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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向及びそれに直交する横方向と、肌対向面及び非肌対向面と、前部域と、後部域と
、前記前後部域間に位置する股下域と、前記前後部域を形成する環状の弾性ウエストパネ
ルと、前記弾性ウエストパネルの内面に取り付けられた、前記股下域を形成する吸液性構
造体とを含む使い捨て着用物品において、
　前記弾性ウエストパネルが、前記前部域を形成する略矩形の前ウエストパネルと、前記
後部域を形成する略矩形の後ウエストパネルとから形成されており、
　前記吸液性構造体が、その外面に塗布された接着剤を介して前記前ウエストパネルと前
記後ウエストパネルとの内面に固定されており、前記接着剤が、前記前後ウエストパネル
の内端縁のうちの少なくとも前記後ウエストパネルの内端縁と対向する部位に塗布されて
おらず、
　前記後部域が、前記肌対向面に位置する内面シートと、前記非肌対向面に位置する外面
シートと、前記前部域と対向する後ウエスト主体部と、前記後ウエスト主体部の下方に位
置する臀部カバー部とを有しており、
　前記臀部カバー部には、前記縦方向に所与寸法離間し、前記横方向へ延びる複数条の臀
部弾性収縮要素が配設されており、
　前記臀部カバー部では、前記内面シートと前記外面シートとが、前記臀部弾性収縮要素
のほぼ全周縁に塗布された接着剤のみを介して互いに接合されており、
　前記後ウエスト主体部には、前記縦方向に所与寸法離間し、前記横方向へ延びる複数条
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の後ウエスト弾性収縮要素が配設されており、前記臀部弾性収縮要素どうしの離間寸法が
、前記後ウエスト弾性収縮要素どうしの離間寸法よりも大きくなっており、
　前記後ウエスト弾性収縮要素と前記臀部弾性収縮要素との離間寸法は、前記臀部弾性収
縮要素の離間寸法とほぼ同じ大きさであって、
　前記臀部弾性収縮要素は、前記後ウエストパネルの内端縁沿いには配設されていないこ
とを特徴とする前記着用物品。
【請求項２】
　前記臀部弾性収縮要素どうしの離間寸法は、前記後ウエスト弾性収縮要素どうしの離間
寸法の少なくとも３倍の大きさを有する請求項１記載の着用物品。
【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、着用者の臀部を被覆する臀部カバ
ー部を有する使い捨ておむつ、使い捨てのトイレット・トレニングパンツ、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、着用者の臀部を被覆する部位を有する使い捨て着用物品は公知である。例えば、
特許文献１には、前後部域と、股下域と、前後部域を形成する弾性ウエスト部材と、弾性
ウエスト部材の内面に接合された吸収性シャーシとを含み、後部域から股下域側に延びる
臀部カバー部とを有する着用物品が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１７８６８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示された発明に係る着用物品は、後部域から下方へ延びる臀部カバー部
を有することから、着用者の臀部の両側が被覆されて、外観及び装着感が向上するととも
に、臀部カバー部には、着用物品の横方向へ延びる複数条の弾性収縮要素が配置されてい
るので、該部位の浮き上がりや捩れが防止されている。
【０００５】
　しかし、かかる着用物品においては、臀部カバー部を形成する内面シートと外面シート
とがその内面全体に塗工された接着剤を介して接合されているので、シート全体の剛性が
