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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　肌側表面に位置する液透過性の表面シートと、着衣側表面に位置する裏面シートとを有
し、縦方向に延びる両側縁部が形成された吸収性物品において、
　縦方向に延びる中心線から左右両側に離れた位置に、第１の可撓軸および前記第１の可
撓軸の外側に間隔を空けた第２の可撓軸がそれぞれ縦方向に延びて形成され、右側の第１
の可撓軸と左側の第１の可撓軸との間に吸収層を有する中央吸収部が形成され、前記第１
の可撓軸と前記第２の可撓軸との間にそれぞれ支持部が、前記第２の可撓軸と前記側縁部
との間にそれぞれ側端部が形成されており、
　前記第１の可撓軸を介して前記中央吸収部と前記支持部とが折り曲げ可能とされ、前記
第２の可撓軸を介して前記支持部と前記側端部とが折り曲げ可能とされており、
　それぞれの第２の可撓軸に前記縦方向中心線に向かう圧縮力が作用したときに、前記第
１の可撓軸が前記第２の可撓軸よりも肌側に向かうように前記支持部が変位することで、
前記中央吸収部が肌側へ向けられることを特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　前記支持部に、前記中央吸収部の吸収層よりも密度の高い層が設けられている請求項１
記載の吸収性物品。
【請求項３】
　吸収性物品に外力が与えられていない状態で、前記第１の可撓軸と前記第２の可撓軸が
、前記中央吸収部の厚み寸法の中点よりも着衣側に位置しており、それぞれの第２の可撓
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軸に対して前記縦方向中心線に向かう圧縮力が作用したときに、それぞれの第１の可撓軸
が中央吸収部に設けられた吸収層の下側へ入り込むように前記中央吸収部と前記支持部と
が変形する請求項１または２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　それぞれの前記支持部は、横方向基準線の位置でその対向間隔が最も狭くなっており、
前記横方向基準線から縦方向の両側へ離れるにしたがって前記中心線から徐々に離れるよ
うに形成されている請求項１ないし３のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記支持部は、前記中心線に凸側が向けられる湾曲線形状である請求項１ないし３のい
ずれかに記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記第１の可撓軸と前記第２の可撓軸は、等距離を保つ部分を有している請求項１ない
し５のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記中央吸収部と前記支持部および前記側端部に渡って吸収層が設けられている請求項
１ないし６のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記第１の可撓軸と前記第２の可撓軸は、前記吸収層を圧縮することにより形成されて
いる請求項７記載の吸収性物品。
【請求項９】
　前記中央吸収部に設けられた吸収層と前記支持部に設けられた吸収層とが前記第１の可
撓軸において分離しており、前記支持部に設けられた吸収層と前記側端部に設けられた吸
収層とが前記第２の可撓軸において分離している請求項１ないし６のいずれかに記載の吸
収性物品。
【請求項１０】
　前記中央吸収部に設けられた吸収層の目付けが、前記支持部に設けられた吸収層の目付
けよりも大きい請求項７ないし９のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項１１】
　前記吸収層が幅寸法５～１５ｍｍの範囲で圧縮されることで前記支持部が形成されてお
り、この圧縮部と前記中央吸収部との境界線が前記第１の可撓軸として機能し、圧縮部と
前記側端部との境界線が第２の可撓軸として機能する請求項７記載の吸収性物品。
【請求項１２】
　縦方向に間隔を空けて、第１の可撓軸間を繋ぐ一対の横向き可撓軸が形成されて、前記
第１の可撓軸および前記横向き可撓軸とで前記中央吸収部が囲まれており、前記第２の可
撓軸は、前記中央吸収部の外に位置している請求項１ないし１１のいずれかに記載の吸収
性物品。
【請求項１３】
　縦方向に間隔を空けて、第２の可撓軸間を繋ぐ一対の横向き可撓軸が形成されて、前記
第２の可撓軸および前記横向き可撓軸とで囲まれた領域が形成されており、前記第１の可
撓軸は、前記囲まれた領域の中に位置している請求項１ないし１１のいずれかに記載の吸
収性物品。
【請求項１４】
　それぞれの第１の可撓軸と連続して吸収性物品の後縁部に向けてその横方向の対向間隔
が徐々に狭くなる第１の後方可撓軸と、前記第１の後方可撓軸と前記側縁部との間で前記
第１の後方可撓部と間隔を空けて形成された第２の後方可撓軸とが設けられ、左右の第２
の後方可撓軸はその横方向の対向間隔が前記後縁部に向けて徐々に狭くなっており、前記
第１の後方可撓軸と第２の後方可撓軸との間に、後方支持部が形成されている請求項１な
いし８のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項１５】
　前記第２の可撓軸と前記第２の後方可撓軸とが連続して形成されている請求項１４記載
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の吸収性物品。
【請求項１６】
　前記第１の後方可撓軸と前記第２の後方可撓軸は、吸収層を圧縮することにより形成さ
れている請求項１４または１５記載の吸収性物品。
【請求項１７】
　前記第１の後方可撓部と第１の後方可撓部との間には吸収層を有する後方中央吸収部が
形成され、前記後方支持部には、前記後方中央吸収部よりも密度の高い吸収層が設けられ
ている請求項１４ないし１６のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項１８】
　肌側表面に位置する液透過性の表面シートと、着衣側表面に位置する裏面シートとを有
し、縦方向に延びる両側縁部および前縁部と後縁部とを有する吸収性物品において、
　縦方向に延びる中心線から左右両側に離れた位置のそれぞれに、その横方向の対向間隔
が前記後縁部に向けて徐々に狭くなる第１の後方圧着部が形成されて、第１の後方圧着部
と第１の後方圧着部との間に、吸収層を有する後方中央吸収部が形成されており、
　それぞれの第１の後方圧着部と前記側縁部との間には、前記後縁部に向けて延びる第２
の後方圧着部が形成されており、
　前記第２の後方圧着部の前端は、前記第１の後方圧着部と第１の後方圧着部との対向間
隔が最も広い箇所よりも後縁部側に位置し、前記前端が前記第１の後方圧着部に間隔を空
けて対向しており、
　前記第１の後方圧着部と、第２の後方圧着部との間には、前記後方中央吸収部の吸収層
よりも密度の高い吸収層が設けられていることを特徴とする吸収性物品。
【請求項１９】
　前記第２の後方圧着部の前端を始点として縦方向中心線と平行で且つ前縁部に向けて延
びる仮想延長線が、前記第１の後方圧着部と交叉する請求項１８記載の吸収性物品。
【請求項２０】
　前記第２の後方圧着部の前端には、前記第１の後方圧着部に所定の長さの範囲で対向す
る対向圧着部が形成されている請求項１８または１９に記載の吸収性物品。
【請求項２１】
　それぞれの第１の後方圧着部から前縁部に向けて延びる第１の圧着部が形成されており
、第１の圧着部は、前記第１の後方圧着部との境界部から前縁部に向けてその対向間隔が
徐々に狭くなる領域を有している請求項１８ないし２０のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項２２】
　少なくとも前記第２の後方圧着部の前端と前記第１の後方圧着部とが対向する部分にお
いて、吸収性物品に縦方向への収縮力が作用している請求項１８ないし２１のいずれかに
記載の吸収性物品。
【請求項２３】
　生理用ナプキンとして使用される請求項１ないし２２のいずれかに記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、女性性器から排泄される経血などの吸収に適した吸収性物品に係り、特に、吸
収層を有する中央部分が着用者の排泄部に密着しやすいように変形可能な可撓軸を有する
吸収性物品に関する。
【０００２】
【従来の技術】
女性性器から排泄される経血を吸収する吸収性物品の一般的な構造は、吸収層と、この吸
収層の肌側表面を覆う液透過性の表面シートと、前記吸収層の着衣側表面を覆う液不透過
性の裏面シートとを有するものであり、通常は下着のクロッチ布の内面に前記裏面シート
が感圧接着層を介して接着された状態で着用される。
【０００３】
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前記吸収性物品において排泄部からの排泄液を確実に補足するためには、前記肌側表面を
身体の排泄部に密着させることが望まれる。吸収性物品を股間部に着用しているときに、
吸収性物品の肌側表面と前記排泄部との間に隙間が生じると、前記表面シートに与えられ
た排泄液が表面シートに沿って流れ、吸収性物品の側方からの洩れや臀部方向への洩れが
発生しやすくなって、下着やその他の着衣を汚すおそれがある。
【０００４】
特に、前記吸収性物品を下着のクロッチ布に固定して着用し、身体を動かすと、下着と身
体の股間部との間の相対的な位置ずれが生じやすく、また下着のクロッチ布と共に吸収性
物品が大腿部間に挟まれて横方向から圧縮されて吸収層が横方向に圧縮変形しやすいため
に、前記のように吸収性物品の肌側表面と身体の排泄部との間に隙間が形成されやすい。
【０００５】
そこで、吸収性物品の中央部分を身体の排泄部に密着させることを目的としたものとして
、以下の特許文献１や特許文献２に記載の技術がある。
【０００６】
特許文献１に記載されている吸収性物品は、中央部分に吸収体の厚みを大きくした隆起部
が設けられ、この隆起部の左右両側に、一対の湾曲した表溝が形成されている。前記表溝
が可撓軸となって吸収体を折れやすくすることで、前記隆起部を装着者側へ凸の断面アー
チ形状に変形させようとしている。
【０００７】
特許文献２に記載の生理用ナプキンは、上面両側にその長さ方向に延びるとともに中央部
において間隔が狭くなった圧搾条溝が設けられ、下面の幅方向中央部に長さ方向後端近傍
に延びる圧搾条溝が設けられている。そして着用者の大腿から応力を受けることで、下面
の圧搾条溝の部分が上に持ち上げられて、Ｗ字形の立体構造に変形して女性局部に適宜密
着する、というものである。
【０００８】
【特許文献１】
特開平１０－３２８２３２号公報
【特許文献２】
実公平５－３９６９１号公報
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、前記特許文献１に記載の吸収性物品は、圧縮力を受けたときに、左右に一条ずつ
設けられた表溝において、吸収体は肌側が谷となるように折られることになるため、一対
の表溝で挟まれた隆起部が肌から離れるように変形しやすく、かえって前記隆起部と身体
の排泄部との密着度が低下しやすい。
【００１０】
また、身体の股間部への当たりを柔らかくするため、通常は前記隆起部に設けられている
吸収体が低密度で且つ軟質であるため、左右から圧力を受けると、前記表溝の部分で吸収
体が折り曲がるよりもむしろ隆起部が左右から単に圧縮されるだけの変形となりやすい。
またこの変形状態で吸収体に排泄液が与えられると、吸収体の弾性復元力が低下するため
、横方向から圧縮された状態から広がるような復元ができなくなる。よって、吸収性物品
の肌側表面の面積が実質的に小さくなり、排泄液を吸収性物品内で充分に捕捉できなくな
る。
【００１１】
前記特許文献２に記載のものは、裏面側の中央部に圧搾条溝を形成することで、吸収層を
肌側へ凸となるように変形させようとしているが、前記のように吸収層は柔らかく低密度
なものが使用されているため、排泄液を吸収すると強度が低下し、凸変形状態から吸収体
