
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１のウエスト領域と第２のウエスト領域を有する使い捨て吸収体物品において、
前記吸収体物品は、
トップシートと、バックシートと、側縁部及びウエスト縁部を有し前記トップシートと前
記バックシートとの間に配置された吸収コアとを有する収容組立体と、
前記吸収コアの前記ウエスト縁部の一方から長手方向外側に伸びる弾性ウエスト部とを有
し、
前記弾性ウエスト部は、前記バックシートの一部と、前記トップシートの一部と、前記吸
収体物品の横方向に伸縮可能なエラストマー部材と、前記吸収体物品の長手方向に

疎水性弾性部材とを積層して構成されてねじれ抵抗と形状回復と曲げ
堅さが提供された弾性ウエストバンドを有し、前記弾性ウエストバンドの縁部圧縮堅さが
１００ｇ・ｆ以上であることを特徴とする吸収体物品。
【請求項２】
疎水性弾性部材は、前記バックシートと前記エラストマー部材との間に位置されたことを
特徴とする請求項１に記載の吸収体物品。
【請求項３】
疎水性弾性部材は、繊維を有する不織材料であることを特徴とする請求項１に記載の吸収
体物品。
【請求項４】
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前記弾性部材は、ＡＳＴＭＢ１３８８－６４により測定して、よこ方向に少なくとも４ｃ
ｍと長手方向に少なくとも１２ｃｍのドレープ性を有することを特徴とする請求項１に記
載の吸収体物品。
【発明の詳細な説明】
発明の分野
本発明は、おむつ、失禁用ブリーフ、おむつホルダ等の吸収体物品に係り、特に、着用す
る者に動的な着心地と改良された封じ込め特性とを与える弾性ウエスト部を備えた吸収体
物品に関する。
発明の背景
幼児や他の失禁をする者は、尿や他の排出物を受け吸収するためにおむつのような吸収体
物品を着用する。吸収体物品は、排出物を収容する機能及び排出物を着用者の体や着用者
の衣服や寝間着から分離するための機能を有する。
多数の異なる基本的な設計を有する使い捨て可能な吸収体物品はすでに知られている。例
えば、１９６７年１月３１日にダンカン及びベーカーに付与された「使い捨ておむつ」と
題された米国特許第Ｒｅ２６，１５２号は、広く受け入れられ、商業的な成功を達成した
使い捨て可能なおむつを開示している。１９７５年１月１４日にブエルに付与された「使
い捨ておむつの収縮可能な側部分」と題された米国再発行特許第Ｒｅ２６，１５２号は、
広く受け入れられ、商業的な成功を達成した弾性脚部カフを備えた使い捨ておむつを開示
している。
しかしながら、吸収体物品は、着用中に、着用者の体から離れて間隙をつくったり、ずり
落ちる傾向がある。吸収体物品の着用者に対する間隙やずり落ちは、着用者が呼吸したり
、運動して位置が変化する際の着用者と吸収体物品との相対運動や、吸収体物品が体の排
出物を受けたときに発生する下方の力や、着用者の動きを受けるときの吸収体物品自体の
材料の変形によって生じる。吸収体物品の間隙やずり落ちは、早期の漏れを生じ、ウエス
ト領域及び脚部領域において着用者に吸収体物品がぴったりと密着しなくなる。
着用者の腰のまわりに吸収体物品をさらにきちんと合わせるために、商業的に利用可能な
吸収体物品は、弾性ウエスト取り付け部を備えている。広く受け入れられ、商業的な成功
を達成した弾性ウエスト取り付け部を有する使い捨て可能なおむつの一例は、１９８５年
５月７日にキービト及びオステーハーゲに付与された米国特許第４，５１５，５９５号に
開示されている。弾性ウエスト取り付け部は、典型的には、トップシート及びバックシー
トの間に収縮可能に固定された弾性部材からなる弾性ウエストバンドを有する。弾性ウエ
ストバンドは、着用者の動きによって伸縮するように、また使用中着用者の腰のまわりに
吸収体物品をぴったりと維持するように設計されている（動的な着心地を提供する）。
しかしながら、弾性ウエスト取り付け部を備えた吸収体物品は、使用中に垂れ下がったり
すべり落ちたりする傾向があることが分かった。さらに、弾性ウエスト部は、おむつの前
方で着用者の腰のまわりにぴったり合わなくなる巻き返しや丸まったりする傾向がある。
従って、装着性を改善し、漏れを少なくし、着心地のよい弾性ウエスト取り付け部を備え
た吸収体物品を提供することが有利である。
さらに、おむつのウエストで下がったりすべり落ちたり、巻き返しや丸まりが少ない、使
用中に着用者に対して吸収体物品または吸収コアの全体的なすべりが少なくなる吸収体物
品を提供することが有利である。
従って、本発明の目的は、使用中に着用者のウエストのまわりで動的な適合を行う吸収体
物品を提供することである。
さらに、本発明の目的は、動的な適応を行い、使用中の漏れに対する抵抗が高い弾性ウエ
スト部を備えた吸収体物品を提供することである。
本発明の他の目的は、おむつの前方での下がり、緩み、巻き返しや丸まりを少なくし、使
用中の吸収体物品または吸収コアの全体的なすべりを減少させる吸収体物品を提供するこ
とである。
本発明の他の目的は、弾性ウエストバンド領域の間で相対的に弾性的に曲がることができ
る、予備配置された弾性ウエストバンドの弾性ヒンジ領域を提供することによって、動的

