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(57)【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、前記表面シート及び前記裏面シ
ートの間に位置する吸収体とを含む、吸収性物品であって、
　前記吸収体は、複数の貫通しないスリット部を有し且つ親水性繊維を含む親水性繊維層
を少なくとも含み、
　前記親水性繊維層は、前記スリット部を有する面と反対側の面において、前記複数の貫
通しないスリット部と前記吸収性物品の厚さ方向で対応する位置に、複数の凹部を有し、
　さらに、前記吸収体は、前記親水性繊維層に隣接し且つ合成繊維からなる合成繊維層を
備え、
　前記合成繊維層は、前記親水性繊維層の各スリット部と厚さ方向で対応する位置に、前
記スリット部と連通する切込み部を有する、前記吸収性物品。
【請求項２】
　前記スリット部と前記凹部とが、平面視にて、実質的に同一の形状を有している、請求
項１に記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記スリット部及び前記切込み部の合計深さが、前記凹部の深さよりも深い、請求項１
又は２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記合成繊維層が不織布からなる、請求項１～３のいずれか一項に記載の吸収性物品。



(2) JP 5936652 B2 2016.6.22

10

20

30

40

50

【請求項５】
　前記親水性繊維層と前記合成繊維層とが接合されている、請求項１～４のいずれか一項
に記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記親水性繊維層と前記合成繊維層とが、ホットメルト接着剤によって接合されている
、請求項１～４のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記合成繊維層が、前記親水性繊維層の肌面側に隣接している、請求項１～６のいずれ
か一項に記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記スリット部の底部と前記凹部との間の部分が、他の部分と比べて高密度である、請
求項１～７のいずれか一項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、吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生理用ナプキンや失禁パッド等の吸収性物品は、経血等の排泄物の漏れを抑制するため
、着用者の身体形状に沿うように変形することが望まれる。このような身体形状に沿って
変形することができる吸収性物品として、例えば、特許文献１には、吸収体が、該吸収体
における平均曲げ剛性よりも曲げ剛性が低く、且つ隣接する領域よりも曲げ剛性が低い折
曲部を有する吸収性物品が開示されている。この特許文献１に開示された吸収性物品は、
吸収体に形成された折曲部を起点として吸収性物品が柔軟に変形するので、着用者の身体
形状に沿ってフィットし易く、柔らかい使用感も得ることができる。
【０００３】
　特許文献２には、吸収体が、その一部において密度及び坪量が高められた領域を有し、
且つ、該密度及び坪量が高められた領域中に局部的に更に吸収体の密度が高められた部分
を有し、該部分が対応する凹部を有する吸収性物品が開示されている。この特許文献２に
開示された吸収性物品は、吸収体が密度の高められた複数の凹部を有しているため、吸収
体が柔軟に変形することができる。
【０００４】
　また、特許文献３には、上層吸収要素が、合成繊維が含まれる上層吸収体と、この上層
吸収体を囲繞する合成繊維の不織布からなる被包シートとから構成され、前記上層吸収要
素には、前記被包シートの表面側からのエンボスによって、該上層吸収体を幅方向に横断
する横断溝が長手方向に間隔を空けて複数設けられた吸収性物品が開示されている。この
特許文献３に開示された吸収性物品は、上層吸収体とこの上層吸収体を囲繞する不織布か
