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(54) Title: PANTS-TYPE DISPOSABLE DIAPER COVER

(54) 発明の名称 : パンツ型使 い捨ておむつカバー

(57) Abstract: [PROBLEMS] A pants-type disposable
diaper cover capable of firmly holding an absorption pad.
[MEANS FOR SOLVING PROBLEMS] The pants-type
disposable diaper cover has a front body section (F) and
a rear body section (B) that are formed so that they are
continuous at a crotch section and at both side s㏄tions to
form waist opening sections (23) and a left and right pair
of leg openings, and the absorption pad (10) is removably
attached to the inner fa㏄ of the diaper ㏄ver. Along the
waist opening section (23) of each of the front body section

㈹ and the rear bo吋 section の), there are elastic w団眈
members (24) vertically arranged with intervals such that
the elastic waist members (24) reach from one side to the
other side of each of the front body section (F) and the rear
body section (B). Further, curved elastic members (26, 28)
are arranged on e㏄h of the front body s㏄tion (F) and the
rear body section (B) with intervals, without crossing each
other. The curved elastic members (26, 28) extend from the
upper side at vertically the ㏄ iter on laterally one side of
the front body section (F) to the upper side at vertically the
center on laterally the other side, and extend so as to curve to
the crotch side as they are closer to the laterally intermediate
s㏄tion. In the front body section (F), the curved section of
at least one curved elastic member (28) passes both sides of
the upper end of the absorption pad (10).

(57) 要約 : [課題 ] 吸収パ ツ ドを強固に保持できるパ
ンツ型使 い捨ておむつカバーを提供する。 決手
段 ] 前身頃 F と後身頃B とが股間部および両側部でそ
れぞれ連続するように形成され、かつそれによってウ
エス ト開口 2 3 及び左右一対のレツグ開口部が形成
されており、内面に吸収パ ツ ド1 Oが着脱自在に取 り

付けられるパンツ型使 い捨ておむつカバーに対 して、前身頃 F 及び後身頃B のそれぞれにおけるウエス ト開口部
2 3に沿って一方の例部から他方の例部まで到達するウエス ト部弾性部材
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2 4 を上下方向に間隔をおいて複数本配置し、前身頃 F及び後身頃 のそれぞれに、幅方向一方側における上下方
向中央 よりも上側から幅方向他方側における上下方向中央 よりも上側まで延在 し且つ幅方向中間部に近づ につれ
て股間側に湾曲するよ に延在する湾曲弾性部材 2 6 , 2 8 を、互いに交差することな 間隔をおいて複数本配置
し、かつ前身頃 2 8 1 0

構成する「
において、少な とも一木の湾曲弾性部材 の湾曲部分が吸収パ ツ ド の上端部両側を通る

よ に 。



パンソ型使い捨ておむつカバー

技術分野

０００1 本発明は、内面に吸収パッドが着脱自在に取り付けられるパシソ型使ぃ捨てぉむ

つカバーに関し、特に吸収パッドをずれなぃょぅに確実に保持できるパシソ型使ぃ捨

てぉむつカバーに関する。

背景技術

０００2 パンソ型使ぃ捨てぉむつカバーは、内面に吸収パッドが着脱自在に取り付けられ

るものであり、成人用途から幼児用途まで広く用ぃられてぃる (特許文献 、2 参照 ) 。

しかしながら、従来のぉむつカバーは、吸収パッドを強固に保持できず、ずれ易ぃ
れづ問題点があった。

特許文献 1 特開2 ００ 号公報

特許文献2 実登 3 ０58259 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００3 そこで、本発明の主たる課題は、吸収パッドを強固に保持できるパシソ型使ぃ捨て

ぉむつカバーを提供することにある。

課題を解決するための手段

０００4 上記課題を解決した本発明は次記のとぉりである。

く請求項 記載の発明ノ

前身頃と後身頃とが股間部ぉょび両側部でそれぞれ連続するょぅに形成され、か

つそれにょってウェスト開口部及び左右一対のレソグ開口部が形成されてぉり、内面

に吸収パッドが着脱自在に取り付けられるパンソ型使ぃ捨てぉむつカバーであって

前記前身頃及び後身頃のそれぞれにぉける前記ウェスト開口部に沿って一方の側

部から他方の側部まで到達するウェスト部弾性部材が上下方向に間隔をぉぃて複

数本配置され、



前記前身頃及び後身頃のそれぞれに、幅方向一方側における上下方向中央よりも

上側から幅方向他方側における上下方向中央よりも上側まで延在し且つ幅方向中

間部に近づくにつれて股間側に湾曲するよぅに延在する湾曲弾性部材が互いに交

差することなく間隔をおいて複数本配置されており、かつ

前記前身頃において、少なくとも一本の前記湾曲弾性部材の湾曲部分が、前記吸

収パッドを取り付けた状態で吸収パッドの上端部両側を通るよぅに構成されている、

ことを特徴とするパンソ型使い捨ておむつカバー。

０００5 (作用効果)

