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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに直交する長手方向、幅方向、及び、厚さ方向を有し、
　前記厚さ方向に、液透過性のトップシート、液透過性のセカンドシート、吸収体、及び
、液不透過性のバックシートが順に積層され、
　前記幅方向の両側部に、前記トップシート、前記セカンドシート、及び、前記吸収体を
、前記トップシート側から前記厚さ方向に圧縮した一対の圧縮部が形成された吸収性物品
であって、
　前記セカンドシートは、前記幅方向の両端部が折り返されることにより、一対の２層部
を有し、
　前記２層部は、上層と下層が接着された接着領域と、当該接着領域よりも前記幅方向の
外側の位置に、上層と下層が接着されていない非接着領域と、を有し、
　前記長手方向の中央部において、前記非接着領域の少なくとも一部が、前記圧縮部より
も、前記幅方向の外側に位置していること、
を特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　請求項１に記載の吸収性物品であって、
　前記長手方向の中央部において、前記非接着領域の少なくとも一部が、前記吸収体より
も、前記幅方向の外側に位置していることを特徴とする吸収性物品。
【請求項３】
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　請求項２に記載の吸収性物品であって、
　前記長手方向の中央部において、前記非接着領域の前記幅方向の内側の端が、前記吸収
体の前記幅方向の外側の端と一致、又は、前記吸収体の前記幅方向の外側の端よりも前記
幅方向の内側に位置していることを特徴とする吸収性物品。
【請求項４】
　請求項１から請求項３の何れか１項に記載の吸収性物品であって、
　前記長手方向の中央位置では、前記セカンドシートの折り返された部位の前記幅方向の
内側の端が、前記圧縮部よりも前記幅方向の外側に位置し、
　前記長手方向の中央位置から前記長手方向に間隔を空けた位置では、前記セカンドシー
トの折り返された部位の前記幅方向の内側の端が、前記圧縮部よりも前記幅方向の内側に
位置していることを特徴とする吸収性物品。
【請求項５】
　請求項１から請求項４の何れか１項に記載の吸収性物品であって、
　前記セカンドシートは、前記幅方向の両端部が折り返されていない状態において、前記
厚さ方向の圧縮回復率が３０％以上であり、自然状態での厚さが０．５ｍｍ以上のシート
であることを特徴とする吸収性物品。
【請求項６】
　請求項１から請求項５の何れか１項に記載の吸収性物品であって、
　前記セカンドシートでは、一方の面の方が他方の面よりも剛性が高く、
　前記セカンドシートは、前記一方の面が内側となるように、前記幅方向の両端部が折り
返されていることを特徴とする吸収性物品。

【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】
　吸収性物品として、例えば、液透過性のトップシートと液不透過性のバックシートの間
に、経血等の排泄物を吸収・保持する吸収体が設けられた生理用ナプキンが挙げられる。
生理用ナプキンでは、股間に着用されて横からの変形力を受けた際に、様々な形状に変形
し、フィット性が悪い等の問題が生じていた。そこで、吸収体の非肌側面の全域に上層弾
性部材を接着剤により接着し、更に、上層弾性部材の非肌側面の両側部に下層弾性部材を
接着剤により接着して、幅方向の両側部の剛性を中央部の剛性よりも高くすることで、生
理用ナプキンの断面形状を、肌側に向けて凸となる形状に誘導し易くした生理用ナプキン
が提案されている（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３７３７２５１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記の生理用ナプキンにおいて、上層弾性部材と下層弾性部材の接着面の全域
に接着剤を塗布してしまうと、接着剤により幅方向の両側部が硬くなり、着用時に違和感
が生じてしまう。
【０００５】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、その目的は、着用時の違和感を低
減した吸収性物品を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　上記目的を達成するための主たる発明は、互いに直交する長手方向、幅方向、及び、厚
さ方向を有し、前記厚さ方向に、液透過性のトップシート、液透過性のセカンドシート、
吸収体、及び、液不透過性のバックシートが順に積層され、前記幅方向の両側部に、前記