らなる被包シートとをエンボスによって一体化した構造を有し、そのエンボス溝が起点と
なって折れ曲がるため、身体の丸みに沿って滑らかに湾曲することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－２２９２１４号公報
【特許文献２】特開２００９－１３１４１７号公報
【特許文献３】特開２０１１－１３６０１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１及び２に開示された吸収性物品は、吸収体に設けられた折曲
部や凹部が、吸収体が折れ曲がる際の起点となるが、吸収体が搬送材やラップ材と貼り合
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わせられると、前記起点が搬送材等のテンションによって突っ張ってしまい、所期の柔軟
性が十分に発揮されない虞があった。また、特許文献３に開示された吸収性物品は、エン
ボス溝が、上層吸収体と被包シートとを同時にエンボスすることによって形成されるため
、エンボス溝間の被包シートが突っ張ってしまい、柔軟性が損なわれる虞があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、吸収体を搬送材やラップ材等に貼り合わせても十分な柔軟性を有し
、快適な装着感の得られる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】
【０００８】
　本発明の吸収性物品は、吸収体が、複数の貫通しないスリット部を有し且つ親水性繊維
を含む親水性繊維層を少なくとも含み、前記親水性繊維層は、前記スリット部を有する面
と反対側の面において、前記複数の貫通しないスリット部と前記吸収性物品の厚さ方向で
対応する位置に、複数の凹部を有するものである。
【０００９】
　本発明の吸収性物品は、吸収体が、複数の貫通しないスリット部を有する親水性繊維層
を少なくとも含み、前記親水性繊維層が、前記スリット部を有する面と反対側の面におい
て、前記複数の貫通しないスリット部と前記吸収性物品の厚さ方向で対応する位置に、複
数の凹部を有することで、当該複数の凹部を起点として吸収体を容易に変形させることが
可能となるため、吸収性物品として十分な柔軟性を有し、快適な装着感を提供することが
できる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、十分な柔軟性を有し、快適な装着感が得られる吸収性物品を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る吸収性物品の平面図である。
【図２】図２は、本発明の一実施形態に係る吸収性物品に用いられる吸収体の平面図であ
る。
【図３】図３は、図２に示す吸収体の長手方向ＤLに延びる中央軸線ＣLに沿った部分断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の吸収性物品に係る好適な実施形態について、図面を参照しながら詳細に
説明する。
【００１３】
　図１は、本発明の一実施形態に係る吸収性物品である生理用のナプキン１の平面図であ
る。図１に示すように、ナプキン１は、平面視にて、長手方向ＤL及び該長手方向ＤLに直
交する幅方向ＤWを有する縦長の形状を有している。ナプキン１は、着用者の肌面側に位
置する左右一対の液不透過性の側部シート２ａ、２ｂと、該側部シート２ａ、２ｂの衣服
側に位置し、不織布や液透過性プラスチックフィルム等からなる液透過性の表面シート３
と、衣服側（すなわち、前記肌面側とは反対側）に位置する液不透過性の裏面シート（図
示せず）と、前記表面シート３及び前記裏面シートの間に位置し、経血等の体液を吸収保
持する吸収体４と、を含む各種部材によって構成されている。さらに、本実施形態に係る
ナプキン１は、前記吸収体４が、親水性繊維を含む親水性繊維層５と、前記親水性繊維層
５の肌面側に隣接し、前記親水性繊維層５を少なくとも部分的に被覆する、合成繊維から
なる合成繊維層６とを備えた２層の積層構造を有する。なお、本発明の吸収性物品におい
