
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　横方向へ延びる両端縁部および前後方向へ延びる両側縁部を画成する不透液性ベースシ
ートと、前記ベースシートに取り付けられた吸液性パネルとから構成され、前記パネルが
位置する肌当接面と、前記肌当接面の反対側に位置する肌非当接面とを有する使い捨て着
用物品において、
　前記前後方向へ伸縮可能かつ の肌接触シートが、前記物品の肌当接面に前記前
後方向へ伸長状態で取り付けられて前記パネルを被覆し、前記肌接触シートが、前記両端
縁部に固着された固定面域と、前記固定面域の間に位置して前記物品に非固着かつ前記物
品が肌当接面を内側にして前記前後方向へ湾曲したときに前記パネルの上方へ遊離可能な
自由面域とを有し、前記物品の肌当接面には、前記肌接触シートの非存在領域が形成され
、前記非存在領域では、前記パネルを含む前記肌当接面が部分的に露出して
　

前記着用物品。
【請求項２】
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おり、
前記横方向へ互いに離間対向して前記両側縁部を前記前後方向へ延びる実質的に不透液

性の一対の防漏カフが、前記ベースシートと前記肌接触シートとの間に介在し、前記物品
の肌当接面に前記前後方向へ伸長状態で取り付けられ、前記防漏カフが、前記両側縁部に
固着されて前記前後方向へ延びる固定縁部と、前記前後方向へ伸縮可能であって前記肌当
接面から上方へ起立性向を有する自由縁部と、前記肌当接面に倒伏された状態で前記両端
縁部に固着された固定両端部とを備え、前記肌接触シートの自由面域が、前記防漏カフの
自由縁部の上方へ遊離可能である



　前記肌接触シートが、前記横方向へ互いに離間対向して前記両側縁部を前記前後方向へ
延びる一対の帯片から形成され、それら肌接触シートの間に前記パネルを含む前記肌当接
面が露出している請求項１記載の物品。
【請求項３】
　前記肌接触シートが、弾性伸縮性を有する 不織布である請求項１又は２記載
の物品。
【請求項４】
　前記肌接触シートが、非伸縮性繊維不織布

前記肌
接触シートに前記前後方向への伸縮性が付与されている請求項１ないし請求項３いずれか
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】
　実開平４－１５９２１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の間に
吸液性パネルが介在し、開孔面積が２ｍｍ２ ～１００ｍｍ２ の多数の開孔を有する非伸縮
性の有孔シートが取り付けられた使い捨ておむつを開示している。このおむつには、その
厚み方向へ凹む便収納部が画成されている。有孔シートは、おむつの前後方向長さよりも
短いもので、前後端部がおむつの両端縁部に固着されてトップシートを被覆している。こ
のおむつでは、おむつの両端縁部がトップシートの上方へ向かって延び、有孔シートの前
後方向中央部がトップシートの上方へ離間してトップシートと有孔シートとの間に空間が
形成されている。
【０００３】
　このおむつでは、軟便が有孔シートの開孔を通過して収納部に納まり、有孔シートにわ
ずかに残留する軟便が着用者の肌に付着するだけなので、軟便の付着による肌のかぶれを
防止することができる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　前記有孔シートは、尿や軟便等の排泄物が通過可能な多数の開孔を有するので、有孔シ
ートとトップシートとが接触すると、トップシート上に残留するそれら排泄物が有孔シー
トの開孔を通って逆戻りしてしまう。このおむつでは、有孔シートが前後方向へ弾性伸縮
性を有するものではないので、おむつがトップシートを内側にして前後方向へ湾曲したと
きに、有孔シートの張力によってその前後方向中央部がトップシートの上方へ遊離するこ
とはなく、前後方向中央部が着用者の股間部に密着することもない。このおむつでは、そ
の着用時に、有孔シートの緊張が緩み、撓んだ有孔シートの前後方向中央部がトップシー
トに接触するので、有孔シートを逆戻りした前記排泄物が着用者の肌へ付着してしまう場
合がある。
【０００５】
　本発明の課題は、着用時に着用者の股間部に安定して密着する肌接触シートを備え、肌
接触シートによって肌当接面に残留する尿や軟便の着用者の肌への付着を防ぐことができ
る使い捨て着用物品を提供することにある。
【０００６】
【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、横方向へ延びる両端縁部および前後方向へ
延びる両側縁部を画成する不透液性ベースシートと、前記ベースシートに取り付けられた
吸液性パネルとから構成され、前記パネルが位置する肌当接面と、前記肌当接面の反対側
に位置する肌非当接面とを有する使い捨て着用物品である。
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と、前記非伸縮性繊維不織布に前記前後方向
へ伸長状態で取り付けられ弾性伸縮性を有する弾性部材とからなり、それによって



