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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　肌側表面と着衣側表面を有し、前記肌側表面に与えられた液を吸収する液吸収層と、前
記着衣側表面に現れる裏面シートとを備えた縦長の本体部と、前記本体部の縦方向中心線
から左右両側に距離を空けて縦方向に延びる防漏壁とが設けられた吸収性物品において、
　前記防漏壁は、縦方向の前端と後端が前記本体部に固定され、前記前端と前記後端との
間に局部的な規制部が設けられ、縦方向への弾性収縮力が与えられて、前記前端と前記規
制部との間および前記規制部と前記後端との間で、縦方向に延びる頂部が縦方向中心線か
ら離れるように側方に向けられて前記肌側表面から離れるように立ち上がり可能とされて
おり、
　前記規制部では、肌側表面から前記頂部まで立ち上がるシートどうしが接合されて、前
記頂部の立ち上がり可能な高さ寸法が、前記前端と前記規制部との間および前記規制部と
前記後端との間よりも低く規制されていることを特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　肌側表面と着衣側表面を有し、前記肌側表面に与えられた液を吸収する液吸収層と、前
記着衣側表面に現れる裏面シートとを備えた縦長の本体部と、前記本体部の縦方向中心線
から左右両側に距離を空けて縦方向に延びる防漏壁とが設けられた吸収性物品において、
　前記防漏壁は、縦方向の前端と後端が前記本体部に固定され、前記前端と前記後端との
間に局部的な規制部が設けられ、縦方向への弾性収縮力が与えられて、前記前端と前記規
制部との間および前記規制部と前記後端との間で、縦方向に延びる頂部が縦方向中心線か
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ら離れるように側方に向けられて前記肌側表面から離れるように立ち上がり可能とされて
おり、
　前記規制部では、前記頂部を肌側表面から離れないように規制する押圧部材が設けられ
、前記頂部の立ち上がり可能な高さ寸法が、前記前端と前記規制部との間および前記規制
部と前記後端との間よりも低く規制されていることを特徴とする吸収性物品。
【請求項３】
　前記規制部は、身体の排泄部に対向する部分よりも後方に位置する請求項１または２記
載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記規制部は、前記防漏壁の前端と後端との中間点の近傍に位置しまたは前記中間点よ
りも後方に位置する請求項１ないし３のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記規制部は、前記防漏壁の前端と後端との中間点よりも前方に位置する請求項１また
は２記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記本体部の両側縁部には、横方向の外側に突出して下着のクロッチ部の外面に折り返
される折り返しフラップ部と、前記折り返しフラップ部よりも後方から横方向外側へ突出
して広げられた状態で下着の内面に設置される後方フラップ部とを有し、前記折り返しフ
ラップ部と前記後方フラップ部の間に、左右両縁部間の間隔が前記折り返しフラップ部の
側縁間の幅寸法よりも短い幅細部が設けられており、前記規制部は前記幅細部の内側に設
けられている請求項１ないし３のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項７】
　本体部を平面状に展開したときの、防漏壁の前端と後端との縦方向の長さをＬ０とした
ときに、前記規制部と前記前端との距離、および前記規制部と前記後端との距離が、前記
Ｌ０の１／４以上である請求項１ないし６のいず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、就寝時などの着用に適した縦長の生理用ナプキンまたは使い捨ておむつ、ある
いは下着やおむつの内側に設置して使用される尿吸収パッドなどの吸収性物品に係り、特
に肌側表面の左右両側に縦方向に延びる防漏壁が設けられた吸収性物品に関する。
【０００２】
【従来の技術】
特許文献１と特許文献２には、生理中の女性が就寝時などに着用するのに適した、縦方向
の寸法が長い生理用ナプキンが開示されている。この生理用ナプキンは、前方部分が経血
などの排泄部である膣口に対向し、中間部分および後方部分が、会陰部から肛門に当てら
れ、さらに後方部分が臀部の溝に対向できるようになっている。肌側表面には、前記前方
部分から後方部分に渡って防漏壁が設けられている。この防漏壁は膣口に対向する部分か
ら臀部に対向する部分までの長い範囲において、肌側表面の左右両側部において、生理用
ナプキンの肌側表面から立ち上がり可能である。生理用ナプキンの肌側表面と身体との隙
間に前記防漏壁が介在することにより、就寝時などに会陰部や肛門を経て後方へ流れよう
とする経血などを前記防漏壁で遮断できるようにしている。
【０００３】
特許文献３には使い捨ておむつが開示され、特許文献４にはおむつカバーや下着等と共に
