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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液吸収層を有して液吸収機能を発揮する縦長の本体部と、前記本体部の後方で左右両側
に延出する後方フラップ部とを有し、前記後方フラップ部が下着の内側で展開された状態
で身体に装着される生理用ナプキンにおいて、
　前記後方フラップ部を構成するシートには、縦方向に向けて畝部と谷部が交互に繰り返
されて畝部の頂部と谷部の底部とが横方向に延びる波状変形部と、前記畝部と前記谷部と
を横断して縦方向に延びる帯状または線状の非変形部とが設けられ、前記非変形部は、左
右それぞれの後方フラップ部において、横方向に間隔を開けて複数条設けられており、
　前記波状変形部での前記畝部と谷部のピッチは、前記後方フラップ部の前方で狭く、後
方では前記前方よりも広く形成され、
　前記非変形部は、前記畝部と谷部とが形成されていないか、または前記畝部の頂部と前
記谷部の底部との間の高さ寸法が前記波状変形部よりも低いことを特徴とする生理用ナプ
キン。
【請求項２】
　前記後方フラップ部では、少なくとも肌側表面に位置する第１のシートと、着衣側表面
に現れる第２のシートとが重ねられ、前記第１のシートに前記波状変形部と前記非変形部
が形成されており、前記波状変形部の谷部の底部が、前記第２のシートまたは第２のシー
ト上に位置する他のシートに接着されている請求項１記載の生理用ナプキン。
【請求項３】
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　前記非変形部は、前記波状変形部が設けられている領域において縦方向に直線的に連続
している請求項１または２に記載の生理用ナプキン。
【請求項４】
　前記非変形部は、前記波状変形部が設けられている領域において縦方向に直線的に且つ
間欠的に設けられている請求項１または２に記載の生理用ナプキン。
【請求項５】
　前記後方フラップ部の前記波状変形部の嵩回復率が７０～９０％である請求項１ないし
４のいずれかに記載の生理用ナプキン。
【請求項６】
　前記波状変形部と前記非変形部が形成されているシートは、前記波状変形部と前記非変
形部とが形成されていない同じシートに比べて、リングクラッシュ強度が６０％以下であ
る請求項１ないし５のいずれか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、液吸収機能を発揮する本体部と、前記本体部の後方にて左右両側に延出する
後方フラップ部とを有する生理用ナプキンに係り、特に身体に装着したときに、後方フラ
ップ部が身体の形状に追従して変形しやすく装着感触が良好であり、且つ皺になりにくい
生理用ナプキンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　生理用ナプキンは、液透過性の表面シートと液不透過性の裏面シートとの間に液吸収層
が挟まれた本体部を有している。この本体部が女性の股間部に装着されると、膣口からの
排出液が表面シートを透過して前記液吸収層で吸収される。
【０００３】
　生理用ナプキンには、前記本体部の前後を二分する中心よりも前方部分に膣口に対向し
、本体部の後方部分が肛門からさらに臀裂（臀部の溝）にかけて装着される縦長のものが
ある。この縦長の生理用ナプキンは、前記本体部の後方部分に、左右両側へ延出する後方
フラップ部が設けられているのが一般的である。この生理用ナプキンは、例えば仰向けで
の就寝時や長時間着座しているときに、膣口から身体の後方へ移行しようとする経血を本
体部の後方部分で吸収することができ、さらに本体部の後方から側方へ流れ出ようとする
経血を、前記後方フラップ部で受け止めることができ、下着を汚しにくくなる。
【０００４】
　前記生理用ナプキンを身体に着用したときには、前記後方フラップ部が下着の内側で展
開した状態で身体に密着する。しかし、生理用ナプキンを装着した状態で脚を動かすと、
股間部から臀部にかけて身体が変形し、これに追従して下着が部分的に伸びたりねじれた
りして、前記後方フラップ部を変形させようとする力が作用し、その結果、装着中の生理
用ナプキンの後方フラップ部が縒れたり皺が形成されやすい。
【０００５】
　そこで以下の特許文献１には、前記後方フラップ部を構成する不織布に無数の加圧エン
ボス部を形成して、後方フラップ部の剛性を高めた生理用ナプキンが開示されている。
【０００６】
　特許文献１に記載の生理用ナプキンは、樹脂フィルムからなる裏面シートの表面に不織
布を積層して後方フラップ部を形成すると共に、前記後方フラップ部を、所定のパターン
の凸部を有するパターンロールと、周面が平滑なフラットロールとの間に挟み込んで、前
