
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
外面シートと透液性の内面シートと、前記両シートの間に挟まれる吸収体とを有し、着用
者の腹側に当てられる前面部と、股間に当てられる中間部と、背側に当てられる後面部と
が縦方向に向けて順に区分され、前記前面部および前記後面部が前記中間部よりも幅広に
形成されているおむつにおいて、
前記吸収体は、前記前面部および後面部の少なくとも一方において前記中間部よりも幅方
向へ突出し、この突出した吸収体が前記中間部の吸収体よりも厚みが薄い薄肉部とされて
おり、
前記薄肉部の部分に位置して縦方向に延びる折線

前
記薄肉部どうしが対面するように 折り畳まれ 、さらにおむつ
全体が幅方向に延びる折線を介して折り畳まれることを特徴とするおむつ。
【請求項２】
縦方向に延びる前記折線は、前記中間部に位置する吸収体に掛からない位置に設定されて
いる請求項１記載のおむつ。
【請求項３】
前記前面部と前記後面部には、前記中間部の吸収体よりも幅寸法が狭い吸収体の厚肉部が
設けられ、この厚肉部の左右両側に前記薄肉部が位置している請求項１または２記載のお
むつ。
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よりもおむつの縁部側に位置する前記薄
肉部の幅寸法が中央側に位置する前記薄肉部の幅寸法よりも小さく、前記折線を介して

おむつの左右両側部が ており



【請求項４】
前記薄肉部の吸収体の厚さは、前記中間部に位置する吸収体の厚さの１／２以下である請
求項１ないし 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、小さく折り畳まれて袋に詰められるおむつに関し、折り畳まれたときの厚さが
薄く、コンパクトで運搬及び持ち運びに便利なおむつに関する。
【０００２】
【従来の技術】
図３はいわゆるオープンタイプのおむつの正面図であり、図４（Ａ）はこのおむつを着用
者の肌に向けられる面を上にして展開したときの平面図である。
このおむつ１は、外面シート（外装シートまたはバックシート）２および内面シート（ト
ップシート）３と、この両シート間に介在する吸収体４とから構成されている。前記外面
シート２は着用されたときに外側に向けられるものであり、尿などを通さない不透液性で
好ましくは通気性の樹脂シートから成る。また、内面シート３は着用者の肌側に向けられ
、肌に直接触れるものであるため、透液性の不織布や多孔質性の樹脂シートなどが使用さ
れる。また、前記吸収体４は内面シート３を通過した尿を吸収するものであり、粉砕パル
プまたは粉砕パルプと高吸収性ポリマーとの混合物が使用される。
【０００３】
おむつ１は前記吸収体４を略砂時計形状などの所定の形状にパターン積層法などにより形
成し、これを外面シート２と内面シート３の間に挟んで封止することにより形成される。
図４（Ａ）において、ハッチングで示した領域が吸収体４が存在する領域である。外面シ
ート２と内面シート３は吸収体４とほぼ同じ形状で、吸収体４よりも外形が大きくなるよ
う成形され、図４（Ａ）にてハッチングで示されていない吸収体４の存在しない領域にお
いて、外面シート２と内面シート３の向かい合う面に例えばホットメルト型の接着剤が塗
布されるなどして接合されている。
【０００４】
このおむつ１は図４（Ａ）に示すように、着用されたときに腹側に当てられる前面部８と
、股間に当てられる中間部９と、背側に当てられる後面部１０とを有している。前面部８
および後面部 の左右両端は、外面シート２と内面シート３がおむつ１の幅方向に延出
しており、前翼片８ａ，８ａ及び後翼片１０ａ，１０ａが形成されている。
後翼片１０ａは前翼片８ａよりもさらに幅方向に延出するよう形成され、後翼片１０ａの
幅方向の延出先端部には、凸部１０ｂが形成されている。この凸部１０ｂには掛止ファス
ナー６が固着され、または凸部１０ｂは粘着テープで構成されて、装着されないときはお
むつの内側に折り返されている。また、図３に示すように、前面部８には掛止ファスナー
