
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装着者の腹側に当てられる前面部と、股間部に当てられる中間部と、背側に当てられる
後面部と し、前記本体の前面部から後面部に向う方向が縦方向、こ
れと直交する方向が横方向とされた使い捨ておむつにおいて、
　 くとも吸収コアの 表面 部分が透液性であるトップシート 横方向
の両側で 前記トップシートと直接的にまたは間接的に接合された外側シートと、前記ト
ップシートと前記外側シートとの間に介在する吸収コアとを有し、
　少なくとも前記中間部 を含む領域では、前記トップシートと
前記外側シートとの接合境界 接
合境界が、前記吸収コアの横方向の両側端より 側へ入り込んでいることを特徴とす
る使い捨ておむつ。
【請求項２】
　 トップシートは、 透液シートと その横方向の両側

前記他のシートと前記
外側シートとの接合境界が、前記吸収コアの横方向の両側端より へ入り込んでい
る請求項１記載の使い捨ておむつ。
【請求項３】
　前記 は横方向へ弾性収縮しない
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が形成された本体を有

少な 受液側の を覆う と、
、

を縦方向に二分する中心線
を互いに接近させる弾性付与手段が設けられており、前記

も中心

前記 吸収コアの受液側の表面を覆う 、
に直接的にまたは間接的に接合された他のシートとを有しており、

も中心側

トップシート ものである請求項１または２記載の使い捨
ておむつ。



【請求項４】
　

使い捨ておむつ。
【請求項５】
　前記外側シートは、横方向へ弾性収縮する弾性収縮性シートであり、このシートの弾性
収縮力が前記弾性付与手段とされている請求項 いずれかに記載の使い捨てお
むつ。
【請求項６】
　前記弾性付与手段は、横方向への弾性収縮力を発揮する弾性部材であり、この弾性部材

固着されている請求項 のいずれかに記載の使い捨ておむ
つ。
【請求項７】
　

使い捨て
おむつ。
【請求項８】
　前記本体の受液側には、縦方向に延び且つ横方向に間隔を開けて配置された防漏カフが
設けられ、
　前記防漏カフは、縦方向に沿って前記本体に固定される固定端部および自由端部を有す
るシートと、前記自由端部またはその近傍 取付けられて前記縦方向への収縮力を発揮す
る弾性部材とを有し、
　少なくとも前記 前記防漏カフの固定端部が、吸収コア 両側端
から離れ 請求項 のいずれかに記載の使い捨ておむつ。
【請求項９】
　前記前面部の横方向の両側部と、前記後面部の横方向の両側部とが互いに接合され、前
記前面部と後面部のそれぞれの縁部でウエスト開口部が形成され、前記中間部の両側部で
レッグ開口部が形成されて、前記本体がパンツ型を成している請求項 のいずれ
かに記載の使い捨ておむつ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、パンツ型またはオープン型の使い捨ておむつに係り、特にトップシートにより
吸収コアを確実に保持できるようにした使い捨ておむつに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　図 は従来のパンツ型おむつまたはオープン型おむつの股間部に当てられる部分の断
面図である。
【０００３】
　図 に示すように、この種の使い捨ておむつ１００は、装着者側（受液側）に向けら
れる透液性のトップシート１０１と、外側に向けられる不透液性の外側シート１０２とを
有し、トップシート１０１と外側シート１０２は、おむつの横方向の両側領域１００ａ，
１００ａで互いに接着されている。また横方向の中心領域１００ｂでは、前記トップシー
ト１０１と外側シート１０２との間に、パルプなどの繊維素材を主体とし高吸収性樹脂を
含んだ吸収コア１０３が介在している。
【０００４】
この種の使い捨ておむつの従来の製造工程では、平面状に展開した外側シート１０２の上
に吸収コア１０３を設置し、その上に平面状に展開したトップシート１０１を載せる。こ
のとき、従来では、トップシート１０１を接着する領域が、前記両側領域１００ａ，１０
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前記トップシートは横方向へ弾性収縮するものであり、前記弾性付与手段によって外面
シートに与えられる弾性歪みが、トップシートの弾性歪みよりも大きい請求項１または２
記載の

