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(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と、前ウエスト域、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画成するウエス
トベルト部材と、前記前後ウエスト域の一部および前記クロッチ域を画成するクロッチ部
材と、前記ウエストベルト部材の前記横方向に延びるとともに伸長状態で取り付けられた
ウエスト弾性体と、前記クロッチ部材の前記縦方向に延びるとともに伸長状態で取り付け
られたクロッチ弾性体とを含み、
　前記ウエストベルト部材は、前記横方向に延びるウエスト開口を形成するウエスト開口
端縁と、前記ウエスト開口端縁と対向しレッグ開口の一部を形成するレッグ開口端縁とを
含み、
　前記クロッチ部材は、前記横方向延びるクロッチ前後端縁と、前記縦方向に延びるクロ
ッチ両側縁とを含み、前記クロッチ前端縁が前記ウエストベルト部材の前記前ウエスト域
に前接合域を介して接合され、前記クロッチ後端縁が前記ウエストベルト部材の前記後ウ
エスト域に後接合域を介して接合されている着用物品において、
　前記前接合域は、前記前ウエスト域の前記反対側に位置し、前記前接合域の前記横方向
外側では、前記クロッチ前端縁と前記ウエストベルト部材との非接合域が形成され、前記
ウエスト弾性体と前記クロッチ弾性体との少なくとも一部は、前記非接合域から前記前接
合域へと延びるとともに、前記前接合域で実質的に交差することを特徴とする前記着用物
品。
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【請求項２】
　前記ウエスト弾性体は、前記縦方向に離間する複数本の弾性糸によって形成され、前記
クロッチ弾性体は、前記横方向に離間する複数本の弾性糸によって形成され、前記ウエス
トおよびクロッチ弾性体の少なくともいずれかが前記前接合域で互いに実質的に交差する
請求項１記載の着用物品。
【請求項３】
　前記ウエスト弾性体は、前記縦方向内側に位置するウエスト内側弾性体と、前記縦方向
外側に位置するウエスト外側弾性体とを含み、前記クロッチ弾性体は、前記横方向内側に
位置するクロッチ内側弾性体と、前記横方向外側に位置するクロッチ外側に弾性体とを含
み、
　前記ウエスト内側弾性体と前記クロッチ内側弾性体とが実質的に交差し、前記ウエスト
外側に弾性体と前記クロッチ外側弾性体とが実質的に交差する請求項２記載の着用物品。
【請求項４】
　前記前接合域は、前記横方向に延びて前記ウエスト開口端縁側に位置する第１端縁と、
前記第１端縁と対向し前記クロッチ開口端縁側に位置する第２端縁と、前記第１および第
２端縁に対して斜めに交差するとともに前記第１端縁から第２端縁へと向かって、前記横
方向の長さ寸法を二等分する仮想縦中心線へと実質的に傾斜する両側縁とから画成され、
前記両側縁の外側に前記非接合領域が位置する請求項１～３のいずれかに記載の着用物品
。
【請求項５】
　前記後接合域は、前記後ウエスト域の前記反対側に位置し、前記クロッチ後端縁と前記
ウエスト部材との重なり合った全域に形成される請求項１～４のいずれかに記載の着用物
品。
【請求項６】
　前記クロッチ部材は、前記縦方向に延びる折曲線と、前記クロッチ両側縁が前記折曲線
に沿って前記身体側に折り曲げられた折曲領域とを含む請求項１～５のいずれかに記載の
着用物品。
【請求項７】
　前記クロッチ弾性体は、少なくとも前記折曲領域に位置する請求項１～６のいずれかに
記載の着用物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、着用物品に関し、さらに詳しくは使い捨てのおむつ、排泄トレーニングパ
ンツ、失禁ブリーフ等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ウエストベルト部材と、クロッチ部材とで構成される着用物品のひとつである使
い捨ておむつとして、例えば、特開２００８－１９４１６１号公報（特許文献１）が知ら
れている。この特許文献１によれば、おむつは前後ウエスト域と、これら前後ウエスト域
の間に位置するクロッチ域とを有し、前後ウエスト域が筒状の外装シートで、クロッチ域
