
JP 5253064 B2 2013.7.31

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向及び横方向と、肌当接面及び非肌当接面と、前ウエスト域と、後ウエスト域と、
前記前後ウエスト域間に位置するクロッチ域と、ウエスト開口と一対のレッグ開口とを含
む使い捨ておむつにおいて、
　前記前ウエスト域が、着用者の腹部と対向して位置する第１伸縮域と、前記腹部から股
部にかけて外方へ凸曲する部位と対向して位置する第２伸縮域と、前記股部と対向して位
置する第３伸縮域とに区分されており、
　前記後ウエスト域が、着用者の腰部と対向して位置する第４伸縮域と、臀部から前記腰
部にかけて凹となる部位と対向して位置する第５伸縮域と、前記臀部と対向して位置する
第６伸縮域とに区分されており、
　前記第１～６伸縮域の伸長応力の相関関係が、第６伸縮域＞第２伸縮域＞第３伸縮域≧
第５伸縮域＞第１伸縮域，第６伸縮域＞第２伸縮域＞第３伸縮域≧第５伸縮域＞第４伸縮
域であることを特徴とする前記おむつ。
【請求項２】
　前記おむつが、前記前ウエスト域を画成する弾性の前ウエストパネルと、前記後ウエス
ト域を画成する弾性の後ウエストパネルとからなる弾性ウエストパネルと、前記前後ウエ
スト域の一部及び前記クロッチ域を画成し、前記ウエストパネルに接合され、吸液性コア
を有する吸収性シャーシとから構成されている請求項１記載のおむつ。
【請求項３】
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　前記前ウエストパネルが、非肌当接面側に配置された第１非伸縮性シートと、前記第１
非伸縮性シートの肌当接面側に積層された第１伸縮性シートと、前記第１非伸縮性シート
の一部と前記第１伸縮性シートの一部との肌当接面側に積層された第２伸縮性シートとか
ら形成され、前記後ウエストパネルが、非肌当接面側に配置された第２非伸縮性シートと
、前記第２非伸縮性シートの肌当接面側に積層された第３伸縮性シートと、前記第２非伸
縮性シートの一部と前記第３伸縮性シートの一部の肌当接面側に積層された第４伸縮性シ
ートとから形成されており、
　前記第１伸縮域が、前記第１非伸縮性シートと前記第２伸縮性シートとから形成され、
前記第２伸縮域が、前記第１非伸縮性シートと前記第１伸縮性シートと前記第２伸縮性シ
ートとから形成され、前記第３伸縮域が、前記第１非伸縮性シートと前記第１伸縮性シー
トとから形成され、前記第４伸縮域が、前記第２非伸縮性シートと前記第４伸縮性シート
とから形成され、前記第５伸縮域が、前記第２非伸縮性シートと前記第３伸縮性シートと
前記第４伸縮性シートとから形成され、前記第６伸縮域が、前記第２非伸縮性シートと前
記第３伸縮性シートと前記第４伸縮性シートとから形成されており、前記第６伸縮域にお
ける前記第２非伸縮性シートと前記第３伸縮性シートとの間には、前記横方向へ延びる複
数条のストランド状の弾性要素が配設されている請求項２記載のおむつ。
【請求項４】
　前記第１～６伸縮域の最大伸長時６５％の伸長応力が、それぞれ、第１伸縮域は２０～
４０ｍＮ、第２伸縮域は２６～１０５ｍＮ、第３伸縮域は２５～６５ｍＮ、第４伸縮域は
２０～４０ｍＮ、第５伸縮域は２５～６５ｍＮ、第６伸縮域は３５～１２５ｍＮである請
求項１～３のいずれかに記載のおむつ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使い捨ておむつ、特に、前後ウエスト域が弾性伸縮性を有し、着用者の身体
への適度なフィット性を有する使い捨ておむつに関する。
【背景技術】
【０００２】
　着用者の身体へのフィット性を向上させるために、前後ウエスト域において、ウエスト
周り方向へ延びる複数条のストランド状のウエスト弾性要素を有する使い捨ておむつは一
般的に知られている。例えば、特許文献１では、前後ウエスト域がウエスト弾性要素が配
設された伸長応力の異なる３つの伸縮域によって区分けされている態様が開示されている
。また、特許文献２では、前ウエスト域と後ウエスト域とで異なる伸長応力を有する態様
が開示されている。
【特許文献１】特許第３９１４６７３号公報
【特許文献２】国際公開ＷＯ２００４／０５４４８２　Ａ２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１に開示された発明では、前後ウエスト域が、ウエスト開口縁部に沿ってウエ
