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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　腹側部、股下部及び背側部を有し、一対のサイドシール部、ウエスト開口部及び一対の
レッグ開口部が形成されているパンツ型使い捨ておむつであって、
　一対のサイドシール部それぞれにおける最も上方に位置する弾性部材の上端同士を結ぶ
上部仮想直線と、一対のサイドシール部それぞれにおける最も下方に位置する弾性部材の
下端同士を結ぶ下部仮想直線との間の領域を、おむつ幅方向に延びる４本の同じ幅の帯状
領域に区分し、該４本の帯状領域を、上部仮想直線側から下部仮想直線側に向かって順に
第１領域、第２領域、第３領域、第４領域としたときに、
　腹側部及び背側部の第２領域の平均収縮力と、腹側部及び背側部の第４領域の平均収縮
力とが、それぞれ、腹側部及び背側部の第３領域の平均収縮力より大きく、
　腹側部の第４領域の収縮力が、背側部の第４領域の収縮力より大きく、
　腹側部及び背側部の第２領域の平均収縮力が、腹側部及び背側部の第１領域の平均収縮
力より大きく、
　第２領域は、おむつを着用したときに着用者の腸骨稜から上前腸骨棘にかけての部位に
当接する領域であり、第４領域は、おむつを着用したときに着用者の転子の部位に当接す
る領域である、パンツ型使い捨ておむつ。
【請求項２】
　背側部の第２領域の収縮力が、腹側部の第２領域の収縮力より大きい、請求項１記載の
パンツ型使い捨ておむつ。
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【請求項３】
　レッグ開口部の周縁部に沿う弾性部材が配されていない、請求項１又は２記載のパンツ
型使い捨ておむつ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、パンツ型使い捨ておむつに関する。
【背景技術】
【０００２】
　パンツ型使い捨ておむつにおいて、ウエスト開口部とレッグ開口部との間に、おむつの
幅方向に延びる弾性部材を配したものが知られている。
　例えば、ウエスト開口部の周縁端と吸液性コアパネルの上端に沿って横方向に延びる第
１画成線との間の前後側胴開口伸縮域に第１弾性部材が配置され、該第１画成線とレッグ
開口部の各々の上部近傍間を結ぶ第２画成線との間の前側胴回伸縮域に第３弾性部材が配
置され、前側胴回伸縮域が、上部伸縮域、中間部伸縮域及び下部伸縮域を有し、第１弾性
部材の伸長応力を、上部及び下部伸縮域の各々における第３弾性部材のそれよりも大きく
し、上部及び下部伸縮域の各々における第３弾性部材の伸長応力を、中間部伸縮域におけ
る第３弾性部材のそれよりも大きくしたパンツ型使い捨ておむつが提案されている（特許
文献１参照）。
【０００３】
　しかし、特許文献１記載のおむつにおいては、ウエスト開口部の近傍に配される第１弾
性部材によって、着用者のウエスト部位が強く締め付けられるので、着用者の肌にゴム跡
が付いたり、赤みを生じたりするおそれがある。また、第１弾性部材の収縮力が強いため
、おむつを着用させにくくなるおそれがある。
【０００４】
　また、本出願人は、先に、おむつを着用したときに着用者の腸骨稜から上前腸骨棘にか
けての部位に当接する領域の締め付け圧が、該領域より上に位置する領域の締め付け圧よ
り高くなるようにしたパンツ型使い捨ておむつを提案した（特許文献２参照）。
　このおむつによれば、着用中のおむつのずれ落ちを防止できる。
　しかし、パンツ型使い捨ておむつには、より高いずれ落ち防止性能やより良い履き心地
が求められている。
【０００５】
【特許文献１】特開平９－３８１３４号公報
【特許文献２】特開２００６－６１６８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、本発明の目的は、ずれ落ち防止性能及びはき心地に優れたパンツ型使い捨てお
