート4０の長手方向長さは、吸収体56の長さと

同一でもよ 、液を受け入れる領域を中心にした短い長さ範囲内であってもよい。

中間シート4０の代表的な素材は液の透過性に優れる不織布である。

００9 1 (吸収要素)

吸収要素5０は、受け入れた液を吸収・保持する吸収体56を含み、この吸収体56と

しては綿状パルプ繊維からなるものでもよいが、好適な実施形態においては、トウを

開繊したフイラメント52 52 …の集合体 (フイラメント集合体)及び高吸収性ボリマー

粒子54 54 …を有するものが採用され、この吸収体56の少なくとも裏面及び側面を

包む包被シート58とを有する。さらに、吸収体56と包被シート58の裏面側き日ィ立 (

側の部分) との間に保持シート8０が設けられている。

００92 (吸収体)

前述のよぅに、吸収体56は、トウを開繊したフイラメント52 52 …の集合体を有する

。好適には、図3に示すよぅに、吸収体56中に高吸収性ボリマー粒子54 54 …を含

ませる。そして、少なくとも液受け入れ領域において、フイラメント52 52 …の集合体

に対して高吸収性ボリマー粒子 (S P粒子) が実質的に厚み方向全体に分散されて

いるものが望ま 、。この実質的に厚み方向全体に分散されている状態を図3の要

部拡大図として概念的に示した。



００93 吸収体56の上部、下部、及び中間部にS P粒子が無い、あるいはあってもごくィ亜

かである場合には、「厚み方向全体に分散されている」とは言えない。したがって、「

厚み方向全体に分散されている」とは、フイラメントの集合体に対し、厚み方向全体に

「均一に」分散されている形態のほか、上部、下部及び又は中間部に「偏在している」

が、依然として上部、下部及び中間部の各部分に分散している形態も含まれる。また

、一部のS P粒子がフイラメント5 2 52 …の集合体中に侵入しないでその表面に残

存している形態や、一部のS P粒子がフイラメントフイラメント52 52 …の集合体を通

り抜けて包被シート58上にある形態や、保持シート8０上にある形態も排除されるもの

ではない。

００94 フイラメント52 52 …の集合体は、フイラメント(実質的に連続する長繊維)で構成さ

れたトウ (繊維束)を開繊したものである。フイラメントの材質としては、熱融着可能なも

のであれば特に限定なく用いることができ、例えば、多糖類又はその誘導体 (セルロ

ース、セルロースエステル、キチン、キトサンなど) 、合成高分子 (ポリエチレン、ポリプ

ロピレン、ポリアミド、ポリエステル、ポリラクタアミド、ポリビニルアセテートなど)などを

用いることができるが、特に、セルロースエステルおよびセルロースが好ましい。

００95 セルロースとしては、綿、リンター、木材パルプなど植物体由来のセルロースやバク

テリアセルロースなどが使用でき、レ一ョンなどの再生セルロースであってもよく、再

生セルロースは紡糸されたものであってもよい。

００96 好適に採用できるセルロースエステルとしては、例えば、セルロースアセテート、セ

ルロースブチレート、セルロースプロピオネートなどの有機酸ェステル セルロースア

セテートプロピオネート、セルロースアセテートブチレート、セルロースアセテートフタ

レート、硝酸酢酸セルロースなどの混酸ェステル およびポリカプロラクトングラフトィヒ

セルロースエステルなどのセルロースエステル誘導体などを用いることができる。これ

らのセルロースエステルは単独で又は二種類以上混合して使用できる。セルロース

エステルの粘度平均重合度は、例えば、5０～9００、好ましくは2００～8００程度であ

る。セルロースエステルの平均置換度は、例えば、 ・5～3・ (例えば、2～3)程度

である。

００97 セルロースエステルの平均重合度は、例えば ０～０００、好ましくは5０～9００、さ



らに好ましくは2００～8００程度とすることができ、セルロースエステルの平均置換度

は、例えば ～3程度、好ましくは ～2・ 5、さらに好ましくは ・ ～2・０程度とする

ことができる。セルロースエステルの平均置換度は、生分解性を高める等の観点から

選択することができる。

００98 セルロースエステルとしては、有機酸ェステル (例えば、炭素数2～4程度の有機酸

とのェステル) 、特にセルロースアセテートが好適である。セルロースアセテートの酢

ィロ度は、43～62 程度である場合が多いが、特に3０～5０ 程度であると生分解

性にも優れるため好ま 、。特に好ま 、セルロースエステルは、セルロースジアセ

テートである。

００99 フィラメントは、種々の添加剤、例えば、熱安定化剤、着色剤、油剤、歩留り向上剤

、白色度改善剤等を含有していても良い。

０1００ フィラメントの繊度は、例えば、 ～6de 、好ましくは ～Ode 、さらに好ましくは

～ 。が望ま 、。フィラメントは、非捲縮繊維であってもよいが、捲縮繊維である

のが好ま 、。捲縮繊維の捲縮度は、例えば、 インチ当たり5～75個、好ましくは

０～5０個、さらに好ましくは 5～5０個程度とすることができる。また、均一に捲縮した

捲縮繊維を用いる場合が多い。捲縮繊維を用いると、嵩高で軽量な吸収体を製造で

きるとともに、繊維間の絡み合いにより一体性の商いトウを容易に製造できる。フィラメ

ントの断面形状は、特に限定されず、例えば、円形、楕円形、異形 (例えば、 字状、

X字状、1字状、 字状など)や中空状などのいずれであってもよい。フィラメントは、例

えば、3，０００～，００００００本、好ましくは5，０００～，００００００本程度の単繊

維を束ねることにより形成されたトウ (繊維束)の形で使用される。繊維束は、3，０００

～，００００００本程度のフィラメントを集束して構成するのが好ま 、。

０1０1 トウは、フィラメント間の絡み合いが弱いため、主に形状を維持する目的で、フィラメ

ントの接触部分を接着または融着する作用を有するバインダーを用いることができる

。バインダーとしては、トリアセチン、トリエチレングリコールジアセテート、トリエチレン

グリコールジプロピオネート、ジブチルフタレート、ジメトキシエチルフタレート、クエン

酸トリエチルエステルなどのェステル系可塑剤の他、各種の樹脂接着剤、特に熱可

塑性樹脂を用いることができる。特に好適にトリアセチンを使用できる。



０1０2 バインダーとして使用する熱可塑性樹脂には、溶融・固化により接着力が発現する

樹脂であり、水不溶性または水難溶性樹脂、および水溶性樹脂が含まれる。水不溶

性または水難溶性樹脂と水溶性樹脂とは、必要に応じて併用することもできる。

０1０3 水不溶性または水難溶性樹脂としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、エ

チレン一プロピレン共重合体、エチレン一酢酸ビニル共重合体などのオレフィン系の

単独又は共重合体、ポリ酢酸ビニル、ポリメタクリル酸メチル、メタクリル酸メチル一ア

クリル酸エステル共重合体、(メタ アクリル系モノマ一とスチレン系モノマ一との共重

合体などのアクリル樹脂、ポリ塩ィビビニル、酢酸ビニル一塩ィビビニル共重合体、ポリ

スチレン、スチレン系モノマ一と(メタ)アクリル系モノマ一との共重合体などのスチレ

ン系重合体、変性されていてもよいポリエステル、ナイロン皿、ナイロン 2、ナイロン

6 ０、ナイロン6 2などのポリアミド、ロジン誘導体 (例えば、ロジンェステルなど) 、炭

ィロ水素樹脂 (例えば、テルペン樹脂、、ジ、ンクロペン先ジェン樹脂、石油樹脂など) 、水

素添加炭ィロ水素樹脂などを用いることができる。これらの熱可塑性樹脂は一種又は

二種以上使用できる。

０1０4 水溶性樹脂としては、種々の水溶性高分子、例えば、ポリビニルアルコール、ポリビ

ニルピロリドン、ポリビニルエーテル、ビニル単量体と、力ルボキシル基、スルホン酸

基又はそれらの塩を有する共重合性単量体との共重合体などのビニル系水溶性樹

脂、アクリル系水溶性樹脂、ポリアルキレンオキサイド、水溶性ボリエステル、水溶性

ボリアミドなどを用いることができる。これらの水溶性樹脂は、単独で使用できるととも

に二種以上組合せて使用してもよい。

０1０5 熱可塑性樹脂には、酸ィロ防止剤、紫外線吸収剤などの安定ィロ剤、充填剤、可塑剤

、防腐剤、防徽剤などの種々の添加剤を添加してもよい。

０1０6 トウは公知の方法により製造できるので詳説はしない。吸収要素5０に好適に使用

できるセルロースジアセテートのトウのべ一ルは、セラニーズ社やダイセルィロ学工業

などにより市販されている。セルロースジアセテートのトウのべ一ルは、密度は約０・5

であり、総重量は4００～6００ である。

００7 このべ一ルから、トウを引き剥がし、所望のサイズ、嵩となるよぅに広い帯状に開繊

する。トウの開繊幅は任意であり、例えば、幅 ００～2０００ 、好ましくは製品の吸



収体の幅の ００～3００ 程度とすることができる。また、トウの開繊度合いを調整

することにより、吸収体の密度を調整することができる。

０1０8 トウの開繊方法としては、例えば、トウを複数の開繊口一ルに掛け渡し、トウの進行

に伴って次第にトウの幅を拡大して開繊する方法、トウの緊張 (伸長) と弛緩 (収縮) と

を繰返して開繊する方法、圧縮ェア一を用いて拡幅・開繊する方法などを用いること

ができる。

０1０9 (高吸収性ボリマー粒子)

高吸収性ボリマー粒子とは、「粒子」以外に「粉体」も含む意味である。高吸収性ボ

リマー粒子の粒径は、この種の吸収性物品に使用されるものをそのまま使用でき、

００～００ 、特に 5０～4００ のものが望ましい。高吸収性ボリマー粒子の

材料としては、特に限定無く用いることができるが、吸水量が6０ 以上のものが好

適である。高吸収性ボリマー粒子としては、でんぷん系、セルロース系や合成ポリマ

ー系などのものがあり、でんぷん一アクリル酸 (塩) グラフト共重合体、でんぷん一アク

リロ二トリル共重合体のケンィロ物、ナトリウム力ルボキシメチルセルロースの架橋物や

アクリル酸 (塩) 重合体などのものを用いることができる。高吸収性ボリマー粒子の形

状としては、通常用いられる粉粒体状のものが好適であるが、他の形状のものも用い
ることができる。

０11０ 高吸収性ボリマー粒子としては、吸水速度が4０秒以下のものが好適に用いられる

。吸水速度が4０秒を超えると、吸収体内に供給された液が吸収体外に戻り出てしま
う所謂逆戻りを発生し易くなる。

０111 また、高吸収性ボリマー粒子としては、ゲル強度が OOPa以上のものが好適に用

いられる。これにより、トウを用いることにより嵩高な吸収体とした場合であっても、液

吸収後のべとつき感を効果的に抑制できる。

０112 高吸収性ボリマー粒子の目付け量は、当該吸収体の用途で要求される吸収量に

応じて適宜定めることができる。したがって一概には言えないが、5０～3 5０ 2と

することができる。ポリマーの目付け量を5０ 2以下とすることにより、ポリマーの重

量によって、トウからなるフイラメントの集合体を採用することにより軽量ィロ効果が発揮

されにくくなるのを防止できる。3 5０ 2を超えると、効果が飽和するばかりでなく、



高吸収性ボリマー粒子の過剰により前述のジヤリジヤリした違和感を与えるよぅになる

０113 必要であれば、高吸収性ボリマー粒子は、吸収体5 6の平面方向で散布密度ある

いは散布量を調整できる。たとえば、液の排泄部位を他の部位より散布量を多くする

ことができる。男女差を考慮する場合、男用は前側の散布密度 (量) を高め、女用は

中央部の散布密度 (量) を高めることができる。また、吸収体5 6の平面方向において

局所的 (例えばスポット状) にポリマーが存在しない部分を設けることもできる。

０114 必要により、高吸収性ボリマー粒子として、粒径分布が異なる複数用意し、厚み方

向に順次散布・投射できる。たとえば、高吸収性ボリマー粒子散布手段を複数ライン

方向に間隔をおいて配置し、先に粒径分布が小刮祐のを散布・投射した後に、粒

径分布が大きレ屹のを散布・投射することで、吸収体5 6 内の下側に粒径分布が小さ

いものを、上側に粒径分布が大きレ祐のを分布させることができる。この形態は、粒径

分布が小刮屹のは、フィラメントの集合体内に奥深く侵入させるために有効である。

０115 高吸収性ボリマー粒子とフィラメント集合体との割合は吸収特性を左右する。吸収

体5 6 における液を直接受ける領域での5c X5c の平面面積内における重量比と

しては、高吸収性ボリマー粒子ノフィラメント重量が、 ～4、特に3～9であることが

望ま 、。

０116 (包被シート)

包被シート5 8としては、ティッシュペーパ、特にクレープ紙、不織布、ポリラミ不織布

、小孔が開いたシート等を用いることができる。ただし、高吸収性ボリマー粒子が抜け

出ないシートであるのが望ま 、。クレープ紙に換えて不織布を使用する場合、親水

性のS S (スパンボンド メルトブローンノメルトブローンノスパンボンド)不織布

が特に好適であり、その材質はポリプロピレン、ポリエチレンノポリプロピレンなどを使

用できる。目付けは、8～ 2、特に ０～5 2のものが望ま 、。

０117 この包被シート5 8 は、図3のよぅに、フィラメント5 2 52 …の集合体及び高吸収性ボ

リマー粒子54 54 …の層全体を包む形態のほか、たとえば図4に示すよぅに、その層

の裏面及び側面のみを包被するものでもよい。また図示しないが、吸収体5 6の上面

及び側面のみをクレープ紙や不織布で覆い、下面をポリエチレンなどの液不透過性



シートで覆ぅ形態、吸収体5 6の上面をクレープ紙や不織布で覆い、側面及び下面を

ポリエチレンなどの液不透過性シートで覆ぅ形態などでもよいにれらの各素材が包被

シートの構成要素となる)。必要ならば、フィラメント5 2 52 …の集合体及び高吸収性

ボリマー粒子54 54 …の層を、 2層のシートで挟む形態や下面のみに配置する

形態でもよいが、高吸収性ボリマー粒子の移動を防止でき難いので望ま 、形態で

はない。

０ 8 (液不透過性シート

液不透過性シート7０は、単に吸収体5 6の裏面側に配されるシートを意味し、本実

施の形態においては、トップシート3０との間に吸収体5 6を介在させるシートとなって

いる。したがって、本液不透過性シートは、その素材が、特に限定されるものではな

い。具体的には、例えば、ポリエチレンやポリプロピレン等のオレフィン系樹脂や、ポ

リエチレンシート等に不織布を積層したラミネート不織布、防水フィルムを介在させて

実質的に不透液性を確保した不織布にの場合は、防水フィルムと不織布とで液不

透過性シートが構成される。) などを例示することができる。もちろん、このほかにも、

近年、ムレ防止の観点から好まれて使用されている不透液性かつ透湿性を有する素

材も例示することができる。この不透液性かつ透湿性を有する素材のシートとしては、

例えば、ポリエチレンやポリプロピレン等のオレフィン系樹脂中に無機充填剤を混練

して、シートを成形した後、一軸又は二軸方向に延伸して得られた微多孔性シートを

例示することができる。

０119 液不透過性シート7０は、いわゆる額巻きする形態で使用面に延在させる (図示せ

ずにとで、液の横漏れを防止できるが、実施の形態においては、横漏れについては

、バリヤーカフス6０を形成する二重のバリヤーシート64 間に第2液不透過性シート7

2を介在させることにより防止している。この形態によれば、バリヤーカフス6０の起立

まで第2液不透過性シート72が延在しているので、トップシート3０を伝わって横に拡

散した液やバリヤーカフス6０ 6０間の軟便の横漏れを防止できる利点もある。

０12０ (バリヤーカフス)

製品の両側に設けられたバリヤーカフス6０ 6０は、トソプシート3０ を伝わって横

方向に移動する尿や軟便を阻止し、横漏れを防止するために設けられているが、付



加的な要素である。

０ 2 図示のバリヤーカフス6０は、機水性不織布シートを二重にしたものであり、吸収体

5 6の裏面側からトップシート3０の下方への折り込み部分を覆って、表面側に突出す

るよぅに形成されている。トップシート3０上を伝わって横方向に移動する尿を阻止す

るために、特に、二重の不織布シート間に液不透過性シート7０の例部が挿入され、

表面側に突出するバリヤーカフス6０の途中まで延在している。

０122 また、バリヤーカフス6０日体の形状は適宜に設計可能であるが、図示の例では、バ

リヤーカフス6０の突出潮の先端部及び中間部に弾性伸縮部材、たとえば糸ゴム6 2

が伸張下で固定され、使用状態においてその収縮力により、バリヤーカフス6０が起

立するよぅになっている。中間部の糸ゴム6 2が先端部の糸ゴム6 2 6 2よりも中央側

に位置してトップシート3０の前後輪部に固定される関係で、図3のよぅに、バリヤーカ

フス6０の基部側は中央側に向かって斜めに起立し、中間部より先端部は外側に斜

めに起立する形態となる。

０123 (ェンボス)

