
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シート状の第１防漏体と、
　前記第１防漏体の上部の後部に存在するシート状の第２防漏体と、
　前記第１防漏体の上部の前部から前記第２防漏体の下側に至るまで、少なくとも１層配
置された、高吸水性樹脂を含有し体液を吸収しうる吸収体と
を具備する吸収体物品
　
。
【請求項２】
　前記第２防漏体の前端部またはその周辺に、尿便ストップ部材を有する、請求項 に記
載の吸収体物品。
【請求項３】
　前記第１防漏体の前部において、前記吸収体が、左右に分かれて配置されている、請求
項１ に記載の吸収体物品。
【請求項４】
　前記第１防漏体の後部において、前記吸収体が、左右に分かれて配置されている、請求
項１～ のいずれかに記載の吸収体物品。
【請求項５】
　前記第１防漏体が周囲の一部または全部において上側に立ち上がっている、請求項１～
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のいずれかに記載の吸収体物品。
【請求項６】
　前記第１防漏体の左右の側壁が中側に折り返されている、請求項 に記載の吸収体物品
。
【請求項７】
　前記第１防漏体の左右の側壁がひだ状に形成されている、請求項 または に記載の吸
収体物品。
【請求項８】
　ひだ状に形成されている前記第１防漏体の前記左右の側壁により規定される２段以上の
空間のうち、少なくとも二つに、前記吸収体が配置されている、請求項 に記載の吸収体
物品。
【請求項９】
　前記第２防漏体が周囲の一部または全部において上側に立ち上がっている、請求項１～

のいずれかに記載の吸収体物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新規吸収体物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　紙おむつ等の吸収体物品は、木材パルプ、高吸水性樹脂（Ｓｕｐｅｒ　Ａｂｓｏｒｂｅ
ｎｔ　Ｐｏｌｙｍｅｒ、以下「ＳＡＰ」ともいう。）等の吸収成分を用いた吸収体により
着用者から排出された尿を吸収し、また、便（大便）を受容する物品である。従来の吸収
体物品には、尿と便とを分離する機能がないため、使用時に尿と便とが混じりやすい。そ
して、尿と便とが混じり合うと、臭いが強くなり、かぶれが発生しやすくなるなどの問題
が生じる。
【０００３】
　これに対して、尿と便とを分離する方法が種々提案されている。
　例えば、尿と便とを仕切り部材により分離する方法が提案されている（例えば、特許文
献１および２参照。）。
　また、吸収体物品の後部に開口を設け、この開口の中に便を収容させ、尿と分離する方
法が提案されている（例えば、特許文献２～５参照。）。
　また、尿を速やかに吸収して吸収体物品の内部表面から除去することにより、尿と便と
が接触しないようにする方法が提案されている（例えば、特許文献６および７参照。）。
【０００４】
【特許文献１】特開平７－２９９０９２号公報
【特許文献２】国際公開第０２／２４１３０号パンフレット
【特許文献３】特開平６－３２７７１５号公報
【特許文献４】特開平６－３４３６６０号公報
【特許文献５】特開平８－５６９８６号公報
【特許文献６】特開平６－９０９７７号公報
【特許文献７】特開平９－２８７３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した従来の吸収体物品では、尿と便との分離を効果的にすることが
できなかった。また、尿の吸収能力が低いため、交換する回数を多くする必要があった。
　したがって、本発明は、使用時に尿と便とを効果的に分離することができ、かつ、尿の
吸収能力が高い吸収体物品を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本発明者は、上記目的を達成すべく鋭意研究した結果、新規構造を有する吸収体物品を
完成させた。
【０００７】
　即ち、本発明は、以下の（１）～ を提供する。
【０００８】
　（１）シート状の第１防漏体と、
　前記第１防漏体の上部の後部に存在するシート状の第２防漏体と、
　前記第１防漏体の上部の前部から前記第２防漏体の下側に至るまで、少なくとも１層配
置された、高吸水性樹脂を含有し体液を吸収しうる吸収体と
を具備する吸収体物品
　
。
【００１０】
　 前記第２防漏体の前端部またはその周辺に、尿便ストップ部材を有する、上記

に記載の吸収体物品。
【００１１】
　 前記第１防漏体の前部において、前記吸収体が、左右に分かれて配置されている
、上記（１） に記載の吸収体物品。
【００１２】
　 前記第１防漏体の後部において、前記吸収体が、左右に分かれて配置されている
、上記（１）～ のいずれかに記載の吸収体物品。
【００１３】
　 前記第１防漏体が周囲の一部または全部において上側に立ち上がっている、上記
（１）～ のいずれかに記載の吸収体物品。
【００１４】
　 前記第１防漏体の左右の側壁が中側に折り返されている、上記 に記載の吸
収体物品。
【００１５】
　 前記第１防漏体の左右の側壁がひだ状に形成されている、上記 または

