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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　肌当接面側の表面シート、非肌当接面側の裏面シート及び両シート間に介在する吸収体
を有する吸収性本体と、該吸収性本体の長手方向両側部に、一対の基壁部と該基壁部の上
端部にそれぞれ連設された面状の弾性伸縮部とを有する一対の防漏壁とを具備し、該面状
の弾性伸縮部が伸長状態で前記吸収性本体の前後端部及び該前後端部の間で固定され、自
然状態において前記前後端部の間の中間固定部の前後で湾曲する吸収性物品であって、
　前記吸収体は、その幅方向中央領域の前記表面シート側に隆起した中高部を有しており
、該中高部は、前方中高部及び後方中高部を備え、該前方中高部は装着者の体液排泄部に
当接される排泄部領域に形成されており、
　一対の前記中間固定部は、前記後方中高部が配置された領域の幅方向外方に配置されて
おり、
　前記前方中高部と前記後方中高部との間には、前記表面シート及び前記吸収体が圧密化
されて形成された中間溝が前記吸収性物品の幅方向に延びて形成されており、前記後方中
高部の後方端部には、前記表面シート及び前記吸収体が圧密化されて形成された後方中間
溝が該後方端部に沿って形成されており、
　一対の前記中間固定部それぞれは、前記中間溝よりも後方に形成されており、一対の前
記防漏壁の後方端部それぞれは、前記後方中間溝よりも後方に延設され前記表面シート上
に固定されている吸収性物品。
【請求項２】
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　一対の前記中間固定部それぞれにおいて、面状の前記弾性伸縮部は、該弾性伸縮部の幅
方向内方側が前記表面シートに直接固定されるか又は折り畳まれた前記基壁部を介して前
記表面シートに間接的に固定されており、該弾性伸縮部の幅方向外方側が幅方向外方に張
り出した自由端である張り出し部を形成している請求項１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、生理用ナプキン、パンティライナー（おりものシート）、失禁パッド等の吸
収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　就寝中、経血が着用者の肌を後方に伝わって、いわゆる伝い漏れを生じてしまうことを
防止するため、近年、特に夜用の生理用ナプキンにおいて、生理用ナプキンの長さが長く
なる傾向にある。
　また、装着者の肌と生理用ナプキンとの密着性を高め、漏れを防止するため、吸収体に
中高部を形成させることが知られている。例えば、特許文献１には、吸収体に吸収体の幅
よりも幅狭の中高部を、前方部及び後方部に設けた生理用ナプキンが開示されている。
【０００３】
　しかし、夜用の生理用ナプキンは、その長さが非常に長いため、特許文献１に記載の生
理用ナプキンでも、後方部において装着者の肌と生理用ナプキンとの間に空間が生じる場
合があり、経血がその空間から漏れる恐れがあった。
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２３９１６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って、本発明の目的は、後方への経血の伝い流れ及び後方からの体液の伝い漏れを効
果的に防止でき、優れた防漏性を得ることのできる吸収性物品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、肌当接面側の表面シート、非肌当接面側の裏面シート及び両シート間に介在
する吸収体を有する吸収性本体と、該吸収性本体の長手方向両側部に、一対の基壁部と該
基壁部の上端部にそれぞれ連設された面状の弾性伸縮部とを有する一対の防漏壁とを具備
し、該面状の弾性伸縮部が伸長状態で前記吸収性本体の前後端部及び該前後端部の間で固
定され、自然状態において前記前後端部の間の中間固定部の前後で湾曲する吸収性物品で
あって、前記吸収体は、その幅方向中央領域の前記表面シート側に隆起した中高部を有し
ており、該中高部は、前方中高部及び後方中高部を備え、該前方中高部は装着者の体液排
泄部に当接される排泄部領域に形成されており、一対の前記中間固定部は、前記後方中高
部が配置された領域の幅方向外方に配置されている吸収性物品を提供することにより前記
