
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液透過性の表面シートと、裏面シートと、前記表面シートと前記裏面シートとの間に挟
まれた吸収保持層と、 前記表面シートと前記吸収保持層との間
に位置するクッション層とを有する吸収性物品において、
　前記表面シートは、 前記クッション層を横断する横方向へ幅２５ｍ
ｍあたり４９０ｍＮの引っ張り力を与えたときの伸び率が３０％以上であり、
　

　前記クッション層が設けられている領域を上方から加圧したときに、圧力が４９Ｐａの
ときの前記加圧箇所での吸収性物品の初期厚みＴ０が１０ｍｍ以上で、圧縮硬さ（ＬＣ値
）が０．５～０．６５、圧縮回復率（ＲＣ値）が３５％以上であることを特徴とする吸収
性物品。
【請求項２】
　前記圧力が４９００Ｐａのときの、前記加圧箇所での吸収性物品の厚みをＴｍとしたと
きに、前記初期厚みＴ０と前記厚みＴｍとの差が３ｍｍ以上である請求項１記載の吸収性
物品。
【請求項３】
　前記クッション層単体 上方から加圧したときに、圧力が４９Ｐａのときの前記加圧箇
所での初期厚みＴ０′が３ｍｍ以上で、前記圧力が４９００Ｐａのときの前記加圧箇所で
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吸収性物品の後方において

このシート自体に、

前記表面シートには、前記クッション層が設けられている領域において、山の頂部と谷
の底部が吸収性物品の縦方向に向けて延びる断面が波形状の凹凸部が賦型されており、

を



の厚みＴｍ′が１．５ｍｍ以下であり、圧縮硬さ（ＬＣ値）が０．３５以上で、圧縮回復
率（ＲＣ値）が３０％以上である請求項１または２記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記吸収保持層が設けられている領域には、前記吸収保持層を圧縮して形成した圧搾溝
で囲まれた隆起部が設けられ、前記隆起部は縦方向に長く延びており、前記クッション層
は、前記隆起部において後方部分に設けられている請求項１ないし のいずれかに記載の
吸収性物品。
【請求項５】
　前記圧搾溝が形成されている部分でのガーレー剛性値が４．９～３４．３ｍＮで、前記
クッション層が設けられている領域でのガーレー剛性値が１．９６～１４．７ｍＮであり
、圧搾溝が形成されている部分でのガーレー剛性値が、前記クッション層が設けられてい
る領域でのガーレー剛性値よりも大きい請求項 記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記クッション層が設けられている領域の両側には、縦方向に延びる防漏部が設けられ
て、前記防漏部には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おり、前記防
漏部が前記弾性部材により弾性収縮させられる領域の前端は、前記クッション層の前端よ
りも前方に位置し、弾性収縮させられる前記領域の後端は、前記クッション層の後端より
も前方に位置している請求項１ないし のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記クッション層が設けられている領域の両側には、縦方向に延びる防漏部が設けられ
て、前記一対の防漏部の外側にはそれぞれフラップ部が設けられており、前記防漏部の外
側に設定される折り線を介して前記フラップ部が吸収性物品の表面側に折り返されたとき
に、前記フラップ部が前記隆起部に重ならないように、前記圧搾溝が、幅方向への対向間
隔が狭くなる凹パターン形状を有する請求項 または 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、生理用ナプキン、尿取りパッド、おむつの吸収補助パッドなどとして用いられ
る吸収性物品に関し、特に身体へのフィット性に優れ、臀部方向への体排泄物の漏れを防
止できる効果の高い吸収性物品に関する。
【０００２】
【従来の技術】
吸収性物品では、受液領域の剛性が高いと、前記受液領域が着用者の肌に当接し難いため
、吸収性物品と着用者の肌との間に隙間を生じて、体排泄物がこの隙間から漏れてしまう
ことがある。これを防止するため、表面シートと吸収保持層との間にクッション層を設け
て吸収性物品と着用者の肌との密着性を向上させた吸収性物品がある。
【０００３】
特許第２７８４０１６号の掲載公報には、吸収性物品の後方部の幅方向中央部にクッショ
ン層を設けた吸収性物品が開示されている。前記公報に開示されている吸収性物品は、ク
ッション層を柔軟なものにして吸収性物品の後方部での幅方向の中央部分が着用者の臀部
の溝に密着しやすいようにし、体排泄液が臀部の溝を伝わって吸収性物品の後端側から漏
れることを低減させようとしている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、前記公報に開示された吸収性物品では、表面シートとして繊維間が接着されてい
るポリエステル系熱接着不織布を使用しているため、表面シートは伸びが少なく、表面シ
ートを押し込んだときに前記表面シートが抵抗となって押し込んだ力がクッション層に届
