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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面シート、裏面シート、及び両シート間に介在された吸収体を具備し、着用者の液排
泄部に対向配置される排泄部対向部を有すると共に、着用者の腹側から該排泄部対向部を
介して背側に延びる縦方向とこれに直交する横方向とを有する吸収性物品において、
　前記排泄部対向部の横方向中央部に、前記表面シート、前記裏面シート及び前記吸収体
の何れもが縦方向に伸長可能な伸長性を有している、縦方向伸長領域を有し、
　前記裏面シートと前記吸収体とは、前記縦方向伸長領域以外の領域において互いに接合
されており、
　前記吸収性物品から、前記排泄部対向部の横方向の中心を通って縦方向に延びる、平面
視矩形形状部分を切り出して物品横方向中央部切片とした場合、該物品横方向中央部切片
の縦方向についての２５ｃＮ荷重時における伸長率が１５％以上であり、
　前記吸収性物品から、前記物品横方向中央部切片に相当する部分の横方向外方に位置す
る、平面視矩形形状部分を切り出して物品横方向側部切片とした場合、該物品横方向側部
切片の縦方向についての２５ｃＮ荷重時における伸長率が１０％以下であり、
　前記裏面シート側に、前記吸収性物品を着衣に固定する粘着部が設けられており、
　前記粘着部を介して前記吸収性物品を前記着衣の股下部の肌対向面に固定した状態で該
着衣を縦方向に伸長させた場合に、前記排泄部対向部における横方向中央部が着用者の股
間側に凸に変形する吸収性物品。
【請求項２】
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　前記粘着部が、前記縦方向伸長領域の縦方向外方に設けられている請求項１に記載の吸
収性物品。
【請求項３】
　前記粘着部が、前記縦方向伸長領域において縦方向に間欠的に設けられている請求項１
に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記裏面シートは、部分的に縦方向に延伸加工されており、その裏面シートの被延伸加
工部は、前記排泄部対向部の横方向中央部に位置している請求項１～３の何れか一項に記
載の吸収性物品。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ショーツ等の着衣に固定して使用する、生理用ナプキン等の吸収性物品に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　吸収性物品として、表面シート、裏面シート、及び両シート間に介在された吸収体を具
備し、着用者の液排泄部に対向配置される排泄部対向部を有する構成のものが知られてい
る。特許文献１には、斯かる構成を有する本体と、該本体の排泄部対向部の縦方向に沿う
左右両側部に延設され、着用時に下着等の着衣の縁部に沿って下方に折り畳まれるフラッ
プとを有する生理用ナプキンにおいて、フラップの縦方向前後端部に相当する隅部領域に
、フラップ横方向中心線に沿って配置されたナプキンの部分よりも横方向外方に大きく延
びることが可能な伸長性を有する、伸長性の異なるゾーンを設けることにより、ナプキン
を着用者の下着に配置したときのフラップの応力を除去し得ることが記載されている。こ
の伸長性の異なるゾーンは、フラップの隅部領域に、機械的に変形を加える、折り畳む、
プリーツを付ける、等の加工を施すことにより設けられる。
【０００３】
　また特許文献２には、特許文献１と同様の目的で、本体とフラップとを有する生理用ナ
プキンに、ｘ－ｙ平面内の少なくとも二方向に伸長可能な伸長性を付与することが記載さ
れており、具体例として、排泄部対向部に相当する本体の縦方向中央部に縦方向伸長性が
付与され、且つフラップに、縦方向伸長性と、縦方向と直交せずに交差する方向に伸長可
能な伸長性とが付与された生理用ナプキンが記載されている。
【０００４】
　また特許文献３には、特許文献１と同様の目的で、本体とフラップとを有する生理用ナ
プキンの該フラップに、スリット又はノッチからなる第１応力軽減手段と、該第１応力軽
減手段と連続している第２応力軽減手段とを設けることが記載されている。特許文献３に
よれば、「スリット」は、材料の２つの縁部が互いに接合されることなく、互いに隣接し
ているか又はほぼ隣接している狭い切り目であり、「ノッチ」は、材料又は材料の積層体
の縁部に沿った空間、へこみ、又は空洞である。また、第２応力軽減手段は、縦方向にお
いて他の部分よりも大きく伸展し得る領域であり、フラップの縁部等の所定部分に波形加
工を施す方法等により設けられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表平９－５１１９２９号公報
【特許文献２】特表２００２－５０８６９３号公報
【特許文献３】特表２００６－５０１９２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　厚みが薄く平坦な吸収性物品は、包装状態での携帯性に優れている。しかし、そのよう
ないわゆる薄型の吸収性物品は、着用者の身体に対するフィット性に乏しい傾向があり、
その低いフィット性の故に、液吸収性、防漏性の点で着用者に不安を与える場合があった
。
【０００７】
　従って本発明は、薄型に設計することが可能で、且つ柔軟でフィット性に優れ着用感の
良好な吸収性物品に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、表面シート、裏面シート、及び両シート間に介在された吸収体を具備し、着
用者の液排泄部に対向配置される排泄部対向部を有すると共に、着用者の腹側から該排泄
部対向部を介して背側に延びる縦方向とこれに直交する横方向とを有する吸収性物品にお
いて、前記排泄部対向部の横方向中央部に、前記表面シート、前記裏面シート及び前記吸
収体の何れもが縦方向に伸長可能な伸長性を有している、縦方向伸長領域を有し、前記裏
