
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
互いに並行して縦方向へ延びる両側縁部および互いに並行して横方向へ延びる前後端縁部
を有する弾性的に伸縮可能なアウター と、前記アウター の内面の側に取り付
けられた

において、

前記アウター インナ
ーパネルの前端縁部とが、前記アウター の内面の側でそれらの前端縁部間に延びる

弾性的に伸縮可能な連結シートを介して連結され、
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シート シート
体液吸収性インナーパネルとから構成され、前記インナーパネルが、前記アウタ

ーシートの両側縁部の内側近傍に位置して該両側縁部に平行する両側縁部と、前記アウタ
ーシートの前後端縁部の内側近傍に位置して該前後端縁部に平行する前後端縁部とを有し
、前記アウターシートの前後胴周り域に延びる両側縁部が固着され、胴周り開口と一対の
脚周り開口とが形成されたパンツ型の使い捨ておむつ
前記胴周り開口に沿って横方向へ延びる胴周り用弾性部材が、前記アウターシートに伸長
状態で取り付けられ、前記脚周り開口に沿って縦方向へ延びる脚周り用弾性部材が、前記
アウターシートに伸長状態で取り付けられ、 シートの前端縁部と前記

シート
横方向へ 前記アウターシートの後端縁
部と前記インナーパネルの後端縁部とが、前記アウターシートの内面の側でそれらの後端
縁部間に延びる横方向へ弾性的に伸縮可能な連結シートを介して連結され、
前記アウターシートと前記連結シートとが、互いに非伸長状態で接合され、前記連結シー
トを横方向へ限界まで伸長させたときの前記連結シートの伸び寸法が、前記アウターシー
トを横方向へ限界まで伸長させたときの該アウターシートの伸び寸法以上であり、かつ、
前記連結シートの横方向の引張応力が、前記アウターシートの横方向の引張応力以下であ



ことを特徴とする前記 。
【請求項２】

接合されている請
求項１記載の 。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、パンツ型の使い捨ておむつに関する。
【０００２】
【従来の技術】
特開平９－５６７４６号公報は、パンツ本体と、本体の内側に取り付けられた吸液性パッ
ドとから構成され、本体の胴周り開口部の近傍に第１弾性伸縮域と、股下域の直上に位置
する胴周り域に第２弾性伸縮域とが形成され、股下域がパンツの前後方向へ伸縮性を有す
る使い捨て着用物品を開示している。パッドは、パッドの前後端縁部から延出する部分が
第１弾性伸縮域を含む本体の前後端縁部に接合されている。物品は、上記構成を採用する
ことで、物品を着用したときの物品のずり下がりを防止することを意図している。
【０００３】
特開平９－５６７４７号公報は、パンツ本体と、本体の内側に取り付けられた吸収性パッ
ドとから構成され、パッドの前後端縁部が本体の胴周り開口部の近傍に接合され、パッド
の中央部が本体の股下域に接合された使い捨て着用物品を開示している。物品は、上記構
成を採用することで、パッドの遊動を防止することを意図している。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
特開平９－５６７４６号公報に開示された物品と特開平９－５６７４７号公報に開示され
た物品との組み合わせにおいて、パンツ本体（本発明のアウター に相当）と、本体
の内側に取り付けられた吸収性パッド（本発明のインナーパネルに相当）とから構成され
、本体が、胴周り開口部の近傍に形成された第１弾性伸縮域と、股下域の直上に位置する
胴周り域に形成された第２弾性伸縮域と、パンツの前後方向へ伸縮性を有する股下域とを
備え、パッドの前後端縁部が第１弾性伸縮域を含む本体の前後端縁部に接合されるととも
に、パッドの中央部が本体の股下域に接合された物品を構想することができる。
【０００５】
それら公報に開示された物品の組み合わせからは、パッドが股下に強く密着しても着用し
た物品がずり下がることがなく、パッドが股下域から浮き上がったり、左右へずれ動いた
りすることがないという効果を奏するかもしれない。
【０００６】
しかし、非伸縮性のパッドの前後端縁部が本体の前後端縁部に接合されているので、第１
弾性伸縮域を伸長しない状態で、パッドの前後端縁部と本体の前後端縁部とを接合すると
、それらの接合域における本体の第１弾性伸縮域がパッドにより拘束されてその伸縮性を
発現し得なくなってしまう。ゆえに、前記接合域以外における第１弾性伸縮域だけでは充
分な伸縮性を発現し得ず、物品を着用したときに本体の胴周りが着用者の身体に適合しな
いことがある。また、第１弾性伸縮域を伸長した状態で、パッドの前後端縁部と本体の前
後端縁部とを接合すると、第１弾性伸縮域が収縮してパッドの前後端縁部に複数のギャザ
ーが形成される。ゆえに、物品を着用したときにギャザーが着用者の身体に当たり、着用
者に違和感を与えることがある。
【０００７】
本発明の課題は、アウター の伸縮性が拘束されることなく、胴周りが着用者の身体
に適合し、着用者に違和感を与えることがない使い捨て着用物品を提供することにある。
【０００８】
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る おむつ