トップシート、前記セカンドシート、及び、前記吸収体を、前記トップシート側から前記
厚さ方向に圧縮した一対の圧縮部が形成された吸収性物品であって、前記セカンドシート
は、前記幅方向の両端部が折り返されることにより、一対の２層部を有し、前記２層部は
、上層と下層が接着された接着領域と、当該接着領域よりも前記幅方向の外側の位置に、
上層と下層が接着されていない非接着領域と、を有し、前記長手方向の中央部において、
前記非接着領域の少なくとも一部が、前記圧縮部よりも、前記幅方向の外側に位置してい
ること、を特徴とする吸収性物品である。
　本発明の他の特徴については、本明細書及び添付図面の記載により明らかにする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、着用時の違和感を低減した吸収性物品を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】ナプキンにおける着用者の肌側の概略平面図である。
【図２】ナプキンにおける着用者の非肌側の概略平面図である。
【図３】図３Ａ及び図３Ｂは図１の位置ＡＡ，位置ＢＢでのナプキンの概略断面図である
。
【図４】セカンドシートにおける接着剤の塗布領域を説明する図である。
【図５】第１圧縮部、セカンドシートの２層部の接着領域、及び、非接着領域の位置関係
を説明する図である。
【図６】図６Ａは自然状態であるナプキンの断面形状を示し、図６Ｂは着用時のナプキン
の断面形状を示す図である。
【図７】図７Ａはセカンドシートの評価試験の結果を示す表であり、図７Ｂはサンプルに
加える圧縮荷重とサンプルの厚さの関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本明細書及び添付図面の記載により、少なくとも以下の事項が明らかとなる。
　互いに直交する長手方向、幅方向、及び、厚さ方向を有し、前記厚さ方向に、液透過性
のトップシート、液透過性のセカンドシート、吸収体、及び、液不透過性のバックシート
が順に積層され、前記幅方向の両側部に、前記トップシート、前記セカンドシート、及び
、前記吸収体を、前記トップシート側から前記厚さ方向に圧縮した一対の圧縮部が形成さ
れた吸収性物品であって、前記セカンドシートは、前記幅方向の両端部が折り返されるこ
とにより、一対の２層部を有し、前記２層部は、上層と下層が接着された接着領域と、当
該接着領域よりも前記幅方向の外側の位置に、上層と下層が接着されていない非接着領域
と、を有し、前記長手方向の中央部において、前記非接着領域の少なくとも一部が、前記
圧縮部よりも、前記幅方向の外側に位置していることを特徴とする吸収性物品である。　
　このような吸収性物品によれば、着用時に、吸収性物品を幅方向に圧縮しようとする股
締め力が作用した際に、非接着領域が変形し、股締め力が吸収される。また、着用者には
、セカンドシートが、トップシートを介して、面で接触するため、股締め力が分散される
。ゆえに、吸収性物品から着用者への反発力が弱まり、着用時の違和感が低減される。
【００１０】
　かかる吸収性物品であって、前記長手方向の中央部において、前記非接着領域の少なく
とも一部が、前記吸収体よりも、前記幅方向の外側に位置していることを特徴とする吸収
性物品である。
　このような吸収性物品によれば、着用者には、吸収体よりも先に、吸収体よりも剛性の
低いセカンドシートが、トップシートを介して接触するため、股締め力がより吸収され易
い。また、セカンドシートの非接着領域によって、吸収性物品の幅を着用者に応じて調整
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可能となる。ゆえに、着用時の違和感がより低減される。
【００１１】
　かかる吸収性物品であって、前記長手方向の中央部において、前記非接着領域の前記幅
方向の内側の端が、前記吸収体の前記幅方向の外側の端と一致、又は、前記吸収体の前記
幅方向の外側の端よりも前記幅方向の内側に位置していることを特徴とする吸収性物品で
ある。
　このような吸収性物品によれば、非接着領域の幅が広いため、股締め力がより吸収され
易く、また、吸収性物品の幅の調整範囲が広くなる。ゆえに、着用時の違和感がより低減
される。
【００１２】
　かかる吸収性物品であって、前記長手方向の中央位置では、前記セカンドシートの折り
返された部位の前記幅方向の内側の端が、前記圧縮部よりも前記幅方向の外側に位置し、
前記長手方向の中央位置から前記長手方向に間隔を空けた位置では、前記セカンドシート
の折り返された部位の前記幅方向の内側の端が、前記圧縮部よりも前記幅方向の内側に位
置していることを特徴とする吸収性物品である。
