
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
吸収体を液不透過性バックシートと、必要部に開孔を形成した疎水性表面シートで挟

、これらが腰部、腹部に相当する末端部と股部に相当する側端部を構
成するオムツにおいて、不織布からなる疎水性表面シートが一端に山部、谷部を形成する
ように湾曲した線にカットされた２枚のシートを向い合せ、末端部に山部同士の一部を重
ね合せてポケット部を形成し、又、谷部同士はそれぞれの谷底部を所定幅に折返して該折
返し部にて弾性体を挟持して向き合せて開孔部を形成し

てなることを特徴とするポケッ
ト構造をもつオムツ。
【請求項２】
不織布からなる疎水性表面シートを形成するための連続シートを、その中央部において、
一定の周期をもって山部、谷部が交互に形成されるように縦方向に連続的に切断し、その
際谷部の谷底部の両端を所定長さ切り込んで谷底部を折返し該折返し部にて弾性体を挟持
し、その各切断片同士の周期をずらすことによって、山部と谷部とを対称となし、相互の
山部同士を一部重ねた形で液不透過性バックシートと共に吸収体を挟

、腰部、腹部に相当する末端部と股部に相当する側端部で結合し、疎水性の表面シ
ートでポケット部を、又、谷部で開孔部を形成させ、

これを腰部、腹部に相当する部位
で切断することを特徴とするポケット構造を持つオムツの製造法。
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んで
その周縁部で接合し

、疎水性表面シートの山部同士の
重なり部を、前記山部の外方端末近傍位置において止着し

んで、その周縁部で
接合し

疎水性表面シートの山部同士の重な
り部を、前記山部の外方端末近傍位置において止着し、



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、子供用あるいは大人用の使い捨てオムツの改良に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
使い捨てオムツの新規開発の焦点として、特に改良提案がなされているのは、股部からの
尿、便、特に便の防漏機能の改良と、腹部、腰部に相当する端部の尿便、特に尿の防漏機
能の改良である。
【０００３】
股部からの改良方法としては、インナーギャザー、アウターギャザーという二重構造のギ
ャザーを設け、それに応じて、表面シートも二つの大きな機能に分割され、図６に示すよ
うに中央部に液透過性の表面シート１１を、ギャザーを含めた側部には疎水性の表面シー
ト１２を配することが行われている。
【０００４】
一方、腹部、腰部の末端部の防漏機能の改良としては、末端部にウエストギャザーと併用
して、フィルム、不織布等で図７に示すようにキャップ状に防漏素材１３，１４を配する
ことが行われている。これらはプロセス的にも複雑になり、解決方法としては不完全であ
る。
【０００５】
そこで新しい提案として、側端部の防漏性と端末部の防漏性を同時的に解決しようとする
試みがなされ、特開昭６１－４１３０４号公報、特開平３－２０５７号公報に記載されて
いる。
【０００６】
この考え方の骨子は、図８で例示したように、疎水性表面シート１６の中央部１５をくり
ぬくことにより、側面部と両末端部を連結させ、サイドのバリアー機能と端末部のキャッ
プ構造によるバリア機能とを併せもたせる考え方にある。
【０００７】
これらの提案には、一般的にポケット構造を持つオムツという表現がなされている。
【０００８】
このポケット構造をもつオムツをさらに具体的に示した図が図９～１１である。すなわち
、中央部１５をくり抜いた疎水性表面シート１６と液不透過性バックシート１７との間に
透過性表面シート１８を介在させて、吸収体１９を保持したものであり、２０で示した空
間がいわゆるポケット部である。
【０００９】
上述したようなポケット構造を持ったおむつの機能を充分に発揮するためには、数々の解
決すべき問題点が残されている。
【００１０】
その第一は機能上の問題である。即ちポケット構造を形成するためには吸収体１９部とく
り抜かれた疎水性表面シートとは分離されてポケット状空間２０を形成しているため、被
着者への装着状態に至った時、被着者の動きや体重の影響を直接くり抜かれた疎水性表面
シートが受けることになり、その疎水性表面シートは大きな変形をうけることになる。し
かし従来の素材である不織布ではＭＤ方向に対しＴＤ方向の強度がおちるためこの動きに
対応できなく、応々にして切断が起こりさけ目が発生するか、くり抜かれた中央部１５の
位置が左右、前後にずれることになる。ずれが大きくなると排出物が孔の部分をはずれる
ことになり、大きなトラブルをもたらすことになる。このような問題点の解決をするため
には▲１▼素材の寸法安定性と強度を向上した素材を用いればよいが、これによってコス
トは大幅にアップする。▲２▼孔の位置の安定化のためには孔を必要より大きめに設定す
る。あるいは素材に伸長性を持たせて、被着者の状況にあわせて、自由度をもった状況を
保つなどの考えがあるが孔を大きめに設定すればポケット構造の特長を相殺することにな
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る。疎水性表面シートとしてエラスチック素材を用いればコストがまた大幅に上昇するこ
とになる。
【００１１】
第二はプロセス上の問題である。ポケット構造を形成するためには疎水性表面シートを被
着者のサイズに応じて大きく変えて、開孔部１５を切り抜く必要がある。その際切り抜き
が不完全であると不織布がのこり商品として使用できない。したがってプロセスの精密さ
が要求されると同時に、裁断設備の投資と相まって非常に高価なプロセスとなる。しかも
切り抜かれた部分は再使用不可能であるのですべてロスとなり、原材料の使用量を増大さ
せることになる。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
本発明では疎水性表面シートのロス部分をなくし、しかも開孔部の大きさを大きくし、又
、開口部の周囲に弾性体を配して開口部周縁の補強と防漏効果を改善しようとするもので
ある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
吸収体を液不透過性バックシートと、必要部に開孔を形成した疎水性表面シートで挟