記凸部とフラットな周面とで前記積層体を部分的に加圧して密度を高くして加圧エンボス
部を形成し、その結果、後方フラップ部の剛性を高めている。特許文献１には、後方フラ
ップ部において、前記加圧エンボス部が横方向へ縞状に延びるものや、横方向へ向けて斜
めに延びるもの、さらには加圧エンボス部がクロス状に形成されたものなどが開示されて
いる。
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【特許文献１】特開２００３－３３９７６５号公報
【特許文献２】特表平９－５００５５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、前記特許文献１に記載のように、後方フラップ部に無数の加圧エンボス部を形
成して剛性を高めてしまうと、下着の内側に展開させて身体に密着させようとしたときに
、後部フラップ部が身体の形状に倣うように変形しずらく、身体に違和感を与えやすくな
る。特に加圧エンボス部が横方向へ縞状に形成されたものでは、後方フラップ部を横方向
へ向けて凹状に変形させるときの抵抗力が大きくなる。また、後方フラップ部の前方部分
は、身体の大腿部の内側に対向する位置に設置されるが、この部分は脚を動かしたときに
体の表面形状が変化しやすい場所である。前記特許文献１のように、後方フラップ部の前
方部分の剛性が高められていると、前記前方部分が体の変形に追従しにくく、大腿部に違
和感を与え、装着感を損なうことになる。
【０００８】
　次に、前記特許文献２には、本体部の左右両側から延出するフラップ部に、シートを波
形状に変形させた第１の領域を設けた生理用ナプキンが開示されている。前記第１の領域
では、シートを変形させた畝部の頂部と谷部の底部とが生理用ナプキンの縦方向に向けて
直線的に延びている。また特許文献２の図６と図７には、前記フラップ部に、前記第１の
領域が設けられているとともに、さらに伸張性の小さな部分である第２の領域が、横方向
に向けて形成された生理用ナプキンが開示されている。
【０００９】
　しかし、この特許文献２に記載のものは、本体部が下着のクロッチ部の内側に装着され
たときに、本体部の両側に延びるフラップ部が下着のクロッチ部の側縁部から外部へ突出
するものである。このフラップ部に第１の領域を設けた理由は、前記本体部を下着のクロ
ッチ部の内側に設置し下着を引き上げたときに、前記フラップ部が下着のまわりで折り畳
まれて下着の外面に向けて変形しやすくするためである。
【００１０】
　すなわち、特許文献２に記載の前記フラップ部は、下着のクロッチ部の側縁部で折り畳
むものであって、下着の内側に展開された状態で身体に装着されるものではない。また前
記波状に変形させた第１の領域は、フラップ部を下着の側縁部まわりに折り畳みやすくす
るためであって、下着の内側に展開されて設置されたときに身体の形状に合わせて変形さ
せやすくし、皺などの変形が生じるのを防止しやすくするというものではない。
【００１１】
　本発明は上記従来の課題を解決するものであり、下着の内側で展開されて身体に密着す
る後方フラップ部を設けたものにおいて、前記後方フラップ部が身体の形状に追従して変
形しやすく、且つ皺などの変形が生じにくく、さらに着用者が違和感を受け難い生理用ナ
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】
【００１２】
　本発明は、液吸収層を有して液吸収機能を発揮する縦長の本体部と、前記本体部の後方
で左右両側に延出する後方フラップ部とを有し、前記後方フラップ部が下着の内側で展開
された状態で身体に装着される生理用ナプキンにおいて、
　前記後方フラップ部を構成するシートには、縦方向に向けて畝部と谷部が交互に繰り返
されて畝部の頂部と谷部の底部とが横方向に延びる波状変形部と、前記畝部と前記谷部と
を横断して縦方向に延びる帯状または線状の非変形部とが設けられ、前記非変形部は、左
右それぞれの後方フラップ部において、横方向に間隔を開けて複数条設けられており、
　前記波状変形部での前記畝部と谷部のピッチは、前記後方フラップ部の前方で狭く、後
方では前記前方よりも広く形成され、
　前記非変形部は、前記畝部と谷部とが形成されていないか、または前記畝部の頂部と前
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記谷部の底部との間の高さ寸法が前記波状変形部よりも低いことを特徴とするものである
。
【００１３】
　本発明の生理用ナプキンでは、後方フラップ部が波状変形部を有しているため縦方向に
向けての曲げ剛性を低くでき、さらに縦方向に延びる非変形部が形成されているため、横
方向に向けての曲げ剛性も小さくなり、全体として湾曲変形しやすくなって、身体の形状
の変化に追従しやすくなる。特に、前記波状変形部と非変形部が後部フラップ部の前方部
