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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向および横方向と、身体側および着衣側と、前ウエスト域、後ウエスト域および前
記前後ウエスト域間に位置する股下域と、前記股下域に配置される吸液構造体とを有する
シャーシと、前記シャーシの前記身体側にあって前記股下域において前記シャーシから離
間可能に形成されたバリアシートとを含む吸収性物品において、
　前記バリアシートは、前記縦方向に延びるとともに前記横方向に対向する両側部分と、
前記両側部分の間をつなぐ中間部分と、前記横方向に延びるとともに前記縦方向に対向す
る前後端縁と、前記縦方向に延びるとともに前記横方向に対向して伸長状態で取り付けら
れたバリアシート弾性部材とを含み、前記前後端縁が前記シャーシの身体側に固着され、
前記吸液構造体が前記股下域から前記前後ウエスト域に湾曲することによって、前記バリ
アシートと前記吸液構造体との間に空隙を形成し、
　前記空隙の内部に向かって排泄物を通過させることが可能であって前記両側部分および
前記中間部分によって画成される連通部を形成し、
　前記中間部分の前記横方向外側に位置する前記両側部分は、前記バリアシートが前記シ
ャーシ側に向けて凸となる折曲部を備え、
　前記折曲部は、前記両側部分の一部を熱加工で溶融することによって形成されることを
特徴とする前記吸収性物品。
【請求項２】
　縦方向および横方向と、身体側および着衣側と、前ウエスト域、後ウエスト域および前
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記前後ウエスト域間に位置する股下域と、前記股下域に配置される吸液構造体とを有する
シャーシと、前記シャーシの前記身体側にあって前記股下域において前記シャーシから離
間可能に形成されたバリアシートとを含む吸収性物品において、
　前記バリアシートは、前記縦方向に延びるとともに前記横方向に対向する両側部分と、
前記両側部分の間をつなぐ中間部分と、前記横方向に延びるとともに前記縦方向に対向す
る前後端縁と、前記縦方向に延びるとともに前記横方向に対向して伸長状態で取り付けら
れたバリアシート弾性部材とを含み、前記前後端縁が前記シャーシの身体側に固着され、
前記吸液構造体が前記股下域から前記前後ウエスト域に湾曲することによって、前記バリ
アシートと前記吸液構造体との間に空隙を形成し、
　前記空隙の内部に向かって排泄物を通過させることが可能であって前記両側部分および
前記中間部分によって画成される連通部を形成し、
　前記中間部分の前記横方向外側に位置する前記両側部分は、前記バリアシートが前記シ
ャーシ側に向けて凸となる折曲部を備え、
　前記折曲部は、前記両側部分の一部を前記シャーシ側に向けて凸となるように折り曲げ
た対向面を互いに接合することによって形成されることを特徴とする前記吸収性物品。
【請求項３】
　前記バリアシートは、前記折曲部の一部を切り取ったスリットを含む請求項１または２
に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記バリアシートは、前記両側部分において接合部位を介して前記吸液構造体に接合さ
れ、
　前記接合部位は、前記吸液構造体の前記縦方向に延びて前記横方向に対向する両側縁よ
りも前記横方向の内側に位置し、前記バリアシートが前記シャーシから離間したときに前
記吸液構造体の前記両側縁に前記バリアシートで覆われない露出部分が形成される請求項
１～３のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記連通部は、前記中間部分よりも前記縦方向の前側に位置する前連通部と、前記縦方
向の後側に位置する後連通部とを含み、
　前記バリアシート弾性部材は、前記前後連通部に沿って取り付けられ、前記中間部分に
おいて前記横方向を二等分する縦中心線向かう凸状部を含み、
　前記折曲部は、前記バリアシート弾性部材の横方向外側に位置する請求項１～４のいず
