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(57)【要約】
【課題】透液性表面シートに折れ曲がりやシワを生じさ
せずに、サイドエンボスが良好に形成できるようにする
。
【解決手段】透液性表面シート３と裏面シート２との間
に吸収要素６が介在されるとともに、表面側両側部にそ
れぞれサイド不織布７が配設され、前記透液性表面シー
ト３に複数のエンボス８が形成されるとともに、前記透
液性表面シート３とサイド不織布７との積層部分に長手
方向に沿ってサイドエンボス１０が形成され、生理用ナ
プキン１の長手方向の一端側が製造時にライン流れ方向
の下流側となるライン下流側端部とされるとともに、長
手方向の他端側が製造時にライン流れ方向の上流側とな
るライン上流側端部とされる。サイドエンボス１０は、
平面視でライン下流側端部からライン上流側端部に向け
て、生理用ナプキン１の幅方向中心側から幅方向外側に
傾斜する方向の凹エンボス１１…によって形成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透液性表面シートと裏面シートとの間に吸収要素が介在されるとともに、表面側両側部
にそれぞれサイド不織布が配設され、前記透液性表面シートに複数のエンボスが形成され
るとともに、前記透液性表面シートとサイド不織布との積層部分に長手方向に沿ってサイ
ドエンボスが形成された吸収性物品において、
　前記吸収性物品は、長手方向の一端側が製造時にライン流れ方向の下流側となるライン
下流側端部とされるとともに、長手方向の他端側が製造時にライン流れ方向の上流側とな
るライン上流側端部とされ、
　前記サイドエンボスは、平面視で前記ライン下流側端部から前記ライン上流側端部に向
けて、吸収性物品の幅方向中心側から幅方向外側に傾斜する方向の凹エンボスによって形
成されていることを特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　前記サイドエンボスは、ライン下流側端部からライン上流側端部に向けて、吸収性物品
の幅方向中心側から幅方向外側に傾斜する直線状の凹エンボスを間欠的に配列することに
より形成されている請求項１記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記サイドエンボスは、前記吸収性物品の略長手方向に沿ってエンボス溝が形成される
とともに、このエンボス溝の底面に前記凹エンボスとなる高圧搾部と低圧搾部とが交互に
配置され、少なくとも前記高圧搾部の配向方向が、ライン下流側端部からライン上流側端
部に向けて、吸収性物品の幅方向中心側から幅方向外側に傾斜して形成されている請求項
１記載の吸収性物品。
【請求項４】
　上記請求項１、２いずれかに記載のサイドエンボスの各凹エンボス又は上記請求項３記
載の凹エンボスの内の高圧搾部は、吸収性物品の幅方向中心側の幅寸法が相対的に大きく
、幅方向外側の幅寸法が相対的に小さく形成されている吸収性物品。
【請求項５】
　前記サイドエンボスの各凹エンボスは、吸収性物品の幅方向中心側の深さが相対的に深
く、幅方向外側の深さが相対的に浅く形成されている請求項１～４いずれかに記載の吸収
性物品。
【請求項６】
　前記サイドエンボスは、ほぼ全長に亘って同一のパターンで形成されている請求項１～
５いずれかに記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記透液性表面シートには長手方向の中間領域に前記エンボスが形成され、
　前記サイドエンボスは、前記エンボス形成区間とその長手方向両端区間とで、前記凹エ
ンボスの傾斜角を異ならせている請求項１～５いずれかに記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記エンボス形成区間では、前記凹エンボスの配向方向と前記吸収性物品の長手方向線
とのなす角度が、前記長手方向両端区間より相対的に大きく形成されている請求項７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、経血やおりものなどを吸収するための生理用ナプキン、パンティーライナー
、失禁パッド等の吸収性物品、詳しくは透液性表面シートにエンボスを施してもサイドエ
