
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
外側カバー層と外側カバー層に結合された吸収コアとを有する収容組立体と、前記収容組
立体に接続された、吸収性物品を着用者に固定する閉鎖装置とを有し、前記収容組立体は
、前方ウエスト領域と、前記ウエスト領域に対向する後方ウエスト領域と、前端縁と、後
端縁と、長手方向縁と、長手方向軸線と、長手方向軸線に平行な方向の長手方向と、よこ
方向軸線と、よこ方向軸線に平行な方向のよこ方向とを有する、小さい動き領域を有する
着用者の周りに適合され身体の排泄物を収容する吸収性物品において、
前記吸収コアは、解剖学的に小さい動きの領域に適合する吸収コアからなり、
前記吸収コアは、長手方向中心線と、側縁と、前方ウエスト縁と、後方ウエスト縁とを有
し、前方ウエスト縁は、よこ方向に間隔を置いた一対の臀部点と長手方向中心線に向く腹
部点を有するように凹形弧状であり、各側縁は、脚部分と臀部分を有し、各脚部分は、ク
ロッチ点を規定する着用者の脚の間に適合するために狭いクロッチ部分を形成するように
凹形弧状であり、
前記吸収コアは、一対の臀部点の間のよこ方向距離と臀部点から腹部点までの長手方向距
離の比が６：１乃至９：１の間であり、クロッチ点から収容組立体の後端縁までの長手方
向距離と腹部点からクロッチ点までの距離の比が少なくとも１．５：１になるように収容
組立体の内部に配置され、
前記閉鎖装置は、収容組立体の後方ウエスト領域の各長手方向縁に隣接して配置されたテ
ープタブと収容組立体の前方ウエスト領域に配置されたランディング部材とからなる主固
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定装置を有し、着用中吸収性物品の適合を維持するために着用者の動きの小さい領域の周
囲をよこ方向に対して５°より大きい角度に配置された張力ラインを形成し、
前記テープタブは、前記角度の張力ラインを提供するような形状及び向きであり、収容組
立体に結合された固定部分と固定部分に隣接され収容組立体の長手方向縁および固定部分
を越えて伸びることができるタブ部分とを有し、
前記タブ部分は、近位縁と、遠位縁と、側縁とを有し、近位縁は上方点と下方点とを有し
、遠位縁は上方点と下方点とを有し、遠位縁の上方点が近位縁の上方点からよこ方向に対
して角度をおいて配置され、遠位縁の下方点が近位縁の下方点からよこ方向に対して角度
をおいて配置され、よこ方向に対して角度をもつ方向を向き、
前記ランディング部材は、前記角度の張力ラインを提供するような形状及び向きの変形山
形状であり、テープタブのタブ部分に係合可能な固定部分を有し、吸収コアを着用者の動
きの小さい領域内の保持位置に固定するように吸収コア上に配置されたことを特徴とする
吸収性物品。
【請求項２】
前記テープタブのタブ部分はフック固定材料から形成され、前記ランディング部材の固定
部分はループ固定材料から形成されることを特徴とする請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項３】
前記収容組立体は、前端縁が凹形弧形であり、後端縁が凸形弧形であることを特徴とする
請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項４】
前記後方ウエスト領域に配置された後方弾性ウエスト部と、前記後方ウエスト領域に配置
された弾性サイドパネルとを有し、後方弾性ウエスト部は弾性伸長性であり、弾性サイド
パネルは、長手方向にベクトル成分を有する方向に弾性的に伸長可能であり、前記閉鎖装
置と前記後方弾性ウエスト部と前記弾性サイドパネルは、よこ方向に対して角度をもつ連
続張力ラインを形成するように整列していることを特徴とする請求項１に記載の吸収性物
品。
【請求項５】
前記収容組立体は、吸収コアの前方ウエスト縁部を越えて前記ウエスト領域に配置された
前方弾性ウエスト部を有し、前記弾性ウエスト部は、少なくともよこ方向にベクトル成分
を有する方向に弾性的に伸長可能な前方弾性ウエストバンドを有することを特徴とする請
求項１に記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
発明の分野
本発明は、おしめ、失禁用ブリーフ、トレイニングパンツ、おしめホルダ及びライナ、生
