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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　肌当接面側に表面シート、非肌当接面側に裏面シート、両シート間に液保持性の吸収体
を備えた縦長の吸収性本体と、該吸収性本体の長手方向の両側部の肌当接面側に該吸収性
本体の略全長に亘って設けられた左右一対のサイドシートとを有する吸収性物品であって
、
　前記サイドシートには他の部材との固定により形成された基端部と、該基端部より吸収
性物品内方側に他の部材と固定されていない自由端部とを有し、
　前記サイドシートは、前記基端部と前記自由端部との間に、上層側シートと下層側シー
トとを有する多層領域を形成しており、該下層側シートは該上層側シートと離間可能であ
り、該下層側シート上に該上層側シートを重ねた状態において、該上層側シートの前記基
端部と前記自由端部との間に、該下層側シートの下層末端部が配されており、
　前記下層側シートは、前記吸収性本体の前方部及び後方部にて、前記上層側シートと固
定され且つ前記表面シートと接合されており、
　前記下層側シートは、前記下層末端部を含み、前記吸収性本体の前方部及び後方部以外
では、前記上層側シートと固定されておらず、
　前記多層領域における前記自由端部側には前記上層側シート及び前記下層側シートの間
に弾性部材が配されて前記サイドシートが起立可能となっており、自然状態における該サ
イドシートの起立可能な範囲は、前記基端部側の長手方向の長さが前記自由端部側の長手
方向の長さより長く、
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　前記弾性部材は、前記吸収性本体の前方部及び後方部に形成された筋状固定部によって
前記サイドシート、前記表面シート及び前記吸収体に固定され、該弾性部材の伸長状態が
維持されており、
　前記筋状固定部は、前記吸収性本体の幅方向に対し前方部及び/又は後方部に向かって
傾斜して形成されている吸収性物品。
【請求項２】
　自然状態における前記上層側シート及び前記下層側シートの離間の間隔は、前記自由端
部から前記基端部に向かって漸次広くなっている請求項１記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記下層側シートの幅は、前記上層側シートの幅より短い請求項１又は２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、失禁パッド等の幅方向側方にサイドシートを配し、該サイ
ドシートが起立可能とされた吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、生理用ナプキン、失禁パッド等の吸収性物品は、幅方向側方に撥水性のサイドシ
ートを配して、幅方向の外方への漏れを防ぐ技術が実施されている。
　特許文献１には、立体ギャザーの突出端部を内側へ折り返して液の流れ止めを形成する
ことで、弾性伸縮部材の伸縮力により表面に現れる微細な波状面による微孔によって、尿
等の液が立体ギャザーの内面に沿って伝わり、先端部に形成された微孔を通って外に漏れ
たり沁み出すことを防止した吸収性物品が記載されている。
【０００３】
　また、特許文献２には、吸収性物品の幅方向側方に弾性部材を付与した防漏カフを配し
、該防漏カフは自由端と起立端の中間部において、サイドシートどうしを接合して固定端
部と自由端部との幅寸法を狭めた接合部を形成することで、装着時の脚の挿入を容易とし
、使用時に防漏カフがおむつの側方へはみ出ることがない使い捨ておむつが記載されてい
る。
　また、特許文献３には、サイドシートの長手方向に実質的に連続する接合ラインが、吸
収性本体の長手方向中心線に近い部分と該中心線から遠い部分とを交互にそれぞれ複数有
することで、ポケットが形成されている吸収性物品が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２７５２４２号公報
【特許文献２】特開２０００－３５４６０７号公報
【特許文献３】特開２００５－３４２３６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１の吸収性物品では、突出端部が内側に折り返されて設けられているので、立
体ギャザーの内面に沿って流れ出た尿等の液は、突出端部で折り返され、フラップの内面
に沿って内部に戻されるものであり、折り返されて設けられた部分が立体ギャザーの起立
性維持する機能を有していない。
【０００６】
　また、特許文献２の使い捨ておむつでは、防漏カフは高さを抑制する事によって脚の挿
