
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高さ方向と前記高さ方向に直交する幅方向とを有し、前記幅方向を二等分する中心線に
関してほぼ対称に形成され、内面側がおむつ着用者の肌と向かい合う一方、外面側が前記
着用者の着衣と向かい合い、前記着用者の前胴周り域と後胴周り域と股部とを覆う前胴周
り被覆域と後胴周り被覆域と股部被覆域とによってパンツ形状が画成されて胴周り開口と
一対の脚周り開口とを有し、前記股部被覆域を中心に前記前後胴周り被覆域方向へ長く延
びる体液吸収部が前記内面側に形成されているパンツ型の使い捨ておむつにおいて、
　前記体液吸収部は吸液性芯材と透液性被覆シートとを有し、前記芯材は全体としてほぼ
矩形を呈するように配置されており前記肌と向かい合う内面と前記内面とは反対側の外面
とを有し、前記被覆シートは前記芯材における前記内外面のうちの少なくとも内面を覆っ
ており、前記股部被覆域における前記体液吸収部には前記高さ方向ヘ並行して延びる側縁
部と側縁部との間の中央部に始まって前記前胴周り域方向ヘほぼＶ字形を画いて前記側縁
部のそれぞれにまで延びる第１折曲部と、前記後胴周り域方向へほぼＶ字形を画いて前記
側縁部のそれぞれにまで延びる第２折曲部と、前記第１，２折曲部の間において前記幅方
向へ延びる第３折曲部とが形成され、前記中心線を挟む前記体液吸収部の両側部分それぞ
れが前記第３折曲部においては前記芯材の外面どうしが向かい合う方向へ、かつ前記第１
折曲部と第２折曲部とにおいては前記内面どうしが向かい合う方向へ折曲され

ていることを特徴と
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るとともに
、前記中心線に沿う部分と、前記側縁部に直交して前記おむつの幅方向へ延びる前後端縁
部とが前記被覆部の内面側に接合され、前記側縁部が高さ方向に向い



