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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　肌に当接する表面層、防漏層、及びこれら両層間に介在された吸収層を備え、長手方向
の両側部に防漏壁が配されている生理用ナプキンが、幅方向を横断する折り線に沿って折
り畳まれて個装されている生理用ナプキンの個装体であって、
　前記防漏壁は、包装を解いて前記生理用ナプキンを展開したときに、前記吸収層の幅方
向外方から起立する基壁部と、該基壁部の上端部に連接された面状の肌当接部とを備えて
おり、
　前記基壁部における前記上端部近傍に、前記防漏壁の長手方向に亘って基壁部弾性部材
が配されており、
　前記防漏壁における一部の領域に、前記基壁部の一部が前記生理用ナプキンの幅方向内
方又は外方に延出するように折り重ねられ且つ折り重ねられた対向面の間が接合されて形
成された重層部が設けられており、前記防漏壁における前記重層部の形成領域が複数存在
しており、
　前記重層部は、前記肌当接部及び前記防漏層とは接合されておらず且つ前記基壁部弾性
部材を含んで形成されておらず、
　前記折り線は、前記防漏壁における前記重層部の形成領域又はその近傍を横断しており
、
　前記表面層の肌当接面側に、該表面層と前記吸収層とが一体的に圧密化されて形成され
た防漏溝が形成されており、該防漏溝は下記（１）～（３）の何れかの形状を有しており
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、
　前記折り線は、下記の防漏溝の変曲点又は防漏溝の数が変化する箇所を横断している生
理用ナプキンの個装体。
　（１）平面視において変曲点を有する形状。
　（２）前記生理用ナプキンの長手方向一端から他端に亘って、該生理用ナプキンの幅方
向に延びる仮想線を横断する前記防漏溝の数を数えた場合に、該防漏溝の数に変化が生じ
る形状。
　（３）平面視において変曲点を有し、且つ前記生理用ナプキンの長手方向一端から他端
に亘って、該生理用ナプキンの幅方向に延びる仮想線を横断する前記防漏溝の数を数えた
場合に、その数に変化が生じる形状。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、生理用ナプキンや失禁パッド等の吸収性物品の個装体に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、生理用ナプキンや失禁パッド等の吸収性物品として、長手方向の両側部に防漏壁が
配されているものが知られている。防漏壁は、吸収性物品を着用者にフィットする好まし
い立体形状に変形させること、着用者の肌に対する密着性を向上させ、液漏れを確実に防
止することなどを目的とするものである。
【０００３】
このような防漏壁を有する吸収性物品として、本出願人は先に、吸収層の幅方向外方から
起立した基壁部と、該基壁部の上端部に連設された面状の弾性伸縮部とを備えた防漏壁を
有し、後方部における基壁部の上端部から防漏層までの距離を、排泄部対向部における該
距離よりも短くした吸収性物品を提案した（特許文献１参照）。特許文献１記載の吸収性
物品における該距離の調整は、後方部の基壁部を構成する基壁部形成用シート部の一部に
、該シート部の一部を折り重ねて接合することによって形成された重層部を設けることな
どによりなされる。特許文献１記載の吸収性物品によれば、弾性伸縮部が着用者の肌に面
状に当接するため、肌へのフィット性及び液漏れ防止性の点で満足する結果が得られる。
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２４５３０６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
生理用ナプキンや失禁パッド等の吸収性物品は、通常、包装材と共に長手方向に適宜折り
畳まれ、所定箇所が封止された個装体として流通される。従って、個装体とされた吸収性
物品には、折り畳みによって形成された、吸収性物品の幅方向を横断する折り線が形成さ
れている。
特許文献１記載の防漏壁を有する吸収性物品は、個装体とされたときに、折り線の前後に
位置する防漏壁に望ましくない折りぐせがつきやすく、このため包装を解いて展開したと
きに、防漏壁に皴が発生したり、基壁部の起立が不充分になったりすることがあり、防漏
壁による効果（肌へのフィット性及び液漏れ防止性の向上）が充分に得られないという問
題があった。
【０００６】
従って、本発明の目的は、防漏壁を有する吸収性物品の個装体において、使用時に防漏壁
がしっかりと機能し、肌に対するフィット性及び液漏れ防止性に優れた吸収性物品の個装
体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明者らは、基壁部と面状の肌当接部とを備えた防漏壁を有し、個装時に折り畳まれて
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も使用時には該防漏壁が設計通りに起立して本来の作用効果を充分に発揮し得る吸収性物
品の個装体について種々検討した結果、折り畳みによって該吸収性物品に形成される、該
