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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不織布製のテープ基材の一方端に形成されるつまみ部と、他方端に形成されて使い捨て
おむつに取り付けられる固定部とからなる止着テープであって、
　テープ基材が、目付３０ｇ／ｍ2～１００ｇ／ｍ2のスパンボンド不織布であり、
　テープ基材のつまみ部における一方の面には、面ファスナーの雄部材が取り付けられ、
　テープ基材の雄部材が取り付けられる面がエンボス加工されておらず、テープ基材の雄
部材が取り付けられる面と反対側の面がエンボス加工されており、
　つまみ部が、雄部材を内側にしてつまみ部と固定部との境界で折り返されて、つまみ部
の雄部材がテープ基材の固定部に係合されていることを特徴とする止着テープ。
【請求項２】
　テープ基材の雄部材が取り付けられる面と反対側の面が、固定部でエンボス加工されて
いる請求項１に記載の止着テープ。
【請求項３】
　前記つまみ部の雄部材が、雄部材の全面を固定部に押圧することにより、固定部と係合
されている請求項１または２に記載の止着テープ。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の止着テープを備えた使い捨ておむつであって、
　前記使い捨ておむつは、前腹部と後背部とこれらの間に位置する股部とからなり、
　前記止着テープが、前腹部または後背部の側端部に取り付けられていることを特徴とす
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る使い捨ておむつ。
【請求項５】
　一方の面がエンボス加工されたスパンボンド不織布製のテープ基材を繰り出す工程、
　テープ基材の他方の面に、面ファスナーの雄部材を接合する工程、
　雄部材が内側となるようにテープ基材を折り返す工程、
　折り返した雄部材の全面を押圧して、雄部材と、雄部材が相対するテープ基材の不織布
とを係合させる工程を有することを特徴とする止着テープの製造方法。
【請求項６】
　スパンボンド不織布製のテープ基材の一方の面をエンボス加工する工程、
　テープ基材の他方の面に、面ファスナーの雄部材を接合する工程、
　雄部材が内側となるようにテープ基材を折り返す工程、
　折り返した雄部材の全面を押圧して、雄部材と、雄部材が相対するテープ基材の不織布
とを係合させる工程を有することを特徴とする止着テープの製造方法。
【請求項７】
　前記スパンボンド不織布の目付が３０ｇ／ｍ2～１００ｇ／ｍ2である請求項５または６
に記載の止着テープの製造方法。
【請求項８】
　折り返した雄部材の全面をロールにより押圧する請求項５～７のいずれか一項に記載の
止着テープの製造方法。
【請求項９】
　折り返した雄部材の全面をフラットロールとエンボスロールとにより押圧する請求項５
～７のいずれか一項に記載の止着テープの製造方法。
【請求項１０】
　折り返した雄部材の全面をフラットロールとローレットエンボスロールとにより押圧す
る請求項５～７のいずれか一項に記載の止着テープの製造方法。
【請求項１１】
　前腹部と後背部とこれらの間に位置する股部とからなる使い捨ておむつ本体を得る工程
、および
　請求項５～１０のいずれか一項に記載の止着テープの製造方法により得られた止着テー
プを、使い捨ておむつ本体を構成する部材の前腹部または後背部の側端部に取り付ける工
程を有することを特徴とする使い捨ておむつの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、止着テープおよびこの止着テープを備えた使い捨ておむつに関するものであ
る。また、本発明は、前記止着テープの製造方法、および前記止着テープを備えた使い捨
ておむつの製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、止着テープを用いて着用者に装着する使い捨ておむつでは、止着テープとして、
雄部材（フック部材）と雌部材（ループ部材）からなる面ファスナーを利用するものがあ
る。面ファスナーは、繰り返し係合が可能なため、面ファスナーを備えた使い捨ておむつ
は、着用に際し止着位置を調整しやすく、着用中におむつの中を確認しやすい。
【０００３】
　このような面ファスナーを備えた使い捨ておむつとして、特許文献１には、製造時に止
着テープの雄部材が使い捨ておむつ本体から外れないように、雄部材を有する止着テープ
が、雄部材がトップシートに面するようにトップシート上に折り返され、折り返された止
着テープの雄部材の位置する部分が局部的に押圧されることにより、雄部材がトップシー
トに仮留めされている使い捨ておむつが開示されている。また、特許文献２には、基材シ
ートの一方端に形成された折返し片に雄部材が取り付けられ、前記基材シートが雄部材と
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係合可能な不織布を有する止着テープが開示されている。特許文献２の止着テープでは、
折返し片が折り返されて、雄部材を基材シートの不織布に仮留めしている。
【特許文献１】特開２００１－８７３０８号公報
【特許文献２】特開２００２－４５２１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１，２では、止着テープの使用前に、止着テープが他の部材に係合し
ないようにすることは記載されていても、止着テープの使用時に、止着テープの折り返し
により止着テープ自身に再係合されにくくすることについては、全く記載されていない。
特許文献１，２には、止着テープの基材シートにエンボス加工を施したものを用いること
についての記載はない。また、特許文献１に開示された使い捨ておむつは、止着テープの
雄部材を仮留めする際、雄部材とともにトップシートが局部的に押圧されるため、トップ