前記インナーパネルが、透液性表面シートと、前記アウターシートの内面の側に対向する
不透液性裏面シートと、それらシートの間に介在する吸液性コアとから形成され、前記イ
ンナーパネルの縦方向中央部が、前記アウターシートの縦方向中央部に

おむつ

シート

シート



【課題を解決するための手段】
前述した課題を解決するための本発明は、互いに並行して縦方向へ延びる両側縁部および
互いに並行して横方向へ延びる前後端縁部を有する弾性的に伸縮可能なアウター と
、前記アウター の内面の側に取り付けられた

を改良することにある。
【０００９】
改良にかかる本発明の特徴は、

前記アウター
インナーパネルの前端縁部とが、前記アウター の内面の側

でそれらの前端縁部間に延びる 弾性的に伸縮可能な連結シートを介して連結され
、

ことにある。
【００１０】

【００１１】
【００１２】
【００１３】
【発明の実施の形態】
添付の図面を参照して、本発明に係る 使い捨ておむつの詳細を説明すると、以
下のとおりである。
【００１４】
図１，２は、パンツ型 おむつ１の部分破断斜視図と、前後に展開した状態で示
す図１のおむつ１の平面図である。おむつ１は、弾性的に伸縮可能なアウター ２と
、アウター ２の内側に取り付けられた体液吸収性インナーパネル３とから構成され
ている。おむつ１は、縦方向に前胴周り域２０と、後胴周り域２２と、前後胴周り域２０
，２２の間に位置する股下域２１とを有 前後胴周り域２０，２２に
おけるアウター ２の両側縁部２ａの内面が互いに重なり合い、縦方向へ間欠的に並
ぶ複数の接合部８で接合されている。おむつ１は、前後胴周り域２０，２２に囲繞された
胴周り開口部９と股下域２１に囲繞された左右一対の脚周り開口部１０とを有する。
【００１５】
おむつ１には、胴周り開口部９に沿って 胴周り用弾性部材１１が伸長状態
で取り付けられ、脚周り開口部１０に沿って 脚周り用弾性部材１２が伸長
状態で取り付けられている。脚周り用弾性部材１２は、不織布に伸長状態で被覆、接合さ
れた帯状のものである。
【００１６】
アウター ２は、砂時計型を呈し、互いに並行して縦方向へ延びる両側縁部２ａと、
互いに並行して横方向へ延びる前後端縁部２ｂ，２ｃとを有する。アウター ２の両
側縁部２ａは、股下域２１においておむつ１の縦中心線Ｙへ向かって湾曲し、おむつ１を
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シート
シート 体液吸収性インナーパネルとから構成

され、前記インナーパネルが、前記アウターシートの両側縁部の内側近傍に位置して該両
側縁部に平行する両側縁部と、前記アウターシートの前後端縁部の内側近傍に位置して該
前後端縁部に平行する前後端縁部とを有し、前記アウターシートの前後胴周り域に延びる
両側縁部が固着され、胴周り開口と一対の脚周り開口とが形成されたパンツ型の使い捨て
おむつ

