
JP 5665431 B2 2015.2.4

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向および横方向と、身体側およびその反対側である非身体側と、前後ウエスト域お
よび前記前後ウエスト域間に位置するクロッチ域と、前記前後ウエスト域を形成する前後
ウエスト部材と、前記クロッチ域を形成するとともに前記前後ウエスト部材に接合された
クロッチ部材とを含む使い捨て着用物品において、
　前記前後ウエスト部材は、前記横方向に弾性化され、
　前記クロッチ部材は、前記横方向に延びるクロッチ前後端縁を有するとともに、吸液性
の芯材を有する吸液構造体を備え、前記クロッチ部材の前記非身体側には、前記クロッチ
前後端縁を覆うカバーシートが接合され、
　前記カバーシートの前記縦方向の長さ寸法は、前記前後ウエスト部材のそれよりも小さ
く、
　前記クロッチ部材の少なくとも前記クロッチ前後端縁の前記身体側と、前記前後ウエス
ト部材の前記非身体側とが接合され、
　前記クロッチ部材と前記前後ウエスト部材との間には、これらを互いに接合する接合領
域と、非接合領域とが形成され、前記接合領域は、前記クロッチ前後端縁に沿って前記横
方向に延びる第１接合部分と、前記第１接合部分の前記横方向両側において前記クロッチ
域に向かって前記縦方向に延びる第２接合部分とを有し、前記非接合領域は、これら第１
および第２接合部分によって画成されるとともに、前記横方向の中央に位置して前記クロ
ッチ域に向かって開口し、
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　前記カバーシートが前記吸液構造体に重ならないように配置されていることを特徴とす
る前記使い捨て着用物品。
【請求項２】
　前記カバーシートの前記横方向の長さ寸法は、前記前後ウエスト部材のそれと同じであ
る請求項１記載の使い捨て着用物品。
【請求項３】
　前記前後ウエスト部材は、前記横方向に延びるとともに、前記縦方向内側に位置する前
後内端縁および前記縦方向外側に位置する前後外端縁を有し、
　前記カバーシートは、前記横方向に延びるとともに、前記縦方向内側に位置するカバー
内端縁および前記縦方向外側に位置するカバー外端縁を有し、
　前記カバー内端縁は、前記前後ウエスト部材の前記前後内端縁から離されている請求項
１または２記載の使い捨て着用物品。
【請求項４】
　前記前後ウエスト部材には、前記横方向に延びるとともに前記縦方向に離隔される複数
本の前後ウエスト弾性体が、伸長状態で収縮可能に取り付けられ、前記前後ウエスト弾性
体の前記縦方向における離隔寸法が、他の前記前後ウエスト弾性体のそれよりも大きくさ
れた大離隔領域が形成される請求項１～３のいずれかに記載の使い捨て着用物品。
【請求項５】
　前記前後ウエスト部材には、前記横方向に延びるとともに前記縦方向に離隔される複数
本の前後ウエスト弾性体が、伸長状態で収縮可能に取り付けられ、
　前記前後ウエスト部材には、前記前後ウエスト弾性体の前記縦方向における離隔寸法が
小さい小離隔領域と、前記小離隔領域よりもその離隔寸法が大きい大離隔領域とが形成さ
れ、前記前後外端縁から前記前後内端縁に向かって第１の前記小離隔領域、前記大離隔領
域、第２の前記小離隔領域がそれぞれ隣接して形成され、
　前記クロッチ部材の前記クロッチ前後端縁が、前記第２の小離隔領域に対応する部分に
位置するように取り付けてある請求項３記載の使い捨て着用物品。
【請求項６】
　前記カバーシートは、少なくともその一部が前記大離隔領域に対応する部位に位置する
請求項４または５記載の使い捨て着用物品。
【請求項７】
　前記大離隔領域の前記縦方向内外側には、前記前後ウエスト部材の前記縦方向における
離隔寸法が、前記大離隔領域よりも小さくされた小離隔領域が形成され、前記第１接合部
分は、前記縦方向内側に位置する前記小離隔領域に対応する位置に形成される請求項４記
載の使い捨て着用物品。
【請求項８】
　前記クロッチ部材は、その両側に沿って延びるクロッチ弾性体を有し、前記クロッチ弾
性体の取付領域に対応する位置に前記第２接合部分が形成される請求項１～７のいずれか
に記載の使い捨て着用物品。
【請求項９】
　前記クロッチ部材は、前記縦方向に延びる折曲線に沿ってクロッチ両側縁が前記横方向
内側に折り畳まれ、折り畳まれた領域が前記前後ウエスト部材に対向するとともに、前記
領域に対応する位置に前記第２接合部分が形成される請求項１～８のいずれかに記載の使
い捨て着用物品。
【請求項１０】
　前記クロッチ部材の前記身体側には、前後端縁と両側縁とにより画成される吸液構造体
が配置され、前記吸液構造体は、前記前後端縁が前記クロッチ前後端縁よりも前記縦方向
内側に位置し、前記両側縁が前記折曲線よりも前記横方向内側に位置する請求項９記載の