【０００７】
　かかる前提において、本発明の特徴は、前記前後方向へ伸縮可能かつ の肌接触
シートが、前記物品の肌当接面に前記前後方向へ伸長状態で取り付けられて前記パネルを
被覆し、前記肌接触シートが、前記両端縁部に固着された固定面域と、前記固定面域の間
に位置して前記物品に非固着かつ前記物品が肌当接面を内側にして前記前後方向へ湾曲し
たときに前記パネルの上方へ遊離可能な自由面域とを有し、前記物品の肌当接面には、前
記肌接触シートの非存在領域が形成され、前記非存在領域では、前記パネルを含む前記肌
当接面が部分的に露出していることにある。

【０００８】
　本発明の実施の態様の一例としては、前記肌接触シートが、前記横方向へ互いに離間対
向して前記両側縁部を前記前後方向へ延びる一対の帯片から形成され、それら肌接触シー
トの間に前記パネルを含む前記肌当接面が露出している。
【０００９】
【００１０】
　本発明の実施の態様の他の一例としては、前記肌接触シートが、弾性伸縮性を有する

繊維不織布である。
【００１１】
　本発明の実施の態様の他の一例としては、前記肌接触シートが、非伸縮性繊維不織布

前記肌接触シートに前記前後方向への伸縮性が付与さ
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着用物品の詳細を開放型のおむつを例と
して説明すると、以下のとおりである。
【００１３】
　図１，２は、肌当接面１ａの側から示すおむつ１Ａの部分破断斜視図と、前後胴周り域
２０，２２を連結した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線断面図と、図１のＢ－Ｂ線 とである。図１では、前後方向を矢印
Ｙで示し、横方向を矢印Ｘで示す。なお、おむつ１Ａの肌当接面１ａとは、おむつ１Ａを
着用した着用者の肌に対向する面をいい、おむつ１Ａの肌非当接面１ｂとは、着用者の肌
に非対向の面をいう。
【００１４】
　おむつ１Ａは、透液性トップシート２と、不透液性ベースシート３と、トップシート２
とベースシート３との間に介在し、全体がティッシュペーパー（図示せず）に被覆、接合
された吸液性パネル４とから構成されている。パネル４は、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。おむつ１Ａは、それらシート２，
３とパネル４との他に、 の肌接触シート５と、実質的に不透液性の防漏カフ６と
を有する。
【００１５】
　おむつ１Ａは、前後方向に前胴周り域２０および後胴周り域２２と、前後胴周り域２０
，２２の間に位置する股下域２１とを有し、横方向へ延びる両端縁部１ｃと、前後方向へ
延びる両側縁部１ｄとを有する。両側縁部１ｄは、股下域２１において横方向内方へ向か
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さらに、前記横方向へ互いに離間対向して前
記両側縁部を前記前後方向へ延びる実質的に不透液性の一対の防漏カフが、前記ベースシ
ートと前記肌接触シートとの間に介在し、前記物品の肌当接面に前記前後方向へ伸長状態
で取り付けられ、前記防漏カフが、前記両側縁部に固着されて前記前後方向へ延びる固定
縁部と、前記前後方向へ伸縮可能であって前記肌当接面から上方へ起立性向を有する自由
縁部と、前記肌当接面に倒伏された状態で前記両端縁部に固着された固定両端部とを備え
、前記肌接触シートの自由面域が、前記防漏カフの自由縁部の上方へ遊離可能であること
にある。