本発明では、図2及び図4に示すよぅに、吸収体5 6が位置する領域内において、少

なくとも着用者の股下部の両側にほぼ長手方向に沿って、トップシート3０から吸収体

5 6 に達する溝状のェンボス が形成されている。

０124 また、さらにフィラメント5 2 52 …の集合体の配向方向に対し交差する方向 (実施の

形態では幅方向) に沿って溝状のェンボス c cを形成してもよい。

０125 図2及び図4に示す形態では、着用者の股下部の両側にほぼ長手方向に形成され

た第 のェンボス と、吸収体5 6の前後部分に形成された第2のェンボス c

cとを有し、前記第 のェンボス と前記第2のェンボス c cとが実質的

に繋がり、実質的に環状のェンボスが形成されている。

０126 ェンボスについて、「ほぼ長手方向に沿って」とは、直線状にェンボスを形成するほ

か、円弧状や曲線状に長手方向に沿ぅものについても包含する意味であり、また、図

2に示すよぅに、長手方向端部に適宜形状部分を有するものでもよい。すなわち、実

質的に長手方向に沿ぅ長さが通常は5c 以上有するものであれば、本発明に効果

を奏する。



０127 また、フィラメント5 2 52 …の集合体の配向方向に対し交差する方向とは、長手方

向に直交する場合のほか、「交差する方向」である限り、その方向は限定されるもの

ではなく、図2に示すように、円弧状や曲線状のエンボスが形成されたものでもよい。

０128 エンボス形成は、押圧のみによって形成するほか、超音波やヒートロールなどを使

用して、フィラメント5 2 52 …の集合体を熱融着する形態で形成するのが望ましい。

０129 エンボスは、溝状である限り、たとえば高圧搾部と低圧搾部とが交互に形成し、エン

ボス溝底に凹凸を有するものでもよいし、むしろ望ましい形態である。

０13０ 図2及び図4に示す形態のほか、図5に示すように、長手方向に沿う溝状のエンボ

ス のみの形態、図6に示すように、幅方向 (フィラメント5 2 52 …の集合体の

配向方向に対し交差する方向に沿う溝状のエンボス c cのみの形態などでもよい

０131 さらに、これらのエンボスに加えて、図7に示すように、幅方向の溝状のエンボス c

、 c2をエンボス cに対し中央側及び又は外側に形成してもよい。また、図示しな

いが、溝状のエンボス に対し中央側及び又は外側に他のエンボスを付加形成し

てもよい。

０132 エンボスの形成領域は、着用者が男女の，注別によって選択することも可能である。

女性用の場合には前側に偏在させることが望ましい。また、紙おむつは幼児用と成

人用とでサイズが異なるから、一義的に長さによって規定できないものの、フィラメント

5 2 52 …の集合体の長手方向に対して 4以上の範囲に渡って、幅方向に対して

3以上の範囲に渡って形成するのが望ましい。

０133 他方、エンボス 間領域、エンボス c c間領域、あるいは第 のエンボス

と第2のエンボス c cとで囲まれる実質的に環状のエンボス領域内のS

P粒子の目付けを、他の領域より高くすることができる。この形態によると、その領域で

の排尿後の液吸収性 (主に液吸収量) を高めることができるのが好適である。

０134 一方、溝状のエンボスの深さは、上記実施の形態のように、吸収体5 6 に達するもの

が好ましい。その「達する」程度は、吸収体5 6の上部まで、吸収体5 6の中央部まで、

あるいは吸収体5 6の下部までとすることができる。

０135 また、溝状のエンボスの深さは、トップシート3０部分まで、トップシート3０及び中間



シート4０部分まで、トップシート3０、中間シート4０及び包被シート5 8上部分までもよ

いが、上記実施の形態のよぅに、フィット性及び液吸収速度を高めるためには、吸収

体5 6 に達するものが好ま 、。

０136 他方で、ェンボス 間領域、ェンボス c c間領域、あるいは第 のェンボ

ス と第2のェンボス c cとで囲まれる実質的に環状のェンボス領域内に

おいて、フィラメント5 2 52 …の集合体の密度を他の部分より上げると、フィット性及

び液吸収速度を高めることができる。

０137 (テープ式使い捨ておむつの例)

一方、図8及び図9はテープ式使い捨ておむつの例を示している。図9は図8にお

ける9 線矢視図であるが、吸収性本体2０についてはやや誇張して図示してある。

０138 テープ式使い捨ておむつ ０ は、おむつの背側両側端部に取り付けられたファス

ニング片を有し、このファスニング片の止着面にフック要素を有するとともに、前記お

むつの裏面を構成するバックシートを不織布積層体とし、おむつの装着に当り、前記

ファスニング片のフック要素を前記バックシートの表面の任意個所に係合可能となし

たおむつである。

０139 吸収性本体2０は、トップシート3０と、液不透過性シート7０との間に、吸収体5 6を

介在させたものとなっている。この吸収体5 6は、ティッシュペーパによる包被シート5 8

により全体が包まれており、平面的に視て長方形をなしている。吸収体5 6 と包被シー

ト5 8との間には保持シート8０が設けられている。

０14０ さらに、トップシート3０と吸収体5 6との間には、中間シート4０が介在されている。液

不透過性シート7０は吸収体5 6より幅広の長方形をなし、その外力に砂時計形状の

不織布からなるバックシート 2 が設けられている。

０14 1 トップシート3０は吸収体5 6より幅広の長方形をなし、吸収体5 6の側縁より若干外

力に延在し、液不透過性シート7０とホットメルト接着剤などにより固着されている。

０142 おむつの両側部には、使用面側に突出するバリヤーカフス6０ が形成され、この

バリヤーカフス6０ は、実質的に幅方向に連続した不織布からなるバリヤーシート64

と、弾性伸縮部材、例えば糸ゴムからなる 本の又は複数本の脚周り用弾性伸縮部

材としての糸ゴム6 2とにより構成されている。 3０は面ファスナーによるファスニング



片である。

０ 43 バリヤーシート64の内面は、トソプシート3０の側縁と離間した位置において固着始

端を有し、この固着始端から液不透過性シート7０の延在縁にかけて、幅方向外力部

分がホットメルト接着剤などにより固着されている。バリヤーシート64の外面は、その

下面においてバックシート 2 にホットメルト接着剤などにより固着されている。さらに

、ガスケ、ソトヵフス用弾性伸縮部材、たとえば糸ゴム66が設けられている。

０144 バリヤーシート64の内面の、液不透過性シート7０への固着始端は、バリヤーヵフス

6０ の起立端を形成している。脚周りにおいては、この起立端より内側は、製品本体

に固定されていない自由部分であり、この自由部分が糸ゴム6 2の収縮力により起立

するようになる。

０145 本例では、フアスニング片 3０として、面フアスナーを用いることで、バックシート 2

に対して、メヵニヵルに止着できる。したがって、いわゆるターゲットテープを省略

することもでき、かつ、フアスニング片 3０による止着位置を自由に選択できる。

０146 フアスニング片 3０は、プラスチック、ポリラミ不織布、紙製などのフアスニング基材

の基部がバックシート 2 に、例えば接着剤により接合されており、先端側にフック

要素 3０ を有する。フック要素 3０ はフアスニング基材に接着剤により接合され

ている。フック要素 3０ は、その外面側に多数の係合片を有する。フック要素 3０

より先端側に仮止め接着剤部 3０ を有する。製品の組立て末期において、仮止

め接着剤部 3０ がバリヤーシート64 に接着されることによりフアスニング片 3０の先

端側の剥離を防止するようにしている。使用時には、その接着力に抗して剥離し、フ

アスニング片 3０の先端側を前身頃に持ち込むものである。仮止め接着剤部 3０

より先端側はフアスニング基材が露出して摘みタブ部とされている。

０147 前身頃の開口部側には、バックシート 2 の内面側に、デザインシートとしてのター

ゲット印刷シート74が設けられ、フアスニング片 3０のフック要素 3０ を止着する位

置の目安となるデザインが施されたターゲット印刷がなされ、外部からバックシート 2

を通して視認可能なように施されている。

０148 おむつの、装着時には、おむつが舟形に体に装着されるので、そして糸ゴム6 2の

収縮力が作用するので、脚周りでは、糸ゴム6 2の収縮力によりバリヤーヵフス6０ が



起立する。

０149 起立部で囲まれる空間は、尿又は軟便の閉じ込め空間を形成する。この空間内に

排尿されると、その尿はトップシート3０を通って吸収体5 6 内に吸収されるとともに、軟

便の固形分については、バリヤーカフス6０ の起立部がバリヤーとなり、その乗り越

えが防止される。万一、起立部の起立遠位側縁を乗り越えて横に漏れた尿は、平面

当り部によるストップ機能により横漏れが防止される。

０ 5０ 本形態において、各起立カフスを形成するバリヤーシート64は、透液性でなく実質

的に不透液性 (半透液性でもよい)であるのが望ましい。また、本発明のトップシート(

不織布積層体) に対してシリコン処理などにより液体をはじく性質となるよぅにしてもよ

い。いずれにしても、バリヤーシート64及びバックシート 2 は、それぞれ通気性が

あり、かつバリヤーシート64及びバックシート 2 は、それぞれ耐水圧が OO

以上のシートであるのが好適である。これによって、製品の幅方向側部において通

気性を示すものとなり、着用者のムレを防止できる。

０151 さて、本例においても、着用者の股下部の両側にほぼ長手方向に形成された第

のェンボス と、吸収体5 6の前後部分に形成された第2のェンボス c cと

を有し、前記第 のェンボス と前記第2のェンボス c cとが実質的に繋が

り、実質的に環状のェンボスが形成されている。他の変形例は、前述のパンソ型の場

合と同様に採用可能である。

０152 その他の点、例えば各部の使用素材等については、前述のパンソ型紙おむつの

場合と同じであるため、敢えて説明を省略する。

０153 く第2の実施形態 請求項5～6記載の発明に関するノ

(パンソ型使い捨ておむつの例)

図 ０には、パンソ型使い捨ておむつの例が示されている。このパンソ型使い捨て

おむつ ０は、外面 (裏面)側の外装シート 2と内面 (表面)側の吸収性本体2０とを

備えており、外装シート 2に吸収性本体2０が固定されているものである。吸収性本

体2０は、尿や軟便などの液 (後述する生理用ナプキンでは経血) を受け止めて吸収

保持する部分である。外装シート 2は着用者に装着するための部分である。

０154 (外装シ一㌧



外装シート 2は、胴開口部 から脚開口部 Oの上端に至る前後方向範囲とし

て定まる胴周り部 2 と、脚開口部 Oを形成する部分の前後方向範囲として定まる

中間部 2 とを有する。胴周り部 2 は、概念的に「胴周り上端部」 2Wと「胴周り下

部」 2 とに分けることができる。これらの前後方向の長さは、製品のサイズによって

異なり、適宜定めることができるが、一例を挙げると、胴周り上端部 2Wは 5～4０

、胴周り下部 2 は6 5～2０ とすることができる。一方、中間部 2 の両側縁

は被着者の脚周りに沿ぅよぅに括れており、ここが着用者の脚を入れる部位となる。こ

の結果、外装シート 2は、全体としては略砂時計形状をなしている。図示例では、股

間部における外装シート 2の幅が、吸収性本体2０より短くされているが、この幅の関

係は逆でもよいし、同一の幅でもよい。

０155 外装シート 2は、図皿に示すよぅに、吸収性本体2０が所定位置に設置され固定さ

れた後、前後に折り畳まれ、外装シート 2の前身頃 2 及び後身頃 2 の両側部

の接合領域 2 が熱融着などにより接合される。これによって、図 ０に示す構造の、

ウェスト開口部 と一対のレソグ開口部 Oを有するパンソ型使い捨ておむつが得

られる。

０156 外装シート 2は、一層のシートで形成しても良いが、外側層と内側層とをホットメル
ト接着剤等の接着剤により張り合わせた二層シートで形成するのが好ま 、。外側層

及び内側層としては、特に限定無く使用できるが、肌触りや防水性の観点から機水

性不織布を用いるのが好ま 、。外側層、内側層の各々は、複数の素材を積層して

なるものであっても良い。外側層及び内側層の各厚さは適宜定めることができるが、

外側層の厚さが内側層の厚さ以上であるのが好ま 、。外側層及び内側層は、それ

ぞれ坪量5～3０ の範囲内にあるのが好ま 、。また、外側層 2Sの厚さは5

以下が好ましく、内側層の厚さは 以下が好ま 、。

０157 外装シート 2には弾性伸縮部材 2 2 が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。弾性伸縮部材 2 2 としては、糸状や紐状、帯状等の細長

状のゴム材であれば特に限定無く使用できる。

０158 より詳細には、外装シート 2の胴周り下部 2 における外側層と内側層との間に、

幅方向に沿って延在する胴回り弾性伸縮部材 2 が前後方向に所定の間隔を空け



て多数、例えば 5～4０本程度平行に設けられる。

０159 図 ０に示すよぅに、吸収性本体2０と重なる部分において胴回り弾性伸縮部材 2C

をェンボス加工や針刺し加工等により切断する、あるいは吸収性本体2０と重なる部

分には胴回り弾性伸縮部材 2Cを設けないことにより、収縮力を無くす若しくは弱め

ることができる。切断の場合、特開2００2 78428 号公報に示されるよぅに、幅方向

に所定の間隔で多数箇所切断しても良く、また一箇所だけ切断しても良い。このよぅ

に、吸収性本体2０と重なる部分 (一部または全部のいずれでも良い) において弾性

伸縮部材 2Cが不連続になっていると、吸収性本体2０に対して作用する収縮力が

無くなる或いは弱くなり、吸収性本体2０が収縮することによる吸収阻害が発生し難く

なる。この弾性伸縮部材 2Cの切断部分または無い部分の幅は適宜定めることがで

きる。また、図示形態と異なり、背側 および腹側 のいずれか一方のみ、胴回り弾性

伸縮部材 2Cを不連続にすることもできる。

０16０ 胴回り弾性伸縮部材 2Cの太さ、配置間隔は適宜定めることができるが、好適には

、太さは OOd e 以下、特に7００～4００d e 、配置間隔は ～2０ 、特に ～
０ とされる。

０161 一方、外装シート 2の胴回り上端部 では、外側層が胴開口部 において外装

シート 2の内側に折り返され、この折り返し部分と外装シート 2との間に、胴開口部

の端縁に平行に間隔を置いて胴端部弾性伸縮部材 2 が伸張状態で固定さ

れている。この胴端部伸縮部材 2 の太さ、間隔および本数は適宜定めることがで

きるが、例えば太さとしては4００～9００d e 、間隔としては3～6 、本数としては4

～０本程度が好ま 、。

０162 (吸収性本体)

吸収性本体2０は、図 2に示されるよぅに、液透過性のトップシート3０と、液不透過

性シート(バックシートとも呼ばれる) 7０と、これらの間に介在された吸収要素5０とを

備えている。この液不透過性シート7０の裏面側には、前述した外装シート 2が設け

られている。さらに、吸収性本体2０の両側部に、使用面側に突出するバリヤーヵフス

6０ 6０が設けられている。

０163 (トップシート)



トップシート3０は、液透過性の素材を用いて形成することができ、例えば、有孔又

は無孔の不織布や、多孔性プラスチックシートなどを用いることができる。不織布とし

ては、原料繊維により限定されるものではなく、例えば、ポリエチレンやポリプロピレン

等のオレフィン系、ポリエステル系、ポリアミド系等の合成繊維、レ一ョンやキュプラ等

の再生繊維、綿等の天然繊維などや、これらから二種以上が使用された混合繊維、

複合繊維などを用いることができる。さらに、不織布は、製造法により限定されるもの

でもなく、例えば、スパンレース法、スパンボンド法、サーマルボンド法、メルトブロー

ン法、ニ一ドルパンチ法、エアスルー法、ポイントボンド法等の公知の方法により製造

したものを用いることができる。このぅち、柔軟性、ドレープ性を求めるのであれば、ス

パンレース法が好ましく、嵩高性、ソフト性を求めるのであれば、サーマルボンド法が

好ま 、加工方法となる。

０164 また、トップシート3０は、 枚のシートからなるものであっても、2枚以上のシートを貼

り合せて得た積層シートからなるものであってもよい。同様に、トップシート3０は、平

面方向に関して、 枚のシートからなるものであっても、2枚以上のシートからなるもの

であってもよい。

０165 (液不透過性シート)

液不透過性シート7０は、吸収体5 6の裏面側に配されるシートである。液不透過性

シートの素材としては、特に限定されるものではないが、例えば、ポリエチレンやポリ

プロピレン等のオレフィン系樹脂や、ポリエチレンシート等に不織布を積層したラミネ、

一ト不織布、防水フィルムを介在させて実質的に不透液性を確保した不織布にの場

合は、防水フィルムと不織布とで液不透過性シートが構成される。) などを用いること

ができる。もちろん、このほかにも、近年、ムレ防止の観点から好まれて使用されてい
る不透液性かつ透湿性を有する素材も例示することができる。この不透液性かつ透

湿性を有する素材のシートとしては、例えば、ポリエチレンやポリプロピレン等のオレ

フィン系樹脂中に無機充填剤を混練して、シートを成形した後、一軸又は二軸方向

に延伸して得られた微多孔性シートを例示することができる。

０166 (吸収要素)

吸収要素5０は、下層吸収体5 6 と、そのトップシート3０側に設けられた上層吸収



体5 6 とを有しており、このぅち上層吸収体5 6 が、トウを開繊して得られ且つ吸収

量が 自重の ・ f 以下の難吸収フィラメント5 2の集合体で形成されている。そして、

上層吸収体5 6 のフィラメント5 2はトップシート3０に沿って図示形態では前後方向

に延在しており、かつ図皿に示されるよぅに、フィラメント5 2の両端 (先端及び基端)

が下層吸収体5 6 の前縁及び後縁 (吸収要素5０の周縁)から内側に離間している。

０167 この場合、上層吸収体5 6 に供給された液分が上層吸収体5 6 内を通りフィラメ

ントの両端に達したとしても、そこで液の拡散が止まり、吸収要素5０の周縁までは拡

散しない。そして、上層吸収体5 6 内に拡散した液分は下層吸収体5 6 に移行して

保持されるよぅになる。

０168 フィラメント5 2の両端 (ｱ層吸収体5 6 の前縁及び後縁) と、下層吸収体5 6 の前

縁及び後縁との離間距離 は、対象となる装着者によって異なるため一概には言え

ないが、 ０～3００ 、特に5０～ ０ であるのが望ま 、。離間距離 が短すぎ

ると、漏れ防止効果に乏しくなり、長すぎると上層吸収体5 6 による拡散距離が短く

なり、拡散性能が乏しくなるおそれがある。

０169 また、上層吸収体5 6 は、フィラメント5 2の両端のみならず、両側縁についても、下

層吸収体5 6 の両側縁から離間しているのが望ま 、。この離間距離 は、対象とな

る装着者によって異なるため一概には言えないが、０～g０ 、特に０～5０ であ

るのが望ま 、。

０17０ なお、下層吸収体5 6 のサイズとしては、前後長さ2００～6００ 、幅 ００～8０

とするのが好ましく、上層吸収体5 6 のサイズとしては、前後長さ ００～5００

、幅5０～2０ とするのが好ま 、。

０171 上層吸収体5 6 をなすフィラメント5 2の集合体は束状の集合体であり、散けたり、

型崩れを起こしたりし易い。よって、製造上の取り扱いを容易にするために、図 2に

示すよぅに、上層吸収体5 6 のトップシート3０側面に液透過性シート4０をホットメル
ト接着剤等を用いて貼り付けたり、図 3に示すよぅに、上層吸収体5 6 の周囲全体 (

