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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、第１ウエスト域、第２ウエスト域および前記第１および第２ウ
エスト域間に位置するクロッチ域とを有するシャーシと、少なくとも前記クロッチ域に配
置された吸液構造体とを含み、前記シャーシは、前記シャーシのベースシートを形成する
第１シートと、前記第１および第２ウエスト域の少なくとも前記第１ウエスト域において
前記第１シートに積層される第２シートとを含み、前記第１および第２シートのどちらか
一方が伸縮弾性を有し、他方が非伸縮性である着用物品において、
　前記第２シートは、前記横方向に延び前記縦方向に対向するシート第１およびシート第
２端縁部を有し、前記横方向における前記第１シートの少なくとも両側領域に位置すると
ともに、前記縦方向に対向する第１および第２接合部によって、前記第１シートに接合さ
れ、
　前記吸液構造体は、前記縦方向に対向する第１および第２端縁部ならびに前記横方向に
対向する第１および第２側縁部を有し、前記第１端縁部が少なくとも前記第１ウエスト域
において前記第１および第２シートの少なくとも前記第２シートと重なっており、
　前記第２シートの前記シート第１端縁部側では、前記第１シートと前記第２シートとの
間に前記吸液構造体が介在しておらず、前記第１接合部において前記第２シートを前記第
１シートに接合している一方、
　前記第２シートの前記シート第２端縁部側の前記横方向における中央領域では、前記第
１シートと前記第２シートとの間に前記吸液構造体が介在し、前記第２接合部において前
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記第２シートを前記吸液構造体に接合し、
　前記中央領域の前記横方向の外側に位置する両側領域では、前記第２接合部において前
記第２シートを前記第１シートに接合し、
　前記第１および第２接合部は、前記横方向に一定間隔を空けて配置され、
　前記吸液構造体の前記縦方向における一方の第１端縁部は、前記縦方向において前記第
１および第２接合部の間に配置してあることを特徴とする前記着用物品。
【請求項２】
　前記吸液構造体の前記第１および第２側縁部に沿って前記横方向に対向する前記第３接
合部をさらに含み、前記第３接合部によって、前記第１および／または第２シートと前記
吸液構造体とは一体的に接合されている請求項１記載の着用物品。
【請求項３】
　縦方向および横方向と、第１ウエスト域、第２ウエスト域および前記第１および第２ウ
エスト域間に位置するクロッチ域とを有するシャーシと、少なくとも前記クロッチ域に配
置された吸液構造体とを含み、前記シャーシは、前記シャーシのベースシートを形成する
第１シートと、前記第１および第２ウエスト域の少なくとも前記第１ウエスト域において
前記第１シートに積層される第２シートとを含み、前記第１および第２シートのどちらか
一方が伸縮弾性を有し、他方が非伸縮性である着用物品において、
　前記第２シートは、前記横方向に延び前記縦方向に対向するシート第１およびシート第
２端縁部を有し、前記横方向における両側領域において、前記縦方向に対向する第１およ
び第２接合部によって前記第１シートに接合され、
　前記吸液構造体は、前記縦方向に対向する第１および第２端縁部ならびに前記横方向に
対向する第１および第２側縁部を有し、前記第１および第２シートと重なり、
　前記吸液構造体の前記第１および第２側縁部に沿って前記横方向に対向する第３接合部
をさらに含み、
　前記第２シートの前記シート第１およびシート第２端縁部側の前記両側領域のそれぞれ
では、前記第１シートと前記第２シートとの間に前記吸液構造体が介在しておらず、前記
第１および第２接合部において前記第２シートを前記第１シートに接合している一方、
　前記第２シートの前記シート第２端縁部側の中央領域では、前記第１シートと前記第２
シートとの間に前記吸液構造体が介在し、前記前記第３接合部によって、前記第２シート
と前記吸液構造体とは一体的に接合され、
　前記中央領域の前記横方向の外側に位置する両側領域では、第２接合部において前記第
２シートを前記第１シートに接合し、
　前記第１および第２接合部は、前記横方向に一定間隔を空けて配置され、
　前記吸液構造体の前記縦方向における一方の第１端縁部は、前記縦方向において前記第
１および第２接合部の間に配置してあることを特徴とする前記着用物品。
【請求項４】
