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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手方向及び横断方向を有するパンツ型オムツなどの使い捨て衛生用パンツであって、
　前記長手方向で見て、前側部分（２）と、後側部分（３）と、２つの脚部開口部（５、
６）を備えた中間の股部分（４）とを備え、前記横断方向で見て前記前側部分の外側長手
方向縁部（２１、２２）が、長手方向の溶接シーム（７、８）によって、前記横断方向で
見て前記後側部分（３）の外側長手方向縁部（３１、３２）に接続され、それによって、
前記前側部分及び前記後側部分の外側横断方向縁部（２３、３３）によって境界が定めら
れた腰部開口部（９）と、前記衛生用パンツの前記長手方向で見て前記溶接シームの内側
端部によって前記横断方向の外側に境界が定められた、前記股部分の前記２つの脚部開口
部（５、６）と、が形成され、外側弾性カバー（１０）を有するとともに、前記股部分（
４）の少なくとも一部を横切って前記長手方向に延びる吸収ユニット（１１）を備え、前
記カバーが、２つの不織布層の間において前記２つの不織布層の全体に亘って適用された
弾性フィルムを備える弾性積層体で作られた前記衛生用パンツにおいて、
　前記溶接シーム（７、８）がそれぞれ、熱可塑性繊維を包含する少なくとも１つの不織
布ストリップ（１５、１６；１７、１８；１９、２０）によって補強され、前記不織布ス
トリップが、前記衛生用パンツの前記長手方向で見て前記２つの縁部の少なくとも前記内
側端部に沿って、前記衛生用パンツの前記前側部分及び前記後側部分の前記長手方向縁部
（２１、２２、及び３１、３２）に適用されているとともに、前記溶接シーム（７、８）
を形成するために前記カバーの前記長手方向縁部とともに溶接されており、前記溶接シー
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ムを横断する方向及び前記横断方向における前記溶接シームの引張強さが、少なくとも前
記不織布ストリップ（１５、１６；１７、１８；１９、２０）で補強された部分において
５Ｎ／２５．４ｍｍを超えており、かつ、前記横断方向における前記カバーの破壊強さが
、前記補強された溶接シームの前記引張強さを超えていることを特徴とする衛生用パンツ
。
【請求項２】
　前記補強不織布ストリップ（１５、１６；１７、１８；１９、２０）は、前記カバーの
前記前側部分及び前記後側部分の前記長手方向縁部の間に適用されていることを特徴とす
る請求項１に記載の衛生用パンツ。
【請求項３】
　前記補強不織布ストリップ（１５、１６）は、前記長手方向縁部の全体に沿って適用さ
れていることを特徴とする請求項１又は２に記載の衛生用パンツ。
【請求項４】
　前記溶接シーム（７、８）はそれぞれ、単一の不織布ストリップ（１９、２０）によっ
て補強されていることを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の衛生用パンツ
。
【請求項５】
　前記カバーは、前記前側部分（２）及び前記後側部分（３）の両方の前記長手方向縁部
（２１、２２、及び３１、３２）において、前記衛生用パンツの前記長手方向で見て前記
２つの縁部の少なくとも前記内側端部に沿って前記補強不織布ストリップ（１５、１６；
１５’、１６’；１７、１８）を備えており、その結果、前記溶接シーム（７、８）は、
少なくとも前記溶接シーム（７、８）が補強された領域において前記補強不織布ストリッ
プ（１５、１６；１５’、１６’；１７、１８）からなる２つの層を含んでいることを特
徴とする請求項１に記載の衛生用パンツ。
【請求項６】
　前記不織布ストリップは、前記衛生用パンツを横断方向に横切って延びる単一の不織布
ストリップから成ることを特徴とする請求項１又は２に記載の衛生用パンツ。
【請求項７】
　前記衛生用パンツの前記長手方向において、前記単一の横断方向の不織布ストリップは
、前記２つの縁部の前記内側端部のみを横切って延びていることを特徴とする請求項６に
記載の衛生用パンツ。
【請求項８】
　前記カバー（１０）は、前記パンツの使用中は着用者の方に向けられる内面と、外面と
を有し、前記溶接シームを補強する１つ以上の前記不織布ストリップは、前記カバーの前
記内面及び／又は前記外面に適用されていることを特徴とする請求項１に記載の衛生用パ
ンツ。
【請求項９】
　前記補強された部分において、前記溶接シーム（７、８）全体に亘る前記引張強さは、
