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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多数の開孔が形成された多孔プラスチック表面シートと不透液性裏面シートとの間に吸
収体が介在されるとともに、前記多孔プラスチック表面シートの下面側に親水性繊維層が
介在され、且つ少なくとも排血口対応部の両側に略長手方向に沿う左右一対の排血口対応
エンボスが形成された吸収性物品において、
　前記多孔プラスチック表面シートは、前記開孔の周縁に沿って、それぞれ表面側と裏面
側とに起立する起立縁部を有する開孔が形成され、
　前記排血口対応エンボスで挟まれた領域には、前記吸収性物品の長手方向に長手寸法を
有する形状で前記開孔を形成し、前記排血口対応エンボスの付加により前記多孔プラスチ
ック表面シートを幅方向に伸長させた条件下で、幅方向に拡幅した前記開孔から前記親水
性繊維層の繊維の一部を延出させてあることを特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　前記排血口対応エンボスの後部には、前記排血口対応エンボス間より幅狭の間隔で、略
長手方向に沿う左右一対の臀部溝対応エンボスが形成され、
　前記臀部溝対応エンボスで挟まれた領域には、前記吸収性物品の長手方向に長手寸法を
有する形状で前記開孔を形成し、前記臀部溝対応エンボスの付加により前記多孔プラスチ
ック表面シートを幅方向に伸長させた条件下で、幅方向に拡幅した前記開孔から前記親水
性繊維層の繊維の一部を延出させてある請求項１記載の吸収性物品。
【請求項３】
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　少なくとも前記開孔から親水性繊維層の繊維の一部を延出させる領域の前記開孔は、前
記吸収性物品の長手方向に長手寸法を有する楕円形で形成してある請求項１、２いずれか
に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記開孔から親水性繊維層の繊維の一部を延出させる領域以外の領域には、長手寸法と
幅寸法とがほぼ同等の形状で前記開孔を形成してある請求項１～３いずれか一項に記載の
吸収性物品。
【請求項５】
　前記吸収体は、前記開孔から親水性繊維層の繊維の一部を延出させる領域に対応する範
囲に、使用面側に高い吸収体の中高部を形成してある請求項１～４いずれか一項に記載の
吸収性物品。
【請求項６】
　前記親水性繊維層には、前記開孔から親水性繊維層の繊維の一部を延出させる領域に対
応する範囲に起毛処理を施してある請求項１～５いずれか一項に記載の吸収性物品。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主には生理用ナプキン、おりものシート、失禁パッド、トイレタリー等に使
用される吸収性物品であって、詳しくは表面に残った経血を吸収体側に誘導することによ
りドライタッチ感を維持し続けるようにするとともに、所定部位以外では繊維が肌にまと
わりつくのを防止した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】
　前記吸収性物品において、肌に対するドライタッチ感を満足するとともに、体液の吸収
速度を速めるために、前記透液性表面シートとして熱融着性の疎水性多孔プラスチックシ
ート（以下、メッシュシートともいう。）を使用し、前記透液性表面シートと吸収体との
間にセカンドシートと言われる親水性繊維シートを介在し、所定のエンボスパターンによ
り前記メッシュシートとセカンドシートとを不連続に接合したものが提案されている。か
かる構成を採用した吸収性物品としては、例えば下記特許文献１等を挙げることができる
。
【０００４】
　一方、前記メッシュシートを表面材として使用した生理用ナプキンは、凹凸が無く肌に
密着しビニール感がでて肌触りが悪いという不満があった。このような不満を解消するた
め、前記メッシュシートとして、開孔周縁に沿って表面側に起立する起立縁部を形成し、
メッシュシートの表面に凹凸感を出して不織布のような肌触りとしたものが知られている
。かかるメッシュシートとして例えば下記特許文献２には、シートの上面を形成する第１
プラスチックフィルム層が互いに離間並行して一方向へ延びる第１平坦部分の縁部に、平
坦部分の上面から上方へ立ち上がり概ね鋸歯状を呈して起状を繰り返す第１起立部分が形
成される体液吸収性物品の透液性表面シートが開示されている。また、下記特許文献３に
