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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向に前後胴周り域およびそれら胴周り域の間に位置する股下域を有するアウターカ
バーと、前記アウターカバーの内側に位置して前記縦方向へ延びる吸液性インナーパッド
とから構成され、前記インナーパッドが、肌当接側に位置する透液性の第１表面シートと
、肌非当接側に位置する第１裏面シートと、それらシートの間に介在する吸液性第１コア
とから形成された使い捨ておむつにおいて、
　前記インナーパッドが、前記アウターカバーの前記前胴周り域を横方向へ延びる胴周り
端部の肌当接面側に位置して前記アウターカバーに非固着の自由前端部と、前記前胴周り
域と前記股下域とに位置して前記アウターカバーに非固着の自由中間部と、前記後胴周り
域に位置して前記アウターカバーに固着された固定後端部とを有し、
前記インナーパッドの前記自由前端部が、前記アウターカバーの前胴周り域における端部
よりも前記縦方向に突出するように延出し、
　前記アウターカバーの前胴周り域の外面に着脱可能に止着する止着手段が、前記インナ
ーパッドの自由前端部に形成されることを特徴とする前記おむつ。
【請求項２】
　前記第１裏面シートが、実質的に不透液性であり、前記パッドの自由前端部が、前記第
１裏面シートのみから形成されている請求項１に記載のおむつ。
【請求項３】
　前記アウターカバーが、肌当接側に位置する透液性の第２表面シートと、肌非当接側に
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位置する実質的に不透液性の第２裏面シートと、それらシートの間に介在する吸液性第２
コアとから形成されている請求項１または２に記載のおむつ。
【請求項４】
　前記アウターカバーの前後胴周り域の横寸法が、前記アウターカバーの股下域の横寸法
よりも大きく、前記インナーパッドの横寸法が、前記アウターカバーの股下域の横寸法と
略同一またはわずかに小さい請求項１～３のいずれかに記載のおむつ。
【請求項５】
　前記横方向へ所与寸法離間して前記縦方向へ延びる一対のスリットが、前記アウターカ
バーの前胴周り域の胴周り端部に形成され、前記インナーパッドの横寸法が、前記スリッ
トの間に延びる前記胴周り端部の横寸法と略同一またはわずかに小さい請求項１～４のい
ずれかに記載のおむつ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、排泄物を吸収、保持する使い捨ておむつに関する。
【０００２】
【従来の技術】
特開平６－７８９５１号公報は、縦方向に前後胴周り域およびそれら胴周り域の間に位置
する股下域を有するアウターカバーと、アウターカバーの内側に位置して股下域から前後
胴周り域へ向かって延びる吸液性インナーパッドとから構成され、インナーパッドの中央
部がアウターカバーの股下域に固着された使い捨ておむつを開示している。
【０００３】
アウターカバーは、肌当接側に位置する透液性表面シートと、肌非当接側に位置する不透
液性裏面シートと、それらシートの間に介在する吸液性コアとから形成されている。アウ
ターカバーの後胴周り域を縦方向に延びる胴周り側部には、横方向外方へ延びるテープフ
ァスナが取り付けられている。インナーパッドは、肌当接側に位置する透液性表面シート
と、肌非当接側に位置する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コ
アとから形成されている。このおむつを着用するには、後胴周り域の胴周り側部を前胴周
り域の胴周り側部の外側に重ね合わせ、テープファスナの自由端部を前胴周り域の外面に
止着し、アウターカバーの前後胴周り域を連結する。前後胴周り域が連結されたおむつに
は、胴周り開口とその下方に一対の脚周り開口とが形成される。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
前記公報に開示のおむつでは、その着用中にアウターカバーが着用者の胴部からずれ下が
ると、それにともなってインナーパッドもずれ下がるので、インナーパッドが着用者の股
