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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液吸収層と、前記液吸収層の肌側表面を覆う液透過性の表面シートと、前記表面シート
と液吸収層とが接合された接合パターンとが設けられている生理用ナプキンにおいて、
　左右両側に位置して縦方向に延びる縦方向接合パターンと、前記縦方向接合パターンを
連結する連結接合パターンとが形成され、前記液吸収層が、加圧ローラ間で加圧され繊維
間がバインダーで接合されて、厚みが１．５～５ｍｍのシート状に形成されており、
　それぞれの前記縦方向接合パターンと前記連結接合パターンとで囲まれた囲み領域が、
前記液吸収層に複数の切込み部が形成された低剛性部であり、前記囲み領域より外側の外
側領域で前記液吸収層に前記切込み部が形成されておらず、
　前記低剛性部は、前記外側領域よりも剛性が低いことを特徴とする生理用ナプキン。
【請求項２】
　前記切込み部は、前記液吸収層を貫通して形成されている請求項１記載の生理用ナプキ
ン。
【請求項３】
　個々の前記切込み部は直線状に形成され、少なくとも２つの切込み部が交叉している請
求項２記載の生理用ナプキン。
【請求項４】
　前記低剛性部と前記表面シートとの間に、前記液吸収層よりも密度の低い繊維層が介在
している請求項１ないし３のいずれか１項に記載の生理用ナプキン。
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【請求項５】
　前記液吸収層は、パルプ繊維がエアーレイド法で積層された積層体が加圧され、バイン
ダーで繊維間が接合されたエアーレイドパルプである請求項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】
　前記液吸収層は、パルプ繊維と熱可塑性の合成樹脂繊維とがエアーレイド法で積層され
た積層体が加圧され、バインダーで繊維間が接合されたエアーレイド不織布である請求項
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７】
　前記液吸収層は、パルプ繊維と熱可塑性の合成樹脂繊維とがエアーレイド法で積層され
た積層体が、加圧加熱されたエアーレイド不織布である請求項１ないし４のいずれか１項
に記載の生理用ナプキン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、身体の形状になじむように変形しやすく、装着感が良好で、且つ装着状態を
外部から識別しずらい生理用ナプキンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　生理中の女性が膣口に当てて装着する生理用ナプキンは、パルプや高吸収性樹脂（ＳＡ
Ｐ）を含む液吸収層と、この液吸収層の肌側表面を覆う液透過性の表面シートとを有して
いる。
【０００３】
　生理用ナプキンを膣口に当てた状態でショーツを穿くと、股間部にショーツの弾性的な
吊り上げ力が作用する。生理用ナプキンが膣口に密着するためには、前記吊り上げ力によ
って生理用ナプキンが女性の股間部の形状に倣うように変形することが望まれる。しかし
、生理用ナプキンは、パルプを主体とした厚い液吸収層を有しているため、股間部の形状
に応じて変形しにくく、肌側表面が膣口に密着しにくい。
【０００４】
　また、生理用ナプキンを股間部に装着しているときには、生理用ナプキンの後方部分が
肛門付近よりもやや後方の臀部の下方に位置する。また、縦方向に長い生理用ナプキンは
、経血の臀部方向への洩れを防止するために使用されるが、この生理用ナプキンを装着す
ると、後端部分が臀部の下方の尾てい骨付近に位置する。このように、生理用ナプキンの
後端部分が臀部の下方に位置している状態でショーツを穿いたときに、液吸収層が厚いも
のであって、且つショーツの吊り上げ力によって臀部の溝に沿うように変形しにくいもの
であると、タイトなパンツなどを穿いたときに、外部から生理用ナプキンの後端部分の存
在が認識されやすいという問題がある。
【０００５】
　生理用ナプキンの液吸収層が変形しやすく、股間部や臀部の溝に倣うように変形しやす
くした従来例として以下の特許文献に記載のものがある。
【０００６】
　まず、特許文献１などに記載のものは、縦長の生理用ナプキンの後方部分において、液
吸収層に縦方向に延びる圧縮溝が形成されている。この発明は、ショーツの吊り上げ力が
前記圧縮溝の部分に作用したときに、液吸収層が前記圧縮溝の部分で変形して液吸収層が
臀部の溝に倣うように変形しやすくなるというものである。
【０００７】
　次に、特許文献２に記載の生理用ナプキンは、液吸収層に複数のスリット状の切込線が
形成されて、液吸収層が変形しやすくなっている。その結果、生理用ナプキンが体型に対
応するように変形しやすくなり、またゴワゴワすることなく違和感を与えることが少ない
というものである。
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【０００８】
　また、特許文献３にも、液吸収層に多数の貫通穴が形成されて、液吸収層が柔軟性を有
する生理用ナプキンが開示されている。
【特許文献１】特開平１０－３２８２３３号公報
【特許文献２】実開平４－５１９３０号公報
【特許文献３】特開２００２－３５０３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、特許文献１に記載のように、液吸収層に圧縮溝を形成した生理用ナプキンでは
、圧縮溝において液吸収層の密度が高くなっているため、圧縮溝が臀部の溝に押し付けら
れたときに身体が違和感を受けやすい。
【００１０】
　また、特許文献２または特許文献３に記載の生理用ナプキンは、液吸収層の全域にスリ
ット状の切込線または貫通穴が形成されているため、液吸収層全体の引っ張り強度が弱く
、股間部に装着した状態で体を動かしたときなどに、液吸収層に切込線や貫通穴をきっか
けとした亀裂などが生じやすい。
【００１１】
　また、それぞれの特許文献に記載されたものは、いずれも液吸収層がパルプの積層体で
形成されて、液吸収層が厚いため、股間部や臀部の溝に沿うように変形できたとしても、
タイトなパンツなどを着用したときに、外部から目立ちやすい。
【００１２】
　本発明は上記従来の課題を解決するものであり、身体の形状に倣って変形しやすく、且
つ液吸収層に亀裂などが生じにくく、またパンツなどを着用した状態で外部から目立ちに
く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】
【００１３】
