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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液吸収層を備えて肌側表面と着衣側表面を有する縦長の本体部と、前記本体部の肌側表
面で横方向に間隔をあけて縦方向に延在する対をなす防漏壁とを有し、前記本体部の着衣
側表面に、下着の内面に接着する感圧接着剤層が設けられた生理用ナプキンにおいて、
　前記本体部の後方部分に、横方向両側に延出する後方フラップ部が設けられ、前記後方
フラップ部は、本体部の幅寸法が大きくなり始める起点と、前記起点から後方に向かうに
したがって前記幅寸法が徐々に広くなる前方拡開部と、前記前方拡開部の後方に連続する
中間部とを有しており、前記中間部は縦方向へ６０ｍｍ以上の長さで延びる直線状側縁を
有し、前記起点から前記直線状側縁の前端までの縦方向の距離をＬ１、前記起点から前記
直線状側縁の前端までの横方向の距離をＷ１としたときに、Ｗ１／Ｌ１が１以上であり、
　それぞれの前記防漏壁は、縦方向に延在する立ち上がり基端に沿って前記本体部の肌側
表面に固定されたシートと、防漏壁の縦方向における前側端部と後側端部との間に張設さ
れて前記シートを肌側表面から立ち上がらせる弾性収縮部材とを有し、前記防漏壁は、前
記立ち上がり基端から立ち上がる立ち上がり部と、前記立ち上がり部から横方向外側に向
けて延びる肌当接部とを有し、前記防漏壁の前記後側端部は前記後方フラップ部の前記起
点よりも後方に位置しており、
　前記防漏壁を形成している前記シートが、前記起点と前記後側端部との間で横方向外側
へ広げられたときに、前記起点から後方の領域においては前記シートが後方フラップ部の
縁よりも内側で延在することを特徴とする生理用ナプキン。
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【請求項２】
　膣口の中心付近に対向する横方向基準線から後方へ８０ｍｍ±１０ｍｍの範囲において
、前記防漏壁を形成している前記シートが横方向外側へ広げられたときに、前記シートが
後方フラップ部の縁よりも内側に延在する請求項１記載の生理用ナプキン。
【請求項３】
　前記直線状側縁は、縦方向中心線と平行である請求項１または２記載の生理用ナプキン
。
【請求項４】
　前記直線状側縁は、後方へ向かうにしたがって縦方向中心線に接近するように傾斜して
いる請求項１または２記載の生理用ナプキン。
【請求項５】
　本体部の肌側表面には、圧縮溝で挟まれた主吸収領域が形成され、この主吸収領域は着
用者の膣口に対向する領域から臀部の溝に対向する領域にかけて縦長に形成されており、
前記主吸収領域の後端と、前記防漏壁の後側端部は、縦方向に２０ｍｍ以上の距離をあけ
ることなく配置されており、前記主吸収領域の後方部分の両側に、前記防漏壁と前記後方
フラップ部が位置している請求項１ないし４のいずれか１項に記載の生理用ナプキン。
【請求項６】
　前記防漏壁を形成するシートを横方向外側に広げたときの、立ち上がり基端からの最大
の広がり幅寸法が２０ｍｍ以上で５０ｍｍ以下である請求項１ないし５のいずれか１項に
記載の生理用ナプキン。
【請求項７】
　本体部の縦方向の全長寸法が４００ｍｍ以上であり、後方フラップ部での本体部の横方
向の最大幅寸法が１８０ｍｍ以上である請求項１ないし６のいずれか１項に記載の生理用
ナプキン。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、就寝時などに着用するのに適した生理用ナプキンに係り、特に股間部後方から
臀部を広く覆う後方フラップ部が設けられた生理用ナプキンに関する。
【０００２】
【従来の技術】
生理中の女性が就寝時などに着用するのに適した生理用ナプキンとして、縦方向の寸法が
長く、前方に折返しフラップ部が設けられ、後方に後方フラップ部が設けられたものが使
用されている。
【０００３】
図８は、従来のこの種の生理用ナプキン１０１の形状を肌側表面を手前に向けて示す平面
図である。
【０００４】
この生理用ナプキン１０１の本体部は、肌側表面に位置する液透過性の表面シートと、着
衣側表面に向く液不透過性の裏面シートと、前記表面シートと裏面シートとの間に位置す
る液吸収層とを有している。本体部の前方には、左右両側に向けて延出する折返しフラッ
プ部１０２，１０２が設けられ、それよりも後方に、左右に広がる後方フラップ部１０３
，１０３が形成されている。この生理用ナプキン１は、下着の内面においてクロッチ部か
ら後身頃にかけて設置され、裏面シートの外面に設けられた感圧接着剤層を介して下着の
内面に接着されて固定される。
【０００５】
前方に位置する折り返しフラップ部１０２，１０２は、下着のクロッチ部の両側辺に巻き
付けられて折り返され、折り返しフラップ部１０２，１０２が、クロッチ部の外面に感圧
接着剤層を介して接着される。後方フラップ部１０３，１０３は、下着のクロッチ部の後
方から後身頃にかけて広げられて設置され、後方フラップ部１０３，１０３の着衣側表面
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が感圧接着剤層を介して下着の内面に接着固定される。
【０００６】
本体部の肌側表面では、縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙを挟んで左右両側に、縦方向に延びる防
漏壁１０４，１０４が設けられている。この防漏壁１０４，１０４は、縦方向に延びる前
側端部１０５，１０５と後側端部１０６，１０６との間に弾性収縮力を発揮する弾性収縮
部材が設けられており、この弾性収縮力により、前側端部１０５，１０５と後側端部１０
６，１０６との間で、防漏壁１０４，１０４が肌側表面から立ち上がることができるよう
