
JP 2008-73236 A 2008.4.3

10

(57)【要約】
【課題】着用者の胴回りに生地同士の接合線による跡が
付きにくく、着用者の脚回りに対するフィット性に優れ
、また、筒状の編地を用いて効率良く製造することので
きるサニタリーショーツ及びその効率的な製造方法を提
供すること。
【解決手段】吸収性物品がクロッチ部４に取り付けられ
て使用されるサニタリーショーツであり、筒状の胴回り
部及び一対の筒状の脚回り部６，６を有し、胴回り部は
、筒状の編地から形成されており、一対の脚回り部６，
６は、胴回り部を形成する筒状の編地から延出した一対
の側部片１４，１４それぞれを筒状となして形成されて
おり、クロッチ部４は、胴回り部を形成する筒状の編地
から延出した、前方クロッチ片１２及び後方クロッチ片
１３を互いに接合して形成されている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸収性物品がクロッチ部に取り付けられて使用されるサニタリーショーツであって、
　筒状の胴回り部及び一対の筒状の脚回り部を有し、
　前記胴回り部は、筒状の編地から形成されており、
　一対の前記脚回り部は、前記胴回り部を形成する前記筒状の編地から延出した一対の側
部片それぞれを筒状となして形成されており、
　前記クロッチ部は、前記胴回り部を形成する前記筒状の編地から延出した、前方クロッ
チ片及び後方クロッチ片を互いに接合して形成されている、サニタリーショーツ。
【請求項２】
　前記クロッチ部は、前記前方クロッチ片及び／又は前記後方クロッチ片からなる内層と
、該内層の外面側に配された、該前方クロッチ片及び該後方クロッチ片とは別体の外面形
成用生地からなる外層とを備え、該内層と該外層とが、ショーツの前後方向に離間した複
数個所で互いに接合されて２重クロッチ部が形成されている請求項１記載のサニタリーシ
ョーツ。
【請求項３】
　前記クロッチ部は、前記前方クロッチ片及び／又は前記後方クロッチ片からなる内層と
、該内層の外面側に配された、該前方クロッチ片及び該後方クロッチ片とは別体の外面形
成用生地からなる外層とを備え、該外面形成用生地は、前記前方クロッチ片及び／又は前
記後方クロッチ片に重なる中央部分と、該中央部分から延出する一対の突出部分とを有し
ており、一対の前記側部片それぞれは、一つの該突出部分を周方向の一部に含んで筒状と
なされている、請求項１又は２記載のサニタリーショーツ。
【請求項４】
　後身頃に、胴開口部の周縁部付近からクロッチ部方向に向かって延びる難伸長領域が形
成されており、該難伸長領域は、前記編地の繊維密度をその両側に位置する部位より高め
て形成されている請求項１～３の何れかに記載のサニタリーショーツ。
【請求項５】
　前記前方クロッチ片及び前記後方クロッチ片は、それぞれの先端部を他方の先端部から
離間した部位に位置させた状態で互いに接合されており、該前方クロッチ片と該後方クロ
ッチ片との接合部が、該前方クロッチ片と該後方クロッチ片の重なった部分の実質的に全
周に亘って形成されている、請求項１～４の何れかにサニタリーショーツ。
【請求項６】
　請求項１記載のサニタリーショーツの製造方法であって、
　丸編み機により製造した筒状の編地の軸長方向の一方部については筒状の形態を維持す
る一方、該編地の軸長方向の他方部の所定箇所を切断して一対の側部片、前方クロッチ片
及び後方クロッチ片を形成する工程、前記前方クロッチ片と前記後方クロッチ片とを接合
してクロッチ部を形成する工程、及び一対の前記側部片それぞれを筒状となして一対の脚
回り部を形成する工程を具備する、サニタリーショーツの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、クロッチ部に吸収性物品が取り付けられて使用されるサニタリーショーツに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　生理用品やパンティライナー等の吸収性物品は一般に、その着衣対向面に施されたホッ
