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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高さ方向と前記高さ方向に直交する横方向とを有し、前記横方向の寸法を二等分する中
心線に関して対称に形成され、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有し、前記芯材は前記体液吸収部
が延びる方向へ長く形成されていて前記肌と向かい合う内面と前記内面とは反対側の外面
とを有し、前記被覆シートは前記芯材における前記内外面のうちの少なくとも内面を覆っ
ており、前記体液吸収部には前記高さ方向ヘ並行して延びる側縁部と側縁部との間の中央
部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横方向へ延びる第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部分それぞれが前記第３折曲部にお
いては前記芯材の外面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
おいては前記内面どうしが向かい合う方向へ折曲されており、
　前記体液吸収部の側縁部のそれぞれには、その側縁部に沿って延びるフラップが形成さ
れ、前記フラップは前記体液吸収部の側縁部に並行して延びる第１，２側縁部と、前記体
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液吸収部の側縁部と交差する方向へ延びる第１，２端縁部とを有し、前記第１側縁部と第
２側縁部とが前記体液吸収部の外面側と内面側とに位置するように前記体液吸収部の側縁
部において折曲されて前記第１側縁部が前記外面側に接合しており、前記第１端縁部と第
２端縁部とが前記前胴周り被覆域と後胴周り被覆域とに位置する前記体液吸収部の前端縁
部と後端縁部とに接合し、前記第２側縁部には弾性部材が前記フラップの延びる方向へ伸
長状態で取り付けられていることを特徴とする前記使い捨ておむつ。
【請求項２】
　前記フラップには、第２の弾性部材が前記第１側縁部と第２側縁部との中間部位に前記
フラップの延びる方向へ伸長状態で取り付けられている請求項１記載の使い捨ておむつ。
【請求項３】
　前記第２の弾性部材は、前記フラップにおいて前記体液吸収部の前記外面と向かい合う
部位に取り付けられている請求項１または２記載の使い捨ておむつ。
【請求項４】
　前記股部被覆域において、前記被覆シートは前記芯材の内面を被覆するとともに前記側
縁部に沿って前記芯材の外面を被覆するように折り返されており、前記側縁部近傍では前
記芯材が前記被覆シートを介して前記内外面の両側から体液を吸収可能である請求項１～
３のいずれか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１０の折りたたみ型使い捨ておむつ（おしめ）
２０１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２
２２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２
１０ａ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。このおむつは
、おむつカバ－を使用して着用させるもので、着用させるときに平ら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、おむつカバ－を使用して着用させるもので、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】
　前記従来技術のおむつは、いずれも矩形を呈する開放型のもので、平らに広げたものを
あおむけに寝かせた乳幼児のおしりに当てがって着用させる。ところが、おむつを平らに
すると、予め折り込まれている部分の形状が崩れてしまい、着用後のおむつではその部分
に十分な効果を期待できないことがある。特開昭５０－３３０４４号公報のおむつは、折
り込まれている部分どうしを接着することによって、そのような形状の崩れを防止してい
る。しかしながら、そのように接着するとおむつを平らに広げることが難しくなり、おむ
つを着用させるのに手間がかかるようになる。実開昭４７－３６７３４号公報のおむつは
、それを平らに広げると、折り込まれている股部の形状が崩れてしまう。
【０００５】
　この発明では、股部被覆域で体液吸収部が折曲されているおむつにおいて、そのおむつ
