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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに直交する縦方向および横方向と、前記縦方向に互いに対向する両端部および前記
横方向に互いに対向する両側部とを有し、肌対向面を形成する透液性の表面シート層と、
着衣対向面を形成する裏面シート層と、前記表裏面シート層の間に介在する体液吸収性の
吸収体とを含むパッド状の吸収性物品であって、
　前記表面シート層と前記裏面シート層と前記吸収体とのそれぞれが前記縦方向への伸長
性を有し、
　前記表面シート層と前記裏面シート層とのうちの少なくとも一方のシート層の伸長性は
弾性的伸長性であって、
　前記一方のシート層は、前記裏面シート層であって前記吸収体を前記横方向へ横断して
いて弾性的伸長性を発現するための第１域と、前記縦方向における弾性的伸長性が前記第
１域よりも低い第２域とを有し、
　前記吸収体は、前記横方向へ延びる複数のスリットを有し、前記吸収性物品に対して互
いに反対向きの前記縦方向への引っ張り力が加えられたときには前記スリットが拡開する
ことによって前記縦方向への伸長性を発現し、
　前記スリットの少なくとも一つと前記第１域とが重なり合った状態で配置され、
　前記裏面シート層には、前記横方向へ延びる複数のプリーツが前記縦方向に互いに隣接
することによってプリーツ群域を形成されている非伸長性の第１シートと、前記第１シー
トと前記吸収体との間にあって前記吸収体を横断するとともに前記プリーツ群域を縦断し
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た状態で前記第１シートに接合している弾性的に伸長可能な第２シートとによって前記第
１域が形成され、
　前記裏面シート層には、前記プリーツ群域の各々が前記縦方向へ互いに離隔して並び、
前記プリーツ群域の各々の間に非伸長性の非プリーツ群域である前記第２域が形成され、
　前記吸収体と前記裏面シート層とが互いに接合され、
　前記表面シート層が非伸長性の材料から形成されており、
　前記表面シート層は、前記横方向へ延びる前記複数のスリットを有し、前記吸収性物品
に対して互いに反対向きの前記縦方向への引っ張り力が加えられたときには前記スリット
が拡開することによって前記縦方向への伸長性を発現し、
　前記表面シート層の前記スリットの少なくとも一つと、前記吸収体の前記スリットとが
重なるように配置されていることを特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　前記第２シートが前記非プリーツ群域に接合されている請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記裏面シート層の前記第２域には、前記吸収性物品の着衣に対する止着域が設けられ
ている請求項１又は２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記吸収性物品は、前記横方向の寸法２５．０ｍｍあたりについて７００ｍＮの伸長力
を前記縦方向に作用させたときの伸長率が少なくとも１．０３～１．１０倍である請求項
１－３のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記吸収体は、前記横方向の両側に前記縦方向へ延びる側縁を有し、前記横方向の中央
に中央スリットを有し、前記中央スリットの前記横方向の少なくともいずれか一方で前記
縦方向へ連続して前記中央スリットは前記側縁にまで届くことがなく、
　前記吸収体は、前記中央スリットを少なくとも２つ有する請求項１－４のいずれかに記
載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記横方向における寸法を二等分して前記縦方向へ延びる中央線を有し、
　前記吸収体は、前記横方向の両側に前記縦方向へ延びる前記側縁を有し、前記側縁から
前記中央線へ向けて前記横方向へ延びる側縁スリットを両側縁に有し、前記側縁スリット
の前記中央線に近接する側で前記縦方向へ連続して前記側縁スリットは前記中央線にまで
届くことがなく、
　前記吸収体は、前記側縁スリットを少なくとも２つ有する請求項１－５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】
　この発明は、生理用ナプキン、吸尿パッド、およびパンティライナ等として使用するの
に好適な吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生理用パンツ等のパンツ型の物品の股下域の内面に取り付けて使用するパッド状の吸収
性物品は公知である。また、このような物品であって、着用者の前後方向に向けて着用さ
れ、物品の長さ方向へ伸長可能なものも公知である。
【０００３】
　例えば、特許文献１に開示されている吸収性物品は、互いに直交する縦方向と横方向と
を有し、液透過性の表面シートと、裏面シートと、これら両シートに介在された吸収体と
を備え、前記縦方向で互いに対向する両端部と前記横方向で互いに対向する両側部とを有