、これらが腰部、腹部に相当する末端部と股部に相当する側端部を構
成するオムツにおいて、不織布からなる疎水性表面シートが一端に山部、谷部を形成する
ように湾曲した線にカットされた２枚のシートを向い合せ、末端部に山部同士の一部を重
ね合せてポケット部を形成し、又、谷部同士はそれぞれの谷底部を所定幅に折返して該折
返し部にて弾性体を挟持して向き合せて開孔部を形成し

てなることを特徴とするポケッ
ト構造をもつオムツ
【００１４】
本発明のオムツの上記構成要素について説明する。
【００１５】
バックシートとはオムツの最外層部に位置し、オムツに吸収された液状排出物の漏れを防
ぐためにポリエチレンやポリエチレンと不織布との複合体のような防漏水性素材が用いら
れる。
【００１６】
吸収体とはオムツにおいて排出物を移動させ、著積するタンクに相当する部分であり、一
般には液の透過性の不織布表面層と、ティッシュペーパーなどの拡散機能シート及び木材
パルプと高分子吸収体からなる吸収材から構成されている。この吸収体として場合によっ
ては表面層をはぶく場合もある。
【００１７】
疎水性表面シートは吸収体の上方、被着者の肌に直接接触する部分であり、備えられた開
孔部から排出された体液は移動捕捉され、従って局部以外の体の大部分の部位がこの疎水
性表面シートと接触するため、１つには肌に対し低刺激性のソフトな風合の不織布が選ば
れると同時に第２には吸収体からの排出液の逆戻りを防ぐために、ＰＰ，ＰＥＴ，ＰＥな
どの疎水性繊維からなる不織布を用いることが望ましい。
【００１８】
更に望ましくは不織布にＰＥフィルム、ＰＰフィルムなどのフィルムを重ね合わせた完全
に液不透過性のシートを用いることがよい。
【００１９】
本発明では、疎水性表面シートを一枚のシートを切り抜いて開孔部を形成するのではなく
、山部と谷部を有する２枚のシートを組合せて山部を一部重ね合せることによって開孔部
を形成し、山部の重なり部分は全面接合せずに 部接合して相互にスライドできる状態
を保つことにより、被着者の動きに応じて該重なり部分が自由に動き、表面シートの物性
がそれほど強度がなくても破損することもないし、又、開孔部の位置が大きくずれること
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もない。その上、本発明では、開孔部を形成している各シートの谷部の谷底部に相当する
部分を所定幅に折返して該折返し部において弾性体を挟持していることによって、弾性体
の収縮によってギャザー部分が立上がった構造を持ち、側面に対する障壁を形成すること
によって防漏性がいちじるしく高められると同時に、その部分を補強する効果をも有する
。弾性体は折返し部から、股部、腰部の末端まで延在させてもよい。
【００２０】
この本発明の製造法上の特徴は疎水性表面シートの切断利用の方法と弾性体の取付方法に
あるので、主としてこの２点について説明する。１枚の表面シート素材をその中央部にお
いてＳ字状に連続的に切断して、山部と谷部とを交互にもった２枚のシートを切り出し、
その際、谷部の谷底部に相当する部分は余分に切り込みを入れ、その切り込み部分上、あ
るいはその内（外）側に位置する部分に弾性体を設置する。その後切り込み部分を弾性体
を挾持するように折り返すと同時にその部分を補強する。かかる２枚のシートの１枚を半
周期ずらせることによって、お互いに対称的な山部と谷部とを持った２枚のシートを山部
同士の一部を重ね合せ、場合によっては山部相互の移動を全面的に阻害しない部分で両者
を止着し、又、谷部同士を対向させることによって弾性体を側面に備えた開孔部を得る。
これを疎水性バックシートの上に一定間隔をおいて配置した吸収体の上に重ねて結合し、
所望の腰部、原部の幅を取って順次切断して、オムツを連続的に製造する。なお、前記谷
底部の折返しはそのまま機械的に折返すこともできるが、折返し部に糸紐状物あるいはテ
ープ状物を長手方向に貼着し、これを裏返すことによって折返し部を形成するとよい。糸
紐状物としては弾性体をそのまま利用してもよい。
【００２１】
【実施例】
以下実施例を図面に基づいて説明する。
【００２２】
図１は本発明オムツの一例の平面図で、吸収体やバックシートとの関係はほぼ図９～１１
の場合と同様である。
【００２３】
図１中、１，１’は左右の疎水性表面シートであり、両者は対向端に２つの山部２，２’
と、山部２と２および２’と２’との間の谷部３並びに３’とを有し、山部２，２’同士
は一部重なり合っており、又、谷部３，３’によって開孔部４を形成している。そして、
谷部３，３’の谷底部に相当する部位は折返し部５，５’としてあり、かつ、該折返し部
５，５’によって弾性体６，６’を挾持してある。
【００２４】
図２は他の実施例を示すもので、図１と同一符号は同一名称部分を示すが、図１と相違す
る部分は弾性体６，６’が腰部と腹部の端部まで取付けてある点である。このようにする
ことによって開孔部の補強並びに防漏効果がより一層向上する。又、山部２，２’の重な
り部に被着者の動きに応じる両者の移動を全面的には阻害することのない

