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(57)【要約】
【課題】排泄物がおむつ着用者の肌に接触することを防
ぐための隔離用シートを有する使い捨ておむつの提供。
【解決手段】使い捨ておむつ１が股下域１１に透液性の
内面側シート３２と、不透液性の外面側シート８と、こ
れら両シートの間に設けられる体液吸収性芯材３１を含
む。内面側シート３２のさらに内側には、前後方向Ａへ
弾性的に伸長・収縮可能に延びていて前方開口部と後方
開口部とを有する隔離用シート３３ｂが設けられる。股
下域１１における芯材３１の外面側には弾性パネル４１
が設けられる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前後方向と幅方向とを有する股下域と、前記股下域の前方に形成された前胴周り域と、
前記股下域の後方に形成された後胴周り域とを有し、前記股下域が透液性の内面側シート
と不透液性の外面側シートとこれら両シートの間に設けられる体液吸収性芯材とを含み、
前記内面側シートのさらに内側には、前記前後方向へ弾性的に伸長・収縮可能に延びてい
て前記股下域の前方寄りと後方寄りとに排泄物を通過させることが可能な前方開口部と後
方開口部とを有する隔離用シートが、前記前後方向へ延びた両端部分を前記前胴周り域と
前記後胴周り域との内面に固定される一方、前記前方開口部と前記後方開口部との間に介
在する中間部分が前記内面側シートから離間可能であって前記内面側シートと肌との接触
を防ぐことが可能な使い捨てのおむつであって、
　前記股下域には、前記後方寄りであって前記幅方向の中央部における前記芯材の外面側
に、前記前後方向と前記幅方向とに折曲したときの弾性的復元速度が前記股下域に含まれ
るいずれのシート材料よりも速やかである弾性パネルが設けられていることを特徴とする
前記おむつ。
【請求項２】
　前記弾性パネルの幅が、前記股下域の最下部における前記芯材の幅の２０～１００％で
ある請求項１記載のおむつ。
【請求項３】
　前記芯材は、前記弾性パネルと重なり合う部分において前記芯材が特に薄くて柔軟に形
成されている請求項１または２記載のおむつ。
【請求項４】
　前記芯材は、前記弾性パネルと重なり合う部分に前記芯材をその厚さ方向において貫通
する透孔を含んでいる請求項１または２記載のおむつ。
【請求項５】
　前記股下域では、前記弾性パネルよりも前方において糸状の弾性部材が前記芯材を前記
芯材の外面側で横断している請求項１～４のいずれかに記載のおむつ。
【請求項６】
　前記弾性パネルが前記外面側シートに接合している請求項１～５のいずれかに記載のお
むつ。
【請求項７】
　前記弾性パネルが発泡ポリウレタン、発泡ポリエチレン、発泡ポリスチレン、捲縮した
熱可塑性合成繊維および中空の熱可塑性合成繊維のいずれかによって形成されている請求
項１～６のいずれかに記載のおむつ。
【請求項８】
　前記外面側シートが不透液性のプラスチックフィルムと前記プラスチックフィルムの内
外面を被覆する不織布およびプラスチックフィルムのいずれかとの積層体で形成されてい
る請求項１～７のいずれかに記載のおむつ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、使い捨てのおむつに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、使い捨てのおむつにおいて、排泄物によってそのおむつの着用者の肌が汚れるの
を防ぐことができるように、おむつの体液吸収部と肌との間に隔離用シートを介在させる
ことは、例えば特開昭６１－４１３０４号公報（特許文献１）や特開２００２－１１０４
４号公報（特許文献２）等によって公知である。
【０００３】
　特開昭６１－４１３０４号公報に開示の使い捨ておむつでは、吸収性パッド構造体にお
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けるカバーシートの上方に疎水性表シートが設けられている。この表シートは便等の排泄
物を透過させる開口と、開口の両側においておむつの前後方向へ伸長状態で延びる弾性バ
ンドとを有する。このおむつを着用すると、弾性バンドが収縮して、表シートが吸収性パ
