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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　おむつ本体と、前記おむつ本体に装着される尿取りパッドとを備えるおむつであって、
　前記尿取りパッドは、着用者側に配設される液透過性シートと、前記おむつ本体側に配
設される液不透過性シートと、互いに重ねられた前記液透過性シート及び液不透過性シー
トの間に介在する吸収体と、当該尿取りパッドに設けられた開口部を含み、前記おむつ本
体への装着の際、前記開口部に前記おむつ本体の被挿入片が挿入されることで、前記おむ
つ本体に対する位置決めがなされる構成であることを特徴とするおむつ。
【請求項２】
　請求項１に記載のおむつであって、
　前記開口部は、前記尿取りパッドの縁部領域に設けられた環状部材によって構成されて
いることを特徴とするおむつ。
【請求項３】
　請求項２に記載のおむつであって、
　前記環状部材と前記開口部に挿入された前記被挿入片との間に、前記環状部材に対し前
記被挿入片を着脱自在に止着する被挿入片止着部が介在する構成であることを特徴とする
おむつ。
【請求項４】
　請求項２または３に記載のおむつであって、
　前記環状部材は、前記尿取りパッドの前記縁部領域のうち、着用者の背面側の後端部の
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縁部から前記尿取りパッドの引き上げ方向に向かい設けられるとともに、当該環状部材か
ら延出する延出片を備える構成であることを特徴とするおむつ。
【請求項５】
　請求項２から４のうちのいずれか一項に記載のおむつであって、
　前記環状部材は、長尺状のベルトによって構成され、当該ベルトの両端部を前記尿取り
パッドの前記縁部領域に着脱自在に止着するベルト止着部を備える構成であることを特徴
とするおむつ。
【請求項６】
　請求項１から５のうちのいずれか１項に記載のおむつであって、
　前記おむつ本体と前記尿取りパッドとの間に、前記おむつ本体に対し前記尿取りパッド
を着脱自在に止着する尿取りパッド止着部が介在する構成であることを特徴とするおむつ
。
【請求項７】
　請求項６に記載のおむつであって、
　前記尿取りパッドは、着用者の背面側の後端部に前記開口部が配設されるとともに、着
用者の前面側の前端部に前記尿取りパッド止着部が配設される構成であることを特徴とす
るおむつ。
【請求項８】
　おむつ本体に装着されるおむつ用尿取りパッドであって、
　着用者側に配設される液透過性シートと、前記おむつ本体側に配設される液不透過性シ
ートと、互いに重ねられた前記液透過性シート及び液不透過性シートの間に介在する吸収
体と、当該尿取りパッドの縁部領域に形成された開口部を含み、前記おむつ本体への装着
の際、前記開口部に前記おむつ本体の被挿入片が挿入されることで、前記おむつ本体に対
する位置決めがなされる構成であることを特徴とするおむつ用尿取りパッド。
【請求項９】
　請求項８に記載のおむつ用尿取りパッドであって、
　前記開口部は、前記縁部領域に設けられた環状部材によって構成されていることを特徴
とするおむつ用尿取りパッド。
【請求項１０】
　請求項９に記載のおむつ用尿取りパッドであって、
　前記環状部材と前記開口部に挿入された前記被挿入片との間に、前記環状部材に対し前
記被挿入片を着脱自在に止着する被挿入片止着部が介在する構成であることを特徴とする
おむつ用尿取りパッド。
【請求項１１】
　請求項９または１０に記載のおむつ用尿取りパッドであって、
　前記環状部材は、前記尿取りパッドの前記縁部領域のうち、着用者の背面側の後端部の
縁部から前記尿取りパッドの引き上げ方向に向かい設けられるとともに、当該環状部材か
ら延出する延出片を備える構成であることを特徴とするおむつ用尿取りパッド。
【請求項１２】
　請求項９から１１のうちのいずれか一項に記載のおむつ用尿取りパッドであって、
　前記環状部材は、長尺状のベルトによって構成され、当該ベルトの両端部を前記尿取り
パッドの前記縁部領域に着脱自在に止着するベルト止着部を備える構成であることを特徴
とするおむつ用尿取りパッド。
【請求項１３】
　請求項９から１２のうちのいずれか１項に記載のおむつ用尿取りパッドであって、
　前記おむつ本体との間に、前記おむつ本体に対し当該尿取りパッドを着脱自在に止着す
