
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
縦方向と横方向とを有し、前記縦横方向へ弾性伸縮性を有し互いに上下に重なり合う第１
及び第２伸縮性不織布と、前記第１及び第２伸縮性不織布の間に介在した吸収性パッドと
から形成される、前胴周り域、後胴周り域と、それら前後胴周り域の間に位置する股下域
とを有し、着用時に前記前後胴周り域の両側部を互いに連結する開放型使い捨て着用物品
において、
　前記着用物品が、前記第１および第２伸縮性不織布の間に非伸長下で間欠的に固着され
た第３伸縮性不織布を含み、前記第１、第２及び第３伸縮性不織布が互いに重なり合う部
分が、前記股下域の幅方向中央部から二股に分かれて前記前胴周り域の両側部に達して第
１伸縮域と、前記股下域の幅方向中央部から二股に分かれて前記後胴周り域の両側部に達
して第２伸縮域とをそれぞれ形成し、前記第３不織布と重なっていない部分の前記第１及
び第２伸縮性不織布が、前記第１及び第２伸縮域の前後端部と両側部とに位置して第３伸
縮域を形成し、
　前記第１及び第２伸縮域が前記股下域の幅方向中央部においてひとつながりになってお
り、かつ、それら第１及び第２伸縮域の外側縁が脚開口縁部に沿って湾曲しており、
　前記第１および第２伸縮域の伸長応力が、前記第３伸縮域のそれよりも

