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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人体に当接する面に位置するトップシートと、前記トップシートと反対側の面であって
、下着に当接する面に位置するバックシートと、前記トップシートと前記バックシートの
間に介装される吸収体と、前記バックシートの下着当接面に設けられるズレ止め部と、前
記ズレ止め部に止着・剥離自在に止着される剥離紙と、を備え、包装材により個装される
吸収性物品において、
　前記剥離紙には、所定の識別情報が設けられ、
　前記バックシートには、前記吸収体の形状を縁取る印刷が施され、
　前記トップシートおよびバックシートは、透明性を有しており、
　前記トップシートおよびバックシートを通して、前記トップシート側より、前記剥離紙
に設けられた前記識別情報および前記バックシートに施された前記印刷が視認されるよう
に構成されていることを特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　人体に当接する面に位置するトップシートと、前記トップシートと反対側の面であって
、下着に当接する面に位置するバックシートと、前記トップシートと前記バックシートの
間に介装される吸収体と、前記バックシートの下着当接面に設けられるズレ止め部と、前
記ズレ止め部に止着・剥離自在に止着される包装材と、を備える吸収性物品において、
　前記包装材には、所定の識別情報が設けられ、
　前記バックシートには、前記吸収体の形状を縁取る印刷が施され、



(2) JP 4494748 B2 2010.6.30

10

20

30

40

50

　前記トップシートおよびバックシートは、透明性を有しており、
　前記トップシートおよびバックシートを通して、前記トップシート側より、前記包装材
に設けられた前記識別情報および前記バックシートに施された前記印刷が視認されるよう
に構成されていることを特徴とする吸収性物品。
【請求項３】
　前記バックシートが４０％～８０％の光線透過率を有することを特徴とする請求項１ま
たは２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記包装材は、光線透過性を有することを特徴とする請求項１～３の何れか一項に記載
の吸収性物品。
【請求項５】
　前記包装材が４０％～８０％の光線透過率を有することを特徴とする請求項４に記載の
吸収性物品。
【請求項６】
　前記トップシートの開孔率が３２％以上、
　前記吸収体の目付が２００ｇ／ｍ2以下、
　前記吸収体の厚みが２ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１～５の何れか一項に記
載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記トップシートの開孔率が３２％以上、
　前記吸収体の目付が１５０ｇ／ｍ2以下、
前記吸収体の厚みが１．５ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１～５の何れか一項に
記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記識別情報は、文字、記号、模様もしくは図形のうち、何れか一つ以上が含まれるこ
とを特徴とする請求項１～７の何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、吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、吸収性物品としての生理用ナプキンにおいては、例えば、人体に当接する面に位
置するトップシートと、トップシートの反対側の面であって、下着当接面に位置するバッ
クシートと、両シートに介装される吸収体とを備え、バックシートの下着当接面に設けら
れた粘着性を有するズレ止め部に剥離紙や包装材が止着・剥離自在に止着されてなり、個
包装状態を形成する。
　このような生理用ナプキンについては、生理中はとかく憂鬱になりがちな女性の気分を
明るくする、“癒し”の効果や“安心感”を生み出すための工夫が施されている。例えば
、剥離紙に模様を施した上で、包装材に透明性をもたせ、個装状態で外側から剥離紙の模
様が視認できるようにし、その外観をカラフルなものにすることで、携帯時や使用時など
において、視覚的な面から女性の気分を紛らわすものなどが知られている。（例えば、特
許文献１）
