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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向および横方向と、身体側およびその反対側と、前後ウエスト域のいずれか一方で
ある第１ウエスト域と、前記前後ウエスト域の他方である第２ウエスト域と、前記第１お
よび第２ウエスト域間に位置するクロッチ域を含むシャーシと、前記クロッチ域から前記
第１および第２ウエスト域へと延びる吸液構造体と、前記第１および第２ウエスト域を前
記横方向に収縮可能に弾性化する弾性シートとを含む使い捨て着用物品において、
　前記吸液構造体は、前記シャーシに対向する底面と、前記底面の反対側であって前記身
体側に位置する身体側面とを有し、吸液性コアを液拡散性シートで覆ったことによって形
成された吸液性芯材と、前記吸液性芯材の前記身体側面側を覆う身体側ライナと、前記吸
液性芯材の前記底面側を覆う被覆シートと、前記被覆シートと前記吸液性芯材との間に位
置しプラスチック材料から形成された防漏シートとを含み、
　前記弾性シートは、前記第１ウエスト域に位置する第１弾性シートと、前記第２ウエス
ト域に位置する第２弾性シートとを有し、
　前記第１弾性シートは、前記吸液構造体における前記吸液性芯材、前記身体側ライナ、
前記被覆シート、前記防漏シートが存在する部位における前記被覆シートの前記底面に接
合され、
　前記第２弾性シートは、前記吸液構造体における前記吸液性コアが存在しない一方、前
記身体側ライナおよび前記被覆シートが存在する部位における前記身体側ライナの前記身
体側面に接合されることを特徴とする前記使い捨て着用物品。
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【請求項２】
　前記第１弾性シートは、第１接合部によって前記吸液構造体に接合され、前記第１接合
部は、前記第１弾性シートとこれに重なる前記吸液構造体とのほぼ全域において形成され
る請求項１記載の使い捨て着用物品。
【請求項３】
　前記吸液構造体は、前記第１および第２ウエスト域にそれぞれ位置するとともに前記横
方向に延びる第１および第２端縁を有し、前記第２弾性シートは、前記第２端縁を覆って
重なり、第２接合部によって前記吸液構造体に接合される請求項１または２記載の使い捨
て着用物品。
【請求項４】
　前記第２接合部は、前記吸液構造体の両側縁に沿って前記縦方向に延びる両側接合部分
と、前記第２端縁に沿って前記横方向に延びる端縁接合部分とを有し、前記端縁接合部分
よりも前記クロッチ域側には、前記第２弾性シートと前記吸液構造体とが接合されない非
接合部が形成される請求項３記載の使い捨て着用物品。
【請求項５】
　前記吸液構造体の前記身体側面には、その両側縁に前記縦方向に延びるとともに前記縦
方向に弾性化され前記吸液構造体から離間可能なサイドフラップが形成され、前記第２接
合部の前記両側接合部分は、前記サイドフラップに形成される請求項４記載の使い捨て着
用物品。
【請求項６】
　前記シャーシには、前記吸液構造体の前記底面側から前記身体側面側へと折り返される
エンドフラップが形成され、前記第１ウエスト域において、前記エンドフラップが前記吸
液構造体の第１端縁を越えて前記クロッチ域側に延びる請求項１～５のいずれかに記載の
使い捨て着用物品。
【請求項７】
　前記エンドフラップには、前記横方向に延びるとともに伸長状態で収縮可能なウエスト
弾性体が取り付けられる請求項６記載の使い捨て着用物品。
【請求項８】
　前記第１弾性シートの前記縦方向の長さ寸法は、前記第２弾性シートのそれよりも大き
くされる請求項１～７のいずれかに記載の使い捨て着用物品。
【請求項９】
　前記第１および第２弾性シートは、エラストマー繊維を含む伸縮性繊維不織布である請
求項１～８のいずれかに記載の使い捨て着用物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使い捨て着用物品に関し、より詳しくは、ウエスト域に伸縮性シートを用い
た使い捨ておむつ、使い捨てのトイレット・トレーニングパンツ、使い捨て失禁パンツ、