する前記使い捨ておむつ。
【請求項２】
　前記体液吸収部における前記第１～３折曲部のうちの少なくとも第１，２折曲部は、前
記体液吸収部に形成された前記Ｖ字形を画いて延びる剛性の低い部位を折曲の案内として
形成されている請求項１記載の使い捨ておむつ。
【請求項３】
　前記体液吸収部における前記第１～３折曲部のうちの少なくとも第１，２折曲部は、前
記体液吸収部に形成された前記Ｖ字形を画いて延びる剛性の高い部位を折曲の案内として
形成されている請求項１記載の使い捨ておむつ。
【請求項４】
　前記股部被覆域は、前記体液吸収部の外面側に前記体液吸収部よりも前記幅方向の外方
ヘ広がって前記脚周り開口の周縁を形成するフラップを有し、前記フラップは前記開口の
周り方向へ弾性的に伸長・収縮可能に形成されており、前記体液吸収部の外面は少なくと
も前記側縁部とその近傍の部位とが前記フラップから分離しており、その分離している部
位が前記被覆シートで覆われている請求項１～３のいずれかに記載の使い捨ておむつ。
【請求項５】
　前記股部被覆域において、前記股部被覆域が不透液性シートを含み、前記被覆シートは
前記芯材の内面を被覆するとともに前記側縁に沿って前記芯材の外面を被覆するように折
り返されており、前記側縁部近傍では前記芯材が前記被覆シートを介してこの被覆シート
と前記不透液性シートとの間に位置する体液を前記外面の側からも吸収可能である請求項
１～４のいずれかに記載の使い捨ておむつ。
【請求項６】
　前記芯材の外面は、幅方向中央部が不透液性シートで覆われている請求項１～５のいず
れかに記載の使い捨ておむつ。
【請求項７】
　前記芯材の外面側に少なくとも前記被覆シートと、前記被覆シートの外面側に位置する
通気性の不織布シートと、前記不織布シートの外面側に位置して前記不透液性シートを形
成するプラスチックフィルムとを有する請求項５または６いずれかに記載の使い捨ておむ
つ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、パンツ型の使い捨ておむつに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　特開昭５０－３３０４４号公報には、図 の折りたたみ型使い捨ておむつ（おしめ）
２０１が開示されている。このおむつ２０１は、吸液性パッドと、液透過性内面シート２
２２と、液不透過性外面シート２２３とからなる矩形のもので、長辺と直交する横断線２
１０ａに沿って半分に畳んである。また、その横断線２１０ａにおける中心点の両側部分
がおしめの内方ヘ向かって折り込まれ、ポケット２１８が形成されている。このおむつで
は、それを着用させるときに広げてもポケット２１８の形状が崩れないように、折り込ま
れて互いに向かい合うシート２２３の表面どうしが部分的に接着されている。このような
おむつは、それが矩形のものであっても着用者の股部を覆う部位の幅が狭いから、その部
位が股部によく密着して体液の漏れを防止することができる。
【０００３】
　実開昭４７－３６７３４号公報には、矩形帯片からなる折り込みおむつが開示されてい
る。このおむつもまた、おむつの長手方向中央部においておむつの両側縁が内方ヘ折り込
まれている。そのようにして得られるおむつの股部は、幅が小さくなって着用者の股部に
よく密着するので尿の横漏れが少なくなる。
【０００４】
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【発明が解決しようとする課題】
　前記従来技術のおむつは、いずれも矩形を呈する開放型のもので、平らに広げたものを
あおむけに寝かせた乳幼児のおしりに当てがって着用させる。ところが、おむつを平らに
すると、予め折り込まれている部分の形状が崩れてしまい、着用後のおむつではその部分
に十分な効果を期待できないことがある。特開昭５０－３３０４４号公報のおむつは、折
り込まれている部分どうしを接着することによって、そのような形状の崩れを防止してい
る。しかしながら、そのように接着するとおむつを平らに広げることが難しくなり、おむ
つを着用させるのに手間がかかるようになる。また、前記従来技術のおむつは、いずれも
股部を覆う部位の幅が狭いから、体液が万一その部位にうまく入らないと、おむつの外へ
流れ出て着衣や肌を汚すということがある。
【０００５】
　この発明は、このような従来技術の問題の解消を課題にしている。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決するためにこの発明が対象とするのは、高さ方向と前記高さ方向に直交
する幅方向とを有し、前記幅方向を二等分する中心線に関してほぼ対称に形成され、内面
側がおむつ着用者の肌と向かい合う一方、外面側が前記着用者の着衣と向かい合い、前記
着用者の前胴周り域と後胴周り域と股部とを覆う前胴周り被覆域と後胴周り被覆域と股部
被覆域とによってパンツ形状が画成されて胴周り開口と一対の脚周り開口とを有し、前記
股部被覆域を中心に前記前後胴周り被覆域方向へ長く延びる体液吸収部が前記内面側に形
成されているパンツ型の使い捨ておむつである。
【０００７】
　かかるパンツ型の使い捨ておむつにおいて、この発明が特徴とするところは、次のとお
りである。前記体液吸収部は、吸液性芯材と透液性被覆シートとを有する。前記芯材は、
全体としてほぼ矩形を呈するように配置されており、前記肌と向かい合う内面と前記内面
とは反対側の外面とを有する。前記被覆シートは、前記芯材における前記内外面のうちの
少なくとも内面を覆っている。前記股部被覆域における前記体液吸収部には、前記高さ方
向ヘ並行して延びる側縁部と側縁部との間の中央部に始まって前記前胴周り域方向ヘほぼ
Ｖ字形を画いて前記側縁部のそれぞれにまで延びる第１折曲部と、前記後胴周り域方向へ
ほぼＶ字形を画いて前記側縁部のそれぞれにまで延びる第２折曲部と、前記第１，２折曲
部の間において前記幅方向へ延びる第３折曲部とが形成されている。前記中心線を挟む前
記体液吸収部の両側部分それぞれが前記第３折曲部においては前記芯材の外面どうしが向
かい合う方向へ、かつ前記第１折曲部と第２折曲部とにおいては前記内面どうしが向かい
合う方向へ折曲され