使い捨て着用物品。
【請求項１１】
　前記前後ウエスト部材は、前記縦方向に延びる前後ウエスト側縁において互いに接合さ
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れることによって環状に形成される請求項１～１０のいずれかに記載の使い捨て着用物品
。
【請求項１２】
　前記前後ウエスト部材の少なくともいずれか一方の前記大離隔領域には、表示要素が表
示された表示シートが配置される請求項４または５に記載の使い捨て着用物品。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、使い捨て着用物品に関し、より詳しくは、クロッチ部材が前後ウエスト部
材の非身体側に接合された使い捨ておむつ、使い捨てのトイレット・トレーニングパンツ
、使い捨て失禁パンツ、使い捨ての生理用パンツ等の使い捨て着用物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、前後ウエスト域を形成する帯部材と、帯部材に接合される吸収性本体とを有する
使い捨ておむつは公知である。例えば、特許文献１には、帯部材の非身体側に、吸収性本
体の前後端縁が接合されたおむつが開示されている。帯部材の非身体側には、吸収性本体
を介して外側シートが接合されている。外側シートを接合することによって、吸収性本体
の前後端部が捲れあがらなくなって見栄えが向上する。また、着用者の衣服に吸収性本体
の前後端部が引っかかって吸収性本体が外れるのを防止する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４２４０４６３号明細書（ＪＰ　４２４０４６３　Ｂ２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のようなおむつにおいて、外側シートは、帯部材と同形同大とされている。したが
って、帯部材の通気性が妨げられ、着用者のウエストにおける蒸れやかぶれの原因になり
かねない。特に帯部材は、弾性的に伸縮可能とされており、着用者のウエストに密着する
からかぶれ易い。
【０００５】
　この発明では、ウエスト域における通気性を確保して、着用者に対する蒸れやかぶれを
防止することができる使い捨て着用物品を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明は、縦方向および横方向と、身体側およびその反対側である非身体側と、前後
ウエスト域および前記前後ウエスト域間に位置するクロッチ域と、前記前後ウエスト域を
形成する前後ウエスト部材と、前記クロッチ域を形成するとともに前記前後ウエスト部材
に接合されたクロッチ部材とを含む使い捨て着用物品の改良にかかわる。
【０００７】
　この発明は、前記使い捨て着用物品において、前記前後ウエスト部材は、前記横方向に
弾性化され、前記クロッチ部材は、前記横方向に延びるクロッチ前後端縁を有するととも
に、吸液性の芯材を有する吸液構造体を備え、前記クロッチ部材の前記非身体側には、前
記クロッチ前後端縁を覆うカバーシートが接合され、前記カバーシートの前記縦方向の長
さ寸法は、前記前後ウエスト部材のそれよりも小さく、前記クロッチ部材の少なくとも前
記クロッチ前後端縁の前記身体側と、前記前後ウエスト部材の前記非身体側とが接合され
、前記クロッチ部材と前記前後ウエスト部材との間には、これらを互いに接合する接合領
域と、非接合領域とが形成され、前記接合領域は、前記クロッチ前後端縁に沿って前記横
方向に延びる第１接合部分と、前記第１接合部分の前記横方向両側において前記クロッチ
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域に向かって前記縦方向に延びる第２接合部分とを有し、前記非接合領域は、これら第１
および第２接合部分によって画成されるとともに、前記横方向の中央に位置して前記クロ
ッチ域に向かって開口し、前記カバーシートが前記吸液構造体に重ならないように配置さ
れていることを特徴とする。
【０００８】
　この発明の実施態様のひとつとして、前記カバーシートの前記横方向の長さ寸法は、前
記前後ウエスト部材のそれと同じである。
【０００９】
　他の実施態様のひとつとして、前記前後ウエスト部材は、前記横方向に延びるとともに
、前記縦方向内側に位置する前後内端縁および前記縦方向外側に位置する前後外端縁を有
し、前記カバーシートは、前記横方向に延びるとともに、前記縦方向内側に位置するカバ
ー内端縁および前記縦方向外側に位置するカバー外端縁を有し、前記カバー内端縁は、前
記前後ウエスト部材の前記前後内端縁から離されている。
【００１０】
　他の実施態様のひとつとして、前記前後ウエスト部材には、前記横方向に延びるととも