　本発明は、液吸収層と、前記液吸収層の肌側表面を覆う液透過性の表面シートと、前記
表面シートと液吸収層とが接合された接合パターンとが設けられている生理用ナプキンに
おいて、
　左右両側に位置して縦方向に延びる縦方向接合パターンと、前記縦方向接合パターンを
連結する連結接合パターンとが形成され、前記液吸収層が、加圧ローラ間で加圧され繊維
間がバインダーで接合されて、厚みが１．５～５ｍｍのシート状に形成されており、
　それぞれの前記縦方向接合パターンと前記連結接合パターンとで囲まれた囲み領域が、
前記液吸収層に複数の切込み部が形成された低剛性部であり、前記囲み領域より外側の外
側領域で前記液吸収層に前記切込み部が形成されておらず、
　前記低剛性部は、前記外側領域よりも剛性が低いことを特徴とするものである。
【００１４】
　本発明の生理用ナプキンは、縦方向接合パターンの間に位置している液吸収層に低剛性
部が設けられているため、縦方向接合パターンで挟まれた部分が、ショーツの吊り上げ力
によって女性の股間部または臀部の溝に倣うように変形できるようになる。よって、生理
用ナプキンの肌側表面が膣口に密着しやすく、またタイトなパンツなどを着用したときに
、生理用ナプキンを着用している状態を外部から認識されにくくなる。
【００１５】
　さらに、低剛性部の左右両側に位置する縦方向接合パターンに表面シートが接合され、
この表面シートで縦方向接合パターンどうしが連結されているため、外力によって、低剛
性部の液吸収層が左右に伸びるなどの変形を生じにくくなる。
【００１７】
　本発明では、前記切込み部は、前記液吸収層を貫通して形成されているものであり、あ
るいは液吸収層の厚みの途中部分まで切込まれているものである。
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【００１８】
　好ましくは、個々の前記切込み部は直線状に形成され、少なくとも２つの切込み部が交
叉しているものである。
【００１９】
　個々の切込み部が少なくとも２方向へ延びていると、液吸収層が他方向へ向けて軟質に
曲がるようになる。
【００２１】
　さらに、本発明は、前記低剛性部と前記表面シートとの間に、前記液吸収層よりも密度
の低い繊維層が介在しているものとすることができる。
【００２２】
　低剛性部の上に低密度の繊維層が形成されていると、低剛性部において液吸収層の曲が
りやすさを損なうことなく、肌への接触が軟質になる。さらに液吸収層と前記繊維層とで
液吸収容量を多く確保することも可能である。
【００２３】
　また、本発明では、好ましくは前記液吸収層がエアーレイドパルプで形成されている。
または、前記液吸収層は、パルプ繊維を含む繊維の積層体を圧縮して形成したものである
。
【００２４】
　エアーレイドパルプで形成された液吸収層、また繊維を圧縮した液吸収層に前記低剛性
部を形成することによって、全体が柔軟になる。また、液吸収層全体を薄くでき、着用状
態をパンツなどの外から認識されにくくなる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明は、生理用ナプキンの液吸収層を、身体に倣うように変形しやすくでき、また薄
くすることも可能であり、タイトなパンツなどを穿いた状態で、生理用ナプキンを装着し
ている状態を外部から認識されにくくなる。また、液吸収層の低剛性部は、その両側に位
置する縦方向接合パターンに固定された表面シートで覆われて、低剛性部が表面シートで
補強された構造であるため、液吸収層が左右両側に伸びて前記低剛性部の部分で液吸収層
が過剰に変形するのを防止でき、液吸収層の強度を保てるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　図１は本発明の実施の形態の生理用ナプキンを、肌側表面を手前側に向けて示す平面図
、図２は図１のＩＩ－ＩＩ線で切断した断面図である。
【００２７】
　この生理用ナプキン１の平面形状は、右前方側縁部２ａと左前方側縁部２ｂと、右後方
側縁部３ａと左後方側縁部３ｂを有している。右側部では、前記右前方側縁部２ａと右後
方側縁部３ａとの間に、右折り返しフラップ部４ａが突出し、左側部では、左前方側縁部
２ｂと左後方側縁部３ｂとの間に、左折り返しフラップ部４ｂが突出している。さらに前
方に前縁部５を有し、後方に後縁部６を有している。
【００２８】
　生理用ナプキン１を左右に二分する縦方向中心線をＯｙとする。図１に示す横方向基準
線Ｏｘは、左右の縦方向接合パターン１５ａ，１５ｂの間隔が最も狭くなる位置を横方向
に通過する線であり、前記縦方向中心線Ｏｙと横方向基準線Ｏｘとの交点付近が、膣口の
中心部に当てる目安となる。図１に示す実施の形態では、横方向基準線Ｏｘが右折り返し
フラップ部４ａおよび左折り返しフラップ部４ｂを前後に二分しており、生理用ナプキン
１は、前記横方向基準線Ｏｘに対して前後に対称形状である。
【００２９】
　図２にも示すように、生理用ナプキン１は、ショーツの内面に向く着衣側表面９と、身
体に向けられる肌側表面７を有している。
【００３０】
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　前記着衣側表面９には、液遮断性の裏面シート１１が現れている。この裏面シート１１
は、生理用ナプキン１の平面形状と同じ形状で且つ同じ大きさである。肌側表面７には、
液透過性の表面シート１２が現れ、左右両側には液遮断性の側部シート１３，１３が配置
されている。右側に位置する側部シート１３の内縁部１３ａと、左側に位置する側部シー
ト１３の内縁部１３ａと挟まれた部分が液吸収領域８であり、この液吸収領域８に前記表
面シート１２が現れている。
【００３１】
　そして、主に前記液吸収領域８では、前記裏面シート１１と前記表面シート１２との間
に液吸収層１４が介在して設けられている。図１に示すように、前記液吸収層１４は、縦
方向に延びる右側縁部１４ａと左側縁部１４ｂ、前方に向く前縁部１４ｃおよび方向に向
く後縁部１４ｄを有している。なお、前記両側部シート１３，１３の一部も前記液吸収層
１４の上に位置し、内縁部１３ａ，１３ａは前記右側縁部１４ａおよび左側縁部１４ｂよ
りもやや内側（縦方向中心円Ｏｙに近い位置）に存在している。
【００３２】
　前記液吸収領域８では、前記表面シート１２と液吸収層１４とを一緒に加圧し溶着して
接合した接合パターンが形成されている。
【００３３】
　接合パターンは、縦方向中心線Ｏｙから右側に距離を開けた位置で縦方向に延びる右縦
方向接合パターン１５ａと、縦方向中心線Ｏｙから左側に距離を開けた位置で縦方向に延
びる左縦方向接合パターン１５ｂと、前縁部５に接近した位置で、横方向に延びる前方連
結接合パターン１５ｃと、後縁部６に接近した位置で横方向に延びる後方連結接合パター