使い捨ての生理用パンツ等の使い捨て着用物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ウエスト域に伸縮性シートを用い、ウエスト域を横方向に弾性化した使い捨てお
むつは公知である。例えば、特許文献１には、使い捨ておむつの外装体を非伸縮性シート
からなる内装シートと、伸縮性シートからなる外装シートとによって構成することが開示
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２２８８３５号公報（ＪＰ　２００８－２２８８３５　Ａ
）
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示されたおむつは、前後ウエスト域のいずれにおいても、吸液構造体の
外面に伸縮性シートが位置されている。したがって、吸液構造体は、伸縮性シートの収縮
力によって、前後ウエスト域のいずれにおいても着用者側へと押し付けられ、吸液構造体
が着用者へと密着し、尿の漏れを防止することができる。しかし、吸液構造体が着用者の
肌に密着すると、おむつ内が蒸れて着用者の肌のかぶれを引き起こす要因になる。
【０００５】
　本発明の課題は、尿等の体液の漏れを防止し、かつ、通気性を向上させて、着用物品内
の蒸れや着用者の肌のかぶれを防止することができる使い捨て着用物品を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、縦方向および横方向と、身体側およびその反対側と、前後ウエスト域のいず
れか一方である第１ウエスト域と、前記前後ウエスト域の他方である第２ウエスト域と、
前記第１および第２ウエスト域間に位置するクロッチ域を含むシャーシと、前記クロッチ
域から前記第１および第２ウエスト域へと延びる吸液構造体と、前記第１および第２ウエ
スト域を前記横方向に収縮可能に弾性化する弾性シートとを含む使い捨て着用物品の改良
にかかわる。
【０００７】
　本発明の特徴は、前記吸液構造体は、前記シャーシに対向する底面と、前記底面の反対
側であって前記身体側に位置する身体側面とを有し、吸液性コアを液拡散性シートで覆っ
たことによって形成された吸液性芯材と、前記吸液性芯材の前記身体側面側を覆う身体側
ライナと、前記吸液性芯材の前記底面側を覆う被覆シートと、前記被覆シートと前記吸液
性芯材との間に位置しプラスチック材料から形成された防漏シートとを含み、前記弾性シ
ートは、前記第１ウエスト域に位置する第１弾性シートと、前記第２ウエスト域に位置す
る第２弾性シートとを有し、前記第１弾性シートは、前記吸液構造体における前記吸液性
芯材、前記身体側ライナ、前記被覆シート、前記防漏シートが存在する部位における前記
被覆シートの前記底面に接合され、前記第２弾性シートは、前記吸液構造体における前記
吸液性コアが存在しない一方、前記身体側ライナおよび前記被覆シートが存在する部位に
おける前記身体側ライナの前記身体側面に接合されることにある。
【０００８】
　この発明の実施態様のひとつとして、前記第１弾性シートは、第１接合部によって前記
吸液構造体に接合され、前記第１接合部は、前記第１弾性シートとこれに重なる前記吸液
構造体とのほぼ全域において形成される。
【０００９】
　他の実施態様のひとつとして、前記吸液構造体は、前記第１および第２ウエスト域にそ
れぞれ位置するとともに前記横方向に延びる第１および第２端縁を有し、前記第２弾性シ
ートは、前記第２端縁を覆って重なり、第２接合部によって前記吸液構造体に接合される
。
【００１０】
　他の実施態様のひとつとして、前記第２接合部は、前記吸液構造体の両側縁に沿って前
記縦方向に延びる両側接合部分と、前記第２端縁に沿って前記横方向に延びる端縁接合部
分とを有し、前記端縁接合部分よりも前記クロッチ域側には、前記第２弾性シートと前記
吸液構造体とが接合されない非接合部が形成される。
【００１１】
　他の実施態様のひとつとして、前記吸液構造体の前記身体側面には、その両側縁に前記
縦方向に延びるとともに前記縦方向に弾性化され前記吸液構造体から離間可能なサイドフ
ラップが形成され、前記第２接合部の前記両側接合部分は、前記サイドフラップに形成さ