かないという問題がある。したがって、クッション層の柔軟性を充分に生かすことができ
ず、吸収性物品を着用者の肌、特に臀部の溝などの凹凸を有する部分に密着させることが
難しく、吸収性物品の後端部からの体排泄液の漏れを十分に阻止できない。
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【０００５】
また、ポリエステル系熱接着不織布からなる表面シートは伸びが少ないため、肌に当接し
たときに着用者に剛直感を与え、装着感触が良好とはいえないものである。
【０００６】
本発明は上記従来の課題を解決するものであり、吸収性物品の受液側を着用者の臀部の体
の凹凸を有する部分に密着させやすくなって、体排泄物の漏れを防止する効果を高くでき
、さらに装着者の肌への当りも柔らかい吸収性物品を提供することを目的としている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、液透過性の表面シートと、裏面シートと、前記表面シートと前記裏面シート
との間に挟まれた吸収保持層と、 前記表面シートと前記吸収保
持層との間に位置するクッション層とを有する吸収性物品において、
　前記表面シートは、 前記クッション層を横断する横方向へ幅２５ｍ
ｍあたり４９０ｍＮの引っ張り力を与えたときの伸び率が３０％以上であり、
　

　前記クッション層が設けられている領域を上方から加圧したときに、圧力が４９Ｐａの
ときの前記加圧箇所での吸収性物品の初期厚みＴ０が１０ｍｍ以上で、圧縮硬さ（ＬＣ値
）が０．５～０．６５、圧縮回復率（ＲＣ値）が３５％以上であることを特徴とするもの
である。
【０００８】
本発明の吸収性物品では、表面シートがクッション層を横断する方向へ伸びることができ
るため、クッション層が設けられている領域での前記初期厚みＴ０を大きくでき、圧縮硬
さ（ＬＣ値）と圧縮回復率（ＲＣ値）を前記のように身体の凹凸部に追従しやすい範囲に
設定できる。よって、表面シートが身体に密着しやすくなり、吸収性物品からの体排泄液
の漏れを防止しやすくなる。
【０００９】
この場合に、前記圧力が４９００Ｐａのときの、前記加圧箇所での吸収性物品の厚みをＴ
ｍとしたときに、前記初期厚みＴ０と前記厚みＴｍとの差が３ｍｍ以上であると、クッシ
ョン層が設けられた領域が身体の凹凸形状に追従しやすくなる。
【００１０】
また、前記クッション層単体に対して上方から加圧したときに、圧力が４９Ｐａのときの
前記加圧箇所での初期厚みＴ０′が３ｍｍ以上で、前記圧力が４９００Ｐａのときの前記
加圧箇所での厚みＴｍ′が１．５ｍｍ以下であり、圧縮硬さ（ＬＣ値）が０．３５以上で
、圧縮回復率（ＲＣ値）が３０％以上であることが好ましい。
【００１１】
クッション層単体の特性が前記範囲内であると、吸収保持層が比較的硬質のものであって
も、クッション層を有する部分が装着者に与える接触感触が良好になり、装着感の優れた
ものとなる。
【００１３】
　前記表面シートに波形状の凹凸部が形成されている 、表面シートがクッション層を
横断する方向へ伸びやすくなり、クッション層が設けられている部分が体圧力により柔軟
に変形できるようになる。
【００１４】
また、前記吸収保持層が設けられている領域には、前記吸収保持層を圧縮して形成した圧
搾溝で囲まれた隆起部が設けられ、前記隆起部は縦方向に長く延びており、前記クッショ
ン層は、前記隆起部において後方部分に設けられている構造が好ましい。
【００１５】
この構造ではクッション層が設けられている部分が吸収性物品の表面から隆起し、しかも
前記クッション層が後方に位置しているため、クッション層を有する部分が臀部の溝内に
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吸収性物品の後方において

そのシート自体に、

前記表面シートは、前記クッション層が設けられている領域において、山の頂部と谷の
底部が吸収性物品の縦方向に向けて延びる断面が波形状の凹凸部が賦型されており、

ので



密着しやすくなり、体排泄液が吸収性物品の後端部から漏れるのを防止しやすくなる。
【００１６】
この場合に、前記圧搾溝が形成されている部分でのガーレー剛性値が４．９～３４．３ｍ
Ｎで、前記クッション層が設けられている領域でのガーレー剛性値が１．９６～１４．７
ｍＮであり、圧搾溝が形成されている部分でのガーレー剛性値が、前記クッション層が設
けられている領域でのガーレー剛性値よりも大きいことが好ましい。
【００１７】
前記圧搾溝の部分が前記剛性を発揮できると、隆起部の形状を維持しやすくなる。
【００１８】
また、前記クッション層が設けられている領域の両側には、縦方向に延びる防漏部が設け
られて、前記防漏部には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おり、前
記防漏部が前記弾性部材により弾性収縮させられる領域の前端は、前記クッション層の前
端よりも前方に位置し、弾性収縮させられる前記領域の後端は、前記クッション層の後端
よりも前方に位置していることが好ましい。
【００１９】
