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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　身体側面に配置された表面側シートと、反身体側面に配置された裏面側シートと、が、
吸収体が内包された状態で接合されて構成された実質的に縦長の形状を成す陰唇間パッド
であって、
　前記反身体側面には、当該陰唇間パッドの長手方向を中心軸とした両側の側部における
一方側部から他方側部にまたがるようにしてミニシート片を具備しており、当該ミニシー
ト片と前記反身体側面との間には、ヒトの指幅の開口が直接的に確保される指挿入用口が
形成されるものであり、
　前記ミニシート片は、着用者の陰唇間の所定の位置に当接される前記表面側シートの長
手方向先端側に位置する当接ポイントに対応する前記反身体側面の領域である指当接ポイ
ントを少なくとも覆い、且つ、前記指挿入用口から挿入された着用者の指先を前記指当接
ポイントに位置させた状態で、該指先を覆うように設けられており、
　前記指当接ポイントには、極微小の凹凸が形成されており、
　前記ミニシート片は、前記表面側シートと前記裏面側シートとの接合箇所である前記陰
唇間パッドの周縁部よりも内側において、前記裏面側シートに接合されることを特徴とす
る陰唇間パッド。
【請求項２】
　前記ミニシート片は、前記陰唇間パッドの前記長手方向における一方端部に偏倚して設
けられていることを特徴とする請求の範囲第１項記載の陰唇間パッド。
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【請求項３】
　前記ミニシート片は、ポケット状の指挿入用空間を形成するように、前記陰唇間パッド
の前記反身体側面に設けられていることを特徴とする請求の範囲第１項又は第２項記載の
陰唇間パッド。
【請求項４】
　前記ミニシート片の少なくとも一部が、前記陰唇間パッドの少なくとも前記短手方向に
対して伸長性もしくは弾性伸縮性を備えていることを特徴とする請求の範囲第１項から第
３項いずれか記載の陰唇間パッド。
【請求項５】
　前記ミニシート片は、前記陰唇間パッドの前記反身体側面をまたがっている部分におい
て接合部を有するものであることを特徴とする請求の範囲第１項から第４項いずれか記載
の陰唇間パッド。
【請求項６】
　前記ミニシート片は、前記陰唇間パッドの前記長手方向に対して１０％以上の長さ寸法
を有することを特徴とする請求の範囲第１項から第５項いずれか記載の陰唇間パッド。
【請求項７】
　前記指挿入用口から指挿入方向の奥行きの長さは、一般女性の人差し指もしくは中指の
指先から第２関節の長さよりも長いものであることを特徴とする請求の範囲第１項から第
６項いずれか記載の陰唇間パッド。
【請求項８】
　前記指挿入用口の内側の全周囲長は、３０ｍｍから１２０ｍｍの長さの間であることを
特徴とする請求の範囲第１項から第７項いずれか記載の陰唇間パッド。
【請求項９】
　前記陰唇間パッドの前記身体側面において、前記陰唇間パッド着用時にその着用者の肌
と接触する部分として規定される肌接触面の部分には、粘着剤が塗布されていることを特
徴とする請求の範囲第１項から第８項いずれか記載の陰唇間パッド。
【請求項１０】
　前記陰唇間パッドの前記身体側面には、当該身体側面の短手方向の中央部において、身
体側に向かって隆起している隆起領域が存在することを特徴とする請求の範囲第１項から
第９項いずれか記載の陰唇間パッド。
【請求項１１】
　前記陰唇間パッドの前記反身体側面は、透湿性素材で構成されていることを特徴とする
請求の範囲第１項から第１０項いずれか記載の陰唇間パッド。
【請求項１２】
　生分解性素材及び／又は水溶性素材及び／又は水分散性素材で構成されていることを特
徴とする請求の範囲第１項から第１１項いずれか記載の陰唇間パッド。
【請求項１３】
　前記陰唇間パッドは尿失禁用の陰唇間パッドであることを特徴とする請求の範囲第１項
から第１２項いずれか記載の陰唇間パッド。
【請求項１４】
　前記陰唇間パッドはおりもの吸収用の陰唇間パッドであることを特徴とする請求の範囲
第１項から第１２項いずれか記載の陰唇間パッド。
【請求項１５】
　生理用ナプキンの両側部に通常設けられている一対のウイングを長めに設定し、これを
接合することにより前記ミニシート片を構成して請求の範囲第５項記載の陰唇間パッドを
製造することを特徴とする陰唇間パッドの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　発明の背景
　技術分野
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　本発明は、陰唇間への装着が容易な陰唇間パッドに関する。
【０００２】
　関連技術
　従来より、女性用生理用品としては、生理用ナプキン、タンポンが一般的に用いられて
いる。ここで、生理用ナプキンについては、膣口付近への密着性の乏しさゆえに生じる隙
間からの経血のモレを防ぐべく、多大な努力が払われている。また、タンポンにおいても
、その物品の属性に起因して、着用時の異物感や不快感、膣内への装着困難性を生じるこ
とから、これらを除去するために多大な努力がなされている。
【０００３】
　このような状況下、生理用ナプキンやタンポンの中間に位置する生理用品として、近年
、陰唇間パッドなる生理用品が注目されるようになってきている。
【０００４】
　この陰唇間パッドは、女性の陰唇間にその一部分を挟み込ませ、陰唇内面に当接させて
装着するというものであり、生理用ナプキンに比して身体との密着性が高いために経血の
モレが防止されるとともに、経血が拡散して身体に広く接することを防ぐために衛生的か
つ清潔なものである。また、生理用ナプキンよりも小型であるために、装着感に優れて快
適であり、膣内に挿入するタンポンに比べて着用時の心理抵抗も低いという特徴を有して
いる。
【０００５】
　しかしながら、陰唇間パッドは、生理用ナプキンと比較した場合には、目視困難な陰唇
間に装着するものであるため、生理用ナプキンよりも装着が難しいという難点がある。し
かも、適切な位置に装着されなかった場合には、生理用ナプキンよりもサイズが小さいた
めに、モレによる被害が甚大となってしまう。また、タンポンと比較した場合にも、装着
ミスの可能性はタンポンよりも高いと言える。
【０００６】
　このような陰唇間パッドの装着困難性の改善を図ったものとしては、ＰＣＴ国際公開第
ＷＯ９９／５６６８９号公報に、身体と接触する面とは反対側の面に突起部６０を設けた
構造を有するものが開示されている。この構造によれば、着用者は当該突起部を指で摘ん
で装着を行なうことができるので、当該突起部がない場合よりは装着が容易であると考え
られる（第３５図参照（同公報中の図１に対応））。
【０００７】
　しかし、かかる構造では、装着ポイントの探知が着用者の爪の先で行われることになる
ため、実際には、着用者の勘に頼って装着せざるを得ず、着用者が適切な装着ポイントを
把握するというのは容易ではない。特に、着用者が爪を長く伸ばしていたり、付け爪を着
用していたりする場合には、上記従来の陰唇間パッドのようなものでは、それを適切な場
所に装着させるのは極めて困難である。また、突起部６０を摘んだだけでは陰唇間パッド
を陰唇内に十分に密着させるように押しあてることも難しい。
【０００８】
　このように、上記従来の陰唇間パッドは、装着ポイントを的確に把握することによる装
着の容易化、装着ミスの低減あるいは陰部への十分な密着を可能とするまでには至ってい
ない。更には、依然として装着の際に経血等が指先に付着するなどの事態も生じ得、それ
が陰唇間パッドを使用する際の抵抗感を形成する一因となっている。
　発明の開示
【０００９】
　本発明は、以上のような課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、女性の陰唇間
への確実かつ衛生的な装着を容易にする構造の陰唇間パッドを提供することにある。
【００１０】
　上記のような課題を解決するために、本発明においては、感覚が鋭い指先の腹の部分を
うまく使って装着位置を確かめながら、十分に陰部に密着するように、装着を行なうこと
ができるような構造を備えた陰唇間パッド、より具体的には、パッドの裏面側に指先をス
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ムーズに差し込むことができるポケットを設け、そこに指を差し込んだ状態で陰唇間への
装着をスムーズに行なうことができる陰唇間パッドとしたことを特徴とする。
【００１１】
　より具体的には、本発明は、以下のようなものを提供する。
【００１２】
　（１）　一部又は全部を陰唇間に無理なく挟み込んで保持することが可能な大きさ、重
量、柔軟性を備え、長手方向と短手方向を有する実質的に縦長の形状を成す陰唇間パッド
であって、前記陰唇間パッドは、身体側に配向される身体側面と衣服側に配向される反身
体側面とを備え、前記反身体側面には、当該陰唇間パッドの前記長手方向を中心軸とした
両側の側部における一方側部から他方側部にまたがるようにしてミニシート片を具備して
おり、当該ミニシート片と前記反身体側面との間には、ヒトの指幅の開口が直接的に確保
される指挿入用口が形成されるものであり、前記ミニシート片は、着用者の陰唇間の所定
の位置に当接される前記表面側シートの部位（当接ポイント）に対応する前記反身体側面
の一部分（指当接ポイント）を少なくとも覆うように設けられており、前記指挿入用口は
、当該当接ポイントに着用者の指先を案内するものであることを特徴とする陰唇間パッド
。
【００１３】
　本発明に係る陰唇間パッドによれば、反身体側面においてミニシート片が設けられてい
る。このミニシート片は、陰唇間パッドの長手方向に対応する両縁部においては陰唇間パ
ッドと連結しているが、陰唇間パッドの短手方向に対応する両縁部（両袖部）においては
