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(57)【要約】
【課題】立体形状に変形し得る吸収性コアを備えた吸収
性物品を提供すること。
【解決手段】吸収性物品１は、長手方向に延びる一対の
側縁Ｓ１，Ｓ２と幅方向延びる一対の端縁Ｔ１，Ｔ２と
で画成される略縦長の吸収性コア４を備える。吸収性コ
ア４に、該吸収性コア４の前方部及び後方部おける両側
縁から幅方向内方に向かって切れ込んだ一対の切り欠き
部Ｎ１，Ｎ２をそれぞれ設ける。更に吸収性コア４に、
該吸収性コア４における左右両側部であって且つ切り欠
き部Ｎ１，Ｎ２よりも幅方向内方の位置に、長手方向に
延びる一対のスリット部Ｌを設ける。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手方向に延びる一対の側縁と幅方向延びる一対の端縁とで画成される略縦長の吸収性
コアを備えた吸収性物品において、
　該吸収性コアに、該吸収性コアの前方部及び後方部おける両側縁から幅方向内方に向か
って切れ込んだ一対の切り欠き部をそれぞれ設けると共に、該吸収性コアにおける左右両
側部であって且つ該切り欠き部よりも幅方向内方の位置に、長手方向に延びる一対のスリ
ット部を設けた吸収性物品。
【請求項２】
　スリット部を、前方部に設けられた切り欠き部と、後方部に設けられた切り欠き部との
間にのみ設けた請求項１記載の吸収性物品。
【請求項３】
　スリット部を、前方部寄りに又は後方部寄りに偏倚して設けた請求項１又は２記載の吸
収性物品。
【請求項４】
　スリット部の直下またはその近傍の位置に、該スリット部と同方向に延びる弾性部材を
伸長状態で配した請求項１ないし３の何れかに記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記吸収性コアにおける表面シート対向面側又は裏面シート対向面側に、第２の吸収性
コアを部分積層し、吸収性コア全体としてみたときに高坪量領域と低坪量領域とが存在す
るようにした請求項１ないし４の何れかに記載の吸収性物品。
【請求項６】
　スリット部間に高坪量領域を設けた請求項５記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前方部に設けられた切り欠き部と、後方部に設けられた切り欠き部との間に高坪量領域
を設けた請求項５又は６記載の吸収性物品。
【請求項８】
　高坪量領域を、前方部寄りに又は後方部寄りに偏倚して設けた請求項５ないし７の何れ
かに記載の吸収性物品。
【請求項９】
　前記吸収性コアにおける前方部又は後方部にエンボス加工を施した請求項１ないし８の
何れかに記載の吸収性物品。
【請求項１０】
　前方部に設けられた切り欠き部よりも前端縁寄りの位置に、又は後方部に設けられた切
り欠き部よりも後端縁寄りの位置に、前記吸収性コアを横切って幅方向に延びる弾性部材
を伸長状態で配した請求項１ないし９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、使い捨ておむつや生理用ナプキンを始めとする各種吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　吸収性物品の吸収性コアにおける左右の側縁に切り欠き部を設ける技術が知られている
。例えば、吸収性コアの左右の側縁に、折り畳み可能な切り欠き部を少なくとも一つ形成
し、且つ吸収性コアの側縁に隣接した位置に脚部伸縮部材を配置した吸収用ガーメントが
提案されている（特許文献１参照）。この吸収用ガーメントによれば、前記の切り欠き部
によって吸収性コアをキルティング状にすることで、着用者の身体への適合性が優れると
されている。しかし、この吸収用ガーメントにおいては、着用者の動作によっては切り欠
き部が開口することがあり、開口した切り欠き部を通じて液が漏れ出てしまうおそれがあ
る。