吸収性物品の幅方向を横断する折り線が、該基壁部の重層部又はその近傍を横断している
ことにより、折り畳みによる防漏壁への悪影響が最小限に抑えられ、良好なフィット性及
び液漏れ防止性が得られることを知見した。
【０００８】
本発明は、前記知見に基づきなされたものであり、肌に当接する表面層、防漏層、及びこ
れら両層間に介在された吸収層を備え、長手方向の両側部に防漏壁が配されている吸収性
物品が、幅方向を横断する折り線に沿って折り畳まれて個装されている吸収性物品の個装
体であって、前記防漏壁は、包装を解いて前記吸収性物品を展開したときに、前記吸収層
の幅方向外方から起立する基壁部と、該基壁部の上端部に連接された面状の肌当接部とを
備えており、前記防漏壁における一部の領域に、前記基壁部の一部が前記吸収性物品の幅
方向内方又は外方に延出するように折り重ねられ且つ折り重ねられた対向面の間が接合さ
れて形成された重層部が設けられており、該重層部は、前記肌当接部及び前記防漏層とは
接合されておらず、前記折り線は、前記防漏壁における前記重層部の形成領域又はその近
傍を横断している吸収性物品の個装体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】
【０００９】
本発明の吸収性物品の個装体は、使用時に防漏壁がしっかりと機能し、肌に対するフィッ
ト性及び液漏れ防止性に優れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
以下、本発明の吸収性物品の個装体を、その好ましい実施形態に基づき図面を参照して説
明する。図１及び図２には、本発明の吸収性物品の個装体の一実施形態としての生理用ナ
プキンの個装体が示されている。
【００１１】
本実施形態の生理用ナプキンの個装体３０は、図１に示すように、ナプキン１（図１では
図示せず）が折り畳まれて包装材２０によって個装（個別包装）されてなる。ナプキン１
には、図２に示すように、この折り畳みによって形成された３本の折り線Ｌ１～Ｌ３が形
成されている。即ち、個装体３０は、ナプキン１の幅方向を横断するこれらの折り線Ｌ１
～Ｌ３に沿って折り畳まれて個装されている。
【００１２】
本実施形態のナプキン１は、着用時に着用者の肌に当接する表面層としての液透過性の表
面シート２、防漏層としての液不透過性又は撥水性の裏面シート３、及びこれら両層２，
３間に介在された吸収層としての液保持性の吸収体４を備え、実質的に縦長の形状を有し
ている。ナプキン１の長手方向の両側部それぞれには、該長手方向の全長に亘って（後述
するナプキン１の前後端部Ｃ，Ｄ間に亘って）防漏壁５が配されている。
【００１３】
ナプキン１は、着用時に着用者の排泄部位に対向配置される排泄部対向部Ａと、着用時に
排泄部対向部Ａよりも着用者の背側（後方）に配される後方部Ｂと、ナプキン１の前端部
及び後端部をそれぞれ形成する前端部Ｃ及び後端部Ｄとを、長手方向に有している。本実
施形態における排泄部対向部Ａと後方部Ｂとの境界は、ナプキン１の長手方向の略中央部
に存する。前端部Ｃと排泄部対向部Ａとの境界は、ナプキン１の長手方向前端１Ｃからナ
プキン１の長手方向の全長の略５～１０％に相当する距離離間した位置に存する。後方部
Ｂと後端部Ｄとの境界は、ナプキン１の長手方向後端１Ｄからナプキン１の長手方向の全
長の略略５～１０％に相当する距離離間した位置に存する。
【００１４】
表面シート２は、吸収体４の上面（肌当接面側）の全域を被覆し、且つ吸収体４の長手方
向両側縁を覆って裏面シート３側へ巻き込まれている。裏面シート３は、吸収体４の下面
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（非肌当接面側）を被覆し、更に吸収体４の長手方向両側縁から幅方向外方に延出してお
り、後方部Ｂにおいて一対のサイドフラップ６，６を形成している。また、裏面シート３
は、排泄部対向部Ａの所定箇所において更に幅方向外方に延出して、一対のウイング部７
，７を形成している。ウイング部７は、ナプキン１の着用時に下着のクロッチ部の外面側
に折り返されて用いられる。表面シート２及び裏面シート３は、吸収体４の前後端から長
手方向に延出し、その延出部分において互いにヒートシール等により接合されてエンドシ
ール部１０，１０を形成している。
【００１５】
尚、「肌当接面側」は、ナプキン着用時に着用者の肌側に向けられる面であり、「非肌当
接面側」は、ナプキン着用時に下着側（着用者の肌側とは反対側）に向けられる面である
。また、「長手方向」は、ナプキン又は各種部材の長手方向に沿う方向であり、「幅方向
」は、長手方向と直交する方向である。
【００１６】
吸収体４は、図３（ａ）に示すように、上層吸収体４１及び下層吸収体４２からなる２層
構造を有している。上層吸収体４１は、下層吸収体４２と同様に縦長で、下層吸収体４２
よりも長さが短く、幅が狭くなっている。上層吸収体４１は、下層吸収体４２の幅方向中
央部で且つナプキン１の着用時に着用者の排泄部位を跨ぐように配置されており、上層吸
収体４１の長手方向と下層吸収体４２の長手方向とは一致している。上層吸収体４１と下
層吸収体４２との間は接合されていない。上層吸収体４１の斯かる構成・配置により、ナ
