
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部装着体へ対面する支持体 と、前記支持体 の受液側に位置する液吸収部
材 とを有する吸収性物品 であって、
　

　前記支持体 の幅方向の両側には、 基
端部 が前記支持体 に接合されて 縦方向へ延びる側壁シート が対
向して設けられ、
　前記対向する側壁シート 間に前記液吸収部材 が接合 、前記液吸収部材

支持体 と接合 こと
を特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　前記側壁シート が、前記基端部 から自由端 の方向へ向けてジグ
ザグ形状または波形状とされている請求項 記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記側壁シート の前記縦方向の前端部および後端部（４ｅ，４ｆ）が前記支持体

に接合され 請求項 ２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
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（２） （２）
（３） （１）
前記液吸収部材（３）は、受液側に位置する透液性層（３ａ）と、支持体側に位置する

不透液性層（３ｃ）と、前記透液性層（３ａ）と不透液性層（３ｃ）との間に位置する吸
収コア（３ｂ）とを有し、

（２） 前記吸収性物品の縦方向への収縮力を有し、
（５ｂ） （２） 前記 （５）

（５） （３） され
（３）は、前記 （２） されずに前記側壁シート（５）に支持されている

（５） （５ｂ） （５ａ）
１

（５）
（２） ている １または



　前記側壁シート は、前記縦方向への弾性収縮力を発揮する弾性凹凸を有する請求
項１ のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記側壁シートに、前記縦方向への弾性収縮力を発揮する弾性部材

が設けられている請求項１ のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記弾性部材 は前記縦方向へ延び、且つ前記側壁シ
ート の前記基端部 から前記自由端 の間において基端部 か
ら自由端 の方向へ間隔を開けて複数設けられている請求項 記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記支持体 の前記液吸収部材 と対面する側に、前記液吸収部材

別の吸収体 が設けられ 請求項１ のいずれかに記載の吸
収性物品。
【請求項８】
　前記液吸収部材 は、前記側壁シート の前記自由端 と前記基端部

との間に接合され、前記側壁シート の自由端 が前記液吸収部材
との接合部より受液側へ延出し、前記側壁シート の前記接合部よりも延出してい

る部分により防漏カフが形成されている請求項１ のいずれかに記載の吸収性物品
。
【請求項９】
　前記側壁シート の自由端 に、前記縦方向への弾性収縮力を発揮する弾性
部材 が設けられている請求項 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、主に経血などの排泄液を吸収保持する吸収性物品に係わり、特に着用者の動き
に追従して効果的に排泄液を吸収できるようにした吸収性物品に関する。
【０００２】
【従来の技術及びその課題】
従来、生理用ナプキン、パンティライナー、尿取りパッド、おむつなどの吸収性物品が種
々開発されている。これらの吸収性物品では、着用中において排泄液を吸収コアで確実に
吸収し、排泄液が吸収性物品の外へ漏れないようにすることが求められる。
【０００３】
ところで排泄部周辺の体の形状、特に膣口周辺は、着用者が立っている状態、座っている
状態、脚を閉じている状態、開いている状態などで異なり、特に歩行時には刻々とその形
状が変化する。特に歩行時には、左右臀部の肉が体の縦方向に対して左右上下に最大３０
ｍｍ程度変位する。
【０００４】
詳細を述べると、左右太腿がお互いに交差する動作とともに、大腿部の筋肉組織も連動し
て弛緩と緊張を繰り返す。この筋肉組織のうち、大腿部の内側の面に存在するそけい靭帯
は太腿の移動と連動し、太腿内側面のある一定範囲内を移動する。
【０００５】
この際、靭帯周辺の筋肉組織も移動し、その部分の皮膚表面が周辺の皮膚表面に比べて陥
没した状態となる。この陥没現象は一時的なものであり、筋肉組織が弛緩する動作によっ
て元の状態に戻るが、歩行時のように断続的に大腿部の弛緩・緊張運動が繰り返された場
合、陥没現象も断続的に発生する。このような陥没現象は、歩行時以外にも、開脚、閉脚
を伴う動作や、寝返りをうつような動作のときも発生する。このような陥没部と吸収性物
品の吸収コアとが密着できずに隙間が生じ、その隙間から排泄液が漏れてしまうことが多
々生じている。
【０００６】
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（５）
ないし３

