
(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の間に股下域が位置し、それら胴周り域の縦方向へ延びる
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画成されたパンツと、前記パ
ンツの内側に取り付けられて前記股下域から前記前後胴周り域へ向かって延びる液吸収性
インナーパネルとから構成され、前記パネルが、肌当接側に位置する透液性の表面シート
と、肌非当接側に位置する実質的に不透液性の裏面シートと、それらシートの間に介在す
る吸液性コアとから形成されたパンツ型の使い捨て着用物品において、
　胴周り方向へ伸縮することが可能な帯状の補助シートが、前記パンツと前記パネルとの
間に介在して前記前後胴周り域 少なくとも一方を前記胴周り方向へ延び、

、前記胴周り開口の側を前記胴周り方向へ延びる上端部と、前記股下域の側を前記胴
周り方向へ延びていて前記パネルの縦方向中央部へ向かって実質的に弧を画く下端部と、
前記前後胴周り域の胴周り側部を前記縦方向へ延びる両側部とを有し、
　　前記補助シート

前記パネ
ルに固着され、前記両側部が前記パンツの 胴周
り側部に固着され

ことを特徴とする前記着用
物品。
【請求項２】
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の その一方にお
いて

は、前記縦方向へ所与寸法離間して前記胴周り方向へ延びる複数条の
伸縮性弾性部材が伸長状態で取り付けられ、前記下端部の胴周り方向中央部分が

前記前後胴周り域の前記少なくとも一方の
ており、前記パネルは、その縦方向端縁部が前記補助シートの上端縁部

を前記縦方向へ越えない位置で該補助シートに固着されている



　

【請求項３】
　前記補助シートが、前記縦方向と前記胴周り方向とヘ弾性的に伸縮可能な伸縮性繊維不
織布と伸縮性プラスチックフィルムとのうちのいずれか一方から形成されている請求項１
または請求項２に記載の着用物品。
【請求項４】
　前記胴周り開口と前記脚周り開口との間を前記縦方向へ所与寸法離間して前記胴周り方
向へ延びる複数条の胴周り用弾性部材が、前記パンツの前後胴周り域のうちの少なくとも
一方に伸長状態で取り付けられている請求項１ないし請求項３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】
　特開平９－７５３９０号公報は、互いに対向する前後胴周り域の間に股下域が位置し、
それら胴周り域の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画成された
パンツと、パンツの内側に取り付けられて股下域から前後胴周り域へ向かって延びる液吸
収性インナーパネルとから構成されたパンツ型の使い捨て着用物品を開示している。
【０００３】
　パンツの前後胴周り域は、互いに対向する２枚の繊維不織布と、それら不織布の間に介
在するプラスチックフィルムとから形成されている。パンツの股下域は、互いに対向する
２枚の繊維不織布と、それら不織布の間に介在する伸縮性プラスチックフィルムとから形
成されている。パンツの前後胴周り域には、胴周り方向へ延びる複数条の胴周り用弾性部
材が伸長状態で取り付けられている。胴周り用弾性部材は、胴周り開口と脚周り開口との
間を縦方向ヘ所与寸法離間して並んでいる。パンツの前後胴周り域には、胴周り開口の端
部から股下域へ向かって延びる吊持片が取り付けられている。パンツでは、前胴周り域の
胴周り側部と後胴周り域の胴周り側部とが合掌状に重なり合い、それら胴周り側部の側縁
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。
【０００４】
　インナーパネルは、縦方向へ長い略矩形を呈し、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、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。パネルは、パンツの前後胴周り域に位置する縦方向端部がパン
ツの吊持片に着脱可能に取り付けられている。
【０００５】
　この着用物品では、パンツの股下域が縦方向へ伸縮可能であり、それを着用したときに
、縦方向へ伸長したパンツの股下域によってパネルが着用者の股間部に密着する。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　前記公報に開示の着用物品では、それを着用したときに、インナーパネルを着用者の股
間部に密着させることができたとしても、縦方向へ伸長したパンツの股下域がその収縮力
によってパンツの前後胴周り域を着用者の胴部からずり下げるように作用し、その結果、
パネルが着用者の股間部から離間してしまう場合がある。また、この着用物品では、股下
域の直上を胴周り方向へ延びる胴周り用弾性部材がその収縮力によってパネルを着用者の
胴部に密着させるように作用したとしても、パネルの縦方向端部を着用者の胴部に密着さ
せることができるにすぎず、パネルの縦方向中央部を着用者の股間部に密着させることは
できない。
【０００７】
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前記補助シートの下端部では、前記弾性部材が前記股下域の縦方向中央部へ向かって実
質的に弧を画いている請求項１記載の着用物品。