シートが傷んだり、雄部材が潰れるという問題がある。
【０００５】
　本発明は前記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、止着テープの使用前には
止着テープが仮留めされるにも関わらず、止着テープの使用時には、止着テープの折り返
しにより止着テープ自身に再係合されにくい止着テープ、およびこの止着テープを備えた
使い捨ておむつ、ならびにこれらの製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決することができた本発明の止着テープとは、不織布製のテープ基材の一
方端に形成されるつまみ部と、他方端に形成されて使い捨ておむつに取り付けられる固定
部とからなる止着テープであって、テープ基材のつまみ部における一方の面には面ファス
ナーの雄部材が取り付けられ、テープ基材の雄部材が取り付けられる面と反対側の面がエ
ンボス加工されており、つまみ部が雄部材を内側にしてつまみ部と固定部との境界で折り
返されて、つまみ部の雄部材がテープ基材の固定部に係合されているところに特徴を有す
る。本発明の止着テープは、つまみ部の雄部材がテープ基材の固定部に係合されているた
め、使い捨ておむつ本体を傷めずに、止着テープを仮留めすることができる。また、本発
明では、テープ基材の雄部材が取り付けられる面と反対側の面がエンボス加工されること
により、テープ基材の雄部材が取り付けられる面に浅い凹凸が形成され、つまみ部が、雄
部材を内側にしてつまみ部と固定部との境界で折り返されて、つまみ部の雄部材がテープ
基材の固定部に係合される。しかし、そのような浅い凹凸は雄部材との係合力が弱いため
、一旦雄部材との係合が解かれると、使い捨ておむつの着用時や止着テープ使用時に、止
着テープが折り返ったりして止着テープ自身に再係合しにくくなる。
【０００７】
　本発明の止着テープは、テープ基材の雄部材が取り付けられる面が、エンボス加工され
ていないことが好ましい。テープ基材の雄部材が取り付けられる面がエンボス加工されて
いない場合は、使い捨ておむつの着用時や止着テープ使用時に、止着テープの自身への再
係合が起こりにくくなる。
【０００８】
　本発明の止着テープのテープ基材は、目付３０ｇ／ｍ2～１００ｇ／ｍ2のスパンボンド
不織布であることが好ましい。このような不織布を用いれば、不織布の通気性が確保され
やすくなるとともに、不織布にコシが出やすくなる。そのため、前記不織布製の止着テー
プは、肌に優しく、着用者にとって快適性が向上するとともに、容易に折れ曲がりにくく
なって取り扱い性が向上しやすくなる。
【０００９】
　本発明の止着テープは、つまみ部の雄部材が、雄部材の全面を固定部に押圧することに
より、固定部と係合されていることが好ましい。雄部材が全面にわたって固定部に押圧さ
れることにより、雄部材と、テープ基材の雄部材が取り付けられる面との係合力が増し、
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雄部材を固定部に係合して仮留めすることができる。また、雄部材が局部的に強く押圧さ
れることによる雄部材の損傷を防ぐことができる。さらに、テープ基材の雄部材が取り付
けられる面の損傷も防止され、当該面の着用者への肌触りも良くなる。
【００１０】
　本発明の止着テープの製造方法は、一方の面がエンボス加工された不織布製のテープ基
材を繰り出す工程、テープ基材の他方の面に、面ファスナーの雄部材を接合する工程、雄
部材が内側となるようにテープ基材を折り返す工程、折り返した雄部材の全面を押圧して
、雄部材と、雄部材が相対するテープ基材の不織布とを係合させる工程を有するところに
特徴を有する。また、本発明の止着テープの製造方法は、不織布製のテープ基材の一方の
面をエンボス加工する工程、テープ基材の他方の面に、面ファスナーの雄部材を接合する
工程、雄部材が内側となるようにテープ基材を折り返す工程、折り返した雄部材の全面を
押圧して、雄部材と、雄部材が相対するテープ基材の不織布とを係合させる工程を有して
いてもよい。このような製造方法により、本発明の止着テープが好適に製造される。
【００１１】
　本発明の製造方法においては、雄部材と、雄部材が相対するテープ基材の不織布とを係
合するには、折り返した雄部材の全面をロールにより押圧することが好ましく、フラット
ロールとエンボスロールとにより押圧することがより好ましく、フラットロールとローレ
ットエンボスロールとにより押圧することがさらに好ましい。
【００１２】
　また、本発明は、前腹部と後背部とこれらの間に位置する股部とからなり、本発明の止
着テープが、前腹部または後背部の側端部に取り付けられている使い捨ておむつとその製
造方法も開示する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の止着テープおよび使い捨ておむつは、止着テープの使用前には止着テープが仮
留めされるにも関わらず、止着テープの使用時には、止着テープの折り返しにより止着テ
ープ自身に再係合されにくい。
【００１４】
　また、本発明の止着テープおよび使い捨ておむつの製造方法によれば、本発明の止着テ
ープおよび使い捨ておむつを、好適に製造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　まず、本発明の止着テープについて説明する。本発明の止着テープは、テープ基材の一
方端に形成されるつまみ部と、他方端に形成される固定部とからなる。
【００１６】
　つまみ部は、テープ基材の一方端に形成され、面ファスナーの雄部材が取り付けられる
部分である。面ファスナーの雄部材は、テープ基材のつまみ部の一方の面に取り付けられ
ている。雄部材には、例えば、錨形や鉤形やきのこ型等の形状のフックが設けられている
。
【００１７】
　固定部は、テープ基材の他方端に形成され、使い捨ておむつ本体に取り付けられる部分
