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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液不透過性の防漏層及び該防漏層より肌当接面側に配された液保持性の吸収層を具備す
る実質的に縦長の吸収性物品において、
　上記吸収性物品は、その長手方向において肌当接面側に凹状に湾曲し、且つ排泄部当接
位置の側部が平面視で中央方向に幅狭になったくびれ部を有し、且つ長手方向両側部に肌
当接面側に凸の凸曲面立体部を有しており、
　さらに、上記吸収性物品は、その中央部が、肌当接面側に凸の立体形状であり、
　上記吸収性物品の防漏層又は吸収層における長手方向の両側部それぞれに、帯状の伸縮
性シートが長手方向に伸張状態でそれぞれ配されており、
　上記の各伸縮性シートは、該伸縮性シートの長手方向に沿う外側縁部と幅方向に沿う両
端部が固定され、且つ該伸縮性シートの長手方向に沿う内側縁部が幅方向内側に凸の一対
の線状に固定されることで、幅方向の位置によって長手方向の固定部間の距離が異なり、
それによって上記凸曲面立体部が形成されていることを特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　上記吸収性物品の最大幅に対する上記くびれ部の最小幅が６０～９５％であり、且つ上
記くびれ部の長手方向の長さが、吸収性物品の長さに対し１０～７０％である請求項１記
載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、フィット性が高く、モレにくい、生理用ナプキンや失禁パッド等の吸収性物品
に関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
液透過性の表面層、液不透過性の防漏層および液保持性の吸収層からなる生理用ナプキン
や失禁パッドなどの吸収性物品は広く用いられているが、体への装着時において、吸収性
物品の周縁部から排泄物が漏れる問題がある。
【０００３】
そこで、漏れを防止するために、例えば、実開平５－５１１８号公報では吸収層の両側部
にクビレ部を設け、そのクビレ部の両側に表面シートと防漏シートを延出させ弾性体によ
り立ち上げた横漏れ防止片を形成させることが、また、実開昭５９－１９０２２７号公報
では発泡プラスチックからなる防漏シートと透水性表面シートから吸収体の両側に隆起部
を形成させることが提案されている。
しかし、装着者の体圧により横漏れ防止片が内側に倒れ込み排泄物が漏れ出すことがあり
、また、横漏れ防止片や隆起部が装着者に違和感を与えることがあるなど、未だ漏れ防止
と装着感を十分に満足していない。
【０００４】
従って、本発明の目的は、漏れ防止性能に優れ、また装着感の良好な吸収性物品を提供す
ることにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、着用者の排泄部位に対応する特定の立体形状を有する吸収性物品をより、
上記目的が達成されることを知見した。
【０００６】
本発明は、液不透過性の防漏層及び該防漏層より肌当接面側に配された液保持性の吸収層
を具備する実質的に縦長の吸収性物品において、上記吸収性物品は、その長手方向におい
て肌当接面側に凹状に湾曲し、且つ排泄部当接位置の側部が平面視で中央方向に幅狭にな
ったくびれ部を有し、且つ長手方向両側部に肌当接面側に凸の凸曲面立体部を有している
ことを特徴とする吸収性物品を提供するものである。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好ましい実施形態について、図面を参照して説明する。
【０００８】
本形態の吸収性物品としての生理用ナプキン１は、図１～図３に示すように、液不透過性
の防漏層３及び該防漏層３より肌当接面側に配された液保持性の吸収層２を具備し、実質
的に縦長の形状をしている。上記防漏層３は防漏シート３１により形成されており、上記
吸収層２は液体保持性の吸収体２１と、該吸収体２１の肌当接面側を覆うように配された
液体透過性の表面シート２２とからなる。上記表面シート２２は肌当接面を形成し、上記
防漏シート３１は非肌当接面を形成している。そして、非肌当接面には下着に装着するた
めのずれ止め材４が設けられている。
尚、本発明において、長手方向とは吸収性物品の縦長の方向を指し、幅方向とは長手方向