る尿取りパッド止着部が介在する構成であることを特徴とするおむつ用尿取りパッド。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のおむつ用尿取りパッドであって、
　着用者の背面側の後端部に前記開口部が配設されるとともに、着用者の前面側の前端部
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に前記尿取りパッド止着部が配設される構成であることを特徴とするおむつ用尿取りパッ
ド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、おむつ着用者に装着されるおむつに係り、詳しくはおむつ本体に尿取りパッ
ドが被着されるおむつの構築技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、尿取りパッドを併用するタイプのおむつが種々提案されている。例えば、下記特
許文献１には、尿取りパッドの裏面に設けられた孔ないしガイドにベルトを通すとともに
、このベルトの両端の止着部によって当該尿取りパッドをおむつ本体に止着することで、
当該尿取りパッドのズレを防止しようとしている。しかしながら、このような構成の尿取
りパッドを用いる場合には、おむつ本体に止着されるベルトと尿取りパッドとの間の相対
移動が許容されるところ、おむつ本体に対し尿取りパッドの位置がずれ易く、また尿取り
パッドの位置調整を行う場合には、ベルトの両端の止着部を取り外す必要があり、おむつ
本体の適正な位置に尿取りパッドを装着する操作が面倒である。そこで、おむつ本体に尿
取りパッドが装着されるこの種のおむつの設計に際しては、尿取りパッドの装着操作性の
向上を図る要請がある。
【特許文献１】特開２００５－９５５１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、おむつ着用者に着用されるおむつに
おいて、おむつ本体におむつ用尿取りパッドを装着する際の操作性向上を図るのに有効な
技術を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記課題を達成するため、各請求項記載の発明が構成される。これら各請求項に記載の
発明は、おむつ本体と別個のおむつ用尿取りパッドを併用するタイプのおむつの構成に適
用され得る。
【０００５】
　本発明に係るおむつは、おむつ本体と、このおむつ本体に装着される尿取りパッドとを
少なくとも備える。おむつ本体は、尿取りパッドを挟んでおむつ着用者の肌を覆う部材と
して構成され、おむつ着用時にはおむつの外表面を構成する。尿取りパッドは、液透過性
シート、液不透過性シート、吸収体及び開口部を含む構成とされる。液透過性シートは、
着用者側に配設される液透過性のシート体として構成される。この液透過性シートは、典
型的には熱可塑性ポリマーからなる不織布や開孔フィルム等によって構成される。液不透
過性シートは、おむつ本体側に配設される液不透過性のシート体として構成される。この
液不透過性シートは、典型的には熱可塑性ポリマーからなるフィルムや不織布、またこれ
らフィルムと不織布とを互いに積層した複合シート等によって構成される。吸収体は、互
いに重ねられた液透過性シート及び液不透過性シートの間に介在する構成とされる。この
吸収体は、尿等の液体を吸収して保持する液吸収機能を果たし、典型的には液吸収機能を
有するポリマー材料によって構成される。
【０００６】
　この尿取りパッドは、特に当該尿取りパッドに開口部が設けられた構成であることを特
徴としている。ここでいう開口部は、長尺状のベルトや紐を環状に配置することによって
形成されてもよいし、或いは尿取りパッドに設けられたスリット等によって形成されても
よい。このような構成において、尿取りパッドをおむつ本体に装着する際、開口部におむ
つ本体の被挿入片が挿入されることで、おむつ本体に対し尿取りパッドの位置決めがなさ
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れるようになっている。これにより、おむつ本体に対する尿取りパッドの位置決めを容易
に行なうことができ、以っておむつ本体におむつ用尿取りパッドを装着する際の操作性向
上を図ることが可能となる。
【０００７】
　本発明に係るおむつの更なる形態では、尿取りパッドに設けられた開口部は、尿取りパ
ッドの縁部領域に設けられた環状部材によって構成されるのが好ましい。この環状部材は
、典型的にはベルト或いは紐の形態の部材によって構成される。このような構成によれば