である。固定部は、例えば、接着剤が塗布されたり、熱接着や超音波接着されることによ
り、使い捨ておむつ本体に接合される。また、固定部は、つまみ部が雄部材を内側にして
つまみ部と固定部との境界で折り返されて、つまみ部の雄部材が係合される部分でもある
。
【００１８】
　つまみ部と固定部とは、つまみ部の雄部材がテープ基材の固定部に係合される際、両部
の境界で折り返されることにより、区分される。
【００１９】
　止着テープの形状や、つまみ部、固定部の形状は、特に限定されない。止着テープの形
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状は、例えば、四角形等の多角形、楕円形等であってもよいが、細長い形状であることが
好ましい。つまみ部は、テープ基材の一方端が、例えば直線状の輪郭を有するように形成
されてもよく、蛇行線状の輪郭を有するように形成されてもよい。また、固定部も、テー
プ基材の他方端が、直線状の輪郭を有するように形成されてもよく、蛇行線状の輪郭を有
するように形成されてもよい。本発明においては、つまみ部が、テープ基材の一方端が蛇
行線状の輪郭を有するように形成されることが、製造の効率面から好ましい。
【００２０】
　つまみ部、固定部の各寸法は特に限定されない。しかし、つまみ部の長さは、固定部の
長さより短い方が好ましい。その理由については後記する。なお、つまみ部と固定部の長
さとは、つまみ部と固定部との境界に形成される折り返し線に対し、テープ基材と同一面
上にあり、前記折り返し線に対し垂直な方向の長さを意味する。
【００２１】
　つまみ部は、雄部材を内側にして、つまみ部と固定部との境界で折り返されて、つまみ
部の雄部材がテープ基材の固定部に係合されている。止着テープを使用する場合は、つま
み部の雄部材とテープ基材との係合を解除し、つまみ部の折り返しを展開すれば、つまみ
部の雄部材が露出する。
【００２２】
　つまみ部の雄部材は、止着テープの使用前においては、テープ基材の固定部とのみ係合
されていることが好ましい。このような実施態様を実現する方法としては、例えば、つま
み部の長さが固定部の長さよりも短くなるように設定すればよい。なお、つまみ部と固定
部の長さとは、つまみ部と固定部との境界に形成される折り返し線に対し、テープ基材と
同一面上にあり、前記折り返し線に対し垂直な方向の長さを意味する。止着テープの使用
前において、雄部材がテープ基材の固定部とのみ係合される場合は、雄部材が使い捨てお
むつ本体に係合されない。この場合、雄部材が、トップシートやサイドシート等の使い捨
ておむつ本体の着用者に面するシートを傷めることがなく、トップシートやサイドシート
等の着用者への肌触りも良くなる。
【００２３】
　不織布製のテープ基材に用いられる材料としては、不織布、不織布とプラスチックフィ
ルムとを積層したもの、プラスチックフィルムを挟んで両面に不織布を積層したもの等が
示される。不織布製のテープ基材としては、少なくとも雄部材が取り付けられる面が不織
布からなることが好ましい。テープ基材の雄部材が取り付けられる面が不織布からなる場
合、雄部材をテープ基材に係合させやすくなるためである。例えば、不織布とプラスチッ
クフィルムとを積層した複合材料を用いる場合には、不織布面が雄部材が取り付けられる
側となるように用いられることが好ましい。また、テープ基材としては、雄部材が取り付
けられる面とその反対側の面の両方が、不織布からなることがより好ましい。さらに、テ
ープ基材が不織布のみからなる場合は、止着テープの製造が容易になる点で、なお好まし
い。
【００２４】
　テープ基材に用いられる不織布としては、スパンボンド法、エアースルー法、ポイント
ボンド法、メルトブロー法、エアレイド法やそれらの製法の組み合わせ等により製造され
る不織布が好ましい。さらに、スパンボンド法、またはスパンボンド法とメルトブロー法
を組み合わせたＳＭＳ法により製造された不織布が好ましく、特にスパンボンド法により
製造された不織布が好ましい。このような不織布を用いれば、高強度のテープ基材が得や
すくなる。
【００２５】
　前記不織布の材質としては、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエステル、ポリアミ
ド等の合成繊維、パルプ、絹等の天然繊維から適宜選択できる。中でも、ポリプロピレン
、ポリエチレン、ポリエステル等の合成繊維が好ましく、ポリプロピレン繊維、ポリエス
テル繊維がより好ましく、ポリプロピレン繊維がさらに好ましい。このような材質から得
られる不織布を用いれば、高強度のテープ基材が得やすくなる。
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【００２６】
　前記不織布の目付は、３０ｇ／ｍ2以上が好ましく、５０ｇ／ｍ2以上がより好ましく、
また１００ｇ／ｍ2以下が好ましく、８５ｇ／ｍ2以下がより好ましい。目付が３０ｇ／ｍ
2～１００ｇ／ｍ2の不織布を用いれば、不織布の通気性が確保されやすくなるとともに、
不織布にコシが出やすくなる。そのため、そのような不織布を用いた止着テープは、肌に
優しく、着用者にとって快適性が向上するとともに、容易に折れ曲がりにくくなって取り
扱い性が向上しやすくなる。
【００２７】
　従って、テープ基材に用いられる材料としては、目付が３０ｇ／ｍ2～１００ｇ／ｍ2の
スパンボンド不織布が特に好ましく、目付が５０ｇ／ｍ2～８５ｇ／ｍ2のスパンボンド不
織布が最も好ましい。
【００２８】
　本発明では、テープ基材の雄部材が取り付けられる面と反対側の面が、エンボス加工さ
れていることが好ましい。また、前記エンボス加工は、熱エンボス加工であることが好ま
しい。本発明では、テープ基材の雄部材が取り付けられる面と反対側の面がエンボス加工
されることにより、テープ基材の雄部材が取り付けられる面に浅い凹凸が形成されること
が好ましい。テープ基材の雄部材が取り付けられる面に浅い凹凸が形成されることにより
