
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
前部、後部、及び前部と後部との間にある股部を有する使い捨て引き上げ装着衣類であっ
て：
前部、後部、及び股部に設けられ、かつ前部と後部に縁線を有していて、液体透過性トッ
プシート、このトップシートと組合わされた液体不透過性バックシート、及びトップシー
トとバックシートとの間に配置された吸収性コアを含むシャシーと；
前部又は後部においてシャシーから側面方向に外側に延びていて、各々が最も外側の縁線
を有している少なくとも一対の延伸性耳パネルと；
を備えており、
耳パネルの各々は、シャシーから側面方向に外側に伸びている平面エラストマー材料を含
んでいて、対応する縁線に沿って重なり合うよう に接合されてシームを形成し、
これによりふたつの脚部開口部とひとつのウエスト開口部とを形成し、
少なくともひとつの耳パネルは、シームに沿って、ウエスト開口部から出発する実質的に
結合された部分と脚部開口から出発する非結合部分とを有しており、
実質的に結合された部分に対する非結合部分の長さの比は約４：９６と約２０：８０の間
であり、

平面エラストマー材料 １５．７５グラ
ム／センチメートルと５１．１８グラム／センチメートルとの間 、
使い捨て引き上げ装着衣類。
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シャシー

５０％延伸させた の１０～１２時間後の長期荷重が
である



【請求項２】

前部においてシャシーから側面方向に外側に延びている一対の延伸性前部耳パネルと
後部においてシャシーから側面方向に外側に延びている一対の延伸性後部耳パネルと

部耳パネルと後部耳パネルと 対応する縁線に沿って重なり合うよう接合
、

使い捨て引き上げ装着衣類。
【請求項３】
シームの各々が対応する縁線に沿ってシーム線を形成する、請求項１ に記載の使い
捨て引き上げ装着衣類。
【請求項４】
少なくともひとつの耳パネルが、汚れた後の容易な引裂き開放のために、非結合部分と組
合わされた引裂き開放タブを形成するように形作られている、請求項１ に記載の使
い捨て引き上げ装着衣類。
【請求項５】
平面エラストマー材料は、脚部開口部に向かって増加する不均一な側面方向幅を有する少
なくともひとつの部分を含んでいる、請求項１ に記載の使い捨て引き上げ装着衣類
。
【請求項６】
平面エラストマー材料がエラストマースクリムである、請求項１ に記載の使い捨て
引き上げ装着衣類。
【請求項７】
耳パネルの少なくともひとつが、「ゼロ歪」ストレッチラミネートから形成されている、
請求項１ に記載の使い捨て引き上げ装着衣類。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、使い捨て引き上げ装着衣類に関する。このような使い捨て引き上げ装着衣類の
例は、使い捨て下着、使い捨て引き上げ装着おむつ及びトレーニングパンツ、及び月経用
の使い捨てパンティーを含む。より特定すれば、本発明は、体への改良されたフィットを
維持しつつ、赤い痕が付くことに対して改良された保護を有する使い捨て引き上げ装着衣
類に関する。
【０００２】
【従来の技術】
乳幼児及びその他の失禁者は、尿及びその他の体の排泄物を受入れて封じ込めるための使
い捨て衣類、例えばおむつを装着している。固定したサイド部を有する使い捨て引き上げ
装着衣類は、「パンツ型」衣類とも呼ばれているが、これらは、歩くことができて、排泄
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前部、後部、及び前部と後部との間にある股部を有する使い捨て引き上げ装着衣類であっ
て：
前部、後部、及び股部に設けられ、かつ前部と後部に縁線を有していて、液体透過性トッ
プシート、このトップシートと組合わされた液体不透過性バックシート、及びトップシー
トとバックシートとの間に配置された吸収性コアを含むシャシーと；

；
；を

備えており、
耳パネルの各々は、シャシーから側面方向に外側に伸びている平面エラストマー材料を含
んでいて、
前 は されてシーム
を形成し、これによりふたつの脚部開口部とひとつのウエスト開口部とを形成し
シームは、シームに沿ってウエスト開口部から出発する実質的に結合された部分と脚部開
口から出発する非結合部分とを有しており、
実質的に結合された部分に対する非結合部分の長さの比は約４：９６と約２０：８０の間
であり、
５０％延伸させた平面エラストマー材料の１０～１２時間後の長期荷重が１５．７５グラ
ム／センチメートルと５１．１８グラム／センチメートルとの間である、

又は２

又は２

又は２

又は２

又は２



トレーニング中であることが多い子供に装着して用いるものとして一般的なものになって
いる。これらの引き上げ装着衣類は、縫い合わされてふたつの脚部開口部とひとつのウエ
スト開口部とを形成する縁部を備えたサイドパネルを有する。体の排泄物を封じ込めるた
め、並びに非常に多様な体の形及びサイズに合わせるために、これらの引き上げ装着衣類
は、装着者のウエスト及び足の周りにしっかりとフィットし、胴体の定位置から垂れたり
、たるんだり、滑り落ちたりすることがないものである必要がある。これらの引き上げ装
着衣類の例は、例えば、 1992年 12月 15日に Igaueらに発行された米国特許第 5,171,239号；
1986年 9月 9日に Strohbeenらに発行された米国特許第 4,610,681号； 1990年 7月 10日に Van G
ompelらに発行された米国特許第 4,940,464号； 1993年 9月 21日に Hasseらに発行された米国
特許第 5,246,433号； 1996年 10月 29日に Buellらに発行された米国特許第 5,569,234号；及
び 1996年 10月 10日に公開された第 WO96/31176号（ Ashton）に開示されている。
【０００３】
引き上げ装着衣類が、装着者の胴体から垂れたり、たるんだり、滑り落ちたりするのを防
ぐために、適切な力が、引き上げ装着衣類のウエスト及びサイドパネル区域に発生し、こ
の装着者の胴体に加えられるべきであると考えられる。例えば 1995年 5月 16日に Watanabe
らに発行された米国特許第 5,415,649号は、体により良いフィットを与えるために異なる
膨張応力を有する弾性部材の使用を開示している。もうひとつの例は、 1997年 3月 26日に
公開された第 EP0547497B1号（ Van Gompelら）である。この公開は、改良されたフィット
を生じるために、ストレッチ勾配サイドパネルを有する使い捨てトレーニングパンツを開
示している。これらの通常の引き上げ装着衣類は、装着者のウエストと脚の区域にかかる
力を制御することによって、装着者の体への改良されたフィットを与えることを試みてい
る。しかしながら、このフィットの改良は、その部分に赤い痕が付くという問題を起こし
かねない。
【０００４】
1996年 2月 13日に公開された日本国特許出願公開 H8-38546号は、脚部開口部弾性体による
皮膚の痕付けを防止するために、脚部開口部において脚部弾性体を連結しないことにより
作られるスリットを有するパンツ型使い捨ておむつを開示している。しかしながら、この
引き上げ装着衣類は、サイドパネル内に、引き上げ装着衣類が改良されたフィットを与え
るのを妨げる傾向にある非延伸性バックシートを有している。
従って現存する技術のどれも、本発明の長所及び効果のすべてを提供するわけではない。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】

【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明に従った使い捨て引き上げ装着衣類は、前部、後部、及び前部と後部との間にある
股部を有する使い捨て引き上げ装着衣類であって：
前部、後部、及び股部に設けられ、かつ前部と後部に縁線を有していて、液体透過性トッ
プシート、このトップシートと組合わされた液体不透過性バックシート、及びトップシー
トとバックシートとの間に配置された吸収性コアを含むシャシーと；
前部又は後部においてシャシーから側面方向に外側に延びていて、各々が最も外側の縁線
を有している少なくとも一対の延伸性耳パネルと；
を備えており、
耳パネルの各々は、シャシーから側面方向に外側に伸びている平面エラストマー材料を含
んでいて、対応する縁線に沿って重なり合うよう に接合されてシームを形成し、
これによりふたつの脚部開口部とひとつのウエスト開口部とを形成し、
少なくともひとつの耳パネルは、シームに沿って、ウエスト開口部から出発する実質的に
結合された部分と脚部開口から出発する非結合部分とを有しており、
実質的に結合された部分に対する非結合部分の長さの比は約４：９６と約２０：８０の間
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本発明は、体への改良されたフィットを維持しつつ、赤い痕が付くことに対して改良され
た保護を有する使い捨て引き上げ装着衣類を提供する。

シャシー



であり、
平面エラストマー材料 １５．７５グラ

ム／センチメートルと５１．１８グラム／センチメートルとの間 。

【０００７】
【発明の実施の形態】
すべての引用された参考文献は、全体が参照によりここに組込まれる。あらゆる参考文献
の引用は、特許請求されている発明の先行技術としての有効性に関する決定について認め
ているわけではない。
【０００８】
ここにおいて「引き上げ装着衣類」とは、画定されたウエスト開口部と、一対の脚部開口
部とを有しており、かつ脚を脚部開口部に挿入し、この製品を引き上げてウエストに被せ
ることによって装着者の体に引き上げ装着される装着用製品のことを言う。ここにおいて
「使い捨て」とは、洗濯されたり、あるいはまた衣類として復元又は再使用されるための
ものではない衣類について記載する（すなわちただ一回の使用後に捨てられ、好ましくは
リサイクルされ、堆肥にされるか、あるいはまた環境に優しい方法で処分されるものであ
る）。「一体型」引き上げ装着衣類とは、統合されて調和した物体を形成する別々の部品
から形成されている引き上げ装着衣類のことを言う。しかしながら耳パネルは、別のシャ
シーに接合された別々の要素ではなく、むしろ耳パネルは、これもまたこの衣類のシャシ
ーを形成する少なくともひとつの層によって形成されている（すなわちこの衣類は別々に
操作されるパネル、例えば別々のシャシーと別々の耳パネルを必要としない）。この引き
上げ装着衣類はまた、体内から排出される様々な排泄物を吸収して封じ込めるために好ま
しくは「吸収性」である。本発明の引き上げ装着衣類の好ましい実施形態は、一体型使い
捨て吸収性引き上げ装着衣類、すなわち図 1に示されている引き上げ装着衣類 120である。
ここにおいて「引き上げ装着おむつ」とは、尿及び大便を吸収して封じ込めるために、乳
幼児及びその他の失禁者が一般に装着する引き上げ装着衣類のことを言う。しかしながら
本発明はまた、その他の引き上げ装着衣類、例えばトレーニングパンツ、失禁用ショーツ
、女性用衛生衣類又はパンティー等にも適用しうる。ここにおいて「パネル」とは、引き
上げ装着衣類のひとつの区域又は要素のことを言う。（パネルは一般的には別個の区域又
は要素ではあるが、パネルは隣接パネルと幾分一致して（機能的に対応して）いてもよい
）。ここにおいて「接合された」又は「接合している」とは、要素をもう一方の要素に直
接付着させることによってひとつの要素が別の要素に直接固定されている形状、及び要素
をこれ自体がもう一方の要素に付着されているひとつ又は複数の中間部材に付着させるこ
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５０％延伸させた の１０～１２時間後の長期荷重が
である

本発明に従ったもう１つの使い捨て引き上げ装着衣類は、前部、後部、及び前部と後部と
の間にある股部を有する使い捨て引き上げ装着衣類であって：
前部、後部、及び股部に設けられ、かつ前部と後部に縁線を有していて、液体透過性トッ
プシート、このトップシートと組合わされた液体不透過性バックシート、及びトップシー
トとバックシートとの間に配置された吸収性コアを含むシャシーと；
前部においてシャシーから側面方向に外側に延びている一対の延伸性前部耳パネルと；
後部においてシャシーから側面方向に外側に延びている一対の延伸性後部耳パネルと；
を備えており、
耳パネルの各々は、シャシーから側面方向に外側に伸びている平面エラストマー材料を含
んでいて、
前部耳パネルと後部耳パネルとは対応する縁線に沿って重なり合うよう接合されてシーム
を形成し、これによりふたつの脚部開口部とひとつのウエスト開口部とを形成し、
シームは、シームに沿ってウエスト開口部から出発する実質的に結合された部分と脚部開
口から出発する非結合部分とを有しており、
実質的に結合された部分に対する非結合部分の長さの比は約４：９６と約２０：８０の間
であり、
５０％延伸させた平面エラストマー材料の１０～１２時間後の長期荷重が１５．７５グラ
ム／センチメートルと５１．１８グラム／センチメートルとの間である、



