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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
前側区域と、後側区域と、前側区域及び後側区域の間に位置する股部区域と、を備えた
プルオン吸収性物品であって、
プルオン吸収性物品が脚部開口部、及び腰部開口部を備えるとともにプルオン構成にあ
るようにするため、前側区域および後側区域は、第１のシームおよび第２のシームが形成
されるよう互いに接着されており、
前側区域および後側区域はそれぞれ、左前側のシーム、右前側のシーム、左後側のシー
ムおよび右後側のシームが形成されるよう、中央領域と、中央領域の周辺に位置する２つ
の側部領域と、を有し、

10

各中央領域は、隣り合う前記側部領域における弾性特性とは異なる弾性特性を有し、
プルオン吸収性物品は、異なる複数の領域に広がるとともに少なくとも１つのシームを
横断して当該シームに重なっている少なくとも１つの図形を有し、前記図形は、プルオン
吸収性物品の外側表面から目に見えるものであり、
前記図形は、規則的に配置された一連の複数の繰り返し単位からなり、前記繰り返し単
位は、１０〜２０ｍｍのスケールを有する対象物からなり、各対象物は、水平方向および
垂直方向の両方において２〜１０ｍｍだけ互いに間隔を空けて配置されており、かつ各対
象物は、背景との間の２５〜６０のコントラストを有する、プルオン吸収性物品。
【請求項２】
前記図形によって７未満のシーム明瞭度がもたらされる、請求項１に記載のプルオン吸
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収性物品。
【請求項３】
前記図形は、前記第１のシームまたは前記第２シームを横断して前記第１のシームまた
は前記第２シームに重なっている、請求項１または２に記載のプルオン吸収性物品。
【請求項４】
前記図形は、前記左前側のシームおよび前記右前側のシームを横断して前記左前側のシ
ームおよび前記右前側のシームに重なっている、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の
プルオン吸収性物品。
【請求項５】
前記図形は、前記左後側のシームおよび前記右後側のシームを横断して前記左後側のシ
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ームおよび前記右後側のシームに重なっている、請求項１乃至４のいずれか一項に記載の
プルオン吸収性物品。
【請求項６】
前記図形が広がっている前記前側区域または前記後側区域は、側部領域とは異なる物品
構成要素から構成された中央領域を有している、請求項４または５に記載のプルオン吸収
性物品。
【請求項７】
前記図形が広がっている前記前側区域または前記後側区域は、側部領域と同一の物品構
成要素から構成された中央領域を有している、請求項４または５に記載のプルオン吸収性
物品。
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【請求項８】
前記前側区域または前記後側区域を構成するための物品構成要素は、弾性ストランドお
よび非弾性不織布を含む積層体からなっている、請求項７に記載のプルオン吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、吸収性物品の分野に関連し、より具体的には、図形及び／又は色の分野を含
む吸収性物品の分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
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より下着のように見える使い捨て吸収性物品を作製することへの要望が存在する。吸収
性物品が、下着様として認識されるかどうかに影響し得るいくつかの要因がある。これら
の要因としては、以下に限定されないが、シームの明瞭性、吸収性物品の、より高い割合
の、可視の外側表面上の図形の存在、及び２つ以上の吸収性物品構成要素から始まる図形
、又は２つ以上の吸収性物品構成要素全体に及ぶ図形が挙げられる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
しかしながら、下着様の吸収性物品を設計し、仕上げるための、多くの障害が存在する
。１つの理由は、新しい使い捨て吸収性物品の技術が開発されると共に、これらが構成要
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素として取り入れられることである。例えば、伸張性のエラストマーサイドパネル、又は
耳部を、吸収性物品のシャーシ及び前側又は後側区域に加えるために、シームが作られる
。更に、吸収性物品の構成要素が取り入れられる方法のために、物品の可視の外側表面さ
えもシームを有する。したがって、シームがプロセスの変動によって強調されないように
、これらの個々の構成要素の上に図形を配置し、整列することは困難である。更に、物品
の構成の種類によって、外側の可視表面を有するそれぞれの構成要素に図形を加えるとき
に好ましい通気性のレベルを維持することは困難である。これら、及び他の理由のために
、主流の技術を含み、また、シームを強調せず、全体的な下着様の外観を作るような方法
で図形が吸収性物品の構成要素から構成要素へと及ぶように、多数の吸収性物品の構成要
素上に図形を含む、吸収性物品をつくることは困難である。
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【課題を解決するための手段】
【０００４】
下着の様に見える吸収性物品を提供し、同時に、最新の技術（例えば、低／非伸張性構
成要素と結合された高伸張性構成要素、高通気性構成要素など）の利益と機能性を提供す
る吸収性物品構成要素を取り込むことが、本発明の要望である。より具体的には、伸張性
及び通気性の構成要素を含む吸収性物品を含め、可視の吸収性物品構成要素にまで及ぶ図
形を含む吸収性物品を提供することが本発明の要望である。更に、約７未満のシーム明瞭
度（Seam Noticeability Rating）を有する吸収性物品を提供することが本発明の要望で
ある。
【図面の簡単な説明】
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【０００５】
本明細書は、本発明を詳細に示し、明確に請求する請求項によって完結するが、添付図面
を用いた以下の説明によって更に理解しやすくなると考えられ、図面における同種の表記
番号は類似の要素を示すために用いられ、図面には以下のものがある。
【図１】本発明の吸収物品の一実施形態の透視図。
【図２】耳パネルの形状及び配置が変えられた、図１の吸収性物品の別の実施形態の透視
図。
【図３】図１の吸収性物品を部分的に切り取った平面図。
【図４】切断線４−４に沿って取った、図３の吸収性物品の断面図。
【図５】図１の吸収性物品の耳パネルの弾性部材の分解斜視図。
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【図６】様々な領域を例示する、図１の吸収性物品の透視図（使用中）。
【図７Ａ】別の図形を含む、図１の吸収性物品の透視図（使用中）。
【図７Ｂ】別の図形を含む、図１の吸収性物品の透視図（使用中）。
【図８】別の図形を含む、図１の吸収性物品の透視図。
【図９】別の図形を含む、図１の吸収性物品の透視図。
【図１０Ａ】別の図形を含む、図１の吸収性物品の透視図。
【図１０Ｂ】別の図形を含む、図１の吸収性物品の透視図。
【図１０Ｃ】別の図形を含む、図１の吸収性物品の透視図。
【図１１】本発明の吸収性物品の実施形態の平面図。
【図１２】図１１の吸収性物品を含むマシンビジョンシステムの側部断面図。
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【図１３】耳パネルが重ねられて示され、耳パネルが別の図形を含む、図１１の吸収性物
品の部分側面図。
【図１４Ａ】様々な色の漸次的変化を例示する、図１の吸収性物品の透視図。
【図１４Ｂ】様々な色の漸次的変化を例示する、図１の吸収性物品の透視図。
【図１４Ｃ】様々な色の漸次的変化を例示する、図１の吸収性物品の透視図。
【図１５Ａ】耳パネルが重ねられて示され、耳パネルが別の図形を含む、図１１の吸収性
物品の部分側面図。
【図１５Ｂ】図１１の吸収性物品の耳パネルの平面図。
【図１５Ｃ】図１１の吸収性物品の耳パネルの平面図。
【図１６Ａ】耳パネルが重ねられて示され、耳パネルが別の図形を含む、図１１の吸収性
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物品の部分側面図。
【図１６Ｂ】耳パネルが重ねられて示され、耳パネルが別の図形を含む、図１１の吸収性
物品の部分側面図。
【図１７】耳パネルが重ねられて示され、耳パネルが別の図形を含み、シームマージンが
例示される、図１１の吸収性物品の部分側面図。
【図１８】本発明の吸収物品の一実施形態の透視図。
【図１９】別の図形を含む、吸収性物品の側面図。
【図２０】別の図形を含む、吸収性物品の側面図。
【図２１】シーム明瞭度を生成するための方法に使用される、標準化された格付け室（gr
ading room）の平面図の表示。
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【図２２Ａ】シーム明瞭度試験画像を生成する方法によって使用するためのパターンの一
種類の側面図の表示。
【図２２Ｂ】シーム明瞭度試験画像を生成する方法によって使用するためのパターンの一
種類の側面図の表示。
【図２２Ｃ】シーム明瞭度試験画像を生成する方法によって使用するためのパターンの一
種類の側面図の表示。
【図２２Ｄ】シーム明瞭度試験画像を生成する方法によって使用するためのパターンの一
種類の側面図の表示。
【図２３】シーム明瞭度を生成する方法によって試験される画像の表示。
【図２４】シーム明瞭度を生成する方法によって試験される画像の表示。
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【図２５】シーム明瞭度を生成する方法によって試験される画像の表示。
【図２６】シーム明瞭度を生成する方法によって試験される画像の表示。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
本明細書で使用するとき、「着色された吸収性物品の構成要素」とは、色を含むが、（
本明細書で定義される）図形を含まない吸収性物品の構成要素を指す。着色された吸収性
物品の構成要素は、色の漸次的変化を含んでもよい。
【０００７】
本明細書で使用するとき、「エラストマー」とは、本明細書で記載される、弾性特性を
呈するあらゆる材料を指す。
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【０００８】
本明細書で使用するとき、「弾性」又は「エラストマーの」とは、張力にかけたときに
、破断、又は破裂することなく、少なくとも５０％のひずみまで延伸することができ、力
が取り除かれた後に、実質的に元の寸法に戻ることができる、あらゆる材料を指し、ここ
で％ひずみ＝（延伸した長さ−延伸していない長さ／延伸していない長さ）×１００であ
る。
【０００９】
本明細書で使用するとき、「延伸性」とは、破断、又は破裂することなく、一般的に少
なくとも５０％のひずみまで延伸することができる、あらゆる材料を指す。
【００１０】
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本明細書で使用するとき、「図形」とは対象物の形成を指し、これは着色されていても
、着色されていなくてもよい。しかしながら、図形は、対象物の形成が存在しない、色の
みの分野は含まない。
【００１１】
本明細書において使用するとき、「図形吸収性物品構成要素」とは、図形を含む、吸収
性物品の構成要素を指す。図形吸収性物品は、更に、カラーアクセントを含む色を含んで
も、又は対象物の部分を形成しない色の一分野を含んでもよい。
【００１２】
本明細書で使用するとき、「非伸張性」とは、ヒステリシス試験で約４００ｇｍ／ｃｍ
において、上向きに少なくとも約５％以上伸張できない材料を指す。米国特許仮出願第６

40

０／８１１，５８０号明細書は、ヒステリシス試験についてより詳細に説明している。
【００１３】
本明細書で使用するとき、「シームマージン」とは、第１図形吸収性物品構成要素上の
図形の遠位点及び第２図形吸収性物品構成要素の重なる端部の間隔を指す。図１３を参照
する。
【００１４】
本明細書で使用するとき、「固定」又は「固定％（percent set）」とは、材料を急激
に完全に元の状態に戻らせることなく、材料が特定の伸長から解放された後で材料が特定
の期間弛緩した状態にある間に測定されるエラストマー材の変形％を指す。固定％は、［
（１周期後のゼロ荷重伸長−周期１の初期サンプルゲージ長）／（周期１の初期サンプル

50

(5)

JP 5420418 B2 2014.2.19

ゲージ長）］×１００として表され得る。ゼロ荷重伸長とは、荷重が引張試験器具によっ
て位置合わせされる前の、第２周期の最初のつかみ具の間の距離を指す。「固定」又は「
固定％」の更なる定義は、米国特許第６，６１７，０１６号明細書に見出され得る。
【００１５】
本明細書で使用するとき、「伸張性」とは、ヒステリシス試験において、約４００ｇｍ
／ｃｍの荷重で、上向きに少なくとも約１０５％の伸長の長さまで伸張できる材料を指す
。米国特許仮出願第６０／８１１，５８０号明細書は、ヒステリシス試験についてより詳
細に説明している。
【００１６】
本明細書で使用するとき、「可視の内側表面」とは、可視の「身体に面する表面」（例
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えば、トップシート２４。可視の内側表面は、多数の層を含むことができる）。
【００１７】
本明細書で使用するとき、「可視の外側表面」とは、吸収性物品が着用されたときに可
視である、吸収性物品の外側表面を指す（例えば、外側表面２２の衣類に面する側部）。
可視の外側表面は、複数の層を含むことが可能である。
【００１８】
本明細書で使用するとき、「全体図形」とは、吸収性物品構成要素の終縁部や、１つの
吸収性物品構成要素の別の要素との重複によって中断されていない、完全な図形を指す。
図１５Ｃを参照すると、これは全体図形を例示しているが、図１５Ｂは、中断、又は切断
された図形を例示している。
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【００１９】
これより、本発明の実施形態及び図に関し、より詳細に参照する。図２５〜３３を除き
、後半の３桁が同じ数字は、図面を通して同一又は類似の要素を表す（例えば、１２２、
１１２２、２１２２、又は２０、１０２０、２０２０など）。
【００２０】
図１を参照すると、本発明の吸収性物品２０は、前側区域２６、後側区域２８、前側区
域２６及び後側区域２８の間に位置する股部区域３０を有し得る。シャーシ４１は、前側
区域２６、後側区域２８、及び股部区域３０に提供され得る。シャーシ４１は、液体透過
性トップシート２４と、不織布外側カバー（「バックシート」とも称される）２２と、ト
ップシート２４に付随する液体不透過性フィルム６８（図３参照）と、トップシート２４
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及びフィルム６８の間に配置される吸収性コア２５（図３参照）と、を含み得る。
【００２１】
吸収性物品２０は、前側区域２６のシャーシ４１の対応する側部から外側に向って横方
向にそれぞれ延伸する、一対の延伸性の前側耳パネル４６、及び、後側区域２８のシャー
シ４１の対応する側部から外側に向って横方向にそれぞれ延伸する、一対の延伸性の後側
耳パネル４８を含むことが可能である（「耳パネル」及び「側部パネル」は同じ意味で用
いられ得る）。各耳パネル４６及び４８は、最も外側の縁線２４２を形成する最も外側の
縁部２４０を有し得る。最も外側の縁線２４２の少なくとも１つは、非収縮状態のとき、
不均一な長手方向中心線１００（図３参照）からの横方向の距離ＬＤを有し得る。吸収性
物品２０は、接着部３２を更に含むことが可能で、それぞれ対応する縁線２４２に沿って
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前側パネル４６、及び後側耳パネル４８に接合し、２つの脚部開口部３４、及び腰部開口
部３６を形成する。
【００２２】
一対の耳パネル４６、及び４８は、少なくとも横方向において、弾性的に延伸性である
ことが可能である。別の実施形態では、耳パネル４６、及び４８は、横方向、及び長手方
向の両方において、弾性的に延伸性であり得る。
【００２３】
耳パネル４６、及び４８は、吸収性物品２０の一体型要素によって形成され得る（耳パ
ネル４６、及び４８は、吸収性物品２０に固定された別個に操作可能な要素ではなく、吸
収性物品の様々な層の１つ以上から形成された伸張された部分である）。耳パネル４６、
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及び４８はそれぞれ、シャーシ４１の突出した部材であり得る（図３に、より正確に示さ
れる）。耳パネル４６及び４８は、少なくとも１つの一体型要素、又は連続的なシート材
料（例えば、図４の不織布外側カバー２２）を含むことが可能で、これはシャーシ４１の
一部を形成し、耳パネル４６、及び４８へと連続的に延伸する。あるいは、耳パネル４６
、及び４８は、シャーシ４１の一部を形成するいかなる一体型要素も有さない別個の部材
であることが可能で、別個の部材をシャーシ４１の対応する側部に接合することによって
形成され得る（図１１参照）。
【００２４】
吸収性物品２０は、各耳パネル４６、及び４８から外側に向って横方向に延伸するシー
ムパネル６６と、シームパネル６６から外側に向って横方向にそれぞれ延伸する引き裂い

10

て開くタブ３１と、を有することが可能である。各シームパネル６６は、対応する耳パネ
ル４６、及び４８の伸張された部分、又はここで使用される構成要素の少なくとも１つで
あることが可能で、あるいは構成要素の他のいかなる組み合わせであってもよい。各引き
裂いて開くタブ３１はまた、対応するシームパネル６６の伸張部分、又はここで使用され
る構成要素の少なくとも１つであってもよく、あるいは構成要素の他のいかなる組み合わ
せであってもよい。
【００２５】
引き裂いて開くタブ３１は、吸収性物品２０が汚れた後に、接着部３２で意図的に引き
裂いて開けるのを促進する限り、あらゆる形状をとることができる。長手方向中心線１０
０からの横方向の距離ＬＤは、脚部開口部３４（図示されない）に向って増加することが

20

可能である。
【００２６】
シャーシ４１の対応する縁部、並びに／又は耳パネル４６及び４８は、重ねる方法によ
って、直接、又は間接的に（例えば、シームパネル６６を通じて）、接着され、シーム２
５８を形成する。図２に示されるように、前側耳パネル４６は、後側耳パネル４８と重な
り合ってよい。あるいは、図２に示されるように、後側耳パネル１０４８は、前側耳パネ
ル１０４６と重なり合ってよい。あるいは、前側耳パネル４６、及び４８は、突き合わさ
れる（図示されない）方法で接着されてもよい。接着部３２の接着は、シャーシ４１並び
に／又は耳パネル４６及び４８で使用される特定の材料として適切な、当該技術分野にお
いて既知のいかなる好適な手段によって実行されることができる。したがって、音波シー
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ル、熱接着、圧力接着、接着剤又は凝集結合、縫合、自己結合などが、適当な技術であり
得る。シームパネル６６は、着用中に吸収性物品２０上に生じる力、及び応力に耐える、
熱／圧力、又は超音波溶接の所定のパターンによって接合され得る。
【００２７】
図１及び２に示されるように、連続的なベルト３８は、耳パネル４６及び４８、並びに
腰部開口部３６周囲のシャーシ４１の一部によって形成され得る。弾性のウエストバンド
５０は、前側区域２６及び後側区域２８の両方に提供され得る。
【００２８】
図３は、耳パネル４６及び４８が接着部３２によって互いに接合される前の、図１の吸
収性物品２０が非収縮状態（弛緩状態のままである耳パネル４６及び４８を除く）のとき