分に形成されていると、大腿部の内側での身体の変形や下着の変形に追従しやすくなる。
また後方フラップ部の曲げ剛性が低いため、身体に違和感を与えにくく、特に大腿部付近
の身体の変形量が大きい部分に対して後方フラップ部が違和感を与えにくい。
【００１４】
　本発明は、好ましくは、前記後方フラップ部では、少なくとも肌側表面に位置する第１
のシートと、着衣側表面に現れる第２のシートとが重ねられ、前記第１のシートに前記波
状変形部と前記非変形部が形成されており、前記波状変形部の谷部の底部が、前記第２の
シートまたは第２のシート上に位置する他のシートに接着されているものとして構成され
る。
【００１５】
　肌側表面に現れる第１のシートに波状変形部が形成され、この第１のシートが平坦な第
２のシートに接合されていると、波状変形部を加圧したときの嵩回復率を高くでき、また
、後方フラップ部が、肌側が凹部となるように曲げられたときに、第１のシートの波状変
形部が図６（Ｂ）のように変形することで、後方フラップ部が大きな抵抗を生じることな
く曲がるようになる。そのため、外力が作用したときに皺や縒れが生じにくい。
【００１７】
　後方フラップ部の前方部分で、波状変形部の畝部のピッチを短くすると、後方フラップ
部の前方部分が、大腿部の内側付近で体の動きに追従しやすくなる。
【００１８】
　また、本発明は、前記非変形部は、前記波状変形部が設けられている領域において縦方
向に直線的に連続しているものであってもよいし、前記非変形部は、前記波状変形部が設
けられている領域において縦方向に直線的に且つ間欠的に設けられているものであっても
よい。
【００２０】
　前記非変形部が複数条設けられているので、それぞれの後方フラップ部の、横方向に向
けての曲げ剛性を低下させることができ、さらに身体の追従して変形しやすくなる。
【００２１】
　本発明の生理用ナプキンの後方フラップ部の剛性としては、前記波状変形部と前記非変
形部が形成されているシートの嵩回復率が７０～９０％であることが好ましく、また、前
記波状変形部と前記非変形部が形成されているシートは、前記波状変形部と前記非変形部
とが形成されていない同じシートに比べて、リングクラッシュ強度が６０％以下であるこ
とが好ましい。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明では、下着の内側に展開した状態で身体に装着される後方フラップ部が、身体の
形状に倣って変形しやすく、また後方フラップ部の前方部分が大腿部付近における身体の
動きに追従しやすくなる。後方フラップ部が身体の変形に追従しやすいため、皺などの変
形が残りにくい。また後方フラップ部は曲げ剛性を低く設定しているため、身体に違和感
を与えることがなく、特に大腿部付近が大きく動いたとしてもこの部分において身体に違
和感を与えにくくなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　図１は本発明の実施の形態である生理用ナプキンを肌側表面から示す平面図、図２は図
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１のＩＩ－ＩＩ線矢視の部分断面図、図３は第１の実施の形態の生理用ナプキンの後方フ
ラップ部を示す部分平面図、図４は第２の実施の形態の生理用ナプキンの後方フラップ部
を示す部分平面図、図５は後方フラップ部の肌側表面の一部を拡大した拡大斜視図、図６
（Ａ）（Ｂ）は図３のＶＩ－ＶＩ線矢視の部分拡大断面図、図７と図８は、後方フラップ
部の製造方法の一例を示す説明図である。
【００２４】
　図１と図２に示す生理用ナプキン１は、縦方向（Ｙ方向）の長さ寸法が、横方向（Ｘ方
向）の幅寸法よりも大きい縦長形状であり、また、縦方向中心線Ｏｙを介して左右対称形
状である。生理用ナプキン１が女性の股間部に装着されたときに、縦方向に向く前縁部１
ａが恥骨位置あるいは下腹部に設置され、後縁部１ｂが、臀裂（臀部の溝）または尾てい
骨付近に設置される。また、図１に示す横方向基準線Ｏｘと前記縦方向中心線Ｏｙとの交
点付近が、膣口の前後開口幅の中心部分に対向する。
【００２５】
　図２に示すように、生理用ナプキン１は、身体に向けられる肌側表面２と、下着の内面
に向けられる着衣側表面３とを有している。生理用ナプキン１は、液不透過性の裏面シー
ト１１と、この裏面シート１１の上に設置された液吸収層１２と、前記液吸収層１２を覆
う液透過性の表面シート１３とを有している。図１に示すように、前記液吸収層１２は、
前縁部１２ａと後縁部１２ｂ、および右側縁部１２ｃと左側縁部１２ｄを有して、縦方向
に長いほぼ長方形状である。
【００２６】
　この生理用ナプキン１は、前記液吸収層１２の右側縁部１２ｃおよびその延長線と、左
側縁部１２ｄおよびその延長線と、さらに前縁部１ａと後縁部１ｂとで囲まれた部分が、
液吸収機能を有する本体部５である。
