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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
互いに直交する高さ方向と幅方向と前後方向とを有し、前記幅方向を二等分して前記高さ
方向へ延びる中心線に関してほぼ対称に形成され、内面側がおむつ着用者の肌と向かい合
う一方、外面側が前記着用者の着衣と向かい合い、前記着用者の前胴周り域と後胴周り域
と股部とを覆う前胴周り被覆域と後胴周り被覆域と股部被覆域とによってパンツ形状が画
成されて胴周り開口と一対の脚周り開口とを有し、前記股部被覆域を中心に前記前後胴周
り被覆域方向へ長く延びる体液吸収部が前記内面側に形成されているパンツ型の使い捨て
おむつにおいて、
前記体液吸収部は吸液性芯材と透液性被覆シートとを含み、前記肌と向かい合う内面部分
と前記内面部分とは反対側の外面部分とこれら両部分をつないで前記股部被覆域から前記
前後胴周り域へ延びる互いに並行な両側縁部分とを有し、前記被覆シートは前記芯材を前
記内面部分と前記側縁部分と前記外面部分の一部分とにおいて覆っており、前記股部被覆
域における前記体液吸収部には前記側縁部分と側縁部分との間の中央部位に始まって前記
前胴周り域方向ヘほぼＶ字形を画いて前記側縁部分のそれぞれにまで延びる第１折曲部と
、前記後胴周り域方向へほぼＶ字形を画いて前記側縁部分のそれぞれにまで延びる第２折
曲部と、前記第１，２折曲部の間において前記幅方向へ延びる第３折曲部とが形成され、
前記中心線を挟む前記体液吸収部の両側縁部分それぞれが前記第３折曲部においては前記
外面部分どうしが向かい合う方向へ、かつ前記第１折曲部と第２折曲部とにおいては前記
内面部分どうしが向かい合う方向へ折曲されており、
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前記吸収部における前記側縁部分の外側には前記側縁部分に沿って長く延び、前記幅方向
内側寄りの内側縁部と外側寄りの外側縁部とを有するバリア壁が設けられ、前記バリア壁
は、前記股部被覆域において、前記内側縁部が前記外面部分の外側にあって前記中心線寄
りでは前記股部被覆域を形成するシートおよび前記被覆シートのいずれかに接合されて前
記吸収部に対して実質的に固定された状態にありかつ前記吸収部の前記側縁部分寄りでは
前記吸収部から離間して前記吸収部に対して変形自由な状態にあり、さらに前記バリア壁
は、前記前後胴周り域にまで延びた端縁部分における前記内側縁部が前記吸収部の外面部
分の外側にあって前記前後胴周り被覆域を形成するシートおよび前記被覆シートのいずれ
かに接合され、前記バリア壁の幅方向における前記内側縁部と外側縁部との間の中間部分
は、前記吸収部の側縁部分に沿って前記外面部分から内面部分へ向かって折曲されて前記
中心線寄りへ向かうとともに前記内面部分に接合された後に、前記外側縁部が前記幅方向
の外側へ向かうように折り返されていて重なり合う前記バリア壁どうしが互いに接合され
ており、
前記バリア壁における前記外側縁部と、前記幅方向の外側へ向かうように折り返された部
位の近傍と、前記内側縁部のうちで前記吸収部から離間している部位とには、前記前後胴
周り域に位置した前記端縁部分どうしの間に延びる弾性部材が伸長状態で取り付けられ、
前記股部被覆域では前記バリア壁がその長さ方向ヘ伸縮可能な状態にあることを特徴とす
る前記使い捨ておむつ。
【請求項２】
前記吸収部の前記外面部分は、幅方向中央部が不透液性シートで形成されている請求項１
に記載の使い捨ておむつ。
【請求項３】
前記吸収部の外面部分の外側には、前記被覆シートのさらに外側に位置する不織布と、前
