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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向とそれに交差する横方向と、肌対向面及び非肌対向面とを有し、前ウエスト域と
、後ウエスト域と、クロッチ域から前記前後ウエスト域へ延び、吸収性コアを有する吸液
構造体とを含む使い捨て着用物品において、
　前記前ウエスト域は、前記縦方向において、内端縁に沿って前記横方向へ延びる内端域
と、外端縁に沿って前記横方向へ延びる外端域と、前記内外端域間に位置する中間域とに
区分されており、
　前記外端域と前記中間域とには、前記前ウエスト域の両側縁間において前記横方向へ延
びる複数条のウエスト弾性体が配置されており、
　前記内端域には、前記吸液構造体の前記肌対向面側に位置して前記前ウエスト域の前記
両側縁間において前記横方向へ延びる伸縮性シートが配置されており、
　前記伸縮性シートは、前記前後ウエスト域のうちの前記前ウエスト域にのみ配置されて
おり、かつ、前記前ウエスト域において前記外端域には配置されておらず、
　前記ウエスト弾性体の一部と前記伸縮性シートとは、前記吸収性コアを横断しているこ
とを特徴とする前記着用物品。
【請求項２】
　前記伸縮性シートは、前記吸液構造体の両側縁の前記横方向の外側に位置するサイド固
定域と、前記サイド固定域間に位置する非固定域とを有し、前記非固定域は前記吸液構造
体と平面視において重なる請求項１に記載の着用物品。