５が外面シート２表面に固着され、または前記粘着テープが粘着するフィルムが設けられ
ている。
【０００５】
このおむつ１が着用されるとき、おむつ１は後面部１０が着用者の尻に、中間部９が股間
に当てられて、中間部で折り返されて前面部８が腹側に当てられて図３に示すような形状
に成形される。そして、後翼片１０ａ，１０ａが着用者の体の外形に沿って腹側に引かれ
て、矢印αに示す方向に折られ前面部８に重ね合わされ、前面部の掛止ファスナー５と掛
止ファスナー６とが接合され、または粘着テープが固着されて掛止される。
また、中間部９の幅方向の両端部には、平ゴムなどの弾性体７が外面シート２と内面シー
ト３の間にて、おむつの長さ方向に伸ばされた状態でホットメルト型接着剤などの水不溶
性の接着手段により接着されている。そして、前記弾性体７によりギャザーが形成される
。このギャザーは着用時に着用者の大腿部を締め付け、大腿部においておむつをフィット
させるものである。
【０００６】
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このようなおむつ１は、工場などで製造された後に小さく折り畳まれて袋などに詰められ
て、製品として出荷される。おむつ１は例えば図４（Ａ）に示す展開された状態から、そ
の左右両端がおむつの長さ方向に平行に延びるｌ－ｌ線で矢印▲１▼に示す方向に折られ
て、図４（Ｂ）に示す形に折り込まれ、さらにｍ－ｍ線で矢印▲２▼方向に折り返されて
、図４（Ｃ）に示すよう折り重ねられる。そして、所定数ごとに袋などに詰められて製品
とされる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
図５（Ａ）ないし（Ｃ）は、図４（Ａ）ないし（Ｃ）に示すおむつの断面図であり、図５
（Ａ）は図４（Ａ）のＶＡ－ＶＡ線での断面図、図５（Ｂ）は図４（Ｂ）のＶＢ－ＶＢ線
での断面図、図５（Ｃ）は図４（Ｃ）のＶＣ－ＶＣ線での断面図である。
図５（Ａ）に示すように、展開された状態のおむつ１の吸収体４が存在する最も肉厚な部
分の厚さをｈ１とする。
【０００８】
おむつは折り畳まれたときの厚さをなるべく薄くするために、中間部９が吸収体４の存在
する部分で折り畳まれないよう、中間部９の吸収体４の存在しない端部を基準にして、長
さ方向に平行なｌ－ｌ線で折られる。このとき、前面部８および後面部１０においてｌ－
ｌ線は吸収体４の存在する領域を通っているため、図５（Ｂ）に示すように、前面部８お
よび後面部１０は吸収体４の存在する領域で折り返されることとなる。したがって、図５
（Ｂ）に示されているように、前面部８および後面部１０がｌ－ｌ線で折り込まれたとき
の厚さｈ２は、少なくともおむつの内側部分の厚さ（ｈ１）と前翼片８ａまたは後翼片１
０ａの吸収体４の存在する部分の厚さ（ｈ１）を合わせたものとなり、（２ｈ１）あるい
はそれ以上の厚さとなる。
【０００９】
さらに図４（Ｂ）に示す状態のおむつ１をｍ－ｍ線で内側に折り、前面部８および後面部
１０を中間部９に折り重ねたとき、図５（Ｃ）に示されているように、おむつ１の厚さｈ
３は、少なくとも中間部９の厚さ（ｈ１）と、前面部８での折り込み状態の厚さ（ｈ２）
と、後面部１０での厚さ（ｈ２）を合わせたものとなり、（５ｈ１）あるいはそれ以上と
なる。
このように、折り畳んだときの厚さが折り畳む前の少なくとも５倍以上の厚さとなってし
まうため、折り畳んだ状態の製品がかさばってしまうという問題が生じる。このように製
品がかさばると、一度に運搬できる製品の数が限られ運送コストが高くなったり、また購
買者や使用者にとって持ち運びにくいものとなる。
【００１０】
また、製品をコンパクトにするため、外面シートと内面シートの間に挟まれる吸収体の使
用量を減らしたり吸収体をプレスするなどして、吸収体の厚さを薄くして折り畳んだ状態
のおむつの薄型化することも試みられている。しかし、このような方法により吸収体を薄
くすると、吸収体の尿などに対する吸収性能が落ちてしまう。また、吸収性能をある程度
保持しなくてはならないため吸収体の薄型化には限界がある。
【００１１】
