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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手方向と、前記長手方向と交差する幅方向と、を有した使い捨ておむつであって、
　液体を吸収する吸収体を含む中央帯状領域と、
　前記中央帯状領域の前記幅方向の両側部に位置するサイドフラップと、
　前記サイドフラップに設けられ、前記長手方向に沿って伸縮する帯状の脚回り弾性シー
トと、
　を有し、
　前記サイドフラップの前記幅方向外側の端縁部は、前記幅方向外側に凸となった凸部と
前記幅方向外側に凹となった凹部とが前記長手方向において交互に繰り返される蛇行状の
部分を備え、
　前記脚回り弾性シートは、前記サイドフラップの前記凹部よりも前記幅方向の内側に配
置されており、
　前記サイドフラップは、前記使い捨ておむつを着用する際に着用者の腹側に位置する前
部と、着用者の背側に位置する後部と、前記前部及び前記後部との間に位置する股下部と
、を有し、
　前記サイドフラップの前記股下部において、前記長手方向に隣り合う２つの前記凸部の
間の距離が一定であり、
　前記サイドフラップの前記後部において前記長手方向に隣り合う２つの前記凸部の間の
距離のうち最も大きなものは、前記サイドフラップの前記股下部において前記長手方向に
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隣り合う２つの前記凸部の間の距離よりも広い、ことを特徴とする使い捨ておむつ。
【請求項２】
　請求項１に記載の使い捨ておむつであって、
　前記脚回り弾性シートは、前記長手方向に沿って直線状に配置されている、ことを特徴
とする使い捨ておむつ。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の使い捨ておむつであって、
　前記幅方向における前記凸部と前記凹部との間の距離は、前記凹部と前記脚回り弾性シ
ートの前記幅方向の外側端部との間の距離よりも大きい、ことを特徴とする使い捨ておむ
つ。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の使い捨ておむつであって、
　前記サイドフラップの前記後部における前記幅方向の長さは、前記サイドフラップの前
記股下部における前記幅方向の長さよりも長い、ことを特徴とする使い捨ておむつ。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の使い捨ておむつであって、
　前記吸収体は、液体吸収性素材の目付量が他の部分よりも少ないダーツ部を、前記股下
部の前記長手方向の前側及び後側にそれぞれ一対有し、
　前記サイドフラップの前記後部は、前記股下部の前記長手方向の後側に設けられた前記
ダーツ部よりも前記長手方向の後側に位置する領域である、ことを特徴とする使い捨てお
むつ。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の使い捨ておむつであって、
　前記脚回り弾性シートの前記長手方向の前側端部、及び、前記脚回り弾性シートの前記
長手方向の後側端部は、前記幅方向において同じ位置である、ことを特徴とする使い捨て
おむつ。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載の使い捨ておむつであって、
　前記サイドフラップは、着用者の肌側に配置された液透過性のトップシートと、着用者
の非肌側に配置されたバックシートと、前記トップシートと前記バックシートとの間に配
置された液不透過性の防漏シートとを有し、
　前記防漏シートの前記幅方向外側端部の位置は、前記サイドフラップの前記凹部よりも
前記幅方向の内側である、ことを特徴とする使い捨ておむつ。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載の使い捨ておむつであって、
　前記サイドフラップは、前記長手方向の前側端部及び後側端部に、前記幅方向の内側に
凸となる曲線からなる切欠き部を有する、ことを特徴とする使い捨ておむつ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使い捨ておむつに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来オープンタイプの使い捨ておむつが広く用いられている。オープンタイプの使い捨
ておむつでは、サイドフラップにファスニングテープが設けられており、前部（腹側の部
位、前胴回り部とも言う）にはファスニングテープと係合するターゲットテープが設けら
れている。このようなオープンタイプの使い捨ておむつは、着脱の容易性などから、特に
新生児及び乳幼児に広く用いられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－２１２２１２号公報
【特許文献２】特開２０１３－１３８７０２号公報
【特許文献３】特開２０１３－２３０２５６号公報
【特許文献４】特開２０１３－１５８５７３号公報
【特許文献５】国際公開第２０１３／０７７３６０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　オープンタイプの使い捨ておむつでは、着脱が容易である一方、着用時における脚繰り
部分のフィット性が問題となることがある。例えば、乳幼児等におむつを着用させる際に
は、おむつ内に排泄された排泄物がおむつの脚回り開口部から外部に漏出しないように、
ファスニングテープをきつめに締めておむつの脚回り開口部と着用者の脚との間に隙間が
生じにくくする場合がある。このような場合、おむつの脚繰り部が着用者の肌に食い込み
やすくなり、着用者が脚を動かす際に違和感を生じさせ、肌触りを悪化させるおそれがあ
る。また、肌の弱い新生児等の場合には、脚部を強く締め付けられることにより血流が悪
化してむくみが生じたり、不快感を生じさせたりする原因にもなる。
　本発明は、上記のような問題に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは
、脚繰り部において良好な肌触りを有する使い捨ておむつを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するための主たる発明は、
　長手方向と、前記長手方向と交差する幅方向と、を有した使い捨ておむつであって、