10

20

30

40

50

(2) JP 3970316 B2 2007.9.5



な適合を行い、この領域を基本的には使用中の構成に弾性的に戻すための回復力／モーメ
ントを提供する弾性ウエストバンドを備えた弾性ウエスト部を提供することにある。
さらに、本発明の目的は、動的な適合を向上するために、独特の弾性的なウエスト部の少
なくとも一部を介してよこ方向張力をつくり、これを維持する閉鎖装置を提供することで
ある。
本発明のこれら及び他の特徴は、次の詳細な説明を図面を参照しながら考慮するとき、さ
らに容易に明らかになる。
発明の要約
本発明は、使い捨ておむつ、失禁パンツ、おむつホルダ及びそれと同様なものの吸収体物
品を提供する。このような吸収体物品は、弾性ウエストバンド並びに吸収体物品の収容特
性を改良する独特の弾性ウエスト部を有する。
このような吸収体物品は、液体浸透性トップシートと、液体不浸透性バックシートと、弾
性ウエスト部と、少なくとも１つの弾性ウエストの一部を通ってよこ方向張力を形成し、
それを維持するための閉鎖装置とを有する。
弾性ウエスト部は、相互接続パネル領域と、相互接続パネル領域と収容組立体を接合する
第１の可撓性ヒンジ領域と、弾性ウエストバンドと、成形パネル領域と相互接続パネル領
域とを接合する第２の可撓性ヒンジ領域とを有する。弾性ウエストバンドは、成形パネル
領域と、ウエストラインパネル領域と、成形パネル領域とウエストラインパネル領域とを
接合する予備配置された弾性ウエストバンド可撓性ヒンジ領域とを有する。相互接続パネ
ル領域は、弾性ウエストバンドが機能的な接触位置に移動して着用者のウエストに適合す
るように弾性ウエストバンドの回動及び移動を行うように弾性ウエストバンドと収容組立
体との間に可撓性リンクを形成する。弾性ウエストバンドは、弾性的に収縮して着用者の
腰に動的に適合するように設計されている。
弾性可撓性ヒンジ領域は、規定された軸線または領域のまわりでパネル領域が可撓性を有
しながら曲がることができるように予備配置され、特に弾性ウエストバンドが閉鎖装置に
よって予備張力をうけたときにパネル領域が前の使用形状に戻る回復力及び動きを生成す
るように弾性的である。従って、弾性ウエスト部は、着用者が座り、立ちまたは移動する
ときに、着用者の腰とともに移動しそれに適合する。弾性ウエストバンドは、トップシー
トの一部と、好ましくは予備張力が付与されたバックシートの一部と、エラストマー部材
と、ウエストバンド可撓性ヒンジ領域の弾性を向上させる弾性部材とを有することが好ま
しい。
また、吸収体物品は、弾性ウエストバンドを介してよこ方向張力を動的につくり、これを
維持するために閉鎖装置（張力手段）を備えることが好ましい。閉鎖装置によって動的に
つくられ維持されたよこ方向張力は、弾性ウエストバンドの伸長を行い、弾性ウエストバ
ンドが着用者の動きに合わせてさらに動的に伸縮することを可能にする。閉鎖装置は、２
重張力固定装置を有することが好ましい。２重張力固定装置は、側閉鎖体を形成するため
の主固定装置とウエスト閉鎖体を形成するためのウエスト固定装置とを有する。主固定装
置は、着用者におむつを維持するためによこ方向張力がおむつの周縁部のまわりに維持さ
れるように重複した形状で第１と第２のウエスト領域を維持する。主固定装置は、固定部
材、好ましくはテープタブと、第１の固定要素と、よこ方向閉鎖体の種々に変化可能な位
置決めを行うための第２の固定要素を有するランディング部材とを有する。ウエスト閉鎖
装置は、ウエスト閉鎖体を形成し、ウエスト閉鎖体は、吸収体物品の端縁部の一部を固定
し、弾性ウエストバンドを介して動的によこ方向張力をつくり、維持することによってお
むつの垂れ下がり及び弾性ウエストバンドの巻き返しや丸まりを小さくすることによって
おむつの適合及び収容特性を改善する。ウエスト閉鎖装置は、弾性ウエストバンドの長手
方向に整合した少なくとも１つの、好ましくは、一対の第１の取り付け部材と、少なくと
も１つの第２の取り付け部材を有する。各取り付け部材は、変化可能な位置決めを行う、
受動的に作動されるウエスト閉鎖体を提供するための補完的な固定手段に係合する固定手
段を有する。第１の取り付け部材は、フック固定材料を有し、第２の取り付け部材は、ル
ープ固定材料を有する。
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本発明の特に好ましい実施例において、吸収体物品は、第２のウエスト領域に配置された
一対の弾性サイドパネルを有する。弾性サイドパネルは、最初におむつを着用者に心地よ
く適合し、これを維持することによってさらに快適で密着適合する弾性的に伸長可能な装
置を提供する。さらに弾性サイドパネルは、主固定装置とウエスト閉鎖装置の双方によっ
てつくられ維持された張力を向上させる着用力（張力）を伸展させてそれを維持する。弾
性サイドパネルは、特に弾性ウエストバンドに予め張力を加えるのを助け、さらに有効な
おむつの適合を行う。各弾性サイドパネルは、多数の形状で製造され、「ゼロストレイン
」ストレッチ薄層を有することが好ましい。また弾性サイドパネルは、使用中に着用者の
皮膚にへこみができたり、皮膚のこすれやすりむきを防ぐためにサイドパネルを通る張力
が集中しないように着用者の脚に隣接した延長パネルを有することが好ましい。
本発明は、さらに、「伸長おなかパネル」弾性ウエストバンドを有する他の弾性ウエスト
部に関する。これらの好ましい実施例において、弾性ウエストバンドは、吸収体物品の垂
れ下がり／すべりを減少させるように大きな伸長可能なウエストを有する着用者、特に大
きい幼児に対応するために主固定装置によって設定された吸収体物品の寸法を越えて（お
むつそれ自身の平坦な状態を越えて）よく延びることができる。弾性ウエストバンドの伸
長力は、このような伸長に対応するために弾性サイドパネルの伸長力以下である。弾性ウ
エスト部の好ましい実施例において弾性ウエストバンドは、ストレッチ薄層から形成され
る。ストレッチ薄層は、すべてが機械的に伸長されたエラストマー部材とトップシートと
バックシートの一部からなる。好ましい実施例において、ウエストラインパネル領域は、
バックシートの一部を除去することによって形成される。また弾性ウエストバンドの形状
はよこ方向に異なる伸長性を有する。
【図面の簡単な説明】
本明細書は、本発明を形成するとみられる主題を特別に指摘し、明確に権利を請求するク
レームで終結するが、本発明は、ほぼ同一のエレメントを指定するために同様の参照符号
が使用される添付図面に関連している次の説明からさらによく理解できる。
第１図は、本発明の使い捨ておむつのおむつの外面が見る者に面している平面図である。
第２図は、第１図の線２－２に沿った断面図である。
第２Ａ図は、本発明の使い捨ておむつの機械的な延びのパターンを示す予め引張られたバ
ックシート部分の平面図である。
第２Ｂ図は、本発明の使い捨ておむつの弾性ウエスト部のエレメントを示す第１のウエス
ト領域の拡大平面図である。
第３図は、第１図の線３－３に沿った断面図である。
第４Ａ図乃至第４Ｄ図は、着用者が立った位置から座った位置に移動するとき、弾性ウエ
スト部の機能を簡単に運動学的に表した図である。
第５図は、本発明の使い捨ておむつの弾性ウエストバンドの他の構造を示す部分断面図で
ある。
第５Ａ図は、本発明の使い捨ておむつの弾性ウエストバンドの他の構造を示す部分的な断
面図である。
第６図は、本発明の使い捨ておむつのよこ方向に異なる伸長性と窓付弾性ウエスト部とを
有する「伸長性おなかパネル」の弾性ウエスト部を示す部分平面図である。
第７図は、第６図に示す弾性ウエスト部の他の実施例の部分平面図である。
第８図は、かみ合い波形ロールを用いておむつの一部を機械的に延伸するために、真空ウ
エブ拘束装置を使用する装置の概略斜視図である。
第８Ａ図は、おむつウエブが最内端の波形ロールを包囲するためにアイドラロールを使用
する方法を示す第８図の線８Ａ－８Ａに沿った概略図である。
第８Ｂ図は、おむつウエブの「ゼロストレイン」ストレッチ薄層部分が波形ロール間を通
過するとき波形ロールが互いにかみ合う程度を示す第８図に示されたインセットで切られ
た拡大図である。
第９図は、本発明の開示された伸長処理が大きくなる間に使用される他のウエブ拘束装置
を示す概略斜視図である。
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第９Ａ図は、第９図に示すインセットで切られた上側波形ロール及び下側波形ロールを接
続する中心線に沿った概略断面図である。
第１０図は、本発明の使い捨ておむつの弾性ウエスト部からテストのサンプルをとるため
の場所を示す第１のウエスト領域における概略部分拡大平面図である。
第１１図は、弾性ウエスト部のウエストバンド弾性ヒンジ領域の曲げ回復力を測定するた
めの装置の斜視図である。
第１２図は、曲げテストの２つのサイクルの偏向力対偏向距離を表すグラフである。
第１３図は、弾性ウエスト部のパネル領域の縁部の圧縮堅さを決定するためのテスト手順
によってつくられたテストサンプルの斜視図である。
第１４図は、弾性ウエスト部のパネル領域の縁部圧縮堅さを決定するための装置とテスト
サンプルがセットアップされた状態を示す概略側面図である。
第１５図は、縁部の圧縮堅さの２つのサイクルの圧縮力対圧縮による移動を表すグラフで
ある。
発明の詳細な説明
ここに使用する用語の「吸収体物品」は、体からの排泄物を吸収して吸収する装置に関し
、特に身体から排出される種々の排出物を吸収し、収容するために着用者の体に接近して
対向配置される装置に関する。用語の「使い捨て」は、再利用することのない（すなわち
、一回の使用の後に捨てられ、好ましくは、環境的に矛盾のない方法でつくられ廃棄され
たものとして、洗って元に戻して再利用することのない）吸収体物品を説明するために使
用される）。「単一の」吸収体物品は、別々のホルダ及びライナのような別々の部品を必
要とすることなく全体が組み合わされるように一体化された部品から形成される。本発明
の吸収体物品の好ましい実施例は、第１図に示す単一の使い捨て可能な一体の吸収体物品
は、おむつ２０である。ここに使用する用語の「おむつ」は、通常、着用者の胴のまわり
に着用する幼児及び失禁をする者によって着用される吸収体物品を意味する。しかしなが
ら、また本発明は、失禁用ブリーフ、失禁用下着、おむつホルダ及びライナ、婦人用衛生
下着及びそれと同様なもののような他の吸収体物品に適用可能である。
第１図は、平らに延ばされた収縮していない状態（すなわち、弾性体がゆるんだ状態であ
り、サイドパネルのない弾性収縮状態）の本発明のおむつ２０の平面図であり、構造部分
は、おむつ２０の構造をさらに明瞭に示すために切り欠いており、おむつ２０の部分は、
着用者から離れて面する外面５２が観察者に面している。第１図を参照すると、おむつ２
０は、液体透過性トップシート２４とトップシートに接合された液体不透過性バックシー
ト２６とトップシート２４とバックシート２６の間に配置された吸収コア２８からなる収
容組立体２２と、弾性サイドパネル３０と，弾性脚部カフ３２と，弾性ウエスト部３４と
、参照符号３６で複数の全体を指示する２重の張力固定装置からなる閉鎖装置とを有する
。２重張力固定装置３６は、好ましくは、主固定装置３８とウエスト閉鎖装置４０とから
なる。主固定装置３８は、一対の固定部材４２とランディング部材４４とを有することが
好ましい。ウエスト閉鎖装置４０は、第１図に示されており、一対の第１の取付け部材４
６と第２の取付け部材４８からなる。また、おむつ２０は、さらに、各第１の取り付け部
材４６の下に配置された位置決めパッチ５０を有する。
第１図に示すおむつ２０は、外面５２（第１図を見るものに面する）と、外面５２に対向
する内面５４と、第１のウエスト領域５６と、第１ウエスト領域５６に対向する第２ウエ
スト領域５８と、参照符号６２で長手方向縁部を、参照符号６４で端部の縁部を示すおむ
つ２０の外縁によって規定される周囲部６０とを有する。（当業者は、おむつ２０が一対
のウエスト領域とウエスト領域の間の股領域とを有するという観点で説明されることを認
識するが、この適用において、用語を簡単にするために、おむつ２０はウエスト領域を１
つだけ有するように説明され、ウエスト領域の各々は、典型的には股領域の部分として指
定されるおむつの一部を含む。）
おむつ２０の内面５４は、使用中、着用者の体に隣接するように配置されたおむつ２０の
部分を有する（すなわち、内面５４は、トップシート２４の少なくとも一部とトップシー
ト２４に接合された他の部材によって形成される）。外面５２は、着用者の体から離れる
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ように配置されたおむつ２０の部分（すなわち、外面５２は、バックシート２６の少なく
とも一部とバックシート２６に接合された他の部材によって形成される）を有する。第１
ウエスト領域５６及び第２ウエスト領域５８は、それぞれ、周囲部６０の端縁部６４から
おむつ２０のよこ方向中心線６６まで延びている。ウエスト領域の各々は、典型的には、
中央領域６８と、ウエスト領域の外側の側方部分を有する一対のサイドパネル７０とを有
する。第１ウエスト領域５６内に配置されたサイドパネルは、参照符号７０によって示さ
れ、第２のウエスト領域５８のサイドパネルは、参照符号７２によって示される。（特に
注意しない場合は、おむつ２０は、各ウエスト領域に一対のサイドパネルを有する。サイ
ドパネルまたは各サイドパネルの対が同一である必要はないが、他のものと鏡像の関係で
あることが好ましい。）
本発明の好ましい実施例において、第２のウエスト領域５８に配置されたサイドパネル７
２は、よこ方向に延長可能な弾性を有する（すなわち、弾性サイドパネル３０）。よこ方
向方向（ｘ方向または幅）は、おむつ２０のよこ方向中央線６６に平行な方向に定義され
、長手方向（ｙ方向または長さ）は、長手方向の中央線６７に平行な方向として定義され
、軸線方向（Ｚ方向または厚さ）は、おむつ２０の厚さを伸びる方向として定義される。
第１図は、トップシート２４とバックシート２６が通常、吸収コア２８の寸法より大きな
長さ及び幅の寸法を有するおむつ２０の好ましい実施例を示す。トップシート２４及びバ
ックシート２６は、吸収コア２８の縁部を越えて延び、おむつ２０の周囲６０を形成する
。周囲６０は、外側の周囲、要するにおむつ２０の縁部を形成する。周囲６０は、長手方
向縁部６２と端縁部６４とからなる。
第２図は、第１のウエスト領域５６の第１図の２－２線に沿ったおむつ２０の断面図であ
る。第２図は、弾性ウエスト部３４の弾性ウエストバンド３５の構造を示す。弾性ウエス
トバンド３５は、その収縮された状態すなわち緩んだ状態で第２図に示されている。好ま
しくは、弾性ウエストバンド３５は、トップシート２４の一部と、機械的に引張られたバ
ックシートの一部２６と、２層の薄層材料からなる。２層の薄層材料は、トップシート２
４とバックシート２６との間に配置されたエラストマー部材７６と、バックシート２６と
エラストマー部材７６との間に配置された弾性部材７７とを有する。また、弾性ウエスト
バンド３５は、固定部７８の領域を具備しており、その領域で、バックシート２６とトッ
プシート２４がエラストマー部材７６と弾性部材７７との２層の薄層材料に接合されてい
る。２重の薄層材料がその緩んだ状態にあるとき、トップシート２４とバックシート２６
がひだを有するから、異なる固定領域がプリーツ８０を形成する。
第３図は、第１図の３－３線に沿ったおむつ２０の部分断面図であり、第１のウエスト領
域５６の好ましい弾性ウエスト部構造を示している。吸収コア２８は第３図に示されてお
り、吸収コア２８のウエスト縁部８３を示す。トップシート２４及びバックシート２６は
、吸収コア２８を包囲し、吸収コア２８のウエスト縁部８３を越えて長手方向外側に延び
、ウエストフラップ８９及び端縁部６４を形成する。弾性ウエスト部３４は、少なくとも
中央領域６８で吸収コア２８のウエスト縁部８３から長手方向外側に延び、端縁部６４の
少なくとも一部を形成している。弾性ウエスト部３４は、相互接続パネル領域１３０と、
相互接続パネル領域１３０と吸収コア２８のウエスト縁部８３に隣接する収容組立体２２
とを接続する第１の可撓性ヒンジ領域１３２と、弾性ウエストバンド３５と、弾性ウエス
トバンド３５と相互接続パネル１３０とを接合する第２の可撓性ヒンジ領域１３４とを有
する。第３図に示すように、弾性ウエストバンド３５は、成形パネル領域１３６と、ウエ
ストラインパネル領域１３８と、成形パネル領域１３６とウエストラインパネル領域１３
８を接合する予め配置された弾性ウエストバンド可撓性ヒンジ領域１４０とからなる。第
３図に示すように、相互接続パネル領域１３０は、トップシート２４及びバックシート２
６の一部からなり、弾性ウエストバンド３５は、トップシート２４とバックシート２６と
の一部と、エラストマー部材７６と弾性部材７７の２層の薄層材料からなる。
第２Ｂ図は、種々の領域及び弾性ウエスト部３４のエレメントを示す使い捨ておむつ２０
の第１のウエスト領域５６の概略部分拡大平面図である。吸収コア２８の全体が示され、
ウエスト縁部８３と側縁部８２とを有する。弾性ウエスト部材３４のパネル領域は、斜線
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領域によって表されている。パネル領域は、相互接続パネル領域１３０と、成形パネル領
域１３６とウエストラインパネル領域１３８とを有する弾性ウエストバンド３５とからな
る。可撓性ヒンジ領域は、曲げ／たわみ変形部を呈するようにいくつかの大きな幅を有す
る領域または領域を有していても、全体が線によって示されている。可撓性ヒンジ領域は
、第１の可撓性ヒンジ領域１３２と、第２の可撓性ヒンジ領域１３４と、ウエストバンド
可撓性ヒンジ領域１４０とからなる。弾性ウエストバンド３５によってよこ方向張力を維
持し、つくるために弾性ウエストバンド３５と長手方向に整合した一対の第１の取り付け
部材４６を有するものとした閉鎖装置４６が示されている。第１の取り付け部材４６は、
別体のパッチ材料、好ましくはバックシート２６に接合されたフック固定材料を有する。
おむつ２０の収容組立体２２は、おむつ２０の主本体（シャシ）を有するものとして第１
図に示されている。収容組立体２２は、少なくとも吸収コア２８と、好ましくはトップシ
ート２４とバックシート２６とを有する外側カバー層とを有する。吸収体物品が別のホル
ダ及びライナを有するとき、収容組立体２２は、通常ホルダ及びライナを有する（すなわ
ち、収容組立体２２は、ホルダを形成するために１つまたはそれ以上の層の材料を有し、
ライナはトップシート、バックシート及び吸収コアのような吸収複合体を有する）。単一
の吸収体物品に関して、収容組立体２２は、複合したおむつ構造を形成するために付加さ
れた他の特徴を有するおむつの主構造を有する。従って、おむつ２０の収容組立体２２は
、トップシート２４と、バックシート２６と、吸収コア２８を有する。
吸収コア２８は、通常、圧縮可能であり、また変形可能であり、着用者の皮膚を刺激する
ことがなく、尿及び他の体の排出物のような液体を吸収し及びそれを維持することができ
る任意の吸収装置である。第１図に示すように、吸収コア２８は、下着面１００と、本体
面１０１と、側縁部８２と、ウエスト縁部８３とを有する。
吸収コア２８は、広範な大きさと形状（例えば、矩形、砂時計形状、Ｔ形状、非対称形状
等）で、使い捨ておむつで通常使用される広範な液体吸収体材料、たとえば、エアフェル
トと呼ばれる細かく砕かれた木材パルプのような吸収体材料を有する。他の適当な吸収体
材料の例は、クレープセルロース詰め綿と、コフォーム（ｃｏｆｏｒｍ）、クロスリンク
セルロース繊維を含むメルトブロウポリマと、テッシュラップ及びテッシュ薄層、吸収発
泡体、吸収スポンジ、超吸収ポリマ、吸収ゲル材料、または同等の材料または材料の組み
合わせを含むテッシュを含む。吸収コアの構造及び構成は変化する（例えば、吸収コアは
、変化するカリパ領域、ハイドロフィリック勾配と、超吸収勾配と、低い平均密度及び低
い平均ベース重量獲得領域を有するか、または１つまたはそれ以上の層または構造体を有
する）。しかしながら、吸収コアの全体の吸収容量は、設計負荷及びおむつ２０の意図さ
れた使用と矛盾しない。さらに、吸収コア２８の大きさ及び吸収容量は、幼児から大人に
わたる範囲の着用者に対応するために変化する。
おむつ２０の好ましい実施例は、第１のウエスト領域５６に耳部１０２を有するが第２の
ウエスト領域５８ではほぼ矩形状である非対称の変形Ｔ形状の吸収コア２８を有する。こ
の構成によって、第２のウエスト領域５８で弾性サイドパネル３０を広くすることができ
る。広く受け入れられ、商業的に成功した本発明の吸収コア２８として使用される例示と
しての吸収構造は、１９８６年９月９日にワイズマン及びゴールドマンに発行された「高
密度吸収構造」と題された米国特許第４，６１０，６７８号、１９８７年６月１６日にワ
イズマン、ホートン及びゲレートに発行され、「２層コアを備えた吸収体物品」と題され
た米国特許第４，６７３，４０２号で説明される。また、１９８９年１２月１９日にアン
ダスタートに発行された「ダスティング層を有する吸収コア」は、本発明に使用される吸
収構造を説明する。吸収コア２８は、１９８９年５月３０日にアレマニー及びベルグに発
行された「低密度及び低いベース重量獲得ゾーンを有する高密度吸収部材」と題された米
国特許第４，８３４，７３５号で説明されている商業的に成功した部材が好ましい。これ
らは言及によってここに組み込まれている。
バックシート２６は、吸収コア２８の下着面１００に隣接して配置され、従来技術でよく
知られているように取り付け装置（図示せず）によって好ましくは吸収コア２８の下着面
１００に接続されている。例えば、バックシート２６は、接着剤の一様な連続層、接着剤
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のパターン化された層、または接着剤の別々のライン、螺旋、点からなる列によって吸収
コア２８に固定されている。満足のゆく接着剤は、オハイオ州センチュリーアドヘシブ社
によって製造されるセンチュリー５２２７、及びミネソタ州セントポールのＨ．Ｂフラー
社によって製造されるＨＬ－１２５Ｂである。取り付け手段は、１９８６年ミネトラ、タ
ッカに付与され、「使い捨て可能な消耗材収容下着」と題され、ここに組み込まれている
米国特許第４，５７３，９８６号に開示されている。フィラメントの開放パターンネット
ワークの例示としての取り付け手段は、１９７５年１０月７日にスプラーグＪｒ．に発行
された米国特許第３，９１１，１７３号、１９８７年１１月２２日にツェッカーに付与さ
れた米国特許第４，７８５，９９６号、１９８９年６月２７日にベーレニッヒに発行され
た米国特許第４，８４２，６６６号に示されている装置及び方法によって示されているよ
うならせん形に渦巻かれた接着フィラメントのいくつかのラインを有する。これらの特許
は言及することによってここに組み込まれる。別の案として、取り付け手段は、この業界
で知られるように、加熱接着、圧力接着、超音波接着、動的な機械による接着、または他
の適当な取り付け手段またはこれらの取り付け手段の組み合わせを含む。
バックシート２６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
ィルムから製造されることが好ましいが、他の可撓性の液体不透過性材料を使用すること
ができる。ここで使用するような用語の「可撓性」は、柔軟な人間の体の形状及び外形に
容易に適合する材料を呼ぶ。バックシート２６は、吸収コア２８に吸収され収容された排
出液がベッドシートや下着のようなおむつ２０に接触するものを濡らすことを防止する。
バックシート２６は、織物材料または不織材料、ポリエチレンまたはポリプロピレンの熱
可塑性フィルムのようなポリマーフィルム、フィルムでコートされた不織材料のような複
合材料からなる。好ましくは、バックシートは約０．０１２ｍｍ（０．５ミル）から０．
０５１ｍｍ（２．０ミル）の厚さを有する熱可塑性フィルムである。
本発明の好ましい実施例において、バックシートの少なくとも一部分は、弾性サイドパネ
ル３０を形成する歪みゼロの延伸薄層（積層体）を提供するためと弾性ウエスト部と一致
するバックシートの部分を予め引張るために機械的に引き伸ばされる。従って、バックシ
ート２６は、好ましく引き伸ばし可能であり、最も好ましくは、引っ張ることができるこ
とが好ましいが、エラストマーであることは必要ではない。そのため、バックシート２６
は、機械的に引き伸ばされた際に、元の歪まない形状に完全に戻らないように少なくとも
ある程度永久的に延伸される。好ましい実施例において、バックシートは、望ましくない
破断または裂けが起こる事なく機械的に引張られる。従って、バックシート２６は、ＡＳ
ＴＭＤ－６３８による方法を使用してクロス機械方向で測定して少なくとも約４００％か
ら約７００％で破断する極限伸びを有することが好ましい。従って、バックシートとして
使用するためには、ポリマー製フィルムは、線状低密度ポリエチレンを多量に含むことが
好ましい。特に、バックシートとして特に好ましい材料は、約４５ないし９０％の低密度
ポリエチレンと約１０ないし５５％のポリプロピレンからなる混合物を含む。本発明のバ
ックシートととして使用される例示としてのフィルムは、ブロウンフィルムのＲＲ８２２
０及びキャストフィルムのＲＲ５４７５の名称でインディアナ州テレホートのテレデガー
ル工業によって製造されている。バックシート２６は、より布地と似た外観を呈するため
にに、（典型的には、約０．１２７ｍｍ（５．５ミル）の厚さに）エンボス加工されるこ
とが好ましい。さらに、バックシート２６は、排出液がバックシート２６から通り抜ける
ことを防止しながら、吸収コア２８から蒸気が逃げる（すなわち、呼吸可能）ことができ
るようにする。
バックシート２６の大きさは、吸収コア２８の大きさと、正確なおむつ設計によって決定
される。好ましい実施例において、バックシート２６は、おむつの周囲６０のまわりに少
なくとも約１．３ｃｍから約２．５ｃｍ（約０．５から約１．０インチ）の距離だけ吸収
コアを越えて延びている変形された砂時計形状を有する。好ましくは、バックシート２６
は、第２のウエスト領域５８のサイドパネル７２が、第１のウエスト領域５６のサイドパ
ネル７０よりよこ方向に広くなるように第２のウエスト領域５８の吸収コア２８より広い
。
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トップシート２４は、吸収コア２８の身体面１０１に隣接して位置され、従来技術におい
て既知の取り付け手段（図示せず）によって身体面１０１及びバックシート２６に接合さ
れる。適当な取り付け手段が、吸収コア２８にバックシート２６を接合することに関して
説明される。ここに使用するように、用語の「接合」は、エレメントを他のエレメントに
直接固定することによって他のエレメントに直接接合される構成と、エレメントを他のエ
レメントに固定する中間部材に固定することによって他のエレメントに間接的に接合する
構成を含む。本発明の好ましい実施例において、トップシート２４とバックシート２６は
、おむつの周囲６０で互いに直接的に接合され、（図示しない）取り付け手段によってそ
れらを吸収コア２８に直接接合することによって間接的に接合される。
トップシート２４は、柔軟で柔らかい感触で着用者に刺激を与えないものである。さらに
、トップシート２４は、液体（例えば尿）をその厚さを容易に通過する液体透過性を有す
る。適当なトップシートは、多孔性発泡体、網状の発泡体、開口プラスティックフィルム
、天然繊維（例えば、木または木綿繊維）、合成繊維（例えば、ポリエステルまたはポリ
プロピレン繊維）または天然繊維と合成繊維の組み合わせの織られたまたは不織のウエブ
のような広範な材料から製造される。好ましくは、トップシート２４は、吸収コア２８に
含まれた液体から着用者の皮膚を離すために疎水性材料からつくられる。
本発明の好ましい実施例において、トップシート２４の少なくとも一部は、弾性サイドパ
ネル３０を形成する「歪みゼロ」の延伸積層体を形成するために機械的に引っ張られる。
従って、トップシート２４は、好ましくは引き伸ばし自在であり、最も好ましくは引き延
ばし自在であるが弾性的であることは必要ではない。そのため、トップシート２４は、機
械的に引き伸ばされるとき、少なくともある程度永久的に延伸され、それが完全に元の形
状に戻らない。好ましい実施例において、トップシート２４は、トップシートの好ましく
ない破れまたは裂けなく機械的に引っ張ることができる。従って、トップシート２４は、
クロス機械方向の降伏強度が小さいことが好ましい。
トップシート２４を製造するために使用される多数の製造技術がある。例えば、トップシ
ートは、繊維の不織ウエブである。トップシートが、不織ウエブであるとき、不織ウエブ
は、スパンボンド、カード処理、ウエットレイド、メルトブロウン、ハイドロエンタング
ル、これらの組み合わせ、またはそれと同等なものである。好ましいトップシートは、カ
ーデング処理され、織物技術の当業者に知られた方法で熱的に接着される。好ましいトッ
プシートは、約２．２デニールのステープル長ポリプロピレン繊維からなる。ここに使用
されるような、用語の「ステープル長繊維」は、少なくとも約１５．９ｍｍ（０．６２５
インチ）の長さの繊維を言う。好ましくは、トップシートは１平方メートル当たり約１８
から２５グラムの基本的な重量を有する。適当なトップシートは、マサチューセッツ州、
ワールポールの国際紙会社の一部門の、ベラティック社によってＰ－８として製造されて
いる。
おむつ２０は、液体及び体からの排出液の収容性能を改良するために弾性脚部カフ３２を
有する。各弾性脚部カフ３２は、脚部領域での体の排出液の漏れを減少させるためにいく
つかの異なる実施例を有する。（脚部カフは、場合によっては、脚部バンド、サイドフラ
ップ、バリヤカフ、または弾性カフと称される。）１９７５年１月１４日にブエルに発行
された「使い捨ておむつの収縮可能な側方部分」と題された米国特許第３，８６０，００
３号は、弾性脚部カフ（ガスケットカフ）を提供するためにサイドフラップ及び１つまた
はそれ以上の弾性部材を有する収縮可能な脚部開口部を備える使い捨て可能なおむつを開
示する。１９９０年３月２０日にアジズ及びブラネイーに発行された「使い捨ておむつの
収縮可能な側方部分」と題された米国特許第４，９０９，８０３号は、脚部領域の収容性
を改良するために「スタンドアップ」弾性フラップを有する使い捨ておむつを開示してい
る。１９８７年９月２２日にローソンに発行された「２重カフを有する吸収体物品」と題
された米国特許第４，６９５，２７８号は、ガスケットカフ及びバリヤカフを含む２重の
カフを備えた使い捨ておむつを開示している。１９８７年１１月３日にブエルに発行され
た「使い捨て消費材収容衣服」と題された米国特許第４，７０４，１１５号は、衣服内の
自由な液体を収容するように構成された側縁の漏れガード溝を有する使い捨て可能なおむ
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つまたは失禁用の衣服を開示する。これらの特許は、ここに組み込まれている。各弾性脚
部カフ３２は脚部バンド、サイドフラップ、バリヤカフまたは上述した弾性カフのいずれ
かに似るように構成されているが、上述した米国特許第４，９０９，８０３号に開示され
たようなバリヤフラップ８５及びスペース弾性部材８６とからなる。好ましい実施例にお
いて、弾性脚部カフ３２は、弾性ガスケットカフ１０４を有し、このカフ１０４は、上述
した米国特許第４，６９５，２７８号に開示されたようなバリヤカフ８４の外側に配置さ
れた１つまたはそれ以上の弾性ストランド１０５を備えている。
さらに、おむつ２０は、体への適合と収容性を改良する弾性ウエスト部３４を有する。弾
性ウエスト部３４は、少なくとも中央領域６８で吸収コア２８のウエスト縁部８３の少な
くとも１つから少なくとも長手方向外側に延び、おむつ２０の端縁部６４の少なくとも一
部を形成する。従って、弾性ウエスト部３４は、少なくとも吸収コア２８のウエスト縁部
８３からおむつ２０の端縁部６４に延び、隣接する着用者のウエストに隣接して配置され
るおむつの部分を有する。使い捨ておむつは、１つが第１のウエスト領域に配置され、１
つが第２のウエスト領域に配置されている２つのウエスト領域を有するように構成されて
いる。本発明の使い捨ておむつは、着用者を包囲する単一の弾性ウエスト部を備えるよう
に構成することができるが、弾性ウエスト部に関する説明は、一対の弾性ウエスト部を有
するおむつ、少なくとも１つ及び好ましくは、本発明によって構成された双方の弾性ウエ
スト部を有するおむつに焦点を当てる。さらに、弾性ウエスト部またはその構成エレメン
トは、おむつ２０の収容組立体２２に固定された別のエレメントを有するが、弾性ウエス
ト部３４はバックシート２６またはトップシート２４のようなおむつの他のエレメント、
好ましくは、バックシート２６及びトップシート２４の双方の延長部として構成される好
ましい実施例に関して説明する。
弾性ウエスト部３４は、第３図に示すように、弾性ウエストバンドと弾性ウエストバンド
を収容組立体に接合する可撓性ヒンジ領域のみを必要とするが、弾性ウエスト部３４は、
好ましくは、いくつかの追加の領域を有する。特に、弾性ウエスト部３４は、相互接続パ
ネル領域１３０と、相互接続パネル領域１３０と吸収コア２８のウエスト縁部８３に隣接
した収容組立体２２を接合する第１の可撓性ヒンジ領域１３２と、弾性ウエストバンド３
５と、弾性ウエストバンド３５と相互に接続されたパネル領域１３０とを接合する第２の
可撓性ヒンジ領域１３４とを有する。相互接続パネル領域１３０は、弾性ウエストバンド
３５と収容組立体２２との間に可撓性リンクを提供する。弾性ウエストバンド３５は、形
成された領域のカバーを維持し、着用者のウエストに接触し、着用者の腰に動的に取り付
けられ、取り付けを改良するために着用者のウエストに動的に適合するように少なくとも
よこ方向に弾性的に伸長可能である部材を提供する。第３図に示すように、弾性ウエスト
バンド３５は、成形パネル領域１３６と、ウエストラインパネル領域１３８と、成形パネ
ル領域１３６とウエストラインパネル領域１３８とを接合する予め配置された弾性的なウ
エストバンド可撓性ヒンジ領域１４０とを有する。ここで使用する「領域」は、弾性ウエ
スト部３４の領域またはエレメントを示すように使用される。弾性ウエスト部３４の領域
は、別個の領域またはエレメントであるが、典型的には、弾性ウエスト部の領域は、隣接
した領域と幾分重複する。（説明する目的で、領域は第３図においてかっこで描かれてい
る）
相互接続パネル領域１３０は、弾性ウエストバンドが作用する接触位置で移動し、着用者
の腰（ウエスト）に適合するように弾性ウエストバンド３５と収容組立体２２との間にリ
ンクを形成し、弾性ウエストバンド３５の回転及び移動を可能にする。相互接続パネル領
域１３０は、可撓性を有することが好ましい。そのため、相互接続パネル領域１３０は、
弾性ウエストバンド３５が着用者のウエストに接触し続け、着用中、吸収コア２８がそれ
自身を位置決めすることができるように、その長さ及び幅に亘って自由に変形する。相互
接続パネル領域１３０は、大きな縁部圧縮堅さを有するが、好ましい実施例においては、
相互接続パネル領域は可撓性を有し、相互接続パネル領域の縁部の堅さが、成形パネル領
域１３６とウエストラインパネル領域１３８の双方の縁部圧縮堅さよりかなり小さいこと
が好ましい。相互接続パネル領域１３０は、約５０グラムｓｆ、さらに好ましくは約２５