本発明は、上記従来の課題を解決するものであり、吸収性能を落とさずに、従来のものよ
り折り畳んだときの厚さを薄型化でき、製品をよりコンパクトにできるおむつを提供する
ことを目的としている。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明は、外面シートと透液性の内面シートと、前記両シートの間に挟まれる吸収体とを
有し、着用者の腹側に当てられる前面部と、股間に当てられる中間部と、背側に当てられ
る後面部とが縦方向に向けて順に区分され、前記前面部および前記後面部が前記中間部よ
りも幅広に形成されているおむつにおいて、
前記吸収体は、前記前面部および後面部の少なくとも一方において前記中間部よりも幅方
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向へ突出し、この突出した吸収体が前記中間部の吸収体よりも厚みが薄い薄肉部とされて
おり、
前記薄肉部の部分に位置して縦方向に延びる折線

前
記薄肉部どうしが対面するように 折り畳まれ 、さらにおむつ
全体が幅方向に延びる折線を介して折り畳まれることを特徴とするものである。
【００１３】

【００１５】
さらに、前記薄肉部の吸収体の厚さは、 吸収体の厚さの１／２以下
であることが好ましい。
【００１６】
本発明のおむつは乳児用や幼児用または老人用などの使い捨てのものであり、前面部およ
び後面部において吸収体の厚さを薄くした薄肉部が形成されているものである。おむつは
、全体が２重折りまたは３重折り、さらに複数折りに折り畳まれて、所定数ごとに袋など
に入れられて製品として出荷される。このときの全体のかさばりを低下させるために、本
発明のおむつは、前面部および後面部に、吸収体を薄くした薄肉部が形成されており、前
面部および後面部はこの薄肉部の部分で折られ、薄肉部どうしが互いに重ねられるものと
なっている。よって、折り畳まれて重ねらた部分の厚さを薄くすることができ、薄肉部が
形成されていない従来のものと比べ、薄く折り畳むことができる。また薄肉部にも吸収体
を設けているため、おむつ全体での吸収体の面積は減少しない。また折り畳んだときの厚
さを薄くできるので、その分股間に当てられる中間部での吸収体を従来よりも厚くするこ
とも可能である。
【００１７】
本発明では、薄肉部が前面部と後面部のいずれか一方にのみ設けられていても、折り畳ま
れたときの薄型化に効果を発揮できるが、薄肉部を前面部と後面部の両方に設けることが
好ましい。前面部および／または後面部において薄肉部が設けられる領域であるが、これ
は例えば図１（Ａ）の前面部１８の図示上部（または後面部２０の図示下部）の一定領域
が全て薄肉部とされ、前面部１８がこの薄肉部の部分で折られて薄肉部が中間部１９の厚
肉の部分に重ねられることにより、折り畳み寸法が薄型化されるように構成することも可
能である。
【００１８】
しかし本発明の最も好ましい形態は、図１（Ａ）に示すように、前面部１８および／また
は後面部２０の左右両側部分に薄肉部を設け、Ｌ－Ｌ線で折られたときに前面部１８およ
び／または後面部２０では、薄肉部どうしが重なるように折り畳まれ、これにより全体の
折り畳み寸法を小さくしたものである。図１（Ａ）の形態では、前面部１８と後面部２０
の幅方向の中央部分に吸収体の厚肉部が設けられるので、おむつ全体の吸収機能の低下を
抑制できる。
【００１９】
また、前記おむつが図１（Ａ）および（Ｂ）に示すようにおむつの長さ方向に平行な線Ｌ
－Ｌ線において内側に折り畳まれるものであるとき、この折線Ｌ－Ｌが薄肉部のほぼ中央
に位置するか、または折線Ｌ－Ｌが前面部および後面部の薄肉部を左右に２等分するおむ
つの長さ方向に平行な線よりもおむつの幅方向の端部側に位置することが好ましい。すな
わち、図１（Ａ）において折線Ｌ－Ｌよりも幅方向の縁部側に位置する薄肉部の幅寸法（
イ）または面積が、前面部や後面部の中央側に位置する薄肉部の幅寸法（ロ）または面積
よりも小さく構成することが好ましい。このように構成すると、前面部および後面部が折
線Ｌ－Ｌで折り込まれたときに、必ず薄肉部どうしが重ねられ、厚肉部と薄肉部とが重な
