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(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、前記表面シートと裏面シートとの間に位置す
る液吸収層とを有する生理用ナプキンにおいて、
　前記液吸収層には、縦方向中心線上に位置する所定面積の膣対面領域と、この膣対面領
域の左右両側に位置する側部領域とが形成され、
　前記液吸収層は、下層吸収コアと、下層吸収コアよりも面積の小さい上層吸収コアとを
有し、前記膣対面領域で、下層吸収コアの肌側表面に上層吸収コアが重ねられ、前記側部
領域に前記下層吸収コアが位置して、前記膣対面領域の厚み寸法が前記側部領域よりも大
きく、
　前記下層吸収コアは、前記膣対面領域および側部領域よりも前方と後方に位置する前方
領域ならびに後方領域を有しており、
　下層吸収コアの目付けは、前記前方領域および後方領域において前記側部領域と同じで
、前記膣対面領域において前記側部領域よりも大きく、
　前記前方領域と後方領域では、前記下層吸収コアが部分的に圧縮されて下層吸収コアの
曲げ剛性が、前記側部領域よりも高く設定されており、
　前記膣対面領域では、下層吸収コアを部分的に圧縮した複数の高密度部が前記膣対面領
域全体に形成されており、膣対面領域での下層吸収コアの密度が、側部領域での下層吸収
コアの密度よりも高く、前記液吸収層は、前記膣対面領域の曲げ剛性が側部領域よりも高
く設定されており、
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　前記膣対面領域と側部領域との境界が、折れ境界部とされていることを特徴とする生理
用ナプキン。
【請求項２】
　前記膣対面領域の外側に、前記下側吸収コアが前記表面シートから凹状に圧縮された縦
方向に延びる圧縮線が設けられ、前記圧縮線が前記折れ境界部とされている請求項１に記
載の生理用ナプキン。
【請求項３】
　上層吸収コアと下層吸収コアは接着固定されている請求項１または２に記載の生理用ナ
プキン。
【請求項４】
　前記前方領域と後方領域では、前記下側吸収コアが交差線状のエンボスパターンにより
圧縮されている請求項１ないし３のいずれか１項に記載の生理用ナプキン。
【請求項５】
　前記下層吸収コアおよび上層吸収コアは、親水性繊維がバインダーで接着された吸収シ
ートで形成されている請求項１ないし４のいずれか１項に記載の生理用ナプキン。
【請求項６】
　膣対面領域と側部領域のガーレー剛性値の差が、１．９６ｍＮ以上である請求項１ない
し５のいずれか１項に記載の生理用ナプキン。
【請求項７】
　前記液吸収層と前記表面シートとの間に、吸収コアよりも低密度のクッション層が介在
している請求項１ないし６のいずれか１項に記載の生理用ナプキン。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、女性の股間部に装着される生理用ナプキンに係り、特に、下着と共に装着す
る際に、膣対面領域を排泄部に密着させやすい構造の生理用ナプキンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　生理用ナプキンは、肌側表面に現れる液透過性の表面シートと、着衣側表面に現れる液
不透過性の裏面シートと、表面シートと裏面シートの間に位置する液吸収層とを有してい
る。
【０００３】
　生理用ナプキンを装着するときには、裏面シートの表面に設けられた感圧接着剤層を、
下着のクロッチ部の内面に接着させた状態で、下着を身体に向けてたくし上げて、下着を
着用するとともに、生理用ナプキンを股間部に装着させるのが通常である。
【０００４】
　生理用ナプキンが股間部に装着された状態では、生理用ナプキンの縦方向中心線上に位
置する所定面積の膣対面領域を、なるべく縒れることなく膣口に対面させて装着すること
が求められる。生理用ナプキンの膣対面領域を縒れることなく膣口に対面させることによ
り、膣口から排泄された経血を液吸収層で吸収しやすくなり、経血が生理用ナプキンの外
へ洩れるのを防止しやすくなる。逆に、膣対面領域を膣口にうまく対面させることができ
ないと、生理用ナプキンの肌側表面と膣口との密着性が低下し、経血が生理用ナプキンの
外へ向けて流れ出やすくなる。
【０００５】
　膣対面領域を膣口に密着させやすくした生理用ナプキンとして、以下の特許文献１と特
許文献２に記載のものが存在する。
【０００６】
　特許文献１に記載の生理用ナプキンは、所定面積の吸収コアの上に他の吸収コアが設置
され、縦方向中心線を含む中央領域が嵩高となっており、この嵩高の部分を膣口に対面さ
せるというものである。
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【０００７】
　特許文献２に記載の生理用ナプキンは、表面シートと吸収コアとが窪むように圧縮され
た圧縮線が形成され、この圧縮線によって肌側表面の中央領域が囲まれている。さらに前
記中央領域では、吸収コアと表面シートとの間に、低密度の液案内層が設けられている。
圧縮線で囲まれた中央領域が隆起した形状となっており、この隆起部分を膣口に対面させ
るというものである。
【０００８】
　次に、特許文献３に記載の生理用ナプキンは、下層吸収体と上層吸収体を有し、中央領
域では、下層吸収体と上層吸収体とが重ねられ、両側部には、上層吸収体のみが存在して
いる。この生理用ナプキンは、股間部に装着されたときに両側部が下方へ向けて変形しや
すく、その結果中央部が膣口に向けて突形状になりやすいというものである。
【特許文献１】特開２００４－８９３９２号公報
【特許文献２】特開２００４－７３７５９号公報
【特許文献３】特開２００２－２３８９４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　一般に生理用ナプキンの膣口に対向する部分では、液吸収層の幅寸法が８０ｍｍ程度で
あり、これに対し、膣口が位置する部分での人体の股間部の幅寸法は、個人差があるにし
てもほぼ３０ｍｍ程度である。そのため、生理用ナプキンを下着に接着固定し、下着と共
に生理用ナプキンを股間部まで持ち上げる途中で、液吸収層の両側部が曲がったり縒れや
すくなり、その結果、膣対面領域が傾いたり変形したまま股間部に移動しやすい。そのた
め、生理用ナプキンを股間部に装着させたときに、生理用ナプキンの膣対面領域を膣口に
しっかり対面させて密着させるのが難しい。
【００１０】
　特許文献１に記載の生理用ナプキンは、中央領域で吸収コアが２層に重ねられて嵩高と
なっているが、下側の吸収コアに対して上側の吸収コアが自由状態で重ねられているだけ
であるため、中央領域とその両側の側部領域との間で、吸収層の剛性差がさほど大きくな
い。そのため、股間部に装着する過程で、大腿部から両側部に圧縮力が作用すると、生理
用ナプキン全体が変形しやすい。
【００１１】
　特許文献２に記載の生理用ナプキンでは、液吸収層の中央領域を囲む圧縮線が形成され
ているため、圧縮線を軸として左右両側部が曲がりやすい利点を有している。しかしなが
ら、圧縮線は、吸収コアと表面シートとを加熱して加圧し高密度化した部分であるため、
吸収コアを折り曲げやすくする折り曲げ境界部としての自由度が十分ではない。また圧縮
線で囲まれた中央領域と、圧縮線の外側の側部領域とで、吸収コアの剛性にさほどの差が
ないため、大腿部からの圧力が両側部に作用したときに、側部領域と共に中央領域におい
て吸収コアが一緒に圧縮されやすく、中央領域が曲げられやすい。
【００１２】
　次に、特許文献３に記載の生理用ナプキンは、中央領域で吸収体を２層とし、両側部で
吸収体を１層としているが、下層吸収体と上層吸収体が、共にフラップパルプなどを集合
させた繊維集合体で形成されているため、中央領域と側部領域とで、吸収体の剛性差がさ
ほど大きくない。そのため、股間部において全体が湾曲するように変形しやすく、中央領
域を平面状に展開させて膣口に対面させて装着させるのが困難である。
【００１３】
　本発明は、上記従来の課題を解決するものであり、股間部に装着する際に、膣対面領域
が傾いたり曲げられたりしにくく、膣対面領域が展開した状態で膣口に対面しやすい構造
の生理用ナプキンを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
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　本発明は、液透過性の表面シートと、裏面シートと、前記表面シートと裏面シートとの
間に位置する液吸収層とを有する生理用ナプキンにおいて、
　前記液吸収層には、縦方向中心線上に位置する所定面積の膣対面領域と、この膣対面領
域の左右両側に位置する側部領域とが形成され、
　前記液吸収層は、下層吸収コアと、下層吸収コアよりも面積の小さい上層吸収コアとを
有し、前記膣対面領域で、下層吸収コアの肌側表面に上層吸収コアが重ねられ、前記側部
領域に前記下層吸収コアが位置して、前記膣対面領域の厚み寸法が前記側部領域よりも大
きく、
　前記下層吸収コアは、前記膣対面領域および側部領域よりも前方と後方に位置する前方
