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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定面にへこんで形成された成形型を具備し、前記所定面の幅方向と交差する第１方向
に沿って前記成形型を移動する成形型部材と、
　前記第１方向の所定位置に配置されて、前記所定面に向けて供給開口部から液体吸収性
素材を含む気体を供給する供給ダクトと、
　前記所定面を挟んで前記供給開口部の反対側の位置に設けられ、前記所定面と協同して
閉空間を区画する閉空間区画部材と、
　前記閉空間内を負圧にすべく前記閉空間内の気体を、吸い込み用開口部から吸い込む吸
気ダクトと、を備え、
　前記成形型が前記供給開口部の位置を通過する際に、前記供給ダクトの気体を前記成形
型の底部の吸気孔から前記閉空間へと吸い込ませて、前記気体中の液体吸収性素材を前記
成形型内に積層させて吸収体を成形する吸収体の製造装置であって、
　前記吸気ダクトの前記吸い込み用開口部は、前記閉空間内において前記所定面に対向し
て配置され、
　前記吸気ダクトにおいて前記閉空間内に収容される部分の少なくとも一部は、その中心
軸方向が、前記吸い込み用開口部の中心位置における前記成形型の移動方向と平行な成分
を有し、
　前記一部から前記吸い込み用開口部に至るまでの間には、前記幅方向と交差する仮想平
面内において管路の中心軸方向が屈曲されたような屈曲路が形成されていることを特徴と
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する吸収体の製造装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の吸収体の製造装置であって、
　前記閉空間の外に負圧源を有し、
　前記負圧源を、管路を介して前記一部に前記幅方向から接続し、
　前記一部と前記吸い込み用開口部との間には、前記幅方向と交差する仮想平面内におい
て管路の中心軸方向が屈曲されてなる屈曲路のみが介装されていることを特徴とする吸収
体の製造装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の吸収体の製造装置であって、
　前記第１方向は、前記幅方向と直交し、
　前記一部と前記吸い込み用開口部との間には、前記幅方向と直交する仮想平面内におい
て管路の中心軸方向が屈曲されてなる屈曲路のみが介装されていることを特徴とする吸収
体の製造装置。
【請求項４】
　請求項２又は３に記載の吸収体の製造装置であって、
　前記屈曲路と前記吸い込み用開口部との間の前記吸気ダクトの部分の中心軸方向は、前
記幅方向成分を有していないことを特徴とする吸収体の製造装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れかに記載の吸収体の製造装置であって、
　前記一部の中心軸方向は、前記幅方向成分を有していないことを特徴とする吸収体の製
造装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５の何れかに記載の吸収体の製造装置であって、
　前記閉空間の外に負圧源を有し、
　前記負圧源は、管路を介して前記一部に前記幅方向から接続し、
　前記一部は、前記移動方向に平行な方向に延長して形成され、
　前記一部は、前記吸い込み用開口部を有するダクト部分に前記移動方向に平行な方向か
ら接続し、
　前記ダクト部分の中心軸方向は前記幅方向成分を有していないことを特徴とする吸収体
の製造装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れかに記載の吸収体の製造装置であって、
　前記閉空間は、前記吸気ダクトを前記供給開口部に対向させて設置可能な位置を、前記
第１方向に沿って複数有し、
　複数の前記設置可能な位置のうちで、少なくとも前記第１方向の最上流側の位置に対し
て、前記吸気ダクトの前記吸い込み用開口部が配置されていることを特徴とする吸収体の
製造装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７の何れかに記載の吸収体の製造装置であって、
　前記成形型部材は、周方向を前記第１方向として連続回転する回転ドラムであり、
　前記成形型は、前記所定面としての前記回転ドラムの外周面に前記周方向に所定ピッチ
で凹状にへこんで形成され、
　前記閉空間区画部材として、前記回転ドラムの前記幅方向の両端開口を覆う一対の円形
壁部を有し、前記回転ドラムの内周側に前記閉空間が区画されていることを特徴とする吸
収体の製造装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８の何れかに記載の吸収体の製造装置であって、
　前記一部と前記吸い込み用開口部との間には、前記幅方向に管路を絞った絞り部が設け
られていることを特徴とする吸収体の製造装置。
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【請求項１０】
　請求項１乃至９の何れかに記載の吸収体の製造装置であって、
　前記吸い込み用開口部は、前記所定面を挟んで、前記供給ダクトの前記供給開口部に対
向して配置されていることを特徴とする吸収体の製造装置。
【請求項１１】
　成形型部材の所定面にへこんで形成された成形型を、前記所定面の幅方向と交差する第
１方向に移動する移動工程と、
　前記所定面に向けて供給ダクトから液体吸収性素材を含む気体を供給するとともに、前
記成形型内の吸気孔からの吸気により前記液体吸収性素材を前記成形型内に積層して前記
吸収体を成形する成形工程と、を備えた吸収体の製造方法であって、
　前記成形工程には、前記所定面を挟んで前記供給ダクトの反対側の位置に、前記所定面
と協同して閉空間を区画する閉空間区画部材と、前記閉空間内を負圧にすべく前記閉空間
内の空気を、吸い込み用開口部から吸い込む吸気ダクトと、が設けられており、
　前記成形工程を前記成形型が通過する際に、前記気体を成形型の底部の吸気孔から前記
閉空間へと吸い込ませて、前記気体中の液体吸収性素材を前記成形型内に積層させ、
　前記吸気ダクトの前記吸い込み用開口部は、前記閉空間内において前記所定面に対向し
て配置されており、
