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(57)【要約】
【課題】本発明は、吸収体に形成され複数の高密度部が
形成された溝部と、表面シートに形成され複数の高密度
部が形成された溝部とが重なるように形成されることで
、吸収体に吸収された経血の隠蔽性に優れた吸収性物品
を提供すること。
【解決手段】生理用ナプキン１は、吸収体４における表
面シート２側が窪んで形成されると共に該吸収性物品に
おける長手方向Ｙに延びるように形成される第１圧搾溝
５、５と、表面シート２が吸収体側に窪んで形成される
と共に全部又は一部が第１圧搾溝５、５に重なるように
配置される第２圧搾溝６、６を備え、第１圧搾溝５、５
の底部には、吸収体側第１高密度部５ａと、吸収体側第
１高密度部５ａ同士の間に形成される吸収体側第２高密
度部５ｂとがそれぞれ複数形成され、第２圧搾溝６、６
には、複数の吸収体側第１高密度部５ａそれぞれに当接
して積層配置される複数の表面シート側高密度部６ａが
形成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液透過性の表面シートと、液不透過性の裏面シートと、前記表面シートと前記裏面シー
トとの間に配置される液保持性の吸収体と、を備える吸収性物品であって、
　前記吸収体における前記表面シート側が窪んで形成されると共に該吸収性物品における
長手方向に延びるように形成される吸収体側溝部と、
　前記表面シートが吸収体側に窪んで形成されると共に全部又は一部が前記吸収体側溝部
に重なるように配置される表面シート側溝部と、を備え、
　前記吸収体側溝部の底部には、吸収体側第１高密度部と、前記吸収体側第１高密度部同
士の間に形成される吸収体側第２高密度部とがそれぞれ複数形成され、
　前記表面シート側溝部には、前記複数の吸収体側第１高密度部それぞれに当接して積層
配置される複数の表面シート側高密度部が形成される吸収性物品。
【請求項２】
　前記複数の表面シート側高密度部同士の間隔は、前記複数の吸収体側第２高密度部同士
の間隔よりも長くなるように構成される請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記表面シートにおける前記複数の表面シート側高密度部同士の間には、該表面シート
側高密度部における圧縮よりも弱い圧縮力にて表面シート側中密度部が形成され、
　前記吸収体における前記複数の吸収体側第１高密度部同士の間には、該吸収体側第１高
密度部における圧縮よりも弱い圧縮力にて吸収体側中密度領域が形成され、
　前記表面シート側中密度部の密度を、前記吸収体側中密度領域の密度よりも低くした請
求項１又は２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記吸収体側中密度領域は、
　前記吸収体における前記複数の吸収体側第２高密度部同士の間に形成されたものであっ
て、該吸収体側第２高密度部における圧縮よりも弱い圧縮力にて形成された吸収体側第１
中密度部と、
　前記吸収体における前記吸収体側第１高密度部と前記吸収体側第２高密度部との間に形
成されたものであって、該吸収体側第２高密度部における圧縮よりも弱い圧縮力にて形成
された吸収体側第２中密度部を含む請求項３に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記表面シート側中密度部は、前記吸収体側第１中密度部に表側から当接する請求項４
に記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記表面シート側中密度部は、前記吸収体側第２高密度部に対して離間すると共に、該
吸収体側第２高密度部を表側から覆う請求項３から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】
　本発明は、生理用ナプキン等の吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、吸収性物品としての生理用ナプキンにおいて、排泄された経血等の液体が漏れ出
ることを抑制するために表面シート側に凹状の防漏溝が形成された生理用ナプキンが提案
されている。
【０００３】
　例えば、透液性表面シートと不透液性裏面シートと、それら両シートの間に介在する吸
収体とからなり、吸収体が位置する領域の上両面側に、吸収体の長さ方向へ延びる一対の
圧搾条溝を有する生理用ナプキンが提案されている（例えば、特許文献１参照）。これら
の圧搾条溝を備える生理用ナプキンは、透液性表面シートと吸収体を重ね合わせた状態で
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所望の成形型により高圧で圧搾することにより得られる。これらの圧搾条溝を備えること
で、表面シートの上面を流れる経血が、該表面シートの上面に沿って幅方向外側に漏れる
ことを抑制することができる。
【０００４】
　また、これらの圧搾条溝を備えることで、表面シートを透過して吸収体に吸収された経
血が幅方向外側に漏れ出ることを抑制できる。つまり、表面シートを透過して吸収体に吸
収された経血が幅方向外側に移行した場合、吸収体における圧搾条溝の圧搾された部分で
ある高密度部に経血が引き寄せられ、幅方向外側への漏れを抑制することができる。
【０００５】
　また、これらの圧搾条溝が折れ起点として機能するので、生理用ナプキンにおける排泄
部への適合密着性を向上させることができる。つまり、これらの圧搾条溝を折れ起点とし