ている。
【０００８】
　この発明には、次のような好ましい実施態様がある。
（１）前記体液吸収部における前記第１～３折曲部のうちの少なくとも第１，２折曲部は
、前記 に形成されたＶ字形を画いて延びる剛性の低い部位を折曲の案内として
形成されている。
（２）前記体液吸収部における前記第１～３折曲部のうちの少なくとも第１，２折曲部は
、前記体液吸収部に形成されたＶ字形を画いて延びる剛性の高い部位を折曲の案内として
形成されている。
（３）前記股部被覆域は、前記体液吸収部の外面側に前記体液吸収部よりも前記幅方向の
外方ヘ広がって前記脚周り開口の周縁を形成するフラップを有する。そのフラップは前記
開口の周り方向へ弾性的に伸長・収縮可能に形成されており、前記体液吸収部の外面は少
なくとも前記側縁部とその近傍の部位とが前記フラップから分離しており、その分離して
いる部位が前記被覆シートで覆われている。
（４）前記股部被覆域において、前記股部被覆域が不透液性シートを含み、前記被覆シー
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むつの幅方向へ延びる前後端縁部とが前記被覆部の内面側に接合され、前記側縁部が高さ
方向に向い

体液吸収部



トは前記芯材の内面を被覆するとともに前記側縁に沿って前記芯材の外面を被覆するよう
に折り返されており、前記側縁部近傍では前記芯材が前記被覆シートを介してこの被覆シ
ートと前記不透液性シートとの間に位置する体液を前記外面の側からも吸収可能である。
（５）前記芯材の外面は、幅方向中央部が不透液性シートで覆われている。
（６）前記おむつは、前記芯材の外面側に少なくとも前記被覆シートと、前記被覆シート
の外面側に位置する通気性の不織布シートと、前記不織布シートの外面側に位置して前記
不透液性シートを形成するプラスチックフィルムとを有する。
【０００９】
【発明の実施の形態】
　添付の図面を参照して、この発明に係るパンツ型の使い捨ておむつの詳細を説明すると
、以下のとおりである。
【００１０】
　図１，２，３は、パンツ型の使い捨ておむつ１の斜視図と、おむつ１の部分破断斜視図
と、図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線切断面を示す図である。おむつ１は、図の上下方向である高
さ方向と、幅方向と、前後方向とを有するもので、パンツ型を呈する被覆部２と、体液を
貯留するための体液吸収部３とからなる。被覆部２は、おむつ着用者の肌と向かい合う内
面２ａ
と、着衣と向かい合う外面２ｂとを有し、その着用者の前後胴周り部と股部とを前胴周り
被覆域６と後胴周り被覆域７と股部被覆域８とによって覆うことができる。前後胴周り被
覆域６，７は、おむつ１の両側部で合掌状に重なり合い、上下方向へ間欠的に並ぶ部位４
で互いに接合され、これら被覆域６，７，８によって胴周り開口９と一対の脚周り開口１
１とが画成されている。これら胴周り開口９と脚周り開口１１の縁部それぞれには、複数
条の弾性部材１２，１３が伸長状態で取り付けられている。体液吸収部３は、被覆部２の
内面２ａの側に位置し、股部被覆域８を中心に前胴周り被覆域６と後胴周り被覆域７とに
向かって長く延びており、股部被覆域８では幅が狭くなるように、おむつ１の幅を二等分
