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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　背側の両側部に、ファスニングテープの基端部をそれぞれ連結し、このファスニングテ
ープの先端側の内面に、表面にフック状突起を多数有するフックテープを設け、腹側の外
面に、前記フック状突起が着脱可能に掛止される表面を有するターゲットテープを設け、
前記背側のファスニングテープをそれぞれ腹側に回り込ませ、前記フックテープを前記タ
ーゲットテープに止着することによって身体に装着するように構成した紙おむつにおいて
、
　腹側の外面における幅方向中央を基準としてその両側のそれぞれに、前記フックテープ
の幅に対して半分以下の幅を有するターゲットテープを、おむつ幅方向に複数並設すると
ともに、各ターゲットテープにおける前記幅方向中央側の端部を腹側の外面に固定し、か
つこの固定部よりも幅方向外側の部分を腹側の外面に固定せずに、腹側外面から離間可能
な自由部として構成し、前記止着に際して前記フックテープを複数の前記ターゲットテー
プに跨って止着するように構成した、
　ことを特徴とする紙おむつ。
【請求項２】
　前記腹側の外面における前記両側のそれぞれにおいて、隣り合うターゲットテープが、
フックテープの取り外し時に加わる力により分離可能なように一体化されている、請求項
１記載の紙おむつ。
【請求項３】
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　前記腹側の外面における前記両側のそれぞれにおいて、隣り合うターゲットテープのう
ち前記幅方向中央側に位置するターゲットテープにおける幅方向外側の端部が、幅方向外
側に位置するターゲットテープにおける前記固定部の上に重なるように並設されている、
請求項１記載の紙おむつ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使用に際して腹側の両側部と背側の両側部とを重ね合わせて、背側と腹側と
を接合片により接合する、止着式紙おむつに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　図８は、従来の止着式紙おむつを示している。この紙おむつは、おむつ外形をなす不透
液性裏面シート１０１と、透液性表面シート１０２と、これらの間に介在された吸収体１
０３を有すると共に、背側両側縁から側方に突出する接合片１０５，１０５を有している
。そして、使用に際しては、腹側の両側部と背側の両側部とを近接させ、あるいは重ね合
わせた状態で、背側の接合片１０５，１０５を腹側表面のターゲットテープ１０６に接合
することにより、身体に装着するようになっている（例えば、特許文献１～３参照）。
　一般に、接合片１０５，１０５とターゲットテープ５との接合手段１０９としては、粘
着剤又はメカニカルファスナーが使用されているが、後者は接合力を強くでき、また剥離
を繰り返しても接合力が低下し難いため汎用されている。
【特許文献１】実開平６－３１７２６号公報
【特許文献２】特開２００２－９５６９３号公報
【特許文献３】特開２００５－１６０５０６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、従来のメカニカルファスナーを使用した止着式紙おむつは、狭いスペースでフ
ァスニングテープを外すのが困難であるという問題点があった。
　例えば、止着式紙おむつを装着した成人男性がトイレで自分で排尿する際、ズボン内で
テープの止着を外して性器を取り出すことがある。また、大人、子供、男女を問わず、衣
類を着用したまま、衣類とおむつとの間に手を入れてファスニングテープを取り外し、止
着位置を調整することもある。これらの場合において、メカニカルファスナーを使用した
ファスニングテープを取り外すには、ファスニングテープを身体から遠ざかる方向に剥離
しなければならないが、この操作を衣類と身体との間のように狭い空間内で行うのは非常
に困難であり、メカニカルファスナーの雄材が誤ってズボンの繊維に絡まり、作業が更に
煩雑になることもあった。
　そこで、本発明の主たる課題は、メカニカルファスナーを使用した止着式紙おむつにお
いて、狭いスペースでもファスニングテープを容易に取り外せるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記課題を解決した本発明は次記のとおりである。
　＜請求項１記載の発明＞
　背側の両側部に、ファスニングテープの基端部をそれぞれ連結し、このファスニングテ
ープの先端側の内面に、表面にフック状突起を多数有するフックテープを設け、腹側の外
面に、前記フック状突起が着脱可能に掛止される表面を有するターゲットテープを設け、
