
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　身体被覆部と体液吸収部とを有し、前記身体被覆部が前後方向とこれに直交する幅方向
とを有し、前記前後方向における中央部に股下域が形成され、前記股下域の前方に前胴周
り域が形成され、前記股下域の後方に後胴周り域が形成されており、前記体液吸収部が、
肌と向かい合う内面と前記内面の反対側の外面とを有する体液吸収性材料のブロックの前
記肌と向かい合う内面を透液性シートで被覆することにより形成されているとともに、前
記身体被覆部の前記内面の側にあって前記股下域と前記前胴周り域と前記後胴周り域との
うちの少なくとも前記股下域に配置されている使い捨ておむつにおいて、
　前記体液吸収部は、前記股下域において前記股下域よりも幅狭く形成されており、前記
前後方向へ並行して延びる一対の側縁部を有し、
　前記おむつは、前記肌と向かい合う側において前記ブロックを被覆する前記透液性シー
トから離間して配置された帯状シート片からなる少なくとも一条の横断部材を備え、前記
横断部材は、前記前後方向に位置するその両側縁が前記体液吸収部を横切って前記幅方向
へ延び、前記幅方向の両端部それぞれ が前記体液吸収部の前記側縁部近傍において前
記おむつに接合されるとともに、前記両端部間が前記透液性シートに対して非接合状態に
あることによって、前記身体被覆部と前記体液吸収部とが、前記股下域において前記内面
から前記外面へ向かう方向に凸となってこれら両部の幅を狭くするように変形すると、前
記両部が変形する方向とは反対の前記外面から前記内面へ向かう方向に凸となるように変
形可能に形成されていることを特徴とする前記おむつ。
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【請求項２】
　前記おむつが複数条の前記横断部材を有し、前記前後方向において隣接する前記横断部
材であって前記おむつ着用者の肛門近傍に位置するものどうしは、排泄される便が前記横
断部材どうしの間を通過し得るように、前記前後方向に１０～１５０ｍｍ離間している請
求項１記載の使い捨ておむつ。
【請求項３】
　前記帯状シート片が熱可塑性合成繊維を含む不織布、熱可塑性合成繊維を含む織布、お
よび熱可塑性合成樹脂フィルムのいずれかからなる請求項１または２記載の使い捨ておむ
つ。
【請求項４】
　前記帯状シート片は、前記おむつに接合されている前記両端部の間に前記おむつの幅方
向へ延びるスリットが形成されており、前記前後方向において隣接するスリットどうしは
、それらの間隔が２～８０ｍｍの範囲にある請求項３記載の使い捨ておむつ。
【請求項５】
　前記横断部材は、幅２５ｍｍ、長さ１５０ｍｍの試料についての前記おむつの幅方向に
おける剛軟度が１０～１５０であって、前記外面から前記内面へ向かう方向に凸となるよ
うに湾曲させて前記おむつに取り付けることにより形成されている請求項１～４のいずれ
かに記載の使い捨ておむつ。
【請求項６】
　前記横断部材がＣ字形を画くように湾曲して前記おむつに取り付けられている請求項１
～５のいずれかに記載の使い捨ておむつ。
【請求項７】
　前記横断部材がΩ字形を画くように湾曲して前記おむつに取り付けられている請求項１
～５のいずれかに記載の使い捨ておむつ。
【請求項８】
　前記横断部材が熱可塑性合成樹脂を含み、前記外面から内面へ向かう方向に凸となるよ
うに熱成形されている請求項１～７のいずれかに記載の使い捨ておむつ。
【請求項９】
　前記おむつには、前記体液吸収部の両側縁部それぞれに沿って前記前後方向へ延びると
ともに前記前後方向に弾性的に伸長、収縮可能な一対の防漏カフが形成され、前記横断部
材が一対の前記防漏カフの内側に設けられている請求項１～８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、使い捨ておむつに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　特開平１１－３４２１５６号公報（特許文献１）に記載された使い捨ておむつは、透液
性表面シートの上方に上面シートを有する。上面シートは、その外周縁部がおむつ全体に