40

の、一部を切り取った平面図であり、トップシート２４は観察者に面している。例示され
るように、吸収性物品２０は、前側区域２６と、前側区域２６に対向する後側区域２８と
、前側区域２６及び後側区域２８の間に配置される股部区域３０と、側縁部が１５０及び
２４０として指定され、端縁部又は腰縁部が１５２として指定されている吸収性物品２０
の外側外辺部又は縁部として画定される周辺部と、を有することが可能である。トップシ
ート２４は、吸収性物品２０の身体に面する表面であることが可能で、これは使用中に着
用者の身体に隣接するように位置し得る。不織布外側カバー２２（バックシートとしても
既知である）は、吸収性物品２０の外側に面する表面を有することが可能で、吸収性物品
２０は着用者の身体の反対側に向いて位置付けることが可能である。加えて、外側カバー
２２は、図形１０（以下で更に説明される）を含み得る。吸収性物品２０は、液体透過性
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トップシート２４と、トップシート２４に付随する液体不透過性フィルム６８と、不織布
外側カバー２２と、トップシート２４及び不透過性フィルム６８の間に位置付けられる吸
収性コア２５と、を含むことが可能である。別の実施形態では、不透過性フィルム６８が
なくてもよく、ダスティング層としても既知の層を形成する不織布コア（図示されない）
が、不透過性フィルム６８の機能を果たすことがある。吸収性物品２０は、シャーシ４１
から外側に向って横方向にそれぞれ延伸する前側及び外側耳パネル４６及び４８と、弾性
レッグカフ５２と、弾性ウエストバンド５０と、を更に含むことが可能である。トップシ
ート２４及び不織布外側カバー２２は、吸収性コア２５よりも一般的により長い寸法及び
大きい幅寸法を有することが可能である。トップシート２４及び不織布外側カバー２２は
、吸収性コア２５の縁部を越えて延伸し、これによって吸収性物品２０の側縁部１５０及

10

び腰縁部１５２を形成することが可能である。
【００２９】
吸収性物品２０はまた、２つの中心線、長手方向中心線１００、及び横断方向中心線１
１０も有することが可能である。本明細書において、「長手方向」とは、一般に、吸収性
物品２０が着用されたとき、立っている着用者を左半分及び右半分に二分する垂直な平面
とほぼそろう（例えば、およそ平行な）吸収性物品２０の平面における線、軸線、又は方
向を指す。本明細書において、「横断方向」と「横方向」は互換可能であり、長手方向に
概ね垂直の吸収性物品の平面（着用者を前半分、及び後半分に分ける）の内部に存在する
線、軸線、又は方向を指す。吸収性物品２０及びその構成要素は、使用中に着用者の皮膚
に面する身体に面する表面と、身体に面する表面と反対側の表面である外側表面と、を有

20

することが可能である。
【００３０】
本発明の各耳パネル４６及び４８は、最も外側の縁線２４２を有し得る。本明細書にお
いて、「縁線」とは、耳パネル４６及び４８、又はシャーシ４１の輪郭を画定する線を指
す。本明細書において、「最も外側」とは、長手方向中心線１００から最も遠い位置を指
す。吸収性物品２０が非収縮状態のとき、縁線２４２の少なくとも１つは、長手方向中心
線１００からの、不均一な横方向の距離ＬＤを有することが可能である。
【００３１】
最も外側の縁線２４２は、腰部開口部３６に最も近い部分にある第１の点２５１と、脚
部開口部３４に最も近い部分にある第２の点２５２と、を有することが可能で、最も外側
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の縁線２４２は、第１の点２５１及び第２の点２５２を接続することによって画定される
直線である。最も外側の縁線２４２は、耳パネルの最も外側の縁部２４０の方向を示して
いる。吸収性物品２０が非収縮状態のとき、縁部２４２は長手方向中心線１００に対して
傾いていてよい。図３に示されるように、最も外側の縁線２４２は、吸収性物品２０が非
収縮状態のとき、脚部開口部３４に向って増加する、長手方向中心線１００からの横方向
の距離ＬＤを有することが可能である。あるいは、最も外側の縁線２４２は、吸収性物品
２０が非収縮状態のとき、脚部開口部３４に向って増加する、長手方向中心線１００から
の横方向の距離ＬＤを有することが可能である（図示されない）。
【００３２】
トップシート２４、不織布外側カバー２２、及び吸収性コア２５は、様々な既知の構成

40

で組み立てられてよいが、代表的なシャーシの構成は、一般的に、米国特許第３，８６０
，００３号明細書（ビューエル（Buell））、及び米国特許第５，１５１，０９２号（ビ
ューエル（Buell）ら）明細書に記載されている。
【００３３】
図４は、図３の切断線４−−４に沿って取られる実施形態の横断面図である。吸収性物
品２０は、液体透過性トップシート２４と、トップシート２４に付随する不織布外側カバ
ー２２と、トップシート２４及び不織布外側カバー２２の間に位置付けられる吸収性コア
２５を含むシャーシ４１と、を含むことが可能である。吸収性物品２０は、シャーシ４１
から外側に向って横方向に延伸する各前側耳パネル４６と、内側バリアカフ５４と、を更
に含むことが可能である。図４は、前側区域２６の、前側耳パネル４６、及びシャーシ４
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１の構造のみを表しているが、同様の構造がまた後側区域２８にも提供され得る。各前側
耳パネル４６は、バリアフラップ５６の延伸された部分７２、弾性部材７０、及び不織布
外側カバー２２の積層体によって形成され得る。弾性部材７０は、平面のエラストマー材
１２４を含んでもよい（図５参照）。本明細書において、「平面のエラストマー材」とは
、二次元方向に連続的に延伸する、エラストマー材を指す。平面のエラストマー材として
は、スクリム、穿孔された（又は開口の形成された）フィルム、エラストマーの織物、又
は不織布などが挙げられる。平面のエラストマー材１２４は、少なくとも不均一の横幅を
有する一部分を含んでもよい。
【００３４】
吸収性コア２５は、一般的に適合することができ、着用者の肌に刺激がなく、尿、及び

10

他の特定の身体排出物を吸収して保持できる、任意の吸収性部材であることができる。吸
収性コア２５は、広範な種類の寸法及び形状（例えば、矩形、砂時計型、「Ｔ」型、非対
称など）で、例えば一般的にエアフェルトと称される粉砕木材パルプなど、使い捨て吸収
性物品及び他の吸収性物品で通常使用される広範な種類の液体吸収性材料から製造され得
る。他の好適な吸収性材料としては、縮みセルロース詰め物；コフォームを包含するメル
トブローポリマー；化学的に剛化、変性又はされたセルロースファイバー；ティッシュラ
ップ及びティッシュ積層体を含むティッシュ；吸収性フォーム；吸収性スポンジ；超吸収
性ポリマー；吸収性ゲル材料；又はあらゆる同等の材料若しくは材料の組み合わせが挙げ
られる。
【００３５】

20

発明の一実施形態では、吸収性コア２５は、吸収性物品２０が非収縮状態のとき、２５
％以上、又は約４０％以上の、コア面積の衣類面積に対する面積比を有してよい。コア面
積は、吸収性物品２０が非収縮状態のときの吸収性コア２５の身体に面する表面の総面積
として規定される。吸収性コア２５の身体に面する表面の周囲は、吸収性コア２５に使用
される主要な吸収性材料の凝集体の輪郭線によって決定される。本明細書では、「主要な
吸収性材料」は、吸収性コア２５の乾燥状態体積の約８０％以上を占める吸収性材料を指
す。木材パルプ（例えば、エアフェルト）は、吸収性コア２５の主要な吸収性材料と見な
されてよく、吸収性コア２５の身体に面する表面の周囲を画定し、したがって吸収性コア
２５のコア面積を画定することが可能である。他の主要な吸収性材料は、縮みセルロース
詰め物（creped cellulose wadding）、コフォームを包含するメルトブローポリマー、化

30

学的に硬化、修飾、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
ュ積層体を包含するティッシュ、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、又はあらゆる同等の材料、あるいはこれらの材料の組み合わせを包含して
もよい。
【００３６】
衣類面積は、非収縮状態の吸収性物品２０の身体に面する表面の総面積として定義され
る。したがって、面積比は次のように計算される。
【００３７】
ＡＲ＝ＣＡ／ＧＡ×１００、ＡＲ：面積比（％）、ＣＡ：コア面積（ｃｍ２）：ＧＡ総
面積（ｃｍ２）。
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【００３８】
吸収性コア２５は、約４５０ｃｍ２未満、又は約４２５ｃｍ２未満のコア面積を有する
ことが可能である。吸収性コア２５は、約１２ｃｍ未満、又は約１１ｃｍ未満の最大コア
幅を有してもよい。本明細書において、「コア幅」とは吸収性コア２５の一方の側縁部か
ら、他方の側縁部までの横方向の距離を指す。
【００３９】
吸収性コア２５の構成及び構造は変化してもよい（例えば、吸収性コア２５は、変化す
るキャリパーゾーン、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
均坪量獲得領域を有してもよく、あるいは、１つ若しくは１つ以上の層又は構造を包含し
てもよい）。更に、吸収性コア２５のサイズ及び吸収能力も、乳児から成人までに及ぶ着
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用者に適応するように変えられてもよい。しかしながら、吸収性コア２５の総吸収能力は
、吸収性物品２０の設計負荷及びその意図される用途に適合していなければならない。
【００４０】
吸収性物品２０は、前側腰部区域２６及び後側腰部区域２８に耳を有する、非対称の修
正された砂時計形の吸収性コア２５を有することが可能である。広く受け入れられ、商業
的に成功した、吸収性コア２５として使用される他の代表的な吸収性構造体が、米国特許
第４，６１０，６７８号明細書、同第４，６７３，４０２号明細書、同第４，８８８，２
３１号明細書及び同第４，８３４，７３５号明細書に記載されている。
【００４１】
シャーシ４１は、吸収性コア２５の上に位置付けられ、それによって二重コア装置を形

10

成する、化学的に硬化された繊維の獲得／分配コア８４を更に包含してもよい。繊維は、
親水性の化学的に硬化されたセルロース繊維であり得る。本明細書において、「化学的に
硬化された繊維」とは、乾燥条件及び水性条件両方での繊維の硬さを増加させるため、化
学的手段によって硬化されているあらゆる繊維を意味する。そのような手段としては、例
えば、繊維をコーティング及び／又は含浸する、化学的硬化剤を付加することが挙げられ
る。そのような手段としては、例えば、架橋ポリマー鎖によって、繊維自体の化学構造を
変更することによって繊維を硬化することも挙げられる。
【００４２】
例えば図４に示されるように、不織布外側カバー２２は、液体不透過性フィルム６８を
含むことが可能である。液体不透過性フィルム６８は、前側区域２６、後側区域２８、及

20

び股部区域３０で、長手方向に延伸することが可能である。液体不透過性フィルム６８は
、耳パネル４６、又は４８の少なくとも１つの中へ、横方向に延伸しなくてもよい。液体
不透過性フィルム６８は、身体に面する表面７９、及び外側表面７７を有することが可能
である。液体透過性フィルム６８は、液体（例えば、尿）に対して不透過性であることが
可能で、薄いプラスチックフィルムから製造され得る。しかしながら、プラスチックフィ
ルムは、吸収性物品２０から蒸気を逃がし得る。一実施形態では、ポリエチレン微多孔膜
が液体不透過性フィルム６８に使用される。好適なポリエチレン微多孔膜は、三井東圧化
学株式会社（Mitsui Toatsu Chemicals, Inc.）（日本、名古屋）によって製造され、Ｐ
Ｇ−Ｐの商標名で市販されている。使い捨てテープ（図示されない）は、不織布外側カバ
ー２２の外側に面する表面に追加で接合され、汚れた後の廃棄を便利にすることがある。
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【００４３】
不織布外側カバー２２は、腰部縁部１５２に沿って、通気穴を形成するため、及び／又
は吸収性物品２０の接着部３２を形成するためのその設計／プロセスにおいて、吸収性物
品２０に使用される他の材料（例えば、トップシート２４の構成要素材料）との適合性を
有し得る。
【００４４】
別の実施形態では、前側区域２６及び後側区域２８により高い伸張性をもたらすために
、吸収性コア２５は不織布外側カバー２２、及び／又はトップシート２４に接合されない
。
【００４５】

40

吸収性物品２０は、改善されたフィット及び収容性を提供する、弾性ウエストバンド５
０を更に含み得る。弾性ウエストバンド５０は、弾性的に伸張及び収縮して着用者の腰部
に動態的にフィットすることが意図された、吸収性物品２０の部分、又は領域である。弾
性ウエストバンド５０は、吸収性物品２０の腰縁部から、吸収性コア２５の腰縁部に向か
い、長手方向に、外側に向って延伸することが可能である。吸収性物品２０は、２つの弾
性ウエストバンド５０を有してよく、１つは後側区域２８に位置付けられ、１つは前側区
域２６に位置付けられるが、他のプルオンおむつの実施形態では、単一の弾性ウエストバ
ンドで作製することができる。弾性ウエストバンド５０は、米国特許第４，５１５，５９
５号明細書及び同第５，１５１，０９２号明細書に記載されるものを含む、多くの異なる
構成で作製され得る。
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【００４６】
腰部バンド５０は、「予備ひずみを付与された」又は「機械的に予備ひずみを付与され
た」（即ち、材料を恒久的に伸長するため、ある程度の局部的パターンで機械的に伸張さ
れた）材料を包含してもよい。材料は、当該技術分野において既知のディープエンボス加
工技術を使用して予備ひずみを付与してもよい。あるいは、材料は、米国特許第５，３３
０，４５８号明細書に記載される漸増的機械的伸張装置を通じて材料を方向付けることに
よって予備ひずみを付与され得る。材料は、その結果、それらのほぼ張力がない状態まで
戻ることができるようになるので、少なくとも最初の伸張ポイントまで延伸性がある、ゼ
ロひずみの伸張材料が形成される。ゼロひずみ材料の例が、米国特許第２，０７５，１８
９号明細書、同第４，１０７，３６４号明細書、同第４，２０９，５６３号明細書、同第

10

４，８３４，７４１号明細書、及び同第５，１５１，０９２号明細書に開示されている。
【００４７】
図４に示されるように、耳パネル４６及び４８の少なくとも１つが弾性部材７０を含ん
でもよい。前側耳パネル４６の弾性部材７０は、シャーシ４１から外側に向って横方向に
延伸するエラストマー材１２４（図５を参照）を含み、着用者の腰部及び側部領域におい
て最適な保持（又は持続）力を発生させることによって、良好なフィットを提供する。エ
ラストマー材１２４は、横方向を含む少なくとも一方向に、延伸性であって、着用者の皮
膚に赤く跡が付くことなく、吸収性物品２０が胴体上のその位置から垂れ下がったり、弛
んだり、滑り落ちたりしないように最適な保持（又は持続）力を発生させることが可能で
ある。一実施形態では、各耳パネル４６及び４８は、エラストマー材１２４を含む。

20

【００４８】
弾性部材７０は、弾性部材７０を少なくとも横方向において弾性的に延伸性にするため
、耳パネル４６及び４８の不織布ウェブ７２及び７４の少なくとも１つに動作可能に接合
され得る。一実施形態では、弾性部材７０は、ほぼ張力がない（ゼロひずみ）状態でそれ
らを不織布ウェブ７２及び７４の少なくとも１つ、また場合によっては両方に固定するこ
とによって、不織布ウェブ７２及び７４に動作可能に接合することができる。
【００４９】
弾性部材７０は、断続的な接着構成又はほぼ連続的な接着構成のどちらかを使用するこ
とによって、不織布ウェブ７２及び７４に動作可能に接合することができる。本明細書で
は、「断続的に」接着された積層体ウェブは、プライが最初に別個の離間したポイントに

30

おいて互いに接着された積層体ウェブ、又はプライが別個の離間した領域において互いに
ほぼ非接着である積層体ウェブを意味する。対照的に、「ほぼ連続的に」接着された積層
体ウェブは、プライが最初に境界面の面積全体にわたってほぼ連続的に互いに接着された
積層体ウェブを意味する。伸張性積層体は、非弾性ウェブ（即ち、不織布ウェブ７２及び
７４）が断裂を引き起こすことなく伸長又は延長するように、伸張性積層体の全体又は大
部分の上に接着され得、伸張性積層体の層は、漸増的機械的伸張作業の後、伸張性積層体
の全ての層が互いに比較的近接して接着された状態を維持する構成で接着され得る。した
がって、弾性パネル部材及び伸張性積層体の他のプライは、接着剤を使用してほぼ連続的
に互いに接着され得る。一実施形態では、選択された接着剤は、約７．０ｇ／平方メート
ルの坪量で、制御コーティング噴霧パターンで適用される。接着剤パターンの幅は約６．

40

０ｃｍであり得る。接着剤は、ニッタフィンドレイ株式会社（Nitta Findley Co., Ltd.
）（日本、大阪）からＨ２０８５Ｆの名称で入手可能であり得る。あるいは、弾性パネル
部材及び伸張性積層体の他のいずれかの構成要素は、熱接着、圧力接着、超音波接着、動
的機械的接着、又は当該技術分野において既知の他のあらゆる方法を使用して、断続的又
は連続的に互いに接着され得る。
【００５０】
弾性部材７０が不織布ウェブ７２及び７４の少なくとも１つに動作可能に接合された後
、結果として得られる複合伸張性積層体の少なくとも一部分は、次に、非弾性構成要素、
例えば不織布ウェブ７２及び７４を恒久的に伸長するのに十分な機械的伸張に晒され得る
。複合伸張性積層体は、その結果、そのほぼ張力がない状態まで戻ることが可能である。
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したがって、両方の耳パネル４５、４６及び４８の、少なくとも一対は、「ゼロひずみ」
伸張性積層体に形成され得る。（あるいは、弾性部材７０を張力がかかった状態で動作可
能に接合し、次に機械的伸張に晒すことができる。）本明細書では、「ゼロひずみ」伸張
性積層体は、ほぼ張力がない（「ゼロひずみ」）状態で同一の広がりを持つ表面の少なく
とも一部分に沿って互いに固定された、材料の少なくとも２つのプライを包含する積層体
を指し、プライの１つは、伸張性及びエラストマー性（即ち、加えられた引張力が解放さ
れた後、その張力がない寸法にほぼ戻る）の材料を包含し、第２のプライは、伸張すると
、第２のプライが少なくともある程度まで恒久的に伸びるように伸長可能（ただし、必ず
しもエラストマー性ではない）なので、加えられた引張力を解放しても、その元の変形し
ていない構成までは完全に戻らない。結果として得られる伸張性積層体は、それによって

10

、少なくとも最初の伸張のポイントまで、最初の伸張の方向に弾性的に延伸性を有する。
伸張性積層体を作るのに使用される方法及び装置は、噛み合う波形ロールを利用して、構
成要素を機械的に伸張する。装置及び方法が、米国特許第５，１６７，８９７号明細書、
同第５，１５６，７９３号明細書、及び同第５，１４３，６７９号明細書に開示されてい
る。
【００５１】
図６を参照すると、吸収性物品は、側部領域２５１（これは、右及び左、並びに前及び
後に更に分けることが可能である）、中央領域２５２（これは前、真ん中、及び後に更に
分けることが可能である）、ウエストバンド領域２５３、及び脚バンド領域２５４（これ
は、左及び右に更に分けることが可能である）を含む、多数の領域２５０を含み得る。そ

20

れぞれの表された領域は、可視の身体に面する表面、及び可視の外側に面する表面に更に
分けることが可能である。領域２５０は重なりあってよい。更に、領域２５０は、１つ以
上の吸収性物品構成要素を含み得る（図６には示されない）。
【００５２】
吸収性物品（例えば、２０）は、多数の構成要素（例えば、２５６）を含んでよく、こ
れらの多くがこれまでに述べられ、説明され、例示されており、吸収性コア（例えば、２
５）、耳パネル（例えば、４６，４８）、ランディング領域、トップシート（例えば２４
）、獲得層、コアカバー、締結具（例えば、３７０）、ダスティング層、身体側部ライナ
ー、外側カバー（例えば、２２）、コア外側層、腰部部材（例えば、５０）、レッグカフ
（例えば、５２）、湿潤感知ライナー、ウエストポケット部材、センサ又はインジケータ