が吸収体で画成されている。吸収体の両端が、接合部を介して外装シートにそれぞれ接合
されている。接合部は、吸収体の幅方向のおよそ全域に亘って形成される第１接合域と、
第１接合領域の下方に形成されるとともに第１接合域よりも横方向の長さ寸法が短い第２
接合域とを含む。第２接合領域の幅方向の両側で、外装シートと吸収体とが非接合とされ
ている。このように第２接合領域の幅方向の両側で、非接合とすることによって、外装シ
ートと吸収体とによって形成される脚部開口の周長を大きくすることができ、脚部開口に
脚を容易に入れることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１９４１６１号公報（ＪＰ　２００８－１９４１６１　Ａ
）
【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、第２接合領域の幅方向の両側で、外装シートと吸収体と
が非接合とされているから、吸収体は、その非接合部分で容易に変形しやすい。特に、吸
収体は、着用者の鼠蹊部を含む大腿近傍部によってその幅方向に縮められやすく、その分
吸収面積が狭くなるから、吸収能力が低下し、尿等の体液の漏れが生じる可能性がある。
また、縮んだ吸収体が臀部の割れ目に食い込んだりする可能性があり、このような場合に
は、着用性も低下するし、外観性も低下してしまう。
【０００５】
　この発明では、体液の漏れを防止し、着用性および外観性を低下させることのない着用
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と、前ウエスト域、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画
成するウエストベルト部材と、前記前後ウエスト域の一部および前記クロッチ域を画成す
るクロッチ部材と、前記ウエストベルト部材の前記横方向に延びるとともに伸長状態で取
り付けられたウエスト弾性体と、前記クロッチ部材の前記縦方向に延びるとともに伸長状
態で取り付けられたクロッチ弾性体とを含み、前記ウエストベルト部材は、前記横方向に
延びるウエスト開口を形成するウエスト開口端縁と、前記ウエスト開口端縁と対向しレッ
グ開口の一部を形成するレッグ開口端縁とを含み、前記クロッチ部材は、前記横方向延び
るクロッチ前後端縁と、前記縦方向に延びるクロッチ両側縁とを含み、前記クロッチ前端
縁が前記ウエストベルト部材の前記前ウエスト域に前接合域を介して接合され、前記クロ
ッチ後端縁が前記ウエストベルト部材の前記後ウエスト域に後接合域を介して接合されて
いる着用物品の改良に関わる。
【０００７】
　この発明は、前記着用物品において、前記前接合域は、前記前ウエスト域の前記反対側
に位置し、前記前接合域の前記横方向外側では、前記クロッチ前端縁と前記ウエストベル
ト部材との非接合域が形成され、前記ウエスト弾性体と前記クロッチ弾性体との少なくと
も一部は、前記非接合域から前記前接合域へと延びるとともに、前記前接合域で実質的に
交差することを特徴とする。ここで、実質的に交差するとは、ウエスト弾性体とクロッチ
弾性体とが直接接合する場合のほか、他のシート部材等を介して間接的に互いに接合され
ることを含む意味である。
【０００８】
　この発明の好ましい実施態様のひとつとして、前記ウエスト弾性体は、前記縦方向に離
間する複数本の弾性糸によって形成され、前記クロッチ弾性体は、前記横方向に離間する
複数本の弾性糸によって形成され、前記ウエストおよびクロッチ弾性体の少なくともいず
れかが前記前接合域で互いに実質的に交差する。
　好ましい他の実施態様のひとつとして、前記ウエスト弾性体は、前記縦方向内側に位置
するウエスト内側弾性体と、前記縦方向外側に位置するウエスト外側弾性体とを含み、前
記クロッチ弾性体は、前記横方向内側に位置するクロッチ内側弾性体と、前記横方向外側
に位置するクロッチ外側弾性体とを含み、前記ウエスト内側弾性体と前記クロッチ内側弾
性体とが実質的に交差し、前記ウエスト外側弾性体と前記クロッチ外側弾性体とが実質的
に交差する。
　好ましい他の実施態様のひとつとして、前記前接合域は、前記横方向に延びて前記ウエ
スト開口端縁側に位置する第１端縁と、前記第１端縁と対向し前記クロッチ開口端縁側に