大きく、
　前記前後胴周り域を連結するための第１止着部が、前記後胴周り域の両側部に位置する
前記第２伸縮域に形成され、前記第１止着部を着脱可能に止着する第１被止着部が、前記
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前胴周り域の両側部に位置する前記第１伸縮域に形成されていることを特徴とする前記着
用物品。
【請求項２】
　前記第１止着部が、前記後胴周り域の両側部の内面に取り付けられた第１ループ部材で
あり、前記第１被止着部が、前記前胴周り域の両側部の外面に取り付けられた第１フック
部材である の着用物品。
【請求項３】
　前記前後胴周り域を連結するための第２止着部が、前記後胴周り域の両側部に位置する
前記第３伸縮域に形成され、前記第２止着部を着脱可能に止着する第２被止着部が、前記
前胴周り域の両側部に位置する前記第３伸縮域に形成されている請求項１
に記載の着用物品。
【請求項４】
　前記第２止着部が、前記後胴周り域の両側部の内面に取り付けられた第２フック部材で
あり、前記第２被止着部が、前記前胴周り域の両側部の外面に取り付けられた第２ループ
部材である 記載の着用物品。
【請求項５】
　前記前胴周り域の両側部に位置する前記第１伸縮域と前記後胴周り域の両側部に位置す
る前記第２伸縮域とが、前記第１止着部を前記第１被止着部に止着した前記着用物品の着
用時に実質的に連結される請求項１ないし いずれかに記載の着用物品。
【請求項６】
　前記第１および第２伸縮域の幅１５ｍｍかつ１５％伸長時における伸長応力が０．２５
～３０Ｎの範囲、前記第１および第２伸縮域の幅１５ｍｍかつ４０％伸長時における伸長
応力が０．６～５０Ｎの範囲にあり、前記第３伸縮域の幅１５ｍｍかつ１５％伸長時にお
ける伸長応力が０．１７～２０Ｎの範囲、前記第３伸縮域の幅１５ｍｍかつ４０％伸長時
における伸長応力が０．４～３３Ｎの範囲にある請求項１ないし 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、開放型の使い捨て着用物品に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　特開２００１－８９６８公報は、肌当接側に位置して横方向へ弾性伸縮性を有する第１
内面シートと、肌非当接側に位置して横方向へ弾性伸縮性を有する第１外面シートと、そ
れら第１内外面シートの間に介在する吸収体とから形成され、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、横方向と縦方向とへ弾性伸縮性を
有する第２内外面シートが股下域の両側部に取り付けられた開放型の使い捨ておむつを開
示している。
【０００３】
　このおむつは、前後胴周り域と股下域とが弾性伸縮性を有する第１内外面シートから形
成されているので、前後胴周り域と股下域とにギャザーが生じることはなく、おむつを着
用させることが容易であるという効果を有する。このおむつを着用するには、後胴周り域
の両側部に取り付けられたテープファスナを前胴周り域の両側部の外面に止着し、前後胴
周り域を連結する。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　前記公報に開示のおむつでは、その着用時に、横方向へ弾性伸縮性を有する第１内外面
シートの収縮力を利用して着用者の胴部をその周り方向から締め付けることができる。
【０００５】
　しかし、このおむつでは、縦方向へ実質的に非伸縮の第１内外面シートがおむつの股下
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域を縦方向上方へ引き上げるように作用せず、股下域を着用者の股間部に密着させること
ができない。また、このおむつでは、その着用時に、第２内外面シートの縦方向端部どう
しが連結されることはなく、第２内外面シートが着用者の脚部をその周り方向から締め付
けるように作用しないので、第２内外面シートの収縮力を利用して着用者の脚部を締め付
けることができない。
【０００６】
　本発明の課題は、股下域を着用者の股間部に密着させることができるとともに、着用者
の鼠径部と腰部とを締め付けることができる開放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、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、前記前後胴周り域と前記股下域との全域が弾性的
に伸縮可能であり、着用時に前記前後胴周り域の両側部どうしを連結する開放型の使い捨
て着用物品である。
【０００８】
　前記前提における本発明の特徴は、前記着用物品が、前記第１および第２伸縮性不織布
の間に非伸長下で間欠的に固着された第３伸縮性不織布を含み、前記第１、第２及び第３
伸縮性不織布が互いに重なり合う部分が、前記股下域の幅方向中央部から二股に分かれて
前記前胴周り域の両側部に達して第１伸縮域と、前記股下域の幅方向中央部から二股に分
かれて前記後胴周り域の両側部に達して第２伸縮域とをそれぞれ形成し、前記第３不織布
と重なっていない部分の前記第１及び第２伸縮性不織布が、前記第１及び第２伸縮域の前
後端部と両側部とに位置して第３伸縮域を形成し、前記第１及び第２伸縮域が前記股下域
の幅方向中央部においてひとつながりになっており、かつ、それら第１及び第２伸縮域の
外側縁が脚開口縁部に沿って湾曲しており、前記第１および第２伸縮域の伸長応力が、前
記第３伸縮域のそれよりも 大きく、前記前後胴周り域を連結す
るための第１止着部が、前記後胴周り域の両側部に位置する前記第２伸縮域に形成され、
前記第１止着部を着脱可能に止着する第１被止着部が、前記前胴周り域の両側部に位置す
る前記第１伸縮域に形成されていることにある。
【０００９】
　本発明は、以下の実施態様を有する。
（１）前記第１止着部が前記後胴周り域の両側部の内面に取り付けられた第１ループ部材
であり、前記第１被止着部が前記前胴周り域の両側部の外面に取り付けられた第１フック
部材である。
（２）前記前後胴周り域を連結するための第２止着部が前記後胴周り域の両側部に位置す
る前記第３伸縮域に形成され、前記第２止着部を着脱可能に止着する第２被止着部が前記
前胴周り域の両側部に位置する前記第３伸縮域に形成されている。
（３）前記第２止着部が前記後胴周り域の両側部の内面に取り付けられた第２フック部材
であり、前記第２被止着部が前記前胴周り域の両側部の外面に取り付けられた第２ループ
部材である。
（４）前記前胴周り域の両側部に位置する前記第１伸縮域と前記後胴周り域の両側部に位
置する前記第２伸縮域とが、前記第１止着部を前記第１被止着部に止着した前記着用物品
の着用時に実質的に連結される。

