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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸収層及び防漏層を備えた吸収性物品であって、
　前記吸収層における肌当接面側の長手方向両側部に一対の溝が設けられており、一対の
該溝は、前記吸収層の長手方向に延びる中心線に対して略線対称な形状を有しており、
　一対の該溝それぞれは、排泄部対向部において幅方向外側に凸に湾曲するように形成さ
れており、さらに、一対の前記溝それぞれは、前記排泄部対向部から前方部および後方部
に延びており、前記前方部および前記後方部において幅方向外側に凸に湾曲するように形
成されており、
　前記排泄部対向部における一対の前記溝同士の間の最大幅が、前記前方部および前記後
方部それぞれにおける一対の前記溝同士の間の最大幅よりも広く形成されており、
　前記排泄部対向部の前後それぞれにおいて幅方向内側に括れた部分を有しており、該括
れた部分において幅方向に跨ぐような折り線で折り畳まれている吸収性物品。
【請求項２】
　一対の前記溝それぞれの幅方向外側に、幅方向内側に凸に湾曲している溝が設けられて
いる請求項１記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記吸収層を形成している吸収体のパルプ坪量は３００～６００ｇ／ｍ2である請求項
１又は２記載の吸収性物品。
【請求項４】
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　一対の前記溝は、前記吸収層の前方部及び後方部それぞれにおいて、繋がって閉じてい
る請求項１～３の何れかに記載の吸収性物品。
【請求項５】
　一対の前記溝は、前方に向って尖った形状を有しており且つ後方に向って尖った形状を
有している請求項４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、生理用ナプキン、失禁パッド等の吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、吸収性物品の着用時に、吸収体が着用者の肌側へ隆起し、排泄部との密着性が向
上する吸収性物品が知られている。この種の吸収性物品は、その肌当接面と着用者の肌と
の間に隙間が生じることを防ぎ、体液が、吸収性物品の肌当接面又は着用者の肌を伝わっ
て漏れるのを低減することを目的としている。また、この種の吸収性物品には、吸収体が
中高部を有し、着用時における吸収性物品の肌当接面と排泄部との密着性がより高められ
ているものがある。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、吸収体の中高部の左右両側それぞれに、長手方向に延びる２
つの可撓軸が間隔を空けて設けられており、前記２つの可撓軸の間には中高部よりも密度
の高い吸収体から形成される支持部が設けられており、着用時には吸収性物品の長手方向
中心線に向う圧縮力が作用して、前記支持部が中高部の下に入り込み、中高吸収体が肌側
へ向かって隆起する吸収性物品が開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、吸収体の中高部の左右両側に吸収体の長手方向両端縁近傍まで
延在する側部エンボスが形成されており、左右の前記エンボスは吸収体の前後において繋
がっており、吸収体の長手方向中央部は幅方向外側に向って膨出しており、着用時に、該
吸収体の長手方向中央部は、伸縮性を有する立体ギャザーシートの収縮力によって、肌側
へ向って隆起する吸収性物品が開示されている。
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－１５４１５３号公報
【特許文献２】特開２００１－９５８４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１及び特許文献２記載の吸収性物品は共に、中高部を有する吸収体を構成部材
としている。吸収体に中高部を設けると、吸収体の部材数が増加したり、製造工程数が増
