
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液透過性の表面層と、液不透過性の裏面層と、両層間に介在する液保持性の吸収層と、
該吸収層の左右両側縁それぞれの近傍から起立した防漏壁とを具備し、該吸収層の表面層
側に所定形状の防漏溝が形成された吸収性物品において、
　前記防漏壁が、基壁部と、該基壁部の上方部から前記吸収性物品の内方及び外方それぞ
れへ張り出す内方張出部及び外方張出部とを有し、
　前記内方張出部及び前記外方張出部それぞれ に、その長さ方向に沿って弾性部
材を配すると共に、前記内方張出部を、前記吸収層の上方であって且つ前記防漏溝よりも
外方に位置させた吸収性物品。
【請求項２】
　前記防漏壁から外方へ延出するサイドフラップを更に具備し、該サイドフラップの肌対
向面側が液吸収性である請求項１記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記防漏壁が起立した位置の外方に位置する前記フラップから、外方へ延出するウイン
グ部を具備する請求項２記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記防漏壁の高さが５～５０ｍｍ、前記内方張出部の先端と前記外方張出部の側縁との
間の距離が６～４０ｍｍ、前記内方張出部の先端と前記吸収層の側縁との間の距離が３～
３０ｍｍ、前記内方張出部の先端と前記防漏溝の外縁との間の距離が１～３０ｍｍである
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請求項１～３の何れかに記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記防漏壁が不織布から構成されており、該不織布のバルクソフトネスが、前記防漏壁
の長さ方向において０．０３～０．３Ｎ、幅方向において０．０５～０．５Ｎであり、幅
方向のバルクソフトネス値が長さ方向のバルクソフトネス値と同等又はそれ以上である請
求項１～４の何れかに記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記防漏壁が、着用時に着用者の排泄部に対向する部位において起立している請求項１
～５の何れかに記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、生理用ナプキンや失禁パッド等の吸収性物品に関し、更に詳しくはフィット性
が高く、液漏れが防止された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】
特開平１－６８５０３号公報には、内方及び外方に張り出した張出部を有するＴ字型の防
漏壁を、吸収体の側縁よりも外方に設けた使い捨ておむつが記載されている。この使い捨
ておむつは、Ｔ字型の防漏壁の上面を、着用者の大腿部へ面で当接させて、排泄物の漏れ
を防止しようとするものである。
【０００３】
しかし、前記Ｔ字型の防漏壁における内方への張出部は、その先端部が、吸収体の側縁よ
りも外方に位置しているので、高装着圧下において前記防漏壁が押し潰されてしまった場
合には、吸収体の側縁から外方の位置には、もはや液を吸収する部材が何も存在しなくな
り、横方向への液漏れが起こり易くなる。
【０００４】
従って、本発明は、フィット性が高く、液漏れが防止された吸収性物品を提供することを
目的とする。
また、本発明は、装着圧によって防漏壁が押し潰れた場合にも液漏れが防止された吸収性
物品を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、液透過性の表面層と、液不透過性の裏面層と、両層間に介在する液保持性の
吸収層と、該吸収層の左右両側縁それぞれの近傍から起立した防漏壁とを具備し、該吸収
層の表面層側に所定形状の防漏溝が形成された吸収性物品において、
　前記防漏壁が、基壁部と、該基壁部の上方部から前記吸収性物品の内方及び外方それぞ
れへ張り出す内方張出部及び外方張出部とを有し、
　前記内方張出部及び前記外方張出部それぞれ に、その長さ方向に沿って弾性部
材を配すると共に、前記内方張出部を、前記吸収層の上方であって且つ前記防漏溝よりも
外方に位置させた吸収性物品を提供することにより前記目的を達成したものである。
【０００６】