に記載の吸収体物品。
【００１６】
　 ひだ状に形成されている前記第１防漏体の前記左右の側壁により規定される２段
以上の空間のうち、少なくとも二つに、前記吸収体が配置されている、上記 に記載
の吸収体物品。
【００１７】
　 前記第２防漏体が周囲の一部または全部において上側に立ち上がっている、上記
（１）～ のいずれかに記載の吸収体物品。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の吸収体物品は、使用時に尿と便とを効果的に分離することができ、かつ、尿の
吸収能力が高い。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の吸収体物品を添付図面に示す好適実施形態に基づいて詳細に説明する。
なお、本明細書においては、本発明の吸収体物品を実際に着用した場合に、着用者の肌に
近い側を「上」といい、遠い側を「下」という。また、本発明の吸収体物品を実際に着用
した場合に、着用者の体の前側に対応する側を「前」といい、後側に対応する側を「後」
という。また、各図中、理解を容易にするために、実際には接触している部材を離間させ
て示すことがある。
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【００２０】
　図１は、本発明の吸収体物品の例を示す模式図である。図１（Ａ）は平面図であり、図
１（Ｂ）は図１（Ａ）中のＩＢ－ＩＢ線に沿った縦端面図であり、図１（Ｃ）は図１（Ａ
）中のＩＣ－ＩＣ線に沿った横端面図である。
　なお、添付した図面中の各平面図においては、図の上側に吸収体物品等の前側が位置す
るように図示してある。
【００２１】
　本発明の吸収体物品１００は、基本的に、シート状の第１防漏体１０と、第１防漏体１
０の上部の後部に存在するシート状の第２防漏体１２と、第１防漏体１０の上部の前部か
ら第２防漏体１２の下側に至るまで、少なくとも１層配置された、高吸水性樹脂を含有し
体液を吸収しうる吸収体１４とを具備する。
【００２２】
　第１防漏体１０および第２防漏体１２の材質は、それぞれ、一般に、バックシートとし
て用いられているものを用いることができる。具体的には、例えば、ＰＥ、ＰＰ、ＰＥＴ
、ＥＶＡ等の樹脂のフィルム；前記樹脂の発泡シート等の体液不透過性シートを用いるこ
とができる。体液不透過性シートは、通気性フィルム等の通気性を有するものも好適に用
いられる。
　また、前記樹脂のフィルムを用いる場合には、感触や外観を向上させるために、フィル
ムと不織布との複層シートとして用いることもできる。この場合、不織布としては、比較
的低目付のＳＢ、ＳＭＳ、サーマルボンド不織布等が好適に用いられる。
　また、前記樹脂のフィルムと後述するシート状吸収体との複層シートを用いることもで
きる。
　また、高耐水性不織布を用いることもできる。この場合、単独で用いてもよく、フィル
ムと高耐水性不織布との複層シートとして用いることもできる。
【００２３】
　第１防漏体１０および第２防漏体１２は、いずれも複数の部材から構成されていてもよ
い。
【００２４】
　第２防漏体は、便を受容することができれば、前後方向の長さおよび位置、左右方向の
長さ等を特に限定されない。
【００２５】
　また、第２防漏体１２は、シート状であれば、その形状を特に限定されない。例えば、
図２に示される形状とすることができる。
　図２は、第２防漏体の種々の形状を示す模式図である。図２（Ａ）～図２（Ｊ）は、い
ずれも平面図である。
【００２６】
　本発明に用いられる吸収体１４は、体液を吸収しうるものであれば特に限定されず、例
えば、粉末状の木材パルプ、無加工のＳＡＰ等の粉体状吸収体を用いることもできるが、
形態安定性、脱落の可能性等を考慮すると、シート状吸収体が好ましい。
　シート状吸収体の中でも、ＳＡＰを５０質量％以上、好ましくは６０～９５質量％含有
する高吸水性シートであるのが好ましい。
【００２７】
　高吸水性シートは、ＳＡＰを主成分とする極薄のシート状吸収体である。高吸水性シー
トは、ＳＡＰの含有量が極めて高いため、厚さが極めて薄い。高吸水性シートの厚さは、
１．５ｍｍ以下であるのが好ましく、１ｍｍ以下であるのがより好ましい。
　高吸水性シートは、ＳＡＰを主成分とする極薄のシート状吸収体であれば、構成や製造
方法を特に限定されない。
　例えば、Ａｉｒ　Ｌａｉｄ法で得られる高吸水性シートが挙げられる。Ａｉｒ　Ｌａｉ
ｄ法は、粉砕した木材パルプとＳＡＰとを混合し、結合剤を添加してシート状に成形して
高吸水性シートを得る方法である。この方法で得られる高吸水性シートとしては、例えば
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、米国レオニヤ（Ｒａｙｏｎｉｅｒ）社製のＮＯＶＡＴＨＩＮ（米国登録商標）、王子キ
ノクロス社製のＢ－ＳＡＰが知られている。
　また、ＳＡＰの分散スラリーを不織布等の体液透過性シートの上にコーティングする方
法で得られる高吸水性シートも挙げられる。ここで、ＳＡＰの分散スラリーは、ＳＡＰと
ミクロフィブリル化セルロース（ＭＦＣ）とを、水とエタノールとの混合溶媒に分散させ
たものであるのが好ましい。この方法で得られる高吸水性シートとしては、例えば、（株
）日本吸収体技術研究所製のＭｅｇａＴｈｉｎ（登録商標）が知られている。
　そのほかに、例えば、起毛状不織布にＳＡＰを大量に担持させ、ホットメルトバインダ
ー、エマルションバインダー、水性繊維等で固定する方法で得られる高吸水性シート、繊
維状ＳＡＰをＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）繊維と混合してウェブ状に成形する
方法で得られる高吸水性シート、ＳＡＰ層の上下をティッシュで挟んだＳＡＰシートが挙
げられる。
【００２８】
　吸収体１４は、第１防漏体１０の上部の前部から第２防漏体１２の下側に至るまで、少
なくとも１層配置される。即ち、吸収体１４は、１層であってもよく、２層以上（複数層
）であってもよい。
　また、吸収体１４は、折りたたんだ状態で配置することもできる。
【００２９】
　つぎに、吸収体物品１００の作用について説明する。
　図３は、本発明の吸収体物品の作用を説明する模式図である。図３は吸収体物品の縦断
面図を示す。
【００３０】
　吸収体物品１００は、着用者の尿道口ｍが第１防漏体１０の上部に位置し、肛門ａが第
２防漏体１２の上部に位置するような状態で、着用される。
　そして、着用者の尿道口ｍから、第１防漏体１０の上部に存在する吸収体１４の上側に
排出された尿は、図２中、矢印で示されるように、吸収体１４の全体に拡散しつつ吸収さ
れる。
　一方、着用者の肛門ａから、第２防漏体１２に排出された便は、第２防漏体１２に収容
される。
　本発明の吸収体物品１００は、第１防漏体１０の上部に存在する吸収体１４で尿を受容
し、また、第２防漏体１２で便を受容するため、尿が第２防漏体１２にオーバーフローし
たり、便が吸収体１４にオーバーフローしたりしない限り、尿と便とが接触することがな
い。
　また、本発明の吸収体物品１００においては、吸収体１４が、第１防漏体１０の上部の
前部から第２防漏体１２の下側に至るまで配置されているため、尿と便とを仕切り部材に
