
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液保持性の吸収層と、液不透過性の防漏層とを具備する実質的に縦長の吸収性物品にお
いて、
　前記吸収層の長手方向左右両側部には、それぞれ伸縮性シートが張設されており、
　前記防漏層は、シート材により形成されており、
　前記伸縮性シートと前記シート材とは、吸収性物品の排泄部当接部の幅方向両側端部に
おいて、吸収性物品の幅方向外方に延出されて 延出部を形成しており、
　前記延出部は、吸収性物品の非肌当接面側に折り返され且つ該延出部

前記防漏層に固着されており、ウイングを形成しておらず、
　前記排泄部当接部の幅方向両側端部には、肌当接面側に凸の凸曲面形状部が形成されて

　
吸収性物品。

【請求項２】
　前記伸縮性シートは、弾性フィルムと不織布との積層シートである請求項１記載の吸収
性物品。
【請求項３】
　吸収性物品の側縁部において、前記延出部よりも吸収性物品の前方に位置する前方縁部
は、前記延出部に向かうに従って吸収性物品の内方側に位置しており、
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　吸収性物品の側縁部において、前記延出部よりも吸収性物品の後方に位置する後方縁部
は、前記延出部に向かうに従って吸収性物品の内方側に位置している請求項１記載の吸収
性物品。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、フィット性に優れ、漏れ防止性に優れた、生理用ナプキン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】
従来より、生理用ナプキン等の吸収性物品には、フィット性と漏れ防止性とを向上させる
べく種々の提案がなされている。
【０００３】
例えば、特開平２－１１１４０号公報においては、ウイング部を有する生理用ナプキンに
おける該ウイング部の基端部にノッチを入れてフィット性を良くすると共に装着感を良好
にしたものが提案されている。
しかし、この提案にかかる生理用ナプキンは、着用時に着用者の排泄部に当接する排泄部
当接部の両側縁が着用者にフィットしないため、十分なフィット性及び漏れ防止性が得ら
れないという問題がある。
また、特表平７－５０２４３８号公報には、長手方向左右両側縁部にループ形状の防漏壁
が形成された生理用ナプキンが提案されている。
しかし、この提案にかかる生理用ナプキンでは、十分なフィット性を発揮できるようなル
ープ形状を作成することができず、フィット性に劣るという問題がある。また、このよう
なループ形状の防漏壁では、装着中の応力が掛かった場合によれてしまい、所望の防漏効
果を奏することができないという問題もある。
【０００４】
要するに、従来の吸収性物品では、未だ十分なフィット性及び漏れ防止性が得られておら
ず、十分なフィット性及び漏れ防止性と共に、装着感にも優れた吸収性物品が要望されて
いる。
【０００５】
従って、本発明の目的は、十分なフィット性及び漏れ防止性と共に、装着感にも優れた、
生理用ナプキン等の吸収性物品を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、液保持性の吸収層と、液不透過性の防漏層とを具備する実質的に縦長の吸収
性物品において、前記吸収層の長手方向左右両側部には、それぞれ伸縮性シートが張設さ
れており、前記防漏層は、シート材により形成されており、前記伸縮性シートと前記シー
ト材とは、吸収性物品の排泄部当接部の幅方向両側端部において、吸収性物品の幅方向外
方に延出されて 延出部を形成しており、前記延出部は、吸収性物品の非肌当接面
側に折り返され且つ該延出部 前記防漏層に固着されてお
り、ウイングを形成しておらず、前記排泄部当接部の幅方向両側端部には、肌当接面側に
凸の凸曲面形状部が形成されて

吸収性物
品を提供することにより、上記目的を達成したものである。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好ましい一実施形態について説明する。
