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(57)【要約】
【課題】サイド防漏部が、肌に当たる感触が柔らかく、
良好な装着感が得られ、また、防漏性にも優れた吸収性
物品を提供すること。
【解決手段】本発明の吸収性物品は、吸収層２及び防漏
層３を備え、実質的に縦長であり、長手方向の両側部に
内部中空のサイド防漏部４，４が形成されている。サイ
ド防漏部４，４は、積層された２層の不織布４１，４２
と２層の該不織布間に固定された複数本又は帯状の弾性
部材４３とからなり、２層の該不織布４１，４２は、折
り曲げ方向の内側に中空部４９が生じるように折り曲げ
られて固定されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸収層及び防漏層を備え、実質的に縦長であり、長手方向の両側部に内部中空のサイド
防漏部が形成されている吸収性物品であって、
　前記サイド防漏部は、積層された２層の不織布と２層の該不織布間に固定された複数本
又は帯状の弾性部材とからなり、２層の該不織布は、折り曲げ方向の内側に中空部が生じ
るように折り曲げられて固定されている、吸収性物品。
【請求項２】
　前記吸収層は、液透過性の表面シートと液保持性の吸収体とを有し、
　前記吸収体は、その両側縁部が幅方向外方に向かって凹の円弧状をなす部分を有し、円
弧状の両側縁部それぞれから幅方向内方に離間した位置に、該両側縁部それぞれに沿う形
状の溝を有している、請求項１記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記防漏層側の面に、衣類に固定するための粘着部を有しており、吸収性物品の長手方
向における前記溝を有する部分において、該粘着部は、左右の溝間に形成され、該溝それ
ぞれの外方に形成されていない、請求項２記載の吸収性物品。
【請求項４】
　２層の前記不織布の少なくとも一方は、撥水性であり、該撥水性の不織布は、その幅方
向の一端部が前記防漏層に固定されている、請求項１～３の何れかに記載の吸収性物品。
【請求項５】
　包装材に載置され、該包装材と共に長手方向に折り畳まれて包装されており、吸収性物
品における、折り畳みにより生じる折曲線と該折曲線に近い方の長手方向の一端部との間
の領域に、衣類に固定するための粘着部が形成されていない、請求項１～４の何れかに記
載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　失禁パッド、生理用ナプキン、パンティライナー等の吸収性物品として、吸収層及び防
漏層を備え、実質的に縦長であり、長手方向の両側部にサイド防漏部が形成されている吸
収性物品が知られている。
　この種の吸収性物品におけるサイド防漏部は、肌当接面に供給される尿や経血等の液体
が側方に漏れ出すことを防止するものである。
　例えば、特許文献１には、防漏層を構成する裏面シートを、吸収層の一部を構成する吸
収体の両側縁部より外方に延出させ、その延出部の先端付近に弾性部材を固定して起立さ
せると共に、起立させた該裏面シートの延出部分を、断面ループ状にしたシート材で覆っ
た構成のサイド防漏部を備えた吸収性物品が記載されている。
【０００３】
【特許文献１】特表平７－５０１７２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１記載の吸収性物品におけるサイド防漏部は、断面ループ状にしたシ
ート材の肌に当たる部分に直ぐ下に、裏面シートを構成する樹脂フィルムに弾性部材が固
定されて剛性が高まった部分が位置し、サイド防漏部は、該部分に裏側から支持された状
態で肌に当たるため、サイド防漏部が肌に違和感や不快感を与える恐れがあった。
【０００５】
　従って、本発明の目的は、サイド防漏部が、肌に当たる感触が柔らかく、良好な装着感
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が得られ、また、防漏性にも優れた吸収性物品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、吸収層及び防漏層を備え、実質的に縦長であり、長手方向の両側部に内部中
空のサイド防漏部が形成されている吸収性物品であって、前記サイド防漏部は、積層され
た２層の不織布と２層の該不織布間に固定された複数本又は帯状の弾性部材とからなり、
２層の該不織布は、折り曲げ方向の内側に中空部が生じるように折り曲げられて固定され
