
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
肌当接側に位置する伸縮性表面シートと、肌非当接側に位置する不透液性裏面シートと、
前記表裏面シートの間に介在する吸液性コアとから構成され、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、前記コアの両端縁の外側に位置し
て横方向へ延びるエンドフラップと、前記コアの両側縁の外側に位置して縦方向へ延びる
サイドフラップとを有し、前記表面シートと前記コアとのうちの少なくとも該表面シート
をその厚み方向へ貫通する開孔が、前記前後胴周り域と前記股下域とのうちの少なくとも
該股下域に形成された使い捨ておむつにおいて、
前記裏面シートが、前記開孔の下方に位置して前記おむつの厚み方向下方へ伸長可能な自
由部と、前記自由部の周方向外方に位置して前記表面シートに固着された固定縁部とを有
し、前記自由部と前記固定縁部とのうちの少なくとも該自由部には、横方向へ所与寸法離
間して縦方向へ延びる複数条の伸縮性弾性部材が収縮可能に取り付けられ、前記弾性部材
の収縮によって横方向へ延びる多数の襞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】
前記裏面シートの面積が、前記表面シートの面積よりも小さく、前記サイドフラップの大
部分が、前記コアの両側縁から横方向外方へ延びる前記表面シートの両側部から形成され
ている請求項１記載のおむつ。
【請求項３】
前記エンドフラップの大部分が、前記コアの両端縁から縦方向外方へ延びる前記表面シー
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トの両端部から形成されている請求項２記載のおむつ。
【請求項４】
前記弾性部材の収縮力に抗して前記襞を縦方向へ伸ばしたときの前記裏面シートの縦寸法
が、前記襞が形成された状態にある前記裏面シートの縦寸法の１．０５～４．０倍の範囲
にある請求項１ないし請求項３いずれかに記載のおむつ。
【請求項５】
前記弾性部材の１００％伸長時における伸長応力が、０．０９８～１．９６Ｎ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。
【請求項６】
前記裏面シートには、該裏面シートを横方向内方へ折り込むことによって作られた縦方向
へ延びる多数のプリーツが形成され、前記裏面シートでは、前記プリーツが横方向へ所与
寸法離間して並んでいる請求項１ないし請求項５いずれかに記載のおむつ。
【請求項７】
前記プリーツを横方向へ展開したときの前記裏面シートの横寸法が、前記プリーツが形成
された状態にある前記裏面シートの横寸法の１．５～３．０倍の範囲にある請求項６記載
のおむつ。
【請求項８】
前記裏面シートが、疎水性繊維不織布と通気不透液性プラスチックフィルムとを重ね合わ
せた複合シート、疎水性繊維不織布を重ね合わせた複合不織布のうちのいずれか一方から
形成されている請求項１ないし請求項７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、コアがその上面から下面に向
かって厚み方向へ凹む凹部を有する使い捨ておむつがある（実用新案文献１および実用新
案文献２参照）。
【０００３】
実用新案文献１に開示のおむつは、コアがその上面から下面に向かって厚み方向へ凹む円
形の凹部を有する。このおむつの表面シートには、凹部の開口面につながる開孔が形成さ
れている。このおむつは、凹部が股下域の横方向中央部に形成され、凹部の開口面上に位
置する表面シートが凹部の開口縁から凹部の開口中心に向かって延出する弁部を形成して
いる。このおむつでは、その着用中に排泄された大便が表面シートの開孔を通ってコアの
凹部に収容される。
【０００４】
実用新案文献２に開示のおむつは、コアがその上面から下面に向かって厚み方向へ凹む円
形の凹部を有し、凹部に陥入する表面シートが凹部の周面と底面とに固着されている。凹
部は、股下域の横方向中央部に形成されている。このおむつでは、その着用中に排泄され
た大便がコアの凹部に収容される。
【０００５】
【実用新案文献１】
実開平６－５６１４号公報
【実用新案文献２】
実開平６－２１６２４号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
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前記実用新案文献１および２に開示のおむつは、凹部に収容された大便のうちの水分がコ