　前記吸気ダクトにおいて前記閉空間内に収容される部分の少なくとも一部は、その中心
軸方向が、前記吸い込み用開口部の中心位置における前記成形型の移動方向と平行な成分
を有し、
　前記一部から前記吸い込み用開口部に至るまでの間には、前記幅方向と交差する仮想平
面内において管路の中心軸方向が屈曲されたような屈曲路が形成されていることを特徴と
する吸収体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使い捨ておむつ等の吸収性物品に係る吸収体の製造装置及び製造方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　尿や経血等の排泄液を吸収する吸収性物品の一例として使い捨ておむつや生理用ナプキ
ン等が使用されている。これらの吸収性物品は、パルプ繊維を所定形状に成形してなる吸
収体１を備えている。　
　この吸収体１は、製造ラインの積繊装置１０ａにより成形される。図１Ａは一部断面視
で示す積繊装置１０ａの側面図であり、図１Ｂは図１Ａ中のＢ－Ｂ断面図である。
【０００３】
　積繊装置１０ａは、周方向Ｄｃに回転する回転ドラム２０を有する。そして、この回転
ドラム２０の幅方向（図１Ａの紙面を貫く方向）の両端開口は一対の円形壁部２５，２５
で覆われて封止されており、これにより、回転ドラム２０の内周側に負圧室Ｓ０が区画さ
れている。また、回転ドラム２０の外周面２０ａには凹状に成形型２１が設けられ、成形
型２１の底部２１ａには、当該底部２１ａを前記負圧室Ｓ０に連通する多数の吸気孔２２
が形成されている。更に、回転ドラム２０の外周面２０ａには、パルプ繊維２の混入した
混入空気３を吐出する供給ダクト３１が対向配置されている。
【０００４】
　よって、回転ドラム２０の回転に伴って成形型２１が前記供給ダクト３１の位置を通過
する際には、この供給ダクト３１から吐出される前記混入空気３が前記成形型２１の底部
２１ａに吸い込まれ、これに伴って成形型２１内には、混入空気３中のパルプ繊維２が積
層して吸収体１が成形される。
【０００５】
　ところで、回転ドラム２０の内周側の負圧室Ｓ０の負圧状態は、図１Ａに示すように、
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前記円形壁部２５に接続された吸気ダクト４１によって、負圧室Ｓ０内から空気を吸い出
すことで作り出される。しかし、通常、吸気ダクト４１は、図１Ｂに示すように、幅方向
に一対設けられる前記円形壁部２５，２５のうちの片方の壁部２５にのみ接続されるため
、成形型２１における吸い込み圧力分布が、回転ドラム２０の幅方向に偏ってしまい、結
果、成形型２１内における吸収体１の積層分布も前記幅方向に偏りを生じてしまう。例え
ば、図１Ｂの例では、吸気ダクト４１が接続される左側の部分の方に厚く積層し、その逆
側たる図中右側の部分の積層厚みは薄くなってしまう。
【０００６】
　この点につき、特許文献１には、幅方向の吸い込み圧力分布の偏りを抑えるべく、図１
Ｂに二点鎖線で示すように吸気ダクト４１の管端の吸い込み用開口部４３ｄを負圧室Ｓ０
の内方に突出させて、その突出長さＬｄを調節することにより、幅方向の吸い込み圧力分
布を調整することが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－２３１６０９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、幅方向の吸い込み圧力分布を均一にし得る突出長さＬｄは、吸収体１の
目標坪量（ｇ／ｍ２）や回転ドラム２０の回転速度等の生産条件に応じて異なる。そのた
め、これら生産条件の変更の都度、吸気ダクト４１の突出長さ調節を行わねばならず、面
倒である。
【０００９】
　本発明は、上記のような従来の問題に鑑みてなされたものであって、上述のような吸気
ダクトの調節を要さずに、吸収体の積層分布の均一化を確実に図ることが可能な吸収体の
製造装置及び製造方法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】
【００１０】
　上記目的を達成するための主たる発明は、
　所定面にへこんで形成された成形型を具備し、前記所定面の幅方向と交差する第１方向
に沿って前記成形型を移動する成形型部材と、
　前記第１方向の所定位置に配置されて、前記所定面に向けて供給開口部から液体吸収性
素材を含む気体を供給する供給ダクトと、
　前記所定面を挟んで前記供給開口部の反対側の位置に設けられ、前記所定面と協同して
閉空間を区画する閉空間区画部材と、
　前記閉空間内を負圧にすべく前記閉空間内の気体を、吸い込み用開口部から吸い込む吸
気ダクトと、を備え、
　前記成形型が前記供給開口部の位置を通過する際に、前記供給ダクトの気体を前記成形
型の底部の吸気孔から前記閉空間へと吸い込ませて、前記気体中の液体吸収性素材を前記
成形型内に積層させて吸収体を成形する吸収体の製造装置であって、
　前記吸気ダクトの前記吸い込み用開口部は、前記閉空間内において前記所定面に対向し
て配置され、
　前記吸気ダクトにおいて前記閉空間内に収容される部分の少なくとも一部は、その中心
軸方向が、前記吸い込み用開口部の中心位置における前記成形型の移動方向と平行な成分
を有し、
　前記一部から前記吸い込み用開口部に至るまでの間には、前記幅方向と交差する仮想平
面内において管路の中心軸方向が屈曲されたような屈曲路が形成されていることを特徴と
する吸収体の製造装置である。
【００１１】
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　また、
　成形型部材の所定面にへこんで形成された成形型を、前記所定面の幅方向と交差する第
１方向に移動する移動工程と、
　前記所定面に向けて供給ダクトから液体吸収性素材を含む気体を供給するとともに、前
記成形型内の吸気孔からの吸気により前記液体吸収性素材を前記成形型内に積層して前記
吸収体を成形する成形工程と、を備えた吸収体の製造方法であって、
　前記成形工程には、前記所定面を挟んで前記供給ダクトの反対側の位置に、前記所定面
と協同して閉空間を区画する閉空間区画部材と、前記閉空間内を負圧にすべく前記閉空間
内の空気を、吸い込み用開口部から吸い込む吸気ダクトと、が設けられており、
