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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　股間部の前側及び後側にそれぞれ延出する前側部分及び後側部分を有し、
　前後方向に延在する吸収体が設けられた吸収性物品において、
　前記吸収体は、股間部を含む前後方向中間の所定部分が幅の狭い括れ部分として形成さ
れ、
　前記吸収体の少なくとも括れ部分における幅方向中央線の左右両側に、吸収体の表裏面
に貫通するスリットがそれぞれ延在され、
　前記スリットが、吸収体の中央部を挟んだ位置に前後方向に沿って設けられた一対の前
後方向スリットと、吸収体上に位置する一対の前後方向スリットの前端部にそれぞれ繋が
り且つ吸収体の側端部まで延びる前側スリットと、一対の前後方向スリットの後端側にそ
れぞれ繋がり且つ吸収体の側端部まで延びる後側スリットと、を含むように構成され、
　前記吸収体が、吸収体の中央に位置して前記一対の前後方向スリットの間に形成された
中央部と、中央部の両側部に位置する前記前後方向スリットと前側スリットと後側スリッ
トの間に形成された両サイド部と、中央部の前方に位置する前記前側スリットの前側に形
成された前側部に、前記スリットによってそれぞれ分割され、
　前記中央部の下側に前後方向に沿って複数の細長状弾性部材を設け、前記両サイド部の
下側に前後方向に沿って複数の細長状弾性部材を設けたことを特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　前記一対の前後方向スリットが、後側スリットとの接合部分より後方にまで伸びるよう



(2) JP 5907585 B2 2016.4.26

10

20

30

40

50

に構成されている、請求項１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ものである。
【背景技術】
【０００２】
　吸収性物品の内の就寝時に装着するような夜間パッドの使用状況としては、横向き寝で
使用している使用者が約半数存在しているが、横向き寝は仰向き寝より夜間パッドからの
漏れ出しが発生し易くなっている。つまり、横向き寝では、使用者の内腿のくぼみと夜間
パッドとの間に隙間が出来易く、この隙間を尿が伝って漏れ出すおそれがある。また、股
間部の吸収量が少なくすぐに容量オーバーになって、漏れ出すおそれもあった。この一方
、この漏れ出しの防止を図ったものとして、下記特許文献１、２に開示されたものが知ら
れている。
【０００３】
　この特許文献１には、吸収体の両端を起立させ、脚まわりからの尿の漏れ出しを防止さ
せる使い捨ておむつが開示されているが、内腿の窪みのフィット性が低いことと、吸収体
が長細いために排尿後に起立した吸収体が縒れや割れたりし易いことで、横向き寝時にお
いて尿の漏れ出しが発生してしまうおそれがあった。
【０００４】
　また、特許文献２には、吸収体の両端を立体的にフィットさせることで、尿の漏れ出し
を防止する使い捨ておむつが開示されているが、横向き寝における吸収容量が少ないこと
による漏れ出しには対応できないこと、伸縮材に引っ張られるために排尿後に立体的な吸
収体が縒れや割れたりすることで、やはり漏れ出しが発生してしまうおそれがあった。
【特許文献１】特開２００２－２００１１６号公報
【特許文献２】特開２００６－１４１７６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　すなわち、特許文献１、２に開示の技術であっても、尿の漏れ出しが発生してしまうお
それがあった。
　そこで、本発明の主たる課題は、脚まわりのフィット性が高く、縒れや割れが発生し難
くなるのに伴い、横漏れが軽減される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】
【０００６】
　上記課題を解決した本発明は次記のとおりである。
　＜請求項１記載の発明＞
　股間部の前側及び後側にそれぞれ延出する前側部分及び後側部分を有し、
　前後方向に延在する吸収体が設けられた吸収性物品において、
　前記吸収体は、股間部を含む前後方向中間の所定部分が幅の狭い括れ部分として形成さ