本発明では上記のよぅな湾曲弾性部材を備えることにより、腹側において、吸収パ

、ソドの上端部両側が幅方向に広げられつつ上方に持ち上げられるよぅになり、吸収パ

、ソドをずれないよぅに身体に強固に保持できるよぅになる。よって、尿の漏れ形態とし

て最も発生し易い前漏れを効果的に防止できる。なお、「前身頃と後身頃とが股間部

および両側部でそれぞれ連続する」とは、素材 自体が切り離されずに連続しているも

のの他、素材は切り離されるが、製品となるまでに接着剤やヒートシール等により接合

されることにより連続するに至ったものも含む意味である。

０００6 く請求項2記載の発明ノ

前記後身頃において、前記湾曲弾性部材における湾曲部分のぅち先端部分が股

間側から離間する方向に突出するよぅに配置されている、請求項 記載のパンソ型お

むつカバー。

０００7 (作用効果)

湾曲弾性部材が本項記載のよぅな突出部分を備えていると、この突出部分によって

吸収パッドが瞥裂内に押し付けられ、フィット性が高まるため非常に好ま 、。

０００8 く請求項3記載の発明ノ

少なくとも一本の前記湾曲弾性部材の始端及び終端が、前記ウェスト開口部に位

置している、請求項 または2記載のパンソ型使い捨ておむつカバー。

０００9 (作用効果)

本項記載のよぅに、湾曲弾性部材がウェスト開口部に始端および終端を有している

と、吸収パッドの持ち上げ力がより強くなるため好ま 、。



００1０ く請求項4記載の発明ノ

前記前身頃及び後身頃のそれぞれにおいて、前記ウェスト弾性部材と前記湾曲弾

性部材における湾曲部分とが離間しており、少なくともこの離間部分を通るよぅに、腰

回り方向に沿って一方の側部から他方の側部まで到達する腰回り弾性部材が上下

方向に間隔をおいて複数本配置されている、

請求項 ～3のいずれか 項に記載のパンソ型使い捨ておむつカバー。

００ (作用効果

湾曲弾性部材の効果を高めるためには、可能な限り股間側に湾曲させると良いが、

その場合、ウェスト弾性部材と前記湾曲弾性部材における湾曲部分とが離間し、この

離間部分のフィット性が低下するおそれがある。よって、本項記載のよぅに、この離間

部分全体を腰回り弾性部材で埋めることで、フィット性の低下を防ぐのは好ま 、。

００12 く請求項5記載の発明ノ

前記前身頃において、少なくとも一本の前記湾曲弾性部材の湾曲部分が、前記吸

収パッドを取り付けた状態で吸収パッドの上端縁を通るよぅに構成されている、請求

項 ～4のいずれか 項に記載のパンソ型使い捨ておむつカバー。

００13 (作用効果)

