
(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、これら両シート間に位置する吸収性コア
とを有し、縦方向に長く、前記縦方向に直交する幅方向の中央域が特に厚く形成されてお
り、前記コアが、前記中央域に位置して前記縦方向へ延びる第１コアと、前記第１コアの
下面側に位置して前記縦方向へ延びる前記第１コアの幅よりも幅広い第２コアとからなり
、前記第１コアが、該第１コアの上面と、側面と、下面のうちの幅方向中央部分を除く残
余の部分とを前記表面シートによって被覆され、前記第２コアが、前記第１コア幅方向中
央部分と幅を同じくして向かい合う該第２コア上面の幅方向中央部分を除く残余の上面部
分が前記表面シートによって被覆されるとともに、該第２コア下面が前記裏面シートによ
って被覆され、かつ、該第２コア側面が前記表裏面シートのいずれかによって被覆され、
前記表面シートの、前記第１コアの下面を被覆する部分と、前記第２コアの上面を被覆す
る部分とが、これら第１，２コアの前記幅方向中央部分両側それぞれにおいてつながって
いて前記縦方向へ延びる折曲線を形成している生理用ナプキンであって、
　前記第１コアの下面を被覆する部分の表面シートと前記第２コアの上面を被覆する部分
の表面シートとの間には、前記表面および裏面シートと別体であって前記縦方向への伸縮
性を有する液抵抗性シートが介在し、前記液抵抗性シートが前記縦方向へ伸長されて該シ
ートの両端部が前記ナプキン両端部に固定され、該シートの内側縁部が前記折曲線の近傍
において前記第２コアの上面を被覆する部分の表面シート上に固定されて該シートの外側
縁部が前記第１コアの側縁部近傍に位置しており、
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　前記第１コアから第２コアへの経血の移行を可能ならしめるように、前記第１コアと第
２コアとが、それぞれの前記幅方向中央部分どうしでつながっていることを特徴とする前
記ナプキン。
【請求項２】
　前記第１，２コアそれぞれが、親水性繊維を４０～１００重量％含み、前記第２コアの
親水性繊維成分の密度が前記第１コアの親水性繊維成分の密度と同じであるかそれよりも
高い請求項１記載のナプキン。
【請求項３】
　前記第１コアが、前記幅方向における断面がΩ形状となるように折り曲げられて前記第
２コアに載置されている請求項１または２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、生理用ナプキンに関し、より詳しくは、膣口とショーツとの間に位置のず
れが生じた場合でも、膣口の動きに追随可能な生理用ナプキンに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　特開平１０－３３５８９号公報に開示の吸収性物品は、生理用ナプキンを一例とするも
のであって、透液性表面シートと不透液性裏面シートとの間に介在する吸収部が、互いに
実質的に非接触状態の上層吸収体と下層吸収体とを有して幅方向中央域が特に厚く、上層
吸収体は下層吸収体に対して幅方向または長手方向へ動き得るように１枚の連続した表面
シートで被覆されている。かかる吸収性物品（生理用ナプキン）は、装着者の動作に影響
されることなく、身体にフィットすると説明されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　前記公知の生理用ナプキンは、上層吸収体が比較的自由に動き得ても、膣口とナプキン
とが互いに上下方向へ離れようとするときには、上層吸収体がそのような動きの膣口に追
随する手段を持たないから、経血を確実に捕えることが難しく、経血漏れの原因となりか
ねない。また、上下層の吸収体は非接触状態にあるから、上層吸収体が膣口に密着してい
る間は、下層吸収体があるにもかかわらず、下層吸収体の吸収能力を活用することができ
ず、ナプキン着用時の不快感を募らせたり、経血漏れを生じたりすることになりかねない
。
