
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
肌当接側に位置する透液性表面シートと、肌非当接側に位置する不透液性裏面シートと、
それらシートの間に介在する半剛性の吸液性コアとから構成され、縦方向に前胴周り域お
よび後胴周り域と、それら胴周り域の間に位置する股下域とを備え、前記コアの吸液機能
が作用する液吸収ゾーンが前記前後胴周り域と前記股下域とに形成された使い捨ておむつ
において、
前記股下域の液吸収ゾーンが、該股下域の縦方向中央に位置して横方向へ延びる可撓容易
な第１部位と、前記第１部位の横方向両側から前記前後胴周り域のうちの少なくとも一方
へ向かって縦方向へ延びる可撓容易な第２部位と、前記第２部位の間に位置して縦方向へ
延びる第３部位と、前記第２部位の横方向外方に位置して縦方向へ延びる第４部位とを有
し、前記第１および第２部位の剛性が、前記第３および第４部位のそれよりも低く、縦方
向へ延びる伸縮性弾性部材が、前記第１および第２部位と前記第４部位とのうちの少なく
とも該第４部位に収縮可能に取り付けられ、
前記おむつでは、前記第４部位が前記弾性部材の収縮力によって縦方向へ縮むことで、前
記股下域の液吸収ゾーンに前記おむつの厚み方向下方へ向かって凹む大便収容部が形成さ
れていることを特徴とする前記おむつ。
【請求項２】
前記第１および第２部位が、前記コアを除く前記表裏面シートから形成され、前記第３お
よび第４部位が、前記表裏面シートと前記コアとから形成されている請求項１記載のおむ
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つ。
【請求項３】
前記第１～第４部位が、前記表裏面シートと前記コアとから形成され、前記第１および第
２部位に位置する前記コアの剛性が、前記第３および第４部位に位置する前記コアのそれ
よりも低い請求項１記載のおむつ。
【請求項４】
前記第３部位に位置する前記コアの吸液機能が、前記第４部位に位置する前記コアのそれ
よりも高い請求項１ないし請求項３いずれかに記載のおむつ。
【請求項５】
前記第１および第２部位のガーレ剛軟度が、０．９８×１０－ ７ ～１９．６×１０－ ７ Ｎ
の範囲にあり、前記第３および第４部位のガーレ剛軟度が、９．８×１０－ ７ ～１９６×
１０－ ７ Ｎの範囲にある請求項１ないし請求項４いずれかに記載のおむつ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、排泄物を吸収、保持する使い捨ておむつに関する。
【０００２】
【従来の技術】
肌当接側に位置する透液性表面シートと、肌非当接側に位置する不透液性裏面シートと、
それらシートの間に介在する吸液性コアとから構成され、縦方向に前胴周り域および後胴
周り域と、それら胴周り域の間に位置する股下域とを備え、コアの吸液機能が作用する液
吸収ゾーンが前後胴周り域と股下域とに形成され、股下域の液吸収ゾーンに大便収容部を
有する使い捨ておむつがある（特許文献１、特許文献２参照）。
【０００３】
特許文献１に開示のおむつは、コアが上部コアとその下方に位置する下部コアとから形成
され、さらに、上部コアが股下域で縦方向へ離間対向する前部コアと後部コアとから形成
されている。このおむつでは、上部コアの外面を覆う表面シートが股下域で下部コアに向
かって折曲されて上部コアと下部コアとの間に折り込まれることで、上部コアと下部コア
との間におむつの着用中に排泄された大便を収容するポケット（大便収容部）が形成され
る。
【０００４】
特許文献２に開示のおむつは、液吸収ゾーンの縦方向外方に位置して横方向へ延びるエン
ドフラップと、液吸収ゾーンの横方向外方に位置して縦方向へ延びるサイドフラップとを
有し、股下域のサイドフラップに横方向へ延びる一対のダーツが形成され、それらダーツ
の間におむつの厚み方向下方へ向かって凹む凹部（大便収容部）が形成されている。この
おむつは、その着用中に排泄された大便を凹部に収容することができる。
【０００５】
【特許文献１】
特開平８－１９６５６５号公報
【特許文献２】
特開２０００－２９６１４８公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
特許文献１に開示のおむつは、コアがおむつの厚み方向へ重なる上部コアと下部コアとか
ら形成されているので、コアの厚みが増し、おむつを着用したときにコアが嵩張って違和
感がある。特許文献２に開示のおむつでは、サイドフラップのダーツが縦方向内方へ引き
寄せられた表裏面シートを互いに固着することで形成され、ダーツがその間に開口する凹
部の口を閉じるように作用する。このおむつは、凹部がその口を閉じ易く、おむつの着用
中に凹部がその口を閉じると、凹部に大便を収容することができない。
【０００７】
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本発明の目的は、着用中の違和感がなく、股下域の液吸収ゾーンに口が閉じ難い大便収容
部を形成することができる使い捨ておむつを提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
前記課題を解決するための本発明の前提は、肌当接側に位置する透液性表面シートと、肌
非当接側に位置する不透液性裏面シートと、それらシートの間に介在する半剛性の吸液性
コアとから構成され、縦方向に前胴周り域および後胴周り域と、それら胴周り域の間に位