着用される尿吸収用の吸収性物品が開示されている。
【０００４】
前記使い捨ておむつおよび吸収性物品は、肌側表面の左右両側において縦方向に延びる防
漏壁が設けられている。使い捨ておむつや前記吸収性物品は、股間部から臀部に渡って着
用され、前記防漏壁は股間部から臀部にかけて身体に向けて立ち上がるようにして身体に
密着する。



(3) JP 4421222 B2 2010.2.24

10

20

30

40

50

【０００５】
【特許文献１】
特開２００１－９５８４２号
【特許文献２】
特開２００２－６５６号
【特許文献３】
特開昭６４－６８５０３号
【特許文献４】
特開平４－１２７５１号
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
前記特許文献１ないし特許文献４に記載された吸収性物品は、いずれも縦長であり身体の
股間部から臀部にかけて着用される。図１４は、これら従来の縦長の吸収性物品１００の
変形状態および防漏壁の立ち上がり状態を模式的に示した断面図である。
【０００７】
この吸収性物品１００は、液透過性の表面シートと液吸収層および液遮断性の裏面シート
を有する本体部１０１を有し、この本体部１０１の前縁部１０１ａが下腹部側に向けられ
、後縁部１０１ｂが臀部に向けられる。防漏壁１０３は、前端１０３ａと後端１０３ｂが
本体部１０１に固定されている。この防漏壁１０３の弾性収縮力により前端１０３ａと後
端１０３ｂとを接近させる力が作用し、本体部１０１は肌側表面が窪むように湾曲変形さ
せられ、その結果、防漏壁１０３は縦方向に延びる頂部１０４が肌側表面から離れるよう
に立ち上がる。
【０００８】
前記のように防漏壁１０３の弾性収縮力は、前端１０３ａと後端１０３ｂとを互いに接近
させるように作用するため、防漏壁１０３の頂部１０４は、前端１０３ａと後端１０３ｂ
とを直線的に結ぶ状態に立ち上がろうとする。そのため、図１４に示す変形状態において
、本体部１０１の前方のほぼ半分を占めるほぼ前方部分１０１Ａでは、前記防漏壁１０３
の頂部１０４が、後方に向かうにしたがって斜め上方へ立ち上がろうとする。また、前方
部分１０１Ａと後方部分１０１Ｂとの境界では、前記弾性収縮力により本体部１０１に折
曲がり境界部１０５が形成され、この部分で、防漏壁１０３の頂部１０４が本体部１０１
の肌側表面から最も離れようとする。
【０００９】
この吸収性物品１００が身体に着用されると、前方部分１０１Ａが、下腹部から股間部お
よび会陰部付近に対向し、後方部分１０１Ｂが、肛門から後方の臀部の溝に対向し、さら
に縦長のものでは臀部の溝のさらに後方部分を覆うようになる。ここで、前方部分１０１
Ａでは、防漏壁１０３の頂部１０４が、後方に向かうにしたがって斜めに持ち上がろうと
するため、この斜めに持ち上がる部分が会陰部の付近に比較的強く圧接する。また前記折
曲がり境界部１０５が対向する肛門の両側付近においても前記頂部１０４が比較的強く身
体に当たるようになる。そのため前記会陰部や肛門付近または肛門よりも後方の臀部に違
和感を与えやすい。
【００１０】
また、前記折曲がり境界部１０５では、頂部１０４が本体部１０１から最も離れ、この部
分で防漏壁１０３の立ち上がり寸法が最も高くなる。しかし、この部分は、肛門の両側や
臀部からの圧力を受けやすい部分であるため、防漏壁１０３は肌側表面から高い位置に立
ち上がった状態で、身体からの圧力を受けて本体部１０１の肌側表面に向けて倒れ込みや
すくなる。その結果、本体部１０１の肌側表面が防漏壁１０３で覆われてしまい、本体部
１０１の肌側表面での実質的な液吸収領域を減少させ、その結果、液の横洩れや斜め後方
への洩れを生じやすくなる。
【００１１】
本発明は前記従来の課題を解決するものであり、防漏壁が身体に違和感を与えることなく
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当接し、しかも十分な防漏効果を発揮できるようにした吸収性物品を提供することを目的
としている。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、肌側表面と着衣側表面を有し、前記肌側表面に与えられた液を吸収する液吸
収層と、前記着衣側表面に現れる裏面シートとを備えた縦長の本体部と、前記本体部の縦
方向中心線から左右両側に距離を空けて縦方向に延びる防漏壁とが設けられた吸収性物品
において、
　前記防漏壁は、縦方向の前端と後端が前記本体部に固定され、前記前端と前記後端との
間に局部的な規制部が設けられ、縦方向への弾性収縮力が与えられて、前記前端と前記規
制部との間および前記規制部と前記後端との間で、縦方向に延びる頂部が縦方向中心線か
ら離れるように側方に向けられて前記肌側表面から離れるように立ち上がり可能とされて
おり、
　前記規制部では、肌側表面から前記頂部まで立ち上がるシートどうしが接合されて、前
記頂部の立ち上がり可能な高さ寸法が、前記前端と前記規制部との間および前記規制部と
前記後端との間よりも低く規制されていることを特徴とするものである。
【００１３】
　本発明の吸収性物品は、生理用ナプキン、使い捨ておむつあるいは尿吸収パッドなどに
おいて、防漏壁の前端と後端との間で、この防漏壁の肌側表面からの立ち上がりが局部的
