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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液吸収層を備えて、肌側表面と着衣側表面とを有している吸収性物品において、
　縦方向に向くそれぞれの端縁が横方向基準線から等距離に位置し、縦方向中心線から左
右両側に離れた位置に、前記液吸収層が圧縮されて肌側表面から着衣側表面に向けて窪む
一対の圧縮溝が縦方向に延びて形成され、一対の前記圧縮溝は、その間隔が前記横方向基
準線の位置において最も狭くなりまたは前記横方向基準線を中心とする縦方向の所定寸法
の範囲で最も狭くなり、前記横方向基準線から前後に離れた位置でその間隔が広がるパタ
ーンで形成されており、
　前記横方向基準線から前方と後方に等距離を空けた位置で、前記液吸収層に、着衣側表
面から肌側表面に向けて窪む可撓部がそれぞれ設けられており、この可撓部は、前記横方
向基準線から離れた位置を起端として吸収性物品の縦方向に向く前記端縁に向かってそれ
ぞれ延び、前記可撓部の少なくとも一部が前記圧縮溝と圧縮溝との間に位置していること
を特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　前記圧縮溝および前記可撓部は、前記横方向基準線を境として前後に対称のパターンで
形成されている請求項１記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記横方向基準線を中心とする縦方向の所定寸法の範囲では、左右それぞれの圧縮溝が
さらに横方向に間隔を空けて二重に形成されている請求項１または２に記載の吸収性物品
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【請求項４】
　前記可撓部の両側に位置する吸収性物品の平均厚みが、前記横方向基準線を中心とする
縦方向の所定寸法の範囲で且つ前記可撓軸に掛からない範囲での平均厚みよりも薄い請求
項１ないし３のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　液吸収層を備えて、肌側表面と着衣側表面とを有している吸収性物品において、
　縦方向中心線から左右両側に離れた位置に、前記液吸収層が圧縮されて肌側表面から着
衣側表面に向けて窪む一対の圧縮溝が縦方向に延びて形成され、一対の前記圧縮溝は、そ
の間隔が横方向基準線の位置において最も狭くなりまたは前記横方向基準線を中心とする
縦方向の所定寸法の範囲で最も狭くなり、前記横方向基準線から前後に離れた位置でその
間隔が広がるパターンで形成されており、
　前記液吸収層に、着衣側表面から肌側表面に向けて窪む可撓部が設けられており、この
可撓部は、前記横方向基準線から離れた位置を起端として吸収性物品の縦方向に向く端縁
に向かって延び、前記可撓部の少なくとも一部が前記圧縮溝と圧縮溝との間に位置してお
り、
　前記可撓部の両側に位置する吸収性物品の平均厚みが、前記横方向基準線を中心とする
縦方向の所定寸法の範囲で且つ前記可撓軸に掛からない範囲での平均厚みよりも薄いこと
を特徴とする吸収性物品。
【請求項６】
　前記横方向基準線を中心とする縦方向の所定寸法の範囲では、左右それぞれの圧縮溝が
さらに横方向に間隔を空けて二重に形成されている請求項５に記載の吸収性物品。
【請求項７】
　着衣側表面には、縦方向中心線から左右両側に離れた位置で、且つ少なくとも前記横方
向基準線の存在している領域および前記可撓部の両側の領域に、下着に接着するための感
圧接着剤層が設けられている請求項１ないし６のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、女性性器から排泄される経血などの吸収に適した吸収性物品に係り、特に、膣
口および臀部の溝にフィットしやすい吸収性物品に関する。
【０００２】
【従来の技術】
女性性器から排泄される経血を吸収する吸収性物品の一般的な構造は、液吸収層と、この
液吸収層の肌側表面を覆う液透過性の表面シートと、前記液吸収層の着衣側表面を覆う液
不透過性の裏面シートとを有するものであり、通常は下着のクロッチ布の内面に前記裏面
シートが感圧接着層を介して接着された状態で着用される。
【０００３】
一般に女性が生理時に着用する下着は身体への緊迫力が強く、この下着の緊迫力により前
記吸収性物品を股間部に密着しやすいようにしている。しかし、緊迫力の強い下着は着用
時に下半身を圧迫し過ぎて不快を感じるおそれがあり、夏季のように気温と湿度が高い環
境下においては、下着が身体を締め付けることによる不快感を生じやすい。
【０００４】
そこで、生理時に使用する吸収性物品として、下着の緊迫力のみで身体に密着させるので
はなく、股間部に挟んだときに大腿部から受ける力によって膣口などに密着するように変
形しやすい構造のものも必要である。
【０００５】
従来、膣口に密着しやすい変形を生じさせる吸収性物品として以下の特許文献１に記載の
ものがある。
【０００６】
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この吸収性物品は、身体に向けられる肌側表面において左右両側に一対の圧搾条溝が形成
されており、下着に向けられる着衣側表面には、前記圧搾条溝の間に位置して吸収性物品
の中央部から後方に向かって延びる裏側圧搾条溝が設けられている。この吸収性物品を股
間部に装着した状態で、大腿部から吸収性物品の中心に向けて圧力が作用すると、表側の
圧搾溝を起点として、裏側圧搾溝が形成された中央部分が身体に向けて山形状に折り曲が
るように変形し、これにより中央部分が膣口に密着しやすくなるものである。
【０００７】
また、肌側表面と着衣側表面の双方に溝が形成された吸収性物品として、以下の特許文献
２に記載のものがある。この吸収性物品は就寝時の着用などに好まれるもので、縦方向寸
法が長く、また後方部分がやや幅広に形成されている。この吸収性物品では、肌側表面で
膣口に対向する部分の両側に表溝が形成されており、前記表溝から後方へ離れた領域にお
いて、着衣側表面に後方溝が形成されている。この吸収性物品は、着衣側表面の後方部分
に後方溝が設けられていることにより、身体の股間部に装着したときに、前記後方溝が形
成されている部分が臀部の溝内に入り込むように凸状に変形しやすくしたものである。
【０００８】
【特許文献１】
実開平３－３３６２２号公報
【特許文献２】
特開平１０－３２８２３３号公報
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、前記特許文献１に記載の吸収性物品は、着衣側表面に形成された裏側の圧搾条溝
が吸収性物品の中央部から後方部分にかけて長い寸法で形成されている。そのため、股間
部に装着して大腿部から圧力を受けたときに、吸収性物品の中央部から後方にかけての長
い範囲、さらに言えば吸収性物品のほとんどの範囲で、表側の圧搾条溝を起点として、前
記圧搾条溝で挟まれた領域が身体に向かって盛り上がり、裏側の圧搾条溝によって山形状
に折り曲げられるように変形しやすい。このように吸収性物品のほぼ全体において幅寸法
が短くなるように折り畳まれやすい構造であると、前記折り畳み状態となった後に元の平