領域ならびに後方領域を有しており、
　下層吸収コアの目付けは、前記前方領域および後方領域において前記側部領域と同じで
、前記膣対面領域において前記側部領域よりも大きく、
　前記前方領域と後方領域では、前記下層吸収コアが部分的に圧縮されて下層吸収コアの
曲げ剛性が、前記側部領域よりも高く設定されており、
　前記膣対面領域では、下層吸収コアを部分的に圧縮した複数の高密度部が前記膣対面領
域全体に形成されており、膣対面領域での下層吸収コアの密度が、側部領域での下層吸収
コアの密度よりも高く、前記液吸収層は、前記膣対面領域の曲げ剛性が側部領域よりも高
く設定されており、
　前記膣対面領域と側部領域との境界が、折れ境界部とされていることを特徴とするもの
である。
【００１５】
　本発明の生理用ナプキンは、液吸収層の膣対面領域が嵩高となっているため、液吸収層
の膣対面領域の部分で生理用ナプキンが膣口に密着しやすくなる。
【００１６】
　また、膣対面領域の曲げ剛性が側部領域よりも高く、膣対面領域と側部領域との間に剛
性差を有しているため、股間部に装着されるときに、折れ境界部を境として側部領域が折
り曲がりやすくなる。そのため、剛性の高い膣対面領域が大きく曲げられたり縒れること
がなく、膣対面領域が展開した状態で膣口に対面しやすくなり、膣対面領域と膣口との密
着度を高くしやすい。また、折れ境界部を境として折り曲げられた側部領域が股間部から
大腿部にかけて密着しやすくなり、生理用ナプキンの横方向へ洩れ出ようとする経血を液
吸収層の側部領域で捕捉しやすくなる。
【００１８】
　前記膣対面領域の外側に、前記下側吸収コアが前記表面シートから凹状に圧縮された縦
方向に延びる圧縮線が設けられ、前記圧縮線が前記折れ境界部とされてもよい。また例え
ば、上層吸収コアと下層吸収コアは接着固定されているものであってもよい。前記前方領
域と後方領域では、前記下側吸収コアが交差線状のエンボスパターンにより圧縮されてい
るものであってもよい。
【００１９】
　上記発明では、下層吸収コアと上層吸収コアとが固定されて一体化されているため、膣
対面領域の曲げ剛性を高くでき、膣対面領域と側部領域との剛性差を大きくできる。
【００２０】
　上記本発明の前記下層吸収コアおよび上層吸収コアは、親水性繊維がバインダーで接着
された吸収シートで形成されているものが好ましい。
【００２１】
　親水性繊維がバインダーで接着された吸収シートは、それ自体の曲げ剛性が高いため、
下層吸収コアと上層吸収コアとが重ねられ、好ましくは互いに固定された膣対面領域と、
下層吸収コアで形成された側部領域との剛性差を大きくでき、折れ境界部を境として、側
部領域が折れ曲がりやすくなる。
【００２４】
　膣対面領域に高密度部を形成する本発明は、互いに接着されていないパルプ層で形成さ
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れた吸収コアを使用する場合に有効である。
【００２６】
　本発明では、膣対面領域および前方領域と後方領域の剛性が高いので、膣対面領域の左
右両側に位置する側部領域が優先的に変形するため、膣対面領域および前方領域と後方領
域とを、展開させた状態で股間部に装着させやすくなる。
【００２７】
　前記本発明では、膣対面領域と側部領域のガーレー剛性値の差が、１．９６ｍＮ（２０
０ｍｇｆ）以上であることが好ましく、さらに好ましくは、２．９４ｍＮ（３００ｍｇｆ
）以上である。
【００３８】
　また、本発明において、前記液吸収層と前記表面シートとの間に、吸収コアよりも低密
度のクッション層が介在していることが好ましい。
【００３９】
　この構成であると、膣対面領域において液吸収層の曲げ剛性が高くても、前記クッショ
ン層が股間部に当たることにより、装着感触を良好にできる。
【００４０】
　また本発明において、前記表面シートから凹状に圧縮された圧縮部が設けられ、この圧
縮部は、縦方向中心線の左右両側に位置し且つ縦方向に延びており、前記圧縮部が前記折
れ境界部とされているものとして構成できる。
【発明の効果】
【００４３】
　本発明の生理用ナプキンは、液吸収層に、主に膣口に対面して経血を吸収する部分とな
る膣対面領域と、その側方に位置する側部領域が設けられ、膣対面領域と側部領域との境
に、折れ境界部が設けられているため、装着時に、側部領域が折れ境界部を境として折れ
曲がりやすくなる。そのため、膣対面領域は過剰に曲げ変形することなく、展開しやすい
状態で膣口に対面するようになり、膣対面領域と膣口との密着性を高めることができる。
また、側部領域は折れ境界部を境として折れ曲がりやすいため、この側部領域が股間部や
大腿部に密着しやすくなり、経血が生理用ナプキンの側方へ洩れ出るのを防止しやすくな
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　図１は参考例の生理用ナプキンを示すものであり、生理用ナプキンを肌側表面から見た
平面図、図２は、図１に示す生理用ナプキンの主に液吸収層を示す透視平面図、図３（Ａ
）は、図１の生理用ナプキンをＩＩＩ－ＩＩＩ線で切断した断面図、図３（Ｂ）は、生理
用ナプキンの液吸収層を示す断面図である。図４と図５は、それぞれ前記参考例の変形例
を示すものであり、図２に相当する透視平面図である。
【００４５】
　以下においては、生理用ナプキン１を構成する各要素の２つの表面のうち、身体に向く
表面を「肌側表面」と呼び、反対側の表面を「着衣側表面」と呼ぶ。また、生理用ナプキ
ンの長手方向を「縦方向」と呼び、前記縦方向と直交する方向を「幅方向」と呼ぶ。各要
素の寸法は、特に明記しない限り、縦方向に測定した寸法を「長さ寸法」とし、前記幅方
向に測定した寸法を「幅寸法」と呼ぶ。また、「内側」とは縦方向中心線Ｏｙに近づく側
を意味し、「外側」とは、縦方向中心線Ｏｙよりも離れる側を意味する。
【００４６】
　図１に示すように、生理用ナプキン１は、曲線形状の前縁部２と同じく曲線形状の後縁
部３を有し、縦方向中心線Ｏｙ上での前縁部２から後縁部３までの長さ寸法が１８０～４
５０ｍｍ程度の縦長形状である。生理用ナプキン１の左右両側部には、幅方向へ突出する
折り返しフラップ部４，４が形成されている。折り返しフラップ部４よりも前方には、前
方側縁部５，５が形成され、折り返しフラップ部４，４よりも後方には、後方側縁部６，
６が形成されている。図１に示す生理用ナプキン１は、折り返しフラップ部４，４が、生
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理用ナプキン１の縦方向の長さ寸法を二分する位置よりもやや前方に偏って位置しており
、前方側縁部５，５は後方側縁部６，６よりもやや短くなっている。
【００４７】
　図３に示すように、生理用ナプキン１の構成要素は、肌側表面に現れる液透過性の表面
シート１１と、着衣側表面に現れる液不透過性の裏面シート１２と、前記表面シート１１
と裏面シート１２との間に位置する液吸収層２０とを有している。さらに、表面シート１
１と液吸収層２０との間には、液吸収層２０よりも繊維密度の低いクッション層１３が介
在している。
【００４８】
　裏面シート１２の着衣側表面には、複数の感圧接着剤層１４が設けられている。この感
圧接着剤層１４は縦方向に延びる帯状パターンで形成されており、縦方向中心線Ｏｙと平
行に延び、且つ液吸収層２０が設けられている領域の下側に位置している。折り返しフラ
ップ部４においても、裏面シート１２の着衣側表面にフラップ用感圧接着剤層１５が設け
られている。このフラップ用感圧接着剤層１５は、矩形状パターンで形成されている。
【００４９】
　生理用ナプキン１が人体に装着されるときには、前記感圧接着剤層１４が下着のクロッ
チ部の内面に接着固定される。また、折り返しフラップ部４が下着のクロッチ部の側縁部
を挟むようにして下着の外面に折り返され、折り返しフラップ部４は、フラップ用感圧接
着剤層１５によって、下着のクロッチ部の外面に接着固定される。
【００５０】
　液吸収層２０は、下層吸収コア２１と上層吸収コア２２とから構成されている。下層吸
収コア２１は、生理用ナプキン１の外形よりも小さい。図１と図２に示すように、下層吸
収コア２１は、突曲線形状の前端部２１ａおよび後端部２１ｂを有している。前端部２１
ａは生理用ナプキン１の前縁部２よりも後方内側に位置し、後端部２１ｂは、生理用ナプ
キン１の後縁部３よりも前方内側に位置している。下層吸収コア２１の側端部２１ｃ，２
１ｃは、縦方向中心線Ｏｙと平行な直線形状である。下層吸収コア２１の両側端部２１ｃ
，２１ｃは、生理用ナプキン１の前方側縁部５，５および後方側縁部６，６よりも内側に
位置している。
【００５１】
　表面シート１１と裏面シート１２は、生理用ナプキン１の外形と同じ形状であり、下層
吸収コア２１の前端部２１ａ、後端部２１ｂおよび側端部２１ｃ，２１ｃよりも外側では
、表面シート１１と裏面シート１２とがホットメルト型接着剤などで接着接合されている
。
【００５２】
　上層吸収コア２２は、下層吸収コア２１よりも小さい面積で形成されている。図１と図
２に示すように、上層吸収コア２２は長方形であり、直線状の前端部２２ａと後端部２２
ｂ、および同じく直線状の側端部２２ｃ，２２ｃを有している。側端部２２ｃ，２２ｃは