ッドから吸収性パッドの上方へ離間して肌に接触し、吸収性パッドと肌との接触を防ぐ。
【０００４】
　特開２００２－１１０４４号公報に開示のおむつはパンツ型のもので、吸収体を被覆し
ている透液性トップシートの上方にスキンコンタクトシートを有する。このスキンコンタ
クトシートは便を透過させる開口を股下域に有し、前胴周り域と後胴周り域との間に延び
る弾性部材がその開口を囲むようにスキンコンタクトシートに伸長状態で取り付けられて
いる。
【特許文献１】特開昭６１－４１３０４号公報
【特許文献２】特開２００２－１１０４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に開示のおむつでは、着用者の両脚の幅が狭められると、体液吸収部の股下
域に前後方向へ延びる複数条のひだが生じたり、体液吸収部が幅方向へ二つに折り重ねら
れたりして、体液吸収部と表シートとの間に大きな空間を作ることが妨げられて、便が開
口を通過し難くなるということが起こり得る。また、体液吸収部は、ひだが生じたり折り
重ねられたりすると、便と接触し得る面積が見掛け上において減少し、便の液体成分が速
やかに吸収されないということが起こり得る。
【０００６】
　また、特許文献２に開示のおむつの場合には、おむつ着用中に両脚の幅が狭められたと
きに、スキンコンタクトシートの開口部が閉じるということはなくても、開口部の下方に
ある体液吸収部には、ひだが生じたり二つに折り重ねられたりすることがあるので、開口
部における便の通過が実質的には難しくなったり、体液吸収部における液体成分の吸収が
遅くなったりする可能性がある。
【０００７】
　そこで、この発明は、前記従来の如きおむつにおいて、体液吸収部と隔離用シートとの
間に便を収容可能な大きな空間の形成が容易となるように改良を施すことを課題にしてい
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するために、この発明が対象とするのは、前後方向と幅方向とを有する
股下域と、前記股下域の前方に形成された前胴周り域と、前記股下域の後方に形成された
後胴周り域とを有し、前記股下域が透液性の内面側シートと不透液性の外面側シートとこ
れら両シートの間に設けられた体液吸収性芯材とを含み、前記内面側シートのさらに内側
には、前記前後方向へ弾性的に伸長・収縮可能に延びていて前記股下域の前方寄りと後方
寄りとに排泄物を通過させることが可能な前方開口部と後方開口部とを有する隔離用シー
トが、前記前後方向へ延びた両端部分を前記前胴周り域と前記後胴周り域との内面に固定
される一方、前記前方開口部と前記後方開口部との間に介在する中間部分が前記内面側シ
ートから離間可能であって前記内面側シートと肌との接触を防ぐことが可能な使い捨ての
おむつである。
【０００９】
　かかる使い捨てのおむつにおいて、この発明が特徴とするところは、前記股下域には、
前記後方寄りであって前記幅方向の中央部における前記芯材の外面側に、前記前後方向と
前記幅方向とに折曲したときの弾性的復元速度が前記股下域に含まれるいずれのシート材
料よりも速やかである弾性パネルが設けられていることにある。
【００１０】
　この発明の好ましい実施態様の一つにおいて、前記弾性パネルの幅が、前記股下域の最
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下部における前記芯材の幅の２０～１００％である。
【００１１】
　この発明の好ましい実施態様の他の一つにおいて、前記芯材は、前記弾性パネルと重な
り合う部分において前記芯材が特に薄くて柔軟に形成されている。
【００１２】
　この発明の好ましい実施態様の他の一つにおいて、前記芯材は、前記弾性パネルと重な
り合う部分に前記芯材をその厚さ方向において貫通する透孔を含んでいる。
【００１３】
　この発明の好ましい実施態様の他の一つにおいて、前記股下域では、前記弾性パネルよ
りも前方において糸状の弾性部材が前記芯材を前記芯材の外面側で横断している。
【００１４】
　この発明の好ましい実施態様の他の一つにおいて、前記弾性パネルが前記外面側シート
に接合している。
【００１５】
　この発明の好ましい実施態様の他の一つにおいて、前記弾性パネルが発泡ポリウレタン
