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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸収性コアを具備する吸収性本体と外装体を備え、該外装体は互いに連結されている腹
側部及び背側部を具備し、前記腹側部の一部が、前記吸収性本体の長手方向の一端部に固
定され、前記背側部の一部が、該吸収性本体の長手方向の他端部に固定されており、
　前記腹側部が、中央部分と該中央部分に破断誘導線を介して連設された一対の外方部と
を有し、該破断誘導線の破断により分離した該外方部からファスニングテープを引き出す
ことができるようになしてある、使い捨ておむつであって、
　前記破断誘導線は、その一部が前記外方部側に入り込むように屈曲させて形成されてお
り、該破断誘導線の破断により、前記中央部分の側部に摘み部が形成されるようになして
あり、
　前記摘み部となる部分の先端が、前記吸収性本体の側縁より外方に位置している使い捨
ておむつ。
【請求項２】
　前記ファスニングテープが、前記外方部それぞれに複数個設けられており、前記摘み部
となる部分が、おむつ縦方向において隣り合う２つのファスニングテープ間に入り込んで
いる、請求項１記載の使い捨ておむつ。
【請求項３】
　前記摘み部となる部分に補強材が設けられている、請求項１又は２記載の使い捨ておむ
つ。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、展開型おむつと同様にもパンツ型おむつと同様にも使用できる使い捨ておむ
つに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、長手方向一端部の両側部に一対のファスニングテープを有し、該ファスニングテ
ープを長手方向他端部の外面に設けたランディングゾーンに止着して用いる使い捨ておむ
つ（以下、展開型おむつという）と、ウエスト開口部と一対のレッグ開口部とが予め形成
されている使い捨ておむつ（以下、パンツ型おむつという）が広く知られている。
【０００３】
　展開型おむつは、寝た状態で着脱することができ、また、テープの止着位置をずらして
フィット性の調整が可能で、製造コストが安い等の利点があるが、起立状態で装着するこ
とは困難である。他方、パンツ型おむつは、下着であるパンツやショーツと同様に着脱で
き、起立状態で装着することが容易であるが、寝た状態で装着することは容易ではない。
【０００４】
　また、特許文献１には、パンツ型の形態のまま着脱可能であるが、腹側に配される部分
の両側部を開放可能とし、該両側部それぞれにファスニングテープを設けた使い捨ておむ
つが記載されている。
【０００５】
　しかし、特許文献１の使い捨ておむつは、パンツ型の形態のまま装着した状態において
も、おむつ外面にファスニングテープが露出している。成人用おむつにおいては、着用者
が、できれば使用したくないと思っていても種々の事情により使用せざるを得ない場合が
多く、使い捨ておむつであることが一目瞭然である使い捨ておむつ（ファスニングテープ
が露出したおむつ）の使用は、着用者が不快に感じたり、精神的な負担を与える場合もあ
る。従来の一般的なパンツ型おむつは、下着のパンツと同様に用いることができる上に、
外観的にも比較的通常のパンツに似ているため、着用者が不快に感じたり、精神的な負担
を感じにくいという利点があるが、特許文献１のおむつにおいては、そのような利点が損
なわれている。
【０００６】
　そこで、本出願人は、着用者の腹側に位置する腹側部が、一対の破断誘導線に挟まれた
中央部分と該各破断誘導線を介して該中央部分に連設された外方部とを有し、該破断誘導
線を破断しない状態においては、従来のパンツ型おむつと同様に使用することができ、該
破断誘導線の破断して外方部を分離した状態においては、該外方部の裏側に隠れていたフ
ァスニングテープを引き出して、従来の展開型おむつと同様に使用することができる、使
い捨ておむつを提案した（特許文献２参照）。
【０００７】
【特許文献１】特表２００２－５３２１９６号公報
