
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液透過性の肌当接面と、液不透過性の非肌当接面と、該肌当接面及び該非肌当接面の間
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、
　吸収性物品の長手方向側方より応力を加えた際に、該吸収性物品をその幅方向において
肌当接面側に屈曲させる第１可撓軸と、該吸収性物品をその幅方向において非肌当接面側
に屈曲させる第２可撓軸とを有し、
　

　

　上記吸収部は、厚みが０．３～５ mmの熱可塑性繊維を含有する吸収シートを含んでなる
、ことを特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　上記第１可撓軸と上記第２可撓軸とを、それぞれ２本以上有することを特徴とする請求
項１記載の吸収性物品。
【請求項３】
　 請
求項１記載の吸収性物品。
【請求項４】
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上記第１可撓軸は、肌当接面側から溝加工されて形成された立体溝からなり、上記第２
可撓軸は、非肌当接面側から溝加工されて形成された立体溝からなり、

上記第１可撓軸及び上記第２可撓軸には、溝加工が施される面の反対側にも溝が形成さ
れており、上記立体溝の深さＤ 1が上記溝の深さＤ 2の１．５倍以上であり、

上記立体溝の深さＤ 1が０．３～５ mmであり、上記溝の深さＤ 2が０．２～２ mmである



　上記立体溝は、非連続に且つ複数形成されていることを特徴とする請求項 記載の吸収
性物品。
【請求項５】
　上記第 び第２可撓軸は、２本づつ設けられており、２本の該第１可撓軸は、何れも
、２本の第２可撓軸よりも外方に設けられていることを特徴とする請求項１記載の吸収性
物品。
【請求項６】
　液透過性の肌当接面と、液不透過性の非肌当接面と、該肌当接面及び該非肌当接面の間
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、
　肌当接面側に形成された第１立体溝からなる第１可撓軸と、非肌当接面側に形成された
第２立体溝からなる第２可撓軸とを有し、
　

　上記第２可撓軸は、吸収性物品の長手方向及び幅方向に向けて形成されているか、又は
吸収性物品の長手方向に対して斜めの方向に向けて形成されていることを特徴とする吸収
性物品。
【請求項７】
　上記吸収部は、厚みが０．３～５ｍｍの熱可塑性繊維を含有する吸収シートを含んでな
ることを特徴とする請求項６記載の吸収性物品。
【請求項８】
　上記第２可撓軸は、吸収性物品の長手方向中央部において該吸収性物品の長手方向に沿
って形成された１本の直線部と、該直線部の前端及び／又は後端から吸収性物品の幅方向
外方に向けて分岐して延設された分岐部とからなることを特徴とする請求項６記載の吸収
性物品。
【請求項９】
　上記第２可撓軸は、吸収性物品の長手方向に長い楕円形状であることを特徴とする請求
項６記載の吸収性物品。
【請求項１０】
　上記第２可撓軸は、対向する斜めの方向に向けて且つ吸収性物品の幅方向略中央で交差
するように２本形成されており、略Ｘ線字状になされていることを特徴とする請求項６記
載の吸収性物品。
【請求項１１】
　 請
求項６記載の吸収性物品。
【請求項１２】
　

　

　

【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吸収性物品に関し、更に詳細には、防漏性に
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】
生理用ナプキン、失禁用パッド、パンティーライナー、紙オムツ等、人間の股間に装着さ
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１

１及

上記第１可撓軸及び上記第２可撓軸には、溝加工が施される面の反対側にも溝が形成さ
れており、上記立体溝の深さＤ 1が上記溝の深さＤ 2の１．５倍以上であり、

上記立体溝の深さＤ 1が０．３～５ mmであり、上記溝の深さＤ 2が０．２～２ mmである

液透過性の肌当接面と、液不透過性の非肌当接面と、該肌当接面及び該非肌当接面の間
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、

肌当接面側に形成された第１立体溝からなる第１可撓軸と、非肌当接面側に形成された
第２立体溝からなる第２可撓軸とを有し、

上記第２可撓軸は、対向する斜めの方向に向けて且つ吸収性物品の幅方向略中央で交差
するように２本形成されており、略Ｘ線字状になされていることを特徴とする吸収性物品
。