し、両シートは縦方向へ伸長性を有し、表面シートは伸長した状態では前記縦方向への収
縮性を有し、吸収体は、両側部から横方向へ延びるスリットを有する。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１５３８３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の生理用ナプキンでは、表面シート及び裏面シートは、縦方向における伸長性が一
様である。このようなナプキンに対して互いに反対向きの縦方向へ力が加えられたときに
は、吸収体のスリットが存在する部位に対向する両シートの一部分は伸長する一方、吸収
体のスリットが存在しない部位に対向する両シートの一部分は引っ張り力によって妄りに
変形し、引っ張り力が十分に効かず、ナプキンが縦方向へ十分伸長することができない課
題があった。
【０００６】
　本発明が課題とするところは、吸収性物品に対して互いに反対向きの縦方向への引っ張
り力が加えられたとき、十分伸長することができる吸収性物品の提供にある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を達成するための本発明は、互いに直交する縦方向および横方向と、前記縦方
向に互いに対向する両端部および前記横方向に互いに対向する両側部とを有し、肌対向面
を形成する透液性の表面シート層と、着衣対向面を形成する裏面シート層と、前記表裏面
シート層の間に介在する体液吸収性の吸収体とを含むパッド状の吸収性物品の改良にある
。
【０００８】
　本発明は、上記吸収性物品において、前記表面シート層と前記裏面シート層と前記吸収
体とのそれぞれが前記縦方向への伸長性を有し、前記表面シート層と前記裏面シート層と
のうちの少なくとも一方のシート層の伸長性は弾性的伸長性であって、前記一方のシート
層は、前記裏面シート層であって前記吸収体を前記横方向へ横断していて弾性的伸長性を
発現するための第１域と、前記縦方向における弾性的な伸長性が前記第１域よりも低い第
２域とを有し、前記吸収体は、前記横方向へ延びる複数のスリットを有し、前記吸収性物
品に対して互いに反対向きの前記縦方向への引っ張り力が加えられたときには前記スリッ
トが拡開することによって前記縦方向への伸長性を発現し、前記スリットの少なくとも一
つと前記第１域とが重なり合った状態で配置され、前記裏面シート層には、前記横方向へ
延びる複数のプリーツが前記縦方向に互いに隣接することによってプリーツ群域を形成さ
れている非伸長性の第１シートと、前記第１シートと前記吸収体との間にあって前記吸収
体を横断するとともに前記プリーツ群域を縦断した状態で前記第１シートに接合している
弾性的に伸長可能な第２シートとによって前記第１域が形成され、前記裏面シート層には
、前記プリーツ群域の各々が前記縦方向へ互いに離隔して並び、前記プリーツ群域の各々
の間に非伸長性の非プリーツ群域である前記第２域が形成され、前記吸収体と前記裏面シ
ート層とが互いに接合され、前記表面シート層が非伸長性の材料から形成されており、前
記表面シート層は、前記横方向へ延びる前記複数のスリットを有し、前記吸収性物品に対
して互いに反対向きの前記縦方向への引っ張り力が加えられたときには前記スリットが拡
開することによって前記縦方向への伸長性を発現し、前記表面シート層の前記スリットの
少なくとも一つと、前記吸収体の前記スリットとが重なるように配置されている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の一つ以上の実施形態に係る吸収性物品によれば、吸収体のスリットの少なくと
も一つと第１域とが重なり合った状態で配置してあるため、吸収体のスリットの拡開とと
もに第１域を弾性的に伸長することができる。しかも、一方のシート層は、吸収体を横断
するように横方向へ延びていて弾性的伸長性を発現するための第１域と、縦方向における
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弾性的伸長性が第１域よりも低い第２域とを有するため、縦方向において、第１域での変
形を大きくする一方、第２域での変形を小さくすることができ、物品に対して互いに反対
向きの縦方向へ加えられる引っ張り力を効かし、縦方向へ十分伸長することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　以下の図面は、本発明の特定の実施の形態を示すばかりでなく、発明の不可欠な構成、
選択的に実施可能な構成及び好ましい実施の形態を含んでいる。
【図１】本発明の第１実施形態に係る吸収性物品の一例である生理用ナプキンの肌対向面
を示す部分破断平面図。
【図２】図１のナプキンの着衣対向面を示す部分破断平面図。
【図３】吸収体の平面図。
【図４】図１のＩＶ－ＩＶ線切断面を示す図。
【図５】ナプキンが伸長状態にあるときの図４と同様な図。
【図６】第２実施形態に係るナプキンにおける図４と同様な図。
【図７】第３実施形態に係るナプキンにおける図１と同様な図。
【図８】第４実施形態に係るナプキンにおいて、防漏シートを取り除いた状態の肌対向面