本発明の吸収性物品としての生理用ナプキン１は、図１～３に示すように、液保持性の吸
収層２と、液不透過性の防漏層３とを具備し、実質的に縦長である。
【０００８】
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防漏層３は防漏シート３１により形成されており、吸収層２は液体保持性の吸収体２２と
、該吸収体２２の肌当接面５１側を覆うように配された液体透過性の表面シート２１とか
らなる。そして、表面シート２１は、肌当接面５１を形成し、防漏シート３１は、非肌当
接面５２を形成している。
また、非肌当接面５２には、生理用ナプキンを下着に固定するためのズレ止め部７が粘着
剤を塗工して設けられている。
吸収体２２は、防漏シート３１側に位置する第２吸収体２４と、第２吸収体２４上に載置
された第２吸収体２４よりも小さい第１吸収体２３とからなる。第１吸収体２３は、生理
用ナプキン１の排泄部当接部９に位置するように配されており、これにより立体形状部２
５が形成されている。
また、図２に示すように、立体形状部２５を囲む位置、排泄部当接部９の左右両側部、及
び外周縁に沿う外周縁側部に、それぞれ防漏溝６が形成されている。
【０００９】
　而して、本実施形態の生理用ナプキン１においては、吸収層２の長手方向左右両側部に
は、それぞれ伸縮性シート４１が張設され、また防漏層３は、前述のようにシート材とし
ての防漏シート３１により形成されており、伸縮性シート４１と防漏シート３１とは、生
理用ナプキン１の排泄部当接部９の幅方向両側端部において、生理用ナプキン１の幅方向
外方に延出されて延出部４を形成する。延出部４は、生理用ナプキン１の非肌当接面５２
側に折り返され且つ延出部４の先端部分４ａが防漏層の表面に固着されており、

排泄部当接部９の幅方向両側端部には、伸縮性シート４１の伸縮力に
より肌当接面５１側に凸の凸曲面形状部８が形成される。
　ここで、排泄部当接部９とは、着用時に着用者の排泄部に当接する部位及びその周辺に
位置する部位を意味する。
【００１０】
更に詳述すると、伸縮性シート４１は、その基端４１ｂを吸収体２２の側部上に位置する
表面シート２１に固定して配されており、伸長された状態で、延出された防漏シート３１
と先端部４１ａ側で接着されている。伸縮性シート４１の基端４１ｂは、生理用ナプキン
１の長手方向に沿っている。
延出部４は、本実施形態においては接着剤４２を介して防漏層の表面に固着されている。
【００１１】
また、凸曲面形状部８は、伸縮性シート４１が、表面シート２１に固着された基端４１ｂ
と延出部４の折り返し部分との間で、肌当接面５１側に隆起して形成されており、伸縮性
シート４１と防漏シート３１との間に空間が形成されている。
凸曲面形状部８の高さ（第２吸収体上に位置する表面シートからの高さ）は、漏れ防止効
果および装着感の点で、３～２５ｍｍが好ましく、５～２０ｍｍがより好ましい。なお、
高さは、自然状態における高さである。
【００１２】
本実施形態の生理用ナプキン１は、伸縮性シート４１の伸縮力により、その長手方向にお
いて肌当接面５１側に凹状に湾曲している。
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、曲率半径が、５０～３００ｍｍ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。
【００１３】
また、排泄部当接部の側部に平面視で幅狭のくびれ部１１を有する。本実施形態では、長
手方向の略前方よりの位置でくびれ部１１を有している。なお、くびれ部１１とは、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とする。
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くびれ部１１において、吸収性物品の最小幅部を有し、該最小幅部の幅は、股間への装着
性の点で、吸収性物品の最大幅に対して６０～９５％であるのが好ましく、７０～８５％
であるのが更にましい。また、くびれ部の長さは、股間部との装着性の点で、吸収性物品
の全体の長さに対して１０～７０％であるのが好ましく、３０～５０％であるのが更に好
