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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　展開型の使い捨ておむつを着脱自在に固定するための締結要素であって、
　前記締結要素は、締結部材と伸縮部材とが隣り合って一体化して構成されており、かつ
使い捨ておむつのタブ、イヤー又はベルトに取り付けられるものであり、
　前記伸縮部材において、その伸縮部材の表面に表示物画像を有しており、前記表示物画
像は、前記伸縮部材の伸縮に応じて変化し、かつその表示物画像の変化は、伸縮度合を視
認可能に表示している
ことを特徴とする使い捨ておむつに用いる締結要素。
【請求項２】
　前記締結部材がつまみ用タブをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の使い捨て
おむつに用いる締結要素。
【請求項３】
　前記表示物画像が、前記伸縮部材の表面もしくは内部に少なくとも部分的に印刷された
プリント柄であり、前記伸縮部材の伸縮に応じて前記プリント柄が変形可能であることを
特徴とする請求項１に記載の使い捨ておむつに用いる締結要素。
【請求項４】
　前記表示物画像が、前記伸縮部材の表面に少なくとも部分的に印刷されたカラーチャー
トからなり、前記カラーチャートが、予め定められた方向において規則的に色が変化する
２色もしくはそれ以上のカラー領域からなることを特徴とする請求項１に記載の使い捨て
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おむつに用いる締結要素。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の締結要素を用いたことを特徴とする展開型の使い
捨ておむつ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、締結要素に関し、さらに詳しく述べると、２つの部材を着脱自在に固定する
ことができるとともに、伸縮部材の併用によって締結部材の取り扱い性やその他の性能を
飛躍的に高めた締結要素に関する。本発明はまた、かかる締結要素を備えた物品、特に使
い捨ておむつに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、乳幼児、入院患者、失禁者などのため、各種の使い捨ておむつが考案され、市販
されている。これらの商業的に入手可能な使い捨ておむつは、通常、そのまま着用者に装
着することができるパンツ型のおむつと、ほぼ長尺の形状を有していて、着用者に適用し
た後に付属の締結用テープにより装着することができる展開型（オープンタイプ）のおむ
つとがある。締結用テープには、おむつ本体に接着し、剥離する動作を繰り返し行うこと
が可能な再剥離タイプの粘着テープが用いられることもあれば、典型的にはフックとルー
プの組み合わせからなる面ファスナー（「メカニカルファスナー」などとも呼ばれる）が
用いられることもある。
【０００３】
　展開型の使い捨ておむつは、通常、液体透過性の内装材からなる内装シートと、そのシ
ートを被覆するように重ね合わされた液体不透過性のバックシートと、バックシートの所
定の部位に配設された、バックシートの補強材及び締結用テープの固着目標としてのフロ
ンタルフィルムと、フロンタルフィルムに締結しておむつの形状を完成し、その形状を安
定に保持するための締結用テープとから構成されている。
【０００４】
　上記のような使い捨ておむつにおいて、その装着時に着用者の身体、特に胴回りや足回
りにフィットさせるために、締結用テープの取り付け部分に伸縮材を使用することが一般
的に行われている（特許文献１）。特許文献１に記載の使い捨ておむつは、図示しないが
、液体透過性の表面シートと、液体不透過性の裏面シートと、これらのシート間に介在せ
しめられた液体保持性の吸収体とをもって構成されている。このような使い捨ておむつは
、ウエストベルトを重ね合わせ、さらにその重ね合わせ部分を裏面シートの端部で覆い、
メカニカルファスナーのオス材で固定することによって着用者の身体に装着することがで
きる。また、おむつを着用者の身体にフィットさせるために、弾性部材がウエスト部に設
けられている。さらに、ウエストベルトの基部には、伸縮性布帛からなる伸縮材が設けら
れている。伸縮材は、着用者の動きにウエストベルトが追従できるので、フィット性をさ