れ体液を吸収する吸収性物品は、従来より種々提案されて用いられている。このような吸
収性物品の横幅は、人間の股間のサイズが、年齢、体型等、人により種々であるがだいた
い２０～３０ｍｍであるのに対し、その要求される吸収性値から最も幅の狭いパンティー
ライナーでも幅５０ｍｍ以上であり、生理用ナプキンが７０～１００ｍｍである等、股間
のサイズの２～３倍の幅を有している。
【０００３】
これらの従来の吸収性物品、即ち股間のサイズより幅広の吸収性物品は、股間に装着され
た時、種々の形態となる。
即ち、従来の吸収性物品は、製品の幅方向に対して平面的になされており、幅方向で剛性
が均一な事から、股間に装着された時に種々の装着形態をとる。このため、その装着形態
によっては、排泄部と吸収性物品端部との間の距離が減少し、横モレし易くなるという問
題があった。また、吸収体をフラップパルプ等で形成した時、該フラップパルプは液を吸
収すると回復力がなくなり、装着状態のまま、更にはヨレた形状のままとなってしまい、
より横モレし易くなってしまうという問題があった。また、装着形態によっては、フィッ
ト性が悪くなったり、また違和感／異物感を生じ使用者において快適な使用感が得られな
いという問題もあった。
【０００４】
そこで、装着形態によるヨレを防止すべく、ポリウレタン等の発泡体や、ポリエチレン、
ポリプロピレン、ポリエステル等の熱可塑性繊維からなる不織布を用いて形成した吸収体
を具備した吸収性物品が提案されている。このような吸収性物品は、確かに弾性回復性を
有する吸収体を具備するので非常にヨレ難いものであるが、この吸収性物品も幅方向で均
一な構造をとっているがゆえに、股間に装着された時種々の装着形状をとり、その結果、
身体とのフィット性が悪くなったり、その装着形態によっては、逆に身体に圧迫感を感じ
させ、違和感となる等、上述の問題が未だ十分に解決されていなかった。
【０００５】
また、実公平５－３９６９１号公報においては、肌当接面側及び非肌当接面側の両面側に
溝が設けられた生理用ナプキンが提案されているが、この提案においては、構成部材に何
ら工夫がなく、単に溝を設けただけのものであったため、所定の理想的な装着状態をとれ
ず、使用感の優れないものであった。
【０００６】
従って、本発明の目的は、股間に装着されたときに、フィット性に優れた所定の形状とな
り、よれにくく、フィット性に優れ、使用感が良く、漏れ防止性に優れた吸収性物品を提
供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明者等は、上記課題を解消するために鋭意検討した結果、特定の吸収体を有し、且つ
肌当接面側及び非肌当接面側のそれぞれに曲り易くする２種の可撓軸を設けてなる、吸収
性物品が上記目的を達成しうることを知見した（第１の知見）。
【０００８】
　本発明は、上記の第１の知見に基づきなされたもので、液透過性の肌当接面と、液不透
過性の非肌当接面と、該肌当接面及び該非肌当接面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、
　吸収性物品の長手方向側方より応力を加えた際に、該吸収性物品をその幅方向において
肌当接面側に屈曲させる第１可撓軸と、該吸収性物品をその幅方向において非肌当接面側
に屈曲させる第２可撓軸とを有し、
　

　

　上記吸収部は、厚みが０．３～５ mmの熱可塑性繊維を含有する吸収シートを含んでなる
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上記第１可撓軸は、肌当接面側から溝加工されて形成された立体溝からなり、上記第２
可撓軸は、非肌当接面側から溝加工されて形成された立体溝からなり、

上記第１可撓軸及び上記第２可撓軸には、溝加工が施される面の反対側にも溝が形成さ
れており、上記立体溝の深さＤ 1が上記溝の深さＤ 2の１．５倍以上であり、



、ことを特徴とする吸収性物品（以下、「第１発明」という場合にはこの発明を指す）を
提供するものである。
【０００９】
また、本発明は、上記第１可撓軸と上記第２可撓軸とを、それぞれ２本以上有する上記吸
収性物品（上記第１発明としての吸収性物品）を提供するものである。
　また、本発明は、

上記吸収性物品、及び上記立体溝が、非連続に且つ複数形成されている該
吸収性物品（上記第１発明としての吸収性物品）を提供するものである。
　また、本発明は、上記第 び第２可撓軸が、２本づつ設けられており、２本の該第１
可撓軸が、何れも、２本の第２可撓軸よりも外方に設けられている上記吸収性物品（上記
第１発明としての吸収性物品）を提供するものである。
【００１０】
また、本発明者等は、上記課題を解消するために鋭意検討した結果、肌当接面側及び非肌
当接面側のそれぞれに曲り易くする２種の可撓軸を設けてなり、非肌当接面側に設けられ
た可撓軸を特定の形状としてなる、吸収性物品が上記目的を達成しうることを知見した（
第２の知見）。
【００１１】
　本発明は、上記の第２の知見に基づきなされたもので、液透過性の肌当接面と、液不透
過性の非肌当接面と、該肌当接面及び該非肌当接面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、
　肌当接面側に形成された第１立体溝からなる第１可撓軸と、非肌当接面側に形成された
第２立体溝からなる第２可撓軸とを有し、
　