れ、
　前記吸収体の少なくとも括れ部分における幅方向中央線の左右両側に、吸収体の表裏面
に貫通するスリットがそれぞれ延在され、
　前記スリットが、吸収体の中央部を挟んだ位置に前後方向に沿って設けられた一対の前
後方向スリットと、吸収体上に位置する一対の前後方向スリットの前端部にそれぞれ繋が
り且つ吸収体の側端部まで延びる前側スリットと、一対の前後方向スリットの後端側にそ
れぞれ繋がり且つ吸収体の側端部まで延びる後側スリットと、を含むように構成され、
　前記吸収体が、吸収体の中央に位置して前記一対の前後方向スリットの間に形成された
中央部と、中央部の両側部に位置する前記前後方向スリットと前側スリットと後側スリッ
トの間に形成された両サイド部と、中央部の前方に位置する前記前側スリットの前側に形
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成された前側部に、前記スリットによってそれぞれ分割され、
　前記中央部の下側に前後方向に沿って複数の細長状弾性部材を設け、前記両サイド部の
下側に前後方向に沿って複数の細長状弾性部材を設けたことを特徴とする吸収性物品。
【０００７】
　（作用効果）
　吸収体の表裏面に貫通するスリットが、吸収体の少なくとも括れ部分における幅方向中
央線の左右両側にそれぞれ延在されている。そして、このスリットによって、吸収体の中
央に位置する中央部及び、この中央部の両側部に位置する両サイド部に、吸収体がそれぞ
れ分割されている。つまり、吸収体の股間部付近にスリットを入れ、股間部をも含めた内
腿に吸収体がフィットするように、吸収体を分割している。
【０００８】
　この結果、吸収体が分割されていることから、吸収体に縒れや割れが発生し難く、また
、スリットを股間から臀部にかけて配置するのに伴い、股間部において尿の吸収収容力を
高めてこの部分から漏れ出しが防止されることで、尿の漏れ出しが改善される。
　以上より、本発明によれば、脚まわりのフィット性と拡散性を向上すると共に、縒れや
割れを防止して、横漏れが軽減される吸収性物品となる。
【０００９】
【００１０】
　さらに、スリットが、一対の前後方向スリット、前側スリット、後側スリットを含んで
いることで、吸収体の中央に位置する中央部と、中央部の両側部に位置する両サイド部と
、中央部の前方に位置する前側部に、吸収体がそれぞれ確実に分割されて、上述の本発明
の効果をより一層確実に奏するようになる。また、中央部の下側に前後方向に沿って複数
の細長状弾性部材を設け、両サイド部の下側に前後方向に沿って複数の細長状弾性部材を
設けているので、吸収体の股間に対するフィット性がより一層高まり、且つ、脚まわりの
隙間に吸収体をより確実にフィットさせることができ、尿の漏れ出しが一層改善される。
【００１１】
【００１２】
【００１３】
　＜請求項２記載の発明＞
　前記一対の前後方向スリットが、後側スリットとの接合部分より後方にまで伸びるよう
に構成されている、請求項１記載の吸収性物品。
【００１４】
　（作用効果）
　一対の前後方向スリットが、後側スリットとの接合部分より後方に伸びていることで、
一対の前後方向スリットにより尿が案内されて臀部側へ尿が流れ易くなるため、横向き時
での漏れ出しが一層軽減される。
【発明の効果】
【００１５】
　以上のとおり本発明によれば、脚まわりのフィット性が高く、縒れや割れが発生し難く
なるのに伴い、横漏れが軽減される等の利点がもたらされる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１の実施の形態に係る吸収パッドの展開状態の内面側を示す平面図である。
【図２】第１の実施の形態に係る吸収パッドの要部のみを示す平面図である。
【図３】図１のＹ－Ｙ断面図である。
【図４】図１のＺ－Ｚ断面図である。
【図５】第１の実施の形態に係る吸収パッドの要部断面拡大図を模式的に示す図であって
、（Ａ）は当初の状態を示す図であり、（Ｂ）は分割スリットの幅が狭まった状態を示す
図である。
【図６】第１の実施の形態に係る吸収パッドの要部断面拡大図を模式的に示す図であって
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、使用者の股間に装着した状態を示す図である。