このように構成すると、防漏部に作用する弾性収縮力によってクッション層を有する部分
が大きく変形することがなく、クッション層を有する部分が臀部の溝内に密着しやすく、
また前方部分が前記弾性収縮力により湾曲して股間部にフィットしやすくなる。
【００２０】
また、前記クッション層が設けられている領域の両側には、縦方向に延びる防漏部が設け
られて、前記一対の防漏部の外側にはそれぞれフラップ部が設けられており、前記防漏部
の外側に設定される折り線を介して前記フラップ部が吸収性物品の表面側に折り返された
ときに、前記フラップ部が前記隆起部に重ならないように、前記圧搾溝が、幅方向への対
向間隔が狭くなる凹パターン形状を有するものが好ましい。
【００２１】
前記構造では、前記フラップを折畳んだ状態で吸収性物品を薄くでき、さらに折畳んで携
帯用としたときにも全体として薄くできるようになる。
【００２２】
【発明の実施の形態】
図１は本発明の吸収性物品の実施の形態として生理用ナプキンを示す平面図、図２は図１
に示す生理用ナプキンのＩＩ－ＩＩ矢視の断面図、図３は図１に示す生理用ナプキンのＩ
ＩＩ－ＩＩＩ線の断面図、図４は図１に示す生理用ナプキンを幅方向を二分して前後方向
（長手方向、縦方向）に延びる中心線Ｏ－Ｏで切断したＩＶ－ＩＶ矢視の断面図である。
また、図５は前記生理用ナプキンの両側のフラップ部を表面に折畳んだ状態を示す平面図
である。
【００２３】
図１以下に示す生理用ナプキン１は、生理中の女性が下着のクロッチ部の内面に装着して
使用するものである。
【００２４】
図１に示す生理用ナプキン１の平面形状は、ほぼ円弧形状の前縁部１ａおよび同じく円弧
形状の後縁部１ｂを有している。右側縁部１ｃと左側縁部１ｄは、曲線を描く形状であり
、右側縁部１ｃと左側縁部１ｄとの距離すなわち生理用ナプキン１の幅寸法は、装着者の
主に股間部に当てられる前縁部１ａ側よりも、主に臀部に当てられる後縁部１ｂ側が大き
く広がる形状である。
【００２５】
生理用ナプキン１を前後方向に二分する中心よりも前記前縁部１ａに片寄った位置におい
て、右側縁部１ｃと左側縁部１ｄは、幅方向（Ｘ方向）の両側に突出し、この突出した部
分にウイング部２および３が形成されている。
【００２６】
図２ないし図４に示すように、生理用ナプキン１には、液不透過性の裏面シート４と、液
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透過性の表面シート５が設けられている。前記裏面シート４と前記表面シート５との間に
は、液を吸収する能力と吸収した液を保持する能力を持った吸収保持層６が設けられてい
る。
【００２７】
前記裏面シート４は前記生理用ナプキン１と同じ平面形状であり、裏面シート４の外周縁
部は、生理用ナプキン１の前記前縁部１ａ、前記後縁部１ｂ、前記右側縁部１ｃ、前記左
側縁部１ｄ、および前記ウイング部２と３の外周縁に倣った形状である。
【００２８】
前記吸収保持層６は右側縁部６ａと左側縁部６ｂを有し、前記右側縁部６ａと左側縁部６
ｂは互いにほぼ平行であり、且つ右側縁部６ａと左側縁部６ｂは、生理用ナプキン１の縦
方向へほぼ直線的に延びている。また、図４に示すように、前記吸収保持層６の前縁部６
ｃは、生理用ナプキン１の前縁部１ａよりもやや内側に位置し、前記吸収保持層６の後縁
部６ｄは、生理用ナプキンの後縁部１ｂよりもやや内側に位置している。
【００２９】
図２および図３に示すように、前記表面シート５は前記吸収保持層６の表面を覆っており
、表面シート５の右側縁部５ａおよび左側縁部５ｂは、吸収保持層６の前記右側縁部６ａ
と左側縁部６ｂの外側において、前記裏面シート４の表面に、ホットメルト接着剤により
接着されている。図４に示すように、表面シート５の前縁部５ｃは生理用ナプキン１の前
縁部１ａまで延びており、吸収保持層６の前縁部６ｃよりも前方において前記表面シート
５が裏面シート４とホットメルト接着剤で接着されている。また表面シート５の後縁部５
ｄも生理用ナプキン１の後縁部１ｂまで延びており、吸収保持層６の後縁部６ｄよりも後
方において、前記表面シート５が裏面シート４とホットメルト接着剤で接着されている。
【００３０】
前記生理用ナプキン１を幅方向に二分して縦方向に延びる中心線をＯ－Ｏとしたときに、
前記中心線Ｏ－Ｏを挟んで左右両側に所定間隔を開けた位置に防漏部７ａ，７ｂが設けら
れ、この防漏部７ａ，７ｂは前記吸収保持層６の上に位置している。この防漏部７ａ，７
ｂは、非親水性シート８，８で形成されている。前記防漏部７ａ，７ｂでは、非親水性シ
ート８，８が頂部１１ａ，１１ｂにおいて２枚重ねに折畳まれており、折畳まれた非親水
性シート８，８は前記防漏部７ａ，７ｂのそれぞれの基端部１２ａ，１２ｂにおいて前記
表面シート５の上にホットメルト接着剤で接着されている。
【００３１】
前記防漏部７ａ，７ｂでは、２枚重ねに折畳まれた非親水性シート８の内部に縦方向に延
びる複数の弾性部材９が設けられている。この弾性部材９は縦方向へ伸ばされた状態で前
記非親水性シート８に接着されている。前記防漏部７ａ，７ｂは、図１に示す前端部１４
ａ，１４ｂから前縁部１ａにかけて非親水性シート８が折畳まれたままその全体が表面シ