前記第１および第２伸縮域の幅１５ｍｍかつ１５％伸長時における伸長応力が０．
２５～３０Ｎの範囲、前記第１および第２伸縮域の幅１５ｍｍかつ４０％伸長時における
伸長応力が０．６～５０Ｎの範囲にあり、前記第３伸縮域の幅１５ｍｍかつ１５％伸長時
における伸長応力が０．１７～２０Ｎの範囲、前記第３伸縮域の幅１５ｍｍかつ４０％伸
長時における伸長応力が０．４～３３Ｎの範囲にある。
【００１０】
【発明の実施の形態】
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　添付の図面を参照し、本発明にかかる開放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、一例として示す使い捨て着用物品１Ａの部分破断平面図と、図１のＡ－Ａ
線矢視断面図とであり、図３，４は、図１のＢ－Ｂ線矢視断面図と、図１のＣ－Ｃ線矢視
断面図とである。図１では、横方向を矢印Ｘで示し、縦方向を矢印Ｙで示す。なお、繊維
不織布ｍ１，ｍ２や表裏面シート１３，１４の内面とは、着用者の肌に対向する面をいい
、それらの外面とは、着用者の肌に非対向の面をいう。
【００１２】
　物品１Ａは、縦方向に前胴周り域２および後胴周り域４と、それら胴周り域２， の間
に位置する股下域 とを備え、横方向へ延びる前後端部５，６と、縦方向へ延びる両側部
７とを有する。股下域３では、両側部７が物品１Ａの横方向内方へ向かって弧を画いてい
る。物品１Ａは、その平面形状が実質的に砂時計型を呈する。物品１Ａの肌当接側には、
排泄物を吸収、保持する吸収性パッドＰが着脱可能に取り付けられている。
【００１３】
　物品１Ａは、互いに重なり合う伸縮性の繊維不織布ｍ１（第１伸縮性不織布）と伸縮性
の繊維不織布ｍ２（第２伸縮性不織布）とから形成されている。それら不織布ｍ１，ｍ２
は、横方向と縦方向とへ弾性的な伸縮性を有する。物品１Ａは、前後胴周り域２，４と股
下域３との全域が横方向と縦方向とへ弾性的に伸縮可能である。物品１Ａでは、不織布ｍ
１が肌当接側に位置し、不織布ｍ２が肌非当接側に位置している。物品１Ａでは、それの
伸縮性が阻害されることがないように、それら不織布ｍ１，ｍ２の内外面どうしが間欠的
に固着されている。具体的には、それら不織布ｍ１，ｍ２どうしがドット状やスパイラル
状、ジグザグ状、縞状のうちのいずれかの態様で固着されている。物品１Ａは、第１伸縮
域８および第２伸縮域９と、第１および第２伸縮域８，９を除いた残余の第３伸縮域１０
ａ，１０ｂとを有する。
【００１４】
　第１伸縮域８は、股下域３の幅方向中央部３ａで二股に分かれ、幅方向中央部３ａから
前胴周り域２の両側部７ａへ向かって延び、前端部５近傍に位置する両側部７ａに達して
いる。第２伸縮域９は、股下域３の幅方向中央部３ａで二股に分かれ、幅方向中央部３ａ
から後胴周り域４の両側部７ｂへ向かって延び、後端部６近傍に位置する両側部７ｂに達
している。股下域３の幅方向中央部３ａでは、第１伸縮域８と第２伸縮域９とがひとつな
がりになって縦方向へ延びている。第１および第２伸縮域８，９は、股下域３を中心とし
て略Ｘ字を画いている。
【００１５】
　第３伸縮域１０ａは、第１および第２伸縮域８，９の縦方向外方に位置して物品１Ａの
前後端部５，６を形成している。第３伸縮域１０ｂは、第１および第２伸縮域８，９の横
方向外方に位置して物品１Ａの両側部７を形成している。
【００１６】
　第１および第２伸縮域８，９では、不織布ｍ１，ｍ２どうしの間に伸縮性の繊維不織布
ｍ３（第３伸縮性不織布）が介在している。不織布ｍ３は、横方向と縦方向とへ弾性的な
伸縮性を有し、不織布ｍ１，ｍ２の内外面に間欠的に固着されている。不織布ｍ１，ｍ２
と不織布ｍ３との固着時には、それら不織布ｍ１，ｍ２，ｍ３が実質的に非伸長状態にあ
る。第１および第２伸縮域８，９は、互いに重なり合う３枚の繊維不織布ｍ１，ｍ２，ｍ
３から形成されている。第３伸縮域１０ａ，１０ｂは、互いに重なり合う２枚の繊維不織
布ｍ１，ｍ２から形成されている。ゆえに、第１および第２伸縮域８，９では、