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【０００３】
　吸収性コアに切り欠き部を形成することに代えて、一方向に延びる一対のスリット部を
吸収性コアに形成する技術も知られている。例えば、中央に位置する第１の吸収性コアの
両側に第２の吸収性コアを配置し、両者の境界上にスリット状の切除部を設けることで第
２の吸収性コアに起立性向を付与するようにした使い捨ておしめが提案されている（特許
文献２参照）。起立する第２の吸収性コアの上部には弾性体が配置され、それによって第
２の吸収性コアに起立性向とギャザーが付与される。このおしめによれば、吸収性コアの
左右の側部に関しては起立性向が付与されるが、前後端部に関しては起立性向は付与され
ない。したがって吸収性コアの前後からの液漏れのおそれがある。
【０００４】
【特許文献１】特開昭６３－１１１１５１号公報
【特許文献２】特開平３－１２３５５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって本発明の目的は、前述した従来技術が有する欠点を解消し得る吸収性物品を
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、長手方向に延びる一対の側縁と幅方向延びる一対の端縁とで画成される略縦
長の吸収性コアを備えた吸収性物品において、
　該吸収性コアに、該吸収性コアの前方部及び後方部おける両側縁から幅方向内方に向か
って切れ込んだ一対の切り欠き部をそれぞれ設けると共に、該吸収性コアにおける左右両
側部であって且つ該切り欠き部よりも幅方向内方の位置に、長手方向に延びる一対のスリ
ット部を設けた吸収性物品を提供するものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の吸収性物品によれば、吸収性コアに前記の切り欠き部及びスリット部を設ける
ことで、吸収性物品を装着すると吸収性コアが船形の立体形状に変形する。それによって
吸収性コアの長手方向及び幅方向の何れからも液漏れが起こりにくくなる。
【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。先ず本発
明の第１の実施形態について説明する。本実施形態は、本発明の吸収性物品をパンツ型使
い捨ておむつに適用した例である。図１には、パンツ型使い捨ておむつを左右のサイドシ
ール部分で開き、表面シート側からみた平面図が示されている。図２には、図１における
II－II線断面図が示されている。図３には、図１に示す状態のおむつの分解斜視図が示さ
れている。
【０００９】
　本実施形態のおむつ１は、図１ないし図３に示すように、液透過性の表面シート２、液
不透過性又は撥水性の裏面シート３及び両シート２，３間に介在配置された液保持性の吸
収性コア４を有する実質的に縦長の吸収性本体１０と、吸収性本体１０の裏面シート側（
非肌当接面側）に接合された外包材１１とを備えている。
【００１０】
　外包材１１は、その両側縁が、長手方向中央部において内方に括れた砂時計形の形状を
有しており、おむつ１の輪郭を画成している。外包材１１は、その長手方向の中央域に股
下部Ｃを有している。股下部Ｃは、おむつ１を装着したときに、着用者の股下部に対向す
る部位である。更に外包材１１は、股下部Ｃの前後方向にそれぞれ延びる腹側部Ａと背側
部Ｂを有している。腹側部Ａ及び背側部Ｂはそれぞれ、おむつ１を装着したときに、着用
者の腹側及び背側に対向する部位である。なお、以下の説明においては腹側部Ａを前方部
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と呼ぶことがある。また、背側部Ｂを後方部と呼ぶことがある。外包材１１における腹側
部Ａの両側縁部Ａ１，Ａ２と、背側部Ｂの両側縁部Ｂ１，Ｂ２とが互いに接合されること
で、おむつ１にはウエスト開口部（図示せず）及び一対のレッグ開口部（図示せず）が形
