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(57)【要約】
　外側カバー及び吸収性インサートを有する２部分から
なる着用者の吸収性物品が開示される。外側カバーは、
前側腰部領域上に配置され、この前側腰部領域の実質的
に全てわたって横方向に延びるループ材料を含む、ラン
ディング区域を有する。外側カバーの内表面は、その前
側領域に配置されたインサートファスナー構成要素を有
し、インサートファスナー構成要素はループ材料に直接
固定される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外側カバー及び交換可能な吸収性インサートを含む、着用可能な２部分からなる吸収性
物品であって、前記外側カバーは、内表面及び外表面を含み、並びに、
　前側腰部領域、前記前側腰部領域と長手方向に反対側の後側腰部領域、及び前記前側腰
部領域と前記後側腰部領域を接続する股領域を含み、
　前記物品は、
　前記前側腰部領域の実質的に全てにわたって延びるランディング区域であって、ループ
材料を含み、かつ外周を有する、ランディング区域と、
　前記前側腰部領域において前記内表面上に配置されたインサートファスナー構成要素で
あって、前記ループ材料に直接固定された、インサートファスナー構成要素と、を更に備
えることを特徴とする、物品。
【請求項２】
　前記ランディング区域が、６０～１２０Ｎ／ｍの曲げ剛性を有する、請求項１に記載の
物品。
【請求項３】
　前記ランディング区域の少なくとも一部分の下の補強部材を更に備え、前記補強部材は
、前記前側腰部領域の実質的に全てにわたって延びる、請求項１に記載の物品。
【請求項４】
　前記ランディング区域が、１００～３００Ｎ／ｍの曲げ剛性を有する、請求項３に記載
の物品。
【請求項５】
　前記前側腰部領域の長手方向に外側寄りの縁部に沿って、補強されていないウエストバ
ンドを更に備える、請求項１～４のいずれか一項に記載の物品。
【請求項６】
　前記補強部材が、フォーム層を含む、請求項３に記載の物品。
【請求項７】
　外側カバー及び交換可能な吸収性インサートを含む、着用可能な２部分からなる吸収性
物品であって、前記外側カバーは、内表面及び外表面を含み、並びに、
　前側腰部領域、後側腰部領域、前記前側腰部領域と前記後側腰部領域を接続する股領域
、及び
　前記後側腰部領域の着用者に面する表面上に配置された２つのファスナー構成要素を備
え、
　前記物品は、
　前記前側腰部領域の衣類に面する表面上に配置され、前記前側腰部領域の実質的に全て
にわたって横方向に延びるランディング区域であって、ループ材料を含み、かつ外周を有
する、ランディング区域と、
　前記前側腰部領域において前記内表面上に配置されたインサートファスナー構成要素で
あって、前記ループ材料に直接固定された、インサートファスナー構成要素と、を更に備
えることを特徴とする、物品。
【請求項８】
　前記ランディング区域の下に配置された補強部材を更に備える、請求項７に記載の物品
。
【請求項９】
　前記補強部材が、フォーム層である、請求項８に記載の物品。
【請求項１０】
　前記補強部材が、前記前側腰部領域の実質的に全てにわたって横方向に延びる、請求項
８又は９に記載の物品。
【請求項１１】
　前記外側カバーが、内層及び外層を含む、請求項７～１０のいずれか一項に記載の物品
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。
【請求項１２】
　前記補強部材が、内層と外層との間に配置される、請求項８に記載の物品。
【請求項１３】
　前記補強部材が、前記ランディング区域の前記外周に沿って前記内層及び前記外層に結
合される、請求項１２に記載の物品。
【請求項１４】
　前記ランディング区域が、６０～１２０Ｎ／ｍの曲げ剛性を有する、請求項７に記載の
物品。
【請求項１５】
　前記ランディング区域が、１００～３００Ｎ／ｍの曲げ剛性を有する、請求項８に記載
の物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、排泄物の閉じ込め及び吸収のための機能を有するおむつ及びその他
の着用可能吸収性物品の分野に関し、より詳細には、使い捨て吸収性インサート及び再利
用可能な外側カバーを有するこのような物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　布の発明以来、布で作製された再利用可能なおむつが使用されてきたと思われる。しか
しながら、再利用可能な布おむつは、衛生に関するニーズに関連した困難さ、並びに再使
用のために汚れたおむつを取り扱う、洗濯する、及び効果的に衛生的にする上での困難さ
を引き起こす。再利用可能な布おむつはまた、排泄物を収容することに関して比較的信頼
性がない（すなわち、再利用可能な布おむつは漏れる傾向があり得る）。濡れた布おむつ
が皮膚と直接接触するので、濡れていることを迅速に感知して濡れたおむつを除去しなけ
れば、着用者の皮膚の水分過剰を促進して、皮膚がおむつかぶれになりやすくなる可能性
がある。
【０００３】
　比較的最近になって使い捨ておむつが導入されたことで、多くの人にとってのこれら不
利点が緩和された。一般に、着用者から取り除く際に、汚れた使い捨ておむつを有意な規
模で空にする、洗濯する、又は処理する必要はなく、むしろそのままで廃棄することがで
きる。次に、着用者の身体の任意の汚れた領域を清潔にすることができ、必要に応じて清
潔な新しい使い捨ておむつを着用者に着けさせることができる。多くの現用の使い捨てお
むつは、排出物を収容するという点でこの使い捨ておむつを従来の布おむつよりも比較的
効果的にする構造を有している。多くの現用の使い捨ておむつは、液体排出物を着用者の
皮膚から離して運びかつ貯蔵するという点で、使い捨ておむつを比較的より効果的にする
構造及び材料を有している。一部の使い捨ておむつは、それらが「空気を容易に通す」こ
とができるようにして、おむつの内側の湿度を低減する機能を有し、一部の使い捨ておむ
つは、おむつが着用されたときに皮膚に移動するスキンケア組成物を更に有する。そのよ
うな機能は、皮膚の水分過剰の可能性及び／又は程度を低減することができ、さもなけれ
ば皮膚の健康を促進する又はこれを維持するのを助けることができる。
【０００４】
　経済的理由で、現在のところ、ほとんどの使い捨ておむつは、かなり大きな割合でポリ
プロピレン及び／又はポリエチレンなどの石油由来の材料で製造されている。これらの材
料は、布様不織布ウェブ材料を形成する紡糸繊維、あるいは又はこれに加えて、フィルム
の形態で見られることが多い。
【０００５】
　最近では、あらゆる種類の人間活動の「環境フットプリント」についての懸念が生じて
いる。おむつの製造及び使用は、特に人口増加、すなわち、乳児の数の増加を考えると、
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決して例外ではない。１つの見方は、通常使い捨ておむつを製造する材料は再生不可能な
資源由来であり得、それらを製造するのに相当量のエネルギーを必要とするので、使い捨
ておむつの使用は環境にとって有害になるというものであるように思われる。更に、使い
捨ておむつは、典型的には再使用又は再利用されないので、一部の人は、それらの使用が
埋立地などのごみ処分施設に不満足な方法で重い負担をかけると考える場合がある。しか
しながら、代替物が再利用可能な布おむつである場合、別の見方は、それらおむつが通常
使用される割合で汚れたおむつを洗濯するのに必要な（例えば、機器を運転する、洗濯用
の水を加熱する、及び廃水を処理するための）エネルギー、及び薬品（例えば、洗剤及び
水処理剤）の使用の増加、及び付随する廃水の処理は、それ自体が環境への一連のストレ
スを引き起こすことになるというものであるように思われる。理解されるように、どの代
替物がより「環境に優しい」のかに関する分析は複雑であり、どちらにしても、誰もが認
める結論はまだ存在しないように思われる。
【０００６】
　しかしながら、どの代替物がより環境に優しいと考えることができるかにかかわらず、
先進国では、現在の使い捨ておむつは一般に、乳児及び幼児の世話人の間では再利用可能
な布おむつよりも好ましいように思われる。これは恐らく、不快感、衛生面に関する懸念
、並びに汚れた再利用可能な布おむつの取り扱い及び洗濯に関連する手間及び／又は出費
の低減若しくは排除、排出物のより良好な閉じ込め、並びに皮膚の健康の促進及び／又は
維持の援助の有効性といった利点に起因する。
【０００７】
　完全に使い捨てであるおむつの製造は、一般に、資本集約的ビジネスであると考えられ
る。これは、多くの場合、経済的に実現可能な生産率で入ってくる材料の流れから製品を
製造するのに必要な、複雑な機械装置によってもたらされ、この生産率は多くの場合、製
品製造ラインあたり１分間に物品４５０個以上を超える。必要なプロセス若しくは設備の
簡略化、又は材料費の低減につながる可能性を有するあらゆる技術革新は、製造業者及び
消費者にとっては、物品あたりの費用の低減につながる潜在性を有する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　再利用可能な布の外側カバーと、再利用可能又は使い捨て吸収性インサートとを有する
いくつかのおむつデザインは、製造かつ市販されている。しかしながら、ユーザーにとっ
ては、これらのデザインは依然として、従来の布おむつの不利点の少なくともいくつかを
引き起こしており、一方で現行の使い捨ておむつのデザインから得られる利点のいくつか
を提供しない。
【０００９】
　上述の懸念を考慮し、使い捨て及び再利用可能なおむつの代替物のそれぞれの不利点を
低減しながら、使い捨て及び再利用可能なおむつの両方からもたらされる利点を提供する
着用可能な吸収性物品が得られれば有利であろう。製造プロセスを簡略化し及び／又は経
費を削減することが可能な構成体が提供されれば、更に有利であろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】着用者により下部胴体の周りに着用されて示されている、着用可能な吸収性物品
の斜視図。
【図２Ａ】外表面が見る人に面している、開かれかつ平らにされた外側カバーの平面図。
【図２Ｂ】内表面が見る人に面している、開かれかつ平らにされた外側カバーの平面図。
【図２Ｃ】内表面が見る人に面している、開かれかつ平らにされた外側カバーの平面図。
【図２Ｄ】内表面が見る人に面している、開かれかつ平らにされた外側カバーの平面図。
【図２Ｅ】内表面が見る人に面している、開かれかつ平らにされた外側カバーの平面図。
【図２Ｆ】外表面（衣類に面する表面）が見る人に面している、開かれ、平にされたイン
サートの平面図。
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【図２Ｇ】内表面が見る人に面している、開かれかつ平らにされた外側カバーの平面図。
【図２Ｈ】外表面（衣類に面する表面）が見る人に面している、開かれ、平にされたイン
サートの平面図。
【図２Ｉ】内表面が見る人に面している、開かれかつ平らにされた外側カバーの平面図。
【図２Ｊ】外表面（衣類に面する表面）が見る人に面している、開かれ、平にされたイン
サートの平面図。
【図２Ｋ】内表面が見る人に面している、開かれかつ平らにされた外側カバーの平面図。
【図２Ｌ】外表面（衣類に面する表面）が見る人に面している、開かれ、平にされたイン
サートの平面図。
【図２Ｍ】内表面が見る人に面している、開かれかつ平らにされた外側カバーの平面図。
【図２Ｎ】外表面（衣類に面する表面）が見る人に面している、開かれ、平にされたイン
サートの平面図。
【図２Ｏ】見る人に面している、開かれかつ平らにされた内表面（着用者に面する）の一
端の平面図。
【図２Ｐ】見る人に面している、開かれかつ平らにされた内表面（着用者に面する）の一
端の平面図。
【図２Ｑ】見る人に面している、開かれかつ平らにされた内表面（着用者に面する）の一
端の平面図。
【図２Ｒ】外側カバー上に示される、内表面（着用者に面する）が見る人に面している、
開かれかつ平らにされたインサートの一端の平面図。
【図２Ｓ】外側カバー上を覆っているのが示される、内表面（着用者に面する）が見る人
に面している、開かれかつ平らにされたインサートの一端の平面図。
【図２Ｔ】外側カバー上を覆っているのが示される、内表面（着用者に面する）が見る人
に面している、開かれかつ平らにされたインサートの一端の平面図。
【図３】自立した弛緩状態で示されている、外側カバーから切り離されて示されている使
い捨て吸収性インサートの斜視図。
【図４】身体に面する面が見る人に面している、延伸され平らにされて示されている使い
捨て吸収性インサートの平面図。
【図５Ａ】図４の線５Ａ－５Ａで切断された、図４に示されるようなインサートの例の断
面図。
【図５Ｂ】図４の線５Ｂ－５Ｂで切断された、図４に示されるようなインサートの例の断
面図。
【図５Ｃ】図４の線５Ｃ－５Ｃで切断された、図４に示されるようなインサートの別の例
の断面図。
【図５Ｄ】図４の線５Ｄ－５Ｄで切断された、図４に示されるようなインサートの別の例
の断面図。
【図５Ｅ】図４の線５Ｅ－５Ｅで切断された、図４に示されるようなインサートの別の例
の断面図。
【図５Ｆ】図４の線５Ｆ－５Ｆで切断された、図４に示されるようなインサートの別の例
の断面図。
【図６Ａ】含まれた試験サンプルを有する、本明細書の縁部偏向力測定法（Edge Deflect
ion Force Measurement Method）で用いられる一定速度の伸展引張試験機で使用される締
付具の正面図。
【図６Ｂ】本明細書の縁部偏向力測定法で用いられる一定速度の伸展引張試験機で使用さ
れる下部締付具の側面図。
【図７】本明細書の縁部偏向力測定法で試験するための、末端支持補強材（end support 
stiffener）を含むインサートの試験サンプルの準備を例示している。
【図８】本明細書の曲げ剛性測定法で用いる一定速度の伸展引張試験機で使用される下部
締付具の正面図。
【図９】本明細書の曲げ剛性測定法で用いる一定速度の伸展引張試験機で使用される上部
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締付具の側面図。
【図１０】本明細書の曲げ剛性測定法で用いる一定速度の伸展引張試験機で使用される上
部締付具の正面図。
【図１１】曲げ曲線上のピーク曲げ力及び勾配計算領域を示すグラフ。
【図１２Ａ】本明細書に記載の垂直引張試験で使用される上部及び下部固定具の概略的な
正面図。
【図１２Ｂ】本明細書に記載の垂直引張試験で使用される下部固定具であり、試験サンプ
ルが下部固定具に対して向けられているのを示す、概略的な透視図。
【図１２Ｃ】図１６Ａに示される下部固定具の概略的な１２Ｃ－１２Ｃの断面図。
【図１３】係合解除時に、締結システムにより生じる音圧レベルを測定するための締付具
及び装置の図。
【図１４】吸収性物品のための例示的な外側カバーの平面図。
【図１５】着用するように構成されている吸収性物品の例示的な外側カバーの斜視図。
【図１６】例示的な吸収性物品の平面図。
【図１７】例示的な吸収性物品の平面図。
【図１８Ａ】例示的な吸収性物品の前側部分の平面図。
【図１８Ｂ】代替の吸収性物品の前側部分の平面図。
【図１８Ｃ】代替の吸収性物品の前側部分の平面図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　定義
　この説明の目的上、以下の用語は、次に記載の意味を有するものとする。
　「吸収性インサート」及び「インサート」とは、尿、糞便、経血又はこれらの任意の組
み合わせを収容及び／又は吸収するように適合され、かつ構成部分単位として外側カバー
に設置可能及び外側カバーから取り外し可能であるように適合された、着用可能吸収性物
品の構成要素を意味する。本明細書において、吸収性インサートは「吸収性組立体」と呼
ばれることもできる。用語「吸収性インサート」、「インサート」、及び「吸収性組立体
」は、本明細書では互換可能に使用されることができる。
【００１２】
　「シャーシ」とは、着用者の下部胴体の周りに着用されるように適合され、かつ吸収性
インサートを支持して、インサートを着用者の身体の近くに保持するように適合された、
着用可能な吸収性物品の構成要素を意味する。本明細書では、シャーシは「外側カバー」
と呼ばれることもできる。用語「外側カバー」及び「シャーシ」は、本明細書の目的上、
互換的である。
【００１３】
　「使い捨て」とは、吸収性インサートについて言及する場合、吸収性インサートが、通
常の家庭での洗濯プロセス及び通常の住宅設備で効果的に衛生的に洗濯されるように適合
又は意図されておらず、したがって通常は、排出物によって汚れて外側カバーから取り外
された後に、新品同様の意図された機能及び性能を提供するために、衛生的かつ効果的に
再使用するのに好適でないことを意味する。非限定的な例として：再使用の際に新品同様
に有効となるように通常の家庭での洗濯及び乾燥を経て、それらの実質的な新品同様の物
理的形状又は構造を維持することができない；水性液体を吸収し、再使用の際に新品同様
に有効となるように通常の家庭用乾燥装置及び通常の乾燥サイクルで十分に乾燥／脱水さ
れることができない；通常の家庭での洗濯又は乾燥によって溶解して又は実質的に分解し
て、インサートが実質的に損傷を受ける又は役に立たなくなる；及び／又は、通常の洗濯
によって、再使用のために衛生上又はその他で許容可能となるように排出物質を有効に洗
浄することができない、材料及び／又は構成体を含むことによって、効果的な洗濯が失敗
させられ又は阻止されて、インサートが使い捨てにされる可能性がある。
【００１４】
　「ファスナー構成要素」とは、第１の構造体と第２の構造体の取り外し可能な締結、取
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り付け、又は保持をもたらすシステムの任意の構成要素を意味する。このシステムは、単
一ファスナー構成要素、例えば、第２の構造体の１種類以上の表面に付着するように適合
された第１の構造体上の接着パッチ、若しくはフック、又は第２の構造体の１種類以上の
表面を引っかけるように適合された第１の構造体上のフックのパッチ、を備えてもよい。
更なる例として、第２の構造体を全て又は一部において捕捉する及び保持するように構成
された、第１の構造体上のポケット、ストラップ、フック、バックル等の任意の構造体は
、本明細書において使用される「ファスナー構成要素」である。システムはまた、２つ以
上のファスナー構成要素、例えば、面ファスナー式締結システム（例えば、ＶＥＬＣＲＯ
）の各要素、凝集剤材料が塗布された各表面、雄型及び雌型スナップファスナー構成要素
、ボタン及びボタン穴、スロット又はループ、他の締結可能に協働する要素などを含み得
る。ファスナー構成要素の他の実施例はジッパー構成要素、「ジップロック」係合構成要
素、ループ、ポスト、ポケット、バンド又はストラップ、マイクロファスナー、マクロフ
ァスナー、及び米国特許第６，９３６，０３９号、同第６，８９３，３８８号、同第６，
６６９，６１８号、同第６，４３２，０９８号、及び同第６，２５１，０９７号、並びに
、米国特許出願公開第２００５／０２３４４１９号、同第２００５／０２１５９７１号、
同第２００５／０２１５９７０号、同第２００５／０１３０８２１号、同第２００４／０
０２３７７１号、同第２００３／０２３３０８２号、同第２００３／０１１９６４１号、
同第２００３／００８８２２０号、同第２００２／０１６９４３１号に記載されるファス
ナー構成要素が挙げられる。
【００１５】
　「横方向」（及びその文法的変形）とは、着用者に関し、着用者の前部から後部（又は
逆もまた同様）に延びる方向と略横断する又は交差する方向に沿っていることを意味する
。着用可能な吸収性物品の構成要素に関し、「横方向」（及びその文法的変形）とは、構
成要素が着用者の上に適切に位置している場合に着用者の前部から後部（又は逆もまた同
様）に構成要素に沿って延びる方向と略横断する又は交差する方向に沿っていることを意
味する。
【００１６】
　「長手方向」（及びその文法的変形）とは、着用者に関し、着用者の前部から後部（又
は逆もまた同様）に概ね延びる方向に沿っていることを意味する。着用可能な吸収性物品
の構成要素に関し、「長手方向」（及びその文法的変形）とは、構成要素が着用者の上に
適切に位置している場合に着用者の前部から後部（又は逆もまた同様）に構成要素に沿っ
て概ね延びる方向に沿っていることを意味する。
【００１７】
　「ループ材料」は、外側カバー上に配置され、及び／又は外側カバーの一部を形成する
任意の分離性の布、ウェブ又はシート材料の層であり、これは、表面積当たり、より大き
な非圧縮キャリパー及び／又はより大きな取り付け強度を有することによって、外側カバ
ー上に配置され、及び／又は外側カバーの他方の部分を形成する、隣接する別の材料とは
差異化することができ、並びに、外側カバー上で、フック材料を取り付け可能に受け取り
、これを係合するのに適した位置（「受け取り位置」）において存在し、外側カバーの設
計された機能を果たす。「表面積当たりの取り付け強度超」とは、ループ材料のサンプル
が、所与の表面積の、適用された、面しているフック材料からの分離に対して、隣接する
別個の材料のサンプルよりも大きな抵抗を呈するということを意味する。この分離は、外
側カバーを適用する人によってループ材料にかけられるであろう通常量の圧力によって、
ループ材料にかけられたもの、すなわち、対応の平坦な試験面上に載置されたときに、対
応する材料によって近似される面にかけられる分離力によってかけられたものである。非
限定的な例として、受け取り位置は、前側腰部縁部に隣接する、又はこの近くの外側カバ
ーの前側部分にあってもよく、したがって、例えば外側カバーの後側領域から、横方向に
延びる締結部材又は締結耳部上に配置されたフック材料を受け取るためのランディング領
域を形成する。
【００１８】
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　「外側カバー」とは、着用者の下胴部の周りに着用されるように適合され、かつ吸収性
インサートを支持して、インサートを着用者の身体の近くに保持するように適合された、
着用可能吸収性物品の構成要素を意味する。本明細書において、外側カバーは「シャーシ
」と呼ばれることもできる。用語「外部カバー」、及び「シャーシ」は、本明細書におけ
る目的のために、互換可能であり、本明細書において記載される機構を有し、おむつ、お
むつカバー、下着、ブリーフ、トレーニングパンツ、ショーツなどとして構成される衣類
を含むがこれに限定されない。
【００１９】
　「再利用可能」とは、外側カバーについて言及する場合、外側カバーの実質的に新品同
様の機能性を提供するのに必要な外側カバーのあらゆる構成要素を実質的に破壊すること
なく、かつ、インサートの交換の後にあらゆる修理又は再構築の必要なく、少なくとも第
１のインサートの取り外し、及び少なくとも第２のインサートとの交換を可能にするよう
に適合された外側カバーを意味する。
【００２０】
　「使用」とは、外側カバーに関し、吸収性インサートが交換されるまで外側カバーを着
用する１つの事象を意味する。
【００２１】
　「ユーザー」とは、着用可能な吸収性物品を着用者に適用することができる世話人又は
その他の人を意味する。着用者が着用可能な吸収性物品を自分自身に身に着けることがで
きる場合、着用者もまた「ユーザー」である。
【００２２】
　「着用者」とは、本明細書に記載の着用可能な吸収性物品を着用することができる人を
意味する。
【００２３】
　「着用可能な吸収性物品」とは、下部胴体の周りに着用されるように、並びに尿、糞便
、経血又はこれらの任意の組み合わせを収容及び／又は吸収するように設計された任意の
物品を意味する。「着用可能な吸収性物品」には、（「テープ」締結可能な、別の方法で
締結可能な、「プルアップ式」の、又は任意のその他の種類の）乳児又は幼児用おむつ、
トレーニングパンツ及び成人用失禁パンツ、ブリーフ等が挙げられるが、これらに限定さ
れない。
【００２４】
　２部分からなる着用可能な吸収性物品
　図１は、着用者により着用されて示されている、一定の特徴を有する着用可能な吸収性
物品１０の例を示す。着用可能吸収性物品１０は、前側腰部縁部２１と、後側腰部縁部２
２と、一対の脚部開口部縁部２３とを有する外側カバー２０を包含してもよい。
【００２５】
　図２Ａ、図２Ｂ及び図２Ｃは、開かれかつ平らにされて示されている外側カバー２０を
示している。図２Ａでは、外側カバー２０の外側、すなわち、衣類に面する表面が見る人
に面しており、図２Ｂ及び図２Ｃでは、外側カバー２０の内側、すなわち、着用者に面す
表面が見る人に面している。前側及び後側腰部縁部２１、２２は、それぞれ、図面の上部
及び下部に示されている。外側カバー２０は、股領域２６と、前側領域２７と、後側領域
２８と、後側領域２８から横方向に延びる一対の締結用耳部２９とを有していてもよい。
外側カバー２０は、前側腰部縁部２１の一番前の部分から後側腰部縁部２２の一番後ろの
部分までの長さＬＣと、この長さを均等に分割する外側カバー横方向軸４５とを有する。
したがって、前側領域２７は外側カバー横方向軸４５より前方であり、後側領域２８は外
側カバー横方向軸４５より後方である。外側カバー２０は、前側及び後側インサートファ
スナー構成要素３３、３２など、その上に配置された１つ以上のインサートファスナー構
成要素を有してもよい。
【００２６】
　図３は、外側カバー２０から切り離されて、自立した弛緩状態で示されている、着用可
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能吸収性物品１０の内部構成要素を形成することができる使い捨て吸収性インサート５０
を斜視図で示している。インサート５０は、身体排出物を収容及び／又は吸収するように
設計されていてもよく、以下に更に記載されるような可撓性材料で作製されてもよい。イ
ンサート１０は、前方領域５４と、後方領域５５と、を備えており、前側ファスナー構成
要素５６と、後側ファスナー構成要素５７と、を備えていてもよい。インサート１０は、
身体に面するライナー又はトップシート５１と、外側ライナー又はバックシート５２と、
一対の起立カフ５３と、を含んでもよい。図４を参照すると、インサート５０は、前方領
域５４の一番前の部分から後方領域５５の一番後ろの部分までの長さＬを有し、インサー
ト横方向軸７０はこの長さを均等に分割する。したがって、前方領域５４はインサート横
方向軸７０より前方であり、後方領域５５はインサート横方向軸７０より後方である。
【００２７】
　図２Ｂ及び図３を参照すると、インサート５０は、インサート上に配置された後方ファ
スナー構成要素５７を備えてもよい。あるいは、又はこれに加えて、外側カバー２０は、
その上に配置された後側インサートファスナー構成要素３２を有していてもよい。同様に
、インサート５０は、インサート上に配置された前側ファスナー構成要素５６を備えても
よい。あるいは、又はこれに加えて、外側カバー２０は、その上に配置された前側インサ
ートファスナー構成要素３２を有していてもよい。２つの要素からなる締結システムを使
用する場合、ファスナー構成要素対５７、３２及び５６、３３は、これらの対応の要素が
合体されたときにそれらの間に締結をもたらす協働要素であってもよい。したがって、示
されている例では、吸収性インサート５０を外側カバー２０内に設置するために、ユーザ
ーは外側カバー２０を平らに置き、内表面２５を上に向け、後側ファスナー構成要素５７
が後側インサートファスナー構成要素３２に面しかつ前側ファスナー構成要素５６が前側
インサートファスナー構成要素３３に面するようにインサート５０を広げて向きを定め、
それらの間に締結をもたらすためにこれら対応のファスナー構成要素対５７、３２及び５
６、３３を合体させることができる。
【００２８】
　外側カバー２０が再利用可能であることが望ましい場合は、インサートの取り外し及び
交換の後に外側カバー２０が（洗濯又は廃棄を必要とせずに）実質的に衛生的で有用であ
るのを保つために、着用者が排泄物（特に糞便）を排出した後に、外側カバー２０の全て
の部分を実質的に汚されていない状態に保つことが望ましくあり得る。したがって、イン
サート５０を外側カバー２０内に設置する際に、少なくとも排出物を排泄する着用者の身
体特徴に近接する領域内において、インサート５０の着用者に面する表面のかなりの部分
に付けられている又はこれを覆う外側カバー２０の取り外し可能でない部分又は構成要素
が存在しない（別の表現をすると、着用可能吸収性物品が着用されたときに、外側カバー
２０の取り外し可能でない部分又は構成要素が、インサート５０のかなりの部分と着用者
との間に位置しない）ことが望ましくあり得る。したがって、着用可能吸収性物品が着用
されたときに、外側カバー２０は、外側カバー２０内のインサート５０の着用者に面する
表面のかなりの部分を覆う又は収容する取り外し可能でないカバーシート等を含まず、そ
してまた、排出物の排泄ポイントに近接するインサートを実質的に包み込む又は覆う、あ
るいは実質的にインサート５０と着用者の肛門及び／又は生殖器との間に位置する、ポケ
ット、ストラップ又はフラップなどの上部構造を含まないのが望ましくあり得る。外側カ
バー２０がそのような上部構造を有さない場合、このことは、着用者の排出物がインサー
ト５０のみに接触し、外側カバー２０の一部分に接触しない可能性を高める。
【００２９】
　図１、図２Ａ及び図２Ｂを参照すると、股領域２６が着用者の脚の間にあり、前側腰部
縁部２１及び後側腰部縁部２２を図１におおよそ示されるような位置に持っていき、それ
から締結用耳部２９を前側領域２７に固定して、図１に示されるように着用者の周囲にパ
ンツ様衣類が形成されるように、着用者の脚の間及び臀部の下に外側カバー２０を包み込
むことによって、着用可能吸収性物品１０が着用者の上に配置され得るのがわかる。イン
サート５０が外側カバー２０の中に設置されると、次に、インサート５０は外側カバー２
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０内で着用者の近くに配置され、起立カフ５３は向きを定められて、脚縁部２３の内側部
分に隣接して長手方向に（すなわち、着用者の脚の間で長手方向に）延びる。
【００３０】
　考えられる外側カバーの詳細の例
　締結システム
　図２Ａ及び図２Ｂを参照すると、締結用耳部２９と前側領域２７との締結を可能にする
ために、締結用耳部２９は、その上に配置された外側カバーファスナー構成要素３０を有
することができる。あるいは、又はこれに加えて、前方領域２７は、前方領域上に配置さ
れた１つ以上の受け側ファスナー構成要素３１を有することができる。ファスナー構成要
素３０、３１は、耳部２９と前方領域２７の締結をもたらすために協働するように選択さ
れ得る。
【００３１】
　一例を挙げれば、外側カバーファスナー構成要素３０はフックのパッチを有してもよく
、受け側ファスナー構成要素３１はループのパッチを有してもよい。好適なフックアンド
ループ締結システムの例は、ＶＥＬＣＲＯシステム（Ｖｅｌｃｒｏ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅ
ｓ　Ｂ．Ｖ．の製品）である。面ファスナー式締結システムは特定の利点を提供する。個
々のフックアンドループ要素はシート状で供給されるので、これらシート状の要素を適切
な形状のパッチに切断することができ、このパッチを、接着剤結合、機械的結合、超音波
接合、縫合、縫製、縁かがり、縁取り等の様々な手段で、布又は不織布基材に添着するこ
とができる。図２Ｂに示されるように、フック又はループのパッチを締結用耳部２９に添
着して外側カバーファスナー構成要素３０を形成する場合、図２Ａに示されるように、協
働するフック又はループ材料の横方向に延びるパッチは、外側カバー前側領域２７に添着
されて受け側ファスナー構成要素３１を形成することができる。耳部２９と前方領域２７
の締結を、その上の横方向に異なる位置に提供することにより、この構成は、着用可能な
吸収性物品の腰部開口部寸法の容易で単純な調節機能をもたらす。
【００３２】
　別の例では、上述の通り、外側カバー締結システムは他の種類のファスナー構成要素を
含んでもよい。腰部開口部寸法の調節機能を提供するために、前側領域２７に配置された
拡張された面又は複数の協働ファスナー構成要素と協働する、締結用耳部２９上に配置さ
れたファスナー構成要素を使用してもよい。受け側ファスナー構成要素は、前側領域２７
上の横方向に配列された異なる位置に多重配置されて、対応の耳部２９を前側領域２７の
横方向に異なる位置に締結可能にすることができる。
【００３３】
　図２Ｂを参照すると、外側カバー２０は、その上に配置された１つ以上の対応のファス
ナープロテクタ３９を更に有してもよい。この特徴は、保管、運搬、洗濯、及び同様の／
関連した活動の間に、外側カバー、又は他の物品の一部分に無作為に又は意図せずに係合
しやすい及び引っかかりやすい特徴を有するファスナー構成要素が、そのようになるのを
防止して、そのような活動中に起こり得る塊化（bunching）、絡み合い及び／又は外側カ
バー２０若しくは他の物品のいずれかへの損傷を回避することができる。例えば、ファス
ナー構成要素３０がフックのパッチである場合、適切に載置されたファスナープロテクタ
３９は、対応するループのパッチを含んでもよい。これにより、耳部２９をファスナープ
ロテクタ３９に係合するためにユーザーが耳部２９を折り重ね、それらを折り重ね位置に
保持することが可能になり、その結果、外側カバー２０が着用されていないときには耳部
２９上のフックが覆われて、フックが他の物品に引っかかることが防止される。
【００３４】
　材料
　外側カバー２０、及び／又は外側カバー２０の層若しくは一部分は、意図される着用者
の皮膚との適切な適合性を有している、任意のニット生地、織布、若しくは不織布地、又
は布様材料で製造されることができる。外側カバー２０は、耐久性のある材料及び／又は
半耐久性の材料で構成されてもよい。一般に、本明細書における参照のみを目的として、
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「耐久性のある」は、洗濯可能な衣類物品の構成要素として使用され得る、あらゆる種類
の繊維材料又はニット生地材料を指す。本明細書において使用するとき「耐久性のある」
とは、Ｄｏｎａｌｄ　Ｃ．Ｒｏｅ（Ｐｒｏｃｔｅｒ　＆　Ｇａｍｂｌｅ、代理人整理番号
第１１５５７号、同１１５５８号、及び同１１５５９号）により、同日に出願された、係
属中の米国特許出願番号第１２／６８７，４１２号、同第１２／６８７，５２８号、及び
同第１２／６８７，４２５号、各表題「ＲＥＵＳＡＢＬＥ　ＯＵＴＥＲ　ＣＯＶＥＲ　Ｆ
ＯＲ　ＡＮ　ＡＢＳＯＲＢＥＮＴ　ＡＲＴＩＣＬＥ」、「ＲＥＵＳＡＢＬＥ　ＯＵＴＥＲ
　ＣＯＶＥＲ　ＦＯＲ　ＡＮ　ＡＢＳＯＲＢＥＮＴ　ＡＲＴＩＣＬＥ　ＨＡＶＩＮＧ　Ｚ
ＯＮＥＳ　ＯＦ　ＶＡＲＹＩＮＧ　ＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳ」、及び「ＬＥＧ　ＡＮＤ　Ｗ
ＡＩＳＴＢＡＮＤ　ＳＴＲＵＣＴＵＲＥＳ　ＦＯＲ　ＡＮ　ＡＢＳＯＲＢＥＮＴ　ＡＲＴ
ＩＣＬＥ」に定義及び記載されるように、「洗濯可能な」材料を含む。一般に、本明細書
における参照のみを目的として、「半耐久性」は、外側カバーの材料として使用されると
きに、役に立たない状態になる程度までその構造的一体性を失わずに、インサートを備え
た１回を超える使用に耐えることができる不織布材料又はその積層体を指す。本明細書で
使用するとき、「半耐久性」は、すぐ上で特定された同時係属の米国特許出願に定義され
かつ記載されているような「洗濯耐性」である材料を包含する。このように、外側カバー
２０は、外側カバー２０を再利用可能及び／又は洗濯可能にする材料及び構成体で構成さ
れ得る。
【００３５】
　外側カバー２０を作製することができる耐久性のある材料は、おむつ、パンツ、下着、
高性能衣類、スポーツ衣類、又は一般的な衣類若しくは紡織分野において既知の、任意の
天然又は合成繊維材料を含むことができる。耐久性のある材料は、綿、亜麻布、羊毛、竹
、麻布、絹、レーヨン等の天然繊維、並びに、これらの繊維のいずれかと他のいずれかと
のブレンド、又はこれらの繊維のいずれかと合成繊維とのブレンドで作られる織布又はニ
ット生地を含むことができる。耐久性のある材料の構成要素として使用するのに好適な合
成繊維の例には、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス及び／又はその他のエラスト
マー繊維が挙げられる。耐久性のある外側カバーの材料はまた、ＧＯＲＥ－ＴＥＸ（Ｗ．
Ｌ．Ｇｏｒｅ　＆　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ，Ｉｎｃ．（Ｅｌｋｔｏｎ，ＭＤ）の製品）；
ＯＵＴＬＡＳＴ　ＣＯＭＦＯＲＴＥＭＰ繊維（Ｏｕｔｌａｓｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅ
ｓ，Ｂｏｕｌｄｅｒ，ＣＯの製品、例えば、米国特許第６，５１４，３６２号及び同第６
，２０７，７３８号を参照のこと）等のマイクロカプセル化した相変化高分子材料を含む
繊維、ＣＯＯＬＭＡＸ（Ｉｎｖｉｓｔａ（Ｗｉｃｈｉｔａ，ＫＳ）の製品などの、通気性
の良い撥水加工を施した材料を包含することができる。
【００３６】
　好適な耐久性のある材料は、バーズアイ織物、テリー織、フリース、フランネル、ニッ
ト、ストレッチニット、シェルパ、スエード布地、マイクロフリース、サテン、ベロア、
バーレイニットなどを含む任意の模様又は織物の形態であり得る。好適な例としては、Ｐ
ＯＬＡＲＴＥＣＨ　ＰＯＷＥＲ　ＤＲＹ、ＰＯＷＥＲ　ＳＴＲＥＴＣＨ、及びＷＩＮＤ　
ＰＲＯ（Ｐｏｌａｒｔｅｃ，ＬＬＣ（Ｌａｗｒｅｎｃｅ，ＭＡ）の製品）が挙げられる。
織布材料又は不織布材料よりも本質的に伸縮性があり弾性であり得るニット生地は、より
良好な密着、快適性及び／又は外観を外側カバーに付与することができる。スパンデック
ス繊維又は他のエラストマー繊維を組み込むことにより、伸縮性及び弾力性を高めること
ができ、それにより、そのような弾性繊維を含まない布地よりも良好な密着、快適性及び
／又は外観を外側カバーに付与することができる。
【００３７】
　耐久性のある外側カバーの材料の特定の好適な例には：レーヨン（９３％）とスパンデ
ックス（７％）繊維；モーダル（９４％）とスパンデックス（６％）繊維；綿とスパンデ
ックス繊維；及び竹とスパンデックス繊維、のブレンドのジャージーニットが挙げられる
。約２Ｘ以上の伸張能力を有する材料が望ましくあり得る。好適な材料の例は、一層当た
り約０．０９～０．１５ｇ／インチ２の坪量又は他の坪量を有することができる。
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【００３８】
　米国特許出願公開第２００８／０１１９８１３号、同第２００８／０１１９８１４号、
同第２００８／０１１９８１５号、及び同第２００８／０１１９８１６号に記載の材料及
びストレッチ機構は、外部カバー２０又は股部区域などの、任意の部分の構造及び構成に
使用され得る。
【００３９】
　耐久性のある外側カバーの材料は、所望の快適性、外観及び性能を外側カバー２０に付
与するように選択されてもよい。ある状況では、広範囲にわたって汚れる又は損傷を受け
た場合に、費用及び罪悪感の問題を最小限にして廃棄できるように、十分に安価な耐久性
のある外側カバーの材料を選択するのが望ましくあり得る。
【００４０】
　半耐久性の外側カバーの材料は、おむつ又はパンツの分野で既知の、任意の天然又は合
成の不織布ウェブ及び／又はフィルム材料を包含することができる。外側カバー２０を構
成することができる半耐久性の材料は、使い捨ておむつの構成要素として用いられる不織
布ウェブ材料を形成するために使用される、ポリプロピレン及び／又はポリエチレン繊維
、ポリエステル繊維、並びに任意のその他の合成繊維、及びこれらのブレンドの不織布ウ
ェブ材料を包含することができる。綿、亜麻布、羊毛、竹、麻布、絹、レーヨン等の天然
繊維は、外側カバー２０の構成要素層として好適なそのような不織布ウェブを形成するた
めに、合成繊維とブレンドされてもよい。
【００４１】
　半耐久性の外側カバーの材料として使用されることが考慮され得る繊維、不織布、及び
不織布とフィルムとの積層体の非限定的な例は、米国特許第７，２２３，８１８号、同第
７，２１１，５３１号、同第７，０６０，１４９号、同第６，９６４，７２０号、同第６
，９０５，９８７号、同第６，８９０，８７２号、同第６，８８４，４９４号、同第６，
８７８，６４７号、及び同第５，５１８，８０１号、並びに米国特許出願公開第２００８
／０３１９４０７号、同第２００８／００４５９１７号、同第２００７／０２９３１１１
号、同第２００７／０２８７９８３号、同第２００７／０２８７３４８号、同第２００７
／０２４９２５４号、同第２００７／０２０３３０１号、及び同第２００５／０１６４５
８７号に見出すことができる。
【００４２】
　半耐久性の外側カバーの材料はまた、所望の快適性、外観及び性能を外側カバー２０に
付与するように選択されてもよい。ある状況では、広範囲にわたって汚れる又は損傷を受
けた場合に、費用及び罪悪感の問題を最小限にして廃棄できるように、十分に安価な半耐
久性の外側カバーの材料を選択するのが望ましくあり得る。
【００４３】
　外側カバーはまた、又は更に、改善された液体浸透耐性及び／又は弾性特性を提供する
ために、弾性であってもよい、積層された又は実質的に独立したフィルム層を有してもよ
い。弾性特性は、弾性ストランド、バンド、スクリム等などの他の材料を、層、バンド、
又はストリップ形式で外側カバーに加えることによって付加される又は強化されることも
できる。フィルム層は、耐久性のある材料又は半耐久性の材料と共に積層されてもよい。
フィルム層は、ＫＲＡＴＯＮ（Ｋｒａｔｏｎ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ　Ｕ．Ｓ．，ＬＬＣ，Ｈ
ｏｕｓｔｏｎ，Ｔｅｘａｓの製品）ベースのエラストマーを含んでもよく、又は更なる例
として、ＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｈｏｕｓｔｏｎ，
ＴＸから入手可能なＶＩＳＴＡＭＡＸＸをベースとするエラストマー；ＦＬＥＸＡＩＲＥ
、ＥＸＴＲＡＦＬＥＸ又はＦＡＢＲＩＦＬＥＸ（Ｔｒｅｄｅｇａｒ　Ｆｉｌｍ　Ｐｒｏｄ
ｕｃｔｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，Ｒｉｃｈｍｏｎｄ，ＶＡの製品）、及びＦｕｌｆｌ
ｅｘ　Ｅｌａｓｔｏｍｅｒｉｃｓ　Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ（Ｇｒｅｅｎｖｉｌｌｅ，ＴＮ）