　本発明の課題は、着用者の胴部から着用物品をずり下げることはなく、インナーパネル
の縦方向端部と縦方向中央部とを着用者に密着させることができるパンツ型の使い捨て着
用物品を提供することにある。
【０００８】
【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の間に股下域
が位置し、それら胴周り域の縦方向へ延びる胴周り側部が連結されて胴周り開口と一対の
脚周り開口とが画成されたパンツと、前記パンツの内側に取り付けられて前記股下域から
前記前後胴周り域へ向かって延びる液吸収性インナーパネルとから構成され、前記パネル
が、肌当接側に位置する透液性の表面シートと、肌非当接側に位置する実質的に不透液性
の裏面シートと、それらシートの間に介在する吸液性コアとから形成されたパンツ型の使
い捨て着用物品である。
【０００９】
　前記前提における本発明の特徴は、胴周り方向へ伸縮することが可能な帯状の補助シー
トが、前記パンツと前記パネルとの間に介在して前記前後胴周り域 少なくとも一方を前
記胴周り方向へ延び、 、前記胴周り開口の側を前記胴周り方向へ延びる
上端部と、前記股下域の側を前記胴周り方向へ延びていて前記パネルの縦方向中央部へ向
かって実質的に弧を画く下端部と、前記前後胴周り域の胴周り側部を前記縦方向へ延びる
両側部とを有し、前記補助シート

前記パネルに固着され、前記両側部が前記パンツの
胴周り側部に固着され

ことにある。
【００１０】
　本発明の実施の態様の一例としては、

【００１１】
　本発明の実施の態様の他の一例としては、前記補助シートが、前記縦方向と前記胴周り
方向とヘ弾性的に伸縮可能な伸縮性繊維不織布と伸縮性プラスチックフィルムとのうちの
いずれか一方から形成されている。
【００１２】
　本発明の実施の態様の他の一例としては、前記胴周り開口と前記脚周り開口との間を前
記縦方向へ所与寸法離間して前記胴周り方向へ延びる複数条の胴周り用弾性部材が、前記
パンツの前後胴周り域のうちの少なくとも一方に伸長状態で取り付けられている。
【００１３】
【発明の実施の形態】
　添付の図面を参照し、本発明にかか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。
【００１４】
　図１，２は、着用物品１Ａの部分破断斜視図と、前後胴周り域５，７の連結を解除した
状態で示す着用物品１Ａの部分破断平面図とであり、図３，４は、図１のＡ－Ａ線矢視断
面図と、図２のＢ－Ｂ線端面図とである。図１，２では、胴周り方向を矢印Ｘ、縦方向を
矢印Ｙで示し、脚周り方向を矢印Ｚで示す。図２では、着用物品１Ａが縦方向と胴周り方
向とヘ伸張した状態にある。なお、表面シート１６と裏面シート１７との内面とは、コア
１８に対向する面をいい、それらシート１６，１７の外面とは、コア１８に非対向の面を
いう。
【００１５】
　着用物品１Ａは、パンツ２と、パンツ２の内側に取り付けられた液吸収性インナーパネ
ル１５と、胴周り方向へ伸縮することが可能な帯状の補助シート２１とから構成されてい
る。着用物品１Ａは、パンツ型を呈し、胴周り開口２９とその下方に一対の脚周り開口３
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の
その一方において