　このような吸収性物品によれば、セカンドシートの幅方向の端部が折り返された状態が
圧縮部により維持されつつ、長手方向の中央位置では、セカンドシートの非接着領域の変
形が圧縮部に阻害されないので、股締め力がより吸収され易く、着用時の違和感がより低
減される。
【００１３】
　かかる吸収性物品であって、前記セカンドシートは、前記幅方向の両端部が折り返され
ていない状態において、前記厚さ方向の圧縮回復率が３０％以上であり、自然状態での厚
さが０．５ｍｍ以上のシートであることを特徴とする吸収性物品である。
　このような吸収性物品によれば、セカンドシートの弾性によって股締め力がより吸収さ
れ易く、着用時の違和感がより低減される。
【００１４】
　かかる吸収性物品であって、前記セカンドシートでは、一方の面の方が他方の面よりも
剛性が高く、前記セカンドシートは、前記一方の面が内側となるように、前記幅方向の両
端部が折り返されていることを特徴とする吸収性物品である。
　このような吸収性物品によれば、セカンドシートの２層部において、剛性の低い面（他
方の面）が着用者側に向くため、股締め力がより吸収され易く、着用時の違和感がより低
減される。
【００１５】
＝＝＝生理用ナプキンの概略構成＝＝＝
　吸収性物品の一例として生理用ナプキン（以下、ナプキン）を例に挙げて、実施形態を
説明する。
　図１は、ナプキン１における着用者の肌側の概略平面図である。図２は、ナプキン１に
おける着用者の非肌側の概略平面図である。図３Ａ及び図３Ｂは、図１の位置ＡＡ，位置
ＢＢでのナプキン１の概略断面図である。図４は、セカンドシート３における接着剤３２
の塗布領域を説明する図である。ナプキン１は、図示するように、互いに直交する長手方
向、幅方向、及び、厚さ方向を有する。また、ナプキン１では、図３に示すように、厚さ
方向の肌側から、液透過性のトップシート２、液透過性のセカンドシート３、吸収体４、
及び、液不透過性のバックシート５が順に積層されている。
【００１６】
　吸収体４は、経血等の排泄物を吸収・保持するためのものであり、例えば親水性繊維や
高分子吸水ポリマー等から構成されるものが挙げられる。本実施形態の吸収体４の平面形
状は、図１に示すように、長手方向に延びた瓢箪形状である。すなわち、長手方向の両端
部１ａが丸みを有し、長手方向の中央部１ｂが幅方向にくびれた形状となっている。
【００１７】
　トップシート２（例えば不織布や開孔フィルム等）、及び、バックシート５（例えば合
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成樹脂フィルムや防水処理が施された不織布等）は、平面形状が同じであり、吸収体４よ
りも一回り大きく、且つ、長手方向の中央部１ｂから幅方向の両外側に延出する一対のウ
ィング部１０を形成する。以下の説明では、ウィング部１０以外の部位を、ナプキン１の
本体部１１とも呼ぶ。なお、ウィング部１０を有さないナプキン１であってもよい。そし
て、トップシート２の周縁部とバックシート５の周縁部は、例えばヒートエンボス加工や
接着剤等により接合され、接合部６が形成されている。
【００１８】
　セカンドシート３は、液透過性を備えつつ、トップシート２やバックシート５よりも厚
さ方向に弾性を備えるシートとする。よって、セカンドシート３としては、液透過性及び
弾性が付与されやすく、且つ、比較的に安価で、製法が容易である合成樹脂繊維（例えば
、ポリエチレンＰＥ、ポリプロピレンＰＰ、ポリエチレンテレフタレートＰＥＴ等）の不
織布が一例として挙げられる。但し、これに限らず、天然繊維（例えばコットン）や再生
繊維（例えばレーヨン）の不織布等であってもよい。また、不織布の製造方法としては、
液透過性及び弾性が付与されやすいサーマルボンド法、特に、ネット上に堆積させた繊維
に熱風を貫通させてシート状にするエアスルー式が望ましい。但し、これに限らず、ケミ
カルボンド法やスパンレース法等、他の製造方法でもよい。
【００１９】
　更に、セカンドシート３は、図３に示すように、幅方向の両端部が非肌側（吸収体４側
）に折り返されている。詳しくは、セカンドシート３の幅方向の一方側の端部が折り返さ
れた部位と、幅方向の他方側の端部が折り返された部位とが、厚さ方向に重ならないよう
に、セカンドシート３の幅方向の両端部は折り返されている。よって、セカンドシート３
は、幅方向の両端部に位置する一対の２層部３０と、幅方向の中央部に位置する１層部３
１とを有することになる。
【００２０】
　また、セカンドシート３は、非肌側面に接着剤３２（例えばホットメルト接着剤）が塗
布された後に、幅方向の両端部が折り返される。接着剤３２は、図４に示すように、１層
部３１の全域と、２層部３０の幅方向の内側の端部と、に塗布される。ゆえに、２層部３