【００２７】
　図１に示すように、前記本体部５には、表面シート１３と液吸収層１２とが、肌側表面
２から窪むように加圧された一対の縦圧縮線６が横方向（Ｘ方向）に間隔を開け且つ縦方
向（Ｙ方向）に延びるように形成されている。左右の縦圧縮線６は、前方において、前方
横圧縮線６ａによって連結され、後方において、後方横圧縮線６ｂで連結されている。縦
圧縮線６は縦方向に長い範囲で延びており、左右の縦圧縮線６および前方横圧縮線６ａと
後方横圧縮線６ｂとで囲まれた領域が、主に経血を吸収する中央吸収領域となっている。
図２に示すように、前記中央吸収領域では、前記液吸収層１２の上に、嵩高で且つ液の透
過機能を有するクッション層１４が設けられて、この中央吸収領域の肌側表面が身体に向
けて隆起している。
【００２８】
　前記縦圧縮線６どうしの横方向の間隔は、前記横方向基準線Ｏｘの位置で最も狭くなっ
ている。前記横方向基準線Ｏｘが横断している位置では、前記縦圧縮線６のそれぞれの外
側に、前方外側圧縮線７が形成されている。また、前記横方向基準線Ｏｘよりも後方へ距
離を開けた位置には、それぞれの縦圧縮線６の外側において縦方向に延びる後方外側圧縮
線８が設けられており、両後方外側圧縮線８どうしが、前記後方横圧縮線６ｂよりも後方
位置において、外側横圧縮線８ａによって連結されている。
【００２９】
　図１に示すように、前記本体部５の左右両外側にフラップ部が延出している。生理用ナ
プキン１の前方部分には、左右両側部からそれぞれわずかに延出する前方フラップ部２１
が設けられている。前記横方向基準線Ｏｘが横断している位置には、本体部５から左右両
側にそれぞれ延びる折返しフラップ部２２が形成されている。前記折返しフラップ部２２
の後方部分に、生理用ナプキン１の幅寸法を減少させる凹部２３が形成されており、さら
に前記凹部２３の後方に、本体部５の左右両側からそれぞれ延出する後方フラップ部２５
が設けられている。
【００３０】
　図２に示すように、前記前方フラップ部２１、折返しフラップ部２２および後方フラッ
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プ部２５は、着衣側表面３に第２のシート２６が現れ、肌側表面２に第１のシート２７が
現れている。前記第２のシート２６は、前記本体部５の着衣側表面３に現れている前記裏
面シート１１と同じシートであり、前記裏面シート１１のうちの前記本体部５から左右に
延長した部分が第２のシート２６である。前記第１のシート２７は、前記表面シート１３
とは別体のシートであり、前方フラップ部２１、折返しフラップ部２２および後方フラッ
プ部２５において、前記第２のシート２６に重ねられ且つ前記表面シート１３と接合され
ている。
【００３１】
　図２に示すように、前記本体部５の左右両外側では、前記第１のシート２７が２枚重ね
に畳まれており、その折畳み部の内部に、縦方向に延びる弾性部材２８が固定されている
。この弾性部材２８は縦方向に伸ばされた状態で前記第１のシート２７に固定されている
。
【００３２】
　図１に示すように、前方起端３１よりも前方の固定部３２と、後方起端３３よりも後方
の固定部３４では、第１のシート２７の２枚重ねの部分が折り畳まれて表面シート１３の
表面に接着されて固定されている。前記前方起端３１と後方起端３３との間では、第１の
シート２７の折畳み部の一部が自由状態である。前記弾性部材２８の弾性力によって、前
方起端３１と後方起端３３との間に弾性収縮力が作用して、生理用ナプキン１が肌側表面
２が窪むように湾曲変形すると、前方起端３１と後方起端３３との間で前記第１のシート
２７が、表面シート１３との接合境界部３５ａを起点として肌側に向けて立ち上がって防
漏壁３５が形成される。
【００３３】
　前記折返しフラップ部２２では、前記第２のシート２６と第１のシート２７との間に矩
形状の補強シート３６が挟まれて接着固定されている。また、後方フラップ部２５では、
前記第２のシート２６と前記第１のシート２７との間に、補強シート３７が挟まれて固定
されている。
【００３４】
　図１と図３に示すように、前記後方フラップ部２５は、前記凹部２３の底点、すなわち
生理用ナプキン１の幅寸法が凹部２３内で最も短くなる点を起点として後方に向けて幅寸
法が徐々に大きくなる前方縁部４１と、前記幅寸法がほぼ最大となる中間縁部４２と、前
記中間縁部４２から前記幅寸法が徐々に狭くなる後方縁部４３とを有している。この生理
用ナプキン１が下着のクロッチ部の内側に装着され、前記横方向基準線Ｏｘが膣口の中央
部に対向すると、前記前方縁部４１が大腿部に対向し、また前方縁部４１が下着の脚開口
部の縁部に沿うようになる。
【００３５】
　前記後方フラップ部２５は、前記前方縁部４１が形成されている部分が前方部分で、前
記中間縁部４２が形成されている部分が中間部分であり、前記後方縁部４３が形成されて