（７ａ，７ｂ，７ｃ
，７ｄ，７ｅ） ないし４

（７ａ，７ｂ，７ｃ，７ｄ，７ｅ）
（５） （５ｂ） （５ａ） （５ｂ）

（５ａ） ５

（２） （３） （３）より
幅が大きい （２ｂ） ている ないし６

（３） （５） （５ａ） （
５ｂ） （５） （５ａ） （３
） （５）

ないし７

（５） （５ａ）
（７ｅ） ８



排泄部に密着させる生理用ナプキンとして、例えば特表平６－５０２３３６号（ＷＯ９２
／０７５３５）公報には、吸収コアが不透液性の後シートから離れて装着者側へと移動で
きる衛生ナプキンが開示されている。また特開平４－１６４４４６号公報には、下部吸収
体の上に上部吸収体を設けた衛生ナプキンが開示されている。これらのナプキンにおいて
は、上側の吸収コアが排泄部の凹部に密着しやすいため、通常のナプキンと比べて漏れが
防止しやすくなっている。しかしこれらのナプキンにおいては、装着者が動いたときにそ
の動きに追従することができず、前記陥没部との間に隙間が生じてしまう。
【０００７】
さらに実開平７－３３３１５号公報には、着用者が自由に動き回った場合においても経血
の漏れを防止することを目的とした吸収性物品（生理用ナプキン）が開示されている。こ
の吸収性物品は、上部ナプキンと下部ナプキンとからなり、下部ナプキンよりも小さい上
部ナプキンが、下部ナプキンの中央部に位置し、上部ナプキンの両端部から長手方向へ延
びる一対（右側部と左側部）の弾性部材に下部ナプキンが接合されている。上部ナプキン
と下部ナプキンとは互いに拘束することなく比較的自由に動くことが可能となっている。
同様の技術を開示するものとして特開平１１－１０４１６８号公報も存在する。
【０００８】
上記公報におけるナプキンでは、上部ナプキンが着用者が直立した状態において排泄部に
確実に密着することができる。しかし、弾性部材が下部ナプキンに前後端部のみ接合され
、それ以外の個所では自由に伸縮できるようになっている。よって、歩行時など左右の脚
が前後に振られる状態において、例えば右側部が前方または後方に動くと、左側部の弾性
部材は制限されることなく移動できるため、下部ナプキンの左側部も引きずられて大きく
動いてしまう。さらにこのとき、下部ナプキンの右側部の移動は左側部の移動を伴うため
、前記右側部が動くために必要な力が大きくなってしまう。すなわち、右側部単独では移
動しづらいものとなる。よって、排泄部と上部ナプキンとの間に隙間が生じ、その結果漏
れてしまう。また、上部ナプキンに横方向へ大きく力が加わると、上部ナプキンは殆ど制
限なく横方向へ移動できるため、上部ナプキンが横に大きくずれ過ぎてしまうこともある
。このように、上記ナプキンでは装着者の動きに合わせて常に排泄部に密着することは難
しい。
【０００９】
本発明は上記従来の課題を解決するためのものであり、排泄部に対する高い密着度を維持
しつつ着用者の動きに対する追従性に優れた吸収性物品を提供することを目的としている
。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、外部装着体へ対面する支持体と、前記支持体の受液側に位置する液吸収部材
とを有する吸収性物品であって、
　