接合され、おむつの股下域の幅方向中央部に開口部を有し、その開口部の周縁には弾性部
材が伸長状態で取り付けられている。おむつが前後方向に湾曲すると、上面シートは、弾
性部材が収縮して開口部の周縁が表面シートから離間する。このおむつでは、着用者の肛
門と泌尿器とを上面シートの開口部内側に位置させて、排泄物を上面シートと表面シート
との間に捕捉する。このような上面シートは、排泄物と肌との接触を防ぐための手段とな
る。上面シートに取り付けられる弾性部材には、細い糸ゴム等が使用される。
【０００３】
　特開平５－２８５１７４号公報（特許文献２）に記載の使い捨てオムツは、透液性の第
１上面シートの上面に液抵抗性の第２上面シートが設けられ、その第２上面シートの中央
部にオムツの前後方向に長く延びる開口部が形成されている。開口部の対向する両側縁そ
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れぞれからは液抵抗性のフラップが延出し、フラップそれぞれの外側縁に沿って弾性部材
が取り付けられ、フラップそれぞれの長さ方向端部が第２上面シートに接合されている。
このようなおむつでも、第２上面シートが排泄物と肌との接触を防ぐための手段となり、
第２上面シートに取り付けられる弾性部材には、細い糸ゴム等が使用される。
【０００４】
【特許文献１】
　　　　　特開平１１－３４２１５６号公報
【特許文献２】
　　　　　特開平５－２８５１７４号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　特許文献１および特許文献２に記載のおむつは、いずれも吸収性の芯材を覆う表面シー
トの上方に排泄物と肌との接触を防ぐための手段となる上面シートを有し、この上面シー
トに取り付けられた弾性部材の収縮作用によって、上面シートがおむつ着用者の肌に密着
する。しかし、このようなおむつでは、糸ゴム等からなる細い弾性部材が肌を局部的に強
く刺激して痛みの原因になったり、かぶれの原因になったりするということがある。
【０００６】
　この発明では、排泄物と肌との接触を防ぐための手段を有する使い捨ておむつにおいて
、その手段によって肌を強く刺激したり、肌がかぶれたりすることがないように改良を施
すことを課題にしている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　前記課題解決のために、この発明が対象とするのは、身体被覆部と体液吸収部とを有し
、前記身体被覆部が前後方向とこれに直交する幅方向とを有し、前記前後方向における中
央部に股下域が形成され、前記股下域の前方に前胴周り域が形成され、前記股下域の後方
に後胴周り域が形成されており、 肌と向かい合う内面と前記内面の反
対側の外面とを有す

身体被覆部の前記内面の側にあっ
て前記股下域と前記前胴周り域と前記後胴周り域とのうちの少なくとも前記股下域に配置
されてい い捨ておむつである
【０００８】
　かかるおむつにおいて、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、前記股下域において前記股下域よりも幅狭く形成されており、前記前後方向へ
並行して延びる一対の側縁部を有し、前記おむつは、前記肌と向かい合う側において前記
ブロックを被覆する前記透液性シートから離間して配置された帯状シート片からなる少な
くとも一条の横断部材を備えている。前記横断部材は、前記前後方向に位置するその両側
縁が前記体液吸収部を横切って前記幅方向へ延び、前記幅方向の両端部それぞれ が前
記体液吸収部の前記側縁部近傍において前記おむつに接合されるとともに、前記両端部間
が前記透液性シートに対して非接合状態にあることによって、前記身体被覆部と前記体液
吸収部とが、前記股下域において前記内面から前記外面へ向かう方向に凸となってこれら
両部の幅を狭くするように変形すると、前記両部が変形する方向とは反対の前記外面から
前記内面へ向かう方向に凸となるように変形可能に形成されている。
【０００９】
　この発明には、次のような好ましい実施態様がある。
（１）前記おむつが複数条の前記横断部材を有し、前記前後方向において隣接する前記横
断部材であって前記おむつ着用者の肛門近傍に位置するものどうしは、排泄される便が前