が潰れやすくなる。その結果、吸収体を身体の排泄部に充分に密着させることが困難であ
る。逆に、排泄液を吸収した状態で凸変形を維持できるような高密度な吸収層を使用する
と、身体の股間部に剛直感を与えることになり好ましくない。
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【００１２】
さらに、生理用ナプキンの裏側に形成された圧搾条溝の部分では吸収層の密度が高く剛性
が高くなっている。凸状に変形したときに前記圧搾条溝が凸の頂部に位置することになる
ため、この圧搾条溝の部分も身体に剛直感を与えやすい。
【００１３】
また、前記特許文献１には、縦長の吸収性物品が開示されており、その肌側表面から持ち
上がる隆起部も縦長のものとなっている。しかし可撓軸となる表溝１９，１９は、前記隆
起部の前方部分の両側にしか設けられておらず、また前記隆起部の後方部分を身体に密着
させるための手段が講じられていない。そのため、前記隆起部の後方部分を股間部から臀
部にかけて確実に密着させることが難しく、とりわけ、女性の膣口の後方から肛門付近に
かけての会陰部に肌側表面を充分に密着させるのが難しくなっている。
【００１４】
よって、就寝時や活発に活動しているときに、膣口から排泄される経血が臀部の方向へ向
けて洩れやすくなっている。
【００１５】
本発明は上記従来の課題を解決するものであり、吸収層を有する中央部分が身体の排泄部
に密着しやすく、また排泄液を吸収した状態でも前記の密着を維持しやすい吸収性物品を
提供することを目的としている。
【００１６】
また本発明は、肌側表面の後方部分を股間部に密着させやすい吸収性物品を提供すること
を目的としている。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、肌側表面に位置する液透過性の表面シートと、着衣側表面に位置する裏面シ
ートとを有し、縦方向に延びる両側縁部が形成された吸収性物品において、
　縦方向に延びる中心線から左右両側に離れた位置に、第１の可撓軸および前記第１の可
撓軸の外側に間隔を空けた第２の可撓軸がそれぞれ縦方向に延びて形成され、右側の第１
の可撓軸と左側の第１の可撓軸との間に吸収層を有する中央吸収部が形成され、前記第１
の可撓軸と前記第２の可撓軸との間にそれぞれ支持部が、前記第２の可撓軸と前記側縁部
との間にそれぞれ側端部が形成されており、
　前記第１の可撓軸を介して前記中央吸収部と前記支持部とが折り曲げ可能とされ、前記
第２の可撓軸を介して前記支持部と前記側端部とが折り曲げ可能とされており、
　それぞれの第２の可撓軸に前記縦方向中心線に向かう圧縮力が作用したときに、前記第
１の可撓軸が前記第２の可撓軸よりも肌側に向かうように前記支持部が変位することで、
前記中央吸収部が肌側へ向けられることを特徴とするものである。
【００１８】
本発明の吸収性物品は、中心線の左右両側にそれぞれ二条ずつの可撓軸が設けられている
ため、横方向からの圧縮力を受けたときに第１と第２の可撓軸でそれぞれ吸収性物品が折
れることにより、中央吸収部が肌側へ持上げられやすくなる。
【００２０】
前記支持部は前記のように動作できる剛性を有するものであるが、例えば、前記支持部に
、前記中央吸収部の吸収層よりも密度の高い層が設けられていることで前記変形を実現し
やすくなる。
【００２１】
また、本発明は、吸収性物品に外力が与えられていない状態で、前記第１の可撓軸と前記
第２の可撓軸が、前記中央吸収部の厚み寸法の中点よりも着衣側に位置しており、それぞ
れの第２の可撓軸に対して前記縦方向中心線に向かう圧縮力が作用したときに、それぞれ
の第１の可撓軸が中央吸収部に設けられた吸収層の下側へ入り込むように前記中央吸収部
と前記支持部とが変形することが好ましい。
【００２２】
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第１の可撓軸と第２の可撓軸を中央吸収部の厚み寸法の中点よりも着衣側に位置させると
、前記のように中央吸収部を持ち上げる変形を生じさせやすくなる。
【００２３】
また、本発明では、それぞれの前記支持部は、横方向基準線の位置でその対向間隔が最も
狭くなっており、前記横方向基準線から縦方向の両側へ離れるにしたがって前記中心線か
ら徐々に離れるように形成されているものが好ましい。例えば、前記支持部は、前記中心
線に凸側が向けられる湾曲線形状である。
【００２４】
このように構成すると、第１と第２の可撓軸の各部分と大腿部との距離の変化を小さくで
き、大腿部から可撓軸の各部分に圧縮力が均等に作用しやすくなる。
【００２５】
さらに、前記第１の可撓軸と前記第２の可撓軸は、等距離を保つ部分を有していることが
好ましい。
【００２６】
２つの可撓軸が等距離を保ち、支持部の幅寸法が縦方向に向けて均一であると、縦方向の
所定長の範囲において、中央吸収部をバランスよく肌側へ向けさせることができる。
【００２７】
ただし、第１の可撓軸と第２の可撓軸が縦方向へ延びる直線形状であってもよい。
【００２８】
本発明では、前記中央吸収部と前記支持部および前記側端部に渡って吸収層が設けられて
いるものとすることができる。
【００２９】
前記支持部および側端部に吸収層が設けられていると、支持部および側端部も液吸収能力
を発揮でき、排泄液が中央吸収部から側方へ流れた場合にも、支持部などで排泄液を吸収
できる。
【００３０】
この場合に、前記第１の可撓軸と前記第２の可撓軸は、前記吸収層を圧縮することにより
形成できる。
【００３１】
吸収層を圧縮して、その部分の密度を中央吸収部、支持体および側縁部の吸収層の密度よ
りも高くすることで、中央吸収部と支持体との境界部、ならびに支持体と側縁部との境界
部に曲げのための軸を形成できる。
【００３２】
また、本発明では、前記中央吸収部に設けられた吸収層と前記支持部に設けられた吸収層
とが前記第１の可撓軸において分離しており、前記支持部に設けられた吸収層と前記側端
部に設けられた吸収層とが前記第２の可撓軸において分離しているものであってもよい。
【００３３】
また、吸収層が分離されている部分では、表面シートと裏面シートとが接合されて、この
接合部分が可撓軸とされていることが好ましい。
【００３４】
また、本発明では、前記中央吸収部に設けられた吸収層の目付けが、前記支持部に設けら
れた吸収層の目付けよりも大きいことが好ましい。
【００３５】
中央吸収部に設けられる吸収層の目付けを大きくすると、中央吸収部が嵩高になり、第１
の可撓軸と第２の可撓軸とが、中央吸収部の厚みの中点よりもさらに下に位置できるよう
になり、中央吸収部が肌側へ持ち上げられた状態でこの中央吸収部を支持体で支えやすく
なる。
【００３６】
また本発明は、前記吸収層が幅寸法５～１５ｍｍの範囲で圧縮されることで前記支持部が
形成されており、この圧縮部と前記中央吸収部との境界線が前記第１の可撓軸として機能
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し、圧縮部と前記側端部との境界線が第２の可撓軸として機能するものであってもよい。
【００３７】
さらに本発明は、縦方向に間隔を開けて、第１の可撓軸間を繋ぐ一対の横向き可撓軸が形
成されて、前記第１の可撓軸および前記横向き可撓軸とで前記中央吸収部が囲まれており
、前記第２の可撓軸は、前記中央吸収部の外に位置しているものとして構成できる。
【００３８】
第１の可撓軸と横向き可撓軸とで中央吸収部を囲むと、排泄液が前記中央吸収部を越えて
周囲に拡散するのを防止しやすくなる。また前記各可撓軸の部分で吸収性物品が折れやす
くなるため、吸収性物品が股間部の形状に沿って変形しやすくなる。
【００３９】
また、縦方向に間隔を開けて、第２の可撓軸間を繋ぐ一対の横向き可撓軸が形成されて、
前記第２の可撓軸および前記横向き可撓軸とで囲まれた領域が形成されており、前記第１
の可撓軸は、前記囲まれた領域の中に位置しているものであってもよい。
【００４０】
この場合、第１の可撓軸と第２の可撓軸とで挟まれた支持部が、前記の囲まれた領域内に
位置しているため、排泄液が支持部に与えられても、支持部に与えられた排泄液が周囲に
拡散するのを防止しやすい。
【００４１】
また、本発明は、前記構成に加えて、それぞれの第１の可撓軸と連続して吸収性物品の後
縁部に向けてその横方向の対向間隔が徐々に狭くなる第１の後方可撓軸と、前記第１の後
方可撓軸と前記側縁部との間で前記第１の後方可撓部と間隔を開けて形成された第２の後
方可撓軸とが設けられ、左右の第２の後方可撓軸はその横方向の対向間隔が前記後縁部に
向けて徐々に狭くなっており、前記第１の後方可撓軸と第２の後方可撓軸との間に、後方
支持部が形成されているものである。
【００４２】
この構成では、股間部に装着して下着からの吊り上げ力が作用することにより、吸収性物
品の後方においても、第１の後方可撓軸が第２の後方可撓軸よりも肌側へ立ち上がるよう
に後方支持部が変形して、第１の後方可撓軸で挟まれた部分が肌側に隆起し、また後方支
持部は前記部分の下側へ入り込むようにして支えるようになる。そして、肌側当接部の後
方部分が股間部、とりわけ膣口の後方から肛門付近にかけても会陰部に密着しやすくなり
、後方への排泄液の洩れを防止しやすくなる。
【００４３】
前記において、前記第２の可撓軸と前記第２の後方可撓軸とが連続して形成されているも
のとすることができる。あるいは、前記第２の可撓軸と第２の後方可撓軸とが離れていて
もよい。
【００４４】
この場合も、前記第１の後方可撓軸と前記第２の後方可撓軸は、吸収層を圧縮することに
より形成されているものとすることができる。
【００４５】
また、前記第１の後方可撓部と第１の後方可撓部との間には吸収層を有する後方中央吸収
部が形成され、前記後方支持部には、前記後方中央吸収部よりも密度の高い吸収層が設け
られているものとして構成できる。
【００４６】
高密度の吸収層で後方支持部を形成することにより、後方中央吸収部を股間部に向けて変
形させやすくなる。
【００４７】
　さらに本発明は、肌側表面に位置する液透過性の表面シートと、着衣側表面に位置する
裏面シートとを有し、縦方向に延びる両側縁部および前縁部と後縁部とを有する吸収性物
品において、
　縦方向に延びる中心線から左右両側に離れた位置のそれぞれに、その横方向の対向間隔
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が前記後縁部に向けて徐々に狭くなる第１の後方圧着部が形成されて、第１の後方圧着部
と第１の後方圧着部との間に、吸収層を有する後方中央吸収部が形成されており、
　それぞれの第１の後方圧着部と前記側縁部との間には、前記後縁部に向けて延びる第２
の後方圧着部が形成されており、
　前記第２の後方圧着部の前端は、前記第１の後方圧着部と第１の後方圧着部との対向間
隔が最も広い箇所よりも後縁部側に位置し、前記前端が前記第１の後方圧着部に間隔を空
けて対向しており、
　前記第１の後方圧着部と、第２の後方圧着部との間には、前記後方中央吸収部の吸収層
よりも密度の高い吸収層が設けられていることを特徴とするものである。
【００４８】
この吸収性物品では、身体の股間部に装着された状態で、下着からの緊迫力を受けると、
第２の後方圧着部に力が作用し、この第２の後方圧着部は、その前端が第１の後方圧着部
の下側へ入り込むように変位し、後方中央吸収部を持上げるように作用する。よって、後
方中央吸収部が股間部に密着しやすくなる。特に、第１の後方圧着部の横方向の対向間隔
が広くなっている後方中央吸収部の幅広部分が、前記第２の後方圧着部の前端により持上
げられて変形するため、前記幅広部分が、膣口の後方から肛門付近にかけても会陰部に密
着しやすくなり、排泄液の後方への洩れを防止しやすくなる。
【００４９】
　また、前記第１の後方圧着部と、第２の後方圧着部との間には、前記後方中央吸収部の
吸収層よりも密度の高い吸収層が設けられているので、第１の後方圧着部と第２の後方圧
着部との間に密度が高く、剛性の高い後方支持部を構成でき、この後方支持部の変形によ
り、後方中央吸収部が会陰部に向けて変形しやすくなる。
【００５０】
本発明では、前記第２の後方圧着部の前端を始点として縦方向中心線と平行で且つ前縁部
