
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
透液性表面シートと不透液性裏面シートとの間に吸液性パネルが介在し、 着用者
の腹部の側に位置する前胴周り域と、前記着用者の背部の側に位置する後胴周り域と、前
記前後胴周り域の間に位置する股下域とを 、

使い捨て着用物品において、
前記着用物品の両側縁部が、前記股下域を縦方向へ延びる所要長さの第１伸縮域と、前記
第１伸縮域から前記前胴周り域の側へ延びる所要長さの第２伸縮域と、前記第１伸縮域か
ら前記後胴周り域の側へ延びる所要長さの第３伸縮域とを有し、

前記第２伸縮域と前記第３伸縮域とに延びる前記脚周り用弾性部材の伸長応力が、
第２伸縮域＜第３伸縮域 第３伸縮域＜第２伸縮域 のいずれかの関係にあることを特徴
とする前記着用物品。
【請求項２】

着用物品に脚周り用弾性部材を取り付ける方法において、
（ａ）互いに並行して長手方向へ延びる両側縁部を有する連続シートを長手方向前方へ供
給し、前記連続シートの両側縁部に接着剤を塗布して長手方向へ連続する第１接着域と第
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縦方向に

有し 縦方向へ延びる複数条の脚周り用弾性部
材が、前記パネルの両側縁の外側を互いに並行して縦方向へ延びる両側縁部に伸長状態で
取り付けられた

前記脚周り用弾性部材が
、前記第１伸縮域で実質的に一束に収束するとともに、前記第２伸縮域と前記第３伸縮域
とにおいて互いの離間寸法が次第に大きくなるように並列し、前記第１伸縮域と前記第２
伸縮域とに延びる前記脚周り用弾性部材の伸長応力が、第１伸縮域＜第２伸縮域の関係に
あり、

と と

使い捨て



２接着域とを形成する工程、
（ｂ）長手方向へ連続する第１脚周り用弾性部材と第２脚周り用弾性部材とを、前記連続
シートの第１接着域と第２接着域とへ供給し、前記第１，２脚周り用弾性部材各々を、前
記第１，２接着域を横切って前記第１，２接着域の内側縁各々から幅方向内方と前記第１
，２接着域の外側縁各々から幅方向外方とへ凸となり、かつ、前記内側縁各々から幅方向
内方へ凸となる部位を長手方向に二分する仮想横軸から長手方向前方へ延びる該部位の前
部と前記仮想横軸から長手方向後方へ延びる該部位の後部とのいずれか一方が他方よりも
幅方向内方へ突出するように、互いに線対称に延びる波形を画かせて、前記第１接着域に
位置する前記第１脚周り用弾性部材と前記第２接着域に位置する前記第２脚周り用弾性部
材とを前記連続シートに固着するとともに、前記部位に延びる前記第１，２脚周り用弾性
部材各々を前記第１，２接着域の方向へ収縮変位させて前記連続シートに固着する工程
とを有することを特徴とする前記方法。
【請求項３】
前記連続シートに前記第１，２脚周り用弾性部材各々を固着した後に、前記連続シートと
前記第１，２脚周り用弾性部材各々とを、前記第１，２脚周り用弾性部材が前記第１，２
接着域の外側縁各々から幅方向外方へ凸となる位置で前記幅方向へ切断する工程が含まれ
る請求項２記載の方法。
【請求項４】
前記連続シートが、透液性表面シートと、不透液性裏面シートとのうちのいずれかである
請求項２または請求項３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、使い捨ておむつや失禁パンツ、トレーニングパンツ等の使い捨て着用物品及び
その着用物品に脚周り用弾性部材を取り付ける方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
特開平４－３１７６５０号公報は、連続シートの両側縁部に長手方向へ延びる接着域を形
成し、伸長させた複数条の脚周り用弾性部材をその張力に抗って連続シートの幅方向を強
制的に横切らせ、脚周り用弾性部材にサインカーブ状の曲線を画かせながら、脚周り用弾
性部材を接着域各々に取り付ける方法を開示している。同号公報に開示の方法によって取
り付けられた脚周り用弾性部材は、股下域の中央部を除く前部と後部との伸長応力が略同
一になるように設定されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
着用物品がパンツ型のおむつでは、これが幼児用である場合、幼児は動作が活発であるこ
とから、股下域の前部において着用者の肌とおむつとの間に間隙が生じ易く、脚周り用弾
性部材の伸長応力を股下域の後部よりも前部で強くすることが好ましい。また、着用物品
がオープン型のおむつでは、着用時におむつの前胴周り域が股下域の方向へ下がってしま
うことを防いで、おむつの着用操作を容易にするとともに、着用者に対するおむつのフィ
ット性を向上させるため、ターゲットテープが取り付けられた側の股下域の前部における
脚周り用弾性部材の伸長応力を、テープファスナが取り付けられた側の股下域の後部にお
ける脚周り用弾性部材の伸長応力よりも弱くすることが好ましい。しかし、前記公報に開
示の方法によって取り付けられた脚周り用弾性部材は、股下域の前部と後部とにおける伸
長応力が略同一であるので、脚周り用弾性部材がパンツ型のおむつとオープン型のおむつ
とに要求される機能を備えることができない。
【０００４】
本発明の課題は、股下域の前部と後部とにおける脚周り用弾性部材の伸長応力が異なる着
用物品およびその着用物品に脚周り用弾性部材を取り付ける方法を提供することにある。
【０００５】
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【課題を解決するための手段】
前記課題を解決のために、本発明が前提とするところは、透液性表面シートと不透液性裏
面シートとの間に吸液性パネルが介在し、 着用者の腹部の側に位置する前胴周り
域と、前記着用者の背部の側に位置する後胴周り域と、前記前後胴周り域の間に位置する
股下域とを 、