むつを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、腹側部、股下部及び背側部を有し、一対のサイドシール部、ウエスト開口部
及び一対のレッグ開口部が形成されているパンツ型使い捨ておむつであって、一対のサイ
ドシール部それぞれにおける最も上方に位置する弾性部材の上端同士を結ぶ上部仮想直線
と、一対のサイドシール部それぞれにおける最も下方に位置する弾性部材の下端同士を結
ぶ下部仮想直線との間の領域を、おむつ幅方向に延びる４本の同じ幅の帯状領域に区分し
、該４本の帯状領域を、上部仮想直線側から下部仮想直線側に向かって順に第１領域から
第４領域としたときに、腹側部及び背側部の第２領域の平均収縮力と、腹側部及び背側部
の第４領域の平均収縮力とが、それぞれ、腹側部及び背側部の第３領域の平均収縮力より
大きく、腹側部の第４領域の収縮力が、背側部の第４領域の収縮力より大きく、腹側部及
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び背側部の第２領域の平均収縮力が、腹側部及び背側部の第１領域の平均収縮力より大き
い、パンツ型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】
【０００８】
　本発明のパンツ型使い捨ておむつは、ずれ落ち防止性能及びはき心地に優れている。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　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。
　本実施形態のパンツ型使い捨ておむつ１は、図１に示すように、着用時に着用者の腹側
に配される腹側部Ａ、股間部に配される股下部Ｃ及び背側に配される背側部Ｂを有してお
り、一対のサイドシール部Ｓ，Ｓ、ウエスト開口部５及び一対のレッグ開口部６，６が形
成されている。
　より詳細に説明すると、パンツ型使い捨ておむつ１は、図２に示すように、液透過性の
表面シート２、液不透過性又は撥水性の裏面シート３及び両シート２、３間に介在配置さ
れた液保持性の吸収性コア４を有する実質的に縦長の吸収体本体１０と、該吸収体本体１
０の裏面シート３側に配された外包材１１とからなる。
　表面シート２、裏面シート３及び吸収性コア４はそれぞれ矩形状であり、一体化されて
縦長の吸収体本体１０を形成している。表面シート２及び裏面シート３としては、従来こ
の種のおむつに用いられているものを特に制限なく用いることができる。また吸収性コア
４は、高吸収性ポリマーの粒子及び繊維材料から構成されており、ティッシュペーパ（図
示せず）によって被覆されている。
【００１０】
　図２に示すように、吸収体本体１０の長手方向の左右両側には、液抵抗性ないし撥水性
で且つ通気性の素材から構成された側方カフス８、８が形成されている。各側方カフス８
は、自由端部に弾性部材８１が配されており、該弾性部材８１が縮むことにより起立して
、吸収体本体１０の幅方向への液の流出が阻止される。
【００１１】
　外包材１１は、その両側縁が、長手方向中央部において内方に括れた砂時計形の形状を
しており、おむつの輪郭を画成している。
　外包材１１は、２枚の不織布、即ち外層不織布１２と内層不織布１３とが積層された構
造を有している。外層不織布１２はおむつ１の外面をなし、内層不織布１３は外層不織布
１２の内面側（吸収性本体１０側）に、ホットメルト粘着剤等の接着剤によって接合され
ている。
【００１２】
　外包材１１の前後端部には、前後端縁に沿って、複数のウエスト部弾性部材５１、５１
がその幅方向に亘り配されている。各ウエスト部弾性部材５１、５１は、外層不織布１２
と内層不織布１３とによって伸張状態で挟持固定されている。各ウエスト部弾性部材５１
、５１は、おむつ１の腹側部Ａの両側縁部Ａ１，Ａ２と背側部Ｂの両側縁部Ｂ１，Ｂ２と