　上記第２可撓軸は、吸収性物品の長手方向及び幅方向に向けて形成されているか、又は
吸収性物品の長手方向に対して斜めの方向に向けて形成されていることを特徴とする吸収
性物品（以下、「第２発明という場合にはこの発明を指す）を提供するものである。
【００１２】
　また、本発明は、上記吸収部は、厚みが０．３～５ｍｍの熱可塑性繊維を含有する吸収
シートを含んでなる上記吸収性物品（上記第２発明としての吸収性物品）を提供するもの
である。
　また、本発明は、上記第２可撓軸は、吸収性物品の長手方向中央部において該吸収性物
品の長手方向に沿って形成された１本の直線部と、該直線部の前端及び／又は後端から吸
収性物品の幅方向外方に向けて分岐して延設された分岐部とからなる上記吸収性物品（上
記第２発明としての吸収性物品）を提供するものである。
　また、本発明は、上記第２可撓軸は、吸収性物品の長手方向に長い楕円形状である上記
吸収性物品（上記第２発明としての吸収性物品）を提供するものである。
　また、本発明は、上記第２可撓軸は、対向する斜めの方向に向けて且つ吸収性物品の幅
方向略中央で交差するように２本形成されており、略Ｘ線字状になされている上記吸収性
物品（上記第２発明としての吸収性物品）を提供するものである。
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上記立体溝の深さＤ 1が０．３～５ mmであり、上記溝の深さＤ 2が０．
２～２ mmである

１及

上記第１可撓軸及び上記第２可撓軸には、溝加工が施される面の反対側にも溝が形成さ
れており、上記立体溝の深さＤ 1が上記溝の深さＤ 2の１．５倍以上であり、

また、本発明は、上記立体溝の深さＤ 1が０．３～５ mmであり、上記溝の深さＤ 2が０．
２～２ mmである上記吸収性物品（上記第２発明としての吸収性物品）を提供するものであ
る。

更に本発明は、液透過性の肌当接面と、液不透過性の非肌当接面と、該肌当接面及び該
非肌当接面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、

肌当接面側に形成された第１立体溝からなる第１可撓軸と、非肌当接面側に形成された
第２立体溝からなる第２可撓軸とを有し、

上記第２可撓軸は、対向する斜めの方向に向けて且つ吸収性物品の幅方向略中央で交差
するように２本形成されており、略Ｘ線字状になされていることを特徴とする吸収性物品



【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明を更に詳細に説明する。
先ず、上記の第１発明について図１～図６を参照して説明する。
ここで、図１は、本発明の吸収性物品の第１の形態としての生理用ナプキンを肌当接面側
から示す斜視図であり、図２は、図１に示す生理用ナプキンを非肌当接面側から示す斜視
図であり、図３は、図１の III-III 断面図であり、図４は、図３の IV部拡大図である。ま
た、図５は、図１に示す生理用ナプキンの幅方向断面を示す模式図であり、図６は、その
装着状態を示す模式図である。
【００１４】
図１～図３に示す本形態の吸収性物品としての生理用ナプキン１は、液透過性の肌当接面
２と、液不透過性の非肌当接面３と、該肌当接面２及び該非肌当接面３の間に介在された
吸収部４とを備え、実質的に縦長に形成されてなる。
【００１５】
更に詳述すると、上記肌当接面２は液体透過性の表面シート２０により形成されており、
上記非肌当接面３は液体不透過性の裏面シート３０により形成されている。また、上記表
面シート２０は、図３に示すように、上記吸収部４の表面及び長手方向左右両側縁を覆っ
て配されており、上記裏面シート３０は、上記吸収部４の裏面を覆って設けられており、
吸収性物品の長手方向左右両側縁において、表面シート２０の上面に位置している。
また、上記裏面シート３０の表面には、通常、粘着剤が塗布されてズレ止め部が形成され
てる（図示せず）。
ここで、上記表面シート２０及び上記裏面シート３０の形成材料としては、通常公知の材
料を特に制限なく用いることができる。
【００１６】
而して、本形態の生理用ナプキンは、図１～図３に示すように、生理用ナプキンの長手方
向側方より応力を加えた際に、該生理用ナプキンをその幅方向において肌当接面２側に屈
曲させる第１可撓軸５と、生理用ナプキンをその幅方向において非肌当接面３側に屈曲さ
せる第２可撓軸６とを有し、上記吸収部４は、厚みが０．３～５ mm、好ましくは０．３～
３ mmの熱可塑性繊維を含有する吸収シート４０を含んでなる。
上記吸収シート４０の厚みが０．３ mm未満であると、シート自体の剛性がなさすぎて、生
理用ナプキン（吸収性物品）が装着時に良好にフィットする好ましい形態を維持すること
ができず、また、５ mmを超えると、シート剛性が高くなりすぎたり吸収性物品の厚みが厚
くなりすぎたりして、装着時における違和感となる。
【００１７】
更に詳述すると、図１～３に示すように、本形態の生理用ナプキン１は、上記第１可撓軸
５及び第２可撓軸６とを、それぞれ２本有している。即ち、図１に示すように、上記第１
可撓軸５は、肌当接面２側から溝加工されて肌当接面２側に形成された立体溝５０からな
り、上記肌当接面２側において左右両側縁側に１本づつ、計２本設けられている。また、
図２に示すように、上記第２可撓軸６は、非肌当接面３側から溝加工されて非肌当接面３
側に形成された立体溝６０からなり、上記非肌当接面３側の略中央部において左右両側縁
側に１本づつ、計２本設けられている。
また、上記第１及び第２可撓軸５，６は、何れも生理用ナプキン１の内方に向けて弓状に
湾曲している。そして、上記第１及び第２可撓軸５，６は、何れもその長手方向中央部が
幅太であり、長手方向両端に向かうに従って幅細になされている。
【００１８】
また、図１～３に示すように、２本の上記第１可撓軸５は、何れも２本の上記第２可撓軸
６よりも外方（即ち、生理用ナプキンの長手方向左右両側縁側）に設けられている。
要するに、本形態の生理用ナプキンは、上記第１可撓軸５が、肌当接面２側に形成された
立体溝５０からなり、上記第２可撓軸６が、非肌当接面３側に形成された立体溝６０から
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を提供するものである。