使い捨て着用物
品である。
【０００６】
かかる前提において、本発明が特徴とするところは、前記着用物品の両側縁部が、前記股
下域を前記縦方向へ延びる所要長さの第１伸縮域と、前記第１伸縮域から前記前胴周り域
の側へ延びる所要長さの第２伸縮域と、前記第１伸縮域から前記後胴周り域の側へ延びる
所要長さの第３伸縮域とを有し、

前記第２伸縮域と前記第
３伸縮域とに延びる前記脚周り用弾性部材の伸長応力が、第２伸縮域＜第３伸縮域 第３
伸縮域＜第２伸縮域 のいずれかの関係にあることにある。
【０００７】

着用物品に脚周り用弾性部材を取り付ける方法において、この方法が特徴とする
ところは、
（ａ）互いに並行して長手方向へ延びる両側縁部を有する連続シートを長手方向前方へ供
給し、前記連続シートの両側縁部に接着剤を塗布して長手方向へ連続する第１接着域と第
２接着域とを形成する工程、
（ｂ）長手方向へ連続する第１脚周り用弾性部材と第２脚周り用弾性部材とを、前記連続
シートの第１接着域と第２接着域とへ供給し、前記第１，２脚周り用弾性部材各々を、前
記第１，２接着域を横切って前記第１，２接着域の内側縁各々から幅方向内方と前記第１
，２接着域の外側縁各々から幅方向外方とへ凸となり、かつ、前記内側縁各々から幅方向
内方へ凸となる部位を長手方向に二分する仮想横軸から長手方向前方へ延びる該部位の前
部と前記仮想横軸から長手方向後方へ延びる該部位の後部とのいずれか一方が他方よりも
幅方向内方へ突出するように、互いに線対称に延びる波形を画かせて、前記第１接着域に
位置する前記第１脚周り用弾性部材と前記第２接着域に位置する前記第２脚周り用弾性部
材とを前記連続シートに固着するとともに、前記部位に延びる前記第１，２脚周り用弾性
部材各々を前記第１，２接着域の方向へ収縮変位させて前記連続シートに固着する工程
とを有することにある。
【０００８】
本発明にかかる前記方法の実施の態様の一例としては、前記連続シートに前記第１，２脚
周り用弾性部材各々を固着した後に、前記連続シートと前記第１，２脚周り用弾性部材各
々とを、前記第１，２脚周り用弾性部材が前記第１，２接着域の外側縁各々から幅方向外
方へ凸となる位置で前記幅方向へ切断する工程が含まれる。
【０００９】
本発明にかかる前記方法の実施の態様の他の一例としては、前記連続シートが、透液性表
面シートと、不透液性裏面シートとのうちのいずれかである。
【００１０】
【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と、その着用物品に脚周り用弾性
部材を取り付ける方法との詳細を使い捨ておむつを例として説明すると、以下のとおりで
ある。
【００１１】
図１，２は、おむつ１の部分破断斜視図と、図１のおむつ１における裏面シート３と吸液
性パネル４と脚周り用弾性部材９との位置関係を示す配置図である。図２では、裏面シー
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縦方向に

有し 縦方向へ延びる複数条の脚周り用弾性部材が、前記パネルの両側縁の外
側を互いに並行して縦方向へ延びる両側縁部に伸長状態で取り付けられた

前記脚周り用弾性部材が、前記第１伸縮域で実質的に一
束に収束するとともに、前記第２伸縮域と前記第３伸縮域とにおいて互いの離間寸法が次
第に大きくなるように並列し、前記第１伸縮域と前記第２伸縮域とに延びる前記脚周り用
弾性部材の伸長応力が、第１伸縮域＜第２伸縮域の関係にあり、