　液体を吸収する吸収体を含む中央帯状領域と、
　前記中央帯状領域の前記幅方向の両側部に位置するサイドフラップと、
　前記サイドフラップに設けられ、前記長手方向に沿って伸縮する帯状の脚回り弾性シー
トと、
　を有し、
　前記サイドフラップの前記幅方向外側の端縁部は、前記幅方向外側に凸となった凸部と
前記幅方向外側に凹となった凹部とが前記長手方向において交互に繰り返される蛇行状の
部分を備え、
　前記脚回り弾性シートは、前記サイドフラップの前記凹部よりも前記幅方向の内側に配
置されており、
　前記サイドフラップは、前記使い捨ておむつを着用する際に着用者の腹側に位置する前
部と、着用者の背側に位置する後部と、前記前部及び前記後部との間に位置する股下部と
、を有し、
　前記サイドフラップの前記股下部において、前記長手方向に隣り合う２つの前記凸部の
間の距離が一定であり、
　前記サイドフラップの前記後部において前記長手方向に隣り合う２つの前記凸部の間の
距離のうち最も大きなものは、前記サイドフラップの前記股下部において前記長手方向に
隣り合う２つの前記凸部の間の距離よりも広い、ことを特徴とする使い捨ておむつである
。
【０００６】
　本発明の他の特徴については、本明細書及び添付図面の記載により明らかにする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、脚繰り部において良好な肌触りを有する使い捨ておむつを提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
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【図１】おむつ１の展開平面図である。
【図２】図２Ａ～図２Ｃは、おむつ１の各部の分解説明図である。図２Ａは、前部３の分
解説明図である。図２Ｂは、股下部５の分解説明図である。図２Ｃは、後部７の分解説明
図である。
【図３】ポジショニング姿勢の説明図である。
【図４】着用時におけるおむつ１の形態について説明する図である。
【図５】おむつ１の着用時の様子を表す側面図である。
【図６】サイドフラップ１４の構成を説明する概略平面図である。
【図７】サイドフラップ１４の端縁部１４Ｌｇについて拡大して表した図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本明細書及び添付図面の記載により、少なくとも以下の事項が明らかとなる。
　長手方向と、前記長手方向と交差する幅方向と、を有した使い捨ておむつであって、液
体を吸収する吸収体を含む中央帯状領域と、前記中央帯状領域の前記幅方向の両側部に位
置するサイドフラップと、前記サイドフラップに設けられ、前記長手方向に沿って伸縮す
る帯状の脚回り弾性シートと、を有し、前記サイドフラップの前記幅方向外側の端縁部は
、前記幅方向外側に凸となった凸部と前記幅方向外側に凹となった凹部とが前記長手方向
において交互に繰り返される蛇行状の部分を備え、前記脚回り弾性シートは、前記サイド
フラップの前記凹部よりも前記幅方向の内側に配置されている、ことを特徴とする使い捨
ておむつ
　このような使い捨ておむつによれば、脚繰り部において良好な肌触りを有する使い捨て
おむつを提供することができる。
【００１０】
かかる使い捨ておむつであって、前記脚回り弾性シートは、前記長手方向に沿って直線状
に配置されている、ことが望ましい。
　このような使い捨ておむつによれば、股下部において脚回り弾性シートとサイドフラッ
プの端縁部とが平行な位置関係となることから、サイドフラップの端縁部に対して脚回り
弾性シートによる伸縮力を均等に作用させることができる。これにより、サイドフラップ
の端縁部の一部の領域で締め付けが強くなる等の問題が生じにくくなる。
【００１１】
かかる使い捨ておむつであって、前記幅方向における前記凸部と前記凹部との間の距離は
、前記凹部と前記脚回り弾性シートの前記幅方向の外側端部との間の距離よりも大きい、
ことが望ましい。
　このような使い捨ておむつによれば、脚回り開口部を形成するサイドフラップの端縁部
に対して脚回り弾性シートの伸縮力が直接作用しにくくなり、凹部と凸部とがそれぞれの
形状に保たれやすく、おむつの着用時においても当該端縁部の蛇行形状が維持されやすく
なる。これにより、サイドフラップの端縁部に作用する力が分散され、脚回り開口部にお
けるフィット感が損なわれない程度の伸縮性を作用させつつ、良好な肌触りを実現するこ
とができる。
【００１２】
かかる使い捨ておむつであって、前記サイドフラップは、前記使い捨ておむつを着用する
際に着用者の腹側に位置する前部と、着用者の背側に位置する後部と、前記前部及び前記
後部との間に位置する股下部と、を有し、前記サイドフラップの前記股下部において、前
記長手方向に隣り合う２つの前記凸部の間の距離が一定である、ことが望ましい。
　このような使い捨ておむつによれば、凹凸部の各々に対して均等に力が作用しやすくな
る。これにより、サイドフラップの端縁部の一部の領域で締め付けが強くなる等の問題が
生じにくくなる。
【００１３】
かかる使い捨ておむつであって、前記サイドフラップの前記後部において前記長手方向に
隣り合う２つの前記凸部の間の距離のうち最も大きなものは、前記サイドフラップの前記



(5) JP 6343495 B2 2018.6.13

10

20

30

40

50

股下部において前記長手方向に隣り合う２つの前記凸部の間の距離よりも広い、ことが望
ましい。
　このような使い捨ておむつによれば、サイドフラップの後部領域において着用者の臀部
と接触するエッジ部の曲線が滑らかになるため、臀部における肌触りをソフトにすること
で良好な肌触りを実現することができる。
【００１４】
かかる使い捨ておむつであって、前記サイドフラップの前記後部における前記幅方向の長
さは、前記サイドフラップの前記股下部における前記幅方向の長さよりも長い、ことが望
ましい。
　このような使い捨ておむつによれば、着用時において、後部の領域でサイドフラップが
着用者の臀部を覆う面積が広くなるため、良好な着用感を実現することができる。
【００１５】
かかる使い捨ておむつであって、前記吸収体は、液体吸収性素材の目付量が他の部分より
も少ないダーツ部を、前記股下部の前記長手方向の前側及び後側にそれぞれ一対有し、前
記サイドフラップの前記後部は、前記股下部の前記長手方向の後側に設けられた前記ダー
ツ部よりも前記長手方向の後側に位置する領域である、ことが望ましい。