トメルト粘着剤等の固定材料によって、サニタリーショーツ等の衣類に固定されて使用さ
れる。これによって吸収性物品の変形を防ぐと共に吸収性物品を着用者の身体に密着させ
、吸収性物品からの液漏れを防止すると共に装着感を良好にすることを図っている。
　従来のサニタリーショーツとしては、着用時に着用者の腹側に配される前身頃と背側に
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配される後身頃と股間部に配されるクロッチ部とが別々のパーツから形成されたものが知
られている。
　このような従来のサニタリーショーツにおいては、前身頃を形成する生地と後身頃を形
成する生地とを、着用者の両側部において縫合等により接合していたため、身体に接合線
の跡が付いたり、接合線によって装着感が悪化したりする場合がある。
【０００３】
　また、サニタリーショーツとして、一対の脚回り部それぞれを筒状に形成したものが知
られている。例えば、特許文献１には、生理用ナプキンをクロッチ部に装着して使用する
生理用ショーツにおける、クロッチ部の中央から足ぐり（脚回り部の下端）までの股下丈
を３０ｍｍ以上とすることが記載されている。
　このような筒状の脚回り部を有するサニタリーショーツは、着用者の脚回りに対するフ
ィット性が良好であり、生理用ナプキンのズレを防止する、動きによっても生理用ナプキ
ンの端部と身体とに隙間が発生し難い等の利点を有するが、従来のものは、接合部による
生地と生地の不連続性による身体との密着性の喪失や接合部の違和感が生じ易い等の問題
があった。
【０００４】
　尚、丸編み機や靴下編み機を用いて製造した筒状の編地を用いてパンティストッキング
等を製造する技術が知られている（特許文献２参照）。
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－６６０号公報
【特許文献２】特開平９－２９１４４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、着用者の胴回りに生地同士の接合線による跡が付きにくく、着用者の
脚回りに対するフィット性に優れ、また、筒状の編地を用いて効率良く製造することので
きるサニタリーショーツ及びそのようなサニタリーショーツの効率的な製造方法を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、吸収性物品がクロッチ部に取り付けられて使用されるサニタリーショーツで
あって、筒状の胴回り部及び一対の筒状の脚回り部を有し、前記胴回り部は、筒状の編地
から形成されており、一対の前記脚回り部は、前記胴回り部を形成する前記筒状の編地か
ら延出した一対の側部片それぞれを筒状となして形成されており、前記クロッチ部は、前
記胴回り部を形成する前記筒状の編地から延出した、前方クロッチ片及び後方クロッチ片
を互いに接合して形成されている、サニタリーショーツを提供することにより前記目的を
達成したものである。
【０００８】
　また、本発明は、前記サニタリーショーツの製造方法であって、丸編み機により製造し
た筒状の編地の軸長方向の一方部については筒状の形態を維持する一方、該編地の軸長方
向の他方部の所定箇所を切断して一対の側部片、前方クロッチ片及び後方クロッチ片を形
成する工程、前記前方クロッチ片と前記後方クロッチ片とを接合してクロッチ部を形成す
る工程、及び一対の前記側部片それぞれを筒状となして一対の脚回り部を形成する工程を
具備する、サニタリーショーツの製造方法を提供することにより前記目的を達成したもの