と
と

使い捨て



ト３の内面の両側縁部５に縦方向へスパイラル状に延びる接着剤１０が塗布されている。
おむつ１は、透液性表面シート２と、不透液性裏面シート３と、表面シート２と裏面シー
ト３との間に介在し、それらシート２，３に接合された吸液性パネル４とを基本構成部材
とする。おむつ１は、 着用者の腹部の側に位置する前胴周り域２０と、着用者の
背部の側に位置する後胴周り域２２と、前後胴周り域２０，２２の間に位置する股下域２
１と 。
【００１２】
おむつ１は、パネル４の両側縁４ａの外側を互いに並行して縦方向へ延びる両側縁部５と
、パネル４の両端縁４ｂの外側を互いに並行して横方向へ延びる両端縁部６とを有する。
おむつ１の両側縁部５には、一対の液抵抗性側部シート７が互いに離間並行して縦方向へ
延びている。
【００１３】
おむつ１の両側縁部５には、股下域２１においておむつ１の内方へ向かって弧を画く凹欠
部８が形成されている。両側縁部５は、凹欠部８を縦方向へ延びる所要長さの第１伸縮域
Ａ１と、第１伸縮域Ａ１から前胴周り域２０の側へ延びる所要長さの第２伸縮域Ａ２と、
第１伸縮域Ａ１から後胴周り域２２の側へ延びる所要長さの第３伸縮域Ａ３とを有する。
両側縁部５には、凹欠部８の縁に沿って縦方向へ延びる複数条の脚周り用弾性部材９が伸
長状態で取り付けられている。

【００１４】
おむつ１の両端縁部６には、横方向へ延びる複数条の胴周り用弾性部材１１が伸長状態で
取り付けられている。但し、胴周り用弾性部材１１は、両端縁部６の少なくとも一方に取
り付けられていればよい。また、胴周り用弾性部材１１がフィルム状のものであってもよ
い。
【００１５】
側部シート７は、パネル４の両側縁４ａの外側近傍に位置し、表面シート２の外面に固着
されて縦方向へ延びる固定側部７ａと、股下域２１に位置して縦方向へ延び、おむつ１の
上方へ起立性向を有する自由側部７ｂと、おむつ１の横方向内方へ倒伏された状態で、お
むつ１の両端縁部６に位置する表面シート２の外面に固着された固定端部７ｃと、固定側
部７ａからおむつ１の横方向外方へ延びる外側部７ｄとを有する。側部シート７の自由側
部７ｂには、縦方向へ延びる弾性伸縮性部材１２が自由側部７ｂの一部に被覆された状態
で伸長下に取り付けられている。
【００１６】
側部シート７は、おむつ１がその内面を内側にして縦方向へ湾曲すると、側部シート７の
自由側部７ｂが弾性部材１２の収縮で表面シート２の外面から起き上がり、排泄物がおむ
つ１の幅方向外方へ流動して漏れるのを阻止する。側部シート７は、その固定端部７ａが
おむつ１の横方向外方へ倒伏された状態で、おむつ１の両端縁部６に位置する側部シート
７の外側部７ｄの外面に固着されていてもよい。
【００１７】
おむつ１の両側縁部５では、表面シート２が裏面シート３と側部シート７の外側部７ｄと
の間に介在してそれらシート３，７に固着され、表面シート２からさらに横方向外方へ延
びる裏面シート３と側部シート７の外側部７ｄとの重なり合う部分が互いに固着されてい
る。おむつ１の両端縁部６では、表裏面シート２，３と側部シート７との重なり合う部分
が互いに固着されている。それらシート２，３，７は、接着剤、または、熱融着の技術を
利用して固着することができる。
【００１８】
後胴周り域２２におけるおむつ１の両側縁部５には、横方向内方へ延びるテープファスナ
１３の基端部が取り付けられている。前胴周り域２０における裏面シート３の外面には、
テープファスナ１３の止着域となる矩形のターゲットテープ（図示せず）が取り付けられ
ている。おむつ１では、テープファスナ１３の自由端部の内面に塗布された粘着剤を介し
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縦方向に

を有する

脚周り用弾性部材９は、それら伸縮域Ａ１，Ａ２，Ａ３に
接着剤１０を介して固着されている。



て、テープファスナ１３をターゲットテープに止着すると、左右一対の脚周り開口と、胴
周り開口とが形成される（図示せず）。
【００１９】
パネル４は、半剛性を有し、表面シート２と裏面シート３との内面に容易に剥離すること
がないように接合されている。パネル４の接合手段は、所要のパターンで塗布されたホッ
トメルト接着剤によることが好ましい。また、パネル４は、脚周り用弾性部材９に所期す
る伸長応力を発揮させるため、おむつ１の長さ及び幅方向における剛性がＪＩＳ：Ｐ－８
１２５（テーバー法）による測定で１～３００ｍＮ・ｃｍを有していることが好ましい。
【００２０】