　前記支持体の幅方向の両側には、 基端部が
前記支持体に接合されて 縦方向へ延びる側壁シートが対向して設けられ、
　前記対向する側壁シート間に前記液吸収部材が接合 、前記液吸収部材 支持
体と接合 ことを特徴とする吸収性物品である。
【００１１】
本発明では、側壁シートから形成される装着者へ立ち上る側壁により液吸収部材が支持体
から浮いた状態で支持され、液吸収部材が支持体とは別個に自由に動くことができ、支持
体上で移動可能である。その動きは縦方向及び横方向へ自在であり、且つ左右側部の側壁
の動きが互いに影響を受けにくい。よって、液吸収部材が排泄部に確実にフィットし、経
血など排泄液の漏れが少なくなる。また液吸収部材が支持体に対して際限なく横方向へ移
動することがなく、すなわち、横方向の移動は支持体から液吸収部材が接合されている箇
所までの側壁の長さに規制されるため、適度な移動範囲内を移動することとなる。よって
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前記液吸収部材は、受液側に位置する透液性層と、支持体側に位置する不透液性層と、
前記透液性層と不透液性層との間に位置する吸収コアとを有し、

前記吸収性物品の縦方向への収縮力を有し、
前記

され は、前記
されずに前記側壁シートに支持されている



、本発明の吸収性物品では液吸収体が着用者の体の動きや皮膚の移動に追従し、排泄部に
フィットしつづけるので、漏れが生じにくく、さらには皮膚に対して摩擦が生じにくく、
快適な装着感を得ることができる。
【００１２】
　 前記側壁シートには前記縦方向へ収縮力を発揮して前記支持体から立ち上げる弾
性収縮力が作用していることが好ましい。
【００１３】
前記側壁シートが、前記基端部から自由端の方向へ向けてジグザグ形状または波形状とさ
れていることが好ましい。
【００１４】
　前記側壁シートの前記縦方向の前端部および後端部が前記支持体に接合され こと
が好ましい。
【００１５】
例えば前記側壁シートは、前記縦方向への弾性収縮力を発揮する弾性凹凸を有するもので
ある。
【００１６】
また前記側壁シートに、前記縦方向への弾性収縮力を発揮する弾性部材が設けられていて
もよい。
【００１７】
この場合、前記弾性部材は前記縦方向へ延び、且つ前記側壁シートの前記基端部から前記
自由端の間において基端部から自由端の方向へ間隔を開けて複数設けられていることがで
きる。
【００１８】
　例えば、 支持体の前記液吸収部材と対面する側に、前記液吸収部材
別の吸収体が設けられ 。
【００１９】
前記液吸収部材は、前記側壁シートの前記自由端と前記基端部との間に接合され、前記側
壁シートの自由端が前記液吸収部材との接合部より受液側へ延出し、前記側壁シートの前
記接合部よりも延出している部分により防漏カフが形成されていることが好ましい。
【００２０】
この場合、前記側壁シートの自由端に、前記縦方向への弾性収縮力を発揮する弾性部材が
設けられていることが好ましい。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明について図面を参照して説明する。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を受液側から示す一部切欠斜視図、図２は図１のＩＩ－Ｉ
Ｉ線の断面図、図３は図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線の断面図、図４は図１のＩＶ－ＩＶ線の断
面図である。図示Ｘ方向が幅方向、Ｙ方向が縦方向、Ｚ１方向が排泄部側（受液側）とな
る上部方向であり、Ｚ２方向が下着などの外部装着体側となる下部方向である。
【００２２】
図１に示す生理用ナプキン１は、主として下着などの外部装着体へ対面する支持体２と、
装着者側へ位置して排泄液を吸収する液吸収部材３とから構成されている。支持体２のＹ
方向へ延びる両側部（幅方向の両側部）２Ｒ、２Ｌには、Ｙ方向へ延びる側壁シート４、
４が設けられている。この側壁シート４にはＹ方向へ収縮する機能が設けられているため
、図２に示すように側壁シート４により自由端５ａがＺ１方向へ立ち上る側壁５が形成さ
れている。この側壁５の自由端５ａ側に液吸収部材３の両側部３Ｒ、３Ｌがそれぞれ接合
されており、液吸収部材３は支持体２と接合されず分離された状態で支持されている。よ
って、非着用状態（自由状態）では液吸収部材３が支持体２の上部方向（Ｚ１方向）へ間
隔を開けて位置する。
【００２３】
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例えば