に向けて延びる仮想延長線が、前記第１の後方圧着部と交叉する形状である。
【００５１】
このように構成すると、第２の後方圧着部に縦向きの力が作用すると、第２の後方圧着部
の前端が、第１の後方圧着部の下側へ入り込むように変形しやすくなり、後方中央吸収部
の幅広な部分が会陰部に向けて持ち上がりやすくなる。
【００５２】
さらに、前記第２の後方圧着部の前端には、前記第１の後方圧着部に所定の長さの範囲で
対向する対向圧着部が形成されているものとしてもよい。
【００５３】
このように構成すると、第１の後方圧着部と前記対向圧着部との間の後方支持部によって
、後方中央吸収部が持ち上がりやすくなる。
【００５４】
また、それぞれの第１の後方圧着部から前縁部に向けて延びる第１の圧着部が形成されて
おり、第１の圧着部は、前記第１の後方圧着部との境界部から前縁部に向けてその対向間
隔が徐々に狭くなる領域を有しているものとして構成できる。
【００５５】
この構成では、第１の後方圧着部の前方の幅広な後方中央吸収部がその前方で細くなるた
め、幅広の後方中央吸収部を、第２の後方圧着部の前端により部分的に変形させて、会陰
部に当てることができるようになる。
【００５６】
また、少なくとも前記第２の後方圧着部の前端と前記第１の後方圧着部とが対向する部分
において、吸収性物品に縦方向への収縮力が作用していることが好ましい。
【００５７】
前記収縮力が作用していると、第２の後方圧着部の前端が第１の後方圧着部の下側へ入り
込むように変形しやすくなる。
また、本発明は、特に生理用ナプキンとして使用されるのに適している。
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【００５８】
生理用ナプキンの場合、吸収性物品の肌側表面を膣口に密着させるには、前記肌側表面の
中央部分を膣口に向けて凸状に変形することが必要であるが、本発明では中央吸収部が常
に膣口に向けて押し上げられるため、中央吸収部と膣口との密着を維持しやすくなる。さ
らに前記のように吸収部を膣口の後方から肛門付近にかけての会陰部に密着させやすくな
る。
【００５９】
【発明の実施の形態】
本発明の吸収性物品は、身体から排泄される経血、尿、おりものなどを吸収することを目
的として身体の股間部に着用されるものであるが、以下の実施の形態では、女性の膣口か
ら排泄される経血を吸収することを主な目的とする生理用ナプキンを例として説明する。
また吸収性物品の２つの表面のうち股間部に向けられる表面を肌側表面とし、反対側の表
面は、その外側に着衣が着用されるか否かに拘らず着衣側表面と表現する。
【００６０】
また本明細書での可撓軸は、この可撓軸とその両側の領域との間に剛性差を形成すること
で、両側の領域が互いに折れ曲がりやすくなるその境界線を意味する。よって、可撓軸は
、吸収性物品の縦方向に向けて連続して形成される場合もあるし、または縦方向に間欠的
に形成される場合も有りえる。
【００６１】
また、縦方向中心線とは、吸収性物品を横方向に二分して縦方向に延びる線を意味する。
一方、横方向基準線は、必ずしも吸収性物品を縦方向に二分する位置を横断していること
を意味せず、以下の実施の形態のように右側の第１の圧着部と、左側の第１の圧着とが平
行でない場合、左右に位置する第１の圧着部どうしが最も接近している位置において横方
向に延びる線を横方向基準線と定義する。また、左右の第１の圧着部が互いに平行な場合
のように、その最も接近する位置を特定できない場合には、身体に装着したときに、膣口
に当たる部分での縦方向の中心を通る線を横方向基準線と定義する。
【００６２】
図１は本発明の吸収性物品の第１の実施の形態として生理用ナプキン１を肌側表面を上向
きにして示した平面図、図２は、図１の生理用ナプキンをＩＩ－ＩＩ線で切断した半断面
図、図３は前記生理用ナプキンを下着のクロッチ布に装着した状態を示す断面図、図４は
前記クロッチ布および生理用ナプキンが横方向からの圧縮力により変形した状態を示す断
面図、図５はさらに股間部に対して大きな緊迫力を発揮する下着のクロッチ布に生理用ナ
プキンを装着した状態を示す断面図である。
【００６３】
図１に示す生理用ナプキン１の平面形状は縦長であり、縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙから横方
向に等距離を開けて縦方向に延びる右側縁部１ａと左側縁部１ｂを有し、横方向基準線Ｏ
ｘ－Ｏｘから前後に間隔を開けた突曲線形状の前縁部１ｃおよび後縁部１ｄを有している
。なお、例えば図１に示すように生理用ナプキンにウイング部１８，１８が形成されてい
る場合に、前記右側縁部１ａと左側縁部１ｂとは、ウイング部１８，１８をその根元から
切除したときの仮想切断線Ａ，Ａを含めたものとして説明する。
【００６４】
図２ないし図５の各断面図に示すように、この生理用ナプキン１は、着衣側表面に現れる
液不透過性の裏面シート２と、肌側表面に現れる液透過性の表面シート３を有している。
前記裏面シート２と前記表面シート３との間には吸収層４が介在している。この吸収層４
は、図１において点線で示す範囲内に設けられた第１の吸収層４ａの上に、第１の吸収層
４ａよりも面積の小さい点線で示す範囲の第２の吸収層４ｂが重ねられており、また砂時
計形状の中央吸収部５では、前記第２の吸収層４ｂの上に、これよりも面積の小さい第３
の吸収層４ｃが重ねられている。
【００６５】
そして、少なくとも表面シート３と前記吸収層４とが圧着されて圧着部１０が形成されて
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いる。この圧着部１０は、加熱ローラを用いたエンボス加工によって形成されたものであ
り、前記第１の吸収層４ａ、第２の吸収層４ｂ、第３の吸収層４ｃおよび表面シート３が
重ねられた状態で、第１の吸収体４ａの外面に表面がフラットなロールが当てられ、表面
シート３の表面にエンボスパターンの凸部を有する加熱ロールが当てられて、加圧され且
つ加熱される。その結果、前記圧着部１０では、前記吸収層および表面シート３がほぼフ
ィルム状に圧着された高密度圧着部１０ａと、前記高密度圧着部１０ａと高密度圧着部１
０ａとの間に位置して、フィルム状にはなっていないが圧着部１０以外の領域よりも高密
度となった中密度圧着部１０ｂが形成される。圧着部１０のパターンの全ての部分におい
て、この高密度圧着部１０ａと中密度圧着部１０ｂが交互に形成されて、生理用ナプキン
１の肌側表面から裏面シート２側へ窪む線状の圧搾溝を形成している。
【００６６】
そして、前記吸収層および表面シート３に対して前記圧着部１０が形成された後に、前記
第１の吸収層４ａの下側に前記裏面シート２が接着される。
【００６７】
また、前記圧着部１０は、前記エンボスパターンの凸部を第１の吸収層４ａ側に当てて、
第１の吸収層４ａ側から肌側表面に向けて窪む圧搾溝として形成されてもよいし、表面シ
ート３側と前記第１の吸収層４ａの双方から前記凸部で加圧されたものであってもよい。
【００６８】
前記圧着部１０は、縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙから右側と左側に等距離を開けて位置する第
１の圧着部１１，１１と、前記第１の圧着部１１，１１よりも外側に間隔を開けて位置す
る第２の圧着部１２，１２を有している。第１の圧着部１１，１１および第２の圧着部１
２，１２は、共に縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙに凸側が向けられる円弧状の湾曲線に沿う圧搾
溝であり、第１の圧着部１１，１１と第２の圧着部１２，１２は、第２の圧着部１２，１
２の全長において互いに等距離となるように配置されている。
【００６９】
この実施の形態では、前記第１の圧着部１１，１１が第１の可撓軸として機能し、前記第
２の圧着部１２，１２が、第２の可撓軸として機能する。
【００７０】
前記圧着部１０は、第１の圧着部１１，１１の前端および後端部間を繋ぐ横向き圧着部１
３，１３を有している。この横向き圧着部１３，１３は横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘに凹側が
向けられた円弧状の湾曲線に沿う圧搾溝である。この横向き圧着部１３，１３により横向
き可撓軸が形成されている。この実施の形態では、前記第１の圧着部１１，１１および横
向き圧着部１３，１３とで囲まれた領域が前記中央吸収部５であり、前記第２の圧着部１
２，１２は、この中央吸収部の外に位置している。
【００７１】
前記圧着部１０は、第１の圧着部１１，１１に連続して前記横向き圧着部１３よりも前方
へ延びる前方延長圧着部１４，１４と、同じく前記第１の圧着部１１，１１と連続して横
向き圧着部よりも後方へ延びる後方延長圧着部１５，１５を有している。前方延長圧着部
１４，１４により前方延長可撓軸が形成され、前記後方延長圧着部１５，１５により後方
延長可撓軸が形成されている。
【００７２】
前記第１の圧着部１１，１１と第２の圧着部１２，１２とで挟まれた領域が支持部６，６
である。この支持部６，６は、前記第２の圧着部１２，１２が形成されている範囲におい
て一定の幅で円弧状に形成されている。また、第２の圧着部１２と右側縁部１ａとで挟ま
れた領域、および第２の圧着部１２と左側縁部１ｂとで挟まれた領域が、それぞれ側端部
７，７である。
【００７３】
前記吸収層４は、中央吸収部５と各支持部６，６の全域、および第２の圧着部１２，１２
から外側へ延びて各側端部７，７の途中までの範囲で設けられている。図２に示すように
、中央吸収部５では、第１の吸収層４ａ、第２の吸収層４ｂおよび第３の吸収層４ｃが重
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ねられて目付けが大きく嵩高となった中央部吸収層４Ａが設けられている。また各支持部
６，６には、第１の吸収層４ａと第２の吸収層４ｂとが積層された支持部吸収層４Ｂが設
けられている。そして、各側端部７，７にも、前記第１の吸収層４ａと第２の吸収層４ｂ
とが積層された側端部吸収層４Ｃが設けられている。
【００７４】
吸収層４の目付けは、中央部吸収層４Ａが最も大きく、支持部吸収層４Ｂと側端部吸収層
４Ｃがこれよりも小さくなっている。支持部吸収層４Ｂと側端部吸収層４Ｃは同じ目付け
であってもよいが、支持部吸収層４Ｂの目付けが側端部吸収層４Ｃよりも大きい方が、支
持部６，６に剛性を持たせる点において好ましい。
【００７５】
前記支持部吸収層４Ｂは、圧縮された状態で、その両側が第１の圧着部１１と第２の圧着
部１２とで拘束されているため、支持部吸収層４Ｂの密度は、中央部吸収層４Ａおよび側
端部吸収層４Ｃよりも高くなっている。
【００７６】
また、前記第１の圧着部１１では、高密度圧着部１０ａおよび中密度圧着部１０ｂの双方
において、その両側に位置する中央部吸収層４Ａおよび支持部吸収層４Ｂよりも密度が高
くなっている。これにより、前記第１の圧着部１１が第１の可撓軸となり、この第１の可
撓軸を境として、中央吸収部５と支持部６とが折られやすくなっている。同様に、第２の
圧着部１２は、その両側に位置する支持部吸収層４Ｂおよび側端部吸収層４Ｃよりも密度
が高くなっており、前記第２の圧着部１２が第２の可撓軸となって、この第２の可撓軸を
境として支持部６と側端部７とが折られやすくなっている。
【００７７】
図２に示すように、生理用ナプキン１を平面状に展開させて外力を与えずに変形させない
状態において、縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙでの中央吸収部５の厚み寸法をＨとし、裏面シー
ト２の外面から、第１の圧着部１１および第２の圧着部１２の厚み中心までの高さをｈと
したときに、前記ｈはＨ／２よりも充分に小さくなっており、好ましくはｈはＨ／６以下
である。
【００７８】
図１および図２に示すように、肌側表面の両側部には、不透液性シート２０で形成された
防漏壁２１，２１が設けられている。この防漏壁２１，２１は、前記不透液性シート２０
が折り返されて、その折り返し部分に縦方向に延びる複数の弾性部材２２が伸長された状
