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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前後方向と、前記前後方向に直交する幅方向とを有し、
　液透過性の表面シートと、液不透過性の裏面シートと、前記表面シートと前記裏面シー
トとの間に設けられる吸収体とを含む吸収性本体部を備え、
　前記吸収性本体部の前記幅方向の両側において、前記幅方向の外側に延出する一対のウ
イング部を有する吸収性物品であって、
　前記吸収性本体部は、前記一対のウイング部の前方の付け根から、前記一対のウイング
部の後方の付け根までに位置するウイング領域と、前記ウイング領域よりも前方に位置す
る前領域と、前記ウイング領域よりも後方に位置する後領域とを有しており、
　前記ウイング領域の前記前後方向の中心における前記吸収体の前記幅方向の長さは、前
記前領域と前記後領域の内、少なくとも前記前領域における前記吸収体の前記幅方向の最
大長さよりも大きく、
　前記ウイング領域の前記前後方向の中心における前記吸収体の前記幅方向の長さは、前
記ウイング領域における前記吸収体の前記幅方向の最大長さであることを特徴とする吸収
性物品。
【請求項２】
　前記吸収体は、前記ウイング領域の中心に、前記幅方向の外側に凸となる凸部を有する
ことを特徴とする請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項３】



(2) JP 6159121 B2 2017.7.5

10

20

30

40

50

　前記吸収性物品には、前記表面シートと前記吸収体とを圧搾する圧搾溝が、前記前後方
向に沿って少なくとも一対配置されており、
　前記ウイング領域の前記前後方向の中心における一対の前記圧搾溝同士の間隔は、前記
ウイング領域の前記前後方向の外側の端部における一対の前記圧搾溝同士の間隔よりも大
きいことを特徴とする請求項１又は２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記圧搾溝は、内側圧搾溝と、前記内側圧搾溝よりも前記幅方向の外側に配置される外
側圧搾溝とを含むことを特徴とする請求項３に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記内側圧搾溝と前記外側圧搾溝の少なくとも一方は、連続した環状であることを特徴
とする請求項４に記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記前領域と前記後領域の少なくとも一方では、前記幅方向の側部における前記吸収体
の目付が、前記幅方向の中央における前記吸収体の目付よりも高いことを特徴とする請求
項１乃至５のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記前領域と前記後領域の少なくとも一方の前記幅方向の側部における前記吸収体の目
付が、前記ウイング領域の前記幅方向の側部における前記吸収体の目付よりも高いことを
特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記前領域と前記後領域には、複数の点状圧搾部が形成されていることを特徴とする請
求項１乃至７のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項９】
　前記ウイング領域の前後方向中心における前記吸収体の前記幅方向の長さは、前記前領
域の前記吸収体の前記幅方向の最大長さよりも大きく、前記後領域における前記吸収体の
前記幅方向の最大長さよりも大きく、
　前記ウイング領域の前記吸収体の外側縁は、前記ウイング領域の付け根よりも前記幅方
向の内側に位置することを特徴とする請求項１から請求項８のいずれかに記載の吸収性物
品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液透過性の表面シートと、液不透過性の裏面シートと、表面シートと裏面シ
ートとの間に設けられる吸収体とを含む吸収性本体部を備える吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、生理用ナプキンなどの吸収性物品では、液透過性の表面シートと、液不透過性の
裏面シートと、表面シートと裏面シートとの間に設けられる吸収体とを備える吸収性本体
部を備え、吸収性本体部の両側部において、幅方向外側に延出する一対のウイング部を設
ける形状が広く知られている。
【０００３】
　また、この種の吸収性物品では、吸収性物品を下着に装着する際に、吸収体が下着のク
ロッチ部の形状に沿って配置されるように、吸収体が、前後方向の中央部において、幅方
向内側に凹むように形成されているものも提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１３６９７３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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【０００５】
　しかしながら、上述の吸収性物品は、長時間にわたって利用されると、吸収体が幅方向
内側に収縮し、その結果、吸収体にヨレが発生してしまう場合がある。かかる場合、発生
したヨレに起因して、着用者の体液排泄口と当該体液排泄口に当接する排泄口当接領域と
の密着性が低下し、その結果、体液漏れを引き起こすという問題があった。
【０００６】
　特に、新興国など、経済的事情、習慣的事情で一日に何度も交換できない場合には、吸
収性物品が一層長時間にわたって利用されるため、体液漏れがより顕著に発生する。
