
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液の吸収保持機能を有する本体と、前記本体の前縁部よりも前方側へ延出する前方支持
体と、前記本体の後縁部よりも後方側へ延出する後方支持体とを有する吸収性物品におい
て、
　前記本体は、受液側に設けられた液透過性の表面シートと、液不透過性の裏面シートと
、前記表面シートと裏面シートとの間に位置する吸収層とを有し、
　前記前方支持体および前記後方支持体は、伸長した状態で弾性収縮力を発揮する弾性部
材で形成され

おり、
　前記前方支持体および前記後方支持体が、着用者の肌に固定する肌固定手段を有してお
り、前記肌固定手段は、前記前方支持体および前記後方支持体において前記表面シートが
設けられているのと同じ側に向けられて
　

いることを特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　前記肌固定手段は、水溶性または非水溶性材料を主成分として生成されたゲルである請
求項１記載の吸収性物品。
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、前記後方支持体の一端部が、前記本体を縦方向に２分する中心線よりも前
方領域に延びて、前記前方領域において、少なくとも前記一端部と前記本体の裏面とが接
合されて

おり、
前記後方支持体は、前記本体の後端部から後方に延びる所定の長さ範囲において幅寸法

が一定であり、前記所定の長さ範囲よりも後方部分の幅寸法が徐々に広がっており、幅寸
法が最大となった部分に前記肌固定手段が設けられて



【請求項３】
　前記前方支持体 前記本体から２つ以上延びている請求項１ 記載の吸収性
物品。
【請求項４】
　前記前方支持体および前記後方支持体が伸びたときに、前記前方支持体の肌固定手段と
前記後方支持体の肌固定手段との距離が伸長前の１．２倍以上となる請求項１ないし の
いずれかに記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液の吸収保持機能を有する本体が身体の股間部に密着した状態で位置ずれしに
くい吸収性物品に関する。
【０００２】
【従来の技術】
生理中の女性が使用する吸収性物品は、経血が確実に吸収されるために膣口と吸収性物品
とが常に密着していることが必要である。
【０００３】
実開平３－１０１９３３号公報には、吸収体を有する本体と、弾性的に伸長可能なフラッ
プとが設けられた吸収性物品が開示されている。前記フラップは前記本体の縦方向の両端
から前方および後方へ延設されており、前記フラップの肌当接面と反対側の面にずれ止め
材が設けられている。この吸収性物品は、前記フラップを伸長させた状態で、前記ずれ止
め材をショーツなどの下着の内側に固定して着用する。着用状態では、前記フラップの弾
性力によって、前記本体が着用者の膣口に向う方向に付勢されて、前記本体が着用者の膣
口に密着しやすくなっている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、前記公報に開示されている吸収性物品は、前記フラップが下着に固定されて使用
されるものであるため、身体の動きによって下着に弛みや伸びなどが生じたり、あるいは
下着と身体との相対位置にずれが生じた場合には、前記吸収性物品と身体との相対位置も
ずれが生じることになるため、吸収性物品と膣口との高い密着性を維持することが困難で
ある。
【０００５】
本発明は前記従来の課題を解決するものであり、膣口との密着性を維持でき、位置ずれし
難い吸収性物品を提供することを目的としている。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、液の吸収保持機能を有する本体と、前記本体の前縁部よりも前方側へ延出す
る前方支持体と、前記本体の後縁部よりも後方側へ延出する後方支持体とを有する吸収性
物品において、
　前記本体は、受液側に設けられた液透過性の表面シートと、液不透過性の裏面シートと
、前記表面シートと裏面シートとの間に位置する吸収層とを有し、
　前記前方支持体および前記後方支持体は、伸長した状態で弾性収縮力を発揮する弾性部
材で形成され

ており、
　前記前方支持体および前記後方支持体が、着用者の肌に固定する肌固定手段を有してお
り、前記肌固定手段は、前記前方支持体および前記後方支持体において前記表面シートが
設けられているのと同じ側に向けられて
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が、 または２に