本項記載のよぅに構成されていると、前述した本発明の作用効果がより一層顕著に

発揮されるよぅになる。

発明の効果

００14 以上のとおり本発明によれば、吸収パッドを強固に保持できるよぅになる等の利点

がもたらされる。

００15 図 第 の形態のパンソ型使い捨ておむつカバーの展開図である。

図2 折り畳み線における断面図である。

図3 第 の形態の装着状態外観図である。

図4 第 の形態の装着状態外観図である。

図5 第 の形態の変形例の展開図である。

図6 第2の形態のパンソ型使い捨ておむつカバーの展開図である。



図7 第3の形態のパンソ型使い捨ておむつカバーの展開図である。

図8 吸収パッドの平面図である。

図9 ( は吸収パッドの展開状態での半横断面図、( )はその製品状態を示す図で

ある。

符号の説明

００16 ０…吸収パッド、皿…透液性表面シート、 2 …防漏シート、 3 …吸収体、 4 …ク

レープ紙、 5 …ギヤザ一不織布、 6 …糸状弾性伸縮部材、2０…パシソ型使い捨て

おむつカバー、2 22…脇部接合縁、24…ウェスト部弾性部材、25…腰回り弾性

部材、26…背側湾曲弾性部材、28…腹側湾曲弾性部材、29…脚回りかソトライン、

…前身頃、 …後身頃。

発明を実施するための最良の形態

００17 以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳述する。

く第 の形態ノ

第 の形態のパンソ型使い捨ておむつカバー2０は、図 及び図2に示されるよぅに

、上層2０ 及び下層2０からなる2層構造の不織布シートからなり、上層2０ と下層

2０ との間に各種弾性部材が伸張状態で固定され、伸縮性が付与されている。平面

形状は、前後方向中間の股間部で切り離すことなく前身頃 および後身頃 を一体

的に形成するとともに、股間部の両側部に凹状の脚回りかソトライン29を形成してなり

、全体として擬似砂時計形状を成している。この展開状態から、前身頃 と後身頃 と

を股間部を境に折り重ね、前身頃 と後身頃 とを両側部において接合することによ

って、図3及び図4に示すよぅにウェスト開口部及び左右一対のレソグ開口部を有す

るパシソ型使い捨ておむつカバー2０となる。

００18 おむつカバー2０の (積層構造の場合には各層の) 素材としては、不織布、織布、樹

脂フィルム等を用いることができ、また有孔または無孔を問わず使用できる。不織布
。は原料繊維によって限定されるものではないが、例えばポリエチレンまたはポリプロヒ

レン等のオレフィン系、ポリエステル系、ポリアミド系等の合成繊維の他、レ一ョンやキ

ュプラ等の再生繊維、綿等の天然繊維を用いた不織布を用いることができる。また、

不織布は製造方法によって限定されるものでもないが、例えばスパンレース法、スパ



ンボンド法、サーマルボンド法、メルトブローン法、ニ一ドルパンチ法等の公知の加工

法によって製造したものを用いることができる。なお、これらの加工法の内、スパンレ

ース法は柔軟性、ドレープ性に富む点で優れ、サーマルボンド法は嵩高でソフトであ

る点で優れている。また、樹脂フイルムとしては、ポリエチレンフイルム、ポリプロピレン

フイルム等のポリオレフイン系樹脂フイルムを用いることができる。

００19 弾性部材としては、図 に示されるよぅに、前記前身頃 及び後身頃 のそれぞれに

おけるウェスト開口部23に沿って一方の側部から他方の側部まで到達するウェスト

部弾性部材24 24 …が上下方向 (製品上下方向) に間隔をおいて複数本配置され

ている。また、前身頃 及び後身頃 のそれぞれに、幅方向一方側における上下方

向中央よりも上側のき日ィ立 (図示形態では前身頃 と後身頃 とを接合する一方側接

合縁)から幅方向他方側における上下方向中央よりも上側のき日ィ立 (図示形態では前

身頃 と後身頃 とを接合する他方側接合縁)まで延在し且つ幅方向中間部に近づ
くにつれて股間側に湾曲するよぅに延在する湾曲弾性部材26…、28…が互いに交

差することなく間隔をおいて複数本配置されている。さらに、図示形態では、前身頃

及び後身頃 のそれぞれにおいて、ウェスト弾性部材24と湾曲弾性部材26 28に

おける湾曲部分とが離間しており、少なくともこの離間部分を含む上下方向範囲全体

に、ウェスト開口部23に沿って一方の側部から他方の側部まで到達する腰回り弾性

部材25 25 …が上下方向に間隔をおいて複数本配置されている。なお、第 の形態

では、脚回りかソトライン29に沿って実質的に連続する、所謂脚回り弾性部材は設け

られていない。

００2０ これらの弾性部材24 25 26 28としては、通常使用されるスチレン系ゴム、オレ

フイン系ゴム、ウレタン系ゴム、エステル系ゴム、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリスチレ

ン、スチレンブタ、ジェン、シリコン、ポリエステル等のからなる糸状弾性部材を好適に

用いることができる。また、ある程度の幅を有するテープ状またはフイルム状弾性部材

を用いることもできる。固化後に弾性伸縮するよぅになる伸縮性ホットメルト接着剤を

用いても良い。特に、ウェスト部弾性部材24および湾曲弾性部材26 28としては、

糸状弾性部材、テープ状弾性部材が好適である。腰回り弾性部材25 25 …としては

、糸状弾性部材、フイルム状弾性部材、伸縮性ホットメルト接着剤が好適である。



００2 1 また、これらの弾性部材24 25 26 28は、太さは2００～3０００d e 以下、テンシ

ョンは 5０～35０ 、間隔は2～2０ として配設するのがよい。特に、ウエスト部弾
，注部材24および湾曲弾性部材26 28は、太さは2００～3０００d e 以下、テンション