ート５の表面に接着されている。同様に後端部１５ａ，１５ｂから後縁部１ｂにかけて前
記非親水性シート８が折畳まれた状態でその全体が表面シート５の表面に接着されている
。
【００３２】
そして前記前端部１４ａ，１４ｂから後端部１５ａ，１５ｂにかけての長さＬ１の範囲で
、防漏部７ａ，７ｂの頂部１１ａ，１１ｂが自由状態となって立ち上り部１７ａ，１７ｂ
が形成されている。この立ち上り部１７ａ，１７ｂには、前記弾性部材９による弾性収縮
力が作用しており、この弾性収縮力が前記前端部１４ａ，１４ｂと後端部１５ａ，１５ｂ
に作用して、前記長さＬ１の範囲で生理用ナプキン１を湾曲させる力が働いている。前記
長さＬ１の範囲で前記生理用ナプキン１が湾曲することにより、前記立ち上り部１７ａ，
１７ｂでは、前記頂部１１ａ，１１ｂが生理用ナプキン１の表面から離れ、防漏部７ａ，
７ｂが前記基端部１２ａ，１２ｂを起点として立体形状に立ち上がることが可能となって
いる。
【００３３】
図２に示すように、前記非親水性シート８は、前記防漏部７ａの基端部１２ａを起点とし
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て、生理用ナプキン１の右側縁部１ｃおよびウイング部２の端縁部２ａまで延びている。
また非親水性シート８は、前記防漏部７ｂの基端部１２ｂを起点として、生理用ナプキン
１の左側縁部１ｄおよウイング部３の端縁部３ａまで延びている。そして前記表面シート
５の右側縁部５ａよりも外側においては、前記裏面シート４と前記非親水性シート８とが
ホットメルト接着剤を介して接着されており、同様に表面シート５の左側縁部５ｂよりも
外側において、前記裏面シート４と非親水性シート８とがホットメルト接着剤により接着
されている。
【００３４】
　そして、前記吸収保持層６の右側縁部６ａよりも外側の領域は、主に前記裏面シート４
と非親水性シート８が接着されたフラップ部２１であり、前記ウイング部２はこのフラッ
プ部２１の一部となっている。また前記吸収保持層６の左側縁部６ｂよりも外側の領域も
、主に前記裏面シート４と非親水性シート８ 接着されたフラップ部２２であり、前記
ウイング部３はこのフラップ部２２の一部となっている。
【００３５】
前記防漏部７ａと防漏部７ｂとで挟まれた領域が受液領域３１である。この受液領域３１
には圧搾溝３２が形成されている。前記圧搾溝３２では、前記吸収保持層６と前記表面シ
ート５とが加熱されて加圧されて凹状に形成されている。前記圧搾溝３２は前記受液領域
３１の中央部分を囲む形状であり、前記圧搾溝３２で囲まれた領域が隆起部３３となって
いる。前記隆起部３３は生理用ナプキン１の縦方向に細長い形状であり、隆起部３３の前
端部３３ａは前記防漏部７ａ，７ｂの立ち上り部１７ａ，１７ｂの前端部１４ａ，１４ｂ
よりも後方に位置し、隆起部３３の後端部３３ｂは、前記立ち上り部１７ａ，１７ｂの後
端部１５ａ，１５ｂよりも後方に位置している。
【００３６】
前記隆起部３３は、前方の長さＬ２の範囲が前方吸収領域３４であり、後方の長さＬ３の
範囲が後方クッション領域３５である。前記前方吸収領域３４と後方クッション領域３５
との境界部３６は、生理用ナプキン１を縦方向に二分する中心位置に対して前後２０ｍｍ
の範囲内に設けられている。
【００３７】
前記前方吸収領域３４では、前記吸収保持層６の表面が液透過性の表面シート５で覆われ
ている。前記前方吸収領域３４は、着用者の主に局部に当てられる。図３と図４に示すよ
うに、前記後方クッション領域３５では、前記吸収保持層６と前記表面シート５との間に
クッション層３８が設けられている。クッション層３８は、前記吸収保持層６よりも柔軟
性を有する素材で形成されている。
【００３８】
前記表面シート５は、少なくとも前記前方吸収領域３４を覆う部分に多数の液透過孔５ｅ
を有しており、女性の局部から排泄される経血は、前記表面シート５を透過して前記吸収
保持層６で吸収される。前記表面シート５は前記後方クッション領域３５において、断面
が波形の凹凸形状に賦型されており、図３に示すように、凹凸形状の山の頂部５ｆと谷の
底部５ｇは、横方向（Ｘ方向）へ規則的に繰り返され、前記山の頂部５ｆと谷の底部５ｇ
は、縦方向（Ｙ方向）へ連続的に延びている。
【００３９】
前記後方クッション領域３５では、前記凹凸形状が賦型された表面シート５が少なくとも
横方向（Ｘ方向）へ伸びることができるようになっており、その結果、クッション層３８
が柔軟に変形でき、前記後方クッション領域３５は着用者の臀部の溝内に柔軟に変形しな
がら密着できるようになっている。したがって、例えば着用者が就寝しているときに、臀
部の溝を伝わる経血が前記後方クッション領域３５で堰き止められ、後方クッション領域
３５に至った経血は、波形状に賦型された表面シート５を透過し、さらにクッション層３
８によって吸収保持層６に導かれ、吸収保持層６に吸収される。したがって、臀部の溝を
伝わる経血が生理用ナプキン１の後縁部１ｂから後方へ漏れ出にくくなる。
【００４０】
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ここで、前記後方クッション領域３５の特性およびこれに関連する部分の特性について説
