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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液透過性の表面シート、液不透過性の裏面シート、及び前記表面シートと前記裏面シー
トとの間に配置される吸収体を有する吸収性物品であって、
　前記吸収体は、着色層と、前記着色層よりも前記表面シート側に配置された吸収層と、
を備えており、
　前記表面シート、前記吸収層及び前記着色層には、前記表面シート側から前記裏面シー
ト側に凹んだ圧搾部が形成されており、
　前記着色層は、着色された繊維と、当該着色された繊維同士を接着するバインダーと、
を有するエアレイドシートであり、
　前記吸収層は、繊維を有し、かつバインダーを有しないエアレイドシートである、吸収
性物品。
【請求項２】
　前記バインダーは、前記繊維を着色する親水性の染料を有する、請求項１に記載の吸収
性物品。
【請求項３】
　前記吸収層は、前記着色層と異なる色で着色された繊維を有する、請求項１又は請求項
２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記着色層よりも着用者の肌当接面側には、前記着色層と異なる色によって着色された
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表示部が設けられている、請求項１から請求項３のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記表面シートと前記吸収体との間には、中間シートが配置されており、
　前記表示部は、前記中間シートに設けられている、請求項４のいずれかに記載の吸収性
物品。
【請求項６】
　前記着色層の繊維は、吸収繊維を含む短繊維によって構成されている、請求項１から請
求項５のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記吸収性物品の長手方向と前記長手方向と直交する幅方向とのうち少なくとも一方に
おいて、前記着色層の長さは、前記吸収層の長さよりも長い、請求項１から請求項６のい
ずれかに記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記吸収性物品の長手方向と前記長手方向と直交する幅方向とのうち少なくとも一方に
おいて、前記着色層の長さは、前記吸収層の長さよりも短い、請求項１から請求項６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、生理用ナプキン等の吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生理用ナプキン等の吸収性物品では、装飾性を向上させるために、表面シート側から着
用者が視認可能な着色を施すことが行われている。例えば、特許文献１には、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配置される
吸収体とを有する吸収性物品としての生理用ナプキンにおいて、表面シートと吸収体との
間に着色層を設けることが記載されている。
【０００３】
　特許文献１に記載の生理用ナプキンにおける表面シート、着色層及び吸収体は、エンボ
ス加工によって圧搾部が形成され、この圧搾部を介して着色層が視認できるように構成さ
れている。また、着色層は、着色剤を有するホットメルト樹脂によって構成されている。
圧搾部が形成された部分は、圧着されており、着色層を介して表面シートと吸収体とを接
着することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２０７６８４号公報（図１等）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上述の生理用ナプキンは、以下の問題があった。
　上述の生理用ナプキンの着色層は、着色剤を有するホットメルト樹脂によって構成され
ている。例えば、着色層の色を濃くするためには、着色剤を有するホットメルト樹脂の量
を多くすることが考えられる。しかし、ホットメルト樹脂の量が多くなり過ぎると、体液
の透過性が低下するおそれがある。
　一方、ホットメルト樹脂の量を少なくすると、表面シートと吸収体との間の接着性が低
下するおそれがある。
【０００６】
　本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、吸収性能の低下を抑制しつつ、装
飾性を高めることができる吸収性物品を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決するため、本開示に係る吸収性物品（吸収性物品１）は、液透過性
の表面シート（表面シート１０）、液不透過性の裏面シート（裏面シート２０）、及び前
記表面シートと前記裏面シートとの間に配置される吸収体（吸収体３０）を有する吸収性