　このような使い捨ておむつによれば、後側ダーツ部よりも長手方向の前部側ではサイド
フラップの幅が狭く、後部側ではサイドフラップの幅が広くなる。これにより、長手方向
の前部側において着用者が脚を動かしやすいようにしつつ、後部側において着用者の臀部
がサイドフラップからはみ出すことを抑制しやすくなる。
【００１６】
かかる使い捨ておむつであって、前記脚回り弾性シートの前記長手方向の前側端部、及び
、前記脚回り弾性シートの前記長手方向の後側端部は、前記幅方向において同じ位置であ
る、ことが望ましい。
　このような使い捨ておむつによれば、サイドフラップの端縁部に対して均等に伸縮力を
作用させやすくなるため、脚繰り部の締め付け力が局所的に強くなることが抑制され、良
好な肌触りを実現しやすくなる。また、おむつを前後逆にして着用させる際にも、おむつ
の機能を損なうことなく端縁部に対して均等に力を作用させることが可能となる。
【００１７】
かかる使い捨ておむつであって、前記サイドフラップは、着用者の肌側に配置された液透
過性のトップシートと、着用者の非肌側に配置されたバックシートと、前記トップシート
と前記バックシートとの間に配置された液不透過性の防漏シートとを有し、前記防漏シー
トの前記幅方向外側端部の位置は、前記サイドフラップの前記凹部よりも前記幅方向の内
側である、ことが望ましい。
　このような使い捨ておむつによれば、生地の素材が硬く肌触りが悪くなりやすい防漏シ
ートがサイドフラップの端縁部から離れて配置されることにより、端縁部の領域が柔らか
く保たれ、おむつ着用時における脚繰り部の肌触りを良好なものとすることができる。
【００１８】
かかる使い捨ておむつであって、前記サイドフラップは、前記長手方向の前側端部及び後
側端部に、前記幅方向の内側に凸となる曲線からなる切欠き部を有する、ことが望ましい
。
　このような使い捨ておむつによれば、切欠き部が設けられることにより、サイドフラッ
プの角の部分が着用者の腹部に当たり難くなり、胴回りにおける肌触りを良好なものとす
ることができる。
【００１９】
　＝＝＝実施形態＝＝＝
　＜使い捨ておむつ１の基本構成＞
　本実施形態の使い捨ておむつ１（以下、単におむつ１とも呼ぶ）は、主に新生児や乳幼
児を着用対象とした使い捨ておむつであり、体重が３０００ｇ以下の低体重児、特に体重
が２５００ｇ未満の低出生体重児に好適に用いられる。なお、低体重児には、低出生体重
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児（体重２５００ｇ未満）だけでなく、極低出生体重児用（体重１５００ｇ未満）や超低
出生体重児用（体重１０００ｇ未満）も含まれる。
【００２０】
　図１は、おむつ１の展開平面図である。図２Ａ～図２Ｃは、おむつ１の各部の分解説明
図である。図２Ａは、前部３の分解説明図である。図２Ｂは、股下部５の分解説明図であ
る。図２Ｃは、後部７の分解説明図である。
【００２１】
　本実施形態のおむつ１は、所謂オープンタイプの使い捨ておむつであり、図１に示すよ
うに、前部３と、股下部５と、後部７とを有する。前部３は、着用者の前部（腹側、前胴
回り）に位置することになる部分である。また、後部７は、着用者の後部（背側、後胴回
り）に位置することになる部分である。股下部５は、前部３と後部７との間に位置するこ
とになる部分である。
【００２２】
　以下の説明では、図１に示すように、各方向を定義する。すなわち、前部３から後部７
に向かう方向を「製品長手方向Ｌ」とし、製品長手方向Ｌと直交する方向を「製品幅方向
Ｗ」とする。図１に示されているＣＬは、製品長手方向Ｌにおけるおむつ１の中心を示す
線である。また、図２に示すように、製品長手方向Ｌ及び製品幅方向Ｗと直交する方向を
「厚さ方向」とし、着用者の肌の側を「肌側」とし、その逆側を「非肌側」とする。
【００２３】
　おむつ１は、中央帯状領域１２と、サイドフラップ１４と、レッグサイドギャザー１６
と、ウェストギャザー１８とを有する。一対のサイドフラップ１４には、ファスニングテ
ープ３０がそれぞれ取り付けられている。
【００２４】
　中央帯状領域１２は、前部３、股下部５及び後部７によって構成された製品幅方向Ｗの
中央部に位置する帯状の領域である（図１参照）。中央帯状領域１２は、着用者によって
排泄された尿等の液体を吸収し保持する部位である。中央帯状領域１２は、液保持性の吸
収体２１を含む縦長の形状（製品長手方向Ｌに沿った形状）を有する。中央帯状領域１２
は、主に、吸収体２１、トップシート２２、防漏シート２３及びバックシート２４を有す
る（図２Ａ～図２Ｃ参照）。
【００２５】
　吸収体２１は、尿等の排泄物を吸収することが可能な液体吸収性素材を積層してなる部
材であり、前部３、股下部５及び後部７にわたって配置されている。図１の網掛け部で表
示された領域は、吸収体２１の占める領域を示している。吸収体２１は、製品長手方向Ｌ
の中央部における幅が狭くなるような砂時計形状を有する。但し、吸収体２１の形状は、
図１に示す形状に限定されず、単純な長方形であっても良い。また、吸収体２１は、少な
くとも股下部５に設けられていれば良い。吸収体２１は、トップシート２２及び防漏シー
ト２３に挟まれて配置されている。吸収体２１を構成する液体吸収性素材としては、例え
ばパルプ繊維等の液体吸収性繊維や、高吸収性ポリマー等の液体吸収性粒状物を使用する
ことができる。また、液体吸収性繊維及び液体吸収性粒状物以外の液体吸収性素材を含ん
でいても良い。
【００２６】
　吸収体２１の股下部５には、製品幅方向Ｗの両端部の前部３寄りに１対のダーツ部２１
１ｆが形成されている。同様に、製品幅方向Ｗの両端部の後部７寄りに１対のダーツ部２
１１ｂが形成されている。ダーツ部２１１ｆ及び２１１ｂは、吸収体２１が図１のような
略釣りがね形状に切欠かれたくびれ部である。なお、当該ダーツ部２１１ｆ及び２１１ｂ
の形状は図１に示される形状には限られない。また、ダーツ部２１１ｆ及び２１１ｂにお
いて吸収体２１が切り欠かれているのではなく、吸収体２１の他の部分よりも液体吸収性
素材の目付量が少なくなっているのでも良い。例えば、ダーツ部２１１ｆ及び２１１ｂに
おける液体吸収性素材の目付量が他の部分の目付量の１／３以下となるようにしても良い
。いずれにせよ、吸収体２１の剛性はダーツ部２１１ｆ及び２１１ｂにおいて他の部分よ
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りも低くなっている。これにより、当該ダーツ部の領域で吸収体２１を折り曲げやすくす