、縦方向中心線Ｏｙと平行に位置している。
【００５３】
　上層吸収コア２２の長さ寸法Ｌは、例えば６０～１４０ｍｍの範囲であり、幅寸法Ｗは
、例えば１５～４０ｍｍの範囲である。
【００５４】
　液吸収層２０は、下層吸収コア２１に上層吸収コア２２が重ねられている領域（面積が
前記Ｌ×Ｗの領域）が、膣対面領域２５である。また液吸収層２０は、上層吸収コア２２
の側端部２２ｃと、下層吸収コア２１の側端部２１ｃとで挟まれた領域が、側部領域２６
，２６である。また、液吸収層２０は、上層吸収コア２２の前端部２２ａよりも前方外側
に位置する領域が前方領域２７であり、上層吸収コア２２の後端部２２ｂよりも後方外側
に位置する領域が後方領域２８である。この参考例では、側部領域２６と、前方領域２７
および後方領域２８が、下層吸収コア２１のみで形成されている。
【００５５】
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　下層吸収コア２１と上層吸収コア２２は、親水性繊維がバインダーで接着された吸収シ
ートである。この吸収シートは、粉砕パルプと高吸水性ポリマー（ＳＡＰ）と、エチレン
酢酸ビニル共重合体などのバインダーとで構成されたエアーレイドパルプであり、パルプ
の質量比が５０～８０％、ＳＡＰの質量比が１０～４０％、バインダーの質量比が５～２
０％である。吸収シートは、粉砕パルプをエアーレイド法で積層して繊維ウエッブを形成
し、この繊維ウエッブにＳＡＰを散布すると共に、バインダーをスプレー散布し、さらに
加熱し加圧することにより形成されたものである。
【００５６】
　下層吸収コア２１の目付けは８０～４００ｇ／ｍ２の範囲で、上層吸収コア２２の目付
けは８０～２００ｇ／ｍ２の範囲であることが好ましいが、これに限定されるものではな
い。また、下層吸収コア２１と上層吸収コア２２のそれぞれは、１層の前記吸収シートで
形成されてもよいし、２層以上の前記吸収シートが積層されて液の透過を妨げない量で塗
布されたホットメルト型接着剤で接着されて一体化されたものであってもよい。また、所
定の曲げ剛性を発揮できる範囲で、前記吸収シートに、バインダーを含まない親水性繊維
の層、例えば粉砕パルプの層が重ねられたものであってもよい。
【００５７】
　下層吸収コア２１と上層吸収コア２２は、液の透過を妨げない量で塗布されたホットメ
ルト型接着剤を介して接着されて一体化されている。膣対面領域２５では、エアーレイド
パルプである下層吸収コア２１と上層吸収コア２２とが接着されて一体化されているため
に、膣対面領域２５での曲げ剛性が、側部領域２６、前方領域２７、後方領域２８のそれ
ぞれよりも高くなっている。
【００５８】
　下層吸収コア２１と上層吸収コア２２とが一体化された膣対面領域２５でのガーレー剛
性値は、３．９２ｍＮ（４００ｍｇｆ）以上であることが好ましい。また膣対面領域２５
のガーレー剛性値と、下層吸収コア２１のみで形成された側部領域２６のガーレー剛性値
との差は、１．９６ｍＮ（２００ｍｇｆ）以上であることが好ましく、さらに好ましくは
、２．９４ｍＮ（３００ｍｇｆ）以上である。なお、側部領域２６のガーレー剛性値の下
限は特に制限されないが、０．３９２ｍＮ（４０ｍｇｆ）程度が好ましい。
【００５９】
　剛性値を前記範囲に設定すると、膣対面領域２５と側部領域２６との間の剛性差によっ
て、上層吸収コア２２の側端部２２ｃの近傍（側端部２２ｃよりもやや外側）が、折れ境
界部２９となり、側部領域２６が折れ境界部２９を境として折れ曲がりやすくなる。
【００６０】
　さらに、この参考例では、前記折れ境界部２９において、下層吸収コア２１に切り込み
部（貫通部）２３が形成されている。図３（Ｂ）に示すように、切り込み部２３は、下層
吸収コア２１を、表裏に貫通するように切断することにより形成されている。図２に示す
ように、切り込み部２３は縦方向の寸法が短いものであり、この切り込み部２３が縦方向
に間隔を空けて直線状に配置され、ミシン目状（破線状）に形成されている。
【００６１】
　図２に示すように、切り込み部２３は、上層吸収コア２２の側端部２２ｃから幅方向の
外側にわずかに離れた位置において、側端部２２ｃのほぼ全長にわたって形成されている
。この切り込み部２３を形成することにより、折れ境界部２９を境として側部領域２６が
さらに折れ曲がりやすくなる。すなわち、この参考例では、膣対面領域２５と側部領域２
６との剛性差と、これに加え前記切り込み部２３の存在により、側部領域２６が折れ境界
部２９を境として折れ曲がりやすくなる。
【００６２】
　しかも、膣対面領域２５は、下層吸収コア２１と上層吸収コア２２とで構成されて曲げ
剛性が高くなっているため、生理用ナプキン１に側方から力が作用し、側部領域２６が折
れ境界部２９を境として折れ曲がったとしても、膣対面領域２５が曲がりにくく、膣対面
領域２５がなるべく平坦な状態を保ったまま股間部に装着されやすくなる。
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【００６３】
　なお、折れ境界部２９に形成される前記切り込み部２３は、上層吸収コア２２の側端部
２２ｃの全長にわたって設けられる必要は無く、切り込み部２３が形成される範囲が、側
端部２２ｃよりも短くてもよい。また、切り込み部２３は、ミシン目状（破線状）でなく
、縦方向に連続して延びる連続線状であってもよい。
【００６４】
　また、切り込み部２３は、下層吸収コア２１を表裏に貫通しておらず、下層吸収コア２
１の厚みの途中まで切り込まれたものであってもよい。さらに、切り込み部２３は線状で
ある必要はなく、例えば下層吸収コア２１をニードルで打ち抜くなどして、断面が円形な
どの小孔が、下層吸収コア２１を貫通して形成され、または下層吸収コア２１の厚みの途
中まで形成されたものであってもよい。
【００６５】
　あるいは、折れ境界部２９において、下層吸収コア２１の内部密度を低くした領域を、
上層吸収コア２２の側端部２２ｃに沿うように形成してもよい。この低密度な状態は、下
層吸収コア２１に対して幅方向へ局部的な引っ張り応力を与えることにより形成すること
ができる。
【００６６】
　また、参考例では、膣対面領域２５と側部領域２６との剛性差に加え、前記切り込み部
２３を形成することによって、側部領域２６が折れ境界部２９を境として折れ曲がりやす
くなっているが、本発明はこの参考例に限られるものではなく、膣対面領域２５と側部領
域２６とのガーレー剛性値の差を、１．９６ｍＮ（２００ｍｇｆ）以上、さらに好ましく
は、２．９４ｍＮ（３００ｍｇｆ）以上に設定しておけば、切り込み部２３を設けなくて
も、側部領域２６が折れ境界部２９を境として折れ曲がりやすくなる。また、切り込み部
２３を形成すると、膣対面領域２５と側部領域２６とのガーレー剛性値の差が、前記範囲
よりも小さくても、側部領域２６が、折れ境界部２９を境として折れ曲がりやすくなる。
【００６７】
　生理用ナプキン１には、肌側表面に現れる圧縮線３０が形成されている。図１に示すよ
うに、圧縮線３０は、下層吸収コア２１が設けられている領域を縦長の広い範囲で囲む外
郭圧縮線３１と、上層吸収コア２２の前端部２２ａの近傍において前方へ向けて突形状パ
ターンで形成された前方内側圧縮線３２と、上層吸収コア２２の後端部２２ｂの近傍にお
いて後方へ向けて突形状パターンで形成された後方内側圧縮線３３とを有している。この
参考例では、圧縮線３０が、上層吸収コア２２と重複しない位置に形成されている。
【００６８】
　図３に示すように、圧縮線３０は、表面シート１１とクッション層１３および下層吸収
コア２１を、生理用ナプキン１の肌側表面から加熱し圧縮することで形成される。圧縮線
３０は肌側表面から着衣側に向けて窪む溝形状であり、圧縮線３０では下層吸収コア２１
が他の部分よりも圧縮されている。なお、前記クッション層１３は少なくとも上層吸収コ
ア２２を覆う面積を有していればよく、必ずしも圧縮線３０の位置まで延びていなくもよ
い。
【００６９】
　図２に示すように、下層吸収コア２２に形成された前記切り込み部２３は、上層吸収コ
ア２２の側端部２２ｃと外郭圧縮線３１とで挟まれた領域に形成されている。切り込み部
２３が、剛性の高い膣対面領域２５と、圧縮されて剛性が高くされた外郭圧縮線３１との
間で挟まれていることにより、切り込み部２３を境として液吸収層２０が折れ曲がりやす
くなる。
【００７０】
　図１に示すように、前方内側圧縮線３２と後方内側圧縮線３３との中間点において、外
郭圧縮線３１，３１の間隔が最も狭くなっている。外郭圧縮線３１の間隔が最も狭い部分
を通り幅方向に延びる仮想線を横方向基準線Ｏｘとして示している。前記横方向基準線Ｏ
ｘは、上層吸収コア２２の長さ寸法Ｌのほぼ中点に一致している。装着者は、圧縮線３０
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のパターン形状を目安とし、横方向基準線Ｏｘと縦方向中心線Ｏｙとの交点付近が膣口の
中心になるべく一致するように、生理用ナプキン１を装着するようになる。
【００７１】
　生理用ナプキン１を構成している前記表面シート１１は目付けが１０～５０ｇ／ｍ２程