30

（湿潤及びフィットを含む）、フィット維持要素、補強剤、取り外し可能な吸収性部材、
固定バンド、並びに、米国特許第５，５６９，２３４号明細書、同第６，４４３，９４０
号明細書、同第４，８９２，５３６号明細書、同第４，９９０，１４７号明細書、同第５
，０３７，４１６号明細書、同第５，２６９，７７５号明細書、同第４，５１５，５９５
号明細書、同第４，７１０，１８９号明細書、同第５，１５１，０９２号明細書、同第５
，２２１，２７４号明細書、同第３，８４８，５９４号明細書、同第４，６６２，８７５
号明細書、同第４，８４６，８１５号明細書、同第４，８９４，０６０号明細書、同第４
，９４６，５２７号明細書、同第５，１５１，０９２号明細書、同第５，２２１，２７４
号明細書、同第６，４３２，０９８号明細書、同第４，６９９，６２２号明細書、同第６
，４２８，５２６号明細書、同第３，８６０，００３号明細書、同第５，５５４，１４５
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号明細書、同第５，５６９，２３４号明細書、同第５，５８０，４１１号明細書、同第６
，００４，３０６号明細書、同第５，２４６，４３３号明細書、同第６，１２０，４８７
号明細書、同第６，１２０，４８９号明細書、同第４，９４０，４６４号明細書、同第５
，０９２，８６１号明細書、同第５，８９７，５４５号明細書、同第５，９５７，９０８
号明細書、米国特許出願第１０／２２２，４３８号明細書、同第１０／８１５，９１８号
明細書、同第１１／５９９，８５１号明細書、同第１１／５４１，３２５号明細書、及び
同第１１，５９９８６２号明細書に述べられ、記載され、例示される吸収性物品構成要素
が挙げられるがこれらに限定されない。吸収性物品構成要素（例えば、２５６）は、多く
の層を含むことが可能である。また、上記の吸収性物品（例えば、２０）は、パンツとし
て記載されているが、本発明はまた、テープ付き吸収性物品（図示されない）の形状であ
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ってもよい。吸収性物品領域（例えば２５０）、又は構成要素（例えば、２５６）は、様
々な接着手段（接着剤、溶融、超音波、熱針、波（wave）、及び上述の他の手段）を使用
して、他の領域（例えば２５０）又は構成要素（例えば２５６）に取り付けられ得る。上
述のように、これらの接着部（例えば、３２）は、パンツ型吸収性物品上（耳パネル（例
えば、４６、及び４８）の材料を引き裂くことに対して）の２つの耳パネルの特定の力（
例えば、２つの耳パネル（例えば、４６及び４８）の接着部（例えば、３２））の破断に
よって機能しなくなるように設計されてもよい。あるいは、領域（例えば、２５０）又は
構成要素（例えば、２５６）は、取り外せるように、再取り付け可能な締結具（フック／
ループ、接着剤、ボタン、ラッチ、スナップなどを含む）（例えば、図１１の３７０）に
よって取り付けることが可能である。例えば、２つのサイドパネルが数回にわたって取り

10

付けられても、取り外されてもよいように、第１耳パネル（例えば、４６）はフックを含
むことが可能で、第２耳パネル（例えば、４８）はループを含むことが可能である。方法
に関係なく、領域（例えば、２５０）又は構成要素（例えば、２５６）が、他の領域（例
えば、２５０）又は構成要素（２５６）に取り付けられた場合、シーム（例えば、２５８
）が形成される。
【００５３】
吸収性物品領域（例えば、２５０）、構成要素（例えば、２５６）、又はここに含まれ
る材料（例えば、１２４）は、伸張性、弾性、又は延伸性であり得る。例えば、一実施形
態では、吸収性物品（例えば、２０）は、伸張性、弾性、延伸性の側部領域２５１を含む
ことが可能であるが、中央領域（例えば、２５２）は、伸張性、弾性、又は延伸性でなく

20

てもよい。別の実施形態では、吸収性物品（例えば、２０）は、中央領域（例えば、２５
２）及び側部領域（例えば、２５１）を含むことが可能で、これらはいずれも伸張性、弾
性、又は延伸性である。
【００５４】
一実施形態では、吸収性物品（例えば、２０）は、伸張性、弾性、又は延伸性の第１構
成要素（例えば、耳パネル４６、及び４８）を含むことが可能であるが、第２構成要素（
例えば、外側カバー２２）は、伸張性、弾性、又は延伸性でなくてもよい。これは、伸張
性、弾性、又は延伸性の耳パネル（例えば、４６、及び４８）又は側部領域（例えば、２
５１）、及び、非伸張性、非弾性、又は非延伸性の中央領域（例えば、２５２）を有する
吸収性物品（例えば、２０）をを含むことが可能である。これはまた、伸張性、弾性、又

30

は延伸性の中央領域（例えば、２５２）、及び非伸張性、非弾性、又は非延伸性の耳パネ
ル（例えば、４６及び４８）を有する吸収性物品（例えば、２０）含むことが可能である
。別の実施形態では、吸収性物品（例えば、２０）は、伸張性、弾性、又は延伸性の多数
の構成要素（例えば、２５６）を含むことが可能である（例えば、双方の耳パネル４６及
び４８、並びに外側カバー２２）。
【００５５】
吸収性物品領域（例えば、２５０）又は構成要素（例えば、２５６）は、ストレッチサ
ーマル積層体（stretch‑thermal laminate）（ＳＴＬ）、ネックボンド積層体（neck‑bon
ded laminate）（ＮＢＬ）、可逆的に狭窄された積層体、及び／又はストレッチボンド積
層体（stretch‑bonded laminate）（ＳＢＬ）、加えて米国特許第４，６６３，２２０号
明細書、及び同第５，２２６，９９２号明細書、並びに欧州特許第０

２１７

40

０３２号

明細書に記載のエラストマー、の１つ又はその組み合わせを含むことが可能である。更に
、吸収性物品構成要素（例えば、２５６）は、スチレン−オレフィン−スチレンブロック
コポリマー（スチレン−ブタジエン−スチレン（Ｓ−Ｂ−Ｓ）、スチレン−エチレン／ブ
チレン−スチレン（Ｓ−ＥＢ−Ｓ）、スチレン−エチレン／プロピレン−スチレン（Ｓ−
ＥＰ−Ｓ）、スチレン−イソプレン−スチレン（Ｓ−Ｉ−Ｓ）、水素添加ポリスチレン−
イソプレン／ブタジエン−スチレン（Ｓ−ＩＢ−Ｓ）を含む）、ポリプロピレン、ポリエ
チレン、ポリブタジエン、ポリイソプレン、ポリスチレン−エチレン／ブチレン−ポリス
チレンブロックコポリマー、ポリスチレン−エチレン−エチレン／プロピレン−スチレン
（Ｓ−Ｅ−ＥＰ−Ｓ）ブロックコポリマー、スチレン系−オレフィン系ブロックコポリマ
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ー、熱可塑性ポリマー（ポリフェニレンオキシド、並びにスチレン、α−メチルスチレン
、他のスチレン誘導体、及びビニルトルエンを含むモノマー由来のビニルアレン樹脂を含
む）、加えて米国特許第６，６１７，０１６号明細書に記載されるエラストマーの１つ、
又は組み合わせを含むことが可能である。
【００５６】
吸収性物品領域（例えば、２５０）、構成要素（例えば、２５６）、又はここに含まれ
る材料（例えば、１２４）は、その弛緩した、元の長さの少なくとも約１１０％、又は約
１２５％の伸長した長さまで、破裂、又は破断することなく伸張することができてよく（
即ち、元の長さよりも約１０パーセント、又は約２５％まで伸張することができる）、施
された力を取り除いた際に、その伸長の少なくとも約４０％、又はその伸長の約６０％、

10

あるいはその伸長の約８０％回復することが可能である。例えば、１００ｍｍの初期の長
さを有する材料（例えば、１２４）は、少なくとも約１１０ｍｍまで延伸することが可能
で、力を取り除いたときに、約１０６ｍｍの長さまで収縮する（４０％の回復）。
【００５７】
吸収性物品領域（例えば、２５０）、構成要素（例えば、２５６）又はここに含まれる
材料（例えば、１２４）は、約６０％未満、約５０％未満、約４０％未満、約３０％未満
、約２０％未満、約１５％未満、約１０％未満、約５％未満、約３％未満、約２％未満、
又は約１％未満の永久ひずみ（即ち、固定パーセント、又は固定％）を有し得る。吸収性
物品領域（例えば、２５０）、構成要素（例えば、２５６）又はここに含まれる材料（例
えば、１２４）、あるいはその部分は、伸張性、弾性、又は延伸性となるように（又はよ

20

り伸張性、弾性、又は延伸性となるように）処理され得る。処理は、リングロール、及び
セルフィング（SELFing）（米国特許第４，４６３，０４５号明細書、及び同第５，５５
４，１４３号明細書に記載される）加えて電子ビーム架橋（electronic beam cross‑link
ing）を含むことが可能である。
【００５８】
吸収性物品構成要素（例えば、２５６）は、１つ以上の図形（例えば、１０）を含むこ
とが可能で、より具体的には「図形吸収性物品構成要素」（例えば、９２６０、図１３参
照）と称され得る。図形（例えば、１０）としては、文字、数字、記号、アイコン、哺乳
類の表示、動物の表示、昆虫の表示、魚の表示、乗り物の表示、幾何学的形状（例えば、
丸、三角、四角、矩形、直線、及び波線など）、アニメーション、写真画像、植物の表示

30

、風景の表示、パターン（対称、又は不規則）、織物様の印刷又はパターン、葉の表示、
擬人化された表示、加えて米国特許公開第２００６／０２４７５９４号に記載される図形
が挙げられるが、これらに限定されない。
【００５９】
加えて、図形（例えば、１０）は、指示的（図１９、２０）であり得る。例えば、図形
（例えば、１０）は、吸収性物品構成要素（例えば、２５６）を互いに取り付ける、又は
互いに取り外す方法を例示し得る。指示的である図形（例えば１０）は、手の表示、ジッ
パーの表示などを含むことが可能である。加えて、図１９を参照すると、指示的である全
体の図形１３２２及び１３２２

（共通の指示、又は２つの異なる指示のいずれかを提供

している）は、各耳パネル２１４６及び２１４８上に配置されてもよく、その結果、各全
体の図形１３２２及び１３２２
図形１３２２及び１３２２

40

は、シーム２２５８の各側上にあり得る。図１９では、

はサイドパネル３０４６、及び３０４８を外す、共通の指示

を提供している。指示的であり、共通の指示を提供している、１つ、又は複数の全体図形
（例えば、１３２２及び１３２２

）は、単一の耳パネル（例えば、３０４６）上に位置

され得る。なお更には、図２０を参照すると、指示的であり、共通の指示を提供する、中
断された図形１３２４が、２つのサイドパネル３０４６、及び３０４８のシーム２２５８
を横断して配置されてもよい。指示を提供する他の図形（例えば、１０）は、米国特許出
願第１１／５４１，３２５号明細書（アシュトン（Ashton）ら）、米国特許出願第１１／
１９８，６１４号明細書（リウ（Liu）ら）、米国特許出願第１１／０８３，６０６号明
細書（ロー（Roe）ら）、米国特許出願第１１／０８３，６０７号明細書（ロー（Roe）ら
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）、及び米国特許公開第２００５／００９６６１８号明細書（マギー（Magee）ら）に見
出せることがある。
【００６０】
図形（例えば、１０）は、レリーフ印刷（凹版印刷、及びフレキソ印刷を含む）、平板
印刷（オフセット印刷、スクリーンなし印刷（screenless lithography）、コロタイプ印
刷、水なし印刷を含む）、凹版印刷（グラビア印刷、鋼製金型、及び銅版画を含む）、ス
テンシル及びスクリーン印刷、並びに電子印刷（静電気、磁気グラフィック、イオン、又
はエレクトロン堆積、及びインクジェット印刷を含む）を含むがこれに限定されない多く
の印刷技術及びプロセスを使用して、吸収性物品構成要素（例えば、２５６）に施されて
もよい。米国特許５，６１２，１１８号明細書に更に記載されるように、図形（例えば、

10

１０）は、吸収性物品構成要素（例えば、２５６）が弛緩、又は伸張状態において（伸張
性、弾性、又は延伸性の吸収性物品構成要素（例えば、２６０）の場合）、吸収性物品構
成要素（例えば、２５６）に施されてもよい。
【００６１】
フレキソ印刷、図形（例えば、１０）は、印刷プレート上の高められた表面を通じて形
成される。高められた表面は、均一に彫刻／又はエッチングされたアニロックスロールを
使用してインクを塗られる。アニロックスロールがインクつぼからインクを取り上げ、印
刷プレート上へと移送する。インクを印刷プレートから基材（例えば、外側カバー２２）
へと直接移転することによって印刷が行われる。
【００６２】

20

グラビア印刷は、プレート又はシリンダの表面下に様々な寸法、及び／又は深さの微小
なセル（又は井戸）を切断、彫刻、又はエッチングすることによって達成される。セルは
インクを充填、及び装填され、超過のインクは、ドクターブレードによってプレートの表
面から擦り落とされ、セルに残ったインクは基材へと移転される。各セルの深さ及び寸法
は、プレートの表面に移転されるインクの量を決定する。このプロセスの特性は、多くの
インクを留める（heavy laydown）ことを可能にし、これがグラピアプロセスに典型的な
、豊富な、飽和色を説明する。
【００６３】
フレキソ印刷及びグラビア印刷の両方の工程の順序は、プリプレス、プレス又は印刷、
及びポストプレスである。フレキソ印刷及びグラビア印刷における、プリプレス及びポス

30

トプレス作業は同様であり、これは、製版として、図形（例えば、１０）の設計、調製、
及び集版、最終基材をもたらすための仕上げ作業、巻き取り並びに移送を含む。印刷プレ
スユニットは、プレートを取り付けるための印刷シリンダ、インクをプレートに供給する
ためのインク装置、裏支えする圧力を提供するためのインプレッションシリンダー、及び
印刷プレートからその上に図形が印刷される際の基材のための支持体を有する。プレスは
、基材（巻き戻しユニット）を印刷ユニットに提供する手段、及び印刷された基材を回収
する（巻き取り）ための送達装置を有する。プレスは、印刷することができる色の数と同
数の印刷ユニットを有する（例えば、例えば４色のプレスは、４つの印刷ユニットを有す
る）。
【００６４】

40

以下の図形（例えば、１０）構成は、図形（例えば、１０）の動態的特性を強調するこ
とを目的としてよい。
【００６５】
図形構成１
図７Ａ、Ｂを参照すると、図形１０１０、２０１０、及び３０１０は、吸収性物品２０
の中央領域２５２上に配置される、キャラクターの本体２６４、１２６４、及び２２６４
、並びにキャラクターの本体２６４、１２６４、及び２２６４から吸収性物品２０の側部
領域２５１まで広がるキャラクターの腕２６６、１２６６、及び２２６６（又は、脚、及
び尾を含むキャラクターの他の体肢）を含んでよい。吸収性物品２０の中央領域２５２は
、股部区域３０における吸収性物品２０の幅（横断方向）から、腰部開口部３６を形成す
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る前側区域２６及び後側区域２８の双方のウエストバンド５０までによって画定される領
域を、一般的に含む。しかしながら、中央領域２５２はまた、領域２５０の弾性率の変化
によっても一般的に規定されることがある。この構成では、側部領域２５１は、伸張性、
弾性、又は延伸性である材料（例えば、１２４）を含んでよく、そのため、使用中、キャ
ラクターの腕２６６、１２６６、及び２２６６は、着用、又は適用中の側部領域２５１の
弾性率の結果として、形状、縦横比、又は外観が変化することがある。
【００６６】
図形構成２
図８を参照すると、図形４０１０は、吸収性物品２０の中央領域２５２上に配置される
キャラクターの本体３２６４を含んでもよく、分離しているが補完的な図形４０１０が、

10

吸収性物品２０の側部領域２５１上に配置されてもよい。例えば、少女の漫画及び植物の
表示２６８は、吸収性物品２０の中央領域２５２上に配置されてもよく、花及び植物の表
示２７０は、吸収性物品２０の側部領域２５１上に配置されてもよい。この構成は、吸収
性物品２０の分離した領域２５０、又は構成要素２５６が、存在しない印象を与えること
がある。
【００６７】
図形構成３
物語のコマ（図示されない）が、吸収性物品（例えば、２０）の異なる領域（例えば、
２５０）上、又は構成要素（例えば、２５６）上に配置されてよい。物語は、コマからコ
マへと展開してもよい。例えば、物語は、右側部領域（例えば、２７２（着用者に対し）

20

）上に配置されるコマから始まってよく、前側中央領域（例えば、２７４）、左側部領域
（例えば、２７６（着用者に対し））、後側中央領域（例えば、２７８）、及び戻って右
側部領域（例えば、２７２）に、進んでよい（反時計回り）。あるいは、物語は、反対方
向に進んでもよい（時計回り）。反時計回りは、着用者の監視者にとってより理解しやす
い。加えて、図形（例えば、１０）は、（着用者に対し）右側が上になるように、又は（
着用者に対し）上下逆に配置されてもよいことが理解されるべきである。
【００６８】
図形構成４
図９を参照すると、図形５０１０は、脚バンド領域２５４及びウエストバンド領域２５
３の一方又は両方に配置されてもよく、その結果、吸収性物品２０が着用されたとき、一
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要素が吸収性物品２０の脚部及び／又は腰部開口部３４、及び３６を包囲するように見え
る。図９に例示されるように、「脚バンドの表示」とは、男女のボクサーパンツ、トラン
クス、ブリーフ、又はパンティの脚バンドの外観に似た図形５０１０を意味する。同様に
、図９に例示されるように、「ウエストバンドの表示」は男女のボクサーパンツ、トラン
クス、ブリーフ、又はパンティのウエストバンドの外観に似た図形５０１０を意味する。
【００６９】
あるいは、図形５０１０を使用して脚バンド、又はウエストバンドの外観をつくる（こ
れらが下着に存在するように）よりもむしろ、分離した吸収性物品構成要素（例えば、２
５６）が、外側カバー２２に接着、又は締結されてよい。この分離した構成要素（例えば
、２５６）は、機能的、及び／又は審美的であってよい。この分離した構成要素（例えば
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、２５６）は、エラストマーを含んでよく、伸張性、弾性、又は延伸性であってよい。こ
の分離した構成要素（例えば、２５６）は、実際の脚又はウエストバンドであってよい。
【００７０】
図形構成５
図１０Ａ〜Ｃを参照すると、多数の図形吸収性物品構成要素、６２６０、７２６０、及
び８２６０が、重複する方法で配置されてもよく、その結果、重複した構成要素６２６０
、７２６０、及び８２６０の図形６０１０、７０１０、及び８０１０の少なくとも部分が
、重複する構成要素６２６０、７２６０、及び８２６０を通じて見えてもよい。更に、図
形吸収性物品構成要素６２６０、７２６０、及び８２６０は、互いに接続されてよく、そ
の結果、図形吸収性物品構成要素６２６０、７２６０、及び８２６０は、吸収性物品２０
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が着用者に着用されている際に、互いに関連して動くことができる。例えば、キャラクタ
ーの図形２８８、１２８８、及び２２８８（又はこれらの一部）が、吸収性コア２５の上
に配置されてもよく、花及び植物の表示１２７０、２２７０、及び３２７０は、外側カバ
ー２２上に配置されてもよく、そのため吸収性物品２０が着用される場合、外側カバー２
２は、吸収性物品２０に関して動くことができ、外側カバー２２を通して、コア２０上の
キャラクターの図形２８８、１２８８、及び２２８８を少なくとも部分的見ることができ
るために、キャラクターの図形２８８、１２８８、及び２２８８が、花及び植物の表示１
２７０、２２７０、及び３２７０の間からのぞいているように見える。
【００７１】
より下着様の吸収性物品（例えば、２０）を実現するために、図形吸収性物品構成要素

