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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手方向、幅方向及び厚さ方向を有するとともに、前記長手方向において腹部領域、股
間部領域及び背部領域を有する、吸収体を備えた吸収本体部と、前記吸収本体部の前記幅
方向の両端部の各々に位置し且つ前記長手方向の両端部にわたって連続的に延在する一対
の防漏壁部と、を具備する吸収性物品であって、
　前記防漏壁部の各々は、前記吸収本体部に対向し且つ前記吸収本体部に固定された基部
と、前記基部の前記幅方向における内方側端縁に連接し且つ着用時に肌対向面側に向かっ
て起立する第１壁部と、前記第１壁部の前記幅方向における外方側端縁と連接し且つ着用
時に肌対向面側に向かって起立する第２壁部と、を有するとともに、少なくとも前記背部
領域において、前記長手方向の端縁を含み且つ所定の長手方向長さ及び所定の幅方向長さ
を有するように配置された、前記第１壁部及び前記第２壁部の起立構造を制御して排泄液
の流動を前記幅方向及び前記厚さ方向に制御する液流動制御部を有しており、
　さらに、前記液流動制御部は、前記基部と前記第１壁部を接合し且つ所定の長手方向長
さを有する第１接合部と、前記第１壁部と前記第２壁部とを接合し且つ前記幅方向におけ
る内方側端縁の長手方向長さが前記第１接合部の前記長手方向長さ以上、前記幅方向にお
ける外方側端縁の長手方向長さ未満である第２接合部と、を含んで構成されており、
　前記吸収体は、平面視にて、前記吸収体の前記長手方向における背部領域側端縁が前記
第２接合部の前記幅方向における内方側端縁のうち前記長手方向の最も内方側に位置する
内方側端部よりも前記長手方向の外方側に位置するとともに、前記吸収体の前記幅方向に
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おける両端縁が少なくとも前記背部領域において前記基部の前記幅方向における内方側端
縁よりも前記幅方向の外方側に位置するように、前記吸収本体部内に配置されており、
　前記吸収本体部は、前記長手方向に延びる幅方向中央軸線によって区画される幅方向第
１領域及び幅方向第２領域の各々に配置され且つ肌対向面から前記厚さ方向に窪む一対の
エンボス部を含み、
　前記エンボス部から前記基部の前記幅方向における内方側端縁までの幅方向長さ、前記
第１壁部の幅方向長さ及び前記第２壁部の幅方向長さの合計長さが、前記幅方向中央軸線
から前記エンボス部までの幅方向長さよりも長い、前記吸収性物品。
【請求項２】
　前記吸収体は、前記股間部領域において、前記吸収体の前記幅方向における両端縁が前
記基部の前記幅方向における内方側端縁よりも前記幅方向の内方側に位置するように、前
記幅方向の内方側に向かって括れた外形形状を有している、請求項１に記載の吸収性物品
。
【請求項３】
　前記吸収体は、前記腹部領域及び前記背部領域において、前記吸収体の前記幅方向にお
ける両端縁が前記第２接合部の前記幅方向における外方側端縁よりも前記幅方向の外方側
に位置している、請求項１又は２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記第１接合部の前記長手方向における内方側端縁が、前記幅方向に沿って直線状に延
びている、請求項１～３のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記一対の防漏壁部の各々は、平面視にて、前記長手方向に延び且つ前記幅方向に並ぶ
ように配置された複数本の弾性部材を有しており、前記複数本の弾性部材は、前記幅方向
の外方側に位置する弾性部材の長手方向長さが、前記幅方向の内方側に位置する弾性部材
の長手方向長さよりも長い、請求項１～４のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記一対の防漏壁部の各々は、平面視にて、前記複数本の弾性部材によって前記長手方
向に収縮可能に形成された、前記長手方向に延在する収縮領域を有しており、前記収縮領
域は、前記幅方向の内方側に位置する部分の長手方向長さが、前記幅方向の外方側に位置
する部分の長手方向長さよりも長い、請求項５に記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記吸収体は、前記腹部領域及び前記股間部領域の境界部分において、前記吸収体の前
記幅方向の長さが前記腹部領域における前記吸収体の前記幅方向の最大長さよりも小さい
幅狭部を有しており、
　前記幅狭部は、平面視にて前記収縮領域と重複する、請求項６に記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記一対の防漏壁部の各々において、前記液流動制御部は、前記腹部領域及び前記背部
領域の各々に配置されており、
　前記吸収体は、平面視にて、前記吸収体の前記長手方向における腹部領域側端縁が前記
第２接合部の前記幅方向における内方側端縁のうち前記長手方向の最も内方側に位置する
内方側端部よりも前記長手方向の外方側に位置するとともに、前記吸収体の前記幅方向に
おける両端縁が少なくとも前記腹部領域及び前記背部領域において前記基部の前記幅方向
における内方側端縁よりも前記幅方向の外方側に位置するように、前記吸収本体部内に配
置されている、請求項１～７のいず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、尿取りパッドや使い捨ておむつ等の吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来より、尿取りパッドや使い捨ておむつ等の吸収性物品においては、尿などの排泄液
の横漏れ（すなわち、吸収性物品の幅方向端部から生じる漏れ）を防ぐことを目的として
、吸収性物品の長手方向の両側部（すなわち、幅方向の両端部）に、着用者の肌面に向か
って起立する一対の防漏壁（いわゆる、立体ギャザー）が配設されている。
【０００３】
　このような排泄液の横漏れを防ぐ吸収性物品として、例えば、特許文献１には、バック
シートとトップシートとの間に吸収コアが配置された略シート状の本体部と、前記本体部
の両側部上において前記本体部の長手方向のほぼ全長にわたって設けられた一対のサイド
シートと、を備え、前記一対のサイドシートのそれぞれが、前記長手方向の全長にわたっ
て設けられた折り曲げ線の一方側の部位であり、前記本体部に接合される帯状の接合部と
、前記折り曲げ線の他方側の部位であり、前記折り曲げ線である前記接合部の前記長手方
向に垂直な幅方向の内側のエッジにて前記幅方向の外側に向かって折り返され、さらに、
前記幅方向の内側に向かって折り返されるとともに、一部が前記本体部から起立する側壁
部と、を備え、前記側壁部が、前記長手方向の両端部において前記接合部上に固定される
２つの側壁端部と、前記２つの側壁端部の間において前記２つの側壁端部から連続すると
ともに前記折り曲げ線から起立する起立部と、前記起立部の前記長手方向のほぼ全長にわ
たって配置され、収縮することにより前記起立部を収縮させてギャザーを形成する弾性部
材と、を備え、前記２つの側壁端部のうちの一方の側壁端部が、前記起立部から連続する
部位であって、前記弾性部材が配置されるとともに前記接合部および前記本体部に非接合
とされ、前記弾性部材が収縮することにより前記起立部よりも低く前記本体部から起立す
る半起立部と、前記幅方向において前記半起立部の外側に隣接するとともに前記接合部上
に固定される固定部と、を備える吸収性物品が開示されている。
　この特許文献１に開示された吸収性物品によれば、吸収性物品の長手方向の端部近傍か
らの横漏れを防止することができるとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－０９４３２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、この特許文献１に開示された吸収性物品は、上述の半起立部において、
吸収コアの幅方向における両方の端部が一対の側壁部の固定部よりも幅方向内方側に位置
しているため、かかる側壁部の半起立部まで流れてきた排泄液を当該半起立部によって堰
き止めたとしても、その堰き止めた排泄液を吸収コアによって十分に吸収することができ
ず、吸収コアの幅方向外方側の部分から横漏れを生じる虞があった。
　さらに、この特許文献１に開示された吸収性物品は、吸収コアの長手方向における両方
の端部が、長手方向において、上述の半起立部における長手方向内方側端部と略同等の位
置に位置しているため（すなわち、長手方向において、上述の半起立部の長手方向内方側
端部と略同等の位置よりも長手方向外方側には吸収コアが存在していないため）、特に、
寝ている状態の着用者から繰り返し排泄液が排出されるような場合などにおいては、上述
の側壁部の起立部及び半起立部によって幅方向への流動を抑制されて長手方向に流れきた
排泄液を、吸収コアによって十分に吸収することができず、当該排泄液が吸収性物品の長
手方向における背部側から漏出する虞があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、排泄液の横漏れを着実に防ぎつつ、長手方向における背部側からの
漏れも生じ難くすることができる吸収性物品を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様（態様１）は、長手方向、幅方向及び厚さ方向を有するとともに、前記