とによって、要素がもう一方の要素に間接的に固定されている形状を包含する。ここにお
いて、「非収縮状態」とは、ここではその縫い合わされていない（すなわち縫い目が除去
されている）、平らな緩和状態にある（ここにおいては用いられているすべての弾性材料
が、ここから取り除かれている）引き上げ装着衣類の状態を記載するために用いられてい
る。
【０００９】
図 1は、本発明の使い捨て引き上げ装着衣類のひとつの好ましい実施形態（すなわち一体
型使い捨て引き上げ装着おむつ 120）を示す。図 1を参照すると、本発明の使い捨て引き上
げ装着衣類 120は、前部 26、後部 28、前部 26と後部 28との間にある股部 30を有する。シャ
シー 41は、前部 26、後部 28、及び股部 30に設けられている。シャシー 41は、液体透過性ト
ップシート 24、このトップシート 24と組合わされた液体不透過性バックシート 22、及びト
ップシート 24とバックシート 22との間に配置された吸収性コア 25（図 1には示されていな
い）を含んでいる。このシャシー 41は、前部 26において縁線 222を形成するサイド縁部 220
を有する。
【００１０】
本発明の引き上げ装着衣類 120はさらに、少なくとも一対の延伸性耳パネル 45を含んでお
り、これらの各々は、シャシー 41の対応するサイド部から側面方向に外側に延びている。
耳パネル 45の各々は、最も外側の縁部 240を有しており、これは最も外側の縁線 242を形成
する。最も外側の縁線 242の少なくともひとつは、この衣類 120の非収縮状態において長手
方向中心線 100（図 1には示されていない）から不均一な側面方向の距離を有する。
【００１１】
好ましい実施形態において、耳パネル 45は図 1に示されているように、後部 28におけるシ
ャシー 41の対応するサイド部から、前部 26におけるシャシー 41の対応するサイド縁部 220
まで連続的に延びている。あるいはまた耳パネル 45は、前部 26におけるシャシー 41の対応
するサイド部から、後部 28におけるシャシー 41の対応するサイド縁部まで連続的に延びて
いてもよい（図 1には示されていない）。
【００１２】
本発明の引き上げ装着衣類 120は、シャシー 41に接合された耳パネル 45を有し、ふたつの
脚部開口部 34とひとつのウエスト開口部 36とを形成する。好ましくは引き上げ装着衣類 12
0はさらに、対応する縁線 222及び 242に沿って各々シャシー 41と耳パネル 45とを接合して
ふたつの脚部開口部 34とウエスト開口部 36とを形成するシーム 232を含んでいる。
【００１３】
好ましい実施形態において、耳パネル 45の少なくともひとつは、シーム 232に沿って、ウ
エスト開口部 36から出発する実質的に結合されている部分 SBと、脚部開口部 34から出発す
る非結合部分 UBとを有する。好ましくは実質的に結合されている部分に対する非結合部分
の長さの比は、約 4： 96と 20： 80との間である。
【００１４】
図 2は、本発明の使い捨て引き上げ装着衣類のもうひとつの好ましい実施形態（すなわち
一体型使い捨て引き上げ装着おむつ 20）を示す。図 2を参照すると、使い捨て引き上げ装
着衣類 20は、各々が前部 26においてシャシー 41の対応するサイド部から側面方向に外側に
延びている一対の延伸性前部耳パネル 46と、各々が後部 28においてシャシー 41の対応する
サイド部から側面方向に外側に延びている一対の延伸性後部耳パネル 48とを含んでいる。
これらの耳パネル 46及び 48の各々は、最も外側の縁部 240を有しており、これは最も外側
の縁線 242を形成する。最も外側の縁線 242の少なくともひとつは、衣類 20の非収縮状態に
おいて長手方向中心線 100から不均一な側面方向距離を有している（図 2には示されていな
いが、図 3には示されている）。この引き上げ装着衣類 20はさらにシーム 32を含んでおり
、これらのシームの各々は、対応する縁線 242に沿って前部耳パネル 46と後部耳パネル 48
とを接合してふたつの脚部開口部 34とウエスト開口部 36とを形成する。
【００１５】
好ましい実施形態において、耳パネル 45、 46、及び 48のペアのうちの少なくともひとつ、
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より好ましくは両方は、少なくとも側面方向に弾性的延伸性がある。これに代る実施形態
において、耳パネル 45、 46、及び 48は、側面方向と長手方向の両方向に延伸性がある。こ
こにおいて「延伸性がある」とは、不当な破断を伴なわずに少なくともひとつの方向にお
いてある程度まで延伸しうる材料のことを言う。ここにおいて「弾性」及び「弾性的延伸
性」とは、材料を延伸した力が除去された後、大体そのもとの大きさまで戻る能力を有す
る延伸性材料のことを言う。ここにおいて「延伸性がある」として記載されている材料又
は要素はまた、他の記載がなければ弾性的延伸性があるものであってもよい。延伸性耳パ
ネル 45、 46、及び 48は、当初から引き上げ装着衣類を装着者の形に合わせてフィットさせ
、引き上げ装着衣類に排泄物が負荷されたずっと後でも装着の間中このフィットを持続さ
せることによって、より快適で輪郭に合ったフィットを与える。これは、耳パネル 45、 46
、及び /又は 48によって、引き上げ装着衣類のサイド部が伸縮しうるからである。
【００１６】
耳パネル 45、 46、及び 48は、引き上げ装着衣類 20又は 120の一体型要素によって形成され
てもよい（すなわちこれらは、引き上げ装着衣類 20又は 120に固定された別々に操作され
る要素ではなく、むしろ引き上げ装着衣類の様々な層のひとつ又はそれ以上の延長部から
形成され、かつこれらの延長部である）。好ましい実施形態において、耳パネル 45、 46、
及び 48の各々は、シャシー 41の突出部材である（図 3により明確に示されている）。好ま
しくは耳パネル 45、 46、及び 48は、シャシー 41の一部を形成し、かつ連続して耳パネル 45
、 46、及び 48の中まで延びている少なくともひとつの一体型要素又は連続シート材料（例
えば図 4における不織布外側カバー 74）を含んでいる。あるいはまた耳パネル 45、 46、及
び 48は、シャシー 41の一部を形成する一体型要素を有しない別々の部材であってもよく（
図面に示されていない）、これらの別々の部材をシャシー 41の対応するサイド部に接合さ
せることによって形成されてもよい。
【００１７】
好ましい実施形態において、引き上げ装着衣類 20又は 120はさらに、各々耳パネル 45、 46
、及び 48の各々から側面方向に外側に延びているシームパネル 66を含んでいる。引裂き開
放タブ（ tear open tab） 31は、各々シームパネル 66から側面方向に外側に延びている。
好ましい実施形態において、シームパネル 66の各々は、対応する耳パネル 45、 46、及び 48
の延長部、又はここで用いられている構成要素の少なくともひとつ、又はこれらの要素の
その他のあらゆる組合わせである。より好ましくはこれらの引裂きオープンタブ 31の各々
はまた、対応するシームパネル 66の延長部、又はここで用いられている構成要素の少なく
ともひとつ、又はその要素のその他のあらゆる組合わせである。
【００１８】
引裂き開放タブ 31は、引き上げ装着衣類 20及び 120が汚れた後、シーム 32において意図的
な引き裂き開放を容易にする限りはどんな形状のものであってもよい。好ましい実施形態
において、長手方向中心線 100からの側面方向距離 LDは、図 10に示されているように脚部
開口部 34の方へ向かって大きくなる。この実施形態において、前部耳パネル用に用いられ
るもとの材料は、上部材料線 154と、この上部材料線 154に対して直交するサイド材料線 15
6によって画定される形状を有する。この最も外側の縁部 240と引裂き開放タブ 31は、もと
の材料から縁部部分 158を除去する（又は切り取る）ことによって形成される。引裂き開
放タブ 31は、線 154及び 156によって画定される直角を有するもとの材料の内部で得ること
ができるので、効果的な材料の使用を行なうことができる（すなわちもとの耳パネル材料
を効果的に用いることができる）。
【００１９】
好ましい実施形態において、シャシー 41及び /又は耳パネル 45、 46、及び 48の対応する縁
部部分は、（例えばシームパネル 66を通して）直接又は間接的に重ね合わせて継ぎ合わさ
れ、重なり合ったシーム構造が作られる。あるいはまた前部耳パネル 46及び後部耳パネル
48は、突合わせシーム方法で（図面では示されていない）継ぎ合わされてもよい。シーム
32の結合は、シャシー 41及び /又は耳パネル 45、 46、及び 48に用いられる特定の材料に適
したこの技術で知られているあらゆる適切な手段で実施することができる。従って音波シ
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ール、ヒートシール、圧力結合、接着剤又は凝集結合、縫合、自己結合（ autogeneous bo
nding）等が適切な技術である。好ましくはシームパネル 66は、装着中に衣類 20又は 120に
発生した力及び応力に耐えうる、予め決められた熱 /圧力パターン又は超音波溶接によっ
て接合される。
【００２０】
連続ベルト 38は、図 1及び 2に示されているようにウエスト開口部 36の周りに、耳パネル 45
、 46、及び 48、及びシャシー 41の一部によって形成される。好ましくは弾性化ウエストバ
ンド 50は、前部 26と後部 28との両方に設けられている。連続ベルト 38は、装着者に配置さ
れた時に、引き上げ装着衣類 20又は 120において動的にフィット力を生じ、これらに体の
排泄物が負荷された場合でさえ装着者に対してこの引き上げ装着衣類 20又は 120を維持し
、従って吸収性コア 25（図 2には示されていない）を装着者のすぐ近くに保持し、装着中
に動的に発生した力をウエストの周りで分散させ、これによって吸収性コア 25を固まらせ
たり（ binding）、塊にさせたりせずに吸収性コア 25に対して補助的支持を与える働きを
する。
【００２１】
図 3は、（緩和状態に放置されている耳パネル 46及び 48以外）非収縮状態における図 2の引
き上げ装着衣類 20の一部切り取られた平面図であり、トップシート 24が見る人の方を向い
ており、これは耳パネル 46及び 48がシーム 32によって接合される前のものである。引き上
げ装着衣類 20は、前部 26、この前部 26の反対側にある後部 28、前部 26と後部 28との間に位
置する股部 30、及び引き上げ装着衣類 20の外側外辺部又は縁部によって画定されている周
辺部（ここにおいてサイド縁部が 150及び 240、末端縁部又はウエスト縁部が 152として示
されている）を有する。トップシート 24は、使用中に装着者の体に隣接した位置にある引
き上げ装着衣類 20の体側表面を有する。バックシート 22は、装着者の体から離れた位置に
ある引き上げ装着衣類 20の外側表面を有する。引き上げ装着衣類 20は、液体透過性トップ
シート 24、トップシート 24と組合わされた液体不透過性バックシート 22、及びトップシー
ト 24とバックシート 22との間に位置する吸収性コア 25を含むシャシー 41を含んでいる。こ
の衣類 20はさらに、シャシー 41から側面方向に外側に延びている前部耳パネル 46及び後部
耳パネル 48、弾性化レッグカフス 52、及び弾性化ウエストバンド 50を含んでいる。トップ
シート 24とバックシート 22は、吸収性コア 25のものよりも一般に大きい長さと幅のサイズ
を有する。トップシート 24及びバックシート 22は、吸収性コア 25の縁部を越えて延びてお
り、これによって衣服 20のサイド縁部 150及びウエスト縁部 152が形成される。この液体不
透過性バックシート 22は、好ましくは液体不透過性プラスチックフィルム 68を含んでいる
。
【００２２】
引き上げ装着衣類 20はまた、ふたつの中心線、すなわち長手方向中心線 100と横断方向中
心線 110とを有する。ここにおいて「長手方向」とは、引き上げ装着衣類 20が装着されて
いる時に立っている装着者を左半身と右半身とに二分する垂直平面と一般に一直線になる
（例えばほぼ平行になる）引き上げ装着衣類 20の平面内にある線、軸、又は方向のことを
言う。ここにおいて「横断方向」及び「側面方向」とは、長手方向に一般に垂直な引き上
げ装着衣類の平面内にある線、軸、又は方向のことを言う（これは装着者を前半身と後半
身とに分けるものである）。引き上げ装着衣類 20及びその構成材料はまた、使用中に装着
者の皮膚の方に向いている体側表面と、体側表面の反対側表面である外側表面とを有する
。
【００２３】
本発明の耳パネル 45、 46、及び 48の各々は、最も外側の縁線 242を有する。ここにおいて
「縁線」とは、耳パネル 45、 46、及び 48、又はシャシー 41のアウトラインを画定する線の
ことを言う。ここにおいて「最も外側」とは、長手方向中心線 100から最も遠い部分のこ
とを言う。縁線 242の少なくともひとつは、衣類 20の非収縮状態において長手方向中心線 1
00から不均一な側面方向距離 LDを有する。
【００２４】
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好ましい実施形態において、最も外側の縁線 242は、ウエスト開口部 36に最も近い部分に
ある第一点 251と、脚部開口部 34に最も近い部分にある第二点 252とを有し、最も外側の縁
線 242は、第一点 251と第二点 252とを連結することによって画定された直線である。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。好ましい実施形態
において、縁線 242は、引き上げ装着衣類 20の非収縮状態において、長手方向中心線 100の
方へ傾いている。より好ましくは最も外側の縁線 242は、引き上げ装着衣類 20の非収縮状
態において、図 3に示されているように脚部開口部 34の方へ向かって大きくなる、長手方
向中心線 100からの側面方向距離 LDを有する。あるいはまた最も外側の縁線 242は、引き上
げ装着衣類 20の非収縮状態において、脚部開口部 34の方へ向かって小さくなる、長手方向
中心線 100からの側面方向距離 LDを有してもよい（図面には示されていない）。
【００２５】
トップシート 24、バックシート 22、及び吸収性コア 25は、非常に多様なよく知られた形状
に組立てられていてもよい。シャシー形状の例は、 1975年 1月 14日に Kenneth B.Buellに発
行された「使い捨ておむつ用の収縮性サイド部分（ Contractible Side Portions for Dis
posable Diaper）」と題する米国特許第 3,860,003号；及び 1992年 9月 29日に Kenneth B.Bu
ellらに発行された「予め配置された弾性柔軟性ヒンジを有する動的弾性ウエスト部材を
有する吸収体（ Absorbent Article With Dynamic Elastic Waist Feature Having A Pred
isposed Resilient Flexural Hinge）」と題する米国特許第 5,151,092号に記載されてい
る。
【００２６】
図４は、図３の断面線４－４に沿う好ましい実施形態の横断面図である。引き上げ装着衣
類２０は、液体透過性トップシート２４、このトップシート２４と組合わされた液体不透
過性バックシート２２、及びトップシート２４とバックシート２２との間に位置する吸収
性コア２５を含むシャシー４１を含んでいる。この引き上げ装着衣類はさらに、各々シャ
シー４１から側面方向に外側に延びている前部耳パネル４６と、内側バリヤーカフス５４
とを含んでいる。図４は、前部耳パネル４６及び前部２６におけるシャシー４１の構造の
みを示しているが、好ましくは同様な構造が後部２８にも備えられている。好ましい実施
形態において、前部耳パネル４６の各々は、バリヤーフラップ５６の延長部分７２、弾性