記横断部材どうしの間を通過し得るように、前記前後方向に１０～１５０ｍｍ離間してい
る。
（２）前記 が熱可塑性合成繊維を含む不織布、熱可塑性合成繊維を含む織布
、および熱可塑性合成樹脂フィルムのいずれかからな
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（３）前記帯状シート片は、前記おむつに接合されている前記両端部の間に前記おむつの
幅方向へ延びるスリットが形成されており、前記前後方向において隣接するスリットどう
しは、それらの間隔が２～８０ｍｍの範囲にある。
（４）前記横断部材は、幅２５ｍｍ、長さ１５０ｍｍの試料についての前記おむつの幅方
向における剛軟度が１０～１５０であって、前記外面から前記内面へ向かう方向に凸とな
るように湾曲させて前記おむつに取り付けることにより形成されている。
（５）前記横断部材がＣ字形を画くように湾曲して前記おむつに取り付けられている。
（６）前記横断部材がΩ字形を画くように湾曲して前記おむつに取り付けられている。
（７）前記横断部材が熱可塑性合成樹脂を含み、
前記外面から内面に向かう方向に凸となるように熱成形されている。
（８）前記おむつには、前記体液吸収部の両側縁部それぞれに沿って前記前後方向へ延び
るとともに前記前後方向に弾性的に伸長、収縮可能な一対の防漏カフが形成され、前記横
断部材が一対の前記防漏カフの内側に設けられている。
【００１０】
【発明の実施の形態】
　添付の図面を参照して、この発明に係る使い捨ておむつ詳細を説明すると、以下のとお
りである。
【００１１】
　図１は、この発明に係る使い捨ておむつ１の部分破断斜視図である。おむつ１は、パン
ツ型を呈する身体被覆部２と、平面形状がほぼ長方形に形成された体液吸収部３（図２参
照）とを有する。身体被覆部２は、おむつ着用者の肌に当接する内面シート４と、着衣に
当接する外面シート５とからなり、股下域８の前方に前胴周り域６を有し、後方に後胴周
り域７を有する。前後胴周り域６，７は、互いの側縁部６ａ，７ａが合掌状に重なり合い
、図の上下方向に間欠的に並ぶ部位１３において接合している。かかるおむつ１は、胴周
り開口１１と、一対の脚周り開口１２とを有し、胴周り開口１１の周縁部には複数条の胴
周り弾性部材１６が内面シート４と外面シート５との間にあって、これらシート４，５と
の少なくとも一方の内面に伸長状態で接合している。また、脚周り開口１２それぞれの周
縁部には、複数条の脚周り弾性部材１７が内面シート４と外面シート５との間にあって、
これらシート４，５の少なくとも一方の内面に伸長状態で接合している。
【００１２】
　図２、３は、図１のおむつ１が部位１３において剥離され、矢印Ａ、Ｂ方向へ伸展され
た状態にあるときの部分破断平面図と、その平面図におけるＩＩＩ－ＩＩＩ線切断面を示
す図である。おむつ１は、双頭矢印Ｘで示される幅方向と、双頭矢印Ｙで示される前後方
向とを有し、伸展状態で砂時計型を呈している身体被覆部２の幅方向Ｘの中央部内面には
、股下域８において身体被覆部２よりも幅狭く形成されていて、股下域８から前後方向Ｙ
に長く延びる体液吸収部３が設けられている。身体被覆部２では、前後端縁部２ａ，２ｂ
において外面シート５がおむつ１の内側へ折り返されて、内面シート４に重ねられている
。体液吸収部３は、芯材２１と透液性 シート２５とからなる。芯材２１は、股下域
８に配置され、好ましくは股下域８から前後方向Ｙに向かって延びている。被覆シート２
５は、芯材２１の内外面２１ａ，２１ｂのうちの少なくとも内面２１ａを被覆するもので
、図示例では芯材２１の外面２１ｂをも被覆している。かような体液吸収部３は、内面３
４と、外面３５と、前後方向Ｙへ延びる一対の側縁部２２と、幅方向へ延びる前後端縁部
２３，２４とを有する。外面３５は、一対の側縁部２２と２２との中間部分、および前後
端縁部２３，２４においてホットメルト接着剤２７を介して身体被覆部２に接合されてい
る。体液吸収部３の内面３４は、前後方向Ｙにおけ 部分が、体液吸収部３を横切るよ
うに幅方向Ｘへ延びており、前後方向Ｙにおける幅が５～２５０ｍｍである少なくとも一
条の横断部材３１によって覆われている。

図２では、その横断部材３１が、前後方