度のスルーエア不織布である。このスルーエア不織布を構成する繊維は、芯部がポリエチ
レンテレフタレート樹脂で、鞘部がポリエチレン樹脂の芯鞘型の複合合成繊維であり、前
記芯部に酸化チタンなどの無機フィラーが混入されたものが使用される。表面シート１１
は、液透過性であれば他の素材で形成されてもよく、例えば、ポイントボンド不織布、ス
パンレース不織布あるいはスパンボンド不織布などが使用される。または、多数の液透過
孔が形成された樹脂フィルムで形成することもできる。
【００７２】
　裏面シート１２は、ポリエチレン樹脂などのフィルムであり、好ましくは透湿性のもの
が使用される。
【００７３】
　クッション層１３は、スルーエア不織布が使用される。例えば、芯部がポリプロピレン
樹脂で鞘部がポリエチレン樹脂の偏心タイプの芯鞘型複合合成繊維で形成されたものであ
り、クッション層１３は、目付けが２０ｇ／ｍ２程度のスルーエア不織布を４枚重ねなど
に折り畳んで使用される。あるいは、クッション層１３として、前記スルーエア不織布の
下にティッシュで包んだ粉砕パルプの層を敷設してもよいし、あるいはクッション層１３
を前記粉砕パルプの層のみで形成してもよい。
【００７４】
　剛性の高い膣対面領域２５において、上層吸収コア２２の表面にクッション層１３が配
置されているため、膣対面領域２５が膣口に当接したときの装着感触が良好になる。
【００７５】
　図１３は、生理用ナプキン１を装着する動作の一例を説明する説明図である。図１３に
は、女性の身体のうちの膣口が位置する股間部４１と、大腿部４２が示されている。また
、生理用ナプキン１は下着のクロッチ部に固定されて身体に装着されるが、図１３では下
着の図示を省略し、下着に固定された状態の生理用ナプキン１の変形状態のみを示してい
る。
【００７６】
　生理用ナプキン１を使用するときには、着衣側表面に設けられた感圧接着剤層１４を下
着のクロッチ部の内面に接着する。また、折り返しフラップ部４を下着のクロッチ部の両
側縁部から外面に向けて折り返し、折り返しフラップ部４の着衣側表面に設けられたフラ
ップ用感圧接着剤層１５をクロッチ部の外面に接着する。通常は、身体の脚部を下着の脚
開口部に挿入した状態で、下着に生理用ナプキン１を位置決めして固定する。
【００７７】
　下着を身体の股間部４１に向けてたくし上げる際に、図１３に示す装着途中の状態（ｉ
）では、液吸収層２０の側部領域２６に対して大腿部から横方向からの力が与えられる。
あるいは、下着のクロッチ部の中心部に引き上げ力が作用する。そのため、生理用ナプキ
ン１は、縦方向中心線Ｏｙの部分が股間部４１に向けて突状となるように変形しようとす
る。
【００７８】
　しかしながら、液吸収層２０は、膣対面領域２５の剛性が高く、側部領域２６が折れ境
界部２９の部分で折り曲がりやすくなっている。そのため、装着途中の状態（ｉ）では、
外部の力によって側部領域２６が折れ曲がり、剛性の高い膣対面領域２５が過剰に変形す
ることなく、ほぼ平坦な展開状態を維持したまま股間部４１に向けて移動しやすくなる。
【００７９】
　図１３に示す装着状態（ｉｉ）では、膣対面領域２５がまくれたり、変形しにくい状態
のまま膣口に接触するため、膣対面領域２５において生理用ナプキン１が膣口に密着しや
すくなる。密着性が高まるため、経血はクッション層１３を経て、上層吸収コア２２の液
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吸引力により確実に液吸収層２０に吸収されるようになる。また、装着状態（ｉｉ）では
、側部領域２６が折れ境界部２９を境として自由に折れ曲がるため、この側部領域２６が
股間部４１または大腿部４２に密着しやすくなり、側方へ流れようとする経血も、側部領
域２６に位置する下層吸収コア２１によって確実に吸収でき、横洩れを防止しやすくなる
。
【００８０】
　以下に生理用ナプキンの実施の形態および他の参考例を説明する。以下において、前記
生理用ナプキン１と実質的に同じ構造および形状の部分については、生理用ナプキン１と
同じ符号を付して、その説明を省略する。
【００８１】
　図４に示す生理用ナプキン１Ａおよび図５に示す生理用ナプキン１Ｂは、参考例の生理
用ナプキン１の変形例である。
【００８２】
　生理用ナプキン１Ａ，１Ｂと生理用ナプキン１とでは、下層吸収コア２１に形成された
切り込み部のパターン形状のみが相違し、その他の要素の形状および構造は、生理用ナプ
キン１と同じである。
【００８３】
　図４に示す生理用ナプキン１Ａでは、下層吸収コア２１に形成された切り込み部２３ａ
が、上層吸収コア２２の側端部２２ｃの長さ範囲を越える長さで形成されている。この切
り込み部２３ａは、縦方向中心線Ｏｙの左右両側に位置し、縦方向中心線Ｏｙと平行に延
び、切り込み部２３ａは、下層吸収コア２１の前端部２１ａから後端部２１ｂまで、下層
吸収コア２１の全長にわたって形成されている。また、切り込み部２３ａの一部は、上層
吸収コア２２の側端部２２ｃと外郭圧縮線３１との間の領域を通過している。
【００８４】
　この生理用ナプキン１Ａでは、切り込み部２３ａと側端部２１ｃとで挟まれた部分で、
下層吸収コア２１が、その全長にわたって、切り込み部２３ａを有する折れ境界部２９を
境として折れ曲がりやすくなる。
【００８５】
　なお、切り込み部２３ａの両端部が、下層吸収コア２１の前端部２１ａと後端部２１ｂ
まで延びておらず、切り込み部２３ａの端部が、上層吸収コア２２の前端部２２ａと下層
吸収コア２１の前端部２１ａとの中間、および上層吸収コア２２の後端部２２ｂと下層吸
収コア２１の後端部２１ｂとの中間に位置しているものであってもよい。
【００８６】
　図５に示す生理用ナプキン１Ｂは、下層吸収コア２１に形成された切り込み部２３ｂが
、縦方向中心線の左右両側に距離を開けて配置されており、それぞれの切り込み部２３ｂ
は、始端２３ｃと終端２３ｄが下層吸収コア２１の側端部２１ｃに位置し、その中間部が
、縦方向中心線Ｏｙに突側が向けられる曲線パターンとなるように形成されている。
【００８７】
　切り込み部２３ｂの始端２３ｃと終端２３ｄの中間部分には、直線部２３ｅが設けられ
、この直線部２３ｅは、上層吸収コア２２の側端部２２ｃと外郭圧縮線３１との間に位置
し、この直線部２３ｅは、縦方向中心線Ｏｙとほぼ平行に延びている。この直線部２３ｅ
は、上層吸収コア２２の側端部２２ｃの長さ寸法Ｌの１／３以上であることが好ましく、
さらに好ましくは１／２以上である。
【００８８】
　図５に示す生理用ナプキン１Ｂは、下層吸収コア２１の上に上層吸収コア２２が接着固
定されている領域が膣対面領域２５であり、下層吸収コア２１の側端部２１ｃと切り込み
部２３ｂとで囲まれている部分が側部領域２６ａである。
【００８９】
　この生理用ナプキン１Ｂは、切り込み部２３ｂが突曲線形状であるため、側部領域２６
ａが、切り込み部２３ｂを境として、大腿部の形状に倣うように変形しやすくなる。しか
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も、切り込み部２３ｂは直線部２３ｅを有し、この直線部２３ｅが、上層吸収コア２２の
側端部２２ｃと外郭圧縮線３１との間に挟まれているため、直線部２３ｅを境として、側
部領域２６ａが折れ曲がりやすくなる。
【００９０】
　図６は他の参考例の生理用ナプキン１０１を示すものであり、図２と同様に主に液吸収
層を示した透視平面図である。
【００９１】
　図６に示す生理用ナプキン１０１は、液吸収層１２０の構造が、図１ないし図３に示し
た生理用ナプキン１と相違している。
【００９２】
　液吸収層１２０は、下層吸収コア１２１と上層吸収コア２２とを有している。下層吸収
コア１２１は、参考例の下層吸収コア２１と同様に、親水性繊維がバインダーで接着され
た吸収シート（エアーレイドパルプ）で形成されており、その平面的な外形も下層吸収コ
ア２１と同じである。上層吸収コア２２は参考例の生理用ナプキン１に設けられたものと
同じであり、下層吸収コア１２１の上に上層吸収コア２２が接着固定されて、その部分が
膣対面領域２５となっている。
【００９３】
　下層吸収コア１２１には切り込み部１２３が形成されているが、この切り込み部１２３
のパターンは、図５に示した生理用ナプキン１Ｂの切り込み部２３ｂと同じである。すな
わち縦方向中心線Ｏｙに突側が向けられた曲線パターンであり、その途中の直線部が、上
層吸収コア２２の側端部２２ｃと外郭圧縮線３１との中間に位置している。そして切り込
み部１２３で囲まれた領域が側部領域１２６となっている。
【００９４】
　前記側部領域１２６では、下層吸収コア１２１を軟質化する軟質化処理が施されている
。図６に示す他の参考例では、前記側部領域１２６において、下層吸収コア１２１に多数
の切り込み部１２４が形成されている。この切り込み部１２４は、下層吸収コア１２１を
厚み方向に貫通するように切断されたものであり、個々の切り込み部１２４は直線状の切
れ目が交差する形状である。前記折れ境界部２９に設けられる切り込み部２３，２３ａ，
２３ｂ，１２３と同様に、軟質化処理のための切り込み部１２４は、下層吸収コア１２１
を厚みの途中まで切れ込んだものであってもよい。
【００９５】