理用衛生下着等の吸収性物品に係り、さらに詳細には、着用者の腰の周りに動的に適合す
る吸収性物品に関する。
発明の背景
幼児または他の失禁者は、尿や排泄物を吸収し収容するためにおしめのような吸収性物品
を着用する。吸収性物品は、排出物を吸収し、これらの排出物を着用者の身体及び着用者
の下着及びベッドシーツから隔離するように作用する。この技術分野で、多くの異なる構
成の使い捨て吸収性物品が知られている。例えば、１９７６年１月３１日にダンカン及び
ベーカーに発行された「使い捨ておしめ」と題された米国特許第２６，１５２号は、商業
的に成功し普及した使い捨ておしめを示している。１９７５年１月１４日にブエルに発行
された「使い捨ておしめの収縮可能なサイド部分」と題された米国特許第３，８６０，０
０３号は、商業的に成功し普及した弾性脚カフを備えた使い捨ておしめを示している。
しかしながら、吸収性物品は、使用中に着用者の身体からずり下がり、身体との間が空く
傾向がある。おしめのずり下がりや身体との間に間隙が空くことは、着用者が呼吸し運動
し及び位置を変えるような着用者の相対運動によって、または吸収性物品に身体の排泄物
が排泄されたときに生じる下向きの力によって、あるいは着用者の動きによる吸収性物品
の材料の変形によって起こる。吸収性物品のずり下がりや吸収性物品と身体とに間隙が空
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くことは、着用者に対して吸収性物品がよく適合しないことであり、早い時期に漏れを起
こすことになる。
従来の使い捨て吸収性物品は、おしめの使用中に、動的な力を受ける着用者の領域に適合
するように着用者のおなかと股の下に適合するように構成されている。特に、おなかの膨
張や収縮による動的な動きや力は、おしめを構成する材料を変形させ、おしめを身体から
離すように押す傾向がある。従って、おしめは、身体からずり下がり身体との間が空いて
しまう。また、おしめの閉鎖装置は、典型的には腰の規定寸法及び脚部の開口部及び着用
者の周りに引っ張り線を形成して着用者におしめを固定するように設計されている。
しかしながら、この閉鎖装置による規定の腰の寸法は、着用者の動きによって生じる身体
の変化に対応することができず、着用者のおなかの寸法が閉鎖装置による規定寸法より小
さくなるとき、おむつが着用者の上でスリップする傾向がある。さらに、おなかの寸法が
閉鎖装置によって形成される規定寸法より大きくなるとき、身体がおしめを着用者の異な
る位置（典型的には最初に適合した点より低い位置の小さい寸法領域に）に押す傾向があ
り、おしめは、皮膚に跡をつけるか、またはおなかの上にきつくしまり、着用者に快適で
はなくなる傾向がある。さらに、おしめの吸収コアや他の堅い非弾性部材は、動的な力を
受けるおなかまたは脚の領域に適合し、動的な力によって下方または内側に押され、着用
者とおしめとの間に空きやスライドを生じさせる。
着用者に吸収性物品をさらにきちんと適合するために、市販されている吸収性物品は、腰
、尻または脚部の周りに弾性部を備えている。広範に普及し商業的に成功した腰の弾性部
を備えた使い捨ておしめの例は、１９８５年５月７日にキービット及びオスターハーゲに
発行された米国特許第４，５１５，５９５号に示されている。弾性脚カフを備えた使い捨
ておしめの一例は、前述した米国特許第３，８６０，００３号に示されている。弾性サイ
ドパネルを有する使い捨ておしめの一例は、１９８９年８月１５日にウッド等に発行され
た米国特許第４，８５７，０６７号に示されている。弾性部は、着用者の動きによって膨
張し収縮し、使用中の着用者の周りの吸収性物品の適合を維持する（すなわち、動的な適
合を維持する）ように設計されている。
しかしながら、弾性部を有する吸収性物品は、ずり下がること／間隙が空くこと及びすべ
り／スリップする傾向を有することが分かった。
従って、さらに適合がよく、漏れが少なく、着用時のよい着心地を提供する吸収性物品を
適用することが有利である。さらに、使用中の着用者の吸収性物品及び／または吸収コア
のずり下がり、身体と間隙が空くこと及び全体のスリップが小さくなる吸収性物品を提供
することが有利である。
従って、本発明の目的は、使用中の吸収性物品のずり下がり、身体との間隙が空くこと及
び全体のスリップを低減することによって、使用中に着用者に動的な適合を維持する吸収
