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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透液性トップシートとバックシートとの間に吸収体が介在されるとともに、前記吸収体
は上層吸収体と下層吸収体との積層構造とされ、且つ前記吸収体の上面を前記透液性トッ
プシートで覆った状態で前記上層吸収体の周縁に沿ってその近傍外側部位置にエンボスが
付与された吸収性物品であって、
　前記上層吸収体は少なくともパルプ繊維と合成繊維とを含むとともに、前記パルプ繊維
：合成繊維との比率を重量換算で８０～２０：２０～８０とし、
　前記上層吸収体と下層吸収体とは接着剤を使用することなく積層され、上層吸収体の上
面及び／又は周縁外部から下層吸収体方向に向けてエンボスを付与し、前記上層吸収体及
び下層吸収体はそれぞれクレープ紙によって囲繞され、前記上層吸収体の下面及び下層吸
収体の上面において、それぞれのクレープ紙に開口が形成されていることを特徴とする吸
収性物品。
【請求項２】
　前記上層吸収体における体液透過率は８５％以上とされる請求項１記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記透液性トップシート面に、３．５ccの人工経血を８．５分ごとに７回吸収させた時
の７回目の吸収速度が２５秒以下である請求項１，２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】
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【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、パンティライナー、
失禁パッド等の吸収性物品に係り、詳しくは吸収体が上層吸収体と下層吸収体との積層構
造とされる吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、パンティライナー、生理用ナプキン、失禁パッドなどの吸収性物品として、
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、体液の漏れを防止するために種々の手
段が講じられている。これら体液漏れ防止手段の一つとして、吸収体の略中央部領域に表
面側に増厚した中高部を形成して排血部へのフィット性を向上せしめるとともに、前記中
高部の形状を保持するために前記中高部の周縁の外側位置に線状のエンボス加工を施すよ
うにした吸収性物品が知られている（下記特許文献１～３等参照）。
【０００４】
　前述した各吸収性物品において、吸収体としてパルプを破砕した解繊パルプが使用され
ている場合には、ライン上で積繊したパルプが脱落したり、パルプ繊維の転着等による設
備へ悪影響を及ぼさないように、積繊後すぐにクレープ紙によって囲繞される。この場合
、中高部を有する解繊パルプ吸収体の場合には図１３(A)に示されるように、一般部吸収
体を構成する解繊パルプ層５４と中高部吸収体を構成する解繊パルプ層５５を一纏めにク
レープ紙５６で囲繞する態様や、図１３(B)に示されるように、一般部吸収体を構成する
解繊パルプ層５４をクレープ紙５６で囲繞した後、同じくクレープ紙５６で囲繞された中
高部吸収体を構成する解繊パルプ層５５をその上に積層する態様などがある。
【特許文献１】特開平１０－３２８２３３号公報
【特許文献２】特開平１１－３５８号公報
【特許文献３】特開平１１－３３０５４号公報
【特許文献４】特表平９－５０５２１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前述したように、中高部吸収体（上層吸収体）を一般部吸収体（下層吸収体）の上面に
積層させた吸収体の場合、経血等の体液は上層吸収体に排出され、上層吸収体に浸透し、
その一部が上層吸収体に吸収保持され、残りの多くが上層吸収体を通過して下層吸収体に
到達して下層吸収体の吸収保持されることが望ましいところ、実際には大部分の体液が上
層吸収体に吸収保持されてしまい、上層吸収体で飽和状態となったり、圧力を受けて逆戻
りが起こりやすくなる原因となっていた。
【０００６】
　一方、上層吸収体と下層吸収体との結合は、上層吸収体の周縁部でエンボス加工を施し
位置ズレを防止する方法の他、上層吸収体と下層吸収体とを接着剤によって結合すること
が行われている（上記特許文献４等参照）が、接着剤によって液透過性が阻害され、下層