は、微小開孔部は、ウェブの触感がほぼ柔軟かつ絹様となるように、表面変形部の各々の
耐圧縮性および耐剪断性並びに観察者の皮膚との接触度を減少する比較的薄い不規則な形
の花弁状部を有する噴火口状開孔部である微小開口化高分子ウェブが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特許第３９８９４７７号
【特許文献２】特開２０００－３４２６２４号公報
【特許文献３】特許第２５４３５０２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献２、３記載の表面シートでは、メッシュシートの開孔周縁
に沿って表面側に起立する鋸歯状の第１起立部分又は花弁状部が形成されるため、図６に
示されるように、この起立部分の周囲に溜まった経血は開孔を通じて吸収体に吸収されに
くく、表面シート上に経血が残ってべた付き感や肌の汚れの原因となっていた。
【０００７】
　一方、排血口部及びその近傍以外の部位では、プラスチックシートから繊維シートの繊
維の一部が突出していると、表面材としてプラスチックシートを使用したことの意義が低
下し、繊維が肌にまとわりついて不快感を生じさせる場合があった。
【０００８】
　そこで本発明の主たる課題は、表面の開孔部周辺に残った経血を吸収体側に誘導するこ
とによりドライタッチ感を維持し続けるようにするとともに、所定の部位以外では繊維が
肌にまとわりつくのを防止し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】
　上記課題を解決するために請求項１に係る本発明として、多数の開孔が形成された多孔
プラスチック表面シートと不透液性裏面シートとの間に吸収体が介在されるとともに、前
記多孔プラスチック表面シートの下面側に親水性繊維層が介在され、且つ少なくとも排血
口対応部の両側に略長手方向に沿う左右一対の排血口対応エンボスが形成された吸収性物
品において、
　前記多孔プラスチック表面シートは、前記開孔の周縁に沿って、それぞれ表面側と裏面
側とに起立する起立縁部を有する開孔が形成され、
　前記排血口対応エンボスで挟まれた領域には、前記吸収性物品の長手方向に長手寸法を
有する形状で前記開孔を形成し、前記排血口対応エンボスの付加により前記多孔プラスチ
ック表面シートを幅方向に伸長させた条件下で、幅方向に拡幅した前記開孔から前記親水
性繊維層の繊維の一部を延出させてあ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記載の発明では、多数の開孔が形成された多孔プラスチック表面シートと
して、前記開孔の周縁に沿って、それぞれ表面側と裏面側とに起立する起立縁部を有する
開孔が形成された構造とする。そして、排血口対応部エンボスで挟まれた領域には、吸収
性物品の長手方向に長手寸法を有する形状で前記開孔を形成し、前記排血口対応エンボス
の付加により前記多孔プラスチック表面シートを幅方向に伸長させた条件下で、幅方向に
拡幅した前記開孔から親水性繊維層の繊維の一部を延出させている。このため、表面側に
起立する起立縁部を有する開孔の周囲に溜まった経血は、裏面側に起立する起立縁部を有
する開孔から延出した親水性繊維層の繊維の毛管現象によって当該開孔に引き込まれ、吸
収体に吸収されるようになる。従って、表面シート上に経血が残留しなくなり、ドライタ
ッチ感が維持できるようになる。
【００１１】
　一方、排血口対応エンボスで挟まれた領域以外の領域では、排血口対応エンボスの付加
による表面シートの伸長等が起こりにくいため、開孔から親水性繊維層の繊維の一部が延
出せず、繊維が肌にまとわりつくのが防止できる。
【００１２】
　請求項２に係る本発明として、前記排血口対応エンボスの後部には、前記排血口対応エ
ンボス間より幅狭の間隔で、略長手方向に沿う左右一対の臀部溝対応エンボスが形成され
、
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　前記臀部溝対応エンボスで挟まれた領域には、前記吸収性物品の長手方向に長手寸法を
有する形状で前記開孔を形成し、前記臀部溝対応エンボスの付加により前記多孔プラスチ
ック表面シートを幅方向に伸長させた条件下で、幅方向に拡幅した前記開孔から前記親水
性繊維層の繊維の一部を延出させてある請求項１記載の吸収性物品が提供される。
【００１３】
　上記請求項２記載の発明は、前記排血口対応エンボスの後部に、この排血口対応エンボ
ス間より幅狭の間隔で、略長手方向に沿う左右一対の臀部溝対応エンボスが形成されたも
のであり、排血口対応エンボス間の開孔と同様に、前記臀部溝対応エンボスで挟まれた領