　前記第３接合部は、前記縦方向に一定間隔を空けて配置されていることを特徴とする請
求項２または３に記載の着用物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着用物品に関し、より詳細には、使い捨てのおむつ、排泄トレーニングパン
ツ、失禁ブリーフ等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、伸縮性シートと非伸縮性シートとによって着用物品のシャーシを形成するものと
して、例えば、特許文献１が知られている。この特許文献１によれば、おむつは、伸縮性
の外装シートと、非伸縮性の内装シートと、内装シートの身体側に取り付けられた吸収性
本体を含む。外装シートは、ウエスト開口部において身体側に折り返され、折り返し部分
を形成している。折り返し部分は、内装シートに重なるように折り返され、吸液性本体の
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前後端部に重なっている。折り返し部分は、吸収性本体の略全幅に亘って接着剤を介して
接着されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３１２９５１号公報（ＪＰ　２００７－３１２９５１　Ａ
）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　吸収性本体はその全幅において、外装シートの折返し部分に接合されているから、吸収
性本体と重なった部分においては、接着剤によって剛性が高くなるため、着用者の肌に対
する刺激が大きくなり、肌トラブルを生じやすくなるという問題が生じる。また、吸収性
本体とは重ならない部分では、接着されていないから、内装シートとの間において相対的
に移動しやすくなる。特に、外装シートは伸縮性を有するから、その移動距離は大きくな
る。おむつは、着用時にウエスト開口近傍の内外装シートをつまんで引っ張り上げるよう
にするから、折り返し部分が延びると、おむつを所定の位置まで引っ張りあげることがで
きない可能性がある。おむつが所定の位置まで引っ張りあげられないと、着用者の股とお
むつとが密着せず、尿等の体液が漏れるという問題も生じる。
【０００５】
　この発明では、着用者への刺激を低減し、体液の漏れを抑制することができる着用物品
を提供することを課題とする。
【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、第１ウエスト域、第２ウエスト域および前記第１お
よび第２ウエスト域間に位置するクロッチ域とを有するシャーシと、少なくとも前記クロ
ッチ域に配置された吸液構造体とを含み、前記シャーシは、前記シャーシのベースシート
を形成する第１シートと、前記第１および第２ウエスト域の少なくとも前記第１ウエスト
域において前記第１シートに積層される第２シートとを含み、前記第１および第２シート
のどちらか一方が伸縮弾性を有し、他方が非伸縮性である、着用物品の改良に関わる。
【０００７】
　本発明の第１の態様は、前記第２シートは、前記横方向に延び前記縦方向に対向するシ
ート第１およびシート第２端縁部を有し、前記横方向における前記第１シートの少なくと
も両側領域に位置するとともに、前記縦方向に対向する第１および第２接合部によって、
前記第１シートに接合され、
　前記吸液構造体は、前記縦方向に対向する第１および第２端縁部ならびに前記横方向に
対向する第１および第２側縁部を有し、前記第１端縁部が少なくとも前記第１ウエスト域
において前記第１および第２シートの少なくとも前記第２シートと重なっており、前記第
２シートの前記シート第１端縁部側では、前記第１シートと前記第２シートとの間に前記
吸液構造体が介在しておらず、前記第１接合部において前記第２シートを前記第１シート
に接合している一方、前記第２シートの前記シート第２端縁部側の前記横方向における中
央領域では、前記第１シートと前記第２シートとの間に前記吸液構造体が介在し、前記第
２接合部において前記第２シートを前記吸液構造体に接合し、前記中央領域の前記横方向
の外側に位置する両側領域では、前記第２接合部において前記第２シートを前記第１シー
トに接合し、前記第１および第２接合部は、前記横方向に一定間隔を空けて配置され、前
記吸液構造体の前記縦方向における一方の第１端縁部は、前記縦方向において前記第１お
よび第２接合部の間に配置してあることを特徴とする。
【００１０】