目的を達成したものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の吸収性物品によれば、後方への経血の伝い流れ及び後方からの体液の伝い漏れ
を効果的に防止でき、優れた防漏性が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の吸収性物品である生理用ナプキンの好ましい実施形態について、図１～
図４に基づいて説明する。
【０００９】
　本実施形態の吸収性物品（生理用ナプキン）１は、図１に示すように、生理用ナプキン
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１の長手方向に延びる中心線ＣＬに対して左右対称に形成されている。
　本実施形態の生理用ナプキン１は、図１～図３に示すように、肌当接面側に形成された
表面シート２、非肌当接面側に形成された裏面シート３及び両シート２，３間に介在する
吸収体４を有する吸収性本体５を備えた縦長のものである。生理用ナプキン１は、図１～
図３に示すように、吸収性本体５の長手方向（（以下「Ｙ方向」という。Ｙ方向；中心線
ＣＬに平行な方向をいう。）両側部５ｃ，５ｃに、一対の基壁部７１とそれらの上端部７
１ａにそれぞれ連設された面状の弾性伸縮部７２とを有する一対の防漏壁７，７とを具備
する。生理用ナプキン１は、面状の弾性伸縮部７２が伸長状態で吸収性本体５の前後端部
５ｂ，５ｄ及び前後端部５ｂ，５ｄの間で固定されていることにより、自然状態において
前後端部５ｂ，５ｄの間の中間固定部７ｃの前後で湾曲する。
【００１０】
　ここで、「排泄部領域ａ」とは、本実施形態の生理用ナプキン１のように、ウイング部
３１を有する吸収性物品においては、通常、吸収性物品（生理用ナプキン１）の長手方向
（Ｙ方向）においてウイング部３１を有する領域である。ウイング部３１を有しない吸収
性物品における排泄部領域ａとは、生理用ナプキンが個装形態に折り畳まれた際に生じる
製品長手方向（Ｙ方向）に直交する２つの折線について、生理用ナプキンの長手方向（Ｙ
方向）の前端から数えて第１折線と第２折線とに囲まれた領域と同じか又は狭い領域を言
う。また、生理用ナプキンの製品長が長く３つの折線が生じる場合には、製品の長手方向
（Ｙ方向）の前端から数えて第１折線と第２折線に囲まれた領域あるいは製品の長手方向
の前端から数えて第１折線と第３折線とに囲まれた領域と同じか又は狭い領域を言う。
【００１１】
　本実施形態の生理用ナプキン１について、詳述すると、生理用ナプキン１は、図１に示
すように、中央部ｃより前方に前方領域ｂと中央部ｃより後方に後方領域ｄとを備えてい
る。生理用ナプキン１は、図１に示すように、前方領域ｂにおいて、装着者の体液排泄部
に当接される排泄部領域ａ（ウイング部３１を有する領域）を備えている。
【００１２】
　生理用ナプキン１は、図１～図３に示すように、液透過性の表面シート２、液不透過性
又は撥水性の裏面シート３及び吸収体４を具備している。表面シート２及び裏面シート３
それぞれは、吸収体４よりも大きい外径寸法を有している。表面シート２及び裏面シート
３は、生理用ナプキン１の長手方向（Ｙ方向）の両端部において、吸収体４の長手方向（
Ｙ方向）の両端部から延出し、その延出部は互いにヒートシール等により接合され、また
、表面シート２は、吸収体４の長手方向（Ｙ方向）の両側部で吸収体４を包むように折り
返されて裏面シート３にヒートシール等により接合されて吸収性本体５を形成している。
生理用ナプキン１は、図１～図３に示すように、表面シート２と吸収体４とを固定する一
対のエンボス溝８を具備している。生理用ナプキン１のウイング部３１は、図１に示すよ
うに、生理用ナプキン１の長手方向（Ｙ方向）の両側部に一対設けられている。ウイング
部３１は、裏面シート３を延出することにより形成されており、その裏面には、該ウイン
グ部３１を、ショーツのクロッチ部の非肌当接面に固定するための粘着部（不図示）が設
けられている。
【００１３】
　生理用ナプキン１は、図１～図３に示すように、吸収性本体５の長手方向（Ｙ方向）の
両側部５ｃ，５ｃに防漏壁（ギャザー）７を有している。生理用ナプキン１の防漏壁（ギ
ャザー）７は、いわゆるＴ字状の防漏壁（ギャザー）であり、図１，図２に示すように、
吸収性本体５の長手方向（Ｙ方向）の両側部５ｃ，５ｃに、起立する一対の基壁部７１と
それらの上端部７１ａにそれぞれ連設された面状の弾性伸縮部７２とを有している。ここ
で、「起立」とは、防漏壁７の上端部７１ａが表面シート２の表面よりも上方に位置する