前記背側のファスニングテープをそれぞれ腹側に回り込ませ、前記フックテープを前記タ
ーゲットテープに止着することによって身体に装着するように構成した紙おむつにおいて
、
　腹側の外面における幅方向中央を基準としてその両側のそれぞれに、前記フックテープ
の幅に対して半分以下の幅を有するターゲットテープを、おむつ幅方向に複数並設すると
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ともに、各ターゲットテープにおける前記幅方向中央側の端部を腹側の外面に固定し、か
つこの固定部よりも幅方向外側の部分を腹側の外面に固定せずに、腹側外面から離間可能
な自由部として構成し、前記止着に際して前記フックテープを複数の前記ターゲットテー
プに跨って止着するように構成した、
　ことを特徴とする紙おむつ。
【０００５】
　（作用効果）
　本発明の紙おむつでは、身体に装着した状態でファスニングテープを幅方向中央側（締
め付け方向）に引張ると、その引張力はファスニングテープのフックテープに止着された
ターゲットテープにも作用し、ターゲットテープの自由部が固定部側から順に引張方向に
捲れ、かつこれに伴って、ターゲットテープが固定部側から順にフックテープから引張方
向と反対側に捲れて剥離される。したがって、ファスニングテープを幅方向中央側（締め
付け方向）に引張るだけで取り外すことができ、衣類内のように狭いスペース内でも極め
て容易に操作でき、フックテープの衣類への誤掛止も起こり難くなる。
　一方、身体に装着した状態では、ファスニングテープに対して背側に向う引張力が作用
し、ターゲットテープには幅方向外側に向う引張力が作用するが、ターゲットテープは幅
方向中央側が固定されているため、捲れることは無く、ターゲットテープの全体を固定し
た場合と同様の止着性能が発揮される。よって、本発明では、取り外しが容易になるにも
かかわらず、止着性能が低下するおそれも無い。
【０００６】
【０００７】
　さらに、このように構成されていると、ファスニングテープを取り外す際にファスニン
グテープを引張る距離は、各ターゲットテープの幅にほぼ等しくなる。一方、止着力につ
いては、従来のものと同様に、フックテープとターゲットテープとの止着部分の合計幅に
より定まる。よって、本項記載の場合、止着力を損ねずに、ファスニングテープを引張る
距離を短縮することができ、狭いスペース内での取り外しがより一層容易になる。
【０００８】
　＜請求項２記載の発明＞
　前記腹側の外面における前記両側のそれぞれにおいて、隣り合うターゲットテープが、
フックテープの取り外し時に加わる力により分離可能なように一体化されている、請求項
１記載の紙おむつ。
【０００９】
　（作用効果）
　このように構成されていると、ターゲットテープを複数並設するとしても、取り外しま
では全てのターゲットテープが一体化しており、取り外し後においても必要な分しか分離
されないため、止着前後にターゲットテープがめくれて作業が煩雑になったり、製品の製
造過程でターゲットテープがめくれてトラブルを起こしたりすることがないため、好まし
い。
【００１０】
　＜請求項３記載の発明＞
　前記腹側の外面における前記両側のそれぞれにおいて、隣り合うターゲットテープのう
ち前記幅方向中央側に位置するターゲットテープにおける幅方向外側の端部が、幅方向外
側に位置するターゲットテープにおける前記固定部の上に重なるように並設されている、
請求項１記載の紙おむつ。
【００１１】
　（作用効果）
　このように構成されていると、各ターゲットテープは、フックテープ面に対して平行に
ならず、幅方向外側の端部が固定部がわよりも張り出すようになる。また各ターゲットテ
ープの固定部は隣接する他のターゲットテープの端部により覆われる。そして、このよう
なターゲットテープに対してフックテープを止着した場合、各ターゲットテープの全表面
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が均一にフックテープに止着されず、幅方向中央側ほど止着力が弱くなり、固定部に対し
ては完全に止着されなくなる。よって、止着を取り外す際、弱い力で円滑に剥離を開始で
きるようになる。これに対して、ターゲットテープの固定部上に隣接する他のターゲット
テープが重ねられていない場合、ターゲットテープの固定部にフックテープが止着される
ことになるが、固定部は捲れないため、剥離開始時に強い力が必要になる。
【発明の効果】
【００１２】
　以上の通り本発明によれば、腹側の両側部と背側の両側部とのずれが効果的に防止され
、もって前後位置のずれ等が防止されるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳述する。
　（第１の実施形態）
　図１～図４は、本発明に係る紙おむつの一例を示しており、この紙おむつは、不透液性