【特許文献１】特開２００３－１９９７８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、特許文献１の発明の場合、個包装状態では図柄が確認できるために視覚的な効
果をもたらすものの、使用時に個包装状態から展開してしまうと、図柄を施した剥離紙が
見えなくなってしまうため、図柄を確認することが出来なくなる。生理中の女性に対して
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より視覚的に訴えかけ、“癒し”や“安心感”を与えるためには、使用する直前まで剥離
紙や包装材に設けられた図柄を視認することが出来る構成とすることが望ましい。
【０００４】
　そこで、本発明の課題は、生理中の女性に対して“癒し”や“安心感”を与えることの
出来る吸収性物品を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前述した課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、人体に当接する面に位置す
るトップシートと、前記トップシートと反対側の面であって、下着に当接する面に位置す
るバックシートと、前記トップシートと前記バックシートの間に介装される吸収体と、前
記バックシートの下着当接面に設けられるズレ止め部と、前記ズレ止め部に止着・剥離自
在に止着される剥離紙と、を備え、包装材により個装される吸収性物品において、前記剥
離紙には、所定の識別情報が設けられ、前記バックシートには、前記吸収体の形状を縁取
る印刷が施され、前記トップシートおよびバックシートは、透明性を有しており、前記ト
ップシートおよびバックシートを通して、前記トップシート側より、前記剥離紙に設けら
れた前記識別情報および前記バックシートに施された前記印刷が視認されるように構成さ
れていることを特徴とする。
　これにより、吸収性物品を展開した際に、トップシート側から剥離紙に設けられた識別
情報を視認することが出来る。
　また、吸収性物品を展開した際に、トップシート側から吸収体の形状を視認することが
出来る。 
【０００６】
　請求項２に記載の発明は、人体に当接する面に位置するトップシートと、前記トップシ
ートと反対側の面であって、下着に当接する面に位置するバックシートと、前記トップシ
ートと前記バックシートの間に介装される吸収体と、前記バックシートの下着当接面に設
けられるズレ止め部と、前記ズレ止め部に止着・剥離自在に止着される包装材と、を備え
る吸収性物品において、前記包装材には、所定の識別情報が設けられ、前記バックシート
には、前記吸収体の形状を縁取る印刷が施され、前記トップシートおよびバックシートは
、透明性を有しており、前記トップシートおよびバックシートを通して、前記トップシー
ト側より、前記包装材に設けられた前記識別情報および前記バックシートに施された前記
印刷が視認されるように構成されていることを特徴とする。
　これにより、吸収性物品を展開した際に、トップシート側から包装材に設けられた識別
情報を視認することが出来る。
　また、吸収性物品を展開した際に、トップシート側から吸収体の形状を視認することが
出来る。　 
【０００８】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の吸収性物品において、前記バック
シートが４０％～８０％の光線透過率を有することを特徴とする。
　これにより、バックシートが一定以上の光線を透過させることとなり、確実に、トップ
シート側から剥離紙や包装材に設けられた識別情報や吸収体の形状を視認することが出来
る。　 
【０００９】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３の何れか一項に記載の吸収性物品において、前
記包装材が光透過性を有することを特徴とする。
　これにより、包装材を通して、トップシート側に光りが透過するので、より明るくなる
こととなって、剥離紙や包装材に設けられた識別情報をより視認しやすくなる。 
【００１０】
　請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の吸収性物品において、前記包装材が４０％
～８０％の光線透過率を有することを特徴とする。
　これにより、包装材が一定以上の光線を透過させることとなり、より明るくなることと
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なって、包装材を通して、剥離紙や包装材に設けられた識別情報を確実に視認することが
可能となる。　 
【００１１】
　請求項６に記載の発明は、請求項１～５の何れか一項に記載の吸収性物品において、前
記トップシートの開孔率が３２％以上、前記吸収体の目付が２００ｇ／ｍ2以下、前記吸