10

20

30

40

50

(10) JP 3970316 B2 2007.9.5



グラムｓｆ未満の縁部圧縮堅さを有する。典型的には、相互パネル領域（トップシート２
４の一部及びそれと一緒のバックシート２６の一部からなる）の縁部圧縮堅さは、約１０
グラムｓｆ未満である。さらに、相互接続パネル領域１３０は、長手方向、よこ方向、ま
たは他の方向に弾性的に伸長可能であるが、相互接続パネル領域は、弾性ウエストバンド
３５と収容組立体２２との間に固定された寸法の長さを形成するために長手方向に伸長し
ないことが好ましい。相互接続パネル領域１３０の長さは、Ｍサイズのおむつにおいて、
少なくとも約４．７５ｍｍ（約３／１６インチ）が好ましく、さらに好ましくは、約６．
２５ｍｍ（約１／４インチ）と約１２．５ｍｍ（約１／２インチ）である。
相互接続パネル領域１３０は、収容組立体２２及び／または弾性ウエストバンド３５に可
撓性を有するように接合された別の材料で構成されていても、おむつ２０の他の延長部と
して構成されていてもよい。第３図に示す好ましい実施例においては、相互接続パネル領
域１３０は、吸収コア２８のウエスト縁部８３を越えて延びるトップシート２４とバック
シート２６との双方の一部からなる。バックシート２６及びトップシート２４は互いに独
立するよりもむしろ１つのユニットとして機能するように相互接続パネル領域１３０で（
図示しない）取り付け手段によって互いに接合されることが好ましい。トップシート２４
とバックシート２６を固定するための取り付け手段は、螺旋形または輪形状に配置された
接着剤の開放パターンネットワークを有するが、前述したような他の取り付け手段も使用
することができる。
相互接続パネル領域１３０は、可撓性ヒンジ領域（第１のヒンジ領域１３２と第２の可撓
性ヒンジ領域）によって成形パネル領域１３６と収容組立体に可撓性を有するように接合
され、その結果、弾性ウエストバンド３５は、軸線方向（ｚ方向）に移行し及び／または
回転する。ここに使用するような、用語の「可撓性を有するような接合」は、パネル領域
の間で相対的に曲がりたわむことができるようになっているパネル領域と収容組立体との
間の接合を意味する。（以後、説明するように、この可撓性を有する曲げは、パネル領域
がたわむことができる曲げを生じる力が除去されたとき、前の形状に戻るほどである必要
はない。（すなわち、パネル領域は弾性的である必要はない）
可撓性ヒンジ領域は、種々の方法で製造される。可撓性ヒンジ領域は、パネル領域の間に
構造的に不連続な領域を有する。パネル領域の断面形状は、パネル領域の間で可撓性を有
するように曲がることができるように変化する。例えば、パネル領域を形成する材料は、
可撓性曲げ軸線を形成するために、刻み線が設けられ、圧縮され、エンボス加工され、折
り目をつけられ、曲げられ、接着され、薄くされ、切断され、切り欠かれ、スリットが形
成され、または除去される。典型的には、これらの方法は、可撓性曲げが起こる特定のラ
インまたは軸線に応力／張力を集中させる。減少した延長部のラインまたは拘束ラインが
ヒンジ領域を形成するために領域の間に形成される。別の案として、可撓性ヒンジ領域は
、パネル領域の間の材料の非連続領域を有する。例えば、パネル領域をつくる材料は、パ
ネル領域の間の可撓性の曲げを行うことができる異なる可撓性抵抗（領域の間の異なる曲
げの堅さ）の領域を提供するために、相対的に異なる曲げ係数または弾性係数を有する。
第３図に示すように、弾性ウエストバンド３５（成形パネル領域１３６）と相互接続パネ
ル領域１３０とを接合する第２の可撓性ヒンジ領域１３４は、相互接続領域１３０からエ
ラストマー部材７６と弾性部材７７とを除去することによって構造的な不連続が生じる領
域で形成される。従って、第２の可撓性ヒンジ領域１３４は、エラストマー部材７６と弾
性部材７７の底縁部に隣接して形成される。相互接続パネル領域１３０と収容組立体２２
を接合する第１の可撓性ヒンジ領域１３２は、相互接続パネル領域１３０から吸収コア２
８をなくすことによって構造的に不連続な領域に形成される。
弾性ウエストバンド３５は、弾性的に伸長し収縮して着用者の腰に動的に合うおむつ２０
の部分または領域である。弾性ウエストバンド３５は、相互接続パネル領域１３０に弾性
的に接続された別のエレメントを有するが、弾性ウエストバンド３５はトップシート２４
またはバックシート２６の延長部として形成されることが好ましく、さらにトップシート
２４及びバックシート２６の延長部として形成されることが好ましい。弾性ウエストバン
ド３５は、第２の可撓性ヒンジ領域１３４から、必ずしも必要ではないが、好ましくはお
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むつ２０の端縁部６４まで延びている部分である。第３図に示す好ましい実施例において
、弾性ウエストバンド３５は、成形パネル領域１３６と、ウエストライン領域１３８と、
成形パネル領域１３６とウエストラインパネル領域１３８を接合する予め配置された弾性
ウエストバンド可撓性ヒンジ領域１４０とからなる。
成形パネル領域１３６は、ウエストバンド可撓性ヒンジ領域１４０と第２の可撓性ヒンジ
領域１３４との間に配置されている弾性ウエストバンドの部分である。従って、成形パネ
ル領域１３６は、典型的には弾性ウエストバンド３５の下方セグメントを形成する。成形
パネル領域１３６は、使用中に弾性ウエストバンドの動的な伸縮を可能とするように少な
くともよこ方向に弾性的に伸長可能である。後に説明するように、成形パネル領域１３６
は、使用中、ねじれたり（ｒｏｐｅ）、変形したり、使用中、コンパクトにならず、また
、使用中、弾性ウエストバンドの圧縮及びねじれに抵抗するようにその形状を維持するよ
うに比較的に大きな縁部圧縮堅さを有することが好ましい。
ウエストラインパネル領域１３８は、ウエストバンドの可撓性ヒンジ領域１４０からおむ
つの端縁部に向かうように配置されている弾性ウエストバンド３５の部分である。従って
、ウエストラインパネル領域１３８は、通常、弾性ウエストバンド３５の上方セグメント
を規定する。このウエストラインパネル領域１３８は、おむつ２０の少なくとも１つの端
縁部の一部を形成することが好ましい。ウエストラインパネル領域１３８は、着用者の腰
にきちんと適応し、着用者の腰とともに動的に移動し、伸縮するように設計されている。
ウエストラインパネル領域１３８は、少なくともよこ方向に弾性的に伸長可能である。
成形パネル領域１３６及びウエストラインパネル領域１３８の縁部圧縮堅さは、各領域の
圧縮変形及び曲げに対する弾性ウエストバンド３５の抵抗を決定する。本発明の好ましい
実施例によれば、成形パネル領域１３６は、おむつが着用されたとき、成形パネル領域が
成形パネル領域へ適用される圧縮曲げ力に抵抗し、弾性ウエストバンドの形状を維持する
ことができるようにする。また、成形パネル領域１３６は、好ましくは、ウエストライン
パネル領域１３８の縁部圧縮堅さ以上の縁部圧縮堅さを有する。本発明の好ましい実施例
によれば、成形パネル領域１３６及びウエストラインパンル領域１３８が同じ材料で作ら
れているから、成形パネル領域１３６の縁部圧縮堅さは、ウエストラインパネル領域１３
８の縁部圧縮堅さにほぼ等しい。成形パネル領域１３６は、１００グラムｓｆ以上の縁部
圧縮堅さを有し、さらに１１５グラムｓｆが好ましく、約１３０グラムｓｆ以上が最も好
ましい。典型的には、本発明の好ましい実施例において、成形パネル領域１３６の縁部圧
縮堅さは、約１３０と約１７０グラムｓｆの間である。弾性ウエスト部３４のパネル領域
の縁部圧縮堅さは、以下に説明するような方法を使用して決定することができる。
ウエストラインパネル領域１３８は、ウエストバンド可撓性ヒンジ領域１４０によって成
形パネル領域１３６に弾性／可撓性を有するような接合が行われる。ここで使用するよう
な用語の「弾性／可撓性を有する接合」は、力が適用されたとき、パネル領域の間に相対
的な可撓性の曲げができるように、また力が取り除かれたとき、パネル領域を基本的には
それらの前の形状に弾性的に戻すように回復力及びモーメントを提供するようなパネル領
域と収容組立体との間の接合を意味する。この回復力及びモーメントは弾性ウエストバン
ド３５の機能時に重要であり、成形パネル領域１３６及びウエストラインパネル領域１３
８は、使用する前（予め引っ張られた）の形状をとり、弾性ウエストバンドは着用者の腰
に着用している間、着用者に関してほとんど滑らずに着用者の腰に従い、使用中に意図し
た機能を変えるように弾性ウエストがしわにならないように、またひっくりかえらないよ
うにする。
ウエストバンド可撓性ヒンジ領域１４０は、使用中着用者の腰によって発生する力が加え
られたとき、成形パネル領域１３６とウエストラインパネル領域１３８との間に可撓性の
曲げが起こるように、また、これらの力が回復力を与えることによって取り除かれるとき
、成形パネル領域１３６及びウエストラインパネル領域１３８が基本的に使用前（予め引
っ張られた）の形状に戻るように弾性を有する。第１図乃至第３図に示す好ましい実施例
において、ウエストバンド可撓性ヒンジ領域１４０は、弾性ウエストバンド３５に弾性部
材７７を提供することによって弾性を有するように構成される。ウエストバンド可撓性ヒ
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ンジ領域のために必要な弾性を提供するために及び巻き返ったり内側に丸まったりするの
を少なくするためにおむつを着用中に出合う通常の力に打ち勝つように、ウエストバンド
可撓性ヒンジ領域１４０は、約２０グラムｓｆ、さらに好ましくは約２５グラムｓｆ以上
であり最も好ましくは、３０グラムｓｆ以上の曲げ可撓性回復力を有しなければならない
。本発明の好ましい実施例において、ウエストバンド可撓性ヒンジ領域は、約３０グラム
ｓｆと約５０グラムｓｆとの間の曲げ可撓性回復力を有する。可撓性ヒンジ領域、特にウ
エストバンド可撓性ヒンジ領域の曲げ可撓性回復力を測定する方法を以下に説明する。
ウエストバンド可撓性ヒンジ領域１４０は、ウエストラインパネル領域１３８と成形パネ
ル領域１３６が弾性ウエストバンド３５への力の適用において弾性ウエストバンド３５の
規定された領域または軸線で可撓性を有するように曲がるように「予め配置されている」
。ウエストバンド可撓性ヒンジ領域１４０を予め配置することによって、弾性ウエストバ
ンドをつくる材料の可撓性を有する堅さを作り、その材料を破くことなく着用者の腰に従
うようにする。従って、「予め配置された」ウエストバンド可撓性ヒンジ領域は、使用中
ランダムな領域または軸線で弾性ウエストバンドが曲がったり折れたりする傾向を少なく
する。「予め配置された」ウエストバンド可撓性ヒンジ領域は、規定されたヒンジ領域で
可撓性の曲げ偏向を保証するようにおむつの製造によって規定される。ウエストバンド可
撓性ヒンジ領域１４０それ自身の形成は、弾性ウエストバンド３５の可撓性曲げ軸または
領域を典型的に予め配置する。前に説明したように、可撓性ヒンジ領域は、構造的に非連
続な領域または材料的に非連続な領域を含む。このような非連続の領域は、可撓性曲げ軸
線を規定する。一例として、ウエストバンド可撓性ヒンジ領域１４０は、規定されたライ
ンに沿って弾性ウエストバンドをエンボス加工し、ひだを形成し、折り曲げることによっ
てつくられた軸またはラインを含む。例えば、弾性ウエストバンドはウエストバンド可撓
性ヒンジ領域を予備形成するか、または予備成形するために物品の包装の内側で製造者に
よって予め折り曲げられる。減少した延長部のライン（またはラインの反対は延長可能で
あり、包囲領域は延長不可能である）は、ウエストバンド可撓性ヒンジ領域を予め配置す
るためにそれらの間に構造的不連続を与える間隔を置いて離れたのりのバンドまたはライ
ン、糸、または他の材料を設けることによってウエストバンド可撓性ヒンジ領域を形成す
る。薄層または接着パターンまたは技術の変化も、ウエストバンド可撓性ヒンジ領域を形
成する。前にここで述べた可撓性ヒンジ領域をつくる他の方法のいずれもウエストバンド
可撓性ヒンジ領域を形成するために使用される。
第１図及び第２Ｂ図に示すような好ましい実施例において、ウエストバンド可撓性ヒンジ
領域１４０は、成形パネル領域１３６とウエストラインパネル領域１３８との間の構造的
不連続によって形成される。第２Ｂ図に示すように、弾性ウエストバンド３５を形成する
材料は、好ましくは、間隔を置いた固定領域７９のパターンからなり、最も好ましくは、
動的な機械的接着からなる固定部７８の領域で互いに固定される。接着パターンとウエス
トバンドのひだの成形との組み合わせ効果によって、弾性ウエストバンド３５は、接着剤
が少ないパターンの領域に沿ってさらに容易に撓んで曲がる傾向がある。従って、第２Ｂ
図に示すような動的機械的な接着パターンは、長手方向にずれるように設計されるが、弾
性ウエストバンドに沿って長手方向に移動するよこ方向ラインがウエストバンド可撓性ヒ
ンジ領域の所望の場所でなく接着剤に出合うように重複する列になるように設計されても
よい。従って、ウエストバンド可撓性ヒンジ領域１４０は、固定領域７９の間隔のパター
ンの非連続を形成する。
弾性ウエストバンド３５は、弾性サイドパネルを形成することに関してここに開示された
ものを含む多数の異なる形状によって製造される。第２図に示すような好ましい実施例に
おいて、弾性ウエストバンド３５は、４つの互いに積層された材料から製造されることが
好ましい。弾性ウエストバンド３５は、トップシート２４の一部と、バックシート２６の
一部であって機械的に予備延伸された部分と、エラストマー部材７６と、弾性部材７７と
からなる。エラストマー部材７６と弾性部材７７は、動的な機械的な接着によって接合さ
れることが好ましく、トップシート２４とバックシート２６が組み合わせられる前に、弾
性積層体を形成する。この２層積層体は、トップシート２４とバックシート２６との間に
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配置されることが好ましく、弾性部材７７はバックシート２６側に配置され、エラストマ
ー部材７６は、トップシート２４側に配置される。従って、エラストマー部材７６は、ト
ップシート２４と予備延伸されたバックシート２６との間に配置されることが好ましく、
弾性部材７７は予備延伸されたバックシート２６とエラストマー部材７６との間に配置さ
れることが好ましい。
エラストマー部材７６は、弾性ウエストバンド３５がよこ方向に弾性的に伸長可能である
ように、また、実質的に予備延伸を受けない形状に収縮して戻ることができるようにトッ
プシート２４とバックシート２６との間で弾性ウエストバンド３５に作動的に結合される
。エラストマー部材７６は、多数の異なる方法で弾性ウエストバンド３５と作動的に結合
する。一例として、エラストマー部材は、弾性バンドを集め、または収縮するように弾性
的に収縮可能な状態に作動的に結合する。（エラストマー部材が弾性的に収縮状態で吸収
体物品内に固定される方法のさらに詳細な説明は、１９７５年１月１４日に発行された米
国特許第３，８６０，００３号、及び１９７８年３月２８日にブエルに発行された米国特
許第４，０８１，３０１号に開示されており、双方は、ここに組み入れられている。）例
えば、エラストマー部材７６が、側方に延びるエラストマー部材７６によって弾性ウエス
トバンド３５に収縮可能に取り付けられており、エラストマー部材７６をトップシート２
４とバックシート２６に取り付け、エラストマー部材７６がその伸長または収縮方向を占
めることができるようにする。
別の案として、エラストマー部材７６が実質的に張力を受けない間にエラストマー部材７
６は、エラストマー部材７６をトップシート２４、バックシート２６またはその双方に固
定することによって弾性ウエストバンド３５に作動的に結合する。エラストマー部材７６
を含む薄層の少なくとも一部は薄層のトップシート２４及びバックシート２６を永久的に
伸長するのに十分な程機械的に引張られ、次に複合または弾性的な薄層がその実質的に張
力を受けない状態に戻る。弾性ウエストバンド３５は「ゼロストレイン」ストレッチ薄層
に形成される。（以下に説明するように、別の案として、弾性薄層は、引っ張り状態に作
動的に関連して、機械的に引っ張られ、予備張力を受けたストレッチ薄層を形成する。）
第２図に示すような特に好ましい実施例において、エラストマー部材７６は、収縮を受け
ない状態で作動的に結合され、収縮するように処理される。この実施例において、エラス
トマー部材７６は、単一の方向に収縮し、加熱のような特定の処理に従って、弾性になる
材料から形成される。このような材料の例は、１９７４年６月２５日にマセンガレ等に発
行された米国特許第３，８１９，４０１号及び１９７５年１０月１４日にコフ等に付与さ
れた米国特許第３，９１２，５６５号に開示されている。熱収縮可能な弾性部材を使用す
るための方法のさらに詳細な説明は、１９８５年５月７日にキービト及びオステルハーゲ
に付与された米国特許第４，５１５，５９５号に開示されており、この特許はここに組み
込まれている。典型的には、トップシート２４，バックシート２６、エラストマー部材７
６及び他の部材が、収縮しない状態でともに固定される。次に薄層が（加熱空気で）加熱
され、エラストマー部材７６はその緩む方向すなわち収縮方向に戻ることができる。
本発明で使用されるエラストマー部材は、多数の異なる大きさ、形状、構成及び材料の形
態をとる。例えば、弾性ウエストバンドは、トップシート及びバックシートの間で作動す
るように関連する１つまたは多数のエラストマー部材から形成され、エラストマー部材は
幅及び長さが変化し、またはエラストマー部材は、弾性材料の比較的に狭いストランドま
たは弾性材料の広い領域のパッチからなる。エラストマー部材として使用するために適当
な弾性材料は、日本のブリジストン社からブリジストンＳＧポリウレタン発泡体として入
手可能なポリウレタンのような弾性発泡体である。エラストマー部材として使用するため
の他の適当な弾性材料は、「生きた」合成または天然ゴム、（熱収縮可能な弾性フィルム
を含む）弾性フィルム、成形された弾性綿布またはそれと同様なものである。第２図に示
すような特定の好ましい実施例において、エラストマー部材７６は、ニュージャジー州、
フローアムパークのエクソン化学会社で入手可能な熱収縮可能な弾性フィルムを有する。
弾性部材７７は、弾性ウエストバンド３５に対する形状回復力及び曲げ堅さを改良する層
である。弾性部材７７は、ウエストバンド可撓性ヒンジ領域１４０が回復力／モーメント
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を提供するように長手方向（機械方向）に圧縮／よじれ抵抗を与える。また、弾性部材７
７は、その弾性を最適化するために弾性ウエストバンド３５のプリーツ８０またはしわを
満たすようにＺ方向のバルクを提供するための比較的大きい厚さを備えている。また弾性
部材７７は、弾性ウエストバンド３５の外に液体が漏れないように疎水性であることが好
ましい。特に好ましい実施例によれば、弾性部材７７は、繊維が機械方向（おむつの長手
方向）に向き、クロス機械方向（よこ方向）のギャザー抵抗を減少させる不織材料からな
り、その結果、熱収縮性エラストマー部材は、容易に収縮し、ウエストバンド可撓性ヒン
ジ領域１４０を曲げ軸線のまわりの圧縮抵抗を向上させる。
弾性部材７７は第３図に示すようにエラストマー部材７６とバックシート２６との間に配
置されることが好ましいが、他の案として、弾性部材７７は、トップシート２４とエラス
トマー部材７６の間、バックシート２６の外側、トップシート２４の外側、または他の形
状で配置される。弾性部材７７は、好ましくは、バックシート２６とエラストマー部７６
との間に配置されて弾性ウエストバンド３５のバックシート側に大きい圧縮／ねじれ抵抗
を与える。なぜならば、それは、弾性ウエストバンドのよこ方向軸線のまわりに曲げ抵抗
を与えて弾性ウエストバンドを形成する薄層材料の漏れを最適化し、減少させるために接
着場所の間の長手方向軸線のしわまたはプリーツ８０を満たすからである。
弾性部材７７は多数の異なる大きさ、形状、構成及び材料の形態をとる。例えば、弾性部
材は、１つまたは多数の弾性部材から形成され、弾性部材は幅、長さ、厚さ及び形状が変
化する。弾性部材７７は、弾性ウエストバンドに配置された材料の別体部分を含む。別の
案として、弾性部材は、エラストマー部材７６、トップシート２４またはバックシート２
６を含む弾性ウエストバンド３５をつくる材料のいずれかまたはすべての一部を含む。特
定の他の実施例において、弾性部材７７は、エラストマー部材７６と同じ片を含み、エラ
ストマー部材７６は、比較的厚い弾性発泡体を含む。
本発明の弾性ウエストバンド３５の弾性部材７７は、織られたウエブ、不織ウエブ、発泡
体、２つ以上の不織層の不織薄層のフィルム薄層を含む薄層材料、スクリム、少なくとも
一方向に堅さを提供する波形材料、及び上記材料またはこの技術において既知の他の材料
との組み合わせを含む。
弾性材料７７として特に好ましい材料は、疎水性の不織ウエブからなり、機械方向を横断
するクロス機械方向に少なくとも約４ｃｍ及び機械方向に少なくとも約１２ｃｍの（ＡＳ
ＴＭＢ１３８８－６４を使用して測定するとき）ドレープ性を有する。一例としての材料
は、１平方ヤード当たり約２０－４５グラムの範囲の基本的な重量を有する疎水性不織カ
ーデドウエブを含む。このファイバは、機械方向にねじれ／圧縮抵抗を向上させるために
機械方向に向けられる。不織ウエブは、ポリマコア材料及びコポリオレフィンシース材料
の３デニールバイコンポーネント繊維を含み、このような繊維は、ＣＥＬＢＯＮＤステー
ブル繊維としてホエット社から入手可能であり、またポリプロピレンコア材料にポリエチ
レンシース材料を含み、このような材料は、ダナクロンハーキュリー社から入手可能であ
る。不織ウエブをカーディングして機械方向に向けた後、不織ウエブは、エアスルー接着
処理を介して置かれ、弾性材料にバルク（ロフトまたは厚さ）を与えてその弾性を向上さ
せる。（エアスルー接着されたバイコンポーネント熱可塑性樹脂ファイバの高いロフト不
織布の例が１９８９年１０月２８日にニューカークに付与された米国特許第４，８８３，
７０７号に開示されており、ここに組み込まれている。）バイコンポーネント熱可塑性繊
維のエアスルー接着された不織カードウエブは、ノースカロライナ州グリーンビルのファ
イバウエブノースアメリカ社、またはマサチューセッツ州ワルポールのベラテック社から
入手可能である。
第２Ａ図に示すような本発明の好ましい実施例において、弾性ウエストバンド３５を形成
するバックシート２６の部分は、「予め引張り」または「機械的に予め引張り」（すなわ
ち、弾性ウエストバンド３５を形成するバックシートのこれらの部分を永久的に延伸する