部材７０、及び不織布外側カバー７４の貼り合わせによって形成されている。弾性部材７
０は、平面エラストマー材料１２４を含んでいる（図４ではなく、図６に示されている）
。ここにおいて「平面エラストマー材料」とは、連続的に二次元方向に延びているエラス
トマー材料のことを言う。好ましい平面エラストマー材料は、スクリム、穿孔（又は開口
成形）フィルム、エラストマー織布又は不織布等を含んでいる。好ましい実施形態におい
て、平面エラストマー材料１２４は、不均一な側面方向幅を有する少なくともひとつの部
分を含んでいる。
【００２７】
図５は、図２に示されている前部耳パネル４６と後部耳パネル４８のより詳細な平面図で
ある。図５において不織布外側カバー７４は、耳パネル４６及び４８から除去され、弾性
部材７０とシーム３２とを明確に示している。好ましい実施形態において、耳パネル４６
及び４８の各々は、（例えば図６に示されているもののような）平面エラストマー材料１
２４を含む弾性部材７０を含んでいる。この弾性部材７０はさらに、平面エラストマー材
料１２４に接合されている延伸性シート又はフィルム材料（例えば不織布材料）を含んで
いてもよい。
【００２８】
好ましい実施形態において、平面エラストマー材料１２４は、弾性部材７０と同じ形状及
び大きさを有する。弾性部材７０及び平面エラストマー材料１２４は、非常に多様なサイ
ズ及び形状（例えば三角形、長方形、その他の四辺形、及びその他の多角形）のものであ
ってもよい。好ましい実施形態において、平面エラストマー材料１２４は、不均一な側面
方向幅ＬＷを有する少なくともひとつの部分を有する。好ましくは平面エラストマー材料
１２４の側面方向幅ＬＷは、図５に示されているように脚部開口部３４の方に向かって大
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きくなる。あるいはまた平面エラストマー材料１２４の側面方向幅ＬＷは、脚部開口部３
４の方へ向かって小さくなってもよい（図面には示されていない）。
【００２９】
好ましい実施形態において、シーム３２は、縁線２４２に沿って予め決定されているシー
ム線２３０上に形成されている。シーム線２３０は、重なり合った区域２３８において縁
線２４２間に引くことができるあらゆる直線から決定することができる。より好ましくは
シーム線２３０は、対応する縁線２４２に沿って形成され、より好ましくはこれと平行に
形成されている。より好ましい実施形態において、重なり合った区域２３８を等しく分割
する直線は、図５に示されているようなシーム線２３０として選ばれる。
【００３０】
好ましい実施形態において、シーム線２３０は、この衣類２０の非収縮状態において長手
方向中心線１００の方へ傾いている。好ましくは長手方向中心線１００からのシーム線２
３０の側面方向距離は、脚部開口部３４の方に向かって大きくなる。あるいはまた長手方
向中心線１００からのシーム線２３０の側面方向距離は、脚部開口部３４の方に向かって
小さくなる（図面には示されていない）。
【００３１】
好ましいシーム３２は、図５に示されているようにシーム線２３０上に形成されている複
数の間隔があけられている別々のシーム結合部２３６によって形成されている。別々のシ
ーム結合部２３６は、シーム線２３０上に、ウエスト開口部３６から出発する実質的に結
合された部分ＳＢと、脚部開口部３４から出発する非結合部分ＵＢとを形成する。ここに
おいて「実質的に結合された部分」とは、他の材料に断続的及び／又は連続的に接合され
て、脚部開口部３４及びウエスト開口部３６の形成に寄与する部分のことを言う。ここに
おいて「非結合部分」とは、他の材料に接合されていない部分のことを言う。
【００３２】
もうひとつの実施形態において、シーム３２は、シーム線２３０上で前部耳パネル４６と
４８とを連続的に結合する連続結合部によって形成されてもよい（図面に示されていない
）。連続結合部はまた、シーム線２３０上において、ウエスト開口部３６から出発する実
質的に結合された部分ＳＢと、脚部開口部３４から出発する非結合部分ＵＢとを形成する
。
【００３３】
装着者の皮膚に赤い痕がつく問題を避けるために、実質的に結合されている部分ＳＢに対
する非結合部分ＵＢの長さにおける好ましい比は、約４：９６～約２０：８０、より好ま
しくは約８：９２～約１５：８５、さらにより好ましくは約１０：９０～約１３：８７で
ある。乳幼児用の好ましい使い捨て引き上げ装着衣類は、脚部開口部３４からの非結合部
分ＵＢの長さが、約４ｍｍ～約２０ｍｍ、より好ましくは約８ｍｍ～約１５ｍｍ、さらに
より好ましくは約１０ｍｍ～約１３ｍｍである。
【００３４】
好ましい実施形態において、耳パネル４５、４６、及び４８のうちの少なくともひとつは
、一部造形されて、汚れた後の容易な引裂き開放のための非結合部分ＵＢと組合わされた
引裂き開放タブ２３１を形成する。引裂き開放タブ２３１は、シーム３２において意図的
引裂き開放を容易にする限りはあらゆる形状のものであってもよい。この実施形態におい
て、耳パネル４５、４６、及び４８は、汚れた後、脚部開口部３４から引裂き開放するこ
とができる。従ってもとの引裂き開放タブ３１は、この実施形態では削除されてもよい。
【００３５】
本発明の使い捨て引き上げ装着衣類２０又は１２０の製造法は、前部２６、後部２８、及
び股部３０に設けられ、前部２６と後部２８に縁線２２２を有するシャーシ４１を用意す
る工程を含んでいる。方法は更に、少なくともひとつの耳パネル４５、４６、及び４８が
、シーム３２に沿って、ウエスト部３６から出発する実質的に結合された部分ＳＢと脚部
開口３４から出発する非結合部分ＵＢとを有するように、耳パネル４５、４６、及び４８
の各々を、シャーシ４１に、対応する縁線２２２及び２４２に沿って接合してシーム３２
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及び２３２を形成し、これによりふたつの脚部開口部３４とひとつのウエスト開口部３６
を形成する工程を含んでいる。実質的に結合された部分に対する非結合部分の長さの比は
約４：９６と約２０：８０の間である。
【００３６】
吸収性コア２５は、一般に圧縮可能で形に沿いやすく、装着者の皮膚に刺激を与えず、液
体、例えば尿及びその他のいくつかの体の排泄物を吸収して保持しうるあらゆる吸収性部
材であってもよい。吸収性コア２５は、非常に様々なサイズ及び形状（例えば長方形、砂
時計形、「Ｔ」形、非対称形等）で、使い捨て引き上げ装着衣類及びその他の吸収体に通
常用いられている非常に様々な液体吸収性材料、例えば一般にエアフェルトと呼ばれてい
る微粉砕木材パルプから製造することができる。その他の適切な吸収性材料の例には、し
わくちゃにされたセルロース詰物；コフォームを含むメルトブロウンポリマー；化学的剛
化、変性又は架橋セルロース繊維；ティシューラップ及びティシューラミネートを含むテ
ィシュー；吸収性フォーム；吸収性スポンジ；超吸収性ポリマー；吸収性ゲル化材料；又
はその他のあらゆる同等の材料又は材料の組合わせが含まれる。
【００３７】
本発明の好ましい実施形態において、吸収性コア２５は、引き上げ装着衣類２０の非収縮
状態において、この衣類の面積に対するコア面積の面積比が約２５％より大きく、より好
ましくは約４０％より大きい。このコア面積は、引き上げ装着衣類２０の非収縮状態にお
ける吸収性コア２５の体側表面の総面積として規定される。吸収性コア２５の体側表面の
周辺部は、吸収性コア２５に用いられている第一吸収性材料の集合体のアウトラインによ
って決定される。ここにおいて「第一吸収性材料」とは、吸収性コア２５の乾燥状態容積
において約８０％より大きい部分を占める吸収性材料のことを言う。好ましい実施形態に
おいて、木材パルプ（例えばエアフェルト）は、吸収性コア２５の第一吸収性材料と考え
られており、吸収性コア２５の体側表面の周辺部を画定し、従って吸収性コア２５のコア
面積を画定する。その他の第一吸収性材料は、しわくちゃにされたセルロース詰物；コフ
ォームを含むメルトブロウンポリマー；化学的剛化、変性又は架橋セルロース繊維；ティ
シューラップ及びティシューラミネートを含むティシュー；吸収性フォーム；吸収性スポ
ンジ；超吸収性ポリマー；吸収性ゲル化材料；又はその他のあらゆる同等の材料又は材料
の組合わせを含んでいてもよい。
【００３８】
この衣類の面積は、非収縮状態における引き上げ装着衣類２０の体側表面の総面積として
規定される。従って面積比は次のように計算される：
ＡＲ＝ＣＡ／ＧＡ×１００
ここにおいて、
ＡＲ：面積比（％）
ＣＡ：コア面積（ｃｍ２ ）
ＧＡ：総面積（ｃｍ２ ）
乳幼児用としての好ましい実施形態において、吸収性コア２５は、コア面積が約４５０ｃ
ｍ２ より小さく、より好ましくは約４２５ｃｍ２ より小さい。好ましくは吸収性コア２５
は、最大コア幅が約１２ｃｍより小さく、より好ましくは約１１ｃｍより小さい。ここに
おいて「コア幅」とは、ひとつのサイド縁部から吸収性コア２５のもう一方のサイド縁部
までの側面方向距離のことを言う。
【００３９】
吸収性コア２５の形状及び構成も様々なものであってもよい（例えば吸収性コア２５は、
様々な厚さゾーン、親水性勾配、超吸収性勾配、又は比較的低い平均密度及び比較的低い
平均坪量の受入れゾーンを有していてもよく；あるいはひとつ又はそれ以上の層又は構造
を備えていてもよい）。さらには吸収性コア２５のサイズ及び吸収能力も、乳幼児から大
人までの様々な装着者に合わせて様々なものであってもよい。しかしながら吸収性コア２
５の総吸収能力は、この衣類２０の設計負荷及び意図された用途に適合したものであるべ
きである。
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【００４０】
この衣類２０の好ましい実施形態は、前部ウエスト部２６及び後部ウエスト部２８に耳部
を有する、非対称修正砂時計形吸収性コア２５を有する。広く受入れられて商品としても
成功を収めた、吸収性コア２５として用いるための吸収構造のその他の例は、１９８６年
９月９日にＷｅｉｓｍａｎらに発行された「高密度吸収構造（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｎｓｉｔｙ
　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ）」と題する米国特許第４，６１０，６７
８号；１９８７年６月１６日にＷｅｉｓｍａｎらに発行された「二重層コアを有する吸収
体（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｗｉｔｈ　Ｄｕａｌ－Ｌａｙｅｒｅｄ　Ｃ
ｏｒｅｓ）」と題する米国特許第４，６７３，４０２号；１９８９年１２月１９日にＡｎ
ｇｓｔａｄｔに発行された「ダスチング層を有する吸収性コア（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｃ
ｏｒｅ　Ｈａｖｉｎｇ　Ａ　Ｄｕｓｔｉｎｇ　Ｌａｙｅｒ）」と題する米国特許第４，８
８８，２３１号；及び１９８９年５月３０日にＡｌｅｍａｎｙらに発行された「比較的低
い密度及び比較的低い坪量の受入れゾーンを有する高密度吸収性部材（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｎ
ｓｉｔｙ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｍｅｍｂｅｒｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｌｏｗｅｒ　Ｄｅｎｓ
ｉｔｙ　ａｎｄ　Ｌｏｗｅｒ　Ｂａｓｉｓ　Ｗｅｉｇｈｔ　Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ　Ｚ
ｏｎｅｓ）」と題する米国特許第４，８３４，７３５号に記載されている。
【００４１】
シャシー４１はさらに、吸収性コア２５の上に配置された化学的剛化繊維の受入れ／分配
コア８４を含み、これによって二重コアシステムが形成されてもよい。好ましい実施形態
において、これらの繊維は化学的剛化親水性セルロース繊維である。ここにおいて「化学
的剛化繊維」とは、乾燥及び水性の両方の条件下に、繊維の剛性を増すための化学手段に
よって剛化されたあらゆる繊維を意味する。このような手段には、例えば繊維を被覆及び
／又は含浸する化学的剛化剤の添加が含まれる。このような手段にはまた、繊維それ自体
の化学構造を変えることによる、例えばポリマー鎖を架橋することによる繊維の剛化が含
まれる。
【００４２】
受入れ／分配コア８４に用いられる繊維はまた、化学反応によって剛化することもできる
。例えば架橋剤が繊維に塗布されてもよく、これによって塗布後に化学的に繊維内架橋結
合が形成するようにされる。これらの架橋結合は、繊維の剛性を増加させることができる
。繊維を化学的に剛化させるための繊維内架橋結合の使用が好ましいが、これは繊維の化
学的剛化のためのその他の種類の反応を除外するものではない。
【００４３】
より好ましい剛化繊維において、化学的加工処理は、このような繊維が相対的に脱水され
、繊維が離解され（すなわち個別化され）、撚り合わされ、カールされた条件にある間の
架橋剤での繊維内架橋が含んでいる。適切な化学剛化剤は、これに限定されるわけではな
いが、Ｃ２ －Ｃ８ ジアルデヒドを含むモノマー架橋剤を含み、架橋溶液を形成するために
、酸官能基を有するＣ２ －Ｃ８ モノアルデヒドを用いることができる。これらの化合物は
、単一のセルロース鎖内にあるか、又は単一繊維内において近くに位置するセルロース鎖
上にある少なくともふたつのヒドロキシル基と反応しうる。剛化セルロース繊維の調製に
用いることが考えられているこのような架橋剤には、グルタルアルデヒド、グリオキサー
ル、ホルムアルデヒド、及びグリオキシル酸が含まれるがこれらに限定されるわけではな
い。その他の適切な剛化剤は、ポリカルボキシレート、例えばクエン酸である。ポリカル
ボキル剛化剤及びこれらからの剛化繊維の製造方法は、１９９３年３月２日にＨｅｒｒｏ
ｎに発行された「個別化されたポリカルボン酸架橋繊維の調製方法（Ｐｒｏｃｅｓｓ　ｆ
ｏｒ　Ｐｒｅｐａｒｉｎｇ　Ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｉｚｅｄ，Ｐｏｌｙｃａｒｂｏｘｙｌ
ｉｃ　Ａｃｉｄ　ｃｒｏｓｓｌｉｎｋｅｄ　Ｆｉｂｅｒｓ）」と題する米国特許第５，１
９０，５６３号に記載されている。このような条件下における架橋の効果は、剛化され、
かつここでの吸収体としての使用中にその撚り合わされカールされた形状を保持する傾向
がある繊維を形成することである。このような繊維及びこれらの製造方法は、組込まれて
いる前記特許に引用されている。
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【００４４】
好ましい二重コアシステムは、１９９３年８月１０日にＡｌｅｍａｎｙらに発行された「
弾性ウエスト部材及び向上した吸収性を有する吸収体（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃ
ｌｅ　Ｗｉｔｈ　Ｅｌａｓｔｉｃ　Ｗａｉｓｔ　Ｆｅａｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｅｎｈａｎｃ
ｅｄ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｃｙ）」と題する米国特許第５，２３４，４２３号；及び１９９
２年９月１５日にＹｏｕｎｇ、ＬａＶｏｎ、及びＴａｙｌｏｒに発行された「失禁管理の
ための高効率吸収体（Ｈｉｇｈ　Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉ
ｃｌｅｓ　Ｆｏｒ　Ｉｎｃｏｎｔｉｎｅｎｃｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）」と題する米国
特許第５，１４７，３４５号に開示されている。好ましい実施形態において、受入れ／分
配コア８４は、化学処理された剛化セルロース繊維材料を含んでいる。これは、ウエイヤ
ーホイザー社（Ｗｅｙｅｒｈａｅｕｓｅｒ　Ｃｏ．）（米国）からＣＭＣという商品名で
入手しうるものである。好ましくはこの受入れ／分配コア８４は、坪量が約４０ｇ／ｍ２