成される。この接合によって、おむつ１の左右両側縁には一対のサイドシール部（図示せ
ず）が形成され、パンツ型となる。これらの接合には、例えばヒートシール、高周波シー
ル、超音波シール等が用いられる。
【００１１】
　吸収性本体１０の構成部材である吸収性コア４は、図３に示すように長手方向に延びる
一対の側縁Ｓ１，Ｓ２と、幅方向延びる一対の端縁、即ち前端縁Ｔ１及び後端縁Ｔ２とで
画成される略縦長の矩形をしている。尤も、吸収性コア４は完全な矩形であることは必要
とされず、例えば両側縁Ｓ１，Ｓ２は、吸収性コア４の幅方向内方に向かって凹状となる
曲線であってもよい。或いは、両側縁Ｓ１，Ｓ２は、吸収性コア４の長手方向の長さを超
えない程度において、吸収性コア４の幅方向外方に向かって凸状となる曲線であってもよ
い。吸収性コア４は、一般には高吸収性ポリマーの粒子及びパルプ等の繊維材料の混合積
繊体から構成される。なお図示していないが、該混合積繊体は、ティッシュペーパや不織
布（図示せず）によって被覆されている。
【００１２】
　吸収性コア４と同様に、表面シート２及び裏面シート３もそれぞれ矩形状である。表面
シート２及び裏面シート３としては、それぞれ従来この種のおむつに用いられているもの
と同様のものを用いることができる。例えば、表面シート２としては不織布や多数の開孔
を形成したフィルム等を用いることができる。裏面シート３としては熱可塑性フィルムを
用いることができる。このフィルムは透湿性を有していていもよい。
【００１３】
　表面シート２は吸収性コア４の上面を被覆している。更に表面シート２は、吸収性コア
４の左右の側縁Ｓ１，Ｓ２から幅方向外方へ延出している。そして、その延出部分が吸収
性コア４の下面側に巻き込まれている。
【００１４】
　一方、裏面シート３は吸収性コア４の下面を被覆している。裏面シート３の左右両側部
には、レッグカフ形成用シート９，９が連設されている。レッグカフ形成用シート９は液
抵抗性のものである。ここでいう液抵抗性とは、シート９が液を容易に透過させない性質
を広く包含し、例えば液不透過性、液難透過性及び撥水性のすべてを含む。レッグカフ形
成用シート９は矩形をしており、その長手方向に沿って折曲線９ａが形成されるように二
つ折りされている。二つ折りされた状態のレッグカフ形成用シート９は、図３に示すよう
に、その折曲線９ａの延びる方向が裏面シート３の長手方向と一致するように、且つ該シ
ート９の自由側縁９ｂが裏面シート３上に位置するように、裏面シート３に接合固定され
ている。つまり裏面シート３はその両側部が、二つ折りになった状態のレッグカフ形成用
シート９に挟み込まれて接合された状態になっている。
【００１５】
　二つ折りされた状態のレッグカフ形成用シート９には、その折曲線９ａの位置に弾性部
材８ａが配されている。弾性部材８ａは、二つ折りされて２枚重ねとなったシート９間に
伸長状態で固定されている。更に、レッグカフ形成用シート９と裏面シート３の間には、
弾性部材８ｂ，８ｃが伸長状態で固定されている。弾性部材８ｂは、裏面シート３の側縁
の近傍の位置に配されている。一方、弾性部材８ｃは、レッグカフ形成用シート９の自由
側縁９ｂの近傍の位置に配されている。
【００１６】
　裏面シート３に固定された各レッグカフ形成用シート９は、図２に示すように表面シー
ト側に巻き上げられている。そして、巻き上げられた状態のレッグカフ形成用シート９は
、その長手方向の前後端部が、該シート９と対向している表面シートに接合されている。
前後端部間においては、レッグカフ形成用シート９は表面シート２と非接合状態になって
いる。その結果、後述する図５に示すように、おむつ１の着用状態においては、各弾性部
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材８ａ，８ｂ，８ｃが収縮することにより、レッグカフ８が起立する。それによって吸収
性本体１０の幅方向への液の流出が阻止される。なお図３に示すように、おむつの股下部