脚周り用弾性部材９は、両側縁部５の第１伸縮域Ａ１で実質的に一束に収束し
伸縮域Ａ１か

ら 伸縮域Ａ２，Ａ３へ向かって互いの離間寸法が次第に大きくなるように並列して
いる。第２伸縮域Ａ２と第３伸縮域Ａ３とにおける脚周り用弾性部材９の伸長応力は、第
２伸縮域Ａ２＜第３伸縮域Ａ３の関係にある。すなわち、第３伸縮域Ａ３における脚周り
用弾性部材９の伸長応力が第２伸縮域Ａ２のそれよりも強く設定されている。
【００２１】
おむつ１では、第２伸縮域Ａ２における脚周り用弾性部材９の伸長応力が第３伸縮域Ａ３
における脚周り用弾性部材９のそれよりも弱く、第２伸縮域Ａ２における脚周り用弾性部
材９の収縮力がおむつ１の前胴周り域２０を股下域２１の方向へ下げるように作用するこ
とはないので、おむつ１の着用操作が容易になるとともに、着用位置がずれてしまうこと
はなく、着用者に対するおむつ１のフィット性を向上させることができる。
【００２２】
第１伸縮域Ａ１における脚周り用弾性部材９の伸長応力は、第１伸縮域Ａ１＜第２伸縮域
Ａ２の関係にある。すなわち、第１伸縮域Ａ１における脚周り用弾性部材９の伸長応力が
第２伸縮域Ａ２における脚周り用弾性部材９の伸長応力よりも弱く設定されている。
【００２３】
おむつ１では、脚周り用弾性部材９の収縮によって第１伸縮域Ａ１と第２伸縮域Ａ２と第
３伸縮域Ａ３とに多数のギャザーが生じるが、第１伸縮域Ａ１における脚周り用弾性部材
９の伸長応力が第２伸縮域Ａ２と比較して弱いので、第１伸縮域Ａ１におけるギャザーの
数やギャザーの谷の深さが第２伸縮域Ａ２のそれら以下になる。ゆえに、着用者の股間で
は、肌とギャザーとの間に隙間が形成されることはなく、第１伸縮域Ａ１からの排泄物の
漏れを防止することができる。
【００２４】
第１伸縮域Ａ１の長さ ３０～１５０ｍｍの範囲、好ましくは５０～１００ｍｍの範囲

ある 第１伸縮域Ａ１における脚周り用弾性部材９の伸長応力 ２９５～２２６０ｍ
Ｎ／２５ｍｍ幅、好ましくは４９０～１９６０ｍＮ／２５ｍｍ幅 ある。第２伸縮域Ａ２
と第３伸縮域Ａ３とにおける脚周り用弾性部材９の伸長応力は、４９０～２６００ｍＮ／
２５ｍｍ幅、好ましくは７８０～２４５０ｍＮ／２５ｍｍ幅 ある。伸長応力は、脚周り
用弾性部材９を中心としておむつ１の両側縁部５の一部を２５ｍｍ幅に切り取った試験片
を８８．９％伸長したときに得られる値である。
【００２５】
第１伸縮域Ａ１における脚周り用弾性部材９とパネル４の両側縁４ａとの間の離間寸法Ｌ