ると共に、着用者の身体（股下部）に合わせておむつ１を丸く立体的に変形させやすくし
て、おむつ１を着用する際のフィット性を向上させることができる。
【００２７】
　なお、おむつ１では、着用者の股間の中心部と股下部５の中心部とが一致するように股
下部５の位置が設定されている。着用者の股間の中心部とは、脚の付け根の中央位置のこ
とであり、製品長手方向Ｌにおいておむつ１の中心位置ＣＬよりも前部側にずれた位置と
なる（図１参照）。股下部５の中心部がおむつ１の中心位置ＣＬよりも前部側にあること
により、着用者は脚を前側（腹側）に動かしやすくなり、また、おむつ１の後部７の面積
を相対的に広くすることで、着用者の臀部をしっかりと覆うことができる。
【００２８】
　トップシート２２は、吸収体２１の肌側に配置された液透過性の部材である。防漏シー
ト２３は、吸収体２１の非肌側に配置された液不透過性の部材である。バックシート２４
は、おむつ１の非肌側の外装を構成する部材（外装シート）であり、例えば不織布で構成
されている。防漏シート２３の非肌側にはバックシート２４が配置されている（図２Ａ～
図２Ｃ参照）。
【００２９】
　中央帯状領域１２の股下部５では、吸収体２１とバックシート２４との間に、伸縮フィ
ルム２５が配置されている。伸縮フィルム２５は、股下部５の中央帯状領域１２に伸縮性
を付与する部材である。本実施形態では、製品長手方向Ｌに伸長させた状態で伸縮フィル
ム２５が取り付けられる。これにより、伸縮フィルム２５は中央帯状領域１２の股下部５
に対して製品長手方向Ｌに沿った収縮力を発現する。おむつ１の着用時においては、股下
部５が製品長手方向Ｌに沿って収縮することにより、上述のダーツ部２１１ｆ及び２１１
ｂと相まって中央帯状領域１２が着用者の身体に沿って丸みを帯びた形状に立体的に変形
する。これにより、中央帯状領域１２が着用者の股間部を包み込むような形状で保持され
るようになるため、おむつ１のフィット感を向上させつつ、排泄物がおむつ１の外部に漏
れることを抑制しやすくなる。
【００３０】
　サイドフラップ１４は、中央帯状領域１２の製品幅方向Ｗの両側部に位置する部位であ
る。サイドフラップ１４は、前部３、股下部５及び後部７にわたって形成されている（図
１参照）。股下部５におけるサイドフラップ１４の製品幅方向Ｗの長さ（幅）は、前部３
及び後部７におけるサイドフラップ１４の製品幅方向Ｗの長さ（幅）よりも狭い。また、
サイドフラップ１４の前部３における製品幅方向Ｗの長さｗｆよりも、サイドフラップ１
４の後部７における製品幅方向Ｗの長さｗｂの方が長くなっている（図１参照）。一対の
サイドフラップ１４には、製品長手方向Ｌに沿って伸縮するレッグギャザー１５（脚回り
伸縮部）がそれぞれ設けられている。
【００３１】
　サイドフラップ１４は、主に、肌側シート２６とバックシート２４から構成されている
（図２Ａ～図２Ｃ参照）。肌側シート２６は、前部３、股下部５及び後部７にわたって形
成された肌側の部材であり、例えば不織布で構成されている。肌側シート２６は、レッグ
サイドギャザー１６（立体ギャザー）を構成する部材でもあり、肌側シート２６の外側の
部位（図１の太点線の接合部２６Ａより外側の部位）がサイドフラップ１４を構成する。
【００３２】
　サイドフラップ１４の肌側シート２６とバックシート２４との間には、弾性シート２７
が配置されている。弾性シート２７は、製品長手方向Ｌに沿って伸縮する帯状の部材であ
り、おむつ１の着用時において、脚回り開口部に伸縮性を付与する部材である。すなわち
、弾性シート２７はおむつ１の脚繰り部を着用者の脚に合わせてフィットさせる脚回り弾
性シートである。また、弾性シート２７が股下部５の肌側シート２６及びバックシート２
４に伸縮性を付与することによって、レッグギャザー１５が構成される。弾性シート２７
は、例えば伸縮性の不織布によって構成される。
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【００３３】
　レッグサイドギャザー１６は、脚繰りの隙間からの液漏れを防ぐための立体ギャザーで
ある。一対のレッグサイドギャザー１６は、前部３、股下部５及び後部７にわたって製品
長手方向Ｌに沿って形成されている（図１参照）。レッグサイドギャザー１６は、サイド
フラップ１４の内側で中央帯状領域１２の両縁を覆うように形成されている。
【００３４】
　レッグサイドギャザー１６は、主に肌側シート２６の内側の部位から構成されている（
図２参照）。股下部５の肌側シート２６の内縁は糸ゴム等によって伸縮性を有している。
肌側シート２６は、中央帯状領域１２とサイドフラップ１４との間の接合部２６Ａで製品
長手方向Ｌに沿って接合されている（図１の太点線）。肌側シート２６の接合部２６Ａよ
りも内側の領域が、接合部２６Ａを支点にしてレッグサイドギャザー１６（立体ギャザー
）を構成する。
【００３５】
　ウェストギャザー１８は、後部７において製品幅方向Ｗに沿って配置された胴回り伸縮
部である（図１参照）。後部７では、吸収体２１とバックシート２４との間に、ウェスト
ギャザーフィルム２８が配置されている（図２Ｃ参照）。ウェストギャザーフィルム２８
は、製品幅方向Ｗに沿って伸縮する帯状の伸縮部材である。ウェストギャザーフィルム２
８がバックシート２４等に伸縮性を付与することによって、ウェストギャザー１８が構成
される。ウェストギャザーフィルム２８の製品幅方向Ｗの長さは、吸収体２１よりも長い
。このため、ウェストギャザー１８は、吸収体２１から製品幅方向Ｗの外側にも突出して
形成されている。なお、ウェストギャザー１８が設けられていなくても良い。
【００３６】
　ファスニングテープ３０は、後部７のサイドフラップ１４に取り付けられている（図１
参照）。サイドフラップ１４を構成する肌側シート２６とバックシート２４との間にファ
スニングテープ３０の一部が挟み込まれることによって（図２Ｃ参照）、ファスニングテ
ープ３０が取り付けられている。
【００３７】
　前部３には、ターゲットテープ２９が設けられている（図１参照）。ターゲットテープ
２９は、前部３のバックシート２４の非肌側に配置されている（図２Ａ参照）。ターゲッ
トテープ２９は、ファスニングテープ３０と係合可能な部材であり、例えば不織布で形成
されている。ターゲットテープ２９は、ファスニングテープ３０を係合させるターゲット
領域を構成する。なお、バックシート２４の非肌側にターゲットテープ２９を配置する代