０は、上層３３と下層３４が接着剤３２により接着された接着領域３５と、その接着領域
３５よりも幅方向の外側の位置に、上層３３と下層３４が接着剤３２により接着されてい
ない非接着領域３６と、を有することになる。詳しくは、２層部３０において、接着領域
３５よりも幅方向の外側の領域が非接着領域３６となっており、セカンドシート３の折り
位置３ｂに非接着領域３６が面している。なお、２層部３０（上層３３と下層３４）を、
接着剤３２により接着するに限らず、例えばヒートエンボス加工により接着することで、
接着領域３５を形成してもよい。
【００２１】
　接着領域３５により、セカンドシート３の幅方向の両端部が折り返された状態が維持さ
れ、１層部３１に塗布された接着剤３２により、セカンドシート３が吸収体４に接着され
る。なお、セカンドシート３から吸収体４への液透過性が阻害されないように、接着剤３
２をべた塗りせずに、線状に塗布するとよい。接着剤３２の塗布パターンは、図４に示す
パターンに限らず、例えば帯状や螺旋状に塗布してもよい。また、図示しないが、トップ
シート２とセカンドシート３の間や、セカンドシート３（２層部３０）と吸収体４の間や
、吸収体４とバックシート５の間にも、接着剤を塗布するとよい。
【００２２】
　また、セカンドシード３の弾性が発揮されるように、幅方向の両端部が折り返されてい
ない状態において、自然状態での厚さが０．５ｍｍ以上であり、目付が２０ｇ/ｍ2以上で
あり、厚さ方向の圧縮回復率ＲＣ（詳細は後述）が３０％以上であるシートを、セカンド
シート３にすることが好ましい。一方で、セカンドシード３の液透過性が確保されるよう
に、幅方向の両端部が折り返されていない状態において、自然状態での厚さが４．０ｍｍ
以下であり、目付が４０ｇ/ｍ2以下であるシートを、セカンドシート３にすることが好ま
しい。
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【００２３】
　また、ナプキン１には、例えばヒートエンボス加工により、トップシート２、セカンド
シート３、及び、吸収体４を、肌側（トップシート２側）から厚さ方向に圧縮して一体化
した圧縮部（凹部）７，８が形成されている。圧縮部は、ナプキン１の長手方向の中央部
１ｂにおける幅方向の両側部に設けられ、長手方向に延びる一対の第１圧縮部７（一対の
圧縮部）と、ナプキン１の長手方向の両端部１ａにそれぞれ設けられ、ハート形状である
第２圧縮部８とを有する。詳しくは、第１圧縮部７は、幅方向の内側に凸となる円弧部分
を有し、その円弧部分は、吸収体４の幅方向の端４ａに沿って湾曲している。また、第１
圧縮部７、及び、第２圧縮部８では、それぞれ、低圧縮部７０，８０と、低圧縮部７０，
８０よりも高い圧力で圧縮され、凹部の深さが深い高圧縮部７１，８１とが、交互に並ん
でいる。なお、圧縮部は、凹部が連続した溝形状でもよいし、複数の凹部が間隔を空けて
線状に並んだ形状でもよい。
【００２４】
　また、図２に示すように、バックシート５の非肌側面には、下着にナプキン１を固定し
、且つ、下着からナプキン１を剥離可能な接着剤２０，２１（例えばホットメルト接着剤
）が設けられている。接着剤は、ナプキン１の本体部１１に設けられた第１接着剤２０と
、ウィング部１０に設けられた第２接着剤２１と、を有する。第１接着剤２０は、下着の
肌側面に接着され、第２接着剤２１は、折り返されたウィング部１０により、下着の非肌
側面に接着される。なお、図２では、長手方向に延びた接着剤の帯が、第１接着剤２０で
は幅方向に１０本並び、第２接着剤２１には１本設けられた場合を例に挙げているが、接
着剤の塗布パターンはこれに限らない。
【００２５】
＝＝＝生理用ナプキンの着用性＝＝＝
　図５は、第１圧縮部７、セカンドシート３の２層部３０の接着領域３５、及び、非接着
領域３６の位置関係を説明する図である。図６Ａは、自然状態であるナプキン１の断面形
状を示し、図６Ｂは、着用時のナプキン１の断面形状を示す図である。なお、図６Ａ及び
図６Ｂは、ナプキン１の長手方向の中央部１ｂを幅方向及び厚さ方向に切った断面図であ
る。
【００２６】
　前述のように、本実施形態のナプキン１では、セカンドシート３の幅方向の両端部が折
り返されており、セカンドシート３の幅方向の両端部が２層部３０となっている。そして
、２層部３０において、幅方向の内側の端部が接着領域３５となっており、接着領域３５
よりも幅方向の外側の領域が非接着領域３６となっている。そのため、セカンドシート３
は、接着領域３５により、幅方向の両端部が折り返された状態が維持されつつ、接着領域
３５よりも幅方向の外側の２層部３０、即ち、非接着領域３６が、自由に変形可能となっ
ている。
【００２７】
　また、図５に示すように、ナプキン１の長手方向の中央部１ｂにおいて、非接着領域３
