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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液吸収層を備えて、肌側表面と着衣側表面を有し、且つ縦長に形成された吸収性物品に
おいて、
　前記液吸収層が設けられている領域内に縦方向中心線から左右両側に離れた一対の圧縮
溝が縦方向に延びて形成されて、前記肌側表面に前記圧縮溝に挟まれた中央領域と、その
左右両側で前記圧縮溝に隣接する側方領域とが形成され、前記中央領域は、縦方向の前方
に位置する前方中央領域および縦方向の後方に位置する後方中央領域と、前記前方中央領
域と前記後方中央領域との中間に位置する中間中央領域を有しており、
　前記一対の圧縮溝の対向間隔は、前記前方中央領域から前記中間中央領域にかけて徐々
に広がり、且つ前記後方中央領域から前記中間中央領域にかけて徐々に広がって、前記中
間中央領域に、前記一対の圧縮溝の対向間隔がそれよりも縦方向の前後の領域に比べて広
い幅広部が形成されており、
　前記中間中央領域の左右両側の側方領域での前記液吸収層の密度が、前記前方中央領域
および前記後方中央領域のそれぞれの左右両側の側方領域での前記液吸収層の密度よりも
低く、
　前記中間中央領域の左右両側の前記側方領域の剛性が、前記前方中央領域および前記後
方中央領域のそれぞれの左右両側の前記側方領域の剛性よりも低いことを特徴とする吸収
性物品。
【請求項２】
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　前記前方中央領域は着用者の膣口に対向する領域、前記後方中央領域は着用者の肛門に
対向する領域で、前記中間中央領域が着用者の会陰部に対向する領域である請求項１記載
の吸収性物品。
【請求項３】
　前記中間中央領域にて一方の圧縮溝とこれに隣接する前記中央領域および側方領域を含
む範囲を縦方向に向けて曲げるときの剛性が、前記前方中央領域および前記後方中央領域
において一方の圧縮溝とこれに隣接する前記中央領域および側方領域を含む範囲を縦方向
に向けて曲げるときの剛性よりも低い請求項１または２記載の吸収性物品。
【請求項４】
　液吸収層を備えて、肌側表面と着衣側表面を有し、且つ縦長に形成された吸収性物品に
おいて、
　前記液吸収層が設けられている領域内に縦方向中心線から左右両側に離れた一対の内側
圧縮溝が縦方向に延びて形成されて、前記肌側表面に前記内側圧縮溝に挟まれた中央領域
が形成され、前記中央領域は、縦方向の前方に位置する前方中央領域および縦方向の後方
に位置する後方中央領域と、前記前方中央領域と前記後方中央領域との中間に位置する中
間中央領域を有しており、
　前記一対の内側圧縮溝の対向間隔は、前記前方中央領域から前記中間中央領域にかけて
徐々に広がり、且つ前記後方中央領域から前記中間中央領域にかけて徐々に広がって、前
記中間中央領域に、前記一対の内側圧縮溝の対向間隔がそれよりも縦方向の前後の領域に
比べて広い幅広部が形成されており、
　前記前方中央領域の左右両側方に、前記内側圧縮溝と間隔を空けて縦方向に向けて形成
された前方外側圧縮溝が形成され、前記後方中央領域の左右両側方に、前記内側圧縮溝と
間隔を空けて縦方向に向けて形成された後方外側圧縮溝が形成されており、前記中間中央
領域の左右両側では、前記前方外側圧縮溝の後端と、前記後方外側圧縮溝の前端とが不連
続であり、
　前記内側圧縮溝と前記前方外側圧縮溝との間に位置する液吸収層の密度、および前記内
側圧縮溝と前記後方外側圧縮溝との間に位置する液吸収層の密度が、前記中間中央領域で
の前記内側圧縮溝の左右両外側に位置する液吸収層の密度よりも高いことを特徴とする吸
収性物品。
【請求項５】
　前記後方外側圧縮溝の前端を起点として、前記縦方向中心線に平行に延びる仮想線が、
前記中間中央領域の前記内側圧縮溝と交叉する請求項４記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記前方中央領域は着用者の膣口に対向する領域、前記後方中央領域は着用者の肛門に
対向する領域で、前記中間中央領域が着用者の会陰部に対向する領域である請求項４また
は５記載の吸収性物品。
【請求項７】
　縦方向中心線から左右両側に離れた位置に、縦方向に向けて弾性収縮力を作用させる弾
性部材が設けられており、前記弾性収縮力は、前記中間中央領域よりも前方に位置する作
用端と前記中間中央領域よりも後方に位置する作用端を互いに縦方向へ引き付けるように
作用している請求項１ないし６のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、女性性器から排泄される経血などの吸収に適した吸収性物品に係り、特に、膣
口から臀部までを覆う縦長の吸収性物品に関する。
【０００２】
【従来の技術】
女性性器から排泄される経血を吸収する吸収性物品の一般的な構造は、液吸収層と、この
液吸収層の肌側表面を覆う液透過性の表面シートと、前記液吸収層の着衣側表面を覆う液
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不透過性の裏面シートとを有するものであり、通常は下着のクロッチ布の内面に前記裏面
シートが感圧接着層を介して接着された状態で着用される。
【０００３】
前記吸収性物品では、肌側表面に与えられる経血を確実に捕捉して、吸収性物品の側方へ
の液洩れや後方部分から外部への液洩れを防止する機能が要求される。
【０００４】
特に生理中の女性が就寝時に着用する吸収性物品では、吸収性物品の横方向からの経血の
洩れを防止すると共に、身体を伝わって肛門から臀部の溝に向かって流れ出ようとする経
血、または吸収性物品の肌側表面に沿って後方へ流れようとする経血を外に漏らすことな
く確実に吸収することが求められる。そのため、就寝時に使用される吸収性物品は、通常
時に使用するものよりも縦方向に長く形成され、その肌側表面で膣口の前方の恥丘から肛
門よりも後方の臀部までの広い範囲を覆うようにしている。
【０００５】
以下の特許文献１には、就寝時の着用を想定した縦長の生理用ナプキンが記載されている
。この生理用ナプキンは、肌側表面に周回エンボスが形成されてこの周回エンボスで囲ま
れた領域が中高部となっており、この中高部が縦方向に長く形成されている。前方領域と
後方領域の中間において前記周回エンボスの間隔が幅方向に広げられた膨出エンボスが形
成されている。また肌側表面の左右両側には縦方向に延びるギャザーカフスが設けられ、
このギャザーカフスを起立させるための弾性伸縮部材が設けられている。
【０００６】
特許文献１に記載の発明は、前記弾性伸縮部材によって生理用ナプキンが縦方向へ収縮し
ようとする力を利用して前記膨出エンボスが形成されている部分を身体側へ膨らませて、
この部分を身体にフィットさせようというものである。
【０００７】
次に特許文献２に記載の吸収性物品は、肌側表面に、縦長の受液領域を囲む連結防漏溝が
形成され、後方部分では前記連結防漏溝が二重に形成されている。この発明は、前記二重
の連結防漏溝を設けることにより、吸収性物品の後方への経血の洩れを防止しようという
ものである。
【０００８】
【特許文献１】
特開２００１－９５８４２号公報
【特許文献２】
特開２００１－１２９０１８号公報
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、前記特許文献１に記載の発明では、前記膨出エンボスが形成されている部分と、
それよりも前後の部分とで、生理用ナプキンの剛性に大きな違いが設けられていない。し
たがって、前記弾性伸縮部材による収縮力が縦方向に作用すると、前記膨出エンボスを有
する部分が横方向に延びる折れ線を介して折れ曲がろうとするため、前記膨出エンボスを
有する部分が臀部の溝と直交する方向へ膨らみながら身体に向くように折り曲がりやすい
。すなわち、前記膨出エンボスを有する部分は会陰部の前後の窪みの向きと直交する方向
へ広がりながら折れるようになり、生理用ナプキンの肌側表面と前記会陰部およびその前
後の部分とを確実に密着させることが難しい。
【００１０】
また、特許文献１に記載の生理用ナプキンは、前記弾性伸縮部材の縦方向の弾性収縮力に
