
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透液性表面シートと、不透液裏面シートと、それら両シート間に介在する吸液性コアと
で構成され、互いに対向する前胴周り域および後胴周り域と、それら胴周り域の間に位置
する股間域とを有し、前記前後胴周り域の両側縁部がそれぞれ接合されて胴周り開口と一
対の脚周り開口とを形成しているパンツ型の使い捨て着用物品において、
　前記股間域が、前記脚周り開口の縁部の間を幅方向に横切って該股間域の幅方向中央部
で交差する一対の折曲案内部を有し、前記脚周り開口の縁部と前記折曲案内部各々とに囲
繞された実質的に三角形の第１および第２部位と、前記折曲案内部から前記前胴周り域に
延びる第３部位と、前記折曲案内部から前記後胴周り域に延びる第４部位とに区分され、
前記第１および第２部位が、前記第３部位と前記第４部位との間に介在するように、前記
折曲案内部で折曲されて前記物品の内側に折り込まれて

前記物品。
【請求項２】
　前記物品において、前記第１および第２部位では、前記表裏面シートと前記コアとが前
記折曲案内部において折曲されている請求項１記載の物品。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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おり、前記着用物品の使用前の状
態では、前記第１および第２部位の折り込まれた形態が保持されており、着用と同時に前
記折り込まれた形態が解除されて、前記股間域が展開することに特徴を有する



　本発明は、排泄物を吸収、保持する使い捨て着用物品に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　別体の前身頃と後身頃とを重ね合わせ、前後身頃の股間域にそれら身頃の胴周りの側へ
凸曲する接合線を施して前後身頃を一体に接合し、上部に胴周り開口と下部に一対の脚周
り開口とを有する使い捨ておむつが、特開平６－６３０７２号公報と特開平６－６３０７
３号公報とに開示されている。前身頃と後身頃とは、透液性表面シートと、不透液性裏面
シートと、それらシートの間に介在する吸液性パネルとから形成されている。それらおむ
つでは、前後身頃の股間域に胴周りの側へ凸曲する接合線を施すことで、股間域の幅方向
の寸法を大きく形成することができる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　それら公報に開示のおむつでは、股間域の幅方向の寸法が着用者の股間のそれよりも大
きいと、それらおむつを着用者の腰部へ引き上げるときに、着用者の大腿部の内側に脚周
り開口の縁部が摺接しておむつの着用の妨げとなる。これを回避するためには、股間域の
上記寸法を小さくすればよいが、股間域の寸法に合せてそこに位置するコアの寸法も小さ
くしなければならず、股間域での排泄物の吸収能力が低下してしまう。
【０００４】
　本発明の課題は、股間域での排泄物の吸収能力を低下させることなく、股間域の幅方向
の寸法を小さくして円滑に着用することができる使い捨て着用物品を提供することにある
。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　前述した課題を解決するための本発明は、

使
い捨て着用物品を改良することにある。
【０００６】
　改良にかかる本発明の特徴は、前記股間域が、前記脚周り開口の縁部の間を幅方向に横
切って該股間域の幅方向中央部で交差する一対の折曲案内部を有し、前記脚周り開口の縁
部と前記折曲案内部各々とに囲繞された実質的に三角形の第１および第２部位と、前記折
曲案内部から前記前胴周り域に延びる第３部位と、前記折曲案内部から前記後胴周り域に
延びる第４部位とに区分され、前記第１および第２部位が、前記第３部位と前記第４部位
との間に介在するように、前記折曲案内部で折曲されて前記物品の内側に折り込まれて

【０００７】
　本発明の実施の態様の一例としては、

【０００９】
【発明の実施の形態】
　添付の図面を参照し、本発明に係る使い捨て着用物品の詳細を、トランクス型の使い捨
ておむつとブリーフ型の使い捨ておむつとを例として説明すると、以下のとおりである。
【００１０】
　図１，２は、トランクス型の使い捨ておむつ１の部分破断斜視図と、股間域１０の側か
ら示すおむつ１の斜視図とであり、図２では、おむつ１を抽象的に表している。おむつ１
は、別体の前身頃２と後身頃３とから構成され、着用者の腰部に位置する股上部分４と着

10

20

30

40

50

(2) JP 3957035 B2 2007.8.8

透液性表面シートと、不透液裏面シートと、
それら両シート間に介在する吸液性コアとで構成され、互いに対向する前胴周り域および
後胴周り域と、それら胴周り域の間に位置する股間域とを有し、前記前後胴周り域の両側
縁部がそれぞれ接合されて胴周り開口と一対の脚周り開口とを形成しているパンツ型の