アに吸収され、大便のうちの固形分が凹部に残存する。それらおむつでは、固形分を着用
者の股間から遠ざけることができないので、おむつに着用者の体圧がかかると、凹部がつ
ぶれて固形分が凹部から表面シートの外面に逆戻りし、固形分が着用者の股間に付着して
しまう場合がある。
【０００７】
また、それらおむつでは、凹部における大便収容容積が小さく、凹部に多量の大便を収容
することができないので、おむつの着用中に多量の大便が排泄されると、凹部に収容しき
れない大便が表面シートの外面を拡散し、大便が着用者の股間に広範囲に付着してしまう
場合がある。
【０００８】
本発明の目的は、排泄された大便を着用者の股間から遠ざけることができ、大便の着用者
の股間への付着を防ぐことができる使い捨ておむつを提供することにある。
【０００９】
【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伸縮性表面シートと、肌
非当接側に位置する不透液性裏面シートと、前記表裏面シートの間に介在する吸液性コア
とから構成され、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、前記コアの両端縁の外側に位置して横方向へ延びるエンドフラップと、前記コ
アの両側縁の外側に位置して縦方向へ延びるサイドフラップとを有し、前記表面シートと
前記コアとのうちの少なくとも該表面シートをその厚み方向へ貫通する開孔が、前記前後
胴周り域と前記股下域とのうちの少なくとも該股下域に形成された使い捨ておむつである
。
【００１０】
前記前提における本発明の特徴は、前記裏面シートが、前記開孔の下方に位置して前記お
むつの厚み方向下方へ伸長可能な自由部と、前記自由部の周方向外方に位置して前記表面
シートに固着された固定縁部とを有し、前記自由部と前記固定縁部とのうちの少なくとも
該自由部には、横方向へ所与寸法離間して縦方向へ延びる複数条の伸縮性弾性部材が収縮
可能に取り付けられ、前記弾性部材の収縮によって横方向へ延びる多数の襞が形成されて
いることにある。
【００１１】
本発明は、以下の実施態様を有する。
（１）前記裏面シートの面積が、前記表面シートの面積よりも小さく、前記サイドフラッ
プの大部分が、前記コアの両側縁から横方向外方へ延びる前記表面シートの両側部から形
成されている。
（２）前記エンドフラップの大部分が、前記コアの両端縁から縦方向外方へ延びる前記表
面シートの両端部から形成されている。
（３）前記弾性部材の収縮力に抗して前記襞を縦方向へ伸ばしたときの前記裏面シートの
縦寸法が、前記襞が形成された状態にある前記裏面シートの縦寸法の１．０５～４．０倍
の範囲にある。
（４）前記弾性部材の１００％伸長時における伸長応力が、０．０９８～１．９６Ｎの範
囲にある。
（５）前記裏面シートには、該裏面シートを横方向内方へ折り込むことによって作られた
縦方向へ延びる多数のプリーツが形成され、前記裏面シートでは、前記プリーツが横方向
へ所与寸法離間して並んでいる。
（６）前記プリーツを横方向へ展開したときの前記裏面シートの横寸法が、前記プリーツ
が形成された状態にある前記裏面シートの横寸法の１．５～３．０倍の範囲にある。
（７）前記裏面シートが、疎水性繊維不織布と通気不透液性プラスチックフィルムとを重
ね合わせた複合シート、疎水性繊維不織布を重ね合わせた複合不織布のうちのいずれか一
方から形成されている。
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【００１２】
【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。
【００１３】
図１，２は、一例として示すおむつ１Ａの部分破断斜視図と、裏面シート３の側から示す
図１のおむつ１Ａの斜視図とであり、図３，４は、図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線矢視断面図と
、図１のＩＶ－ＩＶ線矢視断面図とである。図１，２では、横方向を矢印Ｘ、縦方向を矢
印Ｙで示し、厚み方向を矢印Ｚで示す。図３，４では、裏面シート３の自由部３ｃがおむ
つ１Ａの厚み方向下方へ伸長した状態を二点鎖線で示す。なお、表裏面シート２，３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の外面とは、コア４に非対向の
面をいう。
【００１４】
おむつ１Ａは、肌当接側に位置する表面シート２と、肌非当接側に位置する裏面シート３
と、表裏面シート２，３の間に介在する吸液性コア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。コア４は、前後胴周り域５，７間に延び、表面シート２の内面に接合