スト周り方向へ延びる第１伸縮域と、第１伸縮域と隣接してウエスト周り方向へ延びる第
２伸縮域と、第２伸縮域と隣接してウエスト周り方向へ延びる第３伸縮域とに区分されて
おり、これら伸縮域の伸長応力の相関関係が第３伸縮域≧第２伸縮域＞第１伸縮域となっ
ている。このような態様において、第１伸縮域の伸長応力は比較的に低くなっており、お
むつの着用時にウエスト開口を広げ易くなるとともに、前後ウエスト域ごとに乳幼児の体
型に適した伸長応力を発現することができるので、おむつ全体のフィット性を向上させる
ことができる。
【０００４】
　また、特許文献２に開示された発明では、後ウエスト域に配設されたウエスト弾性要素
の本数が前ウエスト域に配設されたウエスト弾性要素の本数よりも多いので、後ウエスト
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域の伸縮域の伸長応力が前ウエスト域の伸縮域の伸長応力よりも高くなっている。これに
より、おむつの着用中の後ウエスト域の着用者の身体への密着性が向上し、かつ、ウエス
ト弾性要素によって前ウエスト域が過度に締め付けられることはなく、着用者の圧迫感を
軽減することができる。
【０００５】
　しかし、着用者の身体は、下腹部、腹部、臀部において、それぞれ凹凸の異なる形状を
有しているところ、たとえ、特許文献１及び特許文献２に開示された発明のように、前ウ
エスト域と後ウエスト域とにおいて伸長応力を相違させたり、前後ウエスト域を伸長応力
の異なる３つの領域に区分けした場合であっても、着用者の身体の形状に適した伸長応力
をより正確に設定することはできない。
【０００６】
　各伸縮域の伸長応力が凹凸のある着用者の身体の形状に適したものでない場合には、着
用中におむつが位置ずれを生じやすくなり、また、着用者に不快な圧迫感を与えるおそれ
もある。
【０００７】
　また、ストランド状のウエスト弾性要素の本数、伸長倍率などを調整することによって
のみ、各伸縮域の伸長応力を相異させる場合には、ウエスト弾性要素が配設された部位で
は、局所的に応力が集中して、着用者の身体が締め付けられ、肌に圧迫痕が付くおそれが
ある。
【０００８】
　そこで、本発明では、凹凸のある着用者の身体の形状に適した異なる伸長応力を有し、
かつ、着用者に不快な圧迫感を与えることのない使い捨ておむつの提供を課題としている
。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記課題を解決するために、本願発明が対象とするのは、縦方向及び横方向と、肌当接
面及び非肌当接面と、前ウエスト域と、後ウエスト域と、前記前後ウエスト域間に位置す
るクロッチ域と、ウエスト開口と一対のレッグ開口とを含む使い捨ておむつである。
【００１０】
　本発明の特徴とするところは、前記前ウエスト域が、着用者の腹部と対向して位置する
第１伸縮域と、前記腹部から股部にかけて外方へ凸曲する部位と対向して位置する第２伸
縮域と、前記股部と対向して位置する第３伸縮域とに区分されており、前記後ウエスト域
が、着用者の腰部と対向して位置する第４伸縮域と、臀部から前記腰部にかけて凹となる
部位と対向して位置する第５伸縮域と、前記臀部と対向して位置する第６伸縮域とに区分
されており、前記第１～６伸縮域の伸長応力の相関関係が、第６伸縮域＞第２伸縮域＞第
３伸縮域≧第５伸縮域＞第１伸縮域，第６伸縮域＞第２伸縮域＞第３伸縮域≧第５伸縮域
＞第４伸縮域であること、にある。
【００１１】
　本発明は、前記特徴とする構成のほかに、以下の好ましい実施の態様を含む。
（１）前記おむつが、前記前ウエスト域を画成する弾性の前ウエストパネルと、前記後ウ
エスト域を画成する弾性の後ウエストパネルとからなる弾性ウエストパネルと、前記前後
ウエスト域の一部及び前記クロッチ域を画成し、前記ウエストパネルに接合され、吸液性
コアを有する吸収性シャーシとから構成されている。
（２）前記前ウエストパネルが、非肌当接面側に配置された第１非伸縮性シートと、前記
第１非伸縮性シートの肌当接面側に積層された第１伸縮性シートと、前記第１非伸縮性シ
ートの一部と前記第１伸縮性シートの一部との肌当接面側に積層された第２伸縮性シート
とから形成され、前記後ウエストパネルが、非肌当接面側に配置された第２非伸縮性シー
トと、前記第２非伸縮性シートの肌当接面側に積層された第３伸縮性シートと、前記第２