、おむつ本体に対する尿取りパッドの位置決めを行うのに、尿取りパッドの縁部領域に設
けられた環状部材を用いるおむつが提供される。
【０００８】
　本発明に係るおむつの更なる形態では、環状部材と開口部に挿入された被挿入片との間
に、環状部材に対し被挿入片を着脱自在に止着する被挿入片止着部が介在する構成である
のが好ましい。この被挿入片止着部として、典型的には面ファスナーないしフックテープ
を用いることができる。このような構成によれば、開口部に挿入されたおむつ本体の被挿
入片を、被挿入片止着部によって環状部材側に確実に保持することが可能となる。
【０００９】
　本発明に係るおむつの更なる形態では、環状部材は、尿取りパッドの縁部領域のうち、
着用者の背面側の後端部に設けられるとともに、当該環状部材から延出する延出片を備え
る構成であるのが好ましい。このような構成によれば、おむつの着用操作を行なう際に、
おむつ本体の内側に配設された尿取りパッドを、環状部材の延出片を介しておむつ本体の
外方から容易に引き上げて位置調節することが可能となる。
【００１０】
　なお、この延出片は、尿取りパッドの縁部領域のうち、着用者の背面側の後端部の縁部
から前記尿取りパッドの引き上げ方向に向かい設けられる。
【００１１】
　本発明に係るおむつの更なる形態では、環状部材は、長尺状のベルトによって構成され
、当該ベルトの両端部を尿取りパッドの縁部領域に着脱自在に止着するベルト止着部を備
える構成であるのが好ましい。このような構成によれば、ベルトの無いタイプの尿取りパ
ッドに対し、ベルト止着部を介してベルトを後付けすることが可能となる。
【００１２】
　本発明に係るおむつの更なる形態では、おむつ本体と尿取りパッドとの間に、おむつ本
体に対し尿取りパッドを着脱自在に止着する尿取りパッド止着部が介在する構成であるの
が好ましい。このような構成によれば、おむつ本体に対する尿取りパッドのズレを尿取り
パッド止着部によって防止することが可能となる。
【００１３】
　本発明に係るおむつの更なる形態では、尿取りパッドは、着用者の背面側の後端部に開
口部が配設されるとともに、着用者の前面側の前端部に尿取りパッド止着部が配設される
構成であるのが好ましい。このような構成によれば、尿取りパッドは、その後端部におい
ては、開口部におむつ本体の被挿入片が挿入されることで、またその前端部においては、
尿取りパッド止着部を用いることで、おむつ本体との間の保持機能を、より簡便な構造に
よって実現することが可能となる。
【００１４】
　本発明に係るおむつ用尿取りパッドは、おむつ本体に装着されるおむつ用尿取りパッド
であって、前述のおむつにおけるおむつ用尿取りパッドと同様の構成を有する。従って、
このような構成のおむつ用尿取りパッドを用いれば、おむつ本体に対する位置決めを容易
に行なうことができ、以っておむつ本体に当該おむつ用尿取りパッドを装着する際の操作
性向上を図ることが可能となる。
【００１５】
　本発明に係るおむつ用尿取りパッドの更なる形態では、開口部は、尿取りパッドの縁部
領域に設けられた環状部材によって構成されるのが好ましい。このような構成によれば、
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おむつ本体に対する位置決めを行うのに、縁部領域に設けられた環状部材を用いることが
可能となる。
【００１６】
　本発明に係るおむつ用尿取りパッドの更なる形態では、環状部材と開口部に挿入された
被挿入片との間に、環状部材に対し被挿入片を着脱自在に止着する被挿入片止着部が介在
する構成であるのが好ましい。このような構成によれば、開口部に挿入されたおむつ本体
の被挿入片を、被挿入片止着部によって環状部材側に確実に保持することが可能となる。
【００１７】
　本発明に係るおむつ用尿取りパッドの更なる形態では、環状部材は、尿取りパッドの縁
部領域のうち、着用者の背面側の後端部に設けられるとともに、当該環状部材から延出す
る延出片を備える構成であるのが好ましい。このような構成によれば、おむつの着用操作
を行なう際に、おむつ本体の内側に配設された尿取りパッドを、環状部材の延出片を介し
ておむつ本体の外方から容易に引き上げて位置調節することが可能となる。
【００１８】
　なお、この延出片は、尿取りパッドの縁部領域のうち、着用者の背面側の後端部の縁部
から前記尿取りパッドの引き上げ方向に向かい設けられる。
【００１９】
　本発明に係るおむつ用尿取りパッドの更なる形態では、環状部材は、長尺状のベルトに