入や側方へのはみ出しを抑える効果を有するものであり、高さを抑制するために形成され
た重ねられた部位自体に起立状態が安定する等の特別な効果を有していない。
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　更に、特許文献３における吸収性物品のポケット構造は、装着時の湾曲により形成され
るものであるため、吸収性物品の前後方向では形成されやすいが、排泄部領域では湾曲の
少なさや動きへの追従による変形により、安定して形成されにくい。
【０００７】
　従って、本発明は、幅方向側方に部分的に多層領域を形成したサイドシートを有し、該
サイドシートの下層側シートが上層側シートと分離可能とされることによって、起立部分
の基端部とは異なる起立端を形成可能な吸収性物品に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、肌当接面側に表面シート、非肌当接面側に裏面シート、両シート間に液保持
性の吸収体を備えた縦長の吸収性本体と、該吸収性本体の長手方向の両側部の肌当接面側
に該吸収性本体の略全長に亘って設けられた左右一対のサイドシートとを有する吸収性物
品であって、前記サイドシートには他の部材との固定により形成された基端部と、該基端
部より吸収性物品内方側に他の部材と固定されていない自由端部とを有し、前記サイドシ
ートは、前記基端部と前記自由端部との間に、上層側シートと下層側シートとを有する多
層領域を形成しており、該下層側シートは該上層側シートと離間可能であり、該上層側シ
ートの前記基端部と前記自由端部との間に、該下層側シートの下層末端部が配されている
吸収性物品を提供するものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明は、吸収性物品の装着やサイドシートの弾性部材の収縮により形成される湾曲形
状への変形によって、部分的に層数が異なるサイドシートの離間を発現させて、起立部の
基端部以外に起立端を生じさせる事によって、サイドシートの起立状態を安定としながら
サイドシートの違和感を少なくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本発明の一実施形態としての生理用ナプキンを示す斜視図及び断面図で
ある。
【図２】図２は、図１の平面図である。
【図３】図３（ａ）は、図１のＸ１－Ｘ１線における固定部を示す断面図であり、図３（
ｂ）は、図３（ａ）の拡大断面図である。
【図４】図４は、図１のＸ２－Ｘ２線におけるサイドシートの起立状態を示す断面図であ
る。
【図５】図５は、筋状固定部の形状を示す平面図であり、図５（ａ）～図５（ｃ）は、弾
性部材に対して同じ傾斜を有する実施形態の平面図であり、図５（ｄ）～図５（ｆ）は、
弾性部材に対して固定部中心側に傾斜を有する実施形態の平面図であり、図５（ｇ）は、
更に別の変形形態の平面図である。
【図６】図６は、本発明の第２実施形態の平面図である。
【図７】図７は、本発明の第３実施形態の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
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て説明する。
　本発明の一実施形態の吸収性物品は、生理用ナプキン１であり、図１，図２に示すよう
に、肌当接面側に表面シート２、非肌当接面側に裏面シート３、両シート２，３間に液保
持性の吸収体４を備えた縦長の吸収性本体１０と、吸収性本体１０の両側部それぞれから
幅方向外方に延出する一対のウイング部９，９と、吸収性本体１０の肌当接面側の両側部
それぞれを被覆する一対のサイドシート５，５とを有し、生理用ナプキン１の周囲がヒー
トシール及び粘着剤によって形成されたシール部８を有している。
【００１２】
　尚、本明細書において、「肌当接面側」とは、吸収性本体等の各部材の表裏両側（面）
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のうち、着用時に着用者の肌側に配される側（面）である。また、「非肌当接面側」とは
、着用時に着用者の肌側とは反対側に配される側（面）である。特に明記のない限り、「
長手方向」とは、吸収性物品の長手方向に沿う方向であり、「幅方向」とは、吸収性物品
の幅方向に沿う方向である。
　また、吸収性本体１０において、排泄部対向部Ａとは、図１，図２に示すように、着用
者の液排泄部（膣口等）と対向する領域であり、本発明のようにウイング部９を有する吸
収性物品においては、両側部にウイング部９を有する部分である。吸収性本体１０におけ