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よりもおむつの縁部側に位置する前記薄
肉部の幅寸法が中央側に位置する前記薄肉部の幅寸法よりも小さく、前記折線を介して

おむつの左右両側部が ており

本発明では、縦方向に延びる前記折線は、前記中間部に位置する吸収体に掛からない位置
に設定されており、さらに、前記前面部と前記後面部には、前記中間部の吸収体よりも幅
寸法が狭い吸収体の厚肉部が設けられ、この厚肉部の左右両側に前記薄肉部が位置してい
ることが好ましい。

前記中間部に位置する



ることがなくなり、折り畳み部分の厚さ寸法を小さくできる。
【００２０】
また、吸収体の前記薄肉部の厚さをその他の部分の吸収体の厚さの１／２以下とすると、
前記前面部または後面部が折り畳まれたときの厚さを、図２（Ｂ）に示すように折り畳む
前の前面部または後面 の厚さＨ 1とほぼ等しくできる。よって、最終的に図１（Ｃ）お
よび図２（Ｃ）に示すように折り畳まれたおむつの厚さを、非常に薄くすることができる
。
【００２１】
このように、本発明においては、前面部および後面部に、吸収体の薄肉部を形成すること
によって、吸収性能を極端に落とすことなく、折り畳んだときのおむつを薄型化できる。
よって、製品をコンパクトにでき、一度に大量の製品の運搬を可能にし、購買者および使
用者にとって持ち運びやすく、利用しやすいものとなる。
【００２２】
【発明の実施の形態】
以下本発明を図面を参照しながら説明する。
図１（Ａ）は本発明のおむつを肌側に向けられる面を上にして展開したときの展開平面図
、図１（Ｂ）は（Ａ）に示すおむつをＬ－Ｌ線で内側に折り畳んだときの平面図であり、
図１（Ｃ）は（Ｂ）に示すおむつをＭ－Ｍ線で折り畳んだときの斜視図である。また、図
２（Ａ）は図１（Ａ）のＩＩＡ－ＩＩＡ線での断面図、図２（Ｂ）は図１（Ｂ）のＩＩＢ
－ＩＩＢ線での断面図、図２（Ｃ）は図１（Ｃ）のＩＩＣ－ＩＩＣ線での断面図である。
図１（Ａ）に示すように、おむつ１１は外面シート（外装シートまたはバックシート）１
２と内面シート（トップシート）１３との間に吸収体１４を挟んだ積層構造である。前記
外面シート１２は、おむつ１１が着用されたとき外側に向けられるものであり、尿などの
水分を外側に漏らさないように不透液性で且つ通気性の樹脂シートなどから形成されてい
る。また、内面シート１３は着用者の肌側に向けられ、着用者の肌に直接触れるものであ
るため、与えられた尿を吸収体に透過させる透液性の不織布や多孔質性の樹脂シートなど
から成る。また、吸収体１４は、内面シート１３を透過した尿などを吸収するものであり
、吸水性のよい粉砕パルプや粉砕パルプと高吸収性ポリマーの混合物などから成る。
【００２３】
図１（Ａ）においてハッチングで示されている部分が、吸収体１４が存在する領域である
。ハッチングで示されているように、前記吸収体１４は例えば略砂時計形状に成形されて
おり、この砂時計形状の幅の狭い中間部がおむつ１１の中間部１９に配置され、前後の幅
広く形成されている部分がそれぞれおむつ１１の前面部１８および後面部２０に配置され
る。前面部１８および後面部２０において、吸収体１４は、一点鎖線で囲まれた左右両端
の領域が他の部分に比べ薄肉に形成された薄肉部１４ｂとなっている。この実施例では薄
肉部１４ｂ以外の領域においては吸収体１４の厚さは一定であり、この部分を前記薄肉部
１４ｂと比較するために肉厚部１４ａと表している。ただし、中間部１９における吸収性
を向上させるために、この中間部１９に位置する吸収体１４を、前面部１８と後面部２０
の中央の厚肉部よりも厚く形成してもよい。図２（Ａ）の断面図に示すように、前記肉厚
部１４ａにおけるおむつの厚さをＨ１とすると、薄肉部１４ｂにおけるおむつ１１の厚さ
は１／２・Ｈ１またはそれ以下であることが望ましい。
【００２４】
外面シート１２および内面シート１３は、吸収体１４とほぼ同じ砂時計形状で、且つ吸収
体１４よりも全体的に大きく成形されている。吸収体１４は前記外面シート１２および内
面シート１３の中央に置かれて外面シート１２と内面シート１３の間に挟まれ、外面シー