10

（例えば、２６０）は、追加の吸収性物品（例えば、２０）機能（図示されない）によっ
て補われてもよく、これは、堅牢な脚バンド又はウエストバンド機能（米国特許第５，０
６４，４２１号明細書参照）、狭い股部寸法（約７ｃｍ〜約１６ｃｍ、又は約１０ｃｍ〜
約１２ｃｍ））、着用者の形状にぴったりと一致するようにエラストマー材を含む外側カ
バー、固定されたサイドシーム（米国特許第５，７７９，８３１号明細書参照）、物品上
の視覚的又は物理的タグ（衣類ケア指示タグ、衣類組成タグを含む）、着用者の解剖学的
寸法に忠実に従うように作製された吸収性物品の形状を含むがこれらに限定されない。
【００７２】
吸収性物品（例えば、２０）は、吸収性物品（例えば、２０）の内側及び／又は外側表
面（例えば、２４及び２２）の表面積の大部分に図形（例えば、１０）を含んでもよい。

20

吸収性物品（例えば、２０）の表面積は、物品が平坦な表面上で伸張したときに目に見え
る領域として画定される。これは、吸収性物品（例えば、２０）の内側及び／又は外側表
面（例えば、２４及び２２）の両方に妥当する。
【００７３】
例えば、吸収性物品（例えば、２０）はその可視の外側表面の少なくとも約５０％、約
７５％、約８５％、約９０％、約９５％又は約１００％に図形（例えば、１０）を含んで
よい。吸収性物品（例えば、２０）は、その可視の内側表面の少なくとも約５０％、約７
５％、約８５％、約９０％、約９５％又は約１００％に図形（例えば、１０）を含んでよ
い。吸収性物品（例えば、２０）は、その可視の内側及び外側表面の合計の、少なくとも
約５０％、約７５％、約８５％、約９０％、約９５％又は約１００％に図形（例えば、１
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０）を含んでよい。
【００７４】
あるいは、吸収性物品（例えば、２０）は、吸収性物品２０の内側及び／又は外側表面
（例えば、２４及び２２）の大部分に図形（例えば、１０）を含まなくてもよく、図形（
例えば、１０）が吸収性物品２０の内側及び／又は外側表面の表面積の大部分を占める印
象を与えるような形式で、可視の内側及び／又は外側表面の表面積にわたる、いくつかの
吸収性物品構成要素及び／又は領域（例えば、２５６及び／又は２５０）に図形（例えば
、１０）を含んでよい。
【００７５】
例えば、吸収性物品（例えば、２０）は、その可視の外側吸収性物品構成要素の少なく
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とも約２５％、約５０％、７５％、約８５％、約９０％、約９５％又は約１００％に図形
（例えば、１０）を含んでよい。例えば、図１０−Ａに例示されるように、吸収性コア２
５上の図形８０１０、加えて外側カバー２２上の図形８０１０は可視であり、図形を含む
、可視の外側吸収性物品構成要素と考えられるべきである。吸収性物品（例えば、２０）
は、その可視の内側吸収性物品構成要素の、少なくとも約２５％、約５０％、約７５％、
約８５％、約９０％、約９５％又は約１００％に図形（例えば、１０）を含んでよい。吸
収性物品（例えば、２０）は、その可視の内側及び外側吸収性物品構成要素の、少なくと
も約２５％、約５０％、約７５％、約８５％、約９０％、約９５％又は約１００％に図形
（例えば、１０）を含んでよい。
【００７６】
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例えば、吸収性物品（例えば、２０）は、その可視の外側吸収性物品領域の、少なくと
も約２５％、約５０％、７５％、約８５％、約９０％、約９５％又は約１００％に図形（
例えば、１０）を含んでよい。吸収性物品（例えば、２０）は、その可視の内側吸収性物
品領域の、少なくとも約２５％、約５０％、約７５％、約８５％、約９０％、約９５％又
は約１００％に図形（例えば、１０）を含んでよい。吸収性物品（例えば、２０）は、そ
の可視の内側及び外側吸収性物品領域の合計の、少なくとも約２５％、約５０％、約７５
％、約８５％、約９０％、約９５％又は約１００％に図形（例えば、１０）を含んでよい
。
【００７７】
本発明の吸収性物品（例えば、２０）は、図形（例えば、１０）が施される、連続的な

10

、又はほぼ連続的な外側カバー（例えば、２２）を含んでよい。外側カバー（例えば、２
２）は、次に、最終吸収性物品（例えば、２０）の一部として形成される前の、最終仕上
げプロセスでの成形目的のために切断されてよい。完成した吸収性物品（例えば、２０）
の図形（例えば、１０）の設計一体性を維持するために、外側カバー（例えば、２２）は
、最終仕上げプロセスにおいて、外側カバー（例えば、２２）の正確な点で切断されてよ
い。このような吸収性物品（例えば、２０）を作製するための方法、及び設備は、米国特
許第５，５６９，２３４号明細書、及び同第５，６５９，５３８号明細書に見出されるこ
とがある。連続的な図形吸収性物品構成要素（例えば、２６０）を備える吸収性物品（例
えば、２０）を作製することの利点は、より少ない数の可視のシーム（例えば、２５８）
である。

20

【００７８】
本発明の吸収性物品（例えば、２０）は、図形吸収性物品構成要素（例えば、２６０）
を取り付けるため（図１１参照）に、中央領域（例えば、２５２）に位置付けられた１つ
以上の構成要素を利用することが可能である。図形吸収性物品構成要素（例えば、２６０
）は、図形吸収性物品構成要素（例えば、２６０）が中央領域（例えば、２５２）の領域
に全体的に含まれるように、又は図形吸収性物品構成要素（例えば、２６０）の１つ以上
の縁部が、中央領域（例えば、２５２）に位置付けられる１つ以上の構成要素に取り付け
られるように、取り付けることが可能である。このような吸収性物品を作製するための方
法、及び設備は、米国特許第４，９４０，４６４号明細書、及び同第５，２２４，４０５
号明細書に記載されている。
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【００７９】
吸収性物品構成要素（例えば、２５６（図形吸収性物品構成要素（例えば、２６０））
を含む）が、他の吸収性物品構成要素（例えば、２５６）に取り付けられる際に、適切に
配置されていることを確実にするために、位置合わせを使用することが可能である。位置
合わせは、装置（例えば、２９８、図１２参照）を使用し、吸収性物品構成要素（例えば
、２５６）上の位置（例えば、Ａ、Ｂ、及びＣ、図１１参照）を検出し、位置（例えばＡ
、Ｂ、及びＣ）を設定点（これは、望ましい作用素（operator）又は機械設定点であって
よい）に対して比較する工程を含むことが可能である。装置（例えば、２９８）は、この
比較に従って吸収性物品構成要素（例えば、２５６）の配置を調整することが可能である
。例えば、外側カバー上における、一連の図形（例えば１０）の位置（例えば、Ａ、Ｂ、

40

及びＣ）が検出され、図形（例えば、１０）の反復の長が、長さ制御装置（図示されない
が、米国特許第６，４４４，０６４号明細書及び同第６，９５５，７３３号明細書に記載
される）によって変更され得る。あるいは、装置（例えば、２９８）は、吸収性物品（例
えば、２０）上の望ましい位置に関して、構成要素（例えば、２５６）の長手方向、又は
機械方向の位置を検出、又は制御するために使用することが可能で、次に起こる第１構成
要素（例えば、２５６）が、望ましい位置にあることを確実にするために、第１構成要素
（例えば、２５６）が、第２構成要素（例えば、２５６）へ取り付けられ得る。これは、
複数検出、及び平均的位置、望ましい位置からの偏位の使用に基づいて、又は全発生より
も低い頻度の検出によって実行することが可能である。
【００８０】
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加えて、装置（例えば、２９８）は、第１吸収性物品構成要素（例えば、２５６）上に
第１位置（例えば、Ａ）、第２吸収性物品構成要素（例えば、２５６）上に第２位置（例
えば、Ｂ）を検出することが可能である。第１及び第２位置は、互いに関して比較され、
設定点又は望ましいオフセット位置に対して比較され得る。装置（例えば、２９８）は、
この比較に従って、第１及び／又は第２吸収性物品構成要素の配置を調整することが可能
である。スルービームビジョンシステム（through beam vision system）が、吸収性物品
（例えば、２０）の画像を取り、吸収性コア（例えば、１０２５）の前縁部（例えば、３
０６、図１１参照）の第１位置（例えば、Ａ）、及び耳パネル（例えば、２０４６）の後
縁部（例えば、３０８）の第２位置（例えば、Ｂ）を決定することが可能である。この装
置（例えば、２９８）は、次に機械方向（例えば、３１０）における、２つの吸収性物品

10

構成要素の位置の差を決定し、この差を、設定点又は望ましいオフセットに対して比較す
ることが可能である。この比較及び設定点の差に基づき、装置（例えば、２９８）が、補
正措置が必要であることを決定し、補正措置を開始して次の吸収性物品（例えば、２０）
上の耳パネル（例えば、２０４６）の相対位置を変えてもよい。
【００８１】
検出手段の組み合わせを使用することが望ましいことがある。例えば、外側カバー（例
えば、１０２２）などの外側吸収性物品構成要素（即ち、２５６）上の１つ以上の位置（
例えば、Ａ、Ｂ、及びＣ）を検出するために、画像装置（例えば、３０２）を使用するこ
とが可能で、トップシート（例えば、２４）などの内側吸収性物品構成要素上の１つ以上
の位置（例えば、Ａ、Ｂ、及びＣ）を検出するために、スルービーム放射線装置（throug
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h beam radiation system）（例えば、３００）を使用することが可能である。加えて、
フォトアイ（photo eye）又は、フォトオプティック（photo optic）で画像（例えば、８
０１０）を検出できる可能性がある。例えば、外側カバー（例えば、１０２２）上の図形
（例えば、８０１０）位置（例えば、Ｃ）、及び耳パネル（例えば、２０４６）上の図形
（例えば、８０１０）を検出するために画像装置（例えば、３０２）が使用され得、同時
にスルービームシステム（例えば、３００）が、吸収性コア（例えば、２５）の位置を検
出することができる。
【００８２】
図１１、及び１２を参照すると、装置２９８は、３つ以上の吸収性物品構成要素１２５
６のそれぞれの上の位置Ａ、Ｂ、及びＣを検出してもよい。検出された位置Ａ、Ｂ、及び
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Ｃは、１つ以上の設定点に対して比較することが可能である。検出された位置Ａ、Ｂ、及
びＣはまた、互いに関して、そして、１つ以上の設定点に対して比較される。装置２９８
は、この比較に従って２つ以上の検出された吸収性物品構成要素１２５６の配置を調節し
てもよい。例えば、図１２に例示されるように、２つのビジョン捕捉装置（vision captu
re device）３００、及び３０２を含む、マシンビジョンシステム２９８が使用されても
よい。あるビジョン捕捉装置３００は、発光装置３０４と反対側上に位置付けられてもよ
く、ある捕捉装置３０２は、発光装置３０４と同じ側上に位置付けられてもよい。この例
では、発光装置と反対側上のビジョン捕捉装置３００は、スルービーム画像を生成し、例
えば、吸収性コア１０２５の縁部３０６及び耳パネル２０４６の縁部３０８の位置を決定
することが可能である。発光装置３０４と同じ側上のビジョン捕捉装置３０２は、反射像

40

を生成し、吸収性物品１０２０の外側カバー１０２２上の図形８０１０の位置を決定する
ことが可能である。生じる画像は、処理されて３つの位置Ａ、Ｂ、及びＣの絶対的及び相
対的位置を決定することが可能で、位置は、互いに、及び設定点又は望ましいオフセット
に対して比較できる。相対的構成要素１２５６位置及び設定点又は望ましいオフセットと
の比較から、装置２９８は、補正措置が必要かどうかを決定する。補正措置が必要な場合
、装置は、構成要素１２５６の１つ以上について補正措置を開始し、次の吸収性物品１０
２０上の構成要素１２５６の絶対及び相対位置が、設定点、又は望ましいオフセットの許
容誤差内であることを確実にする。
【００８３】
このような装置２９８を使用して、その上に１つ以上の位置Ａ、Ｂ、及びＣが検出及び
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処理される構成要素１２５６の例としては、吸収性コア（例えば、１０２５）、耳パネル
（例えば、２０４６、２０４８）、ランディング領域、トップシート（例えば、２４）、
獲得層、コアカバー、締結具（例えば、３７０）、ダスティング層、身体側部ライナー、
外側カバー（例えば、１０２２）、コア外側層、ウエスト部材（例えば、５０）、レッグ
カフ（例えば、５２）、湿潤感知部材、ウエストポケット部材、センサ又はインジケータ
（湿潤、及びフィットを含む）、フィット維持要素、補強剤、取り外し可能な吸収性部材
、（固定バンド、又はスルービーム、フォトアイ、若しくは反射像ビジョンシステムによ
って検出され得る）他の構成要素（１２５６）が挙げられるが、これらに限定されない。
構成要素の可能な組み合わせとしては、以下の構成要素の組み合わせのセットが挙げられ
るが、これらに限定されない：（１）吸収性コア（例えば、１０２５）、耳パネル（例え

10

ば、２０４６及び２０４８）、外側カバー（例えば、１０２２）上の図形（例えば、８０
１０）；（２）耳パネル（例えば、２０４６及び２０４８）、外側カバー（例えば、１０
２２）上の図形（例えば、８０１０）、ウエスト部材（例えば、５０）；（３）吸収性コ
ア（例えば、１０２５）、耳パネル（例えば、２０４６及び２０４８）、ウエスト部材（
例えば、５０）；（４）外側カバー（１０２２）上の図形（例えば、８０１０）、耳パネ
ル（例えば、２０４６、２０４８）、ウエスト部材（例えば、５０）上の図形（例えば、
８０１０）；（５）この文章内の「（１）」〜「（４）」の組み合わせ、加えて、当業者
に容易に明らかになる組み合わせ。
【００８４】
上述の位置合わせ装置（例えば、２９８）の使用の他に、図形（例えば、８０１０（米

20

国特許第６，４４４，０６４号参照））のインライン位置を、別個の吸収性物品構成要素
配置装置（米国特許第５，２２４，４０５号参照）内に保ち、配置装置が、配置装置によ
って施される、吸収性物品構成要素上の図形（例えば、８０１０）を、横断する、妨害す
る、ないしはこれに否定的に影響することがないことを確実にすることが望ましいことが
ある。この方法は、上述の吸収性物品構成要素（例えば、１２５６）の適切な配置を確実
にする装置（例えば、２９８）と、又は同様の装置（例えば、２９８）と、組み合わせる
ことが可能である。このような組み合わせを使用して、互いに関してそろえられた図形（
例えば、８０１０）を含む吸収性物品（例えば、１０２０）を製造してもよく、これによ
って吸収性物品（例えば、１０２０）はより全体的で、肌着のように見える。
【００８５】

30

上述の位置合わせ装置（例えば、２９８）及び方法を、米国特許第５，６５９，５３８
号明細書、同第７，１２３，９８１号明細書、同第５，３５９，５２５号明細書、同第６
，７３４，３１４号明細書、同第５，６５９，５３８号明細書、同第６，９５７，１６０
号明細書、同第５，９８０，０８７号明細書、同第６，２５３，１５９号明細書、同第６
，２６６，４３６号明細書、及び同第６，２２４，６９９号明細書に記載される方法と組
み合わせることが更に（又は別の方法として）望ましい場合がある。
【００８６】
吸収性物品の構成、位置合わせ等の選択のような吸収性物品構成要素（例えば、２５６
）の物理的構成に関連する配慮の他に、より全体的で肌着のように見えるように設計され
た吸収性物品（例えば、２０）のために、シーム（例えば、１２５８）が作り出すことが

40

ある否定的影響を克服するためのいくつかの設計配慮がある。
【００８７】
図１３を参照すると、図形９０１０は、波線３０６（波形、又は不規則な線）を、後耳
パネル２０４８上に含み、これは、波線３０６を含む前耳パネル２０４６と重なって、シ
ーム１２５８を形成する。各耳パネル２０４８及び２０４６上の波線３０６は、第１及び
第２図形吸収性物品構成要素９２６０のずれを隠すために使用することが可能である。
【００８８】
図１４−Ａを参照すると、図形吸収性物品構成要素２６０は、図形１０の部分ではない
、色領域３１６及び３１８を含んでよい。より具体的には、前耳４６は、段階的に色が変
わる色分野３１６を含んでもよく、これは段階的に色が変わる色分野３１８を含む後耳４

50

(20)

JP 5420418 B2 2014.2.19

８と重なりあってよい。更に、耳パネル４８及び４６上の色分野３１６及び３１８は、耳
パネル４８及び４６のあらゆるずれを隠す目的において、同様であり得る。更に、図１４
Ａ及びＢに示されるように、色分野３１６、１３１６、３１８、及び１３１８は、ウエス
トバンド領域２５３の腰部開口部３６に沿って位置し、腰部開口部３６から、横断方向に
向って段階的に色が変わることが可能である。図１４−Ｃは、シーム２５８に沿って長手
方向に走り、シーム２５８から横断方向に向って段階的に色の変わる色分野３２０を例示
している。同様に、段階的に色の変わる色分野（例えば、３１６、３１８、１３１６、１
３１８、及び３２０）は、図形吸収性物品構成要素２６０のあらゆるずれを隠すのを補助
し得る。
10

