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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製品長手方向と、前記製品長手方向と直交する製品幅方向とを有し、
　トップシートと、バックシートと、前記トップシートと前記バックシートとの間に配置
されている吸収体とを具備する吸収体本体を有し、
　前記吸収体本体は、前胴回り域と、後胴回り域と、前記前胴回り域と前記後胴回り域と
の間に位置する股下域と有している使い捨ておむつであって、
　前記後胴回り域において、前記吸収体本体の前記製品幅方向の側縁部から延出するよう
に伸縮可能な一対のサイドフラップが設けられており、
　前記一対のサイドフラップの各々の前記製品幅方向の側縁部から延出するようにファス
ニングテープが設けられており、
　前記サイドフラップの前記製品幅方向の側縁部における前記製品長手方向の長さは、前
記サイドフラップの根元部における前記製品長手方向の長さよりも短くなるように構成さ
れており、
　前記吸収体が配置されている領域の前記後胴回り域側の端部は、前記ファスニングテー
プの各々の前記後胴回り域側の端部同士を結ぶ直線よりも、前記後胴回り域側に配置され
ており、
　前記吸収体本体には、レッグギャザーが設けられており、
　前記レッグギャザーは、前記サイドフラップの前記股下域側の端部の延長線上に配置さ
れており、
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　前記レッグギャザーの前端縁は、前記吸収体の前端縁よりも前側に位置し、
　前記レッグギャザーは、前記サイドフラップと前記吸収体本体が重なる領域よりも前記
製品幅方向内側に位置し、前記重なる領域に重なってなく、
　前記吸収体の前記トップシート側に、格子形状の圧搾溝が形成されており、
　前記圧搾溝の延在方向は、前記製品長手方向及び前記製品幅方向とは異なるように構成
されていることを特徴とする使い捨ておむつ。
【請求項２】
　前記サイドフラップと前記吸収体本体を接合する接合部の前端縁は、前記レッグギャザ
ーの後端縁よりも前側に位置し、
　前記サイドフラップと前記吸収体本体を接合する接合部の後端縁は、前記レッグギャザ
ーの後端縁よりも後側に位置する、請求項１に記載の使い捨ておむつ。
【請求項３】
　前記吸収体の目付は均一となるように構成されていることを特徴とする請求項１又は請
求項２に記載の使い捨ておむつ。
【請求項４】
　前記後胴回り域における前記吸収体の目付は、前記股下域における前記吸収体の目付よ
りも高くなるように構成されていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の使い
捨ておむつ。
【請求項５】
　前記圧搾溝は、直線形状或いは破線形状を有していることを特徴とする請求項１から請
求項４のいずれかに記載の使い捨ておむつ。
【請求項６】
　前記吸収体を構成するコアラップは、ティッシュによって構成されていることを特徴と
する請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の使い捨ておむつ。
【請求項７】
　前記吸収体本体の前記後胴回り域には、ウエストギャザー、伸縮フィルム、及びウレタ
ンが配置されていない、請求項１から請求項６のいずれかに記載の使い捨ておむつ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使い捨ておむつに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に、吸収体本体の製品幅方向の側縁部から延出するように伸縮可能な一対の
サイドフラップが設けられており、かかる一対のサイドフラップの各々の製品幅方向の側
縁部から延出するように止着テープ（ファスニングテープ）が設けられている使い捨てお
むつが記載されている。
【０００３】
　かかる使い捨ておむつでは、サイドフラップの股下域側の側縁部における止着テープの
引張方向の伸張応力Ａが、サイドフラップの後胴回り域側の側縁部における止着テープの
引張方向の伸張応力Ｂよりも大きくなるように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１-１６０９３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、出願人は、上述の使い捨ておむつについて、以下のような問題点を発見
した。
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【０００６】