、発泡ポリエチレン、発泡ポリスチレン、捲縮した熱可塑性合成繊維および中空の熱可塑
性合成繊維のいずれかによって形成されている。
【００１６】
　この発明の好ましい実施態様のさらに他の一つにおいて、前記外面側シートが不透液性
のプラスチックフィルムと前記プラスチックフィルムの内外面を被覆する不織布およびプ
ラスチックフィルムのいずれかとの積層体で形成されている。
【発明の効果】
【００１７】
　この発明に係る使い捨てのおむつは、それを着用すると、内面側シートよりもさらに内
側に設けられている隔離用シートが前後方向へ収縮して、隔離用シートの中間部分が内面
側シートから離間して着用者の股部に接触可能になる。一方、股下域に設けられた弾性パ
ネルは、着用者の両脚の間隔が狭められたときに、股下域における体液吸収性芯材が二つ
に折り重ねられたり複数のひだを形成したりすることの妨げになって隔離用シートと内面
シートとの間に大きな空間を形成するができる。また、体液吸収性芯材は、たとえ二つに
折り重ねられることがあっても、両脚の間隔が広がれば、弾性パネルの存在によって容易
に元の状態に戻り、隔離用シートと内面側シートとの間に大きな空間を再現することがで
きる。
【００１８】
　芯材が弾性パネルと重なり合う部分において特に薄く柔軟に形成されている態様および
その部分に透孔が形成されている態様のこの発明によれば、弾性パネルは、それが変形し
ても弾性的復元力を芯材によって滅殺されることが少ないので、弾性パネルと内面側シー
トとの間の空間を維持することが容易になる。
【００１９】
　おむつの股下域において、弾性パネルよりも前方で糸状の弾性部材が体液吸収性芯材を
その体液吸収性芯材の外面側で横断している態様のこの発明では、股下域の前方部分がそ
の幅方向において二つに折り重ねられることを防ぎ、またたとえ二つに折り重ねられるこ
とがあっても折り重ねられる前の状態への復元を容易にすることができる。
【００２０】
　この発明におけるその他の態様が奏する効果は、以下の説明において詳述される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　添付の図面を参照して、この発明に係る使い捨てのおむつの詳細を説明すると、以下の
とおりである。
【００２２】
　図１，２は、おむつ１の部分破断斜視図と、その斜視図のＩＩ－ＩＩ線断面図である。
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図のおむつ１は、それが着用されたときの状態にあって、前後方向と幅方向と高さ方向と
がＡ，Ｂ，Ｃで示されており、パンツ型に形成されている被覆部２と、被覆部２の内側に
形成されている体液吸収部３とを有する。被覆部２は、内側被覆シート６と、外側被覆シ
ート７と、これらシート６，７に介在する不透液性の防漏シート８によって形成されてい
て、股下域１１と、股下域１１の前方に位置する前胴周り域１２と、股下域１１の後方に
位置する後胴周り域１３とを有する。前後胴周り域１２，１３は、互いの側縁部１５，１
６が合掌状に重なり合い、図の高さ方向Ｃへ間欠的に並ぶ複数の部位１７において接合し
て胴周り開口１８を形成するとともに股下域１１と協働して一対の脚周り開口１９を形成
している。胴周り開口１８と脚周り開口１９の周縁部では、複数条の胴周り弾性部材２１
と脚周り弾性部材２２とが内側被覆シート６と外側被覆シート７との間にあって、これら
シート６，７の少なくとも一方に伸長状態で接合している。体液吸収部３は、被覆部２の
うちの少なくとも股下域１１に形成されているもので、吸液性パネル３３ａと隔離用シー
ト３３ｂとを含み、吸液性パネル３３ａは吸水材３１ａをティシューペーパ３１ｂで包む
ことによって形成された体液吸収性芯材３１と、芯材３１の表面のうちの少なくとも着用
者の肌と向かい合う表面を覆う透液性の内面シート３２とを含み、隔離用シート３３ｂは
内面シート３２よりもさらに内側に設けられている。図２において、隔離用シート３３ｂ
は前端部分３４と後端部分３６とが前後胴周り域１２，１３において内面シート３２に接
合する一方、中間部分３５が股下域１１において内面シート３２からその上方へ離間して