になっている。
【０００７】
この種の生理用ナプキン１は、折り返しフラップ部１０２，１０２で挟まれた前方領域１
０７ａが膣口に対向し、中間領域１０７ｂが会陰部から肛門付近に対向する。また、後方
領域１０７ｃにおいて縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙに沿って隆起するように変形し、この部分
が臀部の溝の内部に入り込むようになる。
【０００８】
以下の特許文献１に記載のものは、後側端部１０６，１０６が後方に位置しており、防漏
壁１０４，１０４が後方フラップ部１０３，１０３の内側にまで延びている。防漏壁１０
４，１０４は、生理用ナプキン１０１の肌側表面と身体との隙間を埋める機能を有してい
るが、前記特許文献１に記載の生理用ナプキンは、防漏壁１０４，１０４を後方に長く形
成することにより、膣口から排出され肛門からさらに斜め後ろへ流れようとする経血を遮
蔽することを目指している。
【０００９】
【特許文献１】
特開２００１－９５８４２号公報
【特許文献２】
実開平７－３３３１４号公報
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
図８に示す生理用ナプキン１０１が接着固定された下着を着用すると、生理用ナプキン１
０１の横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘを中心とする前方から後方までの１５０～１７０ｍｍの範
囲が、身体の大腿部の内面（内股）に対向する。この部分では、左右から大腿部の挟圧力
が作用しているために、防漏壁１０４，１０４が大腿部に接触して防漏壁１０４，１０４
が左右外側へ倒れにくくなっている。
【００１１】
一方、前記特許文献１などに記載の生理用ナプキン１は、図８に示すように後側端部１０
６，１０６が後方に位置し、防漏壁１０４，１０４が後方まで延びているが、前記横方向
基準線Ｏｘ－Ｏｘよりも後方へ７０～８０ｍｍ離れた線Ｌｘの付近で、前記防漏壁１０４
，１０４が大腿部に接しなくなる。そして、前記線Ｌｘよりも後方領域では臀部の押圧力
が防漏壁１０４，１０４に作用するため、線Ｌｘよりも後方に位置する防漏壁１０４，１
０４は、大腿部で拘束されることなく、外側へ倒れ込みやすくなっている。
【００１２】
図８に示す従来の生理用ナプキン１０１では、線Ｌｘの付近で後方フラップ部１０３，１
０３の側縁１０３ａ，１０３ａが防漏壁１０４，１０４に近い位置にある。そのため、前
記防漏壁１０４，１０４が、左右両外側に倒れ込むと、防漏壁１０４，１０４が前記側縁
１０３ａ，１０３ａを越えてしまい、防漏壁１０４，１０４に付着した経血が後方フラッ
プ部１０３，１０３の外に位置している下着などに付着するおそれが生じる。
【００１３】
また、図８に示す従来の生理用ナプキン１０１は、後方フラップ部１０３，１０３の側縁
１０３ａ，１０３ａが後方へ向うにしたがって縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙから徐々に離れる
ようにきわめて緩い傾斜線に沿って形成されている。そのため、線Ｌｘの付近から矢印１
０９で示すように防漏壁１０４，１０４を越えて経血が斜め後方へ流れ出ると、この経血
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が、後方フラップ部１０３，１０３の側縁１０３ａ，１０３ａを越えて側方へ洩れやすく
、これによっても下着などを汚しやすくなる。
【００１４】
本発明は、前記従来の課題を解決するものであり、生理用ナプキンが折り曲がりを生じや
すい部分で、防漏壁に倒れが生じたり、あるいは経血が防漏壁を越えて洩れ出ようとした
ときに、斜め方向への漏れを防止しやすくして下着などを汚しにくい生理用ナプキンを提
供することを目的としている。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、液吸収層を備えて肌側表面と着衣側表面を有する縦長の本体部と、前記本体
部の肌側表面で横方向に間隔をあけて縦方向に延在する対をなす防漏壁とを有し、前記本
体部の着衣側表面に、下着の内面に接着する感圧接着剤層が設けられた生理用ナプキンに
おいて、
　前記本体部の後方部分に、横方向両側に延出する後方フラップ部が設けられ、前記後方
フラップ部は、本体部の幅寸法が大きくなり始める起点と、前記起点から後方に向かうに
したがって前記幅寸法が徐々に広くなる前方拡開部と、前記前方拡開部の後方に連続する
中間部とを有しており、前記中間部は縦方向へ６０ｍｍ以上の長さで延びる直線状側縁を
有し、前記起点から前記直線状側縁の前端までの縦方向の距離をＬ１、前記起点から前記
直線状側縁の前端までの横方向の距離をＷ１としたときに、Ｗ１／Ｌ１が１以上であり、
　それぞれの前記防漏壁は、縦方向に延在する立ち上がり基端に沿って前記本体部の肌側
表面に固定されたシートと、防漏壁の縦方向における前側端部と後側端部との間に張設さ
れて前記シートを肌側表面から立ち上がらせる弾性収縮部材とを有し、前記防漏壁は、前
記立ち上がり基端から立ち上がる立ち上がり部と、前記立ち上がり部から横方向外側に向
けて延びる肌当接部とを有し、前記防漏壁の前記後側端部は前記後方フラップ部の前記起
点よりも後方に位置しており、
　前記防漏壁を形成している前記シートが、前記起点と前記後側端部との間で横方向外側
へ広げられたときに、前記起点から後方の領域においては前記シートが後方フラップ部の
縁よりも内側で延在することを特徴とするものである。
【００１６】
この生理用ナプキンでは、前記起点よりも前方領域では、左右に大腿部が位置しているた
めこの領域では防漏壁が左右両外側へ倒れにくい。一方、この生理用ナプキンを着用して
仰向けの就寝姿勢になると、前記起点よりも後方の領域で防漏壁が左右両外側へ倒れよう