プキン１の肌当接面側における上層吸収体４１が配置されている領域は、他の領域に比し
て嵩高の中高部となる。この中高部が、ナプキン１の着用時において、着用者の排泄部位
を跨ぐように装着者の股間部にフィットすることで、ナプキン１のフィット性及び液漏れ
防止性が一層高められる。
【００１７】
裏面シート３の非肌当接面側の所定箇所には本体粘着部（図示せず）が、ウイング部６の
非肌当接面側にはウイング部粘着部（図示せず）が、それぞれ設けられている。本体粘着
部及びウイング部粘着部は、何れもナプキン１を下着に固定するための固定手段であり、
包装材２０は、これらの粘着部を介してナプキン１の非肌当接面側に剥離可能に粘着され
ている。本体粘着部及びウイング部粘着部は、何れもホットメルト粘着剤を所定箇所に塗
布することにより設けられている。包装材２０は、個装体３０の外面を形成するものであ
り、ナプキン１よりも長さが長く、幅が広く、矩形形状を有している。包装材２の幅方向
に沿う一方の端縁（ナプキン１の前端１Ｃ寄りの端縁）には、感圧接着式の公知のタブテ
ープ２１が設けられている。
【００１８】
防漏壁５は、包装を解いてナプキン１を展開したときに、図４に示すように、吸収体４の
幅方向外方から起立する基壁部５１と、該基壁部５１の上端部５４に、該上端部５４の長
手方向の全長に亘って連接された面状の肌当接部５２とを備えている。
【００１９】
防漏壁５について更に説明すると、防漏壁５は、防漏壁形成用シート５３を主体として構
成されている。防漏壁形成用シート５３は、長手方向に亘って一定の幅を有するシートで
、基壁部５１及びその上端部５４に肌当接部５２が連設された形状を有するように折り返
されている。従って、防漏壁形成用シート５３を折り返して形成された防漏壁５は、図３
（ａ）に示すように、基壁部５１及び肌当接部５２において２層構造となっている。基壁
部５１の下端部５５は、吸収体４の非肌当接面側に巻き込まれている。吸収体４の非肌当
接面側に巻き込まれた下端部５５は、吸収体４の非肌当接面側に巻き込まれた表面シート
２の非肌当接面側と、裏面シート３の肌当接面側との間に、接着剤等の公知の接合手段に
より固定されている。
【００２０】
肌当接部５２は、基壁部５１の上端部５４からナプキン１の幅方向内方に張り出す内方肌
当接部５２Ａと、基壁部５１の上端部５４から生理用ナプキン１の幅方向外方に張り出す
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外方肌当接部５２Ｂとから構成されており、少なくとも排泄部対向部Ａにおいて着用者の
肌に面状に当接するようになっている。
本実施形態においては、図３（ａ）に示すように、内方肌当接部５２Ａ及び外方肌当接部
５２Ｂは共に、略水平に張り出している。即ち、内方肌当接部５２Ａ及び外方肌当接部５
２Ｂは、両者が一体となって平面状に形成され、肌当接部５２と基壁部５１とは、図３（
ａ）に示す如き防漏壁５の幅方向（ナプキン１の幅方向）の断面視において、Ｔ字状を形
成している。
【００２１】
内方肌当接部５２Ａ及び外方肌当接部５２Ｂそれぞれには、防漏壁５の長手方向に亘って
肌当接部弾性部材９２が１本又は複数本配されている（図３（ａ）及び図４においてはそ
れぞれ１本のみ図示）。以下、内方肌当接部５２Ａに配された肌当接部弾性部材９２を内
方弾性部材９２Ａ、外方肌当接部５２Ｂに配された肌当接部弾性部材９２を外方弾性部材
９２Ｂという。内方弾性部材９２Ａ及び外方弾性部材９２Ｂがそれぞれ複数本ある場合、
複数本の弾性部材９２Ａ，９２Ｂは、それぞれ肌当接部５２の幅方向に所定間隔を置いて
配される。
【００２２】
内方弾性部材９２Ａ及び外方弾性部材９２Ｂは、それぞれ内方肌当接部５２Ａ及び外方肌
当接部５２Ｂを構成する２層の防漏壁形成用シート５３，５３の間に伸長状態で配されて
おり、接着剤等の公知の手段によって該２層の防漏壁形成用シート５３，５３と接合され
ている。
内方肌当接部５２Ａ及び外方肌当接部５２Ｂに内方弾性部材９２Ａ及び外方弾性部材９２
Ｂが配されることによって、肌当接部５２に弾性伸縮性が付与され伸縮領域が形成されて
いる。伸縮領域とは、実質的に伸縮性が発現する領域をいい、肌当接部弾性部材９２が存
在する領域であっても、例えば、ヒートシール等が施されて剛性が高くなることによって
、実質的に伸縮性が発現しなくなっている領域は含まない。
【００２３】
肌当接部弾性部材９２は、少なくとも排泄部対向部Ａに配されており、更に前端部Ｃ及び
／又は後方部Ｂ、後端部Ｄ側にも延びて配されていることが好ましい。
内方弾性部材９２Ａの本数は、好ましくは１～５本、更に好ましくは１～３本であり、外
方弾性部材９２Ｂの本数は、好ましくは１～５本、更に好ましくは１～３本である。
【００２４】
本実施形態においては、内方肌当接部５２Ａ及び外方肌当接部５２Ｂの張り出し幅は異な
っている。内方肌当接部５２Ａの張り出し幅と外方肌当接部５２Ｂの張り出し幅との比（
前者：後者）は、好ましくは１：５～５：１であり、特に、肌当接部５２のナプキン１の
内方への張り出しによる液吸収面の面積縮小を防止し、該液吸収面を幅方向に広くできる
点から、更に好ましくは１：１～１：４である。
また、内方肌当接部５２Ａの長手方向に沿った自由端から外方肌当接部５２Ｂの長手方向
