
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　肌対向面および肌非対向面を有する不透液性ベースシートと、前記ベースシートの肌対
向面に位置する吸液性コアとから構成された使い捨て着用物品において、
　前記ベースシートが、前記肌対向面を画成する通気不透液性プラスチックフィルムと、
前記プラスチックフィルムに接合されて前記肌非対向面を画成する繊維不織布とから形成
され、前記ベースシートの全光線透過率が、６０％以上８５％以下の範囲にあ
　

ことを特徴とする前記物品。
【請求項２】
　前記プラスチックフィルムが、無機充填剤粒子を含む延伸プラスチックフィルムから形
成され、前記プラスチックフィルムの全光線透過率が、６５％以上９０％以下の範囲にあ
る請求項１記載の物品。
【請求項３】
　前記不織布が、熱可塑性合成樹脂繊維から形成され、前記不織布の坪量が、１０ｇ／ｍ
２ 以上５０ｇ／ｍ２ 以下、前記不織布の表面摩擦係数が、０．０５以上０．３以下の範囲
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り、
前記物品は、縦方向に前胴周り域および後胴周り域と、これら前後胴周り域の間に位置

する股下域とを有し、前記コアの両端縁の外側を一対のエンドフラップが横方向へ延び、
前記コアの両側縁の外側を一対のサイドフラップが縦方向へ延びており、排尿の有無を識
別するインジケータが前記エンドフラップおよび前記サイドフラップから離れて前記物品
の横方向中央部を縦方向に延びるようにして前記ベースシートと前記コアとの間に介在し
ている



にあり、前記合成樹脂繊維の繊度が、０．０１ＤＴＥＸ以上１０ＤＴＥＸ以下の範囲にあ
る請求項１または請求項２に記載の物品。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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】
特開平９－１４０７４２号公報は、透液性トップシートと、不透液性ベースシートと、そ
れらシートの間に介在する吸液性コアとから構成され、排尿の有無を外部から識別可能な
インジケータが前後胴周り域のいずれかに取り付けられた使い捨ておむつを開示している
。
【０００３】
インジケータは、親水性の基材シートと、基材シートの片面に印刷されて尿に濡れると色
彩が鮮明になる第１塗料層と、第１塗料層上に印刷されて第１塗料層を隠蔽し、尿に濡れ
ると透明になる第２塗料層とから形成されている。ベースシートには、酸化チタンや硫酸
バリウム、炭酸カルシウム等の無機充填剤粒子を含むプラスチックフィルムを延伸した通
気不透液性フィルムが使用されている。ベースシートは、白色または乳白色を呈し、３０
～７０％の範囲の光線透過率を有する。
【０００４】
このおむつでは、ベースシートの肌対向面に間欠的に接合されたインジケータが尿に濡れ
ると、第１塗料層が画成する図柄が鮮明になるとともに、第２塗料層が透明になり、図柄
をベースシートの肌非対向面の側から明確に視認することができ、排尿の有無をおむつの
外部から識別することができる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
同号公報には、ベースシートの一例として、プラスチックフィルムに繊維不織布を接合し
た複合シートを開示している。このベースシートでは、プラスチックフィルムが肌対向面
を画成し、不織布が肌非対向面を画成している。ベースシートとして前記複合シートを使
用したおむつでは、ベースシートがプラスチックフィルムのみからなるものと比較し、そ
の風合いを向上させることはできるが、繊維不織布によってベースシートの光線透過率は
低下してしまう。前記公報には、前記複合シートの光線透過率が記載されておらず、複合