されている。コア４は、上面全域が表面シート２に覆われ、下面全域が裏面シート３に覆
われている。
【００１５】
おむつ１Ａは、コア４の両端縁４ａの外側に位置して横方向へ延びる一対のエンドフラッ
プ８と、コア４の両側縁４ｂの外側に位置して縦方向へ延びる一対のサイドフラップ９と
を有する。股下域６では、サイドフラップ９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。
【００１６】
表面シート２には、それの内外面間を厚み方向へ貫通する縦長円形の開孔１０が形成され
ている。コア４には、それの上下面間を厚み方向へ貫通する縦長円形の開孔１１が形成さ
れている。表面シート２の開孔１０は、その面積がコア４の開孔１１のそれよりも大きく
、股下域６の略全域と前胴周り域５の略後半分とに形成されている。開孔１０は、前胴周
り域５と股下域６との横方向中央部５ａ，６ａに位置している。コア４の開孔１１は、表
面シート２の開孔１０につながるとともに、股下域６における後胴周り域７の側に偏倚し
た位置に形成されている。開孔１１は、股下域６の横方向中央部６ａに位置している。
【００１７】
表面シート２は、コア４の両端縁４ａから縦方向外方へ延びる両端部２ａと、コア４の両
側縁４ｂから横方向外方へ延びる両側部２ｂとを有する。表面シート２は、縦方向と横方
向とへ弾性的な伸縮性を有する繊維不織布１２から形成されている。なお、表面シート２
を形成する繊維不織布１２は、親水性または疎水性のいずれであってもよい。
【００１８】
裏面シート３は、その面積が表面シート２のそれよりも小さく、コア４の両端縁４ａから
縦方向外方へ延びる両端部３ａ（固定縁部）と、コア４の両側縁４ｂから横方向外方へ延
びる両側部３ｂ（固定縁部）と、両端部３ａと両側部３ｂとの間に延びる自由部３ｃとを
有する。裏面シート３の自由部３ｃは、開孔１０，１１の下方に位置し、その一部が開孔
１１から露出している。自由部３ｃは、表面シート２とコア４とに固着されておらず、そ
れらから遊離している。裏面シート３は、通気不透液性プラスチックフィルム１３と疎水
性繊維不織布１４とを重ね合わせた複合シートから形成されている。裏面シート３では、
フィルム１３がコア４に対向し、不織布１４がフィルム１３の外側に位置している。
【００１９】
裏面シート３には、横方向へ所与寸法離間して縦方向へ延びる複数条の伸縮性弾性部材１
５が収縮可能に取り付けられている。弾性部材１５は、裏面シート３の両端部３ａおよび
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両側部３ｂと自由部３ｃとに配置されている。弾性部材１５は、裏面シート３を形成する
フィルム１３と不織布１４との間に介在し、それらの対向面に固着されている。
【００２０】
裏面シート３には、弾性部材１５が縦方向内方へ収縮することにより、おむつ１Ａの厚み
方向へ起伏する多数の襞１６が形成されている。それら襞１６は、横方向へ不連続に延び
るとともに、縦方向へ略連続して並んでいる。襞１６は、図４に示すように、おむつ１Ａ
の厚み方向下方へ向かって凸となる部分である。裏面シート３の自由部３ｃは、襞１６が
伸びることによっておむつ１Ａの厚み方向下方へ伸長可能である。
【００２１】
コア４は、フラッフパルプと高吸収性ポリマー粒子との混合物、または、フラッフパルプ
と高吸収性ポリマー粒子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。コア４は、それの型崩れやポリマー粒子の脱落を防止するため、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被覆されていることが好ましい。ポ
リマー粒子としては、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。コア４は、それに排泄物が滲入するとポリマー粒子が排泄物のうちの水分を吸
収し、その体積が所定倍率に膨張する。
【００２２】
エンドフラップ８では、裏面シート３の両端部３ａがコア４の両端縁４ａから縦方向外方
へわずかに延び、裏面シート３の両端部３ａからさらに縦方向外方へ表面シート２の両端
部２ａが延びている。エンドフラップ８は、その大部分が表面シート２の両端部２ａから
形成されている。エンドフラップ８では、表裏面シート２，３の両端部２ａ，３ａが重な
り合い、両端部２ａ，３ａにおいてそれらシート２，３の内面どうしが固着されている。
【００２３】