に沿った自由端までの長さ、即ち、肌当接部５２の幅は、フィット性及び防漏壁を汚しに
くくする点から、１０～５０ｍｍが好ましい。
【００２５】
また、本実施形態においては、基壁部５１における上端部５４近傍に、防漏壁５の長手方
向に亘って基壁部弾性部材９１が配されている。基壁部弾性部材９１は、基壁部５１の上
端部５４近傍において、２層の防漏壁形成用シート５３，５３の間に伸長状態で配されて
おり、接着剤等の公知の手段によって該２層の防漏壁形成用シート５３，５３と接合され
ている。基壁部弾性部材９１と接合された２層の防漏壁形成用シート５３，５３は、基壁
部弾性部材９１の収縮力によって収縮し、図４に示すように、基壁部５１には、上端部５
４と基壁部弾性部材９１との間に多数の襞８が形成される。基壁部弾性部材９１は、少な
くとも排泄部対向部Ａに配されており、更に前端部Ｃ及び／又は後方部Ｂ、後端部Ｄ側に
も延びて配されていることが好ましい。このように、基壁部５１における上端部５４の近
傍（肌当接部５２の近傍）に基壁部弾性部材９１が配されていることにより、ナプキン１
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の使用時において、肌当接部５２の面形状を平面として一層安定的に保持させることが可
能となる。
【００２６】
基壁部５１における上端部５４と基壁部弾性部材９１との間隔Ｔ１は、襞８を多数形成し
て肌当接部５２の面形状の更なる安定を図る観点から、好ましくは１～１０ｍｍ、更に好
ましくは１～５ｍｍである。間隔Ｔ１が１０ｍｍを超えてしまうと、基壁部弾性部材９１
と吸収体４との間の距離が短くなって、小さな襞が形成されにくくなり、基壁部弾性部材
９１を設ける意義（肌当接部５２の面形状の更なる安定）が薄れてしまうおそれがある。
多数の襞８それぞれの大きさは、同一でなくてもよく、また襞８は、少なくとも排泄部対
向部Ａの全域に亘って連続して形成されていることが好ましい。
【００２７】
ナプキン１の長手方向の全長に亘って配されている防漏壁５における一部の領域には、図
３（ｃ）及び図３（ｄ）に示すように、基壁部５１の一部がナプキン１の幅方向内方に延
出するように折り重ねられ且つ折り重ねられた対向面の間が接合されて形成された重層部
５８Ａ，５８Ｂが設けられている。重層部５８Ａ，５８Ｂは、肌当接部５２及び裏面シー
ト３とは接合されておらず、防漏壁５の起立状態においては、肌当接部５２及び裏面シー
ト３それぞれから離間した位置に存する。右側部の防漏壁５における重層部５８Ａ，５８
Ｂの形成領域と、左側部の防漏壁５における重層部５８Ａ，５８Ｂの形成領域とは、ナプ
キン１の幅方向中央を通る仮想直線（図示せず）を挟んで左右対称位置にある。
【００２８】
本実施形態においては、防漏壁５における重層部５８Ａ，５８Ｂの形成領域が複数存在し
ている。
具体的には、排泄部対向部Ａにおける前端部Ｃ寄りの領域Ａ１においては、図３（ｃ）に
示すように、基壁部５１において、防漏壁形成用シート５３の一部が、ナプキン１の幅方
向内方に延出するように山折りに折り重ねられ、且つ折り重ねられた対向面の間が接着剤
、ヒートシール等の接合手段により接合されて折り重ね形態が維持されることにより、重
層部５８Ａが形成されている。重層部５８Ａは、領域Ａ１の長手方向の全長に亘って、基
壁部５１における肌当接部５２及び防漏層３それぞれから離間した位置に形成されており
、且つ吸収体４の肌当接面側にて接着剤、ヒートシール等の接合手段により表面シート２
に接合固定されている。
また、排泄部対向部Ａにおける後方部Ｂ寄りの領域Ａ２及び後方部Ｂの全領域においては
、これらの領域の長手方向の全長に亘って、図３（ｄ）に示すように、重層部５８Ｂが形
成されている。重層部５８Ｂは、表面シート２に接合されていない点以外は重層部５８Ａ
と同様に形成されている。
このように、本実施形態に係る重層部には、重層部がナプキン１の他の構成部材に接合さ
れていない形態（重層部５８Ａ）、及び重層部が吸収体の肌当接面側（上方）にて他の構
成部材（表面層）に接合されている形態（重層部５８Ｂ）の２種類の形態が含まれる。
【００２９】
一方、排泄部対向部Ａにおける前記Ａ１及びＡ２以外の領域Ａ３（ウイング部７形成箇所
に対応する領域）には、図３（ａ）及び図４に示すように、重層部５８Ａ，５８Ｂは設け
られていない。領域Ａ３は、着用者の排泄部位に対応する領域である。
このように、本実施形態においては、着用者の排泄部位に対応する領域Ａ３に配されてい
る防漏壁５には重層部５８Ａ，５８Ｂは設けられておらず、該領域Ａ３は重層部の非形成
領域とされており、防漏壁５における複数の重層部５８Ａ，５８Ｂの形成領域（Ａ１、Ａ
２及び後方部Ｂ）は、該重層部の非形成領域Ａ３を前後から挟むように配されている。
【００３０】
尚、本発明に係る重層部は、上述したように肌当接部５２及び裏面シート３とは接合され
ないものであり、本発明に係る重層部には、１）基壁部５１が折り重ねられ且つ接合され
てなる重層部が、肌当接部５２に接合している場合（図３（ｅ）参照）の該重層部は含ま
れず、また、２）基壁部５１が折り重ねられ且つ接合されてなる重層部が、裏面シート３
