
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　肌当接面側に液透過層と、非肌当接面側に液不透過層と、該液透過層及び該液不透過層
の間に介在された吸収部とを備え、実質的に縦長に形成されてなる吸収性物品において、
　上記吸収部の中央部に、肌当接面側へ隆起した上記吸収性物品の長手方向に延びる隆起
部を備え、

　 隆起部に対応する上記吸収部の非肌当接面側には、上記吸収性物品の長手方向に延
びる溝を備えており、
　上記液不透過層は液不透過性の裏面シートからなり、該裏面シートは、平面状に配され
、且つ上記吸収部の上記溝に沿う溝加工が施されて
　 ことを特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　上記吸収部の上記中央部の２．５ｇ／ｃｍ 2  加重下における厚みが３～１５ｍｍであり
、且つその隆起高さが２～１０ｍｍであることを特徴とする請求項１に記載の吸収性物品
。
【請求項３】
　上記吸収部の上記隆起部の上記溝の設けられていない部分における非肌当接面側への幅
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　上記吸収部は、上記隆起部が形成されている部分の２．５ｇ／ｃｍ 2  加重下における厚
みが、該隆起部が形成されていない部分の２．５ｇ／ｃｍ 2  加重下における厚みより厚く
なっており、

上記

おらず、
上記吸収部に上記溝が複数設けられている



方向の曲げ剛性が１～１０ｇｆ・ｃｍであり、上記吸収部の上記隆起部の上記溝の設けら
れている部分における非肌当接面側への幅方向の曲げ剛性が０．２～２ｇｆ・ｃｍであり
、上記隆起部の上記溝の設けられていない部分の上記溝の設けられている部分に対する幅
方向の曲げ剛性の比が１．５以上であることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の
吸収性物品。
【請求項４】
　

。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、生理用ナプキンや失禁パッド等の、人間の股間に装着され体液を吸収する吸収
性物品に関し、更に詳細には、多量の材料を必要とせず簡単な構成で、装着時にフィット
性に優れた所定の形状となり、漏れ防止性に優れた吸収性物品に関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
一般に、肌当接面側に液透過層と、非肌当接面側に液不透過層と、該液透過層及び該液不
透過層の間に介在された吸収部とを備えた吸収性物品はよく知られている。この様な吸収
性物品は、生理用ナプキン、失禁用パッド、パンティーライナー等として用いられており
、装着者に良好にフィットし漏れを良好に防止することが大切である。
【０００３】
そのため、従来より、吸収性物品をその幅方向中央を肌当接面側に高く形成することによ
り装着者に良好にフィットさせて漏れを回避する技術が種々提案されている。
特開昭６１－５６６４７号公報に記載の技術では、吸収性物品全体を折り畳んで幅方向中
央部を肌当接面側に中高としている。また、特公平５－７３４１９号公報に記載の技術で
は、幅方向中央部にもう一枚の吸収性物品を重ねて中高としている。更に、特開平８－１
１７２７７号公報に記載の技術では、均一の厚さの吸収体の幅方向中央に合成繊維性の第
２の吸収体をエンボス加工により一体化して設けて中高としている。特開平８－３８５５
０号公報に記載の技術では、吸収体の成形の段階から木材パルプや合成繊維により中高の
厚みを有する吸収体を製造してして用いている。
【０００４】
しかし、特開昭６１－５６６４７号公報に記載されるような、吸収性物品全体を折り畳む
技術では、吸収部どうしの間に液不透過層を形成する裏面シート等の部材が介在配置され
るために、体液の移行性に優れておらず実質的な体液の吸収能があまり増加されずに漏れ
防止効果が不十分となる、構成材料全てが多量に必要である等の問題点がある。
特公平５－７３４１９号公報に記載されるような、幅方向中央部に吸収性物品を重ねる技
術では、重ねられた吸収性物品の吸収体間裏面シート等の液不透過性の部材が介在配置す
るために体液の移行性に優れておらず実質的な体液の吸収能があまり増加されずに漏れ防
止効果が不十分となる、構造が複雑である等の問題点がある。
特開平８－１１７２７７号公報に記載されるような、幅方向中央に合成繊維性の第２の吸
収体を一体化して設ける技術や、特開平８－３８５５０号公報に記載されるような、中高
の吸収体を製造して用いる技術では、幅方向中央における吸収能は増加されるが、側縁部
がヨレ易く、側縁部におけるフィット性が損なわれて漏れにつながるおそれがある。
【０００５】
従って、本発明の目的は、多量の材料を必要とせず簡単な構成で、装着時にフィット性に
優れた所定の形状となり、漏れ防止性に優れた吸収性物品を提供することにある。
【０００６】
　本発明は、肌当接面側に液透過層と、非肌当接面側に液不透過層と、該液透過層及び該
液不透過層の間に介在された吸収部とを備え、実質的に縦長に形成されてなる吸収性物品
において、
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上記吸収部が、折り重ねた部分を有しない一枚の吸収体からなる請求項１～３の何れか
に記載の吸収性物品