吸収体に至る体液通過量が低減されてしまうなどの問題があった。
【０００７】
　さらに、本発明者等による知見によれば、クレープ紙：０．２５cm３/秒、パルプ＋ポ
リマー：０．３８cm３/秒というように、相対的にクレープ紙において拡散速度が低くな
っている。前述したように、上層吸収体をクレープ紙で囲繞するとともに、下層吸収体を
クレープ紙で囲繞する構造の場合、上層吸収体と下層吸収体との間には複層のクレープ紙
が介在されることになり、この複層クレープ紙に体液が吸収保持されたままとなり、下層
吸収体への体液の移行が低下する原因となっていた。
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【０００８】
　そこで本発明の主たる課題は、上層吸収体と下層吸収体とを積層させた吸収体を備える
吸収性物品において、前記上層吸収体から下層吸収体への液透過性の改善を図ると同時に
、上層吸収体における吸収速度を維持し相互のバランスに優れ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】
【０００９】
　前記課題を解決するための請求項１に係る本発明として、透液性トップシートとバック
シートとの間に吸収体が介在されるとともに、前記吸収体は上層吸収体と下層吸収体との
積層構造とされ、且つ前記吸収体の上面を前記透液性トップシートで覆った状態で前記上
層吸収体の周縁に沿ってその近傍外側部位置にエンボスが付与された吸収性物品であって
、
　前記上層吸収体は少なくともパルプ繊維と合成繊維とを含むとともに、前記パルプ繊維
：合成繊維との比率を重量換算で８０～２０：２０～８０とし、
　前記上層吸収体と下層吸収体とは接着剤を使用することなく積層され、上層吸収体の上
面及び／又は周縁外部から下層吸収体方向に向けてエンボスを付与し、前記上層吸収体及
び下層吸収体はそれぞれクレープ紙によって囲繞され、前記上層吸収体の下面及び下層吸
収体の上面において、それぞれのクレープ紙に開口が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。
【００１０】
　上記請求項１記載の本発明においては、上層吸収体は少なくともパルプ繊維と合成繊維
とを含むとともに、前記パルプ繊維：合成繊維との比率を重量換算で８０～２０：２０～
８０とするものである。合成繊維の混合率を大きくするほど上層吸収体から下層吸収体へ
の体液透過率は向上するが、合成繊維は吸水性を有しないか、親水性処理を施したもので
あっても吸水性は低いため、体液の吸収速度が低下してしまう。しかし、合成繊維の混合
比率を２０～８０重量％とすることにより、上層吸収体の液透過率を十分に確保でき、か
つ吸収速度を所要性能以上に保持することが可能となる。
【００１１】
　また、上層吸収体と下層吸収体とは接着剤を使用することなく積層させ、上層吸収体の
上面及び／又は周縁外部から下層吸収体方向に向けてエンボスを付与することにより相互
の位置ズレを防止するようにしているため、上層吸収体から下層吸収体に至る液透過性を
接着剤が阻害することがなくなり、上層吸収体の液透過率を十分に確保することができる
。
【００１２】
　一方で、前記上層吸収体と下層吸収体の境界面に存在するクレープ紙は、少ない方が液
透過性が向上する。しかし、ライン上で積繊したパルプが脱落したり、パルプ繊維の転着
等による設備へ悪影響を及ぼさないようにするため各吸収体をクレープ紙で囲繞する必要
性も生じるため、該境界面におけるクレープ紙に開口を形成しクレープ紙が存在しないよ
うにすることで、液透過性の阻害要因を無くすことができる。
【００１３】
　請求項２に係る本発明として、前記上層吸収体における体液透過率は８５％以上とされ
る請求項１記載の吸収性物品が提供される。
【００１４】
　上層吸収体における液透過率は具体的には８５％以上とすることが望ましい。この液透
過率は、請求項１記載の発明で規定されるように、上層吸収体の合成繊維の混合比率をパ
ルプ繊維及び合成パルプの全量に対して２０重量％以上とし、上層吸収体と下層吸収体と
は接着剤を使用することなく積層させることで達成することができる。
【００１５】
　請求項３に係る本発明として、前記透液性トップシート面に、３．５ccの人工経血を８
．５分ごとに７回吸収させた時の７回目の吸収速度が２５秒以下である請求項１，２いず



(4) JP 4954502 B2 2012.6.20

10

20

30

40

50

れかに記載の吸収性物品が提供される。
【００１６】