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長手方向において腹部領域、股間部領域及び背部領域を有する、吸収体を備えた吸収本体
部と、前記吸収本体部の前記幅方向の両端部の各々に位置し且つ前記長手方向の両端部に
わたって連続的に延在する一対の防漏壁部と、を具備する吸収性物品であって、
　前記防漏壁部の各々は、前記吸収本体部に対向し且つ前記吸収本体部に固定された基部
と、前記基部の前記幅方向における内方側端縁に連接し且つ着用時に肌対向面側に向かっ
て起立する第１壁部と、前記第１壁部の前記幅方向における外方側端縁と連接し且つ着用
時に肌対向面側に向かって起立する第２壁部と、を有するとともに、少なくとも前記背部
領域において、前記長手方向の端縁を含み且つ所定の長手方向長さ及び所定の幅方向長さ
を有するように配置された、前記第１壁部及び前記第２壁部の起立構造を制御して排泄液
の流動を前記幅方向及び前記厚さ方向に制御する液流動制御部を有しており、
　さらに、前記液流動制御部は、前記基部と前記第１壁部を接合し且つ所定の長手方向長
さを有する第１接合部と、前記第１壁部と前記第２壁部とを接合し且つ前記幅方向におけ
る内方側端縁の長手方向長さが前記第１接合部の前記長手方向長さ以上、前記幅方向にお
ける外方側端縁の長手方向長さ未満である第２接合部と、を含んで構成されており、
　前記吸収体は、平面視にて、前記吸収体の前記長手方向における背部領域側端縁が前記
第２接合部の前記幅方向における内方側端縁のうち前記長手方向の最も内方側に位置する
内方側端部よりも前記長手方向の外方側に位置するとともに、前記吸収体の前記幅方向に
おける両端縁が少なくとも前記背部領域において前記基部の前記幅方向における内方側端
縁よりも前記幅方向の外方側に位置するように、前記吸収本体部内に配置されている、前
記吸収性物品である。
【０００８】
　本態様１の吸収性物品は、基部、第１壁部及び第２壁部を有する一対の防漏壁部が、少
なくとも背部領域において、基部と第１壁部を接合し且つ所定の長手方向長さを有する第
１接合部と、前記第１壁部と前記第２壁部とを接合し且つ前記幅方向における内方側端縁
の長手方向長さが前記第１接合部の前記長手方向長さ以上、前記幅方向における外方側端
縁の長手方向長さ未満である第２接合部と、を含んで構成される液流動制御部を有してお
り、且つ、吸収体が、平面視にて、前記吸収体の前記長手方向における背部領域側端縁が
前記第２接合部の前記幅方向における内方側端縁のうち前記長手方向の最も内方側に位置
する内方側端部よりも前記長手方向の外方側に位置するとともに、前記吸収体の前記幅方
向における両端縁が少なくとも前記背部領域において前記基部の前記幅方向における内方
側端縁よりも前記幅方向の外方側に位置するように、前記吸収本体部内に配置されている
という、特定の構造を備えているため、上述の液流動制御部において、上記第１壁部及び
第２壁部によって十分な起立高さを有し且つ着用者から排出される排泄液に対して十分に
耐久性を有する特定の起立構造を形成することができる。これにより、本態様１の吸収性
物品は、着用者から排出されて吸収本体部の肌対向面側の表面上を長手方向及び幅方向の
外方側に向かって流れる排泄液を、上述の液流動制御部における特定の起立構造と吸収本
体部の肌対向面との間に形成される空洞部に封じ込めるようにして堰き止めながら、吸収
本体部の肌対向面側の表面を介して吸収本体部内の吸収体に吸収させることができる上、
長手方向の外方側に向かって流れる排泄液を、上述の液流動制御部によって幅方向の内方
側に向かうように誘導しながら、吸収本体部の肌対向面側の表面を介して吸収本体部内の
吸収体に吸収させることができる。
　その結果、本態様１の吸収性物品は、排泄液の横漏れを着実に防ぎつつ、長手方向にお
ける背部側からの漏れも生じ難くすることができる。
【０００９】
　また、本発明の別の態様（態様２）では、上記態様１の吸収性物品において、前記吸収
体は、前記股間部領域において、前記吸収体の前記幅方向における両端縁が前記基部の前
記幅方向における内方側端縁よりも前記幅方向の内方側に位置するように、前記幅方向の
内方側に向かって括れた外形形状を有している。
【００１０】
　本態様２の吸収性物品では、吸収体が、前記股間部領域において、前記吸収体の前記幅
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方向における両端縁が前記基部の前記幅方向における内方側端縁よりも前記幅方向の内方
側に位置するように、前記幅方向の内方側に向かって括れた外形形状を有しているため、
当該股間部領域において、前記一対の防漏壁部の変形及び移動の自由度が高く、当該一対
の防漏壁部を着用者の身体形状（股間部の形状）に追従させながら密着させることができ
る。これにより、本態様２の吸収性物品は、着用者の身体（股間部）と一対の防漏壁部と
の間に隙間が形成され難くなるため、排泄液の横漏れをより確実に防ぐことができる。
【００１１】
　本発明の更に別の態様（態様３）では、上記態様１又は２の吸収性物品において、前記
吸収体は、前記腹部領域及び前記背部領域において、前記吸収体の前記幅方向における両
端縁が前記第２接合部の前記幅方向における外方側端縁よりも前記幅方向の外方側に位置
している。
【００１２】
　本態様３の吸収性物品では、前記腹部領域及び前記背部領域において、前記吸収体の前
記幅方向における両端縁が前記第２接合部の前記幅方向における外方側端縁よりも前記幅
方向の外方側に位置しているため、着用者が横向きに寝ているような場合（すなわち、排
泄液が重力方向（吸収本体部の幅方向の外方側へ向かう方向）に流れ易いような場合）で
も、幅方向の外方側に向かって流れる排泄液を上述の吸収体によって着実に吸収させるこ
とができ、排泄液の横漏れを更に確実に防ぐことができる。
【００１３】
　本発明の更に別の態様（態様４）では、上記態様１～３のいずれかの吸収性物品におい
て、前記吸収本体部は、前記長手方向に延びる幅方向中央軸線によって区画される幅方向
第１領域及び幅方向第２領域の各々に配置され且つ肌対向面から前記厚さ方向に窪む一対
のエンボス部を含み、
　前記エンボス部から前記基部の前記幅方向における内方側端縁までの幅方向長さ、前記
第１壁部の幅方向長さ及び前記第２壁部の幅方向長さの合計長さが、前記幅方向中央軸線
から前記エンボス部までの幅方向長さよりも長くなっている。
【００１４】
　本態様４の吸収性物品では、吸収本体部が上記一対のエンボス部を含み、さらに、前記
エンボス部から前記基部の前記幅方向における内方側端縁までの幅方向長さ、前記第１壁
部の幅方向長さ及び前記第２壁部の幅方向長さの合計長さが、前記幅方向中央軸線から前
記エンボス部までの幅方向長さよりも長くなるように構成されているため、前記一対のエ
ンボス部が折れ曲がり起点となって、前記吸収本体部の幅方向中央軸線に沿って延びる幅
方向中央部が肌対向面側に向かって突出するように（すなわち、長手方向中央軸線に沿っ
た断面形状が略W字形となるように）前記吸収本体部が変形し易い上、前記一対の防漏壁
部の起立高さが、肌対向面側に向かって突出する前記幅方向中央部の突出高さよりも高く
なり易くなる。
　これにより、本態様４の吸収性物品は、吸収本体部の前記幅方向中央部における肌対向
面を着用者の股間部に密着又は近接させて、着用者から排出される排泄液を吸収体に吸収
させ易くすることができるとともに、排泄液の横漏れをより確実に防ぐことができる。
【００１５】
　本発明の更に別の態様（態様５）では、上記態様１～４のいずれかの吸収性物品におい
て、前記第１接合部の前記長手方向における内方側端縁が、前記幅方向に沿って直線状に
延びている。
【００１６】
　本態様５の吸収性物品では、前記第１接合部の前記長手方向における内方側端縁が、前
記幅方向に沿って直線状に延びているため、当該第１接合部の前記長手方向における内方
側端縁を起点として起立する第１壁部及び第２壁部の起立構造が安定し易く、上述の液流
動制御部の機能をより着実に発揮させることができる。
【００１７】
　本発明の更に別の態様（態様６）では、上記態様１～５のいずれかの吸収性物品におい
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て、前記一対の防漏壁部の各々は、平面視にて、前記長手方向に延び且つ前記幅方向に並
ぶように配置された複数本の弾性部材を有しており、前記複数本の弾性部材は、前記幅方
向の外方側に位置する弾性部材の長手方向長さが、前記幅方向の内方側に位置する弾性部
材の長手方向長さよりも長くなっている。
【００１８】
　本態様６の吸収性物品では、一対の防漏壁部の各々に配置された複数本の弾性部材は、
前記幅方向の外方側に位置する弾性部材の長手方向長さが前記幅方向の内方側に位置する
弾性部材の長手方向長さよりも長いため、前記一対の防漏壁部の前記幅方向における外方
側部分においては、前記第１壁部及び第２壁部による起立構造を維持し易く、幅方向の外
方側へ向かう排泄液に対する耐久性を更に確保することができ、また、前記一対の防漏壁
部の前記幅方向における内方側部分（すなわち、前記一対の防漏壁部の起立起点となる部
分及び頂部となる部分）においては、変形や移動の自由度が高く、前記一対の防漏壁部を
着用者の身体形状（股間部の形状）に追従させながら密着させ易くすることができる。こ
れにより、本態様６の吸収性物品は、上述の一対の防漏壁部の防漏機能をより良好に発揮
させることができる。
【００１９】
　本発明の更に別の態様（態様７）では、上記態様６の吸収性物品において、前記一対の
防漏壁部の各々は、平面視にて、前記複数本の弾性部材によって前記長手方向に収縮可能