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に接合している場合（図示せず）の該重層部も含まれない。
防漏壁５の起立時における肌当接部５２と重層部５８Ａ（５８Ｂ）との間隔（基壁部５１
における上端部５４と重層部５８Ａ（５８Ｂ）との間隔）Ｔ２は、好ましくは２～１５ｍ
ｍ、更に好ましくは３～８ｍｍであり、防漏壁５の起立時における裏面シート３と重層部
５８Ａ（５８Ｂ）との間隔（基壁部５１における下端部５５と重層部５８Ａ（５８Ｂ）と
の間隔）Ｔ３は、好ましくは５～１５ｍｍ、更に好ましくは８～１２ｍｍである。
【００３１】
防漏壁５における重層部５８Ａ，５８Ｂの形成領域（排泄部対向部Ａにおける領域Ａ１及
びＡ２、並びに後方部Ｂ）は、該防漏壁５における重層部５８Ａ，５８Ｂの非形成領域（
排泄部対向部Ａにおける領域Ａ３）に比して、防漏壁５の起立時における基壁部５１の上
端部５４から裏面シート３までの厚み方向距離が短くなっている。このように、防漏壁５
における一部の領域に重層部５８Ａ，５８Ｂを設けて、該領域における防漏壁５の起立時
の高さを抑制することにより、ナプキン１のフィット性（特に着用者の排泄部位の前後に
対するフィット性）が良好となり、ナプキン１と身体とが無理なくフィットし、違和感が
低減される。
【００３２】
本実施形態においては、重層部５８Ａ，５８Ｂは基壁部弾性部材９１を含んで形成されて
いない。重層部５８Ａ，５８Ｂが、何れも基壁部弾性部材９１を含んで形成されておらず
、基壁部弾性部材９１が重層部５８Ａ，５８Ｂによって固定されていないことによって、
重層部５８Ａ，５８Ｂの形成領域における肌当接部５２の平面形状がより安定する。この
平面形状の安定効果は、重層部５８と基壁部５１の上端部５４との間に弾性部材が少なく
とも１本存在することで達成できる。
【００３３】
防漏壁５における重層部５８Ａ，５８Ｂの形成領域（排泄部対向部Ａにおける領域Ａ１及
びＡ２、並びに後方部Ｂ）の長手方向の長さ（各領域の長手方向の長さの合計）は、起立
している防漏壁５の長手方向の長さの全長に対して、好ましくは４０～８０％であり、更
に好ましくは５０～７０％である。
また、重層部５８Ａ，５８Ｂの非形成領域Ａ３よりもナプキン１の長手方向前端１Ｃ側に
位置する、重層部の形成領域（Ａ１）の長手方向の長さは、起立している防漏壁５の長手
方向の長さの全長に対して、好ましくは５～３０％であり、更に好ましくは１０～２０％
である。
また、重層部５８Ａ，５８Ｂの非形成領域Ａ３よりもナプキン１の長手方向後端１Ｄ側に
位置する、重層部の形成領域（Ａ２及び後方部Ｂ）の長手方向の長さは、起立している防
漏壁５の長手方向の長さの全長に対して、好ましくは２０～７０％であり、更に好ましく
は３０～６０％である。
【００３４】
肌当接部５２は、前端部Ｃにおいて、そのナプキン１の長手方向前端１Ｃの近傍部分が、
前端１Ｃ側のエンドシール部１０により、表面シート２又は裏面シート３の肌当接面側に
接合されており、また、その内側部側が、表面シート２の肌当接面側に接合されている（
図３（ｅ）参照）。
同様に、肌当接部５２は、後端部Ｄにおいて、そのナプキン１の長手方向後端１Ｄの近傍
部分が、後端１Ｄ側のエンドシール部１０により、表面シート２又は裏面シート３の肌当
接面側に接合されており、また、その内側部側が、表面シート２の肌当接面側に接合され
ている。
【００３５】
防漏壁５は、包装を解いてナプキン１を展開したときに、排泄部対向部Ａ及び後方部Ｂに
おいては、肌当接部弾性部材９２による収縮力によって起立する。一方、防漏壁５は、前
端部Ｃ及び後端部Ｄにおいては、少なくとも肌当接部５２の幅方向内側（内方肌当接部５
２Ａ）が、表面シート２又は裏面シート３に接合されていることによって、起立が阻害さ
れており、起立しない。そのため、肌当接部５２の収縮によって、ナプキン１は、その長
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手方向の全体形状が、図５に示すように、凹状に湾曲する。
【００３６】
上述の如き構成の防漏壁５が配されているナプキン１には、図２に示すように、個装時の
折り畳みによって形成された、ナプキン１の幅方向を横断する３本の折り線Ｌ１～Ｌ３が
形成されている。そして、これらの折り線Ｌ１～Ｌ３は、防漏壁５における重層部５８Ａ
，５８Ｂの形成領域（Ａ１、Ａ２及び後方部Ｂ）又はその近傍を横断している。
具体的には、折り線Ｌ１及びＬ２は、何れも重層部５８Ｂの形成領域の一つである後方部
Ｂを横断しており、折り線Ｌ３は、重層部５８Ａの形成領域である排泄部対向部Ａ中の領
域Ａ１の近傍を横断している。ここで、防漏壁における重層部の形成領域の近傍とは、該
形成領域に隣接する、該重層部が設けられていない該防漏壁中の領域であり、該形成領域
との境界と、該境界から５ｍｍ離間した位置との間に亘る領域である。
【００３７】
このように、ナプキン１の折り畳みに利用される折り線Ｌ１～Ｌ３が、重層部５８Ａ，５
８Ｂの形成領域又はその近傍を横断していることにより、ナプキン１を折り線Ｌ１～Ｌ３
で折り曲げたときに、防漏壁５に皴が発生したり、折り線Ｌ１～Ｌ３の前後に位置する防
漏壁５の部分に望ましくない折りぐせがついたりするなどといった、防漏壁５の乱れが防