を示す部分破断平面図。
【図９】図８のナプキンの図２と同様の図。
【図１０】第５実施形態に係るナプキンにおいて、防漏シートを取り除いた状態の肌対向
面を示す部分破断平面図。
【図１１】図１０のナプキンの図２と同様の図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　下記の実施形態は、図１～１１に示す吸収性物品に関し、発明の不可欠な構成ばかりで
はなく、選択的及び好ましい構成を含む。
【００１２】
＜第１実施形態＞
　図１～４を参照すると、この発明に係る吸収性物品である生理用のナプキン１０は、互
いに直交する縦方向Ａと横方向Ｂと、横方向Ｂにおける寸法を二等分して縦方向Ａへ延び
る中央線Ｐとを有し、着用者の肌（図示せず）に対する対向面（肌対向面）１１ａを形成
している表面シート層１１と、着用者の着衣に対する対向面（着衣対向面）１２ａ（図２
参照）を形成している裏面シート層１２（第１実施形態における一方のシート層）と、こ
れら両シート層１１，１２の間に介在する体液吸収性の吸収体１３とを有する。
【００１３】
　ナプキン１０は、横方向Ｂの両側部１６と、縦方向Ａの両端部１７とを有する。両側部
１６には、横方向Ｂへウイング部２０が突出している。両側部１６と両端部１７とによっ
て、ナプキン１０の周縁部１８が画定される。両端部１７には、互いに重なり合う表面シ
ート層１１と裏面シート層１２とを接合する圧搾部１９ａが連続的に位置している。両側
部１６およびウイング部２０には、互いに重なり合う裏面シート層１２と、縦方向Ａへ伸
長性を有する防漏シート３９とを接合する複数の圧搾部１９ｂが断続的に位置している。
裏面シート層１２と防漏シート３９とはまた、縦方向Ａに隣り合う圧搾部１９ｂどうしの
間の部位２１が接着剤を介して、好ましくは弾性的に伸長可能な接着剤２２を介して互い
に接合している。
【００１４】
　図１を再び参照すると、表面シート層１１は、吸収体１３を被覆している部分が透液性
を有する。表面シート層１１は、縦方向Ａへの伸長性、より好ましくは弾性的伸長性を有
する透液性の繊維不織布や多孔性プラスチックフィルムから形成されている。繊維不織布
で形成される場合のそのような表面シート層１１は、例えば構成繊維の配向割合が横方向
Ｂにおいて比較的高いスパンボンド不織布から形成することができる。こうした表面シー
ト層１１は、材料である不織布製造時に、その構成繊維の配向割合が機械方向に比較的高



(5) JP 6226829 B2 2017.11.8

10

20

30

40

50

い。その不織布をナプキンの構成部材のアッセンブリ時に横方向Ｂへ配置すると、その構
成繊維の配向割合が横方向Ｂへ比較的高い状態になる。その他の表面シート層１１の材料
例としては、捲縮熱可塑性合成繊維を含む不織布やポリウレタン繊維等の弾性繊維を含む
不織布を使用することができる。この場合でも、ナプキンにおいて構成繊維が主として横
方向Ｂに配向するように配置することが好ましい。
【００１５】
　この発明において、表面シート層１１等のシート層等が伸長性であるというときには、
そのシート層等から得た縦方向Ａにおける寸法が５０ｍｍであり、横方向Ｂにおける寸法
が２５ｍｍである試験片について、縦方向Ａの両端部を１０ｍｍずつ把持するように引張
試験機にセットし、縦方向Ａの長さ３０ｍｍを１００ｍｍ／ｍｉｎの速度で引っ張り、横
方向Ｂの寸法２５ｍｍ当たりについて３０ｍＮの伸長力が縦方向Ａに作用したときの伸長
率が少なくとも１．０３～１．１０倍であること（シート層等に力が加えられていない状
態の縦方向Ａにおける長さ寸法を１．００としたとき、シート層等に力を加えたときの縦
方向Ａにおける長さ寸法が少なくとも１．０３～１．１０倍であること）を意味している
。もちろん、シート層の伸長性は、１．１０倍以上であってもよい。また、本発明におい
てナプキン１０が伸長性であるというときには、ナプキン１０の両端部１７を引張試験機
のチャックによって１０～２０ｍｍの幅だけ把持して幅２５ｍｍ当たりについて７００ｍ
Ｎの引張力を作用させたときに、生理用ナプキン１０がチャックとチャックとの間におい
て損傷することなく少なくとも１．０３～１．１０倍に伸長することを意味している。こ
れは、例えば、表面シート層１１が弾性的な伸長性を有しておらず、裏面シート層１２が
弾性的な伸長性を有しているときでも上記数値範囲になるが、仮に、表面シート層１１が
弾性的な伸長性を有するとともに、裏面シート層１２が弾性的な伸長性を有するときには
、ナプキン１０の伸長率は、１．１０倍以上であってもよい。伸長率は、防漏シート３９
を取り除いて測定する。生理用ナプキン１０は、１００ｍｍ／ｍｉｎの速度で伸長させる
ことが好ましい。また、シート層が弾性的な伸長性を有するというときには、伸長力を作
用させてそのシート層を２．００倍の長さにまで縦方向Ａへ伸長し、その後、直ちに伸長
力を解くと、長さが伸長前の長さの１．５０倍以下にまで戻る性質のものであることを意
味している。長さが１．５０倍以下にまで戻らないシート層は、非弾性的伸長性を有する
ものである。このようなナプキン１０に対して互いに反対向きの縦方向Ａへ引っ張り力を