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れる。
【００１２】
　他の実施態様のひとつとして、前記シャーシには、前記吸液構造体の前記底面側から前
記身体側面側へと折り返されるエンドフラップが形成され、前記第１ウエスト域において
、前記エンドフラップが前記吸液構造体の第１端縁を越えて前記クロッチ域側に延びる。
【００１３】
　他の実施態様のひとつとして、前記エンドフラップには、前記横方向に延びるとともに
伸長状態で収縮可能なウエスト弾性体が取り付けられる。
【００１４】
　他の実施態様のひとつとして、前記第１弾性シートの前記縦方向の長さ寸法は、前記第
２弾性シートのそれよりも大きくされる。
【００１５】
　他の実施態様のひとつとして、前記第１および第２弾性シートは、エラストマー繊維を
含む伸縮性繊維不織布である。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、第１ウエスト域では、吸液構造体の外面に第１弾性シートが位置し、
第２ウエスト域では、吸液構造体の内面に第２弾性シートが位置する。第１ウエスト域で
は、第１弾性シートによって吸液構造体が着用者の身体に密着し、第２ウエスト域では、
第２弾性シートが直接着用者の肌に密着して、尿等の漏れを防止することができる。さら
に第２ウエスト域では、第２弾性シートによって吸液構造体が着用者の身体から離間され
て、通気性が向上され、着用物品内の蒸れを防止することができ、着用者の肌がかぶれる
というのを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】おむつの斜視図。
【図２】おむつの一部破断展開図。
【図３】おむつの分解斜視図。
【図４】図２のＩＶ－ＩＶ線模式断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　図１は、本発明に係る使い捨て着用物品の一例として示す、使い捨ておむつ１の斜視図
、図２は、おむつ１の一部破断展開平面図、図３は、おむつ１の分解斜視図、図４は、図
２のＩＶ－ＩＶ線模式断面図である。おむつ１は、横方向Ｘの長さ寸法を二等分した仮想
縦中心線Ｐ－Ｐ、縦方向Ｙの長さ寸法を二等分した仮想横中心線Ｑ－Ｑを有し、仮想縦中
心線Ｐ－Ｐに関してほぼ対称とされている。
【００１９】
　おむつ１は、着用者の身体側およびその反対側である着衣側と、おむつ１の外形を形成
するシャーシ１０と、シャーシ１０の身体側に位置する吸液構造体３０と、第１および第
２弾性シート５１，５２とを含む。
【００２０】
　おむつ１は前ウエスト域２と、後ウエスト域３と、前後ウエスト域２，３間に位置する
クロッチ域４と、互いに仮想横中心線Ｑ－Ｑに関して対向し、横方向Ｘに延びる前後端部
５，６と、互いに仮想縦中心線Ｐ－Ｐに関して対向し、縦方向Ｙへ延びる両側縁部７，７
とを有する。
【００２１】
　両側縁部７，７は、着用者の大腿部に沿ってフィットするようにクロッチ域４において
凹曲状に形成されている。また、前ウエスト域２の両側縁と後ウエスト域３の両側縁とは
、縦方向Ｙに間欠的に延びるサイドシーム部８によって連結され、ウエスト開口および一
対のレッグ開口が形成されている（図１参照）。
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【００２２】
　シャーシ１０は、着衣側に位置し、前ウエスト域２とクロッチ域４の一部を形成する略
台形状の第１外面シート１１と、後ウエスト域３とクロッチ域４の一部を形成する略台形
状の第２外面シート１２とを有する。第１および第２外面シート１１，１２は、身体側で
ある内面と、その反対側である外面とを有し、内面には、着衣側外部から視認可能なグラ
フィック（図示せず）などが印刷されたグラフィック表示フィルム１７，１８が取り付け
られている。
【００２３】
　第１および第２外面シート１１，１２は、繊維不織布から形成されている。第１および
第２外面シート１１，１２は、それぞれ複数層から形成されていてもよいが、その場合に
は、少なくともその外面に位置する繊維層が捲縮する、例えば、スパンボンドフィラメン
ト繊維から形成されていることが好ましい。第１および第２外面シート１１，１２として