、つまみ部が、雄部材を内側にしてつまみ部と固定部との境界で折り返されて、つまみ部
の雄部材がテープ基材の固定部に係合される。しかし、そのような浅い凹凸は雄部材との
係合力が弱いため、一旦雄部材との係合が解かれると、止着テープ使用時に、止着テープ
が折り返ったりして止着テープ自身に再係合しにくくなる。
【００２９】
　一方、テープ基材の雄部材が取り付けられる面は、エンボス加工されていないことが好
ましい。本発明では、テープ基材の雄部材が取り付けられる面は、つまみ部が折り返され
て、雄部材がテープ基材の固定部に係合されて、仮留めされる面でもある。不織布では、
一般に、エンボス加工されていない面は、雄部材との係合力が極めて弱いものとなりやす
く、テープ基材の雄部材が取り付けられる面に浅い凹凸が形成される場合においても、雄
部材との係合力は弱いものとなりやすい。そのため、本発明では、雄部材のテープ基材の
固定部への仮留めを一旦解けば、つまみ部が折れ曲がったとしても雄部材がテープ基材に
係合しにくくなるため、止着テープの取り扱い性が良くなる。さらに、つまみ部において
、雄部材がつまみ部の先端部まで設けられていない場合、先端部の不織布が折り返っても
、折り返った先端部が雄部材に係合しにくく、雄部材の係合面積が減少するおそれが少な
くなる。
【００３０】
　なお、仮留めとは、おむつ使用前に、止着テープの雄部材がおむつを構成する他の部材
に引っかかったりして傷めるのを防止するため、所定の箇所に止着テープの雄部材を係合
させておくことを意味する。本発明では、雄部材の全面を固定部に押圧することにより、
雄部材と、テープ基材の雄部材が取り付けられる面との係合力を増し、雄部材を固定部に
係合して仮留めすることが好ましい。また、雄部材の全面を固定部に押圧することにより
、雄部材が局部的に強く押圧されることによる雄部材の損傷を防ぐことができ、さらに、
テープ基材の雄部材が取り付けられる面の損傷も防止され、当該面の着用者への肌触りも
良くなる。雄部材の固定部への押圧方法の詳細は、後記する。
【００３１】
　エンボス加工とは、布地表面に、表面に凹凸を有する型を押す加工を意味する。本発明
においては、エンボス加工されている面とは、表面に凹凸を有する型が直接接触して押圧
した面を意味し、その結果、当該面に凹凸が形成されていることが好ましい。従って、表
面に凹凸を有する型が直接接触する面（加工面）と反対側の面は、たとえ、加工面がエン
ボス加工された影響により、その反対側の面にも凹凸が形成されたとしても、エンボス加
工されていないこととなる。
【００３２】
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　本発明の止着テープの一例について、図１および図２を参照して説明する。
【００３３】
　図１（ａ）は、本発明の止着テープの一例を表し、図１（ｃ）は図１（ａ）のＡ－Ａ断
面図を表している。止着テープ１０は、テープ基材１３の一方端に形成されるつまみ部１
１と、他方端に形成される固定部１２とからなる。
【００３４】
　図１（ｂ）は、図１（ａ）で示された止着テープ１０について、雄部材１４のテープ基
材１３との係合を解いて展開した状態を表し、図１（ｄ）は図１（ｂ）のＢ－Ｂ断面図を
表している。図１（ａ）および図１（ｃ）で示された止着テープ１０において、雄部材１
４のテープ基材１３との係合を解除し、つまみ部１１を展開すれば、止着テープ１０は図
１（ｂ）および図１（ｄ）で示された状態となる。
【００３５】
　テープ基材１３のつまみ部１１における一方の面には、面ファスナーの雄部材１４が取
り付けられている。雄部材１４は、ベース部１６とフック部１５とからなり、フック部１
５は、複数のフックがベース部１６の片面から突出するように設けられることにより形成
される。ベース部１６は、フック部１５が設けられる反対側の面で、テープ基材１３と接
合している。つまみ部１１は、雄部材１４を内側にしてつまみ部１１と固定部１２との境
界で折り返されて、つまみ部１１の雄部材１４がテープ基材１３の固定部１２に係合され
ている。テープ基材１３は、雄部材１４が取り付けられる面と反対側の面１７がエンボス
加工されており、雄部材１４が取り付けられる面は、エンボス加工されていない。
【００３６】
　図２（ａ）は、本発明の止着テープの変形例を表す。図２（ａ）においても、つまみ部
１１の雄部材１４がテープ基材１３の固定部１２に係合されている。図２（ｂ）は、図２
（ａ）の止着テープ１０において、雄部材１４のテープ基材１３との係合を解除し、つま
み部１１を展開した状態を表す。図２では、テープ基材１３の一方端が、図１よりも蛇行
回数の多い蛇行線状輪郭を有し、つまみ部１１の雄部材１４が取り付けられる部分が２ヶ
所となっている。図２に示した止着テープは、つまみ部１１の雄部材１４が２ヶ所に取り
付けられているため、おむつ着用の際、着用者の体型に合わせて腰周りや胴周りの寸法を
調整しやすくなり、好ましい。
【００３７】
　次に、本発明の止着テープを備えた使い捨ておむつについて説明する。本発明の使い捨
ておむつは、前腹部と後背部とこれらの間に位置する股部とからなり、止着テープが前腹
部または後背部の側端部に取り付けられている。なお、使い捨ておむつを着用の際に、着
用者の腹側に当てる部分を前腹部と称し、着用者の尻側に当てる部分を後背部と称し、前
腹部と後背部との間に位置し着用者の股間に当てる部分を股部と称する。
【００３８】
　本発明においては、前腹部と後背部とこれらの間に位置する股部とから形成され、吸収
性コアを有するものを、使い捨ておむつ本体と称する場合がある。使い捨ておむつ本体と
しては、例えば、液透過性のトップシートと液不透過性のバックシートとの間に吸水性コ
アが挟み込まれた積層体からなり、この積層体が前腹部と後背部とこれらの間に位置する
股部とを有しているものが示される。また、使い捨ておむつ本体は、前腹部と後背部とこ