前記胴周り開口に沿って横方向へ延びる胴周り用弾性部材
が、前記アウターシートに伸長状態で取り付けられ、前記脚周り開口に沿って縦方向へ延
びる脚周り用弾性部材が、前記アウターシートに伸長状態で取り付けられ、
シートの前端縁部と前記 シート

横方向へ
前記アウターシートの後端縁部と前記インナーパネルの後端縁部とが、前記アウターシ

ートの内面の側でそれらの後端縁部間に延びる横方向へ弾性的に伸縮可能な連結シートを
介して連結され、前記アウターシートと前記連結シートとが、互いに非伸長状態で接合さ
れ、前記連結シートを横方向へ限界まで伸長させたときの前記連結シートの伸び寸法が、
前記アウターシートを横方向へ限界まで伸長させたときの該アウターシートの伸び寸法以
上であり、かつ、前記連結シートの横方向の引張応力が、前記アウターシートの横方向の
引張応力以下である

前記インナーパネルが、透液性表面シートと、前記アウターシートの内面の側に対向する
不透液性裏面シートと、それらシートの間に介在する吸液性コアとから形成され、前記イ
ンナーパネルの縦方向中央部が、前記アウターシートの縦方向中央部に接合されている。

パンツ型の

の使い捨て
シート

シート

する。おむつ１では、
シート

横方向へ延びる
縦方向へ延びる

シート
シート



縦方向に二分する横中心線Ｘに対して前胴周り域２０の側で大きくえぐれ、後胴周り域２
２の側では前胴周り域２０の側よりも小さくえぐれている。ゆえに、アウター ２は
、前胴周り域２０の側よりも後胴周り域２２の側が大きく形成されている。
【００１７】
インナーパネル３は、透液性表面シート４と、アウター ２の内面の側に対向する不
透液性裏面シート５と、表面シート４と裏面シート５との間に介在し、それらシート４，
５のうちの少なくとも一方の内面に接合された吸液性コア６とから形成されている。
【００１８】
インナーパネル３は、砂時計型を呈し、縦中心線Ｙへ向かって湾曲して縦方向へ延びる両
側縁部３ａと、互いに並行して横方向へ延びる前後端縁部３ｂ，３ｃとを有する。インナ
ーパネル３は、両側縁部３ａの寸法と前後端縁部３ｂ，３ｃの寸法とがアウター ２
のそれらよりも小さ 、インナーパネル３をアウター ２の内面の側に取り付けたと
きに、インナーパネル３の両側縁部３ａがアウター ２の両側縁部２ａの内側 に

、インナーパネル３の前後端縁部３ｂ，３ｃがアウター ２の前後端縁部２ｂ
，２ｂの内側 に位置する。
【００１９】
インナーパネル３には、その両側縁部３ａに沿っておむつ１の上方へ起立性向を有する一
対の防漏カフ７が取り付けられている。カフ７は、縦方向へ延びていて股下域２１におい
て表面シート４に接合されていない自由側縁部７ａと、自由側縁部７ａに並行して縦方向
へ延びる固定側縁部７ｂと、インナーパネル３の前後端縁部３ｂ，３ｃに位置し、縦中心
線Ｙへ向かいインナーパネル３の内側へ倒伏された状態で表面シート４に接合された縦方
向両端縁部７ｃとを有する。カフ７の自由側縁部７ａには、縦方向へ延びる弾性部材１３
が伸長状態で取り付けられている。
【００２０】
アウター ２の前端縁部２ｂとインナーパネル３の前端縁部３ｂとは、アウター

２の内面の側に位置してそれらの前端縁部２ｂ，３ｂの間で横方向へ延びる連結シート
１４を介して互いに連結されている。アウター ２の後端縁部２ｃとインナーパネル
３の後端縁部３ｃとは、アウター ２の内面の側に位置してそれらの後端縁部２ｃ，
３ｃの間で横方向へ延びる連結シート１４を介して互いに連結されている。
【００２１】
連結シート１４は、 連結シート１４を横方向へ限界ま
で伸長させたときの連結シート１４の伸び寸法 、アウター ２を横方向へ限界まで
伸長させたときのアウター ２の 以上であ 連結シート１４の 引
張応力 、アウター ２の 以下である。アウター ２と連結シ
ート１４とは、互いに非伸長状態で接合されている。
【００２２】