わりに、バックシート２４の最外層の不織布にターゲット領域を形成しても良い。
【００３８】
　ファスニングテープ３０をターゲットテープ２９に係合させることによって、おむつ１
を着用させることになる。なお、後述するように、ファスニングテープ３０は、他方のフ
ァスニングテープ３０に係合させることも可能である。
【００３９】
　本実施形態の低体重児用のおむつ１の製品長手方向Ｌの製品長（製品を長手方向に皺な
く伸長させた状態での寸法）は、２１０～３３０ｍｍの範囲である。例えば、体重２５０
０ｇ未満の低出生体重児用のおむつ１の製品長は３１０ｍｍであり、体重１５００ｇ未満
の極低出生体重児用のおむつ１の場合の製品長は２７０ｍｍであり、体重１０００ｇ未満
の超低出生体重児用のおむつ１の場合の製品長は２３０ｍｍである。
【００４０】
　また、本実施形態の低体重児用のおむつ１のウェスト寸法は、１６０～２９５ｍｍの範
囲である。なお、ウェスト寸法は、一方のファスニングテープ３０の端部を他方のファス
ニングテープ３０のフックシート領域Ｃのサイドフラップ１４側の端部に合わせた状態で
、皺なく製品を伸ばした状態での寸法である。すなわち、製品を幅方向に伸長させた状態
での寸法である。例えば、低出生体重児用のおむつ１のウェスト寸法は２７３．５ｍｍで
あり、体重１５００ｇ未満の極低出生体重児用のおむつ１の場合のウェスト寸法は２２０
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ｍｍである。
【００４１】
＜おむつ１の着用について＞
　オープンタイプの使い捨ておむつでは、着用時において尿等の排泄物が外部に漏出しな
いように脚回り開口部や胴回り開口部のフィット性を高めることが重要である。特に、着
用者が低体重児である場合、図３に示すように、背中をＣ字型に丸くカーブさせ、脚をＭ
字型に強く曲げた姿勢を保持することを求められることがある。この姿勢は、母体内での
胎児の姿勢（胎児様屈曲姿勢）に近く、安静させやすい姿勢であり「ポジショニング姿勢
」とも呼ばれる。なお、図３では、うつ伏せの状態のポジショニング姿勢を示しているが
、横向きや仰向けの場合もある。このようなポジショニング姿勢ではおむつの脚繰り部に
おいて隙間が生じやすくなる。
【００４２】
　したがって、脚繰り部に隙間が生じないように十分なフィット性を有することが要求さ
れる。この点、おむつ１では着用時におけるファスニングテープの固定位置を調整するこ
とにより、フィット性を高めることができる。図４は、着用時におけるおむつ１の形態に
ついて説明する図である。図５は、おむつ１の着用時の様子を表す側面図である。
【００４３】
　オープンタイプの使い捨ておむつを着用させる際には、通常、サイドフラップ１４の後
部７の両端部（後述する後部突出部１４ｂ）に設けられた一対のファスニングテープ３０
を中央帯状領域１２の前部３の非肌側に設けられたターゲットテープ２９とそれぞれ係合
させることによって着用者の胴回りに固定する方法が一般的である。これに対して、本実
施形態のおむつ１では、図４に示されるように、一方のファスニングテープ３０（図４に
おいて左側のファスニングテープ）をターゲットテープ２９に係合させ、当該ファスニン
グテープ３０の上に他方のファスニングテープ３０（図４において右側のファスニングテ
ープ）をさらに係合させることができる。上述したように、おむつ１ではサイドフラップ
１４の後部７の製品幅方向Ｗの長さｗｂが前部３の製品幅方向Ｗの長さｗｆよりも長く（
ｗｂ＞ｗｆ）、ファスニングテープ３０を前部３側（着用者の腹側）に回りしこみやすい
構成となっているため、図４に示されるように、一方のファスニングテープ３０に他方の
ファスニングテープ３０を重ねて係合させることが容易である。このようにファスニング
テープ３０同士を係合させることにより、中央帯状領域１２及びサイドフラップ１４の後
部７側が全体的に前部３側に引っ張られるような状態となり、胴回り開口部及び脚回り開
口部におけるフィット性が向上する。したがって、脚繰り部の隙間も生じにくくなる。も
ちろん、おむつ１の着用時において、ファスニングテープ３０同士を係合させるのではな
く、左右のファスニングテープ３０をそれぞれターゲットテープ２９と係合させるのであ
っても良い。
【００４４】
　一方、おむつ１の脚回り開口部においてフィット性が向上するということは、着用者の
脚部に対して脚回り開口部による締め付けが大きくなるということでもある。図５の例で
は、脚回り開口部を形成するサイドフラップ１４が着用者の腹側（おむつ１の前部３側）
に引っ張られることで、脚回り開口部において締め付け力が強くなっている。この状態で
着用者が脚を動かすと、股下部５の領域（図５において斜線部で表されている領域）を中
心にサイドフラップ１４の端部が着用者の鼠径部に食い込みやすくなり、当該部分におけ
る肌触りが悪化するおそれがある。肌が敏感な低体重児の場合には、鼠径部を強く締め付
けられることにより血流が悪化してむくみが生じたり、不快感を生じさせたりする原因と
もなる。
【００４５】
　そこで、本実施形態のおむつ１では、着用時のフィット性を向上させつつ、脚繰り部に
おける良好な肌触りを実現できるようにサイドフラップ１４を構成している。以下、サイ
ドフラップ１４の詳細な構成について説明する。
【００４６】
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＜サイドフラップ１４の構成について＞
　図６は、本実施形態のサイドフラップ１４の構成を説明する概略平面図である。上述し
たように、本実施形態のサイドフラップ１４は、製品長手方向Ｌに沿った縦長の部位であ
り、肌側シート２６及びバックシート２４によって構成されている。サイドフラップ１４
の前部３の領域は製品幅方向Ｗの外側に向かって突出した前部突出部１４ｆを有する。ま
た、前部突出部１４ｆの製品長手方向Ｌの前部側には、製品幅方向Ｗの内側に凸となるよ
うに曲線状に切り欠かれた切欠き部１４ｆＲが形成されている。同様に、サイドフラップ
１４の後部７の領域は製品幅方向Ｗの外側に向かって突出した後部突出部１４ｂを有する
。後部突出部１４ｂにはファスニングテープ３０が設けられ（図１参照）、当該ファスニ
ングテープ３０によって着用者の胴回りにおいて後部突出部１４ｂが前部突出部１４ｆと
重ね合わされるようにして固定される。また、後部突出部１４ｂの製品長手方向Ｌの後部
側には、製品幅方向Ｗの内側に凸となるように曲線状に切り欠かれた切欠き部１４ｂＲが
形成されている。
【００４７】
