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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　身体前側と身体後側とに延びる前後方向、前記前後方向に直交する幅方向、着用者に向
かう内方向、及び前記内方向と反対側に向かう外方向を有する吸収体と、前記吸収体より
も前記内方向に配置された液透過性の表面シートと、前記吸収体よりも前記外方向に配置
された不液透過性の裏面シートと、を備える吸収性本体と、
　前記吸収性本体よりも前記外方向に配置され、前記着用者の腰回り及び胴回りを覆う外
装体と、を備える吸収性物品において、
　前記外装体は、前記外装体の前側端部及び後側端部において内方向に向かって折り返さ
れ、前記外方向に配置された折り元部と前記内方向に配置された折り返し部とが積層され
ており、
　前記外装体は、前記折り返し部と前記折り元部が接着された外装接着領域と、前記折り
返し部と前記折り元部が接着されていない外装非接着領域と、を有し、
　前記折り返し部の前記前後方向における内側端部は、前記折り元部と接着されてなく、
前記折り元部から離間しており、
　前記吸収性本体の前記前後方向における外側端部は、前記外装体と接着されていなく、
前記外装体から離間しており、
　前記吸収性本体の前記前後方向における外側端部は、前記外装体の折り返し部よりも前
後方向内側に配置されており、
　前記外装体には、幅方向に伸縮する伸縮性部材が配置されており、
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　前記折り返し部の前記内側端部と重なって配置される前記折り元部には、前記伸縮性部
材が配置されており、
　前記外装体は、外装トップシートと、前記外装トップシートよりも外方向に配置された
外装バックシートと、を有し、
　前記外装バックシートは、前記着用者の腰回りが挿入される腰回り開口を形成する前記
外装体の前側端部及び前記外装体の後側端部の折り目を基点に内方向に向かって折り返さ
れ、
　前記外装トップシートの前側端部は、前記外装体の前側端部よりも前記前後方向の内側
に配置され、
　前記外装トップシートの後側端部は、前記外装体の後側端部よりも前記前後方向の内側
に配置され、
　前記前後方向における前記外装トップシートの前側端部と前記外装体の前側端部の間は
、前記外装バックシート同士が積層され、当該外装バックシート間に前記伸縮性部材が配
置され、
　前記前後方向における前記外装トップシートの後側端部と前記外装体の後側端部の間は
、前記外装バックシート同士が積層され、当該外装バックシート間に前記伸縮性部材が配
置され、
　前記前後方向における前記外装トップシートの前側端部と前記外装トップシートの後側
端部の間は、前記外装トップシートと前記外装バックシートの間に前記伸縮性部材が配置
されることを特徴とする、吸収性物品。
【請求項２】
　前記外装接着領域は、前記外装体の前側端部及び前記外装体の後側端部から前後方向の
内側に向かう一定の範囲に設けられており、
　前記外装非接着領域は、前記折り返し部の内側端部から前後方向の外側に向かう一定の
範囲に設けられている、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記吸収性本体は、前記外装体と接着された本体接着領域と、前記外装体と接着されて
いない本体非接着領域と、を有し、
　前記本体非接着領域は、前記吸収体よりも前後方向の外側に配置される、請求項１又は
請求項２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記吸収性本体の前記前後方向における外側端部と重なって配置される前記外装体には
、前記伸縮性部材が配置されている、請求項１から請求項３のいずれかに記載の吸収性物
品。
【請求項５】
　前記前後方向における前記折り返し部と前記吸収性本体との間には、前記伸縮性部材が