お
り、前記着用物品の使用前の状態では、前記第１および第２部位の折り込まれた形態が保
持されており、着用と同時に前記折り込まれた形態が解除されて、前記股間域が展開する
ことにある。

前記物品において、前記第１および第２部位では
、前記表裏面シートと前記コアとが前記折曲案内部において折曲されている請求項１記載
の物品。



用者の大腿部に位置する股下部分５とを有する。おむつ１には、その上部に胴周り開口６
と、その下部に一対の脚周り開口７とが画成され、脚周り開口７の縁部７ａを囲繞するよ
うに、脚周り方向へ股下部分５が延びている。
【００１１】
　おむつ１の股上部分４は、互いに対向する前胴周り域９および後胴周り域１１と、前後
胴周り域９，１１の間に位置する股間域１０とを有する。胴周り開口６の縁部には、胴周
り方向へ延びる複数条の胴周り用弾性伸縮性部材８が取り付けられている。
【００１２】
　前身頃２と後身頃３とは、透液性表面シート１２と、不透液性裏面シート１３と、それ
らシート１２，１３の間に介在し、全体が透水性のティッシュペーパー（図示せず）に被
覆、接合された吸液性コア１４とから形成されている。コア１４は、ティッシュペーパー
を介して表面シート１２と裏面シート１３との少なくとも一方に接合されている。胴周り
用弾性部材８は、前後身頃２，３における表面シート１２と裏面シート１３との間に介在
し、それらシート１２，１３の少なくとも一方に伸長状態で取り付けられている。
【００１３】
　前身頃２と後身頃３とは、それら身頃２，３の周縁部が合掌状に重なり合い、それら身
頃２，３の両側縁２ａ，３ａ近傍が間欠的に並ぶ多数の融着部１５で固着され、股間域１
０に延びるそれら身頃２，３の下端縁２ｂ，３ｂ近傍が間欠的に並ぶ多数の融着部１６で
固着されている。
【００１４】
　股間域１０には、図２に２点鎖線で示すように、脚周り開口７の縁部７ａの間を幅方向
に横切って、股間域１０の幅方向中央部１０ａで交差する一対の折曲案内部Ｌ１，Ｌ２が
延びている。ここで、図２における脚周り開口７とは、図２に仮想線で示すように、おむ
つ１に股下部分５がないものと仮定したときの股上部分４の下部に形成される一対の脚周
り開口７をいう。股間域１０は、折曲案内部Ｌ１，Ｌ２によって、脚周り開口７の縁部７
ａと折曲案内部Ｌ１，Ｌ２各々とに囲繞された実質的に三角形の第１および第２部位Ｓ１
，Ｓ２と、折曲案内部Ｌ１，Ｌ２から前胴周り域９に延びる第３部位Ｓ３と、折曲案内部
Ｌ１，Ｌ２から後胴周り域１１に延びる第４部位Ｓ４とに区分されている。
【００１５】
　図３，４は、第１および第２部位Ｓ１，Ｓ２とを折り込む途中の状態を示すおむつ１の
斜視図と、第１および第２部位Ｓ１，Ｓ２とを折り込んだ状態を示すおむつ１の斜視図と
であり、図５は、図４のＡ－Ａ線切断面図である。第１および第２部位Ｓ１，Ｓ２の折り
込み方を図示する図３，４では、おむつ１を抽象的に表している。
【００１６】
　おむつ１では、第１部位Ｓ１と第２部位Ｓ２とが折曲案内部Ｌ１，Ｌ２で折曲され、図
３に矢印Ｘで示すおむつ１の内側に向って折り込まれる。図４では、前身頃２と後身頃３
とが重なり合い、第１および第２部位Ｓ１，Ｓ２が第３および第４部位Ｓ３，Ｓ４の間に
介在している。第１および第２部位Ｓ１，Ｓ２が折り込まれたおむつ１では、それら部位
Ｓ１，Ｓ２を折り込む前の状態（図２参照）にある股間域１０の幅方向の寸法Ｍと比較し
てその寸法Ｍが小さくなっている。
【００１７】
　おむつ１では、表裏面シート１２，１３とコア１４とが折曲案内部Ｌ１，Ｌ２で折曲さ
れ、表裏面シート１２，１３とコア１４とに折り目が付くことによって、折曲案内部Ｌ１
，Ｌ２においてそれらシート１２，１３とコア１４とが容易に折り返されることがなく、
第１および第２部位Ｓ１，Ｓ２の折り込まれた形態が保持される。
【００１８】
　おむつ１では、股間域１０の幅方向の寸法Ｍが着用者の股間のそれよりも大きい場合で
も、第１および第２部位Ｓ１，Ｓ２を折り込むことによって寸法Ｍを小さくすることがで
きる。おむつ１は、それを着用者の腰部に引き上げるときに、着用者の大腿部の内側に脚