面シートと前記吸収体とは、前記縦方向伸長領域以外の領域において互いに接合されてお
り、前記吸収性物品から、前記排泄部対向部の横方向の中心を通って縦方向に延びる、平
面視矩形形状部分を切り出して物品横方向中央部切片とした場合、該物品横方向中央部切
片の縦方向についての２５ｃＮ荷重時における伸長率が１５％以上であり、前記吸収性物
品から、前記物品横方向中央部切片に相当する部分の横方向外方に位置する、平面視矩形
形状部分を切り出して物品横方向側部切片とした場合、該物品横方向側部切片の縦方向に
ついての２５ｃＮ荷重時における伸長率が１０％以下である吸収性物品である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、薄型に設計することが可能で、且つ柔軟でフィット性に優れ着用感の
良好な吸収性物品が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本発明の吸収性物品の一実施形態である生理用ナプキンの表面シート側
（肌対向面）を模式的に示す平面図である。
【図２】図２は、図１のＩ－Ｉ線断面を模式的に示す断面図である。
【図３】図３（ａ）は、図１に示す生理用ナプキンの裏面シート側（非肌対向面）を模式
的に示す平面図、図３（ｂ）は、図１に示す生理用ナプキンの裏面シート側の他の実施形
態を模式的に示す平面図である。
【図４】図４（ａ）は、生理用ショーツを装着する様子を模式的に示す斜視図、図４（ｂ
）は、図４（ａ）に示す生理用ショーツの股下部に図１に示す生理用ナプキンを固定した
状態でこれらを装着する様子を模式的に示す斜視図である。
【図５】図５は、図１に示す生理用ナプキンにおける裏面シートの肌対向面側（吸収体と
の対向面）を模式的に示す平面図である。
【図６】図６は、図１に示す生理用ナプキンにおける吸収体の肌対向面側（表面シートと
の対向面）を模式的に示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の吸収性物品について、その好ましい一実施形態である生理用ナプキン（
以下、ナプキンとも言う）を例にとり、図面を参照しながら説明する。図１～図３には、
本発明の吸収性物品の一実施形態であるナプキン１が示されている。ナプキン１は、肌対
向面を形成する表面シート２、非肌対向面を形成する裏面シート３、及び両シート２，３
間に介在された吸収体４を具備し、縦長状に形成されている。表面シート２は液透過性、
裏面シート３は液不透過性又は液難透過性、即ち防漏性を有している。
【００１２】
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　本明細書において、肌対向面は、ナプキン及びその構成部材（例えば吸収体４）におけ
る、着用状態において着用者の肌側に向けられる面（相対的に着用者の肌に近い側）であ
り、非肌対向面は、ナプキン及びその構成部材における、着用状態において着用者の肌側
とは反対側に向けられる面（相対的に着用者の肌から遠い側）である。
【００１３】
　ナプキン１は、着用時に着用者の液排泄部（膣口等）に対向配置される排泄部対向部Ｃ
と、着用時に排泄部対向部Ｃよりも着用者の腹側（前側）に配される前方部Ｆと、着用時
に排泄部対向部Ｃよりも着用者の背側（後側）に配される後方部Ｒとを有している。排泄
部対向部Ｃは、ナプキン１の縦方向Ｘの中央部に相当する。また、ナプキン１は、着用時
に着用者の前後方向に相当する縦方向Ｘとこれに直交する横方向Ｙとを有している。縦方
向Ｘは、着用者の腹側（前方部Ｆ）から排泄部対向部Ｃを介して背側（後方部Ｒ）に延び
る方向である。本明細書中でいうナプキンの「前」（前方）は、ナプキンの着用者の前（
腹側）に対応し、ナプキンの「後」（後方）は、ナプキンの着用者の後（背側）に対応す
る。また、ここでいう「着用時」あるいは「装着時」は、通常の適正な着用位置（当該吸
収性物品の正しい着用位置）が維持された状態を意味し、吸収性物品が該着用位置からず
れた状態にある場合は含まない。
【００１４】
　尚、本発明の吸収性物品において、排泄部対向部は、本実施形態のナプキン１のように
ウイング部を有してない場合には、吸収性物品が個装形態に折り畳まれた際に生じる、該
吸収性物品を横方向（吸収性物品の幅方向、図中のＹ方向）に横断する２本の折曲線（図
示せず）について、該吸収性物品の縦方向の前端から数えて第１折曲線と第２折曲線とに
囲まれた領域であり、該領域は、吸収性物品を縦方向に三分割した場合の縦方向中央部で
あっても良い。また、ウイング部を有する吸収性物品の排泄部対向部は、吸収性物品の縦
方向（吸収性物品の長手方向、図中のＸ方向）においてウイング部を有する領域、より具
体的には、ウイング部の縦方向一方側の付け根と他方側の付け根とに挟まれた領域である
。ウイング部は、表面シート、裏面シート及び吸収体を具備する吸収性本体から横方向外
方に延設された部材であり、通常、吸収性本体の縦方向中央部あるいは排泄部対向部の縦
方向に沿う両側部それぞれから横方向外方に延出する左右一対の部材である。
【００１５】
　表面シート２及び裏面シート３は、それぞれ、吸収体４よりも大きな寸法を有し、吸収
体４の周縁から外方に延出し、それらの延出部において、接着剤、ヒートシール、超音波
シール等の公知の接合手段によって互いに接合されて周縁シール部を形成している。吸収
体４は、前方部Ｆから後方部Ｒに亘って延在しており、平面視して縦方向Ｘに長く、角が
丸みを帯びた矩形形状を有している。
【００１６】
　ナプキン１の表面シート２側（肌対向面）には、表面シート２及び吸収体４が裏面シー
ト３側に向かって一体的に凹陥してなる平面視環状の溝５が形成されている。溝５は、熱
を伴うか又は伴わない圧搾加工、あるいは超音波エンボス等のエンボス加工により常法に
従って形成することができる。溝５においては、表面シート２及び吸収体４が熱融着等に
より一体化している。溝５は少なくとも排泄部対向部Ｃに位置し、ナプキン１を横方向Ｙ
に二分する縦中心線（図示せず）を基準として左右対称に形成されている。溝５が形成さ