バックシート１と、透液性トップシート２との間に、吸収体３が介在されているものであ
る。
【００１４】
　不透液性バックシート１としては、ポリエチレンフィルム等の他、ムレ防止の点から遮
水性を損なわずに透湿性を備えたシートも用いることができる。この遮水・透湿性シート
は、例えばポリエチレンやポリプロピレン等のオレフィン樹脂中に無機充填材を溶融混練
してシートを形成した後、一軸または二軸方向に延伸することにより得られる微多孔性シ
ートを用いることができる。肌触りを改善するために、不透液性バックシート１の外面に
不織布を貼り付けて被覆することもできる。
【００１５】
　透液性トップシート２としては、有孔または無孔の不織布や穴あきプラスチックシート
などが用いられる。不織布を構成する素材繊維としては、ポリエチレンまたはポリプロピ
レン等のオレフィン系、ポリエステル系、アミド系等の合成繊維の他、レーヨンやキュプ
ラ等の再生繊維、綿等の天然繊維とすることができる。
【００１６】
　吸収体３としては、パルプ繊維の積繊体、セルロースアセテート等のフィラメントの集
合体、あるいは不織布を基本とし、必要に応じて高吸収性ポリマーを混合、固着等してな
るものを用いることができる。必要に応じて、吸収体３はクレープ紙（図示せず）により
包むことができる。また、吸収体３の形状は適宜定めることができるが、図示のような砂
時計形状の他、長方形等のように、股間部の前側から後側まで延在する形状が好適である
。
【００１７】
　不透液性バックシート１は、吸収体３の周囲より外方に延在して略砂時計形状を成して
おり、その側方延在部の内面にはバリヤシート４が貼り付けられている。この側方延在部
は吸収体３の存在しないサイドフラップ部ＳＦを構成している。
【００１８】
　透液性トップシート２は、吸収体３より若干大きめの砂時計形状とされ、吸収体３側縁
より若干外方に延在する部分がバリヤシート４と不透液性バックシート１との間に介在さ
れ不透液性バックシート１側にホットメルト接着剤により固着されている。バリヤシート
６の素材としては、プラスチックシートやメルトブローン不織布を使用することもできる
が、肌への感触性の点で、不織布にシリコンなどにより撥水処理をしたものが好適に使用
される。
【００１９】
　不透液性バックシート１の外面を不織布で覆う場合には、不透液性バックシート１に代
えて、外装不織布を吸収体３の周囲より外方に延在させてバリヤシート６の側部とともに
、吸収体８の存在しないサイドフラップ部ＳＦを構成することもできる。この場合、不透
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液性バックシート１をサイドフラップ部ＳＦまで延在させず、トップシート２と同様の形
状とすることができる。
【００２０】
　紙おむつの前後方向両端部では、不透液性バックシート１および透液性トップシート２
が吸収体３の前後端よりも前後両側にそれぞれ延在され、吸収体３の存在しないエンドフ
ラップ部ＥＦが形成されており、このうち背側のエンドフラップ部ＥＦにおいては、複数
本、図示の例では３本の糸状弾性伸縮部材７が幅方向に沿って伸張状態で固定されている
。この糸状弾性伸縮部材９としては、通常使用されるスチレン系ゴム、オレフィン系ゴム
、ウレタン系ゴム、エステル系ゴム、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリスチレン、スチ
レンブタジエン、シリコン、ポリエステル等の素材を用いることができる。
【００２１】
　そして、背側の胴回り形成部分Ｂにおいて、両サイドフラップ部ＳＦ，ＳＦからファス
ニングテープ５，５が突出されるとともに、これに対応して、腹側の胴回り形成部分Ｆの
外面（図示例では不）にターゲットテープ６が貼り付けられている。
【００２２】
　ファスニングテープ５は、おむつ幅方向に沿って延在する帯状の基材シート８と、その
先端側の内面に貼り付けられた、表面にフック状突起を多数有するフックテープ９（メカ
ニカルファスナーの雄材）とから構成されており、基材シート８の基端部がサイドフラッ
プ部ＳＦに固定されているものである。基材シート８の基端部は、サイドフラップ部ＳＦ
の外面または内面に固定しても良いが、図３に示すように、サイドフラップ部ＳＦを構成
するシート間（図示例ではバックシート１とバリヤシート４との間）に挟み、ホットメル
ト接着剤等により固定するのが好ましい。
【００２３】
　フックテープ９のフック状突起としては、例えばキノコ状、Ｊ字状のもの等を採用する
ことができる。基材シート８としては、種々の素材を使用することができるが、好ましく
は坪量４０～８０ｇ／ｍ2の単層又は複層の不織布を用いる。この場合、加工法は強度特
性に優れたスパンボンドが好ましい。また、基材シート８の一部または全部に、ゴム等の
弾性素材、あるいはこれを伸張させた状態で不織布等のシート材に固定したものを用いる