【０００７】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、ヨレに起因する体液漏れ
を改善した吸収性物品を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る吸収性物品（吸収性物品１）は、前後方向と、前後方向に直交する幅方向
とを有し、液透過性の表面シート（表面シート１０）と、液不透過性の裏面シート（裏面
シート２０）と、前記表面シートと前記裏面シートとの間に設けられる吸収体（吸収体３
０）とを含む吸収性本体部（吸収性本体部２）を備え、前記吸収性本体部の幅方向の両側
において、幅方向外側に延出する一対のウイング部（ウイング部４３、４４）を有する吸
収性物品であって、前記吸収性本体部は、前記一対のウイング部の前方向の付け根から、
前記一対のウイング部の後方向の付け根までに位置するウイング領域（ウイング領域ＣＡ
）と、前記ウイング領域よりも前方向に位置する前領域（前領域ＦＡ）と、前記ウイング
領域よりも後方に位置する後領域（後領域ＢＡ）とを有しており、前記ウイング領域の前
後方向中心における前記吸収体の幅方向の長さ（長さＷ１）は、前記前領域と前記後領域
の内、少なくとも前記前領域における前記吸収体の幅方向の最大長さ（長さＷ２Ａ）より
も大きいことを要旨とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本開示によれば、ヨレに起因する体液漏れを改善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】
【００１０】
【図１】実施の形態に係る吸収性物品の肌当接面側から見た平面図である。
【図２】図１に示すＸ－Ｘ断面の模式断面図である。
【図３】図１に示すＹ－Ｙ断面の模式断面図である。
【図４】実施の形態に係る吸収性物品の目付の測定位置を説明するための図である。
【図５】図５（ａ）従来技術に係る吸収性物品を装着した状態を示す模式断面図である。
図５（ｂ）本実施形態に係る吸収性物品を装着した状態を示す模式断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図面を参照して、実施形態に係る吸収性物品１について説明する。図１は、吸収性物品
の平面図であり、図２は、図１に示すＸ－Ｘ線に沿った断面図である。図３は、図１に示
すＹ－Ｙ線に沿った断面図である。本実施形態に係る吸収性物品１は、例えば、生理用ナ
プキンである。
【００１２】
　実施の形態に係る吸収性物品は、昼用の生理用ナプキンである。したがって、本実施の
形態に係る吸収性物品は、前後方向Ｌ（長手方向）において着用者の前側に位置する前領
域ＦＡと、着用者の後側に位置する後領域ＢＡとの長さが略同じである。
【００１３】
　なお、後述する一対のウイング部４３、４４の間の領域は、着用者の排泄口が当接する
排泄口当接領域を含むウイング領域ＣＡである。具体的には、一対のウイング部４３、４
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４の前方向の付け根ＣＡ１から、一対のウイング部４３、４４の後方向の付け根ＣＡ２ま
での間に、ウイング領域ＣＡが設けられている。ウイング領域ＣＡよりも前側が前領域Ｆ
Ａとなり、ウイング領域ＣＡよりも後側が後領域ＢＡとなる。なお、図１には、吸収性物
品１の前後方向Ｌにおける中心線が前後方向中心線ＬＣＬとして示されており、吸収性物
品１の幅方向Ｗにおける中心線が幅方向中心線ＷＣＬとして示されている。また、ウイン
グ領域ＣＡの中心は、前後方向中心線ＬＣＬと幅方向中心線ＷＣＬとが交差する位置であ
る。
【００１４】
　なお、本実施の形態では、昼用の生理用ナプキンを例に挙げて説明しているが、本発明
に係る吸収性物品は、夜用の生理用ナプキンにおいても適用することができる。夜用の生
理用ナプキンは、前後方向Ｌにおいて着用者の前側に位置する前領域ＦＡよりも、着用者
の後側に位置する後領域ＢＡの方が長く構成されている。
【００１５】
　吸収性物品１は、吸収性本体部２を備える。吸収性本体部２は、着用者の肌に当接する
表面シート１０と、液体を透過しない液不透過性の裏面シート２０と、吸収体３０とを有
する。吸収体３０は、表面シート１０と裏面シート２０との間に配設される。従って、吸
収体３０は、図１及び図２において破線で示される。
【００１６】
　吸収性物品１は、図１に示す平面視にて、吸収性本体部２の幅方向Ｗの両側において、
幅方向Ｗ外側に延出する一対のウイング部４３、４４を有する。
【００１７】
更に、吸収性物品１は、幅方向Ｗにおいて吸収体３０の外側に設けられるサイドシート４
１，４２を備える。
【００１８】
　表面シート１０は、体液等の液体を透過する液透過性のシートである。表面シート１０
は、少なくとも吸収体３０の表面を覆う。表面シート１０は、不織布、織布、有孔プラス
チックシート、メッシュシート等、液体を透過する構造のシート状の材料であれば、特に
限定されない。織布や不織布の素材としては、天然繊維、化学繊維のいずれも使用できる
。
【００１９】
　天然繊維の例としては、粉砕パルプ、コットン等のセルロースが挙げられる。化学繊維
の例としては、レーヨン、フィブリルレーヨン等の再生セルロース、アセテート、トリア
セテート等の半合成セルロース、熱可塑性疎水性化学繊維、もしくは親水化処理を施した
熱可塑性疎水性化学繊維が挙げられる。
【００２０】
　前記熱可塑性疎水性化学繊維としては、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）等の単繊維、PEとPPをグラフト重合してなる繊維、
芯鞘構造等の複合繊維が例として挙げられる。
【００２１】
　なお、特に不織布には、ウェブフォーミングは、乾式（カード法、スパンボンド法メル