【発明の実施の形態】
以下本発明を、その好ましい実施形態に基づき図面を参照しながら説明する。図１には、
本発明の吸収性物品の一実施形態としての生理用ナプキンをそのトップシート側からみた
平面図が示されており、図２には、図１における II－ II線断面図が示されており、図３に
は、図１における II－ II線断面斜視図が示されている。
【０００７】
図１～図３に示すように、本実施形態の生理用ナプキン１は、縦長の形状をしており、液
透過性の表面層としてのトップシート２、液不透過性の裏面層としてのバックシート３、
及びトップシート２とバックシート３との間に介在する液保持性の吸収層としての吸収体
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４を具備する。ナプキン１の左右両側部には、その長さ方向に沿って一対の防漏壁５，５
が配されている。防漏壁５は、吸収体４の左右両側縁それぞれの近傍から起立している。
【０００８】
ナプキン１は、その着用時に着用者の排泄部に対向する部位である排泄部対向部Ａと、該
排泄部対向部Ａに隣接し且つナプキン１の前方及び後方にそれぞれ位置する前方部Ｂ及び
後方部Ｃとに区分される。
【０００９】
トップシート２は、吸収体４の上面の全域を被覆し且つ吸収体４の側縁から延出してバッ
クシート側へ巻き込まれている。トップシート２は、従来の公知のものと同様の材料から
構成することができ、例えば親水性の不織布や開孔フィルム等が用いられる。バックシー
ト３は、液不透過性のフィルムシート（好ましくは水蒸気透過性で且つ液不透過性のフィ
ルムシート）３ａと液吸収性の不織布３ｂとの積層体から構成されている。フィルムシー
ト３ａは、ナプキンの着用時に着衣に対向するように配置されており、不織布３ｂは、着
用者に対向するように配置されている。吸収体４は、フラッフパルプと高吸収性ポリマー
の粒子との混合物がティッシュペーパーに包被されて構成されている。
【００１０】
バックシート３は、吸収体４の側縁から外方に延出しておりサイドフラップ６を構成して
いる。サイドフラップ６は、ナプキン１の排泄部対向部Ａの位置において更に外方へ延出
しており一対のウイング７を形成している。尚、図示していないが、バックシート３及び
ウイング７の着衣対向面には、ナプキン１を着衣に固定するための粘着剤の層が形成され
ており、該粘着剤の層は図示していない剥離紙によって保護されている。
【００１１】
トップシート２及びバックシート３はそれぞれ吸収体４の前後端から延出しており、延出
したトップシート２とバックシート３とが互いに接合固定されている。
【００１２】
吸収体４のトップシート側には閉じた形状の防漏溝８が形成されている。防漏溝８は、ナ
プキン１の長さ方向に長軸を有する楕円形に近い形状を有しており且つナプキン１の排泄
部対向部Ａに位置する部分が内方に湾曲している。防漏溝８は、吸収体４とトップシート
２とが一体的に圧密化されて形成されている。
【００１３】
ナプキン１の左右両側部に配されている防漏壁５は、一枚の帯状シートをスリーブ状に且
つＴ字型に加工して形成されており、基壁部５ａと、該基壁部５ａの上方部からナプキン
１の内方及び外方それぞれへ張り出す内方張出部５ｂ及び外方張出部５ｃとを有している
。
【００１４】
基壁部５ａは、固定端と自由状態の先端とを有し、該固定端が吸収体４の側縁よりもやや
外方の位置においてサイドフラップ６上に固定されている。先端からは前述した内方張出
部５ｂ及び外方張出部５ｃが、ナプキン１の内方及び外方へそれぞれ張り出している。
【００１５】
内方張出部５ｂ及び外方張出部５ｃはそれぞれ上面が同一平面上に位置するようにほぼ水
平方向に張り出している。両張出部５ｂ，５ｃの張り出しは、ナプキン１の長さ方向全域
に亘っている。また両張出部５ｂ，５ｃの張り出し幅はほぼ同一となっている。
【００１６】
両張出部５ｂ，５ｃそれぞれの先端部には、その長さ方向に沿って弾性部材９，９が配さ
れている。弾性部材９の構成材料としては、通常吸収性物品に用いられるものであれば特
に制限されないが、ポリオレフィン類及びポリウレタン類の発泡体並びに天然ゴムが特に
好ましく用いられる。弾性部材９の形状は糸状、帯状、フィルム状等の形状とすることが
できる。本実施形態においては、扁平な狭幅の帯状の弾性部材を用いている。弾性部材９