ている

前記 より幅が大きい
ている



支持体２は不透液性の支持シートで形成されることが好ましい。この支持シートは、通気
性の樹脂フィルム、撥水処理されたスパンボンドまたはスパンレースなどの不織布、ある
いは不織布の裏面に通気性の樹脂フィルムが接合されたものである。また支持体２は反発
弾性力を持つことが好ましい。支持シートの反発弾性力は、ガーレー剛性値で４．９～１
９．６Ｎ（５００～２０００ｇ）であることが好ましい。前記下限より小さいと、側壁シ
ート４の収縮力に負けて支持体２が変形してしまう。前記上限より大きいと、支持体が硬
くなって装着感が悪く、また支持体が下着に沿って曲がらなくなってしまい、装着者の股
間部から離れてしまう。
【００２４】
反発弾性力をもつシートとしては、発泡ポリエチレン、発泡ウレタンフォームなどの発泡
材料や、エアスルー不織布などの反発弾性力を有する不織布や、前記発泡材料や不織布を
組合せたものをあげることができる。なお、通常の樹脂フィルムや反発弾性力が小さい不
織布に、前記反発弾性力をもつシートを積層させて支持体２を形成してもよい。
【００２５】
なお支持体２の裏面には、下着などの外部装着体などに掛止させるための粘着層２ｆが設
けられている。なお、生理用ナプキンの使用時まで粘着層２ｆを保護するための離型紙が
設けられることが好ましい。
【００２６】
側壁５を形成する側壁シート４には、図１に示すように、それぞれがＸ方向へ延びる細か
い凹凸状のヒダが形成され、このヒダはＹ方向へ連続して繰り返すように形成されている
。このヒダは側壁シート４を形成する不織布などのシートが熱プレスされて凹凸が付され
たものである。
【００２７】
図５は前記熱プレス工程の説明図であり、図６は熱プレスされたシートを示す側壁５の部
分断面斜視図である。このプレス工程は、熱可塑性繊維で形成されたまたは熱可塑性繊維
を含むメルトブロン不織布などの不織布で形成された側壁シート４がロール間に挟まれて
プレスまたは熱プレスされて形成される。図５に示すように、前記各ロールの表面は線状
押型２１，２２を形成している。前記線状押型２１，２２によりシートが（加熱されて）
加圧されると、シートは頂部４ａと底部４ｂで繊維が強く圧縮され、中間部４ｃで繊維が
軽く圧縮される。前記線状押型２１と２２を経た側壁シート４は、図６に示すように頂部
４ａと底部４ｂおよび中間部４ｃがＭＤへ繰り返して連続する波形状となる。
【００２８】
側壁シート４は、図６に示すように波形状であるため、波の並ぶ方向（ＭＤ）へ弾性伸縮
性を有し、また頂部４ａおよび底部４ｂの延びる方向（ＣＤ）では自立性に富み座屈強度
が高くなる。このような側壁シート４を図２に示すようにＣＤ方向へ二つ折りし、このと
きの折目が後に側壁５の自由端５ａとなる。
【００２９】
本発明での側壁５を形成する側壁シート４は、図５に示す工程でヒダを有する状態に成形
されることでそれ自体がＭＤ（Ｙ方向）へ弾性伸縮性を有するものが好ましい。ただし、
図５に示す工程による凹凸状のヒダを形成しないものであって、それ自体がＹ方向へ弾性
収縮性を有するセプトンメルブロン不織布、ウレタンフォームなどの弾性伸縮性材料を使
用して側壁シート４を形成してもよい。さらに、側壁シート４をスパンボンド不織布、ポ
イントボンド不織布、エアースルー不織布、エアレイド不織布、あるいはエチレンやポリ
プロピレンなどの樹脂フィルムのようにそれ自体が大きな弾性伸縮性を呈しないシートで
形成し、このシートに糸状またはベルト状の弾性部材をＹ方向へ伸長させた状態で接合し