て、吸収体は、このような２層の積層構造を有するものに限定されず、上述の親水性繊維
層を含むものであれば、単層構造を有するものでも、２層以上の任意の積層構造を有する
ものでもよい。
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【００１４】
　以下、本発明の吸収性物品に用いられる吸収体について、図面を参照しながら詳細に説
明する。図２は、本発明の一実施形態に係る吸収性物品（ナプキン１）に用いられる吸収
体４の平面図であり、図３は、図２に示す吸収体４の長手方向ＤLに延びる中央軸線ＣLに
沿った部分断面図である。図２に示すように、本実施形態においては、吸収体４が、吸収
性物品の長手方向ＤLと一致する方向の縦方向（ＭＤ方向）に長い、縦長の形状を有して
いる。
【００１５】
　本実施形態において、吸収体４は、親水性繊維層５と、前記親水性繊維層５の肌面側に
隣接する合成繊維層６とを備えた、２層の積層構造を有している。前記親水性繊維層５と
しては、パルプを含む繊維構造体に高吸収性ポリマーを分散保持させたものなどを好適に
用いることができるが、本発明の吸収性物品に用いられる親水性繊維層は、経血等の体液
を吸収保持する機能を有するものであれば特に制限されず、上述のパルプを含む繊維構造
体に高吸収性ポリマーを分散保持させたもののほかに、セルロース系繊維等の親水性繊維
からなる不織布などの任意の吸収性材料を用いることができる。また、親水性繊維層は、
上述の吸収性材料をロールプレス等により圧縮したものも、吸収体の剛性が高くなり、吸
収性物品の使用中に吸収体が裂け難くなるので、好適に用いることができる。
【００１６】
　本発明の吸収性物品において、親水性繊維層の坪量は特に制限されないが、吸液性や柔
軟性、強度などの観点から、好ましくは１００ｇ／ｍ２～５００ｇ／ｍ２であり、更に好
ましくは１５０ｇ／ｍ２～３００ｇ／ｍ２である。また、親水性繊維層の厚さについても
特に制限されないが、上記と同様の観点から、好ましくは１．０～１０．０ｍｍであり、
更に好ましくは１．５ｍｍ～５．０ｍｍである。
【００１７】
　また、前記合成繊維層６としては、ポリオレフィン系繊維（例えば、ポリエチレンやポ
リプロピレン等）やポリエステル系繊維（例えば、ポリエチレンテレフタレート等）など
の合成繊維からなる液透過性の不織布を好適に用いることができる。合成繊維層として不
織布を用いると、表面シートを透過した経血等の体液を吸収した後もその形態が維持し易
くなるため、吸収体が型崩れし難くなる。なお、本発明の吸収性物品に用いられる合成繊
維層は、経血等の体液を透過させることができるものであれば特に制限されず、上述の不
織布のほかに、例えば、合成繊維からなる織布等の任意の繊維材料を用いることができる
。
【００１８】
　本発明の吸収性物品において、合成繊維層の坪量は特に制限されないが、液透過性や柔
軟性、強度などの観点から、好ましくは１０ｇ／ｍ２～７０ｇ／ｍ２であり、更に好まし
くは２０ｇ／ｍ２～４０ｇ／ｍ２である。また、合成繊維層の厚さについても特に制限さ
れないが、上記と同様の観点から、好ましくは０．１ｍｍ～５．０ｍｍであり、更に好ま
しくは０．２ｍｍ～２．０ｍｍである。
【００１９】
　本実施形態においては、合成繊維層６の少なくとも一部が、ホットメルト等の任意の接
着剤によって親水性繊維層５と接合されている。親水性繊維層５と合成繊維層６とが接合
されていることで、吸収性物品の使用中に、親水性繊維層５と合成繊維層６とが離間して
吸収体４がよれたり、後述するスリット部や切込み部を起点として吸収体４が裂けたりす
ることが起こり難くなる。さらに、前記親水性繊維層と前記合成繊維層とが、ホットメル
ト接着剤によって接合されていると、各繊維層の表面、特に、合成繊維層の表面に凹凸等
が形成されず、また、接合部が高剛性化し難いため、吸収性物品として良好な肌触りや柔
軟性を得ることができる。
【００２０】
　親水性繊維層と合成繊維層とを一体化する手段は特に制限されず、上述の接着剤のほか
に、エンボス等の圧着手段又は水流絡合等の係合手段を用いることもできる。これらの手
