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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　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不透液性の裏面シー
トと、前記表裏面シートの間に介在する吸液性パネルと、前記パネルの両端縁から外側へ
延びる一対のエンドフラップと、前記パネルの両側縁から外側へ延びる一対のサイドフラ
ップとを含む使い捨て着用物品において、
　前記裏面シートが、前記パネルの直下に位置して少なくとも該パネルの下面全域を覆う
透湿性かつ疎水性の第１繊維不織布と、前記第１繊維不織布の直下に位置して少なくとも
前記パネルの下面全域を覆う透湿性かつ不透液性のプラスチックフィルムと、前記フィル
ムの直下に位置してその面積が該フィルムのそれよりも大きくかつ前記パネルの下面全域
を覆う透湿性かつ疎水性の第２繊維不織布とから形成され、
　前記パネルの存在域では、前記第１繊維不織布が前記パネルの下面にホットメルト型接
着剤を介して間欠的に固着され、前記フィルムが前記第１繊維不織布及び前記第２繊維不
織布のうちの前記第１繊維不織布にのみホットメルト型接着剤を介して間欠的に固着され
ていることを特徴とする前記物品。
【請求項２】
　前後胴周り域と、前記前後胴周り域の間に位置する股下域と、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不透液性の裏面シートと、前記表裏面シートの
間に介在する吸液性パネルと、前記パネルの両端縁から外側へ延びる一対のエンドフラッ
プと、前記パネルの両側縁から外側へ延びる一対のサイドフラップとを含む使い捨て着用
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物品において、
　前記裏面シートが、前記パネルの直下に位置して少なくとも該パネルの下面全域を覆う
透湿性かつ疎水性の第１繊維不織布と、前記第１繊維不織布の直下に位置して少なくとも
前記パネルの下面全域を覆う透湿性かつ不透液性のプラスチックフィルムと、前記フィル
ムの直下に位置してその面積が該フィルムのそれよりも大きくかつ前記パネルの下面全域
を覆う透湿性かつ疎水性の第２繊維不織布とから形成され、
　前記股下域における前記パネルの存在域では、前記第１繊維不織布が前記パネルの下面
及び前記フィルムにホットメルト型接着剤を介して間欠的に固着されており、かつ、前記
フィルムは前記第２繊維不織布にホットメルト型接着剤を介して間欠的に固着されており
、
　前記前後胴周り域における前記パネルの存在域では、前記第１繊維不織布が前記パネル
の下面及び前記フィルムのうちの前記パネルの下面にのみ前記接着剤を介して間欠的に固
着されており、かつ、前記フィルムが前記第２繊維不織布に前記接着剤を介して間欠的に
固着されていることを特徴とする前記着用物品。
【請求項３】
前記表面シートを取り除いた状態にある前記物品の前記パネルの存在域における厚み方向
透湿度が、２０００～３８００ｇ／ｍ２・２４ｈｒｓの範囲にある請求項１又は２に記載
の着用物品。
【請求項４】
　前記パネルの存在域における前記第１繊維不織布と前記フィルムとに対する前記接着剤
の塗布量が、１～１０ｇ／ｍ２の範囲にある請求項１～３いずれかに記載の着用物品。
【請求項５】
　前記エンドフラップと前記サイドフラップとの大部分が、前記第１および第２繊維不織
布と前記フィルムとのうちの少なくとも該第２繊維不織布から形成され、前記エンドフラ
ップと前記サイドフラップとでは、前記表面シートが前記第１および第２繊維不織布との
うちの少なくとも該第１繊維不織布に間欠的に固着され、前記第１繊維不織布と前記第２
繊維不織布とが間欠的に固着されている請求項１ないし４いずれかに記載の着用物品。
【請求項６】
　前記表面シートが、透湿性かつ親水性繊維不織布から形成され、前記パネルの上面に前
記接着剤を介して間欠的に固着されている請求項１ないし５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、保持する使い捨て着用物品に関する。
【０００２】
【従来の技術】
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の間
に吸液性パネルが介在し、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、コアの両端縁の外側に一対のエンドフラップと、コアの両側縁の外側
に一対のサイドフラップとを有する使い捨て着用物品は公知である。
【０００３】
図８～１０を参照し、前記公知の着用物品の一例を説明すると、以下のとおりである。図
８は、前後胴周り域２３，２５の連結を解除した状態で示す物品１Ｃの部分破断展開平面
図である。図９，１０は、図８のＥ－Ｅ線矢視断面図と、図８のＦ－Ｆ線矢視断面図とで
あり、物品１Ｃをわずかに湾曲させた状態で示す。図８では、胴周り方向を矢印Ｘ、縦方
向を矢印Ｙで示す。この物品１Ｃは、胴周り開口と一対の脚周り開口とを有するパンツ型
の使い捨ておむつであり、リハビリパンツ（製造販売元：ユニ・チャーム株式会社）の商
品名で現実に販売されている。