トブローン法、エアレイド法等）や湿式等のいずれか、又は複数を組み合わせて行っても
よい。また、ボンディングの方法としては、サーマルボンディング、ニードルパンチ、ケ
ミカルボンディング等の方法が挙げられるが、特にこれらの方法に限定されるものではな
い。また、水流交絡法によりシート状に形成したスパンレースを用いても良い。
【００２２】
　有孔プラスチックシートとしては、PE、PP、PETといった熱可塑性樹脂の有孔シートや
、多孔質の発泡材等を用いることができる。また、これらについては必要に応じて酸化チ
タンや炭酸カルシウム等からなるフィラーを0.5～10%の範囲で混入することにより、白濁
化させて使用することも好ましい。また、前記熱可塑性樹脂からなるフィルムを、パーフ
ォレーション、ヒートエンボス加工、或いは機械加工等により開孔した有孔フィルムを使
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用しても良い。有孔フィルムは、不織布との複合シートとして使用しても良い。
【００２３】
　裏面シート２０は、表面シート１０の長さと略同一の長さを有する。裏面シート２０は
、ポリエチレンシート、ポリプロピレン等を主体としたラミネート不織布、通気性の樹脂
フィルム、スパンボンド、又はスパンレース等の不織布に通気性の樹脂フィルムが接合さ
れたシートなどを用いることができる。裏面シート２０は、着用時の違和感を生じさせな
い程度の柔軟性を有する材料とすることが好ましく、例えば低密度ポリエチレン（LDPE）
樹脂を主体とした目付15～30g/m2の範囲から得られるフィルムを用いることができる。裏
面シート２０は、不透液性且つ透湿性であることが望ましく、例えばポリエチレンやポリ
プロピレン等のオレフィン系樹脂に無機充填剤を溶融混練したものを延伸処理した微多孔
性シートによって構成することができる。
【００２４】
　吸収体３０は、親水性繊維、パルプを含む。吸収体３０は、経血などの体液を吸収可能
な材料によって形成される。例として、粉砕パルプ、コットン等のセルロース、レーヨン
、フィブリルレーヨン等の再生セルロース、アセテート、トリアセテート等の半合成セル
ロース、粒子状ポリマー、繊維状ポリマー、熱可塑性疎水性化学繊維、もしくは親水化処
理を施した熱可塑性疎水性化学繊維、ケミカルボンド処理されたエアレイドパルプ等を単
独又は混合して用いることができる。
【００２５】
　これらの材料を吸収体に成形する方法は特に限定されるものではないが、例えばエアレ
イド法、メルトブローン法、スパンレース法、抄紙法等によってシート化したものが使用
される。また、吸収体としてセルロース発泡体、合成樹脂の連続発泡体等も使用すること
ができる。さらに、発泡体又は前記シート化した材料を粉砕した後に吸収体に成形したも
のを使用することも可能である。これらの中でも、パルプを80～100%の範囲、粒子状ポリ
マーを20～0%の範囲で混合し、吸収体の肌当接側である上層又は吸収体の非肌当接側であ
る下層にＳＭＳ不織布シートを配置してシート化した目付100～2000g/m2、1～50mmの嵩を
有する吸収体が挙げられる。なお、吸収体には、上層と下層との両方にＳＭＳ不織布シー
トが配置してもよい。
【００２６】
　なお、本実施の形態に係る吸収体３０は、上層にＳＭＳ不織布シートを配置していない
ことが好ましい。この場合、上層にＳＭＳ不織布シートを配置していないことで、湿潤状
態となり、圧搾溝８０の剥離が発生しにくくなる。これにより、長時間使用した環境化で
も圧搾溝８０がくずれにくくなり、ヨレが発生しにくくなる。また、上層にＳＭＳ不織布
シートを配置していないことで、体液が表面シート１０から直接パルプへ移行するので、
吸収スピードが速くなり、体液漏れを防止できる。
【００２７】
　また、吸収体は、吸収体の下層に配置されるＳＭＳ不織布シートとして、長繊維シート
が配置されるとともに、後述する圧搾溝８０が当該長繊維シートにも同時に形成されるこ
とが好ましい。この場合、吸収体の上層から吸収体の下層まで一体化されるため吸収体全
体がヨレにくくなる。
【００２８】
　吸収体３０は、親水性繊維又は粉体をエアレイド法によって積層して形成されてもよい
し、親水性繊維又は粉体をエアレイド法によってシート状に成形したエアレイドシートで
もよいし、ティッシュ（例えば、目付１５ｇ／ｍ２）上に高吸収ポリマーを混入した粉砕
パルプを配置し、ティッシュで包むことによって形成されていてもよい。
【００２９】
　本実施の形態に係る吸収体３０は、綿状パルプや合成パルプ等を坪量１００～３００ｇ
／ｍ２程度に積層したパルプを保護紙（図示せず）で包むことによって構成されている。
保護紙は、パルプの形状を保持するためのものであり、例えばクレープ紙やティッシュペ
ーパーなどを用いることができる。
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【００３０】
　吸収体３０は、前後方向に延びる形状であり、裏面シート２０よりも略一回り程度小さ
い。吸収体３０の幅方向Ｗの長さは、成人女性の股間隔に対応しており、概ね５０～８０
ｍｍである。吸収体３０は、ホットメルトなどの接着剤によって裏面シート２０に接着さ
れる。
【００３１】
　また、図１に示すように、本実施形態に係る吸収体３０は、ウイング領域ＣＡの前後方
向Ｌ中心における吸収体３０の幅方向Ｗの長さＷ１は、前領域ＦＡと後領域ＢＡとの内、
少なくとも前領域ＦＡにおける吸収体３０の幅方向Ｗの最大長さＷ２Ａよりも大きい。本
実施形態において、前領域ＦＡにおける吸収体３０の幅方向Ｗの最大長さＷ２Ａと、後領
域ＢＡにおける吸収体３０の幅方向Ｗの最大長さＷ２Ｂとは、略同じである。従って、本
実施形態では、図１に示すように、吸収体３０の幅方向Ｗの長さＷ１は、前領域ＦＡにお
ける吸収体３０の幅方向Ｗの最大長さＷ２Ａと、後領域ＢＡにおける吸収体３０の幅方向