　上記吸収部の中央部に、肌当接面側へ隆起した上記吸収性物品の長手方向に延びる隆起
部を備え、

　 隆起部に対応する上記吸収部の非肌当接面側には、上記吸収性物品の長手方向に延
びる溝を備えており、
　上記液不透過層は液不透過性の裏面シートからなり、該裏面シートは、平面状に配され
、且つ上記吸収部の上記溝に沿う溝加工が施されて
　 ことを特徴とする吸収性物品を提供すること
により、上記目的を達成したものである。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の吸収性物品の一の実施形態について図面を参照しながら具体的に説明する
。
図１は、本発明の吸収性物品の一の実施形態としての生理用ナプキンを肌当接面側から見
た示す平面図であり、図２は、図１の生理用ナプキンのＩ－Ｉ断面図であり、図３は、図
１の生理用ナプキンの吸収体のＩ－Ｉ断面図であり、図４は、図１の生理用ナプキンのＪ
－Ｊ断面図であり、図５は、図１の生理用ナプキンの吸収体を非肌当接面側から見た拡大
平面図であり、図６は図１の生理用ナプキンの吸収体のＫ－Ｋ断面図であり、図７は図１
の生理用ナプキンの装着状態を示すＩ－Ｉ断面図であり、図８は図１の生理用ナプキンの
製造工程の一部を示す図である。
【０００８】
本実施形態の吸収性物品（生理用ナプキン）１は、図１又は図２に示すように、肌当接面
側に液透過層Ｐと、非肌当接面側に液不透過層Ｉと、該液透過層Ｐ及び該液不透過層Ｉの
間に介在された吸収部Ａとを備え、実質的に縦長に形成されている。
【０００９】
更に詳述すると、本実施形態の生理用ナプキン１では、上記液透過層Ｐは液透過性の表面
シート１１により形成されており、上記液不透過層Ｉは液不透過性のシートである第１の
裏面シート１２ａ及び第２の裏面シート１２ｂにより形成されており、吸収部Ａは吸収体
１３により形成されている。
そして、本実施形態の生理用ナプキン１では、図２に示すように、吸収体１３の非肌当接
面側の面と両側面及び肌当接面側の面の両側縁部とが第２の裏面シート１２ｂに被覆され
、これら吸収体１３と第２の裏面シート１２ｂとが、表面シート１１と第２の裏面シート
の非肌当接面側に面接配置された上記第１の裏面シート１２ａとに挟持されてナプキン本
体１０が形成されている。このナプキン本体１０は、両側縁部が肌当接面側から熱溶着加
工が施されており、表面シート１１及び第２の裏面シート１２ｂが吸収体１３に熱溶着さ
れた熱溶着部１４，１４が形成されている。表面シート１１と吸収体１３とはナプキン本
体１０の側縁部において熱溶着により固着されて熱溶着部１４，１４が形成されており、
上記第２の裏面シート１２ｂと吸収体１３とはナプキン本体１０の側縁部においてホット
メルト剤１５，１５により固着されている。
【００１０】
上記表面シート１１及び上記第１の裏面シート１２ａはナプキン本体１０の左右両側縁部
から幅方向外方に延出されており、ウイング２０，２０が形成されている。
上記表面シート１１と上記第１の裏面シート１２ａとはそれぞれの周縁部において互いに
固着されている。
【００１１】
上記第１の裏面シート１２ａには、ナプキン本体１０の長手方向中央部において粘着剤が
塗布又はされて粘着部１６が形成されており、装着時に該粘着部１６を介して生理用ナプ
キン１を下着に固定するようになっている。この粘着部１６は剥離紙（図示せず）により
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　上記吸収部は、上記隆起部が形成されている部分の２．５ｇ／ｃｍ 2  加重下における厚
みが、該隆起部が形成されていない部分の２．５ｇ／ｃｍ 2  加重下における厚みより厚く
なっており、