非伸縮性シートの一部と前記第３伸縮性シートの一部の肌当接面側に積層された第４伸縮
性シートとから形成されており、前記第１伸縮域が、前記第１非伸縮性シートと前記第２
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伸縮性シートとから形成され、前記第２伸縮域が、前記第１非伸縮性シートと前記第１伸
縮性シートと前記第２伸縮性シートとから形成され、前記第３伸縮域が、前記第１非伸縮
性シートと前記第１伸縮性シートとから形成され、前記第４伸縮域が、前記第２非伸縮性
シートと前記第４伸縮性シートとから形成され、前記第５伸縮域が、前記第２非伸縮性シ
ートと前記第３伸縮性シートと前記第４伸縮性シートとから形成され、前記第６伸縮域が
、前記第２非伸縮性シートと前記第３伸縮性シートと前記第４伸縮性シートとから形成さ
れており、前記第６伸縮域における前記第２非伸縮性シートと前記第３伸縮性シートとの
間には、前記横方向へ延びる複数条のストランド状の弾性要素が配設されている。
（３）前記第１～６伸縮域の最大伸長時６５％の伸長応力が、それぞれ、第１伸縮域は２
０～４０ｍＮ、第２伸縮域は２６～１０５ｍＮ、第３伸縮域は２５～６５ｍＮ、第４伸縮
域は２０～４０ｍＮ、第５伸縮域は２５～６５ｍＮ、第６伸縮域は３５～１２５ｍＮであ
る。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明では、前後ウエスト域が伸長応力の異なる６つの伸縮域に区分されており、各伸
縮域は、凹凸のある着用者の身体の形状に適した伸長応力を有しているので、おむつ全体
が適度なフィット性を有するとともに、着用者に不快な圧迫感を与えるおそれがない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図１は、おむつ１０の着用状態を示す斜視図、図２は、サイドシーム部２０を剥がして
、おむつ１０を縦方向Ｙと横方向Ｘとに伸展したときの展開平面図、図３は、おむつ１０
の分解斜視図、図４は、図２のＩＶ－ＩＶ線断面図である。なお、以下の記述において、
「伸縮性」とは、弾性的に伸縮することを意味し、「非伸縮性」とは、弾性的に非伸縮性
であることを意味し、非弾性的に伸長する場合を含む。
【００１４】
　図１に示すとおり、おむつ１０は、縦方向Ｙ及び横方向Ｘと、肌当接面側及び非肌当接
面側と、おむつ１０の着用状態において環状を有する弾性ウエストパネル１１と、弾性ウ
エストパネル１１の内面、すなわち、肌当接面側に取り付けられた吸収性シャーシ１２と
、前ウエスト域１３と、後ウエスト域１４と、前後ウエスト域１３，１４間に位置するク
ロッチ域１５と、ウエスト開口１６および一対のレッグ開口１７ａ，１７ｂとを含む。ウ
エスト開口１６は、環状のウエストパネル１１で画成されている。
【００１５】
　図１及び２に示すとおり、弾性ウエストパネル１１は、前ウエスト域１３を形成する前
ウエストパネル１８と、後ウエスト域１４を形成する後ウエストパネル１９とから構成さ
れている。前ウエストパネル１８は、内端縁１８ａと、外端縁１８ｂと、外端縁１８ｂか
ら内方へ延びる両外側縁１８ｃ，１８ｃと、円弧状に凹曲して、内方へ斜めに延びる両内
側縁１８ｄ，１８ｄとによって、ほぼ台形状に画成されている。後ウエストパネル１９は
、内端縁１９ａと、外端縁１９ｂと、外端縁１９ｂから内方へ延びる両外側縁１９ｃ，１
９ｃと、内方へ斜めに延びる両内側縁１９ｄ，１９ｄとによってほぼ台形状に画成されて
いる。
【００１６】
　おむつ１０の着用状態において、前ウエストパネル１８の各外側縁１８ｃ，１８ｃと後
ウエストパネル１９の各外側縁１９ｃ，１９ｃとは互いに重ね合わせられて、縦方向Ｙへ
間欠的に並ぶサイドシーム部２０において、公知の手段、例えば、熱エンボス加工、ソニ
ックなどの各種の熱溶着手段で接合されることによって連結され、ウエスト開口１６が画
成されるとともに、これら前後ウエストパネル１８，１９と、吸収性シャーシ１２とによ
って、一対のレッグ開口１７ａ，１７ｂが画成されている（図１参照）。
【００１７】
　図３に示すとおり、前ウエストパネル１８は、非肌当接面側に位置する、略台形状の第
１非伸縮性シート２１と、第１非伸縮性シート２１の内面に固着された第１伸縮性シート
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２２と、第１伸縮性シート２２の上に吸収性シャーシ１２が配置された状態で、上側から