に形成された、前記長手方向に延在する収縮領域を有しており、前記収縮領域は、前記幅
方向の内方側に位置する部分の長手方向長さが、前記幅方向の外方側に位置する部分の長
手方向長さよりも長くなっている。
【００２０】
　本態様７の吸収性物品では、前記一対の防漏壁部の各々の収縮領域において、前記幅方
向の内方側に位置する部分の長手方向長さが前記幅方向の外方側に位置する部分の長手方
向長さよりも長くなっているため、前記一対の防漏壁部の各々において、頂部となる部分
が捲れ上がり難くなり、上述の一対の防漏壁部の防漏機能をより確実に発揮させることが
できる。
【００２１】
　本発明の更に別の態様（態様８）では、上記態様７の吸収性物品において、前記吸収体
は、前記腹部領域及び前記股間部領域の境界部分において、前記吸収体の前記幅方向の長
さが前記腹部領域における前記吸収体の前記幅方向の最大長さよりも小さい幅狭部を有し
ており、
　前記幅狭部は、平面視にて前記収縮領域と重複している。
【００２２】
　本態様８の吸収性物品では、吸収体が、前記腹部領域及び前記股間部領域の境界部分に
おいて、前記吸収体の前記幅方向の長さが前記腹部領域における前記吸収体の前記幅方向
の最大長さよりも小さい幅狭部を有していて、当該幅狭部を有する部分の吸収性物品の剛
性が相対的に低くなるため、吸収性物品を着用する際に、当該吸収性物品が、上述の幅狭
部を有する部分を起点として肌対向面側の表面が凹むように曲がり易くなる。その上、本
態様８の吸収性物品は、平面視にて、前記幅狭部が上述の収縮領域と重複しているため、
吸収性物品を着用する際に、曲率の大きい腹部領域と股間部領域との境界部分（すなわち
、前記幅狭部と厚さ方向に重複する部分）において、防漏壁部の第２壁部における肌対向
面側の表面が、吸収本体部の肌対向面側の表面と略平行な面状の形態を維持したまま、上
述の防漏壁部が肌対向面側に向かって起立し易くなる。
　これにより、本態様８の吸収性物品は、着用する際に曲率が大きくなる部分（すなわち
、腹部領域と股間部領域との境界部分）の防漏壁部と、着用者の肌面との接触面積をより
大きく確保することができる（換言すれば、防漏壁部と着用者の肌面との間に、隙間を形
成し難くすることができる）ため、排泄液の横漏れを更に確実に防ぐことができる。
【００２３】
　本発明の更に別の態様（態様９）では、上記態様１～８のいずれかの吸収性物品におい
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て、前記一対の防漏壁部の各々における前記液流動制御部は、前記腹部領域及び前記背部
領域の各々に配置されており、
　前記吸収体は、平面視にて、前記吸収体の前記長手方向における腹部領域側端縁が前記
第２接合部の前記幅方向における内方側端縁のうち前記長手方向の最も内方側に位置する
内方側端部よりも前記長手方向の外方側に位置するとともに、前記吸収体の前記幅方向に
おける両端縁が少なくとも前記腹部領域及び前記背部領域において前記基部の前記幅方向
における内方側端縁よりも前記幅方向の外方側に位置するように、前記吸収本体部内に配
置されている。
【００２４】
　本態様９の吸収性物品では、一対の防漏壁部の各々における液流動制御部が、腹部領域
及び背部領域の各々に配置されており、且つ、前記吸収体は、平面視にて、前記吸収体の
前記長手方向における腹部領域側端縁が前記第２接合部の前記幅方向における内方側端縁
のうち前記長手方向の最も内方側に位置する内方側端部よりも前記長手方向の外方側に位
置するとともに、前記吸収体の前記幅方向における両端縁が少なくとも前記腹部領域及び
前記背部領域において前記基部の前記幅方向における内方側端縁よりも前記幅方向の外方
側に位置するように、前記吸収本体部内に配置されているため、着用者がうつ伏せ状態で
寝ているような場合（すなわち、着用者から排出される排泄液が長手方向の腹部側へ向か
う方向に流れ易いような場合）などでも、腹部領域に配置された液流動制御部によって、
当該腹部領域における排泄液の横漏れを着実に防ぎつつ、長手方向における腹部側からの
漏れも生じ難くすることができる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、排泄液の横漏れを着実に防ぎつつ、長手方向における背部側からの漏
れも生じ難くすることができる吸収性物品を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る尿取りパッド１の展開した状態における平面
図である。
【図２】図２は、尿取りパッド１における図１のＩＩ－ＩＩ線に沿った断面の自然状態に
おける端面図である。
【図３】図３は、尿取りパッド１における図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿った断面の自然状
態における端面図である。
【図４】図４は、尿取りパッド１における図１のＩＶ－ＩＶ線に沿った断面の自然状態に
おける端面図である。
【図５】図５は、尿取りパッド１における図１のＶ－Ｖ線に沿った断面の自然状態におけ
る端面図である。
【図６】図６は、尿取りパッド１における図１のＶＩ－ＶＩ線に沿った断面の自然状態に
おける端面図である。
【図７】図７は、尿取りパッド１の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の吸収性物品の好適な実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明
する。なお、本明細書においては、特に断りのない限り、「展開した状態で水平面上に置
いた対象物（例えば、吸収性物品、吸収体等）を、垂直方向の上方側（対象物が吸収性物
品の場合は表面シート側）から対象物の厚さ方向に見ること」を、単に「平面視」という
。ここで、「展開した状態」とは、水平面上に置いた対象物を、水平面に沿うように伸長
させた状態を意味し、さらに、当該伸長させた状態から伸長を解除した状態（例えば、対
象物が弾性部材等により一定程度収縮した状態等）を、「自然状態」という。
【００２８】
　本明細書において用いられる各種方向等については、特に断りのない限り、以下のとお
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りである。
　本明細書において、「長手方向」は、「平面視における縦長の対象物（例えば、吸収性
物品、吸収本体部、吸収体等）の長さの長い方向」を指し、「幅方向」は、「平面視にお
ける縦長の対象物の長さの短い方向（短手方向）」を指し、「厚さ方向」は、「展開した
状態で水平面上に置いた対象物に対して垂直方向」を指し、これらの長手方向、幅方向及
び厚さ方向は、それぞれ互いに直交する関係にある。なお、本明細書において、吸収性物
品の長手方向、幅方向及び厚さ方向は、当該吸収性物品を構成する吸収本体部の長手方向
、幅方向及び厚さ方向にそれぞれ対応する。
　さらに、本明細書では、「縦長の対象物の長手方向において、該対象物の長手方向の中
央に位置し且つ幅方向に延びる長手方向中央軸線ＣＷに対して相対的に近位側」を「長手
方向の内方側」といい、「縦長の対象物の長手方向において、前記長手方向中央軸線ＣＷ

に対して相対的に遠位側」を「長手方向の外方側」という。同様に、「縦長の対象物の幅
方向において、該対象物の幅方向の中央に位置し且つ長手方向に延びる幅方向中央軸線Ｃ

Ｌに対して相対的に近位側」を「幅方向の内方側」といい、「縦長の対象物の幅方向にお
いて、前記幅方向中央軸線ＣＬに対して相対的に遠位側」を「幅方向の外方側」という。
　また、本明細書では、「吸収性物品又は吸収本体部の長手方向において、吸収性物品の
着用時に着用者の腹部に対応する領域」を「腹部領域」といい、「吸収性物品又は吸収本
体部の長手方向において、吸収性物品の着用時に着用者の背部乃至臀部に対応する領域」
を「背部領域」といい、「吸収性物品又は吸収本体部の長手方向において、前記腹部領域
と前記背部領域との間に位置する領域であって、吸収性物品の着用時に着用者の股間部に
対応する領域」を「股間部領域」という。ここで、「着用時」とは、着用者が吸収性物品
を着用した時点（すなわち、使用可能な状態を形成した時点）から、その状態を維持して
いる間（着用している間）を意味する。
　さらに、本明細書では、特に断りのない限り、吸収性物品又は吸収本体部の厚さ方向に
おいて、「吸収性物品の着用時に、着用者の肌面に対して相対的に近位側」を「肌対向面
側」といい、「吸収性物品の着用時に、着用者の肌面に対して相対的に遠位側」を「非肌
対向面側」という。なお、本明細書においては、吸収性物品及び各種構成部材（例えば、
吸収本体部、表面シート、吸収体、裏面シート、サイドシート等）の「肌対向面側の表面
」及び「非肌対向面側の表面」を、それぞれ単に「肌対向面」及び「非肌対向面」という
ことがある。
【００２９】
　図１は本発明の一実施形態に係る尿取りパッド１の展開した状態における平面図であり
、図２～図６はそれぞれ尿取りパッド１における図１のＩＩ－ＩＩ線～ＶＩ－ＶＩ線に沿
った断面の自然状態における端面図であり、図７は尿取りパッド１の斜視図である。
　図１に示すように、本発明の一実施形態に係る尿取りパッド１（本発明の吸収性物品の
一例）は、平面視にて、長手方向Ｌ及び幅方向Ｗを有する縦長の外形形状を有し、具体的
には、前記長手方向Ｌの略中央部分（すなわち、股間部領域ＡＣに対応する部分）が幅方
向Ｗの内方側に向かって細く括れた略砂時計形の外形形状を有している。なお、本発明に
おいて、吸収性物品の外形形状は、このような態様に限定されず、長手方向Ｌの長さ寸法