を互いに接合させたときに、両弾性部材５１、５１の端部同士が重なるように配されてい
る。
【００１３】
　外包材１１は、吸収体本体１０の前後端縁から外方に延出しており、延出した部分が吸
収体本体１０側に折り返されている。折り返された外包材１１は、吸収体本体１０の前後
端部上（即ち吸収体本体１０の前後端部における表面シート２上）を被覆している。
【００１４】
　外包材１１における左右両側の湾曲部には、レッグ部弾性部材６１ａ、６１ｂが配され
ている。各レッグ部弾性部材６１ａ、６１ｂは、レッグ開口部の周縁部に沿って配されて
いる。各レッグ部弾性部材６１ａ、６１ｂは、外層不織布１２と内層不織布１３との間に
配されており、ホットメルト粘着剤等の所定の接合手段によって、両不織布１２、１３に
伸張状態で固定されている。各レッグ部弾性部材６１ａ、６１ｂは、その一端どうしが股
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下部Ｃにおいて重なり合っている。一方、他端は、腹側部Ａ及び背側部Ｂの各側縁部の位
置において終端している。各レッグ部弾性部材６１ａ、６１ｂは、おむつ１の腹側部Ａの
両側縁部Ａ１，Ａ２と背側部Ｂの両側縁部Ｂ１，Ｂ２とを互いに接合させたときに、両弾
性部材６１ａ、６１ｂの端部同士が重なるように配されている。
【００１５】
本実施形態のパンツ型使い捨ておむつ１は、一対のサイドシール部Ｓ，Ｓそれぞれにおけ
る最も上方に位置する弾性部材５１ａの上端同士を結ぶ上部仮想直線Ｌ１と、一対のサイ
ドシール部Ｓ，Ｓそれぞれにおける最も下方に位置する弾性部材６１ａ又は６１ｂの下端
同士を結ぶ下部仮想直線Ｌ２との間の領域Ｄを、おむつ幅方向に延びる４本の相互に同じ
幅の帯状領域（腹側部について１Ｆ～４Ｆ，背側部について１Ｒ～４Ｒ）に区分し、該４
本の帯状領域を、上部仮想直線Ｌ１側から下部仮想直線Ｌ２側に向かって順に、第１領域
１Ｆ，１Ｒ、第２領域２Ｆ，２Ｒ、第３領域３Ｆ，３Ｒ及び第４領域４Ｆ，４Ｒとしたと
きに、腹側部Ａ及び背側部Ｂの第２領域２Ｆ，２Ｒの平均収縮力と、腹側部Ａ及び背側部
Ｂの第４領域４Ｆ，４Ｒの平均収縮力とが、それぞれ、腹側部Ａ及び背側部Ｂの第３領域
３Ｆ，３Ｒの平均収縮力より大きい。また、腹側部Ａの第４領域４Ｆの収縮力が、背側部
Ｂの第４領域４Ｒの収縮力より大きい。
【００１６】
　本実施形態のおむつ１における腹側部Ａ及び背側部Ｂそれぞれの第２～第４領域には、
弾性部材７２～７４が、それぞれおむつ１の幅方向（図２中の左右方向）に亘って配され
ている。弾性部材７２～７４は、外層不織布１２と内層不織布１３との間に、ホットメル
ト粘着剤等の接着剤によって伸長状態にて接合されている。対比される２領域の収縮力を
異ならせるには、両領域に使用する弾性部材の本数、材質、太さを異ならせる方法、弾性
部材を伸長率を異ならせる方法、これらを組み合わせた方法等がある。
【００１７】
　本実施形態のパンツ型使い捨ておむつ１において、第２領域２Ｆ，２Ｒは、図３に示す
ように、おむつを着用したときに着用者の腸骨稜９ａから上前腸骨棘９ｂにかけての部位
に当接する領域であり、第４領域４Ｆ，４Ｒは、おむつを着用したときに着用者の転子９
ｃが位置する部位に当接する領域である。図３中、符号９ｄは坐骨を示す。
　第２領域２Ｆ，２Ｒの平均収縮力と第４領域４Ｆ，４Ｒの平均収縮力とが、それぞれ、
第３領域３Ｆ，３Ｒの平均収縮力より大きいため、第２領域２Ｆ，２Ｒにより腸骨稜９ａ
から上前腸骨棘９ｂにかけての部位を強く締め付けることができると共に、第４領域４Ｆ
，４Ｒにより、転子９ｃが位置する部位を強く締め付けることができ、それにより、優れ
たずれ落ち防止性能が得られる。
　しかも、着用者における、腹側部Ａの第４領域４Ｆが当接する部分は、図３に示すよう
に、体型的に括れた部分であり、骨が体表近くに存在すると共に皮膚の伸び縮みが生じに
くい部分である。そのため、腹側部Ａの第４領域４Ｆの収縮力を、背側部Ｂの第４領域４