に前記縦方向に離隔される複数本の前後ウエスト弾性体が、伸長状態で収縮可能に取り付
けられ、前記前後ウエスト部材には、前後ウエスト弾性体の前記縦方向における離隔寸法
が小さい小離隔領域と、前記小離隔領域よりもその離隔寸法が大きい大離隔領域とが形成
され、前記前後外端縁から前記前後内端縁に向かって第１の前記小離隔領域、前記大離隔
領域、第２の前記小離隔領域がそれぞれ隣接して形成され、前記クロッチ部材の前記クロ
ッチ前後端縁が、前記第２の小離隔領域に対応する部分に位置するように取り付けてある
。
【００１１】
　他の実施態様のひとつとして、前記前後ウエスト部材には、前記横方向に延びるととも
に前記縦方向に離隔される複数本の前後ウエスト弾性体が、伸長状態で収縮可能に取り付
けられ、前記前後ウエスト弾性体の前記縦方向における離隔寸法が、他の前記前後ウエス
ト弾性体のそれよりも大きくされた大離隔領域が形成される。
【００１２】
　他の実施態様のひとつとして、カバーシートは、少なくともその一部が前記大離隔領域
に対応する部位に位置する。
【００１３】
　他の実施態様のひとつとして、前記大離隔領域の前記縦方向内外側には、前記前後ウエ
スト部材の前記縦方向における離隔寸法が、前記大離隔領域よりも小さくされた小離隔領
域が形成され、前記第１接合部分は、前記縦方向内側に位置する前記小離隔領域に対応す
る位置に形成される。
【００１４】
　他の実施態様のひとつとして、前記クロッチ部材は、その両側に沿って延びるクロッチ
弾性体を有し、前記クロッチ弾性体の取付領域に対応する位置に前記第２接合部分が形成
される。
【００１５】
　他の実施態様のひとつとして、前記クロッチ部材は、前記縦方向に延びる折曲線に沿っ
てクロッチ両側縁が前記横方向内側に折り畳まれ、折り畳まれた領域が前記前後ウエスト
部材に対向するとともに、前記領域に対応する位置に前記第２接合部分が形成される。
 
【００１６】
　他の実施態様のひとつとして、前記クロッチ部材の前記身体側には、前後端縁と両側縁
とにより画成される吸液構造体が配置され、前記吸液構造体は、前記前後端縁が前記クロ
ッチ前後端縁よりも前記縦方向内側に位置し、前記両側縁が前記折曲線よりも前記横方向
内側に位置する。
【００１７】
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　他の実施態様のひとつとして、前記前後ウエスト部材は、前記縦方向に延びる前後ウエ
スト側縁において互いに接合されることによって環状に形成される。
【００１８】
　他の実施態様のひとつとして、前記前後ウエスト部材の少なくともいずれか一方の前記
大離隔領域には、表示要素が表示された表示シートが配置される。
【発明の効果】
【００１９】
　この発明の特にそのひとつ以上の実施態様によれば、前後ウエスト部材の非身体側にク
ロッチ部材を接合し、クロッチ部材の前後端縁を覆うカバーシートの縦方向の長さ寸法を
、前後ウエスト部材のそれよりも小さくすることとしたので、前後ウエスト部材には、カ
バーシートが積層されない領域を形成することができ、少なくともその領域において、前
後ウエスト部材の通気性を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】使い捨て着用物品の一実施形態であるおむつの斜視図。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線断面図。
【図３】おむつの展開図。
【図４】図３のＩＶ－ＩＶ線端面図。
【図５】図３のＶ－Ｖ線端面図。
【図６】おむつの分解斜視図。
【図７】他の実施形態を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図１は、この発明に係る使い捨て着用物品の一例として示す、使い捨ておむつ１の斜視
図、図２は図１のＩＩ－ＩＩ線断面模式図、図３はおむつ１の展開平面図であって身体側
から見た図、図４は図３のＩＶ－ＩＶ線端面、図５は図３のＶ－Ｖ線端面図、図６はおむ
つ１の分解斜視図である。図３～６において、各弾性要素は、その収縮力に抗して伸長さ
せた状態で示している。おむつ１は、横方向Ｘの長さ寸法を二等分した仮想縦中心線Ｐ－
Ｐ、縦方向Ｙの長さ寸法を二等分した仮想横中心線Ｑ－Ｑを有し、仮想縦中心線Ｐ－Ｐに
関してほぼ対称とされている。図面において、対称の部分の符号はその一方を一部省略し
ている。
【００２２】
　図１に示したように、おむつ１は、着用者の身体側およびその反対側である非身体側（
着衣側）と、縦方向Ｙに連なる前ウエスト域２と、後ウエスト域３と、前後ウエスト域２
，３間に位置するクロッチ域４とを有する。おむつ１は、前後ウエスト域２，３を形成す
る前後ウエスト部材２０，３０と、クロッチ域４を形成するクロッチ部材４０とを有する
