
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透液性表面シートと不透液性裏面シートと前記表裏面シートの間に介在する吸液性コア
とから形成された本体部分と、前記コアの幅方向中央部を前記裏面シートから表面シート
へ向かう方向へ凸となるように変形させる変形手段と、着用ショーツに取り外し可能に固
定するための止着手段とを含む生理用ナプキンであって、
　前記表面シートと前記コアとを前記裏面シートに向かって圧搾する一対の圧搾条溝が、
前記本体部分の両側縁部上面に形成され、前記変形手段が、前記圧搾条溝の間に位置して
前記ナプキンの幅方向断面が環状を呈する環状部材と、前記圧搾条溝の間に位置して前記
環状部材のコア幅方向へ延びる環径を弾性的に変化させることが可能な伸縮性弾性部材と
から形成され、前記環状部材が、

前記コアの下面と前記裏面シートの上
面と前記裏面シートの下面とのいずれかにおいて該コアの幅方向中央部に接合され、

　前記止着手段が、前記コアの幅を２等分する中心線に沿って前記ナプキンの下面に延び
ていて前記コアの幅の ～５０％に相当する幅を有し

ことを特徴とする前記ナプキン。
【請求項２】
　 請求項１
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幅が同じであって互いに重なり合う２枚の非伸縮性上部
シートおよび非伸縮性下部シートとから形成され、

前記
伸縮性弾性部材が、前記上下部シートの間に位置して前記コア幅方向へ延びるとともに、
前記上下部シートの両側縁部に伸長状態で固着され、

１０ 、前記上下部シートが、前記コア
の幅の５０～８０％に相当する幅を有する

前記上下部シートが、前記コアの長さの１０～８０％に相当する長さを有する



記載のナプキン。
ことを特徴とする前記ナプキン。
【請求項３】
　前記ナプキンが、前記止着手段を介して該ナプキンよりも外形の大きい第２ナプキンの
上面に接合され、前記第２ナプキンが、透液性第２表面シートと、不透液性第２裏面シー
トと、前記第２表裏面シートの間に介在する吸液性第２コアとから形成されている請求項
１または請求項２に記載のナプキン。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、経血を吸収保持する生理用ナプキンに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　特表平６－５０２３３６号公報に開示の生理用ナプキンは、両側縁部にウィングを有し
、液透過性の上シートと、液不透過性の後シートと、吸収体コアと、液体透過性の離間構
造とを有する。離間構造は、上シートを吸収体コアから遠ざけて、着用者の身体との接触
を向上させるもので、ナプキンが着用者の大腿によって圧縮されると、比較的平坦に作ら
れていた離間構造の上部分の少なくとも一部が上方に向かって凸となるように変形する。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　前記公知のナプキンは、ウィングを着用ショーツの股下域下面に折り重ね、ウィングの
粘着域を使用してその股下域下面に固定される。かかるナプキンは、両側縁部が固定され
た状態にあり、着用者大腿部によってその両側縁部が圧縮されたときに、初めて離間構造
が上に向かって凸になる。かかるナプキンは、着用ショーツが下がり気味になって大腿部
の圧縮力が作用しにくい場合、離間構造が凸にならないから、上シートと身体との良好な
接触状態が得られない。
【０００４】
　この発明の目的は、大腿部の圧縮力が作用しなくても、ナプキンが上方へ向かって凸と
なり、着用者身体との良好な接触状態が得られるナプキンを提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決するために、この発明が前提とするのは、透液性表面シートと不透液性
裏面シートと前記表裏面シートの間に介在する吸液性コアとから形成された本体部分と、
前記コアの幅方向中央部を前記裏面シートから表面シートへ向かう方向へ凸となるように
変形させる変形手段と、着用ショーツに取り外し可能に固定するための止着手段とを含む
生理用ナプキンである。
【０００６】
　かかる前提において、この発明が特徴とするところは、前記表面シートと前記コアとを
前記裏面シートに向かって圧搾する一対の圧搾条溝が、前記本体部分の両側縁部上面に形
成され、前記変形手段が、前記圧搾条溝の間に位置して前記ナプキンの幅方向断面が環状
を呈する環状部材と、前記圧搾条溝の間に位置して前記環状部材のコア幅方向へ延びる環
径を弾性的に変化させることが可能な伸縮性弾性部材とから形成され、前記環状部材が、

前記コアの下面と前記裏面シートの上面と前記裏面シートの
下面とのいずれかにおいて該コアの幅方向中央部に接合され、

前記止着手段が、前記コアの幅を２等分する中心線に沿っ
て前記ナプキンの下面に延びており、前記コアの幅の ～５０％に相当する幅を有し

ことにある。
【０００７】
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幅が同じであって互いに重なり合う２枚の非伸縮性上部シートおよび非伸縮性下部シート
とから形成されるとともに、