比較的に高くなるとともに、臀部カバー部の周縁部に形成された接着部位が着用者の肌に
触れて刺激を与えるおそれがある。特に、後部域の両側縁から下方に延びる下端縁は角状
を呈しているので、着用者の肌により強い刺激を与えるおそれがある。
【０００６】
　本発明の課題は、着用中の膨らみや捩れを防止できる程度の伸長力を有し、かつ、着用
者の肌に触れても刺激を与えることのない臀部カバー部を有する使い捨て着用物品の提供
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するために、本発明が対象とするのは、縦方向及びそれに直交する横方
向と、肌対向面及び非肌対向面と、前部域と、後部域と、前記前後部域間に位置する股下
域と、前記前後部域を形成する環状の弾性ウエストパネルと、前記弾性ウエストパネルの
内面に取り付けられた、前記股下域の少なくとも一部を形成する吸液性構造体とを含む使
い捨て着用物品である。
【０００８】
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　本発明の特徴とするところは、前記弾性ウエストパネルが、前記前部域を形成する略矩
形の前ウエストパネルと、前記後部域を形成する略矩形の後ウエストパネルとから形成さ
れており、前記吸液性構造体が、その外面に塗布された接着剤を介して前記前ウエストパ
ネルと前記後ウエストパネルとの内面に固定されており、前記接着剤が、前記前後ウエス
トパネルの内端縁のうちの少なくとも前記後ウエストパネルの内端縁と対向する部位に塗
布されておらず、前記後部域が、前記肌対向面に位置する内面シートと、前記非肌対向面
に位置する外面シートと、前記前部域と対向する後ウエスト主体部と、前記後ウエスト主
体部の下方に位置する臀部カバー部とを有しており、前記臀部カバー部には、前記縦方向
に所与寸法離間し、前記横方向へ延びる複数条の臀部弾性収縮要素が配設されており、前
記臀部カバー部では、前記内面シートと前記外面シートとが、前記臀部弾性収縮要素のほ
ぼ全周縁に塗布された接着剤のみを介して互いに接合されており、前記後ウエスト主体部
には、前記縦方向に所与寸法離間し、前記横方向へ延びる複数条の後ウエスト弾性収縮要
素が配設されており、前記臀部弾性収縮要素どうしの離間寸法が、前記後ウエスト弾性収
縮要素どうしの離間寸法よりも大きくなっており、前記後ウエスト弾性収縮要素と前記臀
部弾性収縮要素との離間寸法は、前記臀部弾性収縮要素の離間寸法とほぼ同じ大きさであ
って、前記臀部弾性収縮要素は、前記後ウエストパネルの内端縁沿いには配設されていな
いことにある。
【０００９】
　本発明は、前記特徴とする構成のほかに、以下の好ましい実施の態様を含む。
（１）前記臀部弾性収縮要素どうしの離間寸法は、前記後ウエスト弾性収縮要素どうしの
離間寸法の少なくとも３倍の大きさを有する。
【発明の効果】
【００１０】
　本願発明によれば、臀部カバー部において、第２内面シートと第２外面シートとが、臀
部弾性収縮要素のほぼ全周縁に塗布された第４接着剤のみを介して接合されているので、
所要の伸長力を有するとともに、臀部カバー部全体の剛性が比較的に低くなり、該部位が
着用者の肌に触れても不快感や刺激を与えるおそれはない。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係る使い捨て着用物品の一例として示す、使い捨ておむつの斜視図。
【図２】第１実施形態における使い捨ておむつのシール部を剥離して前後方向に伸展した
状態のその内面から見た一部破断平面図。
【図３】図２の状態のおむつを外面から見た一部破断平面図。
【図４】図２のＩＶ－ＩＶ線断面図。
【図５】図２のＶ－Ｖ線断面図。
【図６】吸液性構造体と、第１及び第２内面シート、第１及び第２固定シートを除いた状
態を示す平面図。