シートの光線透過率によっては図柄がベースシートによって隠蔽されてしまい、図柄が尿
に濡れて鮮明になったとしても、それをベースシートの肌非対向面の側から視認すること
が困難となる。また、不織布によって光線透過率が低下したベースシートでは、尿によっ
て淡黄色に染まったコアの色の変化をベースシートの肌非対向面の側から視認することが
できず、排尿の有無をおむつの外部から識別することができない場合がある。
【０００６】
本発明の課題は、ベースシートがプラスチックフィルムと繊維不織布とから形成されてい
たとしても、排尿の有無をおむつの外部から確実に識別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。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
前記課題を解決するための本発明の前提は、肌対向面および肌非対向面を有する不透液性
ベースシートと、前記ベースシートの肌対向面に位置する吸液性コアとから構成された使
い捨て着用物品である。
【０００８】
　かかる前提において、本発明の特徴は、前記ベースシートが、前記肌対向面を画成する
通気不透液性プラスチックフィルムと、前記プラスチックフィルムに接合されて前記肌非
対向面を画成する繊維不織布とから形成され、前記ベースシートの全光線透過率が、６０
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％以上８５％以下の範囲にあ

。
【０００９】
本発明の実施の態様の一例としては、前記プラスチックフィルムが、無機充填剤粒子を含
む延伸プラスチックフィルムから形成され、前記プラスチックフィルムの全光線透過率が
、６５％以上９０％以下の範囲にある。
【００１０】
本発明の実施の態様の他の一例としては、前記不織布が、熱可塑性合成樹脂繊維から形成
され、前記不織布の坪量が、１０ｇ／ｍ２ 以上５０ｇ／ｍ２ 以下、前記不織布の表面摩擦
係数が、０．０５以上０．３以下の範囲にあり、前記合成樹脂繊維の繊度が、０．０１Ｄ
ＴＥＸ以上１０ＤＴＥＸ以下の範囲にある。
【００１１】
【発明の実施の形態】
添付の図面を参照し、本発明にかかる使い捨て着用物品の詳細を開放型の使い捨ておむつ
を例として説明すると、以下のとおりである。
【００１２】
図１，２は、使い捨ておむつ１の部分破断斜視図と、ベースシート３の側から示すおむつ
１Ａの部分破断平面図とであり、図３は、図２のＡ－Ａ線断面図である。図１，２では、
横方向を矢印Ｘで示し、縦方向を矢印Ｙで示す。
【００１３】
おむつ１Ａは、透液性トップシート２と、通気不透液性ベースシート３と、それらシート
２，３の間に介在する吸液性コア４とを主要な構成部材とする。おむつ１Ａは、それら部
材のほかに、実質的に不透液性の防漏カフ５と、排尿の有無を識別可能な縦方向へ長い帯
状のインジケータ６とを有する。
【００１４】
おむつ１Ａは、縦方向に前胴周り域２０および後胴周り域２２と、前後胴周り域２０，２
２の間に位置する股下域２１とを有する。おむつ１Ａでは、コア４の両端縁４ａの外側を
一対のエンドフラップ７が横方向へ延び、コア４の両側縁４ｂの外側を一対のサイドフラ
ップ８が縦方向へ延びている。サイドフラップ８は、股下域２１においておむつ１Ａの横
方向内方へ向かって弧を画いている。
【００１５】
エンドフラップ７には、横方向へ延びる帯状の胴周り用弾性部材９が伸長状態で取り付け
られている。股下域２１におけるサイドフラップ８には、縦方向へ延びる複数条の脚周り
用弾性部材１０が伸長状態で取り付けられている。
【００１６】
ベースシート３は、肌対向面３ａと肌非対向面３ｂとを有する。ベースシート３は、肌対
向面３ａを画成する可撓性かつ通気不透液性プラスチックフィルム１１と、プラスチック
フィルム１１に接合されて肌非対向面３ｂを画成する繊維不織布１２とから形成されてい
る。
【００１７】