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を着用させるのに手間がかからず、しかも折曲されている体液吸収部の形状が崩れないよ
うに改良を加えることを課題にしている。
【０００６】
【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、高さ方向と前記高さ方向に直交
する横方向とを有し、前記横方向の寸法を二等分する中心線に関して対称に形成され、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。
【０００７】
　かかるパンツ型の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有する。前記芯材は、
前記体液吸収部が延びる方向へ長く形成されていて前記肌と向かい合う内面と前記内面と
は反対側の外面とを有する。前記被覆シートは、前記芯材における前記内外面のうちの少
なくとも内面を覆っている。前記体液吸収部には、前記高さ方向ヘ並行して延びる側縁部
と側縁部との間の中央部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
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横方向
へ延びる第３折曲部とが形成されている。前記中心線を挟む前記体液吸収部の両側部分そ
れぞれは、前記第３折曲部においては前記芯材の外面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どうしが向かい合う方向へ折曲されてい
る。前記体液吸収部の側縁部のそれぞれには、その側縁部に沿って延びるフラップが形成
されている。前記フラップは前記体液吸収部の側縁部に並行して延びる第１，２側縁部と
、前記体液吸収部の側縁部と交差する方向へ延びる第１，２端縁部とを有する。前記第１
側縁部と第２側縁部とは、前記体液吸収部の外面側と内面側とに位置するように前記体液
吸収部の側縁部において折曲されて前記第１側縁部が前記外面側に接合しており、前記第
１端縁部と第２端縁部とが前記前胴周り被覆域と後胴周り被覆域とに位置する前記体液吸
収部の前端縁部と後端縁部とに接合し、前記第２側縁部には弾性部材が前記フラップの延
びる方向へ伸長状態で取り付けられている。
【０００８】
　この発明には次のような好ましい実施態様がある。
（１）前記フラップには、第２の弾性部材が前記第１側縁部と第２側縁部との中間部位に
前記フラップの延びる方向へ伸長状態で取り付けられている。
（２）前記第２の弾性部材は、前記フラップにおいて前記体液吸収部の前記外面と向かい
合う部位に取り付けられている。
（３）前記股部被覆域において、前記被覆シートは前記芯材の内面を被覆するとともに前
記側縁部に沿って前記芯材の外面を被覆するように折り返されており、前記側縁部近傍で
は前記芯材が前記被覆シートを介して前記内外面の両側から体液を吸収可能である。
【０００９】
【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。
【００１０】
　図１，２はパンツ型の使い捨ておむつ１の斜視図とそのおむつ１の部分破断斜視図であ
る。おむつ１は、図の上下方向である高さ方向とその高さ方向に直交する横方向とを有し
、パンツ型を呈する被覆部２と、体液吸収部３とからなる。前記横方向は、おむつ１の幅
方向でもある。被覆部２は、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
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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、上下へ間欠的に並ぶ部位４で互いに接合し、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。胴
周り開口９の周縁部には複数条の胴周り弾性部材１２が伸長状態で取り付けられている。
脚周り開口１１では、前後胴周り域６，７を形成していて開口１１の上側約半分の周縁部
を画成しているシート１０６と１０７とにほぼ半円形を画くように複数条の脚周り弾性部
材１３が伸長状態で取り付けられている（図８を併せて参照）。吸収部３は、被覆部２の
内面２ａの側にあって、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
向かって長く延びており、股部被覆域８では幅が狭くなるように、おむつ１の幅を二等分
する縦中心線Ａ－Ａ（図３参照）に向かって、すなわちおむつ１の横方向内方ヘ向かって
折曲されている。
【００１１】