加し、吸収性物品の製造の手間及びコストが増える。更に、特許文献２記載の吸収性物品
は、立体ギャザーシートの収縮力によって中高部を隆起させており、伸縮性を有する立体
ギャザーシートも構成部材となっている。
　また、特許文献２記載の吸収性物品は、立体ギャザーシートの収縮力により、中高吸収
体を長手方向内側へ収縮させており、吸収体を幅方向に亘るシワが発生し、体液が該シワ
に沿って横漏れする可能性がある。
【０００７】
　従って、本発明の目的は、着用時に吸収体が肌側へ向って隆起し、優れたフィット性を
有しており、製造が容易な吸収性物品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、吸収層及び防漏層を備えた吸収性物品であって、前記吸収層における肌当接
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面側の長手方向両側部に一対の溝が設けられており、一対の該溝は、前記吸収層の長手方
向に延びる中心線に対して略線対称な形状を有しており、一対の該溝それぞれは、長手方
向中央領域において幅方向外側に凸に湾曲するように形成されており、さらに、一対の前
記溝それぞれは、前記長手方向中央領域から前方部または／および後方部に延びており、
前記長手方向中央領域の前後の少なくとも一方において幅方向内側に括れた部分を有して
おり、該括れた部分において幅方向に跨ぐような折り線で折り畳まれている吸収性物品を
提供することにより、上記目的を達成したものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の吸収性物品によれば、着用時に吸収体が肌側へ向って隆起し、優れたフィット
性を有しており、製造が容易である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の吸収性物品の好ましい本実施形態について、図１～図６を参照しながら
説明する。
【００１１】
　本実施形態の吸収性物品は、生理用ナプキン１であり、図１に示すように、液保持性の
吸収層１０及び液不透過性の防漏層１１を備え、実質的に縦長である。ナプキン１におけ
る吸収層１０は、液透過性の表面シート２及び液保持性の吸収体４とからなり、防漏層１
１は、液不透過性の裏面シート３からなる。本実施形態のナプキン１における吸収層１０
を形成している吸収体４のパルプ坪量は３００～６００ｇ／ｍ2であり、比較的大きな坪
量となっている。
　本実施形態のナプキン１は、図１に示すように、吸収層１０における肌当接面側の長手
方向両側部にヒートシール加工によるエンボスである一対の溝５，５が設けられている。
一対の該溝５，５は、図２に示すように、吸収層１０の長手方向に延びる中心線及び幅方
向に延びる中心線それぞれに対して略線対称な形状を有しており、一対の溝５，５それぞ
れは、長手方向中央領域において幅方向外側に凸に湾曲するように形成されている。さら
に、一対の溝５，５それぞれは、前記長手方向中央領域から前方部Ａおよび後方部Ｃに延
びており、前記長手方向中央領域の前後において幅方向内側に括れた部分５Ｄ，５Ｅを有
している。
　詳述すると、一対の該溝５，５それぞれは、幅方向外側に凸に湾曲している部分５Ａ，
５Ｂ，５Ｃが長手方向に３つ連なって形成されている。また、本実施形態のナプキン１に
おいて、長手方向の真ん中に位置する凸に湾曲している部分５Ｂは、ナプキン１を長手方
向に前方部Ａ、前記長手方向中央領域である排泄部対向部Ｂ（着用者の液排泄部に対向配
置される排泄部対向領域を幅方向中央に有する部分）及び後方部Ｃに区分した際の排泄部
対向部Ｂに配されている。
　更に、本実施形態のナプキン１は、その使用前においては、一対の溝５，５それぞれに
おける３つの幅方向外側に凸に湾曲している部分５Ａ，５Ｂ，５Ｃの間に位置する２つの
幅方向内側に括れた部分５Ｄ，５Ｅそれぞれを幅方向に跨ぐような折り線Ｓ１，Ｓ２（図
２参照）で、図３に示すように、３つ折りに折り畳まれている。
【００１２】
　本実施形態のナプキン１について、更に説明すると、一対の溝５，５それぞれにより、