状態を意味する。以下の説明では、主に、図１に示す右側の防漏壁７について説明する。
【００１４】
　Ｔ字状の防漏壁７は、図２に示すように、一枚の帯状のシート６をスリーブ状に且つＴ
字型に加工して形成されている。帯状の伸縮シート６が、吸収性本体５の長手方向（ＣＬ
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線方向）の側部５ｃに、長手方向に沿って、配設及び固定されており、伸縮シート６の収
縮により、肌当接面側に起立したＴ字状の防漏壁７が形成される。Ｔ字状の防漏壁７は、
基壁部７１を備えており、基壁部７１は、自由状態の上端部７１ａと固定端部７１ｂとを
有している。
【００１５】
　帯状のシート６は、図１に示すように、生理用ナプキン１の前方領域ｂの長手方向（Ｙ
方向）の前端部、及び後方領域ｄの長手方向（Ｙ方向）の後端部においては、表面シート
２及び裏面シート３と同様に、吸収体４の長手方向（Ｙ方向）の両端部から延出しており
、その延出部はヒートシールまたはホットメルト等により接合固定されている。この接合
固定された部分は、防漏壁７の長手方向（Ｙ方向）の前方端部７ｂ、及び長手方向（Ｙ方
向）の後方端部７ｄとなる。防漏壁７は、表面シート２上に固定された中間固定部７ｃを
有している。防漏壁７の中間固定部７ｃは、前方端部７ｂと後方端部７ｄとの間に配され
ている。
【００１６】
　Ｔ字状の防漏壁７は、図１，図２に示すように、上端部７１ａから略水平方向に張り出
している面状の弾性伸縮部７２を備えている。生理用ナプキン１の装着状態においては、
弾性伸縮部７２の上面が、着用者の肌に面で当接するようになっている。面状の弾性伸縮
部７２は、伸長状態で吸収性本体５の前後端部５ｂ，５ｄ及び前後端部５ｂ，５ｄの間の
３カ所で固定されている。このように弾性伸縮部７２が固定されていることにより、生理
用ナプキン１は、自然状態において前後端部５ｂ，５ｄの間の中間固定部７ｃの前後で湾
曲する。弾性伸縮部７２の幅方向（以下「Ｘ方向」という。Ｘ方向；中心線ＣＬに垂直な
方向をいう。）内方側及び外方側は、図２に示すように、生理用ナプキン１の幅方向（Ｘ
方向）における内方及び外方それぞれへ同程度の張り出し量で張り出している内方張り出
し部７２１及び外方張り出し部７２２から構成されている。弾性伸縮部７２の内方張り出
し部７２１及び外方張り出し部７２２は、いわゆる自由端であり、生理用ナプキン１の長
手方向（Ｙ方向）の略全域に亘っている。本実施形態の防漏壁７の弾性伸縮部７２は、図
１に示すように、中間固定部７ｃより長手方向（Ｙ方向）前方の前方弾性伸縮部７２ｂと
中間固定部７ｃより長手方向（Ｙ方向）後方の後方弾性伸縮部７２ｄとを有している。
【００１７】
　本実施形態における防漏壁７の中間固定部７ｃにおいては、図３に示すように、面状の
弾性伸縮部７２の内方張り出し部７２１が折り畳まれた基壁部７１を介して表面シート２
上に間接的に固定されている。防漏壁７は、図３に示すように、中間固定部７ｃにおいて
、弾性伸縮部７２の幅方向（Ｘ方向）外方に張り出す外方張り出し部７２２を自由端のま
ま有している。
【００１８】
　弾性伸縮部７２の内方張り出し部７２１及び外方張り出し部７２２それぞれには、図２
に示すように、防漏壁７の長手方向（Ｙ方向）に延びる複数本の糸状の弾性部材６３が、
伸張した状態で、幅方向（Ｘ方向）に間隔を開けて配されており、シート６に伸縮性が付
与されている。内方張り出し部７２１及び外方張り出し部７２２の両方に配された複数本
の弾性部材６３は、片方の防漏壁７において、内方張り出し部７２１及び外方張り出し部
７２２を合わせて２本～１０本であることが好ましい。弾性部材６３は、前方領域ｂの前
方及び後方領域ｄの後方には配置されておらず、帯状のシート６は伸縮性を有していない
。シート６が伸縮性有していない領域、又は弾性部材６３が配置されていても無伸張状態
で配されている領域においては、防漏壁７は起立していない。
【００１９】
　本実施形態における防漏壁７は、図３に示すように、中間固定部７ｃにおいて、弾性伸
縮部７２の幅方向（Ｘ方向）内方に配された複数本の弾性部材６３は伸張状態で配されて
いるが、中間固定部７ｃにおいては、弾性伸縮部７２の内方張り出し部７２１が表面シー
ト２上に固定されているため、防漏壁７の中間固定部７ｃにおける幅方向（Ｘ方向）内方
は、起立していない。しかし、本実施形態における防漏壁７は、図３に示すように、中間
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固定部７ｃにおいても、自由端である外方張り出し部７２２を有しており、中間固定部７