ン１５ｄを有している。そして、前述のように前記横方向基準線Ｏｘの位置で、右縦方向
接合パターン１５ａと左縦方向接合パターン１５ｂとの左右方向の間隔が最も狭くなって
いる。
【００３４】
　前記各接合パターン１５ａ，１５ｂ，１５ｃ，および１５ｄは、互いに連結されており
、生理用ナプキン１の肌側表面７では、前記各接合パターン１５ａ，１５ｂ，１５ｃ，１
５ｄで囲まれた縦長の囲み領域１６が形成されている。
【００３５】
　前記各接合パターン１５ａ，１５ｂ，１５ｃ，および１５ｄでは、表面シート１２と液
吸収層１４とが着衣側表面９に向けて一緒に加圧され且つ加熱されており、表面シート１
２に含まれる熱可塑性繊維が溶融して、表面シート１２と液吸収層１４とが接合され固定
されている。各接合パターン１５ａ，１５ｂ，１５ｃ，および１５ｄでは、表面シート１
２と液吸収層１４とが高密度に圧縮された高密度圧縮部と、表面シート１２と液吸収層１
４とが圧縮されて密度が高められているが前記高密度圧縮部よりも密度の低い中密度圧縮
部とが交互に形成されている。そして、各接合パターン１５ａ，１５ｂ，１５ｃ，および
１５ｄでは、肌側表面７から着衣側表面９に向けて窪む溝が形成されている。
【００３６】
　前記液吸収層１４は、いわゆるエアーレイドパルプまたはエアーレイド不織布と称され
るものであり、パルプ繊維のみで形成され、または、パルプ繊維と、ポリエチレン（ＰＥ
）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）などの熱可塑性の
合成樹脂繊維とで形成されている。前記繊維がエアーレイド法で積層された後に、加圧ロ
ーラ間で加圧されてシート状に形成され、繊維間が例えばアクリル系などのバインダーで
接合されている。また前記繊維間に高吸収性樹脂（ＳＡＰ）を含ませることができる。あ
るいは、前記バインダーを含まず、エアーレイド法で積層された積層体を加圧し且つ加熱
して、前記合成樹脂繊維を溶融させて繊維間を溶着させたものであってもよい。
【００３７】
　前記液吸収層１４は、目付けが７０～３００ｇ／ｍ２の範囲であり、パルプが３０～１
００質量％の範囲で含まれ、合成樹脂繊維が０～３０質量％の範囲で含まれている。液吸
収層１４の密度は０．０５～０．２ｇ／ｃｍ３の範囲である。またＳＡＰを０～２０質量
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％の範囲で含ませることもできる。
【００３８】
　そして、前記囲み領域１６では、エアーレイドパルプまたはエアーレイド不織布で形成
された前記液吸収層１４に、多数の切込み部１７が形成されている。本明細書での「切込
み部」とは、液吸収層１４を構成する繊維を切断して形成したものであり、液吸収層を局
部的に圧縮するエンボス加工とは異なるものである。切込み部１７は、液吸収層１４のい
ずれかの表面から少なくともその厚みの途中まで繊維を切断したものであってもよいし、
液吸収層１４の一方の表面から他方の表面にかけて貫通して形成されたものであってもよ
い。図１の実施の形態では、前記囲み領域１６内の全域に前記切込み部１７が形成され、
囲み領域１６で囲まれた液吸収層１４の部分の全体が低剛性部１４ｅとなっている。
【００３９】
　図１に示す実施の形態では、短い直線状（スリット状）の切込み部１７が互いに交叉し
たもので、この交叉した切込み部１７が複数組設けられ規則的に配列している。短い直線
状の切込み部１７はほぼ９０度の角度で交叉し、それぞれの切込み部１７は、縦方向中心
線Ｏｙおよび横方向基準線Ｏｘの双方に対して４５度の角度を有する向きに形成されてい
る。また、この実施の形態では、切込み部１７が、各接合パターン１５ａ，１５ｂ，１５
ｃ，１５ｄで囲まれた囲み領域１６内にのみ形成されており、前記囲み領域１６よりも外
側には前記切込み部１７が形成されていない。
【００４０】
　また、前記液吸収層１４の低剛性部１４ｅの厚み寸法は、０．５～１０ｍｍであり、好
ましくは１～７ｍｍ、さらに好ましくは１．５～５ｍｍである。また、液吸収層１４の低
剛性部１４ｅが占める縦方向の長さ寸法の割合と、低剛性部１４ｅが液吸収層１４に占め
る面積の割合の少なくとも一方が、３０％以上であることが好ましい。低剛性部１４ｅの
厚みが前記範囲で、且つその占める範囲が前記範囲内であると、低剛性部１４ｅが女性の
股間部の形状、さらには臀部の溝の形状に倣うように変形しやすくなる。
【００４１】
　また、後に述べる本発明の実施の形態の変形例および参考例での低剛性部１４ｅ，５４
ｅ、および参考例およびその変形例での低剛性部１４ｆ，５４ｆにおいても、特に記載し
ない限り、厚み寸法などの好ましい範囲は、前記本発明の実施の形態と同じである。
【００４２】
　表面シート１２は液透過性であり、液透過性の不織布、多数の液透過孔が形成された不
織布、多数の液透過孔が形成された樹脂フィルムのいずれかの組み合わせにより形成され
ている。例えば、前記表面シート１２は、芯部がポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）
で、鞘部がポリエチレン（ＰＥ）の芯鞘型複合合成繊維を熱風で熱溶着させたスルーエア
ー不織布で形成される。スルーエアー不織布の目付けは１５～３５ｇ／ｍ２程度である。
【００４３】
　裏面シート１１は、液遮断性であり、例えば低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）で形成さ
れており、好ましい目付けは１５～３５ｇ／ｍ２程度である。側部シート１３は、不織布
、樹脂フィルムなどであり、液遮断性または撥水性のものが使用される。例えば、スルー
エアー不織布、スパンボンド不織布などが使用される。
【００４４】
　この生理用ナプキン１を着用するときには、肌側表面７における縦方向中心線Ｏｙと横
方向基準線Ｏｘとの交点付近が膣口に対向するように位置を決めて、着衣側表面９におい
て裏面シート１１の表面に設けられた感圧接着剤層を介してショーツのクロッチ部の内側
に接着固定する。また、右折り返しフラップ部４ａと左折り返しフラップ部４ｂを、ショ
ーツのクロッチ部の縁部を巻き込むようにしてショーツの外面に折り返し、折り返しフラ
ップ部４ａ，４ｂの着衣側表面に設けられた感圧接着剤層をショーツの外面に接着する。
【００４５】
　ショーツを穿くと、ショーツの吊り上げ力がショーツのクロッチ部に作用する。ショー
ツの後身頃の中央部に縦方向に延びる弾性紐などが設けられている場合には、この弾性紐
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の吊り上げ力により、生理用ナプキン１には縦方向中心線Ｏｙに沿って身体に向けての押