表面シート２と吸収体４とが接合されている。一対の該溝５，５それぞれは、図２に示す
ように、ナプキン１を長手方向に前方部Ａから排泄部対向部Ｂを通って後方部Ｃにまで亘
って設けられている。また、一対の溝５，５それぞれは、図４に示すように、ナプキン１
の厚み方向に吸収体４の裏面側近傍にまで深く延びて形成されており、排泄された体液が
多量であっても、該体液は、肌当接面のみならず該溝５で一旦止められるため、該溝５を
通って吸収体４に移動することもできる。
【００１３】
　一対の溝５，５について詳述すると、一対の溝５，５は、図２に示すように、吸収層１
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０の前方部Ａ及び後方部Ｃそれぞれにおいて、繋がって閉じている。そのため、ナプキン
１が、着用時に幅方向から圧縮力を受けた場合、幅方向の中央部で長手方向に沿って２つ
折りにされることが効果的に防止されている。
　また、一対の該溝５，５を形成しているシール部は、前方部Ａにおいて前方に向って尖
った形状を有して繋がっており、且つ後方部Ｃにおいて後方に向って尖った形状を有して
繋がっている。そのため、前後方向の溝の幅（長手方向の長さ）が高坪量の吸収体を使用
するほど広がってしまい、肌触りを低下させる場合もあったが、本実施形態のナプキン１
では高坪量の吸収体４と表面シート２とを、幅の狭いシール部により接合することが可能
となり、肌触りを良好に保つことができる。
【００１４】
　本実施形態のナプキン１において、前述した一対の溝５，５により囲まれている吸収体
４の中央部分は、ナプキン１が着用時に幅方向から圧縮力を受けた場合、肌方向へ向って
隆起する隆起部４０を形成している。尚、着用前の隆起部４０は、隆起しておらず、ほぼ
均一な吸収体坪量となっている。
　隆起部４０は、図２に示すように、ナプキン１の長手方向に延びる中心線及び幅方向に
延びる中心線それぞれに対して略線対称な形状である。また、隆起部４０は、幅方向両外
側に凸に湾曲した部分が、長手方向に３つ連なって形成されており、前方部Ａ、排泄部対
向部Ｂ及び後方部Ｃそれぞれに、幅方向両外側に凸に湾曲した前記部分４０Ａ，４０Ｂ，
４０Ｃが設けられている。前記部分４０Ａと前記部分４０Ｂとの間、及び前記部分４０Ｂ
と前記部分４０Ｃとの間には、それぞれ、２つの幅方向内側に括れた部分４０Ｄ及び４０
Ｅが形成されている。
【００１５】
　隆起部４０において、前記部分４０Ａの両側縁部は、図２に示すように、一対の溝５，
５の前記部分５Ａ，５Ａから形成されており、前記部分４０Ｂの両側縁部は、一対の溝５
，５の前記部分５Ｂ，５Ｂから形成されており、前記部分４０Ｃの両側縁部は、一対の溝
５，５の前記部分５Ｃ，５Ｃから形成されている。
【００１６】
　本実施形態のナプキン１における隆起部４０において、排泄部対向部Ｂの前記部分４０
Ｂの幅Ｗ１（長手方向において幅方向に沿った最大幅）は、図２に示すように、前方部Ａ
及び後方部Ｃにおける前記部分４０Ａ及び４０Ｃそれぞれの幅Ｗ２（長手方向において幅
方向に沿った最大幅）よりも広くなっている。また、排泄部対向部Ｂの前記部分４０Ｂの
長手方向に沿った長さＬ１は、図２に示すように、前方部Ａ及び後方部Ｃにおける前記部
分４０Ａ及び４０Ｃそれぞれの長手方向に沿った長さＬ２よりも長くなっている。
　このような形状を有する隆起部４０の前記部分４０Ｂは、ナプキン１の着用時に、着用
者の排泄部を長手方向及び幅方向に亘って覆うように当接する。
【００１７】
　また、本実施形態のナプキン１は、図３に示すように、製品の状態では３つ折りに折り
畳まれている。ナプキン１は、その一対の溝５，５の２つの括れた部分５Ｄ，５Ｅそれぞ
れにおいて、幅方向に跨ぐような折り線Ｓ１，Ｓ２で折り畳まれるため、折り畳みやすく
、且つ該折り線Ｓ１，Ｓ２によるシワの発生が最小限となるようになされている。
　ナプキン１を使用する際には、タブテープ８が外され、折り畳まれている前方部Ａ及び
後方部Ｂそれぞれが長手方向外側に開かれる。このように展開されたナプキン１の隆起部