ために、ある程度局所化されたパターンで機械的に伸長される）。予め引張られたバック
シートは、エラストマー部材７６の伸長を改良するだけではなく、好ましいエラストマー
部材７６の熱収縮をも改良する。第２Ａ図に示すような好ましい実施例において、予め引
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張られたバックシートは、各リブ１４２と各列のリブの間にリブのパターン１４２（引っ
張られ部分）及び引っ張られない間隙１４４を形成する。このパターンは、バックシート
を予め引っ張るために使用する方法及び装置によって決定される。この好ましい実施例に
おいて、リブは、０．２５インチ（約６ｍｍ）の長さ、０．０３０インチ（約０．７５ｍ
ｍ）の幅、０．１２５インチ（約３ｍｍ）の深さを有し、各リブの間の間隔は、０．１０
０インチ（約２．５ｍｍ）である。予め引っ張られるバックシートの領域は、好ましくは
長さが約１インチ（約２５ｍｍ）、幅が約５．５インチ（約１４０ｍｍ）である。
本発明のバックシート２６は、バックシートを完成したおむつ製品を組み合わせる前に「
ゼロストレイン」ストレッチ薄層弾性サイドパネル３０の形成に関してここに述べた動作
と同様な漸次機械的ストレッチ装置を介してバックシートを配向することによって予め引
張られる。ロールに設けられた波形または溝付のセグメントは、機械方向及び機械を横断
する方向にリブのパターンを形成するために中断される。バックシートのウエブの整合は
、予め引っ張られるバックシートの部分が、バックシートが最上端の波形ロールの波形ま
たは溝部と最下端の波形ロールの波形または溝部の間を通過するとき、最上端の波形ロー
ルに含まれる波形または溝部と一致する。別の案として、このバックシートは、この技術
分野で知られているように深いエンボス技術を使用することによって予め引っ張られる。
本発明のおむつを作るための好ましい実施例において、バックシートウエブが予め引っ張
られた後で波形の組み合わせロールから取り出された後に、連続的なスプレーのりがバッ
クシートウエブに適用される。弾性部材と熱収縮可能なエラストマー部材を含む弾性薄層
は、動的に機械的にトップシートに接合される。その結果生じるトップシート／エラスト
マー部材／弾性部材の薄層は、おむつの予め引っ張られたバックシートに適合され、動的
に機械的に接合された弾性ウエストバンド３５を形成する。このおむつウエブは、次に熱
収縮可能なエラストマー部材を収縮するために熱収縮装置に送られる。
さらに、弾性ウエストバンド３５は、第１図及び第２図に全体的に表示されるようにセグ
メント７８の横断領域を有する。固定部の横断領域のさらに詳細な説明及びそれらの他の
構成は、１９８５年５月７日にキービト及びオスタハーゲに付与された米国特許第４，５
１５，５９５号に開示されている。固定部７８の横断領域は、基本的に弾性ウエストバン
ド３５特にエラストマー部材７６の全体を横切って延びている。用語の「基本的に横切っ
て」は、固定部の横断領域が、以下に説明する機能を提供するために幅にわたって十分に
延びている限り、必ずしもエラストマー部材７６の幅全体にわたって延びる必要はないこ
とを意味する。説明するように、固定部７８の横断領域は、基本的に、横方向中心線６６
に対して、また弾性ウエストバンド３５の横方向に直角に配置されている。これが好まし
い方向である。しかしながら、本発明の観点及び精神から離れずにその角度でないように
構成することができる。
第１図及び２Ｂ図において、固定部７８の横方向領域は、弾性ウエストバンド３５を形成
するウエブ材料（好ましい実施例においてトップシート２４，バックシート２６、弾性部
材７７およびエラストマー部材）を有効に取り付ける離れた固定領域７９として示される
。固定領域７９の形状は、変化するが、分離した固定領域７９は、円形、長円形、楕円形
、矩形または正方形の形状が好ましい。分離固定領域７９は、（ウエストバンド可撓性ヒ
ンジ領域１４０が形成されるところを除いて）（第２図に示すような）規則的に間隔を置
いていることが好ましいが、不均一な間隔であってもよい。固定領域７９を形成する他の
手段は、当業者によって容易に選択される。取り付け手段の例は、接着剤による取り付け
、熱シーリング、用材シーリング、ガス接着及びそれと同様なものを含む。好ましくは、
固定部７８の横断領域は、１９９０年４月２４日にボール、ゴウレ及びゾーブに付与され
た「動的で機械的な接着方法及び装置」と題された米国特許第４，９１９，７３８号に記
載されているような動的で機械的な接着された楕円（角を丸くした矩形）分離固定領域７
９を有し、この領域は不規則な間隔で配置され列でウエストバンド可撓性領域１４０を形
成している。固定領域７９は、横方向の中心に対して中心から約２．０ｍｍ（約０．０７
８インチ）から約１．３ｍｍ（約０．５２インチ）、好ましく、約７．０ｍｍ（０．２７
５インチ）から約８．９ｍｍ（０．３７５インチ）、長手方向の中心に対して中心から約
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１．９ｍｍから約３．８ｍｍ（０．１５インチ）である。（接着側の１列は、ウエストバ
ンド可撓性ヒンジ領域１４０を形成するように中心に対して中心から約１，０ｍｍ（約０
．０４０インチ）から約３．８ｍｍ（０．１５０インチ）の長手方向の間隙があるように
各行において除去される。）最も好ましい実施例において、固定領域７９は、横方向の中
心に対して中心から約８．３ｍｍの間隔を、長手方向の中心に対して中心から約２．８ｍ
ｍ（０．１１２インチ）の間隔を有し、長手方向に隣接する列の間に中心に対して中心か
ら約０．７１ｍｍ（０．０２８インチ）のオフセット間隙を有する。
第２図に示すように、エラストマー部材７６の両側の分離固定領域７９は整合する（すな
わち、それらは同じ延長線上にある）。これが好ましい方向であるが、弾性薄層に対する
トップシート２４の固定領域７９は、弾性薄層に対するバックシート２６の隣接した固定
領域７９からずらすこともできる。
他の好ましい実施例において、第２のウエスト領域５（または弾性サイドパネルがその中
に配置されているならば第１のウエスト領域５６）の弾性ウエストバンド及び弾性サイド
パネル３０は、第２のウエスト領域５８のサイドパネル７２及び中央領域６８の双方にお
いておむつ２０に対してエラストマー材料の１つの片を固定することによって形成できる
。従って、弾性ウエストバンド３５及び弾性サイドパネル３０は、一体の構造を形成する
ために同じ材料片から形成される。弾性ウエストバンド／サイドパネル形状の一例が１９
８９年８月１５日にウッド等に発行された前述した米国特許第４，８８７，０６７号に開
示されている。
本発明の好ましい実施例において、弾性ウエストバンド３５は、横方向に引っ張られると
き、長手方向の軸線に沿って異なる伸長性を有する。弾性ウエストバンド３５の異なる伸
長性は、一部分が長手方向の軸線に沿って他方の部分より大きくよこ方向に伸びることが
可能になる。弾性ウエストバンドの異なる伸長性は、弾性ウエストバンドが異なる形状に
なり、着用者が移動し、座り及び立つときに着用者の腹とともに拡張し移動することがで
きるように腹に順応する弾性ウエストバンド「伸長おなかパネル」を提供する。弾性ウエ
ストバンドがよこ方向に伸長するときに長手方向の軸線に沿って異なる伸長性は、弾性サ
イドパネル３０に関して説明したような多数の方法によって達成される。第６図に示すよ
うに、好ましい異なる伸縮性を有する弾性ウエストバンドは、５角形の形状を有する。
おむつ２０は、弾性ウエストバンド３５を通して弾性的によこ方向張力をつくり、これを
維持するために閉鎖装置（張力手段）を備えるのが好ましい。閉鎖装置によって動的につ
くられ、維持されるよこ方向張力は、弾性ウエストバンド３５を伸長させ、着用者の動的
な伸長及び収縮を行うことができるようにする。弾性ウエストバンドの間隙は、おむつが
着用者に最初に取り付けられるとき、及び使用中の双方で着用者の腰にきちんと適合する
ように張力を保持するので。伸長によって減少する。さらに、弾性ウエストバンドの巻き
返りは、閉鎖装置によってつくられ／維持された張力によって減少する。従って、閉鎖装
置は、おむつの適合及び収容特性を改良する。
閉鎖装置は、接着テープタブ、機械的な閉鎖タブ、固定位置のファスナーまたはこの技術
分野でよく知られているような弾性ウエストバンドに張力を与える他の手段のような多数
の形状をとるが、第１図に示すように、少なくとも１つの、典型的には一対の、第１の取
り付け部材４６と、少なくとも１つの第２の取り付け部材４８とを有することが好ましい
。特に、閉鎖装置は、追加的におむつ２０が２重の張力固定装置３６を有するように主固
定装置３８を有する。２重張力固定装置を有するおむつの好ましい実施例は、これと同時
に出願された「動的弾性ウエストバンド適合を有する吸収体物品」米国特許出願Ｐ＆Ｇ社
ケース番号４４１２に開示されており、その明細書及び図面はここに組み込まれている。
２重張力固定装置３６は、側閉鎖体及び腰部閉鎖体の双方を形成する。２重張力固定装置
３６は、側閉鎖体を提供するための主固定装置３８と、腰部閉鎖体を提供するための腰閉
鎖装置４０を有する。主固定装置３８は、よこ方向張力がおむつの周囲に維持されておむ
つを着用者に維持するように重なった状態における第１の腰領域５６及び第２の腰領域５
８を維持する。腰閉鎖装置４０は、弾性ウエストバンド３５の垂れ下がり及び巻き返りを
小さくすることによっておむつ２０の適合及び収容特性を改良するように弾性ウエストバ
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ンド３５を介してよこ方向張力を動的に維持し／形成する腰部閉鎖体を形成する。
第１図に示すように、主固定装置３８は、第２のウエスト領域５８の各長手方向の縁部６
２に隣接して配置された固定部材４２と、外面５２の一部を形成するように第１のウエス
ト領域５６に配置された少なくとも１つのランディング部材４４とを有する。各固定部材
４２は、テープタブ９２及び第１の固定要素１１２を含む。好ましくは、ランディング部
材４４は、固定部材４２の第１の固定要素１１２と係合可能な補完的な第２の固定要素１
１４を有する。第１と第２の固定装置の各々がフック及びループ固定材料を有する機械的
な閉鎖エレメントを有する一例としての第１の固定装置は、１９８９年９月２６日にスク
リップに発行された「使い捨て可能な吸収体物品い用の接着テープ廃棄手段を有する機械
的な固定装置」と題された米国特許第４，８６９，７２４号に開示されている。機械的な
閉鎖エレメントを利用する第１の固定装置は、１９８９年７月１１日にスクリップに付与
された「改良された固定装置を有する使い捨て可能なおむつ」と題された米国特許第４，
８４６，８１５号及び１９９０年１月１６日にネステガードに付与された「改良された固
定部分を有する使い捨て可能なおむつ」と題された米国特許第４，８４９，０６０号に開
示されている。接着／機械的な閉鎖エレメントの組み合わせを有する固定装置は、１９９
０年８月７日にバトレールに付与された「圧力検出接着ファスナ及びそれを製造する方法
」と題された米国特許第４，９４６，５２７号に開示されている。これらの特許はここに
組み入れられている。
第１図に示すような本発明の好ましい実施例において、主固定装置３８は接着テープタブ
固定装置を有し、この接着テープタブ固定装置は、接着取り付け層９６を有するテープタ
ブと、バックシート２６に接合された補強ストリップ１１６を有するランディング部材４
４とを有する。このような接着テープタブによる固定装置は、１９７４年１０月１９日に
ブエルに付与された「使い捨て可能なおむつのテープ固定装置」と題された米国特許第３
，８４８，５９４号に開示されており、接着テープタブ、補強ストリップ及び表示手段は
、１９８７年５月５日にヒロツ及びロバートソンに付与された「吸収体物品」と題された
米国特許第Ｂ１４，６６２，８７５号に開示されている。これらの特許の各々はここの組
み込まれている。
主固定装置３８の各固定部材４２は、おむつ２０の固定、好ましくは変化する位置決め側
方閉鎖体を提供するようにランディング部材に係合する固定手段を提供する。従って、固
定部材４２は、少なくとも１つの固定要素からなる。また、各固定部材４２は、適切な側
方閉鎖体の適合を達成するためにランディング部材４４に隣接した固定要素を位置決めす
る手段を有することが好ましい。従って、固定部材４２は、（ａ）おむつの内面の一部を
形成するように配置された固定要素のパッチまたはストリップ、または（ｂ）その上に配
置された固定要素を有するテープのようなおむつ上のよこ方向閉鎖体を達成するための既
知の構成または手段を有する。
第１図に示すように、各固定部材４２は、テープタブ９２である。テープタブの既知の構
成及び構造は、本発明において使用される。例えば、提示的なテープタブは１９７４年１
０月１９日にブエルに発行され、前述した米国特許第３，８４８，５９４号に詳細に説明
されており、それは、ここに組み込まれている。特に好ましいテープタブ９２は、固定面
９８とバック面９９とを有する。固定面９８は、本発明のランディング部材４４に係合す
るテープタブ９２の表面である。従って、テープタブ９２の固定面９８は、おむつ２０の
内面５４に向くように配置されている。バック面９９は、固定面９８に対向し、おむつ２
０の外面５２に面する。バック面９９は、おむつ２０の着用中曝される面である。
好ましいテープタブ９２は、固定部分９３をつくるためにおむつ２０のバックシート２６
に接合される（すなわち、製造中、テープタブ９２の一端がおむつ２０に接合される）。
テープタブ９２は、タブ部分９４である他のエレメントを有する（すなわち、テープタブ
９２の端部は、おむつ２０の長手方向の縁部６２を越えて外側に伸び、着用者におむつを
固定する際に着用者によりつかまれる）。テープタブ９２の端部９７は、腹を赤くするこ
とを防ぐために着用者の皮膚に接触する隅縁部が粗くなる可能性をなくすために隅が丸く
なっている。また、本発明の好ましいテープタブ９２は、おむつ２０のトップシート２４
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に接合されたリリース部分９５を有する。リリース部分９５は、使用前に接着取り付け層
９６が汚れるかはがれることから保護するように製造中に内側に折り曲げられる。このリ
リース部分９５は、弾性サイドパネル部材９０の一部上に併置されるようにおむつ２０の
長手方向の縁部６２から内側に伸びることが好ましく、テープタブ９２によって支持され
る負荷が弾性サイドパネル部材９０に伝えられ、負荷（着用の応力）をより有効に配分す
る。また、タブ部分９４は、着用者がタブ部分９４を最初に容易に把持することができる
ように幅がリリース部分９５の幅より短いことが好ましい。
固定部材４２の固定要素は、固定部材４２とランディング部材４４の補完的な固定要素と
の間で閉鎖体を形成する。従って、固定要素は、第１のウエスト領域５６と第２のウエス
ト領域５８を重ねるように維持して、おむつ２０の固定側部閉鎖体を提供するようにラン
ディング部材４４の補完的な固定要素と係合する手段を提供する。さらに、おむつは、異
なる大きさの着用者に当てはまり、固定装置は簡単で使用が容易であることが好ましい。
従って、固定部材は、おむつが広範囲の大きさに適合し、最小の努力で固定するのに簡単
であるように閉鎖体の領域への位置決めを変化させなければならない。従って、固要素は
、以下に説明するように調整可能な固定閉鎖体を達成するためによく知られた取り付け部
のいずれかの取り付け手段を有する。このような固定部を調整可能に位置決めする手段は
、この技術分野で知られている感圧接着剤のような接着剤取り付け層と、フック固定材ま
たはループ固定材料のような機械的閉鎖エレメントと、この技術分野において知られてい
るような接着材料、またはウエスト閉鎖装置４０に関して以下に述べるような接着／機械
的閉鎖エレメントの組み合わせを含む。
固定要素は、固定部材４２または、固定部材４２を備えた単一部材に関連するように接合
された別の部材であるように固定部材４２に配置されている。例えば、トップシート２４
またはバックシート２６は、ランディング部材４４に機械的に係合されるた材料から製造
される（トップシート２４またはバックシート２６は、単一の固定要素である）。別の案
として材料の別のパッチまたはストリップは、固定部材４２（別の固定要素）に接合され
ている。好ましくは、第１の固定要素１１２は、テープタブ９２に配置され、それに接合
された接着取り付け層、または機械的な閉鎖エレメントのような別の材料である。第１の
固定要素１１２は、固定面９８を形成するためにタブ部分９４にコートされた接着取り付
け層９６を有する。
さらに第１の固定要素１１２は、固定部材４２上のどこへも配置できる。例えば、第１の
固定要素１１２は、長手方向の縁部６２に隣接した第２のウエスト領域５８のサイドパネ
ル７２内に配置される。（この構造の例は、１９８９年９月９日にコップに発行された米
国特許第４，６１０，６８２号及び１９６４年７月２１日にファリスに発行された米国特
許第３，１４１，１６１号に開示されており、この各々は組み入れられている）固定部材
４２がテープタブ９２を有するとき、第１の固定要素１１２は、タブ部分９４の固定面９
８の少なくとも一部またはそのすべてに配置されていることが好ましい。第１の固定要素
１１２は、接着取り付け層を有する接着／機械的閉鎖エレメントと、固定面９８上のタブ
部分９４の他の領域にテープタブ９２の端縁部９７に隣接して配置された機械的な閉鎖エ
レメントとの組み合わせを有する。この構成の例示的な実施例は、１９８９年９７月２６
にスクリップに付与された「使い捨て吸収体物品の接着テープ廃棄手段を備えた機械的な
固定装置」と題された米国特許第４，８６９，７２９号に開示されている。
主固定装置３８のランディング部材４４は、それ自身を固定部材４２に固定して、側閉鎖
体を構成し、第１のウエスト領域５６及び第２のウエスト領域５８を重ねた関係に維持す
るための手段を提供する。ランディング部材４４は、側閉鎖体、好ましくは変化可能な位
置決め側閉鎖体を提供するように固定部材４２に係合する限り、おむつ２０上のどこに配
置してもよい。例えば、ランディング部材４４は、第１のウエスト領域５６の外面５２の
一部を形成し、第２のウエスト領域５８の内面５４の一部を形成するように、または固定
部材４２に係合するように配置されたおむつの他の部分またはエレメントに配置される。
なぜならば、ランディング部材４４は、固定部材４２を最適に係合するように配置する適
当な場所を決定するから、ランディング部材４４は、おむつの広範囲の大きさに適合し、
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第１のウエスト領域５６と第２のウエスト領域５８との間に重なり合いが達成され、側閉
鎖体が形成されるとき、ウエスト閉鎖システム４０の固定要素がウエストの閉鎖体を形成
するように互いに係合するように配置されることが好ましい。ランディング部材４４は、
第１のウエスト領域５６で長手方向の中心線６７に関して中心が定められ、ほぼ長手方向
の縁部６２に向かってよこ方向外側に伸びている。
ランディング部材４４は、おむつ２０に接合された別のエレメントか、またはおむつ２０
のエレメントと単一の材料の一部である。ランディング部材４４は、例えばトップシート
２４、またはバックシート２６からなる。ランディング部材４４は、大きさ、形状が変化
するが、おむつ２０を着用者に最適に合わせることを可能にする第１のウエスト領域５６
のバックシート２６に接合された１つまたはそれ以上の材料のパッチを有する。第１図に
示すようなおむつ２０の好ましい実施例において、ランディング部材４４は、細長い矩形
状であり、前に説明したような接着取り付け手段（図示せず）によって第１のウエスト領
域５６の中央領域６８のバックシート２６に固定される。ランディング部材４４は固定部
材４２（第１の固定要素１１２）の固定要素に係合可能な固定要素（第２の固定要素１１
４）を有する。従って、ランディング部材４４の固定要素（第２の固定要素１１４）は、
固定部材４２の固定要素（第１の固定要素１１２）にしっかりと固定することができる広
範な材料及び形状から製造される。
固定部材４２の第１の固定要素１１２が接着取り付け層９６を有するとき、ランディング
部材４４の第２の固定要素１１４は、補強ストリップ１１６及び／またはバックシート２
６を有することが好ましい。固定部材４２の第１の固定要素１１２は、機械的な閉鎖エレ
メントを有し、第２の固定要素は、機械的な閉鎖エレメントを有するとき、第２の固定要
素１１４は、機械的な閉鎖エレメントを有する。従って、第１の固定要素１１２がフック
固定材料を有するとき、第２の固定要素１１４は、ループ固定材料を有することが好まし
い。
第１図に示すような本発明の好ましい実施例において、ランディング部材４４は、テープ
タブ９２の接着取り付け層９６に取り外し可能に係合することができる補強ストリップ１
１６からなる。補強ストリップ１１６は、おむつ２０のバックシート２６に固定された多
数の形状及び材料を有する。補強ストリップ１１６は、おむつ２０の外面５２の一部を形
成するためにバックシート２６の一部に固定された別の部材が好ましい。好ましい補強ス
トリップ１１６は、２軸延伸ポリプロピレンフィルムのシートである。
また補強ストリップ１１６は、着用者がおむつをつけることを補助して最適な腰の適合及
び脚への開放的な着用感を得るための目印手段１１８を具備していることが好ましい。目
印手段１１８は、ライン、図形、装飾設計、シンボル、スクリプト、カラーコード、他の
マーキングであってよく、それらは、他の固有のまたは追加の表示を有してもよく、特定
のテープファスナーのための所望の固定点を迅速に探し、着用者におむつを個別的につけ
る補助をする。このような表示手段１１８は、１９８７年５月５日にヒロツ及びロバート
ソンに付与された「吸収体物品」と題された米国特許第４，６６２，８７５号に完全に開
示されており、ここに組み込まれている。本発明の表示手段は、異なる形状、色、及びセ
サミストリートまたはディズニーのキャラクタのようなものの組み合わせが好ましい。
２重張力固定装置３６は、おむつ２０の端縁部６４に隣接したウエスト閉鎖体を提供する
ための腰の閉鎖装置４０を有する。ウエスト閉鎖体は、端縁部６４の間隔の一部を固定す
る。さらに、おむつ２０は、弾性ウエストバンド３５からなるとき、ウエスト閉鎖体は、
弾性ウエストバンド３５を介してよこ方向張力を動的につくり、これを維持する。
ウエスト閉鎖体は、おむつ２０の端縁部の一部を、好ましくは、固定し、弾性ウエストバ
ンド３５の伸長可能な間隙の一部を留める（すなわち、ウエスト閉鎖装置４０の第１及び
第２の取り付け部は、弾性ウエストバンド３５と弾性サイドパネル３０の位置関係を固定