疎
水性

と
、前記非伸縮性繊維不織布に前記前後方向へ伸長状態で取り付けられ弾性伸縮性を有する
弾性部材とからなり、それによって

断面図

不透液性



って弧を画いている。おむつ１Ａでは、トップシート２が肌当接面１ａを画成し、ベース
シート３が肌非当接面１ｂを画成している。
【００１６】
　肌接触シート５は、横方向へ互いに離間対向して両側縁部１ｄを前後方向へ延びる一対
の帯片から形成されている。肌接触シート５は、前後方向と横方向とヘ弾性伸縮性を有す
る繊維不織布であり、前後方向へ伸長させた状態で肌当接面１ａに取り付けられている。
肌接触シート５は、両端縁部１ｃに固着された固定面域５ａと、固定面域５ａの間に位置
しておむつ１Ａに非固着の自由面域５ｂとを有し、自由面域５ｂがトップシート２を挟ん
でパネル４の両側縁４ｂ近傍を間欠的に被覆している。
【００１７】
　肌接触シート５は、おむつ１Ａがトップシート２を内側にして前後方向へ湾曲したとき
に、その張力によって自由面域５ｂがパネル４の上方へ遊離可能である。それら肌接触シ
ート５の間には、トップシート２の一部が露出している。
【００１８】
　防漏カフ６は、トップシート２と肌接触シート５との間に介在し、横方向へ互いに離間
対向して両側縁部１ｄを前後方向へ延びている。防漏カフ６は、両側縁部１ｄに固着され
た固定縁部６ａと、トップシート２の上方へ起立可能な自由側部６ｂと、おむつ１Ａの横
方向内方へ倒伏された状態で両端縁部１ｃに固着された固定両端部６ｃとを有する。防漏
カフ６では、固定側部６ａから横方向外方へ外側部６ｄが延びている。
【００１９】
　固定縁部６ａは、パネル４の両側縁４ｂの外側近傍を前後方向へ延びている。自由側部
６ｂは、固定縁部６ａと並行して前後方向へ延びている。自由縁部６ｂには、前後方向へ
延びるカフ用弾性部材７が伸長下に固着されている。カフ用弾性部材７は、自由縁部６ｂ
の一部に被覆されている。
【００２０】
　両端縁部１ｃには、横方向へ延びる帯状の胴周り用弾性部材８が伸長下に取り付けられ
ている。両端縁部１ｄには、前後方向へ延びる複数条の脚周り用弾性部材９が伸長下に取
り付けられている。
【００２１】
　後胴周り域２２の両側縁部１ｄには、横方向内方へ延びるテープファスナ１０が取り付
けられている。テープファスナ１０の基端部は、ベースシート３と防漏カフ６の外側部６
ｄとの間に介在し、それらに固着されている。テープファスナ１０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２０の肌非当接面１ｂには、プラスチック
フィルムからなる矩形のターゲットテープ１１（図２参照）が取り付けられている。ター
ゲットテープ１１は、テープファスナ１０に対する止着域となる。
【００２２】
　おむつ１Ａを着用するには、後胴周り域２２の両側縁部１ｄを前胴周り域２０の両側縁
部１ｄの外側に重ね合わせ、粘着剤を介してテープファスナ１０の自由端部をターゲット
テープ１１に止着し、前胴周り域２０と後胴周り域２２とを連結する。
【００２３】
　前後胴周り域２０，２２が連結されたおむつ１Ａには、図２に示すように、胴周り開口
１２と一対の脚周り開口１３とが画成されている。おむつ１Ａでは、それがトップシート
２を内側にして前後方向へ湾曲し、カフ用弾性部材７が収縮して防漏カフ６の自由縁部６
ｂがトップシート２の上方へ起立し、肌接触シート５の自由面域５ｂが防漏カフ６の自由
縁部６ｂの上方へ遊離している。
【００２４】
　おむつ１Ａの着用時では、自由縁部６ｂの上方へ遊離した肌接触シート５の自由面域５
ｂが着用者の股間部に密着するので、おむつ１Ａの着用中に着用者の動作によっておむつ
１Ａが動いたとしても、肌接触シート５が着用者の股間部からずれてしまうことはない。
おむつ１Ａでは、着用者の肌とトップシート２との間に肌接触シート５が介在するので、
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トップシート２上に残留する尿や軟便の着用者の肌への付着が肌接触シート５によって阻
止される。
【００２５】
　肌接触シート５は、不透液性の繊維不織布から形成されているので、トップシート２と
肌接触シート５とが接触したとしても、トップシート２上に残留する尿や軟便が肌接触シ
ート５を透過して着用者の肌に付着することはない。
【００２６】
　おむつ１Ａでは、トップシート２上を拡散する尿や軟便がおむつ１Ａの両側縁部１ｄに
到達したとしても、トップシート２の上方へ起立する防漏カフ６の自由縁部６ｂがそれら
排泄物に対する障壁を形成するので、両側縁部１ｄからのそれら排泄物の漏れを防ぐこと
ができる。
【００２７】
　おむつ１Ａでは、肌接触シート５の自由面域５ｂが防漏カフ６の自由縁部６ｂの上方へ
遊離するので、自由面域５ｂが自由縁部６ｂをその上方から押し潰してしまうことがなく
、自由縁部６ｂが障壁として十分に機能することができる。
【００２８】
　おむつ１Ａの両端縁部１ｃでは、図３に示すように、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から前後方向外方へ延び、それら端部２ａ，
