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(57)【要約】
【課題】圧搾によって形成された溝を有する体液吸収性
物品。
【解決手段】体液吸収性物品１が、表面シート２から裏
面シート３へ向かう方向に圧搾されて形成された溝１１
を有する。溝１１の底部には、低圧搾部１８と高圧搾部
１９とが交互に形成され、芯材４の厚さが高圧搾部１９
よりも低圧搾部１８で厚くなる。低圧搾部１８と高圧搾
部１９とは、滑らかな下り勾配を有する傾斜面２２，２
３でつながり、芯材４の密度が低圧搾部１８の頂部２１
から高圧搾部１９に向かって次第に高くなる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに直交する縦方向と横方向と厚さ方向とを有し、透液性表面シートと不透液性裏面
シートとの間に体液吸収性の芯材が介在し、前記横方向の両側には前記表面シートと前記
芯材とが前記表面シートから前記裏面シートへ向かう方向に圧搾されて前記縦方向へ延び
る溝が形成され、前記溝の底部には、前記底部のうちで前記芯材の厚さが最も薄くなって
いる高圧搾部と、前記芯材の厚さが前記高圧搾部よりも厚くなっている低圧搾部とが前記
縦方向に交互に形成されている体液吸収性物品であって、
　前記溝の底部では、前記低圧搾部が前記厚さ方向の上方に頂部を有し、前記縦方向にお
いて前記頂部と前記低圧搾部に隣接する前記高圧搾部とが滑らかな下り勾配を有する傾斜
面でつながり、前記芯材の密度が前記頂部から前記高圧搾部に向かって次第に高くなって
いることを特徴とする前記体液吸収性物品。
【請求項２】
　前記体液吸収性物品を水平面に置いたときに、前記傾斜面と前記水平面との角度が２０
～８０°の範囲にある請求項１記載の体液吸収性物品。
【請求項３】
　前記高圧搾部は、前記縦方向の寸法が１～５ｍｍ、前記横方向の寸法が２～５ｍｍの範
囲にあり、前記低圧搾部は、前記縦方向の寸法が２～８ｍｍの範囲にあって前記横方向の
寸法が２～５ｍｍの範囲にある請求項１または２記載の体液吸収性物品。
【請求項４】
　前記高圧搾部と前記裏面シートとの間には粉砕パルプを含むティシュペーパが介在し、
前記ティシューペーパが前記高圧搾部に密着している請求項１～３のいずれかに記載の体
液吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、生理用ナプキンやおりもの吸収用のパッド等として使用するのに好適な体
液吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生理用ナプキン等の体液吸収性物品において、横方向の両側に縦方向へ延びる圧搾溝が
形成されているものは周知である。その圧搾溝の底部に、体液吸収性の芯材が高密度に圧
搾されている部位と、低密度に圧搾されている部位とが縦方向において交互に並ぶように
形成されているものも周知である。例えば、特開平９―１０８２６２号公報（特許文献１
）に開示された生理用ナプキンは、ナプキンの長さ方向へ延びる一対の条溝を有し、条溝
の底部には底部を横断するように延びる高圧搾部と低圧搾部とがナプキンの縦方向におい
て交互に形成されている。また、特開２００２－１１９５４０号公報（特許文献２）には
、高圧搾部と低圧搾部とが生理用ナプキンの縦方向へ交互に並んでいる溝を生理用ナプキ
ンに形成するための加圧ロールとアンビルロールとからなる圧搾溝形成装置が開示されて
いる。
【特許文献１】特開平９―１０８２６２号公報
【特許文献２】特開２００２－１１９５４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１に記載の条溝および特許文献２に記載の圧搾溝に形成された高圧搾部と低圧
搾部とが生理用ナプキンの縦方向においてつながる態様は、水平な高圧搾部の表面を形成
している溝の底部と、低圧搾部において溝を横断するように延びているほぼ垂直な壁面と