は 5０～3００ 、間隔は2～０ として配設するのがよく、また、腰回り弾性部材2

5，25…は、太さは2００～ OOd e 以下、テンションは 5０～28０ 、間隔は2～2

０ として配設するのがよい。

００22 以下、各弾性部材について順に詳述する。

ウエスト部弾性部材24 24 …は、ウエスト開口縁23近傍に上下方向に間隔をおい
て配設された複数条の糸ゴム状弾性部材であり、一方の側部から他方の側部まで連

続しており、身体のウエスト部回りを締め付けるように伸縮力を与えるものである。この

ウエスト部弾性部材24は、図示例では糸ゴムを用いたが、例えばテープ状の伸縮部

材を用いてもよい。ウエスト部弾性部材24が配置される上下方向範囲は適宜定める

ことができるが、例えば ～5c とすることができる。ウエスト部弾性部材24 は、他の

部位よりも強い締め付け力を有しているのが好ましい。

００23 腰回り弾性部材25 25 …は、前身頃 及び後身頃 のそれぞれにおいて、上下方

向に間隔をおいて腰回り方向に沿って配設された糸ゴム状の弾性部材であり、ウエ

スト弾性部材24と湾曲弾性部材26 28における湾曲部分とが離間する場合に、この

離間部分の締め付けを補うものである。したがって、離間部分が無い場合や、離間部

分があってもその締め付けを行わない場合には省略することができるものである。腰

回り弾性部材25 25 …は、少なくとも、ウエスト開口部23の下端から湾曲弾性部材

の上端までの範囲内を通過するように設けられれば良いが、特に離間部分の上下方

向範囲のうち5０ 以上の範囲にわたって設けられるのが好ましい。この限りにおいて

、図 に示すように脇部接合縁2 22と対応する部分から脚回りヵットライン29の部

分までの範囲に設けることも、また図5に示すように脇部接合縁2 22と対応する範

囲のみに設けることもできる。

００24 なお、腰回り弾性部材25 25 …の内、最もウエスト開口部寄りに位置する弾性部材

と、ウエスト部弾性部材24の最下側のものとの離間距離S ，S は2０ 以内となるよ
B

うに配置されるのが好ましいが、ウエスト部弾性部材24 24 …と腰回り弾性部材25



25… との境界は必ずしも明確でなくてよい。例えば、前身頃 及び後身頃 に上下

方向に間隔をおいて水平方向に配置された弾性部材の内、数は特定できなくても、

上部側の何本かがウェスト部弾性部材24として機能し、残りの弾性部材が腰回り弾

性部材として機能していればよい。また、後述する図6に示す例のよぅに、一部の腰

回り弾性部材25がウェスト部弾性部材24と交差していても良い。

００25 湾曲弾性部材26 28は、前身頃 及び後身頃 のそれぞれに設けられるものであ

り、吸収パッド ０の保持性能を高める機能を有するものである。後身頃 における背

側湾曲弾性部材26 26 …は、一方側の脇部接合縁22からほぼ脚回りかソトライン2

9に沿ぅよぅに股間側に延び、股間側を通り反対側の脚回りかソトライン29にほぼ沿い
ながら他方側の脇部接合縁22まで連続するよぅに配置された複数本 (図 に示す例

では8本)の糸ゴム状弾性部材であり、これら背側湾曲弾性部材26 26…は互いに

交差することなく、間隔をおいて配置されている。この背側湾曲弾性部材26 26

は、2，3本程度の弾性伸縮部材を間隔を密にして実質的に一東として配置されるの

ではなく、所定の伸縮ゾーンを形成するよぅに所定の間隔を空けて、5本以上、好まし

くは7本以上配置されるものである。

００26 脇部側縁2 22における背側湾曲弾性部材26 26 …の上下方向配置間隔は、

股間部における背側湾曲弾性部材26 26 …の上下方向配置間隔とほぼ同じとされ

、かつ背側湾曲弾性部材26 26 …の内、最も股間側に位置する弾性部材はおむつ
の股間部折り畳みラインC からの距離 がｱ 5０ 以内、好ましくは35 以内

となる曲線形状を描くよぅに配置されるのが好ま 、。背側湾曲弾性部材26 26

の配置間隔を脇部接合縁2 22と股間部とで均等配置にすることにより、弾性力が

集中せずに均等バランスでカバー2０全体を身体に密着させるよぅになるとともに、背

側湾曲弾性部材26 26 …が描くラインが股間部近傍領域を通る大波の曲線形状で

配置することにより、カバー2０を身体に対してきっちりと密着保持し得るよぅになる。

００27 背側湾曲弾性部材26 26 …の始端および終端は、前身頃 と後身頃 との接合縁

のほぼ上部から下部の範囲に亘り所定の間隔で配置されるのが好ましく、また、中間

部に近づくにつれて湾曲する湾曲部は、吸収パッド０の側縁との鋭角側交差角 ㏄

が35。以上、好ましくは4 。０ 以上、より好ましくは45。以上となるよぅに配置される



のが好ま 、。後身頃 において、このよぅに背側湾曲弾性部材26が緩い傾斜角度

で配置されていると、瞥部の膨らみに対し極力沿ぅ方向に伸縮力が作用する結果、

瞥部を包み込むよぅにパンソ型使い捨ておむつヵバー2０を身体に密着させることが

できるよぅになる。その結果、吸収パッド０を中央側に縮こまらせることがなくなるとと

もに、確実に身体に密着させることにより漏れ防止効果が高まるよぅになる。

００28 特に、背側湾曲弾性部材26における湾曲部分のぅち先端部分 (幅方向中央部分)