周り開口７の縁部７ａが摺接することはなく、おむつ１を円滑に着用することができる。
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【００１９】
　おむつ１は、それを着用者の腰部に引き上げたときに、表裏面シート１２，１３とコア
１４とが折曲案内部Ｌ１，Ｌ２において折り返され、第１および第２部位Ｓ１，Ｓ２の折
り込まれた形態が解かれる。おむつ１では、股間域１０に位置するコア１４の寸法が小さ
くなることはないので、股間域１０におけるコア１４の排泄物の吸収能力が低下すること
はない。
【００２０】
　図６，７は、ブリーフ型の使い捨ておむつ２０の部分破断斜視図と、股間域２５の側か
ら示すおむつ２０の斜視図とであり、図８，９は、第１および第２部位Ｓ１，Ｓ２を折り
込む途中の状態を示すおむつ２０の斜視図と、第１および第２部位Ｓ１，Ｓ２を折り込ん
だ状態を示すおむつ２０の斜視図とである。図７，８，９とでは、おむつ２０を抽象的に
表している。
【００２１】
　おむつ２０は、透液性表面シート２２と、不透液性裏面シート２１と、それらシート２
１，２２の間に介在し、全体が透水性のティッシュペーパー（図示せず）に被覆、接合さ
れた吸液性コア２３とから形成されている。コア２３は、ティッシュペーパーを介して表
面シート２２と裏面シート２１との少なくとも一方に接合されている。
【００２２】
　おむつ２０は、互いに対向する前胴周り域２４および後胴周り域２６と、前後胴周り域
２４，２６の間に位置する股間域２５とを有する。おむつ２０では、前後胴周り域２４，
２６の両側縁部２４ａ，２６ａが合掌状に重なり合い、間欠的に並ぶ多数の融着部２７で
固着されて胴周り開口２８と一対の脚周り開口２９とが画成されている。
【００２３】
　胴周り開口２８の縁部には、胴周り方向へ延びる複数条の胴周り用弾性伸縮性部材３０
が表面シート２２と裏面シート２１との間に介在し、それらシート２１，２２の少なくと
も一方に伸長状態で取り付けられている。脚周り開口２９の縁部には、脚周り方向へ延び
る複数条の脚周り用弾性伸縮性部材３１が表面シート２２と裏面シート２１との間に介在
し、それらシート２１，２２の少なくとも一方に伸長状態で取り付けられている。
【００２４】
　おむつ２０の股間域２５には、図１のそれと同様に、脚周り開口２９の縁部２９ａの間
を幅方向に横切って、股間域２５の幅方向中央部２５ａで交差する一対の折曲案内部Ｌ１
，Ｌ２が延びている。股間域２５は、折曲案内部Ｌ１，Ｌ２によって、実質的に三角形の
第１および第２部位Ｓ１，Ｓ２と、折曲案内部Ｌ１，Ｌ２から前胴周り域２４に延びる第
３部位Ｓ３と、折曲案内部Ｌ１，Ｌ２から後胴周り域２６に延びる第４部位Ｓ４とに区分
されている。
【００２５】
　おむつ２０では、第１部位Ｓ１と第２部位Ｓ２とが折曲案内部Ｌ１，Ｌ２で折曲され、
図８に矢印Ｘで示すおむつ２０の内側に向って折り込まれる。図９では、前胴周り域２４
と後胴周り域２６とが重なり合い、第１および第２部位Ｓ１，Ｓ２が第３および第４部位
Ｓ３，Ｓ４の間に介在している。第１および第２部位Ｓ１，Ｓ２が折り込まれたおむつ２
０では、それら部位Ｓ１，Ｓ２を折り込む前の状態（図７参照）にある股間域２５の幅方
向の寸法Ｍと比較してその寸法Ｍが小さくなっている。
【００２６】
　それら図示例のおむつ１，２０は、第１および第２部位Ｓ１，Ｓ２がおむつ１，２０の
内側に折り込まれた状態で、個別に袋に収納されたり、おむつ１，２０の多数が積み重ね
られた状態でパッケージに収納される。
【００２７】
　表面シート１２，２２には、不織布や開孔プラスチックフィルム等の透液性のシート、
好ましくは透液性であって親水性のシートを使用することができる。裏面シート１３，２
１には、疎水性不織布、不透液性のプラスチックフィルムまたは疎水性不織布とプラスチ
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ックフィルムとのラミネートシート、好ましくは通気不透液性のシートを使用することが