から入手可能な種々のラテックスを含有しないエラストマーシートを含んでもよい。
【００４４】
　エラストマー材料を布若しくは不織布層の繊維状構成要素として又はフィルム層として
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含有することは、着用者の臀部及び／又は腰部エリア周囲などにかけての着用者の生体構
造及び動きに順応するために有用となり得る伸縮性及び弾性の改良、並びにフィット及び
快適さの改善をもたらす。更に、フィルム層を含む場合には、更なる液体閉じ込め能力を
外側カバーに付与することができる。着用されている状態の外側カバー内に通気性を提供
して湿度を低減し、液体閉じ込め能力が望ましい場合に皮膚が水分過剰になる可能性を低
減するために、フィルム層は、実質的に液体不透過性であるが蒸気透過性であるフィルム
を包含してもよい。通気性の良いフィルムは、様々なプロセスによりフィルムを機械的に
穿孔又は開口することによってもたらされてもよい。このようなプロセスの例は、同時係
属中の米国特許出願番号第１２／３６６，８２５号、及び同第１２／５３４，３５３号に
記載される。
【００４５】
　図２Ａを参照すると、１つの例において、外表面２４は、耐久性のある材料又は半耐久
性の材料の第１の層により形成されてもよい。選択される材料は、疎水性を有して、かか
る第１の層に改善された液体閉じ込め特性を提供する繊維を包含することができる。しか
しながら、別の例では、材料がもっと簡単に液体を吸収及び／又は透過することができる
ように、選択される材料が、親水性繊維、又は親水性になるように処理された繊維を包含
することが、ある状況では望ましくあり得る。これは、液体排出物がインサートから流出
する事象に対して外側カバー内に追加の吸収性を提供する、又は液体排出物がインサート
から流出したことをユーザーに知らせる１つの方法を提供するのに貢献することができる
。更に、ある状況では、ユーザー及び／又は着用者が魅力的だと感じる心地よい感触を有
するように、選択される材料は柔らかな触覚性を有するのが望ましくあり得る。材料はま
た、色合い、光沢、質感等を非限定的に含む所望の外観を有するように選択されてもよい
。
【００４６】
　外側カバー２０は、耐久性のある材料又は半耐久性の材料の単一層で形成されてもよく
、あるいは、前側領域２７及び／又は後側領域２８内に２つ以上の層を有してもよい。し
たがって、図２Ｂを参照すると、別の例において、内表面２５は、耐久性のある材料又は
半耐久性の材料の第２の層で形成されてもよい。選択される材料は、疎水性を有して、第
２の層に改善された液体閉じ込め特性を提供する繊維を包含することができる。しかしな
がら、別の例では、選択された材料は、親水性繊維、又は親水性になるように処理された
繊維を包含するのがある状況では望ましくあり得る。これは、内表面２５を形成する材料
が、もっと簡単に液体を吸収する、又は液体が材料を透過することができるようにするた
めに、ある状況では所望であり得る。これは、液体排出物がインサートから流出する事象
に対して外側カバー内に追加の吸収性を提供し、外側カバーが漏れる可能性を低減するの
に貢献することができる。あるいは、湿気が外表面上で可視であるように湿気を外側カバ
ーの外層まで透過させることによって、液体排出物がインサートから流出したことをユー
ザーに知らせる１つの方法を提供することができる。あるいは、より乾燥したより快適な
感触を目的として、皮膚から水分を引き離す傾向がある層を提供するのに役立つ可能性が
ある。
【００４７】
　更に、ある状況では、皮膚に対して、特に外側カバーと着用者の皮膚との間にインサー
トのどの部分も存在しないことが見込まれる領域内の皮膚に対して心地よい感触を有する
ように、内表面２５用に選択される材料は柔らかな触覚性を有するのが望ましくあり得る
。
【００４８】
　別の例では、材料の第２の層は、例えば、エラストマー材料の繊維（例えば、スパンデ
ックス）を含むなどして強化された弾力性を有する繊維材料で形成されてもよい。別の例
では、中間フィルム層を別の層と共に包含してもよく、積層してもよく、又は積層しなく
てもよい。
【００４９】
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　上述のように、１つを超える層（例えば、２つ、又はそれより多くの層）の外側カバー
２０を形成することにより、様々な利益を提供することができる。第２の層（及び任意の
追加層）は、外側カバー２０全域に、横方向と長手方向の両方の追加の引張強度を提供す
ることができる。更に、第１の層は第１の一連の特性のために選択されてもよく、第２の
層は第２の一連の特性を目的として選択されてもよい。例えば、第１の層を形成する材料
は、比較的高い弾力性、並びに特定の質感、色及び／又はその他の外観に関連した特性を
有するように選択されてもよく、第２の層を形成する材料は、内層の目的上、比較的高い
疎水性、親水性及び／又は皮膚に対する柔軟性を有するように選択されてもよく、２つの
層は組み合わされて、所望の特性の組み合わせを外側カバーに付与する。例えば、内層は
、吸収力、及び流体流出（漏れ）の可能性の低下をもたらすように、親水性の材料で形成
されてもよい、及び／又はより親水性になるように処理されてもよいのに対して、外層は
、例えば、周囲の汚れを阻止するために、又は内層から外層への液体透過を阻止するため
に、より疎水性の材料で形成されてもよい。更に、単一層と比べて、複数の層は、より滑
らかでより魅力的な外観を目的として、インサートの隆起、角部、シーム、又はその他の
特徴を包み隠すように良好に機能する。
【００５０】
　異なる材料の異なる層を形成するのに加えて、異なる材料の単一層、例えば、外側カバ
ーのそれぞれの前側領域、股領域及び／又は後側領域の材料が異なる単一層を形成するの
が望ましくあり得る。そのような異なる材料は、内部シーム４０及び／又は外部シーム４
１などのシームで結合されてもよい。例えば、後方区域２８の内表面を主に形成する材料
は、主として、着用者の体輪郭の周囲に密着嵌合（snug fit）を提供し、かつ着用者の動
き（すなわち、臀部及び腰回りの周囲）に適合するように良好に機能し得る弾性特徴を目
的として選択されてもよい。これに対して、前側領域２７及び／又は股領域２６の内表面
を主に形成する材料は、主として、液体排出物を収容するように良好に機能し得る疎水性
又は親水性を目的として選択されてもよい。
【００５１】
　外側カバーの層又はその他の要素は、例えば、接着剤、機械的結合、超音波接合、縫合
、縫製、縁かがり、縁取り等の任意の好適な手段によって互いに結合されてもよい。
【００５２】
　上記の構造及び材料に加え、又はこれの代替として、他のカバーが構成され、Ｄｏｎａ
ｌｄ　Ｃ．Ｒｏｅ（Ｐｒｏｃｔｅｒ　＆　Ｇａｍｂｌｅ、代理人整理番号第１１５５７号
、同１１５５８号、及び同１１５５９号）により、同日に出願された、係属中の米国特許
出願番号第１２／６８７，４１２号、同第１２／６８７，５２８号、及び同第１２／６８
７，４２５号、各表題「ＲＥＵＳＡＢＬＥ　ＯＵＴＥＲ　ＣＯＶＥＲ　ＦＯＲ　ＡＮ　Ａ
ＢＳＯＲＢＥＮＴ　ＡＲＴＩＣＬＥ」、「ＲＥＵＳＡＢＬＥ　ＯＵＴＥＲ　ＣＯＶＥＲ　
ＦＯＲ　ＡＮ　ＡＢＳＯＲＢＥＮＴ　ＡＲＴＩＣＬＥ　ＨＡＶＩＮＧ　ＺＯＮＥＳ　ＯＦ
　ＶＡＲＹＩＮＧ　ＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳ」、及び「ＬＥＧ　ＡＮＤ　ＷＡＩＳＴＢＡＮ
Ｄ　ＳＴＲＵＣＴＵＲＥＳ　ＦＯＲ　ＡＮ　ＡＢＳＯＲＢＥＮＴ　ＡＲＴＩＣＬＥ」に定
義及び記載されるように、「洗濯可能な」材料を含む。
【００５３】
　伸縮性腰部バンド、脚部バンド
　図１、図２Ａ及び図２Ｂを再び参照すると、前方腰部バンド部分３４、後方腰部バンド
部分３５、及び脚部バンド部分３６が図示されている。これらバンド部分３４、３５、３
６の１つ以上は、スパンデックス又はスパンデックスと他の繊維とのブレンドなどのエラ
ストマー材料を含む１つ以上のストランド又はストリップで形成されてもよく、このスト
ランド又はストリップは、外側カバー２０の内層及び／又は外層を形成する材料の縁部を
包含し得る不織布又は繊維材料に被包されて、それぞれのバンド部分を形成しかつ伸縮性
を持たせる。弾性材料は、ピンと張った状態で、又は加えられたひずみゼロで、外側カバ
ー層に又は外側カバー層内に添着され得る。弾性ストランド又はストリップを被包する繊
維材料は、弾性ストランド又はストリップの周囲に縫い付けられて、それらをそれぞれの
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バンド部分の中の定位置に保持することができる。製造プロセス中に、これらのバンド部
分を形成するために弾性材料が被包される及び添着される前に及びその間に、弾性材料が
ピンと引っ張られると、弛緩の際に、被包材料及び隣接する外側カバーの材料にギャザー
が寄り、それに沿って波打ち構造（ruffle）３７が形成され、ギャザーの付いた外側カバ
ー材料をもたらす。これは、密着嵌合、着用者の快適性及び外観を改善するのを助けるこ
とができる。バンド部分は、外側カバーの縁部に沿って配置されてもよく、ある状況では
、外側カバー２０が着用されている間、着用者の脚及び／又は腰部を実質的に若しくは完
全に包囲するバンドを形成するように、脚部及び／又は腰部開口部のほぼ全長に沿って位
置付けられたバンド部分を有するのが望ましくあり得る。波打ち構造３７内のギャザーが
付けられた材料は、腰部バンド部分３４、３５及び脚部バンド部分３６の伸縮に適合する
ように機能し得る。記載されたような伸縮性脚部バンド部分３６を含むこの構成は、着用
者の脚の周囲により良好な密着をもたらすことができるだけでなく、適切に寸法設定され
かつ成形された材料で作製された場合に、外側カバー２０が着用されたときに股領域に袋
様構造体７５（図１参照）を形成するのを可能にすることができ、この袋様構造体７５は
、外側カバー内にインサート５０（図３）を収容するための空隙を提供し、かつインサー
ト５０を外側カバー２０内の定位置に、股領域内で実質的に横方向に中心合わせされた位
置に保持するのを助けるように機能し得る。このことは、以下に更に説明されるように任
意の長手方向中間位置にではなく、インサート５０の各末端部の近くのみに位置決めされ
たファスナー構成要素によって、インサート５０が外側カバー２０内に取り付けられる例
において有利であると考えることができる。あるいは、又は代替として、腰部バンド部分
３４、３５及び脚部バンド部分３６の弾性ストランド又はストリップは、外側カバー内の
それぞれの端部の位置又は端部の近くのみ、例えば、外側カバーの材料で形成された袋状
、管状又は被包構造体の中に固定されてもよい（本明細書では「引きひも弾性」とも呼ば
れる）。これにより、弾性材料及び関連する外側カバーの材料は、互いに自由に及び独立
して伸張及び移動することができることになり、密着及び快適性を促進することができる
。そのような伸縮性のある脚部バンド部分３６によってもたらされる着用者の脚の周囲の
密着嵌合は、着用可能吸収性物品の閉じ込め能力を高める働きをすることができる。
【００５４】
　腰部バンド部分３４、３５及び脚部バンド部分３６の１つ以上は、上記のやり方で、又
はその他の手段により伸縮性を持たされてもよい。例えば、弾性腰部バンド及び脚部バン
ド、又は従来の布製下着、ブリーフ、若しくはその他の衣料品のその他のバンド機能を形
成するために使用されるような伸縮性のあるバンド／ストリップ材料は、独立して製造さ
れて、その製造中に、外側カバー２０を形成する材料に任意の好適な方法で添着されても
よい。
【００５５】
　別の例では、腰部バンド部分３４、３５及び脚部バンド部分３６の１つ以上は、接着剤
及び／又は圧縮結合を用いて、脚部開口部及び／又は腰部開口部の縁部の周囲に簡単に添
着された弾性材料で形成されてもよい。別の例では、弾性ストリップ材料は、複数のピン
と張られたエラストマーストランド又はストリップを、未延伸の不織布ウェブ材料又はフ
ィルムの１つ以上のストリップに添着することにより形成されてもよい。得られた弾性ス
トリップ材料を弛緩させると、未延伸の材料は、ギャザーの付いた未延伸の材料を含む横
皺を形成し、弾性ストリップ材料の伸縮に適合することになる。腰部バンド部分３４、３
５及び／又は脚部バンド部分３６の１つ以上に弾性ストリップ材料を添着することにより
、この弾性ストリップ材料を使用して、伸縮性腰部バンド部分３４、３５及び／又は脚部
バンド部分３６の１つ以上を形成することができる。
【００５６】
　固定バンド
　図２Ａ、図２Ｂに示されるように、外側カバー２０はまた、外側カバー後側領域２８上
に又は外側カバー後側領域２８内に配置される固定バンド３８のような固定補助具を有し
てもよい。図２Ａ及び図２Ｂに示されるように、固定バンド３８は、層に沿って添着され
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るか、又は層の間に配置されて、外側カバー２０の内表面２５及び外表面２４を形成する
。固定バンド３８は、外側カバー２０の後部角部に近い位置又は締結用耳部２９に近い位
置に添着される、材料のエラストマーの又は伸縮性のあるストリップ又はバンドを有して
もよい。したがって、固定バンド３８は、固定バンド３８の末端部のみによって、又は固
定バンド３８の限定された数の選択された中間部横方向位置においてのみ外側カバーに取
り付けられるので、固定バンド３８は、外側カバー２０の内表面及び外表面を形成する層
から、その横方向長さに沿った外側カバーの他の層から部分的に又は実質的に力分離（fo
rce-decoupled）され得る。例えば、固定バンド３８は、固定バンド３８の末端部におい
てのみ、外側カバー２０に取り付けられてもよい。別の例では、固定バンド３８は、固定
バンド３８の末端部においてのみ、又は固定バンド３８の横方向中心においてのみ、外側
カバー２０に取り付けられてもよい。この実質的に力分離される構成により、固定バンド
３８及び外側カバー２０の周囲部分が、実質的に互いに独立して伸張する及び動くことが
可能になり、より良好な密着及び快適性が促進され得る。しかしながら、別の例では、固
定バンド３８は、固定バンド３８の実質的に全長に沿って、外側カバーの内表面及び外表
面のいずれか又は両方を形成する伸縮性材料の層が積層された、ないしは別の方法でこの
層に固定された、弾性バンド、ストリップ又はストラップであってもよい。
【００５７】
　着用者に適用するために横方向に引っ張られると、固定バンド３８は、物品の横方向張
力を着用者の腰部の周囲に提供する（又は補完する）ように機能して、腰部開口部をゆる
やかに引く傾向があり、密着を強化し、かつ着用者の腰部の周囲への着用可能な吸収性物
品の固定を強化することができる。固定バンドの弾性率は、包囲する、隣接する、又は同
一の広がりを持つ外側カバーの材料の弾性率よりも大きい。
【００５８】
　固定バンド、又は１つ以上の固定バンド部材のシステムは、例えば、次の文献に記載さ
れている任意の追加特徴を有してもよい：係属中の米国特許出願番号第１１／８１０，７
４１号、同第１１／８１０，７０８号、同第１２／１０１，４７６号、同第１２／０２８
，３１７号、同第１１／８１０，７４５号、同第１１／８１０，７４２号、同第１１／８
１０，７３４号、同第１１／８１０，７７９号、同第１１／８１０，７１５号、同第１１
／８１０，７３３号、同第１１／８１０，７３６号、同第１１／８１０，７７７号、同第
１１／５９９，８６２号、同第１１／８１０，９０１、及び１１／５９９，８５１号、同
第１１／８９９，８１２号、同第１２／２０４，８４４号、同第１２／２０４，８４９号
、同第１２／２０４，８５４号、同第１２／２０４，８５８号、同第１２／２０４，８６
４号、同第１１／８９９，８１０号、同第１１／８９９，６５６号、同第１１／８９９，
８１１号、同第１１／８９９，８１２号、同第１２／２０４，８４４号、同第１２／２０
４，８４９号、同第１２／２０４，８５４号、同第１２／２０４，８５８号、及び同第１
２／２０４，８６４号、並びにＤｏｎａｌｄ　Ｃ．Ｒｏｅ（Ｐｒｏｃｔｅｒ　＆　Ｇａｍ
ｂｌｅ、代理人整理番号第１１２２５Ｍ号、同１１５６５号及び同１１５６６号）により
同日に出願された同時係属中の米国特許出願第１２／６８７，４３７号、及び同第１２／
６８７，５５４号、同第１２／６８７，４４４、それぞれ表題が「ＲＥＵＳＡＢＬＥ　Ｗ
ＥＡＲＡＢＬＥ　ＡＢＳＯＲＢＥＮＴ　ＡＲＴＩＣＬＥＳ　ＷＩＴＨ　ＡＮＣＨＯＲＩＮ
Ｇ　ＳＹＳＴＥＭＳ」、「ＲＥＵＳＡＢＬＥ　ＷＥＡＲＡＢＬＥ　ＡＢＳＯＲＢＥＮＴ　
ＡＲＴＩＣＬＥＳ　ＷＩＴＨ　ＡＮＣＨＯＲＩＮＧ　ＳＵＢＳＹＳＴＥＭＳ」、及び「Ｒ
ＥＵＳＡＢＬＥ　ＯＵＴＥＲ　ＣＯＶＥＲＳ　ＦＯＲ　ＷＥＡＲＡＢＬＥ　ＡＢＳＯＲＢ
ＥＮＴ　ＡＲＴＩＣＬＥＳ」に記載される任意の追加的な機構を有し得る。
【００５９】
　別の例では、図２Ａ及び図２Ｂの固定バンド３８の図示された位置により示したように
実質的に横方向に配向されるのではなく、又はこれに加えて、固定バンドを形成する１つ
以上の部材は、長手方向と横方向との間に斜めに配向されてもよい。例えば、図２Ａに示
されるように、一対の斜めの固定バンド３８ａは、外側カバーの角部及び／又は締結用耳
部２９に近接する位置エリアにおいて固定されるそれぞれの腰部末端部を有してもよく、
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図２Ａに示されるように、外側カバー２０の横方向及び長手方向両方の中心に向かってそ
れぞれ延びてもよい。バンド３８ａのそれぞれの中心末端部は、図２Ａに示されるように
、外側カバーの横方向中心近くの位置において外側カバーに添着されてもよく、バンド３
８ａは、上述のように、バンド３８ａの長さに沿って外側カバーから力分離される又は外
側カバーに力結合（force-coupled）されてもよい。以下に更に記載されるように追加的
な長手方向支持を目的としてインサートが固定バンドに接続される例では、斜めの固定バ
ンド３８ａなどの斜めの固定バンドは、外側カバー２０に沿った追加の長手方向張力を提
供して、その中に追加の長手方向支持を提供するように機能することができる。
【００６０】
　外側カバーの非対称性
　外側カバー２０の密着、着用者の快適性、及び外観を向上させる及び／又は最大にする
ために、意図される着用者の解剖学的輪郭及び体の動きに適合するように外側カバー２０
を形作るのが望ましくあり得る。例えば、図２Ａ及び図２Ｂに示されるように、外側カバ
ー２０は、後側領域２８において前側領域２７と異なる形状及び／又は前側領域２７より
も大きな材料表面積を有してもよい。下胴部／腰回り／太腿領域の人体構造は、体の横平
面を中心に非対称である、すなわち、人体の前側の幾何学的形状は後側の形状と異なる。
より良好な密着及び快適性を提供するために、外側カバーの形状及び伸縮性などの機能性
は、適宜適合され得る。後側領域における異なる形状及び／又はより大きな材料表面積は
、着用者の動作（座る及び／又は腰の位置で体を前に曲げるを含む）を通して臀部をより
良好に覆うのに役立つことができ、前側領域における少ない材料表面積は、特に着用者が
座る及び／又は腰の位置で体を前に曲げるなどといった姿勢にあるときに、材料が塊化す
る及び／又は着たときの外観が悪くなるのを回避するのに役立つことができる。その結果
、外側カバーの形状又は表面積は、外側カバー横方向軸４５に対して非対称であってもよ
い。
【００６１】
　この説明の目的上、外側カバーに関して用いられる場合、「非対称な」及び「非対称」
とは、外側カバー横方向軸４５の片側の特徴、幾何学的形状（例えば、形）、材料及び／
又は構成体が、外側カバー横方向軸４５の反対側のそれらと、いくつかの点で実質的に異
なることを意味する。そのような非対称な構成体は、着用可能吸収性物品の閉じ込め／吸
収性能、快適性、密着及び／若しくは外観を改善するために、並びに／又は材料の使用を
節約するために、意図される着用者の前側と後側で異なる身体特徴及び機能に適合するよ
うに設計された外側カバー２０の様々な特徴を有することによりもたらされる。「非対称
な」及び「非対称」は、純粋に表面的な色合い又は表面装飾；インサートの締結（例えば
本明細書に記載のファスナー構成要素）；外側カバーを束ねる、折り畳む、保管する、又
は運搬する；外側カバー内でインサートの向きを定める（逆もまた同様）ための印（例え
ば本明細書に記載の向きの印）の目的だけのため、又は着用可能な吸収性物品の性能、快
適性、密着及び／若しくは物理的外観に影響を与えるための、並びに／又は材料の使用を
節約するための、意図される着用者の前方と後方で異なる身体特徴及び機能に実質的に関
連しない他の目的のために、外側カバー上に含まれる場合がある特徴に起因する外側カバ
ーの横方向軸に対する違いを指さない。
【００６２】
　外側カバー横方向軸４５に対する他の非対称は、同様に存在してもよい。例えば、図２
Ａ及び図２Ｂに示されるように、上で説明したように腰部開口部の調節機能を目的として
、比較的局所化された外側カバーファスナー構成要素３０が、それぞれ、締結用耳部２９
上に配置されてもよく、比較的横方向に拡張された受け側ファスナー構成要素３１が、外
側カバー前側領域２７上に配置されてもよい。締結耳部２９は、前側領域２７上に同じよ
うに存在しない、後側領域２８からの横方向延長部を形成することができる。外側カバー
横方向軸４５に対して外側カバーの機能的及び構造的非対称を作り出す違いの例が存在す
る。本明細書に記載のタイプの吸収性物品は、通常、着用者がユーザーにほぼ向かい合っ
ているときに交換されるので、そのような構成は、これらの締結及び腰部開口部の調節機
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能の特徴を、ユーザーに面している着用者の前方腹部に位置付けることによってユーザー
の便宜を高める。
【００６３】
　非対称の別の例では、様々な組成、構成及び／又は特性の材料は、後側領域２８と比べ
て、前側領域２７を主に形成してもよい。例えば、後側領域２８を形成する材料は、前側
領域２７を形成する材料と比べて、改善された伸張／弾性特性を目的として選択されても
よい。この例では、改善された伸張／弾性特性を有する材料は、臀部の輪郭上でより良好
に適合、伸張、及び収縮し、かつ、座る及び／又は腰の位置で体を前に曲げるなどの体の
動きに適合して、より良好な被覆及び密着を提供するように機能してもよい。
【００６４】
　非対称の更なる例では、外側カバー２０は、前側領域２７と後側領域２８とで異なる、
弾性バンド、固定バンド及び／又は他の部材などの構造を有してもよい。
【００６５】
　非対称の更なる例では、外側カバー２０を形成する材料は、前側領域と後側領域とで異
なるレベルの親水性及び／若しくは疎水性、異なるレベルの通気性、異なる摩擦係数、並
びに／又はその他の異なる機能的属性を有していてもよい、又はこれらが付与されてもよ
い。
【００６６】
　したがって、外側カバー横方向軸４５に対する外側カバーの非対称は、ただ１つの前側
領域とただ１つの後側領域とを有するような外側カバーの設計及び構成の結果であること
、すなわち、外側カバー２０の密着、快適性、性能及び外観が最適であるとしたら、前側
領域及び後側領域は相互に交換可能でないことが理解される。
【００６７】
　追加の外側カバー、前側腰部領域及びランディング区域の詳細
　ここで図１４～図１８Ｃを参照すると、吸収性物品１０は内側の、着用者に面する表面
を有する。意図する通り、着用者にフィットさせるとき、着用者に面する表面は、着用者
に最も近い吸収性物品１０の表面である。図１４では、外側カバー２０の着用者に面する
表面及び吸収性インサート５０が可視である。図１４の底面右側角において、外側カバー
２０は２つの別個の層、内層２０１及び外層２０２を有しているのが示されている。外層
２０２の着用者に面する表面及び内層２０１の衣類に面する層が可視であるように、内層
２０１は、外層２０２から分離され、折り畳まれているのが示されている。図１５は、衣
類に面する表面が最も可視であり、脚部開口部２０３及び腰部開口部２０４を通じて着用
者に面する表面の一部が可視である、着用するように構成された吸収性物品１０を示す。
【００６８】
　前側腰部領域２０５若しくは後側腰部領域２０６、又は両方は、外側カバーファスナー
構成要素３０を含む場合がある。図１４は、後側腰部領域２０６上の着用者に面する側上
の外側カバーファスナー構成要素３０を示す。吸収性物品１０は、着用者の臀部の下に後
側腰部領域２０６を配置し、前側腰部領域２０５を脚部と腹側の尻部若しくは胴体との間
で上方に引き（おむつの腰部が着用者上でどこに位置することを意図されているかによっ
て）、後側腰部領域２０６の着用者に面する表面上でファスナーを前側腰部領域２０５の
衣類に面する表面に締結することによって、着用者に適用され得る。また、例えば後側腰
部領域２０６の衣類に面する表面上のファスナーを前側腰部領域２０５の着用者に面する
表面上に締結することも可能である。したがって、締結システムの説明、及び具体的には
、ランディング区域もこのように構成要素が逆になる実施形態も考慮するということが理
解される必要がある。
【００６９】
　図１６は、外側カバー２０の衣類に面する表面を示す。外側カバー２０の衣類に面する
表面は、前側腰部領域２０５内にランディング区域２０７を有し得る。ランディング区域
２０７は、外側カバーファスナー構成要素３０を介して後側腰部領域２０６と前側腰部領
域２０５を結合するように構成され得る。外側カバーファスナー構成要素３０は、機械的
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ファスナー、例えばスナップ、ボタン若しくはボタン穴、結び目、ジッバー、ホック、面
ファスナーなどを含んでもよい。外側カバーファスナー構成要素３０は、感圧式接着剤、
接着剤、選択的接着剤、又は粘着剤などの化学的ファスナーを含んでもよい。ランディン
グ区域２０７は、外側カバーファスナー構成要素３０と係合可能に協働する表面又は用具
を含んで、それらの間の締結をもたらしてもよい。例えば、外側カバーファスナー構成要
素３０が機械的である場合、ランディング区域２０７は、スナップ、ボタン若しくはボタ
ン穴、結び目、ジッバー、ホック、針穴又はループを含み得る。物品１０が再利用可能で
ある場合、外側カバーファスナー構成要素３０及びランディング区域２０７を、汚れに耐
性のあるシステムとして提供することが望ましい場合がある。例えば、一部の接着システ
ムは、おむつを交換する際に一部の介護者によって使用され得るような粉類又は油類に露
出されたときに無効となり得る。再利用可能な物品１０は代わりに、機械的ファスナー、
又は、いくつかの選択的な接着システム若しくは密着力のあるシステムのような、汚れる
ことに強い、若しくは汚れた後に再生成することができる化学的ファスナー、のいずれか
の締結システムを含んでもよい。再利用可能な物品１０で有用であり得る、代表的な化学
的ファスナーは、米国特許第７，７２２，５９２号（Ｄａｌａｌら）、同第５，９０８，
６９５号（Ｋｏｂｅら）、及び米国特許出願公開第２００８／００５８７５３号（Ｄａｌ
ａｌ）に説明されており、これらはそれぞれその全体を本明細書に援用するものである。
再利用可能な物品１０に関して、少なくとも５回、又は少なくとも１０回、又は少なくと
も１５回の、洗濯機内での洗濯サイクルを締結性能において顕著な劣化を有することなく
経験することができる締結システムを使用することが望ましい場合がある。より好ましく
は、再利用可能な外側カバーの締結性能は、外側カバー１年以上の通常使用で有用であり
つづけることが望まれているように、３０、４０、又は更には５０回の洗濯の後に実質的
に劣化しないということが望ましい場合がある。これに関して、締結性能の「実質的な劣
化」とは、２つの締結構成要素が、複数の状況下で意図された締結係合にされ、次いで係
合力のかかる方向と同じ方向に沿って、分離力によって分離された後の、分離に対する初
期の耐性の５０％超の損失を意味する。
【００７０】
　図１６では、ランディング区域２０７が、物品１０の横方向の腰部縁部に実質的に平行
な、横方向に延びる縁部を有しているのが示されている。一部の実施形態では、図１７で
は、ランディング区域２０７は代わりに、山型の形状又はブーメランの形状であってもよ
い。かかる実施形態では、物品１０の外周は、ランディング区域２０７の外形に追随して
もよく、又は図１７において示されているように、追加材料２０８が、ランディング区域
２０７の長手方向縁部の上方で物品１０の腰部を隆起させるのに使用されてもよい。追加
材料２０８は、例えば、内層２０１又は外層２０２と同じ材料であってもよい。一部の実
施形態では、内層２０１及び／又は外層２０２は、内層２０１及び／又は外層２０２が前
側腰部領域２０５及び股領域２６の少なくとも一部分を通って連続であるように、ランデ
ィング区域２０７の下で連続的に延びてもよい。
【００７１】
　物品にいくらかの曲げ剛性を、特に前側領域に、より具体的にはランディング区域に付
与することが望ましい場合がある。物品の前側領域が過度に柔軟である、すなわち「だら
りと垂れる」場合には、これは、着用者に対して物品を適用する際に、材料を適切な位置
に制御し、かつ制御するのが難しい状況をもたらすおそれがあり、それは物品が着用され
ている間に丸まってしまう傾向もあり得る。したがって、前側領域、及び特にランディン
グ区域にいくらかの曲げ剛性を付加することは、物品の着用時の取り扱い及び制御を促進
するのを助け、これはまた、前側領域の材料が丸まってしまうのを防止するのに役立つ。
いくらかの曲げ剛性は望ましい場合があるが、曲げ剛性が高すぎるのは、着用者にとって
不快感の原因を作り得る。望ましい曲げ剛性を有するランディング区域を構成することが
可能である。
【００７２】
　例えば、２部分からなる物品の外側カバーは、ランディング区域２０７が締結システム
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のループ部分を含む、面ファスナーを含んでもよい。様々な裏打ち、又は異なる厚さ、ル
ープの高さ、若しくは材料の曲げ剛性に寄与する他の機構を有するループ材料の中から選
択することによって、前側腰部領域２０５において、ループ材料の剛性のみに依存してラ
ンディング区域２０７を形成しながら、望ましい曲げ剛性を得ることが可能である。一実
施例では、適したループ材料は、８オンス／平方ヤードの坪量を有する編地又は織布ポリ
エステルフリース布地であり得る。この材料は、一方の面又は両面が毛羽立てられて、圧
縮可能な嵩張り及び厚さを付与することによって、曲げ剛性に寄与する一方で、圧縮可能
かつ柔軟な感触を更に有してもよい。かかる布地は、面ファスナー式締結システムのルー
プ構成要素として使用するのに適した、ランディング領域材料としての役割を果たす。よ
り大きな程度の毛羽立てを有する面は、内側に配置されて、ランディング区域の構造に圧
縮可能な厚さを付与することが期待されてもよく、その一方で、相対的により小さな毛羽
立てを有する面又は毛羽立てされていない面は、ランディング区域の外側（衣類に面する
）表面を形成し、面ファスナー式締結システムのフック構成要素との好適な締結可能係合
性をもたらしてもよい。
【００７３】
　一部の状況では、補強部材２０９を提供することが望ましい場合があり、これはランデ
ィング区域２０７を形成する材料と、内層２０１を形成する材料との間に配置され得る。
別個の補強部材２０９は、締結システム自体の特性を変えることなく、ランディング区域
２０７の特性の修正を可能にする。例えば、面ファスナー式締結システムにおいて、より
長い、又はより高いループは、システムを解放するのに必要とされる力を、恐らく望まし
くない程度まで変え得る。補強層を含んで、ランディング区域に曲げ剛性を付与し、望ま
しくない効果を軽減することができる。
【００７４】
　一部の実施形態では、補強部材２０９は、ポリマーフォーム又は他の圧縮可能な材料を
含んでもよい。フォームの補強部材２０９は、物品１０が着用者にとって不快となるほど
ランディング区域２０７を硬くすることなく、物品１０を取り扱いしやすく、適用しやす
くし、及び／又は交換しやすくするのに十分な剛性をランディング区域２０７にもたらす
ことができる。具体的には、多くのループ材料の裏打ちとは異なり、補強部材２０９は圧
縮可能であってもよく、これによって前側腰部領域２０５は、制御不可能な程だらりと垂
れることなく「柔軟な」感触であり、これによって補強部材２０９は、着用者に対して押
圧された場合に補強部材２０９自体に圧縮され得、これによって前側腰部領域２０５を様
々な着用者の寸法及び形状に対してより適合させる。一部の実施形態では、補強部材２０
９及びランディング区域２０７は、製造されたときに前側腰部領域２０５がｚ方向におい
て（すなわち物品１０の横方向軸４５及び長手方向軸４６の両方に垂直な方向）、２．７
６ｋＰａ（０．４ｐｓｉ）下で、垂直圧の２０～５０％、又は２５～４０％、又は２５～
３５％圧縮可能である。
【００７５】
　曲げ剛性に関して、ランディング区域２０７を形成する材料（例えばループ材料）は、
補強部材２０９を有さずに、１つ以上の特定の位置において、本明細書のランディング区
域の曲げ剛性試験を使用して測定されたときに、６０～１２０Ｎ／ｍ、より好ましくは７
０～１１０Ｎ／ｍ、更により好ましくは８０～１００Ｎ／ｍの曲げ剛性を有するように選
択されてもよい。より大きな厚さ及び圧縮率が望ましい場合では、補強部材はループ材料
の背後に提供されてもよく、１００～３００Ｎ／ｍの曲げ剛性を付与するのに役立ち得る
。言及したように、フォーム層を使用して補強層を形成してもよい。
【００７６】
　かかる曲げ剛性は、少なくとも１箇所、しかしより好ましくは、ランディング区域の曲
げ剛性試験において説明するように３箇所全てで存在するのが望ましい場合がある。これ
は有利に硬く、介護者に物品を適用させ、素早くかつ容易にランディング区域にファスナ
ーを係合させるランディング区域と、前側領域における材料の纏まりの回避とのバランス
を取りながらも、望ましい柔軟性、従順性、及び着用者にとっての快適性をランディング
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区域にもたらす。
【００７７】
　また、前側腰部領域の横方向の伸縮性は制御可能であることが望ましい場合がある。前
側腰部領域の快適性及び認識される柔軟性を提供するために、いくらか限定された伸縮性
が望ましい場合があるが、同時に、前側腰部領域における締結の位置に近接する過剰な伸
縮は、着用時、特に着用者の排出物の重量が詰まっているときに、着用したときに、許容
できない物品の緩いフィット及びたるみに寄与する場合がある。したがって、限定された
伸縮性を有する材料の選択によって、伸縮性を制御することが望ましい場合がある。一部
の実施形態では、補強部材２０９及びランディング区域２０７を形成する材料は、ランデ
ィング区域２０７を有する前側腰部領域２０５の部分が、製造されたときに限定された伸
縮を有するように選択されてもよい。例えば、前側腰部領域２０５のランディング区域部
分は、本明細書のランディング区域の横ひずみ試験に従って測定したときに、１００Ｎの
横力下で６０％以下、又は更には５０％以下、又は更には４５％以下の横ひずみを呈する
ように構成されてもよい。しかしながら、認識される柔軟性及び快適性のためには、前側
腰部領域２０５のランディング区域部分は、本明細書のランディング区域の横ひずみ試験
に従って測定したときに、１００Ｎの横方向の力下で２０％以上の横ひずみを呈するよう
に構成されてもよい。このように、前側腰部領域２０５のランディング区域部分が、１０
０Ｎの横方向の力下で２０％～６０％、又は２０％～５０％、又は更には２０％～４５％
の横歪みを呈することが望ましい場合がある。
【００７８】
　吸収性フォームは当該技術分野において公知であるが、補強部材２０９はいずれの状況
においても吸収性である必要はない。一部の実施形態では、補強部材２０９が疎水性内層
２０１に対して積層された場合、吸収性物品１０に排出された排出物に対して補強部材２
０９はほとんど露出されないか、又は全く露出されない場合がある。一部の実施形態では
、例えば内層２０１が使用されていない場合、又は内層２０１が液体透過性である場合、
補強部材２０９は吸収性であり得、及び吸収性物品１０の全体的な吸収能力に寄与するこ
とができ、並びに／又は前側腰部領域２０５の縁部に沿って吸収性物品１０から外への排
出物の漏出を防止するのに有用であり得る。代表的な吸収性フォームは、例えば米国特許
第５，３３１，０１５号（ＤｅｓＭａｒａｉｓら）、同第５，３８７，２０７号（Ｄｙｅ
ｒら）、及び同第６，０８３，２１１号（ＤｅｓＭａｒａｉｓら）に説明されている。
【００７９】
　一部の実施形態では、フォーム又は他の圧縮可能な補強部材２０９は、一般的なファス
ナーの裏打ちよりも静かであり得る。すなわち、フォームの補強部材２０９は、操作され
たときにカサカサと音を立てたり、又は他のノイズを生じない可能性がある。したがって
、フォームの補強部材２０９は、その音響特性からより柔軟、かつより快適な物品１０を
作製することができる。当然、補強部材２０９は、芯地及び可溶材料（例えば、Ｐｅｌｌ
ｏｎ　Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　ＬＬＣ（Ｓｔ．Ｐｅｔｅｒｓｂｕｒｇ，Ｆ
ｌｏｒｉｄａ，ＵＳＡ）から入手可能）などを物品に着用のための本体部分を提供するた
めに、本明細書に説明するように圧縮可能な補強部材２０９とともに使用される追加層と
して、又は本明細書に説明するように、圧縮可能な補強部材２０９を含まない、物品１０
の他の部分においてのいずれかで他の従来の補強部材と共に使用することができる。
【００８０】
　一部の実施形態では、前側腰部領域２０５はランディング区域２０７によって画定され
得る。あるいは、反対に、ランディング区域２０７は前側腰部領域２０５の実質的に全て
にわたって延びてもよい。これは、介護者にとって、着用者に物品を適用する際に最大の
利便性（すなわち、取り付けに関して大きな標的面積）と、腰部バンド外周の寸法決めに
おいて最大の調節力とを提供し、かつ以下に説明されるように望ましくあり得る、前側腰
部領域に対する剛性を付与する方法も提供する。これに関して、「前側腰部領域２０５の
実質的に全て」は、ランディング区域２０７が、可能性のあるトリム、シームの許容量等
を除き、前側腰部領域２０５と同一の広がりを持ち、いずれの場合においても、前側腰部
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領域２０５と８５％未満の同一の広がりを持つということを意味する。一部の実施形態で
は、ランディング区域２０７は製造時に前側腰部領域２０５と９０％未満の同一の広がり
を持つ場合があり、前側腰部領域２０５と９５％未満の同一の広がりを持つ場合がある。
トリムは、弾性体、腰部バンド、並びにレース、リボンなどのいずれかの装飾物、又は前
側腰部領域２０５に取り付けられ得る他の装飾物を含む。一部の実施形態では、ランディ
ング区域２０７は、前側腰部領域２０５の横方向に実質的に全てわたって延びてもよく、
又は前側腰部領域２０５の長手方向に実質的に全てにわたって延びてよいが、前側腰部領
域２０５の全体に同一の広がりを持たない。補強部材２０９が存在する場合、補強部材２
０９はランディング区域２０７と同一の広がりを持ってもよく、又は実質的に同一の広が
りを持ってもよい。一部の実施形態では、補強部材２０９は、股領域２６及び／若しくは
後側腰部領域２０６の別個の部分内へ延びるように、又は股領域２６及び／若しくは後側
腰部領域２０６に配置されるように、前側腰部領域２０５を越えて存在してもよい。例え
ば、補強部材２０９は、物品１０の長手方向の長さを通って延びてもよく、又は外側カバ
ーファスナー構成要素３０付近の後側腰部領域２０６の耳部において、若しくは外側カバ
ーファスナー構成要素３０と同一の広がりを持つ後側腰部領域２０６の耳部において延び
てもよく、又は後側腰部領域２０６と実質的に同一の広がりを持って延びてもよい。一部
の実施形態では、補強部材２０９は、股領域２６における嵩を低減するために、股領域２
６からは除かれる。一部の実施形態では、補強部材２０９は物品１０の長手方向長さ２１
２の少なくとも５０％、又は少なくとも７０％、又は少なくとも７５％、又は少なくとも
８０％、又は少なくとも８５％、又は少なくとも９０％から除かれる。補強部材２０９は
、股領域２６に少なくとも部分的に対応する、吸収性物品１０の長手方向長さ２１２の一
部から除かれる場合がある。補強部材２０９は前側腰部領域２０５にのみ、配置されても
よい。
【００８１】
　前側腰部領域２０５は、腰部バンド部分３４を含み得る。腰部バンド部分３４は、前側
腰部領域２０５の外側寄り長手方向縁部に取り付けられた織布若しくは不織布材料の補強
されていないスパン又はループを含み得る。腰部バンド部分３４は弾性であってもよい。
すなわち、それは製造された物品１０のその長さの１５０％以下に延ばされたときに戻り
力を作る傾向があり得る。腰部バンド部分３４が作製される材料は、本来弾性であり得る
。例えば、腰部バンド部分３４はスパンデックス又は他の弾性材料を含み得る。一部の実
施形態では、腰部バンド部分３４は弾性要素を組み込んでもよい。例えば、腰部バンド部
分３４は、弾性構成要素を包囲する材料のループであってもよく、又は弾性の糸、糸状物
、若しくはリボン等の弾性部材に縫い付け若しくは糊付けされてもよい。腰部バンド部分
３４は、特にそれが弾性であるときに、使用時においてランディング区域２０７の外側寄
りの長手方向縁部を着用者の身体に対して折り畳む、又は引くのに役立ち得る。物品１０
の合計容量は超えてはいないが、排出物が身体から比較的短時間にわたり比較的に多くの
量で排出されるときなど、流体捕捉の速度が超過するときなどに、物品１０の縁部を着用
者に対して引くことは、内部にある流体若しくは身体排出物を、これらの排出物が物品１
０によって吸収され得るまで保持することによって、漏出を防ぐのに役立つことができる
。
【００８２】
　任意の弾性要素はさておき、腰部バンド部分３４は補強されなくてもよい。すなわち、
腰部バンド部分３４は、被覆層又は下層を全く含まなくてもよく、並びに補強部材２０９
若しくは補強材料を全く含まなくてもよい。補強されていない腰部バンド部分３４は、漏
出の防止及び／又は物品１０の見て美しいフィットに有用であり得る。しかしながら、補
強されていない腰部バンド部分３４は垂れてしまう傾向があり得、これは腰部バンド部分
３４の効用及び／又は審美性を阻害する場合がある。腰部バンド部分３４は、物品１０の
長手方向軸４６に沿って中心を合わせて、前側腰部領域２０５の長手方向に外側寄りの縁
部の９０％未満、又は８０％未満、又は７５％未満ではあるが、５０％超、又は６０％超
に沿って延びるのが望ましい。腰部バンド部分３４は、前側腰部領域２０５の長手方向に