(2) JP 6534874 B2 2019.6.26

10

20

30

40

50

【請求項３】
　前記サイド固定域間に位置し、かつ、前記非固定域の前記縦方向の外側に位置して前記
伸縮性シートの外端縁に沿って延びる中央固定域をさらに有する請求項２に記載の着用物
品。
【請求項４】
　前記伸縮性シートの前記非肌対向面側に位置するウエストシートをさらに有し、前記ウ
エストシートは、前記吸液構造体を横断する非固定部を有し、前記伸縮性シートの前記中
央固定域は、前記非固定部に固定される請求項３に記載の着用物品。
【請求項５】
　前記吸液構造体の前記横方向の外側において前記縦方向へ延びる一対のバリアカフをさ
らに有し、前記伸縮性シートの前記サイド固定域は、前記バリアカフの自由部に固定され
る請求項２又は３に記載の着用物品。
【請求項６】
　前記伸縮性シートの前記縦方向の寸法は、少なくとも１５ｍｍである請求項１～５のい
ずれかに記載の着用物品。
【請求項７】
　前記伸縮性シートの外端縁は、前記吸液構造体の前端縁よりも前記縦方向の内側に位置
し、
　前記前ウエスト域には、前記吸液構造体の中央部を横断して前記横方向へ延びる弾性体
が配置されており、前記弾性体が前記伸縮性シートの前記非肌対向面側に位置する請求項
１～６のいずれかに記載の着用物品。
【請求項８】
　前記伸縮性シートの外端縁は、前記吸液構造体の前端縁よりも前記縦方向の外側に位置
し、
　前記ウエスト弾性体が平面視において前記伸縮性シートと重なっていない請求項１～６
のいずれかに記載の着用物品。
【請求項９】
　前記内端域の前記横方向における所定幅の伸長応力は、前記外端域及び前記中間域の前
記横方向における所定幅の伸長応力よりも低い請求項１～８のいずれかに記載の着用物品
。
【請求項１０】
　前記外端域の前記横方向における所定幅の伸長応力は、前記中間域の前記横方向におけ
る所定幅の伸長応力よりも高い請求項９に記載の着用物品。
【請求項１１】
　前記内端域の前記横方向の伸長応力は、０．４～０．７Ｎ／３５ｍｍである請求項９又
は１０に記載の着用物品。
【請求項１２】
　前記吸液構造体の前端部には、前記縦方向へ延びる変形誘導部が設けられており、前記
変形誘導部は、前記伸縮性シートよりも前記縦方向の外側に位置する請求項１～１１のい
ずれかに記載の着用物品。
【請求項１３】
　前記伸縮性シートの前記中央固定域と前記ウエストシートの前記非固定部とを互いに固
定する接合域と、前記ウエスト弾性体のうちの最内側に位置する弾性体とが、平面視にお
いて重なり合って位置している請求項４に記載の着用物品。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、おむつ等の使い捨て着用物品に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、前ウエスト域と、後ウエスト域と、前後ウエスト域間に位置するクロ
ッチ域と、クロッチ域から前後ウエスト域へ延びる吸液構造体とを含む使い捨て着用物品
が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２４８１２７号公報（Ｐ２００２－２４８１２７Ａ）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示された使い捨て着用物品では、前ウエスト域全体において、横方向へ
延びる複数条のストリング状又はストランド状の前ウエスト弾性体が伸長状態で収縮可能
に取り付けられている。このように、前ウエスト域が横方向へ伸縮することから、その伸
長応力による肌接触圧が生じて、前ウエスト域が着用者の身体にフィットしうる。
【０００５】
　しかし、例えば、着用者が低月齢児の場合には、フィット性を高めるために下腹部が過
度に締め付けられると不快に感じる傾向があり、下腹部と対向する前ウエスト域の内端部
に位置する複数条の前ウエスト弾性体の伸長応力が比較的に高い場合には、着用者に不快
感を与えるおそれがある。特に、低月齢児の場合には、比較的に肌が弱く、赤みのある圧
迫痕が残ったりするおそれがある。また、低月齢児は、仰臥状態において、臀部を浮かせ
て両脚を上げながら脚先を掴んで足指を口に咥えるように近づけるという、低月齢児特有
の姿勢になることがあり、かかる特異な姿勢において、前ウエスト域の内端部に複数条の
前ウエスト弾性体が配置されている場合には、内端部に前ウエスト弾性体が寄せ集まって
その伸長応力が集中し、比較的に高い締め付け力が生じて、肌が赤くなったり、締め付け
跡（ゴム）が付いたりするおそれがある。一方、かかる事態を避けるために、前ウエスト
域に前ウエスト弾性体を配置しなかったり、前ウエスト弾性体の伸長応力を全体的に低く
した場合には、フィット性が低下して、着用中に着用物品がずり下がったりするおそれが
ある。
【０００６】
　本発明は、従来の使い捨ての着用物品の改良であって、前ウエスト域が適度な保持力を
有するとともに、着用者の下腹部を締め付けることのない使い捨て着用物品の提供を課題
にしている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するために、本発明は、縦方向とそれに交差する横方向と、肌対向面及
び非肌対向面とを有し、前ウエスト域と、後ウエスト域と、クロッチ域から前記前後ウエ
スト域へ延び、吸収性コアを有する吸液構造体とを含む使い捨て着用物品に関する。
【０００８】
　本発明に係る使い捨て着用物品は、前記前ウエスト域は、前記縦方向において、内端縁
に沿って前記横方向へ延びる内端域と、外端縁に沿って前記横方向へ延びる外端域と、前
記内外端域間に位置する中間域とに区分されており、前記外端域と前記中間域とには、前
記前ウエスト域の両側縁間において前記横方向へ延びる複数条のウエスト弾性体が配置さ
れており、前記内端域には、前記吸液構造体の前記肌対向面側に位置して前記前ウエスト
域の前記両側縁間において前記横方向へ延びる伸縮性シートが配置されており、前記伸縮
性シートは、前記前後ウエスト域のうちの前記前ウエスト域にのみ配置されており、かつ
、前記前ウエスト域において前記外端域には配置されておらず、前記ウエスト弾性体の一
部と前記伸縮性シートとは、前記吸収性コアを横断していることを特徴とする。
【０００９】
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　前記伸縮性シートは、前記吸液構造体の両側縁の前記横方向の外側に位置するサイド固
定域と、前記サイド固定域間に位置する非固定域とを有し、前記非固定域は前記吸液構造
体と平面視において重なる。かかる着用物品では、比較的に剛性の高い体液吸液構造体の
存在域であっても、凸曲した下腹部に肌側弾性シートの伸縮部分を当接させることによっ
て、適度な保持力とフィット感とを実現することができる。
【００１０】
　前記サイド固定域間に位置し、かつ、前記非固定域の前記縦方向の外側に位置して前記
伸縮性シートの外端縁に沿って延びる中央固定域をさらに有する。かかる着用物品では、
弾性肌側シートの非固定域と吸収パネルとの間に、排泄物を吸収、保持することが可能な
ポケットが形成される。
【００１１】
　前記伸縮性シートの前記非肌対向面側に位置するウエストシートをさらに有し、前記ウ
エストシートは、前記吸液構造体を横断する非固定部を有し、前記伸縮性シートの前記中
央固定域は、前記非固定部に固定される。かかる着用物品では、着用状態において、ウエ
ストシートの非固定部に固定された中央固定域を基点として伸縮性シートが身体へ向かっ
て起立するように延びるので、伸縮性シートの身体に対する保持力が高まるとともに、吸
液構造体との間に位置するポケットが比較的に大きく形成されて、排泄物を収容すること
ができる。
【００１２】
　前記吸液構造体の前記横方向の外側において前記縦方向へ延びる一対のバリアカフをさ
らに有し、前記伸縮性シートの前記サイド固定域は、前記バリアカフの自由部に固定され
る。かかる着用物品では、ポケットの開口が大きく形成され、肌側弾性シートの非固定域
が着用者の身体に密接させることができる。
【００１３】
　前記伸縮性シートの前記縦方向の寸法は、少なくとも１５ｍｍである。かかる着用物品
では、着用者が仰臥状態において臀部を浮かせて足指を口に咥えるような特異な姿勢にな
ったときに、下腹部近傍にたくり寄せられる領域全体に肌側弾性シートを配置することが
でき、伸長応力の集中による圧迫感を低減することができる。
【００１４】
　前記伸縮性シートの外端縁は、前記吸液構造体の前端縁よりも前記縦方向の内側に位置
し、前記前ウエスト域には、前記吸液構造体の中央部を横断して前記横方向へ延びる弾性
体が配置されており、前記弾性体が前記伸縮性シートの前記非肌対向面側に位置する。か
かる着用物品では、肌側弾性シートと弾性体とが協働して、前ウエスト域の内端域の変形
を抑制することができる。
【００１５】
　前記伸縮性シートの外端縁は、前記吸液構造体の前端縁よりも前記縦方向の外側に位置
し、前記ウエスト弾性体が平面視において前記伸縮性シートと重なっていない。かかる着
用物品では、吸液構造体２２の前端縁近傍に発生する段差による着用者の違和感を軽減す
ることができる。
【００１６】
　前記前ウエスト域の縦方向の寸法を３等分して形成された、前記ウエスト開口側に位置
する外端域と、前記内端域と前記外端域との間に位置する中間域とをさらに有し、前記内
端域の前記横方向における所定幅の伸長応力は、前記外端域及び前記中間域の前記横方向
における所定幅の伸長応力よりも低い。かかる着用物品においては、内端域の伸長応力を
比較的に低く設定することで、おむつを着用した低月齢児が、仰臥した状態で両足を上げ
る等の特異な姿勢になったときでも、下腹部に過度の圧力が掛かって圧迫感を与えるおそ
れがないとともに、伸縮性シートが下腹部に面状に当接されるので、適度なフィット感を
与えることができる。
【００１７】
　前記外端域の前記横方向における所定幅の伸長応力は、前記中間域の前記横方向におけ