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段は、それぞれ単独で用いても、併用してもよい。特に、親水性繊維層と合成繊維層との
一体化にエンボスを用いると、親水性繊維層と合成繊維層とが、複数のエンボスピンによ
って形成される複数の圧搾部において接合されるため、親水性繊維層と合成繊維層とが離
間して吸収体がよれたり、裂けたりし難くなると共に、繊維密度の高い圧搾部が複数箇所
に形成されることで吸収体の剛性が高くなり、吸収性物品の使用中に吸収体が裂けるとい
うようなことがより起こり難くなる。
【００２１】
　そして、図２及び図３に示すように、吸収体４は、合成繊維層６の上から、該合成繊維
層６を貫通し、親水性繊維層５の厚さ方向ＤTの途中部分まで切り込まれることによって
形成された、合成繊維層６における複数の貫通した切込み部７と、親水性繊維層５におけ
る複数の貫通しないスリット部８とを有している。前記切込み部７は、図３に示すように
、親水性繊維層５の各スリット部８と厚さ方向ＤTで対応する位置に、前記スリット部８
と連通するように形成されているので、後述する切込み部７とスリット部８の合計深さが
深くなり、吸収体４が、切込み部７及びスリット部８を有する面側に折れ曲がる（すなわ
ち、切込み部７及びスリット部８を有する面側に谷折りされる）ようになるため、吸収体
４を着用者の身体形状に沿って変形させ易くすることができるとともに、前記スリット部
８から親水性繊維層中のパルプ等が露出するのを防ぐことができる。なお、本明細書にお
いて、合成繊維層の切込み部と親水性繊維層のスリット部とが連通するとは、前記切込み
部と前記スリット部とが空間的に連続する状態にあることを意味し、合成繊維層と親水性
繊維層との密着の有無は問わない。
【００２２】
　また、本実施形態においては、直線状の複数の切込み部７及びスリット部８が、平面視
にて、親水性繊維層５及び合成繊維層６の略全面に亘って配置されているが、本発明の吸
収性物品はこのような配置に限定されず、前記切込み部及びスリット部は、平面視にて、
親水性繊維層５及び合成繊維層６の一部の領域のみに配置されていてもよい。
【００２３】
　さらに、本実施形態においては、合成繊維層６が、親水性繊維層５の肌面側に隣接して
配置されている。親水性繊維層５のスリット部８を有する面を、着用者の肌面側とするこ
とで、吸収性物品の着用時において、吸収体４が着用者の身体形状に沿って肌面側に湾曲
した際に、前記親水性繊維層５中のパルプが移動し易く、吸収体４を着用者の身体形状に
沿って変形させ易くすることができる。
【００２４】
　本発明の吸収性物品は、吸収体を構成する親水性繊維層が、複数の貫通しないスリット
部を有することで、当該スリット部を起点として折れ曲り易くなるため、吸収性物品を着
用者の身体形状の曲率に沿って変形させることができる。さらに、前記吸収体において、
前記親水性繊維層に隣接する合成繊維層が不織布で構成されている場合、不織布は、テン
ションが掛かることによって剛性が高くなり易いため、吸収性物品の柔軟性が損なわれる
虞があるが、当該合成繊維層が、複数の貫通する切込み部を有することで、上述のテンシ
ョンが取り除かれるため、吸収体の高剛性化を抑制することができ、吸収性物品を柔軟性
に優れたものとすることができる。
【００２５】
　本発明の吸収性物品において、直線状の切込み部及びスリット部の長さは特に制限され
ず、例えば３ｍｍ～５０ｍｍであり、好ましくは５ｍｍ～１５ｍｍである。前記切込み部
及びスリット部の長さが３ｍｍ以上であると、前記スリット部を起点として吸収体が折れ
曲がり易くなるため、吸収性物品を着用者の身体形状の曲率に沿って容易に変形させるこ
とができる。また、前記切込み部及びスリット部の長さが５０ｍｍ以下であると、吸収体
が幅方向ＤW外側からの圧力を受けた際に、前記切込み部及びスリット部が開口して裂け
てしまうというようなことがなく、吸収性物品としての耐久性を確保することができる。
【００２６】
　前記スリット部の深さは、特に制限されないが、吸収体の折れ曲がり易さなどの点から