【０００４】
物品１Ｃは、透液性の表面シート２０と、実質的に不透液性の裏面シート２１と、表裏面
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シート２０，２１の間に介在する吸液性パネル２２とから構成されている。物品１Ｃは、
前後胴周り域２３，２５と、それら胴周り域２３，２５の間に位置する股下域２４とを有
し、一対のエンドフラップ２６と、一対のサイドフラップ２７とを有する。物品１Ｃは、
図示はしていないが、前後胴周り域２３，２５のサイドフラップ２７が合掌状に重なり合
い、それら胴周り域２３，２５のサイドフラップ２７が縦方向へ間欠的に並ぶ多数の熱融
着線２８を介して固着されている。
【０００５】
表面シート２０は、親水性繊維不織布ｆ６から形成され、その面積がパネル２２の上面の
それよりもわずかに大きく、パネル２２の上面全域を覆っている。表面シート２０は、そ
の内面が接着剤ｇを介してパネル２２の上面に間欠的に固着されている。
【０００６】
裏面シート３は、パネル２２の直下に位置する透湿性かつ不透液性プラスチックフィルム
ｆ７と、フィルムｆ７の直下に位置する透湿性かつ疎水性第１繊維不織布ｆ８と、第１繊
維不織布ｆ８の直下に位置する透湿性かつ疎水性第２繊維不織布ｆ９とから形成されてい
る。フィルムｆ７は、その面積がパネル２２の下面のそれよりもわずかに大きく、パネル
２２の下面全域を覆っている。第１および第２繊維不織布ｆ８，ｆ９とは、その面積がフ
ィルムｆ７のそれよりも大きく、パネル２２の下面全域を覆うとともに、パネル２２の両
端縁と両側縁との外側に位置する部分がエンドフラップ２６とサイドフラップ２７との大
部分を形成している。パネル２２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。
【０００７】
パネル２２の存在域では、フィルムｆ７の内面がパネル２２の下面に接着剤ｇを介して間
欠的に固着され、フィルムｆ７の外面が第１繊維不織布ｆ８の内面に接着剤ｇを介して間
欠的に固着されている。第１および第２繊維不織布ｆ８，ｆ９は、パネル２２の存在域に
おいて固着されておらず、エンドフラップ２６とサイドフラップ２７とにおいて接着剤ｇ
を介して間欠的に固着されている。表面シート２０と第１繊維不織布ｆ８とは、エンドフ
ラップ２６とサイドフラップ２７とにおいて接着剤ｇを介して間欠的に固着されている。
接着剤ｇには、ホットメルト型接着剤が使用されている。
【０００８】
物品１Ｃは、パネル２２の下面に透湿性かつ不透液性フィルムｆ７を固着することで、パ
ネル２２に吸収された尿や大便に含まれる水分、経血等の体液が第１および第２繊維不織
布ｆ８，ｆ９に滲入することを防ぎつつ、パネル２２の型くずれを防いでいる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
この物品１Ｃの透湿度を測定したところ、パネル２２の存在域でのフィルムｆ７に対する
接着剤ｇの塗布量が５ｇ／ｍ２のときの値が２１１３ｇ／ｍ２・２４ｈｒｓであり、パネ
ル２２の存在域でのフィルムｆ７に対する接着剤ｇの塗布量が１０ｇ／ｍ２のときの値が
１９８３ｇ／ｍ２・２４ｈｒｓであった。透湿度は、表面シート２０を取り除いた状態に
ある物品１Ｃのパネル２２の存在域における厚み方向の透湿度である。
【００１０】
この物品１Ｃでは、体液の第１および第２繊維不織布ｆ８，ｆ９への滲入を防ぐことがで
きたとしても、フィルムｆ７がパネル２２と第１繊維不織布ｆ８とに接着剤ｇを介して固
着されているので、接着剤ｇによってフィルムｆ７の透湿性が阻害され、パネル２２の存
在域における物品１Ｃの透湿度が低下する。物品１Ｃでは、それを着用したときに、物品
１Ｃの内部の湿気を物品１Ｃの外部へ逃がすことが難しく、物品１Ｃ内部の蒸れを防ぐこ
とができない。
【００１１】
本発明の課題は、体液の漏れを防ぐことができ、高い透湿度を有することで着用中の蒸れ
を防ぐことができる使い捨て着用物品を提供することにある。
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【００１２】
【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、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不透液性の裏面シートと、前記表裏面シートの間に介在する吸液
性パネルと、前記パネルの両端縁から外側へ延びる一対のエンドフラップと、前記パネル
の両側縁から外側へ延びる一対のサイドフラップとを含む使い捨て着用物品である。
【００１３】
　前記前提における本発明の特徴は、前記裏面シートが、前記パネルの直下に位置して少
なくとも該パネルの下面全域を覆う透湿性かつ疎水性の第１繊維不織布と、前記第１繊維
不織布の直下に位置して少なくとも前記パネルの下面全域を覆う透湿性かつ不透液性のプ
ラスチックフィルムと、前記フィルムの直下に位置してその面積が該フィルムのそれより
も大きくかつ前記パネルの下面全域を覆う透湿性かつ疎水性の第２繊維不織布とから形成
され、前記パネルの存在域では、前記第１繊維不織布が前記パネルの下面にホットメルト
型接着剤を介して間欠的に固着され、前記フィルムが前記第１繊維不織布及び前記第２繊