Ｗの最大長さＷ２Ｂよりも大きい。
【００３２】
　なお、本実施形態では、前領域ＦＡにおける吸収体３０の幅方向Ｗの最大長さＷ２Ａに
着目して説明する。但し、変形例において、前領域ＦＡにおける吸収体３０の幅方向Ｗの
最大長さＷ２Ａと、後領域ＢＡにおける吸収体３０の幅方向Ｗの最大長さＷ２Ｂとが異な
っていてもよい。また、この場合、吸収体３０の幅方向Ｗの長さＷ１は、少なくとも前領
域ＦＡにおける吸収体３０の幅方向Ｗの最大長さＷ２Ａよりも大きく構成される。
【００３３】
　また、本実施形態では、ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌ中心における吸収体３０の幅方
向Ｗの長さＷ１は、ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌ外側の端部における吸収体３０の幅方
向Ｗの長さＷ３よりも大きい。
【００３４】
　具体的に、吸収体３０は、ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌにおける中心に、幅方向Ｗ外
側に凸となる凸部３１を有する。吸収体３０は、幅方向Ｗ外側の両方に凸部３１を有して
いる。凸部３１が設けられていることによって、吸収体３０の幅方向Ｗの長さＷ１は、ウ
イング領域ＣＡの前後方向Ｌ外側の端部における吸収体３０の幅方向Ｗの長さＷ３よりも
大きい。なお、幅方向Ｗの長さＷ１と幅方向Ｗの長さＷ３との差が、１０ｍｍ～４０ｍｍ
であることが好ましい。つまり、一の凸部３１の幅方向Ｗ外側に向かう突出量は、５～２
０ｍｍであることが好ましい。幅方向Ｗの長さＷ１と幅方向Ｗの長さＷ３との差が、１０
ｍｍ未満であると凸部３１を設けることにより吸収体３０の剛性を高める効果が低くなる
おそれがある。幅方向Ｗの長さＷ１と幅方向Ｗの長さＷ３との差が、２０ｍｍよりも大き
いと、凸部３１の剛性が確保できず、ヨレしまうおそれがある。
【００３５】
　なお、本実施形態では、ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌ外側の端部から後領域ＢＡの内
部にわたって、吸収体３０の幅方向Ｗ外側の両端部は、前後方向Ｌに平行に延びる。従っ
て、本実施形態では、ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌ外側の端部における吸収体３０の幅
方向Ｗの長さＷ３と、後領域ＢＡにおける吸収体３０の幅方向Ｗの最大長さＷ２Ｂとは、
同じである。
【００３６】
　また、吸収体３０の凸部３１の前後方向Ｌにおける長さＬ３１は、後述する内側圧搾溝
８１の前後方向Ｌにおける長さＬａよりも短いことが好ましい。
【００３７】
　サイドシート４１，４２は、表面シート１０の両側に配設される。サイドシート４１，
４２は、表面シート１０と同様の材料から選ぶことができる。但し、サイドシート４１，
４２を乗り越えて吸収性物品１外方へ経血が流れることを防止するためには、疎水性又は
撥水性を有することが好ましい。サイドシート４１，４２は、吸収体３０の側縁の一部及
びウイング部４３，４４を覆う。
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【００３８】
　吸収性物品１では、表面シート１０、サイドシート４１，４２、及び裏面シート２０の
周縁が接合されて、吸収体３０が内封される。表面シート１０と裏面シート２０との接合
方法としては、ヒートエンボス加工、超音波、又はホットメルト接着剤のいずれか一つ、
又は複数を組み合わせることが可能である。
【００３９】
　裏面シート２０において、下着と接触する表面には、複数の領域において粘着剤（図示
せず）が塗布されている。粘着剤は、吸収体の裏面側において前後方向Ｌに沿って間欠的
に配置されている。粘着剤は、ウイング部４３及びウイング部４４において、下着と接触
する表面にも設けられる。使用前の状態では、粘着剤は、図示しない剥離シートに接して
いる。剥離シートは、使用前に粘着剤が劣化するのを防止している。そして、使用時に着
用者によって剥離シートが剥離される。
【００４０】
　なお、剥離シートを有しない吸収性物品においては、吸収性物品を個別に包装する包装
シートによって使用前に粘着剤が劣化するのを防止するように構成されていてもよい。粘
着剤と包装シートが接する場合には、包装シートの表面には、粘着剤の粘着力を低下させ
ることなく粘着剤を剥離可能にする処理を施すことが望ましい。
【００４１】
　また、裏面シート２０では、粘着剤は、吸収体３０の裏面側において前後方向Ｌに沿っ
て所定幅で、多列で配置されていることが好ましい。
【００４２】
　なお、この場合、粘着剤の幅方向Ｗにおける所定幅は、３ｍｍ～５ｍｍで、各粘着剤間
のピッチは、２ｍｍ～４ｍｍで粘着剤の幅方向Ｗにおける長さよりも狭いことが好ましい
。各粘着剤間のピッチが、粘着剤の幅方向Ｗにおける長さよりも広いと、その間でヨレて
しまう恐れがあるが、粘着剤の幅方向Ｗにおける長さよりも狭いことでヨレにくくなる。
【００４３】
　吸収性物品１には、表面シート１０及び吸収体３０を厚み方向に圧縮した圧搾溝８０が
形成されている。圧搾溝８０は、吸収性物品１の表面シートの肌当接側と吸収体３０の非
肌当接側（衣服当接面側）に対して加工が施されることによって形成された溝である。
【００４４】
　吸収性物品１には、表面シート１０と吸収体３０とを圧搾する圧搾溝８０が、前後方向
Ｌに沿って少なくとも一対配置されている。また、ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌ中心に
おける一対の圧搾溝８０同士の間隔は、ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌ外側の端部におけ