プラスチックフィルム１１と繊維不織布１２とは、それらの少なくとも一方に網状やドッ
ト状、線状に塗布されたホットメルト型接着剤（図示せず）を介して接合されている。プ
ラスチックフィルム１１と繊維不織布１２とは、ホットメルト型接着剤の他に、押出成形
によるダイレクトラミネートやウェットラミネート、ドライラミネートによって接合する
こともできる。
【００１８】
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り、前記物品は、縦方向に前胴周り域および後胴周り域と、
これら前後胴周り域の間に位置する股下域とを有し、前記コアの両端縁の外側を一対のエ
ンドフラップが横方向へ延び、前記コアの両側縁の外側を一対のサイドフラップが縦方向
へ延びており、排尿の有無を識別するインジケータが前記エンドフラップおよび前記サイ
ドフラップから離れて前記物品の横方向中央部を縦方向に延びるようにして前記ベースシ
ートと前記コアとの間に介在している



コア４は、白色または乳白色のもので、その全体がティッシュペーパー（図示せず）に被
覆、接合され、ティッシュペーパーを介してトップシート２とベースシート３とに接合さ
れている。コア４は、フラッフパルプと高吸収性ポリマー粒子との混合物、または、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。
【００１９】
防漏カフ５は、サイドフラップ８に位置して縦方向へ延びている。カフ５は、コア４の両
側縁４ｂの外側近傍を縦方向へ延びる固定縁部５ａと、固定縁部５ａに並行してトップシ
ート２の上方へ起立性向を有する自由縁部５ｂと、前後胴周り域２０，２２に位置してお
むつ１Ａの横方向内方へ倒伏された固定両端部５ｃとを有する。カフ５では、固定縁部５
ａがサイドフラップ８に固着され、固定両端部５ｃがエンドフラップ７に固着されている
。
【００２０】
カフ５では、固定縁部５ａからおむつ１Ａの横方向外方へ側部５ｄが延びている。自由縁
部５ｂには、縦方向へ延びる弾性部材１３が伸長状態で取り付けられている。弾性部材１
３は、自由縁部５ｂの一部に被覆されている。
【００２１】
後胴周り域２２には、横方向内方へ延びるテープファスナ１４が取り付けられている。テ
ープファスナ１４の基端部は、後胴周り域２２のサイドフラップ８に固着されている。テ
ープファスナ１４の自由端部には、粘着剤（図示せず）が塗布されている。前胴周り域２
０におけるベースシート３の肌非対向面３ｂには、プラスチック製の矩形のターゲットテ
ープ１５が固着されている。ターゲットテープ１５は、テープファスナ１４に対する止着
域となる。
【００２２】
インジケータ６は、ベースシート３とコア４との間に介在し、おむつ１Ａの横方向中央部
を縦方向へ延びている。インジケータ６は、ホットメルト型接着剤（図示せず）を介して
ベースシート３とコア４とに間欠的に固着されている。インジケータ６は、親水性の基材
シート６ａと、基材シート６ａの外面（ベースシート３に対向する面）に印刷され、多数
の図柄６ｂを画成する第１塗料層６ｃと、第１塗料層６ｃ上を被覆する第２塗料層６ｄと
から形成されている。
【００２３】
基材シート６ａには、坪量が１５～４０ｇ／ｍ２ の範囲にある紙を使用している。第１塗
料層６ｃと第２塗料層６ｄとには、水性インクが使用されている。第１塗料層６ｃに使用
する水性インクは、基材シート６ａおよび第２塗料層６ｄと異なる色調の顔料（５～２０
重量％）、シリカ（ＳｉＯ２ ）またはアルミナ（Ａｌ２ Ｏ３ ）等の光散乱性の無機粒子（
５～３５重量％）、親水性アクリルバインダ（５～２５重量％）、水（３０～７５重量％
）の混合物である。第１塗料層６ｃは、乾燥状態で無機粒子が光を乱反射して白味を帯び
、尿に濡れた湿潤状態で光の乱反射が減少して鮮明になる。
【００２４】
第２塗料層６ｄに使用する水性インクは、シリカ（ＳｉＯ２ ）またはアルミナ（Ａｌ２ Ｏ