不織布 の坪量が 第３伸縮域１０ａ，１０ｂのそれより
も大きく、 それら伸縮域８，９の伸長応力が 第３伸縮域１
０ａ，１０ｂのそれよりも大きい。
【００１７】
　前胴周り域２の両側部７ａには、第１フック部材１１（第１被止着部）が取り付けられ
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ている。 フック部材１１は、第１伸縮域８に位置し、不織布ｍ２の外面に固着されて
いる。後胴周り域４の両側部７ｂには、第１ループ部材１２（第１止着部）が取り付けら
れている。 ループ部材１２は、第２伸縮域９に位置し、不織布ｍ１の内面に固着され
ている。
【００１８】
　パッドＰは、肌当接側に位置する透液性表面シート１３と、肌非当接側に位置する不透
液性裏面シート１４と、表裏面シート１３，１４の間に介在してそれらシート１３，１４
の内外面に固着された吸液性コア１５とから形成されている。パッドＰは、裏面シート１
４の外面に塗布された粘着剤１６を介して物品１Ａの股下域３における不織布ｍ１の内面
に止着されている。表裏面シート１３，１４は、コア１５の周縁から周方向外方へ延びる
縁部が互いに重なり合った状態で固着されている。
【００１９】
　図５，６は、着用状態で示す物品１Ａの斜視図である。図６では、着用者が仰向けに寝
ている状態にある。
【００２０】
　物品１Ａを着用するには、後胴周り域４の両側部７ｂを前胴周り域２の両側部７ａに向
かって移動させ、両側部７ｂを両側部７ａの外側に重ね合わせた後、 ループ部材１２
を フック部材１１に係合させて前後胴周り域２，４を連結する。前後胴周り域２，４
が連結された物品１Ａには、胴周り開口１７と一対の脚周り開口１８とが形成される。
【００２１】
　物品１Ａでは、 ループ部材１２を フック部材１１に係合させると、前胴周り域
２の両側部７ａに位置する第１伸縮域８と後胴周り域４の両側部７ｂに位置する第２伸縮
域９とが実質的に連結され、それら伸縮域８，９が環状を形成する。物品１Ａは、その着
用時に、第１および第２伸縮域８，９が着用者の鼠径部から腰部へ向かって環状を形成す
るので、それら伸縮域８，９の収縮力を利用して着用者の鼠径部と腰部とをその周り方向
（矢印Ｙ１方向）から締め付けることができる。
【００２２】
　物品１Ａでは、第１および第２伸縮域８，９が縦方向上下（矢印Ｙ２方向）に伸縮可能
であり、それら伸縮域８，９の縦方向の収縮力が物品１Ａの股下域３を縦方向上方へ引き
上げるように作用する。ゆえに、物品１Ａは、その股下域３を着用者の股間部に密着させ
ることができるとともに、それに取り付けられたパッドＰを着用者の股間部に密着させる
ことができる。
【００２３】
　物品１Ａは、その両側部７が第１および第２伸縮域８，９よりも低い伸長応力の第３伸
縮域１０ｂから形成され、第３伸縮域１０ｂが着用者の脚部をその周り方向（矢印Ｙ３方
向）から包囲する。ゆえに、物品１Ａは、その着用中に、第１および第２伸縮域８，９が
着用者の脚部の動きを拘束することはなく、脚部の動作に支障を来すことはない。物品１
Ａでは、第３伸縮域１０ａから形成された前後端部５，６が着用者の胴部をその周り方向
（矢印Ｘ１方向）から締め付けるので、物品１Ａが着用者の胴部から不用意にずれ下がっ
てしまうことはない。
【００２４】
　物品１Ａは、それを着用するときに、 ループ部材１２を フック部材１１に係合
させなければならず、それら部材１１，１２が係合することで、必然的に第１伸縮域８と
第２伸縮域９とが連結される。物品１Ａは、その着用時に、後胴周り域４の両側部７ｂに
取り付けられた ループ部材１２を フック部材１１以外に係合させることはできず
、 ループ部材１２が前胴周り域２の不織布ｍ１に止着されてしまうことがないので、
前後胴周り域２，４の両側部７ａ，７ｂどうしの連結位置を間違えてしまうことはない。
【００２５】
　物品１Ａは、前後胴周り域２，４の両側部７ａ，７ｂに対する フック部材１１と

