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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着用者の前後方向に相当する縦方向とこれに直交する横方向とを有し、液保持性の吸収
体を具備する吸収性本体と、該吸収性本体の非肌対向面側に配されてこれを固定している
外装体とを備え、前身頃及び後身頃それぞれにおける該外装体の縦方向に沿う両側縁部ど
うしが接合されて一対のサイドシール部、ウエスト開口部及び一対のレッグ開口部が形成
されている使い捨て着用物品であって、
　前記外装体は、着用者の身体から相対的に遠い側に位置する外層シートと、着用者の身
体に相対的に近い側に位置する内層シートとを含んで構成され、
　前記前身頃及び前記後身頃のうちの少なくとも該後身頃における少なくとも胴回り部の
肌対向面に、汗の吸収が可能な吸汗シートが配置されており、
　前記吸汗シートは、その少なくとも一部の領域が前記外層シートと直接に対向しており
、
　前記吸汗シートは、２枚の繊維シート間に弾性部材が配置された構造を有し、かつ横方
向に伸縮可能なものであり、
　前記吸汗シートは、縦方向に延びる一対の側縁及び横方向に延びる一対の端縁を有し、
各側縁を含む各側部域が前記サイドシール部において他の部材と接合されているとともに
、縦方向の外方寄りに位置する前記端縁を含む外方端部域が他の部材と接合されており、
縦方向の内方寄りに位置する前記端縁を含む内方端部域は他の部材と接合されていない非
接合部となっている、使い捨て着用物品。
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【請求項２】
　前記吸汗シートは、横方向に沿って見たときの厚み方向断面が波形形状をしており、着
用者の肌に対向する面側での該波形形状の頂部が、該吸汗シートの収縮状態において、着
用者の肌に当接可能になっている請求項１に記載の使い捨て着用物品。
【請求項３】
　前記吸汗シートに、縦方向に延びるエンボス点列が横方向に間隔をおいて複数列形成さ
れており、それによって該吸汗シートは、横方向に沿って見たときの厚み方向断面が波形
形状をしている請求項２に記載の使い捨て着用物品。
【請求項４】
　前記吸汗シートを構成する２枚の前記繊維シートのうち、着用者の身体に相対的に近い
側に位置する繊維シートの親水度が、着用者の身体から相対的に遠い側に位置する繊維シ
ートの親水度よりも低くなっている請求項１ないし３のいずれか一項に記載の使い捨て着
用物品。
【請求項５】
　前記吸汗シートにおける前記弾性部材はエラストマー樹脂であり、前記繊維シートは不
織布であり、
前記吸汗シートが、溶融した前記エラストマー樹脂を２枚の前記不織布の間にストランド
状又はシート状に供給し、これらを一体化して得られたものである請求項１ないし４のい
ずれか一項に記載の使い捨て着用物品。
【請求項６】
　前記吸汗シートが、溶融したエラストマー樹脂を２枚の不織布の間にストランド状又は
シート状に供給し、これらを一体化して複合シート材料を形成し、該複合シート材料を一
対の歯溝ロール間に噛み込ませて、前記エラストマー樹脂の供給方向と同方向に延伸させ
て得られたものである請求項５に記載の使い捨て着用物品。
【請求項７】
　前記吸汗シートを構成する２枚の前記繊維シートのうち、着用者の身体から相対的に遠
い側に位置する繊維シートが、メルトブローン層を有している請求項１ないし６のいずれ
か一項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、パンツ型使い捨ておむつ等の使い捨て着用物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パンツ型使い捨ておむつとしては、液保持性の吸収体を具備する吸収性本体と、
該吸収性本体の非肌対向面側に配される外装体とを備え、着用者の前後方向に相当する縦
方向とこれに直交する横方向とを有し、かつ縦方向において着用時に着用者の腹側に位置
する前身頃と背側に位置する後身頃とに二分され、該前身頃及び該後身頃それぞれにおけ
る該外装体の縦方向に沿う両側縁部どうしが接合されて一対のサイドシール部、ウエスト
開口部及び一対のレッグ開口部が形成されているものが汎用されている。例えば特許文献
１及び２には、斯かる構成のパンツ型使い捨ておむつにおいて、着用状態で着用者の肌に
当接する部分に、親水性の優れた素材からなる吸汗シートを配置している技術が開示され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－１７２８６３号公報
【特許文献２】特表２００１－３２７５３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】



(3) JP 6407693 B2 2018.10.17

10

20

30

40

50

【０００４】
　しかし、前記の各特許文献に記載の技術には、汗の吸収性と、着用状態でのおむつ外観
の良好性と、着用者の身体へのおむつのフィット性とを並び立たせることに関して改良の
余地を有するものであった。
【０００５】
　したがって本発明の課題は、使い捨て着用物品の改良にあり、更に詳しくは汗の吸収性
と、着用状態での優れた外観と、良好な装着感とを満足す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、着用者の前後方向に相当する縦方向とこれに直交する横方向とを有し、液保
持性の吸収体を具備する吸収性本体と、該吸収性本体の非肌対向面側に配されてこれを固
定している外装体とを備え、前身頃及び後身頃それぞれにおける該外装体の縦方向に沿う
両側縁部どうしが接合されて一対のサイドシール部、ウエスト開口部及び一対のレッグ開
口部が形成されている使い捨て着用物品であって、
　前記外装体は、着用者の身体から相対的に遠い側に位置する外層シートと、着用者の身
体に相対的に近い側に位置する内層シートとを含んで構成され、
　前記前身頃及び前記後身頃のうちの少なくとも該後身頃における少なくとも胴回り部の
肌対向面に、汗の吸収が可能な吸汗シートが配置されており、
　前記吸汗シートは、その少なくとも一部の領域が前記外層シートと直接に対向しており
、
　前記吸汗シートは、２枚の繊維シート間に弾性部材が配置された構造を有し、かつ横方
向に伸縮可能なものであり、
　前記吸汗シートは、縦方向に延びる一対の側縁及び横方向に延びる一対の端縁を有し、
各側縁を含む各側部域が前記サイドシール部において他の部材と接合されているとともに
、縦方向の外方寄りに位置する前記端縁を含む外方端部域が他の部材と接合されており、
縦方向の内方寄りに位置する前記端縁を含む内方端部域は他の部材と接合されていない非