よって構成され、当該ベルトの両端部を尿取りパッドの前記縁部領域に着脱自在に止着す
るベルト止着部を備える構成であるのが好ましい。このような構成によれば、ベルトの無
いタイプの尿取りパッドに対し、ベルト止着部を介してベルトを後付けすることが可能と
なる。
【００２０】
　本発明に係る更なる形態のおむつ用尿取りパッドは、おむつ本体との間に、おむつ本体
に対し当該尿取りパッドを着脱自在に止着する尿取りパッド止着部が介在する構成である
のが好ましい。このような構成によれば、おむつ本体に対するズレを尿取りパッド止着部
によって防止することが可能となる。
【００２１】
　本発明に係る更なる形態のおむつ用尿取りパッドは、着用者の背面側の後端部に開口部
が配設されるとともに、着用者の前面側の前端部に尿取りパッド止着部が配設される構成
であるのが好ましい。このような構成の尿取りパッドは、その後端部においては、開口部
におむつ本体の被挿入片が挿入されることで、またその前端部においては、尿取りパッド
止着部を用いることで、おむつ本体との間の保持機能を、より簡便な構造によって実現す
ることが可能となる。
【発明の効果】
【００２２】
　以上のように、本発明によれば、おむつ着用者に着用されるおむつにおいて、特に尿取
りパッドに開口部を設け、おむつ本体への尿取りパッドの装着の際、開口部におむつ本体
の被挿入片が挿入されることで、おむつ本体に対する尿取りパッドの位置決めがなされる
構成を採用することによって、おむつ本体に対する尿取りパッドの位置決めを容易に行な
うことができ、以っておむつ本体におむつ用尿取りパッドを装着する際の操作性向上を図
ることが可能となった。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明に係る「おむつ」の一実施の形態であるおむつ１００の構成を、図面を参
照しつつ詳細に説明する。このおむつ１００は、おむつ着用者に対し被着されるおむつと
して構成される。図１には、本実施の形態のおむつ１００をおむつ着用者に対する被着面
側からみた斜視図が示され、図２には、図１中のおむつ１００のＡ－Ａ線に関する断面構
造が示される。
【００２４】
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　図１に示すように、このおむつ１００は、全体構成としておむつ本体１１０と尿取りパ
ッド１２０に大別され、おむつ本体１１０よりも若干小さい大きさの尿取りパッド１２０
が、このおむつ本体１１０のおむつ使用者側に重ねるように装着される。また、このおむ
つ１００は、購入時或いは使用前においては平坦状のシート体とされ、使用時におむつ着
用者に被着させることによって、立体状のおむつ形状を形成する。なお、本実施の形態で
は、おむつ着用者の肌に触れる側を「表面側」或いは「表面」とし、その反対側、すなわ
ちおむつ着用時におむつの外表面をなす側を「裏面側」或いは「裏面」とする。また、お
むつ着用者の前面部分に被着される側を「前端側」とし、おむつ着用者の背面部分に被着
される側を「後端側」とする。
【００２５】
　図１中のおむつ本体１１０の構造に関しては、図２及び図３が参照される。ここで図３
には、図１中のおむつ本体１１０の斜視図が示される。図２及び図３に示すように、本実
施の形態のおむつ本体１１０は、表面側シート１１１と、裏面側シート１１２と、これら
表面側シート１１１及び裏面側シート１１２の間に配設される吸収体１１３を備える。こ
こでいうおむつ本体１１０が、本発明における「おむつ本体」に相当する。
【００２６】
　表面側シート１１１及び裏面側シート１１２は、いずれも液透過性のシート体として構
成され、典型的には熱可塑性ポリマーからなる不織布や開孔フィルム等によって構成され
る。また、表面側シート１１１には、当該表面側シート１１１の左右両側から内向きに立
ち上げられた左右一対の立体ギャザー１１１ａ，１１１ａが設けられており、これらの立
体ギャザー１１１ａ，１１１ａは、固形物等が左右へはみ出すのを防止する機能を有する
。吸収体１１３は、尿等の液体を吸収して保持する液吸収機能を果たし、典型的には液吸
収機能を有するポリマー材料によって構成される。
【００２７】
　また、おむつ本体１１０の後端部分の両側には外方へと延出する複数の延出片１１４が
設けられている。これらの延出片１１４は、おむつ本体１１０の裏面側シート１１２の前
端部分に設けられた被着部１１５との間で止着構造を形成する止着部１１４ａを有する。
当該止着部１１４ａとして、面ファスナーないしフックテープによるものや、粘着テープ
