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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
透液性表面シートと不透液性裏面シートとの間に吸収体が介在されるとともに、少なくと
も背側後端部の吸収体幅が股間部の吸収体幅よりも幅広になるように曲線状に形成され、
かつ表面がわ両側部に立体ギャザーを備えた生理用ナプキンであって、
　前記立体ギャザーは、前記吸収体の側縁と、該側縁から内側に３０mmの位置との間にギ
ャザー起立点を有するとともに、展開状態でほぼ吸収体の側縁に沿って立体ギャザーの長
手方向始端部と長手方向終端部とを結ぶ仮想線を基準として内側に膨出する形状で形成さ
れ、
　前記立体ギャザーはその形成範囲内において、立体ギャザーを形成しているシート材が
ギャザー長手方向に沿って外側に折り返されたギャザー起立点を有するとともに、断面く
字状に内側に開口を向けたポケットを形成しながら表面側に起立し、展開状態で前記ギャ
ザー起立点と同位置または外側に位置する自由端を有することを特徴とする生理用ナプキ
ン。
【請求項２】
透液性表面シートと不透液性裏面シートとの間に吸収体が介在されるとともに、少なくと
も背側後端部の吸収体幅が股間部の吸収体幅よりも幅広になるように曲線状に形成され、
かつ表面がわ両側部に立体ギャザーを備えた生理用ナプキンであって、
　前記立体ギャザーは、前記吸収体の側縁と、該側縁から内側に３０mmの位置との間にギ
ャザー起立点を有するとともに、展開状態でほぼ吸収体の側縁に沿って立体ギャザーの長