る、排泄部対向部Ａよりも前方に位置する領域（吸収性物品着用時に排泄部対向部Ａより
も着用者の前方に配される領域）を前方部Ｂといい、排泄部対向部Ａよりも後方に位置す
る領域（吸収性物品着用時に排泄部対向部Ａよりも着用者の後方に配される領域）を後方
部Ｃという。
【００１３】
　本実施形態の生理用ナプキン１について更に詳述する。吸収性本体１０は、図１に示す
ように、液透過性の表面シート２、液不透過性又は撥水性の裏面シート３及び両シート２
，３間に介在配置された液保持性の吸収体４を備えている。吸収体４は、平面視で、前後
縁部が丸みを帯びた略長方形状を有している。
　表面シート２は、図１に示すように、吸収体４の上面の全域を被覆している。表面シー
ト２の前後縁部は、丸みを帯びており、吸収体４の前後縁部それぞれから長手方向に延出
している。表面シート２の両側縁部は、長手方向に沿う直線状であり、吸収体４の両側縁
部それぞれから幅方向に若干延出しているが、裏面シート３の縁部からは離間している。
【００１４】
　裏面シート３は、図１に示すように、吸収体４の下面の全域を被覆している。裏面シー
ト３の前後縁部は、丸みを帯びており、吸収体４の前後縁部それぞれから長手方向に延出
している。裏面シート３の両側縁部は、吸収体４の両側縁部それぞれから幅方向に延出し
ている。
　また、裏面シート３の非肌当接面側には、吸収性本体１０とショーツのクロッチ部の上
面（内面）とを止着するためのズレ止め剤（図示せず）が設けられている。ズレ止め剤１
１は粘着剤等から形成される。
【００１５】
　表面シート２、裏面シート３及び吸収体４としては、生理用ナプキン等の吸収性物品に
おいて従来用いられている各種材料を特に制限なく用いることができる。例えば、表面シ
ート２としては、液透過性を有する不織布や開孔フィルム等を用いることができる。裏面
シート３としては、液不透過性又は撥水性のフィルム等を用いることができる。吸収体４
としては、従来から使用されているパルプ繊維や短繊維又は長繊維のウエブ等の繊維集合
体を主体とする吸収性コアを、被覆シートで被覆したものを用いることができる。吸収性
コアは高吸収性ポリマーを含んでいてもよい。
【００１６】
　裏面シート３は、吸収性本体１０のムレを低減させる観点から、透湿性（通気性）を有
していることが好ましい。透湿性のシートとしては、例えば、熱可塑性樹脂に無機化合物
又は有機化合物のフィラーを添加したものを、Ｔダイやサーキュラーダイから溶融押出し
てフィルムを形成し、次いで、該フィルムを一軸延伸又は二軸延伸して得られる樹脂シー
ト、スパンボンド不織布（Ｓ）とメルトブロー不織布（Ｍ）とが複合化された複合不織布
（例えばＳＭ、ＳＭＳ、ＳＭＭＳ等）、エアスルー不織布や前記ＳＭＳ等の複合不織布と
前記樹脂シートとの複合シートが挙げられる。
　裏面シート３として、前記樹脂シートを用いると裏面シート３の非肌当接面側に設けら
れたズレ止め剤（図示せず）の固定性がよい点から好ましく、また、前記複合不織布を用
いると透湿性及び柔軟性がよい点から好ましい。
【００１７】
　吸収体４は、図１に示すように、上部吸収体４１及び下部吸収体４２からなる２層構造
を有している。上部吸収体４１は、平面視で、下部吸収体４２よりも長さ及び幅が短くな
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っており、後述の中央第１シール線１２よりも小さい形状を有しており、下部吸収体４２
には接合されていない。また、上部吸収体４１は、下部吸収体４２における長手方向及び
幅方向に中央寄りに位置しており、延いては、吸収性本体１０における長手方向及び幅方
向に中央寄りに位置している。従って、上部吸収体４１は、吸収性本体１０におけるいわ
ゆる中高領域１１を形成する。
【００１８】
　表面シート２には、図１，図２に示すように、表面シート２から下部吸収体４２までが
一体的に圧密化されて形成された中央第１シール線１２及び中央第２シール線１３が設け
られている。中央第１シール線１２は、図２に示すように、平面視で上部吸収層４１を包
囲するように、表面シート２の上面におけるサイドシート５によって被覆されていない領
域に、環状に設けられている。前後一対の中央第２シール線１３，１３は、図２に示すよ
うに、略半円弧状であり、中央第１シール線１２の前部及び後部よりもそれぞれ前方側及
び後方側に、中央第１シール線１２と連続的に設けられている。
　中央第１シール線１２及び中央第２シール線１３は、表面シート２と下部吸収体４２と
を接合しているが、表面シート２と上部吸収体４１とは接合していない。従って、上部吸
収体４１は、表面シート２と下部吸収体４２とからなる閉鎖空間に封入されている。
【００１９】