である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明のサニタリーショーツは、着用者の胴回りに生地同士の接合線による跡が付きに
くく、着用者の脚回りに対するフィット性に優れ、また、筒状の編地を用いて効率良く製
造することができる。
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　本発明のサニタリーショーの製造方法によれば、着用者の胴回りに生地同士の接合線に
よる跡が付きにくく、着用者の脚回りに対するフィット性に優れたサニタリーショーツを
、丸編み機により製造した筒状の編地を用いて効率良く製造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明のサニタリーショーツを、その好ましい実施形態に基づき図面を参照しな
がら説明する。
　本発明の一実施形態（第１実施形態ともいう）であるサニタリーショーツ１（以下、単
にショーツ１ともいう）は、生理用ナプキン等の吸収性物品がクロッチ部４に取り付けら
れて使用されるサニタリーショーツである。
　ショーツ１は、図１に示すように、筒状の胴回り部５及び一対の筒状の脚回り部６，６
を有している。胴回り部５は、着用時に着用者の腹側に配される前身頃２と、着用時に着
用者の背側に配される後身頃３とからなり、クロッチ部４は、図２に示すように、ショー
ツ１の幅方向中央部において、前身頃２と後身頃３との間に位置している。ショーツ１の
着用状態において、クロッチ部４の幅方向中央部から脚回り部４の下端までの股下丈Ｈは
、５～１００ｍｍ程度、特に２０～５０ｍｍ程度であることが好ましい。股下丈Ｈは、図
１に示すような形態で計測するため、女性の腰部から脚部を模したモデルに装着した状態
でおこない、脚部は内方下端部との距離を計測する。
【００１１】
　本実施形態のショーツ１は、丸編機により製造した筒状の編地１１Ａを、ショーツ１の
一枚分の長さに切断する工程〔図３（ａ）参照〕、切断した筒状の編地１１の軸長方向の
一方部Ｕについては筒状の形態を維持する一方、該編地１１の軸長方向の他方部Ｄの所定
箇所を切断して一対の側部片１４，１４、前方クロッチ片１２及び後方クロッチ片１３を
形成する工程〔図３（ｂ）参照〕、前方クロッチ片１２と後方クロッチ片１３とを接合し
てクロッチ部４を形成する工程〔図３（ｃ）参照〕、及び一対の側部片１２，１２それぞ
れを筒状となして一対の脚回り部６，６を形成する工程〔図３（ｄ）参照〕を経て、製造
されたものである。
【００１２】
　本実施形態のショーツ１における胴回り部５は、筒状の編地１１における前記一方部Ｕ
からなり、製造に用いた筒状の編地１１における筒状の形態をそのまま維持している。そ
のため、胴回り部５の周方向には、編地同士を縫合等により接合した接合部が形成されて
おらず、着用者の胴回りの肌に接合線による跡が付かず、全体としてのフィット性や装着
感にも優れている。
　また、一対の側部片１４，１４、前方クロッチ片１２及び後方クロッチ片１３は、筒状
の編地１１における前記他方部Ｄを、図３（ｂ）に示すように切断して形成したものであ
り、筒状の編地１１における胴回り部５を形成する部分（胴回り部を形成する筒状の編地
）から延出している。
　本実施形態のショーツ１は、胴回り部５、一対の側部片１４，１４、前方クロッチ片１
２及び後方クロッチ片１３は、一枚の連続した編地（生地）から形成されている。
【００１３】
　本実施形態のショーツ１におけるクロッチ部４は、前方クロッチ片１２と後方クロッチ
片１３とが互いに接合されて形成されている。より具体的には、図２に示すように、後方
クロッチ片１３を前方クロッチ片１２の内面側に重ねた状態で、前方クロッチ片１２の先
端部１２ａを、後方クロッチ片１３の先端部１３ａから離間した部位１３ｂに縫合すると