。前後ウエスト部材２０，３０は、それぞれ縦方向Ｙに離隔して位置し横方向Ｘに延びる
前後外端縁２１，３１と、内側に位置し横方向Ｘに延びる前後内端縁２２，３２と、縦方
向Ｙに延びる前後ウエスト両側縁２３，３３とを有する。前後ウエスト部材２０，３０の
前後ウエスト両側縁２３，３３がシーム部５で互いに接合されることによって、前後ウエ
スト部材２０，３０が環状に保たれている。
【００２３】
　図２，３に示したように、前後ウエスト部材２０，３０は、身体側に位置する前後ウエ
スト内面シート２４，３４と、その反対側である非身体側に位置する前後ウエスト外面シ
ート２５，３５と、これらシートの間に取り付けられた複数本の前後ウエスト弾性体２６
，３６とを有する。前後ウエスト内面シート２４，３４および前後ウエスト外面シート２
５，３５は、単位面積当たりの質量が約１０～３０ｇ／ｍ２の繊維不織布等を用いること
ができる。前後ウエスト弾性体２６，３６は、縦方向Ｙに離隔して、横方向Ｘに伸長状態
で収縮可能に取り付けられ、前後ウエスト部材２０，３０を横方向Ｘに弾性化している。
前後ウエスト弾性体２６，３６としては、ストランド状またはストリング状の弾性糸を用
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いることができる。前後ウエスト弾性体２６，３６は、図示しないホットメルト接着剤等
によって前後ウエスト内外面シートの少なくともいずれかに接合されている。
【００２４】
　前後ウエスト部材２０，３０には、前後ウエスト弾性体２６，３６の縦方向Ｙにおける
離隔寸法が小さい小離隔領域と、小離隔領域よりもその離隔寸法が大きい大離隔領域とが
形成される。この実施形態では、前後外端縁２１，３１から前後内端縁２２，３２に向か
って、第１小離隔領域８１、大離隔領域８２、第２小離隔領域８３がそれぞれ隣接して形
成されている。ただし、第２小離隔領域８３では、そのクロッチ域４側で前後ウエスト部
材２０，３０の離隔寸法が大きくされている。具体的には、第１小離隔領域８１では、約
９４０ｄｔｅｘの弾性糸が約８ｍｍのピッチで５本取り付けられ、第２小離隔領域８３で
は、約７８０～９４０ｄｔｅｘの弾性糸が約６ｍｍ～１５ｍｍの離隔寸法で１２本取り付
けられている。大離隔領域８２では、第１小離隔領域８１と第２小離隔領域８３との前後
ウエスト弾性体２６，３６の離隔寸法が約２５ｍｍとされている。第１および第２小離隔
領域８１，８３および大離隔領域８２は、前後ウエスト弾性体２６，３６によって画成さ
れている。ここで、前後ウエスト弾性体２６，３６のピッチおよび離隔寸法とは、一方の
弾性体の縦方向Ｙの中心から、隣接する他方の弾性体の中心までの寸法である。
【００２５】
　クロッチ部材４０は、横方向Ｘに延びるクロッチ前後端縁４１，４２と、縦方向Ｙに延
びるクロッチ両側縁４３とを有し、身体側に位置するクロッチ内面シート４４と、その反
対側である非身体側に位置するクロッチ外面シート４５と、これらクロッチ内外面シート
４４，４５の間に取り付けられた第１および第２クロッチ弾性体４６，４７とを有する。
クロッチ内面シート４４は、不透液性かつ透湿性のプラスチックフィルムを用いることが
でき、クロッチ外面シート４５は、不透液性の繊維不織布を用いることができる。
【００２６】
　クロッチ両側縁４３は、縦方向Ｙに延びる折曲線４８に沿って横方向Ｘ内側に折り返さ
れて折曲領域４９が形成され、折曲領域４９においてはクロッチ内面シート４４が互いに
対向するようにされている。また、折曲領域４９では、クロッチ前後端縁４１，４２の近
傍で、クロッチ内面シート４４が図示しない接着剤等によって互いに接合されている。
【００２７】
　第１および第２クロッチ弾性体４６，４７は、複数本のストランド状またはストリング
状の弾性糸を用いることができ、縦方向Ｙに伸長状態で収縮可能に取り付けられ、クロッ
チ両側縁４３を縦方向Ｙに弾性化している。第１クロッチ弾性体４６は、クロッチ両側縁
４３に沿って取り付けられている。第２クロッチ弾性体４７は、第１クロッチ弾性体４６
よりも折曲線４８側に取り付けられている。この実施形態では、第２クロッチ弾性体４７
の一部は、その仮想横中心線Ｑ－Ｑの近傍において、クロッチ両側縁４３と折曲線４８と
の間に位置し、クロッチ前後端縁４１，４２近傍において、折曲線４８から延出されるよ
うに湾曲されている。第１および第２クロッチ弾性体４６，４７は、クロッチ内外面シー
ト４４，４５の少なくともいずれか一方に、図示しないホットメルト接着剤等によって接
合されている。
【００２８】
　クロッチ部材４０の身体側には、吸液構造体５０が配置されている。吸液構造体５０は
、吸液性の芯材と、芯材を覆う透液性の被覆シートとを有し、芯材として、フラッフパル
プや高吸収性ポリマー粒子等を用いることができる。吸液構造体５０は、横方向Ｘに延び
