
JP 4619253 B2 2011.1.26

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面層側の左右両側部に位置し且つ長手方向へそれぞれ延びる防漏溝と、各防漏溝のそ
れぞれ外側に位置し且つ長手方向へそれぞれ延びる防漏壁とを有する吸収性物品において
、
　前記防漏壁は、基壁部と、該基壁部の上端から水平方向に張り出した肌当接面部とを備
え、該肌当接面部には該防漏壁の長手方向に延びる弾性部材が伸長状態で配されており、
　前記防漏壁における基壁部は、該防漏壁を構成するシートが吸収体と裏面層との間に位
置し、そこから幅方向外方に該シートが延出して固定されており、
　各防漏溝は、着用者の排泄部に対向する部分が、吸収性物品の幅方向外方に向けて凸状
に湾曲しており、且つ該防漏溝が幅方向外方に向けて凸状に湾曲した位置の更に幅方向外
方にウイングが設けられており、
　各防漏溝間に位置する吸収体が、該防漏溝の外側に位置する吸収体よりも高坪量になっ
ており、それによって、該防漏溝の外側の吸収体の厚みよりも、各防漏溝間に位置する吸
収体の方が、厚みが大きくなっている吸収性物品。
【請求項２】
　前記の各防漏溝は、それらの前後端が互いに連結して閉じた形状をなしている請求項１
記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記防漏壁は、前記吸収性物品における、着用者の排泄部に対向する部分に隣接し且つ
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該吸収性物品の前方及び後方にそれぞれ位置する前方部及び後方部の位置において、肌当
接面部のうち内方へ張り出している部分が前記表面層に固定されており、かつ該防漏壁は
、該吸収性物品の着用者の排泄部に対向する部分においては、該肌当接面部が該表面層に
固定されていない請求項１又は２記載の吸収性物品。
【請求項４】
　閉じた形状をなしている前記防漏溝の形状と、該防漏溝内に位置する高坪量の吸収体の
平面視での輪郭とが一致している請求項１ないし３の何れかに記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記防漏溝内に位置する高坪量の吸収体の坪量が３００～１５００ｇ／ｍ2であり、該
防漏溝の外側に位置する吸収体の坪量が１００～４００ｇ／ｍ2である請求項１ないし４
の何れかに記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記の各防漏溝は、吸収性物品の幅方向外方に向けて凸状に湾曲している部分の前後の
位置においてそれぞれくびれ部を有している請求項１ないし５の何れかに記載の吸収性物
品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生理用ナプキンや失禁パッドを始めとする、体液の吸収に用いられる吸収性
物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本出願人は先に、吸収層の表面層側に形成された所定形状の防漏溝と、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する吸収性物品を提案した（特許文献１
参照）。防漏壁は、基壁部と、該基壁部の上方部から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ている。内方張出部及び外方張出部それぞ
れには、その長さ方向に沿って弾性部材が配されている。内方張出部は、吸収層の上方で
あって且つ防漏溝よりも外方に位置している。防漏溝は、吸収性物品の長さ方向に長軸を
有する楕円形状に近い閉じた形状をしている。この吸収性物品はフィット性が高く、液漏
れが効果的に防止される。また、装着圧によって防漏壁が押し潰れた場合にも液漏れが効
果的に防止される。
【０００３】
　前記の吸収性物品とは別に、防漏溝の形状に関し、着用者の排血口部位の周囲に閉じた
形状の防漏溝を形成した吸収性物品が知られている（特許文献２参照）。この防漏溝は、
着用者の排血口部位の両側に、幅方向外方に膨出する膨出エンボス部を有している。膨出
エンボス部の外側には、吸収性物品の長手方向に延びるギャザーカフスが設けられている
。ギャザーカフスが収縮すると、その収縮力によって吸収要素が長手方向に収縮する。こ
の収縮によって膨出エンボス部は、着用者の排血口部位側に膨らむ。つまり、この吸収性
物品においては、吸収要素が長手方向に収縮することで、該吸収要素に膨出した中高部が
形成される。しかしこの吸収性物品は、先に述べた内方張出部及び外方張出部を有する防
漏壁を具備するものではない。
【０００４】