　特許文献１では、上述の使い捨ておむつにおいて、上述の後胴回り域側の伸張応力Ｂが
上述の股下域側の伸張応力Ａよりも小さくなるように構成されている点について記載され
ているに過ぎない。
【０００７】
　したがって、上述の後胴回り域側の伸張応力Ｂが小さく、胴回り方向におけるフィット
性が低くなるケースには、上述の使い捨ておむつにおいて、後胴回り域側の端部が捲れ返
ってしまい、水溶便や軟便等の比較的緩い便の漏れを抑制できず、多量の尿が排泄された
場合に漏れを防止することができないという問題点があった。
【０００８】
　また、上述の使い捨ておむつでは、サイドフラップと吸収体との間の連動性が低いため
、着用時に多量の尿が排泄された場合に、下方にズレ落ちてしまうという問題点があった
。
【０００９】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、サイドフラップと吸収体
との間の連動性を向上させ、胴回り方向のフィット性を向上させてずれを防止させること
ができる使い捨ておむつを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の特徴は、製品長手方向と、前記製品長手方向と直交する製品幅方向とを
有し、トップシートと、バックシートと、前記トップシートと前記バックシートとの間に
配置されている吸収体とを具備する吸収体本体を有し、前記吸収体本体は、前胴回り域と
、後胴回り域と、前記前胴回り域と前記後胴回り域との間に位置する股下域と有している
使い捨ておむつであって、前記後胴回り域において、前記吸収体本体の前記製品幅方向の
側縁部から延出するように伸縮可能な一対のサイドフラップが設けられており、前記一対
のサイドフラップの各々の前記製品幅方向の側縁部から延出するようにファスニングテー
プが設けられており、前記サイドフラップの前記製品幅方向の側縁部における前記製品長
手方向の長さは、前記サイドフラップの根元部における前記製品長手方向の長さよりも短
くなるように構成されており、前記吸収体が配置されている領域の前記後胴回り域側の端
部は、前記ファスニングテープの各々の前記後胴回り域側の端部同士を結ぶ直線よりも、
前記後胴回り域側に配置されていることを要旨とする。
【発明の効果】
【００１１】
　以上説明したように、本発明によれば、サイドフラップと吸収体との間の連動性を向上
させ、胴回り方向のフィット性を向上させてずれを防止させることができる使い捨ておむ
つを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る使い捨ておむつの肌当接面側から見た平面図であ
る。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る使い捨ておむつの肌当接面側から見た平面図にお
けるＡ-Ａ断面図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る使い捨ておむつの装着時の様子を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る使い捨ておむつの装着時の様子を示す図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る使い捨ておむつの肌当接面側から見た平面図にお
ける領域Ｘの拡大図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る使い捨ておむつの肌当接面側から見た平面図にお
ける領域Ｙの拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
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　図１乃至図６を参照して、本発明の第１の実施形態に係る吸収性物品１について説明す
る。
【００１４】
　なお、以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付
している。ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率等は現実のものとは異なる
ことに留意すべきである。
【００１５】
　したがって、具体的な寸法等は、以下の説明を参酌して判断すべきである。また、図面
相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれ得る。
【００１６】
　図１に、本実施形態に係る使い捨ておむつ１の肌当接面側から見た平面図を示し、図２
に、図１に示す平面図におけるＡ-Ａ断面図を示し、図３及び図４に、本実施形態に係る
使い捨ておむつ１の装着時の様子を示す。