置する股下域とを備え、前記コアの吸液機能が作用する液吸収ゾーンが前記前後胴周り域
と前記股下域とに形成された使い捨ておむつである。
【０００９】
前記前提における本発明の特徴は、前記股下域の液吸収ゾーンが、該股下域の縦方向中央
に位置して横方向へ延びる可撓容易な第１部位と、前記第１部位の横方向両側から前記前
後胴周り域のうちの少なくとも一方へ向かって縦方向へ延びる可撓容易な第２部位と、前
記第２部位の間に位置して縦方向へ延びる第３部位と、前記第２部位の横方向外方に位置
して縦方向へ延びる第４部位とを有し、前記第１および第２部位の剛性が、前記第３およ
び第４部位のそれよりも低く、縦方向へ延びる伸縮性弾性部材が、前記第１および第２部
位と前記第４部位とのうちの少なくとも該第４部位に収縮可能に取り付けられ、前記おむ
つでは、前記第４部位が前記弾性部材の収縮力によって縦方向へ縮むことで、前記股下域
の液吸収ゾーンに前記おむつの厚み方向下方へ向かって凹む大便収容部が形成されている
ことにある。
【００１０】
本発明の実施態様の一例としては、前記第１および第２部位が前記コアを除く前記表裏面
シートから形成され、前記第３および第４部位が前記表裏面シートと前記コアとから形成
されている。
【００１１】
本発明の実施態様の他の一例としては、前記第１～第４部位が前記表裏面シートと前記コ
アとから形成され、前記第１および第２部位に位置する前記コアの剛性が前記第３および
第４部位に位置する前記コアのそれよりも低い。
【００１２】
本発明の実施態様の他の一例としては、前記第３部位に位置する前記コアの吸液機能が、
前記第４部位に位置する前記コアのそれよりも高い。
【００１３】
本発明の実施態様の他の一例としては、前記第１および第２部位のガーレ剛軟度が、０．
９８×１０－ ７ ～１９．６×１０－ ７ Ｎの範囲にあり、前記第３および第４部位のガーレ
剛軟度が、９．８×１０－ ７ ～１９６×１０－ ７ Ｎの範囲にある。
【００１４】
【発明の実施の形態】
添付の図面を参照し、本発明に係る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。
【００１５】
図１は、一例として示すおむつ１Ａの部分破断斜視図であり、図２，３は、図１のＩＩ－
ＩＩ線矢視断面図と、図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線矢視断面図とである。図１では、横方向を
矢印Ｌ、縦方向を矢印Ｍで示し、厚み方向を矢印Ｎで示す。図２は、図１のおむつが非破
断状態にあるときの図である。なお、表裏面シート２，３や防漏シート１１の内面とは、
コア４に対向する面をいい、それらシート２，３，１１の外面とは、コア４に非対向の面
をいう。
【００１６】
おむつ１Ａは、肌当接側に位置する透液性表面シート２と、肌非当接側に位置する不透液
性裏面シート３と、それらシート２，３の間に介在する半剛性の吸液性コア４とから構成
されている。おむつ１Ａは、縦方向に前胴周り域５および後胴周り域７と、それら胴周り
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域５，７の間に位置する股下域６とを有する。おむつ１Ａは、その着用時に前後胴周り域
５，７を連結するオープン型のものである。おむつ１Ａは、コア４の吸液機能が作用する
液吸収ゾーン８と、ゾーン８の縦方向外方に位置して横方向へ延びる一対のエンドフラッ
プ９と、ゾーン８の横方向外方に位置して縦方向へ延びる一対のサイドフラップ１０とを
有する。液吸収ゾーン８は、前後胴周り域５，７と股下域６とに形成されている。
【００１７】
股下域６では、サイドフラップ１０がおむつ１Ａの横方向内方へ向かって弧を画いている
。おむつ１Ａは、その平面形状が実質的に砂時計型を呈する。サイドフラップ１０には、
縦方向へ延びる一対の不透液性防漏シート１１が取り付けられている。裏面シート３は、
疎水性繊維不織布１２と通気不透液性プラスチックフィルム１３とをラミネートした複合
シートから形成されている。
【００１８】
コア４は、フラッフパルプと高吸収性ポリマーとの混合物、または、フラッフパルプと高
吸収性ポリマーと熱可塑性合成樹脂繊維との混合物であり、所定の厚みに圧縮されている
。ゆえに、コア４は、可撓性を有するものの、その剛性が表裏面シート２，３のそれより
も高く、コア４が存在する液吸収ゾーン８は、その剛性がコア４が存在しないエンドフラ
ップ９やサイドフラップ１０のそれよりも高い。
【００１９】
前後胴周り域５，７の液吸収ゾーン８は、表裏面シート２，３とコア４とから形成されて
いる。前後胴周り域５，７では、コア４が表裏面シート２，３の内面に固着されている。
股下域６の液吸収ゾーン８は、第１～第４部位１４，１５，１６，１７を有する。
【００２０】
第１部位１４は、股下域６の縦方向中央に位置して横方向へ延びている。第２部位１５は
、横方向へ所与寸法離間して並び、第１部位１４の横方向両側１４ａから前胴周り域５に
向かって縦方向へ延びている。第１部位１４と一対の第２部位１５とは、コア４を除く表
裏面シート２，３から形成されている。第１および第２部位１４，１５では、表裏面シー
ト２，３の内面どうしが固着されている。
【００２１】
第３部位１６は、第２部位１５の間に位置し、第１部位１４から前胴周り域５へ向かって
縦方向へ延びている。第３部位１６は、股下域６の略前半分に位置している。第４部位１
７は、第２部位１５の横方向外方に位置し、サイドフラップ１０と第２部位１５との間を