ループ部材１２との取り付け位置を変えることで、前後胴周り域２，４の両側部７ａ，

10

20

30

40

50

(5) JP 3959307 B2 2007.8.15

第１

第１

第１
第１

第１ 第１

第１ 第１

第１ 第１
第１

第１ 第
１



７ｂどうしの連結位置を自由に決めることができる。ただし、 フック部材１１は、第
１伸縮域８に取り付けられている必要があり、 ループ部材１２は、第２伸縮域９に取
り付けられている必要がある。
【００２６】
　物品１Ａでは、第１および第２伸縮域８，９の幅１５ｍｍかつ１５％伸長時における伸
長応力が０．２５～３０Ｎの範囲、第１および第２伸縮域８，９の幅１５ｍｍかつ４０％
伸長時における伸長応力が０．６～５０Ｎの範囲にあり、第３伸縮域１０ａ，１０ｂの幅
１５ｍｍかつ１５％伸長時における伸長応力が０．１７～２０Ｎの範囲、第３伸縮域１０
ａ，１０ｂの幅１５ｍｍかつ４０％伸長時における伸長応力が０．４～３３Ｎの範囲にあ
る。
【００２７】
　第１および第２伸縮域８，９の１５％伸長時における伸長応力が０．２５Ｎ未満かつ４
０％伸長時における伸長応力が０．６Ｎ未満では、第１および第２伸縮域８，９の収縮力
が弱く、それら伸縮域８，９の収縮力を利用して物品１Ａの股下域３を着用者の股間部に
密着させることができない。また、着用者の鼠径部と腰部とに対する第１および第２伸縮
域８，９の締め付けが不十分になる。第１および第２伸縮域８，９の１５％伸長時におけ
る伸長応力が３０Ｎを超過かつ４０％伸長時における伸長応力が５０Ｎを超過すると、第
１および第２伸縮域８，９の縦方向の収縮力が物品１Ａを着用者の胴部からずり下げるよ
うに作用し、物品１Ａがその着用中に着用位置から不用意にずれ下がってしまう場合があ
る。また、第１および第２伸縮域８，９が着用者の鼠径部と腰部とを締め付け過ぎてしま
い、物品１Ａの着用時に違和感がある。
【００２８】
　第３伸縮域１０ａ，１０ｂの１５％伸長時における伸長応力が０．１７Ｎ未満かつ４０
％伸長時における伸長応力が０．４Ｎ未満では、第３伸縮域１０ａの横方向の収縮力が第
１および第２伸縮域８，９の縦方向の収縮力に比して極端に弱くなり、物品１Ａがその着
用中に着用位置から容易にずれ下がってしまう。第３伸縮域１０ａ，１０ｂの１５％伸長
時における伸長応力が２０Ｎを超過かつ４０％伸長時における伸長応力が３３Ｎを超過す
ると、第１および第２伸縮域８，９の伸長応力にもよるが、第１および第２伸縮域８，９
の縦方向の収縮力が第３伸縮域１０ａの横方向の収縮力によって抑制され、物品１Ａの股
下域３を着用者の股間部に密着させるというそれら伸縮域８，９の機能が減殺されてしま
う場合がある。
【００２９】
　物品１Ａでは、前胴周り域２の両側部７ａにおける第１伸縮域８に 取り付
けられていてもよく、後胴周り域４の両側部７ｂにおける第２伸縮域９に 取
り付けられていてもよい。また、後胴周り域４の両側部７ｂにおける第２伸縮域９に

塗布されていてもよく、前胴周り域２の両側部７ａにおける第１伸縮域８に粘着剤を
着脱可能な 取り付けられていてもよい。
【００３０】
　図７，８は、他の一例として示す使い捨て着用物品１Ｂの部分破断平面図と、図７のＤ
－Ｄ線矢視断面図とであり、図９，１０は、図７のＥ－Ｅ線端面図と、図７のＦ－Ｆ線端
面図とである。図７では、横方向を矢印Ｘで示し、縦方向を矢印Ｙで示す。
【００３１】
　物品１Ｂは、前胴周り域２および後胴周り域 と、それら胴周り域２，４の間に位置す
る股下域３とを備え、横方向へ延びる前後端部５，６と、縦方向へ延びる両側部７とを有
する。股下域３では、両側部７が物品１Ｂの横方向内方へ向かって弧を画いている。物品
１Ｂの肌当接側には、透液性表面シート１３と不透液性裏面シート１４との間に吸液性コ
ア１５が介在する吸収性パッドＰが着脱可能に取り付けられている。
【００３２】
　物品１Ｂは、互いに重なり合う伸縮性の繊維不織布ｍ１と伸縮性の繊維不織布ｍ２とか
ら形成されている。それら不織布ｍ１，ｍ２は、横方向と縦方向とへ弾性的な伸縮性を有
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する。物品１Ｂは、前後胴周り域２，４と股下域３との全域が横方向と縦方向とへ弾性的
に伸縮可能である。物品１Ｂでは、それら不織布ｍ１，ｍ２どうしの内外面が間欠的に固
着されている。物品１Ｂは、第１および第２伸縮域８，９と、第１および第２伸縮域８，
９を除いた残余の第３伸縮域１０ａ，１０ｂとを有する。
【００３３】
　第１伸縮域８は、股下域３の幅方向中央部３ａで二股に分かれ、幅方向中央部３ａから
前胴周り域２の両側部７ａへ向かって延び、股下域３近接に位置する両側部７ａに達して
いる。第２伸縮域９は、股下域３の幅方向中央部３ａで二股に分かれ、幅方向中央部３ａ
から後胴周り域４の両側部７ｂへ向かって延び、股下域３近傍に位置する両側部７ｂに達
している。股下域３の幅方向中央部３ａでは、第１伸縮域８と第２伸縮域９とがひとつな
がりになって縦方向へ延びている。第１および第２伸縮域８，９は、股下域３を中心とし
て略Ｘ字を画いている。
【００３４】
　第３伸縮域１０ａは、第１および第２伸縮域８，９の縦方向外方に位置して物品１Ｂの
前後端部５，６を形成している。第３伸縮域１０ｂは、第１および第２伸縮域８，９の横
方向外方に位置して物品 の両側部７を形成している。
【００３５】
　第１および第２伸縮域８，９では、不織布ｍ１，ｍ２どうしの間に伸縮性の繊維不織布
ｍ３が介在している。不織布ｍ３は、横方向と縦方向とへ弾性的な伸縮性を有し、不織布
ｍ１，ｍ２の内外面に非伸長下かつ間欠的に固着されている。第１および第２伸縮域８，
９は、互いに重なり合う３枚の繊維不織布ｍ１，ｍ２，ｍ３から形成されている。第３伸
縮域１０ａ，１０ｂは、互いに重なり合う２枚の繊維不織布ｍ１，ｍ２から形成されてい
る。ゆえに、第１および第２伸縮域８，９では、 不織布 の坪量が

