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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透液性の表面シートと裏面シートとの間に吸収体を含む吸収要素が介在されるとともに
、前記裏面シート側の面にアウター用吸収性物品との接合を図るための機械式接合手段が
備えられた補助吸収性物品であって、
　前記吸収体には、長手方向の少なくとも一方側に、幅方向中央部の端縁から長手方向に
沿って、相対的に剛性を低く設定した線状の低剛性部が形成され、
　前記機械式接合手段は、前記低剛性部の形成領域に対応する部分が相対的に剛性が低く
設定されるか、前記低剛性部の形成領域の両側に左右対で離間して設けられていることを
特徴とする補助吸収性物品。
【請求項２】
　前記低剛性部は、吸収体の長手方向全長に亘って形成されている請求項１記載の補助吸
収性物品。
【請求項３】
　前記低剛性部は、幅方向中央部の端縁から長手方向に沿って線状に形成された後、この
先端部から分岐して前記吸収体の両側端部に向けてそれぞれ曲線状に形成されている請求
項１記載の補助吸収性物品。
【請求項４】
　前記機械式接合手段は、前記低剛性部の形成領域に対応する部分において、エンボスに
よる薄肉処理又は幅方向に沿って形成された複数条のスリット溝によって相対的に剛性が
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低く設定されている請求項１～３いずれかに記載の補助吸収性物品。
【請求項５】
　前記アウター用吸収性物品には、少なくとも後身頃において、幅方向中央部に前後方向
に沿って弾性伸縮部材が配設されている請求項１～４いずれかに記載の補助吸収性物品に
使用されるアウター用吸収性物品。
【請求項６】
　前記アウター用吸収性物品には、少なくとも後身頃において、両側部のうち一方の側部
から股下部側に延び、幅方向中央部においてウエスト開口側に膨出した凸状の軌跡を描い
た後、他方の側部に亘るように配設された複数の湾曲状の弾性伸縮部材が配設されている
請求項１～４いずれかに記載の補助吸収性物品に使用されるアウター用吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、身体に沿って変形しやすくすることにより、ズレを防止して、良好な装着感
が得られ、漏れの原因となる隙間を無くし、装着中の見栄えを良くした補助吸収性物品及
びこれに使用されるアウター用吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、市販されている大人用のパンツ式紙おむつとしては、装着感が良く価格が低
廉などの理由から、吸収体を薄型に形成した薄型のものがシェアを伸ばしている。このよ
うな薄型のパンツ式紙おむつでは、紙おむつの吸収能を補うため尿取りパッドなどの補助
吸収性物品を表面側に重ねて使用する割合が高くなっている。
【０００３】
　従来の補助吸収性物品５０としては、図１０に示されるように、透液性の表面シート５
１と裏面シート５２との間に吸収体５３を含む吸収要素５４が介在されるとともに、図１
１に示されるように、アウター用吸収性物品６０の表面側に重ねて使用する場合にアウタ
ー用吸収性物品６０の表面側との接合を図るため、前記裏面シート５２側の面に接合手段
５５、５５が設けられている。
【０００４】
　かかる補助吸収性物品として、下記特許文献１では、アウター部材の内面に掛着可能な
雄型面ファスナが裏面シートの外面に固着されたインナーパネルが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－１２９０１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１記載のインナーパネルのように従来の補助吸収性物品５
０では、アウター用吸収性物品６０の表面側に補助吸収性物品５０が重ねられるため、図
１２に示されるように、もこもこして装着感が悪くなるとともに、剛性が高くなりすぎて
臀裂部の凹部や陰茎の凸部などの身体の凹凸に対するフィット性に欠け、補助吸収性物品
５０の表面と身体との間に隙間ができて漏れが生じ易くなるという問題が生じる場合があ
った。
【０００７】
　さらに、前記接合手段５５は、補助吸収性物品５０の前後端部にそれぞれ、幅方向中央
部分に幅方向に沿って所定の長さで設けられるため、この接合手段５５の剛性によって補