【００８９】
図１５Ａ及び１５Ｂを参照すると、図形１００１０は、全体図形３２２を後耳パネル２
０４８上に含み、これは、全体図形３２２を含む前耳パネル２０４６と重なり合い、シー
ム１２５８を形成する。これは単独で、最終吸収性物品（例えば、１０２０）の肌着のよ
うな外観を高める。更に、各全体図形３２２は、全体図形３２２がいずれも、第１及び第
２図形吸収性物品構成要素１０２６０の重複によって中断（図１５Ｃに例示されるように
、図形３２４のように途切れる）されないように、それぞれの図形吸収性物品構成要素１
０２６０上に配置され得る。
【００９０】
図１６Ａ及びＢを参照すると、図形１１０１０及び１２０１０は、規則的な（均一、及
び対称）又は不規則な方法で図形吸収性物品構成要素１１２６０、及び１２２６０上に配
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置され得る。不規則に配置された図形１２０１０を含む前耳パネル２０４６と重なり合う
後耳パネル２０４８上の図形１２０１０の不規則な配置は、最終プロセス及び／又はシー
ム１２５８によって中断される図形１２０１０のあらゆるずれを（規則的な図形１１０１
０に対し）隠すことが可能である。図形吸収性物品構成要素１２２６０上の図形１２０１
０の不規則な配置は、より下着のように見え、全体図形（例えば、３２２）のみを含む、
図形吸収性物品構成要素（例えば、１０２６０）と共に相乗効果を提供することがある。
【００９１】
図１７を参照すると、シーム１２５８の影響は、図形１３０１０及びシーム１２５８の
間の距離を小さく保つことによって低減することもできる。より具体的には、（１）図形
１３０１０上の遠位点３２６を前耳パネル２０４６の重ね合わせた縁部１０２４０に近く

30

（約２ｃｍ〜約０．２ｃｍの間、約１．７ｃｍ〜０．５ｃｍの間、約１．５ｃｍ〜約０．
７ｃｍの間、約１．２ｃｍから約１ｃｍの間）保ち（距離Ｄ−１）、及び／又は（２）、
図形１３０１０上の遠位点３２６

を後耳パネル２０４８の重ね合わさる縁部１０２４０

に保つ（約２ｃｍ〜約０．２ｃｍの間、約１．７ｃｍ〜約０．５ｃｍの間、１．５ｃｍ〜
０．７ｃｍ、約１．２ｃｍから約１ｃｍの間）（距離Ｄ−２）のが望ましいことがある。
製造プロセスにおける標準偏差のために、特に第１の図形吸収性物品構成要素（例えば、
１３２６０）が第２の図形吸収性物品構成要素（例えば、１３２６０）に取り付けられる
際、図形がシームマージンに近すぎると、途切れた図形（例えば、３２４）を生じること
がある。
40

【００９２】
第１図形吸収性物品構成要素（例えば、１３２６０）の色は、これが図形（例えば、１
３０１０）の部分であっても、色分野（例えば、３１８）であっても、第２図形吸収性物
品構成要素（例えば、１３２６０）の色に、これが図形（例えば、１３０１０）の部分で
あっても、色分野（例えば、３１８）であっても、適合してよい。このような色の適合は
、ＣＭＣ

Ｅ（ＡＳＴＭ

Ｄ２２４４−０５）に基づいており、そのため、シーム（例え

ば、１２５８）を眺める目によっては容易に差を見分けることができない。米国特許公開
第２００６／００２５７３７号が、色の適合についてより詳細に記載している。
【００９３】
ウエストバンドの外観（例えば、ウエストバンド領域２５３の図形５０１０）は吸収性
物品（例えば、１０２０）のシーム（例えば、１２５８）から注意を逸らしてよい。吸収
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性物品（例えば、１０２０）上のウエストバンドの外観（例えば、ウエストバンド領域２
５３の図形５０１０）は、一般的にウエストバンド領域（例えば、２５３）の、色分野（
例えば、３１８）、又は図形（例えば、５０１０）によって作製又は強調され得る。これ
は、多数の方法で達成することができ、これは、ウエストバンド領域（例えば、２５３）
の弾性ストランド又はフィルムを着色する方法、ウエストバンド領域（例えば、２５３）
で着色されたバンド又は図形（例えば、５０１０）を印刷する方法、ウエストバンド領域
（例えば、２５３）に色のグラデーション（例えば、３１８）を印刷する方法、ウエスト
バンド領域（例えば、２５３）の基礎基材（例えば、不織布）の色を薄くする方法、ウエ
ストバンド領域（例えば、２５３）の吸収性物品（例えば、２０）を一周して単一色の構
成要素（例えば、１２５６）を配置する方法を含む。

10

【００９４】
一部又は全部が組み立てられた後に、吸収性物品（例えば、１０２０）の１つ以上のシ
ーム（例えば、１２５８）は、複数の吸収性物品構成要素（例えば、１２５６）を、印刷
し、着色することによって隠され得る。これは、接触印刷手段（例えば、グラビア印刷、
フレキソ印刷、染色など）、又は非接触印刷（例えば、インクジェット印刷）を使用して
達成され得る。非接触方法の利点は、印刷、又は着色は、上に印刷を施される吸収性物品
構成要素（例えば、１２５６）の表面質感に対してそれほど感度が高くないことである。
シーム（例えば、１２５８）は、直接的に全面に印刷され、接続された吸収性物品構成要
素（例えば、１２５６）間のあらゆる断絶の存在を排除、又は著しく極小化する。
【００９５】

20

いくつかの例では、図１８に例示されるように、吸収性物品２０２０構成体は、シーム
（１２５８）を減らす、又は排除することが可能である。例えば、外側カバー２０２２は
、吸収性物品２０２０のシーム（例えば、１２５８）の殆ど、又は全てをカバーすること
が可能である。加えて、相互に接触して、側部領域１２５１の中間でシーム（例えば、１
２５８）を形成する、耳パネル（例えば、２０４８及び２０４６）を有する代わりに、シ
ーム（例えば、１２５８）の境界が側部領域１２５１から中央領域１２５２まで遷移する
ように、一体成形の耳パネルが使用されてもよい。これらのシーム（例えば、１２５８）
は、再取り付け可能に取り外し可能であり得る。
【００９６】
このような場合、シーム（例えば、１２５８）の欠如を強調するような図形１４０１０
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を設計するのが望ましいことがある。シームを横切って実行するのが非現実的である（（
例えば、１２５８）許容不可能な外観のため）設計をシームのない領域で実行するのが望
ましいことがある。シーム（例えば、１２５８）の欠如は、様々な設計要素によって強調
することが可能で、これには横断線３３０、斜め方向のパターン３３２、及び多色反復パ
ターンが挙げられるが、これらに限定されない。
【００９７】
シームが存在する場合、シームの外観を低減するために、上記の技術が使用され得る。
技術の有効性を測定することが要求されることがある。この評価を実行する、消費者方法
（consumer method）が、以下でより詳細に記載される。特に、以下の消費者方法を使用
して、シーム明瞭度（ＳＮＲ）を決定してもよい。

40

【００９８】
ＳＮＲは、側部領域に形成されるシーム、又は側部領域及び中央領域の間に形成される
シームの視覚的影響を測定する。シームの視覚的影響は、下着らしさに対する消費者の知
覚に影響を与える。パターン、スケール、垂直方向の間隔、水平方向の間隔、垂直方向の
オフセット、水平方向のオーバーラップ、及び伸張の度合いなどが挙げられるがこれらに
限定されないいくつかの要因がＳＮＲに影響を与える。そして、２つ以上の要因の間に相
互作用がある場合がある。
【００９９】
側部領域で形成されるシームを含め、吸収性物品の１つの領域及び１つの中央領域の間
に形成されるシームを含め、１つ以上のシームに関し、約７未満のＳＮＲを有することが
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望ましいことがある。更に、シームのＳＮＲが約６、約５、約４、又は約３未満であるこ
とが望ましいことがある。
【０１００】
下着様の吸収性物品（例えば、２０）を作製するための補助に、外側カバー（例えば、
２２）もまた使用されてもよい。本発明の外側カバー（例えば、２２）は、全体的に、又
は部分的に、１つ以上の方向に伸張性又は弾性であり得る。外側カバー（例えば、２２）
は液体（例えば、尿）に対して不透過性であり、薄いプラスチックフィルム、又は不織布
ウェブから製造されてもよいが、人体の一般的形状及び輪郭に適合し、容易にぴったりと
一致する、他の可撓性の液体不透過性材料もまた使用できる。加えて、いくつかの実施形
態では、外側カバー（例えば、２２）は、積層構造を含んでもよい。

10

【０１０１】
外側カバー（例えば、２２）は、吸収性物品（例えば、２０）の衣類に面する表面の少
なくとも一部となることができるように、一般的に配置され得る。いくつかの実施形態で
は、外側カバー（例えば、２２）は、吸収性物品（例えば、２０）内に吸収、及び収容さ
れた排出物が、ベッドシーツや下着などの、吸収性物品（例えば、２０）に接触し得る物
品を汚すのを防ぐことができる。好適な外側カバー材料としては、インディアナ州テレホ
ート（Terre Haute）のトレデガーインダストリーズ社（Tredegar Industries Inc.）に
より製造され、Ｘ１５３０６、Ｘ１０９６２及びＸ１０９６４という商標名で販売されて
いるようなフィルムが挙げられる。様々な実施形態において、外側カバー（例えば、２２
）は、非弾性の不織布を含むことができる。外側カバー（例えば、２２）は、約０．０１
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２ｍｍ（０．５ミル）〜約０．０５１ｍｍ（２．０ミル）の厚さを有する熱可塑性フィル
ムであることができる。外側カバー（例えば、２２）に利用することができる好適なフィ
ルムの別の例としては、０．０１２ｍｍ〜０．０２５ｍｍ（０．５〜１．０ミル（０．０
００５〜０．００１インチ））厚さのビスタマックス（Vistamaxx）（エクソンモービル
社（Exxon Mobil Corporation）からのエラストマーポリプロピレン）が挙げられる。エ
ラストマーポリプロピレン系組成物の実施例は、ＰＣＴ出願第２００５／０５２０５２号
明細書、及び同第２００５／０９７０３１号明細書に開示されている。エラストマー組成
物としては、不透明度を向上させる目的の二酸化チタン、及び通気性を得るための炭酸カ
ルシウムのような充填剤も挙げることが可能である。エラストマーポリプロピレンは、ス
チレンブロックコポリマー、半結晶性ポリオレフィン、又はサブミクロン無機粒子とブレ
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ンドしてもよい。
【０１０２】
いくつかの実施形態では、外側カバー（例えば、２２）は、弾性不織布を含んでもよい
。いくつかの実施形態では、外側カバー（例えば、２２）は、弾性不織布、及びプラスチ
ックフィルム、例えばポリエチレンフィルムを含む、積層体を含むことが可能である。い
くつかの実施形態では、外側カバー（例えば、２２）は、弾性フィルム、及び非弾性不織
布を含む、積層体を含んでもよい。更に、外側カバー（例えば、２２）は、印刷された弾
性体を含む積層体を含んでもよい。なお、更には、外側カバー（例えば、２２）には、不
織布の２つの層の間、又は不織布及び通気性フィルム（例えば、ポリエチレンフィルム）
の間等に接合されているスクリム様構造体又はクロスハッチパターンの形状の弾性体を含
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む積層体を含むことが可能である。
【０１０３】
上に示したエラストマーフィルムの例は、らせん状の膠剤を用いて、非エラストマー又
は延伸性不織布の少なくとも１つの層に積層できる。これに加えて、この積層体は、機械
方向に続いて、機械横方向に漸増伸張でき、それによって、２軸方向に伸張性の弾性積層
体（即ち、同時に又は続いて、直交する面内方向に延伸性の弾性積層体）を形成する。外
側カバー（例えば、２２）内で使用できる不織布の好適な例としては、強く活性化するこ
とができるポリプロピレン（ＤＡＰＰ）が挙げられる。好適なＤＡＰＰ不織布は、テネシ
ー州ブレントウッドのＢＢＡファイバーウェブ（BBA Fiberweb）から入手可能なソフトス
パン（Softspan）２００という名称で販売されている。いくつかの実施形態では、ＤＡＰ
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Ｐは、弾性要素、例えばエラストマースクリムに接合でき、ポリエチレンフィルムに接合
できる。いくつかの実施形態では、ＤＡＰＰは、弾性要素、例えばエラストマースクリム
に接合でき、別のＤＡＰＰ不織布に接合できる。
【０１０４】
上記のもののような、エラストマー構成要素が、弛緩した、伸張していない状態で別の
ウェブと結合される、外側カバー（例えば、２２）積層体は、当該技術分野において、「
ゼロひずみ積層体」と称されている。いくつかの実施形態では、ゼロひずみ積層体は、未
使用状態において本質的に伸張性を有する場合がある一方で、これらの材料の伸長特性は
一般に、リングローリング又はＳＥＬＦ化のような機械的活性化又は漸増伸張によって解
放又は改善される。別の方法としては、予備伸張された積層体材料もまた、本発明の外側

10

カバー（例えば、２２）の材料として使用されてもよい。予備伸張されたエラストマー外
側カバー（例えば、２２）は、エラストマー材料、例えばストランド又はフィルムを、エ
ラストマー材料が予ひずみを付与された状態である時に基材に施し、その後、積層体を弛
緩及び収縮させることによって形成される。予備伸張された伸張性外側カバー（例えば、
２２）材料は、予め張力が加えられたエラストマー要素を少なくとも２つの異なる方向に
、物品の長手方向及び横方向軸と揃えて施すことによって、形成することが可能である。
いくつかの実施形態では、本発明の外側カバー（例えば、２２）は、ゼロひずみ、及び予
備伸張されたエラストマーの両方を含むことが可能である。例えば、予め張力が加えられ
たエラストマー要素を、ゼロひずみ積層体の主な伸張方向に平行か、又は、この方向に対
して斜めかのいずれかで、ゼロひずみエラストマー積層体に貼り付けてもよい。
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【０１０５】
いくつかの実施形態では、外側カバー（例えば、２２）は、エラストマー接着剤、例え
ばホットメルト感圧接着剤を含むエラストマー層を含むことが可能である。これらの実施
形態では、積層体の層を合わせて接着するための追加の接着剤を必要としないことがある
。しかしながら、エラストマー材が優れた接着特性を有していない場合には、追加の接着
剤を用いてもよい。
【０１０６】
いくつかの実施形態では、外側カバー（例えば、２２）は、ヒステリシス試験（最大ひ
ずみ度５０％）によって測定した場合、ある特定の伸長率において、低い力を有すること
がある。外側カバー（例えば、２２）は、異なる方向で異なる伸張特性を有する可能性が
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あるため、ヒステリシス試験での伸張特性は、長手方向（機械方向）、横方向（機械横方
向）、及び、固定バンド（先にページ１６及び２７で述べた）の長さ方向に平行な方向で
測定される。いくつかの実施形態では、外側カバー（例えば、２２）の少なくとも一部は
、１５％のひずみ度において約２０ｇｍ／ｃｍ未満の第１のサイクル力、１５％のひずみ
度において約１５ｇｍ／ｃｍ未満の第１のサイクル力、１５％のひずみ度において約１０
ｇｍ／ｃｍ未満の第１のサイクル力を有することが可能である。
【０１０７】
加えて、いくつかの実施形態では、外側カバー（例えば、２２）は、また、約４０％未
満の固定パーセント（ヒステリシス試験によって測定した際）を有してもよい。いくつか
の実施形態では、外側カバー（例えば、２２）は、約３０％未満の、いくつかの実施形態
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では、約１５％未満の固定パーセントを有してもよい。
【０１０８】
いくつかの実施形態では、外側カバー（例えば、２２）は、十分に通気性であってよい
。例えば、いくつかの実施形態では、外側カバー（例えば、２２）は、少なくとも水蒸気
に対して透過性となるように作製でき、少なくとも約１０００ｇ／ｍ２／２４時間、少な
くとも約１５００ｇ／ｍ２／２４時間、より好ましくは少なくとも約２０００ｇ／ｍ２／
２４時間、又は少なくとも約３０００ｇ／ｍ２／２４時間の水蒸気透過速度（ＭＶＴＲ）
を有することができる。他の実施形態では、外側カバー（例えば、２２）は、少なくとも
約７０００ｇ／ｍ２／２４時間のＭＶＴＲを有してよい。いくつかの実施形態では、外側
カバー（例えば、２２）は、約１０００〜約８０００ｇ／ｍ２／２４時間、又はこの範囲
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内のいずれかの個別の数値のＭＶＴＲを有してよい。いくつかの通気性バックシートが、
ＰＣＴ出願第９５／１６７４６号明細書、米国特許第５，９３８，６４８号明細書、同第
５，８６５，８２３号明細書、及び同第５，５７１，０９６号明細書にて更に詳細に説明
されている。その他の適した代表的な材料、及びＭＶＴＲを測定するのに適した試験方法
は、米国特許第６，４４８，４６７号明細書に記載されている。
【０１０９】
これに加えて、いくつかの実施形態では、外側カバー（例えば、２２）は、下着様の質
感／審美性を含み得る。下着のような審美性の１つの態様は、人を満足させる艶消しの外
観（プラスチックのようではない）をもたらす光沢（ＡＳＴＭ

Ｄ２４５７−９７に従っ

て測定した場合）である。７光沢単位以下の光沢値が望ましいことが分かっている。エン

10

ボス及び／又はつや消し仕上げは、外側カバー２２の光沢を向上させる。
【０１１０】
いくつかの実施形態では、コアアセンブリ２３の中に排出される排出物が、吸収性物品
（例えば、２０）の外側の視点から、容易に知覚できないように、外側カバー（例えば、
２２）が、十分な不透明度を有し得る。また、外側カバー（例えば、２２）は、吸収性物
品（例えば、２０）のコア以外の領域で肌が見えるのを防ぐのに十分な不透明度を有する
ことが可能である。伸張性外側カバー（例えば、２２）弾性不織布の不透明度を向上させ
るために、いくつかの実施形態では、少なくとも１つのメルトブローをスパンボンドウェ
ブに組み込んでもよい。このメルトブロー層は、ナノ繊維から構成され得る。メルトブロ
ー層は、約１ｇｓｍ〜約２０ｇｓｍ、又はこの範囲内のいずれかの個別の数値の坪量を有