　透液性トップシート面に、３．５ccの人工経血を８．５分ごとに７回吸収させた時の７
回目の吸収速度が２５秒以下であることが望ましい。この吸収速度は、請求項１記載の発
明で規定されるように、上層吸収体の合成繊維の混合比率をパルプ繊維及び合成パルプの
全量に対して８０重量％以下とすることにより達成することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　以上詳説のとおり本発明によれば、上層吸収体と下層吸収体とを積層させた吸収体を備
える吸収性物品において、前記上層吸収体から下層吸収体への体液透過性の改善を図ると
同時に、上層吸収体における吸収速度を維持し相互のバランスに優れたものとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　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。
【００１９】
〔生理用ナプキン１の基本構造〕
　図１は本発明の第１形態例に係る生理用ナプキン１の展開図であり、図２は図１のII－
II線矢視図、図３は図１のIII－III線矢視図である。
【００２０】
　前記生理用ナプキン１は、ポリエチレンシートなどからなる不透液性バックシート２と
、経血やおりものなどを速やかに透過させる透液性トップシート３と、これら両シート２
，３間に介装された綿状パルプまたは合成パルプなどからなる吸収体４、６と、この吸収
体４の形状保持および拡散性向上のために前記吸収体４を囲繞するクレープ紙５と、前記
吸収体４の略側縁部を起立基端とし、かつ少なくとも体液排出部を含むように前後方向に
所定の区間内において表面側に突出して設けられた左右一対の立体ギャザーＢＳ、ＢＳと
から主に構成され、かつ前記吸収体４の周囲においては、その上下端縁部では前記不透液
性バックシート２と透液性トップシート３との外縁部がホットメルトなどの接着剤やヒー
トシール等の接着手段によって接合され、またその両側縁部では吸収体４よりも側方に延
出している前記不透液性バックシート２と、前記立体ギャザーＢＳを形成しているサイド
不織布７とがホットメルトなどの接着剤やヒートシール等の接着手段によって接合され、
これら不透液性バックシート２とサイド不織布７とによる積層シート部分によって側方に
突出するウイング状フラップＷ、Ｗが形成されているとともに、これよりも臀部側に位置
する部分に第２ウイング状フラップＷＢ、ＷＢが形成されている。
【００２１】
　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、
　前記不透液性バックシート２は、ポリエチレン等の少なくとも遮水性を有するシート材
が用いられるが、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・透湿性シート材としては、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が好適に用いられる。前記不透液性バックシート２の
非使用面側（外面）には１または複数条の粘着剤層（図示せず）が形成され、身体への装
着時に生理用ナプキン１を下着に固定するようになっている。前記不透液性バックシート
２としては、プラスチックフィルムと不織布とを積層させたポリラミ不織布を用いてもよ
い。
【００２２】
　次いで、前記透液性トップシート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、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
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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。前記透液性トップシート３に多数の透孔を形成した場合には、経血やおりもの
等（以下、まとめて体液という。）が速やかに吸収されるようになり、ドライタッチ性に
優れたものとなる。
【００２３】
　前記吸収体４は、上層吸収体４Ａと下層吸収体４Ｂとが積層された構造とされる。前記
下層吸収体４Ｂは、吸収体配置領域の外縁を画成する平面形状を有し、前記上層吸収体４
Ａは、幅方向中央部にナプキン長手方向に細長く区画される領域に、使用面側に高い吸収
体の中高部６を形成するために配置される。この中高部６の厚みは、厚くし過ぎると吸収