７Ｎ／２５．４ｍｍを超えることを特徴とする、請求項１～８のいずれか一項に記載の衛
生用パンツ。
【請求項１０】
　前記補強された部分において、前記溶接シーム（７、８）全体に亘る前記引張強さは、
９Ｎ／２５．４ｍｍを超えることを特徴とする、請求項１～９のいずれか一項に記載の衛
生用パンツ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、長手方向及び横断方向を有するパンツ型オムツなどの使い捨て衛生用パンツ
に関し、この衛生用パンツは、長手方向で見て、前側部分と、後側部分と、２つの脚部開
口部を備えた中間の股部分とを備え、横断方向で見て前側部分の外側長手方向縁部が、長
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手方向の溶接シームによって、横断方向で見て後側部分の外側長手方向縁部に接続され、
それによって、前側部分及び後側部分の外側横断方向縁部によって境界が定められた腰部
開口部と、衛生用パンツの長手方向で見て溶接シームの内側端部によって横断方向の外側
に境界が定められた、股部分の２つの脚部開口部と、が形成され、外側弾性カバーを有す
るとともに、股部分の少なくとも一部を横切って長手方向に延びる吸収ユニットを備え、
カバーが、２つの不織布層の間に適用された弾性フィルムを備える弾性積層体で作られて
いる。
【背景技術】
【０００２】
　小児及び成人用のパンツ型オムツの形態の、ならびにパンツ型生理用ナプキンの形態の
衛生パンツにおいては、順応性及び快適さに対する非常に高い要求がある。衛生用パンツ
は、着用者、親、又は保育者が着脱しやすいような、横断方向の弾性を有さなければなら
ない。また、柔らかく布地様であるべきであるという要件もある。特に成人着用者向けの
衛生用パンツは、目立たないものでなければならず、また、少なくとも実際の吸収ユニッ
ト外の領域においては、嵩高であるべきではない。これらは使い捨て製品なので、コスト
の観点は非常に重要である。コストの理由から、含まれる材料層はできるだけ薄くなけれ
ばならない。同時に、品質及び強度の要件が満たされなければならない。パンツ型オムツ
などの衛生用パンツは、当然ながら、使用中は着用に耐えなければならない。衛生用パン
ツは、着用されるときに著しい応力に晒される。衛生用パンツは、着用者の臀部を越えて
引っ張られるときに伸長され、前記溶接シームは大きな応力に晒される。特に重要な領域
は、脚部開口部又は腰部における溶接シームの端部である。溶接の破壊はこれらの重要な
領域で始まる。
【０００３】
　従来のパンツ型オムツでは、カバーは、二重の不織布とそれらの間に位置する弾性糸と
から構成される。この種のカバー上の溶接シームには、４層以上の接合された不織布があ
り、それが十分に強い溶接シームを生じさせる。ここで使用される接合された不織布とい
う表現は、カバーを作成するのに伴って、接合部が壊れて開いていない、又は弱まってい
ない不織布を意味する。
【０００４】
　冒頭で言及されたタイプの衛生用パンツは、２つの不織布層の間に適用された弾性フィ
ルムから成る弾性積層体の形態のカバーを有する。この種の弾性積層体上の溶接シームは
、シームの強度に関して、積層体の構造及び組成の影響を受ける。２つの不織布層間の弾
性フィルムの形態の弾性カバーの１つの目的は、カバーに最適な弾性特性を与えると同時
に、それらの不織布層の繊維が、カバーに柔らかい布地の感触を与えることである。した
がって、積層体の構造は、カバーの弾性による伸長が不織布層によって妨げられないよう
に構成されるべきである。
【特許文献１】国際公開第０３／０４７４８８号パンフレット
【特許文献２】ＰＣＴ国際出願第２００４／００１００４号
【特許文献３】ＰＣＴ国際出願第２００４／００１００５号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　冒頭で言及されたタイプの弾性積層体の一例は、特許文献１に記載されている。この文
献は、２つの不織布層の間に適用された弾性フィルムから成る弾性積層体を開示している
。弾性積層体の作成中、これらの不織布層はフィルムに接続されており、その後、積層体
は、不織布層の接合部が壊されるまで伸長されている。したがって、積層体の弾性は、弾
性フィルムの弾性とほぼ同じにされる。この解決策の重大な欠点は、溶接シームの強さが
、前記従来のパンツ型オムツ上の溶接シームよりも著しく低いことである。
【０００６】
　冒頭で言及されたタイプの弾性積層体の他の例は、特許文献２及び特許文献３に記載さ