明する。
【００４１】
まず、前記後方クッション領域３５を覆う表面シート５は、縦方向（Ｙ方向）の幅寸法が
２５ｍｍの部分に対して横方向（Ｘ方向）へ４９０ｍＮの引張り力を与えたときの伸び率
が３０％以上であることが好ましい。前記伸び率とは表面層５に力を与えていないときの
横方向の所定の寸法（例えば５０ｍｍ）をＬ０とし、前記力を与えたときの寸法をＬ１と
したときに、（Ｌ１－Ｌ０）／Ｌ０×１００（％）である。
【００４２】
前記伸び率が３０％未満であると、クッション層３８が表面シート５で押え込まれてクッ
ション層３８が高密度となり、後方クッション領域３５が臀部の溝に沿った形状に変形し
にくくなる。なお前記伸び率の上限は特に規定する必要はないが、前記伸び率の上限は１
５０％程度であればよい。
【００４３】
また後方クッション領域３５に設けられる表面シート５を前記横方向へ引張ったときの幅
２５ｍｍ当りの破断強度は９８０．７ｍＮ以上であることが好ましい。破断強度が前記よ
りも十分に低いと、後方クッション領域３５に変形力が与えられたときに表面シート５に
き裂が生じるなどの問題が起りやすい。
【００４４】
なお、前記伸び率および前記破断強度の測定は、 社製の「

」を用い、前記後方クッション領域３５に設けられるのと同じ表面シートで、縦方
向（Ｙ方向）が２５ｍｍ、横方向（Ｘ方向）が１００ｍｍの試験片を形成し、チャック間
距離を５０ｍｍとして１００ｍｍ／分の引張り速度で前記横方向へ引張り試験を行った結
果である。
【００４５】
前記表面層５が横方向へ３０％以上の伸び率を有することで、後方クッション領域３５を
以下の圧縮特性にすることが可能になる。
【００４６】
本明細書での生理用ナプキン１の前記後方クッション領域３５の特性およびクッション層
３８単体の圧縮特性は、カトーテック（株）の自動化圧縮試験機「ＫＥＳ　ＦＢ３－Ａ」
で測定した値を用いている。
【００４７】
この測定では、前記自動化圧縮試験機に、前記生理用ナプキン１またはクッション層３８
を測定試料として設置し、面積が２ｃｍ 2の円形の加圧板で前記試料を加圧する。図６の
線図は、このときの加圧圧力を縦軸に示し、測定試料の厚みを横軸に示している。前記加
圧板によって測定試料に初期圧力Ｐ０＝４９Ｐａ（０．５ｇ／ｃｍ 2）を与えたときの測
定試料の加圧領域の厚みを初期厚みをＴ０とし、前記初期圧力Ｐ０を起点として、前記圧
縮圧力をＰｍ＝４９００Ｐａ（５０ｇ／ｃｍ 2）まで圧縮速度０．１ｃｍ／秒で直線的に
高め、前記圧縮圧力Ｐｍを与えたときの前記測定試料の加圧時厚みをＴｍとする。
【００４８】
前記測定試料の１ｃｍ 2あたりの圧縮エネルギーＷＣは、図６の（ｉ）の曲線に対して、
ＷＣ＝∫Ｐ・ｄＴ（Ｐは圧力、Ｔは厚み）でＴｍ→Ｔ０の間で定積分を行った値である。
また圧縮硬さ（ＬＣ値）は、ＬＣ＝２ＷＣ／｛（Ｔ０－Ｔｍ）Ｐｍ｝（無次元）で求めら
れる。
【００４９】
また、圧縮回復率（ＲＣ値）は、（ｉｉ）の回復曲線に対して∫Ｐ・ｄＴでＴｍ→Ｔ０の
間で定積分を行った値をＲとしたとき、ＲＣ＝Ｒ／ＷＣ×１００（％）である。
【００５０】
前記生理用ナプキン１では、後方クッション領域３５の前記初期厚みＴ０が１０ｍｍ以上
であることが好ましい。初期厚みＴ０が１０ｍｍ未満であると、この生理用ナプキン１の
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裏面シート４の外面を感圧接着剤で下着のクロッチ部の内面に固定した状態で身体に装着
したときに、後方クッション領域３５が臀部の溝にフィットしにくくなる。前記Ｔ０とＴ
ｍとの間に３ｍｍ以上の差を付けることが必要である。前記３ｍｍ以上の差をつけると、
装着時に前記後方クッション領域３５に作用する体圧が変化しても前記後方クッション領
域３５が臀部の溝にフィットした状態を維持できるようになる。また、前記加圧時厚みＴ
ｍは７ｍｍ以下であることがさらに好ましい。
【００５１】
また、前記後方クッション領域３５の圧縮硬さ（ＬＣ値）は０．５～０．６５の範囲であ
る。前記ＬＣ値は圧力の変化に対する厚みの変化の直線性の度合いを意味しており、例え
ば図６に示す圧力と厚みとの変化線が曲線ではなくて一次関数の直線になると前記ＬＣ値
は「１」となる。ＬＣ値が０．５未満であると、圧力の変化に対する厚みの変化が大きく
なって、後方クッション領域３５に体圧が作用したときに、クッション層３８が容易に変
形して、後方クッション領域３４に型崩れが生じやすくなる。また前記ＬＣ値が０．６５
を越えると、圧力の変化に対する厚みの変化量が少なくなり、着用者がやや硬さを感じる
ようになる。また体圧が変化したときに後方クッション領域３５が臀部の溝部にフィット
しにくくなる。
【００５２】
また、前記後方クッション領域３５の圧縮回復率（ＲＣ値）は図６において（ｉ）で示す
圧縮曲線のエネルギーに対する（ｉｉ）で示す回復時のエネルギーの比率を意味しており
、このＲＣ値は３５％以上であることが好ましい。この場合の上限は１００％である。圧
縮回復率が３５％以上であると、生理用ナプキン１を身体に装着した状態で、後方クッシ