するように作用する。ここに使用される用語の「固定」は、取り付け部材が、閉鎖が行わ
れるとき取り付け部材の間でスリップまたは移動がほとんど起こらないように十分な配分
された抵抗で閉鎖体を形成する調整可能な位置決めファスナーを行うことである。弾性ウ
エストバンド３５と弾性サイドパネル３０との位置関係（すなわち、第１の固定部材４６
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の固定領域の間の幾何学関係）は、主固定装置３８によって形成されるよこ方向閉鎖体に
よって達成された周囲の寸法からはっきりした（長手方向に間隔を置いた）おむつ２０の
端縁部６４に隣接して形成されたウエストの周縁方向の寸法を形成する。この明瞭に形成
されたウエストの周縁方向の寸法によっておむつ２０の上端（端縁部６４に隣接して）で
必要な適合寸法をつくり、維持する。従って、本発明のウエスト閉鎖システム４０は、お
むつ２０の端縁部６４（上縁部）の伸長不可能な嵌合を維持するために弾性ウエストバン
ド（例えば、ウエストシールドまたは伸長不可能なウエスト部）を使用しないおむつに使
用することが有利である。また、弾性ウエストバンド３５内でつくられた最初の予備張力
を向上させるために弾性ウエストバンド３５と弾性サイドパネル３０との間に剪断力（張
力）を伝達するための手段を提供する。
また、ウエスト閉鎖体は、弾性ウエストバンド３５を通るよこ方向張力をつくり、これを
維持する。ウエスト閉鎖体は、おむつを最初に取り付けるときに弾性ウエストバンド３５
が着用者の腰にきちんと合うことができるように弾性ウエストバンド３５に最初の予備張
力の一部（よこ方向張力）を与える。使用中、弾性ウエストバンド３５は、腰の閉鎖によ
ってその中に作られた予備張力の一部を維持する。弾性ウエストバンドは、その中につく
られた予備張力の一部を維持するから、使用中におむつを着用者の腰にきちんと合わせる
ように着用者の動きに応じて弾性的に伸長収縮を繰り返すことができる。弾性ウエストバ
ンドは、特に、着用している状態において、着用者の腰の動きに従うことが可能になるよ
うに、その張力を受けない状態（すなわち、予備張力がゼロになるように）に収縮しなけ
ればならない。なぜならば、取り付け部材が係合したままであり、着用者がさらに動き及
び活動することによって弾性ウエストバンド内に予備張力が再び形成されるからである。
（これは、着用者に動的に適合するためにさらに収縮することができないように予備張力
を受けないほとんどの従来の弾性ウエストバンドに対比される。）この張力の最初の予備
張力及び維持は、弾性ウエストバンドの隙間を少なくし、さらによく維持することができ
る。さらに腰の閉鎖によってつくられ維持されるよこ方向張力は、ウエストバンドの巻き
返りの発生を少なくし、それに対向する弾性ウエストバンド内の回復力を提供する。従っ
て、ウエスト閉鎖装置４０は、最初の腰の領域におむつの動的な適合及び収容性を改良す
るために着用者の腰のまわりに閉鎖体を提供する。
第１図に示すように、ウエスト閉鎖装置４０は、少なくとも１つの、好ましくは、一対の
第１の取り付け部材４６及び少なくとも１つの第２の取り付け部材４８を有する。第１図
に示すように、第１の取り付け部材４６は、ウエスト閉鎖装置４０によって動的につくら
れ／維持されたよこ方向張力が使用中弾性ウエストバンド３５を通して伸びるように弾性
ウエストバンド３５に長手方向に整合する。さらに、ウエスト閉鎖装置４０の取り付け部
材は、おむつのはっきりと規定された腰の周縁方向の寸法と、よこ方向張力の２つのはっ
きりした領域を与えるために第１の取り付け装置３８の固定部材４２とランディング部材
４４から長手方向に間隔を置いている。主固定装置３８によってつくられる張力の領域は
、着用者に衣服を固定し、ウエスト閉鎖装置によって動的につくられ、ウエスト閉鎖装置
４０によってつくられ維持される張力の領域は着用中上方のウエスト閉鎖体を動的に維持
する。
少なくとも２つの取り付け領域１２２は、ウエスト閉鎖体が形成されるとき、取り付け部
材によってつくられる。これらの２つの固定領域は、固定領域１２２の間に配置された弾
性ウエストバンド３５の少なくとも一部またはすべてによって互いに側方に離されている
。これらの固定領域のよこ方向間隔は、多数の異なる方法によって形成される。例えば、
固定領域１２２の間のよこ方向空間は、互いに側方に間隔を置いた一対の第１の取り付け
部材４６と、第１の取り付け部材４６によって調整可能に位置決めすることができる第２
の取り付け部材４８（例えば、第２の取り付け部材は比較的広い）とを有するウエスト閉
鎖装置４０を提供することによって固定される。この実施例において、第１の取り付け部
材４６のよこ方向空間は、固定領域のよこ方向空間を決定して設定する。別の実施例にお
いて、ウエスト閉鎖装置４０は、互いに側方に間隔を置いた一対の第２の取り付け部材４
８と、第２の取り付け部材４８によって調整可能に位置決めすることができる第１の取り
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付け部材４６（例えば、第１の取り付け部材は比較的広い）とを有する。この実施例にお
いて、固定領域のよこ方向間隔は、着用者の腰のサイズ及びおむつの全体の寸法及び形状
によって決定される。なぜならば、第２の取り付け部材４８が第１の取り付け部材４６に
係合する場所は、第２の腰の領域５８のよこ方向パネルと第１のウエスト領域５６のよこ
方向パネルの重複の度合いに依存するからである。
固定領域１２２の好ましいよこ方向間隔は、腰へのおむつの適合及び収容性を改良する弾
性ウエストバンド内の有効な引っ張りの量を与えながら、よこ方向閉鎖が形成されたとき
にウエスト閉鎖体の受動的な作動が可能になり、回復できない巻き返りを生じる弾性ウエ
ストバンド３５の傾向を少なくするために着用者の腰に適用される通常の力を維持するこ
とを保証するように設計される。ウエストバンドの回復を行い、張力が付与されたウエス
トバンドがすべること（すなわち、回復不可能なき巻き返りを最小限にするために、固定
領域のよこ方向空間は最小に維持されることが好ましい。しかしながら、弾性ウエストバ
ンドの最大引っ張りを得るために、固定領域のよこ方向空間が最大であるように選択され
ることが望ましい。従って、固定領域のよこ方向空間は、正常な力を維持するための必要
性と、弾性ウエストバンドの引っ張りの有効な量を提供する必要性とが均衡を取るように
選択される。
幼児の平均の大きさ（５．４ｋｇから約１０．８ｋｇ）のために設計された第１図の好ま
しい実施例において、固定領域１２２の間（第１の取り付けの部材４６の間）のよこ方向
間の空間は少なくとも約２５ｍｍである。さらに、よこ方向空間は、少なくとも約５０ｍ
ｍである。第１図に示す実施例において、第１の取り付け部材４６のよこ方向空間は、約
１００ｍｍと約２００ｍｍとの間が最も好ましい。固定領域１２２のよこ方向空間は、１
つの固定領域の固定部の最も内側のライン（すなわち、長手方向の中心ライン６７に最も
近いライン）から弾性ウエストが収縮した状態での他の固定領域の固定部の最内端のライ
ンまでの距離を測定することによって決定される。従って、第１図に示す実施例において
、よこ方向空間は、一方の第１の取り付け部材４６の最内端縁部から他方の取り付け部材
４６の最内端縁部までの距離を測定することによって決定される。
各取り付け部材は、変化可能に位置決めを行い受動的に作動するウエスト閉鎖体を形成す
るために補完的に固定する手段に係合する固定装置を有する。ここで使用する用語の「変
化可能な位置決め」閉鎖体は、部材の少なくとも一方の位置が使用者が多数の異なる場所
で閉鎖体を形成することができるように広範に変化することができる固定装置を意味する
。従って、例えば部材の一方は、おむつ上に固定された位置を有し（例えば、第１の取り
付け部材４６の間のよこ方向空間は、弾性ウエストバンド３５に予備張力を与え、ウエス
ト閉鎖体が受動的な作動を行うように固定される）、他方の部材は固定された部材に対し
て取り付け部材の場所を変化することができる。これとは対照的に、閉鎖が形成される毎
に部材が特定の場所で接合しなければならない（例えば、スナップ及びバックルで）よう
に対になるエレメントの双方が所定の位置に固定されることを必要とする固定された位置
決め閉鎖体がある。また、ウエスト閉鎖体装置４０は、受動的に作動するウエスト閉鎖体
を提供する。「受動的に作動する」ことは、主固定装置３８を使用して最初の正しい体及
び脚部の適合（よこ方向閉鎖）が行われた後に、着用者によってそれ以上の労力をほとん
ど必要としないで機能的な腰の閉鎖が達成されることを意味する。腰の閉鎖装置４０の受
動的な作動は、それ以上の労力をほとんど必要としないでしっかりと固定を行うことがで
きるように互いに係合するだけでなく、弾性ウエストバンド３５内でよこ方向張力をつく
り維持する構成でおむつに位置ぎめされる取り付け部材を必要とする。
第１図に示すように、取り付け部材は、機械的な閉鎖エレメントを含むことが好ましい。
ここに使用するように、用語の「機械的な閉鎖エレメント」は、位置ぎめが変化可能な閉
鎖体を提供するために互いに機械的に係合する固定装置を意味する。従って、機械的な閉
鎖体エレメントは、ＶＥＬＣＲＯまたは他のフック及びループ材料のような機械的な係合
によって位置決めが変化することができる閉鎖体を達成することができる既知の手段を有
する。
第１の取り付け部材４６は、機械的な閉鎖エレメントを有し、第２の取り付け部材４８は
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「同一の」補完的な機械的な閉鎖エレメントまたは「独特の」補完的な機械的な閉鎖エレ
メントを含む。ここに使用する用語の「同一の」補完的な機械的な閉鎖エレメントは、第
１の部材と第２の部材の係合エレメントが相互に固定される同じ形状または構造を有する
機械的な固定装置を規定するように使用される。このような装置の例は、１９８２年４月
１６日にブラウン等に付与された「成形ファスナーに使用された２つのストリップ材料」
と題された米国特許第４，３２２，８７５号に開示されている。用語の「独特の」補完的
な機械的な閉鎖エレメントは、第１の部材が第２の部材と異なるが、フック材料及びルー
プ固定材料のような材料と係合可能である機械的な固定装置を定義する。例えば、第２の
取り付け部材４８は、ループ固定材料を有し、第１の固定部材４６はフック固定材料及び
その逆のものを有する。
ここに使用する用語の「フック固定材料」は、係合エレメントを有する材料を指定するの
に使用される。従って、フック固定材料は、おす型のファスナーを指定する。また、用語
の「フック」の使用は、その意味において制限されるべきではなく、係合エレメントがル
ープ固定材料または他のフック固定材料のような補完的な機械的閉鎖エレメントに係合す
ることになっているかぎりどのような形状でもよいことを理解すべきである。
フック固定材料は、固定閉鎖体を形成するためにループ固定材料の繊維エレメントに機械
的に係合する。従って、本発明によるフック固定材料は、広い範囲の材料で製造すること
ができる。適当な材料は、ナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンまたはこれらの組み
合わせ、またはこの技術分野で吉の他の材料を含む。適当なフック固定材料は、ミネソタ
州セントポールのミネソタマイニング製造会社から入手可能な「スコッチメイト」ブラン
ド第ＦＪ３４０２号のような商業的に入手可能なバッキング材から突出している多数の成
形された係合エレメントを有する。別の案として、係合エレメントはフック形、「Ｔ」形
、マッシュルーム形、またはこの技術分野でよく知られた他の形状を有する。例示的なフ
ック固定材料は、１９８９年７月１１日にスクリップに発行された「改良された固定装置
を有する使い捨て可能なおむつ」と題され、ここの組み込まれている米国特許第４，８４
６，８１５号に開示されている。
第１図に示すような特に好ましいフック固定材料は、熱可塑性材料から形成されたプロン
グ１２０の列を有する。特に、熱溶融接着熱可塑性材料、特にポリエステル及びポリアミ
ド熱熔融接着剤は、フック固定材料のプロングを形成するためによく適している。このプ
ロング１２０は、別のユニットの基板上に溶融状態の熱可塑性材料を印刷し、分離の前に
熱可塑性材料の一部を引き伸ばすことができる方法で材料を切断し、引き伸ばされた溶融
材料を「冷却して」プロングを形成する変形グラビア印刷処理を使用して製造することが
好ましい。この好ましいフック固定材料及びこのようなフック固定材料の製造方法及び装
置は、１９９０年８月８日に公開されたプロクター＆ギャンブル社のヨーロッパ特許出願
０３８１０８７号にさらに詳細に開示されている。その出願はここに組入れらている。
ループ固定材料は、フック固定材料の係合エレメントに係合する多数の繊維エレメントを
提供する。ループ固定材料は、繊維エレメント、好ましくはループを形成するために広範
な材料から製造される。このような適当材料は、ナイロン、ポリエステル、ポリプロピレ
ン、このような材料の組み合わせ、またはこの技術分野で既知の他の材料を含む。適当な
ループ固定材料は、ミネソタ州セントポールミネソタマイニング及び製造社から入手可能
な「スコッチメート」ブランドのナイロンで織られたループで指定された商業的に入手可
能な材料のパッキング材から突出している多数の繊維ループを有する。他の商業的に入手
可能なループ固定材料は、複数のナイロンフィラメントループを有するトリコットニット
織物を含み、この織物は、ノースカロライナ州グリーンズボロのギルフォードミルから入
手可能な「ギルフォードＮｏ．１６１１０」で指定された商業的に利用可能な材料のナイ
ロンのバッキングから突出している複数のナイロンフィラメントループを有する。１つの
例示的な伸長不可能なループ固定材料及びループ固定材料をつくる方法は、１９８８年１
１月２日に公開されたプロクター＆ギャンブル社のヨーロッパ特許出願０２８９１９８号
にさらに詳細に開示されている。その出願は、ここに組いれられている。また、適当なル
ープ固定材料は、この技術分野において織られた、または不織繊維、またはこの技術分野
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でよく知られた繊維材料またはループ材料の他のタイプである。ここのループ固定材料と
して使用するために適当な不織材料の例は、おむつ２０のトップシート２４として使用さ
れる材料に関して説明した。好ましい実施例では、ループ固定材料は、トップシート２４
の不織材料によって形成される。
別の案として、取り付け装置は、接着取り付け層（接着材料の層）を有する。本発明で使
用する接着剤は、小さい圧力のみを適用することによって大気温度で表面に接着する圧力
検知接着剤が好ましい。特に接着取り付け層としてここに使用することが好ましい接着剤
は、この業界で知られている熱溶融感圧接着剤である。例示としての熱溶融感圧接着剤は
、フィンドレイ９９０またはＨ－２０８５の商品名でウイスコンシン州エルムグローブの
フィンドレー接着剤会社によって市販されているタシフィア（ｔａｃｉｆｉｅｒｓ）及び
他の添加剤を備えたクレイトンベースの接着剤である。
取り付け部材は、接着剤及び機械的な閉鎖体が組み合わされている。例えば、取り付け部
材は、フック固定剤及びフック固定剤と併置された接着剤取り付け層またはフック固定剤
の一部にコートされた接着剤層を有するフック固定剤のような組み合わせの固定具を有す
る。組み合わせた機械的な／接着装置を有する一例としての固定具は、１９９０年８月７
日にバトレールに付与され、ここに組み込まれている米国特許第４，９４６，５２７号に
開示された織られた固定面を備えた圧力検知接着剤固定具である。
取り付け部材は、受動的に作動されることができる種々の固定具を提供するために従来の
技術で知られた他の接着材料を含む。さらに接着ストリップまたは材料は、発泡体、クレ
ープのようなゴムまたはラテックスゴム、他の接着剤、または高度にスタティックなビニ
ール材料である。高度にスタティックなビニール材料の分離可能なファスナーは、１９９
０年１２月２５日にマクラーレン及びクラインスミスに付与され、ここに組み入れられて
いる米国特許第４，９７９，６１３号に完全に開示されている。
取り付け部材は、おむつ２０に接合された別体のエレメントを有するか、またはおむつの
他の部材の一方と単一のエレメントであってもよい。例えば、トップシート２４は、他の
取り付け部材（例えば、フック固定材料）に機械的に係合することができる材料（例えば
、不織ウエブ）から製造してもよい。さらにバックシート２６は、前述したバトレールに
付与された米国特許第４，９４６，５２７号に示されるような組み合わせられた機械的及
び接着材ファスナー（取り付け部材）を形成するためにバックシートの表面の一部にコー
トされた接着材の層を備えた織りパターンを有するウエブから形成される。これらの場合
の各々の場合において、取り付け部材は、おむつの他の部材と単一性がある。別の案とし
て、取り付け部材は、おむつに接合された別のストリップまたはパッチを有する。第１図
に示すような好ましい実施例において、各第１の取り付け部材４６は、外面の一部を形成
するためにバックシート２６に接合されたフック固定材料の別のパッチを有し、第２の取
り付け部材４８は、第２のウエスト領域５８のトップシート２４の一部を有する一体のエ
レメントである。
平均の大きさのおむつの特別に好ましい実施例において、ウエスト閉鎖装置４０は、一対
の第１の取り付け部材４６を有する。各第１の取り付け部材４６は、フック固定材料の約
１９ｍｍのパッチにより約１２ｍｍの幅（長手方向の中心線６７にほぼ直角に）を有する
。第１の取り付け部材４６は、好ましくは約１７１ｍｍのよこ方向空間を有するように配
置されている。各第１の取り付け部材４６は、端縁部６４から長手方向に間隔をおいてい
る。おむつの端縁部から第１の取り付け部材の最も接近した縁部まで測定して、第１の取
り付け部材の長手方向の間隔が小さすぎると、第１の取り付け部材はおむつの上に高く出
て着用者の皮膚に接触する位置に達する。また、第１の取り付け部材の長手方向の間隔が
大きすぎると、第１の取り付け部材は、おむつの上に低く出て弾性ウエストバンドの巻き
返りをある程度引き起こす。第１の取り付け部材は、おむつの端縁部から約３ｍｍ（１／
８インチ）から約１５ｍｍ（５／８インチ）離れるのが好ましく、さらに好ましいのは約
６ｍｍ（１／４インチ）である。第１の取り付け部材４６に使用されるフック固定材料は
、バッキング材に形成された熱可塑性プロング１２０の列を有する。各フックの固定材料
のプロング１２０は、係合手段がおむつ２０の長手方向中心線６７に向かって内側に面し
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ている。また、ウエスト閉鎖装置４０は、トップシート２４の不織材料の一部によって形
成されたループ固定材料を有する単一の第２の取り付け部材４８からなる。
さらに、おむつ２０は、第１の取り付け部材４６の下に配置された位置決めパッチ５０を
有する。この位置決めパッチ５０は、Ｚ方向（厚さ方向）に第１の取り付け部材４６を持
ち上げ、第１の取り付け部材４６を第２の取り付け部材４８にさらによく接触することが
できるようにまたウエスト閉鎖装置を（少ない労力で）さらに容易に閉鎖することができ
るようにする。従って、ウエスト閉鎖装置４０は、さらに有効に受動的に作用する。また
位置決めパッチ５０は、可撓性耳フラップ８８が第１の取り付け部材上に折れ曲がる傾向
を少なくし、おむつの適用中にフックがかみ合い固定される可撓性の剛性領域を提供する
。従って、位置決めパッチ５０は、第１の取り付け部材４６までＺ方向に積み上げられる
他のエレメントを有することができる。第１図に示すように、位置決めパッチ５０の各々
は、第１の取り付け部材４６の下に配置された矩形状の材料を有する。位置決めパッチ５
０は、第１の取り付け部材４６の真下に配置されているが、位置決めパッチ５０は、トッ
プシート２４とバックシート２６との間に配置されることが好ましい。着用者の腰の周り
に可撓性を有する剛性の周縁部を形成するために、位置決めパッチのよこ方向縁部は、弾
性ウエストバンド部材７６の側縁７５に僅かに重複するように接することができる。位置
決めパッチ５０は、長さが３２ｍｍで幅が３８ｍｍの弾性発泡体を有する。さらに好まし
くは、おむつの製造中、位置決めパッチ５０は、弾性サイドパネル部材９０と同じ材料で
形成され、おむつの弾性サイドパネル９０と隣接するおむつの位置決めパッチ５０は、お
むつが完成した後、切断される同じ材料から形成される。従って、位置決めパッチ５０は
、おむつ２０の端縁部６４からおむつ２０の中心に向かって内側に伸びている。
好ましい実施例において、おむつは、第２のウエスト領域５８に配置された弾性サイドパ
ネル３０を有する。（ここで使用するように、用語の「配置された」は、おむつのエレメ
ントがおむつの他のエレメントと単一性を有するものとして、またはおむつの他のエレメ
ントに接合された別のエレメントととして特定の位置、または場所に形成され、接合され
及び位置決めされることを意味する。）弾性サイドパネル３０は、弾性サイドパネルがお
むつの足部を伸縮させることが可能であるから、着用者に最初に気持ちよくおむつを付け
、おむつに排出液が負荷されたとき時間の経過とともにその着用感を維持することによっ
てさらに快適なおむつの適合を行う弾性的に伸長可能な特徴を提供する。
さらに、弾性サイドパネル３０は、着用者におむつを維持し、腰の適合を向上させるため
に主固定装置３８とウエスト閉鎖装置４０の双方によって形成され及び維持される張力を
向上させる着用力（張力）を形成し、維持する。弾性サイドパネル３０は、特に弾性ウエ
ストバンド３５に予備張力を与える助けとなる。なぜならば、弾性サイドパネルが収縮し
たとき張力が弾性サイドパネル３０からウエスト閉鎖装置４０を通って弾性ウエストバン
ド３４に伝達されように着用者におむつ２０を適用するとき着用者は典型的には弾性サイ
ドパネル３０を引き伸ばすからである。さらに弾性サイドパネル３０は、たとえ着用者が
使用中に、一方の弾性サイドパネル３０を他方の弾性サイドパネルより強く引くならば、
おむつ２０が着用中、自己調整を行うから、さらにおむつの有効な適用を提供する。好ま
しくは、本発明のおむつ２０は、第２のウエスト領域５８に配置された弾性サイドパネル
３０を有し、別の案としておむつ２０は、第１のウエスト領域に、または第１のウエスト
領域５６と第２のウエスト領域５８の双方に配置された弾性サイドパネル３０を備えてい
る。
弾性サイドパネル３０は、多数の形状で製造されるが、おむつの耳部（耳フラップ）に配