止され、ナプキン１の使用時に防漏壁５を設計通りに起立させ、防漏壁５による効果（肌
へのフィット性及び液漏れ防止性の向上）が充分に得られるようになる。
仮に、ナプキン１の折り畳みに利用される折り線が、防漏壁５における重層部の非形成領
域Ａ３を横断している場合、個装時のナプキン１の折り畳みにより、該領域Ａ３における
防漏壁５に乱れが生じやすくなるため、ナプキン１の使用時に防漏壁５が充分に起立しな
い、防漏壁５の起立方向に乱れが生じる、防漏壁５に皴がはいるなどの不都合が生じるお
それが高まり、防漏壁５により奏されるべき効果が充分に奏されないことになる。
【００３８】
尚、本実施形態においては、防漏壁における重層部の形成領域を横断する折り線（Ｌ１，
Ｌ２）、及び防漏壁における重層部の形成領域の近傍を横断する折り線（Ｌ３）の２種類
の折り線が形成されているが、本発明には、これらのうちの何れか１種類の折り線のみが
形成されているものも含まれる。１種類の折り線のみを有する形態を採用する場合、この
１種類の折り線としては、防漏壁の起立性の観点から、重層部の形成領域の近傍を横断す
る折り線が好ましい。
【００３９】
また、本実施形態においては、折り線Ｌ１～Ｌ３の位置は、重層部５８Ａ，５８Ｂのみな
らず、防漏溝８とも密接に関係している。以下、この点について説明する。
【００４０】
表面シート２の肌当接面側に、該表面シート２と吸収体４とが一体的に圧密化されて形成
された防漏溝８が形成されている（図３（ｂ）参照）。防漏溝８は、少なくとも排泄部対
向部Ａ及び後方部Ｂに亘って形成されている略楕円形状の全周溝８１と、該全周溝８１に
よって閉じられた領域内に形成され、後方部Ｂに位置する後方溝８２とからなる。後方溝
８２は、ナプキン１の後端１Ｄに向けて凸の略Ｕ字状に形成されている。防漏溝８は、例
えばヒートエンボス加工により形成することができる。
【００４１】
上層吸収体４１は、平面視で全周溝８１によって包囲されており、表面シート２と下層吸
収体４２とからなる閉鎖空間に封入されている。更に、上層吸収体４１の長手方向後端部
は、後方溝８２によっても包囲されている。防漏溝８が上層吸収体４１との関係において
このように配されていることにより、上層吸収体４１における液の吸収効率が一層高めら
れると共に、特に後方部Ｂの上向きの可撓性が一層高められ、身体に対するフィット性が
一層向上する。
【００４２】
全周溝８１は、図２に示すように、平面視において４つの変曲点８１ａ，８１ｂ，８１ｃ
，８１ｄを有している。本明細書において、変曲点とは、曲率の異なる２種類の曲線の変
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わり目を意味し、この変わり目で引いた接線に対し、曲線の一方と他方とが異なる側にあ
るもののみならず、同じ側にあるものも含まれる。変曲点８１ａと８１ｂとは、ナプキン
１の幅方向中央を通る仮想直線（図示せず）を介して左右対称に位置している。同様に、
変曲点８１ｃと８１ｄとも該仮想直線を介して左右対称に位置している。
【００４３】
また、ナプキン１の長手方向一端（１Ｃ又は１Ｄ）から他端（１Ｄ又は１Ｃ）に亘って、
該ナプキン１の幅方向に延びる図示しない仮想直線（前記折り線と平行な仮想直線）を横
断する防漏溝の数を数えた場合、例えば排泄部対向部Ａのように、全周溝８１のみが形成
されている箇所における該防漏溝の数は２本であり、後方部Ｂの一部の領域のように、全
周溝８１に加えて後方溝８２が形成されている箇所における該防漏溝の数は４本である。
このように、後方溝８２の長手方向前後端は、何れも防漏溝の数に変化が生じる箇所であ
る。
従って、全周溝８１と後方溝８２とからなる防漏溝８は、「平面視において変曲点を有し
、且つ吸収性物品の長手方向一端から他端に亘って、該吸収性物品の幅方向に延びる仮想
線を横断する防漏溝の数を数えた場合に、その数に変化が生じる形状」（本願の請求項２
に記載の形状（３））を有している。
【００４４】
そして、本実施形態においては、折り線Ｌ１～Ｌ３が、上述したように防漏壁５における
重層部５８Ａ，５８Ｂの形成領域又はその近傍を横断していることに加えて、「防漏溝の
変曲点」（８１ａ，８１ｂ，８１ｃ，８１ｄ）又は「防漏溝の数が変化する箇所」（８ｃ
）を横断している。本明細書において、「防漏溝の数が変化する箇所」とは、上記のよう
にナプキン１の幅方向に延びる仮想直線（図示せず）を横断する防漏溝の数を数えた場合
に、その数に変化が生じた箇所（本実施形態では後方溝８２の長手方向前後端）を中心と
して、該箇所からその前後方向（該仮想直線と直交する方向）それぞれに５ｍｍ離間した
位置に亘る領域を意味する。
具体的には、折り線Ｌ１及びＬ２は、何れも防漏壁５における重層部５８Ｂの形成領域を
横断すると共に、防漏溝の数が変化する箇所８ｃを横断しており、折り線Ｌ３は、防漏壁
５における重層部５８Ａの形成領域の近傍を横断すると共に、防漏溝８（全周溝８１）の
変曲点８１ａ及び８１ｂを横断している。
【００４５】
このように、ナプキン１の折り畳みに利用される折り線Ｌ１～Ｌ３が、「防漏溝の変曲点
」又は「防漏溝の数が変化する箇所」を横断していることにより、ナプキン１の折り曲げ