共に、後方クロッチ片１３の先端部１３ａを、前方クロッチ片１２の先端部１２ａから離
間した部位１２ｂに縫合し、更に、前方クロッチ片１２と後方クロッチ片１３とが重なっ
た部分４１の両側縁部４２，４２において、両クロッチ片１２，１３を縫合してある。
【００１４】
　本実施形態のショーツ１におけるクロッチ部４は、図２に示すように、前方クロッチ片
１２及び後方クロッチ片１３からなる内層４Ａと、該内層の外面側に配された、該前方ク
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ロッチ片１２及び該後方クロッチ片１３とは別体の外面形成用生地７からなる外層４Ｂと
を備えている。本実施形態で用いた外面形成用生地７は、図５に示すように、前方クロッ
チ片１２及び／又は後方クロッチ片１３に重なる中央部分７１と、該中央部分７１からそ
れぞれ延出する一対の突出部分７２，７２とを有している。突出部分７２は、中央部分７
１よりもショーツ前後方向と同方向の幅が狭くなっている。中央部分７１は略円形状であ
り、突出部分７２は横長の長方形状又は先端が細い台形状である。また、中央部分７１と
突出部分７２の繋がり部分では、くびれが形成されていても良い。
【００１５】
　そして、内層４Ａと外層４Ｂとは、図２及び図６に示すように、互いに重ねられた状態
で、ショーツの前後方向（図２及び図６中のＸ方向）に離間した２箇所で互いに接合（縫
合）されている。具体的には、前身頃２寄りの接合部４３においては、外面形成用生地７
とその内側に位置する前方クロッチ片１２とが縫合により一体化されており、後身頃３寄
りの接合部４４においては、外面形成用生地７とその内側に位置する後方クロッチ片１３
とが縫合により一体化されている。また、内層４Ａは、ショーツの前後方向（Ｘ方向）に
おける、上述した２箇所の接合部４３,４４間においては外層４Ｂに接合されておらず、
外層４Ｂとの間が離間可能になされている。
　また、前記両接合部４３，４４間の長さショーツの前後方向（Ｘ方向）は、内層４Ａの
長さが外層４Ｂの長さより短くなっている。内層４Ａ及び外層４Ｂの該長さは、ショーツ
１の幅方向中央部において各層の表面に沿って測定し、また、ショーツに外力を加えない
状態において測定する。
【００１６】
　両接合部４３,４４間において内層４Ａが外層４Ｂに接合されていないことにより、両
層４Ａ，４Ｂのうち、着用者の肌側に位置する層である内層４Ａの肌対向面（着用者の肌
側に向けられる面）に、吸収性物品の本体部分を載置固定する一方、該層の非肌対向面側
に、ウイング部を有する吸収性物品の該ウイング部を固定することができる。このように
本実施形態のショーツ１は、相互に離間可能な内外２層からなる２重クロッチ部を有して
いる。
【００１７】
　本発明のサニタリーショーツが２重クロッチ部を有する場合、前方クロッチ片及び後方
クロッチ片を互いに接合して形成されるクロッチ部は、２重クロッチ部を構成する、内層
４Ａ又は外層４Ｂの何れか一方のみであっても良い。
　また、両接合部４３，４４間の内層４Ａの長さが外層４Ｂの長さより短くなっているこ
とで、ショーツ着用時に、内層４Ａが、ショーツ外面を形成する外層４Ｂから着用者の肌
方向に向かって浮かぶため、生理用ナプキンにウイング部が形成されている場合に、内層
４Ａと外層４Ｂの間にウイング部が挿入・固定し易く、また、内層４Ａの肌対向面に配し
た吸収性物品を、着用者に対して良好にフィットさせることができる。
【００１８】
　また、本実施形態のショーツ１においては、前方クロッチ片１２と後方クロッチ片１３
との縫合部（接合部）が、前方クロッチ片１２と後方クロッチ片１３とが重なった部分４
１の全周に亘って形成されている。
　これにより、前方クロッチ片１２と後方クロッチ片１３とが重なった部分４１は、一枚
の編地のみからなる場合や単に２枚の編地を重ねて両者を接合しない場合に比べて剛性が