接合部となっている、使い捨て着用物品を提供するものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、汗の吸収性と、着用状態での優れた外観と、良好な装着感とが並び立
つ使い捨て着用物品が提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本発明の使い捨て着用物品の一実施形態であるパンツ型使い捨ておむつ
を模式的に示す斜視図である。
【図２】図２は、図１に示すおむつの展開かつ伸長状態における肌対向面側（内面側）を
模式的に示す展開平面図である。
【図３】図３は、図２に示すIII－III線断面図である。
【図４】図４は、図２に示すIV－IV線断面図である。
【図５】図５は、図２に示す展開平面図の要部拡大図である。
【図６】図６は、図１に示すおむつの外装体を構成する伸縮性の外層シートの一部（腹側
外層シート）の一例を模式的に示す一部破断斜視図である。
【図７】図７は、図１に示すおむつの吸汗シートを、横方向に沿って見たときの厚み方向
断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下本発明を、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。図１ない
し図４には、本発明の使い捨て着用物品の一実施形態であるパンツ型使い捨ておむつ１が
記載されている。おむつ１は、着用者の前後方向に相当する縦方向Ｘとこれに直交する横
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方向Ｙとを有する。おむつ１は、液保持性の吸収体２３を具備する吸収性本体２と、該吸
収性本体２の非肌対向面側に配されて該吸収性本体２を固定している外装体３とを備える
。おむつ１は、前身頃Ｆ及び後身頃Ｒを備える。前身頃Ｆ及び後身頃Ｒそれぞれにおける
外装体３の縦方向Ｘに沿う両側縁部ＦＳ，ＲＳどうしを接合することで、おむつ１には、
一対のサイドシール部Ｓ，Ｓ、並びに着用者の胴が通されるウエスト開口部ＷＨ、及び着
用者の下肢が通される一対のレッグ開口部ＬＨ，ＬＨが形成されている。
【００１０】
　図２及び図３に示すように、前身頃Ｆは、おむつ１を縦方向Ｘに二分する縦中心線Ｌｘ
を基準として、着用時に着用者の身体の前側（腹側）を覆う部分であり、後身頃Ｒは、着
用者の身体の後側（背側）を覆う部分である。本明細書において、肌対向面とは、おむつ
１及びその構成部材（例えば吸収性本体２）における、着用状態において着用者の肌側に
向けられる面（着用者の肌に近い側）である。また、非肌対向面は、おむつ１及びその構
成部材における、着用状態において着用者の肌側とは反対側に向けられる面（相対的に肌
対向面よりも肌から遠い側）である。
【００１１】
　おむつ１は、着用状態において着用者の腹側に配される腹側部１Ａ、背側に配される背
側部１Ｃ、及びそれらの間に位置して着用者の股間部に配される股下部１Ｂを有している
。おむつ１の縦方向Ｘは、前身頃Ｆと後身頃Ｒとの間を延びる方向、すなわち、腹側部１
Ａと背側部１Ｃとの間を股下部１Ｂを介して延びる方向であり、吸収性本体２の長手方向
に一致する。腹側部１Ａは前身頃Ｆの一部である。背側部１Ｃは後身頃Ｒの一部である。
股下部１Ｂは前身頃Ｆと後身頃Ｒとに跨って存している。腹側部１Ａ及び背側部１Ｃは、
いずれも縦方向Ｘにおいてサイドシール部Ｓと同位置にある部分であり、おむつ１の着用
時に着用者の胴回りに配される胴回り部である。股下部１Ｂは、外装体３の縦方向Ｘに沿
う両側縁部にレッグ開口部ＬＨ，ＬＨ形成用の凹欠部（レッグ縁部ＬＳ，ＬＳ）が形成さ
れている領域である。股下部１Ｂは、おむつ１の着用時に着用者の排泄部に対向配置され
る排泄部対向部を有しており、該排泄部対向部は通常、おむつ１の縦方向Ｘの中央部（縦
中心線Ｌｘ上）又はその近傍に位置している。
【００１２】
　吸収性本体２は、図２及び図３に示すように平面視矩形形状を有している。吸収性本体
２はその長手方向を、展開かつ伸長状態におけるおむつ１の縦方向Ｘに一致させて、横方
向Ｙにおける外装体３の中央部に配置され、接着剤（図示せず）によって外装体３に接合
されている。外装体３は、図２及び図３に示す如きおむつ１の展開かつ伸長状態のおむつ
１の外形を形作っている。外装体３の周縁は、その状態のおむつ１の輪郭線を形成してい
る。おむつ１の「展開かつ伸長状態」とは、おむつ１をサイドシール部Ｓで切り離して展
開状態とし、その展開状態のおむつ１を各部の弾性部材を伸長させて設計寸法（弾性部材
の影響を一切排除した状態で平面状に広げたときの寸法と同じ）となるまで広げた状態を
いう。
【００１３】
　吸収性本体２は、図４に示すように、肌対向面を形成する液透過性の表面シート２１、
非肌対向面を形成する液不透過性若しくは液難透過性又は撥水性の裏面シート２２、及び
両シート２１，２２間に介在配置された液保持性の吸収体２３を有しており、これらが接
着剤等の公知の接合手段により一体化されて構成されている。表面シート２１及び裏面シ
ート２２はそれぞれ、吸収体２３の周縁から外方に延出した延出部において直接的に又は
他の部材（例えば後述する側方カフス２４）を介在させて互いに接合されており、吸収体
２３を挟持・固定している。吸収体２３は、おむつ１（外装体３）の横方向Ｙの中央部に
位置している。表面シート２１及び裏面シート２２としては、それぞれ、この種の吸収性
物品に従来用いられている各種のものを特に制限なく用いることができる。例えば、表面
シート２１としては各種の不織布や開孔フィルム等を用いることができる。裏面シート２
２としては樹脂フィルムや、樹脂フィルムと不織布等とのラミネート等を用いることがで
きる。
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【００１４】
　吸収体２３は、パルプ繊維等の繊維の集合体に吸水性ポリマーの粒子を保持させてなる
吸収性コア２３１と、該吸収性コア２３１を被覆する紙や不織布等のコアラップシート２
３２とから形成されている。吸収性コア２３１は、平面視において、縦方向Ｘの中央部が
前後端部（縦方向Ｘ両端部）それぞれよりも横方向Ｙの長さ（幅）が短く、縦方向Ｘの中
央部が括れた平面視砂時計状（ダンベル状）をなしている。吸収体２３は、吸収性コア２
３１の全体をコアラップシート２３２によって一体的に被覆されて形成されている。吸収
体２３は、平面視矩形形状に形成されている。
【００１５】
　吸収性本体２の肌対向面における縦方向Ｙに沿う左右両側部には、図４に示すように、
液抵抗性又は撥水性でかつ通気性のシート材２５から構成された側方カフス２４，２４が
設けられている。各側方カフス２４の自由端部の近傍には糸状の側方カフス弾性部材２６
が１本又は複数本伸長状態で配されている。各側方カフス２４は、伸長状態で配された側
方カフス弾性部材２６がおむつ１の着用状態において収縮することによって少なくとも股