26 が股間側から離間する方向 (ウェスト開口部側) に局所的に突出するよぅに配置

されていると、図4に示すよぅに、この突出部分26 によって吸収パッド０が瞥裂内

に押し付けられ、フィット性が高まるため非常に好ま 、。この突出幅 W及び突出長

さP は適宜定めることができるが、一例としては、突出幅 Wを ～5c 程度、突出

長さP を2～０c 程度とすることができる。なお、突出部分26 は全ての背側湾曲

弾性部材26に設けるのが好ま 、が、股間側の一部またはウェスト開口部23側の一

部等、一部のものに設けることもできる。

００29 また、背側湾曲弾性部材26 26 …は、股間部において、おむつの股間部折り畳み

ラインC を基準に前身頃 側に偏侍していることが望ま 、。股間部において、背側

湾曲弾性部材26 26 …をおむつの股間部折り畳みラインC を基準に前身頃 側に

偏侍させることにより、瞥部側で生じるおむつのずり落ちを無くすとともに 、、パンソ型

使い捨ておむつヵバー2０の弛みを無くして身体にフィットさせることができる。

００3０ また、背側湾曲弾性部材26 26 …は、最も股間側に位置する部位と始終端との前

後方向離間距離 が 8０ 以上、特に2００～32０ となるよぅに配置されるのが

好ま 、。装着に際して着用者がウェスト部の脇を掴んで上方に引き上げた際、湾曲

弾性部材26 26 …の弾性力によって紙おむつの後身頃 側を上方に引上げ易くな

り、穿き易さが向上するよぅになる。

００3 1 一方、前身頃 に設けられる腹側湾曲弾性部材28 28 …は、一方側の脇部接合

縁2 から股間側に延び、股間側を通り他方側の脇部接合縁2 まで連続するとともに

、交差することなく間隔をおいて配置された複数本 (図 に示す例では6本)の糸状弾

性部材であり、これら腹側湾曲弾性部材28 28 …は、互いに交差することなく、間隔

をおいて配置されている。この腹側湾曲弾性部材28 28 …も、2，3本程度の弾性伸



縮部材を間隔を密にして実質的に一東として配置されるのではなく、所定の伸縮ゾ

ーンを形成するよぅに所定の間隔を空けて、5本以上、好ましくは7本以上配置される

ものである。

００32 脇部側縁2 22における腹側湾曲弾性部材28 28 …の上下方向配置間隔は、

股間部の腹側湾曲弾性部材28 28 …の上下方向配置間隔とほぼ同じとされ、かつ
腹側湾曲弾性部材28 28 …の内、最も股間側に位置する弾性部材はおむつの股

間部折り畳みラインC からの距離 が土 5０ 以内、好ましくは35 以内となる

曲線形状を描くよぅに配置されている。腹側湾曲弾性部材28 28 …の配置間隔を脇

部接合縁2 22と股間部とで均等配置にすることにより、弾性力が集中せずに均等

バランスでヵバー2０を身体に密着させるよぅになるとともに、腹側湾曲弾性部材28

28…が描くラインが股間部近傍領域を迂回する大波の曲線形状で配置することによ

り、ヵバー2０を身体に対してきっちりと密着保持し得るよぅになる。

００33 腹側弾性部材28 28 の始端および終端は、前身頃 と後身頃 との脇部接合縁

2 2 のほぼ上部から下部の範囲に亘り所定の間隔で配置されるのが好ましく、ま

た、中間部に近づくにつれて湾曲する湾曲部は、吸収パッド ０の側縁との鋭角側交

差角 0 が3０。以下、好ましくは28。以下となるよぅに配置されるのが好ま 、。交差

角 0 は、水平方向分力と鉛直方向分力のバランスから、少なくとも2０。以上とするの

が望ま 、。身体の前側部分には瞥部のよぅな膨らみがないため、ずり落ちが発生し

易い傾向にあるが、腹側湾曲弾性部材28をきつい傾斜角度で配置することでずり落

ちを効果的に防止でき、吸収パッド ０を強固に保持できるよぅになる。

００34 特徴的には、本発明では、少なくとも一本、好ましくは複数本の腹側弾性部材28

28…の湾曲部が、吸収パッド ０を取り付けた状態で吸収パッド ０の上端部両側を

通るよぅに配置される。このよぅに構成されていることにより、図3に示すよぅに、吸収パ

、ソド ０の上端部両側が幅方向に広げられつつ上方に持ち上げられるよぅになり、吸

収パッド０をずれないよぅに身体に強固に保持できるよぅになる。

００35 これらの観点 (すなわち湾曲部の交差角および吸収パッド ０の上端部両側上の通