とする。しかし、防漏壁が倒れてもこの防漏壁が、その外側に延在する後方フラップ部か
ら外側へ突出しないため、防漏壁に付着した経血が下着に付着するのを防止しやすい。
【００１７】
また、本発明は、膣口の中心付近に対向する横方向基準線から後方へ８０ｍｍ±１０ｍｍ
の範囲において、前記防漏壁を形成している前記シートが横方向外側へ広げられたときに
、前記シートが後方フラップ部の縁よりも内側に延在するものである。
【００１８】
平均的な女性（アジア系成人女性）がこの生理用ナプキンを装着すると、膣口の中心から
後方へ８０ｍｍ±１０ｍｍ離れた位置で、防漏壁が大腿部（内股）に接しなくなる。この
位置において防漏壁が外側に倒れたときに、その外側に後方フラップ部が延在することに
より、防漏壁の倒れによって下着を汚しにくくなる。
【００１９】
　また、前記直線状側縁の長さは１００ｍｍ以上であることがさらに好ましい。
【００２０】
この生理用ナプキンでは、後方フラップ部の幅広な中間部が前後に６０ｍｍ以上、好まし
くは１００ｍｍ以上の範囲で延在するため、臀部に対向する広い範囲で経血の漏れを防止
しやすくなる。
【００２１】
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例えば、前記直線状側縁は、縦方向中心線と平行であり、あるいは前記直線状側縁は、後
方へ向うにしたがって縦方向中心線に接近するように傾斜している。
【００２２】
このように構成すると、前記起点よりも後方において後方フラップ部が左右に広く展開す
るようになり、経血の漏れを防止しやすくなる。
【００２４】
前記生理用ナプキンでは、前記後方フラップ部が、起点から後方に向けて縦方向中心線か
ら急激に離れるようにして左右に広がる。よって、前記起点あるいはその付近において、
生理用ナプキンと身体との隙間から経血が斜め後方に漏れても、その先に後方フラップ部
が存在しているため、前記経血が下着に到達しにくくなる。
【００２５】
また、本発明は、本体部の肌側表面には、圧縮溝で挟まれた主吸収領域が形成され、この
主吸収領域は着用者の膣口に対向する領域から臀部の溝に対向する領域にかけて縦長に形
成されており、前記主吸収領域の後端と、前記防漏壁の後側端部は、縦方向に２０ｍｍ以
上の距離をあけることなく配置されており、前記主吸収領域の後方部分の両側に、前記防
漏壁と前記後方フラップ部が位置しているものである。
【００２６】
この生理用ナプキンでは、主吸収領域が前後に延びているため、前方領域では、主吸収領
域が膣口に当接して、膣口から出る経血を生理用ナプキンの肌側表面で確実に捕捉できる
ようになる。また後方領域では、主吸収領域が臀部の溝に入りやすく、臀部の溝を伝わっ
て後方へ洩れようとする経血を止めやすくなる。
【００２７】
さらに本発明は、前記防漏壁を形成するシートを横方向外側に広げたときの、立ち上り基
端からの最大の広がり幅寸法が２０ｍｍ以上で５０ｍｍ以下である。
【００２８】
防漏壁の立ち上り高さが前記範囲であると、就寝姿勢以外の姿勢において、前記起点の付
近で生理用ナプキンと身体との間に隙間が形成されても、この隙間を防漏壁で埋めること
ができる。
【００２９】
以上の結果、本発明では、本体部の縦方向の全長寸法が４００ｍｍ以上であり、後方フラ
ップ部での本体部の横方向の最大幅寸法が１８０ｍｍ以上の今までにない大型の生理用ナ
プキンを形成でき、就寝時などに経血で下着を汚す不安を防止しやすくなる。
【００３０】
【発明の実施の形態】
図１は本発明の第１の実施の形態の生理用ナプキンが下着に装着された状態を示す斜視図
、図２と図３は、前記生理用ナプキンを肌側表面から見た平面図、図４は図２のＩＶ矢視
の横断面図、図５は図２のＶ矢視の横断面図、図６は他の実施の形態の生理用ナプキンの
防漏壁の立ち上がり状態を示す断面図、図７は身体に着用された生理用ナプキンの変形状
態を示す縦断面図である。
【００３１】
この実施の形態の生理用ナプキン１は、肌側表面２ａおよび着衣側表面２ｂを有する縦長
の本体部２と、この本体部２の肌側表面２ａから立ち上がり可能な一対の防漏壁３０，３
０を有している。
【００３２】
図２は図１に示す生理用ナプキン１を湾曲させずに平坦となるように展開した平面図であ
る。図２に示す縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙは、生理用ナプキン１の前縁部１ａと後縁部１ｂ
の中心を横切る線であり、この生理用ナプキン１は、縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙに対して左
右対称形状である。図２に示す横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘは、生理用ナプキン１を着用した
ときに膣口の中心に対向する線である。この実施の形態のように、折り返しフラップ部４
１，４１が設けられている場合、前記横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘは、前記折り返しフラップ
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部を縦方向に二分する中心線とほぼ一致している。
【００３３】
図４と図５に示すように、前記本体部２の肌側表面２ａでは、前記防漏壁３０と防漏壁３
０とで挟まれた領域に液透過性の表面シート３が現れ、それぞれの防漏壁３０の外側には
側方シート４が現れている。この実施の形態では、前記側方シート４によって前記防漏壁
３０が形成されている。また本体部２の着衣側表面２ｂには液遮断性の裏面シート５が現
れている。
【００３４】
本体部２は、前記表面シート３と裏面シート５との間に、液吸収層６が介在している。図