～約４００ｇ／ｍ２ 、より好ましくは約７５ｇ／ｍ２ ～約３００ｇ／ｍ２ である。
【００４５】
より好ましくはシャシー２２はさらに、図４に示されているように、トップシート２４と
受入れ／分配コア８４との間に受入れ／分配層８２を含んでいる。受入れ／分配層８２は
、トップシート２４の表面湿潤傾向を減らすのを助けるために設けられている。受入れ／
分配層８２は、好ましくはカード加工されていて、樹脂結合されているハイロフト不織布
材料を備えている。これは例えば、北米ポリマー・グループ社（Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｇｒｏ
ｕｐ，Ｉｎｃ．Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａ）（米国ニュージャージー州ランディシビル
（Ｌａｎｄｉｓｉｖｉｌｌｅ，Ｎｅｗ　Ｊｅｒｓｅｙ，Ｕ．Ｓ．Ａ．）からコード番号Ｆ
Ｔ－６８６０として入手しうるものであり、これは６ｄｔｅｘのポリエチレンテレフタレ
ート繊維からできており、約４３ｇ／ｍ２ の坪量を有する。受入れ／分配層８２及び受入
れ／分配コア８４の好ましい例は、１９９７年１０月１日に公開された第ＥＰ　０７９７
９６８Ａ１（Ｋｕｒｔら）に開示されている。
【００４６】
トップシート２４は、好ましくは柔軟で感触が柔らかく、装着者の皮膚に刺激を与えない
。さらにはトップシート２４は液体透過性であり、液体（例えば尿）がその厚さを容易に
透過することができる。適切なトップシート２４は、広い範囲の材料から製造することが
できる。例えば織布及び不織布材料；ポリマー材料、例えば開口成形熱可塑性フィルム、
開口プラスチックフィルム、及び油圧成形熱可塑性フィルム；多孔質フォーム；網状化フ
ォーム；網状化熱可塑性フィルム；及び熱可塑性スクリムである。適切な織布及び不織布
材料は、天然繊維（例えば木材繊維又は綿繊維）、合成繊維（例えばポリマー繊維、例え
ばポリエステル、ポリプロピレン、又はポリエチレン繊維）から構成されていてもよく、
あるいは天然繊維と合成繊維との組合わせから構成されていてもよい。トップシート２４
は、トップシート２４を通過して吸収性コア２５に含じ込められた液体から装着者の皮膚
を隔離するため（すなわち再湿潤を防ぐため）に、好ましくは疎水性材料からできている
。トップシート２４が疎水性材料からできている場合、トップシート２４の少なくとも上
部表面は、液体がより素早くトップシートを通って移動するように親水性になるように処
理されている。これによって、体の排泄物がトップシート２４を通って引き込まれて、吸
収性コア２５によって吸収されるのではなく、トップシート２４から流れ落ちる可能性が
減る。トップシート２４は、これを界面活性剤で処理することによって親水性にされても
よい。トップシート２４を界面活性剤で処理するのに適した方法には、トップシート２４
の材料に界面活性剤をスプレーすること、及びこの材料を界面活性剤中に浸漬することが
含まれる。このような処理及び親水性についてのより詳細な考察は、１９９１年１月２９
日にＲｅｉｓｉｎｇに発行された「多数層吸収層を有する吸収体（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　
Ａｒｔｉｃｌｅｓ　ｗｉｔｈ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｌａｙｅｒ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｌ
ａｙｅｒｓ）」と題する米国特許第４，９８８，３４４号、及び１９９１年１月２９日に
Ｒｅｉｓｉｎｇに発行された「急速受入れ吸収性コアを有する吸収体（Ａｂｓｏｒｂｅｎ
ｔ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　ｗｉｔｈ　Ｒａｐｉｄ　Ａｃｑｕｉｒｉｎｇ　Ａｂｓｏｒｂｅｎ
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ｔ　Ｃｏｒｅｓ）」と題する米国特許第４，９８８，３４５号に含まれている。
【００４７】
好ましい実施形態において、トップシート２４は、表面湿潤性が減少する傾向を与え、そ
の結果、湿潤後このコア２５によって吸収された尿を使用者の皮膚から離しておくことが
容易にできる不織布ウエブである。好ましいトップシート材料のひとつは、ファイバーウ
エブ北米社（Ｆｉｂｅｒｗｅｂ　Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａ，Ｉｎｃ．）（米国サウス
カロライナ州シンプソンビル（Ｓｉｍｐｓｏｎｖｉｌｌｅ，Ｓｏｕｔｈ　Ｃａｒｏｌｉｎ
ａ，Ｕ．Ｓ．Ａ．））からコード番号Ｐ－８として入手しうる熱結合されカード加工され
ているウエブである。もうひとつの好ましいトップシート材料は、日本国のハビックス社
（Ｈａｖｉｘ　Ｃｏ．）からコード番号Ｓ－２３５５として入手しうるものである。この
材料は二層複合材材料であり、カーディング及び通風技術を用いて二種類の合成界面活性
剤処理された二成分繊維からできている。さらにもうひとつの好ましいトップシート材料
は、アモコ・ファブリックス社（Ａｍｏｃｏ　Ｆａｂｒｉｃｓ，Ｉｎｃ．）（ドイツ国グ
ロナウ（Ｇｒｏｎａｕ，Ｇｅｒｍａｎｙ））から、コード番号プロフリース・スタイル（
Ｐｒｏｆｌｅｅｃｅ　Ｓｔｙｌｅ）０４００１８００７として入手しうる熱結合されカー
ド加工されているウエブである。
【００４８】
好ましい実施形態において、トップシート２４は、ウエスト縁部１５２に沿って、及び／
又は引き上げ装着衣類２０又は１２０のその他の部分において換気孔を形成するために、
その設計／プロセスの点で、この引き上げ装着衣類２０又は１２０に用いられているその
他の材料（例えばバックシート２２における構成材料）と適合しうるものである。
【００４９】
もうひとつの好ましいトップシート２４は、開口成形フィルムを含んでいる。開口成形フ
ィルムがトップシート２４には好ましいが、その理由は、これらが体の排泄物に対して透
過性があるのに非吸収性であり、液体が逆流して装着者の皮膚を再び濡らす傾向が少なく
なるからである。従って体と接触している成形フィルムの表面は乾いたままであり、これ
によって体が汚れることが少なくなり、装着者にとってより快適な感触が生じる。適切な
成形フィルムは、１９７５年１２月３０日にＴｈｏｍｐｓｏｎに発行された「先細り毛管
を有する吸収構造（Ａｂｓｏｒｐｔｉｖｅ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｔａ
ｐｅｒｅｄ　Ｃａｐｉｌｌａｒｉｅｓ）」と題する米国特許第３，９２９，１３５号；１
９８２年４月１３日にＭｕｌｌａｎｅらに発行された「汚れ抵抗性トップシートを有する
使い捨て吸収体（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｈａｖ
ｉｎｇ　Ａ　Ｓｔａｉｎ　Ｒｅｓｉｓｔａｎｔ　Ｔｏｐｓｈｅｅｔ）」と題する米国特許
第４，３２４，２４６号；１９８２年８月３日にＲａｄｅｌらに発行された「繊維様特性
を示す弾性プラスチックウエブ（Ｒｅｓｉｌｉｅｎｔ　Ｐｌａｓｔｉｃ　Ｗｅｂ　Ｅｘｈ
ｉｂｉｔｉｎｇ　Ｆｉｂｅｒ－Ｌｉｋｅ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ）」と題する米国特許第
４，３４２，３１４号；１９８４年７月３１日にＡｈｒらに発行された「光沢のない可視
表面及び布様触感を示す巨視的膨張三次元プラスチックウエブ（Ｍａｃｒｏｓｃｏｐｉｃ
ａｌｌｙ　Ｅｘｐａｎｄｅｄ　Ｔｈｒｅｅ－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　Ｐｌａｓｔｉｃ　
Ｗｅｂ　Ｅｘｈｉｂｉｔｉｎｇ　Ｎｏｎ－Ｇｌｏｓｓｙ　Ｖｉｓｉｂｌｅ　Ｓｕｒｆａｃ
ｅ　ａｎｄ　Ｃｌｏｔｈ－Ｌｉｋｅ　Ｔａｃｔｉｌｅ　Ｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎ）」と題す
る米国特許第４，４６３，０４５号；及び１９９１年４月９日にＢａｉｒｄに発行された
、「多層ポリマーフィルム（Ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　Ｐｏｌｙｍｅｒｉｃ　Ｆｉｌｍ）」
と題する米国特許第５，００６，３９４号に記載されている。
【００５０】
好ましい実施形態においてバックシート２２は、例えば図４に示されているような液体不
透過性フィルム６８を含んでいる。好ましくは液体不透過性フィルム６８は、前部２６、
後部２８、及び股部３０において長手方向に延びている。より好ましくは液体不透過性フ
ィルム６８は、耳パネル４６又は４８のうちの少なくともひとつの中まで側面方向に延び
ていない。液体不透過性フィルム６８は、体側表面７９と外側表面７７とを有している。
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液体不透過性フィルム６８は、液体（例えば尿）不透過性であり、好ましくは薄いプラス
チックフィルムから製造される。しかしながらより好ましくは、プラスチックフィルムは
蒸気をこの衣類２０から逃がすことができる。好ましい実施形態において、この液体不透
過性フィルム６８には、微孔質ポリエチレンフィルムが用いられる。適切な微孔質ポリエ
チレンフィルムは、日本国名古屋の三井東圧化学（Ｍｉｔｓｕｉ　Ｔｏａｔｓｕ　Ｃｈｅ
ｍｉｃａｌｓ，Ｉｎｃ．）によって製造され、ＰＧ－Ｐという商品として販売されている
ものである。好ましい実施形態において、使い捨てテープ（図面には示されていない）は
さらに、バックシート２２の外側表面に接合され、汚れた後の処分に都合がよい。
【００５１】
液体不透過性フィルム６８に適した材料は、約０．０１２ｍｍ（０．５ミル）～約０．０
５１ｍｍ（２．０ミル）の厚さを有する熱可塑性フィルムであり、好ましくはポリエチレ
ン又はポリプロピレンを含んでいる。好ましくはこの液体不透過性フィルムは、約５ｇ／
ｍ２ ～約３５ｇ／ｍ２ の坪量を有する。しかしながらその他の柔軟性液体不透過性材料も
用いることができることに注目すべきである。ここで用いられている用語「柔軟性」は、
柔軟性があり、かつ装着者の体の一般的形状及び輪郭に沿いやすい材料のことを言う。
【００５２】
好ましくはバックシート２２はさらに、液体不透過性フィルム６８の外側表面と接合され
てラミネート（すなわちバックシート２２）を形成する不織布外側カバー７４を含んでい
る。不織布外側カバー７４は、この衣類２０の最も外側の部分に配置され、この衣類２０
の最も外側の部分の少なくとも一部を覆っている。好ましい実施形態において不織布外側
カバー７４は、この衣類２０の最も外側の部分の面積のほとんど全部を覆っている。不織
布外側カバー７４は、この技術で知られているあらゆる適切な取付け手段によって液体不
透過性フィルム６８に接合されてもよい。例えば不織布外側カバー７４は、均一連続接着
剤層、パターン接着剤層、あるいは一列の別々の接着剤線、螺旋、又はスポットによって
液体不透過性フィルム６８に固定されていてもよい。適切な接着剤には、日本国大阪のニ
ッタ・フィンドレイ株式会社（Ｎｉｔｔａ　Ｆｉｎｄｌｅｙ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）からＨ