れかに記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、吸収性物品に関し、さらに詳しくは使い捨てのおむつ、排便排尿トレーニ
ングパンツ、失禁ブリーフ等の吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、排泄物が着用者の肌に接触しないように、スキンコンタクトシートを備えた使い
捨ておむつとして、例えば特開２００７－１０５２９８号公報（特許文献１）が公知であ
る。この特許文献１によれば、おむつはトップシートとバックシートと、これらトップシ
ートおよびバックシートの間に配置される吸収体と、トップシートの着用者肌側に配置さ
れたスキンコンタクトシートとを備え、スキンコンタクトシートには排泄物をトップシー
ト側に通過させる開口部と、この開口部を囲むように伸長状態で取り付けられる弾性部材
とを備えている。このようなスキンコンタクトシートは、弾性部材によってトップシート
から浮き上がり、着用者の股下においてその着用者の肌に接触し、排泄物が肌に接触しな
いようにしている。
【特許文献１】特開２００７－１０５２９８号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記のようなおむつでは、開口部として尿通過用開口部と便通過用開口部とを備え、尿
や便をそれぞれの開口からトップシート側に通過させるようにしている。しかし、着用者
の体勢などによっておむつの着用位置がずれて、尿がスキンコンタクトシート上に排泄さ
れてしまうことがある。スキンコンタクトシート上に排泄された尿は、蒸れやかぶれなど
の肌トラブルを引き起こす恐れがある。
【０００４】
　本発明では、バリアシート上に排泄された尿と肌との接触を防止し、着用者の肌のかぶ
れ等の肌トラブルを抑制することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、縦方向および横方向と、身体側および着衣側と、前ウエスト域、後ウエスト
域および前記前後ウエスト域間に位置する股下域と、前記股下域に配置される吸液構造体
とを有するシャーシと、前記シャーシの前記身体側にあって前記股下域において前記シャ
ーシから離間可能に形成されたバリアシートとを含む吸収性物品の改良に関わる。
【０００６】
　第１発明は前記吸収性物品において、前記バリアシートは、前記縦方向に延びるととも
に前記横方向に対向する両側部分と、前記両側部分の間をつなぐ中間部分と、前記横方向
に延びるとともに前記縦方向に対向する前後端縁と、前記縦方向に延びるとともに前記横
方向に対向して伸長状態で取り付けられたバリアシート弾性部材とを含み、前記前後端縁
が前記シャーシの身体側に固着され、前記吸液構造体が前記股下域から前記前後ウエスト
域に湾曲することによって、前記バリアシートと前記吸液構造体との間に空隙を形成し、
前記空隙の内部に向かって排泄物を通過させることが可能であって前記両側部分および前
記中間部分によって画成される連通部を形成し、前記中間部分の前記横方向外側に位置す
る前記両側部分は、前記バリアシートが前記シャーシ側に向けて凸となる折曲部を備え、
前記折曲部は、前記両側部分の一部を熱加工で溶融することによって形成されることを特
徴とする。
【０００８】
　第２発明は前記吸収性物品において、前記バリアシートは、前記縦方向に延びるととも
に前記横方向に対向する両側部分と、前記両側部分の間をつなぐ中間部分と、前記横方向
に延びるとともに前記縦方向に対向する前後端縁と、前記縦方向に延びるとともに前記横
方向に対向して伸長状態で取り付けられたバリアシート弾性部材とを含み、前記前後端縁
が前記シャーシの身体側に固着され、前記吸液構造体が前記股下域から前記前後ウエスト
域に湾曲することによって、前記バリアシートと前記吸液構造体との間に空隙を形成し、
前記空隙の内部に向かって排泄物を通過させることが可能であって前記両側部分および前
記中間部分によって画成される連通部を形成し、前記中間部分の前記横方向外側に位置す