て、側壁５にＹ方向への弾性伸縮性を付与してもよい。
【００３０】
側壁シート４は疎水性または溌水性であることが好ましい。側壁シート４が不織布で形成
される場合、前記不織布を構成する繊維は撥水処理が施されたポリエチレン（ＰＥ）繊維
、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）繊維、またはＰＥ／ＰＰまたはＰＥ／ＰＥＴな
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どの複合繊維、すなわち芯鞘型繊維やサイドバイサイド型繊維などである。
【００３１】
　図２に示す実施の では、図５の工程で形成された細かい凹凸状のヒダを有する弾性
伸縮性のシートに、さらに弾性部材がＹ方向に伸長された状態で接合され、Ｙ方向への弾
性伸縮性が補強されている。
【００３２】
すなわち図２に示すように、二つ折りされたシートの間には弾性部材７ａ，７ｂ，７ｃ，
７ｄ，７ｅが挟まれ、ホットメルト型接着剤などでシートに接着されている。このとき例
えば、各弾性部材は、外力を与えない自由長が、前記波状のヒダが形成された側壁シート
４の自由長とほぼ同じ長さ、あるいはやや短めのものを使用し、側壁シート４を波の並ぶ
方向（ＭＤ）へほぼヒダが平坦になるまで伸ばした状態で、各弾性部材７ａ，７ｂ，７ｃ
，７ｄ，７ｅを側壁シートの伸び長と同じ長さに伸ばして接着する。その結果、外力を除
去した自由状態で、側壁シート４はヒダを有し且つＹ方向へ弾性伸縮性を有するようにな
る。
【００３３】
図２に示す隣り合う弾性部材の間隔は１０～１５ｍｍである。このとき７ａと７ｂ、７ｂ
と７ｃ、７ｃと７ｄの間隔を１０ｍｍとし、７ｄと７ｅの間隔を１５ｍｍとしてもよい。
【００３４】
弾性部材７ａ，７ｂ，７ｃ，７ｄ，７ｅは天然ゴム、合成ゴム、ポリウレタン、スチレン
－ブタジエン共重合体から形成でき、その形状としては、糸状、フィラメント状、フィル
ム状、帯状（ベルト状）などの形態を取り得る。またはエラスチックスパンボンド不織布
やエラスチックメルトブロン不織布などの伸縮性不織布から切断したものなども使用可能
である。
【００３５】
弾性部材が設けられた一対の側壁シート４、４を、１．２～１．８倍程度伸長させた状態
で、所定幅の接合基部５ｃが支持体２の両側部２Ｒ、２Ｌに接合されている。このとき側
壁シート４は、図２に示すように、弾性部材７ａ，７ｂ，７ｃ，７ｄを頂点としてＸ方向
へジグザグに折り曲げられている。また側壁シート４のＹ方向の前後端部４ｅ，４ｆにお
いては、図３に示すように、側壁シート４の全てが平坦に折り畳まれた状態で、支持体２
の前後端部２Ｅ，２Ｆに接合されている。
【００３６】
側壁５を形成する側壁シート４の自らの弾性収縮力および、各弾性部材７ａ，７ｂ，７ｃ
，７ｄ，７ｅの弾性収縮力によって側壁５がＹ方向へ弾性収縮する。その結果、非装着状
態（外力が作用しない自由状態）においては、図４に示すように支持体２がＹ方向へ向け
て受液側が凹状となるように湾曲させられ、且つ側壁５は、基端５ｂ、５ｂからジグザグ
形状で立ち上がり、自由端５ａ、５ａがＺ１方向へ向けられる。
【００３７】
図２および図３に示すように、側壁シート４は弾性部材の間隔、すなわち１０～１５ｍｍ
の折り幅で４回折り曲げられているため、生理用ナプキン１が身体に装着され、側壁５の
自由端５ａが肌に当たったときに、側壁５は上下方向（Ｚ方向）へ柔軟に変形できるよう
になる。したがって、肌への当りが柔らかく、また身体の動きに対して、側壁５が柔軟に