て、圧搾条溝に挟まれた領域が排泄部側に突出して、排泄部に密着するように変形される
。
【０００６】
【特許文献１】特開平９－１０８２６２号公報（特許第３０５３５６１号公報）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献１の生理用ナプキンにおける圧搾条溝は、表面シートと吸収体との双
方を圧縮して形成されるため、吸収体に形成される圧搾条溝の高密度部に引き寄せられた
経血が表面シート側に移行する。これにより、経血の赤色が表面シートを介して過度に視
認されるので、使用者が不快感を感じる場合があった。
【０００８】
　本発明は、吸収体に形成され複数の高密度部が形成された溝部と、表面シートに形成さ
れ複数の高密度部が形成された溝部とが重なるように形成されることで、吸収体に吸収さ
れた経血の隠蔽性に優れた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】
【０００９】
　（１）　液透過性の表面シートと、液不透過性の裏面シートと、前記表面シートと前記
裏面シートとの間に配置される液保持性の吸収体と、を備える吸収性物品であって、前記
吸収体における前記表面シート側が窪んで形成されると共に該吸収性物品における長手方
向に延びるように形成される吸収体側溝部と、前記表面シートが吸収体側に窪んで形成さ
れると共に全部又は一部が前記吸収体側溝部に重なるように配置される表面シート側溝部
と、を備え、前記吸収体側溝部の底部には、吸収体側第１高密度部と、前記吸収体側第１
高密度部同士の間に形成される吸収体側第２高密度部とがそれぞれ複数形成され、前記表
面シート側溝部には、前記複数の吸収体側第１高密度部それぞれに当接して積層配置され
る複数の表面シート側高密度部が形成される吸収性物品。
【００１０】
　（２）　前記複数の表面シート側高密度部同士の間隔は、前記複数の吸収体側第２高密
度部同士の間隔よりも長くなるように構成される（１）に記載の吸収性物品。
【００１１】
　（３）　前記表面シートにおける前記複数の表面シート側高密度部同士の間には、該表
面シート側高密度部における圧縮よりも弱い圧縮力にて表面シート側中密度部が形成され
、前記吸収体における前記複数の吸収体側第１高密度部同士の間には、該吸収体側第１高
密度部における圧縮よりも弱い圧縮力にて吸収体側中密度領域が形成され、前記表面シー
ト側中密度部の密度を、前記吸収体側中密度領域の密度よりも低くした（１）又は（２）
に記載の吸収性物品。
【００１２】
　（４）　前記吸収体側中密度領域は、前記吸収体における前記複数の吸収体側第２高密
度部同士の間に形成されたものであって、該吸収体側第２高密度部における圧縮よりも弱
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い圧縮力にて形成された吸収体側第１中密度部と、前記吸収体における前記吸収体側第１
高密度部と前記吸収体側第２高密度部との間に形成されたものであって、該吸収体側第２
高密度部における圧縮よりも弱い圧縮力にて形成された吸収体側第２中密度部を含む（３
）に記載の吸収性物品。
【００１３】
　（５）　前記表面シート側中密度部は、前記吸収体側第１中密度部に表側から当接する
（４）に記載の吸収性物品。
【００１４】
　（６）　前記表面シート側中密度部は、前記吸収体側第２高密度部に対して離間すると
共に、該吸収体側第２高密度部を表側から覆う（３）から（５）のいずれかに記載の吸収
性物品。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、吸収体に形成され複数の高密度部が形成された溝部と、表面シートに
形成され複数の高密度部が形成された溝部とが重なるように形成されることで、吸収体に
吸収された経血の隠蔽性に優れた吸収性物品を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図に基づいて本発明の実施形態における吸収性物品としての生理用ナプキン１に
ついて説明する。
　まず、図１から図４により、生理用ナプキン１の構造について説明する。図１は、生理
用ナプキン１の平面図である。図２は、生理用ナプキン１のＡ－Ａ断面図である。図３は
、生理用ナプキン１を構成する吸収体４の平面図である。図４は、第１圧搾溝５及び第２
圧搾溝６の断面図である。
【００１７】
　図１に示すように、吸収性物品としての生理用ナプキン１は、略縦長状である。生理用
ナプキン１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とを備える。また、生理用ナプキン１は、吸
収体４に形成される吸収体側溝部としての一対の第１圧搾溝５、５と、表面シート２及び
吸収体４に形成される表面シート側溝部としての一対の第２圧搾溝６、６とを有する。第
１圧搾溝５、５と第２圧搾溝６、６とは、厚さ方向に重なるようにして形成される。言い
換えると、第２圧搾溝６、６は第１圧搾溝５、５に沿うようにして形成される。
【００１８】
　第１圧搾溝５、５が形成された吸収体４と表面シート２とは、吸収体４に表面シート２
を積層した状態で形成された第２圧搾溝６、６及びホットメルト接着剤等により貼り合わ
されて固定される。また、裏面シート３と吸収体４は、ホットメルト接着剤等により貼り
合わされて固定される。表面シート２と裏面シート３とは、ホットメルト接着剤及びヒー
トシールにより貼り合わされて接合される。
【００１９】
　また、生理用ナプキン１には、下着に固定するための一対のウィング１０、１０及び不
図示の固定部が形成される。不図示の固定部は、生理用ナプキン１における裏面シート３