間部から下方へ離れてしまう。このおむつでは、インナーパッドが着用者の股間部から離
れると、インナーパッドが排泄物を吸収することができず、排泄物が股下域から漏れてし
まう場合がある。
【０００５】
本発明の課題は、アウターカバーが着用者の胴部からずれ下がったとしても、着用者の股
間部に対するインナーパッドの密着状態を維持することができ、股下域からの排泄物の漏
れを防ぐことができる使い捨ておむつを提供することにある。
【０００６】
　前記課題を解決するための本発明の前提は、縦方向に前後胴周り域およびそれら胴周り
域の間に位置する股下域を有するアウターカバーと、前記アウターカバーの内側に位置し
て前記縦方向へ延びる吸液性インナーパッドとから構成され、前記インナーパッドが、肌
当接側に位置する透液性の第１表面シートと、肌非当接側に位置する第１裏面シートと、
それらシートの間に介在する吸液性第１コアとから形成された使い捨ておむつである。
【０００７】
　前記前提における本発明の特徴は、前記インナーパッドが、前記アウターカバーの前記
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前胴周り域を横方向へ延びる胴周り端部の肌当接面側に位置して前記アウターカバーに非
固着の自由前端部と、前記前胴周り域と前記股下域とに位置して前記アウターカバーに非
固着の自由中間部と、前記後胴周り域に位置して前記アウターカバーに固着された固定後
端部とを有し、前記インナーパッドの前記自由前端部が、前記アウターカバーの前胴周り
域における端部よりも前記縦方向に突出するように延出し、前記アウターカバーの前胴周
り域の外面に着脱可能に止着する止着手段が、前記インナーパッドの自由前端部に形成さ
れることにある。
【０００８】
　本発明の実施の態様の一例としては、前記アウターカバーが、肌当接側に位置する透液
性の第２表面シートと、肌非当接側に位置する実質的に不透液性の第２裏面シートと、そ
れらシートの間に介在する吸液性第２コアとから形成されている。
【０００９】
　本発明の実施の態様の他の一例としては、前記アウターカバーの前後胴周り域の横寸法
が、前記アウターカバーの股下域の横寸法よりも大きく、前記インナーパッドの横寸法が
、前記アウターカバーの股下域の横寸法と略同一またはわずかに小さい。
【００１０】
　本発明の実施の態様の他の一例としては、前記横方向へ所与寸法離間して前記縦方向へ
延びる一対のスリットが、前記アウターカバーの前胴周り域の胴周り端部に形成され、前
記インナーパッドの横寸法が、前記スリットの間に延びる前記胴周り端部の横寸法と略同
一またはわずかに小さい。
【００１１】
　本発明の実施の態様の他の一例としては、前記第１裏面シートが、実質的に不透液性で
あり、前記パッドの自由前端部が、前記第１裏面シートのみから形成されている。
【００１２】
【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おむつの詳細を説明すると、以下のとおり
である。
【００１３】
図１，２は、使い捨ておむつ１Ａの斜視図と、着用状態で示すおむつ１Ａの部分破断斜視
図とであり、図３，４は、図１のＡ－Ａ線矢視断面図と、図１のＢ－Ｂ線端面図とである
。図１では、横方向を矢印Ｘで示し、縦方向を矢印Ｙで示す。なお、第１表面シート２０
と第１裏面シート２１との内面とは、第１コア２２に対向する面をいい、それらシート２
０，２１の外面とは、コア２２に非対向の面をいう。
【００１４】
おむつ１Ａは、アウターカバー２と、アウターカバー２の内側に位置する吸液性インナー
パッド３とから構成されている。
【００１５】
アウターカバー２は、互いに重なり合った状態で対向面どうしが固着された実質的に不透
液性の２枚の繊維不織布４，５から形成されている。アウターカバー２は、縦方向に前胴
周り域６および後胴周り域８と、それら胴周り域６，８の間に位置する股下域７とを有す
る。アウターカバー２は、前後胴周り域６，８の横寸法Ｌ１が股下域７の横寸法Ｌ２より
も大きく、その平面形状が実質的に砂時計型を呈する。アウターカバー２は、前後胴周り
域６，８を横方向へ延びる胴周り端部９，１０と、前後胴周り域６，８を縦方向へ延びる