前記伸縮性弾性部材が、前
記上下部シートの間に位置して前記コア幅方向へ延びるとともに、前記上下部シートの両
側縁部に伸長状態で固着され、

１０ 、
前記上下部シートが、前記コアの幅の５０～８０％に相当する幅を有する



【０００８】
　 。
【０００９】
　好ましい実施態様の他の一つにおいて、前記ナプキンが、前記止着手段を介して該ナプ
キンよりも外形の大きい第２ナプキンの上面に接合され、前記第２ナプキンが、透液性第
２表面シートと、不透液性第２裏面シートと、前記第２表裏面シートの間に介在する吸液
性第２コアとから形成されている。
【００１０】
【発明の実施の態様】
　添付の図面を参照し、この発明に係る生理用ナプキンの詳細を説明すると、以下のとお
りである。
【００１１】
　図１、２、３は、生理用ナプキン１の部分破断斜視図と、そのＩＩ－ＩＩ線およびＩＩ
Ｉ－ＩＩＩ線断面図とである。ナプキン１は、本体部分６と、本体部分６に取り付けられ
た変形手段７とから構成されている。本体部分６は、透液性表面シート２と、不透液性裏
面シート３と、表裏面シート２，３の間に介在する吸液性コア４とから形成されている。
【００１２】
　本体部分６は、縦に長いもので、長さを２等分する中心線ＩＩ－ＩＩと、幅を２等分す
る中心線ＩＩＩ－ＩＩＩとを有する。表裏面シート２，３は、コア４の周縁から延出する
部分が互いに重なり合った状態で接合されている。本体部分６の両側縁部上面には、中心
線ＩＩＩ－ＩＩＩに向かって凸となるように弧を画く一対の圧搾条溝８が形成されている
。
【００１３】
　変形手段７は、互いに重なり合う非伸縮性上部シート１１（環状部材）と、非伸縮性下
部シート１２（環状部材）と、上下部シート１１，１２の間に位置して本体部分６の幅方
向へ延びる複数条の帯状伸縮性弾性部材１３とから形成されている。上下部シート１１，
１２と弾性部材１３とは、圧搾条溝の間に位置している。上下部シート１１，１２は、ホ
ットメルト接着剤等の接合手段１４を介して側縁部どうしが接合されている。弾性部材１
３は、本体部分６の幅方向へ伸長された状態で接合手段１４を介してシート１１，１２の
側縁部に接合されている。上部シート１１は、その上面に塗布されたホットメルト接着剤
等の接着剤１７を介して裏面シート３の下面に接合されている。下部シート１２は、その
下面に中心線ＩＩＩ－ＩＩＩに沿って塗布された粘着剤１９が剥離紙２１によって被覆保
護されている（図２参照）。ナプキン１は、剥離紙２１を剥がせば、粘着剤１９を介して
着用ショーツ２２（図４参照）の股下域に止着することができる。
【００１４】
　圧搾条溝８では、表面シート２とコア４が裏面シート３へ向かって圧縮され、表裏面シ
ート２，３とコア４とが一体をなしている。コア４は、条溝１１の周辺域よりも高密度を
呈している。
【００１５】
　図４は、中心線ＩＩ－ＩＩに沿ったナプキン１の断面図である。このナプキン１は、仮
想線で示された着用ショーツ２２に止着され、かつ、ナプキン１の弾性部材１３が収縮し
た状態にある。図２において伸長状態にある弾性部材１３が図４のように収縮すると、変
形手段７は、上部シート１１が上方へ向かって凸となるように変形する一方、下部シート
１２が下方へ向かって凸となるように変形し、ナプキンの幅方向断面において環状を呈す
る。上部シート１１の変形に伴い、コア４は、主としてそれら圧搾条溝８の間の部分（幅
方向中央部）が上方へ向かって凸となるように変形し、表面シート２を介してナプキン着
用者の腟口周辺によく密着する。図示のナプキン１に上方から体圧がかかれば、弾性部材
１３が伸長してナプキン１が図２のように平坦になる。変形手段７は、中心線ＩＩＩ－Ｉ
ＩＩの近傍のみで着用ショーツ２２に止着しているから、弾性部材１３の伸縮がこのショ
ーツ２２への止着によって妨げられるということはない。
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【００１６】
　このように作用する変形手段７で、下部シート１１，１２は、中心線ＩＩ－ＩＩにおけ
る幅がコア４の幅の５０～ ％の範囲にあり、中心線ＩＩＩ－ＩＩＩにおける長さがコ
ア４の長さの１０～８０％の範囲にある。粘着剤１９の塗布範囲は、中心線ＩＩＩ－ＩＩ
Ｉを中心に形成されており、中心線ＩＩ－ＩＩにおける幅がコア４の幅の１０～５０％の
範囲にあって、下部シート１２の側縁部とその近傍とがショーツ２２に接合していない。
また、上下部シート１１，１２それぞれのナプキン幅方向における剛性は、コア４の剛性
と同じかそれよりも高いことが好ましい。ただし、上下部シート１１，１２は、中心線Ｉ
ＩＩ－ＩＩＩに沿って折曲容易となるように、中心線ＩＩＩ－ＩＩＩとその近傍の部位を
特に低剛性にすることができる。
【００１７】
　図５は、この発明の実施態様の一例を示す図４と同様の図面である。この生理用ナプキ
ン１では、図４の変形手段７がコア４と裏面シート３との間にあって、コア４の下面と裏