【図７】第２及び第３接着剤の塗工パターンを示す、第１及び第２外面シートの内面を示
す図。
【図８】図１に示す矢印ＶＩＩＩから見た臀部カバー部の一部拡大図。
【図９】図８のＩＸ－ＩＸ線断面図。
【図１０】第２実施形態における使い捨ておむつの後ウエストパネルを外面からみた一部
破断平面図。
【図１１】第２実施形態のおむつにおける図８と同様の一部拡大図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　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１０の斜視
図、図２は、おむつ１０のシーム部２１を剥離して前後方向に伸展した状態のその内面か
ら見た一部破断平面図、図３は、図２の状態のおむつ１０を外面から見た一部破断平面図
、図４は、図２のＩＶ－ＩＶ線断面図、図５は、図２のＶ－Ｖ線断面図、図６は、吸液性
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構造体１２と、第１及び第２内面シート２６，２８、第１及び第２固定シート５１，５３
を除いた状態を示す平面図である。
【００１３】
　おむつ１０は、縦方向Ｙ及びそれに直交する横方向Ｘと、肌対向面及びそれに対向する
非肌対向面と、環状の弾性ウエストパネル１１と、弾性ウエストパネル１１の肌対向面に
取り付けられた吸液性構造体１２と、前部域１３と、後部域１４と、前後部域１３，１４
間を縦方向Ｙに延びる股下域１５とを含む。
【００１４】
　弾性ウエストパネル１１は、前部域１３を形成する前ウエストパネル１６と、後部域１
４を形成する後ウエストパネル１７とから構成されている。
【００１５】
　前ウエストパネル１６は、吸液性構造体１２と交差し、横方向Ｘに延びる内端縁１６ａ
と、縦方向Ｙにおいて内端縁１６ａと離間対向して横方向Ｘに延びる外端縁１６ｂと、内
外端縁１６ａ，１６ｂ間において、互いに横方向Ｘに離間対向して縦方向Ｙに延びる両側
縁１６ｃ，１６ｄとによって、横長の略矩形状に画成されている。
【００１６】
　同様に、後ウエストパネル１７は、吸液性構造体１２と交差し、横方向Ｘに延びる内端
縁１７ａと、縦方向Ｙにおいて内端縁１７ａと離間対向して横方向Ｘに延びる外端縁１７
ｂと、内外端縁１７ａ，１７ｂ間において、互いに横方向Ｘに離間対向して縦方向Ｙに延
びる両側縁１７ｃ，１７ｄとによって、横長の略矩形状に画成されている。後ウエストパ
ネル１７は、着用者の後ウエスト周りと対向する後ウエスト主体部１８と、後ウエスト主
体部１８から股下域１５側へ延び、着用者の臀部と対向する臀部カバー部１９とを有する
。
【００１７】
　前ウエストパネル１６の両側縁１６ｃ，１６ｄと後ウエストパネル１７の後ウエスト本
体の両側縁１７ｃ，１７ｄの一部（後ウエスト主体部１８の両側縁）とは、互いに重ね合
わせられて、縦方向Ｙに千鳥状パターンを有するシーム部２１の接合によって連結され、
ウエスト開口２２と一対のレッグ開口２３とが画成されている（図１参照）。前記接合は
、公知の接合手段、例えば、熱エンボス加工、ソニックなどの各種の熱溶着手段によって
なされる。
【００１８】
　前ウエストパネル１６は、肌対向面側に位置する第１内面シート２５と、非肌対向面側
に位置する第１外面シート２６と、第１内面シート２５と第１外面シート２６との間に介
在された、縦方向Ｙにおいて所与寸法離間し、横方向Ｘへ延びる複数条のストリング又は
ストランド状の弾性収縮要素から形成された前ウエスト弾性収縮要素２７とを含む。前ウ
エストパネル１６は、前ウエスト弾性収縮要素２７の収縮作用によって、同方向へ収縮可
能に弾性化されている。
【００１９】
　後ウエストパネル１７は、肌対向面側に位置する第２内面シート２８と、非肌対向面側
に位置する第２外面シート２９と、第２内面シート２８と第２外面シート２９との間に介