坦な形状に復元しにくくなって、吸収性物品が膣口や臀部の溝内に確実に密着しにくくな
る。そのために、経血を確実に捉えることができず、横洩れや後方への洩れが発生するお
それがある。
【００１０】
また、裏側の圧搾条溝は、吸収性物品の中央部分から後方部分にかけて形成されているた
め、着用時または交換時に誤って前後を逆向きにして装着することがあると、裏側の圧搾
条溝が形成されていない部分が臀部の溝に対向することになり、吸収性物品が臀部の溝内
に確実に密着できなくなる。
【００１１】
また、特許文献１に記載のものは、下着に接着するための感圧接着剤層が、吸収性物品の
前方部分にのみ設けられているため、後方部分がめくれたり折れ曲がったまま下着に装着
されるおそれがある。
【００１２】
次に、前記特許文献２に記載のものは、縦方向の寸法の長い吸収性物品の後方部分に後方
溝が設けられているが、この後方溝の両側には、肌側表面の表溝が位置していない。その
ため、大腿部からの圧力を表溝から後方溝に伝達することができず、大腿部から圧力のみ
で後方溝が形成されている部分を臀部の溝に向かう方向へ凸状に変形させることは難しい
。すなわち、この吸収性物品は、下着の後身頃の中央部に設けられた弾性部材などの緊迫
力が後方部分に作用したときに、この緊迫力によって前記後方溝を有する部分が臀部の溝
内に向けて変形しやすくなるものである。したがって比較的ルーズな下着を着用したとき
には、後方溝が形成されている部分を臀部の溝内に向けて凸形状に変形させることは難し
い。
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【００１３】
本発明は上記従来の課題を解決するものであり、大腿部からの圧力を受けたときに全体が
折り畳まれるように変形するのを防止でき、しかも大腿部からの圧力を受けたときに臀部
の溝に対向する部分が、前記溝内に向けて凸形状に変形しやすく、膣口から臀部の溝内に
かけて密着しやすい吸収性物品を提供することを目的としている。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、液吸収層を備えて、肌側表面と着衣側表面とを有している吸収性物品におい
て、
　縦方向に向くそれぞれの端縁が横方向基準線から等距離に位置し、縦方向中心線から左
右両側に離れた位置に、前記液吸収層が圧縮されて肌側表面から着衣側表面に向けて窪む
一対の圧縮溝が縦方向に延びて形成され、一対の前記圧縮溝は、その間隔が前記横方向基
準線の位置において最も狭くなりまたは前記横方向基準線を中心とする縦方向の所定寸法
の範囲で最も狭くなり、前記横方向基準線から前後に離れた位置でその間隔が広がるパタ
ーンで形成されており、
　前記横方向基準線から前方と後方に等距離を空けた位置で、前記液吸収層に、着衣側表
面から肌側表面に向けて窪む可撓部がそれぞれ設けられており、この可撓部は、前記横方
向基準線から離れた位置を起端として吸収性物品の縦方向に向く前記端縁に向かってそれ
ぞれ延び、前記可撓部の少なくとも一部が前記圧縮溝と圧縮溝との間に位置していること
を特徴とするものである。
【００１５】
この吸収性物品は、身体の膣口に対向する横方向基準線の部分に可撓部が形成されていな
いため、膣口に対しては吸収性物品が折れ曲がることなく、両側の圧縮溝からの圧力を受
けて膣口に押し付けられるようになる。一方、後方部分では、可撓部の両側に前記圧縮溝
が位置しているため、大腿部からの圧力が前記圧縮溝に伝達されてこの圧縮溝の間隔を狭
めるように作用し、その力が可撓部に伝わるようになる。よって、可撓部を有する部分が
臀部の溝内に密着するように曲がり変形できるようになり、例えば緊迫力が比較的弱い下
着を着用したときであっても、大腿部からの圧力により吸収性物品が膣口に密着しやすく
なるとともに、臀部の溝内にも密着しやすくなる。
【００１６】
　本発明では、前記圧縮溝および前記可撓部は、前記横方向基準線を境として前後に対称
のパターンで形成されているものが好ましい。
【００１７】
　このように、吸収性物品が横方向基準線を境として前後方向において対称形状である場
合、前記可撓部が横方向基準線を境として双方の領域に設けられているので、吸収性物品
の縦方向に向く２つの端縁のいずれを前方に向けて装着しても、必ず可撓部が臀部の溝に
対向できるようになる。
【００１８】
また本発明では、前記横方向基準線を中心とする縦方向の所定寸法の範囲では、左右それ
ぞれの圧縮溝がさらに横方向に間隔を空けて二重に形成されているものであってもよい。
【００１９】
前記所定範囲において、さらに好ましくは、前記可撓部が設けられていない領域において
、左右両側にそれぞれ二重の圧縮溝が設けられていると、膣口に対向する部分の左右両側
部分の剛性が高くなり、この部分に対して大腿部からの圧力が作用したときに、二重の圧
縮溝に挟まれている部分が膣口に向けて押し付けられやすくなる。
【００２０】
また、本発明では、前記可撓部の両側に位置する吸収性物品の平均厚みが、前記横方向基
準線を中心とする縦方向の所定寸法の範囲で且つ前記可撓軸に掛からない範囲での平均厚
よりも薄いことが好ましい。
【００２１】
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　可撓部を有する部分を薄くし目付けを小さくすることにより、この部分が臀部の溝に向
けて曲がり変形しやすくなる。また膣口に対向する部分は厚みが大きく目付けが大きいた
め、この部分が折り曲がり変形することなく、膣口に向けて押し付けられるように変形し
やすくなる。
　また本発明は、液吸収層を備えて、肌側表面と着衣側表面とを有している吸収性物品に
おいて、
　縦方向中心線から左右両側に離れた位置に、前記液吸収層が圧縮されて肌側表面から着
衣側表面に向けて窪む一対の圧縮溝が縦方向に延びて形成され、一対の前記圧縮溝は、そ
の間隔が横方向基準線の位置において最も狭くなりまたは前記横方向基準線を中心とする
縦方向の所定寸法の範囲で最も狭くなり、前記横方向基準線から前後に離れた位置でその
間隔が広がるパターンで形成されており、
　前記液吸収層に、着衣側表面から肌側表面に向けて窪む可撓部が設けられており、この
可撓部は、前記横方向基準線から離れた位置を起端として吸収性物品の縦方向に向く端縁
に向かって延び、前記可撓部の少なくとも一部が前記圧縮溝と圧縮溝との間に位置してお
り、
　前記可撓部の両側に位置する吸収性物品の平均厚みが、前記横方向基準線を中心とする
縦方向の所定寸法の範囲で且つ前記可撓軸に掛からない範囲での平均厚みよりも薄いこと
を特徴とするものである。
【００２２】
また、着衣側表面には、縦方向中心線から左右両側に離れた位置で、且つ少なくとも前記
横方向基準線の存在している領域および前記可撓部の両側の領域に、下着に接着するため
の感圧接着剤層が設けられていることが好ましい。
【００２３】
膣口に対向する部分の両側と、可撓部の両側部分が前記感圧接着剤層を介して下着にしっ
かり固定されることにより、横方向基準線の近傍部分において下着の収縮力が吸収性物品
に確実に作用してこの部分が膣口に密着しやすくなる。また可撓部の両側でも吸収性物品
が下着にしっかり固定されているため、この部分が下着からずれることがなく、常に可撓
部の部分が臀部の溝に対向しやすくなる。
【００２４】
【発明の実施の形態】