(5) JP 6534874 B2 2019.6.26

10

20

30

40

50

る所定幅の伸長応力よりも高い。かかる着用物品では、前ウエスト域をウエスト開口側に
おいて安定的に身体にフィットさせることができる。
【００１８】
　前記内端域の前記横方向の伸長応力は、０．４～０．７Ｎ／３５ｍｍである。かかる着
用物品では、肌側弾性シートが着用者の下腹部を包込むように優しくフィットして、下腹
部を強く圧迫することはない。
【００１９】
　前記吸液構造体の前端部には、前記縦方向へ延びる変形誘導部が設けられており、前記
変形誘導部は、前記伸縮性シートよりも前記縦方向の外側に位置する。かかる着用物品で
は、比較的に剛性の高い吸液構造体自体も身体に沿わせるように変形し易くなるので、伸
縮性シート自体の伸縮性の自由度が高まり、適度なフィット性をより実現しやすくなる。
　前記伸縮性シートの前記中央固定域と前記ウエストシートの前記非固定部とを互いに固
定する接合域と、前記ウエスト弾性体のうちの最内側に位置する弾性体とが、平面視にお
いて重なり合って位置している。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の１つ以上の実施の形態に係る使い捨て着用物品によれば、前ウエスト域のうち
の内端域に沿って、肌対向面側において、吸液構造体を横断するように前ウエスト域の両
側縁間において横方向へ延びる肌側弾性シートが配置されていることから、肌側弾性シー
トが着用者の腹部のうちで動きの少ない下腹部にそれを包み込むようにフィットされて、
着用中におむつの位置ずれを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
　図面は、本発明に係る使い捨て着用物品の特定の実施の形態を示し、発明の不可欠な構
成ばかりでなく、選択的及び好ましい実施の形態を含む。
【図１】本発明に係る使い捨て着用物品の一例における、第１実施形態における使い捨て
おむつの正面斜視図。
【図２】各弾性体の最大伸長時（弾性材料の収縮作用によるギャザーがなくなる程度）ま
で縦方向及び幅方向に伸展したおむつの一部破断展開平面図。
【図３】おむつの一部破断分解斜視図。
【図４】前ウエスト域の拡大図。
【図５】図４のＶ－Ｖ線に沿う断面図。
【図６】おむつを着用した低月齢児の仰臥した様子を示す図。
【図７】（ａ）着用状態における吸液構造体の前端部の様子を示す図。（ｂ）着用状態に
おける、図２において示すＶＩＩ（ｂ）－ＶＩＩ（ｂ）線に沿う断面図。
【図８】第２実施形態に係るおむつの図４と同様の平面図。
【図９】図８に示すＩＸ－ＩＸ線に沿う断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　下記の実施の形態は、図１～図９に示す使い捨て着用物品に関し、発明の不可欠な構成
ばかりではなく、選択的及び好ましい構成を含む。なお、図２、図４、図７（ａ），（ｂ
）及び図８において、説明の便宜上、吸液構造体２２の外形輪郭を太線で示している。
【００２３】
　図１～図４を参照すると、本発明の使い捨てのパンツ型着用物品の一例として示す使い
捨ておむつ１０は、肌対向面及びそれに対向する非肌対向面と、ウエスト周り方向へ延び
る環状の弾性ウエストパネル１１と、弾性ウエストパネル１１と接合される吸収パネル２
０と、前ウエスト域（第１又は第２ウエスト域）１３と、後ウエスト域（第１又は第２ウ
エスト域）１４と、前後ウエスト域１３，１４間に位置するクロッチ域１５とを含む。お
むつ１０は、その横方向Ｘの寸法を２等分する縦中心線Ｐに関して対称に形成されており
、弾性ウエストパネル１１は、前ウエスト域１３を形成する前ウエストパネル３０と、後
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ウエスト域１４を形成する後ウエストパネル４０とから構成される。
【００２４】
　前後ウエストパネル３０，４０は、それぞれ、横方向Ｘへ延びる内端縁３０ａ，４０ａ
と、縦方向Ｙにおいて内端縁３０ａ，４０ａと離間対向して横方向Ｘへ延びる外端縁３０
ｂ，４０ｂと、内外端縁３０ａ，３０ｂ，４０ａ，４０ｂ間において縦方向Ｙへ延びる両
側縁３０ｃ，３０ｄ，４０ｃ，４０ｄとによって画定された横長矩形状を有する。前後ウ
エストパネル３０，４０の内外端縁３０ａ，３０ｂ，４０ａ，４０ｂと両側縁３０ｃ，３
０ｄ，４０ｃ，４０ｄは、それぞれ、前後ウエスト域１３，１４の内外端縁と両側縁とに
対応する。
【００２５】
　前ウエストパネル３０の両側縁部（前ウエスト域１３の両側縁部）のそれぞれと後ウエ
ストパネル４０の両側縁部（後ウエスト域１４の両側縁部）とは、互いに重ね合わされて
、縦方向Ｙへ間欠的に位置するサイドシーム部１６によって連結され、ウエスト開口１８
及び一対のレッグ開口１９とが画成される。サイドシーム部１６は、公知の接合手段、例
えば、熱エンボス加工、ソニック加工等の各種の熱溶着手段によってなされる。
【００２６】
＜前ウエストパネル＞
　図２及び図３を参照すると、前ウエストパネル３０は、肌対向面側に位置する内面シー
ト３１と、非肌対向面側に位置する外面シート３２とを有する。外面シート３２は、内面
シート３１と互いに固定される主体部３４と、吸収パネル２０の前端部２０Ａから縦方向