在された、横方向Ｘへ延びる複数条のストリング又はストランド状の弾性収縮要素からな
る後ウエスト弾性収縮要素３１と臀部弾性収縮要素３２とを有する。
【００２０】
　後ウエスト弾性収縮要素３１は、後ウエスト主体部１８において第２内面シート２８と
第２外面シート２９との間に介在されており、臀部弾性収縮要素３２は、臀部カバー部１
９において、第２内面シート２８と第２外面シート２９との間に介在されている。臀部カ
バー部１９は、吸液性構造体１２の横方向Ｘの外方に位置する両側部１９Ａ，１９Ｂを有
している。
【００２１】
　各弾性収縮要素は、合成または天然のストリング又はストランド状のゴム弾性を有する
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材料から形成されている。また、例えば、幼児用おむつの場合、おむつ１０の各部の寸法
は、Ｌ，Ｍ，Ｓなどの各種のサイズの種類によって異なるものであるが、Ｌサイズの場合
には、おむつの縦方向Ｙにおける全長が４７０～５１０ｍｍ，前部域１３及びそれに対応
する後ウエスト主体部１８の縦方向Ｙにおける長さ寸法が９５～１２５ｍｍ，臀部カバー
部１９の縦方向Ｙにおける長さ寸法が４５～６５ｍｍである。以下の各種の寸法は、Ｌサ
イズのおむつ１０の場合におけるものである。
【００２２】
　図６に示すとおり、前ウエスト弾性収縮要素２７は、前ウエストパネル１６の外端縁１
６ｂ寄りに位置する、線径が４５０～５００ｄｔｅｘ、伸長倍率が２．４～２．８倍の５
本の弾性収縮要素と、線径が４５０～５００ｄｔｅｘ、伸長倍率が１．８～２．４倍の１
５本の弾性収縮要素とから形成されており、各弾性収縮要素間の離間寸法は、５．０～６
．０ｍｍである。また、最下に位置する前ウエスト弾性収縮要素２７と第１外面シート２
６との内端縁（前ウエストパネル１６の内端縁１６ａ）との離間寸法Ｒ１は、５～２０ｍ
ｍである。
【００２３】
　後ウエスト弾性収縮要素３１は、線径が４５０～５００ｄｔｅｘ、伸長倍率が２．４～
２．８倍の５本の弾性収縮要素と、線径が４５０～５００ｄｔｅｘ、伸長倍率が１．８～
２．４倍の１６本の弾性収縮要素とから形成されており、各弾性収縮要素間の離間寸法は
、５．０～６．０ｍｍである。
【００２４】
　臀部弾性収縮要素３２は、線径が４５０～５００ｄｔｅｘ、伸長倍率が２．２～２．６
倍の３本の弾性収縮要素から形成されており、各臀部弾性収縮要素３２間の離間寸法Ｒ２
，Ｒ３は、１５～２５ｍｍである。よって、臀部弾性収縮要素３２の離間寸法Ｒ２，Ｒ３
は、前後ウエスト弾性収縮要素２７，３１の離間寸法の約３倍以上となっている。また、
互いに隣り合う後ウエスト弾性収縮要素３１と臀部弾性収縮要素３２との離間寸法Ｒ４は
、１５～２５ｍｍであり、最も後ウエストパネル１７の内端縁１７ａ寄りに位置する臀部
弾性収縮要素３２と第２外面シート２９の内端縁（後ウエストパネル１７の内端縁１７ａ
）との離間寸法Ｒ５は、５～２０ｍｍである。
【００２５】
　再び、図２～５を参照すれば、吸液性構造体１２は、横方向Ｘに延びる前後端縁と、そ
れらに直交して縦方向Ｙに延びる両側縁とによって画成された、股下域１５を中心として
前後部域１３，１４に延びる縦長方形状である。吸液性構造体１２は、前部域１３の内面
に位置する前端部１２Ａと、後部域１４の内面に位置する後端部１２Ｂと、前後端部１２
Ａ，１２Ｂ間に位置し、股下域１５を形成する中間部１２Ｃとを有する。
【００２６】
　吸液性構造体１２は、肌対向面側に位置する透液性のトップシート４０と、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で被覆して
なる吸液性芯材４１と、非肌対向面側に位置し、吸液性芯材４１の外面を被覆する、好ま
しくは不透液性の被覆シート４２とを有する。吸液性芯材４１は、縦方向Ｙの中央部が内