(4) JP 5297862 B2 2013.9.25

10

20

30

40

50

位置する第２端縁と、前記第１および第２端縁に対して斜めに交差するとともに前記第１
端縁から第２端縁へと向かって、前記横方向の長さ寸法を二等分する仮想縦中心線へと実
質的に傾斜する両側縁とから画成され、前記両側縁の外側に前記非接合領域が位置する。
ここで、両側縁が実質的に傾斜するとは、当該両側縁が連続して傾斜する場合を含むほか
、段階的に横方向の長さ寸法を変化させ、全体として傾斜する場合を含む意味である。
　好ましい他の実施態様のひとつとして、前記後接合域は、前記後ウエスト域の前記反対
側に位置し、前記クロッチ後端縁と前記ウエスト部材との重なり合った全域に形成される
。
　好ましい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
線と、前記クロッチ両側縁が前記折曲線に沿って前記身体側に折り曲げられた折曲領域と
を含む。
　好ましい他の実施態様のひとつとして、前記クロッチ弾性体は、少なくとも前記折曲領
域に位置する。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明によれば、ウエスト部材とクロッチ部材とを接合する前接合域において、ウエ
スト弾性体とクロッチ弾性体とは、前接合域で実質的に交差することとしているので、ウ
エスト弾性体の伸縮に伴って、クロッチ弾性体が移動可能となる。したがって、ウエスト
弾性体が横方向に収縮することによって、クロッチ弾性体も横方向に伸張され、クロッチ
部材が横方向に縮むのを防止することができ、クロッチ部材の縮みによる体液の漏れや、
着用感および外観の悪化を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施例１のおむつの斜視図。
【図２】図１の展開平面概要図。
【図３】図２の部分概要図。
【図４】図２のＩＶ－ＩＶ線断面概要図。
【図５】実施例２のおむつの斜視図。
【図６】図５の展開平面図。
【図７】図６の部分概要図。
【図８】図６のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線断面概要図。
【図９】実施例３のおむつの斜視図。
【図１０】図９の展開平面の分解組立図。
【図１１】図１０の部分概要図。
【図１２】図１０のＸＩＩ－ＸＩＩ線断面概要図。
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【００１１】
　この発明の一実施例を着用物品である使い捨ておむつを例に挙げて説明する。
　図１～４は、この発明の実施例１を示す。図１はおむつ１０のウエスト部を環状に保っ
た状態の斜視図、図２は図１の身体側から見た展開平面図、図３は図２の着衣側から見た
部分概要図、図４は図２のＩＶ－ＩＶ線断面概要図である。図２，３では、説明のために
その一部を破断している。また、図２～４では各弾性体をその収縮力に抗して伸長させ、
おむつ１０を平面状態に保った状態を示している。
【００１２】
　おむつ１０は、縦方向Ｙおよび横方向Ｘと、横方向Ｘの長さ寸法を二等分する仮想縦中
心線Ｐ－Ｐと、身体側およびその反対側である着衣側と、縦方向Ｙに連なる前ウエスト域
１１、後ウエスト域１２、これら前後ウエスト域１１，１２間に位置するクロッチ域１３
とを有する。前ウエスト域１１は前ウエスト部材２０で、後ウエスト域１２は後ウエスト
部材３０で、クロッチ域１３はクロッチ部材４０でそれぞれ画成されている。このような
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おむつ１０は、仮想縦中心線Ｐ－Ｐに対して対照的に形成されている。
【００１３】
　前後ウエスト部材２０，３０は、身体側を形成する内面シート２１，３１と、着衣側を
形成する外面シート２２，３２と、これら内外面シート２１，２２および３１，３２の間
に介在する前後ウエスト弾性体２７，２８，３７，３８とを含む。前ウエスト部材２０は
、横方向Ｘに延びるとともにウエスト開口を形成する前ウエスト開口端縁２４と、レッグ
開口の一部を形成する前レッグ開口端縁２５と、縦方向Ｙに延びる前ウエスト両側縁２６
とを含む。同様に後ウエスト部材３０は、横方向Ｘに延びるとともに、ウエスト開口を形