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すなわち、横断部材３１は、図２から明らかな
ように、前後方向Ｙに位置するその両側縁３３ｃが、体液吸収部３を横切って延びるよう
な前後方向Ｙにおける幅寸法のものであって、しかも両側縁３３ｃが体液吸収部３を横切
って延びることが可能な位置に配置されている。



向Ｙにおいて前胴周り域６寄りの前方横断部材３１ａと、後胴周り域７寄りの後方横断部
材３１ｂとの二条からなる。横断部材３１は、体液吸収部３を横断して延びる帯状シート
片３２によって形成されており、図３では、横断部材３１の両端部３３ａが体液吸収部３
の側縁部２２における外面３５に接着剤２７を介して接合される一方、両端部３３ａ間の
中間部３３ｂが体液吸収部３の内面３４を形成している被覆シート２５に対して非接合状
態にある。好ましい横断部材３１は、両端部３３ａ間の長さがその両端部３３ａ間におけ
る体液吸収部３の表面に沿う長さよりも長く、中間部３３ｂが芯材２１の厚さ方向におい
て、体液吸収部３の被覆シート２５から上方に向かって離間している。横断部材３１が図
示例の如く複数条である場合には、前後方向Ｙにおいて互いに隣り合う横断部材３１のう
ちで、おむつ着用者の肛門近傍に位置することとなる横断部材３１どうしは、便がそれら
の間を容易に通過し得るように、図２に示される如く前後方向Ｙへ寸法Ｗだけ離間して間
隙３０を形成し、その寸法Ｗが１０～１５０ｍｍの範囲にあることが好ましい。横断部材
３１は、おむつ１の幅方向への曲げ変形に対して１０～１５０の剛軟度を有していること
が好ましく、その剛軟度は、ＪＩＳ　Ｌ　１９１３のセクション６．７．２に記載の方法
と装置とによって測定される。剛軟度の測定には、おむつ１から採取するか、またはその
おむつ１の横断部材３１と同じ構造を有する幅２５ｍｍ、長さ１５０ｍｍの試料が使用さ
れる。
【００１３】
　体液吸収部３が取り付けられている身体被覆部２には、体液吸収部３の側縁部２２それ
ぞれの近傍に防漏カフ３６が設けられている。防漏カフ３６は、前後方向Ｙへ延びるシー
ト片、好ましくは不透液性のシート片からなり、基縁部３７と前後端縁部３８，３９とが
接着または溶着により身体被覆部２に接合されており、その前後端縁部３８，３９は外面
シート５がおむつ１の内方へ折り返されている部分によって覆われている。防漏カフ３６
はまた自由縁部４１を有し、その自由縁部４１は、基縁部３７よりもおむつ１の内方寄り
に位置しており、股下域８とその近傍において身体被覆部２、体液吸収部３、横断部材３
１に対して非接合状態にある。自由縁部４１においてシート片を折り返すことにより形成
されたスリーブ４２の内面には、弾性部材４３が前後方向へ伸長された状態で接合されて
いる。かような防漏カフ３６は、当業者にとって自明なように、おむつ１の内方へ向かっ
て開口するポケット４４を形成している。
【００１４】
　図４は、図１のおむつ１が着用されたときの股下域８の状態を示す図３と同様な図であ
る。仮想線で示されている両脚５１に挟まれた股下域８は、身体被覆部２と体液吸収部３
とが図示の如く下に向かって凸となるように、ほぼＶ字状に変形する一方、横断部材３１
が上に向かって凸となるようにほぼ逆Ｖ字状ないし弧状に変形して、体液吸収部３と横断
部材３１とが大きく離間し、おむつ１の前後方向へ長く延びるトンネル状の空間５２を形
成する。そのように変形した横断部材３１の中間部３３ｂは、着用者の股部５０に下方か
ら弾性的にゆるく接触して、おむつ着用者の肌を刺激することがない。図２の平面形状の
おむつ１が図１のパンツ型のおむつ１となるときに、おむつ１が前後方向に湾曲してＵ字
形を画くと、防漏カフ３６は、弾性部材４３が収縮して図４の如く身体被覆部２の内面か
ら起立し、自由縁部４１が着用者のそ径部５３の近傍に当接可能になる。
【００１５】
　図４の状態にあるおむつ１では、便が排泄されると、前方横断部材３１ａと後方横断部
材３１ｂとが形成している間隙３０を通過して、体液吸収部３の内面３４に到達する。便
は、それが軟便等の流動性のものであれば、空間５２の内側を流れて体液吸収部３の前後
方向に広がる。そのように広がった便は、前方横断部材３１ａおよび／または後方横断部
材３１ｂによって覆われており、おむつ着用者の肌に触れることがない。このように作用