上記

おらず、
上記吸収部に上記溝が複数設けられている



保護されている。
【００１２】
これらの構成については、従来の生理用ナプキンと同じであり、上記表面シート１１の形
成材料としては、不織布や開孔フィルム等、従来より用いられているものを特に制限なく
用いることができる。上記第１の裏面シート１２ａ及び上記第２の裏面シート１２ｂの形
成材料としても、防漏性のフィルム、ポリエチレンラミネート防水紙、ポリエチレンラミ
ネート不織布等、従来より用いられているものを特に制限なく用いることができる。更に
、上記熱溶着部１４，１４も従来の技術を特に制限なく用いて設けることができ、上記ホ
ットメルト剤１５，１５も従来より用いられているものを特に制限なく用いることができ
る。上記粘着部１６も、従来の粘着剤を特に制限なく用い従来の技術を特に制限なく用い
て設けることができる。
【００１３】
而して、本形態の生理用ナプキン１は、上記吸収体１３の中央部に、図２及び図３にも示
すように、肌当接面側へ隆起した、上記生理用ナプキン１の長手方向に延びる隆起部１３
ａを備えており、上記隆起部１３ａに対応する吸収体１３の非肌当接面側には、生理用ナ
プキン１の長手方向に延びる一対の溝１７，１７を備えている。
【００１４】
更に詳述すると、本実施形態の生理用ナプキン１においては、上記吸収体１３の隆起部１
３ａは、図１に示すように、吸収体１３の中央部から後方部にかけて形成されており、中
央部においては幅広に、後方へゆくに従い先細に形成されている。また、中央部において
は前方側と後方側とが最も幅広くその間において若干狭まって側縁が幅方向内側に凸の円
弧形状をなすように形成されている。
上記隆起部１３ａは、該隆起部１３ａを装着者の体液排泄部に違和感なく且つ良好に当接
させ優れた防漏性を得るためには、最も前方側における幅Ｗ 1  は２０～６０ｍｍであり、
中央部における最も幅狭な部分の幅Ｗ 2  は１５～４０ｍｍであることが好ましい。
更に上記隆起部１３ａの吸収体１３の中央部における円弧形状の側縁は、装着者の体液漏
出部への良好なフィット性を得るためには、その曲率半径が３０～３００ｍｍであること
が好ましいが、中央部における幅Ｗ 2  が１５～４０ｍｍであれば、製造の容易から長方形
のものとなっていても良い。
【００１５】
上記吸収体１３は、２．５ｇ／ｃｍ 2  加重下における隆起部１３ａの形成されている部分
の厚み（図３に示すＴ 1  ）が７ｍｍで、隆起部１３ａの形成されていない部分の厚み（図
３に示すＴ 2  ）が４ｍｍとなっており、隆起部１３ａの隆起高さ（隆起部１３ａの形成さ
れている部分と隆起部１３ａの形成されていない部分との厚みの差、図３に示すＴ 3  ）が
３ｍｍとなっている。