らに改良することができ、また、ウエストベルトの止着を確実にすることができる。
【０００５】
　しかし、使い捨ておむつに使用されている伸縮材は、いくつかの問題点をかかえている
。例えば、伸縮材は一般的に、伸ばせば伸ばすほど収縮力が高くなる傾向があるので、伸
ばしすぎると、例えば乳幼児を含めた着用者の胴回りや足回りに負担をかけ、例えばウエ
スト部などに弾性部材を設けてフィット性を改良できたとしても、赤い押し跡（いわゆる
「レッドマーク」）の発生を防止することが難しい。また、伸縮材の伸ばしが足りないと
、収縮力が弱くなるので、おむつが緩く装着され、その結果、ズレが発生し、液漏れ等の
発生を防止することが難しい。さらにまた、伸縮材は任意に伸縮可能であるので、伸縮度
合いの調整が非常に難しいという問題がある。作業者は、一般的に、装着時に手に感じる
強さや、装着後のおむつの全体の外観や触ってみた時の感覚から、伸縮材の伸縮度合いを
経験的に判断しているのが現状である。おむつ本体に複数の目盛がふってあって、年齢等
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に応じて最適な目盛に締結用テープの先端を合わせる製品も提案されているが、上述のよ
うな問題点の根本的な解決策とはなっていない。
【０００６】
【特許文献１】特開平１０－２１１２３６号公報（特許請求の範囲、段落００６６、図７
）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、したがって、上記のような従来の技術の問題点を解決し、伸縮材を伸
ばし過ぎたり伸ばし足りなかったりすることがなく、いつも適正な伸縮具合を確保するこ
とのできる、伸縮材付きの締結用テープあるいはその他の締結要素を提供することにある
。
【０００８】
　また、本発明の目的は、適正な伸縮具合が達成されたことを容易に視認可能な、伸縮材
付きの締結用テープあるいはその他の締結要素を提供することにある。
【０００９】
　さらに、本発明の目的は、本発明の締結要素を使用した時にその使用効果が充分に発揮
されるような物品を提供することにある。
【００１０】
　特に、本発明の目的は、乳幼児やその他の着用者に容易に、レッドマークやその他の欠
陥を伴わずに装着することのできる使い捨ておむつを提供することにある。
【００１１】
　本発明の上記した目的やその他の目的は、以下の詳細な説明から容易に理解することが
できるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、その１つの面において、２つの部材を着脱自在に固定するための締結要素で
あって、前記締結要素が、伸縮度合いを視認可能な表示物が組み込まれた伸縮部材を備え
ていることを特徴とする締結要素にある。
【００１３】
　また、本発明は、そのもう１つの面において、本発明の締結要素を備えてなることを特
徴とする物品にある。
【００１４】
　本発明の物品は、好ましくは、本発明の締結要素を備えた使い捨ておむつである。
【発明の効果】
【００１５】
　以下の詳細な説明から理解されるように、本発明によれば、伸縮要素を伸ばし過ぎたり
伸ばし足りなかったりすることがなく、いつも適正な伸縮具合を確保することのできる、
伸縮要素付きの締結用テープあるいはその他の締結要素を提供することができる。また、
伸縮要素の伸縮が適正となるので、例えば使い捨ておむつに使用した時に、レッドマーク
や液漏れなどの発生原因をなくすることができる。
【００１６】
　また、本発明の締結要素を使用すると、適正な伸縮具合が達成されたこと容易に視認可
能であり、よって、使い捨ておむつなどに有利に使用することができる。
【００１７】
　さらに、本発明による使い捨ておむつは、乳幼児やその他の着用者に対して、容易に、
かつレッドマークやその他の欠陥を伴わずに安全に装着することができる。
【００１８】
　さらに加えて、今までは特にその利用価値が注目されなかった使い捨ておむつのタブ、
イヤー、ベルトなどの部分にイラストなどの表示物を付与したことにより、おむつの外観
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や意匠性を高めることができるばかりでなく、例えば乳幼児の場合、その表示物を一緒に
観察し、話しながらおむつの装着を行うことができるので、装着作業が楽しく、かつ容易