ｃにおいても、外方張り出し部７２２の部分は、長手方向（Ｙ方向）に伸縮する。そのた
め、外方張り出し部７２２は、その幅方向（Ｘ方向）外方に向かって徐々に起立するよう
に傾斜して形成される。
【００２０】
　Ｔ字状の防漏壁７の固定端部７１ｂは、図２に示すように、吸収性本体５の側縁から所
定の距離を隔てた内方の位置に亘って設けられている。具体的には、Ｔ字状の防漏壁７の
固定端部７１ｂは、吸収体４の非肌当接面側にまで延びた表面シート２と裏面シート３と
の間に配され、ヒートシールや接着剤等により接合されている。尚、生理用ナプキン１で
は接着剤により接合されている。
【００２１】
　生理用ナプキン１の吸収体４は、図１～図３に示すように、裏面シート３上に配され、
前方領域ｂから後方領域ｄに亘って延在する下層吸収体４３と、吸収性本体５における下
層吸収体４３の幅方向（Ｘ方向）中央領域（ＣＴ）の表面シート２側に隆起する中高部４
０を有しており、中高部４０は、別個に設けられた前方中高部４１及び後方中高部４２と
から形成されている。前方中高部４１は、図１に示すように、排泄部領域ａに形成されて
いる。具体的には、図２，図３に示すように、吸収体４は、下層吸収体４３の上面であっ
て、生理用ナプキン１の排泄部領域ａ及び後方領域ｄにおける下層吸収体４３の肌当接面
側に、下層吸収体４３より幅狭で且つ表面シート２側に凸状に隆起する前方中高部４１及
び後方中高部４２を有している。
【００２２】
　前方中高部４１は、下層吸収体４３より幅が狭く、長手方向（Ｙ方向）に長く形成され
たものであり、図１，図２に示すように、下層吸収体４３の幅方向（Ｘ方向）中央領域（
ＣＴ）であって、ウイング部３１の長手方向（Ｙ方向）前後端に延在して形成されている
。前方中高部４１は、生理用ナプキン１の平面視において、前方中高部４１の長手方向（
Ｙ方向）の前方端部４１ａ及び後方端部４１ｂが、何れも生理用ナプキン１の長手方向（
Ｙ方向）外方に凸状に形成されている。前方端部４１ａにおける幅方向（Ｘ方向）の前方
中高部４１の長さと後方端部４１ｂにおける幅方向（Ｘ方向）の前方中高部４１の長さと
は略同じであり、前方中高部４１の後方端部４１ｂの凸状形状の曲線半径は、前方中高部
４１の前方端部４１ａの凸状形状の曲線半径と略同じになるように形成されている。前方
中高部４１は、図１に示すように、後述する一対の外溝８１と中間溝８２とで囲まれてい
る。
【００２３】
　本実施形態の前方中高部４１は、図１に示すように、その後方端部４１ｂが一対の防漏
壁７の中間固定部７ｃ，７ｃより長手方向（Ｙ方向）前方に位置して形成されている。本
実施形態の前方中高部４１は、図１に示すように、その前方端部４１ａが一対の防漏壁７
の前方端部７ｂ，７ｂにおける長手方向（Ｙ方向）後端近傍の間に位置して形成されてい
る。
【００２４】
　後方中高部４２は、下層吸収体４３より幅が狭く、長手方向（Ｙ方向）に長く形成され
たものであり、図１，図３に示すように、下層吸収体４３の幅方向（Ｘ方向）中央領域（
ＣＴ）であって、中間溝８２よりも生理用ナプキン１の長手方向（Ｙ方向）の後方に形成
されている。後方中高部４２は、生理用ナプキン１の平面視において、図１に示すように
、後方中高部４２の後方端部４２ｂ（中間溝８２に遠い方）が、後方中高部４２の前方端
部４２ａよりも先細り形状に形成されている。具体的には、後方中高部４２の長手方向（
Ｙ方向）の前方端部４２ａ及び後方端部４２ｂは、図１に示すように、何れも生理用ナプ
キン１Ａの長手方向（Ｙ方向）外方に凸状に形成されており、中間溝８２に遠い後方中高
部４２の後方端部４２ｂの凸状形状の曲線半径は、中間溝８２に近い後方中高部４２の前
方端部４２ａの凸状形状の曲線半径よりも小さくなるように形成されており、後方中高部
４２は、後方端部４２ｂに向かって幅が漸次小さくなるように形成されている。後方中高
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部４２は、図１に示すように、後述する一対の後方中間外溝８３と中間溝８２とで囲まれ
ている。
【００２５】
　後方中高部４２は、図１に示すように、一対の防漏壁７の中間固定部７ｃ，７ｃの間に
延在している。言い換えれば、一対の防漏壁７の中間固定部７ｃ，７ｃは、後方中高部４
２が配置された領域の幅方向（Ｘ方向）外方に配置されている。このように、後方中高部
４２は、一対の防漏壁７の中間固定部７ｃ，７ｃを結ぶ仮想線と交差するように、長手方