本発明の吸収性物品は、身体から排泄される経血、尿、おりものなどを吸収することを目
的として身体の股間部に着用されるものであるが、以下の実施の形態では、女性の膣口か
ら排泄される経血を吸収することを主な目的とする生理用ナプキンを例として説明する。
また２つの表面のうち股間部に向けられる表面を肌側表面とし、反対側の表面は、その外
側に着衣が着用されるか否かに拘らず着衣側表面と表現する。
【００２５】
また本明細書での圧縮溝は、少なくとも液吸収層を高密度に圧縮することにより形成され
る。この圧縮溝は連続的に形成されているものであるが、その溝底部での液吸収層の密度
が均一であってもよいし、または前記溝底部において密度の違う部分が交互に存在してい
てもよい。いずれにせよ、前記圧縮溝の底部では、前記圧縮溝以外の領域での液吸収層よ
りも密度が高くなっている。また、可撓部は、液吸収層を着衣側表面から肌側表面に向け
て圧縮して形成したものであり、あるいは前記可撓部は、液吸収層をそれ以外の部分より
も薄く、且つ低目付けとすることで形成することも可能である。また、前記可撓部は、縦
方向中心線と一致する位置またはその近傍に設けられていることが好ましく、例えば可撓
部は縦方向中心線と１０ｍｍ以上離れない位置に設けられていることが好ましい。
【００２６】
本明細書での縦方向中心線とは、吸収性物品を横方向に二分して縦方向に延びる線を意味
する。また、吸収性物品が、前後方向に対称形状である場合には、横方向基準線は、吸収
性物品を縦方向に二分する中心線となる。ただし、吸収性物品が前後方向において対称形
状でない場合も有り得る。いずれにせよ本明細書での横方向基準線は、左右の圧縮溝の対
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向間隔が最も狭くなる位置に設けられる。なお、左右の圧縮溝の対向間隔が最も狭くなる
領域が縦方向に延びる一定の範囲を占める場合には、横方向基準線は、前記の対向間隔の
狭い範囲を縦方向に二分する位置にあるものと定義する。
【００２７】
図１は本発明の吸収性物品の第１の実施の形態として生理用ナプキン１を肌側表面を上向
きにして示した平面図、図２は、図１の生理用ナプキン１を着衣側表面から示す裏面図、
図３は図１の生理用ナプキン１を横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘで切断したＩＩＩ－ＩＩＩ線の
断面図、図４は図１に示す生理用ナプキン１をＩＶ－ＩＶ線で切断した断面図である。
【００２８】
図１に示す生理用ナプキン１は、縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙを介して左右に対称形状であり
、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘを介して前後に対称形状である。よって、この生理用ナプキン
１は、前後の区別がなく、端縁１ｃと１ｄのどちらを腹部側に向けどちらを臀部側に向け
てもその使用状態は同じである。ただし、以下においては説明の便宜上、縦方向に向く一
方を前端縁１ｃ、他方を後端縁１ｄとし、且つ前端縁１ｃが向く方向を前方、後端縁１ｄ
が向く方向を後方として説明する。
【００２９】
生理用ナプキン１は、縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙから横方向に等距離を空けて縦方向に延び
る右側縁部１ａと左側縁部１ｂを有し、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘから前後に等距離を空け
て突曲線形状の前端縁１ｃおよび後端縁１ｄを有している。
【００３０】
図３と図４の各断面図に示すように、この生理用ナプキン１は、着衣側表面に現れる液不
透過性の裏面シート２と、肌側表面に現れる液透過性の表面シート３を有している。前記
裏面シート２と前記表面シート３との間には液吸収層４が介在している。図１において点
線で示すように、液吸収層４の右側縁部４ａと左側縁部４ｂは、前記右側縁部１ａと左側
縁部１ｂから内側に間隔を空けて位置し、液吸収層４の前端縁４ｃと後端縁４ｄも、前記
前端縁１ｃと後端縁１ｄの内側に間隔を空けて位置している。
【００３１】
また、表面シート３と液吸収層４との間には第２の液吸収層５が設けられている。図１に
示すように、この第２の液吸収層５は平面形状が長方形であり、生理用ナプキン１の中央
部分にのみ設けられている。この実施の形態での液吸収層は、前記吸収層４と第２の吸収
層５の双方を意味する。後に説明するように、前記液吸収層４と第２の液吸収層５とから
成る液吸収層は、場所によって目付けおよび密度が相違している。
【００３２】
また、図示省略するが、前記表面シート３の下にセカンドシートが設けられている。この
セカンドシートは、少なくとも液透過孔１８が形成されている領域の下に位置している。
生理用ナプキン１には、表面シート３と前記セカンドシートと第２の液吸収層５および前
記液吸収層４とが局部的に加圧され且つ加熱されて、肌側表面に現れる圧縮溝１０，１０
が形成されている。またセカンドシートや第２の液吸収層５が存在しない部分では表面シ
ート３と前記液吸収層４とが局部的に加圧され且つ加熱されて前記圧縮溝１０，１０が形
成されている。
【００３３】
この圧縮溝１０，１０は、加熱ローラを用いたエンボス加工によって形成されたものであ
り、前記液吸収層４とセカンドシートと第２の液吸収層５および表面シート３が重ねられ
た状態で、液吸収層４の外面に対し、表面がフラットなロールが当てられ、表面シート３
の表面に対し、エンボスパターンの凸部を有する加熱ロールが当てられて、加圧され且つ
加熱されて形成される。
【００３４】
前記圧縮溝１０，１０の底部には、ほぼフィルム状に圧着された高密度圧縮部１０ａと、
前記高密度圧縮部１０ａと高密度圧縮部１０ａとの間に位置して、フィルム状にはなって
いないが圧縮溝１０以外の領域よりも高密度となった中密度圧縮部１０ｂが形成されてい
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る。圧縮溝１０，１０は、全ての領域で、高密度圧縮部１０ａと中密度圧縮部１０ｂが交
互に形成されて、生理用ナプキン１の肌側表面から裏面シート２側へ窪む線状の溝となっ
ている。
【００３５】
圧縮溝１０と圧縮溝１０は、縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙに対して左右に等距離に配置されて
縦方向に延びている。圧縮溝１０と圧縮溝１０は縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙを介して左右に
対称形状である。また、それぞれの圧縮溝１０は、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘを介して縦方
向の前後方向において対称形状である。
【００３６】
それぞれの圧縮溝１０，１０は、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘを中心とする縦方向の所定の寸
法の範囲に設けられた第１の圧縮部１１，１１と、前記第１の圧縮部１１，１１の前方に