収体の厚みが２ｍｍ以下であることを特徴とする。
　これにより、トップシートの透明度が増し、且つ吸収体が薄くなることとなり、トップ
シート側から剥離紙や包装材に設けられた識別情報を、より鮮明に、より広い範囲に亘っ
て視認することが出来る。 
【００１２】
　請求項７に記載の発明は、請求項１～５の何れか一項に記載の吸収性物品において、前
記トップシートの開孔率が３２％以上、前記吸収体の目付が１５０ｇ／ｍ2以下、前記吸
収体の厚みが１．５ｍｍ以下であることを特徴とする。
　これにより、トップシートの透明度がより増すのみならず、吸収体がより薄くなること
となり、トップシート側から吸収体を通して、剥離紙や包装材に設けられた識別情報を、
より鮮明に、より広い範囲に亘って視認することが出来る。 
【００１３】
　請求項８に記載の発明は、請求項１～７の何れか一項に記載の吸収性物品において、前
記識別情報は、文字、記号、模様もしくは図形のうち、何れか一つ以上が含まれることを
特徴とする。 
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１に記載の発明によれば、吸収性物品を展開した際に、トップシート側から剥離
紙に設けられた識別情報を視認することが出来ることとなり、剥離紙に設けられた識別情
報によって、生理中の女性に“癒し”の効果を与えることが可能となる。
　また、吸収性物品を展開した際に、トップシート側から吸収体の形状を視認することが
出来ることとなり、使用者に対してフィット感を期待させ、“安心感”を与えることが可
能となる。
【００１５】
　請求項２に記載の発明によれば、吸収性物品を展開した際に、トップシート側から包装
材に設けられた識別情報を視認することが出来ることとなり、包装材に設けられた識別情
報によって、生理中の女性に“癒し”の効果を与えることが可能となる。
　また、吸収性物品を展開した際に、トップシート側から吸収体の形状を視認することが
出来ることとなり、使用者に対してフィット感を期待させ、“安心感”を与えることが可
能となる。
【００１７】
　請求項３に記載の発明によれば、請求項１または２に記載の発明の効果が得られるのは
当然のこと、バックシートが一定以上の光線を透過させることとなり、より鮮明に、トッ
プシート側から剥離紙や包装材に設けられた識別情報や吸収体の形状を視認することが出
来ることとなり、剥離紙や包装材に設けられた識別情報によって、生理中の女性に“癒し
”の効果を与えるのみならず、吸収体の輪郭を視認出来ることによりフィット感を期待さ
せ、“安心感”を与えることが可能となる。
【００１８】
　請求項４に記載の発明によれば、請求項１～３の何れか一項に記載の発明の効果が得ら
れるのは当然のこと、包装材が透明性を有することとなり、包装材を通して識別情報が視
認出来ることが出来、使用者に対してより確実に“癒し”の効果を与えることが可能とな
る。
【００１９】
　請求項５に記載の発明によれば、請求項４に記載の発明の効果が得られるのは当然のこ
と、包装材が一定以上の光線を透過させることとなり、包装材を通して、より鮮明に識別
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情報を視認することが出来、使用者に対してより確実に“癒し”の効果を与えることが出
来る。
【００２０】
　請求項６に記載の発明によれば、請求項１～５に記載の発明の効果が得られるのは当然
のこと、トップシートの透明度が増し、且つ吸収体が薄くなることとなり、より鮮明に、
トップシート側から剥離紙や包装材に設けられた識別情報を視認することが出来る。
　これにより、より鮮明にトップシート側から剥離紙や包装材に設けられた図柄や文字、
吸収体の輪郭を視認することが出来ることとなり、より確実に、生理中の女性に“癒し”
の効果を与えるのみならず、吸収体の輪郭を視認出来ることにより、フィット感を期待さ
せ、“安心感”を与えることが可能となる。
【００２１】
　請求項７に記載の発明によれば、請求項１～５に記載の発明の効果が得られるのは当然
のこと、トップシートの透明度が増し、且つ吸収体が薄くなることとなり、より鮮明に、
トップシート側から剥離紙や包装材に設けられた識別情報を視認することが出来る。
　これにより、より鮮明にトップシート側から剥離紙や包装材に設けられた図柄や文字、
吸収体の輪郭を視認することが出来ることとなり、より確実に、生理中の女性に“癒し”
の効果を与えるのみならず、吸収体の輪郭を視認出来ることにより、フィット感を期待さ
せ、“安心感”を与えることが可能となる。
【００２２】
　請求項８に記載の発明によれば、請求項１～７に記載の発明の効果が得られるのは当然