いる。また、図２において、芯材３１は、内面シート３２と防漏シート８との間に介在し
ていて、その防漏シート８によっておむつ１の外側から被覆された状態にあり、芯材３１
に吸収された体液はおむつ１から漏れることがない。かような芯材３１と内側被覆シート
６との間には弾性パネル４１が設けられている。
【００２３】
　図３は、図１の部位１７における前後胴周り域１２，１３の接合を外し、おむつ１を前
後方向Ａへ展開して得られるおむつ１’の平面図であって、胴周り弾性部材２１，脚周り
弾性部材２２および隔離用シート３３ｂに伸長状態で取り付けられた股下域弾性部材３７
が鎖線で示されている。おむつ１’は、幅を二等分する縦中心線Ｐ－Ｐと、前後方向Ａの
長さを二等分する横中心線Ｑ－Ｑとを有し、中心線Ｐ－Ｐに関して対称である。被覆部２
は、砂時計型に形成されており、体液吸収部３は矩形に形成されている。体液吸収部３に
おける隔離用シート３３ｂは、吸液性パネル３３ａの両側縁３ａに沿って延びる両側部分
４０と、両側部分４０どうしをつなぐ中間部分３５とを有し、これらが前胴周り域１２寄
りにＵ字形の前方開口部３８を画成し、後胴周り域１３寄りにＵ字形の後方開口部３９を
画成している。おむつ１を着用するときには、前方開口部３８に着用者の外性器が位置し
、後方開口部３９に肛門が位置し、中間部分３５が外性器と肛門との間において肌に当接
するように、おむつ１の着用状態を整える。その状態において、前方開口部３８における
Ｕ字形の底部３８ａは横中心線Ｑ－Ｑよりも前方に位置し、後方開口部３９におけるＵ字
形の底部３９ａは横中心線Ｑ－Ｑの近傍に位置していることが好ましい。伸長状態にある
股下域弾性部材３７は、股下域１１が図１，２の如く前後方向Ａにおいて湾曲すると、前
後方向Ａへ収縮し、隔離用シート３３ｂの図３における寸法を縮め、中間部分３５を内面
シート３２から離間させるように作用する（図２参照）。
【００２４】
　図４は、おむつ１’の分解組立図である。外側被覆シート７は不織布やプラスチックフ
ィルムで形成されており、その内面には、胴周り弾性部材２１と脚周り弾性部材２２とが
ホットメルト接着剤（図示せず）を介して伸長状態で取り付けられる。その内面にはまた
、不透液性のプラスチックフィルムで形成された防漏シート８が接着または溶着により接
合する。外側被覆シート７と防漏シート８との内面には、外側被覆シート７と同形同大で
不織布またはプラスチックフィルムで形成された内側被覆シート６が接着または溶着によ
り接合する。その内側被覆シート６の内面には縦中心線Ｐ－Ｐ上に弾性パネル４１がホッ
トメルト接着剤（図示せず）を介して接合する。おむつ１が乳幼児用のものである場合の
好ましい弾性パネル４１は、横中心線Ｑ－Ｑ上にある股下域１１の最下部１１ａ（図１，
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２参照）における芯材３１の幅の２０～１００％の幅と２０～８０ｍｍの長さとを有する
もので、横中心線Ｑ－Ｑの後方に取り付けることができる。弾性パネル４１はまた、横中
心線Ｑ－Ｑを前方に向かって越えて取り付けることができるものではあるが、横中心線Ｑ
－Ｑを越える寸法は３０ｍｍ以下であることが好ましい。さらに、内側被覆シート６の内
面にはホットメルト接着剤（図示せず）を介して体液吸収部３が接合する。体液吸収部３
を形成している吸液性パネル３３ａと隔離用シート３３ｂとのうちの吸液性パネル３３ａ
は、内側被覆シート６と協働して弾性パネル４１をサンドウィッチすることができるよう
に、外面（図における下面）のほぼ全体が内側被覆シート６に接合する。その吸液性パネ
ル３３ａは、弾性パネル４１に接合することも可能である。隔離用シート３３ｂは、吸液
性パネル３３ａにおける両側縁３ａの内面に接合する。
【００２５】
　図５は、体液吸収部３の分解斜視図である。体液吸収部３における吸液性パネル３３ａ
は、粉砕パルプや粉砕パルプと高吸収性ポリマー粒子との混合物等からなる吸水性材料の
集合体３１ａをティシューペーパ３１ｂで被覆することによって形成された芯材３１と、
芯材３１の内面と側面と外面の少なくとも一部分とを覆う透液性の内面シート３２を含ん
でいる。図５では、この吸液性パネル３３ａに対して、おむつ１’の縦中心線Ｐ－Ｐと横