維不織布のうちの前記第１繊維不織布にのみホットメルト型接着剤を介して間欠的に固着
されていることにある。また、もう一つの本発明の特徴は、前記裏面シートが、前記パネ
ルの直下に位置して少なくとも該パネルの下面全域を覆う透湿性かつ疎水性の第１繊維不
織布と、前記第１繊維不織布の直下に位置して少なくとも前記パネルの下面全域を覆う透
湿性かつ不透液性のプラスチックフィルムと、前記フィルムの直下に位置してその面積が
該フィルムのそれよりも大きくかつ前記パネルの下面全域を覆う透湿性かつ疎水性の第２
繊維不織布とから形成され、前記股下域における前記パネルの存在域では、前記第１繊維
不織布が前記パネルの下面及び前記フィルムにホットメルト型接着剤を介して間欠的に固
着されており、かつ、前記フィルムは前記第２繊維不織布にホットメルト型接着剤を介し
て間欠的に固着されており、前記前後胴周り域における前記パネルの存在域では、前記第
１繊維不織布が前記パネルの下面及び前記フィルムのうちの前記パネルの下面にのみ前記
接着剤を介して間欠的に固着されており、かつ、前記フィルムが前記第２繊維不織布に前
記接着剤を介して間欠的に固着されていることにある。
【００１４】
本発明の実施の態様の一例としては、前記表面シートを取り除いた状態にある前記物品の
前記パネルの存在域における厚み方向透湿度が２０００～３８００ｇ／ｍ２・２４ｈｒｓ
の範囲にある。
【００１５】
本発明の実施の態様の他の一例としては、前記パネルの存在域における前記第１繊維不織
布と前記フィルムとに対する前記接着剤の塗布量が１～１０ｇ／ｍ２の範囲にある。
【００１６】
本発明の実施の態様の他の一例としては、前記エンドフラップと前記サイドフラップとの
大部分が前記第１および第２繊維不織布と前記フィルムとのうちの少なくとも該第２繊維
不織布から形成され、前記エンドフラップと前記サイドフラップとでは、前記表面シート
が前記第１および第２繊維不織布とのうちの少なくとも該第１繊維不織布に間欠的に固着
され、前記第１繊維不織布と前記第２繊維不織布とが間欠的に固着されている。
【００１７】
本発明の実施の態様の他の一例としては、前記表面シートが透湿性かつ親水性繊維不織布
から形成され、前記表面シートが前記パネルの上面に前記接着剤を介して間欠的に固着さ
れている。
【００１８】
本発明の実施の態様の他の一例としては、前記物品が、互いに対向する前胴周り域および
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、前記前後胴周り域のサイ
ドフラップが連結され、胴周り開口とその下方に一対の脚周り開口とを有するパンツ型を
呈する。
【００１９】
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【発明の実施の形態】
添付の図面を参照し、本発明にかかる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。
【００２０】
図１，２は、一例として示す物品１Ａの斜視図と、前後胴周り域５，７の連結を解除した
状態で示す図１の物品１Ａの部分破断展開平面図とである。図３，４は、図２の物品のＡ
－Ａ線矢視断面図と、図２のＢ－Ｂ線矢視断面図とであり、物品１Ａをわずかに湾曲させ
た状態で示す。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（図１のみ）で示す。図３，４では、厚み方向を矢印Ｗで示す。
【００２１】
なお、パネル４の上面Ｓ１とは、着用者の肌に対向する面をいい、パネル４の下面Ｓ２と
は、着用者の肌に非対向の面をいう。また、表面シート２、裏面シート３を形成する第１
および第２繊維不織布ｆ２，ｆ３、プラスチックフィルムｆ４の内面Ｓ３，Ｓ５，Ｓ７，
Ｓ９とは、パネル４に対向する面をいい、それらの外面Ｓ４，Ｓ６，Ｓ８，Ｓ１０とは、
パネル４に非対向の面をいう。
【００２２】
物品１Ａは、肌当接側に位置する透液性の表面シート２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３と、表裏面シート２，３の間に介在する吸液性パネル４とから
構成されている。物品１Ａ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。
【００２３】
物品１Ａは、パネル４の両端縁４ａの外側に一対のエンドフラップ８と、パネル４の両側
縁４ｂの外側に一対のサイドフラップ９とを有する。エンドフラップ８は、前後胴周り域
５，７を胴周り方向へ延びている。サイドフラップ９は、エンドフラップ８の間を縦方向
と脚周り方向とへ延びている。サイドフラップ９は、図２に示すように、股下域６におい
て物品１Ａの胴周り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。
【００２４】
物品１Ａでは、前後胴周り域５，７のサイドフラップ９が合掌状に重なり合い、それら胴
周り域５，７のサイドフラップ９が縦方向へ間欠的に並ぶ多数の熱融着線１０を介して固
着されている。物品１Ａは、パンツ型を呈し、胴周り開口１１とその下方に一対の脚周り
開口１２とを有する。
【００２５】
エンドフラップ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が収縮可能に
