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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透液性トップシートと、不透液性バックシートとの間に吸収体が介在されるとともに、
表面側両側部に夫々、表面から幅方向外側に向かうか起立する第１自由部と、該第１自由
部から連続して幅方向内側に向かう第２自由部とを有する断面形状とされ、前記第１自由
部及び／又は第２自由部に吸収性物品の長手方向に沿って１又は複数条の弾性伸縮部材が
配置された立体ギャザーが形成され、前記立体ギャザーは長手方向前後部でそれぞれ、前
記第１自由部と第２自由部とが前後端から所定の内方側位置にかけて接着されるとともに
、前記第１自由部が前後端から所定の内方側位置にかけて表面側に接着された吸収性物品
において、
　吸収性物品の長手方向前後部における前記第１自由部と第２自由部との接着は、接着部
分の内方側位置が接着幅の内、内側寄り部分の接着終端位置が外側寄り部分の接着終端位
置よりも吸収性物品の前後端側位置となるように変化を付けて接着し、
　前記第１自由部は、前記吸収性物品の長手方向前後部における接着の他、その中間部分
において、１又は複数箇所で吸収性物品の表面側に接着されているとともに、該第１自由
部の中間部分における接着は、幅方向外側部分のみの接着とし、第１自由部の幅方向中間
に吸収性物品の長手方向に沿って弾性伸縮部材が配置されていることを特徴とする吸収性
物品。
【請求項２】
　前記第１自由部及び／又は第２自由部に吸収性物品の長手方向に沿って配設される弾性
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伸縮部材は複数条とされ、自由部の先端側に行くに従って伸縮力が徐々に小さくなるよう
に設定してある請求項１記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記第２自由部の先端より更に連続して、反対側に折り返された第３自由部を有する請
求項１～２いずれかに記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記第３自由部の内面側に滑り止め加工を施すか、滑り止め材を貼着してある請求項３
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、経血やおりものなどを吸収するための生理用ナプキン、パンティライナー、
失禁パッド等の吸収性物品に係り、特に横漏れ防止効果の高い立体ギャザーを備えた吸収
性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、パンティライナー、生理用ナプキン、失禁パッドなどの吸収性物品として、
ポリエチレンシートまたはポリエチレンシートラミネート不織布などの不透液性バックシ
ートと、不織布または透液性プラスチックシートなどの透液性トップシートとの間に綿状
パルプ等からなる吸収体を介在したものが知られている。
【０００３】
　この種の吸収性物品にも幾多の改良が重ねられ、体液の漏れを防止するための手段が種
々講じられている。これら体液漏れ防止手段の一つとして、表面側両側部に横漏れを防止
する立体ギャザーを備えたものが存在する。例えば、下記特許文献１及び下記特許文献２
では、ギャザーシートは幅方向外側に向かう第１自由部と、自由部先端との間で折り返さ
れ幅方向内側に向かう第２自由部とを有する立体ギャザーが開示されている。
【特許文献１】特開２００１－９５８４４号公報
【特許文献２】特開２００４－２４３１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記断面く字状に起立する立体ギャザー構造の場合、起立高さを大きく
確保できる利点を有するものの、図１３に示されるように、装着状態時に起立部分（自由
部）が内側に倒れ込んでしまう状態になると、ナプキン表面を覆ってしまい有効吸収幅が
極端に狭くなることがあった。そして、この状態で経血等が立体ギャザーの上面に排出さ
れてしまうと、そのままギャザーの上面側を伝わって横漏れすることがあった。
【０００５】
　一方で、モニター調査によると、ユーザーによっては、ショーツの足回りに経血が付着
するのを嫌い、立体ギャザーを敢えて外側方向に拡げた状態で装着する事例が数多くある
ことが知見された。
【０００６】
　そこで本発明の主たる課題は、表面から幅方向外側に向かうか起立する第１自由部と、
該第１自由部から連続して幅方向内側に向かう第２自由部とを有する立体ギャザーを備え
た吸収性物品において、立体ギャザーを外側に向き易くすることにより、自由部が内側に