中心線Ｑ－Ｑとが示されている。隔離用シート３３ｂは、重なり合う２枚の不織布４６，
４７の間に一対の股下域弾性部材３７を縦中心線Ｐ－Ｐに関して対称となるように介在さ
せたもので、弾性部材３７は不織布４６，４７の少なくとも一方に対して伸長状態で接合
している。隔離用シート３３ｂの幅方向Ｂにおいて、弾性部材３７どうしは、中間部分３
５で最も接近した状態にあり、前方開口部３８と後方開口部３９の縁に沿って延びて、前
端部分３４と後端部分３６とに近づくにつれて次第に大きく離間する。隔離用シート３３
ｂの両側部分４０は、縦中心線Ｐ－Ｐに向かって折り返された縁部４８を有し、その縁部
４８における前後両端部分３４，３６が吸液性パネル３３ａの内面に対して、その内面に
多数のドットで示された接合域４９において接合する。隔離用シート３３ｂはまた、折り
返されて重なり合う縁部４８どうしが前端部分３４と後端部分３６とにおいて、接着また
は溶着により接合している。隔離用シート３３ｂを形成している不織布には、透液性のも
のも、不透液性のものも使用することができるのであるが、おむつ１の着用中に体液を吸
収して湿潤状態にある吸液性パネル３３ａに隔離用シート３３ｂの中央部分３５が接触し
ても、吸液性パネル３３ａから肌に向かっての体液の流れを隔離用シート３３ｂによって
阻止できるように、その不織布として、好ましくは内面シート３２よりも透液性が低いも
のを使用する。
【００２６】
　かような隔離用シート３３ｂが使用されている図３のおむつ１’を横中心線Ｑ－Ｑに沿
って折り重ね、前後胴周り域１２，１３の側縁部１５，１６どうしを接合して図１の状態
のおむつ１にすると、隔離用シート３３ｂは、股下域弾性部材３７が収縮して、隔離用シ
ート３３ｂの中央部分３５が吸液性パネル３３ａの内面シート３２から離間して着用者の
股間部に当接可能になり、着用者の排泄する尿は前方開口部３８を通って吸液性パネル３
３ａに向かい、便は後部開口部３９を通って吸液性パネル３３ａに向かい、外性器と肛門
との間において肌を排泄物によって汚すことがない。
【００２７】
　また、被覆部２と吸液性パネル３３ａにおける芯材３１との間には弾性パネル４１が介
在しているから、着用者の両脚の幅が狭められて、吸液性パネル３３ａが幅方向Ｂに圧縮
されても、吸液性パネル３３ａはおむつ１の下方に向かって滑らかに湾曲して、前後方向
Ａへ延びるひだを作り難い。加えて、両脚によって吸液性パネル３３ａが弾性パネル４１
とともに二つに折り重ねられるほどにまで圧縮されても、両脚の幅が広くなったときには
弾性パネル４１の復元力によって吸液性パネル３３ａを再び広げることができるので、吸
液性パネル３３ａには折り癖がつき難い。それゆえ、おむつ１の着用中に吸液性パネル３
３ａと隔離用シート３３ｂの中央部分３５とは離間距離が常に大きくなる傾向にあると同
時に、吸液性パネル３３ａの内面が滑らかに広がる傾向にあって、吸液性パネル３３ａと
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隔離用シート３３ｂとの間に多くの排泄物を収容することが可能になり、排泄物中の液体
成分を速やかに吸収することも可能になる。
【００２８】
　このように作用する弾性パネル４１には、柔軟にして弾性に富む発泡ポリウレタン樹脂
や発泡ポリエチレン樹脂、発泡ポリスチレン樹脂等で形成された厚さが３～１０ｍｍの発
泡弾性シート、機械捲縮した熱可塑性合成繊維や熱捲縮した熱可塑性合成繊維等の捲縮繊
維で形成された坪量が１００～２５０ｇ／ｍ２の不織布または複数枚の不織布の積層体、
ウレタン弾性糸等の弾性糸を含む坪量が１００～２５０ｇ／ｍ２の不織布または複数枚の
不織布の積層体、中空の熱可塑性合成繊維で形成された坪量１００～２５０ｇ／ｍ２の不
織布または複数枚の不織布の積層体、またはこれら発泡弾性シートと不織布との積層体等
を使用することができる。発泡弾性シートは連続気泡を有する通気性のよいものであるこ
とが好ましく、また捲縮繊維にはシース・アンド・コア型やサイド・バイ・サイド型の複
合繊維を使用して弾性パネルの復元力を高めることが好ましい。弾性パネル４１はまた、
股下域１１においてそれよりも内側および外側に設けられるシート材料のいずれよりも前