大きく増大している。
　そのため、前方クロッチ片１２と後方クロッチ片１３とが重なった部分４１に、ナプキ
ン等の吸収性物品を固定して用いることで、身体に対して吸収性物品を良好にフィットさ
せることができる。
　また、クロッチ片は通気性を高める観点から網目状に形成しても良く、網目状構造によ
って伸張性も高めることができる。
【００１９】
　また、本実施形態のショーツ１における一対の脚回り部６，６は、上述した一対の側部
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片１４，１４それぞれを筒状となして形成されているが、一対の側部片１４，１４それぞ
れは、図３（ｃ）、図３（ｄ）及び図５に示すように、外面形成用生地７における各一つ
の突出部分７２を周方向の一部に含んで筒状となされている。このように、側部片を筒状
となすという表現には、側部片のみにより筒状とされている場合の他、周方向の一部に他
の生地を介在させて筒状としてある場合も含まれる。脚回り部６における、外面形成用生
地７で形成されている部分の割合は、脚回り部６の周長の１／２以下であることが好まし
く、脚回り部６の周長の１／３以下であることが、脚回り部６に編地１１に基づく良好な
物性（伸縮性等）を付与する観点、接合部による不連続性の影響を減少する観点、及び（
ウイングを脚周りに延出させて固定する場合）ウイングつきナプキンのウイング固定性の
観点から好ましい。
　本実施形態における外面形成用生地７は、一対の突出部分７２，７２それぞれの、ショ
ーツ前後方向において相対向する一対の縁部７２ａ，７２ａが、各側部片１４の、一対の
縁部１４ａ，１４ａと縫合されている。尚、本実施形態のショーツ１の製造の際には、シ
ョーツの一枚分の長さに切断した筒状の編地１１の他方部Ｄの切断する際に、図３（ｂ）
に示すように、筒状の編地１１の軸長方向と略平行な切れ目１５を入れている。
【００２０】
　脚回り部６の筒状構造は、外面形成用生地７を用いない場合、網目状構造を用いること
が好ましく、脚回り部６の周長の１／２以下で形成されていることが好ましい。
【００２１】
　本実施形態のショーツ１の後身頃３には、図１及び図３に示すように、胴開口部の周縁
部５０付近からクロッチ部４方向に向かって延びる難伸長領域３１が形成されている。よ
り具体的には、難伸長領域３１は、胴開口部５の周縁部近傍に設けられた後述する高弾性
領域５１から上記接合部４４までの範囲に形成されている。
　難伸長領域３１は、後身頃３の幅方向中央部に縦方向に延びるように形成されており、
難伸長領域３１は、少なくとも該縦方向において、その両側に位置する部分３２，３２よ
りも伸長応力を高めるように形成されており、結果として使用者の装着時に伸長しにくく
なっている。
　難伸長領域３１は、下記方法により測定した５０％伸長時の引張荷重が１０～１００ｃ
Ｎ、特に１５～３０ｃＮであることが好ましい。
〔引張荷重の測定方法〕
　腰天からクロッチ部にいたる方向を長手方向としたときに、長手方向１２０ｍｍ／幅方
向１０ｍｍの大きさで難伸長領域を切り出し試験片となし、テンシロン引張・圧縮試験機
ＲＴＡ‐１００（（株）ボールドウイン製）を使用して計測する。ＲＴＡ－１００のチャ
ック間距離を１００ｍｍとし、試験片の長手方向上端と下端の各々１０ｍｍをチャックに
よって把持する。ヘッドスピードを３００ｍｍ／分で稼動させ、１００％伸張時もしくは
５００ｃＮ荷重を上限として計測をおこなう。試験片の幅方向が１０ｍｍ未満である場合
は、１０ｍｍ幅への換算をおこなう。上記試験片を３点計測した平均値を難伸張領域の引
張荷重とする。
【００２２】
　また、難伸長領域３１は、ショーツ１の製造に用いた編地１１の当該部位における繊維
密度を少なくともその両側に位置する部位３２，３２より高めることによって形成されて