物品であって、前記吸収体は、着色剤を含む着色層（着色層３１）と、前記着色層よりも
前記表面シート側に配置された吸収層（吸収層３２）と、を備えており、前記吸収体には
、前記表面シート、前記吸収層及び前記着色層を、前記表面シート側から前記裏面シート
側に圧縮した圧搾部（圧搾部８０）が形成されており、前記着色層は、着色された繊維が
積層されており、前記吸収層は、エアレイド法によって繊維が積層され、当該繊維同士を
接着するバインダーを有していないことを要旨とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本開示に係る吸収性物品は、表面シート、吸収層及び着色層に圧搾部が形成されており
、圧搾部が形成された部分は、表面シート側から裏面シート側に向かって凹んだ状態とな
る。圧搾部が形成された部分における表面シート及び吸収層の厚みが薄くなるため、着用
者は、表面シート側から圧搾部を介して着色層を視認できる。
【０００９】
　吸収層は、エアレイド法によって繊維が積層され、かつその繊維が接着されていない。
よって、吸収層を構成する繊維は、圧搾部が形成される際に圧搾部の周囲に移動可能であ
る。圧搾部が形成された部分の吸収層の繊維が薄くなり、着用者は、表面シート側から着
色層を視認し易くなる。
【００１０】
　また、着色層は、着色された繊維が積層されており、繊維間には空隙が形成される。繊
維間に空隙が形成されているため、空隙を介して体液を通過させることができる。例えば
、疎水性の顔料による印刷によって着色層を着色すると、体液の吸収性能が低下するおそ
れがある。しかし、繊維自体が着色されているため、印刷等の着色加工を別途施す必要が
なく、体液の吸収性能を維持することができる。したがって、吸収性能を保持しつつ、装
飾性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１の実施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に示す吸収性物品の背面図である。
【図３】図１に示すＡ－Ａ断面の模式断面図である。
【図４】図３に示すＢ部分の拡大断面図である。
【図５】第２の実施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６】図５に示すＣ－Ｃ断面の模式断面図である。
【図７】第３の実施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８】第４の実施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９】図８に示すＤ－Ｄ断面の模式断面図である。
【図１０】第５の実施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１１】図１０に示す圧搾部を拡大した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　（第１の実施形態）
　図１から図４を参照して、本発明の第１の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る。図２は、図１に示す吸収性物品の背面図である
。図３は、図１に示すＡ－Ａ断面図である。図４は、図３に示すＢ部分を模式的に示す拡
大断面図である。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。
【００１３】
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　なお、以下の図面の記載において、同一または類似の部分には、同一又は類似の符号を
付している。ただし、図面は模式的なのものであり、各寸法の比率などは現実のものとは
異なることを留意すべきである。従って、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断
すべきものである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が
含まれる。
【００１４】
　なお、以下の模式断面図においては、説明の便宜上、吸収性物品の厚み寸法を、長手方
向及び幅方向の長さ寸法に比べて拡大して示しているが、実際の吸収性物品においては、
厚み方向の寸法は、長手方向及び幅方向の長さ寸法に比べて小さい。
【００１５】
　実施の形態に係る吸収性物品１は、昼用の生理用ナプキンである。吸収性物品１は、長
手方向において着用者の前側に位置する前側領域と、着用者の後側に位置する後側領域と
、を有しており、前側領域の長手方向における長さは、後側領域の長手方向における長さ
と同じである。
【００１６】
　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、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、前側領域よ
りも後側領域の長さが長く構成されている。