の中央に形成される。固定部が下着のクロッチ部における内側に固定されることで、生理
用ナプキン１は、下着に固定される。ウィング１０、１０の図１における裏面側には、不
図示の粘着部が形成される。該ウィング１０、１０を裏面シート３側に折り返して粘着部
を下着の外側に貼り付けることで、生理用ナプキン１を下着に取り付けることができる。
【００２０】
　次いで、生理用ナプキン１を構成する各構成要素について説明する。
　表面シート２は、レーヨン等のセルロース繊維、合成繊維樹脂等から形成されたスパン
レース不織布、ＰＥ、ＰＰ、あるいはＰＥＴ等の合成樹脂繊維で形成された不織布、前記
合成樹脂繊維で形成されたエアスルー不織布等が用いられる。また、裏面シート３、吸収



(5) JP 2009-201878 A 2009.9.10

10

20

30

40

50

体４及びホットメルト粘着剤は、一般的に生理用ナプキンに使用されているものを用いる
ことができる。ここで、本実施形態において、吸収体４には、表面シート２と該吸収体４
との間に配置されるセカンドシート又はクッションシートと呼ばれる不織布も含まれる。
【００２１】
　図１から図３に示すように、高密度領域としての第１圧搾溝５、５は、吸収体４に形成
される。第１圧搾溝５、５は、吸収体４に中心線ＣＬを挟んで幅方向Ｘに互いに離間して
形成される。また、第１圧搾溝５、５は、長手方向Ｙに延びるように形成される。第１圧
搾溝５、５は、吸収体４における表面側（表面シート２が配置される側）が窪んだ溝状に
形成される。
【００２２】
　第１圧搾溝５、５それぞれは、長手方向Ｙに延びるように間欠的に形成される複数の吸
収体側第１高密度部５ａと、吸収体側第２高密度部５ｂとを有して構成される。具体的に
は、第１圧搾溝５、５それぞれは、該第１圧搾溝５、５それぞれにおける底部に沿って間
欠的に形成される複数の吸収体側第１高密度部５ａと、吸収体側第２高密度部５ｂとを有
する。
【００２３】
　図４に示すように、吸収体側第１高密度部５ａは、第１圧搾溝５、５の底面に沿って一
定間隔で形成される。吸収体側第１高密度部５ａは、後述するように表面シート２と吸収
体４とが一体的に圧縮処理されて形成される部分であり、第１圧搾溝５、５が形成された
後に形成される部分である。複数の吸収体側第１高密度部５ａそれぞれには、表面シート
２に形成される後述の表面シート側高密度部６ａが積層配置される。
【００２４】
　吸収体側第２高密度部５ｂは、第１圧搾溝５、５の底面に沿って一定間隔で形成される
。吸収体側第２高密度部５ｂは、吸収体４のみに形成される部分である。複数の吸収体側
第２高密度部５ｂそれぞれには、表面シート２における第２圧搾溝６、６の底面を構成す
る部分であって表面シート側高密度部６ａが形成されていない部分が積層配置される。吸
収体側第２高密度部５ｂは、該吸収体側第２高密度部５ｂにおける上面側が表面シート２
に接合されない状態で配置される。
【００２５】
　吸収体側第２高密度部５ｂは、複数の吸収体側第１高密度部５ａ同士の間隔である間隔
Ｋ１よりも狭い間隔Ｋ２ごとに形成される。吸収体側第２高密度部５ｂは、所定の吸収体
側第１高密度部５ａと、該所定の吸収体側第１高密度部５ａと隣接する吸収体側第１高密
度部５ａとの間に２つの吸収体側第２高密度部５ｂが位置するように形成される。
【００２６】
　図４に示すように、第１圧搾溝５、５それぞれには、第２圧搾溝６、６それぞれに形成
される高密度部の数よりも多くの高密度部が形成される。すなわち、第１圧搾溝５、５に
は、表面シート２に形成される表面シート側高密度部６ａが当接して積層配置される吸収
体側第１高密度部５ａと、表面シート側高密度部６ａが積層配置されない吸収体側第２高
密度部５ｂとが形成される。
【００２７】
　更には、図４に示すように、第１圧搾溝５、５それぞれには、吸収体側第１高密度部５
ａ及び吸収体側第２高密度部５ｂのほか、吸収体側第１高密度部５ａにおける圧縮よりも
弱い圧縮力にて吸収体側中密度領域５ｅが形成されている。この吸収体側中密度領域５ｅ
は、吸収体側第１中密度部５ｃ及び吸収体側第２中密度部５ｄを含む。吸収体側第１中密
度部５ｃは、吸収体側第２高密度部５ｂ同士の間に形成される部分である。また、吸収体
側第２中密度部５ｄは、吸収体側第１高密度部５ａと吸収体側第２高密度部５ｂとの間に
形成される部分である。吸収体側第１中密度部５ｃ及び吸収体側第２中密度部５ｄには、
表面シート２における第２圧搾溝６、６の底面を構成する部分であって表面シート側高密
度部６ａが形成されていない部分が積層配置される。
【００２８】
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　第１圧搾溝５、５それぞれは、吸収体側第２高密度部５ｂに対応する凸状部が形成され
たエンボスロールと、平ロールとの間に吸収体４を通して圧搾（圧縮）処理し、その後、
表面シート側高密度部６ａに対応する凸状部が形成されたエンボスロールと、平ロールと
の間に吸収体４と表面シート２との積層体を通して圧搾（圧縮）処理することで形成され
る。ここで、圧搾（圧縮）処理する手段として、上述のようにエンボスロールと平ロール
との組み合わせだけでなく、一方又は両方が板状の型であってもよく、凸状部が形成され
ない側の表面に該凸状部に対応した凹部が形成されてもよい。
【００２９】
　吸収体側第１高密度部５ａ及び吸収体側第２高密度部５ｂは、強く圧縮（圧搾）された
部分である。吸収体側第１中密度部５ｃ及び吸収体側第２中密度部５ｄは、弱く圧縮され
た部分である。吸収体側第１高密度部５ａ及び吸収体側第２高密度部５ｂは、上述の凸状