３ ）等の光散乱性の無機粒子（１０～４０重量％）、親水性アクリルバインダ（５～２５
重量％）、水（４０～８５重量％）の混合物である。第２塗料層６ｄは、乾燥状態で光を
乱反射して白色または乳白色を呈し、インジケータ６が乾燥状態にあるときに、第１塗料
層６ｃをおむつ１Ａの外部から見えないように、または、第１塗料層６ｃをおむつ１Ａの
外部から見え難くする。第２塗料層６ｄは、尿に濡れた湿潤状態で光の乱反射が減少して
透明になる。
【００２５】
おむつ１Ａでは、ＪＩＳ－Ｋ－７１０５（測定法Ａ）に準拠して測定したベースシート３
の全光線透過率が６０％以上８５％以下の範囲にある。ベースシート３の全光線透過率が
前記範囲にあるおむつ１Ａでは、それに尿が排泄されると、コア４に吸収された尿がイン
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ジケータ６に滲入して第１塗料層６ｃが鮮明になるとともに、第２塗料層６ｄが透明にな
り、第１塗料層６ｃが画成する図柄６ｂをベースシート３の肌非対向面３ｂの側から明確
に視認することができる。また、おむつ１Ａでは、尿によって白色から淡黄色に染まった
コア４の色の変化をベースシート３の肌非対向面３ｂの側から視認することができる。ゆ
えに、おむつ１Ａでは、排尿の有無をおむつ１Ａの外部から認識することができる。
【００２６】
ベースシート３の全光線透過率が６０％未満では、インジケータ６の第１塗料層６ｃが尿
に濡れて鮮明になったとしても、それをベースシート３の肌非対向面３ｂの側から視認す
ることが困難である。また、コア４の色の変化をベースシート３の肌非対向面３ｂの側か
ら視認することができない。
【００２７】
ベースシート３を形成するプラスチックフィルム１１には、微細な無機充填剤粒子を含む
一軸または二軸に延伸されたポリオレフィン系樹脂からなるフィルムを使用することが好
ましい。プラスチックフィルム１１のＪＩＳ－Ｚ－０２０８に準拠して測定した通気度は
、８００～４０００ｇ／ｍ２ ・２４ｈｒの範囲にあることが好ましい。
【００２８】
ポリオレフィン系樹脂には、ポリエチレン、ポリプロピレンを使用することが好ましく、
より好ましくは、高密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、線状低密度ポリエチレンで
ある。無機充填剤粒子には、炭酸カルシウム、炭酸マゲネシウム、硫酸カルシウム、硫酸
バリウム、硫酸ナトリウム、酸化チタンを使用することができる。
【００２９】
ベースシート３を形成する繊維不織布１２は、その坪量が１０ｇ／ｍ２ 以上５０ｇ／ｍ２

以下、その表面摩擦係数が０．０５以上０．３以下のものを使用することが好ましい。表
面摩擦係数は、カトーテック社製のＫＥＳ－ＦＢ４Ｓにより測定した。
【００３０】
坪量が１０ｇ／ｍ２ 未満では、不織布の強度が低下し、ベースシート３において不織布１
２が破断してしまう場合がある。坪量が５０ｇ／ｍ２ 超過すると、不織布１２によってベ
ースシート３の全光線透過率が低下し、シート３の全光線透過率を６０％以上にすること
が困難である。表面摩擦係数が０．０５未満では、不織布１２の触感がフィルムと略同様
になり、ベースシート３の風合いを向上させることができない。表面摩擦係数が０．３を
超過すると、不織布１２がゴムのようにべとつき、不織布１２の滑らかさが失われてしま
う。
【００３１】
不織布１２には、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
パンボンド、ケミカルボンド、エアースルー、の各製法により製造された疎水性のものを
使用することができる。不織布１２を形成する繊維には、熱可塑性合成樹脂繊維を使用す
ることができる。合成樹脂繊維には、ポリオレフィン系、ポリエステル系、ポリアミド系