表裏及び両側) を液透過性シート4０で一体的に包んだり、あるいは図 4に示すよぅ

に、上層吸収体5 6 の裏面に液透過性シート4 をホットメルト接着剤等を用いて貼り

付けるのが好ま 、。前2者の場合、液透過性シート4０の一部または全部を後述す



る中間シートとすることができる。また、いずれの場合においても、別途、トップシート3

と上層吸収体5 6 との間に中間シートを設けることができる。

０172 上層吸収体5 6 を構成する難吸収フイラメント集合体は、難吸収フイラメント(実質

的に連続する長繊維)で構成されたトウ (繊維束) を開繊することにより製造することが

できる。フイラメント5 2は物品の長手方向、幅方向、または厚さ方向等、任意の方向

に沿って延在させることができる。

０ 73 難吸収フイラメント52の材質としては、吸収量が 自重の ・０倍以下であれば特に限

定なく用いることができ、例えば、多糖類又はその誘導体 (セルロース、セルロースエ

ステル、キチン、キトサンなど) 、合成高分子 (ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアミド

、ポリエステル、ポリラクタアミド、ポリビニルアセテートなど) などを用いることができる

が、特に、セルロースエステルおよびセルロースが好ましい。

０174 セルロースとしては、綿、リンター、木材パルプなど植物体由来のセルロースやバク

テリアセルロースなどが使用でき、レ一ョンなどの再生セルロースであってもよく、再

生セルロースは紡糸されたものであってもよい。

０175 好適に採用できるセルロースエステルとしては、例えば、セルロースアセテート、セ

ルロースブチレート、セルロースプロピオネートなどの有機酸ェステル セルロースア

セテートプロピオネート、セルロースアセテートブチレート、セルロースアセテートフタ

レート、硝酸酢酸セルロースなどの混酸ェステル およびポリカプロラクトングラフトィヒ

セルロースエステルなどのセルロースエステル誘導体などを用いることができる。これ

らのセルロースエステルは単独で又は二種類以上混合して使用できる。セルロース

エステルの粘度平均重合度は、例えば、5０～9００、好ましくは2００～8００程度であ

る。セルロースエステルの平均置換度は、例えば、 ・5～3・ (例えば、2～3)程度

である。

０176 セルロースエステルの平均重合度は、例えば ０～０００、好ましくは5０～9００、さ

らに好ましくは2００～8００程度とすることができ、セルロースエステルの平均置換度

は、例えば ～3程度、好ましくは ～2・ 5、さらに好ましくは ・ ～2・０程度とする

ことができる。セルロースエステルの平均置換度は、生分解性を高める等の観点から

選択することができる。



０177 セルロースエステルとしては、有機酸エステル (例えば、炭素数2～4程度の有機酸

とのエステル) 、特にセルロースアセテートが好適である。ちなみに、セルロースアセ

テートの場合、吸収量は自重の ・ ～０・3倍程度である。セルロースアセテートの酢

ィロ度は、43～6 2 程度である場合が多いが、特に3０～5０ 程度であると生分解

性にも優れるため好ま 、。特に好ま 、セルロースエステルは、セルロースジアセ

テートである。

０178 難吸収フィラメントは、種々の添加剤、例えば、熱安定化剤、着色剤、油剤、歩留り

向上剤、白色度改善剤等を含有していても良い。

０179 難吸収フィラメントの繊度は、例えば、 ～6d e 、好ましくは ～Od e 、さらに

好ましくは ～5d 。が望ま 、。フィラメントは、非捲縮繊維であってもよいが、捲縮

繊維であるのが好ま 、。捲縮繊維の捲縮度は、例えば、 インチ当たり5～75個、

好ましくは ０～5０個、さらに好ましくは 5～5０個程度とすることができる。また、均

一に捲縮した捲縮繊維を用いる場合が多い。捲縮繊維を用いると、嵩高で軽量な吸

収体を製造できるとともに、繊維間の絡み合いにより一体性の商いトウを容易に製造

できる。フィラメントの断面形状は、特に限定されず、例えば、円形、楕円形、異形 (例

えば、 字状、X字状、1字状、 字状など)や中空状などのいずれであってもよい。フ

ィラメントは、例えば、3，０００～，００００００本、好ましくは5，０００～，００００００

本程度の単繊維を束ねることにより形成されたトウ (繊維束) の形で使用される。繊維

束は、3，０００～，００００００本程度のフィラメントを集束して構成するのが好ま 、

０18０ トウは、フィラメント間の絡み合いが弱いため、主に形状を維持する目的で、フィラメ

ントの接触部分を接着または融着する作用を有するバインダーを用いることができる

。バインダーとしては、トリアセチン、トリエチレングリコールジアセテート、トリエチレン

グリコールジプロピオネート、ジブチルフタレート、ジメトキシェチルフタレート、クェン

酸トリエチルエステルなどのエステル系可塑剤の他、各種の樹脂接着剤、特に熱可

塑性樹脂を用いることができる。

０181 バインダーとして使用する熱可塑性樹脂には、溶融・固化により接着力が発現する

樹脂であり、水不溶性または水難溶性樹脂、および水溶性樹脂が含まれる。水不溶



性または水難溶性樹脂と水溶性樹脂とは、必要に応じて併用することもできる。

０182 水不溶性または水難溶性樹脂としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、エ

チレン一プロピレン共重合体、エチレン一酢酸ビニル共重合体などのオレフィン系の

単独又は共重合体、ポリ酢酸ビニル、ポリメタクリル酸メチル、メタクリル酸メチル一ア

クリル酸エステル共重合体、(メタ) アクリル系モノマ一とスチレン系モノマ一との共重

合体などのアクリル樹脂、ポリ塩ィビビニル、酢酸ビニル一塩ィビビニル共重合体、ポリ

スチレン、スチレン系モノマ一と(メタ アクリル系モノマ一との共重合体などのスチレ

ン系重合体、変性されていてもよいポリエステル、ナイロン皿、ナイロン 2、ナイロン

6 ０、ナイロン6 2などのポリアミド、ロジン誘導体 (例えば、ロジンェステルなど) 、炭

ィロ水素樹脂 (例えば、テルペン樹脂、、ジ、ンクロペン先ジェン樹脂、石油樹脂など) 、水

素添加炭ィロ水素樹脂などを用いることができる。これらの熱可塑性樹脂は一種又は

二種以上使用できる。

０183 水溶性樹脂としては、種々の水溶性高分子、例えば、ポリビニルアルコール、ポリビ

ニルピロリドン、ポリビニルエーテル、ビニル単量体と、力ルボキシル基、スルホン酸

基又はそれらの塩を有する共重合性単量体との共重合体などのビニル系水溶性樹

脂、アクリル系水溶性樹脂、ポリアルキレンオキサイド、水溶性ボリエステル、水溶性

ボリアミドなどを用いることができる。これらの水溶性樹脂は、単独で使用できるととも

に二種以上組合せて使用してもよい。

０184 熱可塑性樹脂には、酸ィロ防止剤、紫外線吸収剤などの安定ィロ剤、充填剤、可塑剤

、防腐剤、防徽剤などの種々の添加剤を添加してもよい。

０185 トウは公知の方法により製造できるので詳説はしない。吸収要素5０に好適に使用

できるセルロースジアセテートのトウのべ一ルは、セラニーズ社やダイセルィロ学工業

などにより市販されている。セルロースジアセテートのトウのべ一ルは、密度は約０・5

であり、総重量は4００～6００ である。

０186 このべ一ルから、トウを引き剥がし、所望のサイズ、嵩となるよぅに広い帯状に開繊

する。トウの開繊幅は任意であり、例えば、幅 ００～2０００ 、好ましくは製品の吸

収体の幅の ００～3００ 程度とすることができる。また、トウの開繊度合いを調整

することにより、吸収体の密度を調整することができる。



０187 トウの開繊方法としては、例えば、トウを複数の開繊口一ルに掛け渡し、トウの進行

に伴って次第にトウの幅を拡大して開繊する方法、トウの緊張 (伸長 と弛緩 (収縮 と

を繰返して開繊する方法、圧縮エアーを用いて拡幅・開繊する方法などを用いること

ができる。

０188 上層吸収体5 6 は、高吸収性ボリマー粒子を含有しないのが好ま 、が、含有さ

せることもできる。高吸収性ボリマー粒子の詳細は後述する。

０189 一方、下層吸収体5 6 は、パルプ繊維5 5及び高吸収性ボリマー粒子54を混合し

綿状に積繊してなる汎用吸収体である。下層吸収体5 6 は、上層吸収体と同様に長

方形とすることもできるが、図示例のよぅに、股間部の両側部を脚周りに沿って弧状に

切り欠いた砂時計状の形状とすることもできる。

０19０ 高吸収性ボリマー粒子54とは、「粒子」以外に「粉体」も含む意味である。高吸収性

ボリマー粒子54の粒径は特に限定されるものではないが、 ００～０００ 、特に

5０～4０ のものが望ま 、。高吸収性ボリマー粒子54の吸水量は特に限定さ

れるものではないが、4０ 以上のものが好適である。高吸収性ボリマー粒子54と

しては、でんぷん系、セルロース系や合成ポリマー系などのものがあり、でんぷん一

アクリル酸 (塩) グラフト共重合体、でんぷん一アクリロ二トリル共重合体のケンィロ物、

ナトリウム力ルボキシメチルセルロースの架橋物やアクリル酸 (塩) 重合体などのもの

を用いることができる。高吸収性ボリマー粒子54の形状としては、通常用いられる粉

粒体状のものが好適であるが、他の形状のものも用いることができる。

０19 1 高吸収性ボリマー粒子54としては、吸水速度が4０秒以下のものが好適に用いられ

る。吸水速度が4０秒を超えると、吸収体5 6 内に供給された液が吸収体外に戻り出て

しまぅ所謂逆戻りを発生し易くなる。また、高吸収性ボリマー粒子54としては、ゲル強

度が OOPa以上のものが好適に用いられる。これにより、液吸収後のべとつき感を

効果的に抑制できる。

０192 下層吸収体5 6 における高吸収性ボリマー粒子54の目付け量は、当該吸収体の

用途で要求される吸収量に応じて適宜定めることができる。したがって一概には言え

ないが、5０～3 5０ 2とすることができる。高吸収性ボリマー粒子54の目付け量を
2

5０ 以下とすることにより、高吸収性ボリマー粒子54の重量によって、軽量ィロ効



果が発揮されにくくなるのを防止できる。3 5 2を超えると、効果が飽和するばか

りでなく、高吸収性ボリマー粒子54の過剰により、製品に触れたときにジヤリジヤリし

た違和感を与えるよぅになる。

０193 必要であれば、高吸収性ボリマー粒子54は、下層吸収体5 6 の平面方向で密度

あるいは量を調整できる。たとえば、排泄部位に他の部位より多量の高吸収性ボリマ

ー粒子54を存在させることができる。男女差を考慮する場合、男用は前側の密度 (

量) を高め、女用は中央部の密度 (量) を高めることができる。また、下層吸収体5 6

の平面方向において局所的 (例えばスポット状) に高吸収性ボリマー粒子54が存在

しない部分を設けることもできる。

０194 (包被シート)

下層吸収体5 6 中に高吸収性ボリマー粒子54を含有させる場合、包被シート5 8

で包むのが好ま 、。上層吸収体5 6 中に高吸収性ボリマー粒子54を含有させる

場合も同様である。この包被シート5 8も吸収要素5０の構成要素である。

０195 包被シート5 8としては、ティッシュペーパ、特にクレープ紙、不織布、ポリラミ不織布

、小孔が開いたシート等を用いることができる。ただし、高吸収性ボリマー粒子が抜け

出ないシートであるのが望ま 、。クレープ紙に換えて不織布を使用する場合、親水

性のS S (スパンボンド メルトブローンノメルトブローンノスパンボンド)不織布

が特に好適であり、その材質はポリプロピレン、ポリエチレンノポリプロピレンなどを使

用できる。目付けは、8～2０ 2、特に ０～5 2のものが望ま 、。

０196 包被シート5 8は、図 2に示すよぅに下層吸収体5 6 のみ包む形態の他、図 5に

示すよぅに上層吸収体5 6 及び下層吸収体5 6 をまとめて包む形態も採用すること

ができる。また、包被シート5 8は、図 2に示すよぅに対象全体を包むのが望ま 、が

、対象の裏面及び側面のみを包被するだけでも良い(図示せず)。

０197 (中間シート)

トップシート3０を透過した液を速やかに吸収体5 6 へ移行させるために、トップシ

ート3０の裏面に直接接触するよぅに、トップシート3０より液の透過速度が速い中間シ

ート( 「セカンドシート」とも呼ばれる) 4０を設けることができる。この中間シート4０も吸

収要素5０の構成要素である。中間シート4０は、液を速やかに上層吸収体5 6 へ移



行させて吸収性能を高めるばかりでなく、吸収した液の「逆戻り」現象を防止するもの

である。

０198 中間シート4０としては、トップシート3０と同様の素材や、スパンレース、パルプ不織

布、パルプとレ一ョンとの混合シート、ポイントボンド又はクレープ紙を用いることがで

きる。特にエアスルー不織布及びスパンボンド不織布が好ま 、。

０199 中間シート(セカンドシート) 4０は、トップシート3０の裏面に接触するよぅに配置され

る。中間シート(セカンドシート) 4０を設けない形態としても良い。

０2００ 中間シート4０は、図示形態のよぅに吸収要素5０の幅よりも狭く且つ中央に配置さ

れているのが好ま 、が、吸収要素5０の全幅にわたって設けてもよい。中間シート4

の前後方向長さは、吸収要素5０の長さと同一でもよいし、排泄部を中心にした短い
長さ範囲内であってもよい。特に、中間シート4０の幅、長さは、上層吸収体5 6 の幅

、長さと同じにするのが好ま 、。

０2０1 (保持シート)

吸収要素5０として、高吸収性ボリマー粒子54を用いる場合、図 5や図 7に示す

よぅに、高吸収性ボリマー粒子54の配設部分よりも裏面側、すなわち図示形態では、

下層吸収体5 6 または吸収体5 6の裏面と、包被シート5 8との裏面側き日ィ立 ( 側の

部分) との間に保持シート8０を設けることができる。この保持シート8０も吸収要素5０

の構成要素である。この保持シート8０は必須の構成要素ではなく、従って設けなくて

も良い。

０2０2 高吸収性ボリマー粒子54は、製造工程、あるいは消費者が使用するまでの流通過

程で、移動することがある。例えば、下層吸収体5 6 内に高吸収性ボリマー粒子54

を混合した場合、下層吸収体5 6 内から高吸収性ボリマー粒子54が抜け落ちること

がある。抜け落ちた高吸収性ボリマー粒子群の凹凸は、消費者が使用する際に手で

触ったとき、ジヤリジヤリした違和感を与える。この問題点に対して、高吸収性ボリマー

粒子54の配設部分よりも裏面側に吸収性ボリマーの保持性能を有する保持シート8

を介在させると、包被シート5 8のみでは足りないコシを補強して、消費者が使用す

る際に手で触ったとき違和感を軽減又は防止する。

０2０3 保持シート8０の素材は、特に限定されず、高吸収性ボリマー粒子54の保持性能を



有するものであれば足りる。具体的には、不織布、捲縮パルプ、低吸収性のコットン

繊維 (例えば、末脱脂のコットン繊維、脱脂されたコットン繊維、レ一ョン繊維を機水

剤や疎水ィロ剤で処理したものなど。) 、ポリエチレン繊維、ポリエステル繊維、アクリル

繊維、ポリプロピレン繊維、絹、綿、麻、ナイロン、ポリウレタン、アセテート繊維等を例

示することができる。

０2０4 保持シート8０を不織布とする場合、その保持シート8０は、 S試験に基づく圧縮
2 2

エネルギーが ・０～０ OO c 、好ましくは、 ・０～・OO fc c

で、かつ圧縮いジリエンスが ０～００ 、好ましくは、7０～００ の不織布であると

よい。

０2０5 保持シート8０を設ける理由は、たとえば吸収体56から下方に抜け落ちた(抜け出

た)高吸収性ボリマー粒子54を保持することにある。したがって、抜け出た高吸収性

ボリマー粒子54に対して、包被シート58及び保持シート8０を介して使用者に接触す

るので、使用者にジヤリジヤリした違和感として、伝わるおそれがない。特に上記の圧

縮エネルギー及び圧縮いジリェンスである不織布であると、保持機能が十分に発揮さ

れる。

０2０6 また、抜け出た高吸収性ボリマー粒子54は、保持シート8０によって保持され、包被

シート58上を移動することがないため、吸収能力の偏在が生じるおそれもない。特に

、保持シート8０上を高吸収性ボリマー粒子54が移動を防止するために、予め粘着

性を有するホットメルト接着剤などを保持シート8０上に塗布することができる。また、

保持シート8０の上面 (使用面側に向かぅ面)を粗面とすることで、保持シート8０上を

高吸収性ボリマー粒子54が移動を防止するよぅにしてもよい。このための粗面ィロ又

は毛羽立ち手段としては、不織布の製造時におけるネット面でない非ネット面とする、

マーブル加工を行ぅ、ニ一ドルパンチにより加工する、ブラシ、ソング加工するなどを挙

げることができる。

０2０7 保持シート8０は、図 5等に示すよぅに吸収体56の下方にのみ設けても、また図示

しないが、吸収体56の側面を通り吸収体56の上面にまで巻き上げて延在させてもよ

い。また、保持シート8０を複数枚重ねて使用することも可能である。

０2０8 上記例は、吸収体56と包被シート58の裏面側部位との間に保持シート8０を設ける



例であるが、保持シート8０は、包被シート58より裏面側であってもよく(その形態は図

示していない) 、要は、吸収体56に対して裏面側に保持シート8０を設ければ、製品

の裏面から触る場合におけるジヤリジヤリした違和感を軽減させるあるいは生じさせな

いものとなる。

０2０9 保持シート8０を吸収体56と液不透過性シート7０との間に設ける場合、難吸収フィ
ラメント集合体よりも吸収量の多い繊維集合体、例えば吸収量が5～3０倍程度の繊

維集合体を用いて保持シート8０を形成すると、保持シート8０により吸収体56の吸水

性能を補ぅことができ、初期吸収速度および拡散性を向上できるため好ま 、。

０2 1０ (他の吸収要素の形態)

０2 11 吸収要素5０の下層吸収体56 は、上記例のよぅにパルプ繊維55と高吸収性ボリ

マー粒子54の混合積繊体とするのが好ま 、が、上層吸収体56 と同様の難吸収

フィラメント52の集合体に、高吸収性ボリマー粒子54を含有させることもできる。この

場合、高吸収性ボリマー粒子54は、フィラメント52の集合体に対して、実質的に厚み

方向全体に分散されるのが望ま 、。この実質的に厚み方向全体に分散されている

状態を図 2の要部拡大図に概念的に示した。なお、フィラメント集合体の上部、下部

、及び中間部に高吸収性ボリマー粒子54が無い、あるいはあってもごく僅かである場

合には、「厚み方向全体に分散されている」とは言えない。したがって、「厚み方向全

体に分散されている」とは、フィラメント集合体に対し、厚み方向全体に「均一に」分散

されている形態のほか、上部、下部及び又は中間部に「偏在している」が、依然として

上部、下部及び中間部の各部分に分散している形態も含まれる。また、一部の高吸

収性ボリマー粒子54がフィラメント集合体表面に残存している形態や、一部の高吸

収性ボリマー粒子54がフィラメント集合体から抜け落ちて包被シート58上にある形態

、保持シート8０上にある形態も排除されるものではない。

０2 12 また、吸収要素5０は、図 7に示すよぅに、前述の難吸収フィラメント集合体からなる

単層の吸収体56を有する構造としても良い。この場合、フィラメント両端の吸収要素5

の周縁からの離間距離、つまり吸収体56の前縁及び後縁と吸収要素5０の前縁及

び後縁との離間距離が ０～ 5 であるのが望ましく、特に5０～ 5 である

のが望ま 、。この離間距離が短すぎると漏れ防止効果に乏しくなるおそれがある。



その他は、基本的に前述の上層吸収体56 と同様であり、セカンドシート4０等の液

透過性シートを貼り付ける、後述のエンボス凹部 を設ける等、適宜の構成を採用す

ることができる。

０2 13 また、吸収要素5０は、図示しないが三層以上の吸収体を有する構造としても良い。

この場合、トップシート3０側に位置する一つまたは複数の吸収体が前述の難吸収フ

イラメント集合体で形成されているのが好ましい。

０2 14 さらに、本発明では、前述の図 2等に示す形態に対して上層吸収体と下層吸収体

が上下逆さに配置されている形態、すなわち、図示しないが、下層吸収体が難吸収

フイラメント集合体からなり、そのフイラメントの両端が上層吸収体の周縁から内側に

離間している形態についても提案される。上下逆さである以外は、基本的に前述の

形態と同様である。

０2 15 吸収要素5０として、複数の吸収体を積層する場合、全て同じ素材構成とすることも

、またいずれか一つ又は複数の層を他の層に対して異なる素材構成とすることもでき

る。また、層数によらず、高吸収性ボリマー粒子のみからなる層を有しないのが好まし

０2 16 (バリヤーカフス)