【００１７】
　吸収性物品１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。吸収体３０は、吸収性物品１の長手方向Ｌ及び長手方向Ｌに直交する幅方向Ｗにお
ける中央部分に配設される。
【００１８】
　吸収性物品１は、図１に示す平面視にて、幅方向Ｗにおいて吸収体３０の外側に設けら
れるウイング部４３,４４を備える。更に、吸収性物品１は、幅方向Ｗにおいて吸収体３
０の外側に設けられるサイドシート４１，４２を備える。
【００１９】
　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
。
【００２０】
　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い。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。
【００２１】
　吸収体３０は、着色層３１と、着色層３１よりも表面シート１０側に配置された吸収層
３２と、を有し、着用者から排出された体液を吸収する。吸収体３０の構成については、
後述にて詳細に説明する。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
ている。
【００２２】
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　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。
【００２３】
　また、表面シート１０と吸収層３２との間には、中間シート３５が設けられている。中
間シート３５を設けることにより、体液の吸収性能を高めることができる。なお、吸収性
物品は、中間シート３５を有していなくてもよい。なお、裏面シートの非肌当接面には、
図示しない粘着剤が付されている。粘着剤を介して吸収性物品を下着に接着することがで
きる。
【００２４】
　中間シートは、液透過性を有するシートによって構成されていればよく、吸収性を有し
ていてもよいし、吸収性を有していなくてもよい。中間シートの製法は、スルーエアー、
スパンレース、スパンボンド、ＳＭＳ、ティッシュ、エアレイドを例示できる。中間シー
トの素材としては、例えば、ポリオレフィン繊維(ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ
エチレンテフタレートの単繊維または複合繊維)、吸収性繊維(綿、レーヨン、パルプ等)
を例示できる。
【００２５】
　吸収性物品１では、表面シート１０、中間シート３５、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。
【００２６】
　吸収性物品１には、少なくとも表面シート１０及び吸収体３０を厚み方向に圧搾加工（
エンボス加工）して形成された圧搾部８０が形成されている。圧搾部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中央領域ＣＡを囲む第１圧搾溝８
１と、第１圧搾溝８１を囲む第２圧搾溝８２と、を有する。
【００２７】
　圧搾部８０は、複数間欠的に形成された点状圧搾部を更に有しており、第１圧搾溝８１
よりも内側の中央領域ＣＡに形成された第１点状圧搾部８３と、第１圧搾溝８１よりも外
側であって、かつ第２圧搾溝８２よりも内側に形成された第２点状圧搾部８４と、第２圧
搾溝８２よりも外側に配置された第３点状圧搾部８５と、を有する。
【００２８】
　点状圧搾部は、所定の間隔を空けて配置されている。なお、点状圧搾部は、間欠的に複
数設けられていればよく、その形状は、円形に限られず、楕円形、星形、ハード形、菱形
等であってもよく、限定されない。
【００２９】
　圧搾部８０は、表面シート１０、中間シート３５及び吸収体３０が圧搾加工されて形成
されている。圧搾部８０は、表面シート１０側から裏面シート２０側に向かって圧縮され
て形成されており、表面シート１０側から裏面シート２０側に向かって凹んでいる。
【００３０】
　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領域の長手方向及び幅方
向の中心であり、中央領域の中心と一致する。例えば、ウイング部を有する吸収性物品に
おいては、ウイング部の長手方向の中心が、排泄口当接領域の長手方向の中心となる。ま
た、ウイング部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短い
位置が、排泄口当接領域の長手方向の中心となる。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。本実施の形態では、吸収体
３０の長手方向における中心及び幅方向における中心は、排泄口当接領域の中心及び中央
領域の中心と一致する。
【００３１】
　次いで、吸収体３０の構成について詳細に説明する。吸収体３０は、着色層３１と、着