部における突起部に強く圧搾されて形成された部分であり、吸収体４を構成する材料の密
度が高くなるように構成された部分である。具体的には、吸収体４における第１圧搾溝５
、５に隣接する領域（圧縮されていない領域）の密度を基準として密度が高くなるように
構成される。この吸収体側第１高密度部５ａ及び吸収体側第２高密度部５ｂは、吸収体側
第１中密度部５ｃ及び吸収体側第２中密度部５ｄよりも密度が高くなるように形成される
。
【００３０】
　吸収体側第１中密度部５ｃ及び吸収体側第２中密度部５ｄは、上述のように弱く圧縮さ
れた部分である。吸収体側第１中密度部５ｃは、隣接する吸収体側第２高密度部５ｂと吸
収体側第２高密度部５ｂとが強く圧縮されたことで、結果として弱く圧縮された領域であ
る。吸収体側第２中密度部５ｄは、隣接する吸収体側第１高密度部５ａと吸収体側第２高
密度部５ｂとが強く圧縮されたことで、結果として弱く圧縮された領域である。吸収体側
第１中密度部５ｃ及び吸収体側第２中密度部５ｄは、吸収体４を構成する材料の密度が、
隣接する領域よりも高くなると共に吸収体側第１高密度部５ａよりも低くなるように形成
される。また、吸収体側第２中密度部５ｄは、吸収体側第１中密度部５ｃよりも吸収体４
を構成する材料の密度が高くなるように形成される。
【００３１】
　図３に示すように、第１圧搾溝５、５は、中心線ＣＬに対して線対称に形成される。そ
して、第１圧搾溝５、５は、例えば、互いに幅方向Ｘに２０ｍｍから５０ｍｍ、より好ま
しくは２５ｍｍから４５ｍｍだけ離間して形成される。第１圧搾溝５、５における幅方向
Ｘの離間距離が２０ｍｍより小さい場合、第１圧搾溝５、５の間に形成される中央領域と
しての中央部２０における密度が高くなることで、該中央部２０の剛性が必要以上に高く
なる場合がある。つまり、中央部２０が排泄部側に突出するように変形する際に、好適に
変形できない場合がある。また、装着状態において、中央部２０が必要以上に硬くなり装
着性が低下する場合がある。逆に、第１圧搾溝５、５における幅方向Ｘの離間距離が５０
ｍｍより大きい場合、排出部の幅よりも中央部２０の幅が広すぎるので、排泄部に対する
中央部２０の適切な適合性が得られない場合がある。
【００３２】
　第１圧搾溝５、５の幅方向Ｘにおける長さである幅寸法は、例えば、０．５ｍｍから１
０ｍｍ、より好ましくは１ｍｍから５ｍｍである。第１圧搾溝５、５の幅寸法が０．５ｍ
ｍより小さい場合、製造時や使用時に吸収体４が第１圧搾溝５、５に沿って切れてしまう
場合や、第１圧搾溝５、５によって経血を十分に引き寄せることができず該経血が幅方向
Ｘ外側に漏れることを抑制できない場合、あるいは該第１圧搾溝５、５の十分な剛性が得
られないため、中央部２０が排泄部側に突出するように変形する場合において該第１圧搾
溝５、５が折れ起点として機能しない場合がある。逆に、第１圧搾溝５、５の幅寸法が１
０ｍｍより大きい場合、第１圧搾溝５、５の剛性が過剰に高くなるので、装着時における
フィット性や使用感が低下する場合がある。
【００３３】
　ここで、第１圧搾溝５、５の剛さは、例えば、３００ｍｇ／ｉｎｃｈから３０００ｍｇ



(7) JP 2009-201878 A 2009.9.10

10

20

30

40

50

／ｉｎｃｈ、より好ましくは５００ｍｇ／ｉｎｃｈから２５００ｍｇ／ｉｎｃｈである。
第１圧搾溝５、５の剛さが３００ｍｇ／ｉｎｃｈより小さい場合、装着時において、生理
用ナプキン１の幅方向Ｘ両側に対して両太腿部から加えられる幅方向Ｘ内側への力を吸収
体４に伝達させることが出来ないため、中央部２０を排泄部側に突出するよう変形させる
ことができない場合がある。逆に、第１圧搾溝５、５の剛さが３０００ｍｇ／ｉｎｃｈよ
り大きい場合、第１圧搾溝５、５の剛性が高すぎて装着時におけるフィット性や使用感が
低下する場合がある。ここで、第１圧搾溝５、５の剛さは、ＪＩＳ（Ｊａｐａｎｅｓｅ　
Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ）　Ｌ－１０９６　８．２０．１　Ａ法(ガ
ーレー法）の規定に沿って測定される。
【００３４】
　第１圧搾溝５、５を構成する吸収体側第１高密度部５ａ及び吸収体側第２高密度部５ｂ
同士の長手方向における間隔は、例えば、０．５ｍｍから１０ｍｍ、より好ましくは２ｍ
ｍから５ｍｍである。この間隔が０．５ｍｍより小さい場合、第１圧搾溝５、５の剛性が
高くなり、装着時におけるフィット性や使用感が低下する場合がある。逆に、この間隔が
１０ｍｍより大きい場合、吸収体側第１高密度部５ａ同士の間隔が広すぎて後述する経血
の幅方向Ｘ外側からの漏れを抑制できない場合がある。
【００３５】
　第１圧搾溝５、５それぞれは、表面シート２を透過して吸収体４に吸収された経血が幅
方向Ｘ外側に漏れることを抑制する防漏溝６０として機能する。具体的には、第１圧搾溝
５、５は、該第１圧搾溝５、５を主に構成する複数の吸収体側第１高密度部５ａ及び吸収
体側第２高密度部５ｂが、表面シート２を透過して吸収体４における中央部２０に吸収さ
れた経血であって幅方向Ｘ外側に移行した経血を引き寄せることで、幅方向Ｘ外側に経血
が漏れることを抑制する。ここで、後述のように、吸収体側第２高密度部５ｂに引き寄せ
られた経血は、表面シート２側に移行しにくいので、該生理用ナプキン１を表面シート２
側から見た場合における経血の隠蔽性に優れる。
【００３６】
　また、第１圧搾溝５、５それぞれは、中央部２０を排泄部側に突出するように変形させ
る折れ起点として機能する。第１圧搾溝５、５は、中央部２０を突出させて領域３０を排