倒れ込んでしまうのを防止するとともに、経血等の横漏れを確実に防止することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するための請求項１に係る本発明として、透液性トップシートと、不透
液性バックシートとの間に吸収体が介在されるとともに、表面側両側部に夫々、表面から
幅方向外側に向かうか起立する第１自由部と、該第１自由部から連続して幅方向内側に向
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かう第２自由部とを有する断面形状とされ、前記第１自由部及び／又は第２自由部に吸収
性物品の長手方向に沿って１又は複数条の弾性伸縮部材が配置された立体ギャザーが形成
され、前記立体ギャザーは長手方向前後部でそれぞれ、前記第１自由部と第２自由部とが
前後端から所定の内方側位置にかけて接着されるとともに、前記第１自由部が前後端から
所定の内方側位置にかけて表面側に接着された吸収性物品において、
　吸収性物品の長手方向前後部における前記第１自由部と第２自由部との接着は、接着部
分の内方側位置が接着幅の内、内側寄り部分の接着終端位置が外側寄り部分の接着終端位
置よりも吸収性物品の前後端側位置となるように変化を付けて接着し、
　前記第１自由部は、前記吸収性物品の長手方向前後部における接着の他、その中間部分
において、１又は複数箇所で吸収性物品の表面側に接着されているとともに、該第１自由
部の中間部分における接着は、幅方向外側部分のみの接着とし、第１自由部の幅方向中間
に吸収性物品の長手方向に沿って弾性伸縮部材が配置されていることを特徴とする吸収性
物品が提供される。
【０００８】
　上記請求項１記載の発明においては、幅方向外側に向かう第１自由部と、自由部先端と
の間でく字状に折り返され幅方向内側に向かう第２自由部とを有する断面略く字状の立体
ギャザーを備えた吸収性物品において、吸収性物品の長手方向前後部における前記第１自
由部と第２自由部との接着は、接着部分の内方側位置が接着幅の内、内側寄り部分が外側
寄り部分よりも吸収性物品の前後端側となるように変化を付けて接着し、前記第１自由部
は、前記吸収性物品の長手方向前後部における接着の他、その中間部分において、１又は
複数箇所で吸収性物品の表面側に接着されている構造とするものであり、前記第１自由部
は起立が制限され、前記第２自由部がほぼ鉛直に近い直立状態で起立するようになる。従
って、装着状態では、自由部がギャザーの内側縁よりも内方側に倒れ込むことがなくなり
吸収体を覆うことがなくなる。また、外側に倒れ易くなり、第２自由部の内面側が肌と面
で接触することにより横漏れが防止されるようになる。
【０００９】
　また、前記第１自由部の中間部分における接着は、幅方向外側部分のみの接着とし、第
１自由部の幅方向中間に吸収性物品の長手方向に沿って弾性伸縮部材が配置されている。
【００１０】
　従って、第１自由部の幅方向中間に吸収性物品の長手方向に沿って配置された弾性伸縮
部材が、起立が制限された第１自由部の上面を上方側に持ち上げるように作用するため、
第２自由部が外側に倒れて装着された状態で、第１自由部の前記持上げ部分を肌と密着さ
せるため横漏れを阻止するようになる。
【００１１】
　請求項２に係る本発明として、前記第１自由部及び／又は第２自由部に吸収性物品の長
手方向に沿って配設される弾性伸縮部材は複数条とされ、自由部の先端側に行くに従って
伸縮力が徐々に小さくなるように設定してある請求項１記載の吸収性物品が提供される。
【００１２】
　上記請求項２記載の発明では、立体ギャザーに配置される弾性伸縮部材に関して、自由
部の先端側に行くに従って伸縮力が徐々に小さくなるように設定することにより、足回り
のフィット性を良くするとともに、外向きになった立体ギャザーが内側に戻ってくるのを
防止できるようになる。
【００１３】
　請求項３に係る本発明として、前記第２自由部の先端より更に連続して、反対側に折り
返された第３自由部を有する請求項１～２いずれかに記載の吸収性物品が提供される。
【００１４】
　請求項４に係る本発明として、前記第３自由部の内面側に滑り止め加工を施すか、滑り
止め材を貼着してある請求項３記載の吸収性物品が提供される。
【００１５】
　上記請求項４記載の発明では、装着時にショーツを履く際に、足の付け根部分が前記第
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３自由部の滑り止め部分に当たり、起立ギャザー部分を外側に倒しながら装着し易くなる
。
【発明の効果】
【００１６】
　以上詳説のとおり本発明によれば、表面から幅方向外側に向かうか起立する第１自由部
と、該第１自由部から連続して幅方向内側に向かう第２自由部とを有する立体ギャザーを