(4) JP 4707721 B2 2011.6.22

10

20

30

40

50

れている。特許文献１による作成方法とは対照的に、少なくとも１つの不織布層の接合部
は完全には壊されて開かれておらず、その代わりに、層は特定の残留強度を有する。特許
文献２及び特許文献３は、弾性が、柔らかさ及び耐破壊性と組み合わされた解決策を記載
している。これらの構成においても、溶接シームは前記従来のパンツ型オムツよりも弱い
。
【０００７】
　上記で言及したように、使い捨て衛生用パンツに対して、中には矛盾しているものもあ
る多数の要求がなされている。改善が求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明によって、冒頭で言及されたタイプの衛生用パンツにおける、溶接シームの破壊
のリスクに関する問題がほぼ排除された。
【０００９】
　本発明による衛生用パンツは、基本的に、溶接シームがそれぞれ、熱可塑性繊維を包含
する少なくとも１つの不織布ストリップによって補強され、その不織布ストリップが、衛
生用パンツの長手方向で見て２つの縁部の少なくとも内側端部に沿って、衛生用パンツの
前側部分及び後側部分の長手方向縁部に適用されているとともに、カバーの長手方向縁部
とともに溶接されて溶接シームを形成しており、溶接シームを横断する方向及び横断方向
における溶接シームの引張強さが、少なくとも不織布ストリップで補強された部分におい
て５Ｎ／２５．４ｍｍを超えており、かつ、横断方向におけるカバーの破壊強さが、補強
された溶接シームの引張強さを超えていることを特徴とする。
【００１０】
　本発明の一実施形態によれば、本発明は、さらに、補強不織布ストリップが、カバーの
前側部分及び後側部分の長手方向縁部の間に適用されることを特徴とする。
【００１１】
　一実施形態によれば、本発明は、カバーが、前側部分及び後側部分両方の長手方向縁部
において、衛生用パンツの長手方向で見て２つの縁部の少なくとも内側端部に沿って補強
不織布ストリップを備えており、その結果、溶接シームが、少なくとも溶接シームが補強
された領域において補強不織布ストリップの２つの層を含むことを特徴とする。
【００１２】
　別の実施形態によれば、本発明は、不織布ストリップが、衛生用パンツを横断方向に横
切って延びる単一の不織布ストリップから成ることを特徴とする。一実施形態によれば、
本発明は、衛生用パンツの長手方向において、単一の横断方向の不織布ストリップが２つ
の縁部の内側端部のみを横切って延びていることを特徴とする。
【００１３】
　本発明による衛生用パンツのさらなる具体的な実施形態は、添付の特許請求の範囲に明
確に示される。
【００１４】
　本発明は、添付図面を参照して以下により詳細に記載される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１は、小児又は失禁症の成人用のパンツ型オムツ１の形態の衛生用パンツを示す。パ
ンツ型オムツ１は、前側部分２と、後側部分３と、脚部開口部５、６が配置された股部分
４とを有する。パンツ型オムツは、図１ではｘで示されている横断方向と、ｙで示されて
いる長手方向とを有する。横断方向で見て前側部分の外側長手方向縁部２１及び２２は、
溶接シーム７及び８によって、横断方向で見て後側部分３の外側長手方向縁部３１及び３
２に接続されており、前側部分及び後側部分の外側横断方向縁部２３及び３３によって境
界が定められた腰部開口部９を形成している。
【００１６】
　衛生用パンツは、２つの不織布層の間に適用された弾性フィルムを包含する弾性積層体
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から成る、外側弾性カバー１０を含んでいる。この目的に適した弾性積層体は、特許文献
