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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに対向する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画成する伸
縮性アウターシートと、前記アウターシートの内側に取り付けられて前記前後胴周り域間
に延びる液吸収パネルとから構成され、前記アウターシートが、前記前後胴周り域に横方
向へ延びる胴周り端部および縦方向へ延びる胴周り側部と、前記股下域に脚周り方向へ延
びる脚周り側部とを備え、前記胴周り側部が連結されて胴周り開口と一対の脚周り開口と
が形成され、脚周り方向へ延びる脚周り第１弾性部材が前記アウターシートの脚周り側部
に取り付けられたパンツ型の使い捨て着用物品において、
　前記アウターシートが横方向へ所定の倍率に伸長され、かつ、前記第１弾性部材が脚周
り方向へ所定の倍率に伸長された状態で、前記アウターシートと前記第１弾性部材とが互
いに固着され、前記アウターシートと前記第１弾性部材との伸長が解除された後のそれら
の脚周り方向における収縮寸法が略同一であり、前記脚周り側部が前記アウターシートの
厚み方向へ起伏していないことを特徴とする前記着用物品。
【請求項２】
　横方向へ延びる胴周り第２弾性部材が、前記アウターシートの胴周り端部に取り付けら
れ、前記アウターシートが横方向へ所定の倍率に伸長され、かつ、前記第２弾性部材が横
方向へ所定の倍率に伸長された状態で、前記アウターシートと前記第２弾性部材とが互い
に固着され、前記アウターシートと前記第２弾性部材との伸長が解除された後のそれらの
横方向における収縮寸法が略同一であり、前記胴周り端部が前記アウターシートの厚み方
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向へ起伏していない請求項１に記載の着用物品。
【請求項３】
　前記アウターシートの胴周り端部における横方向の伸長応力が、前記アウターシートの
脚周り側部における脚周り方向の伸長応力よりも大きく、前記胴周り端部と前記脚周り側
部とを除く前記アウターシートの残余部の横方向の伸長応力よりも大きい請求項２に記載
の着用物品。
【請求項４】
　前記アウターシートの脚周り側部における脚周り方向の伸長応力が、前記胴周り端部と
前記脚周り側部とを除く前記アウターシートの残余部の横方向の伸長応力よりも大きい請
求項１ないし請求項３いずれかに記載の着用物品。
【請求項５】
　前記アウターシートが、互いに重なり合う伸縮性かつ疎水性繊維不織布を接合した複合
不織布から形成され、前記第１および第２弾性部材が、それら不織布の間に介在している
請求項２ないし請求項４いずれかに記載の着用物品。
【請求項６】
　前記アウターシートが、互いに重なり合う伸縮性かつ疎水性繊維不織布と伸縮性かつ通
気不透液性プラスチックフィルムとを接合した複合シートから形成され、前記第１および
第２弾性部材が、前記不織布と前記フィルムとの間に介在している請求項２ないし請求項
４いずれかに記載の着用物品。
【請求項７】
　前記パネルが、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、前記表裏面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請求
項１ないし請求項６いずれかに記載の着用物品。
【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、保持するパンツ型の使い捨て着用物品に関する。
【０００２】
【従来の技術】
肌当接側に位置する伸縮性かつ透液性表面シートと、肌非当接側に位置する伸縮性かつ不
透液性裏面シートと、表裏面シートの間に介在する吸液性コアとから構成され、互いに対
向する前胴周り域および後胴周り域と、それら胴周り域の間に位置する股下域とを備え、
胴周り開口とその下方に一対の脚周り開口とを有するパンツ型の使い捨て着用物品がある
（実用新案文献１参照）。