し付け力が作用する。
【００４６】
　生理用ナプキン１の囲み領域１６は、縦方向中心線Ｏｙに沿って縦方向に延びており、
この囲み領域１６内には、液吸収層１４の前記低剛性部１４ｅが存在している。そのため
、この低剛性部１４ｅが、縦方向中心線Ｏｙに沿って持ち上がるように変形し、横方向に
延びる面で切断した断面で見たときに、縦方向中心線Ｏｙが上に突出するように逆Ｖ字形
状に変形する。そのため、囲み領域１６の肌側表面が膣口に密着しやすくなる。
【００４７】
　また、エアーレイドパルプで形成された液吸収層１４は、厚み寸法が０．５～１０ｍｍ
、好ましくは１～７ｍｍ、さらに好ましくは１．５～５ｍｍと薄いものとなっており、さ
らに、生理用ナプキン１の後方部分は、ショーツの吊り上げ力を受けて、前記低剛性部１
４ｅと共に臀部の溝内に密着するように変形しやすい。その結果、生理用ナプキン１の後
縁部６が臀部の下方に位置している装着状態において、タイトなパンツなど穿いたとして
も、生理用ナプキン１の存在が外部から認識しずらい。
【００４８】
　膣口から排泄される経血は、主に囲み領域１６に与えられる。この経血は、表面シート
１２を透過して、主に液吸収層１４の低剛性部１４において吸収される。また低剛性部１
４内において周囲に拡散しようとする経血は、各接合パターン１５ａ，１５ｂ，１５ｃ，
１５ｄの部分で止められ、さらに囲み領域１６の外部に拡散するのを防止できる。
【００４９】
　低剛性部１４ｅには、多数の切込み部１７が形成されている。しかし、液吸収層１４そ
のものはバインダーなどでパルプ繊維が接合されたいわゆるエアーレイドパルプあるいは
パルプ繊維と合成樹脂繊維を含むエアーレイド不織布で形成されているため、多数の切込
み部１７が形成されていても、左右方向への引っ張り強度が極端に低下することがない。
【００５０】
　さらに、低剛性部１４ｅの肌側表面を覆う表面シート１２が、左右において右縦方向接
合パターン１５ａおよび左縦方向接合パターン１５ａの部分で液吸収層１４に接合されて
おり、さらに右縦方向接合パターン１５ａと左縦方向接合パターン１５ｂは、前方連結接
合パターン１５ｃと後方連結接合パターン１５ｄとで互いに連結されている。よって、右
縦方向接合パターン１５ａと左縦方向接合パターン１５ｂを左右方向へ離す力が作用して
も、それぞれの接合パターンに接合された表面シート１２によって、低剛性部１７ｅが左
右に引っ張られるのを規制することができる。
【００５１】
　そのため、左右方向への引っ張り力が作用しても、個々の切込み部１７が左右に拡大す
るのを防止でき、低剛性部１４ｅに切込み部１７の部分をきっかけとして亀裂が発生した
り、さらには切込み部１７の拡大により、液吸収能力が低下するのを防止できるようにな
る。
【００５２】
　以下に示す本発明の実施の形態の変形例および参考例、さらに参考例およびその変形例
において、生理用ナプキン１と同じ構造の部分は生理用ナプキン１と同じ符号を付して詳
しい説明は省略する。
【００５３】
　図３ないし図９は、前記本発明の実施の形態のさらなる変形例、および参考例を示して
いる。
　図３は、変形例である生理用ナプキン２１の平面図、図４は図３をＩＶ－ＩＶ線で切断
した横断面図である。
【００５４】
　図３と図４に示す生理用ナプキン２１は、図１に示す生理用ナプキン１と平面形状が同
じである。
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【００５５】
　図３と図４に示す生理用ナプキン２１は、肌側表面７に現れる右縦方向接合パターン１
５ａ、左縦方向接合パターン１５ｂ、前方連結接合パターン１５ｃおよび後方連結接合パ
ターン１５ｄとで囲まれた囲み領域１６において、液吸収層１４は、多数の切込み部１７
を有する低剛性部１４ｅとなっている。
【００５６】
　さらに、前記囲み領域１６内において、前方に前方内側連結接合パターン１５ｅが形成
され、後方に後方内側連結接合パターン１５ｆが形成されている。前方内側連結接合パタ
ーン１５ｅおよび後方内側連結接合パターン１５ｆは、右縦方向接合パターン１５ａと左
縦方向接合パターン１５ｂとを連結している。
【００５７】
　前記生理用ナプキン１と同様に、前記液吸収層１４は、エアーレイドパルプまたはエア
ーレイド不織布で形成されている。そして、右縦方向接合パターン１５ａ、左縦方向接合
パターン１５ｂ、前方内側連結接合パターン１５ｅおよび後方内側連結接合パターン１５
ｆとで囲まれた中央領域１６ａでは、図４に示すように、液吸収層１４の低剛性部１４ｅ
と表面シート１２との間に、吸収繊維層２２が介在している。
【００５８】
　前記吸収繊維層２２は、エアーレイドパルプまたはエアーレイド不織布で形成された前
記液吸収層１４よりも低密度であり、且つそれ自体が液を吸収して保持する能力を有して
いる。例えば、前記吸収繊維層２２は、パルプ繊維で形成され、またはパルプ繊維と高吸
収性樹脂（ＳＡＰ）とが混合されて形成されている。または前記パルプ繊維などの天然繊
維と共に合成樹脂繊維が含まれていてもよい。この吸収繊維層２２では、繊維どうしがバ
インダーで接着されておらず且つ熱溶着によっても接着されておらず、液吸収層１４より
も曲げ剛性が低くなっている。この吸収繊維層２２の密度は、０．０２～０．１５ｇ／ｃ
ｍ３の範囲内である。また、目付けは、例えば２００～８００ｇ／ｍ２程度である。
【００５９】
　前記吸収繊維層２２は、ティッシュペーパなどの親水性の紙材２３で包まれた状態で、
液吸収層１４と表面シート１２との間に設けられている。
【００６０】
　この生理用ナプキン２１では、多数の切込み部１７が形成された低剛性部１４ｅの上に
、低密度の吸収繊維層２２が存在しているために、切込み部１７を有する低剛性部１４ｅ
と吸収繊維層２２との双方で液吸収容量を十分に確保できる。しかも吸収繊維層２２は、
低密度で軟質であるため、低剛性部１４ｅの変形に追従して断面が逆Ｖ字形状に変形しや
すくなる。
【００６１】
　この生理用ナプキン２１では、膣口に対向する中央領域１６ａが、前記のように液吸収
層１４と吸収繊維層２２とで十分な液吸収容量を発揮できる。ただし、右縦方向接合パタ
ーン１５ａ、左縦方向接合パターン１５ｂ、後方連結接合パターン１５ｄおよび後方内側
連結接合パターン１５ｆとで囲まれた後方領域１６ｂは、吸収繊維層２２が設けられてお
らず、液吸収層１４の低剛性部１４ｅのみで形成されている。そのため、後方領域１６ｂ
は薄く構成され、この部分が肛門部分やその後方において臀部の溝内に入り込むように変
形しやすいため、タイトなパンツなどを着用したとしても、外部から生理用ナプキン１の
着用状態を目視で認識しにくくなる。
【００６２】