より、肌側表面が身体から離れる方向へ向けて湾曲することがある。このような変形を生
じると、前記膨出エンボスを有する部分が身体から離れて、肌側表面と会陰部およびその
前後の部分との間に隙間が生じやすくなる。
【００１１】
また、特許文献１に記載のものは、膨出エンボスを有する中間部分から後方部分にかけて
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ほぼ均等な剛性を発揮するものであるため、前記中間部分から後方部分にかけて全体が自
由に変形しやすい。そのため、臀部の動きにより前記中間部分から後方部分に対して外力
が与えられると、捩れや皺が発生し、身体との間に隙間が生じる可能性が高くなる。
【００１２】
次に、前記特許文献２に記載のものは、後方において連結防漏溝が二重構造となっている
ために、二重の連結防漏溝を有する後方部分のみの剛性が高くなってしまう。そのため、
連結防漏溝が一重の部分と二重の部分との境界において、吸収性物品に折れが発生しやす
く、この部分、すなわち女性の会陰部に対向する部分が身体から離れやすい。そのため、
経血が身体に伝わって後方へ流れやすくなり、後方への液洩れの原因を基本的に除去する
ことができない。
【００１３】
本発明は上記従来の課題を解決するものであり、肌側表面が例えば女性の会陰部およびそ
の前後の部分に沿って密着しやすい形状となって身体に向けて変形させることができ、経
血の後方への洩れを有効に防止できる吸収性物品を提供することを目的としている。
【００１４】
また本発明は、身体の動きにしたがって前記前方部分と後方部分が独立して動きやすくな
って、前方部分が股間部に後方部分が臀部に密着した状態を維持しやすい吸収性物品を提
供することを目的としている。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、液吸収層を備えて、肌側表面と着衣側表面を有し、且つ縦長に形成された吸
収性物品において、
　前記液吸収層が設けられている領域内に縦方向中心線から左右両側に離れた一対の圧縮
溝が縦方向に延びて形成されて、前記肌側表面に前記圧縮溝に挟まれた中央領域と、その
左右両側で前記圧縮溝に隣接する側方領域とが形成され、前記中央領域は、縦方向の前方
に位置する前方中央領域および縦方向の後方に位置する後方中央領域と、前記前方中央領
域と前記後方中央領域との中間に位置する中間中央領域を有しており、
　前記一対の圧縮溝の対向間隔は、前記前方中央領域から前記中間中央領域にかけて徐々
に広がり、且つ前記後方中央領域から前記中間中央領域にかけて徐々に広がって、前記中
間中央領域に、前記一対の圧縮溝の対向間隔がそれよりも縦方向の前後の領域に比べて広
い幅広部が形成されており、
　前記中間中央領域の左右両側の側方領域での前記液吸収層の密度が、前記前方中央領域
および前記後方中央領域のそれぞれの左右両側の側方領域での前記液吸収層の密度よりも
低く、
　前記中間中央領域の左右両側の前記側方領域の剛性が、前記前方中央領域および前記後
方中央領域のそれぞれの左右両側の前記側方領域の剛性よりも低いことを特徴とするもの
である。
【００１６】
この吸収性物品は、前方中央領域の両側と後方中央領域の両側で剛性が高く、幅広部を有
する中間中央領域の両側で剛性が低くなっている。よって、大腿部からの圧力が前方中央
領域および後方中央領域に対して左右両側から作用するとともに、剛性の高い前方の側方
領域と後方の側方領域とが中間中央領域の幅広部を前後後方から押圧するため、中間中央
領域は４方向から押圧され且つ４方向から支えられるようにして身体に向かって膨らむよ
うに変形する。その結果、前記中間中央領域は、極端に折り曲がることなく全体が膨らみ
を有して身体に向けて持ち上がるようになり、中間中央領域が女性の会陰部およびその前
後の窪み内に密着しやすくなって、膣口から排出される経血が前記中間中央領域で捕捉さ
れやすく後方への液洩れを防止しやすくなる。
【００１７】
また、前方中央領域が設けられた前方部分と後方中央領域が設けられた後方部分がある程
度の剛性を保ち、その中間部分で剛性が低くなっているため、前方部分と後方部分が前記
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中間部分を境界として互いに独立して動けるようになる。よって身体の動きによって前方
部分と後方部分が共に縒れや皺を発生することなく、身体に追従できるようになり、吸収
性物品の全体において、肌側表面と身体との間に隙間が形成され難くなって、経血の洩れ
防止効果を高めることができる。
【００１８】
本発明は、例えば、前記前方中央領域は着用者の膣口に対向する領域、前記後方中央領域
は着用者の肛門に対向する領域で、前記中間中央領域が着用者の会陰部に対向する領域で
ある。
【００１９】
前記のように中間中央領域は、横方向に凸に変形するだけでなく縦方向にも凸形状となっ
て身体に向けて変形するため、この中間中央領域が大陰唇間の深い窪みの内部から会陰部
にかけて密着しやすくなり、さらには会陰部の後方の肛門付近の窪み内にも密着しやすく
なるため、膣口から排泄され肛門の方向へ移行しようとする経血が前記中間中央領域にお
いて液吸収層で効果的に吸収され、経血が吸収性物品の後方から外部へ洩れ出るのを防止
しやすくなる。
【００２０】
本発明では、好ましくは、前記中間中央領域にて一方の圧縮溝とこれに隣接する前記中央
領域および側方領域を含む範囲を縦方向に向けて曲げるときの剛性が、前記前方中央領域
および前記後方中央領域において一方の圧縮溝とこれに隣接する前記中央領域および側方
領域を含む範囲を縦方向に向けて曲げるときの剛性よりも低いものとして構成される。
【００２２】
　次に、本発明は、液吸収層を備えて、肌側表面と着衣側表面を有し、且つ縦長に形成さ
れた吸収性物品において、
　前記液吸収層が設けられている領域内に縦方向中心線から左右両側に離れた一対の内側
圧縮溝が縦方向に延びて形成されて、前記肌側表面に前記内側圧縮溝に挟まれた中央領域
が形成され、前記中央領域は、縦方向の前方に位置する前方中央領域および縦方向の後方
に位置する後方中央領域と、前記前方中央領域と前記後方中央領域との中間に位置する中
間中央領域を有しており、
　前記一対の内側圧縮溝の対向間隔は、前記前方中央領域から前記中間中央領域にかけて
徐々に広がり、且つ前記後方中央領域から前記中間中央領域にかけて徐々に広がって、前
記中間中央領域に、前記一対の内側圧縮溝の対向間隔がそれよりも縦方向の前後の領域に
比べて広い幅広部が形成されており、
　前記前方中央領域の左右両側方に、前記内側圧縮溝と間隔を空けて縦方向に向けて形成
された前方外側圧縮溝が形成され、前記後方中央領域の左右両側方に、前記内側圧縮溝と
間隔を空けて縦方向に向けて形成された後方外側圧縮溝が形成されており、前記中間中央
領域の左右両側では、前記前方外側圧縮溝の後端と、前記後方外側圧縮溝の前端とが不連
続であり、
　前記内側圧縮溝と前記前方外側圧縮溝との間に位置する液吸収層の密度、および前記内
側圧縮溝と前記後方外側圧縮溝との間に位置する液吸収層の密度が、前記中間中央領域で
の前記内側圧縮溝の左右両外側に位置する液吸収層の密度よりも高いことを特徴とするも
のである。
【００２３】
この吸収性物品では、前方外側圧縮溝と後方外側圧縮溝そのものが、幅広部を有する中間
中央領域の前後での高剛性部として機能し、中間中央領域に対して身体に向く力を作用さ
せるように機能する。なお、中間中央領域の両側では、前方外側圧縮溝の後端と後方外側
圧縮溝の前端との間に、前記外側圧縮溝が形成されていない。あるいは前記後端と前端と
の間を繋ぐように小さなドット状の外側圧縮溝が形成されているものであってもよい。
【００２４】
また、本発明では、前記後方外側圧縮溝の前端を起点として、前記縦方向中心線に平行に
延びる仮想線が、前記中間中央領域の前記内側圧縮溝と交叉していることが好ましい。
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【００２５】
前記仮想線が内側圧縮溝と交叉していると、吸収性物品に縦方向に収縮力が作用したとき
に、前記後方外側圧縮溝が前記中間中央領域の幅広部に対して前方への押圧力を与え、ま