２に示すように、液吸収層６はほぼ長方形状である。液吸収層６の前縁部６ａは、生理用
ナプキン１の前縁部１ａよりもやや内側に位置し、液吸収層６の後縁部６ｂは、生理用ナ
プキン１の後縁部１ｂよりもやや内側に位置している。図４に示すように、液吸収層６の
左右の両側縁部６ｃ，６ｃは、それぞれの防漏壁３０の立ち上がり基端３１よりも内側に
位置している。ただし、前記両側縁部６ｃ，６ｃが立ち上がり基端３１よりも左右両外側
に位置してもよい。
【００３５】
肌側表面２ａでは、防漏壁３０と防漏壁３０とで挟まれた領域に、表面シート３および液
吸収層６が圧縮されて形成された圧縮溝が設けられている。図２に示すように、前記圧縮
溝は、縦方向に湾曲しながら延びる縦圧縮溝１１，１１と、前方において前記縦圧縮溝１
１と１１との間に位置する前方横圧縮溝１２と、後方において縦圧縮溝１１と１１とを繋
ぐ後方横圧縮溝１３を有している。
【００３６】
前記縦圧縮溝１１，１１と前方横圧縮溝１２および後方横圧縮溝１３とで囲まれた領域が
、縦長の主吸収領域１０となっている。この主吸収領域１０は、前方主吸収領域１０Ａと
中間主吸収領域１０Ｂと後方主吸収領域１０Ｄに区分できる。
【００３７】
前方主吸収領域１０Ａでは、左右の縦圧縮溝１１，１１が縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙに凸側
が向けられる曲線形状であり、前記横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘの付近において縦圧縮溝１１
と１１との間隔が最も狭くなっている。中間主吸収領域１０Ｂでは、縦圧縮溝１１と１１
が縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙから離れる方向へ凸側が向けられる曲線形状である。後方主吸
収領域１０Ｄでは、縦圧縮溝１１と１１との間隔が、前記中間主吸収領域１０Ｂよりも狭
く縦方向へ細長く形成されている。
【００３８】
図４に示すように、前記主吸収領域１０では、表面シート３と液吸収層６との間に、嵩高
で液吸収層６よりも低密度の液透過層（クッション層）７が介在している。
【００３９】
図２に示すように、前方横圧縮溝１２の前方には、前方外側圧縮溝１４が形成されており
、この前方外側圧縮溝１４は、左右の前記縦圧縮溝１１，１１と連続し、前方に凸側が向
けられる曲線形状となっている。前記前方横圧縮溝１２と前方外側圧縮溝１４と囲まれた
部分が前方補助吸収領域１５である。前記後方横圧縮溝１３の後方には、後方外側圧縮溝
１６が形成されている。縦圧縮溝１１，１１と前記後方横圧縮溝１３および後方外側圧縮
溝１６は繋がっており、後方横圧縮溝１３と後方外側圧縮溝１６は、共に後方に凸側が向
けられる曲線形状である。そして、前記後方横圧縮溝１３と後方外側圧縮溝１６とで囲ま
れた部分が後方補助吸収領域１７となっている。
【００４０】
この生理用ナプキン１では、前記縦圧縮溝１１，１１と前方外側圧縮溝１４および後方外
側圧縮溝１６とで囲まれた縦長の領域が、それ以外の領域に比べて肌側に盛り上がる隆起
部となっている。この隆起部の中でも前記主吸収領域１０が、さらに大きく盛り上がって
いる。
【００４１】
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前記前方主吸収領域１０Ａの左右両側では、縦圧縮溝１１，１１の外側に間隔をあけて第
１の側方外側圧縮溝２１，２１が形成されている。この第１の側方外側圧縮溝２１，２１
も、縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙに凸側が向けられる曲線形状であり、横方向基準線Ｏｘ－Ｏ
ｘ付近においてその間隔が最短となっている。
【００４２】
前記後方主吸収領域１０Ｄの左右両外側では、前記縦圧縮溝１１，１１に横方向へ間隔を
あけて、第２の側方外側圧縮溝２２，２２が形成されている。この第２の側方外側圧縮溝
２２，２２は縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙとほぼ平行で縦方向に向けて延びており、また、中
間主吸収領域１０Ｂと後方主吸収領域１０Ｄとの境界部から後方に向けて延び、その後端
は、後方外側圧縮溝１６よりもさらに後方に位置している。
【００４３】
前記各圧縮溝は、表面シート３側から、この表面シート３と液吸収層６とを一緒に加熱し
て加圧することにより形成されている。各圧縮部の底部では、高密度に圧縮された高密度
圧縮部とこれよりもやや密度が低い中密度圧縮部とが、圧縮部の線パターンに沿って交互
に形成され、全体が窪んだ溝形状となっている。
【００４４】
図４と図５に示すように、前記側方シート４の一方の縁部４ａは、裏面シート５の外縁に
一致している。この側方シート４は前記裏面シート５の表面に接着されて縦方向中心線Ｏ
ｙ－Ｏｙに向かって延び、さらに折畳み頂部４ｂを介して２枚重ねに折り曲げられている
。そして側方シート４の他方の縁部４ｃは、前記表面シート３の表面に重ねられ、立ち上
がり基端３１と前記縁部４ｃとの間で、側方シート４が表面シート３に接着されている。
【００４５】
側方シート４が２枚重ねされた部分はホットメルト型接着剤により対向面どうしが接着さ
れており、また前記対向面の間には複数の弾性収縮部材３２と、同じく複数の弾性収縮部
材３３が挟まれて接着されている。それぞれの弾性収縮部材３２と３３は、肌側表面２ａ
から立ち上がる防漏壁３０の長さ以上の範囲において縦方向に延びて設けられている。前
記弾性収縮部材３２と３３は、縦方向に所定の倍率で伸ばされた状態で前記側方シート４
に接着されている。
【００４６】
図２に示す後方接合端部３６から後縁部１ｂまでの範囲Ｌｂでは、前記側方シート４の２
枚重ねの部分が、さらに図５に示すように３重に折り畳まれて、互いに接着され、さらに