態で接着されたものである。この防漏壁２１，２１は、生理用ナプキン１の縦方向の前端
部と後端部において折り畳まれた状態で、その全体が肌側表面に接着されている。また中
間部分では不透液性シート２０が肌側表面に接着されて、防漏壁２１，２１が前記肌側表
面から立ち上がり可能となっている。
【００７９】
図１に示すように、この生理用ナプキン１には、前記右側縁部１ａおよび左側縁部１ｂか
ら外方に突出するウイング部１８，１８が形成されている。このウイング部１８，１８は
、裏面シート２と前記不透液性シート２０とが接着されて構成されている。
【００８０】
前記裏面シート２の外面には、生理用ナプキン１の中央部分を下着のクロッチ布に接着す
るための感圧接着剤層と、ウイング部１８，１８を下着のクロッチ布の外面に接着する感
圧接着層とが設けられている。
【００８１】
図３は、前記生理用ナプキン１が下着のクロッチ布２５に装着された状態を示している。
【００８２】
この生理用ナプキン１は中央部分が、裏面シート２の外面に設けられた感圧接着剤を介し
てクロッチ布２５の内面に接着される。またウイング部１８，１８はクロッチ布２５の両
側縁部を巻き込むようにして、クロッチ布２５の外面に向けて曲げられ、ウイング部１８
，１８は感圧接着剤によりクロッチ布２５の外面に接着される。
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【００８３】
図３に示すように、下着のクロッチ布２５に生理用ナプキン１を装着した状態でこの下着
を着用し、日常の活動の中で大腿部の間隔を狭めると、この大腿部からの圧縮力Ｆ，Ｆが
、前記クロッチ布２５および生理用ナプキン１に対して両側から縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙ
に向けて作用する。この圧縮力Ｆ，Ｆは、第２の圧着部１２，１２を介して密度が高く剛
性の高い支持部６，６に伝わり、さらに第１の圧着部１１，１１に作用する。
【００８４】
図２に示すように、第１の圧着部１１と第２の圧着部１２の厚み中心は、中央吸収部５の
厚み寸法Ｈの中点よりも充分に下に位置しているため、前記圧縮力Ｆ，Ｆが作用すると、
中央吸収部５の下方部分が両側からの圧力でやや収縮し、両側の第１の圧着部１１と第１
の圧着部１１とが、中央吸収部５の下方位置にて縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙに向けて接近し
ようとする。支持部６，６は中央吸収部５よりも剛性が高く、しかも横方向の幅寸法が小
さく縦方向に向けて長いため、支持部６，６に第１の圧着部１１と第２の圧着部１２とが
接近するような屈曲が生じにくく、一方において、前記圧縮力により、第１の圧着部１１
，１１と第２の圧着部１２，１２を可撓軸とする折り曲がりが生じやすくなる。
【００８５】
そのため、図４に示すように、第１の圧着部１１，１１が中央部吸収層４Ａの下へさらに
入り込むと共に、支持部６，６は、第１の圧着部１１，１１が第２の圧着部１２，１２よ
りも股間部に向かうように立ち上がり、この支持部６，６で支えられるようにして、中央
吸収部５が股間部に向けて持ち上げられる。図４に示すように、中央吸収部５は幅寸法が
やや収縮し肌側表面が湾曲した状態で隆起して膣口に密着するようになり、また中央吸収
部５が肌側に向けて隆起する領域は、第１の圧着部１１，１１と第２の圧着部１２，１２
で挟まれた支持部６，６が存在している領域の全長に渡る。よって、密度が低く軟質な中
央吸収部５が膣口に広い面積で密着し、陰唇部および膣口へ圧力が集中することがなく、
陰唇部や膣口と中央吸収部５との密着感触が良好になる。
【００８６】
身体からの圧迫力が中央吸収部５に作用すると、この圧力は中央吸収部５が収縮すること
で受け止められ、さらにこの圧迫力は、中央吸収部５を下から支えている支持体６，６に
及ぶが、支持体６，６の下着側へ弾性変形による緩衝機能とその両側の第１の圧着部１１
と第２の圧着部の曲がりによる緩衝機能とで前記圧迫力を緩和しやすい。したがって、着
座時などのように大腿部の間隔を狭めた状態でさらに身体から大きな圧迫力を受けても、
その圧迫力が解除されたときに生理用ナプキン１は図４に示す変形状態に戻りやすくなり
、中央吸収部５と膣口との密着を維持しやすくなる。このように生理用ナプキン１が弾性
機能と緩衝機能を有するため、縒れや捩れが残ることがなく、その肌側表面の面積の実質
的な減少を防止でき、経血の吸収能力を高く維持できる。
【００８７】
また、第１の圧着部１１，１１と第２の圧着部１２，１２は中央吸収部５の下側に位置し
て、着用者の肌から遠ざかるようになる。よって、第１の圧着部１１，１１と第２の圧着
部１２，１２、さらには支持部６，６が直接に肌に当たる確率が低くなり、これらの合成
が身体に違和感を与え難くなる。
【００８８】
さらに、第１の圧着部１１，１１と第２の圧着部１２，１２は、縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙ
に凸側が向く湾曲線パターンであるため、身体に着用された状態で、第１の圧着部１１，
１１および第２圧着部１２，１２が、その全長に渡って、大腿部の表面と均等な距離を開
けて対向するようになる。したがって大腿部から与えられる前記圧縮力Ｆ，Ｆは、第１の
圧着部１１，１１、第２の圧着部１２，１２および各支持部６，６の各部分に均等に作用
しやすい。
【００８９】
また、第１の圧着部１１，１１と第２の圧着部１２，１２は、その対向部の全長に渡って
等間隔を保っており、支持部６，６の幅寸法も均一である。よって、前記支持部６，６は
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、その全長に渡って、中央吸収部５を肌に向けて持ち上げるように作用でき、中央吸収部
５が広い範囲に渡って膣口に密着しやすくなる。
【００９０】
このように、生理用ナプキン１は、横方向からの圧縮力Ｆ，Ｆを受けたときに、中央吸収
部５が膣口に密着するように変形するため、身体に対する緊迫力が比較的弱いルーズな下
着を着用したときでも、図４に示すように、支持部６，６によって支えられた中央吸収部
５が膣口に密着した状態を維持しやすい。
【００９１】
なお、前記のように各支持部６，６の各部分と大腿部との距離の差をなくして、各支持部
６，６に圧縮力Ｆ，Ｆがなるべく同等に与えられるようにするためには、図の実施の形態
のように、第１の圧着部１１と第２の圧着部１２および支持部６，６が湾曲線に沿う形状
であることが好ましい。ただし、同等の効果は、第１の圧着部１１と第２の圧着部１２お
よび支持部６，６が、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘの位置で最も接近し、この横方向基準線Ｏ
ｘ－Ｏｘから前後に離れるにしたがって縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙから離れるパターン形状
であれば発揮することができる。例えば両圧着部１１，１２と支持部６，６が円弧軌跡、
楕円軌跡、台形軌跡、Ｖ字パターンなどであってもよい。また第１の圧着部１１と第２の
圧着部１２がジグザグ線や波線パターンであり、このパターンが、横方向基準線Ｏｘ－Ｏ
ｘの位置で最も接近し、この横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘから前後に離れるにしたがって縦方
向中心線Ｏｙ－Ｏｙから離れるものであってもよい。
【００９２】
図５は、身体への緊迫力の強い生理時の着用に適したタイトな下着を着用したときの前記
生理用ナプキン１の変形状態を示している。この種の下着では、クロッチ布２５Ａから後
身頃に向けて弾性バンド２５Ｂが取り付けられ、クロッチ布２５Ａの中央部分が身体の臀
部の溝に沿う向きに吊り上げられるようになる。この場合、中央吸収部５が下着からの吊
り上げ力を受けて膣口に向けて持ち上げられようとする。このとき生理用ナプキン１は、
第１の圧着部１１，１１と第２の圧着部１２，１２とで挟まれた支持部６，６が自由度を
有するものであるため、中央吸収部５の持ち上げに伴って、支持部６と支持部６とが互い
に接近する方向へ容易に変形できる。
【００９３】
したがって、下着のクロッチ布２５Ａから中央吸収部５に持上げ力が与えられたときに、
その力に追従して生理用ナプキン１が変形しやすくなり、身体への密着感に優れるととも
に下着との一体感を生じやすく、着用感触が良好になる。
【００９４】
この生理用ナプキン１では、前後方向に横向き圧着部１３，１３が形成され、生理用ナプ
キン１はこの横向き圧着部１３，１３が横向き可撓軸となって折り曲がりやすくなってい
る。そのため、第１の圧着部１１，１１と横向き圧着部１３，１３とで囲まれた中央吸収
部５の全体が図４または図５に示すように身体に向けて隆起変形しやすくなる。
【００９５】
さらに、生理用ナプキン１の前記前端部と後端部には、前方延長圧着部１４，１４と後方
延長圧着部１５，１５が横方向に間隔を開けて形成され、この延長圧着部も可撓軸として
機能できる。よって、生理用ナプキン１の前端部と後端部がさらに三次元的に変形しやす
くなり、この部分が恥丘と臀部にフィットしやすくなる。さらに、横向き圧着部１３より
も前方の前端部および横向き圧着部１３よりも方向の後端部では、それぞれが前後方向に
対を成して延びる前記前方延長圧着部１４，１４と後方延長圧着部１５，１５が存在して
いるため、前端部および後端部での縒れや捩れに対する剛性を高くでき、前記前端部およ
び後端部において生理用ナプキン１の平坦状態を保ちやすくなる。
【００９６】
膣口から排泄された経血は、主に膣口に密着している中央吸収部５に与えられ、表面シー
ト３を透過して中央部吸収層４Ａに吸収される。中央吸収部５はその周囲が、第１の圧着
部１１，１１および横向き圧着部１３，１３で囲まれているため、前記圧着部において、
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経血が外方へ拡散するのを防止しやすくなり、経血は中央吸収部５内で拡散して吸収され
、中央部吸収層４Ａの液吸収容量を充分に利用することができる。
【００９７】
また、表面シート３に沿って流れる経血が支持部６，６および側端部７，７に至ることも
あるが、支持部６，６および側端部７，７は吸収層を有しているため、支持部６，６およ
び側端部７，７においても経血を吸収することができる。また、支持部６，６内の支持部
吸収層４Ｂ，４Ｂは、その両側が第１の圧着部１１，１１と第２の圧着部１２，１２とで
挟まれ、また裏面シート２と表面シート３とで上下から挟まれて比較的小さい断面の中に
拘束されている。よって、支持部吸収層４Ｂ，４Ｂが経血を吸収しても湿潤しにくくなり
、支持部吸収層４Ｂ，４Ｂの密度を高く維持でき、また強度も低下しにくい。よって、支
持部吸収層４Ｂ，４Ｂが湿潤状態となっても、中央吸収部５を下側から支える剛性および
緩衝機能を発揮でき、身体からの圧迫力によって生理用ナプキン１が平坦な状態に潰れに
くい。
【００９８】
また、生理用ナプキン１がクロッチ布２５に固着されて股間部に沿う形状に変形すると、
図４と図５に示すように、防漏壁２１，２１が立ち上がってその上端部分が股間部に密着
する。この防漏壁２１，２１によっても経血の横漏れを防止できる。
【００９９】
以下各構成要素の好ましい数値を説明する。これ以降に説明する他の実施の形態において
も、前記第１の実施の形態と同様の構成を有する部分は、以下の数値範囲とすることが好
ましい。なお以下において吸収層の密度および目付けは、この吸収層を構成する繊維を包
む親水紙などを除いた数値である。
【０１００】
中央部吸収層４Ａは、中央吸収部５において経血を充分に吸収できるように大きな液吸収
容量を有し、また、身体への当たりが柔らかく、しかも身体からの圧力で圧縮されその圧
力が除去されたときに厚みを回復できる弾性復元力を有していることが好ましい。
【０１０１】
中央部吸収層４Ａは、密度が０．０５～０．１５ｇ／ｃｍ３の範囲が好ましい。さらに好
ましくは０．０５～０．１２５ｇ／ｃｍ３であり、さらには０．０５～０．１ｇ／ｃｍ３