第３伸縮域 のそれよりも大きく、 それら伸縮域
８，９の伸長応力が 第３伸縮域１０ａ，１０ｂのそれよりも大き
い。
【００３６】
　前胴周り域２の両側部７ａには、第１フック部材１１（第１被止着部）と第２ループ部
材１９（第２被止着部）とが取り付けられている。 フック部材１１は、第１伸縮域８
に位置し、不織布ｍ２の外面に固着されている。 ループ部材１９は、第１伸縮域８か
ら前端部５の側に偏倚した第３伸縮域１０ａに位置し、不織布ｍ２の外面に固着されてい
る。
【００３７】
　後胴周り域４の両側部７ｂには、第１ループ部材１２（第１止着部）と第２フック部材
２０（第２止着部）とが取り付けられている。 ループ部材１２は、第２伸縮域９に位
置し、不織布ｍ１の内面に固着されている。 フック部材２０は、第２伸縮域９から後
端部６の側に偏倚した第３伸縮域１０ａに位置し、不織布ｍ１の内面に固着されている。
【００３８】
　図１１は、着用状態で示す物品１Ｂの斜視図である。物品１Ｂを着用するには、後胴周
り域４の両側部７ｂを前胴周り域２の両側部７ａの側に向かって移動させ、両側部７ｂを
両側部７ａの外側に重ね合わせた後、 ループ部材１２を フック部材１１に係合さ
せて前後胴周り域２，４を連結する。
【００３９】
　物品１Ｂでは、 ループ部材１２を フック部材１１に係合させると、前胴周り域
２の両側部７ａに位置する第１伸縮域８と後胴周り域４の両側部７ｂに位置する第２伸縮
域９とが実質的に連結され、それら伸縮域８，９が環状を形成する。物品１Ｂは、その着
用時に、第１および第２伸縮域８，９が着用者の鼠径部から腰部へ向かって環状を形成す
るので、それら伸縮域８，９の収縮力を利用して着用者の鼠径部と腰部とをその周り方向
（矢印Ｙ１方向）から締め付けることができる。
【００４０】
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　物品１Ｂでは、第１および第２伸縮域８，９が縦方向上下（矢印Ｙ２方向）に伸縮可能
であり、それら伸縮域８，９の縦方向の収縮力が物品１Ｂの股下域３を縦方向上方へ引き
上げるように作用する。物品１Ｂは、その股下域３を着用者の股間部に密着させることが
できるとともに、それに取り付けられたパッドＰを着用者の股間部に密着させることがで
きる。
【００４１】
　物品１Ｂは、その両側部７が第１および第２伸縮域８，９よりも低い伸長応力の第３伸
縮域１０ｂから形成され、第３伸縮域１０ｂが着用者の脚部をその周り方向（矢印Ｙ３方
向）から包囲する。ゆえに、物品１Ｂは、その着用中に、第１および第２伸縮域８，９が
着用者の脚部の動きを拘束することはなく、脚部の動作に支障を来すことはない。
【００４２】
　物品１Ｂは、それを着用するときに、第１ループ部材１２を第１フック部材１１に係合
させなければならず、それら部材１１，１２が係合することで、必然的に第１伸縮域８と
第２伸縮域９とが連結される。物品１Ｂは、その着用時に、後胴周り域４の両側部７ｂに
取り付けられた第１ループ部材１２を第１フック部材１１以外に係合させることはできず
、さらに、第１ループ部材１２が前胴周り域２の不織布ｍ１に止着されてしまうことがな
いので、前後胴周り域２，４の両側部７ａ，７ｂどうしの連結位置を間違えてしまうこと
はない。物品１Ｂは、前後胴周り域２，４の両側部７ａ，７ｂに対する フック部材１
１と ループ部材１２との取り付け位置を変えることで、前後胴周り域２，４の両側部
７ａ，７ｂどうしの連結位置を自由に決めることができる。
【００４３】
　物品１Ｂでは、第１ループ部材１２を第１フック部材１１に係合させると、第２フック
部材２０が第２ループ部材１９の外側に重なるので、第２フック部材２０を第２ループ部
材１９に確実に係合させることができる。物品１Ｂは、第２フック部材２０を第２ループ
部材２９に係合させることで、前後端部５，６に位置する第３伸縮域１０ａを実質的に連
結することができ、第３伸縮域１０ａから形成された前後端部５，６が着用者の胴部をそ
の周り方向（矢印Ｘ１方向）から締め付けるので、物品１Ｂが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い。
【００４４】
　第１および第２伸縮域８，９の幅１５ｍｍかつ１５％伸長時における伸長応力と第１お
よび第２伸縮域８，９の幅１５ｍｍかつ４０％伸長時における伸長応力とは、図１のそれ