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、例えば０．０５ｍｍ～５．０ｍｍであり、好ましくは０．１ｍｍ～３．０ｍｍである。
なお、本明細書において、スリット部の深さは、親水性繊維層の表面に沿った平面と、ス
リット部における最深部との間の距離を意味し、具体的には、以下の測定方法によって求
められる深さを指す。（１）スリット部を有する親水性繊維層を含む吸収体を、スリット
部の延在する方向と垂直に交わる平面で切断する。（２）切断した吸収体の断面を走査型
電子顕微鏡などの電子顕微鏡で観察し、任意の隣り合う２つのスリット部の間に位置する
最も厚さの厚い部分（以下、「最厚部」という。）の厚さ（ｍｍ）を測定する。（３）任
意の１０箇所の最厚部の厚さ（ｍｍ）を測定し、その平均値を最厚部平均厚さ（ｍｍ）と
する。（４）電子顕微鏡写真又は画像を用いて、吸収体のスリット部を有する面とは反対
側の面を下側にして吸収体を水平面に載置したときに、該水平面に接する部分からなる平
面を仮想底面と仮定するとともに、前記仮想底面と平行な平面であって、前記底面からの
距離が前記最厚部平均厚さと一致する位置に位置する平面を仮想基準表面と仮定し、該仮
想基準表面からスリット部の最深部までの距離（ｍｍ）を測定する。（５）任意の１０個
のスリット部について、前記仮想基準表面からスリット部の最深部までの距離（ｍｍ）を
測定し、その平均値をスリット部の深さ（ｍｍ）とする。
【００２７】
　本実施形態においては、複数の切込み部７及びスリット部８が、平面視にて、吸収体４
の縦方向（すなわち、吸収性物品の長手方向ＤL）に対して垂直な横方向（ＣＤ方向）、
すなわち吸収性物品の幅方向Ｄwと平行な方向に延在している。複数の切込み部及びスリ
ット部がこのような方向に延在していると、吸収体が吸収性物品の長手方向ＤLに湾曲し
易くなるので、吸収性物品が着用者の身体形状の曲率の大きい部分に対応して変形し易く
なり、着用者に対する吸収性物品のフィット性をより向上させることができる。
【００２８】
　また、本実施形態においては、複数の切込み部７及びスリット部８が、平面視にて、親
水性繊維層５及び合成繊維層６の略全面に亘って千鳥状に配置されている。複数の切込み
部及びスリット部がこのように配置されていると、吸収体において切込み部及びスリット
部の存在しない剛性の高い領域が、吸収性物品の長手方向ＤLに連続して形成されないた
め、吸収性物品をより変形し易くすることができる。また、このような効果は、上述の千
鳥状の配置形態に限らず、例えば、複数のスリット部を、吸収性物品の長手方向ＤLに隣
接するスリット部同士が前記長手方向ＤLにおいて常に重なる部分を有するように配置す
ることで得ることができる。
【００２９】
　また、図２に示すように、本発明の吸収性物品は、親水性繊維層及び合成繊維層のうち
の幅が広い方（すなわち、幅方向ＤＷの長さが長い方）の繊維層（親水性繊維層及び合成
繊維層が同じ幅の場合は、両繊維層）における幅方向ＤWの両縁部（すなわち、吸収体の
幅方向ＤＷにおける両縁部）に、スリット部又は切込み部が存在していないことが好まし
い。吸収体の両縁部にスリット部又は切込み部が存在していないことで、当該両縁部にお
いて所定の強度を確保することができるため、吸収性物品の幅方向ＤWの両縁部と着用者
の腿周りとの間で摩擦等が生じても、吸収体が裂け難くなる。
【００３０】
　複数の切込み部及びスリット部を形成する手段は、前記切込み部と前記スリット部とが
吸収体の厚さ方向で対応する位置に形成されるものであれば特に制限されず、任意の手段
を採用することができる。例えば、複数の切込み部及びスリット部は、一体化した親水性
繊維層及び合成繊維層を任意の搬送手段によって搬送しながら、合成繊維層の上方から、
回転する切断ロールの周面上に設けられた複数の切断刃を押し当てることによって形成す
ることができる。なお、切断ロールの切断刃と搬送手段との間のクリアランスを調節する
ことによって、スリット部を、前記親水性繊維層を貫通しないように形成することができ
る。
【００３１】
　また、複数の切込み部及びスリット部の延在方向は、吸収性物品の幅方向ＤWに平行な