性物品を提供することである。
本発明の他の目的は、着用者に動きの自由度を与え、着用者の動きによって生じる力の製
品の安定性に対する影響を最小にすることによって、着用者によい着心地を与える吸収性
物品を提供することである。
また本発明の目的は、着用者の小さい動きの領域内で適合するか、または小さい動きの領
域内では適合しない部分で吸収性物品の拡張を行うような形状の吸収性物品を提供するこ
とである。
本発明の他の目的は、動的な適合を維持するために着用者の動きの小さい領域の周囲に吸
収性物品を固定することである。
本発明の他の目的は、使用中に吸収性物品が動的に維持されるように着用者の動きの小さ
い領域に適合するような形状の吸収コアを有する吸収性物品を提供することである。
また、動的な適合の維持を向上するために、着用者の下方の動きの領域に吸収コアを固定
する閉鎖装置と収容組立体（シャシ）を提供することである。
本発明の他の目的は、使用中の吸収性物品のずり下がり、身体との間隙の形成、スリップ
を小さくするように協働する収容組立体、閉鎖装置及び吸収コアを提供することである。
本発明のこれら及び他の目的は、次の説明を参照して考慮し、添付図面と関連して説明す
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るときさらに容易に明らかになる。
発明の要約
本発明は、使用中に着用者のまわりに動的な適合を行い、身体の排泄物の収容性及び着用
者の快適性／可動性を改良するために、おしめ、失禁パンツ、トレーニングパンツ、おし
めホルダ及びライナ、生理用下着等のような吸収性物品を提供する。
このような吸収性物品は、液体透過性トップシートと液体不透過性トップシートと液体不
透過性バックシートとからなる外側のカバー層と、外側のカバー層に結合する吸収コアと
を有する収容組立体を有する。吸収コアは、好ましくは、吸収コアに着用者の動きによっ
て付与される力が最小になるように着用者の動きの小さい領域（解剖学的に動きの小さい
領域適合吸収コア）内に適合するように構成されることが好ましい。また吸収コアは、着
用中着用者の周りに吸収性物品の動的な適合を維持するように着用者に吸収性物品を固定
する閉鎖装置を備えている。閉鎖装置は、おしめのずり下がりやスリップを起こさないよ
うに着用者に吸収性物品を固定するために、身体に角度をもって適合する引っ張りライン
が形成されるような構成である。好ましくは、吸収性物品は、吸収性物品の適合を維持す
るように身体の周りの力を維持する着用者の自由な動きを可能にする弾性ウエスト部、弾
性脚カフ、及び弾性サイドパネルを有する着用者の周囲に適合する弾性的な特徴部を有す
る。
本発明の好ましい実施例において、吸収コアは着用者の動きの小さい領域内（すなわち、
解剖学的に小さい動きの領域に適合する吸収コア）に適合するように構成されている。吸
収コアを着用者の小さい動きの領域に適合するために吸収コアの形状を設計することによ
って、吸収コアは間隙の形成またはスリップを生じる傾向がある動的な動きまたは力を有
しない着用者の領域に配置されるので、吸収コアは、ずり下がり、身体との間隙の形成ま
たはスリップが生じない。吸収コアは、着用者のおなかの下またはひだに適合するような
凹んだ弧形状を有する前方ウエスト縁部を備えている。前方ウエスト縁部の曲率は、着用
者の着心地を最大にするために吸収コアが小さい運動領域に自然に適合するように着用者
のおなかのひだの曲線に近いことが好ましい。吸収コアは、着用者の脚のひだに適合する
ように、また着用者の脚部の間に適合する狭いクロッチを形成するように構成された凹ん
だ弧形状の側縁を備えている。これらの脚部の切出部は吸収コアの前方部分がおなかのひ
だの下に適合し、吸収コアが尻より高い位置にまた背中の腰椎に適合することができるよ
うに長さがさらに短くなるようによこ方向中心線よりさらに前方に配置されている。吸収
コアは着用者の尻の上で背中の腰椎の曲線に適合し、背中を固定し、排泄物の収容をさら
に改良するために背中の吸収コアの間隙を小さくするように背中で十分に長いことが好ま
しい。
また吸収性物品は着用者に吸収性物品を固定するために閉鎖装置を備えていることが好ま
しい。好ましくは、閉鎖装置は、使用中にスリップを生じないように動的な適合を向上し