いる。即ち、難伸長領域３１は、その両側に位置する部分３２，３２を形成する編地間に
別の編地を配してそれら編地間を接合したり、連続する編地で、難伸長領域３１の両側に
位置する部分３２，３２を形成しその編地に別の編地を重ねて縫合したりして形成された
ものではなく、図４に示すように、丸編機で筒状の編地１１を製造する際に、該編地の一
部における、編み方及び／又は編み込む糸を、他の部分とは異ならせることで形成したも
のである。
【００２３】
　編み方を代えて難伸長領域を形成する方法としては、例えば、横方向の伸縮性より縦方
への伸縮性を抑える平編やゴム編で鹿の子などのタック等の糸抜きを用いることでより縦
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方向の伸びを調整することが出来る。
　編み込む糸を代えて難伸長領域を形成する方法としては、例えば、難伸張領域の両側に
位置する部分より剛性の高い繊維（太い繊維、剛性の高い素材等）を配合する方法を用い
ることができる。また、編み込む繊維の本数を両側に位置する部分より多くする方法等を
用い、難伸張領域を形成することもできる。
【００２４】
　本実施形態のショーツ１は、着用者に着用されたときに、後身頃３における、難伸長領
域３１の両側に位置する部分３２，３２がショーツ１の縦方向に良好に伸長する一方、難
伸長領域３１は相対的に伸長しない。そのため、クロッチ部４及びその近傍における幅方
向中央部が、着用者の股間ないし臀部の谷間に向かってひきつけられる。そのため、クロ
ッチ部４に固定した生理用ナプキン等の吸収性物品を身体に対して一層良好にフィットさ
せることができる。
【００２５】
　このように難伸長領域３１とその両側に位置する部分３２，３２とが連続する一枚の編
地から形成されていることは、難伸長性領域３１とその両側に位置する部分３２，３２と
の境界部で編地の性状が急激に変化することを防止でき、違和感を生じさせ難く、またフ
ィット性や装着感を悪化させることも防止することができる。
　尚、後身頃３の縦方向における難伸長領域３１の長さは、ショーツの外面に沿って測定
したショーツの前後長（後身頃３の胴開口部端から、クロッチ部を経て、前身頃２の胴開
口部端に至る長さ）の２０％以上、特に３０～４０％であることが好ましい。
【００２６】
　本実施形態のショーツ１の製造に用いる筒状の編地１１は、その軸長方向及び周方向に
伸縮性を有していることが好ましい。筒状の編地１１の軸長方向は、ショーツの前身頃２
、後身頃３、胴回り部５、脚回り部６，６それぞれの縦方向であり、クロッチ部の長手方
向である。外面形成用生地７は、ショーツ前後方向及び／又は幅方向に伸縮性を有するこ
とが好ましく、ショーツ前後方向及び幅方向に伸縮性を有することがより好ましいが、伸
縮性を有しない材料を用いることもできる。外面形成用生地７の形成材料としては、他の
部分と同様に編地であることが好ましい。
　尚、内層４Ａ又は外層４Ｂが伸縮性を有する場合、内層４Ａ及び外層４Ｂの前記接合部
４３，４４間の長さは、両層を切り出し、それぞれ自然に収縮させた状態で測定する。
【００２７】
　また、本実施形態のショーツ１における胴開口部の周縁部５０には、該周縁部５０に沿
って延びるように、レース様の外観を呈する高伸長領域５１が形成されている。この高伸
長領域５１は、ショーツ１の製造に用いた編地１１の当該部位における繊維密度を他の部
位より低減して形成されている。即ち、高伸長領域５１は、胴回り部５における難伸長領
域３１以外の部位よりも繊維密度が低減されている。このようにしてレース様の外観を呈
する高伸長領域５１を形成することで、着用者に生理用ショーツを着用しているような感
覚を与えないため、使用時の気持ちを和らげることができる。また、抜き柄様のレース模