Ｒの収縮力より大きくして、背側部Ｂ側より腹側部Ａ側をより強く着用者の肌にフィット
させることで、着用状態のおむつが安定し、着用中に一層優れたずれ落ち防止性能が得ら
れるとともに良好なはかせやすさを維持することが可能となる。
【００１８】
　このようにして、優れたずれ落ち防止性能が第２及び第４領域により得られるため、第
３領域３Ｆ，３Ｒや第１領域１Ｆ，１Ｒの平均収縮力は弱めることができる。
【００１９】
　第３領域３Ｆ，３Ｒ、特に背側部Ｂの第３領域３Ｒが当接される着用者の部位は、着用
者の姿勢の変化により皮膚が大きく伸縮する部分である。例えば、起立した状態から四つ
んばいの状態に変化したとき、該部位の皮膚は大きく伸長する。
　そのため、第３領域３Ｆ，３Ｒの平均収縮力を弱めて、そのような部分にはおむつを強
くフィットさせないようにすることで、皮膚の伸縮との連動によるずれ落ちを防止でき、
ずれ落ち防止性能が一層向上する。また、皮膚が大きく伸長するところに、おむつを強く
フィットさせないことにより、はき心地も一層向上し、また、着用者の肌にゴム跡や赤み
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が付けたりすることも防止することができる。
【００２０】
　また、第１領域１Ｆ，１Ｒの平均収縮力を弱めることで、前方に膨らんだ形状の腹部に
ゴム跡が付いたり肌が赤くなったりすることを防止することができ、また、ウエスト開口
部が開き易いので、おむつが着用させ易くなる。
【００２１】
　サイドシール部Ｓにおける最も上方に位置する弾性部材５１ａの上端とは、サイドシー
ル部Ｓに配されている弾性部材のうち、最もウエスト開口部５寄りに位置する弾性部材５
１ａにおけるサイドシール部の上端Ｓ２寄りの端部であり、サイドシール部Ｓにおける最
も下方に位置する弾性部材６１ａ，６１ｂの下端とは、サイドシール部Ｓに配されている
弾性部材のうち、最もレッグ開口部６寄りに位置する弾性部材６１ａ，６１ｂにおけるサ
イドシール部の下端Ｓ１寄りの端部である。
　また、腹側部Ａ及び背側部Ｂの第１領域１Ｆ，１Ｒの平均収縮力は、腹側部Ａの第１領
域１Ｆの収縮力の測定値と背側部Ｂの第１領域１Ｒの収縮力の測定値とを平均した値であ
る。第２領域から第４領域の平均収縮力についても同様である。
　また、隣接する帯状領域間の境界線（図示せず）は、おむつ幅方向（Ｘ方向，図２参照
）と平行である。尚、各帯状領域１Ｆ～４Ｆ，１Ｒ～４Ｒの幅ａは、上部仮想直線Ｌ１と
下部仮想直線Ｌ２との間の領域Ｄの幅Ｌの１／４である。
　前記領域Ｄの幅Ｌは、サイドシール部Ｓのおむつ長手方向（図２の上下方向）の長さの
７０％以上であることが好ましく、９０％以上であることがより好ましい。
【００２２】
　ずれ落ち防止性能や履き心地の向上等の観点から、第２領域の平均収縮力（Ｈ２）は、
６０～１５０ｃＮ、特に６０～１２０ｃＮであることが好ましく、第３領域の平均収縮力
（Ｈ３）は、１０～１００ｃＮ、特に１０～４０ｃＮであることが好ましく、第２及び第
３領域の平均収縮力の差（Ｈ２－Ｈ３）は、０ｃＮ超であり、５０～１４０ｃＮであるこ
とが好ましく、特に５０～１１０ｃＮであることが好ましい。
　また、ずれ落ち防止性能や履き心地の向上等の観点から、第４領域の平均収縮力（Ｈ４
）は、６０～１５０ｃＮ、特に６０～１２０ｃＮであることが好ましく、第４領域の平均
収縮力（Ｈ４）と第３領域の平均収縮力（Ｈ３）との差（Ｈ４－Ｈ３）は、０ｃＮ超であ
り、５０～１４０ｃＮであることが好ましく、特に５０～１１０ｃＮであることが好まし
い。
　また、ずれ落ち性の一層の向上の観点から、腹側部Ａの第４領域４Ｆの収縮力は、６０
～２４０ｃＮ、特に６０～１６０ｃＮであることが好ましく、背側部Ｂの第４領域４Ｒの
収縮力は、１０～６０ｃＮ、特に１０～４０ｃＮであることが好ましく、腹側部Ａの第４
領域４Ｆの収縮力と背側部Ｂの第４領域４Ｒの収縮力との差は、０～２３０ｃＮ、特に２
０～１５０ｃＮであることが好ましい。