　前記成形工程を前記成形型が通過する際に、前記気体を成形型の底部の吸気孔から前記
閉空間へと吸い込ませて、前記気体中の液体吸収性素材を前記成形型内に積層させ、
　前記吸気ダクトの前記吸い込み用開口部は、前記閉空間内において前記所定面に対向し
て配置されており、
　前記吸気ダクトにおいて前記閉空間内に収容される部分の少なくとも一部は、その中心
軸方向が、前記吸い込み用開口部の中心位置における前記成形型の移動方向と平行な成分
を有し、
　前記一部から前記吸い込み用開口部に至るまでの間には、前記幅方向と交差する仮想平
面内において管路の中心軸方向が屈曲されたような屈曲路が形成されていることを特徴と
する吸収体の製造方法である。
【００１２】
　本発明の他の特徴については、本明細書及び添付図面の記載により明らかにする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、吸気ダクトの調節を要さずに、吸収体の積層分布の均一化を確実に図
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１Ａは、従来の積繊装置１ａを一部断面視で示す側面図であり、図１Ｂは図１
Ａ中のＢ－Ｂ断面図である。
【図２】図２Ａは、参考例に係る吸収体１の製造装置１０ｂの中心縦断面図であり、図２
Ｂは、図２Ａ中のＢ－Ｂ断面図である。
【図３Ａ】第１実施形態に係る吸収体１の製造装置１０を模式的に示す斜視図である。
【図３Ｂ】図３Ａ中のＢ－Ｂ断面図である。
【図３Ｃ】図３Ｂ中のＣ―Ｃ断面図である。
【図４】比較例の製造装置の断面図である。
【図５】絞り部５９を有した吸気ダクト５０の斜視模式図である。
【図６Ａ】第２実施形態に係る吸収体１の製造装置１０ｃの斜視模式図である。
【図６Ｂ】同製造装置１０ｃの幅方向中心縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本明細書及び添付図面の記載により、少なくとも以下の事項が明らかとなる。
【００１６】
　所定面にへこんで形成された成形型を具備し、前記所定面の幅方向と交差する第１方向
に沿って前記成形型を移動する成形型部材と、
　前記第１方向の所定位置に配置されて、前記所定面に向けて供給開口部から液体吸収性
素材を含む気体を供給する供給ダクトと、
　前記所定面を挟んで前記供給開口部の反対側の位置に設けられ、前記所定面と協同して
閉空間を区画する閉空間区画部材と、
　前記閉空間内を負圧にすべく前記閉空間内の気体を、吸い込み用開口部から吸い込む吸
気ダクトと、を備え、
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　前記成形型が前記供給開口部の位置を通過する際に、前記供給ダクトの気体を前記成形
型の底部の吸気孔から前記閉空間へと吸い込ませて、前記気体中の液体吸収性素材を前記
成形型内に積層させて吸収体を成形する吸収体の製造装置であって、
　前記吸気ダクトの前記吸い込み用開口部は、前記閉空間内において前記所定面に対向し
て配置され、
　前記吸気ダクトにおいて前記閉空間内に収容される部分の少なくとも一部は、その中心
軸方向が、前記吸い込み用開口部の中心位置における前記成形型の移動方向と平行な成分
を有することを特徴とする吸収体の製造装置。
【００１７】
　このような吸収体の製造装置によれば、吸気ダクトにおける前記一部の中心軸方向は、
前記吸い込み用開口部の中心位置における前記成形型の移動方向に平行な成分を有してい
る。また、吸い込み用開口部は、前記成形型を具備する所定面に対向している。よって、
前記一部から吸い込み用開口部に至るまでの間には、前記幅方向と交差する仮想平面内に
おいて管路の中心軸方向が屈曲されたような屈曲路が形成されていることになる。　
　すると、仮に、前記一部に吸い込み圧力分布の幅方向の偏りが有る場合でも、前記屈曲
路により、前記幅方向の偏りは、前記移動方向の吸い込み圧力分布の偏りに変換されて前
記吸い込み用開口部に伝達されることになる。これにより幅方向の偏りは軽減されて、結
果、成形型における幅方向の吸い込み圧力分布は均一化される。
【００１８】
　かかる吸収体の製造装置であって、
　前記閉空間の外に負圧源を有し、
　前記負圧源を、管路を介して前記一部に前記幅方向から接続し、
　前記一部と前記吸い込み用開口部との間には、前記幅方向と交差する仮想平面内におい
て管路の中心軸方向が屈曲されてなる屈曲路が介装されているのが望ましい。　
　このような吸収体の製造装置によれば、前記一部に生じ得る幅方向の吸い込み圧力分布
の偏りは、前記屈曲路によって前記移動方向の偏りに変換されて前記吸い込み用開口部に
伝達され、これにより幅方向の偏りは軽減される。よって、成形型における幅方向の吸い
込み圧力分布は均一化される。
【００１９】
　かかる吸収体の製造装置であって、
　前記第１方向は、前記幅方向と直交し、
　前記一部と前記吸い込み用開口部との間には、前記幅方向と直交する仮想平面内におい
て管路の中心軸方向が屈曲されてなる屈曲路が介装されているのが望ましい。　
　このような吸収体の製造装置によれば、前記一部に生じ得る幅方向の吸い込み圧力分布
の偏りは、前記移動方向と平行な仮想平面内で屈曲する前記屈曲路によって、前記移動方
向の偏りに変換されて前記吸い込み用開口部に伝達され、これにより幅方向の偏りは軽減
される。よって、成形型における幅方向の吸い込み圧力分布は均一化される。
【００２０】
　かかる吸収体の製造装置であって、
　前記屈曲路と前記吸い込み用開口部との間の前記吸気ダクトの部分の中心軸方向は、前
記幅方向成分を有していないのが望ましい。　
　このような吸収体の製造装置によれば、幅方向の偏りが減じられた吸い込み圧力分布を
、維持可能となる。
【００２１】
　かかる吸収体の製造装置であって、
　前記一部の中心軸方向は、前記幅方向成分を有していないのが望ましい。　
　このような吸収体の製造装置によれば、前記一部の中心軸方向は、幅方向成分を有さな
いので、幅方向の吸い込み圧力分布の偏りの助長を防止できる。
【００２２】
　かかる吸収体の製造装置であって、
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　前記閉空間の外に負圧源を有し、
　前記負圧源は、管路を介して前記一部に前記幅方向から接続し、