置された弾性サイドパネルを有するおむつの一例は、１９８９年８月１５日にウッド等に
付与された「耳部を有する使い捨て可能なおむつ」と題された米国特許第４，８５７，０
６７号に開示され、ここに組み入れられている。別の案として、弾性サイドパネル３０は
、多数の他の形状で形成されている。例えば、１９８３年５月３日にシアファラに付与さ
れた米国特許第４，３８１，７８１号は、弾性部材が非弾性部材によって拘束されるよう
におむつのトップシートとバックシートの双方の開口部に配置される弾性ウエストを有す
るおむつを開示している。シアファラ等の特許は、弾性部材と同じ領域でおむつのトップ
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シート及びバックシート部分の双方を除去する重要性を開示しているが、本発明において
、トップシートとバックシートの同一の部分を１つだけ取り除くかまたは全く取り除かな
いとき、特に弾性部材を収容するおむつ部分に、以下に説明する、次第に増大するストレ
ッチ操作を行うとき、満足のゆく弾性機能が得られることが分かった。弾性サイドパネル
を示すおむつの他の実施例は、１９９０年７月３日にバンゴンペル等に発行された米国特
許第４，９３８，７５３号に示されている。この特許は、別の伸縮可能な部材を衣服の本
体の側縁に取り付けることによって形成された伸長可能なサイドパネルを備えたパンツ状
の衣服を開示している。従って、本発明の弾性サイドパネル３０は、おむつに接合された
弾性的に伸長可能な別の部材または薄層を有する。第１図に示すように、各弾性サイドパ
ネル３０は、耳フラップ８８と、それと作動的に関連する弾性サイドパネル９０とを有す
る。
第１図に示すように、各耳フラップ８８は、吸収コア２８の側縁８２から吸収コア２８の
側縁８２に沿っておむつ２０の長手方向の縁部６２のよこ方向外側に伸びているサイドパ
ネル７２の部分を有する。耳フラップ８８は、おむつ２０の端縁部６４から脚部の開口部
を形成するおむつ２０の長手方向の縁部６２の部分まで長手方向に伸びている（長手方向
の縁部６２のこのセグメントは、脚部の縁部１０６として指定される）。本発明の好まし
い実施例において、第２のウエスト領域５８の各耳フラップ８８は、吸収コア２８の側縁
８２を越えて伸びているトップシート２４とバックシート２６の部分によって形成される
。
本発明の好ましい実施例において、弾性サイドパネル部材９０は、弾性サイドパネル３０
が側方に弾性的に伸長可能になるように、好ましくはトップシート２４とバックシート２
６との間で耳フラップ８８のおむつ２０に作動的に関連する。ここに使用する用語の「弾
性的に伸長可能な」は、引っ張り力（典型的にはサイドパネル及びウエストバンド用のよ
こ方向引っ張り力）が加えられたとき、少なくとも一方向（好ましくはサイドパネル及び
ウエストバンドの側方に）に延伸され、張力が除去されたときほぼ前の大きさ及び形状に
戻るおむつのセグメントまたは部分を意味する。通常、本発明において使用される弾性材
料は、引っ張ってすぐに解放したとき約５秒以内に元の形状の少なくとも７５％まで収縮
して回復する（すなわち、「スナッピィ弾性」）。
弾性サイドパネル部材９０は、多数の異なる方法で耳フラップ８８に作動的に結合される
。例えば、弾性サイドパネル９０は、耳フラップ８８を集め、収縮するように弾性的に収
縮した状態で作動的に結合される。（弾性材料が弾性的に収縮した状態で固定される方法
の詳細な説明は、１９７５年１月１４にブエルに付与された米国特許第３，８６０，００
３号及び１９７８年３月２８日にブエルに付与された米国特許第４，０８１，３０１号に
開示されており、その双方はここに組み入れられている）。例えば、弾性サイドパネル部
材９０は、弾性サイドパネル部材９０を側方に延ばし、弾性サイドパネル部材９０をトッ
プシート２４及びバックシート２６の双方またはいずれかに接合し、弾性サイドパネル部
材が緩んだまたは収縮した向きを占めることによって耳フラップ８８に収縮可能に固定さ
れる。
別の案として、弾性サイドパネル９０は、収縮しない状態で作動的に結合され、次に収縮
するように処理される。例えば、弾性サイドパネル部材９０は、方向性のない状態で収縮
し、加熱のような特定の処理によって弾性的になる材料から形成することができる。この
ような材料の例は、１９７４年７月２５日マセンガーレ等に付与された米国特許第３，８
１９，４０１号及び１９７５年１０月１４日にコッホ等に付与された米国特許第３，９１
２，５６５号に開示されている。熱収縮可能な弾性部材を使用するための詳細な説明は、
１９８５年５月７日にキービト及びオステルハーゲに付与された米国特許第４，５１５，
５９５号に開示されており、ここに組み込まれている。典型的には、トップシート、バッ
クシート弾性パネル部材及び他の部材は、収縮しない状態でともに固定されている。次に
薄層が加熱（加熱された空気で）され、弾性サイドパネル部材は、解放または収縮された
方向に戻ることができるようにする。
特に好ましい実施例において、弾性サイドパネル部材９０は、弾性サイドパネル部材９０
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が実質的に張力を受けない状態にある間にトップシート２４，バックシート２６またはそ
の双方に弾性サイドパネル部材９０を接合することによって耳フラップ８８に作動的に結
合される。その結果生じる弾性サイドパネル部材９０を含む複合弾性薄層の少なくとも一
部は、薄層のトップシート及びバックシート部材（非弾性部材）を永久的に延伸するに十
分な機械的な引っ張りを受ける。次に複合弾性薄層は、ほぼ張力を受けない状態に戻され
る。弾性サイドパネルは「ゼロストレイン」ストレッチ薄層になるように形成される。（
別の案として、弾性サイドパネル部材は、張力を受けた状態で作動的に結合され、機械的
に引っ張られるが、これを「ゼロストレイン」ストレッチ薄層とは称さない。）ここに使
用するように用語「ゼロストレイン」ストレッチ薄層は、実質的に張力を受けない「ゼロ
ストレイン」の状態で、共通面の少なくとも一部に沿って互いに固定された材料の少なく
とも２層からなる薄層を称し、その薄層の一方は、伸縮可能な弾性材料（すなわち、加え
られた張力が解放された後に張力を受けない大きさに実質的に戻る）と、伸長可能な第２
の層とからなり、第２の層の伸長時に、加えられた張力が解放されたときに元の変形を受
けない形状に完全には戻らない程度に第２の層が永久的に延伸する。その結果、「ゼロス
トレイン」ストレッチ薄層は、少なくとも最初の伸長点まで最初の伸長方向に弾性的に伸
長可能にされる。このような「ゼロストレイン」ストレッチ薄層の例は、３月３０日にガ
リガン等に付与された米国特許第２，０７５，１８９号，１９６２年３月１３日にハーウ
ッドに付与された米国特許第３，０２５，１９９号，１９８０年１月２４日にシソンに付
与された米国特許第４，２０９，５６３号及び１９８９年３月３０日のサベーに付与され
た米国特許第４，８３４，７４１号に開示され、これらの各々はここに組み込まれている
。
トップシート、バックシート及びそれらの間に配置されたエラストマー部材から「ゼロス
トレイン」ストレッチ薄層をつくるために使用される特に好ましい方法及び装置は、かみ
合い波形ロールを使用して機械的に部材を伸長させる。おむつの部分を機械的に伸長する
適当な装置及び方法の説明は、これまでに言及した１９７８年８月１５日にシソンに付与
された米国特許第４，１０７，３６７号及び１９８９年３月３０日にサベーに付与された
米国特許第４，８３４，７４１号に開示されている。特に好ましい装置及び方法は、１９
９１年２月２８日にジェラルドＭ．ウエーバー等によって出願されたＰ＆Ｇケース４３３
９の「ゼロストレインストレッチ薄層ウエブに弾性を与えるためにそれを次第に引っ張る
ための改良された方法及び装置」と題された米国特許出願第０７／６６２，５３６号，１
９９１年２月２８日にケネースＢ．ブエル等によって出願されたＰ＆Ｇケース４３４０の
「ゼロストレインストレッチ薄層ウエブに程度が変化する弾性を与えるために不均一な方
法でそれを次第に引っ張るための改良された方法及び装置」と題された米国特許出願第０
７／６６２，５３７号，１９９１年２月２８日にジェラルドＭ．ウエーバー等によって出
願されたＰ＆Ｇケース４３４１の「ウエブを破壊することなくゼロストレインストレッチ
薄層ウエブに弾性を与えるためにそれを連続して引っ張るための改良された方法及び装置
」と題された米国特許出願第０７／６６２，５４３号に開示されており、それの明細書及
び図面はここに組み込まれている。
本発明の「ゼロストレイン」ストレッチ薄層弾性サイドパネルをつくる際に使用される特
に好ましい次第に増大する延伸装置の詳細を第８図を参照して説明する。「ゼロストレイ
ン」サイドパネルウエブを含む完全に組み立てられたおむつウエブ８１０は増大する引っ
張り装置を介して送られる。
第８図を参照すると、実質的に張力が加えられていない弾性サイドパネル部材（弾性パッ
チ８０４）を含むおむつウエブ８１０のタイミングは、実質的に張力が加えられていない
弾性パッチ８０４が、おむつウエブ８１０が最上端の波形ロール８２５のセグメント８２
４と連続的に波形で溝付きの最下端のロール８２１との間を通過するとき最上端の波形ロ
ール８２５の波形または溝付セグメント８２４とほぼ一致するようなタイミングである。
本方法及び装置の好ましい実施例において、溝付きセグメント８２４は、おむつ２０の弾
性パッチ８０４に隣接しているトップシート２４及びバックシート２６の部分に対してあ
る程度の伸長性を付与するために機械方向に測定して弾性パッチ８０４より全体として長
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さが長い（すなわち、伸長パネル１１０が形成される）。さらに、溝付きセグメント８２
４は、隣接するおむつの第１のウエスト領域まで伸びるような十分な長さではないことが
好ましい。なぜならば、隣接するおむつの位置決めパッチ５０を形成する弾性パッチ８０
４の部分のある程度の弾性を弾性を付与しないことが好ましいからである。最上端及び最
下端の波形ロールの補完的な溝の正確な形状、間隔及び深さは、「ゼロストレイン」スト
レッチ薄層部分で必要とされる弾性量としての要因に応じて変化するが、ほぼ０．１５０
（０．３８１センチメートル）インチのピークーピーク溝ピッチ、ピークで測定されたほ
ぼ１２度の内角及びほぼ０．３００インチ（０．７６２センチメートル）のピークー谷溝
深さが本発明の好ましい実施例において使用された。前述した波形ロールは、典型的には
、ほぼ０．０１０インチ（０．０２５４センチメートル）の半径を呈し、隣接した波形部
の間に形成された内側の溝は、典型的には、ほぼ０．０４０インチ（０．１０１６センチ
メートル）の半径を有する。波形ロールは、それらの対向するピークが約０．１５０イン
チ（０．３８１センチメートル）と約０．１７５インチ（０．４４４５センチメートル）
との間の深さまで互いに重複するように調整されるときに、良好な弾性特性は、１ミルの
厚さのポリマーのバックシートと１平方ヤードにおいて約１８から２０グラムの範囲の基
本的な重量と、ポリプロピレン繊維からなる不織布のトップシートにそれらの両面上にほ
ぼ連続的に接着された８０ミルの厚さの弾性ポリウレタン発泡体パッチからなる本発明の
薄層ウエブにおいてつくられる。
もちろん、所望ならば、できあがった「ゼロストレイン」ストレッチ薄層ウエブにおいて
多少の伸長性をつくるために前述した波形ロール上で対向する山の重なる程度は調整する
ことができる。前述したロール形状及び薄層ウエブ構造において、ピークとピークが重な
る深さは、約０．０５０インチ（０．１２７センチメートル）から約０．２２５インチ（
０．５７１５センチメートル）の範囲が有効である。
第８Ａ図から分かるように、おむつウエブ８１０は、アイドラローラ８７２，８７４によ
って最下端の波形ロールを包み、最下端のロール８２１の溝の各連続的な組に直に隣接し
て配置された（第８図に示す）作動真空ポート８２２をカバーする。上端の波形ロール８
２５の溝付きセグメント８２４とほぼ一致するように配置された真空ポート８２２は、ロ
ール８２１を通って一対の真空マニフォルド８２６に内側に接続されており、このマニフ
ォルド８２６は、おむつのウエブが上端の波形ロール８２５の溝付きセグメントによって
作用されるときおむつウエブ８１０に対する吸引を行う。
張力を受けない弾性パッチ８０４をトップシートウエブ８０６及びバックシートのウエブ
８０５に固定するために使用されるのりまたはトップシートウエブとバックシートウエブ
の一致した部分を互いに固定するために使用するのりのいずれかが堆積することを最小に
するために、最上端ロール８２５上の溝付きセグメント８２４と、最下端ロール８２１の
連続的な溝８２３は、テフロンのような底摩擦材料、またはイリノイ州モリスのマイクロ
面社から入手可能なパーマロンＮｏ．５０３のスプレーコーティングでコートされた底摩
擦材料からなる。
最下端ロール８２１の真空ポート８２２は、真空が作動するおむつウエブ８１０の部分の
支持部を形成し、ウエブに真空が作用したときはいつでもハニカム面にわたるウエブの横
方向へのすべりまたは動きを実質的に防止するウエブに対する良好な把持面を提供するた
めに、０．０９０インチメッシュ（０．２２８６センチメートル）のハニカム８４４のよ
うな多孔性材料によってカバーされることが好ましい。
最適な環境において、弾性パッチ８０４を含むサイドパネルの「ゼロストレイン」部分に
付与されることができる次第に増加する最大の引っ張りが、最上端の波形ロール８２５の
セグメント８２４の溝と、最下端の波形ロール８２１の連続的な溝８２３との間の係合の
深さによって決定される。しかしながら、ストレッチ薄層ウエブが、かみ合う波形ロール
の間を通過するときにウエブ延伸方向とほぼ平行な方向にすべりまたは収縮することを防
止しない限り、最適な延伸度合いが実現できないことが分かった。従って、最も好ましい
形態において、ウエブの増大する延伸操作は、「ゼロストレイン」ストレッチ薄層を含む
３つのすべての層の最外端部分が第８Ｂ図の断面に示されるように連続して配置されたか
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み合う波形ロールの組の間を通過するときに延伸方向に平行な方向におむつウエブの「ゼ
ロストレイン」ストレッチ薄層がすべりまたは収縮することを防止するために拘束される
間に実行される。
しかしながら、所望ならば、本発明は、伸長可能な、または引っ張り可能な層またはその
複合層のみを拘束することによって実施され、増大する延伸動作中に、すなわち、弾性パ
ッチの最も外側の部分を拘束することは必ずしも必要なことではない。後者において、延
長可能なまたは引っ張り可能な層は、増大する引っ張り力の処理の間、永久的に延伸され
るが、延伸引っ張り力が除去されるとき、「ゼロストレイン」ストレッチ薄層ウエブのＺ
方向の容積は、いくぶん小さくなる。これは、弾性パッチがこのような処理の間、小さい
程度の最初の延伸を受けるという事実による。従って、ストレッチ薄層ウエブがその変形
しない形状に戻るとき、同じ量の収縮を受けるのみである。
前述したタイプの「ゼロストレイン」ストレッチ薄層の実施例は、特に弾性パッチの対向
縁部に直に隣接する領域において伸長できるウエブにおいてある程度の均衡しない局所化
された引っ張りを示す。不透明なポリマーのバックシートの場合、これらの不均衡に引っ
張られた部分は、破壊が起こらないにもかかわらず、透明になる程薄くなる。このような
場合において、おむつのウエブの「ゼロストレイン」ストレッチ薄層部分の機能（例えば
、不浸透性）は害されることはない。後者のタイプの実施例は、おむつの「ゼロストレイ
ン」ストレッチ薄層部分の美的な外観がおむつの設計または形状によって見るものから隠
されるか、またはもし見ることができるとしても、おむつの使用者にとって関心がないも
のとして設計される。
本発明の他の実施例において、１つまたはそれ以上の延長可能な非弾性ウエブの破壊は、
「ゼロストレイン」ストレッチ薄層部分を意図された目的のために受け入れることができ
ないようにはしない（例えば、バックシートウエブの破壊は、薄層ウエブの１つの他の層
が完成した製品に所望の機能を提供するかぎり意図した目的のための薄層のウエブの機能
を必ずしも破壊しない）。例えば、延長可能なバックシートウエブにおけるある程度の破
壊は、弾性パッチが液体不浸透性材料を有するならば、おむつウエブの不浸透性を破壊し
ない）。特に、問題の層の間にほぼ連続する接着剤を使用する「ゼロストレイン」ストレ
ッチ薄層ウエブの実施例に関して真実である。なぜならば、増大する延伸の後に、層が比
較的接近して接着されることによってこのような損傷がエンドユーザーまたは着用者によ
って検出されることが困難になる。
第８図および８Ｂ図に示すようなおむつウエブ８１０が最上端のバックシートウエブ８０
５の存在によって空気通路に対してほぼ不透過性を有するから、所望ならば、多孔性ハニ
カム材料によってカバーされた真空ポート８２２は、最下端の波形ロール８２１の機械方
向を向いた溝８２３の各組に直に隣接して使用される。弾性パッチ８０４が空気の通路に
対して十分に透過性を有するならば、真空によって発生する吸引力は、バックシート８０
５の重なり部分を確実に把持するようにトップシートウエブ８０６及び弾性パッチ８０４
を通過する。この場合、おむつウエブの「ゼロストレイン」ストレッチ薄層ウエブの３つ
の層のすべては増大する延伸操作中に拘束される。
弾性パッチが空気の通路に対して十分に透過性を有しないならば、（ａ）吸引力がトップ
シートウエブ８０６を通ってバックシートのウエブ８０５上に作用するように真空ポート
８２２及び重複するハニカム材料８４４を弾性パッチ８０４の対向縁部の外側に配置する
か、（ｂ）おむつのウエブの対向面上に作用することができる適当な固定装置によってお
むつウエブの「ゼロストレイン」ストレッチ薄層部分を有する３つの層のすべてを拘束す
るかのいずれかが必要である。
多孔性ハニカム材８４４を介して作用する真空ポート８２２を介して第８図および第８Ｂ
図に示すおむつウエブ８１０に加えられる吸引力は、実質的に張力を受けない弾性パッチ
８０４を収容するおむつウエブ８１０が最下端の波形ロール８２１の連続的な溝８２３と
最上端の波形ロール８２５の溝付きセグメント８２４との間を通過するとき、よこ方向内
側方向にすべり、または収縮することを防止する。
弾性パッチ８０４を含むおむつウエブの「ゼロストレイン」ストレッチ薄層部分は、連続
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したウエブ延伸操作の間側方に拘束されるから、拘束部分の中間に配置された「ゼロスト
レイン」ストレッチ薄層ウエブのすべての部分は、ウエブが最下端の波形ロール８２１の
連続的な溝８２３と最上端の波形ロール８２５の溝付きセグメント８２４との間を通過す
るときにほぼ一様な増大する伸長を受ける。
これは、伸長中に弾性パッチに固定された延長可能なトップシートとバックシートを可能
な最も大きい程度の延長を行わせることによって増大するウエブ伸長操作の有効性を最大
限にするだけではなく、弾性パッチの対向する周縁部分に直に隣接する領域で固定される
トップシート及び／またはバックシートの不釣り合いな高度な拘束を実質的に防止する。
第９図は、使用することができる他の増大するウエブ延伸装置を開示する。第９図に示す
増大ウエブ延伸装置において、弾性的に収縮可能な一対のディスク９４０が最上端の波形
ロール９２５の溝付きセグメント９２４の各側に隣接して取り付けられている。圧縮可能
なディスク９４０は、おむつウエブ９１０をきつく把持し、おむつウエブ９１０を第９Ａ
図の断面図に示すように最下端の波形ロール９２１の一致した溝なし部分に対してしっか
りと保持するに十分な直径を有する。第８図の実施例の真空ポート及び多孔性ハニカム材
料と同様に、圧縮可能なディスク９４０と最下端のロール９２１の溝なし部分によってつ
くられた把持作用によって、おむつウエブ９１０の弾性パッチ９０４を含む部分がウエブ
がかみ合う波形ロールの間を通過するとき、引っ張られる方向に平行な方向に収縮するこ
とを防止する。第９図の実施例は、空気の通過に対して透過性または不透過性のウエブを
含む薄層構造体で容易に使用される。
当業者によって理解できるように、前述した拘束方法は、製造されるおむつウエブの「ゼ
ロストレイン」ストレッチ薄層部分で説明した利点をつくるために個別にまたは互いに組
み合わせて使用される。
ここに含まれた説明から、改良された方法及び装置は、「ゼロストレイン」ストレッチ薄
層ウエブ部分の全体またはその１つまたはそれ以上の部分を含む広範囲のおむつをつくる
ために使用されることは明らかである。
互いにほぼ平行に整合された波形部を有する一対のかみ合い波形ロールが添付図面に開示
されているが、本発明は、波形部が互いに平行な向きではない波形ロールの対を使用する
ことも容易に実施することができることは理解できよう。さらに、波形ロールの対の波形
部は、必ずしも、機械方向または横断方向のいずれかに平行に整合する必要はない。例え
ば、ここに開示した「ゼロストレイン」ストレッチ薄層を使用して製造された１つの使用
のおむつにおいて曲線からなるウエストバンドまたはレグバンド部分が望ましいならば、
おむつウエブの「ゼロストレイン」ストレッチ薄層部分を次第に引き伸ばすために使用す
る波形ロールの対のかみ合い歯が直線でなくむしろ所望の曲線に沿って弾性を形成する所
望の曲線形状に配置される。ここに開示した好ましい方法は、かみ合う円筒形の波形ロー
ルを使用するが、ウエブ拘束の原理は、ウエブの「ゼロストレイン」ストレッチ薄層部分
を次第に大きく引き伸ばすためにかみ合いプラテンを使用する断続的なスタンプ操作を使
用して実行することもできる。この断続的なスタンプ操作の場合において、次第に大きく
引き伸ばされる「ゼロストレイン」ストレッチ薄層ウエブの部分は、かみ合いプラテンが
引き伸ばし方向に平行な方向にすべりまたは収縮を起こすように十分な力をウエブに加え
ることが可能になる前に、適当な真空または固定装置によって正しく拘束されることが必
要なだけである。
弾性サイドパネル部材９０は、トップシート２４，バックシート２６のいずれか、または
断続的な接続形状または、ほぼ連続的な接続形状のいずれかを使用する双方に接続可能で
ある。ここに使用するように、用語の「断続的に」接続された薄層ウエブは、層が、最初
に間隔を置いた点で互いに接続された薄層ウエブ、または層が間隔を置いた領域で互いに
接続されていない薄層ウエブを意味する。逆に「実質的に連続して」接続された薄層ウエ
ブは、層が最初に表面の領域にわたってほぼ連続的に接続される薄層ウエブを意味する。
断続的に接続された構成は、層内のほぼ非弾性的なウエブが破れることなく、比較的に伸