　中高部の形成に関し、吸収性物品の装着中に、該吸収性物品に横方向から加わる圧縮力
を利用して、縦長の中央領域を着用者の肌側に持ち上げて、着用者の身体に密着させるよ
うにした吸収性物品が提案されている（特許文献３参照）。この吸収性物品には、閉じた
形状の防漏溝が形成されているものの、該防漏溝には、着用者の排血口部位の両側に、先
に述べた膨出エンボス部が形成されていない。
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－０００６５６
【特許文献２】特開２００１－０９５８４２
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【特許文献３】特開２００４－１８１０８４
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、防漏壁間に位置する吸収面を有効活用し得ると共に、吸収面を着用者
の肌側に安定して隆起させ得る吸収性物品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、表面層側の左右両側部に位置し且つ長手方向へそれぞれ延びる防漏溝と、各
防漏溝のそれぞれ外側に位置し且つ長手方向へそれぞれ延びる防漏壁とを有する吸収性物
品において、
　前記防漏壁は、基壁部と、該基壁部の上端から水平方向に張り出した肌当接面部とを備
え、該肌当接面部には該防漏壁の長手方向に延びる弾性部材が伸長状態で配されており、
　各防漏溝は、着用者の排泄部に対向する部分が、吸収性物品の幅方向外方に向けて凸状
に湾曲している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。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の吸収性物品によれば、防漏溝は、着用者の排泄部に対向する部分が、吸収性物
品の幅方向外方に向けて凸状に湾曲しているので、該防漏溝を折曲の起点として吸収性物
品が身体側へ押し上げられやすくなる。その結果、防漏壁が外側へ開きやすくなり、吸収
面が該防漏壁によって覆われにくくなる。従って、吸収面を有効活用することが可能にな
り、防漏効果が高まる。また、防漏溝を折曲の起点として吸収性物品が身体側へ押し上げ
られやすくなるので、該防漏溝間に位置する吸収体が安定して盛り上がりやすくなり、盛
り上がった吸収体が着用者の肌に密着し、防漏効果が一層高まる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　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いる。
【００１０】
　図１及び図２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４を具備する。ナプキン１のトップシート側における左右両側部には、その長手方向
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。
【００１１】
　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。
【００１２】
　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、例えば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）から構成されている。吸収体４は、例えば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。
【００１３】
　バックシート３は、吸収体４の側縁から外方に延出し、ナプキン１の排泄部対向部Ａの
位置において一対のウイング６を形成している。なお、図示していないが、バックシート
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３及びウイング６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
成されている。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。
【００１４】
　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エンドシール部７を形
成している。
【００１５】
　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いる。防漏壁５は、基壁部５ａを備えている。基壁部５
ａは、固定端と自由状態の上端とを有し、該固定端が吸収体４の側縁よりもやや外方の位
置においてバックシート上から起立している。