連続する第２の圧縮部１２，１２と、前記第１の圧縮部１１，１１の後方に連続する第３
の圧縮部１３，１３を有している。
【００３７】
図１に示す実施の形態では、第１の圧縮部１１，１１が縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙに向けて
凸状となる湾曲線パターンであり、前記横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘと交叉する部分で第１の
圧縮部１１，１１の対向間隔が最も狭く、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘから前後に離れるにし
たがって前記対向間隔が徐々に広がっている。ただし、第１の圧縮部１１，１１の対向間
隔が最も狭くなる部分が縦方向に向けて一定の範囲で設けられていてもよい。この場合、
対向間隔が最も狭い範囲を縦方向に二分する位置に前記横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘが存在し
ている。
【００３８】
第２の圧縮部１２，１２は互いに平行で且つ縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙと平行である。同様
に、第３の圧縮部１３，１３も互いに平行で且つ縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙと平行である。
第２の圧縮部１２と第２の圧縮部１２との対向間隔と、第３の圧縮部１３と第３の圧縮部
１３との対向間隔は同じであり、第２の圧縮部１２，１２と第３の圧縮部１３，１３にお
いて、両側の圧縮溝１０，１０の対向間隔が最も広くなっている。
【００３９】
図１と図２に示すように、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘから縦方向の前後に等距離空けた位置
に可撓部１５と１６がそれぞれ設けられている。図４に示すように、前記可撓部１５と１
６は、液吸収層４を着衣側表面から肌側表面に向けて窪ませることで形成されており、縦
方向中心線Ｏｙ－Ｏｙ上に沿って形成されている。好ましくは、前記可撓部１５と１６は
縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙに一致しており、あるいは可撓部１５，１６は、縦方向中心線Ｏ
ｙ－Ｏｙから横方向へ１０ｍｍ以上離れないよう縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙの近傍位置に形
成されている。この可撓部１５，１６は、液吸収層４の肌側表面に表面がフラットなロー
ラを当て、着衣側表面に線状に延びる突条部を有するロールを当て、液吸収層４を両ロー
ル間で加圧することにより形成される。前記両ロールは常温であってもよいし、加熱され
たものであってもよい。
【００４０】
あるいは、前記液吸収層４を、前記可撓部１５，１６の部分でのみ薄く低目付けで形成し
てもよい。また、前記可撓部１５，１６は、それぞれ複数形成されていてもよく、例えば
、縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙを挟んで２つの可撓部１５と２つの可撓部１６とが、縦方向中
心線Ｏｙ－Ｏｙに平行に形成されていてもよい。
【００４１】
前記可撓部１５の起端１５ａと、可撓部１６の起端１６ａは、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘか
ら前後に等距離を空けた位置にあり、また前記起端１５ａと起端１６ａは、前記第１の圧
縮部１１，１１と横方向に重ならず、前記第１の圧縮部１１，１１よりも前後方向にそれ
ぞれ離れた位置にある。また、可撓部１５の終端１５ｂは液吸収層４の前端縁４ｃに一致
し、可撓部１６の終端１６ｂは、液吸収層４の後端縁４ｄに一致している。可撓部１５と
可撓部１６は、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘを介して前後に対称に形成されている。
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【００４２】
この実施の形態では、可撓部１５と可撓部１６が、共に起端１５ａ，１６ａと終端１５ｂ
，１６ｂとの間で連続線となるように形成されている。ただし、起端１５ａ，１６ａから
終端１５ｂ，１６ｂに向けて、窪みが間欠的に配置されて前記可撓部１５と１６が形成さ
れてもよい。
【００４３】
図１と図２に示すように、可撓部１５は第２の圧縮部１２と第２の圧縮部１２との間に位
置しており、可撓部１５と第２の圧縮部１２とが横方向に重なっている領域の長さＬ３は
１０ｍｍ以上である。同様に、可撓部１６は第３の圧縮部１３と第３の圧縮部１３との間
に位置しており、可撓部１６と第３の圧縮部１３とが横方向に重なっている領域の長さＬ
３も１０ｍｍ以上である。なお、前記長さＬ３は１５ｍｍ以上であることがさらに好まし
い。
【００４４】
この生理用ナプキン１は、可撓部１５の起端１５ａと可撓部１６の起端１６ａとの間の縦
方向の寸法がＬ１の範囲が中央部、前記起端１５ａから前端縁１ｃまでの長さＬ２の範囲
が前方部、前記起端１５ａから後端縁１ｄまでの長さＬ２の範囲が後方部である。
【００４５】
図１に示すように、生理用ナプキン１の肌側表面では、両側の圧縮溝１０と圧縮溝１０と
で挟まれた領域に多数の液透過孔１８が形成されている。セカンドシートが設けられてい
る部分では、前記液透過孔１８は、表面シート３とセカンドシートを貫通して形成され、
前記セカンドシートが設けられていない部分では、液透過孔１８は表面シート３のみを貫
通して形成されている。
【００４６】
また、セカンドシートと第２の液吸収層５または液吸収層４との間、セカンドシートが設
けられていない領域での表面シート３と第２の液吸収層５または液吸収層４との間、液吸
収層４と裏面シート２との間、および液吸収層４よりも外周における裏面シート２と表面
シート３との間の、それぞれはホットメルト型接着剤により接着されている。
【００４７】
図２に示すように、生理用ナプキン１の着衣側表面では、裏面シート２の外面に感圧接着
剤層１９，１９が設けられている。感圧接着剤層１９，１９はそれぞれ縦方向中心線Ｏｙ
－Ｏｙから左右に等距離空けた位置に形成されている。この感圧接着剤層１９，１９は、
少なくとも横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘの部分と、前記可撓部１５，１６の左右両側部分とに
設けられていることが必要である。この実施の形態では、それぞれの感圧接着剤層１９，
１９が、縦方向に向けて帯状に連続して設けられており、その配置領域は、圧縮溝１０，
１０とほぼ同じ長さとなっている。
【００４８】
使用前の生理用ナプキン１では、前記感圧接着剤層１９，１９が離型シートで覆われて保
護されている。
【００４９】
この生理用ナプキン１は、前記離型シートを剥がし、前記感圧接着剤層１９，１９を介し
て下着のクロッチ部の内面に接着して固定する。その状態で下着を着用すると、生理用ナ
プキン１が股間部に装着される。
【００５０】
図８は、大腿部３０と大腿部３０との間で股間部に装着された生理用ナプキン１を肌側表