成する後ウエスト開口端縁３４と、レッグ開口の一部を形成する後レッグ開口端縁３５と
、縦方向Ｙに延びる後ウエスト両側縁３６とを含む。前後ウエスト両側縁２６，３６が互
いに接合されて、前後ウエスト部材２０，３０で環状のウエスト部材が形成される。
【００１４】
　前ウエスト部材２０には、前ウエスト開口端縁２４の近傍に位置する前ウエスト弾性体
２７と、これよりも前レッグ開口端縁２５側に位置する前ウエスト弾性体２８とを取り付
けている。これら前ウエスト弾性体２７，２８は、複数本の弾性糸によって形成され、内
外面シート２１，２２の間に伸長状態で収縮可能に取り付けられ、少なくとも内外面シー
ト２１，２２のいずれか一方に接着剤（図示せず）で接合されている。同様に後ウエスト
部材３０には、後ウエスト開口端縁３４の近傍に位置する後ウエスト弾性体３７と、これ
よりも後レッグ開口端縁３５側に位置する後ウエスト弾性体３８とを取り付けている。こ
れら後ウエスト弾性体３７，３８は、複数本の弾性糸によって形成され、内外面シート３
１，３２の間に伸長状態で収縮可能に取り付けられ、少なくとも内外面シート３１，３２
のいずれか一方に接着剤（図示せず）で接合されている。
【００１５】
　これら前後ウエスト弾性体２７，２８，３７，３８によって、前後ウエスト部材２０，
３０が横方向Ｘに弾性化されている。前後ウエスト弾性体２７，３７において、縦方向Ｙ
の互いの離間距離は約３～８ｍｍであり、前後ウエスト弾性体２８，３８において、縦方
向Ｙの互いの離間距離は約８～２０ｍｍである。前記前後ウエスト弾性体２７，３８にお
いて離間距離を小さくすることによって、おむつ１０の着用者からのずり下がりを防止す
ることができる。一方、前後ウエスト弾性体２８，３８において離間距離を大きくするこ
とによって、ウエスト開口よりも下方域の伸長応力を低くし、前記下方域が着用者の身体
を過圧迫することなく、かつ、身体との間に体液の漏れにつながる空間がみだりに生じな
いようにされている。このように伸張応力を変更するには、弾性体の縦方向Ｙの離間距離
を変更するほか、弾性体の太さや伸縮力を変更する方法等がある。
【００１６】
　クロッチ部材４０は、不透液性の内外面クロッチシート４１ａ，４１ｂと、内面クロッ
チシート４１ａの身体側に位置する吸液構造体４２と、吸液構造体４２の横方向Ｘ外側に
取り付けられたクロッチ弾性体４３とを含み、一体的に形成されている。クロッチ部材４
０は、横方向Ｘに延びるクロッチ前後端縁４４，４５と、縦方向Ｙに延びるクロッチ両側
縁４６とを含み、内面クロッチシート４１ａのクロッチ前後端縁４４，４５において、前
後ウエスト部材２０，３０の外面シート２２，３２にそれぞれ接合され、その結果、おむ
つ１０は全体としてパンツ形状に形成される。
【００１７】
　クロッチ弾性体４３は、クロッチ両側縁４６に沿って縦方向Ｙに延びるとともに、内外
面クロッチシート４１ａ，４１ｂの間に伸長状態で収縮可能に取り付けられる。クロッチ
弾性体４３は、複数条の弾性糸によって形成され、横方向Ｘに離間されている。これらク
ロッチ弾性体４３の離間距離は、約５～２０ｍｍである。このようにクロッチ弾性部材５
５が取り付けられることによって、クロッチ部材４０が縦方向Ｙに弾性化されている。
【００１８】
　前後ウエスト部材２０，３０に対するクロッチ部材４０の接合は、前後接合域５０，６
０を介してなされる。前接合域５０は、前ウエスト開口端縁２４側に位置する第１部５０
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ａと、第１部５０ａよりも前レッグ開口端縁２５側に位置するとともに横方向Ｘの長さ寸
法の小さい第２部５０ｂと、第２部５０ｂよりも前レッグ開口端縁２５側に位置するとと
もに横方向Ｘの長さ寸法の小さい第３部５０ｃと、第３部５０ｃよりも前レッグ開口端縁
２５側に位置するとともに横方向Ｘの長さ寸法の小さい第４部５０ｄとを含む。これら第
１ないし第４部５０ａ～５０ｄの横方向Ｘの端部は、前ウエスト開口２４側から前レッグ
開口端縁２５側へと段階的に横方向Ｘの内側へと、すなわち仮想縦中心線Ｐ－Ｐ側へと向
かって位置している。
【００１９】
　前接合域５０は、第１部５０ａによって、前ウエスト開口端縁２４側に位置し横方向Ｘ
に延びる第１端縁５１を形成し、第４部５０ｄによって、前レッグ開口端縁２５側に位置