下部１Ｂで起立し、液の側方への流出を阻止する。
【００１６】
　外装体３は、図２に示すように、その縦方向Ｘに沿う両側縁が股下部１Ｂにおいて内向
きの円弧状に湾曲して一対のレッグ縁部ＬＳ，ＬＳを形成しており、図２に示す如き平面
視において、縦方向Ｘの中央域が横方向Ｙの内方に向けて括れた砂時計状の形状を有して
いる。股下部１Ｂには、外装体３において横方向Ｙの長さが最も短い部位が存している。
外装体３は、前身頃Ｆ（腹側部１Ａ）における縦方向Ｘに沿う両側縁部ＦＳ，ＦＳと後身
頃Ｒ（背側部１Ｃ）における縦方向Ｘに沿う両側縁部ＲＳ，ＲＳとが、接着剤、ヒートシ
ール、超音波シール等の公知の接合手段によって互いに接合されており、その接合によっ
て、図１に示すように、おむつ１に一対のサイドシール部Ｓ，Ｓが形成され、更にウエス
ト開口部ＷＨ及び一対のレッグ開口部ＬＨ，ＬＨが形成されている。
【００１７】
　外装体３は、図２及び図３に示すように、外層シート３１と、内層シート３２とを含ん
で構成されている。おむつ１の着用状態において、外層シート３１は着用者の身体から相
対的に遠い側に位置して、おむつ１の非肌対向面（外面）を形成している。内層シート３
２は、着用者の身体に相対的に近い側に位置して、おむつ１の肌対向面（内面）を形成し
ている。外層シート３１と内層シート３２との間は、両者の対向面が接着剤（図示せず）
によって接合されている。
【００１８】
　図３に示すように、外層シート３１は複数枚のシートが組み合わされて構成されている
。詳細には、外層シート３１は、腹側部１Ａを構成する腹側外層シート３１Ａと、背側部
１Ｃを構成する背側外層シート３１Ｃと、両シート３１Ａ，３１Ｃ間に位置して股下部１
Ｂを構成する股下外層シート３１Ｂとを含んで構成されている。外層シート３１を構成す
る各シート３１Ａ，３１Ｂ，３１Ｃは、それらの縦方向Ｘの端部どうしが重ね合わされ、
その重ね合わせ部分において接着剤（図示せず）によって互いに接合され一体化されてい
る。接合手段としては、接着剤の他に、例えばヒートシール、高周波シール、超音波シー
ル等を採用してもよい。シート３１Ａ，３１Ｃとシート３１Ｂとの重ね合わせ部分におい
ては、それぞれ、縦方向Ｘの中央に位置するシート３１Ｂが吸収性本体２から相対的に近
い側に位置し、シート３１Ｂの縦方向Ｘの両端部の非肌対向面はシート３１Ａ，３１Ｃで
被覆されている。
【００１９】
　外装体３は、一対のレッグ開口部ＬＨ，ＬＨそれぞれの開口縁部にレッグギャザーを形
成するレッグ弾性部材として、前身頃Ｆに伸長状態で配された１本又は複数本（本実施形
態では複数本）の前側レッグ弾性部材３５と、後身頃Ｒに伸長状態で配された１本又は複
数本（本実施形態では複数本）の後側レッグ弾性部材３６とを備えている。レッグ弾性部
材３５，３６は、いずれも糸状又は帯状であり、外装体３を構成する外層シート３１と内
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層シート３２との間に接着剤により挟持固定されている。
【００２０】
　前側レッグ弾性部材３５は、図２に示すように、前身頃Ｆにおける腹側部１Ａ（胴回り
部）を構成する外装体３の両側縁部ＦＳ，ＦＳ（サイドシール部Ｓ）それぞれからレッグ
開口部ＬＨの開口縁部であるレッグ縁部ＬＳに沿って縦方向Ｘの内方かつ横方向Ｙの内方
に延びて吸収性本体２の縦方向Ｘに沿う側縁２Ｓに達し、吸収体（図示せず）と重なって
いる。すなわち、前側レッグ弾性部材３５の側縁部ＦＳ側とは反対側の端部は、吸収体の
配置領域に位置している。
【００２１】
　後側レッグ弾性部材３６は、図２に示すように、後身頃Ｒにおける背側部１Ｃ（胴回り
部）を構成する外装体３の両側縁部ＲＳ，ＲＳ（サイドシール部Ｓ）それぞれからレッグ
開口部ＬＨの開口縁部であるレッグ縁部ＬＳに沿って縦方向Ｘの内方かつ横方向Ｙの内方
に延びて吸収性本体２の縦方向Ｘに沿う側縁２Ｓに達し、吸収体（図示せず）と重なって
いる。すなわち、後側レッグ弾性部材３６の側縁部ＲＳ側とは反対側の端部は、吸収体の
配置領域に位置している。
【００２２】
　外装体３を構成する内層シート３２は、外層シート３１と対向するように１枚配されて
いる。内層シート３２は、吸収性本体２の非肌対向面の全域を被覆し、かつ吸収性本体２
の端縁２ａを越えて縦方向Ｘの外方に向けて延びている。このように、内層シート３２は
、前身頃Ｆから後身頃Ｒまでにわたって縦方向Ｘに延びている。しかし、内層シート３２
の長さは、外層シート３１の長さよりも短く、縦方向Ｘの前後に位置する内層シート３２
の端縁３２ａ，３２ａは、ウエスト開口部ＷＨの開口縁ＷＨ１よりも、縦方向Ｘの内方寄
りの位置で終端している。
【００２３】
　内層シート３２としては、それぞれ、各種製法による不織布が好ましく用いられる。そ
のような不織布として、例えばスパンボンド不織布、エアスルー不織布、スパンレース不
織布、ニードルパンチ不織布等が挙げられる。不織布の構成繊維としては、例えば、ポリ
エチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）や
ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）等のポリエステル、ポリアミド等からなる繊維等
が挙げられる。不織布を構成する繊維は、短繊維でも長繊維でもよく、親水性でも撥水性
でもよい。また、芯鞘型又はサイド・バイ・サイド型の複合繊維、分割繊維、異形断面繊
維、捲縮繊維、熱収縮繊維等を用いることもできる。これらの繊維は、１種を単独で又は
２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００２４】
　図２及び図３に示すように、おむつ１においては、前身頃Ｆ及び後身頃Ｒにおける胴周
り部の肌対向面に、汗の吸収が可能な吸汗シート３３がそれぞれ配置されている。吸汗シ
ート３３は、平面視して矩形をしており、縦方向Ｘに延びる一対の側縁３３ａ，３３ｂ及
び横方向に延びる一対の端縁３３ｃ，３３ｄを有している。各側縁を含む側部域３３ａ’
，３３ｂ’は、サイドシール部Ｓ（ＦＳ，ＲＳ）に位置している。一対の端縁３３ｃ，３
３ｄのうち、縦方向Ｘの内方寄りに位置する端縁３３ｄは、吸収性本体２の端縁２ａより
も、縦方向Ｘの内方寄りに位置している。以下の説明では、一対の端縁３３ｃ，３３ｄの
うち、縦方向Ｘの内方寄りに位置する端縁３３ｄのことを「内方端縁３３ｄ」といい、縦
方向Ｘの外方寄りに位置する端縁３３ｃのことを「外方端縁３３ｃ」という。吸汗シート
３３のうち、内方端縁３３ｄを含む横方向Ｙに延びる内方端部域３３ｄ’は、吸収性本体
２上を被覆している。そして吸汗シート３３は、内方端縁３３ｄの位置から吸収性本体２
の端縁２ａを越えて更に縦方向Ｘの外方へ向けて延出している。ここで、「側部域」は、
側縁から１５ｍｍまでの領域を指し、「端部域」は、端縁から１５ｍｍまでの領域を指す