　他の好ましい実施態様において、前記着用物品は、前記吸液構造体の前記第１および第
２側縁部に沿って前記横方向に対向する前記第３接合部をさらに含み、前記第３接合部に
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よって、前記第１および／または第２シートと前記吸液構造体とは一体的に接合されてい
る。
【００１１】
　本発明の第２の態様は、前記第２シートは、前記横方向に延び前記縦方向に対向するシ
ート第１およびシート第２端縁部を有し、前記横方向における両側領域において、前記縦
方向に対向する第１および第２接合部によって前記第１シートに接合され、前記吸液構造
体は、前記縦方向に対向する第１および第２端縁部ならびに前記横方向に対向する第１お
よび第２側縁部を有し、前記第１および第２シートと重なり、前記吸液構造体の前記第１
および第２側縁部に沿って前記横方向に対向する第３接合部をさらに含み、前記第２シー
トの前記シート第１およびシート第２端縁部側の前記両側領域のそれぞれでは、前記第１
シートと前記第２シートとの間に前記吸液構造体が介在しておらず、前記第１および第２
接合部において前記第２シートを前記第１シートに接合している一方、前記第２シートの
前記シート第２端縁部側の中央領域では、前記第１シートと前記第２シートとの間に前記
吸液構造体が介在し、前記前記第３接合部によって、前記第２シートと前記吸液構造体と
は一体的に接合され、前記中央領域の前記横方向の外側に位置する両側領域では、第２接
合部において前記第２シートを前記第１シートに接合し、前記第１および第２接合部は、
前記横方向に一定間隔を空けて配置され、前記吸液構造体の前記縦方向における一方の第
１端縁部は、前記縦方向において前記第１および第２接合部の間に配置してあることを特
徴とする。
　他の好ましい実施態様において、着用物品の前記第３接合部は、前記縦方向に一定間隔
を空けて配置されている。
 
【発明の効果】
【００１２】
　本発明にかかる着用物品によれば、シャーシの少なくとも第１ウエスト域に位置する、
伸縮弾性を有する伸縮性シートおよび非伸縮性のシートが、横方向に延び縦方向に対向す
る第１および第２接合部において接合されている。このような構成により、上記伸縮性シ
ートにおいて、横方向の伸張が損なわれることなく、縦方向の伸張が拘束されるので、本
発明にかかるおむつを着用する際に、所定の位置まで容易に引っ張り上げることができる
。また、本発明にかかるおむつは、上記２枚のシートの接合が、広い面ではなく２列のラ
インを形成する接合部においてなされるため、シートの肌触りが損なわれず、着用者の肌
トラブルを防止する。
【００１３】
　特に、吸液構造体の側縁部に沿って横方向に対向する第２接合部によって伸縮性シート
および／または非伸縮性シートと吸液構造体とが一体的に接合される態様については、上
記引っ張り上げによって吸液構造体も確実に引っ張り上げられる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明にかかるおむつの部分破断斜視図。
【図２】図１のおむつを展開した部分破断平面図。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿う拡大断面図。
【図４】他の実施態様における図２と同様の図の部分図。
【図５】他の実施態様における図２と同様の図。
【図６】他の実施態様における図２と同様の図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　パンツ型の使い捨ておむつを例に挙げ、本発明にかかる着用物品を、添付の図面を参照
して詳細に説明する。本明細書中で同一の符号は、各実施態様において対応する部材を表
す。
【００１６】
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　本発明にかかるおむつの第１の実施態様を、図１、２に示す。図１は、本発明にかかる
おむつ１であって、ウエスト開口およびレッグ開口を環状に保った状態の部分破断斜視図
であり、図２は、図１のおむつの第１および第２ウエスト域の両側接合部を互いに分離し
た状態の一部破断展開平面図である。
【００１７】
　図１、２で示されるように、おむつ１は、シャーシ２と吸液構造体３とを含む。シャー
シ２は、第１ウエスト域４、第２ウエスト域５、およびこれらの第１および第２ウエスト
域４，５の間に位置するクロッチ域６を有する。第１ウエスト域４からクロッチ域６を介
して第２ウエスト域５に連なる方向を縦方向Ｙ、これに直交する方向を横方向Ｘと呼ぶ。