ことによって、接合片８ａを弾性伸縮可能にすると、フィット性を確保しながら装着者の
胴回りに寸法に合わせてサイズ調整を行うことができるため好ましい。
【００２４】
　フックテープ９の寸法は適宜定めることができるが、例えば、長さ（前後方向）ｙ１は
１０～８０ｍｍの範囲内とすることができ、また幅ｗ１は５～３５ｍｍの範囲内とするこ
とができる。
【００２５】
　ターゲットテープ６としては、フック状突起が着脱可能に掛止される表面を有するもの
（メカニカルファスナーの雌材）であり、例えば、フックテープと同様の基材シートの表
面に多数のループ状の糸を固定したものや、不織布等を使用できる。
【００２６】
　特徴的には、図４に示すように、腹側の外面における幅方向中央Ｃの両側に、幅方向に
沿って帯状をなすターゲットテープ６が少なくとも一つずつ配置され、各ターゲットテー
プ６における幅方向中央Ｃ側の端部６ｃは腹側の外面に固定されるが、この固定部６ｃよ
りも幅方向外側の部分６ｆは腹側の外面に固定されておらず、腹側外面から離間可能な自
由部６ｆとして構成されている。この固定は図示例のようにホットメルト接着剤６ｂによ
り行うことができる他、ヒートシール、超音波溶着等により行うこともできる。
【００２７】
　ターゲットテープ６の形状や寸法は適宜定めることができる。図示例では、フックテー
プ９の幅ｗ１に対して半分以下の幅ｗ２を有するターゲットテープ６を、おむつ幅方向に
複数並設し、止着に際してフックテープ９を複数のターゲットテープ６，６…に跨って止
着するように構成している。ターゲットテープ６は、幅方向に隣接させるのが好ましいが
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、間隔を空けて配置することもできる。
【００２８】
　ターゲットテープ６の形状は、図示例のような短冊状（矩形状）の他、幅方向中央Ｃ側
から外側に向かうにつれて長さが短くなる横向き台形状や横向き三角形状とすることがで
きる。ターゲットテープ６の長さ（前後方向）ｙ２は例えば３０～３５０ｍｍとすること
ができる。ターゲットテープ６の幅ｗ２は、図示例では約１／２．５となっているが、１
／３以下であると特に好ましい。もちろん、ターゲットテープ６の幅ｗ２をフックテープ
９の幅ｗ１の半分より大きくすることもでき、ｗ１以上とすることもできる。各ターゲッ
トテープ６の形状・寸法は全て同じとする他、必要に応じて、幅方向中央側のもと幅方向
外腹側のもとで異ならしめることができる。
【００２９】
　腹側外面におけるターゲットテープ６の配設範囲は特に限定されないが、胴回り部分Ｆ
における幅方向両端部を除いた中間部分に設けるのが好ましく、その幅は胴回り部分Ｆの
幅の７０～９５％とすることができる。
【００３０】
　かくして構成された紙おむつにおいては、身体の所定部位にあてがった状態で、背側の
両サイドフラップＳＦ，ＳＦのファスニングテープ５，５を、腹側外面における幅方向両
側のターゲットテープ６，６にそれぞれ止着することで装着することができる。この状態
では、図４に示すように、ファスニングテープ５，５に対して胴回り方向に沿って背側に
向う引張力Ｆ１，Ｆ１が作用し、各ターゲットテープ６，６には幅方向外側に向う引張力
が作用する。ターゲットテープ６，６は幅方向中央側が固定されているため、捲れたりす
ることは無く、ターゲットテープ６，６の全体を固定した場合と同様の止着性能が発揮さ
れる。
【００３１】
　取り外しに際しては、図５に示すように、ファスニングテープ５を幅方向中央側（締め
付け方向）に引張る。この引張力Ｆ２はファスニングテープ５のフックテープ９に止着さ
れた各ターゲットテープ６にも作用し、各ターゲットテープの６自由部６ｆが固定部６ｃ
側から順に引張方向に捲れ、かつこれに伴って、各ターゲットテープ６が固定部６ｃ側か
ら順にフックテープ９から引張方向と反対側に捲れて剥離される。したがって、ファスニ
ングテープ５を幅方向中央側（締め付け方向）に引張るだけで各ターゲットテープ６から
取り外すことができ、衣類内のように狭いスペース内でも極めて容易に操作でき、フック
テープ９の衣類への誤掛止も起こり難くなる。
【００３２】
　特に、図示形態の場合には、ファスニングテープ５を取り外す際、ファスニングテープ
５を引張る距離は、各ターゲットテープ６の幅ｗ２にほぼ等しくなる。一方、止着力は、
フックテープ９とターゲットテープ６との止着部分の合計幅（図示例ではターゲットテー
プが隣接配置されているため、フックテープ９の幅ｗ１に等しい）により定まる。よって
、止着力を損ねずに、ファスニングテープ５を引張る距離を短縮でき、狭いスペース内で
の取り外しがより一層容易になる。
【００３３】
　（第２の実施形態）
　第１の実施形態では、ターゲットテープ６の自由部６ｆが当初から自由になっているた