において止着Ｐすると、開孔部４が何等かの原因で開き過ぎるようなことがなくなる。
【００２５】
つぎに製法上の実施例について述べる。この場合も吸収体やバックシートの関係は従来と
ほぼ同じであるので、疎水性表面シートについて述べる。
【００２６】
図３（イ）において疎水性表面シート１用材料の中央部において山部２、谷部３が交互に
表われるように切断線７に示すようにカットする。この際、それぞれの山部２、谷部３（
一方の切断片のみの場合でこれを他方の切断片からみれば、山部と谷部とは逆になる）の
屈折点において、切断線７を点線で示すように少し延長して切断する。そして図３（ロ）
に示すように、点線で示した切込部分の先端に弾性体６，６’…を固定する。ついで図（
ハ）に示すように上記点線の切込部分を表面側に折返して、弾性体６，６’…を挾着する
とともに折返し部５として表面側に貼着する。図３（ハ）中一点鎖線によるハッチング部
分は１個のオムツの疎水性表面シートの構成単位を示すが、これを図３（ニ）に示すよう
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に上下に位相をずらすことによって対向させ、閉孔部４を形成するように配置する。これ
をバックシート、吸収体の上にかぶせて周縁において結合するとともに切断線８，８’に
おいて切断してオムツとする。
【００２７】
図４は他の実施例で、弾性体６，６’を連続した紐状のものとし、これを疎水性表面シー
ト１材料の両端部近くに予め貼着しておき、これを部分的に切返し部によって折返し固定
する。この実施例の場合はオムツの腰部、股部、腹部にかけて弾性体６，６’を設けるこ
ととなり、表面シートの防漏効果を一層高める。
【００２８】
図５はさらに他の実施例で、図３（ロ）の工程中あるいは前後において、折返し片に糸紐
状物９，９’を点着し、この糸紐状物９，９’を反転することによって、それに付着して
いる折返し片を折返し、弾性体６，６’…をそれぞれ固定する。図４の場合には弾性体６
，６’を上記糸紐状物９，９’の代りとして用いてもよい。
【００２９】
なお、上記実施例においては、切断線、切込線の形態等は適宜変形することができる。
【００３０】
【発明の効果】
本発明によれば疎水性表面シートの材料のムダをなくしてオムツを構成することができる
とともに、開孔部の周縁に弾性体を配することによって、該周縁部を補強するとともに、
防漏効果を増大して確保した排泄物の洩れを防止する。そして本発明の製造法によれば、
かかるオムツを容易にかつ高速に製造することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明オムツの実施例の平面図である。
【図２】本発明オムツの他の実施例の平面図である。
【図３】本発明製法の説明図である。
【図４】本発明製法の他の例の説明図である。
【図５】本発明製法のさらに他の例の説明図である。
【図６】従来のオムツの構成の説明図である。
【図７】従来のオムツの構成の説明図である。
【図８】従来のオムツの構成の説明図である。
【図９】従来のオムツの一例の平面図である。
【図１０】図９のＩ－Ｉ拡大断面図である。
【図１１】図９のＩＩ－ＩＩ拡大断面図である。
【符号の説明】
１，１’　疎水性表面シート
２，２’　山部
３，３’　谷部
４　開孔部
５，５’　折返し部
６，６’　弾性体
７　切断線
８，８’　切断線
９，９’　糸紐状物
１１　液透過性表面シート
１２　液不透過性表面シート
１３，１４　防漏素材
１５　中央部
１６　疎水性表面シート
１７　液不透過性バックシート
１８　透過性表面シート
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１９　吸収体
２０　ポケット部

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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