る前記両側部分は、前記バリアシートが前記シャーシ側に向けて凸となる折曲部を備え、
前記折曲部は、前記両側部分の一部を前記シャーシ側に向けて凸となるように折り曲げた
対向面を互いに接合することによって形成されることを特徴とする。
【０００９】
　好ましい他の実施態様のひとつとして、前記バリアシートは、前記折曲部の一部を切り
取ったスリットを含む。
【００１０】
　好ましい他の実施態様のひとつとして、前記バリアシートは、前記両側部分において接
合部位を介して前記吸液構造体に接合され、前記接合部位は、前記吸液構造体の前記縦方
向に延びて前記横方向に対向する両側縁よりも前記横方向の内側に位置し、前記バリアシ
ートが前記シャーシから離間したときに前記吸液構造体の前記両側縁に前記バリアシート
で覆われない露出部分が形成される。
【００１１】



(4) JP 5185607 B2 2013.4.17

10

20

30

40

50

　好ましい他の実施態様のひとつとして、前記連通部は、前記中間部分よりも前記縦方向
の前側に位置する前連通部と、前記縦方向の後側に位置する後連通部とを含み、前記バリ
アシート弾性部材は、前記前後連通部に沿って取り付けられ、前記中間部分において前記
横方向を二等分する縦中心線向かう凸状部を含み、前記折曲部は、前記バリアシート弾性
部材の横方向外側に位置する。
【発明の効果】
【００１２】
　バリアシートの中間部分において、その横方向外側に位置する両側部分に横方向に延び
るとともに、バリアシートがシャーシ側に向けて凸となるように折り曲げられる折曲部を
形成しているので、たとえバリアシート上に尿が排泄されたとしても、尿が、折曲部が形
成された中間部分に移動すれば、この折曲部を介してシャーシ側に誘導される。したがっ
て、尿がバリアシート上に残留し肌トラブルを引き起こすのを防止することができる。
【００１３】
　折曲部は、両側部分の一部を熱加工で溶融することによって形成されることとしたので
、溶融した部分に凹条部が形成され、この凹条部に沿って折り曲げを誘導することができ
る。溶融した部分は剛性が高くなっているので、剛性の差異によってより折り曲げやすく
することができる。
【００１４】
　バリアシートは、折曲部の一部を切り取ったスリットを含む構成としたので、このスリ
ットを形成した部分では、他の部分と比較して剛性が低くなり折り曲げを誘導することが
できる。また、このスリットを介して尿を吸液構造体側に導くこともできるので、尿は速
やかにバリアシート上から排除することができる。
【００１５】
　バリアシートは、両側部分において接合部位を介して吸液構造体に接合され、接合部位
は、吸液構造体の両側縁よりも横方向の内側に位置させることとしたので、バリアシート
が吸液構造体から離間したときには、バリアシートの側縁部分に吸液構造体が露出する部
分が形成され、折曲部に沿って誘導された尿を吸液構造体によって吸収することができる
。
【００１６】
　連通部は、中間部分よりも縦方向の前側に位置する前連通部と、縦方向の後側に位置す
る後連通部とを含み、バリアシート弾性部材は前後連通部に沿って取り付けられ、折曲部
を前記バリアシート弾性部材の横方向外側に位置させることとした。折曲部が形成された
バリアシートの両側部分から縦中心線に向かって、バリアシート弾性部材の収縮力が作用
するので、折曲部を境に両側部分がさらに折れ曲がりやすくなる。中間部部分においてバ
リアシート弾性部材が凸状部を形成しているので、中間部分が着用者に最も接触し、中間
部分から吸液構造体側へと折曲部が傾斜するようになる。したがって、バリアシート上に
残留した尿を中間部分から両側部分を介して速やかに吸液構造体側へと誘導することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　吸収性物品として使い捨ておむつを用い、本発明の一例を説明する。
＜第１の実施形態＞
【００１８】
＜第１の実施形態＞
　図１～７は、本発明の第１の実施形態を示している。図１はおむつ１の着用状態を示し
た図であり、説明のためその一部を破断している。図示したように、おむつ１は吸液性の