製品の両側に設けられたバリヤーカフス6０ 6０は、トップシート3０上を伝わって横

方向に移動する尿や軟便を阻止し、横漏れを防止するために設けられている。

０2 17 図示のバリヤーカフス6０は、機水性不織布シートを二重にしたものであり、吸収体

56の裏面側からトップシート3０の下方への折り込み部分を覆って、表面側に突出す

るように形成されている。防漏性を高めるために、特に、二重の不織布シート間に第2

液不透過性シート72が挿入され、表面側に突出するバリヤーカフス6０の途中まで延

在している。

０2 18 また、バリヤーカフス6０自体の形状は適宜に設計可能であるが、図示の例では、バ

リヤーカフス6０の突出部の先端部及び中間部に弾性伸縮部材、たとえば糸ゴム62

が伸張下で固定され、使用状態においてその収縮力により、バリヤーカフス6０が起

立するようになっている。中間部の糸ゴム62が先端部の糸ゴム62 62よりも中央側

に位置してトップシート3０の前後端部に固定される関係で、図 2のように、バリヤー



カフス6０の基部側は中央側に向かって斜めに起立し、中間部より先端部は外側に

斜めに起立する形態となる。

０2 19 (エンボス；工)

図 6に示すように、トップシート3０の表面側から厚み方向にエンボスによる凹部 ，

を形成してもよい。この場合、トップシート3０のみにエンボスによる凹部 を形成し

たりするほか、図示しないがトップシート3０と中間シート4０との両者にのみエンボスに

よる凹部を形成したり、図 2や図 6等に示すように、トップシート3０の表面側から吸

収体56 (または56 )の厚さ方向一部または略全体に達するようにエンボスによる

四部 を形成したりすることができる。このようなエンボスによる凹部 ， を形成させる
。ためには、中間シート4０としては、坪量が8～6０ 2、厚さ ・2～・5 、トッフ

シート3０としては、坪量が 5～8０ 2、厚さ ・2～3・5 の範囲にあるのが、

透液性を阻害しない条件で、十分なエンボス加工を行えるため好ましい。

０22０ また、図示しないが、トップシート3０に凹部を形成することなく、中間シート4０のみ

にエンボスによる凹部を形成してもよく、さらにトップシート3０及び中間シート4０に凹

部を形成することなく、吸収要素56のみにエンボスによる凹部を形成しても、また、ト

、ソプシート3０、中間シート4０および包被シート58に凹部を形成することなく、吸収体

58のみにエンボスによる凹部を形成してもよい。

０22 1 さらに、図示しないが、裏面側から厚み方向にエンボスによる凹部を形成することも

できる。このような凹部は、保持シート8０、包被シート58、液不透過性シート7０また

は外装シート 2の裏面側から、トップシート3０までのいずれかの部材に達するように

エンボス加工を施すことにより形成できる。また、このような裏面側の四部は、表面側

の四部 とともに形成するのが好ましいが、表面側の四部 を形成せずに裏面側の

四部のみ形成することもできる。四部を表裏両側に設ける場合には、四部の形態を

表裏共通にしても良く、また表裏異なるものとしても良い。この場合、彫刻口一ルと彫

刻口一ルとの間に製品を挟んで表裏同時にエンボス加工を施しても良い。

０222 エンボスによる凹部 ， はその延在方向に液を誘導し拡散させる効果がある。また

剛性を高める効果もある。よって、エンボスによる凹部 ， の形態はこれらの効果を

考慮して決定するのが望ましい。例えば、四部は、実質的に溝状に連続するもの (複



数の凹部が間隔を空けて列なり一つの溝を形成する場合を含む の他、複数の凹部

が間隔を空けて点状に配置されるものであっても良い。また、平面パターンとしては、

溝状または点状の凹部が、製品の長手方向、幅方向、これらを組み合わせた格子状

、幅方向に往復するジグザグ状 鳥状) 、あるいは不規則に配置された形態等を採

ることができる。さらに、ピン状、富士山状、蛇腹状等、適宜の形態を採用することが

できる。

０223 特に、ェンボス凹部としては、図皿に示す平面パターンで、図 2等に示すよぅにト

、ソプシート3０の表面側から上層吸収体56 に達するよぅに形成するのが好ましい。こ

の平面パターンのェンボス凹部 は、少なくとも股間部の両側に、前後方向に沿って

延在するとともに前後方向中間部が幅方向中央側に膨出する弧状部分を有する。こ

のよぅな弧状部分を有すると、幅方向中央の使用面を両脇よりも隆起させ、股間や瞥

裂に対するフィット注を高めることができる。また、図示形態のェンボス凹部 では、内

側の弧状部分の前後端部間が幅方向に延びる部分により繋がれており、排泄部位

が環状のェンボス凹部 により取り囲まれている。また、両側の弧状部分は、図示の

よぅに幅方向に間隔を空けて複数形成されている。この結果、不必要な液の拡散が

ェンボス凹部 により抑制され、漏れ防止効果に優れるよぅになる。

０224 (その他 )

なお、図示しないが、吸収性本体2０の各構成部材は、ホットメルト接着剤などのべ

タ、ビードまたはスパイラル塗布などにより相互に固定することができる。

０225 (テープ式使い捨ておむつの例)

一方、図 8及び図 9はテープ式使い捨ておむつの例を示している。図 9は図 8

における9 線矢視図であるが、吸収性本体2０についてはやや誇張して図示して

ある。

０226 テープ式使い捨ておむつ ０ は、おむつの背側両側端部に取り付けられたファス

ニング片を有し、このファスニング片の止着面にフック要素を有するとともに、前記お

むつの裏面を構成するバックシートを不織布積層体とし、おむつの装着に当り、前記

ファスニング片のフック要素を前記バックシートの表面の任意個所に係合可能となし

たおむつである。



０227 吸収性本体2０は、トップシート3０と、液不透過性シート7０との間に、吸収体56を

介在させたものとなっている。この吸収体56は、包被シート58により全体が包まれて

おり、平面的に視て長方形をなしている。吸収体56と包被シート58との間には保持

シート8０が設けられている。

０228 さらに、トップシート3０と吸収体56との間には、中間シート4０が介在されている。液

不透過性シート7０は吸収体56より幅広の長方形をなし、その外力に砂時計形状の

不織布からなるバックシート 2 が設けられている。

０229 トップシート3０は吸収体56より幅広の長方形をなし、吸収体56の側縁より若干外

力に延在し、液不透過性シート7０とホットメルト接着剤などにより固着されている。

０23０ おむつの両側部には、使用面側に突出するバリヤーカフス6０ が形成され、この

バリヤーカフス6０ は、実質的に幅方向に連続した不織布からなるバリヤーシート64

と、弾性伸縮部材、例えば糸ゴムからなる 本の又は複数本の脚周り用弾性伸縮部

材としての糸ゴム62とにより構成されている。 3０は面フアスナーによるフアスニング

片である。

０23 1 バリヤーシート64の内面は、トップシート3０の側縁と離間した位置において固着始

端を有し、この固着始端から液不透過性シート7０の延在縁にかけて、幅方向外力部

分がホットメルト接着剤などにより固着されている。バリヤーシート64の外面は、その

下面においてバックシート 2 にホットメルト接着剤などにより固着されている。さらに

、ガスケ、ソトカフス用弾性伸縮部材、たとえば糸ゴム66が設けられている。

０232 バリヤーシート64の内面の、液不透過性シート7０への固着始端は、バリヤーカフス

6０ の起立端を形成している。脚周りにおいては、この起立端より内側は、製品本体

に固定されていない自由部分であり、この自由部分が糸ゴム62の収縮力により起立

するようになる。

０233 本例では、フアスニング片 3０として、面フアスナーを用いることで、バックシート 2

に対して、メカニカルに止着できる。したがって、いわゆるターゲットテープを省略

することもでき、かつ、フアスニング片 3０による止着位置を自由に選択できる。

０234 フアスニング片 3０は、プラスチック、ポリラミ不織布、紙製などのフアスニング基材

の基部がバックシート 2 に、例えば接着剤により接合されており、先端側にフック



要素 3０ を有する。フック要素 3 はファスニング基材に接着剤により接合され

ている。フック要素 3０ は、その外面側に多数の係合片を有する。フック要素 3０

より先端側に仮止め接着剤部 3０ を有する。製品の組立て末期において、仮止

め接着剤部 3０ がバリヤーシート64に接着されることによりファスニング片 3０の先

端側の剥離を防止するよぅにしている。使用時には、その接着力に抗して剥離し、フ

ァスニング片 3０の先端側を前身頃に持ち込むものである。仮止め接着剤部 3０

より先端側はファスニング基材が露出して摘みタブ部とされている。

０235 前身頃の開口部側には、バックシート 2 の内面側に、デザインシートとしてのター

ゲット印刷シート74が設けられ、ファスニング片 3０のフック要素 3０ を止着する位

置の目安となるデザインが施されたターゲット印刷がなされ、外部からバックシート 2

を通して視認可能なよぅに施されている。

０236 おむつの、装着時には、おむつが舟形に体に装着されるので、そして糸ゴム6 2の

収縮力が作用するので、脚周りでは、糸ゴム62の収縮力によりバリヤーヵフス6０ が

起立する。

０237 起立部で囲まれる空間は、尿又は軟便の閉じ込め空間を形成する。この空間内に

排尿されると、その尿はトップシート3０を通って吸収体56内に吸収されるとともに、軟

便の固形分については、バリヤーヵフス6０ の起立部がバリヤーとなり、その乗り越

えが防止される。万一、起立部の起立遠位側縁を乗り越えて横に漏れた尿は、平面

当り部によるストップ機能により横漏れが防止される。

０238 本形態において、各起立ヵフスを形成するバリヤーシート64は、透液性でなく実質

的に不透液性 (半透液性でもよい)であるのが望ましい。また、本発明のトップシート(

不織布積層体) に対してシリコン処理などにより液体をはじく性質となるよぅにしてもよ

い。いずれにしても、バリヤーシート64及びバックシート は、それぞれ通気性が

あり、かつバリヤーシート64及びバックシート 2 は、それぞれ耐水圧が OO

以上のシートであるのが好適である。これによって、製品の幅方向側部において通

気性を示すものとなり、着用者のムレを防止できる。

０239 その他の点、例えば各部の使用素材等については、前述のパンソ型紙おむつの

場合と同じであるため、敢えて説明を省略する。



０24０ (紙おむつの製造方法例)

次に、本発明の吸収体製造方法を適用した紙おむつの製造方法の実施形態につ

いて説明する。

０241 (吸収要素の製造工程)

図2０は、図 2や図 9等に示される吸収要素5０の製造工程例を示している。ライ

ンに上流側から包被シート58が供給され、次に保持シート8０を設ける場合には保持

シート8０が供給される。この保持シート8０に対しては、後に供給される下層吸収体5

6 を固定するために、予め粘着性を有するホットメルト接着剤等の接着剤を塗布す

ることができる。

０242 続いて、積繊ドラム装置9 においてパルプ繊維55及び高吸収性ボリマー粒子54

を混合し積繊して形成された下層吸収体56 が、間欠的に包被シート58または保持

シート8０上に供給される。その後、下層吸収体56 は、セーラ92を通ることにより包

被シート58により包み込まれる。

０243 一方、中間シート4０が供給され、ノズル95から中間シート4０の上面にホットメルト

接着剤等の接着剤が塗布された後、この中間シート4０の上面に、上層吸収体56 と

して、トウ を開繊してなる難吸収性フィラメント集合体 Zが供給され、貼り付けら

れる。開繊工程の詳細は後述する。なお、本工程に代えて、上層吸収体56 よりも

幅広な中間シート4０を用い、中間シート4０上に難吸収性フィラメント集合体52 を配

置した後、セ一うを用いて中間シートの両側部を難吸収性フィラメント集合体 Zの

上面に折り返して包むことにより、図 3に示す吸収要素を製造することができる。

０244 上層吸収体56 に高吸収性ボリマー粒子を含有ささせる場合、開繊後から後の下

層吸収体56 への貼り付けに先立って、S P供給装置9０により難吸収性フィラメン

ト集合体 Zに高吸収ポリマー粒子を含有させることができる。S P供給装置9０の

例については後述する。

０245 続いて、下面に中間シート4０が貼り付けられた難吸収性フィラメント集合体 Zは、

スリップかソタ一等の切断貼付装置93により所定の長さに切断されるとともに、切断さ

れた難吸収性フィラメント集合体が下層吸収体56 上に間欠的に貼り付けられる。つ

まり、所定の間隔を空けて搬送されてくる下層吸収体56 上の所定位置に、切断さ



れた難吸収性フィラメント集合体が順次貼り付けられる。

０246 図示形態では、切断貼付装置93の前では、中間シート4０が下、難吸収性フィラメ

ント集合体 Zが上となっているが、切断貼付装置93により折り返されるため、吸収

要素5０においては、中間シート4０が上、難吸収性フィラメント集合体 Zが下となり

、図 2に示す形態となる。これに対して、切断貼付装置93により折り返さないよぅに

構成すれば、図 4に示す形態と同様になる。

０247 この上層吸収体56 が貼り付けられた下層吸収体56 は、その後、かソタ一装置9

4により搬送方向に分割され、個別の吸収要素5０とされる。

０248 (パンソ型の使い捨ておむつの場合)

次に、パンソ型の使い捨ておむつの場合、図2 に示すよぅに、上方からバリヤーカ

フス6０の構成要素及びトップシート3０が、下方から液不透過性シート7０がそれぞれ

供給される。ここで、バリヤーカフス6０を構成するバリヤーシート64の供給ラインでは

、予め、図示しない装置により2枚の不織布間に糸ゴム62が伸張下で、かつ第2液不

透過性シート72が固定された状態での供給がなされ、トップシート3０と共に主ライン

に供給される。主ラインに供給されたバリヤーカフス6０の構成要素、トップシート3０

及び液不透過性シート7０は、図 2等に示す形状に、セーラ96により折り畳みがなさ

れる。

０249 そして、かソタ一装置98により切断され、長手方向が搬送方向に沿ぅ長方形の吸収

性本体2０が得られる。得られた吸収性本体2０は、転回装置 ００により吸収性本体2

の長手方向がラインと直交するよぅに9０度転回される。

０25０ 一方、外装シート 2のラインでは、予め2枚の不織布シート間に糸ゴム 2Cが介在

された(図示略)状態で流れ、かつ、脚周り部分を形成するためにカッタ一 (図示略)

により楕円形にくりぬかれ、組合せステーション ０2に達すると、その上で、かつ、くり

ぬき部位間に転回済みの吸収性本体2０が設置され、ホットメルト接着剤などにより固

定され、外装シート 2と結合される。その後、水平ラインを境にして上下に折り畳まれ

、外装シート 2の前身頃 2 及び後身頃 2 の両側部の接合領域 2 が熱融着

などにより接合される。その後、ライン方向に分断して (分断手段は図示していない)

個別製品が得られる。



０25 1 (テープ式の使い捨ておむつの場合)

他方、図22は、図 8及び図 9に示すテープ式の使い捨ておむつの製造方法例

を示している。個別の吸収要素5０を得るまでは 、、パンソ型の場合と同様である。この

個別の吸収要素に対して、上方からトップシート3０が、下方から液不透過性シート7

がそれぞれ供給され、その後にバリヤーヵフス6０を構成するバリヤーシート64が供

給される。バリヤーシート64の供給ラインでは、予め、図示しない装置により2枚の不

織布間に糸ゴム62が伸張下で固定された状態での供給がなされる。ラインの最後で

は、吸収性本体を備える半製品がかソタ一装置98により分断され、製品 ０が得られ

る。

０252 (開繊)

開繊工程は、例えば図23に示す形態のラインにより実施できる。すなわち、べ一ル

Xからトウ が引き出され、拡幅装置 2０を介して段階的に拡幅されながら第

二ップ 26 、第2二ップ 26 、及び第3二ップ 26Cを通り、拡厚装置 ０に導か

れ、ここで厚さが拡大され、略最終的なフィラメントの集合体 Zとされた後、その上

に、高吸収性ボリマー粒子散布手段9０により高吸収性ボリマー粒子54が散布供給

され、しかる後にセーラ92へと送り込まれる。べ一ル Xからのトウの引き出しは、第

二ップ 26 (駆動二ップロールに相当) による引き込みにより行われるよぅになって

いる。

０253 特徴的には、べ一ル Xから引き出されたトウ は、ターン部 22により角度変

えが行われた後、回転 自由に構成された一対のニップロールからなるフリーニップロ

ール 24のニップを介して、第 二ップ 26 により引き込まれるよぅになっている。こ

のよぅな構成では、フリーニップロール 24の移送抵抗 (二ップ圧力や口一ル自重に

応じて定まる) があたかもトウ の引き込み速度を抑えるブレーキとして機能し、フリ

ーニップロール 24以降における張力が安定するよぅになる。これは、フリーニップロ

ール 24の回転がトウの通過のみで発生するよぅになっていることに起因するもので

ある。

０254 フリーニップロール 24のニップ圧や自重は適宜定めればよいが、通常の場合、ニ
、ソプ圧はO Pa超5 Pa以下とするのが好ましく、また、ロール自重は、ロールー本