効かす、とはナプキン１０の一方の端部１７と、他方の端部１７とをそれぞれ掴んで、縦
方向Ａにおいて、それらが互いに離れる方向へ引っ張ることのほかに、いずれか一方の端
部１７を固定し、他方の端部１７を一方の端部１７から離れるように引っ張ることをいう
。
【００１６】
　図２を参照すると、裏面シート層１２は、不透液性、より好ましくは通気不透液性であ
って、着衣対向面１２ａ側に位置して非伸長性の第１シート２３と、吸収体１３を横方向
Ｂへ横断して、縦方向Ａへ弾性的に伸長、収縮可能な比較的細幅の複数の第２シート２４
とを含んでいる。この第２シート２４は、縦方向Ａに所定間隔で配置されている。なお、
図示省略するが、裏面シート層は、弾性的な伸長性を有する１枚の繊維不織布を使用して
もよいし、３枚以上のシートを積層してもよい。
【００１７】
　不透液性である場合の第１シート２３は、例えばポリエチレン樹脂フィルム等のプラス
チックフィルムから形成される。通気不透液性である場合の第１シート２３は、例えば充
填剤として炭酸カルシウム、硫酸バリウム等の無機物の微粒子を含む延伸ポリエチレン樹
脂フィルム等のプラスチックフィルムで形成される。第１シート２３には、吸収体１３を
横断して一方の側部１６からもう一方の側部１６にまで延びる複数のプリーツ２５が形成
されている。複数のプリーツ２５は、縦方向Ａに隣接してプリーツ群域２６を画定してい
る。縦方向Ａへ離れて並ぶプリーツ群域２６の間に、プリーツ２５の存在しない非プリー
ツ群域２７が画定されている。このような裏面シート層１２には、プリーツ群域２６を画
定している非伸長性の第１シート２３と、弾性的に伸長可能な第２シート２４とによって
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、弾性的伸長性を発現する第１域２９が画定され、非プリーツ群域２７に、縦方向Ａへの
弾性的伸長性が第１域２９よりも低い第２域３０が画定される。プリーツ２５の縦方向Ａ
における断面形状は、図４に例示の如き起伏を有するものであるから、プリーツ２５が側
部１６にあって着用者の肌を刺激することがないように、プリーツ２５は圧搾部１９ａ、
１９ｂのみならず、圧搾部１９ｂどうしの間においても押しつぶされた状態にあることが
好ましい。
【００１８】
　第２シート２４は、例えばポリウレタン樹脂フィルム等のゴム弾性を有するプラスチッ
クフィルムで形成されていて、第１シート２３と吸収体１３との間に介在して、プリーツ
群域２６と重なった状態にあり、より好ましくはプリーツ群域２６の全体を被覆するよう
にプリーツ群域２６と重なった状態にあり、弾性的に弛緩した状態で例えば縦方向Ａおよ
び横方向Ｂの少なくとも一方に間隔を置いて塗布したホットメルト接着剤３７（図４参照
）を介して第１シート２３の非プリーツ群域２７に接合されている。
【００１９】
　第２シート２４のそれぞれはまた、各プリーツ群域２６の間に位置する非プリーツ群域
２７の全域を被覆することがないように、縦方向Ａに離隔している。それゆえ、非プリー
ツ群域２７のそれぞれは、第２シート２４を介することなく吸収体１３と向き合っている
。非プリーツ群域２７の着衣対向面１２ａには例えば感圧性粘着材によって、着衣に対し
て剥離可能な止着域３５が設けられている。ナプキン１０が製造後、着用されるまでの間
、止着域３５は、仮想線で示されたセパレータ３６によって被覆保護されている。ナプキ
ンの縦方向Ａに形成される複数の止着域３５は、縦方向Ａへ互いに大きく離隔しており、
これによって、縦方向Ａへの伸長性を阻害しないようにされている。
【００２０】
　ウイング部２０の非プリーツ群域２７にも止着域３５が設けられている。よって、この
ナプキン１０では、すべての止着域３５は非プリーツ群域２７に配置してある。しかし、
ナプキン１０は、これを着用するときに、着衣における股下域の外面にウイング部２０を
折り重ねられ、止着域３５を介して着衣に止着される。ウイング部２０は、そこにプリー
ツ群域２６が位置すると、ナプキン１０を着衣に取付けるときに、着衣における股下域の
外面に向かって折り曲げにくくなることがある。そのようなことを避けたいときのウイン
グ部は、図示省略するが、プリーツ群域が形成されていないものであることが好ましい。
【００２１】
　図３を参照すると、吸収体１３は、親水性繊維及び／又は吸水性繊維の集合体を圧縮成
形したもの、高吸水性ポリマー粒子と親水性繊維との混合物を圧縮成形したもの、その圧
縮成形したものをティッシュペーパや透液性の繊維不織布で被覆したものなどであって、
水溶性バインダー等のバインダーを含むことがある。親水性繊維及び／又は吸水性繊維に
は、レイヨン繊維やアセテート繊維のステープル、粉砕パルプ、木材パルプ、合成パルプ
等を挙げることができる。吸収体１３はまた、各横方向Ｂの両側において縦方向Ａへ延び
る両側縁３１と、縦方向Ａの両端にあって横方向Ｂへ延びる両端縁３２とを有する。
【００２２】
　吸収体１３は、横方向Ｂへ波状に延びる中央スリット３３ａおよび側縁スリット３３ｂ
を複数有している。各中央スリット３３ａは、中央線Ｐを横切るように横方向Ｂの中央に