助吸収性物品が身体の凹凸に沿って変形し難く、前述の装着感の悪化や漏れの発生などの
原因となっていた。
【０００８】
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　そこで本発明の主たる課題は、身体に沿って変形し易くすることにより、ズレを防止し
て、良好な装着感が得られ、漏れの原因となる隙間を無くし、装着中の見栄えを良くした
補助吸収性物品及びこれに使用されるアウター用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】
【０００９】
　上記課題を解決するために請求項１に係る本発明として、透液性の表面シートと裏面シ
ートとの間に吸収体を含む吸収要素が介在されるとともに、前記裏面シート側の面にアウ
ター用吸収性物品との接合を図るための機械式接合手段が備えられた補助吸収性物品であ
って、
　前記吸収体には、長手方向の少なくとも一方側に、幅方向中央部の端縁から長手方向に
沿って、相対的に剛性を低く設定した線状の低剛性部が形成され、
　前記機械式接合手段は、前記低剛性部の形成領域に対応する部分が相対的に剛性が低く
設定されるか、前記低剛性部の形成領域の両側に左右対で離間して設けられていることを
特徴とする補助吸収性物品が提供される。
【００１０】
　上記請求項１記載の発明では、前記吸収体に対して、長手方向の少なくとも一方側に、
幅方向中央部の端縁から長手方向に沿って、相対的に剛性を低く設定した線状の低剛性部
を形成することにより、この低剛性部を起点として、後身頃側では臀裂部の凹部に沿って
、前身頃側では陰茎の凸部に沿って吸収体が変形し易くなり、身体にフィットすることに
よって、装着中のズレが防止でき、良好な装着感が得られ、漏れの原因となる身体と補助
吸収性物品との隙間を無くすことができるとともに、もこもこせず、すっきりとして、装
着中の見栄えを良好にすることができる。
【００１１】
　さらに、前記機械式接合手段は、前記低剛性部の形成領域に対応する部分が相対的に剛
性が低く設定されるか、前記低剛性部の形成領域の両側に左右対で離間して設けられてい
るため、前記機械式接合手段の剛性によって前記吸収体の低剛性部を起点とした吸収体の
変形が妨げられることなく、前述の効果が確実に発揮されるようになる。
【００１２】
　請求項２に係る本発明として、前記低剛性部は、前記吸収体の長手方向全長に亘って形
成されている請求項１記載の補助吸収性物品が提供される。
【００１３】
　上記請求項２記載の発明は、前記低剛性部を吸収体の長手方向全長に亘って形成するこ
とにより、後身頃側での臀裂部の凹部及び前身頃側での陰茎の凸部に沿ってそれぞれ凸状
又は凹状に変形することができるようにしたものである。
【００１４】
　請求項３に係る本発明として、前記低剛性部は、幅方向中央部の端縁から長手方向に沿
って線状に形成された後、この先端部から分岐して前記吸収体の両側端部に向けてそれぞ
れ曲線状に形成されている請求項１記載の補助吸収性物品が提供される。
【００１５】
　上記請求項３記載の発明は、低剛性部を幅方向中央部の端縁から長手方向に沿って線状
に形成された後、この先端部から分岐して前記吸収体の両側端部に向けてそれぞれ曲線状
に形成することにより、特に臀部の丸みに沿わせることができるようにしたものである。
【００１６】
　請求項４に係る本発明として、前記機械式接合手段は、前記低剛性部の形成領域に対応
する部分において、エンボスによる薄肉処理又は幅方向に沿って形成された複数条のスリ
ット溝によって相対的に剛性が低く設定されている請求項１～３いずれかに記載の補助吸
収性物品が提供される。
【００１７】
　上記請求項４記載の発明は、機械式接合手段における前記低剛性部の形成領域に対応す
る部分について相対的に剛性を低く設定する手段を示したものである。具体的には、エン
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ボスによる薄肉処理又は幅方向に沿って形成された複数条のスリット溝を形成するように
すればよい。
【００１８】
　請求項５に係る本発明として、前記アウター用吸収性物品には、少なくとも後身頃にお
いて、幅方向中央部に前後方向に沿って弾性伸縮部材が配設されている請求項１～４いず
れかに記載の補助吸収性物品に使用されるアウター用吸収性物品が提供される。
【００１９】
　請求項６に係る本発明として、前記アウター用吸収性物品には、少なくとも後身頃にお