　前記一部は、前記移動方向に平行な方向に延長して形成され、
　前記一部は、前記吸い込み用開口部を有するダクト部分に前記移動方向に平行な方向か
ら接続し、
　前記ダクト部分の中心軸方向は前記幅方向成分を有していないのが望ましい。　
　このような吸収体の製造装置によれば、前記一部は、前記移動方向に平行な方向に延長
して形成されているとともに、前記吸い込み用開口部を有するダクト部分に対して前記移
動方向から接続し、更に、前記ダクト部分の中心軸方向は、幅方向成分を有していない。
よって、成形型内の幅方向の吸い込み圧力分布は確実に均一化される。
【００２３】
　かかる吸収体の製造装置であって、
　前記閉空間は、前記吸気ダクトを前記供給開口部に対向させて設置可能な位置を、前記
第１方向に沿って複数有し、
　複数の前記設置可能な位置のうちで、少なくとも前記第１方向の最上流側の位置に対し
て、前記吸気ダクトの前記吸い込み用開口部が配置されているのが望ましい。　
　このような吸収体の製造装置によれば、前記吸気ダクトを最も効果的に使用して、吸収
体の幅方向の積層分布の均一化を確実に図ることができる。
【００２４】
　かかる吸収体の製造装置であって、
　前記成形型部材は、周方向を前記第１方向として連続回転する回転ドラムであり、
　前記成形型は、前記所定面としての前記回転ドラムの外周面に前記周方向に所定ピッチ
で凹状にへこんで形成され、
　前記閉空間区画部材として、前記回転ドラムの前記幅方向の両端開口を覆う一対の円形
壁部を有し、前記回転ドラムの内周側に前記閉空間が区画されているのが望ましい。　
　このような吸収体の製造装置によれば、本願発明が奏する作用効果を効果的に享受する
ことができる。
【００２５】
　かかる吸収体の製造装置であって、
　前記一部と前記吸い込み用開口部との間には、前記幅方向に管路を絞った絞り部が設け
られているのが望ましい。　
　このような吸収体の製造装置によれば、吸い込み圧力分布の幅方向の偏りは、絞り部に
よって均されて縮小され、これにより、成形型における幅方向の吸い込み圧力分布はより
均一化される。
【００２６】
　かかる吸収体の製造装置であって、
　前記吸い込み用開口部は、前記所定面を挟んで、前記供給ダクトの前記供給開口部に対
向して配置されているのが望ましい。　
　このような吸収体の製造装置によれば、前記吸い込み用開口部における吸い込み圧力分
布の幅方向の均一化作用が、より直接的に成形型内の吸収体の積層分布に影響するように
なり、結果、吸収体の幅方向の積層分布が確実に均一化される。
【００２７】
　また、
　成形型部材の所定面にへこんで形成された成形型を、前記所定面の幅方向と交差する第
１方向に移動する移動工程と、
　前記所定面に向けて供給ダクトから液体吸収性素材を含む気体を供給するとともに、前
記成形型内の吸気孔からの吸気により前記液体吸収性素材を前記成形型内に積層して前記
吸収体を成形する成形工程と、を備えた吸収体の製造方法であって、
　前記成形工程には、前記所定面を挟んで前記供給ダクトの反対側の位置に、前記所定面
と協同して閉空間を区画する閉空間区画部材と、前記閉空間内を負圧にすべく前記閉空間
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内の空気を、吸い込み用開口部から吸い込む吸気ダクトと、が設けられており、
　前記成形工程を前記成形型が通過する際に、前記気体を成形型の底部の吸気孔から前記
閉空間へと吸い込ませて、前記気体中の液体吸収性素材を前記成形型内に積層させ、
　前記吸気ダクトの前記吸い込み用開口部は、前記閉空間内において前記所定面に対向し
て配置されており、
　前記吸気ダクトにおいて前記閉空間内に収容される部分の少なくとも一部は、その中心
軸方向が、前記吸い込み用開口部の中心位置における前記成形型の移動方向と平行な成分
を有することを特徴とする吸収体の製造方法。
【００２８】
　このような吸収体の製造方法によれば、吸気ダクトにおける前記一部の中心軸方向は、
前記吸い込み用開口部の中心位置における前記成形型の移動方向に平行な成分を有してい
る。また、吸い込み用開口部は、前記成形型を具備する所定面に対向している。よって、
前記一部から吸い込み用開口部に至るまでの間には、前記幅方向と交差する仮想平面内に
おいて管路の中心軸方向が屈曲されたような屈曲路が形成されていることになる。　
　すると、仮に、前記一部に吸い込み圧力分布の幅方向の偏りが有る場合でも、前記屈曲
路により、前記幅方向の偏りは、前記移動方向の吸い込み圧力分布の偏りに変換されて前
記吸い込み用開口部に伝達されることになる。これにより幅方向の偏りは軽減されて、結
果、成形型における幅方向の吸い込み圧力分布は均一化される。
【００２９】
　＝＝＝参考例＝＝＝
　図２Ａは、参考例に係る吸収体１の製造装置１０ｂの中心縦断面図であり、図２Ｂは、
図２Ａ中のＢ－Ｂ断面図である。
【００３０】
　吸収体１の製造装置１０ｂは、液体吸収性素材としてのパルプ繊維２を積層して吸収体
１を成形する、いわゆる積繊装置である。すなわち、その主な構成として、（１）水平軸
Ｃ２０を回転中心として周方向Ｄｃに（例えば時計回りに）連続回転する回転ドラム２０
（成形型部材に相当）と、（２）回転ドラム２０の周方向Ｄｃの所定位置に配置された供
給開口部３１ａから回転ドラム２０の外周面２０ａに向けてパルプ繊維２（液体吸収性素
材に相当）を含んだ混入空気３（気体に相当）を吐出供給する供給ダクト３１と、を備え
ている。
【００３１】
　なお、以下では、回転ドラム２０の周方向Ｄｃのことを単に「周方向Ｄｃ」と言い、回
転ドラム２０の前記水平軸Ｃ２０に沿う方向（図２Ａの紙面を貫く方向）のことを「幅方
向」又は「左右方向」と言う。よって、幅方向と周方向Ｄｃとは直交している。
【００３２】
　回転ドラム２０は、前記水平軸Ｃ２０周りに回転する円筒部材を本体とする。そして、
この回転ドラム２０の幅方向の両端開口は一対の円形壁部２５，２５（閉空間区画部材に
相当）で覆われて塞がれ、更に、回転ドラム２０の内側には回転ドラム２０と同芯に円筒
状隔壁２６が設けられており、これにより、回転ドラム２０の内周側にはドーナツ型の閉
空間Ｓが区画されている。
【００３３】
　また、回転ドラム２０の外周面２０ａ（所定面に相当）は、前記幅方向に平行であると