１ないし４の

が、前記外側シートに １ないし４

前記他のシートは、その自由端部が吸収コアの受液側表面から離れる位置まで延びてお
り、前記自由端部またはその近傍に取り付けられて縦方向への収縮力を発揮する弾性部材
が設けられ、この他のシートによって防漏カフが形成されている請求項２記載の

に

中心線を含む領域では、 の
ている １ないし６

１ないし８

１０

１０



０ａでのトップシート１０１と外側シート１０２との接着、および受液側の隆起上面１０
０ｃでの、トップシート１０１と吸収コア１０３の表面１０３ａとの接着に限られている
。
【０００５】
すなわち、従来はトップシート１０１の接着作業を上下方向の加圧のみで行なっており、
その結果、トップシート１０１を前記両側領域１００ａや隆起上面１００ｃのような水平
面でのみ接着し、吸収コア１０３の両側端１０３ｃのように水平面でない部分に対してト
ップシート１０１を接着していない。
【０００６】
このように吸収コア１０３の両側端１０３ｃとトップシート１０１とを接着しておらず、
さらに、吸収コア１０３に厚みがあるため、吸収コア１０３の両側端１０３ｃ，１０３ｃ
とトップシート１０１との間に空間１０４，１０４が形成されやすくなっている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
　図 に示すように、従来の使い捨ておむつでは、吸収コア１０３の両側端１０３ｃ，
１０３ｃとトップシート１０１とが接着されておらず、しかも両側端１０３ｃ，１０３ｃ
と、トップシート１０１との間に空間１０４，１０４が形成されているため、トップシー
ト１０１による吸収コア１０３の保持が不十分である。特に図 の左右横方向での吸収
コア１０３の保持力が弱くなっている。
【０００８】
この使い捨ておむつが装着された状態で、装着者が動くと、吸収コア１０３に捩り力や横
方向への片寄り力さらには縒れ力が作用する。特にパンツ型おむつでは、装着者が使い捨
ておむつを装着した状態で歩いたり這ったりするため、前記吸収コア１０３に与えられる
前記力が大きくなる。
【０００９】
前記力が継続的に作用していると、おむつの前記中央領域１００ｂで、吸収コア１０３が
捩じれたり、片寄りを発生する。その結果、吸収コア１０３の両側端１０３ｃ，１０３ｃ
とトップシート１０１との空間１０４，１０４が広がりやすい。さらには吸収コア１０３
が左右どちらかの側に縒ると、吸収コア１０３の表面１０３ａに皺が発生し、この皺の部
分では吸収コア１０３の表面１０３ａとトップシート１０１との間の接着が剥がれ、表面
１０３ａとトップシート１０１との間に浮きが発生するおそれがある。
【００１０】
上記のような空間１０４の広がりや、表面１０３ａとトップシート１０１との間の浮きが
発生すると、トップシート１０１に与えられた尿などの液が吸収コア１０３に効率よく吸
収されなくなり、おむつでの尿などの横漏れの原因になる。
【００１１】
本発明は上記従来の課題を解決するものであり、トップシートによる吸収コアの保持、特
に横方向での保持を安定させて、おむつ内で吸収コアの捩じれ、片寄りまたは縒れが発生
しにくいようにして、吸収コアで吸収機能の低下を防止できるようにした使い捨ておむつ
を提供することを目的としている。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　 は、装着者の腹側に当てられる前面部と、股間部に当てられる中間部と、背側に
当てられる後面部と し、前記本体の前面部から後面部に向う方向が
縦方向、これと直交する方向が横方向とされた使い捨ておむつにおいて、
　 くとも吸収コアの 表面 部分が透液性であるトップシート 横方向
の両側で 前記トップシートと直接的にまたは間接的に接合された外側シートと、前記ト
ップシートと前記外側シートとの間に介在する吸収コアとを有し、
　少なくとも前記中間部 を含む領域では、前記トップシートと
前記外側シートとの接合境界 接
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合境界が、前記吸収コアの横方向の両側端より 側へ入り込んでいることを特徴とす
るものである。
【００１３】
なお、前記トップシートと外側シートは直接に接着接合されていてもよいし、間に他のシ
ートを介在させて接着されてもよい。またトップシートは少なくとも吸収コアを覆う部分
が透液性であればよい。
【００１４】
　 では、トップシートが、吸収コアの受液側表面のみならず吸収コアの両側端に密
着し、さらにトップシートが吸収コアの裏面側の両端部に入り込んでいる。よって、トッ
プシートで吸収コアを横方向の両側から包み込むように拘束でき、吸収コアの捩じれ、片
寄り、および縒れが生じにくくなる。
【００１５】
また、吸収コアを覆う透液性のトップシートは、透液シートとその横方向の両側に他のシ
ートが直接的にまたは間接的に接合されて形成されており、前記他のシートと前記外側シ
ートとの接合境界が、前記吸収コアの横方向の両側端よりも横方向の中心側へ入り込んで
いるものであってもよい。
【００１６】
ここで、少なくとも前記中間部での縦方向の中心を含む領域では、前記吸収コアの前記横
方向の両側端に、前記透液シートまたは前記他のシートが接合されていることが好ましい
。
【００１７】
また、通常は吸収コアの受液側の表面とトップシートも互いに接着される。さらに吸収コ
アの裏面側と外側シートとを接着すると、さらに吸収コアをおむつ上で確実に保持できる
ようになる。
【００１９】

