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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面シート、裏面シート及び両シート間に介在された吸収体を具備しており、実質的に
縦長の吸収性物品において、
　前記吸収体は、一又は複数の上層吸収体が下層吸収体の上に積層されて形成されており
、
　一又は複数の前記上層吸収体は、少なくとも該上層吸収体の中央部において、多数の深
い凹部により前記下層吸収体と接合一体化されており、
　前記下層吸収体には、前記上層吸収体が積層されている部分を除いて、多数の浅い凹部
が形成されており、
　前記下層吸収体には、前記上層吸収体における前記吸収性物品の長手方向の両側縁それ
ぞれの外側に、該長手方向に延びるエンボス溝が形成されており、該エンボス溝により、
前記表面シートと前記下層吸収体とが接合一体化されており、
　前記エンボス溝が形成されている領域には、前記浅い凹部が形成されておらず、
　前記吸収性物品における排泄部対向領域に、前記吸収体の幅方向中央から幅方向外方に
向かって前記深い凹部、前記エンボス溝、前記浅い凹部の順で形成されている部位を有し
、該部位における該深い凹部と該エンボス溝との間に、凹部及びエンボス溝が形成されて
いない領域が存している吸収性物品。
【請求項２】
　縦長の前記上層吸収体を一つ有しており、該上層吸収体が、前記下層吸収体の中央部に
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積層されている請求項１記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記エンボス溝は、前吸収性物品における幅方向の外方に向って凸に湾曲する部分が、
該吸収性物品の前記長手方向に一又は複数連なった形状を有しており、凸に湾曲する該部
分が、前記吸収性物品における排泄部対向領域の外側に位置している請求項２記載の吸収
性物品。
【請求項４】
　前記深い凹部及び前記浅い凹部それぞれは、前記吸収体の非肌当接面側から形成されて
いる請求項１～３の何れか一項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、吸収性物品、特に生理用ナプキン、失禁パッド等の吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、生理用ナプキン等の吸収性物品において、身体への密着性や漏れ防止性を向上さ
せるために、中央部や中央部から臀部にかけて、吸収体を突出させることが知られている
。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高められているものがある。
【０００３】
　吸収体の中高部は、例えば、下層吸収体の上に上層吸収体が積層されて形成される場合
がある。また、吸収体の厚さを、その中央部のみ大きくして、中高部を有する吸収体が一
体的に形成される場合もある。いずれの場合にも、中高部は、体液が直接排泄される部位
であり、着用者の液排泄部に対向する位置に、吸収体の厚さが他の部位よりも大きくなさ
れるように形成されている。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、下層吸収体の上に上層吸収体が形成されている生理用ナプキ
ンが開示されている。また特許文献２には、中高部が一体的に形成されている吸収体を有
する生理用ナプキンが開示されている。
【０００５】
【特許文献１】実開平５－２４０２５号公報
【特許文献２】特開２００３－３３３９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前述したように生理用ナプキンは中高部を有するため、中央部の液吸収保持性能が他の
部位よりも高められている。しかし、中高部は、吸収体の厚さが大きく形成されているた
め、吸収体の厚さ方向全体における液吸収保持性能が十分に発揮されない場合がある。例