　図３，４は、図１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
矢印Ｐ，Ｑ方向へ伸展したものの部分破断平面図と、図３の状態にあるおむつ１の分解斜
視図である。伸展した状態のおむつ１には、縦中心線Ａ－Ａに直交し、図の上下方向へ延
びる長さを二等分する横中心線Ｂ－Ｂも示されている。図３のおむつ１は、縦中心線Ａ－
Ａに関して実質的に対称であり、横中心線Ｂ－Ｂに沿って折り重ねられ、部位４で接合さ
れると図１のおむつ１となる。
【００１２】
　被覆部２は、前胴周り被覆域６と股部被覆域８の一部分とを形成する六角形の前部シー
ト１０６と、後胴周り被覆域７と股部被覆域８の一部分とを形成する六角形の後部シート
１０７と、股部被覆域８の一部分を形成する矩形のセンターシート１０８とを有する。セ
ンターシート１０８は、その前後両端部が前後部シート１０６，１０７の内面（図４にお
ける上面）にホットメルト接着剤（図示せず）を介して接合されて前後部シート１０６，
１０７を連結している。センターシート１０８の内面側には矩形の不透水性プラスチック
フィルムからなる中間部シート１１７が重なり、中間部シート１１７の内面側には砂時計
型の内部シート１１６が重なっている。中間部シート１１７は、センターシート１０８と
ほぼ同形であるがセンターシート１０８よりもやや小さく、内部シート１１６は、前後部
シート１０６，１０７とセンターシート１０８とが互いに連結して形成する砂時計型の形
状とほぼ同形同大である。これらシート１０６，１０７，１０８，１１７および１１６は
、互いに重なり合う部分において間欠的に接合している。内部シート１１６の内面には、
センターシート１０８が長く延びる方向に長さ方向を有する矩形の体液吸収部３が接合し
ている。吸収部３は、内部シート１１６に塗布されたホットメルト接着剤２９によって、
端縁部２７，２８とこれら両端縁部２７，２８間に延びる幅方向中央部とが内部シート１
１６に接合している。
【００１３】
　吸収部３は、図３において縦に長い矩形を呈し、縦中心線Ａ－Ａに並行する一対の側縁
部２６と、側縁部２６と直交しておむつ１の横方向（幅方向）へ延びる前後端縁部２７，
２８とを有し、側縁部２６のそれぞれに沿ってフラップ２５が形成されている。かかる吸
収部３は、芯材２１と被覆シート２２とからなり、その被覆シート２２が被覆部２の内面
２ａにホットメルト接着剤２９を介して接合している。芯材２１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形成されている。図示例
の芯材２１は、全体として矩形を呈するように配置されているが、横中心線Ｂ－Ｂと一致
する鎖線Ｒ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部２６にまで延びる鎖線Ｓ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
側縁部２６にまで延びる鎖線Ｔ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，２１
ｅ，２１ｆに分けられている。
【００１４】
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　図５，６，７は、吸収部３の部分破断斜視図と、図５のＶＩ－ＶＩ線およびＶＩＩ－Ｖ
ＩＩ線に沿う切断面を示す図である。フラップ２５は、吸収部３の側縁部２６に沿って延
びる防漏シート１３０で形成されている。防漏シート１３０は、疎水性、好ましくは不透
液性、より好ましくは通気不透液性の不織布またはプラスチックフィルムからなり、おむ
つ１の横方向へＺ字型または逆Ｚ字型に折曲されている。フラップ２５は、おむつ１の横
方向において吸収部３の外面３ｂの側に位置する第１側縁部１３１と、内面３ａの側に位
置する第２側縁部１３２とを有し、第１側縁部１３１は、被覆シート２２に接着剤３４を
介して固定されている。もう一方の第２側縁部１３２は、内面３ａの上方に位置し、図の
上下方向と左右方向とに変形可能であり、最外側の袋状折り返し部には吸収部３の長手方
向へ延びる第１弾性部材４１が伸長状態で取り付けられている。第１，第２側縁部１３１
，１３２間における防漏シート１３０は、第１側縁部１３１から第２側縁部１３２へ向か
って、吸収部３の側縁部２６を越えて側方へ広がった後に内面３ａの側ヘ折り返され、さ
らに吸収部３の側方ヘ折り返されている。ただし、図に示されているように、吸収部３の
両端縁部２７，２８では、Ｚ字型または逆Ｚ字型に折り重ねられている防漏シート１３０
からなるフラップ２５の第１，第２端縁部１３３，１３４が接着剤３４によって重ねられ