より分離して尿を前部のみで吸収する従来の方法に比べて、尿の吸収量が格段に多くなる
。
【００３１】
　以下、本発明の好適実施形態の他の例を挙げて、より詳細に説明する。
　図４は、本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。図４（Ａ）は平面図であり
、図４（Ｂ）は図４（Ａ）中のＩＶＢ－ＩＶＢ線に沿った縦端面図であり、図４（Ｃ）は
図４（Ａ）中のＩＶＣ－ＩＶＣ線に沿った横端面図である。
　図４に示される吸収体物品１１０は、基本的に吸収体物品１００と同じであるが、第２
防漏体１２の前端部の下面の一部が、左右方向の中央で、吸収体１４の上面と、尿導入部
形成材１６により結合している点で相違する。
【００３２】
　排出された尿を、第２防漏体１２の下側に存在する吸収体１４に円滑に移動させるため
には、特に第２防漏体の前端部の付近で、第２防漏体１２と吸収体１４との間に安定した
間隙を設けるのが好ましい。
　吸収体物品１１０においては、第２防漏体１２の前端部の下面と、吸収体１４の上面と
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の間に尿導入部形成材１６が設けられており、第２防漏体１２と吸収体１４との間の間隙
が確保されている。また、第２防漏体１２の下側に移動する尿は、尿導入部形成材１６に
より左右に分割され、整流されるため、移動が円滑に行われる。更に、第２防漏体１２と
吸収体１４とが尿導入部形成材１６を介して結合しているため、使用中においても、第２
防漏体１２と吸収体１４とが尿導入部形成材１６との位置関係がほぼ一定に維持される。
なお、尿導入部形成材１６は、第２防漏体１２と結合していればよく、吸収体１４とは結
合していなくてもよい。
【００３３】
　尿導入部形成材１６は、第２防漏体１２と吸収体１４との間の間隙を確保するためにあ
る程度の厚さが必要であるが、それ以外は特に限定されない。尿導入部形成材１６の材料
としては、例えば、接着剤、ゴム、フィルム、フォーム（発泡体）、嵩高不織布が挙げら
れる。接着剤の場合、ある程度の厚さとなるように塗布する。また、ゴム、フィルム、フ
ォームまたは嵩高不織布の場合、細片または帯状体として、その表面と第２防漏体１２の
表面とを接着剤等により結合させる。
【００３４】
　尿導入部形成材１６は、縦（前後方向の長さ）が１０ｍｍ、横（左右方向の長さ）が２
０ｍｍ、厚さが３ｍｍのウレタンフォームのブロックをホットメルト接着剤で第２防漏体
１２の前端部の下面と吸収体物品１４の上面との間に配置し、固定させたものである。
　吸収体物品１１０においては、尿は、図４（Ａ）中、矢印で示されるように、尿導入部
形成材１６の両側を通って吸収体１４の後部に移動する。これは尿導入部形成材１６に用
いられたウレタンフォームには液透過性がないためである。このように、尿の流路をある
程度制限することにより、大量の尿が特定の箇所に集中して流れるようになるので、尿が
吸収体１４の後部に移動しやすくなる。
【００３５】
　図５は、本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。図５（Ａ）は平面図であり
、図５（Ｂ）は図５（Ａ）中のＶＢ－ＶＢ線に沿った縦端面図であり、図５（Ｃ）は図５
（Ａ）中のＶＣ－ＶＣ線に沿った横端面図である。
　図５に示される吸収体物品１２０は、構造および機能のいずれも、基本的に吸収体物品
１１０と同じであるが、尿導入部形成材の形状が相違する。尿導入部形成材１６が左右方
向に直線状であるのに対し、尿導入部形成材１８は、前側に頂点がくるようなＶ字型の形
状をしている。このような形状にすることにより、尿が吸収体１４の前部から後部へと円
滑に移動することを促進するとともに、尿が吸収体１４の後部から前部へと逆流すること
を効果的に防止することができる。
【００３６】
　図６は、本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。図６（Ａ）は平面図であり
、図６（Ｂ）は図６（Ａ）中のＶＩＢ－ＶＩＢ線に沿った縦端面図であり、図６（Ｃ）は
図６（Ａ）中のＶＩＣ－ＶＩＣ線に沿った横端面図である。
　図６に示される吸収体物品１３０は、構造および機能のいずれも、基本的に吸収体物品
１１０と同じであるが、尿導入部形成材の存在位置が相違する。尿導入部形成材２０は、
左右に離間して位置している。
【００３７】
　図７は、本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。図７（Ａ）は平面図であり
、図７（Ｂ）は図７（Ａ）中のＶＩＩＢ－ＶＩＩＢ線に沿った縦端面図であり、図７（Ｃ
）は図７（Ａ）中のＶＩＩＣ－ＶＩＩＣ線に沿った横端面図である。
　図７に示される吸収体物品１４０は、構造および機能のいずれも、基本的に吸収体物品
１３０と同じであるが、尿導入部形成材の形状が相違する。尿導入部形成材２２は、左右
に離間して、外側が前側、内側が後側になるように配置されている。このような形状にす
ることにより、尿を中央に集中させて吸収体１４の前部から後部へと円滑に移動すること
を促進するとともに、尿が吸収体１４の後部から前部へと逆流することを効果的に防止す
ることができる。
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【００３８】
　図８は、本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。図８（Ａ）は平面図であり
、図８（Ｂ）は図８（Ａ）中のＶＩＩＩＢ－ＶＩＩＩＢ線に沿った横端面図である。
　図８に示される吸収体物品１５０は、基本的に吸収体物品１００と同じであるが、第２
防漏体１２の前端部の下面の一部が、左右方向の全長にわたって、吸収体１４の上面と、
複数のハニカム状の孔を有する尿導入部形成材２４を介して結合している点で相違する。
第２防漏体１２と尿導入部形成材２４との間、および、吸収体１４と尿導入部形成材２４
との間は、接着剤等により結合されている。
　吸収体物品１５０においては、尿は、図８（Ａ）中、矢印で示されるように、尿導入部
形成材２４を通って吸収体１４の後部に移動する。尿導入部形成材２４により、尿の流れ
が分割され、整流されるとともに、尿が吸収体１４の後部から前部へと逆流することを極
めて効果的に防止することができる。
【００３９】
　図９は、本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。図９（Ａ）は平面図であり
、図９（Ｂ）は図９（Ａ）中のＩＸＢ－ＩＸＢ線に沿った縦端面図であり、図９（Ｃ）は
図９（Ａ）中のＩＸＣ－ＩＸＣ線に沿った横端面図である。
　図９に示される吸収体物品１６０は、基本的に吸収体物品１００と同じであるが、第２
防漏体１２の前端部の下面の一部が、左右方向の全長にわたって、吸収体１４の上面と、
液透過性の尿導入部形成材２６を介して結合している点で相違する。第２防漏体１２と尿
導入部形成材２６との間、および、吸収体１４と尿導入部形成材２６との間は、接着剤等
により結合されている。
【００４０】
　液透過性の尿導入部形成材２６としては、液透過性であれば特に限定されず、例えば、