れていることにより、吸収体４の平面方向の液拡散がより効果的に抑制されるようになる
と共に、吸収体４のヨレ（意図しない変形）がより効果的に防止できるようになる。
【００１７】
　ナプキン１の裏面シート３側（非肌対向面）は、着用時に生理用ショーツのクロッチ部
等、着衣側に向けられる。ナプキン１の裏面シート３側には、図３（ａ）に示すように、
ナプキン１を着衣に固定する粘着部６が設けられている。粘着部６は、ホットメルト型粘
着剤等の公知の粘着剤を塗布することにより設けられている。粘着部６は、図３（ａ）に
示すように平面視において縦横比の異なる形状、より具体的には矩形形状を有し、その長
手方向をナプキン１の横方向Ｙに一致させて、縦方向Ｘに、排泄部対向部Ｃの縦方向長さ
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を超える間隔を置いて複数（２個）が設けられている。図３（ａ）に示す実施形態におい
て粘着部６は、前方部Ｆ及び後方部Ｒ（縦方向前後端部）にそれぞれ１個設けられ、排泄
部対向部Ｃ（縦方向中央部）には設けられていない。複数（２個）の粘着部６は、互いに
同形状且つ同寸法である。粘着部６は、その使用前においてはフィルム、不織布、紙等か
らなる剥離シート（図示せず）によって被覆されている。
【００１８】
　図３（ｂ）には、ナプキン１の裏面シート３側の他の実施形態が示されている。図３（
ａ）に示す実施形態と図３（ｂ）に示す実施形態とは、粘着部６の配置形態が異なってお
り、図３（ｂ）に示す実施形態において粘着部６は、ナプキン１の裏面シート３側の略全
長に亘って縦方向Ｘに所定間隔を置いて複数（７個）が間欠的に設けられている。複数（
７個）の粘着部６は、互いに同形状且つ同寸法であり、縦方向Ｘに隣接する粘着部６，６
の間隔は均一である。尚、図３（ａ）と（ｂ）の各図では、前方部Ｆ、排泄部対向部Ｃ、
後方部Ｒは同じ位置を示している。また、双方の図の実施形態では、表面シート２、裏面
シート３及び吸収体４の伸縮可能領域は同じであるが、粘着部６の配置によって、図３（
ｂ）の実施形態の方が、縦方向伸長領域Ｑが縦方向Ｘに関して狭くなっている。
【００１９】
　ナプキン１の主たる特徴の１つとして、ナプキン１の縦方向前後端部を把持して縦方向
Ｘに引っ張った場合に、縦方向の伸長性がナプキン１全体において一様でなく、少なくと
も排泄部対向部Ｃ（縦方向中央部）において横方向Ｙの中央部の方が両側部に比して縦方
向Ｘに伸びやすい点が挙げられる
【００２０】
　より具体的には、ナプキン１から、排泄部対向部Ｃの横方向Ｙの中心を通って縦方向Ｘ
に延びる、縦方向長さ９０ｍｍ且つ横方向長さ１０ｍｍの平面視矩形形状部分を切り出し
て物品横方向中央部切片とした場合、該物品横方向中央部切片の縦方向Ｘについての２５
ｃ荷重時における伸長率が１５％以上、好ましくは１５．５％以上、さらに好ましくは１
６％である。当該伸長率の上限値としては、３５％であることが好ましい。
【００２１】
　また、ナプキン１から、前記物品横方向中央部切片に相当する部分の横方向Ｙの外方に
位置する、縦方向長さ９０ｍｍ且つ横方向長さ１０ｍｍの平面視矩形形状部分を切り出し
て物品横方向側部切片とした場合、該物品横方向側部切片の縦方向Ｘについての２５ｃ荷
重時における伸長率が１０％以下、好ましくは８％以下、さらに好ましくは７．５％以下
である。物品横方向側部切片は非伸張、即ち当該伸長率が０％であることが最も好ましい
が、これに限定されるものではない。
【００２２】
　尚、前記物品横方向側部切片を調製する際には、該切片の外側縁に、吸収性物品の縦方
向に沿う側縁が含まれるように、吸収性物品から切り出す。吸収性物品の横方向の長さ（
幅）が一定でない場合、例えば図１に示すナプキン１のように、排泄部対向部（縦方向中
央部）において両側縁が括れている場合、幅が最も狭い排泄部対向部の縦方向中央におけ
る側縁が、前記物品横方向側部切片の外側縁に含まれるように、吸収性物品から縦方向長
さ９０ｍｍ且つ横方向長さ１０ｍｍの平面視矩形形状部分を切り出す。また、物品が小さ
くてそのような切片を切り出せないような場合には、縦方向長さ及び横方向長さを適宜小
さくしても良い。その場合、以下に記載する伸長率の測定方法において、チャック間距離
を調整する。尚、切り出す切片において、吸収体と裏面シートとが接合されている箇所が
ない場合には、吸収体と裏面シートが完全に重なるようにして試験機にセットして測定を
行う。
【００２３】
　吸収性物品から切り出した切片の伸長率は次の要領で求められる。試験片（物品横方向
中央部切片又は物品横方向側部切片）を、引張試験機（例えば株式会社エー・アンド・デ
ィ製テンシロン引張試験機ＲＴＧ－１３１０）の上下一対のチャック間に装着する。この
ときチャック間距離を７０ｍｍに設定し、試験片におけるチャックによる固定幅を、試験
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片の上下端部それぞれ１０ｍｍとする。そして、引張速度１００ｍｍ／分となるように、
一対のチャックを互いに遠ざかる方向に移動させて試験片をその長手方向（吸収性物品の
縦方向）に引っ張り、引張荷重（最大荷重）が２５ｃＮとなった時点でチャックの移動を
停止して引張試験を終了し、チャック間に固定されている引張試験後の試験片の長さＰ１
（単位：ｍｍ）を測定し、次式により、試験片の縦方向の伸長率を算出する。
　試験片の縦方向の伸張率（％）＝〔｛Ｐ１－引張試験前のチャック間距離（＝７０ｍｍ
）｝／７０〕×１００
【００２４】
　そして、ナプキン１は、このように縦方向Ｘの伸長性が、横方向Ｙの中央部と側部とで
異なることに起因して、ナプキン１を常法通り、粘着部６を介して生理用ショーツの股下
部の内面（肌対向面）に固定した状態で該ショーツを縦方向Ｘ（着用者の前後方向）に伸
長させた場合に、ナプキン１の排泄部対向部Ｃ（縦方向Ｘの中央部）における横方向Ｙの
中央部が着用者の股間側に凸に変形し、中高部１１が形成されるという特徴を有する。つ