あたりO 超 ０ 以下とするのが好ましい。この範囲内であれば、張力の安定化を

容易に実現できる。

０255 かくして、トウの供給量を支配する第 二ップ 26 に対するトウ の供給量が安

定するようになり、もって吸収体のサイズ、重量、品質が安定するようになる。

０256 また、べ一ル Xから引き出されたトウ は、べ一ル Xとフリーニップロール 2

4との間、フリーニップロール 24と第 二ップ 26 との間、第 二ップ 6 と第2二

、ソプ 26 との間、ならびに第2二ップ 26 と第3二ップ 26C との間にそれぞれ設け

られた拡幅装置 2０により、段階的に所望の幅まで拡幅される。この際、併せて厚さ

方向にも拡大することができる。

０257 図24及び図25は、拡幅装置の例 2０を示している。この拡幅装置 2０は、トウを

通す所定幅Xの角筒状通路 2０ と、この通路 ０ 内面における幅方向に沿う面

に形成された圧縮ェア一の噴出口 2０ とを有し、通路 2０ 内に導入されるトウ52

を圧縮ェア一の力により通路幅一杯に拡幅するものである。通路の高さは、導入さ

れるトウ の厚さ以上とされており、トウ の厚さよりも高い場合には、トウ は

厚さ方向にも拡大される。

０258 噴出口 2０ は、図25に示されるように、通路 2０ の幅方向中央に関して線対称

をなし且つ通路 2０ の幅方向中央に向かうにつれてトウ通過方向下流側に位置す

るくの字状 (もしくは 字状)スリットとされている。

０259 このようなスリット 2０からェア一を噴出させた状態で、トウが通路 2０ 内に進入

すると、進入位置が幅方向中央からずれていたとしても、トウ が圧縮ェア一の力

をバランス良く受けるように幅方向中央側 (図22中の矢印方向) に逃げ、自然にトウ5

2 が通路 2０ の幅方向中央に案内される。つまり、拡幅のための圧縮ェア一を不

用してトウ の導入位置のセンタリングも可能になるのである。また、この形態では

、トウ を非接触で案内するため、ガイド部材等のように接触により案内するのと比

べて、トウの傷みや崩れも発生し難い利点もある。また、このようなセンタリング機能を

有する拡幅装置 2０は、拡幅におけるセンタリングだけでなく移送位置の補正機能

をも発揮する。

０26０ 上述のような圧縮ェア一を利用したセンタリングを〒う場合、スリットの形状はくの字



状に限られず、通路 2 の幅方向中央に関して線対称をなし且つ通路 の幅

方向中央に向かぅにつれてトウ通過方向下流側に位置する条件を満足する限り、曲

線状、円弧状等に形成することもできる。

０261 一方、第 二ップ 6 と第2二ップ 26 との間では、トウ にテンションをかける

よぅに張力が付与されており、逆に第2二ップ 26 と第3二ップ 26Cとの間は弛緩さ

れるよぅに、各二ップロールの周速度が設定されている。この結果、第 二ップ 26

と第2二ップ 26 との間でトウ にテンションがかけられることで、フィラメント相互

の絡み合い等がある程度まで強制的に除去され、フィラメントの分離が促進されるとと

もに、この分離に伴って拡幅装置 2０によりトウ を拡幅することで、トウ の更

なる均一な拡幅が可能となっている。また、第2二ップ 26 と第3二ップ 26Cとの間

でトウ の弛緩を行いつつ、拡幅装置 2０によりトウ を拡幅することで、トウ52

の更なる均一な拡幅が可能となっている。

０262 より好ましい形態では、第2二ップ 26 の一方の口一うは、長手方向に小さな間隔

を置いて周方向に連続する溝が多数形成される。この溝は、フィラメントが多数の構

内に入り込むことで、トウの解しを促進させる機能がある。さらに、この場合、溝の効果

を高めるために、第2二ップ 26 の一方の溝付口一うにおけるトウ52 の抱き角度 (

トウ接触部分の回転方向角度)を大きくし、トウ と溝付口一うとの接触面積を大き

くするのも好ましい形態である。具体的には、第2二ップ 26 上流側のトウ と下

流側のトウ52 とのなす角度、つまり溝付口一うによる方向転換角度が 8０度末満、

特に鋭角 (9０度よりも小)となるよぅに構成することのが好ましい。

０263 また、第 二ップ 26 、第2二ップ 26 及び第3二ップ 26Cは、対をなす口一ル

の径の組み合わせが相違しても良いが、その場合、周速度差により口一ル間でトウ5

2 に加わる張力や口一ルとトウ との接触抵抗などが、トウ幅方向において不均

一になるおそれがあるため、全て共通するよぅに構成するのが好ましい。

０264 次に、第3二ップ 26Cを通過したトウは、拡厚装置 ０に導かれる。拡厚装置 ０

は、たとえば、特開昭59 ００422号公報 (WO 83 ０3267) に開示されたものと

同様な構造であり、概略的には図26に示すよぅに、入口 ０ と出口 との間に

べンチュリ一部 ０bが形成されるとともに、入口側に圧空の吹き込み口 ０aを備え



るとともに、ベンチュリ一部 ０bに空気の排気孔 ０cを有するものである。平面的

にはほぼ長方形をなし、図26の紙面を貫通する方向に扁平な形状である。

０265 吹き込み口 ０aからの圧空の吹き込みによって、エジェクター効果によって入口

０ から空気が入り込み、その結果、トウ は引き込まれ、前進力が与えられる。ト

ウ がべンチュリ一部 ０bに至ると、空気の排気孔 ０cから排気が行われ、か

つ、ベンチュリ一部 ０bの空間が拡大するために、主にトウ の嵩が厚み方向に

増加し、厚さが拡大される。なお、通路の幅を、導入されるトウ の幅よりも広くする

ことにより、図26の下方に示すよぅに拡幅も可能である。かくしてトウの間繊を行ぅこと

ができる。

０266 (S P供給装置)

S P供給装置9０としては、フィラメント集52Z 合体に対して高吸収性ボリマー粒子

を実質的に厚み方向全体に分散させるものが好ま 、。このよぅな高吸収性ボリマー

粒子散布手段9０としては、高吸収性ボリマー粒子自体の日重よる落下力のみならず

、加速力を与える手段が望ま 、。この例を図27に示した。すなわち、下部に開口を

有するケーシングg０a内に投射孔g０dを有する回転ドラムg０bがウェブの移動方向 (

図27での反時計方向) に回転するよぅに構成され、その内部にシヤッタドラム9０cが

設けられたものである。これらを要素とする投射部g０ は、高吸収性ボリマー粒子を

貯留するホソパ一と連結されており、ホッパ一からの高吸収性ボリマー粒子54は回転

ドラムg０b内に供給されるよぅに構成されている。

０267 このS P供給装置では、予め、ケーシングg０aの開口位置に対し、シヤッタドラム9

Ocの開口の位置調整が行われる。図27の状態では完全一致した全開状態を示して

ある。また、回転ドラムg０bの投射孔g０dは、周方向に分害 された群として、図示では

周方向に4つの群として分割され、したがって図示では回転ドラムg０bが一回転する

過程で、4枚分の紙おむつに対して高吸収性ボリマー粒子を散布・投射するよぅにし

てある。

０268 フィラメント52の集合体上に高吸収性ボリマー粒子54を連続的に散布・投射しても

よいが、吸収要素5０をかソタ一装置94によりライン方向に分割し、個別の吸収要素5

とするときに、高吸収性ボリマー粒子54の存在によりかソタ一装置94の刃が短時間



のぅちに磨耗してしまぅ。そこで、高吸収性ボリマー粒子54を連続的に散布・投射す

るのではなく、図27に示すよぅに、ゾーンZのみに間欠的に散布・投射するよぅにする

ことが望ま 、。

０269 このために、前述のよぅに、回転ドラム9０bの投射孔9０dは、周方向に分割された群

として、図示では周方向に4つの群として分割して形成することにより、高吸収性ボリ

マー粒子54をゾーンZのみに間欠的に散布・投射するよぅにしてあるのである。その

結果、ゾーン 、 間でヵッタ一装置94により分断でき、ヵッタ一装置94の刃の磨耗

を抑制できる。

０27０ なお、高吸収性ボリマー粒子の散布量は、主に投射孔9０dの孔径の大小、ケーシ

ングg０aの開口位置に対するシヤッタドラムg０cの開口の位置調整によって調節でき

、加工ラインの速度に合わせて前記開口の位置は追従させると良い。また、高吸収

性ボリマー粒子の散布パターンは、分割された投射孔g０d群の配置によって調節で

きる。

０27 1 一方、必要ならば、高吸収性ボリマー粒子54を圧力空気とともに、フィラメント52の

集合体上に散布・投射することで、フィラメントの集合体に対して高吸収性ボリマー粒

子が実質的に厚み方向全体に分散させることも可能である。しかし、フィラメント5 2の

集合体上に散布・投射した高吸収性ボリマー粒子が、圧力空気によって散乱し、所

定領域外に散布されるおそれがある。

０272 さらに、S P供給装置9０と共に、あるいはこれに換えて、フィラメントの集合体上に

散布された高吸収性ボリマー粒子54をフィラメントの集合体の下方から、吸引するよ

ぅにしてもよい。

０273 また、前述の遠心分力を加えるS P供給装置9０に代えて、単に高吸収性ボリマー

粒子を自重による落下させる形式の汎用のS P供給装置を用いることもできる。

０274 く第3の実施形態 請求項 7～27記載の発明に関するノ

(パンソ型使い捨ておむつの例)

０275 図28には、パンソ型使い捨ておむつの例が示されている。このパンソ型使い捨て

おむつ ０は、外面 (裏面 側の外装シート 2と内面 (表面 側の吸収性本体2０とを

備え、外装シート 2に吸収性本体2０が固定されている。吸収性本体2０は、尿や軟



ある。外装シート 2は着用者に装着するための部分である。

０276 外装シート 2はたとえば図示のように砂時計形状となり、両側が括れており、ここが

着用者の脚を入れるき日ィ立となる。吸収性本体2０は任意の形状を採ることができるが

、図示の形態では長方形である。

０277 外装シート 2は、図29に示すように、吸収性本体2０が所定位置に設置され固定さ

れた後、前後に折り畳まれ、外装シート 2の前身頃 2 及び後身頃 2 の両側部

の接合領域 2 が熱融着などにより接合される。これによって、図28に示す構造の、

ウエスト開口部 と一対のレ、ソグ開口部 Oを有するパンソ型使い捨ておむつが得

られる。

０278 図示の吸収性本体2０の長手方向 (すなわち図29の上下方向。製品の前後方向で

もある。)の中間の幅は、外装シート 2の括れた部分を繋ぐ幅より短い形態が示され

ている。この幅の関係は逆でもよいし、同一の幅でもよい。

０279 外装シート 2は望ましくは2枚のたとえば機水性不織布のシートからなり、これらの

シート間に弾性伸縮部材を介在させて、その収縮力により着用者にフイットさせる形

態が望ましい。前記弾性伸縮部材としては、糸ゴムや弾性発泡体の帯状物などを使

用できるが、多数の糸ゴムを使用するのが望ましい。図示の形態では、糸ゴム 2C

2 …が、ウエスト領域Wにおいては幅方向に連続して設けられ、腰下領域 にお

いては両側部分のみに設けられ、股下領域 においては設けられていない。糸ゴム

2C 2 …が、ウエスト領域W及び腰下領域 の両者に設けられていることで、糸ゴ

ム 2 自体の収縮力が弱いとしても、全体としては腰下領域 においても着用者に

当たるので、製品が着用者に好適にフイットする。

０28０ (吸収性本体)

実施の形態の吸収性本体2０は、図3０に示されるように、液を透過させるたとえば

不織布などからなるトップシート3０と、中間シート(セヵンドシート) 4０と吸収要素5０と

を備えている。また、吸収体56の裏面側にはプラスチックシートなどからなる液不透

過性シート7０が設けられている。この液不透過性シート7０の裏面側には外装シート

2が設けられている。さらに、両側にバリヤーヵフス6０ 6０を備えている。



０28 1 (トップシート)

トップシート3０は、液を透過する性質を有する。したがって、トソプシート3０の素材

は、この液透過性を発現するものであれば足り、例えば、有孔又は無孔の不織布や、

多孔，注プラスチックシートなどを例示することができる。また、このうち不織布は、その

原料繊維が何であるかは、特に限定されない。例えば、ポリエチレンやポリプロピレン

等のオレフィン系、ポリエステル系、ポリアミド系等の合成繊維、レ一ョンやキュプラ等

の再生繊維、綿等の天然繊維などや、これらから二種以上が使用された混合繊維な

どを例示することができる。さらに、不織布は、どのような加工によって製造されたもの

であってもよい。加工方法としては、公知の方法、例えば、スパンレース法、スパンボ

ンド法、サーマルボンド法、メルトブローン法、ニ一ドルパンチ法等を例示することが

できる。例えば、柔軟性、ドレープ性を求めるのであれば、スパンレース法が、嵩高，注

、ソフト性を求めるのであれば、サーマルボンド法が、好ましい加工方法となる。

０282 また、トップシート3０は、 枚のシートからなるものであっても、2枚以上のシートを貼

り合せて得た積層シートからなるものであってもよい。同様に、トップシート3０は、平

面方向に関して、 枚のシートからなるものであっても、2枚以上のシートからなるもの

であってもよい。

０283 (中間シーリ
トップシート3０を透過した液を速やかに吸収体へ移行させるために、トップシート3

より液の透過速度が速い、通常「セカンドシート」と呼ばれる中間シート4０を設けるこ

とができる。この中間シートは、液を速やかに吸収体へ移行させて吸収体による吸収
，注能を高めるばかりでなく、吸収した液の吸収体からの「逆戻り」現象を防止し、トップ

シート3０上を常に乾燥した状態とすることができる。

０284 中間シート4０としては、トップシート3０と同様の素材や、スパンレース、パルプ不織

布、パルプとレ一ョンとの混合シート、ポイントボンド又はクレープ紙を例示できる。特

にェアスルー不織布及びスパンボンド不織布が好ましい。

０285 中間シート(セカンドシート) 4０は、トップシート3０と包被シート58との間に介在され

ている。図32に示すように、中間シート(セカンドシート) 4０を設けない形態も使用可

能である。また、図示しないが、包被シート58と吸収体56との間に配置しても良い。



０286 図示の形態の中間シート4０は、吸収体56の幅より短く中央に配置されているが、

全幅にわたって設けてもよい。中間シート4０の長手方向長さは、吸収体56の長さと

同一でもよ 、液を受け入れる領域を中心にした短い長さ範囲内であってもよい。

中間シート4０の代表的な素材は液の透過性に優れる不織布である。

０287 (液不透過性シート)

液不透過性シート7０は、吸収体56の裏面側に配されるシートである。液不透過性

シートは、その素材が特に限定されるものではないが、例えば、ポリエチレンやポリプ

ロピレン等のオレフィン系樹脂や、ポリエチレンシート等に不織布を積層したラミネー

ト不織布、防水フィルムを介在させて実質的に不透液性を確保した不織布にの場合

は、防水フィルムと不織布とで液不透過性シートが構成される。)などを用いることが

できる。もちろん、このほかにも、近年、ムレ防止の観点から好まれて使用されている

不透液性かつ透湿性を有する素材も用いることができる。この不透液性かつ透湿性

を有する素材のシートとしては、例えば、ポリエチレンやポリプロピレン等のオレフィン

系樹脂中に無機充填剤を混練して、シートを成形した後、一軸又は二軸方向に延伸

して得られた微多孔性シートを例示することができる。

０288 液不透過性シート7０は、いわゆる横漏れを防止するために、吸収体56の両側を回

り込ませて使用面側に延在させる (図示せず)ことができるが、実施の形態において

は、横漏れについては、バリヤーカフス6０を形成する二重のバリヤーシート64間に

第2液不透過性シート72を介在させることにより防止している。この形態によれば、バ

リヤーカフス6０の起立まで第2液不透過性シート72が延在しているので、トップシー

ト3０を伝わって横に拡散した液やバリヤーカフス6０ 6０間の軟便の横漏れを防止で

きる利点もある。

０289 (バリヤーカフス)

製品の両側に設けられたバリヤーカフス6０ 6０は、トップシート3０上を伝わって機

方向に移動する尿や軟便を阻止し、横漏れを防止するために設けられている。特に

、本第3の実施形態では、股間部の両側部の膨張が抑制されるため、バリヤーカフス

の実質的な起立高さが減少せず、堰き止め量の低下や、身体表面に対する追従性

能の低下が発生し難くなるため、バリヤーカフス6０ 6０を備えているのが好ま 、。



ただし、バリヤーカフスは付加的な要素であるため、省略できることはいうまでもない。

０29０ 図示のバリヤーカフス6０は、機水性不織布シートを二重にして形成したものであり

、吸収体56の裏面側からトップシート3０の下方への折り込み部分を覆って、表面側

に突出するように形成されている。トップシート3０上を伝わって横方向に移動する尿

を阻止するために、特に、二重の不織布シート間に液不透過性シート7０の例部が挿

入され、表面側に突出するバリヤーカフス6０の途中まで延在している。

０29 1 バリヤーカフス6０日体の形状は適宜に設計可能であるが、図示の例では、バリヤ

ーカフス6０の突出潮の先端部及び中間部に弾性伸縮部材、たとえば糸ゴム62が伸

張下で固定され、使用状態においてその収縮力により、バリヤーカフス6０が起立す

るようになっている。中間部の糸ゴム62が先端部の糸ゴム62 62よりも中央側に位

置してトップシート3０の前後輪部に固定される関係で、図3０のように、バリヤーカフ

ス6０の基部側は中央側に向かって斜めに起立し、中間部より先端部は外側に斜め

に起立する形態となる。

０292 特に、図3０等に示すバリヤーカフス6０においては、股間部の伸縮性を高めるため

、吸収体56の股間部両側部56 の裏面側部位に糸ゴム63等の細長状弾性部材が

前後方向に沿って伸張状態で固定されているが、本発明では吸収後においても股

間両側部56 の剛性増加が抑制されるため、糸ゴム63による伸縮性が十分に発揮

され、脚回りにおいて良好なフイット性が得られる。

０293 (エンボス加工)

トップシート3０の表面側から厚み方向にエンボスによる凹部 を形成してもよい。こ

の場合、トップシート3０のみにエンボスによる凹部 を形成するほか、図34に示すよ

うに、トップシート3０と中間シート4０との両者にエンボスによる凹部 を形成方したり、

トップシート3０の表面側から吸収体56の厚さ方向一部または略全体に達するように

エンボスによる凹部を形成したり(図示せず)することができる。トップシート3０と中間

シート4０との両者にエンボスによる凹部 を形成させるためには、中間シート4０とし

ては、坪量が8～4 2０ 、厚さ ・2～・5 、トップシート3０としては、坪量が 5

～8０ 2、厚さ ・2～3・5 の範囲にあるのが、透液性を阻害しない条件で、

エンボス加工を充分に行える点で望ましい。



０294 また、トップシート3０に凹部を形成することなく、中間シート4０のみにェンボスによ

る凹部を形成してもよく、さらにトップシート3０及び中間シート4０に凹部を形成するこ

となく、吸収要素56のみにェンボスによる凹部を形成しても、また、トップシート3０

中間シート4０および包被シート58に凹部を形成することなく、吸収体58のみにェン

ボスによる凹部を形成してもよい。

０295 四部 はこれが延在する方向に、液を誘導し拡散させる効果がある。よって、四部

を実質的に溝状に連続させる (複数の四部が間隔を空けて列なり一つの溝を形成す

る場合を含む) と、液は、吸収体に到達する前に表面側層の四部 を伝って拡散する

よぅになり、吸収体のより広範な部分を吸収に利用できるよぅになる。よって、製品全

体の吸収容量が増大し、吸収容量不足に基づく側方からの漏れや逆戻りが発生し難

い吸収性物品となる。

０296 一方、トウからなる吸収体56は従来のパルプ物と比べて剛性が低下し易いが、吸

収体56にェンボスによる凹部を形成すると剛性を高めることができるため好ましい。

図示しないが、吸収要素5０の剛性を高めるために、吸収体56の裏面側 (トップシート

3０側に対して反対側)から厚み方向にェンボスによる凹部を形成するのも好ま 、

形態である。この裏面側の四部を形成するために、保持シート8０、包被シート58、液

不透過性シート7０または外装シート 2の裏面側から、吸収体56まで達するよぅに一

体的にェンボス加工を施すことができる。また、このよぅな裏面側の四部は、表面側の

四部 とともに形成するのが好ましいが、表面側の四部 を形成せずに裏面側の四

部のみ形成することもできる。四部を表裏両側に設ける場合には、四部の形態を表

裏共通にしても良く、また表裏異なるものとしても良い。

０297 ェンボスによる凹部はその延在方向に液を誘導し拡散させる効果がある。また剛性

を高める効果もある。よって、ェンボスによる凹部の形態はこれらの効果を考慮して決

定するのが望ましい。例えば、四部は、実質的に溝状に連続するもの (複数の四部が

間隔を空けて列なり一つの溝を形成する場合を含む)の他、複数の四部が間隔を空

けて点状に配置されるものであっても良い。また、平面パターンとしては、溝状または

点状の四部が、製品の長手方向、幅方向、これらを組み合わせた格子状、幅方向に

往復するジグザグ状 ( 鳥状) 、あるいは不規則に配置された形態等を採ることがで



きる。さらに、ピン状、富士山状、蛇腹状等、適宜の形態を採用することができる。

０298 (吸収要素)