２及び特許文献３に詳細に記載されている。ここで、パンツ型オムツに適した材料の例に
関して、ならびに上記のパンツ型オムツの具体的な実施形態に関して、上記特許文献２及
び３の全内容が参照されている。積層体は、少なくともパンツ型オムツの横断方向におい
て、すなわち図１のｘ方向において弾性を有している。ｘ方向における弾性は、上記特許
文献に記載の弾性試験に従う測定にて、少なくとも３０％、好ましくは少なくとも５０％
、最も好ましくは少なくとも７０％であるべきである。
【００１７】
　積層体の外側繊維層は、柔らかさ及び布地の感触をもたらすためのものである。適切な
材料の例は、カード不織布及びスパンボンド不織布である。前記繊維層の坪量は、１０～
３５ｇ／ｍ２、好ましくは１２～３０ｇ／ｍ２、特に好ましくは１５～２５ｇ／ｍ２であ
る。ポリエチレン及びポリプロピレンなどの適切な繊維材料の例が、上述の特許文献に示
されている。
【００１８】
　弾性フィルムは、カバーが空気及び蒸気に対して透過性になるように好都合に穿孔され
ている。弾性フィルムの坪量は、好都合には２０～１００ｇ／ｍ２、好ましくは２０～６
０ｇ／ｍ２である。弾性フィルムの材料及び材料の組合せの適切な例は、上記特許文献２
及び特許文献３に示されている。
【００１９】
　カバー１０の積層体は、特許文献１に開示されている方法を修正した方法に従って作成
することができる。前記特許文献２及び特許文献３に記載されているように、修正例は、
ある強度が不織布層の少なくとも１つに依然として存在するように、非弾性不織布層の少
なくとも１つが最大荷重を受けて伸長されているようなものである。
【００２０】
　あるいは、カバー用の積層体は、特許文献１の記載に完全に従って作成された弾性積層
体から形成することもできる。ここで、パンツ型オムツに適した材料の例に関して、なら
びに上記パンツ型オムツの具体的な実施形態に関して、上述の特許文献１の全内容が参照
されている。
【００２１】
　カバーという用語は、パンツを支持するとともに、着用者の体幹を弾性的に取り囲み、
それによって全体としてパンツを支持することを意図する骨組みを表す。図１に示される
具体的な実施形態においては、カバーは、前側部分２及び後側部分３から成る。図１によ
るパンツ型オムツは、カバーに溶接された、吸収ユニット１１の形態の股部分４を有する
。この吸収ユニットは、外側液密シート１２と、内側液体透過性シート１３と、これらの
シートの間に配置された吸収体１４とを有する。液体透過性シートは、例えば、スパンボ
ンドなどの不織布から構成することができる。外側液密シート１２は、例えば、ポリエチ
レン又はポリプロピレンのフィルムなどの薄いプラスチックフィルムから構成することが
できる。吸収体は、例えば、場合によっては超吸収性材料と組み合わされた、セルロース
のフラフパルプ又は吸収性発泡体から構成することができる。液密シート１２、吸収体１
４、及び液体透過性シート１３に適した他の材料及び材料の組合せは、前述の特許文献２
及び特許文献３に明確に示されている。
【００２２】
　特許文献１による衛生用パンツ、ならびに前記特許文献２及び特許文献３による衛生用
パンツは、意図される目的に適した弾性を備えた弾性積層体を含んでいる。これは、弾性
積層体の弾性フィルムを取り囲む不織布層の少なくとも１つにおける接合部を、完全に又
は部分的に壊して開くことによって達成されている。しかし、完全に又は部分的に壊され
、開かれている積層体の不織布接合部の重大な欠点は、溶接シーム７及び８の引張強さが
、４つの接合された不織布層が溶接シームによって接続されている従来のパンツ型オムツ
の場合に比べて著しく弱められることである。ここで、接合された不織布層は、カバーを
作成する間、壊され開かれておらず、又は弱められていないが、その代わりにそれらの引