(6) JP 5973706 B2 2016.8.23

10

20

30

40

50

色層３１に積層された吸収層３２とを有して構成されている。吸収層３２は、吸収繊維を
含む短繊維をエアレイド法によって積層して形成されている。吸収層３２は、短繊維を互
いに接合するバインダーを有してなく、吸収層３２内の繊維同士は、相対的に移動可能に
構成されている。なお、吸収層３２は、バインダーによって繊維同士が接着されていない
ように構成されていればよく、圧搾部８０によって繊維同士が接着されていてもよい。
【００３２】
　なお、本実施の形態における短繊維とは、切断加工が施された繊維である。短繊維の長
さは、例えば、１５ｍｍ～１００ｍｍであり、３５ｍｍ～６０ｍｍ程度の短繊維を好適に
用いることができる。
【００３３】
　吸収層３２は、例えば、レーヨンやエアースルー不織布を含むシートによって構成され
ていてもよいし、粉砕パルプを含み、体液の吸収性が比較的高いシートによって構成され
ていてもよい。また、吸収層３２は、例えば、合成繊維を含むエアレイドシート、合成繊
維を含まないエアレイドシート、粉砕パルプを含むエアレイドシートによって構成するこ
とができる。
【００３４】
　着色層３１は、着色された繊維が積層されている。着色層３１の繊維は、吸収層３２と
異なる色で着色されている。着色層３１は、繊維をエアレイド法によって積層して形成さ
れている。着色層３１は、繊維を互いに接合するバインダーを有しており、着色層３１内
の繊維は、互いに接合されている。
【００３５】
　バインダーは、繊維同士を接着できる構成であればよく、種々の構成を採用できる。例
えば、バインダーは、加熱して繊維間を接着できる熱可塑性繊維(ポリエチレン、ポリプ
ロピレン)によって構成されていてもよいし、水に分散させたエマルジョンをスプレー塗
工して繊維間を接合できる親水性の樹脂(酢酸ビニル、エチレン－酢酸ビニル共重合体(Ｅ
ＶＡ)、スチレン－ブタジエン共重合体等)によって構成されていてもよい。なお、バイン
ダーに着色剤を配する場合は、上述の熱可塑性繊維に顔料を練りこむか、上述の親水性の
樹脂と顔料を水に分散または溶かして使用することができる。例えば、親水性の樹脂を分
散する水に顔料を溶かして使用する場合は、全体を万遍なく着色できることができる。
【００３６】
　着色層３１は、吸収繊維を含む不織布によって構成されていてもよいし、吸収繊維を含
まない不織布によって構成されていてもよい。不織布は、例えば、ＳＭＳ不織布やスパン
ボンド不織布を含む。例えば、吸収繊維を含まないＳＭＳ不織布によって着色層３１を構
成することにより、圧搾部８０による接着性を高めることができ、粉砕パルプ等の吸収繊
維を含む不織布によって着色層３１を構成することにより、体液の吸収性能を高めること
ができる。
【００３７】
　着色剤は、親水性の染料であって繊維同士を接合するバインダーに含まれていてもよい
し、繊維に含まれていてもよい。このように、バインダーや繊維に着色剤を設けることに
より、着色層全体を均等に着色することができる。
【００３８】
　なお、着色層３１は、着色層３１の吸収体側の面に印刷層を設けることによって着色効
果を発揮するように構成されていてもよい。しかし、印刷層を設けた場合、顔料等が疎水
性であるため、体液の吸収性能が低下するおそれがある。また、印刷層のバラツキによっ
て着色層３１の全体に着色が施されず、圧搾部８０が形成された箇所が着色されないおそ
れがある。
【００３９】
　一方、着色層３１を構成する繊維やバインダーによって着色効果を発揮することにより
、容易に着色層３１全体を着色することができる。更に、着色剤を印刷でなく繊維やバイ
ンダー等の練りこみによって形成する際に、着色剤に加えて、香り・消臭・抗菌等の機能
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を発揮する材料を容易に混入することができる。
【００４０】
　更に、親水性の染料を有するバインダーを用いることにより、吸収性能を阻害すること
がなく着色効果を発揮できる。また、体液によって染料が溶けた場合であっても、着色層