サイドフラップ９では、裏面シート３の両側部３ｂがコア４の両側縁４ｂから横方向外方
へわずかに延び、裏面シート３の両側部３ｂからさらに横方向外方へ表面シート２の両側
部２ｂが延びている。サイドフラップ９は、その大部分が表面シート２の両側部２ｂから
形成されている。サイドフラップ９では、表裏面シート２，３の両側部２ｂ，３ｂが重な
り合い、両側部２ｂ，３ｂにおいてそれらシート２，３の内面どうしが固着されている。
【００２４】
後胴周り域７のサイドフラップ９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１７が取り付けられている。テープファスナ１７は、表面シート２の内面に
固着された固定端部１７ａと、固定端部１７ａから横方向外方へ延びる自由端部１７ｂと
を有する。自由端部１７ｂには、メカニカルファスナのうちのフック部材１８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１７を着脱可能に止着する可撓性のター
ゲットテープ１９が取り付けられている。ターゲットテープ１９は、メカニカルファスナ
のうちのループ部材２０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１
９は、表面シート２の内面と裏面シート３の外面とに固着されている。
【００２５】
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９を前胴周り域５のサイドフ
ラップ９の外側に重ね合わせ、フック部材１８とループ部材２０とを係合させてテープフ
ァスナ１７の自由端部１７ａをターゲットテープ１９に止着し、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）。
【００２６】
おむつ１Ａの着用中に排泄された大便は、開孔１０，１１を通過して裏面シート３の自由
部３ｃ内面に達する。裏面シート３では、大便の重さによって自由部３ｃに形成された襞
１６が縦方向へ伸び、それら襞１６が実質的に消失することで、図３，４に二点鎖線で示
すように、自由部３ｃが矢印Ｚ１で示すおむつ１Ａの厚み方向下方へ向かって伸びる。襞
１６が伸びると、裏面シート３の自由部３ｃとコア４との間に大便を収容可能な大便受容
空間２１が形成される。大便は、それに含まれる水分がコア４に吸収され、固形分が空間
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２１に保持される。おむつ１Ａの着用中に排泄された尿は、表面シート２の開孔１０を通
過してコア４に吸収される。おむつ１Ａでは、その着用中に多量の大便が排泄されたとし
ても、それを空間２１に収容することができ、大便が表面シート２の外面に残存すること
はなく、大便が表面シート２の外面を拡散することもないので、大便の着用者の股間への
付着を確実に防ぐことができる。
【００２７】
おむつ１Ａは、空間２１に収容された大便と着用者の股間との間に表面シート２とコア４
とが位置するので、大便を着用者の股間から遠ざけることができる。おむつ１Ａは、表面
シート２とコア４とが空間２１に収容された大便に対する障壁となり、おむつ１Ａに着用
者の体圧がかかったとしても、大便が空間２１から表面シート２の外面に逆戻りすること
はない。大便が排泄される以前のおむつ１Ａでは、弾性部材１５の収縮力によって裏面シ
ート３の襞１６が伸びることはなく、裏面シート３の自由部３ｃがおむつ１Ａの厚み方向
下方へ伸びることはない。
【００２８】
おむつ１Ａでは、ポリマー粒子が水分を吸収することでコア４の体積が所定の倍率に膨張
したとしても、裏面シート３の自由部３ｃがおむつ１Ａの厚み方向下方へ伸びるので、自
由部３ｃがコア４の体積の膨張分を容受する。
【００２９】
おむつ１Ａは、エンドフラップ８の大部分とサイドフラップ９の大部分とが伸縮性を有す
る表面シート２から形成されているので、おむつ１Ａを着用したときに、エンドフラップ
８の収縮力と後胴周り域７におけるサイドフラップ９の収縮力とを利用して着用者の胴部
を締め付けることができ、おむつ１Ａの着用位置からのずれ下がりを防ぐことができる。
また、おむつ１Ａは、それを着用したときに、サイドフラップ９の収縮力を利用して着用
者の脚部を締め付けることができ、股下域６の両側からの排泄物の漏れを防ぐことができ
る。
【００３０】
弾性部材１５の収縮力に抗して襞１６を縦方向へ伸ばしたときの裏面シート３の縦寸法は
、襞１６が形成された状態にある裏面シート３の縦寸法の１．０５～４．０倍の範囲、好
ましくは、２．５～３．０倍の範囲にある。裏面シート３の縦寸法の倍率が１．０５倍未