ＰＰ不織布、ＰＥＴ不織布、ＰＥ不織布等の合成繊維の不織布；ネット状フィルター（例
えば、イノアック社製のモルトフィルター）；連続気泡を有する高発泡フォーム等のシー
ト状の切片を用いることができる。不織布としては、嵩高で繊維が太いものが、クッショ
ン性および液透過性に優れる点で好ましい。
　吸収体物品１６０においては、尿は、図９（Ａ）中、矢印で示されるように、液透過性
の尿導入部形成材２６の中を通って吸収体１４の後部に移動する。
【００４１】
　図１０は、本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。図１０（Ａ）は平面図で
あり、図１０（Ｂ）は図１０（Ａ）中のＸＢ－ＸＢ線に沿った縦端面図である。
　図１０に示される吸収体物品１７０は、第２防漏体１２の前端部に、尿便ストップ部材
３０を有する。
　尿便ストップ部材は、尿を第１防漏体内に保持する作用および／または便を第２防漏体
内に保持する作用を奏し、これにより、尿と便とが接触することを防止したり、尿および
／または便が漏れることを防止したりする。
【００４２】
　尿便ストップ部材３０の材料としては、特に限定されないが、全体として液不透過性で
あるのが好ましく、例えば、発泡体（例えば、ＰＵ、ＰＰ、ＰＰ／ＥＶＡ製）；発泡体を
芯とし、周囲を親水性素材で被覆した材料；発泡体を芯とし、周囲を親水性素材で被覆し
、更に、その周囲を不織布または体液不透過性シートで被覆した材料が挙げられる。尿便
ストップ部材は、第２防漏体１２が延長して構成されていてもよい。
【００４３】
　図１１は、尿便ストップ部材の種々の例を示す模式図である。図１１（Ａ）～図１１（
Ｃ）および図１１（Ｅ）はいずれも縦端面図であり、図１１（Ｄ）は平面図である。
　図１１（Ａ）に示される尿便ストップ部材３２は、第２防漏体１２の前端部から、その
上端が前側に位置するように設けられている。これにより、尿が第２防漏体１２に入り込
むことを特に効果的に防止している。
　図１１（Ｂ）に示される尿便ストップ部材３４は、第２防漏体１２の前端部から、その
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上端が後側に位置するように設けられている。これにより、便が第２防漏体１２から漏れ
ることを特に効果的に防止している。
　図１１（Ｃ）に示される尿便ストップ部材３６は、Ｔ字型の形状を示している。これに
より、尿が第２防漏体１２に入り込むことおよび便が第２防漏体１２から漏れることを、
いずれも効果的に防止している。
【００４４】
　尿便ストップ部材は、左右方向の全幅にわたって設けられるのが一般的であるが、図１
１（Ｄ）に示される尿便ストップ部材３８は、第２防漏体１２の前端部の中央の一部に設
けられている。この形態は、尿および便が特に接触しやすい左右方向の中央部位において
、それらの接触を防止することを目的としている。
　図１１（Ｅ）に示される尿便ストップ部材３９は、第２防漏体１２の前方に約２～３ｃ
ｍの距離をとって、吸収体１４の表面に設けられている。これにより、仮に尿が尿便スト
ップ部材３９を乗り越えて後側に流れ込んでも、尿便ストップ部材３９と第２防漏体１２
との間に存在する吸収体１４に吸収されるため、尿が第２防漏体１２上にオーバーフロー
することを効果的に防止している。
【００４５】
　上述した尿便ストップ部材３０、３２、３４および３６は、いずれも尿便ストップ部材
３８の構造とすることができる。
【００４６】
　尿便ストップ部材は、その形状を特に限定されない。例えば、上述したほか、図１２～
図１４に示される形状とすることができる。
　図１２～図１４は、尿便ストップ部材の種々の例を示す模式図である。図１２（Ａ）～
図１２（Ｍ）はいずれも平面図であり、図１３（Ａ）～図１３（Ｄ）はいずれも側面図で
あり、図１４（Ａ）～図１４（Ｅ）はいずれも横端面図である。図１２～図１４中、１２
ａ～１２ｍは第２防漏体を表し、２７は液透過性の尿導入部形成材を表し、４２ａ～４２
ｍ、４４ａ～４４ｄおよび４６ａ～４６ｅは尿便ストップ部材を表す。
　なお、図１３（Ｃ）および図１３（Ｄ）は、それぞれ、図１３（Ａ）および図１３（Ｂ
）の第２防漏体１２の左右両側にも、尿便ストップ部材を設けたものである。
【００４７】
　図１５は、吸収体の配置の種々の例を示す模式図である。図１５（Ａ）～図１５（Ｆ）
はいずれも平面図である。
　上述した図１に示される吸収体１４は、第１防漏体１０の左右方向のほぼ全幅にわたっ
て配置されている。この場合、吸収体の量が多くなるので、尿の吸収量を多くすることが
できる。
　図１５（Ａ）に示される吸収体１４ａは、第１防漏体１０の前部において、左右に分か
れて配置されており、第１防漏体１０の後部において、その左右方向のほぼ全幅にわたっ
て配置されている。この場合、吸収初期において、主に吸収体１４ａの前部が尿を吸収し
て膨張し、それにより左右方向の中央部に凹みが形成される。その後、尿が更に排出され
ると、その凹みが流路となって吸収体１４ａの後部への尿の移動が促進される。したがっ
て、吸収体１４ａの後部における利用効率が優れたものになる。
【００４８】
　図１５（Ｂ）に示される吸収体１４ｂは、第１防漏体１０の前部において、その左右方
向のほぼ全幅にわたって配置されており、第１防漏体１０の後部において、左右に分かれ
て配置されている。この場合、吸収体１４ｂの後部が尿を吸収して膨張すると、左右方向
の中央部に凹みが形成される。これにより、第２防漏体１２が左右方向の中央部において
垂れ下がってくることができるようになるので、便受容量が多くなる。
【００４９】
　この態様においては、第２防漏体１２の前端部の下面の一部を、第１防漏体１０の上面
と結合させることができる。図１５（Ｆ）においては、第２防漏体１２の前端部の下面の
一部が第１防漏体１０の上面と結合部１７を介して結合している。この態様においては、
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使用当初から便を受容するための空間が形成されている。
　結合部１７の位置は、その前端が第２防漏体１２の前端部から後側に０～４０ｍｍの位
置であるのが好ましく、また、その後端が第２防漏体１２の前端部から後側に２０ｍｍの
位置から第２防漏体１２の後端部の位置までの間であるのが好ましい。
　結合部１７の左右方向の長さは、２～２０ｍｍであるのが好ましい。
　結合部１７の位置および大きさが、上記の範囲であると、吸収体の膨張を抑制すること
がないため、尿の吸収量が多く保たれる。
【００５０】
　図１５（Ｃ）に示される吸収体１４ｃは、第１防漏体１０の前部から後部にわたって、
左右に分かれて配置されている。この場合、上述した吸収体１４ａおよび吸収体１４ｂの
両方の効果を奏する。
【００５１】
　図１５（Ｄ）に示される吸収体１４ｄは、基本的に吸収体１４ａと同じであるが、前端
において左右が結合している点で相違する。この場合、上述した吸収体１４ａとほぼ同じ
効果を奏する。
【００５２】
　図１５（Ｅ）に示される吸収体１４ｅは、基本的に吸収体１４ｂと同じであるが、後端
において左右が結合している点で相違する。この場合、上述した吸収体１４ｂとほぼ同じ