が幅方向Ｗの幅寸法よりも長い長形状のものであれば、各種用途等に応じた任意の縦長の
形状（例えば、長方形、楕円形、瓢箪形など）を採用することができる。
【００３０】
　本実施形態の尿取りパッド１は、図１及び図２に示すように、尿取りパッド１の長手方
向Ｌ、幅方向Ｗ及び厚さ方向Ｔの各々に対応する長手方向、幅方向及び厚さ方向を有し且
つ前記長手方向において腹部領域ＡＦ、股間部領域ＡＣ及び背部領域ＡＢを有する、吸収
体２１を備えた吸収本体部２と、当該吸収本体部２の幅方向Ｗの両端部の各々に位置し且
つ前記長手方向Ｌの両端部にわたって連続的に延在する一対のサイドシート４、４（防漏
壁部）と、によって構成されている。
【００３１】
　吸収本体部２は、図１～図６に示すように、厚さ方向Ｔにおいて、肌対向面側に位置す
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る液透過性の表面シート２２と、非肌対向面側に位置する液不透過性の裏面シート２３と
、これらのシートの間に位置し且つ尿などの排泄液を吸収して保持し得る２層の吸収層（
具体的には、相対的に肌対向面側に位置する第１吸収層２１Ａ及び非肌対向面側に位置す
る第２吸収層２１Ｂ）を有する吸収体２１と、を備えており、着用者から排出された尿な
どの排泄液を、厚さ方向Ｔに浸透させながら上述の吸収体２１にて吸収及び保持し得るよ
うに構成されている。
【００３２】
　一方、一対のサイドシート４、４（防漏壁部）は、図１～図６に示すように、吸収本体
部２の肌対向面側（より具体的には、表面シート２２の肌対向面側）において吸収本体部
２に対向し、吸収本体部２の幅方向Ｗにおける両端部の各々に位置し且つ前記長手方向Ｌ
の両端部（すなわち、長手方向Ｌにおける腹部領域側端部及び背部領域側端部）にわたっ
て連続的に延在するように配置されており、さらに、一対のサイドシート４、４の各々は
、吸収本体部２の幅方向Ｗの内方側に位置し且つ前記吸収本体部２の肌対向面側の表面に
接合されていない自由端部と、吸収本体部２の幅方向Ｗの外方側に位置し且つ前記吸収本
体部２の肌対向面側の表面に接合された固定端部と、を有している。
　かかる一対のサイドシート４、４の各々は、尿取りパッド１の着用時に、自由端部であ
る幅方向Ｗの内方側における端縁（すなわち、幅方向Ｗの内方側端縁）が肌対向面側に向
かって起立し、着用者から排出される尿などの排泄液の横漏れを防ぐ防漏壁として機能す
る一対の防漏壁部を形成することができる。
【００３３】
　なお、一対のサイドシート４、４の各々は、図１に示すように、幅方向Ｗの内方側端縁
部近傍に、当該一対のサイドシート４、４、ひいては尿取りパッド１を長手方向Ｌに収縮
させて、前記一対のサイドシート４、４の各々の幅方向Ｗの内方側端縁の起立を促す５本
（複数本）の弾性部材ＥＬが長手方向Ｌに沿って配置されている。
【００３４】
　そして、本実施形態の尿取りパッド１において、一対のサイドシート４、４によって形
成される防漏壁部の各々は、図２～図５に示すように、上述の吸収本体部２に対向し且つ
当該吸収本体部２に固定された基部４１と、前記基部４１の肌対向面側において該基部４
１の幅方向Ｗにおける内方側端縁に連接し且つ着用時に肌対向面側に向かって起立する（
より具体的には、長手方向Ｌの内方側の部分が肌対向面側に向かって起立する）第１壁部
４２と、前記第１壁部４２の肌対向面側において該第１壁部４２の幅方向Ｗにおける外方
側端縁と連接し且つ着用時に肌対向面側に向かって起立する（より具体的には、長手方向
Ｌの内方側の部分が肌対向面側に向かって起立する）第２壁部４３と、を有するとともに
、前記腹部領域ＡＦ及び前記背部領域ＡＢにおいて、サイドシート４の長手方向Ｌの端縁
を含み且つ所定の長手方向長さ及び所定の幅方向長さを有するように配置された、第１壁
部４２及び第２壁部４３の起立構造を制御して着用者から排出される排泄液の流動を幅方
向Ｗ及び厚さ方向Ｔに制御する液流動制御部ＦＣを有している。
　さらに、この液流動制御部ＦＣは、図５に示すように、基部４１と第１壁部４２を接合
し（より具体的には、基部４１と第１壁部４２の各々の長手方向Ｌにおける外方側の部分
とを接合し）且つ所定の長手方向長さを有する第１接合部４４と、第１壁部４２と前記第
２壁部４３とを接合し（より具体的には、第１壁部４２と第２壁部４３の各々の長手方向
Ｌにおける外方側の部分とを接合し）且つ幅方向Ｗにおける内方側端縁の長手方向長さが
第１接合部４４の長手方向長さ以上、幅方向Ｗにおける外方側端縁の長手方向長さ未満で
ある第２接合部４５と、を含んで構成されている。
　なお、一対の防漏壁部において、液流動制御部ＦＣよりも長手方向Ｌの内方側に位置す
る部分（上述の実施形態においては、腹部領域ＡＦの液流動制御部ＦＣと背部領域ＡＢの
液流動制御部ＦＣとの間の防漏壁部）は、液流動制御部ＦＣのように起立構造を制御する
ような構造（すなわち、排泄液の流動を特定方向に制御するような構造）を備えておらず
、通常の防漏壁と同様の構造及び機能を有する起立非制御部ＳＰとして形成されている（
図２を参照）。
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【００３５】
　そして、吸収体２１は、図１に示すように、平面視にて、吸収体２１の長手方向Ｌにお
ける背部領域側端縁２１Ｅ１が、第２接合部４５の幅方向Ｗにおける内方側端縁のうち長
手方向Ｌの最も内方側に位置する内方側端部４５Ｅｉよりも長手方向Ｌの外方側に位置す
るとともに、吸収体２１の幅方向Ｗにおける両端縁（すなわち、幅方向Ｗにおける一方側
端縁２１Ｅ３及び他方側端縁２１Ｅ４）が、背部領域ＡＢにおいて基部４１の幅方向Ｗに
おける内方側端縁よりも幅方向Ｗの外方側に位置するように、吸収本体部２内に配置され
ている。
【００３６】
　なお、本実施形態の尿取りパッド１においては、吸収体２１は、図１に示すように、平
面視にて、吸収体２１の長手方向Ｌにおける腹部領域側端縁２１Ｅ２が、腹部領域ＡＦに
配置された液流動制御部ＦＣの第２接合部４５の幅方向Ｗにおける内方側端縁のうち長手
方向Ｌの最も内方側に位置する内方側端部４５Ｅｉよりも長手方向Ｌの外方側に位置する
とともに、吸収体２１の幅方向Ｗにおける両端縁（すなわち、幅方向Ｗにおける一方側端
縁２１Ｅ３及び他方側端縁２１Ｅ４）が、腹部領域ＡＦにおいて基部４１の幅方向Ｗにお
ける内方側端縁よりも幅方向Ｗの外方側に位置するように、吸収本体部２内に配置されて
いる。
【００３７】
　本実施形態の尿取りパッド１は、特に、上述の基部４１、第１壁部４２及び第２壁部４
３を有する一対の防漏壁部が、少なくとも背部領域ＡＢにおいて、基部４１と第１壁部４
２を接合し且つ所定の長手方向長さを有する第１接合部４４と、第１壁部４２と第２壁部
４３とを接合し且つ幅方向Ｗにおける内方側端縁の長手方向長さが第１接合部４４の長手
方向長さ以上、幅方向Ｗにおける外方側端縁の長手方向長さ未満である第２接合部４５と
、を含んで構成される液流動制御部ＦＣを有しており、且つ、上述の吸収体２１が、平面
視にて、当該吸収体２１の長手方向Ｌにおける背部領域側端縁２１Ｅ１が第２接合部４５
の幅方向Ｗにおける内方側端縁のうち長手方向の最も内方側に位置する内方側端部４５Ｅ

ｉよりも長手方向Ｌの外方側に位置するとともに、吸収体２１の幅方向Ｗにおける両端縁
が少なくとも背部領域ＡＢにおいて基部４１の幅方向Ｗにおける内方側端縁よりも幅方向
Ｗの外方側に位置するように、吸収本体部２内に配置されているという、特定の構造を備
えているため、上述の液流動制御部ＦＣにおいて、図２に示すように、上記第１壁部４２
及び第２壁部４３によって十分な起立高さを有し且つ着用者から排出される排泄液に対し
て十分に耐久性を有する特定の起立構造を形成することができる。これにより、尿取りパ
ッド１は、着用者から排出されて吸収本体部２の肌対向面側の表面上を長手方向Ｌ及び幅
方向Ｗの外方側に向かって流れる排泄液を、上述の液流動制御部ＦＣにおける特定の起立
構造と吸収本体部２の肌対向面側の表面との間に形成される空洞部ＦＳに封じ込めるよう
にして堰き止めながら、吸収本体部２の表面シート２２を介して吸収本体部２内の吸収体
２１に吸収させることができる上、長手方向Ｌの外方側に向かって流れる排泄液を、上述
の液流動制御部ＦＣによって幅方向Ｗの内方側に向かうように誘導しながら、吸収本体部
２の表面シート２２を介して吸収本体部２内の吸収体２１に吸収させることができる。
　その結果、尿取りパッド１は、排泄液の横漏れを着実に防ぎつつ、長手方向Ｌにおける
背部側からの漏れも生じ難くすることができる。
【００３８】
　なお、本実施形態の尿取りパッド１においては、一対の防漏壁部の各々における液流動
制御部ＦＣが、背部領域ＡＢだけでなく腹部領域ＡＦにも配置されており、且つ、吸収体
２１の長手方向Ｌにおける腹部領域側端縁２１Ｅ２が、腹部領域ＡＦに配置された液流動
制御部ＦＣの第２接合部の幅方向Ｗにおける内方側端縁のうち長手方向Ｌの最も内方側に
位置する内方側端部４５Ｅｉよりも長手方向Ｌの外方側に位置するとともに、吸収体２１
の幅方向Ｗにおける両端縁（すなわち、幅方向Ｗにおける一方側端縁２１Ｅ３及び他方側
端縁２１Ｅ４）が、腹部領域ＡＦにおいても基部４１の幅方向Ｗにおける内方側端縁より
も幅方向Ｗの外方側に位置するように、吸収本体部２内に配置されているため、着用者が
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うつ伏せ状態で寝ているような場合（すなわち、着用者から排出される排泄液が長手方向
Ｌの腹部側へ向かう方向に流れ易いような場合）などでも、腹部領域ＡＦに配置された液