吸収性シャーシ１２を被覆するように第１伸縮性シート２２に積層された第２伸縮性シー
ト２３とから形成されている。
【００１８】
　第１非伸縮性シート２１は、内端縁２１ａと、外端縁２１ｂと、外端縁２１ｂから内方
へ延びる両外側縁２１ｃ，２１ｃと、円弧状に凹曲して、内方へ斜めに延びる両内側縁２
１ｄ，２１ｄとによってほぼ台形状に画成されており、前ウエストパネル１８の外面を形
成している。
【００１９】
　第１伸縮性シート２２は、内端縁２２ａと、外端縁２２ｂと、両外側縁２２ｃ，２２ｃ
と、両内側縁２２ｄ，２２ｄとによって、第１非伸縮性シート２１と同形の略台形状に画
成されており、両外側縁２２ｃ，２２ｃの寸法が第１非伸縮性シート２１の両外側縁２１
ｃ，２１ｃよりも短く、内端縁２２ａと、両外側縁２２ｃ，２２ｃと，両内側縁２２ｄ，
２２ｄとがそれぞれ、第１非伸縮性シート２１の内端縁２１ａと、両外側縁２１ｃ，２１
ｃの一部と、両内側縁２１ｄ，２１ｄと重なるように第１非伸縮性シート２１に積層され
ている。
【００２０】
　第２伸縮性シート２３は、内端縁２３ａと、外端縁２３ｂと、両外側縁２３ｃ，２３ｃ
とによって画成された横長矩形状を有するものであって、外側縁２３ｃ，２３ｃの寸法が
第１非伸縮性シート２１のそれよりも短く、外端縁２３ｂが第１非伸縮性シート２１の外
端縁２１ｂと、外側縁２３ｃ，２３ｃが外側縁２１ｃ，２１ｃの一部と第１非伸縮性シー
ト２１の外側縁２１ｃ，２１ｃ上に重ねられた第１伸縮性シート２２の外側縁２２ｃ，２
２ｃの一部とにそれぞれ重なるように積層されている。
【００２１】
　同様に、後ウエストパネル１９は、非肌当接面側に位置する、略台形状の第２非伸縮性
シート２４と、第２非伸縮性シート２４の内面に固着された第３伸縮性シート２５と、第
３伸縮性シート２５の上に吸収性シャーシ１２が配置された状態で、上側から吸収性シャ
ーシ１２を被覆するように第３伸縮性シート２５に積層された第４伸縮性シート２６とか
ら形成されている。
【００２２】
　第２非伸縮性シート２４は、内端縁２４ａと、外端縁２４ｂと、外端縁２４ｂから内方
へ延びる両外側縁２４ｃ，２４ｃと、両外側縁２４ｃ，２４ｃと内端縁２４ａとをつない
で内方へ斜めに延び、凹曲状を有する両内側縁２４ｄ，２４ｄとによってほぼ台形状に画
成されており、後ウエストパネル１９の外面を形成している。
【００２３】
　第３伸縮性シート２５は、内端縁２５ａと、外端縁２５ｂと、両外側縁２５ｃ，２５ｃ
と、両内側縁２５ｄ，２５ｄとによって、第２非伸縮性シート２４と同形の略台形状に画
成されており、両外側縁２５ｃ，２５ｃの寸法が第２非伸縮性シート２４の両外側縁２４
ｃ，２４ｃよりも短くなっており、内端縁２５ａと、両外側縁２５ｃ，２５ｃと，両内側
縁２５ｄ，２５ｄとが、第２非伸縮性シート２４の内端縁２４ａと、両外側縁２４ｃ，２
４ｃの一部と、両内側縁２４ｄ，２４ｄとにそれぞれ重なるように第２非伸縮性シート２
４に積層されている。
【００２４】
　また、第４伸縮性シート２６は、内端縁２６ａと、外端縁２６ｂと、両外側縁２６ｃ，
２６ｃとによって画成された横長矩形状を有するものであって、外側縁２６ｃ，２６ｃの
寸法が第２非伸縮性シート２４のそれと同等であって、外端縁２６ｂが第２非伸縮性シー
ト２４の外端縁２４ｂと、外側縁２６ｃ，２６ｃが外側縁２４ｃ，２４ｃと、第２非伸縮
性シート２４の外側縁２４ｃ，２４ｃ上に重ねられた第３伸縮性シート２５の外側縁２５
ｃ，２５ｃとにそれぞれ重なるように積層されている。
【００２５】
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　後ウエスト域１４の下側域、すなわち、吸収性シャーシ１２が位置する領域の第２非伸
縮性シート２４の内面には、外側縁２４ｃ，２４ｃ間を横方向Ｘへ延びる、複数条からな
るストランド状のウエスト弾性要素２７が配設されている。
【００２６】
　再び、図２を参照すると、このように構成されたおむつ１０では、前ウエスト域１３が
、前ウエスト域１３の両側縁間において、第１非伸縮性シート２１と第２伸縮性シート２
３とから形成され、ウエスト開口縁部１６ａ（図１参照）に沿って横方向Ｘへ延びる第１
伸縮域２８と、第１伸縮域２８と隣接し、第１非伸縮性シート２１と、第１伸縮性シート
２２と、第２伸縮性シート２３とが積層されて形成された第２伸縮域２９と、第２伸縮域
２９と隣接し、第２伸縮域２９とレッグ開口縁部との間において横方向Ｘへ延び、第１非