３ａが互いに重なり合った状態で固着されている。防漏カフ６の固定両端部６ｃは、トッ
プシート２の端部２ａに固着されている。肌接触シート５の固定面域５ａは、トップシー
ト２の端部２ａと防漏カフ６の固定両端部６ｃとに固着されている。胴周り用弾性部材８
は、端部２ａと端部３ａとの間に介在し、それら端部２ａ，３ａに固着されている。
【００２９】
　おむつ１Ａの両側縁部１ｄでは、図４に示すように、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３ｂと防漏カフ６の外側部６ｄとが延びている。側部２
ｂは、側部３ｂと外側部６ｄとの間に介在し、それらに固着されている。側部３ｂと外側
部６ｄとは、それらが互いに重なり合った状態で固着されている。防漏カフ６の固定縁部
６ａ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９は、ベースシ
ート３の側部３ｂと防漏カフ６の外側部６ｄとの間に介在し、それらに固着されている。
【００３０】
　図５，６は、他の実施の形態を示すおむつ１Ｂの部分破断斜視図と、前後胴周り域２０
，２２を連結した着用状態で示すおむつ１Ｂの部分破断斜視図とであり、図７，８は，図
５の 線断面図と、図５の 図とである。図５では、前後方向を矢印Ｙで
示し、横方向を矢印Ｘで示す。図５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。
【００３１】
　このおむつ１Ｂの肌接触シート５は、前後方向へ長い略矩形を呈する非伸縮性繊維不織
布から形成されている。肌接触シート５の両側縁部５ｃには、前後方向へ延びる弾性部材
１６が伸長状態で取り付けられ、肌接触シート５に前後方向への伸縮性が付与されている
。弾性部材１６は、両側縁部５ｃの一部に被覆されている。
【００３２】
　肌接触シート５は、前後方向へ伸長させた状態で肌当接面１ａに取り付けられている。
肌接触シート５は、両端縁部１ｃに固着された固定面域５ａと、固定面域５ａの間に位置
しておむつ１Ｂに非固着の自由面域５ｂとを有し、自由面域５ｂがトップシート２を挟ん
でパネル４の略全域を間接的に被覆している。
【００３３】
　肌接触シート５の自由面域５ｂには、前胴周り域２０に開口する開口部１４と後胴周り
域２２に開口する開口部１５とが画成されている。開口部１４，１５では、トップシート
２の一部が露出している。
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【００３４】
　肌接触シート５は、図１のそれと同様に、おむつ１Ｂがトップシート２を内側にして前
後方向へ湾曲したときに、弾性部材１６の張力によってその自由面域５ｂがパネル４の上
方へ遊離可能である。
【００３５】
　おむつ１Ｂの着用時では、図６に示すように、防漏カフ６の自由縁部６ｂがカフ用弾性
部材７の収縮によってトップシート２の上方へ起立し、肌接触シート５の自由面域５ｂが
防漏カフ６の自由縁部６ｂの上方へ遊離している。おむつ１Ｂでは、その着用時に、肌接
触シート５の開口部１４が着用者の泌尿器に位置し、開口部１５が着用者の肛門に位置す
る。
【００３６】
　このおむつ１Ｂでは、肌接触シート５が着用者の股間部に広範囲に密着してずれ難く、
一対の帯片からなる図１のそれと比較し、肌接触シート５を着用者の股間部に安定して密
着させることができるので、トップシート２上に残留する尿や軟便の着用者の肌への付着
防止を向上させることができる。このおむつ１Ｂでは、トップシート２の上方へ起立する
防漏カフ６の自由縁部６ｂが障壁となるので、図１のそれと同様に、尿や軟便がおむつ１
Ｂの両側縁部１ｄから漏れてしまうことがない。
【００３７】
　図１の肌接触シート５には、メルトブローンやスパンボンドの各製法により製造された
弾性伸縮性の疎水性繊維不織布を使用することができる。弾性伸縮性不織布の構成繊維と
しては、熱可塑性エラストマー樹脂を溶融、紡糸した伸縮性繊維を使用することができる
。また、弾性伸縮性の繊維不織布としては、熱可塑性エラストマー樹脂繊維からなる疎水
性繊維不織布の少なくとも片面に、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエステル、のい
ずれかの熱可塑性合成樹脂を溶融、紡糸した捲縮繊維からなる疎水性繊維不織布を貼り合
わせた複合不織布を使用することもできる。
【００３８】
　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。ベースシート３には、疎水性繊維不織布、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２層の不織布、疎水性繊維
不織布にプラスチックフィルムをラミネートした複合シートのいずれかを使用することが
できる。図６の肌接触シート５や防漏カフ６には、疎水性繊維不織布を使用することがで
きる。
【００３９】