なくとも前記 では、 透液シートまたは前記他のシートと前記外
側シートとの接合境界 側へ寄らせる弾性付与手段が設けられている トップシ
ートで吸収コアの両側端を包 込む構造を形成しやすい。
【００２０】
この場合、前記透液シートまたは前記他のシートは横方向へ弾性収縮しないか、またはお
むつの自由状態での前記横方向の弾性収縮歪みは、前記透液シートまたは前記他のシート
よりも弾性付与手段の方が大きく設定されていることが好ましい。
【００２１】
このようなトップシートまたは他のシートと弾性付与手段を組み合わせることにより、前
記弾性付与手段の収縮力を利用して、トップシートまたは他のシートで吸収コアの両側端
を包む構造を実現しやすくなる。
【００２６】
上記において、前記外側シートは、横方向へ弾性収縮する弾性収縮性シート、例えば収縮
性不織布または収縮性フィルムなどであり、このシートの弾性収縮力が前記弾性付与手段
とされている。
【００２７】
あるいは、前記弾性付与手段は、横方向への弾性収縮力を発揮する弾性部材、例えば複数
の弾性バンドであり、この弾性部材は、前記吸収コアと外側シートとの間および外側シー
トの外面のいずれかにおいて横向きに伸長させた状態で固着されている。
【００２８】
　さらに では、前記本体の受液側には、縦方向に延び且つ横方向に間隔を開けて配
置された防漏カフが設けられ、
　前記防漏カフは、縦方向に沿って前記本体に固定される固定端部および自由端部を有す
るシートと、前記自由端部またはその近傍で前記シートに取付けられて前記縦方向への収
縮力を発揮する弾性部材とを有し、
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　少なくとも前記中間部での縦方向の中心を含む領域では、前記防漏カフの固定端部が、
吸収コアの横方向の両側端から離れており、この両側端で吸収コアに液を吸収可能とされ
ていることが好ましい。
【００２９】
さらには、前記本体の受液側には、縦方向に延び且つ横方向に間隔を開けて配置された防
漏カフが設けられ、
前記防漏カフは、縦方向に沿って前記本体に固定される固定端部および自由端部を有する
シートと、前記自由端部またはその近傍で前記シートに取付けられて前記縦方向への収縮
力を発揮する弾性部材とを有し、
防漏カフを形成する前記シートが、前記透液シートの横方向の両側に接合された前記他の
シートとして使用され、この他のシートと外側シートとの接合境界が吸収コアよりも中心
側に入り込んでいたり、あるいは前記他のシートが吸収コアの横方向の両側端に接合され
ていてもよい。
【００３０】
さらに本発明は、前記前面部の横方向の両側部と、前記後面部の横方向の両側部とが互い
に接合され、前記前面部と後面部のそれぞれの縁部でウエスト開口部が形成され、前記中
間部の両側部でレッグ開口部が形成されて、前記本体がパンツ型を成しているものである
場合に有効である。
【００３１】
パンツ型の場合、おむつを装着した状態で、装着者が歩きまたは這いまわるため、股間部
に装着される吸収コアがトップシートで保持されていることにより、トップシートの捩じ
れ、片寄り、縒れを防止できる点で有効である。ただし、本発明はオープン型おむつにも
適用できる。
【００３２】
【発明の実施の形態】
図１は本発明の一実施の形態としてパンツ型の使い捨ておむつを展開して透液性シート側
から示した斜視図、図２は図１に示したパンツ型の使い捨ておむつを示す斜視図、図３は
図１のＩＩＩ―ＩＩＩ線の断面図、図４は弾性付与手段が弾性収縮する前の状態を示す断