(6) JP 4707721 B2 2011.6.22

10

20

30

40

50

張強さを保持する、不織布を示している。従来のパンツ型オムツにおいては、カバーは、
二重の不織布及びそれらの間に位置する弾性糸から成っている。したがって、溶接シーム
には、４層以上の接合された不織布が存在し、それによって十分に強い溶接シームがもた
らされている。
【００２３】
　衛生用パンツは、着用されるときに著しい応力を受ける。衛生用パンツは伸長され、溶
接シームは著しい応力に晒される。特に重要な領域は、脚部開口部又は腰部における溶接
シームの端部である。
【００２４】
　図１による実施形態においては、溶接シーム７及び８は、不織布ストリップ１５、１５
’、１６、１６’によって補強されており、これら不織布ストリップは、図２から明らか
に分かるように、縁部２１、３１、及び２２、３２に沿ってカバーの内側に適用されてい
る。不織布ストリップは、溶接シームの溶接時に溶接シームを補強する熱可塑性繊維を包
含している。不織布ストリップ１５、１６は、例えば、スパンボンドで作ることができ、
カバーの縁部が互いに溶接される前にカバーの縁部に接続される。補強不織布ストリップ
は伸長されていないので、繊維接合部は、カバーの縁部に適用されるときに弱められてい
る。したがって、縁部が互いに溶接されるとき、弾性材の繊維層とは対照的に、補強不織
布ストリップはそれらの引張強さをすべて保持している。
【００２５】
　上述したように、溶接シームに対する応力は脚部開口部において著しい。図３及び４に
示される実施形態においては、２つの補強ストリップ１７、１８が、衛生用パンツを横切
って、かつカバーの端部の内側端部のみを横切って、すなわち脚部開口部に適用されてい
る。補強ストリップ１７、１８は、前側部分及び後側部分が溶接シームによって互いに接
合されてカバーを形成する前に、１つは前側部分に１つは後側部分に適用される。図３及
び４では、図１の具体的な実施形態におけるのと同様の詳細に対応する詳細には同じ参照
番号が与えられている。
【００２６】
　図５及び６は、脚部開口部に隣接したカバーの縁部のみが、不織布ストリップ１９及び
２０によって補強されているパンツ型オムツを示す。この実施形態では、１つのストリッ
プのみが、脚部開口部においてカバーの前側部分の内側に適用されている。使用される材
料の選択及び坪量の選択によって、本発明による衛生用パンツは、図５及び６による実施
形態に示されるように、前側部分上の単一の補強ストリップが十分に強い溶接シームをも
たらすように構成することができる。溶接シームの補強は、当然ながら、互いに溶接され
る前に、補強ストリップ１９、２０が後側部分に適用される場合と同じである。図５及び
６では、図１及び２による実施形態におけるのと同様の詳細に対応する詳細には同じ参照
番号が与えられている。
【００２７】
　図５による実施形態においては、衛生用パンツの前側部分及び後側部分は弾性の腰バン
ド５０及び５１を備えている。これら腰部バンドは、好都合には、多数の弾性糸が間に適
用された２つの不織布層から構成することができる。腰バンドは、その１つが符号５３で
図５に示されている、横断方向の溶接接着部によって、前側部分及び後側部分に接続され
る。前側部分及び後側部分を互いに溶接するとき、腰バンド５０及び５１は、溶接シーム
７及び８によって互いに接合される。腰バンドを配置することによって、溶接シーム７及
び８は、腰部開口部に最も近い重要な部分において補強される。
【００２８】