し横方向Ｘに延びる第２端縁５２を形成している。第１ないし第４部５０ａ～５０ｄの横
方向Ｘの端部は、実質的に第１および第２端縁５１，５２に交差して縦方向Ｙに斜めに延
びる両側縁５３を形成している。すなわち、第１ないし第４部５０ａ～５０ｄの端部は、
ほぼ直線で結ぶことができ、この直線で両側縁５３を形成することができる。前接合域５
０は、第１および第２端縁５１，５２および前両側縁５３によって、横方向Ｘに長いほぼ
台形に画成されている。第１端縁５１は、クロッチ前端縁４４とほぼ一致し、第２端縁５
２は前レッグ開口端縁２５とほぼ一致する位置関係を有する。ただし、前接合域５０をホ
ットメルト接着剤等で形成する場合には、第１および第２端縁５１，５２は、クロッチ前
端縁４４および前レッグ開口端縁２５から前接合域５０外側へはみ出さないようにするこ
とが、はみ出した接着剤が着用者の肌を刺激しないようにする上で好ましい。
【００２０】
　上記のような両側縁５３の横方向Ｘ外側では、クロッチ部材４０と前ウエスト部材２０
とが接合されない非接合領域５４が画成される。非接合領域５４は、具体的には、側縁５
３とクロッチ側縁４６と前レッグ開口端縁２５とで区画される三角形状の領域を示してい
る。ただし、厳密に言えば、前接合域５０は、図示したように段階的にその横方向Ｘの長
さ寸法が小さくなるようにしているから、側縁５３に相当する三角形の一辺も階段状にな
るが、実質的には、ほぼ三角形状の領域を画成する。
【００２１】
　前ウエスト弾性体２８は、前ウエスト部材２０の前ウエスト側縁２６の一方から他方に
亘って横方向Ｘに延びている。すなわち、前ウエスト弾性体２８は、非接合域５４から前
接合域５０へと重なるように連続して横方向Ｘに延びている。前ウエスト弾性体２８は、
前接合域５０の第１ないし第４部５０ａ～５０ｄにそれぞれ一本ずつ対応する第１ないし
第４ウエスト弾性体２８ａ～２８ｄを有し、第１および第２ウエスト弾性体２８ａ，２８
ｂがこの発明のウエスト外側弾性体であり、第３および第４ウエスト弾性体２８ｃ，２８
ｄがこの発明のウエスト内側弾性体である。
【００２２】
　クロッチ弾性体４３は、クロッチ前端縁４４からクロッチ後端縁４５まで延びて、非接
合域５４から前接合域５０へと重なるように連続して縦方向Ｙに延びている。クロッチ弾
性体４３は、横方向Ｘ外側に位置する一条の第１クロッチ弾性体４３ａと、第１クロッチ
弾性体４３ａよりも横方向Ｘ内側に位置する二条の第２クロッチ弾性体４３ｂと、第２ク
ロッチ弾性体４３ｂよりも横方向Ｘ内側に位置する二条の第３クロッチ弾性体４３ｃと、
第３クロッチ弾性体４３ｃよりも横方向Ｘ内側に位置する二条の第４クロッチ弾性体４３
ｄとを有している。第１および第２クロッチ弾性体４３ａ，４３ｂがこの発明のクロッチ
外側弾性体であり、第３および第４クロッチ弾性体４３ｃ，４３ｄがこの発明のクロッチ
内側弾性体である。
【００２３】
　非接合域５４では、前ウエスト弾性体２８の第１ないし第４ウエスト弾性体２８ａ～２
８ｄと、第１ないし第４クロッチ弾性体４３ａ～４３ｄとが、前後ウエスト部材２０，３
０またはクロッチ部材４０の厚さ方向で前ウエスト部材２０の外面シート２２およびクロ
ッチ部材４０の内面クロッチシート４１ａを介して単にかつ間接的に重なり合っている。
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これに対して、前接合域５０の第１部５０ａでは、第１ウエスト弾性体２８ａと第１クロ
ッチ弾性体４３ａとが、第２部５０ｂでは、第２ウエスト弾性体２８ｂと第２クロッチ弾
性体４３ｂとが、第３部５０ｃでは、第３ウエスト弾性体２８ｃと第３クロッチ弾性体４
３ｃとが、第４部５０ｄでは、第４ウエスト弾性体２８ｄと第４クロッチ弾性体４３ｄと
が、それぞれ外面シート２２および内面クロッチシート４１ａが互いに接合することによ
って、実質的に交差して、互いに連続される。
【００２４】
　ここで「実質的に交差」とは、この実施の形態のように、前ウエスト弾性体２８とクロ
ッチ弾性体４３とが、外面シート２２および内面クロッチシート４１ａを介して、すなわ
ち、間接的に連続していても、互いに連動関係にある点では、直接連動して交差している
形態と実質的に同じであることを意味する。なお、以下の記述において、両弾性部材の交