なり、該第１及び第２可撓軸５、６が、２本づつ設けられており、２本の該第１可撓軸５
が、何れも、２本の第２可撓軸６よりも外方に設けられている。
【００１９】
上記第１可撓軸５及び上記第２可撓軸６を形成している上記立体溝５０、６０は、何れも
非連続で且つ複数形成されている。即ち、上記第１可撓軸５及び上記第２可撓軸６は、何
れも、複数の立体溝５０、６０を、所定の形状の可撓軸が形成されるように、所定位置に
形成することにより、設けられている。
【００２０】
また、図３に示すように、上記第１可撓軸５を設ける位置は、その長手方向中央部（最も
生理用ナプキンの内方に位置する部分）における生理用ナプキン両端部からの距離Ｌ 1  が
１０～４０ mmとなる位置とするのが好ましい。また、上記第１可撓軸５と上記第２可撓軸
６との間の距離Ｌ 2  は、両者の長手方向中央部（両者ともに最も生理用ナプキン１の内方
に位置する部分）間の距離で５～４０ mmとするのが好ましい。
また、上記第１可撓軸５及び第２可撓軸６は、その溝パターンとして吸収性物品の長手方
向において、直線でも曲線でもかまわないが、より股間にフィットさせ理想的な形態をと
るためには、本形態の如く、互いに長手方向の中央部が幅狭になる様に湾曲させるものが
好ましい。
ここで、上記第１可撓軸の湾曲は、曲率半径ｒ 1  として５０～２５０ mmとするのが好まし
く、上記第２可撓軸の湾曲も、曲率半径ｒ 2  として５０～２５０ mmとするのが好ましい。
このような位置に、このような湾曲率の上記第１及び第２可撓軸５、６を形成することに
より、より理想的な装着形態をとることができ、フィット性をより向上させることができ
る。
【００２１】
本発明の吸収性物品における上記第１可撓軸及び第２可撓軸は、連続した立体溝で形成し
ても、また長手方向において分割された非連続複数の立体溝で形成してもよく、立体溝の
形状等は特に限定されない。しかし、この様な生理用ナプキン等の吸収性物品は、使用時
に、その長手方向においても身体の形状に沿って湾曲するものであるため、図１及び図２
に示す本形態の生理用ナプキンのように、立体溝５０、６０を非連続に分割して形成して
なるものが、生理用ナプキンの長手方向においても複数の可撓軸を与えることができ、フ
ィット性が向上するのでより好ましい。
【００２２】
好ましい溝の一例として示される本形態の生理用ナプキンにおける上記立体溝５０、６０
は、図１及び２に示すように、それぞれ菱形状の形状を有しており、弓状に湾曲した上記
第１及び第２可撓軸５、６が形成されるように所定間隔を開けて、複数個非連続に形成さ
れている。尚、本形態においては、上記第１及び第２可撓軸５、６の所望の形状に沿って
溝加工を施して、複数の上記立体溝５０、６０を形成しているため、第１及び第２可撓軸
５０、６０全体が肌当接面２又は非肌当接面３よりも窪んでおり、このため、図１及び２
において各立体溝５０、６０が連結されているように図示している。
また、上記立体溝５０、６０は、第１及び第２可撓軸５、６の形状（幅の太さ）に合わせ
て、第１及び第２可撓軸５、６の長手方向中央部においては大きく、また長手方向両端に
向かうに従って小さくなるように、形成されている。
尚、上記立体溝の大きさは、１～１００ mm2  とするのが好ましく、各立体溝の間隔は、０
．５～５ mmとするのが好ましい。
【００２３】
また、上記吸収部４は、少なくとも上記吸収性シート４０を含んでなる。
用いられる吸収性シート４０の厚みは、上述の通りであり、また、該吸収シート４０は、
熱可塑性繊維を含む。
そして、該熱可塑性繊維は、吸収シート４０中において相互に結合しているのが、液を吸
収した際に熱可塑性繊維が吸収シートの形状を安定に保ち、生理用ナプキンの好ましい装
着形態を維持し、また圧力が開放された時にもとの状態に回復し、ヨレずに吸収性物品を
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安定に保つため、好ましい。
【００２４】
上記熱可塑性繊維としては、加熱する事により互いに繊維どうしが接着するものであれば
特に制限されないが、具体的には、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル繊維や
ポリエチレン－ポリエステル複合繊維、ポリプロピレン－ポリエステル複合繊維等が好ま
しく使用される。また、熱水に溶解し乾燥させることにより互いに繊維が結合するポリビ
ニルアルコール繊維等も好ましく使用することができる。上記熱可塑性繊維は、繊維の長
さ方向に対し、通常の直線状の繊維でも良いが、上記吸収シートの柔軟性をより高めるた
め、上記熱可塑性繊維として、ジグザク形状やクリンプ捲縮形状を有するものを用いても
良い。
また、上記吸収シートは、上記熱可塑性繊維のみにより形成されたものでもよいが、フラ
ップパルプ、レーヨンなどの親水性繊維、公知の高吸水性ポリマー等を混合するのが好ま
しい。これらを混合して用いる際の上記熱可塑性繊維の配合量は、吸収シート全体に対し
て、１～３０重量％とするのが好ましい。
【００２５】
上記吸収シートは、下記のようにして製造することができる。
即ち、乾式法及び湿式法等の方法により、熱可塑性繊維を混合し、結合させることにより
製造できる。具体的には、例えば、フラップパルプと熱可塑性繊維とを空気中で積繊混合
し、熱風で熱可塑性繊維を溶解させて結合させる方法、及び熱可塑性繊維と親水性繊維と
を混合しカード法により不織布ウェブを形成した後、熱風により熱可塑性繊維を結合させ
る方法等の乾式法、並びにフラップパルプや親水性繊維と熱可塑性繊維とを水中で分散／
混合して抄紙し、次いでヤンキードライヤー等で加熱して熱可塑性繊維を結合させる湿式
抄紙法等を行うことにより、上記吸収シートを製造することができる。
また、必要に応じて高吸収性ポリマーを用いる場合には、上述したそれぞれの方法におい
て、高吸収性ポリマーをシート中に分散固定してポリマーシート化したり、上記方法で得
られたシートを２枚以上用い、各シート間に、高吸収性ポリマー等をホットメルト等の接
着剤で固定し、ポリマーシート化する等して、高吸収性ポリマーを含む上記吸収シートを
得ることができる。
【００２６】
また、上記吸収シート４０は、それのみにより上記吸収部４を構成してもよいが、通常吸
収性物品に用いられる、他の吸収シートや高吸収性ポリマーや他の吸収部材と併用して用
いることもできる。尚、他の吸収シート等を併用して用いる場合、上記吸収部４の厚みは
、１～１０ mmとするのが好ましい。
【００２７】
　また、図４に示すように、溝加工が施される面の反対側の面にも溝５１（以下、単に「
溝」という場合にはこの溝を指す）が形成されてい 。この場合上記立体溝５０の深さＤ