まり、ナプキン１を縦方向Ｘに伸長させると幅縮み（ネッキング）が起こり、排泄部対向
部Ｃの横方向中央部が隆起する。
【００２５】
　図４（ａ）には、生理用ショーツを装着する様子、即ち、生理用ショーツの足繰りに両
足を通して股間側に引き上げる様子が模式的に示されている。一般に、生理用ショーツ９
０の股下部（クロッチ部）９０Ｃは、ショーツ９０を引き上げる過程で着用者の前後方向
に相当程度、具体的には１５％以上（通常１５～２０％）伸長されるところ、このとき歪
みにより股下部９０Ｃの横方向中央部にシワが生じ、それによって股下部９０Ｃの横方向
中央部が着用者の肌側（上方）に向かって凸状に隆起し、中高部９１が形成される。この
中高部９１は、ショーツ９０が着用者の股間側に完全に引き上げられて装着完了となった
状態では、着用者の股間形状にフィットする。
【００２６】
　ナプキン１は、このような、生理用ショーツの装着時における股下部の縦伸長変形と相
俟ってフィット性の向上を図ったものであり、前述した、「縦方向の伸長性が横方向の中
央部と側部とで異なる」というナプキン１の特性は、この「ショーツ股下部の縦伸長変形
」を利用して排泄部対向部Ｃ（縦方向Ｘの中央部）の横方向中央部を着用者の股間側に凸
状に隆起させるために採用されたものである。即ち、ナプキン１を常法通り、粘着部６（
図３参照）を介して生理用ショーツ９０の股下部９０Ｃの内面（肌対向面）に固定し、そ
の状態で図４（ｂ）に示すようにショーツ９０をナプキン１と共に引き上げると、ショー
ツ９０の股下部９０Ｃの縦伸長変形によって股下部９０Ｃの横方向中央部に中高部９１が
形成される。一方、ナプキン１は、生理用ショーツ９０が縦方向に引っ張られたときに、
「縦方向の伸長性が横方向の中央部と側部とで異なる」ことに起因して、排泄部対向部Ｃ
が着用者の肌側へ隆起し、中高部１１を形成する。このとき、生理用ショーツ９０におけ
る中高部９１に対応する部分（排泄部対向部Ｃにおける横方向Ｙの中央部）が着用者の股
間側（上方）に向かって凸状に隆起することを助長するため、ナプキン１の中高部１１が
安定的に形成、維持される。こうして排泄部対向部Ｃの横方向Ｙの中央部が隆起すること
によって形成されたナプキン１の中高部１１は、ナプキン１あるいは排泄部対向部Ｃの全
体が上方に向かって凸状に湾曲変形し、馬具の一種である「鞍」の如き形状となった場合
に比して、傾斜が緩やかである。
【００２７】
　この中高部１１は、実使用の場面において、言い換えれば、ナプキン１を生理用ショー
ツに固定して着用した場合に初めて形成されるものであり、非着用時には形成されていな
い。即ち、ナプキン１を固定した生理用ショーツを前後方向に引っ張った際に、ナプキン
１に中高部１１が形成される。中高部１１においては、肌対向面側（表面シート２側）及
び非肌対向面側（裏面シート３側）のいずれもが、着用者の股間側（上方）に凸の滑らか
で且つ緩やかな曲線を描く輪郭となっている。中高部１１におけるナプキン１の実質厚み
（各構成部材の厚みの合計）は、中高部１１以外の他の部分におけるそれと実質的に変わ
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らない。ナプキン１は、非着用時においては、厚みが薄く平坦ないわゆる薄型ナプキンで
あり、包装状態での携帯性に優れている。そして、ナプキン１の着用時においては、排泄
部対向部Ｃの横方向Ｙの中央部が、着用者の股間側に向かって凸状に隆起して中高部１１
となり、生理用ショーツの股下部と共に着用者の股間形状に柔軟にフィットする。従って
ナプキン１は、薄型に設計可能な構成でありながらも、着用者の股間部に対するフィット
性に優れ、着用時に着用者の肌との間に隙間が生じにくいため、経血等の排泄液が拡がり
にくく防漏性に優れ、着用者に安心感を与え得る。
【００２８】
　これに対して、本発明の「縦方向の伸長性が横方向の中央部と側部とで異なる」という
特性を有していない従来のナプキンでは、生理用ショーツに固定して前後方向に引っ張る
操作をしても、着用者側に隆起する中高部１１が十分に形成されないか、又は、ショーツ
側（非肌対向面側）へ窪んだ形状になってしまう。これは、従来のナプキンの排泄部対向
部において、幅方向中央部でネッキングが生じ難いことから、横方向中央部が非肌対向面
側へと窪んでしまうからである。従って、従来のナプキンを生理用ショーツに常法に従っ
て固定して使用した場合、せっかく生理用ショーツが、縦方向に引っ張られて着用者の肌
側へ隆起しようとしても、従来のナプキンが、生理用ショーツの隆起方向とは逆方向へ隆
起しようとするため、それぞれの隆起しようとする力が相殺されてしまい、本発明のよう
な効果が得られにくくなってしまう。
【００２９】
　フィット性の向上の観点から、ナプキン１の着用時に形成される中高部１１の隆起高さ
は、好ましくは５ｍｍ以上、さらに好ましくは７ｍｍ以上、そして、好ましくは３０ｍｍ
以下、さらに好ましくは２５ｍｍ以下、より具体的には、好ましくは５ｍｍ以上３０ｍｍ
以下、さらに好ましくは７ｍｍ以上２５ｍｍ以下である。中高部１１の隆起高さは、中高
部１１の横方向Ｙの外方に位置する、ナプキン１の縦方向に沿う側縁からの高さであり、
下記手順１～６に従って測定される。
【００３０】
＜吸収性物品伸長時の物品厚み方向の変形量の測定方法＞
　手順１：生理用ショーツ（花王株式会社製、「ロリエアクティブガード『おでかけモー
ドＢ』Ｍサイズ」、未使用未洗浄品）を、その股下部（クロッチ部）を中心に、腹側端部
（クロッチ前端）の横方向長さ４０ｍｍ、背側（クロッチ後端）の横方向長さ６０ｍｍ、
縦方向全長２６０ｍｍにカットして、試験基布を調製する。その際、ショーツに元来取り
付けられていた股下部の股布、保型片等の部材は取り外さず、試験基布に残しておく。
　手順２：試験基布を自然状態で平面状に拡げ、クロッチ前端から２０ｍｍ前方に前側基
準線を引き、さらにこの前側基準線から２００ｍｍ後方（クロッチ後端から約３０ｍｍ後
方）に後側基準線を引く。
　手順３：試験基布の肌対向面上に測定対象の吸収性物品を、該吸収性物品の排泄部対向