【０００３】
実用新案文献１に開示の物品は、前後胴周り域に横方向へ延びる胴周り端部および縦方向
へ延びる胴周り側部と、股下域に脚周り方向へ延びる脚周り側部とを有する。この物品で
は、胴周り側部が合掌状に重なり合い、胴周り側部の側縁近傍が縦方向へ間欠的に並ぶ多
数の熱融着線を介して固着されている。胴周り端部には、横方向へ延びる複数条の胴周り
用弾性部材が収縮可能に取り付けられている。脚周り側部には、脚周り方向へ延びる複数
条の脚周り用弾性部材が収縮可能に取り付けられている。この物品では、伸縮性の表裏面
シートと胴周り用弾性部材とが相俟って着用者の胴部を締め付けるとともに、表裏面シー
トと脚周り用弾性部材とが相俟って着用者の脚部を締め付けるので、物品がその着用中に
着用者の胴部から不用意にずれ下がってしまうことはなく、脚周り側部からの排泄物の漏
れを防ぐことができる。
【０００４】
【特許文献１】
実開平３－１２２８２４号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
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前記実用新案文献１に開示の物品は、横方向へ収縮した胴周り用弾性部材によって胴周り
端部に表裏面シートの厚み方向へ起伏する不規則な多数の皺が形成されており、脚周り方
向へ収縮した脚周り用弾性部材によって脚周り側部に表裏面シートの厚み方向へ起伏する
不規則な多数の皺が形成されている。胴周り端部と脚周り側部とに皺が形成されると、着
用者の肌と胴周り端部との間に隙間が生じるとともに、着用者の肌と脚周り側部との間に
隙間が生じ、それら弾性部材によって着用者の胴部と脚部とを締め付けたとしても、排泄
物が前記隙間をとおって胴周り端部や脚周り側部から物品の外側へ漏れてしまう場合があ
る。また、胴周り端部と脚周り側部とに形成された皺が着用者の肌に当接し、物品の着用
中に不快感があるばかりか、着用者の肌に皺による圧迫跡が付いてしまう場合がある。
【０００６】
本発明の目的は、脚周り側部と胴周り端部とに弾性部材を取り付けたとしても、側部と端
部とに不規則な多数の皺が形成されることがなく、胴周り端部や脚周り側部からの排泄物
の漏れを防ぐことができ、着用中の不快感がないパンツ型の使い捨て着用物品を提供する
ことにある。
【０００７】
【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、互いに対向する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画成する伸縮性アウターシートと、前記アウターシートの
内側に取り付けられて前記前後胴周り域間に延びる液吸収パネルとから構成され、前記ア
ウターシートが、前記前後胴周り域に横方向へ延びる胴周り端部および縦方向へ延びる胴
周り側部と、前記股下域に脚周り方向へ延びる脚周り側部とを備え、前記胴周り側部が連
結されて胴周り開口と一対の脚周り開口とが形成され、脚周り方向へ延びる脚周り第１弾
性部材が前記アウターシートの脚周り側部に取り付けられたパンツ型の使い捨て着用物品
である。
【０００８】
　前記前提における本発明の特徴として、前記アウターシートが横方向へ所定の倍率に伸
長され、かつ、前記第１弾性部材が脚周り方向へ所定の倍率に伸長された状態で、前記ア
ウターシートと前記第１弾性部材とが互いに固着され、前記アウターシートと前記第１弾
性部材との伸長が解除された後のそれらの脚周り方向における収縮寸法が略同一であり、
前記脚周り側部が前記アウターシートの厚み方向へ起伏していない。
【０００９】
　本発明は、以下の実施態様を有する。
（１）横方向へ延びる胴周り第２弾性部材が、前記アウターシートの胴周り端部に取り付
けられ、前記アウターシートが横方向へ所定の倍率に伸長され、かつ、前記第２弾性部材
が横方向へ所定の倍率に伸長された状態で、前記アウターシートと前記第２弾性部材とが
互いに固着され、前記アウターシートと前記第２弾性部材との伸長が解除された後のそれ
らの横方向における収縮寸法が略同一であり、前記胴周り端部が前記アウターシートの厚