、吸収コアを所定の位置に固定するように、小さい動きの領域内で着用者の周りに適合す
る引張りラインを提供する。閉鎖装置によって確立された引っ張りラインは、着用者に所
定の角度で配置されている。
本発明の好ましい実施例において、閉鎖装置は着用者の周りに傾斜した引張りラインを容
易に形成することができるように傾斜テープを備えており、さらに、特定の構成のテープ
を有することが好ましい。この閉鎖装置は、閉鎖装置を使用する度に引張りラインを確立
することができる機会を使用者に与えるように構成されたランディング部材を備えている
。
本発明の好ましい実施例において、吸収性物品は、着用者の動きによって生じる動的な変
化を受けるこれらの領域で着用者の周りで吸収性物品の動的な適合を向上するために吸収
コアの外側に配置される弾性部を有する。１つの実施例において、吸収コアの外側の領域
は、このタイプの適合を行うために弾性化されている。特に好ましい実施例において、吸
収性物品は、さらに、弾性ウエスト部と、弾性脚部カフと、弾性サイドパネルを備え、最
初に着用者におしめを着心地よく適合し、使用中この適合を維持することによって着用者
に動きに大きな自由度を与え、さらに快適な体への適合感を与える。
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【図面の簡単な説明】
この明細書は、本発明を形成する主題を指摘しそれを明確に権利請求する請求の範囲で終
結しているが、本発明は、同じ参照符号が同じ部品を指定するように使用される添付図面
に関連して行われる次の説明から理解される。
第１図は、下側の構造を明らかにするために破断した部分を有し、おしめの外面が見るも
のに向いている本発明の使い捨ておしめの実施例の平面図である。
第２図は、内面が見る者に向かうように破断した部分を有する第１図に示す使い捨ておし
めの実施例の平面図である。
第３図は、前方ウエスト領域の第１図の線３－３を通って切られた第１図の使い捨ておし
めの部分断面図である。
第３Ａ図は、前方ウエスト領域の第１図の線３－３を通って切られた他の弾性ウエスト部
の部分断面図である。
第４図は、収容組立体の形状に関連して吸収コアを示す第１図に示す使い捨ておしめの簡
単な平面図である。
第５図は、第１図に示す吸収コアの平面図である。
第６Ａ図は、動きの小さい部分の解剖学的な特徴を示す着用者の身体の前方の図である。
第６Ｂ図は、動きの小さい部分の解剖学的な特徴を示す着用者の身体の後方の図である。
第６Ｃ図は、本発明によって生じる引張りラインの角度を示す着用者の身体の側面図であ
る。
第７Ａ図は、本発明の吸収コアの他の実施例の平面図である。
第７Ｂ図は、本発明の吸収コアの他の実施例の平面図である。
第７Ｃ図は、本発明の吸収コアの他の実施例の平面図である。
第７Ｄ図は、本発明の吸収コアの他の実施例の平面図である。
第８図は、本発明に使用する好ましいテープタブの平面図である。
第９図は、本発明の吸収性物品の他の実施例の前面図である。
第１０図は、各端縁に隣接したＺ型に折られた障壁カフの構成を示すために見る者に面す
る内面を備えた本発明のおしめの実施例の平面図である。
第１１図は、後方ウエスト領域の障壁カフのＺ型に折られた部分を示す第１０図の線１０
－１０に沿って切った断面図である。
第１２図は、収容組立体の他の形状を示す本発明の他の使い捨ておしめの平面図である。
第１３図は、収容組立体の他の形状を示す本発明の他の使い捨ておしめの平面図である。
第１４図は、本発明の他の弾性サイドパネルの平面図である。
発明の詳細な説明
ここで使用する用語の「吸収性物品」は、身体の排泄物を吸収し収容する装置を言い、さ
らに詳細には着用者の身体に対してまたは身体の近傍に配置され身体から排泄される種々
の排泄物を吸収し収容する装置を言う。用語の「使い捨て」は、洗濯し、吸収性物品とし
て復元し再使用しない吸収性物品を説明するために使用する（一回使用した後に廃棄され
るか、好ましくは、リサイクルされ、環境的に矛盾のない方法で廃棄される）。「一体の
」吸収性物品は、分かれたホルダ及びライナのような分離した部品を扱う必要をなくすた
めに同等の一体性を形成するように別の部品が一緒に結合されている吸収性物品を言う。
本発明の吸収性物品の好ましい実施例は、第１図に示すような一体の使い捨て吸収性物品
であるおしめ２０である。ここに使用するような用語の「おしめ」は、幼児または失禁者