　このように、エアーレイドパルプやエアーレイド不織布などの液吸収層１４に切込み部
１７を形成した低剛性部分は、少なくとも生理用ナプキンの後方において、両側の縦方向
接合パターンおよび両縦方向接合パターンを連結する連結接合パターンによって少なくと
も３方向が囲まれた領域に形成されていることが好ましい。
【００６３】
　図５に示す生理用ナプキン３１は、前記の観点から構成された変形例である。
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【００６４】
　図５に示す生理用ナプキン３１は、外形が図３に示す生理用ナプキン２１と同じであり
、且つ生理用ナプキン２１と同様に、右縦方向接合パターン１５ａ、左縦方向接合パター
ン１５ｂ、前方連結接合パターン１５ｃ、後方連結接合パターン１５ｄ、前方内側連結接
合パターン１５ｅおよび後方内側連結接合パターン１５ｆを有している。
【００６５】
　そして、右縦方向接合パターン１５ａ、左縦方向接合パターン１５ｂ、前方連結接合パ
ターン１５ｃ、前方内側連結接合パターン１５ｅで囲まれている前方領域１６ｃ、および
右縦方向接合パターン１５ａ、左縦方向接合パターン１５ｂ、後方連結接合パターン１５
ｄ、および後方内側連結接合パターン１５ｆで囲まれている後方領域１６ｂにおいて、エ
アーレイドパルプやエアーレイド不織布で形成された液吸収層１４が、多数の切込み部１
７を有する低剛性部１４ｅとなっている。
【００６６】
　また、右縦方向接合パターン１５ａ、左縦方向接合パターン１５ｂ、前方連結接合パタ
ーン１５ｃ、後方連結接合パターン１５ｄで囲まれた中央領域１６ａには、切込み部１７
が形成されておらず、この中央領域は、エアーレイドパルプやエアーレイド不織布などで
形成された液吸収層１４のみで形成され、あるいは液吸収層１４と吸収繊維層２２とで形
成されている。
【００６７】
　この生理用ナプキン３１は、前記前方領域１６ｃと後方領域１６ｂに液吸収層１４の低
剛性部１４ｅが位置し、前方領域１６ｃと後方領域１６ｂが薄型で曲げ剛性が低くなって
いる。そのため、生理用ナプキン３１の前方部分が股間部の形状に倣いやすく、後方部分
が臀部の溝に倣いやすいため、パンツの外側から生理用ナプキン３１の着用状態を視認し
にくくなる。
【００６８】
　図６に参考例として示す生理用ナプキン４１は、平面図での外形状が、図１に示す生理
用ナプキン１と同じであり、且つ液吸収層１４の厚みや大きさも生理用ナプキン１と同じ
である。
【００６９】
　図６に示す生理用ナプキン４１では、接合パターンとして、縦方向中心線Ｏｙから右方
向へ間隔を空けた位置に形成された右縦方向接合パターン４５ａと、縦方向中心線Ｏｙか
ら左方向へ間隔を空けた位置に形成された左縦方向接合パターン４５ｂが形成されている
。前方において右縦方向接合パターン４５ａと左縦方向接合パターン４５ｂとを連結する
前方連結接合パターン４５ｃが形成され、前記前方連結接合パターン４５ｃよりも前方に
は、右縦方向接合パターン４５ａと左縦方向接合パターン４５ｂのそれぞれから延長され
た前方延長接合パターン４５ｅ，４５ｅが左右方向に間隔を空けて形成されている。
【００７０】
　後方においては、右縦方向接合パターン４５ａと左縦方向接合パターン４５ｂとを連結
する後方連結接合パターン４５ｄが形成され、この後方連結接合パターン４５ｄよりも後
方には、右縦方向接合パターン４５ａと左縦方向接合パターン４５ｂのそれぞれから延長
された後方延長接合パターン４５ｆ，４５ｆが左右方向に間隔を空けて形成されている。
【００７１】
　そして、前方連結接合パターン４５ｃと、前方延長接合パターン４５ｅ，４５ｅとで３
方が囲まれた前方領域４６に、エアーレイドパルプの液吸収層１４に多数の切込み部１７
が形成された低剛性部１４ｅが設けられている。また、後方連結接合パターン４５ｄと、
後方延長接合パターン４５ｆ，４５ｆとで３方が囲まれた後方領域４７に、液吸収層１４
に多数の切込み部１７が形成された低剛性部１４ｅが設けられている。
【００７２】
　この生理用ナプキン４１も、前方領域４６と後方領域４７に薄い低剛性部１４ｅが位置
しているため、この部分が身体の形状に倣って変形しやすい。また、前方領域４６と後方
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領域４７は、３方が接合パターンで囲まれているため、低剛性部１４ｅが左右に伸びにく
く、切込み部１７の部分が左右に開いたり、切込み部１７をきっかけとして液吸収層１４
に亀裂が入ることなどを防止できるようになる。
【００７３】
　図７と図８に示す生理用ナプキン５１は、縦方向の寸法が長いものであり、生理用ナプ
キン５１の肌側表面の膣口の中心に当てる際の目安となる横方向基準線Ｏｘから前縁部５
５までの長さ寸法よりも、横方向基準線Ｏｘから後縁部５６までの長さ寸法の方が長い。
【００７４】
　この生理用ナプキン５１を装着するときには、縦方向中心線Ｏｙと横方向基準線Ｏｘと
の交点付近が膣口に対向するように位置が決められるが、この状態で装着したときに、後
縁部５６は、尾てい骨付近に位置する。この生理用ナプキン５１の縦方向の寸法は、例え
ば２００～４５０ｍｍ程度である。
【００７５】
　生理用ナプキン５１の平面形状は、前方右側縁部５２ａと前方左側縁部５２ｂとを有し
、それよりも後方に右折り返しフラップ部５８ａと左折り返しフラップ部５８ｂを有して
いる。さらに後方の後方右側縁部５３ａと後方左側縁部５３ｂが、左右両側に膨らむよう
にして突出しており、この部分に後方フラップ部５７，５７が形成されている。
【００７６】
　図８に示すように、着衣側表面９には、生理用ナプキン５１の全体形状と同一寸法で同
一面積を有する裏面シート１１が設けられ、肌側表面７には液透過性の表面シート１２が
現れており、裏面シート１１と表面シート１２との間に、エアーレイドパルプまたはエア
ーレイド不織布で形成された液吸収層５４が設けられている。この液吸収層５４は、右側
縁部５４ａと左側縁部５４ｂおよび前縁部５４ｃと後縁部５４ｄを有している。
【００７７】
　図７に示すように、肌側表面７に現れる接合パターンは、右縦方向接合パターン１１５
ａ、左縦方向接合パターン１１５ｂ、前方連結接合パターン１１５ｃ、後方連結接合パタ
ーン１１５ｄを有しており、各接合パターン１１５ａ，１１５ｂ，１１５ｃ，１１５ｄが
互いに連結されて、これら接合パターンで囲まれた囲み領域１１６が形成されている。
【００７８】
　また、右縦方向接合パターン１１５ａの右外側には、縦方向に延びる右外側接合パター
ン１１７ａが形成され、左縦方向接合パターン１１５ｂの左外側には、縦方向に延びる左
外側接合パターン１１７ｂが形成されている。前記横方向基準線Ｏｘにおいて、右縦方向