が好ましい。この範囲であると、膣口に当たったときの柔軟性を高くでき、且つ上方から
の圧迫に対する復元力を発揮しやすい。また中央部吸収層４Ａの目付けは、４００～１２
００ｇ／ｍ２が好ましく、さらに好ましくは、５００～１０００ｇ／ｍ２である。この範
囲であれば充分な液吸収容量を確保でき、前記好ましい範囲の密度と相俟って上方向から
の圧迫に対する弾性復元力を実現しやすい。
【０１０２】
中央吸収部５において、表面シート３と中央部吸収層４Ａとの間に、エアースルー不織布
などで形成された液案内層が設けられ、表面シート３を透過した経血が液案内層を透過し
て中央部吸収層４Ａに吸収される構造とすることができる。この場合、前記密度の好まし
い範囲は、前記液案内層を除いた吸収層の密度であり、また前記好ましい目付けは前記吸
収層と液案内層を含めたものを意味する。
【０１０３】
前記中央吸収部５の横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘ上での幅寸法Ｗ１は、女性の性器の幅に応じ
て決められる。女性の股間部の幅の平均は３０ｍｍ程度であるため、前記中央吸収部５の
幅寸法Ｗ１は、１５～５０ｍｍの範囲が好ましく、さらに２０～４０ｍｍの範囲が好まし
い。
【０１０４】
支持部吸収層４Ｂは、中央部吸収層４Ａおよび側端部吸収層４Ｃよりも密度が高く構成さ
れる。第１の圧着部１１，１１と第２の圧着部１２，１２の対向距離を短くし、且つ前記
圧着部１１，１１および１２，１２を形成する工程においてその間に位置する吸収層を圧
縮して封じ込めるようにすることで、支持部吸収層４Ｂを高密度にできる。ただし、第１
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の圧着部１１，１１と第２の圧着部１２，１２との間に位置する吸収層を予め圧縮して高
密度にしてから、前記圧着部１１，１１および１２，１２を形成してもよい。
【０１０５】
支持部吸収層４Ｂの密度は、０．１～０．５ｇ／ｃｍ３の範囲が好ましい。支持部吸収層
４Ｂが中央吸収部５を持上げて且つ支えるための剛性を具備するためには、前記密度範囲
の下限は０．１２５ｇ／ｃｍ３が好ましく、さらに好ましくは０．１５ｇ／ｃｍ３である
。また、前記支持部吸収層４Ｂに効果的な緩衝作用を期待する場合、前記密度の上限は０
．２ｇ／ｃｍ３の範囲が好ましい。
【０１０６】
また中央部吸収層４Ａの目付けが大きく、中央部吸収層４Ａが充分なクッション効果を発
揮できるものである場合、前記支持部吸収層４Ｂは中央吸収部５を下から支える機能を重
視して前記密度を０．２～０．５ｇ／ｃｍ３の範囲にすることも可能である。また、後に
図１０により説明するように、支持部全体が圧着部で形成される場合、その圧着部全体の
密度は、０．５～１．５ｇ／ｃｍ３の範囲である。
【０１０７】
また支持部吸収層４Ｂの目付けは、３００～８００ｇ／ｍ２が好ましく、さらに好ましく
は３５０～６００ｇ／ｍ２である。この目付けは、中央部吸収層４Ａよりも小さく、側端
部吸収層４Ｃよりも大きいことが好ましい。また前記支持部６の幅および第１の圧着部１
１の幅と第２の圧着部１２の幅の総和Ｗ２は５～１５ｍｍの範囲が好ましく、さらに好ま
しくは５～１０ｍｍの範囲である。通常下着を着用すると、下着のクロッチ布と女性の膣
口の間には５ｍｍ程度の隙間ができるが、前記のように幅寸法Ｗ２を５～１５ｍｍ、好ま
しくは５～１０ｍｍにしておくと、図４または図５の変形状態において、中央吸収部５を
膣口に密着させることが可能となる。
【０１０８】
また支持部６，６の縦方向の長さは、第２圧着部１２，１２の縦方向の長さによって決ま
る。前記支持部６，６の縦方向の長さが短すぎると、中央吸収部５を膣口に向けて押し上
げる力が弱くなる。したがって、支持部６，６の縦方向の長さ（縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙ
と平行に計ったときの長さ）は３０ｍｍ以上であることが好ましい。なおこの長さの上限
は、１００ｍｍ以下が好ましい。ただし、夜用や経血が多い日に使用される例えば図１３
などに示されるロングタイプの生理用ナプキンの場合、支持部６，６の縦方向の長さが前
記１００ｍｍを超えることを妨げない。例えば生理用ナプキンの縦方向の長さが３８０ｍ
ｍ程度の前記ロングタイプの場合、支持部６，６の上限は１２０ｍｍ程度である。前記１
００ｍｍを超え、またはロングタイプの場合に１２０ｍｍを超えると、生理用ナプキン１
から身体に剛直感を与えやすくなることがありえる。
【０１０９】
側端部吸収層４Ｃは、前記支持部６，６と同等の密度であってもよいし、中央部吸収層４
Ａと同様の密度であってもよく、その範囲は０．０５～０．１５ｇ／ｃｍ３である。また
目付けは、側端部吸収層４Ｃと同等であればよい。ただし、図４および図５のように生理
用ナプキン１が側方から圧縮力Ｆ，Ｆを受け、右側の側端部７と左側の側端部７とが互い
に接近したときに、その接近する力を第２の圧着部１２，１２に確実に伝達して、支持部
６，６で中央吸収部５を持ち上げさせるためには、側端部吸収層４Ｃの密度は、中央部吸
収層４Ａの密度と同等かそれ以上であることが好ましく、また側端部吸収層４Ｃの幅寸法
Ｗ３は１０～３５ｍｍであることが好ましく、さらに好ましくは１０～２０ｍｍである。
さらに側端部吸収層４Ｃの目付けは、３００～４５０ｇ／ｍ２程度が好ましい。目付けの
上限は前記範囲に限られるものではなく、例えば、生理用ナプキンの場合、目付けの上限
が６００ｇ／ｍ２になることがありえる。
【０１１０】
次に、第１の圧着部１１と第２の圧着部１２での前記圧着部１０の密度であるが、この圧
着部１０の中で最も密度が高い部分、すなわち高密度圧着部１０ａでの密度が、中央部吸
収層４Ａ、支持部吸収層４Ｂおよび側端部吸収層４Ｃのそれぞれの密度よりも充分に高い
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ことが好ましい。前記圧着部１０の中で最も密度の高い高密度圧着部１０ａは、０．５～
１．５ｇ／ｃｍ３の範囲であることが好ましい。また圧着部１０での中密度圧着部１０ｂ
の密度が、必ずしも前記範囲内でなくても、前記高密度圧着部１０ａにより可撓軸を構成
できる。しかし、折り曲がりやすい可撓軸を形成するためには、中密度圧着部１０ｂの密
度も前記範囲内であることが好ましい。また、第１の圧着部１１，１１と第２の圧着部１
２，１２を可撓軸として機能させるために、その幅寸法Ｗ４は１．５～３ｍｍの範囲が好
ましい。
【０１１１】
次に、各構成素材の好ましい例を説明する。
表面シート３は、多数の液透過孔が形成された合成樹脂フィルム、またはネット状に形成
された合成樹脂シート、化学繊維で形成されたエアースルー不織布が好ましく使用される
。あるいは表面が液透過孔を有する前記合成樹脂フィルムでその下にエアースルー不織布
が積層された複合材料も使用できる。この場合、合成樹脂フィルムが白色化剤である酸化
チタンを含むポリエチレン樹脂で形成され、エアースルー不織布は、芯部が酸化チタンを
含んだポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）で、鞘部がポリエチレン（ＰＥ）の芯鞘型
複合合成繊維が使用され、熱風によって前記芯鞘型複合合成繊維どうしを熱融着により接
着させたものである。
【０１１２】
また、前記表面シート３は、スパンレース不織布、スパンボンド不織布などの他の不織布
であってもよい。
【０１１３】
前記裏面シート２は、液不透過性で且つ通気性のシートであり、微細な通気孔が形成され
たポリエチレン（ＰＥ）フィルム、あるいはポリプロピレン（ＰＰ）フィルムなどである
。例えば、前記のプラスチックシートにＣａＣｏ３、ＢａＳｏ４等の無機フィラーを混合
させて延伸処理することにより、フィルムに微細な通気孔が適切に分散して形成され、通
気性を向上させたものであって、厚みが１５～５０μｍ程度のものである。あるいは、不
繊布に熱可塑性樹脂をラミネーションした材料であってもよい。
【０１１４】
前記第１の吸収層４ａ、第２の吸収層４ｂ、第３の吸収層４ｃは、粉砕パルプ、マーセル
化パルプ、クロスリンクパルプなどのパルプの積層体で、前記各吸収層４ａ，４ｂ，４ｃ
が重ねられた状態で、その全体が親水紙で包まれたものが使用される。また、前記パルプ
にポリアクリル酸塩、ポリアクリルアミド、無水マレイン酸塩などの合成吸水ポリマーや
、デンプン、セルロースなどの天然系の吸収ポリマーが含まれていてもよい。あるいはシ
ート状の吸水ポリマーが含まれていてもよい。
【０１１５】
特に、前記支持部６，６内に、前記吸水ポリマーまたはそのシートが含まれていると、経
血を吸収した湿潤状態においてパルプ間の接合力が高められ、支持部６，６の剛性を高め
ることができる。
【０１１６】
前記防漏壁２１を形成する液不透過性シート２０は、スパンボンド不織布、メルトブロー
ン不織布、あるいはこれらの積層体であり、好ましくは撥水処理されたものが使用される
。
【０１１７】
なお、裏面シート２、表面シート３、吸収層４および液不透過性シート２０は、前記圧着
部１０以外の部分において、適宜接着剤を介して互いに接着されている。
【０１１８】
以下本発明の他の実施の形態を説明する。以下において、前記第１の実施の形態と同じ構
成要素には同じ符号を付してその詳しい説明を省略する。
【０１１９】
図６は本発明の第２の実施の形態の生理用ナプキン１Ａの平面図、図７は前記生理用ナプ
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キン１Ａを図６のＶＩＩ－ＶＩＩ線で切断した半断面図である。
【０１２０】
この実施の形態では、吸収層４０が、中央部吸収層４０Ａ、支持部吸収層４０Ｂ，４０Ｂ
、側端部吸収層４０Ｃ，４０Ｃに分割された状態で、裏面シート２と表面シート３とで挟
まれている。前記各吸収層４０Ａ、４０Ｂ、４０Ｃの密度や目付けの好ましい範囲は、前
記第１の実施の形態と同じである。
【０１２１】
前記中央部吸収層４０Ａと前記支持部吸収層４０Ｂとの間では、裏面シート２と表面シー
ト３が直接に接着されて、第１の接着部３１，３１が形成され、同様にして前方延長接着
部３４，３４、および後方延長接着部３５が形成されている。また各支持部吸収層４０Ｂ
，４０Ｂと、側端部吸収層４０Ｃ，４０Ｃとの間も、裏面シート２と表面シート３が直接