体４の剛性が上がり身体への密着性が低下するため３～２０mm、好ましくは５～１５mmと
するのが好ましい。前記上層吸収体４Ａの周縁に沿ってその近傍外側部位置には周方向に
閉合するエンボス８が付与されているとともに、エンボス９，１０、１１がそれぞれ形成
されている。前記エンボス８は上層吸収体４Ａの位置ズレを防止するとともに、中高部６
をきっちりと画成するために付与されたエンボスである。なお、これら各エンボス８～１
１については更に詳しく後述する。
【００２４】
　前記上層吸収体４Ａは、少なくともパルプ繊維と合成繊維とを含むとともに、前記パル
プ繊維：合成繊維との比率を重量換算で８０～２０：２０～８０、好ましくは４０～６０
：６０～４０で混合したものとする。後述する実施例によれば、上層吸収体４Ａの合成繊
維の混合比率をパルプ繊維及び合成パルプの全量に対して２０重量％以上とすることで上
層吸収体４Ａから下層吸収体４Ｂへの液透過率を８５％以上とすることが可能となり、か
つ上層吸収体４Ａの合成繊維の混合比率をパルプ繊維及び合成パルプの全量に対して８０
重量％以下とすることにより透液性トップシート面において、３．５ccの人工経血を８．
５分ごとに７回吸収させた時の７回目の吸収速度を２５秒以下とすることができる。また
、上層吸収体４Ａの合成繊維の混合比率をパルプ繊維及び合成パルプの全量に対して４０
～６０重量％とした場合には、上層吸収体４Ａから下層吸収体４Ｂへの液透過率を８８％
以上、前記吸収速度２４秒以下とすることができる。
【００２５】
　前記上層吸収体４Ａは、機能的に体液を迅速させるけれども吸収した体液を内部に保留
せずに下層吸収体４Ｂ側に浸透させる第１機能と、透液性トップシート３の上面に排出さ
れた体液を速やかに吸収する第２機能との両者をバランス良く満足させる必要があるとこ
ろ、第１機能の浸透性を向上させるために合成繊維を混合させ過ぎると、合成繊維は吸水
性を有しないか、親水性処理を施したものであっても吸水性は低いため体液の吸収速度が
低下してしまうことになる。経血量が特に多い人の場合、１時間ナプキンを装着後に漏れ
を防止するには、上層吸収体４Ａの液体透過率は８５％以上、吸収速度は２５秒以下とす
ることが望ましいため、合成繊維とパルプ繊維との混合率を上記数値とすることにより、
前記第１機能と第２機能とをバランス良く両立させることができるようになる。また、上
層吸収体４Ａに合成繊維を混合することにより体液吸収状態時でも萎むことなく嵩を保持
しクッション性を維持できるようになる。
【００２６】
　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。
【００２７】
　前記上層吸収体４Ａは高吸水性樹脂を含有することができる。前記高吸収性樹脂として
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は、たとえばポリアクリル酸塩架橋物、自己架橋したポリアクリル酸塩、アクリル酸エス
テル－酢酸ビニル共重合体架橋物のケン化物、イソブチレン・無水マレイン酸共重合体架
橋物、ポリスルホン酸塩架橋物や、ポリエチレンオキシド、ポリアクリルアミドなどの水
膨潤性ポリマーを部分架橋したもの等が挙げられる。これらの内、吸水量、吸水速度に優
れるアクリル酸またはアクリル酸塩系のものが好適である。前記吸水性能を有する高吸水
性樹脂は製造プロセスにおいて、架橋密度および架橋密度勾配を調整することにより吸水
力と吸水速度の調整が可能である。配合量は上層吸収体４Ａが下層吸収体４Ｂ側への浸透
を促進する必要上、配合量を多くすると所謂ゲルブロッキング現象が起きるため、パルプ
繊維及び合成繊維の合計重量に対して重量換算で１～１０％の割合で配合するのが望まし
い。なお、高吸水性樹脂含有率が５０％を超える場合にはパルプ繊維間の絡み合いが無く
なり、シート強度が低下し破れや割れ等が発生し易くなるため望ましくない。
【００２８】
　前記パルプ繊維は、木材から得られる化学パルプ、溶融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。
【００２９】
　一方、前記下層吸収体４Ｂは合成繊維を含有することを要件とせず、パルプ繊維単独、
或いはパルプ繊維と高吸水性樹脂との混合体とすることができる。下層吸収体４Ｂは透過
性が重視されず、上層吸収体４Ａから浸透した体液を内部に保留し外部に滲み出さないよ
うに保持することが望ましいため合成繊維を含有しないようにする方がむしろ望ましい。
また、高吸収性樹脂の含有率は、体液を吸収し保水するために、下層吸収体４Ｂを構成す