、捲縮繊維を用いた場合には、捲縮繊維が伸縮し、弾性伸縮性を有するので、着用者に密
着し易く、肌触りも良好なものとすることができる。
【００２４】
　シャーシ１０は、さらに第１および第２外面シート１１，１２を連結しクロッチ域４の
一部を構成する中間シート１３を有する。中間シート１３は、第１および第２外面シート
１１，１２に対向する略矩形の繊維不織布シート１５と、その身体側に位置するとともに
、繊維不織布シート１５とほぼ同形同大の透湿性かつ不透液性のプラスチックシート１６
とがホットメルト接着剤（図示せず）を介して接合されて形成されている。このような中
間シート１３の全体を被覆する繊維不織布製の固定シート１４がその身体側である内面に
取り付けられている。固定シート１４は、中間シート１３よりも幅広であって、クロッチ
域４から後ウエスト域３に位置している。中間シート１３および固定シート１４は、第１
および第２外面シート１１，１２と同様に、例えば、捲縮繊維からなるスパンボンド繊維
不織布から形成してもよいし、弾性的に非伸縮性のエアスルー繊維不織布などから形成し
てもよい。
【００２５】
　前ウエスト域２は、前端部５に沿って第１外面シート１１が吸液構造体３０の底面側か
ら身体側面側へと縦方向Ｙ内方へ向かって折り返され前エンドフラップ１９が形成されて
いる。前エンドフラップ１９内には、ストランド状の複数のエラストマーからなる第１ウ
エスト弾性要素２０が収縮可能に取り付けられている。また、後ウエスト域３の後端部６
沿いでは、第２外面シート１２が吸液構造体３０の底面側から身体側面側へと縦方向Ｙ内
方へ向かって折り返され、後エンドフラップ２１が形成されている。後エンドフラップ２
１内には、ストランド状の複数のエラストマーからなる第２ウエスト弾性要素２２が収縮
可能に取り付けられている。第１および第２ウエスト弾性要素２０，２２は、前後端部５
，６に沿って横方向Ｘに延びるとともに、伸長状態で取り付けられている。
【００２６】
　第１外面シート１１の内面には、クロッチ域４側であって両側縁部７に沿って、テープ
状のエラストマーからなる各前レッグ弾性要素２３が収縮可能に取り付けられている。第
２外面シート１２の内面には、クロッチ域４側であって両側縁７に沿って、テープ状のエ
ラストマーからなる各後レッグ弾性要素２４が収縮可能に取り付けられている。各前レッ
グ弾性要素２３の一部および各後レッグ弾性要素２４の全体を覆うように、固定シート１
４が積層されている。このような前後レッグ弾性要素２３，２４によって、レッグ開口を
着用者に密着させることができる。
【００２７】
　上記のようなシャーシ１０の身体側には、クロッチ域４から前後ウエスト域２，３へと
延びる吸液構造体３０が取り付けられている。吸液構造体３０は、シャーシ１０に対向す
る底面と、その反対側であって身体側に位置する身体側面とを有するとともに、横方向Ｘ
に延びる前後端縁３１，３２と、縦方向Ｙに延びる両側縁３３とによって画成された縦長
方形状であり、クロッチ域４を中心として前後ウエスト域２，３に延びている。すなわち
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、前端縁３１は、第１外面シート１１の内面に位置し、後端縁３２は、第２外面シート１
２の内面に位置し、これら前後端縁３１，３２の間の中間部分は中間シート１３の内側に
位置している。
【００２８】
　吸液構造体３０は、フラッフパルプと超吸収性ポリマー粒子等との混合からなる吸液性
コアを液拡散性シート（図示せず）で覆うことによって形成された吸液性芯材３４と、吸
液性芯材３４の吸収面を覆う身体側ライナ３５と、吸液性芯材３４の底面側を覆う被覆シ
ート３６と、被覆シート３６と吸液性芯材３４との間に位置しプラスチック材料から形成
された防漏シート３７とを含む。
【００２９】
　被覆シート３６は、吸液性芯材３４の両側縁３３から横方向Ｘの外方に延びるとともに
、その一部が仮想縦中心線Ｐ－Ｐ側に向かって折り返され、一対のスリーブ状の各サイド
フラップ３８が形成されている。各サイドフラップ３８内には、縦方向Ｙに延びるエラス
トマーからなるストランド状の弾性要素３９，４０がホットメルト接着剤を介して収縮可