においては、２つのレッグカフ８をおむつ１の幅方向外方へ向けて平面状に展開した状態
において、各折曲線９ａ，９ａ間の距離が、外包材１１の幅よりも大きくなっている。こ
のようにすることによって、着用者の鼠径部においてレッグカフ８が身体へ追従しやすく
なり、良好な防漏性を付与することができるという利点がある。
【００１７】
　図１に示すように、外包材１１は、吸収性本体１０の前後端縁からそれぞれ延出してい
る。外包材１１は、外層シート１２と内層シート１３とが積層された構造を有している。
これらのシートは例えば一方が伸縮性を有し、他方が伸縮性を有していないものであるか
、双方ともに伸縮性を有しているか、又は双方ともに伸縮性を有していないものである。
図３に示すように、外包材１１を構成する２枚のシートのうち、外層シート１２は内層シ
ート１３よりも長手方向の長さが大きい。その結果、外層シート１２は、内層シート１３
の前後端縁からそれぞれ延出している。そして外層シート１２における延出した部分１２
ａが吸収性本体１０側にそれぞれ折り返される。外層シート１２の折り返し位置Ｆは、後
述する複数のウエスト部弾性部材５１，５１のうち、最も外方寄り（端部寄り）の部材の
配置位置よりも外方（吸収性本体１０の長手方向外方）である。
【００１８】
　図１に示すように、腹側部Ａ及び背側部Ｂそれぞれにおける、ウエスト開口部５には、
ウエスト開口端５ａに沿って、複数のウエスト部弾性部材５１，５１が配されている。ま
た、レッグ開口部６，６にも、各開口部６の周縁端に沿って、レッグ部弾性部材６１ａ，
６１ｂが配されている。これらのウエスト部弾性部材５１，５１は、及びレッグ部弾性部
材６１ａ，６１ｂは、外層シート１２と内層シート１３との間に伸長状態で固定されてい
る。
【００１９】
　更に、ウエスト開口部５とレッグ開口部６との間には、おむつ１の幅方向に延びる胴回
り部弾性部材７１，７１が複数本配されている。胴回り部弾性部材７１，７１は、おむつ
１の幅方向全域にわたって配されている。胴回り部弾性部材７１，７１は、外層シート１
２と内層シート１３との間に伸長状態で固定されている。胴回り部弾性部材７１，７１は
、吸収性本体１０を横切るように配されている。
【００２０】
　ウエスト部弾性部材５１、レッグ部弾性部材６１ａ，６１ｂ及び胴回り部弾性部材７１
，７１としては、それぞれ天然ゴム、ポリウレタン系樹脂、発泡ウレタン系樹脂、ホット
メルト系伸縮部材等の伸縮性素材を糸状（糸ゴム）又は帯状（平ゴム）に形成したものが
好ましく用いられる。
【００２１】
　図１及び図３に示すように、吸収性コア４には、該吸収性コア４の前方部おける両側縁
から幅方向内方に向かって切れ込んだ一対の第１の切り欠き部Ｎ１，Ｎ１が設けられてい
る。図３に示すように、第１の切り欠き部Ｎ１，Ｎ１は、吸収性コア４の前端縁Ｔ１から
所定距離をおいた位置に設けられている。更に吸収性コア４には、該吸収性コア４の後方
部おける両側縁から幅方向内方に向かって切れ込んだ一対の第２の切り欠き部Ｎ２，Ｎ２
が設けられている。図３に示すように、第２の切り欠き部Ｎ２，Ｎ２は、吸収性コア４の
後端縁Ｔ２から所定距離をおいた位置に設けられている。２つの第１の切り欠き部Ｎ１，
Ｎ１は、吸収性コア４の長手方向に関して同位置に設けられている。また２つの第１の切
り欠き部Ｎ１，Ｎ１は同形のＶ字形をしている。これらのことは、第２の切り欠き部Ｎ２
についても同様である。吸収性コア４の長手方向に関し、第１の切り欠き部Ｎ１と第２の
切り欠き部との間の位置は、おむつ１の股下部Ｃにほぼ対応している。
【００２２】
　上述の切り欠き部Ｎ１，Ｎ２に加えて吸収性コア４には、該吸収性コアにおける左右両
側部に、長手方向に延びる一対のスリット部Ｌ，Ｌが設けられている。スリット部Ｌ，Ｌ
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は同じ長さで且つ同じ幅を有しており、吸収性コア４の縦中心線（図示せず）に関して左