少なくとも一方の袖部が陰唇間パッドの反身体側面に対して連結されていない。この非連
結の部分が、ミニシート片の一方の袖部と反身体側面との間に袖口を形成し、かかる袖口
が指の挿入が可能な指挿入用口となっている（第６図の（Ａ）、第１９図参照）。
【００１４】
　また、ミニシート片は、陰唇間パッドの一側部から他側部にまたがった状態で備えられ
ており、陰唇間パッドの左右側部においてはミニシート片が連結しているが、内縁より内
側においては連結（貼着）されていない。このため、かかる一側部から他側部にまたがっ
た部分において、指を挿入して陰唇間パッドを指先に保持できる空間（指挿入用空間）が
形成されることとなる。このような構造から、着用者は上述の指挿入用口から指挿入用空
間へと指を挿入し、一時的に指先に陰唇間パッドを保持することが可能となっている。
【００１５】
　更に、本発明によれば、指挿入用口が、指幅、即ち、指の厚みではない爪の広がり方向
の指の幅、に、対応する大きさの開口となっている。このため、扁平な形状である指先が
反身体側面に対して異方向となることなく、自然に反身体側面に接するように指が挿入さ
れるようになる。即ち、指挿入用口が着用者の指先形状に倣って反身体側面の面方向に横
広な形状となっているため、着用者の指挿入方向が特定付けられることとなり、指先の腹
で装着ポイントを探知するように着用者を仕向けることができるのである。
【００１６】
　この点、特表平６－５０６３６８号公報において、反身体側面に袋状の指穴が設けられ
た尿失禁防止パッドが開示されている。この指穴に関しては「常態ではつぶれた状態にあ
るが、指を挿入すると拡がる」との記載があることから、常態では指穴７０（同公報の符
号７６）が閉じられているために（第３６図参照（同公報中の図２０に対応））、まず、
当該尿失禁防止パッドと直角をなすような方向に指を向けて挿入し（第３７図参照（同公
報中の図２２に対応））、その後に指を回転することにより初めて尿失禁防止パッド側に
指の腹を向けることができる、ということになる。
【００１７】
　このような作業を行なうためには、一方の手で尿失禁防止パッドを固定しなければ、指
とともに尿失禁防止パッドが回転してしまい、望む位置に指をセットすることができない
。このため、上記尿失禁防止パッドは指先への装着作業が煩わしく、面倒なものとなって
いる。
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【００１８】
　以上から明らかなように、前記尿失禁防止パッドに設けられた指穴は、シート面と直角
をなすように指挿入方向が特定付けられていることとなるために、簡易迅速な装着という
効果が十分に生じ得ないのである。
【００１９】
　これに対し、本発明に係る陰唇間パッドに設けられた指挿入用口は、反身体側面に対し
て指幅の開口が「直接的に確保され」ている。この「直接的に確保される」とは、陰唇間
パッド装着のために指を陰唇間パッドに自然な形で挿入した場合（本発明において指の腹
が陰唇間パッドの反身体側面に配置されたシートのシート面に向くようにして、指をその
まま挿入した場合）に、陰唇間パッド自体が一次的に指挿入に適するような形となるよう
に形成されていることを意味し、上記尿失禁防止パッドのように、着用者が指を挿入した
後に指を回転させることにより面方向に指幅の開口を確保できるというような、二次的に
裏面側シートの面方向に指幅の開口が形成される場合は除かれる。即ち、本発明によれば
、陰唇間パッドの装着に好適な陰唇間パッドの指先への保持状態を即座に確保できるので
ある。
【００２０】
　しかも、本発明によれば、指挿入用口から挿入した指の指紋面が、指挿入用空間内にお
いて、指当接ポイント、即ち、陰唇間パッドの反身体側面において陰唇間パッドを装着す
る最適な場所を探知するのに好適な箇所（当接ポイント）に対応する箇所、に位置するよ
うになっている（第６図の（Ｃ）参照）。このため、目視困難な陰唇間への装着であって
も、正確な装着ポイントを的確に把握しながら、適切な位置に陰唇間パッドを装着するこ
とが可能となっているのである。
【００２１】
　本発明におけるミニシート片は、陰唇間パッド本体とは異なる部材を別途取り付けるほ
か、陰唇間パッド本体の一部を延出させた部分において形成することができる。なお、異
なる部材から成るミニシート片を取り付ける箇所は、陰唇間パッドの周縁部に該当する部
分のみならず、ミニシート片の接合可能な周縁部近傍も含まれる。このため、本明細書に
おいて陰唇間パッドの長手方向における「側部」とは、陰唇間パッドの周縁部に該当する
部分のみならず、ミニシート片の接合可能な周縁部近傍も含まれることとなる。
【００２２】
　また、ミニシート片における「縁部」とは、ミニシート片の外縁部に該当する部分のみ
ならず、陰唇間パッドの反身体側面に接合可能な外縁部近傍も含まれることとなる。
【００２３】
　ミニシート片に対しては、ミニシート片の識別を着用者が容易に行なうことができるよ
うにするために、着色や模様等の印刷といった方法を用いて、陰唇間パッドの裏面側シー
トとは異なる色調や模様、色度を有するように調整することもできる。
【００２４】
　本発明においては、陰唇間パッドの反身体側面において、ミニシート片の側縁は長手方
向に対しては連結しているが、短手方向に対しては少なくとも一方の袖部が非接合となっ
ている。ここで、陰唇間パッドの反身体側面の短手方向に対してミニシート片の両袖部が
非接合状態にある場合には、前記指挿入用空間は貫通孔（トンネル状態）となる。一方、
ミニシート片の一方の袖部が接合されている場合には、前記指挿入用空間は非貫通の洞穴
状態となることになる。
【００２５】
　なお、本明細書において「配向される」とは、向きが所定の方向に配分されることをい
う。
【００２６】
　（２）　前記ミニシート片は、前記陰唇間パッドの前記長手方向における一方端部に偏
倚して設けられていることを特徴とする（１）記載の陰唇間パッド。
【００２７】
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　本発明に係る陰唇間パッドによれば、ミニシート片の陰唇間パッドの反身体側面に対す
る非接合部が、指挿入用口を形成する第１の非接合部以外に第２の非接合部として指挿入
方向において設けられている場合であっても、着用者がミニシート片で形成された指挿入
用口からそれに続く空間（指挿入用空間）内に指を挿入したときに、指先がミニシート片
に覆われるような位置にミニシート片を位置付けることができる。
【００２８】
　このため、指挿入用空間内に挿入されている指先が露出することがなく、陰唇間パッド
装着時において、陰唇に残存している経血に指先が接触するという事態の発生を低減する
ことができる。特に、ミニシート片が後述の（７）のような長さを有する場合には、指先
が陰唇間パッドの外へ抜け出てしまうといったようなこともなく、ミニシート片が確実に
指先を覆うようにすることができる。
【００２９】
　なお、ミニシート片の数が複数である場合では、指挿入方向の最端に位置する非接合部
が上記第２の非接合部に該当するように、指挿入方向の最端に位置するミニシート片が位
置付けられていれば、本発明の効果は発揮されることとなる。
【００３０】
　（３）　前記ミニシート片は、ポケット状の指挿入用空間を形成するように、前記陰唇
間パッドの反身体側面に設けられていることを特徴とする（１）又は（２）記載の陰唇間
パッド。
【００３１】
　本発明に係る陰唇間パッドによれば、ミニシート片が、指挿入用口を形成する縁部を除
く外縁部において、陰唇間パッドの反身体側面に対して結合されている。このため、指挿
入用口から挿入した指の先端が接する部分においては、陰唇間パッドの反身体側面とミニ
シート片とが密着されていることとなり、指の先端部分がミニシート片に覆われることな
く飛び出してしまうという事態が回避されている。しかも、着用者の指先が経血や陰唇に
接触するということが完全に防止されるとともに、経血が指挿入用空間に入ってくる事態
も生じなくなるため、上述の（２）よりも一層衛生的なものとすることができる。
【００３２】
　なお、本明細書において「ポケット」というのは、すっぽりとスムーズに指が入れられ
る袋状部材のことを意味し、好適には、その断面形状は、扁平状もしくはそれに類似のも
のであるが、この他にもかまぼこ状のもの等を採用することができる等、これに限定され
ることはない。
【００３３】
　（４）　前記ミニシート片の少なくとも一部が、前記陰唇間パッドの少なくとも前記短
手方向に対して伸長性もしくは弾性伸縮性を備えていることを特徴とする（１）から（３
）いずれか記載の陰唇間パッド。
【００３４】
　本発明に係る陰唇間パッドによれば、ミニシート片が陰唇間パッドの反身体側面の少な
くとも短手方向に対して、伸長性もしくは弾性伸縮性を有している。このため、装着者の
指先のサイズが設定された指挿入用口よりも大きい場合であっても、指のサイズに応じて
ミニシート片が少なくとも指幅方向に伸びるため、着用者の指先サイズにかかわらず、本
発明に係る陰唇間パッドを効果的に使用することができるようになる。
【００３５】
　なお、本発明において、ミニシート片の「少なくとも一部」とは、ミニシート片全体に
おいて伸長性もしくは弾性伸縮性を有する場合のほか、ミニシート片の一部分においての
み伸長性もしくは弾性伸縮性を有する場合をも含む意である。
【００３６】
　（５）　前記ミニシート片は、前記陰唇間パッドの前記反身体側面をまたがっている部
分において接合部を有するものであることを特徴とする（１）から（４）いずれか記載の
陰唇間パッド。
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【００３７】
　本発明に係る陰唇間パッドによれば、反身体側面に具備されたミニシート片において接
合部が設けられている。このようなものとしては、例えば、陰唇間パッドを長手方向を中