に対して垂直の方向を指す。
また、本発明の上記の表面シート、防漏シートおよび吸収体等の各構成材料、および吸収
性物品としての製造方法については、従来からのものを用いることができる。
【０００９】
本実施形態の生理用ナプキン１は、図２に示すように、その長手方向において肌当接面側
に凹状に湾曲した形状を有する。湾曲の状態は、実質的に円弧状形状でもよく、長手方向
中央部を底部とし長手方向前後部を法部とする舟型形状でもよい。円弧状形状の場合、湾
曲率としては、身体へのフィット性および下着への装着性との点で、曲率半径ｒが、５０
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～３００ｍｍであることが好ましく、１００～２００ｍｍであることがより好ましい。舟
型形状の場合は、身体へのフィット性および下着への装着性の点で、底部と法部とのなす
角度は１００～１７０°が好ましく、１２０～１５０°が一層好ましい。前部法部と底部
とのなす角度と、後部法部と底部とのなす角度は異なっていてもよい。
【００１０】
また、本実施形態の生理用ナプキン１は、図１のように、排泄部当接位置の側部が平面視
で中央方向に幅狭になったくびれ部５を有する。本実施形態では、長手方向の略中央にお
いてくびれ部５を有している。両側部の最外側の接線に対して、中央方向に幅狭になって
いる個所をくびれ部とする。
くびれ部５は、吸収性物品の最小幅部を有し、該最小幅部の幅Ｗ０は、股間部との装着性
の点で、吸収性物品の最大幅Ｗ１に対して６０～９５％が好ましく、７０～８５％が一層
好ましい。また、長手方向のくびれ部５の長さｔ０は、股間部との装着性の点で、吸収性
物品の全体の長さｔ１に対して１０～７０％が好ましく、３０～５０％が一層好ましい。
【００１１】
また、本実施形態の生理用ナプキン１は、長手方向両側部のそれぞれに肌当接面側に凸の
凸曲面立体部６を有している。
凸曲面立体部６は、長手方向に伸び、幅方向の断面形状が肌当接面側に凸の円弧形状であ
る。凸曲面立体部６は、長手方向に沿って両端に亘るまで存在していてもよいが、少なく
とも、上記くびれ部に略全域に存在していることが好ましい。
凸曲面立体部６の吸収層２からの高さｈは、漏れ防止効果および装着感の点で、３～２５
ｍｍが好ましく、５～２０ｍｍがより好ましい。高さｈは、自然状態においた際の、凸曲
面立体部６の内側の吸収層２との基点から測定する。
【００１２】
本実施形態の生理用ナプキン１に用いる上記吸収体２１の厚みは、フィット性および立体
形状の保持性から０．３～５ｍｍが好ましく、０．５～３ｍｍが一層好ましい。また、吸
収体２１の幅は、排泄物の吸収性および体へのフィット性の点から４０～８０ｍｍが好ま
しい。
【００１３】
更に、本実施形態の生理用ナプキン１は、その中央部が肌当接面側に凸の立体形状である
のが好ましい。該立体形状は、好ましくは吸収性部材からなる中央立体吸収部７であり、
詳細には、パルプ、高吸水性ポリマー、不織布、紙等から形成される。
中央立体吸収部７の立体形状を有しない吸収層２からの高さは、股間部とのフィット性お
よび装着感の点から、３～２０ｍｍが好ましく、５～１０が一層好ましい。また、股間部
とのフィット性から、該中央立体吸収部７の長さは３０～２００ｍｍが好ましく、６０～
１６０ｍｍが特に好ましく、幅は１０～５０ｍｍが好ましく、２０～４０ｍｍが特に好ま
しい。
【００１４】
次に、本実施形態の生理用ナプキン１の好ましい材料および製造方法について説明する。
【００１５】
先ず、防漏シート３１上に吸収体２１および中央立体吸収部７を配し、その上に表面シー
ト２２を重ね合わせる。更に、生理用ナプキン１の長手方向両側部の上層において、図４
のように、帯状の各伸縮性シート１０，１０を長手方向に伸張した状態で重ね合わせ、伸
縮性シート１０，１０の長手方向に沿う外側縁部１０ａ，１０ａ及び、幅方向に沿う前後
端部１０ｂ，１０ｂにおいて、伸縮性シート１０と防漏シート３１および／または表面シ
ート２２と固定する。伸縮性シート１０，１０の長手方向に沿う内側縁部１０ｃは、吸収
層２の肌当接面側に、長手方向に沿う固定１１により、伸縮性シート１０と表面シート２
２と吸収体２１が一体化されている。
固定１１は、生理用ナプキン１において幅方向内側に凸の一対の円弧状をしており、エン
ボスによる加圧圧着やホットメルト等の接着剤による接着、またヒートシールによる熱接