して高さ方向へ延びる縦中心線Ａ－Ａ（図４を併せて参照）に向かって、すなわちおむつ
１の幅方向内方ヘ向かって折曲されている。
【００１１】
　図４，５は、図１，２のおむつ１を接合部位４において剥離し、前後胴周り被覆域６，
７をおむつ１の前方向と後方向へ延びる矢印Ｐ，Ｑの方向へ伸展したものの部分破断平面
図と、その平面図におけるＶ－Ｖ線切断面を示す図である。伸展した状態のおむつ１には
、縦中心線Ａ－Ａに直交し、図の上下方向の長さを二等分しておむつ１の幅方向へ延びる
横中心線Ｂ－Ｂも示されている。図４のおむつ１は、縦中心線Ａ－Ａに関してほぼ対称で
あり、横中心線Ｂ－Ｂに沿って折り重ねられると図１のおむつ１となる。
【００１２】
　図４，５の被覆部２は、通気性不織布より好ましくは疎水性の通気性不織布からなる砂
時計型の内部シート１６と、不透液性プラスチックフィルムより好ましくは通気不透液性
プラスチックフィルムかならなり吸収部３の平面形状とほぼ同じ矩形を呈するかまたはそ
の平面形状よりも大きい中間部シート１７と、通気性不織布からなり内部シート１６と同
形同大の外部シート１８とが積層され、これらシート１６，１７，１８が接着または溶着
により互いに間欠的に接合することで形成されている。内部シート１６と外部シート１８
との間に位置する胴周りと脚周りの弾性部材１２，１３は、これらシート１６，１８の少
なくとも一方に接着剤（図示せず）を介して接合している。
【００１３】
　吸収部３は、図４において縦に長い矩形を呈し、縦中心線Ａ－Ａに並行する一対の側縁
部２６と、側縁部２６と直交しておむつ１の幅方向へ延びる前後端縁部２７，２８とを有
する。かかる吸収部３は、芯材２１と被覆シート２２とからなり、その被覆シート２２が
縦中心線Ａ－Ａに沿う部分と前後端縁部２７，２８とにおいて被覆部２の内面２ａにホッ
トメルト接着剤２９を介して接合している。被覆シート２２は透液性の不織布や開孔プラ
スチックフィルムで形成され、芯材２１は粉砕パルプや高吸水性ポリマー粒子等の吸水性
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材料を適宜の力で圧縮することにより、また必要ならば圧縮したものをティシューペーパ
や親水化処理された熱可塑性合成繊維からなる不織布で覆うことにより形成されている。
図示例の芯材２１は、全体として矩形を呈するように配置されているが、横中心線Ｂ－Ｂ
と一致する鎖線Ｒと、縦中心線Ａ－Ａと横中心線Ｂ－Ｂとが交わる芯材２１の中央部から
前胴周り被覆域６方向へほぼＶ字形を画いて両側縁部２６にまで延びる鎖線Ｓと、縦中心
線Ａ－Ａと横中心線Ｂ－Ｂとが交わる中央部から後胴周り被覆域７方向へほぼＶ字形を画
いて両側縁部２６にまで延びる鎖線Ｔとに沿って延びる溝２０ｒ，２０ｓ，２０ｔ（図５
を併せて参照）を有し、これらの溝２０ｒ，２０ｓ，２０ｔによって芯材要素２１ａ，２
１ｂ，２１ｃ，２１ｄ，２１ｅ，２１ｆに分けられている。溝２０ｒと溝２０ｓとのなす
角度はαであり、溝２０ｒと溝２０ｔとがなす角度はβであって、図ではαとβの大きさ
が同じである。股部被覆域８において、吸収部３の幅はその被覆域８の幅よりも狭いから