泄部に当接させるための折れ起点として機能する。
【００３７】
　ここで、図１及び図２に示すように、生理用ナプキン１において、表面シート２におけ
る第１圧搾溝５、５と重なる部分に第２圧搾溝６、６が形成される。
【００３８】
　表面シート側溝部としての第２圧搾溝６、６ぞれぞれは、表面シート２が吸収体４側に
窪んだ溝状に形成された領域である。第２圧搾溝６、６それぞれは、第１圧搾溝５、５に
対応する溝部が形成された吸収体４に、表面シート２を積層させた状態で圧縮（圧搾）処
理をすることで形成される。第２圧搾溝６、６は、全体的に瓢箪状の環状である防漏溝６
０の一部を構成する部分である。
【００３９】
　第２圧搾溝６、６それぞれは、長手方向Ｙに延びるように間欠的に形成される複数の表
面シート側高密度部６ａを有して構成される。具体的には、第２圧搾溝６、６それぞれは
、該第２圧搾溝６、６それぞれにおける底部に沿って間欠的に形成される複数の表面シー
ト側高密度部６ａを有する。詳細には、図４に示すように、第２圧搾溝６、６それぞれは
、第２圧搾溝６、６それぞれの底部に交互に形成される表面シート側高密度部６ａと、表
面シート側中密度部６ｂとを有して構成される。
【００４０】
　表面シート側高密度部６ａは、吸収体４における吸収体側第１高密度部５ａに当接して
積層配置される部分である。表面シート側高密度部６ａは、吸収体側第１高密度部５ａが
形成される間隔と同じ間隔で形成される。
【００４１】
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　表面シート側高密度部６ａは、吸収体４に形成される吸収体側第１高密度部５ａ及び吸
収体側第２高密度部５ｂを含む高密度部が形成される間隔の平均よりも広い間隔で形成さ
れる。更には、表面シート側高密度部６ａは、吸収体４に形成された各高密度部同士の間
隔のうち最も長い間隔ごとに形成される。
【００４２】
　表面シート側高密度部６ａは、吸収体側第１高密度部５ａと一体的に形成される。詳細
には、第１圧搾溝５、５に対応する溝が形成された吸収体４に表面シート２を配置した後
、該積層体における表面シート２の上面から溝に対応する領域を所定間隔で圧縮処理する
ことで形成される。第２圧搾溝６、６は、上述の第１圧搾溝５、５と同様に形成できる。
つまり、第２圧搾溝６、６は、表面シート２と第１圧搾溝５、５に対応する溝が形成され
た吸収体４とを積層した状態で、第２圧搾溝６、６に対応した凸状部が形成されたエンボ
スロールと平ロールとの間を通して圧縮（圧搾）処理することで形成できる。ここで、第
２圧搾溝６、６を形成する手段として、エンボスロールと平ロールとの組み合わせに限定
されない点も上述と同様である。
【００４３】
　第１圧搾溝５、５の吸収体側第１高密度部５ａと同様に、表面シート側高密度部６ａは
強く圧搾（圧縮）された部分であり、表面シート側中密度部６ｂは弱く圧縮された部分で
ある。表面シート側高密度部６ａは、表面シート２及び吸収体４の一部を強く圧搾（圧縮
）して形成された部分における表面シート２側の部分である。表面シート側高密度部６ａ
は、表面シート２を構成する材料の密度が高くなるように構成された部分である。また、
表面シート側高密度部６ａは、表面シート側中密度部６ｂよりも表面シート２及び吸収体
４それぞれの密度が高くなるように形成される。
【００４４】
　表面シート側中密度部６ｂは、上述のように弱く圧縮された部分である。表面シート側
中密度部６ｂは、隣接する表面シート側高密度部６ａと表面シート側高密度部６ａとが強
く圧搾されたことで、結果として弱く圧縮された領域である。表面シート側中密度部６ｂ
は、隣接する領域よりも表面シート２を構成する材料の密度が高く、表面シート側高密度
部６ａよりもそれぞれの密度が低くなるように形成される。
【００４５】
　図１に示すように、第２圧搾溝６、６は、中心線ＣＬに線対称に形成される。第２圧搾
溝６、６の幅方向Ｘにおける長さである幅寸法は、例えば、０．５ｍｍから１０ｍｍ、よ
り好ましくは１ｍｍから５ｍｍである。第２圧搾溝６、６の幅寸法が０．５ｍｍより小さ
い場合、製造時や使用時に表面シート２及び吸収体４が該第２圧搾溝６、６に沿って切れ
てしまう場合や、表面シート２の表面を伝って流れる経血を該第２圧搾溝６、６を介して
十分に捕集することができない場合、あるいは経血を十分に引き寄せることができず該経
血が幅方向Ｘ外側に漏れることを抑制できない場合がある。逆に、第２圧搾溝６、６の幅
寸法が１０ｍｍより大きい場合、第２圧搾溝６、６の剛性が過剰に高くなるので、装着時
におけるフィット性や使用感が低下する場合がある。
【００４６】
　図４に示すように、ここで、第２圧搾溝６、６における表面シート側高密度部６ａ同士
の間隔Ｋ１は、第１圧搾溝５、５における吸収体側第２高密度部５ｂ同士の間隔Ｋ２より
も広くなるよう形成される。第１圧搾溝５、５における吸収体側第２高密度部５ｂは、吸
収体側第１高密度部５ａと共に吸収体４の内部を幅方向Ｘ外側に移行する経血が外側に漏
れないように短時間で引き寄せる必要があるために互いに近接して形成される。これに対
し、第２圧搾溝６、６は、表面シート２の表面を伝う経血の流れを止めるため凹状に形成
されていればよく、表面シート側高密度部６ａは凹部に流れた経血を所定時間内に引き寄
せることができる程度に形成されていればよい。具体的には、間隔Ｋ１は、例えば、２ｍ
ｍから２０ｍｍ、より好ましくは５ｍｍから１５ｍｍである。この間隔Ｋ１が２ｍｍより
小さい場合、第２圧搾溝６、６の剛性が高くなり過ぎて装着時に身体にフィットするよう