差という場合には、その意味で用いられる。
【００２５】
　この実施の形態では、前述のとおり、前接合域５０は、図２に示したように横方向Ｘに
長い台形状に画成されているとともに、ほぼ三角形状の非接合域５４が画成されている。
しかしながら、この発明の本質的特長とするところは、前接合域５０の側縁５３を境界と
する非接合域５４が画成される点にある。したがって、両側縁５３の間では接合域が形成
されることなく、クロッチ前端縁４４とクロッチ側縁４６との交差近傍部において、例え
ば、非接合域５４とほぼ相似形をなすほぼ三角形状の前接合域が一対横方向Ｘに離間して
形成されてもよい。ただし、両側縁５３は、第１および第２端縁５１，５２に交差すると
ともに、第２端縁５２に向かって仮想縦中心線Ｐ－Ｐへと向かっていることが好ましい。
【００２６】
　前ウエスト弾性体２８とクロッチ弾性体４３とが互いに連続されるので、前ウエスト弾
性体２８が横方向Ｘに伸縮することによって、クロッチ弾性体４３を横方向Ｘ外側に引っ
張ることができる。クロッチ部材４０は、非接合域５４で前ウエスト部材２０に接合され
ていないので、横方向Ｘに移動しやすくなるが、クロッチ弾性体４３が取り付けられたク
ロッチ両側縁４６を、前ウエスト弾性体２８によって横方向Ｘ外側に引っ張ることができ
るので、クロッチ部材４０が内側に縮められるというのを防止することができる。したが
って、吸液構造体４２の吸液面積が狭くなることがなく、尿等の体液の漏れを防止するこ
とができる。しかも、クロッチ部材４０が横方向Ｘに縮まることがないので、これが臀部
の割れ目に挟まって着用性および外観性を損ねることもない。
【００２７】
　傾斜した前両側縁５３において、前ウエスト弾性体２８とクロッチ弾性体４３とを接合
することとしたので、第１ないし第４ウエスト弾性体２８ａ～２８ｄのそれぞれに対応し
て、第１ないし第４クロッチ弾性体４３ａ～４３ｄが互いに接合される。したがって、よ
り広い領域でクロッチ両側縁４６を横方向Ｘに引っ張ることができる。
　前ウエスト側縁２６から前両側縁５３までの前ウエスト弾性体２８の収縮力に、前両側
縁５３からクロッチ後端縁４５までのクロッチ弾性体４３の収縮力を加えたものが、クロ
ッチ部材４０を引き上げる際の収縮力となる。上記のような構成にすることによって、第
１ないし第４ウエスト弾性体２８ａ～２８ｄおよび第１ないし第４クロッチ弾性体４３ａ
～４３ｄにおけるこれら収縮力は、ほぼ均等なものとなり、一部の弾性体にのみ過大な収
縮力が作用するのを防止することができる。したがって、部分的な着用者への圧迫感を抑
制し、均等かつ快適なフィット性を実現することができる。
【００２８】
　クロッチ部材４０と前ウエスト部材２０との間には、非接合域５４を形成しているので
、おむつ１０の着用時には、前レッグ開口端縁２５と後レッグ開口端縁３５とクロッチ両
側縁４６とで形成されるレッグ開口を大きくすることができ、おむつ１０のはきやすさを
実現することができる。
【００２９】
　クロッチ部材４０は、また、内面クロッチシート４１ａが、後接合域６０を介して、後
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ウエスト部材３０に接合される。後接合域６０は、後レッグ開口端縁３５側に位置し横方
向Ｘに延びる第３端縁６１と、後ウエスト開口端縁３５側に位置し横方向Ｘに延びる第４
端縁６２と、縦方向Ｙに延びる両側縁６３とから画成されている。第３端縁６１は、後レ
ッグ開口端縁３５とほぼ一致し、第４端縁６２はクロッチ後端縁４５とほぼ一致する位置
関係を有する。ただし、後接合域６０をホットメルト接着剤で形成する場合には、第３お
よび第４端縁６１，６２は、後レッグ開口端縁３５およびクロッチ後端縁４５から後接合
域６０の外へはみ出さないことが好ましいことは、前接合域５０と同じである。
【００３０】
　上記のような第３端縁６１と第４端縁６２とは、その横方向Ｘの長さ寸法がほぼ等しく
、第３および第４端縁６１，６２と両側縁６３とで、横方向Ｘに長い矩形を形成している
。すなわち、クロッチ部材４０のクロッチ後端縁４５をその全域において後ウエスト部材
３０に接合している。したがって、後ウエスト域１２側でのクロッチ部材４０の横方向Ｘ
に確実に固定することができ、クロッチ部材４０の横方向Ｘの収縮を防止して広い面積で