(2) JP 4187180 B2 2008.11.26

10

20

30

40

50

手方向始端部と長手方向終端部とを結ぶ仮想線を基準として内側に膨出する形状で形成さ
れ、
　前記立体ギャザーは、ギャザー起立点の外側部分を吸収体の側縁を越えて接着し、ギャ
ザー起立点よりも内側部分を延在させ、その内側縁を自由端とするシート材によって形成
され、展開状態で該立体ギャザー自由端の長手方向始端と長手方向終端とを結ぶ仮想線よ
りも内側にギャザー起立点が位置する区間を有し、製品状態で立体ギャザーの自由端がほ
ぼ前記仮想線上に沿って起立することにより、前記区間において前記立体ギャザーの自由
端をギャザー起立点よりも外側に位置するようにしたことを特徴とする生理用ナプキン。
【請求項３】
前記吸収体は、相対的に幅広の下層側吸収体と、相対的に幅狭の上層側吸収体との複層構
成の吸収体とされ、かつ前記上層側吸収体は、生理用ナプキンの長手方向にほぼ等幅とな
っている請求項１～２いずれかに記載の生理用ナプキン。
【請求項４】
前記下層側吸収体の厚みが１０mm以内である請求項３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、経血やおりものなどを吸収するための生理用ナプキンに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来より、生理用ナプキンとして、ポリエチレンシートまたはポリエチレンラミネート
不織布などからなる不透液性裏面シートと、不織布または透孔性プラスチックシートなど
からなる透液性表面シートとの間に綿状パルプなどからなる吸収体を介在させたものが知
られている。
【０００３】
　経血等の体液は、吸収体の体液排出口当接部で吸収されるのが一般的であるが、一度に
多量の排出があった場合はナプキンの表面を流れて拡散したり、肌とに隙間が出来た場合
は体液が体を伝わってナプキンの前後方向および左右方向に拡散したりする。特に、就寝
時にはこれらの傾向が強く、ナプキン後方へ体液の拡散が拡大する。そのため、夜用生理
用ナプキンなどでは、少なくとも背側後端部の吸収体幅を股間部の吸収体幅よりも幅広に
形成したものが知られている。
【０００４】
　一方、横漏れを防止する手段として表面がわ両側部に立体ギャザーを設けることが多く
行われている。かかる立体ギャザーは、通常製品長手方向に沿って直線的に設けられるが
、前述の少なくとも背側後端部の吸収体幅を股間部の吸収体幅よりも幅広に形成した吸収
性物品に対して適用した場合には、前記背側後端部分において該立体ギャザーよりも外側
の吸収体部分は実質的に機能しなくなる問題が発生する。
【０００５】
　この問題を解決するために特表平１０－５００５９０号公報には、図９に示されるよう
に、ひょうたん形状の吸収体５０の両側縁５０ａ、５０ａにそれぞれ、該側縁５０ａ、５
０ａの波状ラインに沿うとともに、生理用品のほぼ全長に亘って表面側に起立する立体ギ
ャザー５１を形成した吸収性物品が提案されている。
【０００６】
　また、立体ギャザーを平面的に直線以外の形状で配置するものとしては他に、特許第２
９０８８７７号公報に記載のものを挙げることができる。この立体ギャザーは、図１０に
示されるように、股間部では立体ギャザー６０の間隔を狭く、かつ前端部および後端部で
は立体ギャザー６０の間隔を漸次拡大させるように拡げて配置したものであり、前記立体
ギャザー６０は、仮想線６１、６１に沿ってかつ表面シート面に対してほぼ垂直に起立す
るようになる。
【０００７】
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【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、前記特表平１０－５００５９０号公報に記載される吸収性物品の場合、
図９に示されるように、前後端部において、ギャザーの起立部分５２、５２…が内側に傾
斜し吸収体５０を覆うようになってしまうため、立体ギャザー５１を側縁の波状ラインに
沿って配設した意味が失われてしまうことになる。また、製品のほぼ全長に亘って立体ギ
ャザー５１が配置されているため、起立した立体ギャザー５１によって足回りの違和感、
臀部および恥骨周辺部での違和感を感じ装着感を損なうなどの問題があった。
【０００８】
　また、特許第２９０８８７７号公報に記載される吸収性物品は、確かに立体ギャザー６
０がほぼ垂直に起立するようになり、前記特表平１０－５００５９０号公報記載の吸収性
物品との比較では、股間部において吸収体の全幅を有効的に活用し得るようになるが、基
本的に前端部と後端部ではギャザーの起立部分が内側に傾倒しながら起立しており、装着
前の状態ではほぼ垂直に起立していた立体ギャザーが、場合によっては肌との当接により
内側に伏せられた状態となり、吸収体の全幅を有効に活用できないことがあった。
【０００９】
　そこで、本発明の主たる課題は、少なくとも背側後端部の吸収体幅が股間部の吸収体幅
よりも幅広になるように曲線状に形成され、かつ表面がわ両側部に立体ギャザーを備えた
生理用ナプキンにおいて、吸収体のほぼ全幅を有効吸収面として活用できるようにすると
