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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】帯部材の中央部のイラストシート部の皺の発生
を抑制して見え易くするとともに、弾性部材が設けられ
ている状態を視認し易くする。
【解決手段】吸収性物品１の非肌側から視認可能な第１
着色部と、腹側３０ａ又は背側帯部材の少なくとも一方
の帯部材の非肌側から視認可能な第２着色部４０を有す
る。前記帯部材の一つの領域を第１領域ＡＭとし、別の
一つの領域を第２領域ＡＤとし、第１領域に対して横方
向に弾性部材３５が第１領域における横方向の一端部か
ら他端部に連続して配置され、第２領域のうちの横方向
の中央部ＡＤｃには、前記第２着色部が設けられ、前記
中央部には、弾性部材が配置されないか、非連続に配置
される。第２領域で前記中央部の両側に位置する各部分
に対して弾性部材が横方向の一端部から他端部に亘って
連続して配置されている。第１領域の前記弾性部材を非
肌側から見た場合に、前記弾性部材が吸収性本体の第１
着色部に重なっている。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向と、前記縦方向と交差する横方向と、を有した吸収性物品であって、
　前記縦方向に沿って設けられ、尿を吸収する吸収性本体と、
　前記横方向に沿って設けられ、前記吸収性本体の前記縦方向の一端部を前記吸収性本体
の非肌側から覆いながら前記一端部に前記横方向の中央部が固定された腹側帯部材と、
　前記腹側帯部材とは別部材として前記横方向に沿って設けられ、前記吸収性本体の前記
縦方向の他端部を前記吸収性本体の非肌側から覆いながら前記他端部に前記横方向の中央
部が固定された背側帯部材と、を有し、
　前記吸収性物品の非肌側から視認可能に前記吸収性本体に設けられた第１着色部と、
　前記腹側帯部材又は前記背側帯部材のうちの少なくとも一方の帯部材の前記中央部に前
記吸収性物品の非肌側から視認可能に設けられた第２着色部と、を有し、
　前記帯部材を、前記横方向に沿った帯状の複数の領域であって前記縦方向に並ぶ前記複
数の領域に区分するとともに、前記複数の領域のうちの一つの領域を第１領域とし、別の
一つの領域を第２領域とした場合に、
　前記第１領域に対して前記横方向の伸縮性を付与すべく、弾性部材が、前記第１領域に
おける前記横方向の一端部から他端部までに亘って連続して配置されており、
　前記第２領域のうちの前記横方向の中央部には、前記第２着色部が設けられているとと
もに、前記中央部には、弾性部材が配置されていないか、或いは前記横方向に非連続に弾
性部材が配置されており、
　前記第２領域のうちで前記中央部の前記横方向の両側に位置する各部分に対して前記横
方向の伸縮性を付与すべく、弾性部材が、前記各部分における前記横方向の一端部から他
端部までに亘って連続して配置されており、
　前記第１領域の前記弾性部材を前記吸収性物品の非肌側から見た場合に、前記弾性部材
が前記吸収性本体の前記第１着色部に重なっていることを特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　請求項１に記載の吸収性物品であって、
　前記第１着色部は、前記吸収性本体のうちで前記腹側帯部材に対向する部分に設けられ
、
　前記第１着色部に重なっている前記第１領域の前記弾性部材は、前記腹側帯部材に設け
られていることを特徴とする吸収性物品。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の吸収性物品であって、
　前記第１着色部は、前記吸収性本体のうちで前記背側帯部材に対向する部分に設けられ
、
　前記第１着色部に重なっている前記第１領域の前記弾性部材は、前記背側帯部材に設け
られていることを特徴とする吸収性物品。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れかに記載の吸収性物品であって、
　前記第１着色部は、前記横方向に沿って連続した帯状に設けられていることを特徴とす
る吸収性物品。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れかに記載の吸収性物品であって、
　前記第２領域における前記横方向の中央部には、前記横方向に非連続に弾性部材が配置
されており、
　前記非連続に配置された前記弾性部材は、前記中央部のうちの前記横方向の両端部には
存在しており、前記中央部のうちの前記横方向の中央部分には存在していないことを特徴
とする吸収性物品。
【請求項６】
　請求項１乃至５の何れかに記載の吸収性物品であって、
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　前記第１着色部の色と前記第１領域の前記弾性部材の色とは、互いに異なっていること
を特徴とする吸収性物品。
【請求項７】
　請求項６に記載の吸収性物品であって、
　前記吸収性本体は、液体吸収性素材を積層してなる吸収性コアと、前記吸収性コアを該
吸収性コアの非肌側から覆う液不透過性の防漏シートと、前記防漏シートを該防漏シート
の非肌側から覆う外装シートと、を有し、
　前記防漏シートにおいて非肌側を向いた面に、前記第１着色部が設けられており、
　前記吸収性物品の非肌側から前記外装シートを見た場合に、前記外装シートを透かして
前記第１着色部が視認されるように前記外装シートは設けられており、
　前記外装シートの色と前記第１領域の前記弾性部材の色とは、互いに同じであることを
特徴とする吸収性物品。
【請求項８】
　請求項１乃至７の何れかに記載の吸収性物品であって、
　前記吸収性物品の非肌側から前記第１着色部を見た場合に、前記第１着色部は、前記第
２着色部とは重ならない部分を有し、
　前記吸収性物品の非肌側から前記第１着色部を見た場合に、前記第１着色部のうちで前
記第２着色部と重ならない部分に、前記第１領域の前記弾性部材が重なっていることを特
徴とする吸収性物品。
【請求項９】
　請求項１乃至８の何れかに記載の吸収性物品であって、
　前記吸収性本体は、液体吸収性素材を積層してなる吸収性コアと、前記吸収性コアを該
吸収性コアの肌側から覆う液透過性の表面シートと、前記吸収性コアを該吸収性コアの非
肌側から覆う液不透過性の防漏シートと、を有し、
　前記吸収性本体における前記縦方向の前記端部は、前記吸収性コアが存在しない部分を
有し、
　前記吸収性コアが存在しない部分に、前記第１着色部が設けられていることを特徴とす
る吸収性物品。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使い捨ておむつ等の尿を吸収する吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、尿を吸収する吸収性物品として、特許文献１に示すような３ピースタイプの使い
捨ておむつ１が使用されている。図１Ａは、着用状態のおむつ１の概略斜視図であり、図
１Ｂは、このおむつ１を、着用者の脇腹に当接する部分１ｓ，１ｓで分断後に展開して非