　ウイング部９は、図１，図２に示すように、排泄部対向部Ａにおいて吸収性本体１０の
両側部から延出している。ウイング部９は、ショーツ等の下着のクロッチ部の下面（外面
）側に折り返されて用いられるものである。ウイング部９は、図１に示すように、平面視
で、下底（上底よりも長い辺）が吸収性本体１０の側部側に位置する略台形形状を有して
いる。
また、ウイング部９の非肌当接面側には、ズレ止め剤が設けられている（図示せず）。ズ
レ止め剤によって、使用時に、ショーツのクロッチ部の下面（外面）側に折り返されたウ
イング部９を、クロッチ部に止着できるようになっている。
【００２０】
　本発明においては、ウイング部９の両付け根を結ぶ直線が、吸収性本体１０とウイング
部９との境界線とする。
【００２１】
　サイドシート５は、図１に示すように、吸収性本体１０の肌当接面側の両側部それぞれ
を被覆する構成部位で、吸収性本体１０の肌当接面側における両側部それぞれに、吸収性
本体１０の長手方向に沿ってその略全長に亘るように設けられている。
【００２２】
　本発明においては、サイドシート５には他の部材との固定により形成された基端部７３
と、基端部７３より吸収性物品（生理用ナプキン１Ａ）の内方側に他の部材と固定されて
いない自由端部７４とを有しており、サイドシート５は、基端部７３と自由端部７４との
間に、上層側シート５１Ａと下層側シート５１Ｂとを有する多層領域を形成している。詳
述すると、第１実施形態においては、図３（ａ）に示すように、サイドシート５は一枚の
撥水性の不織布５１からなり、一枚の不織布５１は、不織布５１の幅方向外方側の一端部
が、吸収性本体１０の表面シート２及び裏面シート３上に配され、接着剤や熱融着等によ
り固定され、基端部７３を形成している。第１実施形態の基端部７３は、図４に示すよう
に、ドット状の熱融着部の集合からなり、吸収性本体１０の長手方向側部に沿って一直線
状に形成されており、基端部７３の幅方向内方側の端が、サイドシート５が起立する際の
起立基端となる。一枚の不織布５１の他端部は、図３（ａ）に示すように、吸収性本体１
０の幅方向内方側に延出し、サイドシート５の自由端部７４となる部位で下面側（表面シ
ート２側）に折り返されて２つ折りにされ、基端部７３と自由端部７４との間に、上層側
シート５１Ａと下層側シート５１Ｂからなる２層領域を形成している。第１実施形態にお
いては、２層領域における自由端部７４側（前記折返された部位付近）には上層側シート
５１Ａ及び下層側シート５１Ｂの間に弾性部材６が配されてサイドシート５が起立可能と
なっている。
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【００２３】
　また、本発明においては、下層側シート５１Ｂは上層側シート５１Ａと離間可能であり
、上層側シート５１Ａの基端部７３と自由端部７４との間に、下層側シート５１Ｂの下層
末端部５１０が配されている。詳述すると、図４に示すように、下層側シート５１Ｂは、
弾性部材６の周辺、前方部Ｂ、及び後方部Ｃ以外では、接着剤等により上層側シート５１
Ａと固定されていない。言い換えれば、下層側シート５１Ｂは、排泄部対向部Ａにおいて
は、弾性部材６の周辺以外、上層側シート５１Ａと固定されておらず、離間可能に形成さ
れている。第１実施形態においては、図４に示すように、自然状態における上層側シート
５１Ａ及び下層側シート５１Ｂの離間の間隔が、自由端部７４から基端部７３に向かって
漸次広くなっており、自然状態におけるサイドシート５が、排泄部対向部Ａにおいて、断
面視して略三角形状に起立している。サイドシート５の起立について詳述すると、サイド
シート５の下層側シート５１Ｂは、図４に示すように、この弾性部材６の収縮時（自然状
態）に、上層側シート５１Ａと排泄部対向部Ａにおいて固定されていない事によって離間
し、下層側シート５１Ｂの下層末端部５１０が部分的に表面シートと接触した状態となる
。このように、サイドシート５は、弾性部材６の収縮時（自然状態）には、基端部７３の
起立基端と下層末端部５１０とにより支えられて起立する。このため、弾性部材６の収縮
応力が小さい状態であってもサイドシート５の起立状態が安定し易く、動きによる微小な
変動へも追従可能となる。一方で、サイドシート５の下層末端部５１０は基端部７３と自
由端部７４との間にあり、弾性部材６の収縮により起立した状態より低い起立状態で機能
を発現するため、違和感となり難い利点を有する。
　尚、本実施形態において、ウイング部９は、１層の撥水性の不織布５１（上層側シート
５１Ａ）と裏面シート３により形成されている。
【００２４】
　第１実施形態においては、図３（ａ），図４に示すように、下層側シート５１Ｂの幅が