接合パターン１１５ａと左縦方向接合パターン１１５ｂとの間隔が最も狭くなっており、
また横方向基準線Ｏｘにおいて、右外側接合パターン１１７ａと左外側接合パターン１１
７ｂとの間隔が最も狭くなっている。
【００７９】
　さらに、後方フラップ部５７，５７の内側領域では、前記右縦方向接合パターン１１５
ａの右外側に、右後方接合パターン１１８ａが形成され、左縦方向接合パターン１５ｂの
左外側に、左後方接合パターン１１８ｂが形成されている。そして、後方連結接合パター
ン１１５ｄよりも後方には、前記右後方接合パターン１１８ａと左後方接合パターン１１
８ｂを連結する外側後方連結接合パターン１１９が形成されている。
【００８０】
　そして、前記液吸収層５４では、前記囲み領域１１６の後方領域１１６ｂ、すなわち囲
み領域１１６のうちの折り返しフラップ部５８ａ，５８ｂよりも後方部分に、複数の切込
み部１７ａが形成されて、この部分の液吸収層５４が低剛性部５４ｅとなっている。個々
の切込み部１７ａは短い直線状で互いに直交するように形成されており、直交する切込み
部１７ａの組が複数組設けられ規則的に配列している。個々の切込み部１７ａは縦方向お
よび横方向に延びている。また、図８に示すように、囲み領域１１６内では、液吸収層５
４と表面シート１２との間に、図１に示す生理用ナプキン１と同様に、親水性の紙材で包
まれた吸収繊維層２２が設けられている。
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【００８１】
　図８に示すように、生理用ナプキン５１の肌側表面７の左右両側部には、縦方向中心線
Ｏｙから左右に間隔を開けた位置に、側部シート１１３，１１３が設けられている。この
側部シート１１３，１１３は、前記裏面シート１１に重ねられて接合されているとともに
、その一部が液吸収層５４の表面まで延びている。
【００８２】
　前記側部シート１１３，１１３が２つに折りたたまれて防漏壁１１１，１１１が形成さ
れており、この防漏壁１１１，１１１の表面シート１２から離れている頂部に、縦方向に
弾性収縮力を発揮する弾性部材１１２が設けられている。前記防漏壁１１１は、図７に示
す前方起端１１１ａと後方起端１１１ｂとの間においてのみ、前記頂部が表面シート１２
から離れることができるようになっている。
【００８３】
　前記弾性部材１１２の弾性収縮力が前記前方起端１１１ａと後方起端１１１ｂとを接近
させるように作用する結果、前方起端１１１ａと後方起端１１１ｂとの間で、生理用ナプ
キン５１は肌側表面７が窪むように変形し、その結果、弾性部材１１２が設けられている
頂部が、表面シート１２から上方へ離れ、防漏壁１１１，１１１が生理用ナプキン５１の
肌側表面７から立ち上がる。
【００８４】
　この生理用ナプキン５１は、縦方向中心線Ｏｙと横方向基準線Ｏｘとの交点付近、すな
わち、右縦方向接合パターン１１５ａと左縦方向接合パターン１１５ｂとの間隔が最も狭
くなる部分が、膣口に対向するようにしてショーツのクロッチ部の内側に装着され、裏面
シート１１の表面に設けられた感圧接着剤層によってショーツのクロッチ部の内面に接着
固定される。また、右折り返しフラップ部５８ａと左折り返しフラップ部５８ｂが、ショ
ーツのクロッチ部の縁部を介してショーツの外面に折り返されて感圧接着剤層により接着
固定される。
【００８５】
　縦方向中心線Ｏｙと横方向基準線Ｏｘとの交点付近が膣口に対向した状態で、囲み領域
１１６の後方領域１１６ｂ分が、肛門付近からさらに臀部の溝に対向する。さらに後縁部
５６が、尾てい骨付近に対向する。
【００８６】
　前記囲み領域１１６の後方領域１１６ｂは、液吸収層５４に多数の切込み部１７ａが形
成された低剛性部５４ｅとなっている。よって、ショーツの吊り上げ力によって、前記低
剛性部５４ｅが身体に向けて逆Ｖ字状に変形しやすくなり、この部分が肛門付近およびそ
れよりも後方の臀部の溝内に入り込むように変形できる。また前記低剛性部５４ｆには、
吸収繊維層２２が重ねられているので、経血の吸収容量を大きくできる。
【００８７】
　また、囲み領域１１６よりも後方、すなわち後方連結接合パターン１１５ｄを越えた後
方部分には、エアーレイドパルプまたはエアーレイド不織布で形成された薄い液吸収層５
４が延び、この部分には吸収繊維層２２が設けられていない。この後方部分に位置する液
吸収層５４は、囲み部１１６内の前記低剛性部５４ｅの変形に追随して同様に肌側に向け
て逆Ｖ字形状に変形しやすくなるため、この後方部分が臀部の溝内に入りやすくなり、タ
イトなパンツを着用したような場合に、外部から生理用ナプキン５１を着用していること
を認識しにくくなる。
【００８８】
　また、図７に示す前方起端１１１ａと後方起端１１１ｂとの間には、防漏壁１１１に設
けられた弾性部材１１２の弾性収縮力が作用し、その結果、生理用ナプキン６１は、肌側
表面７が窪むように変形する。前記弾性部材１１２による弾性収縮力が作用する部分であ
る前方起端１１１ａと後方起端１１１ｂとで挟まれた部分およびその近傍の領域（右外側
接合パターン１１７ａおよび左外側接合パターン１１７ｂよりも左右両外側の領域）では
、液吸収層５４に切込み部１７ａが形成されていないため、弾性部材１１２の弾性収縮力
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によって前記領域において液吸収層５４が撚れたり不用意に変形するのを防止しやすい。
【００８９】
　図９に参考例として示す生理用ナプキン６１は、基本的構造が図７に示す生理用ナプキ
ン５１と同じである。
【００９０】
　囲み領域１１６の後方領域１１６ｂには、液吸収層５４に切込み部１７ａが形成された
低剛性部５４ｅが位置している。さらに、右縦方向接合パターン１１５ａ、左縦方向接合
パターン１１５ｂ、および後方連結接合パターン１１５ｄの外側で、且つ右後方接合パタ
ーン１１８ａ、左後方接合パターン１１８ｂおよび向外側後方連結接合パターン１１９の
内側に位置する第２の後方領域１２１にも、液吸収層５４に切込み部１７ａが形成されて
いる。しかし、第２の後方領域１２１に形成された切込み部１７ａの配置密度は、前記囲
み領域１１６内の後方領域１１６ｂでの切込み部１７ａの配置密度よりも低い。よって、
囲み領域１１６の後方領域１１６ｂでの液吸収層５４の剛性よりも、第２の後方領域１２
１における液吸収層５４の剛性の方が高くなっている。
【００９１】
　さらに、右後方接合パターン１１８ａと左後方接合パターン１１８ｂ、および外側後方
連結接合パターン１１９の外側で、且つ液吸収層５４の後縁部５４ｄよりも前方の領域で
ある第３の後方領域１２２には、液吸収層５４に、直線スリット状の切込み部１７ｂが形
成されている。この切込み部１７ｂは、縦方向中心線Ｏｙの延びる方向に対して斜めに形