　また切り込み部１２４は図６に示すような交差するパターン形状に限られるものではな
く、縦方向に直線状に延びる短い切り込み部が多数配列するものであってもよい。または
、断面が円形などの多数の小孔が下層吸収コア１２１を貫通するように、あるいは厚みの
途中まで貫通するように切り込まれていてもよい。
【００９６】
　液吸収層１２０の側部領域１２６が軟質化処理されていると、側部領域１２６において
下層吸収コア１２１が変形しやすくなる。
【００９７】
　よって、図１３に示す装着途中の状態（ｉ）において、大腿部４２から横方向からの力
を受けたときに、側部領域１２６が変形しやすくなり、膣対面領域２５が変形するのをさ
らに防止しやすくなる。また、図１３に示す装着状態（ｉｉ）では、生理用ナプキン１０
１に外力が作用したときに、側部領域１２６が変形しやすく、膣対面領域２５に変形力が
及びにくくなって、膣対面領域２５と膣口との密着状態を維持しやすい。また柔軟な側部
領域１２６が股間部４１および大腿部４２の形状に倣って変形し密着しやすいため、側部
領域１２６に流れた経血も下層吸収コア１２１で捕捉しやすくなる。
【００９８】
　なお、図１ないし図３に示した生理用ナプキン１および図４に示した生理用ナプキン１
Ａにおいても、側部領域に前記軟質化処理を施すことが可能である。
【００９９】
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　図７は他の参考例の生理用ナプキン２０１を示すものであり、図２と同様に主に液吸収
層を示した透視平面図である。図８は、図７に示す生理用ナプキン２０１をＶＩＩＩ－Ｖ
ＩＩＩ線で切断した断面図である。
【０１００】
　この生理用ナプキン２０１の液吸収層２２０は、下層吸収コア２２１と上層吸収コア２
２２とで構成されている。下層吸収コア２２１と上層吸収コア２２２は、図１ないし図３
に示した下層吸収コア２１および上層吸収コア２２と同様に、親水性繊維をバインダーで
接着した吸収シート（エアーレイドパルプ）で形成されている。
【０１０１】
　図７に示すように、上層吸収コア２２２は長方形状であり、直線状の前端部２２２ａと
後端部２２２ｂおよび側端部２２２ｃ，２２２ｃを有している。この上層吸収コア２２２
の幅寸法は、図１ないし図６に示した上層吸収コア２２よりも幅寸法が広く、両側端部２
２２ｃは、外郭圧縮線３１の真上に位置し、または外郭圧縮線３１よりも外側に位置して
いる。よって、図８に示すように、外郭圧縮線３１の一部は、表面シート１１、クッショ
ン層１３、上層吸収コア２２２および下層吸収コア２２１を圧縮することで形成されてい
る。
【０１０２】
　上層吸収コア２２２の左右両側部において、外郭圧縮線３１で、この上層吸収コア２２
２と下層吸収コア２２１とが一緒に圧縮されているため、上層吸収コア２２２と下層吸収
コア２２１とが接着されていなくても、前記外郭圧縮線３１によって、上層吸収コア２２
２と下層吸収コア２２１とが実質的に固定されている。そのため、膣対面領域２２５では
、下層吸収コアと上層吸収コアとが接着固定されているものと同様に、曲げ剛性を高くで
きる。
【０１０３】
　下層吸収コア２２１には、左右両側に折れ境界部２９を形成する切り込み部２２３が形
成されている。この切り込み部２２３は、図５に示した切り込み部２３と同様に、縦方向
中心線Ｏｙに突側が向けられる曲線パターンである。切り込み部２２３の始端２２３ａと
終端２２３ｂは、下層吸収コア２２１の側端部２２１ｃに位置している。切り込み部２２
３の中間部には、直線部２２３ｃが設けられている。直線部２２３ｃは、外郭圧縮線３１
よりも外側に位置している。また直線部２２３ｃは、上層吸収コア２２２の側端部２２２
ｃの長さ寸法のほぼ全域にわたる範囲において、縦方向中心線Ｏｙと平行に延びている。
【０１０４】
　この生理用ナプキン２０１は、上層吸収コア２２２が設けられている領域が膣対面領域
２２５であり、下層吸収コア２２１の側端部２２１ｃと、切り込み部２２３とで囲まれた
領域が側部領域２２６である。
【０１０５】
　膣対面領域２２５の両側部は、下層吸収コア２２１と上層吸収コア２２２とが重ねられ
、さらに外郭圧縮線３１が形成されているために、剛性が局部的に大きくなっている。こ
のように剛性が局部的に高く設定された部分のすぐ外側に切り込み部２２３の直線部２２
３ｃが位置しているため、剛性差によって、下層吸収コア２２１が、切り込み部２２３の
直線部２２３ｃを境として折れ曲がりやすくなっている。
【０１０６】
　図９は他の参考例の生理用ナプキン３０１を示すものであり、図２と同様に主に液吸収
層を示した透視平面図である。
【０１０７】
　この生理用ナプキン３０１の液吸収層３２０は、下層吸収コア３２１と上層吸収コア２
２２とで構成されている。上層吸収コア２２２は、図７に示した生理用ナプキン２０１と
同じである。上層吸収コア２２２は、下層吸収コア３２１の肌側表面に重ねられ、上層吸
収コア２２２の左右両側部に外郭圧縮線３１が形成されており、この外郭圧縮線３１によ
って、上層吸収コア２２２と下層吸収コア３２１とが実質的に固定されている。
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【０１０８】
　上層吸収コア２２２が設けられている領域が膣対面領域３２５である。上層吸収コア２
２２の左右両外側では、下層吸収コア３２１に軟質化処理が施されている。この軟質化処
理は、下層吸収コア３２１に低密度部３２４を複数箇所形成することにより行われている
。軟質化処理は、複数の突部（歯部）を有するローラを互いに噛み合わせ、この噛み合わ
せ部に、吸収シート（エアーレイドパルプ）の一部を常温下で噛み込ませることなどで形
成される。前記突部（歯部）によって、吸収シートに部分的な張力を作用させて、吸収シ
ートを部分的に低密度化することにより、突部（歯部）の配列パターンに対応して、前記
低密度部３２４が複数箇所に形成される。
【０１０９】
　なお、図９に示す液吸収層３２０では、下層吸収コア３２１に、図７に示すような切り
込み部２２３が形成されておらず、軟質化処理した低密度部３２４の形成領域とそれ以外
の領域との境界線が、縦方向中心線Ｏｙに突側が向けられる曲線パターンとなっている。
【０１１０】
　この生理用ナプキン３０１は、下層吸収コア３２１と上層吸収コア２２２とが重ねられ
た膣対面領域３２５の剛性が高く、低密度部３２４が形成された側部領域３２６の剛性が
低くなっている。そのため、上層吸収コア２２２の側端部２２２ｃの近傍位置が折れ境界
部となり、剛性差により、前記折れ境界部を境として側部領域３２６が折れ曲がりやすく
なる。さらに側部領域３２６が軟質なために、この側部領域３２６が自由に変形できるよ
うになる。
【０１１１】
　なお、図９の生理用ナプキン３０１において、側部領域３２６に、低密度部３２４の代
わりに図６に示した切り込み部１２４を形成してもよい。さらに図１ないし図８に示した
参考例において、側部領域に低密度部３２４を形成して側部領域を軟質化させてもよい。
【０１１２】
　図１０は本発明の実施の形態の生理用ナプキン４０１を示すものであり、図２と同様に
主に液吸収層を示した透視平面図である。図１１は、実施の形態の変形例となる生理用ナ
プキン４０１Ａを示すものであり、図１０と同様に主に液吸収層を示した透視平面図であ
る。図１２は、図１０に示す生理用ナプキン４０１をＸＩＩ－ＸＩＩ線で切断した断面図
である。
【０１１３】
　図１０と図１１は、圧縮線３０と上層吸収コア４２２の図示を省略しているが、圧縮線
３０のパターン形状は図１に示した生理用ナプキン１と同じである。
【０１１４】
　図１２に示すように、液吸収層４２０は、下層吸収コア４２１と上層吸収コア４２２と
を有している。図１０に示すように、下層吸収コア４２１は、前端部４２１ａ、後端部４
２１ｂ、両側端部４２１ｃ，４２１ｃを有しているが、その平面形状および大きさは、図
１ないし図３に示した下層吸収コア２１と同じである。上層吸収コア４２２は、図１ない
し図３に示した上層吸収コア２２と同じ寸法を有し、上層吸収コア２２と外郭圧縮線３１
との位置関係も図１ないし図３に示した生理用ナプキン１と同じである。ただし、図７に
示した生理用ナプキン２０１などと同様に、上層吸収コア４２２の両側部が外郭圧縮線３
１と重なっているものであって、外郭圧縮線３１において上層吸収コア４２２と下層吸収
コア４２１の双方が圧縮されているものであってもよい。
【０１１５】
　生理用ナプキン４０１の下層吸収コア４２１は、粉砕パルプをティッシュペーパで包む
ことで形成されている。すなわち、前記参考例と異なり、この下層吸収コア４２１は親水
性繊維であるパルプどうしがバインダーで接着されていない。ただし、前記粉砕パルプと
ともに高吸水性ポリマー（ＳＡＰ）が混入されているものであってもよい。
【０１１６】
　図１０に示すように、下層吸収コア４２１の中央領域には、多数の高密度部４２３が形
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成されている。この高密度部４２３は、ピンエンボスを用い、下層吸収コア４２１を加圧
し、または加熱して加圧して、パルプの密度を部分的に高めたものである。この高密度部