面を手前に向けて示したものであり、図９は着用中の生理用ナプキン１を横方向基準線Ｏ
ｘ－Ｏｘで切断したＩＸ－ＩＸ線の断面図、図１０は、肛門付近から臀部の溝に対向する
部分を切断したＸ－Ｘ線の断面図である。
【００５１】
生理用ナプキン１は横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘが、膣口の中心をほぼ横切るように装着され
る。装着状態では、大腿部３０，３０から生理用ナプキン１に対して縦方向中心線Ｏｙ－
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Ｏｙに向かう圧力Ｆ，Ｆが作用する。左右に位置する圧縮溝１０，１０は密度が高くなっ
ているため、圧縮溝１０，１０の部分で生理用ナプキン１が容易に折れることがなく、前
記圧力Ｆ，Ｆによって圧縮溝１０，１０が互いに接近するように生理用ナプキン１が幅方
向に圧縮される。
【００５２】
特に圧縮溝１０，１０の第１の圧縮部１１，１１は、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘにおいて対
向間隔が最も狭く、その前後において対向間隔が徐々に広がるパターンで形成されている
ため、第１の圧縮部１１，１１の各部分に大腿部３０，３０からの圧力Ｆ，Ｆが分散して
作用しやすくなり、第１の圧縮部１１，１１はその湾曲パターンを保ったまま互いに接近
する。
【００５３】
図１において長さＬ１の範囲として示した中央部では、両側の高剛性の圧縮溝１０と圧縮
溝１０とで挟まれた領域の液吸収層４が横方向の寸法が縮まるように圧縮される。圧縮溝
１０，１０の溝底部は生理用ナプキン１の裏面シート２側に位置しているため、前記圧縮
溝１０，１０から液吸収層４に圧縮力が与えられると、図９に示すように、中央部での液
吸収層４が股間部３１に向けて押し上げられるように凸状に変形し、前記中央部の肌側表
面が膣口およびその周辺に密着しやすくなる。
【００５４】
前記中央部、特に対向間隔が互いに接近する第１の圧縮部１１と第１の圧縮部１１との間
に可撓部１５，１６が位置していないため、この中央部が前記圧力Ｆ，Ｆによって折り曲
がるように変形することがない。よって大腿部３０と大腿部３０の間隔が離れたときには
、前記中央部は液吸収層４の弾性力によって元の形状に復元しようとし、大腿部３０，３
０の動きに追従して、中央部は膣口およびその周辺に常に密着した状態を保ちやすくなる
。
【００５５】
大腿部３０，３０からの圧力Ｆ，Ｆは、中央部において第１の圧縮部１１，１１に集中し
て作用し、前方部と後方部での第２の圧縮部１２，１２と第３の圧縮部１３，１３に対し
ては、前記中央部に比べて弱い圧力が作用することになる。しかし、第１の圧縮部１１，
１１、および第２の圧縮部１２，１２と第３の圧縮部１３，１３とが連続しているため、
第１の圧縮部１１，１１に作用した圧力は、第２の圧縮部１２，１２および第３の圧縮部
１３，１３に伝達されて、第２の圧縮部１２と第２の圧縮部１２が互いに接近しようとし
、同様に第３の圧縮部１３と第３の圧縮部１３も互いに接近しようとする。
【００５６】
図１０に示すように、後方部の可撓部１６が形成されている部分は臀部の溝（肛門付近を
含む）３２に対向しているため、第３の圧縮部１３と第３の圧縮部１３に互いに接近しよ
うとする力が作用すると、液吸収層４が、両側の第３の圧縮部１３，１３を起点としてそ
の中間部分が身体に向けて盛り上がり、前記可撓部１６において液吸収層４が曲げられる
ことにより、後方部は身体に向けて山形状に突出する。その結果、可撓部１６を有する部
分が臀部の溝３２内に入り込んで密着するようになる。
【００５７】
一方、前方部でも可撓部１５の部分が身体に向けて盛り上がろうとするが、膣口の前方で
は、恥丘から下腹部にかけてなだらかな曲面であるため、生理用ナプキン１はこの曲面に
沿う状態で、下着によって恥丘から下腹部に向けて押し付けられるようになる。
【００５８】
膣口から排泄された経血は、主に中央部に与えられて、液透過孔１８を通じて表面シート
３とセカンドシートとを透過して、第２の液吸収層５と液吸収層４に吸収される。この生
理用ナプキンは、図９と図１０に示すように膣口周辺から臀部の溝にかけて密着するため
、経血が生理用ナプキン１から横方向および後方へ洩れ出るのを防止できる。
【００５９】
図２に示すように、感圧接着剤層１９，１９は、少なくとも横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘの位
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置において、左右の圧縮溝１０，１０の真裏、または圧縮溝１０，１０の近傍に形成され
ているため、着用状態において圧縮溝１０，１０を有する側部が肌側表面に向けて折り返
るようなことがなく、圧縮溝１０，１０が形成されている部分が下着にしっかり固定され
るため、大腿部３０，３０からの圧力Ｆ，Ｆが第１の圧縮部１１，１１から液吸収層４に
確実に伝達されて、液吸収層４が図９に示す凸状に変形しやすくなる。
【００６０】
同様に、後方部の可撓部１６の両側にも感圧接着剤層１９，１９が設けられ、しかも第３
の圧縮部１３，１３の真裏またはその近傍に設けられているため、第３の圧縮部１３，１
３を有する部分が縒れたり肌側表面に折り返されることなく、下着にしっかり固定される
。したがって、図１０に示すように、可撓部１６が臀部の溝３２に対向する位置から左右
にずれることが起こりにくく、可撓部１６の部分は臀部の溝３２内に向けて凸形状に変形
する状態を実現しやすい。
【００６１】
このように、前記生理用ナプキン１は、中央部において圧縮溝１０，１０の間に可撓部が
存在していないため、極端に折り曲がることなく圧縮状態で凸状に変形して股間部３１に
密着し、また大腿部３０，３０の動きに追従して収縮と復元とを繰り返すことができる。
また大腿部３０，３０からの圧力Ｆ，Ｆが第１の圧縮部１１，１１から第３の圧縮部１３
，１３に伝達されることによって、図１０に示すように可撓部１６を有する部分が臀部の
溝３２内に入り込むように折り曲がり変形するため、臀部の溝３２内に常に密着した状態
を維持できる。
【００６２】
すなわち、生理用ナプキン１は大腿部３０，３０からの圧力Ｆ，Ｆに基づいて変形するも
のであるため、必ずしも緊迫力の強い下着を着用する必要は無く、身体への圧迫を緩和で
き、また夏季においても不快な緊迫力を継続させることを避けることができる。
【００６３】
また、生理用ナプキン１は横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘに対して対称で、可撓部１５と可撓部
１６が、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘから等距離の位置に対称に設けられているため、前端縁
１ｃと後端縁１ｄのどちらを前向きとしどちらを後ろ向きとして装着しても、図９および
図１０に示す変形状態を実現できる。
【００６４】
次に、各構成素材の好ましい例を説明する。
表面シート３は、芯部が酸化チタンを含んだポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）で、