３１と着用者の肌との間には、表面シート１０や吸収層３２が配置されているため、染料
が肌に付着することを抑制できる。
【００４１】
　前述のように、圧搾部８０は、表面シート１０側から裏面シート２０側に圧縮されて形
成されている。圧搾部８０が形成された部分は、表面シート側から凹み、圧搾部を介して
着色層を視認できる。圧搾部が形成された部分と、圧搾部８０が形成されていない部分と
は、異なる色に見えるため、圧搾部の形状によって絵柄や文字等を表示でき、装飾性を向
上できる。例えば、吸収性物品１に文字や絵柄を表示することにより、かわいらしい、お
洒落等のデザイン的な付加価値や通気性を感じるや吸収性能が高い等の情緒的価値を付加
することができる。
【００４２】
　また、吸収層は、エアレイド法によって繊維が積層され、かつその繊維が接着されてい
ないため、吸収層を構成する繊維は、圧縮された際に圧搾部の周囲に移動可能となる。よ
って、圧搾部が形成された部分の吸収層の繊維が薄くなり、着用者は、表面シート側から
着色層を視認し易くなる。
【００４３】
　また、圧搾部が形成された部分の繊維が薄くなった場合であっても、着色層を構成する
繊維はバインダーによって接着されており、圧搾部が形成される際に周囲に移動しないた
め、体液の吸収性能を維持することができる。
したがって、吸収性能を保持しつつ、装飾性を高めることができる。
【００４４】
　着色層３１は、着色された繊維が積層されており、繊維間には空隙が形成される。繊維
間に空隙が形成されているため、空隙を介して体液を通過させることができる。例えば、
疎水性の顔料による印刷によって着色層を着色すると、体液の吸収性能が低下するおそれ
がある。しかし、繊維自体が着色されているため、印刷等の着色加工を別途施す必要がな
く、体液の吸収性能を維持することができる。したがって、吸収性能を保持しつつ、装飾
性を高めることができる。
【００４５】
　また、着色層３１が吸収層３２よりも非肌当接面側に配置されているため、肌に着色剤
が付くことを防止できる。よって、着色層３１の着色剤が肌に触れることによる肌トラブ
ルを抑制できる。また、着色層３１が吸収層３２よりも非肌当接面側に配置されているた
め、圧搾部を介して視認される表示部分と、圧搾部が形成されてなく着色されていない部
分との明暗を強調でき、圧搾部を目立たせることができる。
【００４６】
　更に、着色層３１が吸収層３２よりも非肌当接面側に配置されているため、着色層３１
によって裏面シート２０のコシを高めることができ、裏面シートを下着に装着し易くなっ
たり、裏面シート２０の破れを防止できたりする。また、例えば、着色層３１は、エアレ
イド法によって繊維が積層されており、パルプ層に比べて経血が拡散しにくい。着用者は
、裏面シート側から視認した際に、経血が拡散していない状態を視認でき、漏れの不安を
払拭して安心感を得ることができる。
【００４７】
　更に、圧搾部８０が形成された部分は、吸収層や着色層を構成する繊維が圧縮されてお
り、比較的繊維の密度が高い部分である。繊維の密度が高い部分は、体液の引き込み性が
高くなる。例えば、複数間欠的に配置された第１点状圧搾部８３によって中央領域全体の
領域の体液を吸収層３２に引き込み、かつ中央領域ＣＡを囲む第１圧搾溝８１によって中
央領域ＣＡに引き込まれた体液を吸収保持することができ、中央領域から周囲領域への体
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液の広がりを抑制できる。このように、比較的吸収性能が高い圧搾部を着色によって目立
たせることにより、着用者は、吸収性能が高い部分を把握して、安心感を得ることができ
る。
【００４８】
　圧搾部８０によって体液を引き込むため、圧搾部の吸収状態によって交換時期を把握す
ることができる。また、圧搾部８０が形成された部分は、繊維同士が融着しているため、
体液を吸収した場合であっても膨らみにくい。よって、体液を吸収した湿潤状態であって
も、継続して着色層３１の色を認識することができる。
【００４９】
　着色層３１は、吸収層３２よりも長手方向及び幅方向において長く形成されている。吸
収層よりも着色層を大きく設けることで、吸収層３２の縁を際立たせることができる。着