【００１６】
　防漏壁５は更に肌当接面部５ｂを備えている。肌当接面部５ｂは、基壁部５ａの上端か
ら水平方向に張り出している面状の部分である。肌当接面部５ｂは、ナプキン１の幅方向
における内方及び外方それぞれへ同程度の張り出し量で張り出している。肌当接面部５ｂ
の張り出しは、ナプキン１の長さ方向全域に亘っている。肌当接面部５ｂは、特に排泄部
対向部Ａの位置においてナプキン１の肌当接面とほぼ平行な平坦面となっている。肌当接
面部５ｂは、ナプキン１の装着状態においてその上面が、着用者の肌に面で当接するよう
になっている。
【００１７】
　肌当接面部５ｂには、防漏壁５の長手方向に延びる複数の弾性部材５ｃが配されている
。弾性部材５ｃ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。例えば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好まし
く用いられる。弾性部材５ｃの形状は糸状、帯状、フィルム状等とすることができる。本
実施形態においては、糸状の弾性部材を用いている。弾性部材５ｃ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。弾性部材５ｃは、防漏壁５を形成するシート内に
伸長状態で固定されている。この固定手段としては、ヒートシールやホットメルト接着剤
などが用いられる。各弾性部材５ｃの伸長率はほぼ同様となっている。
【００１８】
　ナプキン１の自然状態においては弾性部材５ｃ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、肌当接面部５ｂ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。その結果、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。また、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、幅方向外側寄
りに配された弾性部材５ｃ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る。その結果、肌当接面部５ｂの大腿部
への密着度が高く維持される。特に、弾性部材５ｃを、肌当接面部５ｂにおける左右の自
由端近傍に配することで、肌当接面部５ｂの水平方向への張り出しが一層安定して、前述
の面シール効果が一層向上する。
【００１９】
　防漏壁５は、前方部Ｂ及び後方部Ｃの位置において、肌当接面部５ｂのうち内方へ張り
出している部分がトップシート２に固定されている。肌当接面部５ｂは、排泄部対向部Ａ
の位置においてはトップシート２に固定されていない。これによって防漏壁５は、排泄部
対向部Ａの位置において一層起立しやすくなり、またナプキン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、肌当接面部５ｂ
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の起立位置の外方にウイング６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６の折り返しに起因して、防漏壁５の基端
位置を外方へ安定化させる力が働き、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。
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【００２０】
　防漏壁５の基端位置を外方へ安定化させる力が働くことに起因して、及び肌当接面部５
ｂの長手方向前後端部が、ナプキンの長手方向前後端部において固定されていることに起
因して、防漏壁５の肌当接面部５ｂは、着用者の大腿部の動きによる影響を受け難くなり
、面状が安定して発現する。更に、肌対向面側における液の受容領域も一層広くなる。ナ
プキンの長さが長くなるほど、肌当接面部５ｂの長手方向前後端部が固定される位置間の
距離が大きくなるので、着用者の大腿部の動きによる影響が小さくなる。その結果、一層
良好な効果が得られる。
【００２１】
　ナプキン１のトップシート側には、その両側部にナプキン１の長手方向へ延びる防漏溝
８，８がそれぞれ形成されている。各防漏溝８は、トップシート２と吸収体４とが、トッ
プシート側からエンボス等の圧搾手段によって圧密化及び一体化されて形成されている。
先に述べた各防漏壁５は、各防漏溝８のそれぞれ外側に位置している。各防漏溝８は、ナ
プキン１の縦中心線に関してほぼ対称な形状になっている。各防漏溝８は、それらの前後
端が互いに連結しており、これによって全体として閉じた形状をなしている。
【００２２】