配置されている、請求項１から請求項４のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記吸収性本体の前記外側端部と重なって配置される前記外装体には、前記伸縮性部材
が配置されている、請求項１から請求項５のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記折り返し部の前記内側端部には、伸縮性部材が配置されている、請求項１から請求
項６のいず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】
　特許文献１に、吸収体と、吸収体よりも外方向に配置され、吸収体の外装を構成する内
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面シートと、内面シートよりも着用者側に配置された漏れ防止シートと、を有する吸収性
物品が記載されている。吸収性物品の内面シートは、腰回り開口において内方向に折り返
されている。漏れ防止シートは、腰回り開口において折り返された内面シート間に配置さ
れている。
【０００３】
　漏れ防止シートは、不液透過性のシートであり、吸収体によって吸収しきれなかった体
液等の漏れを防止するシートである。漏れ防止シートの前後方向の外側端部は、腰回り開
口近傍に配置され、漏れ防止シートの前後方向の内側端部は、吸収体よりも着用者側に配
置されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２８７６９３号公報（図２、図３等）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述の吸収性物品は、以下の問題があった。上述の吸収性物品は、吸収体と着用者との
間に不液透過性の漏れ防止シートが配置されており、着用者の股間部に漏れ防止シートが
密着してしまうことがある。股間部は、体液が排出される排泄口当接領域が近接しており
、蒸れが生じ易い。この股間部において不液透過性の漏れ防止シートが密着すると、更に
蒸れやすくなり、装着感が悪化するおそれがある。
【０００６】
　本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、吸収体近傍の通気性を向上させ、
蒸れを抑制することができる吸収性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】
【０００７】
　本開示に係る吸収性物品は、身体前側と身体後側とに延びる前後方向、前記前後方向に
直交する幅方向、前記着用者に向かう内方向、及び前記内方向と反対側に向かう外方向を
有する吸収体と、前記吸収体よりも前記内方向に配置された液透過性の表面シートと、前
記吸収体よりも前記外方向に配置された不液透過性の裏面シートと、を備える吸収性本体
と、前記吸収性本体よりも前記外方向に配置され、着用者の腰回り及び胴回りを覆う外装
体と、を備える吸収性物品において、前記外装体は、前記外装体の前記前側端部及び前記
後側端部において内方向に向かって折り返され、前記外方向に配置された折り元部と前記
内方向に配置された折り返し部とが積層されており、前記折り返し部の前記前後方向にお
ける内側端部は、前記折り元部と接着されてなく、前記吸収性本体の前記前後方向におけ
る外側端部は、前記外装体と接着されていないことを要旨とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本開示に係る吸収性物品は、外装体の前側端部及び後側端部で折り返された折り返し部
の内側端部が外装体の折り元部と接着されてないため、折り返し部の内側端部が折り元部
と離間し、内方向に突出する。また、吸収性本体の外側端部が外装体と接着されてないた
め、吸収性本体の外側端部が外装体と離間し、内方向に突出する。よって、折り返し部の
内側端部と吸収性本体の外側端部とが内方向に突出し、この突出した部分によって着用者