いて、両側部のうち一方の側部から股下部側に延び、幅方向中央部においてウエスト開口
側に膨出した凸状の軌跡を描いた後、他方の側部に亘るように配設された複数の湾曲状の
弾性伸縮部材が配設されている請求項１～４いずれかに記載の補助吸収性物品に使用され
るアウター用吸収性物品が提供される。
【００２０】
　上記請求項５、６記載の発明は、前記補助吸収性物品に好適に使用される紙おむつ等の
アウター用吸収性物品について規定したものであり、請求項５記載の発明では幅方向中央
部に前後方向に沿って弾性伸縮部材を配設し、請求項６記載の発明では両側部のうち一方
の側部から股下部側に延び、幅方向中央部においてウエスト開口側に膨出した凸状の軌跡
を描いた後、他方の側部に亘るように配設された複数の湾曲状の弾性伸縮部材を配設する
ようにしたものである。これにより、アウター用吸収性物品及び補助吸収性物品が一体的
に臀裂部の凹部に沿ってフィットし易くなり、前記補助吸収性物品の機能をより確実に発
揮させることができるようになる。
【発明の効果】
【００２１】
　以上詳説のとおり本発明によれば、身体に沿って変形しやすくすることにより、ズレを
防止して、良好な装着感が得られ、漏れの原因となる隙間を無くし、装着中の見栄えを良
くした補助吸収性物品及びこれに使用されるアウター用吸収性物品が提供できるようにな
る。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明に係る補助吸収性物品１の一部破断裏面図である。
【図２】そのII－II線矢視図である。
【図３】補助吸収性物品１をアウター用吸収性物品１０に重ね合わせた状態の縦断面図で
ある。
【図４】補助吸収性物品１の装着状態を示す背面図である。
【図５】補助吸収性物品１の他の形態（その１）を示す裏面図である。
【図６】補助吸収性物品１の他の形態（その２）を示す裏面図である。
【図７】補助吸収性物品１の他の形態（その３）を示す裏面図である。
【図８】本発明に係るアウター用吸収性物品１０の装着状態を示す背面図である。
【図９】アウター用吸収性物品１０の装着状態を示す背面図である。
【図１０】従来の補助吸収性物品５０を示す一部破断裏面図である。
【図１１】補助吸収性物品５０の使用状態を示す縦断面図である。
【図１２】補助吸収性物品５０の装着状態を示す背面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳述する。
【００２４】
　本発明に係る補助吸収性物品１は、図１及び図２に示されるように、綿状パルプ等から
なり、例えば長方形状（又は砂時計形状等）のある程度の剛性を有する吸収体４及び該吸
収体４を囲繞する被包シート５からなる吸収要素６と、該吸収要素６の表面側（肌当接面
側）を覆うように配設された有孔または無孔の不織布や孔開きプラスチックシート等から
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なる透液性の表面シート３と、前記吸収要素６の裏面側（肌非当接面側）を覆うように配
設された有孔または無孔の不織布や孔開き又は無孔のプラスチックシート等からなる透液
性又は不透液性の裏面シート２と、前記裏面シート２側の面に固着され、アウター用吸収
性物品１０との接合を図るための機械式接合手段８とから主に構成されている。
【００２５】
　本補助吸収性物品１では、前記吸収体４には、長手方向の少なくとも一方側、図示例で
は後側に、幅方向中央部の端縁から長手方向に沿って、相対的に剛性を低く設定した線状
の低剛性部７が形成されている。そして、図示例では、前記機械式接合手段８は、前記低
剛性部７の形成領域において、前記低剛性部７の形成領域の両側に左右対で離間して設け
られている。
【００２６】
　かかる補助吸収性物品１を、図３に示されるように、アウター用吸収性物品１０の表面
側に重ねて使用した場合、前記低剛性部７を起点として補助吸収性物品１の吸収体４が臀
裂部の凹部に沿って凸状に変形し易くなり、補助吸収性物品１が身体にフィットして、ず
れが防止できるとともに良好な装着感が得られ、これに伴い漏れの原因となる身体と補助
吸収性物品１との隙間が無くなり、且つ外観がもこもこせず、すっきりとして、装着中の
見栄えが良好になる。
【００２７】
　以下、各構成について具体的に詳説する。
【００２８】
　前記吸収要素６の表面側（肌当接面側）を覆う透液性の表面シート３としては、有孔ま
たは無孔の不織布や多孔のプラスチックシートなどが好適に用いられる。不織布を構成す