の外側に位置する折曲部３５とを有する。折曲部３５は、横方向Ｘ延びる折曲ライン３５
ａに沿って縦方向Ｙの内側に折曲されて吸収パネル２０の前端部２０Ａの内面に固定され
る。内面シート３１と外面シート３２の主体部３４との間には、複数条のストランド状又
はストリング状の前ウエスト弾性体３６が、横方向Ｘに伸長状態で収縮可能に固定される
。
【００２７】
　前ウエスト弾性体３６は、外端縁３０ｂに沿って横方向Ｘへ延び、かつ、吸収パネル２
０の前端縁の縦方向Ｙの外側に位置する複数条の上方前ウエスト弾性体３６Ａと、吸収パ
ネル２０及びその内部に位置する吸液構造体２２を横断して横方向Ｘへ延びる複数条の下
方前ウエスト弾性体３６Ｂとを有する。前ウエストパネル３６の外面には、これらの弾性
体３６Ａ，３６Ｂの収縮によって、複数のギャザーが形成されている。前ウエスト域１３
において、下方前ウエスト弾性体３６Ｂのうちの最もクロッチ域１５側に位置する最下前
ウエスト弾性体３９は、内端縁３０ａから離間している。
【００２８】
　前ウエスト域１３のクロッチ域１５側の肌対向面において、両側縁３０ｃ，３０ｄ間に
おいて横方向Ｘへ延びる肌側弾性シート５０が配置されている。前ウエスト域１３は、ウ
エスト開口縁の一部を画成する外端縁（前ウエストパネルの外端縁）３０ｂと、レッグ開
口縁の一部を画成する内端縁（前ウエストパネルの内端縁）３０ａと、内外端縁３０ａ，
３０ｂ間において縦方向Ｙへ延びる両側縁（前ウエストパネルの内側縁）３０ｃ，３０ｄ
とを有する。また、前ウエスト域１３は、説明の便宜上、縦方向Ｙにおいて、内端縁３０
ａに沿って横方向Ｘへ延びる内端域１３Ａと、外端縁３０ｂに沿って横方向Ｘへ延びる外
端域１３Ｂと、内端域１３Ａと外端域１３Ｂとの間において横方向Ｘへ延びる中間域１３
Ｃとに区分されている。前ウエスト域１３は、縦方向Ｙにおいて、これらの区域に３つに
等しく区分されていてもよいが、それらの区域の縦方向Ｙの寸法が異なるように区分され
ていてもよい。
【００２９】
　具体的には、前ウエスト域１３の側縁３０ｃの縦方向の寸法Ｌ１が、約８０～１２０ｍ
ｍである場合において、内端域１３Ａ，中間域１３Ｃ及び外端域１３Ｂの各縦方向Ｙの寸
法は約２０～４０ｍｍである。
【００３０】
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　肌側弾性シート５０には、例えば、質量１５～５０ｇ／ｍ２の弾性繊維不織布を用いる
ことができ、例えば、スパンボンド繊維不織布、メルトブローン繊維不織布、ヒートロー
ル繊維不織布、ＳＭＳ繊維不織布、エアレイド繊維不織布及びエアスルー繊維不織布など
公知の弾性を有する繊維不織布を単独又はそれらを組み合わせたものから形成することが
できる。弾性不織布は、例えば、ポリエチレン系、ポリウレタン系等からなるエラストマ
ー樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、アクリル等からなる熱可塑性樹
脂などから形成することができる。
【００３１】
＜後ウエストパネル＞
　後ウエストパネル４０は、肌対向面側に位置する内面シート４１と、非肌対向面側に位
置する外面シート４２とを有する。外面シート４２は、内面シート４１と接合される主体
部４４と、吸収パネル２０の後端部２０Ｂから縦方向Ｙの外側に位置する折曲部４５とを
さらに有する。該折曲部４５は、横方向Ｘ延びる折曲ライン４５ａに沿って縦方向Ｙの内
側に折曲されて内面シート４１の肌対向面側に固定される。内面シート４１と外面シート
４２の主体部４４との間には、複数条のストランド状又はストリング状の後ウエスト弾性
体４６が、横方向Ｘに伸長状態で収縮可能に固定される。
【００３２】
　後ウエスト弾性体４６は、外端縁４０ｂに沿って横方向Ｘへ延び、かつ、吸収パネル２
０の外端縁の縦方向Ｙの外側に位置する複数条の上方後ウエスト弾性体４６Ａと、上方後
ウエスト弾性体４６Ａの縦方向Ｙの内側に位置し、かつ、後ウエスト域１４の両側縁４０
ｃ， ４０ｄから吸液構造体２２の両側縁まで横方向へ延びる複数条の下方後ウエスト弾
性体４６Ｂとを有する。下方後ウエスト弾性体４６Ｂは、吸収性コアの中央部と重なる部
分には配置されておらず、下方後ウエスト弾性体４６Ｂの配置されてない部分には、非弾
性域が形成される。すなわち、後ウエスト域１４は、上方後ウエスト弾性体４６Ａが配置
された上方弾性域と、横方向Ｘにおいて離間対向する、下方後ウエスト弾性体４６Ｂが配
置された一対の下方弾性域と、一対の下方弾性域間に位置する非弾性域４８とを有する。
後ウエストパネル４０の外面には、これらの弾性域の収縮によって、複数のギャザーが形
成されている。
【００３３】
　前後ウエストパネル３０，４０の内外面シート３１，３２，４１，４２としては、質量
が約１０～４０ｇ／ｍ２であり、繊維密度が約０．０３～０．１ｇ／ｍ２である、例えば
、スパンボンド繊維不織布、ＳＭＳ（スパンボンド・メルトブローン・スパンボンド）繊
維不織布、エアスルー繊維不織布、プラスチックシート、またはそれらのラミネートシー
ト等を用いることができる。上方前後ウエスト弾性体３６Ａ，４６Ａとしては、例えば、
繊度３１０～６２０ｄｔｅｘであって、２．２～２．９倍に伸長された状態で固定された
弾性糸を使用することができる。下方前後ウエスト弾性体３６Ｂ，４６Ｂとしては、例え