シャーシ２とバリアシート３と防漏カフ４とを含む。シャーシ２はパンツ型に形成され、
横方向Ｘおよび縦方向Ｙと、身体側内面５および着衣側外面６と、前ウエスト域７、後ウ
エスト域８および前記前後ウエスト域７，８間に位置する股下域９を有している。シャー
シ２は、内側シート１１と外側シート１２と、これら内外側シート１１，１２の間に介在
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する不透液性の防漏シート１３とによって形成されている。
【００１９】
　前後ウエスト域７，８においては、互いのウエスト側縁部１４，１５の対向面が重なり
合い、間欠的に並ぶ複数の接合部１６において互いに接合されてシーム部が形成されてい
る。
　接合部１６でウエスト側縁部１４，１５が接合されることにより、前後ウエスト域７，
８で囲まれた領域にウエスト開口１８が形成されるとともに、接合部１６と股下域９とで
囲まれた一対の脚開口１９が形成されている。ウエスト開口１８の周縁部に沿って複数条
のウエスト弾性部材２０が延び、脚開口１９の周縁部に沿って複数条の脚弾性部材２１が
延びている。それら弾性部材２０，２１は、内側シート１１と外側シート１２との間にあ
り、これらシート１１，１２の少なくとも一方に接着剤（図示せず）を介して伸長状態で
接合されている。
【００２０】
　図２は図１のＩＩ－ＩＩ線断面図であり、説明のためその一部を破断している。図２に
示すように、シャーシ２の身体側内面５に吸液構造体１０が配置され、吸液構造体１０よ
りもさらに身体側にバリアシート３が配置され、バリアシート３のさらに身体側に防漏カ
フ４が配置されている。吸液構造体１０は前後ウエスト域７，８の間において縦方向Ｙに
延設されているが、これは少なくとも股下域９に位置していればよい。この吸液構造体１
０は、内側シート１１の内側に沿って配置された吸液性パネル２３を含む。
【００２１】
　吸液性パネル２３は、ティッシュペーパ等の吸液拡散シート２４で包まれる吸液性芯材
２５と、吸液拡散シートをさらに覆う内面シート２６とで形成されている。吸液性パネル
２３の着衣側は外側シート１２の内側に配置された防漏シート１３で被覆され、芯材２５
に吸収された体液がおむつ１から漏れるのを防止する。防漏シート１３は、吸液性パネル
２３の底面に直接接合されることもある。
【００２２】
　バリアシート３の前端縁２７と後端縁２８は、その近傍が接着または溶着により内面シ
ート２６に接合されている。前端縁２７と後端縁２８とは、それぞれ前ウエスト域７およ
び後ウエスト域８に位置している。図示したようなパンツ型の状態においては、股下域９
が湾曲するとともに、後に説明するバリアシート弾性部材の収縮によって、バリアシート
３は内面シート２６から縦方向Ｙに離間している。バリアシート３の前後端縁２７，２８
は内面シート２６に接合されているので、バリアシート３全体はハンモックを吊り下げた
ような形状を有する。このような形状により、バリアシート３と吸液性パネル２３との間
に空隙２９が形成される。防漏カフ４は後に説明するカフ弾性部材によって起立するよう
にしてバリアシート３から離間して、縦方向Ｙに延びる壁を形成している。
【００２３】
　図３は図１の接合部１６における前後ウエスト域７，８の接合をはずし、おむつ１を縦
方向Ｙと横方向Ｘとに展開して得られるおむつ１の平面図である。おむつ１は、平面状に
なるように各弾性部材の伸縮力を作用させない状態を示している。おむつ１は、横方向Ｘ
の寸法を二等分する縦中心線Ｐ－Ｐと、縦方向Ｙの寸法を二等分する横中心線Ｑ－Ｑとを
有し、縦中心線Ｐ－Ｐに関して左右対称である。
【００２４】
　シャーシ２はほぼ砂時計型に形成され、吸液性パネル２３は矩形に形成され、シャーシ
２の内側シート１１に積層されている。
　バリアシート３は、横方向Ｘに対向する両側部分３０，３１と両側部分３０，３１の間
をつなぐ中間部分３２とを有し、中間部分３２は股下域９に位置している。両側部分３０
，３１および中間部分３２によって前後方連通部３３，３４を形成している。前方連通部