め、止着前にターゲットテープ６がめくれて装着作業が煩雑になったり、製品の製造過程
でターゲットテープ６がめくれてトラブルを起こしたりするおそれがある。
【００３４】
　そこで、隣り合うターゲットテープ６，６を、フックテープ９の取り外し時に加わる力
により分離可能なように予め一体化しておくのが好ましい。具体的には、図６に示すよう
に、全ターゲットテープ６，６分の幅を有する一枚のテープ６０を形成し、このテープ６
０に対し、前後方向に沿うミシン目１０を幅方向に各ターゲットテープ６分の間隔で形成
し、各ミシン目１０間の部分６における幅方向中央側の端部を腹側外面にそれぞれ固定す
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ることが提案される。この場合、ファスニングテープ５を取り外す際、フックテープ９が
止着されているターゲットテープ６部分に対して加わる力により、当該ターゲットテープ
６部分と隣り合うターゲットテープ６部分との間のミシン目１０が引き裂かれ、分離され
る。以降は、第１の実施形態と同様に取り外しがなされる。
【００３５】
　したがって、ターゲットテープ６を複数並設するとしても、取り外しまでは全てのター
ゲットテープ６が一体化しており、取り外し後においても必要な分しか分離されないため
、止着前後にターゲットテープ６がめくれて作業が煩雑になったり、製品の製造過程でタ
ーゲットテープ６がめくれてトラブルを起こしたりし難くなる。
【００３６】
　なお、図示形態において幅方向中央のミシン目１０は省略することができる。また、図
示形態では、幅方向両側の全てのターゲットテープ６，６を一体化したが、これに限られ
ず、一部のみを一体化することもでき、例えば、幅方向に所定の間隔でミシン目による分
離線を付与したシートを、幅方向一方側および他方側に対して別々に設けることもできる
。
【００３７】
　（第３の実施形態）
　第１の実施形態では、ファスニングテープ５の取り外しを開始する際、先ずフックテー
プ９とターゲットテープ６の固定部６ｃとの剥離がなされる。しかし、この固定部６ｃは
腹側外面に固定されており、捲れないため、この部分の剥離に、つまり取り外し開始時に
相対的に強い力が必要になる。
【００３８】
　そこで、これを解決する形態として、図７に示すように、腹側の外面における両側のそ
れぞれにおいて、隣り合うターゲットテープ６，６のうち幅方向中央側に位置するターゲ
ットテープ６における幅方向外側の端部が、幅方向外側に位置するターゲットテープ６に
おける固定部６ｃの上に重なるように並設された形態も提案される。
【００３９】
　このように構成されていると、各ターゲットテープ６は、フックテープ９面に対して平
行にならず、幅方向外側の端部が固定部６ｃ側よりも張り出すようになる。また各ターゲ
ットテープ６の固定部６ｃは、隣接する他のターゲットテープ６の端部により覆われる。
したがって、このようなターゲットテープ６に対してフックテープ９を止着した場合、各
ターゲットテープ６の全表面が均一にフックテープ９に止着されず、幅方向中央Ｃ側ほど
止着力が弱くなり、固定部６ｃに対しては完全に止着されなくなる。よって、止着を取り
外す際、弱い力で円滑に剥離を開始できるようになる。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　本発明は、メカニカルファスナーを用いた止着式紙おむつに適用されるものである。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】第１の実施形態の展開状態内面側を示す平面図である。
【図２】第１の実施形態の展開状態外面側を示す平面図である。
【図３】ファスニングテープ部分の断面図である。
【図４】ターゲットテープ部分の要部（吸収体やトップシート、バリヤシートは図示を省
略している）を示す断面図である。
【図５】剥離時の状態を示す、ターゲットテープ部分の要部（吸収体やトップシート、バ
リヤシートは図示を省略している）断面図である。
【図６】第２の実施形態の展開状態内面側を示す平面図である。
【図７】第３の実施形態の要部拡大平面図である。
【図８】従来のテープ式紙おむつの展開状態内面側を示す平面図である。
【符号の説明】
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【００４２】
　１…不透液性バックシート、２…透液性トップシート、３…吸収体、４…バリヤシート
、５…ファスニングテープ、６…ターゲットテープ、７…糸状弾性伸縮部材、８…基材シ
ート、９…フックテープ、１０…ミシン目。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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