長され、または引っ張ることができ、完成された層においてｚ方向の高度な容積が所望の
ものである場合に「ゼロストレイン」薄層ウエブにおいて望ましい。連続的な接続構成は
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、「ゼロストレイン」薄層ウエブの場合において、薄層のｚ方向の容積が第１に重要なも
のはなく、薄層内の比較的非弾性的な１つまたはそれ以上のウエブが破れることなく伸長
され、または引っ張られることが困難である場合に望ましいことが分かっている。ウエブ
が破れることなく伸長され、または引っ張られることが困難である場合において、ほぼ連
続的な接続構成は、次第に大きく引き伸ばされる操作の後に、すべての薄層の層を比較的
密着した接着するように維持する。従って、１つまたはそれ以上の比較的非弾性的なウエ
ブが次第に大きく引き伸ばされる引き伸ばし中に破れた点に損傷を受けるならば、比較的
非弾性のウエブの損傷を受けた部分が弾性層に比較的接近するように行われる接着は、損
傷が起こったことをユーザが知覚することを困難にする。もし、比較的非弾性のウエブの
破壊がウエブの意図された機能（不浸透性）を損なわないとすれば、次第に大きく引き伸
ばされる伸長操作の間に比較的非弾性のウエブに起こる損傷は、最終的な製品において否
定的なものとして知覚されない。
従って、特に好ましい「ゼロストレイン」ストレッチ薄層における連続的な接続構成の使
用から生じる予期できない利点は、それによっておむつの製造者が本発明の薄層に有効に
使用される広範な非弾性ウエブから選択することができることである。基本的には、本発
明の「ゼロストレイン」ストレッチ薄層ウエブにおいてあまり引っ張ることができるとは
思えないような比較的弾性的なウエブを使用することを可能にする。従って、特に断らな
い限り、ここで使用する用語の「引っ張り可能な」は、次第に大きく引き伸ばされる伸長
操作中にある程度薄くされ、損傷を受ける比較的非弾性ウエブを除外することを意図する
ものではない。
本発明の好ましい実施例において、弾性サイドパネル部材９０は、接着剤を使用してトッ
プシート２４及びバックシート２６の双方にほぼ連続的に接合される。引っ張り力を受け
ない弾性サイドパネル部材９０が配置される所定の領域にほぼ一様な連続的な接着剤の層
を形成するために、接着剤アプリケータが使用される。特に好ましい実施例において、選
択された接着剤は、引き伸ばし可能であり、接着剤アプリケータは、溶融吹き付け装置を
有する。
ほぼ連続的に接着された「ゼロストレイン」ストレッチ薄層ウエブをつくるために特に適
している１つの溶融吹き付け装置は、ジョージア州ゲインズビルのＪ＆Ｍ研究所から入手
可能な溶融吹き付け装置モデルＮｏ．ＧＭ－５０－２－１－ＧＨがある。この装置は、機
械を横断する方向に測定して１インチ（２．５４センチメートル）毎に２０のオリフィス
を有するノズルを使用し、各オリフィスは直径が０．０２０インチ（０．０５０８センチ
メートル）である。ウイスコンシン州Ｅｌｍグローブのフレンドリ接着剤会社から入手可
能なフレンドリＨ－２１７６溶融接着剤は、ほぼ３４０°Ｆの温度に加熱され、１インチ
平方（２．５４センチメートル平方）当たりほぼ７．５乃至１０ミリグラムの割合でバッ
クシート及び／またはトップシートに吹き付けられる。温度が約４２５°Ｆ及びほぼ圧力
が５０ｐｓｉｐの加熱圧縮空気が、接着剤ノズルの第２のオリフィスを通って噴射され、
レイダウン操作中に接着剤の小繊維を均一に配分する助けとされる。おむつの「ゼロスト
レイン」ストレッチ薄層部分が次第に大きく引き伸ばされるまでかかる時間の間にバック
シート２６に熱い接着剤を緊密に接触させることによってバックシート２６を柔らかくす
る。従来のポリエチレンのバックシート材料としてのいくつかのウエブにおいて、この柔
軟化は、ウエブが次第に大きく引き伸ばされる引き伸ばし処理の間にバックシートへの損
傷を最小限にする利点があることが分かっている。これは、問題のウエブがある機能（例
えば不浸透性）をおむつに付与する状況において特に重要である。
別の案として、弾性パネル部材９０及びおむつ２０の「ゼロストレイン」部分を有する他
の部材は、加熱されない接着剤、熱接合、圧力接合、超音波接合、動的な機械的な接合ま
たはこの技術分野で知られている他の方法を使用して互いに断続的にまたは連続的に接合
される。
弾性サイドパネル部材９０は、多数の異なる大きさ、形状、構成及び材料の形態をとる。
例えば、弾性サイドパネル３０は、各耳部フラップ８８に作動的に関連する１つまたは複
数の弾性サイドパネル部材９０から形成される。弾性サイドパネルは、幅及び長さが変化
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する。弾性サイドパネル部材は、比較的狭い弾性材料のストランドまたは比較的広い弾性
パッチからなる。弾性サイドパネル部材９０（特に「ゼロストレイン」ストレッチ薄層）
として使用するために特に適当な１つの材料は、少なくとも約４００％の伸びで破れる伸
長限度及び張力を受けない長さの５０％の伸長でサンプルの幅の１インチ当たり約２００
グラムの伸長力を有する弾性発泡体である。弾性サイドパネル部材として使用されるに適
している例示として（ａ）好ましくは、ほぼ５０ミルの厚さ及び１立方フィート（０．０
２８立方メートル）当たり１３．３ポンドの質量（０．２１４ｇ／ｃｍ 3）を有するクロ
スリンクされた天然ゴム発泡体を含み、このような材料は、ロードアイランドのミドルタ
ウンのフルフレックス社から入手可能であり、またはオハイオ州フレモントのルドローコ
ンポジット社から商品名ベビーフォームで販売されている。また（ｂ）１立方フィート当
たり、ほぼ２．０６ポンド（０．３３ｇ／ｃｍ 3）の質量を有し、このようなものは、商
品名ブリジストンＳＧポリウレタン発泡体として日本の横浜にあるブリジストン社から入
手可能であり、またポリウレタン発泡体Ｎｏ．４０３１０の商品名の下に販売されている
ニュージャージー州パラマスのゼネラルフォームから入手可能である。弾性サイドパネル
部材９０として使用される適当な他の適当な弾性材料は、「生の」合成または天然のゴム
、他の合成または天然のゴムの発泡体、（熱収縮可能な弾性フィルムを含む）弾性フィル
ム、弾性綿布、弾性的に織られたウエブ、または不織ウエブ、弾性不織薄層のような弾性
合成物、またはそれと同等なものを含む。
第１図に示すように、弾性サイドパネル９０は、弾性材料のパッチ（弾性パッチ）からな
り、この弾性パッチは、第２のウエスト領域５８の耳部フラップ８８の長さの大部分にわ
たって延びている。おむつが製造されるときに、弾性パッチは、１つのおむつの弾性サイ
ドパネル部材９０を形成するだけではなく隣接するおむつの第１のウエスト領域５６に位
置決めパッチ５０を形成するように配置される。従って、前述したウッド等の特許に開示
されたような高速で弾性サイドパネル部材をおむつに固定する際の整合に関する問題が除
去される。従って、弾性サイドパネル部材９０は、耳部フラップ８８の脚部の縁部１０６
に向かって内側におむつ２０の端縁部６４から延びている。弾性サイドパネル部材９０の
長さ及び幅は、おむつの機能的な設計によって決定される。
弾性サイドパネル部材９０は、耳部フラップ８８の全体の長さにわたって長さ方向に延び
ているが、弾性サイドパネル部材９０は、延長パネル１１０を形成するように耳部フラッ
プ８８の長さの一部を通るようにのみ延びていることが好ましい。第１図に示すように、
延長パネル１１０、すなわち、弾性サイドパネル部材９０のベース縁部１０８から耳部フ
ラップ８８の脚部縁部１０６に長手方向に延びる弾性サイドパネルの部分は、少なくとも
伸長可能な程度に機械的に引き伸ばすことができる（すなわち、延長パネル１１０をつく
る材料は、予備拘束され永久的に細長くされる）。この「予め引張られた」延長パネルは
、弾性サイドパネルの「ゼロストレイン」ストレッチ薄層部分が伸ばされたときに、脚の
皮膚に刺激を与え赤くすることがある、着用者の脚の領域の近くに過剰な張力を発生する
ことなく弾性サイドパネルの部分を有効に伸長する。（すなわち、「予め引張られた」延
長パネルがない場合は、弾性サイドパネルが伸長されるとき、延長パネル１１０を通るラ
インに沿って張力が集中され、弾性サイドパネルが着用者の皮膚をへこませ、こすってす
りむく場合がある。）弾性サイドパネル３０の延長パネル１１０を予め引っ張る多数の方
法があるが、延長パネル１１０は、「ゼロストレイン」ストレッチ薄層部分で実行される
機械的な引っ張りと同じ方法で予め引っ張られることが好ましい。第１図に示す好ましい
実施例において、弾性サイドパネル３０の延長パネル１１０は、多数の異なる材料から形
成することができるが、延長パネル１１０は、耳部フラップ８８を形成するトップシート
２４とバックシート２６の部分から形成することができる。
伸長力、伸長係数及び利用可能な引っ張り（伸長）、及び収縮力、弾性しわ、弾性ヒステ
リシス及び弾性サイドパネル３０の収縮率を含む伸長特性は、弾性サイドパネル３０とお
むつ２０の双方の機能において重要な要因である。伸長特性は、おむつの着用者に使用中
に近くされる「引っ張り程度」を与える。また、それらは、適用される引っ張りの適当な
程度を達成するためのおむつの能力に影響を与える。すなわち、使用中におむつの張力が
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「正常に」知覚される場合、結果として生じる伸長の全体量は、心地よい着用感を達成し
維持するために望ましいものである。比較的高い係数を有効に弾性サイドパネルは、着用
者の皮膚を赤くし、比較的低い伸長係数は、着用者に対する垂れ下がり、滑りを生じる。
伸長があまりに小さい弾性サイドパネルは、適当な水準の体の適合感を達成することがな
く、着用したおむつとして不愉快なものとする。非常に低い収縮力、または小さい弾性、
または小さい弾性クリープまたは弾性ヒステリシスを有する弾性サイドパネルを備えたお
むつは、着用者の指定位置に着用されず、あまり望ましくない適合感及び収容性を生じる
着用者の垂れ下がりとすべりを招く傾向がある。
本発明の弾性サイドパネル３０において、伸長力及び伸長係数が規定された範囲内にある
ことが好ましいことが分かった。この伸長力は、約２５０グラムｓｆ以上であることが好
ましい。これらの伸長力は、約０．２５インチ（６．２５ｍｍ）と約１．２５インチ（３
１，２５ｍｍ）の間の伸長で発生されるのが好ましい。好ましい実施例において、弾性サ
イドパネルは、約０．２５インチ（６．２５ｍｍ）及び約０．７５インチ（１８．７５ｍ
ｍ）の間の伸長で約２５０グラムｓｆと約５００グラムｓｆとの間の伸長力を有すること
が好ましい。
有効な伸長は、着用中に着用者の体に適合するように逆方向に伸長するために弾性サイド
パネルで利用可能な最大量の材料の寸法をとる。従って、有効な伸長量は、おむつを着用
者に適合させるために有効な伸長の最大量に関する。さらに、着用者の体に適合するため
におむつに有効な回復可能な伸長量に関する。有効な伸長は、公式（（伸長長さー元の長
さ）－元の長さ）×１００から計算される。弾性サイドパネルを使用したおむつの適合に
必要な有効な伸長の最大量は、中間の大きさのおむつにおいて少なくとも有効な伸長の約
３５％及び大きい大きさのおむつにおいて約５０％が好ましい。
着用者の弾性サイドパネルによって与えられる支持可能な収縮力の大きさ（張力）は，弾
性サイドパネルの重要な特性である。不十分な収縮力を備えた弾性サイドパネルは、おむ
つをつけた後におむつが垂れ下がることになる。過大な収縮力は、着用者の着心地を低減
し、着用者の皮膚に赤い印をつける。収縮力は、弾性部材が特定の伸長で弾性部材を緩め
る間につくられる単位幅に対する力として測定される。本発明の好ましい実施例において
、弾性サイドパネルの収縮力は、５０％の延びで少なくとも約９０グラム／インチが好ま
しい（５０％の伸長は、元の長さの１．５倍までサンプルを伸長することを必要とする）
。
典型的にはエラストマー材料は、応力－引っ張り特性において力のヒステリシスループを
示す。すなわち、所定の延長において、エラストマー材料が予め伸長された状態から収縮
されるときに、エラストマー材料が与える力（収縮力）より大きくエラストマー材料が軸
線方向に延びることが要求される。前の曲線は、「ロード曲線」と呼ばれ、後者の曲線は
「アンロード曲線」と呼ばれる。「ロード」伸長力（伸長力）は、おむつを着用者につけ
るために弾性サイドパネルが伸長されるときに、着用者によって感じられる。一旦おむつ
が着けられると、着用者は、さらに「アンロード」収縮力（収縮力）を感じる。従って、
ヒステリシスロスは、収縮力が着用者のおむつを垂れ下げ、すべるのに十分に低くなる程
には大きくはない。
支持された応力及び張力を受けるすべてのエラストマー材料は、時間とともに力を減少さ
せる（すなわち、弾性クリープ）。従って、時間の経過において着用力の減少が着用の安
定感のために必要な最小限の力以下に低下しないように保証することが望ましい。従って
、弾性クリープは、最小に維持する必要がある。本発明の好ましい実施例において、エラ
ストマー材料の最終的な長さは、３０分間張力がかかったときに元の長さの約１．２倍以
下である。
弾性ウエストバンド３５の伸長力及び有効な伸長は、弾性ウエストバンド３５と弾性サイ
ドパネル３０の双方の性能において重要である。弾性ウエストバンド３５の伸長力は、弾
性サイドパネル３０の伸長力より大きいが、本発明の好ましい実施例において、所望の伸
長における弾性ウエストバンド３５の伸長力は、所望の伸長における各弾性サイドパネル
３０の伸長力以下である。弾性サイドパネル３０の伸長力より小さい伸長力を有する弾性
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ウエストバンド３５は、おむつが幼児の上で移動することなく容易な腹の動きを行うこと
ができる。弾性サイドパネルのさらに大きな伸長力は、おしりの上及び腹の下で小さい距
離的な変化を可能にし、着用者の上でおむつの張力を快適に維持する。この設計によって
、使用中に着用者に対する垂れ下がり、緩み、おむつまたは吸収コアの全体的なすべり滑
動及びおむつの前部での巻き返し及び巻き込みの低減によって、さらによいおむつの適合
感、少ない漏れ、改良されたおむつのはき心地を与える。ここに説明するように、第６図
は、本発明の他の実施例を示しており、この実施例において、形成された「伸長おなかパ
ネル」は、ここで説明した改良された性能を提供するために弾性サイドパネルより小さい
伸長力（及び／またはさらに大きい有効伸長）を有する。
また弾性サイドパネル３０は、よこ方向に延びるときに、長手方向の軸線に沿って異なる
伸長性を具備している。ここに使用する用語の「異なる伸長性」は、引っ張りの方向にほ
ぼ垂直に向いている軸線に沿って種々の点で引っ張りの方向に測定するとき、非一様な弾
性伸長特性の度合いを有する材料を意味する。これは、例えば、弾性材料の変化する弾性
係数または有効な伸長またはその双方を含む。異なる伸長性は、弾性サイドパネル３０に
おいて、おむつ２０の端縁部６４から耳部フラップ８８の脚部の縁部１０６に向かって測
定するときに、弾性サイドパネルの少なくとも一部を介してよこ方向伸長性が長手方向に
変化するように設計されることが好ましい。よこ方向に延ばされたとき、長手方向の軸線
に沿った異なる伸長性は、おむつの支持適合を推進し、腰及び脚のまわりの漏れを減少さ
せるように着用者のおしりのまわりにおむつを固定しながら、使用中、弾性サイドパネル
が異なる方向に延び、着用者の腰に適合することができるようにする。このような構造は
、着用者が移動し、位置を変えるとき（立ち、座り、寝る）、着用者の体の大きさの変化
に適応するために、おしりの領域をさらに「伸長」させることを可能にする。他の実施例
において、おむつ２０の端縁部６４に隣接する弾性サイドパネル部材の部分のよこ方向伸
長性がある程度減少すると、弾性ウエストバンド３４全体によるさらに大きな伸長を必要
になり、弾性ウエストバンド３４のさらに局所化された引っ張り及びさらに大きい柔軟な
おなかの適合感が得られる。
異なる伸長性は、多数の異なる方法によって達成される。弾性サイドパネル３０は、組み
合わせられた複数の弾性材料、弾性材料のための複数の構成を有し、または弾性サイドパ
ネルをつくる他の弾性材料の伸長特性は不均一であってもよい。例えば、異なる伸長性は
、弾性材料を使用することによって弾性サイドパネルの隣接部分において達成することが
でき、この弾性材料は、多少変化するよこ方向伸長性が、隣接部分より弾性サイドパネル
の一部分において達成されるような変化する収縮力、係数または他の固有の特性を有する
。また、弾性材料は、異なる伸長性を得るために異なる長さ、大きさ及び形状を有する。
弾性サイドパネルを形成する材料の特性を変化させる他の方法は当業者が知っているよう
な方法が使用される。
「ゼロストレイン」ストレッチ薄層に異なる伸長性を付与するための特に好ましい方法及
び装置は、少なくとも１つの組のかみ合い波形ロールを通って「ゼロストレイン」ストレ
ッチ薄層を通過させることであり、少なくとも１つの波形ロールは、「ゼロストレイン」
ストレッチ薄層ウエブに接触する点に沿って波形の非一様な輪郭を有する。その結果、ロ
ールの組の間を通る薄層ウエブ部分は非均一に引き延ばされる。これは、非均一な輪郭の
波形にはぼ直角な方向に不均一に弾性化される「ゼロストレイン」ストレッチ薄層をつく
る。
おむつ２０は、ウエスト領域の１つ、好ましくは第２のウエスト領域５８を着用者の背中
の下に位置決めし、着用者の脚の間におむつの残りの部分を引くことによって着用者に着
けられ、その結果、他のウエスト領域、好ましくは第１のウエスト領域５６が着用者の前
の部分に配置される。テープタブ９２のタブ部分９４は、リリース部分９５から解放され
る。おむつは、タブ部分９４を把持しながら、着用者のまわりで弾性サイドパネル３０を
包む。弾性サイドパネル３０は、典型的には着用者の大きさ及び形に適応するようにこの
操作中に延長され、引っ張られる。第１の固定要素１１２、接着取り付け層９６は、ラン
ディング部材４４の第２の固定要素１１４に固定されてよこ方向閉鎖を行う。本発明の好
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ましい実施例において、よこ方向閉鎖が形成されると、また、ウエストの閉鎖は、「自動
的に」閉鎖され、すなわち、ウエストの閉鎖はそれに従って、受動的に行われる。ウエス
トの閉鎖体は、第１の取り付け部材４６と第２の取り付け部材４８との係合によって形成
される。ウエストの閉鎖体の形成によって、弾性ウエストバンド３５は、ここに説明した
適合及び収容性に関する利点を提供するように予備張力が加えられる。
第４Ａ図乃至第４Ｄ図に示すように、本発明の弾性ウエスト部３４は、着用者が立ち、座
りまたは座った後に立つときに、端縁部が着用者のへそに関して同じ関係にあるように着
用者の腰とともに移動し、それに適合する。従って、次の説明は、へそに関する相対的な
動きに関する。第４Ａ図に示すように、ウエストパネル領域１３８は、着用者の腰に接触
し、最初に適用したような閉鎖装置によって弾性ウエストバンドで生じた張力の結果、腰
にきちんと適合する。第４Ｂ図を参照すると、着用者が座り始めたときに、相互接続パネ
ル領域１３０は、第１の可撓性のヒンジ領域１３２のまわり及び第２の可撓性のヒンジ領
域１３４のまわりで回転して最初は中にあったパネルの外側に弾性ウエストバンドを移動
させる。吸収コアのウエスト縁部はへそに向かって動く傾向がある。第４Ｃ図を参照する
と、着用者は座り続けるにつれて、吸収コアはへそに向かってさらに押され、相互接続パ
ネル領域１３０は、吸収コアのまわりでたわんで折れる傾向がある。また、着用者の腹は
、外側に押され始め、予備配置されたウエストバンド可撓性ヒンジ領域１４０のまわりで
成形パネル領域１３６に関してウエストラインパネル領域１３８をたわむように偏向させ
る。着用者が完全に座った状態の第４Ｄ図を参照すると、吸収コアは、腹に対してさらに
押され、相互接続パネル領域１３０は、吸収コアの内部に対して全体的にたわむ。成形パ
ネる領域１３６は、腹の内側部分に接触するように可撓的に偏向され、ウエストラインパ
ネル領域１３８は、完全に押され、予備配置された弾性ウエストバンドの可撓性ヒンジ領
域１４０のまわりでたわむように偏向して着用者の突き出した腰に適応する。従って、弾
性ウエストバンドと着用者の腰の間のきちんとした適合が維持される。着用者が座った状
態から立つときに、この状態は逆の順序で繰り返され、ウエストバンドの可撓性ヒンジ領
域１４０の弾性は、回復力及び運動を提供し、それによってウエストラインパネル領域１
３８が、着用者が立ち続けるときに着用者の腰への接触を維持し続け、成形されたパネル
領域１３６とウエストラインパネル領域１３８とを腰に対する使用中の（予め張力を有す
る）形状に戻し、摩擦によって、最後に弾性ウエストバンドと着用者の腰との間で緊密な
接触を維持しながらほぼ元の位置まで相互接続パネル領域１３０を引っ張る。幾度かの着
用サイクルの後に、第４Ｂ図に示すような状態と同じような状態は、立っている間に「中
立」の位置になり、着用者の他の動きは、第４Ｂ図乃至第４Ｄ図に示すサイクルににてい
る。
第５図は、本発明の弾性ウエストバンドの他の構成を示す。弾性ウエストバンド３５は、
バックシートの一部と、好ましくは予め張力を受けたトップシート２４の一部と、エラス
トマー部材７６と対面部材５０１とを有する弾性薄層とからなる。エラストマー部材７６
は、バックシート２６と対面部材５０１との間に配置され、トップシート２４は、バック
シート２６とエラストマー部材７６との間に配置される。弾性ウエストバンド６３５は、
ともに接合されたトップシート２４とバックシート２６を備え、別の段階においてエラス
トマー部材７６と対面部材５０１の２つの薄層を形成し、トップシート／バックシートの
組み合わせのトップシート２４に２層の材料を接合し、対面部材５０１が着用者の皮膚に
接触するようにエラストマー部材７６がトップシート２４に面するおむつを製造すること
によって形成することが好ましい。この実施例において、エラストマー部材７６は、前述
したような熱収縮性の弾性材料であることが好ましい。対面部材５０１は、トップシート
２４として有効な材料に関して前述した材料のような柔らかい刺激のない材料が好ましい
。対面部材５０１は、トップシート２４として使用することが好ましい不織材料と同様の
不織材料が好ましい。
第５Ａ図は、本発明の弾性ウエストバンドのさらに他の構造である。弾性ウエストバンド
５３５は、好ましくは予備張力を受けたバックシート２６の一部と、対面部材５０１と、
バックシート２６と対面部材５０１との間に配置されたエラストマー部材７６と、バック