【００１７】
　図１に示すように、本実施形態に係る使い捨ておむつ１は、製品長手方向と、前記製品
長手方向と直交する製品幅方向とを有している。
【００１８】
　また、図２に示すように、本実施形態に係る使い捨ておむつ１は、トップシート１１と
、バックシート１２と、トップシート１１とバックシート１２との間に配置されている吸
収体１０とを具備する吸収体本体２を有している。
【００１９】
　トップシート１１は、不織布、織布、有孔プラスチックシート、メッシュシート等、液
体を透過する構造のシート状の材料であれば、特に限定されない。織布や不織布の素材と
しては、天然繊維、化学繊維のいずれも使用できる。
【００２０】
　天然繊維の例としては、粉砕パルプ、コットン等のセルロースが挙げられる。化学繊維
の例としては、レーヨン、フィブリルレーヨン等の再生セルロース、アセテート、トリア
セテート等の半合成セルロース、熱可塑性疎水性化学繊維、又は親水化処理を施した熱可
塑性疎水性化学繊維等が挙げられる。熱可塑性疎水性化学繊維の例としては、ポリエチレ
ン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）等の単繊
維、ポリエチレンとポリプロピレンをグラフト重合してなる繊維、芯鞘構造等の複合繊維
が挙げられる。例えば、トップシート１１は、目付２３ｇ/ｍ２のポイントボンド不織布
である。
【００２１】
　不織布を作成する方法としては、乾式（カード法、スパンボンド法、メルトブローン法
、エアレイド法等）及び湿式のいずれか一つの方法を用いることができる。乾式法と湿式
法のうち、複数の方法を組み合わせてもよい。また、サーマルボンディング、ニードルパ
ンチ、ケミカルボンディング等の方法が挙げられる。不織布を作成する方法は、上述の方
法に限定されない。
【００２２】
　バックシート１２は、液不透過性で、かつ、透湿又は非透湿性のフィルムからなる。例
えば、バックシート１２は、目付１６ｇ/ｍ２の非通気性フィルムである。
【００２３】
　吸収体１０は、トップシート１１とバックシート１２との間に配置されており、股下域
２５を跨ぎ前胴回り域２０及び後胴回り域３０内まで延びるように配置されている。
【００２４】
　吸収体１０は、液体を吸収する吸収性コア１０Ａと、コアラップ１０Ｂとを有する。吸
収性コア１０Ａは、親水性繊維、高吸収性ポリマーを含む。親水性繊維の例としては、粉
砕パルプ、コットン等のセルロース、レーヨン、フィブリルレーヨン等の再生セルロース
、アセテート、トリアセテート等の半合成セルロース、粒子状ポリマー、繊維状ポリマー
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、熱可塑性疎水性化学繊維、又は、親水化処理を施した熱可塑性疎水性化学繊維等を単独
又は混合して用いることができる。これらの中でも、低コストと吸収体の成形し易さとを
考慮すると、粉砕パルプを使用することが好ましい。親水性繊維に高分子吸収体を混合し
たものを使用してもよい。
【００２５】
　吸収性コア１０Ａは、コアラップ１０Ｂによって包まれている。例えば、コアラップ１
０Ｂは、ティッシュである。
【００２６】
　ここで、図１に示すように、吸収体本体２は、前胴回り域２０と、後胴回り域３０と、
前胴回り域２０と後胴回り域３０との間に位置する股下域２５と有している。
【００２７】
　ここで、前胴回り域２０は、着用者の腹に当接することが想定される領域であり、股下
域２５は、着用者の股下に当接することが想定される領域であり、後胴回り域３０は、着
用者の背中に当接することが想定される領域である。
【００２８】
　例えば、本実施形態に係る使い捨ておむつ１のようなテープ型おむつでは、図１に示す
ように、前胴回り域２０は、製品長手方向Ｌにおける吸収体本体２の前胴回り域２０側の
端部とサイドフラップ３の根元部Ｂ１の後胴回り域３０側の端部との間の領域であり、後
胴回り域３０は、着用時に前胴回り域２０に対応する領域であってもよい。
【００２９】
　一方、パンツ型おむつでは、前胴回り域２０及び後胴回り域３０は、製品幅方向Ｗの側
縁部が接合されている領域であってもよい。
【００３０】
　なお、本実施形態に係る使い捨ておむつ１では、吸収体本体２において、股下域２５跨
ぎ前胴回り域２０及び後胴回り域３０内まで延びるように、レッグギャザー５が配置され
ている。
【００３１】
　また、本実施形態に係る使い捨ておむつ１では、後胴回り域３０において、吸収体本体
２の製品幅方向Ｗの側縁部Ｓ１から延出するように伸縮可能な一対のサイドフラップ３が
設けられている。
【００３２】
　サイドフラップ３は、疎水性の不織布、透湿又は非透湿性のフィルム若しくは疎水性の