。
【００２５】
　吸汗シート３３は、２枚の繊維シート３３１，３３２間に弾性部材３３３が配置された
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構造を有し、かつ横方向Ｙに伸縮可能なものである。２枚の繊維シート３３１，３３２の
うち、着用者の身体に相対的に近い側に位置する繊維シート３３１のことを第１シート３
３１といい、着用者の身体から相対的に遠い側に位置する繊維シート３３２のことを第２
シート３３２という。第１シート３３１及び第２シート３３２は平面視して同形をしてい
る。
【００２６】
　第１シート３３１と第２シート３３２との間には、糸状の弾性部材３３３が複数本配さ
れている。弾性部材３３３は、横方向Ｙに延びるように伸長状態で両シート３３１，３３
２に接合されている。この構成によって吸汗シート３３は、横方向に伸長性を有する。吸
汗シート３３が、前身頃Ｆ及び後身頃Ｒの胴周り部に配置された状態において、該吸汗シ
ート３３を構成する複数の弾性部材３３３のうちの一部は、吸収性本体２を横切るように
配置される。
【００２７】
　吸汗シート３３は、汗の吸収が可能なものであることから、親水性を有していることが
好ましい。この目的のために、吸汗シート３３を構成する第１シート３３１と第２シート
３３２は親水性シートであることが好ましい。親水性シートとしては、パルプ、レーヨン
又はコットン等のような親水性の繊維を含む紙あるいは不織布等を用いることができる。
親水性シートには、その構成繊維として、親水性の繊維以外に、熱シールによりフィルム
化しやすい観点から、熱可塑性の合成樹脂からなる繊維が混合されていてもよい。第１シ
ート３３１と第２シート３３２の構成繊維として疎水性の繊維を用いる場合には、該疎水
性の繊維を親水化剤で親水化すればよい。
【００２８】
　吸汗シート３３が親水性を有しているとは、該吸汗シート３３を構成する第１シート３
３１及び第２シート３３２のうち、少なくとも着用者の身体に相対的に近い側に位置する
第１シート３３１の構成繊維の水に対する接触角が９０度以下であることをいう。好まし
くは、第１シート３３１に加えて、第２シート３３２の構成繊維の水に対する接触角も前
記の値以下であることが好ましい。接触角は以下の方法で測定される。
【００２９】
　測定装置として、協和界面科学株式会社製の自動接触角計ＭＣＡ－Ｊを用いる。接触角
測定には蒸留水を用いる。インクジェット方式水滴吐出部（クラスターテクノロジー社製
、吐出部孔径が２５μｍのパルスインジェクターＣＴＣ－２５）から吐出される液量を２
０ピコリットルに設定して、水滴を、繊維の真上に滴下する。滴下の様子を水平に設置さ
れたカメラに接続された高速度録画装置に録画する。録画装置は後に画像解析や画像解析
をする観点から、高速度キャプチャー装置が組み込まれたパーソナルコンピュータが望ま
しい。本測定では、１７ｍｓｅｃ毎に、画像が録画される。録画された映像において、繊
維に水滴が着滴した最初の画像を、付属ソフトＦＡＭＡＳ（ソフトのバージョンは２．６
．２、解析手法は液滴法、解析方法はθ／２法、画像処理アルゴリズムは無反射、画像処
理イメージモードはフレーム、スレッシホールドレベルは２００、曲率補正はしない、と
する）にて画像解析を行い、水滴の空気に触れる面と繊維のなす角を算出し、接触角とす
る。なお、測定用サンプル（繊維シートから取り出して得られる繊維）は、第１シート３
３１及び第２シート３３２から繊維長１ｍｍで採取し、該繊維を接触角計のサンプル台に
載せて、水平に維持し、該繊維１本につき異なる２箇所の位置で接触角を測定する。上述
の各部位において、Ｎ＝５本の接触角を小数点以下１桁まで計測し、合計１０箇所の測定
値を平均した値（小数点以下第２桁で四捨五入）を各々の部位での接触角と定義する。
【００３０】
　第１シート３３１と第２シート３３２の親水度を比較した場合、第１シート３３１の親
水度が、第２繊維シート３３２の親水度よりも低くなっていることが好ましい。親水度を
前記の接触角で評価した場合には、第１シート３３１の構成繊維の接触角が、第２繊維シ
ート３３２の構成繊維の接触角よりも大きくなっていることが好ましい。両シート３３１
，３３２の親水度をこのように異ならせることで、吸汗シート３３に吸収された汗が、第
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１シート３３１から第２シート３３２へと移行し、効率よく外部に放出されるようになる
。この観点から、第１シート３３１と第２シート３３２との接触角の差は、１０度以上、
特に２０度以上であることが好ましく、８０度以下、特に６０度以下であることが好まし
い。具体的には、第１シート３３１と第２シート３３２との接触角の差は、１０度以上８
０度以下、特に２０度以上６０度以下であることが好ましい。
【００３１】
　第１シート３３１そのものの接触角は、１０度以上、特に２０度以上であることが好ま
しく、９０度以下、特に８０度以下であることが好ましい。具体的には、第１シート３３
１の接触角は、１０度以上９０度以下、特に２０度以上８０度以下であることが好ましい
。一方、第２シート３３２そのものの接触角は、第１シート３３１の接触角よりも小さい
ことを条件として、０度以上、特に１０度以上であることが好ましく、８０度以下、特に
６０度以下であることが好ましい。具体的には、第２シート３３２の接触角は、０度以上
８０度以下、特に１０度以上６０度以下であることが好ましい。
【００３２】
　図２及び図３に示すように、腹側外層シート３１Ａは、内層シート３２における縦方向
Ｘの端縁３２ａよりも、縦方向Ｘの外方に延出した腹側延出部３１ＡＥを有している。ま
た、背側外層シート３１Ｃは、内層シート３２における縦方向Ｘの端縁３２ａよりも、縦
方向Ｘの外方に延出した背側延出部３１ＣＥを有している。両延出部３１ＡＥ，３１ＣＥ
は、それぞれ吸汗シート３３の外方端部域３３ｃ’を覆うように、ウエスト開口部ＷＨの
開口縁ＷＨ１の位置で、内層シート３２側に折り返されている。折り返された両延出部３
１ＡＥ，３１ＣＥの内側には、横方向Ｙに延びるウエスト弾性部材（図示せず）が伸長状
態で配置固定されていてもよい。
【００３３】
　折り返された両延出部３１ＡＥ，３１ＣＥは、吸汗シート３３の外方端縁３３ｃを越え
て、縦方向Ｘの内方へ向けて延びている。それによって、吸汗シート３３における外方端
縁３３ｃを含む横方向Ｙに延びる外方端部域３３ｃ’は、それぞれの延出部３１ＡＥ，３
１ＣＥによって被覆されている。それぞれの延出部３１ＡＥ，３１ＣＥと外方端部域３３
ｃ’とが重なった領域には接着剤Ｈ１が塗布されて、両者が接合されている。図５には、
この接合領域が濃い色で強調されている。また吸汗シート３３における外方端部域３３ｃ
’においては、図３に示すように、その外層シート３１Ａ，３１Ｃとの対向面に接着剤Ｈ