(23) JP 2014-519961 A 2014.8.21

10

20

30

40

50

延びる横方向縁部２６に延びない場合、垂れ難いか、又はそれ自体の上に折り畳まれ難い
であろう。
【００８３】
　上記の通り、前側腰部領域２０５は内層２０１及び外層２０２を含み得る。内層２０１
及び外層２０２は異なる特性を有し得る。例えば、使い捨て物品１０では、内層２０１は
液体透過性トップシートであってもよく、外層２０２は液体不透過性バックシートであっ
てもよい。他の実施例として、再利用可能であるか、又は再利用可能な外側カバーを有す
る物品では、内層２０１は、液体又は他の排出物を有用し、それらが吸収されるまで、そ
れらを吸収性インサート５０付近で保持するために疎水性であってもよく、外層２０２は
、物品１０を逃れたいずれかの排出物を吸収し、その広がりを制限するために吸収性であ
ってもよい。内層２０１及び外層２０２の特性の様々な変形、並びに内層２０１若しくは
外層２０２内の特性の変形は、例えば米国特許出願公開第２０１０／０１７９５０３（Ｒ
ｏｅら）に説明されている。
【００８４】
　内層２０１及び外層２０２はまた、互いに異なって構造化されてもよい。例えば、内層
２０１は、前側腰部領域２０５の前側腰部縁部２１から後側腰部領域２０６の後側腰部縁
部２２まで連続的であってもよい。一部の実施形態では、内層２０１は前側腰部領域２０
５の少なくとも下に延び、より具体的には、ランディング区域２０７及び補強部材２０９
（存在する場合）の下に延びる。一部の実施形態では、外層２０２は、ランディング区域
２０７及び／又は補強部材２０９（存在する場合）の最も内側寄りの長手方向縁部に沿っ
て、ランディング区域２０７に結合される。すなわち、外層２０２は、外層２０２がラン
ディング区域２０７及び／又は補強部材２０９（存在する場合）の下又はその上に延びな
いように、ランディング区域２０７の開始部において終わってもよい。同様に、内層２０
１は、ランディング区域２０７及び／又は補強部材２０９（存在する場合）の最も内側寄
りの長手方向縁部に結合され得る。一実施形態では、着用者に面する側から衣類に面する
側まで、物品１０の前側腰部領域２０５は内層２０１、フォームの補強部材２０９、及び
ランディング区域２０７を含む。外層２０２は、フォームの補強部材２０９に、ランディ
ング区域２０７に、又はフォームの補強部材２０９及びランディング区域２０７の両方に
結合されてもよい。一部の実施形態では、外層２０２は前側腰部領域２０５の最も内側寄
りの長手方向縁部に沿って内層２０１に結合されない（しかし、前側腰部領域２０５の外
周に沿って内層２０１、又はその一部に結合されてもよい）。一部の実施形態では、外層
２０２は、前側腰部領域２０５の最も内側寄りの長手方向縁部に沿って内層２０１に結合
される。
【００８５】
　一部の実施形態では、股領域２６は、脚部バンド部分３６を含んでもよい。脚部バンド
部分３６は、股領域２６において長手方向に延びる脚部開口部縁部２３の少なくとも一部
分に沿って延び得る。脚部バンド部分３６は、後側腰部領域２０６内に長手方向に延び得
る。一部の実施形態では、脚部バンド部分３６は前側腰部領域２０５内に延びない。脚部
バンド部分３６は弾性又は非弾性であってもよく、腰部バンド部分３４に関して上記変形
例と同様な構造を有してもよい。一部の実施形態では、脚部バンド部分３６及び腰部バン
ド部分３４は、それらは長さ、幅、及び外形に関して、物品１０内の異なる位置のために
異なる場合もあるが、材料及び全体体構造に関して同じである。一部の実施形態では、脚
部バンド部分３６及び腰部バンド部分３４は異なる材料から作製される。
【００８６】
　２つ以上の外側カバーファスナー構成要素３０は、後側腰部領域２０６の着用者に面す
る面に結合され得る。外側カバーファスナー構成要素３０は、ランディング区域２０７と
係合可能に取り付け可能であり得る。例えば、ランディング区域２０７がループ材料を含
む場合、外側カバーファスナー構成要素３０はフックを含み、面ファスナーを形成するこ
とができる。１つ以上のファスナーが、取り付け点２４において、内層２０１の着用者に
面する表面に結合されてもよい。外側カバー２０の着用者に面する表面のファスナーは、
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例えば吸収性インサート５０に取り付けるために使用される場合があり、外側カバーファ
スナー構成要素３０とは別個に選択されてもよい。一部の実施形態では、後側腰部領域２
０６の着用者に面する表面上の外側カバーファスナー構成要素３０は、様々なファスナー
をどこに取り付けるのか混乱を回避するために、取り付け点２１０におけるファスナーと
は異なる寸法又は形状となっている。
【００８７】
　取り付け点２１０は、内層２０１の着用者に面する表面に配置されてもよい。一部の実
施形態では、１つ以上の取り付け点２１０はランディング区域２０７の下に位置する。一
部の実施形態では、取り付け点２１０は、ランディング区域２０７及び／又は補強部材２
０９に直接結合される。吸収性インサート５０が取り付け点２１０に取り付けられる実施
形態では、取り付け点２１０をランディング区域２０７及び／又は補強部材２０９に直接
結合することは、構造内で吸収性インサート５０を固定し、支持するのに役立つことがで
きる。例えば、取り付け点２１０が内層２０１上に配置され、内層２０１が、前側腰部領
域２０５の外周に沿ってのみ、又は前側腰部領域２０５の外周の一部分にのみ沿ってラン
ディング区域２０７に結合される場合、内層２０１、及びしたがって取り付け点２１０は
使用時に、着用者及び／又はランディング区域２０７に対して移動できる可能性がある。
したがって、吸収性インサート５０も着用者及び／又はランディング区域２０７に対して
移動できる可能性がある。かかる相対運動は、フィット、快適性又は排出物封じ込めの不
足を生じさせる恐れがある。しかしながら、取り付け点２１０をランディング区域２０７
及び／又は補強部材２０９に直接固定することによって、吸収性インサート５０は、ラン
ディング区域２０７及び／又は補強部材２０９に間接的に取り付けられることができる。
これは、使用時の吸収性インサート５０の移動を減少させることができ、吸収性インサー
ト５０と着用者の身体との間の間隙を通じた排出物の漏出を低減又は防止するのに役立つ
ことができる。一部の実施形態では、取り付け点２１０をランディング区域２０７及び／
又は補強部材２０９に固定することは、使用時の吸収性物品１０の腰部のたるみ、又は変
位、又は内側への引張若しくはたるみ（着用者の方向へ）を防止するのに役立ち得る。単
独ではないが特に、吸収性インサート５０に排出物が充填されているとき、取り付け点２
１０をランディング区域２０７及び／又は補強部材２０９に結合することは、より重く充
填されたインサート２２をその意図された位置において保持するのに役立つことができる
。一部の実施形態では、取り付け点２１０は、前側腰部領域２０５の外周内でランディン
グ区域２０７及び／又は補強部材２０９に取り付けられる。一部の実施形態では、取り付
け点２１０は１つ以上の別個の点において、ランディング区域２０７及び／又は補強部材
２０９に（例えば縫製又は他の取り付け機構によって）直接留められる。一部の実施形態
では、取り付け点２１０は、取り付け点２１０の外周に沿ってランディング区域２０７及
び／又は補強部材２０９に結合される（取り付け点２１０の外周の少なくとも一部分の周
辺において、取り付け点２１０をランディング区域２０７及び／又は補強部材２０９に縫
い付けることによるように）。一部の実施形態では、取り付け点２１０は、ランディング
区域２０７及び／又は補強部材２０９に間接的に結合される（例えば、吸収性物品１０に
いずれの単一の縫製又はシームがないものには、取り付け点２１０並びにランディング区
域２０７及び／又は補強部材２０９の両方からの材料を含み得る）。例えば、取り付け点
２１０は内層２０１に結合されてもよく、内層２０１はランディング区域の外周内の１つ
以上の別個の点において、ランディング区域２０７及び／又は補強部材２０９に取り付け
られてもよい。他の実施例として、内層２０１は、前側腰部領域２０５の外周内の取り付
け点２１０の外周の少なくとも一部分に隣接して、ランディング区域２０７及び／又は補
強部材２０９に直接取り付けられてもよい（例えば、シームは、内層２０１並びにランデ
ィング区域２０７及び／又は補強部材２０９に結合されてもよく、シームは取り付け点２
１０を包囲する）。
【００８８】
　構成体に関して、前側腰部領域２０５の実質的に全てにわたって横方向及び長手方向に
同一の広がりを持つ内層２０１（含まれる場合）、補強部材２０９、及びランディング区
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域２０７を提供することは有利であり得る。図１８Ａに示すように、前側腰部領域２０５
の２つ又は３つの層が実質的に同一の広がりを持つ場合では、それらは単一の連続シーム
２１１によって結合することができる。腰部バンド部分３４が使用される場合、腰部バン
ド部分３４は、前側腰部領域２０５の形成前にランディング区域２０７に結合されてもよ
く、あるいは、腰部バンド部分３４は同じ単一のシーム２１１によってランディング区域
２０７に結合されてもよい。図１８Ａでは、シーム２１１は、シーム２１１が縫製された
場合のように、物品１０の衣類に面する表面から可視であるのが示されているが、シーム
２１１が物品１０の衣類に面する表面から見えないようにシーム２１１接着結合などの技
術を使用して作製することもできる。対称的に、図１８Ｂで示されているように、前側腰
部領域２０５の層が実質的に同一の広がりを持たない場合、複数のシーム２１１Ａ、２１
１Ｂ及び２１１Ｃを形成して、物品１０の前側腰部領域２０５に腰部バンド部分３４、補
強部材２０９及びランディング区域２０７を結合する必要があり得る。図１８Ｂは、外層
２０２に結合された腰部バンド部分３４、補強部材２０９、及びランディング区域２０７
を示しているが、腰部バンド部分３４、補強部材２０９、及びランディング区域２０７は
、内層２０１、又は内層２０１及び外層２０２の両方に結合することができる。これらの
代替実施形態は追加的なシームを必要とする場合がある。例えば、図１８Ｃで示されてい
るように、腰部バンド部分３４、補強部材２０９、及びランディング区域２０７を物品１
０に結合するための他のシームに追加して、シーム２１１Ｄは、内層２０１（図１８Ｃで
は図示せず）を外層２０２に結合するのに使用されてもよい。当然、別個の部分としてラ
ンディング区域２０７及び／又は補強部材２０９を提供することも可能であり、これらは
物品１０に対して必要とされるシームの数を更に増加させ得る。自動化された場合でさえ
も、各シームは製造プロセスに費用と複雑さを追加する。これは製造プロセスを遅くする
可能性があり、また不具合に関する、より多くの可能性に関連し、シームの問題に起因す
る個々の物品に対する再作業、割引又は廃棄が必要になる可能性を高くする（例えば、シ
ーム又は取り付けられるべき１つ以上の層の不適切な間隔又は位置決め、全ての望まれる
層の質の悪い取り付け等）。
【００８９】
　一部の実施形態では、補強部材２０９はランディング区域２０７に積層されてもよい。
例えば、補強部材２０９は、接着剤又はホットメルト接着剤によって、又は超音波溶接若
しくは共押出、又は当該技術分野において既知の他のプロセスによってランディング区域
２０７に結合することができる。補強部材２０９及びランディング区域２０７が別個に形
成され、互いに積層される場合、それらは実質的に、補強部材２０９表面積全体にわたっ
て取り付けられてもよく、又は別個の点若しくは別個の「線」のにおいて結合されてもよ
い。接着剤の、又は圧縮、熱、超音波接合等によって結合され形成されるパターンの「線
」は、直線であっても、曲線であってもよく、又はパターン化されてもよく、連続的若し
くは不連続的であってもよい。例えば、補強部材２０９及びランディング区域２０７は、
螺旋、点線、ストライプ、若しくは点の「線」に沿って、又は重なる螺旋、編み目、ラン
ダム、若しくは他のパターンを一列に並べた線に沿って結合されてもよい。一部の実施形
態では、補強部材２０９をランディング区域２０７に積層することは、吸収性物品１０の
後側腰部領域２０６を前側腰部領域２０５に結合するために、より強度のある締結システ
ムの使用を促進することができる。「より強度のある」締結システムは、外すのにより大
きな力を必要とし、着用者に吸収性物品１０を固定するのに役立ち、又は１つ以上の他の
外側カバーファスナー構成要素３０がランディング区域２０７から予期せぬ時に外れる、
「突然外れる（pop-off）」のを防止することができる。一部の実施形態では、具体的に
は、締結システムとして面ファスナーのいくつかの組み合わせを使用するとき、ランディ
ング区域２０７が補強されていない場合、あるいは前側腰部領域２０５の外周又は外周の
一部分にのみ沿って、補強部材２０９に結合されている場合よりも、ランディング区域２
０７が補強部材２０９に積層されている場合に、外側カバーファスナー構成要素３０をラ
ンディング区域２０７から外すのがより容易であり得る。積層された補強部材２０９及び
ランディング区域２０７として有用な１つの代表的な材料は、商標ＶＥＬＴＥＸで販売さ
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れている、ポリエステルのフォームコア及びナイロントリコットの裏打ちを備えるナイロ
ン布を含むものである。
【００９０】
　一部の実施形態では、補強部材２０９及びランディング区域２０７は実質的に同一の広
がりを持ち、腰部バンド部分３４は、補強部材２０９及びランディング区域２０７の両方
に結合される。上記の通り、補強部材２０９及びランディング区域２０７は、前側腰部領
域２０５が特定の曲げ剛性を有するように選択され得る。前側腰部領域２０５は特定のキ
ャリパーも有する場合がある。例えば前側腰部領域２０５は、０．６９ｋＰａ（０．１ｐ
ｓｉ）において２～６ｍｍ、３～５ｍｍ、又は４～６ｍｍのキャリパーを有する場合があ
る。物品１０の長手方向軸４６に沿って中心を合わせて、前側腰部領域２０５の長手方向
に外側寄りの縁部の９０％未満、又は８０％未満、又は７５％未満ではあるが５０％超又
は６０％超に沿って取り付けられたとき、具体的には、前側腰部領域２０５が上記の曲げ
剛性及び／又はキャリパーを有するときに、補強されていない腰部バンド部分３４は、そ
れ自体の上に巻き付く、又は折り畳まれる傾向が少ない場合がある。前側腰部領域２０５
の圧縮性は、腰部バンドの巻き付き又は折り畳みにおけるこの減少にとって重要ではない
ように思われる。腰部の巻き付き又は折り畳みの減少は、腰部バンド部分３４が使用中に
ランディング区域２０７の前面で巻き付く、又は折り畳まれない場合、物品１０がより良
くフィットするように見える、又は更にはより心地よいように思われるという点で見て美
しいものとなり得る。腰部バンドの巻き付き又は折り畳みの減少は、腰部バンド部分３４
が、着用者の身体に対して、前側腰部縁部２１に沿った物品１０からの排出物の動きに対
して追加的なバリアを形成しながら、位置する場合、使用中に排出物は前側腰部縁部２１
に沿って物品１０から排出物が逃れる可能性が少ないため、物品１０の漏出保護を改善す
ることもできる。一部の実施形態では、腰部バンド部分３４は、この点においていくつか
の改善を提供するために伸縮性である必要はなく、また着用者に対してピンと張っている
必要もない。
【００９１】
　この説明は、図１４に示すような使い捨て物品１０よりも再利用可能な物品１０におい
てより多く見られる可能性が高い構造体の外側カバー２０に言及するものである。しかし
ながら、外側カバー２０の構造体及び特性は、使い捨てオムツに適用するとことが理解さ
れる必要がある。比較として、外側カバー２０の外層２０２は、使い捨ておむつのバック
シートの衣類に面する表面に対応し得、外側カバー２０の内層２０１は、使い捨ておむつ
のバックシートの着用者に面する表面に対応し得、一部の実施形態では、外層２０２及び
内層２０１はそれぞれ、物品１０内のバックシート及び別個の層に対応し得る。
【００９２】
　可能な吸収性インサートの詳細の例
　吸収性インサート５０の特徴の例が、図３、図４及び図５Ａ～図５Ｆを参照して説明さ
れる。
【００９３】
　上述の通り、図３は、自立し、弛緩状態であり、外側カバーから切り離されて示されて
いる、本明細書に記載の着用可能吸収性物品の内部構成要素を形成することができる使い
捨て吸収性インサート５０を斜視図で示している。図４は、身体に面する表面が見る人に
面している、（図３に示されるのと同様の位置にもたらされる弾性に誘発される収縮に逆
らって）延伸され平らにされて示されているインサート５０の例を図示している。図５Ａ
～図５Ｆは、図４で示されたインサート５０の断面を様々な可能な例で示している。
【００９４】
　インサート５０は、以下に更に説明されるもののような吸収性コア材料のための外被様
エンクロージャを形成するトップシート５１と、バックシート５２と、を備えてもよい。
トップシート５１及びバックシート５２は、長手方向シーム６４に沿って、及び横方向シ
ーム６９に沿って互いに添着されてもよい。インサート５０はまた、これに沿って添着さ
れる長手方向起立カフ５３を備えてもよい。



(27) JP 2014-519961 A 2014.8.21

10

20

30

40

50

【００９５】
　トップシート
　トップシート５１は、液体透過性不織布ウェブ材料で形成されてもよい。トップシート
５１を形成する材料は、着用者の皮膚に順応し、ソフトな触感で、刺激がないのが望まし
くあり得る。トップシート５１の少なくとも一部分は液体透過性であり、液体がその厚さ
を簡単に貫通することができるのが望ましくあり得る。適切なトップシートは、例えば、
多孔質発泡体、網状発泡体、孔あきプラスチックフィルム、又は天然繊維（例えば、木材
繊維又は綿繊維）、合成繊維（例えば、ポリエステル繊維又はポリプロピレン繊維）、若
しくは天然繊維と合成繊維との組み合わせの織布若しくは不織布材料などの、広範囲の材
料から製造されてもよい。トップシート５１が繊維を含む場合、繊維は、スパンボンド、
カード、湿式堆積、メルトブロー、水流交絡、ないしは当該技術分野において既知の別の
方法で加工されてよい。
【００９６】
　ステープル長さのポリプロピレン繊維の不織布ウェブを含む１つの好適な材料は、商標
名Ｐ－８でＶｅｒａｔｅｃ，Ｉｎｃ．のＤｉｖｉｓｉｏｎ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏ
ｎａｌ　Ｐａｐｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｗａｌｐｏｌｅ，ＭＡ）により製造されている。
成形フィルムを含む更なる好適な材料は、米国特許第３，９２９，１３５号、同第４，３
２４，２４６号、同第４，３４２，３１４号、同第４，４６３，０４５号、及び同第５，
００６，３９４号に記載されている。米国特許第４，６０９，５１８号及び同第４，６２
９，６４３号にしたがって他の好適なトップシート３０を作製してもよい。成形及び／又
は有孔フィルムの好適な例には、Ｐｒｏｃｔｅｒ　＆　Ｇａｍｂｌｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ（
Ｃｉｎｃｉｎｎａｔｉ，Ｏｈｉｏ）によってＤＲＩ－ＷＥＡＶＥとして、及びＲｉｃｈｍ
ｏｎｄ，ＶＡに拠点を置くＴｒｅｄｅｇａｒ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによってＦＲＥＳ
ＨＦＥＥＬとして製造される製品が挙げられる。好適なトップシートの材料には、Ｔｒｅ
ｄｅｇａｒによりＣＯＭＦＯＲＴＦＥＥＬ、ＣＯＭＦＯＲＴＱＵＩＬＴ、ＳＯＦＴＱＵＩ
ＬＴ、及びＣＯＭＦＯＲＴＡＩＲＥとして製造される、フィルムと不織布ウェブとの積層
体を挙げることができる。
【００９７】
　ある状況では、トップシート５１の少なくとも一部分は、吸収性コア７１に含まれる液
体から着用者の皮膚を隔離するために、疎水性材料で作製される、又は疎水性になるよう
に処理されるのが望ましくあり得る。トップシート５１を主に疎水性材料で作製する場合
、トップシート５１の上面の少なくとも一部分を親水性になるように処理して、液体がト
ップシートを通ってより迅速に移動するようにするが望ましくあり得る。トップシート５
１は、界面活性剤で処理することにより、又は界面活性剤をトップシート中に組み込むこ
とにより、親水性にすることができる。トップシート５１を界面活性剤で処理するのに好
適な方法として、トップシート材料に界面活性剤を噴霧すること、及び／又は材料を界面
活性剤中に浸漬することが挙げられる。そのような処理及び親水性のより詳細な説明が、
米国特許第４，９８８，３４４号及び同第４，９８８，３４５号に含まれている。トップ
シートに界面活性剤を組み込む特定の好適な方法について、米国法定発明登録第Ｈ１６７
０号により詳細に議論がなされている。しかしながら、別の例では、トップシート５１は
、疎水性である有孔ウェブ又はフィルムを含んでもよい。これは、以下に記述されるよう
に、生産プロセスから親水性化処理工程を省くことにより、及び／又はＳＣＯＴＣＨＧＵ
ＡＲＤのようなポリテトラフルオロエチレン化合物又は疎水性ローション組成物などでト
ップシート材料に疎水処理を施すことにより達成されてもよい。そのような例では、開口
は、普通であれば疎水性に起因する著しい抵抗なく尿のような水性流体が貫通できるほど
十分に大きいのが望ましくあり得る。開口は、低粘度の糞便物質の貫通が可能となるほど
十分な有効孔面積及び／又は開口寸法を有するのが更に望ましくあり得る。これらの要件
を満たすトップシートの例は、米国特許第５，３４２，３３８号、同第６，４１４，２１
５号、及び同第６，０１０，４９１号に記載されている。
【００９８】
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　トップシート５１の任意の部分は、当該技術分野において既知のローション又はスキン
ケア組成物でコーティングされてもよい。好適なローションの例には、米国特許第５，６
０７，７６０号、同第５，６０９，５８７号、同第５，６３５，１９１号、同第５，６４
３，５８８号、同第５，９６８，０２５号、及び同第６，７１６，４４１号に記載されて
いるものが挙げられる。ローションは、単独で又は他の剤と組み合わされて、上述の疎水
化処理として機能することができる。
【００９９】
　トップシート５１はまた、抗菌剤を含むかこれにより処理されてもよく、そのいくつか
の例は、米国特許出願番号第０８／２１２，４４１号（法定特許登録Ｈ１７３２として公
開）に開示される。
【０１００】
　更に、トップシート５１、バックシート５２、又はトップシート若しくはバックシート
の任意の部分は、より布様の外観をもたらすために、エンボス加工及び／又はつや消し仕
上げされてもよい。
【０１０１】
　トップシート５１は、全体的に又は部分的に伸縮されてもよく、あるいは収縮させてト
ップシート５１とコア７１との間に空隙を形成してもよい。伸縮性を与えられた又は収縮
されたトップシートを備える代表的な構造体は、米国特許第４，８９２，５３６号、同第
４，９９０，１４７号、同第５，０３７，４１６号、及び同第５，２６９，７７５号に更
に詳細に記載されている。
【０１０２】
　バックシート
　バックシート５２は、一般に、衣類に面する表面を形成するインサート５０の外側ライ
ナー部分であり、インサート５０内に吸収かつ収容された排出物が、外側カバーを通って
吸い上げられて、外側カバーを汚すのを防止する。ある状況では、バックシート５２は、
実質的に液体に対して不透過性であるのが望ましくあり得る。
【０１０３】
　バックシート５２は、フィルム、不織布、又はフィルムと不織布との積層体で形成され
てもよい。バックシート５２は、実質的に液体不透過性の積層体又はフィルムと不織布ウ
ェブとの複合体で形成されてもよい。バックシート５２は、液体排出物を収容し、かつ外
側カバー、外側衣類及び／又は着用者の環境から隔離するように、実質的に液体不透過性
の不織布ウェブ、又は不織布ウェブと実質的に液体不透過性のフィルムとの積層体で形成
されてもよい。同時に、インサート及び着用可能な吸収性物品の通気性を提供して、イン
サートと着用者の身体との間の領域の湿度を低減し、皮膚の水分過剰が原因で生じる場合
がある皮膚のかぶれ及び／又は発疹の可能性を低減するのを助けるために、バックシート
５２は蒸気透過性であってもよい。
【０１０４】
　バックシート５２を形成する材料は、約０．０１２ｍｍ（０．５ｍｉｌ）～約０．０５
１ｍｍ（２．０ｍｉｌ）の厚さを有する、熱可塑性フィルムなどの薄いプラスチックフィ
ルムを含むことができる。好適なバックシートの材料はまた、蒸気を逃すのを可能にし、
なおかつ液体が通過するのを防ぐ、通気性の良い材料であってもよい。好適な例には、Ｒ
ｉｃｈｍｏｎｄ，ＶＡに拠点を置くＴｒｅｄｅｇａｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎにより製
造され、商品名ＣＰＣ２、Ｘ１５３０６、Ｘ１０９６２、及びＸ１０９６４フィルムで販
売されているものを挙げることができる。他の例には、Ｍｉｔｓｕｉ　Ｔｏａｔｓｕ　Ｃ
ｏ．（Ｊａｐａｎ）により商品名ＥＳＰＯＩＲ　ＮＯで製造されているような、及びＥｘ
ｘｏｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．（Ｂａｙ　Ｃｉｔｙ，ＴＸ）により商品名ＥＸＸＡＩ
ＲＥで製造されているようなミクロ孔質フィルム、並びにＣｌｏｐａｙ　Ｃｏｒｐｏｒａ
ｔｉｏｎ（Ｃｉｎｃｉｎｎａｔｉ，ＯＨ）により商品名ＨＹＴＲＥＬブレンドＰ１８－３
０９７で製造されているようなモノリシックフィルムを挙げることができる。いくつかの
追加の例には、ＰＣＴ国際公開特許ＷＯ　９５／１６７４６号、並びに米国特許第５，９
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３８，６４８号、同第５，８６５，８２３号、及び同第５，５７１，０９６号に記載され
ているような、通気性の良い複合材料を挙げることができる。他の例では、バックシート
５２は、エラストマーフィルム、発泡体、ストランド、又はこれら他の好適な材料と不織
布若しくは合成フィルムとの組み合わせを含んでもよい。
【０１０５】
　特定の実施形態において、バックシートは、ＷＳＰ　７０．５（０８）にしたがって、
３７．８℃及び相対湿度６０％で測定して、約２０００ｇ／２４ｈ／ｍ２を超える、約３
０００ｇ／２４ｈ／ｍ２を超える、約５０００ｇ／２４ｈ／ｍ２を超える、約６０００ｇ
／２４ｈ／ｍ２を超える、約７０００ｇ／２４ｈ／ｍ２を超える、約８０００ｇ／２４ｈ
／ｍ２を超える、約９０００ｇ／２４ｈ／ｍ２を超える、約１００００ｇ／２４ｈ／ｍ２