－２１２８として入手しうるホットメルト接着剤、及び日本国大阪のエイチ・ビー・フラ
ー・ジャパン株式会社（Ｈ．Ｂ．Ｆｕｌｌｅｒ　Ｊａｐａｎ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）からＪ
Ｍ－６０６４として入手しうるホットメルト接着剤が含まれる。
【００５３】
好ましい実施形態において、不織布外側カバー７４は、例えば日本国岐阜のハビックス株
式会社（Ｈａｖｉｘ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）からＥ２３４１として入手しうるカード不織布
ウエブである。不織布外側カバー７４は、ポリエチレン（ＰＥ）とポリプロピレン（ＰＰ
）との二成分繊維からできている。ＰＥ／ＰＰ比は約５０／５０である。ＰＥ／ＰＰ二成
分繊維は、２ｄ×５１ｍｍの大きさを有する。もうひとつの好ましいカード不織布ウエブ
は、日本国モリヤマ（Ｍｏｒｉｙａｍａ）のチッソ社（Ｃｈｉｓｓｏ　Ｃｏｒｐ．）から
入手しうる。不織布外側カバー７４もまた、ポリエチレン（ＰＥ）とポリプロピレン（Ｐ
Ｐ）との二成分繊維からできている。ＰＥ／ＰＰ比は約５０／５０である。
【００５４】
もうひとつの好ましい実施形態において、この不織布ウエブは、例えば日本国東京の三井
石油化学工業（Ｍｉｔｓｕｉ　Ｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，Ｌ
ｔｄ．）から入手しうるスパンボンド不織布ウエブである。この不織布ウエブは、ポリエ
チレン（ＰＥ）とポリプロピレン（ＰＰ）との二成分繊維からできている。ＰＥ／ＰＰ比
は約８０／２０である。ＰＥ／ＰＰ二成分繊維は、約２．３ｄの厚さを有する。
【００５５】
好ましい実施形態において、バックシート２２は、ウエスト縁部１５２に沿って換気孔を
形成するために、及び／又は引き上げ装着衣類２０又は１２０にシーム３２を形成するた
めに、その設計／プロセスの点で、この引き上げ装着衣類２０又は１２０に用いられてい
るその他の材料（例えばトップシート２４における構成材料）と適合しうるものである。
【００５６】
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バックシート２２は、好ましくは吸収性コア２５の外側表面に隣接して配置されており、
好ましくはこの技術で知られているあらゆる適切な取付け手段によってこれに接合されて
いる。例えばバックシート２２は、均一連続接着剤層、パターン接着剤層、あるいは一列
の別々の接着剤線、螺旋、又はスポットによって吸収性コア２５に固定されていてもよい
。満足すべきことが分っている接着剤は、米国ミネソタ州セントポール（Ｓｔ．Ｐａｕｌ
，Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ）のエイチ・ビー・フラー社（Ｈ．Ｂ．Ｆｕｌｌｅｒ　Ｃｏｍｐａ
ｎｙ）によって製造され、ＨＬ－１３５８Ｊとして販売されているものである。接着剤フ
ィラメントのオープンパターンネットワークを含む適切な取付け手段の一例は、１９８６
年３月４日にＭｉｎｅｔｏｌａらに発行された「使い捨て排泄物封じ込め衣類（Ｄｉｓｐ
ｏｓａｂｌｅ　Ｗａｓｔｅ－Ｃｏｎｔａｉｎｍｅｎｔ　Ｇａｒｍｅｎｔ）」と題する米国
特許第４，５７３，９８６号に開示されている。渦巻き状に螺旋パターンにされた接着剤
フィラメントのいくつかの線を含むもうひとつの適切な取付け手段は、１９７５年１０月
７日にＳｐｒａｇｕｅ　Ｊｒ．に発行された米国特許第３，９１１，１７３号；１９７８
年１１月２２日にＺｉｅｃｋｅｒらに発行された米国特許第４，７８５，９９６号；及び
１９８９年６月２７日にＷｅｒｅｎｉｃｚ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例証されている。あるいはまた結合手段は、熱結合
、圧力結合、超音波結合、動的機械的結合、あるいはこの技術で知られているその他のあ
らゆる適切な取付け手段又はこれらの取付け手段の組合わせを含んでいてもよい。
【００５７】
もうひとつの実施形態において、吸収性コア２５は、前部２６及び後部２８により大きい
延伸性を与えるために、バックシート２２及び／又はトップシート２４に接合されていな
い。
【００５８】
引き上げ装着衣類２０は好ましくはさらに、液体及びその他の体の排泄物の改良された封
じ込めを与えるために、弾性化レッグカフス５２を含んでいる。弾性化レッグカフス５２
は、脚部において体の排泄物の漏れを減らすために、いくつかの様々な実施形態を含んで
いてもよい。（レッグカフスは、レッグバンド、サイドフラップ、バリヤーカフス、弾性
カフス、又はガスケットカフスであってもよく、そう呼ばれることもある。）１９７５年
１月１４日にＢｕｅｌｌに発行された「使い捨ておむつ用の収縮可能なサイド部分（Ｃｏ
ｎｔｒａｃｔａｂｌｅ　Ｓｉｄｅ　Ｐｏｒｔｉｏｎｓ　ｆｏｒ　Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　
Ｄｉａｐｅｒ）」と題する米国特許第３，８６０，００３号は、サイドフラップ及びひと
つ又はそれ以上の弾性部材を有する収縮性脚部開口部を備えて、弾性化レッグカフスを生
じる使い捨ておむつについて記載している。１９９０年３月２０日にＡｚｉｚらに発行さ
れた「弾性化フラップを有する使い捨て吸収体（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ａｂｓｏｒｂｅ
ｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｅｌａｓｔｉｃｉｚｅｄ　Ｆｌａｐｓ）」と題す
る米国特許第４，９０９，８０３号は、脚部の封じ込めを改良するために、「立ち上った
」弾性化フラップ（バリヤーカフス）を有する使い捨ておむつについて記載している。１
９８７年９月２２日にＬａｗｓｏｎに発行された「二重カフスを有する吸収体（Ａｂｓｏ
ｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｄｕａｌ　Ｃｕｆｆｓ）」と題する米国特
許第４，６９５，２７８号；及び１９８９年１月３日にＤｒａｇｏｏに発行された「漏れ
抵抗性二重カフスを有する吸収体（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｈａｖｉｎｇ
　Ｌｅａｋａｇｅ－Ｒｅｓｉｓｔａｎｔ　Ｄｕａｌ　Ｃｕｆｆｓ）」と題する米国特許第
４，７９５，４５４号は、ガスケットカフスとバリヤーカフスとを含む二重カフスを有す
る使い捨ておむつについて記載している。１９８７年１１月３日にＢｕｅｌｌに発行され
た「使い捨てウエスト封じ込め衣類（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ｗａｉｓｔ　Ｃｏｎｔａｉ
ｎｍｅｎｔ　Ｇａｒｍｅｎｔ）」と題する米国特許第４，７０４，１１５号は、遊離液体
を衣類内部に封じ込めるような形状のサイド縁部漏れガード溝部を有する使い捨ておむつ
又は失禁用衣類を開示している。
【００５９】
各弾性化レッグカフス５２は、前記のようなレッグバンド、サイドフラップ、バリヤーカ
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フス、又は弾性カフスのどれかに似ているような形状であってもよいが、弾性化レッグカ
フス５２は図３に示されているようなひとつ又はそれ以上の弾性ストランド６４を有する
弾性ガスケットカフス６２を含むのが好ましい。これは、前記引例の米国特許第４，６９
５，２７８号及び第４，７９５，４５４号に記載されている。各弾性化レッグカフス５２
はさらに、各々が前記引例の米国特許第４，９０９，８０３号に記載されているバリヤー
フラップ５６と間隔あけ手段５８とを含んでいる内側バリヤーカフス５４を含んでいる。
【００６０】
引き上げ装着衣類２０は好ましくはさらに、改良されたフィット及び封じ込めを与える弾
性化ウエストバンド５０を含んでいる。この弾性化ウエストバンド５０は、装着者のウエ
ストに動的なフィットを与えるように弾性的に伸縮するための、引き上げ装着衣類２０の
部分又はゾーンである。弾性化ウエストバンド５０は、好ましくは引き上げ装着衣類２０
のウエスト縁部から吸収性コア２５のウエスト縁部の方へ長手方向に外側に延びている。
好ましくは引き上げ装着衣類２０は、ふたつの弾性化ウエストバンド５０を備えており、
ひとつが後部２８に位置しており、ひとつが前部２６に位置している。但し単一の弾性化
ウエストバンドを備えたその他の引き上げ装着おむつの実施形態を構成することもできる
。弾性化ウエストバンド５０は、いくつかの異なる形状に構成されていてもよい。これら
の形状には、１９８５年５月７日にＫｉｅｖｉｔらに発行された「弾性的収縮性ウエスト
バンドを有する使い捨ておむつ（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ｄｉａｐｅｒｓ　ｗｉｔｈ　Ｅ
ｌａｓｔｉｃａｌｌｙ　Ｃｏｎｔｒａｃｔｉｂｌｅ　Ｗａｉｓｔｂａｎｄｓ）」と題する
米国特許第４，５１５，５９５号、及びＢｕｅｌｌに発行された前記引例の米国特許第５
，１５１，０９２号に記載されているものも含まれる。
【００６１】
ウエストバンド５０は、「予備歪された（ｐｒｅｓｔｒａｉｎｅｄ）」又は「機械的に予
備歪された」（すなわち材料を永久伸びさせるために、ある程度の局部化パターン機械的
ストレッチに付された）材料を含んでいてもよい。これらの材料は、この技術で知られて
いる深いエンボス技術を用いて予備歪されていてもよい。あるいはまたこれらの材料は、
１９９４年７月１９日にＢｕｅｌｌらに発行された「機械的に予備歪された部分を有する
弾性部材を備えた吸収体（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｗｉｔｈ　Ｅｌａｓｔ
ｉｃ　Ｆｅａｔｕｒｅ　Ｈａｖｉｎｇ　Ａ　Ｐｏｒｔｉｏｎ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌｌｙ
　Ｐｒｅｓｔｒａｉｎｅｄ）」と題する米国特許第５，３３０，４５８号に記載されてい
るようなインクリメンタルな機械的ストレッチ装置に材料を通して予備歪されてもよい。
ついでこれらの材料は、その実質的に非張力の状態に戻され、従って少なくとも当初スト
レッチ点まで延伸性のあるゼロ歪ストレッチ材料が形成される。ゼロ歪材料の例は、１９
３７年３月３０日にＧａｌｌｉｇａｎに発行された米国特許第２，０７５，１８９号；１
９６２年３月１３日にＨａｒｗｏｏｄに発行された米国特許第３，０２５，１９９号；各
々１９７８年８月１５日と１９８０年６月２４日にＳｉｓｓｏｎに発行された米国特許第
４，１０７，３６４号と第４，２０９，５６３号；１９８９年５月３０日にＳａｂｅｅに
発行された米国特許第４，８３４，７４１号；及び１９９２年９月２９日にＢｕｅｌｌら
に発行された米国特許第５，１５１，０９２号に開示されている。
【００６２】
耳パネル４５、４６、及び４８のうちの少なくともひとつは、図４に示されている弾性部
材７０を含んでいる。前部耳パネル４６の弾性部材７０は、装着者のウエスト及びサイド