えば、中高部へ排泄された体液が、その肌当接面側から非肌当接面側へ速やかに移動しな
い場合があり、このような場合ナプキン着用時のドライ感が得られ難い。
【０００７】
　また、中高部においては、排泄された体液が、その肌当接面側から非肌当接面側へ速や
かに移動したとしても、吸収体の中央部に吸収された体液が、吸収体の外方へ向って吸収
体内を十分に拡散しないために、吸収体全体の液吸収保持性能が十分に発揮されない場合
もある。
【０００８】
　従って、本発明の目的は、多層からなる吸収体を有し、肌当接面側から非肌当接面側へ
の液の移動が速く、吸収体内における液の拡散性が良く、装着感に優れた吸収性物品を提
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供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、表面シート、裏面シート及び両シート間に介在された吸収体を具備しており
、実質的に縦長の吸収性物品において、前記吸収体は、一又は複数の上層吸収体が下層吸
収体の上に積層されて形成されており、一又は複数の前記上層吸収体は、少なくとも該上
層吸収体の中央部において、多数の深い凹部により前記下層吸収体と接合一体化されてお
り、
　前記下層吸収体には、前記上層吸収体が積層されている部分を除いて、多数の浅い凹部
が形成されており、前記下層吸収体は、前記上層吸収体における前記吸収性物品の長手方
向の両側縁それぞれの外側に、該長手方向に延びるエンボス溝が形成されており、該エン
ボス溝により、前記表面シートと前記下層吸収体とが接合一体化さ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】
【００１０】
　本発明の多層からなる吸収体を有する吸収性物品によれば、肌当接面側から非肌当接面
側への液の移動が速く、吸収体内における液の拡散性が良く、装着感に優れている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の吸収性物品をその好ましい実施形態に基づいて、図面を参照しながら説
明する。
【００１２】
　本実施形態の吸収性物品１は生理用ナプキンであり、図１～図５に示すように、液透過
性の表面シート２、通気性及び液不透過性の裏面シート３及び両シート間に介在された液
保持性の吸収体４を具備しており、実質的に縦長である。
　本実施形態の生理用ナプキン（以下、単にナプキンともいう）における吸収体４は、一
つの上層吸収体４１が下層吸収体４２の上に積層されて形成されており、該上層吸収体４
１は、少なくとも該上層吸収体４１の中央部において、多数の深い凹部５，５…により下
層吸収体４２と接合一体化されている。
　また、本実施形態のナプキン１における下層吸収体４２には、上層吸収体４１が積層さ
れている部分を除いて、多数の浅い凹部６，６…が形成されており、下層吸収体４２は、
上層吸収体４１におけるナプキン１の長手方向（以下、単にナプキン長手方向ともいう）
の両側縁４１ａ，４１ａそれぞれの外側に、該長手方向に延びるエンボス溝７が形成され
ており、該エンボス溝７により、表面シート２と下層吸収体４２とが接合一体化されてい
る。
【００１３】
　本実施形態のナプキン１について、更に以下に説明する。
　ナプキン１は、その長手方向が前方部Ａ、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に区分される。
【００１４】
　表面シート２及び裏面シート３それぞれは、縦長であり、その長手方向がナプキン１の
長手方向（以下、単にナプキン長手方向ともいう）と一致している。表面シート２は、ナ
プキン着用時に、着用者の肌に当接する肌当接面を形成している。
　吸収体４は、縦長であって、その長手方向がナプキン１と一致している。吸収体４は、
図２に示すように、台紙９に包まれた状態で、表面シート２及び裏面シート３間に狭持固
定されている。
【００１５】
　また、表面シート２及び裏面シート３それぞれは、吸収体４の長手方向前後端それぞれ