ンボスを良好に形成できるようにした吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、パンティーライナー、生理用ナプキン、失禁パッドなどの吸収性物品として
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、ポリエチレンシートまたはポリエチレンシートラミネート不織布などの不透液性裏面シ
ートと、不織布または透液性プラスチックスシートなどの透液性表面シートとの間に綿状
パルプ等からなる吸収体を含む吸収要素を介在したものが知られている。
【０００３】
　この種の吸収性物品にも幾多の改良が重ねられ、肌との接触面積を減らし、カブレを防
止するなどを目的として、表面材にエンボスや孔あけ加工を施して凹凸を設けたものが知
られている（例えば、下記特許文献１、２）。
【０００４】
　下記特許文献１、２記載の吸収性物品などのように、不透液性裏面シートと透液性表面
シートとの間に吸収要素を介在するとともに、表面側両側部にそれぞれ長手方向に沿って
サイド不織布を配設した吸収性物品であって、肌との接触面積を減らし、カブレを防止す
るため、前記透液性表面シートに複数のエンボスを形成するとともに、前記サイド不織布
及び透液性表面シートの積層部分にサイドエンボスを形成した吸収性物品の製造工程は、
ライン流れ方向を吸収性物品の長手方向とした所謂縦流れ方式によって行われ、具体的に
は図３に示されるように以下の手順で行われていた。
【０００５】
　先ず、透液性表面シート資材原反２０から送り出される透液性表面シート３をラインに
繰り出すとともに、この透液性表面シート３を、所定温度に加熱されたエンボスロール２
１と、圧力を受け止めるアンビルロール２２との間を通過させることによって、前記エン
ボスロール２１の表面に形成されたエンボス用突部による圧搾によって幅方向中央部に所
定の間隔でエンボスを形成する（図４参照）。
【０００６】
　次に、このエンボス加工された表面シート３の両側部にサイド不織布資材原反２４から
送り出されるサイド不織布７を配置する。これらの積層状態で、サイドエンボス用のエン
ボスロール２６とアンビルロール２５との間を通過させることによって、前記透液性表面
シート３とサイド不織布７との積層部分にサイドエンボスを形成する。
【０００７】
　しかる後、不透液性裏面シート資材原反２３から送り出される不透液性裏面シート２及
び吸収要素６の表面側に、前述のサイドエンボスを施した透液性表面シート３及びサイド
不織布７を貼り合わせるとともに、所定の形状にカットして吸収性物品を完成させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００４－４９６９７号公報
【特許文献２】特許第３８６０５５４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上述の製造工程では、以下のような問題が生じていた。
【００１０】
　例えば図４に示されるように、透液性表面シート資材原反２０から送り出された透液性
表面シート３の幅方向中央部にライン流れ方向に所定の間隔で複数のエンボス群を形成し
た場合、各エンボス群の間（エンボスが形成されない間欠区間）では、ライン流れ方向の
テンションによって透液性表面シートが幅方向に縮む幅入りが起こりやすい。一方、前記
複数のエンボスが形成されるエンボス形成区間では、透液性表面シートの幅方向中央部の
エンボスが形成された部分とその両側のエンボスが形成されない部分とで、幅方向に透液
性表面シートの剛性に差が生じることによって、エンボスが形成されない両側部が丸まる
カールが起こりやすい（図５参照）。
【００１１】
　このように、幅入りやカールが生じた透液性表面シートの両側部にサイド不織布を配置
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した後、透液性表面シートとサイド不織布との積層部分にサイドエンボスを形成しようと
すると、図６に示されるように、透液性表面シートの両側部が折れ曲がって二重になった
り、シワが入ったりするなど、エンボス不良が起きやすい。
【００１２】
　そこで本発明の主たる課題は、透液性表面シートに折れ曲がりやシワを生じさせずに、