に規制され、前記前端と前記規制部との間および前記規制部と前記後端との間で、縦方向
に延びる頂部が縦方向中心線から離れるように側方に向けられて前記肌側表面から離れる
ように立ち上がり可能とされている。そのため、防漏壁の肌側に向く頂部が身体の表面に
倣いやすくなり、防漏壁から身体に与えられる違和感を減少でき、また防漏壁の最も高い
部分が肌側表面に倒れ込むなどの現象を阻止しやすくなる。
【００１４】
本発明では、例えば、前記規制部は、身体の排泄部に対向する部分よりも後方に位置する
。
【００１５】
排泄部よりも後方で防漏壁の立ち上がりが規制されることにより、排泄部の両側に位置す
る防漏壁の頂部が本体部の肌側表面とほぼ平行となって、身体に違和感なく当接できるよ
うになる。また排泄部よりも後方で、防漏壁の立ち上がり高さが抑制されるため、この部
分が肌側表面に倒れ込んだとしても、肌側表面の露出面積が狭くなりすぎるなどの問題を
防止しやすい。
【００１６】
そのためには、前記規制部は、前記防漏壁の前端と後端との中間点の近傍に位置しまたは
前記中間点よりも後方に位置することが好ましい。
【００１７】
あるいは、本発明では、前記規制部は、前記防漏壁の前端と後端との中間点よりも前方に
位置するものであってもよい。
【００１８】
このように規制部が前方部分に位置していると、女性の排泄部の両側に位置する防漏壁が
後方へ向けて斜めに立ち上がろうとするのを抑制でき、防漏壁が股間部に違和感を与え難
くなるとともに、排泄部に対向する部分で防漏壁が倒れたとしても、排泄部に対向する部
分で肌側表面が防漏壁で広く塞がれるのを抑制できる。
【００１９】
また、本発明は、前記本体部の両側縁部には、横方向の外側に突出して下着のクロッチ部
の外面に折り返される折り返しフラップ部と、前記折り返しフラップ部よりも後方から横
方向外側へ突出して広げられた状態で下着の内面に設置される後方フラップ部とを有し、
前記折り返しフラップ部と前記後方フラップ部の間に、左右両縁部間の間隔が前記折り返
しフラップ部の側縁間の幅寸法よりも短い幅細部が設けられており、前記規制部は前記幅
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細部の内側に設けられているものとして構成できる。
【００２０】
この吸収性物品は、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
て構成される。この場合、吸収性物品は、折り返しフラップ部と後方フラップ部との境界
部分で折れ曲がりやすくなるが、この折り曲がり境界部で、防漏壁の立ち上がり高さを規
制することにより、身体への違和感を低減でき、また折曲がり境界部に位置する防漏壁が
倒れたとしても本体部の肌側表面を覆う範囲を狭くできる。
【００２１】
また、本発明は、本体部を平面状に展開したときの、防漏壁の前端と後端との縦方向の長
さをＬ０としたときに、前記規制部と前記前端との距離、および前記規制部と前記後端と
の距離が、前記Ｌ０の１／４以上であることが好ましい。
【００２２】
規制部を、防漏壁の前端部と後端部に近づきすぎない位置に配置することにより、防漏壁
の立ち上がりを規制することによる効果を発揮できるようになる。
【００２５】
　または、本発明は、前記規制部には、この防漏壁を肌側表面から離れないように規制す
る押圧部材が設けられていることを特徴とするものである。
【００２６】
【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を、前縁部を手前側に向けて示した斜
視図、図２は前記生理用ナプキンを、前縁部を紙面にて上方に向けて示した平面図、図３
は図２のＩＩＩ矢視の横断面図、図４は図２のＩＶ矢視の横断面図、図５は図２のＶ矢視
の横断面図である。
【００２７】
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。
【００２８】
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の本体部２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。
【００２９】
図２に示す横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘは、前記縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙと直交する。この生
理用ナプキン１は、肌側表面２ａが女性の股間部に向けられ、縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙと
横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘとが交叉する部分およびその周辺が、女性の膣口に対向するよう
に着用される。
【００３０】
図３と図４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５には液遮断性の裏面シート５が現れ
ている。
【００３１】