に接着されて、第２の接着部３２，３２が形成されている。横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘから
前後に離れた位置には、前記第１の接着部３１，３１間を結ぶ横向き圧着部３３，３３が
形成されている。この横向き圧着部３３，３３は、表面シート３と中央部吸収層４０Ａと
が圧縮されて形成されている。
【０１２２】
前記各接着部および圧着部の平面パターン形状は、図１に示す圧着部１０と同じである。
すなわち、第１の接着部３１と第１の接着部３１とで挟まれた部分が中央吸収部５Ａであ
り、第１の接着部３１と第２の接着部３２とで挟まれた部分が支持部６Ａ、第２の接着部
３２と両側縁部１ａ，１ｂとの間が側端部７Ａ，７Ａである。
【０１２３】
図６と図７に示す生理用ナプキン１Ａでは、第１の接着部３１，３１が第１の可撓軸とな
り、第２の接着部３２，３２が第２の可撓軸として機能するため、横方向から圧縮力を受
けたときに、図４または図５に示す変形を実現できる。
【０１２４】
図８（Ａ）は本発明の第３の実施の形態の生理用ナプキン１Ｂの平面図である。
【０１２５】
この生理用ナプキン１Ｂでは、図１に示す圧着部１０と同じパターン形状の圧着部１０Ｂ
が形成されている。この圧着部１０Ｂは、第１の圧着部１１Ｂ，１１Ｂ、第２の圧着部１
２Ｂ，１２Ｂ、横向き圧着部１３Ｂ、前方延長圧着部１４Ｂ，１４Ｂおよび後方延長圧着
部１５Ｂ，１５Ｂを有している。この圧着部１０Ｂでは、連続する圧搾溝ではなく、圧着
ドットが前記パターンに沿って間隔を開けて間欠的に形成されている。
【０１２６】
この圧着部１０Ｂは、圧着ドットの部分で表面シート３と吸収層４とが、ドットエンボス
パターンの凸部によって加圧され加熱されて高密度に形成されている。また、圧着ドット
と圧着ドットとの間には、外部から加圧・加熱力が与えられていない。
【０１２７】
この生理用ナプキン１Ｂにおいても、第１の圧着部１１Ｂ，１１Ｂが第１の可撓軸として
機能し、第２の圧着部１２Ｂ，１２Ｂが第２の可撓軸として機能して、図４または図５に
示すような変形を実現できる。
【０１２８】
図８（Ａ）（Ｂ）に示すように、前記圧着ドットは円形であってもよいし、図８（Ｃ）に
示すように圧着ドットが、縦方向に細長の点線形状であってもよい。また、図８（Ｂ）（
Ｃ）に記載のように、第１の圧着部１１Ｂ，１１Ｂにおける前記圧着ドットと圧着ドット
との間の加圧・加熱されていない中間部と、第２の圧着部１２Ｂ，１２Ｂにおける圧着ド
ットと圧着ドットとの間の加圧・加熱されていない中間部とが、横方向（Ｘ方向）に重複
しないように、第１の圧着部１１Ｂ，１１Ｂの圧着ドットと、第２の中間部１２Ｃ，１２
Ｃの圧着ドットが互い違いに形成されていることが好ましい。
【０１２９】
圧着ドットを互い違いに配置することにより、中央吸収領域５に与えられた経血が表面シ
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ート３や吸収層に沿って横方向に拡散したときに、圧着ドットが横方向への経血の移行に
対して迷路のように機能し、経血が側端部７，７に移行するのを抑制する効果がある。
【０１３０】
また、第１の圧着部と、第２の圧着部の一方を、図１の圧着部１０のような圧搾溝とし、
他方を図８（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）に示すような圧着ドットで形成してもよい。例えば、第１
の圧着部、横向き圧着部、前方延長圧着部および後方延長圧着部の全てを圧搾溝とし、第
２の圧着部のみを前記圧着ドットで形成してもよいし、第２の圧着部を圧搾溝とし、第１
の圧着部の全体あるいは、第１の圧着部のうちの前記第２の圧着部に対向する領域のみを
前記圧着ドットで形成してもよい。これらの場合、横向き圧着部と前方延長圧着部および
後方延長圧着部は、圧搾溝であってもよいし、圧着ドットであってもよい。
【０１３１】
ただし、縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙに近い第１の圧着部を圧搾溝とし、第２の圧着部を圧着
ドットとするのが好ましい。このようにすると、中央吸収領域５に与えられた経血が支持
部６，６に移行するのを防止でき、支持部６，６の剛性あるいは強度の低下を抑制しやす
い。
【０１３２】
前記のように、圧着部として圧着ドットが配列したものを用いると、圧着ドット間に非圧
着部が存在することによって縦方向へ向けて湾曲しやすくなり、生理用ナプキンの前端部
が下腹部側に、後端部が臀部側にフィットするように湾曲変形しやすくなる。さらに、図
８（Ｂ）（Ｃ）に示すように前記圧着ドットを互い違いに形成すると、圧着部が曲げ剛性
を高めることがなく前記湾曲の効果を高めることができる。
【０１３３】
また、図８（Ｃ）に示すように点線形状の圧着ドットを形成する場合、線状の圧着ドット
の長さは１０～２０ｍｍ程度が好ましく、縦方向に隣接する線状の圧着ドットの間欠部分
（非圧着部分）の縦方向の長さは５～１０ｍｍ程度が好ましい。また、前記線状の圧着ド
ットを、前記高密度圧着部１０ａと中密度圧着部１０ｂとが交互に繰り返すものとして形
成してもよい。また、図１などに示す圧着部のいずれかの部分が途切れているものであっ
てもよい。
【０１３４】
図９は本発明の第４の実施の形態の生理用ナプキン１Ｃを示す半断面図である。
【０１３５】
この生理用ナプキン１Ｃの全体の構造は図１に示すものと同じである。ただし、支持部６
Ｃ，６Ｃ内に、前記支持部吸収層４Ｂ，４Ｂと共に補強部材２３が設けられている。この
補強部材２３は、中央部吸収層４Ａおよび側端部吸収層４Ｃよりも密度が高く且つ剛性の
高いものであり、例えば発泡樹脂材料、厚紙材料、パルプと合成繊維とを熱融着させまた
はバインダーで固着させたエアレイド不織布などである。この補強部材２３を設けること
により、支持部６Ｃの剛性を高めることができ、中央吸収部５を下側から確実に支えるこ
とができるようになり、中央吸収部５を膣口に密着させた状態を維持しやすくなる。
【０１３６】
なお、前記支持部６Ｃに前記支持部吸収層４Ｂを設けることなく前記補強部材２３のみを
設けてもよい。この補強部材２３は裏面シート２と表面シート３との間に設けてもよいし
、裏面シート２の外側に接着してもよい。
【０１３７】
図１０は本発明の第５の実施の形態の生理用ナプキン１Ｄを示す平面図であり、図１１は
図１０をＸＩ－ＸＩ線で切断した半断面図である。
【０１３８】
この生理用ナプキン１Ｄは、第１の圧着部１１，１１の一部が右側縁部１ａと左側縁部１
ｂに向けて広がって幅広の圧着部１６，１６が形成されており、この圧着部１６，１６が
支持部６Ｄ，６Ｄとなっている。この生理用ナプキン１Ｄは、第１の吸収層４ａ、第２の
吸収層４ｂおよび第３の吸収層４ｃを有しているが、前記支持部６Ｄ，６Ｄは、図１に示
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す第１の圧着部１１，１１と第２の圧着部１２，１２との間を埋めた幅広の圧着部に相当
している。
【０１３９】
したがって、支持部６Ｄ，６Ｄを形成している圧着部１６は、他の圧着部よりも幅寸法Ｗ
２が充分に広くなっている。この幅寸法Ｗ２の好ましい範囲は、前記第１の実施の形態で
の幅寸法Ｗ２と同じであり、５～１５ｍｍが好ましく、さらに好ましくは５～１０ｍｍで
ある。
【０１４０】
この生理用ナプキン１の支持部６Ｄ，６Ｄは、表面シート３と吸収層４とが加圧されて高
密度とされており、この支持部６Ｄ，６Ｄと中央吸収部５との境界部が円弧曲線の第１の
可撓軸１１Ｄ，１１Ｄとなり、支持部６Ｄ，６Ｄと側端部７，７との境界部が円弧形状の
第２の可撓軸１２Ｄ，１２Ｄとなっている。この可撓軸１１Ｄ，１１Ｄおよび１２Ｄ，１
２Ｄの部分が、剛性の異なる部分の境界線となるため、図４または図５と同様に圧縮力Ｆ
，Ｆを受けると、支持部６Ｄ，６Ｄが立ち上がるように変形し、中央吸収部５を膣口に密
着させるように機能できる。
【０１４１】
前記支持部６Ｄ，６Ｄは高密度で剛直であるが、図４または図５に示すように、変形時に
この支持部６Ｄ，６Ｄが中央吸収部５の下側へ入り込み、身体とは距離が離れるため、支
持部６Ｄ，６Ｄが身体の股間部に違和感を生じさせることが少ない。
【０１４２】
なお、図１０，図１１に示す生理用ナプキン１Ｄはウイング部１８，１８および防漏壁２
１，２１が設けられていない。この生理用ナプキン１Ｄも、裏面シート２の外面が感圧接
着剤層を介して下着のクロッチ布２５の内面に接着されて使用される。そして大腿部から
圧力を受けた場合に、図４または図５と同様に、中央吸収部５が膣口に押し付けられるよ
うになる。
【０１４３】
次に、図１２ないし図１６はさらに他の実施の形態を示している。前記第１ないし第５の
実施の形態は、いずれも圧着部や接着部により形成される可撓軸のパターン形状が同じま
たは似ているものであったが、図１２ないし図１６に示す実施の形態は、可撓軸を形成す
るためのパターンが前記第１ないし第５の実施の形態と相違している。
【０１４４】
しかし、可撓軸を形成するための前記パターン以外の構造に関して、図１２ないし図１６
に示す実施の形態は、前記第１ないし第５の実施の形態で示した各構造を選択して採用で
きることは勿論である。よって以下においては主に可撓軸を形成するパターンの相違のみ
を説明し、他の部分は前記各実施の形態と同じ符号を付してその詳しい説明を省略する。
【０１４５】
図１２は本発明の第６の実施の形態を示す生理用ナプキン１Ｅの平面図である。
【０１４６】
図１２に示す生理用ナプキン１Ｅの圧着部１０Ｅは、図１に示すような横向き圧着部１３
，１３が設けられておらず、円弧曲線状の第１の圧着部１１Ｅ，１１Ｅの前後に前方延長
圧着部１４Ｅ，１４Ｅと後方延長圧着部１５Ｅ，１５Ｅが連続している。前記第１の圧着
部１１Ｅ，１１Ｅで囲まれた部分が中央吸収部５であるが、前記第２の圧着部１２Ｅ，１
２Ｅは、前記中央吸収部５の外側に設けられている。
【０１４７】
第２の圧着部１２Ｅ，１２Ｅは、第１の圧着部１１Ｅ，１１Ｅと等距離を保って円弧状の
湾曲線パターンで形成されている。
【０１４８】
この実施の形態でも、図４または図５に示す変形状態において、支持部６，６によって中
央吸収部５を膣口に押し付けられるように持ち上げることができる。また経血が吸収層に
与えられると、この経血が、第１の圧着部１１Ｅ，１１Ｅで挟まれた中央吸収部５から、