のこと、識別情報に文字、記号、模様もしくは図形が含まれることによって、例えば占い
が視認されることによって、憂鬱な気分を紛らわすことが可能となり、例えば前後表示が
視認されることによって、正しい向きで吸収性物品を装着することが出来、例えばキャラ
クターが視認されることによって、“癒し”の効果を与えることが可能となる。 
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　（実施形態１）
　以下、本発明の実施形態１を、図１及び図２を用いて説明する。
　図１は本願発明の吸収性物品を適用した生理用ナプキンの斜視図である。図２は、図１
の生理用ナプキンの底面からの斜視図である。
　尚、図面を説明するにあたり、視認可能な吸収体、剥離紙及び識別情報については実線
で示した。全ての図面において同様の表示とした。
【００２４】
　図１及び図２に示すように、吸収性物品としての生理用ナプキン（以下「ナプキン」と
いう）１は、装着時に肌当接面に位置するトップシート２と、トップシート２と反対側の
面であって装着時に外面に位置するバックシート３と、トップシート２とバックシート３
の間に介装される吸収体４と、吸収体４の長手両側縁部において、ナプキン１の前部１１
ａから後部１１ｂにわたって設けられた左右一対のサイドシート５、５と、バックシート
３の下着当接面に設けられたズレ止め部６等、を備えており、ズレ止め部６に剥離紙７が
止着された上でナプキン１本体が包装材９によって包装され個装状態を形成している。
【００２５】
　トップシート２は、ナプキン１を下着に装着した際に人体に接する肌当接面に設けられ
るものであり、経血を吸収し、吸収体４まで輸送する役割を果たし、透液性のシートであ
る。透液性のシートとしては、例えば、有孔または無孔の不織布や、多孔性プラスチック
シートなどにより形成されるものが挙げられる。不織布は、繊維を織ったり編んだりする
ことなく、繊維どうしを化学的方法、機械的方法または、それらの組み合わせにより、結
合や絡み合せを行ったものであり、不織布を構成する素材繊維としては、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の他
、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ができる。また、不織
布を製造する方法としては、公知の方法を適宜用いることができ、例えば、乾式法、湿式
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法、スパンレース法、スパンボンド法、サーマルボンド法、メルトブロー法、ニードルパ
ンチ法、或いはこれらを組み合わせた方法等によって不織布を製造することができる。
　トップシート２には多数の透孔が形成されており、これにより経血やおりもの等の体液
がより速やかに吸収されるようになると共に、ドライタッチ性に優れたものとなる。
【００２６】
　バックシート３は、トップシート２と反対側の非肌当接面側に設けられており、吸収体
４で吸収した経血を下着にもたらさない役割を果たし、不透液性且つ光線透過性のシート
である。不透液性のシートとしては、例えば、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、光線透過性からはポリエチレン１００％の
ものが望ましい。この他にポリエチレンシート等に不織布を積層したラミネート不織布や
、さらには防水フィルムを介在させ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バックシートを構成する。）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
。この遮水性と透湿性とを具備するシート材としては、例えば、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材などである。
【００２７】
　吸収体４は、ナプキン１の使用時に体液としての尿等の水様成分を吸収する働きを成す
ものであり、綿やパルプ等の吸収性素材や、繊維或いはフィルム等のシート状基材と高吸
収性ポリマーのような高吸水性樹脂とが組み合わされて形成された吸収体コア（図示略）
が、透液性のクレープ紙（図示略）により覆われて構成されている。尚、吸収体コアは、
単層構造であっても良いし、複数層に分かれた構造でも構わない。
【００２８】
　サイドシート５、５は、不透液性の不織布のシートにより形成されており、トップシー
ト２の上方に延出してなる内側端部５１と、他方の端部であってナプキン１の外郭を形成
する外側端部５２を有し、内側端部５１近傍において、トップシート２に接着し、外側端