部の非肌対向面（裏面シート側）が試験基布のクロッチ部の肌対向面と重なるように載置
し、該吸収性物品側から重さ２ｋｇのゴムローラーで荷重をかけて、該吸収性物品をその
粘着部を介して試験基布に固定する。ゴムローラーは、吸収性物品の縦方向の全長に亘っ
てゆっくり一往復させる。
【００３１】
　手順４：引張試験機（例えば株式会社エー・アンド・ディ製テンシロン引張試験機ＲＴ
Ｇ－１３１０）の上下一対のチャックをそれぞれ水平状態に調整してチャック間距離を２
００ｍｍに設定し、手順３で得られた、吸収性物品が固定された試験基布をチャック間に
装着する。このとき、上チャックの下端が試験基布の前側基準線に一致し、且つ下チャッ
クの上端が試験基布の後側基準線に一致するように、試験基布をチャック間に装着する。
　手順５：引張速度１００ｍｍ／分となるように、一対のチャックを互いに遠ざかる方向
に移動させて試験基布をその前後方向（吸収性物品の縦方向）に引っ張って伸長させ、チ
ャック間距離が３０ｍｍ増加した時点（試験基布が１５％伸長した時点）でチャックの移
動を停止し、その状態（試験基布の伸長状態）を維持する。
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【００３２】
　手順６：試験基布に固定された状態の吸収性物品について、その排泄部対向部（縦方向
中央部）の物品厚み方向の変形量を測定する。
　具体的には、排泄部対向部の横方向中央部が肌対向面側（表面シート側）に凸状に隆起
した場合〔吸収性物品着用時に着用者の股間側（上方側）に隆起した場合に相当〕、その
隆起部の先端に１本の金尺を、該隆起部を横方向に跨ぎ且つ該隆起部における接線方向に
一致するように当て、この金尺と、該隆起部の横方向両外方に位置する吸収性物品の両側
縁それぞれとの間の距離（隆起量）を、別の１本の金尺を用いて測定する。こうして測定
した２つの測定値（単位：ｍｍ）の平均値を、隆起部（中高部１１に相当）の隆起高さ（
物品厚み方向の変形量）とし、プラス（＋）で表記する。
　また、排泄部対向部の横方向中央部が非肌対向面側に凸状に隆起、換言すれば、肌対向
面側が凹状に窪んで凹部が形成され場合〔吸収性物品着用時に着用者の股間側とは反対側
（下方側）に隆起した場合に相当〕、１本の金尺を、該凹部の横方向両外方に位置する吸
収性物品の両側縁に接するように肌対向面側から当て、この金尺と該凹部の底部との間の
距離（凹み量）を、別の１本の金尺を用いて測定し、その測定値（単位：ｍｍ）を該凹部
の深さ（物品厚み方向の変形量）とし、マイナス（－）で表記する。
　排泄部対向部に隆起部や凹部が確認できない場合、物品厚み方向の変形量はゼロとする
。
【００３３】
　前述したナプキン１の縦方向の伸長特性、即ち、「縦方向の伸長性がナプキン１全体に
おいて一様でなく、少なくとも排泄部対向部Ｃ（縦方向中央部）において横方向Ｙの中央
部の方が両側部に比して縦方向Ｘに伸びやすい」という特性を発現させるためには、ナプ
キン１の構成上の工夫が必要である。具体的にはナプキン１は、排泄部対向部Ｃの横方向
Ｙの中央部に、表面シート２、裏面シート３及び吸収体４の何れもが縦方向Ｘに伸長可能
な伸長性を有している、縦方向伸長領域Ｑ（図３参照）を有し、裏面シート３と吸収体４
とは、縦方向伸長領域Ｑにおいては互いに接合されておらず、縦方向伸長領域Ｑ以外の他
の領域において互いに接合されている。
【００３４】
　図５には、ナプキン１を構成する裏面シート３が示されている。裏面シート３は、部分
的に縦方向Ｘに延伸加工されており、その被延伸加工部３０は、排泄部対向部Ｃの横方向
Ｙの中央部に位置している。図５に示す実施形態における被延伸加工部３０は、排泄部対
向部Ｃのみならず前方部Ｆ及び後方部Ｒそれぞれの横方向Ｙの中央部にも存している。裏
面シート３の被延伸加工部３０は、縦方向伸長領域Ｑ（図３参照）の構成要素の１つであ
り、裏面シート３の他の部位に比して縦方向Ｘの伸長性が高められている。裏面シート３
における被延伸加工部３０以外の他の部位、即ち、排泄部対向部Ｃにおける横方向Ｙの両
側部と縦方向Ｘの前後端部とを含む、裏面シート３の周縁部は、縦方向Ｘの伸長性を有し
ていても良いし、有していなくても良い。但し、前述した、「排泄対向部Ｃの横方向Ｙの
中央部の着用者肌側への凸変形」をより確実に誘導するためには、裏面シート３に対する
延伸加工は、周縁部を除く中央部のみに施されることが好ましく、裏面シート３の周縁部
は縦方向Ｘの伸長性を有しない方が好ましい。本実施形態の、図３（ａ）に示されるよう
なナプキン１では、被延伸加工部３０が縦方向伸長領域Ｑと重なっていて、縦方向伸長領
域Ｑ以外には裏面シート３の被延伸加工部３０は設けられていないか、粘着部６と重なっ
ている部分で縦方向Ｘの伸長性が失われている。
【００３５】
　裏面シート３の延伸加工は、互いに噛み合う歯溝を有する一対のギアを用い、該ギアに
シートを噛ませる公知のギア延伸法によって行うことができる。ギアの形状は、歯溝を歯
車状に噛み合わせた一対のギアロール（波状ロール）でも良く、平板状でも良い。図５に
示す被延伸加工部３０における多数の矩形形状は、ギアロールによって加圧された跡（被
加圧部）である。
【００３６】
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　裏面シート３としては、この種の吸収性物品において従来用いられているものを特に制
限なく用いることができ、例えば熱可塑性フィルムが挙げられ、このフィルムは透湿性を
有していていも良い。また裏面シート３として、液難透過性の不織布、例えばスパンボン
ド－メルトブローン－スパンボンド（ＳＭＳ）不織布を用いることもできる。裏面シート
３の坪量は、好ましくは２２ｇ／ｍ2以上、さらに好ましくは３０ｇ／ｍ2以上、そして、
好ましくは６０ｇ／ｍ2以下、さらに好ましくは５０ｇ／ｍ2以下、より具体的には、好ま
しくは２２～６０ｇ／ｍ2、さらに好ましくは３０～５０ｇ／ｍ2である。
【００３７】
　図６には、ナプキン１を構成する吸収体４が示されている。吸収体４の縦方向Ｘの中央