ともに、当該外周面２０ａには、成形すべき吸収体１の形状に対応した凹形状の成形型２
１が、周方向Ｄｃに所定ピッチで間欠的に設けられている。そして、各成形型２１の底部
２１ａも前記幅方向に平行に形成されているとともに、当該底部２１ａには多数の吸気孔
２２が形成されており、成形型２１内と前記閉空間Ｓとは通気可能に連通している。
【００３４】
　更に、回転ドラム２０内の前記閉空間Ｓは、図２Ａに示すように隔壁２７によって周方
向Ｄｃにゾーン分割されているとともに、同図に示す第１ゾーンＺ１には、吸気ダクト４
１が接続されていて、当該吸気ダクト４１の吸い込み用開口部４３ａから第１ゾーンＺ内
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の空気は吸い出され、第１ゾーンＺ１内は、外気よりも低い気圧の負圧状態に維持されて
いる。よって、第１ゾーンＺ１に対応する外周面２０ａの位置を成形型２１が移動する際
には、成形型２１の吸気孔２２から吸気される。但し、第２ゾーンＺ２には、吸気ダクト
４１が接続されておらず、もって、第２ゾーンＺ２に対応する外周面２０ａの位置に前記
成形型２１が入ったら、前記成形型２１の吸気はほぼ停止される。ちなみに、第１ゾーン
Ｚ１には、供給ダクト３１の供給開口部３１ａが配置され、第２ゾーンＺ２には成形型２
１から吸収体１を離型する離型位置Ｐｆが設定されている。
【００３５】
　供給ダクト３１は、回転ドラム２０の略上方に配置された略矩形断面の管状部材である
。そして、この供給ダクト３１の下端の供給開口部３１ａは、回転ドラム２０の外周面２
０ａの略上部を所定範囲に亘って覆っており、また、供給ダクト３１の上端（不図示）か
らは、粉砕器（不図示）などで粉砕されたパルプ繊維２が空気流３に乗って供給され、こ
れにより、供給ダクト３１内には、パルプ繊維２が混入した混入空気３が、下方の供給開
口部３１ａへと流れている。なお、場合によっては、この供給ダクト３１内に、不図示の
ポリマー投入管を設けて、前記外周面２０ａに向けて高吸収性ポリマーを吐出投入しても
良い。
【００３６】
　そして、このような構成の積繊装置１０ｂによれば、次のようにして吸収体１が不織布
等のシート状部材４の上に成形される。先ず、図２Ａに示すように、供給ダクト３１より
も周方向Ｄｃの上流側の位置Ｐｓにおいて、回転ドラム２０の外周面２０ａには、前記シ
ート状部材４が連続供給されて当該外周面２０ａに巻き付けられる。そして、外周面２０
ａのシート状部材４は、そのまま外周面２０ａを滑ることなく回転ドラム２０の回転動作
に伴って周方向Ｄｃの下流へ移動される。
【００３７】
　一方、回転ドラム２０の回転動作によって外周面２０ａの成形型２１が供給ダクト３１
の位置を通過する際には、その供給開口部３１ａから吐出供給される混入空気３が成形型
２１の吸気孔２２に吸い込まれる。但し、この時には、吸気孔２２でのパルプ繊維２の通
過は外周面２０ａの前記シート状部材４によって規制され、これにより、成形型２１の底
部２１ａと当接するシート状部材４の部分には、混入空気３中のパルプ繊維２が積層して
吸収体１が成形される。そして、成形型２１が供給開口部３１ａの位置を通過し終えて、
外周面２０ａが下方を向く離型位置Ｐｆに達すると、同位置Ｐｆに配されたローラ２４に
より前記シート状部材４が外周面２０ａから引き離され、これにより、成形型２１から吸
収体１が離型されてシート状部材４上に載置される。以上をもって吸収体１が成形される
。
【００３８】
 ところで、回転ドラム２０の第１ゾーンＺ１を負圧状態にするための吸気ダクト４１と
しては、一般に、管端４３ａが開口したパイプ材が使用され、その管軸方向Ｃ４１を回転
ドラム２０の幅方向に揃えつつ、回転ドラム２０に係る前記一対の円形壁部２５，２５の
うちの一方の壁部２５に接続される。また、この時、吸気ダクト４１の管端４３ａたる吸
い込み用開口部４３ａは、前記円形壁部２５の内壁面２５ａと面一に配される。
【００３９】
 しかし、このようにすると、成形型２１内における吸い込み圧力分布が幅方向に偏って
しまう。すなわち、図２Ｂの例では、成形型２１内における左側部分の吸い込み圧力が高
くなり、右側部分の吸い込み圧力が低くなる。その結果、成形型２１内に積層される吸収
体１の左側部分が厚く右側部分が薄くなるという具合に、吸収体１の積層分布が幅方向の
偏りをもってしまう。そのため、これを防ぐべく、後述の第１実施形態では、吸気ダクト
５０の構造を工夫している。
【００４０】
　＝＝＝第１実施形態＝＝＝
　図３Ａ乃至図３Ｃは、第１実施形態に係る吸収体１の製造装置１０の説明図である。図
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３Ａは、同製造装置１０を模式的に示す斜視図であり、図３Ｂは図３Ａ中のＢ－Ｂ断面図
であり、図３Ｃは図３Ｂ中のＣ―Ｃ断面図である。なお、これらの図では、上述の参考例
と同一の構成については同一の符号を付して示し、その説明については省略する。また、
図３Ａについては、図の錯綜を防ぐべく回転ドラム２０等といった、吸気ダクト５０以外
の構成を二点鎖線で示している。
【００４１】
　図３Ａに実線で示すように、第１実施形態に係る吸気ダクト５０は、回転ドラム２０に
係る前記閉空間Ｓの外に配置される回転ドラム外ダクト部分５１と、前記閉空間Ｓの中に
収容される回転ドラム内ダクト部分５２と、を備えている。
【００４２】
　回転ドラム外ダクト部分５１は、適宜な管路を経て、回転ドラム２０の外の不図示の負
圧源に接続されている。負圧源は、例えばブロワや真空ポンプ等である。
【００４３】
　他方、回転ドラム内ダクト部分５２は、回転ドラム２０の外周面２０ａを介して供給ダ
クト３１の供給開口部３１ａに対向配置された吸い込み用開口部５３ａを具備するサクシ
ョンボックス５３と、吸い込み用開口部５３ａの中心位置Ｃ５３ａにおける成形型２１の
移動方向Ｄｓと平行な方向から前記サクションボックス５３に接続される移動方向ダクト
部分５５（請求項の「一部」に相当）と、前記移動方向ダクト部分５５に前記幅方向から
接続される幅方向ダクト部分５７と、を有している。尚、幅方向ダクト部分５７の一方の
管端５７ａは、回転ドラム２０の外に突出しており、前述の回転ドラム外ダクト部分５１
に接続されている。
【００４４】