ば、繊度３１０～６２０ｄｔｅｘで、あって２．２～３．７倍に伸長された状態で固定さ
れた弾性糸を使用することができる。また、前後ウエスト弾性体３６，４６の太さや伸長
倍率は、それらが配置された弾性域の所定の弾性力に応じて適宜変更することができる。
【００３４】
＜吸収パネル＞
　図２及び図３を参照すると、吸収パネル２０は、前ウエスト域１３に位置する前端部２
０Ａと、後ウエスト域１４に位置する後端部２０Ｂと、前後端部２０Ａ，２０Ｂ間におい
て縦方向Ｙへ延び、クロッチ域１５を画成する中間部２０Ｃとを有する。吸収パネル２０
は、肌対向面側に位置し、透液性を有する繊維不織布製の身体側ライナー２１と、曲状の
両側縁を有する吸液性の吸液構造体２２と、少なくとも吸液構造体２２の底面全体を覆う
不透液性の防漏シート２３と、吸収パネル２０の非肌対向面全体を形成する不透液性の被
覆シート２４とをさらに有する。吸液構造体２２は、フラッフ木材パルプと超吸収性ポリ
マー粒子等との混合物から形成された吸収性コアと、芯材全体を包被するティッシュペー
パ等の液吸収拡散性のコアラップシート（図示せず）とを含む。
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【００３５】
　被覆シート２４は、防漏シート２３の両側縁から横方向Ｘの外側に位置する両側部を有
し、両側部はバリアカフシート２５を形成する。バリアカフシート２５は、防漏シート２
３の両側縁に沿って内側に折曲され、防漏シート２３の内面と身体側ライナー２１の内面
とに固定された前後固定端部２６と、前後固定端部２６間において縦方向Ｙへ延びる固定
両側部と、固定両側部の横方向の内側に位置する自由部（バリアカフ）２８とを有する。
自由部２８は、スリーブ状の自由縁部２８ａを有し、自由縁部２８ａの内部には複数条の
ストリング状又はストランド状のカフ弾性体２９が縦方向へ伸長された状態で収縮可能に
配設される。カフ弾性体２９が収縮することによって、自由部２８が身体側ライナー２１
から着用者の身体側へ離間し、着用者の大腿部にフィットして排泄物の漏れを防止しうる
。また、バリアカフシート２５の固定両側部には、複数条のストリング状又はストランド
状のレッグ弾性体６０が縦方向Ｙへ伸長された状態で収縮可能に配設される。バリアカフ
シート２５は、被覆シート２４の両側部から形成するほかに、被覆シート２４とは別体の
不透液性シートから形成してもよい。
【００３６】
　図２～図４を参照すると、吸液構造体２２は、前後端部において縦方向Ｙへ延び、かつ
、互いに横方向Ｘへ離間して配置されたスリット状の複数の変形誘導部８１，８２を有す
る。吸液構造体２２の前端部に位置する変形誘導部（第１変形誘導部）８１は、前ウエス
ト域１３において、吸液構造体２２の前端縁２２ａからクロッチ域１５側へ延びている。
一方、吸液構造体２２の後端部に位置する変形誘導部（第２変形誘導部）８２は、吸液構
造体２２の後端縁２２ｂから縦方向Ｙの内側へ離間しており、後ウエスト域１４から内端
縁４０ａを縦断してクロッチ域１５側へ延びている。変形誘導部８１，８２は、吸液構造
体２２の前後端部を所望の形状に変形できる限りにおいて、単数又は３つ以上であっても
よいし、また、吸液構造体２２が部分的に存在しないスリット状のほかに、第１及び第２
変形誘導部８１，８２以外の部分に比して肉薄の有底の凹状溝であってもよい。
【００３７】
　図４においては、説明の便宜上、吸液構造体２２の外形ラインを太線で示し、肌側弾性
シート５０の固定域５１，５２を複数の薄いドットを配置して着色している。図２，図３
及び図４を参照すると、前ウエスト域１３の内端域１３Ａの肌対向面に配置された肌側弾
性シート５０は、吸液構造体２２の両側縁２２ｃ，２２ｄの横方向の外側に位置する。具
体的には、肌側弾性シート５０は、前ウエスト域１３の両側縁３０ｃ，３０ｄからバリア
カフシート２５の自由縁部２８ａまで延びる一対のサイド固定域５１と、サイド固定域５
１間において外端縁５０ｂに沿って延びる中央固定域５２と、サイド固定域５１と中央固
定域５２とに囲まれた非固定域５３とを有する。このように、前ウエスト域１３の内端域
１３Ａの肌対向面に肌側弾性シート５０が配置されることによって、内端域１３Ａには横
方向Ｘへ弾性化された弾性バンド部が形成される。
【００３８】
　図４及び図５を参照すると、肌側弾性シート５０の非固定域５３は、バリアカフ２８の
自由縁部２８ａ間に位置している。かかる身体側ライナー２１と非固定域５３との間には
、ポケット７０が形成される。このように、肌側弾性シート５０は、サイド固定域５１間
に位置し、かつ、非固定域５３の縦方向Ｙの外側に位置して外端縁５０ｂに沿って延びる
中央固定域５２を有することによって、非固定域５３と吸収パネル２０の身体側ライナー
２１との間には、排泄物を収容、保持することが可能なポケット（排泄物収容部）７０が
形成される。
【００３９】
　また、外面シート３２は、折曲部３５のうちのバリアカフ２８の自由縁部２８ａ間に位
置する部分であって、吸収パネル２０に固定されておらず、吸液構造体２２を横断する非
固定部７１を有する。肌側弾性シート５０の中央固定域５２は折曲部３５の非固定部７１
と重なっており、ホットメルト接着剤が塗布された接合域７２を介してそれに固定されて
いる。このように、肌側弾性シート５０の中央固定域５２と外面シート３２の折曲部３５