は、前記縦方向へ所与寸法離間して前記胴周り方向へ延
びる複数条の伸縮性弾性部材が伸長状態で取り付けられ、前記下端部の胴周り方向中央部
分が 前記前後胴周り域の前記少なくと
も一方の ており、前記パネルは、その縦方向端縁部が前記補助シー
トの上端縁部を前記縦方向へ越えない位置で該補助シートに固着されている

前記補助シートの下端部では、前記弾性部材が前
記股下域の縦方向中央部へ向かって実質的に弧を画いている。



０とを有する。
【００１６】
　パンツ２は、対向する面が固着された互いに重なり合う実質的に非伸縮性の２枚の疎水
性繊維不織布３，４から形成されている。パンツ２は、互いに対向する前胴周り域５およ
び後胴周り域７と、それら胴周り域５，７の間に位置する股下域６とを有する。パンツ２
は、前後胴周り域５，７を胴周り方向へ延びる胴周り端部８と、前後胴周り域５，７を縦
方向へ延びる胴周り側部９と、股下域６を脚周り方向へ延びる脚周り側部１０とを有する
。パンツ２では、図２に示すように、脚周り側部１０が胴周り方向内方へ向かって実質的
に弧を画き、その平面形状が砂時計型を呈する。パンツ２では、前胴周り域５の胴周り側
部９と後胴周り域７の胴周り側部９とが合掌状に重なり合い、それら胴周り両側部９の側
縁１１近傍が縦方向へ間欠的に並ぶ多数の熱融着線１２を介して固着されている。
【００１７】
　胴周り端部８には、胴周り方向へ延びる複数条の胴周り用弾性部材１３が伸長状態で取
り付けられている。脚周り側部１０には、脚周り方向へ延びる複数条の脚周り用弾性部材
１４が伸長状態で取り付けられている。胴周り用弾性部材１３と脚周り用弾性部材１４と
は、パンツ２を形成する不織布３，４の間に介在し、それら不織布３，４に固着されてい
る。
【００１８】
　インナーパネル１５は、縦方向へ長い略矩形を呈し、パンツ２の股下域６から前後胴周
り域５，７へ向かって延びている。パネル１５は、肌当接側に位置する透液性の表面シー
ト１６と、肌非当接側に位置する実質的に不透液性の裏面シート１７と、それらシート１
６，１７の間に介在する吸液性コア１８とから形成されている。コア１８は、表面シート
１６と裏面シート１７とのうちの少なくとも一方の内面に固着されている。パネル１５は
、パンツ２の前後胴周り域５，７に位置する縦方向端部１５ａと、パンツ２の股下域６に
位置する縦方向中央部１５ｂと、コア１８の両側縁１８ｂの外側を縦方向へ延びるサイド
フラップ１９とを有する。パネル１５は、その縦方向中央部１５ｂがパンツ２の股下域６
に沿ってＵ字を画いている。
【００１９】
　サイドフラップ１９は、縦方向へ延びる自由側部１９ａと、パンツ２の前後胴周り域５
，７に位置する固定端部１９ｂとを有する。サイドフラップ１９には、縦方向へ延びる複
数条の伸縮性弾性部材２０が伸長状態で取り付けられている。弾性部材２０は、表面シー
ト１６と裏面シート１７との間に介在し、それらシート１６，１７の内面に固着されてい
る。
【００２０】
　補助シート２１は、パンツ２とパネル１５との間に介在し、パンツ２の前後胴周り域５
，７を胴周り方向へ延びている。補助シート２１は、対向する面が固着された重なり合う
実質的に非伸縮性の２枚の繊維不織布２２，２３から形成されている。補助シート２１は
、前後胴周り域５，７の胴周り端部８近傍を胴周り方向へ延びる上端部２１ａと、股下域
６の側を胴周り方向へ延びる下端部２１ｂと、前後胴周り域５，７の胴周り側部９を縦方
向へ延びる両側部２１ｃとを有する。補助シート２１の下端部２１ｂは、パネル２の縦方
向中央部１５ｂへ向かって実質的に弧を画いている。
【００２１】
　補助シート２１には、胴周り方向へ延びる複数条の伸縮性弾性部材２４が伸長状態で取
り付けられている。ゆえに、補助シート２１は、胴周り方向へ伸縮することが可能である
。弾性部材２４は、補助シート２１の上端部２１ａから下端部２１ｂへ向かって縦方向へ
所与寸法離間して並んでいる。弾性部材２４は、補助シート２１を形成する不織布２２，