隆起部１３ａの形成されている部分の２．５ｇ／ｃｍ 2  加重下における厚みＴ 1  は３～１
５ｍｍであることが好ましく、５～１２ｍｍであることがより好ましい。３ｍｍ未満では
、中央部に好ましいフィット性を得る事が出来ず、１５ｍｍ超では、逆に厚くなりすぎ違
和感となってしまい好ましくない。
吸収体１３の隆起部１３ａの形成されていない部分の２．５ｇ／ｃｍ 2  加重下における厚
みＴ 2  は１～１０ｍｍであることが好ましく、２～７ｍｍであることがより好ましい。１
ｍｍ未満では剛性が小さ過ぎて側縁部がヨレ易くなり、生理用ナプキン１の装着ときにお
ける断面形状を好ましいアーチ形態を形成、維持させることができ難く、１０ｍｍ超では
剛性が高くなりすぎたり生理用ナプキン１の厚みが厚くなりすぎたりして、装着時におけ
る違和感が大きくなる。
隆起部１３ａの２．５ｇ／ｃｍ 2  加重下における隆起高さＴ 3  は装着者の体液漏出部に良
好にフィットされ優れた漏れ防止性を得るには、２～１０ｍｍであることが好ましく、２
～７ｍｍであることがより好ましい。
【００１６】
上記吸収体１３を構成する材料としては、フラッフパルプ、吸収紙、高吸収性ポリマー等
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の、従来より吸収体を構成する材料として公知のものを特に制限なく用いることができる
が、上記吸収体１３の上記隆起部１３ａの上記溝１７，１７の設けられていない部分にお
ける非肌当接面側への幅方向の曲げ剛性（長さ方向断面は直線状に保持されるような曲げ
剛性）は、１～１０ｇｆ・ｃｍ／３ｃｍであるものが好ましい。該幅方向の曲げ剛性が１
ｇｆ・ｃｍ／３ｃｍ未満では、隆起部の吸収体が柔らかすぎヨレてしまい１０ｇｆ／ｃｍ
／３ｃｍを越えると逆に剛性が上がりすぎ違和感となってしまう。
尚、この曲げ剛性は、長手方向（生理用ナプキン１の長手方向）が３０ｍｍ、幅方向（生
理用ナプキン１の幅方向）が７０ｍｍの試料（隆起部１３ａと同様の厚さを有し溝１７，
１７等を備えていない吸収体）を、カトーテック製純曲げ試験機にて１ｃｍ間隔のチャッ
クに保持させ、試料を垂直にした状態で、曲率Ｋ＝－２．５～＋２．５（ｃｍ - 1）の範囲
にて変形速度０．５０（ｃｍ - 1）／秒の等速度曲率の純曲げを行って曲げモーメントＭを
測定し、Ｋ＝０．５～１．５における試料の長さ単位当たりの曲げモーメント（Ｍ）－曲
率（Ｋ）曲線の傾斜である単位面積当たりの曲げ剛性（Ｂ）を求めたものである。
【００１７】
一対の上記溝１７，１７は、図１に示すように、平面視生理用ナプキン１の幅方向内側へ
向けて凸の円弧状に左右対称に形成されており、その全長が、上記隆起部１３ａの中央部