面図、図５は第２の実施の形態を示す使い捨ておむつの断面図である。
【００３３】
図２に示す本発明の使い捨ておむつ１は、予めパンツ型に成形されたものであり、その成
形前の展開状態では、図１に示すようないわゆる砂時計形状である。図１に示す展開状態
において、このおむつ１は、使用時に装着者の腹部に当てられる前面部２Ａと、使用時に
尻部および／または背部に当てられる後面部２Ｃと、使用時にその両側部４Ｂ、４Ｂが大
腿部に当てられ且つ股間部に装着される中間部２Ｂとを有する。前記前面部２Ａから中間
部２Ｂを経て前記後面部２Ｃに至る方向をＹ方向（縦方向）とし、それと直交する方向を
Ｘ方向（横方向）とする。
【００３４】
この使い捨ておむつ１は、図３の断面図に示すように、外側シート１１の上に、吸収コア
１２が載せられ、その上が透液性のトップシート１３で覆われている。またトップシート
１３の上は不透液性の開口補助シート１４で覆われ、この開口補助シート１４の中央部に
開口する開口窓１５内に前記トップシート１３が露出している。
【００３５】
前記外側シート１１、トップシート１３および開口補助シート１４の外形形状は全てほぼ
同じ寸法の砂時計型である。
【００３６】
前記外側シート１１とトップシート１３とは、横方向（Ｘ方向）の外側領域、および縦方
向（Ｙ方向）の外側領域で互いに接着接合されている。この接着接合は例えばホットメル
ト型接着剤を用いる。図３に示す中間部２Ｂの断面図では、外側シート１１とトップシー
ト１３との接合領域を２１，２１で示している。また外側シート１１とトップシート１３
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との接合境界、すなわち前記接合領域２１，２１の横方向の中心側の端部を符号２２，２
２で示している。
【００３７】
図３に示すように、使い捨ておむつ１が自由状態のとき、前記接合境界２２，２２は、吸
収コア１２の横方向の両側端１２ｂ，１２ｂよりも横方向中心側へ入り込んでおり、その
結果、吸収コア１２の受液側の表面１２ａおよび吸収コア１２の横方向の両側端１２ｂ，
１２ｂがトップシート１３で包み込まれるようにして保持されている。
【００３８】
また、吸収コア１２の表面１２ａとトップシート１３はスパイラル状または波線状に塗布
されたホットメルト型接着剤で互いに接着されている。さらに吸収コア１２の両側端１２
ｂ，１２ｂにおいても吸収コア１２とトップシート１３とがホットメルト型接着剤などで
接着されている。
【００３９】
なお、トップシート１３は、吸収コア１２の両側端１２ｂ，１２ｂにおいてコアの厚さＨ
方向のほぼ全域で接着されていることが好ましいが、少なくともコアの厚さＨの半分より
も受液側（図示上側）において吸収コア１２の両側端１２ｂ，１２ｂとトップシート１３
とが接着接合されていることが好ましい。
【００４０】
また、吸収コア１２の裏面１２ｃと外側シート１１とがホットメルト型接着剤などで接着
されていてもよい。
【００４１】
　図３に示すように、吸収コア１２がトップシート１３で包み込まれている構造は、使い
捨ておむつ１の縦方向（Ｙ方向）の全域に渡って形成されていることが望ましいが、少な
くとも中間部２Ｂにおいて、図３に示す包み込み構造が構成されていることが必要である
。すなわち股間部に当てられる中間部２Ｂ 縦方向 中心 Ｏ－Ｏを含む縦方向
の所定の長さ範囲において、図３に示す包み込み構造が実現していると、股間部の動きが
吸収コア１２に作用したときに、吸収コア１２がトップシート１３により横方向から確実