おむつ１は、横方向Ｘの寸法を二等分する縦中心線Ｌに関して、対称に構成される。
【００１８】
　おむつ１が着用される際、第１ウエスト域４は前ウエスト域であることができ、かつ、
第２ウエスト域５は後ウエスト域であることができるように、第１ウエスト域４は、下部
トルソの前側に、第２ウエスト域５は、下部トルソの後側に位置する。また、シャーシ２
は、着用者の着用状態において身体側およびその反対側を有する。
【００１９】
　第１ウエスト域４は、横方向Ｘに対向する一対の両側縁部１４を、第２ウエスト域５は
、横方向Ｘに対向する一対の両側縁部１５を、それぞれ有する。側縁部１４と側縁部１５
とは互いに重なり合って接合され、シーム部１６を形成している。第１および第２ウエス
ト域４，５によりウエスト開口１８が形成され、第１および第２ウエスト域４，５とクロ
ッチ域６とにより一対のレッグ開口１９が形成されている。
【００２０】
　シャーシ２はベースシート１０を含み、ベースシート１０は、本発明における第１シー
トに相当するものであって、非伸縮性シートによって形成されている。吸液構造体３は、
吸収体３ａが透液性シート３ｂで覆われている構造を有し、ベースシート１０の身体側に
おいて接合されている。
【００２１】
　シャーシ２はさらに、第１および第２ウエスト域４，５において、本発明における第２
シートに相当する帯状の伸縮性第１ウエストシート７および帯状の伸縮性第２ウエストシ
ート１７をそれぞれ有し、これらの第１および第２ウエストシート７，１７は、ベースシ
ート１０に積層されている。ここで、第１および第２ウエストシート７，１７は、縦方向
Ｙおよび横方向Ｘに対して伸縮弾性を有する。
【００２２】
　第１ウエストシート７は、横方向Ｘに延び縦方向Ｙに対向する第１および第２端縁部２
１，２２を有する。縦方向Ｙにおいて、第１端縁部２１は、ウエスト開口１８の周縁と吸
液構造体３の第１端縁部３１との間に位置しており、第２端縁部２２は、第１端縁部３１
よりもクロッチ域６側に位置している。これらの第１および第２端縁部２１，２２に沿っ
て、横方向Ｘに間欠的に延びる第１および第２接合部４１，４２が形成されている。この
第１および第２接合部４１，４２において、第１ウエストシート７は、ベースシート１０
に、横方向Ｘに伸張された状態で弾性的に収縮可能に固定されている。また、第２接合部
４２において、ベースシート１０と第１ウエストシート７との間に吸液構造体３が介在し
ている領域では、第１ウエストシート７は、ベースシート１０ではなく吸液構造体３に接
合されている。
【００２３】
　第１ウエストシート７と同様に、第２ウエストシート１７は、横方向Ｘに延び縦方向Ｙ
に対向する第３および第４端縁部２３，２４を有する。縦方向Ｙにおいて、第３端縁部２
３は、ウエスト開口１８の周縁と吸液構造体３の第２端縁部３２との間に位置しており、
第４端縁部２４は、第２端縁部２３よりもクロッチ域６側に位置している。第３および第
４端縁部２３，２４に沿って、横方向Ｘに間欠的に延びる第４および第５接合部４４，４
５が形成されている。この第４および第５接合部４４，４５において、第２ウエストシー
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ト１７は、ベースシート１０に、横方向Ｘに伸張された状態で弾性的に収縮可能に固定さ
れている。また、第４接合部４５において、ベースシート１０と第２ウエストシート１７
との間に吸液構造体３が介在している領域では、第２ウエストシート１７は、ベースシー
ト１０ではなく吸液構造体３に接合されている。
【００２４】
　図３に示すように、ベースシート１０の第１端縁部１０ａは、第１ウエストシート７の
側へ折り返されてそこに接合されている。ベースシート１０の第２端縁部１０ｂ（図２）
もまた、第２ウエストシート１７の側へ折り返されて接合されている。
【００２５】
　第１および第２ウエストシート７，１７が横方向Ｘにおいて伸張することにより、ウエ
スト開口１８をその最大開口寸法まで広げることができるので、おむつ１を着用すること
は容易である。また、第１および第２ウエストシート７，１７が横方向Ｘにおいて収縮す
ることにより、おむつ１は、着用者のウエストに密着する。
【００２６】
　第１および第２ウエストシート７，１７は、縦方向Ｙにおいては伸張されていない状態
で、非伸縮性シートで形成されたベースシート１０に固定されている。したがって、第１
および第２ウエストシート７，１７は、それぞれ、第１接合部４１と第２接合部４２との