いる部分が後方部分である。
【００３６】
　図３に示すように、第１の実施の形態では、前記後方フラップ部２５を構成している前
記第１のシート２７に、波状変形部４５が形成されている。図６の断面図では、補強シー
ト３７の表面からの前記波状変形部４５の立ち上がり高さ寸法をＨで示している。この高
さ寸法Ｈを上下２分して水平に延びる水平基準線Ｏｈよりも上方に突出している部分が畝
部４６であり、その頂部を符号４６ａで示している。前記水平基準線Ｏｈよりも下側に位
置する部分が谷部４７でありその底部を符号４７ａで示している。
【００３７】
　図３に示すように、後方フラップ部２５の縦方向の全長Ｌ０に渡って、波状変形部４５
が設けられており、前記畝部４６と谷部４７とが縦方向に交互に繰り返して配置され、畝
部４６の頂部４６ａと谷部４７の底部４７ａが、前記縦方向中心線Ｏｙの直交線に対して
平行に延びている。図６（Ａ）に示すように、前記波状変形部４５では、前記谷部４７の
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底部４７ａが補強シート３７に接着されており、それ以外の部分で、第１のシート２７と
補強シート３７が接着されていない。なお、後方フラップ部２５に補強シート３７が設け
られない場合には、前記谷部４７の底部４７ａが前記第２のシート２６に接着される。
【００３８】
　前記後方フラップ部２５の前記波状変形部４５が形成されている領域では、前記第１の
シート２７に、前記畝部４６と前記谷部４７を横断する複数の非変形部４８が形成されて
いる。図５に示すように、前記非変形部４８では、第１のシート２７に前記畝部４６と谷
部４７が形成されておらずに扁平形状である。または前記非変形部４８に、波状変形部４
５ほどではないが、図６（Ａ）に示す高さＨよりも低い畝部と谷部が形成されていてもよ
い。
【００３９】
　図３に示すように、それぞれの非変形部４８は帯状または線状であり、それぞれが縦方
向中心線Ｏｙと平行で、縦方向へ向けて途切れることなく連続して延びている。図３に示
すように、この実施の形態では、１つの後方フラップ部２５に、３条の非変形部４８が互
いに平行に設けられている。ただし、前記非変形部４８が、後方フラップ部２５に波状変
形部４５の全長に渡って形成されておらず、所定長さの非変形部４８が、縦方向に間隔を
開けて間欠的に形成されていてもよい。
【００４０】
　第１のシート２７の前記非変形部４８は、前記補強シート３７に接着されていてもよい
し、あるいは接着されていなくてもよい。
【００４１】
　図６（Ａ）に示す前記波状変形部４５での畝部４６のピッチ（谷部４７のピッチ）Ｘｐ
は、０．５～５ｍｍ程度であり、高さＨは０．５～５ｍｍ程度である。また、谷部４７の
底部４７ａと補強シート３７との接着部の幅寸法Ｘａは、０．１～３ｍｍである。また、
前記非変形部４８の幅寸法は０．１～３ｍｍ程度である。しかし、各寸法は前記数値範囲
に限定されるものではない。
【００４２】
　後方フラップ部２５では、第１のシート２７に波状変形部４５が形成されているため、
この第１のシート２７が、折返しフラップ部２２などに比べて軟質になる。よって、後方
フラップ部２５の曲げ剛性を他の部分よりも低下させることができる。
【００４３】
　図３に示すように、波状変形部４５では、畝部４６と谷部４７が縦方向に繰り返して形
成され且つ横方向へ平行に形成されているため、第１のシート２７は縦方向（Ｙ方向）で
の曲げ剛性を低くできる。しかも、縦方向に延びる非変形部４８が設けられているので、
この非変形部４８が可撓線として機能し、横方向（Ｘ方向）への曲げ剛性も低下している
。したがって、後方フラップ部２５が身体に密着するように変形しやすい。
【００４４】
　図６（Ａ）に示すように、波状変形部４５では、第２のシート２６と補強シート３７と
で、第１のシート２７の畝部４６と谷部４７が平面形状に展開できないように拘束されて
いるため、波状変形部４５において、第１のシート２７に圧縮力が作用したときに、畝部
４６と谷部４７が潰れにくく、潰れても形状を回復しやすい。
【００４５】
　また、後方フラップ部２５が図６（Ｂ）に示すように曲げられたときに、第１のシート
２７は畝部４６どうしが互いに接近するように変形するため、第１のシート２７の曲げに
対する抵抗力が小さくなる。よって、後方フラップ部２５に対して、図６（Ｂ）に示す曲
げ力が作用したときに、第１のシート２７と第２のシート２６がその変形に追従しやすく
なり、第２のシート２６に折れが発生しにくい。折れの発生を防止することにより、後方
フラップ部２５に皺が発生したり、縒れが生じるのを防止しやすくなる。
【００４６】
　さらに、後方フラップ部２５の肌側表面に、第１のシート２７の畝部４６が現れている