６の少なくとも一部（全部又は一部）が、第１圧縮部７よりも、幅方向の外側に位置して
いる。詳しくは、セカンドシート３が有する一対の２層部３０のうち、幅方向の一方側の
２層部３０の非接着領域３６が、一対の第１圧縮部７のうち、幅方向の一方側の第１圧縮
部７よりも、幅方向の一方側に位置する。そのため、図６Ｂに示すように、ナプキン１の
折れ起点となる第１圧縮部７よりも幅方向の外側に、自由に変形可能なセカンドシート３
の２層部３０（非接着領域３６）が位置することになる。
【００２８】
　そのため、着用者の大腿部にナプキン１が挟み込まれ、ナプキン１を幅方向の内側に圧
縮しようとする股締め力が作用した際に、セカンドシート３の非接着領域３６によって股
締め力が吸収（緩和）される。特に、本実施形態では、セカンドシート３が弾性の高いシ
ートとするため、具体的には、厚さ方向の圧縮回復率ＲＣが３０％以上であり、自然状態
での厚さが０．５ｍｍ以上であるシートとするため、股締め力がセカンドシート３によっ
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て一層吸収され易い。また、セカンドシート３の幅方向の両端部が折り返され、ループ状
になっている。そのため、着用者は、トップシート２を介して、セカンドシート３の幅方
向の両端部に面で接触するので、股締め力が分散される。よって、本実施形態のナプキン
１では、股締め力が作用した際に、着用者への反発力が弱まり、着用時の違和感が低減さ
れる。
【００２９】
　また、仮に、セカンドシート３の２層部３０の全域に接着剤が塗布されていると、セカ
ンドシート３の幅方向の両端部が接着剤によって硬くなってしまう。これに対して、本実
施形態のセカンドシート３の２層部３０は非接着領域３６を有し、非接着領域３６がセカ
ンドシート３の折り位置３ｂに面しているため、セカンドシード３の幅方向の両端部が柔
らかい。よって、着用時の痛みを防ぎ、着用時の違和感が低減される。
【００３０】
　更に、本実施形態のナプキン１では、長手方向の中央部１ｂ、即ち、着用者の大腿部に
挟み込まれる領域において、吸収体４が幅方向にくびれており、セカンドシード３の非接
着領域３６の少なくとも一部が、吸収体４よりも、幅方向の外側に位置している。そのた
め、着用者の大腿部には、吸収体４よりも先に、吸収体４よりも剛性（ごわつき感）の低
いセカンドシート３が、トップシート２を介して接触する。つまり、吸収体４よりも先に
セカンドシート３が股締め力を受けるため、セカンドシート３の非接着領域３６によって
股締め力が吸収され易く、着用時の違和感がより低減される。
【００３１】
　換言すると、ナプキン１（本体部１１）の長手方向の中央部１ｂでは、幅方向の両端部
に、ごわつき易い吸収体４ではなく、自由に変形可能であり、且つ、弾性の高いセカンド
シート３の非接着領域３６が存在するため、幅方向のクッション性が高い。そのため、吸
収体４から幅方向の外側に飛び出たセカンドシート３の非接着領域３６によって、ナプキ
ン１の幅が着用者に応じて調整可能となる。よって、本実施形態のナプキン１は、着用者
の身体になじみ易く、着用時の違和感が低減される。特に、吸収体４の幅方向の外側端４
ａが、幅方向の内側に凸となるように湾曲していると、着用者の大腿部に沿い易く、着用
時の違和感がより低減される。
【００３２】
　なお、吸収体４が液透過性の被覆材（例えばティッシュシート等）で包まれていてもよ
く、ナプキン１の長手方向の中央部１ｂにおいて、被覆材の幅方向の長さが、セカンドシ
ート３の幅方向の長さと同じであってもよい。この場合でも、被覆材は、吸収体４よりも
剛性が低いため、着用時の違和感が増してしまう問題は生じない。
【００３３】
　また、本実施形態のナプキン１では、長手方向の中央部１ｂにおいて、セカンドシード
３の非接着領域３６の幅方向の内側端３６ａが、吸収体４の幅方向の外側端４ａと一致、
又は、吸収体４の幅方向の外側端４ａよりも幅方向の内側に位置している。つまり、吸収
体４の際まで非接着領域３６が存在し、接着領域３５が吸収体４よりも幅方向の外側に飛
び出していない。
【００３４】
　このように、吸収体４から幅方向に飛び出る非接着領域３６を大きくすることで、股締
め力が吸収され易くなり、ナプキン１の幅の調整範囲も広くなる。また、吸収体４が存在
する領域までナプキン１が圧縮されるまでの間に、着用者は剛性の高い部位（例えば接着
領域３５）を感じない。よって、着用時の違和感がより低減される。但し、これに限らず
、接着領域３５が吸収体４よりも幅方向の外側に飛び出していてもよい。
【００３５】
　また、本実施形態のナプキン１では、第１圧縮部７が幅方向の内側に凸となるように湾
曲するのに対して、セカンドシート３の折り返された部位の幅方向の内側の端３ａ（以下