、子供用おむつ１で５～２０ｍｍの範囲、大人用おむつ１で５～６０ｍｍの範囲にある
ことが好ましい。離間寸法Ｌが５ｍｍ未満の場合は、パネル４の剛性によって脚周り用弾
性部材９の収縮が拘束されるので、脚周り用弾性部材９による着用者の脚周りの締め付け
が不十分となり、股下域２１から排泄物が漏れてしまうことがある。また、第１伸縮域Ａ
１での脚周り用弾性部材９の収縮によってパネル４に捩れ変形や皺が生じてしまうことが
ある。
【００２６】
本実施の形態では、オープン型のおむつ１の他に、パンツ型のおむつを例示することがで
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きる。パンツ型のおむつは、その図示は省略するが、第２伸縮域Ａ２と第３伸縮域Ａ３と
における脚周り用弾性部材９の伸長応力が、第３伸縮域Ａ３＜第２伸縮域Ａ２の関係にあ
ることが好ましい。すなわち、第２伸縮域Ａ２における脚周り用弾性部材９の伸長応力が
第３伸縮域Ａ３のそれよりも強く設定される。
【００２７】
第２伸縮域Ａ２における脚周り用弾性部材９の伸長応力を第３伸縮域Ａ３における脚周り
用弾性部材９のそれよりも強くした場合では、脚周り用弾性部材９による着用者の脚周り
の締め付けが股下域２１の前部において強くなる。ゆえに、着用中に股下域２１の前部と
着用者の肌との間に間隙が生じ易いパンツ型のおむつに好適である。
【００２８】
図３は、脚周り用弾性部材９を取り付ける方法の一例を示す工程図であり、矢印は、裏面
シート３の移動方向を示す。図３において、仮想線は、第１，２脚周り用弾性部材９がト
ラバース手段２４（図４参照）を介して供給されるときの状態を示し、実線は、その供給
後における脚周り用弾性部材９の状態を示す。
【００２９】
裏面シート３は、互いに並行して長手方向へ延びる両側縁部５を有する連続したシートで
、矢印で示す長手方向へ連続して供給されている。裏面シート３の内面の両側縁部５には
、接着剤塗布手段２３（図４参照）によって長手方向へスパイラル状に延びる接着剤１０
が塗布され、長手方向へ連続する第１接着域Ｂ１と第２接着域Ｂ２とが形成されている。
【００３０】
第１，２脚周り用弾性部材９は、トラバース手段によって、裏面シート３の第１，２接着
域Ｂ１，Ｂ２を横切り、互いに線対称に連続する波形を画くように長手方向へ延びている
。波形は、仮想線に示すように、第１，２接着域Ｂ１，Ｂ２の内側縁Ｂ１ｂ，Ｂ２ｂ各々
から裏面シート３の幅方向内方と第１，２接着域Ｂ１，Ｂ２の外側縁Ｂ１ａ，Ｂ２ａ各々
から裏面シート３の幅方向外方とへ凸となり、第１，２接着域Ｂ１，Ｂ２の内側縁Ｂ１ｂ
，Ｂ２ｂ各々から幅方向内方へ凸となる第１部位Ａ１を長手方向に二分する横軸Ｘを仮想
したときに、仮想横軸Ｘから長手方向後方へ延びる第１部位Ａ１の後部Ａ１ｂが、横軸Ｘ
から長手方向前方へ延びる第１部位Ａ１の前部Ａ１ａよりも幅方向内方へ突出するように
延びている。
【００３１】
第１，２脚周り用弾性部材９各々は、第１部位Ａ１の後部Ａ１ｂが第１部位Ａ１の前部Ａ
１ａよりも幅方向内方へ向って大きく伸長されるので、第３部位Ａ３の伸長応力が第２部
位Ａ２のそれよりも強くなる。
【００３２】
第１，２脚周り用弾性部材９各々の第２部位Ａ２と第３部位Ａ３とは、それら部位Ａ２，
Ａ３の伸長応力が第２部位＜第３部位の関係を維持した状態で、第１，２接着域Ｂ１，Ｂ
２に固着される。
【００３３】
第１，２脚周り用弾性部材９の第１部位Ａ１は、第１，２接着域Ｂ１，Ｂ２の方向へ収縮
変位して略一束に収束し、第１，２接着域Ｂ１，Ｂ２の内側縁Ｂ１ｂ，Ｂ２ｂに沿って略
直状に延びる。第１，２脚周り用弾性部材９の第１部位Ａ１は、第１，２接着域Ｂ１，Ｂ
２の内側縁Ｂ１ｂ，Ｂ２ｂ近傍に固着される。
【００３４】
第１，２接着域Ｂ１，Ｂ２の外側縁Ｂ１ａ，Ｂ２ａ各々から幅方向外方へ凸となる第１，
２脚周り用弾性部材９は、第１，２接着域Ｂ１，Ｂ２の方向へ収縮変位して略一束に収束
し、第１，２接着域Ｂ１，Ｂ２の外側縁Ｂ１ａ，Ｂ２ａ近傍に略直状に延びた状態で固着
される。
【００３５】
図３の工程図における脚周り用弾性部材９の第１～第３部位Ａ１，Ａ２，Ａ３と図１のお
むつ１の第１～第３伸縮域Ａ１，Ａ２，Ａ３との対応は、以下のとおりである。第１，２
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脚周り用弾性部材９の第１部位Ａ１は、おむつ１における両側縁部５の第１伸縮域Ａ１に