過 からは、図5に示すよぅに、少なくとも一本、好ましくは複数本の腹側湾曲弾性部

材28の始端及び終端がウェスト開口部23に配置されるのも、一つの好ま 、形態で



ある。

００36 また、腹側湾曲弾性部材28 28 …は、最も股間側に位置する部位と始終端との前

後方向離間距離 が 2０ 以上、特に 4０～25０ となるよぅに配置されるのが

好ま 、。装着に際して着用者がウェスト部の脇をもって上方に引き上げた際、腹側

湾曲弾性部材28 28…の弾性力によって紙おむつの前身頃 側を上方に引上げ

易くなり、穿き易さが向上するよぅになる。

００37 ところで、腹側湾曲弾性部材28 28 …の一部と、背側湾曲弾性部材26 26 …の

一部とは交差していてもよいが、図示形態のよぅに、腹側湾曲弾性部材28 28 …の

ぅち最股間側のものと、背側湾曲弾性部材26 26 …のぅち最股間側のものとは、股

間部において互いに交差することなく近接していることが望ましく、その近接幅 (

は、 ０～2０ とするのが望ま 、。股間部において、湾曲弾性部材28…、

26… によって吸収パッド０を均等の圧力で身体側に押付け密着させるため、身体と

の隙間が封鎖され、高い漏れ防止効果が発揮されるよぅになる。

００38 く第2、第3の形態ノ

図6及び図7はボクサータイプのパンソ型おむつヵバ一への適用例を示している。

図6に示す第2の形態は、脚の付け根を取り囲む脚部3０を有し、前身頃 と後身頃

とが股間部では切り離されているものの、脚部3０の内側 (股間側)先端では切り離さ

れずに連続しており、前身頃 と後身頃 とを股間部、脚部3０、および両側部2 ，2

2でそれぞれ接合することにより、ウェスト開口部23及び左右一対のレソグ開口部を

有するボクサータイプのおむつヵバ一となるものである。腰周り弾性部材25は若干股

間部側に湾曲しており、背側湾曲弾性部材26は図 に示すよぅな突出部を有してい
ない。また、前述の形態と比べると、腹側湾曲弾性部材28はより鋭角に(ほぼ 字状

に)湾曲しており、背側湾曲弾性部材26はより緩やかに湾曲している。また、脚部3０

には脚回りに沿って脚回り弾性部材3 が設けられている。

００39 一方、図7に示す形態は、足回りかソトライン29が凹部形状ではなく、ウェスト開口

部23に対して平行に形成された一本のスリット29S からなるものであり、前身頃 と後

身頃 とが股間部で切り離されずに連続しており、前身頃 と後身頃 とを股間部を

境に折り畳み両側部でそれぞれ接合することにより、ウェスト開口部及び左右一対の



レ、ソグ開口部を有するボクサータイプのおむつカバーとなるものである。前身頃 及

び後身頃 の実質的に全体にわたりウェスト部弾性部材24および腰回り弾性部材2

5が配置されており、湾曲弾性部材26 28はより細かい間隔で配置されているもので

ある。また、脚回りに沿って脚回り弾性部材3 が設けられている。

００4０ く吸収パッドの例ノ

吸収パッド ０は、カバー内面に対して着脱自在に取り付けられるものである限り、

特に限定されるものではないが、例えば図8及び図9に示すよぅに、不織布などから

なる透液性表面シート皿と、ポリエチレン等からなる防漏シート 2との間に、綿状パ

ルプなどの吸収体 3を介在させた構造とされ、体液を吸収保持する構造を有するも

のである。吸収パッド０はカバー2０の内面に載せるだけでも良いが、固定手段を介

して剥離可能に固定するのが好ましい。なお、図9中の「木 」は、この固定手段として

の粘着剤層を示している。

００41 固定手段は特に限定されるものではないが、粘着剤の他、固定対象の一方に設け

たフック部材と他方に設けたループ部材とを係合させて固定するメカニカルファスナ

ー、固定対象の一方に設けた磁石と他方に設けた磁石または磁着金属とを磁着させ

て固定する磁着手段等を用いることができる。磁石としてはゴム磁石を好適に用いる

ことができる。

００42 固定手段を設ける位置は適宜定めることができる。固定手段が粘着剤の場合、粘

着剤は吸収パッド ０の外面 (防漏シート 2の外面) に設けても、おむつカバー2０の

内面に設けても良い。また、固定手段がメカニカルファスナーの場合、吸収パッド ０

の外面およびおむつカバーの内面のいずれか一方にフック部材を設け、他方にル