面シート３の上面とのそれぞれに接着剤１７を介して接合されている。裏面シート３の下
面には、中心線ＩＩＩ－ＩＩＩに沿って粘着剤１９が塗布され、ナプキン１がこの粘着剤
１９を介して着用ショーツ２２の内面に止着されている。ナプキン１は、弾性部材１３の
収縮によって、表面シート２とコア４と上部シート１１とが上方へ向かって凸となるよう
に変形し、裏面シート３と下部シート１２とが下方へ向かって凸となるように変形してい
る。粘着剤１９の塗布範囲は、図４のそれと同じである。
【００１８】
　図６もまた、この発明の実施態様の一例を示す図４と同様の図面である。ただし、この
生理用ナプキン１では、図４とは異なる変形手段７が採用され、ナプキン本体６には圧搾
条溝８が形成されていない。変形手段７は、ゴムやエラストマー等の弾性シート材料で作
られており、ナプキン１の幅方向断面が環状を呈する環状部材２６である。この環状部材
２６は、中心線ＩＩＩ－ＩＩＩに沿ってナプキン１の縦方向へ延びているもので、接着剤
１７を介して中心線ＩＩＩ－ＩＩＩとその近傍で裏面シート３の下面に接合され、その接
合されている部位の径方向反対側の部位に塗布された粘着剤１９が剥離紙２１で被覆保護
されている。ナプキン１に上方から体圧が加わると、環状部材２６は押圧されて仮想線で
示されるように偏平なものに弾性変形する。
【００１９】
　図７は、図１のナプキン１の使用態様の一例を示す図面である。断面図で示されたナプ
キン１は、それとは別体で幅の広い第２ナプキン３０の幅方向中央部に位置している。第
２ナプキン３０は、透液性第２表面シート３２と、不透液性第２裏面シート３３と、第２
表裏面シート３２，３３間に介在する吸液性第２コア３４とから形成されている。ナプキ
ン１は、粘着剤１９を介して表面シート３２の上面に接合されている。ナプキン１におい
て変形手段７の動きにコア４がよく追随できるようにするには、コア４を比較的薄手のも
のにしなければならない。そのときに、コア４が薄いために体液の吸収量が少ないという
問題があるならば、ナプキン１を図示例のように使用することによって、その問題を解消
し、同時に、ナプキン１の腟口周辺への密着性の向上を図ることができる。
【００２０】
　この発明は、複数条の弾性部材１３を１条の弾性部材１３に代えて実施することができ
る。また、弾性部材１３は、上下部シート１１，１２と同じ大きさの１枚の弾性シートで
あってもよい。圧搾条溝８は、ナプキン１が隆起するときの起点となる他に、表面シート
２を伝って横方向へ流れる経血を流入させて経血の横漏れを防止することにも役立つ。か
かる条溝８は、図示例のように曲線状のものを直状のものに代えることができる。また、
条溝８を省いてこの発明を実施することもできる。
【００２１】
　この発明において部材どうしを接合するときには、ホットメルト接着剤等の接着剤を使
用する他に、部材どうしを熱や超音波で溶着することができる。
【００２２】
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【発明の効果】
　この発明に係る生理用ナプキンでは、弾性的に変形する変形手段によって吸液性コアを
上方へ向かって凸となるように変形させ、コアのそのような変形を妨げることがないよう
にナプキンは幅方向中央部のみで着用ショーツに止着するから、従来技術のように大腿部
の圧力が作用するということがなくても、ナプキンが腟口周辺によく密着する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　生理用ナプキンの部分破断斜視図。
【図２】　図１のＩＩ－ＩＩ線断面図。
【図３】　図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図。
【図４】　弾性部材が収縮状態にあるときの図２と同様の図面。
【図５】　実施態様の一例を示す図面。
【図６】　実施態様の他の一例を示す図面。
【図７】　実施態様のさらに他の一例を示す図面。
【符号の説明】
　１　　　　　生理用ナプキン
　２　　　　　透液性表面シート
　３　　　　　不透液性裏面シート
　４　　　　　吸液性コア
　６　　　　　本体部分
　７　　　　　変形手段
　８　　　　　圧搾条溝
１１　　　　　非伸縮性上部シート（環状部材）
１２　　　　　非伸縮性下部シート（環状部材）
１３　　　　　伸縮性弾性部材
１９　　　　　粘着剤（止着手段）
２６　　　　　環状部材
３０　　　　　第２ナプキン
３２　　　　　透液性第２表面シート
３３　　　　　不透液性第２裏面シート
３４　　　　　吸液性第２コア
ＩＩ－ＩＩ　　中心線
ＩＩＩ－ＩＩＩ　　中心線
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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