着用者に接触することができる。
【００３１】
　なお、前述のように、クロッチ部材４０は、後ウエスト部材３０に対しても、外面シー
ト３２に接合することが好ましいが、場合により、内面シート３１に接合することを排除
するものではない。
　吸液構造体４２は、その全面で内面クロッチシート４１ａに接合されるようにしてもよ
いし、内面クロッチシート４１ａとの間で部分的に接合して、内面クロッチシート４１ａ
と吸液構造体４２との間に空隙を形成し、吸液構造体４２の表裏両面から尿等の体液が吸
収されるようにしてもよい。また、吸液構造体４２の前後端縁が、前後ウエスト部材２０
，３０との間で接合されるようにしてもよい。
【００３２】
　前後接合域５０，６０は、接着剤のほか、サーマルまたはウルトラソニックボンド等、
この技術分野で用いられる通常の接合技術を用いて形成することができる。また、後接合
域６０においても、前接合域５０と同様に、非接合域を形成することができる。その場合
には、後接合域においてウエスト弾性体とクロッチ弾性体とが重なるようにすることがで
きる。
　内外面クロッチシート４１ａ，４１ｂは、不透液性フィルムまたは繊維不織布、これら
の積層体によって形成することができる。吸収体としては、吸液性芯材および高吸収性ポ
リマー粒子を液拡散性シートで覆ったものを用いることができる。
【実施例２】
【００３３】
　図５～８は、この発明の他の実施例である実施例２を示したものであり、図５は実施例
２にかかるおむつ１０であって、ウエスト部を環状に保った状態の斜視図、図６は図５の
身体側から見た展開平面図であり、図７は図６の着衣側から見た部分概要図、図８は図６
のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線断面概要図である。図６，７では、説明のためにその一部を破断
している。また、図６～８では各弾性部材をその収縮力に抗して伸長させ、おむつ１０を
平面状態に保った状態を示している。
　この実施例２において、実施例１と同様の構成要素についてはその説明を省略する。
【００３４】
　実施例２では、クロッチ部材４０に、縦方向Ｙに延びる折曲線７０を形成し、折曲線７
０に沿ってクロッチ両側縁４６を折り曲げるとともに、前接合域５０の両側縁５３を、直
線的に連続して傾斜させることを特徴とする。折曲線７０とクロッチ両側縁４６との間に
、複数のクロッチ弾性体４３を位置させている。クロッチ両側縁４６は身体側に向かって
折り曲げられ、折曲領域４７とクロッチ本体４８とを形成する。折曲領域４７は、クロッ
チ前後端縁４４，４５において、内面クロッチシート４１ａを互いに接合され、その他の
領域では接合されていない（図示せず）。したがって、折曲領域４７はクロッチ弾性体４
３の収縮力によって、身体側に向かって起立するようにクロッチ本体４８から離間し、レ
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ッグ開口から尿等の漏れを防止する漏れ防止カフを形成する。ただし、前後ウエスト域１
１，１２では、前後ウエスト部材２０，３０によって、その離間が妨げられるから、専ら
クロッチ域１３において折曲領域４７が身体側に離間される。
【００３５】
　前接合域５０は、その横方向Ｘ外側では折曲領域４７に形成され、それら折曲領域４７
の横方向Ｘの間ではクロッチ本体４８に形成される。折曲領域４７において第１ないし第
４ウエスト弾性体２８ａ～２８ｄと第１ないし第４クロッチ弾性体４３ａ～４３ｄとが交
差される。したがって、第１ないし第４ウエスト弾性体２８ａ～２８ｄの収縮力によって
、クロッチ部材４０を横方向Ｘの外側に引っ張るとともに、折曲領域４７を確実にクロッ
チ本体４８から離間させることができ、漏れ防止の機能を発揮することができる。
【実施例３】
【００３６】
　図９～１２は、この発明の他の実施例である実施例３を示したものである。図９は実施
例３にかかるおむつ１０であって、ウエスト部を環状に保った状態の斜視図、図１０は図
９の身体側から見た展開平面図の分解図であり、図１１は図１０の着衣側から見た部分概
要図、図１２は図１０のＸＩＩ－ＸＩＩ線断面概要図である。図１０，１１では、説明の
ためにその一部を破断している。また、図１０～１２では各弾性部材をその収縮力に抗し