ともに、立体ギャザーを足回りにフィットさせ違和感を低減させることにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決するための請求項１に記載される第１発明は、透液性表面シートと不透
液性裏面シートとの間に吸収体が介在されるとともに、少なくとも背側後端部の吸収体幅
が股間部の吸収体幅よりも幅広になるように曲線状に形成され、かつ表面がわ両側部に立
体ギャザーを備えた生理用ナプキンであって、
　前記立体ギャザーは、前記吸収体の側縁と、該側縁から内側に３０mmの位置との間にギ
ャザー起立点を有するとともに、展開状態でほぼ吸収体の側縁に沿って立体ギャザーの長
手方向始端部と長手方向終端部とを結ぶ仮想線を基準として内側に膨出する形状で形成さ
れ、
　前記立体ギャザーはその形成範囲内において、立体ギャザーを形成しているシート材が
ギャザー長手方向に沿って外側に折り返されたギャザー起立点を有するとともに、断面く
字状に内側に開口を向けたポケットを形成しながら表面側に起立し、展開状態で前記ギャ
ザー起立点と同位置または外側に位置する自由端を有することを特徴とするものである。
【００１１】
　本第１発明では、吸収体側縁近傍位置に起立点を有し、かつ展開状態で内側に膨出する
形状で立体ギャザーが形成されるとともに、前記立体ギャザーの起立点が、立体ギャザー
を形成しているシート材がギャザー長手方向に沿って外側に折り返されることにより形成
され、そして立体ギャザーの自由端は展開状態で前記ギャザー起立点と同位置または外側
に位置するようになっている。
【００１２】
　したがって、ギャザー起立点は展開状態で露出する状態となり、立体ギャザーの自由端
は長手方向始端と長手方向終端とを結ぶ仮想線に沿って起立するため、如何なる装着状態
であっても、立体ギャザーの自由端はギャザー起立点よりも内側に入り込むことがなく、
吸収体のほぼ全幅を有効吸収面として活用できるようになる。また、立体ギャザーが展開
状態で全体として内側に膨出する形状で形成されているため、足回りの違和感、臀部およ
び恥骨周辺部で違和感を感じることがなく、装着感も良好となる。
【００１３】
　次いで、請求項２に記載される第２発明は、透液性表面シートと不透液性裏面シートと
の間に吸収体が介在されるとともに、少なくとも背側後端部の吸収体幅が股間部の吸収体
幅よりも幅広になるように曲線状に形成され、かつ表面がわ両側部に立体ギャザーを備え
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た生理用ナプキンであって、
　前記立体ギャザーは、前記吸収体の側縁と、該側縁から内側に３０mmの位置との間にギ
ャザー起立点を有するとともに、展開状態でほぼ吸収体の側縁に沿って立体ギャザーの長
手方向始端部と長手方向終端部とを結ぶ仮想線を基準として内側に膨出する形状で形成さ
れ、
　前記立体ギャザーは、ギャザー起立点の外側部分を吸収体の側縁を越えて接着し、ギャ
ザー起立点よりも内側部分を延在させ、その内側縁を自由端とするシート材によって形成
され、展開状態で該立体ギャザー自由端の長手方向始端と長手方向終端とを結ぶ仮想線よ
りも内側にギャザー起立点が位置する区間を有し、製品状態で立体ギャザーの自由端がほ
ぼ前記仮想線上に沿って起立することにより、前記区間において前記立体ギャザーの自由
端をギャザー起立点よりも外側に位置するようにしたことを特徴とするものである。
【００１４】
　本第２発明は、言わば展開状態で内側に膨出する形状で配置される立体ギャザーに関し
て、股間部領域の一部分に立体ギャザーの起立部分が反り返るように立ち上がる部分を設
けることにより、肌と密着した際でも、立体ギャザーの起立部分が簡単に内側に伏せられ
た状態にならないようにしたものである。
【００１５】
　上記第１および第２発明において、前記立体ギャザーの起立点は、前記吸収体の側縁と
、該側縁から内側に３０mmの位置との間に存在している。吸収体の側縁から３０mmを越え
る位置に起立点がある場合には、実質的に吸収機能を果たせない、立体ギャザーより外側
の吸収体部分の割合が増え、吸収体の有効利用を図る本発明の趣旨から逸脱してしまう。
【００１６】
　また、前記吸収体は、相対的に幅広の下層側吸収体と、相対的に幅狭の上層側吸収体と
の複層構成の吸収体とされ、かつ前記上層側吸収体は、生理用ナプキンの長手方向にほぼ
等幅となっていることが望ましい。臀部側に流れ落ちる体液等を吸収する部分は所定の吸
収能力を有するように所定の吸収体厚にするが、たとえば吸収体前後端部の側部領域では
前記下層側吸収体のみによる吸収層部分を形成することにより、ゴワ付き感を無くし装着
性を良好にするのが望ましい。具体的に前記下層側吸収体の厚みは１０mm以内とするのが
良い。
【００１７】
【発明の実施の形態】
〔第１形態例〕
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳述する。図１は本発明に係る
生理用ナプキン１Ａの展開図である。
【００１８】
　前記生理用ナプキン１Ａは、ポリエチレンシートなどからなる不透液性裏面シート２と
、経血やおりものなどを速やかに透過させる透液性表面シート３と、これら両シート２，