(9) JP 6534874 B2 2019.6.26

10

20

30

40

50

の非固定部７１とが平面視において互いに重なり合って固定されることによって、着用状
態において、肌側弾性シート５０の非固定域５３は、外面シート３２の折曲部３５を基点
として身体へ向かって起立するように（図５の斜め上方へ）延びる。したがって、非固定
域５３が
吸液構造体２２と並行して延びる場合に比して、適度なフィット感を与えることができる
。また、ポケット７０は、非固定域５３と身体側ライナー２１との間のスペースとそれよ
りも縦方向Ｙの外側へ延びる非固定部７１と身体側ライナー２１とのスペースとが連通し
た比較的に大きなスペースから形成され、比較的に多量の排泄物を収容することができる
。なお、本実施形態においては、肌側弾性シート５０の中央固定域５２が、外面シート３
２の折曲部３５の外面に固定されているが、折曲部３５が肌側弾性シート５０の外面に固
定されていてもよい。すなわち、肌側弾性シート５０のサイド固定域５１を前ウエスト域
１３の内端部１３Ａに固定した後に、折曲部３５を肌側弾性シート５０の上に重ね合わせ
て固定することによって、ポケット７０を形成してもよい。
【００４０】
　肌側弾性シート５０は、かかる接合態様を有することから、非固定域５３が吸液構造体
２２とおむつ１０の平面視において互いに重なって位置している。通常、着用者の下腹部
は、前方へ凸曲した部分であって、比較的に剛性の高い吸液構造体は、かかる凸曲した下
腹部に沿い難く、下腹部と吸液構造体との間に隙間が生じてフィット感が損なわれるおそ
れがある。本実施形態では、肌側弾性シート５０が吸液構造体２２と接合されていないこ
とによって、吸液構造体２２の内面側に位置する肌側弾性シート５０が下腹部に面状に当
接されるので、適度なホールド力（保持力）を発揮するとともに、着用者にフィット感を
与えることができる。また、肌側弾性シート５０の収縮力が直接的に吸液構造体２２に作
用されることはなく、吸液構造体２２に吸収した体液の漏れの誘因となるようなギャザー
や変形が生じるのを抑制することができる。
【００４１】
　また、肌側弾性シート５０のサイド固定域５１は、バリアカフシート２５（被覆シート
２４の両側部）の自由部２８に固定されている。そのために、着用状態において、カフ弾
性体２９が伸長されて自由部（バリアカフ）２８が身体側ライナー２１から離間するよう
に起立したときに、肌側弾性シート５０のうちのサイド固定域５１間に位置する非固定域
５３も身体側ライナー２１から離間するので、ポケット７０の開口が大きく形成され、排
泄物をその内部に収容しやすくなる。また、弾性伸縮性シートから形成された肌側弾性シ
ート５０によってポケット７０の開口端部が形成されるので、着用者の身体の動き等によ
って開口端部を変形又は閉止しようとする力が作用したとしても、その収縮力によってか
かる力に抗して、開口した状態を維持することができる。
【００４２】
　このように、ポケット７０が形成されることによって排泄物が収容できることのほかに
、バリアカフが起立することによってポケット７０を形成する肌側弾性シート５０の非固
定域５３が身体側ライナー２１から離間して、着用中に常時身体に当接された状態となる
ので、内端域１３Ａ全体を面状に着用者の身体にフィットさせることができ、また、非伸
縮性シートを当接させる場合に比して肌当たりが良好である。
【００４３】
　肌側弾性シート５０は、前ウエスト域１３の内端縁３０ａに沿って横方向Ｘへ延びてお
り、その内端縁５０ａは内端縁３０ａと縦方向Ｙにおいて僅かに離間し、内端縁３０ａの
縦方向Ｙの外側に位置している。本実施形態の技術的効果を奏する限りにおいて、肌側弾
性シート５０の内端縁５０ａは前ウエスト域１３の前端縁３０ａと一致して横方向Ｘへ延
びていてもよいし、内端縁３０ａよりもさらに縦方向Ｙの内側へ延びていてもよい。
【００４４】
　着用者が低月齢児の場合には、下腹部が過度に締め付けられると不快に感じる傾向があ
り、下腹部と対向する前ウエスト域の内端部に位置する複数条の前ウエスト弾性体の伸長
応力が比較的に高い場合には、着用を嫌がるおそれがある。また、例えば、図６を参照す
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ると、仰臥状態において、臀部を浮かせて両脚を上げながら脚先を掴んで足指を口に咥え
るように近づけるという、低月齢児特有の姿勢になることがある。かかる特異な姿勢にお
いて、前ウエスト域の内端部に複数条の前ウエスト弾性体が配置されている場合には、内
端部に前ウエスト弾性体が寄せ集まってその伸長応力が集中し、比較的に高い締め付け力
が生じて、肌が赤くなったり、締め付け跡（ゴム）が付いたりするおそれがある。一方、
かかる事態を避けるために、前ウエスト域に前ウエスト弾性体を配置しなかったり、前ウ
エスト弾性体の伸長応力を全体的に低くした場合には、フィット性が低下して、着用中に
着用物品がずり下がったりするおそれがある。
【００４５】
　本実施形態に係るおむつ１０においては、前ウエスト域１３のうちの内端域１３Ａにス
トランド状又はストリング状の弾性体を配置せず、伸縮性シートから形成された肌側弾性
シート５０を配置している。そのために、着用者の下腹部に内端域１３Ａが面状に優しく
フィットされ、通常の着用時は勿論のこと、前記のような特異な姿勢においても下腹部近
傍に弾性部材が寄せ集まって伸長応力が集中することによって、肌を刺激することはない
。また、前ウエスト域１３のうちの内端域１３Ａを除く領域、すなわち、外端域１３Ｂ及
び中間域１３Ｃにおいては、ストランド状又はストリング状の複数条の前ウエスト弾性体