らと同一である。第３伸縮域１０ａ，１０ｂの幅１５ｍｍかつ１５％伸長時における伸長
応力と第３伸縮域１０ａ，１０ｂの幅１５ｍｍかつ４０％伸長時における伸長応力とは、
図１のそれらと同一である。
【００４５】
　物品１Ｂでは、前胴周り域２の両側部７ａにおける第１伸縮域８に ループ部材１２
（第１被止着部）が取り付けられていてもよく、後胴周り域４の両側部７ｂにおける第２
伸縮域９に フック部材１１（第１止着部）が取り付けられていてもよい。また、第１
伸縮域８から前端部５の側に偏倚した第３伸縮域１０ａに フック部材２０（第２被止
着部）が取り付けられていてもよく、第２伸縮域９から後端部６の側に偏倚した第３伸縮
域１０ａに ループ部材１９（第２止着部）が取り付けられていてもよい。
【００４６】
　物品１Ｂでは、前胴周り域２の両側部７ａにおける第１伸縮域８と第１伸縮域８から前
端部５の側に偏倚した第３伸縮域１０ａとにフック部材とループ部材とのいずれか一方が
取り付けられていてもよく、後胴周り域４の両側部７ｂにおける第２伸縮域９と第２伸縮
域９から後端部６の側に偏倚した第３伸縮域１０ａとにフック部材とループ部材とのいず
れか他方が取り付けられていてもよい。
【００４７】
　物品１Ｂでは、後胴周り域４の両側部７ｂにおける第２伸縮域９と第２伸縮域９から後
端部６の側に偏倚した第３伸縮域１０ａとに粘着剤（第１止着部、第２止着部）が塗布さ
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れていてもよく、前胴周り域２の両側部７ａにおける第１伸縮域８と第１伸縮域８から前
端部５の側に偏倚した第３伸縮域１０ａとに粘着剤を着脱可能なフィルム（第１被止着部
、第２被止着部）が取り付けられていてもよい。
【００４８】
　伸縮性の繊維不織布ｍ１，ｍ２，ｍ３には、メルトブローンやスパンボンドの各製法に
より製造されたものを使用することができる。それら不織布ｍ１，ｍ２，ｍ３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。
【００４９】
　不織布ｍ１，ｍ２，ｍ３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
わせた複合不織布を使用することもできる。物品１Ａ，１Ｂでは、不織布ｍ１，ｍ２，ｍ
３に代えて、伸縮性かつ不透液性プラスチックフィルムを使用することもできる。
【００５０】
　表面シート１３には、親水性繊維不織布、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透液性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１４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。
【００５１】
　表裏面シート１３，１４を形成する不織布には、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、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。
【００５２】
　コア１５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、所与厚みに圧縮
されている。コア１５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被覆されていることが好ましい
。ポリマー粒子としては、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。
【００５３】
　不織布ｍ１，ｍ２，ｍ３どうしの固着、表裏面シート１３，１４どうしの固着、表裏面
シート１３，１４に対するコア１５の固着には、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利用することができる。
【００５４】
　それら図示の物品１Ａ，１Ｂは、その内面に吸収性パッドＰを取り付けて使用するおむ
つカバーに好適である。
【００５５】
【発明の効果】
　本発明にかかる開放型の使い捨て着用物品によれば、第１および第２伸縮域が縦方向上
下に伸縮可能であり、それら伸縮域の縦方向の収縮力が物品の股下域を縦方向上方へ