３間に介在された綿状パルプ、合成パルプなどからなる吸収体４と、前記吸収体４の両側
縁部近傍を起立点とし、かつ少なくとも体液排血口対応部から前後方向に所定の区間内Ｌ
において表面側に突出して設けられる左右一対の立体ギャザー６，６とから構成され、前
記吸収体４の周囲において、その上下端縁部では、前記不透液性裏面シート２と透液性表
面シート３との外縁部がホットメルトなどの接着剤やヒートシール等の接着手段によって
接合され、またその両側端縁部では吸収体４よりも側方に延出している前記不透液性裏面
シート２および前記立体ギャザー６を形成している不織布９等がホットメルトなどの接着
剤やヒートシール等の接着手段によって接合されている。
【００１９】
　前記生理用ナプキン１Ａは、特に夜用生理用ナプキンとして使用されるもので、前記吸
収体４は、股間部の吸収体幅が最も狭く、前端部および後端部の吸収体幅が相対的に幅広
に形成され、全体として略ひょうたん形状を成している。また、前記前端部と後端部との
比較では後端部の吸収体幅の方が幅広になっている。
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【００２０】
　以下、さらに前記生理用ナプキン１Ａの構造について詳述すると、
　前記不透液性裏面シート２は、ポリエチレン等の少なくとも遮水性を有するシート材が
用いられるが、近年はムレ防止の観点から透湿性を有するものが用いられる傾向にある。
この遮水・透湿性シート材としては、ポリエチレンやポリプロピレン等のオレフィン系樹
脂中に無機充填剤を溶融混練してシートを成形した後、一軸または二軸方向に延伸するこ
とにより得られる微多孔性シートが好適に用いられる。
【００２１】
　次いで、前記透液性表面シート３は、ポリエチレンまたはポリプロピレン等のオレフィ
ン系、ポリエステル系、ポリアミド系等の合成繊維、レーヨンやキュプラ等の再生繊維、
綿等の天然繊維等からなる不織布が使用され、前記不透液性裏面シート２の外縁まで延在
されている。シート素材として疎水性繊維が使用される場合には、親水化剤で表面処理を
行い親水性を付与したものが好適に使用される。なお、不織布の製法は、特に拘らず、ス
パンレース法、スパンボンド法、サーマルボンド法、メルトブローン法、ニードルパンチ
法等の適宜の加工法によって得られた不織布を用いることができる。また、体液排出部位
に相当する中央部では、前記透液性表面シート３に対して縦長の開口３ｂが形成され、透
液性表面シート３の下面側に設けられた、多孔性プラスチックシートからなる下層透液性
表面シート３ａが外部に臨んでいる。これにより、前記体液排出部位では前記多孔性プラ
スチックシートからなる下層透液性表面シート３ａにより体液等を迅速に吸収体４に吸収
させるようにするとともに、これ以外の領域では親水性不織布を肌に接触させるようにし
、べた付きやカブレを防止して肌触り感の向上を図るようにしている。
【００２２】
　一方、前記吸収体４は、生理用ナプキン１Ａの全体形状と略相似形を成すひょうたん形
状の下層吸収体４Ａと、生理用ナプキン１Ａの長手方向に沿ってほぼ略吸収体股間部幅で
等幅の上層吸収体４Ｂとからなる２層構造の吸収体となっており、前記上層吸収体４Ｂの
中央部には長手方向に延びる中高部４Ｃが形成されている。前記下層吸収体４Ａは、厚さ
が１０mm以内、好ましくは５mm以内とされる低剛性の吸収体が用いられ、前記上層吸収体
４Ｂの厚みは５～２０mm、好ましくは５～１０mmの吸収体が用いられる。
【００２３】
　前記下層吸収体４Ａおよび上層吸収体４Ｂは、共に体液を吸収・保持し得るものであれ
ば良く、通常はフラップ状パルプ中に吸水性ポリマー粉末を混入したものが吸収機能およ
び価格の点から好適に使用される。なお、前記中高部４Ｃは、上層吸収体４Ｂと同物性の
吸収体により一体的に形成しても良いし、物性の異なる吸収体を重ねて設けるようにして
もよい。また、前記上層吸収体４Ｂは、体液の拡散および形状保持等のためにクレープ紙
５によって囲繞されている。前記吸収体４の股間部幅は、成人女性の股間隔に対応すべく
概ね４０～９０mm、好ましくは５０～８０mmとするのがよい。
【００２４】
　前記透液性表面シート３の上面には、前記中高部４Ｃを表面側にきっちりと膨出保持す
るため、および吸収した体液等を封じ込める等のために所定位置に線状エンボス１０～１
２が形成されている。線状エンボス１０は中高部４Ｃの前端部弧状線に沿って形成された
半円弧状のエンボスの両サイドから中高部４Ｃの側部に沿って連続的に弧状線が形成され
たサイドエンボスであり、線状エンボス１１は、前記中高部４Ｃの略中央に縦方向に沿っ
て形成された左右対の弧状の中央エンボスであり、線状エンボス１２は前記中高部４Ｃの
両側部に形成された弧状のサイドエンボスである。
【００２５】
　他方、前記立体ギャザー６は、前記透液性表面シート３とは別のギャザー形成用不織布
９を用いて形成されている。前記ギャザー形成用不織布９は、図２および図３に示される
ように、吸収体側縁近傍のギャザー起立点６ｂとなる位置から外側部分を吸収体４の側縁
を越えて不透液性裏面シート２の外縁までの範囲に亘ってホットメルトなどの接着剤によ
って接着されている。前記立体ギャザー６のギャザー起立点６ｂは、前記吸収体４の側縁