る一対の圧搾溝８０同士の間隔よりも大きい。すなわち、ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌ
の中心において、圧搾溝８０は幅方向Ｗの外側に広がるように構成されている。
【００４５】
　具体的に、図１に示すように、圧搾溝８０は、内側圧搾溝８１と、内側圧搾溝８１より
も幅方向外側に配置される外側圧搾溝８２とを含む。ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌ中心
における一対の外側圧搾溝８２同士の間隔Ｗ４は、ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌ外側の
端部における一対の外側圧搾溝８２同士の間隔Ｗ５よりも大きい。すなわち、外側圧搾溝
８２は幅方向Ｗの外側に広がるように構成されている。
【００４６】
　ここで、吸収体３０もウイング領域ＣＡの前後方向Ｌにおける中心に、幅方向Ｗ外側に
凸となる凸部３１を有する。また、ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌの中心において、外側
圧搾溝８２は幅方向Ｗの外側に広がるように構成されていることで、吸収体３０の凸部３
１の形状に沿うような構成となる。このように、圧搾溝８０が吸収体３０の凸部３１の形
状に沿うように構成されることで、ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌの中心では、吸収性物
品１の幅方向Ｗ内側に働く力に対する強度が高められるため、ウイング領域ＣＡの前後方
向Ｌ中心に発生するヨレを抑制することができる。
【００４７】
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　内側圧搾溝８１と外側圧搾溝８２との内、少なくとも一方は、連続した環状である。本
実施形態では、内側圧搾溝８１と外側圧搾溝８２との両方が環状である場合を例に挙げて
説明する。
【００４８】
　圧搾溝８０は、着用者の排泄口に対向して配置される排泄口当接領域の中心を含むウイ
ング領域ＣＡの周囲に設けられている。
【００４９】
　なお、排泄口当接領域の中心とは、着用者の排泄口が当接するウイング領域ＣＡの前後
方向Ｌ及び幅方向の中心と一致する。例えば、ウイング部を有する吸収性物品においては
、ウイング部４３、４４の前後方向Ｌの中心が、ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌの中心と
なる。また、ウイング部４３、４４を有しない吸収性物品においては、吸収体の幅方向の
長さ寸法が最も長い位置が、ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌの中心となる。なお、排泄口
当接領域は、着用者の股間部と当接する領域に含まれており、着用者の両脚の間に位置す
る。
【００５０】
　なお、裏面シート２０において、粘着剤が多列で配置されている場合、かかる粘着剤の
うち最も幅方向Ｗ外側に位置する粘着剤は、後述する外側圧搾溝８２の幅方向Ｗの外側に
配置されていることが好ましい。これによれば、多列で配置されている粘着剤のうち最も
幅方向Ｗ外側に位置する粘着剤は、外側圧搾溝８２の幅方向Ｗ外側まで設けられるため、
下着の装着により受ける力は、内側圧搾溝８１と外側圧搾溝８２との幅方向Ｗ外側で力を
受け止め易くなる。よって、内側圧搾溝８１の内側の領域は、ヨレにくくなる。
【００５１】
　前領域ＦＡと後領域ＢＡには、複数の点状圧搾部９０が形成されている。具体的に、複
数の点状圧搾部９０が、外側圧搾溝８２よりも幅方向Ｗ内側であり、分散した状態で配置
されている。
【００５２】
　前領域ＦＡ、および/または、後領域ＢＡでは、幅方向Ｗの側部における吸収体３０の
目付が、幅方向Ｗの中央における吸収体３０の目付よりも高い。
【００５３】
　前領域ＦＡ、および/または、後領域ＢＡであり、幅方向Ｗの側部における吸収体３０
の目付が、ウイング領域ＣＡの幅方向Ｗの側部における吸収体３０の目付よりも高い。
【００５４】
　なお、吸収体の目付及び密度は、例えば、以下の測定方法によって測定することができ
る。包装体によって包装された吸収性物品においては包装体を開封し、折り畳まれた吸収
性物品を展開して、目付及び密度を測定する部分の厚み及び面積を測定する。次いで、目
付及び密度を測定する部分を吸収性物品から切り出し、切り出した部分の重量を測定する
。次いで、切り出した部分から表面シート及び裏面シート等、吸収体以外の部分を取り除
き、吸収体の重量を測定する。吸収体の重量と、目付及び密度を測定する部分の面積とに
基づいて目付を算出する。目付及び厚みに基づいて、密度を算出する。
【００５５】
　本実施形態では、図４に示すように吸収性物品１において、吸収体３０のみのサンプル
を作成して、その重量を測定する。なお、サンプルのサイズは、測定結果の精度を高める
ため、次のサイズとすることが好ましい。具体的に、サンプルの幅方向Ｗにおける長さＬ
Ｓは、１０ｍｍであり、サンプルの前後方向Ｌにおける長さＬＴは、４０ｍｍとすること
が好ましい。
【００５６】
　図４に示すように、前領域ＦＡにおいては、幅方向Ｗの中央におけるサンプルの領域を
ＳＦ１とし、幅方向Ｗの側部の一方におけるサンプルの領域をＳＦ２とし、幅方向Ｗの側
部の一方におけるサンプルの領域をＳＦ３として示している。ウイング領域ＣＡにおいて
は、幅方向Ｗの中央におけるサンプルの領域をＳＣ１とし、幅方向Ｗの側部の一方におけ
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るサンプルの領域をＳＣ２とし、幅方向Ｗの側部の一方におけるサンプルの領域をＳＣ３
として示している。後領域ＢＡにおいては、幅方向Ｗの中央におけるサンプルの領域をＳ