本体部２の前記防漏壁３０と防漏壁３０とで挟まれた領域では、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３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。
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【００３２】
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。
【００３３】
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。前記主吸収領域１０の前端
部１０ｂから後端部１０ａまでの縦方向の長さ寸法は、１５０～３００ｍｍである。また
本体部２の縦方向の長さ寸法は、例えば１８０～３８０ｍｍである。
【００３４】
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、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘ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り、中間主吸収領域１０
Ｂは横方向両側へ広がる形状である。また後方主吸収領域１０Ｄでは、縦圧縮溝１１と１
１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。
【００３５】
図３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。その結果、図
１に示すように、前記主吸収領域１０の表面は、その周辺領域に比べて隆起した盛り上が
り部を形成している。
【００３６】
図２に示すように、前方横圧縮溝１２の前方には、第１の外側横圧縮溝１４が形成されて
おり、この第１の外側横圧縮溝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と第１の外側横圧縮溝１
４とで囲まれた部分が前方拡散抑止領域１５である。
【００３７】
前記後方横圧縮溝１３の後方には、第２の外側横圧縮溝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および第２の外側横圧縮溝１６は繋がっており、後方
横圧縮溝１３と第２の外側横圧縮溝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と第２の外側横圧縮溝１６とで囲まれた部分が後方拡散
抑止領域１７となっている。
【００３８】
前記前方主吸収領域１０Ａの左右両側では、縦圧縮溝１１，１１の外側に間隔を空けて第
１の外側縦圧縮溝２１，２１が形成されている。この第１の外側縦圧縮溝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－Ｏｘに
おいてその間隔が最短となっている。
【００３９】
後方主吸収領域１０Ｄの左右両外側では、前記縦圧縮溝１１，１１に横方向へ間隔を空け
て、第２の外側縦圧縮溝２２，２２が形成されている。この第２の外側縦圧縮溝２２，２
２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、その後端は、第２
の外側横圧縮溝１６よりもさらに後方に位置している。
【００４０】
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。ただし前記それぞれの圧縮溝は、所定の
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密度に圧縮されたドット状のものが前記各圧縮溝の線パターンに沿って所定の間隔で形成
されていてもよい。
【００４１】
図３ないし図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Ｏｙ－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。
【００４２】
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部材３２と、同じく複数の弾性部材３３が
挟まれて接着されている。それぞれの弾性部材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。前記弾性部材３
２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
。
【００４３】
図２に示すように、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４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の２枚重ねの部
分が、３重に折り畳まれて、肌側表面２ａにおいて表面シート３上に接着固定されて、図
４と同様の重ね固定部３７が形成されている。
【００４４】
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３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の前縁部１ａに近い側の端が防漏壁３０の前端３０