【００２３】
　また、着用者に肌にゴム跡や赤みを付けることを防止する観点及び履きやすさ（履かせ
やすさ）の観点から、第１領域の平均収縮力（Ｈ１）は、１０～１５０ｃＮ、特に２０～
８０ｃＮであることが好ましく、第２領域の平均伸縮（Ｈ２）と第１領域の平均収縮力（
Ｈ１）の差（Ｈ２－Ｈ１）は、０ｃＮ超であり、５０～１４０ｃＮであることが好ましく
、特に５０～１００ｃＮであることが好ましい。
【００２４】
〔腹側部Ａ及び背側部Ｂの第１～第４領域の各領域の収縮力の測定方法〕
　おむつを図２に示すように展開して平面状に拡げ、該おむつを、おむつ幅方向と平行な
直線に沿って切断して、腹側部Ａ及び背側部Ｂそれぞれから第１～第４領域をそれぞれ切
り出す。この切り出しの際には、外包材１１のみならず、吸収性本体１０等を含むおむつ
全体を切断する。
　切り出した各領域（測定サンプル）の長手方向の両端（サイドシール部を形成していた
部分のすぐ内側）を、テンシロン引張試験機（ＯＲＩＥＮＴＥＣ社製「ＲＴＣ－１２１０
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Ａ」）のチャックに挟み、該測定サンプルを３００ｍｍ／ｍｉｎの速度で長手方向に伸長
させ、外包材１１の内寸〔弾性部材により外包材のシートが収縮していない状態（換言す
れば弾性部材を配さずに外包材のみを伸展させた状態）で測定した外包材１１のサイドシ
ール部間の長さ〕を１００（例えば３５０ｍｍ）としたときの、８０相当（例えば２８０
ｍｍ）の長さまで伸長させた後に、７１相当（例えば２５０ｍｍ）の長さまで収縮させた
ときの引張り荷重（ｃＮ）を収縮力とする。外包材１１の内寸を１００としたときの７１
相当の長さにおける戻りの力を規定した理由は、本実施形態のパンツ型使い捨ておむつ１
を着用する主たる対象者である幼児の腹回りの長さがおむつ内寸と比して７１％程度とな
るからである。なお、ここで言う腹回りの長さは、幼児の姿勢が変化したときの腹回りの
周長の変化を考慮し、立位および座位で測定した腹回りの平均値である。
【００２５】
　本実施形態のパンツ型使い捨ておむつ１においては、背側部Ｂの第２領域２Ｒの収縮力
が、腹側部Ａの第２領域２Ｆの収縮力より大きくなっている。
　背側部Ｂの第２領域２Ｒが当接する部分は、図３に示すように、体型的にくびれた部分
であり、骨が体表近くにまで存在すると共に皮膚の変動が少ない部分である。そのため、
背側部Ｂの第２領域２Ｒの収縮力を、腹側部Ａの第２領域２Ｆの収縮力より大きくして、
腹側部Ａ側より背側部Ｂ側をより強く着用者の肌にフィットさせることで、一層ずれ落ち
防止性能を向上させることができる。ずれ落ち防止性能の一層の向上の観点から、背側部
Ｂの第２領域２Ｒの収縮力は、６０～２４０ｃＮ、特に６０～１６０ｃＮであることが好
ましく、腹側部Ａの第２領域２Ｆの収縮力は、１０～６０ｃＮ、特に１０～４０ｃＮであ
ることが好ましく、背側部Ｂの第２領域２Ｒの収縮力と腹側部Ａの第２領域２Ｆの収縮力
との差は、０～２３０ｃＮ、特に２０～１５０ｃＮであることが好ましい。
【００２６】
　本実施形態のパンツ型使い捨ておむつ１においては、腹側部Ａ及び背側部Ｂそれぞれに
おける、第２領域２Ｆ，２Ｒ、第３領域３Ｆ，３Ｒ及び第４領域４Ｆ，４Ｒに、おむつ幅
方向に沿って弾性部材７２～７４が配されている。弾性部材７２～７４は何れも、おむつ
１の左右両側縁部（即ち外包材１１の左右両側縁部）と吸収性コア４の左右両側縁部との
間に亘って延在し、吸収性コア４が存在している部位には、弾性伸縮性を発現する態様で
は配されていない。その結果、第２～第４領域に形成されるギャザーは、おむつ１の左右
両側縁部と吸収性コア４の左右両側縁部との間に位置しており、吸収性コア４が存在する
位置にはギャザーが実質的に形成されていない。弾性部材７２～７４も、外層不織布１２
と内層不織布１３との間に固定されている。
【００２７】
　本実施形態のおむつ１における各弾性部材としてはそれぞれ、天然ゴム、ポリウレタン