　各防漏溝８は、排泄部対向部Ａに位置する部分が、ナプキン１の幅方向外方に向けて凸
状に湾曲している（以下、この部分を中央湾曲溝８ａという）。中央湾曲溝８ａの前後は
、ナプキンの長手方向前後に延びて前方溝８ｂ及び後方溝８ｃをそれぞれ形成している。
中央湾曲溝８ａ及びその前後から延びる前方溝８ｂ及び後方溝８ｃからなる防漏溝８は、
ナプキン１のほぼ全長にわたって延びている。前方溝８ｂ及び後方溝８ｃは、中央湾曲溝
８ａと同様に、ナプキン１の幅方向外方に向けて凸状に湾曲している。その結果、各防漏
溝８は、中央湾曲溝８ａと前方溝８ｂとの連結部の位置にくびれ部９ａを有している。こ
れに加えて中央湾曲溝８ａと後方溝８ｃとの連結部の位置にくびれ部９ｂを有している。
【００２３】
　図２に示すように、ナプキン１においては、その幅方向でみたときに、防漏溝８，８間
と防漏溝８の外側とで吸収体４の厚みに差がある。図２から明らかなように、防漏溝８の
外側よりも防漏溝８，８間、即ち閉じた形状の防漏溝８で取り囲まれた領域の方が、厚み
が大きくなっている。本実施形態においては、吸収体４の構成材料は、防漏溝８，８間と
防漏溝８の外側とで同じであるから、吸収体４の厚みの差は、吸収体４の坪量の差と対応
している。つまり、ナプキン１においては、防漏溝８，８間に位置する吸収体４と、防漏
溝８の外側に位置する吸収体４とで坪量に差があり、防漏溝８，８間に位置する吸収体４
が、防漏溝８の外側に位置する吸収体４よりも高坪量になっている。その結果ナプキン１
においては、防漏溝８で囲繞された領域が、防漏溝８の外側に位置する周縁域よりも盛り
上がった形状をしている。
【００２４】
　以上の構成を有する本実施形態のナプキン１によれば、ナプキン１の装着状態において
着用者の動作に起因して横方向からの圧縮力がナプキン１に加わった場合、各防漏壁５が
互いに近接しづらくなる。つまりナプキン１の吸収面であるトップシート側の面が、各防
漏壁５、特に各肌当接面部５ｂで覆われ難くなる。その結果、吸収面を有効に活用するこ
とができ防漏効果が高まる。この理由は、ナプキン１の排泄部対向部Ａに位置する防漏溝
８が、ナプキン１の幅方向外方に向けて凸状に湾曲している中央湾曲溝８ａを形成してい
るためである。詳細には、横方向からの圧縮力がナプキン１に加わった場合、該圧縮力は
中央湾曲溝８ａのアーチ形状によって溝の長手方向に分散され、吸収体４の内部まで伝わ
り難くなる。その結果、図３に模式的に示すように、中央湾曲溝８ａを折曲の起点として
ナプキン１が山折れしやすくなる。特に、中央湾曲溝８ａの前後にくびれ部９ａ，９ｂが
形成されていると、横方向からのナプキン１に加わる圧縮力が中央湾曲溝８ａの長手方向
に一層効果的に伝達されるので、中央湾曲溝８ａを折曲の起点としてのナプキン１の山折
れが一層確実に起こるようになる。
【００２５】
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　これに対して、図４に示す従来のナプキン１’、即ち排泄部対向部Ａ’に位置する防漏
溝８’が、幅方向外方に向けて凸状に湾曲していないものでは、横方向からの圧縮力がナ
プキン１’に加わった場合、図５（ａ）に模式的に示すように、防漏溝８’を折曲の起点
としてナプキン１’が谷折れしやすくなる。谷折れが著しい場合には、図５（ｂ）に模式
的に示すように、防漏壁５’における肌当接面部５ｂ’によれが生じてしまい、肌当接面
部５ｂ’による面シール効果が低下してしまう。図５（ａ）及び（ｂ）に示すような現象
が起こる理由は、ナプキン１’にその横方向から加わった圧縮力を、防漏溝８’で食い止
めることができず、該圧縮力が吸収体４の内部にまで伝わってしまうからである。この現
象は、排泄部対向部Ａ’に位置する防漏溝８’が、幅方向内方に向けてくびれている場合
に特に顕著である。
【００２６】
　以上の通り、本実施形態のナプキン１の特徴は、基壁部５ａの先端から水平方向に面状
に張り出した肌当接面部５ｂを備えた防漏壁５を有するナプキンにおいて、排泄部対向部
Ａに位置する防漏溝８が、ナプキン１の幅方向外方に向けて凸状に湾曲している点にある
。本実施形態のナプキン１によれば、肌当接面部５ｂを備えた防漏壁５に関して先に述べ
た種々の利点を損なうことなく、該防漏壁５を用いる場合に特有の課題が解決される。従
って、肌当接面部５ｂを有さない防漏壁を備えたナプキンにおいて、ナプキン１の幅方向
外方に向けて凸状に湾曲した防漏溝８、即ち中央湾曲溝８ａを形成しても、本実施形態の
ナプキン１において奏される顕著な効果は奏されない。
【００２７】
　本実施形態のナプキン１においては、図３に示すようにナプキン１が中央湾曲溝８ａを
折曲の起点として山折れしやすくなるので、吸収面、即ちトップシート側の面が安定的に