を超える、約１１０００ｇ／２４ｈ／ｍ２を超える、約１２０００ｇ／２４ｈ／ｍ２を超
える、約１５０００ｇ／２４ｈ／ｍ２を超える水蒸気透過度（ＷＶＴＲ）を有してもよい
。インサートのバックシート５２は、従来の使い捨ておむつのバックシートのように着用
可能物品の外表面を形成せず、むしろ外側カバーの材料の１つ以上の層（この層はそれ自
体が、ある状況では、複合構造体のＷＶＴＲを低減するように作用する）で覆われるので
、この特定用途においてはより高いＷＶＴＲが望ましくあり得る。
【０１０６】
　バックシート５２は、当該技術分野において既知の任意の好適な取り付け手段によって
、インサート５０のトップシート５１、吸収性コア７１又は任意のその他の要素に結合さ
れ得る。例えば、取り付け手段としては、接着剤の連続線若しくは連続層、接着剤の模様
付き層、又は接着剤の分離した線、螺旋、若しくは点の配列を挙げることが可能である。
取り付け手段の一例は、米国特許第４，５７３，９８６号に開示されているような、接着
剤フィラメントのオープンパターンネットワークを含む。他の好適な取り付け手段として
、米国特許第３，９１１，１７３号、同第４，７８５，９９６号、及び同第４，８４２，
６６６号に示される装置及び方法により例示されるような、螺旋模様に渦を巻く接着剤フ
ィラメントのいくつかの線が挙げられる。満足のいくものであることが判明した接着剤は
、Ｈ．Ｂ．Ｆｕｌｌｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｓｔ．Ｐａｕｌ，Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ）によ
って、ＨＬ－１６２０及びＨＬ－１３５８ＸＺＰの名称で製造されている。あるいは、取
り付け手段は、熱接着、圧力接着、超音波接着、動的機械的接着、若しくは他の任意の好
適な取り付け手段、又は当該技術分野で既知であるこれらの取り付け手段の組み合せを含
むことができる。
【０１０７】
　上記の外側カバーは、伸縮して着用者の解剖学的特徴及び体の動きに適合することによ
って、着用者の排泄物の排出に起因する吸収、膨張、及び付加重量により一般に使い捨て
おむつに与えられる構造負荷の大部分に耐えかつこれを支持するような材料及び構成体で
構成され得ることは理解されるであろう。そのため、使い捨ておむつの内部構成要素に要
求される強度と比べて、そのような外側カバーを使用する場合には、インサートの構造強
度の要件が少なくなる可能性がある。したがって、本明細書に記載のような物品は、石油
系の材料（例えば、ポリエチレン及びポリプロピレン）のような使い捨ておむつの製造で
通常使用されるものとは異なる材料から製造される使い捨て吸収性インサートを包含する
ことができる。例えば、上で特定された材料の他に、木材、綿、亜麻（亜麻布）、麻布、
竹、又は他のセルロース繊維（例えば、紙）の製品で形成されたトップシート、バックシ
ート、起立カフ及び／又は他の構成要素の１つ以上を有する使い捨て吸収性インサートが
想到される。例えば、バックシート及び／又は起立カフにとって水性液体浸透性に対する
耐性又は実質的な液体不透過性が望ましい場合、紙などの通常の親水性繊維で形成された
材料に、皮膚適合性の油又はワックスなどの疎水性材料をコーティングする又は浸透させ
て、水性液体浸透性に対する所望の耐性を付与することができる。インサートを形成する
材料のそれぞれは、水又は水溶液中に分散する、フラッシャブルである、生分解性である
、及び／又は（好ましくは農業関連で使用可能な腐植土又は土壌改良に）コンポスタブル
であるように選択されてもよい。
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【０１０８】
　吸収性コア
　図５Ａ～図５Ｆを参照すると、インサート５０は、トップシート５１及びバックシート
５２で形成される外被様構造体内に吸収性コア７１を有してもよい。吸収性コア７１は、
一般に圧縮性であり、柔軟性があり、着用者の皮膚に対して刺激がなく、並びに尿及び他
のある種の身体排出物などの液体を吸収して保持できる、任意の吸収性材料を含んでもよ
い。吸収性コア７１は、一般にエアフェルトと呼ばれている粉砕木材パルプ等といった、
使い捨ておむつ及び他の吸収性物品に通常使用される多種多様な液体吸収性材料を含んで
もよい。その他の好適な吸収性材料の例には、捲縮セルロース塊、コフォームを包含して
いるメルトブローンポリマー、化学的に剛化、変性、若しくは架橋されたセルロース繊維
、ティッシュラップ及びティッシュ積層体が含まれるティッシュ、吸収性発泡体、吸収性
スポンジ、超吸収性ポリマー、吸収性ゲル材料、又は他のいずれか既知の吸収性材料、又
は材料の組み合わせが挙げられる。
【０１０９】
　吸収性コア７１は、液体獲得／分配材料６５、及び貯蔵材料６６を含んでもよい。一般
に、獲得／分配材料６５は、比較的迅速な吸収特性及び吸上特性を有し得るが、限定され
た吸収能力を有してもよい。反対に、一般に、貯蔵材料６６は、比較的遅い吸収特性及び
吸上特性を有し得るが、より大きな吸収能力を有してもよい。つまり、獲得／分配材料６
５は、尿などの液体の流出を迅速に吸収及び分配する役割を果たし得る一方で、より大き
な吸収能力を有する貯蔵材料６６は、獲得／分配材料からかかる液体を吸収して、それを
インサートが交換され得るまでの必要な時間貯蔵する役割を果たし得る。
【０１１０】
　吸収性コア７１は、多種多様な寸法及び形状（例えば、矩形、砂時計形、「Ｔ」字形な
ど）に製造されてもよい。吸収性コア７１の形状及び構成は様々であり得る（例えば、吸
収性コア又は他の吸収性構造体は、様々なキャリパーゾーン、親水性勾配、超吸収性勾配
、又はより低い平均密度及びより低い平均坪量の獲得ゾーンを有してもよく、あるいは１
つ以上の層又は構造体を含んでもよい）。吸収性コア７１として使用される吸収性構造体
の例には、米国特許第４，６１０，６７８号、同第４，６７３，４０２号、同第４，８３
４，７３５号、同第４，８８８，２３１号、同第５，１３７，５３７号、同第５，１４７
，３４５号、同第５，３４２，３３８号、同第５，２６０，３４５号、同第５，３８７，
２０７号、及び同第５，６２５，２２２号に記載されているものを挙げることができる。
【０１１１】
　吸収性コアの全体的な寸法及び／又は厚さを低減し、それにより着用者の快適性を改善
し、かつ汚れたインサートによって生じる処理可能な廃棄物の量を低減するために、性能
制約内で可能な最小量のコア材料を使用して吸収性コアを作製するのが望ましくあり得る
。このような目的で、好適な吸収性コアの好適な材料及び構成の例が、同時係属米国特許
出願第１２／１４１，１２２号、同第１２／１４１，１２４号、同第１２／１４１，１２
６号、同第１２／１４１，１２８号、同第１２／１４１，１３０号、同第１２／１４１，
１３２号、同第１２／１４１，１３４号、同第１２／１４１，１４１号、同第１２／１４
１，１４３号、及び同第１２／１４１，１４６号に記載されているが、これらに限定され
ない。これらの出願は、超吸収性ポリマー粒子と組み合わされる、エアフェルト又は他の
形態のセルロース繊維の必要性及びこれらの混入を最小限にする又は排除する吸収性コア
構造（以下「実質的にエアフェルトを含まないコア」と称する）を一般的に記述している
。エアフェルト及びその他のセルロース繊維は、使い捨ておむつの吸収性コアの吸収性充
填剤として使用されてきた。そのような繊維は吸収性特性を有しており、吸収性コアにい
くらかの吸収能力を付与するが、超吸収性ポリマー及び／又は吸収性ゲル材料の分散粒子
を保持するための構造マトリックスを提供するためにも含まれる。そのような粒子の含有
は吸収能力を強化する一方で、そのような粒子を適切に分散した状態に保つことは、使用
中に粒子が液体を吸収して膨張したときに「ゲルブロッキング」して、吸収能力の損失を
もたらすのを防止するために重要であり得る。エアフェルト又はその他のセルロース繊維
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を、超吸収性粒子のためのマトリックスとして含ませることは、ゲルブロッキングを低減
又は防止するのに役立つ可能性がある。しかしながら、このことはまた、あらゆる液体を
吸収する前にも吸収性コアに嵩を付与する。
【０１１２】
　すぐ上で特定された同時係属の出願の開示を踏まえて、本明細書の図５Ｃ及び図５Ｅに
示された例を参照すると、実質的にエアフェルトを含まない部分を有する吸収性コア７１
は、トップシート５１とバックシート５２との間に配置されてもよい。コア７１は、少な
くとも部分的に基材で形成された層と、超吸収性ポリマー又は吸収性ゲル材料の分散した
吸収性粒子６６と、分散吸収性粒子６６を捕捉し、かつ基材の少なくとも一部分に接着し
て、吸収性粒子６６を基材上に又は基材に近接して、及び基材に対して不動化する熱可塑
性接着剤組成物とを包含することができる。
【０１１３】
　本明細書に記載の外側カバー２０の特徴は、現在入手可能な全体として使い捨ておむつ
である多くのタイプと比べて、（外側衣類として又は他の衣類の下で）比較的改善された
肌着のような（又は下着のような）密着、快適性及び外観を有する着用可能吸収性物品を
提供する。そのような特性を有する外側カバー２０を、相当量のエアフェルト又はその他
のセルロース繊維を組み込んだ吸収性コア７１を有するインサート５０と共に使用すると
、外側カバー２０によってもたらされる改善された肌着のような密着、快適性及び外観は
、インサートの嵩高性によって損なわれる可能性がある。したがって、外側カバー２０の
改善された肌着のような密着、快適性及び外観のいくらか又は大部分を良好に保つために
、すぐ上で引用された特許出願の１つ以上に記載されるような、比較的薄い吸収性コアを
もたらす特徴を有して、インサート５０の吸収性コア７１を構成するのが望ましくあり得
る。
【０１１４】
　嵩の低い吸収性コアを提供するのに加えて、実質的にエアフェルトを含まないコアは、
一般に、相当量のエアフェルト又はその他のセルロース繊維を含有する吸収性コアよりも
可撓性であり得る。この高い可撓性は、使用中にコア及び関連インサートが着用者の身体
の周囲により良好に適合できるようにして、着用可能物品１０の改善された快適性及び嵩
高の小さい外観を提供することができる。
【０１１５】
　更に、エアフェルト又は他のセルロース繊維材料を少なくする又は排除することによっ
て、実質的にエアフェルトを含まないコアは、製造中に消費される材料の量を低減し、梱
包及び出荷されなければならない単位当たりの空隙の量（及びある状況では、重量）を低
減するので、この点で資源を保護し、かつ、使用済みの／汚れたインサートの廃棄に関連
して廃棄されなければならない材料及び嵩の量を低減する。
【０１１６】
　副層
　インサート５０はまた、トップシート５１とバックシート５２との間に配置される副層
を含んでもよい。副層は、身体排出物を受容、貯蔵又は不動化することのできる任意の材
料又は構造体であってもよい。したがって、副層は、単一の材料又は互いに動作可能に関
連した複数の材料を含んでもよい。更に、副層は、インサート５０の別の要素と一体であ
ってもよく、又はインサート５０の１つ以上の要素と直接的に又は間接的に結合した１つ
以上の別個の要素であってもよい。更に、副層は、コア７１から分離した構造体を含んで
よく、コア７１の少なくとも一部分を含むか又はその一部であってよい。
【０１１７】
　副層として使用するのに好適な材料としては、大型連続気泡発泡体、マクロ孔質耐圧縮
不織布嵩高品、連続気泡発泡体及び独立気泡発泡体の大型寸法粒子状成形物（マクロ及び
／又はミクロ孔質）、嵩高不織布、ポリオレフィン、ポリスチレン、ポリウレタン発泡体
又は粒子、多数の垂直配向のループ状繊維ストランドを含む構造体、打ち抜き穴又は窪み
を有する上述の吸収性コア構造体、などを挙げてもよい。副層の一例は、３Ｍ　Ｃｏｒｐ
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ｏｒａｔｉｏｎ（Ｍｉｎｎｅａｐｏｌｉｓ，Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ）からＸＰＬ－７１２４
として入手可能な、約１．５ｍｍの非圧縮厚さを有する機械的締結ループランディング要
素を有している。別の例は、１平方ｍ当たり１１０グラムの坪量と７．９ｍｍの非圧縮厚
さを有する、捲縮され樹脂結合された６デニールの不織布嵩高体を含み、この不織布嵩高
体は、Ｇｌｉｔ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｗｒｅｎｓ，Ｇｅｏｒｇｉａ）から入手可能である。
他の好適な吸収性及び非吸収性の副層は、米国特許第６，６８０，４２２号及び同第５，
９４１，８６４号に記載されている。更に、副層若しくはそのいずれかの部分は、その要
素の性能若しくは他の特性を付加し、強化し、又は変化させる、ローション若しくは他の
既知の物質を包含するか、又はそれらでコーティングされてよい。
【０１１８】
　起立カフ
　インサート５０はまた、その長さに沿って部分的に又は全体的に取り付けられる一対の
長手方向起立カフ５３を備えてもよい。好適な長手方向起立カフ（種々の公開された例で
は「レッグカフ」、「バリアカフ」、「ガスケッティングカフ」等と定義されている）は
、次の文献に記載されているがこれらに限定されないもののような材料及び構成体で形成
され得る：
　米国特許第６，７８６，８９５号、同第６，４２０，６２７号、同第５，９１１，７１
３号、同第５，９０６，６０３号、同第５，７６９，８３８号、同第５，６２４，４２５
号、同第５，０２１，０５１号、及び同第４，５９７，７６０号、及び同時係属米国特許
出願公開第２００７／０２３９１３０号、及び米国特許出願第１１／１９５，２７２号。
図３に示されるように、起立カフ５３は、それに沿って長手方向に配置されるカフ弾性体
５８ａ、５８ｂの１つ以上のストランド又はストリップを有してもよい。そのようなカフ
弾性体５８ａ、５８ｂが、起立カフ５３を形成するウェブ材料に固定される前に予めピン
と張られると、得られるこれに沿った長手方向張力は、起立カフ５３を形成するウェブ材
料に図示のようなギャザーを寄せ、かつカフをインサートの本体から（図３に関しては上
方に）延出させる、つまりカフを「起立」させる。この特徴により、起立カフ５３は、イ
ンサート５０を包含する物品が着用されると、排泄物が排出される解剖学的特徴の両側に
長手方向に、着用者の身体に沿ってガスケット構造を形成する。こうして、起立カフ５３
は、インサート５０の、そして結果として着用可能な吸収性物品の排出物閉じ込め能力を
強化するように機能し得る。バックシート５２と同様に、起立カフ５３は実質的に液体不
透過性ウェブで形成されて、液体排出物を収容し、かつ外側カバー、外側衣類及び着用者
の環境から液体排出物を隔離することができる。同時に、インサート及び着用可能な吸収
性物品の通気性をもたらして、インサートと着用者の身体との間の領域の湿度を低減し、
皮膚の水分過剰が原因で生じる場合がある皮膚のかぶれ及び／又は発疹の可能性を低減す
るのを助けるために、起立カフ５３は蒸気透過性であってもよい。
【０１１９】
　別の例では、例えば、非限定的な例として、同時係属の米国特許出願公開第２００７／
０２３９１３０号に記載のように、起立カフ５３を形成する材料は、バックシート５２を
形成する材料と一体であってもよい。この特定の例では、図３を参照すると及びこれと関
連して、連続した１枚の材料は、一方の起立カフ５３を形成し、インサートの下を包み込
んでバックシート５２を形成し、反対側を上方に包み込んでもう一方の起立カフ５３を形
成することができる。このラップアラウンド構造の例は、起立カフ５３と、バックシート
５２と、を含む外側の液体を収容する面に沿ったシームを排除することにより、インサー
ト５０に改善された液体閉じ込め能力を提供することができる。この構造の別の例は、米
国特許第４，８０８，１７８号に図示及び記載されている。
【０１２０】
　しかしながら、ある状況では、製造上の制約及び／又は経済的制約がこのような構造を
阻む場合がある、あるいは、起立カフ５３及びバックシート５２を形成する材料は異なる
特性を有するのが望ましい場合がある。例えば、用途によっては、起立カフ５３が、依然
として流体をはじき、かつ収容する傾向があり得るが、一般に、フィルムなどの実質的に
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液体不透過性の積層体よりも通気性の良い、近接して位置する疎水性繊維を含む不織布ウ
ェブ材料で別の方法により形成される場合、起立カフ５３が実質的に液体不透過性である
ことが必要であると考えられない可能性がある。この場合、図３に示したように、起立カ
フ５３を形成する材料でインサートの下側にある長手方向角部の下を部分的にのみ包み込
み、この材料を、最も外側の下側角部ではなく、インサートの下のシームで固定すること
により、改善された強度及び液体閉じ込め特性を依然として付与することができる。この
構成の一例は、米国特許出願第１１／１５８，５６３号、具体的にはその図１３及び関連
する文章に示され、記載される。
【０１２１】
　インサートの非対称性
　図４を参照すると、インサート５０は、その長手方向長さを均等に分割するインサート
横方向軸７０を有する。インサート５０は、インサート横方向軸７０に対して非対称であ
る構造を有してもよい。この説明を目的として、インサートに関して使用するとき、「非
対称な」及び「非対称」とは、インサート横方向軸７０の片側の特徴、幾何学的形状（例
えば、形）、材料及び／又は構成体が、インサート横方向軸７０の反対側のそれらと、い
くつかの点で実質的に異なることを意味する。そのような非対称な構成体は、着用可能吸
収性物品の閉じ込め／吸収性能、快適性、密着及び／若しくは外観を改善するために、材
料の使用を節約するために、並びに／又は処理可能な廃棄物の量を低減するために、意図
される着用者の前側と後側で異なる身体特徴及び機能（すなわち、体輪郭、排出器官及び
排除機能）に適合するように設計されたインサート５０の様々な特徴を有することにより
もたらされる。「非対称な」及び「非対称」は、純粋に表面的な色合い又は表面装飾；外
側カバーの締結（例えば本明細書に記載のファスナー構成要素）；ユーザーがインサート
を把持する（例えば本明細書に記載の把持構造体）；外側カバー内でインサートの向きを
定めるための印（例えば本明細書に記載の向きの印）の目的だけのため、又は着用可能な
吸収性物品の性能、快適性、密着及び／若しくは物理的外観に影響を与えるための、材料
の使用を節約するための、並びに／又は処理可能な廃棄物の量を低減するための、意図さ
れる着用者の前方と後方で異なる身体特徴及び機能に実質的に関連しない他の目的のため
に、インサート上に含まれる場合がある特徴に起因するインサート横方向軸に対する違い
を指さない。
【０１２２】
　一例として、図４に示されるように、トップシート５１は、そこを通る１つ以上の開口
６３を、主に股領域及び／又は後方領域５５内に有してもよい。開口６３は、液体又は低
粘度の糞便物質を、トップシート５１を貫通して、そのような開口を有さない場合よりも
迅速に、これを吸収性コア７１の吸収性材料に到達させ、インサート５０の液状の糞便の
吸収及び閉じ込め能力を向上させることができる。
【０１２３】
　別の例では、例えば、同時係属の米国特許出願第１１／２２４，７７９号、同第１１／
７８６，８９０号、及び同第１１／８９４，０８７号に記載のような１つ以上のポケット
、スペーサー、低粘度の糞便管理要素、張設された伸縮性トップシート内の開口部などの
糞便管理機能が、物品の後部に配置されてもよい。つまり、トップシート５１は、後方領
域内に１つ以上の比較的大きな開口を備えて、固形物又は高粘度の排泄物を制限なく又は
比較的制限が少なくそこを通して移動させてもよい。開口の寸法は、所望の糞便封入性能
を達成するうえで重要であり得る。開口が小さすぎる場合、排出点と開口位置との位置合
わせがうまくいかないのが原因で、又は糞塊が開口より大きな寸法を有するのが原因で、
排泄物が開口を通過しない可能性がある。しかしながら、開口が大きすぎる場合、収容さ
れた排泄物からの「再湿潤」にさらされる可能性がある皮膚面積が大きくなる。開口は、
約１０ｃｍ２～約５０ｃｍ２の面積を有することができる。ある状況では、開口は、約１
５ｃｍ２～３５ｃｍ２の面積を有するのが望ましくあり得る。
【０１２４】
　インサートの吸収性コアは、非対称性を有していてもよい（吸収性コアの非対称性）。



(34) JP 2014-519961 A 2014.8.21

10

20

30

40

50

吸収性コアの非対称性は、前方と後方で異なる着用者の生体構造の特徴及び機能に従って
、吸収性コアの特定の材料及び特徴をそれらが最も必要とされる及び／又は最も有効であ
る場所に位置付けるための、吸収性コア内の材料及び特徴の配列によってもたらされても
よい。
【０１２５】
　例えば、図５Ａと図５Ｂ、図５Ｃと図５Ｄ、及び図５Ｅと図５Ｆをそれぞれ比較するこ
とによって理解され得るように、インサート５０の後方領域５５の全て又は一部分は、獲
得／分配材料７１を含むが、前方領域５４と比べて貯蔵材料６６が少ないか含まなくても
よい。この特定の吸収性コアの非対称によって、貯蔵材料６６は、着用されたときに主に
着用可能な吸収性物品の前方に位置付けられることができる。これは、インサートの尿貯
蔵能力の優位な割合を着用者の尿排出点の近くに提供して、漏れの可能性を低減し、かつ
、特に貯蔵材料６６が液体を吸収して膨張する際の潜在的な不快感並びに／又は不体裁な
寸法及び嵩を、着用者の脚の間又は臀部領域から除去することができる。更に、この特定
の非対称は、貯蔵材料６６を、実質的にインサート全体に沿ってではなくインサートの一
部分のみに位置付けることによって、使用する貯蔵材料６６の量の節約をもたらす。米国
特許第６，２７８，０３７号に開示されているティーバッグ遠心能力テストで測定した場
合、吸収性コアの前方領域の液体貯蔵能力は、吸収性コアの後方領域の液体貯蔵能力より
も高くてもよい。吸収性コアの前方領域の液体貯蔵能力は、後方領域の液体貯蔵能力より
も、少なくとも約１０％、２０％、５０％、又は更には１００％以上高くてもよい。その
ような構成では、前方領域５４及び後方領域５５の両方に位置付けられる獲得／分配材料
６５は、液体（通常は、尿）を獲得し、主に前方領域５４内に位置付けられる貯蔵材料６
６にそれを移動させるように機能することができる。あるいは、又は更に、インサートの
前方領域内の獲得システム又は構成要素材料の面積及び／若しくは坪量は、後方領域のそ
れより、少なくとも約１０％、２０％、５０％、又は更には１００％以上大きくてもよい
。あるいは、又は更に、吸収性コア７１の表面積、断面積及び／又は横方向幅は、後方領
域５５と比べて前方領域５４の方が大きくてもよい。例えば、吸収性コア７１の表面積、
断面積及び／又は横方向幅は、吸収性コアの前方領域内に存在するより大きな割合の獲得
／分配及び／又は貯蔵材料に適合するために、後方領域５５と比べて前方領域５４の方が
大きくてもよい。
【０１２６】
　図５Ａ、図５Ｃ及び図５Ｅを参照すると、他の例では、前方領域５４の吸収性材料６６
は、それぞれ、獲得／分配材料６５内に分散されてもよく（図５Ａ）、獲得／分配材料６
５と流体連通する独立した液体透過構造体若しくは被包６７内に収容されてもよく（図５
Ｃ）；又は保持材料６８の接着性マトリックスの上若しくはその中に分散されて、獲得／
分配材料６５と流体連通してもよい（図５Ｅ）。反対に、後方区域５５は、主に獲得／分
配材料６５を収容し、貯蔵材料６６は前方領域５４と比べて少ないか、全くない（図５Ｂ
、図５Ｄ、図５Ｆ）。前方領域５４内の材料は、同時係属の米国特許出願第１２／１４１
，１２２号、同第１２／１４１，１２４号、同第１２／１４１，１２６号、同第１２／１
４１，１２８号、同第１２／１４１，１３０号、同第１２／１４１，１３２号、同第１２
／１４１，１３４号、同第１２／１４１，１４１号、同第１２／１４１，１４３号、及び
同第１２／１４１，１４６号の１つ以上に記載されている構成に従って配置されてもよく
、後方区域５５は異なる構成を有する。
【０１２７】
　別の例では、図５Ｃに示されるように、貯蔵材料６６及び獲得／分配材料６５は、吸収
性コア７１の異なる別個の層を占有してもよい。ある状況では、獲得／分配材料６５を含
む層の表面積（すなわち、図４に示される平らにされたインサートに関する平面図の表面
積）を、貯蔵材料６６を含む層よりも大きくするのが望ましくあり得る（逆もまた同様）
。例えば、獲得／分配材料６５を含む層が、前方領域５４内にインサートを横切って大き
な表面積を有するように形成される場合、前方領域内のより多くの量の獲得／分配材料に
空隙を提供するのに役立つことができる。このことは、前方領域に向けて放出された比較
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的大量な尿の流出を迅速に吸収し、かつ分配するためのより大きな収容力を前方領域に付
与することができ、これは、例えば、年齢が上の男の乳児及び幼児用の着用可能な吸収性
物品にとって望ましくあり得、インサートの閉じ込め能力を高めることができる。
【０１２８】
　しかしながら、別の例では、例えば新生児及び幼い乳児などでは、尿の大量の流出は予
想されないが、比較的相当量の液体又は低粘度の糞便物質が予想される。したがって、こ
の群の意図される着用者用の着用可能な吸収性物品は、大きな表面積を占める大きな寸法
の獲得／分配層を、インサートの後方領域５５に有してもよい。このことは、後方領域に
向けて放出された液体の流出又は低粘度の糞便物質を迅速に吸収するためのより大きな収
容力を後方領域に付与して、インサートの閉じ込め能力を高めることができる。
【０１２９】
　前方領域と後方領域との違いはまた、睡眠中に使用するインサートのために含まれても
よい。起きている間に使用するように設計されたインサートは、上記のように、その液体
貯蔵能力の優位な割合を前方領域５４内に有していてもよい一方で、例えば、幼い乳児が
睡眠中に使用するように設計されたインサートは、流体排出物が重力の影響で流れる場所
に貯蔵能力の優位な割合を位置付けることによって仰向けに眠る乳児に適合するために、
その液体貯蔵能力の優位な割合を後方領域５５内に有していてもよい。
【０１３０】
　インサートの後方領域５５の吸収性コアの中に増粘剤を配置するのもまた望ましくあり
得る。増粘剤は、液体又は低粘度の糞便物質の粘度が高くなり、それにより不動となり、
インサート内に収容され易くなるという追加の保証をもたらすのに有用であり得る。
【０１３１】
　インサート５０はまた、非対称な全体的形状／バックシートを有していてもよい。例え
ば、図４に示されるように平らにした状態で見て、インサート５０は、インサート横方向
軸７０の片側に、反対側より大きな表面積を占めてもよい。このことは、バックシート材
料の使用中の快適性、身体被覆、外観、性能及び／又は節約の目的で有用であり得る。例
えば、貯蔵材料６６の優位な割合を含むと共に、インサート５０の前方領域５４は、貯蔵
材料を収容するためのインサート内の大きな空隙に関連して、大きな表面積を占有しても
よく、例えば、うつ伏せで眠る着用者の夜間の吸収及び閉じ込め能力を改善し、特に吸収
性材料が液体を吸収して膨張する際に、インサートが平らな状態を維持できるようにする
。そのような大きな表面積は、インサート横方向軸７０の反対側で後方領域５５が占める
表面積よりも、インサート横方向軸７０の片側で大きくてもよい。
【０１３２】
　インサート５０はまた、外側カバーの股領域にあるエリア内に狭い領域を有してもよい
。股領域のこの狭まりは、脚の間の寸法及び嵩を排除することによって、着用者の快適性
を改善するのに役立つことができる。図２Ｂを参照すると、股領域のこの狭まりは、イン
サート５０が限られた量の吸収性材料をその中に有しかつ限られた幅を有することで、外
側カバー２０の股領域２６の空隙の収容力を超えて膨張しないのを確実にすることによっ
て、外側カバー２０の股領域２６が、インサート５０の横方向に中心合わせされた位置を
収容しかつ維持しやすくなるように機能することができる。そのような狭まりは、例えば
、インサートの後方部分へと続いて、全体的形状／バックシートの非対称を作り出すこと
ができる。
【０１３３】
　インサート５０はまた、上記されたものと同じ、関連した、又はその他の目的に貢献す
るために、他の方法でインサート横方向軸７０に対して非対称であってもよい。
【０１３４】
　したがって、インサート横方向軸７０に対するインサートの非対称は、ただ１つの前側
領域とただ１つの後側領域とを有するようなインサートの設計及び構成の結果であること
、すなわち、インサート５０の意図される密着、快適性、性能及び外観が完全に実現され
るとしたら、前側領域及び後側領域は相互に交換可能でないことが理解される。
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【０１３５】
　把持機構、除去及び廃棄補助部
　図２Ｇ～図２Ｈ、図２Ｑ、図３及び図４を参照すると、インサート５０はまた、各ユー
ザー把持構造体５９、６１を有してもよい。ユーザー把持構造体５９、６１は、ユーザー
がインサート５０をその各端部で迅速かつ容易に把持できるようにするために提供され得
る。
【０１３６】
　図示され及び／又は提案される把持構造体は、ユーザーがインサート５０をより迅速に
把持し、かつ図３に示されるのと同様の収縮位置から、図４に示されるのと同様の伸展位
置まで伸張できるようにすることができ、これは、インサート５０を外側カバーの中に設
置するために望ましくあり得る。図示のように、ユーザー把持構造体５９、６１がインサ
ート５０の各端部に近接して中心合わせされると、これは、以下により詳細に記載される
各中心合わせされたファスナー構成要素対を同じ場所に配置するための視覚的補助をユー
ザーに提供することもできる。
【０１３７】
　更に、ユーザー把持構造体５９、６１は、ユーザーがインサート５０をそれぞれの端部
で迅速かつ容易に把持できるようにするのに役立つ可能性があり、このそれぞれの端部は
、着用者の身体の排出点からの距離により、インサート５０の交換が必要又は望ましくな
ったときに汚れにくい。したがって、ユーザーは、汚れたインサート５０を外側カバー２
０から取り外すときに、着用者の排出物がユーザーの手と接触するのをうまく回避できる
ようになり得る。図２Ｑに示されるように、インサート角部付近に横方向に延びる把持構
造５９を有する構造は、汚れたインサートを外部カバーから除去する際に、ユーザーの点
が汚れるのを防ぐことを可能にし、ユーザーが廃棄のために汚れたインサートを折るか又
は巻くことを更に可能にし得る。
【０１３８】
　図２Ｇ～図２Ｈ及び図２Ｑに示される例を参照すると、ある状況では、インサート上に
１つを超える把持構造体５９を含むのが望ましくあり得る。これは、図２Ｇ～図２Ｈ及び
図２Ｑに示されるような、１つを超えるファスナー構成要素５６がインサートの端部上に
配置されている例において有用であると考えることができる。このような状況では、各フ
ァスナー構成要素５６に関連付けられかつ近接した独立した把持構造体５９を有すること
によって、ユーザーは、適切に同じ場所に配置及び／又は位置合わせされたファスナー構
成要素５９、３３を用いて、インサートをより簡単に正確に外側カバー内に位置付ける及
び設置するように、インサートの一部分を操作することができる。外側カバーからインサ
ートを取り外すことが必要な場合に、ファスナー構成要素の分離をもたらすのに必要な場
所にユーザーの牽引力を集中させることによって、ユーザーが対のファスナー構成要素３
３からファスナー構成要素５６をより簡単に引き離して、それらを分離させることができ
るようにすることも可能である。
【０１３９】
　ユーザー把持構造体５９、６１は、図２Ｅ～図２Ｆ、図２Ｑ、図２Ｓ、図２Ｔ、図３及
び図４に示されるようなタブ状拡張部を有してもよく、インサート５０が外側カバー２０
内に設置されるときに自由端は内部に取り付けられず、容易に把持可能である。ユーザー
把持構造体は様々な形態を有してもよい。非限定的な例として、ユーザー把持構造体は、
インサート５０の端部から延びるループ様拡張部分、インサート５０の端部近くを貫通す
る指穴、インサートの横方向中心線７０に向かい合う開口部を有するポケット、及びイン
サート５０をその端部に近接する位置で把持及び引張やすくするその他の構造体、の形状
をとることができる。
【０１４０】
　更に、把持構造体５９、６１は、ユーザーがインサートをしっかりと把握しかつ引張や
すくするために、高い摩擦係数（例えば、少なくとも約０．５）を有する材料、弾性的な
圧縮性材料、及び／又は三次元レリーフを有する表面で形成されてもよい。
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【０１４１】
　把持構造体５９、６１はまた、インサートの横方向中心線に向けてインサートのそれぞ
れの末端部の上又は下に折り重ねられることができるように構成又は適合されてもよい。
このことは、把持構造体を他の材料の背後に隠して、排泄物による汚れから把持構造体を
保護する役割を果たすことができる。あるいは又はこれに加えて、このことは、ユーザー
にとっての利便性を増す役割を果たすことができる。
【０１４２】
　図２Ｑ、図２Ｓ、図２Ｔ、及び図３に示されるように、把持構造５９、６１は、端部支
持補強材６０、６２（以下で更に記載される）を形成する材料の長手方向、横方向又は他
の延長部の形態であり得る。
【０１４３】
　図３を更に参照し、インサートはまた、汚れたインサートを外側カバーから除去した後
の良好な処理及び、廃棄の利便性のために、インサートを折り畳まれるか巻かれた構成に
保持するように構成された、廃棄補助部８１を含み得る。図３に示されるように、廃棄補
助部８１は、取り外し可能／最締結可能なテープのストリップの形態であり得る。汚れた
インサート５０を外側カバーから取り除く際、ユーザーは、これをバックシート５２が外
側を向くようにして長手方向に折り畳むか、又は巻くことができ、その後テープ型の廃棄
補助部８１をバックシートへと持ち上げて再締結し、インサートが折り畳まれるか、又は
巻かれた状況にあることを確実にする。トップシート５１を内側、バックシート５２を外
側にした状態で、インサート５０を折り畳まれるか巻かれた状態に保持するように機能す
る、他の形態の廃棄補助部が使用され得る。
【０１４４】
　インサート／外側カバーファスナー構成要素、向きの印他の可能な特徴
　図２Ｂ、図３及び図４に戻って参照すると、先述の通り、外側カバー２０は、その上に
配置された前側及び／又は後側インサートファスナー構成要素３３、３２などの１つ以上
のインサートファスナー構成要素を有してもよい。インサート５０は、インサート上に配
置された前側及び／又は後側ファスナー構成要素５６、５７を有してもよい。インサート
５０上の各前側及び／又は後側ファスナー構成要素５６、５７は、外側カバー２０上に配
置された対応の前側及び／又は後側インサートファスナー構成要素３３、３２との締結を
可能にするように協働するよう選択及び／又は適合され得る。
【０１４５】
　締結位置のタイプ、位置、及び位置決め
　一例を挙げれば、インサート５０の各前側及び後側ファスナー構成要素５６、５７と、
外側カバー２０上の対応の前側及び後側インサートファスナー構成要素３３、３２との締
結を可能にするために、対応の締結対５６、３３及び５７、３２は協働ファスナー構成要
素を有することができる。好適な面ファスナー式締結システムの例は、Ｖｅｌｃｒｏ　Ｉ
ｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　Ｂ．Ｖ．の製品であるＶＥＬＣＲＯシステムであり、このシステム
の構成要素は、Ｖｅｌｃｒｏ　ＵＳＡ，Ｉｎｃ．（Ｍａｎｃｈｅｓｔｅｒ，Ｎｅｗ　Ｈａ
ｍｐｓｈｉｒｅ）から入手可能である。面ファスナー式締結システムは特定の利点を提供
する。各ファスナー式要素はシート状又はストリップ状で供給されるので、この要素を適
切な形状のパッチに切断することができ、このパッチを、接着剤結合、機械的結合、超音
波接合、縫合、縫製、縁かがり、縁取り等の様々な手段で布基材に添着することができる
。対応の面ファスナー式パッチをファスナー構成要素として使用する場合、締結は、ファ
スナー構成要素を対面接触させて置き、ゆるい圧力を加えるだけで達成されるので、比較
的容易な締結、ユーザーにとっての容易さ及び便宜（例えば、ボタンとボタン穴といった
ファスナー構成要素と比較して）は、もたらされるいくつかの利点のうちの１つである。
【０１４６】
　一部のタイプのフック構成要素は、ある状況では、意図される対応するループ要素以外
の様々な材料に望ましくなく引っかかる又はからみつく傾向があり得るが、現在入手可能
であるほとんどのタイプのループ要素は、この傾向を有さない。したがって、ある状況で
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は、ループ要素のパッチがインサートファスナー構成要素３３、３２の一方又は両方を形
成し、フック要素のパッチがファスナー構成要素５６、５７の一方又は両方を形成するの
が望ましくあり得る。この構成では、引っかからないインサートファスナー構成要素を外
側カバー上に定置する。これは、外側カバー２０が再利用可能となるように設計されてい
る場合などある状況において望ましくあり得、外側カバー２０上の要素が外側カバー２０
の他の部分に、又は、外側カバー２０と一緒に保管又は洗濯される衣類物品などの他の物
品に、望ましくなく引っかかる可能性を低減する。
【０１４７】
　しかしながら、締結対５６、３３及び５７、３２は、面ファスナー式締結システムの対
応の要素を必ずしも有する必要はなく、２つの要素からなる締結システムの対応の要素を
必ずしも有する必要はない。むしろ、締結システムは、１つのファスナー構成要素しか必
要としなくてもよく、又は他のタイプのファスナー構成要素を使用してもよい。使用する
ファスナー構成要素は、インサート又はその一部分と係合する、これを固定する、及び別
の方法で保持するように適合されてもよい。外側カバー２０上のファスナー構成要素には
、接着剤のパッチ、比較的高い摩擦係数の領域を有する構造体、ポケット、フラップ、ス
トラップ、あるいはその他の捕捉、保持及び／又は固定表面、デバイス、又は構造体を挙
げることができる。したがって、一例である図２Ｃを参照すると、外側カバー２０の内側
は、外側カバー２０の内表面２５上に又は内表面２５に沿って位置付けられた１つ以上の
ポケット構造体３２ａ、３３ａを、例えば、前側領域２７又は後側領域２８内に有しても
よい。このようなポケット構造体は、（立位姿勢の着用者に対して、及び図２Ｂに対して
）下方及び上方を向く開口部を有してもよい。ポケット構造体は、例えば、インサート５
０の前方領域５４の前縁部及び一部分を受容、嵌合及び捕捉するように構成されてもよい
。ポケット構造体３３ａ、３３ｂは、横方向軸４５と向かい合う開口部を有してもよく、
インサート５０の末端部はその中に挿入されかつそれによって保持される。別の方法とし
ては、ポケット構造体は、横方向軸４５とは反対側を向く開口部を有してもよく、インサ
ート５０の末端部はその中に挿入されかつそれによって保持され、次にインサート５０は
かかる開口部の上に横方向軸４５に向かって折り返されることができる。図２Ｄを参照す
ると、別の例では、インサート５０の角部がポケットの中に挿入されかつ保持されるよう
に位置決めされた１つ以上のポケット３２ｂ、３３ｂが、外側カバー２０の内表面の前側
及び／又は後側領域内に設けられてもよい。そのようなポケットは、材料３２ｃ、３３ｃ
の縁部によって画定され、横方向及び長手方向軸の両方に対して約０～９０度、より好ま
しくは約３０度～６０度の角度を形成する、個別の開口部を有してもよい。このようなフ
ァスナー構成要素の１つ以上は、外側カバー２０の前側領域及びインサート５０の前方領
域に配置された他のファスナー構成要素の代わりに、これらに加えて、又はこれらと組み
合わされて設けられてもよい。一例として、外側カバー２０は、後側ファスナー構成要素
３２を形成するループ要素のパッチ（図２Ｂ参照）と一緒に、前側領域２７内にポケット
構造体３３ａ（図２Ｃ参照）を有してもよい。このような構造体、及びフックのパッチを
ファスナー構成要素５７として有する適切に適合されたインサート５０を使ってインサー
トを設置するために、ユーザーは、インサート５０の前縁部をポケット構造体３３ａに挿
入し、次に、対応のファスナー構成要素３２、５７を係合することによって、インサート
５０の後方部分を外側カバー２０の後側領域の中に締結することができる。
【０１４８】
　別の例において、ファスナー構成要素３２、３３はそれぞれフック要素のパッチであっ
てもよく、一方でファスナー構成要素５６、５７は、単に、そのようなフック要素によっ
て取り付け可能に係合可能であるように適合された織布又は不織布材料で形成された表面
であってもよい。更なる別の例において、ファスナー構成要素５６、５７はそれぞれフッ
ク要素のパッチであってもよく、一方でファスナー構成要素３２、３３は、単に、そのよ
うなフック要素によって取り付け可能に係合可能とされるのに好適な、又は取り付け可能
に係合可能であるように適合された織布又は不織布材料で形成された表面であってもよい
。
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【０１４９】
　また、締結対５６、３３及び５７、３２のそれぞれの要素を含むあらゆる形態のファス
ナー構成要素が、インサート５０又は外側カバー２０のいずれかの上に配置されてもよい
。例えば、フックパッチがインサート５０又は外側カバー２０のどちらかの上に配置され
、協働するループパッチがインサート５０又は外側カバー２０のもう一方の上に配置され
てもよい。
【０１５０】
　外側カバー２０上の構成要素３２などのインサートファスナー構成要素は、固定バンド
３８、又は斜めの固定バンド３８ａなどの固定システムの少なくとも一部分に取り付けら
れても又は接続されてもよい。これは、上で引用した１つ以上の特許出願の、固定バンド
の説明において記載されているように、利点の１つとして、吸収又は収容された排出物の
重量によって生じる構造負荷の分布をもたらすことができる。
【０１５１】
　締結位置は、例えば、インサート５０の４つの角部のそれぞれと、外側カバー２０上の
これに対応する位置に、並びに、適切に選択されかつ配置されたファスナー構成要素によ
って生じるインサート５０及び外側カバー２０に沿った他の位置にも、複合的に配置され
てもよい。例えば、ファスナー構成要素は、インサートの前方及び／又は後方領域内のイ
ンサートの末端部に近い長手方向側部に沿って配置されてもよい。ファスナー構成要素は
、インサートの縁部に隣接して配置されてもよく、又は縁部の横方向及び長手方向内側（
inboard）に配置されてもよい。例えば、ファスナー構成要素は、インサートの全ての縁
部から少なくとも１、２、又は３ｃｍの位置に配置されてもよい。特定の実施形態では、
少なくとも１つのファスナー構成要素が、インサートの横方向又は長手方向縁部から、又
はその両方から、少なくともインサートの幅の４分の１に等しい距離の位置に配置される
。１つの実施形態では、ファスナー構成要素は、長手方向軸の長さの少なくとも約５分の
１に沿って配置される。
【０１５２】
　ファスナー構成要素は、衣類に面する表面上に材料を担持する接着剤、感圧接着剤、又
は凝集剤材料のパッチ若しくはストリップの形態を有してもよく、ないしは別の方法によ
り、接着剤、感圧接着剤又は凝集剤材料から形成され得る。パッチ又はストリップは、イ
ンサートの衣類に面する表面の約２０％、５０％、７５％、又は更に実質的に全てを被覆
することができる。このようなパッチ又はストリップは、インサートの衣類に面する表面
の少なくとも一部に取り付けられてこれを被覆し、かつ任意により、剥離紙によって被覆
されて、接着剤／凝集剤を保存し、ユーザーがインサートの挿入に備えるまで、貯蔵及び
運搬の間、汚染及び意図しない接着を防ぐ。ユーザーが外側カバー内へのインサートの挿
入に備えると、ユーザーは剥離紙を剥離し、それによって接着剤／凝集剤を露出して、外
側カバー内にインサートを接着させるように機能するべく利用可能にする。接着剤又は凝
集剤を含むファスナー構成要素は、インサートの、本明細書において記載される他の種類
のファスナー構成要素と、締結構成において組み合わされてもよく、又はインサートの一
端が１つ以上の接着剤又は凝集剤タイプのファスナー構成要素を有してもよく、インサー
トの他端が、本明細書において記載される１つ以上の他の種類のファスナー構成要素を有
し得る。
【０１５３】
　ファスナー構成要素対５６、３３及び５７、３２のいずれかといった締結システムは、
図示のように、前方／前方及び／又は後方／後部端部／領域のそれぞれあるいはいずれか
の近くに、単一化され、横方向で中心に合わせ、かつ局所化された締結位置を形成しても
よい。図２Ｂ及び図３に示される、挿入端部の一方又は両方において、インサート及び外
側カバー上それぞれにおいて、実質的に横方向で中心に合わされた、単一化した、局所化
した締結位置を有することが、一定の利益を提供し得る。
【０１５４】
　ユーザーが、インサートの端部において、インサート５０を外側カバー２０に移し、締
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結しなければならない、位置の単一化及び局所化により生じる、ユーザーのための、挿入
の単純性及び容易性が、１つの利益であり得る。
【０１５５】
　第２の利点は、締結位置の単一化、局部化により生じる、外側カバー２０内のインサー
ト５０の部分的な力分離取り付けから生じ得る。この力分離構成により、ファスナー構成
要素３３、３２を包囲する外側カバー２０の一部分、例えば腰部バンド部分３４、３５、
及び前方領域２７及び特に後方区域２８は、インサート５０及びその一部分の構造とは実
質的に独立し、かつこれに妨げられずに、横方向に伸張及び収縮することができる。これ
は、外側カバー２０の横方向収縮による、インサート５０の端部に沿った横方向座屈又は
塊化（これは不快感を生じ得、及び／又はインサートの端部の着用者に面する表面と着用
者の皮膚との間に隙間を生じ、漏れに対する弱さを生じる）を避けることがある。これは
また、インサート５０の構造が外側カバー２０の横方向の伸張又は収縮を制限するのを防
ぐ（これは、本来、その間のより力結合した構成の結果として生じ得る）。このような外
側カバーの伸張及び収縮の横方向の塊化、座屈、又は制限は、さもなければ通常、例えば
、所与の長手方向位置に近接してインサート５０の幅にわたって１つを超える締結位置を
用いて、又はインサート５０の幅の大部分に沿った横方向に非局在化／拡張された連続的
な締結位置を用いて、インサート５０の幅の大部分を外側カバー２０に力結合するやり方
で、外側カバー２０内にインサート５０を締結するのに付随して起こり得る。力分離はし
たがって、フィットの向上、収容性能、外見及び着用者の快適性、意図されるインサート
の形状及び着用中の性能の維持能力の改善を提供し得る。
【０１５６】
　したがって、位置実施例において、図２Ｏを参照し、インサート５０に取り付けられる
、ファスナー構成要素５６及び／又は５７を形成するフック構成要素のパッチは、インサ
ート状に実質的に横方向で中心に合わされてもよく、インサート５０に沿った有効幅Ｗｆ