する横断部材３１は、図４の如く上方に向かって凸となるように変形することが容易にな
るように、また肌を強く刺激することがないように１０～１５０の剛軟度を有する。横断
部材３１は、剛軟度が１０よりも小さいと、フレキシブルになり過ぎて、上方に向かって
凸となるように変形することが難しくなる。また、剛軟度が１５０を超えると、図４の如
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く着用者の肌に触れたときに、柔軟に変形することが難しく、肌を刺激する原因となる。
【００１６】
　このような横断部材３１を形成している帯状シート片３２には、不織布や織布、プラス
チックフィルム、開孔プラスチックフィルム、ネット等のシート材料を使用することがで
きる。帯状シート片３２には、弾性的に変形可能なシート材料と非弾性的に変形可能なシ
ート材料とのいずれをも使用し得るが、それが弾性的に変形可能なものであれば、横断部
材３１は上方に向かって凸となるように変形することが容易になる。そのような弾性的な
シート材料には、巻縮した繊維、例えば巻縮した複合繊維からなる不織布、天然ゴムや合
成ゴム等のエラストマーからなるフィルムやネット、ウレタンやポリエチレン、ポリスチ
レン等からなる発泡プラスチックのシートがある。帯状シート片３２にはまた、疎水性の
シート材料でも親水性のシート材料でも使用し得る。帯状シート片３２が疎水性のもので
あれば、それから得られる横断部材３１は、おむつ着用者に対して排尿後にもドライな感
触を与えることができるものになるが、横断部材３１の上面において尿が側方へ流れ易い
という場合がある。横断部材３１が親水性のものであれば、その上面において尿が側方へ
流れることを防止し得るが、排尿後のおむつ着用者に対してウエットな感触を与えること
がある。帯状シート片３２では、疎水性繊維に対して親水性繊維を適量混合し、帯状シー
ト片３２における疎水性の程度を適度なレベルに調整することができる。
【００１７】
　身体被覆部２における内面シート４には、不織布やプラスチックフィルムを使用するこ
とができる。外面シート５にも不織布やプラスチックフィルムを使用することができる。
内面シート４と外面シート５とは、いずれも通気性のものであることが好ましいが、少な
くとも一方は不透液性のものであって、体液吸収部３の外へ出た体液のおむつ１からの漏
れを防げるものであることが好ましい。図１において、身体被覆部２の前後端縁部２ａ、
２ｂにおいて内側へ折り返されている外面シート５は、そのような折り返しのないものに
替えることができる。
【００１８】
　体液吸収部３において、芯材２１には、例えば粉砕パルプ、粉砕パルプと高吸水性ポリ
マー粒子または高吸水性ポリマー繊維との混合物等の吸水性材料を所要の形状に圧縮成形
することによって得られるブロックやそのブロックをティッシュペーパ等の液拡散性シー
トで被覆したものを使用することができる。また、体液吸収性のシート材料、例えばレー
ヨン紙やティシュペーパ、天然繊維の織布を重ね合わせてなる吸水性のブロックを使用す
ることもできる。芯材２１に対して使用される被覆シート２５には、透液性の不織布や透
液性の開孔プラスチックフィルム、ティシュペーパ等がある。ただし、芯材２１は、体液
被覆部２と向かい合う外面２１ｂを不透液性シートで被覆して、芯材２１がおむつ着用者
の肌と向かい合う内面２１ａのみを透液性シートで被覆しておくこともできる。防漏カフ
３６には、不織布やプラスチックフィルム等のシート材料を使用することができる。この
シート材料には、好ましくは不透液性、より好ましくは通気不透液性のものを使用する。
【００１９】
　図５は、この発明の実施態様の一例を示す図３と同様な図である。このおむつ１におけ
る横断部材３１は、重なり合う３枚の同形同大のシート片３２ａ，３２ｂ，３２ｃからな
る帯状シート片３２によって形成されている。３枚のシート片３２ａ，３２ｂ，３２ｃは
、適宜の位置に形成された接合部５６において接着または溶着によって一体化するように
接合されている。かような帯状シート片３２では、それぞれのシート片３２ａ，３２ｂ，
３２ｃに肌触りのよい柔軟な不織布を使用する一方、３枚のシート片３２ａ，３２ｂ，３