胴周り側部１１，１２と、股下域７を縦方向へ延びる脚周り側部１３とを有する。アウタ
ーカバー２では、脚周り側部１３が横方向内方へ向かって弧を画いている。
【００１６】
前胴周り域６の胴周り端部９には、横方向へ所与寸法離間して縦方向へ延びる一対のスリ
ット１４が形成されている。後胴周り域８の胴周り端部１０には、横方向へ延びる帯状の
胴周り用弾性部材１５が伸長状態で取り付けられている。脚周り側部１３には、縦方向へ
延びる複数条の脚周り用弾性部材１６が伸長状態で取り付けられている。胴周り用弾性部
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材１５と脚周り用弾性部材１６とは、アウターカバー３を形成する不織布４，５の間に介
在し、それら不織布４，５の対向面に固着されている。
【００１７】
後胴周り域８の胴周り側部１２には、横方向外方へ延びる４つのテープファスナ１７が取
り付けられている。前胴周り域６に延びる不織布５の外面には、テープファスナ１７の止
着域となる矩形のターゲットテープ１８が取り付けられている。テープファスナ１７の自
由端部には、メカニカルファスナのうちのフック部材１９が取り付けられている。ターゲ
ットテープ１８は、メカニカルファスナのうちのループ部材から形成されている。
【００１８】
インナーパッド３は、肌当接側に位置する透液性の第１表面シート２０と、肌非当接側に
位置する実質的に不透液性の第１裏面シート２１と、それらシート２０，２１の間に介在
する吸液性第１コア２２とから形成されている。コア２２は、表面シート２０と裏面シー
ト２１との少なくとも一方の内面に固着されている。インナーパッド３は、その平面形状
が縦方向へ長い略矩形を呈し、アウターカバー３の股下域７から前後胴周り域６，８の胴
周り端部９，１０へ向かって縦方向へ延びている。インナーパッド３の横寸法Ｌ３は、ア
ウターカバー２の股下域７の横寸法Ｌ２よりもわずかに小さく、スリット１４の間に延び
る胴周り端部９の横寸法Ｌ４よりもわずかに小さい。
【００１９】
インナーパッド３は、前胴周り域６の胴周り端部９の外側に位置する自由前端部３ａと、
前胴周り域６と股下域７とに位置する自由中間部３ｂと、後胴周り域８の胴周り端部１０
近傍に位置する固定後端部３ｃとを有する。インナーパッド３では、固定後端部３ｃがア
ウターカバー２の胴周り端部１０近傍に固着され、自由前端部３ａと自由中間部３ｂとが
アウターカバー２に固着されておらず、アウターカバー２から遊離している。インナーパ
ッド３では、それを形成するコア２２の両側縁２２ｂの外側近傍に縦方向へ延びる実質的
に不透液性の第１防漏シート２３が取り付けられている。
【００２０】
インナーパッド３の自由前端部３ａは、コア２２の端縁２２ａから縦方向外方へ延びる裏
面シート２１の端部２１ａによって形成されている。自由前端部３ａに延びる裏面シート
２１の外面には、横方向へ長い矩形のフック部材２４（止着手段）が取り付けられている
。
【００２１】
第１防漏シート２３は、コア２２の両側縁２２ｂの外側近傍を縦方向へ延びる固定縁部２
３ａと、コア２２の上方へ起立性向を有して縦方向へ延びる自由縁部２３ｂと、横方向内
方へ倒伏した固定両端部２３ｃとを有する。自由縁部２３ｂには、縦方向へ延びる伸縮性
弾性部材２５が伸長状態で取り付けられている。弾性部材２５は、自由縁部２３ｂの一部
に被覆されている。
【００２２】
インナーパッド３の自由前端部３ａでは、表面シート２０の端部２０ａがコア２２の端縁
２２ａから縦方向外方へわずかに延び、端部２０ａからさらに縦方向外方へ裏面シート２
１の端部２１ａが延びている。表面シート２０と裏面シート２１とは、重なり合う端部２
０ａ，２１ａにおいてそれらシート２０，２１の内面どうしが固着されている。
【００２３】
インナーパッド３の固定後端部３ｃでは、コア２２の端縁２２ａから縦方向外方へ延びる
表面シート２０の端部２０ａと裏面シート２１の端部２１ａとが重なり合い、端部２０ａ
，２１ａにおいてそれらシート２０，２１の内面どうしが固着されている。防漏シート２
３の固定両端部２３ｃは、表面シート２０の端部２０ａ外面に固着されている。
【００２４】
インナーパッド３の自由中間部３ｂでは、コア２２の両側縁２２ｂから横方向外方へ延び