２が塗布されており、それによって外層シート３１Ａ，３１Ｃと外方端部域３３ｃ’とが
接合されている。
【００３４】
　図２及び図５に示すとおり、吸汗シート３３は、各側縁３３ａ，３３ｂを含む各側部域
３３ａ’，３３ｂ’がサイドシール部Ｓ，Ｓ（ＦＳ，ＲＳ）において、他の部材、具体的
には外装体３と接合されている。図５においては、側部域３３ａ’，３３ｂ’と外装体３
との接合領域が濃い色で強調されている。
【００３５】
　図３に示すとおり、各吸汗シート３３は、その少なくとも一部の領域が外層シート３１
と直接に対向している。詳細には、前身頃Ｆにおいては、吸汗シート３３における少なく
とも一部の領域が、腹側外層シート３１Ａと直接に対向している。背側部Ｒにおいても、
吸汗シート３３における少なくとも一部の領域が、背側外層シート３１Ｃと直接に対向し
ている。吸汗シート３３と各外層シート３１Ａ，３１Ｃとが直接に対向している領域は、
各外層シート３１Ａ，３１Ｃの延出部３１ＡＥ，３１ＣＥの端部３１ＡＥ’，３１ＣＥ’
と、内層シート３２の端部３２ａとの間の領域である。この領域においては、吸汗シート
３３と、他の部材、具体的には各外層シート３１Ａ，３１Ｃとは、非接合状態になってい
る。
【００３６】
　以上のとおり、吸汗シート３３は、各側部域３３ａ’，３３ｂ’が、サイドシール部Ｓ
，Ｓにおいて、他の部材である外装体と接合されている。これとともに、吸汗シート３３
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は、外方端部域３３ｃ’が、他の部材である延出部３１ＡＥ，３１ＣＥと接合されている
。しかし吸汗シート３３は、縦方向Ｘの内方寄りに位置する内方端縁３３ｄを含む端部域
が、他の部材と接合されていない非接合部となっている。また、吸汗シート３３と、各外
層シート３１Ａ，３１Ｃとが直接に対向する部位は非接合状態になっている。以上のこと
から、吸汗シート３３が他の部材と接合されている領域は、図５に示す濃い色で強調され
た領域のみである。換言すれば、吸汗シート３３は、両側部域３３ａ’，３３ｂ’及び外
方端部域３３ｃ’においてのみ他の部材と接合されており、それ以外の領域は非接合状態
となっている。その結果、おむつ１には、図３に示すとおり、吸汗シート３３と腹側外層
シート３１Ａ、及び吸汗シート３３と背側外層シート３１Ｃとで画成され、かつ吸収性本
体２の縦方向Ｘの前後の端部域において開口するポケット部Ｐが形成される。
【００３７】
　以上の構成を有するおむつ１によれば、吸汗シート３３が必要最小限の領域でしか他の
部材と接合されていないので、吸汗シート３３の収縮によって発生するシャーリングが各
外層シート３１Ａ，３１Ｃに転写されにくくなる。したがって、各外層シート３１Ａ，３
１Ｃの配置部位において、おむつ１はすっきりとした外観を呈するので、着用状態での優
れた外観を提供することが可能となる。特に、後述するとおり、各外層シート３１Ａ，３
１Ｃが伸縮性を有している場合には、複合弾性シート３４の収縮時に各外層シート３１Ａ
，３１Ｃが複合弾性シート３４から意図せず浮き上がってたるんでしまうという不都合も
起こりにくい。このことによっても、おむつ１はすっきりとした外観を呈する。
【００３８】
　以上の構成を有するおむつ１によれば、吸汗シート３３が横方向Ｙに沿って伸縮性を有
していることから、該吸汗シート３３が着用者の身体にフィットしやすく、着用者の肌か
ら汗を効率的に吸収することができる。また、伸縮性を有する吸汗シート３３によって、
着用状態のおむつ１のずれ落ちが効果的に防止される。特に、吸汗シート３３と、各外層
シート３１Ａ，３１Ｃとが直接に対向する部位は非接合状態になっていることに起因して
、各外層シート３１Ａ，３１Ｃの状態に依存せずに吸汗シート３３は着用者の肌に適切に
接触するようになる。このように、本実施形態のおむつ１は、汗の吸収性と、着用状態で
の優れた外観と、良好な装着感とが並び立つものとなる。更に、おむつ１には上述のポケ
ット部Ｐが形成されており、該ポケット部Ｐが、排泄された液が縦方向Ｘに沿って流れる
ときの堰として作用し、縦方向Ｘの端縁からの液漏れを効果的に防止する。更に、ポケッ
ト部Ｐによって形成される空間に汗が蒸散されることから、蒸れが生じにくくなる。
【００３９】
　本実施形態においては、外層シート３１を構成する腹側外層シート３１Ａ及び背側外層
シート３１Ｃは少なくとも横方向Ｙに伸縮性を有していることが好ましい。これに対し、
外層シート３１の残りの部分である股下外層シート３１Ｂ並びに内層シート３２は伸縮性
を有しておらず非伸縮性である。したがって、外装体３において、シート３１Ａ，３１Ｃ
を含む領域は横方向Ｙに伸縮性を有し、シート３１Ａ，３１Ｃを含まない領域は横方向Ｙ
に伸縮性を有していない。本実施形態においては、前身頃Ｆの胴回り部である腹側部１Ａ
は腹側外層シート３１Ａを含み、後身頃Ｒの胴回り部である背側部１Ｃは背側外層シート
３１Ｃを含むから、腹側部１Ａ及び背側部１Ｃともに、横方向Ｙに伸縮性を有している。
また本実施形態においては、腹側外層シート３１Ａが、腹側部１Ａと股下部１Ｂとの境界
、すなわち、前身頃Ｆにおける一対のサイドシール部Ｓ，Ｓそれぞれの下端（縦方向Ｘの
内方側の端部）を通って横方向Ｙに延びる仮想直線を越えて股下部１Ｂに延出し、背側外
層シート３Ｃが、背側部１Ｃと股下部１Ｂとの境界、すなわち、後身頃Ｒにおける一対の
サイドシール部Ｓ，Ｓそれぞれの下端（縦方向Ｘの内方側の端部）を通って横方向Ｙに延
びる仮想直線を越えて股下部１Ｂに延出しているので、股下部１Ｂにおける両シート３１
Ａ，３１Ｃのこれら延出部を含む部分、すなわち、股下部１Ｂにおける腹側部１Ａ及び背
側部１Ｃ寄りの部分も、それぞれ横方向Ｙに伸縮性を有している。一方、股下部１Ｂにお
ける腹側部１Ａ及び背側部１Ｃ寄り以外の部分（股下部１Ｂの縦方向Ｘの中央部）は横方
向Ｙに伸縮性を有していない。
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【００４０】
　シートが、ある方向に実質的に伸縮性を有しないとは、該シートに対して当該ある方向
に引っ張る力を加えても、該シートが、ほとんど伸びないことを意味する。例えば、長さ
１５×幅５ｃｍのサンプルに対して、該サンプルをテンシロン等の材料引っ張り試験機で
長手方向に引っ張って、該サンプルが破断するときの破断伸度が１０％以下である場合、
そのサンプルは、長手方向に実質的に伸縮性を有しない。なお破断伸度とは、（破断時の
該サンプル長さ－該サンプルの元の長さ）／（該サンプルの元の長さ）×１００で算出す
ることができる。
【００４１】
　上述のとおり、腹側外層シート３１Ａ及び背側外層シート３１Ｃは、少なくとも横方向
Ｙに伸縮性を有していることが好ましい。図６には、伸縮性の腹側外層シート３１Ａの一