心軸とした一対の両側縁に一対のフラップ部を備えたフラップ部付き陰唇間パッドとし、
この一対のフラップ部を陰唇間パッドの反身体側に折り畳み、当該一対のフラップ部の末
端及び当該末端の近傍が重畳した部分を結合することにより、フラップ部と陰唇間パッド
の反身体側面との間において指挿入用空間を形成した陰唇間パッドが挙げられる。
【００３８】
　前記重畳部分の結合は、接着剤や熱シール等による接着の他、非接着状態で行なうこと
もできる。重畳部分の結合を非接着状態で行なう場合としては、双方の末端部に切り込み
を入れたり、末端部を一部折り畳んだりすることにより、両末端部を係合させる方法があ
る。
【００３９】
　なお、当該一対のフラップ部は、結合部分を再剥離可能としておき、使用に際して随時
調整するようにすることもできる。また、流通段階においては、フラップ部は非結合状態
にしておき、使用するに際して着用者が自己の指の大きさに合わせて指挿入用口を形成す
るように、各自で結合できるようにすることも可能である。
【００４０】
　（６）　前記陰唇間パッドは、当該陰唇間パッドの前記身体側面に配置された表面側シ
ートと、当該陰唇間パッドの前記反身体側面に配置された裏面側シートと、が、前記吸収
体が内包された状態で接合されて成るものであり、前記ミニシート片は、前記表面側シー
トと前記裏面側シートとが接合されている部分以外の部分で前記陰唇間パッドの前記両側
の側部に別途シートが接合されることにより、前記陰唇間パッドに取り付けられているこ
とを特徴とする（１）から（５）いずれか記載の陰唇間パッド。
【００４１】
　本発明に係る陰唇間パッドによれば、前記表面側シートと前記裏面側シートとが接合さ
れている部分と異なる箇所にミニシート片が取り付けられている。このため、表面側シー
トと裏面側シートとが接合されている箇所にミニシート片を取り付ける構造に比べ、ミニ
シート片と接着剤の分だけ上記接合部分を薄くかつ柔軟な質感を有するものとすることが
できる。特に、前記表面側シートと前記裏面側シートとの接合部分が陰唇間パッドの周縁
部に設けられている場合には、かかる周縁部は着用者の大腿部に接することもあることか
ら、本発明は大変有用なものとなる。
【００４２】
　この場合において、ミニシート片の裏面側シートに対する取り付け部分の位置を前記周
縁部よりも内側に設けることにより、当該取り付け部分のみが動いてしまうという事態を
防ぐことができる。
【００４３】
　本発明において、ミニシート片は、上記のような取り付け部分に適合するように予め裁
断しておいてもよく、また、取り付ける位置を他のシートと異ならせるだけで、裁断は他
のシートと一緒に行なうようにしてもよい。
【００４４】
　（７）　前記ミニシート片は、前記陰唇間パッドの前記長手方向に対して１０％以上、
好ましくは１０～８０％、より好ましくは３０～６０％の範囲の長さ寸法を有することを
特徴とする（１）から（６）いずれか記載の陰唇間パッド。
【００４５】
　本発明に係る陰唇間パッドによれば、陰唇間パッドに設けられた指挿入用口からそれに
続く空間（指挿入用空間）に指を挿入した時点の状態を、当該陰唇間パッドを陰唇間に装
着するまで持続させることができる。即ち、指挿入用空間を形成するミニシート片が一定
の大きさを有しているため、一度指挿入用空間内に挿入した指が抜けてしまったり、指挿
入用空間内で指が動いてしまったりすることがなく、指の腹が陰唇間パッドの反身体側面
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に向いている状態を維持することができるのである。これにより、陰唇間パッドの指への
保持状態を安定的なものとすることができるため、陰唇間パッドを陰裂の長手方向と同方
向へ装着することを一層容易に行なうことが可能となる。
【００４６】
　また、本発明に係る陰唇間パッドにおいて、ミニシート片が一定の長さを有するという
ことは、指の挿入方向を特定することになる。このことから、本発明におけるミニシート
片は、指挿入方向を暗示する役割をも果たしているのである。
【００４７】
　（８）　前記ミニシート片の前記指挿入用口から指挿入方向の奥行きの長さは、一般女
性の人差し指もしくは中指の指先から第２関節の長さよりも長いものであることを特徴と
する（１）から（７）いずれか記載の陰唇間パッド。
【００４８】
　本発明に係る陰唇間パッドによれば、ミニシート片の指挿入方向の長さが、ミニシート
片の大きさや形状、枚数にかかわらず、着用者が陰唇間パッドを指先に保持して操作する
ためにより好適なものとなっている。このため、着用者は、当該陰唇間パッドの装着をよ
りスムーズに行なうことができるようになる。
【００４９】
　（９）　前記指挿入用口の内側の全周囲長は、３０～１２０ｍｍ、より好ましくは４０
～８０ｍｍであることを特徴とする（１）から（８）いずれか記載の陰唇間パッド。
【００５０】
　本発明に係る陰唇間パッドによれば、指挿入用口が着用者の指の胴囲に対して好適な大
きさとなっている。
【００５１】
　この点、指挿入用口の内側の全周囲長が３０ｍｍより短い場合には、指挿入用口自体が
小さくなって指の出し入れに不都合が生じる。この一方で、１２０ｍｍより長い場合には
、指に陰唇間パッドが固定されず、指の腹がシート面に確実に接することができにくくな
るため、装着に不都合が生じるようになる。
【００５２】
　これに対し、指挿入用口の内側の全周囲長を本発明における寸法とした場合には、指挿
入用口への指の出し入れが容易で、かつ、指挿入用口に入れた状態を維持しながら陰唇間
パッドの装着を容易に行なえるものとすることができる。
【００５３】
　（１０）　前記陰唇間パッドの前記反身体側面には、極微小の凹凸を備えていることを
特徴とする（１）から（９）いずれか記載の陰唇間パッド。
【００５４】
　本発明に係る陰唇間パッドによれば、前記反身体側面に極微小の凹凸を備えている。こ
のため、指先に陰唇間パッドを保持するにあたり、指先の腹面と反身体側面とが接触する
面積が少なくなり、指先と陰唇間パッドとの間において摩擦や貼り付きといったような現
象が生じにくくなる。これにより、着用者の指先の状態、例えば湿潤環境に影響されて着
用者が意図しない場所へ陰唇間パッドが装着されてしまうというような事態を防ぐことが
できる。また、装着後の指の引き抜きもスムーズに行なうことができるので、装着後の位
置ズレを防止することができる。
【００５５】
　なお、上記極微小の凹凸は、最適には反身体側面全体、好適には指挿入空間内、少なく
とも指当接ポイント、において設けられるようにするのが好ましい。
【００５６】
　（１１）　前記陰唇間パッドの前記身体側面において、前記陰唇間パッド着用時にその
着用者の肌と接触する部分として規定される肌接触面の部分には、粘着剤が塗布されてい
ることを特徴とする（１）から（１０）いずれか記載の陰唇間パッド。
【００５７】
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　本発明に係る陰唇間パッドには、身体側面の一部において予め粘着剤が塗布されている
。このようにすることにより、陰唇間パッドを陰唇間もしくは外陰部に対して強固に密着
させることが可能であり、着用者の急激な体勢変化によっても陰唇間パッドと身体との間
に隙間が生じるのを防止することができる。従って、着用者はその行動を制限されること
なく安心して自由な活動をすることが可能となる。
【００５８】
　（１２）　前記陰唇間パッドの前記身体側面には、当該身体側面の短手方向の中央部に
おいて、身体側に向かって隆起している隆起領域が存在することを特徴とする（１）から
（１１）いずれか記載の陰唇間パッド。
【００５９】
　本発明に係る陰唇間パッドによれば、身体側面において、身体側に向かって凸となる隆
起領域が形成されている。そして、この隆起領域を陰唇内にしっかり嵌装させるための指
当接ポイントが設けられている。このため、触覚に優れた指の腹（特に指紋部分）で陰唇
間の凹部を的確に探知して、身体側面に予め設けられた凸状の隆起領域を適切に陰唇間に
嵌装させることができる。これにより、身体と陰唇間パッドとの密着性を高めることが可
能となり、経血の外部へのモレを低減させることができる。
【００６０】
　なお、隆起領域以外の略平坦領域は、陰唇間パッド装着時において外陰部を覆うように
位置されることとなるため、横方向からの経血流出を遮断することが可能となる。
【００６１】
　このように、本発明の陰唇間パッドは、装着容易性と装着時保持性及び密着性とを同時
に兼ね備えているという点で、これらを同時に兼ね備えてはいないが、一見すると形状が
似ている他の生理用品、例えば実開平５－１８５２３号において開示されているような身
体に接する面の一部を突出させただけの生理用ナプキンなどとは顕著に異なる。
【００６２】
　なお、隆起領域は、吸収体を重ね合わせて形成するほか、陰唇間パッドを長手方向を中
心軸として折り曲げることにより形成することもできる。
【００６３】
　（１３）　前記陰唇間パッドの前記反身体側面は、透湿性素材で構成されていることを
特徴とする（１）から（１２）いずれか記載の陰唇間パッド。
【００６４】
　本発明に係る陰唇間パッドによれば、前記陰唇間パッドの反身体側面は透湿性素材で構
成されている。このため、着用時のムレを低減させることができ、着用者の陰唇間パッド
装着時における不快感を低減させることができる。
【００６５】
　（１４）　生分解性素材及び／又は水分散性素材及び／又は水溶性素材で構成されてい
ることを特徴とする（１）から（１３）いずれか記載の陰唇間パッド。
【００６６】
　本発明に係る陰唇間パッドは、生分解性素材及び／又は水分散性素材及び／又は水溶性
素材で構成されており、使用後においてそのまま経時的に、若しくは積極的に自然分解さ
れるものとされていることとなる。このため、使用後はそのままトイレに流せるというこ
ととなり、使用済みの陰唇間パッドの廃棄が簡便かつ清潔に行なえる。即ち、着用者は、