効果を奏する。
【００５３】
　図１６は、本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。図１６（Ａ）は平面図で
あり、図１６（Ｂ）は図１６（Ａ）中のＸＶＩＢ－ＸＶＩＢ線に沿った横端面図である。
図１６（Ｃ）および図１６（Ｄ）は、それぞれ別の態様の吸収体物品の横端面図である。
　図１６（Ａ）および図１６（Ｂ）に示される吸収体物品１８０においては、吸収体１４
ｆの左右方向の長さが第２防漏体１２の左右方向の長さよりも短くなっている。
　図１６（Ｃ）に示される吸収体物品１９０は、基本的に吸収体物品１８０と同じである
が、第２防漏体１２ｎがその左右両辺において下側に垂れ下がり側壁を形成しており、更
に、その側壁が中側に折り返されて吸収体１４ｆを包囲している点で相違する。
　図１６（Ｄ）に示される吸収体物品２００は、基本的に吸収体物品１９０と同じである
が、第２防漏体１２ｏの側壁の末端が重なって吸収体１４ｆを完全に包囲している点で相
違する。
【００５４】
　第１防漏体は、周囲の一部または全部において上側に立ち上がっているのが好ましい。
　図１７は、本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。図１７（Ａ）は平面図で
あり、図１７（Ｂ）は図１７（Ａ）中のＸＶＩＩＢ－ＸＶＩＩＢ線に沿った縦端面図であ
り、図１７（Ｃ）は図１７（Ａ）中のＸＶＩＩＣ－ＸＶＩＩＣ線に沿った横端面図である
。
　図１７に示される吸収体物品２１０は、第１防漏体１０ａが左右両辺において上側に立
ち上がっている。これにより、尿が第１防漏体１０ａの左右から漏れにくくなっている。
【００５５】
　図１８は、本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。図１８（Ａ）は平面図で
あり、図１８（Ｂ）は図１８（Ａ）中のＸＶＩＩＩＢ－ＸＶＩＩＩＢ線に沿った縦端面図
であり、図１８（Ｃ）は図１８（Ａ）中のＸＶＩＩＩＣ－ＸＶＩＩＩＣ線に沿った横端面
図である。
　図１８に示される吸収体物品２２０は、第１防漏体１０ｂが周囲の全周において上側に
立ち上がっている。これにより、尿が第１防漏体１０ｂの周囲から漏れにくくなっている
。
【００５６】
　図１９は、本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。図１９（Ａ）は平面図で
あり、図１９（Ｂ）は図１９（Ａ）中のＸＩＸＢ－ＸＩＸＢ線に沿った縦端面図であり、
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図１９（Ｃ）は図１９（Ａ）中のＸＩＸＣ－ＸＩＸＣ線に沿った横端面図である。
　図１９に示される吸収体物品２３０は、第１防漏体１０ｃが左右両辺において上側に立
ち上がり側壁を形成しており、更に、その側壁が中側に折り返されている。これにより、
尿が第１防漏体１０ｃの左右から漏れにくくなっているうえ、この側壁により形成された
空間が流路となって吸収体１４の後部への尿の移動が促進される。
【００５７】
　図２０は、本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。図２０（Ａ）は平面図で
あり、図２０（Ｂ）は図２０（Ａ）中のＸＸＢ－ＸＸＢ線に沿った縦端面図であり、図２
０（Ｃ）は図２０（Ａ）中のＸＸＣ－ＸＸＣ線に沿った横端面図である。
　図２０に示される吸収体物品２４０は、基本的に吸収体物品２３０と同じであるが、第
１防漏体１０ｄの左右の側壁がひだ状に形成されている点で相違する。これにより、第１
防漏体１０ｄが形成しうる空間の容積が大きくなるため、吸収体１４の量を多くして尿の
吸収量を多くすることができる。
【００５８】
　図２１は、本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。図２１は横端面図である
。
　図２１に示される吸収体物品２２０は、基本的に吸収体物品２１０と同じであるが、２
層の吸収体１４ｇが配置されている点で相違する。
【００５９】
　図２２は、本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。図２２（Ａ）および図２
２（Ｂ）はいずれも横端面図である。
　図２２（Ａ）に示される吸収体物品２６０は、第１防漏体１０ｅが左右両辺において上
側かつ内側に立ち上がり側壁を形成している。第２防漏体１２ｐは、その左右両端におい
て下方に垂れ下がり、第１防漏体１０ｅの左右の側壁を被覆している。
　図２２（Ｂ）に示される吸収体物品２７０においては、基本的に吸収体物品２６０と同
じであるが、第２防漏体１２ｑがその左右両端において下方に垂れ下がり、吸収体１４ｆ
の左右両端を被覆している点で相違する。
【００６０】
　図２３は、左右の側壁がひだ状に形成されている第１防漏体と第２防漏体との位置関係
の種々の例を示す模式図である。図２３（Ａ）～図２３（Ｏ）はいずれも横端面図である
。図２３中、白抜きの部材が第１防漏体であり、網掛けの部材が第２防漏体である。図２
３においては、吸収体は省略してある。
【００６１】
　図２４は、左右の側壁がひだ状に形成されている第１防漏体と第２防漏体と吸収体との
位置関係の種々の例を示す模式図である。図２４（Ａ）～図２４（Ｈ）はいずれも横端面
図である。図２４中、白抜きの部材が第１防漏体であり、網掛けの部材が第２防漏体であ
り、斜線の部材が吸収体である。
　中でも、ひだ状に形成されている第１防漏体の左右の側壁により規定される２段以上の
空間のうち、少なくとも二つに、吸収体が配置されているのが好ましい。具体的には、図
２４（Ｃ）～図２４（Ｈ）の態様である。このように２層以上の吸収体を有すると、尿の
吸収能力が大きくなる。
【００６２】
　図３５は、本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。図３５（Ａ）は平面図で
あり、図３５（Ｂ）は図３５（Ａ）中のＸＸＸＶＢ－ＸＸＸＶＢ線に沿った縦端面図であ
り、図３５（Ｃ）は図３５（Ａ）中のＸＸＸＶＣ－ＸＸＸＶＣ線に沿った横端面図である
。
　図３５に示される吸収体物品２８０は、第２防漏体１２ｒが周囲の全周において上側に
立ち上がっている。このように、第２防漏体が周囲の一部または全部において上側に立ち
上がっていると、便が第２防漏体の周囲から漏れにくくなる。
【００６３】
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　以下、より具体的な実施態様を挙げて更に詳細に説明する。
　＜実施態様１＞
　図２５～図２７は、テープ型おむつの態様とした本発明の吸収体物品を示す模式図であ
る。図２５は平面図であり、図２６（Ａ）は図２５中のＸＸＶＩＡ－ＸＸＶＩＡ線に沿っ
た縦端面図であり、図２６（Ｂ）は図２１中のＸＸＶＩＢ－ＸＸＶＩＢ線に沿った横端面
図であり、図２７は着用時の状態を示す斜視図である。
【００６４】
　吸収体物品３００においては、シート状の第１防漏体１０が前後方向の中央部でやや狭
くなった長方形の形態を示し、後側の両端部に結合用テープ６４を有している。
　第１防漏体１０１の上部の後部には、シート状の第２防漏体１２１が設けられている。