、図１，２，３において脚周り開口１１を形成している被覆域８の側縁部分８ａは、吸収
部３の外面側に位置して吸収部３の側縁部２６を越えておむつ１の幅方向外方ヘ向かって
広がり、開口１１を一周する脚周りフラップを形成している。各芯材要素２１ａ～２１ｆ
は、これらを覆う被覆シート２２またはティシューペーパに対してホットメルト接着剤に
よって間欠的に接着しておくと、相互の位置が乱れない。
【００１４】
　吸収部３がこのように形成されている図４の状態のおむつ１は、横中心線Ｂ－Ｂに沿っ
て折り重ね、前後胴周り被覆域６，７を接合域４で一体にして図１，２，３のおむつ１と
するときに、吸収部３における縦中心線Ａ－Ａの両側部分が、図２に示されているように
縦中心線Ａ－Ａに向かって折曲される。すなわち、吸収部３は、芯材要素２１ｃと２１ｅ
の外面２４（図５参照）どうしが向かい合い、芯材要素２１ｄと２１ｆの外面２４どうし
が向かい合うように溝２０ｒに沿って折曲され、その折曲と同時に、芯材要素２１ａの内
面２３と芯材要素２１ｃ，２１ｄそれぞれの内面２３とが向かい合い、芯材要素２１ｂの
内面２３と芯材要素２１ｅ，２１ｆそれぞれの内面２３（図４参照）とが向かい合うよう
に溝２０ｓと溝２０ｔとに沿って折曲される。吸収部３は、溝２０ｒ，２０ｓ，２０ｔに
おいて芯材２１が全く存在しないか、僅かに存在する程度の状態にあり、これら溝２０ｒ
，２０ｓ，２０ｔではそれらの周辺域よりも剛性が低い。しかも、図２～５に示されるよ
うに、吸収部３は、縦中心線Ａ－Ａに沿う部分が被覆部２の内面２ａに接合していても側
縁部２６とその近傍はその内面２ａに接合していないから、溝２０ｒ，２０ｓ，２０ｔを
案内として図２の如く折曲することが容易である。
【００１５】
　かくの如き構造を有する図１，２のパンツ型の使い捨ておむつ１では、股部被覆域８に
おいて幅が狭くなるように折曲 おむつ１の上方へ向いている吸収部３の側縁部
２６と２６とがおむつ着用者の股部によく密着することに加え、上方ヘ向いた側縁部２６
が性器に接近して位置するので、尿は幅方向へ広がることなく速やかに吸収される。しか
も、両側縁部２６と２６との間の部分は下向きにくぼんだ内側ポケット３０ａ（図２参照
）を形成していて着用者の肌に密着することがないから、尿を吸収して湿潤状態にある吸
収部３の内面３ａが広い面積にわたっておむつ着用者の肌に接触して強い湿潤感を与える
ということがない。また、体液がこのポケット に入らずに側縁部２６の外へ流れて
も、側縁部２６の外側にあっておむつ着用者の脚周りにフラップとなって密着する股部被
覆域８の側縁部分８ａがその排泄物の流れを止めるので、体液がおむつ１の外へ漏れるこ
とはない。さらにはまた、図２，３，４に示されるように、芯材２１の外面２４が少なく
とも側縁部２６の近傍において透液性の被覆シート２２で覆われていると、側縁部２６の
外へ流れた後に上方へ向いている吸収部３と側縁部分８ａとの間に形成されている外側ポ
ケット３０ｂ（図３参照）に滞留している体液を芯材２１がその外面２４の側においても
吸収することができるので、おむつ１の漏れ防止効果が高くなる。ただし、芯材２１は、
外面２４の幅方向の少なくとも一部分が、例えば幅方向の中央部が不透液性シートで覆わ
れていてもよいものである。
【００１６】