たままの状態に保たれている。すなわち、フラップ２５の防漏シート１３０どうし、およ
び被覆シート２２と防漏シート１３０とが接着剤３４を介して接合している。第１弾性部
材４１は、端部のそれぞれが防漏シート１３０を介して吸収部３の端縁部２７，２８に固
定されている。このような第１弾性部材４１に追加して、フラップ２５は第１側縁部１３
１と第２側縁部１３２との中間部位にフラップ２５の長さ方向へ伸張された第２弾性部材
４２を含むことが可能である。第２弾性部材４２は、第１弾性部材４１に平行するもので
、フラップ２５の第１，第２端縁部１３３，１３４間のうちの少なくとも股部被覆域８に
設けられる。図６に示されているように、第２弾性部材４２には、吸収部３の内面３ａの
上方に位置するようにフラップ２５に取り付けられているもの（４２ａ）および／または
吸収部３の外面３ｂの下方に位置するように取り付けられているもの（４２ｂ）がある。
【００１５】
　図４に示される順序で重なり合い互いに接合しているシート１０６，１０７，１０８，
１１７，１１６および吸収部３が、中心線Ｂ－Ｂに沿って吸収部３を内側にして折り重ね
られ、重なり合う前部シート１０６と後部シート１０７と内部シート１１６の側縁部どう
しが図１に示されている部位４で接合されて図１のパンツ型の使い捨ておむつ１となると
きに、股部被覆域８における吸収部３が縦中心線Ａ－Ａの両側で図２に示されるように折
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（図６参照）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２０ｔとに沿っ
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、または僅かに存在する程度の状態にあり、これら溝２０ｒ，２０ｓ，２０ｔにおけ
る吸収部３の剛性は、それらの溝の周辺域の剛性よりも低い。しかも、図３，４に示され
るように、吸収部３は縦中心線Ａ－Ａに沿う部分が被覆部２の内面２ａに接合していても
、側縁部２６とその近傍はその内面２ａに接合していないから、かかる吸収部３は溝２０
ｒ，２０ｓ，２０ｔを案内として図１の如く折曲することが容易である。
【００１６】
　図８，９は、図１のおむつ１の部分破断側面図と、図２のＩＸ－ＩＸ線に沿う切断面の
要部を示す図である。図８では、破断部位に現れる弾性部材が実線で示され、その実線に
つながる弾性部材が鎖線で示されている。図２のＩＸ－ＩＸ線は、図３，４において溝２
０ｒの内側を走る横中心線Ｂ－Ｂに一致している。吸収部３が図１の如く着用された状態
にあって長さ方向へ湾曲していると、フラップ２５では第１弾性部材４１が収縮する。ま
た、フラップ２５が第２弾性部材４２を有する場合には、その弾性部材４２も収縮する。
第１、第２弾性部材４１，４２が収縮したフラップ２５は、吸収部３の両端縁部２７，２
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８間において、側縁部２６の外側で吸収部３の内面３ａから立ち上がる。図９は、立ち上
がったフラップ２５をＩＸ－ＩＸ線に沿う切断面で示している。因みに、図６に仮想線で
示されているフラップ２５は、吸収部３の端縁部２８近傍で立ち上がっている。かように
立ち上がるフラップ２５は、第１，第２弾性部材４１，４２の伸長・収縮作用によって第
２側縁部１３２がおむつ着用者の脚周りに密着可能である。脚周りに密着したフラップ２
５は、吸収部３の側縁部２６を越えて側方へ流れる体液を止めて、その体液がおむつ１か
ら漏れることを防止する。その防止効果は、吸収部３がおむつ１の股部被覆域８において
図２に示される如く折曲されて幅が狭くなっているところにおいて顕著である。
また、このフラップ２５の第１，第２弾性部材４１，４２は、収縮するときに吸収部３を
それが長さ方向へ湾曲してＵ字形を呈するように付勢する。特に第２弾性部材４２は、股
部被覆域８において吸収部３の折曲されている部位の近傍にあるから、その部位の折曲さ
れた形状を維持することに役立つ。そのように付勢され、形状が維持される吸収部３では
、吸収部３の折曲部位が広げられても、第１、第２弾性部材４１，４２が吸収部３を折曲
されていたときの状態に戻そうとするから折曲部位の形状は崩れるということがない。つ
まり、このおむつ１を着用させるときには、第１，第２弾性部材４１，４２を有するフラ
ップ２５の存在によって、吸収部３における折曲部位の形状が確実に維持される。かよう
なフラップ２５において、図１，２の状態にある第１弾性部材４１は、Ｕ字形を画いてお
むつ着用者の脚周りをほぼ半周するもので、半周したときにおむつ１の上方へ向かって延