部５２近傍において、バックシート３に接着することでナプキン１本体に固定されている
。サイドシート５は、バックシート３と同様、不透液性を有し、トップシート２及び吸収
体４で受け、保持し切れなかった体液を外部へ漏らさないための役割を果たす。本実施形
態においては、サイドシート５はバックシート３に使用した素材と同様の素材を使用した
。その特性なども同一のものである。
【００２９】
　ズレ止め部６は、ナプキン１を下着に固定するための役割を果たし、バックシート３の
下着当接面に接着剤を塗布することによって形成される。例えば図２に示すように、バッ
クシート３の長手方向に沿って、幅方向中央部の両側二箇所にライン状に接着剤が塗布さ
れることによって、ズレ止め部６、６が設けられる。
【００３０】
　ズレ止め部６に塗布される接着剤は、例えば、一般的に耐久性において優れた性質をも
っているポリアクリル酸エステルを主体としたアクリル系接着剤や、天然ゴム、合成ゴム
の弾力性成分と粘着付与剤が主成分で、これに可塑剤、老化防止剤などが配合されている
ゴム系接着剤などを使用することが出来、またそれ以外にホットメルト接着剤などの既知
の接着剤も使用可能である。
【００３１】
　剥離紙７は、ズレ止め部６に設けられた接着剤を保護する役割を成し、ナプキン１使用
時には剥離紙７を剥がす事によって粘着剤が塗布されたズレ止め部６を露呈させ、下着に
止着させることで固定する。剥離紙７としては、剥離紙７基材に剥離剤を塗布したものが
好ましく用いられる。剥離紙７基材としては、ポリプロピレン、低密度ポリエチレン、ポ
リビニルアルコール等のフィルムあるいは不織布や紙及びこれらの複合材料を用いること
が出来、剥離剤としては、シリコーン系、フッ素系、イソシアネート系等のものが好まし
く用いられる。特に、シリコーン樹脂系のものを剥離紙７基材に塗布して加熱乾燥するか
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、スプレーで吹きつけ薄い被膜を形成させる等して用いるのが好ましい。
　包装材９は、不透液性のシートである。不透液性のシートとしては、例えば、上述した
バックシート３と同様のものが使用される。
【００３２】
　ここで，本願発明の特徴である、バックシート３及び剥離紙７についてさらに詳細に説
明する。
　図２に示すように、剥離紙７は、ズレ止め部６を完全に覆うことの出来る大きさを有す
る。剥離紙７のバックシート３当接面、即ちズレ止め部６当接面には、例えばキャラクタ
ーなどの図柄や、占い、前後表示などの文字等の識別情報８が印刷される。この印刷は、
剥離紙７のバックシート３当接面全面に施されていても良いし、一部分でも構わない。ま
た、剥離紙７が光線透過性を有する場合、バックシート３当接面と反対側の面に設けても
良い。
【００３３】
　本願発明におけるバックシート３は透明性を有し、好ましくは４０％～８０％の光線透
過率を有し、より好ましくは６０％～８０％を有する。光線透過性が４０％よりも低いと
、剥離紙７に印刷された図柄や文字が視認できないからである。従ってバックシート３の
透明度が上がり、剥離紙７側からトップシート２側への光の透過量が多くなることとなっ
て、吸収体４から外側に延出してなる剥離紙７に設けられた図柄や文字をトップシート２
及びバックシート３を通してトップシート２側から視認出来ることとなる。
　また、バックシート３が高い光線透過率を有することによって、トップシート２とバッ
クシート３の間に介装された吸収体４の輪郭が、トップシート２を通して透けて見えるこ
ととなり、吸収体４の存在とその形状を使用者が視認出来ることとなる。
【００３４】
　さらに、本願発明における包装材９は透明性を有し、好ましくは４０～８０％の光線透
過率を有し、より好ましくは６０％～８０％である。光線透過性が４０％よりも低いと、
剥離紙７に印刷された図柄や文字が視認できないからである。従って包装材９の透明度が
上がり、個装状態から展開することなく、包装材９を通して文字や図柄が視認出来ること
となり、使用時のみならず、携帯時においても、使用者に対して“癒し”の効果を与える
ことが出来る。図４に、ナプキン１の個装状態における斜視図を示した。
【００３５】
　また、本実施形態１においては、トップシート２の開孔率が３２％以上である。開孔率
を３２％以上とすることによってトップシート２そのものの透明度が増し、より鮮明に剥
離紙７に設けられた図柄や文字が視認され、且つ吸収体４の形状を視認することが出来る
こととなる。
　識別情報８としての図柄や文字を施した実施形態１の変形例の斜視図を図３（ａ）～（
ｃ）に示した。図３（ａ）は、例えば、「ＦＲＯＮＴ」、「ＢＡＣＫ」等の前後表示を施