ように作用するので、物品の股下域を着用者の股間部に密着させることができる。
この物品は、その両側部が第１および第２伸縮域よりも低い伸長応力の第３伸縮域から形
成されているので、物品を着用したときに、第１および第２伸縮域によって着用者の脚部
の動きが拘束されることはない。
【００５６】
　第１および第２伸縮域が股下域の幅方向中央部でつながっている物品は、第１被止着部
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に第１止着部を止着したときに、第１および第２伸縮域が着用者の鼠径部から腰部へ向か
って環状を形成するので、第１および第２伸縮域の収縮力を利用して着用者の鼠径部と腰
部とを締め付けることができる。
【００５７】
　第１止着部が第１ループ部材であって第１被止着部が第１フック部材である物品は、そ
れを着用するときに、ループ部材をフック部材に係合させなければならず、それら部材が
係合することで、必然的に第１伸縮域と第２伸縮域とが連結される。この物品は、その着
用時に、後胴周り域の両側部に取り付けられたループ部材をフック部材以外に係合させる
ことはできず、前後胴周り域の両側部どうしの連結位置を間違えてしまうことはない。
【００５８】
　第１止着部と第１被止着部との他に、第３伸縮域に第２止着部と第２被止着部とが形成
された物品は、第２止着部を第２被止着部に係合させることで、前後端部に位置する第３
伸縮域を実質的に連結することができ、第３伸縮域によって着用者の胴部をその周り方向
から締め付けることができる。
【００５９】
　第１止着部が第１ループ部材であって第１被止着部が第１フック部材であり、かつ、第
２止着部が第２フック部材であって第２被止着部が第２ループ部材である物品は、第１ル
ープ部材を第１フック部材に係合させると、第２フック部材が第２ループ部材の外側に重
なるので、第２フック部材を確実に第２ループ部材に係合させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　一例として示す使い捨て着用物品の部分破断平面図。
【図２】　図１のＡ－Ａ線矢視断面図。
【図３】　図１のＢ－Ｂ線矢視断面図。
【図４】　図１のＣ－Ｃ線矢視断面図。
【図５】　着用状態で示す図１の物品の斜視図。
【図６】　着用状態で示す図１の物品の斜視図。
【図７】　他の一例として示す使い捨て着用物品の部分破断平面図。
【図８】　図７のＤ－Ｄ線矢視断面図。
【図９】　図７のＥ－Ｅ線断面図。
【図１０】　図７のＦ－Ｆ線断面図。
【図１１】　着用状態で示す図７の物品の斜視図。
【符号の説明】
　１Ａ　　　　　　開放型の使い捨て着用物品
　１Ｂ　　　　　　開放型の使い捨て着用物品
　２　　　　　　　前胴周り域
　３　　　　　　　股下域
　３ａ　　　　　　幅方向中央部
　４　　　　　　　後胴周り域
　５　　　　　　　前端部
　６　　　　　　　後端部
　７　　　　　　　両側部
　７ａ　　　　　　両側部
　７ｂ　　　　　　両側部
　８　　　　　　　第１伸縮域
　９　　　　　　　第２伸縮域
１０ａ，１０ｂ　　第３伸縮域
１１　　　　　　　第１フック部材（第１被止着部）
１２　　　　　　　第１ループ部材（第１止着部）
１９　　　　　　　第２ループ部材（第２被止着部）
２０　　　　　　　第２フック部材（第２止着部）

10

20

30

40

50

(10) JP 3959307 B2 2007.8.15



ｍ１　　　　　　　伸縮性の繊維不織布（第１伸縮性不織布）
ｍ２　　　　　　　伸縮性の繊維不織布（第２伸縮性不織布）
ｍ３　　　　　　　伸縮性の繊維不織布（第３伸縮性不織布）
　Ｐ　　　　　　　吸収性パッド

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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