に保持された状態を維持できる。
【００４２】
よって少なくとも中間部２Ｂにおいて、吸収コア１２に捩じれ、片寄り、および縒れが生
じにくくなる。その結果、吸収コア１２の側端１２ｂとトップシート１３との間、および
吸収コア１２の表面１２ａとトップシート１３との間に接着剥がれなどによる空隙が生じ
にくくなり、吸収コア１２による吸収機能を十分に発揮できる。また吸収コア１２の側端
１２ｂとトップシート１３とが密着しているため前記側端１２ｂにおいても十分な液吸収
機能を発揮できる。
【００４３】
前記トップシート１３は、親水処理された疎水性繊維、あるいは親水性繊維などで形成さ
れたものであり、例えばポイントボンド、エアースルー、スパンボンド、スパンレース不
織布などである。その目付けは１０～４０ｇ／ｍ 2である。また、前記開口補助シート１
４は疎水性繊維で形成されたポイントボンドなどの不織布、あるいは溌水処理された前記
ポイントボンド不織布などである。
【００４４】
この発明の実施の形態では、前記トップシート１３と開口補助シート１４は、共に横方向
（Ｘ方向）へ弾性収縮しない不織布で形成されている。
【００４５】
前記外側シート１１は、横方向（Ｘ方向）へ弾性収縮可能なものであり、例えば捲縮繊維
を８０％以上含むポイントボンド、スパンボンド、スパンレースなどの弾性収縮機能を有
する伸縮性不織布である。あるいは、外側シート１１は、オレフィン系、スチレン系、ウ
レタン系などの熱可塑性樹脂で形成された弾性収縮機能を有する不透液性の伸縮性フィル
ムである。いずれにせよ外側シート１１の目付け（坪量）は、１０～４０ｇ／ｍ 2である
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。
【００４６】
外側シート１１として伸縮性不織布を用いる場合、溌水処理などを施して液透過機能を低
下させることが好ましい。あるいは伸縮性不織布で形成された外側シートと吸収コア１２
との間に防水性の樹脂フィルムを介装してもよい。この場合の樹脂フィルムは伸縮性と非
伸縮性のいずれでもよい。
【００４７】
また外側シート１１として弾性収縮機能を有する不透液性の伸縮性フィルムを用いる場合
、この外側シート１１をおむつの最外層シートとしてもよいし、あるいは伸縮性フィルム
の外側に不織布を積層し、この不織布を最外層シートとしてもよい。この場合不織布は伸
縮性と非伸縮性のいずれであってもよい。
【００４８】
すなわち、外側シート１１として弾性収縮機能を発揮する伸縮性シートを使用すれば、こ
れに積層される他のシートは伸縮性であっても非伸縮性であってもよい。
【００４９】
吸収コア１２は、吸収性素材、例えば粉砕パルプあるいは粉砕パルプと高吸水性ポリマー
の混合物などにより形成され、粉砕パルプあるいは粉砕パルプと高吸水性ポリマーとの混
合物がティッシュなどの吸収性シートで包まれたものである。
【００５０】
本発明の実施の形態では、外側シート１１とトップシート１３とのＸ方向への弾性収縮歪
みの差を利用して、図３に示すように、吸収コア１２の表面１２ａおよび両側端１２ｂ，
１２ｂをトップシート１３で包み込めるようにしている。したがって、前記のように外側
シート１１が弾性収縮機能を発揮し、トップシート１３が弾性収縮機能を発揮しないよう
に構成することが好ましい。
【００５１】
ただし、トップシート１３が伸縮性を有し、横方向への弾性収縮機能を発揮してもよい。
この場合、使い捨ておむつ１の自由状態において、外側シート１１の横方向の弾性収縮に
