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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
最外層の第１のシートと第１のシートの内側の第２のシートから形成されるパンツ部材と
、このパンツ部材の内側の第２シートの上に配設される吸収体と、第１および第２シート
の間に挟持された胴部フィット用弾性部材とを備える使い捨てパンツにおいて、
上記吸収体の下側には、上側部と下側部が形成されるように折り返された吸収体固定用シ
ートが左右に配置され、この各吸収体固定用シートの上側部が吸収体の下面に接合され、
下側部が上記第２シートの上面に接合されていることを特徴とする使い捨てパンツ。
【請求項２】
上記吸収体固定用シートは、長さ方向に延びる隙間を隔てて配置されているものである請
求項１に記載の使い捨てパンツ。
【請求項３】
吸収体固定用シートの上側部と下側部とが、互いに部分的に接合されているものである請
求項１または２に記載の使い捨てパンツ。
【請求項４】
パンツの長さ方向の前後端部で第１シートを第２シートの上方にそれぞれ折り返すことに
より形成された前折返し部および後折返し部を備えている請求項１～３のいずれかに記載
の使い捨てパンツ。
【請求項５】
上記前折返し部および後折返し部の各端部が吸収体の長手方向前後端部の上面にそれぞれ
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接合されている請求項４に記載の使い捨てパンツ。
【請求項６】
上記前折返し部の端縁と吸収体の前部端縁との間を覆う前部別体シートと、後折返し部の
端縁と吸収体の後部端縁との間を覆う後部別体シートとを備えており、各別体のシートの
折返し部側の端縁は第１シートと折返し部との間に挟み込まれており、各別体のシートの
吸収体側の端縁は吸収体の上面に接合されている請求項４に記載の使い捨てパンツ。
【請求項７】
上記吸収体は、柔軟性の高い薄型の吸収体である請求項１～６のいずれかに記載の使い捨
てパンツ。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は、極めて薄型の吸収体を用いても縒れることがなく、着用者の股部分に対するフ
ィット性が高い使い捨てパンツに関する。
背景技術
使い捨てパンツ若しくはおむつを着用者にフィットさせるために、レッグ用弾性部材とウ
ェスト用弾性部材に加え、胴部フィット用弾性部材が設けられた構成のものが知られてい
る（例えば、特開平４－１６６１５０号公報等）。
上記のような使い捨てパンツ等では、特に胴部フィット用弾性部材の弾性力によって、着
用者と吸収体との間に隙間が生じにくいため、フィット性が高まって快適な着用感が得ら
れるという効果がある。
しかしながら、パルプ繊維の量が比較的少ない低目付の吸収体や、パルプ繊維を使用しな
い薄いシート状の吸収体等のような柔軟性の高い薄型の吸収体を用いる場合には、胴部フ
ィット用弾性部材による幅方向の収縮力やレッグ用弾性部材による長手方向の収縮力が吸
収体に作用して、吸収体が縒れ（ヨレ）てしまうことがあった。吸収体が縒れると、着用
者と吸収体との間に隙間が生じやすくなるので、尿等の横漏れを防止できにくくなるとと
もに、フィット性が低くなって快適な着用感が得られなくなる。
本発明は、上記従来の問題を解決するためになされたもので、柔軟性の高い薄型の吸収体
を用いる場合でも、尿等の横漏れを防止できるとともに、高いフィット性を有し、快適な
着用感が得られる使い捨てパンツを提供することを目的とするものである。
発明の開示
本発明は、最外層の第１のシートと第１のシートの内側の第２のシートから形成されるパ
ンツ本体と、このパンツ本体の内側のに配設される吸収体と、第１および第２シートの間
に挟持されるウエスト用弾性部材とレッグ用弾性部材と胴部フィット用弾性部材とを備え
る使い捨てパンツにおいて、
上記吸収体の下側には、上側部と下側部が形成されるように折り返された吸収体固定用シ
ートが左右に配置され、この各吸収体固定用シートの上側部が吸収体の下面に接合され、
下側部が上記第２シートの上面に接合されていることを特徴とする使い捨てパンツを提供
するものである。