記不織布のさらに外側に位置してプラスチックフィルムからなる前記不透液性シートとを
有する請求項２に記載の使い捨ておむつ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、パンツ型の使い捨ておむつに関する。
【０００２】
【従来の技術】
特開昭５０－３３０４４号公報には、図８の折りたたみ型使い捨ておむつ（おしめ）２０
１が開示されている。このおむつ２０１は、吸液性パッドと、液透過性内面シート２２２
と、液不透過性外面シート２２３とからなる矩形のもので、長辺と直交する横断線２１０
ａに沿って半分に畳んである。また、その横断線２１０ａにおける中心点の両側部分がお
しめの内方ヘ向かって折り込まれ、ポケット２１８が形成されている。このおむつでは、
それを着用させるときに広げてもポケット２１８の形状が崩れないように、折り込まれて
互いに向かい合うシート２２３の表面どうしが部分的に接着されている。このようなおむ
つは、それが矩形のものであっても着用者の股部を覆う部位の幅が狭いから、その部位が
股部によく密着して体液の漏れを防止することができる。
【０００３】
実開昭４７－３６７３４号公報には、矩形帯片からなる折り込みおむつが開示されている
。このおむつもまた、おむつの長手方向中央部においておむつの両側縁が内方ヘ折り込ま
れている。そのようにして得られるおむつの股部は、幅が小さくなって着用者の股部によ
く密着するので尿の横漏れが少なくなる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
前記特開昭５０－３３０４４号公報のおむつでは、折り込まれたシートの表面どうしが接
着されることによって、折り込まれた部分におけるシートの形状を維持することができる
のであるが、その反面その折り込まれた部分がしなやかに変形して着用者の肌に接触する
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ということが難しくなる場合がある。また、このおむつは、股下域が折り込まれることに
よってその股下域の幅が狭くなり、着用したときに着用者の股部を徒に圧迫するというこ
とがなくなる反面、体液が排泄されたときに、折り込まれた股下域の内側へ流入せずに、
外側へ漏れ易くなるということがある。
【０００５】
実開昭４７－３６７３４号公報のおむつの場合には、おむつの内方ヘ向かって折り込まれ
た両側縁がおむつを着用するときに折り込まれる前の状態に戻り易いという傾向がある。
【０００６】
この発明では、使い捨ておむつにおける体液吸収部の両側縁部分をおむつ内方ヘ向かって
折り込んだときに、その折り込んだ部分が前記公知技術のように接着されるか否かにかか
わらず、折り込む前の形状に戻ることを阻止することができ、また、おむつを折り込むこ
とによって体液が漏れやすくなるという弊害を除くことができるように、おむつを改良す
ることが課題である。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
前記課題を解決するためにこの発明が対象とするのは、互いに直交する高さ方向と幅方向
と前後方向とを有し、前記幅方向を二等分して前記高さ方向へ延びる中心線に関してほぼ
対称に形成され、内面側がおむつ着用者の肌と向かい合う一方、外面側が前記着用者の着
衣と向かい合い、前記着用者の前胴周り域と後胴周り域と股部とを覆う前胴周り被覆域と
後胴周り被覆域と股部被覆域とによってパンツ形状が画成されて胴周り開口と一対の脚周
り開口とを有し、前記股部被覆域を中心に前記前後胴周り被覆域方向へ長く延びる体液吸
収部が前記内面側に形成されているパンツ型の使い捨ておむつである。
【０００８】
かかる使い捨ておむつにおいて、この発明が特徴とするところは、次のとおりである。前