３

、前記後方支持体の一端部が、前記本体を縦方向に２分する中心線よりも前
方領域に延びて、前記前方領域において、少なくとも前記一端部と前記本体の裏面とが接
合され

おり、
前記後方支持体は、前記本体の後端部から後方に延びる所定の長さ範囲において幅寸法

が一定であり、前記所定の長さ範囲よりも後方部分の幅寸法が徐々に広がっており、幅寸



いることを特徴とするものである。
【０００７】
前記吸収性物品は、前記前方支持体および後方支持体の先端部に設けられた肌固定手段を
着用者の肌に固定させて着用する。前記前方支持体および後方支持体が着用者の肌に固定
されて使用されるものであるため、身体の動きによって下着に弛みや伸びあるいは下着と
身体との相対位置にずれが生じた場合でも、吸収性物品と膣口との高い密着性を維持する
ことができる。このとき、前記両支持体を伸長させた状態で着用すると、前記本体が前記
前方支持体および後方支持体の弾性収縮力により着用者の性器に向かう方向に付勢されて
、前記本体が着用者の膣口に密着する。
【０００９】
　 、本体に吸収保持された体排泄液が前
記 で遮断されるため、ショーツなどの下着を体排泄液で汚すことがない。
【００１３】
　 、前記後方支持体の弾性押圧力が前記本体の中心線に沿って作用し、本体を
着用者の膣口に向う方向へ凸形状に変形させることができ、前記本体を膣口へ密着させ易
くなる。
【００１４】
また、前記後方支持体は、前記本体の後端部から後方に延びる所定の長さ範囲において、
幅寸法が３０ｍｍ以下であることが好ましく、幅寸法を３０ｍｍ以下とすると、前記後方
支持体を臀部の溝内に密着させることが可能になる。
【００１５】
前記後方支持体が臀部の溝内に密着すると、身体が動いたときに、後方支持体が臀部から
外れる方向へ動きにくくなり、前記本体の身体への密着位置を安定させやすくなる。
【００１７】
後方支持体の幅寸法が、３０ｍｍ以下の部分から後端に向かって徐々に広くなっていると
、肌固定手段の幅寸法を広くできて肌に安定して固定させることができる。
【００１８】
　また、前記前方支持体 前記本体から２つ以上延びているものであってもよい。
【００１９】
　前記前方支持体 以上設け 前記前方支持体 者の身体の動きに応じた外
力が与えられたときに、前記外力を分散させることができるため、前記本体の位置ずれを
低減することができる。
【００２０】
また、前方支持体および後方支持体が伸びたときに、前方支持体の肌固定手段と後方支持
体の肌固定手段との距離が伸長前の１．２倍以上となることが好ましい。
【００２１】
また、前方支持体および後方支持体が伸びて、前方支持体の肌固定手段と後方支持体の肌
固定手段との距離が伸長前の１．２倍となったときに、前記２つの肌固定手段の間に作用
する弾性収縮力は、１９６０ｍＮ以下であることが好ましい。
【００２２】
前記弾性収縮力が１９６０ｍＮ以下であれば、前記両支持体を伸長させた状態で身体に装
着したときに着用者の肌に作用する圧迫感を小さくでき、しかも本体を膣口に密着させや
すくなる。
【００２３】
この場合、前記前方支持体に設けられた肌固定手段および前記後方支持体に設けられた肌
固定手段のそれぞれの肌固定手段と肌との密着時のずれ止めせん断力が１９６０ｍＮより
も大きいことが好ましい。
【００２４】
前記ずれ止めせん断力が１９６０ｍＮ以下であると、前記両支持体を伸長させた状態で前
記肌固定手段を着用者の肌に固定させたときに、前記肌固定手段が着用者の肌から剥がれ
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法が最大となった部分に前記肌固定手段が設けられて

本発明では、裏面シートが液不透過性であるので
裏面シート

本発明では

が、

を２つ ると、 に着用



るおそれがある。
【００２５】
また、前記肌固定手段の剥離力が２５ｍｍ幅あたり０．４９Ｎ以下であることが好ましい
。
【００２６】
前記剥離力が前記数値よりも大きいと、着用者が前記肌固定手段を剥がすときに痛みを感
じるおそれがある。
【００２７】
【発明の実施の形態】
　図１は本発明の として生理中の女性が使用する吸収性物品を示す斜視図、図２
（Ａ）は図１のＩＩ－ＩＩ線の断面図、図２（Ｂ）は図２（Ａ）の部分拡大図、図３は前
方支持体と後方支持体を折り畳んだ状態を示す断面図である。
【００２８】
図１ないし図３に示す吸収性物品１は、生理中の女性が性器に装着して使用するものであ
り、主に経血からなる体排泄液を吸収保持するために使用されるものである。この吸収性
物品１は、本体２および前方支持体１０、後方支持体２０とから構成されている。
【００２９】
図１に示すように、前記本体２は縦方向（図示Ｙ方向）の長さ寸法が幅方向（図示Ｘ方向
）の最大寸法よりも大きく形成されており、ほぼ円弧形状の前縁部２ａと、同じくほぼ円
弧形状の後縁部２ｂ、および右側縁部２ｃと左側縁部２ｄを有している。前記右側縁部２
ｃと前記左側縁部２ｄとの距離すなわち本体２の幅寸法は場所によって変化しており、前
記本体２を縦方向に２分する中心線Ｏ－Ｏよりも前縁部２ａ側に位置する前方領域２Ａの
最大幅寸法Ｗ１よりも、前記中心線Ｏ－Ｏよりも後縁部２ｂ側に位置する後方領域２Ｂの
最大幅寸法Ｗ２の方が大きく形成されている。また、本体２の前記中心線Ｏ－Ｏ線よりも
やや前縁部２ａ側に寄った部分が最小幅寸法Ｗ３となっており、前記本体２の平面形状は
砂時計形状である。
【００３０】
図２（Ａ）の断面図に示すように、前記本体２は、液透過機能を有する表面シート３と、
液遮断機能を有する裏面シート４と、前記表面シート３と前記裏面シート４との間に設け
られた、液を吸収する機能と吸収した液を保持する機能とを有する吸収層５とが重ねられ
た構造である。
【００３１】
　前記表面シート３は着用者の性器と当接するものである。したがって、前記表面シート
３の上面（図１のＺ１側の面）は受液面５０となっている。そして、この では、
前記吸収層５の厚みが一定であり、よって前記受液面５０は 平坦である。
【００３２】
　この では、前記表面シート３と前記裏面シート４とが同じ大きさであり、前記
表面シート３および裏面シート４の前縁部と後縁部および右側縁部と左側縁部が、前記本
体２の前縁部２ａ、後縁部２ｂおよび右側縁部２ｃと左側縁部２ｄと一致している。
【００３３】
前記吸収層５は所定の厚みを有しており、図１に示すように前縁部５ａ、後縁部５ｂ、右
側縁部５ｃおよび左側縁部５ｄを有する形状である。前記吸収層５の前記前縁部５ａと後
縁部５ｂは、本体２の前記前縁部２ａおよび後縁部２ｂと相似形状であり、吸収層５の右
側縁部５ｃと左側縁部５ｄも、本体２の前記右側縁部２ｃおよび左側縁部２ｄと相似形状
である。
【００３４】
前記吸収層５の前縁部５ａ、後縁部５ｂ、右側縁部５ｃおよび左側縁部５ｄは、本体２の
前記前縁部２ａ、後縁部２ｂ、右側縁部２ｃおよび左側縁部２ｄよりも３～１０ｍｍの幅
を空けて内側に位置している。そして、吸収層５の前記前縁部５ａ、後縁部５ｂ、右側縁
部５ｃおよび左側縁部５ｄよりも外側の領域で、前記表面シート３と前記裏面シート４と
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基本構造