部には、これを厚み方向に貫通する平面視直線状のスリット（切れ目）４０が多数設けら
れたスリット形成領域４１が形成されている。スリット４０は、その長手方向を横方向Ｙ
に一致させて縦方向Ｘに間欠的に設けられている。吸収体４のスリット形成領域４１は、
縦方向伸長領域Ｑ（図３参照）の構成要素の１つであり、吸収体４の他の部位に比して縦
方向Ｘの伸長性が高められている。吸収体４におけるスリット形成領域４１以外の他の部
位、即ち、吸収体４の縦方向Ｘの前後端部は、縦方向Ｘの伸長性を有していても良いし、
有していなくても良い。
【００３８】
　吸収体４としては、この種の吸収性物品において従来用いられているものを特に制限な
く用いることができ、例えば、木材パルプ、親水化処理された合繊繊維等の繊維集合体、
又は該繊維集合体に粒子状の吸水性ポリマーを保持させたもの等を用いることができる。
吸収体４は、前記繊維集合体等からなる液保持性の吸収性コアと、該吸収性コアを被覆す
る液透過性のコアラップシートとを含んで構成されていても良く、このコアラップシート
としては、例えば、透水性の薄紙、各種不織布、開孔フィルム等を用いることができる。
また吸収体４としては、ナプキン１Ａの薄型化、低剛性化の観点から、前記繊維集合体（
繊維材料を積繊してなる積繊体）ではなく、該繊維集合体に比して厚みが薄く低剛性の吸
収性シートを用いることもできる。この吸収性シートとしては、湿潤状態の吸水性ポリマ
ーに生じる粘着力や別に添加した接着剤や接着性繊維等のバインダーを介して、構成繊維
間や構成繊維と吸水性ポリマーとの間を結合させてシート状としたもの等を好ましく用い
ることができる。吸収体４の坪量は、好ましくは８０ｇ／ｍ2以上、さらに好ましくは１
２０ｇ／ｍ2以上、そして、好ましくは４５０ｇ／ｍ2以下、さらに好ましくは３８０ｇ／
ｍ2以下、より具体的には、好ましくは８０～４５０ｇ／ｍ2、さらに好ましくは１２０～
３８０ｇ／ｍ2である。
【００３９】
　尚、本発明で用いる裏面シート及び吸収体としては、図５に示す裏面シート３あるいは
図６に示す吸収体４の如き、縦方向の伸長性が部分的に異なるシート状物のみならず、縦
方向の伸長性が均一で、全体が一様に縦方向に伸長するシート状物を用いることもできる
。
【００４０】
　前述したように、裏面シート３と吸収体４とは、縦方向伸長領域Ｑにおいては互いに接
合されておらず、縦方向伸長領域Ｑ以外の他の領域において互いに接合されている。より
具体的には、裏面シート３と吸収体４とは、両者が重なり合う領域の周縁部において互い
に接合されているところ、ナプキン１においては、裏面シート３は吸収体４よりも面積が
大きく、吸収体４における裏面シート３との対向面（非肌対向面）の全域が裏面シート３
で覆われているため、吸収体４の周縁部にて裏面シート３が接合しており、吸収体４の周
縁部よりも内方に位置する領域（縦方向伸長領域Ｑ）では、裏面シート３と吸収体４とは
互いに接合されていない。縦方向伸長領域Ｑにおいて裏面シート３と吸収体４とが互いに
接合されていると、縦方向伸長領域Ｑの縦方向Ｘの伸長性が阻害される結果、中高部１１
の形成が困難になるおそれがある。
【００４１】
　表面シート２は、縦方向伸長領域Ｑ（図３参照）の構成要素の１つであり、縦方向に伸
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長性を有するシート状物が好ましく用いられる。表面シート２の素材としては、この種の
吸収性物品において従来用いられているものを特に制限なく用いることができ、例えばカ
ード法により製造された不織布、エアスルー不織布、スパンボンド不織布、メルトブロー
ン不織布、スパンレース不織布及びニードルパンチ不織布等の種々の不織布；開口手段に
よって液透過可能とされたフィルム等が挙げられる。これらの不織布やフィルムには、界
面活性剤等の親水化剤を用いた親水化処理が施されていても良く、スリット状の開孔の形
成や拡幅等の加工処理が施されることによって拡張性、可撓性が高められていても良い。
表面シート２の坪量は、好ましくは１２ｇ／ｍ2以上、さらに好ましくは１８ｇ／ｍ2以上
、そして、好ましくは８５ｇ／ｍ2以下、さらに好ましくは７８ｇ／ｍ2以下、より具体的
には、好ましくは１２～８５ｇ／ｍ2、さらに好ましくは１８～７８ｇ／ｍ2である。
【００４２】
　表面シート２としては、「熱収縮性繊維を含む第１繊維層と、実質的に熱収縮しない繊
維又は該熱収縮性繊維の収縮開始温度では実質的に熱収縮しない繊維を含む第２繊維層と
を積層して部分的に接合させた後、熱風処理により、第１繊維層を収縮させて得た凹凸シ
ート」を用いることもできる。この凹凸シートにおいては、第２繊維層が第１繊維層との
接合部以外の部分において着用者の肌側に向かって突出して凸部を形成している一方、該
接合部が凹部を形成している。凹凸シートを表面シート２として使用する場合、第２繊維
層が肌対向面側とされて着用者の肌側に向けられる。凹凸シートは、前記のように製造さ
れるが故に、縦方向及び横方向のいずれにも伸縮性を有する。熱収縮性繊維は、潜在捲縮
性繊維が好ましい。このような凹凸シートとしては、特開２００２－１８７２２８号公報
、特開２００３－２５０８３６号公報、特開２００４－１６６８４９号公報、特開２００
４－２０２８９０号公報、特開２００９－１５３７３４号公報等に記載のものを用いるこ
とがでる。
【００４３】
　尚、潜在捲縮性繊維としては、熱処理によりコイル状の捲縮を発現するもので、例えば
、収縮率の異なる２種類の熱可塑性ポリマー材料を成分とする偏心芯鞘型複合繊維又はサ
イド・バイ・サイド型複合繊維からなる。その例としては、特開平９－２９６３２５号公
報や特許２７５９３３１号公報に記載のものが挙げられる。第２繊維層の構成繊維として
は、熱可塑性ポリマー材料からなる繊維が好適に用いられる。熱可塑性ポリマー材料とし
ては、ポリエチレンやポリプロピレン等のポリオレフィン、ポリエチレンテレフタレート
等のポリエステル、ポリアミド等が挙げられる。また、これらの熱可塑性ポリマー材料の