表面シート３上に接着固定されて、重ね固定部３７が形成されている。また前方接合端部
３５から前縁部１ａの範囲Ｌｃにおいても、同様に側方シート４が重ねられて肌側表面２
ａにおいて表面シート３上に接着固定されて、図５と同様の重ね固定部３７が形成されて
いる。
【００４７】
前記前方接合端部３５と後方接合端部３６は、縦方向と横方向の双方に対して斜めに延び
ており、この前方接合端部３５と後方接合端部３６との間において、２枚重ねとされた前
記側方シート４が図４に示すように肌側表面２ａから立ち上がり可能な防漏壁３０を形成
している。そして、前方接合端部３５の前端が防漏壁３０の縦方向での前側端部３０ａで
あり、後方接合端部３６の後端が防漏壁３０の後側端部３０ｂとなっている。この防漏壁
３０の縦方向の長さは、前記前側端部３０ａから後側端部３０ｂまでの寸法Ｌａである。
【００４８】
すなわち、前記前側端部３０ａと後側端部３０ｂとの間には、前記弾性収縮部材３２，３
３による弾性収縮力が作用し、その結果、前側端部３０ａと後側端部３０ｂを互いに接近
させる弾性力が作用して、本体部２が図１に示すように湾曲形状となり、前側端部３０ａ
と後側端部３０ｂとの間において側方シート４が肌側表面２ａから立ち上がって防漏壁３
０が形成される。
【００４９】
重ね固定部３７において側方シート４が図５に示すように３重に重ねられて接着固定され
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ている結果、前記防漏壁３０の断面形状は、図４に示すように、立ち上がり基端３１から
横方向外側に向けて上方に斜めに延びる下部傾斜部３０Ａと、前記下部傾斜部３０Ａの上
端から縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙに向けて上方へ斜めに延びる中間傾斜部３０Ｂ、およびこ
の中間傾斜部３０Ｂから横方向外側に向けて上方へ斜めに延びる肌当接部３０Ｄが形成さ
れている。
【００５０】
次に、図３に基づいて生理用ナプキン１の本体部２の形状を説明する。なお、図２と図３
は生理用ナプキン１の同じ平面図である。
【００５１】
前記横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘを中心として縦方向に所定寸法の範囲では、横方向外側へ延
出する折り返しフラップ部４１が形成されている。この折り返しフラップ部４１よりも後
方には、同じく横方向外側へ延出する後方フラップ部４２が形成されており、前記折り返
しフラップ部４１の前方には、横方向外側へ延出する前方フラップ部４３が形成されてい
る。この生理用ナプキン１は縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙに対して左右対称形状であり、左右
のフラップ部の形状も対称である。
【００５２】
縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙから折り返しフラップ部４１の側縁４１ａまでの半幅寸法は、横
方向基準線Ｏｘ－Ｏｘの位置で最も大きくなり、その最大の半幅寸法をＷａで示している
。前記側縁４１ａは縦方向の所定の範囲において、前記半幅寸法がほぼ一定であり、前記
側縁４１ａは前記縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙとほぼ平行である。折り返しフラップ部４１と
前方フラップ部４３との間には、半幅寸法が最短のＷｂとなる第１の最狭幅部が設けられ
ている。この第１の最狭幅部に第１の起点４４が位置し、折り返しフラップ部４１の前方
縁４１ｂは、前記第１の起点４４から後方に向けて半幅寸法が徐々に大きくなって、この
前方縁４１ｂが前記側縁４１ａに連続している。
【００５３】
また、前記前方フラップ部４３の側縁４３ａは、前記第１の起点４４から前方へ向けて前
記半幅寸法が徐々に大きくなる曲線形状である。
【００５４】
折り返しフラップ部４１と後方フラップ部４２との間には、半幅寸法が最短のＷｃとなる
第２の最狭幅部が形成されている。前記折り返しフラップ部４１の後方縁４１ｃは、前記
第２の最狭幅部から前方に向かうにしたがって半幅寸法が徐々に大きくなって、この後方
縁４１ｃが前記側縁４１ａに連続している。
【００５５】
本体部２の縁部の半幅寸法が、前記第２の最狭幅部から後方に向けて大きくなり始める部
分が第２の起点４５であり、前記後方フラップ部４２は、前記第２の起点４５から生理用
ナプキンの後縁部１ｂまでの範囲に形成されている。
【００５６】
この後方フラップ部４２は、中間部４２Ａと前方拡開部４２Ｂおよび後方収束部４２Ｄと
に区分できる。
【００５７】
　前記中間部４２Ａでは、前記後方フラップ部４２が直線状側縁４２ａを有している。本
明細書での直線状側縁４２ａとは、縦方向の長さ寸法がＬ２の範囲で側縁が完全な直線に
沿って形成されているもの以外に次のものが含まれる。すなわち、その両端が後方フラッ
プ部４２の側縁に交叉する仮想直線Ｌｈを想定したときに（側縁との交点間の距離がＬ２
）、前記仮想直線Ｌｈに対して横方向に±５ｍｍの範囲で変動している側縁を、前記直線
状側縁４２ａとする。
【００５８】
後方フラップ部４２の中間部４２Ａにおいて側縁４２ａが完全に直線形状である場合には
、この直線状側縁４２ａの前端が前方境界点４６で、後端が後方境界点４７である。ある
いは、前記仮想直線Ｌｈを設定した場合には、この仮想直線Ｌｈと側縁との前方での交点
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が前方境界点４６であり、前記仮想直線Ｌｈと側縁との後方での交点が後方境界点４７で
ある。
【００５９】
図２と図３に示す実施の形態では、中間部４２Ａの側縁４２ａが、外側に凸が向けられた