る表面シート２０の側部２０ｂと裏面シート２１の側部２１ｂとが重なり合い、側部２０
ｂ，２１ｂにおいてそれらシート２０，２１の内面どうしが固着されている。防漏シート
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２３の固定縁部２３ａは、表面シート２０の側部２０ｂ外面に固着されている。
【００２５】
図１の状態にあるおむつ１Ａを着用するには、後胴周り域８の胴周り側部１２を前胴周り
域６の胴周り側部１１の外側に重ね合わせ、フック部材１９を介してテープファスナ１７
の自由端部をターゲットテープ１８に止着し、アウターカバー２の前後胴周り域６，８を
連結する。次に、インナーパッド３の自由前端部３ａを胴周り端部９からアウターカバー
２の外側に折り曲げ、フック部材２４を介して自由前端部３ａをターゲットテープ１８に
止着する。このとき、スリット１４の間に延びる前胴周り域６の胴周り端部９は、インナ
ーパッド３の自由前端部３ａとともにアウターカバー２の外側に折り曲げられる。着用状
態にあるおむつ１Ａでは、図２に示すように、胴周り開口２６とその下方に一対の脚周り
開口２７とが形成され、インナーパッド３の自由中間部３ｂがアウターカバー２の股下域
７から上方へ離間している。
【００２６】
おむつ１Ａでは、ターゲットテープ１８に対するインナーパッド３の自由前端部３ａの止
着位置によって、前後胴周り域６，８の胴周り端部９，１０の間に延びるインナーパッド
３の縦寸法を長くしたり、短くしたりすることができる。おむつ１Ａでは、着用者の股上
前後長に合わせてインナーパッド３の縦寸法を調節することができるので、アウターカバ
ー２の縦寸法が着用者の股上前後長よりも長く、アウターカバー２の股下域７が着用者の
股間部から離れていたとしても、インナーパッド３の自由中間部３ｂを着用者の股間部に
密着させることができる。
【００２７】
おむつ１Ａでは、着用者の動作によってアウターカバー２が着用者の胴部からずれ下がっ
たとしても、インナーパッド３の自由中間部３ｂがアウターカバー２から遊離しているの
で、自由中間部３ｂがアウターカバー２とともにずれ下がることはなく、着用者の股間部
に対するインナーパッド３の自由中間部３ｂの密着状態を維持することができ、股下域７
からの排泄物の漏れを防ぐことができる。
【００２８】
おむつ１Ａでは、インナーパッド３の自由前端部３ａが裏面シート２１から形成されてい
るので、コア２２に吸収、保持された排泄物が自由前端部３ａに滲出することはなく、前
胴周り域６の外側に位置する自由前端部３ａの衛生状態を維持することができる。
【００２９】
おむつ１Ａでは、前胴周り域６の胴周り端部９に縦方向へ延びるスリット１４が形成され
、自由前端部３ａをターゲットテープ１８に止着したときに、スリット１４の間に延びる
胴周り端部９が自由前端部３ａとともにアウターカバー２の外側に折り曲げられるので、
前胴周り域６の胴周り端部９や胴周り側部１１に不規則な多数の皺が形成されることはな
く、さらにインナーパッド３の自由前端部３ａがアウターカバー２を着用者の胴部から下
げるように作用することもない。
【００３０】
インナーパッド３では、それが表面シート２０を内側にして縦方向へ湾曲すると、弾性部
材２５が縦方向へ収縮し、防漏シート２３の自由縁部２３ｂがコア２２の上方へ起立する
。インナーパッド３では、起立した防漏シート２３の自由縁部２３ｂが排泄物に対する障
壁を形成し、自由中間部３ｂからの排泄物の漏れを防ぐことができる。
【００３１】
図５，６は、他の実施の形態を示す使い捨ておむつ１Ｂの斜視図と、図５のＣ－Ｃ線矢視
断面図とであり、図７は、図５のＤ－Ｄ線端面図とである。図５では、横方向を矢印Ｘで
示し、縦方向を矢印Ｙで示す。なお、第２表面シート２８と第２裏面シート２９との内面
とは、第２コア３０に対向する面をいい、それらシート２８，２９の外面とは、コア３０
に非対向の面をいう。このおむつ１Ｂが図１のそれと異なる点は、以下のとおりである。
【００３２】
アウターカバー２は、肌当接側に位置する透液性の第２表面シート２８と、肌非当接側に