３６が配置されていることによって、所要の保持力（ホールド力）を発揮し、後ウエスト
域１４に配置された後ウエスト弾性体４６とともに、着用者の腰回りに安定的にフィット
されて、着用中における位置ずれを防止することができる。
【００４６】
　ストランド状又はストリング状の弾性材料に比して伸長応力の低い帯状の伸縮性シート
によって、呼吸や飲食するときに膨らんだり凹んだりする中腹部に当接する場合には、中
腹部の動きに追従することができずに前ウエスト域１３と身体との間に隙間が生じるおそ
れがある。肌側弾性シート５０は、両側縁５０ｃ，５０ｄが前ウエスト域１３の両側縁部
に位置しており、横方向Ｘへ連続的に延びているので、乳幼児の下半身のうちで最も安定
的な骨格を有する一方の腰骨近傍から中腹部に比べて動きの少ない下腹部を通過して他方
の腰骨近傍までを面状に優しくフィットすることから、たとえ内側域１３Ａの伸長応力が
比較的に低くても、おむつ１０が位置ずれするおそれはない。
【００４７】
　再び、図４及び５を参照すると、本実施形態において、肌側弾性シート５０の外端縁５
０ｂは、吸液構造体２２の前端縁２２ａよりも縦方向Ｙの内側に位置し、肌側弾性シート
５０は、その非肌対向面側において吸液構造体２２の中央部を横断して横方向Ｘへ延びる
最下前ウエスト弾性体３９と平面視において重なっている。着用者が図６に示すような特
異な姿勢になったときには、内端域１３Ａが大腿部間に挟まれて変形し、身体から浮き上
がるように離間するおそれがあるが、肌側弾性シート５０と１条のストランド状又はスト
リング状の弾性材料からなる最下前ウエスト弾性体３９とが協働して収縮力を発揮するこ
とによって、肌側弾性シート５０は部分的に身体に強くフィットされ、内端域１３Ａの変
形を抑制することができる。また、最下前ウエスト弾性体３９は、肌側弾性シート５０の
中央固定域５３と折曲部３５の非固定部７１とを互いに固定する接合域７２と平面視にお
いて重なって位置している。接合域７２では、肌側弾性シート５０と外面シート３２とが
互いに重なり合って接合されていることによって両シート５０，３２において剛性が変化
する部分であって、ポケット７０を形成する領域が変形するときの変曲点となる部分であ
る。したがって、かかる変曲点となる部分に最下前ウエスト弾性体３９を配置することに
よって、その収縮力によって変曲度合いを低減し、ポケット７０における排泄物の収容容
積が低下するのを抑制することができる。
【００４８】
　図５を参照すると、肌側弾性シート５０の縦方向Ｙの寸法（幅寸法）Ｌ２は、好ましく
は、少なくとも１５ｍｍであって、２５～３５ｍｍであることがより好ましい。前ウエス
ト域１３の側縁部の寸法Ｌ１が約１００～１２０ｍｍの場合において、肌側弾性シート５
０の幅寸法が少なくとも１５ｍｍであれば、着用者の下腹部全体に肌側弾性シート５０を
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優しくフィットさせることができ、着用者に圧迫感を与えるおそれはない。
【００４９】
　また、前ウエスト域１３において、内端域１３Ａの横方向Ｘの伸長応力は、外端域１３
Ｂ及び中間域１３Ｃの横方向Ｘの伸長応力よりも低いことが好ましい。図６に示すように
、おむつ１０を着用した低月齢児が、仰臥状態で両足を上げるという特異な姿勢になった
場合であっても、内端域１３Ａの伸長応力が比較的に低いことから、下腹部を圧迫するこ
とはなく、肌側弾性シート５０がそれを包込むように適度な保持力を発揮するとともに、
良好なフィット感を与えることができる。
【００５０】
　外端域１３Ｂの縦方向Ｙの所定幅における横方向Ｘの伸長応力は、中間域１３Ｃの横方
向Ｘにおける所定幅の伸長応力よりも高いことが好ましい。伸長応力において外端域１３
Ｂと中間域１３Ｃとがかかる相関関係を有することによって、ウエスト開口側において前
ウエスト域１３をより強くフィットさせ、腹部と当接する中間域１３Ｃにおいて、腹部を
圧迫することなく適度なフィット性を発揮することができる。
【００５１】
　具体的には、内端域１３Ａの縦方向Ｙの所定幅（３５ｍｍ幅当たり）における横方向Ｘ
の伸長応力は０．４～０．７Ｎ／３５ｍｍ、外端域１３Ｂの所定幅のける横方向Ｘの伸長
応力は０．８～１．０Ｎ／３５ｍｍ、中間域１３Ｃの所定幅における横方向Ｘの伸長応力
は、０．６～０．９Ｎ／３５ｍであることが好ましい。
【００５２】
＜伸長応力の測定＞
　前ウエスト域１３の各領域における伸長応力の測定は、引張試験機（例えば、（株）島
津製作所製のオートグラフ引張試験機（ＡＧ－１ＫＮＩ）を用いて、サイクル試験によっ
て行った。
【００５３】
　まず、前ウエスト域１３の縦寸法（ウエスト外端縁３０ｂから内端縁３０ａまでの長さ
寸法）Ｌ１を３等分にするカットラインに沿って３つの試料を切り出した。具体的には、
ウエスト開１４口側に位置する領域（試料１）と、レッグ開口１９側に位置する領域（試
料２）と、それらの間に位置する領域（試料３）とを切り出した。次に、各試料において
サイドシーム部１６の内側縁間の離間寸法（横方向の寸法）を試料表面に弾性材料の収縮
によるギャザーが発生しない状態にまで伸ばした態様で測定し、測定値を最大伸長時の幅
寸法Ｗ１とした。４８時間以上、各試料を２０℃雰囲気下で放置した後、試料が収縮した
状態において、１方のサイドシーム部１６の領域を固定治具（チャック）で固定し、他方
のサイドシーム部１６の領域を可動治具（チャック）に固定し、試料が伸長する方向（横
方向Ｘ）に１００ｍｍ／ｍｉｎの速度でチャック間距離を幅寸法Ｗ１の９０％まで伸長さ
せた後に、１００ｍｍ／ｍｉｎの速度でチャック間距離を幅寸法Ｗ１の７５％まで戻した