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ため、後方フラップ部２５と肌との実質的な接触面積を低減でき、肌への貼り付きを抑制
しやすい。
【００４７】
　図３に示す第１の実施の形態では、後方フラップ部２５の全域に波状変形部４５が設け
られており、前記前方フラップ部２１と折返しフラップ部２２には、前記波状変形部４５
が形成されていない。すなわち、後方フラップ部２５を、前方フラップ部２１や折返しフ
ラップ部２２よりも剛性の低いものとしている。
【００４８】
　前記折返しフラップ部２２は、下着のクロッチ部の側縁部に沿って折り返して下着の外
面に接着して、生理用ナプキン１を位置決めするためのものであるため、剛性を低下させ
ることは好ましくない。これに対し、後方フラップ部２５は、下着の内側で展開して設置
されるものであるため、前記のように剛性を低くし弾性回復力を高くすることで、体の形
状の変化に追従しやすく、また皺や撚れを生じにくくしている。また、後方フラップ部２
５の剛性を低下させることにより、身体に対して異物感などの違和感を与えることが少な
い。
【００４９】
　特に、後方フラップ部２５の前方部分は、大腿部間で挟み込まれるため、大きく且つ複
雑な変形を生じさせる力が与えられる。したがって、この前方部分に前記波状変形部４５
と非変形部４８を形成しておくことによって、体の形状の変化に追従しやすく、しかも前
方縁部４１が大腿部に当たっても、大腿部に硬質感を与えるのを防止できるようになる。
【００５０】
　そのため、後方フラップ部２５では、少なくとも前方縁部４１を有する前記前方部分（
図３においてＬａで示す範囲）に、前記波状変形部４５と、非変形部４８を形成すること
が好ましい。また、前述のように、図１に示す前方起端３１と後方起端３３との間に、弾
性部材２８の弾性収縮力が作用して、前方起端３１と後方起端３３との間で本体部５を湾
曲させようとする力が作用する。そのため前記弾性収縮力が作用する領域の側方に、すな
わち、後方フラップ部２５において、少なくとも後方起端３３よりも前方の領域（図３の
Ｌｂの領域）に、前記波状変形部４５が設けられていることが好ましい。
【００５１】
　この場合、後方フラップ部２５の中間部分や後方部分には、前記波状変形部４５を設け
なくてもよい。あるいは、図４に示すように、大腿部に挟まれて大きな変形力を受けやす
い前方部分（長さＬｃの領域）で、畝部４６のピッチ（谷部４７のピッチ）を短くし、後
方部分（長さＬｄの領域）で、前記ピッチを粗くしてもよい。
【００５２】
　前記後方フラップ部２５を形成する第１のシート２７は、嵩回復性を維持するために合
成樹脂繊維で形成されることが好ましい。例えば、芯部がポリエステルまたはポリプロピ
レンで鞘部がポリエチレンの芯鞘型複合合成樹脂繊維や、ポリエステルまたはポリプロピ
レンと、ポリエチレンとによる、サイドバイサイド型複合合成樹脂繊維が使用される。第
１のシート２７は、前記合成樹脂繊維を用いてスルーエア法で形成された不織布、あるい
はスパンボンド法やポイントボンド法で形成された不織布が使用される。第１のシート２
７は、目付けが１０～４０ｇ／ｍ２の範囲で、厚みが０．１～１．５ｍｍのものが使用さ
れる。
【００５３】
　前記第１のシート２７に波状変形部４５と非変形部４８を形成するには、図７に示す賦
型装置が使用される。この賦型装置は、第１のギヤプレスローラ５０と第２のギヤプレス
ローラ６０とを有している。第１のギヤプレスローラ５０の周面には、軸方向に延びる凸
部５１と凹部５２が周方向へ交互に形成され、また、円周方向へ向く帯状の平坦部５３が
設けられている。第２のギヤプレスローラ６０の周面には、軸方向に延びる凸部６１と凹
部６２が周方向へ交互に形成され、また円周面に向く平坦部６３が形成されている。第１
のギヤプレスローラ５０と第２のギヤプレスローラ６０は、凸部５１が凹部６２に入り込
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むように組み合わされる。
【００５４】
　前記第１のシート２７を、第１のギヤプレスロール５０と第２のギヤプレスロール６０
との間に供給することにより、供給方向（ＭＤ）に向けて畝部と谷部が繰り返される波状
変形部４５と、供給方向（ＭＤ）に向けて帯状または線状に延びる非変形部４８とが形成
される。なお、図３と図４に示す実施の形態の後方フラップ部２５を製造する場合には、
複数の非変形部４８に対応する、複数条の平坦部５３，６３を備えたギヤプレスローラが
使用される。
【００５５】
　図３と図４に示す実施の形態では、複数の非変形部４８が、縦方向中心線Ｏｙと平行に
延びており、図７に示すＭＤと、生理用ナプキン１の縦方向中心線Ｏｙの向きとが平行で
ある。そして、生理用ナプキン１の製造工程において、図７に示すような第１のギヤプレ
スローラ５０と第２のギヤプレスローラ６０とで、波状変形部４５を形成しながら第１の