た前方外側圧縮溝が中間中央領域の前方で前記押圧力を受けるようになるため、前記中間
中央領域は、前後に位置する４本の外側圧縮溝により４方向から押圧され且つ４方向から
支えられて、全体が膨らみ形状となりながら身体に密着できるように変形しやすくなる。
【００２７】
この吸収性物品では、前方外側圧縮溝および内側圧縮溝と前方外側圧縮溝とで挟まれた領
域の双方が高剛性を発揮し、同様に後方外側圧縮溝および内側圧縮溝緒と後方外側圧縮溝
とで挟まれた領域の双方が高剛性を発揮できるため、中間中央領域は、前記外側圧縮溝お
よび前記高剛性の部分の双方によって、４方向から押圧され４方向から支えられるように
して身体に向けて変形しやすくなる。
【００２８】
また本発明では、縦方向中心線から左右両側に離れた位置に、縦方向に向けて弾性収縮力
を作用させる弾性部材が設けられており、前記弾性収縮力は、前記中間中央領域よりも前
方に位置する作用端と前記中間中央領域よりも後方に位置する作用端を互いに縦方向へ引
き付けるように作用している。
【００２９】
吸収性物品を縦方向へ収縮させる弾性収縮力が作用していると、この中間中央領域の前方
の高剛性の部分と後方の高剛性の部分とが、前記中間中央領域に対して前後から力を与え
るようになり、その結果中間中央領域が身体に向けて膨らむように変形しやすくなる。
【００３０】
【発明の実施の形態】
本発明の吸収性物品は、身体から排泄される経血、尿、おりものなどを吸収することを目
的として身体の股間部に着用されるものであるが、以下の実施の形態では、女性の膣口か
ら排泄される経血を吸収することを主な目的とする生理用ナプキンを例として説明する。
また吸収性物品の２つの表面のうち股間部に向けられる表面を肌側表面とし、反対側の表
面は、その外側に着衣が着用されるか否かに拘らず着衣側表面と表現する。
【００３１】
また本明細書での圧縮溝は、少なくとも液吸収層を高密度に圧縮することにより形成され
る。この圧縮溝は溝が連続的に形成されているものであるが、その溝底部での液吸収層の
密度が均一であってもよいし、または前記溝底部において密度の違う部分が交互に存在し
ていてもよい。いずれにせよ、前記圧縮溝の底部では、前記圧縮溝以外の領域での液吸収
層よりも密度が高くなっている。
【００３２】
本明細書での縦方向中心線とは、吸収性物品を横方向に二分して縦方向に延びる線を意味
する。一方、横方向基準線は、必ずしも吸収性物品を縦方向に二分する位置を横断してい
ることを意味せず、身体に装着したときに、膣口に当たる部分での縦方向の中心を通る線
を意味している。
【００３３】
また、以下の実施の形態では、前方外側圧縮溝の後端と、後方外側圧縮溝の前端との間が
中間中央領域である。あるいは、内側圧縮溝の間隔が広くなる幅広部を含んで縦方向の長
さが２０～６０ｍｍの範囲が前記中間中央領域である。
【００３４】
図１は本発明の吸収性物品の第１の実施の形態として生理用ナプキン１を肌側表面を上向
きにして示した平面図、図２は、図１の生理用ナプキンが下着のクロッチ布に取り付けら
れた状態を示すものであり、横方向基準線で切断したＩＩ－ＩＩ矢視の断面図、図３は前
記生理用ナプキンを下着のクロッチ布に装着し身体に装着したときの変形状態を示す断面
図、図４は、図１に示す生理用ナプキンをＩＶ－ＩＶ線で切断した半断面図、図５は、図
１に示す生理用ナプキンを縦方向中心線で切断したＶ－Ｖ矢視の断面図である。
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【００３５】
図１に示す生理用ナプキン１は、生理中の女性が就寝時などに着用するのに適した縦長の
ものであり、縦方向（Ｙ方向）の全長寸法は、ほぼ２００～３８０ｍｍである。
【００３６】
生理用ナプキン１は、縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙから横方向に等距離を空けて縦方向に延び
る右側縁部１ａと左側縁部１ｂを有し、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘから前後に間隔を開けた
突曲線形状の前縁部１ｃおよび後縁部１ｄを有している。横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘから前
縁部１ｃまでの距離よりも、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘから後縁部１ｄまでの距離の方が長
くなっている。
【００３７】
前記右側縁部１ａと左側縁部１ｂは、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘを含む縦方向の所定の長さ
範囲において左右両側に突出して、この突出部分でウイング部１Ａ，１Ａが形成されてい
る。また前記右側縁部１ａと左側縁部１ｂは、前記横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘから後方へ離
れるにしたがって、横方向の対向間隔が徐々に広がるように曲線形状に形成されており、
この広がり部分で後方フラップ１Ｂ，１Ｂが形成されている。
【００３８】
図２と図４および図５の各断面図に示すように、この生理用ナプキン１は、着衣側表面に
現れる液不透過性の裏面シート２と、肌側表面に現れる液透過性の表面シート３を有して
いる。前記裏面シート２と前記表面シート３との間には液吸収層４が介在している。図１
において点線で示すように、この液吸収層４は、前縁部１ｃの内側から後縁部１ｄの内側
にかけて、また前記ウイング部１Ａ，１Ａと後方フラップ１Ｂ，１Ｂを除く広い範囲に設
けられている。後に説明するように、この液吸収層４は、場所によって目付けおよび密度
が相違している。
【００３９】
生理用ナプキン１は、少なくとも表面シート３と前記液吸収層４とが局部的に加圧され且
つ加熱されて、肌側表面に現れる圧縮溝１０が形成されている。この圧縮溝１０は、加熱
ローラを用いたエンボス加工によって形成されたものであり、前記液吸収層４と表面シー
ト３が重ねられた状態で、液吸収層４の外面に表面がフラットなロールが当てられ、表面
シート３の表面にエンボスパターンの凸部を有する加熱ロールが当てられて、加圧され且
つ加熱されて形成される。
【００４０】
前記圧縮溝１０では、前記液吸収層４および表面シート３がほぼフィルム状に圧着された
高密度圧縮部１０ａと、前記高密度圧縮部１０ａと高密度圧縮部１０ａとの間に位置して
、フィルム状にはなっていないが圧縮溝１０以外の領域よりも高密度となった中密度圧縮
部１０ｂが形成されている。図１に現れている全てのパターンの圧縮溝１０において、こ
の高密度圧縮部１０ａと中密度圧縮部１０ｂが交互に形成されて、生理用ナプキン１の肌
側表面から裏面シート２側へ窪む溝が線状に形成されている。
【００４１】
図１に示すように、前記圧縮溝１０は符号１１ないし１７で示す各圧縮溝に区分される。
【００４２】
縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙから右側と左側に等距離を開けた位置に、縦方向に延びる内側圧
縮溝１１，１１が形成されている。前記内側圧縮溝１１，１１には、前方曲線部１１Ａ，
１１Ａが含まれ、この前方曲線部１１Ａ，１１Ａは、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘの部分でそ
の対向間隔が狭くなるように、縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙに凸側が向けられる円弧曲線であ
る。前記前方曲線部１１Ａ，１１Ａの曲線にしたがって、前記内側圧縮溝１１，１１の対
向間隔が、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘから後方（後縁部１ｄの方向）に向かうにしたがって
徐々に広くなる。そして、変曲部１１Ｂ，１１Ｂにおいて前記対向間隔が最も広くなり、
変曲部１１Ｂ，１１Ｂから後方に向かうにしたがってその対向間隔が徐々に狭くなる後方
傾斜部１１Ｄ，１１Ｄが形成されている。
【００４３】