【特許文献２】特開２００６－２０４６８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献２の使い捨ておむつは、展開型おむつと同様にもパンツ型おむつと同様にも使
用できる上に、ファスニングテープが外表面に露出しておらず、腹側に配される部分の意
図しない開放が防止され、サイズ調整の自由度が高い等の利点を有するものであった。
　しかし、本発明者の検討の結果、その使い捨ておむつは、腹側部の中央部分から外方部
を分離し展開型おむつのようにして使用する場合の、着用者の腹部に対するおむつのフィ
ット性の点で改善の余地があった。
【０００９】
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　従って、本発明の目的は、展開型おむつと同様にもパンツ型おむつと同様にも使用でき
、ファスニングテープを引き出して展開型おむつと同様に使用する際に、おむつを、容易
に着用者の腹部に対してフィットさせることができる使い捨ておむつを提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、吸収性コアを具備する吸収性本体と外装体を備え、該外装体は互いに連結さ
れている腹側部及び背側部を具備し、前記腹側部の一部が、前記吸収性本体の長手方向の
一端部に固定され、前記背側部の一部が、該吸収性本体の長手方向の他端部に固定されて
おり、前記腹側部が、中央部分と該中央部分に破断誘導線を介して連設された一対の外方
部とを有し、該破断誘導線の破断により分離した該外方部からファスニングテープを引き
出すことができるようになしてある、使い捨ておむつであって、前記破断誘導線は、その
一部が前記外方部側に入り込むように屈曲させて形成されており、該破断誘導線の破断に
より、前記中央部分の側部に摘み部が形成されるようになしてある使い捨ておむつを提供
することにより前記目的を達成したものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の使い捨ておむつは、展開型おむつと同様にもパンツ型おむつと同様にも使用で
き、ファスニングテープを引き出して展開型おむつと同様に使用する際に、摘み部を用い
て、おむつを容易に着用者の腹部に対してフィットさせることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明をその好ましい実施形態に基づき図面を参照しながら説明する。
　本発明の一実施形態としての使い捨ておむつ１は、成人用のおむつであり、図１及び図
２に示されるように、吸収性コア２３を具備する吸収性本体２と、互いに連結されてウエ
スト開口部１１を形成している腹側部３及び背側部４からなる外装体２’とを具備してい
る。腹側部３と背側部４とは、着用者の側部に配されるおむつ両側部のそれぞれにおいて
、ヒートシール、超音波シール、等の公知の接合手段により接合されている。これにより
、環状のウエスト開口部１１が形成されていると共に、おむつの両側部に一対のサイドシ
ール部１３が形成されている。
【００１３】
　本実施形態における吸収性本体２は、図２に示すように、液透過性の表面シート２１、
液不透過性又は撥水性の裏面シート２２、及びこれら両シート２１，２２間に介在された
吸収性コア２３を具備してなる。
　吸収性本体２は、図２に示すように、平面視形状が長方形状であり、一方向に長い形状
を有している。吸収性コア２３は、長方形状の裏面シート２２及び長方形状の表面シート
２１により挟持・固定されている。吸収性コア２３は、長方形の長辺それぞれの中央部付
近を凹状に切り欠いた形状を有している。吸収性本体２の脚周りに配される部分には、吸
収性本体２の長手方向に沿って弾性部材２４が配されており、脚周りに対するフィット性
が高められている。尚、吸収性本体２の長手方向の両側部には、一側縁部に弾性部材を有
する立体ガード形成用シートを配する等により、一対の立体ガードを形成することが好ま
しい。
【００１４】
　腹側部３は、胴回り方向を長手方向とする長方形状をなしており、その長手方向の中央