から延出し、その延出部分において互いにヒートシール等の公知の接合方法により接合さ
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れて、エンドシール部を形成している。また、表面シート２及び裏面シート３それぞれは
、吸収体４の幅方向両端それぞれから延出し、同様に接合されている。
【００１６】
　吸収体４について、更に以下に説明する。
　吸収体４は、図１及び図２に示すように、上層吸収体４１と下層吸収体４２との積層構
造を有している。上層吸収体４１及び下層吸収体４２それぞれは、縦長であり、その長手
方向がナプキン長手方向と一致している。上層吸収体４１及び下層吸収体４２それぞれは
、パルプ繊維等から形成されていることが好ましい。
【００１７】
　下層吸収体４２は、ナプキン１よりも小さく、略同形状である。上層吸収体４１の寸法
は、長さ及び幅それぞれが、下層吸収体４２よりも小さく形成されている。上層吸収体４
１は、下層吸収体４２の中央部で身体面側に積層されており、吸収体４の中高部を形成し
ている。詳述すると、上層吸収体４１は、排泄部対向部Ｂにおけるナプキン１の幅方向（
以下、単にナプキン幅方向ともいう）の中央部に配されており、該上層吸収体４１の前後
端部それぞれは、前方部Ａ及び後方部Ｃそれぞれへ延出している。即ち、上層吸収体４１
は、前方部Ａから、排泄部対向部Ｂを通って、後方部Ｃまで延在している。上層吸収体４
１は、ナプキン着用時に着用者の液排泄部に対向して、表面シート２を通った体液を受け
る部位である。
【００１８】
　上層吸収体４１は、多数の深い凹部５，５…により下層吸収体４２と接合されている。
本実施形態においては、上層吸収体４１は、その中央部と全周縁との間においても深い凹
部５，５…により下層吸収体４２と一体化されている。深い凹部５は、平面視円形であり
、離散的に不連続に形成されており、全体として千鳥格子状の配置パターンに形成されて
いる。本実施形態では、深い凹部５，５…それぞれは、エンボスにより形成されている。
【００１９】
　深い凹部５，５…それぞれは、図２に示すように、下層吸収体４２の非肌当接面側から
上層吸収体４１の内部に及ぶように形成されている。深い凹部５，５…それぞれは、吸収
体４の非肌当接面側に凹部を形成している。深い凹部５において、下層吸収体４２を構成
する繊維の一部は、上層吸収体４１内へ入り込んだ状態で、該上層吸収体４１を構成する
繊維と一体的に圧密化されている。
　上層吸収体４１と下層吸収体４２とは、多数の深い凹部５，５…により接合されており
、密着した状態で一体化されている。
【００２０】
　上層吸収体４１及び下層吸収体４２それぞれの深い凹部５が形成されている部分は、各
該吸収体を構成する繊維が圧密化されていて、密度が大きくなっている。深い凹部５は、
圧密化により毛管力が高められており、上層吸収体４１から下層吸収体４２へ液体が伝わ
る導液路をとしての役割を果たしている。
【００２１】
　多数の深い凹部５，５…を有する吸収体４は、例えば、次のように作製することができ
る。まず、上層吸収体４１を下層吸収体４２の上に積層して積層体を形成し、次に、該積
層体を、その非肌当接面側がエンボス加工を受けるように、周面にエンボス用凸部が規則
的に配置されたエンボスロール及びそれに対向配置されたアンビルロールを備えたエンボ
ス装置に送り、エンボス加工を施す。該エンボス加工においては、エンボス用凸部が、上
層吸収体４１内部にまで及ぶように、エンボスロールとアンビルロールとの間隔、エンボ
ス用凸部の高さ等を調節することが好ましい。
【００２２】
　また、下層吸収体４２には、図２に示すように、上層吸収体４１が積層されている部分
及び上層吸収体４１における全周縁外側の所定幅の領域Ｑを除いて、多数の浅い凹部６，
６…が形成されている。図４には、下層吸収体における浅い凹部６，６…が形成されてい
る領域Ｒを斜線で示している。領域Ｑは、図４において、上層吸収体４１が積層されてい
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る部分と浅い凹部６，６…が形成されている領域Ｒとに挟まれた部分である。本実施形態