に変形しない場合がある。逆に、この間隔Ｋ１が２０ｍｍより大きい場合、表面シート２
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の表面を伝って第２圧搾溝６、６に落ち込んだ経血を引き寄せることができない場合があ
る。この場合、第２圧搾溝６、６に落ち込んだ経血が吸収体４に移行する前に、更に表面
シート２の表面を伝って生理用ナプキン１の幅方向Ｘ外側に漏れ出す場合がある。
【００４７】
　第２圧搾溝６、６それぞれは、表面シート２の表面を伝って流れる経血が幅方向Ｘ外側
に漏れ出すことを抑制する防漏溝６０として機能する。具体的には、第２圧搾溝６、６は
、表面シート２の表面を伝って流れる経血を凹部により捕集すると共に、該凹部における
底部に形成される表面シート側高密度部６ａが該捕集された経血を吸収体４側に引き寄せ
ることで、経血が幅方向Ｘ外側に漏れ出すことを抑制する。
【００４８】
　また、図１に示すように、第２圧搾溝６、６それぞれは、第２圧搾溝６、６同士に挟ま
れた領域３０を排泄部側に突出するように変形させる折れ起点として機能する。具体的に
は、第２圧搾溝６、６は、第１圧搾溝５、５と協働して領域３０（中央部２０）を排泄部
に当接させるように変形させる。
【００４９】
　また、第２圧搾溝６、６それぞれは、外部から視認できる防漏溝６０であって経血を吸
収できる領域を示す目印として機能する。つまり、第２圧搾溝６、６を使用者に目視させ
ることで、漏れに対する該使用者の不安を解消することができる。この点からも、第２圧
搾溝６、６は、幅方向Ｘにある程度の間隔をあけて形成される必要がある。
【００５０】
　次いで、図１及び図４により、第１圧搾溝５、５及び第２圧搾溝６、６の構造について
更に詳述する。
　吸収体４には、第１圧搾溝５、５が形成される。吸収体４に積層される表面シート２に
は、第２圧搾溝６、６が形成される。第２圧搾溝６、６は、厚さ方向Ｚにおいて第１圧搾
溝５、５に重なるように形成される。
【００５１】
　第１圧搾溝５、５の底部には、吸収体側第１高密度部５ａと吸収体側第２高密度部５ｂ
とが形成される。吸収体側第１高密度部５ａは、間隔Ｋ１ごとに形成される。吸収体側第
２高密度部５ｂは、間隔Ｋ１よりも狭い間隔Ｋ２ごとに形成される。所定の吸収体側第１
高密度部５ａと隣接する吸収体側第１高密度部５ａとの間に２つの吸収体側第２高密度部
５ｂが形成される。
【００５２】
　第２圧搾溝６、６の底部には、表面シート側高密度部６ａが形成される。表面シート側
高密度部６ａは吸収体側第１高密度部５ａと一体的に形成されるので、表面シート側高密
度部６ａは、間隔Ｋ１ごとに形成される。
【００５３】
　上記高密度部同士の間には、各中密度部が形成される。
　吸収体４に形成される第１圧搾溝５、５の底部には、吸収体側第１中密度部５ｃと吸収
体側第２中密度部５ｄとが形成される。吸収体側第１中密度部５ｃは、吸収体側第２高密
度部５ｂと吸収体側第２高密度部５ｂとの間に形成される。吸収体側第２中密度部５ｄは
、吸収体側第１高密度部５ａと吸収体側第２高密度部５ｂとの間に形成される。
【００５４】
　表面シート２に形成される第２圧搾溝６、６の底部には、表面シート側中密度部６ｂが
形成される。表面シート側中密度部６ｂは、所定の表面シート側高密度部６ａと隣接する
表面シート側高密度部６ａとの間に形成される。
【００５５】
　吸収体４側の高密度部及び中密度部と、表面シート２側の高密度部及び中密度部との位
置関係について説明する。
　吸収体側第１高密度部５ａの厚さ方向Ｚにおける上側（図４においては下側をＺ１、上
側をＺ２として示す）には、表面シート側高密度部６ａが当接して積層配置される。互い
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に当接して配置されるので、一方側に捕集された経血は、他方側に移行されやすい。ここ
で、吸収体側第１高密度部５ａと表面シート側高密度部６ａとは厚さが薄くなるように圧
縮形成されると共に、互いに接合（圧着）されている。これにより、吸収体側第１高密度
部５ａのみに経血が捕集され表面シート側高密度部６ａに移行されていない場合でも外部
から経血の赤い色が視認できる状態になる。
【００５６】
　吸収体側第２高密度部５ｂの厚さ方向ＺにおけるＺ２側（上側）には、表面シート側中
密度部６ｂが配置される。本実施形態において、吸収体側第２高密度部５ｂの底部は表面
シート側中密度部６ｂから離間して配置される。このように互いに離間して配置されるの
で、経血は、吸収体側第２高密度部５ｂから表面シート側中密度部６ｂに移行されにくい
。また、互いに当接していたとしても、密度の関係から、経血は、密度が高い吸収体側第
２高密度部５ｂから密度が低い表面シート側中密度部６ｂに移行されにくい。
【００５７】
　吸収体側第１中密度部５ｃの厚さ方向ＺにおけるＺ２側（上側）には、表面シート側中
密度部６ｂが当接して積層配置される。互いに当接されるので、一般的には、一方側に捕
集された経血は、他方側に移行されやすい。ここで、表面シート側中密度部６ｂの密度は
、吸収体側第１中密度部５ｃの密度よりも低い。従って、経血は、吸収体側第１中密度部
５ｃから表面シート側中密度部６ｂに移行されにくい。
【００５８】
　吸収体側第２中密度部５ｄの厚さ方向ＺにおけるＺ２側（上側）には、表面シート側中
密度部６ｂの一端から表面シート側高密度部６ａの端部までの部分が当接して積層配置さ
れる。互いに当接されるので、一般的には、一方側に捕集された経血は、他方側に移行さ
れやすい。ここで、表面シート側中密度部６ｂの一端から表面シート側高密度部６ａの端