、の各繊維を使用することが好ましく、より好ましくは、ポリエチレン／ポリプロピレン
またはポリエチレン／ポリエステルからなる芯鞘型複合繊維、並列型複合繊維である。合
成樹脂繊維には、２．０重量％以下の酸化チタン（ＴｉＯ２ ）が含まれていてもよいが、
酸化チタンを含まないことが好ましい。
【００３２】
合成樹脂繊維は、その繊度が０．０１ＤＴＥＸ以上１０ＤＴＥＸ以下のものを使用するこ
とが好ましい。繊度が０．０１ＤＴＥＸ未満では、不織布１２の強度が低下してしまう。
繊度が１０ＤＴＥＸを超過すると、不織布１２の坪量にもよるが、ベースシート３の全光
線透過率が低下してしまう。
【００３３】
おむつ１Ａでは、図１に示すように、それがトップシート２を内側にして縦方向へ湾曲し
、弾性部材１３が収縮してカフ５の自由縁部５ｂがトップシート２の上方へ起立している
。おむつ１Ａでは、カフ５の自由縁部５ｂが排泄物に対する障壁を形成し、サイドフラッ
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プ８からの排泄物の漏れを防ぐことができる。
【００３４】
エンドフラップ７では、トップシート２の端部２ａとベースシート３の端部３ａとがコア
４の端縁４ａから縦方向外方へ延び、それら端部２ａ，３ａの互いに重なり合う部分が固
着されている。カフ５の固定両端部５ｃは、トップシート２の端部２ａに固着されている
。胴周り用弾性部材９は、トップシート２の端部２ａとベースシート３の端部３ａとの間
に介在し、それら端部２ａ，３ａに固着されている。
【００３５】
サイドフラップ８では、トップシート２の側部２ｂがコア４の両側縁４ｂから横方向外方
へわずかに延び、トップシート２の側部２ｂからさらに横方向外方へベースシート３の側
部３ｃとカフ５の側部５ｄとが延びている。側部２ｂは、側部３ｃと側部５ｄとの間に介
在し、それら側部３ｃ，５ｄに固着されている。側部３ｃと側部５ｄとは、それら側部３
ｃ，５ｄの互いに重なり合う部分が固着されている。カフ５の固定縁部５ａは、トップシ
ート２の側部２ｂに固着されている。脚周り用弾性部材１０は、ベースシート３の側部３
ｃとカフ５の側部５ｄとの間に介在し、それら側部３ｃ，５ｄに固着されている。
【００３６】
おむつ１Ａを着用するには、後胴周り域２２のサイドフラップ８を前胴周り域２０のサイ
ドフラップ８の外側に重ね合わせ、粘着剤を介してテープファスナ１４の自由端部をター
ゲットテープ１５に止着し、前胴周り域２０と後胴周り域２２とを連結する。前後胴周り
域２０，２２が連結されたおむつ１Ａには、胴周り開口と、一対の脚周り開口とが形成さ
れる。
【００３７】
図１のおむつ１Ａには、インジケータ６が取り付けられていなくてもよい。おむつ１Ａで
は、ベースシート３の全光線透過率が前記範囲にあり、尿によって淡黄色に染まったコア
４の色の変化をベースシート３の肌非対向面３ｂの側から視認することができるので、イ
ンジケータ６を備えていなくても、排尿の有無をおむつ１Ａの外部から識別することがで
きる。
【００３８】
図４，５は、図１とは異なる態様のベースシート３の側から示すおむつ１Ｂの部分破断平
面図と、図４のＢ－Ｂ線断面図とである。このおむつ１Ｂが図１のおむつ１Ａと異なると
ころは、インジケータが取り付けられていない点と、ベースシート３にドット状の多数の
エンボス部１６が形成されている点とにある。
【００３９】
ベースシート３は、図１のそれと同様に、肌当接面３ａを画成する可撓性かつ通気不透液
性プラスチックフィルム１１と、プラスチックフィルム１１に接合されて肌非対向面３ｂ
を画成する繊維不織布１２とから形成されている。
【００４０】
プラスチックフィルム１１と繊維不織布１２とは、図１のそれらと同様のものが使用され
ている。プラスチックフィルム１１と繊維不織布１２とは、それらの少なくとも一方に塗
布されたホットメルト型接着剤（図示せず）を介して接合されるとともに、エンボス部１