着や超音波接着等により設けられる。固定１１は、溝状が好ましく、その深さは０．１～
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５ｍｍが好ましく、幅は０．１～５ｍｍとするのが好ましい。
【００１６】
本実施形態の生理用ナプキン１は、前述のように伸縮性シート１０を伸張および固定し、
伸縮性シート１０の収縮により、長手方向の湾曲および両側部での肌当接面上に凸曲面状
の立体形状、並びに両側部のくびれ部が形成される。
【００１７】
長手方向に凹状に湾曲した形状は、伸縮性シート１０が長手方向に伸張して固定され、長
手方向に収縮力が働くことにより形成される。
両側部での肌当接面上に凸曲面状の立体形状は、伸縮性シート１０の収縮力の差異によっ
て形成される。図５のように、伸縮性シート１０は、幅方向の位置によって長手方向の固
定部間の距離（Ｌ１～Ｌ３）が異なる。詳細には、Ｌ１＜Ｌ２＜Ｌ３のように、生理用ナ
プキンの幅方向内側から外側に向かう程、収縮する距離が長くなる。即ち、Ｌ１からＬ３
に行くに従い収縮力が増加し、収縮距離に従ってより肌側に凸の立体形状を形成する。外
側縁部１０ａでは、伸縮性シートは固定されている為に収縮力は弱くなり、収縮距離の大
きいＬ３の部分が最も収縮し、両側部が肌側に凸となる凸面形状を形成する。
両側部のくびれ部は、伸縮性シートの長手方向の収縮に伴い、生理用ナプキン１は幅方向
に引き寄せられることで形成される。内側縁部１０ｃの円弧状の固定１１部分と外側縁部
１０ａの固定との距離（ｄ１～ｄ３）が最も大きいｄ２の部分が最もくびれて形成される
。伸縮性シートは内側縁部１０ｃの固定１１は、吸収体２１上で表面層２２と共に固定さ
れる。
【００１８】
尚、上記固定１１および外側縁部１０ａの固定は、伸縮性シートの収縮により、くびれと
肌側に凸面の立体形状をつくるという主旨の範囲内であれば、伸縮性シートの内側と外側
において、Ｌ１～Ｌ３またはｄ１～ｄ３の長さや位置を変える等の固定パターンの変更可
能である。例えば、内側の固定パターン１１は、内側に向く山形状や、台形状のパターン
等があげられ、外側縁部１０ａは曲線状でも良い。
【００１９】
伸縮性シート１０と防漏シート３１の固定、および吸収層２の伸縮性シート１０と防漏シ
ート３１の固定は、ヒートシール、ホットメルト、超音波等を用いて行われる。
【００２０】
上記伸縮性シート１０は、天然ゴム、ポリブタジエン、ポリウレタン、スチレン－ブタジ
エン共重合体、スチレン－イソプレン共重合体、エチレンと１－オクテンとの共重合体等
のエチレン－αオリフィン共重合体やエチレンとアクリル酸エチルとの共重合体等からな
る材料自体が伸縮性を有するフイルム、不織布、織物等が挙げられる。
また、上記伸縮性を有する材料からなる糸状や細幅の伸縮材料を、伸張した状態で幅方向
に数本並べて、不織布、フイルム、織物等と接着固定し伸縮性をもたせたシートを用いて
もよい。この糸状や細幅の伸縮材料と貼り合わせる不織布、フイルム、織物等としては、
上述の伸縮材料からなる材料や、従来当業界公知であるポリエチレン、ポリプロピレン、
ポリエステルやそれらのポリエチレン－ポリプロピレン複合材料、ポリエチレンーポリエ
ステル複合材料からなる不織布、フイルムなどでも良い。
【００２１】
側部の凸面立体形状は伸縮性シート以外に、伸縮性のネット状材料や複数の伸縮性糸状ま
たは帯状部材によって形成が可能である。
【００２２】
以上のように、本実施形態の生理用ナプキン１は、長手方向において肌当接面側に凹状に
湾曲し、排泄部当接位置の側部が平面視で中央方向に幅狭になったくびれ部５を有し、長
手方向両側部に肌当接面側に凸の凸曲面立体部６を有した特定形状により、装着者の股間
部に良好にフィットし、漏れ防止に優れる。
長手方向の湾曲は、身体の前後方向の曲面にフィットし、特に生理用ナプキンの前後端か
らの漏れを防止し、上記くびれと凸曲面の立体形状は、特に足の付け根の曲線と曲面に隙
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間を作らないようにフィットする為、フィット性と横漏れに優れた吸収性物品を提供でき
る。
【００２３】
また、本実施形態の生理用ナプキン１を下着１２に実際に装着した時の股間部の幅方向切
断図について、図６（ａ）に装着者が足１３を開脚したとき、図６（ｂ）に足１３を狭め