縦方向へ延びている。第３部位１６と一対の第４部位１７とは、表裏面シート２，３とコ
ア４とから形成されている。第４部位１７には、縦方向へ延びる伸縮性弾性部材１８が収
縮可能に取り付けられている。弾性部材１８は、表面シート２とコア４との間に介在し、
表面シート２の内面とコア４とに固着されている。
【００２２】
第３部位１６のコア４は、前胴周り域５のコア４とつながっている。第３部位１６では、
コア４が表裏面シート２，３に固着されておらず、それらシート２，３から遊離している
。なお、第３部位１６では、コア４が表裏面シート２，３の内面に固着されていてもよく
、それらシート２，３のうちのいずれか一方の内面に固着されていてもよい。第４部位１
７のコア４は、前後胴周り域５，７のコア４とつながっている。第４部位１７では、コア
４が表裏面シート２，３の内面に固着されている。
【００２３】
第３部位１６に位置するコア４の吸液機能は、第４部位１７に位置するコア４のそれより
も高い。第３部位１６のコア４の吸液機能を第４部位１７のコア４のそれよりも高くする
には、それら部位１６，１７におけるコア４の密度が同一であれば、第３部位１６のコア
４の厚みを第４部位１７のコア４のそれよりも大きくすればよく、それら部位１６，１７
におけるコア４の厚みが同一であれば、第３部位１６のコア４の密度を第４部位１７のコ
ア４のそれよりも高くすればよい。コア４の密度を高くするには、コア４を形成するフラ
ッフパルプや熱可塑性合成樹脂繊維の坪量を多くしたり、高吸収性ポリマーの量を多くす
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ればよい。なお、第３部位１６のコア４の厚みを第４部位１７のコア４のそれよりも大き
くし、かつ、第３部位１６のコア４の密度を第４部位１７のコア４のそれより高くしても
よい。第３部位１６と第４部位１７とでは、それら部位１６，１７に位置するコア４の吸
液機能が同一であってもよい。
【００２４】
第１および第２部位１４，１５は、それら部位１４，１５にコア４が存在しないので、そ
れら部位１４，１５の剛性が第３および第４部位１６，１７のそれよりも低く、第３およ
び第４部位１６，１７に比較して容易に撓むことができる（可撓容易）。股下域６の液吸
収ゾーン８では、弾性部材１８の縦方向への収縮力によって、第４部位１７が縦方向へ縮
むとともに、第３部位１６が第１部位１４に向かって進出している。股下域６の液吸収ゾ
ーン８には、第１および第２部位１４，１５が縦方向へ撓むことによっておむつ１Ａの厚
み方向下方へ向かって凹む凹部１９（大便収容部）が形成されている。凹部１９は、第１
部位１４と第２部位１５の一部とによって形成されており、第４部位１７の間に位置して
いる。凹部１９では、図２に示すように、第３部位１６のコア４のうちの第１部位１４の
側に位置する部分２０がおむつ１Ａの厚み方向下方へ向かって傾斜して凹部１９の一部を
形成している。
【００２５】
防漏シート１１は、サイドフラップ１０に位置して縦方向へ延びる固定側部１１ａと、表
面シート２の上方へ起立性向を有して縦方向へ延びる可動部１１ｂと、エンドフラップ９
に位置しておむつ１Ａの横方向内方へ倒伏した固定両端部１１ｃとを有する。可動部１１
ｂの上方には、縦方向へ延びる伸縮性弾性部材２１が収縮可能に取り付けられている。弾
性部材２１は、可動部１１ｂの一部に覆われた状態で、可動部１１ｂに固着されている。
防漏シート１１では、おむつ１Ａが表面シート２を内側にして縦方向へ湾曲すると、弾性
部材２１が収縮して可動部１１ｂが表面シート２の上方へ起立し、可動部１１ｂが尿や大
便に対する障壁を形成する。
【００２６】
エンドフラップ９は、図２に示すように、コア４の端縁４ａから縦方向外方へ延びる表面
シート２の端部２ａと裏面シート３の端部３ａとから形成されている。エンドフラップ９
では、表裏面シート２，３の端部２ａ，３ａが互いに重なり合った状態で固着されている
。防漏シート１１の固定両端部１１ｃは、表面シート２の外面に固着されている。
【００２７】
サイドフラップ１０は、図３に示すように、コア４の側縁４ｂから横方向外方へ延びる表
裏面シート２，３の側部２ｂ，３ｂと防漏シート１１の固定側部１１ａとから形成されて
いる。サイドフラップ１０では、表面シート２の側部２ｂがコア４の側縁４ｂから横方向
外方へわずかに延び、側部２ｂからさらに横方向外方へ裏面シート３の側部３ｂと防漏シ
ート１１の側部１１ａとが延びている。サイドフラップ１０では、それらシート２，３，
１１の側部２ｂ，３ｂ，１１ａが互いに重なり合った状態で固着されている。サイドフラ
ップ１０には、縦方向へ延びる複数条の脚周り用弾性部材２２が収縮可能に取り付けられ
ている。脚周り用弾性部材２２は、裏面シート３の側部３ｂと防漏シート１１の固定側部
１１ａとの間に介在し、それらシート３，１１の側部３ｂ，１１ａ内面に固着されている
。
【００２８】
後胴周り域７のサイドフラップ１０には、プラスチックフィルムから形成された可撓性の
テープファスナ２３が取り付けられている。テープファスナ２３は、横方向へ延びる固定
端部２３ａと自由端部２３ｂとを有する。固定端部２３ａは、裏面シート３の側部３ｂと
防漏シート１１の固定側部１１ａとの間に介在し、それらシート３，１１の側部３ｂ，１
１ａ内面に固着されている。自由端部２３ｂの内面には、粘着剤（図示せず）が塗布され
ている。自由端部２３ｂは、おむつ１Ａの横方向内方へ折曲された状態にあり、粘着剤を
介して防漏シート１１の側部１１ａに固着された離型シート（図示せず）に剥離可能に仮