み方向へ起伏していない。
（２）前記アウターシートの胴周り端部における横方向の伸長応力が、前記アウターシー
トの脚周り側部における脚周り方向の伸長応力よりも大きく、前記胴周り端部と前記脚周
り側部とを除く前記アウターシートの残余部の横方向の伸長応力よりも大きい。
（３）前記アウターシートの脚周り側部における脚周り方向の伸長応力が前記胴周り端部
と前記脚周り側部とを除く前記アウターシートの残余部の横方向の伸長応力よりも大きい
。
（４）前記アウターシートが互いに重なり合う伸縮性かつ疎水性繊維不織布を接合した複
合不織布から形成され、前記第１および第２弾性部材がそれら不織布の間に介在している
。
（５）前記アウターシートが互いに重なり合う伸縮性かつ疎水性繊維不織布と伸縮性かつ
通気不透液性プラスチックフィルムとを接合した複合シートから形成され、前記第１およ
び第２弾性部材が前記不織布と前記フィルムとの間に介在している。
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（６）前記パネルが、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、前記表裏面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
。
【００１０】
【発明の実施の形態】
添付の図面を参照し、本発明に係るパンツ型の使い捨て着用物品の詳細を説明すると、以
下のとおりである。
【００１１】
図１，２は、一例として示す着用物品１の斜視図と、胴周り側部１４を連結する以前の状
態で示す図１の物品１の部分破断展開平面図とであり、図３，４は、図１のＩＩＩ－ＩＩ
Ｉ線端面図と、図１のＩＶ－ＩＶ線端面図とである。図１，２では、横方向を矢印Ｌ、縦
方向を矢印Ｍで示し、脚周り方向を矢印Ｎ（図１のみ）で示す。なお、アウターシート２
や表裏面シート１９，２０の内面とは、コア２１に対向する面をいい、それらシート２，
１９，２０の外面とは、コア２１に非対向の面をいう。
【００１２】
物品１は、伸縮性かつ不透液性のアウターシート２と、アウターシート２に取り付けられ
た脚周り第１弾性部材３および胴周り第２弾性部材４と、アウターシート２の内側に取り
付けられた液吸収パネル５とから構成されている。物品１は、パンツ型を呈し、胴周り開
口６とその下方に一対の脚周り開口７とを有する。
【００１３】
アウターシート２は、互いに重なり合う２枚の伸縮性かつ疎水性繊維不織布８，９を接合
した複合不織布から形成され、縦横方向と脚周り方向とへ弾性伸縮可能である。不織布８
，９は、それらの対向面が接着剤（図示せず）を介して断続的に接合されている。アウタ
ーシート２は、互いに対向する前胴周り域１０および後胴周り域１２と、それら胴周り域
１０，１２の間に位置する股下域１１とを画成している。アウターシート２は、前胴周り
域１０の側に位置する第１アウターシート２ａと、後胴周り域１２の側に位置する第２ア
ウターシート２ｂとに分割されている。
【００１４】
アウターシート２は、パネル５の両端部５ａの外側に位置して前後胴周り域１０，１２を
幅方向へ延びる胴周り端部１３と、パネル５の両側部５ｂの外側に位置して前後胴周り域
１０，１２を縦方向へ延びる胴周り側部１４と、パネル５の両側部５ｂの外側に位置して
股下域１１を脚周り方向へ延びる脚周り側部１５と、股下域１１に位置してパネル５を横
切る股下内端部１６とを有する。
【００１５】
アウターシート２は、図２に示すように、脚周り側部１５が前後胴周り域１０，１２から
股下域１１の縦方向中央部１１ａに向かうにつれて物品１の横方向内方へ傾斜し、股下内
端部１６の横寸法が胴周り端部１３のそれよりも小さい。股下内端部１６は、股下域１１
の縦方向中央部１１ａにおいて縦方向へ所与寸法離間している。アウターシート２では、
シート２ａ，２ｂの胴周り側部１４が合掌状に重なり合い、胴周り側部１４の側縁１７近
傍が縦方向へ間欠的に並ぶ多数の熱融着線１８を介して固着されている。
【００１６】
なお、アウターシート２は、第１および第２アウターシート２ａ，２ｂに分割されること