様によって、伸張性を高める事ができる。
【００２８】
　また、図示しないが、本実施形態のショーツ１は、一対の脚開口部それぞれの周縁部に
、該周縁部に沿って延びる高弾性領域を有している。この高弾性領域は、筒状の編地１１
を製造する際に、当該部分に高弾性糸を使用して形成されている。高弾性糸は、単独で使
用しても他の糸と組み合わせて使用することもできる。
【００２９】
　次に、本発明の他の実施形態（第２実施形態ともいう）であるサニタリーショーツ１Ａ
（以下、単にショーツ１Ａともいう）について説明する。ショーツ１Ａについては、主と
して、上述した第２実施形態のショーツ１と異なる点について説明し、同様の点について
は、同一の符号を付して説明を省略する。特に言及しない点については、上述したショー
ツ１に関する説明が適宜適用される
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　第２実施形態のショーツ１Ａも、図７に示すように、丸編み機により製造した筒状の編
地１１の軸長方向の一方部Ｕについては筒状の形態を維持する一方、該編地の軸長方向の
他方部Ｄを切断して一対の側部片１４，１４、前方クロッチ片１２及び後方クロッチ片１
３を形成する工程、前方クロッチ片１２と後方クロッチ片１３とを接合してクロッチ部４
を形成する工程、及び一対の側部片１４，１４それぞれを筒状となして一対の脚回り部６
，６を形成する工程を経て製造したものである。
【００３０】
　第２実施形態のショーツ１Ａにおいては、筒状の編地１１の前記他方部Ｄを切断する際
に、図７（ａ）及び図７（ｂ）に示すように、筒状の編地１１の軸長方向と略平行な部分
１５ａと、該部分の端部から斜めに延びている部分１５ｂとを有する切れ目１５を入れて
いる。そして、前方クロッチ片１２、後方クロッチ片１３及び一対の側部片１４，１４は
、この切れ目１５を入れることによって形成されている。
　そして、前方クロッチ片１２と後方クロッチ片１３とが、上述したショーツ１と同様の
態様で接合されて、高剛性のクロッチ部４が形成されている。また、一対の脚回り部６，
６それぞれが、各側部片１４を、一対の縁部１４ａ，１４ａ同士を直接縫合して筒状にす
ることにより形成されている。前方クロッチ片１２と後方クロッチ片１３とを接合し、ま
た、側部片１４それぞれを筒状となしたのみでは、図７（ｃ）に示すように、筒状の脚回
り部６とクロッチ部４との間に隙間が生じてしまうので、脚回り部６を構成する編地を、
図７（ｃ）に示す方向に引っ張り、クロッチ部４の両側縁並びに前身頃２及び後身頃３の
下縁部に縫合してある〔図７（ｄ）〕。
【００３１】
　本実施形態のショーツ１Ａも、筒状の編地１１の筒状の形態を維持した胴回り部６を有
するため、着用者の胴回りに生地同士の接合線による跡が付きにくい。また、完成した状
態は、ショーツ１と同様に図１に示すような形態を有し、筒状の脚回り部６，６を有する
ため、着用者の脚回りに対するフィット性に優れている。また、筒状の編地１１を用いて
上述のように効率良く製造することができる。
【００３２】
　以上、本発明をその好ましい実施形態に基づき説明したが、本発明は前記実施形態に制
限されない。
　例えば、上記実施形態のショーツ１，１Ａにおいては、前方クロッチ片１２と後方クロ
ッチ片１３とを、後方クロッチ片１３が着用者の肌側寄りに位置するように重ねて接合し
ていたが、前方クロッチ片１２が着用者の肌側寄りに位置するように重ねて接合しても良
い。また、前方クロッチ片１２と後方クロッチ片１３とを、それぞれの先端部を他方の先
端部から離間した部位に位置させた状態で接合するのに代えて、前方クロッチ片１２の先
端部１２ａと後方クロッチ片１３の先端部１３ａとを縫合しても良い。
　また、外面形成用生地７として、中央部分７１と突出部分７２とが一枚の連続するシー