３３は、中間部分３２から前ウエスト域７に向かって延びるほぼＵ字形であり、後方連通
部３４は、中間部分３２から後ウエスト域８に向かって延びるほぼＵ字形である。前方連
通部３３は、両側部分３０，３１に位置する両内側縁３５と、これら両内側縁３５をつな
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ぐ湾曲した閉鎖縁３６とによって画成される。後方連通部３４は両側部分３０，３１に位
置する両内側縁３７と、これら両内側縁３７をつなぐ湾曲した閉鎖縁３８とによって画成
される。前方連通部３３と後方連通部３４とはその閉鎖縁３６，３８を形成する中間部分
３２によって画成されている。
【００２５】
　防漏カフ４は、縦中心線Ｐ－Ｐに対称に縦方向Ｙの延びる一対のシートから形成され、
このシートは不織布やプラスチックフィルム等であり好ましくは透湿性かつ不透液性であ
る。各防漏カフ４は、バリアシート３の両側部分３０，３１の身体側に重なるようにして
形成されている。防漏カフ４の横方向Ｘの寸法は、バリアシート３の両側部分３０，３１
と同程度であるか、あるいはそれよりも大きくなるようにしている。
【００２６】
　このおむつ１を着用するときには、前方連通部３３に着用者の外性器が臨み、後方連通
部３４に肛門が臨み、中間部分３２に外性器と肛門との間の肌が当接するように着用状態
を整える。このとき、前方連通部３３の閉鎖縁３６が横中心線Ｑ－Ｑよりも前方に位置し
、後方連通部３４の閉鎖縁３８が横中心線Ｑ－Ｑの上、または横中心線Ｑ－Ｑの付近に位
置していることが好ましい。このように着用すると、吸液性パネル２３が縦方向Ｙに湾曲
するとともに、バリアシート３がバリアシート弾性部材３９の収縮により浮き上がって着
用者の肌に接触するとともに、バリアシート３と吸液性パネル２３との間に空隙２９を形
成する（図２参照）。そして前後方連通部３３，３４を介して排泄物を空隙２９に通過さ
せ、排泄物が着用者の肌に直接接触しないようにしている。
【００２７】
　図４は、吸液性パネル２３、バリアシート３、防漏カフ４の詳細を示し説明のためその
一部を破断した図である。バリアシート３は、その両側部分３０，３１で吸液性パネル２
３側に折り返された折り返し部４２を含み、両側部分３０，３１で二枚重ねになっている
。折り返し部４２を、接合部位４３を介して吸液性パネル２３の内面シート２６に接合し
ている。二枚重ねになった両側部分３０，３１の間にバリアシート弾性部材３９を図示し
ない接着剤によって接合している。バリアシート弾性部材３９は、両側部分３０，３１の
縦方向Ｙに亘って伸長状態で取り付けられている。
【００２８】
　前後方連通部３３，３４は中間部分３２から前後ウエスト域７，８に向かって延びるほ
ぼＵ字形であり、内側縁３５，３７ではほぼ直線を有し、閉鎖縁３６，３８では曲線を画
いている。バリアシート弾性部材３９は、前後方連通部３３，３４に沿って配設される。
したがって、バリアシート弾性部材３９は、前方連通部３３の内側縁３５の近傍において
はほぼ直線の前方部３９ａを有し、後方連通部３４の内側縁３７の近傍においてはほぼ直
線の後方部３９ｂを有している。前後方連通部３３，３４をつなぐ中間部分３２において
は、縦中心線Ｐ－Ｐに向かう凸状部３９ｃを有している。
【００２９】
　凸状部３９ｃの横方向Ｘの外側には、横方向Ｘに延びる折曲部４０を備えている。折曲
部４０は、熱加工によって溶融、加圧されることによって形成される。折曲部４０は、両
側部分３０，３１であって、中間部分３２の横方向Ｘの外側に位置する部分に形成されて
いる。折曲部４０の横方向Ｘの寸法は、バリアシート弾性部材３９の凸状部３９ｃからバ
リアシート３の両側縁までの寸法とほぼ同じにしている。図５は図４のＶ－Ｖ線断面図で
あるが、上記のような折曲部４０は、加熱加圧によって凹条部４１を形成し、この凹条部
４１によってバリアシート３の折曲が誘導される。
【００３０】
　図４に示したように、接合部位４３は前端縁２７から後端縁２８に亘って縦方向Ｙに延
びており、吸液性パネル２３の両側縁４４，４５よりも横方向Ｘの内側に位置するように