ープ部材を設ける。さらに固定手段が磁着手段の場合、吸収パッド ０の外面および

おむつカバーの内面のいずれか一方に磁石を設け、他方に磁石または磁着金属部

材を設ける。

００43 固定手段の形状、大きさ、個数は特に限定されないが、吸収パッド０が着用中に

ずれないよぅにするのが好ましく、例えば図 に示すよぅに、固定手段4０を吸収パッド

０の前後端部および前後方向中間部に設けることができる。固定手段の固定力は、

吸収パッド０がずれない程度に強く、かつ、いったん取り付けた吸収パッド０を外す



際に、カバー2０が破損しない程度には弱いよぅに、バランスよく調整するのが好まし

００44 吸収パッド ０の寸法及びおむつカバー2０に対する取り付け位置は適宜定めること

ができるが、例えば、吸収パッド０の上端部の幅 ～34０ とすることができ、

また、おむつカバーのウェスト開口部23から吸収パッド ０の上端縁までの上下方向

離間距離 が8０～22０ となるよぅに、吸収パッド０を取り付けることができる。

００45 吸収体 3は、図示例では平面形状を略方形状として成形されたものが使用され、

その幅寸法は股間部への当たりによって着用者にゴワ付き感を与えない寸法幅とな

っている。この吸収体 3は、形状保持と透液性表面シート皿を透過した体液の拡散

性向上のためにクレープ紙 4によって囲緯されている。なお、吸収体 3としては、嵩

を小さくできるエアレイド吸収体を用いるのが望ま 、。

００46 吸収体 3の表面側 (肌当接面側)を覆ぅ透液性表面シート としては、有孔または

無孔の不織布や多孔性プラスチックシートなどが好適に用いられる。不織布を構成

する素材繊維は、ポリエチレンまたはポリプロピレン等のオレフィン系、ポリエステル

系、ポリアミド系等の合成繊維の他、レ一ョンやキュプラ等の再生繊維、綿等の天然

繊維とすることができ、スパンレース法、スパンボンド法、サーマルボンド法、メルトブ

ローン法、ニ一ドルパンチ法等の適宜の加工法によって得られた不織布を用いること

ができる。これらの加工法の内、スパンレース法は柔軟性、ドレープ性に富む点で優

れ、サーマルボンド法は嵩高でソフトである点で優れている。透液性表面シート皿に

多数の透孔を形成した場合には、尿などが速やかに吸収されるよぅになり、ドライグソ

チ性に優れたものとなる。透液性表面シート 、吸収体 3の側縁部を巻き込んで

吸収体 3の裏面側まで延在している。

００47 吸収体 3の裏面側 (非肌当接面側)を覆ぅ防漏シート 2は、ポリエチレンまたはポ

リプロピレンなどの不透液性プラスチックシートが用いられるが、近年はムレ防止の点

から透湿性を有するものが好適に用いられる。この遮水・透湿性シートは、たとえばポ

リエチレンやポリプロピレン等のオレフィン樹脂中に無機充填材を溶融混練してシー

トを形成した後、一軸または二軸方向に延伸することにより得られる微多孔性シート

であり、仮にシート厚が同じであれば無孔シートよりも剛性が低下するため、柔軟性



の点で勝るものとなる。

００48 一方、立体ギヤザ一 Sを形成するギヤザ一不織布 5は、図6に示されるよぅに、折

返しによって二重シートとした不織布が用いられ、透液性表面シート皿によって巻き

込まれた吸収体 3の側縁部をさらにその上側から巻き込んで吸収体 3の裏面側ま

で延在して接着されている。より具体的には、ギヤザ一不織布 5は、紙おむつの長

手方向中間部では、立体ギヤザ一 S形成部分を残し、幅方向中間部から吸収体 3

の裏面側に亘る範囲がホットメルト接着剤等によって接着され、また長手方向前後端

部では、幅方向中間部から一方側端縁までの区間が吸収体 3の裏面側に亘る範囲

で接着されるとともに、立体ギヤザ一 Sを形成する部分を吸収体 3の上面部にて折

り畳むよぅにしながらホットメルト接着剤等により接着している。

００49 二重シート不織布によって形成されたギヤザ一不織布 5の内部には、起立先端側

部分に複数本の糸状弾性伸縮部材 6 6 …が配設されている。糸状弾性伸縮部

材 6 6 …は、製品状態において図6( )に示されるよぅに、弾性伸縮力により吸収

体側縁部より突出する不織布部分を起立させて立体ギヤザ一 Sを形成するための

ものである。