着されている。前胴周り域５には、テープファスナ２３の自由端部２３ｂを着脱可能に止
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着する可撓性のターゲットテープ２４が取り付けられている。ターゲットテープ２４は、
プラスチックフィルムから形成され、横方向へ長い矩形を呈する。ターゲットテープ２４
は、裏面シート３の外面に固着されている。
【００２９】
おむつ１Ａを着用するには、後胴周り域７のサイドフラップ１０を前胴周り域５のサイド
フラップ１０の外側に重ね合わせ、粘着剤を介してテープファスナ２３の自由端部２３ｂ
をターゲットテープ２４に止着して前胴周り域５と後胴周り域７とを連結する。前後胴周
り域５，７が連結されたおむつ１Ａには、胴周り開口とその下方に一対の脚周り開口とが
形成される（図示せず）。
【００３０】
このおむつ１Ａは、股下域５の液吸収ゾーン８に厚み方向下方へ凹む凹部１９が形成され
、おむつ１Ａの着用中に排泄された大便を凹部１９に収容することができる。おむつ１Ａ
は、後胴周り域７と第３および第４部位１６，１７とに位置するコア４が凹部１９を囲む
周壁を形成するので、凹部１９に収容された軟便の前後胴周り域５，７やサイドフラップ
１０への流動を防ぐことができる。大便に含まれる水分は、表面シート２を透過した後、
第３および第４部位１６，１７に位置するコア４に吸収される。尿は、前胴周り域５のコ
ア４に吸収される。
【００３１】
おむつ１Ａでは、第３部位１６に位置するコア４の吸液機能が第４部位１７に位置するコ
ア４のそれよりも大きいので、軟便が前後胴周り域５，７やサイドフラップ１０へ流動す
る以前に、軟便の多量の水分を第３部位１６のコア４に素早く吸収させることができ、軟
便の前後胴周り域５，７やサイドフラップ１０への流動を確実に防ぐことができる。
【００３２】
おむつ１Ａは、第３部位１６に位置するコア４が表裏面シート２，３に固着されていない
ので、第３部位１６のコア４が表裏面シート２，３に固着されている場合と比較し、弾性
部材１８の収縮力が第３部位１６のコア４の剛性によって抑制され難く、第４部位１７が
縦方向へ容易に縮み、股下域６の液吸収ゾーン８に凹部１９を形成し易い。
【００３３】
おむつ１Ａは、第１および第２部位１４，１５のガーレ剛軟度が０．９８×１０－ ７ ～１
９．６×１０－ ７ Ｎの範囲にあり、第３および第４部位１６，１７のガーレ剛軟度が９．
８×１０－ ７ ～１９６×１０－ ７ Ｎの範囲にある。第１および第２部位１４，１５のガー
レ剛軟度が１９．６×１０－ ７ Ｎを超過すると、それら部位１４，１５が撓み難く、股下
域６の液吸収ゾーン８に凹部１９を形成することができない場合がある。第３および第４
部位１６，１７のガーレ剛軟度が９．８×１０－ ７ Ｎ未満では、弾性部材１８の伸長応力
や収縮率にもよるが、第４部位が縮み過ぎて凹部１９がその口を閉じてしまう場合がある
。第３および第４部位１６，１７のガーレ剛軟度が１９６×１０－ ７ Ｎを超過すると、弾
性部材１８の収縮力がそれら部位１６，１７の剛性によって抑制されるので、股下域６の
液吸収ゾーン８に凹部１９を形成し難くなることに加え、第３および第４部位１６，１７
が硬化し、おむつ１Ａを着用したときにそれら部位１６，１７が肌に接して違和感がある
。なお、それら部位１４，１５，１６，１７のガーレ剛軟度は、以下の方法で測定した。
（１）おむつ１Ａから第１～第４部位１４，１５，１６，１７を切り取り、縦３８ｍｍ×
横２５ｍｍの剛軟度測定用試料を作成する。
（２）ガーレ剛軟度の測定は、ガーレ式剛軟度試験機を使用した。試験機における測定手
順は、以下のとおりである。 (a)試料の一端部が試験機の振り子にかかるように、試料の
他端部を試験機のチャックに挟む。 (b)試験機の目盛りが３～６の間になるように補助重
りを取り付ける。 (c)スイッチを押し、試料から振り子の回転ロッドが離れる瞬間の目盛
りを読む。目盛りの読みは、右と左との両者について行う。
（３）ガーレ剛軟度は、式； (右の場合の目盛りの数値＋左の場合の目盛りの数値／２ )×
{(▲１▼×１＋▲２▼×２＋▲３▼×３ )／５ }× (試料の縦寸法 (インチ )／試料の横寸法 (
インチ ))×９．８８、▲１▼，▲２▼，▲３▼； (重りを入れた場合の孔の位置：１イン
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チ目－▲１▼ｇ、２インチ目－▲２▼ｇ、３インチ目－▲３▼ｇ )で算出した後、Ｎ（ニ
ュートン）単位に換算した値である。
【００３４】
図４は、他の一例として示すおむつ１Ｂの部分破断斜視図であり、図５，６は、図４のＶ
－Ｖ線矢視断面図と、図４のＶＩ－ＶＩ線矢視断面図とである。図４では、横方向を矢印
Ｌ、縦方向を矢印Ｍで示し、厚み方向を矢印Ｎで示す。図５，６は、図４のおむつ１Ｂが
非破断状態にあるときの図である。
【００３５】
おむつ１Ｂは、透液性表面シート２および不透液性裏面シート３と、それらシート２，３
の間に介在する半剛性の吸液性コア４とから構成されている。裏面シート３とコア４とは
、図１のそれらと同一である。おむつ１Ｂは、前胴周り域５および後胴周り域７と、それ
ら胴周り域５，７の間に位置する股下域６とを有し、コア４の吸液機能が作用する液吸収
ゾーン８と、横方向へ延びる一対のエンドフラップ９と、縦方向へ延びる一対のサイドフ
ラップ１０とを有する。液吸収ゾーン８は、前後胴周り域５，７と股下域６とに形成され