ａであり、後方接合端部３６の後縁部１ｂに近い側の端が防漏壁３０の後端３０ｂとなっ
ている。この防漏壁３０の縦方向の長さは、前記前端３０ａから後端３０ｂまでの寸法Ｌ
０である。
【００４５】
この寸法Ｌ０は、主吸収領域１０の縦方向の長さ寸法の４／５以上であり、好ましくは、
前記寸法Ｌ０は主吸収領域１０の縦方向の長さ寸法以上である。また前記前端３０ａが主
吸収領域１０の前端部１０ｂよりも前方に位置し、前記後端３０ｂが主吸収領域１０の後
端部１０ａよりも後方に位置していることが好ましい。
【００４６】
前記前端３０ａと後端３０ｂとの間には、前記弾性部材３２，３３による弾性収縮力が作
用し、その結果、前端３０ａと後端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、前端３０ａと後端３０ｂとの間において防漏壁３
０が肌側表面２ａから立ち上がる。そして、前端３０ａと後端３０ｂとの間に前記主吸収
領域１０が位置していることになる。
【００４７】
重ね固定部３７において側方シート４が図４に示すように３重に重ねられて接着固定され
ている結果、前記防漏壁３０の断面形状は、図３に示すように、立ち上がりの基端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を有し
ている。そして、前記折畳み頂部４ｂが、前記肌当接部３０Ｄの自由縁端となり、この折
畳み頂部４ｂが、防漏壁の頂部となっている。
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【００４８】
図２に示すように、それぞれの防漏壁３０では、前端３０ａと後端３０ｂとの間の少なく
とも１箇所に、局部的な規制部３８が設けられている。この実施の形態の生理用ナプキン
１では、前記規制部３８が一箇所のみ設けられている。この規制部３８では、前記立ち上
がり基端３１と、防漏壁３０の頂部である折り畳み頂部４ｂとの間を強制的に伸ばしたと
きの距離（立ち上がり可能高さ）が、防漏壁３０の他の部分よりも短くなるように規制さ
れている。
【００４９】
図５に示すように、前記規制部３８では、中間傾斜部３０Ｂと肌当接部３０Ｄを形成する
シートどうしが、接着剤による接着または溶着などにより接合されている。図５では規制
部３８の横方向の幅寸法すなわち接合部の幅寸法をＷａで示している。規制部３８では、
立ち上がり基端３１から折畳み頂部４ｂまでの立ち上がり可能高さ寸法が２×Ｗａだけ短
くなる。なお、規制部３８の縦方向の長さＬ１すなわち接合部の縦方向の長さは、２０ｍ
ｍ以下好ましくは５ｍｍ以下である。
【００５０】
本明細書において、規制部３８が局部的に設けられているとは、規制部３８と前端３０ａ
との間、および規制部３８と後端３０ｂとの間の双方において、折畳み頂部４ｂが肌側表
面２ａから離れるように立ち上がり可能となっていることを意味している。
【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、横方向外側へ突
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突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、横方向外側へ突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】
前記折り返しフラップ部４１の側縁４１ａは横方向外側に向けて緩やかな突曲線形状であ
り、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の位置で最も大きい。
【００５３】
前記後方フラップ部４２は、縦方向の寸法Ｌ２の範囲で前記半幅寸法がほぼ一定であり、
この範囲で、側縁４２ａは縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙに対して平行あるいはほぼ平行である
。
【００５４】
後方フラップ部４２，４２の側縁４２ａと側縁４２ａとの幅寸法は、折り返しフラップ部
４１，４１の側縁４１ａと側縁４１ａとの幅寸法よりも大きい。また後方フラップ４２の
縦方向の長さ寸法は、折り返しフラップ部４１の縦方向の長さ寸法よりも大きくなってい
る。そして、折り返しフラップ部４１と後方フラップ部４２との間には、左右の両側縁間
の距離が小さくなる狭幅部４４，４４が形成されている。
【００５５】
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に延びる裏面シート５の表
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に延びる裏面
シート５の表面に、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
に間隔を空けて設けられている。さらに、左右の防漏壁３０と３０とで挟まれた部分で、
裏面シート５の表面には、中央感圧接着剤層５４，５４が縦方向に帯状に延びて形成され
ている。
【００５６】
図２および図３と図４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