基本構造
ほぼ

基本構造



がホットメルト型接着剤や熱シールなどで接合され、接合部６が形成されている。
【００３５】
前記吸収性物品１には、前記前縁部２ａから前方（図１のＹ１方向）に延出する前記前方
支持体１０、および前記後縁部２ｂから後方（図１のＹ２方向）に延出する前記後方支持
体２０が設けられている。
【００３６】
前記前方支持体１０の後端領域１０ａは、前記本体２の前縁部２ａよりもやや内側におい
て前記本体２の裏面に重ねられ、前記後端領域１０ａと前記本体２の裏面とがホットメル
ト型接着剤や熱シールで接合されて、接合部１１が形成されている。前記前方支持体１０
の前端領域１０ｂの上面には、装着者の肌に固定するための肌固定手段である感圧粘着剤
層１２が設けられている。
【００３７】
前記前方支持体１０は、本体２の下面に位置する後端１０ｃから前端１０ｄに向って幅寸
法が徐々に大きくなるようにテーパー状に形成されている。
【００３８】
前記後方支持体２０の前端領域２０ａは、前記本体２の後縁部２ｂよりもやや内側におい
てホットメルト型接着剤や熱シールなどで接合され、接合部２１が形成されている。前記
後方支持体２０は、前記本体２の後縁部２ｂから長さＬ１の範囲において一定の幅寸法（
３０ｍｍ以下）で形成されており、この一定の幅寸法の部分が前記臀部溝当て領域２４と
なっている。
【００３９】
前記臀部溝当て領域２４の後端２４ａから後端領域２０ｂにかけて幅寸法が徐々に大きく
なるテーパー領域２５が形成されており、前記後端領域２０ｂの上面に肌固定手段である
感圧粘着剤層２２が設けられている。
【００４０】
前記前方支持体１０と後方支持体２０は同じ構造であり、前記前方支持体１０と前記後方
支持体２０は、図２（Ｂ）に示すシート積層体３０により形成されている。
【００４１】
前記シート積層体３０は、実質的に非伸縮性の表面側補助シート３２と、同じく実質的に
非伸縮性の裏面側補助シート３３と、前記両補助シート３２と３３との間に挟まれた弾性
部材３１で形成されている。前記弾性部材３１は糸形状または帯形状であり、複数本が平
行に設けられ、前方支持体１０の後端１０ｃから前端１０ｄにかけて設けられ、また後方
支持体２０の前端２０ｃから後端２０ｄにかけて設けられている。
【００４２】
前記複数の弾性部材３１は、伸ばされた状態で、前記表面側補助シート３２と前記裏面側
補助シート３３に例えばホットメルト型接着剤により固定されている。したがって、前記
前方支持体１０および後方支持体２０は伸長した状態で弾性収縮力を発揮するように形成
されている。
【００４３】
前記本体２を構成する表面シート３は液透過機能を有しており、ポリエチレンとポリプロ
ピレンとの複合合成繊維で形成されたエアースルー不織布、前記複合合成繊維で形成され
たスパンレース不織布、前記各不織布に液透過孔が形成されたもの、または樹脂フィルム
に多数の液透過孔が形成されたもの、さらには多数の液透過孔が形成された樹脂フィルム
と、前記いずれかの不織布とがラミネートされたものなどを使用できる。また、触感を良
好にするために、クレープ加工やエンボス加工を施した表面シートも好ましく使用される
。
【００４４】
前記本体２の裏面シート４は液遮断機能を有しており、ポリエチレンなどの樹脂フィルム
、前記樹脂フィルムと不織布とがラミネートされたものなどを使用できる。
【００４５】
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前記本体２の吸収層５は、液を吸収する機能と吸収した液を保持する機能とを有しており
、粉砕パルプと高吸収性ポリマー（ＳＡＰ）との混合物、液吸収機能を有する紙と紙との
間にＳＡＰを挟んで形成されたシート、エアレイドパルプ、発泡セルロースなどで形成さ
れている。
【００４６】
前記前方支持体１０および後方支持体２０に用いられている前記弾性部材３１は、天然ゴ
ム、合成ゴム、ポリウレタン弾性糸、ポリウレタンフォームなどである。また、前記表面
側補助シート３２および前記裏面側補助シート３３は密度が低い不織布などで形成されて
いる。
【００４７】
前記感圧粘着剤層１２，２２は水溶性の材料を主成分として生成されたゲルを使用するこ
とが好ましい。例えば、ポリアクリル酸とポリアクリル酸ナトリウムとの共重合体、水酸
化アルミニウム、酒石酸、グリセリンおよび水を混合して攪拌することによって製造され
たものを使用することができる。なお、前記感圧粘着剤層１２，２２は、前記水溶性の材
料を主成分として生成されたゲルに限定されるものではなく、非水溶性の材料を主成分と
して生成されたゲルを使用することもできる。例えば、スチレンとイソプレンとのブロッ
ク共重合体｛…（スチレン重合体）－（イソプレン重合体）－（スチレン重合体）…の構
造を持つ｝にパラフィン油および粘着付与剤を加熱溶融して製造される材料を使用できる
。
【００４８】
図３に示すように、使用前の前記吸収性物品１は、前方支持体１０と後方支持体２０が本
体２の裏面側へＷ字形状に折畳まれ、前記感圧粘着剤層１２，２２が、離型シート４０で
覆われた状態で、包装フィルムにより個別に包装されている。
【００４９】
前記吸収性物品１を使用するときには、前記離型シート４０を前記感圧粘着剤層１２，２
２から剥がし、前記前方支持体１０を前記本体２の前方に延出させ、前記後方支持体２０
を前記本体２の後方に延出させる。
【００５０】
そして、前記本体２を構成する表面シート３を着用者の性器に当接させ、前記前方支持体