区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与え
るために、好ましくはシャシー４１から側面方向に外側に延びているエラストマー材料１
２４（図４に示されていない）を含んでいる。好ましくはエラストマー材料１２４は、少
なくともひとつの方向に、好ましくは側面方向に延伸性があり、引き上げ装着衣類２０が
装着者の皮膚に赤い痕を生じることなく、胴部の定位置から垂れ下がったり、たるんだり
、滑り落ちたりするのを防ぐのに最適な保持（又は持続）力を発生させる。好ましい実施
形態において、耳パネル４５、４６、及び４８の各々は、エラストマー材料１２４を備え
ている。
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【００６３】
弾性部材７０は、耳パネル４５、４６、及び４８において不織布ウエブ７２及び７４のう
ちの少なくともひとつに作用可能に（ｏｐｅｒａｔｉｖｅｌｙ）接合され、弾性部材７０
が少なくとも側面方向に弾性的延伸性があるようにされる。好ましい実施形態において、
弾性部材７０は、実質的に非張力（ゼロ歪）状態にある間、不織布ウエブ７２及び７４の
うちの少なくともひとつ、好ましくは両方にこれらを固定することによって不織布ウエブ
７２及び７４に作用可能に接合される。
【００６４】
弾性部材７０は、断続的結合形状又は実質的に連続した結合形状のどちらかを用いて、不
織布ウエブ７２及び７４に作用可能に接合することができる。ここで用いられている「断
続的に」結合されたラミネートウエブとは、プライが間隔があけられている離散地点にお
いて当初から互いに結合されているラミネートウエブ、又はプライが間隔があけられてい
る離散区域において互いに実質的に結合されていないラミネートウエブを意味する。逆に
「実質的に連続的に」結合されたラミネートウエブとは、プライが界面区域全体において
当初から互いに実質的に連続的に結合されているラミネートウエブを意味している。非弾
性ウエブ（すなわち不織布ウエブ７２及び７４）が、破断を生じることなく伸びるかある
いは引張られるように、ストレッチラミネートがこのストレッチラミネートの全部又はか
なり大きい部分において結合されているのが好ましく、かつストレッチラミネートの層が
、好ましくはインクリメンタルな機械的ストレッチ操作後にストレッチラミネートの層の
すべてを互いに対して相対的に密接な接着に維持する形状において結合されている。従っ
て弾性パネル部材及びストレッチラミネートのその他のプライは、接着剤を用いて好まし
くは実質的に連続的に互いに結合されている。特に好ましい実施形態において、選定され
た接着剤は、制御被覆スプレーパターンで、約７．０グラム／平方ｍの坪量で塗布される
。この接着剤パターンの幅は約６．０ｃｍである。接着剤は好ましくは、日本国大阪のニ
ッタ・フィンドレイ株式会社（Ｎｉｔｔａ　Ｆｉｎｄｌｅｙ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）から、
Ｈ２０８５Ｆという名称で入手しうる接着剤である。あるいはまた、弾性パネル部材及び
ストレッチラミネートのその他のあらゆる要素は、熱結合、圧力結合、超音波結合、動的
機械的結合、又はこの技術で知られているその他のあらゆる方法を用いて、互いに断続的
又は連続的に結合されてもよい。
【００６５】
弾性部材７０が、不織布ウエブ７２及び７４のうちの少なくともひとつに作用可能に接合
された後、ついで結果として生じた複合材ストレッチラミネートの少なくとも一部は、例
えば不織布ウエブ７２及び７４である非弾性要素を永久伸びさせるのに十分なほどの機械
的ストレッチに付される。ついで複合材ストレッチラミネートはその実質的に非張力の状
態に戻される。従って耳パネル４５、４６、及び４８の少なくとも一対、好ましくは両方
が、「ゼロ歪」ストレッチラミネートに成形される。（あるいはまた弾性部材７０は、張
力状態において作用可能に接合し、ついで機械的ストレッチに付すこともできよう。但し
これは「ゼロ歪」ストレッチラミネートほど好ましくない。）ここにおいて「ゼロ歪」ス
トレッチラミネートとは、実質的に非張力（「ゼロ歪」）状態にある間に、その同一の広
がりを持つ表面の少なくともひとつの部分に沿って互いに固定されている少なくとも２プ
ライの材料から構成されるラミネートのことを言う。これらのプライのひとつはストレッ
チ性がありかつエラスマー性がある（すなわち加えられた引張り力が解放された後で実質
的にその非張力の大きさに戻るものである）材料を含んでおり、第二のプライは、伸長性
があり（ｅｌｏｎｇａｔａｂｌｅ）（しかしながら必ずしもエラストマー性ではない）、
従ってストレッチした時に第二プライは少なくともある程度まで永久伸びがなされ、従っ
て加えられた引張り力が解放された時に、これはそのもとの非変形形状に完全には戻らな
いものである。結果として生じたストレッチラミネートはこれによって、当初のストレッ
チ方向に、少なくとも当初ストレッチ点まで弾性的延伸性があるものにされる。ストレッ
チラミネートの特に好ましい製造方法及び装置は、要素を機械的にストレッチするために
かみ合い波形ロールを利用している。特に好ましい装置及び方法は、１９９２年１２月１
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日にＷｅｂｅｒらに発行された米国特許第５，１６７，８９７号；１９９０年１０月２０
日にＢｕｅｌｌらに発行された米国特許第５，１５６，７９３号；及び１９９２年９月１
日にＷｅｂｅｒらに発行された米国特許第５，１４３，６７９号に開示されている。
【００６６】
弾性部材７０は、好ましくは図４に示されている接着剤７６によって液体不透過性フィル
ム（すなわち液体不透過性フィルム６８）の各縁部７８に接合され、より好ましくはこれ
に直接固定される。好ましい実施形態において、液体不透過性フィルム６８は、前部２６
、後部２８、及び股部３０において長手方向に延びているが、延伸性耳パネル４５、４６
、及び４８のうちの少なくともひとつ、好ましくはこれらの各々の中までは側面方向に延
びていない。より好ましい実施形態において、弾性部材７０は、図４に示されているよう
に、外側表面７７において、液体不透過性フィルム６８の各縁部７８に接合されている。
もうひとつの実施形態において、弾性部材７０は、体側表面７９において（図面では示さ
れていない）液体不透過性フィルム６８の各縁部７８に接合されてもよい。好ましくは接
着剤７６は、螺旋グルーパターンとして塗布される。好ましい実施形態において、接着剤
７６は非晶質の結晶化成分を備えた柔軟性接着剤である。このような好ましい接着剤は、
日本国大阪のニッタ・フィンドレイ株式会社から、Ｈ２０８５Ｆという名称で製造されて
いるものである。あるいはまた弾性部材７０は、この技術で知られているその他のあらゆ
る結合手段によって、液体不透過性フィルム６８の各縁部７８に接合されてもよい。これ
らの手段には、熱結合、圧力結合、超音波結合、動的機械的結合、又はこれらの取付け手
段の組合わせが含まれる。
【００６７】
図６を参照すると、弾性部材７０は、第一表面１５０とこの第一表面１５０の反対側の第
二表面１５２とを有するエラストマー材１２４、及びこのエラストマー材料１２４の第一
表面１５０に接合されている第一カバー素材（ｃｏｖｅｒｓｔｏｃｋ）層１２２を含んで
いる。好ましい実施形態において、第一カバー素材層１２２は、例えば図７に示されてい
るように接着剤１６０によって、エラストマー材料１２４の第一表面１５０に接合されて
いる。より好ましくはエラストマー部材７０はさらに、接着剤１６４によってエラストマ
ー材料１２４の第二表面１５２に接合されている第二カバー素材層１２６を含んでいる。
【００６８】
好ましくは弾性部材７０は、図４に示されているように、外側表面７７において、液体不
透過性フィルム６８の各縁部７８に接合されている。もうひとつの実施形態において、弾
性部材７０は、体側表面７９において（図面では示されていない）液体不透過性フィルム
６８の各縁部７８に接合されてもよい。
【００６９】
エラストマー材料１２４は、非常に多様なサイズ、形態、及び形状に形成されていてもよ
い。好ましい実施形態において、エラストマー材料１２４は連続平面層の形態にある。連
続平面層の好ましい形態には、スクリム、穿孔（又は開口形態）フィルム、エラストマー
織布又は不織布等が含まれる。連続平面層は、耳パネルに適切に備えうるあらゆる形状を
有していてもよい。連続平面層の好ましい形状には、長方形及び正方形を含む四辺形、台
形、及びその他の多角形が含まれる。もうひとつの実施形態においてエラストマー材料１
２４は、互いに連結されていない離散ストランド（又はストリング）の形態にある。
【００７０】
エラストマー材料１２４に特に適していることが分かっているエラストマー材料は、スチ
レンブロックコポリマー系スクリム材料、穿孔（又は開口）弾性フィルムであり、好まし
くは厚さが約０．０５ｍｍ～約１．０ｍｍ（０．００２インチ～０．０３９インチ）のも
のである。エラストマー材料１２４に適したその他の適切なエラストマー材料には、「弾
力のある」合成又は天然ゴム、その他の合成又は天然ゴムフォーム、エラストマーフィル
ム（熱収縮性エラストマーフィルムを含む）、エラストマー織布又は不織布ウエブ、エラ
ストマー複合材等が含まれる。
【００７１】
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好ましい実施形態において、エラストマー材料１２４は、図９に示されているような多孔
質巨視的膨張三次元エラストマーウエブ１７２である。このウエブ１７２は、連続第一表
面１７４と、第一表面１７４から離れている不連続第二表面１７６とを有する。エラスト
マーウエブ１７２は、好ましくは少なくともふたつのポリマー層を有する成形フィルムを
備えている。これらの層の少なくともひとつはエラストマー層１７８であり、その他の層
の少なくともひとつは、実質的にエラストマー性がより小さいエラストマースキン層１８
２である。このエラストマーウエブは、ウエブ１７２の第一表面１７４において多数の第
一開口部１８４を示し、これらの第一開口部１８４は、相互連結部材１８６の連続ネット
ワークによって第一表面１７４の平面において画定されている。各相互連結部材１８６は
、その長さに沿って上向き凹形状横断面を示す。相互連結部材１８６は、実質的に互いに
同時に終了して、ウエブの第二表面の平面において第二開口部１８８を形成する。第一開
口部１８４は、あらゆる形状であってもよい。このような構造及び製造方法の詳細は、１
９９７年３月１４日に出願された米国特許出願第０８／８１６，１０６号に開示されてい
る。好ましい多孔質エラストマー材料１２４は、トレデガー・フィルム・プロダクツ（Ｔ
ｒｅｄｅｇａｒ　Ｆｉｌｍ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ）によってＸ－２５００７という名称で製
造されているものである。
【００７２】
サイドエラストマー材料１２４の延伸特性、例えば１００％延伸における第一サイクル延
伸力（ＦＣＥＦ１００％）、２００％延伸における第一サイクル延伸力（ＦＣＥＦ２００
％）、５０％延伸における第二サイクル回復力（ＳＣＲＦ５０％）、及び