上層側シート５１Ａの幅より短くなるように、不織布５１が２つ折りに折り返されている
。具体的には、下層側シート５１Ｂの下層末端部５１０は、サイドシート５の起立（皺形
成）に起因する離間し易さ、起立の安定性、及び装着感（違和感のなさ）の観点から、上
層側シート５１Ａの自由端部７４及び基端部７３の間の４０～８０％の間に、即ち、上層
側シート５１Ａの自由端部７４及び基端部７３の間隔を１００％とした場合に、自由端部
７４から４０％の位置～８０％の位置の間に下層側シート５１Ｂの下層末端部５１０が配
されることが好ましく、５０～７０％の間に配されることが更に好ましい。
【００２５】
　第１実施形態においては、図２に示すように、各サイドシート５の前方部Ｂ及び後方部
Ｃそれぞれに、起立接合部７２を備えている。各起立接合部７２は、吸収性本体５の長手
方向においては、後述する筋状固定部７とウイング部９との間に配され、吸収性本体５の
幅方向においては、サイドシート５の基端部７３と自由端部７４との間に配され、各起立
接合部７２によりサイドシート５を形成する上層側シート５１Ａ及び下層側シート５１Ｂ
が表面シート２に接合されている。各起立接合部７２は、図１，図２に示すように、各サ
イドシート５における前方部Ｂの起立接合部７２と後方部Ｃの起立接合部７２との間隔が
、基端部７３側から自由端部７４側に向かって漸次広くなるように傾斜して形成されてい
る。このように、前方部Ｂの起立接合部７２と後方部Ｃの起立接合部７２との間のサイド
シート５が、基端部７３側から自由端部７４側に向かって漸次広くなるように形成されて
いるため、伸張状態でサイドシート５に固定された弾性部材６の収縮により、図１に示す
ように、サイドシート５が表面シート２から起立した状態となり易い。
【００２６】
　サイドシート５の上層側シート５１Ａと下層側シート５１Ｂの離間は、弾性部材６の収
縮によって発現するだけでなく、装着により生理用ナプキン１Ａが湾曲する際のサイドシ
ート５の湾曲追従性の違いによっても発現する。即ち、装着時の湾曲によって下層側シー
ト５１Ｂの下層末端部５１０は表面シート２から離れて立ち上がり易いが、サイドシート
５の基端部７３では裏面シート３等の他の部材との一体化によって、湾曲変形への追従性
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が低下している。そのため、上層側シート５１Ａでは、自由端部７４側で起立による変化
と湾曲による皺形成がおこり、下層側シート５１Ｂの下層末端部５１０では、起立による
変化と上層側シート５１Ａによる皺への追従が起こりにくい事によって、下層末端部５１
０の離間が進むと推定される。
【００２７】
　サイドシート５としては、撥水性（疎水性）有するシート状材料であればよく、生理用
ナプキン等の吸収性物品において従来用いられている撥水性の各種材料を特に制限なく用
いることができ、透湿性を有していることが更に好ましい。サイドシート５の材料として
は、例えば、スパンボンド不織布、スパンボンド不織布（Ｓ）とメルトブロー不織布（Ｍ
）とが複合化されたシート（例えばＳＭ、ＳＭＳ、ＳＭＭＳ等）、ヒートロール不織布、
エアスルー不織布等の撥水性（疎水性）不織布が挙げられる。ＳＭ、ＳＭＳ、ＳＭＭＳ等
の複合化されたシートを用いると、該シートの表面の平滑性による滑らかな感触及び該シ
ートの物性（強度等）が良好であるため、ウイング部５における耐引き裂き性やズレ止め
剤の転着性が良好となる点で好ましい。また、エアスルー法により作られた不織布を用い
ると、低坪量でも厚みが得られ易く、風合い（クッション感）や肌触りが良好となる点で
好ましい。
【００２８】
　本発明の吸収性物品（生理用ナプキン１）は、薄型であり柔軟性を有する吸収体３より
構成されている。そのため、吸収性本体１０の厚みは、排泄部対向部Ａにおいて、好まし
くは５ｍｍ以下、更に好ましくは３．５ｍｍ以下である。また、吸収性本体１０の厚みは
、前方部Ｂ及び後方部Ｃにおいて、好ましくは３ｍｍ以下、更に好ましくは２ｍｍ以下で
ある。吸収性本体１０の厚みがこのような範囲に設定されていると、装着時に違和感が生
じにくく、身体の前後方向に沿って更にフィットし、装着時に前記ポケットが開口しやす
く、横モレ防止性が一層向上するので好ましい。
【００２９】
　吸収性本体１０の厚みは、以下の測定方法により測定される。
〔厚みの測定方法〕
製品（吸収性物品全体）を平らな場所にシワや折れ曲がりがないように静置し、吸収性本
体の排泄部対向部又は前方部若しくは後方部における吸収体が配されている領域の上面に
、５ｃＮ／ｃｍ2の荷重を掛け、その状態下での厚みを測定する。製品装着時の装着圧は
、身体の部位、個人差、状態（座っている／動いている）等により異なるが、排泄部対向