１０を前記本体２の前方へ伸長させ、感圧粘着剤層１２を着用者の下腹部の肌に接着させ
る。前記前方支持体１０は、前端１０ｄに向かって徐々に幅寸法が大きくなる形状である
ため、着用者の下腹部への圧迫感を低減させることができ、また前記感圧粘着剤層１２の
面積を大きくすることができ、着用者の肌に強く固定することができる。
【００５１】
前記後方支持体２０も前記本体２の後方へ伸長させた状態で、感圧粘着剤層２２を着用者
の臀部の溝の上方の下腰部の肌に固定させる。このとき、後方支持体２０の前記臀部溝当
て領域２４が着用者の臀部の溝内に入り込み、幅寸法が徐々に広くなるテーパー領域２５
が、身体の臀部の溝が浅くなる部分に当てられ、後方支持体２０が体型に対応した状態で
フィットできるようになる。
【００５２】
前記前方支持体１０および前記後方支持体２０が伸長した状態で身体の肌に固定されると
、両支持体１０および２０の弾性収縮力により、前記本体２は着用者の性器の方向へ押し
付けられ、着用者の膣口に密着させられる。また、前記前方支持体１０および後方支持体
２０が前記感圧粘着剤層１２，２２を介して着用者の身体に固定されるため、身体の動き
によって下着に弛みや伸びあるいはずれが生じても、本体２は下着の動きに影響されるこ
となく膣口に対して密着した状態に維持されやすい。
【００５３】
また、前記効果に加えて、前記感圧粘着剤層１２，２２が下腹部および下腰部に固定され
た状態で、身体が動いたときに、前記前方支持体１０および前記後方支持体２０が柔軟に
変形して身体の動きに起因する力を吸収できるため、前記本体２の位置ずれが生じにくく
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なる。
【００５４】
本体２の外力に対する特性としては、乾燥状態に前記本体２の受液面５０の全域に平板を
載せその上から荷重を与えて１４７１Ｐａの圧力を与えたときに、前記受液面５０の前記
圧力下での沈み量が５ｍｍ以上であることが好ましい。前記沈み量が５ｍｍ未満であると
、前記受液面５０が着用者の性器の凹凸に追従しにくくなり、前記本体２と膣口との間の
密着性が低下しやすい。
【００５５】
ここで「乾燥状態」とは、温度２０±２℃、相対湿度６５±２％の雰囲気中に吸収性物品
１を３０分以上放置した状態を意味する。
【００５６】
前記前方支持体１０および後方支持体２０は、図２（Ｂ）に示す前記表面側補助シート３
２と前記裏面側補助シート３３が伸びきるまで伸長させることができるが、前記感圧粘着
剤層１２と前記感圧粘着剤層２２を前後に引っ張ったときに、前記感圧粘着剤層１２と前
記感圧粘着剤層２２との距離が、伸長前の１．２倍以上となることが好ましく、さらに好
ましくは１．３倍以上である。また、感圧粘着剤層１２と感圧粘着剤層２２との距離が、
伸長前の１．２倍の距離となったときの、前記感圧粘着剤層１２と感圧粘着剤層２２とに
作用する弾性収縮力は、１９６０ｍＮ以下であることが好ましい。さらには、前記前方支
持体１０と後方支持体２０とが完全に伸びきったときに、前記感圧粘着剤層１２と感圧粘
着剤層２２とに作用する弾性収縮力も、１９６０ｍＮ以下であることが好ましい。
【００５７】
前記感圧粘着剤層１２と感圧粘着剤層２２との距離が１．２倍以上、好ましくは１．３倍
以上に伸びることができ、且つこのときに感圧粘着剤層１２および感圧粘着剤層２２に作
用する弾性収縮力が１９６０ｍＮ以下であると、前方支持体１０と後方支持体２０の弾性
収縮力によって、感圧粘着剤層１２と２２とが固着されている部分の肌に過剰な引張り力
を与えることがなくなり、本体２が膣口から前後に位置ずれしたり、また本体２および前
方支持体１２と後方支持体２２が身体に過剰な圧迫感を与えるのを防止できる。
【００５８】
前方支持体１０および後方支持体２０を伸長させた状態で前記感圧粘着剤層１２，２２が
着用者の肌に固定された状態を維持するためには、前記感圧粘着剤層１２，２２のずれ止
めせん断力が１９６０ｍＮよりも大きいことが好ましい。
【００５９】
前記「ずれ止めせん断力」とは、以下の方法で測定した測定値を意味する。
図４（Ａ）は前記ずれ止めせん断力の測定方法を示した説明図である。前記感圧粘着剤層
１２，２２を構成する粘着剤を、前記表面側補助シート３２または前記裏面側補助シート
３３を構成する材料と同じ不織布に対し、前記感圧粘着剤層１２，２２と同じ厚さで塗付
する。粘着剤を塗付した不織布を２５×２５ｍｍの大きさの正方形に切断し、この正方形
の１辺６２にループ部６０を設けてこれを試料６１とする。
【００６０】
この前記試料６１を前記粘着剤が人間の前腕の内腕部に接する状態で貼り付けて固定する
。このとき、前記ループ部６０が設けられた１辺６２がせん断方向（図示矢印方向）に向
くように固定する。１０分経過後、試料６１の前記ループ部６０にＳＨＩＭＰＯ社製のデ
ジタルフォースゲージ「ＳＨＩＭＰＯ　ＦＧＣ－０．２」６３の接触子に取付けられた鉤
状のフックを引っ掛けて、前記せん断方向へ徐々に引っ張る。前記試料が剥離するときの
前記デジタルフォースゲージで表示された荷重の最大値を読み取る。
【００６１】
（前記最大値）×｛実際の感圧粘着剤層の面積（ｍｍ 2）／（２５ｍｍ×２５ｍｍ）｝が
、前記感圧粘着剤層１２，２２の「ずれ止めせん断力」である。
【００６２】
前記感圧粘着剤層１２，２２の剥離力は、２５ｍｍ幅あたり０．４９Ｎ以下であることが