鞘部がポリエチレン（ＰＥ）の芯鞘型複合合成繊維を用い、この繊維を熱風によって接合
した目付けが１５～４０ｇ／ｍ２程度のエアースルー不織布で形成される。あるいは表面
シート３が、スパンボンド不織布やスパンレース不織布、あるいは多数の液透過孔が形成
された合成樹脂フィルム、またはネット状に形成された合成樹脂シートなどで形成されて
もよい。
【００６５】
前記裏面シート２は、液不透過性で且つ通気性または非通気性のシートであり、ポリエチ
レン（ＰＥ）フィルム、あるいはポリプロピレン（ＰＰ）フィルムなどで形成される。
【００６６】
図示しないセカンドシートは、少なくとも前記液透過孔１８が形成されている領域におい
て、表面シート３の下に設けられているものであるが、このセカンドシートは、芯部がポ
リプロピレン（ＰＰ）で、鞘部がポリエチレン（ＰＥ）の芯鞘型複合合成繊維を用いたエ
アースルー不織布で形成される。セカンドシートは、前記エアースルー不織布が１枚であ
るいは複数枚に折り畳まれた状態で使用され、セカンドシート全体の目付けは１５～４０
ｇ／ｍ２程度である。このセカンドシートは繊維が三次元骨格構造を有し内部に多数の空
隙を有するため、表面シート３を透過した経血が自重によって前記空隙内を落下して第２
の液吸収層５または液吸収層４に吸収されるようになる。
【００６７】
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前記液吸収層４は、粉砕パルプ、マーセル化パルプ、クロスリンクパルプなどのパルプの
集合体に、ポリアクリル酸塩、ポリアクリルアミド、無水マレイン酸塩などの合成吸水ポ
リマーや、デンプン、セルロースなどの天然系の吸収ポリマーが含まれているものであり
、パルプおよび前記合成吸水ポリマーなどが、親水性のティッシュペーパーで包まれたも
のが使用される。
【００６８】
前記第２の液吸収層５は、粉砕パルプを６０～８０質量％と合成繊維とをエアーレイド方
式で積層し、４～８質量％程度のバインダーで繊維間を接着させたエアーレイド不織布（
エアーレイドパルプ）で形成される。あるいは、前記合成繊維を含まないエアーレイドパ
ルプであってもよい。
【００６９】
前記実施の形態では、液吸収層４と第２の液吸収層５とが重ねられて液吸収層が設けられ
ているが、吸収性物品の液吸収層として前記液吸収層４と第２の液吸収層５のいずれか一
方のみが用いられていてもよい。
【００７０】
前記パルプをティッシュペーパで包んだ液吸収層４は、予め全体が圧縮されたものが好ま
しく使用され、この場合に、前記圧縮工程とは別の工程で、あるいは同じ工程で、前記可
撓部１５，１６が圧縮形成される。
【００７１】
図５は、図１と同じ生理用ナプキン１の平面図であり、各部分の特性を説明するための説
明図である。
【００７２】
図５では、中央部の特に第１の圧縮部１１，１１で挟まれている領域を第１の領域（Ａ）
、前記中央部において、前記第１の圧縮部１１，１１を含んでこの第１の圧縮部１１，１
１から液吸収層４の左側縁部４ｂまでの領域を第２の領域（Ｂ）、可撓部１６と第３の圧
縮部１３，１３とが横方向に重なっている領域を第３の領域（Ｃ）、液吸収層４が設けら
れ且つ第３の圧縮部１３，１３から外れる領域を第４の領域（Ｄ）としている。なお、第
１の領域（Ａ）の範囲は、図５において破線で囲まれた部分に限定されるものではなく、
前記Ｌ１の長さの範囲で且つ圧縮溝１０と圧縮溝１０とで挟まれた領域全体が、前記第１
の領域（Ａ）の広さの上限である。
【００７３】
なお、この生理用ナプキン１は横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘを介して対称形状であるため、第
３の領域（Ｃ）と第４の領域（Ｄ）は、生理用ナプキン１の前方部分にも同様に存在して
いる。また第２の領域（Ｂ）も右側に同様に存在している。
【００７４】
前記第１の領域（Ａ）では、液吸収層４と第２の液吸収層５との平均目付けが大きく且つ
生理用ナプキン１の全体の平均厚みが大きくなっており、第２の領域（Ｂ）では、液吸収
層４（図５では一部に第２の液吸収層５が存在する）の平均目付けと全体の平均厚みが前
記第１の領域（Ａ）よりも小さくなっている。また第３の領域（Ｃ）は、液吸収層４（図
５では一部に第２の液吸収層５が存在する）の平均目付けと前記全体の平均厚みが第１の
領域（Ａ）よりも小さく、第４の領域（Ｄ）は、液吸収層４の平均目付けと前記全体の平
均厚みが、第３の領域（Ｃ）よりもさらに小さい。
【００７５】
前記第１の領域（Ａ）の前記目付けおよび前記厚みを大きくすることにより、大腿部３０
，３０から圧力Ｆ，Ｆを受けたときに、図９に示すように液吸収層４が容易に曲がること
なく肌側表面が凸状に湾曲変形して股間部３１に密着できるようになる。なお、第１の領
域（Ａ）での前記目付けの平均値の好ましい範囲は、４００～１０００ｇ／ｍ２である。
前記範囲を超えると、液吸収層４や第２の液吸収層５を圧縮して形成したときに硬くなり
すぎて大腿部３０などに違和感を与えやすい。また前記範囲未満であると、経血を吸収す
る容量が小さくなりすぎ、また剛性が低下して前記圧力Ｆ，Ｆが作用したときに横方向に
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向けて必要以上に収縮してしまう。また大腿部３０，３０からの圧力Ｆ，Ｆが低下したと
きに、元の形状に復元しにくくなる。前記第１の領域（Ａ）でのさらに好ましい前記目付
けは６００～８００ｇ／ｍ２である。
【００７６】
第２の領域（Ｂ）で、前記平均目付けおよび平均厚みを第１の領域（Ａ）よりもやや小さ
くしておくことにより、第１の圧縮部１１，１１の密度と剛性を適度に調整することが可
能である。前記第２の領域（Ｂ）での前記平均目付けの好ましい範囲は、４００～８００
ｇ／ｍ２である。
【００７７】
前記未満であると、第１の圧縮部１１，１１の密度が低くなって剛性が低下し、側方から
の圧力Ｆ，Ｆを第１の圧縮部１１，１１で受け止めて液吸収層４を図９のように変形させ
る状態を作りにくくなる。また第１の圧縮部１１，１１の剛性が低いと、前記圧力Ｆ，Ｆ
に基づく変形力を第２の圧縮部１２，１２および第３の圧縮部１３，１３に効果的に伝達
できなくなり、後方部を図１０に示す状態に変形させる力が低下する。また、前記範囲を
超えると、第１の圧縮部１１，１１の剛性が高くなりすぎて、側方からの圧力Ｆ，Ｆによ
って第１の圧縮部１１，１１が変形しにくくなり、また前記剛性が大腿部３０，３０に伝
わって、股間部に違和感を与えやすくなる。
【００７８】
第３の領域（Ｃ）すなわち、可撓部１６と第３の圧縮部１３，１３とが横方向に重なって
いる領域での、前記平均目付けを前記第１の領域（Ａ）よりも小さくしておくことにより
、この部分を図１０に示す状態に変形させやすくなる。
【００７９】
前記第３の領域（Ｃ）での、前記平均目付けの好ましい範囲は３００～６００ｇ／ｍ２で
ある。前記範囲未満であると、第３の領域（Ｃ）の剛性が低下し、第３の圧縮部１３，１
３が接近しようとする力が作用しても、図１０の状態に変形しずらく、また変形したとし
ても身体からの圧力により凸形状が潰れやすい。前記範囲を超えると、図１０に示すよう
に変形した状態で、液吸収層４の剛性が高くなりすぎて、臀部に違和感を与えやすくなる
。
【００８０】