伸縮性シート２１と第１伸縮性シート２２とが積層されて形成された第３伸縮域３０とに
区分されている。
【００２７】
　後ウエスト域１４は、第２非伸縮性シート２４と第４伸縮性シート２６とから形成され
、ウエスト開口縁部１６ａ（図１参照）に沿って横方向Ｘへ延びる第４伸縮域３１と、第
４伸縮域３１と隣接し、第２非伸縮性シート２４と、第３伸縮性シート２５と、第４伸縮
性シート２６とが積層されて形成された第５伸縮域３２と、第５伸縮域３２と隣接し、第
５伸縮域３２とレッグ開口縁部との間において横方向Ｘへ延び、第２非伸縮性シート２４
と、第３伸縮性シート２５と、第４伸縮性シート２６とが積層されて形成され、第２非伸
縮性シート２４と第３伸縮性シート２５との間には、ウエスト弾性要素２７が配設されて
いる第６伸縮域３３とに区分されている。
【００２８】
　図示されているとおり、本実施形態では、前ウエスト域１３において第１～３伸縮域２
８，２９，３０の縦方向Ｙの寸法はほぼ同等であるが、各伸縮域２８，２９，３０に所望
の伸長応力を付与するために互いに異なる寸法を有するものであってもよいし、同様に、
後ウエスト域１４の第４～６伸縮域３１，３２，３３においても、各伸縮域の縦方向Ｙの
寸法が異なるものであってもよい。
【００２９】
　第１及び第２非伸縮性シート２１，２４には、例えば、不透液性のプラスチックシート
や不透液性の繊維不織布などが好適に使用され、第１～４伸縮性シート２２，２３，２５
，２６には、例えば、伸縮性の繊維不織布、非伸縮性不織布に複数条からなるストランド
状の弾性要素を配設して伸縮性を付与したもの、複数の非伸縮性不織布の間にストランド
状の弾性要素又は弾性シートを介在させたラミネートシートなどが好適に使用される。
【００３０】
　これら積層されたシート及びウエスト弾性要素２７の固着には、ホットメルト接着剤な
どの公知の接着剤が好適に使用される。
【００３１】
　ここで、第１～４伸縮性シート２２，２３，２５，２６間におけるそれらの伸長応力の
相関関係について述べると、第１伸縮性シート２２が他の伸縮性シートに比して最も高い
伸長応力を有しており、第３伸縮性シート２５と第４伸縮性シート２６とを積層した場合
における伸長応力と同等かそれよりも高い伸長応力を有している。また、第４伸縮性シー
ト２６は、第２伸縮性シート２３とほぼ同等の伸長応力を有しており、これらシートどう
しの伸長応力の相関関係は、第１伸縮性シート２２≧第４伸縮性シート２６＋第３伸縮性
シート２５、第４伸縮性シート２６＝第２伸縮性シート２３となっている。
【００３２】
　図４に示すとおり、吸収性シャーシ１２は、吸液性コア３６を有する吸液性構造体３７
と、吸液性構造体３７の下面にホットメルト接着剤（図示せず）で固着され、クロッチ域
１５の外面を形成するバックシート３８とを含む。
【００３３】
　吸液性構造体３７は、不透液性のバリヤシート３９と、バリヤシート３９に下側から被
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包されるように、その肌当接面側に取り付けられた吸収性パッド４０とを有する。
【００３４】
　バリヤシート３９は、両側縁部３９ａ，３９ｂが、それぞれＺ字状に折り畳まれた状態
で吸収性パッド４０の両側部の下面にホットメルト接着剤４３を介して固定されており、
断面逆Ω状を呈している。Ｚ字状に畳まれた両側縁部３９ａ，３９ｂは、互いに横方向Ｘ
へ離間対向し、縦方向Ｙへ延びるバリヤカフ４２ａ，４２ｂを形成している。
【００３５】
　各バリヤカフ４２ａ，４２ｂは、吸収性パッド４０の両側部において、重ね合わされた
バリヤシート３９の両側縁部３９ａ，３９ｂどうしの内面がホットメルト接着剤４５で固
着された基縁部と、バリヤシート３９の両側縁部３９ａ，３９ｂの折曲された部位から形
成されたスリーブ状の自由縁部とを有する。自由縁部は、おむつ１０の展開状態において
、両側縁部３９ａ，３９ｂの外側へ折り曲げられて基縁部近傍上に位置しており、その内
面には、縦方向Ｙへ延びる３本の弾性要素４６ａ，４６ｂ，４６ｃ，４７ａ，４７ｂ，４
７ｃがホットメルト接着剤（図示せず）を介してそれぞれ取り付けられている。おむつ１
０の着用状態では、弾性要素４６ａ，４６ｂ，４６ｃ，４７ａ，４７ｂ，４７ｃが伸長し
て、その収縮により自由縁部が基縁部近傍から離間し、排泄物が吸液性構造体３７から外
部へ漏出することを抑制することができる。