取り付けられている。股下域６のサイドフラップ９には、脚周り方向へ延びる複数条の脚
周り用弾性部材１４が収縮可能に取り付けられている。
【００２６】
パネル４は、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４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。パネル
４は、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。
【００２７】
表面シート２は、透湿性かつ親水性繊維不織布ｆ１から形成されている。表面シート２は
、その面積がパネル４の上面Ｓ１のそれよりもわずかに大きく、パネル４の上面Ｓ１全域
を覆っている。表面シート２は、パネル４の両端縁４ａの外側に位置する両端部２ａと、
パネル４の両側縁４ｂの外側に位置する両側部２ｂとを有する。表面シート２は、それに
塗布されたホットメルト型接着剤ｇを介してその内面Ｓ３がパネル４の上面Ｓ１に間欠的
に固着されている。
【００２８】
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裏面シート３は、透湿性かつ疎水性第１繊維不織布ｆ２と、透湿性かつ疎水性第２繊維不
織布ｆ３と、透湿性かつ不透液性プラスチックフィルムｆ４とから形成されている。裏面
シート３では、第１繊維不織布ｆ２がパネル４の直下に位置するとともに、フィルムｆ４
が第１繊維不織布ｆ２の直下に位置し、第２繊維不織布ｆ３がフィルムｆ４の直下に位置
している。
【００２９】
第１および第２繊維不織布ｆ２，ｆ３は、それらの面積がフィルムｆ４のそれよりも大き
く、パネル４の下面Ｓ２全域を覆っている。フィルムｆ４は、その面積がパネル４の下面
Ｓ２のそれよりもわずかに大きく、パネル４の下面Ｓ２全域を覆っている。第１および第
２繊維不織布ｆ２，ｆ３とフィルムｆ４とは、パネル４の両端縁４ａの外側に位置する両
端部ｆ２ａ，ｆ３ａ，ｆ４ａと、パネル４の両側縁４ｂの外側に位置する両側部ｆ２ｂ，
ｆ３ｂ，ｆ４ｂとを有する。エンドフラップ８は、その大部分が第１および第２繊維不織
布ｆ２，ｆ３の両端部ｆ２ａ，ｆ３ａから形成されている。サイドフラップ９は、その大
部分が第１および第２繊維不織布ｆ２，ｆ３の両側部ｆ２ｂ，ｆ３ｂから形成されている
。
【００３０】
パネル４の存在域では、第１繊維不織布ｆ２に塗布されたホットメルト型接着剤ｇを介し
て不織布ｆ２の内面Ｓ５がパネル４の下面Ｓ２に間欠的に固着され、フィルムｆ４に塗布
されたホットメルト型接着剤ｇを介してフィルムｆ４の内面Ｓ７が第１繊維不織布ｆ２の
外面Ｓ６に間欠的に固着されている。パネル４の存在域では、フィルムｆ４の外面Ｓ８と
第２繊維不織布ｆ３の内面Ｓ９とが非固着の状態にある。接着剤ｇは、パネル４の存在域
に位置する表面シート２の内面Ｓ３と不織布ｆ２の内面Ｓ５とフィルムｆ４の内面Ｓ７と
の略全域に間欠的に塗布されている。
【００３１】
エンドフラップ８では、図３に示すように、表面シート２の両端部２ａとフィルムｆ４の
両端部ｆ４ａとがパネル４の両端縁４ａから縦方向外方へわずかに延び、第１および第２
繊維不織布ｆ２，ｆ３の両端部ｆ２ａ，ｆ３ａがそれらの両端部２ａ，ｆ４ａからさらに
縦方向外方へ延びている。
【００３２】
表面シート２の両端部２ａと第１繊維不織布ｆ２の両端部ｆ２ａとは、それら端部２ａ，
ｆ２ａの内面Ｓ３，Ｓ５どうしがホットメルト型接着剤ｇを介して間欠的に固着されてい
る。第１繊維不織布ｆ２の両端部ｆ２ａとフィルムｆ４の両端部ｆ４ａとは、それら端部
ｆ２ａ，ｆ４ａの内外面Ｓ６，Ｓ７がホットメルト型接着剤ｇを介して間欠的に固着され
ている。第１繊維不織布ｆ２の両端部ｆ２ａと第２繊維不織布ｆ３の両端部ｆ３ａとは、
それら端部ｆ２ａ，ｆ３ａの内外面Ｓ６，Ｓ９がホットメルト型接着剤ｇを介して間欠的
に固着されている。
【００３３】
胴周り用弾性部材１３は、第１繊維不織布ｆ２の両端部ｆ２ａと第２繊維不織布ｆ３の両
端部ｆ３ａとの間に介在し、それら不織布ｆ２，ｆ３の内外面Ｓ６，Ｓ９に固着されてい
る。
【００３４】
サイドフラップ９では、図４に示すように、表面シート２の両側部２ｂとフィルムｆ４の
両側部ｆ４ｂとがパネル４の両側縁４ｂから胴周り方向外方へわずかに延び、第１および
第２繊維不織布ｆ２，ｆ３の両側部ｆ２ｂ，ｆ３ｂがそれらの両側部２ｂ，ｆ４ｂからさ
らに胴周り方向外方へ延びている。
【００３５】
表面シート２の両側部２ｂと第１繊維不織布ｆ２の両側部ｆ２ｂとは、それら側部２ｂ，
ｆ４ｂの内面Ｓ３，Ｓ５どうしがホットメルト型接着剤ｇを介して間欠的に固着されてい
る。第１繊維不織布ｆ２の両側部ｆ２ｂとフィルムｆ４の両側部ｆ４ｂとは、それら側部
ｆ２ｂ，ｆ４ｂの内外面Ｓ６，Ｓ７がホットメルト型接着剤ｇを介して間欠的に固着され
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ている。第１繊維不織布ｆ２の両側部ｆ２ｂと第２繊維不織布ｆ３の両側部ｆ３ｂとは、
それら側部ｆ２ｂ，ｆ３ｂの内外面Ｓ６，Ｓ９がホットメルト型接着剤ｇを介して間欠的
に固着されている。
【００３６】
脚周り用弾性部材１４は、第１繊維不織布ｆ２の両側部ｆ２ｂと第２繊維不織布ｆ３の両