たとき状態を示したように、本実施形態の生理用ナプキンでは、上記特定形状の形成に伸
縮性シートを使用した事により、足１３の開脚・閉脚による幅方向外側からの変形を、凸
曲面の伸縮立体部で緩衝し、ナプキン吸収本体部まで変形や圧力が直接かからず、排泄中
央部は常に安定に保たれ、また凸曲面立体部は変形回復性に優れる為ヨレにくく、身体の
動きに追随し、常に両側部が隙間を作らずフィットし、より漏れにくい形態となる。
【００２４】
また、本発明の特定の立体形状は、折り畳まれた個別包装においても、良好な凸曲面立体
部の形状の形態安定性およびコンパクト包装に寄与する。
吸収性物品を長手方向に３つ折りまたは４つ折りして個別包装する際、くびれ部を有する
凸曲面は個別包装時に長手方向に包装しても凸曲面が相対しない為、包装しても凸曲面は
つぶれず安定に保たれ、またコンパクトに包装が可能となる。
また、本実施形態では、凸曲面立体部を伸縮性材料から形成しているため、個別包装の折
りたたみ構成を開封により解除した時、立体部が瞬時に再現される。
【００２５】
また、生理用ナプキンの中央部に、立体形状７を形成する事により、単なる排泄部分の吸
収量の増量のみならず、両サイドの伸縮シートから形成されるくびれと凸曲面立体形状に
よる、排泄部への応力緩衝効果により、中央立体形状７が常に排泄部に安定化でき、より
吸収性に優れたものとなる。更に、中央立体形状７は、上記の個別包装において凸形状の
形態安定性に寄与し、両サイドの凸曲面が中高吸収体があるゆえにより一層つぶれにくく
安定したものとなる。
【００２６】
さらには、上記吸収性物品の左右両側部に伸縮性シートを長手方向に伸張し、該伸縮性シ
ートの長手方向に沿う外側縁部と幅方向に沿う両端部及び、長手方向に沿う内側縁部を幅
方向内側に凸の一対の円弧状に、固定することにより上記立体形状を形成する方法は、本
実施形態の吸収性物品を、よりシンプルに形成できる方法である。
【００２７】
本実施形態の生理用ナプキン１の固定溝１１は、くびれ部５の形成および形状の安定化に
寄与する他、体液の吸収および拡散の抑制に寄与し、優れた防漏性が発揮される。
【００２８】
尚、好ましい実施形態について説明したが、以下のように変更することが可能である。
上記特定形状の形成のために、帯状の伸縮シート１０を使用したが、これに換えて糸状の
弾性材料でも形成可能であり、発泡性材料により上記特定形状を成形しその上部に吸収体
２２と表面シート２２を貼り合わせても形成できる。
実施例においては、くびれ部５を吸収性物品の長手方向中央部としているが、より後部を
長く使用した夜用ナプキン等の場合、くびれ部分を前方に偏倚させても良い。
また、表面シートと伸縮性シートの配置を変え、伸縮性シートを先に吸収部に重ね、表面
シートをその上層に吸収性物品の全体を覆う様にしても良い。
【００２９】
本実施形態は生理用ナプキンとして説明したが、おむつや失禁者用の吸収性物品としても
良好に機能する。
【発明の効果】
本発明の吸収性物品によれば、装着者へのフィット性に優れ、漏れ防止効果が高く、また
、快適な装着感を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の吸収性物品の第１の実施形態としての生理用ナプキンを示す平面図であ
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る。
【図２】図１の湾曲状態を示す長手方向側面図である。
【図３】図１の生理用ナプキン１のＩ－Ｉ線矢視断面図である。
【図４】第１の実施形態としての生理用ナプキンを製造する際、伸縮性シートを配置、固
定する図である。
【図５】生理用ナプキン１の左側部の伸張状態の拡大図を示す。
【図６】本実施形態の生理用ナプキンを実際に装着した時の股間部の幅方向切断図を示し
ている。図６（ａ）は足を開脚したとき、図６（ｂ）に足を狭めたときの状態を示す。
【符号の説明】
１　　　　生理用ナプキン
２　　　　吸収層
２１　　　吸収体
２２　　　表面シート
３　　　　防漏層
３１　　　防漏シート
４　　　　ずれ止め材
５　　　　くびれ部
６　　　　凸曲面立体部
７　　　　立体部
１０　　　伸縮性シート
１０ａ　　外側縁部
１０ｂ　　前後端部
１０ｃ　　内側縁部
１１　　　固定溝
１２　　　下着
１３　　　足
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