れらの間に位置する股部とからなる外装パンツ部材の着用者側の面に、液透過性のトップ
シートと液不透過性のバックシートとの間に吸水性コアが挟み込まれた吸収性本体が設け
られているものであってもよい。
【００３９】
　使い捨ておむつは、テープ基材の固定部を使い捨ておむつ本体に接合することにより、
止着テープが取り付けられる。テープ基材の固定部は、例えば、使い捨ておむつ本体を構
成する２つの部材間に接合されてもよく、使い捨ておむつ本体を構成する部材の片面に接
合されてもよい。テープ基材の固定部は、例えば、トップシートとバックシートとの間に
接合されたり、サイドシートとバックシートとの間に接合されたり、外装パンツ部材の片
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面に接合されたりする。
【００４０】
　使い捨ておむつは、前腹部の左側端部、前腹部の右側端部、後背部の左側端部、および
後背部の右側端部よりなる群から選ばれる少なくとも１ヶ所に、止着テープが取り付けら
れる。好ましくは、前腹部の左側端部と右側端部とに、または後背部の左側端部と右側端
部とに、一対の止着テープが取り付けられる。
【００４１】
　本発明の使い捨ておむつには、止着対応部が設けられることが好ましい。止着対応部と
は、止着テープの雄部材と係合可能な部分または部材を意味する。例えば、止着テープが
前腹部に取り付けられる場合は、止着対応部が、使い捨ておむつの後背部に設けられるこ
とが好ましい。また、止着テープが後背部に取り付けられる場合は、止着対応部が、使い
捨ておむつの前腹部に設けられることが好ましい。
【００４２】
　止着テープは、止着テープの雄部材が取り付けられる面が着用者側に面するように、使
い捨ておむつに取り付けられることが好ましい。この場合、テープ基材のエンボス加工さ
れていない面が着用者に向くようになるため、着用者に対するテープ基材のごわつき感が
低減され、着用者に対する肌触りが良くなる。なお、この場合、止着対応部は、使い捨て
おむつの外面側、すなわち着用者に面する側と反対側に設けられることが好ましい。
【００４３】
　従って、本発明の使い捨ておむつにおいては、一対の止着テープが、前腹部または後背
部の左側端部と右側端部とに、止着テープの雄部材が取り付けられる面が着用者側に面す
るように取り付けられ、止着対応部が、使い捨ておむつの外面側の後背部または前腹部に
設けられることが好ましい。止着テープと止着対応部とをこのように設けることにより、
後記のように、おむつの着用者の胴周り寸法に対する適合範囲を広げることができる。
【００４４】
　本発明の使い捨ておむつを着用するには、止着テープのつまみ部を展開した後、例えば
、後背部に取り付けられた止着テープの雄部材を、前腹部に設けられた止着対応部と係合
させたり、前腹部に取り付けられた止着テープの雄部材を、後背部に設けられた止着対応
部と係合させたりする。
【００４５】
　また、前記したように、本発明の使い捨ておむつにおいては、一対の止着テープが、前
腹部または後背部の左側端部と右側端部とに、止着テープの雄部材が取り付けられる面が
着用者側に面するように取り付けられ、止着対応部が、使い捨ておむつの外面側の後背部
または前腹部に設けられることが好ましい。本発明の使い捨ておむつは、テープ基材の雄
部材が取り付けられる面と反対側の面がエンボス加工されているため、図３に示すように
、例えば右側端部に取り付けられる止着テープの雄部材を、左側端部に取り付けられる止
着テープのテープ基材の雄部材が取り付けられる面と反対側の面に係合させて、着用する
こともできる。これは、テープ基材の雄部材が取り付けられる面と反対側の面がエンボス
加工された不織布であるため、面ファスナーの雄部材との係合が容易になるためである。
このような止着テープを有する使い捨ておむつは、着用者の胴周り寸法に対する適合範囲
が広がるため、例えば、着用者の胴周りが細すぎて左右の止着テープが交差する場合でも
、適切に止着テープを留めることが可能となる。
【００４６】
　次に、本発明の使い捨ておむつの各部材の材料について説明する。トップシートは液透
過性の不織布等により構成され、バックシートは液不透過性のプラスチックフィルムや撥
水性不織布等により構成されることが好ましい。
【００４７】
　吸収性コアは、例えば、粉砕したパルプ繊維やセルロース繊維等の親水性繊維集合層に
粒状の高分子吸水性樹脂を混合した塊を、ティッシュペーパーなどの紙シートまたは液透
過性不織布シート等の被覆シートで包み、長方形、砂時計型、ひょうたん型、羽子板型等
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の所定形状に成形することにより得られる。
【００４８】
　止着対応部としては、雄部材のフック部と係合可能な雌部材を用いることが好ましく、
このような雌部材として面ファスナーの雌部材が例示される。面ファスナーの雌部材とし
ては、ループ部材が例示される。ループ部材は、不織布、織布、編み物等や、不織布、織
布等を表面に有するプラスチックフィルム複合材料からなるものが好ましく、前記各材料
には、表面にループ構造が形成されていることが好ましい。また、例えば、止着対応部が
使い捨ておむつの外面側に設けられる場合、バックシートや外装パンツ部材の外面側が不
織布により構成されていれば、バックシートや外装パンツ部材自体が止着対応部として機
能する。従って、この場合は、止着対応部として機能する他の部材を取り付けなくてもよ
い。
【００４９】
　使い捨ておむつの様々な構成部材を接合するための接合手段としては、接着剤、熱接着
、超音波接着等を用いることができる。前記接着剤としては、ポリオレフィン系、ゴム系
、酢酸ビニル系等のホットメルト接着剤を使用することができる。
【００５０】
　本発明の使い捨ておむつの一例について、図４および図５を参照して説明する。図４は
、本発明の使い捨ておむつの一例を表し、図５は、図４のＣ－Ｃ断面図を表している。図