向（Ｙ方向）前後方向に延びて形成されている。本実施形態の後方中高部４２は、図１に
示すように、その後方端部４２ｂが一対の防漏壁７における後方弾性伸縮部７２ｄの後方
端部７ｄより前方に位置して形成されている。このように、後方中高部４２の後方端部４
２ｂは、一対の防漏壁７の後方弾性伸縮部７２ｄの間に位置して形成されている。
【００２６】
　生理用ナプキン１は、図１～図３に示すように、表面シート２と吸収体４とを固定する
一対のエンボス溝８を具備している。エンボス溝８は、吸収性本体５の両側部５ｃ，５ｃ
に沿って延在している。エンボス溝８は、深く形成された部分とそれよりも若干浅く形成
された部分とが交互に配置されて連続線を形成している。本実施形態のエンボス溝８は、
図１に示すように、前方中高部４１の外周に沿って配され、表面シート２及び吸収体４が
圧密化されて形成された外溝８１を備えている。また、本実施形態のエンボス溝８は、図
１に示すように、前方中高部４１と後方中高部４２との間に、表面シート２及び吸収体４
が圧密化されて形成された中間溝８２を備えている。また、本実施形態のエンボス溝８は
、図１に示すように、後方中高部４２の後方端部４２ｂに、表面シート２及び吸収体４が
圧密化されて形成された後方中間溝８３を備えている。また、本実施形態のエンボス溝８
は、図１に示すように、一対の防漏壁７，７の後方端部７ｄ，７ｄの間に、表面シート２
及び吸収体４が圧密化されて形成された最後方中間溝８４を備えている。エンボス溝８は
、生理用ナプキン１の長手方向に延びる中心線（ＣＬ線）に線対称的に一対設けられてお
り、本実施形態の生理用ナプキン１では、排泄部領域ａに形成された外溝８１と一対の防
漏壁７，７の後方端部７ｄ，７ｄの最後方中間溝８４とが繋がってリング状の全周溝を形
成している。
【００２７】
　本実施形態におけるエンボス溝８の中間溝８２は、図１に示すように、生理用ナプキン
１の長手方向（Ｙ方向）の中央部Ｃに配されており、幅方向（Ｘ方向）に延びて形成され
ている。中間溝８２は、図１に示すように、後方中間溝４２に向かって凸状に形成されて
いる。中間溝８２の凸状形状の曲線半径は、前方中高部４１の後方端部４１ｂの凸状形状
の曲線半径と略同じか、又は後方端部４１ｂの凸状形状の曲線半径よりも大きくなるよう
に形成されている。本実施形態における中間溝８２は、図１に示すように、外溝８１と繋
がっていないが、繋がっていてもよい。
【００２８】
　本実施形態におけるエンボス溝８の後方中間溝８３は、図１に示すように、後方中高部
４２の後方端部４２ｂに沿って形成されており、後方中高部４２の長手方向（Ｙ方向）の
両側部４２ｃ，４２ｃに沿って形成されている。後方中間溝８３は、図１に示すように、
生理用ナプキン１の長手方向（Ｙ方向）の後方に向かって凸状に形成されている。後方中
間溝８３の凸状形状の曲線半径は、後方中高部４２の後方端部４２ｂの凸状形状の曲線半
径と略同じとなるように形成されている。本実施形態における後方中間溝８３は、図１に
示すように、他のエンボス溝８と繋がっていないが、繋がっていてもよい。
【００２９】
　本実施形態におけるエンボス溝８の最後方中間溝８４は、図１に示すように、長手方向
外方に凸状に形成されており、吸収性本体５の長手方向（Ｙ方向）の両側部５ｃ，５ｃに
沿って形成されている。本実施形態における最後方中間溝８４の凸状形状の曲線半径は、
中間溝８２の凸状形状の曲線半径よりも大きく、後方中間溝８３の凸状形状の曲線半径よ
りも小さくなるように形成されている。外溝８１、中間溝８２、後方中間溝８３及び最後
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方中間溝８４の幅は、それぞれ１５ｍｍ～２００ｍｍであり、好ましくは２０ｍｍ～１５
０ｍｍである。外溝８１、中間溝８２、後方中間溝８３及び最後方中間溝８４の溝幅は、
それぞれ１．５ｍｍ～６ｍｍである。
【００３０】
　本実施形態の一対の防漏壁７，７の中間固定部７ｃ，７ｃそれぞれは、図１に示すよう
に、エンボス溝８の中間溝８２よりも長手方向（Ｙ方向）後方に形成されている。このよ
うに、中間溝８２は、一対の防漏壁７の前方弾性伸縮部７２ｂの間に位置して形成されて
いる。本実施形態の一対の防漏壁７，７の後方端部７ｄ，７ｄそれぞれは、図１に示すよ
うに、エンボス溝８の後方中間溝８３よりも長手方向（Ｙ方向）後方に延設され表面シー
ト２上に固定されている。このように、後方中間溝８３は、一対の防漏壁７の後方弾性伸
縮部７２ｄの間に位置して形成されている。
【００３１】