できる。また、裏面シート１３，２１としては、高い耐水性を有するメルトブローン不織
布を、高い強度を有しかつ柔軟性に富んだスパンボンド不織布で挟んだ複合不織布（ＳＭ
Ｓ不織布）を使用することもできる。
【００２８】
　不織布としては、スパンレース、ニードルパンチ、メルトブローン、サーマルボンド、
スパンポンド、ケミカルボンド、エアースルー等の不織布を使用することができる。不織
布の構成繊維としては、ポリオレフィン系、ポリエステル系、ポリアミド系、の各繊維、
ポリエチレン／ポリプロピレンやポリエチレン／ポリエステル等で形成された芯鞘型複合
繊維、サイドバイサイド型複合繊維を使用することができる。
【００２９】
　コア１４，２３は、フラッフパルプと高吸収性ポリマー粒子と熱可塑性合成樹脂繊維と
の混合物であり、所要の厚みに圧縮されている。高吸収性ポリマーとしては、デンプン系
、セルロース系、合成ポリマー系のものを使用することができる。
【００３０】
　表裏面シート１２，２２，１３，２１の固着、コア１４，２３の接合、弾性部材８，３
０，３１の取り付けには、ホットメルト型接着剤、または、ソニックシールやヒートシー
ル等の熱溶着の技術を利用することができる。
【００３１】
【発明の効果】
　本発明に係る使い捨て着用物品では、折曲案内部によって区分された股間域の第１およ
び第２部位が股間域の第３部位と第４部位との間に介在するように、第１および第２部位
が折曲案内部で折曲されて物品の内側に折り込まれているので、第１および第２部位を折
り込む前の状態と比較し、股間域の幅方向の寸法を小さくすることができる。この物品で
は、それを着用者の腰部に引き上げるときに、着用者の大腿部の内側に脚周り開口の縁部
が摺接することを防ぐことができ、物品を円滑に着用することができる。
【００３２】
　また、この物品では、第１部位と第２部位とを折り込むことによって股間域の幅方向の
寸法が小さくなったとしても、股間域に位置するコアの寸法が小さくなることはないので
、股間域におけるコアの排泄物の吸収能力が低下することはない。
【図面の簡単な説明】
【図１】　トランクス型の使い捨ておむつの部分破断斜視図。
【図２】　股間域の側から示すおむつの斜視図。
【図３】　第１および第２部位とを折り込む途中の状態を示すおむつの斜視図。
【図４】　第１および第２部位とを折り込んだ状態を示すおむつの斜視図。
【図５】　図４のＡ－Ａ線切断面図。
【図６】　ブリーフ型の使い捨ておむつの部分破断斜視図。
【図７】　股間域の側から示すおむつの斜視図。
【図８】　第１および第２部位とを折り込む途中の状態を示すおむつの斜視図。
【図９】　第１および第２部位とを折り込んだ状態を示すおむつの斜視図。
【符号の説明】
　１　　　　　　トランクス型の使い捨ておむつ（使い捨て着用物品）
　６　　　　　　胴周り開口
　７　　　　　　脚周り開口
　７ａ　　　　　縁部
　９　　　　　　前胴周り域
１０　　　　　　股間域
１０ａ　　　　　幅方向中央部
１１　　　　　　後胴周り域
１２　　　　　　透液性表面シート
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１３　　　　　　不透液性裏面シート
１４　　　　　　吸液性コア
２０　　　　　　ブリーフ型の使い捨ておむつ（使い捨て着用物品）
２２　　　　　　透液性表面シート
２１　　　　　　不透液性裏面シート
２３　　　　　　吸液性コア
２４　　　　　　前胴周り域
２５　　　　　　股間域
２５ａ　　　　　幅方向中央部
２６　　　　　　後胴周り域
２８　　　　　　胴周り開口
２９　　　　　　脚周り開口
２９ａ　　　　　縁部
Ｌ１，Ｌ２　　　折曲案内部
Ｓ１　　　　　　第１部位
Ｓ２　　　　　　第２部位
Ｓ３　　　　　　第３部位
Ｓ４　　　　　　第４部位
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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