20

してもよい。いくつかの実施形態では、メルトブロー層は、約４ｇｓｍ〜約１５ｇｓｍの
坪量を有することが可能で、様々な組み合わせのエラストマー及びプラスチックポリマー
樹脂を含むことが可能である。より高い活性化（漸増伸張）深度が必要であるか、及び／
又は、外側カバー（例えば、２２）内における、より低い永久ひずみ値が望ましいとき、
より高いエラストマー含有量が好ましい場合もある。いくつかの実施形態では、エラスト
マーポリオレフィン及びプラスチックポリオレフィンの組み合わせを用いて、コストと性
能のバランスを最適化してよい。いくつかの実施形態では、エラストマー構成要素には、
エクソンモービル（ExxonMobil）によってビスタマックス（Vistamaxx）という名称で市
販されているような、非常に低い結晶化度のポリプロピレン等級を含めてよい。これに加
えて、弾性不織布構造体には、有意な弾性回復をもたらさず、そのうえ、活性化プロセス
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に耐える十分な延伸性を有する別のスパンボンド層も含めることが可能である。このよう
な延伸性のスパンボンド不織布層の、いくつかの好適な例は、ＰＣＴ出願第２００５／０
７３３０８号明細書、及び同第２００５／０７３３０９号明細書に開示されている。
【０１１１】
その他の代表的な通気性材料としては、織布ウェブ、不織布ウェブ、ポリエチレン又は
ポリプロピレンの熱可塑性フィルムのような高分子フィルム、フィルムコーティング不織
布ウェブのような複合材料、エスポアールＮＯ（ESPOIR NO）の名称で日本の三井東圧株
式会社、及びエクゼア（EXXAIRE）の名称でテキサス州ベイシティーのエクソンケミカル
社（EXXON Chemical Co.）により製造されているようなミクロ孔質フィルム等の材料を挙
げることができる。ポリマーブレンドを含む好適な通気性複合材料は、名称ハイトレル（
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HYTREL）ブレンドＰ１８−３０９７として、クロペイ社（Clopay Corporation）（オハイ
オ州シンシナティー（Cincinnati））から入手可能である。代表的な、好適な外側カバー
（例えば、２２）は、米国特許第６，１０７，５３７号明細書に開示されている。
【０１１２】
伸張性外側カバー（例えば、２２）は、エラストマー印刷、噴霧、スロットコーティン
グ、メルトブロー、又は、フィルム積層加工によっても作製できる。印刷法としては、グ
ラビア印刷、フレキソ印刷、凸版印刷、スクリーン印刷、デジタル印刷等が挙げられる。
エラストマー印刷のいくつかの好適な例は、米国特許出願公開第２００３／００８８２２
０Ａ１号明細書、同第２００３／００８８２２８Ａ１号明細書、同第２００３／００９１
８０７Ａ１号明細書、同第２００４／０１９３１３３Ａ１号明細書、同第２００４／０２
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２２５５３Ａ１号明細書、同第２００５／０２１４４６１Ａ１号明細書、同第２００３／
００８４９９６Ａ１号明細書、同第２００３／００８４９９６Ａ１号明細書、同第２００
３／００８７０５９Ａ１号明細書、同第２００３／００８７０９８Ａ１号明細書、並びに
、米国特許第６，８７５，７１０号明細書、及び同第６，９４２，８９４号明細書に記載
されている。
【０１１３】
噴霧法としては、例えばらせん状、ジグザグパターン、ＩＴＷのオメガ（ITW

s Omega

）パターン、メルトブロー等、ホットメルト接着剤を噴霧するための標準的な技法が挙げ
られる。エラストマーフィルムは、押出し又は接着積層加工によって不織布に接着できる
10

。
【０１１４】
本発明の特定の態様に従って、様々な材料を使用して、伸張性外側カバー（例えば、２
２）をもたらすことができる。伸張性の外側カバー（例えば、２２）を構成する際、様々
な所望の特徴としては、以下のようなものが挙げられる。
・中程度のひずみ速度での複数の伸張−回復サイクル中の機械的特性（ヒステリシス試
験で測定する場合の表現で表した場合）、並びに、ピンホールなしで、機械方向及び横断
方向の双方への、高いひずみ速度・中程度の嵌合深さでの機械的活性化に耐える性能
・耐久性（低い毛羽立ち度、高い極限強度）
・外観（白色、高い不透明度、木綿リボン様の質感、印刷可能、光沢）
・いくつかの実施形態では、防液体特性（ピンホールの不在、又は、外側カバー（例え
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ば、２２）の漏れの可能性を通知できる他のいかなる表示）；及び
・低コスト
【０１１５】
そのデザインがパンツ用であるか又はテープ式吸収性物品（例えば、２０）であるかに
応じて、具体的な目標の変化が明らかになる場合もある。例えば、以下に更に詳細に記載
されているように、テープ式吸収性物品（例えば、２０）のデザインの１つの実施形態は
、示差的な活性化（伸張性外側カバー（例えば、２２）の１つの領域を意図的に非活性化
状態のままにする）によって作製される伸張性外側カバー（例えば、２２）の中に組み込
まれている一体型固定システムを有する。したがって、外側カバー（例えば、２２）材料
の開発では、活性化前及び後の双方の状態の性能目標を考慮に入れる。パンツのデザイン
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は、吸収性物品（例えば、２０）の適用の容易さを維持するために、伸張性外側カバー（
例えば、２２）のＣＤ伸張荷重について更に厳しい上限を有することもある。
【０１１６】
本明細書に記載されるように、伸張性外側カバー（例えば、２２）は、機械的特性、及
び／又は弾性特性、並びに、ピンホールを形成することなく、長手方向及び横方向の両方
の、高ひずみ速度機械的活性化（即ち、漸増伸張）に耐える能力を有することができる。
活性化によるピンホールの低下を示す積層体は米国特許出願第１１／３６１，９１８号明
細書に記載されている。加えて、本発明の外側カバー（例えば、２２）は、毛羽立つ傾向
が少なく、高い不透明度を有してよく、当該技術分野で一般的な印刷プロセスによって印
刷可能であり得る。

40

【０１１７】
本発明のいくつかの実施形態では、伸張可能な外側カバー（例えば、２２）は、弾性不
織布のみを含む。これらの実施形態では、外側カバー（例えば、２２）の総坪量が、約５
０ｇｓｍ未満、４０ｇｓｍ未満、又は約３５ｇｓｍ未満であってもよい。外側カバー（例
えば、２２）材料は、スパンボンド布地を含み、最適な結合強度を促進する条件下で製造
されてもよく、これによって外側カバー（例えば、２２）に十分な強度及び耐久性を提供
する。弾性不織布外側カバー２２は、最低限の所望の量の回復を提供するのに十分な量の
弾性材料を、少なくとも１つ含んでよい。最適な、スパンボンド不織布の例は、米国特許
第５，４７０，６３９号明細書、及び同第５，９９７，９８９号明細書に記載されている
。
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【０１１８】
本発明のいくつかの実施例では、弾性不織布は、弾性／塑性２成分繊維を含み、この例
は、米国特許第６，２２５，２４３号明細書及びＰＣＴ出願第２００６／０１７６７４号
明細書に記載され、より優れた手触り／風合い特性、及び改善された紡糸性を有する外側
カバー（例えば、２２）材料をもたらす。外側カバー（例えば、２２）材料は、ＰＣＴ出
願第２００５／０６５６８０号明細書に記載され、混合された弾性繊維（例えば、熱可塑
性ポリウレタンエラストマー）及びプラスチック（例えば、ポリプロピレンなどのポリオ
レフィン）繊維から形成され、エクソン（Exxon）から入手可能なビスタマックス（Vista
max）（商標）などのように、この不織布は、機械的活性化に晒された後に、良好な弾性
回復及び触覚性を有する。別の好適な弾性構成要素は、非常に低い結晶化度の、エラスト

10

マーポリプロピレンである。スパンボンド弾性不織布の他の好適な実施例は、ＰＣＴ出願
第２００５／０５２０５２号明細書及び同第２００５／０９７０３１号明細書に開示され
ている。弾性不織布外側カバー（例えば、２２）が、弾性材料及びプラスチック材料の双
方の混合物又は複合材料を含む実施形態では、弾性材料のプラスチック構成要素に対する
比率は、伸張／回復特性及び強度／強靱性要件双方の所望のバランスをもたらすように調
整することができる。長手方向及び横方向の双方への機械的活性化に耐えるウェブの機能
を最大化するためには、高い強靱性が望ましい。
【０１１９】
外側カバーに適したその他の代表的な材料は、米国特許第６，８９６，８４３号明細書
、同第６，２２５，２４３号明細書、同第５，９９７，９８９号明細書、同第５，９５２
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，２５２号明細書、同第５，６９５，８４９号明細書、同第５，４７０，６３９号明細書
、同第５，４０５，６８２号明細書、同第６，８１１，８７１号明細書、同第６，１０３
，６４７号明細書、同第５，６３５，２９０号明細書、及び同第５，５４０，９７６号明
細書；米国特許出願公開第２００４／０１３２３７４号明細書、同第２００４／０１１０
４４２号明細書、同第２００３／０１６２４５８号明細書、ＰＣＴ出願第２００５／０５
２０５２号明細書、同第２００４／０６５６８０号明細書、同第２００６／０１７６７４
号明細書、に開示されている。
【０１２０】
本発明のいくつかの実施形態では、伸張性外側カバー（例えば、２２）には、前述のよ
うな弾性不織布、及び延伸性フィルムの積層体を含めることが可能である。この実施形態
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では、薄い延伸性ポリオレフィンフィルム層が、上記の弾性不織布の上に積層されている
。特定の実施形態では、より高い坪量も考えられるが、積層のコストを最小限に抑えるた
めに、このフィルムの坪量は、約２２ｇｓｍ以下、約２０ｇｓｍ以下、及び約１８ｇｓｍ
以下にすることが可能である。このフィルムは、接着積層加工、押出し積層加工、又は当
該技術分野において既知のその他の好適なウェブ混合手段によって、エラストマー不織布
と混合させてもよい。このフィルムは、長手方向及び横方向の双方に延伸性であってよく
、広範囲の活性化ひずみ度にわたって、ピンホールの形成なしに、機械的活性化（即ち漸
増伸張）プロセスに耐えることができる。このフィルムは通気性があってよく、すでに論
じたように、その通気性は、活性化によって誘発されるミクロ孔質に由来するか、又は実
質上目に見えないピンホールに由来するかは問わない。このフィルムは、延伸性、即ち可
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塑性であるか、又は、塑弾性があるとともに、部分的な回復を示し、それによって弾性回
復プロセスに関与するかのいずれかでよい。「プラスチック」フィルムの例としては、例
えばＰＣＴ出願第２００６／０１７５１８号明細書に開示されているような標準的な充填
ポリエチレン樹脂を含むフィルムが挙げられる。塑弾性フィルムの配合の使用例は、ＰＣ
Ｔ出願第２００５／０９７０３１号明細書に開示されている。伸張性ＮＷの上に積層され
ているフィルムの存在は、上述のメルトブロー層の一種を組み込む必要なく、高い不透明
度及び高い質感のような非常に望ましい外観を生み出す一因となる。あるいは、このフィ
ルムには、クラトン（Kraton）系エラストマーのような高性能エラストマーを含めてもよ
い。本発明に適した弾性不織布／延伸性のフィルム積層体の更なる例は、ＰＣＴ出願第２
００５／０１７５１８号明細書、米国公開第２００５／０１２４９５２号明細書、米国特
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許第６，８１１，８６５号明細書、同第６，６２３，８３７号明細書、及び同第６，０９
６，６６８号明細書に開示されている。
【０１２１】
いくつかの実施形態では、フィルムは、伸張させると少なくとも部分的な回復を示す構
成要素にできる。不織布は、延伸性のスパンボンド、又は、ネッキング／収縮したスパン
ボンドであってもよい。積層体のコストを最小限に抑え、（２軸方向に伸張性の外側カバ
ー）ＢＳＯＣを最大で５０％のひずみ度まで伸張させるのに要する力を最小限に抑えるた
めに、フィルムの坪量は、約２２ｇｓｍ以下、又は約２０ｇｓｍ以下、より好ましくは約
１８ｇｓｍ以下であってよい。フィルムは、接着積層加工又は押出し積層加工のいずれか
によって、不織布と混合してもよい。充填弾性ポリエチレンブレンドフィルムの例は、米

10

国特許第６，９０９，０２８号明細書に開示されている。エラストマーポリプロピレン系
組成物は、ＰＣＴ出願第２００５／０５２０５２号明細書及び同第２００５／０９７０３
１号明細書に開示されている。エラストマーポリプロピレンの、スチレンブロックコポリ
マー、半結晶性ポリオレフィン、又はサブミクロン無機粒子のいずれかとのブレンドを用
いて、積層体の応力−ひずみ特性及びヒステリシス特性を高めることができる。例えば、
ＢＳＯＣを延伸させるのに要する力の低下、及び弾性回復の向上は、ビスタマックス（Vi
stamaxx）ポリマーの中にスチレンブロックコポリマーを添加することによって実現でき
る。炭酸カルシウムを充填したエラストマーポリプロピレン系組成物を基材とするミクロ
孔質の通気性弾性フィルムも考えられる。このフィルムは上記に加えて、ＢＳＯＣの不透
明度を向上させ、場合によっては、不織布内のメルトブロー層の存在の必要性を排除若し

20

くは低減させる場合もある。
【０１２２】
これらの実施形態に関わる代表的な伸張性外側カバー（例えば、２２）は、米国特許第
６，９０９，０２８号明細書、同第６，６８０，２６５号明細書、同第６，６８０，２６
５号明細書、同第６，０１５，７６４号明細書、同第５，９４７，９４号明細書、同第６
，６２７，５６４号明細書、同第６，４７９，１５４号明細書、同第６，４６５，０７３
号明細書、同第６，３１３，３７２号明細書、同第６，００１，４６０号明細書、同第６
，８４９，３２４号明細書；並びにＰＣＴ出願第２００４／０６０６６９号明細書、及び
同第２００４／０６０６５２号明細書に開示されている。
【０１２３】
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本発明のいくつかの実施形態では、エラストマーは、上述の不織布、フィルム、又は積
層体等の上に印刷して、ＢＳＯＣを形成させることが可能である。このエラストマーは、
フィルムとして、又はあるパターンで印刷してよい。パターンとして印刷する場合、その
パターンは、外側カバー（例えば、２２）の領域にわたって比較的均質に、例えば、網状
若しくはドットパターンにしてよく、あるいは、そのパターンには比較的高い又は低い坪
量の区域を含めてもよく、この場合、延伸性繊維状基材の対象区域に伸張特性をもたらす
ために、（即ち選択的な漸増伸張の後に、）エラストマー構成要素が、延伸性繊維状基材
の少なくとも１つの区域の上に塗布されている。エラストマーは、堆積されるエラストマ
ーの量、並びに実現され得るパターンの種類に関連して多大な可撓性をもたらす、グラビ
ア印刷などのプロセスを通じて、繊維性基材上に移送することが可能である。これらの実

40

施形態の詳細、並びに、好適な材料及びパターンの更なる例は、米国公開第２００５／０
２１４４６１号明細書、ＰＣＴ出願第２００５／０９７３５８号明細書、及び同第２００
５／０９７５１２号明細書に開示されている。上で開示されたものなど、ポリオレフィン
ブレンド及びポリオレフィン／スチレンブロックコポリマーは、グラビア印刷による十分
な堆積を得るために望ましいレオロジー特性を有するように調整され得る。その他の代表
的な材料及びプロセスは、米国公開第２００５／０１０６９８０号明細書、米国特許第６
，５７９，２７４号明細書、同第６，５０３，２３６号明細書、及び同第６，２６４，６
４１号明細書に開示されている。
【０１２４】
伸張性の外側カバー（例えば、２２）の組成に関わらず、本明細書に記載されているプ
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ロセスのいずれかによって、長手方向及び横方向の双方に機械的に活性化できる。この活
性化は、ウェブが伸張／回復特性を示し、材料に所望の触覚／審美特性（例えば、木綿の
ような質感）を付与し、いくつかの実施形態では、連結体又は固定バンド等を含む固定シ
ステムの、より高弾性率の構成要素を作り出すひずみ範囲を増大させるために使用されて
もよい。機械的活性化は、リングローリング、ＳＥＬＦ化、及び当該技術分野において既
知のその他の、ウェブを漸増伸張させる手段によって実現され得る。いくつかの実施形態
では、外側カバー（例えば、２２）の機械的強度を更に向上させるために、外側カバー（
例えば、２２）を、過接着するのが望ましいことがある。
【０１２５】
本明細書において、より詳細に記載されるように、本発明の外側カバー（即ち、２２）

10

は、外側カバー又はウエスト／脚バンド構成要素の１つの外側又は内側表面上に印刷され
るか、又は下部に位置付けられる、吸収性物品（例えば、２０）の構成要素上に印刷され
る、図形１０を追加的に含んでもよい。この図形１０は、装飾上、教育上、娯楽上、又は
説明上のものであり得る。図面１０は、印刷された基材が弛緩状態にあるときに最も鮮明
又は判読可能であり得る一方で、その他の図面は、印刷された基材が延伸された状態にあ
るときに最も鮮明／判読可能になる。特定の実施形態では、図形１０は、可変の図形、即
ち、経過時間、湿度、温度、湿潤度等の環境条件に基づき変化する図形を含む。可変の図
形は、事象又は行為を描写するように、相互に、主題的に関連し合っていてよい（例えば
、魚が、キャラクターの釣り糸に現れたり又は釣り糸から消えたりする）。
【０１２６】

20

試験／方法
エラストマー／エラストマー複合材料のヒステリシス試験
マサチューセッツ州カントン（Canton）のインストロンエンジニアリング社（Instron
Engineering Corp.）又はミネソタ州エデンプレーリー（Eden Prairie）のシンテックＭ
ＴＳシステムズ社（SINTECH‑MTS Systems Corporation）から市販されている引張試験機
（又は同等の引張試験機）を本試験に使用する。試験速度及びその他の試験パラメーター
を制御し、データを収集、計算、及び記録するために、この計器をコンピュータに接続す
る。ヒステリシスは一般的な実験室の条件下（つまり、室温約２０℃、相対的湿度約５０
％）で測定する。
【０１２７】

30

材料のサンプルは、試験されるために、２．５４ｃｍ（１インチ）幅×７．６２ｃｍ（
３インチ）長に切断することによって作製することが可能である。ヒステリシスを割り出
す手順は、以下の工程を伴う。
【０１２８】
１．試験用の適切なつかみ具及びロードセルを選定する工程。つかみ具は、試料に適合
するために十分な幅であり、典型的には２．５４ｃｍ（１インチ）幅のつかみ具を用いて
、ロードセルは、被試験試料からの引張応答がロードセルの容量又は用いられる荷重範囲
の２５％〜７５％になるように選定し、典型的には、２２．７ｋｇ（５０ｌｂ）のロード
セルを用いる。
【０１２９】

40

２．製造元の指示書に従って試験機を較正する工程。
【０１３０】
３．ゲージ長さを２５ｍｍに設定する工程。
【０１３１】
４．試料の長手方向軸がゲージ長さ方向と実質的に平行になるように、試料をつかみ具
の平坦な表面内に配置する工程。
【０１３２】
５．ヒステリシス試験は、以下の工程を伴う。
【０１３３】
ａ）２５４ｍｍ／分（１０インチ／分）のクロスヘッド速度で試料を５０％のひずみ
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度まで引っ張る工程―第１のサイクルの荷重。
【０１３４】
ｂ）このひずみ度で３０秒間保持し、同じクロスヘッド速度で０％のひずみ度まで戻
す工程―第１のサイクルの除荷。
【０１３５】
ｃ）試料に、このひずみを１分間維持させる工程。
【０１３６】
ｄ）２５４ｍｍ／分（１０インチ／分）の一定速度で５０％のひずみ度まで引っ張る
工程―第２のサイクルの荷重。
【０１３７】

10

ｅ）このひずみ度で３０秒間保持し、同じクロスヘッド速度で０％のひずみ度まで戻
す工程―第２のサイクルの除荷。
【０１３８】
工程５で収集したデータから、下記の２つの測定値を用いる。
【０１３９】
ａ）１５％のひずみ度における第１のサイクルの力。
【０１４０】
ｂ）固定パーセント（第２の荷重サイクルの０．０５Ｎにおけるひずみ度として定義
される）。０．０５Ｎの力は、緩みを取り除くほど十分であるが、試料に、多い場合でも
わずかな伸張を付与するほど十分に低いと考えられる。