　本実施形態の生理用ナプキン１の吸収性本体５の後方領域ｄは、装着者の尾垳骨まで伸
びて形成されており、裏面シート３は、図１に示すように、後方領域ｂにおいて、吸収性
本体５の長手方向の両側縁５ａ，５ａそれぞれから幅方向（Ｘ方向）に大きく延出してお
り、着用時にショーツ等の下着の内面（肌対向面）上に粘着固定される後部フラップ３２
を形成している。
【００３２】
　本実施形態の生理用ナプキン１の形成材料について説明する。
　表面シート２、裏面シート３及び吸収体４の下層吸収体４３としては、通常、生理用ナ
プキン等の吸収性物品に用いられるものであれば、特に制限なく用いることができる。例
えば、表面シート２としては、液透過性の不織布や、開孔フィルム、これらの積層体等を
用いることができ、裏面シート３としては、樹脂フィルムや樹脂フィルムと不織布の積層
体等を用いることができる。下層吸収体４３としては、パルプ等の繊維材料の繊維集合体
又はこれに高吸収性ポリマーを担持させたものからを、ティッシュペーパーや透水性の不
織布等の被覆材で包んでなるもの等を用いることができる。
【００３３】
　前方中高部４１および後方中高部４２としては、パルプやコットンのような天然繊維、
天然繊維以外の合成繊維、及びそれらを混合した繊維が挙げられ、吸収性の観点からパル
プ系繊維から構成されていることが好ましい。フィット性の観点からは合成繊維が含まれ
ていることが好ましい。ここで、合成繊維とは、具体的には、ポリエチレン、ポリプロピ
レン、ポリエステルやポリ乳酸等の樹脂より形成された単繊維や芯鞘構造繊維のような各
種複合繊維、レーヨンなどの半合成繊維が含まれる。
【００３４】
　防漏壁７を形成するシート６としては、フィルム、不織布、織物またはそれらの積層シ
ート等が挙げられ、部分的または全体的に伸縮性を有することが好ましい。具体的には、
天然ゴム、ポリウレタン、ポリスチレン－ポリイソプレン共重合体、ポリスチレン－ポリ
ブタジエン共重合体、アクリル酸エチル－エチレン等のポリエチレン－αオレフィン共重
合体等からなる材自体が伸縮性を有する材料（フィルム、糸状物、不織布、織物）やこれ
ら伸縮性の材料（弾性部材６３）とポリエチレン／ポリエステル、ポリエチレン／ポリプ
ロピレン、ポリプロピレンからなる熱可塑性不織布等との複合シート等が挙げられる。糸
状の弾性部材６３の形態としては、断面が矩形、正方形、円形、多角形状等の糸状（糸ゴ
ム等）若しくは紐状（平ゴム等）のもの、又はマルチフィラメントタイプの糸状のもの等
が挙げられる。
【００３５】
　外溝８１、中間溝８２、後方中間８３及び最後方中間溝８４等のエンボス溝８を形成す
る加工法は、エンボス加工、ヒートエンボス加工、超音波エンボス加工、それらの組み合
わせの加工法等が挙げられる。
【００３６】
　次に上述した本発明の実施形態の生理用ナプキン１を使用した際の作用効果について説
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明する。
　本実施形態の生理用ナプキン１は、中間固定部７ｃを設けることで、中間固定部７ｃと
前方端部７ｂとの間、中間固定部７ｃと後方端部７ｄとの間で２つの湾曲した形状を呈す
ることができる。本発明の場合、中高部４０が前方中高部４１と後方中高部４２にわかれ
、前後中高部４１，４２の間は、剛性が前後中高部４１，４２より弱い。そのため、生理
用ナプキン１が前後に湾曲した場合、前後中高部４１，４２より相対的に剛性の低い前後
中高部４１，４２の間で屈曲しやすい。ここで、防漏壁７の弾性部材６３の収縮力が強く
なると、座屈してしまう場合も考えられるが、中間固定部７ｃを後方中高部４２のある領
域に形成し、前後中高部４１，４２の間の領域に形成しないことで、前後中高部４１，４
２の間で座屈することなく、湾曲形状を得ることができ、中間固定部７ｃより前方と中間
固定部７ｃより後方に、体の装着部形状に則した２つの湾曲形状を得ることができる。特
に、前後中高部４１，４２の間の領域が、装着者の尾骨付近の臀部の体のラインが急激に
変化するあたりに装着される場合、かかる領域では物品を急激に湾曲させてあてがわれる
ことになり、座屈してしまい隙間ができてうまくフィットせずにかかる部位から液漏れが
発生するおそれもある。しかし、生理用ナプキン１は座屈しないように湾曲させることが
できる。
【００３７】
　また、本実施形態の生理用ナプキン１は、図１～図３に示すように、吸収体４が、前方
中高部４１及び後方中高部４２からなる中高部４０を有している。後方中高部４２は、図