備えた吸収性物品において、立体ギャザーを外側に向き易くすることにより自由部が内側
に倒れ込んでしまうのを防止するとともに、経血等の横漏れを確実に防止できるようにな
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　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は本発明の第１形態例に係る生理用ナプキン１の展開図であり、図２は図１のII－
II線矢視図、図３は図１のIII－III線矢視図である。
【００１８】
　前記生理用ナプキン１は、ポリエチレンシートなどからなる不透液性バックシート２と
、経血やおりものなどを速やかに透過させる透液性トップシート３と、これら両シート２
，３間に介装された綿状パルプまたは合成パルプなどからなる吸収体４、６と、この吸収
体４の形状保持および拡散性向上のために前記吸収体４を囲繞するクレープ紙５と、前記
吸収体４の略側縁部を起立基端とし、かつ少なくとも体液排出部Ｈから前後方向に所定の
区間内において表面側に突出して設けられた左右一対の立体ギャザーＢＳ、ＢＳとから主
に構成され、かつ前記吸収体４の周囲においては、その上下端縁部では前記不透液性バッ
クシート２と透液性トップシート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
いる前記不透液性バックシート２と、前記立体ギャザーＢＳを形成しているサイド不織布
７と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、これら
不透液性バックシート２とサイド不織布７とによる積層シート部分によって側方に突出す
るウイング状フラップＷ、Ｗが形成されているとともに、これよりも臀部側に位置する部
分に第２ウイング状フラップＷＢ、ＷＢが形成されている。
【００１９】
　以下、さらに前記生理用ナプキン１の構造について詳述すると、
　前記不透液性バックシート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。前記不透液性バックシート２の
非使用面側（外面）には１または複数条の粘着剤層（図示せず）が形成され、身体への装
着時に生理用ナプキン１を下着に固定するようになっている。
【００２０】
　次いで、前記透液性トップシート３は、有孔または無孔の不織布や多孔性プラスチック
シートなどが好適に用いられる。不織布を構成する素材繊維としては、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の他、
レーヨンやキュプラ等の再生繊維、綿等の天然繊維とすることができ、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。これらの加工法の内、スパンレース
法は柔軟性、ドレープ性に富む点で優れ、サーマルボンド法は嵩高でソフトである点で優
れている。前記透液性トップシート３に多数の透孔を形成した場合には、経血やおりもの
等（以下、まとめて体液という。）が速やかに吸収されるようになり、ドライタッチ性に
優れたものとなる。
【００２１】
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　前記吸収体４としては、体液を吸収・保持し得るものであれば良く、通常はフラッフ状
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。前記吸収体４は形状保持等のためにクレープ紙５によって囲繞するのが望ましい
。
【００２２】
　前記吸収体４の上面側中央部には長手方向に沿って中高吸収体６が配設されている。こ
の中高吸収体６の厚みは、厚くし過ぎると吸収体の剛性が上がり身体への密着性が低下す
るため、３～２０mm、好ましくは５～１５mmとするのが好ましい。
【００２３】
　一方、前記透液性トップシート３の幅寸法は、図示例では、図２および図３の横断面図
に示されるように、吸収体４の幅よりも若干長めとされ、吸収体４を覆うだけに止まり、
前記立体ギャザーＢＳは前記透液性トップシート３とは別のサイド不織布７、具体的には
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を用いて構成されている。かかる
サイド不織布７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
よい。具体的には、坪量を１８～２３g/m２として作製された不織布を用いるのが望まし
く、かつ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ィングした撥水処理不織布が好適に使用される。
【００２４】