なく、その股下内端部１６が股下域１１で一連につながって股下域１１全域を画成してい
てもよい。この場合、アウターシート２は、前後胴周り域１０，１２に延びる胴周り端部
１３および胴周り側部１４と、股下域１１に延びる脚周り側部１５とを有する。
【００１７】
脚周り第１弾性部材３は、脚周り側部１５に配置されて脚周り方向へ延びている。第１弾
性部材３は、糸状を呈し、その複数条が横方向へ所与寸法離間して並んでいる。胴周り第
２弾性部材４は、胴周り端部１３に配置されて横方向へ延びている。第２弾性部材４は、
糸状を呈し、その複数条が縦方向へ所与寸法離間して並んでいる。第１弾性部材３と第２
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弾性部材４とは、アウターシート２を形成する不織布８，９の間に介在し、それら不織布
８，９の対向面に接着剤（図示せず）を介して固着されている。なお、それら弾性部材３
，４は、胴周り側部１４と股下内端部１６とにおいてそれら不織布８，９に固着されてい
ればよく、側部１４と端部１６と間においてそれら不織布８，９に固着されていなくても
よい。
【００１８】
　アウターシート２と第１弾性部材３との固着時では、シート２を横方向へ所定の伸長倍
率に伸長するとともに、第１弾性部材３を脚周り方向へ所定の伸長倍率に伸長した状態に
ある。アウターシート２と第１弾性部材３との固着後は、それらの伸長が解除され、シー
ト２と第１弾性部材３とが収縮する。アウターシート２と第１弾性部材３とは、それらの
伸長を解除した後の脚周り方向における収縮寸法が略同一である。ゆえに、第１弾性部材
３が収縮したとしても、その収縮によってアウターシート２の脚周り側部１５に不規則な
多数の皺が形成されることはない。アウターシート２では、脚周り側部１５がシート２の
厚み方向へ起伏することがない。
【００１９】
アウターシート２は、所定の残留歪みを有し、それを伸長した後に伸長状態を解除し、そ
れを収縮させた場合、伸長前の寸法と収縮後の寸法とに差（ヒステリシス差）が生じる。
同様に、第１弾性部材３も所定の残留歪みを有し、それを伸長した後に伸長状態を解除し
、それを収縮させた場合、伸長前の寸法と収縮後の寸法とに差（ヒステリシス差）が生じ
る。残留歪みは、シート２や弾性部材３の材質、長さ、幅、厚みによってその値が異なる
ので、アウターシート２の残留歪みと第１弾性部材３のそれとは異なることが一般的であ
る。
【００２０】
アウターシート２と第１弾性部材３との残留歪みが異なる場合、シート２と弾性部材３と
を同一倍率に伸長し、それらを互いに固着したとしても、それらの残留歪みの差によって
一方の収縮寸法と他方のそれとが異なり、脚周り側部１５に皺が形成されてしまう。しか
し、この物品１では、アウターシート２や第１弾性部材３の残留歪みを考慮しつつ、それ
らの脚周り方向への収縮寸法が略同一となるように、シート２や第１弾性部材３の伸長倍
率が設定されているので、それらが収縮したとしても、脚周り側部１５に皺が形成される
ことはない。
【００２１】
　アウターシート２と第２弾性部材４との固着時では、シート２を横方向へ所定の伸長倍
率に伸長するとともに、第２弾性部材４を横方向へ所定の伸長倍率に伸長した状態にある
。アウターシート２と第２弾性部材４との固着後は、それらの伸長が解除され、シート２
と第２弾性部材４とが収縮する。アウターシート２と第２弾性部材４とは、それらの伸長
を解除した後の横方向における収縮寸法が略同一である。ゆえに、第２弾性部材４が収縮
したとしても、その収縮によってアウターシート２の胴周り端部１３に不規則な多数の皺
が形成されることはない。アウターシート２では、胴周り端部１３がシート２の厚み方向
へ起伏することがない。
【００２２】
第２弾性部材４は、所定の残留歪みを有し、それを伸長した後に伸長状態を解除し、それ
を収縮させた場合、伸長前の寸法と収縮後の寸法とに差（ヒステリシス差）が生じる。残
留歪みは、上述のように、シート２や弾性部材４の材質、長さ、幅、厚みによってその値
が異なるので、アウターシート２の残留歪みと第２弾性部材４のそれとは異なることが一