びる部分は、前後部シート１０６，１０７の脚周り弾性部材１３と間接的に重なり合って
いる。これら弾性部材１３と４１との作用によって、おむつ１は着用者の脚周りの全周に
密着することが可能になる。図示例の第１弾性部材４１は、複数条のものに代えることが
可能である。
【００１７】
　図６、９に示されるように、このおむつ１ではフラップ２５が吸収部３の外面３ｂに対
して、特に側縁部２６近傍の外面３ｂに対して被覆シート２２から図の下方へ離間可能に
形成されていると、側縁部２６を越えた体液は、矢印Ｅ方向へ流れてその外面３ｂと防漏
シート１３０との間に流入し、その外面３ｂにおいて被覆シート２２を介して芯材２１に
吸収される。
【００１８】
　上述の如き構造を有する図１のパンツ型の使い捨ておむつ１では、股部被覆域８におい
て幅が狭くなるように折曲されている吸収部３の側縁部２６と２６とがおむつ着用者の股
部によく密着する一方、両側縁部２６と２６との間の部分はポケット３０（図２，９参照
）を形成しているから、尿を吸収して湿潤状態にある吸収部３の表面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、体液等が側
縁部２６の外へ流れても、側縁部２６の外側にあるフラップ２５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。このおむつ１を乳幼児に着用させる
ときには、母親が胴周り開口９の縁部内側に手を入れてその開口９を大きく広げている間
に乳幼児の脚を脚周り開口１１に通す。そのように開口９を広げるおむつ１の変形は、胴
周り開口９から遠く離れている股部被覆域８にあって、しかも被覆部２とは別体に形成さ
れている吸収部３にまで及ぶことがないので、幅狭く折曲されている吸収部３の形状は開
口９を広げても崩れることがない。また、その形状は仮に崩れるようなことがあっても、
フラップ２５の第１弾性部材４１と第２弾性部材４２の収縮作用によって、特にフラップ
２５の幅方向へ互いに平行に複数条取り付けられることができる第２弾性部材４２の作用
によって、折曲された元の形状に復することが容易である。このような吸収部３では、折
曲されている部位の側縁部２６が乳幼児の股部によく密着する。それゆえ、このパンツ型
のおむつ１では、吸収部３の幅が狭くなるように折曲したことの効果がおむつ１を着用さ
せるときに確実に現われる。
【００１９】
【発明の効果】
　この発明に係るパンツ型の使い捨ておむつは、股部被覆域を中心に前後胴周り被覆域へ
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向かって延びる体液吸収部が股部被覆域において幅が狭くなるように折曲されており、体
液吸収部の側縁部のみがおむつ着用者の肌に接触するから、体液吸収部が体液を吸収して
湿潤状態になっても、おむつ着用者に強い湿潤感を与えることがない。かような体液吸収
部は、パンツ型のおむつに形成されていることによって、股部被覆域において幅が狭くな
るように折曲された部位の形状がおむつを着用させるときにも崩れることがない。また、
このおむつは、体液吸収部の側縁部の外側に形成されたフラップの弾性部材が、体液吸収
部をＵ字形に湾曲するように付勢するから、体液吸収部の折曲された部位の形状はおむつ
を着用させるときに崩れることがなく、従来技術に比較しておむつを着用させることが容
易である。
【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のおむつの部分破断斜視図。
【図３】　図１のおむつを伸展したときの平面図。
【図４】　図３のおむつの分解斜視図。
【図５】　吸収部の部分破断斜視図。
【図６】　図５のＶＩ－ＶＩ線切断面を示す図。
【図７】　図５のＶＩＩ－ＶＩＩ線切断面を示す図。
【図８】　図１のおむつの部分破断側面図。
【図９】　図２のＩＸ－ＩＸ線切断面を示す図。
【図１０】　従来技術のおむつの斜視図。
【符号の説明】
　１　　　パンツ型の使い捨ておむつ
　３　　　体液吸収部
　６　　　前胴周り被覆域
　７　　　後胴周り被覆域
　８　　　股部被覆域
　９　　　胴周り開口
　１１　　　脚周り開口
　２０ｒ　　第３折曲部
　２０ｓ　　第１折曲部
　２０ｔ　　第２折曲部
　２１　　　芯材
　２２　　　被覆シート
　２５　　　フラップ
　２６　　　側縁部
　４１　　　弾性部材
　４２，４２ａ，４２ｂ　　　弾性部材
　１３１　　　第１側縁部
　１３２　　　第２側縁部
　１３３　　　第１端縁部
　１３４　　　第２端縁部
　Ｒ　　　第３折曲部
　Ｓ　　　第１折曲部
　Ｔ　　　第２折曲部
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