20

【０１４１】
６．１５％のひずみ度における第１のサイクルの荷重のデータを記録する工程。
【０１４２】
７．固定パーセントのデータを記録する工程。
【０１４３】
シーム明瞭性試験画像を生成するための方法
シーム明瞭度を試験される使い捨て吸収性物品は、以下のプロセスによって、デジタル
式の要素（stimuli）（試験画像）に変換される。使い捨て吸収性物品が、閉じた形状（
例えば、パンツ型おむつ）で製造された場合、中央領域と繋がっている、右前側部領域（
即ち、正確に着用された際に、物品の、前側の衣類に面する面を見たとき）から生じるシ

30

ーム、及び周囲の領域が完全であり破壊されないままであるように、再び開かれる。物品
は、前側側部パネルを後側側部パネルに接続するシームを切断、又は開くことによって開
かれる。閉じた形状の使い捨て吸収性物品は、実質的に平坦に置かれることができるよう
に、両側において、同様の方法で開かれる。物品は、両面透明テープ（３Ｍ１．２７ｃｍ
（１／２インチ）両面テープなど）によって、横及び長手方向寸法の両方において、物品
の最大の横方向及び長手方向寸法よりも大きな０．６４ｃｍ（１／４インチ）厚さの黒い
ポリアクリレート（レクサン（Lexan）など）の矩形シートにとめられる。物品は、ポリ
アクリレートシートの中心に置かれ、側部伸張区域の前側部分を含む、物品の前腰部は、
腰縁部と平行なテープ線（tape line）と位置合わせされる。物品は、テープ線上に押し
付けられ、これにより、ウエストバンドにおけるいかなる予備収縮（pre‑contraction）

40

も取り除かれ、側部伸張区域は伸張されず、ポリアクリレートシート上に平坦に置かれる
。次に物品は、長手方向軸に沿って、予備収縮が取り除かれるまで引っ張られる。側部伸
張区域の後側部分を含む、物品の後腰部は、後側腰縁部に平行な第２テープ線と位置合わ
せされ、押し付けられる。完成した組立体が、実質的に、しわのない、平坦な衣類に面す
る表面を黒い背景に示すように、ポリアクリレートシートに対し、物品は、身体に面する
表面で、テープでとめられる。パントン（Panton）上質紙（Uncoated）ソリッドチップ４
２０Ｕ、４２１Ｕ、４２２Ｕ、４２３Ｕ、４２４Ｕ、４２５Ｕ、４２６Ｕ、コート紙プロ
セスチップ、イエローＣ、マゼンタＣ、シアンＣ、及びブラックＣが、パントンチップ又
はテープが物品に触れず、及びテープがパントンチップの色区域を覆わないように、テー
プによってポリアクリレートシートに貼り付けられる。ポリアクリレートシートは次に、
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ＨＰスキャンジェット（ScanJet）３５００ｃ又は、スキャン表面上のポリアクリレート
全体にフィットするのに十分な寸法の、同等のスキャナーを使用し、１インチ当たり２０
０ドット（ｄｐｉ）で、アドビフォトショップ（Adobe Photoshop ）ＣＳ３（又は同等の
画像編集ソフトウェア）に取り込む。
【０１４４】
スキャンされた画像は、フォトショップに組み込まれたコンバーターを使用して、ｒａ
ｗ８ビットＲＧＢ画像から、８ビットＣＭＹＫ画像へと、変換される。スキャンされた画
像中に、新たな層が作製され、矩形が描かれて、フォトショップのカラーライブラリから
の、スキャンされたそれぞれのパントンカラー（４２０Ｕ、４２１Ｕ、４２２Ｕ、４２４
Ｕ、４２５Ｕ、４２６Ｕ、イエローＣ、マゼンタＣ、シアンＣ、及びブラックＣ）で満た
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された。スキャンされた層の色曲線は、フォトショップで生成される色値と正確に一致す
るスキャンされたパントンチップの中心で、色見本帳ツールで取られた１０１ピクセル色
見本により、１０１ピクセルまで調節された。次に見本層が消去された。
【０１４５】
画像は次に、対象のシームに最も近い腰縁部が、フォトショップのキャンバスの上部に
あり、キャンバスの水平軸と平行に位置合わせされるように、回転される。矩形領域は、
物品の横幅のおよそ１／２、及び物品の長手方向のおよそ１／４に選択され、実質的に領
域の中央に合わせられた、対象のシーム全体を含む。この領域は、５０％のグレー背景及
び選択された領域と同じ寸法で、新しい２００ｄｐｉ

ＣＭＹＫ画像へとコピーされた。

ポリアクリレートシート、及び、物品の部分ではない、新たな画像の他のあらゆる部分が

20

選択され、消去され、５０％のグレー背景上の物品の選択された領域を残す。生じる画像
は、内蔵されたＵ．Ｓ．Ｗｅｂ

Ｃｏａｔｅｄ（ＳＷＯＰ

ｖ２）を用いて、フォトショ

ップＰＳＤファイルとして保存される。
【０１４６】
このプロセスから生じるフォトショップファイルは、第三者のデジタル校正プリンター
（プレシジョン・ラバー・プレート（Precision Rubber Plate）社、インディアナ州、イ
ンディアナポリス（Indianapolis）など）に送られる。デジタル校正プリンターは、内蔵
のＵ．Ｓ．Ｗｅｂ

Ｃｏａｔｅｄ（ＳＷＯＰ

ｖ２）を使用してＣＭＹＫフォトショップ

ファイルを開く。内蔵のプロファイルが完全なまま、ファイルは、フォトショップＥＰＳ
ファイルとして保存される。ＥＰＳファイルが、６１ｃｍ（２４インチ）幅×５１ｃｍ（
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２０インチ）高さを有するアドビイラストレーター（Adobe Illustrator）ＣＳ２（又は
同等のソフトウェア）内に置かれる。最大６つまでのＥＰＳファイルが、各ＥＰＳファイ
ルを、その２０ｃｍ（８インチ）×２５ｃｍ（１０インチ）の矩形の中に、矩形が重なら
ないように中心に合わせながら、各レイアウトファイルに入れられる。ＥＰＳファイルは
、水平又は垂直縁部のいずれかが、２０ｃｍ（８インチ）×２５ｃｍ（１０インチ）の矩
形から０．６４ｃｍ（１／４インチ）であり、画像のいずれの部分も、矩形の内側縁部に
対して０．６４ｃｍ（１／４インチ）以上近づかないように、アスペクト比を変えること
なく、拡大又は縮小される。ファイルの矩形の内側、画像領域の外側の、各ＥＰＳの底部
に、黒い識別番号が付される。生じるレイアウトファイルは、デュポンデジタル校正機（
Dupont Digital Proofer）（又は同等のもの）をプリンター記述（ＰＰＤ）として使用し

40

、ポストスクリプトレベル３で印刷される。イラストレーターのカラー管理は以下のよう
に設定される：ドキュメントプロファイルは、Ｕ．Ｓ．Ｗｅｂ

Ｃｏａｔｅｄ（ＳＷＯＰ

）ｖ２に設定され、カラー処理は、イラストレーターに決定させように設定され、プリン
タープロファイルは、Ｕ．Ｓ．Ｗｅｂ

Ｃｏａｔｅｄ（ＳＷＯＰ）ｖ２に設定され、レン

ダリング・インテントは、相対的な色域を基準に設定される（デジタル画像から色の合っ
た校正印刷を作製するための同等の手段が許容可能である）。ポストスクリプトファイル
は、プレシジョン・ラバー・プレート（Precision Rubber Plate）社のマッチプリント＿
０９１５０５ｍｄｎのカラーマッチング設定で、デュポンデジタル・校正機（Dupont Dig
ital Proofer）ソフトウェア（又は同等のもの）を使用してリッピングされる。校正刷り
は、デュポンデジタルクロマリン絹目紙（Dupont Digital Cromalin Matte Paper）（又
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は同等のもの）を使用して、クロマリン（Cromalin）校正機で印刷する。
【０１４７】
制御画像は、アドビイラストレーターＣＳ２（又は同等のソフトウェア）の基本パター
ンから作製される。図２６を参照すると、この試験には、４つの分類のパターンが使用さ
れている：横縞２６００、ジグザク２６００１、円の集合体の反復２６００２、及びクマ
の反復２６００３。全てのパターンは、３００ｍｍ×６００ｍｍのＣＭＹＫドキュメント
を覆う、パントン（Pantone）２７３６Ｃの文字表示色を有する、６７：２２：０：０の
背景ＣＭＹＫ色上に作製される。４つの他のパターン変数が含まれる：スケール、垂直間
隔、水平間隔、及び前景／背景コントラスト。
【０１４８】

10

スケールは、前景の繰り返し単位２６００８の寸法として定義される。横縞２６０００
に関し、寸法は、横縞２６００４の垂直幅ａの２倍である。ジグザグ２６００１に関し、
スケールは、下方を指すパターンの頂点２６００５から、上方を指すパターンの頂点まで
の垂直距離ｂであり、また、線分ｆの垂直幅の２倍である。円の集合体２６００２、及び
クマ２６００３に関し、スケールは、繰り返し単位２６００８の周囲を囲うことができる
、最小寸法の正方形２６００７の縁部長さである。
【０１４９】
垂直間隔は、１つの水平パターン列２６００４の最も低い縁部、及び隣の低い水平パタ
ーン列２６００４の最も高い縁部の間の背景間隔の距離ｃとして定義される。
【０１５０】

20

水平間隔は、水平に隣り合うもの同士の間の背景の間隔の距離として定義される。縞２
６００６に関してはこの変数は定義されていない。ジグザグ２６００１に関し、この変数
は、パターンの上方を指す頂点、及びパターンの隣接する下方を指す頂点の間の水平間隔
の距離である。円の集合体２６００２、及びクマ２６００３に関し、水平間隔は、繰り返
しユニット２６００８の右端縁部、及び右隣の左端縁部の間の距離である。円の集合体２
６００２及びクマ２６００３に関し、垂直に隣り合う繰り返し単位２６００８の、水平の
列２６００４は、水平間隔の半分によって互いに水平方向に補い合っている。
【０１５１】
コントラストは、パターン（例えば、２６０００、２６００１、２６００２、及び２６
００３）の前景要素２６００９の不透明度として定義され、より低い透明度は、パターン

30

の前景要素２６００９及び背景２６０１０の間の、より低いコントラストを生じる。
【０１５２】
パターンを最終ファイルに変換するため、これらはアドビフォトショップＣＳ３で開か
れ、２００ｄｐｉの解像度でレンダリングされる。ＢＢＡ（材料＃２００３−１７１１−
０２）からの、２７ｇｓｍの高度に延伸性のカード（ＨＥＣ）不織布の２０ｃｍ（８イン
チ）×２５ｃｍ（１０インチ）サンプルが、パントン上質紙ソリッドチップ４２０Ｕ、４
２１Ｕ、４２２Ｕ、４２３Ｕ、４２４Ｕ、４２５Ｕ、及び４２６Ｕ、並びにコート紙プロ
セスチップ、イエローＣ、マゼンタＣ、シアンＣ、及びブラックＣの側の、黒いポリアク
リレートの、２０ｃｍ（８インチ）×３６ｃｍ（１４インチ）のシートの上に配置される
。集合体は、２００ｄｐｉの解像度で、ＨＰスキャンジェット３５００ｃ（又は同等物）

40

で、スキャンされてフォトショップに取り込まれる。スキャンされた画像は、フォトショ
ップに組み込まれたコンバーターを使用し、ｒａｗ８ビットＲＧＢ画像から８ビットＣＭ
ＹＫ画像へと変換される。スキャンされた画像中に、新たな層が作製され、矩形が描かれ
て、フォトショップのカラーライブラリからの、スキャンされたそれぞれのパントンカラ
ー（４２０Ｕ、４２１Ｕ、４２２Ｕ、４２４Ｕ、４２５Ｕ、４２６Ｕ、イエローＣ、マゼ
ンタＣ、シアンＣ、及びブラックＣ）で満たされた。スキャンされた層の色曲線は、フォ
トショップで生成される色値と正確に一致するスキャンされたパントンチップの中心で、
色見本帳ツールで取られた１０１ピクセル色見本により、１０１ピクセルにまで調節され
た。
【０１５３】
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サイズ４の継ぎ合わせのない使い捨てパンツの物品外形が使用され、アドビイラストレ
ーター内で二次元マスター型（master die）の形を描き、スケーリングする。マスター型
の形のイラストレーターのドキュメントの右上隅は、サイドパネルが外側カバーの右手側
部上にある前腰部に対応する。マスター型イラストレータードキュメントは、イラストレ
ーターＡＩファイルとして保存され、２００ｄｐｉで、アドビフォトショップＣＳ３にイ
ンポートされ、スキャンされた画像の層内に配置される。型の形は、パターンファイル（
ＣＭＹＫ

６８：２２：０：０）の背景色で満たされる。スキャンされた画像層は、次に

型の形の層の上に配置され、２５％の標準倍率（standard multiply）と組み合わせられ
る。不織布繊維の機械方向が、マスター型の形の腰縁部に直交するように層が配置され、
パントンチップは型線（die line）の外側にあり、型の形の層の右上隅及び、スキャンさ

10

れた不織布層の右上隅が位置合わせされる（一致する）。スキャンされた層は、次に複製
され、１００％で標準スクリーン（standard screen）と組み合わされる。
【０１５４】
右前側部領域及び中央領域の間のシームは、スクリーン層を複製し、右前側部領域及び
中央領域の間のシームを表す、マスター型ラインと位置合わせされる２０ピクセル幅の縞
を除いた、それらの全てを消去することによって画定される。この領域は、対象のシーム
を表す。
【０１５５】
右前側部領域は、前腰部に直行して（長手方向に）走る、５つの矩形の黒一色の縞を更
に含み、これは２６ピクセル幅であり、右前側部領域の長手方向長さに正確に及ぶように

20

切り取られる。縞は、前側腰縁部と平行な方向に（横方向に）等間隔で離れており、右前
側部領域の横幅に、正確に及ぶ。層は、スマート・モーション・ブラー（Smart Motion B
lur）（角度０°、距離１２ピクセル）でフィルターにかけられ、２０％の標準倍率と組
み合わせた。
【０１５６】
パターン画像は次に、２つのシーム変数に対応するように調節される：サイドシームの
垂直の相殺及びシームの水平のオーバーラップ。マスター型の形が、パターン画像に重ね
られ、中央領域がマスター型層中で選択される。型層が次にオフにされ、パターン層内で
選択された領域が、中央領域パターン層にコピーされた。次に、元のパターン層が垂直及
び水平に移動され、相殺及びオーバーラップをシミュレートする。マスター型層が、再び

30

オンにされ、右前側部領域が選択される。マスター型層が再び外され、パターン層中の選
択された領域が、右前側部領域パターン層にコピーされる。
【０１５７】
生じた中央領域パターン層、及び右前側部領域パターン層が、５０％グレー背景を有す
る新しいＣＭＹＫ画像にコピーされた。新しい画像の寸法は、およそ、前側腰縁部に平行
な方向に（横方向に）物品の幅の１／２、及び前側腰縁部に直交して（長手方向に）走る
物品の長さの１／４の矩形領域として画定される。中央領域層の右上隅、及び右前側部領
域パターン層の右上隅が、新しい画像の右上隅と位置合わせされる（一致する）。スキャ
ンされた画像は、これもまた上記のようにマスター型の形に切り取られるが、次に５０％
グレー背景を有する画像にコピーされ、パターン層の上に配置される。スキャンされた画
像の層の右上隅は、５０％グレー背景画像の右上隅に位置合わせされる。生じた制御画像
フォトショップファイルは、上述の通りに印刷するため、デジタル校正機に送られる。
【０１５８】
制御画像を作製するために使用される変数の組み合わせは、以下の表１に記載されてい
る。
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【表１】

10

【０１５９】

20

制御画像セット及びテスト画像セットの両方からの、各デジタル校正画像は、その２０
ｃｍ（８インチ）×２５ｃｍ（１０インチ）の矩形に沿って切り取られ、エイブリィ・ヘ
ビーウェイト・ダイヤモンド・クリア・プレゼンテーション・シート・プロテクター（Av
ery Heavyweight Diamond Clear Presentation Sheet Protector）などの、光学的に透明
なシートプロテクター内に配置される。画像は、格付け室内での格付けのために、消費者
に提示される前に、無作為化される。無作為化は、試験画像及び制御画像を含む、全ての
画像の識別子を、マイクロソフト・エクセル中の１つの列に記載し、隣接する列に乱数を
記載することによって実現される（式「＝ｒａｎｄ（）」）。次に２つの列が選択され、
乱数に従って昇順でソートされる。これは、パネリストの数と同等の回数繰り返され、ソ
ート間の乱数の列を確実に再計算し、固有の無作為に配列された画像の識別子の一覧が、

30

各パネリストごとに記録される。
【０１６０】
この方法は、対象のシームとして中央領域に接続される、右前側部領域に適用され、同
時に当業者は、他の対象のシームを測定及び評価するために調整を行うことが可能である
。例えば、この方法は、わずかな調整で、右側部領域の前側部パネル及び、右側部領域の
後側部パネルの側に形成されるシームを容易に測定することができる。
【０１６１】
シーム明瞭度を生成する方法
シーム明瞭度の格付けは、標準化された格付け室で、対象の使い捨て吸収性物品の典型
的な、又は見込まれる消費者によって実行される。消費者は、対象の物品と同様の形状の

40

使い捨て吸収性物品（例えば、パンツ型おむつ、テープ式おむつなど）を現在着用する子
供の母親、及び主要な介護人であることに基づいて選定される。物品の着用者は、物品の
、適切な対象年齢の範囲内（例えば、米国における、典型的なパンツおむつの着用者の年
齢としての、１８〜３６ヶ月）であり、消費者は、消費者が有効及び無制限の米国運転免
許証を有すること、又は米国運転免許取得試験での視覚及び知覚分野において合格点を受
けることによって決定され得る、通常の視力及び知覚を有する。試験に合格するために度
付き補正レンズを必要とする消費者は、シーム明瞭性の格付けのときに、そのレンズを着
用することを条件に認められる。
【０１６２】
図２１を参照すると、標準化された格付け室２５０００は、４．３ｍ（１４フィート）
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の幅ａ×６．７ｍ（２２フィート）の長さｂを有する矩形であり、天井２５００１は、床
２５００２から上２．４ｍ（８フィート）の高さであり、部屋２５０００は、２フィート
の幅ｈ、ｈ
ｉ、ｉ

、ｈ

、ｉ

、ｈ
、ｉ

、ｈ
、ｉ

、及びｈ
、及びｉ

、並びに４フィートの
を有する６つの矩形はめ込

み照明器具２５００３ａ〜ｆによって照らされる。各器具２５００３は、３つの蛍光灯２
５００９（マサチューセッツ州、ダンバーズ（Danvers）のシルバニア（Sylvania）から
入手可能な、オクトロン（octron）４１００Ｋ Ｅｃｏｌｏｇｉｃ Ｈｇ ３２Ｗ 蛍光灯な
ど）を有する。照明器具２５００３は、それぞれが、部屋２５０００の長軸２５０１６に
続く、より短い寸法を有するように、構成され得る。器具２５００３ａは、壁２５０１１
ｃから１．２ｍ（４フィート）の距離ｊ、及び壁２５０１１ｂから０．９ｍ（３フィート