方へ凹となり幅狭になっている。吸液性芯材４１と被覆シート４２との間には、プラスチ
ック材料から形成された不透液性の防漏シート４３が配置されている。
【００２７】
　被覆シート４２は、吸液性芯材４１の周縁から外方へ延びており、その延出した部位に
よって、吸液性芯材４１の両端縁の縦方向Ｙの外方において横方向Ｘへ延びるエンドフラ
ップ４４と、吸液性芯材４１の両側縁の横方向Ｘの外方において、縦方向Ｙに延びるサイ
ドフラップ４５とが形成されている。サイドフラップ４５には、縦方向Ｙに延びる３条の
ストランド状の弾性収縮要素から形成されたレッグ弾性収縮要素４６Ｒ，４６Ｌがホット
メルト接着剤（図示せず）を介して収縮可能に取り付けられている。したがって、サイド
フラップ４５とレッグ弾性収縮要素４６Ｒ，４６Ｌは、着用者のレッグ回りに密接するガ
スケットカフ機能を有する。
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【００２８】
　サイドフラップ４５を形成する被覆シート４２の両側部は、その一部が内方へ向かって
折り返されており、縦方向Ｙに延びる一対の折り返し部４８Ｒ，４８Ｌが形成されている
。折り返し部４８Ｒ，４８Ｌ内には、縦方向Ｙに延びる２条のストランド状の弾性収縮要
素からなるカフ弾性収縮要素４９がホットメルト接着剤（図示せず）を介して収縮可能に
取り付けられている。おむつ１０の着用状態において、折り返し部４８Ｒ，４８Ｌ及びサ
イドフラップ４４の一部は、カフ弾性収縮要素４９の収縮作用によって、内面シート４０
から離間してガスケットカフを形成し、排泄物の横漏れを防止している。
【００２９】
　レッグ弾性収縮要素４６Ｒ，４６Ｌ及びカフ弾性収縮要素４９としては、線径が約３５
０～１２４０ｄｔｅｘ、伸長倍率が２．０～３．０倍のストリング又はストランド状のゴ
ム弾性を有する材料を好適に用いることができる。また、弾性収縮要素どうしの離間寸法
は、３．０～６．０ｍｍであることが好ましい。また、所要の伸長力を有する限りにおい
ては、レッグ弾性収縮要素４６Ｒ，４６Ｌ及びカフ弾性収縮要素４９を形成する弾性収縮
要素の本数は、１本又は複数本であってもよいし、それに応じて、弾性収縮要素の線径、
離間寸法、伸長倍率等を適宜自由に設定することができる。
【００３０】
　図３に特に表されているとおり、吸液性構造体１２の前端部１２Ａは、ストライプ状に
塗工された第１接着剤５０を介して前ウエストパネル１６の内面に固定されており、また
、その内面は前ウエストパネル１６の横方向Ｘに延びる、第１固定シート５１によって被
覆されている。第１固定シート５１は、その外面において横方向Ｘに延びるスパイラル状
に塗工されたホットメルト接着剤５２ａを介して前ウエストパネル１６と吸液性構造体１
２の前端部１２Ａに固定されている。
【００３１】
　吸液性構造体１２の後端部１２Ｂは、ストライプ状に塗工された第１接着剤５０を介し
て後ウエストパネル１７の内面に固定されており、また、その内面は、後ウエスト主体部
１８の横方向Ｘに延びる、第２固定シート５３によって被覆されている。第２固定シート
５３は、その外面において横方向Ｘに延びるスパイラル状に塗工されたホットメルト接着
剤５２ｂを介して後ウエストパネル１７と吸液性構造体１２の後端部１２Ｂとに固定され
ている。なお、第１接着剤５０は、ストライプ状ではなく、スパイラル状、ドット状等の
各種公知の塗工パターンで塗工されていてもよい。
【００３２】
　また、前ウエストパネル１６の内端縁１６ａ沿いには第１接着剤５０が塗布されておら
ず、おむつ１０の正面視において、該部位がひらひらとした柔らかな外観を有している（
図１参照）。なお、図３から明らかなように、前ウエスト弾性収縮要素２７の最も下端側
に位置する１本の弾性要素が、第１接着剤５０が塗工されていない非固着域との境界に位