肌側から見た概略平面図である。この３ピースタイプのおむつ１は、三つの部品に大別さ
れる。すなわち、同おむつ１は、第１部品として、着用者の股間にあてがわれて尿を吸収
する吸収性本体１０を有し、第２部品として、着用者の腹側部を覆う腹側帯部材３０ａを
有し、第３部品として、着用者の背側部を覆う背側帯部材３０ｂを有している。そして、
腹側帯部材３０ａと背側帯部材３０ｂとが互いの間に間隔をあけて略平行に並んだ状態で
、これらの間に吸収性本体１０が掛け渡されつつ、同吸収性本体１０の長手方向の各端部
１０ｅａ，１０ｅｂがそれぞれ対応する最寄りの帯部材３０ａ，３０ｂに吸収性本体１０
の非肌側から覆われて固定され、これにより、当該展開状態のおむつ１の外観は、平面視
略Ｈ型形状をなしている。
【０００３】
　なお、吸収性本体１０の長手方向は、おむつ１の縦方向に沿っており、また、この縦方
向と直交する横方向に各帯部材３０ａ，３０ｂは延びて配置されている。また、縦方向及
び横方向の両者と直交する方向（図１Ｂ中では、紙面を貫通する方向）が、おむつ１の厚
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さ方向となっている。
【０００４】
　各帯部材３０ａ，３０ｂには、糸ゴム等の複数の弾性部材３５ｓ１，３５ｓ２…が横方
向に伸長下で同方向に沿って接合固定されており、これにより、各帯部材３０ａ，３０ｂ
には、横方向の伸縮性が付与されている。また、帯部材３０ａ，３０ｂのうちで吸収性本
体１０の各端部１０ｅａ，１０ｅｂが固定される部分３０ａｃ，３０ｂｃは、横方向の中
央部３０ａｃ，３０ｂｃとされているが、当該中央部３０ａｃ，３０ｂｃには、おむつ１
の非肌側から視認可能に動物の絵（不図示）等のイラストシート４０，４０が設けられて
いる。
【０００５】
　ここで、かかる中央部３０ａｃ，３０ｂｃに上記の如き伸縮性が付与されていると、同
中央部３０ａｃ，３０ｂｃのイラストシート４０，４０が横方向に収縮されてしまって皺
を生じ、イラストシート４０，４０が見え難くなる。そのため、帯部材３０ａ，３０ｂに
設けられる上記複数の弾性部材３５ｓ１，３５ｓ２…のうちで、イラストシート４０を横
方向に横断する弾性部材３５ｓ２，３５ｓ２…については、イラストシート４０の位置で
分断することにより、同図１Ｂに示すように、イラストシート４０を横断する弾性部材が
概ね存在しない状態にするか、或いは、イラストシート４０を横断する弾性部材（不図示
）を細切れにすることで非連続状態にして、これにより、帯部材３０ａ，３０ｂにおいて
イラストシート４０に対応する部分３０ａｃ，３０ｂｃの伸縮性を低下させている。但し
、イラストシート４０を横方向に横断しない弾性部材３５ｓ１，３５ｓ１…については基
本的に切断等せずに、帯部材３０ａ，３０ｂの横方向の略全長に亘って連続する弾性部材
３５ｓ１，３５ｓ１…の形態で残している。そして、これにより、おむつ１のフィット性
については問題が生じないようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特表２００６－５２５８５８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところが、上述の分断や細切れ等の如き切断されている弾性部材３５ｓ２，３５ｓ２…
を見た消費者は、フィット性に関して不安を覚える恐れがある。例えば、尿を吸収したお
むつ１が、下にずれ落ちない程度の十分な伸縮性を有しているのかと、不安に思ってしま
う。
【０００８】
　なお、かかる不安は、切断されていない弾性部材３５ｓ１，３５ｓ１…、すなわち、横
方向の略全長に亘って連続して設けられた弾性部材３５ｓ１，３５ｓ１…を見れば、軽減
されるものと考えられる。しかし、一般に吸収性本体１０の非肌側面をなす裏面シート部
材１５や上記の各帯部材３０ａ，３０ｂには不織布が使用されることから、その色は白色
が多く、また、一般に弾性部材３５ｓ１，３５ｓ２…にあっても糸ゴムが使用されること
から、その色は白色が多く、つまり、互いに同色となっていることが多い。よって、弾性
部材３５ｓ１，３５ｓ２…は、保護色の如く視認され難く、その結果として、消費者は、
横方向に沿って連続して設けられた弾性部材３５ｓ１，３５ｓ１…の存在に気づき難くな
って、おむつ１のフィット性に対する不安が払拭されない虞がある。
【０００９】
　本発明は、上記のような従来の問題に鑑みてなされたものであって、その目的は、帯部
材における横方向の中央部に設けられるイラストシート等の第２着色部の皺の発生を抑制
して同第２着色部を見え易くするとともに、フィット性に寄与する弾性部材が横方向に沿
って連続して設けられている状態を視認し易くすることにある。
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
　上記目的を達成するための主たる発明は、
　縦方向と、前記縦方向と交差する横方向と、を有した吸収性物品であって、
　前記縦方向に沿って設けられ、尿を吸収する吸収性本体と、
　前記横方向に沿って設けられ、前記吸収性本体の前記縦方向の一端部を前記吸収性本体
の非肌側から覆いながら前記一端部に前記横方向の中央部が固定された腹側帯部材と、
　前記腹側帯部材とは別部材として前記横方向に沿って設けられ、前記吸収性本体の前記
縦方向の他端部を前記吸収性本体の非肌側から覆いながら前記他端部に前記横方向の中央
部が固定された背側帯部材と、を有し、
　前記吸収性物品の非肌側から視認可能に前記吸収性本体に設けられた第１着色部と、
　前記腹側帯部材又は前記背側帯部材のうちの少なくとも一方の帯部材の前記中央部に前
記吸収性物品の非肌側から視認可能に設けられた第２着色部と、を有し、
　前記帯部材を、前記横方向に沿った帯状の複数の領域であって前記縦方向に並ぶ前記複
数の領域に区分するとともに、前記複数の領域のうちの一つの領域を第１領域とし、別の
一つの領域を第２領域とした場合に、
　前記第１領域に対して前記横方向の伸縮性を付与すべく、弾性部材が、前記第１領域に
おける前記横方向の一端部から他端部までに亘って連続して配置されており、
　前記第２領域のうちの前記横方向の中央部には、前記第２着色部が設けられているとと
もに、前記中央部には、弾性部材が配置されていないか、或いは前記横方向に非連続に弾
性部材が配置されており、
　前記第２領域のうちで前記中央部の前記横方向の両側に位置する各部分に対して前記横
方向の伸縮性を付与すべく、弾性部材が、前記各部分における前記横方向の一端部から他
端部までに亘って連続して配置されており、
　前記第１領域の前記弾性部材を前記吸収性物品の非肌側から見た場合に、前記弾性部材
が前記吸収性本体の前記第１着色部に重なっていることを特徴とする吸収性物品である。
　本発明の他の特徴については、本明細書及び添付図面の記載により明らかにする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、帯部材における横方向の中央部に設けられるイラストシート等の第２
着色部の皺の発生が抑制されて、同第２着色部が見え易くなるとともに、フィット性に寄