よる歪み量に対し、トップシート１３の横方向の歪み量が小さいことが必要である。トッ
プシート１３が横方向への弾性収縮歪みを生じない場合も含め、自由状態での外側シート
１１の横方向の収縮歪み量とトップシート１３の横方向の収縮歪み量との差が１０％以上
で３０％以下であることが好ましい。歪み量の差が前記範囲未満であると、トップシート
１３で吸収コア１２を十分に包み込むことができない。また歪み量の差が前記範囲を超え
ると、吸収コア１２に作用する横方向の圧縮力が大きくなりすぎ、吸収コア１２に皺が発
生するおそれがある。
【００５２】
なお、歪み量は、外側シート１１とトップシート１３とを前記接合領域２１，２１で接合
するときの、シートの平面部分の長さをＬ０、図３に示すように外側シート１１が弾性収
縮したときの、シートの平面部分の弾性収縮後の長さをＬ１としたときに、（Ｌ１－Ｌ０
）／Ｌ０×１００（％）である。
【００５３】
また使い捨ておむつ１の横方向（Ｘ方向）の両側部４Ｂ，４Ｂの内側には、防漏カフ１６
，１６が設けられている。この防漏カフ１６，１６は疎水性シートで形成されたものであ
り、図３に示すように、その基端部はトップシート１３と開口補助シート１４との間に挟
まれており、前記基端部はそれぞれトップシート１３と開口補助シート１４に接着接合さ
れている。
【００５４】
　図３では、防漏カフ１６，１６の固定端を符号１７，１７で示している。図１に示すよ
うに、中間部２Ｂ 縦方向（Ｙ方向） 中心 Ｏ－Ｏを含む縦方向の所定の長さ
の範囲で、前記防漏カフ１６，１６の基端部は前記吸収コア１２の横方向の両側端１２ｂ
，１２ｂから離れた位置にある。また防漏カフ１６，１６の自由端１８，１８には、縦方
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向（Ｙ方向）へ弾性収縮力を発揮する弾性部材１９，１９が設けられている。
【００５５】
図３に示すように、この使い捨ておむつ１では、吸収コア１２の表面１２ａと両側端１２
ｂ，１２ｂにトップシート１３が常に密着しているため、トップシート１３に与えられた
尿などの体液が、トップシート１３を透過して表面１２ａから吸収コア１２に吸収されや
すく、また横方向両側部に流れた体液も、トップシート１３を透過して両側端１２ｂ，１
２ｂから吸収コア１２に吸収されやすい。すなわち吸収コア１２の体液を吸収する表面積
が非常に広くなる。また、少なくとも中間部２Ｂにおいて、防漏カフ１６，１６の固定端
１７，１７が吸収コア１２の両側端１２ｂ，１２ｂから離れているため、おむつの横方向
両側に流れた体液は、防漏カフ１６と吸収コア１２の側端部１２ｂの間に至り、防漏カフ
１６に阻害されること無く前記側端部１２ｂで吸収されることになる。
【００５６】
次に、前記使い捨てオムツ１の製造工程を説明する。
図４に示すように、外側シート１１を横方向（Ｘ方向）へ、１０～３０％の範囲で弾性的
に伸長させた状態で、外側シート１１の横方向の中央部に吸収コア１２を設置する。この
とき吸収コア１２の裏面１２ｃを外側シート１１に接着してもよいし、接着しなくてもよ
い。
【００５７】
次にトップシート１３を自由状態すなわちＸ方向へ伸長させることなく、外側シート１１
および吸収コア１２の上に載せる。このときトップシート１３の裏面（吸収コア１２に向
く面）の全域（横方向の全長）にホットメルト型接着剤を塗布しておく。そして、さらに
トップシート１３の上に防漏カフ１６，１６の基端部をホットメルト型接着剤を介して設