能に接合されている。横方向Ｘ内側に位置する複数の弾性要素３９は、クロッチ域４から
前後ウエスト域２，３に延びている。これら弾性要素３９の収縮作用によって、被覆シー
ト３６の両側部が身体側ライナ３５から離間してバリアまたはガスケットカフを形成し、
排泄物の横漏れを防止することができる。弾性要素３９の外側に位置する複数の弾性要素
４０は、クロッチ域４の中央部にのみ取り付けられ、着用者の鼠径部に沿って延びる弾性
帯を形成している。吸液構造体３０は、被覆シート３６の外面が、ホットメルト接着剤（
図示せず）を介してシャーシ１０の内面に固定されている。
【００３０】
　吸液構造体３０の前後端縁３１，３２には、これに重なる第１および第２弾性シート５
１，５２が取り付けられている。第１弾性シート５１は、前ウエスト域２において、吸液
構造体３０の底面であって、第１外面シート１１との間に位置し、横方向Ｘに伸長状態で
収縮可能に取り付けられている。第２弾性シート５２は、後ウエスト域３において、吸液
構造体３０の身体側面に位置し、横方向Ｘに伸長状態で収縮可能に取り付けられている。
第１および第２弾性シート５１，５２の両側縁は、第１および第２外面シート１１，１２
の両側縁と重なっている。
【００３１】
　第１弾性シート５１は、その外面が図示しないホットメルト接着剤等の接着手段によっ
て、第１外面シート１１に接合されるとともに、その内面は、第１接合部５３によって吸
液構造体３０の被覆シート３６に接合されている。第１接合部５３は、第１弾性シート５
１と被覆シート３６とが重なったほぼ全面において、例えば、間欠的に塗布されたホット
メルト接着剤によって形成されている。
【００３２】
　第２弾性シート５２は、吸液構造体３０の後端縁３２を覆うように、後端部６側からク
ロッチ域４側へと延びて、後端縁３２に重なるとともに、両側縁３３から横方向Ｘ外側に
も延出している。吸液構造体３０の横方向Ｘ外側では、その全域において図示しない、例
えば、ホットメルト接着剤等の接合手段によって、第２弾性シート５２と第２外面シート
１２とが互いに接合されている。吸液構造体３０と重なる中央部分では、第２接合手段５
４によって接合されている。第２接合手段５４は、各サイドフラップ３８に沿って縦方向
Ｙに延びる両側接合部分５４ａと、後端縁３２に沿って横方向Ｘに延びる端縁接合部分５
４ｂとを有している。これら第２接合手段５４以外の部分、すなわち端縁接合部分５４ｂ
よりもクロッチ域４側に位置し、両側接合部分５４ａによって囲まれている部分では、吸
液構造体３０には接合されず、非接合部５５が形成されている。
【００３３】
　前後エンドフラップ１９，２１は、第１および第２弾性シート５１，５２にそれぞれ接
合される。前エンドフラップ１９は、吸液構造体３０の前端縁３１を覆うように内端縁１
９ａの一部が吸液構造体３０に重なり、第１弾性シート５１および吸液構造体３０に図示



(7) JP 5457822 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

しないホットメルト接着剤等の接着手段によって接合される。吸液構造体３０の前端縁３
１が、前エンドフラップ１９を形成する第１外面シート１１で覆われ接合されることによ
って、吸液性芯材３４のフラッフパルプ等が零れ落ちるのを防止している。また、前エン
ドフラップ１９は、その内端縁１９ａ近傍においては、接着手段が存在せず、吸液構造体
３０と非接合とされている。このように、内端縁１９ａを非接合とすることで、前エンド
フラップ１９を形成する第１外面シート１１の柔軟性を阻害することなく、着用者に対す
る刺激を抑えることができる。さらに、非接合部分は、各サイドフラップ３８の間におい
ては、尿等の漏れを防止するポケットとして機能することも可能である。
【００３４】
　後エンドフラップ２１は、その内側端縁２１ａが第２弾性シート５２に僅かに重なり、
その全域において図示しないホットメルト接着剤等の接合手段によって接合される。この
ように、後エンドフラップ２１を形成する第２外面シート１２と、第２弾性シート５２と
の重なる面積を小さくして、通気性を維持することができる。シートが積層された部分で