４および図５では、矢印ｘを横方向（幅方向）とし、矢印ｙを縦方向（長手方向）と定義
付けている。また、矢印ｘ，ｙにより形成される面に対して垂直方向を上下方向（厚み方
向）ｚと定義付ける。
【００５１】
　使い捨ておむつ１は、前腹部Ｐと後背部Ｑ、これらの間に位置する股部Ｒとからなる。
股部Ｒには、着用者の脚を通しやすくするように、レッグ用切欠部２６が形成されている
。
【００５２】
　使い捨ておむつ１は、液透過性のトップシート２と、液不透過性のバックシート３と、
これらのシートの間に挟み込まれた吸収性コア４とからなる積層構造を有している。吸収
性コア４は、股部Ｒを中心に前腹部Ｐから後背部Ｑにかけて延在している。トップシート
２は、着用者の股部の肌に面するように配置され、尿等の排泄物を透過する。トップシー
ト２を透過した排泄物は、吸収性コア４により収容される。バックシート３は、排泄物が
外部へ漏れるのを防ぎ、衣服等が汚れるのを防ぐ。
【００５３】
　トップシート２には、縦方向ｙに延在したサイドシート５が、使い捨ておむつ１の横方
向ｘの左右側端部に設けられている。トップシート２とサイドシート５とは、サイドシー
ト固定部２８で接合されている。サイドシート５には、横方向ｘの内方端部に立体用弾性
部材２２が配されている。使い捨ておむつ１の着用時には、立体用弾性部材２２の収縮力
により、サイドシート５の横方向ｘの内方部分がトップシート２の上方（上下方向ｚのｚ
１側）、すなわち着用者の肌に向かって立ち上がる。これにより、尿等の排泄物の横方向
ｘの外方への漏れが防止される。サイドシート５は、液不透過性のプラスチックフィルム
や撥水性不織布等により構成されることが好ましく、撥水性の不織布により構成されるこ
とがより好ましい。
【００５４】
　使い捨ておむつ１の股部Ｒの左右側端部２５には、レッグ用弾性部材２１が伸張状態で
挟まれて接合されている。レッグ用弾性部材２１の収縮力により、着用者の脚周りに沿っ
たレッグギャザーが形成され、股部からの尿等の排泄物の漏れが防止される。
【００５５】
　使い捨ておむつ１の縦方向ｙの縁部２７には、ウェスト用弾性部材２０が伸張状態で挟
まれて接合されている。ウェスト用弾性部材２０の収縮力により、着用者の胴周りに沿っ
たウェストギャザーが形成され、背中側や腹部側からの尿等の排泄物の漏れが防止される
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。
【００５６】
　後背部Ｑの左側端部２４Ｌと右側端部２４Ｒには、横方向ｘの外方へ延出する一対の止
着テープ１０が、固定部１２でサイドシート５とバックシート３とに挟まれて接合される
。前腹部Ｐには止着対応部６が設けられている。なお、図４には示されていないが、前腹
部Ｐの左側端部２３Ｌと右側端部２３Ｒに、横方向ｘの外方へ延出する一対の止着テープ
１０が設けられ、後背部Ｑに止着対応部６が設けられていてもよい。
【００５７】
　図４の後背部Ｑの左側端部２４Ｌ（図面に向かって左側であり、着用した際には着用者
の左側に位置する）に取り付けられた止着テープ１０は、つまみ部１１が折り返されて、
つまみ部１１の雄部材１４がテープ基材１３の固定部１２と係合され、使い捨ておむつ本
体の内面上に折り畳まれている。図４の後背部Ｑの右側端部２４Ｒ（図面に向かって右側
であり、着用した際には着用者の右側に位置する）に取り付けられた止着テープ１０は、
使い捨ておむつ本体よりも横方向ｘの外方へ展開され、つまみ部１１は、雄部材１４がテ
ープ基材１３の固定部１２と係合された状態で、露出している。製造された状態の未使用
の使い捨ておむつ１の止着テープ１０は、図４の左側に示された止着テープ１０の状態に
なっていることが好ましい。
【００５８】
　使い捨ておむつ１を着用するには、左右の止着テープ１０の全てのつまみ部１１につい
て、雄部材１４とテープ基材１３との係合を解除して展開した後、止着テープ１０の雄部
材１４を止着対応部６と係合させる。使い捨ておむつ１の着用状態の一例は、図３に示さ
れている。
【００５９】
　次に、本発明の止着テープの製造方法について説明する。本発明の止着テープは、一方
の面がエンボス加工された不織布製のテープ基材を繰り出す工程（テープ繰り出し工程；
Ａ－１工程）、テープ基材の他方の面に、面ファスナーの雄部材を接合する工程（雄部材
接合工程；Ａ－２工程）、雄部材が内側となるようにテープ基材を折り返す工程（折り返
し工程；Ａ－４工程）、折り返した雄部材の全面を押圧して、雄部材と、雄部材が相対す
るテープ基材の不織布とを係合させる工程（雄部材係合工程；Ａ－５工程）を有する方法
により製造することが好ましい。また、本発明の止着テープの製造方法においては、テー
プ繰り出し工程（Ａ－１工程）の代わりに、不織布製のテープ基材の一方の面をエンボス
加工する工程（エンボス加工工程；Ａ－１’工程）を設けてもよい。
【００６０】
　テープ繰り出し工程（Ａ－１工程）では、予め一方の面がエンボス加工された不織布製
のテープ基材を繰り出す。
【００６１】
　テープ繰り出し工程（Ａ－１工程）の代わりにエンボス加工工程（Ａ－１’工程）を設
ける場合、エンボス加工工程（Ａ－１’工程）では、両面がエンボス加工されていない不
織布製のテープ基材の一方の面をエンボス加工する。エンボス加工は、例えば、不織布製
のテープ基材を、凹凸が形成されたロール表面を有するエンボスロールと平滑なロール表
面を有するフラットロールとで押圧することにより、行うことができる。エンボス加工工
程（Ａ－１’工程）により、一方の面がエンボス加工されたテープ基材が得られる。
【００６２】
　雄部材接合工程（Ａ－２工程）では、テープ基材の他方の面、すなわち、テープ基材の
エンボス加工されていない面に、面ファスナーの雄部材を接合する。雄部材は、フックが
設けられていない面をテープ基材への取付面とすることが好ましい。雄部材接合工程（Ａ
－２工程）により、テープ基材の他方の面に雄部材が取り付けられる。