置し、さらにその上から開口補助シート１４をホットメルト型接着剤を介して設置する。
【００５８】
このとき、好ましくは接合領域２１，２１で各シートを上下から加圧する。また吸収コア
１２の表面１２ａにおいてトップシート１３の上方から軽く加圧してもよい。
【００５９】
前記接着剤の塗布および積層工程の後に、外側シート１１のＸ方向への伸長力を除去する
と、外側シート１１が横方向中央に向けてＦ方向へ弾性収縮する。このとき、外側シート
１１とトップシート１３との接合境界２２，２２が横方向（Ｘ方向）の中心に向けて接近
し、その結果、図３に示すように、前記接合境界２２，２２が吸収コア１２の両側端１２
ｂ，１２ｂよりも中心側へ入り込む。また外側シート１１の前記収縮力で、トップシート
１３が吸収コア１２の両側端１２ｂ，１２ｂに押し付けられ、トップシート１３の裏面に
塗布されている接着剤により前記両側端１２ｂ，１２ｂとトップシート１３とが互いに接
着される。
【００６０】
次に、前面部２Ａの横方向の側部４Ａと、後面部２Ｃの横方向の側部４Ｃとが互いに接合
され、前面部２Ａと後面部２Ｃのそれぞれの縁部、すなわちウェスト端部３Ａと３Ｃでウ
エスト開口部が形成される。さらに、中間部２Ｂの両側部４Ｂではそれぞれレッグ開口部
が形成されて、図２に示すようなパンツ型の使い捨てオムツが形成される。
【００６１】
なお、図１と図２に示す実施の形態では、前記ウエスト端部３Ａと３Ｃに横方向に弾性部
材（弾性バンド）３１が取付けられ、図２に示すように、前記弾性部材３１の弾性収縮力
によりウエスト開口部にウエストギャザーが形成される。前記両側部４Ｂにはレッグ側の
弾性部材（弾性バンド）３２が取付けられ、図２に示すように、前記弾性部材３２の弾性
収縮力により、レッグ開口部の周囲にレッグギャザー（レッグ側のカフ）が形成される。
さらに、前記レッグ開口部の内側に前記防漏カフ１６，１６が装着者に向けて立ち上がる
。
【００６２】
次に、図５は本発明の第２の実施の形態の使い捨ておむつを示すものであり、図４に示す
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のと同様に、横方向へ伸長させた状態を示す断面図である。
【００６３】
　図５に示す実施の形態では、外側シート１１が、弾性収縮機能を有しないかあるいは弾
性収縮率の小さい不織布または防水性樹脂フィルムで形成されている。ただし、トップシ
ート１３と外側シート１１との間にＸ方向へ弾性収縮力を発揮する弾性部材３５が介在し
ている。この弾性部材３５は横方向に延びる弾性バンドであり、図１に示す中間部２Ｂの
中心 Ｏ－Ｏを含む縦方向（Ｙ方向）の所定の長さ範囲において、縦方向に複数本並べら
れて設けられている。この弾性部材３５は、横方向へ１０～３０％伸ばされた状態でその
全長に渡って外側シート１１に接着されている。
【００６４】
図５では、前記弾性部材３５がＸ方向へ１０～３０％程度延ばされた状態で、外側シート
１１に接合されているため、これを自由状態にすると、外側シート１１が横方向の中心部
に向って弾性収縮し、接合境界２２，２２が吸収コア１２の両側端部１２ｂ，１２ｂより
も横方向の中心側へ移動し、図３と同様に、吸収コア１２がトップシート１３で包み込ま
れる。
【００６５】
なお、前記実施の形態では、外側シート１１と吸収コア１２の上面に１枚の透液性の不織
布などで形成されたトップシート１３が設けられているが、このトップシート１３は、吸
収コア１２の上側の表面１２ａを覆う部分が透液性で、横方向の両側部（両側端１２ｂ、