【図７】第２の実施の形態に係る吸収パッドの要部のみを示す平面図である。
【図８】第２の実施の形態に係る吸収パッドの要部断面拡大図を模式的に示す図である。
【図９】第３の実施の形態に係る吸収パッドの要部のみを示す平面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の第１の実施の形態について添付図面を参照しながら詳説する。なお、本
発明の用語のうち「股間部」とは使用時に身体の股間と対応させる部分を意味し、製品に
よって、図示形態のように物品の前後方向中央若しくはその近傍から前側の所定部位まで
の範囲であったり、物品の前後方向中央の所定範囲であったりするものである。物品の前
後方向中間あるいは吸収体の前後方向中間に幅の狭い括れ部分を有する場合は、いずれか
一方又は両方の括れ部分の最小幅部位を前後方向中央とする所定の前後方向範囲を意味す
る。また、「前側部分（腹側部分）」は股間部よりも前側の部分を意味し、「後側部分（
背側部分）」は股間部よりも後側の部分を意味する。
【００１８】
　図１～図４は、本発明に係る吸収パッド例２００を示している。この吸収パッド２００
は、股間部Ｃ２と、その前後両側に延在する前側部分Ｆ２及び後側部分Ｂ２とを有するも
のである。各部の寸法は適宜定めることができ、例えば、物品全長（前後方向長さ）Ｍは
３５０～７００ｍｍ程度、全幅Ｗ１は１３０～４００ｍｍ程度（ただし、おむつの吸収面
の幅より狭い）とすることができ、この場合における股間部Ｃ２の前後方向長さは１０～
１５０ｍｍ程度、前側部分Ｆ２の前後方向長さは５０～３５０ｍｍ程度、及び後側部分Ｂ
２の前後方向長さは５０～３５０ｍｍ程度とすることができる。
【００１９】
　吸収パッド２００は、外面に外装シート３２が積層された不透液性バックシート２１の
内面と、透液性トップシート２２との間に、吸収体２３が介在された基本構造を有してい
る。
【００２０】
　吸収体２３の裏面側には、不透液性バックシート２１が吸収体２３の周縁より若干食み
出すように設けられている。不透液性バックシート２１としては、ポリエチレンフィルム
等の他、ムレ防止の点から遮水性を損なわずに透湿性を備えたシートも用いることができ
る。この遮水・透湿性シートは、例えばポリエチレンやポリプロピレン等のオレフィン樹
脂中に無機充填材を溶融混練してシートを形成した後、一軸または二軸方向に延伸するこ
とにより得られる微多孔性シートを用いることができる。
【００２１】
　また、不透液性バックシート２１の外面は、不織布からなる外装シート３２により覆わ
れており、この外装シート３２は、所定の食み出し幅をもってバックシート２１の周縁よ
り外側に食み出している。外装シート３２としては各種の不織布を用いることができる。
不織布を構成する素材繊維としては、ポリエチレンまたはポリプロピレン等のオレフィン
系、ポリエステル系、アミド系等の合成繊維の他、レーヨンやキュプラ等の再生繊維、綿
等の天然繊維を用いることができる。
【００２２】
　吸収体２３の表面側は、透液性トップシート２２により覆われている。図示形態ではト
ップシート２２の側縁から吸収体２３が一部食み出しているが、吸収体２３の側縁が食み
出さないようにトップシート２２の幅を広げることもできる。トップシート２２としては
、有孔または無孔の不織布や穴あきプラスチックシートなどが用いられる。不織布を構成
する素材繊維としては、ポリエチレンまたはポリプロピレン等のオレフィン系、ポリエス
テル系、アミド系等の合成繊維の他、レーヨンやキュプラ等の再生繊維、綿等の天然繊維
を用いることができる。
【００２３】
　トップシート２２と吸収体２３との間には、中間シート２５を介在させるのが望ましい
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。この中間シート２５は、吸収体２３により吸収した尿の逆戻りを防止するために設けら
れるものであり、保水性が低く、且つ透液性の高い素材、例えばメッシュフィルム等を用
いるのが望ましい。トップシート２２の前端を０％としトップシート２２の後端を１００
％としたとき、中間シート２５の前端は０～１１％の範囲に位置しているのが好ましく、
中間シート２５の後端は９２～１００％の範囲に位置しているのが好ましい。また、中間