対応し、第１，２脚周り用弾性部材９の第２部位Ａ２は、おむつ１における両側縁部５の
第２伸縮域Ａ２に対応する。第１，２脚周り用弾性部材９の第３部位Ａ３は、おむつ１に
おける両側縁部５の第３伸縮域Ａ３に対応する。
【００３６】
おむつ１では、脚周り用弾性部材９の第１部位Ａ１の伸長倍率を高くすると、第１部位Ａ
１が収縮することによって、第１部位Ａ１の伸長応力が供給時の応力よりも低下し、接着
域Ｂ１，Ｂ２各々に固着される脚周り用弾性部材９の第２，３部位Ａ２，Ａ３の伸長応力
よりも低くすることができる。また、脚周り用弾性部材９は、第１部位Ａ１がその収縮に
よって収束し、パネル４の両側縁４ａから離間する。
【００３７】
この方法では、裏面シート３に第１，２脚周り用弾性部材９各々を固着した後に、裏面シ
ート３と第１，２脚周り用弾性部材９各々とを、第１，２脚周り用弾性部材９が第１，２
接着域Ｂ１，Ｂ２の外側縁Ｂ１ａ，Ｂ２ａ各々から幅方向外方へ凸となる位置で幅方向へ
切断し、第１，２脚周り用弾性部材９が固着された裏面シート３を複数のユニットに分割
することもできる。
【００３８】
パンツ型のおむつ１では、図３において、横軸Ｘから長手方向前方へ延びる第１部位Ａ１
の前部Ａ１ａが、横軸Ｘから長手方向後方へ延びる第１部位Ａ１の後部Ａ１ｂよりも幅方
向内方へ突出するようにすればよい。第１，２脚周り用弾性部材９各々は、第１部位Ａ１
の前部Ａ１ａが第１部位Ａ１の後部Ａ１ｂよりも幅方向内方へ向って大きく伸長されるの
で、第２部位Ａ２における第１，２脚周り用弾性部材９の伸長応力が第３部位Ａ３におけ
る第１，２脚周り用弾性部材９のそれよりも強くなる。
【００３９】
脚周り用弾性部材９は、おむつ１の両側縁部５に取り付けられるもので、両側縁部５が表
面シート２と裏面シート３とで形成される場合と、それらシート２，３のうちの少なくと
も一方と側部シート７とで形成される場合とがある。
【００４０】
図４は、図１のおむつ１の製造方法の一例を示す工程図であり、脚周り用弾性部材９を取
り付ける方法を含む。各工程は、矢印の方向へ向って順次進行する。おむつ１は、表面シ
ート２および裏面シート３と、一対の液抵抗性側部シート７と、マット状の吸液性パネル
４と、脚周り用弾性部材９および胴周り用弾性部材１１とを使用し、第１工程（ａ）～第
７工程（ｇ）を経ることによって製造される。
【００４１】
表面シート２と裏面シート３とは、互いに並行して長手方向へ延びる両側縁部５を有し、
裏面シート３の幅寸法が表面シート２のそれよりも大きいものである。側部シート７は、
自由側部７ｂを形成する一側縁部に弾性部材１２が伸長状態で取り付けられている。表裏
面シート２，３と側部シート７と脚周り用弾性部材９とは、長手方向へ連続するものであ
る。
【００４２】
第１工程（ I）は、裏面シート３を長手方向へ供給し、裏面シート３の両側縁部５の内面
に接着剤１０を塗布する工程である。第１工程では、巻回ロールに巻き取られている裏面
シート３が長手方向前方へ供給される。裏面シート３には、接着剤塗布手段２３のノズル
から裏面シート３の両側縁部５に接着剤１０がスパイラル状に塗布される。裏面シート３
には、長手方向へ連続する第１接着域Ｂ１と第２接着域Ｂ２とが形成される。
【００４３】
第２工程（ II）は、第１脚周り用弾性部材９と第２脚周り用弾性部材９とを、裏面シート
３の第１接着域Ｂ１と第２接着域Ｂ２とへ供給し、第１，２脚周り用弾性部材９各々を、
裏面シート３の第１，２接着域Ｂ１，Ｂ２に固着する工程である。第２工程（ II）では、
複数条の第１，２脚周り用弾性部材９が、長手方向と直交する幅方向へ往復移動する第１
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，２トラバース手段２４を介して、裏面シート３の第１，２接着域Ｂ１，Ｂ２を横切り、
線対称に連続する波形を画くように長手方向へ供給される。脚周り用弾性部材９各々は、
伸長状態にあり、かつ、互いに離間並行して延びている。
【００４４】
第１，２脚周り用弾性部材９各々は、第１，２接着域Ｂ１，Ｂ２に位置する第２部位Ａ２
と第３部位Ａ３とがそれら接着域Ｂ１，Ｂ２に固着され、第１，２接着域Ｂ１，Ｂ２の内
側縁Ｂ１ａ，Ｂ２ａ各々から裏面シート３の幅方向内方へ凸となる第１部位Ａ１が、第１
，２接着域Ｂ１，Ｂ２の方向へ収縮変位して略一束に収束し、裏面シート３に固着される
。また、第１，２接着域Ｂ１，Ｂ２の外側縁Ｂ１ａ，Ｂ２ａ各々から幅方向外方へ凸とな
る第１，２脚周り用弾性部材９は、第１，２接着域Ｂ１，Ｂ２の方向へ収縮変位して略一