吸収要素5０は、トウを開繊したフイラメント52 52 …の集合体及び高吸収性ボリマ

ー粒子54 54 …を有する吸収体56と、この吸収体56の少なくとも裏面及び側面を

包む包被シート58とを有する。さらに、吸収体56と包被シート58の裏面側き日ィ立 (

側の部分) との間に保持シート8０が設けられている。

０299 (フイラメントの集合体

吸収体56は、トウを開繊したフイラメント52 52 …の集合体を有する。フイラメント52

52 …の集合体は、実質的に連続するフイラメントの束であるトウを開繊したものであ

る。トウ構成繊維としては、例えば、多糖類又はその誘導体 (セルロース、セルロース

エステル、キチン、キトサンなど) 、合成高分子 (ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアミ

ド、ポリエステル、ポリラクタアミド、ポリビニルアセテートなど)などを用いることができ

るが、特に、セルロースエステルおよびセルロースが好ましい。

０3００ セルロースとしては、綿、リンター、木材パルプなど植物体由来のセルロースやバク

テリアセルロースなどが使用でき、レ一ョンなどの再生セルロースであってもよく、再

生セルロースは紡糸された繊維であってもよい。

０3０1 好適に採用できるセルロースエステルとしては、例えば、セルロースアセテート、セ

ルロースブチレート、セルロースプロピオネートなどの有機酸ェステル セルロースア

セテートプロピオネート、セルロースアセテートブチレート、セルロースアセテートフタ

レート、硝酸酢酸セルロースなどの混酸ェステル およびポリカプロラクトングラフトィヒ

セルロースエステルなどのセルロースエステル誘導体などを用いることができる。これ

らのセルロースエステルは単独で又は二種類以上混合して使用できる。セルロース

エステルの粘度平均重合度は、例えば、5０～9００、好ましくは2００～8００程度であ

る。セルロースエステルの平均置換度は、例えば、 ・5～3・０(例えば、2～3)程度

である。

０3０2 セルロースエステルの平均重合度は、例えば ０～０００、好ましくは5０～9００、さ

らに好ましく 2００～8００程度とすることができ、セルロースエステルの平均置換度

は、例えば ～3程度、好ましくは ～2・ 5、さらに好ましくは ・ ～2・０程度とする



ことができる。セルロースエステルの平均置換度は、生分解性を高める等の観点から

選択することができる。

０3０3 セルロースエステルとしては、有機酸エステル (例えば、炭素数2～4程度の有機酸

とのエステル) 、特にセルロースアセテートが好適である。セルロースアセテートの酢

ィロ度は、43～62 程度である場合が多いが、特に3０～5０ 程度であると生分解

性にも優れるため好ま 、。特に好ま 、セルロースエステルは、セルロースジアセ

テートである。

０3０4 トウ構成繊維は、種々の添加剤、例えば、熱安定ィロ剤、着色剤、油剤、歩留り向上

剤、白色度改善剤等を含有していても良い。

０3０5 トウ構成繊維の繊度は、例えば、 ～ e 、好ましくは ～Ode 、さらに好ましく

は ～5d。 、が望ま 。トウ構成繊維は、非捲縮繊維であってもよいが、捲縮繊維で

あるのが好ま 、。捲縮繊維の捲縮度は、例えば、 インチ当たり5～75個、好ましく

は ０～5０個、さらに好ましくは 5～5０個程度とすることができる。また、均一に捲縮

した捲縮繊維を用いる場合が多い。捲縮繊維を用いると、嵩高で軽量な吸収体を製

造できるとともに、繊維間の絡み合いにより一体性の高いトウを容易に製造できる。ト

ウ構成繊維の断面形状は、特に限定されず、例えば、円形、楕円形、異形 (例えば、

字状、X字状、1字状、 字状など)や中空状などのいずれであってもよい。トウ構成

繊維は、例えば、3，０００～，００００００本、好ましくは5，０００～，００００００本程

度の単繊維を束ねることにより形成されたトウ (繊維束)の形で使用することができる。

繊維束は、3，０００～，００００００本程度の連続繊維を集束して構成するのが好ま
、。

０3０6 トウは、繊維間の絡み合いが弱いため、主に形状を維持する目的で、繊維の接触

部分を接着または融着する作用を有するバインダーを用いることができる。バインダ

ーとしては、トリアセチン、トリエチレングリコールジアセテート、トリエチレングリコール
、ジプロピオネート、ジブチルフタレート、ジメトキシェチルフタレート、クェン酸トリエチ

ルエステルなどのエステル系可塑剤の他、各種の樹脂接着剤、特に熱可塑性樹脂

を用いることができる。

０3０7 バインダーとして使用する熱可塑性樹脂には、溶融・固化により接着力が発現する



樹脂であり、水不溶性または水難溶性樹脂、および水溶性樹脂が含まれる。水不溶

性または水難溶性樹脂と水溶性樹脂とは、必要に応じて併用することもできる。

０3０8 水不溶性または水難溶性樹脂としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、エ

チレン一プロピレン共重合体、エチレン一酢酸ビニル共重合体などのオレフィン系の

単独又は共重合体、ポリ酢酸ビニル、ポリメタクリル酸メチル、メタクリル酸メチル一ア

クリル酸エステル共重合体、(メタ)アクリル系モノマ一とスチレン系モノマ一との共重

合体などのアクリル樹脂、ポリ塩化ビニル、酢酸ビニル一塩化ビニル共重合体、ポリ

スチレン、スチレン系モノマ一と(メタ)アクリル系モノマ一との共重合体などのスチレ

ン系重合体、変性されていてもよいポリエステル、ナイロン皿、ナイロン 2、ナイロン

6 ０、ナイロン6 2などのポリアミド、ロジン誘導体 (例えば、ロジンェステルなど) 、炭

ィロ水素樹脂 (例えば、テルペン樹脂、、ジ、ンクロペン先ジェン樹脂、石油樹脂など) 、水

素添加炭ィロ水素樹脂などを用いることができる。これらの熱可塑性樹脂は一種又は

二種以上使用できる。

０3０9 水溶性樹脂としては、種々の水溶性高分子、例えば、ポリビニルアルコール、ポリビ

ニルピロリドン、ポリビニルエーテル、ビニル単量体と、力ルボキシル基、スルホン酸

基又はそれらの塩を有する共重合性単量体との共重合体などのビニル系水溶性樹

脂、アクリル系水溶性樹脂、ポリアルキレンオキサイド、水溶性ボリエステル、水溶性

ボリアミドなどを用いることができる。これらの水溶性樹脂は、単独で使用できるととも

に二種以上組合せて使用してもよい。

０3 1０ 熱可塑性樹脂には、酸ィロ防止剤、紫外線吸収剤などの安定ィロ剤、充填剤、可塑剤

、防腐剤、防徽剤などの種々の添加剤を添加してもよい。

０3 11 しかし、可能な限り、高吸収性ボリマー粒子の侵入を阻害するバインダー成分の使

用は避けるべきである。高吸収性ボリマー粒子の侵入を阻害するバインダー成分は

使用しないのが最善である。

０3 12 トウは公知の方法により製造できるので詳説はしない。吸収要素5０に好適に使用

できるセルロースジアセテートのトウのべ一ルは、セラニーズ社やダイセルィロ学工業

などにより市販されている。セルロースジアセテートのトウのべ一ルは、密度は約０・5

であり、総重量は4００～6００ である。



０3 13 このべ一ルから、トウを引き剥がし、所望のサイズ、嵩となるように広い帯状に開繊

する。トウの開繊幅は任意であり、例えば、幅 ００～2０００ 、好ましくは製品の吸

収体の幅の ００～3００ 程度とすることができる。また、トウの開繊度合いを調整

することにより、吸収体の密度を調整することができる。

０3 14 トウの開繊方法としては、例えば、トウを複数の開繊口一ルに掛け渡し、トウの進行

に伴って次第にトウの幅を拡大して開繊する方法、トウの緊張 (伸長) と弛緩 (収縮) と

を繰返して開繊する方法、圧縮ェア一を用いて拡幅・開繊する方法などを用いること

ができる。

０3 15 (高吸収性ボリマー粒子)

吸収体5 6は高吸収性ボリマー粒子54 54 …を有する。高吸収性ボリマー粒子5

4とは、「粒子」以外に「粉体」も含む意味である。高吸収性ボリマー粒子54の粒径は

、この種の吸収性物品に使用されるものをそのまま使用でき、 ００～００ 、特

に 5０～4００ のものが望ましい。粒径が小さ過ぎると吸収体5 6 内を移動し易くな

るとともに製造ラインにおける飛散ロスも多くなるため好ましくない。また、粒径が大き

過ぎると、じゃりじゃりした手触りが 目立つようになり、商品価値を低下させるおそれが

ある。高吸収性ボリマー粒子の材料としては、特に限定無く用いることができるが、吸

水量が6０ 以上のものが好適である。高吸収性ボリマー粒子としては、でんぷん

系、セルロース系や合成ポリマー系などのものがあり、でんぷん一アクリル酸 (塩) グラ

フト共重合体、でんぷん一アクリロ二トリル共重合体のケンィロ物、ナトリウム力ルボキシ

メチルセルロースの架橋物やアクリル酸 (塩) 重合体などのものを用いることができる。

高吸収性ボリマー粒子の形状としては、通常用いられる粉粒体状のものが好適であ

るが、他の形状のものも用いることができる。

０3 16 高吸収性ボリマー粒子54としては、吸水速度が4０秒以下のものが好適に用いられ

る。吸水速度が4０秒を超えると、吸収体内に供給された液が吸収体外に戻り出てし

まう所謂逆戻りを発生し易くなる。

０3 17 また、高吸収性ボリマー粒子54 としては、ゲル強度が OOPa以上のものが好適に

用いられる。これにより、トウを用いることにより嵩高な吸収体とした場合であっても、

液吸収後のべとつき感を効果的に抑制できる。



０3 18 高吸収性ボリマー粒子54の目付け量は、当該吸収体の用途で要求される吸収量

に応じて適宜定めることができる。したがって一概には言えないが、吸収要素5０全体
2での平均で5０～35０ 2とすることができる。ポリマーの目付け量を5０ 以上

とすることにより、ポリマーの吸収力によって、トウからなるフイラメントの集合体を採用

することにより得られる、薄型ィか軽量ィロ効果が発揮されにくくなるのを防止できる。3

5０ を超えると、効果が飽和するばかりでなく、高吸収性ボリマー粒子の過剰に

より、ジヤリジヤリした手触りを与えるよぅになる。

０3 19 (吸収体のサイズ・重量)

2他方、吸収体56のサイズは、平面投影面積が4００c 以上であり、かつ厚さが ～
０ 、特に ～5 、であるのが好ま 。吸収体のサイズがこの範囲内にあると、

重量や厚さ、コストの増加を来たさずに復元性を向上する上で、極めて有利である。

また、吸収体の重量は25 以下、特に ０～2０となるよぅに構成するのが好ま 、。

吸収体の重量がこの範囲内にあると、専用部材を用いないことによる利点が特に顕

著になる。

０32０ (吸収体の圧縮特性)

吸収体56の圧縮いジリェンス Cは、4０～6０ 、特に5０～6０ とするのが好まし

い。これにより、吸収体 自体で十分な復元性を発揮できるよぅになる。

０32 1 さらに、吸収体56の圧縮エネルギー Cは4・０～０ O f C c であると、包

装に際して従来と同レベルあるいはそれ以上にコンパクトに圧縮することができるた

め好ま 、。

０322 これらの圧縮特性は、開繊等によるフイラメントの集合体の繊維密度の調整、繊維

素材の選定、可塑剤等のバインダーの種類の選定・処理の程度の調整、あるいはこ

れらの組み合わせ等により調整できる。

０323 ここで、圧縮エネルギー ( C) とは、長さ2００ 、幅5０ に断裁した試験片 (保

持シート)の中央部を、5０まで押す場合のエネルギー消費量である。

０324 この圧縮エネルギーは、ハンデイー圧縮試験機 ( S 5、ヵト一テック社製 ) に

よって、測定することができる。この試験機による場合の測定条件は、S S 2、力
2計の種類 SP R 去 G S 感度 2０、加圧面積 2c 、取り



込間隔 ０ (標準)、S O S ・ 、上限荷重 5０ f c である。

０325 一方、圧縮いジリエンス ( C)とは、繊維が圧縮されたときの回復性を表すパラメー

タである。したがって、回復性がよければ、圧縮いジリェンスが大きくなる。この圧縮レ
、ジリェンスは、ハンディー圧縮試験機 ( S 、カト一テック社製 ) によって、測定

することができる。この試験機による場合の測定条件は、上記圧縮エネルギーの場合

と同様である。

０326 (包被シート)

包被シート58としては、ティッシュペーパー、特にクレープ紙、不織布、ポリラミ不織

布、小孔が開いたシート等を用いることができる。ただし、高吸収性ボリマー粒子が抜

け出ないシートであるのが望ま 、。クレープ紙に換えて不織布を使用する場合、親

水性のS S (スパンボンド メルトブローンノメルトブローンノスパンボンド)不織

布が特に好適であり、その材質はポリプロピレン、ポリエチレンノポリプロピレンなどを
2使用できる。目付けは、8～2０ 、特に ０～5 2のものが望ま 、。

０327 この包被シート58は、図3０のよぅに、フィラメント52 52 …の集合体及び高吸収性

ボリマー粒子54 54 …の層全体を包む形態のほか、たとえば図3 に示すよぅに、そ

の層の裏面及び側面のみを包被するものでもよい。また図示しないが、吸収体56の

上面及び側面のみをクレープ紙や不織布で覆い、下面をポリエチレンなどの液不透

過性シートで覆ぅ形態、吸収体56の上面をクレープ紙や不織布で覆い、側面及び下

面をポリエチレンなどの液不透過性シートで覆ぅ形態などでもよいにれらの各素材が

包被シートの構成要素となる)。必要ならば、フィラメント52 52 …の集合体及び高吸

収性ボリマー粒子54 54 …の層を、 2層のシートで挟む形態や下面のみに配

置する形態でもよい。

０328 (高吸収性ボリマーの分布等)

本発明では、股間部の両側部56S 56S以外の部分である主吸収部分56 に高

吸収性ボリマー粒子54 54 …を有するとともに、この主吸収部分56 と比べて、股

間部の両側部56S 56Sが高吸収性ボリマー粒子の目付けの少ない部分とされてい
る。股間部、股間部の前側部分及び後側部分は、例えば吸収体56を前後方向に三

分割したときの真中、前側、後側とすることができる。股間部の両側部56S は、片側



が例えば吸収体56幅の5～4０ の幅を有する部分とすることができる。

０329 このよぅに本発明では、高吸収性ボリマー粒子54の分散密度が主吸収部分56C と

股間部の両側部56S 56S とで異なるため、以下では、主吸収部分56C を高密度部

分ともレ 、、股間部の両側部56S 56S を低密度部分ともレづ。

０33０ この低密度部分56S 56S の位置、寸法、形状は本発明の範囲内で適宜定めれば

良いが、例えば前後方向位置は物品の前後方向中央線を跨ぐ位置とするのが好ま

しく、寸法は、長さ が5０～3００ 、幅 が ０～００ であるのが好ま 、。

０33 1 また、低密度部分56S 56S の形状としては、前後方向両端よりも前後方向中央側

が幅方向中央側に張り出す線により囲まれる部分とするのが好ましく、例えば図29に

示すよぅな脚周りに沿ぅ略弧状の曲線により囲まれる部分としたり、あるいは図35に示

すよぅな略台形の部分としたりすることができる。

０332 低密度部分56 における高吸収性ボリマー粒子54の目付けは適宜定めることがで

き、例えばフィラメント52の集合体の繊維 目付けを3０～3００ 2とし、かつ高吸収

性ボリマー粒子54の目付けを吸収要素5０全体での平均で5０～35０ 2とした場

合、 ００ 2以下とされているのが好ま 、。特に低密度部分56S は、製造時に高

吸収性ボリマー粒子54を配置しない等により、実質的に全く含まない構成とするのが

好ま 、。

０333 高吸収性ボリマー粒子54は非固定であっても良いが、その場合、製品の製造、搬

送、使用によって、股間部の両側部56S 56S に対して他の部位の高吸収性ボリマ

ー粒子54が移動し、効果が薄れるおそれがある。よって、高吸収性ボリマー粒子54

の一部または全部を、フィラメント52の集合体や包被シート58に接着固定するのが

好ま 、。図45は、接着剤 を介してフィラメント52の集合体に高吸収性ボリマー

粒子54を接着する場合を想定したものである。高吸収性ボリマー粒子54を固定する

ための接着剤 としてはホットメルト接着剤を好適に用いることができる。また接着

剤 の塗布方法としてはカーテン塗布が好ましく、塗布量は2～5 2であるの

が好ましく、塗布領域は主吸収部分よりも若干広い範囲とするのが好ま 、。

０334 吸収体56の厚み方向における高吸収性ボリマー粒子54の分布は特に限定されず

、フィラメント52の集合体内ではなくフィラメント52の集合体の裏面側に設けても良い



が、図3０に示すよぅに、吸収体56における実質的に厚み方向全体にわたり、高吸収

性ボリマー粒子54が分散されているものが望ま 、。この実質的に厚み方向全体に

分散されている状態を図3０の要部拡大図として概念的に示した。

０335 吸収体56の上部、下部、及び中間部にS P粒子が無い、あるいはあってもごく僅

かである場合には、「厚み方向全体に分散されている」とは言えない。したがって、「

厚み方向全体に分散されている」とは、フィラメント52の集合体に対し、厚み方向全

体に「均一に」分散されている形態のほか、上部、下部及び又は中間部に「偏在して

いる」が、依然として上部、下部及び中間部の各部分に分散している形態も含まれる

。また、一部のS P粒子がフィラメント52 52 …の集合体中に侵入しないでその表

面に残存している形態や、一部のS P粒子がフィラメントフィラメント52 52 …の集

合体を通り抜けて包被シート58上にある形態や図33に示されるよぅに保持シート8０

上にある形態も排除されるものではない。

０336 (保持シート)

吸収体56の裏面側または肌面側には、高吸収性ボリマー粒子54を保持する保持

シート8０を設けるのが好ま 、。前述のとおり、高吸収性ボリマー粒子54は、製造時

あるいは消費者が使用するまでの流通過程で、フィラメント52の集合体を通り抜けた

り、フィラメント52の集合体と包被シート58との間を通り抜けたりする等により、吸収作

56内で移動することがある。また、高吸収性ボリマー粒子群の凹凸は、消費者が使

用する際に手で触ったときジヤリジヤリした違和感を与える。そこで、吸収体56の裏面

側または肌面側に吸収性ボリマー粒子54を保持する保持シート8０を介在させるの

である。

０337 なお、図33には、吸収体56の下方に高吸収性ボリマー粒子を設けた場合、あるい
は吸収体56中に含ませた高吸収性ボリマー粒子が、製造から消費者が使用するま