シート２７を送り出すときに、非変形部４８の延びる方向がＭＤに一致している。そのた
め、第１のシート２７が蛇行するようなことがなく、第１のシート２７を縦方向中心線Ｏ
ｙの方向へ正確に送り出すことができ、第１のシート２７の波状変形部４５の向きと、非
変形部４８の向きを生理用ナプキン１の縦方向に正確に位置合わせできるようになる。
【００５６】
　前記のようにして加工された波状変形部４５では、畝部４６の頂部４６ａと、谷部４７
の底部４７ａにおいて、繊維密度が比較的高いが、畝部４６と谷部４７の側壁部では、ギ
ヤプレスローラの凸部によって不織布を構成している繊維が伸ばされるために繊維密度が
低くなる。よって、波状変形部４５が加工された領域の剛性が、波状変形部を有していな
い同じシートよりも低下するようになる。
【００５７】
　このようにして波状変形部４５が形成された第１のシート２７のリングクラッシュ強度
は、前記波状変形部４５が形成されていない同じシートに対して６０％以下であることが
好ましく、さらに好ましくは５０％以下である。
【００５８】
　ここで、リングクラッシュ強度の測定方法は次の通りである。図３や図４に示す実施の
形態に使用している第１のシートで、ＭＤが１００ｍｍ、ＭＤと直交する方向（ＣＤ）が
２０ｍｍの短冊片を作り、ＭＤに向く端部を重ねしろ２ｍｍとなるように重ねてスティプ
ラーで固定し、高さが２０ｍｍの円筒を形成する。この円筒を島津製作所製のオートグラ
フ圧縮測定装置に設置し、最大荷重５０Ｎ、測定速度１０ｍｍ／ｍｉｎで、円筒を潰す方
向へ加圧し、そのときに測定された最大荷重がリングクラッシュ強度である。
【００５９】
　また、図３と図６（Ａ）に示すように、波状変形部４５を有する第１のシート２７が補
強シート３７上に接合された後方フラップ部２５の嵩回復率は７０～９０％であることが
好ましい。
【００６０】
　嵩回復率は次のように測定される。後方フラップ部２５を、ＭＤ（縦方向中心線Ｏｙと
同じ方向）とＣＤの寸法がそれぞれ２０ｍｍとした試験片を作り、キーエンス製マイクロ
スコープで、４９Ｐａの圧力下での厚みＴａを測定し、次に１４．７ｋＰａの圧力を３時
間与え、圧力を除去した後に５分経過後の厚みをＴｂとしたときに、嵩回復率は（Ｔｂ／
Ｔａ）×１００（％）である。
【００６１】
　次に、前記波状変形部４５を形成した後方フラップ部２５の肌側表面の平面接触率は４
０％以下で１０％以上であることが好ましい。平面接触率の測定方法は次の通りである。
後方フラップ部２５を、ＭＤ（縦方向中心線Ｏｙと同じ方向）とＣＤの寸法をそれぞれ２
０ｍｍとした試験片を作り、図８に示すように畝部４６の頂部にアクリル板ＡＢを設置し
て、１４．７ｋＰａの圧力で５分間加圧し、その後に荷重を除去する。荷重を除去したと
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きの、隣接する畝部の頂部の中心線間のピッチＡａと、アクリル板ＡＢと畝部の接触部の
間隔Ａｂとをキーエンス製マイクロスコープで測定する。平面接触率は（Ａａ－Ａｂ）／
Ａａ×１００（％）である。
【００６２】
　波状変形部４５を形成した第１のシート２７のリングクラッシュ強度が前記の範囲内で
あり、嵩回復率が前記範囲内であり、平面接触率が前記範囲であると、下着の内側に展開
させて身体に密着したときに、後方フラップ部２５が身体の変形に追従して変形しやすく
、また皺や縒れが発生しにくく、さらに身体に違和感を与えにくくなる。
【００６３】
　実施例１として、芯部がポリプロピレンで鞘部がポリエチレンの芯鞘型複合合成樹脂繊
維で目付けが２２ｇ／ｍ２のスパンボンド不織布を製造し、図９に示すギヤプレスローラ
５０，６０で波状変形部を形成した。なお、幅寸法が１ｍｍの非変形部４８をＭＤへ連続
するように形成し、この非変形部４８のＣＤでのピッチを１０ｍｍとした。図９に示すギ
ヤプレスローラ５０，６０は、Ｗａが０．３ｍｍ、Ｗｂが０．７ｍｍ、Ｗｃが１．３６ｍ
ｍ、ギヤの側面の角度θが２３．４３４°であった。
【００６４】
　前記のギヤプレスローラ５０，６０を用いて１０ｍｍ／ｍｉｎの速度で波状変形部４５
と非変形部４８を形成した。このシートのリングクラッシュ強度は、０．０７４４２Ｎで
あり、波状変形部４５と非変形部４８を形成していない前記シートの測定値０．１４９６
Ｎに対して、４９．７％であった。
【００６５】
　また、実施例２として、芯部がポリエステルで鞘部がポリエチレンの芯鞘型複合合成樹
脂繊維で目付けが２０ｇ／ｍ２のスルーエア－不織布を製造して、図９に示すギヤプレス
ローラ５０，６０を用いて実施例１と同様に波状変形部４５と非変形部４８を形成した。
【００６６】
　このシートのリングクラッシュ強度は、０．０３３Ｎであり、波状変形部４５と非変形
部４８を形成していない前記シートの測定値０．０９３６Ｎに対して、３５．３％であっ
た。