　上述の具体的な実施形態においては、衛生用パンツの前側部分及び後側部分から成り、
別個の股部分を備えるカバーは、図面に符号５２で示されている溶接部によってカバーの
残りの部分に溶接されている。したがって、図１～６によるパンツ型オムツは、適用時の
応力を受けた状態でほぼ弾性がない股部分を備えて設計されている。
【００２９】
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　あるいは、カバーは股部分も含み、すなわち、前側部分、後側部分、及び股部分を一片
の弾性材とすることができる。吸収ユニットはこの場合、カバーの内側の股部分に適用さ
れ、例えば溶融接着剤によって股部分に接続される。
【００３０】
　溶接シームの引張強さは、特許文献２に記載されている方法（ＡＳＴＭ　Ｄ　８８２を
参照）に従って測定される。試験片は、図７に示されるように、不織布ストリップで補強
された領域において製品から切り取られる。試験片の幅は、２５．４ｍｍであり、長さは
、可能であれば、引張試験機器Ｉｎｓｔｒｏｎ　４３０１のクランプ間の距離よりも５０
ｍｍ長い。図８及び９は、試験片がどのようにクランプ内に固定されるかを示している。
【００３１】
　不織布ストリップによる溶接シームの補強の効果を説明するため、表１は、不織布スト
リップによる補強がある場合とない場合との、弾性積層体の２つの層を接続する溶接シー
ムの引張強さを測定した試験結果を示している。試験片に使用される弾性積層体は、有孔
の、３６ｇ／ｍ２の坪量を有する内側のエラストマー性のＰＥ－ＳＥＢＳ－ＰＥから成る
３層フィルムと、それぞれ２２ｇ／ｍ２の坪量を有するポリプロピレンスパンボンド不織
布の２つの外側シートとを含んでいる。積層体は、特許文献１に記載されている方法を修
正した方法に従って作成されている。修正例によれば、スパンボンドシートは粘着状態で
フィルムに適用されるので、フィルムに接合し、外側のスパンボンドシートは、例えば感
圧性接着剤（接着剤量は３ｇ／ｍ２）を用いて、フィルムに接着して積層される。スパン
ボンド層における強度をいくらか維持するため、積層体は、非弾性のスパンボンドシート
が最大荷重における伸長よりも少ないポイントまで伸長されるまで徐々に伸長される。伸
長後の積層体の弾性は弾性フィルムの弾性に近い。
【００３２】
　上述の層の坪量は、伸長後の完成材料に影響する。伸長前の個々の層の坪量は、内側フ
ィルムが４０ｇ／ｍ２、外側のスパンボンド層が２５ｇ／ｍ２、接着剤層が３ｇ／ｍ２で
あった。積層及び伸長後に個々の層の坪量を測定することは困難なので、積層及び伸長前
の層の坪量に基づいて概算が行われた。伸長前の積層体の合計坪量は９３ｇ／ｍ２であり
、伸長後の坪量は８５ｇ／ｍ２であったが、これは約１０％の変形に相当する。個々の繊
維層及びフィルムの変形は、同一であり、すなわち約１０％であると仮定された。
【００３３】
　補強不織布ストリップは、坪量２０ｇ／ｍ２のスパンボンドで作られた。表１から分か
るように、補強された溶接部の引張強さは、２つの弾性積層体のみから成る溶接部よりも
１０Ｎ／２５．４ｍｍ強かった。この結果は、当然ながら、層の構造と坪量とによるもの
である。溶接方法及び溶接パターンも強さに影響する。表１（下記）に示される結果は、
溶接シームの実質的な補強が、補強不織布ストリップを用いて得られることを明らかに説
明している。
【００３４】
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【表１】