４０において、２つの括れた部分４０Ｄ、４０Ｅそれぞれを幅方向に跨ぐ折り線Ｓ１，Ｓ
２の跡はシワとなって残っている。
【００１８】
　次に、本実施形態のナプキン１が着用された状態について、以下に説明する。
　ナプキン１は、ショーツ等の股下部内側に固定して着用され、ナプキン１の排泄部対向
部Ｂにおける表面シート２の部分は、着用者の排泄部に当接する。この際ナプキン１は、
図５に示すように、着用者の両太ももの付け根内側により左右から幅方向内側（図５中の
矢印の方向）へ圧縮力を受ける。
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　ナプキン１は、左右から幅方向内側へ圧縮力を受けると、隆起部４０における２つの括
れた部分４０Ｄ及び４０Ｅそれぞれを幅方向に跨ぐ折り線Ｓ１，Ｓ２跡のシワを起点に、
図５に示すように、表面シート２と共に隆起部４０全体が肌側へ向って隆起する。
　更に詳述すると、排泄部対向部Ｂにおける隆起部４０の両側縁部を形成している前記部
分５Ｂにおいて、その幅方向最外側に位置する部分が、幅方向内側に向う圧縮力をいち早
く受け止め、該圧縮力を前記溝５の長手方向全体に亘って伝え、隆起部４０の隆起を引き
起こす。
　ナプキン１における吸収体４の隆起部４０が、肌側へ向って隆起することで、隆起部４
０Ｂの上に位置する表面シート２は、着用者の排泄部へ押し当てられ肌と密着する。更に
、長手方向端部では溝が尖った形状で形成されているため、溝の内側は隆起が細くされる
ため、身体とのフィット性が向上し、溝の外では、隆起による影響を受け難く、吸収体が
フラットとなり、液止め効果が高まる利点を有する。
【００１９】
　中央部隆起の程度は、ナプキン１を固定するショーツの身体への装着状態によってもこ
となるが、本発明品では、中央（排泄ポイント）の幅が広がった形状であるため、隆起が
従来より高められ、身体とのフィット性が小さい下着の場合であっても、排泄ポイントに
ナプキンの吸収面を効果的にフィットさせることができる。
【００２０】
　隆起部４０が隆起した状態において、吸収体４の隆起部４０における表面側及び裏面側
は共に、図６に示すように、肌側へ向って凸に湾曲している。
　また、隆起部４０が肌方向へ向って隆起した際、隆起部４０の上に位置する表面シート
２も、図６に示すように、肌側に向って凸に湾曲し、２つの括れた部分４０Ｄ、４０Ｅそ
れぞれにおける折り線Ｓ１，Ｓ２跡のシワが伸ばされ実質的に消失する。
【００２１】
　本実施形態のナプキン１について、更に説明すると、図２に示すように、一対の溝５，
５それぞれの幅方向外側に、幅方向内側に凸に湾曲している溝６が設けられている。一対
の該溝６，６それぞれは、ヒートシール加工によるエンボスにより形成されており、該溝
６により、表面シート２と吸収体４と、更に、後述する内部シート７とが接合されている
。一対の該溝６，６それぞれは、その長さ（ナプキン１の長手方向に沿った長さ）が前記
溝５と略同じであり、また、図４に示すように、ナプキン１の厚み方向に吸収体４の中程
まで延びている。
【００２２】
　本実施形態のナプキン１の吸収体４の両側部裏面側には、図４に示すように、撥水性の
一対の内部シート７、７が配されている。各内部シート７の幅方向外側の側部は、吸収体
４の側縁から延出し、吸収体４と表面シート２の間に巻き上げられ、肌当接面側の長手方
向の両側部において表面シート２及び吸収体４と前記溝６によって接合されている。更に
、吸収体４は、非肌当接面側に裏面シート３が配されることによって、撥水性の内部シー
ト７と裏面シート３により実質的に包まれており、吸収された体液が外に漏れることが防
がれている。
　また、内部シート７は、ナプキン１の裏面側の長手方向の両側部において、図４に示す
ように、吸収体４及び表面シート２と接着剤により接合されている。なお、撥水性の内部
シート７を用いる代わりに、吸収体の両側縁それぞれから裏面シート３及び表面シート２
を幅方向外側に延出し接合したフラップ部を形成し、防漏効果を高めることもできる。
【００２３】
　本実施形態のナプキン１について、更にまた説明すると、表面シート２の長手方向の両