部の中央域（排泄ポイント付近）では、ショーツ等の衣類を着用する以外に外圧が掛らな
い状態において、無荷重～５ｃＮ／ｃｍ2の荷重となるため、この荷重（５ｃＮ／ｃｍ2）
での測定を行なった。厚みの測定には、厚み計 PEACOCK DIAL PRIGHT GAUGES R5-C(OZAKI
 MFG.CO.LTD.製）を用いた。このとき、厚み計の先端部と製品との間の測定部分にプレー
ト（厚さ５ｍｍ程度のアクリル板）を配置して、荷重が５ｃＮ／ｃｍ2となるようにプレ
ートの大きさを調整する。プレートの形状は、円形又は正方形とする。
【００３０】
　一方で、本発明の吸収性物品（生理用ナプキン１）は、サイドシート５に付与された弾
性部材６の収縮力によって容易に曲がるようにされていないことが好ましく、動きへの追
従性も高いことが好ましい。
　このため、弾性部材６を細くしながら高い伸長性と弾性部材６の抜け防止を両立するた
め、吸収性本体１０の前方部Ｂ及び後方部Ｃに形成する筋状固定部７により弾性部材６の
変形が少ない固定を施している。
【００３１】
　具体的には、従来技術である熱エンボスによる凹凸形成の固定部では、弾性部材６を厚
み方向に引き伸ばしながら、強い圧縮力による弾性材の変形により弾性材を挟みこむ材料
（例えばサイドシート５）に密着させ、弾性部材６に直接及び間接に配した粘着剤の固定
効果を高めている。このため、従来技術では弾性部材６の切断による弾性部材の抜けが発
生しやすく、抜け防止のため弾性部材６に配する粘着剤量を増やす、太い弾性部材６を使
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用する等により、弾性部材６による身体への負担（皮膚とのこすれ）、サイドシート起立
部の硬さ、低応力での追従性の低下等が起こっている。
　これに対して、本発明の吸収性物品（生理用ナプキン１）は、図３（ｂ）に示すように
、吸収性本体１０の前方部Ｂ及び後方部Ｃに、弾性部材６を、サイドシート５と表面シー
ト２とともに加熱及び加圧して形成された固定部でありながら、弾性部材を引き伸ばす凹
凸を形成することなく弾性部材６とサイドシート５との（弾性部材の周囲の）密着性を高
め、複数の固定部を形成する事で固定が不足することの抜けを防止している。
【００３２】
　第１実施形態においては、図１，図２に示すように、弾性部材６は、吸収性本体１０の
前方部Ｂ及び後方部Ｃに形成された筋状固定部７によってサイドシート５、表面シート２
及び吸収体４に固定され、弾性部材６の伸長状態が維持されている。筋状固定部７の筋状
とは、図５（ａ）に示すように、弾性部材６と直交する方向の長さＬ１が、該弾性部材６
と平行な方向の長さＬ２よりも長い形状を意味する。前方部Ｂに配される筋状固定部７は
、吸収性本体１０の中心側から前方部Ｂに向かって傾斜して形成されており、後方部Ｃに
配される筋状固定部７は、吸収性本体１０の中心側から後方部Ｃに向かって傾斜して形成
されている。
【００３３】
　このように形成された本発明の吸収性物品（生理用ナプキン１Ａ）では、物品本体の柔
軟性による追従性やフィット感に加え、細い弾性繊維が高い伸長性を有して固定されてい
ることで柔らかなサイドシート５の感触が維持されるだけでなく、追従性に優れ身体への
負担も最小限のものとすることができる。
　このため、本発明に使用される弾性部材６としては、ポリウレタン、ブタジエンやイソ
プレン等のジエン系弾性材の太さ６２０ｄｔｅｘ以下、より好ましくは２００～４７０ｄ
ｔｅｘの糸状物を使用することができ、弾性部材の変形性も１.０～２．０、より好まし
くは１．０～１．５とすることができる。なお、本発明における弾性部材６は、複数の弾
性糸が複合されて形成されたマルチフィラメントタイプとなっており、後述する製造方法
によって弾性部材の切断が起こりにくく、変形も抑えられやすい。
【００３４】
　弾性部材６の変形性は、以下の測定方法により測定される。
〔変形性の測定方法〕
　起立部における弾性部材と固定部における弾性部材の断面を拡大観察し、式１により変
形性を算出する。
　　　　（式１）　（固定部における真円度）／（起立部における真円度）

　拡大観察は、電子顕微鏡（ＪＥＯＬ製　ＪＣＭ５１００）やマイクロスコープ（キーエ
ンス製　ＶＨＸ－１０００）等を使用して、起立部及び固定部の弾性部材６ｍの拡大断面
を撮影（画像データ化）する。撮影画像を画像解析ソフト（ＮＥＸＵＳ社製　ＮＥＷ Ｑ
ＵＢＥ ｖｅｒ．４．２０）により二値化後、真円度計測処理による各々の真円度（上記
画像解析ソフトで、絶対最大長2×π）／（４×面積）×１００を自動算出）を導き、式
１により算出した値を５点平均して変形性とした。