配置してあり、吸収体１３を縦方向Ａへ部分的に分断している。吸収体１３は、中央スリ
ット３３ａの横方向Ｂの双方で縦方向Ａへ連続し、中央スリット３３ａは、側縁３１まで
届いていない。側縁スリット３３ｂは、側縁３１から中央線Ｐへ向けて横方向Ｂへ延び、
両側縁３１に配置してある。吸収体１３は、側縁スリット３３ｂの中央線Ｐに近接する側
で縦方向Ａへ連続し、側縁スリット３３ｂは、中央線Ｐまで届いていない。これら中央ス
リット３３ａと側縁スリット３３ｂとは、中央線Ｐに関して対称となるように形成されて
いることが好ましいものであって、吸収体１３を厚さ方向に貫通している。スリット３３
ａ，３３ｂは、波状等の曲線が好ましいが、直線状であることを除外するものではない。
しかしながら、スリット３３ａ，３３ｂを波状の曲線に形成すると、直線状のものと対比
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したとき、縦方向Ａにおいて吸収体１３が非弾性的に伸長したときにおける着用者の違和
感を小さくすることができる。このようなスリット３３ａ，３３ｂを有する吸収体１３は
、スリット３３ａ，３３ｂが存在する部位では縦方向Ａへの非弾性的な伸長性が高く、ス
リット３３ａ，３３ｂが存在しない部位では縦方向Ａへの非弾性な伸長性が低い。このナ
プキン１０では、すべての中央スリット３３ａと第１域２９とが重なりあった状態で吸収
体１３と裏面シート層１２とが配置され、接合されているが、スリット３３ａ，３３ｂの
少なくとも一つと第１域２９とが重なりあった状態で吸収体１３と裏面シート層１２とが
配置され、接合されてもよい。
【００２３】
　吸収体１３は、例えばホットメルト接着剤（図示せず）を介して表面シート層１１およ
び／または裏面シート層１２に接合していて、縦方向Ａへの引っ張り力が加えられていな
い状態では、中央スリット３３ａと側縁スリット３３ｂとが閉じた状態にある。裏面シー
ト層１２に接合する場合の吸収体１３は、第２シート２４が縦方向Ａへ伸長することを妨
げることがないように、第１シート２３における非プリーツ群域２７に接合していること
が好ましいが、第１シート２３におけるプリーツ群域２６に接合したり、第２シート２４
の一部分に接合したりする態様でこの発明を実施することもできる。
【００２４】
　図４を参照すると、縦方向Ａに互いに隣り合う第２シート２４は、非プリーツ群域２７
を被覆することがないように互いに離隔しているので、非プリーツ群域２７は吸収体１３
と直接的に向かい合っている。それゆえ、非プリーツ群域２７において、第１シート２３
は第２シート２４によって邪魔されることなく、通気性を発揮し、吸収体１３に吸収され
た水分から生じる水蒸気をナプキン１０の外へ逃がすことができる。
【００２５】
　図５を参照すると、これは、図４に示すナプキン１０の両端部１７を摘持して、ナプキ
ン１０を縦方向Ａへ引っ張ったときの状態を示すナプキン１０の部分断面図である。ナプ
キン１０では、裏面シート層１２が弾性的な伸長性を有し、裏面シート層１２の第１シー
ト２３が縦方向Ａへ引っ張られることによってプリーツ２５のそれぞれが縦方向Ａにおい
て拡開すると同時に、各第２シート２４が弾性的に伸長している。ナプキン１０の両側部
１６と両端部１７とにおいて裏面シート層１２に接合している表面シート層１１もまた、
縦方向Ａへ伸長する。裏面シート層１２と防漏シート３９とが両側部１６において縦方向
Ａへ断続的に形成された圧搾部１９ｂで接合していることは、裏面シート層１２と防漏シ
ート３９とが圧搾部１９ｂと圧搾部１９ｂとの間において縦方向Ａへ伸長することを可能
にしている。特に、裏面シート層１２のプリーツ群域２６において圧搾部１９ｂが断続的
に形成されていることは、プリーツ群域２６の伸長を容易にする。吸収体１３は、表面シ
ート層１１および／または裏面シート層１２に接合していることによって、中央スリット
３３ａと側縁スリット３３ｂとのうちの少なくとも中央スリット３３ａにおいて縦方向Ａ
へ拡開する。その結果として、ナプキン１０は縦方向Ａへ伸長する。これらの伸長によっ
て生じるナプキン１０としての伸長性は、第２シート２４の存在によって弾性的伸長性で
あって、ナプキン１０は、伸長力から解放されると、弾性的に収縮して、伸長される前の
状態に近づく。それゆえ、このナプキン１０を生理用パンツ等の着衣の股下域に止着して
着用すると、着用者の動きに伴って股下域がねじられたり、曲げられたりしたときに、ナ
プキン１０は弾性的に伸長したり、弾性的に収縮したりしながら股下域の動きに順応する
ことができる。ナプキン１０はそのように容易に伸長および収縮するものであるので、止
着域３５が股下域から簡単に剥離するということがない。股下域においてはまた、ナプキ
ン１０にたるみが生じたり、ナプキン１０だけにしわが生じたりすることがなく、着用者
にとっては、ナプキン１０と着衣との一体感が強いものになる。
【００２６】
　加えて、このナプキン１０によれば、吸収体１３のすべての中央スリット３３ａと第１
域２９とが重なり合った状態で配置され、接合されているため、吸収体１３の中央スリッ
ト３３ａの拡開とともに第１域２９が弾性的に伸長することができる。しかも、一方のシ