　サイドフラップ１４の前部突出部１４ｆと後部突出部１４ｂとの間の製品幅方向Ｗの外
側端部領域は、おむつ１の脚回り開口部を形成する端縁部１４Ｌｇとなっている。本実施
形態の端縁部１４Ｌｇは、股下部５を中心として前部３から後部７にわたって形成され、
製品幅方向Ｗの外側に凸となった複数の凸部と製品幅方向Ｗの外側に凹となった複数の凹
部とが製品長手方向Ｌにおいて交互に繰り返される蛇行状の形状である。図６において、
端縁部１４Ｌｇの股下部５には凸部１４５ａ及び凹部１４５ｂがそれぞれ複数形成されて
いる。同様に、端縁部１４Ｌｇの前部３には凸部１４３ａ及び凹部１４３ｂがそれぞれ複
数形成され、端縁部１４Ｌｇの後部７には凸部１４７ａ及び凹部１４７ｂがそれぞれ複数
形成されている。
【００４８】
　図７は、サイドフラップ１４の端縁部１４Ｌｇについて拡大して表した図である。端縁
部１４Ｌｇは、股下部５の領域において５つの凸部１４５ａと５つの凹部１４５ｂとを有
する。凸部１４５ａ及び凹部１４５ｂはそれぞれ所定の曲率で緩やかなカーブを描く、所
謂Ｒ形状であり、例えばＲ＝６ｍｍ～１０ｍｍ程度の曲率で形成されている。本実施形態
では、５つの凸部１４５ａがそれぞれ同じ曲率で形成され、５つの凹部１４５ｂもそれぞ
れ同じ曲率で形成されている。つまり、股下部５の領域に形成される凹凸は全て同じ形状
である。また、凸部１４５ａ及び凹部１４５ｂは、製品長手方向Ｌに沿ってそれぞれ直線
的な位置関係となるように配置されている。つまり、端縁部１４Ｌｇの股下部５の領域に
おいて５つの凹部１４５ｂの頂点位置はそれぞれ製品幅方向Ｗの同じ位置であり、図７に
示されるように、製品長手方向Ｌに沿った同一の直線上に位置している。同様に、５つの
凸部１４５ａの頂点位置もそれぞれ製品幅方向Ｗの同じ位置であり、製品長手方向Ｌに沿
った同一の直線上に位置している。このように、端縁部１４Ｌｇは股下部５において製品
長手方向Ｌに沿って蛇行形状を形成する。図７では、凸部１４５ａの頂点部と凹部１４５
ｂ頂点部とが製品幅方向Ｗに対してＷｅの距離を保つように形成されている。Ｗｅの長さ
は、例えば２ｍｍ程度である。また、製品長手方向Ｌについて隣り合う２つの凸部１４５
ａの間の距離（間隔）Ｌａ５は全て等しい。すなわち、股下部５において端縁部１４Ｌｇ
の蛇行形状のピッチはＬａ５である。
【００４９】
　なお、凸部１４５ａ及び凹部１４５ｂの形状や大きさ、配置数等は図６や図７に示され
る例には限られず、おむつ１の着用対象やサイズの違いに応じて適宜変更可能である。ま
た、製品長手方向Ｌについて隣り合う２つの凸部１４５ａの大きさ、もしくは製品長手方
向Ｌについて隣り合う２つの凹部１４５ｂの大きさがそれぞれ異なっていても良い。
【００５０】
　図６で、端縁部１４Ｌｇの前部３の領域には２つの凸部１４３ａと２つの凹部１４３ｂ
とが形成されている。凸部１４３ａ及び凹部１４３ｂは、それぞれ凸部１４５ａ及び凹部
１４５ｂと略同様の構成である。但し、前部３の領域においては、凸部１４３ａ及び凹部
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１４３ｂによる蛇行形状が製品長手方向Ｌに沿って形成されてなくても良い。すなわち、
製品長手方向Ｌに対して端縁部１４Ｌｇの蛇行形状が傾いていたり曲がっていたりしても
良い。前部３の領域では、製品長手方向Ｌについて隣り合う２つの凸部１４３ａの間の距
離（間隔）Ｌａ３で表される（図７参照）。
【００５１】
　端縁部１４Ｌｇの後部７の領域には３つの凸部１４７ａと３つの凹部１４７ｂとが形成
されている。当該領域においては、端縁部１４Ｌｇは、製品長手方向Ｌの後部側に行くに
したがって製品幅方向Ｗの外側に広がり、製品長手方向Ｌに対して斜めの蛇行形状となっ
ている。すなわち、吸収体２１に形成された後部側のダーツ部２１１ｂよりも製品長手方
向Ｌの後側においてサイドフラップ１４の幅が広くなるようにしている。これは、おむつ
１の着用時において、後部７の領域でサイドフラップ１４が着用者の臀部を覆う面積を広
くするためである。おむつ１では着用者の股間の中間位置に合わせて股下部５の位置が設
定され、ダーツ部２１１ｂは、股下部５の後部寄りの位置に設けられている。したがって
、ダーツ部２１１ｂよりも製品長手方向Ｌの前部側ではサイドフラップ１４の幅が狭く、
後部側ではサイドフラップ１４の幅が広くなるようにすることで、前部側（股下部５の領
域）において着用者が脚を動かしやすいようにしつつ、後部側（後部７の領域）において
着用者の臀部がサイドフラップ１４からはみ出すことを抑制することができる。
【００５２】
　なお、図７に示されるように、後部７の領域に設けられる３つの凸部１４７ａ及び凹部
１４７ｂは、それぞれ形状（曲率や大きさ）が異なっている。そして、隣り合う２つの凸
部１４７ａの間の距離（間隔）のうち最も大きな間隔がＬａ７で表されている。
【００５３】
　サイドフラップ１４の端縁部１４Ｌｇの製品幅方向Ｗ内側には、弾性シート２７が配置
されている。弾性シート２７は、製品幅方向Ｗに所定の長さ（幅）を有し、製品長手方向
Ｌに沿って伸びた帯状の伸縮性部材であり、上述したように伸縮性の不織布等によって形
成されている。図６及び図７に示されるように、本実施形態において弾性シート２７は、
端縁部１４Ｌｇの股下部５の領域に形成されている凹部１４５ｂよりも製品幅方向Ｗの内
側の位置に配置されている。そして、製品長手方向Ｌに沿って伸長させた状態で肌側シー
ト２６等に接合されることで、サイドフラップ１４の端縁部１４Ｌｇに対して製品長手方
向Ｌに沿った伸縮性を発現させる。したがって、おむつ１を着用する際には脚回り開口部
を収縮させる方向に伸縮力が作用する。
【００５４】
　また、弾性シート２７は製品長手方向Ｌに沿って直線状に配置されている。すなわち、
弾性シート２７は、股下部５の領域においてサイドフラップ１４の端縁部１４Ｌｇとほぼ
平行に配置されている。図７においては、端縁部１４Ｌｇの凹部１４５ｂの位置と、弾性
シート２７の製品幅方向Ｗの外側端部の位置との間の距離がＷｓの距離で表されている。
Ｗｓの長さは、例えば１ｍｍ程度である。詳細については後述するが、おむつ１では端縁
部１４Ｌｇから離して弾性部材を配置していることにより、おむつ１の着用時における脚
繰り部の肌触りをより良好なものとすることができる。
【００５５】
　また、弾性シート２７が製品長手方向Ｌに沿って直線状に配置されているということは
、弾性シート２７の前側端部及び後ろ側端部が製品幅方向Ｗについてほぼ同じ位置に配置