部付近が、吸収性本体２の一端部２ａの外面を覆っており、該一端部２ａの外面を覆う部
分の一部３１ａが、該外面に接合されている。本明細書において、おむつや各部材につい
て内面とは、そのそれぞれについて、おむつ着用時に、着用者の肌側に向けられる面であ
り、外面とは、そのそれぞれについて、おむつ着用時に、着用者の肌側とは反対側に向け
られる面である。
【００１５】
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　腹側部３は、胴回り方向に向けられた長手方向の中央部に中央部分３１を有し、該中央
部分３１の左右両側に、それぞれ破断誘導線３３を介して中央部分３１に連設された一対
の外方部３４，３４を有している。本実施形態における破断誘導線３３は、ミシン目であ
る。
　中央部分３１の両側の破断誘導線３３は、それぞれ、図１又は図３に示すように、その
一部３３ｂが外方部３４側に入り込むように屈曲させて形成されており、該各破断誘導線
３３を、図４に示すように破断させることにより、中央部分３１の側部に摘み部Ｔが形成
されるようになしてある。中央部分３１の側部は、中央部分３のおむつ長手方向における
側部である。
　中央部分３１は、中央に位置する矩形状部分３１ａと、破断誘導線３３を破断すること
により、前記摘み部Ｔを構成する部分となる摘み部形成部３１ｂ，３１ｂとからなる。
【００１６】
　矩形状部分３１ａは、全体又は略全体が、ヒートシール、超音波シール、高周波シール
、接着剤等の公知の接合手段により、吸収性本体２の一端部２ａの外面に剥離不能に接合
されている。剥離不能とは、手で普通に引っ張る程度の力では、剥離しないことを意味す
る。
　摘み部形成部３１ｂ，３１ｂは、それぞれ、矩形状部分３１ａに連続するシート材から
構成されており、破断誘導線３３の屈曲した部分３３ｂに囲まれた部分からなる。
　摘み部形成部３１ｂ，３１ｂは、矩形状部分３１ａとは異なり、吸収性本体２の外面に
は接合されておらず、破断誘導線３３の破断後には、吸収性本体２の外面から離間可能な
摘み部Ｔを形成する。摘み部Ｔは、指、例えば、親指と人差し指とでしっかりと摘める大
きさを有している。
【００１７】
　本実施形態における破断誘導線３３は、図３に示すように、おむつの縦方向に沿って延
びる上下の縦線部分３３ａ，３３ｃと、外方部３４側に入り込むようにコ字状に屈曲した
屈曲部分３３ｂとを有している。上側の縦線部分３３ａ、屈曲部分３３ｂ及び下側の縦線
部分３３ｃは連続しており、一本の破断誘導線３３として機能する。本実施形態における
破断誘導線３３は、腹側部３の上下端間に亘って延びている。
　また、本実施形態における破断誘導線３３は、中央部分３１の両側、より詳細にはおむ
つの縦方向中心線ＣＬに対して左右対称に形成されている。従って、図３に示す破断誘導
線３３とは反対側の破断誘導線３３の屈曲部分３３ｂは、おむつ正面から見て、左右を反
転させた形状を有している。
【００１８】
　破断誘導線３３における上下の縦線部分３３ａ，３３ｃは、吸収性本体２と重なる部分
に形成されている。図２に示すように、吸収性本体２の両側部に、外方部３４と重なる部
分２６を形成する観点から、破断誘導線３３の上下端、あるいは上下の縦線部分３３ａ，
３３ｃは、吸収性本体２の各側縁２７の位置より内側（おむつ縦方向中央線ＣＬ側）に形
成されていることが好ましい。吸収性本体２に外方部３４と重なる部分２６を形成するこ
とで、ファスニングテープ５を吸収性本体２と重ねて配置でき、それにより、ファスニン
グテープ５が着用者に接触して不快感や違和感を与えることを防止できる。また、破断誘
導線の下に剛性が比較的高い吸収性本体２が存在することによって、破断誘導線が意図せ
ずに破断することも防止することができる。
【００１９】
　他方、破断誘導線３３における屈曲部分３３ｂは、外方部３４寄りの先端部分が、吸収
性本体２の各側縁２７の位置より外側に位置している。換言すれば、破断誘導線３３の破
断により、前記摘み部Ｔを構成する部分となる摘み部形成部３１ｂ，３１ｂの先端が、吸
収性本体２の各側縁２７の位置より外側に位置している。