における側縁の一定距離分内側に対応する位置に配設されている。これらの溝１７，１７
の生理用ナプキン１の幅方向における最内側部同士間の距離Ｗ 3  は、５～３０ｍｍとなっ
ている。
また、この溝１７，１７の設けられている部分における上記吸収体１３の隆起部１３ａの
非肌当接面側への幅方向の曲げ剛性は０．２～　２ｇｆ・ｃｍとなっている。即ち、上記
隆起部１３ａにおける、可撓軸として機能する上記溝７の設けられていない部分の曲げ剛
性が、該溝１７の設けられている部分における曲げ剛性に対し、１．５倍以上であること
が好ましく、２～１０倍であることがより好ましい。この曲げ剛性の比が、１．５未満に
おいては、可撓軸部分における積極的な屈曲がなくなるため、装着時に排泄部にフィット
する望ましい装着形態をとり難くなるためである。
尚、可撓軸として機能する上記溝７の設けられた部分における曲げ剛性は、長手方向（生
理用ナプキン１の長手方向）が３０ｍｍ、幅方向（生理用ナプキン１の幅方向）が７０ｍ
ｍの隆起部１３ａと同様の厚さを有する吸収体の非肌当接面側一面に溝１７，１７と同様
の溝加工を施したものを試料として用いた場合の、試料の長さ単位当たりの曲げモーメン
ト（Ｍ）－曲率（Ｋ）曲線の傾斜である単位面積当たりの曲げ剛性（Ｂ）を求めたもので
ある。
【００１８】
更に、上記溝１７，１７の曲率半径は３０～３００ｍｍであることが好ましいが、隆起部
分と同様直線であっても良い。
また、上記溝１７，１７の深さＤ 1  （図３参照）は、０．５～１０ｍｍであり、隆起部の
厚みＴ 1  に対する溝の深さＤ 1  の比（Ｄ 1  ／Ｔ 1  ）が、０．０５～０．７であることが好
ましく、深さＤ 1  が１～５ｍｍであり、上記比（Ｄ 1  ／Ｔ 1  ）が０．１～０．５であるこ
とがより好ましい。溝１７，１７の深さＤ 1  が０．５ｍｍ未満，比（Ｄ 1  ／Ｔ 1  ）が０．
０５未満であると、溝部分での可撓性が得にくく、好ましいフィット性を得難くなるので
好ましくなく、逆に深さＤ 1  が１０ｍｍを越え、比（Ｄ 1  ／Ｔ 1  ）が０．７を越えると、
溝部分が高密度に圧縮され、隆起部分全体の厚みが低下してしまい好ましくない。
【００１９】
更に、本実施形態の生理用ナプキン１の吸収体１３は、図１及び図４に示すように、後方
部の非肌当接面側に、幅方向中央において生理用ナプキン１の長手方向に延びる直線状の
後方溝１８を備えており、この後方溝１８が生理用ナプキン１の装着時に吸収部１３の後
方部の可撓軸として機能して生理用ナプキン１の後方部の幅方向中央が逆Ｖ字形に容易に
変形し装着者の臀部に良好にフィットするようになっている。
【００２０】
この後方溝１８の設けられている部分における上記吸収体１３の非肌当接面側への幅方向