　また、ベースシート３や図６の肌接触シート５、防漏カフ６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。
【００４０】
　トップシート２やベースシート３、図６の肌接触シート５、防漏カフ６を形成する不織
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
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。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
らなる芯鞘型複合繊維またはサイドバイサイド型複合繊維を使用することができる。
【００４１】
　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。高吸収性ポリマーとしては、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。
【００４２】
　おむつ１Ａ，１Ｂでは、ベースシート３に吸液性パネル４が取り付けられていればよく
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、トップシート２は必ずしも必要ではない。この場合、パネル４としては、圧縮復元弾性
を有する繊維ウェブの繊維間隙に高吸収性ポリマー粒子を分散、保持させ、繊維ウェブを
所要の厚みに圧縮して形態安定性を付与したものを使用することが好ましい。繊維ウェブ
の構成繊維としては、ポリプロピレンやポリエチレン等のポリオレフィン系繊維、ポリエ
チレンテレフタレートやポリブチレンテレフタレート等のポリエステル系繊維、ナイロン
６６やナイロン６等のポリアミド系繊維、アクリル系繊維、パルプやレーヨン、アセテー
ト等のセルロース系繊維のうちのいずれかを使用することができる。
【００４３】
　トップシート２とベースシート３との固着、肌接触シート５や防漏カフ６の固着、コア
４の接合、弾性部材７，８，９，１６の取り付けには、ホットメルト型接着剤、または、
ヒートシールやソニックシール等の熱による溶着手段を使用することができる。
【００４４】
　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。
【００４５】
【発明の効果】
　本発明にかかる使い捨て着用物品によれば、物品が肌当接面を内側にして前後方向へ湾
曲したときに、肌接触シートの張力によってその自由面域が吸液性パネルの上方へ遊離す
る。物品の着用時では、肌接触シートの自由面域が着用者の股間部に密着するので、物品
の着用中に着用者の動作によって物品が動いたとしても、肌接触シートが着用者の股間部
からずれてしまうことはない。物品では、着用者の肌と物品の肌当接面との間に
の肌接触シートが介在するので、肌当接面上に残留する尿や軟便の着用者の肌への付着を
防ぐことができる。また、物品では、肌接触シートと肌当接面とが接触したとしても、肌
当接面上に残留するそれら排泄物が肌接触シートを透過して着用者の肌に付着することは
ない。
【００４６】
　両側縁部を前後方向へ延びる防漏カフを取り付けた物品では、その着用時にカフ用弾性
部材が収縮して防漏カフの自由縁部が肌当接面の上方へ起立し、尿や軟便に対する障壁を
形成するので、肌当接面上を拡散するそれら排泄物が物品の両側縁部に到達したとしても
、両側縁部からそれら排泄物が漏れてしまうことはない。防漏カフを取り付けた物品では
、肌接触シートの自由面域が防漏カフの自由縁部の上方へ遊離するので、自由面域が自由
縁部をその上方から押し潰してしまうことがなく、自由縁部が障壁として十分に機能する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　肌当接面の側から示すおむつの部分破断斜視図。
【図２】　前後胴周り域を連結した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線断面図。
【図４】　図１のＢ－Ｂ線断面図。
【図５】　他の実施の形態を示すおむつの部分破断斜視図。
【図６】　前後胴周り域を連結した着用状態で示すおむつの部分破断斜視図。
【図７】　図５のＣ－Ｃ線断面図。
【図８】　図５のＤ－Ｄ線断面図。
【符号の説明】
　１Ａ，１Ｂ　　使い捨ておむつ（使い捨て着用物品）
　１ａ　　　　　肌当接面
　１ｂ　　　　　肌非当接面
　１ｃ　　　　　両端縁部
　１ｄ　　　　　両側縁部
　３　　　　　　不透液性ベースシート
　４　　　　　　吸液性パネル
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　５　　　　　　肌接触シート
　５ａ　　　　　固定面域
　５ｂ　　　　　自由面域
　６　　　　　　防漏カフ
　６ａ　　　　　固定縁部
　６ｂ　　　　　自由縁部
　６ｃ　　　　　固定両端部
１６　　　　　　弾性部材

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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