用者は、吸収層３２の大きさが認識し易く、視覚的に防漏効果を把握できる。更に、着用
者は、吸収層３２の大きさが認識し易いため、装着位置の目安となり、装着位置のずれを
抑制できる。更に、着色層３１の方が吸収層３２よりも拡散性が低いため、吸収層３２の
縁で経血が止まり、機能的に横漏れ及び縦漏れが発生し難くなる。
【００５０】
　なお、本実施の形態では、長手方向Ｌ及び幅方向Ｗにおいて、着色層３１の長さが吸収
層３２の長さよりも長く構成されているが、長手方向Ｌと幅方向Ｗとのうち少なくとも一
方において、着色層３１の長さが吸収層３２の長さよりも長く構成されていればよい。
【００５１】
　次に、本実施形態に係る吸収性物品の製造方法の一部について説明する。なお、以下に
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
、吸収体形成工程と、吸収体接合工程と、圧搾加工工程と、を少なくとも備える。
【００５２】
　吸収体形成工程は、例えば、エアレイド法によって吸収繊維を積層して吸収層３２を成
型し、かつエアレイド法によって吸収繊維を積層し、着色剤、バインダー樹脂を水に分散
させてスプレー噴射することによって、繊維間を接合してシート状の着色層３１を成型す
る。なお、各層の成型は、製品を製造する工程で吸水繊維を積層等して成型してもよいし
、あらかじめ吸収繊維を積層等して成型した層を別の製造工程で製造した後、合流させて
もよい。なお、エアレイド法は、繊維を空中に分散させて繊維を積層させる方法である。
【００５３】
　吸収体接合工程は、吸収層３２と着色層３１とを接合して吸収体３０を形成し、吸収体
３９に対して、表面シート１０、中間シート３５及び裏面シート２０を接合する。
【００５４】
　圧搾加工工程は、表面シート１０、中間シート３５及び吸収体３０を圧搾加工して圧搾
部８０を形成する。このとき、表面シート側から裏面シート側に向かって圧搾加工を施し
て圧搾部８０を形成する。具体的には、圧搾溝を形成する凸部と点状圧搾部を形成するピ
ンとが突設された上段ローラと、上段ローラに対向配置された下段ローラとの間に、表面
シート１０等を被覆した吸収体３０を通過させることによって、表面シート１０、中間シ
ート３５及び吸収体３０を厚み方向に圧縮して形成された圧搾部を形成する。
【００５５】
　このように構成された吸収体等に裏面シートを接合して切断することにより、吸収性物
品１を得ることができる。また、表面シート１０、吸収層３２、及び着色層３１を同時に
エンボス加工することにより、吸収層３２及び表面シート１０がフィルム化し、着色層３
１の色を表面シート側からより明確に認識できるようになる。更に、同時にエンボス加工
することにより、着色層３１が表面シート１０等と一体化しており、部分的に色が薄くな
ったり濃くなったりする等のバラツキを抑制できる。
【００５６】
　（第２の実施形態）
　次いで、図５及び図６に基づいて第２の実施形態に係る吸収性物品１Ａについて説明す
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る。なお、以下の実施形態において、第１の実施形態と同様の構成については、同符号を
用いて説明を省略する。
【００５７】
　第２の実施形態に係る着色層３１の平面視における形状は、吸収層３２の形状と略同じ
である。よって、着色層３１は、平面視において、吸収層３２の周囲に設けられてない。
吸収層３２の非肌当接面側に配置され着色層３１は、圧搾部８０を介してのみ視認可能に
構成されている。
【００５８】
　また、第２の実施形態に係る吸収性物品１Ａは、表面シート１０と吸収体３０との間に
中間シート３５が配置されてなく、吸収層３２の肌当接面側の面に表面シート１０が接合
されている。
【００５９】
　なお、第２の実施形態における着色層３１の平面視における形状は、吸収層３２と略同
じであるが、着色層３１が吸収層よりも小さく構成されていてもよい。
【００６０】
　吸収層３２の平面視における形状が、着色層３１の平面視における形状と同じ、又は着
色層３１の平面視における形状よりも小さくなるように構成することにより、着色層３１