　サクションボックス５３は、その管軸方向（管路の中心軸方向のことであり、つまり、
各管路断面の中心位置を管路に沿う方向につないだ方向とも言える）が略上下方向を向い
た管状部材であり、上側の管端が吸い込み用開口部５３ａとして使用される。管路の断面
形状（管軸方向を法線方向とする平面の形状）は略矩形であり、当該矩形断面における幅
方向の寸法は、上下方向の全長に亘り概ね一定であるが、前記移動方向Ｄｓの寸法は、上
端から下端へ向かうに従って小さくなっている。これにより、サクションボックス５３の
管路は、上端側よりも下端側の方の管路断面積が狭い略ラッパ形状をなしている。また、
成形型２１内での吸い込み圧力分布を幅方向に均一にすべく、吸い込み用開口部５３ａの
中心位置Ｃ５３ａは、概ね成形型２１の幅方向の中心線ＣＬ２１に揃っている（図３Ｂを
参照）。
【００４５】
　ここで、望ましくは、サクションボックス５３の管軸方向は、幅方向成分を有さないと
良く、つまり幅方向に曲がったり傾いたりしていない方が良い。この例では幅方向には曲
がりもせず傾いてもいない。これにより、サクションボックス５３における吸い込み圧力
分布の幅方向の偏りの助長が有効に防止される。
【００４６】
　図３Ａに示すように、移動方向ダクト部分５５は、適宜な管状部材であり、ここでは矩
形断面の角パイプが使用されている。その管軸方向は、サクションボックス５３の吸い込
み用開口部５３ａの中心位置Ｃ５３ａにおける成形型２１の移動方向Ｄｓと略平行である
。そして、一方の管端５５ａがサクションボックス５３の下端部に、前記移動方向Ｄｓと
平行な方向から接続されており、他方の管端５５ｂは適宜な蓋部材５５ｃにより閉塞され
ている。なお、前記他方の管端５５ｂの近傍部分には、この後説明する幅方向ダクト部分
５７が接続される。
【００４７】
　ここで、望ましくは、移動方向ダクト部分５５の管軸方向は、幅方向成分を有さないと
良く、つまり幅方向に曲がったり傾いたりしていない方が良い。この例では幅方向には曲
がりもせず傾いてもいない。これにより、移動方向ダクト部分５５における吸い込み圧力
分布の幅方向の偏りの助長が有効に防止される。
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【００４８】
　幅方向ダクト部分５７は、適宜な管状部材であり、ここでは、円形断面の丸パイプが使
用されている。その管軸方向は、幅方向と略平行である。そして、一方の管端５７ｂが、
前記移動方向ダクト部分５５の前記他方の管端５５ｂの近傍部分に幅方向から接続され、
残る一方の管端５７ａは、回転ドラム２０の外に突出し、前記回転ドラム外ダクト部分５
１に接続される。これにより、回転ドラム内ダクト部分５２は前記負圧源に連結されて、
吸気可能状態となる。
【００４９】
　ここで、このような構成の回転ドラム内ダクト部分５２が奏する作用、すなわち吸い込
み用開口部５３ａにおける幅方向の吸い込み圧力分布の均一化作用について説明する。
【００５０】
　上述したように、幅方向ダクト部分５７の管軸方向は、幅方向を向いている。よって、
図４の比較例に示すように、幅方向ダクト部分５７を直接サクションボックス５３に接続
した場合には、上述の参考例と同様、吸い込み用開口部５３ａにおける吸い込み圧力分布
は、幅方向に偏りを持つことになる。
【００５１】
　しかし、図３Ａに示すように、本第１実施形態にあっては、サクションボックス５３と
幅方向ダクト部分５７との間に、移動方向ダクト部分５５が介装されている。また、この
移動方向ダクト部分５５の管軸方向は、サクションボックス５３の吸い込み用開口部５３
ａの中心位置Ｃ５３ａにおける成形型２１の移動方向Ｄｓと平行な方向を向いているとと
もに、移動方向ダクト部分５５は、サクションボックス５３に対して前記移動方向Ｄｓと
平行な方向から接続されている。そして、これにより、サクションボックス５３と移動方
向ダクト部分５５との間には、幅方向と直交する仮想平面内において管軸方向が屈曲され
てなる屈曲路５８が形成されている。
【００５２】
　よって、当該屈曲路５８により、吸い込み圧力分布の幅方向の偏りは、前記移動方向Ｄ
ｓの偏りに転換されて、前記吸い込み用開口部５３ａに伝えられる。つまり、サクション
ボックス５３内の吸い込み圧力分布は、図３Ａ及び図３Ｃに示すように前記移動方向Ｄｓ
には偏りを生じるが、その代わりに幅方向の偏りは緩和される（図３Ａ及び図３Ｂを参照
）。その結果、サクションボックス５３の吸い込み用開口部５３ａにおける幅方向の吸い
込み圧力分布は、幅方向の偏りの小さい状態となる（図３Ａ及び図３Ｂを参照）。
【００５３】
　詳しくは次のとおりである。サクションボックス５３の吸い込み用開口部５３ａにおけ
る吸い込み圧力分布の偏りは、サクションボックス５３におけるダクト部分の接続位置に
基づいて生じる。
【００５４】
　例えば、前述の図４の比較例のように、サクションボックス５３に対して直接幅方向ダ
クト部分５７を接続する場合には、幅方向ダクト部分５７は幅方向に沿っているので、当
該幅方向ダクト部分５７は、サクションボックス５３の幅方向の両端の壁部５３ｓ，５３
ｓのうちの一方の壁部５３ｓ（図示例では左側の壁部５３ｓ）に対して接続されることに
なる。すると、当該接続位置Ｐｊから、吸い込み用開口部５３ａにおける幅方向の右端縁
５３ｅＲまでの距離と、同左端縁５３ｅＬまでの距離とが相違することとなり、その結果
、これらの距離の差に基づいて、吸い込み用開口部５３ａの吸い込み圧力分布には幅方向
の偏りが生じる。
【００５５】
　これに対して、図３Ａの第１実施形態のように、移動方向ダクト部分５５を介してサク
ションボックス５３に幅方向ダクト部分５７を接続する構成によれば、移動方向ダクト部
分５５は前記移動方向Ｄｓに沿っている。よって、図３Ｃに示すように、移動方向ダクト
部分５５は、サクションボックス５３の前記移動方向Ｄｓの両端の壁部５３ｕ，５３ｄの
うちの一方の壁部５３ｄに対して接続されることになる。すると、図３Ｂに示すように、
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当該接続位置Ｐｊから、吸い込み用開口部５３ａにおける幅方向の左端縁５３ｅＬまでの
距離と、同右端縁５３ｅＲまでの距離とは互いに等しくなり、よって、吸い込み圧力分布
の幅方向の偏りは緩和される。