、その剛性がエンドフラップ９やサイドフラップ１０のそれよりも高い。サイドフラップ
１０には、一対の不透液性防漏シート１１が取り付けられている。
【００３６】
前後胴周り域５，７の液吸収ゾーン８は、表裏面シート２，３とコア４とから形成されて
いる。前後胴周り域５，７では、コア４が表裏面シート２，３の内面に固着されている。
股下域６の液吸収ゾーン８は、股下域６の縦方向中央に位置して横方向へ延びる第１部位
１４と、第１部位１４の横方向両側１４ａから後胴周り域７へ向かって縦方向へ延びる一
対の第２部位１５と、第２部位１５の間に位置して第１部位１４から後胴周り域７へ向か
って縦方向へ延びる第３部位１６と、第２部位１５の横方向外方に位置して縦方向へ延び
る一対の第４部位１７とを有する。
【００３７】
第１および第２部位１４，１５は、表裏面シート２，３とコア４とから形成されている。
第１および第２部位１４，１５では、コア４が表裏面シート２，３の内面に固着されてい
る。第１および第２部位１４，１５には、縦方向へ延びる伸縮性弾性部材１８が収縮可能
に取り付けられている。弾性部材１８は、表面シート２とコア４との間に介在し、表面シ
ート２の内面とコア４とに固着されている。
【００３８】
第３部位１６は、股下域６の略後半分に位置している。第４部位１７は、サイドフラップ
１０と第２部位１５との間に位置している。第３および第４部位１６，１７は、表裏面シ
ート２，３とコア４とから形成されている。第３および第４部位１６，１７では、コア４
が表裏面シート２，３の内面に固着されている。第４部位１７には、縦方向へ延びる伸縮
性弾性部材１８が収縮可能に取り付けられている。弾性部材１８は、表面シート２とコア
４との間に介在し、表面シート２の内面とコア４とに固着されている。
【００３９】
第３および第４部位１６，１７は、それら部位１６，１７に位置するコア４の吸液機能が
同一であってもよく、または、図１のおむつ１Ａと同様に、第３部位１６に位置するコア
４の吸液機能が第４部位１７に位置するコア４のそれより高くてもよい。
【００４０】
第１および第２部位１４，１５では、それら部位１４，１５に位置するコア４の厚みが前
後胴周り域５，７に位置するコア４と第３および第４部位１６，１７に位置するコア４と
のそれよりも小さく、第１および第２部位１４，１５に位置するコア４の剛性が第３およ
び第４部位１６，１７に位置するコア４のそれよりも低い。第１および第２部位１４，１
５に位置するコア４の密度は、第３および第４部位１６，１７に位置するコア４のそれよ
り小さくてもよく、第３および第４部位１６，１７に位置するコア４のそれと同一であっ
てもよい。第３および第４部位１６，１７に位置するコア４の吸液機能は、第１および第
２部位１４，１５に位置するコア４のそれよりも高い。
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【００４１】
なお、第１および第２部位１４，１５に位置するコア４の厚みが第３および第４部位１６
，１７に位置するコア４のそれと同一であってもよい。この場合は、第１および第２部位
１４，１５のコア４の密度を第３および第４部位１６，１７のコア４のそれよりも低くす
る。コア４の密度を低くするには、コア４を形成するフラッフパルプまたは熱可塑性合成
樹脂繊維の坪量を少なくしたり、高吸収性ポリマーの量を少なくすればよい。第１～第４
部位１４，１５，１６，１７のガーレ剛軟度とそれら部位１４，１５，１６，１７のガー
レ剛軟度の測定方法とは、図１のそれらと同一である。
【００４２】
第１および第２部位１４，１５は、それら部位１４，１５に位置するコア４の剛性が第３
および第４部位１６，１７に位置するコア４のそれよりも低く、それら部位１４，１５の
ガーレ剛軟度が０．０１～０．２ｍｇの範囲にあるので、第３および第４部位１６，１７
に比較して容易に撓むことができる（可撓容易）。股下域６の液吸収ゾーン８では、弾性
部材１８の縦方向への収縮力によって、第４部位１７が縦方向へ縮むとともに、第３部位
１６が第１部位１４に向かって進出している。股下域６の液吸収ゾーン８には、第１およ
び第２部位１４，１５が縦方向へ撓むことによっておむつ１Ｂの厚み方向下方へ向かって
凹む凹部１９（大便収容部）が形成されている。凹部１９は、第１部位１４と第２部位１
５の一部とによって形成されており、第４部位１７の間に位置している。凹部１９では、
図５に示すように、第３部位１６のコア４のうちの第１部位１４の側に位置する部分２０
がおむつ１Ｂの厚み方向下方へ向かって傾斜して凹部１９の一部を形成している。
【００４３】
防漏シート１１は、縦方向へ延びる固定側部１１ａと、表面シート２の上方へ起立性向を
有する可動部１１ｂと、エンドフラップ９に位置しておむつ１Ｂの横方向内方へ倒伏した
固定両端部１１ｃとを有する。可動部１１ｂの上方には、縦方向へ延びる伸縮性弾性部材
２１が収縮可能に取り付けられている。
【００４４】
エンドフラップ９は、表面シート２の端部２ａと裏面シート３の端部３ａとから形成され
ている。エンドフラップ９では、表裏面シート２，３の端部２ａ，３ａが互いに重なり合
った状態で固着されている。防漏シート１１の固定両端部１１ｃは、表面シート２の外面
に固着されている。サイドフラップ１０は、表裏面シート２，３の側部２ｂ，３ｂと防漏
シート１１の固定側部１１ａとから形成されている。サイドフラップ１０では、表裏面シ
ート２，３と防漏シート１１との側部２ｂ，３ｂ，１１ａが互いに重なり合った状態で固
着されている。サイドフラップ１０には、縦方向へ延びる複数条の脚周り用弾性部材２２