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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。
【００５７】
この生理用ナプキン１では、防漏壁３０に設けられた前記規制部３８が、前記中間主吸収
領域１０Ｂの両側に位置している。また、前記規制部３８は、前記折り返しフラップ部４
１と後方フラップ部４２との間の狭幅部４４の内側に位置している。ここで、狭幅部４４
に規制部３８が存在しているとは、折り返しフラップ部４１と後方フラップ部４２との中
間で、且つ縁部どうしの幅寸法が、折り返しフラップ部４１，４１の側縁４１ａと側縁４
１ａとの対向幅寸法よりも狭くなっている領域、好ましくは前記対向幅寸法よりも５ｍｍ
以上狭くなっている領域に前記規制部３８が存在していることを意味している。
【００５８】
その結果、前方主吸収領域１０Ａの両側で且つ折り返しフラップ部４１の側縁４１ａの内
側に規制部３８が存在せず、前方主吸収領域１０Ａの左右両側で、折畳み頂部４ｂが規制
されることなく肌側表面２ａから自由に立ち上がり可能である。また、後方主吸収領域１
０Ｄの両側で且つ後方フラップ部４２の側縁４２ａの内側にも規制部３８が存在せず、こ
の部分でも、折畳み頂部４ｂが規制されることなく肌側表面２ａから自由に立ち上がり可
能である。
【００５９】
　また、この生理用ナプキン１では、前記規制部３８が、防漏壁３０の縦方向寸法Ｌ０の
ほぼ中点またはその近傍に位置していることになる。
【００６０】
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。
【００６１】
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。
【００６２】
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。
【００６３】
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。
【００６４】
図１は、生理用ナプキン１に外力を与えていない自由状態を示し、図１２は、前記自由状
態の生理用ナプキン１を縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙで切断した断面図を示している。
【００６５】
前記防漏壁３０では、縦方向に延びる弾性部材３２と弾性部材３４が、縦方向に伸ばされ
た状態で接着固定されている。よって自由状態の生理用ナプキン１の本体部２は、前記弾
性部材３２，３４の弾性収縮力により、防漏壁３０の前端３０ａと後端３０ｂとが互いに
接近させられて、肌側表面２ａが窪むように変形させられる。その結果、前端３０ａと後
端３０ｂとの間において、防漏壁３０は、折畳み頂部４ｂが肌側表面２ａから離れるよう
に立ち上がる。
【００６６】
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図５に示すように、規制部３８では、肌側表面２ａからの折畳み頂部４ｂまでの立ち上が
り可能高さ寸法が規制されている。そのため、図１２に示すように、防漏壁３０を、前端
３０ａから規制部３８までの前方部分３０Ｎと、規制部３８から後端３０ｂまでの後方部
分３０Ｍとに区分したとき、防漏壁３０の頂部は、前方部分３０Ｎと後方部分３０Ｍとの
境界部で屈曲した形状となる。
【００６７】
なお、図１２では、前記規制部３８が設けられていなかった従来の防漏壁の頂部１０４を
比較のために点線で示している。
【００６８】
図１２に示すように、この生理用ナプキン１では、弾性部材３２と弾性部材３４の弾性収
縮力が作用したときに、折り返しフラップ部４１と後方フラップ部４２との中間の狭幅部
４４を境として本体部２が折れ曲げられた形状となりやすい。そして、本体部２のこの屈
曲部となる狭幅部４４の内側部分で、防漏壁３０の頂部の立ち上がり可能高さが規制部３
８により規制されている。
【００６９】
この生理用ナプキン１は、肌側表面２ａが身体に向けられた状態で、下着の内面に設置さ
れる。折り返しフラップ部４１を下着の脚開口部からクロッチ部の外側に折り返し、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を下着のクロッチ部
の外面に接着する。また、中央感圧接着剤層５４により生理用ナプキン１の着衣側表面２
ｂの中央部分が、下着のクロッチ部から後身頃の下部までの内面に接着される。さらに、
後方フラップ部４２は、下着の後身頃の下部内面において展開された状態で、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によって下着の内面
に接着固定される。
【００７０】
着用状態では、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対向する。
また、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の前方部分が肛門に対向する。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る。