陰唇間パッドを廃棄するに際し、トイレに行って便器に向かって内股を開き、陰唇間から
陰唇間パッドを便器内に脱落させるだけでよく、着用者は、わざわざ手を使って使用済み
製品を廃棄するという面倒な作業から解放される。また、これに加えてトイレ内のゴミの
低減を図ることもできるという利点もある。
【００６７】
　（１５）　前記陰唇間パッドは尿失禁用の陰唇間パッドであることを特徴とする（１）
から（１４）いずれか記載の陰唇間パッド。
【００６８】
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　本発明に係る陰唇間パッドによれば、尿失禁用の吸収パッドとして使用することができ
る。即ち、経血を排出する膣口と尿を排出する尿道口とはいずれも陰唇間に位置するもの
であるため、本発明に係る陰唇間パッドを陰唇間に挟み込んで使用した場合には、尿を吸
収することができる。
【００６９】
　このように、本発明によれば、尿を陰唇間、特に尿道口付近で吸収できるので、尿失禁
特に軽度の尿失禁に対して有効な吸収パッドを得ることができる。
【００７０】
　（１６）　前記陰唇間パッドはおりもの吸収用の陰唇間パッドであることを特徴とする
（１）から（１４）いずれか記載の陰唇間パッド。
【００７１】
　本発明に係る陰唇間パッドによれば、陰唇間パッドをおりもの吸収用として使用するこ
とができる。即ち、本発明に係る陰唇間パッドは陰唇間に挟み込んで使用するものである
ことから、膣口からの経血以外の分泌物（おりもの）も吸収することができるので、その
ための用途（おりもの吸収用）にも使用することができるのである。
【００７２】
　このように、本発明によれば、おりものを吸収して着用者の不快感を軽減することがで
きるため、生理時以外の着用者にとっても有効である。
【００７３】
　（１７）　生理用ナプキンの両側部に通常設けられている一対のウイングを長めに設定
し、これを接合することにより前記ミニシート片を構成して（５）記載の陰唇間パッドを
製造することを特徴とする陰唇間パッドの製造方法。
【００７４】
　本発明によれば、通常の生理用ナプキン等で採用されているウイングを長めに設定して
陰唇間パッドに設け、当該長めに設定されているウイング同士を接合することにより指挿
入用口を形成している。このため、生理用ナプキンで通常用いられている工程を陰唇間パ
ッドに利用することができ、好適な装着を容易に行なうことができる陰唇間パッドを製造
することができる。
　発明を実施するための最良の形態
【００７５】
　次に、本発明の実施形態について、図を参照しつつ説明する。
【００７６】
［第１実施形態］
　まず、反身体側にポケット状にミニシート片を取り付けた陰唇間パッドについて説明す
る。第１図は、第１実施形態に係る陰唇間パッド１の内部構成を示す図であり、第２図及
び第３図は、第１実施形態に係る陰唇間パッド１の外観を示す図であり、第４図は、「指
挿入用口の内側の全周囲長」の説明を具体的に行なうために、陰唇間パッド１の一部を切
り欠いた陰唇間パッド１の短手方向の一部断面図である。
【００７７】
　＜基本構成＞
　本実施形態の陰唇間パッド１は、第１図に示すように、透水性素材から成る表面側シー
ト１１（身体側）と不透水性素材から成る裏面側シート１２（反身体側）と吸収体１３と
から成る吸収層２と、裏面側シート１２に取り付けられたミニシート片１４と、から成る
。
【００７８】
　吸収層２は、表面側シート１１と裏面側シート１２とが吸収体１３を閉じ込めるように
して周縁部１５において接合されることにより、一体的に形成されている。表面側シート
１１と裏面側シート１２との接合は、ヒートシール及び／又はホットメルト型接着剤によ
り複合化されている。そして、裏面側シート１２を構成する素材が不透水性素材であるこ
とにより、吸収体に保持された経血が陰唇間パッド１の外へ漏れ出すことを防止している
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。
【００７９】
　ミニシート片１４を吸収層２に取り付けるに際しては、接着剤として感圧型ホットメル
ト、感熱型ホットメルト等を使用することができ、また、その塗布形態としては、面状、
線状、螺旋状、点状等を採用することができる。
【００８０】
　陰唇間パッド１の身体側面は、第２図に示すように、表面側シート１１が配置されてお
り平坦状となっている。
【００８１】
　一方、陰唇間パッド１の反身体側面は、第３図に示すように、裏面側シート１２が配置
されており、その反身体側面１２ａには、ミニシート片１４が、前記裏面側シート１２に
おいて約３分の２程度を被覆するように、指挿入用口１９ａを除く外縁部１７において接
合されている。
【００８２】
　この第３図から明らかなように、本実施形態によれば、裏面側シート１２より長手方向
の長さが短く、短手方向の長さが等しいミニシート片１４を、その外縁部１７において裏
面側シート１２と接合するだけで、指の腹（特に指紋部分）を裏面側シート１２に向けて
指を挿入できる空間となるポケット１６を形成している。このため、指挿入用口１９ａを
設けるために特別複雑な製造工程を経る必要性はなく、生産性の低下を回避しながら装着
の容易な陰唇間パッド１とすることが可能となっている。
【００８３】
　なお、吸収層２の長手方向の中心寸法は８５ｍｍであり、ミニシート片１４の長手方向
の中心寸法は５５ｍｍ程度である。このため、裏面側シート１２は、長手方向の３０ｍｍ
程度の範囲でミニシート片１４が被覆されていない状態の領域を有することになる。
【００８４】
　指挿入用口１９ａの大きさとなる「指挿入用口の内側の全周囲長」は、第４図中の「Ｌ
」で示される距離であり、第４図において「指挿入用口の内側の全周囲長」の長さの説明
において不要な部分は一点鎖線で示してある。本実施形態において、その「Ｌ」の長さは
４０ｍｍ程度である。
【００８５】
　＜ミニシート片の接合位置＞
次に、ミニシート片の吸収層に対する接合位置について説明する。第５図は、ミニシート
片１４の接合状態を説明するために陰唇間パッドの短手方向の断面を示した縦断面図であ
る。
【００８６】
　第５図の（Ａ）に示すように、表面側シート１１と裏面側シート１２との接合箇所であ
る周縁部１５と同位置にミニシート片１４と裏面側シート１２との接合部１８を位置付け
て一緒に固定した場合には、周縁部１５の部分が硬くなってしまい、陰唇間パッドの着用
感を阻害する。これについては、周縁部１５の部分以外に接合部１８を配置してミニシー
ト片１４を固定することにより回避することができる。
【００８７】
　しかし、同図の（Ｂ）に示すように、当該接合部１８を周縁部１５の部分よりも外側に
位置付けた場合には、同図の（Ｃ）に示すように、着用者の動作に応じて接合部１８が動
くことにより摩擦が生じ、着用者に刺激を与えてしまう可能性もあると考えられる。
【００８８】
　このようなことから、実施に際しては、同図の（Ｄ）に示すように、周縁部１５と接合
部１８とは位置をずらし、かつ、周縁部１５の部分よりも内側に接合部１８を配置するの
が好ましい。
【００８９】
　＜使用状態＞
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　次に、陰唇間パッド１の使用状態について説明する。第６図は、陰唇間パッド１を指先
に保持した状態を示す図であり、第７図は、陰唇間パッド１を陰唇５に装着する状態を示
す図である。
【００９０】
　陰唇間パッド１の反身体側面において、着用者は、裏面側シート１２とミニシート片１
４とから形成されるポケット１６に、当該ポケット１６の開口となる指挿入用口１９ａか
ら指の第一関節付近（指の末節付近）の指紋面側を裏面側シート１２の反身体側面１２ａ
に接触させながら指を挿入することができる。これにより、第６図の（Ａ）に示すように
、陰唇間パッド１を指先に保持することができる。
【００９１】
　このようにポケット１６に指を挿入した場合において、指の指紋面が接する箇所には、
陰唇内の奥深くにある膣口を探知しやすい当接ポイントに対応する指当接ポイントが存し
ている。この指当接ポイントは、同図の（Ｂ）に示す３の領域に含まれる点をいう。
【００９２】
　指当接ポイントが含まれる領域３は、膣口を探知するのに最適な指当接ポイントが存す
る領域３Ａ、好適な指当接ポイントが存する領域３Ｂ、許容できる指当接ポイントが存す
る領域３Ｃから成る。
【００９３】
　そして、指挿入用口１９ａは、このような指当接ポイントの存する領域３に指紋面が来
るように挿入した指を案内する。このため、指を指挿入用口１９ａからポケット１６内に
挿入した場合には、同図の（Ｃ）に示すように、指の指紋面は、吸収層２の身体側面にお
いて当接ポイントの存する領域４に対応する箇所に位置することとなる。
【００９４】
　この結果、第７図に示すように、陰唇間パッド１を陰唇５に誘導する際に、陰唇５に陰
唇間パッド１の身体側面１ａに存する当接ポイント（図示せず）を接触させながら、ポケ
ット１６に挿入した指の第一関節の腹で吸収層２を介して陰唇５の凹凸を感知し、凹型で
ある陰唇５内の適切な位置に正確に陰唇間パッド１を誘導することができるのである。な
お、前記領域４も、膣口を探知するのに最適な当接ポイントが存する領域４Ａ、好適な当
接ポイントが存する領域４Ｂ、許容できる当接ポイントが存する領域４Ｃから成る。
【００９５】
　陰唇間パッド１を陰唇５に装着し、ポケット１６から指が引き抜かれた後は、ミニシー
ト片１４は、第８図に示すように、身体側とは反対方向にたるんでいる。このため、使用
済み陰唇間パッド１を取り外すに際しては、第９図に示すように、ミニシート片１４を摘
まんで引っ張ることができる。なお、ミニシート片１４を液不透過性、あるいは透湿性素
材とすることにより、着用者がミニシート片１４を摘まんだ場合でも、指が汚染されるこ
となく、陰唇間パッド１を取り外すことが可能となる。
【００９６】
　＜ミニシート片の他の形態＞
　ミニシート片の他の形態について説明する。第１０図は、非接合部を２箇所有するよう