また、第４の領域（Ｄ）では、可撓部１６の両側に第３の圧縮部１３，１３が設けられて
いないため、第３の圧縮部１３，１３が互いに接近する力を利用して可撓部１６を有する
部分を凸状に変形させることができない。よってこの第４の領域（Ｄ）の前記平均目付け
と平均厚みを小さくしておくことにより、第３の領域（Ｃ）の図１０に示す変形に追従さ
せて、第４の領域（Ｄ）も同じく凸形状に変形させやすくなる。そのための第４の領域（
Ｄ）での好ましい平均目付けの範囲は、２００～４００ｇ／ｍ２である。
【００８１】
前記圧縮溝１０，１０の幅寸法は、１．５～４ｍｍである。高密度圧縮部１０ａの配列方
向での幅寸法は０．４～１．０ｍｍで、中密度圧縮部１０ｂの前記方向での幅寸法は２．
０～５．０ｍｍであり、高密度圧縮部１０ａの配列ピッチは２．４～６．０ｍｍであるこ
とが好ましい。また、高密度圧縮部１０ａの密度は０．４ｇ／ｃｍ３以上であり、中密度
圧縮部１０ｂの密度は０．１ｇ／ｃｍ３以上であることが好ましい。
【００８２】
図５では、第１の圧縮部１１を含む測定領域を（ｉ）、第３の圧縮部１３を含む測定領域
を（ｉｉ）で示している。第１の測定領域（ｉ）でのガーレー剛性値は１４～４０ｍＮ、
第２の測定領域（ｉｉ）でのガーレー剛性値は１０～２５ｍＮの範囲が好ましい。なお、
第２の圧縮部１２を含む範囲のガーレー剛性値は前記第２の測定領域（ｉｉ）と同じであ
る。
【００８３】
前記ガーレー剛性値は、株式会社安田精機製作所製のガーレー柔剛軟度測定器を用い、前
記各測定領域は、横方向の幅寸法が２５ｍｍ、縦方向の長さが３８ｍｍの範囲である。こ
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のガーレー剛性値の測定は、生理用ナプキンの前記第１の測定領域（ｉ）と第２の測定領
域（ｉｉ）を前記寸法に切り取り、縦方向の一方の端部での６．３ｍｍの長さ範囲をチャ
ックに保持し、他方の端部での６．３ｍｍの長さ範囲をガーレー柔剛軟度測定器の振り子
に当てて曲げ測定を行う。肌側表面が凸となる曲がり方向での測定値と着衣側表面が凸と
なる曲がり方向での測定値の平均値を算出することにより得られる。
【００８４】
圧縮溝１０を前記のように形成し、また測定領域のガーレー剛性値を前記範囲に設定する
ことにより、中央部においては、第１の圧縮部１１，１１に作用する圧力Ｆ，Ｆによって
液吸収層４を図９に示す状態に変形させやすくなる。また剛性が高すぎることがなく、股
間部に違和感を与えることがない。また前記のように剛性を設定すると、第１の圧縮部１
１，１１から第３の圧縮部１３，１３に伝わる圧縮力を可撓部１６に効果的に作用させて
、後方部を図１０に示す状態に変形させやすくなる。また、圧縮溝１０，１０の部分で、
生理用ナプキン１が折れたり、生理用ナプキン１が過剰に捩れるなどの問題が生じにくく
なる。
【００８５】
圧縮溝１０と１０との対向間隔の最小値、すなわち横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘの部分での第
１の圧縮部１１と第１の圧縮部１１との間隔は、２０～４５ｍｍの範囲が好ましい。前記
範囲未満であると、第１の圧縮部１１と第１の圧縮部１１との中間で膣口を覆うことが難
しくなる。前記範囲を超えると、大腿部３０，３０からの圧力Ｆ，Ｆを受けたときに両圧
縮部１１，１１間において液吸収層４の股間部への盛り上がりが大きくなりすぎ、股間部
からの圧力により凸形状が潰れやすくなる。
【００８６】
圧縮溝１０と１０との対向間隔の最大値、すなわち第２の圧縮部１２，１２どうしの対向
間隔および第３の圧縮部１３，１３どうしの対向間隔は、４５～６０ｍｍの範囲が好まし
い。前記範囲未満であると、図１０に示す変形状態での肌側表面の山形の傾きが大きくな
りすぎて臀部の溝内にフィットしにくくなり、前記範囲を超えると、逆に前記傾きがなだ
らかになりすぎて、やはり臀部の溝内にフィットしにくくなる。
【００８７】
前記可撓部１５，１６は、それぞれの幅が０．５～４．０ｍｍであり、可撓部１５，１６
での液吸収層４の厚みは、前記第３の領域（Ｃ）における可撓部１５，１６が形成されて
いない部分での前記厚みの２／３以下が好ましく、さらに好ましくは１／２以下である。
前記範囲で可撓部１５，１６を形成すると、第２の圧縮部１２，１２または第３の圧縮部
１３，１３に作用する圧力によって、液吸収層４を図１０に示す山形状に変形させやすく
なる。
【００８８】
可撓部１５，１６の起端１５ａ，１６ａと、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘとの距離（Ｌ１／２
）は、３０～６０ｍｍの範囲であることが好ましい。前記範囲未満であると、前記長さＬ
１の範囲の前記中央部に、図１０に近い状態の曲がりが発生し、生理用ナプキン１の肌側
表面と股間部との密着が不安定になり、また大腿部３０，３０からの圧力Ｆ，Ｆが低下し
たときの中央部の弾性復元力が弱くなる。
【００８９】
また、可撓部１５，１６の長さ寸法は、前記起端１５ａから前端縁１ｃまでの距離および
起端１６ａから後端縁１ｄまでの距離の１／２以上の範囲が好ましい。前記範囲未満であ
ると、図１０に示すように臀部の溝にフィットする凸変形を生じさせ難くなる。
【００９０】
また前記感圧接着剤層１９，１９と、可撓部１５，１６とが横方向に重なる領域は、可撓
部１５，１６の長さの２／３以上であることが好ましい。前記範囲であれば、可撓部１５
，１６の両側部分を下着にしっかり固定することができ、後方部を図１０に示す状態に変
形させやすくなる。また、第２の圧縮部１２，１２が感圧接着剤層１９，１９の前端１９
ａ，１９ａから前方へ５ｍｍ以上突出せず、第３の圧縮部１３，１３も、感圧接着剤層１
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９，１９の後端１９ｂ，１９ｂから後方へ５ｍｍ以上突出しないことが好ましい。
【００９１】
図２に示すように、感圧接着剤層１９，１９と圧縮溝１０，１０は重なる位置に配置され
ていることが好ましいが、感圧接着剤層１９，１９と圧縮溝１０，１０と重ならない場合
には、両者の間隔が横方向へ５ｍｍ以上離れないことが好ましい。
【００９２】
感圧接着剤層１９，１９を前記のように形成すると、圧縮溝１０，１０が形成されている
部分の生理用ナプキン１を下着にしっかり固定でき、圧縮溝１０，１０が形成されている
部分が肌側表面に向けて折り返されることを防止でき、圧縮溝１０，１０の変形力を利用
して、図９および図１０に示すように液吸収層４を確実に変形させることができるように
なる。
【００９３】
図６は本発明の吸収性物品の第２の実施の形態の生理用ナプキン１Ａを示す平面図である
。
【００９４】
この生理用ナプキン１Ａでは、前記圧縮溝１０，１０の第１の圧縮部１１，１１の内側に
内側圧縮溝１７，１７が形成されている。この内側圧縮溝１７，１７は、前記圧縮溝１０
，１０と同様に、高密度圧縮部１０ａと中密度圧縮部１０ｂとが交互に形成されて、肌側
表面から着衣側表面に向けて窪んでいる。内側圧縮溝１７，１７の寸法や密度の好ましい
範囲は、前記圧縮溝１０，１０と同じである。
【００９５】
内側圧縮部１７，１７は、前記第１の圧縮部１１，１１と縦方向にほぼ同じ長さで形成さ