る繊維の全体重量に対して１～２０％重量％の割合で配合するのが望ましい。
【００３０】
　前記上層吸収体４Ａと下層吸収体４Ｂとはそれぞれクレープ紙５によって囲繞されるが
、各吸収体４Ａ、４Ｂをクレープ紙５によって囲繞する際、及びクレープ紙５によって囲
繞された上層吸収体４Ａと下層吸収体４Ｂとを積層する際にも、これらを接合するための
接着剤を用いることなく、図４(A)の模式図に示すように、上層吸収体４Ａの位置ズレは
上層吸収体４Ａの周囲に設けたエンボス８によって行うのがよい。
【００３１】
　また、クレープ紙５によって囲繞された上層吸収体４Ａと、クレープ紙５によって囲繞
された下層吸収体４Ｂとを積層するに当たって、上層吸収体４Ａと下層吸収体４Ｂとの境
界面には２重にクレープ紙５が積層することになり、このクレープ紙５が液透過性を阻害
する。しかし、ライン上で積繊したパルプが脱落したり、パルプ繊維の転着等による設備
への悪影響を及ぼさないようにするため吸収体４Ａ、４Ｂをクレープ紙５で囲繞する必要
性も生じるため、上層吸収体４Ａの下面及び／又は下層吸収体４Ｂの上面において、クレ
ープ紙５に開口を形成するのが望ましい。図４(B)は下層吸収体４Ｂの上面においてクレ
ープ紙５に開口を形成した例であり、図４(C)は上層吸収体４Ａの下面にクレープ紙５に
開口を形成した例であり、更に図４(D)は下層吸収体４Ｂの上面及び上層吸収体４Ａの下
面においてそれぞれクレープ紙５に開口を形成した例である。また、上層吸収体４Ａの位
置ズレを防止するためのエンボス８は上層吸収体４Ａの外周とは限らず、上層吸収体４Ａ
の上面から下層吸収体４Ｂ方向に向けてエンボス８を付与するようにしてもよい。この場
合には、エンボス８による窪みが下層吸収体４Ｂに食い込むように高圧力の下で行うよう
にする。
【００３２】
　また、クレープ紙５による液透過性の阻害を無くすためには、図５(A)に示されるよう
に、前記上層吸収体４Ａと下層吸収体４Ｂとを積層させた状態で、これら上層吸収体４Ａ
及び下層吸収体４Ｂをクレープ紙５で囲繞するようにしてもよい。なお、図５(B)はさら
にエンボス８を上層吸収体４Ａの周縁外部及び中央からエンボス８を付与した例を示した
ものである。
【００３３】
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　一方、前記透液性トップシート３の幅寸法は、図示例では、図２および図３の横断面図
に示されるように、吸収体４の幅よりも若干長めとされ、吸収体４を覆うだけに止まり、
前記立体ギャザーＢＳは前記透液性トップシート３とは別のサイド不織布７、具体的には
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目的に応じ
て、適宜の撥水処理または親水処理を施した不織布素材を用いて構成されている。かかる
サイド不織布７としては、天然繊維、合成繊維または再生繊維などを素材として、適宜の
加工法によって形成されたものを使用することができるが、好ましくはゴワ付き感を無く
すとともに、ムレを防止するために、坪量を抑えて通気性を持たせた不織布を用いるのが
よい。具体的には、坪量を１８～２３g/m２として作製された不織布を用いるのが望まし
く、かつ体液の透過を確実に防止するためにシリコン系、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が好適に使用される。
【００３４】
　前記サイド不織布７は、図２および図３に示されるように、幅方向中間部より外側部分
を吸収体４の内側位置から吸収体側縁を若干越えて不透液性バックシート２の外縁までの
範囲に亘ってホットメルトなどの接着剤によって接着し、これら前記サイド不織布７と不
透液性バックシート２との積層シート部分により、ほぼ体液排出部に相当する吸収体側部
位置に左右一対のウイングフラップＷ、Ｗを形成するとともに、これより臀部側位置に第
２ウイング状フラップＷＢ、ＷＢを形成している。これらウイング状フラップＷ、Ｗおよ
び第２ウイング状フラップＷＢ、ＷＢの外面側にはそれぞれ粘着剤層１２…，１３…を備
え、図１１に示されるように、ショーツ３０に対する装着時に、前記ウイング状フラップ
Ｗ、Ｗが折返し線ＲＬ位置にて反対側に折り返し、ショーツのクロッチ部分に巻き付けて
止着するようになっている。
【００３５】
　一方、前記サイド不織布７の内方側部分はほぼ二重に折り返されるとともに、この二重
シート内部に、その高さ方向中間部に両端または長手方向の適宜の位置が固定された糸状