アウター ２とインナーパネル３と 連結シート１４を介して互いに
連結され ているので、イ
ンナーパネル３ がアウター ２の伸縮性を拘束してしまうことがな

アウター ２が連結シート１４との接合部位において連
結シート１４とともにおむつ１の横方向へ伸縮することができる。
【００２３】
連結シート１４は、縦方向 の伸縮性がないので、インナーパネル３に着用者の排泄物が
吸収されたときに、インナーパネル３の自重により連結シート１４それぞれがおむつ１の
縦方向へ向かって延びてしまうことがない。ゆえに、インナーパネル３がおむつ１の下方
へ垂れ下がることはなく、着用者に対するインナーパネル３の密着状態を維持することが
できる。
【００２４】

連結シート１４を横方向へ限界まで伸ばしたときの連結シート１４の伸び
寸法が アウター ２のそれ以
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シート 近傍
位置し シート

近傍

シート シー
ト

シート
シート

横方向へ弾性的な伸縮性を有する。
は シート

シート 伸び寸法 る。 横方向の
は シート 横方向の伸長応力 シート

おむつ１では、 シート が
、アウターシート２と連結シート１４とが非伸長状態で接合され

や連結シート１４ シート
い。ゆえに、おむつ１では、 シート

へ

おむつ１では、
アウターシート２を横方向へ限界まで伸長させたときの シート



上なので、アウター ２を横方向へ限界まで伸ばしたとしても、連結シート１４がそ
れ以上に伸びることができ、連結シート１４がアウター ２の伸長を拘束することが
ない。 連結シート１４の引張応力がアウター ２のそれ以下なので、
連結シート１４がアウター ２よりも伸び易く、連結シート１４の引張応力がアウタ
ー ２の伸び易さの邪魔をすることがない。 アウター ２と連結シ
ート１４とが互いに非伸長状態で接合されているので、アウター ２と連結シート１
４との双方または一方にギャザーが生じることはなく、おむつ１を着用したときに着用者
に違和感を与えることがない。
【００２５】
図３，４は、図１のＡ－Ａ線矢視断面図と、図１のＢ－Ｂ線断面図である。連結シート１
４は、図３に示すように、アウター ２とインナーパネル３との前端縁部２ｂ，３ｂ
の間と後端縁部２ｃ，３ｃの間とに延び、アウター ２の内面とインナーパネル３の
表面シート４とに接着剤１５，１６を介して接合されている。アウター ２と連結シ
ート１４とは、連続的に塗布された接着剤１５を介して接合されていてもよいが、接着剤
１５によってアウター ２と連結シート１４との伸縮性が殺されてしまわないように
、間欠的に塗布された接着剤１５を介して接合されていることが好ましい。
【００２６】
インナーパネル３は、その縦方向中央部がアウター ２の縦方向中央部に接着剤１７
を介して接合されている。アウター ２とインナーパネル３とは、それらの前端縁部
２ｂ，３ｂとそれらの後端縁部２ｃ，３ｃとが非直結状態にある。
【００２７】
アウター ２では、その前後端縁部２ｂ，３ｂ，２ｃ，３ｃの一部がおむつ１の横中
心線Ｘへ向かってアウター ２の内面の側へ折曲されて胴周り用弾性部材１１を被覆
している。アウター ２の股下域２１における両側縁部２ａでは、不織布に被覆され
た脚周り用弾性部材１２がアウター ２の内面の側に接合されている。