10

20

30

40

50

(7) JP 4002766 B2 2007.11.7



好ましい。剥離力が前記数値より大きいと、前記感圧粘着剤層１２，２２を肌から剥離す
る際に痛みを生じさせ易い。
【００６３】
前記「剥離力」は以下に述べる方法で測定した測定値を意味する。
図４（Ｂ）は前記剥離力の測定方法を示した説明図である。前記試料６１を前記粘着剤が
人間の前腕の内腕部に接する状態で貼り付けて固定する。このとき、前記ループ部６０が
設けられている前記試料の辺６２が引っ張り方向と逆向きになるように固定する。１０分
経過後、前記試料６１の前記ループ部６０にＳＨＩＭＰＯ社製のデジタルフォースゲージ
「ＳＨＩＭＰＯ　ＦＧＣ－０．２」６３の接触子に取付けられた鉤状のフックを引っ掛け
て、図示上方（試料６１の面と平行な方向）へ徐々に引っ張る。前記試料６１が剥離する
ときに前記デジタルフォースゲージで表示された最大荷重を読み取り、この最大荷重を２
５ｍｍ幅あたりの「剥離力」とする。
【００６４】
次に、前記本体２の縦方向の長さ寸法Ｌ２は９０～３００ｍｍであることが好ましく、さ
らに好ましくは９０～１５０ｍｍである。前記長さ寸法Ｌ２が９０ｍｍ未満であると陰唇
を縦方向に覆うことが難しくなるため、経血の漏れが生じ易くなる。また、３００ｍｍよ
りも大きいと良好な着用感が得られなくなる。ここで、前記長さ寸法Ｌ３を１５０ｍｍ以
下とすると、着用者に違和感を生じさせず、優れた着用感を得ることが可能となる。
【００６５】
前記本体２の中心線Ｏ－Ｏでの幅方向の長さ寸法Ｗ４は、３０～７０ｍｍであることが好
ましい。前記長さ寸法Ｗ４が３０ｍｍ未満であると陰唇を幅方向に覆うことが難しくなる
ため、経血の漏れが生じ易くなる。また、７０ｍｍよりも大きいと前記本体２の右側縁部
２ｃおよび左側縁部２ｄが着用時に着用者の両内股部によって幅方向に圧縮させられ、前
記本体に歪みを生じさせてしまい、経血の漏れが生じやすくなる。
【００６６】
前記本体２の前記前縁部２ａから前記前方支持体１０の前端１０ｄまでの長さ寸法Ｌ３は
、感圧粘着剤層１２と感圧粘着剤層２２との間隔を、伸長させていないときの１．２倍に
伸ばしたときに、前記感圧粘着剤層１２を陰毛が生えていない部分の肌に固定できる範囲
の長さとすることが好ましい。このように構成すると、前記感圧粘着剤層１２を強く固定
させることができるとともに、剥離時の痛みを防止することができる。
【００６７】
前記本体２の前記後縁部２ｂから前記後方支持体２０の後端２０ｄまでの長さ寸法Ｌ４は
、身体の動きに影響され難いように、感圧粘着剤層１２と感圧粘着剤層２２との間隔を前
記のように１．２倍に伸ばしたときに、着用者の臀部の溝の上方での下腰部に固定できる
範囲の長さとすることが好ましい。
【００６８】
したがって、前記寸法Ｌ３およびＬ４は、前記範囲内で、前記本体２の長さ寸法Ｌ２に応
じて設定することが好ましい。
【００６９】
　図５は本発明 性物品１００を示す斜視図である。図５に示す吸収性物品１００の
うち、図１ないし図３に示した吸収性物品１と同様の構成部分には図１ないし図３と同様
の符号を付してその説明を省略する。
【００７０】
図５に示す吸収性物品１００は、後方支持体１２０の前端１２０ｃが、前記本体２の中心
線Ｏ－Ｏ線よりも前方に位置する前記前方領域２Ａまで延び、後方支持体１２０の前端領
域１２０ａが、前記裏面シート４の表面にホットメルト型接着剤や熱シールなどで接合さ
れて、接合部１２１が形成されている。そして、後方支持体１２０は、前記接合部１２１
を起点として前記裏面シート４に接合されていない自由領域１２６を有し、さらに、本体
２の後縁部２ｂから後方へ延びる臀部溝当て領域２４が連続している。前記自由領域１２
６と臀部溝当て領域２４は同じ幅寸法で形成されている。
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【００７１】
着用時には、前記後方支持体１２０の弾性収縮力が前記自由領域１２６に作用し、本体２
の縦方向に延びる中心線部分が前記自由領域１２６によって着用者の性器に向う方向に押
し上げられる。したがって、前記本体２が着用者の性器に向かう方向に凸形状に変形され
、前記本体２が着用者の膣口に密着しやすくなる。
【００７２】
なお前記自由領域１２６が前記裏面シート４に接合されていない構成に代えて、前記自由