(6) JP 4187180 B2 2008.11.26

10

20

30

40

50

と、該側縁４から内側に３０mmの位置、好ましくは２０mmの位置との間に存在するように
設けられる。
【００２６】
　前記吸収体４の側縁よりも外方側に存在するギャザー形成用不織布９、前記上層透液性
表面シート３および不透液性裏面シート２による積層シート部分により、吸収体側部位置
に左右一対のウイング７、７が形成されている。このウイング７、７の外面側には粘着部
（図示せず）を備え、生理用ナプキン１Ａをショーツ３０に装着する際、図８に示される
ように、反対側に折返し、ショーツのクロッチ部分に巻き付けて止着する。
【００２７】
　一方、前記ギャザー形成用不織布９の内側部分は、ほぼ二重に折り返されるとともに、
この二重シート内部に、両端または長手方向の適宜の位置が固定された１本または複数本
の、図示例では３本の弾性伸縮部材８、８…が配設され、かつ前端部および後端部では図
３に示されるように、断面Ｚ状に折り畳んで積層された状態で立体ギャザー６が起立しな
いように透液性表面シート３面に接合され、表面側に増厚される堰部１３、１４を形成し
、股間部では外側の弾性伸縮部材８の配設部位を屈曲点として、断面く字状に内側に開口
を向けたポケットＰ、Ｐを形成しながら表面側に起立する立体ギャザー６、６が形成され
るようになっている。
【００２８】
　前記ギャザー形成用不織布９は、経血やおりもの等が浸透するのを防止する、あるいは
肌触り感を高めるなどの目的に応じて、適宜の撥水処理または親水処理を施した不織布素
材が用いられる。かかるギャザー形成用不織布９としては、天然繊維、合成繊維または再
生繊維などを素材として、適宜の加工法によって形成されたものを使用することができる
が、好ましくはゴワ付き感を無くすとともに、ムレを防止するために、坪量を抑えて通気
性を持たせた不織布を用いるのがよく、体液の透過を確実に防止するためにシリコン系、
パラフィン系、アルキルクロミッククロリド系撥水剤などをコーテイングした撥水処理不
織布が好適に用いられる。
【００２９】
　ところで、前記立体ギャザー６は、図１に示されるように、展開状態でほぼ吸収体４の
側縁に沿って立体ギャザー６の長手方向始端部１５と長手方向終端部１６とを結ぶ仮想線
を基準として内側に膨出する形状（円弧状）で形成されている。そして、ギャザー起立点
６ｂではギャザー形成用不織布９が外側に折り返され、さらに外側の弾性伸縮部材８の配
設部位にて内側に折り返され、自由端となる先端部は前記ギャザー起立点６ｂと同位置、
またはギャザー起立点６ｂよりも外側に位置するように構成される。
【００３０】
　その結果、立体ギャザー６は、図２の製品状態断面図にも示されるように、自由端６ａ
の長手方向始端Ａと長手方向終端Ｂとを結ぶ仮想線上にほぼ沿った状態で起立するように
なるため、自由端６ａがギャザー起立点６ｂよりも内側に至ることがなく、これにより、
吸収体４のほとんどの面積を有効吸収面として活用できるようになっている。また、立体
ギャザー６が脚回りに沿って配設されるとともに、腹側前端部および背側後端部では、外
方に拡がって配置されているため、足回り、臀部および恥骨周辺部での違和感が無くなり
、装着感に優れるようになる。
【００３１】
　上記形態例に示した吸収体４の形状は、股間部が最も狭く全体として略ひょうたん形状
を成したものであるが、本発明は図４に示されるように、前端部から股間部近傍にかけて
ほぼ等幅とし、該股間部近傍から後端部にかけて漸次製品幅を拡大させた形状の生理用ナ
プキン１Ｂに対しても同様に適用される。なお、図４に示される生理用ナプキン１Ｂの断
面構造は、基本的に図１に示される生理用ナプキン１Ａと同じである。但し、ウイング７
は有しない構造となっている。
【００３２】
　かかる生理用ナプキン１Ｂの場合、立体ギャザー６の展開形状は内側に膨出する綺麗な
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円弧線の形状とはならないが、展開状態で立体ギャザー６の長手方向始端部１５と長手方
向終端部１６とを結ぶ仮想線を基準として内側に膨出する形状で形成される点は同じであ
り、かつ立体ギャザー６を形成しているギャザー形成用不織布９が外側に折り返されたギ
ャザー起立点６ｂを有し、かつ展開状態で自由端６ａとなる先端部が前記ギャザー起立点