与する弾性部材が横方向に沿って連続して設けられている状態を視認し易くなる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１Ａ】従来の着用状態のおむつ１の概略斜視図である。
【図１Ｂ】同おむつ１を、着用者の脇腹に当接する部分１ｓ，１ｓで分断後に展開して非
肌側から見た概略平面図である。
【図２】本実施形態に係る３ピースタイプの使い捨ておむつ１の概略斜視図である。
【図３】展開状態の同おむつ１を肌側から見た概略平面図である。
【図４】同おむつ１を非肌側から見た概略斜視図である。
【図５】図５Ａは、図３中のＡ－Ａ断面図及びＣ－Ｃ断面図であり、図５Ｂは、図３中の
Ｂ－Ｂ断面図である。
【図６】図３中のＶＩ－ＶＩ断面図である。
【図７】おむつ１の非肌側から見た場合の腹側帯部材３０ａの概略拡大図である。
【図８】下部領域ＡＤの中央部ＡＤｃに非連続に配置された弾性部材３５Ｄの他の例を示
す腹側帯部材３０ａの概略平面図であって、帯部材３０ａのうちの非肌側の不織布３１を
取り除いた状態の図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本明細書及び添付図面の記載により、少なくとも以下の事項が明らかとなる。
　縦方向と、前記縦方向と交差する横方向と、を有した吸収性物品であって、
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　前記縦方向に沿って設けられ、尿を吸収する吸収性本体と、
　前記横方向に沿って設けられ、前記吸収性本体の前記縦方向の一端部を前記吸収性本体
の非肌側から覆いながら前記一端部に前記横方向の中央部が固定された腹側帯部材と、
　前記腹側帯部材とは別部材として前記横方向に沿って設けられ、前記吸収性本体の前記
縦方向の他端部を前記吸収性本体の非肌側から覆いながら前記他端部に前記横方向の中央
部が固定された背側帯部材と、を有し、
　前記吸収性物品の非肌側から視認可能に前記吸収性本体に設けられた第１着色部と、
　前記腹側帯部材又は前記背側帯部材のうちの少なくとも一方の帯部材の前記中央部に前
記吸収性物品の非肌側から視認可能に設けられた第２着色部と、を有し、
　前記帯部材を、前記横方向に沿った帯状の複数の領域であって前記縦方向に並ぶ前記複
数の領域に区分するとともに、前記複数の領域のうちの一つの領域を第１領域とし、別の
一つの領域を第２領域とした場合に、
　前記第１領域に対して前記横方向の伸縮性を付与すべく、弾性部材が、前記第１領域に
おける前記横方向の一端部から他端部までに亘って連続して配置されており、
　前記第２領域のうちの前記横方向の中央部には、前記第２着色部が設けられているとと
もに、前記中央部には、弾性部材が配置されていないか、或いは前記横方向に非連続に弾
性部材が配置されており、
　前記第２領域のうちで前記中央部の前記横方向の両側に位置する各部分に対して前記横
方向の伸縮性を付与すべく、弾性部材が、前記各部分における前記横方向の一端部から他
端部までに亘って連続して配置されており、
　前記第１領域の前記弾性部材を前記吸収性物品の非肌側から見た場合に、前記弾性部材
が前記吸収性本体の前記第１着色部に重なっていることを特徴とする吸収性物品である。
【００１４】
　このような吸収性物品によれば、帯部材の第２領域の中央部には、第２着色部が設けら
れているが、同中央部には、弾性部材が配置されていないか、又は弾性部材が非連続に配
置されている。よって、同中央部での伸縮性は低下されているので、イラスト等の第２着
色部の皺の発生は抑制されて、第２着色部は見え易くなる。
　また、帯部材の第１領域には、横方向の略全長に亘って弾性部材が設けられているとと
もに、吸収性本体には第１着色部が設けられ、そして、第１着色部には、第１領域の上記
弾性部材が重なっている。よって、第１着色部を上記弾性部材の背景として同弾性部材を
吸収性物品の非肌側から見ることができて、結果、同弾性部材が横方向に連続して設けら
れている状態を視認し易くなる。
　更に、第１着色部は吸収性本体に設けられ、第２着色部は帯部材に設けられている。よ
って、第１着色部が第２着色部と重ならない部分を有するように当該第１着色部を容易に
設定可能であり、そして、これにより、第１着色部のうちで第２着色部と重ならない部分
に、第１領域の上記弾性部材を容易に設定することができる。すなわち、第１領域の上記
弾性部材を、第２着色部と重ならないように配置することができる。よって、第１領域の
上記弾性部材起因の皺が第２着色部に発生してしまうことを有効に防ぐことができて、こ
のことも、第２着色部の見え易さの向上に寄与する。
【００１５】
　かかる吸収性物品であって、
　前記第１着色部は、前記吸収性本体のうちで前記腹側帯部材に対向する部分に設けられ
、
　前記第１着色部に重なっている前記第１領域の前記弾性部材は、前記腹側帯部材に設け
られているのが望ましい。
【００１６】
　このような吸収性物品によれば、腹側帯部材を見た消費者は、第１着色部を背景として
第１領域の上記弾性部材を吸収性物品の非肌側から見ることができるので、同弾性部材が
横方向に連続している状態を視認し易くなる。
【００１７】
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　かかる吸収性物品であって、
　前記第１着色部は、前記吸収性本体のうちで前記背側帯部材に対向する部分に設けられ
、
　前記第１着色部に重なっている前記第１領域の前記弾性部材は、前記背側帯部材に設け
られているのが望ましい。
【００１８】
　このような吸収性物品によれば、背側帯部材を見た消費者は、第１着色部を背景として
第１領域の上記弾性部材を吸収性物品の非肌側から見ることができるので、同弾性部材が
横方向に連続している状態を視認し易くなる。
【００１９】
　かかる吸収性物品であって、
　前記第１着色部は、前記横方向に沿って連続した帯状に設けられているのが望ましい。
【００２０】
　このような吸収性物品によれば、第１着色部は、横方向に沿って連続した帯状に設けら
れているので、当該第１着色部は、第１領域の上記弾性部材の背景として有効に機能し得
て、結果、同弾性部材が横方向に連続している状態を視認し易くなる。
【００２１】
　かかる吸収性物品であって、
　前記第２領域における前記横方向の中央部には、前記横方向に非連続に弾性部材が配置
されており、
　前記非連続に配置された前記弾性部材は、前記中央部のうちの前記横方向の両端部には
存在しており、前記中央部のうちの前記横方向の中央部分には存在していないのが望まし
い。
【００２２】
　このような吸収性物品によれば、第２着色部が設けられる上記中央部のうちの横方向の
中央部分には、弾性部材が存在していない。よって、第２着色部の見栄えを良好にするこ
とができる。
【００２３】
　かかる吸収性物品であって、
　前記第１着色部の色と前記第１領域の前記弾性部材の色とは、互いに異なっているのが
望ましい。
【００２４】
　このような吸収性物品によれば、消費者は、第１着色部を背景として第１領域の上記弾
性部材を吸収性物品の非肌側から確実に見ることができるので、同弾性部材が横方向に連
続している状態を視認し易くなる。
【００２５】
　かかる吸収性物品であって、