ョン領域３５に作用する体圧が減少したときに、後方クッション領域３５の回復性が良好
になり、体圧が変化しても前記後方クッション領域３５は、常に臀部の溝内にフィットし
た状態を維持できる。なお、前記圧縮回復率は５０％以上であることがさらに好ましい。
【００５３】
また、クッション層３８を単体で測定した場合、前記初期厚みＴ０′が３ｍｍ以上、加圧
時厚みＴｍ′が１．５ｍｍ以上であることが好ましい。また圧縮硬さ（ＬＣ値）は０．３
５以上であることが好ましく、圧縮回復率（ＲＣ値）は３０％以上であることが好ましい
。
【００５４】
クッション層３８の初期厚みＴ０′、加圧時厚みＴｍ′、ＬＣ値およびＲＣ値が前記範囲
内であれば、吸収保持層６を通常の吸収性材料で形成することにより、前記後方クッショ
ン領域３５の前記Ｔｏ、Ｔｍ、ＬＣ値およびＲＣ値を前記範囲に設定しやすくなる。
【００５５】
また、圧搾溝３２が形成されている部分でのガーレー剛性値が、前記後方クッション領域
３５でのガーレー剛性値よりも大きい。前記圧搾溝３２が形成されている部分でのガーレ
ー剛性値は４．９～３４．３ｍＮで、前記後方クッション領域３５のガーレー剛性値は１
．９６～１４．７ｍＮであることが好ましい。
【００５６】
ここで、前記ガーレー剛性値は、圧搾溝３２の構造と同じように圧縮されたシート積層体
を形成し、また生理用ナプキンの後方クッション領域３５と同じ構造のシート積層体を形
成し、これらを５１ｍｍ（前記生理用ナプキンの長手方向に相当する長さ）×１２．７ｍ
ｍ（前記長手方向に直交する方向に相当）の試験片とする。ガーレーこわさ試験機（安田
精機製）のチャックに前記試験片の長手方向側を把持させ、チャックを等速度で振ったと
きの振り子の目盛りを記録して剛性値（ｍＮ）を測定する。前記ガーレーこわさ試験はＪ
ＩＳ－Ｌ１０１８に準じて行なわれる。
【００５７】
前記圧搾溝３２のガーレー剛性値が前記範囲未満であると、圧搾溝３２が隆起部３３の形
態を維持するように機能できず、着用時に隆起部３３に縒れなどが生じやすい。また圧搾
溝３２のガーレー剛性値が前記範囲を超えると、生理用ナプキン１全体の剛性が高くなり
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すぎて、着用者に硬質感を与えるようになる。また後方クッション領域３５のガーレー剛
性値が前記範囲未満であると、圧搾溝３２に囲まれている隆起部３３が圧搾溝３２を形成
する際に押しつぶされてしまい隆起部３３の形態を維持しにくくなる。また後方クッショ
ン領域３５のガーレー剛性値が前記範囲を越えると、後方クッション領域３５が剛直にな
って、装着感を損ねる。
【００５８】
また、図１に示すように、前記防漏部７ａ，７ｂのうちの立ち上り部１７ａ，１７ｂの前
端部１４ａ，１４ｂは、前記後方クッション領域３５の前端部（境界部３６）よりも前方
で、さらに前方吸収領域３４よりも前方に位置している。また前記立ち上り部１７ａ，１
７ｂの後端部１５ａ，１５ｂは、後方クッション領域３５の後端部よりも前方で、且つ前
記境界部３６よりも後方に位置している。
【００５９】
前記立ち上り部１７ａ，１７ｂには、弾性部材９による弾性収縮力が与えられ、その収縮
力は生理用ナプキン１を、前記前端部１４ａ，１４ｂと後端部１５ａ，１５ｂとの間で湾
曲させるように作用する。ただし、前記後端部１５ａ，１５ｂが後方クッション領域３５
の後端部よりも前方に位置しているため、前記後方クッション領域３５には大きな湾曲力
が作用せず、前記湾曲力は主に前方吸収領域３４に作用する。よって前方吸収領域３４は
着用者の股間部に沿って湾曲し、着用者の局部にフィットしやすい。また前記後方クッシ
ョン領域３５は大きく湾曲することなく、着用者の臀部に沿うようになり、よって、前記
後方クッション領域３５は、臀部の溝にフィットしやすくなる。
【００６０】
前記生理用ナプキン１は折畳まれた状態で、包装シートに包まれて包装される。この包装
では、まず図５に示すように、防漏部７ａよりも外側に設定される縦方向折り線５１によ
って、フラップ部２１の後方部分およびウイング部２が生理用ナプキン１の表面側に重な
るように折られる。また防漏部７ｂよりも外側に設定される縦方向折り線５２によって、
フラップ部２２の後方部分およびウイング部３が生理用ナプキン１の表面側に重なるよう
に折られる。
【００６１】
図５の状態からさらに、横方向折れ線５３と５４などにより折畳まれて、前記生理用ナプ
キン１が包装シートに包まれる。
【００６２】
ここで、図５に示すようにフラップ部２１とフラップ部２２が縦方向折り線５１と５２で
折られたときに、前記フラップ部２１と２２が、隆起部３３に重ならないようになってい
る。特に前記隆起部３３のうちの前方吸収領域３４の両側部では、圧搾溝３２に、中心線
Ｏ－Ｏに向けられる凹パターン部分３２ａ，３２ｂが形成されており、表面に重ねられた
前記ウイング部２と３の端縁部２ａ，３ａが前記凹パターン部分３２ａ，３２ｂに対向し
、前記ウイング部２，３が、前記隆起部３２に重ならないようになっている。
【００６３】
よって図５の状態で、折られた生理用ナプキン１の厚さが最小になり、その後に横方向折