１０～１２時間後 期荷重は、使い捨て衣類の性能における重要な考慮事項である。
サイドエラストマー材料１２４は、好ましくはここにおいて規定された範囲内にある延伸
特性を有する。ＦＣＥＦ１００％及びＦＣＥＦ２００％は、使い捨て衣類の装着／除去の
間に全体として感知される「ストレッチ性」の尺度である。これらのふたつの特性はまた
、装着させる人が適切な程度の装着ストレッチを得ることができるかどうかにも影響を与
える。相対的に高いＦＣＥＦ１００％及びＦＣＥＦ２００％を有するサイドエラストマー
材料１２４は、使い捨て衣類を装着者に装着させるのを難しくさせることがある。他方で
相対的に低いＦＣＥＦ１００％及びＦＣＥＦ２００％を有するサイドエラストマー材料１
２４は、適切なレベルのボディフィット／適合性を得ることができない。ＳＣＲＦ５０％
はまた、装着者に対する使い捨て衣類のボディフィット／適合性と密接な関連がある。相
対的に高いＳＣＲＦ５０％を有するサイドエラストマー材料１２４は、装着者の皮膚に赤
い痕を付ける傾向があり、使用中装着者にとって不快なことがある。相対的に低いＳＣＲ
Ｆ５０％を有するサイドエラストマー材料１２４は、おむつを装着者の定位置に維持する
のに十分な弾性力を与えることはできず、良好なボディフィットを与えることもできない
。 １０～１２時間 期荷重は、時間経過による力の減少（ｄｅｃａ
ｙ）を評価するものである。この力の減少は制限されるべきであり、さもなければかなり
なたるみが生じるであろう。
【００７３】
ＦＣＥＦ１００％、ＦＣＥＦ２００％、及びＳＣＲＦ５０％の値は、引張り試験機を用い
て測定することができる。引張り試験機は、上部ジョーとこの上部ジョーの下に位置する
下部ジョーとを含んでいる。上部ジョーは移動可能であり、延伸力測定手段に連結されて
いる。下部ジョーは、デスク（又は床）に固定されている。幅が約２．５４ｃｍ（１．０
インチ）、長さが約１２．７５ｃｍ（５インチ）のテスト標本（すなわち測定されるエラ
ストマー材料）が準備され、上部ジョーと下部ジョーとの間で掴まれる。従って効果的標
本長さ（Ｌ）（すなわちゲージ長）は約５．０８ｃｍ（２．０インチ）である。延伸力は
上部ジョーを通してテスト標本に加えられる。延伸力がテスト標本に加えられない時、テ
スト標本はそのもとの長さにある（すなわち０％延伸）。ここで用いるのに適した引張り
試験機は、インストロン社（Ｉｎｓｔｒｏｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）（米国ＭＡ０２
０２１カントン、ロイヤルストリート１００番地（１００　Ｒｏｙａｌ　Ｓｔｒｅｅｔ，
Ｃａｎｔｏｎ，ＭＡ０２０２１，Ｕ．Ｓ．Ａ．））から、コード番号インストロン（Ｉｎ
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ｓｔｒｏｎ）５５６４として入手しうるものである。
【００７４】
図８は、エラストマー材料１２４の２サイクルヒステリシスに関する延伸力及び回復力の
曲線のひとつの好ましい例を示している。曲線Ｅ１は、第一サイクルにおける延伸力を示
すが、一方曲線Ｒ１は第一サイクルにおける回復力を示している。曲線Ｅ２（破線で示さ
れている）は、第二サイクルにおける延伸力を示すが、一方曲線Ｒ２は第二サイクルにお
ける回復力を示す。延伸特性及び回復特性は次のように測定される。
【００７５】
第一サイクルにおいてテスト標本は、約２３℃においてクロスヘッド速度５０．８ｃｍ／
分（２０インチ／分）で当初延伸力に付され、２００％延伸で３０秒間維持される。つい
でテスト標本は同じ速度でもとの状態に緩和される（すなわち０％延伸）。テスト標本は
、同じ速度及び条件で（第二サイクルの場合）第二延伸力に付される前、１分間非拘束状
態（ｕｎｃｏｎｓｔｒａｉｎｅｄ）にされる。
【００７６】
好ましい実施形態において、サイドエラストマー材料１２４のＦＣＥＦ１００％は、少な
くとも約３９．３７グラム／センチメートル（約１００グラム／インチ）である。より好
ましくはＦＣＥＦ１００％は、約４７．２４と約８６．６１グラム／センチメートル（約
１２０と約２２０グラム／インチ）の間であり、最も好ましくは約５９．０６と約７４．
８０グラム／センチメートル（約１５０と１９０グラム／インチ）の間である。ＦＣＥＦ
２００％は、好ましくは約６３．００グラム／センチメートルと約１７７．１７グラム／
センチメートル（約１６０グラム／インチと約４５０グラム／インチ）の間であり、より
好ましくは約７０．８７グラム／センチメートルと約１１８．１１グラム／センチメート
ル（約１８０グラム／インチと約３００グラム／インチ）の間であり、さらになお好まし
くは約７８．７４グラム／センチメートルと約９４．４９グラム／センチメートル（約２
００グラム／インチと約２４０グラム／インチ）の間である。サイドエラストマー材料１
２４のＳＣＲＦ５０％は、好ましくは約１５．７５グラム／センチメートルと約５１．１
８グラム／センチメートル（約４０グラム／インチと約１３０グラム／インチ）の間であ
り、より好ましくは約２５．５９グラム／センチメートルと約４１．３４グラム／センチ
メートル（約６５グラム／インチと約１０５グラム／インチ）の間であり、さらになお好
ましくは約２９．５３グラム／センチメートルと約３７．４０グラム／センチメートル（
約７５グラム／インチと約９５グラム／インチ）の間である。 １０～１
２時間後 期荷重は、好ましくは約１５．７５グラム／センチメートルと約５１．１８
グラム／センチメートル（約４０グラム／インチと約１３０グラム／インチ）の間であり
、より好ましくは約２５．５９グラム／センチメートルと約４１．３４グラム／センチメ
ートル（約６５グラム／インチと約１０５グラム／インチ）の間であり、さらになお好ま
しくは約２９．５３グラム／センチメートルと約３７．４０グラム／センチメートル（約
７５グラム／インチと約９５グラム／インチ）の間である。
【００７７】
図６に示されている好ましい実施形態において、エラストマースクリム１２４は、複数の
第一ストランド１２５と複数の第二ストランド１２７とを有している。複数の第一ストラ
ンド１２５は、複数の第二ストランド１２７と、予め決定された角度αでノード１３０に
おいて交差し、複数の開口部１３２を有するネット様開放構造を形成する。各開口部１３
２は、少なくともふたつの隣接第一ストランドと少なくともふたつの隣接第二ストランド
とによって画定され、従って開口部１３２は実質的に形状が長方形である。開口部１３２
のその他の形状、例えば平行四辺形、正方形、あるいは円弧セグメントも備えることがで
きる。好ましくは第一ストランド１２５と第二ストランド１２７は実質的に真っ直ぐであ
り、互いに実質的に平行である。好ましくは第一ストランド１２５は第二ストランド１２
７と、角度αが約９０°になるようにノード１３０において交差する。第一ストランド１
２５と第二ストランド１２７とは、好ましくは交点９０において接合されるか又は結合さ
れている。