　前記吸収性本体は、液体吸収性素材を積層してなる吸収性コアと、前記吸収性コアを該
吸収性コアの非肌側から覆う液不透過性の防漏シートと、前記防漏シートを該防漏シート
の非肌側から覆う外装シートと、を有し、
　前記防漏シートにおいて非肌側を向いた面に、前記第１着色部が設けられており、
　前記吸収性物品の非肌側から前記外装シートを見た場合に、前記外装シートを透かして
前記第１着色部が視認されるように前記外装シートは設けられており、
　前記外装シートの色と前記第１領域の前記弾性部材の色とは、互いに同じであるのが
望ましい。
【００２６】
　このような吸収性物品によれば、外装シートの色と第１領域の上記弾性部材の色とは、
互いに同じである。そのため、吸収性物品の非肌側から外装シートを見た際に、外装シー
トと同弾性部材との区別がつき難くなってしまうが、ここで、第１着色部の色と同弾性部
材の色とは、互いに異なっている。よって、外装シートを透かして第１着色部を見た際に
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、第１着色部は、同弾性部材の背景として確実に機能し得て、その結果、同弾性部材が横
方向に連続している状態を視認し易くなる。
　また、外装シートの素材の色と、第１領域の上記弾性部材の素材の色とが同じである場
合でも、これら素材をそのまま外装シート及び弾性部材として使用することができるので
、コスト削減を図れる。
【００２７】
　かかる吸収性物品であって、
　前記吸収性物品の非肌側から前記第１着色部を見た場合に、前記第１着色部は、前記第
２着色部とは重ならない部分を有し、
　前記吸収性物品の非肌側から前記第１着色部を見た場合に、前記第１着色部のうちで前
記第２着色部と重ならない部分に、前記第１領域の前記弾性部材が重なっているのが望ま
しい。
【００２８】
　このような吸収性物品によれば、第１着色部のうちで第２着色部と重ならない部分に、
第１領域の上記弾性部材が重なっている。よって、同弾性部材起因の皺が第２着色部に生
じてしまうことを有効に防ぐことができて、結果、第２着色部を、より見え易くすること
ができる。
【００２９】
　かかる吸収性物品であって、
　前記吸収性本体は、液体吸収性素材を積層してなる吸収性コアと、前記吸収性コアを該
吸収性コアの肌側から覆う液透過性の表面シートと、前記吸収性コアを該吸収性コアの非
肌側から覆う液不透過性の防漏シートと、を有し、
　前記吸収性本体における前記縦方向の前記端部は、前記吸収性コアが存在しない部分を
有し、
　前記吸収性コアが存在しない部分に、前記第１着色部が設けられているのが望ましい。
【００３０】
　このような吸収性物品によれば、第１領域の上記弾性部材が重なるように設けられる第
１着色部は、吸収性本体において吸収性コアが存在しない部分に設けられている。よって
、同弾性部材起因で吸収性コアに皺が生じることは有効に防止されて、吸収性コアの肌側
面は略平坦に維持可能となり、その結果、吸収性コアの吸液阻害を防ぐことができる。
【００３１】
　＝＝＝本実施形態＝＝＝
　図２は、本実施形態の吸収性物品の一例としての３ピースタイプの使い捨ておむつ１の
概略斜視図である。図３は、展開状態のおむつ１を肌側から見た概略平面図であり、図４
は、同おむつ１を非肌側から見た概略斜視図である。また、図５Ａは、図３中のＡ－Ａ断
面図及びＣ－Ｃ断面図であり、図５Ｂは、図３中のＢ－Ｂ断面図である。
【００３２】
　図３、図５Ａ、及び図５Ｂに示すように、このおむつ１は、互いに直交する三方向とし
て縦方向と横方向と厚さ方向とを有している。また、同おむつ１は、所謂３ピースタイプ
であることから、３つの部品１０，３０ａ，３０ｂを有している。すなわち、このおむつ
１は、第１部品として、着用者の股間部にあてがわれ尿を吸収する吸収性本体１０を有し
、第２部品として、同着用者の腹側部を覆う腹側帯部材３０ａを有し、第３部品として、
同着用者の背側部を覆う背側帯部材３０ｂを有している。そして、図３の展開状態では、
腹側帯部材３０ａと背側帯部材３０ｂとが互いの間に間隔をあけて平行に並んだ状態で、
これらの間に吸収性本体１０が掛け渡されつつ、同吸収性本体１０の長手方向の各端部１
０ｅａ，１０ｅｂがそれぞれ最寄りの帯部材３０ａ，３０ｂに接合固定されており、その
外観形状は平面視略Ｈ形状をなしている。そして、この状態から、吸収性本体１０がその
長手方向の略中央部Ｃ１０を折り位置として二つ折りされるとともに、この二つ折りの状
態において互いに対向する帯部材３０ａ，３０ｂ同士が、着用者の脇腹に当接すべき部分
３０ａｅ，３０ｂｅ（つまり、横方向の各端部３０ａｅ，３０ｂｅ）にて連結されると、
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これら帯部材３０ａ，３０ｂ同士が環状に繋がって、これにより、図２に示すような胴周
り開口１ＨＢ及び一対の脚周り開口１ＨＬ，１ＨＬが形成された着用状態のおむつ１とな
る。
【００３３】
　なお、上述の帯部材３０ａ，３０ｂ同士を連結する連結構造としては、種々の連結構造
を採用できる。そして、例えば、溶着等の取り外し不能な連結構造を用いれば、パンツ型
のおむつ１にすることができ、他方、ファスニングテープ部材（不図示）等の着脱自在な
連結構造を用いれば、オープン型のおむつにすることができる。ちなみに、この例では、
前者の連結構造を用いており、これにより、当該おむつ１はパンツ型とされている。
【００３４】
　また、以下の説明では、おむつ１の縦方向、横方向、厚さ方向のことを、それぞれ単に
「縦方向」、「横方向」、「厚さ方向」と言う。なお、厚さ方向に関しては、着用者に接
触する側のことを「肌側」とも言い、その逆側のことを「非肌側」とも言う。
　以下、図２乃至図５Ｂを参照しつつ、おむつ１の３つの構成部品１０，３０ａ，３０ｂ
について説明する。
　図３及び図５Ｂに示すように、吸収性本体１０は、液体吸収性繊維の一例としてのパル
プ繊維を所定形状の一例としての平面視略砂時計形状に成型してなる吸収性コア１１と、
吸収性コア１１を同コア１１の肌側から覆う表面シート部材１３と、吸収性コア１１を同
コア１１の非肌側から覆って吸収性本体１０の外装をなす裏面シート部材１５と、を備え
ている。なお、かかる吸収性コア１１は、液体吸収性粒状物として例えば高吸収性ポリマ
ーを含有していても良いし、または、液体吸収性繊維及び液体吸収性粒状物以外の液体吸
収性素材を含んでいても良い。また、吸収性コア１１は、ティッシュペーパー等の液透過
性シート（不図示）で被覆されていても良い。
【００３５】
　表面シート部材１３は、例えば吸収性コア１１よりも大きい平面サイズの液透過性の不
織布である。また、図５Ｂに示すように、裏面シート部材１５も、吸収性コア１１より大
きい平面サイズのシートであり、その一例としては、ポリエチレン又はポリプロピレン等
の液不透過性の防漏シート１５ａと、不織布等の外装シート１５ｂとが貼り合わされた二
層構造のシート１５が挙げられる。そして、これら裏面シート部材１５と表面シート部材
１３との間に吸収性コア１１を挟んだ状態において、吸収性コア１１の四辺から外側には
み出す部分にて、裏面シート部材１５の防漏シート１５ａと表面シート部材１３とが額縁