【００６３】
　止着テープを、例えば２個１対となるように製造する場合は、雄部材接合工程（Ａ－２
工程）の後段に、雄部材を跨ぐ切断線において、テープ基材と雄部材とを切断する工程（
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つまみ部切断工程；Ａ－３工程）を設けてもよい。この場合、雄部材接合工程（Ａ－２工
程）では、面ファスナーの雄部材を、テープ基材の一組の相対する両端以外に設けること
が好ましく、前記一組の相対する両端から中央部分に設けることがより好ましい。
【００６４】
　折り返し工程（Ａ－４工程）では、雄部材が内側になるようにテープ基材が折り返され
る。その結果、雄部材が、テープ基材のエンボス加工されていない面と相対することにな
る。折り返し工程（Ａ－４工程）により、つまみ部が、雄部材を内側にしてつまみ部と固
定部との境界で折り返される。
【００６５】
　雄部材係合工程（Ａ－５工程）では、折り返した雄部材の全面を押圧して、つまみ部の
雄部材と、雄部材が相対するテープ基材の不織布とを係合させる。雄部材係合工程（Ａ－
５工程）により、つまみ部の雄部材がテープ基材の固定部に係合される。
【００６６】
　押圧は、折り返した雄部材の全面をロールにより押圧することが好ましく、２つのロー
ルにより押圧することがより好ましい。ロールのロール幅は、ロール進行方向と直交する
方向の雄部材の長さよりも長いことが好ましい。ロールにより押圧することにより、雄部
材の全面をほぼ均一に押圧することが容易になり、通常係合が困難である不織布のエンボ
ス加工されていない面に対しても、雄部材と不織布とを係合することが容易となる。その
結果、止着テープや使い捨ておむつの製造工程で、雄部材がテープ基材から外れたり、雄
部材が他の部材や場所へ係合したりすることが防止でき、製造時のトラブルを防止しやす
くなる。また、係合に際し、雄部材のフック部や、雄部材が押し付けられる止着テープや
使い捨ておむつ本体の損傷を防止しやすくなる。
【００６７】
　押圧する際に用いられるロールは、平滑なロール表面を有するフラットロールであって
もよく、また、凹凸が形成されたロール表面を有するエンボスロールであってもよい。エ
ンボスロールを用いた場合、部分的に雄部材を強く押圧できるため、雄部材のフック部を
より深く押圧することができ、雄部材と不織布とを堅固に係合しやすくなる。
【００６８】
　２つのロールで押圧する場合は、２つのロールの両方が平滑なロール表面を有するフラ
ットロールであってもよい。また、一方のロールが、凹凸が形成されたロール表面を有す
るエンボスロールで、他方のロールが、フラットロールであってもよい。この際、エンボ
スロールが、雄部材が接合して折り返した側のテープ基材と接するように、折り返した雄
部材の全面をフラットロールとエンボスロールとにより押圧することが好ましい。
【００６９】
　エンボスロールとしては、四角錐状の突起が縦横に形成されたロール表面を有するロー
レットエンボスロールを用いることが好ましい。ローレットエンボスロールを用いれば、
適度な強度で、比較的均一に雄部材を押圧することができるため、雄部材のフック部や、
雄部材が押し付けられるテープ基材の不織布を損傷することなく、雄部材を不織布に係合
しやすくなる。
【００７０】
　図６（ａ）は、エンボスロール３４が、雄部材１４を接合し折り返した側のテープ基材
１３と接するように、折り返した雄部材１４の全面をエンボスロール３４とフラットロー
ル３５とにより押圧する様子を示している。エンボスロール３４は、ロール表面が、図６
（ｂ）に示すように四角錐状の突起２９が縦横に形成されたロール表面（ローレットエン
ボス３０）を有している。ローレットエンボス３０を形成する個々の四角錐２９は、底面
の正方形または長方形の一辺の長さが０．１ｍｍ～３．０ｍｍの範囲にあり、高さが０．
０５ｍｍ～３．０ｍｍの範囲にあることが好ましい。
【００７１】
　止着テープを連続的に製造する場合は、雄部材係合工程（Ａ－５工程）の後段に、雄部
材と不織布とが係合したテープ基材を切断する工程（止着テープ切断工程；Ａ－６工程）
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を有することが好ましい。止着テープ切断工程（Ａ－６工程）では、連続的に製造された
止着テープを、例えば、切断カッター等で切断することにより、１つの止着テープが得ら
れる。
【００７２】
　本発明の使い捨ておむつの製造方法は、前腹部と後背部とこれらの間に位置する股部と
からなる使い捨ておむつ本体を得る工程、および前記止着テープの製造方法により得られ
た止着テープを、使い捨ておむつ本体を構成する部材の前腹部または後背部の側端部に取
り付ける工程を有することが好ましい。前記の製造方法により得られた止着テープが、使
い捨ておむつ本体に取り付けられることで、本発明の使い捨ておむつが製造される。
【００７３】
　止着テープを使い捨ておむつ本体を構成する部材に取り付ける工程は、使い捨ておむつ
本体を得る工程の前段にあっても、後段にあってもよく、また、使い捨ておむつ本体を得
る工程が二分され、その二分された間にあってもよい。
【００７４】
　図７に、止着テープ、および止着テープを備えた使い捨ておむつを連続的に製造する工
程について示す。図７では、テープ繰り出し工程（Ａ－１工程）、雄部材接合工程（Ａ－
２工程）、つまみ部切断工程（Ａ－３工程）、折り返し工程（Ａ－４工程）、雄部材係合
工程（Ａ－５工程）、および止着テープ切断工程（Ａ－６工程）からなる止着テープ製造
工程により、止着テープが製造される。図７では、製造方向ｗの矢印に従い、止着テープ
が２個１対となるように製造される。
【００７５】
　図８には、止着テープの製造工程におけるつまみ部切断工程（Ａ－３工程）から止着テ
ープ切断工程（Ａ－６工程）までを、止着テープが形成される推移が理解しやすいように