を有してもよく、これは、端部支持補強材を含まないインサート５０の最大横幅Ｗｉの約
５０％以下だけ延びる（以下に記載）。これにより、例えば、インサート５０が外側カバ
ー２０の中に設置されたときに、インサート５０の幅の約５０％以下が、フック構成要素
のパッチの作用によって外側カバーに力結合されることになり、それに応じて、この幅の
約５０％（すなわち、幅Ｗｆに沿ってインサートに取り付けられない又は力結合されない
幅Ｗｉの部分）は、外側カバー２０から力分離されることになる。ある状況では、外側カ
バーから力分離されるインサート５０の前方領域５４及び／又は、特に、後方領域５５の
横方向幅のこの部分は、約５０％をも超えるのが望ましくあり得る。このように、例えば
、連続的に取り付けられるフックのパッチを含むファスナー構成要素５６又は５７の幅Ｗ

ｆは、幅Ｗｉの約４０％以下、約３０％以下、又は更には約２０％以下であるのが望まし
くあり得る。別の例では、前方領域５４及び／又は後方区域５５における横方向幅の少な
くとも幅Ｗｉ約５０％が、外側カバーから力分離されるのが、ある状況では望ましくあり
得る。ある状況では、外側カバーの中に設置されるときに、幅Ｗｉの約５０％超過、約６
０％超過、約７０％超過、又は更には約８０超過が、外側カバーから力分離されるのが望
ましくあり得る。
【０１５７】
　しかしながら、一定の状況において、幅Ｗｉの約５０％超が、外側カバーから力分離さ
れることは重要でないことがある。いくつかの状況において、有用な利益が、別の目的を
満たす一方で、インサート幅のより小さい部分を力分離することによってもたらされ得る
。例えば、インサート５０は、利用可能なフックタイプ構成要素よりも比較的積極的でな
い、フックのパッチから形成されるファスナー構成要素５６及び／又は５７を含む場合が
あり、したがって、良好な締結性能を提供するために、比較的より大きな接触表面を必要
とする。これらの、及び他の状況において、外側カバーに力分離されるインサートの横幅
の約９０％未満、より好ましくは約７５％未満、更により好ましくは約６０％未満が、以
前として必要な締結／保持性能を提供する一方でいくらかの力分離利益を達成するために
、十分であり得る。
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【０１５８】
　このように単一化されかつ比較的横方向に局所化された締結位置を提供して、インサー
ト５０の少なくとも一方の末端部の横方向幅にわたって限られた力結合を提供する、他の
ファスナー構成要素が可能である。他の好適なファスナー構成要素は、タブ及びスロット
ファスナー、マクロフック及びループファスナー、ボタンファスナー、インターロックフ
ァスナー、フック及びスロットファスナー、スナップファスナー、接着剤ファスナー、及
び他の利用可能なファスナータイプが挙げられる。
【０１５９】
　上記の単一化され、局所化された締結位置が上記の利益を提供し得るが、いくつかの状
況においてこれらはまた、不利益をもたらし得る。いくつかのインサート実施形態におい
て、インサート５０の外側角部は、外側カバーに固定されない場合、着用中に、着用者の
運動若しくは位置、又は排出物の充填（例えば、股部区域）に反応し、インサート横方向
軸７０に向かって、又はインサートの主な位置の外形外に、座屈、弛み、又は回転しやす
くなる場合がある。更に、図３を参照すると、及び上述された縁部５８に沿ったカフ弾性
体５８ａ、５８ｂを備える起立カフ５３の説明から、予め延伸されたカフ弾性体５８ａ、
５８ｂによって長手方向張力が付与されると、起立カフ５３は、インサート５０の各外側
の角部を互いに向けて長手方向に引っ張る傾向があり得ることが理解される。これらの力
に抵抗する構造が存在しない場合、インサート５０の外側の角部は弛む又は座屈する可能
性があり、起立カフ５３は緩む、弛む、又は更にはつぶれる可能性がある。これにより、
カフの縁部５８と着用者の身体との間に隙間が生じ得る。その結果、このことはカフのガ
スケット機能を損なって、漏れリスクを高くする可能性がある。
【０１６０】
　上記で特定される利益は、いくつかの状況において、インサートの前方領域においてよ
り大きな関心となり得る。インサートの角部の制御は、インサートの両末端部において重
要であり得るが、尿道により近位であるという理由から、前方領域５４において特に重要
であり得る。排出された尿が主に前方領域で貯蔵されるインサート設計は、排出物充填の
重量及び膨張応力を、インサート５０の前方領域５６、ひいては前方角部に集中させる可
能性がある。前方角部、又はその付近において作用するインサートの前部における応力は
また、着用者の脚の前方への関節運動（這う、又は歩くときに、一緒に又は交互に）、又
は腰部に向けて胴体を折り曲げることにより、適用されるか又は倍増され得る。
【０１６１】
　同時に、いくつかの状況において、力分離は、インサート２８及びシャーシ５５の後方
区域において、より望ましいことがあるが、これは後部におけるウエストバンド伸長に対
するより大きな要求が、解剖学的特徴及び身体の運動の様式から生じ得るためである。例
えば、着用者は尻部において通常前方に曲がるが後方には曲がらず、臀部及び尻部の外形
と組み合わされたこのような運動は、フィット、快適性及び外観の目的のために、前方ウ
エストバンド領域よりも、後方ウエストバンド領域において、横方向伸張及び収縮に対す
る大きな要求を課す。
【０１６２】
　したがって、図２Ｅ～図２Ｆ及び図２Ｇ～図２Ｈに示されるように、単一化／局所化さ
れ、横方向で中心に合わされ、力分離されたファスナー構成要素対３２、５７は、例えば
、外側カバー２０の後方区域２８、及びインサート５０の後方区域５５など、物品の前方
又は後方の一方のみにおいて利用され得、一方でインサート５０の前方角部を効果的に制
御するファスナー構成要素対３３、５６は、外側カバー２０の前方領域２７、及びインサ
ート５０の前方領域５４など、他の区域において利用され得る、実施例が想到される。こ
の構成は、力分離が最も所望され得る一区域における力分離を可能にし、角部制御が最も
所望され得る別の区域においてインサート角部制御を提供する。
【０１６３】
　インサートの構成要素又は部分の緩み及び／又は回転の可能性を低減するための角部の
制御は、一連の実施例において、ファスナー構成要素対の配置及び／又は形成によって改
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善され得る。図２Ｅ～図２Ｆ、及び図２Ｇ～図２Ｈを再び参照し、例えば、外側カバー２
０及びインサート５０のそれぞれの前側／前方領域にあるファスナー構成要素対３３、５
６は、インサート５０が挿入されたときに、インサート５０の前方角部が外側カバー２０
に効果的に捕捉及び保持されるように配設、成形、寸法設定及び／又は載置され得ること
が分かる。したがって、インサート上に配置されたファスナー構成要素５６は、インサー
トの幅の約４分の１、又は２分の１と少なくとも等しい有効幅Ｗｆを有してもよい。いく
つかの例では、ファスナー構成要素の幅Ｗｆは、幅Ｗｉの約５０％～１００％、又は約７
５％～９５％、又は更には約８５％～９５％であってもよい。（Ｗｉ及びＷｆに関して参
照するために、図２Ｏ及び図２Ｐを参照されたい。）多くのファスナー構成要素５６が含
まれる場合（例えば、直線上、配列、又は他のパターンで）、ファスナー構成要素幅Ｗｆ

は、横方向に最も外側のファスナー構成要素５６の締結可能な効果的な部分の横方向に最
も外側の縁部の間の、横方向の間隔であるものと考えられる。（本明細書の目的のため、
「締結可能な有効部分」とは、インサートの幅の一部を外側カバーへと有効に力分離する
ファスナー構成要素のいずれかの部分を意味する。）
【０１６４】
　図２Ｇ～図２Ｈを参照し、インサートの所与の長手方向縁部において２つ以上のファス
ナー構成要素５６を有する実施例において、端部に沿ったインサート横方向幅の非取り付
け部分は、ファスナー構成要素５６の横方向内側縁部間に存在する。非取り付け部分を横
断するインサートの端部の緩み及び／又は座屈の可能性、及びひいては、着用者の不快感
又は端部に沿った排出物の漏れの可能性を生じ得る。
【０１６５】
　インサート末端支持補強材
　上記の力分離、又は力結合及びファスナー構成要素の配置により生じ得る問題に更に対
処するため、インサートの一端又は両端の付近に強化構成要素を含めることが望ましい場
合がある。例えば、いくつかの場合において、インサート端部が、インサート長手方向軸
にわたる、過剰な曲げ、塊化、又は座屈に対して抵抗性であることが望ましい場合がある
。他の状況において、上記のように、インサート角部が弛み又は座屈に抵抗性であること
が望ましい場合がある。
【０１６６】
　図３及び図４を参照し、端部支持補強材６０及び／又は６２が、インサートの一端及び
両端において含まれ得る。このような端部支持補強材は、ユーザーがインサートを外側カ
バーに係合するのを援助し、インサート５０が外側カバーの下に装着されている間にその
意図される形状及び配置を維持するのを助ける、すなわち、意図される形状、位置及びガ
スケット機能（例えば、起立カフ５３の）を維持するのを助けるように機能することがで
きる。端部支持補強材６０、６２はまた、インサート上に含まれるファスナー構成要素の
寸法、タイプ又は位置にかかわらず、インサートの角部を制御するのを助けることができ
る。カフ縁部５８の長手方向の引張に対する抵抗をもたらすのに加えて、末端支持補強材
６０、６２は、あらゆる方向への又はあらゆる平面における曲げに対する抵抗を提供する
ことができる。
【０１６７】
　端部支持補強材６０、６２は、インサート５０内にその一端又は両端の付近において、
取り付けられるか又は組み込まれてよい（図３及び図４に示される）。使用中にインサー
ト５０が最適な形状を維持する傾向を増加させるのに加えて、このような端部支持補強材
は、インサート５０が外側カバーに設置される前に、インサート５０の関連付けられた端
部が開いて平坦なままでいる傾向を増加させることができる。インサート５０の端部は、
設置前にユーザーが保管及び／又は運搬する間、普通は折り重ねられる又は束ねられる可
能性があるので、端部支持補強材は、インサート５０の関連付けられた端部に、外側カバ
ー内に設置するためのユーザーによる操作をそれほど必要としない形状／配置を維持又は
追求させることによって、ユーザーの便宜を向上させることができる。
【０１６８】
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　図４を参照し、１つ以上の端部支持補強材６０、６２は、インサートに対して横方向の
向きで配置され、任意の平坦なシート状、又はカード上材料、又は任意の平坦な効果アセ
ンブリで形成されてもよく、これはインサート横方向軸７０のより近くに位置する隣接部
分の剛性を上回る。一例を挙げれば、末端支持補強材は、インサート末端部の材料の一部
分を折り重ねて、材料の折り畳まれた層を含む補強領域を形成することによって形成され
てもよい。別の例では、端部支持補強材６０、６２は、インサート５０の端部の上に、液
状接着剤若しくは半流動体接着剤又はその他の材料の横方向のバンド、ストリップ、又は
その他の形状若しくは模様の堆積物を堆積することによって形成されてもよく、この堆積
物は剛化状態に硬化又は冷却して、適用される基材に追加の補強を付与する。別の実施例
において、端部支持補強材は、シート形状の厚紙又は同様の材料で形成され得る。好適な
補強材の一例は、シート形状で提供される、０．０７８ｃｍ（０．０３１インチ）厚さの
ＶＯＬＡＲＡ　６Ａフォーム（Ｓｅｋｉｓｕｉ　Ｖｏｌｔｅｋ，ＬＬＣ（Ｌａｗｒｅｎｃ
ｅ，ＭＡ）の製品）であり、同じ厚さの同じもの、及び同様の材料が入手可能であり使用
され得る。補強材は、補強、適用、添着、若しくは任意のその他の好適な方法によって含
有されるために、インサート５０の一部分に積層されても、又は接着剤を介して適用され
てもよい。好適な補強材の他の例は、不織布の追加層；タフト状不織布；フィルム；フィ
ルム、不織布、及び／又は他の材料の積層体；ファスナーループ又はフック構成要素のパ
ッチ；好適な把持構造の部分；１つ以上の他のインサート及び／又はコア材料の部分など
が挙げられる。当業者は、本明細書に記載の試験によって説明され、測定される剛性が、
インサート端部に対して、様々な方法で材料の選択及び／又は材料の追加することによっ
て増加されることを容易に理解するであろう。
【０１６９】
　端部支持強化材６０、６２は、これらが位置するインサート５０の領域の平坦な横方向
及び／又は長手方向の剛性を、このような強化材に隣接し、平面図に関して（例えば、図
４）横方向軸７０により近い、インサートの部分と比較して高くしてもよい。剛性のこれ
らの異なる配向特性は、インサートの様々な特性に影響を与え得る。例えば、図３を参照
すると、端部支持補強材６０、６２（補強部分）を含む部分の、起立カフ５３の長手方向
張力に抵抗する能力（特に縁部５８に沿って）は、補強材の平面及び長手方向剛性の１つ
以上の影響を受け得ることが分かる。補強部分の存在に付随する柔軟性、及び関連する着
用者の快適性又は不快感は、補強材の平面剛性の影響を受け得る。
【０１７０】
　起立カフの長手方向張力に抵抗する補強部分の能力に関連した剛性の１つの尺度は、縁
部偏向力であり、これは、以下に記載の縁部偏向力測定法にしたがって測定される。構造
的剛性及び快適性という、潜在的に相容れない目的の観点から、インサート端部の強化部
分（すなわち、端部支持強化材を含む端部）は、上記の縁部偏向力測定方法により測定し
た際に、少なくとも約０．２Ｎ、より好ましくは少なくとも約０．５Ｎ、又は代替的に、
及び更により好ましくは、それぞれ、約０．２Ｎ～約３．０Ｎ、又は約０．４Ｎ～約２．
０Ｎ、又は更に約０．５０Ｎ～約１．７０Ｎの平均縁部屈曲力（３０）を有することが望
ましい場合がある。（用語「ピーク縁部偏向力（ｙ）」、又は「縁部偏向力（ｙ）」が本
明細書において使用されるとき、「ｙ」は、縁部偏向力測定方法において記載される際に
間隔１０１０のｍｍによる横方向寸法であり、本明細書において図６Ａに示される。）
【０１７１】
　補強部分の快適性に関する剛性の他の測定は、以下に記載の曲げ剛性測定法に従って測
定されるピーク曲げ力及び曲げ剛性（Peak Bending Force and Bending Stiffness）であ
る。快適性の観点から、挿入端部の強化部分（すなわち、端部支持強化材を含む端部の部
分）は、約０．１Ｎ～４．０Ｎ、より好ましくは約０．１Ｎ～３．７Ｎ、更により好まし
くはそれぞれ、約０．２Ｎ～３．０Ｎ、又は約０．５Ｎ～２．５Ｎの平均ピーク曲げ力を
有する。加えて、又は代替的に、挿入端部の強化部分は、約１００Ｎ／ｍ～１，０００Ｎ
／ｍ、より好ましくは約１００Ｎ／ｍ～６００Ｎ／ｍ、更により好ましくは、それぞれ、
約２００Ｎ／ｍ～５００Ｎ／ｍ、又は３００Ｎ／ｍ～４００Ｎ／ｍの平均曲げ剛性を有す
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る。
【０１７２】
　端部支持補強材６０、６２は、インサート５０の端部の一方若しくは両方に隣接して又
は近くに位置付けられてもよく、その幅のかなりの部分に沿ってインサートを補強するた
めに、その横方向中心から横方向に延在してもよい。あるいは、補強材は、その長手方向
で最も外側の縁部（インサートに対して、すなわち、横方向軸７０から最も遠い縁部）が
、インサート５０の関連する端部から少なくとも約０．５、１、２ｃｍに配置され、イン
サートの長手方向中央線の周囲で実質的に横方向で中心に合わされ得るように配置され得
る。１つ以上の端部支持補強材６０、６２は、少なくとも、幅Ｗｉの約３０％、より好ま
しくは約４０％、更により好ましくは約５０％～約１００％を有してもよく、又はインサ
ートを形成する他の材料の長手方向縁部を超えて延びてもよい。端部支持補強材６０、６
２は任意の長手方向寸法を有することができるが、インサートの長さＬの２５％未満の長
手方向寸法が、着用者の快適性をより良好に保証することができ、したがって望ましくあ
り得る。いくつかの実施例において、端部支持補強材６０の長手方向寸法Ｌｉｓ（図２Ｏ
、２Ｐを参照のこと）は、補強材の長手方向に最も外側の縁部から、補強材の長手方向最
も内側の範囲（すなわち、最も近い横方向軸７０）まで測定した際に、約５ｍｍ～約５０
ｍｍであってもよい。補強材はまた、インサートを形成する他の材料の長手方向縁部の一
方又は両方を超えて横方向に延びてもよく、その端部のインサートを形成する他の材料の
横方向縁部を超えて長手方向に延び得る。インサートの一方又は両方の末端部が末端支持
補強材を有してもよい。補強材は、フック材料のストリップ又はパッチなどのファスナー
構成要素を含むか、これにより形成されるか、又はこれにより更に補強されてもよい。イ
ンサートが両端に補強材を含む例では、各端部支持補強材は、異なる形状、寸法、剛性、
厚さ、色、構造、配置、材料、又は組成物を有してもよい。端部支持補強材はまた、上述
のように、かつ図３に示されるように、把持構造体又はファスナー構成要素を包含しても
よく、又はこれらと一体であってもよい（端部支持補強材６０は把持構造体５９と一体に
描かれている）。
【０１７３】
　ファスナー構成要素の構成及び端部補強の特徴
　上記のように、インサートの端部において、効果的に力分離され、単一化／局所化され
た締結システムの使用は、利益と不利益の両方を呈し得る。利益のいくつかは、端部支持
強化材を含めることにより、又は代替的に、インサートの角部において支持を提供する、
更なる力分離締結システムの使用によって、緩和され得る。
【０１７４】
　同様に、角部、又はその付近の端部における、２つの分離したファスナー構成要素を有
する締結システムの使用は、利益及び不利益（製造における費用の増加及び複雑性を含む
）の両方を呈することがある。不利益のいくつかは、端部支持補強材を含めること、及び
／又は比較的力分離した、単一化／局所化した締結システムを使用することによって緩和
され得る。
【０１７５】
　インサート上に端部支持補強材を含めることは、有益な効果を有し得るが、これはまた
着用者の快適性、製造における費用の増加及び複雑性の問題を生じることがある。
【０１７６】
　これらの様々な種類のインサート・外側カバー締結、及び／又は支持システムが呈する
各利益及び不利益を考慮し、ユーザーの利便性、フィット、構造支持、インサート及び起
立カフの一体性、及び収容機能に対処するこれらのシステム、着用者の快適性、並びに製
造における費用及び複雑性の最小化の組み合わせを利用することが望ましいことがある。
【０１７７】
　ある状況において、インサートの端部角部を外側カバーに効果的に取り付けるファスナ
ー構成要素のペアを含めることは、費用及び／若しくは複雑性の理由により望ましくない
ことがあり、又は上記のように、インサート５０の各端部の近位のただ１つの単一化／局
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所化した、横方向で中心に合わされた締結位置を有することの利益を犠牲にし得る。例え
ば、外側カバー２８の後方区域では、上記の理由から、力分離される構成をもたらす単一
化及び比較的局所化された締結位置が望ましくあり得る。しかしながら、この効果が、角
部支持及び起立カフの支持の望ましくない損失である場合、端部支持補強材は、単一化／
局所化締結システムと共に、望ましい場合がある。
【０１７８】
　１つ以上の端部支持補強材６０、６２を含むインサート５０の一部分は、起立カフ５３
の張力に効果的に耐え、インサート５０の使用中に起立カフ５３及びその縁部５８をガス
ケット形状に実質的に維持し、かつインサート５０の角部を横方向に拡張された位置に実
質的に維持して、角部の座屈又は塊化を防止するのに十分なほど硬いのが望ましくあり得
る。所望の追加の剛性の程度は、補完的な端部支持補強材を有さないインサート材料の固
有の剛性、物品が着用される際の起立カフ内の張力の程度及び／又は範囲、横方向の最も
外側のファスナー構成要素の横方向の最も外側の縁部とインサートの最も近い長手方向縁
部との間の間隔を含む、様々な要因に依存し得る。同時に、着用者の快適性及び安全性の
目的上、１つ以上の端部支持補強材６０、６２を含むインサートの一部分は、着用者の体
の動きと共に楽に屈曲する、及びなんらかの打撲傷、摩擦、又は炎症危険が存在する前に
降伏するか又は潰れるのに十分なほど柔軟であるのが望ましくあり得る。硬化した部分が
弾性の性質であり、よって曲げるか、折りたたまれるか、又は拗られた後に、特定の形状
（例えば、実質的に平坦又は平面的な）構成に戻る傾向を有することが望ましい場合があ
る。したがって、端部支持補強材が、エラストマーのポリマー材料から形成されてもよい
。
【０１７９】
　図２Ｏ及び図２Ｐは、自由縁部５８を備える起立カフ５３を有するインサート５０の端
部に関する２つの可能な形態を概略的に示す。図２Ｏは、横方向で中心に合わされた、単
一化したファスナー構成要素５６を有する端部を表す。図２Ｐは、横方向に分離され、イ
ンサートの隅部付近に配置された、２つのファスナー構成要素５６を有する端部を示す。
これらの図において、Ｗｉは、端部支持補強材を含まない、インサートにわたる最も大き
な幅であり、Ｗｆは、ファスナー構成要素の締結可能な有効部分の横方向に最も外側の範
囲の間のＷｉの部分であり、ＬＵＤ（横方向外側の固定されない寸法）は、いずれかのフ
ァスナー構成要素の締結可能な有効部分の横方向に最も外側の範囲の横方向外側に位置す
る幅Ｗｉの部分であり、ＣＵＤ（中央の固定されない寸法）は、２つの横方向に分離した
ファスナー構成要素の締結可能な有効部分の横方向に最も内側の間に位置する、幅Ｗｉの
部分である。（本明細書の目的のため、「締結可能な有効部分」とは、インサートの幅の
一部を外側カバーへと有効に力分離するファスナー構成要素のいずれかの部分を意味する
。Ｌｉｓは、補強材の長手方向に最も外側の縁部から、補強材の長手方向に最も内側の範
囲（すなわち、最も近い横方向軸７０）まで測定した、端部支持補強材の長手方向寸法で
ある。
【０１８０】
　理論により束縛されることを意図せず、インサートにおける、寸法Ｗｆ、ＬＵＤ、ＣＵ
Ｄ及び／又は曲げ剛性は、ユーザーの利便性、フィット、構造的支持、インサート及び起
立カフにおける一体性及び収容機能、並びに着用者の快適性を含む、属性間の良好なバラ
ンスを生じるために有効であり得るものと考えられる。（用語「ピーク縁部偏向力（ｙ）
」、又は「縁部偏向力（ｙ）」が以下において使用されるとき、「ｙ」は、縁部偏向力測
定法において記載される際に間隔１０１０のｍｍによる横方向寸法であり、本明細書にお
いて図６Ａに示される。）
【０１８１】
　ファスナー構成要素構成によらない、インサート端部曲げ剛性
　・インサート端部は、少なくとも約１００Ｎ／ｍ、又はより好ましくはそれぞれ、少な
くとも約２００、３００又は４００Ｎ／ｍ、又は代替的に、約２００～約５００Ｎ／ｍの
曲げ剛性を有する。
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　・インサート端部は、端部支持補強材を有し、かつ少なくとも約１００Ｎ／ｍ、より好
ましくは、それぞれ、少なくとも約２００、３００又は４００Ｎ／ｍの曲げ剛性を有し、
又は代替的に、約２００～約５００Ｎ／ｍの曲げ剛性を有する。
　・インサート端部は、端部支持補強材を有し、かつ端部支持補強材が少なくとも約５０
Ｎ／ｍ、より好ましくは、それぞれ、少なくとも約１００、２００又は３００Ｎ／ｍの曲
げ剛性を有し、又は代替的に、約１００～５００Ｎ／ｍの曲げ剛性を有する。
　・インサート端部は、約５０ｍｍ以下のＬｉｓを有し、インサート端部は、少なくとも
約１００Ｎ／ｍ、より好ましくは、それぞれ、少なくとも約２００、３００又は４００Ｎ
／ｍの曲げ剛性を有し、又は代替的に、約２００～約６００Ｎ／ｍの曲げ剛性を有する。
　・インサート端部は、少なくとも約１０ｍｍのＬｉｓを有する端部支持補強材を有し、
インサート端部は、約１，０００Ｎ／ｍ以下、より好ましくは約５００Ｎ／ｍ以下の曲げ
剛性を有する。
　・インサート端部は、約５０ｍｍ以下のＬｉｓを有し、補強材は、少なくとも約５０Ｎ
／ｍ、より好ましくは、それぞれ、少なくとも約１００、２００、又は３００Ｎ／ｍの曲
げ剛性を有し、又は代替的に、約１００～約５００Ｎ／ｍの曲げ剛性を有する。
【０１８２】
　非ゼロＬＵＤを有するインサート端部曲げ剛性、及びピーク縁部曲げ
　・インサート端部は、ゼロ（０）を超えるＬＵＤを有し、少なくとも約０．５０Ｎ、よ
り好ましくはそれぞれ、少なくとも約０．６０Ｎ、約０．７０Ｎ、約０．８０Ｎ、約０．
９０Ｎ又は約１．０Ｎ又は代替的に約０．５０Ｎ～約１．０Ｎの、ピーク縁部偏向力（３
０）を有する。
　・インサート端部のいずれのＬＵＤも約４０ｍｍを超えず、インサート端部は、少なく
とも約２００Ｎ／ｍ、より好ましくは少なくとも約３００Ｎ／ｍの曲げ剛性を有する。
　・インサート端部は、少なくとも約４０ｍｍのＬＵＤを有し、インサート端部は、少な
くとも約３００Ｎ／ｍ、より好ましくは少なくとも約４００Ｎ／ｍの曲げ剛性を有する。
　・インサート端部は、少なくとも約５ｍｍのＬＵＤ、及び少なくとも約２００Ｎ／ｍ、
より好ましくは３００Ｎ／ｍ、更により好ましくは４００Ｎ／ｍの曲げ剛性を有する。
　・インサート端部は端部支持剛性を有し、少なくとも約４０ｍｍのＬＵＤを有し、少な
くとも約３００Ｎ／ｍ、及びより好ましくは４００Ｎ／ｍの曲げ剛性を有する。
　・インサート端部は端部支持強化材を有し、少なくとも約４０ｍｍのＬＵＤを有し、端
部支持補強材は、少なくとも約５０Ｎ／ｍ、より好ましくは１００Ｎ／ｍ、より好ましく
は２００Ｎ／ｍ、及び更により好ましくは３００Ｎ／ｍの曲げ剛性を有する。
　・インサート端部は、少なくとも約４０ｍｍのＬＵＤを有し、ＬＵＤを含むインサート
端部区域の少なくとも一部に位置する端部支持強化材を有し、端部支持補強材は、少なく
とも約５０Ｎ／ｍ、より好ましくは約１００Ｎ／ｍ、より好ましくは２００Ｎ／ｍ、及び
更により好ましくは３００Ｎ／ｍの曲げ剛性を有する。
　・インサート端部は端部支持補強材を有し、少なくとも約５ｍｍのＬＵＤを有し、端部
支持補強材は、少なくとも約０．２Ｎ、より好ましくは、それぞれ、少なくとも約０．３
Ｎ、約０．５Ｎ、０．７Ｎ又は約１．０Ｎのピーク縁部偏向力（３０）を有する。
【０１８３】
　非ゼロＣＵＤを有する挿入端部曲げ剛性
　・挿入端部は、約１００ｍｍ以下、より好ましくは約８０ｍｍ以下、より好ましくは約
６０ｍｍ以下のＣＵＤ、又は代替的に約３０ｍｍ～約８０ｍｍのＣＵＤ、かつ少なくとも
約２００Ｎ／ｍ、より好ましくは少なくとも約３００Ｎ／ｍの曲げ剛性を有する。
　・インサート端部は少なくとも約５．０ｍｍ、より好ましくは少なくとも約１０ｍｍ、
２０ｍｍ、更により好ましくは少なくとも約５０ｍｍ、及びより好ましくは約８０ｍｍの
ＣＵＤ、かつ少なくとも約３００Ｎ／ｍ、より好ましくは少なくとも約４００Ｎ／ｍ、及
び約５００Ｎ／ｍ以下の曲げ剛性を有する。
　・インサート端部は、補強材を有し、約１００ｍｍ以下、より好ましくは８０ｍｍ、よ
り好ましくは６０ｍｍのＣＵＤ、又は代替的に、約３０ｍｍ～約８０ｍｍのＣＵＤを有し
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、かつ少なくとも約５０Ｎ／ｍ、より好ましくは１００Ｎ／ｍ、及びより好ましくは２０
０Ｎ／ｍの曲げ剛性を有する。
　・インサート端部は、少なくとも約５．０ｍｍ、より好ましくは少なくとも約２０ｍｍ
、更により好ましくは少なくとも約５０ｍｍのＣＵＤを有し、少なくとも約０．２Ｎ、よ
り好ましくは０．５Ｎ、及び更により好ましくは０．７Ｎのピーク縁部偏向力（３０）を
有する。
【０１８４】
　外側カバー及びインサートファスナーシステムの選択
　図２Ａ及び図２Ｂを参照して上記で説明したように、締結耳部２９と前側領域２７との
締結を可能にするために、締結耳部２９は、そこに配置された外側カバーファスナー構成
要素３０を有することができる。あるいは、又はこれに加えて、前方領域２７は、前方領
域上に配置された１つ以上の受け側ファスナー構成要素３１を有することができる。ファ
スナー構成要素３０、３１は、協働し耳部２９と前側領域２７の係合解除可能かつ再係合
可能な締結、すなわち再締結可能な締結をもたらすように選択することができる。そのよ
うな締結システムを含んで、ユーザーは、外側カバー２０を着用者の下部胴体付の周囲で
固定し、物品の適合を調節し、ユーザーが汚れ等に関して物品の内部を調べることができ
るよう開いて、再度閉めて／再度締結するのを可能にし、並びに非破壊的な取り外し、イ
ンサートの交換、及び交換の後に着用者の下部胴体の付近において物品の再締結を可能に
することができる。一般的に、各面上の後側領域２８の横方向に外側寄りの部分、例えば
締結耳部２９は、対応する面上の前側領域２７に取り外し可能に、かつ再締結可能に取り
付けることができ、並びに、受け側要素３１を含む締結係合領域に取り外し可能に、かつ
再締結可能に取り付けることができる。様々なタイプの締結システムを採用することがで
きる一方で、面ファスナー式締結システムは、上記の通り有利である。ファスナー構成要
素３０があるところでは、フックの断片及び受け側要素３１はそれぞれ、ループ材料の断
片であり、好適に快適でありぴったりとフィットすることをもたらすように選択された適
切な位置において、締結耳部２９及びファスナー構成要素３０を受け側要素３１に対して
押圧することによって、物品は着用者の下部胴体の周囲に固定することができる。
【０１８５】
　面ファスナー式システムはまた上記の通り、外側カバー内でインサート５０を取り付け
、保持し、それを着用中に外側カバー内及び外側カバーに対して望ましい向き及び位置に
おいて保持する目的で望ましいと見なすことができる。
【０１８６】
　様々な市販されている面ファスナー式締結システムが選択されてもよいが、締結可能に
係合されるときは、着用者の身体の動きによって、外側の衣類との相互作用及びこれとの
相対運動による摩擦によって、着用者の身体排出物による重量追加によって、又は介護者
が望まない時間において、一部の着用者が物品を引っ張る、外す、又は取り除き得る試み
による重量追加によって、物品上に与えられた力の下で係合解除に耐える十分な保持力を
もたらす面ファスナー式の構成要素の組み合わせを外側カバーに関して選択することが望
ましい。
【０１８７】
　外側カバー内にインサートを保持する締結システムに対する保持力に関する要件は異な
る場合があり、又は外側カバーを締結するものよりも要件が少ない場合がある。本明細書
に記載される、２つの部分からなる着用可能な物品は、インサート５０よりはむしろ外側
カバー２０が一般的に、より多くの割合の構造的支持をもたらすように設計されてもよく
、この構造的支持は排出物が効果的に収容されるように、着用者の身体に対してインサー
ト５０を保持する。外側カバー２０は、着用者の動き及び排出物の重量から生じる力の大
半を持ちこたえるように設計されてもよい。外側カバー２０内にインサート５０を保持す
る締結システムは、それらが摩擦による力にあまり暴露されず、外部の物質を捕捉し、又
は着用者によって引っ張られることがあまりないように、実質的に又は全体的に外側カバ
ー２０によって被覆されてもよい。したがって、外側カバー２０内にインサート５０を保
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持する締結システムは、着用者の身体に対して定位置にインサート５０を保持するための
実質的な構造的支持をもたらすのではなく、外側カバー内で、かつ外側カバーに対してイ
ンサートの位置／場所を維持するためのみに必要とされる場合がある。定位置にインサー
ト５０を保持する締結システムは、外側カバーとインサートとの間のせん断力による係合
解除に対する好適な耐性を有するだけで十分であってもよく、すなわち面ファスナー式シ
ステムは一般的に適切で効果的である。
【０１８８】
　外側カバー締結システムと同じ程度の保持力を有して、外側カバー内にインサートを保
持する締結システムもまた望ましくない場合がある。外側カバー締結システムが、比較的
高い保持力を有し、同じ締結システムが外側カバー内のインサートを保持するために使用
される場合、これは、ユーザーがインサートを交換したいときに取り外すのを過度に、か
つ不快に難しくする場合がある。これは収容された排出物でインサートがひどく汚れたと
きに特に不便であり、腹が立つものであり、なぜならば、それはユーザーが外側カバーか
らインサートを取り外すのに相当な力で引っ張るリスクを増加させ、排出物を制御及び収
容できなくなり、ユーザーの手又は回りの物体を汚す恐れがあるからである。したがって
、インサートと外側の締結システムは、構造的性能要件を満たしながら、できるだけ簡単
に取り外されることが望ましいということが理解される。
【０１８９】
　以下に説明される垂直引張試験（ＶＰＴ）を使用して、面ファスナー式締結システムの
組み合わせの保持力の性能を評価することができる。ＶＰＴによって測定された少なくと
も２つのパラメータがこれに関して重要であり得る：垂直ピーク負荷／係合面積（これは
係合した締結の組み合わせを完全に外すのに要求される、係合表面積の単位当たりの力の
基準である）、及び、０．５ｍｍの垂直変位における垂直負荷／係合面積（これは、係合
表面積単位当たりの、係合解除プロセスを開始するのに必要とされる力の基準である）。
垂直ピーク負荷、及び０．５ｍｍの垂直変位における垂直負荷は、本明細書の目的のため
に、１．００ｍｍのせん断変位において測定される。
【０１９０】
　面ファスナー式システム（すなわちファスナー構成要素３０及び受け側要素３１がそれ
ぞれフック材料及びループ材料である）を含む外側カバー２０締結システムに関して、物
品が着用されている間に、例えば、赤ちゃんによる突然の引張により、システムによって
耳部が締結されるなどの締結システムの偶然又は意図しない係合解除に適切に耐えるため
に、システムを形成するファスナー構成要素の対によって維持される垂直ピーク負荷／係
合面積は少なくとも０．０４５Ｎ／ｍｍ２であることが望ましい場合がある。同時に、ユ
ーザーにとって物品を意図的に取り外すのに過度に難しくないように、システムによって
維持される垂直ピーク負荷／係合面積が０．０７６Ｎ／ｍｍ２以下であることが望ましい
場合がある。同様に、意図しない係合解除に対する耐性をもたらすことと、意図的な係合
解除の容易さをもたらすこととのバランスを取るために、外側カバー締結システムによっ
て維持される、０．５ｍｍの垂直変位における垂直負荷／係合面積は少なくとも０．００
１５Ｎ／ｍｍ２、０．０１５Ｎ／ｍｍ２以下であることが望ましい場合がある。これらの
値は、通常の環境下で幼児及び低年令小児を対象として、本明細書に記載されるタイプの
物品に好適であり得る。しかしながら、異なる環境に関して（例えば非常に活動的な子供
；そのような物品を着用する場合がある夜尿症を患る、より大きく、より年齢の高く、よ
り活動的な子供；そのような物品を着用する場合がある失禁に悩む成人、非常に小さな若
しくは非常に大きな締結システムの接触面積を備える物品の設計）、異なる値が選択され
てもよいということが理解される。
【０１９１】
　面ファスナー式システムを含むインサートと外側カバーの締結システムに関して（すな
わち、ここで締結対５６、３３及び５７、３２（例えば、図２Ｅ～図２Ｎ）の一方又は両
方はそれぞれ、フック材料及びループ材料である）、そのような対に関する垂直ピーク負
荷／係合面積は少なくとも０．００６１Ｎ／ｍｍ２、又は更には少なくとも０．０１５Ｎ
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／ｍｍ２、しかし０．０３０Ｎ／ｍｍ２以下、そして通常は、外側カバー締結システムの
垂直ピーク負荷よりも小さいことが望ましい場合がある。同様に、そのようなインサート
と外側カバーの締結システムの対の、０．５ｍｍの垂直変位における垂直負荷／係合面積
は、外側カバー締結システムに関して測定された同じ値よりも小さくてもよい。
【０１９２】
　上記の保持力は、面ファスナー式ファスナー構成要素の対の係合表面積当たりの相対的
な保持力を反映し、剥がすことによる漸進的な係合解除に対して、この対が有し得る抵抗
のレベルを反映する。好適な絶対保持力値を最適化することが望ましい場合もある。所与
のタイプのフック及びループを備える任意のファスナー構成要素の対に関して、絶対保持
力値は、係合表面積、すなわち関連ループ材料とのフック材料の係合の面積を調整するこ
とによって調整されてもよい。このように、外側カバー締結システム構成要素の対に関し
て、ループ材料に対するフック材料の係合の表面積は、６５０ｍｍ２～１，３００ｍｍ２