る吸液前後端縁５１，５２と、縦方向Ｙに延びる吸液両側縁５３とを有している。吸液構
造体５０は、その吸液前後端縁５１，５２がクロッチ前後端縁４１，４２よりも縦方向Ｙ
の内側に位置し、吸液両側縁５３が折曲線４８よりも横方向Ｘの内側に位置するようにさ
れている（図３および図４参照）。
【００２９】
　吸液構造体５０は、クロッチ部材４０に対して図示しないホットメルト接着剤等の接合
手段によって接合されている。吸液構造体５０は、折曲線４８の横方向Ｘ内側に位置する
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ようにされているので、これがクロッチ域４で嵩張ることがない。また、第１および第２
クロッチ弾性体４６，４７は、吸液構造体５０よりも横方向Ｘ外側に位置するように取り
付けられ、これら弾性体によって弾性化されたクロッチ両側縁４３は、着用者の脚周りに
密着し、尿等の排泄物が漏れるのを防止することができる。
【００３０】
　クロッチ部材４０は、少なくともクロッチ前後端縁４１，４２が前後ウエスト部材２０
，３０の非身体側にホットメルト接着剤等の接着手段によって接合される。具体的には、
クロッチ部材４０と前後ウエスト外面シート２５，３５との間には、クロッチ前後端縁４
１，４２に沿って横方向Ｘに延びる第１接合部分６１，６２と、第１接合部分６１，６２
の横方向Ｘ両側において縦方向Ｙに延びる第２接合部分６３，６４とが形成される。
【００３１】
　第１接合部分６１，６２は、クロッチ前後端縁４１，４２におけるクロッチ内面シート
４４が前後ウエスト外面シート２５，３５に接合され、第２接合部分６３，６４は、折曲
領域４９のクロッチ外面シート４５が前後ウエスト外面シート２５，３５に接合されてい
る。第２接合部分６３，６４の縦方向Ｙの長さ寸法は、第１接合部分６１，６２のそれよ
りも大きくされている。また、前ウエスト域２における第２接合部６３は、クロッチ域４
に向かってその横方向Ｘの長さ寸法が小さくなるようにされている。この実施形態では、
横方向Ｘの外側が階段状に仮想縦中心線Ｐ－Ｐに向かって狭くなるようにされている。第
２接合部６３は、仮想縦中心線Ｐ－Ｐおよびクロッチ域４に向かって傾斜させて、その接
合面積が小さくなるようにすることもできる。第２接合部分６３，６４の横方向Ｘ間には
、接着剤等が塗布されない非接合領域６５，６６が形成される。非接合領域６５，６６は
、横方向Ｘのほぼ中央に画成され、第１および第２接合部分６１，６２，６３，６４およ
び非接合領域６５，６６によって、クロッチ域４に向かって開口する凹を形成する。
【００３２】
　クロッチ部材４０は、クロッチ前後端縁４１，４２が、第２小離隔領域８３に対応する
部分に位置するように取り付けられる。すなわち、クロッチ部材４０は、大離隔領域８２
よりもクロッチ域４側に位置される。おむつ１の着用時に前後ウエスト部材２０，３０を
掴むと、前後ウエスト弾性体２６，３６の離隔寸法が大きくされた部分には、指が引っか
かりやすくなり、おむつ１の引き上げや引き下げを容易におこなうことができる。すなわ
ち、大離隔領域８２に指を引っ掛けやすくすることができる。クロッチ部材４０は、クロ
ッチ前後端縁４１，４２が大離隔領域８２よりもクロッチ域４側に位置するように取り付
けられているから、クロッチ部材４０によって、大離隔領域８２の剛性が大きくなり、指
が入れ難くなるということがない。
【００３３】
　前後ウエスト部材２０，３０に接合されたクロッチ部材４０の非身体側には、クロッチ
前後端縁４１，４２を覆うカバーシート７０が取り付けられている。カバーシート７０と
しては、単位面積当たりの質量が約１０～３０ｇ／ｍ２の繊維不織布等を用いることがで
きる。カバーシート７０は、横方向Ｘに延びるカバー外内端縁７１，７２と、縦方向Ｙに
延びるカバー両側縁７３とを有し、カバー両側縁７３は、前後ウエスト内外面シート２４
，２５，３４，３５とともに、シーム部５で互いに接合されている。また、カバーシート
７０の縦方向Ｙの長さ寸法は、前後ウエスト部材２０，３０のそれよりも小さくされ、カ
バーシート７０の横方向Ｘの長さ寸法は、前後ウエスト部材２０，３０のそれとほぼ同じ
にされている。
【００３４】
　カバーシート７０は、少なくとも前後ウエスト部材２０，３０の大離隔領域８２に重な
るように取り付けられている。この実施形態では、カバー外端縁７１が第１小離隔領域８
１に位置して前後ウエスト外面シート２５，３５に直接接合され、カバー内端縁７２が第
２小離隔領域８３に位置して、その中央ではクロッチ部材４０に接合され、その横方向Ｘ
外側では前後ウエスト外面シート２５，３５に接合されている。カバーシート７０は、そ
のほぼ全域に塗布された図示しないホットメルト接着剤によって各領域に接合されている