盛り上がって着用者の身体に密着するようになる。その結果、ナプキン１のフィット性が
高まり、これによって防漏効果が一層高まる。特に、吸収体４において盛り上がる部分は
、閉じた形状の防漏溝８によって取り囲まれているので、当該部分の面形状の安定性が一
層高められている。
【００２８】
　吸収面を一層安定的に盛り上げるためには、防漏溝８，８間に位置する吸収体４の坪量
を高めるのが効果的であることが、本発明者らの検討の結果判明した。防漏溝８，８間に
位置する吸収体４が高坪量であることは先に述べた通りであるが、当該坪量が３００～１
５００／ｍ2、特に５００～１２００ｇ／ｍ2であると、吸収面を更に一層安定的に盛り上
げることが可能となる。また、この範囲の坪量は、ナプキン１の側方から加わる圧力によ
って、中央湾曲溝８ａを折曲の起点としてナプキン１が身体側へ押し上げられやすくなる
観点からも有利である。なお、前記の坪量の範囲のうち３００～９００ｇ／ｍ2の範囲で
は、折曲の起点となる効果が主たるものであり、９００～１５００ｇ／ｍ2の範囲では、
折曲の起点となる効果に加えて、中高部が太鼓状に若干変形して盛り上がり起こり易くな
る効果も生じる。
【００２９】
　防漏溝８，８間に位置する吸収体４の坪量は前述の通りであり、一方、防漏溝８の外側
に位置する吸収体４の坪量は、１００～４００ｇ／ｍ2、特に１５０～３００ｇ／ｍ2であ
ることが、吸収面を一層安定的に盛り上げる観点、及び中央湾曲溝８ａを折曲の起点とし
てナプキン１が身体側へ押し上げられやすくなる観点から好ましい。
【００３０】
　同様の観点から、吸収体４において、前記の高坪量となっている領域は、吸収体４を平
面視したとき、当該領域の輪郭が、閉じた形状をなしている防漏溝８の形状と一致してい
ることが好ましい。吸収体４をこのように構成するためには、例えば吸収体４を下層吸収
体と、その上に積層された上層吸収体との２層構成とし、上層吸収体の平面視での輪郭に
沿って防漏溝８を形成すればよい。
【００３１】
　更に同様の観点から、中央湾曲溝８ａは、図６に示すように、前後のくびれ部９ａ，９
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Ｌ／Ｄが２．５～２０、特に５～１５であることが好ましい。Ｌ及びＤそのものの値に関
しては、Ｌは５０～１００ｍｍ、特に６０～８０ｍｍであることが好ましく、Ｄは５～２
０ｍｍ、特に５～１０ｍｍであることが好ましい。
【００３２】
　以上、本発明をその好ましい実施形態に基づき説明したが、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における肌当接面部５ｂの水平方
向への張り出し量は、幅方向内方と外方とで同程度であったが、これに代えて、幅方向内
方と外方とで張り出し量が異なるようにしてもよい。
【００３３】
　防漏壁５における基壁部５ａの固定端の固定状態は、図２に示すように、防漏壁５を構
成するシートの両側部が吸収体４の下部から外方へ延出して固定される態様だけでなく、
図７（ａ）及び図７（ｂ）に示す態様としてもよい。図７（ａ）においては、防漏壁５を
構成するシートの両側部が、基壁部５ａの固定端からナプキンの側縁部へ向かって延出し
ている。図７（ｂ）においては、防漏壁５を構成するシートの一側部が、基壁部５ａの固
定端から吸収体４の上に向かって延出していると共に、該シートの他側部が、基壁部５ａ
の固定端からナプキンの側縁部へ向かって延出している。
【００３４】
　また前記実施形態においては、各防漏溝８はそれらの前後端が互いに連結していたが、
これに代えて前端又は後端のどちらか一方の端部は連結していなくてもよく、或いは前後
端の双方が連結していなくてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【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示す平面図である。
【図２】図１におけるII－II線断面図である。
【図３】図１に示すナプキンを装着した状態での排泄部対向部における幅方向断面図であ
る。
【図４】従来の生理用ナプキンを示す平面図である。
【図５】図４に示すナプキンを装着した状態での排泄部対向部における幅方向断面図であ
る。
【図６】防漏溝における中央湾曲溝の拡大して示す模式図である。
【図７】本発明の別の実施形態におけるII－II線断面図である。
【符号の説明】
【００３６】
　１　生理用ナプキン
　２　トップシート
　３　バックシート
　４　吸収体
　５　防漏壁
　５ａ　基壁部
　５ｂ　肌当接面部
　８　防漏溝
　８ａ　中央湾曲溝
　８ｂ　前方溝
　８ｃ　後方溝
　９　くびれ部
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