追従して自由端５ａおよび／またはその周辺領域において側壁５が肌に密着しやすくなり
、肌との間に隙間が形成されにくくなる。このように側壁５が肌に密着したまま体の動き
に追従しやすくするために、側壁シートの折り幅が５～２５ｍｍであり、且つ折り曲げ回
数が１回以上、さらには２回以上であることが好ましい。なお、側壁シート４をジグザグ
状に折り曲げるときの折り曲げ位置は弾性部材が設けられている付近に限られない。ただ
し、弾性部材が設けられている部分に折り線を形成することで、側壁シート４を図２に示
すようにジグザグ状に変形しやすくなる。
【００３８】
ここで、図６に示すように、弾性部材７ａ、７ｂ、７ｃ、７ｄが接合される部分において
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は、側壁シート４の全面に波状のヒダを形成せず、ほぼ平坦部分４ｄを形成しておくと前
記弾性部材が設けられている部分を折り線として図２に示すようなジグザグ状の折り状態
を形成しやすくなる。
【００３９】
以上のようにして形成されるＺ方向へ立ち上った側壁５の自由端５ａ側において、弾性部
材７ｄ付近に液吸収部材３の両側部３Ｌ、３Ｒが接合されている。生理用ナプキン１のＹ
方向の中央部では、図２に示すように液吸収部材３がＺ１方向へ立ち上る側壁５に持ち上
げられて、支持体２と離れた位置で支持される。図６に示すように、前記側壁５を形成し
ている側壁シート４は、ＣＤに延びる波状のヒダが形成されているため、ヒダが延びる方
向（ＣＤ）への座屈剛性が高くなっている。図２に示すように、前記側壁シート４がジグ
ザグ状となっているため、側壁シート４の弾性部材７ｃと７ｄとの間の部分、すなわちＣ
Ｄが斜めに延びる部分によって液吸収部材３が両側方から支えられた状態である。よって
液吸収部材３は、側壁５によって左右に大きく動くことなく適度に動ける範囲内に拘束さ
れた状態で且つ支持体２とは独立した高さ位置で確実に支持される。また側壁シート４が
上下に向けてジグザグ形状であるため、液吸収部材３は上下（Ｚ方向）へは比較的自由に
動けるようになっている。
【００４０】
そのため、生理用ナプキン１の装着時には、液吸収部材３が装着者の体の動きに合わせて
支持体２上で自由に動くことができる。このとき、左右の側壁５は独立して変形するもの
であるため、装着者が歩行したときなど左右の股間部の形状が変化するときであっても、
その変化に左右それぞれの側壁５が別々に追従され易い。さらに、液吸収部材３は支持体
２上で自由に動くことができるが、その動ける範囲は側壁５の基端５ｂから液吸収部材３
の接合部までの高さ距離内であり、且つ前記のように側壁５が左右方向に過剰に変形しに
くい形状であるため、支持体２上で液吸収部材３が過剰に移動して排泄部から外れてしま
うこともない。
【００４１】
よって、生理用ナプキン１では確実に液吸収部材３が排泄液を吸収することができるよう
になり、排泄液が漏れて下着類を汚してしまうことがない。さらに、支持体２は側壁シー
ト４のＹ方向における収縮力により図４に示すようにＹ方向に沿って湾曲形状となり、液
吸収部材３も若干湾曲する。その結果、装着者の股間部によりフィットするものとなって
いる。
【００４２】
また生理用ナプキン１では、液吸収部材３は側壁５の自由端５ａより若干Ｚ２方向側へ位
置しているため、液吸収部材３よりＺ方向へ延出した側壁５（弾性部材７ｄから自由端５
ａまでの長さ部分）は、排泄液がＸ方向において液吸収部材３の外側へと漏れることを防
止する防漏カフとしての機能を発揮する。側壁５に防漏カフの機能を持たせるためには、