、折り返し端３ａ）は長手方向に沿っている。そのため、長手方向の中央位置Ｂを含む長
手方向の所定の区間（図１のＣＣ間）では、図３Ｂに示すように、セカンドシート３の折
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り返し端３ａが、第１圧縮部７よりも幅方向の外側に位置する。一方、長手方向の中央位
置Ｂから長手方向に間隔を空けた位置（例えば位置Ａ）では、図３Ａに示すように、セカ
ンドシート３の折り返し端３ａが、第１圧縮部７よりも幅方向の内側に位置する。
【００３６】
　そのため、長手方向の中央位置Ｂを含む長手方向の所定の区間（図１のＣＣ間）では、
セカンドシート３の非接着領域３６の変形が、第１圧縮部７によって阻害されない。ゆえ
に、股締め力が最も作用する部位において、非接着領域３６により股締め力が吸収され易
く、装着時の違和感がより低減される。一方、長手方向の中央位置Ｂから長手方向に間隔
を空けた位置では、セカンドシート３の２層部３０が、第１圧縮部７によって、吸収体４
と一体化する。ゆえに、セカンドシート３が弾性の高いシートであっても、幅方向の両端
部が折り返された状態が確実に維持される。
【００３７】
　なお、例えば、吸収体４の長手方向の長さが１９５ｍｍである場合、セカンドシート３
の折り返し端３ａが第１圧縮部７よりも外側に位置する区間（図１のＣＣ間）の長手方向
の長さを３０ｍｍ～５０ｍｍにするとよい。また、上記に限らず、例えば、第１圧縮部７
が長手方向に沿い、第１圧縮部７とセカンドシート３の折り返し端３ａとの位置関係が、
長手方向の位置によらず一定でもよい。
【００３８】
　また、セカンドシート３の両面で剛性が異なる場合がある。例えば、セカンドシート３
が、エアスルー式の不織布である場合、製造時にネットと接触していたネット面の方が、
反対側の面に比べて、繊維密度が高くなり、剛性が高くなる。このように、セカンドシー
ト３の一方の面が他方の面よりも剛性が高くなる場合、セカンドシート３の一方の面が内
側となるように、即ち、接着剤３２が塗布される面となるように、セカンドシート３の幅
方向の両端部を折り返すとよい。そうすることで、セカンドシート３の２層部３０におい
て着用者側に向く面を、剛性の低い面、即ち、クッション性の高い面にすることができる
。よって、股締め力が吸収され易くなり、着用時の違和感がより低減される。
【００３９】
　特に、図３に示すように、セカンドシート３の幅方向の両端部を非肌側に折り返すこと
で、剛性の高い面は着用者側に露出せず、剛性の低い面だけを着用者側に向けることがで
きる。よって、ナプキン１の幅方向の中央部においても、クッション性の高い面が着用者
側に向くため、膣口周辺のフィット性が向上する。但し、これに限らず、セカンドシート
３の剛性の低い面が内側になるようにしてもよいし、肌側にセカンドシート３の幅方向の
両端部を折り返してもよい。
【００４０】
　以上のように、本実施形態のナプキン１では、着用時の違和感が低減されるため、大人
に比べてナプキン１の着用に不慣れな小・中学生の着用にも適している。また、小・中学
生は、大人に比べて股間幅が小さい。そのため、本実施形態のナプキン１のように、吸収
体４から幅方向に飛び出たセカンドシート３の非接着領域３６によってナプキン１の幅が
調整可能であると、小・中学生であっても着用時の違和感が低減される。
【００４１】
　また、本実施形態のナプキン１では、本体部１１の幅方向の両端部に吸収体４が存在し
ないので、幅方向の両端部の剛性が低い。そして、幅方向の両端部に存在するのが、吸収
体４よりも肌側に位置するセカンドシート３であるため、ナプキン１に第１圧縮部７が設
けられることにより、図６Ａに示すように、自然状態においても、ナプキン１の幅方向の
両端部が、第１圧縮部７を起点に、肌側に若干折れている。また、本実施形態のナプキン
１では、吸収体４から幅方向に飛び出るセカンドシート３が２層部３０である。そのため
、吸収体４から幅方向に飛び出るセカンドシート３が１層であるときのように、股締め力
が作用した際に、ナプキン１の幅方向の両端部がくしゃくしゃに潰れてしまうことを抑制
できる。
【００４２】
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　そのため、本実施形態のナプキン１では、股締め力が作用した際に、図６Ｂに示すよう
に、ナプキン１の幅方向の両端部を、第１圧縮部７を起点に、安定的に、綺麗に、肌側に
起立させることができ、ナプキン１の断面形状をＷ字形状に変形させることができる。よ
って、ナプキン１の幅方向の中央部を膣口に密着させつつ、幅方向に流れ出た排泄物をナ
プキン１の幅方向の両端部で堰き止めることができ、ナプキン１からの排泄物の漏れを抑