が交差しているというものであって、圧搾溝の底部の下にある芯材の厚さは低圧搾部から
高圧搾部へと移る部位において急激に変化する。そのような部位が形成される芯材の圧搾
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過程では、芯材を被覆している透液性シートの伸長割合が局所的に高くなって透液性シー
トが破れ、圧搾溝を外観の悪いものにしたり、透液性シートの破れた箇所から芯材がこぼ
れ出て、生理用ナプキンを着用感の悪いものにしたりすることがある。
【０００４】
　この発明は、このような問題を有する従来技術の体液吸収性物品に改良を施すことを課
題にしている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記課題を解決するためにこの発明が対象とするのは、互いに直交する縦方向と横方向
と厚さ方向とを有し、透液性表面シートと不透液性裏面シートとの間に体液吸収性の芯材
が介在し、前記横方向の両側には前記表面シートと前記芯材とが前記表面シートから前記
裏面シートへ向かう方向に圧搾されて前記縦方向へ延びる溝が形成され、前記溝の底部に
は、前記底部のうちで前記芯材の厚さが最も薄くなっている高圧搾部と、前記芯材の厚さ
が前記高圧搾部よりも厚くなっている低圧搾部とが前記縦方向に交互に形成されている体
液吸収性物品である。
【０００６】
　かかる体液吸収性物品において、この発明が特徴とするところは、前記溝の底部では、
前記低圧搾部が前記厚さ方向の上方に頂部を有し、前記縦方向において前記頂部と前記低
圧搾部に隣接する前記高圧搾部とが滑らかな下り勾配を有する傾斜面でつながり、前記芯
材の密度が前記頂部から前記高圧搾部に向かって次第に高くなっていることにある。
【０００７】
　この発明の好ましい実施形態の一つにおいて、前記体液吸収性物品を水平面に置いたと
きに、前記傾斜面と前記水平面との角度が２０～８０°の範囲にある。
【０００８】
　この発明の好ましい実施形態の一つにおいて、前記高圧搾部は、前記縦方向の寸法が１
～５ｍｍの範囲にあって、前記横方向の寸法が２～５ｍｍの範囲にあり、前記低圧搾部は
、前記縦方向の寸法が２～８ｍｍの範囲にあって、前記横方向の寸法が２～５ｍｍの範囲
にある。
【０００９】
　この発明の好ましい実施形態の他の一つにおいて、前記高圧搾部と前記裏面シートとの
間には粉砕パルプを含むティシュペーパが介在し、前記ティシューペーパが前記高圧搾部
に密着している。
【発明の効果】
【００１０】
　この発明に係る体液吸収性物品は、横方向の両側に形成された溝部における低圧搾部が
厚さ方向の上方に頂部を有し、その頂部と低圧搾部に隣接する高圧搾部とが滑らかな下り
勾配を有する傾斜面でつながっている。それゆえ、体液吸収性物品の表面シートと芯材と
を圧搾して溝部を形成するときには、低圧搾部の頂部となるべき部位から高圧搾部となる
べき部位に向かって徐々に圧縮の度合いを高めることができるから、表面シートが局部的
に高い伸長割合で伸長されて破れるという問題の発生を抑えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　体液吸収性物品として生理用ナプキンを例にとり、添付の図面を参照して、この発明の
詳細を説明すると、以下のとおりである。
【００１２】
　図１は、生理用ナプキン１の部分破断平面図であって、ナプキン１の互いに直交する縦
方向と横方向と厚さ方向（図３参照）とがＡ，Ｂ，Ｃで示されている。ナプキン１は、透
液性表面シート２と、不透液性裏面シート３と、体液吸収性の芯材４とを有し、芯材４は
粉砕パルプ等の吸水性繊維または吸水性繊維と高吸水性ポリマー粒子等との混合物によっ
て形成された吸水性材料の集合体６とこれをサンドウィッチしている２枚のティシューペ
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ーパ７ａ，７ｂとを含んでいる。表面シート２と裏面シート３とは芯材４の周縁から延出