10

20

30

40

50

(5) JP 3850102 B2 2006.11.29



の曲げ剛性は０．２～２ｇｆ・ｃｍとなっている。
尚、この曲げ剛性は、長手方向（生理用ナプキン１の長手方向）が３０ｍｍ、幅方向（生
理用ナプキン１の幅方向）が７０ｍｍの隆起部１３ａと同様の厚さを有する吸収体の非肌
当接面側一面に後方溝１８と同様の溝加工を施したものを試料として用いた場合の、試料
の長さ単位当たりの曲げモーメント（Ｍ）－曲率（Ｋ）曲線の傾斜である単位面積当たり
の曲げ剛性（Ｂ）を求めたものである。
また、上記後方溝１８の深さＤ、及び該深さＤの上記隆起部Ｔ 1  の厚みに対する比（Ｄ／
Ｔ 1  ）の好ましい範囲は、上記溝１７，１７におけるのと同様であり、溝１８の深さＤが
０．５ｍｍ未満，比（Ｄ／Ｔ 1  ）が０．０５未満であると、溝部分での可撓性が得にくく
、好ましいフィット性を得難くなるので好ましくなく、逆に深さＤが１０ｍｍを越え、比
（Ｄ／Ｔ 1  ）が０．７を越えると、溝部分が高密度に圧縮され、隆起部分全体の厚みが低
下してしまい好ましくない。
【００２１】
上記吸収体１３の非肌当接面側には、上記第２の裏面シート１２ｂが平面状に配され、更
に該第２の裏面シート１２ｂの非肌当接面側に上記第１の裏面シート１２ａが平面状に配
されている。
そして、両裏面シート１２ａ，１２ｂには、上記吸収体１３の上記溝１７，１７及び後方
溝１８に沿う溝加工が施されていない。
【００２２】
また、本実施形態の生理用ナプキン１のナプキン本体１０は、肌当接面側から表面シート
１１と吸収体１３とをともにエンボス加工することにより左右対称に形成された１対の表
溝１９，１９を備えている。
この表溝１９，１９は、吸収体１３の肌当接面側の面に、上記隆起部１３ａの側縁のすぐ
外側に沿い、平面視生理用ナプキン１の幅方向内側へ向けて凸型の円弧状に形成されてお
り、上記吸収体１３がこの表溝１９，１９を可撓軸として容易に変形し易くなり、装着時
に、隆起部１３ａを装着者側に凸の断面アーチ形状に変形させて該表溝１９，１９の幅方
向外側はヨレることなく略水平方向に配置させ、且つ、隆起部１３ａの外側へ移行した体
液を堰き止め後方へ移行させ、生理用ナプキン１の側縁部からの漏れを良好に防止するよ
うになっている。
【００２３】
上記表溝１９，１９は、その深さＤ 2  （図３参照）が０．５～９ｍｍであり、溝の形成さ
れていない部分の厚みＴ 2  に対する比Ｄ 2  ／Ｔ 2  が０．３～０．９であることが好ましく
、より好ましくはＤ 2  が１～６ｍｍであり、Ｄ 2  ／Ｔ 2  が０．５～０．９である。表溝１
９，１９の深さが０．５ｍｍ未満では、溝部分での可撓性が得にくく、好ましいフィット
性が得られなかったり、表面を流れる体液を堰き止める効果が得難く好ましくなく、９ｍ
ｍを超えると装着者に違和感を与え好ましくない。
【００２４】
以下、溝１７，１７、後方溝１８、及び表溝１９，１９の好ましい溝構造について記載す
る。尚、ここでは溝１７，１７の好ましい構造について詳述するが、後方溝１８、及び表
溝１９，１９についても特に記載のない限り同様である。
上記溝１７，１７は、図６及び図７に示すように、菱形形状の小溝１７ａを複数個非連続
的に形成させる溝加工を非肌当接面側から所定形状に沿って施し、小溝１７ａ及び小溝１
７ａ間を連続的に非肌当接面側の面よりも窪ませた２段階の深さに形成されている。この
ように、小溝１７ａ及び小溝１７ａ間を連続的に肌当接面側の面よりも窪ませ２段階の深
さに形成することにより、溝１７，１７の深さＤを深く形成しつつ可撓性を高く保持し良
好なフィット性を得ることが可能となる。上記小溝１７ａの大きさは、１～１００ｍｍ 2  