２３の間に介在し、それら不織布２２，２３に固着されている。補助シート２１の下端部
２１ｂでは、弾性部材２４がパネル１５の縦方向中央部１５ｂへ向かって実質的に弧を画
いている。補助シート２１では、下端部２１ｂの胴周り方向中央部分２１ｄがパネル１５
に固着され、両側部２１ｃがパンツ２の胴周り側部９に固着されている。
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【００２２】
　着用物品１Ａでは、弾性部材２４の収縮力に抗して補助シート２１を胴周り方向へ伸長
させた状態で、補助シート２１の両側部２１ｃがパンツ２の胴周り側部９に固着されてい
る。パンツ２の胴周り側部９と補助シート２１の両側部２１ｃとでは、不織布３と不織布
２２とがホットメルト型接着剤２５を介して固着されている。
【００２３】
　着用物品１Ａでは、パネル１５の縦方向端部１５ａとサイドフラップ１９の固定端部１
９ｂとが補助シート２１の上端部２１ａに固着され、パネル１５の縦方向中央部１５ｂの
一部がパンツ２の股下域６に固着されている。サイドフラップ１９の自由側部１９ａは、
パンツ２と補助シート２１とから遊離している。パネル１５の縦方向端部１５ａとサイド
フラップ１９の固定端部１９ｂとでは、裏面シート１７の外面と不織布２２とがホットメ
ルト型接着剤２６を介して固着されている。補助シート２１の下端部２１ｂの胴周り方向
中央部分２１ｄでは、裏面シート１７の外面と不織布２２とがホットメルト型接着剤２７
を介して固着されている。パネル１５の縦方向中央部１５ｂでは、裏面シート１７の外面
と不織布３とがホットメルト型接着剤２８を介して固着されている。
【００２４】
　着用物品１Ａでは、それを着用したときに、補助シート２１が胴周り方向へ伸長し、伸
長した補助シート２１によってパネル１５が着用者の胴部と股間部とに押し当てられる。
着用物品１Ａでは、補助シート２１の上端部２１ａがパネル１５の縦方向端部１５ａを着
用者の胴部に押し当てるので、パネル１５の縦方向端部１５ａを着用者の胴部に密着させ
ることができる。着用物品１Ａでは、補助シート２１の下端部２１ｂがパネル１５の縦方
向中央部１５ｂを着用者の股間部に押し当てるので、パネル１５の縦方向中央部１５ｂを
着用者の股間部に密着させることができる。
【００２５】
　着用物品１Ａでは、補助シート２１が縦方向へ伸長することはなく、補助シート２１が
パンツ２を着用者の胴部からずり下げるように作用することはない。着用物品１Ａでは、
補助シート２１に胴周り方向へ延びる複数条の弾性部材２４が取り付けられているので、
弾性部材２４の収縮力によって着用者の胴部を締め付けることができ、着用物品１Ａが着
用者の胴部からずり下がることを防ぐことができる。
【００２６】
　着用物品１Ａでは、パンツ２の前後胴周り域５，７のうちの胴周り端部８を除く残余の
部位に胴周り用弾性部材１３が取り付けられていないので、胴周り端部８を除く残余の部
位に多数の不規則なギャザーが生じることはなく、パンツ２の肌触りや美観を損ねること
はない。
【００２７】
　パネル１５の縦方向端部１５ａでは、コア１８の端縁１８ａから表面シート１６の端部
１６ａと裏面シート１７の端部１７ａとが縦方向外方へ延び、端部１６ａ，１７ａにおい
てそれらシート１６，１７の内面どうしが固着されている。パネル１５のサイドフラップ
１９は、コア１８の側縁１８ｂから胴周り方向外方へ延びる表面シート１６の側部１６ｂ
と裏面シート１７の側部１７ｂとから形成されている。サイドフラップ１９では、表面シ
ート１６と裏面シート１７との側部１６ｂ，１７ｂ内面どうしが固着されている。
【００２８】
　図５は、他の実施の形態を示す着用物品１Ｂの部分破断斜視図である。図５では、胴周
り方向を矢印Ｘ、縦方向を矢印Ｙで示し、脚周り方向を矢印Ｚで示す。この着用物品１Ｂ
が図１のそれと異なる点は、以下のとおりである。
【００２９】