側部それぞれは、吸収体４の両側縁から延出し、内部シート７と裏面シート３との間に巻
き下げられ、裏面シート３と接合されている。また、表面シート２における隆起部４０の
上に位置する部分は、排泄された体液の透過性を良好にする観点から、複数の孔が設けら
れていることが好ましい。
　表面シート２及び裏面シート３の長手方向の両端部それぞれは、吸収体４の長手方向の
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両端縁から延出し、ヒートシール等の公知の接合法により接合されている。
　また、裏面シート３の外面には、ナプキン１を着用者のショーツ等に固定するためのズ
レ止め材が塗布されている。該ズレ止め材は、剥離紙によって被覆されており、使用時ま
で保護されている。
【００２４】
　本実施形態のナプキン１において、排泄部対向部Ｂにおける隆起部４０の前記部分４０
Ｂの長手方向に沿った長さＬ１は、排泄部を長手方向に覆うように当接する観点から、５
０～１００ｍｍが好ましく、６０～８０ｍｍであることがより好ましい。また、前方部Ａ
及び後方部Ｃにおける隆起部４０の前記部分４０Ａ及び４０Ｃそれぞれの長手方向に沿っ
た長さＬ２は、２０～７０ｍｍが好ましく、３０～６０ｍｍであることがより好ましい。
長手方向に沿った長さは、長手方向に平行な方向に沿った長さであり、湾曲した曲線に沿
った長さではない。
　排泄部対向部Ｂにおける隆起部４０の前記部分４０Ｂの幅Ｗ１（長手方向において幅方
向に沿った最大幅）は、排泄部を幅方向に覆うように当接する観点から、２０～７０ｍｍ
が好ましく、３０～６０ｍｍであることがより好ましい。また、前方部Ａ及び後方部Ｃに
おける隆起部４０の前記部分４０Ａ及び４０Ｃの幅Ｗ２（長手方向において幅方向に沿っ
た最大幅）それぞれは、１０～６０ｍｍが好ましく、２０～５０ｍｍであることがより好
ましい。幅方向に沿った幅とは、幅方向に平行な方向に沿った幅である（以下同じ）。
　隆起部４０の２つの幅方向内側に括れた部分４０Ｄ及び４０Ｅそれぞれの幅Ｗ３（長手
方向において幅方向に沿った最小幅）は、１０～６０ｍｍが好ましく、２０～５０ｍｍあ
ることがより好ましい。
　排泄部対向部Ｂにおける一対の溝５，５それぞれの前記部分５Ｂの幅方向最外側の部分
と前記溝６との間を、幅方向に沿って測った長さＴ１（図２参照）は、２～１５ｍｍが好
ましく、５～１０ｍｍであることがより好ましい。
　前方部Ａ及び後方部Ｃにおける溝５の前記部分５Ａ及び５Ｃそれぞれの幅方向最外側の
部分と前記溝６との間を、幅方向に沿って測った長さＴ２（図２参照）は、２～２０ｍｍ
が好ましく、５～１５ｍｍであることがより好ましい。
【００２５】
　本実施形態のナプキン１おいて、吸収体４のパルプ材料としては、従来の吸収性物品等
において用いられている各種のパルプ材料を用いることができるが、特に針葉樹パルプ、
化学処理された合成パルプ、セルローストウのような長繊維が好ましい。また、吸収体４
の形成材料として、パルプ材料の他に、高分子吸収ポリマー、ポリエステルやポリプロピ
レン製の合成繊維、熱融着性繊維、レーヨンを用いることもできる。吸収体４の形成材料
として、パルプ材料及びその他の前記材料を混合して用いることも好ましい。
　吸収体４の坪量は、前述した通りであるが、吸収体が肌側に良好に隆起すると共に吸収
体の柔軟性を確保する観点から、200～800ｇ／ｍ2であることが好ましく、300～600ｇ／
ｍ2であることが更に好ましい。
　内部シート７は、従来の吸収性物品等において用いられている各種の撥水性を有するシ
ート材料を用いることができるが、特にポリエチレンシート、ポリエチレンラミネート紙
、ＳＭＳ不織布が好ましい。
　表面シート２及び裏面シート３の形成材料としては、従来の吸収性物品等において用い
られている各種のシート材料を特に制限なく用いることができる。
【００２６】
　上述した本実施形態のナプキン１によれば、吸収層１０に一対の溝５，５を設けること
で、着用時に吸収層１０を肌側へ向って隆起させることができる。このような構成のナプ
キン１は、容易に製造される。
　また、ナプキン１の吸収体４の坪量が大きく且つ一対の溝５，５の前後端部が閉じて繋