領域１２６が本体２の裏面シート４に接着剤や熱シールなどによって固定されていてもよ
い。また前記各構成に代えて、後方支持体１２０の前端１２０ｃが本体２の後縁部２ｂ付
近に固定されており、前方支持体１０の後端１０ｃが、本体２の後方領域２Ｂまで延びて
前記裏面シート４に固定されていてもよい。このような構造であっても、本体２を凸形状
に変形させやすくなる。ただし、図５に示すように、本体２の後方領域２Ｂを、後方支持
体１２０の自由領域１２６が縦方向に縦断する構造であると、後方領域２Ｂが凸形状に変
形しやすくなって、後方領域２Ｂを膣口から肛門付近に密着させやすくなり、後方への液
洩れを防止するのに有効である。
【００７３】
　図６は本発明の 吸収性物品２００を示す斜視図である。図６に示す吸収性
物品２００のうち、図１ないし図３に示した吸収性物品１と同様の構成部分には図１ない
し図３と同様の符号を付してその説明を省略する。
【００７４】
図６に示す吸収性物品２００は、２つの前方支持体２１０Ａ，２１０Ｂと、２つの後方支
持体２２０Ａ，２２０Ｂを有している。
【００７５】
前記前方支持体２１０Ａの後端領域２１０Ａａは、本体２を幅方向に２分する中心線 II－
II線よりも右側縁部２ｃ側において、本体２の下面にホットメルト型接着剤や熱シールな
どで接合され、接合部２１１Ａが形成されている。前記前方支持体２１０Ａの前端領域２
１０Ａｂの上面には装着者の肌に固定するための肌固定手段である感圧粘着剤層２１２Ａ
が設けられている。前記前方支持体２１０Ａは後端２１０Ａｃから前端２１０Ａｄに向っ
て幅寸法が徐々に大きくなるようにテーパー状に形成されている。
【００７６】
前記前方支持体２１０Ｂの後端領域２１０Ｂａは、前記中心線 II－ II線よりも左側縁部２
ｄ側において、本体２の下面にホットメルト型接着剤や熱シールなどで接合され、接合部
２１１Ｂが形成されている。前記前方支持体２１０Ｂの前端領域２１０Ｂｂの上面には装
着者の肌に固定するための肌固定手段である感圧粘着剤層２１２Ｂが設けられている。前
記前方支持体２１０Ｂも、後端２１０Ｂｃから前端２１０Ｂｄに向けて幅寸法が徐々に大
きくなるようにテーパー状に形成されている。
【００７７】
前記後方支持体２２０Ａの前端領域２２０Ａａと、後方支持体２２０Ｂの前端領域２２０
Ｂａは、本体２の前記中心線 II－ II線の左右両側において後縁部５ｂの内側の領域にホッ
トメルト型接着剤や熱シールなどで接合されて、接合部２２１Ａと２２１Ｂが形成されて
いる。前記後方支持体２２０Ａの後端領域２２０Ａｂの上面には感圧粘着剤層２２２Ａが
設けられ、後方支持体２２０Ｂの後端領域２２０Ｂｂの上面には感圧粘着剤層２２２Ｂが
設けられている。また各後方支持体２２０Ａおよび２２０Ｂは、前端２２０Ａｃ，２２０
Ｂｃから後端２２０Ａｄ，２２０Ｂｄに向けて幅寸法が徐々に大きくなるテーパー状であ
る。
【００７８】
図７（Ａ）（Ｂ）は前記吸収性物品２００を着用した状態を示した図であり、図７（Ａ）
は身体の正面図、図７（Ｂ）は身体の背面図である。
【００７９】
この吸収性物品２００は、前記本体２の前記受液面５０を着用者の性器に当てる。そして
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、図７（Ａ）に示すように、２つの前記前方支持体２１０Ａ，２１０Ｂを前方へ伸長させ
、感圧粘着剤層２１２Ａ，２１２Ｂを着用者の下腹部の肌の横方向に離れた位置に固定さ
せる。また、図７（Ｂ）に示すように、２つの前記後方支持体２２０Ａ，２２０Ｂを前記
本体２の後方へ伸長させ、感圧粘着剤層２２２Ａ，２２２Ｂを着用者の下腰部の肌の横方
向へ離れた位置に固定させる。
【００８０】
前記感圧粘着剤層２１２Ａ，２１２Ｂ，２２２Ａ，２２２Ｂは身体の動きに影響され難い
下腹部または下腰部に固定されているため、身体の動きによる前記本体２のずれを少なく
することができる。また前記効果に加えて、前記吸収性物品２００の前方領域２Ａおよび
後方領域２Ｂを左右２方向で固定できるため、本体２を着用者の膣口に密着しやすい。
【００８１】
　図８は本発明の 吸収性物品３００を示す斜視図である。図８に示す吸収性
物品３００はその基本的な構造が図６に示した吸収性物品２００と同様であり、前方支持
体の構造のみが異なっている。したがって、前記吸収性物品３００のうち図６に示す吸収
性物品２００と同じ構成部分には図６と同様の符号を付してその説明を省略する。