上記構成によれば、第１および第２シートの間に挟持された各弾性部材の弾性力（収縮力
）が、吸収体固定用シートの撓みで吸収されて吸収体に及ばなくなるので、吸収体が縒れ
なくなる。また、吸収体は、上下に折り重ねた吸収体固定用シートを介して第２シートに
接合されることになるから、吸収体の位置ずれが抑制できるようになる。
発明を実施するための最良の形態
以下、本発明の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。
第１図～第４図は第１実施形態の使い捨てパンツ１Ａを説明する図面であり、第１図は使
い捨てパンツ１Ａの展開状態の正面図、第２図は使い捨てパンツ１Ａの使用状態の正面図
、第３図（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、それぞれ第１図のＡ－Ａ線に相当する断面概略図、
第４図は使い捨てパンツ１Ａの分解斜視図である。
第１図の展開状態の使い捨てパンツ１Ａを前後に折り重ねて、すなわち使い捨てパンツ１
Ａの前腹部Ｐと後背部Ｑの両サイド部１ａ，１ｂを重ね合わせて、それぞれ接合すること
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により、第２図の使用状態に組み立てられるようになる。第４図に示すように、この使い
捨てパンツ１Ａは、基本的には、パンツ本体を形成する最外層の第１シート２と第１シー
ト２の内側に設けられる第２シート３と、パンツ本体内側に取り付けられる左右一対の吸
収体固定用シート４と吸収体５とで構成されている。
上記第１シート２は、使い捨てパンツ１Ａのパンツ本体の構成部材であり、パンツ外形を
形成する。第１シート２の前腹部Ｐと後背部Ｑとの間の股部Ｒの両側には脚穴部Ｓがそれ
ぞれ形成されている。第１シート２としては不織布が好ましく、ポリエチレン、ポリプロ
ピレン、ポリエステル等やこれらの複合繊維等からなる不織布（一部、レーヨン等の親水
性繊維を含んでいても良い）が、蒸れ防止および肌触りの点で好ましい。また、繊維自体
あるいは不織布を、必要に応じて撥水処理してもよい。さらに、不織布に変えて、不透液
性で通気性の各種プラスチックフィルムを用いても良く、これらと不織布の積層体を用い
ることもできる。
この第１シート２の前腹部Ｐと後背部Ｑの上面には、パンツの幅方向に、複数本のウエス
ト用弾性部材７と胴部フイット用弾性部材８がそれぞれ伸縮可能に添設されていると共に
、各脚穴部Ｓの周縁に沿って、複数本のレッグ用弾性部材９がそれぞれ伸縮可能に添設さ
れている。この各弾性部材７～９としては、帯状や糸状の天然ゴム又はポリウレタン等の
合成ゴム、あるいは熱可塑性エラストマー製フィルム等が利用可能である。なお、第１シ
ート２と第２シート３が伸縮性を有する不織布からなる場合には、胴部フィット用弾性部
材８はなくても良い。
レッグ用弾性部材９は、通常、連続製造するために股部Ｒを横切るように添設される。レ
ッグ用弾性部材９を股部Ｒに接着しても良いが、レッグ用弾性部材９を股部Ｒに接着せず
、その後に、股部Ｒのレッグ用弾性部材９のみをカッターで切断することにより、股部Ｒ
にレッグ用弾性部材９の収縮力が作用しないように構成することができる（第４図参照）
。
上記第２シート３は、第１シート２とほぼ同じ形状を有し、第１シート２と共に使い捨て
パンツ１Ａのパンツ本体の構成部材であり、パンツ外形を形成する。この第２シート３も
第１シート２と同様に不織布が好ましく、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル
等やこれらの複合繊維等からなる不織布（一部、レーヨン等の親水性繊維を含んでいても
良い）が好ましい。透液性または通気性・不透液性のプラスチックフィルムも使用できる
が、蒸れ防止のためには、第１シート２および第２シート３の両方を、フィルムではなく
、不織布とすることが好ましい。
ウェスト用弾性部材７と胴部フィット用弾性部材８とレッグ用弾性部材９は、この第２シ
ート３と前記第１シート２とに挟み込まれた状態で各シートに例えばホットメルト接着剤
等によって接着される。なお、ウェスト用弾性部材７は、第７図（ｃ）に示すように、第
２シート３ではなく、第１シート２をその前後端部で延出させて折り返すことにより形成
した折り返し部２ｂの間に挟み込んで接着するようにしても良い。