シート２５の幅２５ｗは後述する上層吸収体２３Ｕの幅Ｌ２の５０～９０％程度であるの
が好ましい。
【００２４】
　吸収パッド２００の前後方向両端部では、外装シート３２および透液性トップシート２
２が吸収体２３の前後端よりも前後両側にそれぞれ延在されて貼り合わされ、吸収体２３
の存在しないエンドフラップ部ＥＦが形成されている。吸収パッド２００の両側部では、
外装シート３２が吸収体２３の側縁よりも外側にそれぞれ延在され、この延在部からトッ
プシート２２の側部までの部分の内面にはバリヤシート２４の幅方向外側の部分２４ｘが
前後方向全体にわたり貼り付けられ、吸収体２３の存在しないサイドフラップ部ＳＦを構
成している。これら貼り合わせ部分は、図１では点模様で示されており、ホットメルト接
着剤、ヒートシール、超音波シールにより形成できる。これらエンドフラップ部ＥＦ及び
サイドフラップ部ＳＦは、本発明の周縁部をなし、これらにより囲まれる部分が本発明の
本体部をなす。外装シート３２を設けない場合、外装シート３２に代えて不透液性バック
シート２１をサイドフラップ部ＳＦまで延在させ、サイドフラップ部ＳＦの外面側を形成
することができる。
【００２５】
　バリヤシート２４の素材としては、プラスチックシートやメルトブローン不織布を使用
することもできるが、肌への感触性の点で、不織布にシリコンなどにより撥水処理をした
ものが好適に使用される。
【００２６】
　バリヤシート２４の幅方向中央側の部分２４ｃはトップシート２２上にまで延在してお
り、その幅方向中央側の端部には、細長状弾性部材２４Ｇが前後方向に沿って伸張状態で
ホットメルト接着剤等により固定されている。この細長状弾性部材２４Ｇとしては、糸状
、紐状、帯状等に形成された、スチレン系ゴム、オレフィン系ゴム、ウレタン系ゴム、エ
ステル系ゴム、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリスチレン、スチレンブタジエン、シリ
コン、ポリエステル等、通常使用される素材を用いることができる。
【００２７】
　また、両バリヤシート２４，２４は、幅方向外側の部分２４ｘが前後方向全体にわたり
物品内面（図示形態ではトップシート２２表面および外装シート３２内面）に貼り合わさ
れて固定されるとともに、幅方向中央側の部分２４ｃが、前後方向の両端部では物品内面
（図示形態ではトップシート２２表面）に貼り合わされて固定され、かつ前後方向の両端
部間では物品内面（図示形態ではトップシート２２表面）に固定されていない。この非固
定部分は、図１に示されるように、物品内面（図示形態ではトップシート２２表面）に対
して起立可能なバリヤ部となる部分であり、その起立基端２４ｂはバリヤシート２４にお
ける幅方向外側の固定部分２４ｘと内側の部分２４ｃとの境に位置する。
【００２８】
　吸収体２３としては、パルプ繊維の積繊体、セルロースアセテート等のフィラメントの
集合体、あるいは不織布を基本とし、必要に応じて粒子状等の高吸収性ポリマーを混合、
固着等してなるものを用いることができる。高吸収性ポリマー粒子を混合する場合等、必
要に応じて、吸収体２３はクレープ紙等の包装シート（図示せず）により包むことができ
る。また、吸収体２３の形状は、相対的に後側の部分が前側の部分よりも幅広な帯状、あ
るいは長方形状、台形状等、適宜の形状とすることができる。
【００２９】
　吸収体２３は、下層吸収体２３Ｂの上に、下層吸収体２３Ｂの幅Ｌよりも幅Ｌ２が狭く
且つ少なくとも股間部Ｃ２から後側部分Ｂ２にかけて前後方向に延在する上層吸収体２３
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Ｕが積層された二層構造となっている。上層吸収体２３Ｕの前後方向長さＭ４は下層吸収
体２３Ｂの前後方向長さＭ３と同じであっても良いが、７０～８５％程度とするのが望ま
しい。また、上層吸収体２３Ｕの全幅Ｌ２は下層吸収体２３Ｂの全幅Ｌの４０～６０％程
度とするのが望ましい。
【００３０】
　吸収体２３における繊維目付け及び高吸収性ポリマーの目付けは適宜定めることができ
るが、繊維目付けは１００～６００ｇ／ｍ2程度とするのが好ましく、また吸収性ポリマ
ーの目付け０～４００ｇ／ｍ2程度とするのが好ましい。より詳細には、下層吸収体２３