にミニシート片１４が取り付けられている状態を示す図であり、第１１図は、複数のミニ
シート片１４が取り付けられている陰唇間パッドを示す図であり、第１２図は、ミニシー
ト片１４の大きさを示す図であり、第１３図は、ミニシート片１４の短手方向の幅が吸収
層２の幅よりも広い陰唇間パッドを示す図であり、第１４図は、ミニシート片１４の短手
方向の幅が吸収層２の幅よりも狭い陰唇間パッドを示す図であり、第１５図は、ミニシー
ト片１４をブリッジ状とした陰唇間パッドを示す図である。
【００９７】
　本発明においては、ミニシート片は陰唇間パッドの反身体側において、長手方向の各側
部において１箇所以上の接合部分と、当該反身体側面の短手方向において１箇所以上の非
接合部と、前記１箇所以上の非接合部において指挿入用口が形成されていればよい。
【００９８】
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　このため、上述のように、指挿入用口１９ａとなる部分のみに非接合部分を設けるほか
、他の部分にも非接合部分を設けることができる。
【００９９】
　例えば、第１０図の（Ａ）のように第２の非接合部１９ｂがある場合には、指挿入用口
となる非接合部１９ａから挿入した指の指先がミニシート片１４で覆われる箇所に第２の
非接合部１９ｂを着用者の指先を覆うように位置付けるようにする。このようにすること
により、同図の（Ｂ）のように指先が露出するということがなくなり、経血が付着する等
の問題が防止されて衛生的である。
【０１００】
　更に、第１１図に示すように、ミニシート片１４が複数取り付けられている場合であっ
て、非接合部分が複数あったとしても、最端に第２の非接合部１９ｂが設けられていれば
、同様に指先が露出することを防ぐことができる。
【０１０１】
　第１２図で示されるように、ミニシート片１４の長さは、吸収層２に対して長手方向に
１０％以上の範囲の長さを有するようにするのが好ましい。これにより、指の挿入方向が
Ａの方向であることを明らかにすることができる。この意味で、「ミニシート片１４の１
０％以上の長さ」というのは、本発明に係る陰唇間パッドにおいて、指の挿入方向を暗示
する役割を果たしている。
【０１０２】
　なお、ミニシート片が複数有る場合には、指挿入用口となる非接合部から最端の非接合
部まで（例えば、第１１図に示す指挿入用口１９ａから第２の非接合部１９ｂまで）の範
囲が１０％以上であればよい。
【０１０３】
　ミニシート片１４に関する他の実施形態としては、第１３図に示すように、ミニシート
片１４の短手方向の幅を吸収層２の幅よりも広くして比較的指の太い利用者にも対応させ
るようにした実施形態を挙げることができる。また、第１４図に示すように、ミニシート
片１４の幅を吸収層２の幅よりも狭くすることにより、指の細い利用者にも対応させるよ
うな実施形態とすることもできる。なお、第１４図の場合には、ミニシート片１４に伸長
性もしくは弾性伸縮性を付与することにより、対象利用者を拡大させることができる。更
に他の実施例としては、第１５図に示すように、ミニシート片１４をブリッジ状とするこ
とにより、ミニシート片１４に使用される材料の量を低減し、コスト削減を図ることを可
能としたものを挙げることもできる。
【０１０４】
［生理用ナプキンとの併用］
　本実施形態の陰唇間パッド１は、第１６図に示すように、通常の生理用ナプキン６と併
用して用いることもできる。装着方法としては、陰唇間パッド１を陰唇間内へ装着し、生
理用ナプキン６を下着に装着する。このようにすることにより、経血量が多い日であって
も、陰唇間パッド１を効果的に用いることができる。
【０１０５】
［第２実施形態］
　次に、フラップ部付きの陰唇間パッドについて説明する。第１７図は、フラップ部２４
Ａ及び２４Ｂ付きの陰唇間パッド２０の反身体側を示す図であり、第１８図は、第１７図
のＡ－Ａ視断面図であり、第１９図は、陰唇間パッド２０を指先に装着した状態を示す図
であり、第２０図は、陰唇間パッド２０のフラップ部２４Ａ及び２４Ｂの構成を示す図で
あり、第２１図は、フラップ部２４Ａと２４Ｂとを接着して、指挿入用口２９ａを形成す
る過程を示す工程図である。
【０１０６】
　第１７図に示すように、吸収層２５は横寸法と縦寸法を有する実質的に縦長の形態を成
している。そして、この吸収層２５の両側縁においてフラップ部２４Ａ及び２４Ｂが設け
られており、これらフラップ部２４Ａ及び２４Ｂが吸収層２５の反身体側面２５ｂに向か
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って折り曲げられ、両者が重なり合う重畳部２６が接着剤２８により接着されている。な
お、この重畳部２６の接着は、両者を接着できるものであればよく、本実施形態のように
接着剤を用いるほか、熱シール等の方法を使用することもできる。
【０１０７】
　第１８図に示すように、吸収層２５は透水性の表面側シート２１と不透水性の裏面側シ
ート２２で吸収体２３を挟むようにして構成されている。そして、表面側シート２１及び
裏面側シート２２を吸収層２５の両側縁から同寸法ずつ延出させ、この延出部分において
フラップ部を形成している。そして、重畳部２６が接着されたフラップ部２４Ａ及び２４
Ｂと、吸収層２５の反身体側面２５ｂと、の間において、指挿入用空間２７が形成されて
いる。このため、着用者は、第１９図に示すように、吸収層２５の反身体側面２５ｂに接
するようにして指挿入用口２９ａから指挿入用空間２７へと指を挿入することができる。
【０１０８】
　なお、本実施形態では、フラップ部２４Ａ及び２４Ｂは、第２０図の（Ａ）に示すよう
に、表面側シート２１と裏面側シート２２とを同寸法ずつ延出させることにより形成して
いるが、同図の（Ｂ）に示すように、表面側シート２１のみを延出させるようにしても、
同図の（Ｃ）に示すように、裏面側シート２２のみを延出させるようにしても構わない。
【０１０９】
　指挿入用口２９ａを形成するにあたっては、第２１図の（Ａ）に示すように、まず、フ
ラップ部２４Ａの末端部の身体側面に、接着剤２８を塗布する。次に、同図の（Ｂ）に示
すようにフラップ部２４Ａを吸収層２５の反身体側面２５ｂの方に折り畳む。続いて、同
図の（Ｃ）に示すようにフラップ部２４Ｂも吸収層２５の反身体側面２５ｂの方に折り畳
む。そして、フラップ部２４Ａの末端部とフラップ部２４Ｂの末端部とが重なり合って形
成される重畳部２６を接着剤２８によって接着する。これにより、指挿入用口２９ａが形
成される。
【０１１０】
　＜吸収層の他の形状＞
　次に、陰唇間パッド２０における吸収層２５の他の形状について説明する。第２２図は
、身体側に向かって凸となるように折り曲げられた吸収層２５を示す図であり、第２３図
は、第２２図のＢ－Ｂ視断面図である。
【０１１１】
　第２２図に示すように、陰唇間パッド２０の吸収層２５は、その身体側面２５ａにおい
て、身体側に向かって凸となる長凸状領域７を有している。この長凸状領域７は、吸収層
２５を単に折り曲げることにより形成されているため、着用者の陰唇形状に応じて容易に
変形可能であり、着用者は陰唇形状の個人差等にかかわらず、長凸状領域７を陰唇内に密
着させることができる。また、長凸状領域７は着用時の着圧や陰唇の挟持力等に対しても
適宜変形できるため、着圧等に対して変形追従性が高められていることにもなる。
【０１１２】
　第２３図に示すように、吸収層２５の両側縁に延在しているフラップ部２４Ａ及び２４
Ｂは、それぞれの末端部が重ねられた重畳部２６において接着剤２８により接着されてい
るが、この接着は、吸収層２５が広がるのを規制することができるような位置でなされて
いる。このため、着用者は、陰唇間パッド２０を装着するまで、長凸状領域７の形状を維
持することができる。このように長凸状領域７の吸収層２５を折り曲げて形成した場合に
おいては、フラップ部２４Ａ及び２４Ｂの接着は、指挿入用口２９ａを形成するほか、吸
収層２５の屈曲部分の広がりを規制して不必要な長凸状領域７の変形を防止する、という
機能も併せ持つこととなる。
【０１１３】
　なお、指挿入用空間２７の上側（吸収層２５の反身体側２５ｂ）は、長凸状領域７の内
側となっているので、吸収層２５の反身体側２５ｂに指先を接するようにして陰唇間パッ
ド２０を装着することにより、長凸状領域７を陰唇の奥深くに嵌装させることができるよ
うになっている。
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【０１１４】
　＜フラップ部の他の結合形態＞
　次にフラップ部の他の接合形態について説明する。第２４図はフラップ部２４Ａ及び２
４Ｂの末端部を互いに向き合うように折り曲げて貼り合わせた状態を示す図であり、第２
５図は、一対のフラップ部２４Ａ及び２４Ｂの末端を折って両者をかみ合わせた状態を示
す図であり、第２６図は、一対のフラップ部の末端部に切り込みを入れて両者を係合させ
た状態を示す図であり、第２７図は、連結シートを用いて一対のフラップ部２４Ａと２４
Ｂとを連結させた状態を示す図であり第２８図は、裏面側シート２２を吸収層２５の一方
側縁から延出させた状態を示す図である。
【０１１５】
　上述のように、フラップ部２４Ａ及び２４Ｂの末端部をそれぞれ重ね合わせるのではな
く、これらを向かい合わせるようにして貼り付けることが可能である。例えば、第２４図
の（Ａ）に示すように、フラップ部２４Ａ及び２４Ｂの両末端部を反身体側に折り曲げて
、折り曲げた部分を接着剤で貼り付けたり、同図の（Ｂ）に示すように、末端部の折り曲
げ方向を異ならせて、具体的には、２４Ａの末端を上へ、２４Ｂの末端を下へ折り曲げて
、折り曲げた部分を接着剤２８で貼り付けたりすることもできる。
【０１１６】
　また、第２５図に示すように、フラップ部２４Ａの末端部を身体側へ折り曲げるととも
に、フラップ部２４Ｂの末端部を反身体側へ折り曲げ、両末端部を互いに引っ掛けるよう