10

20

30

40

50

(5) JP 3953848 B2 2007.8.8

されていて

３０ａ



　おむつ１を乳幼児に着用させるときには、母親が胴周り開口９の縁部内側に手を入れて
その開口９を大きく広げている間に乳幼児の脚を脚周り開口１１に通す。このおむつ１で
は、そのように開口９を広げるおむつ１の変形が、開口９から遠く離れた股部被覆域８に
おける被覆部２とは別体の吸収部３には及ばないし、脚周り開口１１を広げて側縁部８ａ
が動いても、吸収部３の側縁部２６は股部被覆域８の側縁部分８ａに接合していないから
、吸収部３は殆ど動くことがない。それゆえ、幅が狭くなるように折曲されている吸収部
３の形状は崩れることがなく、吸収部３の上方へ向いた側縁部２６は乳幼児の股部によく
密着する。かかるパンツ型のおむつ１では、吸収部３の幅が狭くなるように折曲したこと
の効果がおむつ１の着用後に確実に現われる。この発明では、吸収部３を図２の如く折曲
するときに、芯材２１の厚さによっては溝２０ｒを設けることなく、溝２０ｓ、２０ｔだ
けを設けて図２の如く吸収部３を折曲することも可能である。また、吸収部３の鎖線Ｒ，
Ｓ，Ｔに沿う部位または鎖線Ｓ，Ｔに沿う部位をエンボス加工用ロール等によって曲部的
に加圧または加熱加圧してそれらの周辺域よりも高剛性にして折曲のための案内とし、そ
の高剛性な部位に並行して吸収部３を折曲してもよい。
【００１７】
　図６は、図４とは異なる態様の体液吸収部３の要部を示す図面である。この吸収部３の
芯材２１では、縦中心線Ａ－Ａに交差してほぼＶ字形を画くように延びる図の左右の溝２
０ｓと２０ｓとが芯材２１の幅方向において離間しており、それと同じように溝２０ｔと
２０ｔも離間している。また、溝２０ｒと２０ｓとがなす角度αは、溝２０ｒと溝２０ｔ
とがなす角度βよりも大きい。この発明では、このように芯材２１において角度α、βに
差をつけたり、溝２０ｓどうしおよび２０ｔどうしを接近させたり、離間させたりするこ
とができる。
【００１８】
　図７は、発明の実施態様の一例を示す図５と同様な図面である。このおむつ１における
吸収部３の被覆シート２２では、分割された芯材２１の要素２１ａ，２１ｂを覆う部位に
おいて被覆シート２２が内部シート２５にホットメルト接着剤２９を介して接合し、その
他の芯材要素２１ｃ～２１ｆと溝Ｒ，Ｓ，Ｔとに対応する部位において内部シート２５に
接合していない。
【００１９】
　図８，９，１０は、この発明の実施態様の一例を示す図１と同様なパンツ型の使い捨て
おむつ１０１の斜視図と、部分破断斜視図と、分解図である。おむつ１０１は、着用者の
身体を覆う被覆部１０２と、体液を貯留するための体液吸収部１０３とを有する。被覆部
１０２は、前胴周り被覆域と股部被覆域の一部分とを形成する六角形の前部シート１０６
と、後胴周り被覆域と股部被覆域の一部分とを形成する六角形の後部シート１０７と、股
部被覆域の一部分を形成する矩形のセンターシート１０８とを有する。センターシート１
０８は、その両端部が前後部シート１０６，１０７の内面（図１０における上面）にホッ
トメルト接着剤（図示せず）を介して接合されて前後部シート１０６，１０７を連結して
いる。センターシート１０８の内面側には矩形の防水フィルムからなる中間部シート１１
７が重なり、中間部シート１１７の内面側には砂時計型の内部シート１１６が重なってい
る。図示例の中間部シート１１７は、センターシート１０８とほぼ同形同大であるかまた
はそれよりもやや小さく、内部シート１１６は、前後部シート１０６，１０７とセンター
シート１０８とが互いに連結して形成する砂時計型の形状とほぼ同形同大である。これら
シート１０６，１０７，１０８，１１７および１１６は、互いに重なり合う部分において
間欠的に接合している。前部シート１０６と内部シート１１６との間、および後部シート
１０７と内部シート１１６との間には、胴周り弾性部材１１２と、脚周り弾性部材１１３
とが伸長状態で取り付けられている。センターシート１０８は、前後部シート１０６，１
０７の連結を主目的とするもので、その目的の限りにおいて中間部シート１１７よりも小
さくすることが可能である。
【００２０】
　内部シート１１６の内面には、センターシート１０８が長く延びる方向に長さ方向を有
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する矩形の体液吸収部１０３が接合している。吸収部１０３は、内部シート１１６に塗布
されたホットメルト接着剤１２９によって、前後端縁部１２７，１２８とこれら両端縁部
１２７，１２８間に延びる幅方向中央部とが内部シート１１６に接合している。図１０に