系樹脂、発泡ウレタン系樹脂、伸縮性不織布又はホットメルト系伸縮部材等の伸縮性素材
を糸状（糸ゴム）、帯状（平ゴム）、ネット状（網状）又はフィルム状に形成したものが
好ましく用いられる。
【００２８】
　おむつ１を着用した状態で、腹側部Ａ又は背側部Ｂの第２領域２Ｆ，２Ｒが着用者の腸
骨稜９ａから上前腸骨棘９ｂにかけての部位に当接するようにするためには、おむつ１の
寸法と着用者の体格との関係が重要である。例えばパンツ型おむつの主たる着用対象者で
ある幼児を考えた場合、おむつ１の展開状態において、腹側部Ａの第２領域２Ｆの中心位
置（おむつ１の長手方向に沿う中心位置）とおむつ１の長手方向中心線ＣＬとの間の距離
Ｋ１を１８０～２２０ｍｍとし、且つおむつ１の展開状態において、背側部Ｂの第２領域
２Ｒの中心位置（おむつ１の長手方向に沿う中心位置）とおむつ１の長手方向中心線ＣＬ
との間の距離Ｋ２を１８０～２２０ｍｍとすることで、腹側部Ａ又は背側部Ｂの第２領域
２Ｆ，２Ｒを着用者の腸骨領域に首尾良く当接させることができる。当該距離Ｋ１及びＫ
２は、１８５～２１５ｍｍ、特に１９０～２１５ｍｍであることが好ましい。
【００２９】
　ここで、おむつ１の長手方向中心線ＣＬとは、おむつ１の腹側部Ａの両側縁部Ａ１，Ａ



(7) JP 5144228 B2 2013.2.13

10

20

30

40

２と背側部Ｂの両側縁部Ｂ１，Ｂ２とが実質的にずれることなく互いに接合されている場
合においては、おむつ１の展開状態におけるＡ１、Ｂ１の中点を通るおむつ幅方向に沿う
直線のことをいう（図２参照）。これと異なり、例えば図４（ａ）及び４（ｂ）に示すよ
うに、腹側部Ａの両側縁部Ａ１，Ａ２が、背側部Ｂの両側縁部Ｂ１’，Ｂ２’と接合され
ておらず、両側縁部Ｂ１’，Ｂ２’よりも長手方向内方の位置であるＢ１，Ｂ２において
接合されている場合においては、Ｂ１，Ｂ２からＢ１’，Ｂ２’にかけての領域をないも
のと仮定した上で、前述と同様に、おむつの長手方向中心線を定める。
【００３０】
　以上、本発明をその好ましい実施形態に基づき説明したが、本発明は前記実施形態に制
限されるものではない。
【００３１】
　例えば、弾性部材７２～７４は、腹側部Ａ及び背側部Ｂそれぞれの全幅に亘って連続し
ていても良い。吸収性本体１０の裏面シート３は、外包材１１を構成する外層不織布１２
と内層不織布１３との間に配されていても良い。
　腹側部の第２領域２Ｆと背側部Ｂの第２領域２Ｒの収縮力は同じであっても良い。
　また、レッグ開口部の周縁部に沿うレッグ部弾性部材６１ａ，６１ｂは配されていなく
ても良い。本発明におむつは、優れたずれ防止性能を有するため、レッグ部弾性部材６１
ａ，６１ｂを無くしても、レッグ開口部からの漏れが生じ難い。
【００３２】
　更に、上記の実施形態においては外包材１１を外層及び内層不織布１２，１３から構成
したが、外包材の材料はこれに限られず、例えば不織布と撥水性シートとの積層シートで
あってもよい。また、上記の実施形態においては、おむつの輪郭を画成する外包材１１と
、その上に載置される吸収体本体１０とからおむつ１が構成されていたが、これに代えて
、表面シート及び裏面シートによっておむつの輪郭を画成させ、両シート間に吸収性コア
を介在配置してもよい。また、おむつの腹側部及び背側部における吸収性コアの左右両側
部から外方へ延出する部位を、弾性パネル材から構成してもよい。また、腹側部の第１領
域１Ｆ、背側部の第１領域１Ｒ、腹側部の第３領域３Ｆと背側部Ｂの第３領域３Ｒにおい
ては弾性部材が存在しない場合があってもよい。
【実施例】
【００３３】
　以下、実施例により本発明を更に詳細に説明する。しかしながら本発明の範囲はかかる
実施例に制限されるものではない。
【００３４】
〔実施例１，２及び比較例１～４〕
下記表１に示す第１～第４領域を腹側部及び背側部に有するパンツ型使い捨ておむつを製