１２ｂ）を覆う部分が疎水性で非透液性となるような処理がなされていてもよい。
【００６６】
　図６の本発明の他の実施の形態では、トップシート１３が、吸収コアを覆う透液シート
１３ａと、 横方向（Ｘ方向）の両側に接合された他のシート１３ｂとから構成されて
いる。この他のシート１３ｂは透液性であっても非透液性であってもよい。この場合には
、図３に示すように外側シート１１が弾性収縮すると、前記他のシート１３ｂと外側シー
ト１１との接合境界２２，２２が吸収コア１２の両側端１２ｂ，１２ｂよりも中心側に入
り込む。そして、前記他のシート１３ｂが、前記吸収コア１２の両側端１２ｂ，１２ｂに
接着接合される。または、図７に示すように、透液シート１３ａが吸収コア１２の両側端
１２ｂ，１２ｂに接着接合されるようにしてもよい。なお、他のシート１３ｂは開口補助
シート１４であってもよい。
【００６７】
図８に示す本発明の他の実施の形態では、防漏カフ１６，１６を形成しているシート２０
、２０が、前記他のシートとして機能して、吸収コア１２を覆う透液シート（トップシー
ト）１３ａの両側に接合されている。この場合には、防漏カフ１６，１６を形成するシー
ト２０と外側シート１１との接合境界２２，２２が吸収コア１２の両側端１２ｂ，１２ｂ
よりも中心側に入り込む構造となる。またこの場合には、前記防漏カフを形成するシート
が吸収コア１２の両側端１２ｂ，１２ｂに接着接合された構造となる。または、図９に示
すように透液シート（トップシート）１３ａが吸収コア１２の両側端１２ｂ，１２ｂに接
着接合された構造でもよい。
【００６８】
【発明の効果】
以上のように本発明では、吸収コアがトップシートなどで包み込まれるために、吸収コア
が装着者の動きによって捩じれ、片寄り、あるいは縒れを生じにくくなる。特に吸収コア
の両側端をトップシートなどに接合すると、吸収コアの保持が確実になる。よって、トッ
プシートと吸収コアとの間に剥がれや空間が生じにくくなり、吸収コアの液吸収機能を十
分に発揮できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態としてパンツ型おむつを展開した状態で示す斜視図
【図２】パンツ型おむつを示す斜視図
【図３】図１のＩＩＩ―ＩＩＩ線の断面図
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【図４】図３を横方向へ伸長した状態を示す断面図
【図５】第２の実施の形態を示すものであり、図４に相当する断面図
【図６】その他の実施の形態を示すものであり、図４に相当する断面図
【図７】その他の実施の形態を示すものであり、図４に相当する断面図
【図８】その他の実施の形態を示すものであり、図４に相当する断面図
【図９】その他の実施の形態を示すものであり、図４に相当する断面図
【図１０】従来の使い捨ておむつの断面図
【符号の説明】
１　使い捨ておむつ
２Ａ　前面部
２Ｂ　中間部
２Ｃ　後面部
３Ａ　前ウェスト部
３Ｃ　後ウェスト部
４Ｂ　側部
１１　外側シート
１２　吸収コア
１２ａ　吸収コアの表面
１２ｂ　吸収コアの側端
１２ｃ　吸収コアの裏面
１３　トップシート
１３ａ　透液シート
１３ｂ　他のシート
１４　開口補助シート
１５　開口窓
１６，１６　防漏カフ
２１　接合領域
２２　接合境界
３５　弾性部材
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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