になるという効果も得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明による締結要素及びそれを備えた物品、典型的には使い捨ておむつは、それぞれ
、いろいろな形態で有利に実施することができる。以下、添付の図面を参照しながら、本
発明の好ましい実施の形態を説明する。
【００２０】
　図１は、本発明による締結要素の典型例であるメカニカルファスナーをおむつの締結用
に使用した、本発明による好ましい１実施形態による展開型の使い捨ておむつの使用状態
を示す斜視図であり、また、図２は、その使い捨ておむつの展開図である。図示の実施形
態を詳細に説明する前に明らかにしておくと、本発明の特徴は、特に締結要素の構成にあ
るので、おむつ本体の形状及び構成は、図示されるものに限定されるわけではなく、この
技術分野において常用のいろいろな形状及び構成を採用することができる。
【００２１】
　展開型の使い捨ておむつ２０は、多くの文献等から公知となっているように、その構造
や形状が多岐にわたっている。使い捨ておむつ２０は、通常、図示のように、液体透過性
の内装材（例えば、不織布）からなる内装シート２１と、そのシートを包み込むように外
側に重ね合わされた液体不透過性のバックシート２２と、内装シート２１とバックシート
２２の間に配置された液体吸収材（図示せず）とから構成される。おむつ２０のバックシ
ート２２の前面部分（第１のウエスト部）２３には、メカニカルファスナー（メス型）７
が取り付けてある。また、さらに、おむつ２０のバックシート２２上の、装着時に第１の
ウエスト部２３と表裏をなすべき第２のウエスト部２４には本発明による締結要素１０が
取り付けられている。締結要素１０は、本発明に従い、締結部材（図示の例では、オス型
のメカニカルファスナー）２と、自在に伸縮可能な伸縮部材８とから構成されている。締
結要素１０の先端は、締結部材２と対で使用されるいまひとつの締結部材（図示の例では
、メス型のメカニカルファスナー）７に係止されるもので、自由端部となっている。
【００２２】
　展開型の使い捨ておむつは、図２に示すように、着用者の股の体型に適合し得るサイズ
及び形状を有する長尺物の形をしており、未使用時にはコンパクトに折り畳まれている。
使用時、折り畳まれていたおむつ２０を展開して着用者の股の部分に当てがい、伸縮部材
８を備えた締結要素１０のメカニカルファスナー２をメカニカルファスナー７に係止し、
固着すると、図１に示したように、使い捨ておむつ２０が完成する。
【００２３】
　ここで締結部材として使用されているメカニカルファスナーについて説明しておくと、
メカニカルファスナー（メス型）７は、ループ型留め具からなる。ループ型留め具７は、
図３を参照して以下に説明するように、基材５とその表面に施されたループ６とからなる
。一方、メカニカルファスナー（オス型）２は、フック型留め具からなる。フック型留め
具２は、同じく図３を参照して以下に説明するように、フック支持体３及びフック４から
なり、基材１によって支承されている。また、フック型留め具２の基材１は、伸縮部材８
と一体的に結合せしめられている。さらに、伸縮部材８は、おむつの第２のウエスト部２
４に取り付けられている。さらにまた、基材１の先端部は、フック型留め具２の自由端部
１３と分かれてつまみ用タブ１１を形成している。ところで、図示のメカニカルファスナ
ーは、フックとループの係止によって機械的締結状態を完成しているけれども、必要なら
ば、他のメカニズムで締結状態を完成してもよい。例えば、フック及びループに代えてそ
れぞれ締結用に設計された粘着テープ及びフロンタルシートを使用してもよい。
【００２４】
　次いで、本発明の使い捨ておむつに用いられる各種の部材のそれぞれについて説明する
。
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【００２５】
　本発明の使い捨ておむつは、好ましくは、その本体部分がバックシートと内装シートと
からなる。バックシートは、使い捨ておむつに常用されている液体不透過性の材料、例え
ば、通常のポリエチレンフィルム、多孔質のポリエチレンフィルムなどから形成すること
ができる。バックシートの厚さは、おむつの仕様などに応じて任意に変更可能であるけれ
ども、通常、約５～６０μｍの範囲である。バックシートの表面は、着色されていても着
色されていなくてもよいが、おむつ着用者の気分を考慮すると、水色やピンク色などの淡
色系統の色に着色されていることが好ましい。特に乳幼児用の使い捨ておむつの場合には