10

20

30

40

50

(20) JP 3946270 B2 2007.7.18

５０％延伸させた
の長



【００７８】
好ましいエラストマースクリム１２４は、コンウェド・プラスチックス社（Ｃｏｎｗｅｄ
　Ｐｌａｓｔｉｃｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ）（米国ミネソタ州ミネアポリス（Ｍｉｎｎｅａｐ
ｏｌｉｓ，Ｍｉｎｎ．Ｕ．Ｓ．Ａ．））によって、ＸＯ２５１４という名称で製造されて
いる。この材料は、構造方向Ｂにおいて１インチあたり約１２の弾性ストランドを有し（
すなわち第一ストランド１２５）、構造方向Ｄにおいて１インチあたり約７の弾性ストラ
ンドを有する（すなわち第二ストランド１２７）。
【００７９】
図６に示されている実施形態において、弾性部材７０は、第一カバー素材層１２２及び第
二カバー素材層１２６、及び第一カバー素材層１２２及び第二カバー素材層１２６に配置
されたエラストマー材料１２４を含んでいる。第一カバー素材層１２２は、内側表面１４
２と外側表面１４４とを有する。第一カバー素材層１２２の内側表面１４２は、エラスト
マー材料１２４に面した位置にある表面である。第二カバー素材層１２６もまた、内側表
面１４６と外側表面１４８とを有する。第二カバー素材層１２６の内側表面１４６は、エ
ラストマー材料１２４に面した位置にある表面である。エラストマー材料１２４はまた、
ふたつの平らな表面、すなわち第一表面１５０と第二表面１５２とを有する。これらの各
々は、第一カバー素材層１２２及び第二カバー素材層１２６の平面と実質的に平行である
。第一表面１５０は、第一カバー素材層１２２の内側表面１４２の最も近くに隣接したエ
ラストマー材料１２４の平らな表面である。第二表面１５２は、第二カバー素材層１２６
の内側表面１４６の最も近くに隣接したエラストマー材料１２４の平らな表面である。
【００８０】
弾性部材７０は、使用前及び使用中に機械的ストレッチに付されるものであるので、第一
カバー素材層１２２及び第二カバー素材層１２６は、不当な引裂きも破れも（好ましくは
全く）伴なわずに、好ましくは相対的に高い破断伸びを有するものであり、より好ましく
はストレッチ性があるか又は伸長性があり、さらになお好ましくは圧伸性がある（ｄｒａ
ｗａｂｌｅ）（しかしながら必ずしもエラストマー性はない）。さらには第一カバー素材
層１２２及び第二カバー素材層１２６は、好ましくは柔軟で感触が柔らかく、装着者の皮
膚に刺激を与えず、この製品に、布の衣服の感触と快適性を与えるものである。第一カバ
ー素材層１２２及び第二カバー素材層１２６に適した材料は、非常に様々な材料から製造
することができる。例えばプラスチックフィルム、開口プラスチックフィルム、天然繊維
（例えば木材又は綿繊維）、合成繊維（例えばポリオレフィン、ポリアミド、ポリエステ
ル、ポリエチレン、又はポリプロピレン繊維）の織布又は不織布ウエブ、又は天然繊維及
び／又は合成繊維の組合わせ、被覆織布又は不織布ウエブである。
【００８１】
好ましくは第一カバー素材層１２２及び第二カバー素材層１２６の各々は、同一の圧縮（
ｃｏｎｓｏｌｉｄａｔｅｄ）不織布材料である。好ましい不織布材料の例は、ファイバー
ウエブ北米社（Ｆｉｂｅｒｗｅｂ　Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａ，Ｉｎｃ．）（米国サウ
ス・カロライナ州シンプソンビル（Ｓｉｍｐｓｏｎｖｉｌｌｅ，Ｓｏｕｔｈ　Ｃａｒｏｌ
ｉｎａ，Ｕ．Ｓ．Ａ．））によってソフスパン（Ｓｏｆｓｐａｎ）２００という名称で製
造されているものである。この材料は、圧縮前の坪量が２５ｇ／ｍ２ であり、圧縮後の坪
量が約６３ｇ／ｍ２ である。ここにおいて「坪量」とは、１平方メートルの平らなウエブ
材料の重量である。あるいはまた高度に歪可能な（ｓｔｒａｉｎａｂｌｅ）不織布材料を
用いてもよい。あるいはまた第一カバー素材層１２２及び第二カバー素材層１２６は、所
望の性能要件、例えば弾性性能、柔らかさ、柔軟性、通気性、及び耐久性が満たされる限
り、同一材料のものである必要はない。ここにおいて「圧縮不織布材料」とは、材料が低
い力の下で構造方向Ｄに伸びることができるように、構造方向Ｄにおいて機械的張力下に
ギャザーが寄せられるか、あるいは細くされた不織布材料を意味する。
【００８２】
図７は、ラミネート１２０（すなわち弾性部材７０）の構造方向Ｂを見ている断片拡大側
面図を示している。サイドアンカーゾーンＡが生じるようにラミネート１２０が結合され
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るか、あるいはアンカー留めされている（ａｎｃｈｏｒｅｄ）場合、このようなラミネー
ト１２０は高度に弾性があると同時に実質的に離層及びクリープがなく、一方ですべての
性能カテゴリーにおいて非常に良好な性能特徴を与え、必要とされる性能特徴間に交換が
ないことが分かった。サイドアンカー留めは、ラミネーションプロセスの一部としてカバ
ー素材層１２２と１２６との間でエラストマー材料１２４をアンカー留めするために、好
ましくは接着剤ビーズでのサイドグルーイングによって実施される。あるいはまたサイド
アンカー留めは、縫合、ヒートシール、超音波結合、ニードルパンチ、これに代るグルー
イングプロセスによって、あるいは当業者に知られているその他のあらゆる手段によって
実施されてもよい。もうひとつの方法は、エラストマー及びカバー素材要素のラミネーシ
ョンが実施された後、ラミネート構造の層をサイドアンカー留めすることである。
【００８３】
好ましくはラミネート１２０は、特に装着者及び消費者に非常に良好な柔らかい感触を与
えることができる。消費者は柔らかさを評価するのでこのことは重要である。通常のラミ
ネートにおいて、クリープを除去する試みは、柔らかさを許容しえないほど減少させる必
要があることが多く、活性化能力の許容しえないほどの低下を伴なうことが多かった。そ
の理由は、このような以前の試み（クリープの除去に至らなかった）は、追加のメルトブ
ロウン接着剤の塗布に焦点が当てられ、全体的被覆パターンを生じることが多く、結合を
強化しようとしたからである。一般にこの結果として、ラミネートの望ましくない全体的
剛化が生じた。しかしながら好ましい実施形態のラミネートは、消費者が望む柔らかい感
触を失なわず、活性化能力と妥協することもなく、クリープの除去を生じる。
【００８４】
図７を参照すると、第一接着剤１７０は、ラミネート構造１２０の外側縁部１８０の各々
と対応する位置において、第二カバー素材層１２６の内側表面１４６に塗布されている。
あるいはまた、又はこれに加えて、第一接着剤１７０は第一カバー素材層１２２の内側表
面１４２に塗布されてもよい。例証しやすくするために、説明及び図面は、第二カバー素
材層１２６のみへの塗布に関するものである。
【００８５】
このパターンによってサイドアンカーゾーンＡが生じる。このことによって以前に知られ
ていたラミネートと関連する離層及びクリープが排除され、これによってラミネート１２
０がクリープも離層も伴なわずにより高い歪を受けることができる。第一接着剤１７０を
ラミネート構造１２０の縁部区域１８０に限定することによって、ラミネート１２０の延
伸性を妨げることが避けられ、同様にカバー素材層１２２及び１２６において引裂けが避
けられることも発見された。好ましくは第一接着剤１７０は、図７に示されているように
、複数のビーズ１６８として塗布される。好ましくは第一接着剤１７０は、非晶質及び結
晶化要素を有する柔軟性接着剤である。このような好ましい接着剤は、日本国大阪のニッ
タ・フィンドレイ株式会社によってＨ９２２４という名称で製造されている。
【００８６】
より好ましくはラミネート１２０は、第二接着剤１６４を含んでいる。第二接着剤１６４
は、好ましくはエラストマー材料１２４の第二表面１５２に塗布されるが、あるいはまた
エラストマー材料１２４の第一表面１５０に塗布されてもよいであろう。第二接着剤１６
４は好ましくは螺旋スプレーパターン１６６で塗布され、これによって、線状スプレー塗
布によって形成されるものよりも離散した接着点１６７ｂが形成される。理論に結び付け
られるわけではないが、第二接着剤１６４の大部分は、構造方向Ｄにスプレーされると考
えられる（図６）。従って螺旋スプレーの結果、非常に良好な活性化特性が生じることが
分かった。ここにおいて「活性化」とは、ストレッチ能力のことを言う。
【００８７】
エラストマー材料１２４の第二表面１５２に第二接着剤１６４の層を直接スプレーするこ
とは、第二接着剤１６４を反対側の（すなわち第二）カバー素材層１２６へ塗布するより
好ましいことが分かった。その理由は、第二接着剤１６４が、エラストマー材料１２４の
表面に残留することがあるあらゆる残留加工剤又はオイルを通って浸透する傾向があるか
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らである。このような残留材料は、エラストマー材料１２４に残ったままにされるならば
、時間がたつにつれて接着剤結合を弱め、従ってラミネート構造１２０を弱めることがあ
る。例えばこれらの残留材料がそのまま残されるならば、ラミネート１２０を形成するた
めに用いられた結合は、消費者がこの製品を購入する前の期間に弱まることがある。
【００８８】
螺旋接着剤区域におけるラミネート１２０についての剥離値（ｐｅｅｌ　ｖａｌｕｅ）は
、螺旋１６６が反対側（すなわち第二）カバー素材層１２６に塗布される場合よりもエラ
ストマー材料１２４に直接塗布される場合に、一般により高い。ここにおいて「剥離値」
とは、ふたつのカバー素材材料層１２２及び１２６を互いから分離するのに必要な力の量
のことを言う。一般に剥離値が高くなればなるほど、使用中に離層の機会が少なくなる。
【００８９】
第三接着剤１６０も、好ましくは第一カバー素材層１２２の内側表面１４２に塗布されて
もよい。好ましくは第三接着剤１６０はエラストマー接着剤である。第二螺旋接着剤塗布
１６６に関連して記載されている方法と同様に、第一接着剤１６０は、好ましくは螺旋ス
プレーパターン１６２で塗布され、これによって、線状スプレー塗布によって形成される
場合よりもより離散した結合点１６７ａが形成される。理論に結び付けられるわけではな
いが、このようにスプレーされた第一接着剤１６０の大部分は、構造方向Ｄに一直線にな
ると考えられる。
【００９０】
好ましくは第二及び第三接着剤１６０及び１６４は、同じエラストマー接着剤である。第
二及び第三接着剤螺旋スプレー１６２及び１６６に用いるのに好ましい接着剤は、日本国
大阪のニッタ・フィンドレイ株式会社によってＨ２１２０という名称で製造されているも
のである。好ましくは第二及び第三螺旋スプレー１６２及び１６６の各々についての添加
レベルは、１平方センチメートルあたり約０．６２～約１．８６ミリグラム（１平方イン
チあたり約４～約１２ミリグラム）、より好ましくは１平方センチメートルあたり約１．
２４ミリグラム（１平方インチあたり約８ミリグラム）である。
【００９１】
ここに記載された実施形態は、例証を目的とするだけであり、様々な修正又は変更も、本
発明の範囲から逸脱することなく、当業者には示唆されるものと理解される。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、典型的な使用状態における本発明の使い捨て引き上げ装着衣類のひとつ
の好ましい実施形態の斜視図である。
【図２】図２は、典型的な使用状態における本発明の使い捨て引き上げ装着衣類のもうひ
とつの好ましい実施形態の斜視図である。
【図３】図３は、この衣類の様々なパネル又はゾーンを示す、平らな非収縮状態における
図２に示されている実施形態の簡略平面図である。
【図４】図４は、図３の断面線４－４に沿う好ましい実施形態の横断面図である。
【図５】図５は、図２に示されている前部及び後部耳パネル４６及び４８のより詳細な平
面図である。
【図６】図６は、好ましい実施形態の弾性部材７０の横断面図である。
【図７】図７は、図４に示されている弾性部材７０の断片拡大側面図である。
【図８】図８は、好ましい実施形態におけるエラストマー材料の２サイクルのヒステリシ
ス曲線を示すグラフである。
【図９】図９は、エラストマー材料のもうひとつの実施形態の断片拡大斜視図である。
【図１０】図１０は、前部耳パネル４６のひとつの実施形態の平面図である。
【符号の説明】
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２２…液体不透過性バックシート、２４…液体透過性トップシート、２５…吸収性コア、
２６…前部、２８…後部、３０…股部、３１…引き裂き開放タブ、３４…脚部開口部、３
６…ウエスト開口部、４１…シャシー、４５…延伸性耳パネル、４６…延伸性前部耳パネ
ル、４８…延伸性後部耳パネル、１２０…使い捨て引き上げ装着衣類、１２４…平面エラ



【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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ストマー材料、２３２…シーム、２４２…縁線、２７２…縁線、ＳＢ…実質的に結合され
た部分、ＵＢ…非結合部分、ＬＷ…側面方向幅。



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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