組み合わせからなる芯鞘型やサイド・バイ・サイド型の複合繊維も用いることができる。
【００４４】
　前述したナプキン１の縦方向の伸長特性をより一層確実に発現させて、着用時における
中高部１１の形成をより確実にするためには、粘着部６の材料や配置を工夫することも有
効である。即ち、縦方向に伸長性を有さない粘着材を粘着部６として、裏面シート３の全
面に配してしまうと、裏面シート３の縦方向伸長性が損なわれてナプキンが中高部１１を
形成しにくくなってしまう。そこで、粘着部６は、弾性的な性質を持つ粘着材を縦方向Ｘ
に伸長性を有するように配置したり、図３（ａ）に示すように、裏面シート３側における
縦方向伸長領域Ｑの縦方向Ｘの外方に設けられているか、又は図３（ｂ）に示すように、
裏面シート３側における縦方向伸長領域Ｑにおいて縦方向Ｘに間欠的に設けられているこ
とが好ましい。また、粘着材の伸長性の有無に依らず、裏面シート３側における縦方向伸
長領域Ｑの全域に粘着部６が設けられていると、縦方向伸長領域Ｑの縦方向Ｘの伸長性が
阻害される結果、中高部１１の形成が困難になるおそれがある。本願発明の効果をより有
効に発揮させるには、図３（ａ）に示す実施形態のように、裏面シート３の排泄部対向部
Ｃの横方向Ｙの中央を含む領域には粘着部６を設けず、縦方向Ｘの前後領域のみに粘着部
６を設ける形態が好ましい。尚、図３（ａ）に示す実施形態において裏面シート３が透湿
性であると、裏面シート３における粘着部６が設けられていない部分が縦方向Ｘに伸長し
たときに透湿性が向上するため、ムレ抑制の観点から好ましい。
【００４５】
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　以上、本発明をその好ましい実施形態に基づき説明したが、本発明は前記実施形態に制
限されない。また本発明の吸収性物品には、生理用ナプキンの他、パンティーライナー（
おりものシート）、軽失禁パッド等が含まれる。前述した本発明の実施形態に関し、更に
以下の付記を開示する。
【実施例】
【００４６】
　以下、本発明を実施例により更に具体的に説明するが、本発明は斯かる実施例に限定さ
れるものではない。
【００４７】
〔実施例１〕
　図１～図３に示すナプキン１と同様の基本構成を有する生理用ナプキンを作製した。
　表面シートとして、特開２００９－１５３７３４号公報に記載の凹凸シート（坪量７４
ｇ／ｍ2）を用いた。この凹凸シートは、シート全体が一様に縦方向及び横方向に伸長す
るものである。また、後述する方法により、図５に示す裏面シート３と同様の構成の、部
分的に延伸加工が施されたポリエチレン製フィルムを製造し、このフィルムを裏面シート
として用いた。
　吸収体として、特開平８－２４６３９５号公報記載の方法にて製造された吸収性シート
を用いた。この吸収性シートは、共に坪量５０ｇ／ｍ2の上層と下層とを有し、この上層
と下層との間に、粒子状の吸水性ポリマー（日本触媒製、商品名「アクアリック」）が坪
量５０ｇ／ｍ2で散布されて構成されている。この吸収性シートを縦方向長さ１４０ｍｍ
、横方向長さ５０ｍｍにカットし、図６に示す吸収体４のように縦方向前後端をラウンド
形状とし、さらに吸収体４と同様に縦方向中央部に、長さ６０ｍｍ、幅３０ｍｍのスリッ
トをスリット間隔５ｍｍとして１３本等間隔に形成した。
　裏面シートの肌対向面の中央部における、縦方向長さ９０ｍｍ、横方向長さ４０ｍｍの
平面視矩形形状の領域（前記縦方向伸長領域に相当）以外の領域に、ホットメルト接着剤
を坪量１０ｇ／ｍ2でスパイラルスプレー塗工した後、裏面シートの肌対向面の中央部に
吸収体、表面シートを順次載せ、該表面シート側からエンボス加工を施して、図１に示す
ナプキン１における溝５の如き環状の溝を形成し、さらに常法により全周シール・全周カ
ットを施して、縦方向全長１７０ｍｍ、横方向全長７５ｍｍの吸収性本体を得た。この吸
収性本体における裏面シートの外面（非肌対向面）に、図３（ａ）に示す粘着部６と同様
に、２個の平面視矩形形状の粘着部を縦方向に所定間隔（排泄部対向部の縦方向長さを超
える間隔）を置いて設けて、生理用ナプキンを製造した。実施例１において各粘着部は、
縦方向長さ１０ｍｍ、横方向長さ５０ｍｍ、坪量５０ｇ／ｍ2であり、ナプキンの縦方向
端部から縦方向内方に２０ｍｍ離間した位置に設けられ、２個の粘着部の間隔は１１０ｍ
ｍであった。
【００４８】
（裏面シートの製造方法）
　裏面シート素材として、坪量２３ｇ／ｍ2の低密度ポリエチレン製フィルムを用い、該
フィルムの中央部に、以下の方法で部分的に平面視矩形形状の溝を賦型することで、該フ
ィルムに部分的に縦方向に延伸加工を施した。
　全長２５０ｍｍ、幅１５０ｍｍ、厚み１０ｍｍのアルミ板に、長さ３ｍｍ、幅１５０ｍ
ｍのアルミ板の全幅に亘る溝を溝間距離２ｍｍ、深さ５ｍｍで彫ることで、洗濯板状のペ
ースプレートを作製した。尚、ベースプレートの溝のエッジ部は全て面取りして角がない
ようにした。
　厚み２ｍｍのポリエチレンフォーム材を長さ９０ｍｍ、幅４０ｍｍにカットする。
　裏面シート素材としての前記フィルムを全長１７０ｍｍ、幅７５ｍｍにカットし、前記
ベースプレート上に広げて乗せ、その中央に前記ポリエチレンフォーム材を載せる。さら
に、前記ポリエチレンフォーム材上に、全長２５０ｍｍ、幅１５０ｍｍ、厚み７ｍｍの塩
化ビニル樹脂製板を載せ、その上から５ｋｇのゴムローラーを用いて荷重をかける。荷重
をかける際には、ゴムローラーに体重をかけてこれを塩化ビニル樹脂製板に押し付け、前
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記ポリエチレンフォーム材の全長を３往復させて押し潰すように荷重をかけた。これらの
操作は常温下で実施した。
　以上の方法により、裏面シートとしての低密度ポリエチレン製フィルムには、前記ベー
スプレートの溝に対応して、該フィルムの周縁部を除く、縦方向長さ９０ｍｍ、横方向長
さ４０ｍｍの平面視矩形形状の領域に、多数の溝が縦方向に間欠的に形成されることで凹
凸賦型され、被延伸加工部が形成される。こうして、部分的に縦方向に延伸加工（凹凸賦