、動物、魚、花、人気漫画のキャラクターなどの絵を印刷しておくことが好ましい。
【００２６】
　また、内装シートは、使い捨ておむつに常用されている液体透過性の材料、例えば、ポ
リプロピレン、ポリエチレン、ポリエステルなどの合成繊維、天然繊維あるいはそれらの
混紡品の織布又は不織布や微孔性シートなどから形成することができる。内装シートの厚
さは、おむつの仕様などに応じて任意に変更可能であるけれども、通常、約５～６０μｍ
の範囲である。
【００２７】
　図３は、図１に示した使い捨ておむつで使用した締結要素とその使用について説明した
断面図である。図示の締結要素１０は、フック型留め具とも呼ばれる締結部材２及び伸縮
部材８を含んで構成され、また、そのフック型留め具２がループ型留め具７に係止されて
機械的締結状態が完成するように設計されている。ループ型留め具とフック型留め具の組
み合わせでメカニカルファスナーを完成する技術は、周知の技術であり、出願人によって
すでに多くの特許出願がなされている。
【００２８】
　図３に示した締結要素１０は、その主たる部分において、一体的に結合せしめられた基
材１とフック型留め具２とからなるけれども、先端部において、その一体的結合が解かれ
ていること、すなわち、分岐されていること、そして基材１のうちフック型留め具２から
分岐した部分（ここでは、特に「自由端部」と呼ぶ）１１が、フック型留め具２をループ
型留め具７に係止した後に再びその係止を解く時につまみ用タブを構成するのに必要なサ
イズを有していることを特徴としている。つまみ用タブ１１のサイズは、締結要素１０の
大きさなどに応じていろいろに変更し得るというものの、一般に、約１０～５０mmの幅及
び約３～３０mmの長さの範囲である。タブ１１の厚さは、基材１の厚さに応じて変動可能
である。また、タブ１１の形成は、締結要素１０の製造の前、その間あるいはその後の任
意の段階でいろいろな手法に従って行うことができる。例えば、フック型留め具２を支持
する基材１に粘着剤層が設けられている場合、二軸延伸ポリプロピレン（ＢＯＰＰ）やポ
リエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）などのフィルムで粘着剤層の一部分をマスクしたり
、その基材を折り返すなどしてタブを形成することができる。
【００２９】
　本発明による締結要素は、その締結部材と組み合わせて、伸縮度合いを認識可能な表示
物が組み込まれた伸縮部材を備えていることを特徴とする。ここで、締結部材と伸縮部材
とは、締結要素の通常の使用条件下では両者が分離することがないように、一体化された
構造物として構成されていることが好ましい。また、その一体化の形態も、締結要素の仕
様などに応じて任意に変更可能である。例えば、１つの締結部材と１つの伸縮部材とが隣
り合って一体化されているように構成してもよく、２つの締結部材の間に伸縮部材を挟み
こんで一体化されているように構成してもよく、さもなければ、伸縮部材の一部に締結部
材が選択的に適用され、一体化されているように構成してもよい。締結部材と伸縮部材の
一体化の技法は、特に限定されるものではないけれども、例えば、グルー、熱融着、超音
波加熱等による接着、一体成形、縫製、ステープラーによる機械的固定などを挙げること
ができる。
【００３０】
　伸縮部材は、自在に伸縮可能ないろいろな伸縮材から形成することができる。本発明の
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実施に好適な伸縮材の例は、以下に列挙するものに限定されるわけではないけれども、例
えば、弾性的に伸縮可能なエラストマーフィルムあるいはその積層体又は複合体がある。
このような伸縮材の例は、例えば、特公平６－９４１８８号公報ならびに米国特許第５，
６９１，０３４号公報及び同第５，５０１，６７９号公報などに記載されている。また、
伸縮性のシートや布帛を単独で、もしくは組み合わせて、伸縮材として使用することもで
きる。例えば、伸縮性のシートとして、エラストマーシート、例えば、天然ゴム、イソプ
レンゴム、１，２－ポリブタジエン、スチレン－ブタジエンゴム、クロロプレンゴム、ニ
トリルゴム、ブチルゴム、エチレン－プロピレンゴム、ウレタンゴムなどのシートや、各
種の熱可塑性エラストマー、例えばウレタン系エラストマー、スチレン系エラストマー、
オレフィン系エラストマーなどのシートを使用することができる。また、伸縮性の布帛と
して、伸縮性を有する各種の繊維材料、例えば織布、不織布などを使用することができる