Ｂ１とし、幅方向Ｗの側部の一方におけるサンプルの領域をＳＢ２とし、幅方向Ｗの側部
の一方におけるサンプルの領域をＳＢ３として示している。また、吸収体３０の幅方向Ｗ
の側部の形状が湾曲している場合には、かかるサンプルの領域は、正方形状が確保できる
まで、幅方向Ｗ内側に移動させている。
【００５７】
　なお、図４の例において、本実施形態では、ＳＦ２乃至ＳＦ３における目付が、ＳＦ１
における目付よりも高く、ＳＢ２乃至ＳＢ３における目付が、ＳＢ１における目付よりも
高い。また、ＳＦ２乃至ＳＦ３における目付が、ＳＣ２乃至ＳＣ３における目付よりも高
く、ＳＢ２乃至ＳＢ３における目付が、ＳＣ２乃至ＳＣ３における目付よりも高い。
【００５８】
　また、圧搾溝８０は、吸収体３０の幅方向Ｗにおける目付けが最も高い領域よりも内側
にあることが好ましい。体液は、目付が粗い領域よりも、毛細管効果により密な領域へ移
動するが、圧搾溝８０を幅方向Ｗ外側における目付が高い領域よりも内側に設けることで
、圧搾溝８０が防漏壁となり、体液漏れが低減できる。また、圧搾溝８０によって剛性が
高い溝が形成されるため、幅方向Ｗの内側に向かう力を受けても、吸収体３０が幅方向Ｗ
の内側にヨレにくくなる。よって、吸収性物品が長時間にわたって利用される場合であっ
ても、吸収性物品に発生するヨレを抑制することができる。
【００５９】
（吸収性物品の製造方法）
　次に、本実施形態に係る吸収性物品１の製造方法の一部について説明する。なお、説明
しない方法については、既存の方法を用いることができる。吸収性物品の製造方法は、第
１ステップとして、シート生成工程を行う。次いで、第２ステップとして、シート接合工
程を行う。具体的には、表面シート１０とサイドシート４１，４２とを、例えば熱溶着に
よって接着する。
【００６０】
　第３ステップとして、吸収体成型工程を行う。具体的には、成型ドラムによって吸収体
の材料となるパルプを成型して吸収体３０を成型する。なお、第１ステップ及び第２ステ
ップのシート生成工程と、第３ステップの吸収体成型工程の順序は、逆の順序であっても
よい。
【００６１】
　第４ステップにおいて、接合工程を行う。具体的には、第３ステップにおいて成型した
吸収体３０と、第２ステップにおいて接合した表面シート及びサイドシートとを接合する
接合工程を行う。
【００６２】
　第５ステップにおいて、圧搾溝５の形成工程を行う。具体的には、表面シート１０と吸
収体３０とを厚み方向に圧縮し、圧搾溝８０と点状圧搾部９０を形成する。
【００６３】
　第６ステップにおいて、裏面シート接合工程を行う。具体的には、圧搾溝を形成した吸
収体３０及び表面シート１０と、サイドシート４１、４２と、裏面シート２０とを、ホッ
トメルト接着剤の塗布により接合する。
【００６４】
　その後、裏面シート２０の非肌当接側（衣服当接面側）に、ずれ止め材としての接着剤
を塗布する工程、折り畳み工程、及び、吸収性物品１の包装工程を行う。上記の工程によ
り、本実施の形態に係る吸収性物品の製造することができる。
【００６５】
（作用及び効果）
　本実施形態に係る吸収性物品１では、ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌ中心における吸収
体３０の長さＷ１が、前領域ＦＡ及び後領域ＢＡにおける吸収体３０の幅方向Ｗの長さＷ
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２Ａ，Ｗ２Ｂよりも大きい。よって、かかる吸収性物品によれば、吸収体のウイング領域
ＣＡの前後方向Ｌ中心における吸収体の幅方向の長さが、前領域ＦＡおよび後領域ＢＡに
おける吸収体の幅方向の最大長さＷ２Ａ及びＷ２Ｂよりも小さい場合に比べて、すなわち
、吸収体のウイング領域の前後方向中心において吸収体の幅方向内側に凹むように形成さ
れている吸収性物品に比べて、吸収性物品１の幅方向Ｗ内側への強度が高められるため、
ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌ中心に発生するヨレを抑制することができる。
【００６６】
　ここで、図５（ａ）には、従来技術に係る吸収性物品を装着した際に、股繰りの足の力
によって幅方向Ｗの内側に向かって力Ｆが働く状態を示す模式図が示されており、図５（
ｂ）には、本実施形態に係る吸収性物品を装着した際に、股繰りの足の力によって幅方向
Ｗの内側に向かって力Ｆが働く状態を示す模式図が示されている。なお、図５（ａ）乃至
（ｂ）の何れも、図１に示すＸ－Ｘ線を基準とした断面図である。
【００６７】
　従来技術に係る吸収性物品では、凸部３１が設けられていない分だけ、吸収体のウイン
グ領域ＣＡの前後方向Ｌ中心における吸収体の幅方向の長さＷ１が、前領域ＦＡおよび後
領域ＢＡにおける吸収体の幅方向の最大長さＷ２Ａ及びＷ２Ｂと等しいか、又は、小さく
なるように構成されている。かかる吸収性物品では、図５（ａ）に示すように、幅方向Ｗ
の内側に受ける力Ｆを受けると、吸収体３０が凸部３１を有していない分だけ、幅方向Ｗ
の内側に向かって吸収体３０が幅方向Ｗ内側にヨレてしまう。このように、ウイング領域
ＣＡの吸収体において発生したヨレは、前領域ＦＡ及び後領域ＢＡに伝わり、前領域ＦＡ
及び後領域ＢＡにおける吸収体も同時にヨレてしまう。このように、ウイング領域ＣＡに
おいて発生したヨレに起因して、ウイング領域ＣＡだけでなく、前領域ＦＡ及び後領域Ｂ
Ａにおける吸収体もヨレてしまうため、体液漏れが発生する。
【００６８】
　一方、図５（ｂ）に示すように、本実施形態に係る吸収性物品１では、吸収体３０が凸
部３１を有しているので、凸部３１が、幅方向Ｗの内側に向かって力Ｆを受け止めること
ができる。これにより、ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌ中心において、幅方向Ｗの内側に