した例である。前後が分かりずらいナプキン１であっても、前後表示を確認した上で装着
することによって、前後を間違えずに装着することが可能になる。（ｂ）は占いを施した
例である。例えば本図に示したように、包装段階では視認出来ずとも、展開し、さらに剥
離紙をナプキン１本体から剥がすことで、文字の全体を読むことが出来るようなデザイン
としても良い。（ｃ）は、キャラクターを施した例である。本図ではキャラクターを剥離
紙の全面に施したが、一部分のみ、若しくはストーリー性を持った数コマからなるデザイ
ンとしても構わない。
【００３６】
　以上、説明した実施形態１にかかるナプキン１によれば、剥離紙７のズレ止め部６当接
面に、例えばキャラクターなどの図柄や、占い、前後表示などの文字を印刷し、バックシ
ート３が高い光線透過率を有することによって、剥離紙７に設けられた図柄や文字がバッ
クシート３を通してトップシート２側から視認することが出来ることなり、例えばキャラ
クターが視認出来ることによって、使用する女性に “癒し”の効果を与えることが出来
、例えば占いが見えることによって、憂鬱な気分を紛らわすことが出来、例えば前後表示
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が視認出来ることによって、正しい向きでナプキン１を装着することが出来、装着感を向
上させることが可能になる。
　また、バックシート３が高い光線透過率を有することによって、トップシート２とバッ
クシート３の間に介装された吸収体４の輪郭を、トップシート２を通して確認することが
出来、吸収体４の存在とその形状を視認出来ることによって、使用する女性に“安心感”
を与えることが出来る。
　さらに、トップシート２が３２％以上の開孔率を有することによって、トップシート２
を通して、より鮮明に剥離紙７上に印刷された図柄や文字を視認することが出来、より確
実に“癒し”の効果や“安心感”を与えることが出来る。
　その上、包装材９が高い光線透過率を有することによって、個装状態であっても、包装
材９を通して図柄や文字を視認することが出来、さらに高い“癒し”の効果をもたらすこ
とが可能になるだけでなく、包装材９を光が透過するため、ナプキン１全体を明るくする
ことが可能になる。
【００３７】
　（実施形態２）
　次に、実施形態２に係るナプキン１０１について説明する。ナプキン１０１は、吸収体
１０４が実施形態１のナプキン１と異なる。従って、実施形態２を説明するにあたり、上
記実施形態１と同様の構成については、同一の符号を付し、説明は省略する。
　図５に示すように、実施形態２であるナプキン１０１においては、吸収体１０４の目付
が２００（ｇ／ｍ2）以下であり、好ましくは１５０（ｇ／ｍ2）以下であって、その厚み
は２（ｍｍ）以下、好ましくは１．５（ｍｍ）以下である。これにより、吸収体１０４そ
のものの厚みが薄くなり、吸収体１０４の光線透過率が向上することとなる。また、高い
透明性を有するバックシート３及び３２％以上の開孔率を有するトップシート２で高い透
明性を有する吸収体１０４を介装することによって、トップシート２側からトップシート
２及びバックシート３のみならず、吸収体１０４をも通して剥離紙７に設けられた図柄や
文字を視認することが可能になる。
　つまり、この実施形態２にかかるナプキン１０１においては、トップシート２と吸収体
１０４を通して、剥離紙７上に印刷された図柄や文字を視認することが出来、より広い範
囲の図柄や文字を視認することが出来、よってさらに大きな“癒し”の効果を与えること
が可能となる。
【００３８】
（実施形態３）
　さらに、実施形態３に係るナプキン２０１について説明する。ナプキン２０１は、吸収
体２０４が実施形態１のナプキン１と異なる。従って、実施形態３を説明するにあたり、
上記実施形態１と同様の構成については、同一の符号を付し、説明は省略する。
　図６に示すように、実施形態３であるナプキン２０１においては、吸収体２０４が幅方
向に常に一定の長さを有する矩形状ではなく、幅方向の一部がカットされた形状を成す。
つまり、装着時に経血を受ける部分以外であって、臀部に当てられる部分の長手両側部が
内側方向に例えば幅の三分の一程度切り取られ、ナプキン２０１の前部１１ａと後部１１
ｂにおける吸収体２０４の幅が異なる形状を成す。つまり、臀部に当てられる部分が細く
形作られていることによって、装着時に身体の隙間にフィットしそうな印象を装着者に与
えることが出来る。また、吸収体が一部カットされていることによって、より広範囲の図
柄や文字を視認することが出来る。
　つまり、この実施形態３にかかるナプキン２０１においては、吸収体２０４の存在とそ
の形状を視認させることによって、使用する女性により高い“安心感”を与えることが出