【００８２】
図８に示す吸収性物品３００は２つの前方支持体３１０Ａ，３１０Ｂを有している。そし
て、前記前方支持体３１０Ａと３１０Ｂの後端領域３１０Ａａ，３１０Ｂａは本体２の下
面に固定されており、前記前方支持体３１０Ａの前端領域３１０Ａｂと前記前方支持体３
１０Ｂの前端領域３１０Ｂｂとが連続して一体的に形成されて肌固定領域３１３が形成さ
れている。そして、前記肌固定領域３１３の上面に装着者の肌に固定するための肌固定手
段である感圧粘着剤層３１２が設けられている。
【００８３】
この吸収性物品３００は、前記前方支持体３１０Ａと前方支持体３１２Ｂとが連結された
前記肌固定領域３１３を有し、この部分が腹部に粘着固定されるものであるため、前方支
持体３１０Ａと３１０Ｂを肌に固定する固定力を強くできる。
【００８４】
　図９と図１０は本発明の 吸収性物品４００を示したものであり、図９は斜
視図、図１０は裏面シート側から示す底面図である。
【００８５】
この吸収性物品４００は図２に示した前記吸収性物品１とほぼ同じ構造であり、図２に示
した吸収性物品１と同様の構成部分には図２と同様の符号を付してその説明を省略する。
【００８６】
図１０に示すように、この吸収性物品４００の本体２は、裏面シート４０４の中央領域の
みが液透過機能を有する液透過領域４０５となっており、その周囲が液遮断領域４０６と
なっている。
【００８７】
例えば液遮断機能を有する裏面シートを有している他の生理用ナプキンを下着のクロッチ
部に設置して着用し、前記生理用ナプキンの内側において前記吸収性物品４００を、身体
の肌に固定して着用することができる。
【００８８】
この場合、前記吸収性物品４００を着用者の性器に密着させることができ、膣口から排泄
された経血は、まず前記吸収性物品４００の本体２により吸収させることができる。そし
て、本体２の液保持容量を超えた分の経血は、前記裏面シート４０４の液透過領域４０５
を透過して、前記他の生理用ナプキンによって吸収保持される。
【００８９】
このように使用すると、膣口に吸収性物品４００を密着させた状態で、吸収性物品４００
と前記他の生理用ナプキンとで、多量の経血を保持できる。また吸収性物品４００の本体
２を小さく薄型のものにでき、性器へ密着させやすくなる。
【００９０】
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特に前記裏面シート４０４の中央部分に液透過領域４０５が設けられていると、本体２か
ら他の生理用ナプキンの中央部に経血を移送しやすくなる。
【００９１】
前記裏面シート４０４を構成する材料は、例えば、粉砕パルプやコットン繊維を空気中に
分散させてスクリーン上に集めた後、水溶性樹脂のバインダーで接着したシートを使用で
きる。または前記材料に代えて、ポリビニルアルコールやカルボキシルメチルセルロース
で構成されるシートの中央部分に液透過孔を開口させたものを使用できる。また前記各材
料に代えて、液透過性のシートの一部を疎水処理し、または一部に液遮断機能を有するフ
ィルムやシートをラミネートして前記液遮断領域４０６を形成してもよい。
【００９２】
また前記各材料に代えて、裏面シート４０４を、エテンと酢酸ビニルとの共重合体、再生
セルロース、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレートで構成される
シートに液透過機能を付与したもので形成してもよい。
【００９３】
前記吸収性物品４００は、他の生理用ナプキンと併用されることを考慮し、交換や廃棄を
容易にするため、各材料を水解性材料または生分解性材料で形成されることが好ましい。
ここで「水解性」とは、シートが水中に置かれたときに、シートを構成する繊維がばらば
らに分散する性質を意味する。また「生分解性」とは、生体内であるいは微生物の作用に
より分解される繊維を意味する。
【００９４】
前記裏面シート４０４を構成する水解性材料としては、繊維を水溶性バインダーで固定し
た不織布、繊維を水流で交絡させた不織布、繊維を水素結合やファン・デル・ワールス力
などにより接着した不織布を使用できる。
【００９５】
生分解性の前記表面シート３および前記裏面シート４０４としては、乳酸の重合体、ポリ
ブチレンサクシネート、カルボキシルメチルセルロース、ポリビニルアルコールで構成さ
れるシートに液透過孔を形成したものを使用できる。
【００９６】