間および第４接合部４４と第５接合部４５との間で、縦方向Ｙにおける伸縮が拘束されて
いる。
【００２７】
　上記のような構成により、本発明にかかるおむつ１は、着用する際に着用者が第１ウエ
スト域４または第２ウエスト域５においてウエスト開口１８近傍をつまんでおむつ１を引
っ張り上げるとき、縦方向Ｙにおける伸張が拘束されているので、所定の位置まで引っ張
り上げることが容易である。
【００２８】
　おむつ１が着用される場合、第１ウエスト域４だけでなく第２ウエスト域５におけるウ
エスト開口１８近傍をつまんで引っ張り上げることもあることを考慮すると、縦方向Ｙに
おける伸縮は、第１および第２ウエストシート７，１７両方において拘束されていること
が好ましいが、第１ウエストシート７においてのみ拘束されていてもよい。第２ウエスト
シート１７は、第３接合部４４においてベースシート１０に固定されているのみであって
第４接合部４５を有さない場合、縦方向Ｙにおける伸縮は拘束されていない。
【００２９】
　第１および第２ウエストシート７，１７をベースシート１０に固定する各接合部は、連
続的に形成されていてもよいが、間欠的または断続的に形成されていることが好ましい。
本発明において、「接合部が間欠的に形成される」とは、間欠的に並んだドットまたはラ
イン等の任意の形状を有する小面積の領域である接合部において、複数のシートが接合さ
れていることを意味する。複数のシートが接合されている領域においては、シートの剛性
が高くなるため、肌触りが悪くなる。また、伸縮性シートが伸縮する方向に剛性の高い領
域が連続して延びている場合、シートの伸縮を妨げるおそれがある。各接合部を間欠的に
形成することにより、これらの問題を克服することができる。ただし、各接合部の間隔は
、これにおむつの着用時に着用者の足指先が引っかからない程度であることが好ましい。
【００３０】
　好ましい実施態様において、ウエスト開口１８の周縁から第１および第２ウエストシー
ト７，１７の領域までの縦方向Ｙにおける寸法は、２０ｍｍ～４０ｍｍである。これは、
おむつ１のウエスト開口１８から親指を入れてその近傍をつまむ際、親指の力がかかるこ
とが想定される位置である。このような位置関係を有することにより、おむつのウエスト
開口近傍をつまんで着用者の股部に引っ張り上げる際、指先の力がベースシート１０と第
１および第２ウエストシート７，１７とが重なっている領域にかかるため、シャーシ２が
縦方向Ｙに伸張することなく、おむつ１を容易に着用することができる。
【００３１】
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　おむつ１は、ベースシート１０および第１および第２ウエストシート７，１７と吸液構
造体３とが横方向Ｘにおいて重なっている中央領域ｃ、およびその外側に位置する両側領
域ｓとを有する。吸液構造体３に含まれる吸収体は、通常、その吸液性及び拡散性の向上
のために吸収性ポリマー粒子、フラッフパルプ等を含むので、第１および第２ウエストシ
ート７，１７と比べて比較的剛性が高い。したがって、第１および第２ウエストシート７
，１７の伸縮弾性は、吸収体によって拘束されるところ、その拘束は、中央領域ｃよりも
両側領域ｓにおいて少ないので、両側領域ｓにおいて第１および第２ウエストシート７，
１７の収縮機能がより十分に発揮される。
【００３２】
　本発明にかかるおむつの第２の実施態様を、図４に示す。
【００３３】
　第２の実施態様は、第１ウエスト域４の中央領域ｃにおける接合部が異なるほかは、図
１～３に示すおむつ１と同様である。図４において、第１および第２接合部４１，４２は
、両側領域ｓにおいてのみ形成されており、ここで、第１ウエストシート７がベースシー
ト１０に接合されている。中央領域ｃには、吸液構造体３の側縁に沿って縦方向Ｙに延び
る第３接合部４３が形成されており、ここで、第１ウエストシート７およびベースシート
１０は、吸液構造体３と重なる領域においてこれと一体的に接合されている。このような
接合は、好ましくは、加熱下のエンボス処理でなされるが、他の手段、例えば、ヒートシ
ール、ソニックシールなどの手段を用いることもできる。
【００３４】
　この第３接合部４３は、ベースシート１０と第１ウエストシート７と吸液構造体３とを
一体化するので、おむつ１を着用者の股上へおむつ１を引っ張り上げる際に、ベースシー
ト１０と吸液構造体３とのスムーズな連動を実現する。
【００３５】
　中央領域ｃには、吸液構造体３の側縁に沿ってのみ第３接合部４３が設けられているが