が配置された部分のみを目立たせることができる。例えば、着色層３１を中心に配置する
ことにより、着用者は、着色層３１を視認して中心部分を把握することができ、装着時の
位置決めの目安になる。また、例えば、排泄口当接領域のみに圧搾部８０を設けることに
より、排泄口当接領域を強調することができる。
【００６１】
　なお、本実施の形態では、長手方向Ｌ及び幅方向Ｗにおいて、着色層３１の長さが吸収
層３２の長さよりも短く構成されているが、長手方向Ｌと幅方向Ｗとのうち少なくとも一
方において、着色層３１の長さが吸収層３２の長さよりも短く構成されていればよい。
【００６２】
　（第３の実施形態）
　次いで、図７に基づいて第３の実施形態に係る吸収性物品１Ｂについて説明する。第３
の実施形態に係る吸収性物品１Ｂの吸収層３２は、着色層３１と異なる色の着色剤を有し
ている。よって、着色層３１と吸収層３２とが異なる色で着色されている。なお、第３の
実施形態の着色層３１及び吸収層３２の形状は、第１の実施形態の着色層３１及び吸収層
３２の形状と同様である。
【００６３】
　圧搾部８０が形成された部分は、着色層３１を視認可能に構成されており、圧搾部が形
成されていない部分は、吸収層３２を視認可能に構成されている。異なる色である着色層
３１の色と吸収層３２の色とによって装飾を施すことができ、装飾効果を更に高めること
ができる。
【００６４】
　また、着色層３１の色を、吸収層３２よりも濃くすることにより、圧搾部８０が形成さ
れた部分をより目立たせることができる。吸収性能を発揮する圧搾部８０を目立たせるこ
とにより、着用者に安心感を付与できる。
【００６５】
　なお、着色層３１の色と吸収層３２の色との色差を設けることにより、圧搾部を目立た
せたり、装飾効果を高めたりできる。例えば、２色の色を補色の関係にすることにより、
より圧搾部を目立たせることができる。また、吸収層３２は、着色剤によって着色せず、
漂白していないケナフ等色つきの吸収層を用いてもよい。
【００６６】
　（第４の実施形態）
　次いで、図８及び図９に基づいて第４の実施形態に係る吸収性物品１Ｃについて説明す
る。第４の実施形態に係る吸収性物品１Ｃは、吸収体３０と表面シート１０との間に中間
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シート３５が配置され、中間シート３５には、着色層３１と異なる色で着色された表示部
３５ａが設けられている。表示部３５ａは、平面視にてハート型の絵柄を示すように構成
されている。着用者は、表面シート１０を介して表示部３５ａを視認できるように構成さ
れている。
【００６７】
　なお、本実施の形態では、表示部３５ａは、ハートの絵柄を表示するように構成されて
いるが、文字を表示するように構成されていてもよいし、文字や絵柄を示さずに着色され
た色を表示するように構成されていてもよい。
【００６８】
　平面視において、中間シート３５の表示部の内側には、圧搾部８０が形成されている。
圧搾部８０は、着色層３１、吸収層３２、表面シート１０及び中間シート３５が圧縮され
ている。圧搾部８０が形成された部分は、着色層８０を視認できるように構成されている
。中間シート３５による絵柄と圧搾部８０の形状とによって、デザイン性を高めることが
できる。例えば、吸収層３２の絵柄を圧搾部８０の絵柄とは、厚み方向において異なる位
置に配置されているため、奥行きが付与される。更に、吸収層の絵柄と圧搾部の絵柄とを
連動させることにより、立体的なデザインにすることができる。
【００６９】
　更に、中間シート３５は、吸収体３０よりも表面シート１０側に配置されているため、
吸収体３０に経血等の体液が吸収された場合であっても、中間シート３５の印刷部分の視
認性が低下せず、継続的に装飾効果を発揮できる。
【００７０】
　なお、本実施の形態では、中間シート３５に印刷を施すことにより、表示部３５ａを形
成しているが、表示部３５ａの構成は、これに限定されない。例えば、着色剤を含むホッ
トメルト樹脂によって表示部を構成してもよい。
【００７１】
　（第５の実施形態）
　次いで、図１０に基づいて第５の実施形態に係る吸収性物品１Ｄについて説明する。第