右対称になっている。スリット部Ｌ，Ｌは、上述の切り欠き部Ｎ１，Ｎ２よりも幅方向内
方の位置に設けられている。スリット部Ｌ，Ｌは、吸収性コア４の前方部に設けられた２
つの第１切り欠き部Ｎ１，Ｎ１を結ぶ仮想線（図示せず）を越えて、前端縁Ｔ１の近傍ま
で延びている。またスリット部Ｌ，Ｌは、吸収性コア４の後方部に設けられた２つの第２
の切り欠き部Ｎ２，Ｎ２を結ぶ仮想線（図示せず）を越えて、後端縁Ｔ２の近傍まで延び
ている。スリット部Ｌ，Ｌの位置には、吸収性コア４の構成材料である繊維材料や高吸収
性ポリマーが全く存在していないか、或いは存在していたとしてもその量は僅かである。
【００２３】
　スリット部Ｌ，Ｌの幅が広く、且つ長さが長い場合、例えば幅が５ｍｍ以上で長さが吸
収性コア４の２／３以上である場合には、スリット部Ｌを被うように吸収性コア４の下面
側に不織布などからなる液拡散用の層を積層することが好ましい。これによって、スリッ
ト部Ｌの中を前後方向に向けて流動する液体を、吸収性コア４中に取り込むことが容易に
なり、吸収性コア４を全体的に有効に用いることができる。
【００２４】
　吸収性コア４に上述の切り欠き部Ｎ１，Ｎ２及びスリット部Ｌ，Ｌが形成されているこ
とによって、おむつ１の着用状態においては、これら切り欠き部Ｎ１，Ｎ２及びスリット
部Ｌ，Ｌを折曲の起点として吸収性コア４がその上面側に向けて立ち上がり、該吸収性コ
ア全体として図４に示すような船形の立体形状に変形する。その結果、立ち上がった吸収
性コア４が、該吸収性コア４の長手方向及び幅方向の何れにおいても液流れに対する障壁
となるので、液漏れが効果的に防止される。
【００２５】
　特に、吸収性コア４に隣接して上述のレッグカフ８を設け、該レッグカフ８に伸長状態
の弾性部材８ａを配することや、吸収性コア４の下面側に伸長状態の弾性部材８ｂ，８ｃ
を配することで、図５に示すように吸収性コア４の下面側からの押し上げ力が作用して、
該吸収性コア４が一層起立しやすくなる。その結果、大量の液が一度に排泄された場合で
あっても、液の堰き止め効果と液の吸収効果が顕著に発現する。この効果は、とりわけ、
吸収性コア４の前方部に設けられた第１の切り欠き部Ｎ１と、後方部に設けられた第２の
切り欠き部Ｎ２との間に弾性部材８ａ，８ｂ，８ｃを配することで一層顕著なものとなる
。この場合、弾性部材８ｃとして、弾性部材８ａよりも伸縮応力の大きなものを用いるこ
とで、着用者の肌に該弾性部材の痕が残りにくくなり、また十分なフィット性を付与する
ことができる。更に、レッグカフ８に備えた弾性部材８ｃによって吸収性コア４をその外
側（つまり下面側）から覆うように押さえることで、吸収性コア４の動きを妨げることな
く着用者の身体へ吸収性コア４を良好に追従させることができる。
【００２６】
　更に本実施形態においては、吸収性コア４の前方部に設けられた第１の切り欠き部Ｎ１
よりも前端縁Ｔ１寄りの位置に、及び後方部に設けられた第２の切り欠き部Ｎ２よりも後
端縁Ｔ２寄りの位置に、吸収性コア４を横切って幅方向に延びる胴回り弾性部材７１を伸
長状態で配しているので、該胴回り弾性部材７１による押し上げ力が吸収性コア４に作用
する。その結果、吸収性コア４のうち、第１の切り欠き部Ｎ１と前端縁Ｔ１との間の位置
する部分、及び第２の切り欠き部Ｎ２と後端縁Ｔ２との間の位置する部分が一層起立しや
すくなる。
【００２７】
　また、複数の胴回り部弾性部材７１，７１のうち、ウエスト開口部５寄りに位置するも
のと、レッグ開口部６寄りに位置するものとで、伸縮弾性応力を異ならせ、且つウエスト
開口部５寄りに位置する胴回り部弾性部材７１の伸縮弾性応力を、ウエスト部弾性部材５
１の伸縮弾性応力よりも大きくすると、吸収性コア４の前後端部が着用者の身体の形状に
一層沿うようになる。その結果、吸収性コア４の位置ずれが一層起こりにくくなり、腹側
部及び背側部からの液漏れを一層防止することができる。このような構成の場合、吸収性
コア４における股下部は、切り欠き部Ｎ１，Ｎ２及びスリット部Ｌ，Ｌの作用によって容