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前記前方曲線部１１Ａ，１１Ａの前端において、左右の内側圧縮溝１１と内側圧縮溝１１
とが、前方連結圧縮溝１２により連結されている。この前方連結圧縮溝１２は、前縁１ｃ
に凸側が向けられる曲線形状である。
【００４４】
前記前方曲線部１１Ａ，１１Ａと前記前方圧縮溝１２との交点から、前縁部１ｃ，１ｃに
向けて一対の延長圧縮溝１３，１３が形成されている。この延長圧縮溝１３，１３は、縦
方向中心線Ｏｙ－Ｏｙに対して左右に等距離に配置されている。前記延長圧縮溝１３，１
３は前記縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙと平行か、または前縁部１ｃに向かうにしたがって、そ
の対向間隔が徐々に広くなるように形成されている。
【００４５】
前記後方傾斜部１１Ｄ，１１Ｄの後端において、内側圧縮溝１１と内側圧縮溝１１とが後
方連結圧縮溝１４により連結されている。後方連結圧縮溝１４は、後縁部１ｄに凸側が向
けられる曲線形状である。
【００４６】
前記内側圧縮溝１１，１１、前方連結圧縮溝１２、延長圧縮溝１３，１３、および後方連
結圧縮溝１４は、全て連続して形成されている。また、前記内側圧縮溝１１，１１、前方
連結圧縮溝１２、および後方連結圧縮溝１４により、生理用ナプキン１の肌側表面の所定
範囲が囲まれて、この囲まれた範囲が中央領域２０となっている。この中央領域２０は、
縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙに対して左右対称であり、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘよりも前方が
短く、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘから後方に長い縦長形状である。
【００４７】
中央領域２０の左右両側方では、内側圧縮溝１１，１１を起点として、それよりも左右外
側で且つ前記液吸収層４が設けられている領域が側方領域である。
【００４８】
内側圧縮溝１１，１１の前方曲線部１１Ａ，１１Ａの左右両側の前記側方領域には、前方
外側圧縮溝１５，１５が形成されている。この前方外側圧縮溝１５，１５は、前記横方向
基準線Ｏｘ－Ｏｘを中心として縦方向の前後の所定長の範囲に形成されている。前記前方
外側圧縮溝１５，１５は、前方曲線部１１Ａ，１１Ａの左右両外側に位置し、前記前方曲
線部１１Ａ，１１Ａと相似の曲線形状である。よって、前記前方曲線部１１Ａと前方外側
圧縮溝１５との間隔は、前方外側圧縮溝１５の全長において均一である。
【００４９】
前記内側圧縮溝１１，１１の後方傾斜部１１Ｄ，１１Ｄの左右外側には、後方外側圧縮溝
１６，１６が設けられている。前記後方外側圧縮溝１６，１６は、前記縦方向中心線Ｏｙ
－Ｏｙとほぼ平行な対向部１６Ａ，１６Ａ、前記対向部１６Ａ，１６Ａから後方へ連続し
て、その対向間隔が後縁部１ｄに向かうにしたがって徐々に短くなる傾斜部１６Ｂ，１６
Ｂを有している。また後方外側圧縮溝１６，１６の後方は、後方連結圧縮溝１７により連
結されている。前記後方外側圧縮溝１６，１６と前記後方連結圧縮溝１７は連続して形成
されており、これらは、縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙに対して左右対称である。また、前記後
方連結圧縮溝１７は、後縁部１ｄに凸側が向けられた曲線形状である。
【００５０】
前記前方外側圧縮溝１５，１５の後端１５Ａ，１５Ａは、内側圧縮溝１１，１１の変曲部
１１Ｂ，１１Ｂよりも前方に位置し、後方外側圧縮溝１６，１６の前端１６Ｄ，１６Ｄは
、前記変曲部１１Ｂ，１１Ｂよりも後方に位置している。そして、前記後端１５Ａ，１５
Ａと前端１６Ｄ，１６Ｄとの間で前方外側圧縮溝１５，１５と後方外側圧縮溝１６，１６
とが不連続となっている。
【００５１】
この実施の形態では、前記後端１５Ａ，１５Ａと前端１６Ｄ，１６Ｄとの間において、内
側圧縮溝１１，１１の側方領域に外側圧縮溝が設けられておらず、前記後端１５Ａ，１５
Ａと前端１６Ｄ，１６Ｄとの間に、縦方向に不連続間隔Ｌ１が開けられている。この不連
続間隔Ｌ１は、前述のように２０～６０ｍｍ程度である。
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【００５２】
また、前記後方外側圧縮溝１６，１６の前端１６Ｄ，１６Ｄ、詳しくは前記前端１６Ｄ，
１６Ｄにおける後方外側圧縮溝１６，１６の幅の中心点を起点として縦方向中心線Ｏｙ－
Ｏｙと平行な仮想直線Ｌｈ，Ｌｈを想定したとき、この仮想直線Ｌｈ，Ｌｈは、内側圧縮
溝１１，１１のいずれかの部分と交叉している。図に示す実施の形態では、前記仮想直線
Ｌｈ，Ｌｈが内側圧縮溝１１，１１の変曲部１１Ｂ，１１Ｂと交叉している。あるいは前
記仮想直線Ｌｈ，Ｌｈが内側圧縮溝１１，１１の前記後方傾斜部１１Ｄ，１１Ｄと交叉し
てもよい。
【００５３】
前記中央領域２０は、前方外側圧縮溝１５，１５の後端１５Ａ，１５Ａと、後方外側圧縮
溝１６，１６の前端１６Ｄ，１６Ｄとの間の前記不連続間隔Ｌ１の範囲を、中間中央領域
２０Ｂとする。また前記後端１５Ａと後端１５Ａを結ぶ線から前方連結圧縮溝１２までの
範囲を前方中央領域２０Ａとし、前記前端１６Ｄと前端１６Ｄを結ぶ線から後方連結圧縮
溝１７までの範囲を後方中央領域２０Ｄとする。また、前記中間中央領域２０Ｂのうちの
、前記変曲部１１Ｂと変曲部１１Ｂとを結ぶ位置、すなわち内側圧縮溝１１と内側圧縮溝
１１の対向間隔が最も広い部分を幅広部と呼ぶ。
【００５４】
内側圧縮溝１１，１１の前方曲線部１１Ａ，１１Ａと前方外側圧縮溝１５，１５とで挟ま
れた所定幅の領域は、第１の前方側方領域２１，２１であり、前方外側圧縮溝１５，１５
よりも左右外側で且つ前記液吸収層４が設けられている領域が第２の前方側方領域２２，
２２である。前記中間中央領域２０Ｂにおける内側圧縮溝１１，１１よりも外側の領域（
前記不連続間隔Ｌ１）が、中間側方領域２３，２３である。
【００５５】
前記内側圧縮溝１１，１１の後方傾斜部１１Ｄ，１１Ｄと、後方外側圧縮溝１６，１６と
で挟まれている領域が、第１の後方側方領域２４，２４であり、後方外側圧縮溝１６，１
６の左右両外側で且つ液吸収層４が設けられている領域が第２の後方側方領域２５，２５
である。また、後方連結圧縮溝１４の後端部を起点としてそれよりも後方で且つ前記後方
外側圧縮溝１６，１６と後方連結圧縮溝１７とで囲まれた領域が、第１の後方領域２６で
ある。また、前記起点よりも後方で、且つ後方外側圧縮溝１６，１６と後方連結圧縮溝１
７よりも外側の領域で、且つ液吸収層４が設けられている範囲が第２の後方領域２７であ
る。
【００５６】
図２、図４および図５に示すように、前記中央領域２０では、前記表面シート３と液吸収
層４との間に液案内層５が設けられている。この液案内層５は、前記中央領域２０内にの
み設けられて、この液案内層５は、内側圧縮溝１１，１１に掛からない中央部分に設けら
れている。
【００５７】
前記液吸収層４と、液案内層５および前記表面シート３が重ねられて加熱ロールによって
圧縮溝１０すなわち符号１１ないし１７で示す各圧縮溝がエンボス形成された後に、液吸
収層４の下に裏面シート２が重ねられてホットメルト接着剤などで接着される。
【００５８】
図１に示すように、前縁部１ｃと後縁部１ｄの内側で、且つ液吸収層４が設けられていな
い領域では、裏面シート２と表面シート３とがホットメルト接着剤で接着されあるいは熱
エンボス加工で接合されている。図１、図２および図４に示すように、左右両側部で前記
液吸収層４が設けられていない領域では、裏面シート２と表面シート３とが接着されてお
り、さらに表面シート３の表面から裏面シート２の表面にかけて不透液性シート３０，３
０が重ねられて、ホットメルト接着剤で接着されている。前記ウイング部１Ａ，１Ａおよ
び後方フラップ１Ｂ，１Ｂは、主に前記裏面シート２と不透液性シート３０とで構成され
ている。
【００５９】
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図２と図４に示すように、前記不透液性シート３０は、内側に複数の弾性伸縮部材３２を