また、第１防漏体１０１の上部の前部から第２防漏体１２１の下側に至るまで、ほぼ長方
形の吸収体１４１が配置されている。第２防漏体１２１の左右両辺は下に垂れ下がって側
壁を形成しており、その側壁は更に中側に折り返されており、吸収体１４１を被覆してい
る。なお、図２６（Ａ）では第１防漏体１０１と第２防漏体１２１とが完全に離間してい
るが、実際には吸収体物品３００の前後端において一体化されており、尿や便が漏れるこ
とを防止している。
　前後方向の中央付近には、断面がほぼ楕円形である棒状の尿便ストップ部材４０が設け
られ、その前側が尿受容部Ｐ、後側が便受容部Ｑとなっている。尿便ストップ部材４０は
、やや後側に傾斜して設けられている。
【００６５】
　吸収体１４１の上にはスキンコンタクトシート５０が設けられている。スキンコンタク
トシート５０を具備すると、着用時の表面感触が優れたものになる。スキンコンタクトシ
ートは、体液透過性であれば特に限定されず、従来トップシートとして用いられてきた公
知のものを用いることができる。具体的には、例えば、ＰＰ不織布、ＰＥＴ不織布、ＰＥ
不織布等の合成繊維の不織布を用いることができる。また、レーヨン、コットン等の親水
性繊維と合成繊維とを混合してなる乾式不織布を用いることもできる。
　スキンコンタクトシート５０は、吸収体１４１の前端より前側の位置から第２防漏体１
２１の前端の後側の位置まで吸収体１４１の上面を被覆している。
【００６６】
　第１防漏体１０１の左右両辺の中央部には、伸縮性帯状部材であるアウターギャザー６
０が設けられている。また、第１防漏体１０１上には、第２防漏体１２１の左右方向の両
側に、帯状部材であるインナーギャザー６２が設けられている。
【００６７】
　吸収体物品３００は、図２７に示されるように、着用時には、結合用テープ６４により
、第１防漏体１０１の前端と後端とが結合し、一つのウエストホールＷと二つのレッグホ
ールＬＨとを形成する。
【００６８】
　＜実施態様２＞
　図２８～図３０は、テープレス型おむつの態様とした本発明の吸収体物品を示す模式図
である。図２８は着用時の状態を示す斜視図であり、図２９は図２８中の結合部７０を分
離させて開いた平面図であり、図３０（Ａ）は図２９中のＸＸＸＡ－ＸＸＸＡ線に沿った
縦端面図であり、図３０（Ｂ）は図２９中のＸＸＸＢ－ＸＸＸＢ線に沿った横端面図であ
る。
　図２８に示される吸収体物品３１０は、結合部７０により前身頃と後身頃とが結合し、
一つのウエストホールＷと二つのレッグホールＬＨとを有するパンツの形状となっている
。図２９は、図２８中の結合部７０を分離させて開いた平面図である。
【００６９】
　シート状の第１防漏体１０２は、左右両辺が上に立ち上がって側壁を形成しており、更
にその側壁が中側に折り返されている。第１防漏体１０２の側壁の端部には、周縁部形態
保持材６８がほぼ全長にわたって設けられている。
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　周縁部形態保持材６８は、側壁の端部の形態を保持させる機能を有する。これにより、
尿が体液受容領域の外側に漏れることが効果的に防止される。更に、着用時に、側壁の端
部において、不均一で大きな凹凸が生じることを防止することができる。
　周縁部形態保持材６８の材料としては、クッション性（弾性）と、ある程度の厚さがあ
るのが好ましい。例えば、発泡体（例えば、ＰＵ、ＰＰ、ＰＰ／ＥＶＡ製）、合成ゴムシ
ート、伸縮性弾性フィルム、ゴムフィラメント、ポリウレタンフィラメントが好適に挙げ
られる。
【００７０】
　この周縁部形態保持材６８の前側の部分は、本発明の吸収体物品の着用時において、尿
道口の両側に位置してその上表面が着用者の体と接触して、吸収体物品を弾力的に固定し
、尿道口が吸収体物品と直接接触しないように、または、接触しても尿道口に強い圧力が
かからないようにする。このようにすることにより、着用時における尿道口への圧迫感を
なくすことができる。また、二つの周縁部形態保持材６８の間に形成される空間が、尿の
流路となるため、着用者の尿道口およびその周囲が濡れるだけで、その他の部位を濡らす
ことなく、排尿することができる。
　また、吸収体物品３１０の前側においては、二つの周縁部形態保持材６８の間に性器が
収容されることにより、尿が外側に漏れることが防止される。吸収体物品３１０の後側に
おいては、臀部の丸みに沿って周縁部形態保持材６８が着用者の肌に密着するようになり
、便、特に軟便が排出されても、外側に漏れることが防止される。その結果、インナーギ
ャザーおよびアウターギャザーが不要となる。ただし、これらを有していてもよい。本実
施態様においては、アウターギャザー６０のみが配置されている。
【００７１】
　第１防漏体１０２の上部の後部には、シート状の第２防漏体１２２が設けられている。
また、第１防漏体１０２の上部の前部から第２防漏体１２２の下側に至るまで、チューブ
状に形成された吸収体１４２が左右に分かれて配置されている。吸収体１４２は、第１防
漏体１０２の側壁が形成する空間に収納されており、一部のみが露出している。
　吸収体をチューブ状に形成する方法としては、例えば、特開平１０－３１４２１７号公
報において本発明者により提案されている方法を用いることができる。このように、吸収
体１４２がチューブ状であると、狭いスペースの中で効果的に尿を吸収させることができ
る点で、好ましい。具体的には、吸収体１４２がチューブ状であるため、チューブの内部
を尿が通ることができるのでブロッキングが起こりにくく、前後に長い連続形状とするこ
とができる。また、吸収体１４２がチューブ状であるため、尿を吸収したときにつぶれに
くく、膨張した二つの吸収体１４２の間に空間が形成されるため、尿の流路が確保される
。
【００７２】
　前後方向の中央付近には、尿便ストップ部材４０が設けられ、その前側が尿受容部Ｐ、
後側が便受容部Ｑとなっている。尿便ストップ部材４０は、それぞれ断面がほぼ楕円形で
ある棒状の尿ストップ部４０ａと便ストップ部４０ｂとこれらを結合させるシート状の基
底部４０ｃとを有する。尿ストップ部４０ａは前側に傾斜し、尿が後側に移動することを
防止する。便ストップ部４０ｂは後側に傾斜し、便が前側に移動することを防止する。尿
便ストップ部材４０は、第１防漏体１０２の左右方向の全幅にわたって設けられている。
　尿便ストップ部材４０の下面と第２防漏体１２２の前端部の上面とは、結合部１９によ
り、中央部においては直接に、また、左右両側においては第１防漏体１０２の側壁の折り
返された部分および周縁部形態保持材６８を介して結合している。即ち、尿便ストップ部
材４０と第２防漏体１２２と第１防漏体１０２の側壁の折り返された部分と周縁部形態保
持材６８とは、結合部１９により一体化されている。結合部１９は、例えば、感熱性接着
剤等の接着剤により形成させることができる。
【００７３】
　第２防漏体１２２の前端の下側には、液透過性の尿導入部形成材２８が配置されている
。したがって、尿ストップ部４０ａによって止められた尿は、液透過性の尿導入部形成材
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２８を通過して第２防漏体１２２の下側に移動する。