【００３６】
　図２及び３の態様から明らかなように、各バリヤカフ４２ａ，４２ｂは、前ウエスト域
１３において第２伸縮性シート２３の内面、後ウエスト域１４において第４伸縮性シート
２６の内面と対向しており、これらのシートの内面にホットメルト接着剤（図示せず）を
介して固着されている。これにより、吸液性構造体３７上に排泄された体液が前後ウエス
ト域１３，１４の方向へ向かって流れたとしても、前後ウエスト域１３，１４から外部へ
漏れ出るおそれはない。
【００３７】
　なお、本実施形態では、各バリヤカフ４２ａ，４２ｂの自由縁部の内部にそれぞれ３本
の弾性要素４６ａ，４６ｂ，４６ｃ，４７ａ，４７ｂ，４７ｃが取り付けられているが、
おむつ１０の着用状態において、各弾性要素が自由縁部を着用者の鼠径部を圧接し得る所
要の伸長応力を有するものであれば、少なくとも１本が配置されていればよく、また、バ
リヤカフ４２ａ，４２ｂは、バリヤシート３９ではなく、別体の弾性シートによって形成
されていてもよい。
【００３８】
　吸収性パッド４０は、透液性の内面シート４９と、不透液性の外面シート５０と、内外
面シート４９，５０の間に介在された吸液性コア３６とを含む。
【００３９】
　吸液性コア３６は、フラッフパルプと、高吸収性ポリマー（ＳＡＰ）と、必要に応じて
熱溶着性ステープル繊維との混合などからなり、その保形のために、ティッシュペーパ等
の液拡散性の保形シートで被覆されていることが好ましい。吸液性コア３６は、保形性及
び吸液拡散性の改善のため、所望の形状に圧縮されており、おむつ１０を構成する各シー
ト部材より高剛性又は半剛性である。
【００４０】
　図５は、説明の便宜上、吸収性シャーシ１２を除去し、弾性ウエストパネル１１のみを
示した状態の平面図である。
【００４１】
　既述のとおり、前後ウエスト域１３，１４は、第１～６伸縮域２８，２９，３０，３１
，３２，３３に区分されており、各伸縮域は、前述の第１～４伸縮性シート２２，２３，
２５，２６の伸長応力の相関関係、各シート部材の積層関係、ウエスト弾性要素２７の配
置による組合せによって、異なる伸長応力を有する。
【００４２】
　具体的には、まず、第６伸縮域３３では、第２非伸縮性シート２４と、第３伸縮性シー
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ト２５と第４伸縮性シート２６とが積層されており、第２非伸縮性シート２４と第３伸縮
性シート２５との間にはウエスト弾性要素２７が配設されているので、第１非伸縮性シー
ト２１と、第１伸縮性シート２２と第２伸縮性シート２３とが積層されて形成された第２
伸縮域２９よりも高い伸長応力を有している。
【００４３】
　次に、第３伸縮域３０は、第１非伸縮シート２１と第１伸縮性シート２２とが積層され
て形成されているので、第２伸縮域２９よりも伸長応力が低くなっている。また、第５伸
縮域３２は、第２非伸縮性シート２４と、第３及び第４伸縮性シート２５，２６とが積層
されて形成されており、かつ、各伸縮性シートの伸長応力の相関関係が、第１伸縮性シー
ト２２≧第４伸縮性シート２６＋第３伸縮性シート２５であることから、第５伸縮域３２
は、第３伸縮域３０の伸長応力と同等か若しくはそれよりも低い伸長応力を有している。
【００４４】
　第１伸縮域２８は、第１非伸縮性シート２１と第２伸縮性シート２３とから形成され、
第４伸縮域３１は第２非伸縮性シート２４と第４伸縮性シート２６とから形成されており
、かつ、第２伸縮性シート２３の伸長応力と第４伸縮性シート２６の伸長応力とは、ほぼ
同等であるので、第１伸縮域２８と第４伸縮域３１とは、第５伸縮域３２よりも低い伸長
応力を有している。
【００４５】
　以上より、各伸縮域の伸長応力の相関関係は、第６伸縮域３３＞第２伸縮域２９＞第３
伸縮域３０≧第５伸縮域３２＞第１伸縮域２８，第６伸縮域３３＞第２伸縮域２９＞第３
伸縮域３０≧第５伸縮域３２＞第４伸縮域３１となる。
【００４６】
　また、上記相関関係から、前ウエスト域１３全体と後ウエスト域１４全体との伸長応力
の相関関係は、後ウエスト域１４＞前ウエスト域１３、すなわち、第４伸縮域３１＋第５
伸縮域３２＋第６伸縮域３３＞第１伸縮域２８＋第２伸縮域２９＋第３伸縮域３０となる
。
【００４７】
　さらに、前後ウエスト域１３，１４を上側域（第１伸縮域２８と第４伸縮域３１）、中
央域（第２伸縮域２９と第５伸縮域３２）、下側域（第３伸縮域３０と第６伸縮域３３）