２ｃを部分的に一体化して帯状シート片３２としての剛軟度を高めることによって、肌触
りがよくてしかも上方に向かって凸となるように容易に変形し得る横断部材３１を提供す
ることができる。また、この帯状シート片３２では、最上層のシート片 に剛軟度が
低くて肌触りのよい不織布を使用し、中間層や最下層のシート片３２ｂ，３２ｃに剛軟度
の高いシート材料を使用することもできる。
【００２０】
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　図６もまた、この発明の実施態様の一例を示す図３と同様な図である。このおむつ１で
は、横断部材３１の両端部３３ａがおむつ１の外方へ向くように折曲されており、横断部
材３１の切断面がΩ字状を呈している。帯状シート片３２の性状によっては、横断部材３
１がこのような形状をとることによって、上方に向かって凸となるように湾曲したときの
横断部材３１と体液吸収部３との離間距離が大きくなり易い。
【００２１】
　図７もまた、この発明の実施態様の一例を示す図２と同様な図である。このおむつ１に
おける横断部材３１は、前方横断部材３１ａと後方横断部材３１ｂとの二条からなり、横
断部材３１ａ，３１ｂそれぞれには、おむつ１の幅方向Ｘに延びており、好ましくは体液
吸収部３を横断する第１、第２スリット６１ａ，６１ｂが形成されている。隣接する第１
スリット６１ａどうしの間隔ｍと、隣接する第２スリット６１ｂどうしの間隔ｎとは、２
～８０ｍｍの範囲にある。前方横断部材３１ａと後方横断部材３１ｂとは、体液吸収部３
の上方に位置する部分が第１、第２スリット６１ａ，６１ｂによって複数条に細分化され
ているので、おむつ１が着用されたときに、複雑な曲線を画くおむつ着用者の肌に対して
も密着することが容易になる。また、尿や軟便は、第１スリット６１ａや第２スリット６
１ｂを通過して前方横断部材３１ａや後方横断部材３１ｂの内側に入ることが可能で、そ
のように流れた尿は、もはや着用者の肌を濡らすことがない。また、前方横断部材３１ａ
に第１スリット６１ａおよび／または後方横断部材３１ｂに第２スリット６１ｂが形成さ
れているおむつ１では、間隙３０と肛門の位置がずれている場合でも、排泄物が第１スリ
ット６１ａや第２スリット６１ｂを通り向けて体液吸収部３に到達することが可能である
。図示例において、第１スリット６１ａは幅方向Ｘに長く連続して形成され、第２スリッ
ト６１ｂは幅向Ｘに短く間欠的に形成されているが、第１スリット６１ａを第２スリット
６１ｂのように間欠的なものにしたり、第２スリット６１ｂを第１スリット６１ａのよう
に連続的なものにしたりして、この発明を実施することもできる。
【００２２】
　図８もまた、この発明の実施態様の一例を示す図３と同様な図である。このおむつ１で
は、前胴周り域６寄りに一条の横断部材３１が設けられる。この横断部材３１は、図３に
おける前方横断部材３１ａとほぼ同じ位置に、ほぼ同じ寸法で作られている。ただし、こ
の横断部材３１は、前方側縁部６１の近傍に接合部位６２を有し、その部位６２が接着ま
たは溶着により被覆シート２５に接合されている。かようなおむつ１の股下域８における
Ｅ－Ｅ線に沿う切断面の形状は、図３のそれと実質的に同じであるから、その図示は省略
する。横断部材３１は、おむつ１の大きさに応じて幅を５～２５０ｍｍの間で調整するこ
とができる。横断部材３１の位置は、図示例のように前胴周り域６寄りであることが好ま
しいが、その位置を前後方向Ｙにずらすことも可能である。このおむつ１の横断部材３１
にも、図７に例示の第１スリット６１ａや第２スリット６１ｂと同じような形状のスリッ
トを設けることができる。
【００２３】
　図９は、図８のＩＸ－ＩＸ線に沿う切断面を示す図である。図８において、ＩＸ－ＩＸ
線は接合部位６２を横切っている。横断部材３１がおむつ１の中央部位において被覆シー
ト２５に接合されているので、横断部材３１と被覆シート２５とがおむつ１の胴周り開口
１１（図１参照）に向かって大きく口を開けるように離間することがない。このようなパ
ンツ型のおむつ１では、それを乳幼児に着用させるときに、爪先を誤って横断部材３１と
被覆シート２５との間に入れるということがない。
【００２４】