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易に立体形状となり得るので、腹側部及び背側部からの液漏れ防止に加えて、股下部から
の液漏れも防止される。
【００２８】
　次に、本発明の第２～第７の実施形態について図６～図１０を参照しながら説明する。
これらの実施形態に関し特に説明しない点については、第１の実施形態に関する説明が適
宜適用される。また図６～図１０において、図１～図５と同じ部材には同じ符号を付して
ある。
【００２９】
　図６（ａ）に示す第２の実施形態においては、吸収性コア４において、スリット部Ｌ，
Ｌを、前方部に設けられた第１の切り欠き部Ｎ１，Ｎ１と、後方部に設けられた第２の切
り欠き部Ｎ２，Ｎ２との間にのみ設けてある。図６（ｂ）に示す第３の実施形態において
は、第２の実施形態と同様に、スリット部Ｌ，Ｌを、前方部側に設けられた第１の切り欠
き部ＮＩ，Ｎ１と、後方部側に設けられた第２の切り欠き部Ｎ２，Ｎ２との間にのみ設け
てある。これに加えて、スリット部Ｌ，Ｌを、後方部寄りに偏倚して設けてある。また、
各切り欠き部Ｎ１，Ｎ２はＶ字形ではなく、吸収性コア４を半円形に切り欠いて形成され
ている。なお図６（ｂ）の変形例として、スリット部Ｌ，Ｌを、前方部寄りに偏倚して設
ける実施形態が挙げられる。なお、切り欠き部Ｎ１，Ｎ２の大きさは同じでも良いし、目
的とする立体形状に合わせて異ならせても良い。例えば吸収性コア４の後方部を、着用者
の臀部の形状に合わせて緩やかな立ち上がり形状としたい場合には、吸収性コア４の長手
方向の切り欠きの程度を、切り欠き部Ｎ１よりも切り欠き部Ｎ２の方が大きくなるように
すればよい。
【００３０】
　スリット部Ｌを、前方部寄りに又は後方部寄りに偏倚して設ける場合には、該スリット
部Ｌは、前方部に設けられた第１の切り欠き部ＮＩ，Ｎ１と、後方部に設けられた第２の
切り欠き部Ｎ２，Ｎ２との間にのみ設けることは要しない。例えば図６（ｂ）に示す実施
形態において、前方部に設けられた第１の切り欠き部Ｎ１，Ｎ１を結ぶ仮想線（図示せず
）を越えて、前端縁Ｔ１の近傍まで延びるように、スリット部Ｌを設け且つ該スリット部
Ｌを前方部寄りに偏倚させてもよい。
【００３１】
　図７に示す第４の実施形態においては、吸収性コア４の下面側に配された弾性部材８ｃ
が、スリット部Ｌの直下に位置している。この弾性部材８ｃはスリット部Ｌと同方向に延
びている。このように弾性部材８ｃを配することで、吸収性コア４のうち、各スリット部
Ｌと側縁Ｓ１，Ｓ２との間に位置する部分を、着用者の姿勢の変化に応じ、着用者の身体
に良好にフィットさせることが一層容易となる。なお、本実施形態においては、吸収性コ
ア４が着用者の身体に良好にフィットする限りにおいて、弾性部材８ｃはスリット部Ｌの
直下に位置していることを要せず、その近傍に位置していてもよい。特に、弾性部材８ｃ
をスリット部Ｌの直下に位置させる場合には、スリット部Ｌの幅を５ｍｍ以上にすること
が好ましい。これにより、弾性部材８ｃの収縮力が吸収性コア４に十分に作用し、吸収性
コア４のうち、各スリット部Ｌと側縁Ｓ１，Ｓ２との間に位置する部分が着用者の肌側に
一層容易に持ち上げられて、肌側に凸状の防漏壁が形成されやすくなり、液漏れが一層防
止される。
【００３２】
　図８（ａ）～図８（ｃ）に示す第５の実施形態においては、吸収性コア４における表面
シート対向面側に、第２の吸収性コア４ｂを部分積層し、吸収性コア全体としてみたとき
に高坪量領域と低坪量領域とが存在するようにしている。このように構成することで、着
用者の身体とのフィット性が一層良好になる。また、液の吸収容量が増加する。なお、以
後の説明においては、第２の吸収性コア４ｂとの対比で、吸収性コア４のことを第１の吸
収性コア４と呼ぶことがある。
【００３３】
　図８（ａ）に示す第１の吸収性コア４は第１の実施形態と同様のものである。第１の吸