造した。なお、この際レッグ開口部６に弾性部材を導入しないことで、ウエスト開口部か
らレッグ開口部までの胴回り領域の収縮力の影響を明らかにした。吸収性本体１０におけ
る表面シート２は、坪量２５ｇ／ｍ2の親水性エアースルー不織布から構成されていた。
裏面シート３は、坪量２０ｇ／ｍ2のポリエチレンシートから構成されていた。また外包
材１１における外層不織布１２は、坪量２５ｇ／ｍ2の撥水性エアースルー不織布から構
成されており、内層不織布１３は、坪量１８ｇ／ｍ2の撥水性スパンボンド不織布から構
成されていた。各例とも、腹側部Ａ及び背側部Ｂそれぞれについて、第１及び２領域には
６本、第３及び４領域には５本の弾性部材を配した。第１、２領域においては６本、第３
，４領域においては５本導入されている各弾性部材によって生じる収縮力は、最細で３１
０dtexの糸ゴムから最太で平ゴムまでの弾性部材の種類を用い、その伸長率を変えること
で変化させた。得られたおむつにおける各値を表１に示す。
　得られたおむつを１～２才相当のベビー動的モデルに装着させ、以下の評価を行った。
【００３５】
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【表１】

【００３６】
〔評価〕
（１）ずれ落ちにくさ（ベビー動的モデルによるずれ落ち評価によりウエストの装着位置
が９０ｍｍ以下であったかどうか）
○：ずれ落ちにくい（ウエストの装着位置の変化が９０ｍｍ以下である）
×：ずれ落ちやすい（ウエストの装着位置の変化が９０ｍｍ以上である）
（２）外観（ベビー動的モデル装着時に腹側と背側の収縮力の違いによるひきつれ感や、
ずれ落ちたあとの製品の折り重なりによるもたつきを起こしていないかどうか）
○：良好
×：問題あり
（３）締め付け（ベビー動的モデルを圧迫していないかどうか）
○：締め付けていない（各領域の平均収縮力が１５０ｃＮ以下である）
×：締め付けている（各領域の平均収縮力が１５０ｃＮ以上になるところがある）
【００３７】
表１に示す結果から明らかなように、実施例１、２のおむつは、おむつのずれ落ちが起こ
りにくいものであり、しかも外観に優れ、身体を過度に締め付けることがないものである
ことが判る。これに対して比較例１のおむつは、前身頃の第４領域の収縮力が高く、引き
つれを起こしておりおむつ外観に多少劣ることが判り、さらには身体を過度に締め付ける
ことになっている。比較例２のおむつは、後身頃の第２領域の収縮力が高く、引きつれを



(9) JP 5144228 B2 2013.2.13

10

20

30

起こしておりおむつ外観に多少劣ることが判り、さらには身体を過度に締め付けることに
なっている。比較例３のおむつは、第２領域にしか支点を形成できず、ずれ落ちやすく、
外観も劣る。比較例４のおむつは、第４領域にしか支点を形成できず、ずれ落ちやすく、
外観も劣る。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明のパンツ型使い捨ておむつの一実施形態を示す斜視図である。
【図２】図１に示すおむつを展開して平面状に拡げた状態を示す展開平面図である。た状
態を示す展開組み立てる前の状態を示す分解斜視図である。
【図３】着用者の身体形状及び骨の配置を示す説明図である。
【図４】図４（ａ）は本発明のおむつの別の実施形態を示す斜視図であり、図４（ｂ）は
図４（ａ）に示すおむつの展開状態を示す平面図である。
【符号の説明】
【００３９】
１　パンツ型使い捨ておむつ
２　表面シート
３　裏面シート
４　吸収性コア
５　ウエスト開口部
６　レッグ開口部
１Ｆ　腹側部の第１領域
２Ｆ　腹側部の第２領域
３Ｆ　腹側部の第３領域
４Ｆ　腹側部の第４領域
１Ｒ　背側部の第１領域
２Ｒ　背側部の第２領域
３Ｒ　背側部の第３領域
４Ｒ　背側部の第４領域
Ｌ１　上部仮想直線
Ｌ２　下部仮想直線
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