。長繊維もしくは短繊維の不織布を好適に使用することができる。繊維としては、例えば
、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステルやポリアミドなどの合成繊維や、コット
ン、レーヨンなどの天然繊維を使用することができる。これらの伸縮材は、単独で使用し
てもよく、２種類以上の伸縮材を組み合わせて、例えば積層体などとして使用してもよい
。伸縮部材は、通常、シートあるいはテープの形で用いることができ、また、その厚さは
、広い範囲で変更することができるけれども、通常、約３０～１，０００ｍｍの範囲であ
る。
【００３１】
　本発明の伸縮部材に組み込まれる表示物は、それが容易に認識できるように、線、パタ
ーン、数字、記号、イラスト、絵、写真、カラーチャート、カラーコードなどや、それら
の任意の組み合わせから構成される。例えば、締結要素を乳幼児の使い捨ておむつなどに
使用する場合には、乳幼児の興味をひく、動物、魚、花、漫画やアニメーションの人気キ
ャラクターなどの絵や写真から表示物を構成することが推奨される。
【００３２】
　上記したような表示物は、いろいろな手法によって伸縮部材に付与することができるが
、印刷法や転写法によって付与するのが一般的に有用である。例えば、印刷法は、スクリ
ーン印刷、グラビア印刷、オフセット印刷などによって実施することができる。印刷等に
は、常用のインク、例えば大日精化工業社製の「ラミック（商品名）」及び「ハイラミッ
ク（商品名）」、東洋インキ製造社製の「ラミスター（商品名）」及び「ＬＰハイスーパ
ー（商品名）」などを使用することができる。また、表示物付きのシートなどを別に作製
しておいて、これを伸縮部材に貼り合わせてもよく、さもなければ、表示物付きのシート
と伸縮部材とを同時的に積層してもよい。
【００３３】
　また、表示物は、いろいろな形で伸縮部材に組み込むことができる。例えば、伸縮部材
の表面もしくは内部に少なくとも部分的に印刷されたプリント柄として表示物を組み込む
ことができる。締結要素の使用時、伸縮部材が伸縮するとともに、その伸縮に応じてプリ
ント柄が変形可能であるので、その変形の度合いから、伸縮度合いを容易に認識すること
ができる。また、表示物が変形するので、特に乳幼児はその変化の様子を興味をもってな
がめ、使い捨ておむつの装着作業を円滑に進行することができる。
【００３４】
　別法によれば、伸縮部材の表面に少なくとも部分的に印刷されたカラーチャートから表
示物を構成することもできる。カラーチャートは、いろいろに色変化するように配色する
ことができるが、好ましくは、予め定められた方向において規則的に色が変化する２色も
しくはそれ以上のカラー領域からなるようにカラーチャートを構成することができる。ま
た、色変化をより良好に認識可能とするために、カラーチャートが、そのほぼ中央部にお
いて開口した窓付きのカバーあるいはシートで覆われているように構成するのが好ましい
。ここで使用するカバーあるいはシートは、その下地のカラーチャートが実質的に透けて
見えない材料から形成するのが好ましい。
【００３５】
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　また、表示物は、伸縮部材の表面に少なくとも部分的に施された着色された多孔性シー
トからなってもよい。多孔性シートは、延伸前においては着色されたままの色を表示する
けれども、伸縮部材の延伸によって伸ばされた場合、その空隙の増加に伴って、伸縮部材
の伸縮に応じてシートの色を変化可能である。この色の変化の状態から、伸縮部材に伸縮
度合いを正確に視認することができる。例えば青色に着色されている多孔性シートの場合
、伸縮部材の伸長につれて白さが増加するであろう。
【００３６】
　再び図３を参照すると、図示の締結要素１０の場合、そのフック型留め具２（基材１）
の末端に、伸縮部材８が一体的に取り付けられている。ここで使用した伸縮部材８は、特
表平５－５０１３８６号公報の実施例３に記載された「サンプルＢ」であり、その表面に
、図４に示すように、ウサギの絵９が印刷されている。ここで、ウサギの絵９は、印刷法
としてグラビア印刷法を使用し、かつ印刷インクとして大日精化社製の「ラミックＦ２２
０（製品名）」を使用して印刷したものである。また、締結要素１０（伸縮部材８）の基
部は、図１及び図２に示してあるように、使い捨ておむつ２０の第２のウエスト部２４に