、これらに平行するより多くの接合部、例えば縦中心線Ｌに沿った接合部をさらに有する
おむつもまた、実施可能である。さらに、第３接合部４３は、連続的に形成されていても
、間欠的または断続的に形成されていてもよい。
【００３６】
　本発明において、第１および／または第２ウエストシートは、図示例のように横方向へ
連続していることは不可欠要件ではなく、図４に示す吸液構造体３の領域上の仮想線Ｂか
ら両外側へ延びる両側領域Ｂ１に少なくとも設けられておれば、所期の目的が達成される
。また、本発明の別の態様においては、第１、第２接合部４１，４２は不可欠要件ではな
い。
【００３７】
　本発明にかかるおむつの第３の実施態様を、図５に示す。
【００３８】
　第３の実施態様にかかるおむつ１は、図４に示すように、第１の実施態様とほぼ同様の
構成を有するが、第１の実施態様とは対照的に、ベースシートとして伸縮性シートを、第
１ウエストシートとして非伸縮性シートを有する。したがって、シャーシ２のベースシー
ト１１０は、縦方向Ｙおよび横方向Ｘに対して伸縮弾性を有する伸縮性シートによって形
成されている。さらに、シャーシ２は、第１ウエスト域４において、ベースシート１１０
に積層された非伸縮性第１ウエストシート１０８を有する。ベースシート１１０および第
１ウエストシート１０８は、横方向Ｘにおいて、吸液構造体３と重なっている中央領域ｃ
と、その外側に位置する両側領域ｓとを有する。
【００３９】
　図５に示すように、第１ウエストシート１０８は、横方向Ｘに延びる第１および第２端
縁部１２１，１２２を有する。縦方向Ｙにおいて、第１端縁部１２１は、ウエスト開口の
周縁と吸液構造体３の第１端縁部３１との間に位置しており、第２端縁部１２２は、第１
端縁部３１よりもクロッチ域６側に位置している。これらの第１および第２端縁部１２１
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，１２２に沿って、横方向Ｘに延びる第１および第２接合部１４１，１４２が、間欠的に
形成されている。ただし、第１および第２接合部１４１，１４２は、連続的に形成されて
いてもよい。この第１および第２接合部１４１，１４２において、第１ウエストシート１
０８は、伸縮性シートで形成されたベースシート１１０が横方向Ｘに伸張された状態で、
ベースシート１１０が弾性的に収縮可能であるように固定されている。また、中央領域ｃ
における第２接合部１４２では、ベースシート１１０と第１ウエストシート１０８との間
に吸液構造体３が介在しているので、第１ウエストシート１０８は、ベースシート１１０
ではなく吸液構造体３に接合されている。
【００４０】
　おむつ１は、ベースシート１１０が伸縮性シートで形成されていることにより、その全
体が着用者の身体に密着する。また、このようなおむつ１は、伸縮性シートが身体側の反
対側から吸液構造体３を被覆しているので、着用した際に伸縮性シートによって吸液構造
体３が身体に押さえつけられるため、フィット性が高い。
【００４１】
　第１ウエストシート１０８は、ベースシート１１０が縦方向Ｙにおいて伸張されていな
い状態で、ベースシート１１０に固定されている。したがって、ベースシート１１０は、
第１接合部１４１と第２接合部１４２との間で、縦方向Ｙにおける伸縮が拘束されている
。このような構成により、本発明にかかるおむつ１は、着用する際に着用者が第１ウエス
ト域４においてウエスト開口近傍をつまんでおむつ１を所定の位置まで引っ張り上げるこ
とが容易である。
【００４２】
　おむつ１が着用される際に、第２ウエスト域５におけるウエスト開口近傍をつまんで引
っ張り上げることもあることを考慮すると、第１ウエスト域４における非伸縮性第１ウエ
ストシート１０８と同様に、第２ウエスト域５にも非伸縮性第２ウエストシートを接合し
てもよい。
【００４３】
　また、第３の実施態様において、伸縮性シートで形成されたベースシート１１０が収縮
すると、身体側に位置する第１ウエストシート１０８の表面にしわが寄るので、着用者の
肌を刺激する可能性がある。これを防止するために、身体側に位置する第１ウエストシー
ト１０８のさらに身体側に伸縮性シートを積層し、ベースシート１１０を形成する伸縮性
シートと身体側に位置する伸縮性シートによって第１ウエストシート１０８全体を挟み込
んで、第１および第２端縁部１２１，１２２に沿って接合してもよい。
【００４４】
　第３の実施態様の場合、図６に示すように、ベースシート１１０は、第１および第２ウ
エスト域４，５ならびにクロッチ域６に分割して形成し、それらをおむつの製造過程で縦