【０００４】
　この発明が課題とするところは、吸収体が上下２層からなる生理用ナプキンにおける上
部吸収体の膣口に対する追随性を向上させると同時に、上部吸収体と下部吸収体との吸収
能力を活用して、経血漏れを防止することができる生理用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】
　前記課題解決のために、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、これら両シート間に位置する吸収性コアとを有し、縦方向に長く、前記縦方
向に直交する幅方向の中央域が特に厚く形成されており、前記コアが、前記中央域に位置
して前記縦方向へ延びる第１コアと、前記第１コアの下面側に位置して前記縦方向へ延び
る前記第１コアの幅よりも幅広い第２コアとからなり、前記第１コアが、該第１コアの上
面と、側面と、下面のうちの幅方向中央部分を除く残余の部分とを前記表面シートによっ
て被覆され、前記第２コアが、前記第１コア幅方向中央部分と幅を同じくして向かい合う
該第２コア上面の幅方向中央部分を除く残余の上面部分が前記表面シートによって被覆さ
れるとともに、該第２コア下面が前記裏面シートによって被覆され、かつ、該第２コア側
面が前記表裏面シートのいずれかによって被覆され、前記表面シートの、前記第１コアの
下面を被覆する部分と、前記第２コアの上面を被覆する部分とが、これら第１，２コアの
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前記幅方向中央部分両側それぞれにおいてつながっていて前記縦方向へ延びる折曲線を形
成している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、次のとおりである。前記第１コ
アの下面を被覆する部分の表面シートと前記第２コアの上面を被覆する部分の表面シート
との間には、前記表面および裏面シートと別体であって前記縦方向への伸縮性を有する液
抵抗性シートが介在し、前記液抵抗性シートが前記縦方向へ伸長されて該シートの両端部
が前記ナプキン両端部に固定され、該シートの内側縁部が前記折曲線の近傍において前記
第２コアの上面を被覆する部分の表面シート上に固定されて該シートの外側縁部が前記第
１コアの側縁部近傍に位置している。前記第１コアから第２コアへの経血の移行を可能な
らしめるように、前記第１コアと第２コアとが、それぞれの前記幅方向中央部分どうしで
つながっている。
【０００７】
　この発明の実施態様の一つにおいて、前記第１，２コアそれぞれが、親水性繊維を４０
～１００重量％含み、前記第２コアの親水性繊維成分の密度が前記第１コアの親水性繊維
成分の密度と同じであるかそれよりも高い。
　この発明の実施態様の他の一つにおいて、前記第１コアが、前記幅方向における断面が
Ω形状となるように折り曲げられて前記第２コアに載置されている。
【０００８】
【発明の実施の形態】
　添付の図面を参照して、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。
【０００９】
　図１に部分破断斜視図で示された生理用ナプキン１は、縦に長く、幅を二等分する中心
線Ｃ－Ｃに関して左右対称なもので、幅方向の寸法が比較的小さい上方吸収部２と、幅方
向の寸法が比較的大きくて上方吸収部２の下に位置する下方吸収部３とを有し、幅方向中
央部が特に厚く形成されている。ナプキン着用者の肌に当接するナプキン１の上面は透液
性表面シート６で形成され、着用ショーツに当接するナプキン１の下面は不透液性裏面シ
ート７で形成されている。上方吸収部２を被覆する部分の表面シート６と下方吸収部３を
被覆する部分の表面シート６との間には、表面および裏面シート６，７とは別体であって
液抵抗性の中間シート８が位置し、シート８が縦方向へ延びている。上方吸収部２は、表
面シート６の内側に密着する経血吸収性の上方コア１２を有し、下方吸収部３は表面シー