(20) JP 4180865 B2 2008.11.12

10

20

30

40

50

さらに前方延長圧着部１４Ｅ，１４Ｅで挟まれた部分および後方延長圧着部１５Ｅ，１５
Ｅで挟まれた部分に拡散できるため、多くの経血が与えられたときに生理用ナプキン１Ｅ
の縦方向の寸法を有効に利用できる。
【０１４９】
図１３は本発明の第７の実施の形態の生理用ナプキン１Ｆを示す平面図である。
【０１５０】
この生理用ナプキン１Ｆは、縦長であり、後方部分において右側縁部１ａと左側縁部１ｂ
との横方向の幅寸法が大きく広がったいわゆるヒップガード部が形成されているタイプで
ある。
【０１５１】
この生理用ナプキン１Ｆでは、第１の吸収層４ａ、第２の吸収層４ｂおよび第３の吸収層
４ｂも縦長であり、圧着部で囲まれた部分に中央吸収部５Ｆおよび後方中央吸収部５Ｇが
連続して縦長に形成されている。
【０１５２】
ウイング部１８，１８が設けられている部分の内側には、第１の圧着部１１Ｆ，１１Ｆが
形成され、その外側に第２の圧着部１２Ｆ，１２Ｆが形成されて、第１の圧着部１１Ｆ，
１１Ｆが第１の可撓軸として機能し、第２の圧着部１２Ｆ，１２Ｆが第２の可撓軸として
機能する。この実施の形態では、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘの前後において縦方向中心線Ｏ
ｙ－Ｏｙに凸側が向けられた円弧状の湾曲線の部分が第１の圧着部１１Ｆ，１１Ｆである
。そして第１の圧着部１１Ｆ，１１Ｆと第２の圧着部１２Ｆ，１２Ｆとで挟まれた領域が
支持部６，６であり、第２の圧着部１２Ｆ，１２Ｆの外側が側端部７，７である。
【０１５３】
また、前方には第１の圧着部１１Ｆ，１１Ｆ間を繋ぐ横向き圧着部１３Ｆが形成されてお
り、さらに前方には前方延長圧着部１４Ｆ，１４Ｆが形成されている。
【０１５４】
この実施の形態では、前記第１の圧着部１１Ｆ，１１Ｆから後方に延長する第１の後方圧
着部１５Ｆ，１５Ｆが、後縁部１ｄに向かうにしたがって、その対向間隔が徐々に狭くな
るように形成されており、第１の後方圧着部１５Ｆと第１の後方圧着部１５Ｆは、後縁部
１ｄの内側で曲線形状の連結圧着部１７Ｆにより連結されている。
【０１５５】
また、第１の後方圧着部１５Ｆ，１５Ｆの外側には、第２の後方圧着部１８Ｆ，１８Ｆが
設けられており、この第２の後方圧着部１８Ｆ，１８Ｆは、後縁部１ｄの内側において曲
線状の連結圧着部１９Ｆにより連結されている。この第２の広報圧着部１８Ｆ，１８Ｆも
、その横方向の対向間隔が後縁部１ｄに向けて徐々に狭くなる部分を有している。第１の
後方圧着部１５Ｆは第１の後方可撓軸として機能し、第２の後方圧着部１８Ｆは第２の後
方可撓軸として機能する。
【０１５６】
この実施の形態では、第１の圧着部１１Ｆと第１の圧着部１１Ｆおよび横向き圧着部１３
Ｆとで囲まれた領域が中央吸収部５Ｆであり、第１の後方圧着部１５Ｆと第１の中央後方
圧着部１５Ｆおよび連結圧着部１７Ｆで囲まれた領域が後方中央吸収部５Ｇである。そし
て、中央吸収部５Ｆと後方中央吸収部５Ｇでは、その内部において表面シート３と裏面シ
ート２との間に、嵩高な中央部吸収層４Ａが連続して設けられている。前記中央吸収部５
Ｆと後方中央吸収部５Ｇにおいて、中央部吸収層４Ａの密度および目付けはほぼ均一とな
っている。
【０１５７】
また、第１の後方圧着部１５Ｆ，１５Ｆと第２の後方圧着部１８Ｆ，１８Ｆとの間は、後
方支持部６Ｆ，６Ｆとなっており、この後方支持部６Ｆ，６Ｆ内において、表面シート３
と裏面シート２との間に設けられている後方支持部吸収層は、前記後方中央吸収部５Ｇ内
の中央部吸収層４Ａの密度よりも高くなっている。後方支持部吸収層の密度は、前記支持
部６，６と同じあるか、あるいは支持部６，６よりもわずかに小さく且つ中央部吸収層４
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Ａよりも大きくなるように設定されている。
【０１５８】
また、後方中央吸収部５Ｇ内での中央部吸収層４Ａの厚みと、第１の後方圧着部１５Ｆお
よび第２の後方圧着部１８Ｆとの関係は、図２に示した断面図でのＨとｈとの関係とほぼ
同じであり、第１の後方圧着部１５Ｆと第２の後方圧着部１８Ｆは、後方中央吸収部５Ｇ
の厚みの中点よりも充分に下側に位置している。
【０１５９】
図１３に示すように、第１の後方圧着部１５Ｆ，１５Ｆと第１の圧着部１１Ｆ，１１Ｆと
の境界部１１Ｇ，１１Ｇは、縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙから離れる方向へ向けて凸形状であ
り、中央部吸収層４Ａは、前記境界部１１Ｇ，１１Ｇで幅広部となっている。そして、第
１の後方圧着部１５Ｆ，１５Ｆは、前記境界部１１Ｇ，１１Ｇから後縁部１ｄに向かうに
したがって横方向の対向間隔が徐々に狭くなるパターン形状であり、第１の圧着部１１Ｆ
，１１Ｆも、前記境界部１１Ｇ，１１Ｇから前縁部１ｃに向けて対向間隔が徐々に狭くな
るパターン形状である。
【０１６０】
すなわち、中央部吸収層４Ａは、前記境界部１１Ｇ，１１Ｇにおいて幅寸法が広くなり、
その前後において幅寸法が狭くなる平面形状である。
【０１６１】
そして、前記第１の後方圧着部１８Ｆ，１８Ｆの前端１８Ｇ，１８Ｇは、前記境界部１１
Ｇ，１１Ｇよりも後縁部１ｄ側に位置し、前端１８Ｇ，１８Ｇは、第１の後方圧着部１５
Ｆ，１５Ｆに間隔を開けて対向している。好ましい実施の形態では、第２の後方圧着部１
８Ｆを幅方向に二分する中心から前端１８Ｇを経て前方に延長し、縦方向中心線Ｏｙ－Ｏ
ｙと平行に延びる仮想延長線ｆｘを想定したときに、この仮想延長線ｆｘが第２の後方圧
着部１５Ｆ，１５Ｆと交叉している。
【０１６２】
また、図１３に示す生理用ナプキン１Ｆでは、両側部に不透液性シート２０，２０が重ね
られ、この不透液性シート２０，２０により、防漏壁２１，２１が形成されている。前述
のようにこの防漏壁２１，２１には縦方向への弾性収縮力を発揮する弾性部材２２が設け
られている。この弾性部材２２により生理用ナプキン１Ｆに縦方向の弾性収縮力が作用し
ている。
【０１６３】
この生理用ナプキン１Ｆは縦長であるため、下着のクロッチ布２５の内側に装着して着用
すると、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘの部分が膣口の前後方向のほぼ中心に一致する。そして
横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘの付近に大腿部から圧縮力Ｆ，Ｆが与えられると、その部分では
、支持部６，６の働きにより図４または図５に示す変形が生じ、中央吸収部５Ｆが膣口に
密着する。
【０１６４】
また、生理用ナプキン１Ｆの後方部分は臀部に当てられ、中央吸収部５Ｆの後方部分は、
臀部に当てられる。このとき、後方部分に対して前記大腿部からの圧縮力が作用する。さ
らに生理用ナプキン１Ｆに対して下着のクロッチ部２５からの緊迫力すなわち生理用ナプ
キンを縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙに沿って股間部に押し付けるような吊り上げ力が作用する
。すなわち、生理用ナプキン１Ｆの後方のヒップガード部分が臀部に密着した状態で、横
方向基準線Ｏｘ－Ｏｘおよびその近傍部分が下着のクロッチ部の吊り上げ力により股間部
に押し付けられるため、生理用ナプキン１Ｆの後方部分にはその縦方向の寸法を縮めよう
とする力が作用する。さらに、この実施の形態では、前記防漏壁２１，２１に設けられた
弾性部材２２によっても、前縁部１ｃと後縁部１ｄとを互いに近づける方向の弾性力が作
用している。
【０１６５】
これらの個々の力、またはその力の組み合わせにより、第２の後方圧着部１８Ｆ，１８Ｆ
に対して、前記仮想延長線ｆｘに沿う前方への力、あるいは図１３において矢印で示すよ