　図１０もまた、この発明の実施態様の一例を示す図３と同様な図である。このおむつ１
では、パンツ型の身体被覆部２における内面シート４が透液性の不織布で形成され、外面
シート５が不透液性のプラスチックフィルムで形成されている。体液吸収部３は、体液吸
収性の芯材２１とその芯材２１が肌と向かい合う面を被覆している内面シート４とによっ
て形成されている。芯材２１は、粉砕パルプと高吸水性ポリマー粒子との混合物からなる
ブロック、またはこれら両者の積層物からなるブロックをティッシュペーパで被覆するこ
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とにより形成されていて、内面シート４と外面シート５との間に配置され、これら両シー
ト４，５の少なくとも一方の内面にホットメルト接着剤（図示せず）を介して接合されて
いる。横断部材３１の帯状シート片３２は、熱可塑性合成繊維の不織布からなり、横断部
材３１は全体としてほぼＣ字形を画くように、両端部３３ａがおむつ１の内方へ向かって
折曲され、芯材２１の側縁部２２よりも外方において、内面シート４に接着または溶着に
より接合されている。このように使用される内面シート４は、身体被覆部２を形成するも
のであると同時に、体液吸収部３を形成するものでもある。このようなおむつ１において
も、それが着用されたときには、横断部材３１の下方に図３と同様な大きな空間が形成さ
れる。
【００２５】
　この発明において、横断部材３１は、両端部３３ａのそれぞれが確実におむつ１の内方
または外方へ向くようにしたり、中間部３３ｂが確実に上方に向かって凸となるようにす
るために、横断部材３１が熱可塑性合成樹脂を含むものである場合には、その切断面形状
がＣ字状またはΩ字状となるように予め熱成形しておくことができる。図示例においてパ
ンツ型のおむつ１を例とって説明したこの発明は、開放型のおむつにおいて実施すること
も可能である。
【００２６】
【発明の効果】
　この発明に係る使い捨ておむつでは、体液吸収部を横断してその体液吸収部の上方にお
いて弧を画く の横断部材が設けられてお 断部材と体液吸収部とが形
成する空間に流入した便や尿は、その横断部材の存在によっておむつ着用者の肌と接触す
ることがない。横断部材は、適度な剛軟度を有し、それ自身が上方に向かって弧を画くよ
うに変形したときには、おむつ着用者の肌に弾性的にゆるく当接することが可能である。
このような横断部材では、おむつ着用者の肌を局部的に強く刺激したり、肌がかぶれたり
するということがない。横断部材にスリットが形成されていると、尿や軟便は、そのスリ
ットを通り抜けて体液吸収部に到達することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　使い捨ておむつの部分破断斜視図。
【図２】　前後方向に分離し、伸展した状態にある使い捨ておむつの部分破断平面図。
【図３】　図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線切断面を示す図。
【図４】　股下域が変形している使い捨ておむつについての図３と同様な図。
【図５】　実施態様の一例を示す図３と同様な図。
【図６】　実施態様の他の一例を示す図３と同様な図。
【図７】　実施態様の他の一例を示す図２と同様な図。
【図８】　実施態様の他の一例を示す図２と同様な図。
【図９】　図８のＩＸ－ＩＸ線に沿う切断面を示す図。
【図１０】　実施態様の他の一例を示す図３と同様な図。
【符号の説明】
　１　使い捨ておむつ
　２　身体被覆部
　３　体液吸収部
　６　前胴周り域
　７　後胴周り域
　８　股下域
　２１　ブロック（芯材）
　２２　側縁部
　３１，３１ａ，３１ｂ　横断部材
　３２　帯状シート片
　３３ａ　端部
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少なくとも一条 り、横

３３ｂ　中間部



　
　６１，６１ａ，６１ｂ　スリット
　Ｘ　幅方向
　Ｙ　前後方向

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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