　図３（ｂ）における本発明の実施形態では、弾性部材６の変形性は１．２であった。な
お、固定部における変形性について、凹凸構造等、弾性部材の伸張状態が異なるような構
造に由来する違いがある場合には、より大きな値（となる構造部位の値）をその吸収性物
品の変形性とする。
【００３５】
　本発明の実施形態としては、図５（ａ）～図５（ｇ）に示すように、筋状固定部７の形
状は弾性部材６と交差する部分において複数が離間して、長手方向から傾きを有していれ
ば良く、図５（ａ）～図５（ｃ）のような同一方向の傾き、図５（ｄ）～図５（ｆ）のよ
うな固定部中央側に向いた傾きや、図５（ｇ）のように図柄の一部として使用して印象性
を高めることができる。また、弾性部材と交差する部分以外は長手方向に連続として形成
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して、表面シートとの接合性を高めることもできる。図５（ａ）～図５（ｇ）においては
、各図の左側が生理用ナプキンの長手方向中央側であり、下側が生理用ナプキンの幅方向
の中央側である。
【００３６】
　第１実施形態においては、起立接合部７２は、起立部形状の自由度の高さからエンボス
によるヒートシール法で形成されており、弾性部材６の切断をおこさないよう弾性部材６
の位置から外れた位置で形成されている（図２参照）が、形状の自由度より弾性部材６の
切断しない点を優先させる場合には、ホットメルト等の粘着剤をスパイラル法、スロット
スプレー法等の既知の手段で上層側シート５１Ａ及び下層側シート５１Ｂの間を固定する
事で形成することが好ましい。基端部７３についても、ホットメルト粘着剤による形成を
おこなってもよく、ウイング部９の可撓性等やウイング部９を別体の部材で形成する場合
には、ヒートシール法による裏面シート３との接合を使用することが好ましい。
【００３７】
　本発明の第２実施形態の生理用ナプキン１Ｂとしては、図６に示すように、サイドシー
ト５に弾性部材６を付与せず、また、起立接合部７２を形成していない。しかし、第１の
実施形態の弾性材固定部と同様に、筋状固定部７を形成することで、第１実施形態におけ
るサイドシート５の起立可能範囲の自由端部７４と基端部７３との長さが逆転するよう形
成され、さらに、前方部Ｂ及び後方部Ｃの筋状固定部７より長手方向端部側のサイドシー
ト５上に波状の固定線７１を形成して、サイドシート５の起立基端の長さがサイドシート
５の折返し部より長い台形状の起立可能範囲を成している。即ち、第２実施形態において
は、自然状態における各サイドシート５の起立可能な範囲は、基端部７３側の長手方向の
長さが自由端部７４側の長手方向の長さより長くされている。このことによって、装着に
よるナプキンの形状変形（主に前方部Ｂ及び後方部Ｃにおける湾曲変形）によって、起立
基端の変形量が多くなり、その影響が折り返し部に影響する事で起立性が安定すると推定
される。
【００３８】
　また、このような筋状固定部７の端部側から長手方向の外方に向かって延びる波状の固
定線７１が、エンボスにより形成された場合には、シール部８はサイドシート５の接合部
（例えば、筋状固定部７、基端部７３、起立接合部７２）及びその周辺を除いて形成する
ことが、生理用ナプキンの（端部の）柔軟性の観点から好ましい。
【００３９】
　本発明の第３の実施形態の生理用ナプキン１Ｃとしては、図７に示すように第２の実施
形態に弾性部材６を付与した形状となっており、より起立性に優れるとともに上層側シー
ト５１Ａ及び下層側シート５１Ｂの分離性に優れる。また、生理用ナプキン１Ｃに配され
る基端部７３’は、一直線状に形成されている第２実施形態の生理用ナプキン１Ｂの基端
部７３と異なり、図７に示すように、吸収性本体１０の長手方向側部に沿って波状に形成
されている。基端部７３’が波状に形成されていることにより、下層末端部５１０だけで
なく基端部７３の起立基端から自由端部７４までに筋状構造が形成されやすく、緩やかな
凹凸が自由端部７４側に形成されて肌に優しい感触を与えることができる。
【００４０】
　以上の実施形態における筋状固定部７には、筋状固定部７の形成時に弾性部材６の切断
を防止し、かつ筋状固定部７による抜け防止のため、生理用ナプキン排泄部領域Ａ側から
前方部Ｂ及び後方部Ｃほど強い接合強度を形成する手段として、図５（ａ）～図５（ｇ）
に示した弾性部材６の交差部以外に連続した部位を有し、前方部Ｂ及び後方部Ｃほど、筋
状固定部７の線圧力を向上させるように、長手方向に細い筋状固定部７を形成する方法が
ある。
【００４１】
　また、筋状固定部７の接合強度を弾性部材６の切断に至らない程度に比較的弱い接合強
度としながら、弾性部材６の抜けを防止する方法として、接合部のさらに端部側において