緩やかな曲線形状である。よって、前記側縁４２ａから内側へ最大で５ｍｍ離れた仮想直
線Ｌｈを想定しており、この仮想直線Ｌｈと側縁との交点が、前方境界点４６および後方
境界点４７となっている。
【００６０】
前記側縁４２ａまたは仮想直線Ｌｈは、前記縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙと平行、あるいは前
記側縁４２ａまたは仮想直線Ｌｈは、後方に向かうにしたがって縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙ
に接近するように、縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙに対して傾斜している。このいずれかの形状
とすることにより、前方境界点４６の近傍において、後方フラップ部４２，４２の側縁を
、防漏壁３０，３０から左右両側の離れた位置に配置することができる。
【００６１】
後方フラップ部４２は、前記第２の起点４５から前記前方境界点４６までの範囲が前記前
方拡開部４２Ｂであり、この前方拡開部４２Ｂの縁４２ｂは、前記第２の起点４５から半
幅寸法が徐々に大きくなって前記前方境界点４６に至る湾曲線形状である。前記第２の起
点４５から前方境界点４６までの横方向の距離をＷ１、前記第２の起点４５から前方境界
点４６までの縦方向の距離をＬ１としたときに、Ｗ１／Ｌ１が０．７以上であることが好
ましく、前記比が１以上であることがさらに好ましい。Ｗ１／Ｌ１の最大値は２程度であ
ることが好ましい。このように構成すると、前方拡開部４２Ｂの縁４２ｂが側方へ向けて
急激に広がる形状を実現できる。
【００６２】
また、後方フラップ部４２は、前記後方境界点４７よりも後方部分が前記後方収束部４２
Ｄである。後方収束部４２Ｄの縁４２ｃは、縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙからの半幅寸法が前
記後方境界点４７から後縁部１ｂにかけて徐々に小さくなっており、前記縁４２ｃは、斜
め後方外側に凸側が向けられた突曲線形状である。
【００６３】
この実施の形態の後方フラップ部４２は、側縁４２ａが縦方向の長さＬ２の範囲で直線形
状であるため、後方フラップ部４２の面積を広く確保できる。
【００６４】
以下、各部の好ましい寸法および各部の寸法の関係を説明する。本体部２の各寸法は、図
２と図３に示すように、生理用ナプキン１を平面状に展開したときの寸法である。
【００６５】
折り返しフラップ部４１の前方に位置する第１の起点４４での半幅寸法Ｗｂと、後方フラ
ップ部４２の前方に位置する第２の起点４５での半幅寸法Ｗｃはほぼ一致している。縦方
向中心線Ｏｙ－Ｏｙから後方フラップ部４２の側縁４２ａまでの半幅寸法の最大値は、前
記折り返しフラップ部４１の側縁４１ａの半幅寸法の最大値よりも大きい。
【００６６】
また、縦圧縮溝１１，１１で挟まれた主吸収領域１０の横方向での幅寸法は１０～４０ｍ
ｍであり、前記液吸収層６の両側縁部６ｃ，６ｃは、縦圧縮溝１１，１１よりも左右外側
、および第１の側方外側圧縮溝１２，１２よりも左右外側に位置している。
【００６７】
横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘから前記第２の起点４５までの縦方向の距離Ｌ３は、４０ｍｍ～
７０ｍｍの範囲に位置している。前記距離Ｌ３が前記範囲であり、且つＷ１／Ｌ１が０．
７以上であると、前方拡開部４２Ｂの縁４２ｂを下着の脚開口部から露出しないよう前記
脚開口部の縁に沿わせることができる。
【００６８】
前記後方フラップ部４２の中間部４２Ａの直線状側縁４２ａの縦方向での長さ、すなわち
前方境界点４６から後方境界点４７までの縦方向の長さ寸法Ｌ２は、前記第２の起点４５
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から後縁部１ｂまでの長さ寸法の１／３以上である。また、前記Ｌ２は６０ｍｍ以上であ
り、さらに好ましくは１００ｍｍ以上である。前記Ｌ２の上限は２００ｍｍ程度が好まし
いが、上限は前記寸法に限定されるものではない。この後方フラップ部４２，４２は縦方
向および横方向の前後に広く展開するものとなり、後方フラップ部４２，４２で経血の横
漏れを防止する効果を高くできる。
【００６９】
前記後方フラップ部４２の縦方向の長さ、すなわち第２の起点４５から後縁部１ｂまでの
縦方向の長さ寸法は、前縁部１ａから後縁部１ｂまでの縦方向長さの最大値に対して４０
％以上を占めており、さらに好ましくは５０％以上を占めている。この生理用ナプキン１
は、従来のものにくらべて縦方向および横方向の寸法が大きく、縦方向の最大寸法は４０
０ｍｍ以上であり、好ましくは４１０ｍｍ以上である。上限は特に制限されないが、５０
０ｍｍ程度である。また、最大幅寸法（後方フラップ部４２，４２での最大幅寸法）は、
１８０ｍｍ以上である。その上限は特に制限されないが、３００ｍｍ程度である。
【００７０】
前記主吸収領域１０は、膣口から臀部の溝までを覆うことができる長さであり、例えば１
２０ｍｍ以上である。
【００７１】
　前記防漏壁３０の後側端部３０ｂは、前記第２の起点４５および前記前方境界点４６よ
りも後方に位置し、第２の起点４５から前記後側端部３０ｂまでの縦方向の距離が３０ｍ
ｍ以上で、好ましくは５０ｍｍ以上離れている。また、前記防漏壁３０の後側端部３０ｂ
と、前記主吸収領域１０の後端部１０ａは、縦方向に２０ｍｍ以上の距離をあけないよう
に配置されている。また、防漏壁３０の前側端部３０ａから後側端部３０ｂまでの縦方向
の長さ寸法は、１２０ｍｍ以上である。
【００７２】
前記前側端部３０ａと後側端部３０ｂとの間で、防漏壁３０を形成している側方シート４
を左右両側へ最大限広げたときに、防漏壁３０の立ち上がり基端３１からの側方シート４