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位置する実質的に不透液性の第２裏面シート２９と、それらシート２８，２９の間に介在
する吸液性第２コア３０とから形成されている。コア３０は、表面シート２８と裏面シー
ト２９とのうちの少なくとも一方の内面に固着されている。アウターカバー２の胴周り側
部１１，１２と脚周り側部１３とには、縦方向へ延びる実質的に不透液性の第２防漏シー
ト３１が取り付けられている。
【００３３】
後胴周り域８の胴周り側部１２には、横方向内方へ延びる４つのテープファスナ３２が取
り付けられている。テープファスナ３２の自由端部の内面には、粘着剤（図示せず）が塗
布され、自由端部３２が胴周り側部１２に固着された離型紙（図示せず）に粘着剤を介し
て仮着されている。前胴周り域６における裏面シート２９の外面には、矩形のターゲット
テープ３３が取り付けられている。ターゲットテープ３３は、可撓性のプラスチックフィ
ルムから形成されている。
【００３４】
第２防漏シート３１は、コア３０の両側縁３０ｂの外側近傍を縦方向へ延びる固定縁部３
１ａと、コア３０の上方へ起立性向を有して縦方向へ延びる自由縁部３１ｂと、横方向内
方へ倒伏した固定両端部３１ｃとを有する。防漏シート３１では、固定縁部３１ａから横
方向外方へ側部３１ｄが延びている。自由縁部３１ｂには、縦方向へ延びる伸縮性弾性部
材３４が伸長状態で取り付けられている。弾性部材３４は、自由縁部３１ｂの一部に被覆
されている。
【００３５】
アウターカバー２の胴周り端部９，１０では、コア３０の端縁３０ａから縦方向外方へ延
びる表面シート２８の端部２８ａと裏面シート２９の端部２９ａとが互いに重なり合い、
端部２８ａ，２９ａにおいてそれらシート２８，２９の内面どうしが固着されている。防
漏シート３１の固定両端部３１ｃは、表面シート２８の端部２８ａ外面に固着されている
。胴周り用弾性部材１５は、表面シート２８の端部２８ａと裏面シート２９の端部２９ａ
との間に介在し、それらシート２８，２９の端部２８ａ，２９ａ内面に固着されている。
【００３６】
アウターカバー２の胴周り側部１１，１２と脚周り側部１３とでは、表面シート２８の側
部２８ｂがコア３０の側縁３０ｂから横方向外方へわずかに延び、側部２８ｂからさらに
横方向外方へ裏面シート２９の側部２９ｂと防漏シート３１の側部３１ｄとが延びている
。表面シート２８の側部２８ｂは、裏面シート２９の側部２９ｂと防漏シート３１の固定
縁部３１ａとの間に介在し、それらに固着されている。胴周り側部１１，１２と脚周り側
部１３とでは、裏面シート２９の側部２９ｂと防漏シート３１の側部３１ｄとが重なり合
い、側部２９ｂ，３１ｄにおいてそれらシート２９，３１の内面どうしが固着されている
。脚周り用弾性部材１６は、裏面シート２９の側部２９ｂと防漏シート３１の側部３１ｄ
との間に介在し、それらシート２９，３１の側部２９ｂ，３１ｄ内面に固着されている。
【００３７】
インナーパッド３は、前胴周り域６の胴周り端部９の外側に位置する自由前端部３ａと、
前胴周り域６と股下域７とに位置する自由中間部３ｂと、後胴周り域８の胴周り端部１０
近傍に位置する固定後端部３ｃとを有する。インナーパッド３では、固定後端部３ｃがア
ウターカバー２の胴周り端部１０近傍に固着され、自由前端部３ａと自由中間部３ｂとが
アウターカバー２に固着されていない。インナーパッド３の横寸法Ｌ３は、アウターカバ
ー２の股下域７の横寸法Ｌ２よりもわずかに小さく、スリット１４の間に延びる胴周り端
部９の横寸法Ｌ３よりもわずかに小さい。インナーパッド３の自由前端部３ａにおける裏
面シート２１の外面には、粘着剤（図示せず）が塗布された横方向へ長い止着テープ３５
（止着手段）が取り付けられている。止着テープ３５では、粘着剤が剥離紙３６に被覆、
保護されている。
【００３８】
図５の状態にあるおむつ１Ｂを着用するには、図１のそれと同様に、後胴周り域８の胴周
り側部１２を前胴周り域６の胴周り側部１１の外側に重ね合わせ、粘着剤を介してテープ
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ファスナ３２の自由端部をターゲットテープ３３に止着し、アウターカバー２の前後胴周
り域６，８を連結する。次に、剥離紙３６を剥がして粘着剤を露出させ、インナーパッド