によるものなどを適宜採用することができる。このような構成によれば、延出片１１４と
被着部１１５とが止着部１１４ａを介して互いに止着されることで、おむつ本体１１０は
パンツの形態の立体形状をなし、当該立体形状を保持することが可能とされる。ここでい
う延出片１１４が、本発明における「おむつ本体の被挿入片」に相当する。
【００２８】
　図１中の尿取りパッド１２０の構造に関しては、図２、図４及び図５が参照される。こ
こで図４には、図１中の尿取りパッド１２０の斜視図が示され、図５には、図４中の尿取
りパッド１２０を裏面側からみた平面図が示される。本実施の形態の尿取りパッド１２０
は、図２、図４及び図５に示されるように、表面側シート１２１と、裏面側シート１２２
と、これら表面側シート１２１及び裏面側シート１２２の間に配設される吸収体１２３を
備える。
【００２９】
　表面側シート１２１は、液透過性のシート体として構成され、尿等の液体が吸収体１２
３へと通過するのを許容する機能を有する。この表面側シート１２１は、典型的には熱可
塑性ポリマーからなる不織布や開孔フィルム等によって構成される。ここでいう表面側シ
ート１２１が、本発明における「液透過性シート」に相当する。また、この表面側シート
１２１には、当該表面側シート１２１の左右両側から内向きに立ち上げられた、前記の立
体ギャザー１１１ａ，１１１ａと同様の左右一対の立体ギャザー１２１ａ，１２１ａが設
けられており、これらの立体ギャザー１２１ａ，１２１ａは、固形物等が左右へはみ出す
のを防止する機能を有する。裏面側シート１２２は、液不透過のシート体として構成され
、尿等の液体が裏面側へと通過するのを防止する機能を有する。この裏面側シート１２２
は、典型的には熱可塑性ポリマーからなるフィルムや不織布、またこれらフィルムと不織
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布とを互いに積層した複合シート等によって構成される。ここでいう「裏面側シート１２
２」が、本発明における「液不透過性シート」に相当する。吸収体１２３は、前述の吸収
体１１３と同様に尿等の液体を吸収して保持する液吸収機能を果たし、典型的には液吸収
機能を有するポリマー材料によって構成される。ここでいう吸収体１２３が、本発明にお
ける「吸収体」に相当する。
【００３０】
　図４及び図５にも示すように、尿取りパッド１２０の後端側の左右の縁部１２０ａには
、長尺状の一対のベルト１２４，１２４が設けられている。ベルト１２４は、その両ベル
ト端部１２４ａ，１２４ｂが尿取りパッド１２０の裏面に固定されることによって環状を
なし、これにより開口部１２５が形成される。本実施の形態では、ベルト１２４の一端部
１２４ａは尿取りパッド１２０の後端に固定され、ベルト１２４の他端部１２４ｂは尿取
りパッド１２０の長手方向に関するほぼ中間位置に固定されている。ベルト１２４は、表
面側シート１２１と同様の素材によって構成することができ、両ベルト端部１２４ａ，１
２４ｂにおける固定に関しては、接着剤或いは融着による接合形態を用いるのが好ましい
。このような構成において、ベルト１２４の開口部１２５は、おむつ本体１１０の延出片
１１４の挿入が可能とされ、この挿入状態においてはおむつ本体１１０及び尿取りパッド
１２０の相対的な位置決めを容易且つ確実に遂行することが可能となる。なお、このベル
ト１２４は、その両ベルト端部１２４ａ，１２４ｂが尿取りパッド１２０の表面側シート
１２１に固定される構成であってもよい。ここでいう「ベルト」及び「開口部」がそれぞ
れ、本発明における「環状部材」及び「開口部」に相当する。
【００３１】
　このベルト１２４は、伸縮性を有する不織布を用いて構成されるのが好ましい。この場
合、不織布自体が伸縮性を有するものであってもよいし、或いは不織布に弾性部材を組み
合わせることによって伸縮性が発揮されるものであってもよい。伸縮性を有するベルト１
２４を用いることにより、ベルト１２４の開口部１２５におむつ本体１１０の延出片１１
４を挿入し易くなり、またベルト１２４のズレやたるみ、しわ等が生じるのを抑えるのに
効果的である。
【００３２】
　本実施の形態の尿取りパッド１２０は、更に以下に詳述する第１～第４の構造を備える
のが好ましい。この尿取りパッド１２０は、更に第１～第４の構造の全てを兼ね備える構
成であるのが好ましいが、必要に応じては第１～第４の構造のうちの少なくも１つの構造
を備えることが可能とされる。ここで、これら第１～第４の構造を、図６及び図７を参照