向かって発生するヨレを抑制することができる。更に、ウイング領域ＣＡの吸収体３０に
おけるヨレを抑制することで、これに起因して、前領域ＦＡ及び後領域ＢＡにおける吸収
体がヨレることも抑制できる。したがって、かかる吸収性物品１によれば、ウイング領域
ＣＡの吸収体３０に発生するヨレを抑制するだけでなく、前領域ＦＡ及び後領域ＢＡにお
ける吸収体のヨレも防止できるため、ヨレに起因する体液漏れを改善できる。
【００６９】
　更に、本実施形態に係るウイング領域ＣＡの前後方向Ｌ中心に発生するヨレを長時間に
わたって抑制することができる。従って、新興国など、経済的事情、習慣的事情で一日に
何度も交換できず、吸収性物品が一層長時間にわたって利用される場合であっても、吸収
性物品に発生するヨレを抑制することができるため、ヨレに起因する体液漏れを改善でき
る。
【００７０】
　ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌ中心における吸収体３０の幅方向Ｗの長さＷ１は、ウイ
ング領域ＣＡの前後方向Ｌ外側の端部における吸収体３０の幅方向Ｗの長さＷ２よりも大
きい。
【００７１】
　具体的に、吸収体３０は、ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌにおける中心に、幅方向Ｗ外
側に凸となる凸部３１を有する。これによれば、ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌにおける
中心において、吸収性物品１の幅方向Ｗ内側への強度が高め、ヨレを確実に抑制すること
ができる。ここで、一般に、ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌ中心は、吸収性物品１の装着
時に、少なくとも着用者の体液排泄口に当接する排泄口当接領域に位置する。よって、ウ
イング領域ＣＡの前後方向Ｌ中心に発生するヨレを確実に抑制することで、ヨレに起因す
る体液漏れを一層改善できる。
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【００７２】
　なお、吸収性物品１の幅方向Ｗ内側への強度を高める方法として、吸収体３０の幅を幅
方向Ｗに全体的に広げることも考えられるが、着用者の足回りにおいて、違和感を与えや
すくなるため好ましくない。特に、前領域ＦＡは、着用者の足回りが特に動く領域である
。したがって、前領域ＦＡおける吸収体３０の幅方向Ｗにおける長さが、ウイング領域Ｃ
Ａにおける吸収体３０の幅方向Ｗにおける長さよりも大きいと、着用者の足回りに擦れ易
くなるため着用者に違和感を与えやすくなる。
【００７３】
　また、従来技術に係る吸収性物品では、一般的に、着用者が動いている際、幅方向Ｗか
らの体液漏れが起こりやすく、長時間使用した場合に吸収体の体液の許容量がすぐに満た
されてしまう。本実施形態に係る吸収性物品１では、幅方向Ｗ外側に凸となる凸部３１が
設けられている分だけ、吸収体３０の体積が多いことで体液の許容量が上がり、体液漏れ
防止できる。また、体液の許容量が多いことから、着用者が吸収性物品１を見た際に、着
用者に安心感を与えることもできる。
【００７４】
　また、凸部３１が設けられ、幅方向Ｗに広くなっていることで、吸収性物品が装着され
た際、凸部３１が股繰りにフィットし、吸収体３０と股繰りとの間に空間が発生すること
を防止できる。また、着用者は、股繰りに吸収体３０の存在を感じることができるので、
着用者に安心感を与えることができる。また、凸部３１が設けられているため、吸収性物
品１を下着に装着する際、凸部３１が目印になって、使用者が装着位置を把握し易くなる
。よって、正しい位置に吸収性物品を装着でき、装着位置のズレを起こし難くなる。
【００７５】
　また、吸収体３０の凸部３１の前後方向Ｌの中心は、ウイング部４３、４４の前後方向
Ｌの中心と概ね同じ位置に配置され、かつ凸部の前後方向Ｌにおける長さＬ３１長さが、
ウイング部４３、４４の前後方向Ｌにおける長さと同等以下であることが好ましい。
【００７６】
　凸部３１の前後方向Ｌにおける位置と、ウイング部４３、４４の前後方向Ｌにおける位
置とを合わせることで、吸収性物品１を装着した時に、吸収体３０をヨレにくくする効果
を最大限に発揮できる。着用者の脚によって幅方向内側に押圧される力は、ウイング領域
全体に係る。凸部３１の前後方向Ｌにおける長さが、ウイング部４３、４４の前後方向Ｌ
における長さに対して、極端に短すぎると、幅方向Ｗの内側に受ける力が受けきれない。
一方、長すぎると着用者に違和感を与えやすくなるだけでなく、幅方向Ｗの内側に受ける
力が前後に伝わってしまうため、吸収性物品１全体がよれやすくなる。
【００７７】
　また、ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌ中心における一対の圧搾溝８０同士の間隔は、ウ
イング領域ＣＡの前後方向Ｌ外側の端部における一対の圧搾溝８０同士の間隔よりも大き
い。すなわち、ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌの中心において、圧搾溝８０は幅方向Ｗの
外側に広がるように構成されている。
【００７８】
　具体的に、圧搾溝８０は、内側圧搾溝８１と、内側圧搾溝８１よりも幅方向外側に配置
される外側圧搾溝８２とを含む。また、ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌ中心における一対
の外側圧搾溝８２同士の間隔Ｗ４は、ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌ外側の端部における
一対の外側圧搾溝８２同士の間隔Ｗ５よりも大きい。