Ｂの繊維目付けは例えば８０～４００ｇ／ｍ2程度、高吸収性ポリマーの目付けは例えば
５０～４００ｇ／ｍ2程度とすることができ、上層吸収体２３Ｕの繊維目付けは例えば８
０～３００ｇ／ｍ2程度、高吸収性ポリマーの目付けは例えば１０～２００ｇ／ｍ2程度と
することができる。
【００３１】
　下層吸収体２３Ｂは、股間部Ｃ２を含む前後方向中間の所定部分が幅の狭い括れ部分２
３ｎとして形成されている。この括れ部分２３ｎの最小幅Ｌ３は、括れ部分２３ｎの前後
に位置する非括れ部分の幅Ｌ１の５０～６５％程度であるのが好ましい。また、物品前端
を０％とし物品後端を１００％としたとき、括れ部分２３ｎの前端は１０～２５％の範囲
に位置しているのが好ましく、括れ部分２３ｎの後端は４０～６５％の範囲に位置してい
るのが好ましく、括れ部分２３ｎの最小幅Ｌ３となる部位（最小幅部位）は２５～３０％
の範囲に位置しているのが好ましい。
【００３２】
　図２に示すように、吸収体２３の中央部４１を挟んだ位置には、吸収パッド２００の前
後方向に沿って直線状に延びる一対の前後方向スリット４０Ａが設けられており、股間部
Ｃ２の前側には、一対の前後方向スリット４０Ａの前端部にそれぞれ繋がる前側スリット
４０Ｂが、吸収体２３の両側端部まで延びるように、これら一対の前後方向スリット４０
Ａと直交する方向に設けられている。
【００３３】
　さらに、股間部Ｃ２の後側には、一対の前後方向スリット４０Ａの後端側にそれぞれ繋
がる一対の後側スリット４０Ｃが、括れ部分２３ｎが終わり始める部分の吸収体２３の側
端部まで、それぞれ延びるように斜め方向に設けられている。但し、本実施の形態では、
一対の前後方向スリット４０Ａが、一対の後側スリット４０Ｃと接合する部分より後側部
分Ｂ２にまで伸びている。
【００３４】
　従って、本実施の形態では、一対の前後方向スリット４０Ａ、前側スリット４０Ｂ及び
一対の後側スリット４０Ｃにより、一対の分割スリット４０が構成されているが、この分
割スリット４０が、下層吸収体２３Ｂの少なくとも括れ部分２３ｎにおける幅方向中央線
の左右両側において、下層吸収体２３Ｂ及び上層吸収体２３Ｕそれぞれを同一位置で表裏
面に亘って貫通することで、吸収体２３を分割している。このことで、吸収体２３が、吸
収体２３の中央に位置する中央部４１及び、この中央部４１の両側部に位置する両サイド
部４２に、それぞれ分割されている。そして、前側スリット４０Ｂより前方は下層吸収体
２３Ｂのみとなるが、この部分も分割されて前側部４３となる。
【００３５】
　つまり、吸収体２３の股間部Ｃ２付近に分割スリット４０を入れることで、股間をも含
めた内腿に吸収体２３がフィットするように、吸収体２３が分割されている。この結果、
吸収体２３が分割されていることから、吸収体２３に縒れや割れが発生し難く、また、分
割スリット４０を股間から臀部にかけて配置するのに伴い、股間部Ｃ２において尿の吸収
収容力を高めてこの部分から漏れ出しが防止されることで、尿の漏れ出しが改善される。
　以上より、本実施の形態によれば、脚まわりのフィット性と拡散性を向上すると共に、
縒れや割れを防止して、横漏れが軽減される吸収パッド２００となる。
【００３６】
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　他方、本実施の形態では、一対の前後方向スリット４０Ａが、後側スリット４０Ｃとの
接合部分より後方に伸びているが、このことで、一対の前後方向スリット４０Ａにより尿
が案内されて臀部側へ尿が流れ易くなるため、横向き時での漏れ出しが一層軽減される。
さらに、吸収体２３の両サイド部４２の図５における下側に位置する不透液性バックシー
ト２１と外装シート３２との間の部分には、立体的に立ち上がるよう糸ゴムである細長状
弾性部材４５が前後方向に沿って例えば４本ずつ配設され、脚まわりの隙間に吸収体２３
をより確実にフィットさせることでも、尿の漏れ出しが一層改善される。
【００３７】
　つまり、図５（Ａ）に示す状態から装着に伴い、図５（Ｂ）に示すように分割スリット
４０が狭まって幅方向の調整がされると共に、股間に沿って分割スリット４０の部分で折
り曲がり、最終的に図６に示す状態のようになって、内腿の窪みに沿って吸収体２３が立