ましい。
【００１４】
　延出部４は、図４に示すように、台形状に形成されており、その幅Ｗは、１０～４０ｍ
ｍとするのが好ましく、長さＬは、３０～１６０ｍｍとするのが好ましい。
　伸縮性シート４１と防漏層３とにより形成された延出部４は、折り返して防漏層３に固
着することで、延出部４の伸縮性シート４１の収縮力が作用し、装着中に身体から係る応
力によっても吸収性物品が内側に入り込んで凸曲面形状が崩れることを防止する。この時
、防漏層３への延出部４の固着は、伸縮性シート４１の収縮力を十分に作用させるために
、延出部４の幅ｗの中心線よりも外方で行 、 図３に示すように、延出部の先端
部を固着させて行うこと ましい。
　そして、生理用ナプキン１の側縁部において、延出部４よりも生理用ナプキン１の前方
に位置する前方縁部１２は、延出部４に向かうに従って生理用ナプキン１の内方側に位置
しており、生理用ナプキン１の側縁部において、延出部４よりも生理用ナプキン１の後方
に位置する後方縁部１３は、延出部４に向かうに従って生理用ナプキン１の内方側に位置
している。これにより、上述のようなくびれ部１１が良好に形成され、フィット性をより
向上させることができる。ここで、「前方」及び「後方」は、便宜的に用いている語であ
り、これにより使用形態等が制限されるものではない。
【００１５】
本実施形態の生理用ナプキンに用いる第２吸収体２４の厚みは、フィット性および立体形
状の保持性から０．３～７ｍｍが好ましく、０．５～５ｍｍが更に好ましい。また、立体
形状部２５全体の厚みは、３～２５ｍｍが好ましく、５～１３ｍｍが更に好ましい。吸収
体の幅は、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。
また、股間部とのフィット性から、立体形状部２５の長さは３０～２００ｍｍが好ましく
、６０～１６０ｍｍが更に好ましく、幅は１０～５０ｍｍが好ましく、２０～４０ｍｍが
更に好ましい。
【００１６】
次に、本実施形態の生理用ナプキンの各部材の好ましい形成材料について説明する。
表面シート、防漏シート、吸収体の形成材料は、通常公知のものを特に制限なく用いるこ
とができる。
また、伸縮シートは、肌触りが良好であるという点から、弾性フィルムと不織布との積層
シートが好ましく用いられる。
弾性フィルムとしては、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
伸縮性を有する材料からなるフィルム等が挙げられる。
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、伸長した状態で幅方向
に１本以上好ましくは２本以上並べて、不織布、フィルム、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良い。この糸状や細幅の伸縮材料と貼り合わせる不織布、フィ
ルム、織物としては、上述の伸縮材料からなる材料や、従来公知である、ポリエチレン、
ポリプロピレン、ポリエステルや、それらの複合材料、例えばポリエチレン－ポリプロピ
レン複合材料、ポリエチレン－ポリエステル複合材料からなる不織布、フィルム等が挙げ
られる。
また、伸縮シートとしては、伸縮性のネット状材料や複数の伸縮性糸状又は帯状部材によ
って形成が可能である。
【００１７】
本実施形態の生理用ナプキンは、通常の生理用ナプキンと同様にして使用することができ
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る。
本実施形態の生理用ナプキン１によれば、伸縮性シート４１の伸縮力により、その長手方
向において肌当接面側に凹状に湾曲が形成されて、身体の前後方向の湾曲に対して良好に
フィットするので、前漏れ及び後ろ漏れを防止することができる。
そして、更に本実施形態の生理用ナプキン１によれば、上述のように凸曲面形状部が形成
されるように構成されているので、下記のような効果を奏する。
▲１▼足の付け根の曲線と曲面に隙間を作らずにフィットするので、フィット性と横漏れ
防止性に優れている。
▲２▼延出部を折り返した部位において伸縮シートの収縮力が維持され、装着者が開脚・