上記吸収体５は、高吸水性樹脂粉末を含むコア５ａが、このコア５ａの上面のトップシー
ト５ｂと下面のバックシート５ｃとの間に挟まれてシールされた構成となっている。コア
５ａは、高吸水性樹脂粉末を必須的に含むものであるが、その他、パルプ繊維、熱融着性
繊維、不織布、ティッシュ等を混合又は積層することもできる。本発明は、特に、柔軟性
の高い薄型の吸収体を用いる使い捨てパンツに適しているので、吸収体５として、パルプ
繊維を全く使用せずに、不織布に高吸水性樹脂粉末を接着させただけの構成のものや、セ
ルロース等から得られるミクロフィブリル（直径２μｍ以下）と高吸水性樹脂粉末とが複
合一体化された高吸水性複合体組成物を不織布に積層させた吸収体（特開平１０－１６８
２３０号等）等を用いてもよい。上記吸収体５は、砂時計形状やその他の形状であっても
良い。トップシート５ｂとしては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル等やこ
れらの複合繊維等からなる不織布（一部、レーヨン等の親水性繊維を含んでいても良い）
を必要に応じて親水化処理した親水性の不織布が好ましく、バックシート５ｃとしては、
ポリエチレン等からなる不透液性プラスチックフィルムや通気性を有する微多孔性フィル
ム、あるいは撥水処理された不織布等が使用可能である。
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上記吸収体５は、第３図に示すように、左右一対の吸収体固定用シート４を介して第２シ
ート３の上面に接着される。吸収体固定用シート４としては特に限定されないが、ポリオ
レフィン系プラスチックフィルムか、目付３０ｇ／ｍ２以上の比較的目付の高い不織布が
好ましい。なお、具体的に図示しないが、尿等の横漏れを防止する立ち上がり帯材（カフ
）を吸収体５の上面の両側部に設けるようにしても良い。
上記左右一対の吸収体固定用シート４は、吸収体５とほぼ同じ長さで、上側部４ａと下側
部４ｂが形成されるように折り返されている。すなわち、上下に折り重ねられた状態で、
第２シート３と吸収体５との間に配置されている。第３図の（ａ）では、吸収体固定用シ
ート４は、吸収体５の下側の左右に、長さ方向に延びる隙間Ｔを隔ててそれぞれ配置され
ている。
この各吸収体固定用シート４の上側部４ａは吸収体５の下面に接合部１０ａで、下側部４
ｂは第２シート３の上面に接合部１０ｂで、それぞれ接合されている。接合部１０ａおよ
び１０ｂを形成するには、ホットメルト接着剤を用いることが好ましい。ホットメルト接
着剤は、接合部１０ａ、１０ｂの全面（長手方向全面）に塗布するよりも、間欠的に塗布
することが好ましい。例えば、接合部１０ａ、１０ｂの長手方向または幅方向に筋塗りし
たり、ドット状に塗布する方法、連続的にスパイラル状軌跡をホットメルト接着剤に描か
せる方法、細繊維状のホットメルト接着剤から網状集合体を形成する方法等が挙げられる
。
接合部１０ａを形成するには、ホットメルト接着剤を吸収体５の下面に塗布するか、吸収
体固定用シート４の上側部４ａに塗布すればよい。いずれの場合でもホットメルト接着剤
は、吸収体固定用シート４の上側部４ａからはみ出さないようにする。
接合部１０ｂを形成するには、ホットメルト接着剤を吸収体固定用シート４の下側部４ｂ
に塗布しても良いが、左右の下側部４ｂの間の隙間Ｔに位置する第２シート３の上面にも
塗布するためには、第４図のハッチング部Ｆとして示すように、第２シート３の上面に塗
布するのが好ましい。いずれの場合でもホットメルト接着剤は、吸収体固定用シート４の
下側部４ｂの外側部からはみ出さないようにする。
このように、左右の吸収体固定用シート４を介して第２シート３に接合した吸収体５を押
圧すると、上記隙間Ｔに位置する吸収体５の下面のみが第２シート３に接合部１０ｂで直
接接合される。なお、第３図（ａ）では、各構成部品の位置関係を明確にするために、吸
収体５の中央部分が第２シート３に接合されていないように描かれているが、実際には、
隙間Ｔの幅で接合されている。
上記のように構成された使い捨てパンツ１Ａにおいては、吸収体５は、吸収体固定用シー
ト４の間の隙間Ｔの幅のみで第２シート３に接合されているだけであり、かつ、各弾性部