般的である。
【００２３】
アウターシート２と第２弾性部材４との残留歪みが異なる場合、シート２と弾性部材４と
を同一倍率に伸長し、それらを互いに固着したとしても、それらの残留歪みの差によって
一方の収縮寸法と他方のそれとが異なり、胴周り端部１３に皺が形成されてしまう。しか
し、この物品１では、アウターシート２や第２弾性部材４の残留歪みを考慮しつつ、それ
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らの横方向への収縮寸法が略同一となるように、シート２や第２弾性部材４の伸長倍率が
設定されているので、それらが収縮したとしても、胴周り端部１３に皺が形成されること
はない。
【００２４】
なお、アウターシート２と第１および第２弾性部材３，４との残留歪みが同一の場合は、
それらの伸長倍率が異なると、シート２とそれら弾性部材３，４とを固着したときに一方
の収縮力が他方を縮めてしまい、胴周り端部１３と脚周り側部１５とに皺が形成されてし
まうので、シート２とそれら弾性部材３，４とを同一倍率で伸長しつつ、それらを互いに
固着する。
【００２５】
アウターシート２の前後胴周り域１０，１２には、第１弾性部材３と第２弾性部材４との
間に位置して横方向へ延びる複数条の補助第３弾性部材が取り付けられていてもよい。ア
ウターシート２に第３弾性部材を取り付ける場合は、シート２と第３弾性部材との伸長を
解除した後のそれらの横方向における収縮寸法が略同一となるように、シート２や第３弾
性部材の伸長倍率を設定し、シート２と第３弾性部材とを横方向へ所定の倍率に伸長した
状態でそれらを互いに固着する。
【００２６】
アウターシート２は、それを１０～２０％の伸長倍率で伸長したときに伸長応力が０．０
５～０．５Ｎ／２５ｍｍの範囲にあることが好ましく、その坪量が２０～１５０ｇ／ｍ２

の範囲にあることが好ましい。アウターシート２を形成する伸縮性不織布８，９は、縦横
方向と胴周り方向とへ１００～４００％伸長可能であることが好ましい。不織布８，９は
、それらの残留歪みが同一である。
【００２７】
伸縮性不織布８，９には、メルトブローンやスパンボンド、スパンレースの各製法により
製造されたものを使用することができる。不織布８，９の構成繊維には、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。不織布８，９では、そ
れの試験片（直径１ｍｍ、長さ３ｍｍ）を５０％伸長（２回伸長、雰囲気２０℃）した後
の残留歪みが１６％以下であることが好ましい。また、不織布８，９の試験片（直径１ｍ
ｍ、長さ１００ｍｍ）を５０％伸長（１回伸長、引っ張り速度１００ｍｍ／ｍｉｎ、雰囲
気４０℃）した後の応力をＳ１とするとともに、試験片（直径１ｍｍ、長さ１００ｍｍ）
を５０％伸長（１回伸長、雰囲気４０℃）した状態で１２０分間放置した後の応力をＳ２
とし、Ｓ２／Ｓ１で表される応力保持率が０．２以上であることが好ましい。このような
物性を有する不織布８，９は、伸長率が大きく、長時間伸長状態を維持した場合の伸長応
力の低下が少なく、さらに、複数回の伸縮に十分耐え得る。
【００２８】
第１および第２弾性部材３，４は、天然ゴムや合成ゴムを使用することができ、糸状の他
に、帯状であってもよい。それら弾性部材３，４は、２００～７００％伸長可能であるこ
とが好ましい。また、それら弾性部材３，４には、フォームラバーを使用することもでき
る。
【００２９】
アウターシート２は、互いに重なり合う伸縮性かつ疎水性繊維不織布と伸縮性かつ通気不
透液性プラスチックフィルムとを接合した複合シートから形成されていてもよい。フィル
ムの物性は、上述した伸縮性不織布のそれと同一であることが好ましい。フィルムの物性
が不織布のそれと異なる場合であってそれらを伸長状態で固着するには、フィルムや不織
布の残留歪みを考慮しつつ、それらの収縮寸法が略同一となるように、フィルムや不織布
の伸長倍率を設定する。
【００３０】
アウターシート２には、熱可塑性エラストマー樹脂繊維からなる伸縮性かつ疎水性繊維不
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重ね合わせた複合