サイドエンボスが良好に形成できるようにした吸収性物品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するために請求項１に係る本発明として、透液性表面シートと裏面シー
トとの間に吸収要素が介在されるとともに、表面側両側部にそれぞれサイド不織布が配設
され、前記透液性表面シートに複数のエンボスが形成されるとともに、前記透液性表面シ
ートとサイド不織布との積層部分に長手方向に沿ってサイドエンボスが形成された吸収性
物品において、
　前記吸収性物品は、長手方向の一端側が製造時にライン流れ方向の下流側となるライン
下流側端部とされるとともに、長手方向の他端側が製造時にライン流れ方向の上流側とな
るライン上流側端部とされ、
　前記サイドエンボスは、平面視で前記ライン下流側端部から前記ライン上流側端部に向
けて、吸収性物品の幅方向中心側から幅方向外側に傾斜する方向の凹エンボスによって形
成されていることを特徴とする吸収性物品が提供される。
【００１４】
　上記請求項１記載の発明は、吸収性物品の長手方向の一端側が製造時にライン流れ方向
下流側となるライン下流側端部とされるとともに、長手方向の他端側が製造時にライン流
れ方向の上流側となるライン上流側端部とされる所謂縦流れ方式によって吸収性物品を製
造する場合に適用されるものである。このような縦流れ方式によって製造される吸収性物
品において、例えば、図４に示されるように、透液性表面シート資材原反から送り出され
た透液性表面シートにライン流れ方向にエンボス形成区間と間欠区間とが交互に形成され
る場合、前記間欠区間においてライン流れ方向のテンションによって幅方向に縮む幅入り
が生じるとともに、前記エンボス形成区間において透液性表面シートの幅方向の剛性差に
よって両側部が丸まるカールが生じた場合でも、前記サイドエンボスを、ライン下流側端
部から上流側端部に向けて、吸収性物品の幅方向中心側から幅方向外側に傾斜する方向の
凹エンボスによって形成することにより、サイドエンボスの加圧時にライン流れに伴って
サイド不織布及び透液性表面シートを幅方向外側に伸ばす加圧力が付与されるようになる
ため、幅入り部分でのシワや、カール部分での折れ曲がりを防止することができ、サイド
エンボスが良好に形成できるようになる。
【００１５】
　請求項２に係る本発明として、前記サイドエンボスは、ライン下流側端部からライン上
流側端部に向けて、吸収性物品の幅方向中心側から幅方向外側に傾斜する直線状の凹エン
ボスを間欠的に配列することにより形成されている請求項１記載の吸収性物品が提供され
る。
【００１６】
　上記請求項２記載の発明は、前記サイドエンボスの具体的な形態を規定したものであり
、ライン下流側端部からライン上流側端部に向けて、吸収性物品の幅方向中心側から幅方
向外側に傾斜する直線状の凹エンボスを間欠的に配列することにより前記サイドエンボス
を形成したものである。これにより、上述のサイドエンボスの形成時にライン流れに伴っ
てサイド不織布及び透液性表面シートを幅方向外側に伸ばす加圧力が間欠的に付与される
ようになる。
【００１７】
　請求項３に係る本発明として、前記サイドエンボスは、前記吸収性物品の略長手方向に
沿ってエンボス溝が形成されるとともに、このエンボス溝の底面に前記凹エンボスとなる
高圧搾部と低圧搾部とが交互に配置され、少なくとも前記高圧搾部の配向方向が、ライン
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下流側端部からライン上流側端部に向けて、吸収性物品の幅方向中心側から幅方向外側に
傾斜して形成されている請求項１記載の吸収性物品が提供される。
【００１８】
　上記請求項３記載の発明は、前記サイドエンボスの具体的な他の形態を規定したもので
あり、吸収性物品の略長手方向に沿ってエンボス溝を形成するとともに、このエンボス溝
の底面に前記凹エンボスとなる高圧搾部と低圧搾部とを交互に配置し、少なくとも前記高
圧搾部の配向方向を、ライン下流側端部からライン上流側端部に向けて、吸収性物品の幅
方向中心側から幅方向外側に傾斜して前記サイドエンボスを形成するようにしたものであ
る。このように、エンボス溝を形成するとともに、このエンボス溝の底面に溝長手方向に
沿って前記高圧搾部及び低圧搾部を交互に配置することにより、上述のサイドエンボスに