が収縮可能に取り付けられている。
【００４５】
後胴周り域７のサイドフラップ１０には、自由端部２３ｂに粘着剤（図示せず）が塗布さ
れたテープファスナ２３が取り付けられている。前胴周り域５には、テープファスナ２３
を着脱可能に止着する横方向へ長い矩形のターゲットテープ２４が取り付けられている。
テープファスナ２３とターゲットテープ２４とは、プラスチックフィルムから形成されて
いる。このおむつ１Ｂの着用手順は、図１のそれと同一である。
【００４６】
おむつ１Ｂは、股下域６の液吸収ゾーン８に厚み方向下方へ凹む凹部１９が形成され、お
むつ１Ｂの着用中に排泄された大便を凹部１９に収容することができる。おむつ１Ｂは、
第１および第２部位１４，１５に位置するコア４と前後胴周り域５，７や第３および第４
部位１６，１７に位置するコア４との間に厚み方向へ段差が形成され、前胴周り域５と第
３および第４部位１６，１７とに位置するコア４が凹部１９を囲む周壁を形成するので、
凹部１９に収容された軟便の前後胴周り域５，７やサイドフラップ１０への流動を防ぐこ
とができる。大便に含まれる水分は、表面シート２を透過した後、第１～第４部位１４，
１５，１６，１７に位置するコア４に吸収される。おむつ１Ｂは、第１および第２部位１
４，１５にコア４が存在するので、凹部１９における液吸収量を向上させることができる
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。
【００４７】
おむつ１Ｂは、第３部位１６に位置するコア４の吸液機能が第１および第２部位１４，１
５に位置するコア４のそれよりも高く、第４部位１７に位置するコア４のそれよりも高い
場合、軟便が前後胴周り域５，７やサイドフラップ１０へ流動する以前に、軟便の多量の
水分を第３部位１６のコア４に素早く吸収させることができ、軟便の前後胴周り域５，７
やサイドフラップ１０への流動を確実に防ぐことができる。
【００４８】
図７は、他の一例として示すおむつ１Ｃの部分破断斜視図であり、図８，９は、図７のＶ
ＩＩＩ－ＶＩＩＩ線矢視断面図と、図７のＩＸ－ＩＸ線矢視断面図とである。図７では、
横方向を矢印Ｌ、縦方向を矢印Ｍで示し、厚み方向を矢印Ｎで示す。図８は、図７のおむ
つ１Ｃが非破断状態にあるときの図である。
【００４９】
おむつ１Ｃは、透液性表面シート２および不透液性裏面シート３と、それらシート２，３
の間に介在する半剛性の吸液性コア４とから構成されている。裏面シート３とコア４とは
、図１のそれらと同一である。おむつ１Ｃは、前胴周り域５および後胴周り域７と、それ
ら胴周り域５，７の間に位置する股下域６とを有し、コア４の吸液機能が作用する液吸収
ゾーン８と、横方向へ延びる一対のエンドフラップ９と、縦方向へ延びる一対のサイドフ
ラップ１０とを有する。液吸収ゾーン８は、前後胴周り域５，７と股下域６とに形成され
、その剛性がエンドフラップ９やサイドフラップ１０のそれよりも高い。サイドフラップ
１０には、一対の不透液性防漏シート１１が取り付けられている。
【００５０】
前後胴周り域５，７の液吸収ゾーン８は、表裏面シート２，３とコア４とから形成されて
いる。前後胴周り域５，７では、コア４が表裏面シート２，３の内面に固着されている。
股下域６の液吸収ゾーン８は、股下域６の縦方向中央に位置して横方向へ延びる第１部位
１４と、第１部位１４の横方向両側１４ａから前後胴周り域５，７へ向かって縦方向へ延
びる一対の第２部位１５と、第２部位１５の間に位置して第１部位１４から前後胴周り域
５，７へ向かって縦方向へ延びる一対の第３部位１６と、第２部位１５の横方向外方に位
置して縦方向へ延びる一対の第４部位１７とを有する。
【００５１】
第１および第２部位１４，１５は、コア４を除く表裏面シート２，３から形成されている
。第１および第２部位１４，１５では、表裏面シート２，３の内面どうしが固着されてい
る。
【００５２】
第３および第４部位１６，１７は、表裏面シート２，３とコア４とから形成されている。
第３部位１６は、第１部位１４を挟んで縦方向へ所与寸法離間対向し、股下域６の略前半
分と略後半分とに位置している。第３部位１６のコア４は、前後胴周り域５，７のコア４
とつながっている。第３部位１６では、コア４が表裏面シート２，３に固着されておらず
、それらシート２，３から遊離している。第３部位１６では、コア４が表裏面シート２，
３の内面に固着されていてもよく、それらシート２，３のうちのいずれか一方の内面に固
着されていてもよい。
【００５３】
第４部位１７は、サイドフラップ１０と第２部位１５との間に位置している。第４部位１
７のコア４は、前後胴周り域５，７のコア４とつながっている。第４部位１７では、コア
４が表裏面シート２，３の内面に固着されている。第４部位１７には、縦方向へ延びる伸
縮性弾性部材１８が収縮可能に取り付けられている。弾性部材１８は、表面シート２とコ
ア４との間に介在し、表面シート２の内面とコア４とに固着されている。
【００５４】
第３および第４部位１６，１７では、それら部位１６，１７に位置するコア４の吸液機能
が同一であってもよく、または、図１のおむつ１Ｃと同様に、第３部位１６に位置するコ
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ア４の吸液機能が第４部位１７に位置するコア４のそれより高くてもよい。第１～第４部
位１４，１５，１６，１７のガーレ剛軟度とそれら部位１４，１５，１６，１７のガーレ
剛軟度の測定方法とは、図１のそれらと同一である。