しつつ説明する。図６には、別実施の形態の尿取りパッド２２０を裏面側からみた平面図
が示され、図７には、別実施の形態の尿取りパッド３２０を裏面側からみた平面図が示さ
れる。なお、これらの図において、図５に示す要素と同一の構成要素には同一の符号を付
しており、当該同一の構成要素に関する説明は省略する。
【００３３】
（第１の構造）
　この第１の構造に関しては、図６中の尿取りパッド２２０の構成が参照される。この尿
取りパッド２２０では、ベルト１２４は、このベルト１２４によって形成される開口部（
前述の開口部１２５と同様の開口部）に挿入されたおむつ本体１１０の延出片１１４を止
着し保持可能な第１の止着部２２１を備える。ここでいう第１の止着部２２１が、本発明
における「被挿入片止着部」に相当する。このような構成によれば、ベルト１２４の開口
部１２５に挿入されたおむつ本体１１０の延出片１１４を、第１の止着部２２１によって
ベルト１２４側に確実に止着し保持することが可能となる。なお、この第１の止着部２２
１は、必要に応じて各ベルト１２４に１または複数配設することができる。この第１の止
着２２１として、面ファスナーないしフックテープによるものや、粘着テープによるもの
などを適宜採用することができる。特には、この延出片１１４の保持位置調節が可能なよ
うに、延出片１１４を着脱自在に保持する面ファスナーないしフックテープを第１の止着
部２２１として採用するのが好ましい。
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【００３４】
（第２の構造）
　この第２の構造に関しては、図６中の尿取りパッド２２０の構成が参照される。この尿
取りパッド２２０は、当該尿取りパッド２２０の前端側及び後端側の両方に第２の止着部
２２２を備える。必要に応じては、尿取りパッド２２０の前端側及び後端側の少なくとも
一方に第２の止着部２２２を設けることができる。この第２の止着部２２２は、おむつ本
体１１０との間で止着構造を形成する。ここでいう第２の止着部２２２が、本発明におけ
る「尿取りパッド止着部」に相当する。このような構成によれば、おむつ本体１１０に対
する尿取りパッド２２０のズレを第２の止着部２２２によって防止することが可能となる
。当該第２の止着部２２２として、面ファスナーないしフックテープによるものや、粘着
テープによるものなどを適宜採用することができる。特には、おむつ本体１１０に対する
尿取りパッド２２０の位置調節が可能なように、着脱操作が自在とされる面ファスナーな
いしフックテープを第２の止着部２２２として採用するのが好ましい。
【００３５】
（第３の構造）
　この第３の構造に関しては、図６中の尿取りパッド２２０の構成が参照される。この尿
取りパッド２２０は、当該尿取りパッド２２０の後端側の縁部からパッド引き上げ方向（
図中右側）に延出する延出片２２３を備える。ここでいう延出片２２３が、本発明におけ
る「延出片」に相当する。このような構成によれば、おむつ着用者やおむつ着用者を介助
する人は、尿取りパッド２２０の縁部からはみ出した延出片２２３を手で掴んで引き上げ
ることが可能となる。従って、おむつ１００の着用操作を行なう際に、おむつ本体１１０
の内側に配設された尿取りパッド２２０を、おむつ本体１１０の外方から容易に引き上げ
て位置調節することが可能となる。当該調節操作の詳細に関しては図８及び図９を参照し
つつ後述する。
【００３６】
　なお、この延出片２２３は、表面側シート１２１及び裏面側シート１２２の少なくとも
一方に設けられてもよいし、或いはベルト１２４自体に設けられてもよい。表面側シート
１２１及び裏面側シート１２２の少なくとも一方に延出片２２３を設ける場合には、表面
側シート１２１や裏面側シート１２２の一部を延出させることによって延出片２２３を形
成してもよいし、或いは表面側シート１２１や裏面側シート１２２に別部材を接合するこ
とによって延出片２２３を形成してもよい。ベルト１２４に延出片２２３を設ける場合に
は、ベルト１２４の一部を延出させることによって延出片２２３を形成してもよいし、或
いはベルト１２４に別部材を接合することによって延出片２２３を形成してもよい。この
延出片２２３の大きさに関しては、見栄えを考慮した場合一辺が４０～６０ｍｍ程度の大
きさの方形として構成されるのが好ましい。また、この延出片２２３は、尿取りパッドに
対し１または複数設けることができる。
【００３７】
　また、この延出片２２３には、おむつ１００に関する各種の情報を表示することが可能