10

）の距離ｋに位置付けられる。器具２５００３ｂは、壁２５０１１ｃから１．２ｍ（４フ
ィート）の距離ｊ、及び壁２５０１１ｄから１．２ｍ（４フィート）の距離ｋ

に位置付

けられる。器具２５００３ｃは、器具２５００３ａから１．２ｍ（４フィート）の距離ｊ
、及び壁２５０１１ｂから０．９ｍ（３フィート）の距離ｋ

に位置付けられる。器

具２５００３ｄは、器具２５００３ｂから１．２ｍ（４フィート）である距離ｊ
壁２５０１１ｄから０．９ｍ（３フィート）である距離ｋ

に位置付けられる。器具

２５００３ｅは、器具２５００３ｃから１．２ｍ（４フィート）の距離ｊ
１１ｂから０．９ｍ（３フィート）の距離ｋ
（４フィート）の距離Ｊ

、壁２５０

、及び壁２５０１１ａから１．２ｍ

に位置付けられる。器具２５００３ｆは、器具２５００３

ｄから１．２ｍ（４フィート）の距離ｊ
）の距離ｋ

、及び

、壁２５０１１ｄから０．９ｍ（３フィート
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、及び壁２５０１１ａから１．２ｍ（４フィート）の距離ｊ

に位置付けられる。図２１に示されるように、各器具２５００３には、各器具２５００３
を、２０ｃｍ（８インチ）×２０ｃｍ（８インチ）である１８の部分に分割する、１０ｃ
ｍ（４インチ）深さの反射器グリッド（reflector grid）２５０１０が備え付けられる。
壁２５０１１ａ〜ｄ及びドア２５０１２ａ〜ｂは、２５０１２ａ〜ｂが閉じられたとき、
外部光が部屋２５０００に入らないような、材料によって作製される。部屋２５０００の
１つの壁２５０１１ｂには、格付け室２５０００内の消費者に隣の観察室（図示されない
）内が見えないように構成された、１方向鏡パネル２５０１３ａ〜ｄが備え付けられる。
各鏡２５０１３は、１４０ｃｍ（５５インチ）幅である、幅ｄ、ｄ

、ｄ

、及びｄ

×１１９ｃｍ（４７インチ）高さ（図示されない）を有し、第１の鏡２５０１３ａは

30

、壁２５０１１ａから５３ｃｍ（２１インチ）の距離Ｃに配置され、それぞれ、各鏡パネ
ル２５０１３の間の枠から７．６ｃｍ（３インチ）、の距離ｅ、ｅ

、ｅ

に配置され

る。鏡２５０１３の下縁部（図示されない）は、床２５００２から８４ｃｍ（３３インチ
）であった。上面２５０１４ａ〜ｄを有する４つのテーブルが存在し、それぞれは、１５
２ｃｍ（６０インチ）の長さ×７６ｃｍ（３０インチ）の幅、及び床２５００２から７６
ｃｍ（３０インチ）の高さ（図示されない）のテーブル表面を有し、３０５ｃｍ（１２０
インチ）の長さｆ×１５２ｃｍ（６０インチ）の幅ｇのテーブル表面を形成し、表面が部
屋の中央に合わせられ、テーブル表面２５０１４の長軸２５０１５が、部屋２５０００の
長軸２５０１６と位置合わせされる。テーブル表面２５０１４（並びに脚など（図示され
ない））は、中間色であり、２つの椅子（ミシガン州、グランドラピッズ（Grand Rapids

40

）、スチールケース（Steelcase）から入手可能な、「ドライブ」ワーキング・チェア（
Drive

Work Chairs）など）も同様である。テーブル表面２５０１４は、隣り合うシ

ートとの間で０．６４ｃｍ（１／４インチ）のオーバーラップを有する単一層の、フリッ
プチャート紙（エキスポ・フリップ・チャート、６９ｃｍ（２７インチ）×８６ｃｍ（３
４インチ）の紙など（図示されない））の清潔で無傷なシートで覆われ、これによって、
重なり合わない区域の格付け表面は、手持ち式光分析装置（ミシガン州グランドラピッズ
（Grand Rapids）のＸ−ライト（X‑Rite）社から入手可能なスペクトロアイ（SpectroEye
）など）により、無作為抽出パターンで測定した際に、Ｌ＊ａ＊ｂ色を有し、その際、Ｌ
＊

値が８２及び９２の間、ａ＊値が１．５及び２．５の間、並びにｂ＊値が−６及び−４

の間である。更に、シートは、測定試料の中に含まれないような、通常の色覚を有する人
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にとって視認可能なほどに異なる色の領域を有さない。シートは、格付け表面の外変部周
囲のマスキングテープでテーブルに固着されるが、シーツの間にはマスキングテープは使
用されず、このため格付け表面は均一で、途切れない色を有する（０．６４ｃｍ（１／４
インチ）のオーバーラップ領域を例外とする）。床２５００２は、中立色のカーペットを
敷かれ、その結果、カーペットの全ての色のＬ＊ａ＊ｂ色は、手持ち式光分析装置で測定
した際に、２５及び４８の間のＬ＊値、−１０及び５の間のａ＊値、並びに−５及び１２
の間のｂ＊値を有する。壁２５０１１は、非反射性、及び低い光沢の塗料を塗布され、Ｌ
＊

ａ＊ｂ色は、手持ち式光分析装置で測定した際に、Ｌ＊値が８５及び９２の間であり、

＊

値が−２及び０の間であり、ｂ＊値は３及び５の間である。天井２５００１は、標準

ａ

的な白いつり天井パネルによって構成される。

10

【０１６３】
テーブル表面２５０１４上において、標準的な２１．６ｃｍ（８．５インチ）×２７．
９ｃｍ（１１インチ）の白紙（メイン・ストリート・コピー用紙（Main Street Copy Pap
er）白色度８４％、９ｋｇ（２０ポンド））に、０〜１０までの数字が、サイズ９６の太
字、Ａｒｉａｌ書体で、水平方向及び垂直方向で中心に合わせられ、１枚のシートにつき
１つの数字で、横方向に、印刷される（図示されない）。シートは、各シートのより短い
側部と、隣り合うもののより短い側部が位置合わせされ、左から右へと増加する番号順で
、横並びに整列され、テーブルの長い方の軸に沿ってテーブル表面２５０１４を覆うフリ
ップチャートシートの上で、水平方向及び垂直方向で、中心に合わせられる。シートは、
互いに７．６２ｃｍ（３インチ）重なり合い、数字は隣り合うシートによって覆われない

20

。全ての番号は、１方向鏡２５０１３に面し、テーブル表面２５０１４を見下ろす観察者
に可視可能であり垂直である。紙の列は、１．２７ｃｍ（１／２インチ）のマスキングテ
ープの単一のストリップで、フリップチャートに、その２つの最も長い縁部に沿ってとめ
られる。
【０１６４】
室内の環境光はテーブル表面上に平らに置かれた露出計（ニューヨーク州エルムズフォ
ード（Elmsford）のセコニックＵＳＡ（Sekonic USA）から入手可能なフラッシュメイト
（Flashmate）Ｌ−３０８Ｓなど）で測定され、ルミスフェア（lumisphere）が天井に面
している。測定モードは、定常光ＥＶに設定され、格付け表面にわたる、仮想の１５．２
ｃｍ（６インチ）×１５．２ｃｍ（６インチ）の格子の各交点で測定が行われる。いかな

30

る点においても照度が７５０Ｌｕｘ〜９１０Ｌｕｘの範囲外である場合は、照明構成は、
交換されるか調節される。
【０１６５】
シーム明瞭性格付けの要因は、最大１０の試験画像、及び２０の制御画像の標準セット
から構成される。
【０１６６】
試験画像は、消費者がシーム明瞭性格付けのために到着する前に、指定された順番で予
め積み重ねられている。標準化された格付け室に到着すると消費者は、試験画像にも含ま
れている、対象のシームを含む実際の物理的物品を示される。例えば、サイズ４、パンパ
ース・イージーアップ（Pampers Easy‑Up）が実際の物品として使用されることができる

40

。消費者は、対象のシームがどれだけ認識可能であるかに関し、彼らが０〜１０の尺度で
格付けすることを知らされ、実際の物品の、対象のシームを示される。消費者は、指定の
無作為化を受けた、第１の画像を示され、画像及び本物の物品との間で比較可能な部分を
示される。試験官は、次に進む前に、消費者が役割を理解しているかを確認する。消費者
は、積み重ねられた画像を０〜１０の尺度で分類、及び評価するように指示され、ここで
０は、全く認識不可能なシームであり、１０は著しく認識可能なシームである。消費者は
、画像の評価を表す尺度の数字の下に画像を配置し、各番号の下に、好きなだけ多く、又
は少なく画像を配置できることを知らされる。消費者は、画像の積み重ねに目を通し、こ
れらを広げ、新しい画像を見ながら評価を調整し、又は自分の好きな方法で進め、評価に
満足したときに試験官に知らせる。格付けの間、試験官は、消費者の視角内から退き、コ
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メントを加える、騒音を立てる、身振りを示すなどを行わず、あるいは、賛成、反対、又
は格付けの順序若しくはプロセスに関する他の知識を示さない。消費者は完了を知らせる
と、次に礼を言われて解放され、各画像に対する評価値が記録される。
【０１６７】
「シーム明瞭度」は、所与の画像に関する、全ての消費者による平均格付けである。
【実施例】
【０１６８】
（実施例１）（図１９）
図１９の使い捨て吸収性物品は、前側区域、後側区域、並びに前側区域及び後側区域の
間の股部区域を有する。シャーシは、液体透過性トップシート、不織布外側カバー又はバ

10

ックシート、トップシートに付随する液体不透過性フィルム、及びトップシート及びフィ
ルムの間に配置される吸収性コアを含む。
【０１６９】
使い捨て吸収性物品は、それぞれ前側区域のシャーシの対応する側部から外側に向って
横方向に延伸する、一対の延伸性の前側耳パネル、及び、それぞれ後側区域のシャーシの
対応する側部から外側に向って横方向に延伸する、一対の延伸性の後側耳パネルを含むこ
とが可能である。吸収性物品はシームを含み、それぞれ前側及び後側耳パネルを、対応す
る縁線に沿って接合し、２つの脚部開口部及び腰部開口部を形成する。対の耳パネルは、
横方向に、弾性的に延伸性である。耳パネルは、吸収性物品の一体型要素として形成され
、不織布外側カバーに固定される。

20

【０１７０】
吸収性物品は、各耳パネルからそれぞれ外側に向って横方向に延伸するシームパネル、
及びシームパネルから外側に向って横方向に延伸する引き裂いて開くタブを有してよい。
シームパネルは、対応する耳パネルの伸張された部分である。引き裂いて開くタブもまた
、対応するシームパネルの伸張された部分である。耳パネルの対応する縁部は、重ね合わ
せる方法で、直接継ぎ合わされ、重ね合わせたシーム構造をつくる。
【０１７１】
耳パネル、及び腰部開口部周囲のシャーシの一部によって連続的なベルトが形成される
。弾性ウエストバンドは、前側区域及び後側区域の両方でもたらされる。
【０１７２】

30

不織布外側カバーは、物品の横方向全体にわたって延伸し、耳パネル及び吸収性コアの
両方と重なり合う。不織布外側カバーは、物品の外側上に連続的な表面を設ける。不織布
外側カバーは、吸収性物品の可視の表面の一部にわたって図形を含む。図形は、耳パネル
及び吸収性コアの両方と重なり、より全体的で肌着様物品の外観をつくる。
【０１７３】
吸収性物品は、トップシートの可視表面上に位置付けられる図形を有する。トップシー
トの図形は、物品が使用されていないときだけ、可視となる。トップシートは、股部区域
の吸収性コアの上で部分的に浮き、使用中に湿潤ライナーと着用者との間の接触を促進す
る。トップシートの可視表面上の図形要素は、実際にはトップシートの真下で、これと接
触する湿潤ライナー上に位置付けられる。
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【０１７４】
トップシートは、吸収性物品の身体に面する表面を有し、これは使用中に着用者の身体
に隣接して位置付けられる。不織布外側カバーは、吸収性物品の外側表面を有し、これは
、着用者の身体と反対側に向いて位置付けられる。吸収性物品は、液体透過性トップシー
トと、トップシートに付随する液体不透過性フィルムと、不織布外側カバーと、トップシ
ート及び液体不透過性フィルムの間に位置付けられる吸収性コアと、を含むシャーシを含
む。湿潤ライナーは、トップシートの真下に位置付けられるが、幅がより狭い。使用中に
トップシートの弾性部材が推進力をもたらし、トップシート及び湿潤ライナーを持ち上げ
て吸収性コアから離す。吸収性物品は、シャーシから外側に向って横方向に延伸する耳パ
ネル、弾性レッグカフ、及び弾性ウエストバンドを含む。トップシート及びバックシート
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は、吸収性コアよりも大きな長さ及び幅寸法を有する。トップシート及び不織布外側カバ
ーは、吸収性コアの縁部を越えて延伸し、これにより吸収性物品の側縁部及び腰縁部を形
成する。
【０１７５】
各前側耳パネルは、バリアフラップの延伸された部分、弾性部材、及び不織布外側カバ
ーの積層体によって形成される。吸収性物品は、前側及び後側腰部区域に耳部を有する、
非対称の、変形された砂時計型の吸収性コアを有する。シャーシは、吸収性コアにわたっ
て位置付けられる、科学的に剛化された繊維の、獲得／分配コアを含み、これによって二
重コアシステムを形成する。
10

【０１７６】
吸収性物品は、吸収性物品の腰縁部から、吸収性コアの腰縁部の方へ長手方向に外側に
向って延伸する弾性ウエストバンドを含む。吸収性物品は、２つの弾性ウエストバンドを
含み、１つは後側区域に位置付けられ、１つは前側区域に位置付けられる。ウエストバン
ドは「予ひずみを付与された」材料を含む。
【０１７７】
実質的に張力を受けていない（ゼロひずみ）状態であるときに、弾性部材が、双方の不
織布ウェブ、及び耳パネルに接合され、弾性部材７０を横方向に、弾性的に延伸性にさせ
る。弾性部材が不織布ウェブの少なくとも１つに接合された後、得られた合成伸張積層体
の一部が次に、不織布ウェブである非弾性構成要素を恒久的に伸長するのに十分なほどの
機械的伸張にかけられる。複合伸張性積層体は、その結果、そのほぼ張力がない状態まで
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戻ることができる。
【０１７８】
（実施例２〜４）
実施例２〜４は、実施例１と同一であるが、ただし、不織布外側カバーは、吸収性物品
の外側カバー上に、異なる図形を含む。
【０１７９】
（実施例５）
上記のシーム明瞭度を背生成するための方法に従い、シーム明瞭性評価のための５０の
画像が消費者に示される（例えば、図２３〜２６は、４つの画像の白黒の表示である）。
この実施例の、パターンの４つの分類は、横縞、ジグザグ、円の集合体の反復、及びクマ
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の反復である。スケールの範囲は１０ｍｍ〜３０ｍｍである。長手方向の間隔の範囲は、
２ｍｍ〜２０ｍｍである。横方向の間隔の範囲は、２ｍｍ〜２０ｍｍである。不透明度の
範囲は２５％〜１００％更に、伸張は、右前側部領域の横方向のスケーリングとして定義
される。伸張の範囲は０％〜５０％である。
【０１８０】
実施例の変数の組み合わせは、ＪＭＰ

ｖ６．０．３（ノースカロライナ州カリー（Ca

ry）のＳＡＳインスティチュート社（SAS Institute Inc）から入手可能）の注文設計Ｄ
ＯＥの係数として、７つの変数（パターン、長手方向間隔、横方向間隔、スケール、コン
トラスト、長手方向シーム相殺、横方向シームオーバーラップ、及び伸張）を入力するこ
とで決定される。ソフトウェア（ＪＭＰ）が変数及び対応する値の試験マトリックスを生
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成し、設計変数の、シームの明瞭性に与える影響を調べる。パターンは、４つの値のカテ
ゴリー因数（categorical factor）として入力され、他の変数は全て、上記の対応する閾
値を有する連続的因数として入力される。追加の２つの値のカテゴリー因数が加えられ、
消費者グループを表した−２つのつりあいのとれた消費者グループが、画像の別々のセッ
トを格付けし、任意の１人の消費者が格付けするべき合計の要素数を低減するので、回答
者の疲労を避ける。「もし可能であれば（if possible）」の測定可能性値を有する消費
者グループを除き、二次交互作用が、全ての変数に加えられる。実行回数が５０回に設定
され、生じた設計が２５の変数の組み合わせを各消費者グループに振り分ける。第１消費
者グループに振り分けられたセットから、各パターンに関して少なくとも１つの組み合わ
せを含む、５つの変数の組み合わせの無作為なセットもまた、第２消費者グループに加え
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られる。第２消費者グループに振り分けられたセットから、各パターンに関して少なくと
も１つの組み合わせを含む、５つの変数の組み合わせの無作為なセットもまた、第１消費
者グループに加えられる。したがって、グループ１の各消費者は、グループ２の消費者が
見る１０の画像を含む３０の画像を見、グループ２の各消費者は、グループ１が見る１０
の画像を含む３０の画像を見る。この試験に関し、１つの消費者グループごとに２０人の
消費者が、用いられる。グループを交差して用いられた無作為変数組み合わせは、各消費
者グループに振り分けられる変数の組み合わせを、上述の画像の識別子を無作為にソート
する方法に従って、一回、無作為に分類し、次に各パターンに対して１つの組み合わせを
含む基準を満たす、一覧表の最初の５つの組み合わせを選択することによって選ばれる。
【０１８１】

10

これらの変数の組み合わせは、シーム明瞭度を生成する方法に従って、試験される。実
験条件の設計の一覧表、及び格付け方法の結果は、表２に示されている。消費者の１グル
ープの無作為化パターンは表３に示される。
【表２】
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【表３】
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【０１８２】
シーム明瞭度試験の後、消費者は、０〜１０の尺度のどの点において、シームの明瞭性
が、物品の質に対する消費者の知覚に否定的な影響をもたらすかを問われる。この実施例
の平均の回答は、６．２８である。
【０１８３】
本発明の「発明を実施するための形態」で引用したすべての文献は、関連部分において
、本明細書に参考として組み込まれるが、いずれの文献の引用も、それが本発明に対する
先行技術であることを容認するものとして解釈されるべきではない。本書における用語の
任意の意味又は定義が、参照として組み込まれた文献における同一の用語の任意の意味又
は定義と相反する限りにおいて、本書においてその用語に与えられた意味又は定義が適用
されるものとする。
【０１８４】
本発明の特定の諸実施形態を図示し、記載したが、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は当業者には自明であろう。したがっ
て、本発明の範囲内にあるこのようなすべての変更及び修正を、添付の特許請求の範囲で
扱うものとする。
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