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方向に限定されず、例えば、平面視にて、吸収性物品の幅方向ＤWに対して０°以上４５
°未満の角度を形成する方向であってもよい。なお、本明細書において、「吸収性物品の
幅方向ＤWに対して０°以上４５°未満の角度」とは、吸収性物品の幅方向ＤWに平行な直
線と、切込み部及びスリット部とが交わることによって形成される角度のうちの最も小さ
い角度が、０°以上４５°未満の角度であることを意味する。切込み部及びスリット部の
延在方向と、吸収性物品の幅方向ＤWとのなす角度が４５°以上であると、切込み部及び
スリット部を形成する際に、親水性繊維層内において吸収性物品の幅方向ＤWに配向した
繊維が切断され易くなるため、親水性繊維層の幅方向における強度が低下する虞がある。
【００３２】
　本発明の吸収性物品において、切込み部及びスリット部の平面視における形状は、上述
の直線状に限定されず、吸収体の変形のし易さや吸収体としての強度を損なわない範囲内
において、任意の形状を採用することができる。このような形状としては、例えば、曲線
、Ｖ字形、波形、ジグザグ形、円形、多角形などが挙げられる。
【００３３】
　また、図３に示すように、本実施形態において、前記親水性繊維層５は、前記スリット
部８を有する面と反対側の面において、複数のスリット部８と厚さ方向で対応する位置に
、複数の凹部９を有している。親水性繊維層にこのような複数の凹部が形成されていると
、当該複数の凹部における変形が容易になるため、吸収性物品が優れた柔軟性を有するも
のとなり、着用者に快適な装着感を提供することができる。
【００３４】
　本発明の吸収性物品において、凹部の構造は、吸収体の折れ曲がり易さを損なわない限
り特に制限されないが、凹部の長さは、身体形状に沿った変形のし易さなどの点から、例
えば３ｍｍ～６０ｍｍであり、好ましくは５ｍｍ～２０ｍｍである。また、凹部の幅も特
に制限されないが、例えば０．１ｍｍ～５ｍｍであり、好ましくは０．５ｍｍ～２ｍｍで
ある。凹部の幅がこのような範囲内にあると、吸収体が折れ曲がる際の起点として機能し
易くなる。
【００３５】
　本発明の吸収性物品において、凹部の深さは特に制限されないが、吸収体の折れ曲がり
易さ等の点から、例えば０．０５ｍｍ～５ｍｍであり、好ましくは０．１ｍｍ～３ｍｍで
ある。なお、本明細書において、凹部の深さは、親水性繊維層のスリット部を有する面と
反対側の面と、凹部の最深部との間の距離を意味し、上述のスリット部の深さと同様の測
定方法によって求めることができる。すなわち、上述のスリット部の深さの測定方法にお
いて、前記仮想底面から凹部の最深部までの距離（ｍｍ）を測定し、任意の１０個の凹部
について実施した上記距離の測定値の平均値を、凹部の深さ（ｍｍ）とする。
【００３６】
　また、本発明の吸収性物品においては、前記スリット部及び前記切込み部の合計深さが
、前記凹部の深さよりも深いことが好ましい。前記スリット部及び前記切込み部の合計深
さを、前記凹部の深さよりも深くすることで、吸収体が前記スリット部及び前記切込み部
を有する面側に折れ曲がるようになるため、前記スリット部によって親水性繊維層中のパ
ルプ等が露出するのを防ぐことができ、その結果、吸収体としての耐久性を向上させるこ
とができる。なお、前記スリット部及び前記切込み部の合計深さは、上述のスリット部の
深さと同様にして測定することができる。
【００３７】
　本発明の吸収性物品において、平面視における凹部の形状は特に制限されないが、前記
スリット部と実質的に同一の形状を有することが好ましい。前記スリット部と前記凹部と
が、平面視にて実質的に同一の形状を有していると、前記スリット部と前記凹部との間の
部分を起点として吸収体を精度よく折り曲げることができる。なお、本明細書において、
実質的に同一の形状とは、各形状が、同一種類の形状であって、各形状の中心線同士が重
複する形状を意味する。
【００３８】
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　本発明の吸収性物品における複数の凹部は、例えば、エンボス等の圧搾手段によって容