記体液吸収部は吸液性芯材と透液性被覆シートとを含み、前記肌と向かい合う内面部分と
前記内面部分とは反対側の外面部分とこれら両部分をつないで前記股部被覆域から前記前
後胴周り域へ延びる互いに並行な両側縁部分とを有する。前記被覆シートは、前記芯材を
前記内面部分と前記側縁部分と前記外面部分の一部分とにおいて覆っている。前記股部被
覆域における前記体液吸収部には、前記側縁部分と側縁部分との間の中央部位に始まって
前記前胴周り域方向ヘほぼＶ字形を画いて前記側縁部分のそれぞれにまで延びる第１折曲
部と、前記後胴周り域方向へほぼＶ字形を画いて前記側縁部分のそれぞれにまで延びる第
２折曲部と、前記第１，２折曲部の間において前記幅方向へ延びる第３折曲部とが形成さ
れ、前記中心線を挟む前記体液吸収部の両側縁部分それぞれが前記第３折曲部においては
前記外面部分どうしが向かい合う方向へ、かつ前記第１折曲部と第２折曲部とにおいては
前記内面部分どうしが向かい合う方向へ折曲されている。前記吸収部における前記側縁部
分の外側には、前記側縁部分に沿って長く延び、前記幅方向内側寄りの内側縁部と外側寄
りの外側縁部とを有するバリア壁が設けられる。前記バリア壁は、前記股部被覆域におい
て、前記内側縁部が前記外面部分の外側にあって前記中心線寄りでは前記股部被覆域を形
成するシートおよび前記被覆シートのいずれかに接合されて前記吸収部に対して実質的に
固定された状態にありかつ前記吸収部の側縁部分寄りでは前記吸収部から離間して前記吸
収部に対して変形自由な状態にある。さらに前記バリア壁は、前記前後胴周り域にまで延
びた端縁部分における前記内側縁部が前記吸収部の外面部分の外側にあって前記前後胴周
り被覆域を形成するシートおよび前記被覆シートのいずれかに接合され、前記バリア壁の
幅方向における前記内側縁部と外側縁部との間の中間部分は、前記吸収部の側縁部分に沿
って前記外面部分から内面部分へ向かって折曲されて前記中心線寄りへ向かうとともに前
記内面部分に接合された後に、前記外側縁部が前記幅方向の外側へ向かうように折り返さ
れていて重なり合う前記バリア壁どうしが互いに接合されている。前記バリア壁における
前記外側縁部と、前記幅方向の外側へ向かうように折り返された部位の近傍と、前記内側
縁部のうちで前記吸収部から離間している部位とには、前記前後胴周り域に位置した前記
端縁部分どうしの間に延びる弾性部材が伸長状態で取り付けられ、前記股部被覆域では前
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記バリア壁がその長さ方向ヘ伸縮可能な状態にある。
【０００９】
この発明には、次のような好ましい実施態様がある。
（１）前記吸収部の前記外面部分は、幅方向中央部が不透液性シートで形成されている。
（２）前記使い捨ておむつは、前記吸収部の外面部分の外側に、前記被覆シートのさらに
外側に位置する不織布と、前記不織布のさらに外側に位置してプラスチックフィルムから
なる前記不透液性シートとを有する。
【００１０】
【発明の実施の形態】
添付の図面を参照して、この発明に係るパンツ型の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。
【００１１】
図１，２，３は、パンツ型の使い捨ておむつ１の斜視図と、図１のおむつ１を部分的に破
断して示す概略図と、図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線切断面を示す図である。おむつ１は、互い
に直交する高さ方向と、幅方向と、前後方向とを有するもので、高さ方向は図１の上下方
向であり、前後方向は図１の矢印Ｐ，Ｑで示される方向であり、幅方向は図３の左右方向