域においても、吸収性物品の長手方向に長手寸法を有する形状で前記開孔を形成し、前記
臀部溝対応エンボスの付加により前記多孔プラスチック表面シートを幅方向に伸長させた
条件下で、幅方向に拡幅した前記開孔から前記親水性繊維層の繊維の一部を延出させるよ
うにしたものである。これにより、排血口部から臀部溝を伝って表面シート３の後側に残
留した経血を捕捉することができるようになる。また、臀部溝対応エンボスは、前記排血
口対応エンボス間より幅狭の間隔で形成されるため、多孔プラスチック表面シートに強い
張力が生じ、より長い繊維が開孔から延出するようになる。このため、開孔から延出した
繊維が臀部溝の奥まで入り込み、この繊維によって肌を伝う経血を直接捕捉することがで
きるようになる。
【００１４】
　請求項３に係る本発明として、少なくとも前記開孔から親水性繊維層の繊維の一部を延
出させる領域の前記開孔は、前記吸収性物品の長手方向に長手寸法を有する楕円形で形成
してある請求項１、２いずれかに記載の吸収性物品が提供される。
【００１５】
　上記請求項３記載の発明では、前記開孔から親水性繊維層の繊維の一部を延出させる領
域の開孔を、吸収性物品の長手方向に長手寸法を有する楕円形で形成することにより、エ
ンボスの付加により多孔プラスチック表面シートを幅方向に伸長させたとき、幅方向に拡
幅した開孔形状がほぼ円形になり、繊維が延出しやすくなる。
【００１６】
　請求項４に係る本発明として、前記開孔から親水性繊維層の繊維の一部を延出させる領
域以外の領域には、長手寸法と幅寸法とがほぼ同等の形状で前記開孔を形成してある請求
項１～３いずれか一項に記載の吸収性物品が提供される。
【００１７】
　上記請求項４記載の発明では、前記エンボスで挟まれた領域以外の領域には、円形等の
長手寸法と幅寸法とがほぼ同等の形状で開孔を形成しているため、この領域の肌あたりが
柔らかくなる。
【００１８】
　請求項５に係る本発明として、前記吸収体は、前記開孔から親水性繊維層の繊維の一部
を延出させる領域に対応する範囲に、使用面側に高い吸収体の中高部を形成してある請求
項１～４いずれか一項に記載の吸収性物品が提供される。
【００１９】
　上記請求項５記載の発明では、前記吸収体として、前記開孔から親水性繊維層の繊維の
一部を延出させる領域に対応する範囲に、使用面側に高い吸収体の中高部を形成したもの
を使用することにより、エンボスの付加により多孔プラスチック表面シートを幅方向に伸
長させた条件下で、幅方向に拡幅した開孔から親水性繊維層の繊維の一部を延出させると
き、多孔プラスチック表面シートに大きな張力がかかり、開孔が開きやすくなるので、開
孔から繊維の一部が延出しやすくなる。
【００２０】
　請求項６に係る本発明として、前記親水性繊維層には、前記開孔から親水性繊維層の繊
維の一部を延出させる領域に対応する範囲に起毛処理を施してある請求項１～５いずれか
一項に記載の吸収性物品が提供される。
【００２１】
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　上記請求項６記載の発明では、前記親水性繊維層に、前記開孔から親水性繊維層の繊維
の一部を延出させる領域に対応する範囲に起毛処理を施すことにより、エンボス付加時に
開孔から繊維の一部が延出しやすくなる。
【発明の効果】
【００２２】
　以上詳説のとおり本発明によれば、表面の開孔部周辺に残った経血を吸収体側に誘導す
ることによりドライタッチ感を維持し続けるようにするとともに、所定の部位以外では繊
維が肌にまとわりつくのを防止した吸収性物品が提供できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明に係る生理用ナプキン１の一部破断展開図である。
【図２】そのII－II線矢視図である。
【図３】表面側の要部拡大断面図である。
【図４】多孔プラスチック表面シート３の平面図である。
【図５】他の形態に係る生理用ナプキン１’の展開図である。
【図６】従来例に係る表面側の要部拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　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。
【００２５】
　生理用ナプキン１は、主にはパンティライナー、生理用ナプキン、おりものシート、失
禁パッドなどの用途に供されるもので、例えば図１に示されるように、不透液性裏面シー
ト２と、多数の開孔８、８…が形成された疎水性の多孔プラスチック表面シート３との間
に、吸収体４または同図に示されるように、図示例ではクレープ紙５によって囲繞された