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不織布を使用することもできる。
【００３１】
パネル５は、肌当接側に位置する非伸縮性かつ透液性表面シート１９と、肌非当接側に位
置する非伸縮性かつ不透液性裏面シート２０と、表裏面シート１９，２０の間に介在する
吸液性コア２１とから形成されている。パネル５は、その平面形状が略矩形を呈し、前後
胴周り域１０，１２間に延びている。パネル５では、その両端部５ａがコア２１の両端縁
２１ａから縦方向外方へ延びる表裏面シート１９，２０から形成され、その両側部５ｂが
コア２１の両側縁２１ｂから幅方向外方へ延びる表裏面シート１９，２０から形成されて
いる。両端部５ａと両側部５ｂとでは、表裏面シート１９，２０が互いに重なり合い、そ
れらシート１９，２０の内面どうしが接着剤（図示せず）を介して固着されている。コア
２１は、表裏面シート１９，２０の内面に接着剤（図示せず）を介して固着されている。
【００３２】
パネル５の両側部５ｂには、縦方向へ延びる伸縮性弾性部材２２が配置されている。弾性
部材２２は、縦方向へ所定の倍率に伸長させた状態で両側部５ｂに取り付けられており、
縦方向へ収縮可能である。弾性部材２２は、表裏面シート１９，２０の間に介在し、それ
らシート１９，２０の内面に接着剤（図示せず）を介して固着されている。両側部５ｂに
は、弾性部材２２の収縮によって不規則な多数の皺が形成されている。
【００３３】
パネル５は、その両端部５ａがアウターシート２に取り付けられ、その中央部５ｃがアウ
ターシート２の股下端部１６に取り付けられている。パネル５は、それを形成する裏面シ
ート２０の外面がアウターシート２を形成する不織布８の外面に接着剤２３を介して固着
されている。パネル５の両端部５ａと中央部５ｃとを除く残余の部位は、アウターシート
２に固着されておらず、シート２から遊離している。両端部５ａは、シート２に部分的に
固着されていることが好ましい。
【００３４】
図２の状態から図１のパンツ型に成形するには、パネル５を内側にして股下域１１を折り
曲げ、それらアウターシート２ａ，２ｂの胴周り側部１４を重ね合わせた後、胴周り側部
１４の側縁１７近傍を多数の熱融着線１８（図１参照）で固着すればよい。
【００３５】
物品１は、アウターシート２の胴周り端部１３と脚周り側部１５とに皺が形成されておら
ず、端部１３と側部１５とが実質的に平坦であり、物品１を着用したときに、着用者の肌
と胴周り端部１３および脚周り側部１５との間に隙間が生じることはなく、端部１３や側
部１５から排泄物が漏れてしまうことはない。物品１は、端部１３と側部１５とに皺がな
いので、着用した物品１に対する不快感がない。物品１は、第１弾性部材３と弾性部材２
２とが環状を形成するので、それら弾性部材３，２２によって着用者の脚部全周を締め付
けることができる。
【００３６】
図５は、アウターシート２の平面図である。アウターシート２では、第２弾性部材４の伸
長応力が第１弾性部材３のそれよりも大きい。アウターシート２では、その胴周り端部１
３における横方向の伸長応力が脚周り側部１５における脚周り方向のそれよりも大きく、
胴周り端部１３と脚周り側部１５とを除くシート２の残余部２４の横方向のそれよりも大
きい。また、胴周り側部１５には、第１弾性部材３が取り付けられているので、シート２
の脚周り側部１５における脚周り方向の伸長応力が胴周り端部１３と脚周り側部１５とを
除くシート２の残余部２４の横方向のそれよりも大きい。アウターシート２では、胴周り
端部１３における横方向の伸長応力が０．２～０．６Ｎ／２５ｍｍの範囲、脚周り側部１
５における脚周り方向の伸長応力が０．１～０．４Ｎ／２５ｍｍの範囲にあり、残余部２
４の横方向の伸長応力が０．０８～０．３５Ｎ／２５ｍｍの範囲にあることが好ましい。
それら伸長応力は、弾性部材３，４とともにアウターシート２を１１０～１２０％伸長し
たときの値である。
【００３７】