示されるように重なり合い互いに接合されるシート１０６，１０７，１０８，１１７，１
１６および吸収部１０３は、線Ｃ－Ｃに沿って吸収部１０３を内側にして折り重ねられ、
重なり合う前部シート１０６と後部シート１０７と内部シート１１６の側縁部どうしが図
８に示されている上下方向へ間欠的に並ぶ部位１０４で接合されると、パンツ型の使い捨
ておむつ１０１となる。図１０におけるシート１０６，１０７，１０８，１１７および１
１６は、図１の被覆部２に対応するパンツ型の被覆部１０２を形成するものであり、図１
０の線Ｃ－Ｃは、図２の横中心線Ｂ－Ｂと同じように、伸展状態にあるおむつ１０１の長
さを二等分する中心線であり、部位１０４は部位４に対応している。被覆部１０２は、パ
ンツ１と同様に胴周り開口１０９と一対の脚周り開口１１１とを有する。吸収部１０３は
、図 の吸収部３と同様に、股部被覆域１０８において幅が狭くなるようにおむつ１０１
の内方へ向かって折曲されている。
【００２１】
　図１１は、図８のおむつ の部分破断側面図である。この図では、破断部位に現れ
る弾性部材が実線で示され、その実線につながる弾性部材が鎖線で示されている。図にお
いて、脚周り弾性部材１１３は、脚周り開口１１１の上側約半分の周縁に沿って延びてい
る。
【００２２】
　図１２は、図１０における吸収部１０３を部分的に破断して示す図である。吸収部１０
３は、体液吸収性の芯材１２１と、被覆シート１２２と、フラップ１２５とを有する。芯
材１２１と被覆シート１２２とは、図４の芯材２１と被覆シート２２とに同じものであり
、芯材１２１には中心線Ｃ－Ｃと一致する直線状の鎖線Ｒと、ほぼＶ字状の鎖線Ｓおよび
Ｔとに沿って溝１２０ｒ，１２０ｓ，１２０ｔが形成されており、芯材１２１が芯材要素
１２１ａ，１２１ｂ，１２１ｃ，１２１ｄ，１２１ｅ，１２１ｆに分けられている。これ
らの鎖線Ｒ，Ｓ，Ｔ、溝１２０ｒ，１２０ｓ，１２０ｔ、芯材要素１２１ａ～１２１ｆは
、図４の鎖線Ｒ，Ｓ，Ｔ、溝２０ｒ，２０ｓ，２０ｔ、芯材要素２１ａ～２１ｆに対応し
ている。吸収部１０３が溝１２０ｒ，１２０ｓ，１２０ｔで折曲されて幅が狭くなる態様
もまた図４のそれと同様である。
【００２３】
　図１３，１４は、図１２のＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ線およびＸＩＶ－ＸＩＶ線に沿う切断面
を示す図である。フラップ１２５は、吸収部１０３の側縁部１２６に沿って延びる防漏シ
ート１３０で形成されている。防漏シート１３０は、疎水性、より好ましくは不透液性、
さらに好ましくは通気不透液性の不織布やプラスチックフィルム、それら不織布とフィル
ムとのラミネートシート等からなるもので、その幅方向へＺ字型または逆Ｚ字型に折曲さ
れており、幅方向の両側縁部１３１，１３２のうちの一方の側縁部１３１が吸収部１０３
の外面１０３ｂの側で被覆シート１２２に接着剤１３４を介して固定されている。もう一
方の側縁部１３２は、吸収部１０３の内面１０３ａの上方に位置し、図の上下方向と左右
方向とに変形可能であり、最外側の袋状折り返し部には吸収部１０３の長手方向へ延びる
弾性部材１４１が伸長状態で取り付けられている。両側縁部１３１，１３２間にある防漏
シート１３０は、側縁部１３１から側縁部１３２へ向かって、吸収部１０３の側縁部１２
６を越えて側方へ広がった後に内面１０３ａの側ヘ折り返され、さらに吸収部１０３の側
方ヘ折り返されている。ただし、図１４に示されるように、吸収部１０３の両端縁部１２
７，１２８では、Ｚ字型または逆Ｚ字型に折り重ねられている防漏シート１３０が接着剤
１３４によって重ねられたままの状態に保たれている。すなわち、防漏シート１３０どう
し、および被覆シート１２２と防漏シート１３０とが接着剤１３４を介して接合している
。
【００２４】
　防漏シート１３０からなるフラップ１２５は、おむつ１０１が図８に示された状態や着
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用された状態にあって吸収部１０３がその長さ方向へ湾曲していると、弾性部材１４１が
収縮して吸収部１０３の両端部１２７，１２８間において側縁部１２６の外側で吸収部１
０３の内面１０３ａから立ち上がる。その立ち上がった状態にあるフラップ１２５が図９
では破断した状態で、図１１では実線で、図１３では仮想線で示されている。このような
挙動を示すフラップ１２５は、弾性部材１４１の作用によって防漏シート１３０の側縁部
１３２がおむつ着用者の脚周りに密着可能である。脚周りに密着したフラップ１２５は、
吸収部１０３の側縁部１２６を越えて側方へ流れる体液を止めて、その体液がおむつ