材７～９の弾性力が吸収体固定用シート４の撓みで吸収されるので、各弾性部材７～９の
弾性力が吸収体５に及びにくくなって、吸収体５が縒れにくくなる。また、吸収体５は直
接第２シートに接合されているので、吸収体の位置ずれが起こらない。ただし、上記隙間
Ｔが狭い方が、各弾性部材７～９の弾性力が吸収体５に作用しにくくなるため、第３図（
ｃ）に示すように、全く隙間Ｔのない構成が好ましい。
一方、第３図（ｂ）に示すように、隙間Ｔに位置する吸収体５の下面を第２シート３に接
合しない構成を採用してもよい。すなわち、隙間Ｔの部分にホットメルト接着剤を塗布せ
ず、接合部１０ｂを、吸収体固定用シート４の幅と同じ幅として左右に設ける構成である
。
この構成であれば、吸収体５は第２シート３に直接接合されない上、各弾性部材７～９の
弾性力が吸収体固定用シート４の撓みで吸収されるため、各弾性部材７～９の弾性力は吸
収体５にほとんど及ばなくなるので、吸収体５の縒れが防止される。
いずれの構成においても、吸収体５の幅方向の両側部分は、上下に折り重ねた吸収体固定
用シート４を介して第２シート３に接合されることになるから、吸収体５の長手方向およ
び幅方向の両方への位置ずれが抑制できると共に、吸収体５の両側部分の縒れが防止され
る。
これにより、柔軟性の高い薄型の吸収体５を用いる場合でも、吸収体５が縒れることがな
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いので、着用者と吸収体５との間に隙間が生じることがなく、尿等の横漏れを防止できる
。また、第１シート２と第２シート３の間の各弾性部材７～９の弾性力が吸収体５によっ
て阻害されることもないため、フィット性が高まって快適な着用感が得られるようになる
。
第５図～第７図は第２実施形態の使い捨てパンツ１Ｂであり、第５図は使い捨てパンツ１
Ｂの展開状態の正面図、第６図は使い捨てパンツ１Ｂの分解斜視図、第７図（ａ）は第５
図のＢ－Ｂ線に相当する断面概略図、第７図（ｂ）、（ｃ）は、それぞれ第５図のＣ－Ｃ
線に相当する断面概略図である。
第２実施形態の使い捨てパンツ１Ｂは、吸収体固定用シート４を第２シート３と吸収体５
との間の左右位置に隙間Ｔを隔てて配置して、上側部４ａを吸収体５の下面に接合部１０
ａで接合し、下側部４ｂを第２シート３の上面に接合部１０ｂで接合すると共に、吸収体
固定用シート４の上側部４ａと下側部４ｂを長さ方向の中間部と前部と後部との接合部１
０ｃで部分的に接合することにより形成される。なお、上記隙間Ｔは狭い方が好ましく、
第３図（ｃ）の変形例と同様に、ゼロであっても良い。
第２実施形態の使い捨てパンツ１Ｂは、第１シート２の前後端部が折り返し部２ａの分だ
け第２シート３よりもそれぞれ延長されている点で、第１実施形態の使い捨てパンツ１Ａ
と構成が相違している。前後の各折返し部２ａは、ウエスト用弾性部材７の配置領域を覆
う程度の短いものであってもよく、ウエスト端部の外観が美麗となる。また、第５図また
は第７図（ｂ）に示すように、前後の折返し部２ａが吸収体５の長手方向前後端部を覆う
程度に長いものであっても良い。この構成では、第１シート２の折返し部２ａの端部と吸
収体５の長手方向前後端部の上面とを接合することにより、吸収体５の前後端部の浮き上
がりや、前後方向への位置ずれを防止することができる。第７図（ｃ）に示すように、折
返し部２ｂを短く形成しておき、別体のシート１５の吸収体側の端縁を吸収体５の上面に
接合するようにした構成においても、同じような効果が得られる。別体のシート１５の折
返し部２ｂ側の端縁は、第１シート２と折返し部２ｂとの間に挟み込んで接合しておくと
よい。この別体のシートとしては、親水性または撥水性の不織布が好ましく使用できる。
使い捨てパンツ１Ｂでは、吸収体固定用シート４の上側部４ａと下側部４ｂとが、それぞ
れこれらの内側で部分的に接合されている点においても、使い捨てパンツ１Ａと構成が相
違している。すなわち、第６図に二点鎖線の矢印ａで引き出して吸収体固定用シート４を
展開して示すように、吸収体固定用シート４の上側部４ａと下側部４ｂとの内側を、長さ
方向の中間部と前部と後部との各接合部１０ｃで接合する。この接合部１０ｃを形成する
には、ヒートシール、超音波等による溶着手段や、ホットメルト接着剤による接着手段が
採用できる。上記接合部１０ｃをホットメルト接着剤の塗布により形成する場合は、吸収