易さが一層高まり、折り曲げた時に表面シート２などに折り皴が発生し難くなる。表面シ
ート２に折り皴が発生すると、防漏壁５の乱れに繋がる可能性があるため、斯かる構成は
、防漏壁５の乱れ防止及び安定した性能発揮にも有効である。「防漏溝の変曲点」及び「
防漏溝の数が変化する箇所」は、何れもナプキン１の剛性の変化点でもあり、ナプキン１
の剛性が相対的に低いため、ナプキン１を折り曲げ易い。
【００４６】
本実施形態のナプキン１における表面シート２（表面層）、裏面シート３（防漏層）及び
吸収体４（吸収層）としては、生理用ナプキン等の吸収性物品において従来から用いられ
ている各種材料を特に制限なく用いることができる。
表面シート２としては、例えば、親水化処理が施された各種不織布や開孔フィルム等の液
透過性のシートを用いることができる。裏面シート３としては、例えば、熱可塑性樹脂の
フィルム（ポリエチレンフィルム等）や、該フィルムと不織布とのラミネート等の液不透
過性又は撥水性のシートを用いることができ、水蒸気透過性を有するものを用いることも
できる。
吸収体４としては、生理用ナプキン等の吸収性物品における吸収体として従来から用いら
れている各種材料を特に制限なく用いることができ、例えば、パルプ繊維を堆積させて得
られた積繊層、パルプ繊維を原料とする不織布からなるものを用いることができる。吸収
体４は吸収性ポリマーを含有していてもよい。
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【００４７】
また、防漏壁５を構成する防漏壁形成用シート５３としては、生理用ナプキン等の吸収性
物品における防漏壁を構成する材料として従来から用いられている材料を特に制限なく用
いることができ、特に好ましくは疎水性不織布等の撥水性のシートが用いられる。
防漏壁５における基壁部弾性部材９１及び肌当接部弾性部材９２は、弾性を有しているも
のであれば、糸状の弾性部材に制限されず、帯状のものでもよい。
また、防漏壁５は、本実施形態においては基壁部５１と肌当接部５２とが一体的に形成さ
れているが、基壁部５１と肌当接部５２とを別々に製造し、それらを接合して形成するこ
ともできる。
【００４８】
本実施形態の個装体３０は、上述の如き構成を有するナプキン１を、包装材２０と共に、
幅方向を横断する折り線Ｌ１～Ｌ３に沿って折り畳み、該包装材２の所定箇所を封止する
ことにより得られる。
具体的には、図２に示す如き、包装材２上に展開状態のナプキン１が載置されている状態
から、図６に示すように、先ず、折り線Ｌ１に沿って、ナプキン１を、包装材２０と共に
ナプキン１の長手方向に向けて肌当接面側に折り曲げる。次いで、折り線Ｌ２に沿って、
ナプキン１を同様に折り曲げ、更に、折り線Ｌ３に沿って、ナプキン１を同様に折り曲げ
る。
そして、このようにして折り畳まれた状態のナプキン１の両側縁から幅方向外方に延出す
る包装材２０の両側部を、エンボス加工等の公知の接合方法により封止すると共に、包装
材２０の端縁部をタブテープ２１で所定箇所に止着することにより、図１に示す如きナプ
キン１の個装体３０が得られる。
尚、一対のウイング部７，７は、予め、吸収体４の長手方向両側縁に沿って該吸収体４の
肌当接面側の面上（表面シート２上）に折り曲げておいても良い。この場合、ウイング部
７の非肌当接面側に設けられている前記ウイング部粘着部（図示せず）を、包装材２０と
は別体の剥離シートで被覆し、ナプキン１の使用時まで保護しておくことが望ましい。
【００４９】
本実施形態の個装体３０は、この種の吸収性物品の個装体と同様に使用することができる
。
上述の如き構成を有する本実施形態のナプキン１の個装体３０によれば、折り線Ｌ１～Ｌ
３が、防漏壁５における重層部５８Ａ，５８Ｂの形成領域又はその近傍を横断しているた
め、ナプキン１を折り線Ｌ１～Ｌ３で折り曲げたことに起因する防漏壁５の乱れが効果的
に防止される。従って、防漏壁５に期待される作用効果が充分に発揮され、肌へのフィッ
ト性及び液漏れ防止性の点で満足できる結果が得られる。
また、本実施形態のように、折り線Ｌ１～Ｌ３が、防漏壁５における重層部５８Ａ，５８
Ｂの形成領域又はその近傍を横断していることに加えて、「防漏溝の変曲点」又は「防漏
溝の数が変化する箇所」を横断している場合には、ナプキン１（吸収体４）の折り曲げ易
さが更に高まり、ナプキン１を折り線Ｌ１～Ｌ３で折り曲げたことに起因する表面シート
２や吸収体４の乱れが効果的に防止され、ひいては肌へのフィット性及び液漏れ防止性が
更に向上する。
また、本実施形態のように、基壁部５１における上端部５４近傍に、防漏壁５の長手方向
に亘って基壁部弾性部材９１が配されている場合には、肌当接部５２の面形状を一層安定
的に保持することができ、着用者の肌に対するフィット性及び液漏れ防止性の点でより満
足できる結果が得られる。
【００５０】
また、肌当接部５２が内方肌当接部５２Ａと外方肌当接部５２Ｂとからなり、両肌当接部
５２Ａ，５２Ｂに内方弾性部材９２Ａ及び外方弾性部材９２Ｂが配されていることにより
、肌当接部５２が伸縮性を有し、着用者の肌に対するフィット性が更に向上する。
更に、防漏壁５が、その幅方向の断面がＴ字状に形成されていることにより、肌当接部５
２が着用者の肌に面状に当接しやすい。