10

20

30

40

50

(35) JP 3970316 B2 2007.9.5



シート２６とエラストマー部材７６との間に配置されたトップシート２４の一部と、トッ
プシート２４とエラストマー部材７６との間に配置された弾性部材７７とから形成される
。弾性ウエストバンド５３５は、３層の対面部材５０１と、エラストマー部材７６と、弾
性部材７７とが、トップシート２４に固定されることを除いて第５図に示す実施例に関し
て説明したと同様な方法で、前述したと同様の材料で形成されることが好ましい。
第６図は、本発明のおむつ及び弾性ウエスト部の他の実施例を示す。弾性ウエスト部６３
４は、収容組立体２２にたわむことができるようにに接合された比較的大きい縁部圧縮剛
性を有する相互接続パネル領域１３０と、相互接続パネル領域１３０にたわむことができ
るように接続された「伸長おなかパネル」弾性ウエストバンド６３５と、相互接続パネル
領域１３０と収容組立体２２とをたわむことができるように接続された第１の可撓性ヒン
ジ領域１３２と、弾性ウエストバンド６３５と相互接続パネル領域１３０とをたわむこと
ができるように接続された第２の可撓性ヒッジ領域１３４とを有する。第６図に示すよう
に、弾性ウエストバンド６３５は、「伸長おなかパネル」を形成するために「５角形」の
形状を有する。弾性ウエストバンドは、腹の動きの領域の下に形成された第１のよこ方向
閉鎖を行うように長い（長手方向の寸法）。弾性ウエストバンド６３５の最も長い寸法（
長手方向内側の端縁部６４から測定して）は、約３８ｍｍ（１．５インチ）と約８８ｍｍ
（３．５インチ）との間が好ましいが、さらに好ましくは、中間の大きさのおむつにおい
て、約５０ｍｍ（１．５インチ）と約５７ｍｍ（２．２５インチ）との間が好ましい。こ
の形状は、着用者の腹とともに移動し、伸長するウエストバンドと、端縁部６４に隣接す
る弾性ウエストバンドの部分が端縁部６４から離れた隣接位置よりさらに伸長可能である
ような異なるよこ方向延長性とを提供する。弾性ウエストバンド６３５は、成形パネル領
域１３６と、ウエストラインパネル領域１３８と、予備張力を与えられた弾性ウエストバ
ンドの可撓性ヒンジ領域１４０とからなる。吸収コア２８のウエスト縁部６４は、おむつ
の端縁部６４（直線）にほぼ平行であり、さらに深い「伸長おなかパネル」を提供するた
めに端縁部６４から長手方向にさらに離れるように移動する。（中間の大きさのおむつに
おいて、吸収コア２８のウエストの縁部８３は、端縁部６４から長手方向に離れるように
約５０ｍｍ（１．５インチ）と約５７ｍｍ（２．２５インチ）との間に配置されることが
好ましい。）第６図に示すおむつの実施例は、主固定装置の変形された形状のランディン
グ部材６４４と、バックシート２６上に配置された長手方向に長い第１の取り付け部材６
４６と、第１の取り付け部材６４６の各々に隣接して配置された側方に広い位置決めパッ
チ６５０とを有する。
弾性ウエストバンド６３５は、バックシート２６の一部と、トップシート２４の一部と、
トップシート２４とバックシート２６との間に配置されたエラストマー部材７６と、バッ
クシート２６とエラストマー部材７６との間に配置された弾性部材７７とから構成される
ことが好ましい。エラストマー部材７６は、弾性発泡体からなり、弾性部材７７は、前述
したような不織層からなることが好ましい。エラストマー部材７６と弾性部材７７の２層
の弾性材料は、弾性ウエストバンド６３５の機械的に伸長された縁部を越えて延びており
、相互接続パネル領域１３０の一部と収容組立体２２の一部を形成する。なぜならば、吸
収コア２８のウエスト縁部８３を越えて長手方向内側に延びていることが好ましい。２層
の薄層弾性材料と吸収コア２８との重複は、相互接続パネル領域１３０を堅くし、この実
施例において弾性ウエストバンド６３５の巻き返りが起こる可能性を減少させるために設
計されている。（好ましい中間の大きさのおむつにおいて、弾性材料と吸収コアとの間の
重複は、０ｍｍから６ｍｍ（１／４インチ）である。）好ましくは、弾性ウエストバンド
６３５は、弾性ウエストバンドは、おむつの元の平坦な状態から越えて拡張されることが
できるようにストレッチ薄層を有することが好ましい。弾性ウエストバンド６３５は、好
ましくは（最も好ましくは引っ張られた状態で）トップシートとバックシートとの間に弾
性材料を固定することによって、弾性ウエストバンドを形成するために望ましい形状に弾
性ウエスト部の部分を（弾性サイドパネルに関して前述したように）機械的に引っ張るこ
とによって製造される。（すなわち、波形ロールの溝及びランドは弾性ウエストバンドの
所望な５角形の形状に対応する。）このストレッチ薄層（好ましくは、機械的に引っ張ら
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れ、予め張力がかけられたストレッチ薄層）は、（おむつ自身の平坦な状態を越えて）端
縁部６４の最初の寸法と主閉鎖装置によって形成されたおむつの周囲の寸法を越えて弾性
ウエストバンドの拡張が良好に行われることを可能にする。（すなわち、弾性ウエストバ
ンドは、着用者の腹の運動に従うように（おむつを最初の形成する材料の寸法を越えても
）よこ方向閉鎖部の固定された寸法の周縁の大きさを越えるように伸長することができる
。またこの伸長は、弾性ウエスト部に「窓を設ける」ことによって（ストレッチ薄層にお
いて）改良される。
この実施例において、相互接続パネル領域１３０は、比較的剛性を有し、成形されたパネ
ル領域１３６とウエストラインパネル領域１３８より大きな圧縮堅さを有する。従って、
この弾性ウエスト部は、第４Ａ図乃至第４Ｄ図に示すものとは異なるように作用する。さ
らに、相互接続のパネル領域１３０の相対的な堅さは、弾性ウエストバンド６３５の能力
を向上させて、第１の側方閉鎖体の寸法を越えて膨張する。相互接続パネル領域１３０は
、トップシート２４の一部と、バックシート２６の一部と、エラストマー部材７６及び弾
性部材７７を有する弾性部材の一部と、ランディング部材６４４の一部とからなる。なぜ
ならば、ランディング部材６４４の形状は、弾性ウエストバンド６３５の形状に適合する
ように変形されるからである。またランディング部材は、吸収コア２８のウエスト縁部８
３を越えて延びており、収容組立体２２の一部を形成している。好ましくは、ランディン
グ部材６４４は、吸収コア２８のウエスト縁部８３を越えて延びており、腹が動く領域の
下に（すなわち、弾性ウエストバンドの下に）第１のよこ方向閉鎖体（第１の張力ライン
）を配置するように主閉鎖装置の下方の傾斜が可能になることを可能にする。テープタブ
の頂部の縁部（端縁部に最も近い縁部）は、この下方の傾斜を形成するために端縁部から
さらに長手方向に離れるように配置されている。このテープタブは、好ましい中間の大き
さのおむつの端部の縁部から長手方向に約３９ｍｍ（約１．５６インチ）のところに配置
されることが好ましい。
弾性ウエストバンド６３５の成形パネル領域１３６は、バックシート２６の一部と、トッ
プシート２４の一部と、エラストマー部材７６の一部と、弾性部材７７の一部とからなる
。ウエストラインパネル領域１３８は、トップシート２４の一部とエラストマー部材７６
の一部と、弾性部材７７の一部とからなる。ウエストラインパネル領域１３８は、それが
この領域から除去されるからバックシート２６の一部は有しない。予備配置された弾性ウ
エストバンド可撓性ヒンジ領域１４０は、ウエストラインパネル領域１３８のバックシー
トの除去によって構造的な不連続性によって形成される（ウインドウ付き弾性ウエストバ
ンド）。最も好ましくは、弾性ウエストバンドの伸長力は、２５ｍｍ（１インチ）から約
７６ｍｍ（３．０インチ）の延長部で約７５グラムｓｆと約２５０グラムｓｆとの間から
あり、さらに好ましくは約２５ｍｍ（１インチ）と約５０ｍｍ（２インチ）との間が好ま
しい。弾性ウエスト部の好ましい実施例において、バックシートのセグメントは除去され
てウエストラインパネル領域を形成するから、ウエストラインパネル領域の伸長力は、成
形パネル領域の伸長力未満である。（また、縁部圧縮堅さは、このウインドウの形成によ
って変化する。）ウエストラインパネル領域の伸長力は、弾性ウエストバンドのこれらの
所望の使用伸長で約７５グラムｓｆと約１７５グラムｓｆとの間が好ましく、成形パネル
領域の伸長力は、これらの所望の使用伸長で約１７５グラムｓｆと約２２５グラムｓｆと
の間が好ましい。最も好ましいのは、ウエストラインパネル領域の弾性ウエストバンドの
伸長力は、５０ｍｍ（２インチ）の伸長で約１５０グラムｓｆであり、成形パネル領域に
おいて５０ｍｍ（２インチ）の伸長で約２００グラムである。これは弾性サイドパネルの
伸長力に対するもので、弾性サイドパネルが約６ｍｍ（０，２５インチ）から約７６ｍｍ
（３インチ）の間の伸長で約２５０グラムｓｆ、約６ｍｍ（０，２５インチ）から約１９
ｍｍ（０．７５インチ）の間の伸長で約２５０ｇｆから約５００ｇｆの間が好ましい。
位置決めパッチ６５０は、弾性ウエストバンド６５３のエラストマー部材７６の側縁７５
に当接しそれを越えて伸びている。位置決めパッチ６５０は、エラストマー部材７６に使
用すると同じ弾性材料を有することが好ましい。事実、位置決めパッチ６５０は、所望な
らばエラストマー部材７６の一部を有する。位置決めパッチの配置は第１のサイドパネル
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７０にさらに剛性を加え、エラストマー部材７６と位置決めパッチ６５０との間のひだで
第１のサイドパネル７０の折れ曲がりを減ずるさらに堅い剛性のパネルを提供する。中間
の大きさのおむつの好ましい実施例において、位置決めパッチは、０ｍｍから約３．１ｍ
ｍ（１／８インチ）弾性部材に重複する。
第６図に示す実施例の第１の取り付け部材４６は、弾性ウエストバンドの所望の形状によ
って、深い弾性ウエストバンドの大きな領域に予備張力を与える必要性及び第１の固定領
域の好ましい下方の固定部によって、長手方向に長いことが好ましい。中間の大きさのお
むつの好ましい実施例において、第１の取り付け部材は、２５ｍｍ（約１インチ）の長さ
が好ましい。
第７図は、第６図に示す弾性ウエスト部の他の実施例を示す。第７図に示すように、吸収
コア２８のウエスト縁部７８３の形状は弧状の形状である。弧状の形状の吸収コアは耳部
７００を有し、この耳部７００は弾性ウエストバンド７３５を越えて延び、弾性ウエスト
バンドの一部の境界を形成し、弾性ウエストバンド７３５に隣接する領域を堅くし、さら
に収容性を追加する。
さらに他の実施例において、弾性ウエストバンドは、不織材料からなる弾性部材が第２図
に示すようなバックシートとエラストマー部材との間ではなくトップシートとエラストマ
ー部材との間に間挿されていることを除いて第２図で示すものと同様なもので形成される
。
弾性ウエスト部の他の実施例は、追加的にウエストカップ部からなる。このようなウエス
トカップ部は、１９８８年５月１０日にローソンに発行された米国特許第４，７３４，２
４６号及び１９９０年８月２１日に出願されたロバートソンによる米国特許第０７／５７
１，０００号に開示されており、その各々は、ここに組み込まれている。ウエストキャッ
プは、弾性ウエストバンドを形成する弾性材料または弾性薄層の延長部として形成される
。弾性ウエスト部は、吸収コアのウエスト縁部から長手方向内側に延びているウエストカ
ップ領域を有する。ウエストカップ領域は、近接縁部を有する障壁部材を有し、障壁部材
は、体の排出液を収容するための溝を形成するために吸収コアから（Ｚ方向）から間隔を
あけることができるウエスト縁部及び端縁部に隣接して収容組立体（好ましくはトップシ
ート）に接続されている。
可撓性曲げ試験
可撓性曲げ試験は、マサチューセッツ州、カントンのインストロンから入手可能なＩＮＳ
ＴＲＯＮモデル５４０２、特別の移動「Ｔ－ロッド」及び当別のテストサンプルホルダと
を有する。第１１図に示すように、「Ｔ－ロッド」１１０１は、ともに直角に取り付けら
れた１／４インチ（６．３５ｍｍ）の直径の一対の金属ロッドを有する。好ましくは、駆
動ロッド（ロッドの長いほうは約１２５ｍｍ（約５．２５インチ））は、プッシュロッド
１１０３（短い方のロッドは、約７５ｍｍ（約３インチ））の周縁に適合するために傾斜
しており、これら２つは、互いにのりずけ、溶接及び／またはねじ込まれている。駆動ロ
ッド１１０２の反対端部は、テストサンプルホルダ１１０４は、サポートロッド１１０８
を位置決めし及び支持するために固定ベース１１０５を有する。固定ベース１１０５は、
ベース１１０６とベース１１０６上に平行に取り付けられた２つの矩形のサポート１１０
７とを有する。ベース１１０６とサポート１１０７は、各々約１／２インチ（１．２７セ
ンチメートル）から３／８インチ（０．９５２５センチメートル）の厚さのＬＥＸＡＮ（
プレキシグラス）から構成されることが好ましい。支持ロッド１１０８（「Ｔ－バー」及
び約１５０ｍｍ（約６インチ）な長さの同じ材料）は、固定ベース１１０５の各サポート
上に取り付けられている。サポートロッド１１０８は、中心から中心に１６ｍｍ離れるよ
うに取り付けられている。第１１図に示すように、「Ｔ－ロッド」１１０１は、支持ロッ
ド１１０８の間に中心がある。ＩＮＳＴＲＯＮは、５００グラムｓｆのフルスケールで２
０ｍｍ／分のクロスヘッド速度、４００ｍｍ／分のチャート速度に設定される。ＩＮＳＴ
ＲＯＮはクロスヘッドユニットが、６ｍｍ下方及び後方に移動し、チャートは、クロスヘ
ッドユニットが下方及び後方に移動するように設定される。
第１０図に示すように、ウエストバンド可撓性ヒンジ領域１４０は、サンプル１０００内
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に中心があることが好ましいが、いくつかのサンプルは、ウエストバンド可撓性ヒンジ領
域を有さないように、テストされるサンプル１０００は弾性ウエスト部３４からとられる
。サンプル１０００は、最小１６ｍｍの長さがであり、好ましくは２５ｍｍまたはいずれ
かの有効長及び５０ｍｍの幅（横断方向）である。第１１に示すように、サンプル１００
０は、ウエストバンド可撓性ヒンジ領域１４０がＴ－ロッド１１０１の真下になるように
支持ロッド１１０８上に中心が配置される。サンプル１０００の外面（典型的にはバック
シートの側方）は、Ｔロッド１１０１に向かって配置される。
Ｔロッド１１０１は、数グラム（１から４グラムｓｆ）の軽い予備負荷でサンプル１００
０の頂部で「ゼロ化」される。これは、サンプルの曲がりを取り出し、サンプルとＴロッ
ドとの良好な接触を保証する。各サンプルは、６ｍｍの送行サイクルで２回移動し、その
サイクルの間で３０秒停止する。全体で１０のサンプルが走行する。Ｔバーの偏向力（グ
ラムｓｆ）対Ｔバーの偏向距離（ｍｍ）のグラフが描かれる。２つのサイクルを示すサン
プルの代表的な走行が第１２図に示される。各サイクルの４ｍｍ及び５ｍｍの偏向力は、
回復力曲線によって決定される。４ｍｍ及び５ｍｍの回復偏向力は、回復偏向力のサイク
ルを計算するために平均化される。回復偏向力のサイクルの双方の平均は、サンプル回復
偏向力を決定する。構造用の曲げ可撓性回復力は、１０サンプルにおけるサンプル回復偏
向力の値の平均である。
縁部圧縮堅さテスト
縁部圧縮堅さテストは、マサチューセッツ州カントンのインストロン社から入手可能なイ
ンストロンモデルを使用する。第１３図に示すように、サンプル１００２は、１インチ（
２５ｍｍ）×２インチ（５０ｍｍ）×１／１６インチ（１．５６ｍｍ）のアルミニウムの
平板に取り付けのりによって接着される。接着のり１３０２は、ベルビレのハートマン接
着剤会社からレッド０４００１のダブルバブルパックとして入手可能な高速硬化エポキシ
である。
ＩＮＳＴＲＯＮは、圧縮ロードセルを備えている。（ロードセル及びＩＮＳＴＲＯＮジョ
ーフラットプレートは、平坦性及びスクエアネスにおいてチェックしなければならない）
ＩＮＳＴＲＯＮは、５ｍｍ／分のクロスヘッドの速度、２５０ｍｍ／分のチャート速度、
（必要ならば）１００または５００グラムの完全スケールに設定される。サイクルの長さ
は、クロスヘッドユニットの下降及びバックに従うチャートによって３．５ｍｍ下方及び
後方に移動する。
第１０図に示すように、テストされるサンプルは、サンプル１００２は、ウエストライン
パネル領域１３８または形成パネル領域１３６テストされる領域に依存して相互接続パネ
ル領域１３０における弾性ウエスト部３４からとられる。
取り付け接着剤１３０２は、ドクタブレードを使用してプレート１３００に固定され、約
３／８インチ（８．５ｍｍ）の幅及び０．０２０インチから約０．０３０インチ（０．５
から０．７５ｍｍ）の高さのフットプリントを形成する。サンプル１００２は、取り付け
接着剤１３０２内に配置され、サンプルの片側のブロックにプレート１３００に直角に保
持されている。これらのブロックは、それらが取り付けのりに入らないように基部で解放
される。（約１分またはそれ以上）取り付けのりが固ます時間が経過した後に、取り付け
のりが完全に固まることができるように約２４時間または１昼夜にわたって７３度Ｆ、５
０％の比較的湿気の多い室内に配置される。
取り付けられたサンプルは、第１４図に示すようなＩＮＳＴＲＯＮの下方にジョー１４０
０上に配置される。このサンプルは、ＩＮＳＴＲＯＮをゼロに設定するために１から４グ
ラムｓｆで予備付加される。各サンプルは３．０ｍｍの偏向サイクルで２回走行し、その
サイクルの間に３０秒がかけられる。５つのサンプルがテストされる。圧縮力（グラムｓ
ｆ）対圧縮距離（ｍｍ）のグラフが示される。２つのサイクルを示すサンプルの代表的な
行程が第１５図に示される。行程ごとのピークの力は、２つのサイクルの間に発生される
最も高い力として測定される。５つのサンプル毎のピークの圧縮力の平均は、領域の縁部
の圧縮力の堅さである。
伸長力テスト
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弾性サイドパネル３０及び弾性ウエストバンド３５の双方における伸長力のテストは、マ
サチューセッツ州のカントンのインストロン社から入手可能なＩＮＳＴＲＯＮモデル４５
０２を使用する。
Ａ．弾性サイドパネル
ＩＮＳＴＲＯＮは、１０００グラムｓｆの完全スケールで、１００ｍｍ／分のクロスヘッ
ド速度、５００ｍｍ／分のチャート速度に設定される。ＩＮＳＴＲＯＮは、サイドパネル
の完全な弾性伸長を行うことができる。（もし、サイドパネルの伸長が上方の制限部より
小さいならば、テストは、この伸長で停止される。なぜならば、非伸長領域での伸長力が
計算に入れられるべきでない、すなわち設計された非使用の伸長の制限に達するべきでな
いからである。）
テストされるサンプルは、実際のおむつ自身で決定される。標準の３インチ（７５ｍｍ）
の固定が長手方向の中央ライン６７の側方に最も接近したよこ方向作動ストレッチ部分の
縁部に隣接して弾性サイドパネル３０に取り付けられる。最も多い状況において、この縁
部は弾性サイドパネル部材９０の側縁９１に対応している。標準の１インチ（２５ｍｍ）
のクランプが、弾性サイドパネル３０の作動ストレッチ部分の対抗縁部に取り付けられて
いる（典型的には、弾性サイドパネル部材９０の側縁９１′）１インチのクランプは、３
インチのクアンプの領域内にあるように配置され、弾性サイドパネル３０に隣接して配置
された第１の固定装置３８の部材の長手方向に整合される。従って、好ましい実施例にお
いて、１インチのクランプは、おむつをつけるときに、ＩＮＳＴＲＯＮによって加えられ
る力がユーザーによって加えられる力と同様になるように固定部材４２，テープタブ９２
と長手方向に整合する。
各サンプルは、弾性サイドパネルの作動弾性部分の設計された完全な伸長部まで走行サイ
クルを介して走行される。（また、サンプルは、収縮力を測定するために収縮することが
可能である。）伸長力（グラムｓｆ）対伸長（ｍｍ）のグラフが形成される。全部で１０
のサンプルが走行される。所定の伸長での伸長力は、１０のサンプルにおける平均値であ
る。
Ｂ．弾性ウエストバンド
ＩＮＳＴＲＯＮは、５００グラムｓｆの完全スケールで、５００ｍｍ／分のクロスヘッド
速度、５００ｍｍ／分のチャート速度に設定される。ＩＮＳＴＲＯＮは、ウエストバンド
の完全な弾性伸長を行うことができる。（もし、ウエストバンドの伸長が上方の制限部よ
り小さいならば、テストは、この伸長で停止される。なぜならば、非伸長領域での伸長力
が計算に入れられるべきでない、すなわち設計された非使用の伸長の制限に達するべきで
ないからである。）
テストされるサンプルは、弾性ウエストバンド３５、好ましくは（特定のパネル領域がテ
ストされる場合を除いて）弾性ウエストバンドの上方の縁部に隣接したウエストバンド３
５からとられる。このサンプルは、１００ｍｍ（約４インチ）のサンプル幅をテストする
ように約２５ｍｍ（１インチ）の長さ（長手方向）及び約１２５ｍｍから約１５０ｍｍの
幅（よこ方向方向）が好ましい。テストされる弾性ウエストバンド３５またはパネル領域
が２５ｍｍ（１インチ）のサンプルが得ることができないように、２５ｍｍ（１インチ）
の長さ（長手方向）未満ならば、テストはこの変形された大きさのサンプルを使用して実
行されるが、これは好ましい状況ではない。サンプルの両端を標準の１インチ（２５ｍｍ
）のクランプを使用して固定し、クランプの間は４インチ（１００ｍｍ）である。（サン
プルの領域は、接合場所を除いて非伸長可能であってはならない）。
各サンプルは、弾性ウエストバンドサンプルの所望の完全な伸長まで走行サイクルを通っ
て走行する。（このサンプルは、収縮力を測定するために収縮することが可能である。）
伸長力（グラムｓｆ）対伸長（ｍｍ）のグラフが形成される。全部で１０のサンプルが走
行される。所定の伸長での伸長力は、１０のサンプルにおける平均値である。
本発明の特に好ましい実施例を開示して説明したが、本発明の精神及び観点から離れずに
変形及び変更が行われることは当業者にとって明らかである。従って、クレムによってこ
の発明の観点内の変形及び変形をカバーすることが意図されている。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ２ Ａ 】

【 図 ３ 】 【 図 ２ Ｂ 】
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