では、浅い凹部６，６…それぞれは、エンボスにより形成されている。
【００２３】
　本明細書において、深い凹部５の「深い」と、浅い凹部６の「浅い」とは、それぞれ、
凹部の深さを相対的に区別する意味を有している。更に説明すると、本実施形態では、深
い凹部５は、上層吸収体４１と下層吸収体４２とを接合一体化するように形成されており
、浅い凹部６は下層吸収体４２のみに形成されている。
【００２４】
　浅い凹部６は、平面視円形であり、離散的に不連続に形成されており、全体として千鳥
格子状の配置パターンに形成されている。本実施形態において、浅い凹部６は、浅い凹部
６同士間の距離が、深い凹部５同士間の距離よりも小さく配されている。これは、深い凹
部の領域と浅い凹部の領域との間に毛管力勾配を付与させるためであり、より外側への液
の移行を促進させる機能がある。このような毛管力勾配を付与させる他の方法として、各
凹部の面積を大きくし、吸収体４における凹部の割合を高くするという方法を用いても良
い。
【００２５】
　浅い凹部６，６…それぞれは、図２に示すように、下層吸収体４２の非肌当接面側から
該下層吸収体４２の内部に影響が及ぶように形成されている。浅い凹部６，６…それぞれ
は、下層吸収体４２の非肌当接面側に凹部を形成している。下層吸収体４２の浅い凹部６
が形成されている部分は、該吸収体を構成する繊維が圧密化されて、高密度となっており
、毛管力が高められている。また、深い凹部５，５…それぞれは、浅い凹部６，６…それ
ぞれよりも深く形成されている。
【００２６】
　多数の浅い凹部６，６…を有し且つ多数の深い凹部５，５…を有する吸収体４は、例え
ば、次のように作製することができる。多数の深い凹部５，５…が形成された吸収体４を
、その非肌当接面側がエンボス加工を受けるように、周面にエンボス用凸部が規則的に配
置されたエンボスロール及びそれに対向配置されたアンビルロールを備えたエンボス装置
に送り、エンボス加工を施す。このエンボス加工においては、エンボス用凸部が、下層吸
収体４１内部にのみ及ぶように、エンボスロールにエンボス用凸部の存在しない領域を設
けることが好ましい。また、エンボスロールとアンビルロールとの間隔、エンボス用凸部
の高さ等を調節することも好ましい。また、上層吸収体４１と下層吸収体４２との積層体
に、多数の浅い凹部６，６…を形成した後、上層吸収体４１と下層吸収体４２を積層し、
多数の深い凹部５，５…を形成しても良い。
【００２７】
　また、深い凹部５又は浅い凹部６が形成されている部分の吸収体４におけるエンボスロ
ール側（図２の場合肌当接面側）が、アンビルロール側（図２の場合非肌当接面側）から
も窪んでいる場合もある。これは、吸収体４の肌当接面側を構成する繊維が、各前記エン
ボス部が形成されている状態を安定化させるため、非肌当接面側に向って移動することに
よるものと考えられ、圧密化による影響が非加工面側にも及んでいるため、導液効果を有
する。
【００２８】
　次に、エンボス溝７について、更に以下に説明する。
　下層吸収体４２には、一対のエンボス溝７，７が、上層吸収体４１の両側に形成されて
いる。一対のエンボス溝７，７は、図２に示すように、浅い凹部６が形成されていない領
域Ｑに形成されている。即ち、エンボス溝７が形成されている領域Ｑには、浅い凹部６が
形成されていない。
【００２９】
　一対のエンボス溝７，７それぞれは、図４に示すように、ナプキン１における幅方向の
外方に向って凸に湾曲する部分７ａ，７ｂ，７ｃが、ナプキン１の長手方向に３つ連なっ
た形状を有しており、真ん中に位置する凸に湾曲する部分７ｂが、ナプキン１における排
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泄部対向領域（排泄部対向部Ｂのナプキン幅方向の中央部）のナプキン幅方向の外側に位
置している。部分７ｂは、排泄部対向部Ｂにおいて、上層吸収体４１における長手方向の
側縁４１ａの外側に位置している。
【００３０】