易に形成することができる。前記凹部をエンボス等の圧搾手段によって形成すると、親水
性繊維層の厚さ方向において、貫通しないスリット部の底部と凹部との間の部分が圧搾さ
れて高密度化し、当該高密度化した部分とその周辺部分との間に剛性差が生じるため、当
該高密度化した部分を起点として親水性繊維層が折れ曲がり易くなり、吸収性物品が着用
者の身体形状に沿って変形し易くなる。また、前記スリット部の底部と凹部との間の部分
が高密度化することによって、吸収体の前記スリット部を有する領域が強化されるため、
吸収体としての耐久性を向上させることもできる。
【００３９】
　また、前記圧搾手段を上述の切込み部及びスリット部の形成手段と兼用することもでき
る。すなわち、前記凹部は、前記切込み部及びスリット部と同時に形成することができる
。吸収体に切込み部、スリット部及び凹部を同時に形成する方法は、一体化した親水性繊
維層５及び合成繊維層６を任意の搬送手段によって搬送する工程（ａ）と、前記親水性繊
維層５及び合成繊維層６を搬送しながら、前記合成繊維層６の上方から複数の切断刃を押
し当てることによって、前記合成繊維層６及び親水性繊維層５のそれぞれに複数の貫通す
る切込み部７及び貫通しないスリット部８を形成する工程（ｂ）と、前記親水性繊維層５
及び合成繊維層６から前記切断刃を取り除く工程（ｃ）とを含む。
【００４０】
　この方法では、前記工程（ｂ）において、前記複数の貫通する切込み部７及び貫通しな
いスリット部８が形成されるが、その際に、前記切断刃の押圧力によって、前記貫通しな
いスリット部８の底部と前記搬送手段との間の部分が圧搾されて、図３に示すような高密
度化部HDが形成されると共に、前記親水性繊維層５が前記切断刃の当接点（すなわち、前
記スリット部８の底部）を中心として下側に凸となるように変形する。そして、このよう
に変形した前記親水性繊維層５は、前記工程（ｃ）において、前記切断刃の押圧力が取り
除かれると、前記親水性繊維層５を構成する繊維の弾性力によって元の形状に復元するが
、前記貫通しないスリット部８の底部と前記搬送手段との間の高密度化部HDは圧搾されて
いて復元せず、前記高密度化部HDが前記スリット部８の底部に隣接した状態が維持される
ため、当該高密度化部HDを中心とした凹部９が、前記親水性繊維層５の前記搬送手段側の
面（すなわち、前記スリット部８を有する面と反対側の面）に形成される。
【００４１】
　このような方法によれば、複数の切込み部及びスリット部と、複数の凹部とを一つの工
程で同時に形成することができるため、吸収性物品の柔軟化をより効率よく実現すること
ができると共に、前記スリット部と前記凹部とが、吸収体の厚さ方向で対応する位置に、
平面視にて実質的に同一の形状を有するように形成されるため、前記スリット部の底部と
前記凹部との間の部分（すなわち、高密度化部HD）を起点とした吸収体の折り曲げを精度
よく実現することができ、着用者に快適な装着感を提供することができる。また、貫通し
ないスリット部の底部と凹部との間に高密度化部HDが形成されるため、上述のエンボス等
による圧搾手段を用いた場合と同様の効果を得ることができる。
【００４２】
　また、凹部の形成手段は上述の各手段に限定されず、例えば、親水性繊維層の所定部分
を低坪量化すること等によっても容易に凹部を形成することができる。
【００４３】
　本発明は、上述した実施形態の生理用のナプキンのほかに、例えば、パンティーライナ
ー、失禁パッド等の様々な吸収性物品に適用することができる。また、本発明の吸収性物
品は、上述の実施形態に制限されることなく、本発明の目的、趣旨を逸脱しない範囲内に
おいて、適宜変更が可能である。
【符号の説明】
【００４４】
　１　　ナプキン（吸収性物品）
　２ａ、２ｂ　　側部シート
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　３　　表面シート
　４　　吸収体
　５　　親水性繊維層
　６　　合成繊維層
　７　　切込み部
　８　　スリット部
　９　　凹部

【図１】 【図２】

【図３】
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