であって、パンツ型を呈する被覆部２と、体液を貯留するための体液吸収部３とからなる
。被覆部２は、不織布やプラスチックフィルム等のシート材料で形成され、おむつ着用者
の肌と向かい合う内面２ａ と、着衣と向かい合う外面２ｂとを有し、その着用者の前後
胴周り部と股部とを前胴周り被覆域６と後胴周り被覆域７と股部被覆域８とによって覆う
ことができる。前後胴周り被覆域６，７は、おむつ１の両側部で合掌状に重なり合い、上
下方向へ間欠的に並ぶ部位４で互いに接合され、これら被覆域６，７，８によって胴周り
開口９と一対の脚周り開口１１とが画成されている。これら胴周り開口９と脚周り開口１
１の縁部それぞれには、複数条の弾性部材１２，１３が伸長状態で取り付けられている。
体液吸収部３は、被覆部２の内面２ａの側に位置し、股部被覆域８を中心に前胴周り被覆
域６と後胴周り被覆域７とに向かって長く延びる両側縁部分２６と、前後胴周りの被覆域
６，７において胴周り方向へ延びる両端縁部分２７とを有し、両側縁部分２６は股部被覆
域８で幅が狭くなるように、おむつ１の幅を二等分して高さ方向へ延びる縦中心線Ａ－Ａ
（図４を併せて参照）に向かって、すなわちおむつ１の幅方向内方ヘ向かって折曲されて
いる。吸収部３はまた、側縁部分２６の外側に両端縁部２７へ向かって長く延びるバリア
壁７０を有する。
【００１２】
　図４，５，６は、図１，２のおむつ１を接合部位４において剥離し、前後胴周り被覆域
６，７をおむつ１の前方向と後方向へ延びる矢印Ｐ，Ｑの方向へ伸展したものの平面図と
、その平面図を部分的に破断した図と、図４の平面図におけるＶＩ－ＶＩ線切断面を示す
図である。伸展した状態のおむつ１には、縦中心線Ａ－Ａに直交し、図の上下方向の長さ
を二等分しておむつ１の幅方向へ延びる横中心線Ｂ－Ｂも示されている。図４のおむつ１
は、縦中心線Ａ－Ａに関してほぼ対称であり、横中心線Ｂ－Ｂに沿って折り重ねられると
図１のおむつ１となる。
【００１３】
図４，５，６に示された被覆部２は、通気性不織布より好ましくは疎水性の通気性不織布
からなる砂時計型の内部シート１６と、不透液性プラスチックフィルム、より好ましくは
通気不透液性プラスチックフィルムかならなっており吸収部３の平面形状とほぼ同じ大き
さの矩形を呈しているかまたはその平面形状よりも大きい中間部シート１７と、通気性不
織布からなり内部シート１６と同形同大の外部シート１８とが積層され、これらシート１
６，１７，１８が接着または溶着により互いに間欠的に接合することで形成されている。
内部シート１６と外部シート１８との間に位置する胴周りと脚周りの弾性部材１２，１３
は、これらシート１６，１８の少なくとも一方に接着剤（図示せず）を介して取り付けら
れている。
【００１４】
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　吸収部３は、芯材２１と被覆シート２２とからなり、両側にバリア壁７０が形成され、
図４，５において縦に長い矩形を呈し、縦中心線Ａ－Ａに並行して一対の側縁部分２６が
延びており、側縁部分２６と直交して前後一対の端縁部分２７が胴周り方向へ延びている
。芯材２１は、全体として矩形を呈し、おむつ着用者の肌側に位置する内面２３と、着衣
側に位置する外面２４と、縦方向へ延びる一対の側縁４０ａと胴周り方向へ延びる一対の
端縁４０ｂとを有する。芯材２１はまた、横中心線Ｂ－Ｂと一致する鎖線Ｒ（第３折曲部
）と、縦中心線Ａ－Ａと横中心線Ｂ－Ｂとが交わる芯材２１の中央部から前胴周り被覆域
６方向へほぼＶ字形を画いて両側縁４０ａにまで延びる鎖線Ｓ（第１折曲部）と、縦中心
線Ａ－Ａと横中心線Ｂ－Ｂとが交わる中央部から後胴周り被覆域７方向へほぼＶ字形を画
いて両側縁４０ａにまで延びる鎖線Ｔ（第２折曲部）とに沿って延びる溝２０ｒ，２０ｓ