て伸長させ、おむつ１０を平面状態に保った状態を示している。
　この実施例３において、実施例１と同様の構成要素についてはその説明を省略する。
【００３７】
　実施例３では、クロッチ部材４０に、縦方向Ｙに延びる第１および第２折曲線７１，７
２を形成し、折曲線７１，７２に沿ってクロッチ両側縁４６を折り曲げることを特徴とす
る。また、前接合域５０の両側縁５３は、直線的に連続して傾斜している。
　第１および第２折曲線７１，７２はほぼ平行に形成され、第２折曲線７２が、第１折曲
線７１よりもクロッチ両側縁４６側に位置されている。クロッチ部材４０は、第１折曲線
７１によって折り曲げられ第２折曲線７２との間に形成された第１折曲領域４７ａと、第
２折曲線７２によって折り曲げられクロッチ側縁４６との間に形成された第２折曲領域４
７ｂと、第１折曲線７１との間に形成されたクロッチ本体４８を含む。第２接合領域４７
ｂは、前ウエスト部材２０側すなわち身体側に位置し、第１接合領域４７ａは、クロッチ
本体４８側すなわち着衣側に位置している。
【００３８】
　クロッチ前後端縁４４，４５において、第１折曲領域４７ａと第２折曲領域４７ｂとは
、外面クロッチシート４１ｂを互いに対向させて接合され、第１折曲領域４７ａとクロッ
チ本体４８とは、内面クロッチシート４１ａを互いに対向させて接合されている（図示せ
ず）。
　複数のクロッチ弾性体４３は、第１および第２折曲領域４７ａ，４７ｂに位置するよう
に取り付けられている。
【００３９】
　前接合域５０は、その横方向Ｘ外側では第２折曲領域４７ｂに形成され、それら第２折
曲領域４７ｂの横方向Ｘの間ではクロッチ本体４８に形成される。第２折曲領域４７ｂに
おいて第１および第２ウエスト弾性体２８ａ，２８ｂと第１および第２クロッチ弾性体４
３ａ，４３ｂとが交差される。したがって、第１および第２ウエスト弾性体２８ａ，２８
ｂの収縮力によって、第２折曲領域４７ｂを横方向Ｘ外側に引っ張ることができ、さらに
、これに付随させて第１折曲領域４７ａも引っ張ることができる。したがって、第１およ
び第２折曲領域４７ａ，４７ｂを確実にクロッチ本体４８から離間させることができ、漏
れ防止の機能を発揮することができる。前ウエスト弾性体２８の収縮力によって、クロッ
チ部材４０が横方向Ｘ外側に引っ張られることは、実施例１および２と同様である。
　この実施例３では、第１および第２折曲領域４７ａ，４７ｂを形成することとしたので
、折曲領域全体の面積を広くすることができ、より一層尿等の漏れを防止することができ
る。
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【００４０】
　上記のような実施例において、折曲線の数、クロッチ弾性体の配置等は、これら実施例
に限定されることなく、適宜変更可能である。上記実施例は、パンツ型であるいわゆるプ
ル・オンタイプのおむつを例に説明しているが、オープンタイプのおむつに適用すること
もできる。
　ウエスト弾性体およびクロッチ弾性体として複数の弾性糸を用いているが、帯状の弾性
体や弾性不織布等を用いることもできる。また、これらウエスト弾性体およびクロッチ弾
性体は、少なくともその一部が前接合域５０で重なるような構成にすることによって、ウ
エスト弾性体の横方向Ｘの収縮力をクロッチ弾性体に伝達することができ、クロッチ部材
４０の横方向Ｘへの縮みを抑制することができる。
【符号の説明】
【００４１】
　１０　　おむつ（着用物品）
　１１　　前ウエスト域
　１２　　後ウエスト域
　１３　　クロッチ域
　２０　　前ウエスト部材
　２４　　前ウエスト開口端縁
　２５　　前レッグ開口端縁
　２８　　前ウエスト弾性体
　３０　　後ウエスト部材
　３４　　後ウエスト開口端縁
　３５　　後レッグ開口端縁
　３８　　後ウエスト弾性体
　４０　　クロッチ部材
　４３　　クロッチ弾性体
　４４　　クロッチ前端縁
　４５　　クロッチ後端縁
　４６　　クロッチ両側縁
　４７　　折曲領域
　４７ａ　第１折曲領域
　４７ｂ　第２折曲領域
　５０　　前接合域
　５１　　第１端縁
　５２　　第２端縁
　５３　　前両側縁
　５４　　非接合域
　６０　　後接合域
　７０　　折曲線
　７１　　第１折曲線
　７２　　第２折曲線
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