６ｂよりも外側に位置することにより、立体ギャザー６は、製品状態で前記自由端６ａが
長手方向始端Ａと長手方向終端Ｂとを結ぶ仮想線上にほぼ沿った状態で起立するようにな
るため、自由端６ａはギャザー起立点６ｂよりも内側に至ることがなく、これにより吸収
体４の全幅を有効吸収面として活用できるようになる。
【００３３】
〔第２形態例〕
　次いで、図５および図６に示される第２態様に係る生理用ナプキン１Ｃは、立体ギャザ
ー６の起立部分を従来一般の生理用ナプキンに見られるように、単に直線状に起立する壁
部とした生理用ナプキンの例である。
【００３４】
　立体ギャザー６’を形成しているギャザー形成用不織布９は、図６に示されるように、
吸収体側縁近傍のギャザー起立点６ｂとなる位置から外側部分を吸収体４の側縁を越えて
不透液性裏面シート２の外縁までの範囲に亘ってホットメルトなどの接着剤によって接着
され、一方前記ギャザー形成用不織布９の内側部分は、ほぼ二重に折り返されるとともに
、この二重シートの先端部に、長手方向に沿って１本の弾性伸縮部材８が配設され、前後
端部ではギャザー形成用不織布９の内面側が透液性表面シート３の表面に接合された状態
となっている。なお、前記ギャザー形成用不織布９の接合領域は、図７の図中に波線ハッ
チングで表示してある。
【００３５】
　前記立体ギャザー６’は、図５に示されるように、体液排出部を含む股間部領域におい
て、前記吸収体４の側縁近傍位置にギャザー起立点６ｂを有するとともに、展開状態でほ
ぼ吸収体４の側縁に沿うように形成され、立体ギャザー６’の長手方向始端部１５と長手
方向終端部１６とを結ぶ仮想線を基準とすれば内側に膨出する形状で形成されている。
【００３６】
　かかる構造の立体ギャザー６’は、展開状態ではギャザー起立点６ｂの内側に自由端６
ａが位置しているが、製品状態で股間部の一部分を反り返るように起立させるために本発
明では、図７の模式図に示すように、展開状態で該立体ギャザー自由端６ａの長手方向始
端Ａと長手方向終端Ｂとを結ぶ仮想線１７よりも内側にギャザー起立点６ｂが位置する区
間Ｓを設けるようにする。
【００３７】
　その結果、製品状態で立体ギャザー６’の自由端６ａがほぼ前記仮想線１７上に沿って
起立することにより、前記区間Ｓにおいて立体ギャザー６’の起立部分は反り返るように
立ち上がり、前記立体ギャザー６’の自由端６ａがギャザー起立点６ｂよりも外側に位置
するようになる。これにより、肌と密着した際でも、立体ギャザー６’の起立部分が簡単
に内側に伏せられた状態とはならず、吸収体４のほぼ全幅を有効吸収面として活用できる
ようになっている。
【００３８】
【発明の効果】
　以上詳説のとおり本発明によれば、少なくとも背側後端部の吸収体幅が股間部の吸収体
幅よりも幅広になるように曲線状に形成され、かつ表面がわ両側部に立体ギャザーを備え
た生理用ナプキンにおいて、立体ギャザーが吸収体面を覆い隠すことがなく、吸収体のほ
ぼ全幅を有効吸収面として活用できるようにするとともに、立体ギャザーを足回りにフィ
ットさせ違和感を低減できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１形態例に係る生理用ナプキン１Ａの展開図である。
【図２】　図１のII－II線矢視図である。
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【図３】　図１のIII－III線矢視図である。
【図４】　生理用ナプキンの変形例を示す展開図である。
【図５】　本発明の第２形態例に係る生理用ナプキン１Ｃの展開図である。
【図６】　図５のVI－VI線矢視図である。
【図７】　第２形態例に係る生理用ナプキン１Ｃの立体ギャザー起立態様を説明するため
の模式図である。
【図８】　生理用ナプキン１Ａの装着状態図である。
【図９】　従来の吸収性物品（その１）の斜視図である。
【図１０】　従来の吸収性物品（その２）の展開図である。
【符号の説明】
　１Ａ～１Ｃ…生理用ナプキン、２…不透液性裏面シート、３…透液性表面シート、４…
吸収体、５…クレープ紙、６・６’…立体ギャザー、６ａ…自由端、６ｂ…起立点、７…
ウイング、８…弾性伸縮部材、９…ギャザー形成用不織布

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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