【００３５】
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　図１０は、表１による結果が得られた試験における応力対歪みの図を示す。
【００３６】
　実際の試験は、信頼性の高い機能のパンツ型オムツが確実に得られるためには、溶接シ
ームに直交する方向における溶接シームの引張強さが、少なくとも５Ｎ／２５．４ｍｍ、
好ましくは７Ｎ／２５．４ｍｍ、及び少なくとも９Ｎ／２５．４ｍｍであるべきであるこ
とを示している。衛生用パンツは、脱ぐことをより容易にするため、使用されたときに、
溶接シームのところで容易に開くことができるものであるべきである。この観点で信頼性
の高い機能を得るため、横断方向におけるカバーの破壊強さが、補強された溶接シームに
おける引張強さを超えることが重要であり、よって衛生用パンツは、脱がされるとき、制
御されない形でばらばらにならず、その代わりにシームのところで壊される。シームの補
強を、不織布の選択、層の数、及び補強ストリップの坪量によって変えることができると
いう事実は、溶接シームの強さを変えるという新たな可能性を開いている。この強さは、
溶接タイプ及び溶接パターンの選択によっても変えることができる。
【００３７】
　本発明は上述の具体的な実施形態に限定されず、その代わりに添付の請求項の範囲内で
多数の修正が可能である。例えば、補強ストリップは、弾性積層体の間に適用されなくて
もよく、その代わりに、ストリップは、両方の積層体の外側に、又は積層体の１つの外側
の単一のストリップの形態で、互いに溶接される２つの弾性材の外側に適用することがで
きる。
【００３８】
　カバーは、前側部分全体及び後側部分全体に亘って、弾性積層体で作る必要は無く、そ
の代わりに、前側部分及び／又は後側部分の一部を非弾性材で作ることができる。重要な
点は、衛生用パンツが、容易に着脱できるように、十分な弾性を有するということである
。例えば、後側部分が弾性積層体で作られ、衛生用パンツの残りの部分は非弾性的である
ことが十分な場合がある。
【００３９】
　あるいは、本発明による衛生用パンツは、前側部分及び後側部分の側部のみに弾性積層
体の形態のカバーを有するか、別の方法として、前側部分、後側部分、及び股部分に沿っ
て中央の非弾性部分を有することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明による衛生用パンツの第１の具体的な実施形態の概略斜視図である。
【図２】図１の線ＩＩ－ＩＩに沿った断面図である。
【図３】本発明による衛生用パンツの第２の具体的な実施形態の概略斜視図である。
【図４】図３の線ＩＶ－ＩＶに沿った断面図である。
【図５】本発明による衛生用パンツの第３の具体的な実施形態の概略斜視図である。
【図６】図５の線ＶＩ－ＶＩに沿った断面図である。
【図７】衛生用パンツの溶接強さを測定する方法の概略図である。
【図８】衛生用パンツの溶接強さを測定する方法の概略図である。
【図９】衛生用パンツの溶接強さを測定する方法の概略図である。
【図１０】本発明による補強による溶接強さの変化を説明する歪み対荷重の図である。
【符号の説明】
【００４１】
　１　パンツ型オムツ
　２　前側部分
　３　後側部分
　４　股部分
　５、６　脚部開口部
　７、８　溶接シーム
　９　腰部開口部
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　１０　カバー
　１１　吸収ユニット
　１２　液密シート
　１３　液体透過性シート
　１４　吸収体
　１５、１５’、１６、１６’　不織布ストリップ
　１７、１８　補強ストリップ
　１９、２０　不織布ストリップ
　２１、２２、３１、３２　外側長手方向縁部
　２３、３３　外側横断方向縁部
　５０、５１　腰バンド

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】 【図９】
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