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ート層である裏面シート層１２が、吸収体１３を横断するように横方向Ｂへ延びていて弾
性的伸長性を発現するための第１域２９と、縦方向Ａにおける弾性的伸長性が第１域２９
よりも低い第２域３０とを有するため、縦方向Ａにおいて、第１域２９での変形を大きく
する一方、第２域３０での変形を小さくすることができ、ナプキン１０に対して互いに反
対向きの縦方向Ａへの引っ張り力を効かせて縦方向Ａへ十分に伸長することができる。し
かも、このナプキン１０では、吸収体１３のスリットが存在しない領域と、第２域３０と
が重なり合った状態で配置され、接合されているため、第２域３０での変形を一層小さく
することができ、上記効果（ナプキン１０に対して互いに反対向きの縦方向Ａへの引っ張
り力を効かせて縦方向Ａへ十分に伸長すること）を確実にすることができる。
【００２７】
　ナプキン１０はまた、吸収体１３に中央スリット３３ａが形成されていることによって
、両端部１７における中央線Ｐ上の部位を摘持して縦方向Ａへ引っ張ると両側部１６で接
合している裏面シート層１２と防漏シート３９との影響を受けることなく容易に伸長する
という特性を有している。したがって、市販の多数のナプキンのうちから本発明に係るナ
プキン１０を選択的に着用しようとする着用者は、手にしたナプキンの両端部１７を縦方
向Ａへ引っ張ることによって、ナプキン１０の特性の存在を知り、ナプキン１０を迷うこ
となく選択することができる。
【００２８】
　再び図１を参照すると、ナプキン１０の両側部１６およびウイング部２０は、撥水性ま
たは不透液性の防漏シート３９と裏面シート層１２とを例えばホットメルト接着剤を介し
て互いに接合することによって形成してある。防漏シート３９は、裏面シート層１２の肌
対向面側に例えばホットメルト接着剤（不図示）を介して接合している部位４０を有する
。ただし、部位４０は、縦方向Ａへ延びる内側縁部４０ａが両端部１７を除いて、表面シ
ート層１１および裏面シート層１２に対して非接合状態にあって、その内側縁部４０ａと
表面シート１１との間に隙間が形成されるので、その隙間に体液が受止されて、体液の横
漏れや滲み出しを未然に防ぐことができる。
【００２９】
　なお、上述した第１実施形態では、すべての中央スリット３３ａと第１域２９とが重な
りあった状態で吸収体１３と裏面シート層１２とが配置され、接合されているナプキン１
０を説明した。しかし、この発明では、図示省略するが、すべての中央スリットと第１域
とが重なりあった状態であり、かつすべての側縁スリットと第１域とが重なりあった状態
で吸収体と裏面シート層とが配置され、接合されてもよい。この場合には、中央スリット
及び側縁スリットが形成されていない領域と、第２域とが重なり合った状態で吸収体と裏
面シート層とが配置され、接合される。
【００３０】
　＜第２実施形態＞
　図６を参照すると、ナプキン１０において、表面シート層１１と吸収体１３と裏面シー
ト層１２とが重なり合った状態にある部分に、表面シート層１１から裏面シート層１２に
向かってくぼみ、互いに離隔するドット状の複数の圧搾部４２を形成してある。圧搾部４
２は、両シート層１１，１２および吸収体１３に対してエンボス加工またはデボス加工を
施すことによって、より好ましくは加熱下でエンボス／デボス加工を施すことによって得
ることができる。圧搾部４２において、両シート層１１，１２と吸収体１３とは、機械的
に交絡することによって、または溶着することによって一体化されている。このような圧
搾部４２は、スリット３３ａ，３３ｂが形成されていない領域と重なる第２域３０のみに
配置し、第１域２９に配置しなければ、両シート層１１，１２と吸収体１３との一体化を
強固にしながら、吸収体１３を縦方向Ａへ伸長させたり収縮させたりすることが容易とな
る。これは、後述する他の実施形態においても同様である。
【００３１】
　＜第３実施形態＞
　図７を参照すると、このナプキン１０の表面シート層４１は、縦方向Ａへ弾性的に非伸
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長性を有する透液性の繊維不織布や多孔性プラスチックフィルムから形成されており、横
方向Ｂへ延びる複数のスリット４３ａを形成することによって縦方向Ａへの伸長性を有し
ている。また、防漏シート３９にも横方向Ｂへ延びる複数のスリット４３ｂが形成されて
いる。
【００３２】
　このナプキン１０では、すべての防漏シート３９のスリット４３ｂ及び表面シート層４
１のスリット４３ａと、すべての吸収体１３のスリット３３ａ，３３ｂとが重なるように
、防漏シート３９と表面シート層４１と吸収体１３とが配置され、接合されている。この
ナプキン１０によれば、防漏シート３９のスリット４３ｂおよび表面シート層４１のスリ
ット４３ａにより、吸収体１３におけるスリット３３ａ，３３ｂの拡開を容易にすること
ができる。なお、表面シート層４１および防漏シート３９のすべてのスリット４３ａ，４
３ｂと、吸収体１３のスリット３３ａ，３３ｂとが重なるのが好ましいが、少なくとも表