での段階で、フィラメント52の集合体から抜け出て、保持シート8０上に集まった場合

を概念的に示した。

０338 保持シート8０は、図3０等に示すよぅに吸収体56の下方にのみ設けても、また図33

に示すよぅに、吸収 56の側面を通り吸収体56の上面にまで巻き上げて延在させて

もよい。図示しないが保持シート8０を包被シート58の表面側部位と吸収体56の肌側



面との間に配置しても良い。また、保持シート8０を複数枚重ねて使用することも可能

である。ただし、保持シート8０はポリマー粒子54を保持するものであるため、包被シ

ート58を有する場合、包被シート58の外側にあってはならず、吸収体56と包被シー

ト58との間に保持シート8０を設ける。

０339 特に、高吸収性ボリマー粒子の移動を最も効果的に抑制できる構造としては、保持

シート8０とフイラメント52の集合体との間に高吸収性ボリマー粒子54が偏在し、高吸

収性ボリマー粒子54が接着剤 により保持シート8０及びフイラメント集合体の少な

くとも一方に固着されている構造を挙げることができる。

０34０ 保持シート8０の素材は、特に限定されず、吸収性ボリマー粒子の保持能力を有す

るものであれば足りる。具体的には、不織布、捲縮パルプ、低吸収性のコットン繊維 (

例えば、末脱脂のコットン繊維、脱脂されたコットン繊維、レ一ョン繊維を機水剤や疎

水ィロ剤で処理したものなど。) 、ポリエチレン繊維、ポリエステル繊維、アクリル繊維、

ポリプロピレン繊維、絹、綿、麻、ナイロン、ポリウレタン、アセテート繊維等の他、樹脂

フイルムや紙等も用いることができる。

０34 1 保持シート8０を不織布とする場合、その保持シート8０は、 S試験に基づく圧縮

エネルギーが ・０～０ OO
2c 、好ましくは、 ・０～・OO fc

2c

で、かつ圧縮レ、ジリエンスが ０～００ 、好ましくは、7０～００ の不織布であると

よい。

０342 特に、保持シート8０上を高吸収性ボリマー粒子54が移動するのを防止するために

、予めホットメルト接着剤などを保持シート8０上に塗布し、高吸収性ボリマー粒子54

を保持シート8０に接着するのは好ましい。

０343 また、保持シート8０の上面 (使用面側に向かぅ面)を粗面あるいは毛羽立ち面とす

ることで、保持能力を向上させることもできる。このための粗面ィロ又は毛羽立ちィロ手

法としては、マーブル加工やブラシ、ソング加工などを挙げることができる。

０344 さらに、図46に示すよぅに、保持シート8０に多数の保持孔8 を散点状に形成する

のも好ましい形態である。保持孔8 は規則的に配列されていても、また不規則に配

されていても良い。保持孔8 はシート8０を貫通しない窪み孔であっても、また貫通

孔であっても良い。このよぅな保持孔8 を有すると、高吸収性ボリマー粒子54が保持



孔8 内に捕捉されることにより、移動が抑制される。

０345 保持孔8 の寸法や数は適宜定めることができるが、保持孔8 の開口面積としては
23～25 であるのが好ましく、単位面積あたりの個数は5０００～ 25００００個 で

あるのが好ま 、。

０346 保持孔の形成手法としては、シート素材に依存しないものとして二一ドルパンチ加

エやェンボス加工を挙げることができる。また、シートが不織布である場合、製造に用

いるメ、ソシュのパターンとして大小異なる開口を平面方向に交互に並べたものを用い
ると、図46に示すよぅに、相対的に大きな開口の部分により窪み孔形状の保持孔8

が形成された保持シート8０を製造することができる。

０347 保持孔を有する保持シートを用いる場合、全体に保持孔が形成された保持シートを

主吸収部分56C と重なる部位のみ配置することで、主吸収部分56C から股間部両側

56S 56S への高吸収性ボリマー粒子54の移動を効率良く抑制できる。また、保持

シート8０における主吸収部分56C と重なる部位にのみ保持孔を形成しても同様であ

る。

０348 (吸収体内における接着剤の使用について)

高吸収性ボリマー粒子54を接着剤によりフィラメント52の集合体や保持シート8０に

接着する場合、その接着剤が股間部両側56S 56S に存在すると、接着剤により剛

性が増加して股間部のフィット性を損ねるおそれがある。よって、図45に示すよぅに、

高吸収性ボリマー粒子54を固定するための接着剤 は主吸収部分52C にのみ塗

布するのが好ま 、。高吸収性ボリマー粒子54の移動を接着により抑制しつつも、

股間部におけるフィット性を損ね難い。なお、この場合における接着剤 は、主吸

収部分52C だけに塗布する限り、主吸収部分52C の実質的に全体に塗布しても、ま

た一部に塗布しても良い。

０349 (その他 )

なお、図示しないが、吸収性本体2０の各構成部材は、ホットメルト接着剤などのべ

タ、ビード、スパイラルまたはサミット塗布などにより相互に固定される。

０35０ (テープ式使い捨ておむつの例

一方、図35及び図36はテープ式使い捨ておむつの例を示している。図36は図35



における9 線矢視図であるが、吸収性本体2０についてはやや誇張して図示して

ある。

０35 1 テープ式使い捨ておむつ ０ は、おむつの背側両側端部に取り付けられたフアス

ニング片を有し、このフアスニング片の止着面にフック要素を有するとともに、前記お

むつの裏面を構成するバックシートを不織布積層体とし、おむつの装着に当り、前記

フアスニング片のフック要素を前記バックシートの表面の任意個所に係合可能となし

たおむつである。

０352 吸収性本体2０は、トップシート3０と、液不透過性シート7０との間に、吸収体56を

介在させたものとなっている。この吸収体56は、テイッシュペーパによる包被シート58

により全体が包まれており、平面的に視て長方形をなしている。吸収体56と包被シー

ト58との間には保持シート8０が設けられている。

０353 さらに、トソプシート3０と吸収体56との間には、中間シート4０が介在されている。液

不透過性シート7０は吸収体56より幅広の長方形をなし、その外力に砂時計形状の

不織布からなるバックシート 2 が設けられている。

０354 トップシート3０は吸収体56より幅広の長方形をなし、吸収体56の側縁より若干外

力に延在し、液不透過性シート7０とホットメルト接着剤などにより固着されている。

０355 おむつの両側部には、使用面側に突出するバリヤーカフス6０ が形成され、この

バリヤーカフス6０ は、実質的に幅方向に連続した不織布からなるバリヤーシート64

と、弾性伸縮部材、例えば糸ゴムからなる 本の又は複数本の脚周り用弾性伸縮部

材としての糸ゴム62とにより構成されている。 3０は面フアスナーによるフアスニング

片である。

０356 バリヤーシート64の内面は、トソプシート3０の側縁と離間した位置において固着始

端を有し、この固着始端から液不透過性シート7０の延在縁にかけて、幅方向外力部

分がホットメルト接着剤などにより固着されている。バリヤーシート64の外面は、その

下面においてバックシート 2 にホットメルト接着剤などにより固着されている。さらに

、ガスケ、ソトカフス用弾性伸縮部材、たとえば糸ゴム66が設けられている。

０357 バリヤーシート64の内面の、液不透過性シート7０への固着始端は、バリヤーカフス

6０ の起立端を形成している。脚周りにおいては、この起立端より内側は、製品本体



に固定されていない自由部分であり、この自由部分が糸ゴム62の収縮力により起立

するようになる。

０358 本例では、フアスニング片 3０として、面フアスナーを用いることで、バックシート 2

に対して、メヵニヵルに止着できる。したがって、いわゆるターゲットテープを省略

することもでき、かつ、フアスニング片 3０による止着位置を自由に選択できる。

０359 フアスニング片 3０は、プラスチック、ポリラミ不織布、紙製などのフアスニング基材

の基部がバックシート 2 に、例えば接着剤により接合されており、先端側にフック

要素 3０ を有する。フック要素 3０ はフアスニング基材に接着剤により接合され

ている。フック要素 3０ は、その外面側に多数の係合片を有する。フック要素 3０

より先端側に仮止め接着剤部 3０ を有する。製品の組立て末期において、仮止

め接着剤部 3０ がバリヤーシート64に接着されることによりフアスニング片 3０の先

端側の剥離を防止するようにしている。使用時には、その接着力に抗して剥離し、フ

アスニング片 3０の先端側を前身頃に持ち込むものである。仮止め接着剤部 3０

より先端側はフアスニング基材が露出して摘みタブ部とされている。

０36０ 前身頃の開口部側には、バックシート 2 の内面側に、デザインシートとしてのター

ゲット印刷シート74が設けられ、フアスニング片 3０のフック要素 3０ を止着する位

置の目安となるデザインが施されたターゲット印刷がなされ、外部からバックシート 2

を通して視認可能なように施されている。

０36 1 おむつの、装着時には、おむつが舟形に体に装着されるので、そして糸ゴム6 2の

収縮力が作用するので、脚周りでは、糸ゴム62の収縮力によりバリヤーヵフス6０ が

起立する。

０362 起立部で囲まれる空間は、尿又は軟便の閉じ込め空間を形成する。この空間内に

排尿されると、その尿はトップシート3０を通って吸収体56内に吸収されるとともに、軟

便の固形分については、バリヤーヵフス6０ の起立部がバリヤーとなり、その乗り越

えが防止される。万一、起立部の起立遠位側縁を乗り越えて横に漏れた尿は、平面

当り部によるストップ機能により横漏れが防止される。

０363 本形態において、各起立ヵフスを形成するバリヤーシート64は、透液，注でなく実質

的に不透液性 (半透液性でもよい)であるのが望ましい。また、本発明のトップシート(



不織布積層体) に対してシリコン処理などにより液体をはじく性質となるよぅにしてもよ

い。いずれにしても、バリヤーシート64及びバックシート 2 は、それぞれ通気性が

あり、かつバリヤーシート64及びバックシート 2 は、それぞれ耐水圧が OO

以上のシートであるのが好適である。これによって、製品の幅方向側部において通

気性を示すものとなり、着用者のムレを防止できる。

０364 その他の点、例えば各部の使用素材等については、前述のパンソ型紙おむつの

場合と同じであるため、敢えて説明を省略する。

０365 く紙おむつの製造方法例ノ

次に、上述の紙おむつの製造例について説明する。図37及び図38に示す例は、

図28、図29及び図33に示すパンソ型の使い捨ておむつの製造設備例を示してい
る。

０366 ラインに上流側から包被シート58が供給され、次いで保持シート8０が供給される。

この保持シート8０に対しては、後に供給される高吸収性ボリマー粒子の移動を防止

するために、予め粘着性を有するホットメルト接着剤などを塗布することができる。図3

8にはこのための粘着剤塗布装置 ０4が図示されている。

０367 続いて、トウを開繊してなる (開繊工程の詳細は後述する)フィラメント52の集合体5

2Zが上方から供給され、その上に、高吸収性ボリマー粒子散布手段9０により高吸収

性ボリマー粒子54が散布供給される。その後、セーラ92を通すことにより包被シート

58により包み込まれ、吸収要素5０とされる。次に、かソタ一装置94によりライン方向

に分割され、個別の吸収要素5０とされる。

０368 さらに、中間シート(セカンドシート) 4０が上方から、実施の形態では吸収要素5０全

長に対して短い構造であるので、間欠的に供給される。

０369 続いて上方からバリヤーカフス6０の構成要素及びトップシート3０が、下方から液不

透過性シート7０がそれぞれ供給される。ここで、バリヤーカフス6０を構成するバリヤ

ーシート64の供給ラインでは、予め、図示しない装置により2枚の不織布間に糸ゴム

62が伸張下で、かつ第2液不透過性シート72が固定された状態での供給がなされ、

トップシート3０と共に主ラインに供給される。主ラインに供給されたバリヤーカフス6０

の構成要素、トップシート3０及び液不透過性シート7０は、図33に示す形状に、セ一



ラ96により折り畳みがなされる。

０37０ 吸収性本体2０のラインの最後では、かソタ一装置98により切断され、長手方向をラ

インに沿わせた長方形の吸収性本体2０が得られる。

０37 1 得られた吸収性本体2０は、転回装置 ００により吸収性本体2０の長手方向がライ

ンと直交するよぅに9０度転回される。

０372 一方、外装シート 2のラインでは、予め2枚の不織布シート間に糸ゴム 2Cが介在

された(図37では図示を省略してある)状態で流れ、かつ、脚周り部分を形成するた

めにかソタ一 (図示せず) により楕円形にくりぬかれ、組合せステーション ０2に達す

ると、その上で、かつ、くりぬき部位間に転回済みの吸収性本体2０が設置され、ホッ
トメルト接着剤などにより固定され、外装シート 2と結合される。その後、図37の水平

ラインを境にして上下に折り畳まれ、外装シート 2の前身頃 2 及び後身頃 2 の

両側部の接合領域 2 が熱融着などにより接合される。その後、ライン方向に分断し

て (分断手段は図示していない)個別製品を得る。

０373 開繊工程は、例えば図38に示す形態のラインにより実施できる。すなわち、べ一ル

Xからトウ が引き出され、拡幅装置 2０を介して段階的に拡幅されながら第

二ップ 26 、第2二ップ 26 、及び第3二ップ 26C を通り、拡厚装置 ０に導か

れ、ここで厚さが拡大され、略最終的なフィラメントの集合体 Zとされた後、その上

に、高吸収性ボリマー粒子散布手段9０により高吸収性ボリマー粒子54が散布供給

され、しかる後にセーラ92へと送り込まれる。べ一ル Xからのトウの引き出しは、第

二ップ 26 (駆動二ップロールに相当) による引き込みにより行われるよぅになって

いる。

０374 すなわち、べ一ル Xから引き出されたトウ は、ターン部 22により角度変えが

行われた後、回転 自由に構成された一対のニップロールからなるフリーニップロール

24のニップを介して、第 二ップ 26 により引き込まれるよぅになっている。このよぅ

な構成では、フリーニップロール 24の移送抵抗 (二ップ圧力や口一ル自重に応じて

定まる) があたかもトウ の引き込み速度を抑えるブレーキとして機能し、フリーニッ
プロール 24以降における張力が安定するよぅになる。これは、フリーニップロール

24の回転がトウの通過のみで発生するよぅになっていることに起因するものである。



０375 フリーニップロール 24のニップ圧や自重は適宜定めればよいが、通常の場合、ニ

、ソプ圧は Pa超5 Pa以下とするのが好ましく、また、ロール自重は、ロールー本

あたりO 超 ０ 以下とするのが好ましい。この範囲内であれば、張力の安定化を

容易に実現できる。

０376 かくして、トウの供給量を支配する第 二ップ 26 に対するトウ の供給量が安

定するよぅになり、もって吸収体のサイズ、重量、品質が安定するよぅになる。

０377 また、べ一ル Xから引き出されたトウ は、べ一ル Xとフリーニップロール 2

4との間、フリーニップロール 24と第 二ップ 26 との間、第 二ップ 6 と第2二

、ソプ 26 との間、ならびに第2二ップ 26 と第3二ップ 26C との間にそれぞれ設け

られた拡幅装置 2０により、段階的に所望の幅まで拡幅される。この際、併せて厚さ

方向にも拡大することができる。

０378 図39及び図4０は、この拡幅装置 2０を示しており、トウを通す所定幅Xの角筒状

通路 2０ と、この通路 ０ 内面における幅方向に沿ぅ面に形成された圧縮エア

ーの噴出口 2０ とを有し、通路 2０ 内に導入されるトウ を圧縮エアーの力に

より通路幅一杯に拡幅するものである。通路の高さは、導入されるトウ の厚さ以

上とされており、トウ52 の厚さよりも高い場合には、トウ は厚さ方向にも拡大さ

れる。

０379 噴出口 2０ は、図4０に示されるよぅに、通路 2０ の幅方向中央に関して線対称

をなし且つ通路 2０ の幅方向中央に向かぅにつれてトウ通過方向下流側に位置す

るくの字状 (もしくは 字状)スリットとされている。

０38０ このよぅなスリット 2０からエアーを噴出させた状態で、トウが通路 2０ 内に進入

すると、進入位置が幅方向中央からずれていたとしても、トウ が圧縮エアーの力

をバランス良く受けるよぅに幅方向中央側 (図4０中の矢印方向) に逃げ、自然にトウ5

2 が通路 2０ の幅方向中央に案内される。つまり、拡幅のための圧縮エアーを利

用してトウ の導入位置のセンタリングも可能になるのである。また、この形態では

、トウ を非接触で案内するため、ガイド部材等のよぅに接触により案内するのと比

べて、トウの傷みや崩れも発生し難い利点もある。また、このよぅなセンタリング機能を

有する拡幅装置 2０は、拡幅におけるセンタリングだけでなく移送位置の補正機能



をも発揮する。

０381 上述のよぅな圧縮ェア一を利用したセンタリングを〒ぅ場合、スリットの形状はくの字

状に限られず、通路 2 の幅方向中央に関して線対称をなし且つ通路 の幅

方向中央に向かぅにつれてトウ通過方向下流側に位置する条件を満足する限り、曲

線状、円弧状等に形成することもできる。

０382 一方、第 二ップ 6 と第2二ップ 26 との間では、トウ にテンションをかける

よぅに張力が付与されており、逆に第2二ップ 26 と第3二ップ 26Cとの間は弛緩さ

れるよぅに、各二ップロールの周速度が設定されている。この結果、第 二ップ 26

と第2二ップ 26 との間でトウ にテンションがかけられることで、フイラメント相互

の絡み合い等がある程度まで強制的に除去され、フイラメントの分離が促進されるとと

もに、この分離に伴って拡幅装置 2０によりトウ を拡幅することで、トウ の更

なる均一な拡幅が可能となっている。また、第2二ップ 26 と第3二ップ 26Cとの間

でトウ の弛緩を行いつつ、拡幅装置 2０によりトウ を拡幅することで、トウ52

の更なる均一な拡幅が可能となっている。

０383 より好ましい形態では、第2二ップ 26 の一方の口一うは、長手方向に小さな間隔

を置いて周方向に連続する溝が多数形成される。この溝は、フイラメントが多数の構

内に入り込むことで、トウの解しを促進させる機能がある。さらに、この場合、溝の効果

を高めるために、第2二ップ 26 の一方の溝付口一うにおけるトウ52 の抱き角度 (

トウ接触部分の回転方向角度)を大きくし、トウ と溝付口一うとの接触面積を大き

くするのも好ましい形態である。具体的には、第2二ップ 26 上流側のトウ と下

流側のトウ52 とのなす角度、つまり溝付口一うによる方向転換角度が 8０度末満、

特に鋭角 (9０度よりも小)となるよぅに構成することのが好ましい。

０384 また、第 二ップ 26 、第2二ップ 26 及び第3二ップ 26Cは、対をなす口一ル

の径の組み合わせが相違しても良いが、その場合、周速度差により口一ル間でトウ5

2 に加わる張力や口一ルとトウ との接触抵抗などが、トウ幅方向において不均

一になるおそれがあるため、全て共通するよぅに構成するのが好ましい。

０385 次に、第3二ップ 26Cを通過したトウは、拡厚装置 ０に導かれる。拡厚装置 ０

は、たとえば、特開昭59 ００422号公報 (WO 83 ０3267) に開示されたものと



同様な構造であり、概略的には図4 に示すよぅに、入口 ０ と出口 との間に

べンチュリ一部 ０bが形成されるとともに、入口側に圧空の吹き込み口 ０aを備え

るとともに、ベンチュリ一部 ０bに空気の排気孔 ０cを有するものである。平面的

にはほぼ長方形をなし、図4 の紙面を貫通する方向に扁平な形状である。

０386 吹き込み口 ０aからの圧空の吹き込みによって、エジェクター効果によって入口

０ から空気が入り込み、その結果、トウ は引き込まれ、前進力が与えられる。ト

ウ がべンチュリ一部 ０bに至ると、空気の排気孔 ０cから排気が行われ、か

つ、ベンチュリ一部 ０bの空間が拡大するために、主にトウ の嵩が厚み方向に

増加し、厚さが拡大される。なお、通路の幅を、導入されるトウ の幅よりも広くする

ことにより、図4 の下方に示すよぅに拡幅も可能である。

０387 高吸収性ボリマー粒子散布手段9０としては、フィラメントの集合体に対して高吸収

性ボリマー粒子を実質的に厚み方向全体に分散させるものが好ま 、。このよぅな高

吸収性ボリマー粒子散布手段9０としては、高吸収性ボリマー粒子自体の日重よる落

下力のみならず、加速力を与える手段が望ま 、。この例を図42に示した。すなわち

、下部に開口を有するケーシングg０a内に投射孔g０dを有する回転ドラムg０bがウェ
ブの移動方向 (図43での反時計方向) に回転するよぅに構成され、その内部にシヤ、ソ