1は、０．３～５ mmであるのが好ましく、また、上記溝５１の深さＤ 2は、０．２～２ mmで
あるのが好ましい。また、生理用ナプキンの側方からの応力がかかった時の屈曲する方向
を安定させるため 深さＤ 1を 深さＤ 2の１．５倍以上と
す
【００２８】
本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して使用することができる
。そして、本形態の生理用ナプキン１は、上記の特定の吸収部４を有し、且つ上記第１可
撓軸及び第２可撓軸５、６を有しているので、所定の理想的な装着形態で生理用ナプキン
の装着ができる。
即ち、図５及び図６に示すように、生理用ナプキン１の使用時においては、生理用ナプキ
ン１の長手方向側方より応力が加わるため、該生理用ナプキン１が上記第１可撓軸５によ
り幅方向において肌当接面側に屈曲され、上記第２可撓軸６により幅方向において非肌当
接面３側に屈曲される。これにより、図６に示すように、中央部及び両側縁部が隆起した
形状、即ち装着形状として理想的な形状となる。更に、この形状は、上記第１及び第２可
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に、上記立体溝５０の 上記溝５１の
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撓軸５、６により形成されているため、装着状態に左右されず、この形状が良好に維持さ
れる。
従って、本形態の生理用ナプキンは、装着中に装着形態が種々の形状に変化してヨレたり
することがなく、横方向から体液が漏れることが抑制される。また、上述の構成において
上記の吸収シートを有しているため、使用感に優れ、使用者に不快感を与えることがない
。
また、上記立体溝５０、６０、特に非連続で複数の上記立体溝５０、６０により上記第１
及び第２可撓軸５、６が形成されているので、幅方向のみならず、長手方向においても、
屈曲しやすい可撓軸を与え、長手方向も身体に屈曲しやすく、前部や後部側がオシリによ
りフィットし後モレ、前モレを防止可能である。
【００２９】
上記の本形態の生理用ナプキン１は、通常公知の方法で溝のない生理用ナプキンを製造し
た後、エンボスロール等により、生理用ナプキンの長手方向に沿って生理用ナプキンを圧
縮（必要により加熱圧縮）して上記立体溝を形成することにより上記第１及び第２可撓軸
を形成する等して容易に製造することができる。
【００３０】
次いで、本発明の吸収性物品の他の形態について、図７～図１２を参照して説明する。
ここで、図７は、本発明の吸収性物品としての生理用ナプキンの第２の形態を模式的に示
す幅方向断面図（図５相当図）であり、図８は、その装着時の状態を模式的に示す幅方向
断面図（図６相当図）である。また、図９は、本発明の吸収性物品としての生理用ナプキ
ンの第３の形態を模式的に示す幅方向断面図（図５相当図）であり、図１０は、その装着
時の状態を模式的に示す幅方向断面図（図６相当図）である。更に、図１１は、本発明の
吸収性物品としての生理用ナプキンの第４の形態を模式的に示す幅方向断面図（図５相当
図）であり、図１２は、その装着時の状態を模式的に示す幅方向断面図（図６相当図）で
ある。
尚、ここでは、特に第１の形態の生理用ナプキンと相違する点について説明する。特に説
明しない点については第１の形態の生理用ナプキンについてした説明が適宜適用される。
【００３１】
図７に示す第２の形態の生理用ナプキン１は、肌当接面２側に２本の第１可撓軸５が設け
られており、非肌当接面３側に２本の第２可撓軸６が設けられている。また、第１可撓軸
５は、第２可撓軸６よりも生理用ナプキン１の内方に設けられている。尚、上記第２可撓
軸６と側縁との距離、及び第２可撓軸６と第１可撓軸５との距離などは、上記の第１の形
態における第１可撓軸と側縁との距離、及び第１可撓軸と第２可撓軸との距離と同様であ
る。
そして、上記生理用ナプキン１は、図８に示すように、生理用ナプキン１の使用時におい
て、生理用ナプキン１の長手方向側方より応力が加わるため、該生理用ナプキン１が上記
第１可撓軸５により幅方向において肌当接面２側に屈曲され、上記第２可撓軸６により幅
方向において非肌当接面３側に屈曲される。これにより、図８に示すように、中央部が皿
状に窪んだ状態となる。
【００３２】
図９に示す第３の形態の生理用ナプキン１は、肌当接面２側に３本の第１可撓軸５が設け