部までの部分における密度は、吸収体側第２中密度部５ｄの密度よりも低い。従って、経
血は、吸収体側第２中密度部５ｄから表面シート側中密度部６ｂ等に移行されにくい。
【００５９】
　続けて、図５（Ａ）から図５（Ｄ）により、生理用ナプキン１の製造方法について説明
する。
　図５（Ａ）は吸収体４の一部における斜視図であり、（Ｂ）は第１圧搾溝５が形成され
た吸収体４の部分の斜視図であり、（Ｃ）は（Ｂ）の吸収体４に表面シート２が積層され
た積層体における斜視図であり、（Ｄ）は第２圧搾溝６が形成された積層体における斜視
図である。
【００６０】
　まず、図５（Ａ）に示す吸収体４に対して上述のエンボスロールにより圧縮処理をする
。これにより、図５（Ｂ）に示すように、吸収体４における一方の面側に第１圧搾溝５に
対応する溝部が形成される。第１圧搾溝５に対応する溝部における底部には、複数の吸収
体側第２高密度部５ｂが形成される。複数の吸収体側第２高密度部５ｂが形成されること
で、吸収体側第２高密度部５ｂ同士の間の領域も引っぱられるようにして圧縮され、吸収
体側第１中密度部５ｃが形成される。これにより、第１圧搾溝５に対応する溝部が形成さ
れた領域における厚さが薄くなる。
【００６１】
　次いで、図５（Ｃ）に示すように、第１圧搾溝５に対応する溝部が形成された吸収体４
に表面シート２を積層配置する。そして、吸収体４に表面シート２が積層された積層体に
対して上述のエンボスロールにより圧縮処理をする。これにより、図５（Ｄ）に示すよう
に、表面シート２における外面側に第２圧搾溝６が形成される。
【００６２】
　第２圧搾溝６の底部には、複数の表面シート側高密度部６ａが形成される。複数の表面
シート側高密度部６ａが形成されることで、表面シート側高密度部６ａ同士の間の領域（
底部を構成する部分）も引っぱられるようにして移動されると共に圧縮され、表面シート
側中密度部６ｂが形成される。また同時に、吸収体側第１中密度部５ｃの一部が、表面シ
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ート側高密度部６ａの形成時に圧縮されることで、吸収体側第１高密度部５ａ又は吸収体
側第２中密度部５ｄとなる。
【００６３】
　ここで、表面シート側高密度部６ａ同士の間の領域の図５における下面側には、第１圧
搾溝５に対応する溝部が配置されている。つまり、表面シート側高密度部６ａ同士の間の
領域における圧縮方向には、厚さが薄くなるように形成された領域が配置される。これに
より、吸収体４に溝部が形成されていない場合に比べて、表面シート側高密度部６ａ同士
の間の領域に加えられる圧縮力が小さくなる。このため、従来に比べて、圧縮率が低く、
嵩高で低密度に構成された表面シート側中密度部６ｂが形成される。更には、表面シート
側中密度部としての表面シート側中密度部６ｂにおける圧縮率は、吸収体側中密度領域５
ｅの一部を構成する吸収体側第１中密度部５ｃにおける圧縮率よりも低い。
【００６４】
　次いで、図６及び図７により、生理用ナプキン１の表面に排泄された経血の流れについ
て説明する。
　図６（Ａ）から図６（Ｃ）は、吸収体側第１高密度部５ａと表面シート側高密度部６ａ
とが積層配置された部分における経血の流れを説明する図である。図７（Ａ）から図７（
Ｃ）は、吸収体側第２高密度部５ｂと表面シート側中密度部６ｂとが積層配置された部分
における経血の流れを説明する図である。
【００６５】
　図６（Ａ）から図６（Ｃ）により、吸収体側第１高密度部５ａと表面シート側高密度部
６ａとが積層配置された部分における経血の流れを含む経血の流れを説明する。
　まず、図６（Ａ）に示すように、生理用ナプキン１の表面に経血Ｌが滴下されるよう排
泄される。表面シート２の表面に排泄された経血Ｌは、表面シート２を透過して吸収体４
に吸収される。そして、吸収体４に吸収された経血Ｌは、幅方向Ｘ外側に広がるように移
行する。
【００６６】
　次いで、図６（Ｂ）に示すように、吸収体４の内部において幅方向Ｘ外側に移行した経
血Ｌは、第１圧搾溝５、５の吸収体側第１高密度部５ａ及び吸収体側第２高密度部５ｂに
引き寄せられる。そして、引き寄せられた経血Ｌは、吸収体側第１高密度部５ａ及び吸収
体側第２高密度部５ｂに隣接する吸収体側第１中密度部５ｃ及び吸収体側第２中密度部５
ｄ（図６（Ｂ）に図示せず）に拡散するように移行される。このようにして、経血Ｌが幅
方向Ｘ外側に漏れ出すことが抑制される。
【００６７】
　続けて、図６（Ｃ）に示すように、吸収体側第１高密度部５ａに捕集された経血は、該
吸収体側第１高密度部５ａに当接して積層配置された表面シート側高密度部６ａに移行さ
れる。つまり、吸収体４に吸収された経血が吸収体側第１高密度部５ａを介して表面シー
ト側高密度部６ａに移行することで、外部に露出された状態になる。
【００６８】
　図７（Ａ）から図７（Ｃ）により、吸収体側第２高密度部５ｂと表面シート側中密度部
６ｂとが積層配置された部分における経血の流れを含む経血の流れを説明する。
　まず、図７（Ａ）に示すように、生理用ナプキン１の表面に経血Ｌが滴下されるよう排
泄される。表面シート２の表面に排泄された経血Ｌは、表面シート２を透過して吸収体４
に吸収される。そして、吸収体４に吸収された経血Ｌは、幅方向Ｘ外側に広がるように移
行する。
【００６９】
　次いで、図７（Ｂ）に示すように、吸収体４の内部において幅方向Ｘ外側に移行した経
血Ｌは、第１圧搾溝５、５の吸収体側第１高密度部５ａ及び吸収体側第２高密度部５ｂに
引き寄せられる。そして、引き寄せられた経血Ｌは、吸収体側第１高密度部５ａ及び吸収
体側第２高密度部５ｂに隣接する吸収体側第１中密度部５ｃ及び吸収体側第２中密度部５