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収性コア４の表面シート対向面側には、一対のスリット部間に第２の吸収性コア４ｂが部
分積層され、スリット部間が高坪量領域となされている。第２の吸収性コア４ｂは、第１
の吸収性コア４と同様に、高吸収性ポリマーの粒子及びパルプ等の繊維材料の混合積繊体
から構成することができる。第２の吸収性コア４ｂはその縦中心線が、第１の吸収性コア
４の縦中心線と一致するように、第１の吸収性コア４上に積層されている。第２の吸収性
コア４ｂは、スリット部Ｌよりもその長さが若干長くなっており、スリット部Ｌの前端縁
及び後端縁を越えて延びている。なお図８（ａ）に示す実施形態においては、第２の吸収
性コア４ｂを、第１の吸収性コア４における表面シート対向面側に部分積層することに代
えて、第１の吸収性コア４における裏面シート対向面側に部分積層してもよい。以下に説
明する図８（ｂ）及び図８（ｃ）、図９並びに図１０に示す実施形態についても同様であ
る。
【００３４】
　図８（ｂ）に示す第１の吸収性コア４は、図６（ａ）に示す実施形態と同様のものであ
る。第１の吸収性コア４の表面シート対向面側には、一対のスリット部間に第２の吸収性
コア４ｂが部分積層され、スリット部間が高坪量領域となされている。第２の吸収性コア
４ｂは、スリット部Ｌよりもその長さが若干長くなっており、スリット部Ｌの前端縁及び
後端縁を越えて延びている。そして、第２の吸収性コア４ｂは、縁吸収性コア４の前方部
に設けられた第１の切り欠き部Ｎ１と、後方部に設けられた第２の切り欠き部Ｎ２との間
にのみ積層されている。したがって本実施形態おける高坪量領域は、スリット部間であっ
て且つ両切り欠き部Ｎ１，Ｎ２間に位置している。
【００３５】
　図８（ｃ）に示す第１の吸収性コア４は、図６（ｂ）に示す実施形態と同様のものであ
る。第１の吸収性コア４の表面シート対向面側には、一対のスリット部間に第２の吸収性
コア４ｂが部分積層され、スリット部間が高坪量領域となされている。第２の吸収性コア
４ｂは、スリット部Ｌよりもその長さが長くなっている。第１の吸収性コア４の長手方向
に関し、第２の吸収性コア４ｂにおける後端縁の位置は、スリット部Ｌの後端縁の位置と
一致している。一方、第２の吸収性コア４ｂにおける前端縁は、スリット部Ｌの前端縁を
越えて、第１の吸収性コア４の前端縁Ｔ１の近傍に位置している。したがって本実施形態
における高坪量領域は吸収性コア４の前方部寄りに偏倚して設けられている。なお、本実
施形態の変形例として、高坪量領域を吸収性コア４の後方部寄りに偏倚して設ける例が挙
げられる。
【００３６】
　図９に示す第６の実施形態は、図８（ａ）～図８（ｃ）に示す実施形態と同様に、第１
の吸収性コア４に、第２の吸収性コア４ｂを部分積層して高坪量領域を形成している。但
し本実施形態においては、第１の吸収性コア４の前端縁Ｔ１に向かうに連れて高坪量領域
の面積が大きくなっている。本実施形態における第１の吸収性コア４は、図６（ｂ）に示
す実施形態と同様のものである。第１の吸収性コア４の表面シート対向面側には、一対の
スリット部間に第２の吸収性コア４ｂが部分積層されている。第２の吸収性コア４ｂは、
第１の吸収性コア４の前端縁Ｔ１に向かって延びていると共に、その幅が次第に拡がって
いる。但し第２の吸収性コア４ｂの幅が拡がるのは、第１の吸収性コア４の前方部に設け
られた第１の切り欠き部Ｎ１の位置までであり、この位置を越えて第１の吸収性コア４の
前端縁Ｔ１に向かうまでの間の領域においては、第２の吸収性コア４ｂの幅は一定になっ
ている。本実施形態によれば、液の排泄量が多い前側（腹側）が高吸収容量になるので、
液漏れが一層効果的に防止される。
【００３７】
　図１０に示す第７の実施形態は、図８（ａ）～図８（ｃ）に示す実施形態と同様に、第
１の吸収性コア４に、第２の吸収性コア４ｂを部分積層して高坪量領域を形成している。