して重なり合い、その重なり合う部分は加熱下に加圧されて互いに接合し、周縁シール部
８を形成している。ナプキン１の横方向Ｂの両側には縦方向Ａへ延びる縦圧搾溝１１が形
成されており、縦方向Ａの両端側には横方向Ｂへ延びる横圧搾溝１２が形成されている。
【００１３】
　図２は、図１における縦圧搾溝１１の部分ＩＩの拡大図である。縦圧搾溝１１は、底部
１６と互いに対向する一対の側壁部１７ａ，１７ｂとを有し、底部１６には、低圧搾部１
８と高圧搾部１９とが縦方向Ａに交互に並んでいる。低圧搾部１８と高圧搾部１９とはま
た、側壁部１７ａ，１７ｂと交差するように横方向Ｂへ延びている。
【００１４】
　図３は、図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図である。縦圧搾溝１１において縦方向Ａへ交互
に並ぶ低圧搾部１８と高圧搾部１９とのうちの高圧搾部１９では、表面シート２と芯材４
とが厚さ方向へ局部的に強く圧搾され、高圧搾部１９の芯材４が高圧搾部１９の周囲の芯
材４に比べて高密度化している。その芯材４はまた、ティシューペーパ７ａと７ｂとに強
固に密着している場合がある。高圧搾部１９はほぼ一様な厚さを有し、縦方向Ａと横方向
Ｂとにほぼ水平に広がるように形成されている。低圧搾部１８は、表面シート２と芯材４
とが高圧搾部１９に比べて軽度に圧搾されていて、厚さ方向Ｃの上方に頂部２１を有し、
縦方向Ａにおける頂部２１の両側に傾斜部２０ａ，２０ｂを有している。傾斜部２０ａ，
２０ｂは表面シート２によって形成される傾斜面２２，２３を有し、その傾斜面２２，２
３は頂部２１から縦方向Ａにおいて低圧搾部１８に隣接している高圧搾部１９のそれぞれ
にまで滑らかな下り勾配で、より好ましくは滑らかにしてほぼ一様な下り勾配で延びてい
る。低圧搾部１８においては、芯材４が頂部２１から高圧搾部１９に向かって、換言する
と傾斜面２２，２３を下るにしたがって次第に密度が高くなるように圧搾されている。テ
ィシューペーパ７ａは、集合体６を覆う部分のうちで縦圧搾溝１１と横圧搾溝１２とを除
く部分において、表面シート２に対して接合している場合と接合していない場合とがある
。ティシューペーパ７ｂも、それが集合体６を覆う部分において裏面シート３に対して接
合している場合と接合していない場合とがある。ティシューペーパ７ａと表面シート２と
の接合やティシューペーパ７ｂと裏面シート３との接合には、表面シート２や裏面シート
３に間欠的に塗布されたホットメルト接着剤を使用することができる。
【００１５】
　縦圧搾溝１１は、低圧搾部１８を形成するための凸部と高圧搾部１９を形成するための
凹部とを有する金型で生理用ナプキンの所要部位を押圧することによって得ることができ
る。生理用ナプキンを圧搾するときには、金型や生理用ナプキンを適宜の温度にまで加熱
したり、生理用ナプキンに適宜の水分を含ませたりして、表面シートや粉砕パルプ、高吸
水性ポリマー粒子等の構成材料の変形や伸長を容易にすることができる。縦圧搾溝１１に
おいて、低圧搾部１８の縦方向Ａの寸法はｐであって、好ましくは２～８ｍｍの範囲にあ
る。高圧搾部１９の縦方向Ａの寸法はｑであり、横方向Ｂの寸法はｒであって、好ましく
は寸法ｑが１～５ｍｍの範囲にあり、寸法ｒが２～５ｍｍの範囲にある。寸法ｑや寸法ｒ
が５ｍｍよりも大きくなると、ナプキン１の側部において高圧搾部１９の占める面積が大
きくなって、ナプキン１を柔軟性の乏しいものにする傾向が強くなる。また、寸法ｑが１
ｍｍよりも小さい場合や寸法ｒが２ｍｍよりも小さいと、高圧搾部１９を形成するために
使用する金型の押圧部が鋭利な先端を持つものになるので、ナプキン１を圧搾する過程に
おいて表面シート２を破る可能性が高くなる。
【００１６】
　縦圧搾溝１１においてはまた、低圧搾部１８の傾斜面２２，２３と水平線Ｈとが作る傾
斜角度はαであって、好ましい低圧搾部１８の傾斜角度αは２０～８０度の範囲にある。
【００１７】
　このように形成されているナプキン１では、表面シート２と芯材４とが表面シート２か