液吸収部材３の上面から側壁５の自由端５ａまでの間隔を７ｍｍ以上にすることが好まし
く、更に好ましくは１０ｍｍ以上である。
【００４３】
図１に示すように、液吸収部材３は、支持体２より一回り小さな長方形状である。液吸収
部材３は、受液側に位置する透液性層３ａと、支持体２側に位置する不透液性層３ｃと、
前記透液性層３ａと不透液性層３ｃとの間に挟まれる吸収コア３ｂとから構成される。吸
収コア３ｂの周辺において、透液性層３ａと不透液性層３ｃとが互いに接合されている。
【００４４】
透液性層３ａは、親水処理されたＰＥ繊維、ＰＰ繊維、ＰＥＴ繊維、またはこれらの複合
繊維などで形成された不織布であり、スパンボンド不織布、スパンレース不織布などであ
る。あるいは開孔処理が施された樹脂シートである。
【００４５】
吸収コア３ｂは、粉砕パルプあるいは粉砕パルプと高吸水性ポリマーの混合物などにより
形成され、粉砕パルプあるいは粉砕パルプと高吸水性ポリマーとの混合物がティッシュな
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どの吸収性シートで包まれたものである。また、液吸収部材３を排泄部に、よりフィット
させるため、吸収コア３ｂが弾性変形性を有することが好ましい。吸収コア３ｂに弾性変
形性を持たせるためには、前記粉砕パルプと高吸水性ポリマーに、ウレタンフォームやセ
ルローススポンジなどの粉砕物、球状の繊維塊であるエアリッチ繊維、網状に形成された
伸縮性を有するセプトン等の樹脂の積層体、捲縮された繊維、スプリットヤーンを含有さ
せるとよい。
【００４６】
透液性層３ａと吸収コア３ｂとは、オレフィンベースまたはゴムベースのホットメルトで
接着されている。なお、ホットメルトの塗布は、くし状、スプレー状またはスパイラル状
などのパターンで行われ、透液性層３ａと吸収コア３ｂと間の液透過性が低下することが
防止されている。
【００４７】
また不透液性層３ｃは、通気性の樹脂フィルム、撥水処理されたスパンボンドまたはスパ
ンレースなどの不織布である。
【００４８】
この生理用ナプキン１では、液吸収部材３の下側の面が不透液性層３ｃであるため、経血
などの排泄液は、支持体２上で自由に動く液吸収部材３によって主に吸収される。
【００４９】
図７及び図８はそれぞれ前記第１の実施の形態の変形例である。図７に示す生理用ナプキ
ン１Ａでは、側壁５を形成する側壁シート４が、液吸収部材３の両側部３Ｒ，３Ｌにおけ
る透液性層３ａ上に接合されている。また、図８に示す生理用ナプキン１Ｂでは、側壁５
の自由端５ａに液吸収部材３の不透液性層３ｃが接合されている。このように側壁５が防
漏カフの機能を果さない場合、液吸収部材３の両側部３Ｒ、３Ｌに、前記側壁シート４と
は別の防漏カフ１０、１０が接合されて設けられることが好ましい。
【００５０】
図９は本発明の第２の実施の形態を示すものであり、生理用ナプキン１の図２と同等の断
面図である。この実施の形態における生理用ナプキン１Ｃでは、支持体２上に液吸収部材
３とは別の吸収体が設けられている。すなわち、第２の吸収コア２ｂが設けられ、さらに
第２の吸収コア２ｂが透液性層２ａで覆われている。前記第２の吸収コア２ｂは、前記吸
収コア３ｂと同様にパルプ、またはパルプとＳＡＰとの混合体がティッシュなどで包まれ
たもの、あるいは吸収紙を重ねたものなどであり、前記透液性層２ａは親水処理された繊
維で形成されてスパンボンドまたはスパンレースなどの不織布である。
【００５１】
生理用ナプキン１Ｃでは、着用時に、液吸収部材３を構成する前記吸収コア３ｂの下に第