置していることから、該非固着域の柔らかな風合いが損なわれることはない。
【００３３】
　図７は、第２及び第３接着剤５５，５６の塗工パターンを示す、第１及び第２外面シー
ト２６，２９の内面を示す図、図８は、図１に示す矢印ＶＩＩＩから見た臀部カバー部１
９の側部１９Ａの一部拡大図、図９は、図８のＩＸ－ＩＸ線断面図である。
【００３４】
　前ウエストパネル１６の第１内面シート２５と第１外面シート２６とは、一枚のシート
部材をウエスト開口２２の縁部で折り返して形成されたものであって、両シート２５，２
６のうちの少なくとも一方の内面に塗工された第２接着剤５５を介して互いに接合されて
いる。なお、第１内面シート２５と第１外面シート２６とを別体のシート部材から形成し
てもよい。
【００３５】
　後ウエストパネル１７の第２内面シート２８と第２外面シート２９とは、一枚のシート
部材をウエスト開口２２の縁部で折り返して形成されたものであって、後ウエスト主体部
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１８において、両シート２８，２９のうちの少なくとも一方の内面に塗布された第３接着
剤５６を介して互いに接合されている。前ウエストパネル１６と後ウエスト主体部１８と
は、それぞれ第２及び第３接着剤５５，５６が全域に塗工されていることによって、製造
工程中及びおむつ１０の着用中にこれらのシート部材が剥離してしまうおそれはない。な
お、第２内面シート２８と第２外面シート２９とは別体のシート部材から形成されていて
もよい。
【００３６】
　第３接着剤５６は、臀部カバー部１９を形成する第２外面シート２９の内面には塗布さ
れておらず、該領域において両シート２８，２９は、図９に示すとおり、臀部弾性収縮要
素３２のほぼ全周縁に塗布された第４接着剤５７のみを介して接合されている。
【００３７】
　前記のとおり、臀部カバー部１９では、第２内面シート２８と第２外面シート２９とが
、臀部弾性収縮要素３２のほぼ全周縁に塗布された第４接着剤５７を介してのみ接合され
ており、かつ、臀部弾性収縮要素３２の離間寸法が前後ウエスト弾性収縮要素２７，３１
の離間寸法の３倍よりも大きいことから、前ウエストパネル１６及び後ウエスト主体部１
８に比して接合領域が小さく、比較的に低い剛性を有する。
【００３８】
　また、図８に示すとおり、臀部カバー部１９の側部１９Ａでは、その側縁５９が直状で
はなく、複数の円弧状部位からなる凸曲状を呈している。具体的には、臀部弾性収縮要素
３２が配設されている部位を除き、第２内面シート２８と第２外面シート２９とが非固着
の状態であるので、側縁５９において、臀部弾性収縮要素３２の端部周縁に位置するシー
ト部材がそれに引っ張られることによって、臀部弾性収縮要素３２どうしの離間する部位
が外方へ凸となる曲状を呈している。また、臀部カバー部１９の側部１９Ａでは、その下
端縁６０が吸液性構造体１２に固定されていないので、複数の円弧部位からなるフリルの
ような形状を有している。このように、臀部カバー部１９の側部１９Ａの側縁５９及び下
端縁６０が凸曲状を呈しているので、該部位が着用者の肌に触れても不快感や刺激を与え
るおそれはない。さらに、臀部カバー部１９の下端縁６０沿いには、臀部弾性収縮要素３
２が配置されていないことから、第４接着剤５７が臀部弾性収縮要素３２の周縁からはみ
出たとしても、臀部カバー部１９の下端縁６０から外にはみ出して、着用者の肌に付着す
るおそれはない。なお、図８は、側部１９Ａの一部を拡大したものであるが、図１に示す
とおり、側部１９Ｂも同様の構成を有している。
【００３９】
　第２及び第３接着剤５５，５６の塗工量は、２．０～７.０ｇ／ｍ２である。また、臀
部弾性収縮要素３２の１ｍ当たりの第４接着剤５７の塗工量は、０．０３～０．０７ｇ／