後方向Ａおよび幅方向Ｂへ折曲した後の復元速度が速く、おむつ１が前後方向Ａや幅方向
Ｂへ折曲されたときに、それらシート材料や芯材３１の復元を促進することができるもの
でなければならない。
【００２９】
　図６，７は、発明の実施態様の一例を示す吸液性パネル３３ａの部分破断斜視図と、同
図のＶＩＩ－ＶＩＩ線切断面を示す図である。図６の吸液性パネル３３ａの芯材３１では
、縦中心線Ｐ－Ｐと横中心線Ｑ－Ｑとが交差する近傍に吸水性材料が全く存在しておらず
吸水性材料の集合体３１ａをその厚さ方向において貫通する透孔５１が形成されている。
また、この吸液性パネル３３ａには、芯材３１の外面側に設けられる弾性パネル４１が仮
想線で示されている。このような吸液性パネル３３ａを有する体液吸収部３では、弾性パ
ネル４１の弾性復元力を芯材３１によって減殺されることが少ないので、幅方向Ｂへ二つ
に折り重ねられても、弾性パネル４１の作用によって、折り重ねられる前の状態に速やか
に復帰することが図５の体液吸収部３よりも容易で、吸液性パネル３３ａと隔離用シート
３３ｂとの間に大きな空間を形成することが一層容易になる。好ましい透孔５１は、その
内側が吸液性パネル３３ａの表面を形成しているティシューペーパ３１ｂによって覆われ
ている。透孔５１はまた、内面シート３２を図示されたティシューペーパ３１ｂと同様に
くぼませておくと、便溜めとして使用することもできる。おむつ１が乳幼児用のものであ
る場合において、そのように使用するときの透孔５１は、横中心線Ｑ－Ｑよりも前方の寸
法を３０ｍｍ以下とする一方、横中心線Ｑ－Ｑよりも後方の寸法を前方の寸法よりも少な
くとも１０ｍｍ大きくかつ３０～７０ｍｍとすることが好ましい。幅方向Ｂにおける透孔
５１の寸法は、横中心線Ｑ－Ｑ上における芯材３１の寸法の３０～７０％の範囲にあるこ
とが好ましい。透孔５１の平面形状に特別の制約はなく長方形、正方形、円形、長円形に
することが可能であるが、好ましくは、後方の幅よりも前方の幅が小さくなるような例え
ば台形や三角形にして、体液吸収部３にその幅を小さくするような横方向の力が加わった
ときに、体液吸収部３が縦中心線Ｐ－Ｐを折曲線とするように折曲されて、その他の部分
に折曲線が生じないようにすることが好ましい。このような透孔５１は、図示例の他に、
その周囲よりも少量の芯材３１ａを含む薄くて柔軟な凹部に代えることもできる。透孔５
１の下側に設けられる弾性パネル４１は、透孔５１の面積を９０％以上覆うことが好まし
く、１００％覆うことがより好ましい。
【００３０】
　図８は、図４の被覆部２とは異なる態様の被覆部２を示す図である。図８の被覆部２で
は、外側被覆シート７の内面に股下域１１において幅方向Ｂへ延びる糸状の横弾性部材５
６が取り付けられている。横弾性部材５６は、脚周り弾性部材２２とは別体のもので、弾
性パネル４１よりも前方において、好ましくは弾性パネル４１から５～５０ｍｍ前方にお
いて、非伸長状態または伸長状態で芯材３１を横断するように外側被覆シート７に取り付
けられている。横弾性部材５６は、着用者の両脚の幅が狭められたときに芯材３１を滑ら
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かに湾曲させて、芯材３１に前後方向Ａへ延びる幾条ものひだが生じることを防いでいる
。その結果として、横弾性部材５６は、内面シート３２を介しての芯材３１と便との接触
面積が見掛け上において減少することを防ぐことができる。かような横弾性部材５６は、
それを伸長状態で取り付けるときには、その作用・効果を阻害することがないように伸長
率を低く抑えておくことが好ましい。
【００３１】
　図９は、図８の被覆部２とは異なる態様の被覆部２を示す図８と同様な図である。図９
の外側被覆シート７では、糸状の脚周り弾性部材２２が、前胴周り域１２寄りの前方弾性
部材２２ａと、後胴周り域１３寄りの後方弾性部分２２ｂとによって形成されている。前
方弾性部材２２ａは、前胴周り域１２に始まって横中心線Ｑ－Ｑの近傍で終わっている。
後方弾性部材２２ｂは、後胴周り域１３に始まって弾性パネル４１の前縁４１ａを越える
ところまで延びており、前縁４１ａの前方において体液吸収部３を横切るように延びる横
断部２２ｃを有している。横断部２２ｃは、図８の横弾性部材５６と同様に非伸長状態ま