られており、非肌当接面３側に２本の第２可撓軸６が設けられている。また、第１可撓軸
５のうち中央に位置する可撓軸は、２本の第２可撓軸６，６のほぼ中間に位置するように
設けられている。この点以外の可撓軸の位置関係などは上述した第１の形態と同様である
。
そして、上記生理用ナプキン１は、図１０に示すように、生理用ナプキン１の使用時にお
いて、生理用ナプキン１の長手方向側方より応力が加わるため、該生理用ナプキン１が上
記第１可撓軸５により幅方向において肌当接面２側に屈曲され、上記第２可撓軸６により
幅方向において非肌当接面３側に屈曲される。これにより、図１０に示すように、左右両
側縁が肌当接面２側に隆起した状態で且つ波状の状態となる。
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【００３３】
図１１に示す第４の形態の生理用ナプキン１は、肌当接面２側に２本の第１可撓軸５が設
けられており、非肌当接面３側に３本の第２可撓軸６が設けられている。また、第２可撓
軸６のうち中央に位置する可撓軸は、２本の第１可撓軸５，５のほぼ中間に位置するよう
に設けられている。この点以外の可撓軸の位置関係などは上述した第２の形態と同様であ
る。
そして、上記生理用ナプキン１は、図１２に示すように、生理用ナプキン１の使用時にお
いて、生理用ナプキン１の長手方向側方より応力が加わるため、該生理用ナプキン１が上
記第１可撓軸５により幅方向において肌当接面２側に屈曲され、上記第２可撓軸６により
幅方向において非肌当接面３側に屈曲される。これにより、図１２に示すように、左右両
側縁が非肌当接面３側に向いた状態で且つ波状の状態となる。
【００３４】
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
範囲で種々変更が可能である。
例えば、図１３及び１４に示すように、後方部Ｂ（使用時において着用者の後方に位置す
る部分）が長くなされたいわゆる長時間用や夜用タイプの生理用ナプキン１に適用するこ
ともできる。この場合には図１３及び１４に示すように、上記第１可撓軸５及び上記第２
可撓軸６は、前方部Ａ（使用時に着用者の前方に位置する部分）にのみ設ければよい（即
ち、排泄部に当接する部分に設けられていればよい）。
また、上記の第１及び第２可撓軸は、それぞれ２本以上設けた例を例示して説明したが、
それぞれ１本づつとしてもよい。具体的には、上記第１可撓軸を吸収性物品の左右両側縁
側に２本設け、また、上記第２可撓軸を両第１可撓軸間の略中央部に１本設けてもよい。
【００３５】
次に、第２発明について、図１５～１９を参照して説明する。尚、以下の説明においては
、特に上記第１発明と異なる点について説明する。特に詳述しない点については上記第１
発明においてした説明が適宜適用される。また、図１５～１９においては、第２発明の特
徴部分の理解が容易になるように、その要部のみを図示する。
ここで、図１５は、本発明（第２発明）の吸収性物品としての生理用ナプキンの第１の形
態の要部を示す平面図であり、図１６は、本発明（第２発明）の吸収性物品としての生理
用ナプキンの第２の形態の要部を示す平面図であり、図１７は、本発明（第２発明）の吸
収性物品としての生理用ナプキンの第３の形態の要部を示す平面図であり、図１８は、本
発明（第２発明）の吸収性物品としての生理用ナプキンの第４の形態の要部を示す平面図
であり、図１９は、本発明（第２発明）の吸収性物品としての生理用ナプキンの第５の形
態の要部を示す平面図である。
【００３６】
図１５に示す本形態（第２発明の第１の形態）の生理用ナプキン１０１は、液透過性の肌
当接面１０２と、液不透過性の非肌当接面（図示せず）と、該肌当接面２及び該非肌当接
面の間に介在された吸収部（図示せず）とを備え、実質的に縦長に形成されてなる。
本形態の生理用ナプキンにおけるこのような構成は、図１～６に示す第１発明の第１形態
の生理用ナプキンと同様であり、用いる形成材料も同様のものである。例えば、肌当接面
１０２は上記表面シートにより形成されており、非肌当接面は上記表面シートにより形成
されている。
【００３７】
而して、図１５に示す生理用ナプキン１０１は、肌当接面１０２側に形成された第１立体
溝からなる第１可撓軸１０５と、非肌当接面側に形成された第２立体溝からなる第２可撓
軸１０６とを有し、上記第２可撓軸１０６は、生理用ナプキン１０１の長手方向及び幅方