状に貼り合わされ、これにより、吸収性本体１０が概ね形成されている。
【００３６】
　なお、場合によっては、図２、図３、及び図５Ｂに示すように、外装シート１５ｂによ
って所謂立体ギャザーＬＳＧ及び脚回りギャザーＬＧを形成しても良い。立体ギャザーＬ
ＳＧは、表面シート部材１３の横方向の各端部にそれぞれ起立して設けられた防漏壁部Ｌ
ＳＧであり、他方、脚回りギャザーＬＧは、おむつ１の各脚周り開口１ＨＬ，１ＨＬに形
成される伸縮部ＬＧのことである。かかる外装シート１５ｂについて詳説すると、先ず、
図５Ｂに示すように、外装シート１５ｂの横方向の寸法は、防漏シート１５ａよりも十分
大きくされており、すなわち、外装シート１５ｂは、防漏シート１５ａの横方向の両側か
ら横方向に大きくはみ出している。そして、このはみ出した部分１５ｂｆが、吸収性本体
１０の横方向の端部１０ｅｓをなす位置を折り返し位置として横方向の中央側に折り返さ
れて、同折り返し位置の近傍に縦方向に沿って糸ゴム等の弾性部材１７が縦方向に伸長下
で固定され、これにより、上記の脚回りギャザーＬＧが形成されている。また、折り返さ
れた部分１５ｂｇは、更に横方向の中央側へと延びていき、表面シート部材１３の横方向
の端部を覆う位置で、同端部に接合されている。そして、この端部に接合された部分が立
体ギャザーＬＳＧの基端部ＬＳＧｂとして機能して、すなわち、当該基端部ＬＳＧｂより
も更に横方向の先端側の部分が自由端部分ＬＳＧｆとして表面シート部材１３から起立可
能となっている。また、自由端部分ＬＳＧｆの先端部には、縦方向に沿って糸ゴム等の弾
性部材１８が縦方向に伸長下で固定されている。よって、弾性部材１８の縦方向の収縮に
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よって、表面シート部材１３側が内周側となるように吸収性本体１０は縦方向に湾曲する
が、この湾曲時には、同弾性部材１８から付与される収縮力によって自由端部分ＬＳＧｆ
は、縦方向に収縮して表面シート部材１３から起立し、これにより、同自由端部分ＬＳＧ
ｆは立体ギャザーＬＳＧとして機能する。
【００３７】
　なお、不図示であるが、場合によっては、表面シート部材１３と吸収性コア１１との間
、又は、裏面シート部材１５と吸収性コア１１との間に、セカンドシートとしてティッシ
ュペーパー等の液透過性シートを介装しても良い。
【００３８】
　図３に示すように、腹側帯部材３０ａ及び背側帯部材３０ｂは、何れも、例えば不織布
等の柔軟なシートを素材とした平面視略矩形形状のシート部材である。ここでは、図５Ａ
及び図５Ｂに示すように、不織布３１，３２を二枚重ねに接合することで各帯部材３０ａ
，３０ｂは形成されており、各帯部材３０ａ，３０ｂは、それぞれ横方向の中央部３０ａ
ｃ，３０ｂｃで、吸収性本体１０における縦方向の各端部１０ｅａ，１０ｅｂを吸収性本
体１０の非肌側から覆いながら、当該各端部１０ｅａ，１０ｅｂに帯部材３０ａ，３０ｂ
の中央部３０ａｃ，３０ｂｃが重ね合わせられて接合されている。
【００３９】
　なお、二枚の不織布３１，３２は互いに同じサイズでなくても良い。例えば、この説明
用の図としての図６には、かかる構成の場合の図３中のＶＩ－ＶＩ断面図が示されている
が、この図のようにしても良い。すなわち、同図６では、厚さ方向の非肌側に位置する不
織布３１の方が肌側に位置する不織布３２よりも縦方向の端側にはみ出すように、互いの
縦方向の大きさを異ならせているが、このようにしても良い。そして、更にこの場合には
、同図６に示すように、非肌側の不織布３１のうちで、肌側の不織布３２から縦方向には
み出す部分３１ｆが、肌側の不織布３２の縦方向の端縁の近傍位置を折り返し位置として
縦方向の中央側に折り返されている。そして、当該折り返された部分３１ｇが、肌側の不
織布３２に重ね合わせられて接合されている。なお、この折り返しの際には、吸収性本体
１０の縦方向の端部１０ｅａ，１０ｅｂの一部を、上記の折り返された部分３１ｇで吸収
性本体１０の肌側から覆うようにしても良い。
【００４０】
　ここで、上述した帯部材３０ａ，３０ｂの中央部３０ａｃ，３０ｂｃへの吸収性本体１
０の重ね合わせは、帯部材３０ａ，３０ｂにおける縦方向の端部３０ａｅ２，３０ｂｅ２
には吸収性本体１０を重ねずに、同端部３０ａｅ２，３０ｂｅ２よりも縦方向の中央側の
部分３０ａｃ２，３０ｂｃ２に吸収性本体１０を重ねるようにして行われる。そして、こ
れにより、帯部材３０ａ，３０ｂにおける縦方向の端部３０ａｅ２，３０ｂｅ２は、横方
向の全長に亘って帯状に吸収性本体１０が全く重ならない部分３０ａｅ２，３０ｂｅ２と
されている。なお、この重ならない部分３０ａｅ２，３０ｂｅ２は、おむつ１の胴回り開
口１ＨＢ（図２）を構成する部分となり、よって、当該部分３０ａｅ２，３０ｂｅ２には
、後述する弾性部材３５Ｕが、同部分３０ａｅ２，３０ｂｅ２における横方向の略全長に
亘って連続して設けられている。また、この吸収性本体１０が重ならない部分３０ａｅ２
，３０ｂｅ２の縦方向の大きさＬａ，Ｌｂについては、この例では、腹側帯部材３０ａよ
りも背側帯部材３０ｂの方が大きくされており（Ｌｂ＞Ｌａ）、すなわち、全体として吸
収性本体１０は背側帯部材３０ｂよりも腹側帯部材３０ａの方に偏って配置されている。
そして、これにより、尿の円滑な吸収性が担保されているが、何等これに限らない。例え
ば、上記の大きさＬａ，Ｌｂの大小関係を逆（つまり、Ｌｂ＜Ｌａ）にしても良いし、又
は、上記の大きさＬａ，Ｌｂを互いに等しく（つまり、Ｌｂ＝Ｌａ）しても良い。
【００４１】
　図３、図５Ａ、及び図５Ｂに示すように、帯部材３０ａ，３０ｂに係る２枚の不織布３
１，３２同士の間には、横方向に沿って糸ゴム等の複数本の弾性部材３５，３５…が介挿
されつつ、横方向に伸長下で同不織布３１，３２に接合固定されており、これにより、帯
部材３０ａ，３０ｂには横方向の伸縮性が付与されている。また、かかる複数本の弾性部
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材３５，３５…は、縦方向に間隔をあけながら縦方向に並んで設けられている。なお、か
かる弾性部材３５，３５…は、腹側帯部材３０ａ及び背側帯部材３０ｂの両者にそれぞれ
設けられているが、弾性部材３５，３５…の太さや本数、縦方向の配置位置等の詳細仕様
を除けば、その基本構成は、概ね互いに同じである。そのため、以下では、腹側帯部材３
０ａと背側帯部材３０ｂとの両者の各弾性部材３５，３５…を代表して腹側帯部材３０ａ
の弾性部材３５，３５…についてのみ説明し、背側帯部材３０ｂの弾性部材３５，３５…
の説明については省略する。なお、これに伴い、図３中では、背側帯部材３０ｂの弾性部
材３５も、腹側帯部材３０ａの弾性部材３５と同じ符号３５を用いて示している。また、
このことは、背側帯部材３０ｂに関する全ての構成についても同様である。例えば、後述
するイラストシート４０及び着色部５０等についても、腹側帯部材３０ａのイラストシー
ト４０及び着色部５０等と同じ符号を付して、背側帯部材３０ｂに係るイラストシート４
０及び着色部５０等の説明については省略する。
【００４２】