ｄ（図７（Ｂ）に図示せず）に拡散するように移行される。このようにして、経血Ｌが幅
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方向Ｘ外側に漏れ出すことが抑制される。
【００７０】
　続けて、図７（Ｃ）に示すように、経血を捕集した吸収体側第２高密度部５ｂの図７（
Ｃ）における上面側には、表面シート側中密度部６ｂが吸収体側第２高密度部５ｂと離間
して積層配置される。このように、表面シート２側の表面シート側中密度部６ｂが吸収体
４側の吸収体側第２高密度部５ｂと離間しているので、吸収体側第２高密度部５ｂに捕集
された経血は、表面シート２側に移行されない。つまり、吸収体側第２高密度部５ｂで捕
集された経血は、表面シート２側に移行されないと共に、表面シート２に被覆される。生
理用ナプキン１を表面シート２側から見た場合、経血Ｌが引き寄せられた吸収体側第２高
密度部５ｂが表面シート２に被覆されるので、経血Ｌの赤色は外部から隠蔽されている。
【００７１】
　本実施形態によれば、表面シート２側に形成される表面シート側高密度部６ａの数を少
なくできるので、吸収体４側から表面シート２側に経血が移行する箇所を少なくすること
ができる。これにより、経血の赤色が外部から視認されることによる不快感を抑制するこ
とができる。
【００７２】
　また、本実施形態によれば、吸収体４側に形成される複数の吸収体側第２高密度部５ｂ
における上面は、表面シート２側に形成される表面シート側中密度部６ｂが離間して配置
される。吸収体側第２高密度部５ｂに捕集された経血が表面シート２側に移行されないと
共に、吸収体側第２高密度部５ｂに捕集された経血が表面シート２により被覆される。こ
れにより、経血の赤色が外部から視認されることによる不快感を抑制することができる。
【００７３】
　また、本実施形態によれば、吸収体側第２高密度部５ｂで経血の捕集機能が担保されて
いるので、第２圧搾溝６、６における表面シート側高密度部６ａ同士の間隔を広くするこ
とができる。これにより、生理用ナプキン１の長手方向Ｙにおける折れ曲がり剛性を低く
することができる。装着状態において、生理用ナプキン１を身体の形状に沿うように柔軟
に変形させることができる。また、装着時におけるフィット性等が向上される。
【００７４】
　また、本実施形態によれば、第１圧搾溝５、５において複数の吸収体側第２高密度部５
ｂが狭い間隔で形成されるので、第２圧搾溝６、６に形成される表面シート側高密度部６
ａの数が少なく広い間隔で形成されても、装着時において、中央部２０が排泄部側に突出
するよう好適に変形される。
【００７５】
　以上、本形態の好適な実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限定
されることなく種々の形態で実施することができる。本実施形態において、第１圧搾溝５
、５及び第２圧搾溝６、６それぞれは一対で形成されるが、これに限定されず、それぞれ
３本以上形成されていてもよい。
【００７６】
　また、本実施形態において、表面シート側高密度部６ａの形状は、円状に限定されず、
四角、ハート形状等の任意の形状であってよい。
【００７７】
　また、本実施形態において、第１圧搾溝５、５は、防漏溝６０の中央部を構成する楕円
部における幅方向外側に対応する部分だけに形成されているが、これに限定されず、図８
に示すように、生理用ナプキン１Ａの第１圧搾溝５、５を、防漏溝６０の中央部を構成す
る楕円部に対応する部分全体に形成してもよい。この場合、経血の幅方向外側における漏
れだけでなく、長手方向外側における漏れを抑制することができる。また、この場合、経
血が長手方向に移行された場合における経血の隠蔽性に優れる。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明の一実施形態に係る生理用ナプキンの平面図である。
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【図２】生理用ナプキンのＡ－Ａ断面図である。
【図３】生理用ナプキンを構成する吸収体の平面図である。
【図４】第１圧搾溝及び第２圧搾溝の断面図である。
【図５】（Ａ）吸収体の一部における斜視図、（Ｂ）第１圧搾溝が形成された吸収体の部
分の斜視図、（Ｃ）吸収体に表面シートが積層された積層体における斜視図、（Ｄ）第２
圧搾溝が形成された積層体における斜視図である。
【図６】吸収体側第１高密度部と表面シート側高密度部とが積層配置された部分における
経血の流れを説明する断面図であり、（Ａ）から（Ｃ）に至る順に経血の変化を示す。
【図７】吸収体側第２高密度部と表面シート側中密度部とが積層配置された部分における
経血の流れを説明する断面図であり、（Ａ）から（Ｃ）に至る順に経血の変化を示す。
【図８】他の実施形態に係る生理用ナプキンの平面図である。
【符号の説明】
【００７９】
　１、１Ａ　生理用ナプキン
　　２　表面シート
　　　６　　第２圧搾溝
　　　　６ａ　表面シート側高密度部
　　　　６ｂ　表面シート側中密度部
　　３　裏面シート
　　４　吸収体
　　　５　第１圧搾溝
　　　　５ａ　吸収体側第１高密度部
　　　　５ｂ　吸収体側第２高密度部
　　　　５ｅ　吸収体側中密度領域
　　　　　　５ｃ　吸収体側第１中密度部
　　　　　　５ｄ　吸収体側第２中密度部
　　１０　ウィング
　　２０　中央部
　　３０　領域
　　６０　防漏溝
　ＣＬ　　中心線
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