成されている。前記第３の後方領域１２２での切込み部１７ｂの配置密度は、第２の後方
領域１２１での前記切込み部１７ａの配置密度よりもさらに低くなっており、前記第３の
後方領域１２２での液吸収層５４の剛性が第２の後方領域１２１での液吸収層５４の剛性
よりも高くなっている。
【００９２】
　この生理用ナプキン６１では、前記囲み領域１１６の後方領域１１６ｂのみならず、さ
らにその後方の第２の後方領域１２１と第３の後方領域１２２にも切込み部１７ａおよび
切込み部１７ｂが形成されているため、生理用ナプキン６１の後方部分において、液吸収
層５４が、臀部の溝内に入り込むように変形しやすくなる。
【００９３】
　なお、前記実施の形態および変形例において、液吸収層１４と液吸収層５４は、エアー
レイドパルプまたはエアーレイド不織布で形成されたものに限られない。
【００９４】
　図１０は参考例の生理用ナプキン７１を示す平面図、図１１は図１０に示す生理用ナプ
キン７１のＸＩ－ＸＩ線での断面図である。
【００９５】
　この生理用ナプキン７１の基本的な構造は、図３と図４に示した生理用ナプキン１と同
じである。
【００９６】
　この生理用ナプキン７１は、右縦方向接合パターン１５ａ、左縦方向接合パターン１５
ｂ、前方連結接合パターン１５ｃ、後方連結接合パターン１５ｄ、前方内側連結接合パタ
ーン１５ｅおよび後方内側連結接合パターン１５ｆを有している。右縦方向接合パターン
１５ａ、左縦方向接合パターン１５ｂ、後方連結接合パターンおよび後方内側連結接合パ
ターン１５ｆで囲まれた後方領域１６ｂに、液吸収層１４の目付けおよび密度を、他の部
分よりも低下させた低剛性部１４ｆが形成されている。なお、低剛性部１４ｆは、目付け
または密度の一方のみを低下させたものであってもよいが、前記のように目付けと密度の
双方を低下させていることが好ましい。
【００９７】
　この低剛性部１４ｆは次のようにして構成される。まず、液吸収層１４がエアーレイド
パルプやエアーレイド不織布などで形成される場合に、エアーレイドパルプなどを部分的
に引き伸ばして前記低剛性部１４ｆを形成する。あるいは、液吸収層１４をパルプ繊維の
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積層体で形成し、このときに部分的にパルプ繊維の目付けを減少させて、その部分を低剛
性部１４ｆとし、この低剛性部１４ｆ以外の部分で、パルプの積層体をエンボス加工やそ
の他の手段で加圧して高密度で且つ高剛性となるように形成する。
【００９８】
　低剛性部１４ｆでの液吸収層１４の目付けは、例えば１００～３００ｇ／ｍ２の範囲で
あり、密度は０．０２～０．０７ｇ／ｃｍ３の範囲である。また、前記低剛性部１４ｆ以
外での液吸収層１４の目付けは最低でも２００ｇ／ｍ２でさらに好ましくは３５０ｇ／ｍ
２であり、その上限は１０００ｇ／ｍ２程度である。また、低剛性部１４ｆ以外の部分で
の密度は０．０５～０．２ｇ／ｃｍ３の範囲が好ましい。
【００９９】
　また、低剛性部１４ｆでの目付けと、低剛性部１４ｆ以外の部分の液吸収層１４の目付
けとの差は、１００ｇ／ｍ２以上であることが好ましい。また、低剛性部１４ｆでの密度
と、低剛性部１４ｆ以外の部分の液吸収層１４の密度との差は、０．０２ｇ／ｃｍ３以上
であることが好ましい。
【０１００】
　液吸収層１４の前記低剛性部１４ｆの横方向（横方向基準線Ｏｘに沿う方向）への曲げ
剛性値（ガーレー剛性値）は、幅２５．４ｍｍ当たり１００～４００ｍｇ（０．９８～３
．９２ｍＮ）であり、好ましくは１５０～３５０ｍｇ（１．４７～３．４３ｍＮ）である
。また、低剛性部１４ｆ以外の部分での液吸収層１４の横方向の曲げ剛性値（ガーレー剛
性値）は、前記低剛性部１４ｆよりも高く、ガーレー剛性値は、２５．４ｍｍ幅あたり、
４００ｍｇ（３．９２ｍＮ）を超え、５００ｍｇ（４．９０ｍＮ）を超えることが好まし
い。
【０１０１】
　前記ガーレー剛性値の測定試料は、低剛性部１４ｆと同じ目付けと同じ密度となるよう
に形成した液吸収層を、表面シート１２と裏面シート１１との間に挟んで、これらを生理
用ナプキン７１と同じ条件となるようにホットメルト型接着剤などで接合する。測定試料
として、幅寸法２５ｍｍで長さ寸法３８ｍｍの前記積層体を形成する。また、低剛性部１
４ｆ以外の部分と同じ目付けで同じ密度の液吸収層を表面シートと裏面シートとの間に挟
んで、前記と同寸法の測定試料とする。
【０１０２】
　前記両測定試料を、（株）安田精機製作所製の製品番号３１１番のガーレー式柔軟度試
験機を用いて測定した値が前記ガーレー剛性値である。
【０１０３】
　この生理用ナプキン７１は、右縦方向接合パターン１５ａ、左縦方向接合パターン１５
ｂ、後方連結接合パターンおよび後方内側連結接合パターン１５ｆで囲まれた後方領域１
６ｂに、低剛性部１４ｆが形成されているため、ショーツの吊り上げ力が作用したときに
、この部分が身体に向けて断面が逆Ｖ字状となるように変形しやすくなる。また、低剛性
部１４ｆが、接合パターンで囲まれているために、低剛性部１４ｆが伸びるのを表面シー
ト１２が抑制するように機能する。そのため、液吸収層１４が撚れたり変形するのを防止
しやすい。
【０１０４】
　ただし、左縦方向接合パターン１５ｂ、後方連結接合パターンおよび後方内側連結接合
パターン１５ｆで囲まれた後方領域１６ｂに位置する前記表面シート１２と前記裏面シー
ト１１の少なくとも一方が、横方向に伸びることができるように断面が波形状となるよう
に加工されたものであってもよい。あるいは、前記表面シート１２と前記裏面シート１１
の少なくとも一方が、横方向に伸縮性を有するシートで形成されているものであってもよ
い。
【０１０５】
　この構造では、身体に着用したときに、前記後方領域１６ｂが幅方向に若干延伸して、
股間部や肛門付近あるいは臀部の溝に沿うように変形しやすくなる。ただし、表面シート
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１２や裏面シート１１の横方向への伸び率は、低剛性部１４ｆが破断せず、または過剰に
薄くならない範囲に制限される。
【０１０６】
　図１２に示す生理用ナプキン８１は、参考例の変形例を示す平面図である。
　図１２に示す生理用ナプキン８１の基本的な形状および構造は、図７に示した生理用ナ
プキン５１と同じである。またこの生理用ナプキン８１の接合パターンも図７に示したも
のと同じである。
【０１０７】
　そして、右縦方向接合パターン１１５ａ、左縦方向接合パターン１１５ｂ、前方連結接
合パターン１１５ｃ、および後方連結接合パターン１１５ｄで囲まれた囲み領域１１６の
後方領域１１６ｂにおいて、前記液吸収層５４に低剛性部５４ｆが形成されている。この