よる加圧力を強弱をつけて交互に連続的に付与することができ、折れ曲がりやシワによる
サイドエンボスのエンボス不良をより効果的に防止することができるようになる。
【００１９】
　請求項４に係る本発明として、上記請求項１、２いずれかに記載のサイドエンボスの各
凹エンボス又は上記請求項３記載の凹エンボスの内の高圧搾部は、吸収性物品の幅方向中
心側の幅寸法が相対的に大きく、幅方向外側の幅寸法が相対的に小さく形成されている吸
収性物品が提供される。
【００２０】
　上記請求項４記載の発明では、上記請求項１、２いずれかに記載のサイドエンボスの各
凹エンボス又は上記請求項３記載の凹エンボスの内の高圧搾部を、吸収性物品の幅方向中
心側の幅寸法が相対的に大きくなるように形成し、幅方向外側の幅寸法が相対的に小さく
なるように形成することにより、エンボス形成時の加圧力を幅方向中心側で最大とし、そ
の後ライン流れに伴って幅方向外側に徐々に小さくなるように付与することができ、折れ
曲がりやシワを確実に外側に伸ばすことができるようになる。
【００２１】
　請求項５に係る本発明として、前記サイドエンボスの各凹エンボスは、吸収性物品の幅
方向中心側の深さが相対的に深く、幅方向外側の深さが相対的に浅く形成されている請求
項１～４いずれかに記載の吸収性物品が提供される。
【００２２】
　上記請求項５記載の発明では、サイドエンボスの各凹エンボスを、吸収性物品の幅方向
中心側の深さが相対的に深くなるようにし、幅方向外側の深さが相対的に浅くなるように
形成することにより、エンボス形成時の加圧力を幅方向中心側で最大とし、その後ライン
流れに伴って幅方向外側に徐々に小さくなるように付与することができ、折れ曲がりやシ
ワを確実に外側に伸ばすことができるようになる。
【００２３】
　請求項６に係る本発明として、前記サイドエンボスは、ほぼ全長に亘って同一のパター
ンで形成されている請求項１～５いずれかに記載の吸収性物品が提供される。
【００２４】
　上記請求項６記載の発明は、サイドエンボスを、ほぼ全長に亘って同一のパターンで形
成したものであり、透液性表面シートの長手方向のほぼ全長に亘って複数のエンボスを形
成した吸収性物品に好適に適用されるものである。
【００２５】
　請求項７に係る本発明として、前記透液性表面シートには長手方向の中間領域に前記エ
ンボスが形成され、
　前記サイドエンボスは、前記エンボス形成区間とその長手方向両端区間とで、前記凹エ
ンボスの傾斜角を異ならせている請求項１～５いずれかに記載の吸収性物品が提供される
。
【００２６】
　請求項８に係る本発明として、前記エンボス形成区間では、前記凹エンボスの配向方向
と前記吸収性物品の長手方向線とのなす角度が、前記長手方向両端区間より相対的に大き
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く形成されている請求項７記載の吸収性物品が提供される。
【００２７】
　上記請求項７、８記載の発明は、透液性表面シートの長手方向の中間領域に複数のエン
ボスを形成することによって、長手方向中間領域のエンボス形成区間とその長手方向両端
区間とが形成された吸収性物品に好適に適用されるものである。このとき、エンボス形成
区間とその長手方向両端区間とでは、透液性表面シートの両側部はそれぞれカール又は幅
入りというように異なる問題が発生するため、前記サイドエンボスは、エンボス形成区間
とその長手方向両端区間とで、それぞれに対応させるような凹エンボスの傾斜角とするこ
とが好ましい。具体的には、エンボス形成区間では、カールが問題となるため、前記凹エ
ンボスの配向方向と前記吸収性物品の長手方向線とのなす角が、前記長手方向両端区間よ
り相対的に大きく形成することが好ましい。これにより、エンボス形成区間では緩いエン
ボス角度で両端部の丸まりを伸ばすことができ、その長手方向両端区間では外側に強く引
き伸ばすことができるようになる。
【発明の効果】
【００２８】
　以上詳説のとおり本発明によれば、透液性表面シートに折れ曲がりやシワを生じさせず
に、サイドエンボスが良好に形成できるようにした吸収性物品が提供できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明に係る生理用ナプキン１の一部破断展開図である。
【図２】そのII－II線矢視図である。