来る。
　また、吸収体２０４の面積が小さいことから、トップシート２と吸収体２０４を通して
、剥離紙７上に印刷された、より広い範囲の図柄や文字を視認することが出来、よってさ
らに大きな“癒し”の効果を与えることが可能になる。
【００３９】
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　続いて、実施形態４に係るナプキン３０１について説明する。ナプキン３０１は、吸収
体３０４及びバックシート３０３が実施形態１のナプキン１と異なる。従って、実施形態
４を説明するにあたり、上記実施形態１と同様の構成については、同一の符号を付し、説
明は省略する。
　図７に示すように、実施形態４であるナプキン３０１においては、吸収体３０４が幅方
向に常に一定の長さを有する矩形状ではなく、幅方向の一部がカットされた形状を成す。
つまり、装着時に経血を受ける部分以外であって、臀部に当てられる部分の長手両側部が
内側方向に例えば幅の三分の一程度切り取られ、ナプキン３０１の前部１１ａと後部１１
ｂにおける吸収体３０４の幅が異なる形状を成す。さらに、バックシート３０３に吸収体
３０４の形状に合わせた印刷を施すことによって、より吸収体３０４の形状を強調し、装
着者に対してより確実に吸収体３０４の形状を認識させることが出来る。また、吸収体の
一部をカットしたことによって、より広範囲の識別情報８を視認出来ることとなる。
　つまりこの実施形態４にかかるナプキン３０１においては、吸収体３０４の存在とその
形状をより確実に視認させることによって、また、より広範囲の識別情報８を視認できる
ことによって、使用する女性により強く“安心感”を与えることが出来る。
　また、吸収体３０４の面積が小さいことから、トップシート２と吸収体３０４を通して
、剥離紙７上に印刷された、より広い範囲の図柄や文字を視認することが出来、よってさ
らに大きな“癒し”の効果を与えることが可能になる。
【実施例】
【００４０】
　次に、上記に説明した本願発明に係るナプキン１の実施例を比較例と共に説明する。
＜実施例＞
【００４１】
（トップシートの開孔率、吸収体の目付及び厚み）
　上記に説明した吸収体４及びバックシート３を有するナプキン１のトップシート側から
、剥離紙に設けた識別情報が視認出来ることを評価するために、エチレン－酢酸ビニル共
重合体とポリエチレンからなるトップシート（目付３０ｇ／ｍ2）、ポリエチレンからな
るバックシート（目付３０ｇ／ｍ2）、パルプとＳＡＰ（高吸収性樹脂）の比率が８：２
からなる吸収体（目付　表１の通り）、離型処理を施した剥離紙（目付４０ｇ／ｍ2）及
びポリエチレンからなる包装材（目付３０ｇ／ｍ2）を使用して、剥離紙に印刷した図柄
や文字がトップシート側から視認可能か、また、可能な場合、どの程度視認出来るか（以
下、「視認度」という）を確認した。
　尚、試験には、光線透過率ＪＩＳ　Ｋ－７３６１全光線透過率測定における測定値８０
％を有するバックシート及び包装材を用いた。
　実施例１～４において、トップシートの開孔率（％）、吸収体の目付（ｇ／ｍ2）及び
厚み（ｍｍ）を変化させた。各実施例のトップシートの開孔率（％）、吸収体の目付（ｇ
／ｍ2）及び厚み（ｍｍ）を表１に示した。尚、各実施例におけるトップシートの厚みは
いずれも０．３（ｍｍ）である。
【００４２】
　実施例１のナプキン１は、トップシートの開孔率を３２（％）とし、吸収体の目付を１
００（ｇ／ｍ2）、その厚みを１．０（ｍｍ）としたものであって、実施例２はトップシ
ートの開孔率を３２（％）とし、吸収体の目付を５０（ｇ／ｍ2）、その厚みを０．８（
ｍｍ）としたものであり、実施例３はトップシート２の開孔率を３２（％）、吸収体の目
付を１５０（ｇ／ｍ2）、その厚みを１．５（ｍｍ）としたものであり、実施例４は、ト
ップシートの開孔率を３２（％）とし、吸収体の目付を２００（ｇ／ｍ2）、その厚みを
２．０（ｍｍ）としたものである。いずれの実施例についても、エアレイド法で吸収体を
製造した。
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【表１】

【００４３】
（視認度評価方法）
　次に、上記のように製造したナプキンにおいて、視認度を確認した。
　視認度の測定方法としては、次の通りである。
　１０名の女性を対象に、各実施例及び各比較例の試料について、印刷物が視認出来るか
、５点満点で官能評価を行い、その平均で評価した。
　視認度については、◎：非常に良く見える（５．０～４．０点未満）、○：良く見える
（４．０～３．０点未満）、△：視認しにくい（３．０～１．０点未満）、×：視認でき
ない（１．０点以下）、の四段階で評価した。