吸収性コアの長手方向に関し、第２の吸収性コア４ｂにおける後端縁の位置は、スリット
部Ｌの後端縁の位置と一致している。一方、第２の吸収性コア４ｂにおける前端縁は、ス
リット部Ｌの前端縁を越えて、第１の吸収性コア４の前方部に設けられた第１の切り欠き
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部Ｎ１の近傍に位置している。更に本実施形態においては、第１の吸収性コア４の後方部
にエンボス加工が施され、該吸収性コア４が圧密化されて形成されたＹ字形の溝部Ｇが形
成されている。
【００３８】
　詳細には、溝部Ｇは、第１の吸収性コア４の長手方向に延びる脚部Ｇ１と、該脚部Ｇ１
の先端部から二股に分岐するＶ字状の分岐部Ｇ２とからなる。脚部Ｇ１は、第１の吸収性
コア４の縦中心線（図示せず）上に位置している。脚部Ｇ１の後端部の位置は、第１の吸
収性コア４の後端縁Ｔ２の位置と一致している。また、分岐部Ｇ２の先端部は、第１の吸
収性コア４の左右の両側縁Ｓ１，Ｓ２にまで達している。本実施形態によれば、おむつ１
の着用状態において、第１の吸収性コア４の後方部が、溝部Ｇを折曲の起点として上面側
に向けて折れ曲がり、上述した舟形の立体形状が一層確実に形成されるという利点がある
。
【００３９】
　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
限されない。例えば前記実施形態は、本発明の吸収性物品をパンツ型の使い捨ておむつに
適用した例であるが、本発明の他の吸収性物品、例えば、ファスニングテープによる締結
手段を備えた展開型の使い捨ておむつや、失禁パッド、生理用ナプキンなどにも適用する
ことができる。
【００４０】
　また、図８～図１０に示す実施形態においては、第２の吸収性コア４ｂを部分積層する
ことで高坪量領域を形成したが、これに代えて、パルプ等の繊維材料の積繊量をコントロ
ールすることで、単一の吸収性コア４のみで高坪量領域を形成してもよい。更に第２の吸
収性コア４ｂの構成材料としてエアレイド法、エアスルー法、ヒートロール法、スパンボ
ンド法、スパンレース法などにより製造された各種不織布からなるシートを所定の形状に
カットしたものを用い、これを第１の吸収性コアと積層することにより高坪量領域を形成
してもよい。
【００４１】
　また前記の各実施形態は相互に置換可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の第１の実施形態としてのパンツ型使い捨ておむつを左右のサイドシール
部分で開き、表面シート側からみた平面図である。
【図２】図１におけるII－II線断面図である。
【図３】図１に示す状態のおむつの分解斜視図である。
【図４】船形の立体形状になった吸収性コアを示す斜視図である。
【図５】おむつの装着状態における図１におけるII－II線断面図である。
【図６】本発明の第２及び第３の実施形態における吸収性コアを示す平面図である。
【図７】本発明の第４の実施形態における股下部の断面図（図２相当図）である。
【図８】本発明の第５の実施形態における吸収性コアを示す平面図及び断面図である。
【図９】本発明の第６の実施形態における吸収性コアを示す平面図及び断面図である。
【図１０】本発明の第７の実施形態における吸収性コアを示す平面図及び断面図である。
【符号の説明】
【００４３】
　１　パンツ型使い捨ておむつ
　２　表面シート
　３　裏面シート
　４　吸収性コア
　８　レッグカフ
　８ａ，８ｂ，８ｃ　弾性部材
　４ｂ　第２の吸収性コア
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　Ｎ１　第１の切り欠き部
　Ｎ２　第２の切り欠き部
　Ｌ　スリット部

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】
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