と外装体との間に空間を設けることができる。よって、吸収体近傍の通気性を向上させ、
蒸れを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態に係る吸収性物品の斜視図である。
【図２】図１に示す吸収性物品の展開平面図である。
【図３】図２に示すＸ１－Ｘ１’の模式断面図である。
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【図４】吸収性物品の着用状態を模式的に示した図である。
【図５】変形例に係る吸収性物品のＸ１－Ｘ１’の模式断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１から図４を参照して、実施形態に係る吸収性物品１について説明する。本実施形態
に係る吸収性物品１は、例えば、パンツタイプのおむつやオープンタイプのおむつ等であ
る。おむつは、大人用のおむつであってもよいし、子供用のおむつであってもよい。
【００１１】
　本実施形態に係る吸収性物品１は、パンツタイプのおむつである。吸収性物品１は、着
用者の腹側に配置される前胴回り領域Ｓ１と、着用者の背側に配置される後胴回り領域Ｓ
２と、着用者の股下に対応し、前胴回り領域Ｓ１と後胴回り領域Ｓ２との間に位置する股
下領域Ｓ３と、を有する。
【００１２】
　吸収性物品１は、吸収性本体１Ａと、外装体１Ｂと、を備える。吸収性本体１Ａは、液
透過性の表面シート２と、液不透過性の裏面シート３と、表面シート２と裏面シート３と
の間に配置される吸収体４と、を有する。吸収体４は、着用者の身体前側と身体後側とに
延びる前後方向Ｌと、前後方向に直交する幅方向Ｗと、着用者に向かう内方向Ｔ１と、内
方向と反対側（着用者から離れる側）に向かう外方向Ｔ２とを有する。外装体１Ｂは、吸
収性本体１Ａよりも外方向Ｔ２に配置されており、着用者の腰回り及び胴回りを覆うよう
に配置される。
【００１３】
　図２は、図１に示す吸収性物品を展開した状態を示す展開平面図である。図２に示す状
態から前後方向Ｌにおける中心を起点に前胴回り領域Ｓ１と後胴回り領域Ｓ２とが重なる
ように折り畳み、前胴回り領域Ｓ１の幅方向Ｗにおける外側端部と後胴回り領域Ｓ２の幅
方向における外側端部とを接合することにより、図１に示すパンツタイプのおむつが形成
される。吸収性物品１には、着用者の腰回りが挿入される腰回り開口２１と、着用者の脚
がそれぞれ挿入される一対の脚回り開口２２と、が形成される。
【００１４】
　表面シート２は、吸収体４よりも内方向（着用者側）Ｔ１に位置する。表面シート２に
は、不織布や開口プラスチックフィルムなどの液透過性のシートなどが使用される。
【００１５】
　裏面シート３は、吸収体４よりも外方向Ｔ２であって、外装体１Ｂよりも内方向Ｔ１に
配置される。裏面シート３には、液不透過性のシートなどが使用される。裏面シート３が
不液透過性であるため、着用者から排出され吸収体に吸収された排泄部が外装体に漏れる
ことを防止できる。
【００１６】
　吸収体４は、表面シート２及び裏面シート３の間に設けられ、着用者からの排泄物を吸
収する。吸収体４には、粉砕パルプと高吸収性ポリマー粒子との混合物などが使用される
。パルプの目付は、２５０～４００ｇ／ｍ２であり、高吸収性ポリマー粒子の目付は、１
４０～２００ｇ／ｍ２である。
【００１７】
　外装体１Ｂは、外装トップシート１１と、外装トップシート１１よりも外方向Ｔ２に配
置された外装バックシート１２と、幅方向Ｗに伸長した状態で配置された伸縮性部材と、
を有する。外装体１Ｂは、吸収性本体１Ａよりも前後方向外側及び幅方向外側に延出して
いる。
【００１８】
　外装体１Ｂを構成する外装トップシート１１と外装バックシート１２との間に、伸縮性
部材が幅方向に伸長した状態で配置されている。伸縮性部材は、腰回り開口２１近傍に配
置される腰回り伸縮性部材と、着用者の胴回りに配置される胴回り伸縮性部材と、を有す
る。腰回り伸縮性部材は、前胴回り領域Ｓ１に配置された前腰回り伸縮性部材１３Ａと、