流動制御部ＦＣによって、当該腹部領域ＡＦにおける排泄液の横漏れを着実に防ぎつつ、
長手方向Ｌにおける腹部側からの漏れも生じ難くすることができる。
【００３９】
　以下、本発明の吸収性物品を構成する各種部材について、上述の実施形態に係る尿取り
パッド１を用いて更に詳細に説明する。
【００４０】
＜吸収本体部＞
　本発明の一実施形態に係る尿取りパッド１において、吸収本体部２は、図１に示すよう
に、平面視にて、尿取りパッド１の長手方向Ｌ、幅方向Ｗ及び厚さ方向Ｔの各々に対応す
る長手方向、幅方向及び厚さ方向を有し、尿取りパッド１の平面視形状となる縦長の外形
形状（すなわち、長手方向Ｌの股間部領域ＡＣに対応する部分が幅方向Ｗの内方側に向か
って細く括れた略砂時計形の外形形状）を有している。
　なお、本発明において、吸収本体部の外形形状は、本実施形態のような態様に限定され
ず、長手方向の長さ寸法が幅方向の幅寸法よりも長い長形状のものであれば、各種用途等
に応じた任意の縦長の形状（例えば、長方形、楕円形、瓢箪形など）を採用することがで
きる。また、本発明において、吸収本体部の長手方向長さ、幅方向長さ、厚さ方向長さ（
厚み）等の各種寸法は、吸収本体部として所定の吸収性や柔軟性、着用者の身体形状への
適合性等を有するものであれば特に制限されず、着用対象者のサイズや性別、吸収対象物
、用途などに応じた任意の寸法を採用することができる。
【００４１】
　上述の実施形態において、吸収本体部２は、図１～図６に示すように、厚さ方向Ｔにお
いて、肌対向面側に位置する液透過性の表面シート２２と、非肌対向面側に位置する液不
透過性の裏面シート２３と、これら各シートの間に位置し且つ尿などの排泄液を吸収及び
保持可能な２層の吸収層（すなわち、第１吸収層２１Ａ及び第２吸収層２１Ｂ）によって
構成された吸収体２１とを、主な構成部材として備えており、さらに、本実施形態におい
ては、裏面シート２３の肌対向面側（すなわち、吸収体２１と裏面シート２３との間）に
、液不透過性のバックフィルム２４を備えている。
【００４２】
　以下、本発明の吸収性物品における吸収本体部に用い得る各種構成部材について、上述
の実施形態に係る尿取りパッド１を用いて更に詳細に説明する。
【００４３】
［表面シート］
　上述の実施形態において、吸収本体部２の肌対向面側に配置される表面シート２２は、
図１及び図２に示すように、平面視にて、吸収本体部２における長手方向Ｌの腹部領域側
端部から背部領域側端部にわたって延在するとともに、吸収本体部２内の吸収体２１の幅
方向Ｗにおける一方側端縁２１Ｅ３近傍から他方側端縁２１Ｅ４近傍にわたって延在して
おり、全体として長手方向Ｌに長い縦長の略矩形状の外形形状を有している。
　なお、本発明の吸収性物品において、表面シートの寸法形状は、吸収体の肌対向面側の
表面の大部分（例えば、吸収体の肌対向面側の表面面積の５０％を超える部分等）を覆う
ことができるものであれば特に制限されず、各種用途等に応じた任意の寸法形状のものを
採用することができる。
【００４４】
　上述の実施形態において、表面シート２２は、図１～図６に示すように、吸収本体部２
の厚さ方向Ｔにおいて、着用者の肌面に直に接触し得る肌対向面側に配置され、着用者か
ら排出される尿などの排泄液を当該表面シート２２の非肌対向面側に配置される吸収体２
１へと迅速に移行させることができる液透過性シートによって構成されている。
【００４５】
　本発明において、表面シートとして用い得る液透過性シートは、吸収性物品の表面シー
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トとして用い得る諸特性（例えば、液透過性や肌触り、柔軟性、強度等）を有するもので
あれば特に制限されず、例えば、エアスルー不織布、スパンボンド不織布、ポイントボン
ド不織布等の不織布や織布などの繊維系シート；樹脂フィルムに複数の開孔を施した開孔
フィルムなどを好適に用いることができる。なお、上述の繊維系シートは、界面活性剤に
より親水化処理が施されていてもよい。このような液透過性シートの中でも、液透過性や
柔軟性、強度等に優れるという点から、繊維系シートを用いることが好ましく、さらに、
エアスルー不織布やスパンボンド不織布等の不織布を用いることがより好ましい。
【００４６】
　また、表面シートとして上述の繊維系シートを用いる場合、その構成繊維は特に制限さ
れず、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン等のオレフィン系樹脂；ポリエチレンテレ
フタレート、ポリ乳酸等のポリエステル系樹脂などの熱可塑性樹脂からなる樹脂繊維を用
いることができ、これらの樹脂は１種類の樹脂を単独で用いても、２種類以上の樹脂を併
用してもよい。なお、樹脂繊維の構造も、特に制限されず、例えば、芯鞘型繊維等の複合
繊維や異形断面型繊維、立体捲縮繊維などを用いてもよい。
【００４７】
　さらに、上述の樹脂繊維は、例えば、界面活性剤や親水化剤等を用いた処理（例えば、
繊維内部への界面活性剤の練り込み、繊維表面への界面活性剤の塗布等）などの親水化処
理が施されていてもよく、また、消臭剤、抗菌剤などの任意の添加剤を含んでいてもよい
。なお、これらの添加剤は、１種類の添加剤を単独で用いても、２種類以上の添加剤を併
用してもよい。
【００４８】
　本発明において、表面シートとして用い得る液透過性シートの坪量は、所定の液透過性
、柔軟性及び強度を有するものであれば特に制限されず、例えば、５ｇ／ｍ２～１００ｇ
／ｍ２の範囲内であり、好ましくは１０ｇ／ｍ２～５０ｇ／ｍ２の範囲内である。なお、
液透過性シートの厚みは、かかる液透過性シートが吸収性物品の表面シートとして機能し
得るものであれば特に制限されず、所望の液透過性や柔軟性、強度等に応じた任意の厚み
を採用することができる。
【００４９】
　また、表面シートとして用い得る液透過性シートの構造は、所定の液透過性、柔軟性及
び強度を有するものであれば特に制限されず、例えば、略平坦な構造を有するものや肌対
向面側の表面に凹凸構造を有するものなどを好適に用いることができる。
【００５０】
［裏面シート］
　上述の実施形態において、吸収本体部２の非肌対向面側に配置される裏面シート２３は
、図１及び図２に示すように、平面視にて、吸収本体部２における長手方向Ｌの腹部領域
側端部から背部領域側端部にわたって延在するとともに、吸収本体部２における幅方向Ｗ
の一方側端部から他方側端部にわたって延在しており、全体として吸収本体部２と同様の
縦長の外形形状（すなわち、長手方向Ｌの股間部領域ＡＣに対応する部分が幅方向Ｗの内
方側に向かって細く括れた略砂時計形の外形形状）を有している。
　なお、本発明の吸収性物品において、裏面シートの寸法形状は、少なくとも吸収体の非
肌対向面側の表面の全面を覆うことができるものであれば特に制限されず、各種用途等に
応じた任意の寸法形状のものを採用することができる。
【００５１】
　また、上述の実施形態において、裏面シート２３は、図１～図６に示すように、吸収本
体部２の厚さ方向Ｔの非肌対向面側に配置されて、着用者から排出される尿などの排泄液
を外部に漏出させないように機能する液不透過性シートによって構成されている。
【００５２】
　本発明において、裏面シートとして用い得る液不透過性シートは、吸収性物品の裏面シ
ートとして用い得る諸特性（例えば、液不透過性や柔軟性、強度、好ましくは通気性等）
を有するものであれば特に制限されず、例えば、ポリエチレンやポリプロピレン等の樹脂
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フィルム；樹脂フィルムに不織布を貼り合わせた積層体；疎水性不織布や積層不織布（例
えば、ＳＭＳ不織布）等の不織布などを好適に用いることができる。なお、裏面シートと
して上述の不織布を用いる場合、その不織布の種類は特に制限されず、例えば、スパンボ
ンド不織布、ポイントボンド不織布、メルトブローン不織布、ＳＭＳ不織布などの任意の
不織布を用いることができる。さらに、かかる不織布の構成繊維も特に制限されず、例え
ば、ポリエチレンやポリプロピレン等のポリオレフィン系樹脂；ポリエチレンテレフタレ
ート等のポリエステル系樹脂などの熱可塑性樹脂からなる樹脂繊維を用いることができ、
これらの樹脂は１種類の樹脂を単独で用いても、２種類以上の樹脂を併用してもよい。な
お、樹脂繊維の構造も特に制限されず、例えば、芯鞘型繊維等の各種複合繊維などを用い
てもよい。
【００５３】
　本発明において、裏面シートとして用い得る液不透過性シート（例えば、不織布等）の
坪量は、所定の液不透過性（防漏性）及び強度を有するものであれば特に制限されず、例
えば、５ｇ／ｍ２～１００ｇ／ｍ２の範囲内であり、好ましくは１０ｇ／ｍ２～５０ｇ／
ｍ２の範囲内である。なお、液不透過性シートの厚みは、かかる液不透過性シートが吸収
性物品の裏面シートとして機能し得るものであれば特に制限されず、所望の液不透過性や
柔軟性、強度、通気性等に応じた任意の厚みを採用することができる。
【００５４】
　また、上述の実施形態においては、図２～図６に示すように、裏面シート２３の肌対向
面側（すなわち、吸収体２１と裏面シート２３との間）に、裏面シート２３と略同様の寸
法形状を有する液不透過性のバックフィルム２４が配置されている。かかるバックフィル
ム２４は、ポリエチレン等の熱可塑性樹脂フィルムによって構成されており、裏面シート
２３と同様に、着用者から排出される尿などの排泄液の透過を防止し、当該排泄液が着用
者の着衣等へ漏れ出ないように機能するものである。
　なお、吸収性物品がこのようなバックフィルムを備えていると、尿などの排泄液の漏出