型）が施された裏面シートを製造した。
【００４９】
〔実施例２〕
　吸収体（吸収性シート）として、以下の要領で製造した全面伸縮性吸収性シートを用い
た以外は実施例１と同様にして生理用ナプキンを製造した。
　表面シートに用いたのと同様の熱捲縮性繊維７０質量％と、非捲縮性芯鞘型複合繊維（
芯部がポリエチレンテレフタレート、鞘部がポリエチレン、２．２ｄｔｅｘ）３０質量％
とからなる繊維ウエブを作製し、該繊維ウエブ全体に粒子状の吸水性ポリマー（日本触媒
製、商品名「アクアリック」）を均一に散布した後、熱風乾燥機を用いて該繊維ウエブを
熱収縮させて、繊維坪量１２０ｇ／ｍ2、吸水性ポリマー坪量５０ｇ／ｍ2の全面伸縮性吸
収性シートを製造した。
【００５０】
〔実施例３〕
　裏面シート全体に縦方向に延伸加工を施した以外は実施例１と同様にして生理用ナプキ
ンを製造した。裏面シート全体に縦方向に延伸加工を施すために、凹凸賦型用押し付けフ
ォームとして、裏面シートと同サイズのものを用いた。
【００５１】
〔実施例４〕
　粘着部の配置を図３（ｂ）に示すようにした以外は実施例１と同様にして生理用ナプキ
ンを製造した。実施例４においては、裏面シートの外面における縦方向中央領域（ナプキ
ンの縦方向前後端部それぞれから２０ｍｍ以内の領域を除く領域）の横方向中央部に、３
１個の粘着部を２ｍｍ間隔で間欠的に設け、各粘着部は、縦方向長さ２ｍｍ、横方向長さ
５０ｍｍ、坪量５０ｇ／ｍ2であった。
【００５２】
〔実施例５〕
　粘着部の配置を変更した以外は実施例１と同様にして生理用ナプキンを製造した。実施
例５においては、裏面シートの外面における縦方向中央領域（ナプキンの縦方向前後端部
それぞれから２０ｍｍ以内の領域を除く領域）の横方向中央部に、縦方向長さ１３０ｍｍ
、横方向長さ２０ｍｍ、坪量５０ｇ／ｍ2の帯状の粘着部を、横方向に１５ｍｍの間隔を
置いて２個設けた。
【００５３】
〔比較例１〕
　粘着部の配置を変更した以外は実施例１と同様にして生理用ナプキンを製造した。比較
例１においては、裏面シートの外面における縦方向中央領域（ナプキンの縦方向前後端部
それぞれから２０ｍｍ以内の領域を除く領域）の横方向中央部（縦方向長さ１３０ｍｍ、
横方向長さ５０ｍｍの平面視矩形形状部分。前記縦方向伸長領域に相当。）の全域に、坪
量５０ｇ／ｍ2の粘着部を設けた。使用した粘着材は非弾性的なものである。
【００５４】
〔比較例２〕
　吸収体として用いた吸収性シートにスリットを設けなかった以外は実施例１と同様にし
て生理用ナプキンを製造した。
【００５５】
〔比較例３〕
　裏面シートに延伸加工を施さなかった以外は実施例１と同様にして生理用ナプキンを製
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【００５６】
〔評価〕
　実施例及び比較例の生理用ナプキンについて、前記方法により物品横方向中央部切片及
び物品横方向側部切片それぞれの縦方向についての２５ｃ荷重時における伸長率並びに物
品厚み変化量をそれぞれ測定すると共に、下記方法により物品伸長率、フィット感及び柔
らかさをそれぞれ評価した。それらの結果を下記表１に示す。
【００５７】
＜物品伸長率の測定方法＞
　前記＜吸収性物品伸長時の物品厚み方向の変形量の測定方法＞において、手順５によっ
て試験基布を伸長状態としているときに、該試験基布に固定されている生理用ナプキンの
縦方向の全長Ｐ２（単位：ｍｍ）を測定し、次式により、物品伸長率を算出する。
　物品伸張率（％）＝〔（Ｐ２－引張試験前の生理用ナプキンの縦方向の全長）／引張試
験前の生理用ナプキンの縦方向の全長〕×１００
【００５８】
＜フィット感及び柔らかさの評価方法＞
　３名の女性モニターに、評価対象の生理用ナプキンと、市販の生理用ショーツ（花王株
式会社製、「ロリエアクティブガード『おでかけモードＢ』」、サイズはモニターに適切
なものを選択）とを渡し、常法通りに装着してもらった後に、該生理用ナプキンのフィッ
ト感及び柔らかさを下記評価基準により評価してもらった。フィット感及び柔らかさ共に
、評価点（全モニターの平均値）が小さいほど高評価となる。
・フィット感の評価基準：「１　フィット感が良い」、「２　ややフィット感が良い」、
「３
どちらともいえない」、「４　ややフィット感が悪い」、「５　フィット感が悪い」
・柔らかさの評価基準：「１　柔らかい」、「２　やや柔らかい」、「３　どちらともい
えない」、「４　やや固い」、「５　固い」
【００５９】
　表１に示す通り、各実施例のナプキンを生理用ショーツに固定して装着した場合には、
フィット感と柔らかさの評価で、各比較例のナプキンの場合と比べて良好な結果が得られ
ている。特に、裏面シート全体に縦方向伸長性を与えたもの（実施例３）よりも、排泄部
対向部の横方向中央部を含む、周縁部以外の部分のみに縦方向伸長性を与えたもの（実施
例１、２、４及び５）の方が、フィット感及び柔らかさともに良好であった。また、粘着
部を裏面シートの中央部には設けない形態（実施例１）の方が、粘着部を裏面シートの全
面に間欠配置したもの（実施例４）よりも物品厚み変化量が大きく、着用者の排泄部によ
りフィットし易い形状に変形し易いと言え、排泄物の吸収に有利であることが期待できる
。
【００６０】
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【表１】

【符号の説明】
【００６１】
１　生理用ナプキン（吸収性物品）
２　表面シート
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３　裏面シート
３０　被延伸加工部
４　吸収体
４０　スリット
４１　スリット形成領域
５　溝
６　粘着部
１１　中高部
Ｆ　前方部
Ｃ　排泄部対向部
Ｒ　後方部
Ｑ　縦方向伸長領域
Ｘ　縦方向
Ｙ　横方向

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】
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