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後胴回り領域Ｓ２に配置された後腰回り伸縮性部材１３Ｂと、を有する。胴回り伸縮性部
材は、前胴回り領域Ｓ１に配置された前胴回り伸縮性部材１４Ａと、後胴回り領域Ｓ２に
配置された後腰回り伸縮性部材１４Ｂと、を有する。
【００１９】
　外装バックシート１２は、腰回り開口２２を形成する外装体１Ｂの前側端部１０Ａ及び
後側端部１０Ｂの折り目を基点に内方向に向かって折り返され、折り返された折り返し部
６０Ａが、折り返されていない外装体１Ｂである折り元部６０Ｂに積層されている。折り
元部６０Ｂは、外方向側に配置された外装バックシート１２及び外装トップシート１１で
あり、折り返し部６０Ａは、内方向側に配置された外装バックシート１２である。
【００２０】
　折り返し部６０Ａは、折り元部６０Ｂに積層された状態で折り元部６０Ｂに一部が接着
されている。外装体１Ｂは、折り返し部６０Ａと折り元部６０Ｂとが接着された接着領域
６２と、折り返し部６０Ａと折り元部６０Ｂとが接着されていない非接着領域６１と、を
有する。接着領域６２は、前後方向において外装体１Ｂの前側端部１０Ａ及び後側端部１
０Ｂから内側に向かう一定の範囲に設けられており、非接着領域６１は、前後方向におい
て折り返し部６０Ａの内側端部６０Ｃから外側に向かう一定の範囲に設けられている。折
り返し部６０Ａの前後方向における内側端部６０Ｃは、折り元部６０Ｂと接着されてなく
折り元部６０Ｂから離間し、内方向に突出して配置されている。
【００２１】
　なお、本実施の形態では、折り返し部６０Ａの内側端部６０Ｃと吸収性本体１Ａの外側
端部７１Ｃとが前後方向に離間しており、折り返し部６０Ａの内側端部６０Ｃと吸収性本
体１Ａの外側端部７１Ｃとの間に空間Ｓが設けられているが、この構成に限られない。例
えば、折り返し部６０Ａの内側端部６０Ｃと吸収性本体１Ａの外側端部７１Ｃとが前後方
向に離間せずに、折り返し部６０Ａの内側端部６０Ｃと吸収性本体１Ａの外側端部７１Ｃ
との一部が重なって配置されていてもよい。このような構成によっても、吸収性本体１Ａ
の外側端部７１Ｃ又は折り返し部６０Ａの内側端部６０Ｃと外装体の折り元部６０Ｂとが
離間することによって、着用者と外装体１Ｂとの間に空間Ｓを設けることができる。よっ
て、吸収体近傍の通気性を向上させ、蒸れを抑制することができる。
【００２２】
　吸収性本体１Ａは、外装体１Ｂの折り返し部６０Ａよりも前後方向内側に配置されてい
る。吸収性本体１Ａは、外装体１Ｂと接着された接着領域７２と、外装体１Ｂと接着され
ていない非接着領域７１と、を有する。非接着領域７１は、前後方向において吸収性本体
１Ａの外側端部から内側に向かう一定の範囲に設けられており、接着領域７２は、非接着
領域７１間に設けられている。非接着領域７１の前後方向における外側端部７１Ｃは、外
装体１Ｂと接着されてなく外装体１Ｂから離間し、内方向Ｔ１に突出して配置されている
。
【００２３】
　吸収性本体の非接着領域７１は、吸収体４よりも前後方向外側に配置されている。よっ
て、吸収体４は、接着領域７２に配置されており、外装体１Ｂに接着されている。例えば
、吸収体４の端部が非接着領域７１に配置され、外装体１Ｂに接着されていない場合には
、吸収体４の端部が外装体１Ｂから浮き上がって折れ曲がることがあり、違和感が生じる
おそれがある。しかし、吸収体４が接着領域７２に配置されているため、吸収体４の端部
が折れ曲がることを抑制し、違和感が発生することを抑制できる。
【００２４】
　図４は、本実施の形態に係る吸収性物品１を着用者が着用した状態を模式的に示した図
である。前後方向において隣接する折り返し部６０Ａの内側端部６０Ｃと、吸収性本体１
Ａの外側端部７１Ｃが内方向Ｔ１に向かって突出しているため、この突出した部分によっ
て着用者と外装体１Ｂとの間に空間Ｓを設けることができる。よって、吸収体近傍の通気
性を向上させ、蒸れを抑制することができる。
【００２５】