【００７１】
この生理用ナプキン１は、中間主吸収領域１０Ｂの側方近傍で防漏壁３０の立ち上がり可
能高さ寸法が規制されているため、防漏壁３０の前方部分３０Ｎでは、防漏壁３０の頂部
（折畳み頂部４ｂ）の後方に向けての立ち上がり傾斜角度を、従来の防漏壁の頂部１０４
に比較してなだらかにできる。前記規制部３８における折り畳み頂部４ｂの立ち上がり可
能高さをさらに規制することにより、前方部分３０Ｎにおいて、防漏壁３０の頂部と本体
部２の肌側表面２ａとを平行に近い状態とすることも可能である。
【００７２】
前方部分３０Ｎでの防漏壁３０の頂部の傾斜をなだらかにすることにより、身体の膣口の
左右両側および会陰部の左右両側に対して防漏壁３０の肌当接部３０Ｄが当接したときに
、その当接による刺激を低下させることができる。また、後方部分３０Ｍにおいても、防
漏壁３０の頂部と本体部２の肌側表面２ａとの角度を平行に近い状態にできるため、肛門
の左右両側から臀部に対する防漏壁３０の当たりによる刺激を低減できる。
【００７３】
さらに、規制部３８が設けられていない場合、頂部１０４の立ち上がり高さ寸法は、本体
部２の屈曲部である狭幅部４４，４４において最も高くなろうとするが、実施の形態では
、この屈曲部に規制部３８が設けられて防漏壁３０立ち上がり可能高さ寸法が低く抑制さ
れている。そのため、この部分の防漏壁３０が身体との圧力により肌側表面２ａに倒れた
としても、肌側表面２ａが広い面積において防漏壁３０で塞がる現象を防止できる。
【００７４】
また、前記規制部３８が、図２に示す実施の形態よりもさらに後方に位置してもよい。す
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なわち、規制部３８が防漏壁３０の縦方向の長さ寸法の中間点よりも後方に位置し、規制
部３８が、後方主吸収領域１０Ｄの左右両側で、且つ後方フラップ部４２の側縁４２ａの
内側に配置されていてもよい。
【００７５】
ただし、規制部３８と後端３０ｂとの間の寸法Ｌｄ、すなわち防漏壁３０の頂部の立ち上
がりが規制されていない部分の縦方向の寸法は、防漏壁３０の縦方向の長さ寸法Ｌ０の１
／４以上、好ましくは１／３以上であることが必要であり、あるいは前記寸法Ｌｄが４５
ｍｍ以上であることが必要である。規制部３８が後端３０ｂよりも前記範囲で前方に位置
していると、図１２に示すように防漏壁３０の頂部の立ち上がり状態を、股間部から臀部
の形状に倣うように変形させることができる。
【００７６】
また、横方向基準線Ｏｘ－Ｏｘと、前記規制部３８との間の防漏壁３０の頂部の立ち上が
りが規制されていない部分の縦方向の寸法Ｌｅは、９５ｍｍ以内の範囲であることが好ま
しい。したがって、前記規制部３８は、防漏壁３０の縦方向の長さ寸法Ｌ０の中間点より
も前方に位置してもよい。この場合に、規制部３８と防漏壁３０の前端３０ａとの間の防
漏壁３０の頂部の立ち上がりが規制されていない範囲が４５ｍｍ以上存在していることが
好ましい。
【００７７】
図１３は、本発明の第２の実施の形態の生理用ナプキン１Ａとして、前記のように、規制
部３８が防漏壁３０の縦方向の長さ寸法Ｌ０の中点よりも前方で、前記横方向基準線Ｏｘ
－Ｏｘの近傍に位置しているものを示す断面図である。図１３においても、防漏壁３０の
頂部である折り畳み頂部４ｂの屈曲形状を、従来の防漏壁の頂部１０４と対比して示して
いる。
【００７８】
図１３に示す生理用ナプキン１Ａでは、前方主吸収領域１０Ａの両側において、防漏壁３
０の立ち上がり可能高さが規制部３８で規制されているため、膣口に対向する前方主吸収
領域１０Ａの左右両側において、防漏壁３０の頂部が後方へ向けて急激に立ち上がるのを
抑制でき、膣口の両側における防漏壁３０の当たりによる刺激を抑制できる。また、規制
部３８を防漏壁３０の前端３０ａから４５ｍｍ以上離れた位置に配置することにより、中
間主吸収領域１０Ｂから後方主吸収領域１０Ｄの範囲において、防漏壁３０の立ち上がり
可能な高さ寸法を抑制でき、臀部等に対する防漏壁３０の当たりによる刺激を抑制できる
とともに、防漏壁３０が本体部２の肌側表面２ａに倒れたときに、防漏壁３０によって肌
側表面２ａの広い面積が覆われるのを抑制できる。
【００７９】
　図６ないし図１１は規制部を構成するための他の実施の形態および参考例を示している
。
　図６に示す第３の実施の形態での規制部３８Ａでは、防漏壁３０の前記下部傾斜部３０
Ａと中間傾斜部３０Ｂを形成するシートどうしが接合されている。これにより、防漏壁３
０の立ち上がり基端３１から折畳み頂部４ｂまでの立ち上がり可能高さ寸法が規制されて
いる。
【００８０】
　図７と図８は参考例を示し、図７は防漏壁３０の立ち上がりが規制されていない部分の
断面図であり、図２のＩＩＩ矢視の断面に相当している。また、図８は規制部３８Ｂによ
って防漏壁３０の立ち上がりが規制されている部分の断面図であり、図２のＶ矢視の断面
に相当している。
【００８１】
　参考例では、規制部３８Ｂが設けられていない部分において、図７に示すように、防漏
壁３０の立ち上がり基端３１Ａが液吸収層６の上に位置している。そして、前記立ち上が