であることが望ましい場合がある。
【０１９３】
　保持力に加えて、面ファスナー式締結システムは音声の認知（acoustic attributes）
を有する。そのようなシステムを精通している者は、面ファスナー式ファスナーを外すこ
と（典型的には、フック構成要素をループ構成要素から剥がすことによって、又はその反
対によって実施される）は、個々のフック及びループが分離力下で互いから離れるときに
、対応材料内の急激な運動によって生じる引き裂き（ripping）、すなわち引き裂き（tea
ring）音を発生させるということを理解するであろう。生じた音の音量及び頻度は、フッ
ク及びループの下層の基材の特性及び形状、並びにフック及びループの設計及び粘着性に
よって決まる。
【０１９４】
　おむつは多くの場合、着用者（例えば、幼い乳児）が眠っている間に交換される。介護
者は、睡眠期間中に汚れた物品を外し、それを清浄なものと交換して、快適さを確保し、
着用者の皮膚の健康を守り、寝具又は着用者の眠っている環境における他の物体を汚すこ
とを防ぎたいと望む場合がある。交換のために必要とされる係合解除中に、一部の面ファ
スナー式ファスナーによって作り出される音が、鋭く、着用者の眠りを邪魔する程大きい
場合があり、更には、のんびりとした、邪魔されない及び／又は長時間の眠りが必要とさ
れる場合には、着用者を起こす場合がある。
【０１９５】
　所望の保持力を有するように選択されることに加えて、外側カバー、及びインサートと
外側カバーの締結システムは、係合解除中にそれらが生じさせる潜在的な雑音の量を最小
にするように選択され、設計されてもよい。
【０１９６】
　面ファスナー式締結システムのサンプルの係合解除により生じる音圧レベルの規模は、
本明細書に記載されるファスナー音響試験方法に従って特徴付けられ、測定され、デシベ
ル（ｄＢ）で報告することができる。４００Ｈｚ以上の周波数における音は、それらがヒ
トにとって可聴であり、潜在的に嫌な周波数の範囲内にまともに落ちるため、より有意で
ある場合がある。
【０１９７】
　以下のファスナー音響試験で測定され、録音されたように、外側カバー締結システムの
係合解除によって生じる、５００Ｈｚに最も近い周波数における音圧レベルは、好ましく
は４０ｄＢ以下、より好ましくは３８ｄＢ以下、更には３５ｄＢ以下である。ファスナー
音響試験で測定され、録音されたように、外側カバー締結システムの係合解除によって生
じる、１，０００Ｈｚに最も近い周波数における音圧レベルは、好ましくは４０ｄＢ以下
、より好ましくは３８ｄＢ以下、更には３５ｄＢ以下である。ファスナー音響試験で測定
され、録音されたように、外側カバー締結システムの係合解除によって生じる、２，００
０Ｈｚに最も近い周波数における音圧レベルは、好ましくは５０ｄＢ以下、より好ましく
は４６ｄＢ以下、更には４０ｄＢ以下である。
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【０１９８】
　インサートと外側カバーの締結システムの音圧レベルは、外側カバー締結システムの音
圧レベルよりも大きくてもよい場合があり、なぜならば、いったんインサートを有する外
側カバーが着用者から外されると、インサートは着用者から離れている場所で交換されて
もよいからである。それにもかかわらず、インサートは典型的に、着用者が眠っている同
じ部屋か、そうではないものの、かなり便利に着用者に近接して交換される場合があり、
よって音の発生を念頭にインサートと外側カバーの締結システムを選択することが依然と
して望ましい場合がある。したがって、以下のファスナー音響試験で測定され、録音され
たように、インサートと外側カバーの締結システムの係合解除によって生じる、５００Ｈ
ｚに最も近い周波数における音圧レベルは、好ましくは４５ｄＢ以下、より好ましくは４
０ｄＢである。ファスナー音響試験で測定され報告されたように、インサートと外側カバ
ーの締結システムの係合解除によって生じる、１，０００Ｈｚに最も近い周波数における
音圧レベルは、好ましくは４５ｄＢ以下、より好ましくは４０ｄＢである。ファスナー音
響試験で測定され報告されたように、インサートと外側カバーの締結システムの係合解除
によって生じる、２，０００Ｈｚに最も近い周波数における音圧レベルは、好ましくは４
０ｄＢ　ＳＰＬ以下、より好ましくは３５ｄＢ　ＳＰＬである。
【０１９９】
　現在製造されており、外側カバー及び外側カバー／インサート物品に選択され、寸法決
めされ、これに適用され得る全ての面ファスナー式締結システムは、上記で説明された保
持力及び音発生基準の一部又は全てを満たす必要はない。しかしながら、これらの基準の
一部又は全てを満たす面ファスナー式締結システムの構成要素として機能することができ
る好適な材料は容易に利用可能であり、並びに日常の実験を通じて当業者によって選択さ
れ、寸法が決められ得る。外側カバー締結システムに関して説明された１つ以上の基準を
満たすことができるフック及びフック締結の組み合わせの例には、商品名ＥＴＮ－２１で
販売されているナイロン縫い付け可能フック材料、及びＰｅｒｆｅｃｔｅｘ　Ｐｌｕｓ，
ＬＬＣ（Ｈｕｎｔｉｎｇｔｏｎ　Ｂｅａｃｈ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ）によるＳｏｆｔ　
Ｔｒｉｃｏｔ　Ｆａｂｒｉｃ　Ｌｏｏｐとして既知のループ材料が挙げられる。インサー
トと外側カバー締結システムに関して説明された１つ以上の基準を満たす面ファスナーの
組み合わせの例は、表記９６０ＥでＡｐｌｉｘ，Ｓ．Ａ．（Ｐａｒｉｓ，Ｆｒａｎｃｅ）
（及び米国の関連会社Ａｐｌｉｘ，Ｉｎｃ．（ＵＳＡ））によって販売されているフック
材料、及びＴｏｕｃｈＴａｐｅ，Ｉｎｃ．（Ｓｔ．Ａｕｇｕｓｔｉｎｅ，Ｆｌｏｒｉｄａ
）によるＳｔａｎｄａｒｄ　Ｓｅｗ　Ｏｎナイロン布として既知のループ材料が挙げられ
る。
【０２００】
　目安印、向きの印、及び位置合わせ印
　上述のように、インサート５０は、その横方向軸に対してインサート５０を非対称にす
る特徴を付与されてもよい。そのような非対称の形状にもかかわらず、図４に示されるよ
うに、インサート５０は、その横方向軸に対して非対称であるように見えない全体輪郭を
有していてもよい。例えば、図４に示されるように、インサート５０は、開かれかつ平ら
にされたときに、実質的に矩形であり、したがってその横方向軸７０に対して対称に見え
る全体輪郭を有してもよい。横方向軸に対して対称に見える全体輪郭を有するその他のイ
ンサートの輪郭もまた可能である。更に、インサート５０が横方向軸に対して非対称であ
る全体輪郭を有する場合でも、どの部分が前方部分であり、どの部分が後方部分であるか
は、その輪郭からだけでは明確でない可能性がある。このように、インサートのどの部分
が前方部分で、どちらが後方部分かを示す十分に認識可能なシグナルが存在しない場合、
ユーザーがこれを判断するのは困難な可能性があり、その結果、間違った前後の相対的な
向きでインサートを外側カバーの中に設置しようと試みて、結果として準最適な密着、外
観、排出物閉じ込め及び／又は快適性が生じる可能性がある。
【０２０１】
　インサート及び／又は外側カバーは、インサートの一部分の外側カバー内への正しい位
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置決め及び関連付けを指示する、容易にする及び／又は強要するための１つ以上のインサ
ート目安印を含んでもよい。インサート目安印は、着用可能吸収性物品の最適性能を可能
にするように、インサートと外側カバーの正しい領域との係合、及びそれらの正しい向き
での係合を指示する又は強要するように寸法設定されかつ形成された、言葉の又は言葉で
ない指示印、視覚的目安印、協働する幾何学的特徴、協働するタイプのファスナー構成要
素、又はファスナー構成要素の協働する設計を含んでもよい。可能な目安印の構成要素の
他の例には、１つ以上の協働する色、形状、模様、線、輪郭、シルエット、その他の幾何
学的特徴、凸部又は凹部、質感、パターン、目標線又は十字線、ブルズアイ表現等が挙げ
られ、これらは外側カバー及び／又はインサートの上に配置されて、外側カバー内におけ
るインサートの正しい位置決めを示す。一実施形態において、図２Ｍ（角部、外形画像８
０）に例示されるように、外側カバーの内表面は、インサートの外形又はインサートのシ
ルエット、若しくはその一分を印刷されてもよく、ないしは別の方法で印を付けられても
よい。図２Ｑ、図２Ｓ、及び図２Ｔに示される別の例において、把持タブ５９などのイン
サート５０の１つ以上の部分は、そこに、又はこれを通じた孔、ウィンドー、若しくは他
の形状５９ａの形態の標的印を有してもよく、外側カバー２９の内側は、その上の対応す
る標的印を有してもよく（例えば、点又は他の画像５９ｂ）、これは、インサートが外側
カバー内に位置付けられる際に、形状５９ａを通じて可視であり及び／又はこれと位置合
わせされる。あるいは、インサートの前方領域５４及び後方領域５５の一方又は両方は、
外側カバーの形状、又はその一般化した形を示す、その上に配置されたピクトグラムを有
してもよく、外側カバーの前後は寸法、色、コントラスト、又は他の何らかの表示で示さ
れ、正しいインサートの設置の向きを示す。例えば、インサートの後方領域５５に配置さ
れる外側カバーのピクトグラムは、明るい色、矢印、円等で示される後側外側カバー領域
又はその一部分を有してもよく、インサートの前方領域５４に配置される外側カバーのピ
クトグラムは、同様に示される前側外側カバー領域又はその一部分を有してもよい。
【０２０２】
　目安印はまた、１つは外側カバー２０の上、もう１つはインサート５０の上の少なくと
も２つの協働要素を含んでもよく、これら２つの要素が関連付けられると、外側カバー／
インサートシステムの各要素は互いに対して適切に向きを定め、最も適切に機能すること
になる。一例を挙げれば、外側カバーの内表面には、インサートの位置を指し示す第１の
矢印がプリントされてもよく、インサートには、インサートと外側カバーとが正しく相対
的に位置決めされると第１の矢印を指し示す第２の矢印がプリントされてもよい。
【０２０３】
　印は、正しい最適な配置を示す相関性と、間違った準最適な配置を示す非相関性とを認
知的に関連付けるか、又は関連付けない。対応の認知的に関連する目安印は、インサート
上の印と認知的に関連する外側カバー上の印を含んでもよく、インサートと外側カバーと
の正しい相対位置決め及び係合をユーザーに示す。例えば、インサート上、及び外側カバ
ー上の各認識的に対応する印は、共通の色、形状又は感触を有し得る。（本明細書におい
て使用するとき、「共通の色」には、第１の色、及び認識可能な色彩、又はその変化形が
挙げられ、これは、物品の全ての特徴を考慮し、物品の別の色から視覚的、かつ認識的に
区別可能である。
【０２０４】
　図２Ｂ、図３及び図４を参照すると、インサート５０が上記のように非対称である場合
、最適な前方領域５４は１つだけであり、最適な後方領域５５は１つだけであり得る。同
様に、外側カバー２０が上記のように非対称である場合、最適な前側領域２７は１つだけ
であり、最適な後側領域２８は１つだけであり得る。したがって、これらの非対称の一方
又は両方が存在する場合、間違った前後の相対的な向きで外側カバー２０内にインサート
５０を設置すると、着用可能吸収性物品が最適に密着及び／又は機能しない可能性がある
。したがって、外側カバー２０及び／又はインサート５０に、これらの構成要素の正しい
それぞれの前後の向きをユーザーに知らせるように適合された１つ以上の印を組み込むこ
とが、ある状況では望ましくあり得る。そのような印はそのような情報を、機能的に、触
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覚的に及び／又は視覚的にユーザーに提供することができる。
【０２０５】
　機能的な印は、正しい前後の向きでは適切に、有効に及び／又は最適に機能するが、間
違った前後の向きでは適切に、有効に及び／又は最適に機能しないファスナー構成要素を
包含し得る。
【０２０６】
　例えば、図２Ｂ及び図３を参照すると、外側カバー２０上の前側インサートファスナー
構成要素３３は、最適な／最大限の締結保証をもたらすために、インサート５０上の前側
ファスナー構成要素５６とだけ協働することができるが、インサート５０上の後側ファス
ナー構成要素５７とは協働しない。同様に、外側カバー２０上の後側インサートファスナ
ー構成要素３２は、最適な／最大限の締結保証をもたらすために、インサート５０上の後
側ファスナー構成要素５７とだけ協働することができるが、インサート５０上の前側ファ
スナー構成要素５６とは協働しない。
【０２０７】
　図２Ｋ～図２Ｌから概念的に理解されるより具体的な例では、外側カバー２０上の前側
インサートファスナー構成要素３３はループのパッチを有してもよく、インサート５０上
の前側ファスナー構成要素５６は噛み合うフックのパッチを有してもよい（図２Ｋ～図２
Ｌにおいて要素３３、５６の斜め線で示される噛み合い関係）。それに対応して、外側カ
バー２０上の後側インサートファスナー構成要素３２はフックのパッチを有してもよく、
インサート５０上の後側ファスナー構成要素５７は噛み合うループのパッチを有してもよ
い（図２Ｋ～図２Ｌにおいて要素３２、５７の斜め線なしで示される噛み合い関係）。し
たがって、この特定の例では、ユーザーが誤って、インサート５０上の後側ファスナー構
成要素５７（ループ）を外側カバー２０上の前側インサートファスナー構成要素３３（ル
ープ）と締結しようと試みると、適切な又は最適な締結はもたらされず、このことは、正
しい／最適な前後の向きでインサートを外側カバーに設置するためには、ユーザーがイン
サート５０を１８０度回転させなければならないことを、ユーザーに伝達することになる
。
【０２０８】
　図２Ｋ～図２Ｌから同様に概念的に理解される別の具体的な例では、外側カバー２０上
の前方インサートファスナー構成要素３３は雌スナップファスナー構成要素を有してもよ
く、インサート５０上の前方ファスナー構成要素５６は噛み合う雄スナップファスナー構
成要素を有してもよい（図２Ｋ～図２Ｌにおいて要素３３、５６の斜め線で示される噛み
合い関係）。それに対応して、外側カバー２０上の後方インサートファスナー構成要素３
２は雄スナップファスナー構成要素を有してもよく、インサート５０上の後方ファスナー
構成要素５７は噛み合う雌スナップファスナー構成要素を有してもよい（図２Ｋ～図２Ｌ
において要素３２、５７の斜め線なしで示される噛み合い関係）。したがって、この特定
の例では、ユーザーが誤って、インサート５０上の後側ファスナー構成要素５７（雌スナ
ップファスナー構成要素）を外側カバー２０上の前側インサートファスナー構成要素３３
（雌スナップファスナー構成要素）と締結しようと試みると、要素は互いに適切に密着せ
ず、適切な又は最適な締結はもたらされず、このことは、正しい／最適な前後の向きでイ
ンサートを設置するためには、ユーザーがインサート５０を１８０度回転させなければな
らないことを、ユーザーに伝達することになる。
【０２０９】
　このように、機能的な印は、インサート５０及び外側カバー２０が適切に向きを定めら
れると、適切に及び／又は最適に機能して、これらの間に締結及び最大限の締結保証をも
たらすが、そうでなければ適切に又は最適に機能しない、任意のファスナー構成要素を包
含することができる。任意の異なるタイプのファスナー構成要素又はシステムを組み合わ
せて、インサートの前方領域と後方領域とを区別して、外側カバー内の正しい配向を示し
てもよい。一般に、このような機能的な印を使用すると、インサートの前方領域及び外側
カバー前側領域のファスナー構成要素のタイプは、インサートの後方領域及び外側カバー
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の後側領域の対応のファスナー構成要素のタイプと、それぞれ適合性がないか、又は有意
に有効性が低い。このような機能的な印の別の例として、前側インサートファスナー対３
３、５６はフック・アンド・ループファスナーシステムでもよく、後側インサートファス
ナー対３２、５７はスナップ締結システムでもよい。別の例では、前方インサートファス
ナー構成要素はポケット又はフラップ構造体を包含してもよく、ファスナー構成要素は異
なる締結システムを具現化してもよい。前側及び後側インサートの締結システムは、本明
細書に開示の、ないしは別の方法で入手可能な、任意の２つの異なる締結システムを含ん
でもよい。
【０２１０】
　別の例では、機能的な印は、類似の又は適合性のある締結システムタイプの相互排他的
な幾何学的形状を有する締結対３３、５６及び３２、５７によって具現化されてもよい。
例えば、図２Ｅ～図２Ｆ、及び図２Ｇ～図２Ｈに示されるように、前方締結対３３、５６
は第１の配置及び幾何学的形状を有してもよく、後方締結対３２、５７は第２の配置及び
幾何学的形状を有してもよく、その結果、間違った前後の向きでインサート５０を外側カ
バー２０内に設置しようと試みると、目で見て正しく、かつ機能的に有効な取り付けをも
たらすように締結対が整列せず、正しい／最適な前後の向きで設置するためには、ユーザ
ーがインサート５０を１８０度回転させなければならないことを、ユーザーに伝達するこ
とになる。別の同様の例では（図示せず）、前側インサートの締結システムは、輪状又は
ドーナッツ状の形状を有してもよく、後側インサートの締結システムは、前側インサート
の締結システムの輪の中央開口部の直径よりも小さな直径を有する円の形状を有してもよ
い。更に別の例では（図示せず）、前側及び後側インサートの締結システムは、主として
物品の長手方向軸（すなわち、インサート及び外側カバーの両方の長手方向軸）の片側に
位置付けられてもよい。この例では、インサートが間違った前後の向きで外側カバーに適
用されると、インサートファスナー構成要素及びファスナー構成要素は正しく整列しない
ことになる。別の例では（図示せず）、前側インサートの締結システムは、物品の長手方
向軸の方向に沿って配向された連結ファスナーを含んでもよく、後側締結システムは、物
品の腰部縁部又は横方向軸の方向に沿って配向された連結ファスナーを含んでもよい。図
２Ｅ～図２Ｆ及び図２Ｇ～図２Ｈから概念的に理解することができる別の例では、前方締
結システムは、インサートの長手方向縁部に沿って配置される１つ以上のファスナー構成
要素３３、５６を包含してもよく、後方締結システムは、インサート幅より幅が狭く、か
つ物品の長手方向軸上に配置される単一締結対３２、５７を包含してもよい。
【０２１１】
　機能的な印は必ずしもファスナー構成要素に限られる必要はない。機能的な印はまた、
間違った（逆の）、準最適な前後の向きに対して、正しい、最適な前後の向きで、外側カ
バー及びインサートが互いにどのように密着又は機能するのかに影響を与える、外側カバ
ー及びインサートの他の特徴で具現化されてもよい。このように、機能的な印は、追加的
に、外側カバー又はインサートの別の機能要素と関連付けられてもよく、又は組み合わさ
れてもよい。印は、腰部バンド、サイドパネル、伸張要素、レッグカフ、物理的保持ファ
スナー構成要素（例えば、ポケット又は保持ストラップ）等などの外側カバーの要素と関
連付けられてもよい。印は、腰部キャップ、腰部バンド、起立カフ、糞便管理機能、イン
サート位置決め補助具、インサート補強補助具、インサート取り外し補助具、又はインサ
ート廃棄補助部などのインサートの要素と関連付けられてもよい。
【０２１２】
　以上から、他の形態の機能的な向きの印が、上記説明の原理の範囲内で可能であること
が理解されるであろう。更に、記載された異なるタイプの印のいずれかは、任意の組み合
わせで単一物品内に含まれてもよい。
【０２１３】
　他の可能な例では、上記のような対応の機能的に協働する／協働しない要素対に代えて
、インサート５０及び外側カバー２０は、触覚性又はその他の知覚的な印のような対応の
非機能的な印を有してもよい。
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【０２１４】
　例えば、前側インサート及び外側カバーファスナー構成要素は、第１の触覚性の特性を
有するように選択又は形成されてもよく、後側インサート及び外側カバーの要素は、第２
の触覚性の特性を有するように選択又は形成されてもよい。別の例では、インサート及び
外側カバーの特徴は、最適な前後の向きでは噛み合う又は幾何学的に協働するが、逆の準
最適な前後の向きでは噛み合わない又は幾何学的に協働しない三次元形状などの特徴を有
してもよい。
【０２１５】
　他の可能な例では、上記のような対応の機能的に協働する／協働しないファスナー構成
要素対又は触覚性の印要素に代えて又はこれに加えて、インサート５０及び外側カバー２
０は対応の視覚的印を有してもよい。外側カバー２０は、前側領域２７及び後側領域２８
の上にそれぞれ配置される対応の前側及び後側視覚的印７３、７４を有してもよい。イン
サート５０及び外側カバー２０上に配置される対応の視覚的印は、外側カバー２０内のイ
ンサート５０の正しい／最適な配向及び配置の視覚的合図をユーザーに提供するように適
合され得る。
【０２１６】
　例えば、視覚的印及び視覚的合図の構成要素は、共通の色を使用するものであってもよ
い。１つの具体的な例では、外側カバー２０上に配置される前方及び／又は後方視覚的印
７３、７４は、相互に可視的に区別できる対応の共通の色を含んでもよい。（本明細書に
おいて使用するとき、「共通の色」には、第１の色、及び認識可能な色彩、又はその変化
形が挙げられ、これは、物品の全ての特徴を考慮し、物品の別の色から視覚的、かつ認識
的に区別可能である。）インサート５０は、そこに配置される又は具現化される対応の協
働する印を有してもよい。したがって、例えば、インサート５０の上の前部及び後方ユー
ザー把持構造体５９、６１は、前方及び／又は後方視覚的印７３、７４に含まれる色とそ
れぞれ共通の及びその色に対応する色を有してもよく又はこの色で着色されてもよい。よ
り詳細には、例えば、前方視覚的印７３及び、前方ユーザー把持構造体５９などのインサ
ートの特徴は、共に第１の共通の色を有してもよく又はこの色で着色されてもよく、後方
視覚的印７４、及び後方ユーザー把持構造体６１などの特徴の一方又は両方は、第１の共
通の色と可視的に識別可能な第２の共通の色で着色されてもよい。
【０２１７】
　図２Ｉ～図２Ｊ、図２Ｍ、図２Ｎ及び図３から概念的に理解され得る別の特定の例では
、外側カバー２０上に配置される前側及び後側視覚的印７３、７４は、前部及び後部ユー
ザー把持構造体５９、６１並びに／又はファスナー構成要素５６、５７などのインサート
の特徴の上に具現化された又は描かれた対応する形状若しくは寸法と一致する、又は認知
的に相関する、視覚的に相関する対応の形状若しくは寸法の画像を具現化してもよく、又
は該画像を有してもよい。より詳細には、例えば、前側視覚的印７３又は前部ユーザー把
持構造体５９は共に三角形の画像を具現化又は有してもよく、後側視覚的印７４又は後部
ユーザー把持構造体６１は共に円の画像を具現化又は有してもよい。インサートの上、及
び外側カバーの上のこれに対応する位置にそれぞれ配置される認知的に相関する印の他の
例には、野球のボールとグローブ、サッカーボールとゴール、鳥と巣、及びよく認識され
た組み合わせの構成要素の任意のその他の画像が挙げられ、これらは、このような画像を
有する又は具現化する２つの部分が、インサート５０を外側カバー２０内に設置する間に
合体されることをユーザーに示すことになる。
【０２１８】
　別の特定の例では、外側カバー２０上に配置される前側及び後側視覚的印７３、７４は
、「前側」及び「後側」の言葉又は記号による表示の画像を有して、前部及び後部ユーザ
ー把持構造体５９、６１などのインサートの特徴の上の対応する言葉又は記号による表示
と一致させてもよい。更なる特定の例では、前方視覚的印７３及び前方ユーザー把持構造
体５９は共に、文字「Ｆ」（すなわち、「前方」）の画像を有してもよく、後方視覚的印
７４及び後方ユーザー把持構造体６１は共に、文字「Ｒ」（すなわち、「後方」）の画像
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を有してもよい。
【０２１９】
　別の特定の例では、外側カバー２０上に配置される前側及び／又は後側視覚的印７３、
７４は、期待通りにユーザーが認識可能な形状、キャラクター、物体等のそれぞれの一部
分の画像を具現化又は有して、前部及び／又は後部ユーザー把持構造体５９、６１などの
インサートの特徴の上に具現化された又は描かれた期待通りにユーザーが認識可能な形状
、キャラクター、物体等の対応する一部分と一致させてもよい。更なる特定の例では、前
方視覚的印７３及び前方ユーザー把持構造体５９は共に、適切に合体されると、期待通り
にユーザーが認識可能な第１の形状、キャラクター、物体等の認知的に完全な画像を形成
する第１の画像のそれぞれの一部分を具現化又は有してもよく、及び／又は後方視覚的印
７４及び後方ユーザー把持構造体６１は共に、適切に合体されると、期待通りにユーザー
が認識可能な第２の形状、キャラクター、物体等の認知的に完全な画像を形成する、第１
の画像と異なる第２の画像のそれぞれの一部分を具現化又は有してもよい。実施例を例示
するため、図２Ｒを参照し、インサート５０の１つの上に配置される視覚的なしるし７３
ａは、インサート５０の縁部７３ｃに沿って切り取られたユーザーにより認識可能となり
得る画像（例えば、ハート型）の第１の部分であってもよく、一方で、外側カバー２０上
に配置される、視覚的印７３ｂは、同じ画像の第２部分であってもよく、このようなユー
ザーにより認識可能となり得る画像は、各印７３ａ及び７３ｂが一致し、適合して画像を
完成するようにして、外側カバー内のインサートが適切に配置及び位置付けされた際に完
成される。示されるハート型の画像は、しかしながら、標的及び／又は位置合わせの印と
して、このような方法で機能し得る、いくつかのユーザーにより認識可能となり得る画像
、及びその各部分の一例である。画像及びその部分はまた、製品と関連してメーカーによ
って使用される商標、又は特定の区別可能な若しくは差別的な図柄の形態を取り得る。
【０２２０】
　更に別の特定の例では、視覚的な向きの印は、外側カバー２０及びインサート５０の上
にそれぞれ表示される視覚的印の単一対に単純化されてもよい。１つのそのような例では
、外側カバー２０の内表面２５は、前側縁部２１を長手方向に指す矢印の画像を有しても
よく、インサート５０は、その前方末端部を長手方向に指す矢印の画像を有してもよい。
【０２２１】
　向き情報を提供するように適合された他の好適な視覚的な向きの印の例には、言葉を含
む英数字テキスト、矢印、記号、図形、絵文字、アイコン、漫画、概念図、及び任意のそ
の他の視覚的印を挙げることができる。
【０２２２】
　ユーザーが両方の組の印を見るとき、外側カバー及びインサートの前側部分に関連する
印は、外側カバー及びインサートの後側部分に関連する印と、認知的でなく相関する、又
は認知的に相関しない、及び逆もまた同様であるのが望ましくあり得る。
【０２２３】
　以上から、他の形態の視覚的な向きの印が、上記説明の原則の範囲内で可能であること
が理解されるであろう。
【０２２４】
　外側カバーに対するインサートの正しい前後の向きを示す及び／又は強要する印を提供
することに加えて、物品の意図される最適な閉じ込め、密着、快適性及び外観を提供する
ために、外側カバー内のインサートの正しい長手方向及び横方向位置合わせ示す及び／又
は強要する印を設けることもまた望ましくあり得る。図２Ｅ～図２Ｎに示される例では、
対応のファスナー構成要素対３２、５７及び３３、５６は、位置合わせ印として機能する
ように構成されかつ配置される。適切な締結をもたらすためにこれらのファスナー構成要
素対の一方又は両方を同じ場所に配置することは、適切な長手方向及び横方向位置合わせ
ももたらすので、ファスナー構成要素は、正しい前側／後側の向きを示す及び／又は強要
するだけでなく、外側カバー２０に対するインサート５０の正しい長手方向及び横方向位
置合わせも示す及び／又は強要するように構成されかつ配置され得ることが、これらの例
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から理解され得る。他の例では、この目的のために、外側カバー２０及びインサート５０
上にそれぞれ配置される、例えば、長手方向位置合わせ印７９ａ、７９ｂ及び横方向位置
合わせ印７８ａ、７８ｂといった独立した視覚的印を含んでもよい（図２Ｅ～図２Ｆ）。
図２Ｅ～図２Ｆを参照すると、外側カバー２０の中にインサート５０を設置する際に、位
置合わせ印対７８ａ、７８ｂ及び７９ａ、７９ｂが一致する、又は互いに密接に近接する
のを確実にすることによって、インサート５０が外側カバー２０内で長手方向及び横方向
に位置合わせされ得ることが分かる。視覚的な位置合わせ印は、外側カバー２０の内表面
上に配置される整合している直線線分、形状、インサートの端部又は角部の輪郭イメージ
８０（例えば、図２Ｍ～図２Ｎ参照）等が挙げられるが、これらに限定されない他の形態
をとってもよい。
【０２２５】
　商品
　本明細書に記載のような１枚又は複数の外側カバーと、１枚又は複数のインサートとを
含む商品が作製され、そのまま販売され得ることが想到される。例えば、１枚又は複数の
関連インサートと共に、１～１２枚、又はそれ以上の外側カバーを含むパッケージをアセ
ンブルして、一緒にパッケージ化して販売してもよい。パッケージの中の各外側カバー及
びインサートは、本明細書に記載される整合／相補的締結システム、向きの印及び／又は
位置合わせ印を有してもよい。
【０２２６】
　そのような商品では、それぞれ便利な枚数の外側カバーとインサートのセットを構成す
るために、インサートと外側カバーとの比率を決定するのが望ましくあり得る。例えば、
セットに含まれる１枚の外側カバーに対して、およそ半日又は１日分のインサートを含む
のが好適であると考えられ得る。つまり、例えば、商品は、インサートと外側カバーの比
率が１：１、２：１、３：１、４：１、５：１又は更には６：１で、インサートと外側カ
バーとを含んでもよい。したがって、例えば、セットを付随するパッケージは、１枚の外
側カバーと、１、２、３、４、５又は６枚のインサート；２枚の外側カバーと、２、４、
６、８、１０又は１２枚のインサート；３枚の外側カバーと、３、６、９、１２、１５又
は１８枚のインサート、などを包含してもよい。初めての購入者のような特定の消費者向
けの「スターター」セットとして、又は他の状況では、パッケージは２～１４枚の外側カ
バーを含むのが望ましくあり得、この数は、洗濯が必要になる前に使用できる清潔な外側
カバーのおよそ１日から１週間分の供給量に相当し得る。
【０２２７】
　複数のインサートを含むセットでは、異なる環境下で使用するのに適している異なるデ
ザインの複数のインサートを含むのもまた望ましくあり得る。一例を挙げれば、例えば、
吸収性材料の位置及び吸収能力といった特徴に関して、複数のインサートの中の１枚以上
は長時間又は夜間使用（睡眠中の使用）に適しており、１枚以上は日中の使用に適してい
てもよい。複数のインサートの中の半数、又は半数以下は、睡眠中の使用に適していても
よい。この実施形態の一例では、セットはまた、例えば、月、星、夜の空の色、及び他の
夜の場面の画像、眠っている動物、眠っている人、眠っている擬人化されたキャラクター
等の画像といった、夜間／睡眠に関連するテーマが施してある１枚以上の外側カバー；及
び、例えば、太陽、鳥、明色、昼の空の色、及び他の昼の場面の画像、起きている／遊ん
でいる動物、人、擬人化されたキャラクター等の画像といった、日中／遊んでいる時間に
関連するテーマが施してある１枚以上の外側カバーを含んでもよい。
【０２２８】
　更なる実施形態では、パッケージの中のセットは、男児及び女児のいずれかに特別に適
合されてもよい。例えば、パッケージは、女の子に関連した表面装飾及び装飾、例えば、
ピンク、ラベンダー及び／若しくはその他の優しいパステルカラースキームの使用、花、
蝶、ウサギ、子猫、小さな女の子、お姫様、女性の漫画キャラクター若しくは女性の擬人
化されたキャラクター等の画像、又は通常女の子に関連するその他の装飾特徴、を有する
１枚以上の外側カバーを含んでもよい。反対に、パッケージは、男の子に関連した装飾、
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例えば、青、黒、暗い若しくは力強いカラースキームの使用、車、電車、飛行機、船、ロ
ケット、宇宙船、スポーツに関連する物、男の子、男性的な漫画キャラクター若しくは男
性的な擬人化されたキャラクター等の画像、又は通常男の子に関連するその他の装飾特徴
、を有する１枚以上の外側カバーを含んでもよい。男児又は女児用にデザインされたパッ
ケージはまた、機能要素によるか、非機能的で装飾的な／装飾要素によるかにかかわらず
、男児又は女児のいずれかに特別に適合された、関連の対応するインサートを含んでもよ
い。あるいは、パッケージは、男女の区別のない飾り／装飾及び機能要素を有する、男児
又は女児のいずれかで使用するのに適した１枚以上の外側カバー及びインサートを含んで
もよい。
【０２２９】
　更なる実施形態では、パッケージのセットは、他の点で異なる機能設計を有する何種類
かのインサートを含んでもよい。例えば、パッケージは、トップシートの中の糞便受容開
口部、糞便を隔離するためのトップシートの下の空隙、及び／又は、例えば、同時係属米
国特許出願第１１／２２４，７７９号、同第１１／７８６，８９０号、及び同第１１／８
９４，０８７号に記載のような関連特徴の１つ以上を有する１枚以上のインサートを含ん
でもよい。
【０２３０】
　更なる実施形態では、パッケージの中のセットは、特定状況で使用されるように特別に
適合されてもよい。例えば、セットは、水泳又は公共の場で水遊びする間に着用するのに
適した、１枚以上の外側カバー及び関連インサートを含んでもよい。この例では、外側カ
バー及びインサートは、水に濡れる及び／又は浸漬している間の満足のいく使用に適して
いてもよく、及びその間構造的一体性を実質的に保持するように適合されてもよい。例え
ば、含まれる外側カバーは、濡れたときに引張強度、伸張又は弛みを実質的に損なわない
材料で構成されてもよい。この例では、主に高分子材料、疎水性材料、及び／又は伸縮性
のある繊維材料で外側カバーを形成するのが望ましくあり得る。同様に、意図される使用
期間中ずっと構造的一体性を実質的に損なわずに浸漬及び濡れに耐える材料で、含まれる
インサートを形成するのが望ましくあり得る。超吸収性ポリマー又は吸収性ゲル材料を含
まずにこのようなインサートを形成するのも望ましくあり得る。これらの吸収性材料は、
多くの場合通常のおむつ吸収性コアに含まれるが、そのような材料は、浸漬されると水を
すぐに吸収し、吸収した水によって膨張し膨れ上がるので、すなわち、吸収能力がなくな
り、嵩及び重量が加わり、利点を有さなくなるので、水泳又は水遊びの間に着用される物
品での使用に適さないと考えられる可能性がある。しかしながら、同じ外側カバーが水泳
／水遊び、及び水泳以外、水遊び以外の活動の目的で使用され得るように、同じセットの
中に、水泳以外、水遊び以外での使用を目的とした１枚以上のインサートが含まれてもよ
い。水泳以外、水遊び以外での使用を目的とする１枚以上のインサートは、超吸収性ポリ
マー又は吸収性ゲル材料を含む吸収性コアを有してもよい。
【０２３１】
　更なる実施形態では、パッケージの中のセットは、耐性のある外側カバーごとに寸法が
異なる脚部開口部縁部２３によって画定される脚部開口部を有する、複数の耐久性のある
外側カバー２０を含んでもよい。そのような耐久性のある外側カバーの逐次使用は、複数
の耐久性のある外側カバーの中の１枚を、そのような異なる寸法を有する複数の耐久性の
ある外側カバーの中の別の１枚と交換するたびに、着用者の皮膚を包囲する及び着用者の
皮膚と接触する脚部バンド部分３６及び脚部開口部縁部２３の位置に変化をもたらすのに
有用であり得る。これは、着用者の動きに起因し得るそのような接触位置における着用者
の皮膚の擦傷の可能性及び重症度を低減するという利点をもたらすことができる。そのよ
うな擦傷は、普通は、集中した又は局所化されたやり方で繰り返される皮膚との包囲接触
をもたらし得る、実質的に変わらない寸法の脚部開口部を有する一連の耐久性のある外側
カバーの反復使用によって生じる又は悪化する可能性がある。したがって、例えば、ユー
ザーは、複数の中の第１の耐久性のある外側カバーを適用してもよく、着用者は第１の期
間（その日）それを着用してもよく、ユーザーは複数の中の第２の耐久性のある外側カバ
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ーを適用してもよく、着用者は第２の期間（例えばその夜又は翌日）それを着用してもよ
く、以下同様であり、こうして、着用者の皮膚の上の脚部開口部縁部及び脚部バンドが包
囲及び接触する位置を効果的に変化させて、擦傷の可能性及び重症度を低減する。図２Ｃ
を参照すると、外側カバー股幅ＷＣｃ、外側カバー前側幅ＷＣｆ、外側カバー後側幅ＷＣ