は、通気性の低下が見られるが、積層面積を小さくすることによって、この低下を抑える
ことができる。また、第１および第２弾性シート５１，５２に第１および第２外面シート
１１，１２を積層することによって、第１および第２弾性シート５１，５２の収縮率を低
下させる可能性があるが、これら積層面積を小さくすることによって、収縮率の低下を防
止することもできる。
【００３５】
　上記のような構成のおむつ１において、第１および第２弾性シート５１，５２は、前後
ウエスト域２，３のほぼ全域に対応する大きさを有し、横方向Ｘに伸長状態で収縮可能に
取り付けているので、前後ウエスト域２，３のほぼ全域を着用者にフィットさせることが
できる。第１および第２弾性シート５１，５２を用いることでより広い範囲で着用者にフ
ィットさせることができるので、おむつ１のずり下がりを防止することができる。
【００３６】
　第１弾性シート５１は、吸液構造体３０の底面に位置させているので、その底面から着
用者へと吸液構造体３０を押し付けて着用者の身体へと密着させることができる。おむつ
１の前ウエスト域２は、着用者が座ったり、脚を動かしたりすることによってずれ易いが
、これを密着させることができるので、着用者の腹側からの尿等の体液の漏れを効果的に
防止することができる。また、前ウエスト域２を着用者に密着させることによって、吸液
構造体３０が出っ張り難く、見た目にすっきりとした印象を与えることができる。
【００３７】
　第２弾性シート５２は、吸液構造体３０の身体側面に位置させているので、第２弾性シ
ート５２は、収縮して着用者に直接密着することができ、後ウエスト域３からの尿等の漏
れを防止することができる。また、第２弾性シート５２の収縮によって、吸液構造体３０
との間では空隙を形成するようにして、吸液構造体３０を身体から離間させる。おむつ１
の後ウエスト３では、排泄された尿等によって湿度が高くなりやすく、蒸れやかぶれを引
き起こし易いが、吸液構造体３０が身体から離間されることによって、通気性を向上させ
、蒸れやかぶれを防止することができる。また、第２弾性シート５２が吸液構造体３０の
各サイドフラップ３８にのみ接合され、これらの間では非接合部５５を形成しているので
、この非接合部５５によって、尿がウエスト開口から漏れるのを防止するポケットが形成
される。したがって、後ウエスト域３では、通気性を確保して蒸れを防止しつつ、尿等の
漏れを防止することができる。
【００３８】
　第２弾性シート５２は、第２接合部５４によって吸液構造体３０に接合されているが、
両側接合部５４ａは、各サイドフラップ３８に形成されている。各サイドフラップ３８は
、身体側ライナ３５から起立するように離間可能であるので、このように各サイドフラッ
プ３８が離間した場合には、これに接合された第２弾性シート５２も身体側ライナ３５か
ら離間され、非接合部５５によって形成されるポケットをより大きくすることができる。
【００３９】



(8) JP 5457822 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

　第１弾性シート５１の縦方向Ｙの長さ寸法Ｒは、第２弾性シート５２の縦方向Ｙの長さ
寸法Ｓよりも大きくされている。すなわち前ウエスト域２における第１弾性シート５１を
大きくして、ずれ易い前ウエスト域２において、確実に着用者に密着させることができ、
後ウエスト域３においては、第２弾性シート５２による密着と、吸液構造体３０の離間と
の均衡を図ることができる。
【００４０】
　前エンドフラップ１９の縦方向Ｙの長さ寸法Ｔは、後エンドフラップ２１の縦方向Ｙの
長さ寸法Ｕよりも大きくされている。具体的には、前エンドフラップ１９の寸法Ｔは、吸
液構造体３０の前端縁３１を越えるような大きさにされ、後エンドフラップ２１の寸法Ｕ
は、第２弾性シート５２の外側の端縁を越えるような大きさにされている。
【００４１】
　第１および第２弾性シート５１，５２は、質量が２０～５０ｇ／ｍ２、好ましくは、３
０～４０ｇ／ｍ２、繊維密度が０．０１～０．０４ｇ／ｃｍ３、好ましくは０．０２５～
０．０３５ｇ／ｃｍ３の範囲である熱融着性のエラストマー繊維からなる伸縮性繊維不織