ている、吸収性物品を提供することにより前記目的を達成したものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の吸収性物品は、サイド防漏部が、肌に当たる感触が柔らかく、良好な装着感が
得られ、また、防漏性にも優れている。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明をその好ましい実施形態に基づき図面を参照しながら説明する。
　本発明の吸収性物品の一実施形態である失禁パッド１は、図１及び図２に示すように、
液保持性の吸収層２及び液不透過性又は液難透過性の防漏層３を備え、実質的に縦長であ
り、長手方向の両側部に内部中空の一対のサイド防漏部４，４が形成されている。
【０００９】
　吸収層２は、図２に示すように、液透過性の表面シート２１と液保持性の吸収体２２と
からなり、防漏層３は、液不透過性又は液難透過性の裏面シート３１からなる。吸収体２
２は、表面シート２１と裏面シート３１との間に挟持固定されている。
　吸収体２２は、長手方向の中央部が括れた長円状の平面視形状を有し、失禁パッド１の
長手方向中央部１１における吸収体２２の両側縁部２３，２３が、それぞれ幅方向外方に
向かって凹の円弧状をなしている。
【００１０】
　表面シート２１及び裏面シート３１は、それぞれ、長手方向の両端部が円弧状とされた
長方形状をなしている。表面シート２１及び裏面シート３１は、それぞれ、失禁パッド１
の長手方向中央部１１においては、吸収体２２の両側縁の外方に延出し、その延出部分に
おいて互いに接合されており、失禁パッド１の長手方向の前方部１２及び後方部１３それ
ぞれにおいては、吸収体２２の幅広部分と略同じ幅を有している。表面シート２１及び裏
面シート３１は、それぞれ、失禁パッド１の長手方向の両端に、吸収体２２の長手方向の
両端から延出した部分を有し、その延出部分が互いに接合されてエンドシール部１４，１
５が形成されている。エンドシール部１４，１５は、熱エンボス加工により形成されてい
る。
　表面シート２１、吸収体２２及び裏面シート３１は一体化されて吸収性本体５を形成し
ている。
【００１１】
　サイド防漏部４は、図２に示すように、積層された２層の不織布４１、４２と２層の該
不織布４１，４２間に固定された複数本の糸状の弾性部材４３とからなる。
　本実施形態における２層の不織布４１，４２は、一枚の不織布を、失禁パッド１の長手
方向に沿う折り曲げ部４４が生じるように２つ折りし、該不織布における、折り曲げ部４
４を境にして一方の側を不織布４１とし、他方の側を不織布４２としてある。
【００１２】
　そして、これら２層の不織布４１，４２は、図２に示すように、折り曲げ方向の内側に
中空部４９が生じるように一体的に折り曲げられて固定されている。図２中、矢印Ｐ方向
が折り曲げ方向の内側、矢印Ｑ方向が折り曲げ方向の外側である。
　より詳細には、２層の不織布４１，４２それぞれは、幅方向の一端部４５が、表面シー
ト２１における吸収体２２上に位置する部分に接着剤４７を介して固定され、他端部４６
が、裏面シート３１における吸収体２２の下に位置する部分に接着剤４７を介して固定さ
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れている。２層の不織布４１，４２それぞれの一端部４５及び他端部４６は、それぞれ、
失禁パッド１の長手方向と同方向に延びている。
　また、２層の不織布４１，４２は、各弾性部材４３の配置位置において、各弾性部材４
３に塗工された接着剤（図示せず）を介して接合されて一体化している。
【００１３】
　弾性部材４３は、失禁パッド１の幅方向に所定の間隔を開けて略平行に複数本配されて
いる。弾性部材４３は、それぞれ、失禁パッド１の長手方向に伸長させた状態で、２層の
不織布４１,４２間に固定されている。
　２層の不織布４１，４２は、エンドシール部１４，１５における、失禁パッド１の幅方
向両端部に位置する部分においては、直接接触した状態で接合されており、エンドシール
部１４，１５における、失禁パッド１の幅方向中央部寄りに位置する部分において、両者
間に表面シート２１及び裏面シート３１を介在させた状態で接合されている。
【００１４】
　２層の不織布４１，４２における、一端部４５と他端部４６との間の、吸収性本体５に
固定されていない部分は、幅方向に離間配置された複数本の弾性部材４３の存在によって
、断面ループ状に折り曲げられ、内部に中空部４９を有するサイド防漏部４を形成してい
る。失禁パッド１の自然状態において、サイド防漏部４は、着用者の肌側に向かって突出
しており、弾性部材４３が固定されている部分の一部、好ましくは全体が、失禁パッド１