示した図を示す。図８では、製造方向ｗの矢印に従い、左から右へ止着テープが製造され
る。
【００７６】
　止着テープ製造工程では、まず、テープ繰り出し工程（Ａ－１工程）において、一方の
面がエンボス加工された不織布製のテープ基材１３を繰り出す。図７では、下面がエンボ
ス加工された不織布製のテープ基材１３をロール体から連続的に繰り出している。
【００７７】
　雄部材接合工程（Ａ－２工程）では、テープ基１４の他方の面に、面ファスナーの雄部
材１４を接合する。雄部材接合工程（Ａ－２工程）では、テープ基材１３のエンボス加工
されていない面（図７では上面）の幅方向中央に、雄部材１４をテープ基材１３に取り付
ける。この際、雄部材１４は、フックが設けられていない面が、テープ基材１３への取付
面となる。なお、前記幅方向とは、テープ基材１３の繰り出す方向（製造方向ｗ）と直交
する方向を意味する。
【００７８】
　つまみ部切断工程（Ａ－３工程）では、雄部材１４を跨ぐ切断線３９において、テープ
基材１３と雄部材１４とを切断する。テープ基材１３と雄部材１４との切断は、テープ基
材１３と雄部材１４とを、蛇行カッター３１とアンビルロール３２とで挟み込み、繰り出
すことで行われる。図８において、切断線３９は、テープ基材１３の繰り出す方向（製造
方向ｗ）に沿って雄部材１４を跨ぐように蛇行しており、切断線３９により、テープ基材
１３と雄部材１４とからなるつまみ部１１が形成される。なお、蛇行する切断線３９は、
テープ基材１３の幅方向両端を横切らない。
【００７９】
　折り返し工程（Ａ－４工程）では、雄部材１４が内側になるように、テープ基材１３を
折り板３３により折り返す。その結果、雄部材１４が、テープ基材１３のエンボス加工さ
れていない面と相対することになる。
【００８０】
　雄部材係合工程（Ａ－５工程）では、折り返した雄部材１４の全面を押圧して、雄部材
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１４と、雄部材１４が相対するテープ基材１３の不織布とを係合させる。凹凸が形成され
たロール表面を有するエンボスロール３４とフラットロール３５とで押圧することにより
、雄部材１４と、雄部材１４が相対するテープ基材１３の不織布とを係合させる。本発明
は、使い捨ておむつ本体を製造する工程とは別の工程で、雄部材１４と、雄部材１４が相
対する不織布とを係合しているので、使い捨ておむつ本体を傷めることがない。
【００８１】
　止着テープ切断工程（Ａ－６工程）では、雄部材１４と不織布とが係合したテープ基材
１３を切断する。ここでは、雄部材１４が係合したテープ基材１３を、個別切断カッター
３６と転写ロール３７とで挟み込んで繰り出すことにより切断し、止着テープ１０を得る
。
【００８２】
　次に、図７を参照して、止着テープを備えた使い捨ておむつを連続的に製造する工程に
ついて説明する。
【００８３】
　止着テープ製造工程で得られた止着テープは、トップシート２に取り付ける。止着テー
プは、トップシート２の前腹部または後背部の側端部に取り付けられる。
【００８４】
　止着テープをトップシート２に取り付ける方法としては、例えば、止着テープの固定部
がトップシート２の側端部外方にはみ出るように止着テープをトップシートの上面に仮置
きした後、固定部をトップシート２の下面に折り返して、固定部とトップシート２とを接
合すればよい。前記において、止着テープをトップシート２の上面に仮置きする際、止着
テープをトップシート２上に接着剤等で仮留めしてもよい。
【００８５】
　なお、止着テープが取り付けられる部材は、トップシートに限定されず、使い捨ておむ
つ本体を構成する部材として、例えば、バックシートでもよく、サイドシートでもよく、
外装パンツ部材でもよい。止着テープが取り付けられる部材は、前腹部と後背部とこれら
の間に位置する股部とからなる使い捨ておむつ本体を構成する部材であれば、特に限定さ
れない。
【００８６】
　止着テープが取り付けられたトップシート２は、さらに吸収性コア４が接合されたバッ
クシート３と接合し、おむつシート３８を得て、最終的に使い捨ておむつが製造される。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】本発明の止着テープの一例であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ）のつまみ部
を展開した図、（ｃ）は（ａ）のＡ－Ａ断面図、（ｄ）は（ｂ）のＢ－Ｂ断面図である。
【図２】本発明の止着テープの変形例である。
【図３】本発明の止着テープを備えた使い捨ておむつの着用例である。
【図４】本発明の止着テープを備えた使い捨ておむつの一例である。
【図５】図４のＣ－Ｃ断面図である。
【図６】（ａ）は、本発明の止着テープの雄部材を、エンボスロールで押圧することによ
り、相対するテープ基材の不織布に係合する方法を示した図である。（ｂ）は、前記エン
ボスロールのロール表面の一例である。
【図７】本発明の止着テープおよび止着テープを備えた使い捨ておむつの製造方法の一例
である。
【図８】本発明の止着テープの製造方法の一例である。
【符号の説明】
【００８８】
　１：　使い捨ておむつ
　２：　トップシート
　３：　バックシート
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　４：　吸収性コア
　５：　サイドシート
　６：　止着対応部
　１０：　止着テープ
　１１：　つまみ部
　１２：　固定部
　１３：　テープ基材
　１４：　雄部材
　３０：　ローレットエンボス
　３４：　エンボスロール

【図１】 【図２】



(15) JP 5297675 B2 2013.9.25

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】
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