している。すなわち両側縁４４，４５と接合部位４３との間には間隔が形成される。
　接合部位４３は、一般的なゴム系ホットメルト接着剤によって形成されるが、ソニック
シールやヒートシール等の一般的な接合手段を用いて形成するようにしてもよい。
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【００３１】
　防漏カフ４はＺ字を画くように３枚重に折り畳まれたシートから形成されている。具体
的には、防漏カフ４は積層された第１面４６、第２面４７、第３面４８を含む。第１面４
６は、吸液性パネル２３とシャーシ２との間に位置している。第２面４７は、第１面４１
からバリアシート３の着用者側に折り返され両側部分３０または３１に重なっている。第
３面４８は、第２面４７の着用者側に折り重ねられている。すなわち、第１、第２、第３
面４６，４７，４８の順に着用者側へと折り重なり、第１面４６と第２面４７とは、吸液
性パネル２３を介して重なり、第２面４７と第３面４８とは直接重なっている。第３面４
８に位置する側縁４９はカフ弾性部材５０を取り付け可能とするために折り返されている
。カフ弾性部材５０は、折り返された側縁４９の間に伸長状態で接合され、縦方向Ｙに亘
って取り付けられている。
【００３２】
　防漏カフ４は、前後端部分５１，５２において、第１面４６を吸液性パネル２３に接合
し、第２面４７をバリアシート３に接合し、第３面４８を第２面４７に接合している。
　第１面４６は、前後端部分５１，５２の縦方向Ｙに亘ってシャーシ２の内側シート１１
に接合され、これを固定縁部としている。この防漏カフ４にカフ弾性部材５０の収縮力が
作用すると、第２面４７および第３面４８を伸展させてバリアシート３から起立するよう
に離間して、図２に示すような壁を形成する。第２面４７および第３面４８においてバリ
アシート３から離間する部分、すなわち接合されていない部分を自由縁部としている。
【００３３】
　このようなおむつを着用したときの、バリアシート３、防漏カフ４および吸液性パネル
２３を示したのが図６である。図示したように、おむつの着用状態においては、バリアシ
ート弾性部材３９およびカフ弾性部材５０が収縮する。バリアシート弾性部材３９の収縮
により、吸液性パネル２３が湾曲するとともに、バリアシート３が吸液性パネル２３から
浮き上がるように離間する。カフ弾性部材５０の収縮により、防漏カフ４の第２面４７お
よび第３面４８の自由縁部が吸液性パネル２３から離間する方向に伸展し、倒伏状態から
起立する。
【００３４】
　吸液性パネル２３が上記のように湾曲すれば、これに接合したバリアシート３にも、縦
方向Ｙに湾曲させようとする力が作用する。バリアシート３には折曲部４０を形成し、こ
の折曲部４０には凹条部４１が形成されているので、吸液性パネル２３の湾曲に伴いバリ
アシート３が折曲部４０に沿って折り曲げられる。このときバリアシート３は、吸液性パ
ネル２３側に向かって凸となるように折れ曲がる。折曲部４０は、バリアシート弾性部材
３９の凸状部３９ｃの横方向Ｘの外側に形成されている。したがって、バリアシート３の
中間部分３２では、両側部分３０，３１から縦中心線Ｐ－Ｐに向かってバリアシート弾性
部材３９の収縮力が作用し、折曲部４０を境に両側部分３０，３１がさらに折れ曲がりや
すくなる。
【００３５】
　図７は図４のＶＩＩ－ＶＩＩ線断面図であり、二点鎖線は図６のようにおむつを着用し
た状態を示したものである。図７ではバリアシート３の側部分３１側について説明してい
るが、側部分３０においても同様である。
　バリアシート３は、バリアシート弾性部材３９の収縮力によって中間部分３２を着用者
の肌に接触させるように、吸液性パネル２３から浮き上がる。バリアシート３には折曲部
４０を形成しているので、折曲部４０を形成した中間部分３２の横方向Ｘの外側では、バ
リアシート３が折れ曲がり中間部分３２から吸液性パネル２３に向かって傾斜するように
なる。
【００３６】
　バリアシート３は接合部位４３を介して吸液性パネル２３に接合している。接合部位４