である。このような構成により、おむつ着用者やおむつ着用者を介助する人が各種の情報
を視認可能となる。ここでいう各種の情報としては、吸収体１２３に関する情報（吸収量
、種別（種類）、配設位置）、延出片２２３の操作方法に関する記載（引っ張り方向、引
張り量、引っ張り位置）、おむつ１００の前後に関する記載などが挙げられる。
【００３８】
（第４の構造）
　この第４の構造に関しては、図７中の尿取りパッド３２０の構成が参照される。この尿
取りパッド３２０では、ベルト１２４は、その両ベルト端部１２４ａ，１２４ｂに第３の
止着部２２４を備える。図７では、便宜上、一方のベルト１２４のベルト端部１２４ｂの
みに止着部２２４を設けた場合について記載している。この第３の止着部２２４は、尿取
りパッド３２０との間で止着構造を形成する。ここでいう第３の止着部２２４が、本発明
における「ベルト止着部」に相当する。このような構成によれば、ベルト１２４の無いタ
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イプの尿取りパッドに対し、第３の止着部２２４を介してベルト１２４を後付けすること
が可能となる。当該止着部２２４として、面ファスナーないしフックテープによるものや
、粘着テープによるものなどを適宜採用することができる。特には、尿取りパッド３２０
に対するベルト１２４の位置調節が可能なように、着脱操作が自在とされる面ファスナー
ないしフックテープを止着部２２４として採用するのが好ましい。
【００３９】
　上記の第１の止着部２２１、第２の止着部２２２及び第３の止着部２２４として、既知
の構成の面ファスナーないしフックテープを用いる場合、具体的には、小さなマッシュル
ーム型の膨頭子（フックタイプはカギ型のフック）の形が一方の面に配置されており、ル
ープの形が他方の面に配置される。この二つの面を貼り合わせると、マッシュルーム（或
いはフック）がループに引っかかる（絡む）ことで、簡単にくっつき、また剥がすときは
、お互いを引っ張ることで、絡みからマッシュルーム（或いはフック）が抜け、簡単に剥
がすことができるようになっている。
【００４０】
　上記構成のおむつ１００をおむつ着用者に使用する場合には、まずおむつ本体１１０に
尿取りパッド１２０を重ね合わせる。このとき、第２の構造において説明した第２の止着
部２２２による止着構造を用いるが好ましい。次に、おむつ着用者の膝付近に、尿取りパ
ッド１２０を内側にしておむつ１００を巻き付けつつ、おむつ本体１１０の左右の延出片
１１４をそれぞれ左右のベルト１２４の開口部１２５に通した後、この延出片１１４の止
着部１１４ａを被着部１１５に止着する。このとき、おむつ本体１１０の延出片１１４を
ベルト１２４の開口部１２５に通すことによって、おむつ本体１１０と尿取りパッド１２
０との間の仮の位置決めを行なうことが可能となる。その後、おむつ１００全体をおむつ
着用者の腰まわりまで引き上げることによっておむつ着用状態が形成されることとなる。
【００４１】
　ここで、上記第２の構造の作用効果に関し、図８及び図９を参照しつつ説明する。図８
及び図９には、いずれも本実施の形態のおむつ１００の着用状態に関する側面図が示され
、特に図８にはベルト１２４の引き上げ操作前の様子が示される一方、図９にはベルト１
２４の引き上げ操作時の様子が示される。
【００４２】
　図８に示すように、図中の二点鎖線で示すおむつ着用者に対するおむつ１００の着用状
態では、おむつ本体１１０の内側に上記構成の尿取りパッド２２０を重ねられるとともに
、ベルト１２４の開口部に通されたおむつ本体１１０の延出片１１４が、止着部１１４ａ
を介して被着部１１５に止着される。このようなおむつ１００の着用状態では、おむつ１
００全体をおむつ着用者の腰まわりまで引き上げる過程において、おむつ本体１１０と尿
取りパッド１２０との間の仮の位置決め状態がずれている場合が想定される。また、この
ようなおむつ１００の着用状態では、ベルト１２４は尿取りパッド２２０から腰部開口１
１６及び足部開口１１７経て引き上げ方向に長尺状に延在しており、また尿取りパッド２
２０の縁部よりも後端側（図８中上側）へと延出片２２３が延出することとなる。
【００４３】
　そこで、本実施の形態では、延出片２２３を引き上げる操作を行なうことによって、お
むつ着用後におむつ本体１１０に対する尿取りパッド２２０の位置調整を行うことが可能
となる。具体的には、図９に示すように、この延出片２２３を図中矢印にしたがって上方