ト６の内側に密着する経血吸収性の下方コア１３を有する。図から明らかなように、上方
コア１２は、幅方向における断面がΩ形状となるように折り曲げられて下方コア１３に載
置されている。上方コア１２と下方コア１３との縦方向の寸法はほぼ同じであるか、また
は、下方コア１３の寸法が大きい。上方コア１２と下方コア１３の幅方向の寸法は、下方
コア１３のそれが大きく、上方コア１２の幅は下方コア１３の幅の１／４～３／４の範囲
にある。表裏面シート６と７とは、下方コア１３の両側縁から延出する部分で重なり合い
、互いに接合している。表裏面シート６，７と中間シート８とは、上方および下方コア１
２，１３の両端縁から延出する部分で重なり合い、互いに接合している。
【００１０】
　図２は、図１においてナプキン１の縦方向の寸法を二等分する中心線ＩＩ－ＩＩに沿っ
た切断面を示す図である。表面シート６は、上方コア１２の上面１２Ａと、両側面１２Ｂ
と、下面１２Ｃのうちの幅方向中央部分Ｅを除いた部分とを被覆している。さらに、表面
シート６は、下方コア１３の上面１３Ａのうちの幅中央部分Ｅを除いた部分と、両側面１
３Ｂとを被覆し、両側面１３Ｂの外側で裏面シート７と接合している。ただし、側面１３
Ｂは、表面シート６ではなくて、裏面シート７で被覆されていてもよい。表面シート６は
、上下のコア１２，１３の幅方向中央部分Ｅの両側それぞれにおいて縦方向へ延びる折曲
線１４に沿って折り曲げられている（図１を併せて参照）。上方コア１２の下面１２Ｃを
被覆している部分の表面シート６と、下方コア１３の上面１３Ａを被覆している部分の表
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面シート６との間に位置する液抵抗性の中間シート８は、内側縁部１８がホットメルト接
着剤１９を介して、折曲線１４の近傍で表面シート６に接合する一方、外側縁部２１が上
方コア１２の側面１２Ｂの近傍にまで延びている。外側縁部２１には、縦方向へ延びる弾
性部材２２が伸長状態で取り付けられており、中間シート８が縦方向への伸縮性を有して
いる。中間シート８が液抵抗性であるとは、このシート８が不透液性であるか、または、
透液性であったとしても、表面シート６ほどの透液性を有しておらず、経血の透過に対し
て比較的高い抵抗性を有していることを意味している。
【００１１】
　上方吸収部２では、上方コア１２が表面シート６の内面に密着してほぼ一様な厚さで広
がり、幅方向中央部分Ｅにおいて下方吸収部３に進入している。下方吸収部 、進入し
た上方コア１２が形成している第１部分１５Ａと、 第１部分１５
Ａに密着している第２部分１５Ｂとで構成され、第１，２部分１５Ａ，１５Ｂそれぞれが
表面シート６の内面に密着している。上方および下方のコア１２，１３は、必要に応じて
表面シート６の内面にホットメルト接着剤を介して接合することができる。
【００１２】
　裏面シート７の下面７Ｂには粘着剤２３が塗布され、この粘着剤２３が剥離紙２４で被
覆されている。ナプキン１は、粘着剤２３によってショーツの内面に止着することができ
る。
【００１３】
　図４は、ショーツ２４の股下域内面に取り付けられて、縦方向へ湾曲しているナプキン
１の斜視図と、そのＩＶ－ＩＶ線切断面を示す図面である。ナプキン１が縦方向へ湾曲す
ると、中間シート８の弾性部材２２が収縮し、中間シート８は、内側縁部１８を基端にし
て外側縁部２１が図２の位置から上方へ向かって旋回するように立ち上がる。それによっ
て、上方吸収部２では、図から明らかなように、上方コア１２が、幅方向の中央部分にお
いて下方コア１３から遠ざかるように湾曲し、ナプキン着用者の膣口へ向かうように押し
上げられる。
【００１４】
　図５は、着用されたナプキン１の状態を例示する図４と同様の図面である。ナプキン１
着用後には、身体の動きの如何によって、膣口とショーツ２４との間に位置のずれを生じ
ることがある。しかし、このナプキン１では、上方吸収部２がショーツ２４によって強く
拘束されることがなく、比較的自由に、例えば図示のように左方へ動いて位置のずれた膣