【００７４】
　吸収体１４２の上には、実施態様１と同様に、スキンコンタクトシート５０が設けられ
ている。スキンコンタクトシート５０は、吸収体１４２の前端より前側の位置から第２防
漏体１２２の前端の後側の位置まで吸収体１４２の上面を被覆している。
【００７５】
　第１防漏体１０２の側壁の外側には、第１防漏体１０２、スキンコンタクトシート５０
、第２防漏体１２２および尿便ストップ部材４６の側縁に接合された不織布からなるアウ
ター部材６１が設けられ、アウター部材６１の左右両辺の中央部には、伸縮性帯状部材で
あるアウターギャザー６０が設けられている。
　第１防漏体１０２およびアウター部材６１の前後両端には、ウエストギャザー６６が設
けられている。
【００７６】
　この実施態様２においては、第１防漏体１０２と第２防漏体１２２とが、それぞれ袋状
となっており、相互に独立しているため、尿と便との分離をほぼ完全に行うことができる
。
【００７７】
　＜実施態様３＞
　図３１～図３４は、テープ型おむつの態様とした別の本発明の吸収体物品を示す模式図
である。図３１は平面図であり、図３２は図３１中のＸＸＸＩＩ－ＸＸＸＩＩ線に沿った
縦端面図であり、図３３（Ａ）～図３３（Ｃ）はそれぞれ図３１中のＸＸＸＩＩＩＡ－Ｘ
ＸＸＩＩＩＡ線、ＸＸＸＩＩＩＢ－ＸＸＸＩＩＩＢ線およびＸＸＸＩＩＩＣ－ＸＸＸＩＩ
ＩＣ線に沿った横端面図であり、図３４は着用時の状態を示す斜視図である。
【００７８】
　吸収体物品３２０においては、シート状の第１防漏体１０３は、前後左右の四辺が上に
立ち上がって壁を形成しており、更にその壁が中側に折り返されている。第１防漏体１０
３の壁の端部には、周縁部形態保持材６８が長方形を形成するように設けられている。
　この周縁部形態保持材６８の前側の部分は、本発明の吸収体物品の着用時において、尿
道口の両側および前側に位置してその上表面が着用者の体と接触して、吸収体物品を弾力
的に固定し、尿道口が吸収体物品と直接接触しないように、または、接触しても尿道口に
強い圧力がかからないようにする。このようにすることにより、着用時における尿道口へ
の圧迫感をなくすことができる。また、左右の二つの周縁部形態保持材６８の間に形成さ
れる空間が、尿の流路となるため、着用者の尿道口およびその周囲が濡れるだけで、その
他の部位を濡らすことなく、排尿することができる。
　また、吸収体物品３２０の前側においては、左右の二つの周縁部形態保持材６８の間に
性器が収容され、また、前側の周縁部形態保持材６８が着用者の体と密着する一方で、第
１防漏体１０３の前側の壁が袋状となっているため、尿が外側に漏れることが極めて効果
的に防止される。特に、通常、前側から尿が漏れやすい伏臥位において、その効果が大き
い。
【００７９】
　吸収体物品３２０の後側においては、臀部の丸みに沿って周縁部形態保持材６８が着用
者の肌に密着するようになり、また、後側の周縁部形態保持材６８が着用者の体と密着す
る一方で、第１防漏体１０３の後側の壁が袋状となっているため、便が外側に漏れること
が極めて効果的に防止される。特に、通常、後側から便、特に軟便が漏れやすい仰臥位に
おいて、その効果が大きい。その結果、インナーギャザーおよびアウターギャザーが不要
となる。これにより、着用者の身体に対する締め付けがなく、着用感に優れる。ただし、
これらを有していてもよい。
【００８０】
　第１防漏体１０３の左右の側壁は、ひだ状に形成されており、途中の折り返し部分によ
り、上下２段に分かれている。これにより、より多量の尿を吸収することが可能になり、
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長時間の装着に耐えられるようになっている。
　第１防漏体１０３の上段の後部には、シート状の第２防漏体１２３が設けられている。
また、第１防漏体１０３の下段の前部から第２防漏体１２３の下側に至るまで、および、
第１防漏体１０３の上段の前部には、ほぼ長方形の吸収体１４３が左右に分かれて配置さ
れている。即ち、吸収体１４３は、吸収体物品３２０の前側では２層、後側では１層とな
っている。吸収体１４３は、第１防漏体１０３の側壁が形成する空間に収納されており、
一部のみが露出している。
　このように第２防漏体１２３の下に存在する吸収体１４３は、１層のみであるので、便
を受容した際に下側に垂れ下がりやすくなっている。即ち、便の受容量が多くなっている
。特に、本実施態様では、第２防漏体１２３の前側の中央部がその下の部材（ここでは、
液ガイドシート８０）と結合部１７により結合しているため、あらかじめ便の受容領域の
容積が大きくなっている。
　また、吸収体１４３が左右に分かれて存在するので、吸収体１４３が尿を吸収すると、
中央部の容積がより大きくなる。
【００８１】
　前後方向の中央付近には、尿便ストップ部材４０が設けられ、その前側が尿受容部Ｐ、
後側が便受容部Ｑとなっている。尿便ストップ部材４０は、それぞれ断面がほぼ楕円形で
ある棒状の尿ストップ部４０ａと便ストップ部４０ｂとこれらを結合させるシート状の基
底部４０ｃとを有する。尿ストップ部４０ａは前側に傾斜し、尿が後側に移動することを
防止する。便ストップ部４０ｂは後側に傾斜し、便が前側に移動することを防止する。尿
便ストップ部材４０は、第１防漏体１０３の左右方向の全幅にわたって設けられている。
　尿便ストップ部材４０の下面と第２防漏体１２３の前端部の上面とは、結合部１７によ
り直接に結合している。結合部１７は、例えば、感熱性接着剤等の接着剤により形成させ
ることができる。
【００８２】
　第２防漏体１２３の前端の下側には、液透過性の尿導入部形成材２８が配置されている
。したがって、尿ストップ部４０ａによって止められた尿は、液透過性の尿導入部形成材
２８を通過して第２防漏体１２３の下側に移動する。
【００８３】
　第２防漏体１２３の左右両辺の上面は、第１防漏体１０３の側面と結合部２１により結
合している。これにより、第２防漏体１２３の左右から便が漏れることが防止される。
【００８４】
　第２防漏体１２３の上側には、便処理用シート１３が設けられている。便処理用シート
は、便、特に軟便の水分を吸収し、便が広範囲に広がらないようにする。また、便受容用
シートは、排便されていない状体では、スキンコンタクトシートとしても機能する。
　便処理用シートとしては、例えば、パルプ等で作られた吸水性不織布、具体的には、王
子キノクロス社製のキノクロスが好適に用いられる。
【００８５】
　第１防漏体１０３の上部に配置された吸収体１４３の上には、実施態様１と同様に、ス
キンコンタクトシート５０が設けられている。スキンコンタクトシート５０は、吸収体１
４３の前端より前側の位置から第２防漏体１２３の前端の後側の位置まで吸収体１４３の
上面を被覆している。
【００８６】
　第１防漏体１０３の下部に配置された吸収体１４３の下には、液ガイドシート８０が設
けられている。
　液ガイドシート８０は、尿の移動を可能とする流路を有する構造であれば特に限定され
ないが、体液吸収性や体液保持性を有しないのが、尿の移動が速やかに行われる点で好ま
しい。具体的には、凸部に開孔を有する凹凸シート部材（開孔凹凸シート部材）が好適に
挙げられる。
【００８７】