側部ｆ３ｂとの間に介在し、それら不織布ｆ２，ｆ３の内外面Ｓ６，Ｓ９に固着されてい
る。
【００３７】
物品１Ａでは、その透湿度が２０００～３８００ｇ／ｍ２・２４ｈｒｓの範囲にある。透
湿度は、表面シート２を取り除いた状態にある物品１Ａのパネル４の存在域における厚み
方向の透湿度である。すなわち、互いに重なり合うパネル４と第１および第２繊維不織布
ｆ２，ｆ３とフィルムｆ４とからなる積層物の厚み方向の透湿度である。
【００３８】
なお、物品１Ａの前記透湿度と従来技術の物品１Ｃの前記透湿度とは、以下の測定方法に
よって測定した。
（１）半径３ｃｍ（直径６ｃｍ）の多数の円筒形カップ（ＪＩＳ Ｚ－０２０８で使用す
る透湿カップと同一）を用意し、それらカップに２０ｃｃの水を入れる。
（２）カップの直径よりも１ｃｍ大きい直径を有する多数の円形試験片を用意し、１枚の
試験片でカップの頂部開口を塞ぐ（ＪＩＳ Ｚ－０２０８に準拠）。なお、試験片は、パ
ネル４と第１および第２繊維不織布ｆ２，ｆ３とフィルムｆ４とからなる前記積層物であ
る。
（３）カップの外周面と試験片との間に隙間ができないように封ろう剤で封かんする（封
ろう剤による封かんの方法は、ＪＩＳ Ｚ－０２０８に準拠）。
（４）温度２０℃±０．５℃、相対温度６０℃±２％の恒湿恒温装置内に試験片を装着し
たカップを収納し、２４時間経過した後、カップを恒湿恒温装置から取り出し、カップの
重量（重量Ａ）を測定する。
（５）カップの重量（重量Ａ）を測定した後、温度４０℃±０．５℃、相対温度６０℃±
２％の恒湿恒温装置内に試験片を装着したカップを再度収納し、２４時間経過した後、カ
ップを恒湿恒温装置から取り出し、カップの重量（重量Ｂ）を測定する。なお、恒湿恒温
装置は、ＪＩＳ Ｚ－０２０８に準拠する。
（６）以下の式によって試験片それぞれの透湿度を算出するとともに、それら試験片の透
湿度の平均値を算出する。物品１Ａ，１Ｃのパネル４，２２の存在域における厚み方向透
湿度は、それら試験片の透湿度の平均値を採用した。
【００３９】
透湿度（ｇ／ｍ２・２４ｈｒｓ）＝（重量Ｂ－重量Ａ）／（π×０．０３２）透湿度が２
０００ｇ／ｍ２・２４ｈｒｓ未満では、物品１Ａの内部の湿気を物品１Ａの外部へ逃がす
ことが難しく、湿気が物品１Ａの内部に籠もってしまうので、物品１Ａ内部の蒸れを防ぐ
ことが難しい。
【００４０】
パネル４の存在域では、第１繊維不織布ｆ２とフィルムｆ４とに対する接着剤ｇの塗布量
が１～１０ｇ／ｍ２の範囲にある。接着剤ｇの塗布量が１ｇ／ｍ２未満では、物品１Ａの
前記透湿度を向上させることはできるが、パネル４に対する第１繊維不織布ｆ２の接着力
や第１繊維不織布ｆ２に対するフィルムｆ４の接着力が低下し、第１繊維不織布ｆ２やフ
ィルムｆ４が剥離してしまう場合がある。接着剤ｇの塗布量が１０ｇ／ｍ２を超過すると
、接着剤ｇによって第１繊維不織布ｆ２やフィルムｆ４の透湿性が阻害され、物品１Ａの
透湿度が低下し、透湿度を２０００ｇ／ｍ２・２４ｈｒｓ以上にすることが難しい。
【００４１】
なお、接着剤ｇは、表面シート２や第１および第２繊維不織布ｆ２，ｆ３、フィルムｆ４
にスパイラル状、ジグザグ状、ドット状、縞状のうちのいずれかの態様で塗布されている
。接着剤ｇがこのような態様で塗布された場合、表面シート２や第１および第２繊維不織
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布ｆ２，ｆ３、フィルムｆ４に接着剤ｇが塗布された部分と接着剤ｇが塗布されていない
部分とが生じる。
【００４２】
物品１Ａでは、フィルムｆ４の透湿度が２１５０～４０００ｇ／ｍ２・２４ｈｒｓの範囲
にある。フィルムｆ４の透湿度が２１５０ｇ／ｍ２・２４ｈｒｓ未満では、物品１Ａの透
湿度を２０００ｇ／ｍ２・２４ｈｒｓ以上にすることができない。フィルムｆ４の透湿度
が４０００ｇ／ｍ２・２４ｈｒｓを超過すると、接着剤が塗布されていない部分から尿や
大便に含まれる水分、経血等の体液が滲出する場合がある。なお、フィルムｆ４の透湿度
を４０００ｇ／ｍ２・２４ｈｒｓ以下とし、接着剤の塗布量を１ｇ／ｍ２とした場合、物
品１Ａの透湿度が３８００ｇ／ｍ２・２４ｈｒｓ以下になるが、従来技術の物品１Ｃより
も透湿度の低下を抑制することができる。
【００４３】
物品１Ａでは、表面シート２と第１および第２繊維不織布ｆ２，ｆ３とフィルムｆ４との
坪量が１５～４０ｇ／ｍ２の範囲にある。第１および第２繊維不織布ｆ２，ｆ３とフィル
ムｆ４との坪量が１５ｇ／ｍ２未満では、それらの強度が低下し、第１および第２繊維不
織布ｆ２，ｆ３やフィルムｆ４が破損し易くなる。第１および第２繊維不織布ｆ２，ｆ３
とフィルムｆ４との坪量が４０ｇ／ｍ２を超過すると、裏面シート３の剛性が高くなり、
裏面シート３の柔軟性が低下する。
【００４４】
物品１Ａでは、パネル４の直下に第１繊維不織布ｆ２が配置されるとともに、パネル４の
存在域においてフィルムｆ４が接着剤ｇを介して第１繊維不織布ｆ２にのみ固着されてい
るので、パネル２２の直下にフィルムｆ７が配置されかつフィルムｆ７がそれの内外面に
塗布された接着剤ｇを介してパネル２２と第１繊維不織布ｆ８とに固着された従来技術の
物品１Ｃ（図８参照）と比較し、物品１Ａの透湿度を向上させることができ、物品１Ａの