　パンツ２は、対向する面が固着された互いに重なり合う実質的に非伸縮性の２枚の繊維
不織布３，４から形成され、その前後胴周り域５，７に胴周り方向へ延びる複数条の胴周
り用弾性部材３１が伸長状態で取り付けられている。胴周り用弾性部材３１は、胴周り開
口２９と脚周り開口３０との間を縦方向へ所与寸法離間して並んでいる。胴周り用弾性部
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材３１は、パンツ２を形成する不織布３，４の間に介在し、それら不織布３，４に固着さ
れている。
【００３０】
　着用物品１Ｂでは、胴周り用弾性部材３１の収縮力に抗してパンツ２の前後胴周り域５
，７を胴周り方向へ伸長させた状態で、かつ、弾性部材２４の収縮力に抗して補助シート
２１を胴周り方向へ伸長させた状態で、パンツ２の胴周り側部９と補助シート２１の両側
部２１ｃとが固着されている。
【００３１】
　着用物品１Ｂでは、図１のそれと同様に、胴周り方向へ伸長した補助シート２１によっ
てパネル１５が着用者の胴部と股間部とに押し当てられるので、パネル１５の縦方向端部
１５ａを着用者の胴部に密着させることができるとともに、パネル１５の縦方向中央部１
５ｂを着用者の股間部に密着させることができる。
【００３２】
　着用物品１Ｂでは、着用者の胴部の締め付けにパンツ２の前後胴周り域５，７に取り付
けられた胴周り用弾性部材３１と補助シート２１に取り付けられた弾性部材２４とを利用
することができ、それら弾性部材２４，３１が協働して着用者の胴部を締め付けるので、
着用物品１Ｂが着用者の胴部からずり下がることを確実に防ぐことができる。
【００３３】
　表面シート１６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。
【００３４】
　裏面シート１７には、疎水性繊維不織布、通気不透液性プラスチックフィルム、疎水性
繊維不織布を重ね合わせた複合不織布、疎水性繊維不織布と通気不透液性プラスチックフ
ィルムとを重ね合わせた複合シートのいずれかを使用することができる。補助シート２１
を形成する不織布２２，２３には、親水性繊維不織布または疎水性繊維不織布を使用する
ことができる。
【００３５】
　パンツ２は、疎水性繊維不織布の他に、通気不透液性プラスチックフィルム、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重ね合わせた複合シートのいずれかか
ら形成されていてもよい。
【００３６】
　パンツ２や裏面シート１７、補助シート２１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を、高い強度と良好な柔軟性とを有するスパンボンド法による繊維不
織布で挟んだ複合不織布を使用することもできる。
【００３７】
　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、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。
【００３８】
　コア１８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、所要の厚みに圧
縮されている。コア１８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。
【００３９】
　それら図示の着用物品１Ａ，１Ｂでは、補助シート２１がパンツ２の前後胴周り域５，
７に取り付けられているが、補助シート２１がパンツ２の前後胴周り域５，７のうちの少
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なくとも一方に取り付けられていればよい。それら図示の着用物品１Ａ，１Ｂでは、補助
シート２１が縦方向と胴周り方向とヘ弾性的に伸縮可能な伸縮性繊維不織布と伸縮性プラ
スチックフィルムとのうちのいずれか一方から形成されていてもよい。図５の着用物品１