【００６７】
　前記実施例１および実施例２を、目付けが２３．５ｇ／ｍ２のポリエチレン樹脂である
第２のシート２６に接着して後方フラップ部と同じ構造のものを製造した。その嵩回復率
は、実施例１が９５％であり、実施例２は９７％であった。平面接触率は、両実施例とも
に２２～２７％の範囲であった。
【００６８】
　前記第２のシート２６（裏面シート１１）は、目付けが１５～４５ｇ／ｍ２程度のポリ
エチレン樹脂シートで製造される。あるいは第２のシート２６が不織布であってもよい。
【００６９】
　前記補強シート３７は、第２のシート２６を補強する機能を発揮し、図６（Ａ）に示す
波状変形部４５を潰す圧力が作用したときに、谷部４７の底部４７ａの間隔が縮まったり
広げられるのを防止して、嵩回復率を維持する機能を発揮する。また、図６（Ｂ）に示す
ように、後方フラップ部２５が曲げられたときに、その後に元の形状に復帰さる復元力を
発揮する。
【００７０】
　補強シート３７は、紙材、不織布で構成することができるが、発泡ウレタンシート、発
泡ポリエチレンシート、合成ゴムシート、伸縮性不織布などのような、弾性復元力に富む
シートを使用することが好ましい。
【００７１】
　その他の構成部材は、一般的な生理用ナプキンと同じ物を使用することができる。液吸
収層１２はパルプと高吸収性ポリマー（ＳＡＰ）などで構成される。表面シート１３は、
液透過性の不織布や液透過孔を有する開孔フィルムで形成される。また、クッション層１
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４はスルーエア－不織布などで形成される。
【００７２】
　図２に示すように、生理用ナプキン１の着衣側表面３では、本体部５に感圧接着剤層７
１が設けられ、それぞれの折返しフラップ部２２と、それぞれの後方フラップ部２５の着
衣側表面にも感圧接着剤層７１が設けられる。
【００７３】
　前記生理用ナプキン１は、本体部５が下着のクロッチ部の内面に前記感圧接着剤層７１
により接着固定され、折返しフラップ部２２が、下着のクロッチ部の側縁で折り返されて
下着の外面に対し、前記感圧接着剤層７１を介して固定される。後方フラップ部２５は下
着の内面で展開され、前記感圧接着剤層７１によって固定される。後方フラップ部２５の
前方縁部４１は、下着の脚開孔部の縁部に沿うようになり前記前方縁部４１が大腿部に挟
まれるようになる。
【００７４】
　前述のように、後方フラップ部２５は縦方向と横方向の双方に柔軟に湾曲変形できるた
めに身体の動きに追従し、またごわごわした剛性を有していないため、身体に違和感を与
えることがなく、大腿部に異物感を与えることもない。また圧縮や曲げに対する回復力を
有するため、皺や縒れを生じにくい。さらに後方フラップ部２５と肌との接触面積を低減
できるため、肌への貼り付きなどが生じにくい。
【００７５】
　なお、本発明は前記実施の形態に限られず種々の変形が可能である。
　例えば、前記波状変形部４５の畝部４６の頂部４６ａと、谷部４７の底部４７ａの延び
る方向は、縦方向中心線Ｏｙの直交線と平行であることが好ましいが、前記直交線に対し
て４５°の範囲以内で傾斜していてもよい。また、非変形部４８は、縦方向中心線Ｏｙと
平行であることが好ましいが、前記縦方向中心線に対して１０°以内の範囲で傾いていて
もよい。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明の生理用ナプキンの実施の形態を示す平面図、
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線の部分断面図、
【図３】第１の実施の形態の後方フラップ部を示す部分平面図、
【図４】第２の実施の形態の後方フラップ部を示す部分平面図、
【図５】後方フラップ部の表面の部分拡大斜視図、
【図６】（Ａ）は、図３のＶＩ－ＶＩ矢視の部分拡大断面図、（Ｂ）は後方フラップ部が
曲げられた状態を示す部分拡大断面図、
【図７】波状変形部と非変形部の加工工程の一例を示す斜視図、
【図８】平面接触率の測定方法を示す断面図、
【図９】ギヤプレスローラの凸部と凹部の形状を示す断面図、
【符号の説明】
【００７７】
１　生理用ナプキン
２　肌側表面
３　着衣側表面
５　本体部
２１　折返しフラップ部
２５　後方フラップ部
２６　第２のシート
２７　第１のシート
３２　補強シート
４１　前方縁部
４５　波状変形部
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４６　畝部
４６ａ　頂部
４７　谷部
４７ａ　底部
４８　非変形部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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