口にも密着し続けることができる。しかも、上方コア１２と下方コア１３とは、実質的に
一連のものであるから、上方コア１２で吸収した経血が下方コア１３へ移行して、上方コ
ア１２が経血で飽和状態になるのを遅くらせたり、避けたりすることができる。また、図
５のように上方吸収部２がナプキン１の側方へ偏倚した状態は、経血が幅狭いナプキン１
の側部に集中して横漏れを生じ易いが、このナプキン１では、上方吸収部２の直下に液抵
抗性の中間シート８が位置しているので、吸収部２から溢出する経血をシート８で受け止
めて、ナプキン１の幅方向中央部分Ｅへ向かって移動させ、さらに下方吸収部３に吸収さ
せることができる。それゆえ、上方吸収部２がナプキン１の側方へ偏倚しても、経血の横
漏れは生じ難い。上方吸収部２から下方吸収部３への経血の移行を促進するためには
方コア１３を形成している親水性繊維成分の密度 方コア１２を形成している親水性繊
維成分の密度と同じであるかそれよりも高くすることが好ましい。例えば ２部分１５
Ｂの親水性繊維の密度は、第１部分１５Ａの親水性繊維の密度と同じであるかそれよりも
高いことが好ましい。
【００１５】
　図６は、実施態様の一例を示す図４と同様の図面である。このナプキン１では 方吸
収部３ 進入 る 方コア１ の第１部分１５Ａが、表面シート６の内面に沿ってナ
プキン１の側縁部にまで延びており、その延びた部分の下側に第２部分１５Ｂが位置して
いる。
【００１６】
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　この発明において、表面シート６には、不織布や開孔プラスチックフィルムを使用し、
裏面シート７にはプラスチックフィルムを使用することができる。中間シート８には、不
織布や開孔プラスチックフィルムであって表面シート６よりも低い透液性を有するものの
他に、裏面シート７と同様に不透液性のものを使用することができる。表面シート６には
、疎水性不織布の所要部位を親水化処理したものを使用することもできる。上方コア１２
や下方コア１３には、親水性の不織布や粉砕パルプの成形品、粉砕パルプと高吸水性ポリ
マーとの混合物等を使用することができる。ナプキン１の各部材を接合するには、ホット
メルト接着剤等で接着したり、熱や超音波で溶着したりすることができる。
【００１７】
【発明の効果】
　この発明に係る生理用ナプキンは、上方吸収部と下方吸収部とを有し、ナプキンを着用
ショーツに固定しても伸縮性の中間シートの作用によって上方吸収部が身体の動きによく
追随し、しかも、上下の吸収部の間で吸収性コアが互いに接触した状態にあり、経血が上
方の吸収部から下方の吸収部へと移行可能である。上方吸収部がナプキンの側方へ偏倚し
た場合には、液抵抗性の中間シートが経血をナプキンの幅方向中央部分に集めるように作
用して、経血の横漏れを防ぐことができる。かかるナプキンでは、着用者が活発に動く場
合でも経血漏れを生じる恐れがない。
【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線切断面を示す図。
【図３】　ショーツに取り付けられたナプキンの斜視図。
【図４】　図３のＩＶ－ＩＶ線接断面を示す図。
【図５】　ナプキンの変形した状態の一例を示す図４と同様の図面。
【図６】　実施態様の一例を示す図４と同様の図面。
【符号の説明】
　１　　生理用ナプキン
　６　　表面シート
　７　　裏面シート
　８　　液抵抗性シート（中間シート）
　１２　　第１コア（上方コア）
　１２Ａ　　上面
　１２Ｂ　　側面
　１２Ｃ　　下面
　１３　　第２コア（下方コア）
　１３Ａ　　上面
　１３Ｂ　　側面
　１３Ｃ　　下面
　１４　　折曲線
　１８　　内側縁部
　２１　　外側縁部
　Ｅ　　幅方向中央部分
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】
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