００5０ 防漏シート 2は、二重シート状のギヤザ一不織布 5の内部まで進入し、図6に示さ

れるよぅに、立体ギヤザ一 Sの下端側において防漏壁を構成するよぅになっている。

かかる防漏シート 2としては、排便や尿などの褐色が出ないよぅに不透明のものを用

いるのが望ましい。不透明ィビとしては、プラスチック中に、炭酸力ルシウム、酸ィヒチタ

ン、酸ィロ亜鉛、ホワイトカーボン、クレイ、タルク、硫酸バリウムなどの顔料や充填材を

内添してフィルムィヒしたものが好適に使用される。

００5 1 糸状弾性伸縮部材 6としては、通常使用されるスチレン系ゴム、オレフィン系ゴム、

ウレタン系ゴム、エステル系ゴム、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリスチレン、スチレン

ブタジェン、シリコン、ポリエステル等の素材を用いることができる。また、外側から見

え難くするため、太さは925 d e 以下、テンションは 5０～35０ 、間隔は7・O

以下として配設するのがよい。なお、糸状弾性伸縮部材に代えて、ある程度の幅を有

するテープ状弾性伸縮部材を用いるよぅにしてもよい。

００52 前述のギヤザ一不織布 5を構成する素材繊維も透液性表面シート皿と同様に、ポ



リエチレンまたはポリプロピレン等のオレフィン系、ポリエステル系、アミド系等の合成

繊維の他、レ一ョンやキュプラ等の再生繊維、綿等の天然繊維とすることができ、ス

パンボンド法、サーマルボンド法、メルトブローン法、ニ一ドルパンチ法等の適宜の加

工方法に得られた不織布を用いることができるが、特にはムレを防止するために坪量

を抑えて通気性に優れた不織布を用いるのがよい。さらにギヤザ一不織布 5につい
ては、尿などの透過を防止するとともに、カブレを防止しかつ肌への感触，注 (ドライ感

)を高めるために、シリコン系、パラフィン金属系、アルキルクロミッククロイド系機水剤

などをコーティングした機水処理不織布を用いるのが望ましい。

産業上の木り用可能，生

００53 本発明は、内面に吸収パッドが着脱自在に取り付けられるパンソ型使い捨ておむ

つカバーにおいて利用できるものである。



請求の範囲

前身頃と後身頃とが股間部および両側部でそれぞれ連続するよぅに形成され、か

つそれによってウェスト開口部及び左右一対のレソグ開口部が形成されており、内面

に吸収パッドが着脱自在に取り付けられるパンソ型使い捨ておむつカバーであって

前記前身頃及び後身頃のそれぞれにおける前記ウェスト開口部に沿って一方の側

部から他方の側部まで到達するウェスト部弾性部材が上下方向に間隔をおいて複

数本配置され、

前記前身頃及び後身頃のそれぞれに、幅方向一方側における上下方向中央よりも

上側から幅方向他方側における上下方向中央よりも上側まで延在し且つ幅方向中

間部に近づくにつれて股間側に湾曲するよぅに延在する湾曲弾性部材が互いに交

差することなく間隔をおいて複数本配置されており、かつ

前記前身頃において、少なくとも一本の前記湾曲弾性部材の湾曲部分が、前記吸

収パッドを取り付けた状態で吸収パッドの上端部両側を通るよぅに構成されている、

ことを特徴とするパシソ型使い捨ておむつカバー。

2 前記後身頃において、前記湾曲弾性部材における湾曲部分のぅち先端部分が股

間側から離間する方向に突出するよぅに配置されている、請求項 記載のパシソ型お

むつカバー。

3 少なくとも一本の前記湾曲弾性部材の始端及び終端が、前記ウェスト開口部に位

置している、請求項 または2記載のパシソ型使い捨ておむつカバー。

4 前記前身頃及び後身頃のそれぞれにおいて、前記ウェスト弾性部材と前記湾曲弾

性部材における湾曲部分とが離間しており、少なくともこの離間部分を通るよぅに、腰

回り方向に沿って一方の側部から他方の側部まで到達する腰回り弾性部材が上下

方向に間隔をおいて複数本配置されている、

請求項 ～3のいずれか 項に記載のパシソ型使い捨ておむつカバー。

5 前記前身頃において、少なくとも一本の前記湾曲弾性部材の湾曲部分が、前記吸

収パッドを取り付けた状態で吸収パッドの上端縁を通るよぅに構成されている、請求

項 ～4のいずれか 項に記載のパシソ型使い捨ておむつカバー。
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