されているということである。このような配置により、おむつ１の着用時において、弾性
シート２７は着用者の腹側と背側とで対抗する位置から着用者の股間部に向かって伸びる
状態となる。そして、弾性シート２７がおむつ１の脚回り開口部に沿ってほぼ均一に収縮
することにより、当該脚回り開口部に対して均等に収縮力を作用させやすくなる。これに
より、おむつ１の脚繰り部の締め付けが局所的に強くなることが抑制され、良好な肌触り
を実現しやすくなる。
【００５６】
　弾性シート２７は、厚さ方向の肌側において肌側シート２６と接合され、厚さ方向の非
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肌側においてバックシート２４及び防漏シート２３と接合されている。防漏シート２３は
おむつ１内に排泄された尿等が非肌側に透過するのを抑制する部材であるが、当該防漏シ
ート２３が弾性シート２７と接合されていることにより、両者の間に隙間が生じにくくな
る。これにより、おむつ１の着用時に尿等の排泄物が脚繰り部から漏れることを抑制しや
すくなる。
【００５７】
＜おむつ１の脚繰り部の肌触りについて＞
　続いて、サイドフラップ１４の構成が、おむつ１の脚繰り部における肌触りに及ぼす影
響について説明する。
【００５８】
　おむつ１では、図４のようにファスニングテープ３０同士を互いに係合させることによ
り、着用時のフィット性を向上させることができる一方で、その分、脚繰り部における締
め付け力が大きくなることを説明した。従来のおむつでは、当該脚繰り部に伸縮性を付与
する弾性部材として糸ゴム等の線状の弾性部材が用いられることが一般的であったため、
脚繰り部の締め付けが強いと着用者の脚に作用する圧力が大きくなり、着用時の違和感や
不快感が大きくなる要因となっていた。これに対して、おむつ１では脚繰り部の弾性部材
として所定の幅を有する帯状の弾性シート２７が用いられているため、着用者の脚に作用
する締め付け力を拡散しやすくしている。つまり、着用者の脚に締め付け力が作用する面
積を広くすることで圧力を小さくし、脚繰り部に対する食い込みを抑制して着用者に不快
感を与えにくくすることができる。
【００５９】
　さらに、弾性シート２７を帯状にすることで、おむつ１の着用時において脚回り開口部
と着用者の脚との間に隙間を生じにくくすることができる。例えば、着用者が低体重児で
あり、図３で説明したようなポジショニング姿勢をとらせる場合、おむつ１の脚回り開口
部の形状は複雑に変形する。そのため、脚回り開口部に設けられる弾性部材が糸ゴム等の
線状の部材であると、複雑な変形にフィットしきれず、脚繰り部に隙間が生じやすくなる
場合がある。これに対して、おむつ１では弾性シート２７のような帯状の弾性部材を用い
ることで脚回り開口部と着用者の脚との接触面積が広くなることから、脚回り開口部が複
雑に変形する場合であっても、当該変形に追従しやすく、脚繰り部において隙間が生じに
くくなる。
【００６０】
　また、おむつ１ではサイドフラップ１４の股下部５を中心に端縁部１４Ｌｇを蛇行形状
とすることにより、おむつ着用時の違和感を軽減させることができる。従来のおむつでは
、脚回り開口部を形成する端縁部は直線状もしくは曲率が小さい緩やかなカーブを描くよ
うにカットされている場合が多かった。当該端縁部は、おむつ１の脚回り開口部において
着用者の肌と直接接触する「エッジ」となる部分であることから、このような直線に近い
エッジが肌に押し付けられると、エッジ部分の形状がそのまま痕として残りやすくなり、
着用者に不快感や違和感を与える原因となる。これに対して、おむつ１の端縁部１４Ｌｇ
は製品幅方向Ｗに凹凸を有する蛇行形状であることから、直線状の場合と比較してエッジ
部分の長さが長くなる。これにより、端縁部１４Ｌｇに作用する力が分散され、着用者の
肌に痕が残りにくくなる。
【００６１】
　そして、本実施形態では、脚回り開口部に伸縮力を作用させる弾性シート２７がサイド
フラップ１４の端縁部１４Ｌｇと離れて配置されていることにより、端縁部１４Ｌｇのエ
ッジ部に対して伸縮力が影響しにくいようにしている。例えば、肌側シート２６及びバッ
クシート２４で弾性シート２７を挟み込んだ状態で接合し、それら３枚のシートが重なっ
たものをまとめて蛇行形状にカットすることで、端縁部１４Ｌｇの凹凸部にも伸縮力が作
用するようにした場合、端縁部１４Ｌｇは蛇行形状を維持することができなくなることが
ある。具体的には、おむつの着用時において、端縁部１４Ｌｇのエッジ部分に製品長手方
向Ｌの収縮力が作用することで、凹凸部が厚さ方向に立ち上がったり、凸部が収縮して凹
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凸の差が小さくなったりして蛇行形状が維持できなくなる場合がある。蛇行形状を維持す
ることができないと、端縁部１４Ｌｇに作用する力を分散させにくくなるため、着用者の
肌にエッジの痕がつきやすくなる。これに対して、おむつ１では図７で説明したように、
少なくとも端縁部１４Ｌｇの凹部１４５ｂと弾性シート２７との間にＷｓのギャップが設
けられている。すなわち、端縁部１４Ｌｇに対して弾性シート２７の伸縮力が直接作用し
にくい構成となっている。これにより、凹部と凸部とがそれぞれの形状を保ちやすくなり
、おむつ１の着用時にも蛇行形状が維持されやすくなる。また、おむつ１では、Ｗｓより
も、凸部１４５ａと凹部１４５ｂとの製品幅方向Ｗの距離Ｗｅの方が大きくなるようにし
ている（Ｗｅ＞Ｗｓ）。すなわち、端縁部１４Ｌｇの凸部１４５ａと弾性シート２７との
間にある程度の大きさの間隔が確保されるようにしている。当該間隔を設けることで、少
なくとも凸部１４５ａの部分では凹部１４５ｂの部分よりも弾性シート２７による伸縮力
の影響を受けにくくなり、より凹凸形状を保ちやすくなる。これにより、おむつ１の着用
時において、端縁部１４Ｌｇに対して脚回り開口部のフィット感が損なわれない程度の伸
縮性を作用させつつ、蛇行形状を維持することが可能となるので、良好な肌触りを実現す
ることができる。
【００６２】
　そして、端縁部１４Ｌｇの股下部５の領域では、凹凸部のピッチ（図７において製品長
手方向Ｌの間隔Ｌａ５で表される）を等しくすることにより、弾性シート２７による伸縮
力が均等に作用するようにしている。これにより、一部の凸部１４５ａもしくは凸部１４
５ｂで局所的に張力が高くなることを抑制し、おむつ１の着用時において脚繰り部の一部