弾性部材６を蛇腹状に変形させるよう弾性部材６及びサイドシート５に粘着剤を塗布せず
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、弾性部材６の延びる方向に対して斜め（斜めに徐々に接触する方向）にエンボスを配し
て、エンボス部を弾性部材６が避けるようにする事で形成することができる。
【００４２】
　また、同様の効果を利用する事で、弾性部材６がサイドシート５の折り返し部側に動き
易いよう、エンボス部が斜め方向に徐々に接触するよう形成することが、前述した弾性部
材６の切断の効果とともに弾性部材６の位置を安定させる点から好ましい。
【００４３】
　本発明は、上記の実施形態に制限されるものではなく、適宜変更可能である。
　例えば、ウイング部９が形成されていない場合の排泄部対向領域Ａは、長手方向長さ８
０～１００ｍｍの範囲にある特異形状、例えば吸収体の多層部、環状の中央シールやサイ
ドシート５の基端部７３より特定する事ができる。
【００４４】
　また、本発明における上層と下層は、サイドシート５の内方端に弾性部材が固定されて
いることで区分できるが、弾性部材以外にも折返しによっても区分できる。また、上層と
下層の内方端側を接着剤や溶着により接合することで、生理用ナプキンの湾曲によるサイ
ドシート５の上層及び下層の離間を起こりやすくすることもできる。
【００４５】
　また、基端部７３は、熱エンボスにより形成されているが、表面シート２上に粘着剤を
塗布する事で形成してもよく、表面シート２が吸収体４より狭い場合には、吸収体４上や
裏面シート３上に粘着剤を塗布する事で形成する事ができ、熱エンボスを併用または単独
で使用して、表面シート２、吸収体４、裏面シート３に形成することができる。
　また、サイドシート５の複層領域は一枚の不織布５１の折返しにより形成されていたが
、複数のシート（不織布）が貼り合せて形成されていても良く、上層側シート５１Ａと下
層側シート５１Ｂの離間性向上とサイドシート５の起立性向上の観点から、下層側を複数
のシートで形成することができ、下層側シート５１Ｂの下層末端部５１０を下層側の複数
のシートごとに異ならせると、起立性を向上させた事による違和感を抑えることができる
。
　また、弾性部材６に粘着剤を塗布しない領域においては、筋状固定部７と併用してエン
ボス等により弾性部材６を蛇行させて抜け難くする方法の他、筋状固定部７の形成に換え
て、弾性部材６の伸張性を非常に低下させるとともにドット状エンボスにより弾性部材６
を低伸張状態でも直線状に配置することができる。
【００４６】
　本発明における吸収性物品は、生理用ナプキンの他、失禁パッド等の他の吸収性物品で
あっても良い。
【符号の説明】
【００４７】
１Ａ，１Ｂ，１Ｃ　　生理用ナプキン
２　　表面シート
３　　裏面シート
４　　吸収体
　４１　上部吸収体
　４２　下部吸収体
５　　サイドシート
　５１Ａ　上層側シート
　５１Ｂ　下層側シート
　　５１０　下層末端部
６　　弾性部材
７　筋状固定部
７１　波状の固定線
７２　起立接合部
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７３，７３’　基端部
７４　自由端部
８　　シール部（周辺）
９　　ウイング部
１０　吸収性本体
１１　中高領域
１２　中央第１シール線
１３　中央第２シール線

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(12) JP 5575496 B2 2014.8.20

【図５】 【図６】

【図７】



(13) JP 5575496 B2 2014.8.20

10

フロントページの続き

(72)発明者  木村　真由美
            栃木県芳賀郡市貝町赤羽２６０６　花王株式会社研究所内
(72)発明者  長原　進介
            栃木県芳賀郡市貝町赤羽２６０６　花王株式会社研究所内

    審査官  笹木　俊男

(56)参考文献  特開平０５－００３８９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－１０７２２４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－２５５７７９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｆ　　１３／００　　　　
              Ａ６１Ｆ　　１３／１５　　～　　１３／８４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