【００５６】
　但し、その代わりに、図３Ｃに示すように、前記接続位置Ｐｊから、吸い込み用開口部
５３ａにおける前記移動方向Ｄｓの上流端縁５３ｅｕまでの距離と、同下流端縁５３ｅｄ
までの距離とが相違することになり、結果、吸い込み圧力分布は前記移動方向Ｄｓに偏り
を持つことになる。
【００５７】
　つまり、サクションボックス５３内の吸い込み圧力分布に関し、幅方向の偏りは緩和さ
れるが、その代わりに前記移動方向Ｄｓの偏りが拡大する。更に言い換えれば、幅方向の
吸い込み圧力分布の偏りが、前記移動方向Ｄｓの吸い込み圧力分布の偏りに変換されてサ
クションボックス５３の吸い込み用開口部５３ａへと伝達されているとも言うことができ
る。
【００５８】
　このように吸い込み圧力分布の幅方向の偏りを、前記移動方向Ｄｓの偏りに変換するこ
とにより小さくして吸い込み用開口部５３ａに伝達するには、図３Ａに示すように、幅方
向と直交する仮想平面内において管軸方向が屈曲するような屈曲路５８を介して、幅方向
ダクト部分５７がサクションボックス５３に接続されていれば良く、更に言えば、吸い込
み圧力分布の均一化作用は多少劣るが、幅方向と交差する仮想平面内において管軸方向が
屈曲された屈曲路５８を介して、幅方向ダクト部分５７がサクションボックス５３に接続
されていれば良い。
【００５９】
　ちなみに、図３Ｃに示すような吸い込み圧力分布の前記移動方向Ｄｓの偏りは、吸収体
１の積層に対しては何等問題にはならない。なぜなら、成形型２１内における前記移動方
向Ｄｓの何れの部位も、前記移動方向Ｄｓの吸い込み圧力分布の各地点を同じように通過
するからである。よって、前記移動方向Ｄｓの積層厚み分布に与える影響は殆ど無い。
【００６０】
　なお、図３Ｃに示す屈曲路５８の屈曲角度θ（サクションボックス５３の管軸方向Ｃ５
３と移動方向ダクト部分の管軸方向Ｃ５５との挟角θ）は、０°よりも大きく１８０°よ
りも小さい範囲から選択され、望ましくは０°よりも大きく９０°以下の範囲から選択さ
れ、より望ましくは０°よりも大きく９０°未満の範囲から選択される。図３Ｃの例では
、屈曲角度θは９０°である。
【００６１】
　また、屈曲路５８の幅方向の中心位置は、サクションボックス５３の前記吸い込み用開
口部５３ａの中心位置Ｃ５３ａに概ね揃っており、これにより、吸い込み圧力分布の幅方
向の偏りの助長が有効に防止される。
【００６２】
　ところで、望ましくは、図５の斜視模式図に示すように、サクションボックス５３の吸
い込み用開口部５３ａと移動方向ダクト部分５５との間の部分に絞り部５９を設けて、局
所的に幅方向に管路を絞ると良い。つまり、絞り部５９の管路が、当該絞り部５９と管路
方向に隣り合う部位よりも、幅方向に狭くなっていると良い。このようにすれば、屈曲路
５８により、均一化された幅方向の吸い込み圧力分布が、更に絞り部５９によって幅方向
に均されて縮小され、これにより、サクションボックス５３の吸い込み用開口部５３ａに
おける幅方向の吸い込み圧力分布をより均一にすることができる。
【００６３】
　なお、管路の絞り方としては、例えば、幅方向の中心線に関して線対称な断面形状にな
るように狭めることが挙げられ、このようにすれば、吸い込み圧力分布の幅方向の偏りの
誘発を防ぐことができる。
【００６４】
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　この絞り部５９の構成例としては、図５のようにサクションボックス５３の管壁自体を
絞る構成以外に、例えば、図３Ａのサクションボックス５３の管路内に不図示の羽根や板
材等をダンパー部材として配置することや、バタフライ弁など開度調整可能なバルブを管
路内に配置すること等が挙げられる。なお、後者のバルブ構成によれば、幅方向の絞り具
合を容易に調整できる長所がある。また、図５の例の絞り部５９は、管路を幅方向にのみ
絞っているが、この幅方向の絞りに加えて、更に前記移動方向Ｄｓに平行な方向に絞って
も良い。
【００６５】
　＝＝＝第２実施形態＝＝＝
　図６Ａ及び図６Ｂは、第２実施形態に係る吸収体１の製造装置１０ｃの説明図である。
図６Ａは同製造装置１０ｃの斜視模式図であり、図６Ｂは同製造装置１０ｃの幅方向中心
縦断面図である。
【００６６】
　上述の第１実施形態との主な相違点は、吸気ダクト６０，４１が複数本設けられている
点と、吸気ダクト６０の形状が異なっている点との二点にある。それ以外の構成は、概ね
第１実施形態と同じであり、同一の構成には同一の符号を付して、その説明を省略する。
【００６７】
　回転ドラム２０の第１ゾーンＺ１には、複数本の一例として４本の吸気ダクト６０，４
１，４１，４１が設けられている。すなわち、同第１ゾーンＺ１には、供給ダクト３１の
供給開口部３１ａに対向させて吸気ダクト６０，４１を設置可能な位置が、回転ドラム２
０の周方向Ｄｃに沿って４箇所用意されている。そして、この例では、これらのうちの１
箇所だけに対して、第２実施形態に係る吸気ダクト６０が適用され、残る３箇所に対して
は、参考例の吸気ダクト４１（図２Ａ、図２Ｂ）が使用されている。この理由は、第２実
施形態に係る吸気ダクト６０は参考例の吸気ダクト４１よりも大きな設置スペースを必要
とし、それ故、スペース上の制約から全ての設置可能位置に対して第２実施形態に係る吸
気ダクト６０を適用できないためである。
【００６８】
　このような場合、望ましくは、前記供給開口部３１ａが対向する範囲のうちで、周方向
Ｄｃの最上流側の設置可能位置に第２実施形態の吸気ダクト６０を設置すると良く、更に
設置スペース上可能であれば、順次その下流に隣り合う設置可能位置へと設置対象範囲を
広げていくと良い。これは、吸い込み圧力分布の吸収体１の積層分布に及ぼす影響は、積
層の後期側よりも初期側の方が大きいからである。すなわち、後期になると、積層がある
程度進んで吸収体１の積層厚みも厚くなっているが、そうすると、積層された吸収体１に
よる圧力損失が大きくなり、結果、幅方向に吸い込み圧力分布が有ったとしても、その積
層への影響が鈍化するためである。
【００６９】
　図６Ａ及び図６Ｂに示すように、第２実施形態に係る吸気ダクト６０も、第１実施形態
と同様に、回転ドラム２０内に収容される回転ドラム内ダクト部分６２を有している。そ
して、この回転ドラム内ダクト部分６２は、回転ドラム２０の外周面２０ａを介して供給