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。
【００３５】
　上記のようなおむつ１において、クロッチ部材４０を前後ウエスト部材２０，３０の非
身体側に接合することとしたので、尿等の排泄物がクロッチ部材４０を伝って前後ウエス
ト部材２０，３０へと縦方向Ｙに移動したとしても、前後ウエスト部材２０，３０の身体
側へと移動することがなく、排泄物が直接着用者の肌に接触することによるかぶれを防止
することができる。また、クロッチ部材４０は、第１接合部分６１，６２および第２接合
部分６３，６４によって接合され、非接合領域６５，６６によってクロッチ域４へと開口
するポケットが形成される。詳細には、非接合領域６５，６６を画成するクロッチ部材４
０のクロッチ両側縁４３と、クロッチ側縁４３の間に位置する前後ウエスト部材２０，３
０の前後内端縁２２，３２近傍、およびクロッチ前後端縁４１，４２近傍によってポケッ
トが形成される。このようにポケットが形成されることによって、クロッチ部材４０を縦
方向Ｙ移動した排泄物を保持することができ、前後ウエスト部材２０，３０側へと流れる
のを防止することができる。
【００３６】
　少なくとも前ウエスト域２における第２接合部分６３は、その横方向Ｘ外側がクロッチ
域４に向かって狭くされているので、その分、クロッチ部材４０との接合領域が小さくな
り、前ウエスト部材２０から離されて移動可能な領域が大きくなる。したがって、クロッ
チ部材４０は、前ウエスト域２側では、着用者の脚の動きに追従し易く、着用者の動きを
妨げることがない。また、クロッチ部材４０が前ウエスト部材２０から離隔して移動可能
なので、非接合領域６５，６６によって形成されたポケットの開口を広げやすくすること
もできる。後ウエスト域３に比べて前ウエスト域２の方が、着用者の脚周りに追従して移
動する量が大きいので、第２接合部分６３においてその横方向Ｘ外側の接合領域が小さく
なるようにしているが、後ウエスト域３における第２接合部分６４においても同様の構成
とすることもできる。
【００３７】
　前後ウエスト部材２０，３０の非身体側に取り付けられたクロッチ部材４０のクロッチ
前後端縁４１，４２には、これを覆うカバーシート７０が取り付けられているので、クロ
ッチ前後端縁４１，４２に着用者の手足や衣類が引っかかるのを防止し、この引っかかり
によってクロッチ部材４０が前後ウエスト部材２０，３０から外れてしまうのを防止する
ことができる。また、おむつ１の着用時に、クロッチ部材４０に着用者の足が引っかかり
、クロッチ部材４０が前後ウエスト部材２０，３０から離されるように引っ張られること
があるが、クロッチ部材４０は、第１および第２接合部分６１，６２，６３，６４だけで
なくカバーシート７０によっても前後ウエスト部材２０，３０に接合されているから、前
後ウエスト部材２０，３０から外れるのを防止することができる。特に第１および第２接
合部分６１，６２，６３，６４は、その中央で非接合領域６５，６６を形成しているから
、これを形成しない場合に比べて、クロッチ部材４０の接合力は小さくなるが、カバーシ
ート７０を取り付けることによって、クロッチ部材４０が前後ウエスト部材２０，３０か
ら外れないようにすることができる。
【００３８】
　カバーシート７０は、その縦方向Ｙの長さ寸法を二等分する中心線が、前後ウエスト部
材２０，３０の縦方向Ｙの長さ寸法を二等分する中心線よりも、縦方向Ｙの外側、すなわ
ち、前後外端縁２１，３１側に位置するようにされている。言い換えれば、カバーシート
７０は、前後ウエスト部材２０，３０において、縦方向Ｙ外側に偏倚している。このよう
に、前後外端縁２１，３１に偏倚することによって、おむつ１の端部を摘んだときに、前
後ウエスト部材２０，３０とともにカバーシート７０が掴まれるようになる。前後ウエス
ト部材２０，３０を形成する前後ウエスト内外面シート２４，２５，３４，３５をカバー
シート７０で保護することができるから、これらシートが破損するのを防止することがで
きる。また、カバーシート７０は、クロッチ部材４０のクロッチ前後端縁４１，４２を覆
うことができる大きさを有していればよく、その横方向Ｘの長さ寸法は、折曲線４８の離
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隔寸法よりも大きくされていればよい。この場合には、カバー両側縁７３は、前後ウエス
ト側縁２３，３３からその横方向Ｘ内側に向かって離されている。
【００３９】
　前後ウエスト部材２０，３０の大離隔領域８２では、弾性糸の離隔寸法が大きくされて
いるので、おむつ１を着脱する際には、これら弾性糸の間に指を引っかけるようにして、
引き下げたり、引き上げたりすることができる。このように指を引っかけた際に、前後ウ