吸収体４が介在されるとともに、前記多孔プラスチック表面シート３と吸収体４との間に
親水性繊維シート６を配置した構造となっている。また、表面側両側部にはそれぞれ長手
方向に沿って形成されたサイド不織布７，７が設けられ、このサイド不織布７、７の一部
が側方に延在されるとともに、同じく側方に延在された不透液性裏面シート２の一部とに
よってウイング状フラップＷ、Ｗが形成されている。前記吸収体４の周囲においては、前
記不透液性裏面シート２と多孔プラスチック表面シート３とがホットメルト接着剤等の接
着手段によって接合されている。
【００２６】
　前記不透液性裏面シート２は、ポリエチレン、ポリプロピ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、この他に防水フィルムを介在して実質的に不透液性を確
保した上で不織布シート（この場合には、防水フィルムと不織布とで不透液性裏面シート
を構成する。）などを用いることができる。近年はムレ防止の観点から透湿性を有するも
のが好適に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
。
【００２７】
　前記多孔プラスチック表面シート３としては、例えばポリエチレン、ポリプロピレン等
のオレフィン系樹脂の素材シートが好適に使用されるが、ポリエステルや、ナイロンなど
のポリアミド系樹脂、ＥＶＡ、アクリル樹脂なども使用することができる。
【００２８】
　前記多孔プラスチック表面シート３の面には、排血口対応部などを区画し、表面側にき
っちりと膨出させるとともに、吸収した体液を封じ込める、および後述する吸収体の中高
部を形成した場合、該中高部を所定位置に保持する等のために、少なくとも排血口対応部
Ｈの両側に略長手方向に沿う左右一対の排血口対応エンボス１１、１１が形成されている
。なお、図１に示される例では、その前後に装飾等のため適宜の形状で装飾エンボスが形
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成されている。
【００２９】
　前記不透液性裏面シート２と多孔プラスチック表面シート３との間に介在される吸収体
４は、たとえばフラッフ状パルプと吸水性ポリマーとにより構成されている。前記吸水性
ポリマーは吸収体を構成するパルプ中に、例えば粒状粉として混入されている。前記パル
プとしては、木材から得られる化学パルプ、溶解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。
【００３０】
　また、前記吸収体４に合成繊維を混合しても良い。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。
【００３１】
　前記多孔プラスチック表面シート３と吸収体４との間に配置される親水性繊維シート６
は、体液に対して親水性を有するものであればよい。具体的には、レーヨンやキュプラ等
の再生繊維、綿等の天然繊維を用いることにより素材自体に親水性を有するものを用いる
か、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
系等の合成繊維を親水化剤によって表面処理し親水性を付与した繊維を用いることができ
る。前記親水性繊維シート６としては、繊維層を有するものであれば限定はないが、好ま
しくは不織布をそのまま用いることができる。不織布は製法によってスパンレース不織布
、スパンボンド不織布、メルトブローン不織布、ニードルパンチ不織布、エアスルー不織
布等、種々の不織布が存在するが、これらの不織布の中でもエアースルー不織布を使用す
るのが望ましい。
【００３２】
　後段で詳述するように前記多孔プラスチック表面シート３の開孔８、８…から親水性繊
維シート６の繊維の一部を延出させるため、前記親水性繊維シート６が短繊維を含んでい
ることが必要である。具体的には、長さ２mm以下、好ましくは１mm以下の短繊維を全体重
量（親水性繊維シート６の全重量）に対して３０～１００％、好ましくは６０～８０％含
んでいることが望ましい。また、親水性繊維層６の厚みは０．１～１．０mm、好ましくは
０．２～０．４mmとし、坪量は１０～５０g／m２、好ましくは２５～４０g／m２とする。
【００３３】
　前記サイド不織布７としては、重要視する機能の点から撥水処理不織布または親水処理
不織布を使用することができる。たとえば、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機能を重視するならば、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を用いること