，２０ｔを有し、これらの溝２０ｒ，２０ｓ，２０ｔによって芯材要素２１ａ，２１ｂ，
２１ｃ，２１ｄ，２１ｅ，２１ｆに分けられている。溝２０ｒと溝２０ｓとのなす角度は
αであり、溝２０ｒと溝２０ｔとがなす角度はβであって、図ではαとβの大きさが同じ
である。股部被覆域８において、吸収部３の幅はその被覆域８の幅よりも狭く、図１，２
，３において脚周り開口１１を形成している被覆域８の側縁部分８ａは、吸収部３の外面
３ｂの側に位置していて、吸収部３の側縁部分２６を越えておむつ１の幅方向外方ヘ向か
って広がり、開口１１を一周する脚周りフラップ１１ａを形成している。
芯材要素２１ａ～２１ｆは、粉砕パルプや高吸水性ポリマー粒子等の吸水性材料を適宜の
力で圧縮することにより、また必要ならば圧縮したものをティシューペーパや親水化処理
された熱可塑性合成繊維からなる不織布で覆うことにより形成される。各芯材要素２１ａ
～２１ｆの内面２３またはその内面２３を覆うティシューペーパ（図示せず）等は、被覆
シート２２に接着しておくことができる。また、芯材要素２１ａ～２１ｆの外面２４、ま
たはその外面２４を覆うティシュペーパ等は内面シート１６に接着しておくことができる
。
被覆シート２２は、芯材２１の幅方向において芯材要素２１ａ～２１ｆそれぞれの内面２
３を覆い、側縁４０ａに沿って外面２４にまで延びて、側縁４０ａ近傍の外面２４を覆っ
ている。外面２４において、被覆シート２２の両側縁部２２ａが芯材２１の幅方向外側へ
向かって折り返され、その折り返された両側縁部２２ａそれぞれが、バリア壁７０にホッ
トメルト接着剤２９を介して接着している。被覆シート２２はまた、芯材２１の端縁４０
ｂを越えて延びる端縁部分２７がホットメルト接着剤（図示せず）を介して内面シート１
６に接合している。かような被覆シート２２は、芯材２１の側縁４０ａの近傍において、
Ｚ字型または逆Ｚ字型に折り畳まれた状態にある（図５，６参照）。被覆シート２２には
、透液性の不織布や開孔プラスチックフィルム、これら不織布とフィルムとの積層シート
等が使用される。
図７は、図４のＶＩＩ－ＶＩＩ線部分断面図であって、股部被覆域８におけるバリア壁７
０を示し、仮想線で示されたバリア壁７０は、図３の状態のバリア壁７０に対応している
。バリア壁７０は、不織布やプラスチックフィルム等のシート７９、より好ましくは不透
液性のシート、さらに好ましくは通気不透液性のシートからなるもので、図示例ではシー
ト７９を重ねることにより形成され、縦中心線Ａ－Ａに平行な内側縁部７１と外側縁部７
２とを有する。内側縁部７１は、吸収部３の外面側にあって、被覆シート２２の折り返さ
れた側縁部２２ａと内面シート１６とに接着剤２９または溶着によって接合しており、吸
収部３の側縁部分２６の近傍では、吸収部３の外面２４から離間している（図３参照）。
吸収部３の幅方向において、バリア壁７０は吸収部３の外面２４の側から、側縁部分２６
に沿って内面２３の側へ折曲されて縦中心線Ａ－Ａへ向かった後に、外側縁部７２が吸収
部３の幅方向外側へ向くように幅方向の中間部位７３において折曲されて、幅方向断面が
Ｚ字型または逆Ｚ字型を呈している。かように折曲されたバリア壁７０は、吸収部３の端
縁部２７において、吸収部３の内面を形成している被覆シート２２に接合する他に、重な
り合うバリア壁７０どうしが接合しているが、股部被覆域８においては、図７に示される
ように、内側縁部７１が被覆シート２２の折り返されている側縁部２２ａと内面シート１
６とに接合していることを除くと、吸収部３の内面３ａに接合することもなければ、バリ
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ア壁７０どうしで接合することもない。かようなバリア壁７０はまた、図３，４に示され