にしてフラップ部２４Ａとフラップ部２４Ｂとを結合させることもできる。
【０１１７】
　この他、第２６図の（Ａ）に示すようにフラップ部２４Ａの末端部とフラップ部２４Ｂ
の末端部にそれぞれ同寸法の切り込みを入れ、同図の（Ｂ）に示すようにその切り込みを
かみ合わせ、同図の（Ｃ）に示すようにフラップ部２４Ａとフラップ部２４Ｂとを結合さ
せることもできる。
【０１１８】
　そして、フラップ部２４Ａ及び２４Ｂとは異なる連結シート２９を別途取り付け、これ
によりフラップ部２４Ａと２４Ｂとを連結することもできる。例えば、フラップ部２４Ａ
及び２４Ｂを吸収層２５の反身体側に折り曲げてから、第２７図の（Ａ）に示すように、
フラップ部２４Ａ及び２４Ｂの下に連結シート２９を接着剤２８で貼り付けて両者を連結
したり、同図の（Ｂ）に示すように、フラップ部２４Ａ及び２４Ｂの上に連結シート２９
を接着剤２８で貼り付けて両者を連結したりすることもできる。
【０１１９】
　更に、吸収層２５の両側縁にフラップ部を設けるのではなく、第２８図に示すように、
裏面側シート２２を吸収層２５の一方の側のみから延出してフラップ部２４Ａとし、これ
を吸収層２５の他方の側へ接着剤２８で接着するようにすることもできる。
【０１２０】
　フラップ部は上述したように吸収層２５の中央域において設けるほか、第２９図の（Ａ
）に示すように、吸収層２５の長手方向の一方端部寄りに設けるようにすることができる
。この場合には、同図の（Ｂ）に示すように、フラップ部２４Ａと２４Ｂとを接着して形
成された指挿入用空間２７は着用者が指を挿入したときに指先がすっぽりと入るようにな
っているため、指挿入用空間２７に挿入した指の先端が広く露出することを防ぐことがで
きる。
【０１２１】
　また、フラップ部は両側縁に一つずつ設けるようにするほか、第３０図のように、吸収
層２５の一方側縁に２４Ａ及び２４Ｃを、他方側縁に２４Ｂおよび２４Ｄを、それぞれ設
けるというように、各側縁に複数ずつ設けるようにすることもできる。
【０１２２】
［第３実施形態］
　次に、身体側に向かって隆起する長凸状領域を身体側面に有する陰唇間パッドについて
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説明する。第３１図は、長凸状領域３７を有する陰唇間パッド３０の斜視図である。
【０１２３】
　第３１図に示すように、陰唇間パッド３０はその身体側面に配された表面側シート３１
上において長凸状領域３７を有する。また、反身体側面においては、ミニシート片３４が
設けられており、指挿入用のポケット３６に指を挿入できる構造となっている。このため
、長凸状領域３７を陰唇内に入り込ませる位置をポケット３６に挿入した指で的確に把握
することが可能となっている。そして、長凸状領域３７を着用者の陰唇内の奥深くまで入
り込ませることにより、陰唇間パッド３０と陰唇との密着性をより高めることができ、密
着性に富むという陰唇間パッド製品の利点を向上させることが可能となっている。
【０１２４】
　この長凸状領域３７は、本実施形態では長手方向が３０ｍｍ程度であり、高さが１０ｍ
ｍ程度であるが、この寸法にかかわらず、陰唇内に入り込む寸法であればよい。
【０１２５】
［粘着剤の塗布］
　本発明の陰唇間パッドは、装着時における身体との密着性を高めるために、身体側面の
一部において粘着剤を塗布しておくことができる。
【０１２６】
　本発明において、使用可能な粘着剤としては、水溶性高分子、架橋剤、可塑剤、水分か
らなるゲル粘着剤等が挙げられる。より具体的には、水溶性高分子の例として、ゼラチン
、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリビニルアルコール、カルボキシルメチルセルロース等
が、架橋剤の例として、塩化カルシウム、硫酸マグネシウムのような水溶性金属塩が、可
塑剤の例として、グリセリン、ワックス、パラフィン等が挙げられる。
【０１２７】
　この他にも、感圧型ホットメルトを粘着剤として使用することが可能である。感圧型ホ
ットメルトは、スチレン－ブタジエン－スチレンブロック共重合体（ＳＢＳ）、スチレン
－イソプレン－スチレンブロック－共重合体（ＳＩＳ）、スチレン－エチレン・ブタジエ
ン－スチレンブロック共重合体（ＳＥＢＳ）、スチレン－エチレン・プロピレン－スチレ
ンブロック－共重合体（ＳＥＰＳ）、のような合成ゴム樹脂を主たる成分とし、そこにテ
ルペン樹脂、ロジン樹脂などの粘着付与剤とワックス等の可塑剤を溶融混合することによ
って得られる。
【０１２８】
　更には、シリコーン樹脂系粘着剤も使用することが可能である。シリコーン樹脂系粘着
剤としては、シリコーン樹脂、フッ素樹脂を主たる成分とし、白金、モリブデン、アンチ
モン等の架橋剤、エステル系ワックス、グリセリン、マシンオイル等の可塑剤を混合して
なる混合物などが挙げられる。
【０１２９】
　このように粘着剤は多種類存在するが、塗布安定性を考慮すると、感圧型ホットメルト
を用いることが好ましい。塗布安定性が高い感圧型ホットメルトとしては、ＳＥＢＳを１
５～２５％、可塑剤を１５～３５％、粘着付与剤を４０～７０％で溶融混合したものが挙
げられる。この感圧型ホットメルトについては、酸化防止剤、蛍光防止剤などを０．１～
１．０％の範囲で添加しても良い。
【０１３０】
　なお、粘着剤に対しては、粘着剤の部分を一般的に得られる剥離紙である薄葉紙にシリ
コーン樹脂をコートしたシート又はフィルムにシリコーン樹脂をコートしたシートで被覆
するのが好ましい。こうすることにより、保管時における粘着剤の汚損や剥離を防止する
ことが可能である。
【０１３１】
　粘着剤の配置の仕方としては、面状、ドット状、網目状、筋状等が挙げられる。粘着剤
の塗布位置は、身体への固定を可能とするものであれば特に限定されるものではないが、
特に陰唇の手前部分にある発毛部分の存在を考慮した上で、表面側シートの両側部付近に
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筋状に１～５ｍｍ程度の幅寸法の範囲で塗布するのが好ましい。
【０１３２】
　粘着剤の粘着力の評価方法について一例を説明する。かかる評価方法は、粘着剤の剥離
強度（第３２図参照）、及び粘着剤のせん断強度（第３３図参照）を測定するものであり
、定速伸張引張試験機及び長さ８０ｍｍ×幅５０ｍｍのステンレス板を用いて行なう。評
価試験を行なうに際しては、予めステンレス板とほぼ同サイズのポリエチレンフィルムに
、粘着剤を幅２５ｍｍ、長さ５０ｍｍとなるよう塗布したものを室温下（摂氏２０度）で
３０分放置しておく。次に、ステンレス板に粘着剤が接触するようポリエチレンフィルム
を重ねて軽く載せ、２ｋｇのローラを片道のみ１回かける。その後に、室温下（摂氏２０
度）に３０分放置して試験片を作成する。前記のように作成した試験片のポリエチレンフ
ィルムの部分を、剥離強度試験においては、第３２図に示す矢印Ａの方向に引っ張って剥
離し、せん断強度試験においては第３３図に示す矢印Ｂの方向に引っ張る。ただし、試験
条件としては、チャック間隔（つかみ間隔）７０ｍｍ、引張速度を１００ｍｍ／ｍｉｎと
する。上記方法により測定した場合における剥離強度の測定値は１００～２０００ｍＮ／
２５ｍｍ、せん断強度の測定値は２９００～１５０００ｍＮ／２５ｍｍであることが好ま
しい。着用者の肌への負担を考慮したものである。
【０１３３】
　また、陰唇間パッドの短手方向の見かけ上の長さ寸法は、１０～６０ｍｍの範囲とする
ことが好ましく、より好ましくは２０～４０ｍｍの範囲とするのがよい。短手方向の長さ
寸法が６０ｍｍより長い場合には、陰唇間に介在されることのない領域が着用者の大腿部
などにこすれてしまい、これにより生じた摩擦が両陰唇による挟持力を上回り、陰唇間パ
ッドが脱落するおそれがある。また、短手方向の長さ寸法が１０ｍｍより短い場合には、
陰唇間に介在できる領域が少なくなるため陰唇内面との接触面積が減少し、陰唇間パッド
の脱落の危険性が生じやすくなる。
【０１３４】
　なお、上記の「見かけ」とは、長さ寸法が最短の２点間距離（第３４図のＶに該当）を
意味する。これは、製造工程との関係で、凹凸形状を辿った２点間の道のり、すなわち、
凹凸形状を展開したフラットな状態での２点間距離を実際の長さ（第３４図のＷに該当）
として取り扱う場合があるため、入念に定義したものである。
【０１３５】
　また、陰唇間パッドの長手方向の寸法は、１５０ｍｍより長い場合には、陰唇間パッド
の反身体側面と下着等との接触面が大きくなりすぎ、着用者の動作によっては陰唇自体に
よる陰唇間パッド保持力よりも強力な摩擦力が生じ、陰唇間パッドが陰唇間から脱落して
しまうおそれがある。一方、６０ｍｍより短い場合には、陰唇間パッドが陰唇間に嵌装さ
れるのに十分な面積や体積を有することができず、当該陰唇間パッドが陰唇間から脱落し
やすくなってしまう。このため、陰唇間パッドの長手方向の長さは、６０～１５０ｍｍと
するが好ましく、８０～１２０ｍｍとするのがより好ましい。
【０１３６】
　陰唇間パッドの厚みは、２０ｍｍ以上の場合には、陰唇間パッドが敏感な陰唇間に装着
されるものであるために、装着時に着用者に異物感を与えるおそれがある。一方、０．５
ｍｍ以下の場合には、内包されている吸収体の容量が経血の吸収に対して不十分となりや
すく、経血が陰唇間パッドから染み出してしまうおそれがある。このため、本発明に係る
陰唇間パッドの厚みは、０．５～２０ｍｍであることが好ましく、２～１０ｍｍとするの
がより好ましい。
【０１３７】
［陰唇間パッドの形状］
　本発明においては、陰唇間パッドの形状は、陰唇間に挟み込んで保持するのに好適な形
状であればよく、上記実施形態のように楕円型とするほか、卵型、瓢箪型、雫型等の形状
としてもよい。
【０１３８】
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［陰唇間パッドの構成材料］
　＜透水性シート＞
　陰唇間パッドの身体側に配置される透水性のシートには、液親水性であり、肌に刺激を