３の自由前端部３ａを胴周り端部９からアウターカバー２の外側に折り曲げ、粘着剤を介
して自由前端部３ａをターゲットテープ３３に止着する。このとき、スリット１４の間に
延びる前胴周り域６の胴周り端部９は、インナーパッド３の自由前端部３ａとともにアウ
ターカバー２の外側に折り曲げられる。
【００３９】
おむつ１Ｂでは、図１のそれと同様に、ターゲットテープ３３に対するインナーパッド３
の自由前端部３ａの止着位置によって、着用者の股上前後長に合わせてインナーパッド３
の縦寸法を調節することができ、アウターカバー２の股下域７が着用者の股間部から離れ
ていたとしても、インナーパッド３の自由中間部３ｂを着用者の股間部に密着させること
ができる。おむつ１Ｂでは、インナーパッド３の自由中間部３ｂがアウターカバー２から
遊離しているので、自由中間部３ｂがアウターカバー２とともにずれ下がることはなく、
着用者の股間部に対するインナーパッド３の自由中間部３ｂの密着状態を維持することが
でき、股下域７からの排泄物の漏れを防ぐことができる。おむつ１Ｂでは、インナーパッ
ド３の自由前端部３ａが裏面シート２１から形成されているので、コア２２に吸収、保持
された排泄物が自由前端部３ａに滲出することはない。
【００４０】
おむつ１Ｂでは、アウターカバー２が吸液性コア３０を有し、インナーパッド３から漏れ
た排泄物をアウターカバー２が吸収するので、排泄物の漏れ防止を向上させることができ
る。このおむつ１Ｂでは、排泄物の吸収量を図１のそれよりも増加させることができるの
で、大人用おむつとして好適である。
【００４１】
それら図示のおむつ１Ａ，１Ｂでは、前胴周り域６の胴周り端部９にスリット１４が形成
されていなくてもよい。それら図示のおむつ１Ａ，１Ｂでは、インナーパッド３の横寸法
Ｌ３がアウターカバー２の股下域７の横寸法Ｌ２と略同一かつスリット１４の間に延びる
胴周り端部９の横寸法Ｌ４と略同一であってもよい。それら図示のおむつ１Ａ，１Ｂでは
、インナーパッド３の横方向の湾曲を容易にするために、インナーパッド３の自由中間部
３ｂにおける横方向中央に縦方向へ延びる少なくとも１条のスリットまたはエンボス線が
形成されていてもよい。
【００４２】
第１および第２表面シート２０，２８には、親水性繊維不織布、多数の開孔を有する疎水
性繊維不織布、微細な多数の開孔を有するプラスチックフィルムのいずれかを使用するこ
とができる。図１のアウターカバー２を形成する不織布４，５には、疎水性繊維不織布を
使用することができる。第１および第２裏面シート２１，２９や第１および第２防漏シー
ト２３，３１には、疎水性繊維不織布、通気不透液性のプラスチックフィルム、疎水性繊
維不織布を重ね合わせた複合不織布、疎水性繊維不織布と通気不透液性のプラスチックフ
ィルムとを重ね合わせた複合シートのいずれかを使用することができる。第１裏面シート
２１には、第１表面シート２０と同様の素材からなる透液性のシートを使用することもで
きる。
【００４３】
不織布４，５や第１および第２裏面シート２１，２９、第１および第２防漏シート２３，
３１には、高い耐水性を有するメルトブローン法による繊維不織布を、高い強度を有しか
つ柔軟性に富んだスパンボンド法による繊維不織布で挟んだ複合不織布を使用することも
できる。
【００４４】
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、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。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／ポリプロピレンまたはポリエチレン／ポリエステルか
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らなる芯鞘型複合繊維または並列型複合繊維を使用することができる。
【００４５】
第１および第２コア２２，３０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。それらコア２２，３０は、それの型崩れやポリマー粒
子の脱落を防止するため、全体がティッシュペーパーに被覆されていることが好ましい。