　更に説明すると、一対のエンボス溝７，７それぞれの長手方向の前後端部は、ナプキン
幅方向に延びるエンボス溝により繋がっている。ナプキン幅方向に延びる該エンボス溝は
、ナプキン長手方向の外方に向って凸な形状を有している。即ち、下層吸収体４２には、
一対のエンボス溝７，７を含む閉じた環状のエンボス溝が形成されている。
　また、表面シート２は、前記環状のエンボス溝により、下層吸収体４２と接合されて一
体化している。
【００３１】
　前記環状のエンボス溝の部分は、下層吸収体４２を構成する繊維が圧密化されて密度が
大きくなっているため、剛性が高められている。また、ナプキン長手方向の外方に向って
凸な形状及び環状の形状を有している。そのため、該環状のエンボス溝内側における下層
吸収体４２の部分は、その面形状の安定性が高く、複数の凹凸のあるしわやヨレの発生が
抑えられている。さらに、上層吸収体４１は、前記環状のエンボス溝内側における下層吸
収体４２の部分の上に接合されているため、上層吸収体４１と下層吸収体４２との一体性
が、深い凹部５と溝による接合によって、使用時を通して安定的に高められている。
【００３２】
　従って、上層吸収体４１に吸収された体液は、該上層吸収体４１と密着性が高く一体化
された下層吸収体４２へ速やかに移動し、吸収体４の中央部にまず吸収保持される。この
際、体液は、導液路としての深い凹部５，５…を主に伝わって移動する。また、図２に示
されているように、下層吸収体４２側から深い凹部５が形成されているため、深い凹部５
周辺では、下層吸収体４２の密度が上層吸収体４１の密度よりも若干高く形成される傾向
があり、下層吸収体４２への導液効果がより高められる。
【００３３】
　吸収体４の中央部に吸収保持された体液は、前記領域Ｑにおいて、圧密化されて毛管力
が高い前記環状のエンボス溝を介して、吸収体４の外方に向って、下層吸収体４２内部を
前記領域Ｒへ移動する。更に、領域Ｒへ移動した体液は、多数の浅い凹部６，６…を伝わ
って、下層吸収体４２の外方へ向って更に拡散するので、下層吸収体４２の吸収性能が効
率良く使用される。その結果、上層吸収体４１から下層吸収体４２へ体液が速やかに移動
する良好な状態が維持される。
【００３４】
　また、前記溝７は、排泄部対向領域Ｂにおいて外方に膨らむ凸状を形成しているため、
その中央においては、溝７へいたる液の側部方向の拡散が緩やかで、液が溝７に接すると
密度が高くなっている溝７の長手方向への拡散、そして浅い凹部６による液の保持・拡散
がおこる。一方、排泄部対向領域Ｂの前方部や後方部においては、比較的早く溝７への拡
散がおこり、溝７の長手方向への拡散が優位であり、中央部に比べると浅い凹部６への液
の到達は遅くなる。即ち、領域Ｑにおける溝７の位置関係が変わっており、排泄部対向領
域Ｂの中央では、溝７は浅い凹部６に近く、排泄部対向領域Ｂの前後では、深い凹部５に
近い。このため、中央部における液保持性が高いだけでなく、液戻り等の不具合も抑えら
れ、さらに側部方向、斜め方向へのモレを抑えることができる。
【００３５】
　また、排泄される体液の量が多い場合等には、表面シート２上に排泄された体液の一部
が、前記環状のエンボス溝を通って、直接下層吸収体４２へ吸収される場合もある。
【００３６】
　本実施形態のナプキン１の寸法等は、その具体的な用途に応じて、適宜設計されること
が好ましい。また、上層吸収体４１、下層吸収体４２、深い凹部５、浅い凹部６及びエン
ボス溝７の寸法等も、ナプキン１の寸法及びその具体的な用途に応じて、適宜設計される
ことが好ましい。
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【００３７】
　例えば、ナプキン１を、経血の量が多い場合又は夜間等の長時間の使用に用いる場合に
は、ナプキン１は以下のように設計されることが好ましい。
　ナプキン１の寸法は、長さが20～50ｃｍ、特に27～50ｃｍ、幅が5～10ｃｍ、特に7～10
ｃｍであることが好ましい。
　上層吸収体４１の寸法は、長さが5～20ｃｍ、特に7～17ｃｍ、幅が2～4.5ｃｍ、特に2.