は、少なくともナプキン１の排泄部対向部Ａに配されている。両弾性部材９は、防漏壁５
を形成するシート内に伸張状態で固定されている。この固定手段としては、ヒートシール
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やホットメルト接着剤などが用いられる。両弾性部材９の伸張率はほぼ同様となっている
。ナプキン１の自然状態においては弾性部材９が収縮することで、防漏壁５が確実に起立
する。このような構成の防漏壁５によれば、図４に示す本実施形態のナプキン１の装着状
態から明らかなように、両張出部５ｂ，５ｃの上面が着用者の大腿部に弾性的に且つ面で
密着するという面シール効果が発現するので、着用者の動作に起因する位置ずれなどの影
響を受けにくくなり、液漏れが効果的に防止される。両張出部５ｂ，５ｃそれぞれに弾性
部材９を配することで、着用者の動作に起因して防漏壁５が内方へ押し倒され易くなる状
況においても、外方張出部５ｃに配された弾性部材９の張力によって防漏壁５を外方へ傾
斜させる力が働き、防漏壁５が内方へ押し倒されることが効果的に防止され、両張出部５
ｂ，５ｃの大腿部への密着度が高く維持される。更に、弾性部材９を両張出部５ｂ，５ｃ
それぞれの先端部に配することで、両張出部５ｂ，５ｃの水平方向への張り出しが一層安
定して、前述の面シール効果がより向上する。
【００１７】
防漏壁５は、排泄部対向部Ａの位置においてのみ起立しており、且つ前方部Ｂ及び後方部
Ｃの位置において少なくとも内方張出部５がトップシート２に固定されることで起立が阻
害されている（起立していない）。これによって、排泄部対向部Ａの位置においてナプキ
ン１のバックシート側が凸状に湾曲してナプキン全体が着用者の体型に沿った形状となる
。その結果、両張出部５ｂ，５ｃの上面が一層安定的に着用者の大腿部に密着し、面シー
ル効果が一層発現するようになる。特に、本実施形態のように、防漏壁５が起立した位置
の外方にウイング７が設けられていると、ナプキン１の装着状態において、ウイング７の
折り返しに起因して、防漏壁５を外方へ傾斜させる力が一層大きく働き、防漏壁５が内方
へ押し倒され難くなるばかりでなく、ナプキン１の肌対向面側における液の受容領域も広
くなる。
【００１８】
内方張出部５ｂは、少なくともナプキン１の排泄部対向部Ａにおいて、吸収体４の上方に
位置している。これによって、吸収体４の側部において、着用者の排泄部から肌を伝って
横方向に流れた血液が、内方張出部５ｂと基壁部５ａとによって形成されるポケット部１
０（図４参照）に堰き止められると共に、内方張出部５ｂの下方に位置する吸収体４によ
って素早く吸収され、より一層横漏れ防止効果が高くなる。即ち、吸収体４による液の吸
収効果との相乗作用によって一層の防漏効果が発現する。
【００１９】
内方張出部５ｂは、少なくともナプキン１の排泄部対向部Ａにおいて、防漏溝８よりも外
方に位置している。これによって、図４に示すように、ナプキン１の装着状態において、
ナプキン１の長さ方向に沿う防漏溝８が可撓軸Ｘとなって、該防漏溝８よりも外方に位置
する吸収体４がバックシート側に折れ曲がり、該吸収体４自体の大腿部への密着性が良好
となると共に、両張出部５ｂ，５ｃの上面による面シール効果も一層向上する。更に、高
装着圧下において防漏壁５が押し潰された場合でも、液が、防漏溝８に沿ってナプキンの
長さ方向に誘導されるので、防漏壁５まで液が達しにくく、また達したとしても、その部
分には吸収体４が存在しているので、液が防漏壁５を乗り越えて横方向へ漏れ出しにくく
なる。一般に、防漏壁５に液が少量でも付着すると、ナプキン全体がとても汚れた印象を
着用者に与え易く、少量の吸収量でナプキンを交換しがちであるという不都合があるが、
本実施形態のナプキン１においては、防漏溝８による液の誘導効果によって防漏壁５まで
液が達しにくいことから、そのような不都合は起こりにくい。
【００２０】
前述の通り、サイドフラップ６は、バックシート３が延出して形成されている。そしてバ
ックシート３は、前述の通り、液不透過性のフィルムシート３ａと液吸収性の不織布３ｂ
とから構成されており、該不織布３ｂが肌対向面側に位置していることから、サイドフラ
ップ６の肌対向面側は液吸収性となっている。表面張力が比較的低い液、例えば表面張力
が３０ｄｙｎ／ｃｍ以下の液は、防漏壁５を構成するシートの種類によっては、該シート