体的に立ち上がり、フィットすることになる。
【００３８】
　また、吸収体２３の図５における上側には、吸収体２３の上面を覆うように透液性トッ
プシート２２が配置されているが、分割スリット４０の部分において、この透液性トップ
シート２２がこれと対向する部材である不透液性バックシート２１に溶着部４４にて溶着
されている。このことで、この溶着により吸収体２３の中央部４１と両サイド部４２との
間の位置ずれが確実に無くなるようになる。
【００３９】
　この一方、本実施の形態の吸収パッド２００であれば、吸収体２３が分割されていて分
割スリット４０の部分で折れやすくなっているので、股間部Ｃ２に対応する部分が分かり
やすく、誰でも簡単に装着できるようになる。また、下層吸収体２３Ｂ及び上層吸収体２
３Ｕにそれぞれスリットを形成したことで、下層吸収体２３Ｂから優先的に尿を吸収する
ことになり、使用者の肌と対向する側の上層吸収体２３Ｕは最後まで尿を吸収しないよう
になる結果、肌がさらさらに保てる。
【００４０】
　次に、本発明の第２の実施の形態について、添付図面を参照しながら詳説する。尚、第
１の実施の形態と同一の部材には同一の符号を付して、重複した説明を省略する。
　図７及び図８に示すように、本実施の形態は第１とほぼ同一の構造を有している。但し
、本実施の形態では、吸収体２３の両サイド部４２の図８における下側だけでなく、吸収
体２３の中央に位置する中央部４１の図８における下側に位置する不透液性バックシート
２１と外装シート３２との間の部分にも、図７に示すように糸ゴムである細長状弾性部材
４６が前後方向に沿って配設されている。
【００４１】
　この結果、本実施の形態によれば、尿等の液体を吸収体２３が吸収した場合であっても
、細長状弾性部材４６の張力により吸収体２３が使用者の股間に密着するような力が働き
、股間に対するフィット性がより一層高まるようになる。
【００４２】
　次に、本発明の第３の実施の形態について、添付図面を参照しながら詳説する。尚、第
１の実施の形態と同一の部材には同一の符号を付して、重複した説明を省略する。
　図９に示すように、本実施の形態は第１とほぼ同一の構造を有している。但し、本実施
の形態では、吸収体２３の両サイド部４２において、相互に逆の斜め方向に沿って２本の
中間スリット４０Ｄがそれぞれ配置されていて、この部分でも吸収体２３が分割されてい
る。つまり、各２本の中間スリット４０Ｄは、両サイド部４２において、一対の前後方向
スリット４０Ａの途中にそれぞれ一端が繋がると共に、他端側が吸収体２３の側端部まで
延びている。
【００４３】
　従って、本実施の形態では、これら中間スリット４０Ｄにより両サイド部４２が細かく
分離されていることから、吸収体２３の両サイド部４２が立体的により立ち上がり易くな
って、フィット性がより一層向上するようになった。但し、これら中間スリット４０Ｄの
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傾斜方向は、図９に示される向きと逆にしても良く、前後方向スリット４０Ａに対して直
交する向きに配置しても良い。
【００４４】
　尚、上記実施の形態における不織布の材質としては、スパンレース、エアスルー、ポイ
ントボンド、エアレイド、ニードルパンチ等が考えられ、その他の構成する素材としては
、レーヨンやコットン等のセルロール繊維、ＰＰやＰＥ等のポリオレフィン、ＰＥＴ等の
ポリエステルやそれらの複合体が考えられる。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　本発明は、吸収パッド、パンツタイプ若しくはテープタイプ使い捨ておむつ、または整
理用ナプキン等、吸収性物品全般に利用できるものである。
【符号の説明】
【００４６】
　２１…不透液性バックシート、２２…透液性トップシート、２３…吸収体、２３Ｕ…上
層吸収体、２３Ｂ…下層吸収体、２４…バリヤシート、３２…外装シート、４０…分割ス
リット、４０Ａ…前後方向スリット、４０Ｂ…前側スリット、４０Ｃ…後側スリット、４
１…中央部、４２…両サイド部、２００…吸収パッド。

【図１】 【図２】
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