方向Ｙに連結するようにされてもよい。そのようにすることは、第１および／または第２
ウエスト域４，５を形成するシートを横方向Ｘへ伸張させる上で好ましい。
【００４５】
　第１および第２の実施態様において、第１ウエストシート７は、吸液構造体３よりも身
体側に位置しており、おむつ１は、第１ウエストシート７とベースシート１０とで吸液構
造体３の第１端縁部３１を挟む構造を有する。同様に、第３の実施態様においても、おむ
つ１は、第１ウエストシート１０８とベースシート１１０とで吸液構造体３の第１端縁部
３１を挟む構造を有する。このような構造は、吸液構造体の前端縁部から吸収体がこぼれ
落ちるのを防ぐことができるので、好ましい。しかし、吸液構造体３が伸縮性第１ウエス
トシート７または非伸縮性第１ウエストシート１０８よりも身体側に位置する構造を有す
るおむつもまた、実施可能である。このような実施態様においては、吸液構造体の身体側
にさらにシートを配することによって、吸液構造体の前端縁部を覆ってもよい。
【００４６】
　また、第１および第２の実施態様における第１および第２ウエストシート７，１７、な
らびに、第３の実施態様における第１ウエストシート１０８は、ベースシートよりも身体
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側に位置するが、これらのシートは、身体側の反対側においてベースシートに接合されて
いてもよい。
【００４７】
　本発明において使用される伸縮性シートは、伸縮性プラスチックフィルムなどであって
もよいが、着用者の肌触りを考慮すると、好ましくは伸縮性繊維不織布である。
【００４８】
　本発明において、ベースシートを形成するシートは、好ましくは、難透液性または不透
液性である。したがって、ベースシートは、疎水性繊維不織布の複数枚のラミネートや、
該不織布とプラスチックフィルムとのラミネートが用いられる。
【００４９】
　第１～３の実施態様におけるおむつは、伸縮性シートまたは非伸縮性シートによりシャ
ーシ全体のベースシートが形成され、このベースシートの身体側に吸液構造体が固定され
ている構成を有するが、本発明はこのような構成に限定されない。例えば、身体側に位置
する透液性の内面シートとその反対側に位置する不透液性の外面シートとのラミネートで
あるベースシートを有し、この内外面シートの間に吸液構造体が挟み込まれる構成を有す
るおむつもまた、実施可能である。
【００５０】
　本発明において、透液性シートとしては、繊維不織布、多孔性プラスチックフィルム等
、不透液性シートとしては、透湿不透液性プラスチックフィルムまたは透湿不透液性プラ
スチックフィルムと繊維不織布とのラミネート等、吸収体としては、フラッフパルプと高
吸収性ポリマー粒子、オプションとして熱可塑性ステープルファイバーとの混合物がティ
ッシュペーパー等の吸液拡散性のシートで被覆されたもの等、それぞれ使い捨ておむつお
よび生理用ナプキン等の構成素材として慣用されているものが用いられ得る。
【００５１】
　本発明において、おむつを構成する部分どうしが接合されている場合、これらの部分は
、ホットメルト接着剤等の接着剤、またはヒートシール、ソニックシール等による熱可塑
性シートの溶着等、当該分野で慣用される手段によって接合され得る。
【００５２】
　本発明にかかる吸収性物品は、パンツ型の使い捨ておむつを例に挙げて説明されてきた
が、例えば、第１および第２ウエスト域を両側縁部において接合してシーム部を形成する
代わりにメカニカルファスナ等の固定手段を第１および第２ウエスト域のそれぞれに取り
付けた、いわゆるオープン型のおむつにおいて、本発明を実施することも可能である。
【符号の説明】
【００５３】
　１　　　おむつ（着用物品）
　２　　　シャーシ
　３　　　吸液構造体
　４　　　第１ウエスト域
　５　　　第２ウエスト域
　６　　　クロッチ域
　７　　　伸縮性第１ウエストシート（第２シート）
　１０　　ベースシート（第１シート）
　２１　　第１端縁部（シート第１端縁部）
　２２　　第２端縁部（シート第２端縁部）
　４１　　第１接合部
　４２　　第２接合部
　４３　　第３接合部
　Ｘ　　　横方向
　Ｙ　　　縦方向
　ｃ　　　中央領域
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　ｓ　　　両側領域

【図１】 【図２】
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