１に示すように、一対の防漏壁７の中間固定部７ｃ，７ｃの間に延在している。そのため
、本実施形態の生理用ナプキン１は、図４に示すように、後方中高部４２が、一対の防漏
壁７の収縮により、内側に折れ曲がり易く、装着者のの経血の長手方向（Ｙ方向）後方へ
の伝い流れを防止でき、後方からの体液の伝い漏れを効果的に防止できる。このように、
本実施形態の生理用ナプキン１は、優れた防漏性を得ることができる。
【００３８】
　また、本実施形態の生理用ナプキン１は、図１に示すように、前方中高部４１の後方端
部４１ｂが一対の防漏壁７の中間固定部７ｃ，７ｃより長手方向（Ｙ方向）前方に位置し
て形成されている。このように、前方中高部４１の後方端部４１ｂが一対の防漏壁７の前
方弾性伸縮部７２ｂ，７２ｂの間に位置しているため、吸収体４上の前方中高部４１が配
された部分と配されていない部分との剛性差、及び一対の防漏壁７の前方弾性伸縮部７２
ｂの収縮力により、前方中高部４１の後方端部４１ｂから内側に折れ曲がり易い。同様に
、後方中高部４２の後方端部４２ｂが一対の防漏壁７の後方端部７ｄより前方に位置して
形成されており、後方中高部４２の後方端部４２ｂは、一対の防漏壁７の後方弾性伸縮部
７２ｄの間に位置して形成されている。そのため、吸収体４上の後方中高部４２が配され
た部分と配されていない部分との剛性差、及び一対の防漏壁７の後方弾性伸縮部７２ｄの
収縮力により、後方中高部４２の後方端部４２ｂから内側に折れ曲がり易い。従って、装
着者の経血の長手方向（Ｙ方向）後方への伝い流れを更に防止でき、後方からの体液の伝
い漏れを更に効果的に防止できる。
【００３９】
　また、本実施形態の生理用ナプキン１は、図１に示すように、一対の防漏壁７，７の中
間固定部７ｃ，７ｃそれぞれが、エンボス溝８の中間溝８２よりも長手方向（Ｙ方向）後
方に形成されている。このように、中間溝８２は、一対の防漏壁７の前方弾性伸縮部７２
ｂの間に位置して形成されている。そのため、図４に示すように、本実施形態の生理用ナ
プキン１は、中間溝８２を可撓軸として、内側に折れ曲がり易い。同様に、一対の防漏壁
７，７の後方端部７ｄ，７ｄそれぞれが、図１に示すように、エンボス溝８の後方中間溝
８３よりも長手方向（Ｙ方向）後方に延設されている。このように、後方中間溝８３は、
一対の防漏壁７の後方弾性伸縮部７２ｄの間に位置して形成されている。そのため、図４
に示すように、本実施形態の生理用ナプキン１は、後方中間溝８３を可撓軸として、内側
に折れ曲がり易い。従って、装着者の経血の長手方向（Ｙ方向）後方への伝い流れを更に
防止でき、後方からの体液の伝い漏れを更に効果的に防止できる。
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【００４０】
　また、本実施形態の生理用ナプキン１は、図１に示すように、長手方向外方に凸状に形
成された最後方中間溝８４を備えている。そのため、後方からの体液の伝い漏れを更に効
果的に防止できる。
【００４１】
　また、本実施形態の生理用ナプキン１の防漏壁７は、図３に示すように、中間固定部７
ｃにおいて、外方張り出し部７２２が、その幅方向（Ｘ方向）外方に向かって徐々に起立
するように傾斜して形成されている。そのため、中間固定部７ｃにおいても、幅方向（Ｘ
方向）への体液の伝い漏れを効果的に防止でき、本実施形態の生理用ナプキン１は、優れ
た防漏性を得ることができる。
【００４２】
　また、本実施形態の生理用ナプキン１は、図１に示すように、後方中高部４２の後方部
４２ｂが先細り形状となっている。このように後方中高部４２を形成することにより、装
着者の臀部の割れ目に入りやすく、後方への経血の流れを防止することができる。
【００４３】
　本発明の吸収性物品は、上述の本実施形態の使い捨ておむつに何ら制限されるものでは
なく、適宜変更可能である。
【００４４】
　例えば、上述の本実施形態の生理用ナプキン１においては、図１に示すように、中高部
４０は、前方中高部４１及び後方中高部４２の２つの中高部から形成されているが、２つ
以上の中高部から形成されていてもよい。
【００４５】
　また、上述の本実施形態の生理用ナプキン１においては、面状の弾性伸縮部７２の内方
張り出し部７２１が、図３に示すように、中間固定部７ｃにおいて、折り畳まれた基壁部
７１を介して表面シート２上に間接的に固定されているが、表面シート２に直接固定され
ていてもよい。
【００４６】
　また、上述の本実施形態の生理用ナプキン１においては、後方中高部４２の後方端部４