【図３】本生理用ナプキンの組立てライン図である。
【図４】エンボス８の形成ライン図である。
【図５】図４のＶ－Ｖ線矢視図である。
【図６】従来の生理用ナプキンの断面図である。
【図７】サイドエンボス１０（その１）の拡大図である。
【図８】サイドエンボス１０（その２）の拡大図である。
【図９】エンボス溝１２の拡大斜視図である。
【図１０】サイドエンボス１０（その３）の拡大図である。
【図１１】サイドエンボス１０（その４）の拡大図である。
【図１２】凹エンボス１１の配向方向断面図である。
【図１３】他の形態例に係る生理用ナプキン１（その１）の展開図である。
【図１４】他の形態例に係る生理用ナプキン１（その２）の展開図である。
【図１５】他の形態例に係る生理用ナプキン１（その３）の展開図である。
【図１６】他の形態例に係る生理用ナプキン１（その４）の展開図である。
【図１７】サイドエンボス１０（その５）の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳述する。
【００３１】
　本発明に係る生理用ナプキン１は、図１及び図２に示されるように、ポリエチレンシー
トなどからなる不透液性裏面シート２と、経血やおりものなどを速やかに透過させる透液
性表面シート３と、これら両シート２，３間に介装された綿状パルプ又は合成パルプなど
からなる吸収体４、及び好ましくは前記吸収体４を囲繞する被包シート５からなる吸収要
素６と、表面がわ両側部にそれぞれ長手方向に沿って形成されたサイド不織布７、７とか
ら主に構成されている。
【００３２】
　前記透液性表面シート３には、少なくとも体液排出部領域Ｈを含む一部又は全面に複数
のエンボス８、８…が形成されている。このエンボス８、８…は、肌との接触面積を低減
することによりべた付き感を無くすとともに、体液の吸収を速やかに行うためのものであ
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る。このとき、前記透液性表面シート３と吸収要素６との間に親水性の繊維シート（図示
せず）が介在される場合には、前記透液性表面シート３と親水性繊維シートとを前記エン
ボス８、８…によって不連続に接合するようにしても良い。
【００３３】
　また、図示例では、前記エンボス８、８…を囲むように周方向に閉合し、透液性表面シ
ート３から吸収体４に至るエンボス溝９が形成されている。このエンボス溝９は、幅方向
中央部に使用面側に高い吸収要素の中高部を形成するとともに、体液排出部領域Ｈに排出
された体液の表面流れを堰き止めるためのものである。このエンボス溝９は、任意に形成
されるものである。
【００３４】
　更に、前記透液性表面シート３とサイド不織布７との積層部分に、生理用ナプキン１の
長手方向に沿ってサイドエンボス１０が形成されている。
【００３５】
　以下、さらに前記生理用ナプキン１の構造について詳述すると、
　前記不透液性裏面シート２は、ポリエチレンやポリプロピレン等のオレフィン系樹脂シ
ートなどの少なくとも遮水性を有するシート材が用いられるが、この他にポリエチレンシ
ート等に不織布を積層したラミネート不織布や、さらには防水フィルムを介在して実質的
に不透液性を確保した上で不織布シート（この場合には防水フィルムと不織布とで不透液
性裏面シートを構成する。）などを用いることができる。近年はムレ防止の観点から透湿
性を有するものが用いられる傾向にある。この遮水・透湿性シート材は、ポリエチレンや
ポリプロピレン等のオレフィン系樹脂中に無機充填剤を溶融混練してシートを成形した後
、一軸または二軸方向に延伸することにより得られる微多孔性シートである。
【００３６】
　次いで、前記透液性表面シート３は、有孔または無孔の不織布や多孔性プラスチックシ
ートなどが好適に用いられる。不織布を構成する素材繊維としては、たとえばポリエチレ
ンまたはポリプロピレン等のオレフィン系、ポリエステル系、ポリアミド系等の合成繊維
の他、レーヨンやキュプラ等の再生繊維、綿等の天然繊維とすることができ、スパンレー
ス法、スパンボンド法、サーマルボンド法、メルトブローン法、ニードルパンチ法等の適
宜の加工法によって得られた不織布を用いることができる。これらの加工法の内、スパン
レース法は柔軟性、ドレープ性に富む点で優れ、サーマルボンド法は嵩高でソフトである
点で優れている。