ト１２と内面シート１３が吸収体１４の存在しない幅方向および長さ方向の端部などにお
いて、向かい合う面にホットメルト型接着剤などが塗布されて接着接合され、吸収体１４
が外面シート１２と内面シート１３の間に封止されている。前面部１８および後面部２０
において、外面シート１２と内面シート１３はおむつ１１の幅方向に延出しており、前翼
片１８ａ，１８ａおよび後翼片２０ａ，２０ａが形成されている。
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【００２５】
おむつ１１の中間部１９の幅方向の端部には、おむつの長さ方向に延びる弾性部材１７が
設けられている。この弾性部材１７は例えば平ゴムなどであり、外面シート１２と内面シ
ート１３の間において伸ばされた状態で、外面シート１２および内面シート１３にホット
メルト接着されている。この弾性部材１７によりギャザーが形成され、このギャザーはお
むつ１１を着用したときに着用者の大腿部に当たり、大腿部を弾性的に締め付けるものと
なる。
【００２６】
また、おむつ１１の後面部２０は、普通前面部１８よりも幅広く形成されており、その幅
方向の端部には凸部２０ｂが形成され、凸部２０ｂには掛止ファスナー１６が固着されて
おり、装着時以外は通常おむつ１１の内側に折り返されている。このおむつ１１が着用さ
れるとき、後面部２０が着用者の尻に、中間部１９が股間に当てられ、中間部１９におい
て折り返されて、前面部１８が腹側に当てられ、図３に示す状態に成形される。そして、
後翼片２０ａ，２０ａが着用者の体の外形に沿って腹側に引かれ、凸部２０ｂの掛止ファ
スナー１６が、前面部１８の外面シート１２上に固着された掛止ファスナー１５に掛止さ
れ装着される。または、後面部２０に粘着テープが設けられ、この粘着テープが前面部１
８の外面シートの表面に設けられたフィルムに粘着されて、前面部１８と後面部２０とが
互いに接合されてもよい。
【００２７】
このおむつ１１は製造後、長さ方向に平行なＬ－Ｌ線で、前面部１８の両側の前翼片１８
ａおよび後面部２０の両側の後翼片２０ａが矢印▲１▼に示す方向に折られて図１（Ｂ）
に示すよう折り畳まれ、さらに幅方向に平行なＭ－Ｍ線で、前面部１８と後面部２０が矢
印▲２▼で示す方向に折られて中間部１９に折り重ねられて、図１（Ｃ）に示す状態にま
で折り畳まれて袋などに詰められる。
【００２８】
おむつ１１の折り畳まれたときの厚さを極力薄くするために、前記Ｌ－Ｌ線は中間部１９
の吸収体１４が介在しない部分を基準にして設けられており、さらには前面部１８および
後面部２０に形成された吸収体の薄肉部１４ｂを左右に２等分するおむつの長さ方向に平
行な線よりも幅方向の端部側に設けられている。すなわち、図１（Ａ）および図２（Ａ）
に示すように、Ｌ－Ｌ線よりも幅方向縁部側に位置する薄肉部の幅寸法（イ）が、中央側
に位置する薄肉部の幅寸法（ロ）と同じかまたは小さくなっており、（イ）≦（ロ）とな
っている。したがって、おむつ１１が前記Ｌ－Ｌ線で折り畳まれるとき、図２（Ｂ）に示
されるように、前面部１８の左右両端に形成されている前翼片１８ａ，１８ａでは、必ず
薄肉部１４ｂどうしが重ねられるように折り畳まれる。同様に後翼片２０ａ，２０ａも、
必ず薄肉部１４ｂどうしが重ね合わされる。
【００２９】
薄肉部１４ｂにおけるおむつ１１の厚さは、肉厚部１４ａにおけるおむつの厚さＨ１の１
／２以下となるよう形成されているので、薄肉部１４ｂどうしが重ねられた状態での厚さ
Ｈ２はほぼＨ１またはそれ以下となる。
おむつ１１が図１（Ｃ）に示す状態まで折り畳まれたとき、図２（Ｃ）の断面図に示され
ているように、中間部１９の上には、図１（Ｂ）にて折り畳まれた前面部１８および後面
部２０が重ねられる。前記中間部１９に重ねられた前面部１８および後面部２０の厚さＨ
２は、前述したようにほぼＨ１であるので、この図１（Ｃ）に示されている折り重ねられ
た状態のおむつ１１の全体の厚さＨ３は、中間部１９の厚さＨ１と前面部および後面部の
厚さＨ２を合わせたものとなりほぼ３Ｈ１である。
【００３０】