たは伸長状態にあって、芯材３１に前後方向Ａへ延びるひだが生じることを防いでいる。
【００３２】
　図１０は、この発明において使用される体液吸収部３の一例を示す図６と同様な図であ
る。図１０の体液吸収部３では、隔離用シート３３ｂにおける側部４０の内面側に防漏堤
５８が形成されている。防漏堤５８は、不織布、より好ましくは不透液性の不織布をＺ字
型および逆Ｚ字型に折り重ねることによって形成されている。
【００３３】
　図１１，１２は、図１０のＸＩ－ＸＩ線切断面と、ＸＩＩ－ＸＩＩ線切断面とを示す図
である。防漏堤５８では、Ｚ字型および逆Ｚ字型における底辺５９ａが吸液性パネル３３
ａの外面にホットメルト接着剤６１を介して接合している。また、中間辺５９ｂと頂辺５
９ｃとが吸液性パネル３３ａまたは隔離用シート３３ｂの前後両端部における内面にホッ
トメルト接着剤６２を介して接合している。中間辺５９ｂと頂辺５９ｃとはまた、横中心
線Ｑ－Ｑの近傍において互いに接合することなく折り重ねられたままの状態にある（図１
２参照）。中間辺５９ｂと頂辺５９ｃとに対しては、弾性部材６３が伸長状態で取り付け
られている（図１０参照）。この防漏堤５８を有する体液吸収部３が使用されたおむつ１
が図１の如き着用状態になると、弾性部材６３が前後方向Ａにおいて収縮し、中間辺５９
ｂと頂辺５９ｃとが図１２の仮想線の如くに起立して、体液吸収部３からの体液の横漏れ
を防ぐことができる。このような体液吸収部３は図９に例示の被覆部２と組み合わせて使
用すると、被覆部２の股下域１１における前方弾性部材２２ａと後方弾性部材２２ｂとの
間に生じた不連続域６６からの体液の漏れを防ぐのに効果的である。
【００３４】
　図１３は、この発明の実施態様の一例を示す図７と同様な図である。図１３における吸
液性パネル３３ａでは、吸水性材料の集合体３１ａの外面側とティシューペーパ３１ｂと
の間に弾性パネル４１が設けられている。この態様の弾性パネル４１もまた、芯材３１の
外面側に設けられているものである。この発明において、芯材３１の外面側に弾性パネル
４１が設けられるというときの弾性パネル４１には、芯材３１と接触している図示例のも
のの他に、被覆部２における内側被覆シート６と防漏シート８との間に設けられる弾性パ
ネル４１、防漏シート８と外側被覆シート７との間に設けられる弾性パネル４１、外側被
覆シート７の外面に設けられる弾性パネル４１が含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
　この発明によれば、隔離用シートの下方に大きな空間を形成することが容易な使い捨て
おむつの生産が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】使い捨ておむつの部分破断斜視図。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線断面図。
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【図３】図１のおむつの展開図。
【図４】図３のおむつの分解組み立て図。
【図５】体液吸収部の分解図。
【図６】吸液性パネルの一例を示す図。
【図７】図６のＶＩＩ－ＶＩＩ線切断面を示す図。
【図８】被覆部の一例を示す図。
【図９】被覆部の他の一例を示す図。
【図１０】隔離用シートの一例を示す図。
【図１１】図１０のＸＩ－ＸＩ線切断面を示す図。
【図１２】図１０のＸＩＩ－ＸＩＩ線切断面を示す図。
【図１３】実施態様の一例を示す図７と同様な図。
【符号の説明】
【００３７】
　１　　使い捨てのおむつ
　８　　外面側シート（防漏シート）
　１１　　股下域
　１１ａ　　最下部
　１２　　前胴周り域
　１３　　後胴周り域
　３１　　芯材
　３２　　内面側シート（内面シート）
　３３ｂ　　隔離用シート
　３５　　中央部分
　３８　　前方開口部
　３９　　後方開口部
　４１　　弾性パネル
　５６　　弾性部材
　Ａ　　前後方向
　Ｂ　　幅方向
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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