　これにより、破断誘導線３３の破断により摘み部Ｔを生じさせたときに、該摘み部Ｔの
先端が、吸収性本体２の各側縁２７の位置より外側に延出したものとなり、摘みやすい摘
み部Ｔが形成される。また、破断誘導線３３を破断し、おむつ１を、展開型おむつのよう
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にして装着する際に、摘み部がないと、吸収性本体の両端部を持って当てるため、押さえ
る手が邪魔でしっかり当たらない。しかし、摘み部、特にその先端が側縁２７より延出し
た摘み部があると、吸収性本体を、お腹に強く押え付けなくてもしっかり当てることがで
き、また、直接に吸収部を持たないので衛生的である。
【００２０】
　摘み部形成部３１ａは、吸収性本体２の側縁２７の位置より外側に突出する長さＬ１（
図４参照）が５～５０ｍｍ、特に１０～３０ｍｍであることが好ましい。
　また、摘み部形成部３１ａは、吸収性本体２と重なって存在する部分の長さＬ２（胴回
り方向の長さ，図４参照）が、５０～９５ｍｍ、特に５５～７５ｍｍであることが好まし
い。
　また、摘み部形成部３１ａは、吸収性本体２の外面に剥離不能に固定されている部分と
固定されていない部分との境界部を基端として先端までの長さＬ３（胴回り方向の長さ，
図４参照）が、５５～１００ｍｍ、特に６０～８０ｍｍであることが好ましい。
　また、破断誘導線３３の破断によって形成される摘み部Ｔは、手でしかっりと摘めるよ
うにする観点から、１６～７０ｃｍ2、特に２７～６４ｃｍ2であることが好ましい。
　上記の寸法や面積は、おむつを自然に収縮させた状態で測定する。
【００２１】
　外方部３４は、それぞれ、サイドシール部１３側の端部寄りに、ウエスト部伸縮部３５
とウエスト部下伸縮部３６とを有している。ウエスト部伸縮部３５及びウエスト部下伸縮
部３６は、図５に示すように、２枚の不織布製のシート３７，３８間に、胴回り方向に沿
って弾性部材３５ａ，３６ａ（一方のみ図示）を伸長状態で固定して形成されており、何
れも胴回り方向に伸縮する。尚、ウエスト部伸縮部３５は、腹側部３におけるウエスト開
口部の開口端３ａと吸収性コア４の腹側部３側の端縁の位置２３ａとの間の領域であるウ
エスト領域Ａに形成されており、ウエスト部下伸縮部３６は、着用状態において、ウエス
ト領域Ａより下方で且つ腹側部３の下端位置より上方に位置するウエスト下領域Ｂに形成
されている。
【００２２】
　外方部３４のサイドシール部１３側とは反対側の端部には、図２や図６に示すように、
上下２段にファスニングテープ５，５が設けられている。ファスニングテープ５は、図５
に示すように、テープ基材５１の片面に、機械的面ファスナーのオス部材を固定して止着
部５２を形成してなる。テープ基材５１は、例えば、不織布や不織布と樹脂フィルムの積
層体等から構成することができる。止着部５２は、後述する機械的面ファスナーのメス部
材に対して着脱自在に止着可能である。テープ基材５１は、一端側が外方部３４に剥離不
能に接合され、止着部５２を片面に有する他端側が、外方部３４の端縁３４ａから外方に
向かって延出可能になされている。
【００２３】
　図１に示すように、破断誘導線破断前のパンツ型形態のおむつにおけるファスニングテ
ープ５は、図４の上側に示すファスニングテープ５のように、外方部３４の内面側に折り
畳まれており、その状態で、外方部３４の内面と吸収性本体２の外面との間に収納されて
いる。収納状態におけるファスニングテープ５は、その止着部５２が、外方部３４の内面
側表面に接着固定された機械的面ファスナーのメス部材５５に仮着されている。
　尚、図４には、外方部３４の内面側に折り畳まれ且つ止着部５２が外方部３４の内面に
仮着された状態のファスニングテープ５と、止着部５２をメス部材５５から剥離し、外方
部３４の端縁３４ａから外方に向かって延出するように展開した状態のファスニングテー
プ５とを示してある。
【００２４】
　本実施形態における背側部４は、弾性部材を伸張させた状態においては胴回り方向の長
さ及びおむつ縦方向の長さが腹側部３と略同じである帯状部分４１と、帯状部分４１に一
体的に連設された太股被覆部４２とを有している。