与えない材料が使用される。このようなものとしては、メルトブローン、スパンボンド、
ポイントボンド、スルーエアー、ポイントボンド、ニードルパンチ、湿式、湿式スパンレ
ース、フォームフィルム等の製造方法から得られる不織布を単独又はこれらを複合した材
料が挙げられる。
【０１３９】
　繊維状シートとしては、レーヨン、アセテート、コットン、パルプ又は合成樹脂を成分
としたものを単独又は芯鞘構造を成すように複合したものを単独又は混合した繊維をシー
ト化したものが挙げられる。
【０１４０】
　このような材料のうち、陰唇内面からの液移動性や活性剤による化学的刺激及び陰唇内
壁との密接性を考慮すると、身体面側には繊度１．１～４．４ｄｔｅｘ、繊維長７～５１
ｍｍからなるレーヨンを合計目付に対して４０～８０％を積層、その衣服面側には繊度１
．１～４．４ｄｔｅｘ、繊維長７～５１ｍｍからなり合計目付に対して１４～４２％のレ
ーヨンと繊度１．１～４．４ｄｔｅｘ、繊維長７～５１ｍｍからなり合計目付に対して６
～１８％のＰＥＴを混合して積層し、２層の合計目付が２０～６０ｇ／ｍ２となるよう積
層した後、水流交絡により繊維同士を絡合させて乾燥させ、厚みを０．１３～０．５０ｍ
ｍの範囲で調整したスパンレース不織布が好ましい。この際、衣服面側にＰＥＴを混入す
る事により、透水性シートが湿潤状態になっても嵩を維持しやすいため陰唇内壁との密接
性を保つことができる。
【０１４１】
　＜吸収体＞
　陰唇間パッドに内包される吸収体に用いられる材料としては、パルプ、化学パルプ、レ
ーヨン、アセテート、天然コットン、高分子吸収体、繊維状高分子吸収体、合成繊維を単
独又はこれらを混合した物が使用できる。所要に配合した混合物をエンボス加工による圧
着、ニードリングによる絡合などの公知技術によりシート化させ、必要に応じて嵩を調整
する、重ねる、折り重ねる等により適宜調整することができる。
【０１４２】
　シート状の材料としては、これらをシート状若しくは粉状に加工して使用してもよく、
使用方法に限定されるものではない。
【０１４３】
　吸収体は、液体（体液）の吸収保持が可能であればよいが、嵩高であり、型崩れし難く
、化学的刺激が少ないもので、さらには陰唇への適合が高い柔軟性を有することが好まし
い。具体的には、衣服面側には、繊維長１～１０ｍｍの範囲から選ばれるパルプを５０～
１５０ｇ／ｍ２積層し、その身体面側には、繊度１．１～４．４ｄｔｅｘ、繊維長２０～
５１ｍｍの範囲から選ばれるレーヨンを６０～９０％、天然コットンを４０～１０％の混
合比で１５０～２５０ｇ／ｍ２積層してドット状のエンボス加工によりシート化させた、
嵩２～１０ｍｍ、好ましくは３～５ｍｍに調整した不織布シートが挙げられる。
【０１４４】
　これにより、身体面側から衣服面側へ液体を移行させやすく、吸収保持力が高まる。さ
らには、上記パルプ層の身体面側には繊度１．１～４．４ｄｔｅｘ、繊維長２５～５１ｍ
ｍからなるレーヨンを目付１５～４０ｇ／ｍ２に調整したメッシュスパンレース不織布を
敷設する事により、身体面側から移行してきた液体をメッシュスパンレースにより拡散さ
せ、パルプ層のほぼ全域に液体を誘導させる事ができるので、効率良くより多くの液体を
吸収する事が可能である。
【０１４５】
　上述のような吸収体を陰唇間パッドに組み込む際には、必要に応じて嵩を調整する、重
ねる、折り重ねる等により、適宜調整することができる。
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【０１４６】
　＜不透水性シート＞
　陰唇間パッドに使用される不透水性のシートの材料としては、吸収体に保持された経血
が陰唇間パッドの外へ漏れ出すことを防止できるものを使用することができる。また、透
湿性素材とすることにより、装着時のムレを低減させることができ、装着時における不快
感を低減させることが可能となる。
【０１４７】
　このような材料としては、例えば、合成樹脂を膜化したシート状フィルム、無機フィラ
ーを充填させて延伸処理を施すことにより得られる通気フィルム、紙、不織布とフィルム
を複合したラミネート物、１０～３０％の開孔を有し孔径が０．１～０．６ｍｍの範囲で
毛細管を吸収性体側に向かうように配置することにより得られる通気性液遮断シート、等
を使用することができる。
【０１４８】
　更に、装着感を損なわない柔軟性を考慮した場合には、例えば、密度が０．９００～０
．９２５ｇ／ｃｍ３の密度の低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）樹脂を主体とした目付１５
～３０ｇ／ｍ２の範囲から得られるフィルムを使用することが好ましい。さらに好ましく
は、陰唇間に装着されている際に、不透水性シート同士、または併用するパッド、下着な
どに接触した時に、摩擦が高く陰唇間パッドが陰唇から脱落してしまう危険性を低下させ
るために、上記フィルムにエンボス加工をして凸状の隆起部を設ける事で、接触率を低下
させ摩擦抵抗値を少なくさせてあっても良い。
【０１４９】
　＜ミニシート片＞
　ミニシート片には、上述した透水性シートや不透水性シートと同様の材料を用いること
もできるが、少なくとも陰唇間パッドの短手方向に対して伸長性もしくは伸縮性を有する
ものを使用するのが好ましい。
【０１５０】
　このような材料をミニシート片に使用することにより、着用者の指先のサイズが設定さ
れた指挿入用口よりも大きい場合であっても、指のサイズに応じてミニシート片が少なく
とも幅方向に伸びるため、着用者の指先サイズにかかわらず、本発明に係る陰唇間パッド
を効果的に利用することができる。
【０１５１】
　元来伸縮性を有する材料としては、例えば、スチレン－ブタジエン－スチレンブロック
共重合体（ＳＢＳ）、スチレン－イソプレン－スチレンブロック－共重合体（ＳＩＳ）、
ウレタン等の合成ゴム、０．８８～０．９００ｇ／ｃｍ３の密度から選ばれる非晶性オレ
フィン系樹脂を原料としたフィルム、開孔フォームフィルム、ネット等が挙げられる。ま
た、織布又は織布に合成ゴムを原料とした紡糸フィラメントを編み込んだ生地も使用でき
る。更に、合成ゴムを主体としたスパンボンド不織布やメルトブローン不織布、発泡フォ
ームシートも使用することができる。
【０１５２】
　着用中の柔軟な風合いを考慮した上で好適なものとしては、１５～４０ミクロンの厚み
に調整され、孔部面積が０．２８～１．７７ｍｍ２、開孔率が４０～７０％の範囲で構成
された、ＳＥＢＳを原料とした開孔フォームフィルムが挙げられる。
【０１５３】
　不織布としては、芯成分が高融点で鞘成分が低融点成分で構成された熱収縮性を有する
ＰＥ／ＰＰ、ＰＥ／ＰＥＴ、ＰＰ／ＰＰ等の複合合成繊維を原材料とし、水流圧により繊
維を交絡せしめたスパンレース不織布、再熱風処理を施して繊維のシュリンクを促進させ
たシュリンクタイプ不織布、連続長繊維を熱シールによりシート化した後に縦方向へ強制
的にテンタリングを施したいわゆる伸長性スパンボンド等が挙げられる。
【０１５４】
　より具体的には、太さが１．１～４．４ｄｔｅｘの範囲で、長さが７～５１ｍｍの範囲
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で、芯成分が高融点で鞘成分が低融点成分で構成された熱収縮性を有するＰＥ／ＰＰ、Ｐ
Ｅ／ＰＥＴ、ＰＰ／ＰＰ等の複合合成繊維を原材料とし、目付が１０～６０ｇ／ｍ２の範
囲に調整されたシュリンクタイプ不織布が、柔軟でドレープ感に富んだ好適な材料として
挙げられる。そしてまた、上述のような材料のラミネート物も使用することができる。
【０１５５】
　非伸長性の材料に伸長性を付与して使用する場合には、不織布からは芯成分が高融点で
鞘成分が低融点成分で構成された熱収縮性を有するＰＥ／ＰＰ、ＰＥ／ＰＥＴ、ＰＰ／Ｐ
Ｐ等の複合合成繊維を原材料とし、熱風により処理された嵩高感に富むスルーエアー不織
布、水流圧により繊維を交絡せしめたスパンレース不織布、連続繊維を積層してシート化
したスパンボンド不織布、ニードルにより繊維同士を絡ませたニードルパンチ不織布、ス
パンボンドとメルトブローンを多層に積層してシート化したＳＭＳ不織布のほか、開孔フ
ォームフィルム、ＰＥ樹脂を主成分としたフィルム等を単独又はこれらを複合して成る材
料が挙げられる。
【０１５６】
　また、上述のような材料を雄雌の金型の間に嵌合させ、熱と温度と圧力により形状を型
押しするコルゲート加工により伸長性を付与することも可能である。より具体的には、太
さが１．１～４．４ｄｔｅｘの範囲、目付が１０～６０ｇ／ｍ２の範囲で調整された複合
合成繊維を主体としたスルーエアー不織布を、横方向に伸長可能にコルゲート加工を施し
たものが挙げられる。コルゲート加工は少なくとも１０％以上の伸長性があり、より好ま
しくは２０～５０％の範囲で伸長可能となるように雄雌の金型の配列が設けられたもので
あり、更に好ましくは３０％伸長時の荷重が０．０１～０．０５Ｎ／２５ｍｍの範囲の挙
動を有するものが望ましい（試験条件：テンシロン引張試験機にて、速度１００ｍｍ／ｍ
ｉｎ、チャック間隔１００ｍｍ）。なお、伸長性を付与する他の方法としては、切れ目線
、円状に切り抜く等の方法も使用できる。
【０１５７】
　＜接着剤＞
　各資材を連結（貼着）させる接着剤としては一般的に使用されているホットメルト型接
着剤が使用でき、例として感圧型ホットメルト接着剤、感熱型ホットメルト接着剤が挙げ
られる。感圧型ホットメルト接着剤は、ＳＩＳ、ＳＢＳ、スチレン－エチレン・ブタジエ
ン－スチレンブロック共重合体（ＳＥＢＳ）、スチレン－エチレン・プロピレン－スチレ
ンブロック共重合体（ＳＥＰＳ）のような合成ゴム樹脂を主たる成分とし、そこにテルペ
ン樹脂、ロジン樹脂などの接着付与剤とワックス等の可塑剤を溶融混合することによって
得られる。感熱型ホットメルト接着剤は、ベースレジンをポリ－α－オレフィンのような
オレフィン系樹脂を主たる成分としたものが例として挙げられる。このように接着剤は多