５の実施形態に係る吸収性物品１Ｄは、着色層３１が吸収層３２よりも長手方向及び幅方
向において長く構成されている。このように構成された吸収性物品によれば、中間シート
３５に形成された絵柄と圧搾部８０とによる装飾を施すことができ、かつ吸収層３２の輪
郭を目立たせることができる。
【００７２】
　また、圧搾部８０は、高い圧縮力でエンボス加工を施した高圧搾部と、低い圧縮力でエ
ンボス加工を施した低圧縮部と、によって構成されている。図１１は、圧搾部８０を拡大
した図であり、高圧搾部８０Ａと低圧搾部８０Ｂとを模式的に示した図である。高圧搾部
８０Ａと低圧搾部７０Ｂとを比較すると、高圧搾部８０Ａは、低圧搾部８０Ｂよりも密度
が高いため、体液の引き込み性が高くなる。しかし、圧搾部全体を高圧搾部８０Ａによっ
て構成すると、圧搾時に破れが生じたり、硬くなり過ぎたりする等の不具合が発生するお
それがある。一方、低圧搾部８０Ｂは、高圧搾部８０Ａに比べて、破れが生じ難く、かつ
硬くなり過ぎない。よって、高圧搾部８０Ａと低圧搾部８０Ｂとの２段階の圧搾加工を施
すことにより、体液の引き込み性を保持しつつ、耐久性のある圧搾部を形成することがで
きる。
【００７３】
　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。
【００７４】
　本実施の形態の表示部３５ａは、中間シート３５に設けられているが、表面シート１０
に設けられていてもよいし、吸収層３２に設けられていてもよいし、着色層３１よりも肌
当接面側に設けられていればよい。
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【００７５】
　圧搾部８０は、少なくとも表面シート１０及び吸収体３０を厚み方向Ｔに圧搾されて形
成されていればよく、種々の構成を採用することができる。例えば、プレス加工やエンボ
ス加工によって形成することができ、その形状は、格子網やハニカム形状であってもよい
。
【００７６】
　また、圧搾部８０が形成されていない部分の表面シートや吸収層３２や中間シート３５
に、印刷や着色剤を有するホットメルト樹脂によって着色を施して、圧搾部８０をより際
立たせるように構成してもよい。
【符号の説明】
【００７７】
　１，１Ａ，１Ｂ,１Ｃ，１Ｄ…吸収性物品、　１０…表面シート、　２０…裏面シート
、　３０…吸収体、　３１…着色層、　３２…吸収層、　３５…中間シート、　３５ａ…
表示部、　４１，４２…サイドシート、　４３，４４…ウイング部、　８０…圧搾部、８
１…第１圧搾溝、　８２…第２圧搾溝、　８３…第１点状圧搾部、　８４…第２点状圧搾
部、　８５…第３点状圧搾部、　ＣＡ…中央領域

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】



(14) JP 5973706 B2 2016.8.23

【図１１】



(15) JP 5973706 B2 2016.8.23

10

フロントページの続き

(72)発明者  北川　雅史
            香川県観音寺市豊浜町和田浜１５３１－７　ユニ・チャーム株式会社テクニカルセンター内

    審査官  一ノ瀬　薫

(56)参考文献  特開２００９－２０７６８４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２０１０－５３１１９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－１４８７０８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２１０５２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１０２５２９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｆ　　１３／１５　　　　－　　　　１３／８４
              Ａ６１Ｌ　　１５／１６　　　　－　　　　１５／６４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