　背側部４のおむつ縦方向における、ウエスト開口部の開口端３ｂと吸収性コア４の背側
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部側の端縁の位置２３ｂとの間の領域であるウエスト領域Ａ１には、背側ウエスト部伸縮
部４５が形成されており、背側部４におけるウエスト領域Ａ１より下方で且つ帯状部分４
１の下端位置より上方に位置するウエスト下領域Ｂ１には、背側ウエスト部下伸縮部４６
が形成されている。背側ウエスト部伸縮部４５及び背側ウエスト部下伸縮部４６は、２枚
のシート間に、胴回り方向に沿って弾性部材４５ａ，４６ａを伸長状態で固定して形成さ
れており、何れも胴回り方向に伸縮する。
【００２５】
　太股被覆部４２は、脚周りに沿うように湾曲した縁部を有し、該縁部に沿って弾性部材
４７が配されている。太股被覆部４２は、レッグ開口部１２の外側に位置して太股回りを
被覆するが、弾性部材４７の収縮により、太股回りを一層良好に被覆する。
【００２６】
　背側部４は、図２に示すように、吸収性本体２の他端部２ｂ側に重ねて配置されており
、吸収性本体２と重なっている部分の略全域において、図示しない接着剤等により、吸収
性本体２に固定されている。背側部４と吸収性本体２との固定方法は、特に制限されず、
他の固定方法としては、吸収性本体２の周縁部のみにおいて、両者を接合したり、吸収性
本体２の幅方向の中央部のみ又は両端部のみで両者を接合することもできる。また、接着
剤に代えて、ヒートシール、超音波シール等を用いることもできる。
【００２７】
　本実施形態のおむつ１は、図１に示すようなパンツ型の形態のまま、着脱することがで
きる。パンツ型の形態での着脱は、従来のパンツ型おむつと同様の使用方法である。この
ように、パンツ型おむつと同様に使用できることは、高齢者や障害者等が自分で着脱した
り、起立状態で着脱したり（させたり）することができるので好ましい。また、ファスニ
ングテープが外面に露出しておらず、外観的にも比較的通常のパンツに似ているため、着
用者に、不快感や精神的な負担を感じさせにくい。
【００２８】
　本実施形態のおむつ１は、図４に示すように、破断誘導線３３を破断することにより、
展開型おむつと同様にして使用することもできる。即ち、破断誘導線３３の破断により、
中央部分３１と両側の外方部３４とが分離され、その結果、図４に示すように、外方部３
４を中央部分３１から独立して操作でき、また、手で引っ張ることにより、図４に示す下
側のファスニングテープ５や、図５や図６に示すように、ファスニングテープ５を、分離
により生じた端縁３４ａから延出するように展開でき、止着部５２も露出する。この状態
において、従来の展開型おむつと同様に使用することができる。展開型おむつと同様に使
用できることは、寝た状態で着脱したり（させたり）することが容易である点や、着用者
の胴回りの寸法等に応じて、止着部５２を止着する位置を適宜に調整することができる点
で好ましい。
【００２９】
　本実施形態のおむつ１は、図４に示すように、破断誘導線３３を破断することにより、
腹側部３の中央部分３１の側部に摘み部Ｔが生じる。
　この摘み部Ｔを、手、例えば親指と人差し指で摘んで着用者の側方に向かって引っ張り
つつ、腹側部の中央部分を着用者の腹部にあてがい、その状態で、ファスニングテープ５
を、該中央部分の外面に止着することができる。
　これにより、ウエストや胴回りの隙間も少なく、しっかり当てることが出来、特に横向
きモレも低減できる。
　本実施形態のおむつ１においては、腹側部３の中央部分３１の矩形状部分３１ａの外面
は、ファスニングテープ５の止着部５２と係合可能になっている。より詳細には、前記矩
形状部分３１ａの外面に機械的面ファスナーのメス部材５６を有しており、ファスニング
テープ５の止着部５２を、このメス部材５６に脱着自在に止着することができる。
【００３０】
　また、本実施形態のおむつ１においては、ファスニングテープ５が、外方部３４それぞ
れに２個（複数個）設けられており、摘み部形成部３１ｂが、図３に示すように、おむつ