面シート層４１および防漏シート３９の少なくとも一つのスリット４３ａ，４３ｂと、吸
収体１３のスリット３３ａ，３３ｂとが重なればよい。
【００３３】
＜第４実施形態＞
　図８を参照すると、第４実施形態のナプキン１０の表面シート層（一方のシート層）５
１は、透液性の繊維不織布から形成されており、縦方向Ａにおいて弾性的に伸長可能であ
り、かつ弾性的に伸長した状態では収縮可能である。表面シート層５１は、縦方向Ａにお
いて、吸収体１３を横方向Ｂへ横断していて弾性的伸長性を発現するための第１域４４と
、縦方向Ａに弾性的伸長性が第１域４４よりも低い第２域４５とを有する。第２域４５も
吸収体１３を横方向Ｂへ横断している。第１域４４及び第２域４５は、縦方向Ａに交互に
配置されている。なお、図８には、第１域４４と第２域４５との境界を、横方向Ｂへ延び
る２点鎖線で明示してある。第１域４４および第２域４５は、吸収体１３をそれぞれ横断
している。この実施形態では、例えば裏面シート層５２が弾性的な伸長性を有しておらず
、表面シート層５１が弾性的な伸長性を有していることによって、ナプキン１０に対して
、横方向Ｂの寸法２５．０ｍｍあたりについて７００ｍＮの伸長力を縦方向Ａに作用させ
たとき、ナプキン１０の伸長率が少なくとも１．０３～１．１０倍である。もちろんナプ
キン１０の伸長率は、１．１０倍以上であってもよい。
【００３４】
　表面シート層５１および吸収体１３は、表面シート層５１の第１域４４と、吸収体１３
のすべての中央スリット３３ａとが重なり合った状態で配置され、接合されている。なお
、表面シート層５１および吸収体１３は、表面シート層５１の第１域４４と、吸収体１３
のスリット３３ａ，３３ｂの少なくとも一つとが重なり合った状態で配置され、接合され
ていればよい。
【００３５】
　図９を参照すると、裏面シート層５２は、弾性的に非伸長性の第１シート２３のみから
形成されており、上記した細幅の第２シート２４が設けられていない。第１シート２３に
は、両端部１７と、ウイング部２０と、縦方向Ａの中央部を除いた全域にプリーツ２５を
形成してあり、複数のプリーツ２５によって縦方向Ａへ伸長することができる。また、裏
面シート層５２は、複数のプリーツ２５を縦方向Ａへ隣接して配置することによって形成
したプリーツ群域２６を縦方向Ａへ２つ有し、そのプリーツ群域２６の間に非プリーツ群
域２７を有している。非プリーツ群域２７は、縦方向Ａにおいて、中央部及び両端部１７
に配置してある。このように形成した裏面シート層５２は、プリーツ群域２６によって縦
方向Ａへ非弾性的な伸長が可能である。
【００３６】
　このナプキン１０によれば、吸収体１３のすべての中央スリット３３ａと第１域４４と
が重なり合った状態で配置され、接合されているため、吸収体１３の中央スリット３３ａ
の拡開とともに第１域４４が弾性的に伸長することができる。しかも、表面シート層５１
が、吸収体１３を横方向Ｂへ横断していて弾性的伸長性を発現するための第１域４４と、
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縦方向Ａにおける弾性的伸長性が第１域４４よりも低い第２域４５とを有するため、縦方
向Ａにおいて、第１域４４での変形を大きくする一方、第２域４５での変形を小さくする
ことができ、ナプキン１０に対して互いに反対向きの縦方向Ａへの引っ張り力を効かせて
縦方向Ａへ十分に伸長することができる。しかも、このナプキン１０では、吸収体１３の
スリットが存在しない領域と、第２域４５とが重なり合った状態で配置され、接合されて
いるため、第２域４５での変形を一層小さくすることができ、上記効果（ナプキン１０に
対して互いに反対向きの縦方向Ａへの引っ張り力を効かせて縦方向Ａへ十分に伸長するこ
と）を確実にすることができる。
【００３７】
　なお、上述した実施形態には、第１シート２３において、両端部１７と、ウイング部２
０と、縦方向Ａの中央部とを除いた全域にプリーツ２５が形成されている例を示したが、
本発明の作用・効果を奏する限りにおいて、第１シート２３には、両端部１７を除いた縦
方向Ａの全域にプリーツ２５が形成されてもよい。
【００３８】
＜第５実施形態＞
　図１０及び図１１を参照すると、第５実施形態のナプキン１０は、第４実施形態の表面
シート層５１と、第１実施形態の裏面シート層１２とを有している。具体的には、表面シ
ート層５１は、第１域４４と第２域４５とを有し、裏面シート層１２は、第１域２９と第
２域３０とを有している。なお、図１０には、表面シート層５１における第１域４４と第
２域４５との境界を、横方向Ｂへ延びる２点鎖線で明示してある。
【００３９】
　このナプキン１０は、吸収体１３のすべての中央スリット３３ａと、表面シート層５１
の第１域４４と、裏面シート層１２の第１域２９とが重なり合った状態で、両シート層１
１，１２と吸収体１３とが配置され、接合されている。
【００４０】
　このナプキン１０によれば、ナプキン１０に対して互いに反対向きの縦方向Ａへの引っ
張り力が加えられ、吸収体１３の中央スリット３３ａが拡開している状態において、その
力が取り除かれたときには、吸収体１３の中央スリット３３ａの拡開を両対向面１１ａ，