２の吸収コア２ｂが軽く接触する状態で位置する。よって液吸収部材３の下面が不透液性
層３ｃである場合に、不透液性層３ｃの縁からわずかに透過した経血が存在している場合
、または液吸収部材３の前後端部から漏れ出た経血が存在していた場合であっても第２の
吸収コア２ｂによりこれら経血を吸収することができる。
【００５２】
ただし、自由状態の液吸収部材３が装着者の排泄部に密着し、液吸収部材３により経血を
十分に吸収保持できるため、第２の吸収コア２ｂは液吸収部材３よりも薄いものでよく、
例えばティッシュなどの吸収紙を重ねたものなどで構成できる。またティッシュなどので
形成される第２の吸収コア２ｂは、その面積が液吸収部材３の面積よりも広く、上から見
た状態で、液吸収部材３の左右の側方へ前記第２の吸収コア２ｂがはみ出している大きさ
であることが好ましい。このように構成すると、液吸収部材３の前後端部から漏れた経血
をその下の第２の吸収コア２ｂで確実に吸収できるようになる。このように、排泄液の吸
収に必要な箇所に厚い液吸収部材３を設け、それ以外の箇所においては薄い第２の吸収コ
ア２ｂを配置することで、ナプキン全体を薄型にすることが可能である。
【００５４】
なお、図９に示すように吸収コアが２段構成のものにおいても、側壁および防漏壁の構造
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を図７または図８に示すものにすることが可能である。
【００５５】
以上、本発明の吸収性物品が生理用ナプキンである実施例について述べたが、本発明の吸
収性物品はおむつ、尿吸収パッド、パンティライナーなどその他の吸収性物品にも適用可
能である。
【００５６】
【発明の効果】
以上詳述した本発明によれば、吸収コアが支持体と独立して動くことができるので、液吸
収部材を常に着用者の排泄部に密着させることができる。また、この状態で着用者の動き
に追従することができるようになるため、排泄液を確実且つ効果的に吸収することが可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の吸収性物品の第１の実施の形態として生理用ナプキンを示す一部切欠斜
視図、
【図２】図１に示す生理用ナプキンのＩＩ－ＩＩ線の断面図、
【図３】図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線の断面図、
【図４】図１のＩＶ－ＩＶ線の断面図、
【図５】側壁シートにヒダを形成する加圧工程を示す線形金型の断面図、
【図６】側壁シートおよび弾性部材を示す部分斜視図、
【図７】第１の実施の形態の生理用ナプキンの変形例を示す断面図、
【図８】第１の実施の形態の生理用ナプキンの変形例を示す断面図、
【図９】本発明の第２の実施の形態の生理用ナプキンを示す断面図、
【符号の説明】
１　生理用ナプキン（吸収性物品）
２　支持体
２Ｅ、２Ｆ　支持体の端部
２Ｌ、２Ｒ　支持体の側部
２ａ　透液性層
２ｂ　第２の吸収コア
３　液吸収部材
３ａ　透液性層
３ｂ　吸収コア
３ｃ　不透液性層
４　側壁シート
４ａ　頂部
４ｂ　底部
４ｃ　中間部
４ｄ　平坦部
４ｅ、４ｆ　側壁シートの端部
５　側壁
５ａ　自由端
５ｂ　基端
５ｃ　接合基部
７ａ，７ｂ，７ｃ，７ｄ，７ｅ　弾性部材
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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