低剛性部５４ｆは、図１０に示す生理用ナプキン７１の低剛性部１４ｆと同様にして形成
されたものであり、その結果、図７に示す生理用ナプキン５１と同等の効果を奏すること
ができる。
【０１０８】
　参考例として図１３に示す生理用ナプキン９１は、図７に示す生理用ナプキン５１や図
１２に示す生理用ナプキン８１と同様に縦方向の寸法が長く、縦方向中心線Ｏｙと横方向
基準線Ｏｘとの交点付近を膣口に当てたときに、後縁部９６が、尾てい骨付近に位置する
。
【０１０９】
　生理用ナプキン９１の平面形状は、前縁部９５と後縁部９６と、前方右側縁部９２ａ、
前方左側縁部９２ｂ、右折り返しフラップ部９４ａ、左折り返しフラップ部９４ｂを有し
ている。また、後方右側縁部９３ａと後方左側縁部９３ｂは、縦方向に向けて直線的に延
びており、図７および図１２に示す後方フラップ部５７は設けられていない。
【０１１０】
　この生理用ナプキン９１は、裏面シート１１、表面シート１２、側部シート１３および
液吸収層５４を有している。
【０１１１】
　接合パターンとしては、右縦方向接合パターン１４５ａ、左縦方向接合パターン１４５
ｂ、前方連結接合パターン１４５ｃ、後方連結接合パターン１４５ｄを有している。前記
接合パターン１４５ａ，１４５ｂ，１４５ｃ，１４５ｄで囲まれた囲み領域１１６ｄ内で
は、液吸収層５４の上に吸収繊維層２２が設けられている。
【０１１２】
　また、前方連結接合パターン１４５ｃの前方には、右縦方向接合パターン１４５ａおよ
び左縦方向接合パターン１４５ｂからそれぞれ延長した前方延長接合パターン１４５ｅ，
１４５ｅが設けられており、後方連結接合パターン１４５ｄの後方には、右縦方向接合パ
ターン１４５ａおよび左縦方向接合パターン１４５ｂからそれぞれ延長した後方延長接合
パターン１４５ｆ，１４５ｆが設けられている。
【０１１３】
　そして、前記後方連結接合パターン１４５ｄと、前記両後方延長接合パターン１４５ｆ
，１４５ｆとで３方が囲まれた後方領域１１６ｃにおいて、前記液吸収層５４に前記低剛
性部１５４ｆが形成されている。この低剛性部１５４ｆは、図１０に示す低剛性部１４ｆ
および図１２に示す低剛性部５４ｆと同様にして形成される。
【０１１４】
　前述のように液吸収層５４は、エアーレイドパルプまたはエアーレイド不織布や、圧縮
されたパルプ層などのような、薄型の吸収層であり、この液吸収層５４に低剛性部１５４
ｆが形成されて、後方連結接合パターン１４５ｄよりも後方の後方領域１１６ｃが身体に
向けて変形しやすくなっている。よって、前記各実施の形態および変形例と同等の効果を
奏することができる。また、低剛性部１５４ｆは、３方が接合パターンで囲まれ、接合パ
ターンで液吸収層５４に接合された表面シート１２が低剛性部１５４ｆを覆っているため



(15) JP 4455241 B2 2010.4.21

10

20

30

40

50

、低剛性部１５４ｆが伸びたり撚れたりするのを防止できる。
【０１１５】
　図１４は、前記本発明の実施の形態の生理用ナプキンにおいて、液吸収層１４または５
４に形成される切込み部をパターン別に示すものである。
【０１１６】
　図１４（Ａ）は、図１の実施の形態に示した切込み部１７であり、短い直線状の切込み
部１７が互いに直交し、それぞれの切込み部１７が、縦方向および横方向に対して４５度
の角度で形成されている。図１４（Ｅ）は、図７に示した切込み部１７ａであり、直線状
の切込み部１７ａが互いに直交し、それぞれの切込み部１７ａが縦方向および横方向に延
びている。図１４（Ｆ）は、図９に示したのと同じであり、前記切込み部１７ａと、さら
に直線状で且つ縦方向に対して斜めに延びる短い直線状の切込み部１７ｂとの組み合わせ
である。
【０１１７】
　その他に、図１４（Ｂ）に示すように、斜めに延び且つ互いに異なる方向に延びる直線
状の切込み部１７ｃが組み合わされたもの、図１４（Ｃ）に示すように、４本の直線状の
切込み部１７ｄが互いに交叉して組み合わされたもの、図１４（Ｄ）に示すように、縦方
向に直線状に且つ破線状に延びる切込み部１７ｅであってもよい。
【０１１８】
　さらに前記切込み部は短い直線形状や、前記破線形状に限られるものではなく、断面が
円形、楕円形などの小孔であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１１９】
【図１】本発明の実施の形態の生理用ナプキンの平面図、
【図２】図１に示す生理用ナプキンをＩＩ－ＩＩで切断した断面図、
【図３】本発明の実施の形態の変形例を示す平面図、
【図４】図３に示す生理用ナプキンをＩＶ－ＩＶ線で切断した断面図、
【図５】本発明の実施の形態の変形例を示す平面図、
【図６】参考例を示す平面図、
【図７】本発明の実施の形態の変形例であって、縦方向の寸法の長い生理用ナプキンを示
す平面図、
【図８】図７に示す生理用ナプキンをＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線で切断した断面図、
【図９】参考例であって、縦方向の寸法の長い生理用ナプキンを示す平面図、
【図１０】参考例の生理用ナプキンを示す平面図、
【図１１】図１０に示す生理用ナプキンをＸＩ－ＸＩ線で切断した断面図、
【図１２】参考例の変形例であって、縦方向の寸法の長い生理用ナプキンを示す平面図、
【図１３】参考例の変形例であって、縦方向の寸法の長い生理用ナプキンを示す平面図、
【図１４】（Ａ）ないし（Ｆ）は、前記本発明の実施の形態の生理用ナプキンの液吸収層
に設けられた切込み部の各種パターンを実施の形態別に示す平面図、
【符号の説明】
【０１２０】
１、２１，３１，４１，５１，６１，７１，８１，９１　生理用ナプキン
７　肌側表面
９　着衣側表面
１１　裏面シート
１２　表面シート
１３　側部シート
１４　液吸収層
１４ｅ　低剛性部
１４ｆ　低剛性部
１５ａ，１５ｂ　縦方向接合パターン
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１５ｃ，１５ｄ，１５ｅ，１５ｆ　連結接合パターン
１６　囲み領域
１７，１７ａ，１７ｂ，１７ｃ，１７ｅ　切込み部
２２　吸収繊維層
４５ａ，４５ｂ　縦方向接合パターン
４５ｃ，４５ｄ　連結接合パターン
４５ｅ　前方延長接合パターン
４５ｆ　後方延長接合パターン
５４　液吸収層
５４ｅ　低剛性部
５４ｆ　低剛性部
１１１　防漏壁
１１２　弾性部材
１１５ａ，１１５ｂ　縦方向接合パターン
１１５ｃ，１１５ｄ　連結接合パターン

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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