10

20

30

40

50

(14) JP 3923490 B2 2007.5.30



　第１防漏体１０３の後端には、帯状のウエストバンド７２が設けられており、その両末
端には着脱部材７４が設けられている。第１防漏体１０３の前端の下面には、着脱部材７
６が設けられている。着脱部材７４と着脱部材７６とは、互いに着脱自在になっている。
例えば、各種面ファスナーにより構成されている。
【００８８】
　この実施態様３においては、第１防漏体１０３と第２防漏体１２３とが、それぞれ袋状
となっており、相互に独立しているため、尿と便との分離をほぼ完全に行うことができる
。
　また、実施態様３においては、着用者が自ら装着することが難しい場合、介助者が着用
者の尿道口や肛門の位置を確認しながら装着させることができる。
【００８９】
　本発明の吸収体物品においては、第２防漏体は、着脱可能とすることができる。この場
合、便を受容した後に、第２防漏体を取り外して廃棄することができる。そして、未使用
の第２防漏体を装着して再び使用することができる。また、未使用の第２防漏体を装着せ
ず、尿と便とを分離しない通常のおむつとして使用することもできる。
　また、本発明の吸収体物品が便処理用シートを有するときも、同様に、便処理用シート
を着脱可能とすることができる。そして、未使用の便処理用シートを装着して再び使用す
ることができる。また、未使用の便処理用シートを装着せずに使用することもできる。
【００９０】
　第２防漏体等を着脱可能とする構成は、特に限定されない。例えば、便処理用シートの
みが着脱可能である態様、第２防漏体のみが着脱可能である態様（便処理用シートがない
場合）、第２防漏体および尿便ストップ部材が着脱可能である態様、第２防漏体、尿便ス
トップ部材および尿導入部形成材が着脱可能である態様が挙げられる。尿便ストップ部材
が着脱可能である場合には、その一部（例えば、尿ストップ部、便ストップ部）だけが着
脱可能であってもよく、その全部が着脱可能であってもよい。
【００９１】
　これらの着脱可能な部材は、それぞれの部材が独立に着脱可能であってもよく、一体と
なって着脱可能であってもよい。
【００９２】
　以上、本発明の吸収体物品を図示の各実施形態に基づいて説明したが、本発明は、これ
らに限定されるものではなく、例えば、各部の構成は、同様の機能を発揮しうる任意の構
成と置換することができる。
　また、各実施形態における各部の構成を任意に組み合わせて、別の実施形態とすること
もできる。
【００９３】
　本発明の吸収体物品は、成人男性用、成人女性用および子供用のいずれの用途にも好適
に用いられる。
【実施例】
【００９４】
　以下に、実施例を示して本発明を具体的に説明する。ただし、本発明はこれらに限られ
るものではない。
　以下のようにして、本発明の吸収体物品および市販の吸収体物品を用いて、着用試験を
行った。
１．吸収体物品
　実施例としては、図３１～図３４に示される本発明の吸収体物品を用いた。吸収体とし
ては、ＳＡＰの分散スラリーを不織布の上にコーティングする方法で得られる高吸水性シ
ート（（株）日本吸収体技術研究所製のＭｅｇａＴｈｉｎ（登録商標）、ＳＡＰ目付量１
４０ｇ／ｍ 2）を用いた。
　吸収体物品の各部における高吸水性シートの含有量、設計脱水吸収量および設計自由吸
収量を第１表に示す。なお、設計自由吸収量は、ＪＩＳ　Ｋ７２２３－１９９６の「高吸
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水性樹脂の吸収量試験方法」の規定に準じて行った。設計脱水吸収量は、設計自由吸収量
を測定した後、１，０００Ｇで１０分間遠心分離をすることにより脱水して求めた。
【００９５】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００９６】
２．着用試験
　着用者として、正常な排尿機構および排便機構を持つ健常者４名（男性１：３８才、男
性２：６４才、女性１：３２才、女性２：５４才）に、吸収体物品を着用させ、以下のよ
うにして排尿および排便を行わせた。
　まず、着用者に、立位、座位、横臥位および仰臥位の各体位を維持させ、通常の尿意を
感じたところで排尿させた。排尿が終了した時点で吸収体物品を取り外させ、尿の吸収量
を測定した。ついで、同じ吸収体物品を着用させ、同様に、尿の吸収量を測定した。
　その後、立位および座位の場合は同じ吸収体物品を着用させ、便意を感じた時点で排便
させた。排便が終了した時点で吸収体物品を取り外させ、便の捕獲量を測定し、また、吸
収体物品および着用者の汚れの有無ならびに尿便の分離の程度を観察した。
【００９７】
　排尿１回目および２回目における４人の尿の吸収量の平均を第２表に示す。
　第２表から明らかなように、尿の吸収量は、いずれの体位でも設計脱水吸水量を大きく
超えており、中でも、立位および座位においては、設計自由吸水量と同程度という高水準
まで達した。
【００９８】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００９９】
　また、便の捕獲量ならびに吸収体物品および着用者の汚れの有無を第３表に示す。
　第３表から明らかなように、排便後の吸収体物品の汚れは、観察されず、または、観察
されてもわずかであった。
　排便後の着用者の汚れは観察されなかった。ここで、第３表における着用者腎部とは、
臀部のうち肛門周囲を除いた部分を指す。したがって、便の排出に伴い汚れる肛門周囲以
外の部分が汚れなかったということは、便が便受容郡にしっかり捕獲されたことを示して
いる。
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　更に、いずれの着用者においても、尿と便とは完全に分離されており、混じり合ってい
なかった。
【０１００】
【表３】
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【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】本発明の吸収体物品の例を示す模式図である。
【図２】第２防漏体の種々の形状を示す模式図である。
【図３】本発明の吸収体物品の作用を説明する模式図である。
【図４】本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。
【図５】本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。
【図６】本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。
【図７】本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。
【図８】本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。
【図９】本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。
【図１０】本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。
【図１１】尿便ストップ部材の種々の例を示す模式図である。
【図１２】尿便ストップ部材の種々の例を示す模式図である。
【図１３】尿便ストップ部材の種々の例を示す模式図である。
【図１４】尿便ストップ部材の種々の例を示す模式図である。
【図１５】吸収体の配置の種々の例を示す模式図である。
【図１６】本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。
【図１７】本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。
【図１８】本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。
【図１９】本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。
【図２０】本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。
【図２１】本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。
【図２２】本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。
【図２３】第１防漏体と第２防漏体との位置関係の種々の例を示す模式図である。
【図２４】第１防漏体と第２防漏体と吸収体との位置関係の種々の例を示す模式図である
。
【図２５】テープ型おむつの態様とした本発明の吸収体物品を示す模式図である。
【図２６】テープ型おむつの態様とした本発明の吸収体物品を示す模式図である。
【図２７】テープ型おむつの態様とした本発明の吸収体物品を示す模式図である。
【図２８】テープレス型おむつの態様とした本発明の吸収体物品を示す模式図である。
【図２９】テープレス型おむつの態様とした本発明の吸収体物品を示す模式図である。
【図３０】テープレス型おむつの態様とした本発明の吸収体物品を示す模式図である。
【図３１】テープ型おむつの態様とした別の本発明の吸収体物品を示す模式図である。
【図３２】テープ型おむつの態様とした別の本発明の吸収体物品を示す模式図である。
【図３３】テープ型おむつの態様とした別の本発明の吸収体物品を示す模式図である。
【図３４】テープ型おむつの態様とした別の本発明の吸収体物品を示す模式図である。
【図３５】本発明の吸収体物品の他の例を示す模式図である。
【符号の説明】
【０１０２】
　１０、１０ａ～１０ｅ、１０１、１０２、１０３　第１防漏体
　１２、１２ａ～１２ｒ、１２１、１２２、１２３　第２防漏体
　１３　便処理用シート
　１４、１４ａ～１４ｇ、１４１、１４２、１４３　吸収体
　１６、１８、２０、２２、２４、２６、２７、２８　尿導入部形成材
　１７、１９、２１、７０　結合部
　３０、３２、３４、３６、３８、３９、４０、４２ａ～４２ｍ、４４ａ～４４ｄ、４６
ａ～４６ｅ　尿便ストップ部材
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　４０ａ　尿ストップ部
　４０ｂ　便ストップ部
　４０ｃ　基底部
　５０　スキンコンタクトシート
　６０　アウターギャザー
　６１　アウター部材
　６２　インナーギャザー
　６４　結合用テープ
　６６　ウエストギャザー
　６８　周縁部形態保持材
　７２　ウエストバンド
　７４、７６　着脱部材
　８０　液ガイドシート
　１００、１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０、１７０、１８０、１９０
、２００、２１０、２２０、２３０、２４０、２５０、２６０、２７０、２８０、３００
、３１０、３２０　吸収体物品
　ＬＨ　レッグホール
　Ｗ　ウエストホール
　ａ　肛門
　ｍ　尿道口
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

(20) JP 3923490 B2 2007.5.30



【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

(21) JP 3923490 B2 2007.5.30



【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】
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【 図 ２ ４ 】 【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】 【 図 ２ ７ 】
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【 図 ２ ８ 】 【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】 【 図 ３ １ 】
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【 図 ３ ２ 】 【 図 ３ ３ 】

【 図 ３ ４ 】 【 図 ３ ５ 】
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