弾性伸縮部材１９が配設されるとともに、前記糸状弾性伸縮部材１９の上側部位に複数本
の、図示例では２本の糸状弾性伸縮部材２０，２０が両端または長手方向の適宜の位置が
固定された状態で配設されている。この二重シート部分は前後端部では図３に示されるよ
うに、断面Ｚ状に折り畳んで積層された状態で吸収体４側に接着されることによって、前
記糸状弾性伸縮部材１９配設部位を屈曲点として、断面く字状に内側に開口を向けたポケ
ットＰ、Ｐを形成しながら表面側に起立する立体ギャザーＢＳ、ＢＳが形成されている。
【００３６】
〔エンボス構造〕
　本生理用ナプキン１においては、詳細には図６に示されるように、幅方向中央部に使用
面側に高い吸収体の中高部６を有するとともに、この中高部６を囲むように、ナプキン１
の長手方向に細長いエンボス８が形成されている。このエンボス８は、前部側から順に、
前端部エンボス８ａ、縮小形状エンボス８ｂ、第１の膨出形状エンボス８ｃ、中間弧状エ
ンボス８ｄ、第２の膨出形状エンボス８ｅ、後部側エンボス８ｆから構成されている。こ
れら各エンボスは分断することなく連続的に形成され、全体として周方向に閉合している
。
【００３７】
　前記前端部エンボス８ａは、略半円弧状に形成されたエンボスであり、中高部６の両側
に夫々形成された略長手方向に沿う各左右一対のエンボスをナプキン前端部において曲線
ラインで結合するエンボスである。
【００３８】
　前記縮小形状エンボス８ｂは、前記前端部エンボス８ａに連続して中高部６の両側に、
ナプキン１の長手方向に延長するように形成された左右一対のエンボスラインであり、ほ
ぼ大腿部の前側に位置するとともに、図示の如く、エンボス離間幅の縮小領域を形成する
ように、両側のエンボスラインがそれぞれ、ナプキン１の外方側に曲率中心を有する曲線
によって形成されている。
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【００３９】
　前記第１の膨出形状エンボス８ｃは、前記縮小形状エンボス８ｂに連続して中高部６の
両側に、ほぼナプキン１の長手方向に延長するように形成された左右一対のエンボスライ
ンであり、ほぼ大腿部の後側に位置するとともに、エンボス離間幅の拡大領域を形成する
ように、両側のエンボスラインがそれぞれ、ナプキン１の中心側に曲率中心を有する曲線
によって形成されている。
【００４０】
　前記中間弧状エンボス８ｄは、前記第１の膨出形状エンボス８ｃに連続して中高部６の
両側に、ほぼナプキン１の長手方向に延長するように形成された左右一対のエンボスライ
ンであり、詳細には図７に示されるように、曲率中心の位置が反転する変曲点を境界とし
て、両側のエンボスラインがそれぞれ、ナプキン１の外方側に曲率中心を有する曲線によ
ってごく短い区間で形成されている。
【００４１】
　前記第２の膨出形状エンボス８ｅは、前記中間弧状エンボス８ｄに連続して中高部６の
両側に、ほぼナプキン１の長手方向に延長するように形成された左右一対のエンボスライ
ンであり、詳細には図７に示されるように、曲率中心の位置が反転する変曲点を境界とし
て、両側のエンボスラインがそれぞれ、ナプキン１の中心側に曲率中心を有する曲線によ
って形成されている。この第２の膨出形状エンボス８ｅは前記第１の膨出形状エンボス８
ｃと比較すると、相対的に短い区間幅で形成されている。
【００４２】
　前記後部側エンボス８ｆは、前記第２の膨出形状エンボス８ｅに連続して中高部６の両
側に、ほぼナプキン１の長手方向に延長するように形成された左右一対のエンボスライン
であり、図示例では僅かづつエンボスの離間幅を漸次狭めるように後部側まで延長され、
後部側において円弧状の曲線エンボスによって両側のエンボスが結合されている。この後
部側エンボス８ｆの後部側寄りの中間位置には、エンボス離間幅を拡大領域を形成するよ
うに、それぞれのエンボスがナプキン１の中心側に曲率中心を有する曲線によって第３の
膨出形状エンボス８ｇが形成されている。
【００４３】
　前記後部側エンボス８ｆの外側には、該後部側エンボス８ｆと間を空けてナプキン１の
長手方向に延長される第２の後部側エンボス１０，１０が形成されている。図示例ではこ
の第２の後部側エンボス１０は、それぞれナプキン１の外側に曲率中心を有する弧状曲線
とされている。
【００４４】
　また、前記前端部エンボス８ａの前側には、間を空けて略傘形状の前端独立エンボス９
が形成されているとともに、前記後部側エンボス８ｆの後側には、間を開けて略逆傘形状
の後端独立エンボス１１が形成されている。
【００４５】