　また、以下では、説明の都合上、図４に示すように、帯部材３０ａを縦方向に三つの領
域ＡＵ，ＡＭ，ＡＤに区分し、そして、縦方向に並ぶ三つの各領域ＡＵ，ＡＭ，ＡＤのこ
とを、縦方向の端側から中央側に向かうに従って、「上部領域ＡＵ」、「中部領域ＡＭ」
、及び「下部領域ＡＤ」と言う。なお、同図４を参照してわかるように、何れの領域ＡＵ
，ＡＭ，ＡＤも、横方向に沿った帯状の領域とされている。
【００４３】
　上部領域ＡＵは、おむつ１の胴回り開口１ＨＢを構成する部分であり、また、同領域Ａ
Ｕは、横方向の全長に亘って吸収性本体１０が全く重ね合わせられていない領域である。
そして、かかる上部領域ＡＵには、弾性部材３５Ｕ（３５）が、同領域ＡＵにおける横方
向の一端部から他端部までの略全長に亘って連続して配置されながら、横方向に伸長下で
固定されている。よって、当該弾性部材３５Ｕ（３５）に基づいて上部領域ＡＵには、横
方向の略全長に亘って横方向の伸縮性が付与されており、この伸縮性は、おむつ１の胴回
り開口１ＨＢの伸縮性となる。
【００４４】
　中部領域ＡＭ（第１領域に相当）は、横方向の中央部ＡＭｃに、吸収性本体１０の縦方
向の端部１０ｅａが重ね合わせられて固定される領域である。より正確に言えば、同領域
ＡＭの上記中央部ＡＭｃには、吸収性本体１０のうちで吸収性コア１１が存在しない部分
１０ｎが重ね合わせられて固定されている。なお、かかる中部領域ＡＭのうちで上記中央
部ＡＭｃの両側に位置する部分ＡＭｅ，ＡＭｅには、吸収性本体１０は重ね合わせられて
いない。
　ここで、かかる中部領域ＡＭには、弾性部材３５Ｍ（３５）が、同領域ＡＭおける横方
向の一端部から他端部までの略全長に亘って連続して配置されながら、横方向に伸長下で
固定されている。そして、これにより、当該弾性部材３５Ｍ（３５）に基づいて中部領域
ＡＭには横方向の略全長に亘って横方向の伸縮性が付与されている。また、吸収性本体１
０のうちで当該中部領域ＡＭに対向する部分には、消費者が中部領域ＡＭの弾性部材３５
Ｍ（３５）をおむつ１の非肌側から視認し易くする目的で、帯状の着色部５０（図７）が
設けられているが、これについては後述する。
【００４５】
　下部領域ＡＤ（第２領域に相当）は、横方向の中央部ＡＤｃに、吸収性本体１０のうち
の吸収性コア１１が存在する部分１０ｐが重ね合わせられて固定される領域である。なお
、かかる下部領域ＡＤのうちで上記中央部ＡＤｃの両側に位置する各部分ＡＤｅ，ＡＤｅ
には、吸収性本体１０は重ね合わせられていない。
　また、同各部分ＡＤｅ，ＡＤｅには、それぞれ、弾性部材３５Ｄ（３５）が、同部分Ａ
Ｄｅにおける横方向の一端部から他端部までの略全長に亘って連続して配置されながら、
横方向に伸長下で固定されている。そして、これにより、当該各部分ＡＤｅ，ＡＤｅには
横方向の略全長に亘って横方向の伸縮性が付与されている。
　他方、上記中央部ＡＤｃには、弾性部材３５Ｄ（３５）が横方向に非連続に配置されて
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いる。詳しくは、この例では、上記中央部ＡＤｃのうちの横方向の両端部ＡＤｃｅ，ＡＤ
ｃｅには、上記の弾性部材３５Ｄ（３５）の端部が位置しているが、上記中央部ＡＤｃの
うちの横方向の中央部分ＡＤｃｃには、弾性部材３５Ｄ（３５）が存在しておらず、故に
、上記中央部ＡＤｃでは、弾性部材３５Ｄ（３５）が横方向に非連続に配置されている。
そして、このように中央部ＡＤｃの中央部分ＡＤｃｃに弾性部材３５Ｄ（３５）が存在し
ていない場合には、同中央部分ＡＤｃｃに伸縮性がほぼ付与されないことから、同中央部
分ＡＤｃｃの横方向の収縮は抑制される。そして、これに伴い、吸収性コア１１の横方向
の収縮も抑制されるため、同コア１１の皺の発生も防止されて同コア１１の肌側面は略平
坦に維持される。そして、その結果、同コア１１の吸液阻害を有効に防ぐことができて、
また皺起因の尿漏れも防止することができる。
【００４６】
　また、図４に示すように、下部領域ＡＤの上記中央部ＡＤｃには、動物等の不図示のイ
ラストが形成されたイラストシート４０（第２着色部に相当）が設けられているが、上記
と同様の理由で、このイラストシート４０の皺の発生も抑制される。よって、イラストは
見え易くなる。
【００４７】
　なお、この例では、図５Ｂに示すように、帯部材３０ａは不織布３１，３２が二枚重ね
されることで形成されており、そして、イラストシート４０は、この二枚重ねされた不織
布３１，３２同士の間に介挿されて接着剤等で固定されているが、何等これに限らない。
例えば、介挿せずに帯部材３０ａの非肌側面に固定しても良いし、更には、帯部材３０ａ
の肌側面に固定しても良い。ちなみに、不織布３１，３２同士の間に介挿される場合や、
帯部材３０ａの肌側面に固定される場合には、イラストシート４０のイラストは、帯部材
３０ａのうちの非肌側の不織布３１（３２）の繊維間隙間等を介して同不織布３１（３２
）を透かして見ることができて、これにより、厚さ方向の非肌側から不織布３１（３２）
越しにイラストを視認可能である。また、かかるイラストシート４０の素材としては、例
えばポリエチレンフィルム又はポリプロピレンフィルム等の樹脂フィルムを例示できるが
、柔軟なシートであって且つ非肌側面にイラストを形成可能であれば、何等これに限らな
い。例えば、不織布や織布を用いても良い。
【００４８】
　ところで、既述のように、帯部材３０ａの下部領域ＡＤ（図４）に非連続に配置された
弾性部材３５Ｄ（３５）を見た消費者は、おむつ１のフィット性に関して不安を覚える恐
れがある。そして、かかる不安は、帯部材３０ａの横方向の略全長に亘って連続して配置
された弾性部材３５を見れば、軽減されるものと考えられる。例えば、この例では、上部
領域ＡＵ及び中部領域ＡＭには、そのように連続して配置された弾性部材３５（３５Ｕ，
３５Ｍ）が存在している。そのため、この上部領域ＡＵ及び中部領域ＡＭの弾性部材３５
Ｕ，３５Ｍを見れば、かかる不安は解消されるものと考えられる。
【００４９】
　しかしながら、多くのおむつがそうであるように、図５Ａの例のおむつ１でも、吸収性
本体１０の非肌側面をなす裏面シート部材１５の外装シート１５ｂ及び防漏シート１５ａ
には、それぞれ白色の不織布及び白色のフィルムが使用され、また、帯部材３０ａには白
色の不織布３１，３２が使用され、更には、弾性部材３５（３５Ｕ，３５Ｍ）には白色の
糸ゴムが使用されている。そのため、図４の帯部材３０ａの上部領域ＡＵ及び中部領域Ａ
Ｍの弾性部材３５（３５Ｕ，３５Ｍ）は、保護色の如く視認され難くなってしまって、消
費者は、その存在に気づき難い。
【００５０】
　そこで、本実施形態では、帯部材３０ａの中部領域ＡＭ（図４）の弾性部材３５Ｍ（３
５）をおむつ１の非肌側から視認し易くする目的で、図５Ａに示すように、弾性部材３５
Ｍ（３５）よりも厚さ方向の肌側に位置する吸収性本体１０において、上記中部領域ＡＭ
に対応する部分を白色以外の色で着色することにより、当該中部領域ＡＭに対応させて着
色部５０を形成している。そして、これにより、当該着色部５０を、中部領域ＡＭに位置
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する弾性部材３５Ｍ（３５）の背景として見せることが可能となって（例えば図７を参照