例が示されている。図６に示す腹側外層シート３１Ａは、非弾性繊維を主体とする伸長可
能な繊維層の一面に糸状の弾性フィラメントが接合した構成を有するもので、該繊維層と
しての２枚の繊維シート４１，４２と、両シート４１，４２間に介在配置された該弾性フ
ィラメントとしての弾性部材４３とを含んで構成されている。伸縮性の背側外層シート３
１Ｃも図６に示す伸縮性の腹側外層シート３１Ａと同様に構成することができる。なお、
図６において、糸状の弾性フィラメントに代えて、弾性フィルムを用いることもできる。
特に腹側外層シート３１Ａ及び背側外層シート３１Ｃは、伸長可能な２枚の不織布間に、
エラストマー樹脂からなるストランド又はフィルムが非伸長状態で配置固定された伸縮性
シートからなることが好ましい。
【００４２】
　伸長可能とは、（イ）２枚の不織布の構成繊維自体が伸長する場合と、（ロ）構成繊維
自体は伸長しなくても、交点において結合していた繊維どうしが離れたり、繊維どうしの
結合等により複数本の繊維で形成された立体構造が構造的に変化したり、構成繊維がちぎ
れたりして、２枚の不織布が全体として伸長する場合とを包含する。
【００４３】
　腹側外層シート３１Ａを構成する弾性部材４３は、弾性樹脂が溶融又は軟化した状態で
延伸されて形成された弾性フィラメントである。複数の弾性部材４３は、それぞれ、シー
ト３１Ａの全長（外装体３の横方向Ｙの全長）にわたって実質的に連続している。複数の
弾性部材４３は、互いに交差せずに一方向（横方向Ｙ）に延びるように配列している。弾
性部材４３は、実質的に非伸長状態で２枚のシート４１，４２に接合されている。腹側外
層シート３１Ａにおける弾性部材４３とシート４１，４２との接合は、シート４１，４２
を構成する繊維（非弾性繊維）が弾性部材４３中に埋没した状態で該弾性部材４３に融着
することによりなされたものであることが好ましく、ホットメルト型接着剤等の接着剤を
用いてなされたものではないことが好ましい。したがって、シート４１，４２（非弾性繊
維を主体とする伸長可能な繊維層）とこれに接合されている弾性部材４３との間には接着
剤が存在しないことが好ましい。
【００４４】
　腹側外層シート３１Ａは、弾性部材４３の延びる方向（横方向Ｙ）と同方向に伸縮可能
になっている。シート３１Ａの伸縮性は、弾性部材４３の弾性に起因して発現する。シー
ト３１Ａを弾性部材４３の延びる方向と同方向に引き伸ばすと、弾性部材４３及びシート
４１，４２が伸長する。そしてシート３１Ａの引き伸ばしを解除すると、弾性部材４３が
収縮し、その収縮に連れてシート４１，４２が引き伸ばし前の状態に復帰する。また、シ
ート３１Ａにおいては、弾性部材４３と直交した状態で結合している他の弾性部材は存在
していないので、シート３１Ａを、弾性部材４３の延びる方向（横方向Ｙ）と同方向に引
き伸ばしたときには、該シート３１Ａが横方向Ｙに縮む、いわゆる幅縮みをほとんど起こ
さずに伸長する。
【００４５】
　腹側外層シート３１Ａを構成する２枚のシート４１，４２は、それぞれ短繊維の不織布
であり得る。不織布としては、エアスルー不織布、ヒートロール不織布、スパンレース不
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織布、スパンボンド不織布、メルトブローン不織布等が挙げられる。シート４１とシート
４２とは、同種のものでもよく、或いは異種のものでもよい。ここでいう、「同種のシー
ト」とは、シートの製造プロセス、シートの構成繊維の種類、構成繊維の繊維径や長さ、
シートの厚みや坪量等がすべて同じであるシートどうしを意味する。これらのうちの少な
くとも一つが異なる場合には、「異種のシート」である。
【００４６】
　腹側外層シート３１Ａを構成する弾性部材４３（弾性フィラメント）は、例えば熱可塑
性エラストマーやゴム等を原料とするものである。特に熱可塑性エラストマーを原料とし
て用いると、通常の熱可塑性樹脂と同様に押出機を用いた溶融紡糸が可能であり、またそ
のようにして得られた弾性フィラメントは熱融着させやすいので、腹側外層シート３１Ａ
に好適である。熱可塑性エラストマーとしては、例えばＳＢＳ（スチレン－ブタジエン－
スチレン）、ＳＩＳ（スチレン－イソプレン－スチレン）、ＳＥＢＳ（スチレン－エチレ
ン－ブタジエン－スチレン）、ＳＥＰＳ（スチレン－エチレン－プロピレン－スチレン）
等のスチレン系エラストマー、オレフィン系エラストマー（エチレン系のα－オレフィン
エラストマー、エチレン・ブテン・オクテン等を共重合したプロピレン系エラストマー）
、ポリエステル系エラストマー、ポリウレタン系エラストマー等が挙げられる。これらの
熱可塑性エラストマーは、１種を単独で又は２種以上を組み合わせて用いることができる
。また、これらの熱可塑性エラストマーからなる芯鞘型又はサイド・バイ・サイド型の複
合繊維を用いることもできる。
【００４７】
　伸縮性を有する上述の腹側外層シート３１Ａ及び背側外層シート３１Ｃは、例えば特開
２００９－６１７４３号公報に記載の方法に従って製造することができる。具体的には、
溶融したエラストマー樹脂を２枚の不織布の間にストランド状又はシート状に供給し、こ
れらを一体化して複合シート材料を形成し、該複合シート材料を一対の歯溝ロール間に噛
み込ませて、前記エラストマー樹脂の供給方向と同方向に延伸させることで得ることがで
きる。この歯溝ロールは、ロールの軸線方向に延びる歯と溝とを、ロールの回転方向に交
互に有するものである。
【００４８】
　以上は、伸縮性を有する腹側及び背側外層シート３１Ａ，３１Ｅについての説明であっ
たところ、同じく伸縮性を有するシートである吸汗シート３３に関しても、同様の説明が
適用される。すなわち、上述のとおり、吸汗シート３３は、弾性部材としての溶融したエ
ラストマー樹脂を繊維シートとしての２枚の不織布３３１，３３２の間にストランド状又
はシート状に供給し、これらを一体化して得られたものであることが好ましい。更に好ま
しくは、吸汗シート３３は、溶融したエラストマー樹脂を２枚の不織布３３１，３３２の
間にストランド状又はシート状に供給し、これらを一体化して複合シート材料を形成し、
該複合シート材料を一対の歯溝ロール間に噛み込ませて、前記エラストマー樹脂の供給方
向と同方向に延伸させて得られたものである。
【００４９】
　上述の形態を有する吸汗シート３３以外に、上述のとおり、不織布からなる２枚の繊維
シート３３１，３３２の間に糸状の弾性部材３３３を伸長状態で配置・固定した複合弾性
シートを用いることもできる。吸汗シート３３の形態がどのようなものであっても、該吸
汗シート３３は、図７に示すとおり、横方向Ｙに沿って見たときの厚み方向Ｚの断面が波
形形状をしており、着用者の肌に対向する面側での該波形形状の頂部３３４が、吸汗シー
ト３３の収縮状態において、着用者の肌に当接可能になっていることが好ましい。吸汗シ
ート３３がこのような形状になることで、該吸汗シート３３と着用者の肌とが密着するこ