内部の湿気を物品１Ａの外部へ円滑に逃がすことができる。物品１Ａは、それを着用した
ときに、その内部に湿気が籠もることはなく、物品１Ａ内部の蒸れを防ぐことができる。
【００４５】
第１繊維不織布ｆ２の直下には、２１５０～４０００ｇ／ｍ２・２４ｈｒｓの透湿度を有
するフィルムｆ４が配置されているので、尿や大便に含まれる水分、経血等の体液が第１
繊維不織布ｆ２から滲出したとしても、体液がフィルムｆ４を透過することはなく、体液
が物品１Ａの外部に漏れてしまうことはない。また、パネル４と第１繊維不織布ｆ２とを
固着しているので、物品１Ａの着用中に着用者が激しく動いたとしても、パネル４が型崩
れを起こしてしまうことはない。
【００４６】
物品１Ａでは、エンドフラップ８とサイドフラップ９との大部分が疎水性の第１および第
２繊維不織布ｆ２，ｆ３から形成されているので、パネル４の両端縁４ａと両側縁４ｂと
から体液が滲出したとしても、体液がエンドフラップ８とサイドフラップ９とに滲入する
ことはない。
【００４７】
図５は、他の一例として示す物品１Ｂの部分破断展開平面図であり、前後胴周り域５，７
の連結が解除された状態にある。図６，７は、図５のＣ－Ｃ線矢視断面図と、図５のＤ－
Ｄ線矢視断面図とであり、物品１Ｂをわずかに湾曲させた状態で示す。図５では、胴周り
方向を矢印Ｘ、縦方向を矢印Ｙで示す。図６，７では、厚み方向を矢印Ｗで示す。
【００４８】
物品１Ｂは、その図示は省略するが、図１の物品１Ｂと同一のパンツ型を呈し、前後胴周
り域５，７のサイドフラップ９が縦方向へ間欠的に並ぶ多数の熱融着線１０を介して固着
され、胴周り開口とその下方に一対の脚周り開口とを有する。
【００４９】
物品１Ｂは、透液性の表面シート２と、実質的に不透液性の裏面シート３と、表裏面シー
ト２，３の間に介在する吸液性パネル４とから構成され、前後胴周り域５，７と、それら
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胴周り域５，７の間に位置する股下域６とを有する。物品１Ｂは、パネル４の両端縁４ａ
の外側に一対のエンドフラップ８と、パネル４の両側縁４ｂの外側に一対のサイドフラッ
プ９とを有する。物品１Ｂのサイドフラップ９には、一対の防漏シート１５が取り付けら
れている。
【００５０】
エンドフラップ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が収縮可能に
取り付けられている。股下域６のサイドフラップ９には、脚周り方向へ延びる複数条の脚
周り用弾性部材１４が収縮可能に取り付けられている。パネル４は、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４の構成部材は、図１のそれと同様である。
【００５１】
表面シート２は、透湿性かつ親水性繊維不織布ｆ１から形成されている。表面シート２は
、その面積がパネル４の上面Ｓ１のそれよりもわずかに大きく、パネル４の上面Ｓ１全域
を覆っている。表面シート２は、それに塗布されたホットメルト型接着剤ｇを介してその
内面Ｓ３がパネル４の上面Ｓ１に間欠的に固着されている。
【００５２】
裏面シート３は、透湿性かつ疎水性第１繊維不織布ｆ２と、透湿性かつ疎水性第２繊維不
織布ｆ３と、透湿性かつ不透液性プラスチックフィルムｆ４とから形成されている。裏面
シート３では、第１繊維不織布ｆ２がパネル４の直下に位置するとともに、フィルムｆ４
が第１繊維不織布ｆ２の直下に位置し、第２繊維不織布ｆ３がフィルムｆ４の直下に位置
している。
【００５３】
第１繊維不織布ｆ２とフィルムｆ４とは、それらの面積がパネル４の下面Ｓ２のそれより
もわずかに大きく、パネル４の下面Ｓ２全域を覆っている。第２繊維不織布ｆ３は、その
面積が第１繊維不織布ｆ２やフィルムｆ４のそれよりも大きく、パネル４の下面Ｓ２全域
を覆っている。エンドフラップ８は、その大部分が第１および第２繊維不織布ｆ２，ｆ３
の両端部ｆ２ａ，ｆ３ａから形成されている。サイドフラップ９は、その大部分が第２繊
維不織布ｆ３の両側部ｆ３ｂと後記する防漏シート１５の固定側部１５ａとから形成され
ている。
【００５４】
パネル４の存在域では、第１繊維不織布ｆ２に塗布されたホットメルト型接着剤ｇを介し
て第１繊維不織布ｆ２の内面Ｓ５がパネル４の下面Ｓ２に間欠的に固着され、フィルムｆ
４に塗布されたホットメルト型接着剤ｇを介してフィルムｆ４の外面Ｓ８が第２繊維不織
布ｆ３の内面Ｓ９に間欠的に固着されている。接着剤ｇは、パネル４の存在域に位置する
表面シート２の内面Ｓ３と不織布ｆ２の内面Ｓ５とフィルムｆ４の外面Ｓ８との略全域に
間欠的に塗布されている。接着剤ｇは、スパイラル状、ジグザグ状、ドット状、縞状のう
ちのいずれかの態様で塗布されている。
【００５５】
股下域におけるパネル４の存在域では、フィルムｆ４に塗布されたホットメルト型接着剤
ｇを介してフィルムｆ４の内面Ｓ７が第１繊維不織布ｆ２の外面Ｓ６に間欠的に固着され
ている。前後胴周り域５，７におけるパネル４の存在域では、第１繊維不織布ｆ２の外面
Ｓ６とフィルムｆ４の内面Ｓ７とが非固着の状態にある。
【００５６】
防漏シート１５は、疎水性繊維不織布ｆ５から形成され、股下域６から前後胴周り域５，
７へ向かって延びている。防漏シート１５は、サイドフラップ９に固着された固定側部１