【００５５】
第１および第２部位１４，１５は、それら部位１４，１５にコア４が存在しないので、そ
れら部位１４，１５の剛性が第３および第４部位１６，１７のそれよりも低く、第３およ
び第４部位１６，１７に比較して容易に撓むことができる（可撓容易）。股下域６の液吸
収ゾーン８では、弾性部材１８の縦方向への収縮力によって、第４部位１７が縦方向へ縮
むとともに、第３部位１６が第１部位１４に向かって進出している。股下域６の液吸収ゾ
ーン８には、第１および第２部位１４，１５が縦方向へ撓むことによっておむつ１Ｃの厚
み方向下方へ向かって凹む凹部１９（大便収容部）が形成されている。凹部１９は、第１
部位１４と第２部位１５の一部とによって形成されており、第４部位１７の間に位置して
いる。凹部１９では、図８に示すように、第３部位１６のコア４のうちの第１部位１４の
側に位置する部分２０がおむつ１Ｃの厚み方向下方へ向かって傾斜して凹部１９の一部を
形成している。
【００５６】
防漏シート１１は、縦方向へ延びる固定側部１１ａと、表面シート２の上方へ起立性向を
有する可動部１１ｂと、エンドフラップ９に位置しておむつ１Ｃの横方向内方へ倒伏した
固定両端部１１ｃとを有する。可動部１１ｂの上方には、縦方向へ延びる伸縮性弾性部材
２１が収縮可能に取り付けられている。
【００５７】
エンドフラップ９は、表面シート２の端部２ａと裏面シート３の端部３ａとから形成され
ている。エンドフラップ９では、表裏面シート２，３の端部２ａ，３ａが互いに重なり合
った状態で固着されている。防漏シート１１の固定両端部１１ｃは、表面シート２の外面
に固着されている。サイドフラップ１０は、表裏面シート２，３の側部２ｂ，３ｂと防漏
シート１１の固定側部１１ａとから形成されている。サイドフラップ１０では、表裏面シ
ート２，３と防漏シート１１との側部２ｂ，３ｂ，１１ａが互いに重なり合った状態で固
着されている。サイドフラップ１０には、縦方向へ延びる複数条の脚周り用弾性部材２２
が収縮可能に取り付けられている。
【００５８】
後胴周り域７のサイドフラップ１０には、自由端部２３ｂに粘着剤（図示せず）が塗布さ
れたテープファスナ２３が取り付けられている。前胴周り域５には、テープファスナ２３
を着脱可能に止着する横方向へ長い矩形のターゲットテープ２４が取り付けられている。
テープファスナ２３とターゲットテープ２４とは、プラスチックフィルムから形成されて
いる。このおむつ１Ｃの着用手順は、図１のそれと同一である。
【００５９】
おむつ１Ｃは、股下域６の液吸収ゾーン８に厚み方向下方へ凹む凹部１９が形成され、お
むつ１Ｃの着用中に排泄された大便を凹部１９に収容することができる。おむつ１Ｃは、
第３および第４部位１６，１７に位置するコア４が凹部１９を囲む周壁を形成するので、
凹部１９に収容された軟便の前後胴周り域５，７やサイドフラップ１０への流動を防ぐこ
とができる。大便に含まれる水分は、表面シート２を透過した後、第３部位１６に位置す
るコア４に吸収される。
【００６０】
おむつ１Ｃは、第３部位１６に位置するコア４が表裏面シート２，３に固着されていない
ので、弾性部材１８の収縮力が第３部位１６のコア４の剛性によって抑制され難く、第２
部位１５が縦方向へ容易に縮み、股下域６の液吸収ゾーン８に凹部１９を形成し易い。
【００６１】
おむつ１Ｃは、第３部位１６に位置するコア４の吸液機能が第４部位１７に位置するコア
４のそれよりも高い場合、軟便が前後胴周り域５，７やサイドフラップ１０へ流動する以
前に、軟便の多量の水分を第３部位１６のコア４に素早く吸収させることができ、軟便の
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前後胴周り域５，７やサイドフラップ１０への流動を確実に防ぐことができる。
【００６２】
表面シート２には、親水性繊維不織布、多数の開孔を有する疎水性繊維不織布、微細な多
数の開孔を有するプラスチックフィルムのいずれかを使用することができる。裏面シート
３には、疎水性繊維不織布、通気不透液性プラスチックフィルム、疎水性繊維不織布どう
しをラミネートした複合シートのいずれかを使用することもできる。防漏シート１１には
、裏面シート３と同一の素材を使用することができる。不織布には、スパンレース、ニー
ドルパンチ、メルトブローン、サーマルボンド、スパンボンド、ケミカルボンドの各製法
により製造されたものを使用することができる。
【００６３】
裏面シート３や防漏シート１１には、高い耐水性を有するメルトブローン法による繊維不
織布の少なくとも片面に、高い強度と良好な柔軟性とを有するスパンボンド法による繊維
不織布を重ね合わせた複合不織布（ＳＭ不織布またはＳＭＳ不織布）を使用することもで
きる。
【００６４】
親水性繊維不織布は、親水化処理が施された合成繊維、半合成繊維、再生繊維のうちのい
ずれか、または、それら繊維を混合した複合繊維から作ることができる。合成繊維には、
特に限定はないが、ポリエステル系、ポリアクリロニトリル系、ポリ塩化ビニル系、ポリ
エチレン系、ポリプロピレン系、ポリスチレン系を使用することができる。合成繊維には
、芯鞘型複合繊維、並列型複合繊維、異型中空繊維、微多孔繊維、接合型複合繊維を使用
することもできる。疎水性繊維不織布は、合成繊維から作ることができる。疎水性繊維不
織布には、撥水処理が施された半合成繊維や再生繊維が含まれていてもよい。
【００６５】
コア４は、それの型崩れを防止するため、全体がティッシュペーパーや親水性繊維不織布