(22) JP 4180865 B2 2008.11.12

10

20

30

40

50

うに、第１の後方圧着部１５Ｆ，１５Ｆを横断して前方へ向かう力Ｆ１，Ｆ１が作用しや
すい。これらの力は、境界部１１Ｇ，１１Ｇにおいて幅広になっている中央部吸収層４Ａ
を股間部に向けて押し上げるように機能する。すなわち第２の後方圧着部１８Ｆ，１８Ｆ
に前方への力または前記力Ｆ１，Ｆ１が作用すると、第２の後方圧着部１８Ｆ，１８Ｆの
前端１８Ｇ，１８Ｇが、第１の後方圧着部１５Ｆ，１５Ｆの下側に入り込むようになり、
この力で後方支持部６Ｆ，６Ｆが変形するとともに、境界部１１Ｇ，１１Ｇ付近で幅寸法
が大きくなっている中央部吸収層４Ａが股間部に向けて持ち上げられる。
【０１６６】
その結果、前記中央部吸収層４Ａの幅広部分が、膣口の後方から肛門付近での会陰部に密
着しやすくなる。よって就寝時や、活発な活動をしているようなときに、膣口から排泄さ
れた経血が前記会陰部で堰きとめられ、臀部の方向へ洩れ出るのを防止しやすい。また前
記会陰部に密着した中央部吸収層４Ａは、前記前端１８Ｇ，１８Ｇおよび後方支持部６Ｆ
，６Ｆで下から支えられるため、体圧が中央部吸収層４Ａに作用したときに潰れ難くなり
、常に会陰部に密着した状態を維持しやすくなる。
【０１６７】
図１４は本発明の前記第７の実施の形態の生理用ナプキン１Ｆの変形例を示している。
【０１６８】
この生理用ナプキン１Ｆは、図１３に示すものとその構造は実質的に同じであるが、第２
の後方圧着部１８Ｆ，１８Ｆの前端１８Ｇ，１８Ｇと延長する短い対向圧着部１８Ｈ，１
８Ｈが形成されている。そして前記対向圧着部１８Ｈ，１８Ｈは、第１の後方圧着部１５
Ｆ，１５Ｆにほぼ平行に対向しており、対向圧着部１８Ｈ，１８Ｈと、第１の後方圧着部
１５Ｆ，１５Ｆとの間に、吸収層が高密度に封入された後方支持部６Ｆ，６Ｆが形成され
ている。
【０１６９】
この変形例では、第２の後方圧着部１８Ｆ，１８Ｆに前方への力、あるいはＦ１，Ｆ１に
示すような第１の後方圧着部１５Ｆ，１５Ｆを横断する方向の力が作用すると、その力が
対向圧着部１８Ｈ，１８Ｈおよび後方支持部６Ｆ，６Ｆを介して第１の後方圧着部１５Ｆ
，１５Ｆに広い範囲で作用するようになる。その結果、対向圧着部１８Ｈ，１８Ｈが第１
の後方圧着部１５Ｆ，１５Ｆの下に入り込むように後方支持部６Ｆ，６Ｆが変形しやすく
なり、境界部１１Ｇ，１１Ｇ付近およびそれよりも方向の中央部吸収層４Ａが、広範囲に
わたって股間部に向けて持上げられるようになる。
【０１７０】
次に、図１５は第８の実施の形態の生理用ナプキン１Ｇを示す平面図である。図１５に示
す生理用ナプキン１Ｇは、後方にヒップガード部を有しているが、図１３に示す生理用ナ
プキン１Ｆよりも縦方向の寸法がやや短い。
【０１７１】
そして圧着部１０Ｇのパターン形状は、第２の圧着部１２Ｆ，１２Ｆと第２の後方圧着部
１８Ｆ，１８Ｆとが連続している点を除いて、図１３に示すものと同じである。
【０１７２】
この生理用ナプキン１Ｇでは、第１の後方圧着部１５Ｆ，１５Ｆと第２の後方圧着部１８
Ｆ，１８Ｆとが互いに交叉することなく、所定の間隔を開けて配置されており、第１の後
方圧着部１５Ｆ，１５Ｆと第２の後方圧着部１８Ｆ，１８Ｆとの間に、中央部吸収層４Ａ
よりも高い密度の吸収層を有する後方支持部６Ｆ，６Ｆが形成されている。
【０１７３】
この生理用ナプキン１Ｇが股間部に装着されると、第１の圧着部１１Ｆと第１の圧着部１
１Ｆとで挟まれた中央吸収部５Ｆが膣口に向けて持ち上げられる。これとともに、前述の
ように縦方向の寸法を縮める力が作用すると、第２の後方圧着部１８Ｆ，１８Ｆおよび後
方支持部６Ｆ，６Ｆに対して前方への力あるいは、第１の後方圧着部１５Ｆ，１５Ｆを横
断する方向の力Ｆ２，Ｆ２が作用する。この力により後方支持部６Ｆ，６Ｆが、図４に示
す支持部６，６とほぼ同様に変形し、後方中央吸収部５Ｇが股間部に向けて持上げられ、
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境界部１１Ｇ，１１Ｇの付近が、膣口の後方から肛門付近にわたる会陰部に密着するよう
になる。
【０１７４】
また生理用ショーツとして、クロッチ布から後身頃に向けて臀部の溝に沿う弾性部材が設
けられているものを着用した場合に、後方中央吸収部５Ｇは前記弾性部材の力で臀部の溝
内に向けて押し込まれる。このときも、後方支持部６Ｆ，６Ｆの両側で、第１の後方圧着
部１５Ｆ，１５Ｆと第２の後方圧着部１８Ｆ，１８Ｆが可撓軸として機能するため、後方
支持部６Ｆ，６Ｆが変形しやすく、よって後方中央吸収部５Ｇは下着から受ける押し込み
力によっても、前記会陰部に密着しやすくなる。
【０１７５】
図１６は本発明の第９の実施の形態の生理用ナプキン１Ｈを示す平面図である。
【０１７６】
この生理用ナプキン１Ｈの全体構造は、図１に示した生理用ナプキン１のウイング部１８
を除いたものと同じである。
【０１７７】
図１６の生理用ナプキン１Ｈの圧着部１０Ｈは、円弧曲線状の第１の圧着部１１Ｈ，１１
Ｈと、その外側に位置する同じく円弧曲線状の第２の圧着部１２Ｈ，１２Ｈを有しており
、第１の圧着部１１Ｈ，１１Ｈと第２の圧着部１２Ｈ，１２Ｈとが等距離を保って形成さ
れている。第１の圧着部１１Ｈと第１の圧着部１１Ｈとで挟まれた部分が中央吸収部５Ｈ
であり、第１の圧着部１１Ｈ，１１Ｈと第２の圧着部１２Ｈ，１２Ｈとで挟まれた部分が
支持部６Ｈ，６Ｈである。
【０１７８】
前方と後方に位置する横向き圧着部１３Ｈ，１３Ｈは、第２の圧着部１２Ｈと第２の圧着
部１２Ｈとを繋いでいる。したがって、第１の圧着部１１Ｈ，１１Ｈおよび支持部６Ｈ，
６Ｈが、第２の圧着部１２Ｈ，１２Ｈと、横向き圧着部１３Ｈ，１３Ｈとで囲まれた領域
内に位置している。
【０１７９】
また、前方延長圧着部１４Ｈ，１４Ｈと後方延長圧着部１５Ｈ，１５Ｈは、第２の圧着部
１２Ｈ，１２Ｈと連続して形成されている。
【０１８０】
この生理用ナプキン１Ｈを着用すると、図４または図５と同様にして、前記支持部６Ｈ，
６Ｈが変形し、中央吸収部５Ｈが膣口に密着させられる。
【０１８１】
この実施の形態では、第２の圧着部１２Ｈ，１２Ｈと横向き圧着部１３Ｈ，１３Ｈにより
囲まれている領域の面積が、中央吸収部５Ｈよりも広いため、前記囲まれた領域での液吸
収容量を大きくできる。また、第１の圧着部１１Ｈ，１１Ｈと第２の圧着部１２Ｈ，１２
Ｈとの間の支持部６Ｈ，６Ｈに経血が与えられても、この経血は、前記の囲まれた領域内
のみで拡散するようになり、その拡散領域を限定でき、生理用ナプキン１Ｈからの経血の
洩れを防止しやすくなる。
【０１８２】
図１７は本発明の第１０の実施の形態の生理用ナプキン１Ｊを示す平面図である。
【０１８３】
この生理用ナプキン１Ｊは、図１２に示した生理用ナプキン１Ｅにおいて、圧着部１０Ｊ
のパターンを変形させたものである。この実施の形態では、第２の圧着部１２Ｊ，１２Ｊ
の前後に前方延長圧着部１４Ｊ，１４Ｊと後方延長圧着部１５Ｊ，１５Ｊが連続している
。そして、第１の圧着部１１Ｊと第１の圧着部１１Ｊは、前記の連続した領域の内側に位
置しており、第１の圧着部１１Ｊと第１の圧着部１１Ｊとで挟まれた部分が中央吸収部５
Ｊとなっている。
【０１８４】
この実施の形態でも、支持部６Ｊ，６Ｊの作用により中央吸収部５Ｊが身体に向けられて
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膣口に密着する。また中央吸収部５Ｊの外側が、縦方向の長い範囲において第２の圧着部
１２Ｊ，１２Ｊ、前方延長圧着部１４Ｊ，１４Ｊおよび後方延長圧着部１５Ｊ，１５Ｊで
挟まれているため、支持部６Ｊ，６Ｊに付着した経血を生理用ナプキン１Ｊの縦方向へ拡
散させることができ、横漏れの防止効果を高くできる。
【０１８５】
【発明の効果】
以上のように本発明では、股間部に装着されて横方向からの圧縮力を受けた状態で、中央
吸収部が身体の排泄部に密着しやすくなり、また排泄液を吸収した状態でも前記密着状態
を維持しやすくなる。したがって排泄液の洩れを防止しやすくなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の吸収性物品の第１の実施の形態の生理用ナプキンを示す平面図、
【図２】図１に示す生理用ナプキンをＩＩ－ＩＩ線で切断した半断面図、
【図３】図１に示す生理用ナプキンが下着のクロッチ布に装着された状態を示す断面図、
【図４】生理用ナプキンと下着のクロッチ布に横方向からの圧縮力が作用したときの変形
状態を示す断面図、
【図５】生理用ナプキンがタイトな下着のクロッチ布に装着されたときの変形状態を示す
断面図、
【図６】本発明の第２の実施の形態の生理用ナプキンを示す平面図、
【図７】図６の生理用ナプキンをＶＩＩ－ＶＩＩ線で切断した半断面図、
【図８】（Ａ）は本発明の第３の実施の形態の生理用ナプキンを示す平面図、（Ｂ）（Ｃ
）は圧着ドットの形状を示す拡大平面図、
【図９】本発明の第４の実施の形態の生理用ナプキンを示す半断面図、
【図１０】本発明の第５の実施の形態の生理用ナプキンを示す平面図、
【図１１】図１０の生理用ナプキンをＸＩ－ＸＩ線で切断した半断面図、
【図１２】本発明の第６の実施の形態の生理用ナプキンを示す平面図、
【図１３】本発明の第７の実施の形態の生理用ナプキンを示す平面図、
【図１４】本発明の第８の実施の形態の生理用ナプキンを示す平面図、
【図１５】本発明の第８の実施の形態の変形例である生理用ナプキンを示す平面図、
【図１６】本発明の第９の実施の形態の生理用ナプキンを示す平面図、
【図１７】本発明の第１０の実施の形態の生理用ナプキンを示す平面図、
【符号の説明】
１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ、１Ｅ、１Ｆ、１Ｇ、１Ｈ、１Ｊ　生理用ナプキン
１ａ　右側縁部
１ｂ　左側縁部
１ｃ　前縁部
１ｄ　後縁部
２　裏面シート
３　表面シート
４ａ　第１の吸収層
４ｂ　第２の吸収層
４ｃ　第３の吸収層
４Ａ　中央部吸収層
４Ｂ　支持部吸収層
４Ｃ　側端部吸収層
５、５Ａ、５Ｆ、５Ｈ、５Ｊ　中央吸収部
５Ｇ　後方中央吸収部
６、６Ａ、６Ｃ、６Ｄ、６Ｈ、６Ｊ　支持部
６Ｆ　後方支持部
７、７Ａ　側端部
１１、１１Ｂ、１１Ｅ、１１Ｆ、１１Ｈ、１１Ｊ、３１　第１の圧着部（第１の可撓軸）
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１２、１２Ｂ、１２Ｅ、１２Ｆ、１２Ｈ、１２Ｊ、３２　第２の圧着部（第２の可撓軸）
１１Ｄ　第１の可撓軸
１２Ｄ　第２の可撓軸
１３、１３Ａ、１３Ｆ、１３Ｈ、３３　横向き圧着部（横向き可撓軸）
１５Ｆ　第１の後方圧着部
１８Ｆ　第２の後方圧着部
１８Ｇ　第２の後方圧着部の先端
１８Ｈ　対向圧着部
１６　圧着部
２５、２５Ａ　下着のクロッチ布

【図１】 【図２】

【図３】



(26) JP 4180865 B2 2008.11.12

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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