ｒ、外側カバー長さＬＣ及び脚部バンド長さＬＬＢのいずれか、又は任意の組み合わせを
変化させることは、同じ着用者に適用する際に、耐久性のある外側カバー２０の脚部開口
部の寸法を変化させる効果を有すると理解され得る。したがって、パッケージの中の少な
くとも第１及び第２の外側カバーのセットは、平面上に水平に展開されて、最大限の延伸
されていない（弛緩した）寸法まで延伸された各外側カバーで測定した場合に、外側カバ
ー股幅ＷＣｃ、外側カバー前側幅ＷＣｆ、外側カバー後側幅ＷＣｒ、外側カバー長さＬＣ
又は脚部バン長さＬＬＢのいずれかの違いをそれらの間に有してもよい。寸法ＷＣｃ、Ｗ
Ｃｆ、ＷＣｒ、ＬＣ又はＬＬＢのいずれかは、第１の耐久性のある外側カバーと第２の耐
久性のある外側カバーとの間で、少なくとも約１０％、１５％、２０％、又はそれ以上異
なってもよい。しかしながら、別の例では、例えば、それぞれ脚部バンド部分３６に含ま
れる異なるタイプの弾性ストランド若しくはストリップ、又は異なる寸法の弾性ストラン
ド若しくはストリップ、あるいは異なる数の弾性ストランド若しくはストリップを使用す
ることによって、又は更には脚部バンド部分３６の構造を変えることによって、脚部バン
ド３６の張力を、１枚の耐久性のある外側カバーと次のものとで変化させてもよい、すな
わち、これらのいずれかは、パッケージの中の耐久性のある外側カバーごとに脚部開口部
縁部２３の寸法を変化させることができる。
【０２３２】
　更なる実施形態では、様々なタイプのセットを含む様々なパッケージは、様々な商品と
して提示されてもよい。一例を挙げれば、パッケージの中のセットの一部を形成する１枚
以上の外側カバーは、機能又は飾り／装飾要素のいずれか、又はその両方によって、事実
上ある季節に限られてもよい。外側カバーの別個のセットは、例えば、材料の坪量、絶縁
特性、通気性など、セット間で属性が異なっていてもよい。例えば、「冬」又は「寒い天
候」用の外側カバーは、比較的高い坪量を有する材料から別個に、又は組み合わせて形成
されてもよく、一方で「夏」又は「厚い」天候用の外側カバーは、比較的軽い材料、及び
／又はより高い通気性を有する材料（ＷＶＴＲにより特徴付けられ、かつ比較され得る）
から形成され得る。
【０２３３】
　別の例では、第１のパッケージの中のセットの一部を形成する１枚以上の外側カバーは
全て、第１のデザイナーによってデザインされた飾り／装飾要素を有してもよく、及び／
又は第１のデザイナーの名前又はブランドで標示又は銘柄を付けられてもよく、第２のパ
ッケージの中のセットの一部を形成する１枚以上の外側カバーは全て、第２のデザイナー
によってデザインされた飾り／装飾要素を有してもよく、及び／又は第２のデザイナーの
名前又はブランドで標示又は銘柄を付けられてもよい。別の例では、第１のパッケージの
中のセットの一部を形成する１枚以上の外側カバーは全て、デザイナーの第１の特定の「
コレクション」又はデザインテーマと関連する飾り／装飾要素並びに／又は標示及び／若
しくは銘柄を有してもよく、第２のパッケージの中のセットの一部を形成する１枚以上の
外側カバーは全て、デザイナーの第２の特定の「コレクション」又はデザインテーマと関
連する飾り／装飾要素並びに／又は標示及び／若しくは銘柄を有してもよい。
【０２３４】
　上記の例のいずれにおいても、各個別商品の中の外側カバー及び関連インサートは、互
いに最適に適合するように寸法設定される。したがって、更なる例では、各パッケージは
、寸法で区別される外側カバー及び関連インサートのセットで作製及び提示されてもよい
。例えば、第１のパッケージは、「寸法１」の子供に適合された外側カバーと関連インサ
ートとを含んでもよく、第２のパッケージは、「寸法２」の子供に適合された外側カバー
と関連インサートとを含んでもよく、以下同様である。
【０２３５】
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　縁部偏向力測定法
　測定される力がセルの限度の１０％～９０％以内であるロードセルを使用し、コンピュ
ータインターフェース（好適な機器は、ＭＴＳ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｃｏｒｐ．，Ｅｄｅｎ
　Ｐｒａｉｒｉｅ，ＭＮから入手可能なようなＴｅｓｔｗｏｒｋｓ　４．０ソフトウェア
を使用したＭＴＳ　ＱＴｅｓｔ／１Ｌである）により一定速度の伸展引張試験機で縁部偏
向力を測定する。図６ａを参照すると、可動（上方）空気ジョー１００１に２．５４ｃｍ
×２．５４ｃｍ（１インチ×１インチ）のダイヤモンド面グリップ１００２が装着されて
いる。
【０２３６】
　引張試験機を圧縮試験用に構成する。０．０１Ｎの力が検出されるまでクロスヘッドが
５．０ｍｍ／分の速度で下降するように引張試験機をプログラミングする。時間及び伸展
チャネルをゼロにして、取得レート１００Ｈｚでデータ収集を開始する。クロスヘッドを
５０ｍｍ／分の速度で１０ｍｍ下降させ、続いてクロスヘッドを元の標点距離に戻す。力
対伸展曲線からピーク力（Ｎ）を記録するようにソフトウェアをプログラミングする。
【０２３７】
　図６ａ及び図６ｂを参照すると、下部締付具１０００は、幅９０ｍｍ×奥行き４０ｍｍ
×厚さ６ｍｍの基部１００５で構成される。基部１００５は、試験機の固定式マウントに
連結するように適合された下側の取り付けシャフト１００６を有する好適な取り付け装置
に固定される。下側の取り付けシャフト１００６は図のようにねじ付きであり、ロッキン
グカラー１００７を有している。下側の取り付けシャフト１００６を試験機の固定式マウ
ントに連結したら、ロッキングカラー１００７を固定式マウントに向けて回転させて基部
１００５を試験機の固定式マウントに対して固定し、試験中それらの間に相互作用なく基
部１００５は固定式マウントに対して静止した状態を維持する。Ｔｅｆｌｏｎなどの低摩
擦性材料で作製された幅３０ｍｍ×奥行き３０ｍｍ×高さ３０ｍｍのＶ字型切欠のあるブ
ロック１００３を基部１００５に載せる。別方向からの図６ｂを参照すると、ブロック１
００３は、側面から中央まで「Ｖ字形」に、１０度の角度１００４で切り込みが入ってい
る。基部１００５に載せたら、ブロックを前後に中心合わせして取り付けシャフト１００
６の中心軸から３２．７ｍｍの距離１０１２だけオフセットさせ、「Ｖ字型」切欠の頂点
によって画定される線が取り付けシャフト１００６の中心軸と交差すようにする。
【０２３８】
　試験用に１０枚のインサートから１０個のサンプルを次のように入手する：インサート
の前方又は後方部分のどちらを試験するかを決定し、それに従って１０個のサンプルの全
てを当該部分から取り出す。外側／衣類に面する表面を上に向けてインサートを水平面に
置く。
【０２３９】
　（ａ）インサート端部のサンプル（全ての層及び構成要素を含む）
　全ての層及びその構成要素を含むインサート端部の値を測定すると、以下のサンプルが
得られる：図７を参照して、端部の強化部分１００９の内側部分１０２２を視覚的に特定
する（すなわち、端部支持強化材６０又は６２を有する部分）。インサートの特定の構成
に起因して内側縁部１０２２を視覚的に識別するのが困難な場合は、インサートを対象末
端部を有する領域に沿って長手方向に十分に平らにし（カフ弾性体によってよってもたら
されるあらゆる収縮に逆らってインサートを延伸する）、一般に１０２０で示される位置
で一方の手をインサートの末端部近くの上に置いてインサートを延伸された／平坦な位置
に保持し、もう一方の手で外側外端１０２１を垂直に持ち上げて、内側縁部１０２２を識
別してもよい。天然の「ヒンジ」位置が補強部分と隣接する補強されていない部分との間
の接合点に存在するので、インサートは最初に内側縁部１０２２に沿って折れ曲がる傾向
がある。補強部分１００９を縁部１０２２に沿ってインサートから切り離す。これで補強
部分１００９が試験されるサンプルになる。（端部が、上記の方法によって明瞭に識別可
能な強化部分を有さない場合、インサートを水平な表面に、着用者に面する表面を上にし
て配置する参照のために図２Ｏを考察し、カフ５３のいずれかの縁部５８を形成する材料
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の長手方向に最も外側の範囲１０１から、３０ｍｍの間隔でインサートの内側を測定する
。このような間隔で位置する、直線１０２３に沿って、かつインサート横方向軸と平行に
、インサートの端部を切断する。切断された部分がサンプルとなる。）ファスナー構成要
素、把持構造など、いずれの構成要素も除去しない。外側縁部１０２１が、把持構造５９
、６１などの、別個の機構によって切断された縁部から独自に容易に区別可能でない場合
、後に特定するために外側端縁部１０２１をマーキングしてもよい。
【０２４０】
　（ｂ）インサート端部強化材のサンプル（インサートから除去される）
　追加された挿入端部支持補強材自体の値を測定する場合、前の項（ａ）によるインサー
ト端部のサンプルを得る。いずれかの接着剤の粘着性を低減する必要性に応じて凍結スプ
レーを噴霧し、端部サンプルの他の全ての構成要素又は層を、端部支持強化材部分から、
強化部分を損傷しないように注意しながら、静かに剥離する。
【０２４１】
　全ての試験を約２３℃±２℃及び約５０％±２％の相対湿度に維持された調湿室で実施
する。サンプルを試験前に２時間、約２３℃±２℃、約５０％±２％の相対湿度で予め調
湿する。
【０２４２】
　方向及び位置配向に関して図６ａを参照すると、内側縁部１０２２を水平かつ上に向け
て配向し、外側外端１０２１を下に向けて配向し、グリップ１００２の底縁部と同一線上
に合わせてサンプル１００９をグリップ１００２の中に位置付ける。加えて、距離１０１
０測定されるピーク縁部偏向力（ｙ）、又は縁部偏向力（ｙ）の値が決定されると共に設
計され、距離１０１１が１０ｍｍであるようにして、グリップ１００２のサンプル１００
９を位置付ける。サンプル１００９が試験中に滑ったり回転したりしないようにしっかり
と固定されるが、試験中にグリップにおいてサンプルの破断が生じるほどきつくなくグリ
ップ１００２を閉じる。
【０２４３】
　ロードセル及びクロスヘッド位置をゼロに合わせる。引張試験機のプログラムを開始し
、データを記録する。ピーク力（縁部偏向力）（単位はＮで）を±０．００１Ｎまで報告
する。各サンプルに対し左右両側に試験を実施し（図７参照）、両側に関する縁部偏向力
を記録する。１０個のサンプルを試験する。１０個のサンプルの両側の平均縁部偏向力を
計算する。
【０２４４】
　曲げ剛性測定法
　ピーク曲げ力及び曲げ剛性は、１０Ｎのロードセルを装着した、コンピュータインター
フェースを有する一定速度の伸展引張試験機（好適な機器は、ＭＴＳ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　
Ｃｏｒｐ．（Ｅｄｅｎ　Ｐｒａｉｒｉｅ，Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ）から入手可能なＴｅｓｔ
Ｗｏｒｋｓ　４ソフトウェアを使用したＭＴＳ　Ａｌｌｉａｎｃｅである）を使用して測
定する。図９（正面図）及び図１０（側面図）に示したプランジャブレード２１００を上
部可動試験用締付具に使用する。図８に示す基部支持プラットフォーム２２００を、下部
の固定式試験用締付具として使用する。全ての試験を約２３℃±２℃及び約５０％±２％
の相対湿度に維持された調湿室で実施する。
【０２４５】
　プランジャ２１００の構成要素は、アルミニウムなどの軽量材料から作製され、利用可
能なロードセル容量を最大にする。シャフト２１０１は、引張試験機に適合するよう機械
で作られ、プランジャを安定させベース支持プラットフォーム２２０４と直交する位置合
わせを維持するようロッキングカラー２１０２を有する。ブレード２１０３は、長さ２１
０８が１１５ｍｍ、高さ２１０７が６５ｍｍ、幅２１０９が３．２５ｍｍであり、連続半
径が１．６２５ｍｍの材料接触末端部を有する。ブラケット２１０４には、ブレードを水
平にするために使用される止めねじ２１０５と、調節後それを所定の場所に堅固に保持す
るための主止めねじ２１０６が取り付けられる。
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【０２４６】
　下部締付具２２００が、シャフト２２０１とロッキングカラー２２０２とを有する引張
試験機に取り付けられる。２つの可動支持プラットフォーム２２０４が、レール２２０３
に実装される。各試験表面２２０５は、幅２２０６が８５ｍｍ、長さ（図面の平面内）が
１１５ｍｍであり、最小の摩擦係数を有するように研摩されたステンレス鋼から作製され
る。各プラットフォームは、個々のプラットフォーム位置を読み取るデジタル式の位置モ
ニター２２０８及び調節後それらの位置をロックするための止めねじ２２０７を有する。
２つのプラットフォーム２２０４は、間隙末端部で正方形であり、プレート末端部は、前
側から後側まで平行としなければならない。２つのプラットフォームは、調節可能な間隙
幅２２１０を有する間隙２２０９を形成する。
【０２４７】
　支持プラットフォーム２２０４の上面と直交し、それらの間隙末端部に対してゆがみを
示さないようにプランジャブレード２１０３を正確に（±０．０２ｍｍ）そろえる。位置
モニター２２０８を使用し、プランジャブレード２１０３が間隙内に正確に（±０．０２
ｍｍ）中心合わせされた状態で支持プラットフォーム２２０４の２つの間隙末端部の間の
間隙２２１０を正確に２５．００±０．０２ｍｍに設定する。圧縮試験用の引張試験機を
プログラミングする。プランジャブレード２１０３下部から支持プラットフォーム２２０
４上面までのゲージ長を１５ｍｍに設定する。
【０２４８】
　２５ｍｍの距離にわたって５００ｍｍ／分で降下するようにクロスヘッドを設定する。
データ取得レートを２００Ｈｚに設定する。
【０２４９】
　上記の縁部偏向力測定法の説明において記載されるように、１０個の試験サンプル１０
０９を得る。（ファスナー構成要素、把持構造などのいずれの構成要素も除去しないが、
ただし、いずれかの剥離紙がいずれかの接着剤ファスナー構成要素上に存在する場合は剥
離紙を除去する。）サンプルを試験前に２時間、約２３℃±２℃、約５０％±２％の相対
湿度で予め調湿する。
【０２５０】
　試験されるサンプル１００９を任意の露出した接着剤について調べ、必要に応じて接着
剤にベビーパウダーを塗布することによって任意の露出した接着剤を非活性化する。サン
プルを、着用者に面する表面が上に向いた状態で、間隙２２０９をまたいで支持プラット
フォーム２２０４の表面上に平坦に置く。縁部１０２２を間隙に対して垂直にした状態で
間隙を中心にサンプル１００９を中心合わせする。ロードセルをゼロにし、引張試験機と
データ収集を開始する。
【０２５１】
　構成された力（Ｎ）対伸展（ｍ）曲線から最大ピーク曲げ力（Ｎ）及び剛性（Ｎ／ｍ）
を計算するようにソフトウェアをプログラミングする。剛性は、曲線の直線区域の曲げ力
／伸展曲線の勾配として計算され（図１１参照）、合計ピーク曲げ力の少なくとも２５％
の最少直線線分を使用して勾配を計算する。
【０２５２】
　０．１Ｎの単位でピーク曲げ力を、０．１Ｎ／ｍの単位で曲げ剛性を報告し、結果を記
録する。試験を繰り返し、１０個のサンプル全てに関する結果を記録する。平均ピーク曲
げ力及び平均曲げ剛性を計算する。
【０２５３】
　垂直引張試験
　本試験は、力、力の関数としての変位（及び逆もまた同様）、及び／又はフックファス
ナー構成要素のサンプルを、ループ構成要素との係合から分離するのに必要とされる作業
を測定するように設計されており、その構成要素は面ファスナー式締結システム（例えば
着用可能な物品にしばしば見られるものなど、多くの種類の使い捨ておむつが挙げられる
）を形成するのに使用され得る。場合によっては、ループ構成要素は単に、物品のより大
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きな部分を同様に形成する材料であってもよく、一部の着用可能な物品の設計では、フッ
クと効果的に係合可能である、十分にループされた繊維状で耐久性のある表面を材料だけ
で提供し、所望の取り付けをもたらす。
【０２５４】
　試験サンプルの調製
　以下の通り、試験のためにフック及びループ材料のサンプルを準備する。
　ループ材料
　１．物品のループ式のファスナー構成要素を特定する。（例示の実施例に関して、図２
Ａを参照して、又は図２Ｅ～図２Ｎを参照して締結要素３２、３３において、ループ式構
成要素は、受け側要素３１によって構成されてもよい。）
　　ａ）ループ式ファスナー構成要素が下層上に適用された１つの層から形成されている
場合、ループ材料の層を、それを損傷させることなく注意して取り外す。必要に応じて、
いずれかの接着剤による結合を弱めるために凍結スプレーを使用し、いずれかのステッチ
を切るための鮮鋭な上質の切断用具を使用して、下層からループ材料（「ＬＯＯＰＳ材料
」）の分離を促進する。
　　ｂ）ループ式ファスナー構成要素を形成する層が、損傷させることなく下層材料から
分離できない場合、又はループ式ファスナー構成要素が、締結領域の外部の物品を形成す
る包囲材料と同じ材料から形成されている場合、以下の工程によって、要求されているサ
ンプルを提供するのに十分な寸法の材料の一部分を切り出す。損傷させることなく可能な
限り、いずれかの腰部形状、又は締結領域の下の下層材料若しくは層を取り除いて、層に
よって作られている嵩を低減する。残っている材料は、ＬＯＯＰＳ材料から取り除かれる
。
　２．ＬＯＯＰＳ材料をテーブルの上に、ループ（締結面）面を下にして置く。物品が使
用されるときに、ＬＯＯＰＳ材料上で関連するフック構成要素によって引かれる通常の方
向を決定する。フェルト先端部の油性マーカー（例えばＳＨＡＲＰＩＥ）及び定規を使用
して、材料の周囲のいくつかの場所において、ＬＯＯＰＳ材料上に実質的に直線の矢印を
描き、ＬＯＯＰＳ材料上におけるフックによる通常の引張方向を示す。
　左側及び右側の両方の上で延びる締結領域、例えば図２Ａによって例示されている受け
側要素３１を有する外側カバー２０の締結領域からＬＯＯＰＳ材料がとられている場合、
この方向は、外側カバーの長手方向軸に垂直であり、この軸から外側を向いている。マー
カー及び定規を使用して、ＬＯＯＰＳ材料の中心を通る長手方向線（外側カバーに対して
）を描き、この線に実質的に垂直かつそれから外側を指すいくつかの矢印を、材料上で、
線のいずれかの側上で描く。（例示の実施例に関して、図１５Ｃ、ＬＯＯＰＳ材料２２ａ
、長手方向線２２ｂ、矢印２２ｃを参照のこと）。
　インサートが締結されている外側カバーの内側部分からＬＯＯＰＳ材料が取られる場合
は、この方向は外側カバーの長手方向軸と平行であり、外側カバーの横方向軸の方を指す
。
　３．以下の通り固定具にＬＯＯＰＳ材料を結合して両面テープを用意する：３Ｍ　１５
２４　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ａｄｈｅｓｉｖｅの接着剤面を３Ｍ　９５８９　Ｄｏｕｂｌｅ
　Ｃｏａｔｅｄ　Ｆｉｌｍ　Ｔａｐｅのストリップの接着剤面に結合させて、両面テープ
の積層体を形成する。（試験時にこれらの製品のいずれか、又は両方が入手できない場合
は、サンプルを表面の下に接着させ、試験時の層間剥離に耐えるために十分な同等の製品
で置き換えられてもよい。）
　４．３Ｍ　１５２４　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ａｄｈｅｓｉｖｅ面を上にした状態で、用意
した両面テープをテーブルの上に平らに置く。剥離裏材を取り除いて、３Ｍ　１５２４　
Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ａｄｈｅｓｉｖｅの接着剤を露出させる。ループ面を上にして、両面
テープ積層体の露出させた接着剤表面の上に静かにＬＯＯＰＳ材料を置く。約２５ｇ／ｃ
ｍ２±１０％を使用して実質的に均一な圧力をＬＯＯＰＳ材料に適用して、それを接着表
面に対して押しつける（平坦な底面を有する適切な重りが使用されてもよい）。泡又は皺
の形成を避けるために、ＬＯＯＰＳ材料は均一にテープに適用されるべきである。いずれ
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かの方向において約３ｍｍを超える寸法を有する泡又は皺が形成された場合、いずれかの
サンプルの泡又は皺を有する部分を試験に使用しないこと。
　５．より短い辺が矢印の方向と実質的に平行な状態で、約５０ｍｍ×約２５ｍｍの、実
質的に矩形のＬＯＯＰＳ材料／テープ積層体のサンプルを切り出す。これらはＬＯＯＰＳ
サンプルである。（注記：ＬＯＯＰＳサンプルの寸法は、上記で特定された寸法のサンプ
ルが利用可能でない場合は調整されてもよい。上記で特定された寸法は、以下に指定され
る寸法のＨＯＯＫＳサンプルの全体領域を係合するのに、十分なループ材料が都合良く利
用可能であるという、ある程度の確信をもたらすために選択されるが、割当量のマージン
が調整のために提供されているということが理解される。）
【０２５５】
　フック材料
　１．フック断片を損傷させることなく、物品から取り外す。必要に応じて、任意の接着
剤による結合を弱めるために凍結スプレーを使用し、いずれかのステッチを切るための鮮
鋭な、上質の切断器具を使用して、下層からフック断片の分離を促進する。フック断片を
下層からそれを損傷させることなく取り除くことができない場合、単にその外側縁部を切
断し、それを物品の残り部分から切断する。フックを下向きにして、テーブル上に分離さ
れたフック断片（「ＨＯＯＫＳ材料」）を置く。
　２．以下の通り固定具にＨＯＯＫＳ材料を結合して両面テープを用意する：３Ｍ　１５
２４　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ａｄｈｅｓｉｖｅの接着剤面を３Ｍ　９５８９　Ｄｏｕｂｌｅ
　Ｃｏａｔｅｄ　Ｆｉｌｍ　Ｔａｐｅのストリップの接着剤面に結合させて、両面テープ
の積層体を形成する。（試験時にこれらの製品のいずれか、又は両方が入手できない場合
は、サンプルを表面の下に接着させ、試験時の層間剥離に耐えるために十分な同等の製品
で置き換えられてもよい。）
　３．３Ｍ　１５２４　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ａｄｈｅｓｉｖｅ面を上にした状態で、用意
した両面テープをテーブルの上に平らに置く。剥離裏材を取り除いて、３Ｍ　１５２４　
Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ａｄｈｅｓｉｖｅの接着剤を露出させる。フック面を上にして、両面
テープ積層体の露出させた接着剤表面の上に静かにＨＯＯＫＳ材料を置く。約７５ｇ／ｃ
ｍ２±１０％を使用して実質的に均一な圧力をＨＯＯＫＳ材料に適用して、それを接着表
面に対して押しつける（平坦な底面を有する適切な重りが使用されてもよい）。泡又は皺
の形成を避けるために、ＨＯＯＫＳ材料は均一にテープに適用されるべきである。いずれ
かの方向において約３ｍｍを超える寸法を有する泡又は皺が形成された場合、いずれかの
サンプルの泡又は皺を有する部分を試験に使用しないこと。
　４．より短い辺が通常使用時においてＨＯＯＫＳ材料を引く方向と実質的に平行な状態
で、ＨＯＯＫＳ材料／テープ積層体１３ｍｍ×２５．４ｍｍ、±０．２５ｍｍから、１つ
以上の実質的に矩形のサンプル（許容ＨＯＯＫＳ材料の寸法）を切断する。これはＨＯＯ
ＫＳサンプルである。
　（注記：上記で指定された寸法のＨＯＯＫＳサンプルは３３０ｍｍ２の係合面積を有す
る。これらの寸法のＨＯＯＫＳサンプル及び／又は係合面積が、問題となっている物品上
で利用可能でない場合、利用可能な最も大きいサンプルを入手し、測定によってこの面積
を決定する。垂直ピーク負荷／０．５ｍｍの垂直変位における垂直負荷／係合面積に関す
る値が、上記の明細書で求められている場合、０．５ｍｍの垂直変位における垂直ピーク
負荷及び垂直負荷が、以下の試験プロトコルに従って特定され、次いで、ＨＯＯＫサンプ
ル係合面積によって除され、垂直ピーク負荷／係合面積、及び０．５ｍｍの垂直変位にお
ける垂直負荷／係合面積を決定する。）
【０２５６】
　製造された完成品の着用可能な物品からまだ切断されていないが、物品の製造前にその
ような材料の供給源から取られた対応のループ材料及びフック材料のサンプルは、上記に
説明された同様な方法で準備することができる。材料は、それらが完成した製品に見られ
る方向及び寸法に従って、方向付けられ、切断されるべきである。
【０２５７】