タドラムg０cが設けられたものである。これらを要素とする投射部g０ は、ホッパー9０

と連結され(図38参照)、高吸収性ボリマー粒子散布手段9０が構成されている。

０388 ホ、ソパー9０からの高吸収性ボリマー粒子54は回転ドラム9０b内に供給されるよぅ

に構成されている。ここに、予め、ケーシングg０aの開口位置に対し、シヤッタドラム9

Ocの開口の位置調整が行われる。図42の状態では完全一致した全開状態を示して

ある。また、回転ドラムg０bの投射孔g０dは、周方向に分害 された群として、図示では

周方向に4つの群として分割され、したがって図示では回転ドラムg０bが一回転する

過程で、4枚分の紙おむつに対して高吸収性ボリマー粒子を散布・投射するよぅにし

てある。

０389 フィラメント52の集合体上に高吸収性ボリマー粒子54を連続的に散布・投射しても

よいが、図37が参照されるよぅに、吸収要素5０をヵッタ一装置94によりライン方向に

分割し、個別の吸収要素5０とするときに、高吸収性ボリマー粒子54の存在によりかソ



タ一装置94の刃が短時間のぅちに磨耗してしまぅ。そこで、高吸収性ボリマー粒子54

を連続的に散布・投射するのではなく、図42に示すよぅに、ゾーンZのみに間欠的に

散布・投射するよぅにすることが望ま 、。

０39０ このために、前述のよぅに、回転ドラム9０bの投射孔9０dは、周方向に分割された群

として、図示では周方向に4つの群として分割して形成することにより、高吸収性ボリ

マー粒子54をゾーンZのみに間欠的に散布・投射するよぅにしてあるのである。その

結果、ゾーン 、 間でヵッタ一装置94により分断でき、ヵッタ一装置94の刃の磨耗

を抑制できる。

０39 1 なお、本発明では、高吸収性ボリマー粒子54の分散密度が主吸収部分56C と股

間部の両側部56S 56S とで異なるが、このよぅな分布は、高吸収性ボリマー粒子54

の散布量を部位に応じて調節したり、股間部両側には散布しないよぅな散布パターン

を採用したりすることで製造できる。高吸収性ボリマー粒子の散布量は、主に投射孔

g０dの孔径の大小、ケーシングg０aの開口位置に対するシヤッタドラムg０cの開口の

位置調整によって調節でき、高吸収性ボリマー粒子の散布パターンは、投射孔g０d

の配置によって調節できる。

０392 一方、必要ならば、高吸収性ボリマー粒子54を圧力空気とともに、フィラメント52の

集合体上に散布・投射することで、フィラメントの集合体に対して高吸収性ボリマー粒

子が実質的に厚み方向全体に分散させることも可能である。しかし、フィラメント5 2の

集合体上に散布・投射した高吸収性ボリマー粒子が、圧力空気によって散乱し、所

定領域外に散布される難点があるので、あまり推奨できない。

０393 さらに、高吸収性ボリマー粒子散布手段9０と共に、あるいはこれに換えて、フィラメ

ントの集合体上に散布された高吸収性ボリマー粒子54をフィラメントの集合体の下方

から、吸引するよぅにしてもよい。

０394 また、図43に示すよぅに、図37の転回口一ルをバキュームロール ０6に換え、前述

の遠心分力をも加えて高吸収性ボリマー粒子を散布する散布手段9０でなく、単に高

吸収性ボリマー粒子を自重により落下させる形式の高吸収性ボリマー粒子散布手段

により、バキュームロール ０6 方からフィラメント52の集合体52Z上に、高吸収性ボ

リマー粒子54を散布することもできる。この場合には、バキュームロール ０6による吸



引力によりフィラメント52の集合体を高吸収性ボリマー粒子が侵入するので、

階では、吸収体56の下部に高吸収性ボリマー粒子が分散される。なお、本発明の吸

収体を製造するために、高吸収性ボリマー粒子54の散布量を部位に応じて調節した

り、股間部両側には散布しないよぅな散布パターンを採用したりする点は、前述の散

布手段9０と同様である。

０395 他方、図44は、図35及び図36に示すテープ式の使い捨ておむつの製造方法例

を示している。中間シート(セカンドシート 4０の供給までは、パシソ型の場合と同様

である。中間シート4０が間欠供給された後は、続いて上方からトップシート3０が、下

方から液不透過性シート7０がそれぞれ供給され、その後にバリヤーカフス6０を構成

するバリヤーシート64が供給される。バリヤーシート64の供給ラインでは、予め、図

示しない装置により2枚の不織布間に糸ゴム62が伸張下で固定された状態での供給

がなされる。ラインの最後では、吸収性本体を備える半製品がかソタ一装置98により

分断され、製品 ０が得られる。

実施例

０396 図47は、吸収体の股間部の両側部における高吸収性ボリマー粒子の目付けが主

吸収部分よりも少ない本発明に係る吸収性物品2００と、吸収体全体に一様に高吸収

性ボリマー粒子を散布した比較例2０ とに、 5０の人孔尿を吸収させ、バリヤーカ

フス6０の立ちと製品の丸まりを比較したものである。本発明に係る吸収性物品2００の

方が、バリヤーカフス6０が高く立ち上がり、製品も体にフィットするよぅに丸まることが

判る。

産業上の利用可能，性

０397 本発明は、紙おむつ、生理用ナプキン、失禁パッド、おむつカバーと併用する吸収

パッド等の吸収性物品に適用できるが、最適には紙おむつまたはおむつカバーもし

くは紙おむつと併用する吸収パッドである。

０398 図 パンソ型使い捨ておむつの斜視図である。

図2 パンソ型使い捨ておむつの展開状態平面図である。



4 線断面図である。

図4 パン、ソ型使い捨ておむつのエンボスを形成した状態で図示した、図2の4 線

断面図である。

図5 エンボス形成についての別の第 例の断面図である。

図6 エンボス形成についての別の第2例の断面図である。

図7 エンボス形成についての別の第3例の断面図である。

図8 テープ式使い捨ておむつの展開状態平面図である。

図9 図8の9 線断面図である。

図1０パンソ型使い捨ておむつの斜視図である。

図11 パンソ型使い捨ておむつの展開状態平面図である。

図12 図皿の3 線断面図である。

図13 他の例の断面図である。

図14拐りの例の断面図である。

図15 他の例の断面図である。

図16拐りの例の断面図である。

図17拐りの例の断面図である。

図18 テープ式使い捨ておむつの展開状態平面図である。

図19 図 8の9 線断面図である。

図2０吸収要素の製造設備例を示す概要図である。

図2 1 パンソ型紙おむつの製造設備例を示す概要図である。

図22 テープ式使い捨て紙おむつの製造設備例を示す概要図である。

図23 開繊設備の概要図である。

図24 拡幅装置の概要図である。

図25 図24のX 断面図である。

図26 拡厚装置の概要図である。

図27 s 供給装置例の概要図である。

図28 パン"ソ型使い捨ておむつの斜視図である。

図29 パンソ型使い捨ておむつの展開状態平面図である。



図3０図2の3 線矢視断面図である。

図3 1 他の例の3 線矢視相当断面図である。

図32 兄りの例の3 線矢視相当断面図である。

図33 変形例の3 線矢視相当断面図である。

図34恰らに別の例の3 線矢視相当断面図である。

図35 テープ式使い捨ておむつの展開状態平面図である。

図36 図35の9 断面図である。

図37 パンソ型紙おむつの製造設備例を示す概要図である。

図38 その要部概要図である。

図39 拡幅装置の概要図である。

図4０図39のX 断面図である。

図41 開繊装置の概要図である。

図42 高吸収性ボリマー粒子散布手段例の概要図である。

図43 他の高吸収性ボリマー粒子散布形態の概要図である。

図44 テープ式使い捨て紙おむつの製造設備例を示す概要図である。

図45 吸収体におけるS Pおよび接着剤の平面配置を示す概要図である。

図46 保持シートの一例を示す図である。

図47 実験結果を示す図である。

符号の説明

０…パンソ型使い捨ておむつ、 ０ …テープ式使い捨ておむつ、 2 …外装シー

ト、 2 …バックシート、2０…吸収性本体、3０…トップシート、4０…中間シート、5０
…吸収要素、52…フィラメント、 X …べ一ル、 …トウ、 Z …フィラメントの集合

体、54 …高吸収性ボリマー粒子、56… 吸収体、56 …上層吸収体、56 …下層吸

収体、58…包被シート、6０ 6０ …バリヤーカフス、64…バリヤーシート、7０…液不

透過性シート、72…第2液不透過性シート、8０…保持シート、 …熱融着部分、9０
…高吸収性ボリマー粒子散布手段、g０ …投射部、g０a ・‥ケーシング、g０b …回転

ドラム、9０c シャッタドラム、92…セーラ、94 …カッタ一装置、98…カッタ一装置、

００…転回装置、 ０2 …組合せステーション、 ０4 …粘着剤塗布装置、 ０…拡厚装



置、 ０a・‥圧空の吹き込み口、 ０b …ベンチュリ一部、 2０…拡幅装置、 24
。

フリーニップロール、 26A …第 二ップ、 26 …第2二ップ、 26C…第3二ツフ

3０…ファスニング片、 …凹部、Z …高吸収性ボリマー粒子散市ゾーン。



請求の範囲

透液性のトップシート、トウを開繊してなるフィラメント集合体により形成された吸収

体を含む吸収性本体、液不透過性シートをこの順に有する吸収性物品において、

前記吸収性本体が位置する領域内において、少なくとも着用者の股下部の両側に

ほぼ長手方向に沿って、前記トップシートから前記吸収体に達する溝状のェンボスが

形成されていることを特徴とする吸収性物品。

2 前記ェンボスは、前記フィラメント集合体の配向方向に対し交差する方向に沿って

形成されている請求項 記載の吸収性物品。

3 前記ェンボスは、少なくとも着用者の股下部の両側にほぼ長手方向に形成された

第 の部分と、吸収性本体の前後部分に形成された第2の部分とを有し、前記第 の

部分と前記第2の部分とが実質的に繋がり、実質的に環状のェンボスが形成されて

いる請求項 または2記載の吸収性物品。

4 使用面側のトップシートを透過した液を吸収する吸収要素を備え、

前記吸収要素は、トウを開繊して得られ且つ吸収量が 自重の ・ f 以下の難吸収

フィラメント集合体を有しており、

前記フィラメント集合体は、フィラメントがトップシートに沿って延在しており、かつフィ
ラメントの両端が吸収要素の周縁から内側に離間している、

ことを特徴とする吸収性物品。

5 前記吸収体が、フィラメント集合体を液透過性シートに貼り付けるか又は液透過性

シートで包んだものである、請求項4記載の吸収性物品。

6 少なくとも股間部の両側に、前後方向に沿って延在するとともに前後方向中間部が

幅方向中央側に膨出する形状のェンボス凹部が形成されており、このェンボス凹部

は前記トップシートの使用面側から前記吸収体に達するよぅに形成されている、請求

項4または5記載の吸収性物品。

7 使用面側のトップシートを透過した液を吸収する吸収要素を備え、

前記吸収要素は、下層吸収体と、そのトップシート側に設けられた上層吸収体とを

有しており、

前記上層吸収体は、トウを開繊して得られ且つ吸収量が 自重の ・ f 以下の難吸



収フィラメント集合体からなり、このフィラメント集合体は、フィラメントがトップシートに

沿って延在しており、かつフィラメントの両端が前記下層吸収体の周縁から内側に離

間している、

ことを特徴とする吸収性物品。

8 前記上層吸収体が、フイラメント集合体を液透過性シートに貼り付けるか又は液透

過性シートで包んだものである、請求項7記載の吸収性物品。

9 前記下層吸収体が、パルプ繊維及び高吸収性ボリマー粒子を混合し積繊してなる

ものである、請求項7または8記載の吸収性物品。

０ 前記下層吸収体が、フイラメント集合体及び高吸収性ボリマー粒子を混合し積繊し

てなるものである、請求項7または8記載の吸収性物品。

使用面側のトップシートを透過した液を吸収する吸収要素を備え、

前記吸収要素は、下層吸収体と、そのトップシート側に設けられた上層吸収体とを

有しており、

前記下層吸収体は、トウを開繊して得られ且つ吸収量が 自重の ・０倍以下の難吸

収フィラメント集合体からなり、このフィラメント集合体は、フィラメントがトップシートに

沿って延在しており、かつフィラメントの両端が前記上層吸収体の周縁から内側に離

間している、

ことを特徴とする吸収性物品。

2 少なくとも股間部の両側に、前後方向に沿って延在するとともに前後方向中間部が

幅方向中央側に膨出する形状のェンボス凹部が形成されており、このェンボス凹部

は前記トップシートの使用面側から前記上層吸収体に達するよぅに形成されている、

請求項7～ のいずれか 項に記載の吸収性物品。

3 トウを開繊して得られ且つ吸収量が 自重の ・ f 以下の難吸収フィラメント集合体

を、液透過性シートに貼り付けるか又は液透過性シートで包んだ後、フィラメントの連

続方向に所定の間隔で切断し、切断したフィラメント集合体を、吸収体または吸収シ

ート上の所定位置に貼り付ける、ことを特徴とする吸収体の製造方法。

4 使用面側のト、ソプシートを透過した液を受け入れ保持する吸収要素を備え、

前記吸収要素は、トウを開繊したフィラメントの集合体及び高吸収性ボリマー粒子を



有する吸収体を含み、

前記吸収体は、股間部と、股間部の前側部分および股間部の後側部分を有してお
り、股間部の両側部以外の部分である主吸収部分に高吸収性ボリマー粒子を有する

とともに、股間部の両側部における高吸収性ボリマー粒子の目付けが前記主吸収部

分よりも少ない、

ことを特徴とする吸収性物品。

5 前記高吸収性ボリマー粒子が接着剤により前記フィラメントの集合体に接着されて

いる、請求項 4記載の吸収性物品。

6 前記吸収要素は前記吸収体を包む包被シートを備えており、前記高吸収性ボリマ

ー粒子が接着剤により前記包被シートに接着されている、請求項 4または 5記載の

吸収性物品。

7 前記高吸収性ポリマー粒子を保持する保持シートを備えている、請求項 4～6の

いずれか 項に記載の吸収性物品

8 前記高吸収性ボリマー粒子が接着剤により前記保持シートに接着されている、請求

項 7記載の吸収性物品。

9 前記高吸収性ボリマー粒子の保持孔を有する保持シートを備えている、請求項 4

～8のいずれか 項に記載の吸収性物品。

2０ 前記保持シートを前記主吸収部分と重なる部位にのみ備えている、請求項 9記載

の吸収性物品。

2 前記吸収体の裏面側に、前記高吸収性ボリマー粒子の保持孔を前記主吸収部分

と重なる部位にのみ有する保持シートを備えている、請求項 4～8のいずれか 項

に記載の吸収性物品。

22 前記高吸収性ボリマーを接着するための接着剤が前記主吸収部分にのみ配され

ている、請求項 5 6または 8記載の吸収性物品。
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I I Claims Nos.:
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prior art ,the common feature cannot be regarded as a special technical feature
in the meaning within PCT Rule 13.2, second sentence, and the inventions
of claims 1-22 shear no common feature.
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claims.
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Remark on Protest | | 1 t onal search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable,

the payment of a protest fee..
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I x I No protest accompanied the payment of additional search fees.
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第 π欄 請求の範囲の 部の調査かてきな きの青見 (第 1 の の続き

怯第 条第 3項 ( P C T 17条 (2) (a) ) の規定によ 、 この国際調査報告は次の理由によ 請求の範囲の 部に て作
成しな た。

・ 汀 請求の範囲 は、 この国際調査機関か調査をするこ を要しな 対象に係 るものてある。
ま 、

・ 汀 請求の範囲 は、有青義な国際調査をするこ かてきる程度まて所定の要件を備たして
な 国際出願の部分に係 るものてある。 ま 、

・ 汀 請求の範囲 は、従属請求の範囲てぁ て P C T 規則6・4 (a) の第 文及ひ第 文の規定に
従 て記載さ て な 。

第m欄 発明の単 性か欠如して る きの青見 の の続き

次に述 るょ にこの国際出願に二以上の発明かぁる この国際調査機関は認めた。

請求の範囲 1 - 2 2 に係 る発明の共通の事項は、吸収体が トウを開繊 して得 られる イ ラメ

ト集合体 らなるこ のみであるが、該事項は、出願人が明細苦に記載して るよ に従来
技術である。よ て、上記事項は先行技術の城を出な ら、 P C T 規則 1 3 ・ 2 の第 2 文の
意味にお て、この共通事項は特 Jな技術的特徴ではな < 、請求の範囲 1 - 2 2 に係 る発明全
てに共通の事項はな 。

・河 出願人か必要な追加調査手数科をす て期間内に納付したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した。

2・ r 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査するこ かてきたのて、追
加調査手数科の納付を求めな た。

・亡 出願人か必要な追加調査手数科を 部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、手数科の納
付のあ た次の請求の範囲のみに て作成した。

・口 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した。

追加調査手数科の異議の中立てに関する住青
r 追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議申立手数科の納付 共に、 出願人 ら異議申立てかあ た。
汀 追加調査手数科の納付 共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間

内に支払われな た。
汀 追加調査手数科の納付を伴 異議申立てかな た。
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