挟んだ状態で２枚重ねに折り畳まれて前記弾性伸縮部材３２が脱落しないように、不透液
性シート３０の折畳み対向面どうしが接着されている。さらに２枚重ねの不透液性シート
３０が折り畳まれ、前方固定領域３３，３３において前記不透液性シート３０は折り畳ま
れた状態で肌側表面に接着固定されている。また後方固定領域３４，３４においても、前
記不透液性シート３０が折り畳まれた状態で肌側表面に接着されて固定されている。図１
では、前記前方固定領域３３，３３と後方固定領域３４，３４の範囲を、図面上で明確に
するために便宜上ハッチングを付して示している。また図４には、後方固定領域３４が断
面図で示されている。
【００６０】
前記前方固定領域３３と後方固定領域３４との間では、前記不透液性シート３０が所定幅
にて自由状態であり、不透液性シート３０によって防漏壁３１，３１が形成されている。
この防漏壁３１には弾性伸縮部材３２の縦方向の弾性収縮力が作用している。この弾性収
縮力の前方の作用端３５は、前記前方固定領域３３の下端であり、弾性収縮力の後方の作
用端３６は、後方固定領域３４の前端である。前記弾性収縮力により、前記作用端３５と
作用端３６とが互いに接近しようとし、図５に示すように、生理用ナプキン１は、前記作
用端３５と作用端３５との間の距離Ｌ２の範囲で肌側表面が凹側となるように変形する。
その結果、図２に示すように、前記作用端３５と３６との間で、前記防漏壁３１，３１が
肌側表面から立ち上がる。
【００６１】
図１に示すように、前方の前記作用端３５は、前記内側圧縮溝１１と前方連結圧縮溝１２
との境界部と縦方向に一致する位置またはその近傍に設けられている。また後方の前記作
用端３６は、内側圧縮溝１１の変曲部１１Ｂと、後方外側圧縮溝１６，１６の前端１６Ｄ
，１６Ｄとの間に位置している。よって、弾性伸縮部材３２の弾性収縮力は、主に中間中
央領域２０Ｂと前方中央領域２０Ａが位置している領域に作用する。
【００６２】
また、延長圧縮溝１３，１３が設けられている領域には、前記弾性収縮力が作用せず、前
記延長圧縮溝１３，１３が設けられている前方部分は平坦な状態を保ちやすい。同様に、
後方外側圧縮溝１６，１６および後方連結圧縮溝１７が設けられている後方部分にも前記
弾性収縮力が作用せず、前記後方部分も平坦な状態を保ちやすくなっている。
【００６３】
次に、各構成素材の好ましい例を説明する。
表面シート３は、芯部が酸化チタンを含んだポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）で、
鞘部がポリエチレン（ＰＥ）の芯鞘型複合合成繊維を用い、この繊維を熱風によって接合
した目付けが２５ｇ／ｍ２程度のエアースルー不織布で形成される。表面シート３の目付
けは１５～６０ｇ／ｍ２である。前記範囲未満であると表面強度が充分に得られず使用中
に表面シート３が破れるおそれがある。逆に前記範囲を越えると、表面シート３が身体に
ごわごわとした感触を与え、着用者が股間部に違和感を生じるようになる。また表面シー
ト３が液透過機能を発揮するには、その密度は０．１２ｇ／ｃｍ３以下であることが好ま
しい。
【００６４】
また、表面シート３が、スパンボンド不織布やスパンレース不織布、あるいは多数の液透
過孔が形成された合成樹脂フィルム、またはネット状に形成された合成樹脂シートなどで
形成されてもよい。
【００６５】
前記裏面シート２は、液不透過性で且つ通気性のシートであり、微細な通気孔が形成され
たポリエチレン（ＰＥ）フィルム、あるいはポリプロピレン（ＰＰ）フィルムなどである
。例えば、前記のプラスチックシートにＣａＣＯ３、ＢａＳＯ４等の無機フィラーを混合
させて延伸処理することにより、フィルムに微細な通気孔が適切に分散して形成され、通
気性を向上させたものであって、厚みが１５～５０μｍ程度のものである。
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【００６６】
前記液吸収層４は、粉砕パルプ、マーセル化パルプ、クロスリンクパルプなどのパルプと
集合体に、ポリアクリル酸塩、ポリアクリルアミド、無水マレイン酸塩などの合成吸水ポ
リマーや、デンプン、セルロースなどの天然系の吸収ポリマーが含まれているものであり
、パルプおよび前記合成吸水ポリマーなどが、親水性のティシュペーパーで包まれたもの
が使用される。
【００６７】
液案内層５は、芯部がポリプロピレン（ＰＰ）で鞘部がポリエチレン（ＰＥ）の断面が偏
芯形状となる芯鞘型複合合成繊維で形成されたエアースルー不織布であり、密度が０．０
０５～０．０２５ｇ／ｃｍ３のものが使用される。例えば目付けが２０ｇ／ｍ２の前記エ
アースルー不織布が３枚重ねの状態で前記液案内層５として使用される。
【００６８】
また、前記液案内層５として、パルプやレーヨンなどの親水性不織布を空間内で積層して
バインダーで接合し熱ロールで加圧したエアーレイド不織布、または前記親水性繊維に合
成繊維を混合したエアーレイド不織布を用いてもよい。
【００６９】
または、液吸収層４の上に、エアーレイド不織布の層とエアースルー不織布の層を重ね、
これらを表面シート３で覆ってもよい。前記防漏壁３１を形成する液不透過性シート３０
は、スパンボンド不織布、メルトブローン不織布、あるいはこれらの積層体であり、好ま
しくは撥水処理されたものが使用される。
【００７０】
なお、前記各部材は必要に応じてホットメルト接着剤により接着される。また、裏面シー
ト２の外面には感圧接着剤層は設けられる。感圧接着剤層は、主に生理用ナプキン１の中
央部分、およびウイング部１Ａ，１Ａと後方フラップ１Ｂ，１Ｂに設けられる。
【００７１】
図６は、生理用ナプキン１の各部分の特性を説明するための説明図である。図６は図１と
同じ図を用い、特性に関する説明に必要な部分のみ符号を付している。
【００７２】
（１）液吸収層４の目付け
液吸収層４の目付けは、中央領域２０において最も大きく、第１の前方側方領域２１，２
１と、第１の後方側方領域２４，２４および第１の後方領域２６は、前記中央領域２０よ
りも小さい。また前方連結圧縮溝１２よりも前方の領域と、第２の前方側方領域２２，２
２と、中間側方領域２３，２３と、第２の後方側方領域２５，２５および第２の後方領域
２７は、前記第１の前方側方領域２１，２１などと同じ目付けであってもよいし、それよ
りもやや大きくまたは小さくてもよい。
【００７３】
中央領域２０での液吸収層４の好ましい目付けは、４００～１２００ｇ／ｍ２であり、さ
らに好ましくは、５００～１０００ｇ／ｍ２である。前記第１の前方側方領域２１，２１
と、第１の後方側方領域２４，２４および第１の後方領域２６の液吸収層４の好ましい目
付けは、３００～９００ｇ／ｍ２であり、さらに好ましくは３５０～６００ｇ／ｍ２であ
る。前方連結圧縮溝１２よりも前方の領域と、第２の前方側方領域２２，２２と、中間側
方領域２３，２３と、第２の後方側方領域２５，２５および第２の後方領域２７での液吸
収層４の好ましい目付けは、３００～５００ｇ／ｍ２であるが、この目付けの上限が７０
０ｇ／ｍ２になることも有りえる。
【００７４】
（２）液吸収層４の密度
図６に示す各圧縮溝１１ないし１７は、前記加熱ロールを用いた熱エンボス加工により一
緒に形成される。前方曲線部１１Ａ，１１Ａと前方外側圧縮溝１５，１５において、表面
シート３と液吸収層４とが一緒に加圧される際に、第１の前方側方領域２１，２１を覆う
表面シート３に張力が作用するため、第１の前方側方領域２１，２１では、液吸収層４の
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密度が高くなる。
【００７５】
さらに、加熱ロール表面のエンボスパターンの凸部を工夫して、前方曲線部１１Ａ，１１
Ａを形成する凸部と前方外側圧縮溝１５，１５を形成する凸部との中間に位置する溝の深
さを浅くしておくことにより、前方曲線部１１Ａ，１１Ａと前方外側圧縮溝１５，１５を
加圧する際に、第１の前方側方領域２１，２１に位置する液吸収層４が前記溝で加圧され
るようになる。このようなエンボス工程を用いると、前記第１の前方側方領域２１，２１
において液吸収層４の密度をさらに高くできる。同様にして、後方傾斜部１１Ｄ，１１Ｄ