ヒートシールで固定してある。なお、締結要素１０は、それを使い捨ておむつに使用する
場合、いろいろな場所に取り付けて使用することができるけれども、一般的には、使い捨
ておむつのタブ、イヤー、ベルトなどに取り付けられて使用するのが好ましい。
【００３７】
　本発明の実施において、フック型留め具と組み合わせて用いられるループ型留め具は、
そのループがフック型留め具のフックに適合したものでありかつ所期の目的に悪影響を及
ぼさない限りにおいて特に限定されるものではない。図３を参照して説明すると、ループ
型留め具７は、好ましくは、基材５と、その表面に一体的に結合せしめられたループ６と
からなる。ループ６は、常法に従っていろいろな材料から構成することができるというも
のの、フック材２のフック４と効果的に絡み合うことのできる繊維材料から構成すること
が好ましい。繊維材料は、所望とするループの形状に応じて、例えば織布、不織布、編み
物、その他の形で使用することができる。また、繊維の束がループ状となるように、フィ
ルム上に繊維を部分的に接着したようなものも、ループとして有利に使用することができ
る。
【００３８】
　図４は、図１に示した使い捨ておむつで使用した締結要素に組み込まれた伸縮部材の表
示機能を示した平面図である。図４（Ａ）は、使用前の締結要素の状態を示したものであ
り、締結要素１０は、先に図３を参照して説明したように、一方の端面を使い捨ておむつ
の第２のウエスト部（図示せず）に取り付けられた伸縮部材８と、その延長上に一体的に
取り付けられたフック型留め具２とからなる。なお、図ではフック部分は裏側にあるので
認めることができず、フック型留め具２の基材１が観察される。伸縮部材８の表面には、
ウサギの顔９が印刷されている。ウサギの顔９は、伸縮部材８を適正に伸縮させた時に自
然な顔として観察できるように、幅方向にやや圧縮された状態で印刷されている。なお、
図では、伸縮部材８の最上面にウサギの顔９が印刷されているが、その顔９の上に透明も
しくは半透明のカバーやシートを被せて、異なる意匠効果が発現されるように変更しても
よい。
【００３９】
　使い捨ておむつを装着するとき、図４（Ｂ）に示すように、締結要素１０の端面に形成
されたタブ１１をつまんで、矢印方向に引っ張る。伸縮部材８が伸ばされて、ウサギの顔
９が自然な顔として観察できるようになる。そのような顔が、伸縮部材８の伸縮が好適に
行われたことを示す尺度となり、したがって、伸縮部材８の伸縮を停止し、フック型留め
具２をループ型留め具７（図３を参照）に係止し、両者を固着させる。なお、図ではウサ
ギの顔９を表示物として採用したけれども、その他の絵や画像パターンなどでも、伸縮部
材８の好適な伸縮を明確に表す尺度となり得ることは、当業者に明らかなところである。
【００４０】
　ところで、伸縮部材８を伸ばし過ぎた場合、図４（Ｃ）に示すように、ウサギの顔９の
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変形によってそれを知ることができる。このような場合には、伸縮部材８を図４（Ｂ）の
位置まで縮ませて最適な伸縮状態を確保した後、フック型留め具２をループ型留め具７に
係止すればよい。フック型留め具２とループ型留め具７は、機械的締結状態が完成した後
は、タブ１１をかなり強い力で引き剥がさない限り、容易に剥れてしまうようなことはな
い。
【００４１】
　本発明の実施において、締結部材は、図３に示したメカニカルファスナーに代えて、そ
の他の締結機構を採用してもよい。使用可能なその他の締結機構の典型例は、締結用に設
計された粘着テープとフロンタルシートの組み合わせである。すなわち、図示しないけれ
ども、図３のフック型留め具２に代えて粘着テープを使用し、かつ図３のループ型留め具
７に代えて、粘着テープが強固に接着可能なフロンタルシートをおむつの第１のウエスト
部２３（図２を参照）で使用することができる。
【００４２】
　フロンタルシートに貼着される粘着テープは、好ましくは、基材とその下面の粘着剤層
とから構成される。この粘着テープの末端はその粘着剤層を介してバックシートの所定の
部位に接合され、そしてその接合部位から延在する粘着テープの先端が、通常は自由端部
であるが、おむつの装着時にそのテープの粘着剤層を介してフロンタルシートの非離型処
理表面に接着される。
【００４３】
　粘着テープは、好ましくは矩形であり、そしておむつの大きさ、所望とする取扱性、そ
の他のファクタに応じていろいろなサイズとすることができる。このテープのサイズは、