）、結果、中部領域ＡＭの弾性部材３５Ｍ（３５）の視認性が向上されている。以下、詳
説する。
【００５１】
　図７は、おむつ１の非肌側から見た場合の腹側帯部材３０ａの概略拡大図である。
　図７及び図５Ａに示すように、この例では、着色部５０（第１着色部に相当）は、吸収
性本体１０が具備する裏面シート部材１５に係る防漏シート１５ａの非肌側面のうちの中
部領域ＡＭに対向する部分に設けられている（図７中のハッチング部分を参照）。そのた
め、図７に示すように、中部領域ＡＭの弾性部材３５Ｍ（３５）をおむつ１の非肌側から
見た場合に、当該弾性部材３５Ｍは、着色部５０（図７中のハッチング部分）に重なって
見える。よって、着色部５０を上記弾性部材３５Ｍの背景として用いながら、同弾性部材
３５Ｍをおむつ１の非肌側から見ることができて、結果、同弾性部材３５Ｍが横方向に連
続して設けられている状態を視認し易くなる。
【００５２】
　また、同図７に示すように、着色部５０は、横方向に沿った帯状に形成されている。詳
しくは、着色部５０は、防漏シート１５ａ（図５Ａ）の横方向の全長に亘る長さの帯状に
形成されており、また、図７に示すように縦方向の大きさに関しては中部領域ＡＭとされ
ている。よって、中部領域ＡＭに位置する全数（図７では３本）の弾性部材３５Ｍ，３５
Ｍ，３５Ｍに対して視認性が高められている。また、上述からわかるように、この図５Ａ
の例では、着色部５０は、防漏シート１５ａの横方向の全長に亘って連続して設けられて
いるので、弾性部材３５Ｍが横方向に連続している状態を確実に視認させることができる
。但し、着色部５０は、中部領域ＡＭに位置する弾性部材３５Ｍ，３５Ｍ…のうちの少な
くとも１本の弾性部材３５Ｍの背景となり得れば良いので、場合によっては、着色部５０
を、中部領域ＡＭの平面サイズより小さくしても良く、つまり、中部領域ＡＭの内側に収
まるようにしても良い。
【００５３】
　ちなみに、この図５Ａの例では、着色部５０が設けられる防漏シート１５ａよりも厚さ
方向の非肌側に位置するシート部材というのは、吸収性本体１０の裏面シート部材１５の
外装シート１５ｂと帯部材３０ａとの二つであり、これら外装シート１５ｂ及び帯部材３
０ａは、どちらも不織布製である。そのため、防漏シート１５ａの着色部５０については
、これら外装シート１５ｂ及び帯部材３０ａを透かす形で、少なくともうっすらとおむつ
１の非肌側から視認可能であり、これにより、防漏シート１５ａの着色部５０は、弾性部
材３５Ｍの背景として有効に機能することができる。
【００５４】
　また、この図７の例では、イラストシート４０は、帯部材３０ａの下部領域ＡＤに設け
られていて、つまり、中部領域ＡＭには設けられていない。よって、おむつ１の非肌側か
ら見た場合にイラストシート４０が着色部５０に重なることは有効に回避されていて、そ
の結果、非肌側から着色部５０を視認し難くなることも有効に防止されている。
【００５５】
　更に、上記の如くイラストシート４０が中部領域ＡＭに設けられず、着色部５０が中部
領域ＡＭに設けられている形態は、次のように言い換えることができる。すなわち、「お
むつ１の非肌側から見た場合に、着色部５０は、イラストシート４０とは重ならない部分
５０ｎを有している」と換言することができる。そして、この場合、同じく非肌側から見
れば、着色部５０のうちでイラストシート４０と重ならない部分５０ｎに、中部領域ＡＭ
の弾性部材３５Ｍが重なっている。よって、横方向の略全長に亘って設けられた当該弾性
部材３５Ｍが原因となってイラストシート４０に皺が生じてしまうことを有効に防ぐこと
ができて、結果、イラストシート４０のイラストを、より見え易くすることができる。
【００５６】
　また、この例では、吸収性本体１０の裏面シート部材１５をなす外装シート１５ｂ及び
防漏シート１５ａ、弾性部材３５（３５Ｕ，３５Ｍ，３５Ｄ）、並びに帯部材３０ａ（３
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０ｂ）の各色が、何れも白色であった関係上、白色とは異なる色の一例として、着色部５
０の色を青色としているが、何等これに限らない。例えば、赤色や緑色にしても良いし、
これら以外の色を選択しても良い。つまり、白色以外の任意の色を選択しても良い。なお
、外装シート１５ｂ、防漏シート１５ａ、弾性部材３５、及び帯部材３０ａ（３０ｂ）の
うちの少なくとも一つの色が、白色以外の色の場合には、それらの色の組み合わせに応じ
て、着色部５０の色は適宜選択される。すなわち、弾性部材３５Ｍ（３５）をおむつ１の
非肌側から見た場合に同弾性部材３５Ｍ（３５）が目立つ状態となるような色に、着色部
５０の色は選択される。例えば、弾性部材３５Ｍ（３５）及び防漏シート１５ａの両方の
色と異なる色に、着色部５０の色を設定しても良いし、弾性部材３５Ｍ（３５）、防漏シ
ート１５ａ、及び外装シート１５ｂの三者の色と異なる色に、着色部５０の色を設定して
も良い。
【００５７】
　ちなみに、ここで言う同色の定義は、次の通りである。先ず、前提として、ここでは、
全ての色の表現は、明度、色相、及び彩度のそれぞれについて０°～３６０°から選択さ
れる各値の組み合わせで表現できるものとする。そして、当該前提の下で、同色か否かの
判定対象の二つの色に対して、互いの明度、色相、及び彩度の各値をそれぞれ比較して、
その比較の結果、当該明度、色相、及び彩度の各値が、それぞれ互いに相手の色の値の±
５°の範囲に入っている場合には、「同色」とみなし、明度、色相、及び彩度の各値のう
ちの一つでも、±５°の範囲に入っていない場合には、「互いに異なる色」とみなす。
【００５８】
　また、この図５Ａ及び図７の例では、防漏シート１５ａの非肌側面に直接着色すること
で、着色部５０を形成していたが、何等これに限らない。例えば、着色された別シートを
防漏シート１５ａに接合することによって、着色部５０を設けても良い。更に言えば、防
漏シート１５ａに代えて外装シート１５ｂに着色部５０を形成しても良い。なお、その場
合の着色部５０の形成方法については、防漏シート１５ａの場合と同様の方法を用いるこ
とができる。すなわち、外装シート１５ｂの非肌側面に直接着色することで着色部５０を
形成しても良いし、或いは、着色された別シートを外装シート１５ｂに接合することで着
色部５０を形成しても良い。
【００５９】
　ところで、前述したことからわかるように、着色部５０は、吸収性本体１０のうちで中
部領域ＡＭに対向する部分に設けられている。すなわち、図７に示すように、吸収性本体
１０のうちで吸収性コア１１が存在しない部分１０ｎに設けられている。一方、着色部５
０が目立たせるべき横方向に連続した弾性部材３５Ｍ（３５）も、中部領域ＡＭに設けら
れている。そして、かかる弾性部材３５Ｍ（３５）は、吸収性本体１０を横方向に収縮す
るが、ここで、同弾性部材３５Ｍ（３５）が設けられる中部領域ＡＭは、上述から明らか
なように、吸収性本体１０のうちで吸収性コア１１が存在していない部分１０ｎである。
よって、この弾性部材３５Ｍ（３５）起因で、吸収性コア１１に皺が生じることは有効に
抑制されて、吸収性コア１１の肌側面は略平坦に維持され易くなる。そして、このことも