へと引き上げことにより、ベルト１２４を介して尿取りパッド２２０全体が上方へと引き
上げられる。また、このときベルト１２４がおむつ本体１１０の足部開口１１７の部分に
引っ掛かり、おむつ本体１１０に対しても引き上げ方向の荷重が付与されるため、おむつ
本体１１０に対する尿取りパッド２２０が必要以上にずれないように、すなわち尿取りパ
ッド２２０がおむつ本体１１０から離間しないように、尿取りパッド２２０をおむつ本体
１１０とともにバランスよく引き上げることが可能となる。特に、一対のベルト１２４，
１２４が尿取りパッド２２０の左右の両端部分に配設されているため、引き上げ操作の際
に左右のバランスを取るのが容易である。また、おむつ本体１１０を引き上げることによ
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って、ベルト１２４を介して尿取りパッド２２０に引き上げ方向の荷重を付与することも
可能である。
【００４４】
　なお、図９に示すように、ベルト１２４に破断予定線としてのミシン目１２４を予め設
けるのが好ましい。このような構成によれば、おむつ使用後にベルト１２４を手で引っ張
ってミシン目１２４にて破断させることで、尿取りパッドを容易に取り外すことが可能と
なる。
【００４５】
（他の実施の形態）
　なお、本発明は上記の実施の形態のみに限定されるものではなく、種々の応用や変形が
考えられる。例えば、上記実施の形態を応用した次の各形態を実施することもできる。
【００４６】
　上記実施の形態では、おむつ本体１１０の延出片１１４が挿入される開口部１２５を、
尿取りパッド１２０側に設けた環状のベルト１２４によって形成する場合について記載し
たが、本発明では、開口部１２５に相当する部位は、尿取りパッド１２０にスリット等を
設ける別の構造によって実現することもできる。
【００４７】
　また、上記実施の形態では、尿取りパッド１２０の後端側の縁部１２０ａに一対のベル
ト１２４，１２４を設ける場合について記載したが、本発明ではこのベルト１２４の数は
１または複数とすることが可能である。また、本発明では、尿取りパッド１２０の縁部１
２０ａ以外の縁部にベルト１２４を設けることもできる。例えば、尿取りパッドの後端側
の縁部と後端側の縁部のうちの少なくとも一方に、１または複数のベルト１２４を設ける
ことが可能である。
【００４８】
　また、上記実施の形態では、購入時或いは使用前においては平坦状のシート体とされ、
使用時におむつ着用者に被着させることによって、立体状のおむつ形状を形成するおむつ
について記載したが、予め立体状のおむつ形状とされたおむつに対し、本発明を適用する
こともできる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本実施の形態のおむつ１００をおむつ着用者に対する被着面側からみた斜視図で
ある。
【図２】図１中のおむつ１００のＡ－Ａ線に関する断面構造を示す図である。
【図３】図１中のおむつ本体１１０の斜視図である。
【図４】図１中の尿取りパッド１２０の斜視図である。
【図５】図４中の尿取りパッド１２０を裏面側からみた平面図である。
【図６】別実施の形態の尿取りパッド２２０を裏面側からみた平面図である。
【図７】別実施の形態の尿取りパッド３２０を裏面側からみた平面図である。
【図８】本実施の形態のおむつ１００の着用状態に関する側面図であって、ベルト１２４
の引き上げ操作前の様子を示す。
【図９】本実施の形態のおむつ１００の着用状態に関する側面図であって、ベルト１２４
の引き上げ操作時の様子を示す。
【符号の説明】
【００５０】
　１００…おむつ
　１１０…おむつ本体
　１１１…表面側シート
　１１１ａ…立体ギャザー
　１１２…裏面側シート
　１１３…吸収体
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　１１４…延出片
　１１４ａ…止着部
　１１５…被着部
　１１６…腰部開口
　１１７…足部開口
　１２０，２２０，３２０…尿取りパッド
　１２０ａ…縁部
　１２１…表面側シート
　１２１ａ…立体ギャザー
　１２２…裏面側シート
　１２３…吸収体
　１２４…ベルト
　１２４ａ，１２４ｂ…ベルト端部
　１２５…開口部
　１２６…ミシン目
　２２１…第１の止着部
　２２２…第２の止着部
　２２３…延出片
　２２４…第３の止着部

【図１】 【図２】
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