　上記した試験方法により試験した結果は表１に併せて示した。
【００４４】
＜比較例＞
　（トップシートの開孔率、吸収体の目付及び厚み）
　比較例１～３において、トップシートの開孔率（％）、吸収体の目付（ｇ／ｍ2）及び
厚み（ｍｍ）を実施例に併せて表１に示した。尚、各比較例におけるトップシートの厚み
はいずれも０．３（ｍｍ）である。
【００４５】
　比較例１のナプキンは、トップシートの開孔率を１５（％）とし、吸収体の目付を１０
０（ｇ／ｍ2）、その厚みを１．０（ｍｍ）としたものである。比較例２のナプキンは、
トップシートの開孔率を５（％）とし、吸収体の目付を１００（ｇ／ｍ2）、その厚みを
１．０（ｍｍ）としたものである。比較例３は、トップシートの開孔率を３２（％）とし
、吸収体の目付を３００（ｇ／ｍ2）、その厚みを７．５（ｍｍ）としたものである。比
較例１及び比較例２においては、吸収体をエアレイド方式で製造した。エアレイド方式と
は、主に短繊維の不織布を製造する際に用いられる製造方法で、空気と接着剤で繊維を結
合させてシート化する方法を言う。しかし、嵩が増して原料量が許容量を超えると、エア
レイド方式では製造できなくなるため、例えばパルプを積繊して圧縮する方法によって製
造される。比較例３については目付量が多いため、エアレイド方式によってではなく、パ
ルプを積繊して圧縮することによって製造した。
【００４６】
（視認度評価方法）
　次に、上記の通りに製造したナプキン１における視認度について確認した。視認度の測
定方法としては、実施例で記載した通りであって、上記した試験方法により試験した結果
は表１に併せて示した。
【００４７】
（視認度評価）
　次いで、各結果について評価を行った。
　視認度の結果より、吸収体の目付及び厚みを同一とする、開孔率１５（％）の比較例１
及び開孔率５（％）の比較例２においては、剥離紙に印刷した図柄や文字がトップシート
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側から視認できないが、開孔率３２（％）の実施例１の場合には、視認出来る。従って、
トップシート２の開孔率は３２（％）以上であることを要する。
　さらに、トップシート２の開孔率を３２％とした場合であっても、吸収体の目付が３０
０（ｇ／ｍ2）、厚みが７．５（ｍｍ）の比較例４の場合、剥離紙に印刷した図柄や文字
がトップシート側から視認出来ないが、吸収体の目付を５０（ｇ／ｍ2）、厚みを０．８
（ｍｍ）とした実施例２、目付を１５０（ｇ／ｍ2）、厚みを１．５（ｍｍ）とした実施
例３、目付を２００（ｇ／ｍ2）、厚みを２（ｍｍ）とした実施例４では視認出来る。従
って、吸収体の目付は２００（ｇ／ｍ2）以下、厚みが２（ｍｍ）以下であることを要す
。さらに視認度評価結果より、好ましくは目付が１５０（ｇ／ｍ2）以下、厚みは１．５
（ｍｍ）以下である。
　つまり、本願発明のナプキにおいては、トップシートは３２（％）以上の開孔率を有し
、吸収体の目付は２００（ｇ／ｍ2）以下、好ましくは１５０（ｇ／ｍ2）以下であって、
吸収体の厚みは２（ｍｍ）以下、好ましくは１．５（ｍｍ）以下である。
【００４８】
　尚、ズレ止め部６に接着した剥離紙は必ずしも必要ではなく、必要に応じて使用するこ
ととして構わない。例えば包装材９にズレ止め部６に設けられた接着剤を保護する剥離紙
としての役割を持たせることが出来れば、剥離紙を介さず、包装材９で直接包装し、包装
材９に図柄や文字などの識別情報８を印刷しても構わない。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本願発明の吸収性物品を適用した実施形態１の生理用ナプキンの斜視図である。
【図２】図１の生理用ナプキンの底面からの斜視図である。
【図３】図１の生理用ナプキンの変形例の斜視図である。
【図４】図１の生理用ナプキンの個装状態の斜視図（ａ）及び展開状態の斜視図（ｂ）で
ある。
【図５】本願発明の吸収性物品を適用した実施形態２の生理用ナプキンの斜視図である。
【図６】本願発明の吸収性物品を適用した実施形態３の生理用ナプキンの斜視図である。
【図７】本願発明の吸収性物品を適用した実施形態４の生理用ナプキンの斜視図である。
【符号の説明】
【００５０】
１　　　生理用ナプキン
２　　　トップシート
３　　　バックシート
４　　　吸収体
５　　　サイドシート
６　　　ズレ止め部
７　　　剥離紙
８　　　識別情報
９　　　包装材
１１ａ　前部
１１ｂ　後部
１０１　生理用ナプキン
１０４　吸収体
２０１　生理用ナプキン
２０４　吸収体
３０１　生理用ナプキン
３０３　バックシート
３０４　吸収体
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