と後方外側圧縮溝１６，１６とで挟まれている第１の後方側方領域２４，２４においても
液吸収層４の密度を高くすることができる。
【００７６】
また、中央領域２０においても、周囲を囲む内側圧縮溝１１，１１、前方連結圧縮溝１２
および後方連結圧縮溝１４を形成する際に、表面シート３に少し張力が作用するため、中
央領域２０で液吸収層４の密度が少し高くなる。
【００７７】
すなわち、図６に示す各部において、液吸収層４の密度が最も高いのが、第１の前方側方
領域２１，２１である。第１の後方側方領域２４，２４の密度は、前記第１の前方側方領
域２１，２１と同等であることが好ましいが、前記第１の前方側方領域２１，２１よりも
わずかに低くなることも有りえる。第１の後方領域２６での液吸収層４の密度は、前記第
１の前方側方領域２１，２１と第１の後方側方領域２４，２４よりもわずかに低くなって
いる。また中央領域２０での前記密度は、前記第１の後方領域２６よりもやや低いが、第
１の後方領域２６と同じであってもよい。
【００７８】
そして、前方連結圧縮溝１２よりも前方の領域と、第２の前方側方領域２２，２２と、中
間側方領域２３，２３と、第２の後方側方領域２５，２５および第２の後方領域２７は、
液吸収層４の密度が前記いずれの領域よりも低い。
【００７９】
前記第１の前方側方領域２１，２１および第２の後方側方領域２４，２４での、液吸収層
４の密度の好ましい範囲は、０．０８～０．２ｇ／ｃｍ３である。また、中央領域２０で
液吸収層４の密度の好ましい範囲は、０．０５～０．１８ｇ／ｃｍ３である。また、第２
の前方側方領域２２，２２と、中間側方領域２３，２３および第２の後方側方領域２５，
２５での液吸収層４の好ましい範囲は、０．０５～０．１３ｇ／ｃｍ３である。
【００８０】
なお、第１の前方側方領域２１，２１での液吸収層４の密度は、中央領域２０での液吸収
層４の密度と第２の前方側方領域２２，２２の密度、および中間側方領域２３，２３での
液吸収層４の密度に対して、０．０１ｇ／ｃｍ３以上大きいことが好ましく、さらには０
．０２ｇ／ｃｍ３以上大きいことが好ましい。同様に、第２の後方側方領域２４，２４で
の液吸収層４の密度は、中央領域２０での液吸収層４の密度と第２の後方側方領域２５，
２５の密度、および中間側方領域２３，２３での液吸収層４の密度に対して、同じく０．
０１ｇ／ｃｍ３以上大きいことが好ましく、さらには０．０２ｇ／ｃｍ３以上大きいこと
が好ましい。
【００８１】
（３）圧縮溝１０の密度
前記圧縮溝１０の中で最も密度の高い高密度圧縮部１０ａおよび中密度圧縮部１０ｂの密
度は、０．５～１．５ｇ／ｃｍ３の範囲であることが好ましい。
【００８２】
（４）各部の剛性
図６には、生理用ナプキン１の曲げ剛性の相違する部分を区画して示している。
【００８３】
内側圧縮溝１１の前方曲線部１１Ａと第１の前方側方領域２１および前方外側圧縮溝１５
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を含み、且つ中央領域２０の一部と第２の前方領域２２の一部を含む範囲を第１の区画（
ｉ）とする。内側圧縮溝１１の後方傾斜部１１Ｄと第１の後方側方領域２４および後方外
側圧縮溝１６を含み、且つ中央領域２０の一部と第２の後方側方領域２５の一部を含む範
囲を第２の区画（ｉｉ）とする。また、内側圧縮溝１１の変曲部１１Ｂを含み、且つ中央
領域２０の一部と中間側方領域２３，２３の一部を含む範囲（ただし前方外側圧縮溝１５
と後方外側圧縮溝１６を含まない）を第３の区画（ｉｉｉ）とする。そして中間中央領域
２０Ｂにおいて何ら圧縮溝を含まない範囲を第４の区画（ｉｖ）とする。
【００８４】
前記各区画（ｉ）ないし（ｉｖ）を縦方向（Ｙ方向）に向けて湾曲させる際の曲げ剛性の
関係を説明する。なお、この場合の曲げ剛性は、各区画において生理用ナプキン１を構成
する全ての部材を備えたものの剛性を意味する。
【００８５】
前記曲げ剛性は、第１の区画（ｉ）において最も高く、第２の区画（ｉｉ）は、第１の区
画（ｉ）と同等である。第３の区画（ｉｉｉ）では、曲げ剛性が第１の区画（ｉ）および
第２の区画（ｉｉ）よりも充分に低い。さらに、第４の区画（ｉｖ）の曲げ剛性は、第３
の区画（ｉｉｉ）よりもさらに低い。
【００８６】
ガーレー剛軟度測定器で測定したガーレー剛性値は、第１の区画（ｉ）および第２の区画
（ｉｉ）において、２０～３５ｍＮであることが好ましく、第３の区画（ｉｉｉ）では８
～１８ｍＮであることが好ましい。また第４の区画（ｉｖ）での好ましい剛性値は３～８
ｍＮである。
【００８７】
生理用ナプキンの各部分のガーレー剛性値は、３ｍＮ以上で３８ｍＮ以下であることが好
ましい。３ｍＮ以上であれば、生理用ナプキンの形状を維持でき、前記３８ｍＮ以下であ
れば、硬くなりすぎることがなく身体に違和感を与えることがない。
【００８８】
なお、前記剛性値は、株式会社安田精機製作所製のガーレー柔剛軟度測定器を用い、前記
各区画は、Ｘ方向の幅寸法が２５ｍｍの範囲で、縦方向（Ｙ方向）の長さが３８ｍｍの範
囲で測定したものである。
【００８９】
このガーレー剛性値の測定は、生理用ナプキンの前記第１の区画（ｉ）、第２の区画（ｉ
ｉ）および第３の区画（ｉｉ）を幅方向（Ｘ方向）の寸法が２５ｍｍ、縦方向（Ｙ方向）
の寸法が３８ｍｍとなるように切り取り、前縁部１ｃ側に向く端縁から縦方向へ６．３ｍ
ｍの範囲をチャックに保持し、後縁部１ｄ側に向く端縁から縦方向に６．３ｍｍの範囲を
ガーレー柔剛軟度測定器の振り子に当てて、曲げ測定を行い、肌側表面が凸となる曲がり
方向での測定値と着衣側表面が凸となる曲がり方向での測定値の平均値を算出することに
より得られる。
【００９０】
（５）各部の寸法
中央領域２０の縦方向の寸法、すなわち前方連結圧縮溝１２と後方連結圧縮溝１４との縦
方向の間隔は、１２０～３００ｍｍ程度である。図２に示す、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘ上
での中央領域２０の幅寸法、すなわち前方中央領域２０Ａにおいて最も狭い部分の幅寸法
Ｗ１は、女性の性器の幅に応じて決められる。女性の股間部の幅の平均は３０ｍｍ程度で
あるため、前記幅寸法Ｗ１は、１５～５０ｍｍの範囲が好ましく、さらに２０～４０ｍｍ
の範囲が好ましい。また、内側圧縮溝１１，１１の変曲部１１Ｂ，１１Ｂ間の距離、すな
わち中間中央領域２０Ｂの幅広部の寸法は、前記幅寸法Ｗ１よりも１０～４０ｍｍ程度広
い寸法である。
【００９１】
前記前方外側圧縮溝１５，１５を縦方向（Ｙ方向）で測定した長さ寸法、および前記第１
の前方側方領域２１の同方向の長さ寸法は、３０～１２０ｍｍである。第１の前方側方領
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域２１のＸ方向の幅寸法は５～１５ｍｍの範囲が好ましく、さらに好ましくは５～１０ｍ
ｍの範囲である。また、内側圧縮溝１１の後方傾斜部１１Ｄと、後方外側圧縮溝１６との
最短の間隔も５～１５ｍｍの範囲である。
【００９２】
また、各圧縮溝１１ないし１７の幅寸法は０．５～３ｍｍ程度である。
図２は、生理用ナプキン１が下着のクロッチ布４１の内面に取り付けられた状態を示す断
面図であり、図７は、前記クロッチ布４１に取り付けられた生理用ナプキン１を下着の内
側から示した平面図である。
【００９３】
この生理用ナプキン１を身体に装着するときには、裏面シート２の外面に設けられた感圧
接着剤をクロッチ布４１の内面に接着し、このとき後方フラップ１Ｂ，１Ｂもクロッチ布
４１の内面に接着する。またウイング部１Ａ，１Ａを、クロッチ布４１の両側縁部を巻き
込むようにして、下着の外面に向けて曲げ、ウイング部１Ａ，１Ａの着衣側表面に設けら
れた感圧接着剤をクロッチ布４１の外面に接着する。
【００９４】
下着のクロッチ布４１に生理用ナプキン１を装着した状態でこの下着を着用し、就寝時や
日常の活動の中で大腿部の間隔を狭めると、図７に示すように、大腿部から前方外側圧縮
溝１５，１５に対して縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙに向かう圧縮力Ｆ１，Ｆ１が作用する。こ
の圧縮力Ｆ１，Ｆ１は、前方外側圧縮溝１５，１５を介して密度が高く剛性の高い第１の