ｍである。なお、本実施形態では、前ウエストパネル１６と後ウエストパネル１７の後ウ
エスト主体部１８とは、内外面シート２５，２６，２８，２９が、それらの内面に塗工さ
れた第２及び第３接着剤５５，５６を介して接合されることによって形成されているが、
所要の接着力を有する限りにおいては、臀部カバー部１９と同様に、前ウエスト弾性収縮
要素２７のほぼ全周縁に第２接着剤５５を塗布したり、後ウエスト弾性収縮要素３１のほ
ぼ全周縁に第３接着剤５６を塗布することによって内外面シート２５，２６，２８，２９
を接合してもよい。
【００４０】
　第１～第４接着剤５０，５５，５６，５７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、前後ウエストパネルの収縮力を阻害しない限りにおいては、ゴム系の接
着剤、たとえば、ＳＢＳ系、ＳＩＳ系の接着剤を用いることが好ましい。また、本実施形
態では、第１～３接着剤５０，５５，５６はドット状に塗布されているが、スパイラル状
、波状、格子状などの各種の公知のパターンで塗布されていてもよい。
【００４１】
＜第２実施形態＞
　図１０は、第２実施形態における使い捨ておむつ１０の後ウエストパネル１７を外面か
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拡大図である。
【００４２】
　図１０及び１１に示すとおり、本実施形態では、吸液性構造体１２の後端部１２Ｂと対
向する臀部カバー部１９の中央部において、その下端部６１（後ウエストパネル１７の内
端縁１７ａ）の内面に第１接着剤５０が塗布されておらず、吸液性構造体１２に固定され
ていない、フリーな状態となっている。これにより、臀部カバー部１９の下端部６１はひ
らひらと柔らかな外観を有するとともに、下端部６１に臀部弾性収縮要素３２が配設され
ていないので、第４接着剤５７が下端部６１からはみ出て、着用者の肌を徒に刺激するお
それはない。また、臀部カバー部１９の側部１９Ａの下端縁６０と中央部の下端部６１と
がひらひらとした外観を有して横方向Ｘに一連に延びているので、外観上も好ましい。
【００４３】
　おむつ１０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、本実施形態では、前後ウエストパネル１６，１７は、複数条の弾性収縮要素を配
設することによって弾性を付与されているが、臀部カバー部１９を除き、前後ウエストパ
ネル１６，１７を構成するシート部材自体が弾性収縮性を有するものであってもよいし、
ストリング又はストランド状の弾性収縮要素ではなく、テープ又はシート状の弾性収縮要
素を用いて弾性を付与してもよい。
【００４４】
　さらに、臀部カバー部１９が、後ウエスト主体部１８から一連に延びるのではなく、そ
れとは別体に形成されていてもよいし、後ウエスト主体部１８を形成するシート部材とは
異なるシート部材から形成されていてもよい。臀部カバー部１９を後ウエスト主体部１８
を形成するシート部材とは異なるシート部材から形成する場合には、後ウエスト主体部１
８を形成するシート部材と同様若しくはそれ以上の可撓性を有するシート部材から形成す
ることが好ましい。
【符号の説明】
【００４５】
１０　　使い捨て着用物品
１１　　弾性ウエストパネル
１２　　吸液性構造体
１３　　前部域
１４　　後部域
１５　　股下域
１６　　前ウエストパネル
１７　　後ウエストパネル
１７ａ　後ウエストパネルの内端縁
１８　　後ウエスト主体部
１９　　臀部カバー部
２８　　第２内面シート
２９　　第２外面シート
３１　　後ウエスト弾性収縮要素
３２　　臀部弾性収縮要素
５０　　第１接着剤
５７　　第４接着剤
Ｘ　　　横方向
Ｙ　　　縦方向
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