の広がり寸法の最大値は、２０ｍｍ以上で５０ｍｍ以下であることが好ましい。
【００７３】
前側端部３０ａと後側端部３０ｂとの間で防漏壁３０を最大限広げたときには、この防漏
壁３０，３０が、前記第１の起点４４および第２の起点４５よりも左右外側にはみ出す。
しかし、防漏壁３０を最大限広げたときに、図３に示すように、前記横方向基準線Ｏｘ－
Ｏｘから後方へ距離Ｌｇ離れた位置で、前方拡開部４２Ｂの縁４２ｂが、広げられた防漏
壁の縁よりも横方向外側に位置するように、前記縁４２ｂの形状が設定されている。
【００７４】
前記距離Ｌｇ離れた位置よりも前方では、生理用ナプキン１を着用したときに防漏壁３０
が大腿部に接触するが、前記距離Ｌｇ離れた位置よりも後方では、防漏壁３０が大腿部に
接触しなくなる。アジア系の平均的な成人女性では、前記距離Ｌｇが８０ｍｍ±１０ｍｍ
に位置する。
【００７５】
防漏壁３０が大腿部から離れた位置で、防漏壁３０が外側に倒れたときに、この防漏壁３
０よりも外側に前方拡開部４２Ｂの縁４２ｂが存在していることにより、外側に倒れた防
漏壁３０により下着が汚されるのを防止できるようになる。
【００７６】
図３は、前記第２の起点４５において防漏壁３０が横方向へ前記起点４５よりもはみ出さ
ないように規制し、且つ前記第２の起点４５と後側端部３０ｂとの間で、防漏壁３０を横
方向へ最大限広げたときのこの防漏壁３０の自由縁３０Ｅを破線で示している。図３に示
すように、後方フラップ部４２の前方拡開部４２Ｂでは、縁４２ｂが横方向へ急激に広が
る形状であり、前記距離Ｗ１／Ｌ１の比が０．７以上であり、しかも縦方向中心線Ｏｙ－
Ｏｙから仮想直線Ｌｈまでの半幅寸法が大きくなってる。そのため、前記防漏壁３０の自
由縁３０Ｅが、前方拡開部４２Ｂの縁４２ｂおよび中間部４２の直線状側縁４２ａを越え
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て左右外側へはみ出ることがない。
【００７７】
前記第２の起点４５から後側端部３０ｂの間で、側方へ倒された防漏壁３０の立ち上がり
基端３１からの最大広がり幅Ｗｅは前記のように２０ｍｍ以上で５０ｍｍ以下である。ま
た、立ち上がり基端３１から前記仮想平行線Ｌｈまでの横方向の幅Ｗｆは、前記Ｗｅより
も５ｍｍ以上大きく、さらに好ましくは１０ｍｍ以上大きくなっており、Ｗｅは２５～６
０ｍｍの範囲である。
【００７８】
図２に示すように、生理用ナプキン１の着衣側表面では、折り返しフラップ部４１の着衣
側表面に、前方感圧接着剤層５１が設けられている。また後方フラップ部４２の着衣側表
面に、第１の後方感圧接着剤層５２と第２の後方感圧接着剤層５３が縦方向に間隔をあけ
て設けられている。さらに、図２に示すように、生理用ナプキン１の着衣側表面２ｂでは
、縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙを挟んで左右両側に、縦方向に延びる中央感圧接着剤層５４，
５４が設けられている。この中央感圧接着剤層５４，５４は、防漏壁３０の立ち上がり基
端３１よりも内側で、且つ液吸収層６が設けられている領域に形成されている。
【００７９】
図４と図５に示すように、折り返しフラップ部４１では、前記裏面シート５と側方シート
４との間に補強シート５６が介在されて裏面シート５および側方シート４に接着固定され
ている。同様に、後方フラップ部４２においても、裏面シート５と側方シート４との間に
補強シート５７が介在して、裏面シート５および側方シート４に接着固定されている。
【００８０】
次に生理用ナプキン１を形成する各素材の好ましい例を説明する。
表面シート３は液透過性であり、エアースルー不織布、スパンレース不織布、あるいは多
数の液透過孔が形成された樹脂フィルムなどで形成できる。裏面シート５は液遮断性の樹
脂フィルムであり、通気性のものなどを使用できる。
【００８１】
液吸収層６はパルプの積層体や、パルプと高吸収性ポリマーとの積層体、あるいはパルプ
のみまたはパルプとレーヨンなどをエアーレイド法で積層し、接着剤で繊維間を固定した
エアーレイド不織布などで形成される。液透過層７は三次元骨格を有し、嵩高な不織布で
あり、例えばエアースルー不織布や、パルプと合成繊維をエアーレイド法で積層して接着
剤で固定したエアースルー不織布などで形成される。
【００８２】
次に、側方シート４は液遮断性であり、撥水処理されているものが好ましく使用される。
側方シート４は、メルトブローン不織布やスパンボンド不織布、あるいはスパンボンド不
織布／メルトブローン不織布／スパンボンド不織布の積層不織布などを使用できる。
【００８３】
次に、補強シート５６，５７は、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、紙材などで形成される。また感圧接着剤層５１，５２，５３，５４はゴム
系のホットメルト型接着剤などで形成される。
【００８４】
前記生理用ナプキンの機能について説明する。
図１は、生理用ナプキン１を生理用ショーツなどの下着６０に装着した状態を示している
。この下着６０は、脚開口部６１，６１を有している。この下着６０の前身頃６２と後身
頃６３との間がクロッチ部６４であり、生理用ナプキン１の前方部分が前記クロッチ部６
４の内面に設置される。
【００８５】
生理用ナプキン１は、中央感圧接着剤層５４により、着衣側表面２ｂの中央部分が、下着
のクロッチ部６４から後身頃６３の下部までの内面に接着される。折り返しフラップ部４
１はクロッチ部６４の両側部で折り返され、折り返しフラップ部４１，４１に設けられた
前方感圧接着剤層５１，５１がクロッチ部６４の外面に接着される。後方フラップ部４２
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は、後身頃６３の下部内面に展開された状態で、その着衣側表面が、第１の後方感圧接着