り基端３１Ａから縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙに向けて上方へ斜めに延びる下部傾斜部３０Ｅ
と、下部傾斜部３０Ｅの上端から外側に向けて上方へ斜めに延びる第１の中間傾斜部３０
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Ｆと、さらに内側へ向けて斜め上方へ延びる第２の中間傾斜部３０Ｇ、および第２の中間
傾斜部３０Ｇの上端から外側に向けて延びる肌当接部３０Ｈを有している。
【００８２】
そして、図８に示すように、規制部３８Ｂでは、前記下部傾斜部３０Ｅが肌側表面２ａに
おいて表面シート３に接合されている。これにより、肌側表面２ａから折畳み頂部４ｂま
での立ち上がり可能高さ寸法が規制されている。
【００８３】
図９と図１０は第４の実施の形態を示し、図９は防漏壁３０Ｌの立ち上がりが規制されて
いない部分の断面図であり、図２のＩＩＩ矢視の断面に相当してる。また、図１０は規制
部３８Ｄによって防漏壁３０Ｌの立ち上がりが規制されている部分の断面図であり、図２
のＶ矢視の断面に相当している。
【００８４】
第４の実施の形態では、規制部３８Ｄが設けられていない部分において、図９に示すよう
に、防漏壁３０Ｌの立ち上がり基端３１Ｂが液吸収層６の上に位置している。そして、前
記立ち上がり基端３１Ｂから上方へほぼ垂直に延びる立ち上がり部３０Ｊと、その上端か
ら左右両側に延びる肌当接部３０Ｋが形成されている。肌当接部３０Ｋの左右両側が、折
畳み頂部４ｅ，４ｆであり、折畳み頂部４ｅと折畳み頂部４ｆのいずれか一方のうち、肌
側表面２ａから最も離れることが可能なものが、この実施の形態での防漏壁３０の頂部で
ある。
【００８５】
そして、図１０に示すように、規制部３８Ｄでは、前記立ち上がり部３０Ｊに折畳み部が
形成されてシートどうしが接合されている。これにより、立ち上がり基端３１Ｂから折畳
み頂部４ｅまたは４ｆまでの立ち上がり可能高さ寸法が規制されている。
【００８６】
図１１は、第５の実施の形態の規制部３８Ｅを断面図で示している。
第５の実施の形態では、規制部３８Ｅが設けられていない部分での、防漏壁３０の構造は
、図３と同じである。規制部３８Ｅでは、押圧部材として押圧シート３９が設けられてい
る。この押圧シート３９は、液吸収層６の上から本体部２の側縁にかけて防漏壁３０を横
断するように取り付けられており、この押圧シート３９によって防漏壁３０が押さえられ
、防漏壁３０の立ち上がり可能高さ寸法が規制されている。
【００８７】
また本発明の吸収性物品では、前記各実施の形態の規制部が組み合わされて設けられてい
てもよい。
【００８８】
また吸収性物品は、生理用ナプキンに限られず、股間部から臀部の下方にかけて着用され
るもので、例えば使い捨ておむつや尿吸収パッドなどであってもよい。
【００８９】
【発明の効果】
以上のように本発明では、防漏壁の中間部分でその立ち上がり可能な高さ寸法が規制され
るため、防漏壁が身体の曲面に沿うようになる。また防漏壁の立ち上がり寸法が過剰にな
らず、この防漏壁が肌側表面に倒れて吸収領域の広い範囲が塞がれるとの現象を防止でき
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態の生理用ナプキンを示す斜視図、
【図２】第１の実施の形態の生理用ナプキンの平面図、
【図３】図２のＩＩＩ線矢視の部分断面図、
【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】第３の実施の形態の規制部を示す断面図、
【図７】参考例の防漏壁を示す断面図、
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【図８】参考例の規制部が設けられている部分を示す断面図、
【図９】第４の実施の形態の防漏壁を示す断面図、
【図１０】第４の実施の形態の規制部が設けられている部分を示す断面図、
【図１１】第５の実施の形態の規制部を示す断面図、
【図１２】自由状態の生理用ナプキンを縦方向中心線で切断した断面図、
【図１３】第２の実施形態の自由状態の生理用ナプキンを縦方向中心線で切断した断面図
、
【図１４】従来の自由状態の生理用ナプキンを縦方向中心線で切断した断面図、
【符号の説明】
１，１Ａ　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
４ｂ，４ｅ，４ｆ　折畳み頂部
５　裏面シート
６　液吸収層
７　液透過層
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
１１　縦圧縮溝
１２　前方横圧縮溝
１３　後方横圧縮溝
１４　第１の外側横圧縮溝
１５　前方拡散抑止領域
１６　第２の外側横圧縮溝
１７　後方拡散抑止領域
２１　第１の外側縦圧縮溝
２２　第２の外側縦圧縮溝
３０　防漏壁
３０ａ　防漏壁の前端
３０ｂ　防漏壁の後端
３１，３１Ａ，３１Ｂ　立ち上がり基端
３８，３８Ａ，３８Ｂ，３８Ｄ，３８Ｅ　規制部
３９　押圧シート
４１　折り返しフラップ部
４２　後方フラップ部
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