の長手方向の同位置における吸収体２２の最大高さ位置ＬＶより上方（図２の上方、着用
者の肌に近づく方向）に位置している。本発明における折り曲げには、図２に示すように
、断面が曲線のみからなる折り曲げ部が生じるような折り曲げも含まれる。
【００１５】
　本実施形態の失禁パッド１の使用時（着用時）には、内部中空のサイド防漏部４，４が
、ある程度の幅を持って着用者の肌に当たるため、サイド防漏部４，４が肌に当たる感触
が柔らかであり、違和感を生じ難く、良好な装着感が得られる。尚、２層の不織布４１，
４２によって形成された中空部４９内には、弾性部材が配されていないことが好ましく、
また、吸収性本体５の端縁部が、サイド防漏部４，４の肌に当たる部分の裏側に接触して
いないことが好ましい。
【００１６】
　また、サイド防漏部４の２層の不織布４１，４２では、弾性部材４３が配されている部
位においては、弾性部材４３を固定するため、２層の不織布４１，４２および弾性部材４
３が一体化されているが、弾性部材４３が配されていない部位（吸収性物品本体との接合
部を除く）においては、２層の不織布４１，４２は接合されていないことが、サイド防漏
部４の柔軟性をより高める観点から好ましい。
【００１７】
　また、サイド防漏部４，４の存在により、失禁パッド１の幅方向の外方に液が漏れ出し
にくく、防漏性にも優れている。
　また、本実施形態の失禁パッド１は、男性用の失禁パッド１として特に好ましく用いる
ことができ、例えば、図３に示すように、失禁パッドをペニス６１上に被せるようにして
使用することが好ましい。この場合、左右のサイド防漏部４，４が、ペニス６１の両脇に
位置して、ペニス６１の位置を安定化させるため、ペニス６１が、失禁パッド１から左右
に外れて漏れが生じることを防止することができる。
【００１８】
　本実施形態の失禁パッド１は、上述したように、失禁パッド１の長手方向中央部１１に
おける吸収体２２の両側縁部２３，２３が、失禁パッド１の幅方向外方に向かって凹の円
弧状をなしている。また、その円弧状の両側縁部２３，２３それぞれから幅方向内方に離
間した位置に、該両側縁部それぞれに沿う形状の溝２４，２４を有している。本実施形態
における溝２４，２４は、図２に示すように、熱エンボス加工により、表面シート２１及
び吸収体２２を一体的に加熱及び加圧圧縮して形成されており、失禁パッド１の平面視形
状において、両側縁部２３，２３と同様に、失禁パッド１の幅方向外方に向かって凹の円
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弧状をなしている。
【００１９】
　円弧状をなす両側縁部２３と溝２４との離間距離Ｌ１〔図１（ａ）参照〕は、５～２０
ｍｍが好ましく、より好ましくは７～１５ｍｍである。両側縁部２３と溝２４との離間距
離Ｌ１は、溝２４の長手方向に亘って均一であるか、長手方向の中央部付近から前後に向
かって漸減していることが好ましい。
　なお、溝２４，２４の最小間隔は、１５～５０ｍｍが好ましく、より好ましくは２０～
４０ｍｍであり、溝２４，２４の長手方向両端部にある最大間隔は、３０～６０ｍｍが好
ましく、３５～５０ｍｍがより好ましい。溝２４，２４の間隔は内方側で計測し、溝の幅
は、１～５ｍｍである。
【００２０】
　吸収体２２の両側縁部２３，２３に形成されている括れ形状と略合致するように円弧状
のに溝２４，２４が形成されていることによって、失禁パッド１の使用時に、吸収体２２
の溝２４より幅方向外側に位置する部分が、図２に示すように、溝２４，２４より内側に
位置する部分に対して角度をなして立ち上がる。そのため、失禁パッド１の幅方向中央部
における肌当接面の高さと、サイド防漏部４，４の最も高い高さ位置との高低差が大きく
なり、サイド防漏部４，４の見掛けの突出量が増大して、着用者の肌、特に鼠蹊部に対す
るフィット性が向上する。さらに、括れ形状によって狭くなった吸収体の漏れを防止する
効果も有する。
　また、図３に示すような態様で、男性用の失禁パッド１として用いた場合のペニス６１
の保持性も向上する。
【００２１】
　失禁パッド１は、厚み方向における防漏層３側の面、具体的には、裏面シート３１の片
面に、衣類に固定するための粘着部７を有している。
　粘着部７は、図１（ｂ）に示すように、失禁パッド１の長手方向における前記溝２４，
２４を有する部分２４Ａにおいて、左右の溝２４，２４間に形成され、該溝２４，２４そ
れぞれの外方に形成されていない。
　粘着部７が溝２４の外側に形成されていないことで、失禁パッド１の該溝２４より外側
に位置する部分が、衣類８から離間し、着用者の身体に近づく方向に立ち上がり易い。そ