開口部３１ａに対向配置された吸い込み用開口部６３ａを具備するサクションボックス６
３と、鉛直方向の下方から前記サクションボックス６３に接続される鉛直方向ダクト部分
６５と、鉛直方向ダクト部分６５に幅方向から接続される幅方向ダクト部分６７と、を有
している。
【００７０】
　サクションボックス６３は、管軸方向が、鉛直方向の上方から例えば３０°だけ後記移
動方向Ｄｓに傾いた管状部材であり、第１実施形態と同様に、上側の管端が吸い込み用開
口部６３ａとして使用される。管路の断面形状は略矩形であり、当該矩形断面が全長に亘
り同形に維持されている。なお、吸い込み用開口部６３ａの中心位置Ｃ６３ａにおける成
形型２１の移動方向Ｄｓは、水平から多少上方に傾いた方向を向いている。
【００７１】
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　鉛直方向ダクト部分６５は、管軸方向が鉛直方向を向いた管状部材であり、ここでは、
矩形断面の角パイプが使用されている。そして、上側の管端６５ａがサクションボックス
６３の下端６３ｂに下方から突き合わされて接続されており、下側の管端６５ｂは適宜な
蓋部材６５ｃにより閉塞されている。なお、下側の管端６５ｂの近傍部分には、幅方向ダ
クト部分６７が接続される。
【００７２】
　幅方向ダクト部分６７は、第１実施形態の幅方向ダクト部分５７と同様、管軸方向Ｃ６
７が幅方向に沿った丸パイプである。そして、一方の管端６７ｂが、前記鉛直方向ダクト
部分６５の前記下側の管端６５ｂの近傍部分に幅方向から接続され、残る一方の管端（不
図示）は、回転ドラム２０の外に突出し、不図示の回転ドラム外ダクト部分に接続される
。これにより、回転ドラム内ダクト部分６２は負圧源に連結されて、吸気可能状態となる
。
【００７３】
　このような回転ドラム内ダクト部分６２は、鉛直方向ダクト部分６５とサクションボッ
クス６３との接続位置に屈曲路６８を有し、つまり、当該屈曲路６８において上述の３０
°に基づき１５０°の屈曲角度θ（鉛直方向ダクト部分６５の管軸Ｃ６５とサクションボ
ックス６３との挟角θ）で屈曲している。そして、この屈曲は、幅方向と直交する仮想平
面内の屈曲である。よって、上述の第１実施形態と同様に、幅方向ダクト部分６７による
吸い込み圧力分布の幅方向の偏りは、当該屈曲路６８により前記移動方向Ｄｓの偏りに変
換されて緩和され、結果、吸い込み用開口部６３ａの吸い込み圧力分布は幅方向に均一化
される。
【００７４】
　ちなみに、前記３本の吸気ダクト４１については、その管端の吸い込み用開口部４３ａ
を回転ドラム２０の内方に突出配置し、これにより、更なる積層の均一化を図っても良い
のは言うまでもない。
【００７５】
　　＝＝＝その他の実施の形態＝＝＝
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、かかる実施形態に限定される
ものではなく、以下に示すような変形が可能である。
【００７６】
　上述の実施形態では、成形型部材として回転ドラム２０を例示したが、何等これに限る
ものではない。例えば、成形型部材としてベルトコンベアのベルトを用いても良い。詳し
くは、先ず、当該ベルトのベルト面（所定面に相当）に成形型２１をへこみ形成し、当該
ベルトに所定の周回軌道を移動させる。また、その周回軌道上の所定位置に前記供給ダク
ト３１を配置するとともに、前記ベルト面を挟んで供給ダクト３１の供給開口部３１ａの
反対側の位置に、前記ベルト面と協同して閉空間を区画する閉空間区画部材を設ける。閉
空間区画部材は、例えば、ベルト面に対面する側の壁部が取り外された略直方体の箱体で
ある。そして、例えば、前記閉空間内には、図３Ａの吸気ダクト５０におけるダクト部分
５２が収容され、閉空間外には、同吸気ダクト５０におけるダクト部分５１が配置される
。
【００７７】
　上述の第１実施形態では、吸気ダクト５０において回転ドラム２０内の閉空間Ｓに収容
される部分であって、その管軸方向が、吸い込み用開口部５３ａの中心位置Ｃ５３ａにお
ける成形型２１の移動方向Ｄｓと平行な成分を有する部分（請求項１では、「一部」と表
記）の一例として、管軸方向が前記移動方向Ｄｓに略平行な移動方向ダクト部分５５を例
示したが、管軸方向が前記移動方向Ｄｓと平行な成分を有していれば、何等これに限るも
のではなく、例えば、前記管軸方向は、前記移動方向Ｄｓに平行な方向から多少傾いてい
ても良い。
【００７８】
　上述の実施形態では、液体吸収性素材としてパルプ繊維２を例示したが、液体吸収能力
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を有し、且つ、気体３に混入されて飛散するものであれば、何等、パルプ繊維２等の液体
吸収性繊維に限るものではなく、それ以外の素材を用いても良い。
【符号の説明】
【００７９】
１　吸収体、２　パルプ繊維（液体吸収性素材）、
３　混入気体（気体）、４　シート状部材、
１０　製造装置、１０ｂ　製造装置、１０ｃ　製造装置、
２０　回転ドラム（成形型部材）、２０ａ　外周面（所定面）、
２１　成形型、２１ａ　底部、２２　吸気孔、２４　ローラ、
２５　円形壁部（閉空間区画部材）、２５ａ　内壁面、
２６　円筒状隔壁、２７　隔壁、３１　供給ダクト、３１ａ　供給開口部、
４１　吸気ダクト、４３ａ　吸い込み用開口部、５０　吸気ダクト、
５１　回転ドラム外ダクト部分、５２　回転ドラム内ダクト部分、
５３　サクションボックス、５３ａ　吸い込み用開口部、５３ｄ　壁部、
５３ｕ　壁部、５３ｓ　壁部、５３ｅＬ　左端縁、５３ｅＲ　右端縁、
５３ｅｄ　下流端縁、５３ｅｕ　上流端縁、
５５　移動方向ダクト部分（一部）、５５ａ　管端、５５ｂ　管端、
５５ｃ　蓋部材、５７　幅方向ダクト部分、５７ａ　管端、５７ｂ　管端、
５８　屈曲路、５９　絞り部、６０　吸気ダクト、
６２　回転ドラム内ダクト部分、６３　サクションボックス、
６３ａ　吸い込み用開口部、６３ｂ　下端、
６５　鉛直方向ダクト部分（一部）、６５ａ　管端、
６５ｂ　管端、６５ｃ　蓋部材、６７　幅方向ダクト部分、６７ｂ　管端、
６８　屈曲路、Ｓ　閉空間、Ｚ１　第１ゾーン、Ｚ２　第２ゾーン

【図３Ａ】 【図５】
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