満では、裏面シート３の自由部３ｃとコア４との間に形成される空間２１の容積が小さく
、空間２１に多量の大便を収容することができない。裏面シート３の縦寸法の倍率が４．
０倍を超過すると、裏面シート３の自由部３ｃにたるみが生じて襞１６どうしが重なり合
い、裏面シート３に不規則な折り癖が付いてしまう場合がある。
【００３１】
弾性部材１５は、１００％伸長時における伸長応力が０．０９８～１．９６Ｎの範囲にあ
る。弾性部材１５の伸長応力が０．０９８Ｎ未満では、裏面シート３の剛性にもよるが、
弾性部材１５の収縮力で裏面シート３を縦方向へ縮めることができず、裏面シート３に襞
１６を形成することができない場合がある。弾性部材１５の伸長応力が１．９６Ｎを超過
すると、弾性部材１５の収縮力が強く、大便の重さによって襞１６を伸ばすことができず
、裏面シート３の自由部３ｃとコア４との間に空間２１を形成することができない場合が
ある。なお、弾性部材１５の伸長応力は、以下の方法で測定した。
（１）裏面シート３に取り付けられた弾性部材１５と同一の測定用弾性部材（長さ１５０
ｍｍ）を用意するとともに、細長い２本の棒を用意する。それら棒の一方に測定用弾性部
材の一端部を巻き付け、それら棒の他方に測定用弾性部材の他端部を巻き付け、棒と端部
とを粘着テープで固定する。
（２）それら棒の一方を引張試験機の一方のチャックで挟み、それら棒の他方を引張試験
機の他方のチャックで挟む。このとき、測定用弾性部材は、それらチャック間にたるみな
く延びた状態にある。
（３）引張試験機には、株式会社島津製作所製のオートグラフを使用した。伸長応力の測
定条件は、チャック間距離；１００ｍｍ（測定用弾性部材のチャック間距離；１００ｍｍ
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）、引っ張り速度；１００ｍｍ／ｍｉｎであり、測定用弾性部材を２００ｍｍ（１００％
伸長）まで伸ばしたときの伸長応力をオートグラフで測定する。弾性部材１５の伸長応力
は、測定用弾性部材の伸長応力をオートグラフで複数回測定し、それら伸長応力の平均値
を採用した。
【００３２】
図５，６は、他の一例として示すおむつ１Ｂの部分破断斜視図と、裏面シート３の側から
示す図５のおむつ１Ｂの斜視図とであり、図７，８は、図５のＶＩＩ－ＶＩＩ線矢視断面
図と、図１のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線矢視断面図とである。図５，６では、横方向を矢印Ｘ
、縦方向を矢印Ｙで示し、厚み方向を矢印Ｚで示す。図７，８では、裏面シート３の自由
部３ｃがおむつ１Ｂの厚み方向下方へ伸長した状態を二点鎖線で示す。
【００３３】
おむつ１Ｂは、表面シート２および裏面シート３と、表裏面シート２，３の間に介在する
吸液性コア４とから構成されている。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とを有する。おむつ１Ｂは、横方向へ延
びる一対のエンドフラップ８と、縦方向へ延びる一対のサイドフラップ９を有する。コア
４は、前後胴周り域５，７間に延び、表面シート２の内面に接合されている。コア４は、
図１のそれと同一のものである。
【００３４】
表面シート２には、それの内外面間を厚み方向へ貫通する縦長円形の開孔１０が形成され
ている。コア４には、それの上下面間を厚み方向へ貫通する縦長円形の開孔１１が形成さ
れている。開孔１０は、前胴周り域５と股下域６との横方向中央部５ａ，６ａに位置し、
股下域６の略全域と前胴周り域５の略後半分とに形成されている。開孔１１は、股下域６
の横方向中央部６ａに位置し、股下域６における後胴周り域７の側に偏倚した位置に形成
されている。
【００３５】
表面シート２は、横方向へ延びる両端部２ａと、縦方向へ延びる両側部２ｂとを有する。
表面シート２は、縦方向と横方向とへ弾性的な伸縮性を有する繊維不織布１２から形成さ
れている。裏面シート３は、その面積が表面シート２のそれよりも小さく、横方向へ延び
る両端部３ａ（固定縁部）と、縦方向へ延びる両側部３ｂ（固定縁部）と、両端部３ａと
両側部３ｂとの間に延びる自由部３ｃとを有する。裏面シート３の自由部３ｃは、開孔１
０，１１の下方に位置し、その一部が開孔１１から露出している。自由部３ｃは、表面シ
ート２とコア４とに固着されておらず、それらから遊離している。
【００３６】
裏面シート３は、２枚の疎水性繊維不織布１４，２２を重ね合わせた複合不織布から形成
されている。裏面シート３には、縦方向へ延びるとともに横方向へ所与寸法離間して並ぶ