の領域で締め付けが強くなる等の問題が生じにくいようにしている。また、おむつ１では
、弾性シート２７が製品長手方向Ｌに沿って直線状に配置され、端縁部１４Ｌｇと平行な
位置関係となっていることから、端縁部１４Ｌｇに対して均等に力が作用しやすい構造と
なっている。
【００６３】
　一方、端縁部１４Ｌｇの後部７の領域においては凹凸部のピッチＬａ７をＬａ５よりも
広くしている。上述したように、後部７においてはサイドフラップ１４が製品幅方向Ｗの
外側に広がり、着用者の臀部を覆う面積が大きくなるようにするとともに、弾性シート２
７による伸縮力が端縁部１４Ｌｇに作用しにくくしている。そのため、股下部５の領域と
比較して後部７の領域では凹凸のピッチＬａ７を大きくしても着用時の肌触りは悪化しに
くい。逆に、凹凸のピッチＬａ７を大きくすることにより、着用者の臀部と接触するエッ
ジ部の曲線が滑らかになるため、臀部における肌触りをソフトにすることができる。
【００６４】
　また、おむつ１では、防漏シート２３の製品幅方向Ｗの外側端部が、サイドフラップ１
４の端縁部１４Ｌｇよりも製品幅方向Ｗの内側に位置している。言い換えると、サイドフ
ラップ１４の端縁部１４Ｌｇと防漏シート２３の製品幅方向Ｗの外側端部との間には所定
の間隔が設けられている。図６の場合、防漏シート２３の製品幅方向Ｗの外側端部の位置
が、弾性シート２７の製品幅方向Ｗの中間部付近に位置している。防漏シート２３は防水
性を有する液不透過性のシートであるため、不織布等によって構成される肌側シート２６
やバックシート２４と比較して、生地の素材が硬く肌触りが悪くなりやすい。そのような
防漏シート２３がサイドフラップ１４の端縁部１４Ｌｇの領域に配置されていると、おむ
つ１の脚繰り部が硬くなり着用者に違和感を生じさせるおそれがある。しかし、本実施形
態では防漏シート２３が端縁部１４Ｌｇから離れて配置されているため、端縁部１４Ｌｇ
の領域は肌側シート２６やバックシート２４を構成する不織布等によって柔らかく保たれ
、おむつ１の着用時における脚繰り部の肌触りを良好なものとすることができる。
【００６５】
　また、サイドフラップ１４で前部突出部１４ｆに設けられた切欠き部１４ｆＲ、及び後
部突出部１４ｂに設けられた切欠き部１４ｂＲによって、着用者の胴部（腹部）における
肌触りが悪化することを抑制することができる。おむつ１の着用対象者である低体重児が
図３のようなポジショニング姿勢をとる場合、サイドフラップ１４の製品長手方向Ｌの両
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端部がちょうど腹部に当たる位置になる。このとき、当該端部の形状が尖っていると、着
用者の腹部にサイドフラップ１４の角の部分が当たって肌触りが悪くなる。そこで、おむ
つ１では当該端部に切欠き部１４ｆＲ, １４ｂＲを設けることにより、サイドフラップ１
４の角の部分が腹部に当たらないようにして、肌触りを良好なものにしている。なお、切
欠き部１４ｆＲ, １４ｂＲは内側に凸となっているため、おむつ１の着用時において当該
端部における生地の飛び出しが抑制される。これにより、胴回りにおける肌触りをより良
好なものとすることができる。
【００６６】
　＝＝＝その他＝＝＝
　上記の実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解
釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更・改良され得
ると共に、本発明には、その等価物が含まれることは言うまでもない。
【００６７】
　上述の実施形態で説明したおむつ１を着用する際には、通常、前部３を腹側に、後部７
を背側にして着用者の腰部に固定する。これに対して、おむつ１の前部３を背側に、後部
７を腹側にして着用するようにしても良い。すなわち、おむつ１は、前後を逆にして着用
することも可能である。
【００６８】
　着用者が低体重児である場合、身体にできるだけ触れないようにして、ストレスがかか
らないようにする「ミニマムハンドリング」が求められることがある。このミニマムハン
ドリングでは、例えば、使い捨ておむつから排泄物が漏れないだけでなく、おむつ交換時
に安定姿勢をできる限り動かさないことが求められることになる。したがって、着用者た
る低体重児が図３で示されるようなうつ伏せのポジショニング姿勢をとっている場合には
、なるべく身体を動かさずにおむつ１を着用させる必要がある。この場合、おむつ１の前
後を逆にして着用させ、低体重児の背側においてファスニングテープ３０を係合して固定
することで、姿勢を変えさせることなくおむつ１を着用させるとよい。
【００６９】
　おむつ１では、脚回り開口部に伸縮性を付与する弾性シート２７が製品長手方向Ｌに沿
って真っ直ぐに配置され、弾性シート２７の前部３側端部と後部７側端部の位置は製品幅
方向Ｗにおいて同じ位置となっている。したがって、おむつ１の前後を逆にして着用させ
た場合であっても、弾性シート２７による伸縮力は脚回り開口部に均等に作用するため、
おむつ１の脚繰り部の肌触りが悪化することはない。すなわち、おむつ１の前後を逆にし
て着用させる場合であっても上述の実施形態で説明された機能は損なわれにくい。したが
って、おむつ１では、ミニマムハンドリングと着用時における良好な肌触り（特に脚繰り
部における肌触り）とを両立させることが可能である。
【符号の説明】
【００７０】
１　使い捨ておむつ（おむつ）、
３　前部、５　股下部、７　後部、
１２　中央帯状領域、
１４　サイドフラップ、
１４ｂ　後部突出部、１４ｂＲ　切欠き部、
１４ｆ　前部突出部、１４ｆＲ　切欠き部、
１４Ｌｇ　端縁部、
１４３ａ・１４５ａ・１４７ａ　凸部、
１４３ｂ・１４５ｂ・１４７ｂ　凹部、
１５　レッグギャザー、
１６　レッグサイドギャザー、１８　ウェストギャザー、
２１　吸収体、２１１ｆ　ダーツ部、２１１ｂ　ダーツ部、
２２　トップシート、２３　防漏シート、
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２４　バックシート（外装シート）、２５　伸縮フィルム、
２６　肌側シート、２６Ａ　接合部、
２７　弾性シート、
２８　ウェストギャザーフィルム、２９　ターゲットテープ、
３０　ファスニングテープ

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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