ら裏面シート３に向かって圧搾されて縦圧搾溝１１が形成されるときに、表面シート２は
低圧搾部１８の頂部２１から高圧搾部１９まで傾斜面２２，２３に沿って伸長割合が徐々
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に高くなるように伸長されるので、表面シート２が局部的に高い伸長割合で伸長されるこ
とによって破れるという問題の発生を回避することができる。このナプキン１が着用され
て、経血がナプキン１の横方向Ｂの中央部から縦圧搾溝１１に向かって拡散したときに、
低圧搾部１８に進入した経血は、頂部２１から高圧搾部１９に向かって密度が次第に高く
なる傾斜部２０ａ，２０ｂにおいて高圧搾部１９に向かうように案内される。高圧搾部１
９における吸水性材料の集合体６にはティシューペーパ７ｂが密着しており、そのティシ
ューペーパ７ｂには集合体６よりも体液を拡散させる能力に優れているものが使用されて
いる。それゆえ、高圧搾部１９へ案内された経血は、集合体６と裏面シート３との間にお
いて拡散する傾向が強いので、低圧搾部１８から進入してきた経血によって高圧搾部１９
における表面シート２を汚すということが少なくなる。そのようなナプキン１は、経血の
量にもよるが、縦圧搾溝１１へ進入した経血で肌を汚すということが少なくなる。
【００１８】
　図４は、ナプキン１の部分破断斜視図であって、縦圧搾溝１１とその周囲とが示されて
いる。縦圧搾溝１１において、側壁１７ａの水平線Ｈに対する傾斜角度はβであり、側壁
１７ｂの水平線Ｈに対する傾斜角度はγであって、好ましい縦圧搾溝１１における傾斜角
度β，γは３０度以上、９０度未満の範囲にある。傾斜角度βがこのような範囲にあると
、ナプキン１に厚さ方向Ｃの圧力が作用しても、縦圧搾溝１１は周囲の吸水性材料によっ
て塞がれることが少なくなる。傾斜角度β，γが３０度未満である場合には、縦圧搾溝１
１の幅が広すぎるとか、深さが浅すぎるという問題を生じやすい。また、傾斜角度β，γ
が９０度以上であると、ナプキン１に縦圧搾溝１１を作るときに、表面シート２が破れや
すいということやナプキン１に作用する体圧の影響で縦圧搾溝１１が閉じたものになりや
すいということがある。
【００１９】
　図示例において、縦圧搾溝１１における低圧搾部１８と高圧搾部１９とのそれぞれは、
横方向Ｂと平行になるように延びているが、この発明において、縦圧搾溝１１の低圧搾部
１８と高圧搾部１９とのそれぞれは横方向Ｂに対して傾斜して、換言すると縦方向Ａと交
差するように延びていてもよいものである。
【００２０】
　また、図１においてナプキン１に形成されている横圧搾溝１２は、図２に例示の低圧搾
部１８と高圧搾部１９とが縦方向Ａへ延びるものであって、横方向Ｂにおいて交互に並ん
でいるものであることを除くと、縦圧搾溝１１と同様に形成されているということのでき
るものである。ただし、この発明は、横圧搾溝１２が形成されていない体液吸収性物品で
実施することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】生理用ナプキンの部分破断平面図。
【図２】図１の部分拡大図。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図。
【図４】生理用ナプキンの部分斜視図。
【符号の説明】
【００２２】
　１　　体液吸収性物品（生理用ナプキン）
　２　　表面シート
　３　　裏面シート
　４　　芯材
　７ｂ　　ティシューペーパ
　１１　　圧搾溝（縦圧搾溝）
　１８　　低圧搾部
　１９　　高圧搾部
　２０ａ，２０ｂ　　傾斜部
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　２１　　頂部
　２２　　傾斜面
　２３　　傾斜面
　Ａ　　縦方向
　Ｂ　　横方向
　Ｃ　　厚さ方向
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