5～3.5ｃｍであることが好ましい。また、上層吸収体４１の坪量は、100～1000ｇ／ｍ2、
特に150～600ｇ／ｍ2であることが好ましい。
　下層吸収体４２の寸法は、長さが15～50ｃｍ、特に25～45ｃｍ、幅が5～10ｃｍ、特に7
～10ｃｍであることが好ましい。また、下層吸収体４２の坪量は、100～600ｇ／ｍ2、特
に150～300ｇ／ｍ2であることが好ましい。
【００３８】
　また、深い凹部５の径は、0.8～4ｍｍ、特に1～3ｍｍであることが好ましい。深い凹部
５同士間の距離（例えば、中心間の距離）は、ナプキン長手方向に2～10ｍｍ、特に3～7
ｍｍ、ナプキン幅方向に2～10ｍｍ、特に3～7ｍｍであることが好ましい。また、深い凹
部５の深さは、吸収体４における上層吸収体４１が積層されている部分の厚さに対して、
2～50％、特に10～40％であることが好ましい。
　浅い凹部６の径は、0.8～4ｍｍ、特に1～3ｍｍであることが好ましい。また、浅い凹部
６同士間の距離（例えば、中心間の距離）は、ナプキン長手方向に2～10ｍｍ、特に3～7
ｍｍ、ナプキン幅方向に2～10ｍｍ、特に3～7ｍｍであることが好ましい。また、浅い凹
部６の深さは、下層吸収体４２の厚さに対して、2～50％、特に10～40％であることが好
ましい。
【００３９】
　また、下層吸収体４２を平面視した場合、上層吸収体４１における全周縁外側の領域Ｑ
の幅は、5～15ｍｍ、特に7～12ｍｍであることが好ましい。領域Ｑの該幅は、前記範囲に
入っていれば、一定であっても良いし、変化していても良い。
　更に、エンボス溝７の幅は、0.5～4ｍｍ、特に0.8～2ｍｍであることが好ましい。
【００４０】
　次に、本実施形態のナプキン１を形成する各材料について説明する。
　まず、表面シート２の形成材料としては、液透過性のシートであれば特に制限されない
が、例えば、図５（ａ）及び（ｂ）に示すような、肌当接面側に突出した多数の凸部２４
を有する凹凸シートを用いることが好ましい。
　本実施形態における凹凸シートからなる表面シート２は、肌当接面側の第１繊維層２１
と非肌当接面側の第２繊維層２２とからなる。第１繊維層２１と第２繊維層２２とは、部
分的に熱融着されて熱融着部２３が凹部として形成されている。第１繊維層２１は、熱融
着部２３以外の部位において、圧縮弾性を有する多数の凸部２４を形成している。
【００４１】
　前記凹凸シートは、繊維集合体からなる第１繊維層２１及び第２繊維層２２を、熱エン
ボスにより所定のパターンで部分的に熱融着させた後、第２繊維層２２を水平方向に熱収
縮させて得られる。詳述すると、熱エンボスによる熱融着は、例えば、多数のエンボスピ
ンが規則的に配設されたエンボス面（エンボスロールの周面等）を、第１繊維層２１と第
２繊維層２２との積層体における第１繊維層２１側に圧接させ、各ピンに熱圧された部位
における、第１繊維層２１及び／又は第２繊維層２２の構成繊維を溶融させて行われる。
【００４２】
　第２繊維層２２の熱収縮は、例えば、第２繊維層２２を熱収縮性繊維から構成するか又
は第２繊維層２２中に熱収縮性繊維を含ませておき、第１繊維層２１と第２繊維層２２と
を熱融着させると同時に又は両者を熱融着させた後に、第２繊維層２２を加熱処理するこ
とにより行われる。多数の凸部２４は、第２繊維層２２を水平方向に熱収縮させることに
より、第１繊維層２１の熱融着部２３以外の部位が凸形に変形して生じたものである。
【００４３】
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　多数の熱融着部２３は、散点状且つ千鳥状に規則的に形成されていることが好ましい。
熱融着部２３同士間の距離はほぼ一定である。
　各凸部２４は、それぞれドーム状をなしており、その内部は第１繊維層２１を構成する
繊維で満たされている。また、各凸部２４が形成された部分における第１繊維層２１と第
２繊維層２２との界面は接合されていないが密着した状態とされている。
【００４４】
　第１繊維層２１の構成繊維は、実質的に熱収縮性を有しないものか、又は第２繊維層２
２の構成繊維の熱収縮温度以下で熱収縮しないものであることが好ましい。
【００４５】
　第２繊維層２２の構成繊維としては、熱可塑性ポリマー材料からなり且つ熱収縮性を有
するものが好適である。また、該構成繊維は、収縮後にもエラストマー的挙動を示すもの