を透過して外方に漏れ出すおそれがあるが、サイドフラップ６の肌対向面側を液吸収性と
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なすことで、漏れ出した液が、サイドフラップ６によって吸収され、液漏れが確実に防止
される。即ち、液吸収性とは、少なくとも表面張力が３０ｄｙｎ／ｃｍ以下の液体を吸収
可能であることを意味する。
【００２１】
サイドフラップ６の肌対向面側に位置する不織布３ｂとしては、従来吸収性物品に使用さ
れているレーヨン、コットン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステルからなる繊
維、ポリエチレン－ポリプロピレン、ポリエチレン－ポリエステル複合繊維、或いはこれ
らの繊維の混合物から得られる不織布が挙げられる。不織布の種類としては、サクション
不織布、スパンボンド不織布、メルトブロー不織布、ウォーターニードリング不織布やそ
れら複合不織布等が挙げられる。肌触り、クッション感、液の吸収空間の十分な確保の点
からサクションヒートボンド不織布が好ましく使用される。
【００２２】
不織布３ｂの表面の親水性又は撥水性に関しては、少なくとも表面張力が３０ｄｙｎ／ｃ
ｍ以下の液が吸収可能であれば特に制限はない。しかし、親水性か高すぎると逆に不織布
３ｂを通じて液が拡散し過ぎてしまう場合があることから、不織布３ｂの表面は、弱親水
性から疎水性であることが好ましい。特に不織布３ｂが親水性の表面を有する場合には、
不織布３ｂのクレム吸水度（ＪＩＳ　Ｐ８１４１）測定において、１分後のクレム吸水高
さが３０ｍｍ以下のものを用いることが好ましい。一方、不織布３ｂが、表面張力７２ｄ
ｙｎ／ｃｍの水を吸収しない疎水性の表面を有する場合には、表面張力３０ｄｙｎ／ｃｍ
の液が吸収可能なものであれば好ましく使用される。
【００２３】
防漏壁５の高さＨ（図２参照）は、５～５０ｍｍ、特に１０～４０ｍｍであることが、防
漏壁５の違和感がなく、また防漏壁５の防漏性が高くなる点から好ましい。内方張出部５
ｂの先端と、外方張出部５ｃの先端との間の距離Ｗ（図２参照）は、６～４０ｍｍ、特に
１０～３０ｍｍであることが、大腿部への密着性及び両張出部５ｂ，５ｃによる面シール
効果の向上の点から好ましい。
【００２４】
内方張出部５ｂの先端と、吸収体４の側縁との間の距離Ｄ（図２参照）は、３～３０ｍｍ
、特に５～２０ｍｍであることが、内方張出部５ｂ及び基壁部５ａにより形成されたポケ
ット部１０に、経血が受け止められる受止効果、及びその経血を吸収する吸収容量の向上
の点から好ましい。更に、内方張出部５ｂの先端と、防漏溝８の外縁との間の距離Ｅ（図
２参照）は、１～３０ｍｍ、特に５～２５ｍｍであることが、ナプキン１の装着状態や着
用者の姿勢により防漏壁５が内側に押し倒されたり、着座による高装着圧によって、防漏
壁５が吸収体４上に押し潰された状況下でも、高い防漏効果を維持できる点から好ましい
。
【００２５】
防漏壁５を構成するシートとしては、該防漏壁が肌に直接当接することから、肌触りの良
好なものが好ましい。また、前述した低表面張力の液が透過することを防止する観点から
疎水性のものであることが好ましい。これらの要請を満足するシートとして、疎水性繊維
からなるか又は疎水化処理されたエアスルー不織布、スパンボンド不織布又はスパンボン
ド／メルトブロー複合不織布を用いることが好ましい。
【００２６】
防漏壁５が不織布から構成される場合、該不織布は、防漏壁５の長さ方向について測定さ
れたバルクソフトネスが０．０３～０．３Ｎ、特に０．０５～０．２Ｎであることが好ま
しい。一方、防漏壁５の幅方向（高さ方向）について測定されたバルクソフトネスが０．
０５～０．５Ｎ、特に０．０７～０．３Ｎであることが好ましい。更に幅方向のバルクソ
フトネス値が、長さ方向のバルクソフトネス値と同等又はそれ以上であることが好ましい
。前記不織布の長さ方向及び幅方向のバルクソフトネス値を前記範囲とし、また両バルク
ソフトネス値の大小関係を前述のものとすることにより、両張出部５ｂ，５ｃに配された
弾性部材９が、長さ方向に収縮し易くなる。また、防漏壁５の両張出部５ｂ，５ｃによる
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面シール効果、及び防漏壁５の起立性が、着用者の動作にかかわらず安定的に維持される