をより効果的に抑制することができるが、かかるバックフィルムは、本発明の吸収性物品
においては必須の構成要素ではないため、本発明の吸収性物品は、このようなバックフィ
ルムを備えていなくてもよい。
【００５５】
［吸収体］
　上述の実施形態において、吸収体２１は、図１に示すように、平面視にて、吸収本体部
２の長手方向Ｌにおける腹部領域ＡＦ（より具体的には、長手方向Ｌの腹部領域側端部近
傍）から背部領域ＡＢ（より具体的には、長手方向Ｌの背部領域側端部近傍）にわたって
延在するとともに、吸収本体部２の幅方向Ｗにおける幅方向第１領域ＡＷ１（より具体的
には、幅方向Ｗの一方側端部近傍）から幅方向第２領域ＡＷ２（より具体的には、幅方向
Ｗの他方側端部近傍）にわたって延在しており、全体として、長手方向Ｌに長く且つ長手
方向Ｌの股間部領域ＡＣに対応する部分が幅方向Ｗの内方側に向かって細く括れた略砂時
計形の外形形状を有している。
　なお、本発明の吸収性物品において、吸収体の寸法形状は、本実施形態の態様に限定さ
れず、少なくとも長手方向の長さ寸法が吸収本体部の長手方向における腹部領域から背部
領域にわたる程度に長い長形状のものであれば、各種用途等に応じた任意の縦長の形状（
例えば、長方形、楕円形、瓢箪形など）を採用することができる。
【００５６】
　上述の実施形態において、吸収体２１は、図１～図６に示すように、吸収本体部２の厚
さ方向Ｔにおいて表面シート２２と裏面シート２３との間（より具体的には、表面シート
２２とバックフィルム２４との間）に配置され、表面シート２２を透過してきた着用者の
尿などの排泄液を吸収して保持するように機能する２層の吸収層（すなわち、第１吸収層
２１Ａ及び第２吸収層２１Ｂ）によって構成されている。
【００５７】
　これらの２層の吸収層は、吸収本体部２内において、相対的に肌対向面側に配置される
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第１吸収層２１Ａと、相対的に非肌対向面側に配置される第２吸収層２１Ｂとが、ホット
メルト型接着剤等の任意の接合手段（不図示）によって接合され、一体化物として上述の
吸収体２１を構成している。
　吸収体２１を構成する２層の吸収層のうち、第１吸収層２１Ａは、平面視にて、吸収本
体部２の長手方向Ｌにおける腹部領域ＡＦ（より具体的には、長手方向Ｌの腹部側端部近
傍）から背部領域ＡＢ（より具体的には、長手方向Ｌの背部側端部近傍）にわたって延在
するとともに、吸収本体部２の幅方向Ｗにおける幅方向第１領域ＡＷ１（より具体的には
、幅方向Ｗの一方側端部近傍）から幅方向第２領域ＡＷ２（より具体的には、幅方向Ｗの
他方側端部近傍）にわたって延在しており、全体として長手方向Ｌに長く且つ長手方向Ｌ
の股間部領域ＡＣに対応する部分が幅方向Ｗの内方側に向かって細く括れた略砂時計形の
外形形状を有する吸収性部材によって構成されている。なお、本実施形態においては、こ
の第１吸収層２１Ａが、吸収体２１の平面視における外形形状を形成している。
【００５８】
　一方、第２吸収層２１Ｂは、平面視にて、吸収本体部２の長手方向Ｌにおける腹部領域
ＡＦ（より具体的には、長手方向Ｌの腹部側端部近傍）から背部領域ＡＢ（より具体的に
は、長手方向Ｌの背部側端部近傍）にわたって延在しているものの、幅方向Ｗにおいては
、当該幅方向Ｗの両端縁がそれぞれ第１吸収層２１Ａの幅方向Ｗの両端縁（すなわち、幅
方向Ｗにおける一方側端縁２１Ｅ３及び他方側端縁２１Ｅ４）よりも幅方向Ｗの内方側に
位置するように延在しており、全体として、長手方向Ｌに長い略矩形状の外形形状を有す
る吸収性部材によって構成されている。相対的に非肌対向面側に配置される第２吸収層２
１Ｂをこのように形成することで、第１吸収層２１Ａ及び第２吸収層２１Ｂの幅方向Ｗの
端縁部分における段差が着用者に感知され難くなっている。
【００５９】
　本発明において、上述の吸収体を構成する第１吸収層及び第２吸収層として用い得る吸
収性部材は、尿などの排泄液を吸収して保持することができるものであれば特に制限され
ず、当分野において公知の任意の吸収性部材を用いることができる。そのような吸収性部
材としては、例えば、任意の吸収性材料によって構成される吸収コアを、親水性を有する
ティッシュ等のコアラップシートで覆ったものなどを用いることができる。さらに、上述
の吸収コアを構成する吸収性材料としては、例えば、親水性繊維や高吸収性ポリマーなど
を用いることができ、更に具体的には、粉砕パルプ、コットン、レーヨン、アセテート等
のセルロース系繊維；アクリル酸ナトリウムコポリマー等の高吸収性ポリマーからなる粒
状物などを用いることができる。これらの吸収性材料は、１種類の吸収性材料を単独で用
いても、２種類以上の吸収性材料を併用してもよい。なお、第１吸収層と第２吸収層は、
同じ構成の吸収性部材を用いても、異なる構成の吸収性部材を用いてもよい。
【００６０】
　また、上述の実施形態において、第１吸収層２１Ａは、図１及び図６に示すように、平
面視にて、少なくとも股間部領域ＡＣの幅方向Ｗの中央部（すなわち、長手方向Ｌに延び
る幅方向中央軸線ＣＬと重複する部分）に、当該第１吸収層２１Ａを厚さ方向Ｔに貫通す
る貫通孔２１ＡＳを備えており、さらに、第２吸収層２１Ｂも、図１に示すように、股間
部領域ＡＣの幅方向Ｗの中央部であって第１吸収層２１Ａの貫通孔２１ＡＳと厚さ方向Ｔ
に重複する位置に、平面視にて貫通孔２１ＡＳよりも小さい寸法形状を有し且つ第２吸収
層２１Ｂを厚さ方向Ｔに貫通する貫通孔２１ＢＳを備えている。これらの貫通孔２１ＡＳ

及び貫通孔２１ＢＳは、厚さ方向Ｔにおいて連通しており、全体として吸収体２１を厚さ
方向Ｔに貫通し且つ当該厚さ方向Ｔにおいて開孔面積が段階的に異なる貫通孔を形成して
いる。
　吸収体が、このような貫通孔を備えていると、排泄液の厚さ方向Ｔへの吸収を促すこと
ができるため、より優れた吸収性能（特に、吸収速度）を発揮することができる。
【００６１】
　なお、本発明の吸収性物品においては、吸収体は、上述の実施形態のような２層の吸収
層によって構成されている必要はなく、吸収体は、単層構造を有する吸収性部材によって
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構成されていても、３層以上の複層構造を有する吸収性部材によって構成されていてもよ
い。
　吸収体を構成する吸収層として用い得る吸収性部材の坪量や厚み等は、当該吸収性部材
が吸収性物品の吸収体として機能し得る諸特性（例えば、吸収性、柔軟性等）を有するも
のであれば特に制限されず、任意の坪量及び厚み等を採用することができる。
【００６２】
　また、上述の実施形態では、吸収体２１は、股間部領域ＡＣにおいて、幅方向Ｗの両端
縁（すなわち、幅方向Ｗの一方側端縁２１Ｅ３及び他方側端縁２１Ｅ４）が一対の防漏壁
部の各々の基部４１の幅方向Ｗにおける内方側端縁よりも幅方向Ｗの内方側に位置する部
分を有するように、幅方向Ｗの内方側に向かって括れた外形形状を有している。吸収体２
１がこのような外形形状を有していると、股間部領域ＡＣにおいて、吸収体２１による剛
性への影響が小さく、上述の一対の防漏壁部の変形及び移動の自由度が高くなるため、着
用者が尿取りパッド１を着用した際に、上述の一対の防漏壁部を着用者の身体形状（股間
部の形状）に追従させながら密着させることができる。したがって、このような外形形状
を有する吸収体２１を備えた尿取りパッド１は、着用者の身体（股間部）と一対の防漏壁
部との間に隙間が形成され難いため、排泄液の横漏れをより確実に防ぐことができる。
【００６３】
　さらに、上述の実施形態では、吸収体２１は、腹部領域ＡＦ及び背部領域ＡＢにおいて
、吸収体２１の幅方向Ｗにおける両端縁（すなわち、幅方向Ｗの一方側端縁２１Ｅ３及び
他方側端縁２１Ｅ４）が一対の防漏壁部の各々の第２接合部４５の幅方向Ｗにおける外方
側端縁よりも幅方向Ｗの外方側に位置する部分を有するように配置されている。吸収体２
１がこのように配置されていると、着用者が横向きに寝ているような場合（すなわち、着
用者から排出される排泄液が重力方向（より具体的には、吸収本体部２の幅方向Ｗの外方
側へ向かう方向）に流れ易いような場合）でも、幅方向Ｗの外方側に向かって流れる排泄
液を吸収体２１によって着実に吸収することができ、排泄液の横漏れを更に確実に防ぐこ
とができる。
【００６４】
　なお、本発明の吸収性物品においては、一対の防漏壁部の各々における液流動制御部は
、少なくとも背部領域に配置されていればよいが、上述の実施形態に係る尿取りパッド１
では、液流動制御部ＦＣは、腹部領域ＡＦ及び背部領域ＡＢの各々に配置されており、さ
らに、吸収体２１は、図１に示すように、平面視にて、当該吸収体２１の長手方向Ｌにお
ける腹部領域側端縁２１Ｅ２が腹部領域ＡＦに配置された液流動制御部ＦＣの第２接合部
４５の幅方向Ｗにおける内方側端縁のうち長手方向Ｌの最も内方側に位置する内方側端部
４５Ｅｉよりも長手方向Ｌの外方側に位置し、且つ、吸収体２１の幅方向Ｗにおける両端
縁（すなわち、幅方向Ｗの一方側端縁２１Ｅ３及び他方側端縁２１Ｅ４）が腹部領域ＡＦ

において基部４１の幅方向Ｗにおける内方側端縁よりも幅方向Ｗの外方側に位置するよう
に、吸収本体部２内に配置されている。
　吸収体２１がこのように配置されていると、着用者がうつ伏せ状態で寝ているような場
合（すなわち、着用者から排出される排泄液が重力方向（より具体的には、吸収本体部２
の幅方向Ｗの外方側へ向かう方向）に流れ易いような場合）でも、上述の腹部領域ＡＦに
配置された液流動制御部ＦＣによって、当該腹部領域ＡＦにおける排泄液の横漏れを着実