等の透液性シートに包被されていることが好ましい。コア４を形成する高吸収性ポリマー
としては、デンプン系、セルロース系、合成ポリマー系のものを使用することができる。
高吸収性ポリマーには、粒子状または繊維状のものを使用することができる。
【００６６】
表裏面シート２，３どうしの固着、表裏面シート２，３に対する防漏シート１１の固着、
表裏面シート２，３に対するコア４の固着、表裏面シート２，３や防漏シート１１に対す
る弾性部材１８，２１，２２の固着には、接着剤、または、ヒートシールやソニックシー
ル等の熱による溶着手段を利用することができる。
【００６７】
接着剤には、ホットメルト型接着剤やアクリル系接着剤、ゴム系接着剤を使用することが
できる。接着剤は、表裏面シート２，３や防漏シート１１にスパイラル状、ジグザグ状、
ドット状、縞状のうちのいずれかの態様で塗布されている。接着剤をそのような態様でそ
れらシート２，３，１１に塗布すると、それらシート２，３，１１に接着剤が塗布された
塗布域と接着剤が塗布されていない非塗布域とが形成され、それらシート２，３，１１ど
うしが断続的に固着される。
【００６８】
図１，４，７のおむつ１Ａ，１Ｂ，１Ｃでは、弾性部材１８を裏面シート３とコア４との
間に介在させ、弾性部材１８を裏面シート３の内面とコア４とに固着してもよい。
【００６９】
図１，７のおむつ１Ａ，１Ｃでは、第１および第２部位１４，１５にコア４が存在してい
てもよい。この場合は、図４のおむつ１Ｂと同様に、第１および第２部位１４，１５に位
置するコア４の剛性を第３および第４部位１６，１７に位置するコア４のそれよりも低く
する。図４のおむつ１Ｂでは、図１，７のおむつ１Ａ，１Ｃと同様に、第１および第２部
位１４，１５がコア４を除く表裏面シート２，３から形成されていてもよい。図１，７の
おむつ１Ａ，１Ｃでは、弾性部材１８が第４部位１７とともに第１および第２部位１４，
１５に収縮可能に取り付けられていてもよい。弾性部材１８を第１および第２部位１４，
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１５に取り付ける場合は、弾性部材１８を表裏面シート２，３の間に介在させ、弾性部材
１８をそれらシート２，３の内面に固着する。
【００７０】
この発明は、着用時に前後胴周り域を連結するオープン型のおむつ１Ａ，１Ｂ，１Ｃの他
に、前後胴周り域のサイドフラップがあらかじめ連結されて胴周り開口と脚周り開口とが
形成されたパンツ型のおむつにも実施することができる。
【００７１】
【発明の効果】
本発明にかかる使い捨ておむつによれば、伸縮性弾性部材の縦方向への収縮力によって、
第４部位が縦方向へ縮むとともに、第１および第２部位が撓んで股下域の液吸収ゾーンに
厚み方向下方へ凹む大便収容部（凹部）が形成される。このおむつは、その着用中に排泄
された大便を収容部に収容することができる。このおむつは、弾性部材の収縮力が大便収
容部の口を閉じるように作用したとしても、第３および第４部位の剛性によって弾性部材
の収縮力が抑制されるので、収容部がその口を閉じることはなく、大便を収容部に確実に
収容することができる。このおむつは、コアが厚み方向へ重なる従来技術のおむつと比較
し、コアが嵩張ることはなく、おむつを着用したときの違和感がない。
【００７２】
第３部位に位置するコアの吸液機能が第４部位に位置するコアのそれよりも高いおむつで
は、軟便が前後胴周り域やサイドフラップへ流動する以前に、軟便の多量の水分を第３部
位に素早く吸収させることができ、軟便の前後胴周り域やサイドフラップへの流動を確実
に防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】一例として示すおむつの部分破断斜視図。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線矢視断面図。
【図３】図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線矢視断面図。
【図４】他の一例として示すおむつの部分破断斜視図。
【図５】図４のＶ－Ｖ線矢視断面図。
【図６】図４のＶＩ－ＶＩ線矢視断面図。
【図７】他の一例として示すおむつの部分破断斜視図。
【図８】図７のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線矢視断面図。
【図９】図７のＩＸ－ＩＸ線矢視断面図。
【符号の説明】
１Ａ　　　　　使い捨ておむつ
１Ｂ　　　　　使い捨ておむつ
１Ｃ　　　　　使い捨ておむつ
２　　　　　　透液性表面シート
３　　　　　　不透液性裏面シート
４　　　　　　吸液性コア
５　　　　　　前胴周り域
６　　　　　　股下域
７　　　　　　後胴周り域
８　　　　　　液吸収ゾーン
９　　　　　　サイドフラップ
１０　　　　　　エンドフラップ
１１　　　　　　不透液性防漏シート
１４　　　　　　第１部位
１４ａ　　　　　横方向両側
１５　　　　　　第２部位
１６　　　　　　第３部位
１７　　　　　　第４部位
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１８　　　　　　伸縮性弾性部材
１９　　　　　　凹部（大便収容部）
２０　　　　　　部分

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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