　以上のように形成される各種エンボス８～１１によれば、次のような効果が得られる。
【００４６】
　先ず、前記第１の膨出形状エンボス８ｃ、中間弧状エンボス８ｄ及び第２の膨出形状エ
ンボス８ｅの形成領域においては、詳細には図７に示されるように、前記各膨出形状エン
ボス８ｃ、８ｅの形成領域は、外側に膨出するエンボスラインによってナプキン幅方向の
ラインを可撓軸（折れ線）として折り曲がりづらい領域となっているが、これら膨出形状
エンボス８ｃ、８ｅによって挟まれた中間弧状エンボス８ｄはエンボス曲線が反転する領
域であるため、それぞれの膨出形状エンボス８ｃ、８ｅの歪みの抑制力が開放されるため
、相対的にナプキン幅方向のラインＸ１－Ｘ１を可撓軸として折り曲がり易くなっている
。
【００４７】
　一方、ナプキン１が図１１に示されるように、ショーツ３０に装着されたとすると、前
記縮小形状エンボス８ｂ、第１の膨出形状エンボス８ｃの領域では、大腿部からの内側方
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向に向けて圧縮力を受けることになるとともに、この圧縮力は吸収体４を幅方向に圧縮す
ると同時に、ナプキン長手方向に沿って形成されたエンボス８によって力が伝達され、前
部側及び後部側にはそれぞれ内方側に向かう作用力Ｆ１、Ｆ２が作用するようになる。さ
らに、ショーツ３０のクロッチ部分が身体側に引き上げられることによってナプキン１に
は縦方向中心線Ｙ－Ｙに沿って股間部に押し付けるような押圧力を受けることになる。
【００４８】
　以上のような作用力を受けることによって、Ｚ１領域においては、排血口に相当する前
記第１の膨出形状エンボス８ｃ部位に第１の隆起部Ｒ１が形成され、この隆起部Ｒ１が排
血口付近に密着することにより経血等を吸収することができる。また、膣口から後方側の
肛門付近にかけての会陰部に相当する前記第２の膨出形状エンボス８ｅ部位には、Ｘ１－
Ｘ１可撓軸が形成される中間弧状エンボス８ｄを介して第２の隆起部Ｒ２が形成され、こ
の隆起部Ｒ２が会陰部に密着することにより排血口付近で吸収できなかった経血等を確実
に吸収し、体液の後側への伝い漏れを確実に防止できるようになる。
【００４９】
　すなわち、図７(B)に示されるように、中間弧状エンボス８ｄ領域は隆起方向の歪みが
開放されるとともに、前記Ｘ１－Ｘ１可撓軸のために、その前後に位置する第１の膨出形
状エンボス８ｃ領域、及び第２の膨出形状エンボス８ｅ領域には２つの山が連なるように
、隆起部Ｒ１、Ｒ２が形成されるようになり、前記隆起部Ｒ１が排血口付近に密着し、前
記隆起部Ｒ２が会陰部付近に密着することで経血等の伝い漏れを確実に防止できるように
なる。なお、前記隆起部Ｒ２は膨出形状エンボス８ｅの形成規模に比例して、前記隆起部
Ｒ１よりも小さく形成される。
【００５０】
　一方、前記後部側エンボス８ｆ領域においては、中高部６の両側に夫々、ナプキン１の
長手方向に沿って前記後部側エンボス８ｆの他に、第２の後部側エンボス１０が形成され
、これら計４条のエンボスが夫々可撓軸を形成するため、Ｘ２－Ｘ２に沿う方向の撓み性
が向上し、ヒップの谷間部分に対するフィット性が増すようになる。
【００５１】
　更に、前記後部側エンボス８ｆの後部側寄り位置に形成された第３の膨出形状エンボス
８ｇは、変曲点位置に対応する横断線Ｘ３－Ｘ３、Ｘ４－Ｘ４それぞれの位置で折れ曲が
り易くなっているとともに、各変曲点位置でナプキンの縦方向線Ｙ－Ｙ方向の歪みが分断
されるため、領域Ｚ２が盛り上がるようにヒップの谷間にフィットするようになる。
【００５２】
　他方、前記ナプキン１の最前端に形成された前記略傘状の前端独立エンボス９は、これ
が可撓軸となってナプキン１の前端部を折れ曲がり易くし、また後方側に形成された前記
略逆傘形状の後端独立エンボス１１は、これが可撓軸となって左右の第２ウイング状フラ
ップＷＢ、ＷＢを折れ曲がり易くする。
【００５３】
　ところで、ナプキン１において、排血口位置は一般的にはウイングフラップＷ、Ｗ位置
の対応箇所として定まるものであるが、例えば図８に示されるように、エンボス８の縮小
形状エンボス８ｂ領域が前記ウイングフラップＷ、Ｗに対応させる位置になるように、各
種エンボス８～１１を相対的に下側にずらして形成してもよい。
【００５４】
〔その他の形態例〕
(1)前記第１の膨出形状エンボス８ｃ領域と、第２の膨出形状エンボス８ｅ領域との間に
形成される可撓軸Ｘ１－Ｘ１位置でナプキン１を折れ曲がり易くするため、ナプキン１の
略幅方向に沿う補助エンボスを付与するようにしてもよい。図９(A)は前記補助エンボス