４２３は、上層吸収コア４２２が重ねられる領域とほぼ同じ面積で形成されている。高密
度部４２３が配列している領域が膣対面領域４２５であり、この膣対面領域４２５の左右
両側は、前記高密度部４２３を有していない側部領域４２６である。
【０１１７】
　前記膣対面領域４２５では、下層吸収コア４２１のパルプの目付けが、同じ下層吸収コ
ア４２１の側部領域４２６よりも大きく設定されている。下層吸収コア４２１は、例えば
膣対面領域４２５の目付けが２００～８００ｇ／ｍ２であり、側部領域４２６では、５０
～２５０ｇ／ｍ２程度である。膣対面領域４２５ではパルプの目付けが大きくコア全体が
圧縮されて側部領域４２６とほぼ同じ厚みとされ、さらに前記高密度部４２３が形成され
ている。そのため、下層吸収コア４２１は、膣対面領域４２５の剛性が高く、側部領域４
２６では剛性が低くなっている。
【０１１８】
　下層吸収コア４２１では、膣対面領域４２５でのガーレー剛性値が、３．９２ｍＮ（４
００ｍｇｆ）以上であることが好ましい。また膣対面領域４２５のガーレー剛性値と、側
部領域４２６のガーレー剛性値との差は、１．９６ｍＮ（２００ｍｇｆ）以上であること
が好ましく、さらに好ましくは、２．９４ｍＮ（３００ｍｇｆ）以上である。なお、側部
領域４２６のガーレー剛性値の下限は特に制限されないが、０．３９２ｍＮ（４０ｍｇｆ
）程度が好ましい。
【０１１９】
　前記剛性差を有するために、下層吸収コア４２１は、膣対面領域４２５と側部領域４２
６との境が折れ境界部２９となって、下層吸収コア４２１の側部領域４２６が折れ曲がり
やすくなる。ただし、図１２に示すように、この実施の形態では、高密度部４２３が形成
されている膣対面領域４２５のわずかに外側に外郭圧縮線３１が設けられているため、下
層吸収コア４２１は、この外郭圧縮線３１の位置が折れ境界部２９となる。
【０１２０】
　図１０に示すように、下層吸収コア４２１は、膣対面領域４２５および側部領域４２６
よりも前方が前方領域４２７であり、膣対面領域４２５および側部領域４２６よりも後方
が後方領域４２８である。この前方領域４２７と後方領域４２８では、下層吸収コア４２
１の目付けが側部領域４２６と同じである。そして、前方領域４２７と後方領域４２８で
は、下層吸収コア４２１が部分的に圧縮されて、側部領域４２６よりも剛性が高く設定さ
れている。図１０に示す例では、前方領域４２７と後方領域４２８において、下層吸収コ
ア４２１が交差線状のエンボスパターンにより圧縮されている。
【０１２１】
　上層吸収コア４２２は、下層吸収コア４２１と同様に粉砕パルプがティッシュペーパで
包まれたもの、あるいは粉砕パルプとＳＡＰとがティッシュペーパで包まれたものである
。上層吸収コア４２２と下層吸収コア４２１は互いに接着固定されていなくてもよいが、
互いに接着されていてもよい。
【０１２２】
　なお、下層吸収コア４２１として、粉砕パルプをティッシュペーパで包んだもので、目
付けが均一なものを形成し、膣対面領域４２５のみに、粉砕パルプと高吸水性ポリマー（
ＳＡＰ）とエチレン酢酸ビニル共重合体などのバインダーとで構成された前記吸収シート
（エアーレイドパルプ）を重ねて、ピンエンボスなどで高密度部４２３を形成してもよい
。逆に、前記吸収シート（エアーレイドパルプ）で均一な目付けの下層吸収コア４２１を
形成し、膣対面領域４２５において、前記吸収シートに粉砕パルプ層を重ねて前記高密度
部４２３を形成してもよい。さらに膣対面領域４２５に粉砕パルプ層とさらに吸収シート
（エアーレイドパルプ）を重ねて高密度部を形成したものであってもよい。
【０１２３】
　また、上層吸収コア４２２として少なくとも下層が前記吸収シート（エアーレイドパル
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プ）で形成されたものを用い、この上層吸収コア４２２を下層吸収コア４２１に接着固定
して、膣対面領域４２３の剛性をさらに高めてもよい。
【０１２４】
　この生理用ナプキン４０１は、図１３に示す装着途中の状態（ｉ）または装着状態（ｉ
ｉ）において、側部領域４２６が、膣対面領域４２５との境に位置する折れ境界部２９を
境として折れ曲がりやすくなる。また、膣対面領域４２５は変形しにくく、膣口に密着し
やすくなる。さらに前方領域４２７と後方領域４２８において、下層吸収コア４２１の剛
性が高められているため、前方領域４２７と後方領域４２８が不用意に曲がったり縒れた
りすることなく、股間部に密着できるようになる。
【０１２５】
　図１１に示す生理用ナプキン４０１Ａは、図１０に示した生理用ナプキン４０１と同じ
構造であるが、側部領域４２６ａと前方領域４２７ａとの境界線が縦方向中心線Ｏｙに突
側が向けられる曲線形状であり、側部領域４２６ａと後方領域４２８ａとの境界線も縦方
向中心線Ｏｙに突側が向けられる曲線形状である。
【０１２６】
　この生理用ナプキン４０１Ａでは、側部領域４２６ａが、大腿部４２の形状に倣うよう
にして変形しやすくなる。
【０１２７】
　なお、図１０ないし図１２に示す生理用ナプキンにおいて、膣対面領域と側部領域との
境の折れ境界部２９において、下層吸収コア４２１に切り込み部または低密度部を形成し
て、側部領域が折れ曲がりやすくしてもよい。
【０１２８】
　さらに、前記実施の形態および参考例において、生理用ナプキンの肌側表面の左右両側
部の側部領域に、縦方向中心線Ｏｙと平行に延びる立体ギャザーを設けてもよい。この立
体ギャザーは不織布などのシートと、立体ギャザーの前端と後端との間に弾性収縮力を発
揮する弾性部材とで形成される。生理用ナプキンが湾曲したときに、立体ギャザーが肌側
表面から立ち上がる。
【０１２９】
　図１３に示す装着状態（ｉｉ）において、高い剛性を有する膣対面領域は、その幅寸法
が縮むように変形しにくい。そのため、立体ギャザーが膣対面領域の左右外側に位置した
状態を維持し、立体ギャザーが膣対面領域の表面側へ移動しにくくなる。よって、膣対面
領域の表面の全域で液を受け止めることができ、また左右両側に位置する立体ギャザーに
よって、経血が横方向へ洩れるのを防止しやすくなる。
【実施例】
【０１３０】
（１）参考例と比較例
　参考例および比較例として、図１および図２に示す形状の液吸収層であって、下層吸収
コアは長さ寸法が２１０ｍｍで幅寸法が７５ｍｍ、上層吸収コアは長さ寸法が８０ｍｍ、
幅寸法が３５ｍｍのものを用いた。下層吸収コアと上層吸収コアは共に、粉砕パルプと、
ＳＡＰと、エチレン酢酸ビニル共重合体のエマルジョン（バインダー）の重量比が、６０
：２６：１４の吸収シート（エアーレイドパルプ）を用いた。そして、上層吸収コアを下
層吸収コアの縦方向中心線上に載せてホットメルト型接着剤で接着固定した。
【０１３１】
　参考例５と参考例７では、図２に示すように、上層吸収コアの側端部の近傍に上層コア
の縦寸法の全長に延びる切り込み部（２３）を形成した。この切り込み部は、下層吸収コ
アを厚み方向に貫通し、縦方向中心線と平行に破線状に延びるように形成した。他の参考
例と比較例には前記切り込み部を形成しなかった。
【０１３２】
　上記吸収層を、目付けが４０ｇ／ｍ２のスルーエア不織布で形成した表面シートと、目
付けが２０ｇ／ｍ２のポリエチレンフィルムの裏面シートの間で挟み、表面シートと裏面
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シートとを液吸収層の外側でホットメルト型接着剤で接着して試料を形成した。
【０１３３】
　参考例と比較例での吸収コアの目付けを以下の通りとした。
（参考例１）
　下層吸収コアとして、目付けが１６０ｇ／ｍ2の吸収シートを２枚接着して使用した（
合計目付け３２０ｇ／ｍ2）。上層吸収コアとして目付けが１６０ｇ／ｍ2の吸収シートを
使用した。
【０１３４】
（参考例２）
　下層吸収コアとして、目付けが１６０ｇ／ｍ2の吸収シートと目付けが６０ｇ／ｍ2の吸
収シートを２枚接着して使用した（合計目付け２２０ｇ／ｍ2）。上層吸収コアとして目
付けが１６０ｇ／ｍ2の吸収シートを使用した。
【０１３５】
（参考例３）
　下層吸収コアとして、目付けが１６０ｇ／ｍ2の吸収シートを使用した。上層吸収コア
として目付けが１６０ｇ／ｍ2の吸収シートを使用した。
【０１３６】
（参考例４）
　下層吸収コアとして、目付けが１００ｇ／ｍ2の吸収シートを使用した。上層吸収コア
として目付けが１６０ｇ／ｍ2の吸収シートを使用した。
【０１３７】
（参考例５）
　下層吸収コアとして、目付けが１６０ｇ／ｍ2の吸収シートを使用した。上層吸収コア
として目付けが１００ｇ／ｍ2の吸収シートを使用した。折れ境界部に切り込み部を形成
した。
【０１３８】
（参考例６）
　下層吸収コアとして、目付けが１６０ｇ／ｍ2の吸収シートを使用した。上層吸収コア
として目付けが１００ｇ／ｍ2の吸収シートを使用した。
【０１３９】
（参考例７）
　下層吸収コアとして、目付けが１６０ｇ／ｍ2の吸収シートを使用した。上層吸収コア
として目付けが１６０ｇ／ｍ2のものを使用した。折れ境界部に切り込み部を形成した。
【０１４０】
（比較例１）
　下層吸収コアとして、目付けが１６０ｇ／ｍ２の吸収シートと目付けが１００ｇ／ｍ２