とに起因するべたつき感を低減させることができる。
【００５０】
　上述の波形形状は、例えば吸汗シート３３に、縦方向Ｘに延びるエンボス点列を横方向
に間隔をおいて複数列形成することで賦形することが可能である。あるいは、ロールの軸
線方向に延びる歯と溝とを、ロールの回転方向に交互に有し、かつ互いに噛み合う一対の
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歯溝ロール間に吸汗シート３３を噛み込ませて、波形賦形することでも形成することが可
能である。いずれの場合であっても、波形賦形によって、吸汗シート３３に繊維密度の勾
配が形成され、繊維密度の低い部分を通じて、蒸気が外部に放出されやすくなるという利
点がある。また、吸収された汗が、繊維密度の低い部分から高い部分へ毛管力によって移
動しやすくなるので、それによって液の吸収が促進されるという利点もある。
【００５１】
　吸汗シート３３を構成する第１シート３３１及び第２シート３３２としては、各種の繊
維から構成された不織布を用いることが好ましい。各シート３３１，３３２は単層の不織
布から構成されていてもよく、あるいは多層の不織布から構成されていてもよい。特に吸
汗シート３３を構成する２枚のシート３３１，３３２のうち、着用者の身体から相対的に
遠い側に位置する第２シート３３２が、メルトブローン層を有していると、繊維間距離が
短く、高い毛管力が生じやすいメルトブローン層の作用によって、吸収した汗を一層効率
的に外部に放出し得るので好ましい。メルトブローン層を有するシートとしては、メルト
ブローン不織布そのものの他に、スパンボンド－メルトブローン（ＳＭ）不織布やスパン
ボンド－メルトブローン－スパンボンド（ＳＭＳ）不織布などが挙げられる。
【００５２】
　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。例えば前記実施形態においては、前身頃Ｆ及び後身頃Ｒのいずれにも吸汗シ
ート３３が配されていたが、これに代えて、後身頃Ｒのみに吸汗シート３３を配してもよ
い。
【００５３】
　また前記実施形態においては、外層シート３１は複数枚のシート３１Ａ，３１Ｂ，３１
Ｃが組み合わされて構成されていたが、これに代えて、１枚の連続したシートから外層シ
ートが構成されていてもよい。この１枚の連続したシートは伸縮性を有していなくてもよ
い。また前記実施形態におけるシート３１Ａ，３１Ｂも、伸縮性をすることは必須ではな
い。
　また、外装体３は、腹側部に位置する外装体腹側領域及び背側部に位置する外装体背側
領域とに分割されており、吸収性本体２は、前記外装体腹側領域及び前記外装体背側領域
に架け渡して固定されていても良い。
【００５４】
　また、前記の実施形態は、本発明の使い捨て着用物品には、パンツ型使い捨ておむつに
適用したものであるが、本発明をこれ以外の着用物品、例えばテープ型使い捨ておむつ等
の吸収性物品に適用してもよい。
【００５５】
　上述した実施形態に関し、本発明は更に以下の使い捨て着用物品を開示する。
＜１＞
　着用者の前後方向に相当する縦方向とこれに直交する横方向とを有し、液保持性の吸収
体を具備する吸収性本体と、該吸収性本体の非肌対向面側に配されてこれを固定している
外装体とを備え、前身頃及び後身頃それぞれにおける該外装体の縦方向に沿う両側縁部ど
うしが接合されて一対のサイドシール部、ウエスト開口部及び一対のレッグ開口部が形成
されている使い捨て着用物品であって、
　前記外装体は、着用者の身体から相対的に遠い側に位置する外層シートと、着用者の身
体に相対的に近い側に位置する内層シートとを含んで構成され、
　前記前身頃及び前記後身頃のうちの少なくとも該後身頃における少なくとも胴回り部の
肌対向面に、汗の吸収が可能な吸汗シートが配置されており、
　前記吸汗シートは、その少なくとも一部の領域が前記外層シートと直接に対向しており
、
　前記吸汗シートは、２枚の繊維シート間に弾性部材が配置された構造を有し、かつ横方
向に伸縮可能なものであり、
　前記吸汗シートは、縦方向に延びる一対の側縁及び横方向に延びる一対の端縁を有し、
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各側縁を含む各側部域が前記サイドシール部において他の部材と接合されているとともに
、縦方向の外方寄りに位置する前記端縁を含む外方端部域が他の部材と接合されており、
縦方向の内方寄りに位置する前記端縁を含む内方端部域は他の部材と接合されていない非
接合部となっている、使い捨て着用物品。
【００５６】
＜２＞
　前記吸汗シートは、横方向に沿って見たときの厚み方向断面が波形形状をしており、着
用者の肌に対向する面側での該波形形状の頂部が、該吸汗シートの収縮状態において、着
用者の肌に当接可能になっている前記＜１＞に記載の使い捨て着用物品。
＜３＞
　前記吸汗シートに、縦方向に延びるエンボス点列が横方向に間隔をおいて複数列形成さ
れており、それによって該吸汗シートは、横方向に沿って見たときの厚み方向断面が波形
形状をしている前記＜２＞に記載の使い捨て着用物品。
＜４＞
　前記吸汗シートを構成する２枚の前記繊維シートのうち、着用者の身体に相対的に近い
側に位置する繊維シートの親水度が、着用者の身体から相対的に遠い側に位置する繊維シ
ートの親水度よりも低くなっている前記＜１＞ないし＜３＞のいずれか１に記載の使い捨
て着用物品。
＜５＞
　前記吸汗シートを構成する２枚の前記繊維シートのうち、着用者の身体に相対的に近い
側に位置する第１シートの構成繊維の水に対する接触角が９０度以下である前記＜１＞な
いし＜４＞のいずれか１に記載の使い捨て着用物品。
＜６＞
　前記吸汗シートを構成する２枚の前記繊維シートのうち、着用者の身体に相対的に近い
側に位置する第１シートと、着用者の身体から相対的に遠い側に位置する第２シートとの
接触角の差は、１０度以上、特に２０度以上であることが好ましく、８０度以下、特に６
０度以下であることが好ましく、第１シートと第２シートとの接触角の差は、１０度以上
８０度以下、特に２０度以上６０度以下であることが好ましい前記＜１＞ないし＜５＞の
いずれか１に記載の使い捨て着用物品。
【００５７】
＜７＞
　前記吸汗シートを構成する２枚の前記繊維シートのうち、着用者の身体に相対的に近い
側に位置する第１シートの接触角は、１０度以上、特に２０度以上であることが好ましく
、９０度以下、特に８０度以下であることが好ましく、第１シートの接触角は、１０度以
上９０度以下、特に２０度以上８０度以下であることが好ましい前記＜１＞ないし＜６＞
のいずれか１に記載の使い捨て着用物品。
＜８＞
　前記吸汗シートを構成する２枚の前記繊維シートのうち、着用者の身体から相対的に遠
い側に位置する第２シートの接触角は、着用者の身体に相対的に近い側に位置する第１シ
ートの接触角よりも小さいことを条件として、０度以上、特に１０度以上であることが好