５ａと、表面シート２の上方へ起立性向を有する自由側部１５ｂと、物品１Ｂの胴周り方
向内方へ倒伏した状態でエンドフラップ９に固着された固定両端部１５ｃとを有する。自
由側部１５ｂには、縦方向へ延びる伸縮性弾性部材１６が収縮可能に取り付けられている
。弾性部材１６は、自由側部１５ｂの一部に被覆されている。
【００５７】
エンドフラップ８では、表面シート２の両端部２ａとフィルムｆ４の両端部ｆ４ａとがパ
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ネル４の両端縁４ａから縦方向外方へわずかに延び、第１および第２繊維不織布ｆ２，ｆ
３の両端部ｆ２ａ，ｆ３ａがそれらの両端部２ａ，ｆ４ａからさらに縦方向外方へ延びて
いる。
【００５８】
表面シート２の両端部２ａと第１繊維不織布ｆ２の両端部ｆ２ａとは、それら端部２ａ，
ｆ２ａの内面Ｓ３，Ｓ５どうしがホットメルト型接着剤ｇを介して間欠的に固着されてい
る。第２繊維不織布ｆ３の両端部ｆ３ａとフィルムｆ４の両端部ｆ４ａとは、それら端部
ｆ３ａ，ｆ４ａの内外面Ｓ８，Ｓ９がホットメルト型接着剤ｇを介して間欠的に固着され
ている。第１繊維不織布ｆ２の両端部ｆ２ａと第２繊維不織布ｆ３の両端部ｆ３ａとは、
それら端部ｆ２ａ，ｆ３ａの内外面Ｓ６，Ｓ９がホットメルト型接着剤ｇを介して間欠的
に固着されている。
【００５９】
胴周り用弾性部材１３は、第１繊維不織布ｆ２の両端部ｆ２ａと第２繊維不織布ｆ３の両
端部ｆ３ａとの間に介在し、それら繊維不織布ｆ２，ｆ３の内外面Ｓ６，Ｓ９に固着され
ている。防漏シート１５の固定両端部１５ｃは、第１繊維不織布ｆ２の両端部ｆ２ａにホ
ットメルト型接着剤ｇを介して間欠的に固着されている。
【００６０】
サイドフラップ９では、表面シート２と第１繊維不織布ｆ２とフィルムｆ４との両側部２
ｂ，ｆ２ｂ，ｆ４ｂがパネル４の両側縁４ｂから胴周り方向外方へわずかに延び、第２繊
維不織布ｆ３の両側部ｆ３ｂと防漏シート１５の固定側部１５ａとがそれらの両側縁部２
ｂ，ｆ２ｂ，ｆ４ｂからさらに胴周り方向外方へ延びている。
【００６１】
表面シート２の両側部２ｂと第１繊維不織布ｆ２の両側部２ｂ，ｆ２ｂとは、それら側部
２ｂ，ｆ２ｂの内面Ｓ３，Ｓ５どうしがホットメルト型接着剤ｇを介して間欠的に固着さ
れている。第１繊維不織布ｆ２の両側部ｆ２ｂとフィルムｆ４の両側部ｆ４ｂとは、それ
ら側部ｆ２ｂ，ｆ４ｂの内外面Ｓ６，Ｓ７がホットメルト型接着剤ｇを介して間欠的に固
着されている。
【００６２】
脚周り用弾性部材１４は、第２繊維不織布ｆ３の両側部ｆ３ｂと防漏シート１５の固定側
部１５ａとの間に介在し、それら側部ｆ３ｂ，１５ａの内面Ｓ９に固着されている。防漏
シート１５の固定側部１５ａは、表面シート２の両側部２ｂと第２繊維不織布ｆ３の両側
部ｆ３ｂとにホットメルト型接着剤ｇを介して間欠的に固着されている。
【００６３】
パネル４の存在域での第１繊維不織布ｆ２とフィルムｆ４とに対するホットメルト型接着
剤ｇの塗布量は、図１のそれと同一である。フィルムｆ４の透湿度と表面シート２や第１
および第２繊維不織布ｆ２，ｆ３、フィルムｆ４の坪量とは、図１のそれと同一である。
【００６４】
物品１Ｂでは、前後胴周り域５，７の透湿度が２０００～３８００ｇ／ｍ２・２４ｈｒｓ
の範囲にある。透湿度は、図１のそれと同様に、表面シート２を取り除いた状態にある物
品１Ｂのパネル４の存在域における厚み方向の透湿度である。透湿度の測定方法は、図１
のそれと同様である。
【００６５】
物品１Ｂの前後胴周り域６，７では、パネル４の直下に第１繊維不織布ｆ２を配置すると
ともに、パネル４の存在域においてフィルムｆ４が接着剤ｇを介して第２繊維不織布ｆ３
にのみ固着されているので、パネル２２の直下にフィルムｆ７を配置しかつフィルムｆ７
がそれの内外面に塗布された接着剤ｇを介してパネル２２と第１繊維不織布ｆ８とに固着
された従来技術の物品１Ｃ（図８参照）と比較し、物品１Ｂの透湿度を向上させることが
でき、前後胴周り域６，７における物品１Ｂの内部の湿気を物品１Ｂの外部へ円滑に逃が
すことができる。物品１Ｂは、それを着用したときに、その内部に湿気が籠もることはな
く、物品１Ｂ内部の蒸れを防ぐことができる。
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【００６６】
第１繊維不織布ｆ２の直下には、２１５０～４０００ｇ／ｍ２・２４ｈｒｓの透湿度を有
するフィルムｆ４が配置されているので、体液が第１繊維不織布ｆ２から滲出したとして
も、体液がフィルムｆ４を透過することはなく、体液が物品１Ｂの外部に漏れてしまうこ
とはない。また、パネル４と第１繊維不織布ｆ２とを固着しているので、物品１Ｂの着用
中に着用者が激しく動いたとしても、パネル４が型崩れを起こしてしまうことはない。
【００６７】
股下域６におけるパネル４の存在域では、フィルムｆ４が接着剤ｇを介して第１繊維不織
布ｆ２に固着されているので、パネル４と第１および第２繊維不織布ｆ２，ｆ３とフィル
ムｆ４とが一体となり、フィルムｆ４がパネル４の下面からずれてしまうことはなく、フ
ィルムｆ４によって体液の漏れを確実に防ぐことができる。
【００６８】
物品１Ｂでは、エンドフラップ８の大部分が第１および第２繊維不織布ｆ２，ｆ３から形
成され、サイドフラップ９の大部分が第２繊維不織布ｆ３と防漏シート１５とから形成さ