が望ましい。また、前記ウイング状フラップＷ、Ｗにおける経血等の吸収性を重視するな
らば、合成繊維の製造過程で親水基を持つ化合物、例えばポリエチレングリコールの酸化
生成物などを共存させて重合させる方法や、塩化第２スズのような金属塩で処理し、表面
を部分溶解し多孔性とし金属の水酸化物を沈着させる方法等により合成繊維を膨潤または
多孔性とし、毛細管現象を応用して親水性を与えた親水処理不織布を用いるようにするこ
とが望ましい。
【００３４】
　本発明に係る生理用ナプキン１に使用される前記多孔プラスチック表面シート３は、前
記開孔８の周縁に沿って、それぞれ表面側と裏面側とに起立する起立縁部１０を有する開
孔８、８…が複数形成されている。即ち、図３に示されるように、表面側に起立する起立
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縁部１０Ａを有する開孔８Ａと、裏面側に起立する起立縁部１０Ｂを有する開孔８Ｂとが
それぞれ複数形成されている。
【００３５】
　前記開孔８の大きさは、表面側に起立する起立縁部１０Ａを有する開孔８Ａと裏面側に
起立する起立縁部１０Ｂを有する開孔８Ｂとを同等の大きさで形成することも可能である
が、前記開孔８Ａと８Ｂとを異なる大きさで形成してもよい。図３に示される例では、前
記開孔８Ａを開孔８Ｂより小さい寸法で形成している。具体的に前記開孔８Ａの長手方向
寸法は０．０５～１．０mm、好ましくは０．１～０．５mmであり、その開孔数は１００～
６００個／cm２、好ましくは３００～５００個／cm２程度であるのが望ましい。また前記
開孔８Ｂの長手方向寸法は０．５～３．０mm、好ましくは０．６～２．０mmであり、その
開孔数は１０～３０個／cm２、好ましくは１５～２０個／cm２程度であるのが望ましい。
【００３６】
　このような開孔処理を施すには、シートの裏面側からのエンボス（開孔８Ａ）を施すた
めの多数のピンエンボスが形成されたエンボスロールとアンビルロールとの間に前記表面
シート３を通過させた後、シートの表面側からのエンボス（開孔８Ｂ）を施すための多数
のピンエンボスが形成されたエンボスロールとアンビルロールとの間に前記表面シート３
を通過させることにより、又は多数のピンエンボスがそれぞれ形成された一対のエンボス
ロール間に、前記表面シート３を通過させることにより、前述の通りそれぞれ表面側と裏
面側とに起立する起立縁部１０Ａ、１０Ｂを有する開孔８Ａ、８Ｂを形成することができ
る。
【００３７】
　本生理用ナプキン１では、図３に詳細に示されるように、前記排血口対応エンボス１１
、１１で挟まれた領域には、生理用ナプキン１の長手方向に長手寸法を有する形状で多孔
プラスチック表面シート３の開孔８、８…を形成し、前記排血口対応エンボス１１の付加
により前記多孔プラスチック表面シート３を幅方向に伸長させた条件下で、この領域の幅
方向に拡幅した前記開孔８、８…から前記親水性繊維層６の繊維の一部を延出させてある
。このため、表面側に起立する起立縁部１０Ａを有する開孔８Ａの周囲に溜まった経血は
、裏面側に起立する起立縁部１０Ｂを有する開孔８Ｂから表面側に延出した親水性繊維層
６の繊維の毛管現象によって当該開孔８Ｂに引き込まれ、吸収体４に吸収されるようにな
る。従って、多孔プラスチック表面シート３上に経血が残留しなくなり、常時、ドライタ
ッチ感が維持できるようになる。また、表面側に起立する起立縁部１０Ａを有する開孔８
Ａから繊維を延出させることにより、起立縁部１０Ａの先端が直接肌に接触するのを軽減
できるため、不織布様なソフトな肌触り感が得られるようになる。
【００３８】
　一方、排血口対応エンボス１１、１１で挟まれた領域以外の領域では、排血口対応エン
ボス１１、１１の付加による多孔プラスチック表面シート３の伸長等が起こり難いため、
開孔８…から繊維がほとんど延出しない。従ってこの領域において繊維が肌にまとわりつ
くのを防止することができる。
【００３９】
　前記開孔８の形状は、少なくとも前記排血口対応エンボス１１、１１で挟まれた領域（
開孔から親水性繊維層６の繊維の一部を延出させる領域）では、楕円形、長方形、菱形等
の生理用ナプキン１の長手方向に長手寸法を有する形状で形成する。この内、楕円形で形
成することが望ましい。楕円形で形成することにより、図４に示されるように、両側から
エンボス付加による張力を受けた場合、楕円形の開孔８、８…が二点鎖線で示されるよう
に円形に変形するため、開孔８、８…から親水性繊維層６の繊維の一部が延出しやすくな