ましく、８０度以下、特に６０度以下であることが好ましく、第２シートの接触角は、０
度以上８０度以下、特に１０度以上６０度以下であることが好ましい前記＜１＞ないし＜
７＞のいずれか１に記載の使い捨て着用物品。
＜９＞
　前記吸汗シートにおける前記弾性部材はエラストマー樹脂であり、前記繊維シートは不
織布であり、
前記吸汗シートが、溶融した前記エラストマー樹脂を２枚の前記不織布の間にストランド
状又はシート状に供給し、これらを一体化して得られたものである前記＜１＞ないし＜８
＞のいずれか１に記載の使い捨て着用物品。
＜１０＞
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　前記吸汗シートが、溶融したエラストマー樹脂を２枚の不織布の間にストランド状又は
シート状に供給し、これらを一体化して複合シート材料を形成し、該複合シート材料を一
対の歯溝ロール間に噛み込ませて、前記エラストマー樹脂の供給方向と同方向に延伸させ
て得られたものである前記＜９＞に記載の使い捨て着用物品。
＜１１＞
　前記吸汗シートを構成する２枚の前記繊維シートのうち、着用者の身体から相対的に遠
い側に位置する繊維シートが、メルトブローン層を有している前記＜１＞ないし＜１０＞
のいずれか１に記載の使い捨て着用物品。
【００５８】
＜１２＞
　前記吸汗シートにおける前記内方端部域は、前記吸収性本体上を被覆している前記＜１
＞ないし＜１１＞のいずれか１に記載の使い捨て着用物品。
＜１３＞
　前記前身頃及び前記後身頃における胴周り部の肌対向面に、前記吸汗シートがそれぞれ
配置されている前記＜１＞ないし＜１２＞のいずれか１に記載の使い捨て着用物品。
＜１４＞
　前記内層シートは、前記吸収性本体の非肌対向面の全域を被覆し、かつ該吸収性本体の
端縁を越えて縦方向の外方に向けて延びている前記＜１＞ないし＜１３＞のいずれか１に
記載の使い捨て着用物品。
＜１５＞
　前記外層シートは、前記内層シートにおける縦方向の端縁よりも、縦方向の外方に延出
した延出部を有しており、
　前記延出部は、前記吸汗シートの前記外方端部域を覆うように、前記ウエスト開口部の
開口縁の位置で、前記内層シート側に折り返されている前記＜１＞ないし＜１４＞のいず
れか１に記載の使い捨て着用物品。
＜１６＞
　前記外層シートにおける前記延出部と前記吸汗シートにおける前記外方端部域とが重な
った領域において、該外方端部域が該外層シートと接合されている前記＜１＞ないし＜１
５＞のいずれか１に記載の使い捨て着用物品。
【００５９】
＜１７＞
　前記外層シートの前記延出部の端部と、前記内層シートの端部との間の領域において、
前記吸汗シートが該外層シートと直接に対向している前記＜１＞ないし＜１６＞のいずれ
か１に記載の使い捨て着用物品。
＜１８＞
　前記外層シートの前記延出部の端部と、前記内層シートの端部との間の領域においては
、前記吸汗シートは他の部材と接合されていない非接合部となっている前記＜１＞ないし
＜１７＞のいずれか１に記載の使い捨て着用物品。
＜１９＞
　前記吸汗シートにおける前記側部域が前記サイドシール部において前記外層シートと接
合されている前記＜１＞ないし＜１８＞のいずれか１に記載の使い捨て着用物品。
＜２０＞
　前記吸汗シートは、前記両側部域及び前記外方端部域においてのみ他の部材と接合され
ており、それ以外の領域は非接合状態となっており、該吸汗シートと前記外層シートとで
画成され、かつ前記吸収性本体の縦方向の端部域において開口するポケット部が形成され
る前記＜１＞ないし＜１９＞のいずれか１に記載の使い捨て着用物品。
＜２１＞
　前記外層シートは、前記物品の腹側部を構成する腹側外層シートと、該物品の背側部を
構成する背側外層シートと、両シート間に位置して該物品の股下部を構成する股下外層シ
ートとを含んで構成されている前記＜１＞ないし＜２０＞のいずれか１に記載の使い捨て
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着用物品。
【００６０】
＜２２＞
　前記腹側外層シート及び前記背側外層シートは横方向に伸縮性を有している前記＜２１
＞に記載の使い捨て着用物品。
＜２３＞
　前記股下外層シート及び前記内層シートは伸縮性を有しておらず非伸縮性である前記＜
２１＞又は＜２２＞に記載の使い捨て着用物品。
＜２４＞
　前記腹側外層シートが、前記前身頃における一対の前記サイドシール部それぞれの下端
（を通って横方向に延びる仮想直線を越えて前記股下部に延出し、
　前記背側外層シートが、前記後身頃における一対のサイドシール部それぞれの下端を通
って横方向に延びる仮想直線を越えて前記股下部に延出している前記＜２１＞ないし＜２
３＞のいずれか１に記載の使い捨て着用物品。
＜２５＞
　前記腹側外層シート及び前記背側外層シートは、非弾性繊維を主体とする伸長可能な繊
維層の一面に糸状の弾性フィラメントが接合した構成を有する前記＜２１＞ないし＜２４
＞のいずれか１に記載の使い捨て着用物品。
＜２６＞
　前記外装体は、一対の前記レッグ開口部それぞれの開口縁部にレッグギャザーを形成す
るレッグ弾性部材として、前記前身頃に伸長状態で配された前側レッグ弾性部材と、前記
後身頃に伸長状態で配された後側レッグ弾性部材とを備えている前記＜１＞ないし＜２５
＞のいずれか１に記載の使い捨て着用物品。
【００６１】
＜２７＞
　前記外層シート及び前記内層シートは伸縮性を有しておらず非伸縮性である前記＜１＞
ないし＜２６＞のいずれか１に記載の使い捨て着用物品。
＜２８＞
　前記吸収性本体は、肌対向面を形成する液透過性の表面シート、非肌対向面を形成する
裏面シート、及び両シート間に介在配置された液保持性の吸収体を有する前記＜１＞ない
し＜２７＞のいずれか１に記載の使い捨て着用物品。
＜２９＞
　パンツ型又はテープ型使い捨ておむつである前記＜１＞ないし＜２８＞のいずれか１に
記載の使い捨て着用物品。
【符号の説明】
【００６２】
１　パンツ型使い捨ておむつ
１Ａ　腹側部
１Ｂ　股下部
１Ｃ　背側部
２　吸収性本体
２ａ　端縁
２１　表面シート
２２　裏面シート
２３　吸収性コア
２４　側方カフス
３　外装体
３１　外層シート
３１Ａ　腹側外層シート
３１Ｂ　股下外層シート
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３１Ｃ　背側外層シート
３２　内層シート
３３　吸汗シート
３３ａ，３３ｂ　側縁
３３ｃ　外方端縁
３３ｄ　内方端縁
３３ｃ’　外方端部域
３３ｄ’　内方端部域
３３１　第１シート
３３２　第２シート
３３３　弾性部材
３５　前側レッグ弾性部材
３６　後側レッグ弾性部材
Ｘ　縦方向
Ｙ　横方向
Ｆ　前身頃
Ｒ　後身頃

【図１】 【図２】
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