る素材繊維は、ポリエチレンまたは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の他、レーヨンやキュプラ等の再生繊維、綿等の天然繊維とす
ることができ、スパンレース法、スパンボンド法、ＳＭＳ法、サーマルボンド法、エアス
ルー法、ポイントボンド法、メルトブローン法、ニードルパンチ法等の適宜の加工法によ
って得られた不織布を用いることができる。特には、吸収体４を構成するパルプ及びＳＡ
Ｐが抜け出ないように、ＳＭＳ法により加工された不織布が好適である。表面シート３に
多数の透孔を形成した場合には、尿などが速やかに吸収されるようになり、ドライタッチ
性に優れたものとなる。前記表面シート３は、吸収要素６の側縁部から側方まで延在して
いる。
【００２９】
　前記吸収要素６の裏面側（外面側）を覆う裏面シート２としては、上記表面シート３と
同様に有孔または無孔の不織布や多孔又は無孔のプラスチックシートなどが好適に用いら
れる。前記裏面シート２も、吸収体４の側縁部から側方の表面シート３と同様の範囲まで
延在している。図示例では、表面シート３と裏面シート２とが別体のシート材で構成した
ものをそれぞれ吸収体４の表裏面に覆っているが、前記表面シート３及び裏面シート２を
構成する不織布が、連続する１枚の不織布からなり、この不織布によって前記吸収体４を
額巻き又は被包するように包むようにしてもよい。
【００３０】
　前記吸収要素６を構成する吸収体４は、たとえば綿状パルプ等の繊維集合体と高吸収性
ポリマー（ＳＡＰ）、繊維状ＳＡＰ等の高吸収材とにより構成され、図示例では長方形状
のものが使用され、その幅寸法は股間部への当たりによって着用者にゴワ付き感を与えな
い寸法幅となっている。吸収体４の平面形状としては、脚回りへの当たりを和らげるため
に両側部に夫々括れ部を有する略砂時計状とすることもできる。
【００３１】
　また、前記吸収体４に合成繊維を混合しても良い。前記合成繊維は、例えばポリエチレ
ン又はポリプロピレン等のポリオレフィン系、ポリエチレンテレフタレートやポリブチレ
ンテレフタレート等のポリエステル系、ナイロンなどのポリアミド系、及びこれらの共重
合体などを使用することができるし、これら２種を混合したものであってもよい。また、
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融点の高い繊維を芯とし融点の低い繊維を鞘とした芯鞘型繊維やサイドバイサイド型繊維
、分割型繊維などの複合繊維も用いることができる。前記合成繊維は、体液に対する親和
性を有するように、疎水性繊維の場合には親水化剤によって表面処理したものを用いるの
が望ましい。
【００３２】
　前記高吸収性ポリマーとしては、たとえばポリアクリル酸塩架橋物、自己架橋したポリ
アクリル酸塩、アクリル酸エステル－酢酸ビニル共重合体架橋物のケン化物、イソブチレ
ン・無水マレイン酸共重合体架橋物、ポリスルホン酸塩架橋物や、ポリエチレンオキシド
、ポリアクリルアミドなどの水膨潤性ポリマーを部分架橋したもの等が挙げられる。これ
らの内、吸水量、吸水速度に優れるアクリル酸またはアクリル酸塩系のものが好適である
。前記吸水性能を有する高吸収性ポリマーは製造プロセスにおいて、架橋密度および架橋
密度勾配を調整することにより吸水力（吸収倍率）と吸水速度の調整が可能である。前記
吸収体４における高吸収性ポリマーの含有比率は、３０～７０％程度が適当であるが、こ
れに限るものではない。
【００３３】
　前記吸収体４は、被包シート５によって囲繞されている。被包シート５は、ティシュー
等の紙材からなるクレープ紙を使用することもできるが、吸収速度を速めるため不織布を
使用することが好ましい。不織布を用いる場合は、スパンボンド法やＳＭＳ法により加工
された不織布、特にＳＭＳ法により加工された不織布が、薄さと強度のバランスに優れる
点で好適である。一方、前記被包シート５は無くても良く、吸収体４を表面シート３及び
裏面シート２で直接包む方が吸収速度、コストの面で好ましい。
【００３４】
　前記吸収体４には、前述の通り、所定の領域に低剛性部７が形成されている。前記低剛
性部７は、周囲の吸収体４より相対的に剛性を低く設定した部分であり、補助吸収性物品
１の装着時にこの低剛性部７を起点として吸収体４の幅方向中央部を凸状又は凹状に変形
させ、臀裂部の凹部や陰茎の凸部に沿わせ易くするようにしたものである。この低剛性部
７は、吸収体４の幅方向中央部の長手方向端縁から長手方向に沿って線状のスリット又は