に防ぎつつ、長手方向Ｌにおける腹部側からの漏れをも生じ難くすることができる。
【００６５】
［エンボス部］
　上述の実施形態において、吸収本体部２は、長手方向Ｌに延びる幅方向中央軸線ＣＬに
よって区画される幅方向第１領域ＡＷ１及び幅方向第２領域ＡＷ２の各々に配置され且つ
肌対向面から厚さ方向Ｔに窪む一対のエンボス部３、３を有している。かかる一対のエン
ボス部３、３の各々は、図１に示すように、股間部領域ＡＣにおいて、長手方向Ｌに延び
る直線状の平面視形状を有しており、さらに、吸収本体部２の厚さ方向Ｔにおいて、肌対
向面側から窪みつつ、表面シート２２と吸収体２１が圧搾により一体化されている。なお
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、このようなエンボス部は、加熱又は非加熱の任意のエンボス加工手段を用いて、吸収本
体部を肌対向面から厚さ方向Ｔに圧搾することにより形成することができる。
【００６６】
　そして、本実施形態においては、一対のエンボス部３、３は、当該エンボス部３から基
部４１の幅方向Ｗにおける内方側端縁までの幅方向長さ、第１壁部４２の幅方向長さ及び
第２壁部４３の幅方向長さの合計長さが、上述の幅方向中央軸線ＣＬからエンボス部３ま
で（具体的には、エンボス部３の幅方向の中心線まで）の幅方向長さよりも長くなるよう
に配置されている。一対のエンボス部３、３がこのように配置されていると、当該一対の
エンボス部３、３が折れ曲がり起点となって、吸収本体部２の幅方向中央軸線ＣＬに沿っ
て延びる幅方向中央部が肌対向面側に向かって突出するように（すなわち、長手方向中央
軸線ＣＷに沿った断面形状が略W字形となるように）吸収本体部２が変形し易くなる上、
上述の一対の防漏壁部の起立高さが、肌対向面側に向かって突出する幅方向中央部の突出
高さよりも高くなり易くなるため、吸収本体部２の幅方向中央部における肌対向面を着用
者の股間部に密着又は近接させて、着用者から排出される排泄液を吸収体２１に吸収させ
易くすることができるとともに、排泄液の横漏れをより確実に防ぐことができる。
【００６７】
　なお、このような作用効果は、一対のエンボス部が吸収本体部の折れ曲がり起点となり
得るものであれば、上述の実施形態以外の態様でも同様に奏されるため、本発明において
、一対のエンボス部は、上述の実施形態のように、必ずしも表面シートと吸収体が一体化
されるように形成されている必要はなく、例えば、吸収体のみに形成されていてもよい。
【００６８】
　また、本発明において、エンボス部の平面視形状は、特に制限されず、上述の実施形態
のような直線状のほか、波線状、波線状、曲線状、ジグザグ状などの任意の形状を採用す
ることができる。なお、かかるエンボス部は、本発明の吸収性物品においては必須の構成
要素ではないため、本発明の吸収性物品は、このようなエンボス部を有していなくてもよ
い。
【００６９】
＜防漏壁部＞
　上述の実施形態に係る尿取りパッド１において、一対の防漏壁部は、吸収本体部２の幅
方向Ｗの両端部の各々に位置し且つ長手方向Ｌの両端部にわたって連続的に延在する一対
のサイドシート４、４によって形成される。なお、かかる一対のサイドシート４、４の各
々には、幅方向Ｗの内方側端縁部近傍において、当該一対のサイドシート４、４を長手方
向Ｌに収縮し得る５本の弾性部材ＥＬが配置されている。
【００７０】
　以下、本発明の吸収性物品における一対の防漏壁部を形成し得る各種構成部材について
、上述の実施形態に係る尿取りパッド１を用いて更に詳細に説明する。
【００７１】
［サイドシート］
　上述の実施形態において、一対のサイドシート４、４は、吸収本体部２の肌対向面側（
より具体的には、表面シート２２の肌対向面側）において、吸収本体部２の幅方向Ｗの両
端部に配置され、尿取りパッド１の着用時には、幅方向Ｗにおける内方側端縁が起立して
防漏壁として機能し得る、長手方向Ｌに長い一対の帯状の液不透過性シートによって形成
されている。
【００７２】
　本発明において、サイドシートとして用い得る帯状の液不透過性シートは、吸収性物品
のサイドシートとして用い得る諸特性（例えば、液不透過性や肌触り、柔軟性、強度（特
に、湿潤時強度）等）を有するものであれば特に制限されず、例えば、疎水性不織布（例
えば、疎水性を有する又は疎水性が付与された、スパンボンド不織布、ポイントボンド不
織布、ＳＭＳ不織布等）；液不透過性を有する合成樹脂製フィルム；これらの積層体など
を用いることができる。
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【００７３】
　サイドシートとして用い得る帯状の液不透過性シートの外形形状や坪量、厚み等は、本
発明の効果を阻害しない限り特に制限されず、所望の液不透過性や肌触り、柔軟性等に応
じた任意の外形形状や坪量、厚み等を採用することができる。
【００７４】
　上述の実施形態では、一対のサイドシート４、４の各々は、尿取りパッド１の着用時に
、自由端部である幅方向Ｗの内方側端縁が肌対向面側に向かって起立し、着用者から排出
される尿などの排泄液の横漏れを防ぐ防漏壁として機能する一対の防漏壁部を形成するこ
とができる。これら一対の防漏壁部の各々は、上述のとおり、吸収本体部２に対向し且つ
当該吸収本体部２に固定された基部４１と、前記基部４１の肌対向面側において該基部４
１の幅方向Ｗにおける内方側端縁に連接し且つ着用時に長手方向Ｌの内方側の部分が肌対
向面側に向かって起立する第１壁部４２と、前記第１壁部４２の肌対向面側において該第
１壁部４２の幅方向Ｗにおける外方側端縁と連接し且つ着用時に長手方向Ｌの内方側の部
分が肌対向面側に向かって起立する第２壁部４３と、を有していて、さらに、腹部領域Ａ

Ｆ及び背部領域ＡＢには、サイドシート４の長手方向Ｌの端縁を含み且つ所定の長手方向
長さ及び所定の幅方向長さを有するように配置された上述の液流動制御部ＦＣを備えると
ともに、当該液流動制御部ＦＣよりも長手方向Ｌの内方側に位置する部分には、通常の防
漏壁と同様の構造及び機能を有する起立非制御部ＳＰを備えている。
【００７５】
　液流動制御部ＦＣは、上述のとおり、基部４１と第１壁部４２の各々の長手方向Ｌにお
ける外方側の部分とを接合し且つ所定の長手方向長さを有する第１接合部４４と、第１壁
部４２と第２壁部４３の各々の長手方向Ｌにおける外方側の部分とを接合し且つ幅方向Ｗ
における内方側端縁の長手方向長さが第１接合部４４の長手方向長さ以上、幅方向Ｗにお
ける外方側端縁の長手方向長さ未満である第２接合部４５と、を含んで構成されており、
上述の第１壁部４２及び第２壁部４３の起立構造を制御して、着用者から排出される排泄
液を、液流動制御部ＦＣの起立構造と吸収本体部２の肌対向面側の表面との間に形成され
る空洞部ＦＳに封じ込めるようにして堰き止めつつ、長手方向Ｌの外方側に向かって流れ
る排泄液を、幅方向Ｗの内方側に向かうように誘導することができる。
【００７６】
　また、上述の一対のサイドシート４、４は、液流動制御部Ｆｃよりも幅方向Ｗの外方側
において、吸収体２１（より具体的には、第１吸収層２１Ａ）とそれぞれ接合されており
、さらに、その接合部（以下、「第３接合部」ということがある。）は、幅方向Ｗにおい
て、吸収体２１の幅方向Ｗにおける両端縁（すなわち、吸収体２１の幅方向Ｗにおける一
方側端縁２１Ｅ３及び他方側端縁２１Ｅ４）と厚さ方向Ｔに重複する位置又は当該両端縁
よりも幅方向Ｗの内方側の位置に配置されている。この一対のサイドシート４、４と吸収
体２１との接合部である第３接合部は、一対のサイドシート４、４が肌対向面側に起立し
て防漏壁を形成する際に、当該防漏壁の起点となる部分であるとともに、液流動制御部Ｆ
ｃによって流動の制御された排泄液が残留する虞のある部分でもあるが、このような第３
接合部が、上述のように吸収体２１の幅方向Ｗにおける両端縁と厚さ方向Ｔに重複する位
置又は当該両端縁よりも幅方向Ｗの内方側の位置に配置されている（すなわち、第３接合
部と厚さ方向Ｔに重複する位置又は第３接合部よりも幅方向Ｗの外方側の位置まで、吸収
体２１が幅方向Ｗに延在している）と、当該第３接合部又はその近傍に残留した排泄液が
、表面シート２２等を介して幅方向Ｗの外方側へ滲出しようとしても、第３接合部と厚さ
方向Ｔに重複する位置又は第３接合部よりも幅方向Ｗの外方側の位置まで延在している吸
収体２１の延出部分によって、かかる排泄液を吸収することができるため、排泄液の横漏
れをより確実に防ぐことができる。
　なお、本発明において、上述の第３接合部の配置形態は、腹部領域及び背部領域のいず
れか一方又はその両方に適用してもよいが、少なくとも、着用者の体圧が掛かり易い背部
領域に適用することが好ましい。かかる背部領域は、着用者の体圧によって排泄液の滲出
が生じ易い領域であるため、上述の第３接合部の配置形態による作用効果を、より効果的
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に発揮することができる。
【００７７】
　また、本発明において、一対のサイドシートと吸収本体部との接合形態は、このような
態様に限定されず、例えば、上述の一対のサイドシートは、液流動制御部よりも幅方向の
外方側において、液不透過性のバックフィルム又は裏面シートと接合されていてもよく、
この場合も、接合された液不透過性のサイドシートとバックフィルム又は裏面シートとに
よって、排泄液が幅方向外方側へ滲出するのを抑制することができるため、排泄液の横漏
れをより確実に防ぐことができる。
【００７８】
　本発明において、上述の第１接合部や第２接合部、第３接合部等の接合部の形成に用い