好ましくは、フロンタルテープに対する十分な接着力を確保するとともに、テープの着脱
を容易にするため、約１０～５０mmの幅及び約３０～１００mmの長さである。
【００４４】
　粘着テープの基材は、以下に列挙するものに限定されるわけではないけれども、ポリプ
ロピレン、ポリエチレン、プロピレン－エチレンブロックポリマー、ポリエステル、ポリ
塩化ビニル、ポリアセテート、ポリアミドなどの合成材料あるいは木綿などの天然材料を
挙げることができる。これらの材料は、単独で使用してもよく、あるいは２種類もしくは
それ以上の材料を組み合わせて使用してもよい。特に、ポリプロピレン、ポリエチレン、
プロピレン－エチレンブロックポリマーあるいはその組み合わせは、テープ基材として好
適である。また、粘着剤層の形成のために施される粘着剤の密着性を向上させるため、テ
ープ基材の下面に、プライマー処理や、マット処理などを施すことが好ましい。
【００４５】
　また、粘着テープの基材の厚さは、一般に、約１０～２００μｍの範囲であるのが好ま
しい。このテープ基材の厚さが１０μｍ未満であると、テープの腰が弱いので扱いずらく
、また、機械的強度に乏しいので粘着テープの製造が困難になる。一方、テープ基材の厚
さが２００μｍを上回ると、テープ全体の厚さが大きくなり過ぎて、取扱が困難になった
り、耐クリープ性が低下したりする。
【００４６】
　さらに、粘着テープの基材に施される粘着剤層は、通常、合成ゴム系粘着剤又はアクリ
ル系粘着剤である。
【００４７】
　本発明による締結要素は、その構成などに応じて、使い捨ておむつのいろいろな個所に
取り付けて使用することができる。例えば、図１～図４を参照して先に説明したように、
締結要素１０を使い捨ておむつ２０のタブの一員として使用できる他に、図５に示すよう
に、締結要素１０を使い捨ておむつのイヤーの一員として使用することもできる。図示の
締結要素１０の場合、イヤーのほぼ全部を伸縮部材８から構成するとともに、そのイヤー
の側面にフック型留め具２を取り付けている。また、図６に示すように、締結要素１０を
使い捨ておむつのベルトの一員として使用することもできる。図示の締結要素１０の場合
、ベルトのほぼ全部を伸縮部材８から構成するとともに、そのベルトの端部にフック型留
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め具２を取り付けている。
【００４８】
　本発明による締結要素において、その伸縮部材に組み込まれる表示物は、上記したプリ
ント柄以外の表示物であってもよい。例えば、伸縮部材の表示物は、伸縮部材の表面に少
なくとも部分的に印刷されたカラーチャートからなることが好ましい。また、カラーチャ
ートは、所望とする視認効果に応じていろいろな形態をとることができるけれども、予め
定められた方向において規則的に色が変化する２色もしくはそれ以上のカラー領域からな
ることが好ましい。さらに、このような表示物の場合、カラーチャートは、そのまま露出
して状態で使用してもよいけれども、カラーチャーのほぼ中央部において開口した窓付き
のカバーで覆われている状態で使用するのが好ましい。図７及び図８は、かかる伸縮部材
の１つの実施形態を示した断面図及び平面図である。
【００４９】
　図７の締結部材８において、締結部材（図示せず）に取り付けられた伸縮部材８は、そ
の表面にカラーチャート３０を有している。カラーチャート３０は、伸縮性のシート状材
料に、中央部から順に、黄色領域Ｙ、緑色領域Ｇ及び赤色領域Ｒを印刷したものであり、
伸縮部材８の伸縮に合わせて伸縮可能である。ここで、黄色領域Ｙ、緑色領域Ｇ及び赤色
領域Ｒは、それぞれ、伸縮不完全領域、適正伸縮領域及び過剰伸縮領域を表示することを
意図している。また、図示の例の場合、カラーチャート３０の上に、接着剤層３１を介し
て、これも伸縮部材８の伸縮に合わせて伸縮可能な不透明もしくは半透明のカバー３２が
取り付けられている。カバー３２は、そのほぼ中央部において窓３３が開けられており、
この窓３３もまた、伸縮部材８の伸縮に合わせて伸縮可能である。窓３３から、カバー３
２の下に位置するカラーチャート３０の着色領域を観察することができる。図中、矢印は
、伸縮部材８の引っ張り方向を示している。
【００５０】
　図８（Ａ）は、図７の断面図に対応するもので、使用前の締結要素におけるカラーチャ
ート３０の観察状態を示している。この図の例では、伸縮部材８が少しも伸びていないの
で、カラーチャート３０も伸びておらず、したがって、黄色領域Ｙを窓３３から観察する