多数のプリーツ２３が形成されている。プリーツ２３は、裏面シート３を横方向内方へ向
かって断面Ｚ字状（図７参照）に折り込むことによって作られている。
【００３７】
裏面シート３には、横方向へ所与寸法離間して縦方向へ延びる複数条の伸縮性弾性部材１
５が収縮可能に取り付けられている。弾性部材１５は、不織布１４，２２の間に介在し、
それら不織布１４，２２の対向面に固着されている。弾性部材１５は、その一部がプリー
ツ２３の折曲部分に配置されている。裏面シート３には、弾性部材１５が縦方向内方へ収
縮することによって、おむつ１Ｂの厚み方向へ起伏する多数の襞１６が形成されている。
それら襞１６は、横方向へ不連続に延びるとともに、縦方向へ略連続して並んでいる。裏
面シート３の自由部３ｃは、襞１６が縦方向へ伸びるとともに、プリーツ２３が横方向へ
展開することによっておむつ１Ｂの厚み方向下方へ伸長可能である。
【００３８】
エンドフラップ８では、裏面シート３の両端部３ａがコア４の両端縁４ａから縦方向外方
へわずかに延び、裏面シート３の両端部３ａからさらに縦方向外方へ表面シート２の両端
部２ａが延びている。エンドフラップ８は、その大部分が表面シート２の両端部２ａから
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形成されている。エンドフラップ８では、表裏面シート２，３の両端部２ａ，３ａが重な
り合い、両端部２ａ，３ａにおいてそれらシート２，３の内面どうしが固着されている。
【００３９】
サイドフラップ９では、裏面シート３の両側部３ｂがコア４の両側縁４ｂから横方向外方
へわずかに延び、裏面シート３の両側部３ｂからさらに横方向外方へ表面シート２の両側
部２ｂが延びている。サイドフラップ９は、その大部分が表面シート２の両側部２ｂから
形成されている。サイドフラップ９では、表裏面シート２，３の両側部２ｂ，３ｂが重な
り合い、両側部２ｂ，３ｂにおいてそれらシート２，３の内面どうしが固着されている。
【００４０】
後胴周り域７のサイドフラップ９には、自由端部１７ｂにフック部材１８を有するテープ
ファスナ１７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１７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１９が取り付けられている。ターゲット
テープ１９は、ループ部材２０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。
【００４１】
おむつ１Ｂの着用中に排泄された大便は、開孔１０，１１を通過して裏面シート３の自由
部３ｃ内面に達する。裏面シート３では、大便の重さによって自由部３ｃに形成された襞
１６が縦方向へ伸びるとともに、自由部３ｃに形成されたプリーツ２３が横方向へ展開す
るので、図７，８に二点鎖線で示すように、自由部３ｃが矢印Ｚ１で示すおむつ１Ｂの厚
み方向下方へ向かって伸びる。襞１６が伸びるとともにプリーツ２３が展開すると、裏面
シート３の自由部３ｃとコア４との間に大便を収容可能な大便受容空間２１が形成される
。大便は、それに含まれる水分がコア４に吸収され、固形分が空間２１に保持される。
【００４２】
おむつ１Ｂでは、その着用中に多量の大便が排泄されたとしても、それを空間２１に収容
することができ、大便が表面シート２の外面に残存することはなく、大便が表面シート２
の外面を拡散することもないので、大便の着用者の股間への付着を確実に防ぐことができ
る。おむつ１Ｂは、空間２１に収容された大便と着用者の股間との間に表面シート２とコ
ア４とが位置するので、大便を着用者の股間から遠ざけることができる。おむつ１Ｂは、
表面シート２とコア４とが空間２１に収容された大便に対する障壁となるので、大便が空
間２１から表面シート２の外面に逆戻りすることはない。大便が排泄される以前のおむつ
１Ｂでは、弾性部材１５の収縮力によって裏面シート３の襞１６が伸びることはなく、プ
リーツ２３が展開することもないので、裏面シート３の自由部３ｃがおむつ１Ｂの厚み方
向下方へ伸びることはない。
【００４３】
おむつ１Ｂでは、ポリマー粒子が水分を吸収することでコア４の体積が所定の倍率に膨張
したとしても、裏面シート３の自由部３ｃがおむつ１Ｂの厚み方向下方へ伸びるので、自
由部３ｃがコア４の体積の膨張分を容受する。
【００４４】
このおむつ１Ｂは、裏面シート３に襞１６のみが形成された図１のおむつ１Ａと比較し、
裏面シート３に襞１６とプリーツ２３とが形成されているので、図１のおむつ１Ａよりも
裏面シート３の自由部３ｃがおむつ１Ｂの厚み方向下方へ大きく伸長し、空間２１の容積