３は、吸液性パネル２３の両側縁４４，４５よりも横方向Ｘの内側に形成しているので、
バリアシート３が吸液性パネル２３から浮き上がるように離間すると、両側縁４４，４５
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と接合部位４３との間には、バリアシート３および防漏カフ４で覆われない部分、すなわ
ち吸液性パネル２３の露出部分５３が形成される。バリアシート３上に尿が残留した場合
には、折曲部４０を伝って尿が吸液性パネル２３に誘導され、吸液性パネル２３に吸収さ
れる。したがって、尿がバリアシート３上に排泄された場合であっても、速やかにバリア
シート３から吸液性パネル２３へと誘導することができ、着用者の肌トラブルを引き起こ
すのを防止することができる。
【００３７】
　接合部位４３は、防漏カフ４の倒伏状態で自由縁部と重なる位置に形成している。すな
わち、接合部位４３は第２面４７および第３面４８に重なるように位置させている。固定
縁部と接合部位４３とが重なって形成されると、防漏カフ４が起立したときに、接合部位
４３と両側縁４４，４５との間が防漏カフ４で覆われることになり、吸液性パネル２３の
露出部分５３が形成されなくなってしまうことから、接合部位４３は自由縁部と重なる位
置に形成するようにしている。
【００３８】
　吸液性パネル２３の露出部分５３の横方向Ｘの外側には、吸液性パネル２３の両側縁４
４，４５から上方に向かって防漏カフ４が起立している。したがって、前記露出部分５３
に誘導された尿がおむつの外に流出するのを防止することができる。
　また、バリアシート弾性部材３９と防漏カフ４とが重なる位置においては、バリアシー
ト弾性部材３９が直接着用者の肌に接触することがなく、肌への刺激を低減することがで
きる。
【００３９】
　この実施形態では、折曲部４０を熱加工によって形成している。両側部分３０，３１を
折り曲げて折り曲げた対向面を互いにヒートシール等によって固着することによって横方
向Ｘに延びる折曲部を形成することもできる。バリアシート３の身体側の面に接着剤を塗
布した状態で両側部分３０，３１を折り曲げて、この折曲を固定することによって、折曲
部を形成することもできる。また、バリアシート３と内面シート２６との間に、前ウエス
ト域７側に位置する前方の空隙と、後ウエスト域８側に位置する後方の空隙とを隔てる隔
離シートを備えることにより、折曲部を形成するようにしてもよい。この場合には、隔離
シートの一方の端縁をバリアシート３に接合し、他方の端縁を内面シート２６に接合する
ことにより、シャーシから離間したバリアシート３が離間シートの接合域でシャーシ側に
引っ張られ、この引っ張られた部位において折曲部が形成されることとなる。すなわち、
バリアシート３の引っ張られた部位においてはシャーシ側との離間距離が短く、他の部分
では離間距離が長いことから引っ張られた部位においてシャーシ側に凸となるような折曲
が可能となる。バリアシート３を繊維密度の粗密差が生じるように形成し、シートの剛性
差によって折曲部を形成するようにしてもよい。
【００４０】
　折曲部４０は、一本のみ形成することとしているが、平行する複数の折曲部で形成する
こととしてもよい。折曲部４０は、両側部分３０，３１にそれぞれ１本ずつ形成するよう
にしているが、これら両側部分３０，３１の折曲部４０を一本につなげて、両側部分３０
，３１に亘って形成するようにしてもよい。
【００４１】
　バリアシート弾性部材３９として、凸状部３９ｃを有するものを用いているが、二条の
バリアシート弾性部材３９が中間部分３２で交差するようなものでもよく、中間部分３２
で縦方向Ｙに分割されているようなものでもよい。
　また前後方連通部３３，３４の二つの連通部を形成しているが、いずれか一方の連通部
のみであってもよし、前後ウエスト域７，８において閉鎖されていてもよい。バリアシー
ト３にはＵ字形の前後方連通部３３，３４を形成しているが、例えばＯ字形にくりぬいた
シートを用いることもできる。
【００４２】
　バリアシート３および防漏カフ４は、それぞれ一枚のシートで形成されているが、二枚