束に収束し、裏面シート３に固着される。図３に示す工程図は、図４の第２工程（ II）に
相当し、第２工程（ II）の詳細を示すものである。
【００４５】
第３工程（ III）は、裏面シート３の幅方向中央部に吸液性パネル４を配置し、幅方向へ
延びる複数条の胴周り用弾性部材１１を固着する工程である。第３工程（ III）では、パ
ネル４が長手方向へ所要寸法離間し、裏面シート３の第１，２接着帯域Ｂ１，Ｂ２の間に
配置され、パネルに塗布された接着剤（図示せず）を介して裏面シート３の内面に接合さ
れる。胴周り用弾性部材１１は、パネル４とパネル４との間に配置され、胴周り用弾性部
材１１に塗布された接着剤（図示せず）を介して裏面シート３の内面に伸長状態で固着さ
れる。
【００４６】
第４工程（ IV）は、表面シート２を長手方向へ供給し、表面シート２を裏面シート３に重
ね合わせ、それらシート２，３の内面どうしを固着する工程である。第４工程（ IV）では
、巻回ロールに巻き取られている表面シート２が長手方向前方へ連続して供給される。表
面シート２と裏面シート３とは、それらシート２，３の縦中心線Ｙ１，Ｙ２が互いに一致
した状態で重なり合い、接着剤１０を介してそれらシート２，３が互いに固着される。パ
ネル４は、パネル４に塗布された接着剤（図示せず）を介して表面シート２の内面に固着
される。シート２，３の固着には、接着剤１０の他に、熱融着の技術を利用することもで
きる。
【００４７】
第５工程（ V）は、側部シート７各々をパネル４の両側縁４ａの外側近傍に延びる表面シ
ート２に固着する工程である。第５工程（ V）では、伸長状態にある側部シート７各々が
長手方向へ連続して供給され、側部シート７の固定側部７ａがパネル４の両側縁４ａの外
側近傍に配置される。側部シート７は、その固定側部７ａが側部シート７に塗布された接
着剤（図示せず）を介して表面シート２の外面に固着され、固定端部７ｃが幅方向内方へ
倒伏した状態で表面シート２の外面に接着剤（図示せず）を介して固着される。固定側部
７ａから幅方向外方へ延びる外側部７ｄは、表面シート２の外面と裏面シート３の内面と
に接着剤（図示せず）を介して固着される。
【００４８】
第６工程（ VI）は、裏面シート３と側部シート７の外側部７ｄと第１，２脚周り用弾性部
材９各々との部分を切断する工程である。第６工程（ VI）では、幅方向内方へ弧を描く第
１，２脚周り用弾性部材９各々の外側近傍に沿って、裏面シート３と側部シート７の外側
部７ｄとを切断して凹欠部８を形成する。さらに、隣接する凹欠部８の間に延びる裏面シ
ート３と側部シート７の外側部７ｄと第１，２脚周り用弾性部材９各々との部分を、第１
，２接着域Ｂ１，Ｂ２の外側縁Ｂ１ｂ，Ｂ２ｂ近傍において切断する。
【００４９】
第７工程（ VII）は、表裏面シート２，３と側部シート７とを幅方向へ切断して個々のお
むつ１を得る工程である。第７工程（ VII）では、後胴周り域２２における側部シート７
の外側部７ｄにテープファスナ１３の基端部が取り付けられる。その後、表裏面シート２
，３と側部シート７とが互いに対向する胴周り用弾性部材１１の間を幅方向へ切断され、
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個々のおむつ１が作られる。なお、図示はしていないが、前胴周り域２０における裏面シ
ート３の外面には、テープファスナ１３の止着域となる矩形のターゲットテープが固着さ
れる。
【００５０】
第１工程（ I）～第７工程（ VII）において製造されたおむつ１は、オープン型のおむつ１
であるが、この工程では、パンツ型のおむつを製造することもできる。パンツ型のおむつ
を製造するには、第７工程（ VII）におけるテープファスナ１３とターゲットテープとの
取り付けを省略した個々のおむつ１を作る。その後、おむつ１を長手方向に二分する横中
心線で、表面シート２が内側になるようにおむつ１を折曲し、おむつ１の互いに重なり合
う前後胴周り域２０，２２を第１，２接着域Ｂ１，Ｂ２の外側縁Ｂ１ｂ，Ｂ２ｂ近傍にお
いて固着する。
【００５１】
図４に示す第２工程（ II）において、オープン型のおむつ１では、脚周り用弾性部材９の
第３部位Ａ３の伸長応力が、脚周り用弾性部材９の第２部位Ａ２のそれよりも強く設定さ
れ、パンツ型のおむつでは、脚周り用弾性部材９の第２部位Ａ２の伸長応力が、脚周り用
弾性部材９の第３部位Ａ３のそれよりも強く設定される。
【００５２】
脚周り用弾性部材９を取り付けるためのホットメルト型接着剤１０の塗布パターンは、ス