。幅方向のバルクソフトネス値を長さ方向のバルクソフトネス値よりも高くする為には、
例えば不織布の幅方向に波状のエンボス等を施す方法が好ましく挙げられる。
【００２７】
前記バルクソフトネスは、以下の方法で測定される。即ち、テンシロン（東洋ボールドウ
ィン製、型式：ＲＴＭ－２５）を用い、不織布サンプルを１２０ｍｍ×１０ｍｍにカット
し、１０ｍｍの高さの円筒を作り、その上端と下端をステープルで止め、測定用の円筒サ
ンプルを作る。この円筒サンプルの高さ方向に圧縮速度１０ｍｍ／ｍｉｎで圧縮した時の
最大荷重を測定し、その値をバルクソフトネス値とする。長さ方向のバルクソフトネス値
とは、不織布の長さ方向が圧縮方向となる場合の値をいい、幅方向のバルクソフトネス値
とは、不織布の幅方向が圧縮方向となる場合の値をいう。
【００２８】
防漏壁５における内方張出部５ｂ及び外方張出部５ｃの形状は、前述のものに限られない
。例えば、両張出部５ｂ，５ｃは何れも基壁部５ａの先端から張り出していることを要せ
ず、図５（ａ）に示すように、基壁部５ｃの上方部である、その先端よりもやや下方の位
置から内方張出部５ｂを張り出させ、また外方張出部５ｃは先端から張り出させてもよい
。この場合には、基壁部５ｃの先端の位置にも、防漏壁５の長さ方向に沿って弾性部材９
を配してもよい。また図５（ｂ）に示すように、図１～図３に示す防漏壁５において外方
張出部５ｃの先端部を垂下させ、垂下した部分に弾性部材９を配してもよい。更に図５（
ｃ）に示すように、図１～図３に示す防漏壁５において内方張出部５ｂ及び外方張出部５
ｃそれぞれの先端部を垂下させ、垂下した各部分に弾性部材９を配してもよい。また、防
漏壁５を、図５（ｄ）に示すように形成してもよい。尚、図５（ｄ）において符号１１は
ホットメルト粘着剤である。
【００２９】
本発明は前記実施形態に制限されない。例えば、前記実施形態においては、防漏壁５にお
ける基壁部５ａの固定部は吸収体４の側縁よりもやや外方に位置していたが、これに代え
て固定部を吸収体４の側縁の位置に又は側縁よりもやや内方に位置させてもよい。
【００３０】
また、防漏溝８は閉じた形状であることを要せず、例えば、吸収体４の側縁から内方の位
置において、ナプキン１の長さ方向に沿って連続又は不連続に形成されていてもよい。
【００３１】
また、内方張出部５ｂ及び外方張出部５ｃそれぞれの張り出し幅は、ナプキン１の具体的
用途等に応じて同一としてもよく、或いは異ならせてもよい。
【００３２】
また、前記実施形態においては両張出部５ｂ，５ｃの先端部それぞれに弾性部材９を配し
たが、これに代えて、両張出部又は何れか一方の張出部の幅方向中央部付近又は全体に亘
り弾性部材を配してもよい。また内方張出部５ｂと外方張出部５ｃとで、弾性部材を配す
る位置、その伸張率及び／又は本数が異なるようにしてもよい。
【００３３】
また、前記実施形態のナプキン１はウイング付きのものであったが、用途に応じてウイン
グを設けなくてもよい。
【００３４】
また、サイドフラップ６を構成する液吸収性の不織布３ｂに代えて、開孔が施されて液吸
収が可能になされたフィルム（開孔フィルム）を用いても良い。
【００３５】
【発明の効果】
本発明によれば、フィット性が高く、液漏れが防止された吸収性物品が提供される。
また本発明によれば、装着圧によって防漏壁が押し潰れた場合にも液漏れが防止された吸
収性物品が提供される。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明の吸収性物品の一実施形態としての生理用ナプキンをそのトップシート側
からみた平面図である。
【図２】図１における II－ II線断面図である。
【図３】図１における II－ II線断面斜視図である。
【図４】図１に示すナプキンの装着状態を示す模式図である。
【図５】防漏壁の他の形態を示す模式図である。
【符号の説明】
１　生理用ナプキン（吸収性物品）
２　トップシート
３　バックシート
４　吸収体
５　防漏壁
６　サイドフラップ
７　ウイング
８　防漏溝
９　弾性部材
１０　ポケット部
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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