６において接合されている。エンボス部１６では、プラスチックフィルム１１と繊維不織
布１２とが熱によって互いに溶着している。
【００４１】
エンボス部１６におけるベースシート３の全光線透過率は、６５％以上８５％以下の範囲
にある。エンボス部１６では、繊維不織布１２がフィルム化しているので、エンボス部１
６を除く他の部位と比較してベースシート３の全光線透過率が向上している。
【００４２】
ベースシート３の全面積に対するエンボス部１６の面積率は、５～５０％の範囲にあるこ
とが好ましい。エンボス部１６の面積率が５０％を超過すると、ベースシート３の剛性が
高くなり、シート３の風合いが低下してしまう。
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【００４３】
このおむつ１Ｂでは、ベースシート３全体の全光線透過率が６０％以上８５％以下の範囲
にある。おむつ１Ｂでは、尿によって淡黄色に染まったコア４の色の変化をベースシート
３の肌非対向面３ｂの側から視認することができるので、排尿の有無をおむつ１Ｂの外部
から識別することができる。図３のおむつ１Ｂでは、エンボス部１６が繊維不織布１２に
のみ施されていてもよい。
【００４４】
図１と図３とに示すおむつ１Ａ，１Ｂのベースシート３は、ＪＩＳ－Ｌ－１０１８（カン
チレバー法）により測定した剛軟度１５～６５ｍｍの範囲にあることが好ましい。
【００４５】
トップシート２には、親水性繊維不織布、または、微細な多数の開孔を有するプラスチッ
クフィルムを使用することができる。防漏カフ５には、疎水性繊維不織布を使用すること
ができる。トップシート２やカフ５を形成する不織布には、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、スパンボンド、ケミカルボンド、エアースルー、
の各製法により製造されたものを使用することができる。
【００４６】
トップシート２とベースシート３との固着、コア４の接合、防漏カフ５の固着、弾性部材
９，１０，１３の取り付けには、ホットメルト型接着剤、または、ヒートシールや超音波
接合等の熱による溶着手段を使用することができる。
【００４７】
この発明は、開放型のおむつの他に、前後胴周り域があらかじめ連結されたパンツ型のお
むつにも実施することができる。
【００４８】
【発明の効果】
本発明にかかる使い捨て着用物品によれば、ベースシートの全光線透過率が６０％以上８
５％以下の範囲にあるので、尿によって淡黄色に染まったコアの色の変化をベースシート
の肌非対向面の側から視認することができ、排尿の有無をおむつの外部から確実に識別す
ることができる。
【００４９】
また、この物品は、ベースシートが通気不透液性プラスチックフィルムと疎水性繊維不織
布とから形成されているので、それがプラスチックフィルムのみからなる場合と比較し、
ベースシートの風合いを向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】トップシートの側から示す使い捨ておむつの部分破断斜視図。
【図２】ベースシートの側から示すおむつの部分破断平面図。
【図３】図１のＡ－Ａ線断面図。
【図４】図１とは異なる態様のベースシートの側から示すおむつの部分破断平面図。
【図５】図３のＢ－Ｂ線断面図。
【符号の説明】
１Ａ　　　　　使い捨ておむつ（使い捨て着用物品）
１Ｂ　　　　　使い捨ておむつ（使い捨て着用物品）
３　　　　　　不透液性ベースシート
３ａ　　　　　肌対向面
３ｂ　　　　　肌非対向面
４　　　　　　吸液性コア
１１　　　　　　通気不透液性プラスチックフィルム
１２　　　　　　繊維不織布
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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