とするのが好ましい。１ｍｍ 2  より小さいと圧縮面積が小さすぎて好ましい可撓性が得ら
れず、逆に１００ｍｍ 2  を超えても好ましい可撓性が得られなくなる。また、各小溝１７
ａのピッチは、０．５～５ｍｍとするのが好ましい。０．５ｍｍ未満であると、好ましい
可撓性及び肌当たり性が得られず、５ｍｍを超えると小溝１７ａ間に窪まない部分が生じ
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て幅方向のみならず、長手方向に変に屈曲し、長手方向のフィット性が低下する。また表
溝１９においては漏れ防止効果が小さくなる。
【００２５】
尚、溝１７，１７、後方溝１８、表溝１９，１９を、このように小溝１７ａ及び小溝１７
ａ間を連続的に肌当接面側の面よりも窪ませ２段階の深さに形成することにより設けた場
合、それらの深さは小溝１７ａにおける深さとする。
【００２６】
本実施形態の生理用ナプキン１は、通常の生理用ナプキンと同様に中央部を股間に配置し
て粘着部１６を下着Ｗに粘着させて装着する。
そしてこの様に装着された本実施形態の生理用ナプキン１は、図７に示すように、中央部
に側方から幅方向の力が加えられ、溝１７，１７及び表溝１９，１９において屈曲して隆
起部１３間が肌当接面側に凸の断面アーチ状となって、装着者の股間に良好に当接される
。
また、生理用ナプキン１の後方部は後方溝１８において屈曲して装着者の臀部に沿って肌
当接面側になだらかに隆起する。
この装着時における生理用ナプキン１の形状は、溝１７，１７、後方溝１８及び表溝１９
，１９により誘導形成されているので、いかなる装着状態にもかかわらず良好に維持され
る。
【００２７】
この様に、本実施形態の生理用ナプキン１によると、溝１７，１７によって隆起部１３ａ
が肌当接面側に良好に隆起して装着者に良好に沿った形状となるので、良好なフィット性
が発揮され、漏れが防止される。
本実施形態の生理用ナプキン１によると、後方溝１８によって、生理用ナプキン１の後方
部が肌当接面側に屈曲して装着者の臀部に沿って肌当接面側になだらかに隆起し、良好な
フィット性が発揮され、漏れが防止される。
本実施形態の生理用ナプキン１によると、表溝１９，１９によって吸収体１３がこの表溝
１９，１９を可撓軸として容易に変形し易くなり、装着時に、表溝１９，１９の幅方向外
側はヨレることなく略水平方向に配置されるので、良好なフィット性が発揮され、漏れが
防止される。また、隆起部１３ａの外側へ移行した体液を堰き止め後方へ移行させるので
、生理用ナプキン１の側縁部からの漏れが良好に防止される。
本実施形態の生理用ナプキン１によると、裏面シート１２ａ，１２ｂが、平面状に配され
且つ吸収体１３の上記溝１７，１７及び後方溝１８に沿う溝加工が施されていないので、
裏面シート１２ａ，１２ｂが容易には屈曲せず、ショーツにしっかりと固定することがで
き、また、装着操作時や装着中に粘着部１６同士が接着してヨレてしまうこともない。こ
れにより、良好なフィット性が得られると共に、漏れが良好に回避される。
本実施形態の生理用ナプキン１によると、吸収体１３が１層であり、間に他の部材が入り
込んでいない簡単な構造であり、不必要に多量の材料を用いることなく製造することがで
きる。
【００２８】
上記の本形態の生理用ナプキン１は、図８（ａ）に示すように、厚さ７ｍｍで坪量が３０
０ｇ／ｍ 2  の吸収体１３の連続体１３’にエンボスロール等により圧縮（必要により加熱
圧縮）加工を施して隆起部１３ａと溝１７，１７及び後方溝１８を形成し（この工程に対
応する吸収体を図８（ａ’）及び図８（ａ’’）に示す）、この後、第２の裏面シート１
２ｂの連続帯１２ｂ’を非肌当接面側から被覆し、図８（ｂ）に示すように、表面シート
１１の連続帯１１’で肌当接面側を被覆するとともに該表面シート１１の連続帯１１’側
から表溝１９，１９を形成し（この工程に対応する生理用ナプキンを図８（ｂ’）及び図
８（ｂ’’）に示す）、第１の裏面シート１２ａの連続体１２ａ’で非肌当接面側を被覆
し、周縁を固着するとともに所定形状に切断する等して容易に製造することができる。