制できる。また、ナプキン１の断面形状がＷ字形状であると、大陰唇から鼠蹊部にかけて
の膣口周辺部にもナプキン１がフィットし易く、着用者とナプキン１との間の隙間が減る
ことからも、ナプキン１からの排泄物の漏れを抑制できると言える。また、ナプキン１の
フィット性が向上することで、着用者に安心感を与えることができる。
【００４３】
　また、本実施形態のセカンドシート３は、折り返された部位同士が厚さ方向に重なって
おらず、幅方向の両端部に一対の２層部３０が位置し、幅方向の中央部に１層部３１が位
置する。そのため、ナプキン１の幅方向の両端部では、２層部３０の非接着領域３６によ
って、クッション性が確保されつつ、幅方向の中央部では、トップシート２から吸収体４
への液透過性の低下を防止できる。よって、ナプキン１の幅方向の中央部から排泄物が溢
れ出てしまうことを防ぎ、ナプキン１からの排泄物の漏れを抑制できる。但し、これに限
らず、セカンドシート３の折り返された部位同士が厚さ方向に重なっていてもよい。
【００４４】
　また、セカンドシート３は、一般に、吸収体４からの液体の逆戻りを防いだり、吸収体
４が吸収した液体の隠蔽性を高めたりといった役割を果たすために設けられる。その様な
セカンドシート３に、クッション性を高めたり、ナプキン１の幅方向の両端部を肌側に起
立させたりする役割も担わせることで、例えば、セカンドシート３とは異なる新たなシー
ト部材を吸収体４よりも幅方向の外側に設けて、クッション性や起立性の役割を担わせる
場合に比べて、ナプキン１の構成を簡素化し、低コスト化を図れる。
【００４５】
＝＝＝セカンドシートの評価試験＝＝＝
　図７Ａは、セカンドシート３の評価試験の結果を示す表であり、図７Ｂは、サンプルに
加える圧縮荷重とサンプルの厚さの関係を示すグラフである。縦軸がサンプルに加える圧
縮荷重（ｇｆ／ｃｍ2）を示し、横軸がサンプルの厚さ（ｍｍ）を示す。本発明における
圧縮回復率（％）は、セカンドシート３のクッション性（弾性）を表す指標であり、カト
ーテック社の自働化圧縮試験機（ＫＥＳ－ＦＢ３－ＡＵＴＯ－Ａ）を用いて測定した値Ｒ
Ｃである。
【００４６】
　以下に説明するセカンドシート３のサンプル（比較例、実施例１、実施例２）について
、上記圧縮試験機による圧縮回復率ＲＣの測定と、サンプルがセカンドシート３として組
み込まれたナプキン１の装着テストと、サンプル単独テストとを行い、その結果を図７Ａ
にまとめた。
【００４７】
　比較例のサンプルは、上層と下層の２層から成り、何れもＰＥＴ（ポリエチレンテレフ
タレート）を芯とし、ＰＥ（ポリエチレン）を鞘とする芯鞘型繊維の不織布であり、自然
状態での厚さが０．３ｍｍ、目付が３０ｇ／ｍ2、上層の繊度が２．８ｄｔ、下層の繊度
が２．２ｄｔである。
　実施例１のサンプルは、１層から成り、ＰＥＴの中空繊維を芯とし、ＰＥを鞘とする芯
鞘型中空繊維の不織布であり、自然状態での厚さが０．５９ｍｍ、目付が３０ｇ／ｍ2、
繊度が２．８ｄｔである。
　実施例２のサンプルは、１層から成り、ＰＰ（ポリプロピレン）を芯とし、ＰＥを鞘と
する芯鞘型繊維の不織布であり、自然状態での厚さが１．１ｍｍ、目付が３０ｇ／ｍ2、
繊度が４．４ｄｔである。
【００４８】
　圧縮回復率ＲＣは、上記圧縮試験機（ＫＥＳ－ＦＢ３）の測定方法に準拠して行った（
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ＳＥＮＳ（記録感度）を２とした）。詳しくは、まず、サンプル（切り出し寸法３０ｍｍ
×３０ｍｍ）を圧縮試験機にセットする。そして、サンプルに対して、円形平面を有する
加圧板（面積２ｃｍ2）を０．０２ｍｍ／ｓｅｃの速度で下降させ、サンプルを圧縮する
。最大圧縮荷重５０ｇｆ／ｃｍ2までサンプルを圧縮したら、その後、同じ速度０．０２
ｍｍ／ｓｅｃで加圧板を上昇させ、サンプルに対する圧縮を解除する。なお、ナプキン１
におけるセカンドシート３（サンプル）の厚さ方向が、加圧板の下降・上昇方向と一致す
るように、サンプルをセットする。これにより、図７Ｂに示す圧縮荷重とサンプルの厚さ
の関係が得られ、その関係から圧縮回復率ＲＣが得られる。なお、図７Ａの結果は、１つ
のサンプルに対して５回測定を行い、５回の測定で得られた圧縮回復率ＲＣの平均値であ
る。
【００４９】
　図７Ｂにおいて、曲線ｃは、サンプルに圧縮荷重を加えていく過程での、圧縮荷重とサ
ンプルの厚さの関係を示し、曲線ｄは、サンプルから圧縮荷重を解除していく過程での、
圧縮荷重とサンプルの厚さの関係を示す。そして、曲線ｃと曲線ｄに囲まれた面積ａと、
曲線ｄ、直線ＡＣ、及び、直線ＢＣに囲まれた面積ｂとの合計値で、面積ｂを除算した値
が、圧縮回復率ＲＣ（＝ｂ／ａ＋ｂ）として求められる。この圧縮回復率ＲＣの値が大き