１２ａに配置したシート層１２，５１の収縮力（表面シート層５１の収縮力、および裏面
シート層１２の第２シート２４の収縮力）によって速やかに元の状態に復帰することがで
きる。
【００４１】
　以上に記載した本発明に関する開示は、少なくとも下記事項に整理することができる。
　本発明は、互いに直交する縦方向および横方向と、前記縦方向に互いに対向する両端部
および前記横方向に互いに対向する両側部とを有し、肌対向面を形成する透液性の表面シ
ート層と、着衣対向面を形成する裏面シート層と、前記表裏面シート層の間に介在する体
液吸収性の吸収体とを含むパッド状の吸収性物品であって、前記表面シート層と前記裏面
シート層と前記吸収体とのそれぞれが前記縦方向への伸長性を有し、前記表面シート層と
前記裏面シート層とのうちの少なくとも一方のシート層の伸長性は弾性的伸長性であって
、前記一方のシート層は、前記吸収体を前記横方向へ横断していて弾性的伸長性を発現す
るための第１域と、前記縦方向における弾性的伸長性が前記第１域よりも低い第２域とを
有し、前記吸収体は、前記横方向へ延びる複数のスリットを有し、前記吸収性物品に対し
て互いに反対向きの前記縦方向への引っ張り力が加えられたときには前記スリットが拡開
することによって前記縦方向への伸長性を発現し、前記スリットの少なくとも一つと前記
第１域とが重なり合った状態で配置され、前記裏面シート層には、前記横方向へ延びる複
数のプリーツが前記縦方向に互いに隣接することによってプリーツ群域を形成されている
非伸長性の第１シートと、前記第１シートと前記吸収体との間にあって前記吸収体を横断
するとともに前記プリーツ群域を縦断した状態で前記第１シートに接合している弾性的に
伸長可能な第２シートとによって前記第１域が形成され、前記裏面シート層には、前記プ
リーツ群域の各々が前記縦方向へ互いに離隔して並び、前記プリーツ群域の各々の間に非
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伸長性の非プリーツ群域である前記第２域が形成され、前記吸収体と前記裏面シート層と
が互いに接合され、前記表面シート層が非伸長性の材料から形成されており、前記表面シ
ート層は、前記横方向へ延びる前記複数のスリットを有し、前記吸収性物品に対して互い
に反対向きの前記縦方向への引っ張り力が加えられたときには前記スリットが拡開するこ
とによって前記縦方向への伸長性を発現し、前記表面シート層の前記スリットの少なくと
も一つと、前記吸収体の前記スリットとが重なるように配置されている。
【００４２】
　上記段落に開示した本発明は、少なくとも下記の実施の形態を含むことができる。該実
施の形態は、分離して又は互いに組み合わせて採択することができる。
（２）前記第２シートが前記非プリーツ群域に接合されている。
（３）前記裏面シート層の前記第２域には、前記吸収性物品の着衣に対する止着域が形成
されている。
（４）前記吸収性物品は、前記横方向の寸法２５．０ｍｍあたりについて７００ｍＮの伸
長力を前記縦方向に作用させたときの伸長率が少なくとも１．０３～１．１０倍である。
（５）前記吸収体は、前記横方向の両側に前記縦方向へ延びる側縁を有し、前記横方向の
中央に中央スリットを有し、前記中央スリットの前記横方向の少なくともいずれか一方で
前記縦方向へ連続して前記中央スリットは前記側縁にまで届くことがなく、前記吸収体は
、前記中央スリットを少なくとも２つ有する。
（６）前記横方向における寸法を二等分して前記縦方向へ延びる中央線を有し、前記吸収
体は、前記横方向の両側に前記縦方向へ延びる前記側縁を有し、前記側縁から前記中央線
へ向けて前記横方向へ延びる側縁スリットを両側縁に有し、前記側縁スリットの前記中央
線に近接する側で前記縦方向へ連続して前記側縁スリットは前記中央線にまで届くことが
なく、前記吸収体は、前記側縁スリットを少なくとも２つ有する。
 
【００４３】
　本発明の明細書および特許請求の範囲において、用語「第１」および「第２」は、同称
の要素、位置等を単に区別するために用いられている。
【符号の説明】
【００４４】
　１０　　　吸収性物品（ナプキン）
　１１　　　表面シート層
　１１ａ　　肌対向面
　１２　　　裏面シート層
　１２ａ　　着衣対向面
　１３　　　吸収体
　１７　　　両端部
　２３　　　第１シート
　２４　　　第２シート
　２５　　　プリーツ
　２６　　　プリーツ群域
　２７　　　非プリーツ群域
　２９　　　第１域
　３０　　　第２域
　３１　　　側縁
　３３ａ　　中央スリット
　３３ｂ　　側縁スリット
　３５　　　止着域
　４１　　　表面シート層
　４３ａ　　スリット
　４４　　　第１域
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　４５　　　第２域
　５１　　　表面シート層
　５２　　　裏面シート層
　Ａ　　　　縦方向
　Ｂ　　　　横方向
　Ｐ　　　　中央線

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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