を一層大きくすることができる。
【００４５】
おむつ１Ｂは、エンドフラップ８の大部分とサイドフラップ９の大部分とが伸縮性を有す
る表面シート２から形成されているので、エンドフラップ８の収縮力と後胴周り域７にお
けるサイドフラップ９の収縮力とを利用して着用者の胴部を締め付けることができ、おむ
つ１Ａの着用位置からのずれ下がりを防ぐことができる。また、おむつ１Ｂは、サイドフ
ラップ９の収縮力を利用して着用者の脚部を締め付けることができ、股下域６の両側から
の排泄物の漏れを防ぐことができる。
【００４６】
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弾性部材１５の収縮力に抗して襞１６を縦方向へ伸ばしたときの裏面シート３の縦寸法は
、襞１６が形成された状態にある裏面シート３の縦寸法の１．０５～４．０倍の範囲、好
ましくは、２．５～３．０倍の範囲にある。プリーツ２３を横方向へ展開したときの裏面
シート３の横寸法は、プリーツ２３が形成された状態にある裏面シート３の横寸法の１．
５～３．０倍の範囲にある。裏面シート３の横寸法の倍率が１．５倍未満では、大便の重
さによってプリーツ２３が横方向へ展開したとしても、裏面シート３の自由部３ｃとコア
４との間に形成される空間２１の容積を大きくすることができず、裏面シート３にプリー
ツ２３を形成することによる空間２１の容積の拡大を図ることができない。裏面シート３
の横寸法の倍率が３．０倍を超過すると、裏面シート３のたるみを防止するため、裏面シ
ート３に必要以上のプリーツ２３を形成しなければならず、プリーツ２３どうしが重なり
合って、裏面シート３に不規則な折り癖が付いてしまう場合がある。
【００４７】
おむつ１Ｂは、弾性部材１５の１００％伸長時における伸長応力が０．０９８～１．９６
Ｎの範囲にある。弾性部材１５の伸長応力が０．０９８Ｎ未満では、弾性部材１５の収縮
力で裏面シート３を縦方向へ縮めることができず、裏面シート３に襞１６を形成すること
ができない場合がある。弾性部材１５の伸長応力が１．９６Ｎを超過すると、大便の重さ
によって襞１６を伸ばすことができず、裏面シート３の自由部３ｃとコア４との間に空間
２１を形成することができない場合がある。なお、弾性部材１５の伸長応力の測定方法は
、図１のそれと同一である。
【００４８】
表面シート２を形成する伸縮性繊維不織布１２には、メルトブローンやスパンボンドの各
製法により製造されたものを使用することができる。伸縮性不織布１２の構成繊維には、
熱可塑性エラストマー樹脂を溶融、紡糸した伸縮性繊維を使用することができる。表面シ
ート３には、熱可塑性エラストマー樹脂繊維からなる伸縮性繊維不織布１２の少なくとも
片面に、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエステル、のいずれかの熱可塑性合成樹脂
を溶融、紡糸した捲縮繊維からなる繊維不織布を重ね合わせた複合不織布を使用すること
もできる。また、表面シート２には、弾性的な伸縮性を有するプラスチックフィルムを使
用することもできる。
【００４９】
裏面シート３には、疎水性繊維不織布や通気不透液性プラスチックフィルムのいずれかを
使用することもできる。裏面シート３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を使用することもできる。
【００５０】
裏面シート３を形成する繊維不織布１４，２２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、スパンポンド、ケミカルボンド、エアースルー、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。不織布１４，２２の構成繊維には、ポ
リオレフィン系、ポリエステル系、ポリアミド系、の各繊維、ポリエチレン／ポリプロピ
レンやポリエチレン／ポリエステルからなる芯鞘型複合繊維または並列型複合繊維を使用
することができる。
【００５１】
表裏面シート２，３どうしの固着や表面シート２に対するコア４の接合、裏面シート３を
形成するフィルム１３と不織布１４との固着、裏面シート３を形成する不織布１４，２２
どうしの固着には、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
段を利用することもできる。
【００５２】
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やフィルム１３、不織布１４，２２にスパイラル
状に塗布されている。接着剤をそれらにスパイラル状に塗布した場合、それらに接着剤が