がっているため、隆起部４０がより隆起し易い構成となっている。
　また、吸収体４は、その長手方向の両側部及び裏面側において、内部シート８によって
一体的に包まれているため、該隆起部４０が更に隆起し易い構成となっている。
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　また、一対の幅方向内側に凸に湾曲している溝６，６が設けられているため、ナプキン
１が局部的に幅方向からの圧縮力を受けた場合、該局部に加わった前記圧縮力を前記溝６
の長手方向全体に分散し、幅方向外側に凸に湾曲している溝５へ伝えることにより、安定
的に隆起部４０が得られる。
　このように、一対の前記溝５，５に加えて、該溝それぞれの幅方向外側に前記溝６が設
けられているため、ナプキン１が受ける幅方向内側への圧縮力が左右均等でなくても、隆
起部４０は良好に肌側へ向って隆起する。
　更に、隆起部４０は、一対の溝５，５により周囲が囲まれているため、その面形状の形
状安定性が高められており、着用中において、その隆起した形状が安定的に維持される。
　ナプキン１が展開された際に折り線Ｓ１，Ｓ２跡に形成されるシワは、着用時には隆起
部４０の隆起によって実質的に消滅するため、ナプキン１の表面に排泄された体液が該シ
ワを伝わって、幅方向へ漏れる恐れはない。
【００２７】
　本発明の吸収性物品は、前述した実施形態に制限されることなく、本発明の趣旨を逸脱
しない限り適宜変更が可能である。
　例えば、本実施形態における一対の溝５，５それぞれは、前記長手方向中央領域から前
方部Ａ及び後方部Ｃに延びていたが、どちらか一方のみに延びていても良い。
　また、一対の溝５，５それぞれは、前記長手方向中央領域の前後両方において幅方向内
側に括れた部分を有していたが、少なくとも一方において幅方向内側に括れた部分を有し
ていれば良い。この場合、該括れた部分を有していない長手方向の端部において、本物品
が幅方向に跨ぐような折り線で折り畳まれていることも好ましい。
　また、一対の溝５，５それぞれは、本実施形態においてヒートシール加工により形成さ
れていたが、超音波シール加工等の他の圧着手段を用いて形成しても良い。
　更に、吸収体４は、本実施形態においてパルプのみから形成されていたが、粒状又は層
状の高吸収性ポリマーが含まれていても良い。
　本発明の吸収性物品は、生理用ナプキンであっても良いが、失禁パッド等であっても良
い。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は、本発明の生理用ナプキンの本実施形態の開いた状態を示す斜視図である
。
【図２】図２は、図２に示す生理用ナプキンの平面図である。
【図３】図３は、本発明の生理用ナプキンの本実施形態の３つに折り畳まれた状態を示す
斜視図である。
【図４】図４は、図２のＸ－Ｘ線拡大断面図である。
【図５】図５は、図２に示す生理用ナプキンが装着時に幅方向から圧縮力を受けた状態を
示す斜視図である。
【図６】図６は、図５のＹ－Ｙ線拡大断面図である。
【符号の説明】
【００２９】
１　　　　　　　　　生理用ナプキン（吸収性物品）
　１０　　　　　　吸収層
　１１　　　　　　防漏層
２　　　　　　　　　表面シート
３　　　　　　　　　裏面シート
４　　　　　　　　　吸収体
　４０　　　　　　　隆起部
５　　　　　　　　　溝
６　　　　　　　　　幅方向外側に凹に湾曲している溝
７　　　　　　　　　内部シート
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８　　　　　　　　　タブテープ
Ａ　　　　　　　　　前方部
Ｂ　　　　　　　　　排泄部対向部
Ｃ　　　　　　　　　後方部
Ｓ　　　　　　　　　折り線

【図１】
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【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】
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