のずり下がりを防止するため、 前後端縁部２ｂ，２ｃと股下域２
１の両側縁部２ａとに弾性部材１１，１２を取り付けているが、アウター ２自体が
弾性伸縮性を有するので、アウター ２の伸縮性でおむつ１のずり下がりを防止する
ことができれば、それら弾性部材１１，１２を取り付けなくてもよい。
【００２８】
インナーパネル３では、コア６の両側縁部から横方向外方へ延びる表面シート４と裏面シ
ート５との部分が互いに接合され、カフ７の固定側縁部７ｃがコア４の両側縁部の外側に
位置して表面シート４に接合されているとともに、カフ７の自由側縁部７ａが弾性部材１
３を被覆している。図４では、弾性部材１３が縦方向へ収縮してカフ７の自由側縁部７ａ
がおむつ１の上方へ起立している。
【００２９】

とインナーパネル３とがそれらパネルの縦方向中央部で接
合されているので、インナーパネル３が股下域から浮き上がったり、左右へずれ動いたり
することがない。
【００３０】
アウター ２には、疎水性の弾性伸縮性不織布、疎水性の弾性伸縮性不織布と弾性伸
縮性プラスチックフィルムとのラミネートシート、好ましくは通気不透液性の弾性伸縮性
シートが使用される。連結シート１４には、弾性伸縮性不織布を使用することが好ましい
が、弾性伸縮性プラスチックフィルムを使用することもできる。表面シート４には、疎水
性不織布を親水化剤で処理したものや親水化剤を練り込んだ繊維で形成した親水性不織布
、または、開孔プラスチックフィルム等の透液性のシートが使用される。裏面シート５に
は、不透液性のプラスチックフィルムまたはプラスチックフィルムと疎水性不織布とのラ
ミネートシート、好ましくは通気不透液性のシートが使用される。カフ７には、通気性不
織布、好ましくは通気不透液性の不織布が使用される。それら不織布としては、エアース
ルー不織布、スパンポンド不織布、スパンレース不織布、メルトブローン不織布等を使用
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することができる。
【００３１】
コア６は、フラッフパルプと高吸収性ポリマー粒子との混合物であり、所要の厚みに圧縮
され、全体がティシュペーパ等の透水性シート（図示せず）によって被覆されている。
【００３２】
シート４，５とコア６との接合や弾性部材１１，１２，１３の取り付け、シート４やカフ
７の接合等には、ホットメルト接着剤等の接着剤や粘着剤の他に、熱溶着の技術を利用す
ることができる。
【００３３】
【００３４】
【発明の効果】
本発明に係る 使い捨て によれば、アウター とインナーパネルとが

連結シートを介して互いに連結されているので、インナーパ
ネル がアウター の伸縮性を拘束してしまうことがなく、アウター

がおむつの横方向へ伸縮することができ、おむつを着用したときにアウター
が着用者の身体に適合することができる。

【００３５】
また、 アウター と連結シートとが非伸長状態で接合されているので、ア
ウター と連結シートとのいずれにもギャザーが形成されず、着用者に違和感を与え
ることがない。
【図面の簡単な説明】
【図１】 使い捨ておむつの部分破断斜視図。
【図２】前後に展開した状態で示す図１のおむつの平面図。
【図３】図１のＡ－Ａ線矢視断面図。
【図４】図１のＢ－Ｂ線断面図。
【符号の説明】
１　　　　　　 使い捨ておむつ
２　　　　　　アウター
２ａ　　　　　両側縁部
２ｂ　　　　　

３　　　　　　体液吸収性インナーパネル
３ａ　　　　　両側縁部
３ｂ　　　　　

４　　　　　　透液性表面シート
５　　　　　　不透液性裏面シート
６　　　　　　吸液性コア
１４　　　　　　連結シート
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パンツ型の おむつ シート
横方向へ弾性伸縮性を有する

や連結シート シート シー
ト シートの前
後胴周り域 おむつは、アウターシートの前後端
縁部に胴周り用弾性部材が伸長状態で取り付けられ、アウターシートの両側縁部に脚周り
用弾性部材が伸長状態で取り付けられ、おむつの着用中に胴周り用弾性部材が着用者の胴
周りを締め付けるとともに、脚周り用弾性部材が着用者の脚周りを締め付けるので、着用
中におけるおむつの不用意なずれ下がりを防ぐことができる。

おむつは、 シート
シート

パンツ型の

パンツ型の
シート

前端縁部
２ｃ　　　　　後端縁部

前端縁部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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