不織布と透湿又は非透湿性のフィルムとを貼り合わせた複合シートからなる。ポリエチレ
ン、ポリプロピレン等を主体としたフィルム、通気性のある樹脂フィルム、スパンボンド
、又は、スパンレース等の不織布に通気性の樹脂フィルムが接合されたシート等を用いる
ことができる。
【００３３】
　さらに、本実施形態に係る使い捨ておむつ１では、かかる一対のサイドフラップ３の各
々の製品幅方向Ｗの側縁部Ｓ２から延出するようにファスニングテープ４が設けられてい
る。ここで、吸収体本体２の前胴回り域２０の非肌当接面側に、ファスニングテープ４に
係止可能なターゲットテープが設けられていてもよい（図示せず）。
【００３４】
　例えば、ファスニングテープ４は、いわゆる面ファスナーの雄部材であり、ターゲット
テープは、雌部材である。
【００３５】
　ファスニングテープ４には、複数の鉤状の突起群（フックという）を有する係合面が形
成される。ファスニングテープ４の素材としては、例えば、ＰＰＳＢ（ポリプロピレンス
パンボンド不織布）が挙げられ、例えば、目付８０ｇ/ｍ２のＰＰＳＢを用いることが好
ましい。かかるフックの目付は、１００ｇ/ｍ２であることが好ましい。
【００３６】
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　 ファスニングテープ４が係止されるターゲットテープは、フックが係合可能な不織布
や編み物である。不織布を構成する繊維質材としては、芯鞘構造を有する複合繊維が用い
られる。繊維質材としては、芯成分/鞘成分が、例えば、ＰＰ（ポリプロピレン）/ＰＥ（
ポリエチレン）、ＰＰ/低融点ＰＰ、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）/低融点ＰＥ
Ｔ、ＰＥＴ/ＰＥの組み合わせを用いる。繊維質材に、レーヨン、ＰＥＴ、ＰＰ、ナイロ
ン等のポリアミド、アクリル、ウレタン、コットン等の繊維を混合してもよい。例えば、
雌部材の目付は、３８ｇ/ｍ２である。
【００３７】
　ここで、サイドフラップ３の製品幅方向Ｗの側縁部Ｓ２における製品長手方向の長さＬ
１は、サイドフラップ３の根元部Ｂ１における製品長手方向の長さＬ２よりも短くなるよ
うに構成されている。
【００３８】
　なお、サイドフラップ３の股下域２５側の端部Ｅ３の延在方向は、図１に示すように、
製品幅方向Ｗ及び製品長手方向Ｌと異なる必要があるが、サイドフラップ３の後胴回り域
３０側の端部Ｅ４の延在方向は、製品幅方向Ｗに一致していてもよい。
【００３９】
　吸収体１０が配置されている領域の後胴回り域３０側の端部Ｅ１は、ファスニングテー
プ４の各々の後胴回り域３０側の端部Ｅ２同士を結ぶ直線Ｄ１よりも、後胴回り域３０側
に配置されている。
【００４０】
　一般的に、伸縮可能なサイドフラップ３が用いられている使い捨ておむつ１は、装着し
やすい反面、ズレやすい。したがって、着用者の背中部分におけるフィット性を高めて、
かかるズレを抑制するために、吸収体本体２の後胴回り域３０に、ウェストギャザーや伸
縮フィルムやウレタン等を搭載することが多い。しかしながら、この結果、コストアップ
に繋がってしまう。
【００４１】
　ここで、上述のように構成することによって、使い捨ておむつ１の装着時に、図３及び
図４に示すように、着用補助者がファスニングテープ４を製品幅方向Ｗの外側に引っ張る
力Ｆ１の延長線が、吸収体１０上を通過するため、吸収体１０に対して、かかる力Ｆ１が
伝わりやすくなり、サイドフラップ３と吸収体１０との連動性が向上する。
【００４２】
　その結果、ウェストギャザーや伸縮フィルムやウレタン等を搭載することなく、着用者
の背中部分（胴回り方向）におけるフィット性を高めることができ、低コストで、使い捨
ておむつ１のズレを抑制することができる。
【００４３】
　また、上述の構成によれば、着用者の背中部分（胴回り方向）におけるフィット性を高
めることができるため、吸収体本体２の後胴回り域３０と着用者の背中部分との間に隙間
ができ難くなり、吸収体本体２の後胴回り域３０と着用者の背中部分との間から尿や軟便
等の液体状の排泄物が漏れ難くなる。
【００４４】
　また、上述の構成によれば、使い捨ておむつ１の装着時に、図３及び図４に示すように
、着用補助者が、ファスニングテープ４を製品幅方向Ｗの外側に引っ張る際に、吸収体１
０を製品幅方向Ｗの外側に拡げやすくなり、吸収体１０の面積を増加させることができ、
吸収体１０における吸収量を増加させることができる。
【００４５】
　また、少なくとも吸収体１０のトップシート１１側に、図１に示すように、圧搾溝１０
０が形成されていてもよい。
【００４６】
　かかる構成によれば、圧搾溝１００によって吸収性コア１０Ａとコアラップ１０Ｂとの