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のシートを貼りあわせて形成するようにしてもよい。この場合には、バリアシート弾性部
材３９およびカフ弾性部材５０をそれぞれ二枚のシートの間に挟んで取り付けることがで
きる。このように二枚のシートを貼りあわせる場合には、折曲部４０を一方のシートにの
み形成することもできるし、これらを貼りあわせた後に両方のシートに形成することもで
きる。
【００４３】
＜第２の実施形態＞
　図８は第２の実施形態を示したものである。この実施形態ではスリット５４を形成した
ことのみが第１の実施形態と異なり、他の構成要素は第１の実施形態と同様である。同様
の構成要素については、その詳細な説明を省略する。
【００４４】
　この第２実施形態では、バリアシート３にスリット５４を形成している。スリット５４
は、バリアシート３をその厚さ方向に貫通するものであって、折曲部４０の一部を切り抜
いて、折曲部４０上に重なるようにして横方向Ｘに延びて形成されている。スリット５４
の幅方向Ｘの寸法Ｌ１は、バリアシート弾性部材３９の凸状部３９ｃからバリアシート３
の両側縁までの寸法Ｌ２の約半分としている。スリット５４がこれよりも長くなると、バ
リアシート３の強度が弱くなる可能性があるからである。折曲部４０は、寸法Ｌ２とほぼ
同じ長さにしている。
【００４５】
　この第２の実施形態では、スリット５４を形成した部分では、その剛性が弱くなりバリ
アシート３の折り曲げを誘導することができる。スリット５４の横方向Ｘの両側では折曲
部４０を形成している。折曲部４０とスリット５４とを形成することによって、より容易
に折れ曲がるようにしている。
【００４６】
　スリット５４は、バリアシート３の厚さ方向に貫通しているので、バリアシート３上に
残留した尿をこのスリット５４を通過させて吸液性パネル２３に誘導することができる。
折曲部４０だけのときに比べて、より迅速に尿を吸液性パネル２３に誘導することができ
る。
【００４７】
　この実施形態において、スリット５４をほぼ矩形にしているが、横方向Ｘに延びる楕円
形など他の形状にしてもよい。加熱によって折曲部４０を形成した場合であっても、折曲
部４０に重なるようにしてスリット５４を形成することによって、折曲部４０による肌へ
の刺激を低減することができる。
【００４８】
　本発明において、バリアシート３および防漏カフ４は液抵抗性かつ通気性の不織布等、
内側シート１１および外側シート１２は通気性不織布等、防漏シート１３はプラスチック
フィルム等、吸液性パネル２３を構成する吸液性芯材２５はフラッフパルプと高吸収性ポ
リマー粒子との混合物等、それぞれ当技術分野の慣用素材を用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】第１の実施形態のおむつの斜視図。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線断面図。
【図３】図１の展開図。
【図４】図３の要部説明図。
【図５】図４のＶ－Ｖ線端面図。
【図６】図４の着用状態の説明図。
【図７】図４のＶＩＩ－ＶＩＩ線端面図。
【図８】第２の実施形態の要部説明図。
【符号の説明】
【００５０】
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　　１　　おむつ
　　２　　シャーシ
　　３　　バリアシート
　　４　　防漏カフ
　　５　　身体側内面
　　６　　着衣側外面
　　７　　前ウエスト域
　　８　　後ウエスト域
　　９　　股下域
　１０　　吸液構造体
　２７　　前端縁
　２８　　後端縁
　２９　　空隙
　３０　　側部分
　３１　　側部分
　３２　　中間部分
　３３　　前方連通部
　３４　　後方連通部
　３９　　バリアシート弾性部材
　４０　　折曲部
　４３　　接合部位
　４４　　側縁
　４５　　側縁
　４９　　側縁
　５０　　カフ弾性部材
　５４　　スリット
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