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縦方向において隣り合う２つのファスニングテープ５，５間に入り込んでいる。
　そのため、破断誘導線３３の破断後には、摘み部形成部３１ｂが抜けた部分が、外方部
の端縁３４ａの位置より大きく窪んで凹部３４ｂを形成する。
　この凹部３４ｂの存在により、ファスニングテープ５の実質的な長さが長くなり、上下
のファスニングテープの向きを、例えば図６に示すように、それぞれ変えて止着すること
も容易である。そのため、ウエストやレッグ回りの締め付け具合も変えられ、モレ部位に
よってはファスニングテープを部分的に締め付けられる。
　また、ファスニングテープ間での歪によって凸状になったりすることもなく装着できる
ので、装着中の違和感が少なく、誤って凸部に触れてテープが取れることもなくなる。
　これらにより、着用者の腹部に対するおむつのフィット性を容易に向上させることがで
きる。
【００３１】
　また、本実施形態のおむつ１においては、摘み部形成部３１ｂに補強材（図示せず）が
設けられていることが好ましい。
　本実施形態における中央部分３１は、外方部３４と同様に２枚の不織布製のシート３７
，３８を主体として構成されている。２枚のシート３７，３８は、破断誘導線３３の破断
前においては、中央部分３１と外方部３４それぞれとの間に亘って連続して存在している
。
　また、中央部分３１の矩形状部分３１ａにおいては、２枚のシート３７，３８のうちの
おむつ外面側に位置するシート３７上に機械的面ファスナーのメス材５６が積層され、摘
み部形成部３１ｂにおいては、２枚のシート３７，３８のうちのおむつ内面側に位置する
シート３８上にテープ基材５１が積層されている。
　テープ基材５１は、上述したように、一端側が外方部３４に剥離不能に接合されている
が、その一端側の部分５１ａは、摘み部形成部３１ｂと、外方部３４における該摘み部形
成部３１ｂの上下に位置する部分との間に亘って連続して存在し、破断誘導線３３の破断
により、２枚のシート３７，３８と共に破断されて、摘み部形成部３１ｂに接合された部
分と外方部３４に接合された部分とに分離されるようになされている。
【００３２】
　摘み部形成部３１ｂに接合されたテープ基材５１の一部が、本実施形態における補強材
である。摘み部形成部３１ｂに設ける補強材としては、テープ基材５１の一部に代えて、
他の材料を、摘み部形成部３１ｂにおける２枚のシート３７，３８上に積層しても良い。
【００３３】
　摘み部形成部３１ｂに補強材を設けることで、摘み部の付け根が狭い場合でも、安心し
てしっかり引張って装着出来る。
　補強材として用いる材料としては、腹側部３を構成する不織布製シート（上記実施形態
においては２枚の上記不織布製シート３７，３８）よりも剛性の高いシート材を用いるこ
とが好ましく、例えば、ＰＥやＰＰ等の裂け難い２軸延伸フィルムやメッシュ、また坪量
が高い不織布、芯地等のスパンボンド不織布やケミカルボンド不織布や発泡ウレタン等を
挙げることができる。
【００３４】
　また、本実施形態のおむつ１においては、上述したように、破断誘導線３３，３３が、
中央部分３１ａの両側に左右対称に形成されている。このように、一対の破断誘導線３３
，３３を左右対称に有することは、装着時に左右均等な力がかけられ綺麗に当てることが
でき、モレや装着中の型崩れもなく違和感も少なくなる点から好ましい。
【００３５】
　止着部５２に用いる機械的面ファスナーのオス部材としては、例えば、その表面に多数
の錨形や鉤形のオス型係合部材が配されたものを用いることができ、メス部材５５，５６
としては、前記オス型係合部材が係合可能なループを多数表面に有し、オス部材を押しつ
けることにより、オス部材を止着可能なものを用いることができる。機械的ファスナーの
オス部材及びメス部材としては、公知の機械的ファスナー、例えば「マジックテープ（登
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録商標）」（クラレ社製）、「クイックロン（登録商標）」（ＹＫＫ社製）、「マジクロ
ス（登録商標）」（カネボウベルタッチ社製）等におけるオス部材及びメス部材を用いる