２ｂが、図１に示すように、一対の防漏壁７の後方端部７ｄより前方に位置して形成され
ているが、前方に位置していなくてもよい。
【００４７】
　また、上述の本実施形態の生理用ナプキン１においては、図１に示すように、前方中高
部４１の外周に沿って配された外溝８１と、前方中高部４１と後方中高部４２との間に形
成された中間溝８２と、一対の防漏壁７，７の後方端部７ｄ，７ｄの間に形成された最後
方中間溝８４とを有するエンボス溝８を備えている。この最後方中間溝８４は、その先端
部分の曲率半径が後方中高部４２の最大幅の半分の幅より大きくされていることで、防漏
壁７の弾性部材６３の収縮力による一対の防漏壁７，７の後方端部７ｄ，７ｄの間におけ
る吸収体の変形が抑制され、吸収性物品のフィット性を安定させやすい。
【００４８】
　また、上述の本実施形態の生理用ナプキン１においては、図１に示すように、防漏壁７
における中間固定部７ｃの外方張り出し部７２２が、幅方向（Ｘ方向）外方に向かって徐
々に起立するように傾斜しているが、傾斜していなくてもよく、中間固定部７ｃの幅方向
（Ｘ方向）全域に亘って固定されていてもよい。
【００４９】
　また、上述の本実施形態の生理用ナプキン１においては、図１に示すように、後方中高
部４２は、その後方端部４２ｂが、後方中高部４２の前方端部４２ａよりも先細り形状に
形成されているが、先細り形状に制限されない。前方中高部４１の平面形状も、上述の形
状に制限されない。
【００５０】
　図５及び図６には、本発明の第２及び第３の実施形態の平面図を示しており、最前方中
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間溝８０が形成されている他は前述した本実施形態の生理用ナプキン１と同じである。図
５に示す第２実施形態の生理用ナプキン１は、最前方中間溝８０が最後方中間溝８４と同
様に、その先端部分の曲率半径が前方中高部４１の最大幅の半分の幅より一対の防漏壁７
，７の前方端部７ｂ，７ｂの間で大きくされている。図６に示す第３実施形態の生理用ナ
プキン１は、一対の防漏壁７，７の前方起立開始位置同士を結んだ仮想線ＩＬと最前方中
間溝８０とが交差する位置における接線ＴＬ、及び長手方向に延びる中心線ＣＬにより形
成される角度αが４５°以下となるように最前方中間溝８０を形成している。第３実施形
態の生理用ナプキン１は、このように最前方中間溝８０を形成することによって、防漏壁
７の弾性部材６３の収縮力による一対の防漏壁７，７の前方端部７ｂ，７ｂの間における
吸収体４の変形が抑制され、生理用ナプキン１のフィット性が向上する。
【００５１】
　本発明の吸収性物品は、生理用ナプキン以外にも、例えば、失禁者用パッド、パンティ
ーライナー等に好適に用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の実施形態である生理用ナプキンの斜視図である。
【図２】図１に示す生理用ナプキンのＸ１－Ｘ１線断面図である。
【図３】図１に示す生理用ナプキンのＸ２－Ｘ２線断面図である。
【図４】図１に示す生理用ナプキンの使用状態の斜視図である。
【図５】本発明の第２の実施形態である生理用ナプキンの平面図である。
【図６】本発明の第３の実施形態である生理用ナプキンの平面図である。
【符号の説明】
【００５３】
１　生理用ナプキン
２　表面シート
３　裏面シート
　３１　ウイング部
　３２　後方フラップ
４　吸収体
　４０　中高部
　４１　前方中高部
　　４１ａ　前方中高部の前方端部
　　４１ｂ　前方中高部の後方端部
　４２　後方中高部
　　４２ａ　後方中高部の前方端部
　　４２ｂ　後方中高部の後方端部
　　４２ｃ　後方中高部の側部
　４３　下層吸収体
５　吸収性本体
　５ｂ　吸収性本体の前端部
　５ｃ，５ｃ　吸収性本体の長手方向の両側部
　５ｄ　吸収性本体の後端部
６　伸縮性シート
　６３　弾性部材
７　防漏壁
　７１　基壁部
　　７１ａ　上端部
　　７１ｂ　固定端部
　７２　弾性伸縮部
　７２ｂ　前方弾性伸縮部
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　７２ｄ　後方弾性伸縮部
　７２１　内方張り出し部
　７２２　外方張り出し部
　７ｂ　前方端部
　７ｃ　中間固定部
　７ｄ　後方端部
８　エンボス溝
　８０　最前方中間溝
　８１　外溝
　８２　中間溝
　８３　後方中間溝
　８４　最後方中間溝

【図１】 【図２】

【図３】
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