一体化を図ることができると共に、吸収体１０の剛性を高めることができる。
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【００４７】
　また、コアラップ１０Ｂが、ティッシュである場合、吸収体１０とバックシート１２（
或いは、トップシート１１）との接合に用いられているＨＭＡ（Ｈｏｔ　Ｍｅｌｔ　Ａｄ
ｈｅｓｉｖｅ）型接着剤及びコアラップ１０Ｂを構成するティッシュとの親和性が高いた
め、吸収体１０が、尿等を吸収した後であっても、吸収体１０（すなわち、コアラップ１
０Ｂ）とバックシート１２（或いは、トップシート１１）とが剥がれ難いという効果を奏
することができる。
【００４８】
　また、吸収体１０とコアラップ１０Ｂとが剥がれ難いという効果も奏することができる
。
【００４９】
　なお、吸収体の柔らかさという観点から、吸収体１０のトップシート１１側には、圧搾
溝１００が形成されていなくてもよい。
【００５０】
　ここで、かかる圧搾溝１００は、図１に示すように、直線形状或いは破線形状を有して
いる格子形状の圧搾溝１００であってもよい。具体的には、圧搾溝１００の延在方向は、
製品長手方向Ｌ及び製品幅方向Ｗとは異なるように構成されている。
【００５１】
　かかる構成によれば、図５に示すように、着用補助者がファスニングテープ４を製品幅
方向Ｗの外側に引っ張る力Ｆ１が、圧搾溝１００の延在方向に分散されるため、吸収体１
０全体を均一的に製品幅方向Ｗの外側に拡げることができる。
【００５２】
　 また、かかる特徴によれば、図５に示すように、レッグギャザー５によって吸収体本
体２に対して掛かる製品長手方向Ｌの中央側に縮む力Ｆ２を、圧搾溝１００の延在方向に
分散させることができるため、製品長手方向Ｌにおける吸収体本体２の長さを所望の長さ
に維持することができ、使い捨ておむつ１がズレ難くなり、吸収体本体２の後胴回り域３
０と着用者の背中部分との間から尿や軟便等の液体状の排泄物が漏れ難くなる。
【００５３】
　図１に示すように、サイドフラップ３の股下域２５側の端部Ｅ３の延長線上に、レッグ
ギャザー５が配置されているように構成されていてもよい。
【００５４】
　かかる構成によれば、図６に示すように、使い捨ておむつ１の装着時に、着用補助者が
ファスニングテープ４を製品幅方向Ｗの外側に引っ張る力Ｆ１が、レッグギャザー５に伝
わるため、サイドフラップ３及びレッグギャザー５の連動性を向上させることができ、吸
収体本体２を着用者の股下部にしっかりとフィットさせることができる。
【００５５】
　また、かかる構成によれば、サイドフラップ３及びレッグギャザー５の連動性を向上さ
せることができ、多量の尿等が排泄された場合であっても、使い捨ておむつ１が下方にズ
レ落ちてしまうことを抑制することができる。
【００５６】
　さらに、かかる構成によれば、使い捨ておむつ１の装着時に、吸収体１０が、圧搾溝１
００に沿って着用者の身体に馴染みやすくなるため、吸収体１０と着用者の身体とのフィ
ット性を向上させることができる。
【００５７】
　なお、吸収体１０の目付は、均一となるように構成されていてもよいし、後胴回り域３
０における吸収体１０の目付は、股下域２５における吸収体１０の目付よりも高くなるよ
うに構成されていてもよい。
【００５８】
　かかる構成によれば、少なくとも後胴回り域３０における吸収体１０の剛性が高くなる
ため、サイドフラップ３との連動性が向上するという効果を奏することができる。
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　ここで、吸収体１０の目付は、例えば、以下の測定方法によって測定することができる
。
【００６０】
　第１に、折り畳まれている吸収性物品１を展開して、目付を測定する部分の厚み及び面
積を測定する。
【００６１】
　第２に、目付を測定する部分を吸収性物品１から切り出し、切り出した部分の重量を測
定する。
【００６２】
　第３に、切り出した部分からトップシート１１及びバックシート１２等の吸収体１０以
外の部分を取り除き、吸収体１０の重量を測定する。
【００６３】
　第４に、吸収体１０の重量と目付を測定する部分の面積とに基づいて、吸収体１０の目
付を算出する。
【００６４】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【００６５】
１…使い捨ておむつ
２…吸収体本体
３…サイドフラップ
４…ターゲットテープ
５…レッグギャザー
１０…吸収体
１１…トップシート
１２…バックシート
２０…前胴回り域
２５…股下域
３０…後胴回り域
１００…圧搾溝
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