閉脚する等して外力が加わっても、凸曲面形状部で外力を緩衝するので、吸収体まで変形
することがない。また、変形回復力に優れるため、装着者の体の動きに追随し、常に両側
部が隙間なくフィットする。
▲３▼延出部を折り返しているので、外周縁のシール部が肌に当たることがなく、装着感
に優れる。
▲４▼延出部は、防漏層に固着されているので、凸曲面形状の保形性に優れている。
▲５▼延出部は、伸縮性シートと防漏層とにより形成されており、且つ防漏層に固着され
ているので、常に吸収体の幅方向の側部に防漏層を存在させることができ、横漏れ防止性
をより一層向上させることができる。
▲６▼延出部を折り返して固着して形成されているので、くびれ部の形成や、延出部前後
のナプキンの幅の変更等、吸収性物品の形状の変更や形状を変更したものの製造が容易で
ある。
【００１８】
また、本実施形態のように、凹状に湾曲し且つ凸曲面形状がくびれ部１１を形成するよう
にした場合には、足の付け根の身体の曲線と曲面に、よりフィットしやすい形状となり、
より装着感に優れ、且つ横漏れ防止性を向上させることができる。
また、上述のような凸曲面形状・くびれ部・凹曲面形状を組み合わせることにより、曲面
的な身体の面と隙間を作ることがなく、フィット性がより一層向上し、更には装着感に優
れた吸収性物品を提供できる。
また、くびれ部が形成されることにより、特にフィット性及び横漏れ防止性に優れ、また
、３つ折り又は４つ折りにして個別包装しても凸曲面同士が相対しないため、包装しても
凸曲面はつぶれることなく安定して保たれ、コンパクトな包装が可能となる。更には、凹
状に湾曲しているため、身体の曲線へのフィット性が向上する。
【００１９】
そして、本実施形態の生理用ナプキンを製造するには、先ず、図４に示すように延出部４
が形成された生理用ナプキン１を製造する。即ち、常法に従って吸収体２２を表面シート
２１で被覆し、表面シート２１で覆った吸収体２２を防漏シート３１に接着剤を介する等
して固着する。次いで、伸張状態の伸縮性シート４１を表面シート２１の所定箇所に固着
し、周縁をヒートシールし、さらに、所定の箇所に防漏溝６が形成されるようにエンボス
加工などを施す。
次に、図４に示す延出部４を非肌当接面５２側に折り返して、接着剤４２を介して延出部
４の防漏シート３１の表面に接着して、本実施形態の生理用ナプキン１を得ることができ
る。
なお、伸縮性シートと防漏シートの固定、および吸収層の伸縮性シートと防漏シートの固
定は、ヒートシールの他に、ホットメルト接着剤を介したり、超音波を用いる等して行わ
れる。
【００２０】
　なお、本発明の吸収性物品は上述の実施形態に制限されるものではなく、本発明の趣旨
を逸脱しない範囲で種々変形可能である。
　例えば、本発明の吸収性物品は、生理用ナプキンの他に、使い捨ておむつや失禁パッド
などに適用可能である
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【００２１】
【発明の効果】
本発明の吸収性物品は、十分なフィット性及び漏れ防止性と共に、装着感にも優れたもの
である。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の吸収性物品としての生理用ナプキンの１実施形態を示す斜視図
である。
【図２】図２は、図１の生理用ナプキンの平面図である。
【図３】図３は、図２のＸ－Ｘ断面を模式的に示す断面図である。
【図４】図４は、本発明の吸収性物品としての生理用ナプキンの製造過程を示す平面図で
ある。
【符号の説明】
１　生理用ナプキン（吸収性物品）
１１　くびれ部
１２　前方縁部
１３　後方縁部
２　吸収層
２１　表面シート
２２　吸収体
２３　第１吸収体
２４　第２吸収体
３　防漏層
３１　防漏シート
４　延出部
４１　伸縮性シート
５１　肌当接面
５２　非肌当接面
６　防漏溝
７　ズレ止め部
８　凸曲面形状部
９　排泄部当接部
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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