このように、本発明では、折り畳まれたときのおむつの厚さを、展開状態のときのおむつ
の厚さの３倍程度に抑えることができる。従来のおむつでは、図５（Ｃ）に示すように、
折り畳まれたときのおむつの厚さは展開状態のおむつの厚さの少なくとも５倍以上となる
。よって、おむつ１１の肉厚部１４ａにおける厚さを従来のおむつと同じにしたとき、本
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発明のおむつでは、従来の３／５の厚さに折り畳むことができる。したがって、このおむ
つが袋詰めにされて製品として出荷されるとき、製品のかさを減らしコンパクトにするこ
とができる。よって、従来のものに比べて一度に大量の製品を運搬することができるよう
になり、消費者にとっても持ち運びやすいものとなる。
また、中間部１９における吸収体の厚さは減らされていないので、尿の吸収性能が落ちる
ことはない。逆に、中間部の吸収体を厚く形成しても、従来に比べおむつを薄型化するこ
とができる。
【００３１】
以上本発明をオープンタイプのおむつを例にとり説明したが、本発明はこれに限るもので
はなく、たとえばパンツ型のおむつにおいても同様に前面部および後面部に薄肉部を形成
することにより、折り畳んだときの厚さを薄くでき、製品をコンパクトにできる。
【００３２】
【発明の効果】
以上詳述したように本発明によれば、おむつの前面部および後面部に薄肉部を形成するこ
とにより、中間部における吸収体の使用量を減らすことなく、折り畳んだときのおむつの
厚さを薄くでき、吸収性能を落とすことなくおむつの薄型化が可能なものとなる。
【００３３】
したがって、おむつが折り畳まれて袋詰めなどされて製品として出荷されるときに、製品
がよりコンパクトなものとなり、従来のものに比べ一度に多数の製品の運搬が可能となり
、輸送コストを低減できる。また、かさばらないため購買者や使用者にとって持ち運びや
すいものとなる。
【００３４】
また、前記おむつがおむつの長さ方向に平行な線において内側に折り畳まれるものである
とき、この折り込み線を前面部および後面部の薄肉部を左右に２等分するおむつの長さ方
向に平行な線よりもおむつの幅方向端部側に設けると、内側に折り畳まれる前面部および
後面部の薄肉部の面積よりもこの前面部および後面部が重ねられるおむつの内側部分の薄
肉部の面積を大きくすることができ、肉厚な部分同士が重ねられないものとなり、折り畳
んだときの厚さをさらに薄くできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】（Ａ）は本発明のおむつを肌側に向けられる面から見た展開平面図、（Ｂ）は（
Ａ）に示すおむつをＬ－Ｌ線で内側に折り畳んだときの平面図、（Ｃ）は（Ｂ）に示すお
むつをＭ－Ｍ線で内側に折り畳んだ状態を示す斜視図、
【図２】（Ａ）は図１（Ａ）に示すおむつのＩＩＡ－ＩＩＡ線での断面図、（Ｂ）は図１
（Ｂ）に示すおむつのＩＩＢ－ＩＩＢ線での断面図、（Ｃ）は図１（Ｃ）に示すおむつの
ＩＩＣ－ＩＩＣ線での断面図、
【図３】おむつの使用状態を示す正面図、
【図４】（Ａ）は従来のおむつを肌側に向けられる面から見た展開平面図、（Ｂ）は（Ａ
）に示すおむつをｌ－ｌ線で内側に折り畳んだときの平面図、（Ｃ）は（Ｂ）に示すおむ
つをｍ－ｍ線でおむつの内側に折り畳んだ状態を示す斜視図、
【図５】（Ａ）は図４（Ａ）に示すおむつのＶＡ－ＶＡ線での断面図、（Ｂ）は図４（Ｂ
）に示すおむつのＶＢ－ＶＢ線での断面図、（Ｃ）は図４（Ｃ）に示すおむつのＶＣ－Ｖ
Ｃ線での断面図。
【符号の説明】
１１　おむつ
１２　外面シート
１３　内面シート
１４　吸収体
１４ａ　肉厚部
１４ｂ　薄肉部
１８　前面部
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１８ａ　前翼片
１９　中間部
２０　後面部
２０ａ　後翼片

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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