れにより、サイド防漏部４，４の着用者の肌、特に鼠蹊部に対するフィット性が一層向上
し、また、図３に示すような態様で、男性用の失禁パッド１として用いた場合のペニス６
１の保持性も一層向上する。
【００２２】
　上記の不織布４１，４２を構成する不織布としては、各種公知の不織布を特に制限なく
用いることができる。不織布４１，４２として、親水性の不織布を使用することもできる
が、少なくとも２層の不織布４１，４２のうちの一方は、撥水性の不織布であることが好
ましい。特に、不織布４１が親水性である場合には、粘成物を一端親水性不織布で受け止
め、不織布４２の撥水性効果を充分発揮させることができる。
　また、その撥水性の不織布は、その幅方向の一端部４６が、防漏層３、より具体的には
防漏層３を構成する裏面シート３１等に固定されていることが好ましい。撥水性の不織布
を用いることにより防漏性が一層向上し、また、裏面シート３１等の防漏層３に固定され
ていることによって、吸収体２２に吸液された液や、意図せずに中空部４９内に入った液
が、失禁パッド１から漏れ出すことを効果的に防止することができる。
【００２３】
　不織布４１，４２を構成する不織布としては、高圧水流処理により繊維ウエブの構成繊
維同士を交絡させて得られる不織布であるスパンレース不織布、熱風処理により繊維ウエ
ブの構成繊維同士を熱融着させて得られる不織布であるエアスルー不織布、接着剤で繊維
ウエブの構成繊維同士を接着させて得られる不織布であるレジンボンド不織布等が挙げら
れる。これらの不織布の製造に用いる繊維ウエブは、カード機や空気中で繊維を積繊して
なるエアレイド法等によって製造することができる。また、スパンボンド不織布や、ヒー
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トボンド不織布、メルトブローン不織布等を用いることもできる。更に、スパンボンド・
メルトブローン・スパンボンドのような多層構造の複合不織布を用いることができる。多
層構造の不織布としては、ＳＭ（スパンボンド／メルトブローン）、ＳＭＳ（スパンボン
ド／メルトブローン／スパンボンド）不織布等を用いることもできる。
　これらの不織布の中でも、肌触りを良好にできる点からは、エアスルー不織布が好まし
く、防漏性の点からメルトブローン・スパンボンドのような多層構造の複合不織布が好ま
しい。
【００２４】
　撥水性の不織布を構成する繊維としては、従来、不織布の製造に用いられている各種の
合成樹脂を好ましく用いることができ、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリ
オレフィン系樹脂、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル系樹脂、ナイロン（登
録商標）等のポリアミド系樹脂等からなる繊維や、２種以上の樹脂からなる芯鞘型やサイ
ドバイサイド型等の複合繊維等が挙げられる。これらの繊維は、１種を単独で又は２種以
上を組み合わせて用いることができる。
【００２５】
　また、不織布４１，４２は、何れも、通気性を有することが、サイド防漏部４に通気性
を確保し、ムレ等を防止する観点から好ましい。不織布４１，４２を通気性とした場合、
本実施形態の失禁パッド１においては、使用（着用）中に、サイド防漏部４が、押圧力が
加わって潰れたり、押圧後に回復したりすることを繰り返し、サイド防漏部４が、ポンプ
のように空気を出し入れするため、一層通気性が良好であり、ムレ防止性に優れている。
【００２６】
　本実施形態の失禁パッド１は、通常の失禁パッドや生理用ナプキンと同様に、包装材９
に載置され、該包装材９と共に長手方向に折り畳まれて包装された状態で、市販等される
。この場合、失禁パッド１は、好ましくは３つ折り、あるいは４つ折り状態に折り畳まれ
るが、その折り畳みにより生じる折曲線Ｂ１，Ｂ２は、失禁パッド１に折りグセとして残
っている。
　本実施形態の失禁パッド１は、図１（ａ）に示すように、折りグセとして残っている折
曲線Ｂ１，Ｂ２を有するが、そのうちの一方の折曲線Ｂ１と該折曲線Ｂ１に近い方の長手
方向の一端部１６との間の領域１７に粘着部７が形成されていない。
【００２７】
　折曲線Ｂ１が、肌当接面側が谷となるような折りグセとして残っていること、及び前記
領域１７に粘着部７が形成されていないことにより、図３に示すような態様で男性用の失
禁パッド１として用いる場合、折曲線Ｂ１より後方の部分が衣類８から離れて、着用者の
身体に向かう方向に起立し易い。これにより、図３に示すように、ペニス６１の先端及び