また前記材料に代えて、、生分解性の前記吸収層５は、前記表面シート３および前記裏面
シート４０４に使用できる材料の他、アルギン酸ナトリウム、澱粉、スターチの繊維から
形成されるシートや粒状物の集合体を使用できる。
【００９７】
生分解性の前記前方支持体１０および後方支持体２０の前記弾性部材３１としては、天然
ゴム（主成分はｃｉｓ－１，４－ポリイソプレン）を使用できる。
【００９８】
生分解性の前記前方支持体１０および後方支持体２０を構成する前記表面側補助シート３
２および裏面側補助シート３３は、前記表面シート３および前記裏面シート４０４と同じ
生分解性の不織布やフィルムで形成することができる。
【００９９】
前記各構成材料を接合する手段として、水溶性のポリビニルアルコールを接着剤として用
い、または熱溶着や水素結合を用いることにより、水解性の吸収性物品を形成することが
できる。
【０１００】
なお前記構成に代えて、前記吸収性物品の裏面シート全体が液透過機能を有するものであ
ってもよい。
【０１０１】
また前記構成に代えて、、図９および図１０に示す前記吸収性物品４００の前方支持体お
よび後方支持体の構造は、図５、図６、図８などに示すものであってもよい。
【０１０２】
また前記構成に加えて、本体２の前記受液面５０に性器に向う方向へ隆起する隆起部を設
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けて構成することや、陰唇の間に挟み込む肌当接部材を設けることもできる。
【０１０３】
前記吸収性物品１，１００，２００，３００，４００は、前記前方支持体１０，２１０Ａ
，２１０Ｂ，３１０Ａ，３１０Ｂおよび前記後方支持体２０，１２０，２２０Ａ，２２０
Ｂを伸長させた状態で着用するものに限定されるものではなく、伸長させないで着用して
も良い。この場合でも、前記感圧粘着剤層１２，２２，２１２Ａ，２１２Ｂ，２２２Ａ，
２２２Ｂ，３１２が下腹部および下腰部に固定されているため、身体の動きに応じて前記
前方支持体１０，２１０Ａ，２１０Ｂ，３１０Ａ，３１０Ｂおよび前記後方支持体２０，
１２０，２２０Ａ，２２０Ｂが伸長して変形し、身体の動きに起因する力を吸収できるた
め、前記本体２の位置ずれが生じにくい。
【０１０４】
本発明の吸収性物品は、失禁患者が使用するための尿取りパッドや、女性用のおりものシ
ートなどにも適用可能である。
【０１０５】
【発明の効果】
本発明の吸収性物品は、弾性収縮力を有する前方支持体と後方支持体とを伸長させ、前記
両支持体の先端部に設けられた肌固定手段で着用者の肌に固定させて着用する。このとき
、前記本体が前記両支持体の弾性収縮力により着用者の性器に向かう方向に付勢されて、
前記本体が着用者の膣口に密着させることができる。また、前記両支持体が着用者の肌に
固定されて使用されるものであるため、身体の動きによって下着に弛みや伸びあるいは位
置ずれが生じた場合でも、吸収性物品と膣口との高い密着性を維持することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の吸収性物品の を示す斜視図、
【図２】（Ａ）は図１のＩＩ－ＩＩ線の断面図、（Ｂ）は（Ａ）の部分拡大図、
【図３】図１に示す吸収性物品の前方支持体と後方支持体を折り畳んだ状態を示す断面図
、
【図４】（Ａ）はずれ止めせん断力の測定方法を示す説明図、（Ｂ）は剥離力の測定方法
を示す説明図、
【図５】本発明 性物品を示す斜視図、
【図６】本発明の 吸収性物品を示す斜視図、
【図７】（Ａ）は図６に示す吸収性物品を装着した状態を示す身体の正面図、（Ｂ）は図
６に示す吸収性物品を装着した状態を示す身体の背面図、
【図８】本発明の 吸収性物品を示す斜視図、
【図９】本発明の 吸収性物品を示す斜視図、
【図１０】図９に示す生理用ナプキンの底面図、
【符号の説明】
１　吸収性物品
２　本体
２ａ　前縁部
２ｂ　後縁部
３　表面シート
４　裏面シート
５　吸収層
６，１１，２１，２１１Ａ，２１１Ｂ，２２１Ａ，２２１Ｂ，３１１Ａ，３１１Ｂ　接合
部
１０　前方支持体
１２，２２，２１２Ａ，２１２Ｂ，２２２Ａ，２２２Ｂ，３１２　感圧粘着剤層
２０　後方支持体
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】
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