、吸収性コア１１の吸液阻害の防止に有効に寄与する。
【００６０】
　＝＝＝その他の実施の形態＝＝＝
　以上、本発明の実施形態について説明したが、上記の実施形態は、本発明の理解を容易
にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。また、本発明
は、その趣旨を逸脱することなく、変更や改良され得るとともに、本発明にはその等価物
が含まれるのはいうまでもない。例えば、以下に示すような変形が可能である。
【００６１】
　上述の実施形態では、第１着色部の一例としての着色部５０を、吸収性本体１０のうち
で腹側帯部材３０ａの中部領域ＡＭに対向する部分に設ける場合について例示したが、何
等これに限らない。すなわち、同様の着色部５０を、図４の吸収性本体１０のうちで背側
帯部材３０ｂの中部領域ＡＭに対向する部分に設けても良い。そして、このようにすれば
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、背側帯部材３０ｂの中部領域ＡＭに位置する弾性部材３５Ｍ（３５）、すなわち、中部
領域ＡＭの横方向の略全長に亘って連続して配置された弾性部材３５Ｍ（３５）を確実に
消費者に視認させることができて、これにより、大便後におむつ１が下方へずれ落ちてし
まうのではないかという消費者の不安を和らげることができる。
【００６２】
　上述の実施形態では、帯部材３０ａ（３０ｂ）においてイラストシート４０が設けられ
る下部領域ＡＤの横方向の中央部ＡＤｃの伸縮性を低くする目的で、当該中央部ＡＤｃの
弾性部材３５Ｄ（３５）を非連続としていた。そして、この非連続な弾性部材３５Ｄの一
例として、図７に示すように、同中央部ＡＤｃのうちの横方向の両端部ＡＤｃｅ，ＡＤｃ
ｅには、弾性部材３５Ｍ（３５）が存在しているが、同中央部ＡＤｃのうちの横方向の中
央部分ＡＤｃｃには、同弾性部材３５Ｄ（３５）が存在していない構成を例示したが、何
等これに限らない。
　すなわち、下部領域ＡＤの中央部ＡＤｃの伸縮性を下げるべく同中央部ＡＤｃに弾性部
材３５Ｄが非連続に配置されているのであれば、当該中央部ＡＤｃのうちの更に中央部分
ＡＤｃｃに弾性部材３５Ｄが存在していても良い。図８は、その一例の説明用の概略平面
図である。なお、同図８では、帯部材３０ａのうちの非肌側の不織布３１を取り除いて、
弾性部材３５（３５Ｕ，３５Ｍ，３５Ｄ）を外部露出した状態で示している。この図８の
例では、中央部分ＡＤｃｃに位置する弾性部材３５Ｄは、細かく分断された状態となって
いる。そして、かかる細切れ状態になっていれば、弾性部材３５Ｄは、中央部分ＡＤｃｃ
に対して概ね伸縮性を付与しなくなる。よって、このように細切れ状態の弾性部材３５Ｄ
であれば、中央部分ＡＤｃｃに存在していても構わない。細切れ状態の弾性部材３５Ｄの
長さは、例えば０ｍｍよりも大きく５ｍｍ以下の長さとされ、より望ましくは、０ｍｍよ
りも大きく３ｍｍ以下の長さとされる。但し、細切れされた弾性部材３５Ｄが存在してい
ると、見栄えが悪くなるので、望ましくは、中央部分ＡＤｃｃには弾性部材３５Ｄが存在
しない方が良い（図７）。
【００６３】
　上述の実施形態では、図４の下部領域ＡＤにおける横方向の中央部ＡＤｃに弾性部材３
５Ｄ（３５）を非連続で配置していたが、何等これに限らない。例えば、同中央部ＡＤｃ
に弾性部材３５Ｄ（３５）を配置しなくても良い。すなわち、前述した図４の例では、中
央部ＡＤｃには、横方向の各端部ＡＤｃｅ，ＡＤｃｅの位置に弾性部材３５Ｄ（３５）の
端部がかかっていたが、かかる弾性部材３５Ｄ（３５）の端部が中央部ＡＤｃの端部ＡＤ
ｃｅの位置にかかっていなくても良い。
【００６４】
　上述の実施形態では、第１着色部５０の一例として横方向に沿った帯状の着色部５０を
防漏シート１５ａに設けていたが、着色部５０の形状は、何等これに限らない。例えば、
横方向に沿った複数の直線部が縦方向に並んでなる横縞状であっても良いし、縦方向に沿
った複数の直線部が横方向に並んでなる縦縞状であっても良いし、縦方向と横方向との間
の方向を向いた複数の直線部が並んでなる斜目縞状であっても良い。更には、このような
幾何学模様以外でも良く、例えば、文字や絵、記号などでも良い。また、着色部５０を形
成するための防漏シート１５ａへの着色方法としては、フレキソ印刷、インクジェット印
刷、スクリーン印刷等の印刷方法を例示できる。
【００６５】
　上述の実施形態では、外装シート１５ｂ及び帯部材３０ａ，３０ｂの素材をそれぞれ不
織布としていたが、何等不織布に限らない。すなわち、防漏シート１５ａの着色部５０が
、外装シート１５ｂ及び帯部材３０ａ，３０ｂを透かす形でおむつ１の非肌側から視認可
能であれば、不織布以外の素材でも問題なく使用することができる。例えば、織布でも構
わないし、織布以外のシート部材でも構わない。ちなみに、外装シート１５ｂについては
省略しても良く、その場合には、防漏シート１５ａが吸収性本体１０の外装をなすことに
なる。
【００６６】
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　上述の実施形態では、イラストシート４０に動物等のイラスト（不図示）が形成されて
いたが、何等動物等のイラストに限らない。例えば、動物以外の絵でも良いし、文字や記
号でも良いし、模様でも良い。すなわち、おむつ１の意匠性を高められる図柄であれば、
イラストシート４０に形成しても良い。なお、イラストシート４０への図柄の形成につい
ても、上述した印刷方法で行うことができる。
【００６７】
　上述の実施形態では、弾性部材３５（３５Ｕ，３５Ｍ，３５Ｄ）として糸ゴムを例示し
たが、何等これに限らない。例えば、弾性部材３５として帯状のゴムを用いても良いし、
伸縮性を有した帯状の不織布や、伸縮性を有した帯状の樹脂フィルムを用いても良い。
【符号の説明】
【００６８】
１　おむつ（吸収性物品）、１ＨＢ　胴回り開口、１ＨＬ　脚回り開口、
１０　吸収性本体、１０ｅａ　端部、１０ｅｂ　端部、
１０ｅｓ　端部、
１０ｎ　部分、１０ｐ　部分、
１１　吸収性コア、
１３　表面シート部材、
１５　裏面シート部材、
１５ａ　防漏シート、１５ｂ　外装シート、
１５ｂｆ　はみ出した部分、１５ｂｇ　折り返された部分、
１７　弾性部材、
１８　弾性部材、
３０ａ　腹側帯部材、３０ａｃ　中央部、３０ａｃ２　部分、
３０ａｅ　端部、
３０ａｅ２　端部、
３０ｂ　背側帯部材、
３１　不織布、３１ｆ　はみ出す部分、３１ｇ　折り返された部分、
３２　不織布、
３５　弾性部材、
３５Ｕ　弾性部材、３５Ｍ　弾性部材、３５Ｄ　弾性部材、
４０　イラストシート（第２着色部）、
５０　着色部（第１着色部）、５０ｎ　重ならない部分、
ＡＵ　上部領域、ＡＭ　中部領域（第１領域）、ＡＤ　下部領域（第２領域）、
ＡＭｃ　中央部、ＡＭｅ　部分
ＡＤｃ　中央部、ＡＤｃｃ　中央部分、ＡＤｃｅ　端部、
ＡＤｅ　部分、
ＬＧ　脚回りギャザー、
ＬＳＧ　立体ギャザー（防漏壁部）、
ＬＳＧｂ　基端部、ＬＳＧｆ　自由端部分、
Ｃ１０　略中央部、
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