向に向けて形成されている。
ここで、「長手方向及び幅方向に向けて形成されている」とは、上記第２可撓軸が、生理
用ナプキンの長手方向に向けて形成された部分と幅方向に向けて形成された部分とを有し
ていることを意味する。
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【００３８】
更に詳述すると、上記第２可撓軸１０６は、生理用ナプキン１０１の長手方向中央部にお
いて該生理用ナプキンの長手方向に沿って形成された１本の直線部１６１と、該直線部１
６１の前端及び後端から生理用ナプキンの幅方向（左右両方向）に向けて分岐して延設さ
れた分岐部１６２とからなる。即ち、本形態の生理用ナプキン１０１においては、上記直
線部１６１が長手方向に向けて形成された部分であり、上記分岐部１６２が幅方向に向け
て形成された部分である。
尚、図１５においては本形態の特徴をより明瞭に説明するために上記第１及び第２可撓軸
を線状に記載しているが、上記第１可撓軸１０５及び上記第２可撓軸１０６を形成する上
記第１立体溝及び上記第２立体溝は、上記第１発明の第１形態の説明において詳述した上
記立体溝と同様にして形成されるものである。具体的には、本形態においても、上記第１
発明の第１形態の立体溝と同様に、菱形状の形状としたり、複数個非連続に設けることが
できる。
【００３９】
また、本形態において、上記吸収部は、厚みが好ましくは０．３～５ｍｍ、更に好ましく
は０．３～３ mmの熱可塑性繊維を含有する吸収シートを含んでなる。即ち、上記吸収部は
、上述の第１発明の第１の形態と同じ吸収シートにより、または該吸収シートと他のシー
トとを組み合わせて形成されているのが好ましい。また、この組み合わせて形成した場合
の吸収部の厚みは上述の第１発明の第１形態と同様である。
上記吸収シートの厚みが０．３ mm未満であると、シート自体の剛性がなさすぎて、生理用
ナプキン（吸収性物品）が装着時に良好にフィットする好ましい形態を維持することがで
きず、また、５ mmを超えると、シート剛性が高くなりすぎたり吸収性物品の厚みが厚くな
りすぎたりして、装着時における違和感となるので、好ましくない。
このように上記吸収部を、上記吸収シートを含んでなるものとすることにより、装着時に
おけるフィット性及びフィット性が良好な形態の保持性がより向上する。
【００４０】
本形態の生理用ナプキンは、装着時により股間にフィットしやすい山型の隆起を形成して
フィット性が向上する共に、過度のヨレを効果的に抑制することができる。
即ち、幅方向に延びる分岐部１６２が、ナプキンの幅方向にかかる力を受け止めて直線部
１６１を稜線にする山型の凸形状を形成する。また、分岐部１６２がこのような方向性を
もって設けられているので、ナプキンが幅方向にランダムに縮む、即ちヨレることに対し
て抵抗するため、ナプキン全体の過度のヨレを効果的に防ぐことができる。
【００４１】
以下に、図１６～１９を参照して第２～５の形態について説明するが、これらの形態の生
理用ナプキンも第１の形態の生理用ナプキンと同様に、肌当接面は上記表面シートにより
形成されており、非肌当接面は上記表面シートにより形成されている。このため、特に図
１５に示す上記第１形態の生理用ナプキンと異なる点について説明する。
【００４２】
図１６に示す第２の形態の生理用ナプキン２０１は、半円形状の２つの第２可撓軸２０６
、２０６’が、生理用ナプキンの前方側及び後方側に形成されている。ここで、「前方」
とは、生理用ナプキンの製造時に流れ方向前方に位置する部分を指し、「後方」とは生理
用ナプキンの製造時に流れ方向後方に位置する部分を指す。そして、それぞれの第２可撓
軸１０６は、それぞれの頂部２６２が互いに向き合うように形成されている。
本形態における上記第２可撓軸２０６においては、側方部２６１が長手方向に向けて形成
された部分であり、頂部２６２が幅方向に向けて形成された部分である。
【００４３】
図１７に示す第３の形態の生理用ナプキン３０１は、第２可撓軸３０６が、生理用ナプキ
ン３０１の長手方向に長い楕円形状となされている。
本形態における上記第２可撓軸３０６は、側方部３６１が長手方向に向けて形成された部
分であり、頂部３６２が幅方向に向けて形成された部分である。
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【００４４】