(64) JP 2014-519961 A 2014.8.21

10

20

30

40

50

　試験装置
　本試験用に適切なロードセルを装着した、コンピュータインタフェースを有する一定速
度の伸展引張試験機（例えばＴｅｓｔＷｏｒｋｓ　４ソフトウェアで制御された、ＭＴＳ
　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｃｏｒｐ．（Ｅｄｅｎ　Ｐｒａｉｒｉｅ，Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ）から
入手可能な、ＭＴＳ　ＳＹＮＥＲＧＩＥ　２００引張試験機）を本試験に使用する。ロー
ドセルは、表記されている最大負荷の１０％～９０％内で動作させるように選択されるべ
きである。引張試験機は、クロスヘッドが下方に移動しサンプルを圧迫すると、圧迫を示
すマイナスの力表示が生成されるように、設定される。
【０２５８】
　本試験用に２つのカスタム固定具を作らなければならない。図１２Ａを参照して、第１
固定具５０３は、試験機のロードセルに接続し、かつクロスヘッドの移動の経路に直交す
る、下方に面する平坦な表面５２２（そこにＨｏｏｋｓサンプルが取り付けられる）を有
する矩形脚部５２０を含む。第２固定具５０４は、引張試験機の底部の固定式マウントに
接続し、基部５１３と、クロスヘッドの移動の経路に直交する、上向きの平坦な表面５１
１（この上にＬＯＯＰＳサンプルが取り付けられる）を有するソレノイド起動のスライド
プレート５１０とから構成される。したがって、試験が実施されるとき、ＬＯＯＰＳサン
プルのループ側はＨＯＯＫＳサンプルのフック側に向けて、かつこれに平行に方向付けら
れる。
【０２５９】
　更に図１２Ａを参照して、上部固定具５０３は、引張試験機の移動可能なクロスヘッド
に取り付けられるときに、ロードセルに取り付けられるように適合される好適な取り付け
装置、例えば上方の取り付けシャフト５２８に取り付けられる矩形脚部５２０からなる。
上方の取り付けシャフト５２８は、示されているようにねじ付きであり、ロッキングカラ
ー５２７を有する。上方の取り付けシャフト５２８がロードセルのマウントに接続される
とき、ロッキングカラー５２７はマウントに対して回転され、表面５２２が移動軸に直交
したままであるように固定具５０３を固定する。脚部５２０はアルミニウムで形成され、
下方を向いた、クロスヘッドの移動の経路に直交する、平坦なブラシ仕上げの表面５２２
を備える。下方を向く表面５２２は、フックサンプルの全体（左から右の方向で延びてい
る、より短い辺）を許容するのに十分な長さ及び幅でなくてならず、かつ上方の取り付け
シャフト５２８の軸を中心に、実質的に中心を合わせなくてはならない。
【０２６０】
　図１２Ａ～図１２Ｃを参照して、下部固定具５０４は、その端部に固定された２つの垂
直プレート５１４及び５１５を有する基部５１３からなる。電気ソレノイド５１６（Ｍｃ
Ｍａｓｔｅｒ　Ｃａｒｒ（Ａｔｌａｎｔａ，Ｇｅｏｒｇｉａ）のＳｅａｌｅｄ　Ｌｉｎｅ
ａｒ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ａｃｔｕａｔｏｒ　Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｌｉｆｅ－Ｓｅａｌｅ
ｄ　Ｐｕｌｌ　ｔｙｐｅ，Ｐａｒｔ　Ｎｏ．９７１９Ｋ１１２又は好適な同等物）は左の
垂直プレート５１４上に搭載され、そのプランジャ５１７は右に延び、かつプレート５１
４内の孔を通じて突出しており、孔はプランジャ５１７の自由な左右の移動を許容するの
に十分大きい。マイクロメーター５１８（マイクロメーターヘッド、電気型、２．５４ｍ
ｍ（１インチ）、最大測定範囲０．００１３ｍｍ（０．００００５インチ）解像度、部品
番号７４４７７５８９、ＭＳＣ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｓｕｐｐｌｙ（Ｍｅｌｖｉｌｌ
ｅ　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ）又は同等物）が、右の垂直プレート５１５上に搭載され、そのス
ピンドル５１９は左に延び、プレート５１５内の孔を通じて突出しており、孔はスピンド
ル５１９の自由な左右の運動を許容するのに十分大きい。ソレノイドプランジャ５１７及
びマイクロメータースピンドル５１９は実質的に同軸である。基部５１３は、試験機の固
定式マウントに搭載するように適合された下方の取り付けシャフト５２９を含む好適な取
り付け装置に固定される。下側の取り付けシャフト５２９は、示されているようにねじ付
きであり、ロッキングカラー５２６を有する。下方の取り付けシャフト５２９は試験機の
固定式マウントに取り付けられ、この固定式マウントに対してロッキングカラー５２６が
回転され、試験機の固定式マウントに対して基部５１３を固定し、これによってそれは、
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試験中に表面５１１がクロスヘッドの移動経路に直交したままであるように、固定式マウ
ントと共に固定されたままである。
【０２６１】
　水平スライドプレート５１０は、示されているように一体化したタブを有し、ソレノイ
ドプランジャ５１７に接続されている。スライドプレート５１０は、プレートガイド５１
２に取り付けられ、これは内部に切削された水平の左－右トラックを有し、このトラック
はガイドレール５２３と嵌合し、著しい上下方向の遊びもなく自由な左右運動を可能にす
る。（嵌合プレートガイド５１２及びガイドレール５２３は、ＭｃＭａｓｔｅｒ－Ｃａｒ
ｒ（Ａｔｌａｎｔａ，Ｇｅｏｒｇｉａ）、Ｐａｒｔ　Ｎｏ．９８８０Ｋ３（Ｆｒｅｌｏｎ
　Ｐｌａｉｎ－Ｂｅａｒｉｎｇ　Ｇｕｉｄｅ　Ｂｌｏｃｋ）及びＰａｒｔ　Ｎｏ．９８８
０Ｋ１３（Ｆｒｅｌｏｎ　Ｐｌａｉｎ－Ｂｅａｒｉｎｇ　Ｒａｉｌ）から入手される。）
【０２６２】
　ガイドレール５２３は基部５１３に取り付けられる。この構成の結果としてプレートガ
イド５１２及びそれに応じてスライドプレート５１０は、基部５１３に対して、ソレノイ
ド５１６の起動に対応して、水平に、左右方向で移動し得る。スライドプレート５１０の
右方向の移動は、マイクロメータースピンドル５１９の遠位端によって制限され、ここで
スライドプレート５１０は最も右方向の位置で当接する。スライドプレート５１０の左方
向の移動はスタンドオフ５２５によって制限され、ここでプレートガイド５１２は最も左
方向の位置で当接する。
【０２６３】
　ガイドレール５２３は、スタンドオフ５２５で終端し、これはまた基部５１３に取り付
けられる。スタンドオフ５２５は２つの凹んだバネ５２４を保持し、これはプレートガイ
ド５１２に対して十分な力を適用し、ソレノイド５１６が起動されていないときに、マイ
クロメータースピンドル５１９の遠位端と当接する関係にサンプルプレート５１０を押す
。いったん起動すると、ソレノイド５１６は、プレートガイド５１２がスタンドオフ５２
５に対して停止するまで、スライドプレート５１０を左の方向に引く。
【０２６４】
　平面状のブラシ仕上げの、上向きの表面５１１を有するアルミニウムのサンプルプレー
トが、スライドプレート５１０の上面に取り付けられる。上向きの表面５１１は、ＬＯＯ
ＰＳサンプルの全体（左から右の方向で延びている、より短い辺）を許容するのに十分な
長さ及び幅でなくてならず、かつ下方の取り付けシャフト５２９の軸を中心に、実質的に
中心を合わせなければならない。
【０２６５】
　固定具は、上部固定具５０３及び下部固定具５０４の両方が試験機上に取り付けられた
とき、上方取り付けシャフト５２８及び下方取り付けシャフト５２９は実質的に同軸であ
るように、すなわちクロスヘッドの引っ張る方向に沿って位置合わせされるように構成さ
れる。固定具は、ＨＯＯＫＳ及びＬＯＯＰＳサンプルがそこに正しく配置され、かつ固定
具が試験機上に設置されるように構成され、サンプルの形状の幾何学的な中心は、サンプ
ルが係合され、せん断変位によってオフセットされる前に垂直軸上で実質的に位置合わせ
される。試験機上に設置されたとき、上部固定具５０３上の下方表面５２２及び下部固定
具５０４上の上向きの表面５１１は、互いに平行であり、クロスヘッドの移動の垂直線に
直交するように、固定具は適合されるべきである。
【０２６６】
　試験プロトコル
　全ての試験は、約２３℃±２℃及び相対湿度約５０％±２％で維持される調整室内で行
なわれる。約２３℃±２℃及び約５０％±２％の相対湿度で、試験前に約２時間にわたっ
て、サンプルを事前に調湿する。
【０２６７】
　矩形のＨＯＯＫＳサンプル５０２及びＬＯＯＰＳサンプル５０１は、それらの対応する
、互いに引く方向が、物品内における使用時に、左－右方向に沿った状態で（図１２Ｂに
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おいて、方向５３４～５３６の方向に沿って）、並びにソレノイド５１６によって生じる
せん断変位に対して、材料が完成物品上で使用中に引かれるせん断力の方向に対応する水
平面内の相対的な回転方向において、下方に面する表面５２２及び上方に面する表面５１
１上にそれぞれ取り付けられる。図１２Ａ及び図１２Ｂを参照して、ソレノイド５１６は
、選択されたせん断変位に関して、ＨＯＯＫＳサンプル５０２に対してＬＯＯＰＳサンプ
ル５０１を左に（図１２Ｂに示される方向５３６）に移動させる。この観点から、ＨＯＯ
ＫＳサンプル５０２及びＬＯＯＰＳサンプル５０１が、固定具上で互いに対して正しく方
向付けられるために、それらは、試験中に面する関係で係合されたとき、対応する材料が
物品上で係合する際に互いに対して（ａ）方向付けられ、かつ（ｂ）せん断力によって促
される様式をそれらが示すようにして、上部に配置されるべきである。同様な方式で、任
意の原料サンプルは、それらが完成した物品上で方向付けられるように、試験される。
【０２６８】
　ＬＯＯＰＳサンプル上で剥離裏材を取り除く。ＬＯＯＰＳサンプルを上記のように方向
付けて、上向きの表面５１１上に静かに配置する。正しく位置合わせした後、ＬＯＯＰＳ
サンプルは、サンプルの全体の表面積にわたって均一に適用された、約２５０ｇの力を使
用して、同時に表面５１１は水平に方向付けられて、表面５１１に取り付けられるべきで
ある。次いでＨＯＯＫＳサンプル上の剥離裏材を取り除く。ＨＯＯＫＳサンプルを、上記
のように方向付けて、下向きの表面５２２上に静かに配置する。正しく位置合わせした後
、ＨＯＯＫＳサンプルは、サンプルの全体の表面積にわたって均一に適用された約２５０
ｇの力を使用して、その一方で表面５２２は水平に方向付けられて、上向きで表面５２２
に取り付けられるべきである。
【０２６９】
　下部固定具５０４及び上部固定具５０３を、引張試験機上に設置する。標点距離を表面
５２２と５１１との間で５０ｍｍに設定する。ロードセルをゼロに合わせる。
【０２７０】
　ソレノイド５１６を起動させ、プレートガイド５１２がスタンドオフ５２５に当接する
ように、スライドプレート５１０を移動させる。マイクロメーター５１８を調節して、ス
ピンドル５１９を、それがスライドプレート５１０と当接するまで伸ばす。マイクロメー
ターをゼロにする。次いで、マイクロメーターを調節して、スピンドル５１９を所望のせ
ん断変位（例えば、１．００ｍｍ±０．００５ｍｍ）まで後退させる。ソレノイド５１６
を停止し、スライドプレート５１０が右に移動するのを可能にして、マイクロメータース
ピンドル５１９の遠位端にそれが当接するようにする。（校正を確実に行うために、２０
サンプル毎にマイクロメーターは所望のせん断距離にリセットする必要がある。）
【０２７１】
　引張試験機は、クロスヘッドをそれが４０ｍｍ移動するまで、５．０ｍｍ／秒で下方に
移動させ、次いでサンプルにそれを係合するために１．００Ｎの圧縮力が適用されるまで
更に０．５ｍｍ／秒で降下するようにプログラムされる。３秒後、ソレノイド５１６は起
動されて、スピンドルプレート５１０を左（せん断変位）位置に移動させ、更に３秒間保
持する。次いで、クロスヘッドをゼロに設定する。
【０２７２】
　引張試験機プログラムを開始して、５ｍｍ／秒でクロスヘッドの移動を最高５０ｍｍま
で実施して、データを回収する。垂直のクロスヘッド変位（ｍｍ）に対する力（Ｎ）とし
てデータをプロットする。
【０２７３】
　各ＬＯＯＰＳサンプル及び各ＨＯＯＫＳサンプルは１回の試験のみに使用され得る。試
験中に、いずれのサンプルも表面５１１、５２２から部分的に剥離されないことを確認す
る。いずれかの剥離が検出された場合、その結果は無効である。
【０２７４】
　表面からのサンプルの除去に続いて、適切な溶媒を使用して、いずれかの接着剤の残留
物を表面から清浄し、新しいサンプルを取り付ける前に表面を乾燥させる。
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【０２７５】
　以下の計算は力／変位曲線から実施される。
　１．調節されたクロスヘッド変位（「ＡＣＤ」）：力が０．０Ｎを超えるプラス方向の
変位（ｍｍ）。サンプルのせん断の結果として、開始の力が０．０Ｎを超える場合、調節
されたクロスヘッド変位は０．００ｍｍとしてとられる。±０．０１ｍｍで記録される。
　２．垂直ピーク負荷：サンプルの対によって支持される最大力（Ｎ）は、ＡＣＤと５０
ｍｍ変位との間で記録される。±０．０１Ｎで記録される。
　３．垂直ピーク負荷での変位：ＡＣＤから垂直ピーク負荷までの変位（ｍｍ）。±０．
０１ｍｍで記録される。
　４．０．０～０．５ｍｍの垂直変位間の最大垂直負荷：サンプルの対によって維持され
る最大力（Ｎ）は、ＡＣＤ及びＡＣＤ間で＋０．５ｍｍの垂直変位で記録される。±０．
０１Ｎで記録される。
　５．０．０～１．０ｍｍの垂直変位間の最大垂直負荷：サンプルの対によって維持され
る最大力（Ｎ）は、ＡＣＤ及びＡＣＤ間で＋１．０ｍｍの垂直変位で記録される。±０．
０１Ｎで記録される。
　６．完全な除去のためのエネルギー：エネルギー（ｍＪ）、すなわちＡＣＤ～５０ｎｍ
の垂直変位の力／変位曲線下の合計面積。±０．１ｍＪで記録される。
　７．除去に耐えるためのエネルギー：エネルギー（ｍＪ）、すなわちピークまでのＡＣ
Ｄ～垂直変位間の力／変位曲線下の合計面積。±０．１ｍＪで記録される。
【０２７６】
　本明細書の目的のために、選択されたループ及びフックの組み合わせの結果を得るため
に、最低１０個のサンプルの対（ｎ＝１０）を試験し、平均として記録する。
【０２７７】
　垂直引張試験は、いずれか他の具体的なそのような締着結合を用いて、ループ材料とフ
ック材料のいずれか具体的な組み合わせを比較するために使用されてもよく、どの組み合
わせが特定の用途における使用により適しているかを決定するために有用であり得る。し
がたって、垂直引張試験は、例えば本明細書に記載の、しかしこれに限定されない着用可
能な物品に適したループ材料及びフック材料の締着結合を選択するために使用されてもよ
い。
【０２７８】
　ファスナー音響試験
　機械的締結システム上の音響測定は、係合したシステムが９０度の引張試験に供される
ときに録音された。記録は０．６４ｃｍ（０．２５インチ）ダイアフラム、測定用ウルト
ラリニアマイクロフォン、例えば「Ｅａｒｔｈｗｏｒｋｓ　Ｍ３０　Ｕｌｔｒａ－ｌｉｎ
ｅａｒマイクロフォン」（Ｅａｒｔｈｗｏｒｋｓ　Ｉｎｃ．（Ｍｉｌｆｏｒｄ，ＮＨ））
を、１６ビットプリアンプＡ／Ｄ　Ｄ／Ａ、最小サンプリングレート４４．１ＫＨｚのケ
ーブル、例えばＰｒｅＳｏｎｕｓ　Ａｕｄｉｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ（Ｂａｔｏｎ　
Ｒｏｕｇｅ，Ｌｏｕｉｓｉａｎａ）から入手可能な「ＰｒｅＳｏｎｕｓ　Ｆｉｒｅｓｔｕ
ｄｉｏ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｐｒｅａｍｐｌｉｆｉｅｒ」又は同等物と共に使用して実施され
た。＋４８ボルトのファンタム電源は、プリアンプによりマイクロフォンに供給される。
Ｒａｔｉｏｎａｌ　Ａｃｏｕｓｔｉｃｓ（Ｐｕｔｎａｍ，Ｃｏｎｎｅｃｔｉｃｕｔ）から
入手可能なＳＩＡ　Ｓｍａａｒｔ　Ａｃｏｕｓｔｉｃ　Ｔｏｏｌｓソフトウェア・パッケ
ージ又は同等物を使用して音響録音を収集し、処理する。音響システムの校正は、１００
Ｈｚで音圧レベル１１４ｄＢが可能な音響校正器、例えばＳｃａｎｔｅｃｈ　Ｉｎｃ．（
Ｃｏｌｕｍｂｉａ，Ｍａｒｙｌａｎｄ）などから入手可能な「Ｎｏｒｓｏｎｉｃ　１２５
１　Ｓｏｕｎｄ　Ｃａｌｉｂｒａｔｏｒ」で実施される。
【０２７９】
　９０度剥離力は、適切なロードセルが取り付けられた、コンピュータインターフェース
を備える伸展引張試験機（好適な機器は、ＭＴＳ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｃｏｒｐ．（Ｅｄｅ
ｎ　Ｐｒａｉｒｉｅ，Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ）から入手可能なＴｅｓｔＷｏｒｋｓ　４ソフ
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トウェアの下にあるＭＴＳ　Ａｌｌｉａｎｃｅ）であり、測定される力はセルの容量の１
０％～９０％である。図１３を参照して、下部固定具６０１は、平滑な左右摺動作用を可
能にする精密軸受上に載置された、水平方向に可動なプラットフォーム６０２と、引張試
験機の非可動基部に取り付けるのに好適な固定カラー６０５を備える取り付けシャフト６
０３と、から構成される９０度剥離固定具から構成される。可動プラットフォーム６０２
は、５ｃｍ（Ｗ）×１５ｃｍ（Ｌ）×２ｍｍ（Ｈ）のスチールのサンプルプレート６０６
の取り付けを容易にするクランプ６０４を有する。好適な９０度剥離固定具は、Ｃｈｅｍ
Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ，Ｉｎｃ．（Ｆａｉｒｆｉｅｌｄ，Ｏｈｉｏ）から入手可能なモ
デル番号「ＴＴ－ＰＦ－９０」である。正しく取り付けられたとき、固定カラー６０５は
可動式プラットフォーム６０２をＸＹ面において水平に保持する下部固定具６０１を安定
させるために使用される。上部可動式固定具は、空気圧グリップ６０７であり、試験片の
幅よりも広いゴム面のグリップ６０８が装着されている。好適なグリップセットは、ＭＴ
Ｓ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｃｏｒｐ．（Ｅｄｅｎ　Ｐｒａｉｒｉｅ，Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ）か
ら入手可能な１０Ｎ　ＡＤＶＡＮＴＡＧＥ空気圧グリップである。更に、音響隔離チャン
バの上にクロスヘッドのクリアランスを可能にするために、十分な長さの延長ロッド６０
９が必要とされる。組み立てられたときに、固定カラー６１０及び６１１が使用されて、
上部グリップ６０７を安定化させ、可動式プラットフォーム６０２に直交する位置合わせ
を維持する。引張試験機は、ループ部分６１３がフック部分６１２から完全に離れるまで
、３０５ｍｍ／分の速度でクロスヘッドを上にして移動される。図１３を参照して、マイ
クロフォン６１１は４５度の角度で、及びマイクロフォンの先端部から、載置されたサン
プルの基部まで５０ｍｍ±１ｍｍの距離６１２で取り付けられる。
【０２８０】
　図１３に示される引張試験機固定具は、周囲雑音から隔離される。厚さ１．２７ｃｍ（
０．５インチ）のＰＶＣ隔離壁部から作られた４１ｃｍ（Ｗ）×６１ｃｍ（Ｈ）×６１ｃ
ｍ（Ｄ）の隔離チャンバが引張試験機上に載置される。チャンバの前側はドアのように蝶
番で連結される。全ての面は、Ａｕｒａｌｅｘ　Ａｃｏｕｓｔｉｃｓ（Ｉｎｄｉａｎａｐ
ｏｌｉｓ，Ｉｎｄｉａｎａ）から入手可能な厚さ５．０８ｃｍ（２インチ）のＡｕｒｅｌ
ｅｘ鉱物繊維の遮音物品で遮音される。直径８０ｍｍの２つ穴が、チャンバの上部及び底
部に切り取られ、引張試験機への上部６００及び底部６０１の取り付けを容易にする。
【０２８１】
　音響機器の校正
　マイクロフォンは、高品質ｘｌｒケーブルを使用してプリアンプに接続される。＋４８
ボルトのファンタム電源はプリアンプによってマイクロフォンに供給される。校正器をマ
イクロフォンの端部に取り付ける。プリアンプのゲインをその最低設定まで設定する。音
響ソフトウェア内で、マイクロフォンを入力として選択する。サンプリングレートは４４
．１ｋＨｚ及び１６ビット／秒を選択する。録音を開始し、１０秒間データを収集する。
高速フーリエ変換（ＦＦＴ）処理をサイズ１ｋ、オーバーラップ５０％と共に適用し、ハ
ニング窓に設定する。周波数対振幅点のトレースから１つのスライスを選択し、オクター
ブ当たり２４スライスとして表示する。１０００Ｈｚにおいて振幅点を記録する。ゲイン
設定がクリッピングする信号を生じるまで、プリアンプのゲインの各設定に対してこの手
順を繰り返す。
【０２８２】
　１０００Ｈｚで取られた振幅点の表示値を、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｅｘｃｅｌに移し、
振幅点対ゲイン設定をプロットし、最小二乗法の直線回帰を適用する。この方程式は、一
定のオフセットを提供して、記録された振幅点を以下の通り、ｄＢ　ＦＳ（フルスケール
デジタル）からｄＢ　ＳＰＬ（音圧レベル）に変換する：
　Δ＝１１４－（ｍｘ＋ｂ）
　式中、
　ｍ＝フィッティングされた回帰からの勾配
　ｘ＝ゲイン設定
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　ｂ＝フィッティングされた回帰からの切片
　Δ＝測定された振幅値に加えられたデルタ値（ｄＢ　ＦＳ）
【０２８３】
　サンプル調製
　試験前に、２３℃±２℃、５０％±２％の相対湿度でサンプルを２時間、前処理する。
物品の表面上でループ部分及び関連するフック部分を特定する。物品が使用されるときに
、ループ材料上でフック部分によって引かれる通常の方向を決定する。いずれの片も損傷
することなく、鋏を使用して物品からループ部分及びフック部分を切断する。下部が接触
している全ての層が、ループ部分及びフック部分上で損傷していない。シアノ－アクリル
酸接着剤を使用して、フック部分試験片を、フック部分を上向きにして、スチールプレー
ト６０６上に載置する。フック部分の引張方向は、スチールプレート６０６の長い縁部に
対して平行であるべきである。ループ部分を、ループを下向きにして、フック部分の頂部
上に定置する。向きは、物品が使用されるときに、ループ部分上で向きがフック部分によ
る引張の通常方向と一致するようなものである。５００ｇのローラーを使用して、ループ
部分及びフック部分を３回転がす。クランプ６０４を介して、可動式プラットフォームに
スチールプレート６０６を取り付ける。静かにループ部分６１３を持ち上げ、それを空気
圧グリップ６０７に定置し閉じる。上部グリップにおいてループ部分６１３が、試験面に
対して垂直に垂れ、試験片がフック部分６１２と接触する点において９０度の角度を形成
するように、試験片及び試験固定具を位置合わせする。試験片の垂直部分は、ピンと張っ
ているべきであるが、ロードセル上で０．０５Ｎを超えないこと。最初の標点距離は、ル
ープ部分の長さを収容するのに必要なように調整されてもよい。
【０２８４】
　サンプルが搭載された後、ロードセル及びクロスヘッドの位置をゼロに合わせる。隔離
チャンバのドアを閉める。プリアンプのゲインを＋３０ｄＢに設定する。音響ソフトウェ
ア内で、マイクロフォンを入力として選択する。サンプリングレートは４４．１ｋＨｚ及
び１６ビット／秒を選択する。録音及びデータの収集を開始し、引張ソフトウェアを開始
する。ループ部分及びフック部分の分離が検出されるまで、クロスヘッドは１２８ｍｍ／
分で上昇する。音響データの収集を停止する。同一の物品から採取された３つの複製ルー
プ部分／フック部分の組み合わせが回収される。
【０２８５】
　データ分析
　記録されたｗａｖｅファイルを開く。高速フーリエ変換（ＦＦＴ）処理をサイズ１ｋ、
オーバーラップ５０％と共に適用し、ハニング窓に設定する。引張の合計時間にわたる周
波数の関数として、振幅の強度を平均化する。平均振幅（ｄＢ　ＦＳ）対周波数（狭周波
数帯スケールでＨｚ）をプロットする。
【０２８６】
　振幅（ｄＢ　ＦＳ）対周波数（Ｈｚ）データをＡＳＣＩＩファイルに保存し、Ｍｉｃｒ
ｏｓｏｆｔ　Ｅｘｃｅｌにインポートする。ｄＢ　ＦＳを校正されたｄＢ音圧レベルに変
換するために、Ｅｘｃｅｌにおいて具体的な記録されたゲインレベルでΔ値を、全ての振
幅値に加える。３つの複製剥離データ全てがインポートされた後、それぞれ別個の周波数
において各剥離測定値から校正された振幅を平均化する。平均振幅（ｄＢ音圧レベル）対
周波数（Ｈｚ）を２０～２０，０００Ｈｚまでプロットする。校正された振幅値を５００
Ｈｚ、１，０００Ｈｚ、及び２，０００Ｈｚに最も近い周波数値で０．００１ｄＢ単位で
記録する。
【０２８７】
　ランディング区域の曲げ剛性試験
　ランディング区域の曲げ剛性は１０Ｎのロードセルを装着した、コンピュータインター
フェースを有する一定速度の伸展引張試験機（好適な機器は、ＭＴＳ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　
Ｃｏｒｐ．（Ｅｄｅｎ　Ｐｒａｉｒｉｅ，Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ）から入手可能なＴｅｓｔ
Ｗｏｒｋｓ　４ソフトウェアを使用したＭＴＳ　Ａｌｌｉａｎｃｅである）を使用して測
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定する。図８～１１を参照して、プランジャブレード２１００は、図９（正面図）及び図
１０（側面図）において示されているように、上部可動試験固定具に使用される。図８に
示す基部支持プラットフォーム２２００を、下部の固定式試験用締付具として使用する。
全ての試験を約２３℃±２℃及び約５０％±２％の相対湿度に維持された調湿室で実施す
る。ここにおいて、試験サンプルの幅及び長さは、サンプルが切り出される外側カバーサ
ンプルに対応する方向名称を使用して、横方向幅及び長手方向長さであり、「横方向」及
び「長手方向」は本明細書で定義されている。
【０２８８】
　プランジャ２１００の構成要素は、アルミニウムなどの軽量材料から作製され、利用可
能なロードセル容量を最大にする。シャフト２１０１は、引張試験機に適合するよう機械
で作られ、プランジャを安定させベース支持プラットフォーム２２０４と直交する位置合
わせを維持するようロッキングカラー２１０２を有する。ブレード２１０３は、長さ２１
０８が１１５ｍｍ、高さ２１０７が６５ｍｍ、幅２１０９が３．２５ｍｍであり、連続半
径が１．６２５ｍｍの材料接触末端部を有する。ブラケット２１０４には、ブレードを水
平にするために使用される止めねじ２１０５と、調節後それを所定の場所に堅固に保持す
るための主止めねじ２１０６が取り付けられる。
【０２８９】
　下部締付具２２００が、シャフト２２０１とロッキングカラー２２０２とを有する引張
試験機に取り付けられる。２つの可動支持プラットフォーム２２０４が、レール２２０３
に実装される。各試験表面２２０５は、幅２２０６が８５ｍｍ、長さ（図面の平面内）が
１１５ｍｍであり、最小の摩擦係数を有するように研摩されたステンレス鋼から作製され
る。各プラットフォームは、個々のプラットフォーム位置を読み取るデジタル式の位置モ
ニター２２０８及び調節後それらの位置をロックするための止めねじ２２０７を有する。
２つのプラットフォーム２２０４は、間隙末端部で正方形であり、プレート末端部は、前
側から後側まで平行としなければならない。２つのプラットフォームは、調節可能な間隙
幅２２１０を有する間隙２２０９を形成する。
【０２９０】
　支持プラットフォーム２２０４の上面と直交し、それらの間隙末端部に対してゆがみを
示さないようにプランジャブレード２１０３を正確に（±０．０２ｍｍ）そろえる。位置
モニター２２０８を使用し、プランジャブレード２１０３が間隙内に正確に（±０．０２
ｍｍ）中心合わせされた状態で支持プラットフォーム２２０４の２つの間隙末端部の間の
間隙２２１０を正確に２５．００±０．０２ｍｍに設定する。圧縮試験用の引張試験機を
プログラミングする。プランジャブレード２１０３下部から支持プラットフォーム２２０
４上面までのゲージ長を１５ｍｍに設定する。
【０２９１】
　２５ｍｍの距離にわたって５００ｍｍ／分で降下するようにクロスヘッドを設定する。
データ取得レートを２００Ｈｚに設定する。
【０２９２】
　約２３℃±２℃及び約５０％±２％の相対湿度で、試験前に約２時間にわたって、外側
カバーサンプルを事前に調湿する。
【０２９３】
　試験のための試料を準備する：
　１．外表面を上に向けた状態で、サンプルの外側カバーを台に置く。前側腰部領域の外
側上のループ材料の区分により、サンプル上でランディング区域を確認する。ループ材料
の区分の下方の範囲（すなわち股領域に向かう方向で腰部縁部から最も遠く）に、直定規
を横方向にかつこれに接するように置く。ループ材料の区分と隣接する材料とを結合する
シームが存在する場合、シームの構造体が直定規の完全に上に位置するように、直定規を
シームの下に配置させる必要がある。鋭利なナイフを使用して、ランディング区域を有す
る前側腰部領域の部分をサンプルの外側カバーの残部から明瞭に切るように、直定規に沿
ってサンプルの全ての材料を通じて切断する。
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　２．ループ材料の区分の上方の範囲（すなわち股領域から離れる方向で腰部縁部に最も
近く）に、直定規を横方向にかつこれに接するように置く。ループ材料の区分と隣接する
材料とを結合するシームが存在する場合、直定規は、シームの構造体が直定規の完全に下
に位置するように定規をシームの上に配置する必要がある。鋭利なナイフを使用して、ラ
ンディング区域の上の前側腰部領域の任意の材料をその部分から明瞭に切るように、直定
規に沿ってその部分の全ての材料を通じて切断する。（一部のサンプルでは、ランディン
グ区域は、腰部縁部の全体に延びる場合があり、この工程で切り離すものはないというこ
とが理解されるであろう。）この工程は試料部分の隔離を企図する。
　３．吸収性インサートを取り付ける目的で、試料の内側（着用者に面する）表面上に配
置されたいずれかの構成要素（スナップ構成要素、ボタン、フック又はループ材料の区分
若しくはパッチ、又は他の構造体）を、実質的にその下の材料を損傷しないような方法で
（かかる構成要素の取り付けによってそれらの構成要素が損傷を受ける可能性を超えない
だけ）取り除く。これで試料部分の準備を完了する。
　４．試料の横方向幅を測定する（すなわち、図１４において横方向軸４５の方向に沿っ
て）。先端を細くした油性ペンを使用して、左端部から横方向幅の２０％において、横方
向幅の中間点、すなわち５０％において、及び右端部から横方向幅の２０％においてサン
プルの内側／着用者に面する表面に印を付ける。各端部から１０ｍｍ横方向内側（中間点
に向って）に追加の印を付ける。
【０２９４】
　試料を、内側／着用者に面する表面が上に向いた状態で、間隙２２０９にわたって支持
プラットフォーム２２０４の表面上に平坦に置く。上記の通り横方向幅の２０％及び５０
％においてつけられた印は、各位置における曲げ剛性測定のための、３つの曲げ剛性測定
位置に印を付け、間隙２２０９を形成するプラットフォーム２２０４において、試料の横
方向幅を、間隙２２０９を形成するプラットフォーム２２０４の縁部に垂直に方向付けた
状態で（すなわち試料の長手方向は、間隙２２０９を形成するプラットフォーム２２０４
の縁部に平行である）、間隙２２０９を形成するプラットフォーム２２０４の縁部間で印
を中心にする。このように、試料は正しくプラットフォーム上に配置されたときに、プラ
ンジャブレード２１０３の底縁部は、試料の長手方向及び選択された印と位置合わせされ
、プランジャブレードは試料と接触し、印を通る長手方向の折り目を形成し、試料をこの
長手方向の折り目の周囲で曲げる。
【０２９５】
　ロードセルをゼロにし、引張試験機とデータ収集を開始する。
【０２９６】
　構成された力（Ｎ）対変位（ｍ）曲線から最大ピーク曲げ力（Ｎ）及び剛性（Ｎ／ｍ）
を計算するようにソフトウェアをプログラミングする。剛性は、この曲線の直線領域の力
／変位曲線の傾き（図１１を参照）として計算し、この傾きを計算するのには、総ピーク
曲げ力の少なくとも２５％の最小線分を用いる。０．０１Ｎの単位でピーク曲げ力を、０
．１Ｎ／ｍの単位でランディング区域の曲げ剛性を報告する。５つのサンプルを試験し、
各曲げ剛性測定の位置の平均値を計算する。
【０２９７】
　ランディング区域ひずみ試験
　１００Ｎにおけるひずみ率は、２５０Ｎのロードセルを装着した、コンピュータインタ
ーフェースを有する一定速度の伸展引張試験機（好適な機器は、ＭＴＳ　Ｓｙｓｔｅｍｓ
　Ｃｏｒｐ．（Ｅｄｅｎ　Ｐｒａｉｒｉｅ，Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ）から入手可能なＴｅｓ
ｔＷｏｒｋｓ　４ソフトウェアを使用したＭＴＳ　Ａｌｌｉａｎｃｅである）を使用して
測定する。可動式（上部）空気圧つかみ具及び固定式（下部）空気圧つかみ具の双方に、
試料の幅よりも広い菱形面のグリップ（これもＭＴＳ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｃｏｒｐから入
手可能）を装着する。全ての試験を、約２３℃±２℃及び相対湿度約５０％±２％で維持
される調整室内で行う。本明細書において、サンプルの幅及び長さは、本明細書に定義さ
れるように、横方向幅及び長手方向長さである。サンプルを試験前に２時間、約２３℃±
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２℃、約５０％±２％の相対湿度で予め調湿する。
【０２９８】
　横方向幅の２０％及び５０％において配置された印がひずみ試験では必要とされないと
いうことを除いて、ランディング区域の曲げ剛性試験では上記の方法で試料が準備される
。
【０２９９】
　試料の横方向幅を、１ｍｍ単位で測定する。横方向寸法までのグリップ面間の標点距離
をマイナス２０ｍｍと設定する。クロスヘッド位置をゼロにする。試料の横方向長さを上
部のジョー及び下部のジョー内と垂直になるように位置合わせした状態で、試料を上部グ
リップ内に挿入する。試料の最上部１０ｍｍ（試料上に配置された１０ｍｍの印によって
示される）は、面内で水平方向に中央に合わせ、上部グリップは閉じられる。上部グリッ
プから自由にぶら下がっている試料の部分は、下部グリップ内に挿入される。ロードセル
をゼロにし、下部グリップを閉じる。サンプルは、いかなるたるみをも除くのに十分な、
ただしロードセル上の力が０．０５Ｎ未満となる引張力下になければならない。引張試験
機をプログラムして、クロスヘッドを１００ｍｍ／分の速度に上げ、１００Ｎの力に達す
るまで、１００Ｈｚの獲得率で力対伸長データを収集しながら伸展試験を実施する。引張
試験及びデータ収集を開始する。１００Ｎにおける％ひずみを計算するようにソフトウェ
アをプログラムする：
　％ひずみ＝１００Ｎ（ｍｍ）における伸展／最初の標点距離（ｍｍ）×１００
　５個の複製した試料を用いて試験を繰り返し、平均値を計算する。１００Ｎにおける％
ひずみの平均値を０．１％単位で報告する。
【０３００】
　本明細書に記載の特徴のいくつか又は全てを有する吸収性物品は、従来の完全に再利用
可能な布おむつ及び従来の完全に使い捨てのおむつの両方に優る利点を提供することがで
きる。外側カバーを形成するために半耐久性の材料及びより耐久性のある材料を使用する
ことに関する潜在性は、１回を超えて使用することができる、及び選択される材料によっ
ては何度も使用及び洗濯することができる外側カバーを提供する。本明細書に記載の特徴
のいくつか又は全てを有する外側カバーは、使い捨て外側カバー構造体の必要性を排除す
ることができるので、典型的な使い捨ておむつと比べて、ユーザーが廃棄しなけれなばな
らない汚れた廃棄物の量が低減される。更に、通常使い捨ておむつにかかる構造負荷のほ
とんどを支持する再利用可能な外側カバーの可能性が存在するので、使い捨ての吸収部分
はより簡略化された設計を有して、使い捨ておむつと比べて製造費及び材料費を低減する
ことができる。非従来型の再生可能な材料（例えば紙）の使い捨て可能な吸収性インサー
トを製造する可能性が提起される。同時に、本明細書に記載の特徴のいくつか又は全てを
有する使い捨て吸収性インサート及び外側カバーは、多くの状況において、着用者の排出
物による外側カバーの汚れのほとんど又は全てを防いで、取り扱い及び保管に付随する衛
生及び臭気問題を軽減し、必要な洗濯頻度を低減し、かつ従来の布おむつに付随する洗濯
資源、労力及び／又は出費の必要性を低減することができる。本明細書に記載の特徴のい
くつか又は全てを有する使い捨て可能な吸収性インサートは、従来の布おむつと比べて、
排出物をより良好に吸収し、かつ着用者の皮膚、並びに着用者の衣類及び環境から排出物
をより良好に隔離することも可能である。
【０３０１】
　外側カバーに耐久性のある材料を使用することで、使い捨ておむつと比べて改善された
及び／又はより魅力的な快適性、密着、デザイン、色、模様等を目的として材料の使用の
選択肢を創出する際に、その他の付帯利益を提供することも可能である。本明細書に記載
の特徴を有する外側カバーは、着用可能吸収性物品をより魅力的に見せる及び／又はより
衣類品又は外出着のように見せるための多種多様な選択肢を提供する。上記の利点に加え
て、非対称構造及び向きの印を有するインサートを使用することにより、前側と後側で異
なる着用者の生体構造及び身体機能に合わせたインサートの設計、より良好な性能、並び
に材料の設計、構成、及び使用の更なる節約が可能になるのと同時に、ユーザーが外側カ
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らその他の利点が明らかである。
【０３０２】
　本明細書に開示した寸法及び値は、記載された正確な数値に厳密に限定されるものと理
解されるべきではない。むしろ、特に断らないかぎり、そのような寸法のそれぞれは、記
載された値及びその値の周辺の機能的に同等の範囲の両方を意味するものとする。例えば
、「４０ｍｍ」として開示される寸法は、「約４０ｍｍ」を意味するものである。
【０３０３】
　あらゆる相互参照又は関連特許若しくは特許出願を含む、本明細書に引用される文献は
全て、明白に除外される、ないしは別の方法で限定されている場合を除いて、本明細書中
にその全容を援用するものである。いずれの文献の引用も、こうした文献が本願で開示又
は特許請求される全ての発明に対する先行技術であることを容認するものではなく、また
、こうした文献が、単独で、あるいは他の全ての参照文献とのあらゆる組み合わせにおい
て、こうした発明のいずれかを参照、教示、示唆又は開示していることを容認するもので
もない。更に、本文書において、用語の任意の意味又は定義の範囲が、参考として組み込
まれた文書中の同様の用語の任意の意味又は定義と矛盾する場合には、本文書中で用語に
割り当てられる意味又は定義に準拠するものとする。
【０３０４】
　本発明の特定の実施形態が例示され記載されてきたが、本発明の趣旨及び範囲から逸脱
することなく他の様々な変更及び修正を実施できることが、当業者には自明であろう。し
たがって、添付した特許請求の範囲はそのような変更及び修正の全てを含み、上記のいか
なる説明又は図面も本明細書の範囲を制限せず、添付の特許請求の範囲だけがこれらを制
限するものとする。
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