【００２９】
尚、本発明の吸収性物品は、上述の形態には何ら制限されず、本発明の趣旨を逸脱しない
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範囲で種々変更が可能である。
例えば、上記隆起部１３ａを矩形として溝１７，１７及び表溝１９，１９を直線状とする
こともできるが、より股間にフィットさせ理想的な形態をとるためには、長手方向の中央
部が幅方向中央側に湾曲した円弧状のものとすることが好ましい。
また、溝１７，１７、後方溝１８及び表溝１９，１９は、いずれも上記実施形態のように
前端から後端まで連続したものに限られるものではなく、長手方向の複数箇所において非
連続に形成されたものとすることもできる。
【００３０】
更に、溝１７，１７、後方溝１８及び表溝１９，１９は、いずれも、上述のような小溝１
７ａを連結したものではなく、連続して溝加工を施されたものとすることもできる。また
、上述の実施形態のように長手方向において分割された非連続複数の小溝１７ａにより形
成した場合に、小溝１７ａの形状等は特に限定されない。
吸収体１３は、上述のように均一の厚みの吸収体にエンボス加工を施して隆起部１３ａを
形成したものの他、図９に示すように均一の厚さの吸収体１３ｂ’の一部に他の吸収体１
３ａ’を重ねることにより隆起部を形成したものとしたり、はじめから、隆起部１３ａを
有する形状に成形したものとすることもできる。
尚、図９に示すように吸収体１３ｂ’に他の吸収体１３ａ’を重ねて隆起部を形成した場
合には、上記吸収性物品の長手方向に延びる溝１７，１７を、同図に示されるように隆起
部に対応する上記吸収体１３ｂ’の非肌当接面側の面に形成しても良いが、図１０に示す
ように、上記吸収体１３ａ’の非肌当接面側の面に形成しても良い。この態様も、本発明
の一実施形態である。
また、第２の裏面シート１２ｂは溝１７，１７に沿って配置し、第１の裏面シート１２ａ
のみを平面状に配置しても同様の効果を得ることができる。
吸収性物品は、生理用ナプキンの外、失禁者用パッド、おりものシート等とすることもで
きる。
【００３１】
【発明の効果】
以上説明した様に、本発明の吸収性物品は、多量の材料を必要とせず簡単な構成で、装着
時にフィット性に優れた所定の形状となり、漏れ防止性に優れたものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の吸収性物品の一の実施形態としての生理用ナプキンを肌当接面側から見
た示す平面図である。
【図２】図１の生理用ナプキンのＩ－Ｉ断面である。
【図３】図１の生理用ナプキンの吸収体のＩ－Ｉ断面図である。
【図４】図１の生理用ナプキンのＪ－Ｊ断面図である。
【図５】図１の生理用ナプキンの吸収体を非肌当接面側から見た拡大平面図である。
【図６】図１の生理用ナプキンの吸収体のＫ－Ｋ断面図である。
【図７】図１の生理用ナプキンの装着状態を示すＩ－Ｉ断面図である。
【図８】図１の生理用ナプキンの製造工程の一部を示す図であり、（ａ）は吸収体の製造
工程を示し、（ｂ）は表面シートの被覆工程を示す図である。
【図９】本発明の吸収性物品の他の実施形態における吸収体を示す断面図であり、図３に
相当する図である。
【図１０】本発明の吸収性物品の更に他の実施形態における吸収体を示す断面図であり、
図３に相当する図である。
【符号の説明】
１　　生理用ナプキン（吸収性物品）
１０　　ナプキン本体
１１　　表面シート
１２　　裏面シート
１３　　吸収体（吸収部）
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１３ａ　隆起部
１４　　熱溶着部
１５　　ホットメルト剤
１６　　粘着部
１７　　溝
１８　　後方溝
１９　　表溝
２０　　ウイング
Ｐ　　液透過層
Ｉ　　液不透過層
Ａ　　吸収部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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