得る接合手段は、本発明の効果を阻害しない限り特に制限されず、例えば、ホットメルト
型接着剤等の接着手段、超音波溶着等の溶着手段などの任意の接合手段を採用することが
できる。
【００７９】
　そして、上述の実施形態では、液流動制御部ＦＣの第１接合部４４の長手方向Ｌにおけ
る内方側端縁が、幅方向Ｗに沿って直線状に延びている。このように、第１接合部４４の
長手方向Ｌにおける内方側端縁が幅方向Ｗに沿って直線状に延びていると、当該第１接合
部４４の長手方向Ｌにおける内方側端縁を起点として起立する第１壁部４２及び第２壁部
４３の起立構造が安定し易く、上述の液流動制御部ＦＣの機能をより着実に発揮させるこ
とができる。
【００８０】
　また、本実施形態では、上述のとおり、液流動制御部ＦＣは、腹部領域ＡＦ及び背部領
域ＡＢの各々に配置されていて、吸収体２１は、平面視にて、長手方向Ｌにおける腹部領
域側端縁２１Ｅ２が第２接合部４５の幅方向Ｗにおける内方側端縁のうち長手方向Ｌの最
も内方側に位置する内方側端部４５Ｅｉよりも長手方向Ｌの外方側に位置するとともに、
吸収体２１の幅方向Ｗにおける両端縁が少なくとも腹部領域ＡＦ及び背部領域ＡＢにおい
て基部４１の幅方向Ｗにおける内方側端縁よりも幅方向Ｗの外方側に位置するように、吸
収本体部２内に配置されているため、着用者がうつ伏せ状態で寝ているような場合（すな
わち、着用者から排出される排泄液が長手方向Ｌの腹部側へ向かう方向に流れ易いような
場合）でも、腹部領域ＡＦに配置された液流動制御部ＦＣによって、当該腹部領域ＡＦに
おける排泄液の横漏れを着実に防ぎつつ、長手方向Ｌにおける腹部側からの漏れも生じ難
くすることができる。
【００８１】
［弾性部材］
　上述の実施形態において、一対のサイドシート４、４の各々は、図１に示すように、幅
方向Ｗの内方側端縁部近傍に、当該一対のサイドシート４、４を長手方向Ｌに収縮させて
、幅方向Ｗの内方側端縁の起立を促すための５本（複数本）の弾性部材ＥＬが長手方向Ｌ
に沿って配置されている。
　本発明において、一対のサイドシートに配置される複数本の弾性部材は、展開した状態
の吸収本体部（具体的には、一対のサイドシートを介して吸収本体部）に長手方向の収縮
力を付与し得る材料であれば特に制限されず、例えば、天然ゴムからなる糸ゴムや平ゴム
；ウレタン、エチレン－酢酸ビニル共重合体（ＥＶＡ）等の熱可塑性エラストマーを糸状
又は帯状に成形したものなどの任意の弾性部材を用いることができる。
【００８２】
　本発明の吸収性物品に用い得る弾性部材の寸法形状は、サイドシートを介して展開した
状態の吸収本体部を長手方向に収縮し得るものであれば特に制限されず、吸収性物品の用
途やサイズなどに応じた任意の寸法形状を採用することができる。そのような寸法形状と
しては、例えば、弾性部材の長手方向長さが、吸収性物品の全長の１／４以上、好ましく
は１／３以上であり、繊度が２００ｄｔｅｘ～８００ｄｔｅｘの範囲内、好ましくは３０
０ｄｔｅｘ～７００ｄｔｅｘの範囲内である。なお、弾性部材の本数も、サイドシートを
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介して展開した状態の吸収本体部を長手方向に収縮し得るものであれば特に制限されず、
弾性部材は、一対の防漏壁部の各々に、１本や２本、３本以上等の任意の本数ずつ配置す
ることができる。
【００８３】
　また、上述の実施形態に係る尿取りパッド１においては、一対の防漏壁部（サイドシー
ト）の各々に配置された５本（複数本）の弾性部材ＥＬは、図１に示すように、幅方向Ｗ
の外方側に位置する弾性部材ＥＬの長手方向長さが、幅方向Ｗの内方側に位置する弾性部
材ＥＬの長手方向長さよりも長く形成されている。このように、幅方向Ｗの外方側に位置
する弾性部材ＥＬの長手方向長さが幅方向Ｗの内方側に位置する弾性部材ＥＬの長手方向
長さよりも長く形成されていると、一対の防漏壁部の幅方向Ｗにおける外方側部分におい
ては、第１壁部４２及び第２壁部４３による起立構造を維持し易くなり、幅方向Ｗの外方
側へ向かう排泄液に対する耐久性を更に確保することができる一方、一対の防漏壁部の幅
方向Ｗにおける内方側部分（すなわち、一対の防漏壁部の起立起点となる部分及び頂部と
なる部分）においては、変形や移動の自由度が高くなり、一対の防漏壁部を着用者の身体
形状（股間部の形状）に追従させながら密着させ易くすることができる。これにより、こ
のような複数本の弾性部材が配置された尿取りパッド１は、一対の防漏壁部の防漏機能を
より良好に発揮させることができる。
【００８４】
　また、上述の実施形態に係る尿取りパッド１においては、一対の防漏壁部の各々は、平
面視にて、複数本の弾性部材ＥＬによって長手方向Ｌに収縮可能に形成された、長手方向
Ｌに延在する収縮領域を有していて、当該収縮領域は、幅方向Ｗの内方側に位置する部分
の長手方向長さが、幅方向Ｗの外方側に位置する部分の長手方向長さよりも長く形成され
ている。このように、一対の防漏壁部の各々の収縮領域において、幅方向Ｗの内方側に位
置する部分の長手方向長さが幅方向Ｗの外方側に位置する部分の長手方向長さよりも長く
形成されていると、一対の防漏壁部の各々において、頂部となる部分が捲れ上がり難くな
り、当該一対の防漏壁部の防漏機能をより確実に発揮させることができる。
【００８５】
　さらに、上述の実施形態では、吸収体２１は、図１に示すように、腹部領域ＡＦにおい
て吸収体２１の幅方向Ｗの長さが最も長い部分である幅広部２１Ｍと、腹部領域ＡＦ及び
股間部領域ＡＣの境界部分において吸収体２１の幅方向Ｗの長さが幅広部２１Ｍの幅方向
Ｗの長さ（すなわち、腹部領域ＡＦにおける吸収体２１の幅方向Ｗの最大長さ）よりも小
さい幅狭部２１Ｎと、を有していて、当該幅狭部２１Ｎは、平面視にて上述の収縮領域と
重複している。このように、腹部領域ＡＦ及び股間部領域ＡＣの境界部分において、吸収
体２１の幅方向Ｗの長さが腹部領域ＡＦにおける吸収体２１の幅方向Ｗの最大長さよりも
小さい幅狭部２１Ｎを有していると、当該幅狭部２１Ｎを有する部分の尿取りパッド１の
剛性が相対的に低くなるため、尿取りパッド１を着用する際に、当該尿取りパッド１が、
上述の幅狭部２１Ｎを有する部分を起点として肌対向面側の表面が凹むように曲がり易く
なる。その上、かかる尿取りパッド１は、平面視にて、幅狭部２１Ｎが上述の収縮領域と
重複しているため、当該尿取りパッド１を着用する際に、曲率の大きい腹部領域ＡＦと股
間部領域ＡＣとの境界部分（すなわち、幅狭部２１Ｎと厚さ方向Ｔに重複する部分）にお
いて、防漏壁部の第２壁部４３の肌対向面側の表面が、図７に示すように、吸収本体部２
の肌対向面側の表面と略平行な面状の形態を維持したまま、上述の防漏壁部が肌対向面側
に向かって起立し易くなる。これにより、かかる尿取りパッド１は、着用する際に曲率が
大きくなる部分（すなわち、腹部領域ＡＦと股間部領域ＡＣとの境界部分）の防漏壁部と
、着用者の肌面との接触面積をより大きく確保することができる（換言すれば、防漏壁部
と着用者の肌面との間に、隙間を形成し難くすることができる）ため、排泄液の横漏れを
更に確実に防ぐことができる。
【００８６】
　本発明は、上述した実施形態の尿取りパッドのほかに、例えば、使い捨ておむつ、生理
用ナプキン、失禁パッド等の様々な吸収性物品に適用することができる。また、本発明の
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い範囲内において、適宜組み合わせや代替、変更等が可能である。なお、本明細書におい
て、「第１」、「第２」等の序数は、当該序数が付された事項を区別するためのものであ
り、各事項の順序や優先度、重要度等を意味するものではない。
【符号の説明】
【００８７】
　１　　尿取りパッド（吸収性物品）
　２　　吸収本体部
　２１　　吸収体
　２１Ａ　　第１吸収層
　２１Ｂ　　第２吸収層
　２１Ｅ１　　背部領域側端縁
　２１Ｅ２　　腹部領域側端縁
　２１Ｅ３　　幅方向における一方側端縁
　２１Ｅ４　　幅方向における他方側端縁
　２１Ｍ　　腹部領域における幅広部
　２１Ｎ　　幅狭部
　２２　　表面シート
　２３　　裏面シート
　２４　　バックフィルム
　３　　エンボス部
　４　　サイドシート（防漏壁部）
　４１　　基部
　４２　　第１壁部
　４３　　第２壁部
　４４　　第１接合部
　４５　　第２接合部
　４５Ｅｉ　　内方側端部
　ＡＦ　　腹部領域
　ＡＣ　　股間部領域
　ＡＢ　　背部領域
　ＡＷ１　　幅方向第１領域
　ＡＷ２　　幅方向第２領域
　ＥＬ　　弾性部材
　ＦＣ　　液流動制御部
【要約】
【課題】本発明は、排泄液の横漏れを着実に防ぎつつ、長手方向における背部側からの漏
れも生じ難くすることができる吸収性物品を提供する。
【解決手段】本発明の吸収性物品は、吸収体（２１）を備えた吸収本体部（２）と、一対
の防漏壁部とを具備し、一対の防漏壁部の各々は、基部（４１）と、第１壁部（４２）と
、第２壁部（４３）と、第１接合部（４４）及び第２接合部（４５）を含んで構成された
液流動制御部（ＦC）とを有し、吸収体（２１）は、平面視にて、長手方向における背部
領域側端縁が前記第２接合部（４５）の幅方向における内方側端縁のうち長手方向の最も
内方側に位置する内方側端部（４５Ｅｉ）よりも長手方向の外方側に位置すると共に、吸
収体（２１）の幅方向における両端縁が少なくとも背部領域（ＡＢ）において基部（４１
）の幅方向における内方側端縁よりも幅方向の外方側に位置するように、吸収本体部（２
）内に配置されている。
【選択図】図１
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