図１８に示す第４の形態の生理用ナプキン４０１は、第２可撓軸４０６が、生理用ナプキ
ン４０１の長手方向に対して斜めの方向に形成されている。
更に詳述すると、上記第２可撓軸４０６は、それぞれが対向する斜めの方向に向けて形成
された２本発の可撓軸４６１、４６２からなり、且つそれぞれ４６１、４６２は、生理用
ナプキン４０１の幅方向略中央で交差しており、略Ｘ線字状になされている。
【００４５】
図１９に示す第５の形態の生理用ナプキン５０１は、上記第１可撓軸５０５が、生理用ナ
プキンの前方及び後方に設けられいる。また、第２可撓軸５０６が、それぞれが対向する
斜めの方向に向けて形成された２本の可撓軸５６１、５６２からなり、且つそれぞれ５６
１、５６２は、生理用ナプキンの幅方向略中央で交差しており、略Ｘ線字状になされてい
る。そして、第２可撓軸５０６は、第１可撓軸５０５、５０５間に位置するように設けら
れている。
【００４６】
上述の第２～５の形態の生理用ナプキンにおいても、上述した第１の形態の生理用ナプキ
ンと同様の効果を奏する。即ち、これらも、フィット性及びヨレ防止性に優れるものであ
る。
【００４７】
また、本発明（第２発明）の吸収性物品も上述の形態に制限されるものではなく、本発明
の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形が可能である。
【００４８】
【発明の効果】
本発明の吸収性物品は、股間に装着されたときに、フィット性に優れた所定の形状となり
、よれにくく、フィット性に優れ、使用感が良く、漏れ防止性に優れたものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の吸収性物品としての生理用ナプキンの一形態を肌当接面側から
示す斜視図である。
【図２】図２は、図１に示す生理用ナプキンを非肌当接面側から示す斜視図である。
【図３】図３は、図１の III-III 断面図である。
【図４】図４は、図３の IV部拡大図である。
【図５】図５は、図１に示す生理用ナプキンの幅方向断面を示す模式図である。
【図６】図６は、その装着状態を示す模式図である。
【図７】図７は、本発明の吸収性物品としての生理用ナプキンの第２の形態を模式的に示
す幅方向断面図（図５相当図）である。
【図８】図８は、その装着時の状態を模式的に示す幅方向断面図（図６相当図）である。
【図９】図９は、本発明の吸収性物品としての生理用ナプキンの第３の形態を模式的に示
す幅方向断面図（図５相当図）である。
【図１０】図１０は、その装着時の状態を模式的に示す幅方向断面図（図６相当図）であ
る。
【図１１】図１１は、本発明の吸収性物品としての生理用ナプキンの第４の形態を模式的
に示す幅方向断面図（図５相当図）である。
【図１２】図１２は、その装着時の状態を模式的に示す幅方向断面図（図６相当図）であ
る。
【図１３】図１３は、本発明の吸収性物品としての生理用ナプキンの他の形態を示す斜視
図である。
【図１４】図１４は、図１３に示す生理用ナプキンの非肌当接面側を示す斜視図である。
【図１５】図１５は、本発明（第２発明）の吸収性物品としての生理用ナプキンの第１の
形態の要部を示す平面図である。
【図１６】図１６は、本発明（第２発明）の吸収性物品としての生理用ナプキンの第２の
形態の要部を示す平面図である。
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【図１７】図１７は、本発明（第２発明）の吸収性物品としての生理用ナプキンの第３の
形態の要部を示す平面図である。
【図１８】図１８は、本発明（第２発明）の吸収性物品としての生理用ナプキンの第４の
形態の要部を示す平面図である。
【図１９】図１９は、本発明（第２発明）の吸収性物品としての生理用ナプキンの第５の
形態の要部を示す平面図である。
【符号の説明】
１　吸収性物品（生理用ナプキン）
２　肌当接面
３　非肌当接面
４　吸収部
５　第１可撓軸
６　第２可撓軸
５０　立体溝
６０　立体溝
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

(12) JP 3640475 B2 2005.4.20



【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】
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