エスト部材２０，３０の強度が小さいと、これが破れてしまう可能性がある。しかし、少
なくとも大離隔領域８２に重なるようにカバーシート７０を取り付けているので、指を引
っかけて着脱しようとする場合であっても、前後ウエスト部材２０，３０が破れるのを防
ぐことができる。また、第１および第２小離隔領域８１，８３の一部にはカバーシート７
０が積層されていない。すなわち、前後外端縁２１，３１とカバー外端縁７１とが縦方向
Ｙに離され、前後内端縁２２，３２とカバー内端縁７２とが縦方向Ｙに離されるので、少
なくともカバーシート７０が積層されていない領域では、これが積層された領域に比べて
通気性を確保することができるとともに、前後ウエスト部材２０，３０の全域を覆う場合
に比べて、カバーシート７０の資材量を低減することができる。
【００４０】
　カバーシート７０は、カバー内端縁７２が、前後ウエスト部材２０，３０の前後内端縁
２２，３２から離されて、縦方向Ｙの内側に位置するようにされている。したがって、前
後ウエスト部材２０，３０に重なったクロッチ部材４０は、前後内端縁２２，３２近傍で
はカバーシート７０が積層されることなく、露出されている。したがって、露出されたク
ロッチ部材４０は、非身体側に膨らみやすく、便や尿の収容領域を大きくすることができ
る。仮に、カバー内端縁７２が前後内端縁２２，３２と一致する大きさであったならば、
クロッチ部材４０の非身体側への膨らみが規制され、排泄物の収容領域を大きくすること
ができなくなってしまう。
【００４１】
　大離隔領域８２では、第１および第２小離隔領域８１，８３に比べて、前後ウエスト弾
性体２６，３６の本数が少なく、その分、前後ウエスト内面シート２４，３４と前後ウエ
スト外面シート２５，３５とが直接接合される領域が大きくなるから、それら接合強度を
大きくすることができる。このように接合強度を大きくすることによって、これら内外面
シートが一体となって着用者の身体に密着可能となる。また、少なくとも大離隔領域８２
に指を引っかけておむつ１を着脱するような場合には、より一層破れにくくすることがで
きる。
【００４２】
　前後ウエスト部材２０，３０の第２小離隔領域８３では、そのクロッチ域４側である前
後ウエスト外端縁２１，２２において、前後ウエスト弾性体２６，３６の離隔寸法が大き
くされている。したがって、比較的その収縮力が小さく、おむつ１の着用状態においては
、横方向Ｘに伸縮しやすい。したがって、前後ウエスト内端縁２２，３２近傍に形成され
たポケットをより大きく横方向Ｘに広げることができる。また、前後ウエスト外端縁２１
，２２に位置する前後ウエスト弾性体２６，３６と、クロッチ弾性体４６とによって、着
用者の脚付け根をほぼ環状に囲み、おむつ１のレッグ開口を着用者に密着させることがで
きる。このとき、着用者の脚を過度に締め付けることなく、密着させ、尿等の排泄物の漏
れを防止することができる。
【００４３】
　クロッチ部材４０は、折曲線４８によって横方向Ｘに折り曲げられ、折曲領域４９が前
後ウエスト部材２０，３０に接合されるとともに、折曲領域４９に第１および第２クロッ
チ弾性体４６，４７を取り付けることとしたので、折曲領域４９および、特にクロッチ両
側縁４３を着用者の身体に密着させることができる。また、横方向Ｘに離隔する折曲線４
８の間に吸液構造体５０を配置し、吸液構造体５０を着用者の身体から離すことができる
。したがって、吸液構造体５０に排泄された排泄物と着用者の肌とが直接接触することに
よるかぶれを防止し、かつ、脚周りからの排泄物の漏れを防止することができる。
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【００４４】
　この実施形態では、前後ウエスト部材２０，３０において、第１および第２小離隔領域
８１，８３および大離隔領域８２は、ほぼ同じ領域、寸法に形成されているが、これらが
異なるようにしてもよい。ただし、大離隔領域８２を前後ウエスト部材２０，３０におい
て同位置に形成することによって、前後ウエスト部材２０，３０のいずれを引っ張っても
、同じ位置で指の引っかかりがあるから、おむつ１が装着しやすい。また、クロッチ弾性
体４０は、前後ウエスト部材２０，３０に対してその縦方向Ｙに均等に接合されるように
しているが、いずれかに偏倚して取り付けられるようにしてもよい。
【００４５】
　前後ウエスト部材２０，３０に取り付けられた前後ウエスト弾性体２６，３６の本数、
ピッチは、適宜変更可能である。また、小離隔領域および大離隔領域は、少なくともそれ
ぞれ一箇所ずつ形成することが望ましい。大離隔領域では、ウエスト弾性体の間に指を引
っ掛けやすくすることができ、小離隔領域ではおむつ１を着用者の身体に密着させること
ができるからである。また、大離隔領域は、前後外端縁２１，３１から約５０～８０ｍｍ