前方側方領域２１，２１に伝わり、さらに内側圧縮溝１１，１１の前方曲線部１１Ａ，１
１Ａに伝わる。
【００９５】
図２に示すように、前方外側圧縮溝１５，１５および前記前方曲線部１１Ａ，１１Ａは、
前方中央領域２０Ａの厚み寸法の中点よりも充分に下側に位置し、第１の前方側方領域２
１，２１も前記中点よりも充分に下側に位置している。よって、前記圧縮力Ｆ１，Ｆ１が
作用すると、前方外側圧縮溝１５，１５と第１の前方側方領域２１，２１、および前記前
方曲線部１１Ａ，１１Ａが前方中央領域２０Ａの下に入り込もうとし、剛性の高い第１の
前方側方領域２１，２１によって下側から支えられるようにして、前方中央領域２０Ａが
身体に向けて持上げられる。このような変形により、前方中央領域２０Ａが膣口に密着す
る。
【００９６】
同様に、後方外側圧縮溝１６，１６の対向部１６Ａ，１６Ａに対しても縦方向中心線Ｏｙ
－Ｏｙに向かう圧縮力Ｆ２，Ｆ２が作用する。この圧縮力Ｆ２，Ｆ２も、主に大腿部が互
いに接近することにより作用する。
【００９７】
前記対向部１６Ａ，１６Ａに前記圧縮力Ｆ２，Ｆ２が作用すると、図３に示した前方部分
の変形と同様に、前記対向部１６Ａ，１６Ａと密度の高い第１の後方側方領域２４，２４
と、前記対向部１６Ａ，１６Ａが、後方中央領域２０Ｄの下側へ入り込もうとし、剛性の
高い第１の後方側方領域２４，２４により後方中央領域２０Ｄが身体に向けて持上げられ
る。よって後方中央領域２０Ｄが、肛門付近および臀部の溝内に入り込もうとする。
【００９８】
次に、中間中央領域２０Ｂに着目すると、図６に示す第３の区画（ｉｉｉ）では、その前
後に比べて剛性が低くなっている。図７に示すように、この剛性の低い第３の区画（ｉｉ
ｉ）の前方においては、前記圧縮力Ｆ１，Ｆ１を受けて、前方外側圧縮溝１５，１５の後
端１５Ａ，１５Ａ（剛性の高い第１の区画（ｉ）の後端）から、縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙ
に向けて圧縮力Ｆ３，Ｆ３が作用する。前方外側圧縮溝１５の後端１５Ａ，１５Ａが対向
する内側圧縮溝１１，１１は後方に向けて、縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙから離れるように傾
斜しているため、前記圧縮力Ｆ３，Ｆ３は、前記内側圧縮溝１１，１１に対して直交する
方向へ向く力成分を有する。
【００９９】
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同様に、前記圧縮力Ｆ２，Ｆ２を受けて、後方外側圧縮溝１６，１６の前端１６Ｄ，１６
Ｄ（剛性の高い第２の区画（ｉｉ）の前端）から、縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙに向けて圧縮
力Ｆ４，Ｆ４が作用するが、この圧縮力Ｆ４，Ｆ４も、前記内側圧縮溝１１，１１の後方
傾斜部１１Ｄ，１１Ｄに直交する向きの力成分を有している。
【０１００】
前記中間中央領域２０Ｂは変曲部１１Ｂ，１１Ｂで幅広部となっており、前記圧縮力Ｆ３
，Ｆ３およびＦ４，Ｆ４は、前記幅広部の前方および後方において４方向から作用する。
前述のように前記圧縮力Ｆ３，Ｆ３および圧縮力Ｆ４，Ｆ４は、中間中央領域２０Ｂの中
心付近に向けて集中する力成分を有しており、しかもそれぞれの圧縮力の作用点は、中間
中央領域２０Ｂの厚みの中心よりも十分に下側（裏面シート２側）に位置する。中間中央
領域２０Ｂ内の第４の区画（ｉｖ）および、その両側方の第３の区画（ｉｉｉ）は剛性が
比較的低いため、前記圧縮力が４方向から且つ下方において集中するように作用すると、
内側圧縮溝１１，１１が可撓軸として機能し、中間中央領域２０Ｂは、変曲部１１Ｂ，１
１Ｂを挟んで４方向からあたかも摘み上げられるようにして身体に向けて盛り上がるよう
に変形する。
【０１０１】
また、図１０に示すように、下着の内部において生理用ナプキン１は、身体の形状に沿っ
て、着衣側表面が凸側となるように縦方向に向けて湾曲する。このとき生理用ナプキン１
の肌側表面が圧縮側となるため、後方外側圧縮溝１６，１６の前端１６Ｄ，１６Ｄが、前
方外側圧縮軸１５，１５の後端１５Ａ，１５Ａに向けて接近しようとする。すなわち、中
間中央領域２０Ｂの後方に位置する剛性の高い第２の区画（ｉｉ）が、前方に位置する同
じく剛性の高い第１の区画（ｉ）に接近しようとする。
【０１０２】
　このとき、図７に示すように、中間中央領域２０Ｂに対して後方から圧縮力Ｆ５，Ｆ５
が作用し、この圧縮力Ｆ５，Ｆ５が第１の区画（ｉ）で支えられる。中間中央領域２０Ｂ
の両側部に対して前記圧縮力Ｆ５，Ｆ５が作用することによって、中間中央領域２０Ｂは
、その盛り上がった頂部が縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙに沿う形状となるように身体に向けて
凸状に曲げられながら、しかも前記頂部が身体に押し付けられるように変形する。
【０１０３】
図１に示すように防漏壁３１，３１に弾性収縮力を作用させている弾性伸縮部材３２の作
用端３５と３６は、中間中央領域２０Ｂを挟んで縦方向の前後に位置している。よって、
前記弾性伸縮部材３２の弾性収縮力も、前記圧縮力Ｆ５，Ｆ５を増大させるように機能す
る。
【０１０４】
ここで、中央領域２０の内部はほぼ均等な目付けであり、中間中央領域２０Ｂは、その前
後に比べて幅広であるため、中間中央領域２０Ｂの内部の体積は、その前後の中央領域２
０よりも大きくなっている。よって、前記圧縮力Ｆ３，Ｆ４，Ｆ５を受けて変形した状態
での中間中央領域２０Ｂの身体方向への膨出量が大きくなり、中間中央領域２０Ｂの表面
が、前方中央領域２０Ａの表面よりもさらに身体側へ突出できるようになる。
【０１０５】
図１０は、前記生理用ナプキン１が装着された女性の股間部の概要を示す断面説明図であ
る。
【０１０６】
女性の股間部では、恥丘（Ｍ）の後方に膣口（Ｎ）が設けられ、この膣口（Ｎ）は大陰唇
に挟まれて深く窪んでいる。さらに膣口（Ｎ）から会陰部（Ｏ）にかけて外方に向けて膨
らみ、その後方の肛門（Ｐ）の付近でさらに浅い窪みが形成され、その後方に臀部の溝（
Ｑ）が連続している。
【０１０７】
前記生理用ナプキン１を着用すると、図３の状態に変形した前方中央領域２０Ａが、大陰
唇間の窪みの内部に入り込んで膣口（Ｎ）に密着する。さらに前記のように中間中央領域
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２０Ｂが４方向から集中する力を受けて、身体に向けて大きく膨らむため、この中間中央
領域２０Ｂが会陰部（Ｏ）およびその前方の大陰唇間の溝の内部に入るように密着でき、
また会陰部（Ｏ）の後方での肛門付近の窪みに対しても密着できるようになる。
【０１０８】
さらに、後方中央領域２０Ｄが肛門（Ｐ）およびその後方の溝（Ｑ）内に入り込むが、後
方中央領域２０Ｄは後縁部１ｄに向かうにしたがってその幅寸法が徐々に狭くなる形状で
あるため、後方中央領域２０Ｄは臀部の溝（Ｑ）内に入り込みやすく、また入り込んだ状
態で身体に違和感を与えにくい。
【０１０９】
膣口（Ｎ）から排泄された経血は、前方中央領域２０Ａに与えられて吸収される。就寝時
などの姿勢において股間部を伝わって後方へ伝わろうとする経血、あるいは生理用ナプキ
ン１の表面シート３を伝わって後方へ流れようとする経血は、中間中央領域２０Ｂと会陰
部（Ｏ）との密着部により阻止され、このような経血は主に中間中央領域２０Ｂにおいて
液吸収層４に吸収される。よて、肛門（Ｐ）から溝（Ｑ）に向けての経血の移行を阻止で
き、後方への経血の洩れを有効に防止できる。
【０１１０】
また、図１に示すように、防漏壁３１に設けられた弾性伸縮部材３２の弾性収縮力は作用
端３５と作用端３６との間に作用しており、作用端３５よりも前方および作用端３６より
も後方には前記弾性収縮力が作用していない。よって、前方連結圧縮溝１２よりも前方の
部分は平坦な状態を保ち、しかも延長圧縮溝１３，１３の部分で曲がることができるため
、この部分は恥丘（Ｍ）にフィットしやすい。同様に、作用端３６よりも後方部分も平坦
な状態を保ち、後方部分で臀部の広範囲を覆うことができる。
【０１１１】