ことができる。
【００５１】
　使い捨ておむつを装着するとき、図８（Ｂ）に示すように、伸縮部材８が伸びたことに
よってカバー３２も伸びる。従って、カバー３２の窓３３が大きくなって、伸縮部材８が
ちょうど希望どおりに伸縮したとき、黄色領域Ｙとともに緑色領域Ｇも観察されるように
なる。緑色領域Ｇの露出は、伸縮部材８の伸縮が好適に行われたことを示す尺度となり、
したがって、伸縮部材８の伸縮を停止し、いずれも図示しないが、フック型留め具をルー
プ型留め具などの締結部材に係止し、両者を固着させる。なお、３色のカラーチャートを
採用しているが、その他のカラーチャートやカラーコードなどでも、伸縮部材８の好適な
伸縮を明確に表す尺度となり得ることは、当業者に明らかなところである。
【００５２】
　ところで、伸縮部材８を伸ばし過ぎた場合、図８（Ｃ）に示すように、赤色領域Ｒの露
出によってそれを知ることができる。このような場合には、伸縮部材８を図８（Ｂ）の位
置まで縮ませて最適な伸縮状態を確保した後、フック型留め具をループ型留め具などの締
結部材に係止すればよい。
【００５３】
　また、伸縮部材の表示物は、伸縮部材の表面に少なくとも部分的に施された着色された
多孔性シートからなることもできる。このような伸縮部材では、その伸縮部材の伸縮に応
じてシートの色が変化可能であり、その変化の度合いから、伸縮部材の伸縮の度合いを容
易に視認することができる。図９は、かかる伸縮部材の１つの実施形態を示した断面図で
ある。
【００５４】
　図９（Ａ）を参照すると、締結要素の形成のために締結部材（図示せず）に取り付けら
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色されたプラスチックフィルムからなり、その内部に微細な空隙が無数に形成されている
。空隙は、例えばフィルムの成形材料中に粒子状あるいはワックス状の充填剤などを配合
することによって、成形段階で形成することができる。多孔性シート４０において、空隙
の形状及びサイズは特に限定されない。
【００５５】
　使い捨ておむつを装着するとき、図９（Ｂ）に示すように、伸縮部材８を矢印方向に引
き伸ばす。すると、伸縮部材８の伸びに合わせて多孔性シート４０も延伸される。この時
、シート中に含まれるそれぞれの空隙が横方向に引き伸ばされ、空隙の拡大とともにシー
トの白色化が発生する。すなわち、多孔性シート４０が青色に着色していたとすると、シ
ートの延伸につれて白色が増すようになり、水色を経てほぼ白色となる。本発明では、こ
の白色化の程度から、最適な伸縮度合いを肉眼で容易に確認することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明による締結要素を使い捨ておむつに使用した時の１実施形態を示した斜視
図である。
【図２】図１に示した使い捨ておむつの展開図である。
【図３】図１に示した使い捨ておむつで使用した締結要素の断面図である。
【図４】図１に示した使い捨ておむつで使用した締結要素に組み込まれた伸縮部材の表示
機能を示した平面図である。
【図５】本発明による締結要素を使い捨ておむつに使用した時のもう１つの実施形態を示
した展開図（部分）である。
【図６】本発明による締結要素を使い捨ておむつに使用した時のさらにもう１つの実施形
態を示した展開図（部分）である。
【図７】本発明による締結要素において使用可能な伸縮部材のもう１つの実施形態を示し
た断面図である。
【図８】図７に示した伸縮部材の表示機能を示した平面図である。
【図９】本発明による締結要素において使用可能な伸縮部材のさらにもう１つの実施形態
を示した断面図である。
【符号の説明】
【００５７】
１…フック型留め具の基材
２…フック型留め具
３…フック支持体
４…フック
５…ループ型留め具の基材
６…ループ
７…ループ型留め具
１０…締結要素
１１…つまみ用タブ
２０…使い捨ておむつ
２１…内装シート
２２…バックシート
２３…第１のウエスト部
２４…第２のウエスト部
３０…カラーチャート
３２…カバー
３３…窓
４０…多孔性シート
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【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】

【図６】
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