ポリマー粒子としては、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。
【００４６】
シート４，５，２０，２１，２３，２８，２９，３１の固着やコア２２，３０の固着、弾
性部材１５，１６，２５，３４の固着には、ホットメルト型接着剤、または、ヒートシー
ルやソニックシール等の熱による溶着手段を利用することができる。
【００４７】
この発明は、それら図示のオープン型の使い捨ておむつの他に、あらかじめ前後胴周り域
の胴周り側部が固着されたパンツ型の使い捨て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おむつによれば、ターゲットテープに対するインナーパッドの自
由前端部の止着位置によって、アウターカバーの前後胴周り域の胴周り端部間に延びるイ
ンナーパッドの縦寸法を長くしたり、短くしたりすることができる。このおむつでは、着
用者の股上前後長に合わせてインナーパッドの縦寸法を調節することができるので、アウ
ターカバーの股下域が着用者の股間部から離れていたとしても、インナーパッドの自由中
間部を着用者の股間部に密着させることができる。このおむつでは、着用者の動作によっ
てアウターカバーが着用者の胴部からずれ下がったとしても、インナーパッドの自由中間
部がアウターカバーから遊離しているので、自由中間部がアウターカバーとともにずれ下
がることはなく、着用者の股間部に対するインナーパッドの自由中間部の密着状態を維持
することができ、股下域からの排泄物の漏れを防ぐことができる。
【００４９】
アウターカバーが第２表面シートと第２裏面シートとの間に吸液性第２コアを有するおむ
つでは、インナーパッドから漏れた排泄物をアウターカバーが吸収するので、排泄物の漏
れ防止を向上させることができるとともに、おむつにおける排泄物の吸収量を増加させる
ことができる。
【００５０】
前胴周り域の胴周り端部に縦方向へ延びる一対のスリットが形成されたおむつでは、自由
前端部をターゲットテープに止着したときに、スリットの間に延びる胴周り端部がアウタ
ーカバーの外側に折り曲げられるので、前胴周り域の胴周り端部や胴周り側部に不規則な
多数の皺が形成されることはなく、さらにインナーパッドの自由前端部がアウターカバー
を着用者の胴部から下げるように作用することもない。
【００５１】
インナーパッドの自由前端部が実質的に不透液性の第１裏面シートから形成されたおむつ
では、吸液性第１コアに吸収、保持された排泄物が自由前端部に滲出することはなく、前
胴周り域の外側に位置する自由前端部の衛生状態を維持することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】使い捨ておむつの斜視図。
【図２】着用状態で示すおむつの部分破断斜視図。
【図３】図１のＡ－Ａ線矢視断面図。
【図４】図１のＢ－Ｂ線端面図。
【図５】他の実施の形態を示す使い捨ておむつの斜視図。
【図６】図５のＣ－Ｃ線矢視断面図。
【図７】図５のＤ－Ｄ線端面図。
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【符号の説明】
１Ａ，１Ｂ　　開放型の使い捨ておむつ
２　　　　　　アウターカバー
３　　　　　　吸液性インナーパッド
３ａ　　　　　自由前端部
３ｂ　　　　　自由中間部
３ｃ　　　　　固定後端部
６　　　　　　前胴周り域
７　　　　　　股下域
８　　　　　　後胴周り域
９　　　　　　胴周り端部
１４　　　　　　スリット
２０　　　　　　第１表面シート
２１　　　　　　第１裏面シート
２２　　　　　　第１吸液性コア
２４　　　　　　フック部材（止着手段）
２８　　　　　　第２表面シート
２９　　　　　　第２裏面シート
３０　　　　　　第２吸液性コア
３５　　　　　　止着テープ（止着手段）
Ｌ１　　　　　　横寸法
Ｌ２　　　　　　横寸法
Ｌ３　　　　　　横寸法
Ｌ４　　　　　　横寸法

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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