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アウターシート２の胴周り端部１３の伸長応力が脚周り側部１５のそれよりも小さく、胴
周り端部１３の伸長応力が０．２Ｎ／２５ｍｍ未満であると、着用者の脚部の動きが脚周
り側部１５に伝わって側部１５がずれ動いたときに、それに連動して胴周り端部１３がず
れ動き、物品１が着用者の胴部から簡単にずれ下がってしまう場合がある。胴周り端部１
３の伸長応力が０．６Ｎ／２５ｍｍを超過し、かつ、残余部２４の伸長応力が０．３５Ｎ
／２５ｍｍを超過すると、胴周り端部１３と残余部２４とが着用者の胴部を締めすぎてし
まい、物品１の着用中に不快感がある。
【００３８】
脚周り側部１５の伸長応力が０．１Ｎ／２５ｍｍ未満であると、脚周り側部１５で着用者
の脚部を十分に締め付けることができず、脚周り側部１５から排泄物が漏れてしまう場合
がある。脚周り側部１５の伸長応力が０．４Ｎ／２５ｍｍを超過すると、脚周り側部１５
が着用者の脚部を締め付け過ぎてしまい、側部１５によって脚部の動きが抑制されてしま
う。
【００３９】
図６，７は、アウターシート２の製造ラインの一例を示す概略図と、分割する以前の状態
のシート２の平面図とであり、図８は、アウターシート２にパネル５を取り付けるときの
図である。図６では、長さ方向を矢印Ｌで示し、幅方向を矢印Ｍで示す。
【００４０】
製造ラインでは、アウターシート２を形成する不織布８，９と第１および第２弾性部材３
，４とが矢印Ｌ１で示す長さ方向へ連続して移動し、不織布８，９と第１および第２弾性
部材３，４とにそれらの長さ方向へ所定の張力が加えられている。ラインでは、アウター
シート２の長さ方向中心線２５に対する第１弾性部材３の角度が略３０～４０度の範囲に
ある。第１弾性部材３は、アウターシート２の幅方向へ離間と公差とを繰り返すように、
シート２の長さ方向へジグザグを画いて延びている。第２弾性部材４は、縦中心線２５と
平行かつシート２の長さ方向へ略直状に延びている。
【００４１】
ラインでは、不織布８，９（アウターシート２）とそれら弾性部材３，４との残留歪みが
略同一になるように、弾性部材３，４と不織布８，９とに対する伸長倍率が調節されてい
る。弾性部材３，４は、不織布８，９の間に進入し、それら不織布８，９の対向面に固着
される。接着剤は、図示はしていないが、それら不織布８，９のうちの少なくとも一方の
対向面に断続的に塗布されている。
【００４２】
アウターシート２にそれら弾性部材３，４を固着した後は、第１弾性部材に囲繞されたシ
ート２の部分２６が切除されるとともに、シート２と弾性部材３，４とが幅方向へ延びる
第１切断線２７で切断され、図７のアウターシート２が製造される。
【００４３】
アウターシート２は、図７の状態から中心線２５の両側に延びる第２切断線２８で切断さ
れてその幅方向中央部の一部が切除され、第１および第２アウターシート２ａ，２ｂに分
割される。シート２を分割した後は、第１および第２アウターシート２ａ，２ｂを幅方向
へ所与寸法離間させ、それらシート２ａ，２ｂの内側にパネル５を固着する。それらシー
ト２ａ，２ｂの股下域１１における離間寸法は、４～６ｃｍの範囲にあることが好ましい
。
【００４４】
表面シート１９には、親水性繊維不織布や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。裏面シー
ト２０には、疎水性繊維不織布や通気不透液性プラスチックフィルム、２枚の疎水性繊維
不織布をラミネートした複合不織布、疎水性繊維不織布と通気不透液性プラスチックフィ
ルムと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。裏面シート２０
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の少なくとも片面に、高い
強度と優れた柔軟性とを有するスパンボンド法による繊維不織布をラミネートした複合不
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織布を使用することもできる。
【００４５】