から漏れることを防止する。その防止効果は、吸収部１０３がおむつ の股部被覆
域１０８において図９に示される如く折曲されて幅が狭くなっているところにおいて顕著
である。フラップ１２５の弾性部材１４１は、Ｕ字形を画いておむつ着用者の脚周りをほ
ぼ半周するもので、半周したときにおむつ の上方へ向かって延びる部分は、前後部
シート１０６，１０７の脚周り弾性部材１１３と間接的に重なり合っている（図１１参照
）。かような弾性部材１１３と１４１との作用によって、このおむつ１０１は着用者の脚
周りの全周に密着することが可能である。図示例の１条の弾性部材１４１は、互いに並行
して延びる複数条のものに代えることができる。
【００２５】
　図８のおむつ１０１では、図１３に示されているように、防漏シート１３０が吸収部１
０３の外面１０３ｂに対して、特に側縁部１２６近傍の外面１０３ｂに対して被覆シート
１２２から図の下方へ離間可能に形成されていると、側縁部１２６を越えた体液は、矢印
Ｅ方向へ流れてその外面１０３ｂと防漏シート１３０との間に流入し、その外面１０３ｂ
において被覆シート１２２を介して芯材１２１に吸収される。
【００２６】
　このおむつ１０１においても、股部被覆域１０８で折曲されて幅が狭くなった吸収部１
０３の側縁部１２６は、図１のおむつ１と同様におむつ着用者の肌によく密着する一方、
吸収部１０３は側縁部１２６と１２６との間の内側ポケット部において肌に接触すること
がない。かような側縁部１２６の折曲された形状は、胴周り開口１０９（図８参照）を大
きく広げても崩れることがない。
【００２７】
【発明の効果】
　この発明に係るパンツ型の使い捨ておむつは、股部被覆域を中心に前後胴周り被覆域へ
向かって延びる体液吸収部が股部被覆域において幅が狭くなるように折曲されており、体
液吸収部の側縁部のみがおむつ着用者の肌に接触するから、体液吸収部が体液を吸収して
湿潤状態になっても、おむつ着用者に強い湿潤感を与えることがない。かような体液吸収
部は、パンツ型のおむつに形成されていることによって、股部被覆域において幅が狭くな
るように折曲された部位の形状がおむつを着用させるときにも崩れることがない。また、
このおむつが体液吸収部の側縁部の外面側において、その側縁部から側方へ広がるフラッ
プを有する態様では、体液吸収部における折曲された部位の外へ体液が流れても、その体
液はおむつの外へ漏れることがない。
【図面の簡単な説明】
【図１】　パンツ型の使い捨ておむつの斜視図。
【図２】　図１のおむつの部分破断斜視図。
【図３】　図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図。
【図４】　図２のおむつを伸展した図面。
【図５】　図４のＶ－Ｖ線切断面を示す図。
【図６】　図４とは異なる態様の体液吸収部の要部を示す図。
【図７】　実施態様の一例を示す図５と同様な図面。
【図８】　実施態様の一例を示すおむつの斜視図。
【図９】　図８のおむつの部分破断斜視図。
【図１０】　図８のおむつの分解斜視図。
【図１１】　図８のおむつの部分破断側面図。
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【図１２】　図１０の体液吸収部の部分破断斜視図。
【図１３】　図１２のＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ線切断面を示す図。
【図１４】　図１２のＸＩＶ－ＸＩＶ線切断面を示す図。
【図１５】　従来技術のおむつの斜視図。
【符号の説明】
　１　　　パンツ型の使い捨ておむつ
　３　　　体液吸収部
　６　　　前胴周り被覆域
　７　　　後胴周り被覆域
　８　　　股部被覆域
　８ａ　　　フラップ
　９　　　胴周り開口
　１１　　　脚周り開口
　２１　　　芯材
　２２　　　被覆シート
　２６　　　側縁部
　１０３　　　体液吸収部
　１０６　　　前胴周り被覆域
　１０７　　　後胴周り被覆域
　１０８　　　股部被覆域
　１０９　　　胴周り開口
　１１１　　　脚周り開口
　１２１　　　芯材
　１２２　　　被覆シート
　１２５　　　フラップ
　１２６　　　側縁部
　Ｒ　　　第３折曲部
　Ｓ　　　第１折曲部
　Ｔ　　　第２折曲部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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