ことができる。
　腹側部３を構成するシート３７の外面や外方部３４の内面を、機械的ファスナーのオス
部材を直接係合可能な材料、例えば係合性に富む不織布から構成することにより、これを
機械的面ファスナーのメス部材として用いることもできる。
【００３６】
　使い捨ておむつ１の他の構成材料としては、使い捨ておむつ等において従来用いられて
いる各種の材料を特に制限な用いることができる。例えば、各部の弾性部材の形成素材と
しては、天然ゴム、合成ゴム、スパンデックス等の各種のものを用いることができ、それ
ぞれの形態としては糸状、帯状、フィルム状等の各種のものを用いることができる。肌に
接触する部位に使用するシート材は、肌触りの良い材料、例えば、不織布や布等であるこ
とが好ましい。吸収性コアとしては、例えば、解繊パルプや捲縮アセテート繊維のトウ等
の繊維からなる繊維集合体や、繊維集合体に吸水性ポリマーを保持させてなるものが好ま
しい。
【００３７】
　本発明の使い捨ておむつは、上述した実施形態に制限されず、本発明の趣旨を逸脱しな
い範囲で種々変更が可能である。
　例えば、破断誘導線３３の屈曲部分３３ｂの屈曲形状としては、上述おむつ１のような
コ字状の他、Ｕ字状、Ｖ字状、Ω字状等とすることもできる。
　また、ファスニングテープ５は、各外方部３４に一個のみ、あるいは３個ずつ設けられ
ていてもよい。
　また、中央部分３１は、吸収性本体２の外面に剥離自在（脱着自在）に固定されている
ものであってもよい。この場合、中央部分３１の剥離後に露出する表面は、ファスニング
テープ５を着脱可能に止着可能な材料からなることが好ましい。
【００３８】
　また、上記おむつ１においては、腹側部３と背側部４とは、おむつの両側部それぞれに
おいて接合されていたが、腹側部３と背側部４とを連続する帯状物として製造し、その帯
状物の一方の端部と他方の端部とを、おむつの一方の側部あるいは他の部位で連結してウ
エスト開口部が形成されていても良い。また、背側部４は、その一部を吸収性本体２が代
替していても良い。
【００３９】
　また、止着部５２として、機械的面ファスナーに代えて、粘着剤を塗工して形成した粘
着部を設けることもできる。また、特許文献２に記載の着色領域や第２止着部等を設ける
こともできる。また、摘み部Ｔの内面に、粘着剤や機械的面ファスナーのオス材等を設け
て、摘み部Ｔを、外方部３４の外面に止着できるようにしても良い。
　また、本発明の使い捨ておむつは、成人用に適しているが、幼児用であっても良い。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】図１は、本発明の一実施形態としての使い捨ておむつを示す斜視図である。
【図２】図２は、図１のおむつを、中央部分と外方部とを分離して展開した状態を裏面シ
ート側から見た状態（ファスニングテープを開いた状態）を示す展開平面図である。
【図３】図３は、破断誘導線を破断する前の中央部分と外方部との連結部分を示す図であ
る。
【図４】図４は、破断誘導線を破断して、外方部を開放した状態を示す図である。
【図５】図５は、図４のＶ－Ｖ線模式断面図である。
【図６】図６は、図１に示す使い捨ておむつを、展開型おむつと同様にして装着した状態
を示す要部拡大図である。
【符号の説明】
【００４１】
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　１　使い捨ておむつ
　２　吸収性本体
　　２１　表面シート
　　２２　裏面シート
　　２３　吸収性コア
　２’　外装体
　３　腹側部
　　３１　中央部分
　　３１ａ　矩形状部分
　　３１ｂ　摘み部形成部
　３３　ミシン目（破断誘導線）
　　３３ａ，３３ｃ　縦線部分
　　３３ｂ　屈曲部分
　３４　外方部
　　３４ａ　端縁
　　３４ｂ　凹部
　４　背側部
　５　ファスニングテープ
　Ｔ　摘み部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】
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