とにそれぞれ区分したときの伸長応力の相関関係は、下側域＞中央域＞上側域、すなわち
、第３伸縮域３０＋第６伸縮域３３＞第２伸縮域２９＋第５伸縮域３２＞第１伸縮域２８
＋第４伸縮域３１となる。
【００４８】
　着用者の身体は、下腹部において窪み、腹部において膨らみがあり、臀部において外部
へ突出しているなどの凹凸があり、前後ウエスト域１３，１４の各部位において、おむつ
１０を着用者の身体にフィットさせるために要する伸長応力は異なるものである。したが
って、前後ウエスト域１３，１４に均一の伸長応力を付与した場合には、おむつ１０が着
用者の身体にフィットせず、位置ずれを生じやすくなるとともに、着用者に不快な圧迫感
を与えるおそれがある。
【００４９】
　そこで、本発明では、着用者の身体の形状に沿って、前後ウエスト域１３，１４を異な
る伸長応力を有する６つの領域に区分している。
【００５０】
　具体的には、まず、前ウエスト域１３において、着用者の腹部から股部にかけて外方へ
凸曲する部位と対向する位置に第２伸縮域２９が形成されており、股部と対向する位置に
第３伸縮域３０が形成されており、最も外方へ突出する腹部と対向する位置に第１伸縮域
２８が形成されている。
【００５１】
　一方、後ウエスト域１４では、着用者の臀部と対向する位置に第６伸縮域３３、臀部か
ら腰部にかけて凹となる部位に第５伸縮域３２、腰部と対向する位置に第４伸縮域３１が
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形成されている。
【００５２】
　着用者の身体の形状を考慮して、着用者の身体の腰骨と対向する前後ウエスト域１３，
１４の下側域（第３伸縮域３０と第６伸縮域３３）を着用者の身体に密着させたときには
、たとえ着用中に上側域（第１伸縮域２８と第４伸縮域３１）が位置ずれを生じた場合で
あっても、下側域が腰骨に引っ掛かることでおむつの位置を保持し、使用上支障をきたす
ほどの位置ずれを引き起こすおそれはない。
【００５３】
　しかし、下側域の伸長応力を比較的に大きくすれば、着用者の股部周縁が圧迫されて不
快な圧迫感を与えるとともに、下側域を横方向へ引っ張りづらくなるので、おむつ１０を
穿かせるときに操作性が低下し、肌への締付け跡が発生するおそれがある。
【００５４】
　本発明では、着用者の腰骨と対向して位置ずれの生じ難い第６伸縮域３３の伸長応力が
最も高く設定されており、つぎに、第６伸縮域３３と前後方向において水平に向かい合う
第３伸縮域３０の伸長応力が、その上方に位置する第２伸縮域２９の伸長応力よりも低く
設定され、さらに、第２伸縮域２９と前後方向において水平に向かい合う、第６伸縮域３
３の上方に位置する第５伸縮域３２の伸長応力が第３伸縮域３０の伸長応力と同等若しく
はそれよりも低く設定されている。これにより、前後ウエスト域１３，１４の中央域と下
側域との伸長応力の相関関係が、第６伸縮域３３＞第２伸縮域２９＞第３伸縮域３０≧第
５伸縮域３２となり、後ウエスト域１４において最も大きな伸長応力を有する第６伸縮域
３３と、前ウエスト域１３において最も大きな伸長応力を有する第２伸縮域２９とが、上
下に互い違いに配置されることになるので、着用者の身体を前後に局所的に圧迫するおそ
れはなく、おむつの締付け跡の発生や操作性への影響を極力減らしたうえで、おむつ１０
全体として適度なフィット性を備えることができる。
【００５５】
　すなわち、おむつ１０の前後方向において水平に対向する伸縮域どうし、例えば、第２
伸縮域２９とそれに水平に対向する位置にある第５伸縮域３２とが、前後ウエスト域１３
，１４のそれぞれにおいて最も高い伸長応力を有する場合には、おむつ１０が着用者の身
体に安定的に保持される所望の位置から下方へずれたときに、前ウエスト域１３の中央域
が下側域へ、すなわち、着用者の股部と対向する領域へ縮み込み、前後ウエスト域１３，
１４全体がずれ落ちるおそれがある。しかし、本発明では、前後ウエスト域１３，１４の
うちの最も伸長応力の高い領域が、それぞれ第２伸縮域２９と第６伸縮域３３とであって
、それら伸縮域２９，３３はおむつ１０の前後方向において上下にずれて対向しているの
で、たとえおむつ１０が安定的に保持される所望の位置からずれて、前ウエスト域１３の
中央域が下側域へ縮み込んだとしても、後ウエスト域１４は着用者の身体にフィットした
状態を維持し、おむつ１０が所望の位置から大きくずれ落ちることはない。
 