る。仮に、前記開口８を円形で形成した場合は、エンボス付加による張力を受けた場合、
横長の楕円形となってしまうため、開口８から繊維の一部が延出しずらくなってしまう。
【００４０】
　前記開孔形状は、シート全面に亘って同一の開孔形状としても良いし、前記排血口対応
エンボス１１、１１で挟まれた領域（開孔から親水性繊維層６の繊維の一部を延出させる
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領域）と、それ以外の領域（開孔から親水性繊維層６の繊維の一部を延出させる領域以外
の領域）とで異ならせても良い。開孔形状を領域毎に異ならせる場合、開孔から親水性繊
維層６の繊維の一部を延出させる領域以外の領域では、肌あたりを良くするため、円形、
正方形等の長手寸法と幅寸法とがほぼ同等の形状で形成することが好ましい。
【００４１】
　前記吸収体４は、図２に示されるように、前記開孔９、９…から親水性繊維層６の繊維
の一部を延出させる領域に対応する範囲に、使用面側に高い吸収体の中高部４Ａを形成し
ておくことが好ましい。前記中高部４Ａを設ける場合、排血口対応エンボス１１は、この
中高部４Ａを所定位置に保持するために、中高部４Ａの周縁に沿って形成する。この中高
部４Ａによって表面側に高い段差ができるので、エンボス１１、１１の付加により多孔プ
ラスチック表面シート３を幅方向に伸長させた条件下で、幅方向に拡幅した開孔８、８…
から親水性繊維層６の繊維の一部がより一層延出しやすくなる。
【００４２】
　一方、前記親水性繊維層６の表面側には、前記開孔８、８…から親水性繊維層６の繊維
の一部を延出させる領域に対応する範囲に起毛処理を施すことが好ましい。前記起毛処理
は、親水性繊維層６を起毛機に通し、その表面に起毛針を当てて掻くことにより施すこと
ができる。これにより、親水性繊維層６の表面側の繊維が起立するようになるので、開孔
８、８…から親水性繊維層６の繊維の一部が延出しやすくなる。
【００４３】
　上述の構成は、図５に示されるように他の形態に係る生理用ナプキン１’にも採用可能
である。具体的に前記生理用ナプキン１’では、排血口対応エンボス１１、１１の後部に
、該排血口対応エンボス１１、１１間より幅狭の間隔で、略長手方向に沿う左右一対の臀
部溝対応エンボス１２、１２が形成されている。図示例では、前記臀部溝対応エンボス１
２、１２は前記排血口対応エンボス１１、１１の後端部から連続して形成され、この排血
口対応エンボス１１、１１の前端及び臀部溝対応エンボス１２、１２の後端がそれぞれ弧
状エンボスで接続されることにより、全体として閉曲線状に形成されている。
【００４４】
　より具体的には、前記排血口対応エンボス１１、１１及び臀部溝対応エンボス１２、１
２でそれぞれ囲まれた領域には、生理用ナプキン１の長手方向に長手寸法を有する楕円形
状等で前記開孔８、８…を形成し、排血口対応エンボス１１、１１及び臀部溝対応エンボ
ス１２、１２の付加により多孔プラスチック表面シート３を幅方向に伸長させた条件下で
、幅方向に拡幅した前記開孔８、８…から親水性繊維層６の繊維の一部を延出させている
。
【００４５】
　前記臀部溝対応エンボス１２、１２で挟まれた領域において前記開孔８、８…から親水
性繊維層６の繊維の一部を延出させることにより、排血口部から臀部溝を伝って表面シー
ト３の後側に残留した経血を捕捉することができるようになる。また、臀部溝対応エンボ
ス１２、１２間は排血口対応エンボス１１、１１間より幅狭の間隔で形成されるため、臀
部溝対応エンボス１２、１２を付加する際に多孔プラスチック表面シート３に強い張力が
生じ、開孔から延出する繊維を排血口部のものより長くすることができる。このため、開
孔から延出した繊維が臀部溝の奥まで入り込み、この繊維によって肌を伝う経血を直接捕
捉することができるようになる。
【００４６】
　なお、他の形態例に係る生理用ナプキン１’においても、上記と同様に、前記臀部溝対
応エンボス１２、１２間に吸収体４の中高部を形成したり、臀部溝対応エンボス１２、１
２間の親水性繊維層６に起毛処理を施したりすることができる。
【符号の説明】
【００４７】
　１・１’…生理用ナプキン、２…不透液性裏面シート、３…多孔プラスチック表面シー
ト、４…吸収体、５…クレープ紙、６…親水性繊維層、７…サイド不織布、８…開孔、１
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０…開孔縁部、１１…排血口対応エンボス、１２…臀部溝対応エンボス
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