【００３７】
　前記不透液性裏面シート２と透液性表面シート３との間に介在される吸収要素６を構成
する吸収体４は、たとえばフラッフ状パルプと吸水性ポリマーとにより構成されている。
前記吸水性ポリマーは吸収体を構成するパルプ中に、例えば粒状粉として混入されている
。前記パルプとしては、木材から得られる化学パルプ、溶解パルプ等のセルロース繊維や
、レーヨン、アセテート等の人工セルロース繊維からなるものが挙げられ、広葉樹パルプ
よりは繊維長の長い針葉樹パルプの方が機能および価格の面で好適に使用される。
【００３８】
　また、前記吸収体４に合成繊維を混合しても良い。前記合成繊維は、例えばポリエチレ
ン又はポリプロピレン等のポリオレフィン系、ポリエチレンテレフタレートやポリブチレ
ンテレフタレート等のポリエステル系、ナイロンなどのポリアミド系、及びこれらの共重
合体などを使用することができるし、これら２種を混合したものであってもよい。また、
融点の高い繊維を芯とし融点の低い繊維を鞘とした芯鞘型繊維やサイドバイサイド型繊維
、分割型繊維などの複合繊維も用いることができる。前記合成繊維は、体液に対する親和
性を有するように、疎水性繊維の場合には親水化剤によって表面処理したものを用いるの
が望ましい。
【００３９】
　本例のように、吸収体４を囲繞する被包シート５を設ける場合には、結果的に透液性表
面シート３と吸収体４との間に被包シート５が介在することになり、吸収性に優れる前記
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被包シート５によって体液を速やかに拡散させるとともに、これら経血等の逆戻りを防止
するようになる。前記被包シート５としては、クレープ紙又は親水性不織布などを用いる
ことができる。
【００４０】
　一方、本生理用ナプキン１の表面がわ両側部にはそれぞれ、長手方向に沿ってかつナプ
キン１のほぼ全長に亘ってサイド不織布７，７が設けられ、このサイド不織布７，７の一
部が側方に延在されるとともに、同じく側方に延在された不透液性裏面シート２の一部と
によりウイング状フラップＷ、Ｗが形成されている。
【００４１】
　前記サイド不織布７としては、重要視する機能の点から撥水処理不織布または親水処理
不織布を使用することができる。たとえば、経血やおりもの等が浸透するのを防止する、
あるいは肌触り感を高めるなどの機能を重視するならば、シリコン系、パラフィン系、ア
ルキルクロミッククロリド系撥水剤などをコーティングした撥水処理不織布を用いること
が望ましい。また、前記ウイング状フラップＷ、Ｗにおける経血等の吸収性を重視するな
らば、合成繊維の製造過程で親水基を持つ化合物、例えばポリエチレングリコールの酸化
生成物などを共存させて重合させる方法や、塩化第２スズのような金属塩で処理し、表面
を部分溶解し多孔性とし金属の水酸化物を沈着させる方法等により合成繊維を膨潤または
多孔性とし、毛細管現象を応用して親水性を与えた親水処理不織布を用いるようにする。
【００４２】
　ここで、本生理用ナプキン１の製造工程について、図３に基づいて説明すると、本生理
用ナプキン１は、ライン流れ方向を吸収性物品の長手方向とする所謂縦流れ方式によって
製造され、生理用ナプキン１の長手方向の一端側が製造時にライン流れ方向の下流側とな
るライン下流側端部とされるとともに、長手方向の他端側が製造時にライン流れ方向の上
流側となるライン上流側端部とされる。より詳細には、表面材資材原反２０から送り出さ
れる透液性表面シート３を、アンビルロール２２に導き、エンボスロール２１との間を通
過させることによって、前記エンボスロール２１の表面に形成されたエンボス用突部によ
る圧搾によって幅方向中央部に所定の間隔でエンボス８、８…群を形成する（図４参照）
。次に、前記透液性表面シート３の表面側の両側部に、サイド不織布資材原反２４から送
り出されるサイド不織布７を重ねる。その後、これらの積層体をアンビルロール２５に導
き、サイドエンボス用のエンボスロール２６との間を通過させることにより、透液性表面
シート３とサイド不織布７との積層部分にサイドエンボス１０を形成する。しかる後、こ
の透液性表面シート３とサイド不織布７との積層体を吸収要素６の表面側に重ねるととも
に、透液性表面シート３の表面側から吸収体４に至るエンボス溝９を形成した後、裏面シ