パイラル状の他に、ジグザグ状やスプレー状、直状にすることができる。裏面シート３の
両側縁部５に沿って接着剤１０を多数のドットとして塗布することもできる。
【００５３】
表面シート２としては、不織布や開孔プラスチックフィルム等の透液性のシート、好まし
くは透液性であって親水性のシートを使用することができる。裏面シート３としては、疎
水性不織布、不透液性のプラスチックフィルムまたは疎水性不織布とプラスチックフィル
ムとのラミネートシート、好ましくは通気不透液性のシートを使用することができる。側
部シート７としては、通気不透液性の不織布を使用することができる。
【００５４】
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、ケミカルボンド等の不織布を使用することができる。また、裏面シートと側
部シートとには、高い耐水性を有するメルトブローン不織布の両シート面を、高い強度を
有しかつ柔軟性に富んだスパンボンド不織布のシート面で挟んだ複合不織布（ＳＭＳ不織
布）を使用することもできる。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ステルの
複合繊維等を使用することができる。
【００５５】
パネル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であり、所要の厚みに圧
縮され、全体がティシュペーパ等の透水性シート（図示せず）によって被覆されている。
【００５６】
本発明は、使い捨ておむつ１の他に、失禁パンツやトレーニングパンツでも実施すること
ができる。
【００５７】
【発明の効果】
本発明にかかる使い捨て着用物品のうち、第２伸縮域における脚周り用弾性部材の伸長応
力が第３伸縮域における脚周り用弾性部材のそれよりも強くしたものは、脚周り用弾性部
材による着用者の脚周りの締め付けが股下域の前部において強くなるので、脚周り用弾性
部材が動作の活発な着用者を対象とするパンツ型のおむつに要求される機能を備えること
ができる。
【００５８】
本発明にかかる使い捨て着用物品のうち、第３伸縮域における脚周り用弾性部材の伸長応
力が第２伸縮域における脚周り用弾性部材のそれよりも強くしたものは、第２伸縮域にお
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ける脚周り用弾性部材の伸長応力が第３伸縮域における脚周り用弾性部材のそれよりも弱
く、第２伸縮域における脚周り用弾性部材の収縮力がおむつの前胴周り域を股下域の方向
へ下げるように作用することはないので、おむつの着用操作が容易になるとともに、着用
位置がずれてしまうことはなく、着用者に対するおむつのフィット性を向上させることが
できる。ゆえに、脚周り用弾性部材がオープン型のおむつに要求される機能を備えること
ができる。
【００５９】
本発明にかかる着用物品に脚周り用弾性部材を取り付ける方法によれば、脚周り用弾性部
材の第２部位と第３部位とのいずれか一方の伸長応力を他方のそれよりも強くした状態で
、脚周り用弾性部材をシートに連続して取り付けることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】おむつの部分破断斜視図。
【図２】裏面シートと吸液性パネルと弾性部材各々との位置関係を示す配置図。
【図３】脚周り用弾性部材を取り付ける方法の一例を示す工程図。
【図４】図１のおむつの製造方法の一例を示す工程図。
【符号の説明】
１　　　　　使い捨ておむつ（使い捨て着用物品）
２　　　　　透液性表面シート
３　　　　　不透液性裏面シート（連続シート）
４　　　　　吸液性パネル
４ａ　　　　両側縁
５　　　　　両側縁部
９　　　　　脚周り用弾性部材（第１，２脚周り用弾性部材）
２０　　　　　前胴周り域
２１　　　　　股下域
２２　　　　　後胴周り域
Ａ１　　　　　第１伸縮域（部位）
Ａ１ａ　　　　前部
Ａ１ｂ　　　　後部
Ａ２　　　　　第２伸縮域
Ａ３　　　　　第３伸縮域
Ｂ１　　　　　第１接着域
Ｂ１ａ　　　　外側縁
Ｂ１ｂ　　　　内側縁
Ｂ２　　　　　第２接着域
Ｂ２ａ　　　　外側縁
Ｂ２ｂ　　　　内側縁
Ｘ　　　　　　仮想横軸
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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