であることが好ましい。そのような繊維の例としては、潜在捲縮性繊維が挙げられる。第
２繊維層２２中の潜在捲縮性繊維の含有割合は４０～１００重量％であることが好ましい
。潜在捲縮性繊維は、加熱される前においては、従来の不織布用の繊維と同様に取り扱う
ことができ、且つ所定温度で加熱することによって螺旋状の捲縮が発現して収縮する性質
を有する繊維である。潜在捲縮性繊維を用いることで、熱収縮性及びエラストマー的挙動
の両者を同時に発現させることができる。
【００４６】
　潜在捲縮性繊維は、例えば収縮率の異なる２種類の熱可塑性ポリマー材料を成分とする
偏心芯鞘型又はサイド・バイ・サイド型の複合繊維からなる。その例としては、特開平９
－２９６３２５号公報や特許第２７５９３３１号公報に記載のものが挙げられる。第２繊
維層２２は、例えば、このような潜在捲縮性繊維を含ませておき、第１繊維層２１との熱
融着と同時に又はその後に、加熱により該繊維の捲縮を発現させ、収縮させることができ
る。
【００４７】
　また、本実施形態のナプキン１を構成する裏面シート３、上層吸収体４１及び下層吸収
体４２の形成材料としては、従来の吸収性物品に用いられている材料を用いることができ
る。
【００４８】
　前述した本実施形態のナプキン１によれば、肌当接面側から非肌当接面側への液の移動
が速いため、ドライ感が優れている。また、下層吸収体４２の吸収性能が効率的に使用さ
れるため、特に、経血の量が多い場合又は夜用等の長時間の使用に用いる場合に好ましく
用いられる。
【００４９】
　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、本発明の吸収性物品は、複数の上層吸収体を有していても良い。この場合、複
数の該上層吸収体それぞれが、吸収性物品の厚み方向に積層されていても良く、また、複
数の該上層吸収体それぞれが、吸収性物品の長手方向又は幅方向に配されていても良い。
【００５０】
　また、本実施形態のナプキン１において、深い凹部５及び浅い凹部６それぞれは、吸収
体４の非肌当接面側から形成されていたが、深い凹部５及び／又は浅い凹部６は、吸収体
４の肌当接面側から形成されていても良い。また、本実施形態のナプキン１において、吸
収体４は、上層吸収体４１が下層吸収体４２の上に積層された状態で、台紙９に包まれて
いたが、ナプキン１の加工性の観点からは、上層吸収体４１及び下層吸収体４２それぞれ
が、台紙により包まれていても良い。
【００５１】
　更に、本実施形態のナプキン１は、排泄部対向部Ｂに一対のウイング部を有していても
良い。また、ナプキン１は、肌当接面側におけるナプキン長手方向の両側部に一対のサイ
ド防漏部を有していてもよい。また、ナプキン１は、後方部Ｂに一対のバックフラップ部
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【００５２】
　更にまた、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、パンティライナ
ー又は失禁パッド等であっても良い。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】図１は、本発明の吸収性物品としての生理用ナプキンの一実施形態を示す平面図
である。
【図２】図２は、図１の生理用ナプキンのＸ－Ｘ線拡大断面図である。
【図３】図３は、図１の生理用ナプキンおいて浅い凹部が形成されている領域を示す平面
図である。
【図４】図４は、図１の生理用ナプキンにおけるエンボス溝を拡大して示す平面図である
。
【図５】図５（ａ）及び（ｂ）は、図１の生理用ナプキンの表面シートの一部を拡大して
示しており、（ａ）は縦断面斜視図であり、（ｂ）は（ａ）に示すＹ－Ｙ線拡大断面図で
ある。
【符号の説明】
【００５４】
１　　　　生理用ナプキン（吸収性物品）
２　　　　表面シート
３　　　　裏面シート
４　　　　吸収体
４１　　　上層吸収体
４１ａ　　側縁
４２　　　下層吸収体
５　　　　深い凹部
６　　　　浅い凹部
７　　　　エンボス溝
９　　　　台紙
Ａ　　　　前方部
Ｂ　　　　排泄部対向部
Ｃ　　　　後方部
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