　前記サイド不織布７は、図２および図３に示されるように、幅方向中間部より外側部分
を吸収体４の内側位置から吸収体側縁を若干越えて不透液性バックシート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し、これら前記サイド不織布７と不
透液性バックシート２との積層シート部分により、ほぼ体液排出部Ｈに相当する吸収体側
部位置に左右一対のウイングフラップＷ、Ｗを形成するとともに、これより臀部側位置に
第２ウイング状フラップＷＢ、ＷＢを形成している。これらウイング状フラップＷ、Ｗお
よび第２ウイング状フラップＷＢ、ＷＢの外面側にはそれぞれ粘着剤層１０…，１１…を
備え、ショーツに対する装着時に、前記ウイング状フラップＷ、Ｗが折返し線ＲＬ位置に
て反対側に折り返し、ショーツのクロッチ部分に巻き付けて止着するようになっている。
【００２５】
（立体ギャザー構造）
　前記サイド不織布７の内方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、その高さ方向中間部に両端または長手方向の適宜の位置が固定された弾性伸縮部
材１９が配設されるとともに、前記弾性伸縮部材１９の上側部位に複数本の、図示例では
２本の弾性伸縮部材２０，２０が両端または長手方向の適宜の位置が固定された状態で配
設されている。この二重シート部分は前後端部では図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吸収体４側に接着されることによって、前記弾性伸縮部材１９
配設部位を屈曲点として、断面く字状を成す立体ギャザーＢＳ、ＢＳが形成されている。
【００２６】
　更に図４(A)に基づいて立体ギャザーＢＳについて詳述すると、
　前記立体ギャザーＢＳは、幅方向外側に向かう第１自由部１２と、該第１自由部１２か
ら連続して、く字状に折り返され幅方向内側に向かう第２自由部１３とを有する断面形状
とされ、前記第１自由部１２及び／又は第２自由部１３にナプキン長手方向に沿って１又
は複数条の弾性伸縮部材１９，２０が配置される。本例では、前記第１自由部１２と第２
自由部１３との境界に当たる屈曲部に弾性伸縮部材１９が配設され、前記第２自由部１３
に２本の弾性伸縮部材２０，２０が配設されている。
【００２７】
　また、ナプキン長手方向前後部ではそれぞれ、図３に示されるように、前記第１自由部
１２と第２自由部１３とがナプキン前後端から所定の内方側位置にかけて接着されるとと
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もに、前記第１自由部１２がナプキン前後端から所定の内方側位置にかけて接着され、ナ
プキン１の表面側に積層状態で接着され、中間部分では前記弾性伸縮部材１９、２０によ
る伸縮力により、断面く字状断面の立体ギャザーＢＳ、ＢＳが形成されている。
【００２８】
　上記構造の立体ギャザーＢＳの構造は、特に夜用ナプキンで多く採用されているギャザ
ー構造であるが、本発明では上記立体ギャザーＢＳに改良を加えることにより、装着状態
時に起立部分（自由部）が内側に倒れ込んでしまうのを防止したものである。すなわち、
立体ギャザーＢＳを図４(B)に示されるように、外側に向き易くすることにより、自由部
１２，１３が内側に倒れ込んでしまうのを防止するとともに、経血等の横漏れを確実に防
止するものである。
【００２９】
　具体的には、前記第１自由部１２と第２自由部１３とのナプキン長手方向前後部におけ
る接着構造を、図５に示されるように、接着部分の内方側位置を内側と外側とで変化を付
けるようにする。つまり、接着幅の内、内側寄り部分１４Ａの接着終端位置Ｐ１が外側寄
り部分１４Ｂの接着終端位置Ｐ２よりもナプキン前後端側位置となるように変化を付けて
接着することにより、接着部分の内方側終端線に平面視で斜め方向の傾斜を付け、前記第
２自由部１３が自然に外側に向けて起立し易くする。
【００３０】
　また、前記第１自由部１２のナプキン表面への接着構造を、図６に示されるように、ナ
プキン前後端から所定の内方側位置にかけて接着する他（符合１５，１６領域）、その中
間部分において、１又は複数箇所で、図示例では中間１箇所で表面側に接着する（符合１
７領域）。
【００３１】
　その結果、前記立体ギャザーＢＳは、図７に示されるように、前記第１自由部１２の起
立が制限され、前記第２自由部１３がほぼ鉛直に近い直立状態で起立するようになる。従
って、装着状態では、自由部がギャザーの内側縁よりも内方側に倒れ込むことがなくなり
吸収体４を覆うことがなくなる。また、外側に倒れ易くなり、第２自由部１３の内面側が
肌と面で接触することにより横漏れが防止されるようになる。さらに、外側に倒れた状態