トからなるものを用いるのに代えて、各部分を構成する別々のシートを用いても良い。ま
た、中央部分７１のみからなる外面形成用生地７を用いて２重クロッチ部を形成する一方
、側部片１４を、第２実施形態と同様に単独で筒状となして筒状の脚回り部を形成しても
良い。
　また、第２実施形態のショーツにおけるクロッチ部４の内側に別材を固定して、内外２
層からなる２重クロッチ部を形成しても良い。
【００３３】
　また、上記実施形態のショーツ１，１Ａにおける、後身頃３の難伸長領域３１は、胴開
口部の周縁部付近からクロッチ部に近づくに連れてその幅が漸減しているが、胴開口部の
周縁部付近からクロッチ部の近傍に亘って同じ幅であっても良い。
　また、上述した一の実施形態における説明省略部分及び一の実施形態のみが有する要件
は、それぞれ他の実施形態に適宜適用することができ、また、各実施形態における要件は
、適宜、実施形態間で相互に置換可能である。
　また、サニタリーショーツに装着される吸収性物品としては、生理用ナプキン、失禁用
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パッド、パンティライナーが挙げられる。ショーツを装着される吸収性物品は、ウイング
部を有しないものであっても良い。吸収性物品におけるウイング部は、縦長の本体におけ
る長手方向の両側縁それぞれから外方に延出し、吸収性物品の使用時に、クロッチ部（２
重クロッチ部の内層）の非肌当接面側に折り曲げられ粘着部等を介して固定される部分で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】図１は、本発明の一実施形態であるサニタリーショーツを示す図で、図１（ａ）
は、着用された状態の該ショーツを前身頃側の斜め上方からみた斜視図であり、図１（ｂ
）は、着用された状態の該ショーツを前身頃側の斜め上方からみた斜視図である。
【図２】図２は、図１に示すショーツをその幅方向中央を通る平面で切断した断面図であ
る。
【図３】図３は、図１に示すサニタリーショーツの製造工程を示す概略図であり、図３（
ａ）は、丸編み機で製造した筒状の編地をショーツ１枚分の長さに切断する工程、図３（
ｂ）は、切断した筒状の編地の所定箇所を切断してクロッチ片、後方クロッチ片及び一対
の側部片を形成する工程、図３（ｃ）は、前方クロッチ片と後方クロッチ片とを接合して
クロッチ部を形成する工程、図３（ｄ）は、外面形成用生地を縫合して、ショーツとして
完成させる工程を示す図である。
【図４】図４は、図１のショーツのクロッチ部を、ショーツ内面側から見た状態を示す図
である。
【図５】図５は、図１の製造に用いた外面形成用生地を示す平面図である。
【図６】図６は、図１のショーツを、クロッチ部の下方から見た状態を示す図である。
【図７】図７（ａ）～（ｄ）は、本発明の他の実施形態のサニタリーショーツ及びその製
造方法を示す図であり、図７（ａ）及び図７（ｂ）は、筒状の編地１１の所定箇所を切断
して、前方クロッチ片、後方クロッチ片及び一対の側部片を形成する工程、図７（ｃ）は
、前方クロッチ片と後方クロッチ片とを接合し、また、該側部片それぞれを筒状となす工
程、図７（ｄ）は、脚回り部を構成する編地を引っ張り、クロッチ部の両側縁並びに前身
頃及び後身頃の下縁部に縫合する工程を示す図である。図７（ｂ）は、図７（ａ）に示す
筒状の編地を、その軸長方向と平面で仮想的に切断し展開した状態を示す仮想展開図であ
る。
【符号の説明】
【００３５】
　１　サニタリーショーツ
　２　前身頃
　３　後身頃
　１１　筒状の編地
　１２　前方クロッチ片
　１３　後方クロッチ片
　４　クロッチ部
　４Ａ　内層
　４Ｂ　外層
　５　胴回り部
　６　脚回り部
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