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る。接着剤は、スパ

10

20

30

40

50

(9) JP 3978390 B2 2007.9.19



イラル状の他に、表裏面シート２，３やフィルム１３、不織布１４，２２にジグザグ状や
ドット状、縞状のうちのいずれかの態様で塗布されていてもよい。
【００５３】
それらおむつ１Ａ，１Ｂでは、開孔１０，１１の大きさや形状について特に限定はない。
また、それらおむつ１Ａ，１Ｂでは、開孔１０，１１の個数について特に限定はなく、前
胴周り域５の横方向中央部５ａに表面シート２を厚み方向へ貫通する第１の開孔１０が形
成され、股下域６の横方向中央部６ａに表面シート２とコア４とを厚み方向へ貫通する第
２の開孔１０，１１が形成されていてもよい。
【００５４】
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。
【００５５】
【発明の効果】
本発明にかかる使い捨ておむつによれば、大便の重さによって裏面シートの自由部に形成
された襞が伸びるので、自由部がおむつの厚み方向下方へ伸び、自由部とコアとの間に大
便を収容可能な大便受容空間が形成される。このおむつは、その着用中に多量の大便が排
泄されたとしても、それを空間に収容することができる。このおむつは、大便が表面シー
トの外面に残存することはなく、大便が表面シートの外面を拡散することもないので、大
便の着用者の股間部への付着を確実に防ぐことができる。このおむつは、空間に収容され
た大便と着用者の股間との間に表面シートとコアとが位置するので、大便を着用者の股間
から遠ざけることができる。このおむつは、表面シートとコアとが空間に収容された大便
に対する障壁となるので、おむつに着用者の体圧がかかったとしても、大便が空間から表
面シートの外面に逆戻りすることはない。
【００５６】
エンドフラップの大部分とサイドフラップの大部分とが伸縮性を有する表面シートから形
成されたおむつは、それを着用したときに、エンドフラップの収縮力とサイドフラップの
収縮力とを利用して着用者の胴部と脚部とを締め付けることができるので、おむつの着用
位置からのずれ下がりを防ぐことができるとともに、股下域の両側からの排泄物の漏れを
防ぐことができる。
【００５７】
裏面シートに襞とプリーツとが形成されたおむつでは、大便の重さによって裏面シートの
自由部に形成されたそれら襞が縦方向へ伸びることはもちろん、プリーツが横方向へ展開
するので、裏面シートに襞のみが形成されたおむつと比較し、自由部とコアとの間に形成
される大便受容空間の収容容積を一層大きくすることができ、より多量の大便を空間に収
容することができる。
【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】裏面シートの側から示す図１のおむつの斜視図。
【図３】図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線矢視断面図。
【図４】図１のＩＶ－ＩＶ線矢視断面図。
【図５】他の一例として示すおむつの部分破断斜視図。
【図６】裏面シートの側から示す図５のおむつの斜視図。
【図７】図５のＶＩＩ－ＶＩＩ線矢視断面図。
【図８】図５のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ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
２　　　　　　透液性表面シート
２ａ　　　　　両端部
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２ｂ　　　　　両側部
３　　　　　　不透液性裏面シート
３ａ　　　　　両端部（固定縁部）
３ｂ　　　　　両側部（固定縁部）
３ｃ　　　　　自由部
４　　　　　　吸液性コア
５　　　　　　前胴周り域
６　　　　　　股下域
７　　　　　　後胴周り域
１０　　　　　　開孔
１１　　　　　　開孔
１２　　　　　　伸縮性繊維不織布
１３　　　　　　通気不透液性プラスチックフィルム
１４　　　　　　疎水性繊維不織布
１５　　　　　　伸縮性弾性部材
１６　　　　　　襞
２１　　　　　　大便受容空間
２２　　　　　　疎水性繊維不織布
２３　　　　　　プリーツ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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