でも肌との接触面積が増大するため、ショーツの足回りに経血が付着するのを未然に防止
することができるようになる。
【００３２】
〔他の実施形態例〕
(1)上記形態例では、立体ギャザーＢＳに配置される弾性伸縮部材は、中間折返し部及び
その上側部分としてあるが、図６及び図８に示されるように、前記第１自由部１２の中間
部分における接着は、幅方向外側部分のみの接着とした上で、第１自由部１２の幅方向中
間にナプキン１の長手方向に沿って弾性伸縮部材１８を配置するようにしてもよい。前記
弾性伸縮部材１８は、起立が制限された第１自由部１２の上面を上方側に持ち上げるよう
に作用するため、第２自由部１３が外側に倒れてて装着された状態で、前記第１自由部１
２の持上げ部分を肌と密着させるため横漏れを阻止できるようになる。
【００３３】
(2)図９に示されるように、立体ギャザーＢＳに配置される弾性伸縮部材について、自由
部１２，１３の先端側に行くに従って伸縮力が徐々に小さくなるように設定することによ
り、足回りのフィット性を良くするとともに、外向きになった第２自由部１３が内側に戻
ってくるのを防止することができる。
【００３４】
(3)上記形態例では、上記第１自由部１２部分のみをナプキン表面へ接着するようにした
が、図１０に示されるように、中間の折返し位置（弾性伸縮部材１９の配設位置）よりも
上側部分、すなわち第２自由部１３にかかる範囲をナプキン表面に接着するようにすれば
、前記第２自由部１３は自然状態で外側に向けて起立させることが可能となる。
【００３５】
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(4)立体ギャザーＢＳは、図１１に示されるように、前記第２自由部１３の先端から更に
連続して、反対側に折り返された第３自由部２１を有する構造であってもよい。この場合
、前記第３自由部２１の内面側２２に滑り止め加工を施すか、滑り止め材を貼着するよう
にしてもよい。前記滑り止め加工としては、例えばサイド不織布７にギャザー長手方向に
沿って波状加工を施すか、波状加工を施した不織布を貼着するようにすればよい。装着時
にショーツを履く際に、足の付け根部分が前記第３自由部２１の滑り止め部分に当たり、
起立ギャザー部分を外側に倒しながら装着し易くなる。
【００３６】
(5)上記形態例では、立体ギャザーＢＳは、表面から幅方向外側に向かう第１自由部１２
と、該第１自由部１２から連続して幅方向内側に向かう第２自由部１３とを有する断面形
状としたが、図１２(A)に示されるように、表面から起立する第１自由部１２と、該第１
自由部１２から連続して幅方向内側に向かう第２自由部１３とを有する断面形状の立体ギ
ャザーＢＳを対象として本発明を適用することもできる。さらに図１２(B)に示されるよ
うに、表面から起立する第１自由部１２と、該第１自由部１２から連続して幅方向内側に
向かう第２自由部１３とを有するとともに、第１自由部１２の頂部から第２自由部１３と
は反対側に延びる第３自由部２３を有する断面略Ｔ字状断面の立体ギャザーＢＳを対象と
して本発明を適用することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の第１形態例に係る生理用ナプキン１の展開図である。
【図２】その横断面図（図１のII－II線矢視図）である。
【図３】その横断面図（図１のIII－III線矢視図）である。
【図４】その立体ギャザーＢＳの模式図である。
【図５】第１自由部１２と第２自由部１３とのナプキン長手方向前後部における接着構造
を示す平面図である。
【図６】第１自由部１２のナプキン表面への接着構造を示す平面図である。
【図７】本発明に係る立体ギャザーＢＳの起立状態を示す平面図である。
【図８】本発明に係る立体ギャザーＢＳの他の形態例（その１）を示す要部横断面図であ
る。
【図９】本発明に係る立体ギャザーＢＳの他の形態例（その２）を示す要部横断面図であ
る。
【図１０】本発明に係る立体ギャザーＢＳの他の形態例（その３）を示す要部横断面図で
ある。
【図１１】本発明に係る立体ギャザーＢＳの他の形態例（その４）を示す要部横断面図で
ある。
【図１２】本発明に係る立体ギャザーＢＳの他の形態例（その５）を示す要部横断面図で
ある。
【図１３】従来の立体ギャザーＢＳの問題点を説明するための図である。
【符号の説明】
【００３８】
　１…生理用ナプキン、２…不透液性バックシート、３…透液性トップシート、４…吸収
体、５…クレープ紙、６…中高吸収体、７・８…サイド不織布、２０…弾性伸縮部材、９
…溝又は皺、１２…第１自由部、１３…第２自由部、２１…第３自由部、ＢＳ…立体ギャ
ザー、Ｗ…ウイング状フラップ、ＷＢ…臀部側ウイング状フラップ
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