さらに、中間中央領域２０Ｂと中間側方領域２３，２３では剛性が低く、それよりも前方
の股間部に挟まれる部分は第１の区画（ｉ）を有して剛性が高く、中間側方領域２３，２
３よりも後方の臀部を覆う部分は、第２の区画（ｉｉ）を有して剛性が高くなっている。
よって、この生理用ナプキン１は、中間中央領域２０Ｂと中間側方領域２３，２３が変形
可能な境界として機能し、股間部で挟まれている前方部分と臀部を覆っている後方部分が
互いに独立して動けるようになる。よって、就寝時の姿勢の変化などで、股間部に当たる
前方部分と臀部を覆う後方部分との位置関係がずれたとしても、その位置ずれを中間中央
領域２０Ｂと中間側方領域２３，２３の変形で吸収することができる。よって生理用ナプ
キン１の全体に縒れや変形が生じるのを防止しやすくなっている。
【０１１２】
図８は本発明の第２の実施の形態の生理用ナプキン１００を示す平面図である。この第２
の実施の形態では、後方外側圧縮溝１６の形状が図１に示すものと異なっているが、その
他の構造および形状は図１に示す実施の形態と同じである。
【０１１３】
図８に示す実施の形態では、後方外側圧縮溝１６，１６の前端に、前記内側圧縮溝１１，
１１の後方傾斜部１１Ｄ，１１Ｄとほぼ平行に対向する短い前端対向部１６Ｅ，１６Ｅが
形成されている。この実施の形態では、図７に示す圧縮力Ｆ４，Ｆ４および圧縮力５，Ｆ
５が作用したときに、前記前端対向部１６Ｅ，１６Ｅが内側圧縮溝１１，１１の後方傾斜
部１１Ｄ，１１Ｄの下側に入り込むようになって、中間中央領域２０Ｂの後方部分が身体
に向けて大きく持ち上げられ、また持上げられた中間中央領域２０Ｂが前記端面対向部１
６Ｅ，１６Ｅによって裏面シート２側から支えられるようになる。
【０１１４】
よって中間中央領域２０Ｂと会陰部付近の密着性をさらに高めることができる。
【０１１５】
図９は本発明の第３の実施の形態の生理用ナプキン２００を示す平面図である。
【０１１６】
この生理用ナプキン２００では、変曲部１１Ｂ，１１Ｂの内側、すなわち中間中央領域２
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０Ｂの後方部分に一対の短圧縮溝１９，１９が設けられている。短圧縮溝１９，１９以外
の基本的な形状および構造は図１に示した第１の実施の形態と同じである。よって、図９
では図１の実施の形態と同じ形状で同じ構造部分に同じ符号を付して詳しい説明を省略す
る。
【０１１７】
この生理用ナプキン２００の短圧縮溝１９，１９は、他の圧縮溝１１ないし１７と同様に
、高密度圧縮部１０ａと中密度圧縮部１０ｂが交互に形成されて表面シート３と液吸収層
４とが一緒に圧縮されたものである。
【０１１８】
短圧縮溝１９，１９は、縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙから左右に等距離を空けて配置されてお
り、各短圧縮溝１９，１９は、後方傾斜部１１Ｄ，１１Ｄと同様に後方に向かうにしたが
ってその対向間隔を狭くなるように形成されている。また前記短圧縮溝１９，１９は、前
方外側圧縮溝１５の後端１５Ａと、後方外側圧縮溝１６の前端１６Ｄとの間のＬ１の範囲
内に位置している。
【０１１９】
図７に示すように、前記中間中央領域２０Ｂでは、変曲部１１Ｂ，１１Ｂの前後にて４方
向から圧縮力Ｆ３，Ｆ３および圧縮力Ｆ４，Ｆ４を受け、さらに後方外側圧縮溝１６，１
６から縦方向への圧縮力Ｆ５，Ｆ５を受ける。このとき、前記中間中央領域２０Ｂの内部
に前記短圧縮溝１９，１９が存在しているため、前記圧縮力を各方向から受けたときに、
中間中央領域２０Ｂが横方向（Ｘ方向）へ広がるのを抑制でき、さらに、前記短圧縮溝１
９，１９が縦向きの可撓軸として機能するため、中間中央領域２０Ｂはその頂部が縦方向
に向く凸形状に変形しやすくなる。これにより、中間中央領域２０Ｂが、会陰部およびそ
の前後の部分に確実に密着できるようになる。
【０１２０】
なお、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく種々の変形が可能である。
【０１２１】
例えば、前方連結圧縮溝１２、後方連結圧縮溝１４および後方連結圧縮溝１７が設けられ
ておらず、左右の内側圧縮溝１１と１１が互いに独立し、後方外側圧縮溝１６と１６が互
いに独立していてもよい。
【０１２２】
また、前方外側圧縮溝１５，１５の後端１５Ａ，１５Ａと、後方外側圧縮溝１６，１６の
前端１６Ｄ，１６Ｄとの間の中間側方領域２３，２３に、剛性を高くしない程度に、小さ
なエンボス部が加圧成形されていてもよい。
【０１２３】
また、前記中央領域２０では、表面シート３に多数の液透過孔を開口させたり、あるいは
前記表面シート３を畝部と溝部が交互に連続するように成形してもよい。また中間中央領
域２０Ｂと、さらに後方中央領域２０Ｄにおいて、表面シート３と液吸収層４との間に、
前記液案内層５に加えてさらにエアースルー不織布などの嵩高のクッション層を配置して
もよい。これにより、中間中央領域２０Ｂをさらに会陰部に確実に密着させることが可能
になる。
【０１２４】
さらに、中間中央領域１１Ｂ、前方中央領域１１Ａ、後方中央領域１１Ｄの少なくともい
ずれかの部分において、表面シート３に縦方向に延びる畝部と溝部を賦形しておくと、い
ずれかの部分が身体に向けて凸状に変形したときに、表面シート３が横方向に延びて凸状
変形の際に表面シート３が抵抗を与えることがなくなり、その結果、前記凸状の変形を大
きくできるようになる。
【０１２５】
なお、本発明は、内側圧縮溝１１，１１を備えており、その側方の第３の区画（ｉｉｉ）
において剛性が低く、その前後の第１の区画（ｉ）と第２の区画（ｉｉ）において剛性が
高ければ、着用時に、中間中央領域２０Ｂを身体に向けて持上げることができる。前記条
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件を満たすならば、例えば前方外側圧縮溝１１，１１と後方外側圧縮溝１６，１６を設け
ずに、前記両区画（ｉ）（ｉｉ）において内側圧縮溝１１，１１の外側での液吸収層の密
度を高くして剛性を高め、あるいは、内側圧縮溝１１，１１の外側において発泡材や紙材
などの剛性を補強する部材を設けたものであってもよい。
【０１２６】
【発明の効果】
以上のように本発明では、圧縮溝で挟まれた縦長の中央領域の中間部を身体に向けて確実
に持上げて、会陰部などに密着させることができるため、前方中央領域から後方への経血
の移行を阻止できるようになり、後方への液洩れを防止しやすくなる。また、就寝時など
の身体の動きに追従しやすく、撚れや皺が生じ難いものとなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の吸収性物品の第１の実施の形態の生理用ナプキンを示す平面図、
【図２】図１に示す生理用ナプキンが下着のクロッチ部に装着された状態を横方向基準線
で切断したＩＩ－ＩＩ矢視の断面図、
【図３】身体に着用されて変形した状態を示す図２と同じ部分の断面図、
【図４】図１の生理用ナプキンをＩＶ－ＩＶ線で切断した半断面図、
【図５】図１の生理用ナプキンを縦方向中心線で切断したＶ－Ｖ矢視の断面図、
【図６】各部分の特性を説明するための前記生理用ナプキンの平面図、
【図７】前記生理用ナプキンを下着に取り付けた状態を下着の内側から示す平面図、
【図８】本発明の第２の実施の形態の生理用ナプキンの平面図、
【図９】本発明の第３の実施の形態の生理用ナプキンの平面図、
【図１０】生理用ナプキンが身体に取り付けられた状態を示す断面説明図、
【符号の説明】
１、１００　生理用ナプキン
２　裏面シート
３　表面シート
４　液吸収層
１０　圧縮溝
１１　内側圧縮溝
１２　前方連結圧縮溝
１３　延長圧縮溝
１４　後方連結圧縮溝
１５　前方外側圧縮溝
１６　後方外側圧縮溝
１７　後方連結圧縮溝
１９　短圧縮溝
２０　中央領域
２０Ａ　前方中央領域
２０Ｂ　中間中央領域
２０Ｄ　後方中央領域
２１　第１の前方側方領域
２２　第２の前方側方領域
２３　中間側方領域
２４　第１の後方側方領域
２５　第２の後方側方領域
３１　防漏壁
３２　弾性伸縮部材
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