の吸収シートを２枚接着して使用した（合計目付け２６０ｇ／ｍ２）。上層吸収コアを設
けないものとした。
【０１４１】
（比較例２）
　下層吸収コアとして、目付けが１６０ｇ／ｍ２の吸収シートと目付けが６０ｇ／ｍ２の
吸収シートを２枚接着して使用した（合計目付け２２０ｇ／ｍ２）。上層吸収コアとして
目付けが６０ｇ／ｍ２の吸収シートを使用した。
【０１４２】
（比較例３）
　下層吸収コアとして、目付けが６０ｇ／ｍ２の吸収シートを使用した。上層吸収コアと
して目付けが１６０ｇ／ｍ２の吸収シートを使用した。
【０１４３】
（２）剛性値の測定
　株式会社安田精機製作所製の「ガーレー式柔軟度試験機（製品番号３１１）」を用いた
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。測定試料は、液吸収層を切断したものを用いた。前記目付けの下層吸収コアと上層吸収
コアを接着固定したもので、生理用ナプキンの幅方向の寸法が３８ｍｍ、縦方向の寸法が
２５ｍｍとし、３８ｍｍの方向を長手方向として測定し、これを膣対面領域の曲げ剛性値
とした。また前記目付けの下層吸収コアを、生理用ナプキンの幅方向の寸法が３８ｍｍ、
縦方向の寸法が２５ｍｍとし、３８ｍｍの方向を長手方向として測定し、これを側部領域
の曲げ剛性値とした。
【０１４４】
　なお、測定値の単位は「ｍｇｆ」であり、これを「ｍＮ」に換算した値を表１に記載し
た。表１には、それぞれの参考例および比較例に関して、膣対面領域のガーレー剛性値と
側部領域のガーレー剛性値および、前記剛性値の差を記載している。
【０１４５】
（３）装着テスト
　カトーテック株式会社製の、女性の下半身を再現したシリコン製のドールを用いた。ド
ールは、大腿部の間隔の最小値が３５ｍｍとなるように設定した。下着のクロッチ部の内
面に各参考例または各比較例を接着し、下着をドールに着用させる試験を行った。
【０１４６】
　評価としては、下着を引き上げるときに、液吸収層の側部領域が折れ境界部を境として
下側に折れ曲がることができ、且つ膣対面領域が膣口部位に対してほぼ平行に対面して装
着されたものを合格とした。
【０１４７】
　表１の装着テスト結果は、１０回着用テストを行って１０回全てが合格のものを「○」
、６回から９回合格のものを「△」、合格が５回以下のものを「×」と評価した。
【０１４８】
【表１】