種類存在するが、塗布安定性を考慮すると、感熱型ホットメルト接着剤を用いることが好
ましい。塗布安定性が高い感熱型ホットメルト接着剤としては、ポリ－α－オレフィンを
４５～５５質量％、可塑剤を１０～１５質量％、粘着付与剤を３５～４５質量％で溶融混
合したものが挙げられる。この感熱型ホットメルト接着剤については、酸化防止剤、蛍光
防止剤などを０．１～１．０質量％の範囲で添加してもよい。
【０１５８】
［生分解性・水分散性・水溶性を付与した陰唇間パッドの構成］
　本発明の陰唇間パッドは生分解性素材及び／又は水分散性素材及び／又は水溶性素材で
構成されていることが好ましい。このような陰唇間パッドは使用後そのままトイレに脱落
させて流すことができるため、陰唇間パッドの破棄を簡便かつ清潔に行なうことができ、
トイレ内のゴミの低減を図ることもできるからである。
【０１５９】
　本明細書において、「生分解性」とは、放線菌をはじめとする細菌、その他の微生物の
存在下、自然界のプロセスに従って、嫌気性又は好気性条件下で物質が二酸化炭素又はメ
タン等のガス、水及びバイオマスに分解されることをいい、当該物質の生分解能（生分解
速度、生分解度など）が、落ち葉等の自然に生じる材料、もしくは同一環境下で生分解性
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として一般に認識される合成ポリマーに匹敵することをいう。「水分散性」とは、水解性
と同じ意味であって、使用時の限定された量の水分（経血）では影響はないものの、多量
の水又は水流中では、繊維同士が、少なくとも一般のトイレ配管を詰まらせることがない
程度の小断片に容易に分散される性質のことをいう。「水溶性」とは、使用時の限定され
た量の水分（経血）では影響はないものの、多量の水又は水流中においては溶解する性質
のことをいう。
【０１６０】
　＜透水性シート＞
　透水性シートに使用できる材料としては、スパンレース不織布のほか、繊維長を１～１
５ｍｍの範囲から選択される湿式スパンレース不織布を使用することができる。他の材料
としては、ポリ乳酸、ポリブチレンサクシネートなどの加水分解による生分解性樹脂も使
用することができる。例えば、ポリ乳酸を原料として作られる目付が２０～６０ｇ／ｍ２
の範囲で調整されたメルトブローン不織布や目付が１５～３０ｇ／ｍ２の範囲、繊維太さ
が１．１～３．３ｄｔｅｘの範囲で調整されたスパンボンド不織布が挙げられる。なお、
各不織布材料には開孔処理を施しても施さなくてもどちらでもよい。
【０１６１】
　他の材料としてはアセテート、合成繊維を単独又は積層体の連続繊維であるトウを目付
５０～３００ｇ／ｍ２の範囲に調整し、繊維同士を解繊することにより使用することもで
きる。
【０１６２】
　＜吸収体＞
　吸収体に使用できる材料としては、ニードリングから得られる不織布シートを使用する
ことができる。なお、高分子吸収材料の生分解性等を考慮すると、カルボキシメチルセル
ロース繊維を使用するのが好ましい。
【０１６３】
　＜不透水性シート＞
　不透水性のシートに使用できる材料としては、ＰＶＡフィルム、ＰＶＡフィルムの片面
若しくは両面あるいは部分的にシリコーンなどにより撥水処理を施したフィルムシート、
シリコーンを混合したＰＶＡフィルム、澱粉フィルム、ポリ乳酸又はポリブチレンサクシ
ネート等の加水分解による生分解性樹脂を原料としたフィルム及びティッシュ等とのラミ
ネート紙を使用することができる。必要に応じて無機顔料を０．１～５％の範囲で混合し
て着色を施してもよい。
【０１６４】
　過湿下における防漏性の維持と浄化層への過度な負荷を与えないこと等をも考慮した場
合には、ポリ乳酸を原料としたフィルムを１０～２０ミクロンの厚み範囲で目付１５～２
０ｇ／ｍ２の範囲から選ばれるティッシュとラミネートし、更にラミネート時の貼り合せ
面積率を５～４０％の範囲で設けられたラミネート紙が好適である。
【０１６５】
　＜ミニシート片＞
　ミニシート片に使用できる材料としては、ポリ乳酸、ポリブチレンサクシネート等の生
分解性材料を原料としたフィルム、スパンボンド不織布、メルトブローン不織布等、又は
ＰＶＡ、ＣＭＣ等の水溶性材料を原料としたフィルム、不織布等、並びにセルロース繊維
、再生セルロース繊維等を主体とした水分散性ティッシュ、スパンレース不織布等が挙げ
られる。
【０１６６】
　好適には、生分解性材料を主体としたスパンボンド不織布又はメルトブローン不織布で
あって、太さが０．１～３．３ｄｔｅｘの範囲、目付が１５～４０ｇ／ｍ２の範囲に調整
されたシートであって、前途した機械的コルゲート加工を施すことにより得られる。
【０１６７】
　＜接合方法＞
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　接合方法としては、水溶性又は水膨潤性を有するポリビニルアルコール等による接着、
ヒートシール、或いは水素結合による接合、等の接合方法を単独で若しくは適宜組み合わ
せて用いることができる。
　産業上の利用の可能性
【０１６８】
　以上説明したように、本発明によれば、着用者が陰唇間パッドを容易に陰唇間の適切な
箇所に装着することができるため、装着ミスを著しく低減することができる。また、従来
の場合と比較して、装着時における経血の指先付着を防止する効果が高まる。
【０１６９】
【図面の簡単な説明】
　第１図は、第１実施形態の陰唇間パッドの内部構成を示す図である。
　第２図は、第１実施形態の陰唇間パッドの表面（身体側）を示す図である。
　第３図は、第１実施形態の陰唇間パッドの裏面（反身体側）を示す図である。
　第４図は、第１実施形態の陰唇間パッドに取り付けられたミニシート片の指挿入用口の
内側の全周囲長を説明するための説明図である。
　第５図は、第１実施形態の陰唇間パッドのミニシート片の取り付け位置を説明するため
の説明図である。
　第６図は、第１実施形態の陰唇間パッドに設けられた指挿入用ポケットに指を挿入した
状態を示す図である。
　第７図は、第１実施形態の陰唇間パッドを陰唇間に装着する状態を示す図である。
　第８図は、第１実施形態の陰唇間パッド装着後のミニシート片の状態を示す図である。
　第９図は、第１実施形態の陰唇間パッドをミニシート片を引っ張って取り外す状態を示
す説明図である。
　第１０図は、２つの非接合部を有するようにミニシート片が取り付けられた陰唇間パッ
ドを示す図である。
　第１１図は、複数のミニシート片が取り付けられている場合の裏面側シートにおける非
接合部分の位置を示す図である。
　第１２図は、陰唇間パッドに取り付けられたミニシート片が長手方向に１０％以上の範
囲の長さを有する状態を示す図である。
　第１３図は、陰唇間パッドにおいて、吸収層よりもミニシート片の幅が広い陰唇間パッ
ドを示す図である。
　第１４図は、吸収層よりもミニシート片の幅が狭い陰唇間パッドを示す図である。
　第１５図は、ミニシート片がブリッジ状に取り付けられている陰唇間パッドを示す図で
ある。
　第１６図は、第１実施形態の陰唇間パッドを生理用ナプキンと併用して使用する状態を
示す図である。
　第１７図は、第２実施形態のフラップ部付き陰唇間パッドの反身体側を示す図である。
　第１８図は、第１７図のＡ－Ａ視断面を示す図である。
　第１９図は、第２実施形態のフラップ部付き陰唇間パッドを指先に装着した状態を示す
図である。
　第２０図は、第２実施形態のフラップ部付き陰唇間パッドのフラップ部の構成を示す図
である。
　第２１図は、第２実施形態のフラップ部付き陰唇間パッドの一対のフラップ部の末端部
を互いに接着して指挿入用口を形成する過程を示す工程図である。
　第２２図は、吸収層が折り畳まれた第２実施形態のフラップ部付き陰唇間パッドの身体
側面を示す図である。
　第２３図は、第２２図のＢ－Ｂ視断面図である。
　第２４図は、フラップ部の他の結合状態を示す図であって、一対のフラップ部の末端を
折って接着した状態を示す図である。
　第２５図は、フラップ部の他の結合状態を示す図であって、一対のフラップ部の末端を
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折って引っ掛け合わせた状態を示す図である。
　第２６図は、フラップ部の他の結合状態を示す図であって、一対のフラップ部の末端に
設けられた切り込みを係合させた状態を示す図である。
　第２７図は、フラップ部の他の結合状態を示す図であって、連結シートを用いて一対の
フラップ部を連結させた状態を示す図である。
　第２８図は、フラップ部の他の形態を示す図であって、吸収層の一方側縁から延出した
一連のフラップ部が設けられた状態を示す図である。
　第２９図は、フラップ部の他の形態を示す図であって、陰唇間パッドの長手方向の一方
端部寄りにフラップ部が設けられた状態を示す図である。
　第３０図は、フラップ部の他の形態を示す図であって、複数のフラップ部が設けられた
状態を示す図である。
　第３１図は、第３実施形態の長凸状領域を有する陰唇間パッドを示す斜視図である。
　第３２図は、表面側シートの身体側面に塗布される粘着剤の粘着力の評価方法において
、粘着剤の剥離強度の測定方法を説明するための説明図である。
　第３３図は、表面側シートの身体側面に塗布される粘着剤の粘着力の評価方法において
、粘着剤のせん断強度の測定方法を説明するための説明図である。
　第３４図は、陰唇間パッドの短手方向における長さ寸法を説明するための説明図である
。
　第３５図は、陰唇間パッドの反身体側面に突起部を有する従来例の使用状態を説明する
図である。
　第３６図は、指穴を有する尿失禁防止パッドに係る従来例の常態を示す図である。
　第３７図は、指穴を有する尿失禁防止パッドに係る従来例の指の挿入状態を示す図であ
る。
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【図３】
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