体固定用シート４の下側部４ｂの内側か、上側部４ａの内側に塗布する。
上記のように構成された使い捨てパンツ１Ｂにおいては、吸収体５が、接合部１０ｃと吸
収体固定用シート４の下側部４ｂ、そして接合部１０ｂによって、パンツ外形を形成する
第２シート３に確実に接合固定されるため、パンツ１Ｂの着用中に吸収体５が前後方向に
折れ曲がることがなくなる。また、前後方向への位置ずれも防止される。さらに、吸収体
固定用シート４の上側部４ａと下側部４ｂとの接合部１０ｃは、前後部と中間部とに部分
的に設けてあるので、各弾性部材の弾性力が吸収体５へ及ぼす影響は少なく、吸収体５の
縒れはほとんど起こらない。前記したように、吸収体５の前後端を第１シート２の折返し
部２ａか別体シート１５によって押さえる構成を採用する場合等には、この吸収体固定用
シート４の上側部４ａと下側部４ｂとの接合部１０ｃは、中間部だけに設けられていても
良い。
吸収体固定用シート４の上側部４ａと下側部４ｂとを部分的に接合する場合には、吸収体
固定用シート４と第２シート３との接合部１０ｂを、第３図（ｂ）の変形例と同様に、上
記隙間Ｔに位置する吸収体５の下面が第２シート３に接合されないように、左右に離間し
て設けることが好ましい（第６図）。吸収体固定用シート４の上側部４ａと下側部４ｂと
の接合によって吸収体５が間接的に第２シート３にしっかりと接合されるので、第２シー
ト３に対して直接吸収体５を接合する必要がないからである。またこれにより、各弾性部
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材７～９の弾性力が、吸収体５に及びにくくなるため、吸収体５が縒れにくくなる。
以上の説明からも明らかなように、本発明の請求項１に係る構成では、吸収体固定用シー
トを第２シートと吸収体との間の左右位置に配置して、その上側部を吸収体の下面に接合
し、下側部をパンツ本体の肌面側の第２シートの上面に接合することにより、各弾性部材
の収縮力が吸収体固定用シートの撓みで吸収されて吸収体に及ばなくなるので、吸収体が
縒れなくなる。また、吸収体は吸収体固定用シートを介して第２シートにしっかりと接合
されているので、吸収体の位置ずれは起こらない。
これにより、柔軟性の高い薄型の吸収体を用いる場合でも、着用者と吸収体との間に空間
が生じにくいので、尿等の横漏れを防止できるとともに、フィット性が高まって快適な着
用感が得られるようになる。
請求項２の構成では、長さ方向に延びる隙間を設けることにより、各弾性部材の弾性力が
吸収体に及びにくくなって吸収体の縒れが一層抑制される。
請求項３の構成では、吸収体固定用シートの上側部と下側部を部分的に接合しているので
、吸収体が吸収体固定用シートを介して第２シートにしっかりと接合されることになるか
ら、吸収体の位置ずれが抑制できるようになる。
請求項４のように、第１シートの前後端部を第２シートの上方にそれぞれ折り返して折返
し部を形成することで、パンツのウエスト端部の外観は非常に美麗となる。
請求項５のように、第１シートの前後端部を第２シートの上方にそれぞれ折り返して形成
した折返し部の端部が、吸収体の前後部の上面に接合されている構成、あるいは請求項６
のように、別体のシートを吸収体の前後部の上面に接合する構成では、いずれも吸収体の
位置ずれを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
第１図は、第１実施形態の使い捨てパンツの展開状態の正面図である。
第２図は、上記使い捨てパンツの使用状態の正面図である。
第３図（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、それぞれ第１図のＡ－Ａ線に相当する断面概略図であ
る。
第４図は、上記使い捨てパンツの分解斜視図である。
第５図は、第２実施形態の使い捨てパンツの展開状態の正面図である。
第６図は、上記使い捨てパンツの分解斜視図である。
第７図の（ａ）は、第５図のＢ－Ｂ線に相当する断面概略図、（ｂ）は第５図のＣ－Ｃ線
に相当する断面概略図、（ｃ）は第５図のＣ－Ｃ線相当部の変形例の断面概略図である。
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