／又は睾丸６２の下端を、包むように屈曲した状態が維持され易くなり、尿漏れが一層効
果的に防止される。
【００２８】
　失禁パッド１の形成材料について説明すると、表面シート２１、裏面シート３１、吸収
体２２としては、失禁パッド、生理用ナプキン、使い捨ておむつ等の吸収性物品に従来用
いられているものを特に制限なく用いることができる。
　例えば、表面シート２１としては、不織布、開孔フィルム、これらのラミネート等を用
いることができ、裏面シート３１としては、樹脂フィルム、樹脂フィルムと不織布等との
積層体等を用いることができる。樹脂フィルムは、透湿性のものを用いることもできる。
吸収体２２としては、パルプ繊維等の繊維材料からなる繊維集合体又はこれに高吸水性ポ
リマーを保持させたものを、ティッシュペーパで被覆したもの等を用いることができる。
　弾性部材４３の素材としては、合成ゴム、天然ゴム、スパンデックス等を挙げることが
でき、弾性部材４３の形態としては、糸状のもの（糸ゴム）、細幅の帯状のもの（平ゴム
等）、フィルム状のもの等を用いることができる。
【００２９】
　本実施形態の失禁パッド（吸収性物品）１は、上述したように、長手方向に折り畳まれ
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て個々に包装されたものとされた場合、包装による折皺が形成されているが、溝２４，２
４が、包装構造による折り畳み位置（折曲線Ｂ１，Ｂ２の位置）まで伸びていないため、
溝が形成されている部位において皺が発生せず、皺に沿って表面で拡散することがなく、
より漏れを防止しやすい。
【００３０】
　以上、本発明をその好ましい実施形態に基づき説明したが、本発明は前記実施形態に制
限されず、適宜変更可能である。
　例えば、本発明の吸収性物品は、男性用の失禁パッド、特に図３に示すように、サイド
防漏部４，４がペニスの両脇に位置するようにペニスに被せて使用される男性用の失禁パ
ッドであることが好ましいが、男女兼用の失禁パッドや、女性用の失禁パッド、生理用ナ
プキン等として使用されるものであっても良い。
　また、サイド防漏部４を構成する２層の不織布４１，４２は、別体である２枚の不織布
を積層したものであっても良い。また、２層の不織布４１，４２は、不織布４１側又は不
織布４２側にもう一層の不織布が積層されていても良い。
【００３１】
　また、２層の不織布４１，４２の幅方向の両端部４５，４６の固定箇所は、一端部４５
を表面シート２１に固定し、他端部４６を裏面シート３１に固定するのに代えて、両端部
とも表面シート２１に固定しても良いし、両端部とも裏面シート３１に固定しても良い。
また、表面シート２１に固定するときの固定位置及び表面シート３１に固定するときの固
定位置は、それぞれ吸収体２２の側縁部から延出した部分であっても良い。
【００３２】
　また、粘着部７は、吸収性物品の幅方向に延びる帯状粘着部を、吸収性物品の長手方向
に多数直列に配置してなるものであっても良い。
　また、サイド防漏部４に配された弾性部材４３は、複数の糸状の弾性部材に代えて、そ
れと同様の幅を有する帯状の弾性部材であっても良い。複数本の弾性部材を配する場合の
本数は、例えば２～１０本とすることができ、３～４本が好ましい。複数本の弾性部材に
配する場合における、弾性部材に直交する方向の一端の弾性部材の外側端部と他端の弾性
部材の外側端部との間の距離、及び、帯状弾性部材を配する場合における、該帯状弾性部
材の幅は、それぞれ、４～２０ｍｍ、特に８～１２ｍｍとすることが好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の吸収性物品の一実施形態としての失禁パッドを示す図で、図１（ａ）は
、吸収層側から見た平面図、図１（ｂ）は、防漏層側から見た平面図である。
【図２】図１の失禁パッドの使用状態におけるＩＩ－ＩＩ線断面図である。
【図３】図１の失禁パッドの使用状態における縦方向中心線を通る縦断面図である。
【符号の説明】
【００３４】
　１　失禁パッド（吸収性物品）
　２　吸収層
　２１　表面シート
　２２　吸収体
　２３　吸収体の両側縁部
　２４　溝
　３　防漏層
　３１　裏面シート
　４　サイド防漏部
　４１，４２　不織布
　４３　弾性部材
　４９　中空部
　５　吸収性本体
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　７　粘着部

【図１】 【図２】

【図３】
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