離して形成されるのが望ましい。このような離隔寸法にすることによって、おむつ１を引
き上げようとした際に、指が大離隔領域に位置しやすくなるからである。指が引っかかり
やすくするためには、大離隔領域における前後ウエスト弾性体２６，３６の離隔寸法は、
約１５～５０ｍｍとすることが好ましい。
【００４６】
　図７は、この実施形態の他の例を示したものであり、おむつ１の展開図であって、非身
体側から見たときの後ウエスト域３側のおむつ１の一部を示した図である。図示したよう
に、後ウエスト外面シート３５と、カバーシート７０との間に、図形や文字等の表示要素
が表示された表示シート９０が取り付けられている。この構成以外は図１～６と同様であ
り、その詳細についての説明を省略する。表示シート９０は、不透液性かつ透湿性のプラ
スチックフィルムを用いることができ、着用時に後ウエスト域３であることが理解できる
ような図形や文字等の表示要素が表示されている。この実施形態では「うしろ」の文字が
表示されている。また、おむつ１のサイズを示す「Ｍ」の文字も表示されている。
【００４７】
　カバーシート７０は、積層された表示シート９０の図形や文字が視認できる程度の全光
線透過率を有する。したがって、おむつ１の非身体側から図形や文字等の表示要素を認識
することができ、おむつ１の前後を確認することができる。
【００４８】
　表示シート９０は、後ウエスト部材３０の大離隔領域８２に重なるように取り付けられ
ている。大離隔領域８２は、第１および第２小離隔領域８１，８３に比較して、横方向Ｘ
の収縮率が小さいから、収縮によって生じる皺も少ない。さらに、大離隔領域８２には、
表示シート９０およびカバーシート７０が積層されているから、他の領域比べて剛性が向
上し、より一層皺の発生を抑制することができる。皺が少ない分、表示シート９０に表示
された図形や文字を視認しやすくすることができる。また、大離隔領域８２は、おむつ１
の着用時に指を引っかけることがあるが、表示シート９０によってその強度をさらに向上
させることができ、少なくとも表示シート９０が積層された部分においては、後ウエスト
部材３０が破れるのを防止することができる。
【００４９】
　この実施形態では、表示シート９０は、カバーシート７０よりも縦方向Ｙおよび横方向
Ｘの長さ寸法がそれぞれ小さくされ、特に横方向Ｘの長さ寸法は、クロッチ部材４０の折
曲線４８間の寸法よりも小さくされている。このほか表示シート９０の例として、前後ウ
エスト部材２０，３０に重なるクロッチ部材４０を覆う程度の大きさを有するようにする
こともできる。このような大きさにした場合には、表示シート９０によって、クロッチ部
材４０からの漏れを防止することもできる。また、表示シート９０を用いることなく、カ
バーシート７０またはクロッチ部材４０に直接、図形や文字等の表示要素を表示すること
もできる。
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【００５０】
　表示シート９０は、カバーシート７０と後ウエスト外面シート３５との間に配置するよ
うにしているが、後ウエスト内外面シート３４，３５の間に配置するようにしてもよい。
また、表示シート９０を前ウエスト部材２０に取り付けるようにしてもよいし、前後ウエ
スト部材２０，３０のいずれにも取り付けるようにすることもできる。
【００５１】
　おむつ１を構成する各構成部材には、この明細書に記載されている材料のほかに、この
種の分野において通常用いられている、各種の公知の材料を制限なく用いることができる
。また、この発明の明細書において、用語「第１」および「第２」は、同様の要素、位置
等を単に区別するために用いられている。
【符号の説明】
【００５２】
　１　　おむつ（使い捨ての着用物品）
　２　　前ウエスト域
　３　　後ウエスト域
　４　　クロッチ域
２０　　前ウエスト部材
２１　　前外端縁
２２　　前内端縁
２３　　前ウエスト側縁
３０　　後ウエスト部材
３１　　後外端縁
３２　　後内端縁
３３　　後ウエスト側縁
２６　　前ウエスト弾性体
３６　　後ウエスト弾性体
４０　　クロッチ部材
４１　　クロッチ前端縁
４２　　クロッチ後端縁
４３　　クロッチ両側縁
４６　　第１クロッチ弾性体
４７　　第２クロッチ弾性体
４８　　折曲線
５０　　吸液構造体
５１　　吸液前端縁
５２　　吸液後端縁
５３　　吸液両側縁
６１，６２　　第１接合部分
６３，６４　　第２接合部分
６５，６６　　非接合領域
７０　　カバーシート
７１　　カバー外端縁
７２　　カバー内端縁
８１　　第１小離隔領域
８２　　大離隔領域
８３　　第２小離隔領域
９０　　表示シート
　Ｘ　　横方向
　Ｙ　　縦方向
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