Ｂでは、胴周り用弾性部材３１が前後胴周り域５，７に取り付けられているが、胴周り用
弾性部材３１がそれら胴周り域５，７のうちの少なくとも一方に取り付けられていればよ
い。
【００４０】
　伸縮性不織布には、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。伸縮性不織布の構成繊維には、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。また、補助シートには、熱可塑性エラスト
マー樹脂繊維からなる伸縮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
繊維不織布を貼り合わせた複合不織布を使用することもできる。
【００４１】
　表面シート１６と裏面シート１７との固着、コア１８の固着、弾性部材１３，１４，２
０，２４，３１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。パンツ２とパネル１５との固着やパ
ンツ２と補助シート２１との固着、パネル１５と補助シート２１との固着には、ホットメ
ルト型接着剤の他に、前記熱による溶着手段を利用することができる。
【００４２】
【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、それを着用したときに、補助シ
ートが胴周り方向へ伸長し、伸長した補助シートによってパネルが着用者の胴部と股間部
とに押し当てられる。着用物品では、補助シートの上端部がパネルの縦方向端部を着用者
の胴部に押し当てるので、パネルの縦方向端部を着用者の胴部に密着させることができ、
パネルの縦方向中央部へ向かって実質的に弧を画く補助シートの下端部がパネルの縦方向
中央部を着用者の股間部に押し当てるので、パネルの縦方向中央部を着用者の股間部に密
着させることができる。この着用物品では、補助シートが縦方向へ伸長することはなく、
補助シートがパンツを着用者の胴部からずり下げるように作用することはない。
【００４３】
　パンツの前後胴周り域のうちの少なくとも一方に胴周り方向へ延びる複数条の胴周り用
弾性部材が伸長状態で取り付けられた着用物品では、パンツの前後胴周り域の収縮力と補
助シートの収縮力とによって着用者の胴部を締め付けることができ、着用物品が着用者の
胴部からずり下がることを確実に防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　着用物品の部分破断斜視図。
【図２】　前後胴周り域の連結を解除した状態で示す着用物品の部分破断平面図。
【図３】　図１のＡ－Ａ線矢視断面図。
【図４】　図２のＢ－Ｂ線端面図。
【図５】　他の実施の形態を示す着用物品の部分破断斜視図。
【符号の説明】
　１Ａ，１Ｂ　　　パンツ型の使い捨て着用物品
　２　　　　　　　パンツ
　５　　　　　　　前胴周り域
　６　　　　　　　股下域
　７　　　　　　　後胴周り域
　９　　　　　　　胴周り側部
１５　　　　　　　液吸収性インナーパネル
１５ａ　　　　　　縦方向端部
１５ｂ　　　　　　縦方向中央部
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１６　　　　　　　透液性の表面シート
１７　　　　　　　不透液性の裏面シート
１８　　　　　　　吸液性コア
２１　　　　　　　補助シート
２１ａ　　　　　　上端部
２１ｂ　　　　　　下端部
２１ｃ　　　　　　両側部
２１ｄ　　　　　　胴周り方向中央部分
２４　　　　　　　伸縮性弾性部材
２９　　　　　　　胴周り開口
３０　　　　　　　脚周り開口
３１　　　　　　　胴周り用弾性部材
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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