【０１４９】
　表１から、膣対面領域のガーレー剛性値が、３．９２ｍＮ（４００ｍｇｆ）以上であり
、膣対面領域のガーレー剛性値と側部領域のガーレー剛性値との差が、１．９６ｍＮ（２
００ｍｇｆ）以上であることが好ましい。前記剛性値の差は、さらに、２．９４ｍＮ（３
００ｍｇｆ）以上であることが好ましいことが解る。
【図面の簡単な説明】
【０１５０】
【図１】参考例の生理用ナプキンを肌側表面から見た平面図、
【図２】前記参考例の生理用ナプキンの主に液吸収層を示す透視平面図、
【図３】（Ａ）は、図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線の断面図、（Ｂ）は液吸収層のみの断面図、
【図４】前記参考例の生理用ナプキンの変形例の主に液吸収層を示す透視平面図、
【図５】前記参考例の生理用ナプキンの変形例の主に液吸収層を示す透視平面図、
【図６】他の参考例の生理用ナプキンの主に液吸収層を示す透視平面図、
【図７】他の参考例の生理用ナプキンの主に液吸収層を示す透視平面図、
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【図８】他の参考例の生理用ナプキンを示すものであり、図７のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線の
断面図、
【図９】他の参考例の生理用ナプキンの主に液吸収層を示す透視平面図、
【図１０】本発明の実施の形態の生理用ナプキンの主に液吸収層を示す透視平面図、
【図１１】本発明の実施の形態の生理用ナプキンの変形例の主に液吸収層を示す透視平面
図、
【図１２】本発明の実施の形態の生理用ナプキンを示すものであり、図１０のＸＩＩ－Ｘ
ＩＩ線の断面図、
【図１３】生理用ナプキンを股間部に装着するときの変形状態を示す説明図、
【符号の説明】
【０１５１】
１，１Ａ，１Ｂ　生理用ナプキン
１１　表面シート
１２　裏面シート
１３　クッション層
２０　液吸収層
２１　下層吸収コア
２２　上層吸収コア
２３，２３ａ，２３ｂ　切り込み部
２３ｃ　始端
２３ｄ　終端
２３ｅ　直線部
２５　膣対面領域
２６　側部領域
２７　前方領域
２８　後方領域
３０　圧縮線
３１　外郭圧縮線
１０１　生理用ナプキン
１２０　液吸収層
１２１　下層吸収コア
１２３　切り込み部
１２４　切り込み部
２０１　生理用ナプキン
２２０　液吸収層
２２１　下層吸収コア
２２２　上層吸収コア
２２３　切り込み部
２２３ａ　始端
２２３ｂ　終端
２２３ｃ　直線部
３０１　生理用ナプキン
３２０　液吸収層
３２１　下層吸収コア
３２４　低密度部
４０１，４０１Ａ　生理用ナプキン
４２０　液吸収層
４２１　下層吸収コア
４２３　高密度部
４２５　膣対面領域



(19) JP 4870365 B2 2012.2.8

４２６　側部領域
４２７　前方領域
４２８　後方領域
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【図２】



(22) JP 4870365 B2 2012.2.8

【図３】



(23) JP 4870365 B2 2012.2.8

【図４】



(24) JP 4870365 B2 2012.2.8

【図５】



(25) JP 4870365 B2 2012.2.8

【図６】



(26) JP 4870365 B2 2012.2.8

【図７】



(27) JP 4870365 B2 2012.2.8

【図８】



(28) JP 4870365 B2 2012.2.8

【図９】



(29) JP 4870365 B2 2012.2.8

【図１０】



(30) JP 4870365 B2 2012.2.8

【図１１】
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