剤層５２および第２の感圧接着剤層５３によって後身頃６３の内面に接着固定される。
【００８６】
前記下着６０を着用すると、前方主吸収領域１０Ａの縦方向での中央部分、すなわち縦方
向中心線Ｏｙ－Ｏｙと横方向中心線Ｏｘ－Ｏｘとの交叉部分およびその周辺が女性の膣口
に当接し、前方主吸収領域１０Ａと中間主吸収領域１０Ｂとの中間部分が会陰部に対向し
、中間主吸収領域１０Ｂが肛門に対向する。そして中間主吸収領域１０Ｂから後方主吸収
領域１０Ｄにかけて、肛門から臀部の溝に沿うようになり、後方補助吸収領域１７が尾て
い骨に対向する。
【００８７】
この生理用ナプキン１は、防漏壁３０の縦方向の弾性収縮力によって、図１に示すように
、肌側表面２ａが窪むように変形しようとし、その結果、防漏壁３０、３０が肌側表面２
ａから立ち上がるように変形しようとする。
【００８８】
図３には、左右両側に加圧面７１，７１を示している。この加圧面７１，７１は、大腿部
によって生理用ナプキン１が左右両側から締め付けられたときの締め付け力の作用面を意
味している。
【００８９】
前記生理用ナプキン１は、前記加圧面７１，７１からの圧縮力を受ける。前記圧縮力は、
前方主吸収領域１０Ａから中間主吸収領域１０Ｂに集中し、前方主吸収領域１０Ａでは、
液吸収層６が横方向から圧縮される。この圧縮により、縦圧縮溝１１，１１で挟まれた前
方主吸収領域１０Ａが身体に向けて盛り上がり、前方主吸収領域１０Ａが膣口およびその
周辺に密着しやすくなっている。また中間主吸収領域１０Ｂから後方主吸収領域１０Ｄに
かけて、下着から縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙに沿う緊迫力が与えられるため、着用者が起立
姿勢のときには、中間主吸収領域１０Ｂから後方主吸収領域１０Ｄにかけて、肛門から臀
部の溝に入り込み、身体との隙間を最小限にすることができる。
【００９０】
前記生理用ナプキン１を着用した状態で就寝し、仰向けの姿勢になると、生理用ナプキン
１が臀部からの圧力を受けて、図７に示す線Ｌｘ１よりも後方部分１Ｂが平坦な状態に圧
縮される。その結果、線Ｌｘ１の付近を境として前方部分１Ａと後方部分１Ｂとが折り曲
げられ、前記線Ｌｘ１の付近で本体部２の肌側表面２ａと身体との間で隙間が形成されや
すくなる。
【００９１】
前記生理用ナプキン１では、前記Ｌｘ１を起点として、後方フラップ部４２が左右両側へ
延出し、前方拡開部４２Ｂの縁４２ｂが下着６０の脚開口部６１の縁部に沿っているため
、身体との隙間により液吸収層６で吸収し切れなかった経血が防漏壁３０を越えて、矢印
６２で示すように斜め後方へ流れたとしても、前方拡開部４２Ｂによってその漏れを防止
しやすくなる。
【００９２】
また、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘよりも後方へ距離Ｌｇまでの範囲では、左右両側に大腿部
による加圧面７１，７１が存在しているため、防漏壁３０，３０は大腿部に接触して左右
外側に向けて倒れにくく、防漏壁３０，３０が肌側表面２ａから立ち上がった状態を維持
しやすい。しかし、前記距離Ｌｇよりもさらに後方では、防漏壁３０，３０が大腿部から
離れるため防漏壁３０，３０が左右両外側へ倒れる状態が生じやすい。特に仰向けの就寝
時では、後方部分１Ｂに与えられる臀部の圧力により防漏壁３０，３０が倒れやすくなる
。
【００９３】
しかし、防漏壁３０が横方向外側へ最大限倒されたとしても、前記距離Ｌｇ離れた位置よ
りも後方では、防漏壁３０が前方拡開部４２Ｂの縁４２ｂの内側に位置している。また、
図３に示すように、第２の起点４５から後側端部３０ｂとの間では、防漏壁３０が横方向
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がない。よって、防漏壁３０に付着した経血が下着６０に直接触れることがなく、下着６
０を汚し難い。
【００９４】
　また、前記防漏壁はどのような立ち上がり形状であってもよい。例えば図６に示す防漏
壁３０Ｌは、液吸収層６の上に立ち上がり基端３０Ａを有している。そして、立ち上がり
壁部３０Ｊの上端において、肌当接部３０Ｋが縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙ側と外側の双方へ
張り出している。
【００９５】
【発明の効果】
以上のように本発明では、就寝時において、斜め後方へ流れた経血によって下着を汚し難
くなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態の生理用ナプキンが下着に装着された状態を示す斜視図、
【図２】前記生理用ナプキンの平面図、
【図３】前記生理用ナプキンの平面図、
【図４】図２のＩＶ線矢視の部分断面図、
【図５】図２のＶ線矢視の部分断面図、
【図６】他の実施の形態の防漏壁の立ち上がり状態を示す断面図、
【図７】生理用ナプキンの変形状態を示す縦断面図、
【図８】従来の生理用ナプキンを示す平面図、
【符号の説明】
１　生理用ナプキン
２　本体部
２ａ　肌側表面
２ｂ　着衣側表面
３　表面シート
４　側方シート
５　裏面シート
６　液吸収層
１０　主吸収領域
１０Ａ　前方主吸収領域
１０Ｂ　中間主吸収領域
１０Ｄ　後方主吸収領域
３０　防漏壁
３０ａ　前側端部
３０ｂ　後側端部
４１　折り返しフラップ部
４５　第２の境界点
４２　後方フラップ部
４２Ａ　中間部
４２Ｂ　前方拡開部
４２Ｄ　後方収束部
４２ａ　直線状側縁
４６　前方境界点
４７　後方境界点
５１　前方感圧接着剤層
５２　第１の後方感圧接着剤層
５３　第２の後方感圧接着剤層
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