ているように、内側縁部７１のうちで、吸収部３の外面２４から離間している部位７１ａ
と、外側縁部７２の縁７２ａと、外側縁部７２が外側へ折り返されている中間部位７３の
近傍とに、それぞれ少なくとも１条からなる第１，２，３弾性部材７６，７７，７８を有
する。これら第１，２，３弾性部材７６，７７，７８は、吸収部３の両端縁部分２７と２
７との間で伸張状態にあり、互いに重なり合うシート７９と７９とのうちの少なくとも一
方の内面に接合している。
【００１５】
吸収部３がこのように形成されている図４の状態のおむつ１は、横中心線Ｂ－Ｂに沿って
折り重ね、前後胴周り被覆域６，７を接合域４で一体にして図１のおむつ１とするときに
、股部被覆域８において、両側部分が図２，３に示されているように縦中心線Ａ－Ａに向
かって折曲される。すなわち、吸収部３は、芯材要素２１ｃと２１ｅの外面２４（図３，
６参照）どうしが向かい合い、芯材要素２１ｄと２１ｆの外面２４どうしが向かい合うよ
うに溝２０ｒに沿って折曲され、その折曲と同時に、芯材要素２１ａの内面２３と芯材要
素２１ｃ，２１ｄそれぞれの内面２３とが向かい合い、芯材要素２１ｂの内面２３と芯材
要素２１ｅ，２１ｆそれぞれの内面２３とが向かい合うように溝２０ｓと溝２０ｔとに沿
って、吸収部３の前方寄りの部分と後方寄りの部分とにおいて幅方向中央部から側縁部分
２６にまでほぼＶ字型を画いて延びるそれぞれの折曲部において折曲される。吸収部３は
、溝２０ｒ，２０ｓ，２０ｔにおいて芯材２１が全く存在しないか、僅かに存在する程度
の状態にあり、これら溝２０ｒ，２０ｓ，２０ｔではそれらの周辺域よりも剛性が低く、
溝２０ｒ，２０ｓ，２０ｔを案内として図２の如く折曲することが容易である。
【００１６】
吸収部３を横中心線Ｂ－Ｂに沿って折り重ね、縦中心線Ａ－Ａに向かって折曲するときに
、バリア壁７０は、第１，２，３弾性部材７６，７７，７８が収縮して、前後胴周り被覆
域６，７と股部被覆域８とのうち少なくとも股部被覆域８において図３の如く立ち上がる
。第１、３弾性部材７６，７８は、図２，３において股部被覆域８の内面側で立ち上がっ
ている吸収部３の側方に位置して、吸収部３の縦中心線Ａ－Ａに向かって折曲されている
部位を前後方向の内側、すなわち矢印Ｐ，Ｑとは反対の方向へ接近させ、その部位が矢印
Ｐ，Ｑ方向へ広がることを阻止している。特に吸収部３の外面２４の側にある第１弾性部
材７６は、溝２０ｒ，２０ｓ，２０ｔを横切らせるとともに、それが有効に伸縮する長さ
を図５の上下方向においてほぼ股部被覆域８の範囲内におさめておくことによって、吸収
部３の折曲されている部位はおむつ１の着用時にもその形状を維持し易くなるとともに、
折曲されている吸収部３に対してバリア壁７０がその折曲に追随することなく、細かなギ
ャザーを有してはいてもほぼ平らな面を形成しながら延びることを可能にする。第２弾性
部材７７は、吸収部３の側縁部分２６の近傍に位置することによって、股部被覆域８にお
いて、互いに並行するバリア壁７０どうしを、折曲されて互いに接近している吸収部３の
側縁部分２６どうしよりも大きく離間させることが可能であると同時に、外側縁部７２を
おむつ着用者の脚周りに密着させることが可能である。体液が仮に側縁部分２６どうしの
間に流入しなくても、第２弾性部材７７の作用によって体液はおむつ１から漏れることが
ない。第３弾性部材７８は、バリア壁７０のうちで、第１弾性部材７６と第２弾性部材７
７との間の中間部位７３を股部被覆域８の内面から立ち上がらせる効果を有している。
【００１７】
かくの如き構造を有するパンツ型の使い捨ておむつ１では、図３に示されるように、股部
被覆域８において幅が狭くなるように折曲されることによっておむつ１の上方へ向いてい
る吸収部３の側縁部分２６と２６とがおむつ着用者の股部によく密着することに加え、上