いほど、サンプルの圧縮後の回復性が良く、クッション性（弾性）が高いことを意味する
。なお、図７ＢのＴＯは、サンプルを圧縮していない時のサンプルの厚さであり、ＴＭは
、サンプルに最大圧縮荷重５０ｇｆ／ｃｍ2を与えた時のサンプルの厚さである。つまり
、圧縮試験機により測定されるＴＯが、自然状態でのサンプルの厚さとなる。
【００５０】
　また、装着テストでは、比較例、実施例１、及び、実施例２が、それぞれセカンドシー
ト３として組み込まれたナプキン１を、被験者が装着し、クッション性の判定を行った。
サンプル単独テストでは、比較例、実施例１、及び、実施例２を、被験者が直接触れ、ク
ッション性の判定を行った。クッション性については４段階、つまり、クッション性に非
常に優れている場合は◎、クッション性に優れている場合は○、クッション性を感じる場
合は△、クッション性を感じない場合は×、と評価した。
【００５１】
　図７Ａに示すように、比較例では、自然状態での厚さＴＯが最も薄く（０．３ｍｍ）、
圧縮回復率ＲＣが最も低く（２７．２３％）、装着テスト、及び、サンプル単独テストで
共に、クッション性を感じないという結果が得られた。実施例１では、比較例よりも、自
然状態での厚さＴＯが厚く（０．５９ｍｍ）、圧縮回復率ＲＣが高く（３３.１４％）、
サンプル単独テストでは、クッション性に優れ、装着テストにおいても、クッション性を
感じるという結果が得られた。実施例２では、実施例１よりも、自然状態での厚さＴＯが
厚く（１．１ｍｍ）、圧縮回復率ＲＣが高く（４４．９９％）、サンプル単独テストでは
、クッション性に非常に優れ、装着テストにおいても、クッション性に優れているという
結果が得られた。つまり、自然状態での厚さＴＯが厚くなる程、そして、圧縮回復率ＲＣ
が高くなる程、着用者がクッション性を感じ易いという結果が得られた。
【００５２】
　図７Ａの結果から、本実施形態のセカンドシート３を、幅方向の両端部が折り返されて
いない状態において、圧縮回復率ＲＣが３０％以上であり、自然状態での厚さが０．５ｍ
ｍ以上であるシートにすることが好ましく、より好ましくは、圧縮回復率ＲＣが４０％以
上であり、自然状態での厚さが１．０ｍｍ以上であるシートにするとよい。そうすること
で、着用者がクッション性を感じられる程に、セカンドシート３のクッション性（弾性）
を高めることができる。つまり、股締め力がセカンドシード３の非接着領域３６によって
吸収され、着用時の違和感が低減される。但し、これに限らず、圧縮回復率ＲＣが３０％
未満であるシートや、自然状態での厚さが０．５ｍｍ未満であるシートを、セカンドシー
ト３として用いてもよい。
【００５３】
＝＝＝変形例＝＝＝
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　上記実施形態では、吸収体４の長手方向の中央部がくびれ、セカンドシート３の非接着
領域３６が吸収体４よりも幅方向の外側に飛び出ているが、これに限らない。例えば、吸
収体４が小判形状や四角形であり、セカンドシート３の非接着領域３６が吸収体４よりも
幅方向の外側に飛び出ていなくてもよい。また、セカンドシート３の非接着領域３６より
も幅方向の外側に接着領域が設けられていてもよい。これらの場合にも、セカンドシード
３の非接着領域３６によって股締め力が吸収されるため、例えばセカンドシート３の２層
部３０の全域に接着剤が塗布されている場合に比べて、装着時の違和感が低減される。
【００５４】
　また、上記実施形態では、吸収性物品として生理用ナプキンを例に挙げているが、これ
に限らない。例えば、使い捨ておむつ、パンティーライナー、失禁パッド等の他の吸収性
物品に対しても本発明を適用できる。
【００５５】
　以上、上記実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定し
て解釈するためのものではない。また、本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更や
改良され得るとともに、本発明にはその等価物が含まれるのは言うまでもない。
【符号の説明】
【００５６】
１　（生理用）ナプキン（吸収性物品）、１ａ　長手方向の端部、１ｂ　長手方向の中央
部、１０　ウィング部、１１　本体部、２　トップシート、３　セカンドシート、３０　
２層部、３１　１層部、３２　接着剤、３３　上層、３４　下層、３５　接着領域、３６
　非接着領域、４　吸収体、５　バックシート、６　接合部、７　第１圧縮部（圧縮部）
、７０　低圧縮部、７１　高圧縮部、８　第２圧縮部、８０　低圧縮部、８１　高圧縮部
、２０　第１接着剤、２１　第２接着剤

【図１】 【図２】
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