れ線５３と５４とで折畳まれた状態においても全体が薄くなる。そのため包装シートで包
まれた包装体が薄くコンパクトなものとなる。
【００６４】
　前記表面シート５は、不織布、または少なくとも前方吸収領域３４を覆う部分に前記液
透過孔５ｅが形成された不織布、全体に液透過孔が形成されたポリエチレンフィルムなど
で形成される。 では、表面シート５の前記後方クッション領域３５を覆う部分に、
山の頂部５ｆと谷の底部５ｇが縦方向（Ｙ方向）に延びる波状の凹凸部が形成されている
。この凹凸部を形成するのは、周面に多数の凸リブと凹部を有する２個のロールを、前記
凸部と凹部とが噛み合うように組合せ、前記ロールの表面を１１０～１２０℃に加熱した
状態で、前記表面シートを２個のロール間に供給する。この工程により、前記表面シート
５に前記波状の凹凸部を賦型することができる。前記凹凸部を賦型することにより、前記
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表面シート５が横方向へ弾性的に伸びやすいものとなる。
【００６５】
具体的な例としては、鞘部がＰＥ（ポリエチレン）で芯部がＰＥＴ（ポリエチレンテレフ
タレート）の芯鞘構造の複合合成繊維で、繊度が２．２ｄｔｅｘのものを用い、繊維間を
熱風で融着させ且つ交絡させた目付けが２５ｇ／ｍ 2のエアースルー不織布を用いる。前
記ロールでの凹部の底部から凸部の頂部までの高さを１．０ｍｍ、凹部と凸部のピッチを
１．８ｍｍとし、２個のロール間の半径方向の対向クリアランスを０．２ｍｍとし、この
ロール表面を１１０～１２０℃に加熱して前記エアースルー不織布を通過させて、波状の
凹凸部を賦型したものが用いられる。
【００６６】
　また、前記表面シート５として、横方向へ弾性的な伸びを発揮できる伸長可能なスパン
ボンド不織布、またはエラストマー樹脂で形成されたシートに液透過孔を形成したものな
どが使用可能である。 場合 前記波状の凹凸部を賦型 、表面シート自体の
伸びと波形の凹凸部の伸びの双方を利用することにより、表面シートの伸び率を高くする
ことが可能である。
【００６７】
また、前記クッション層３８は、熱可塑性樹脂で形成されて３次元方向へ弾性変形可能な
骨格が形成されたものであり、たとえばエアースルー不織布、または、層の上下を貫通す
る連続気泡が形成された発泡樹脂シートなどが使用される。また、前記クッション層３８
は親水処理されたものが使用される。
【００６８】
前記クッション層３８としてエアースルー不織布を用いる場合、その繊維は熱可塑性であ
り好ましくは融点の相違する２種以上の合成樹脂から構成される。例えばポリオレフィン
系樹脂とポリエステル系とを組み合わせた繊維であり、芯鞘構造やサイドバイサイド構造
、中空構造のものが使用される。クッション層３８の圧縮特性を前記のように設定するた
めには、繊維の太さは１０～５０μｍが好ましく、また長さ２５ｍｍあたり捲縮数が１０
～３５個のものが好ましい。また繊維表面に親水性油剤を塗布したもの、または繊維に親
水性油剤を練り込んだものが使用される。
【００６９】
また、前記エアースルー不織布などを用いて前記クッション層３８の圧縮特性を得るため
には、繊維の密度の低い嵩高のものを用いることが必要である。しかし、生理用ナプキン
１を連続して製造する過程において、ロール状に巻いた原反から前記エアースルー不織布
などの素材を引き出すと、原反での巻き圧力により前記素材が押しつぶされたものとなり
、そのまま使用すると前記圧縮特性を得ることができない。
【００７０】
そこで前記生理用ナプキンの製造方法としては、クッション層となる熱可塑性の素材を原
反から繰り出した後、前記素材を加熱したロールに当てたり、または熱風を与えて嵩を回
復させ、その後に吸収保持層６の上に供給して表面シート５で覆うようにすることが好ま
しい。
【００７１】
前記クッション層３８の好ましい実施の形態としては、鞘部がＰＥで芯部がＰＥＴの芯鞘
構造の複合合成繊維で繊度が４．４ｄｔｅｘのものから製造されたエアースルー不織布で
、目付けが２０ｇ／ｍ 2のものが使用される。またこのエアースルー不織布を原反から繰
り出した後に、表面温度が１００～１３０℃の熱ロール表面に接触させて嵩を回復したも
のを用いる。また前記目付けのエアースルー不織布を用いる場合、前記エアースルー不織
布を２枚重ね以上に複数枚重ね、または２枚重ね以上となるように折畳んで、総目付けが
４０～２００ｇ／ｍ 2としたものを使用することが好ましい。
【００７２】
前記裏面シート４は、液不透過性シートであり、例えばＰＥ（ポリエチレン）、ＰＰ（ポ
リプロピレン）、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）およびＥＶＡ（エチレン・酢酸
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ビニル共重合体）のうちの１種または２種以上を組合わせて得られる樹脂フィルム、また
は前記樹脂フィルムにフィラー等を添加し、延伸して微細な孔を形成して透湿性を付与し
たものを用いることができる。または樹脂と紙のラミネート材、不織布と樹脂フィルムと