ート資材原反２３から送り出される裏面シート２を吸収要素６及びサイド不織布７の裏面
側に貼り合わせ、所定の形状にカットして生理用ナプキン１を完成させる。
【００４３】
　このとき、エンボスロール２１とアンビルロール２２との間を通過した後の透液性表面
シート３は、図４に示されるように、複数のエンボス８…が形成されるエンボス形成区間
と、このエンボス群の間のエンボスが形成されない間欠区間とが交互に形成される。これ
によって、前記間欠区間では、ライン流れ方向のテンションによって幅方向に縮む幅入り
が生じやすく、前記エンボス形成区間では、エンボス形成部とその両側の非エンボス形成
部との剛性の差によって両側部が丸まるカールが生じやすい（図５の断面図参照）。
【００４４】
　このような幅入りやカールが生じた状態の透液性表面シート３とサイド不織布７とを重
ねてサイドエンボスを施すと、図６に示されるように、表面シート３の両側部が折れ曲が
って二重になったり、シワが入ったりするなど、エンボス不良が起きやすい。
【００４５】
　そこで、本生理用ナプキン１では、透液性表面シート３両側部の幅入りやカールを伸ば
した状態でサイドエンボス１０が形成されるようにするため、サイドエンボス１０が、平
面視で前記ライン下流側端部から前記ライン上流側端部に向けて、生理用ナプキン１の幅
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方向中心側から幅方向外側に傾斜する方向の凹エンボス１１、１１…によって形成される
ようにしたものである。このような傾斜角を有する凹エンボス１１…によってサイドエン
ボス１０を形成することにより、サイドエンボスの加圧時にライン流れに伴って徐々にエ
ンボス負荷点が外側に移行するため、透液性表面シート３の両側部を幅方向外側に伸ばす
ような加圧力が付与されるようになる。このため、幅入り部分での透液性表面シート３及
びサイド不織布７のシワが防止できるとともに、カール部分での透液性表面シート３の折
れ曲がりが防止でき、サイドエンボス１０を良好に形成することができるようになる。
【００４６】
　以下、具体的なサイドエンボス１０の形態例について詳説する。
【００４７】
　前記サイドエンボス１０は、図１及び図７に示されるように、ライン下流側端部からラ
イン上流側端部に向けて、生理用ナプキン１の幅方向中心側から幅方向外側に傾斜する直
線状の凹エンボス１１、１１…を間欠的に複数配列することにより形成することができる
。かかる傾斜角を有する凹エンボス１１を間欠的に複数配列することにより、エンボスロ
ール２６によるサイドエンボスの加圧時に、透液性表面シート３のシワ及び幅入りを幅方
向外側に逃がしやすくなる。ここで、前記凹エンボス１１は、角を持たないパターンの方
が、肌触りが良く、シワにもなりにくいため好ましい。
【００４８】
　また前記サイドエンボス１０は、図８及び図９に示されるように、生理用ナプキン１の
略長手方向に沿ってエンボス溝１２が形成されるとともに、このエンボス溝１２の底面に
溝長手方向に沿って前記凹エンボス１１となる高圧搾部１３と低圧搾部１４とが交互に配
置され、前記高圧搾部１３及び低圧搾部１４の配向方向が、ライン下流側端部からライン
上流側端部に向けて、生理用ナプキン１の幅方向中心側から幅方向外側に傾斜するように
形成することができる。このように、高圧搾部１３と低圧搾部１４とを交互に配置したエ
ンボス溝１２を形成することにより、高圧搾部１３及び低圧搾部１４において透液性表面
シート３を強弱をつけて連続的に外側に伸ばす加圧力を作用させることができ、より確実
にエンボス不良を防止することができるようになる。
【００４９】
　ここで、前記高圧搾部１３は、図１０に示されるように、傾斜部分を外側に膨出させた
円弧状に形成し、少なくともこの高圧搾部１３の配向方向が、ライン下流側端部からライ
ン上流側端部に向けて、生理用ナプキン１の幅方向中心側から幅方向外側に傾斜するよう
に形成してもよい。円弧状に形成することによって、肌触りが良くなり、シワにもなりに
くくなる。
【００５０】
　図１１に示されるように、前記サイドエンボスの各凹エンボス１１は、生理用ナプキン
１の幅方向中心側の幅寸法Ｗ１が相対的に大きく、幅方向外側の幅寸法Ｗ２が相対的に小
さくなるように形成してもよい。これにより、エンボス形成時の加圧力を幅方向中心側で