布から形成されていることが好ましい。具体的には、熱可塑性ポリウレタンポリマーと、
熱可塑性ポリウレタンポリマー以外の熱可塑性ポリマー、例えば、スチレン系エラストマ
ー、ポリオレフィン系エラストマー、塩ビ系エラストマー、アミド系エラストマー、ポリ
エチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン等のポリオレフィン類のポリマーとの混合から
なる繊維を含む混合繊維から形成することができる。
【００４２】
　第１および第２弾性シート５１，５２をエラストマー繊維と非エラストマー繊維との混
合繊維から形成してもよい。この混合繊維を用いると、エラストマー繊維による着用者の
肌に対する摩擦を軽減することができる。換言すると、非エラストマー繊維を混合するこ
とによって、着用者の肌に対するすべりを向上させ、第１および第２弾性シート５１，５
２の柔軟性および肌触りを向上させることができる。また、第１および第２弾性シート５
１，５２の伸縮性を調整することができる。混合繊維を用いる場合には、公知のギア延伸
処理を施してあることが好ましい。上記のような第１および第２弾性シート５１，５２は
、疎水性かつ通気性を有し、尿等の体液に対して防漏性を有している。ただし、第１およ
び第２弾性シート５１，５２に親水処理を施すことによって、親水性シートとすることも
できる。
【００４３】
　第１および第２外面シート１１，１２は、質量が１５～４０ｇ／ｍ２、好ましくは２５
～３５ｇ／ｍ２、繊維密度が０．０６～０．１０ｇ／ｃｍ３、好ましくは０．０７～０．
０９ｇ／ｃｍ３である熱融着性のスパンボンド繊維不織布から形成されていることが好ま
しい。第１および第２外面シート１１，１２は、複数層から形成されていてもよい。
【００４４】
　第１および第２接合部５３，５４を形成する接着手段、その他の接着手段は、質量が１
．０～５．０ｇ／ｍ２の範囲のホットメルト接着剤であって、Ω状、スパイラル状、ドッ
ト状、波状、格子状などの各種の公知のパターンで塗布することができる。こうした塗布
は、間欠的塗布ということができる。ホットメルト接着剤には、公知の各種の接着剤を制
限なく用いることができるが、第１および第２弾性シート５１，５２の伸縮性をできるだ
け阻害しないようにするために、ゴム系の接着剤、例えば、ＳＢＳ（スチレン－ブタジエ
ン－スチレン）系、ＳＩＳ（スチレン－イソプレン－スチレン）系の接着剤を用いること
が好ましい。
【００４５】
　おむつ１を構成する各構成部材には、本明細書に記載されている材料のほかに、この種
の分野において通常用いられている、各種の公知の材料を制限なく用いることができる。
また、おむつ１は、パンツ型の使い捨ておむつに限らず、前後ウエスト域２，３のサイド
シーム部８が予め連結されていない、いわゆるオープン型の使い捨ておむつであってもよ
いし、前ウエスト域２と、後ウエスト域３と、クロッチ域４とが一連に形成された態様で
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【００４６】
　本発明の明細書および特許請求の範囲において、用語「第１」および「第２」は、同称
の要素、位置等を単に区別するために用いられている。さらに、本発明の明細書および特
許請求の範囲において、用語「第１ウエスト域」は、前後ウエスト域の一方を意味し、「
第２ウエスト域」はその他方を意味する。
【符号の説明】
【００４７】
　１　　おむつ（使い捨ての着用物品）
　２　　前ウエスト域（第１又は第２ウエスト域）
　３　　後ウエスト域（第１又は第２ウエスト域）
　４　　クロッチ域
１０　　シャーシ
１９　　前エンドフラップ
２０　　第１ウエスト弾性要素
２１　　後エンドフラップ
２２　　第２ウエスト弾性要素
３０　　吸液構造体
３１　　前端縁（第１又は第２端縁）
３２　　後端縁（第１又は第２端縁）
３３　　両側縁
３８　　サイドフラップ
３９　　弾性要素
４０　　弾性要素
５１　　第１弾性シート
５２　　第２弾性シート
５３　　第１接合部
５４　　第２接合部
５４ａ　両側接合部分
５４ｂ　端縁接合部分
５５　　非接合部
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