方ヘ向いた側縁部分２６が性器に接近して位置することが可能なので、尿は幅方向へ広が
ることなく速やかに吸収される。しかも、両側縁部分２６と２６との間の部分は下向きに
くぼんだ内側ポケット３０ａを形成していて着用者の肌に密着することがないから、尿を
吸収して湿潤状態にある吸収部３の内面３ａが広い面積にわたっておむつ着用者の肌に接
触して強い湿潤感を与えるということがない。また、体液がこのポケット３０ａに入らず
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脚周りに密着可能なバリア壁７０がその排泄物の流れを止めるので、体液がおむつ１の外
へ漏れることはない。吸収部３の外面２４は側縁部分２６の近傍が透液性の被覆シート２
２で形成されているから、側縁部分２６の外へ流れた体液は、折曲されて上を向いている
吸収部３とバリア壁７０との間に形成されている外側ポケット３０ｂ（図３参照）へ流入
してその外面２４から芯材２１に吸収される。ただし、芯材２１は、図３に示されている
ように、外面２４の幅方向の少なくとも一部分が、例えば幅方向の中央部が不透液性シー
トで直接的または間接的に覆われていてもよいものである。
【００１８】
また、このおむつ１では、第１，３弾性部材７６，７８の作用に加えて、図３，５に示さ
れているように、吸収部３の幅方向において被覆シート２２の側縁部２２ａが外側へ向か
って折り返されてバリア壁７０のシート７９に接合し、シート７９が内面シート１６に接
合して固定されていることによっても、溝２０ｒに沿って折曲されている芯材要素２１ｃ
と２１ｅ，２１ｄと２１ｆは、折曲される前の状態に戻ろうとする動き、すなわちおむつ
外側へ向かう動きが抑えられる。おむつ外側へ向かう動きとは、図３に示された矢印Ｙ方
向の動きであって、第１，３弾性部材７６，７８と側縁部２２ａとの協働作用によってこ
の動きが抑えられるおむつ１では、おむつ１を着用しているときにも吸収部３の折曲され
ている形状を維持することが容易である。
【００１９】
この発明では、吸収部３を図２の如く折曲するときに、芯材２１の厚さによっては溝２０
ｒを設けることなく、溝２０ｓ、２０ｔだけを設けて図の如く吸収部３を折曲することも
可能である。また、図５に示される吸収部３の鎖線Ｒ，Ｓ，Ｔに沿う部位または鎖線Ｓ，
Ｔに沿う部位をエンボス加工用ロール等によって曲部的に加圧または加熱加圧してそれら
の周辺域よりも高剛性にして折曲のための案内とし、その高剛性な部位に並行して吸収部
３を折曲することも可能である。
【００２０】
【発明の効果】
この発明に係る使い捨ておむつは、体液吸収部の両側縁それぞれが、股部被覆域において
吸収部の幅方向内側へ向かって幅が狭くなるように折曲され、その側縁部の外側には吸収
部の長さ方向へ弾性的に収縮可能なバリア壁が設けられているから、折曲されている吸収
部の形状を確実に維持することができ、また吸収部の外へ流れた体液をそのバリア壁で止
めて、体液の漏れを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　パンツ型の使い捨ておむつの斜視図。
【図２】　図１のおむつを部分的に破断したときの概略図。
【図３】　図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図。
【図４】　図１のおむつを伸展した図面。
【図５】　図４のおむつを部分的に破断して示す図。
【図６】　図４のＶＩ－ＶＩ線に沿った切断面を示す図。
【図７】　図４のＶＩＩ－ＶＩＩ線部分断面図。
【図８】　従来技術のおむつの斜視図。
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