として、幅方向中央部に巾方向に配向された弧状エンボス１４を形成した例であり、図９
(B)は両側のエンボスを繋ぐように幅方向に弧状エンボス１５を形成した例である。
(2)上記形態例では、第２の後部側エンボス１０，１０を夫々独立的に形成したが、図９(
C)に示されるように、前記第２の後部側エンボス１０，１０と後端独立エンボス１１とを
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連続させ、略横Ｕ字状の連続エンボス１６を形成するようにしてもよい。
(3)さらに、図１０に示されるように、排血部位を含む領域Ｙ１、会陰部対応部位を含む
領域Ｙ２及び第３の膨出形状エンボス８ｇを含む領域Ｙ３の中高部６の表面に、小さな窪
み状のドッドエンボス１８．１８…を多数形成することにより、経血等の吸収性を向上さ
せるようにするのが望ましい。同図の例では、可撓軸Ｘ１－Ｘ１の隣接位置、及び第３の
膨出形状エンボス８ｇ部位のそれぞれに対して、幅方向中央部に巾方向に配向された弧状
エンボス１４、１７を形成している。
(4)上記形態例では、エンボス８は左右一対のエンボスラインがナプキンの前端部と後端
部で結合され、全体として閉合形状を成しているが、左右一対のエンボスラインを前端部
及び／又は後端部で結合しない態様で形成してもよい。
【実施例】
【００５５】
　上層吸収体４Ａの合成繊維混合率を種々変化させた吸収体サンプルを作製し、吸収速度
試験と液透過率試験を実施した。なお、上層吸収体４Ａでは親水化処理したＰＥ／ＰＥＴ
の芯鞘型複合繊維を用い、下層吸収体４Ｂは合成繊維は含有せずパルプ繊維と高吸水性樹
脂からなる吸収層とした。
【００５６】
　前記吸収速度試験は、経血量が特に多い人がナプキンを１時間装着した状態を想定し、
透液性トップシート面に、３．５ccの人工経血を８．５分ごとに７回吸収させた時の７回
目の吸収速度（３．５ｃｃの人工経血がすべて吸収されるまでの時間）をもって吸収速度
とした。また、液透過率試験は上層吸収体及び下層吸収体の重量を計測しておき、上層吸
収体に３．５ccの人工経血を滴下した後、５分放置し、上層吸収体及び下層吸収体の重量
を再度計測し、下層吸収体に浸透した人工経血量から算出した。試験結果を下表１に示す
とともに、図１２に示す。
【表１】

　図１２に示されるように、経血量が特に多い人が１時間ナプキンを装着した後に確実に
漏れを防止するには、液透過率は８５％以上、吸収速度は２５秒以下とするのが望ましい
ため、合成繊維の混合率は２０～８０％、好ましくは４０～６０％とするのが良いことが
判明した。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の生理用ナプキン１の展開図である。
【図２】その横断面図（図１のII－II線矢視図）である。
【図３】その横断面図（図１のIII－III線矢視図）である。
【図４】上層吸収体４Ａと下層吸収体４Ｂとの積層構造（その１）を示す断面図である。
【図５】上層吸収体４Ａと下層吸収体４Ｂとの積層構造（その２）を示す断面図である。
【図６】エンボス８～１１の説明図である。
【図７】(A)はその要部拡大図であり、(B)はB-B線矢視図である。
【図８】エンボス８～１１の位置を下側にずらした生理用ナプキン１の展開図である。
【図９】(A)～(C)はそれぞれエンボスの変形例を示す図である。
【図１０】その他のエンボスの形成態様を示す展開図である。
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【図１１】ナプキンの装着状態を示す斜視図である。
【図１２】実施例における試験結果を示すグラフである。
【図１３】従来の吸収体積層構造を示す断面図である。
【符号の説明】
【００５８】
　１…生理用ナプキン、２…不透液性バックシート、３…透液性トップシート、４…吸収
体、４Ａ…上層吸収体、４Ｂ…下層吸収体、５…クレープ紙、６…中高部、７…サイド不
織布、８…エンボス、８ａ…前端部エンボス、８ｂ…縮小形状エンボス、８ｃ…第１の膨
出形状エンボス、８ｄ…中間弧状エンボス、８ｅ…第２の膨出形状エンボス、８ｆ…後部
側エンボス、８ｇ…第３の膨出形状エンボス、９…前端独立エンボス、１０…第２の後部
側エンボス、１１…後端独立エンボス、ＢＳ…立体ギャザー、Ｗ…ウイング状フラップ、
ＷＢ…臀部側ウイング状フラップ

【図１】 【図２】

【図３】
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