【００７９】
　ここで、吸収体３０もウイング領域ＣＡの前後方向Ｌにおける中心に、幅方向Ｗ外側に
凸となる凸部３１を有する。また、ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌの中心において、外側
圧搾溝８２は幅方向Ｗの外側に広がるように構成されていることで、吸収体３０の凸部３
１の形状に沿うような構成となる。このように、圧搾溝８０が吸収体３０の凸部３１の形
状に沿うように構成されることで、ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌの中心では、吸収性物
品１の幅方向Ｗ内側への強度が高められるため、ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌ中心に発
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生するヨレを抑制することができる。
【００８０】
　また、本実施形態では、ウイング領域ＣＡの前後方向中心における圧搾溝８０として、
内側圧搾溝８１と、内側圧搾溝８１よりも幅方向外側に配置される外側圧搾溝８２とが含
まれる。これによれば、内側圧搾溝８１と外側圧搾溝８２との二重によって圧搾溝が設け
られているため、内側圧搾溝８１の幅方向Ｗ内側における変形が発生しにくくなるため、
ウイング領域ＣＡの前後方向Ｌ中心に発生するヨレを抑制することができる。
【００８１】
　また、吸収体３０の凸部３１の前後方向Ｌにおける長さＬ３１は、内側圧搾溝８１の前
後方向Ｌにおける長さＬａよりも短いことが好ましい。凸部３１の前後方向Ｌにおける長
さＬ３１が、内側圧搾溝８１の前後方向Ｌにおける長さＬａよりも短いことで、幅方向Ｗ
外側から内側にかかる力が、内側圧搾溝８１と外側圧搾溝８２との２本で受け止められる
ため、幅方向Ｗへのヨレを抑制する効果が大きくなる。
【００８２】
　本実施形態によれば、内側圧搾溝８１と外側圧搾溝８２の少なくとも一方は、連続した
環状である。これによれば、内側圧搾溝８１と外側圧搾溝８２の幅方向Ｗ内側の領域にお
ける剛性が確保されるため、吸収体３０のヨレを抑制できる。
【００８３】
　前領域ＦＡ、および/または、後領域ＢＡでは、幅方向Ｗの側部における吸収体３０の
目付が、幅方向Ｗの中央における吸収体３０の目付よりも高い。
【００８４】
具体的に、図４に示すように、ＳＦ２乃至ＳＦ３における目付が、ＳＦ１における目付よ
りも高い。また、ＳＢ２乃至ＳＢ３における目付が、ＳＢ１における目付よりも高い。
【００８５】
　これによれば、前領域ＦＡ及び後領域ＢＡでは、幅方向Ｗの側部における剛性が幅方向
Ｗの中央における剛性よりも高く設定されるため、吸収性物品１を装着したときの股繰り
の足の力によって幅方向Ｗの内側にヨレにくくなる。また、仮に、ウイング領域ＣＡの吸
収体３０が幅方向Ｗの内側にヨレても、ウイング領域ＣＡの吸収体３０を通して前後方向
Ｌに伝わりにくくなる。その結果、前領域ＦＡ及び後領域ＢＡにヨレが発生しにくくなる
。また、吸収性物品が長時間にわたって利用される場合であっても、吸収性物品に発生す
るヨレを抑制することができる。
【００８６】
　前領域ＦＡ、および/または、後領域ＢＡであり、幅方向Ｗの側部における吸収体３０
の目付が、ウイング領域ＣＡの幅方向の側部における吸収体３０の目付よりも高い。具体
的に、図４に示すように、ＳＦ２乃至ＳＦ３における目付が、ＳＣ２乃至ＳＣ３における
目付よりも高い。
【００８７】
　これによれば、前領域ＦＡおよび/または後領域ＢＡの側部における吸収体３０の目付
けを高めることで幅方向から受けた力を、目付を高めた部分で受け止め、中心の吸収面を
平面に保つことができる。また、仮に、ウイング領域ＣＡにおける吸収体３０がヨレてし
まう場合であっても、ウイング領域ＣＡにおける吸収体３０の側部から、前領域ＦＡおよ
び/または後領域ＢＡの側部にヨレが伝わり難くなるため、前領域ＦＡおよび/または後領
域ＢＡの吸収体のヨレを抑制できる。
【００８８】
　前領域ＦＡと後領域ＢＡには、複数の点状圧搾部９０が形成されている。具体的には、
複数の点状圧搾部９０が分散した状態で形成されている。
【００８９】
これにより、前領域ＦＡと後領域ＢＡにおける吸収体３０に平面的な剛性が確保されて、
前領域ＦＡと後領域ＢＡにおける吸収体３０が一層ヨレにくくなる。従って、吸収性物品
が一層長時間にわたって利用される場合であっても、吸収性物品に発生するヨレを抑制す
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べて、通気性を高めることができる。
【００９０】
（その他の実施形態）
　上述したように、本発明の実施形態を通じて本発明の内容を開示したが、この開示の一
部をなす論述及び図面は、本発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示
から当業者には様々な代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
【００９１】
　例えば、吸収性物品は、生理用ナプキンに限られず、吸収パッド、パンティーライナー
であってもよい。また、例えば、吸収性物品は、吸収体の幅方向外側端部に、ギャザーが
形成されていてもよい。
【符号の説明】
【００９２】
　１…吸収性物品
　２…吸収性本体部
　１０…表面シート
　２０…裏面シート
　３０…吸収体
　３１…凸部
　４１，４２…サイドシート
　４３，４４…ウイング部
　８０…圧搾溝
　８１…内側圧搾溝
　８２…外側圧搾溝
　９０…点状圧搾部
　ＢＡ…後領域
　ＣＡ…ウイング領域
　ＦＡ…前領域
　Ｗ…幅方向
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