【００５６】
　本発明では、伸縮性のシート部材とストランド状の弾性要素との併用によって、各伸縮
域において異なる伸長応力を設定しているので、ストランド状の弾性要素を用いて局所的
に伸長応力を高くする場合に比べて、応力が分散され、着用者に不快な圧迫感を与えるこ
とはなく、着用者の肌に圧迫痕が付くおそれもない。
【００５７】
　各伸縮域の伸長応力を調整する手段として、本実施形態のように異なる伸縮性シートを
積層する以外に、同一の伸縮性シートを２重に折り畳むことによって、１枚の伸縮性シー
トから形成された伸縮域よりも高い伸長応力を付与してもよいし、ストランド状のウエス
ト弾性要素２７に代わって、伸縮性のシートを用いてもよい。また、伸長応力を低くする
ために、伸縮性シートを形成する伸縮性不織布を熱プレス、熱シールカット等によって伸
縮性を低減させてもよいし、伸縮性シートに非伸縮性の部材、たとえば、非伸縮性不織布
、非伸縮性のプラスチックフィルムを貼付したり、ホットメルト接着剤等を塗布してその
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伸縮性を低減してもよい。
【００５８】
　各伸縮域の最大伸長時６５％の伸長応力が、それぞれ、第１伸縮域は２０～４０ｍＮ、
第２伸縮域は２６～１０５ｍＮ、第３伸縮域は２５～６５ｍＮ、第４伸縮域は２０～４０
ｍＮ、第５伸縮域は２５～６５ｍＮ、第６伸縮域は３５～１２５ｍＮであることが好まし
い。
【００５９】
　前後ウエスト域の各伸縮域の伸長応力の測定方法は、以下のとおりである。
【００６０】
　まず、おむつ１０のサイドシーム２０部を剥がして図２に示すような展開状態とし、各
伸縮域を伸長させ、そのときの各弾性域の横方向Ｘの長さを最大伸長時の長さとする。次
に、おむつ１０から前ウエスト域１３全体と後ウエスト域１４全体を切り出して、切り出
した前後ウエスト域１３，１４から各伸縮域を切り取ってサンプルとし、各サンプルの領
域幅（おむつ１０の縦方向Ｙの寸法）を測定する。サンプルを引っ張り試験機（島津製作
所製）のチャック間（初期のチャック間距離は１００ｍｍとし、サンプルに合わせ適宜調
整する）に収縮した状態で固定して、引張速度１００ｍｍ／ｍｉｎの条件で、サンプルを
おむつ１０の横方向Ｘと同じ方向に伸長させ、最大伸長時の６５％の長さにおける荷重（
ｍＮ）を測定し、測定値（ｍＮ）÷領域幅（ｍｍ）の式により、各伸縮域の伸長応力を算
出した。
【００６１】
　弾性ウエストパネル１１や吸収性シャーシ１２など、おむつ１０を構成する各構成部材
には、本明細書中に記載されている材料のほかに、各種の公知の材料を制限なく用いるこ
とができる。また、本実施形態では、前後ウエスト域１３，１４は、別体に形成された前
後ウエストパネル１８，１９によって画成されているが、それらが一体となっておむつ１
０の外面を形成する連続したシート部材から形成されていてもよい。さらに、おむつ１０
は、パンツ型の使い捨ておむつに限らず、前後ウエスト域１３，１４のサイドシーム部２
０が予め連結されていない、いわゆるオープン型の使い捨ておむつであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】使い捨ておむつの斜視図。
【図２】図１のおむつの部分破断展開平面図。
【図３】おむつの分解斜視図。
【図４】図２のＩＶ－ＩＶ線断面図。
【図５】おむつの吸収性シャーシを取り除いた状態における平面図。
【符号の説明】
【００６３】
１０　使い捨ておむつ
１１　弾性ウエストパネル
１２　吸収性シャーシ
１３　前ウエスト域
１４　後ウエスト域
１５　クロッチ域
１６　ウエスト開口
１６ａ　ウエスト開口縁部
１７ａ，１７ｂ　レッグ開口縁部
１８　前ウエストパネル
１９　後ウエストパネル
２１　第１非伸縮性シート
２２　第１伸縮性シート
２３　第２伸縮性シート
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２４　第２非伸縮性シート
２５　第３伸縮性シート
２６　第４伸縮性シート
２７　ウエスト弾性要素
２８　第１伸縮域
２９　第２伸縮域
３０　第３伸縮域
３１　第４伸縮域
３２　第５伸縮域
３３　第６伸縮域
３６　吸液性コア
Ｘ　　横方向
Ｙ　　縦方向

【図１】 【図２】
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