が積層されたシートなどであってもよい。
【００７３】
前記吸収保持層６は、粉砕パルプとＳＡＰ（高吸収性ポリマー）とが混合されたもので液
透過性の紙やセルロースシートで包んだもの、セルロースファイバをバインダー処理でシ
ート化したもの、綿状パルプ、エアレイドパルプ、連続気泡タイプの親水性フォーム、薄
葉紙、親水性繊維を使用したスパンレース不織布、親水処理を施したメルトブローン不織
布、吸収紙、あるいはコットンリンターパルプなど、またはこれらを組合わせたものから
選択できるが、吸収層として通常使用されるものであればこれらに限定されるものではな
い。
【００７４】
前記非親水性シート８は、液を浸透および透過させず、しかも柔軟な素材を選択すること
が好ましい。例えば、ＰＰ繊維、あるいはＰＥ／ＰＰ、ＰＥ／ＰＥＴ、ＰＰ／ＥＶＡ等の
複合繊維で繊度が１．１ｄｔｅｘ～６．７ｄｔｅｘのもので形成された不織布で、例えば
エアースルー法で形成された不織布を用いることが好ましい。あるいは前記エアースルー
不織布に代えて繊維を連続紡糸して得られるスパンボンド不織布であってもよい。または
前記エアースルー不織布またはスパンボンド不織布にＰＥ樹脂をラミネートしたシートを
用いてもよい。
【００７６】
【実施例】
＜実施例＞
図１に示す構造の生理用ナプキンについて、表１から表３に示す各構成部材を用いて試作
した。ここで、表１は表面シートの構成と特性を示した表、表２はクッション層の構成と
特性を示した表、表３は吸収保持層の構成と特性を示した表である。前記表１ないし表３
に記載の素材を組合せて実施例を試作した。表４は実施例１、実施例２、実施例３、実施
例４の構成と特性を示した表である。
以下に表１から表４を示す。
【００７７】
【表１】
　
　
　
　
　
【００７８】
【表２】
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【００７９】
【表３】
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【００８０】
【表４】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００８１】
＜比較例＞
前記表１から表３に示す各構成部材を表５の「比較例の構成」に示すように組み合せて、
比較例１から３の生理用ナプキンを試作した。比較例の構成と特性を表５に示す。
【００８２】
【表５】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００８３】
＜評価＞
２０名の女性モニタのそれぞれに、実施例および比較例の生理用ナプキンを装着させて、
そのフィット性および異物感について報告させた。
【００８４】
膣口から臀部の溝までに生理用ナプキン表面が確実に密着しているか否かをフィット性と
して評価させ、また生理用ナプキン装着時に違和感が有るか否かを異物感として評価させ
た。
【００８５】
モニタにフィット性および異物感のそれぞれについて以下の評価基準に基づいた点数を回
答させ、点数の平均値を評点とした。
【００８６】
（評価基準）
５点…非常に良い
４点…やや良い
３点…どちらとも言えない
２点…あまり良くない
１点…全く良くない
評価結果を以下の表６に示す
【００８７】
【表６】
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【００８８】
前記結果から、初期厚みＴ０と加圧時厚みＴｍとの差が３ｍｍ以上で、ＲＣ値が０．５～
０．６５の範囲、ＬＣ値が３０％以上である実施例は、フィット性および異物感とも比較
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例よりも優れていることが解った。
【００８９】
【発明の効果】
以上のように本発明では、クッション層が設けられた領域が柔軟に変形して身体の凹凸部
に追従してフィットしやすくなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の吸収性物品の一例として生理用ナプキンを示す平面図、
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線の横断面図、
【図３】図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線の横断面図、
【図４】図１のＩＶ－ＩＶ線の縦断面図、
【図５】生理用ナプキンのフラップ部を折畳んだ状態を示す平面図、
【図６】圧縮特性を示す線図、
【符号の説明】
１　生理用ナプキン
２，３　ウイング部
４　裏面シート
５　表面シート
６　吸収保持層
７ａ，７ｂ　防漏部
８　非親水性シート
９　弾性部材
２１，２２　フラップ部
３１　受液領域
３２　圧搾溝
３３　隆起部
３４　前方吸収領域
３５　後方クッション領域
３８　クッション層
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】
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