(11) JP 5053765 B2 2012.10.17

10

20

30

40

50

【００５１】
本発明の吸収性物品の個装体は、前記実施形態に制限されるものではなく、本発明の趣旨
を逸脱しない範囲において種々変形可能である。
例えば、重層部５８Ａ，５８Ｂは、何れも基壁部５１の一部がナプキン１の幅方向内方に
延出するように折り重ねられて形成されていたが、該一部がナプキン１の幅方向外方に延
出するように折り重ねられて形成されていても良い。
また、前記実施形態では、排泄部対向部Ａにおける前端部Ｃ寄りの領域Ａ１には図３（ｃ
）に示す如き形態の重層部５８Ａが、排泄部対向部Ａにおける後方部Ｂ寄りの領域Ａ２及
び後方部Ｂの全領域には図３（ｄ）に示す如き形態の重層部５８Ｂが、それぞれ形成され
ていたが、これとは逆に、領域Ａ１に重層部５８Ｂが、領域Ａ２及び後方部Ｂの全領域に
重層部５８Ａが設けられていても良く、あるいは、ナプキン１に設けられている重層部の
全てが、重層部５８Ａ又は５８Ｂの何れかであっても良い。
【００５２】
重層部５８Ａ，５８Ｂの折り重ね回数、幅、折り重ねられた対向面における接着剤、ヒー
トシール等の接合手段の位置、並びに防漏壁５における重層部５８Ａ，５８Ｂの配置箇所
等は、適宜設定することができる。
また、前記折り線、即ち、吸収性物品の幅方向を横断し且つ前記防漏壁における前記重層
部の形成領域又はその近傍を横断する折り線）の数に特に制限は無い。
【００５３】
また、断面Ｔ字状の防漏壁５を採用する場合、内方肌当接部５２Ａ及び外方肌当接部５２
Ｂそれぞれの張り出し幅は同一でもよく、外方肌当接部５２Ｂの方が内方肌当接部５２Ａ
よりも張り出し幅が大きくてもよい。
また、内方肌当接部５２Ａ及び外方肌当接部５２Ｂは、上端部５４からそれぞれ水平に張
り出していなくてもよく、例えば、それぞれの先端が斜め上方に向けて張り出すことによ
り、肌当接部５２と基壁部５１とが防漏壁５の幅方向の断面視においてＹ字状を形成して
いてもよく、また、内方肌当接部５２Ａ及び外方肌当接部５２Ｂの何れか一方のみが斜め
上方に傾斜していてもよい。
【００５４】
また、面状の肌当接部５２を有する防漏壁５においては、内方肌当接部５２Ａがなく、外
方肌当接部５２Ｂのみが設けられた形態でもよく、その反対に、外方肌当接部５２Ｂがな
く、内方肌当接部５２Ａのみが設けられた形態でもよいが、肌当接部５２の面形状を安定
させる点からは、これら２つの形態（内方又は外方の何れか一方にのみ肌当接部が設けら
れている（延出している）形態）において、肌当接部５２の延出方向とは異なる方向に基
壁部５１より突出部（上端部５４より突出したものに限られない）が延出されていること
が好ましく、基壁部５１の上端部５４よりナプキン１の内方又は外方に肌当接部５２が張
り出して、基壁部５１の上端部５４付近に突出部が延出されていることがより好ましい。
【００５５】
吸収体４は、上層吸収体４１と下層吸収体４２とが接着剤やエンボス手段により一体化さ
れていてもよく、また、中高構造を有していない平坦状であってもよい。
前述した各構成は、適宜組み合わせることができる。
また、前記実施形態では、本発明の吸収性物品の個装体の適用例の一つとして生理用ナプ
キンの個装体を挙げたが、例えばパンティライナー（おりものシート）、失禁パッド、使
い捨ておむつ等の吸収性物品の個装体にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】図１は、本発明の一実施形態である生理用ナプキンの個装体を示す平面図である
。
【図２】図２は、図１に示す個装体の展開状態における生理用ナプキンの肌当接面側（表
面シート側）を示す平面図である。
【図３】図３（ａ）は、図２に示すＸ１－Ｘ１線断面の模式図、図３（ｂ）は、図３（ａ
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）の部分拡大図、図３（ｃ）は、図２に示すＸ２－Ｘ２線断面の模式図、図３（ｄ）は、
図２に示すＸ３－Ｘ３線断面の模式図、図３（ｅ）は、図２に示すＸ４－Ｘ４線断面の模
式図である。
【図４】図４は、図２に示すＸ１－Ｘ１線断面の一部の斜視図である。
【図５】図５は、図２に示す生理用ナプキンの自然状態における概略形態を示す斜視図で
ある（折り線の図示を省略）。
【図６】図６は、図２に示す状態から生理用ナプキンを包装材と共に折り畳む過程を示す
平面図である。
【符号の説明】
【００５７】
３０　個装体
２０　包装材
１　生理用ナプキン（吸収性物品）
　２　表面シート（表面層）
　３　裏面シート（防漏層）
　４　吸収体（吸収層）
　　４１　上層吸収体
　　４２　下層吸収体
　５　防漏壁
　　５１　基壁部
　　５２　肌当接部
　　５３　防漏壁形成用シート
　　５４　基壁部の上端部
　　５８Ａ，５８Ｂ　重層部
　　９１　基壁部弾性部材
　　９２　肌当接部弾性部材
　８　防漏溝
　　８１　全周溝
　　　８１ａ，８１ｂ，８１ｃ，８１ｄ　防漏溝の変曲点
　　８２　後方溝
　　８ｃ　防漏溝の数が変化する箇所
　Ａ　排泄部対向部
　Ｂ　後方部
　Ｃ　前端部
　Ｄ　後端部
Ｌ１～Ｌ３　折り線
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