れているので、パネル４の両端縁４ａと両側縁４ｂとから体液が滲出したとしても、体液
がエンドフラップ８とサイドフラップ９とに滲入することはない。
【００６９】
物品１Ｂでは、弾性部材１６が収縮して防漏シート１５の自由側部１５ｂが表面シート２
の上方へ起立し、防漏シート１５の自由側部１５ｂが体液に対する障壁を形成するので、
股下域６からの排泄物の漏れを防ぐことができる。
【００７０】
表面シート２には、親水性繊維不織布の他に、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もできる
。防漏シート１５には、疎水性繊維不織布の他に、不透液性プラスチックフィルム、疎水
性繊維不織布と不透液性プラスチックフィルムと重ね合わせた複合シートのいずれかを使
用することもできる。
【００７１】
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。
【００７２】
ホットメルト型接着剤には、スチレン系やオレフィン系等の公知のそれを使用することが
できる。
【００７３】
この発明は、あらかじめ前後胴周り域が連結されたパンツ型の使い捨て着用物品１Ａ，１
Ｂの他に、着用時に前後胴周り域を連結するオープン型の使い捨て着用物品にも実施する
ことができる。
【００７４】
【発明の効果】
本発明にかかる使い捨て着用物品によれば、パネルの直下に第１繊維不織布が配置される
とともに、第１繊維不織布がそれに塗布されたホットメルト型接着剤を介してパネルに間
欠的に固着され、パネルの存在域において透湿性かつ不透液性フィルムがそれに塗布され
たホットメルト型接着剤を介して第１および第２繊維不織布のうちのいずれか一方に間欠
的に固着されているので、フィルムの内外面に接着剤が塗布された従来技術の物品と比較
し、物品の透湿度を向上させることができ、物品の内部の湿気を物品の外部へ円滑に逃が
すことができる。この物品では、それを着用したときに、その内部に湿気が籠もることは
なく、物品内部の蒸れを防ぐことができる。
【００７５】
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この物品では、第１繊維不織布の直下にフィルムが配置されているので、パネルに吸収さ
れた体液が第１繊維不織布から滲出したとしても、体液がフィルムを透過することはなく
、体液が物品の外部に漏れてしまうことはない。また、パネルと第１繊維不織布とを固着
しているので、物品の着用中に着用者が激しく動いたとしても、パネルが型崩れを起こし
てしまうことはない。
【００７６】
この物品では、表面シートを取り除いた状態にある物品のパネルの存在域における厚み方
向透湿度が２０００～３８００ｇ／ｍ２・２４ｈｒｓの範囲にあり、従来技術の物品より
もすぐれた透湿度を有する。
【００７７】
パネルの存在域における第１繊維不織布とフィルムとに対するホットメルト型接着剤の塗
布量が１～１０ｇ／ｍ２の範囲にある物品では、第１繊維不織布がパネルから剥離しない
程度に接着力を維持し得るとともに、フィルムが第１繊維不織布または第２繊維不織布か
ら剥離しない程度に接着力を維持し得る。さらに、第１繊維不織布やフィルムの透湿性が
接着剤によって阻害されることもない。
【００７８】
エンドフラップとサイドフラップとの大部分が第１および第２繊維不織布とフィルムとの
うちの少なくとも第２繊維不織布から形成された物品では、それらフラップが実質的に不
透液性となり、パネルの両端縁と両側縁とから体液が滲出したとしても、体液がエンドフ
ラップとサイドフラップとに滲入することはない。
【図面の簡単な説明】
【図１】一例として示す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図１の物品の展開平面図。
【図３】図１のＡ－Ａ線矢視断面図。
【図４】図１のＢ－Ｂ線矢視断面図。
【図５】他の一例として示す物品の部分破断展開平面図。
【図６】図５のＣ－Ｃ線矢視断面図。
【図７】図５のＤ－Ｄ線矢視断面図。
【図８】前後胴周り域の連結を解除した従来技術の物品の展開平面図。
【図９】図８のＥ－Ｅ線矢視断面図。
【図１０】図８のＦ－Ｆ線矢視断面図。
【符号の説明】
１Ａ　　　　　使い捨ておむつ
１Ｂ　　　　　使い捨ておむつ
２　　　　　　透液性の表面シート
３　　　　　　不透液性の裏面シート
４　　　　　　吸液性パネル
４ａ　　　　　両端縁
４ｂ　　　　　両側縁
５　　　　　　前胴周り域
６　　　　　　股下域
７　　　　　　後胴周り域
８　　　　　　エンドフラップ
９　　　　　　サイドフラップ
１１　　　　　　胴周り開口
１２　　　　　　脚周り開口
ｆ１　　　　　　繊維不織布
ｆ２　　　　　　第１繊維不織布
ｆ３　　　　　　第２繊維不織布
ｆ４　　　　　　プラスチックフィルム
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ｇ　　　　　　ホットメルト型接着剤
Ｓ１　　　　　　上面
Ｓ２　　　　　　下面

【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１０】
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