れており、内側圧縮部１７，１７は、縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙに向けて凸状に湾曲したパ
ターンである。内側圧縮溝１７，１７と第１の圧縮部１１，１１は、その曲率中心がほぼ
一致しており、内側圧縮溝１７，１７と第１の圧縮部１１，１１との間隔は、どの部分に
おいても均一となっている。また、第１の圧縮部１１，１１と内側圧縮溝１７，１７は近
接して、同時に加圧されて形成されるため、第１の圧縮部１１，１１と内側圧縮溝１７，
１７との間には、液吸収層４が他の部分よりも高密度に圧縮された高密度部２０，２０が
形成される。
【００９６】
この生理用ナプキン１Ａでは、大腿部３０，３０から圧力Ｆ，Ｆを受けたときに、第１の
圧縮部１１，１１と内側圧縮溝１７，１７および高密度部２０，２０によって、中央部の
液吸収層４が両側から強く加圧されるため、中央部での液吸収層４が図９に示す凸湾曲状
態に変形しやすくなる。また、前記圧力Ｆ，Ｆによって、第１の圧縮部１１，１１と内側
圧縮溝１７，１７および高密度部２０，２０が共に縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙに向けて変形
しようとするために、この部分から第２の圧縮部１２，１２と第３の圧縮部１３，１３に
前記変形力が伝達されやすくなる。そのため、後方部において、可撓部１６を有する部分
が臀部の溝３２内に向けて凸形状に変形されやすくなる。
【００９７】
なお、図６においても、生理用ナプキン１Ａの全体形状と、圧縮溝１０，１０および内側
圧縮溝１７，１７のパターンが、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘに対して対称形状である。また
、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘにおいて内側圧縮溝１７，１７の対向間隔が最も狭くなるが、
この対向間隔の好ましい範囲は、２０～４５ｍｍである。また、第１の圧縮部１１，１１
と内側圧縮溝１７，１７を含む測定領域（ｉｉｉ）でのガーレー剛性値の好ましい範囲は
、図５に示した第１の実施の形態の生理用ナプキン１の測定領域（ｉ）と同じである。
【００９８】
図７は本発明の第３の実施の形態の生理用ナプキン１Ｂを示す平面図である。この生理用
ナプキン１Ｂは、第２の実施の形態の生理用ナプキン１Ａと基本的な構造は同じである。
ただし、右側縁部１ａと左側縁部１ｂが、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘの部分を中心として左
右両側に突出してウイング部４０，４０が形成されている。このウイング部４０の裏面に
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は感圧接着剤層４１，４１が設けられている。
【００９９】
この生理用ナプキン１Ｂは、前記感圧接着剤層１９，１９により下着のクロッチ部の内面
に接着されるとともに、ウイング部４０，４０がクロッチ部の両側部から下着の外側に折
り曲げられて、ウイング部４０，４０が感圧接着剤層４１，４１によってクロッチ部の外
面に接着される。
【０１００】
また、前記可撓部１５は、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘに向く起端を分岐点として横方向基準
線Ｏｘ－Ｏｘに向けて二方向に斜めに分岐して延びる分岐可撓部１５ｃ，１５ｃを有して
いる。同様に、可撓部１６は、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘに向く起端を分岐点として、横方
向基準線Ｏｘ－Ｏｘに向けてニ方向へ斜めに分岐して延びる分岐可撓部１６ｃ，１６ｃを
有している。前記各分岐可撓部１５ｃ，１６ｃは、可撓部１５，１６に連続して形成され
、または可撓部１５，１６の起端と間隔を空けて形成されている。
【０１０１】
前記可撓部１５，１６は分岐可撓部１５ｃ，１６ｃが中央部に向けられているため、後方
部が図１０に示すように、可撓部１６の部分で曲げられて山形状に変形したときに、この
変形が中央部に伝わりにくくなり、中央部が山形状に折れ曲がるのを防止しやすくなる。
【０１０２】
この生理用ナプキン１Ｂも、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘに対して対称形状である。
【０１０３】
また、図１と図６に示す実施の形態において前記ウイング部４０，４０が設けられてもよ
い。また図１と図６に示すそれぞれの実施の形態において、前記可撓部１５，１５に、横
方向基準線Ｏｘ－Ｏｘに向けられる分岐可撓部１５ｃ，１６ｃが、前記各可撓部１５，１
６に連続して、または間隔を空けて形成されていてもよい。
【０１０４】
なお、本発明の吸収性物品は前記各実施の形態に限定されない。前記各実施の形態の生理
用ナプキンは、全て横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘに対して対称形状であるが、横方向基準線Ｏ
ｘ－Ｏｘに対して後方部が前方部よりも長いものであってもよい。このような場合に、後
方に位置する第３の圧縮部１３と第３の圧縮部１３との間に可撓部１６を設けることによ
り、この可撓部１６が設けられた部分を臀部の溝に入り込むように変形させることできる
ようになる。
【０１０５】
【発明の効果】
以上のように本発明では、吸収性物品の中央部が過剰に折れるようなことなく股間部に密
着でき、また中央部の変形に追従して後方部は臀部の溝に入り込むように変形できるよう
になる。したがって、緊迫力の強い下着を着用しない場合であっても、吸収性物品を股間
部に密着させやすくなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の吸収性物品の第１の実施の形態の生理用ナプキンを示す平面図、
【図２】第１の実施の形態の生理用ナプキンを示す裏面図、
【図３】図１に示す生理用ナプキンを横方向基準線で切断したＩＩＩ－ＩＩＩ線の断面図
、
【図４】図１の生理用ナプキンをＩＶ－ＩＶ線で切断した断面図、
【図５】図１と同じ平面図であり、各部分の特性を説明するための説明図、
【図６】本発明の吸収性物品の第２の実施の形態の生理用ナプキンを示す平面図、
【図７】本発明の吸収性物品の第３の実施の形態の生理用ナプキンを示す平面図、
【図８】前記生理用ナプキンを股間部に装着した状態を肌側表面から示す平面図、
【図９】図８のＩＸ－ＩＸ線の断面図、
【図１０】図８のＸ－Ｘ線の断面図、
【符号の説明】
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１、１Ａ，１Ｂ　生理用ナプキン
２　裏面シート
３　表面シート
４　液吸収層
５　セカンドシート
１０　圧縮溝
１１　第１の圧縮部
１２　第２の圧縮部
１３　第３の圧縮部
１５，１６　可撓部
１７　内側圧縮溝
１９，４１　感圧接着剤層

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】



(18) JP 4324375 B2 2009.9.2

【図８】 【図９】

【図１０】
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