（反転させた）ときの測定値（Ｎ）を記録し、各試料の縦方向Ｙの寸法を測定した後に、
求めた測定値を３５ｍｍ幅当たりの値に換算することで、各試料の伸長応力の値（Ｎ／３
５ｍｍ）とした。
【００５４】
　かかる測定によって、前ウエスト域１３の縦方向Ｙの寸法Ｌ１を３等分した場合におけ
る、肌側弾性シート５０を含むレッグ開口側の領域（試料１）の横方向Ｘの伸長応力は、
０．４～０．７Ｎ／３５ｍｍ、ウエスト開口側に位置する領域（試料２）の横方向Ｘの伸
長応力は、０．８～１．０Ｎ／３５ｍｍ、それらの間に位置する領域（試料３）の横方向
Ｘの伸長応力は、０．６～０．９Ｎ／３５ｍｍであった。
【００５５】
　図７（ａ）を参照すると、変形誘導部８１によって吸液構造体２２の前端部が腹部に沿
って曲状をなしている。このように、複数の変形誘導部８１を配置することによって、比
較的に剛性の高い吸液構造体２２を腹部に沿って変形させることによって、その内面側に
位置する肌側弾性シート５０の伸縮性の自由度が高くなり、身体に対するフィット性をよ
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り向上させることができる。また、中腹部が大きく凸曲状に膨らんだ体型を有する乳幼児
が着用者の場合において、中腹部に当接される中間域１３Ｃが凸曲状に伸長されることに
よって変形誘導部８１による切欠が横方向Ｘへ拡がっている。このように、中間域１３Ｃ
が伸長されたときに変形誘導部８１によって吸液構造体２２の前端部の横方向の寸法が大
きくなり、それによって、中間域１３Ｃが中腹部の形状に沿って内外端域１３Ａ，１３Ｂ
よりも大きくウエスト回り方向へ伸長されるので、中腹部を強く圧迫することはない。
【００５６】
　図７（ｂ）を参照すると、後ウエスト域１４において、吸液構造体２２の後端部に縦方
向Ｙへ延びる変形誘導部８２が配置されていることによって、後端部が着用者の臀部形状
に沿う湾曲状をなし、フィット性が向上する。
【００５７】
　本実施形態においては、前ウエスト域１３の内端域１３Ａに肌側弾性シート５０が配置
されているが、着用状態において内端域１３Ａとおむつ１０の前後方向において対向する
、後ウエスト域１４の内端域にも伸縮性シートから形成された肌側弾性シートを配置して
もよい。
【００５８】
＜第２実施形態＞
　図８は、第２実施形態に係るおむつ１０の図４と同様の前ウエスト域１３の平面図、図
９は、図８に示すＩＸ－ＩＸ線に沿う断面図である。本実施形態に係るおむつ１０の基本
的構成は、第１実施形態に係るおむつ１０と同様であるので、相違する点についてのみ、
以下に説明する。
【００５９】
　図８及び図９を参照すると、本実施形態に係るおむつ１０においては、肌側弾性シート
５０の外端縁５０ｂは、吸液構造体２２の前端縁２２ａよりも縦方向Ｙの外側に位置して
いる。吸液構造体２２はシート部材に比して剛性の高く厚さ寸法の大きなものであるから
、前端縁２２ａ近傍は厚さ寸法の相違によって段差が生じて着用者に違和感を与えるおそ
れがあるが、肌側弾性シート５０によって吸液構造体２２の前端縁２２ａを含む前端部（
又はその一部）を被覆することによって、かかる着用者の違和感を軽減することができる
。
【００６０】
　また、肌側弾性シート５０は、下方前ウエスト弾性体３６Ｂ（最下前ウエスト弾性体３
９）と平面視において互いに重なっていない。前ウエスト域１３の内端域１３Ａにおいて
、ストランド状又はストリング状の弾性材料は配置せずに、肌側弾性シート５０のみを配
置して弾性を付与することによって、着用者の下腹部に内端域１３Ａ全体が優しくフィッ
トして、着用者に圧迫感を与えたり肌にゴム痕が付くことはない。
【００６１】
　使い捨ておむつ１０を構成する部材には、特に明記されていない限りにおいて、本明細
書に記載されている材料のほかに、この種の分野において通常用いられている公知の材料
を制限なく用いることができる。また、本明細書において使用されている「第１」、「第
２」及び「第３」等の用語は、同様の要素、位置等を単に区別するために用いてある。ま
た、本明細書において、主として低月齢児がおむつ１０を着用した場合における技術的効
果について説明したが、着用者が幼児や高齢者であっても、本発明に係るおむつ１０の特
徴構成から発揮される技術的効果を有する。
【符号の説明】
【００６２】
１０　使い捨て着用物品（使い捨ておむつ）
１３　前ウエスト域
１３Ａ　前ウエスト域の内端域
１３Ｂ　前ウエスト域の外端域
１３Ｃ　前ウエスト域の中間域
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１４　後ウエスト域
１５　クロッチ域
２２　吸液構造体
２２ａ　吸液構造体の前端縁
２２ｃ，２２ｄ　吸液構造体の両側縁
２８　　バリアカフシートの自由部
３０ａ　前ウエスト域の内端縁
３０ｂ　前ウエスト域の外端縁
３０ｃ，３０ｄ　前ウエスト域の側縁
３２　　ウエストシート（外面シート）
３５　　外面シートの折曲部
３６Ｂ　下方前ウエスト弾性体
３９　　最下前ウエスト弾性体
５０　　伸縮性シート（肌側弾性シート）
５０ｂ　伸縮性シートの外端縁
５１　　サイド固定域
５２　　中央固定域
５３　　非固定域
７１　　非固定部
８１　　変形誘導部
Ｌ１　　前ウエスト域の側縁の縦方向の寸法
Ｌ２　　伸縮性シートの縦方向の寸法
Ｘ　　　横方向
Ｙ　　　縦方向

【図１】 【図２】
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【図９】
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