エンボスによって形成されている。
【００３５】
　前記低剛性部７は、幅が１ｍｍ～２０ｍｍ、長さが少なくとも３０ｍｍ程度のものであ
る。
【００３６】
　前記低剛性部７は、図５に示されるように、吸収体４の長手方向全長に亘って形成され
るようにしても良く、この場合には臀裂部の凹部及び陰茎の凸部のそれぞれに対して凸状
又は凹状に変形してフィットしやすくなる。なお、図示しないが、前側及び後側のそれぞ
れに吸収体４の端縁から所定長さで低剛性部７、７が形成されるようにしても良い。
【００３７】
　また、図６に示されるように、前記低剛性部７は、幅方向中央部の端縁から長手方向に
沿って線状に形成された後、この先端部から分岐して吸収体４の両側端部に向けてそれぞ
れ曲線状に形成されるようにしても良い。この場合には、吸収体４が臀部の丸みに沿って
良好に変形できるようになる。
【００３８】
　前記機械式接合手段８は、プラスチック、ポリラミ不織布、不織布、紙等のファスニン
グ基材の基部が裏面シート２に固着されている。前記ファスニング基材の外面側にはフッ
ク要素を有する。前記フック要素は、ファスニング基材に接着剤により剥離不能に接着さ
れている。前記フック要素は、その外面に多数の係合片を有する。係合片の形状としては
、例えばレ字状、Ｊ字状、マッシュルーム状、Ｔ字状等のものが存在するが、いずれの形
状であってもよい。好ましいのはＴ字状のものである。
【００３９】
　前記機械式接合手段８は、図１、図５及び図６に示されるように、低剛性部７の形成領
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域において、前記低剛性部７の形成領域の両側に左右対で離間して設けられるようにする
ことが好ましい。すなわち、前記低剛性部７に機械式接合手段８を設けないようにするの
が好ましい。
【００４０】
　前記機械式接合手段８は、図７に示されるように、前記低剛性部７の形成領域に対応す
る部分（易変形部８Ａ）が相対的に剛性が低く設定するようにしても良い。前記易変形部
８Ａは、同図７(B)に示されるように、低剛性部７を跨ぐ領域にエンボスによって薄肉化
処理を施し、機械式接合手段８のファスニング基材の厚さを相対的に薄くすることにより
形成することができる。また、前記低剛性部７を跨ぐ領域において、幅方向に沿って複数
条のスリット溝を形成することによって相対的に剛性が低くなるように設定することも可
能である。
【００４１】
（アウター用吸収性物品１０）
　次に、上記補助吸収性物品１に好適に使用される紙おむつ等のアウター用吸収性物品１
０について詳細に説明する。
【００４２】
　前記アウター用吸収性物品１０は、図３に示されるように、透液性表面シート１１と不
透液性裏面シート１２との間に綿状パルプ等からなる吸収体１３及び該吸収体１３を囲繞
する被包シート１４からなる吸収要素１５が介在され、前身頃及び後身頃とが両側部で接
合されることにより、パンツ型おむつとされたものである。
【００４３】
　特に、本発明に係るアウター用吸収性物品１０では、図８に示されるように、少なくと
も後身頃において、前記吸収体１３の外面側に、幅方向中央部におむつ前後方向に沿って
弾性伸縮部材１６が配設されている。これによって、アウター用吸収性物品１０の吸収体
１３及び補助吸収性物品１の吸収体４を一体的に、臀裂部の凹部に沿って変形させ易くな
る。前記弾性伸縮部材１６は、図示例では糸ゴムが用いられているが、例えばテープ状の
伸縮部材を用いても良い。
【００４４】
　また、図９に示されるように、本アウター用吸収性物品１０では、少なくとも後身頃に
おいて、前記吸収体１３の外面側に、両側部のうち一方の側部から股下部側に延び、幅方
向中央部においてウエスト開口側に膨出した凸状の軌跡１７ａを描いた後、他方の側部に
亘るように配設された複数の湾曲状の弾性伸縮部材１７、１７…を配設することもできる
。これによって、アウター用吸収性物品１０の吸収体１３及び補助吸収性物品１の吸収体
４を一体的に、臀部の丸み及び臀裂部の凹部に沿って変形させ易くなる。
【符号の説明】
【００４５】
　１…補助吸収性物品、２…裏面シート、３…表面シート、４…吸収体、５…被包シート
、６…吸収要素、７…低剛性部、８…機械式接合手段、１０…アウター用吸収性物品、１
１…表面シート、１２…裏面シート、１３…吸収体、１４…被包シート、１５…吸収要素
、１６・１７…弾性伸縮部材
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