表裏面シート１９，２０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／ポリプロピレンやポリエチレン／ポリ
エステルからなる芯鞘型複合繊維または並列型複合繊維を使用することができる。
【００４６】
コア２１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、所定の厚みに圧縮
されている。コア２１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
ィッシュペーパーや親水性繊維不織布等の透液性シートに包被されていることが好ましい
。接着剤には、ホットメルト型接着剤やアクリル系接着剤、ゴム系接着剤を使用すること
ができる。
【００４７】
シート２，１９，２０どうしの固着、シート２に対する弾性部材３，４の固着、シート１
９，２０に対するコア２１の固着には、接着剤の他に、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もできる。
【００４８】
【発明の効果】
本発明にかかるパンツ型の使い捨て着用物品によれば、伸縮性アウターシートとその脚周
り側部に取り付けられた脚周り第１弾性部材との伸長を解除した後のそれらの脚周り方向
における収縮寸法が略同一であり、脚周り側部に不規則な多数の皺が形成されることがな
いので、着用者の肌と脚周り側部との間に隙間が生じることはなく、脚周り側部からの排
泄物の漏れを防ぐことができる。この物品は、着用者の肌に接する脚周り側部が実質的に
平坦であり、着用した物品に対する不快感がない。この物品は、アウターシートと第１弾
性部材とが相俟って着用者の脚部を締め付けるので、脚周り側部を脚部に密着させること
ができ、脚周り側部からの排泄物の漏れを確実に防ぐことができる。
【００４９】
アウターシートの胴周り端部に胴周り第２弾性部材が取り付けられ、アウターシートと第
２弾性部材との伸長を解除した後のそれらの横方向における収縮寸法が略同一である物品
では、胴周り端部に不規則な多数の皺が形成されることがないので、着用者の肌と胴周り
端部との間に隙間が生じることはなく、胴周り端部からの排泄物の漏れを防ぐことができ
る。この物品は、着用者の肌に接する胴周り端部が実質的に平坦であり、着用した物品に
対する不快感がない。この物品は、アウターシートと第２弾性部材とが相俟って着用者の
胴部を締め付けるので、着用者の胴部からの物品のずれ下がりを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】一例として示す着用物品の斜視図。
【図２】胴周り側部を連結する以前の状態で示す図１の物品の部分破断展開平面図。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線端面図。
【図４】図２のＩＶ－ＩＶ線端面図。
【図５】アウターシートの平面図。
【図６】アウターシートの製造ラインの一例を示す概略図。
【図７】分割する以前の状態のシートの平面図。
【図８】アウターシートにパネルを取り付けるときの図。
【符号の説明】
１　　　　　　パンツ型の使い捨て着用物品
２　　　　　　伸縮性アウターシート
３　　　　　　脚周り第１弾性部材
４　　　　　　胴周り第２弾性部材
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５　　　　　　液吸収パネル
６　　　　　　胴周り開口
７　　　　　　脚周り開口
８　　　　　　伸縮性かつ疎水性繊維不織布
９　　　　　　伸縮性かつ疎水性繊維不織布
１０　　　　　　前胴周り域
１１　　　　　　股下域
１２　　　　　　後胴周り域
１３　　　　　　胴周り端部
１４　　　　　　胴周り側部
１５　　　　　　脚周り側部
１９　　　　　　透液性表面シート
２０　　　　　　不透液性裏面シート
２１　　　　　　吸液性コア
２４　　　　　　残余部

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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