最大とし、その後ライン流れに伴って幅方向外側に徐々に小さくなるように付与すること
ができ、サイド不織布７及び透液性表面シート３の折れ曲がりやシワを確実に外側に伸ば
すことができるようになる。なお、図８～図１０に示されるように、エンボス溝１２の底
面に凹エンボス１１となる高圧搾部１３と低圧搾部１４とが交互に配置されるサイドエン
ボス１０の場合、少なくとも凹エンボス１１の内の高圧搾部１３が、生理用ナプキン１の
幅方向中心側の幅寸法Ｗ１が相対的に大きく、幅方向外側の幅寸法Ｗ２が相対的に小さく
なるように形成するようにする。
【００５１】
　また、図１２に示されるように、前記サイドエンボスの各凹エンボス１１は、その配向
方向断面が、生理用ナプキン１の幅方向中心側の深さが相対的に深くなるようにし、幅方
向外側の深さが相対的に浅くなるように形成しても良い。図示例では、幅方向中心側の深
さを深く形成し、幅方向外側に向けて漸次エンボス深さが浅くなるように形成してある。
これにより、エンボス形成時の加圧力を幅方向中心側で最大とし、その後ライン流れに伴
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性表面シート３の折れ曲がりやシワを確実に外側に伸ばすことができるようになる。
【００５２】
　ところで、図１３及び図１４に示されるように、エンボス８が透液性表面シート３のほ
ぼ全面に形成される場合（図１３）及び生理用ナプキン１の幅方向中央部に長手方向のほ
ぼ全長に亘って形成される場合（図１４）のいずれにおいても、透液性表面シート３の両
側部がほぼ全長に亘ってカールし易いので、前記サイドエンボス１０は、ほぼ全長に亘っ
て同一のパターンで形成することが好ましい。なお、全面にエンボス８が形成される場合
でも透液性表面シート３より幅狭の親水性セカンドシートが接合される場合には、表面シ
ート３の両側部の剛性が相対的に小さくなるので全長に亘ってカールし易いため、ほぼ全
長に亘って同一のパターンで形成することが好ましい。
【００５３】
　一方、図１５及び図１６に示されるように、透液性表面シート３には長手方向の中間領
域のみに略方形状（図１５）又は略楕円形状（図１６）でエンボス８、８…群が形成され
、その前後領域にはエンボスが形成されない場合、前記サイドエンボス１０が、前記エン
ボス形成区間とその前後区間とで、前記凹エンボス１１の傾斜角を異ならせるようにする
ことができる。ここで、前記「エンボス形成区間」とは、少なくともエンボス８、８…が
形成されるナプキン長手方向の区間のことである。
【００５４】
　具体的には、前記エンボス形成区間の前記凹エンボス１１の配向方向と生理用ナプキン
１の長手方向線とのなす角度α１が、前記前後区間のその角度α２より相対的に大きくな
るように形成することが好ましい。さらに詳細には、前記エンボス形成区間は、カールし
易い箇所なので、カールを伸ばすようにα１が９０°未満の相対的に緩い角度が好ましく
、４５°～７５°がより好ましい。その前後区間では、幅入りし易い箇所なので、外側に
強く引き伸ばすようにα２が６０°以下の相対的にきつい角度が好ましく、３０°～５０
°がより好ましい。
【００５５】
　ところで、前記サイドエンボス１０は、上記形態例以外にも種々のパターンで形成する
ことができる。例えば、図１７に示されるように、ライン下流側からライン上流側に向け
て、生理用ナプキン１の幅方向中心側から幅方向外側に傾斜する傾斜区間１１’を有する
とともに、その前後端部が隣接する傾斜区間１１’の前後端部と連続した連続線状に形成
することができる。ここで、幅方向中心側では、圧搾面積を増加させるため、図示例のよ
うに隣接する傾斜区間１１’と円弧を形成するように連続させるようにすることが好まし
い。このようにサイドエンボス１０を連続線状に形成することにより、表面を伝う体液の
横漏れを防止することができるようになる。
【符号の説明】
【００５６】
　１…生理用ナプキン、２…裏面シート、３…透液性表面シート、４…吸収体、５…被包
シート、６…吸収要素、７…サイド不織布、８…エンボス、９…エンボス溝、１０…サイ
ドエンボス、１１…凹エンボス、１２…エンボス溝、１３…高圧搾部、１４…低圧搾部
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