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　また、外装体１Ｂの前後方向における折り返し部６０Ａと吸収性本体１Ａとの間には、
伸縮性部材としての前胴回り伸縮性部材１４Ａ及び後胴回り伸縮性部材１４Ｂとが配置さ
れている。外装体１Ｂの前後方向における折り返し部６０Ａと吸収性本体１Ａとの間は、
空間を囲んで配置されている。この空間を囲む外装体１Ｂに伸縮性部材が設けられている
ことにより、空間よりも外方向に位置する外装体１Ｂが伸縮して外方向に変形し、空間Ｓ
を広く設けることができる。
【００２６】
　更に、折り返し部６０Ａの前後方向における内側端部６０Ｃと重なって配置される折り
元部６０Ｂには、伸縮性部材としての前胴回り伸縮性部材１４Ａ及び後胴回り伸縮性部材
１４Ｂとが配置されている。非接着領域６１において折り返し部６０Ａよりも外方向側の
折り元部６０Ｂが伸縮し、折り返し部６０Ａの非接着領域６１が接着領域６２との境界を
基点に更に内方向に立ち上る。よって、空間を広く設けることができ、通気性を向上させ
、装着感を向上させることができる。
【００２７】
　また、吸収性本体１Ａの前後方向における外側端部７１Ｃと重なって配置される外装体
１Ｂには、伸縮性部材としての前胴回り伸縮性部材１４Ａ及び後胴回り伸縮性部材１４Ｂ
とが配置されている。非接着領域７１において外装体１Ｂが伸縮し、吸収性本体１Ａの非
接着領域７１が接着領域７２との境界を基点に更に内方向に立ち上る。よって、空間を広
く設けることができ、通気性を向上させ、装着感を向上させることができる。
【００２８】
　また、非接着領域６１の折り返し部６０Ａには、幅方向に伸縮する伸縮性部材が配置さ
れていてもよい。図５は、変形例に係る吸収性物品のＸ１－Ｘ１’の模式断面図である。
変形例に係る吸収性物品の非接着領域６１の折り返し部６０Ａには、幅方向に伸縮する伸
縮性部材１５が配置されている。伸縮性部材１５は、折り返し部６０Ａの内側端部６０Ｃ
に配置されている。折り返し部６０Ａの内側端部６０Ｃは、伸縮性部材１５によって幅方
向に収縮し、ギャザーのように折り元部から立ち上がる。よって、更に空間Ｓを広く設け
ることができ、通気性を向上させ、装着感を向上させることができる。
【００２９】
　なお、伸縮性部材１５は、折り返し部６０Ａの内側端部６０Ｃのみに設けてもよいし、
折り返し部６０Ａの内側端部６０Ｃのみならず、内側端部６０Ｃに隣接して複数設けても
よい。
【００３０】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【００３１】
　例えば、本実施の形態では、前胴回り領域Ｓ１及び後胴回り領域Ｓ２の両方において、
折り返し部の内側端部と吸収性本体の外側端部とが内方向に突出するように構成されてい
るが、この構成に限られない。具体的には、前胴回り領域Ｓ１及び後胴回り領域Ｓ２のう
ち少なくともいずれか一方において、折り返し部の内側端部と吸収性本体の外側端部とが
内方向に突出するように構成されていてもよい。
【符号の説明】
【００３２】
　１…吸収性物品
　１Ａ…吸収性本体
　１Ｂ…外装体
　２…表面シート
　３…裏面シート
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　４…吸収体
　１０Ａ…前側端部
　１０Ｂ…後側端部
　１１…外装トップシート
　１２…外装バックシート
　１３Ａ…前腰回り伸縮性部材
　１３Ｂ…前腰回り伸縮性部材
　１４Ａ…前胴回り伸縮性部材
　１４Ｂ…前胴回り伸縮性部材
　１５…伸縮性部材
　２１…腰回り開口
　２２…脚回り開口
　６０Ａ…折り先部
　６０Ｂ…折り元部
　６０Ｃ…内側端部
　６１…非接着領域
　６２…接着領域
　７１…非接着領域
　７１Ｃ…外側端部
　７２…接着領域
　Ｓ１…前胴回り領域
　Ｓ２…後胴回り領域
　Ｓ３…股下領域

【図１】 【図２】
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