を含む着用者の下側胴部の周りに着用される吸収性物品を言う。
しかしながら、本発明は、失禁パンツ、トレーニングパンツ、おしめホルダ及びライナ、
婦人用生理下着等のような他の吸収性物品にも適用可能であることは理解すべきである。
第１図は、平坦な収縮しない状態（すなわち、弾性体がリラックスした状態で残るサイド
パネルを除いて引き出される弾性収縮）の本発明のおしめ２０の平面図であり、構造体の
部分は、おしめの構造をさらにはっきりと示すために外面、すなわち着用者から離れる面
が見る者に面するおしめの一部分を示す。第１図に示すように、おしめ２０は、液体透過
性トップシート２４と液体透過性トップシート２４に結合された液体不透過性バックシー

10

20

30

40

50

(5) JP 3824634 B2 2006.9.20



ト２６とを有する外側カバー層と、この外側カバー層に結合され好ましくはトップシート
２４とバックシート２６との間に配置された吸収コア２８とを有する収容組立体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、好ましくは、二
重の引っ張り固定装置を有する閉鎖装置とを有する。二重の引っ張り固定装置は、主固定
装置とウエスト固定装置とを有する。主固定装置は、好ましくは、一対の固定部材、好ま
しくは、テープタブ３６とランディング部材３８とを有する。ウエスト閉鎖装置は、好ま
しくは、一対の第１の取付部材４０と第２の取付部材４２とを有する。また、おしめ２０
は、各第１取付部材４０に隣接して配置された位置決めパッチ４４を有する。
収容組立体２２は、外面４６（第１図で見る者に面する）と、外面４６に対向する内面４
８と、前方ウエスト領域５０と、前方ウエスト領域５０に対向する後方ウエスト領域５２
と、長手方向の縁部が参照符号５４で、端縁の前端縁が５６、後端縁が５８で示されてい
る収容組立体の外縁によって規定される周縁とを有する。（当業者は、おしめは一対のウ
エスト領域とこれらウエスト領域の間のクロッチ領域を有するものとして理解するが、こ
の適用において、用語を簡単にするために、典型的にはクロッチ部分として指定されるお
しめの一部を含むウエスト領域のみを有するように説明されている）。内面４８は、使用
中着用者の身体に隣接するように配置される収容組立体２２の部分を有する（すなわち、
内面４８は、トップシート２４の少なくとも一部とトップシート２４に接続された他の部
材によって形成される）。外面４６は、使用中着用者の身体から離れるように配置される
収容組立体２２の部分を有する（すなわち、外面４６は、バックシート２６の少なくとも
一部とバックシート２６に接続された他の部材によって形成される）。前方ウエスト領域
５０及び後方ウエスト領域５２は、それぞれ前端縁５６及び後端縁５８からよこ方向中心
線６６まで伸びている。各ウエスト領域は、中央領域６０とウエスト領域の外側部分を有
する一対のサイドパネルとを有する。前方ウエスト領域５０に配置されたサイドパネルは
、前方サイドパネル６２として指定され、後方ウエスト領域５２のサイドパネルは、後方
サイドパネル６４として指定される。（サイドパネルの対または各サイドパネルは同一で
ある必要はないが、それらは好ましくは互いに鏡像関係にある。）
本発明の好ましい実施例において、後方サイドパネル６４は、第１図の実線によって示す
ようによこ方向に対して所定の角度で弾性的に伸長可能にされ、弾性サイドパネル３０を
形成する。（よこ方向（Ｘ方向または幅）はよこ方向中央線６６に平行な方向として定義
され、長手方向（Ｙ方向または長さ）は、長手方向中央線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、おしめ２０の厚さを通って伸びる方向として定義
される。
第１図は、トップシート２４及びバックシート２６が吸収コア２８の長さと幅よりも大き
い長さと幅を有するおしめ２０の好ましい実施例である。トップシート２４及びバックシ
ート２６は、吸収コア２８の縁部を越えて伸び、収容組立体２２の周縁を形成する。この
周縁は外周、言い換えれば収容組立体の縁部を形成する。周縁は、長手方向縁部５４と、
前端縁５６と、後端縁５８とを有する。
第２図は、内面４８が見る者に面し、おしめ２０の構造をさらにはっきりと示すようにト
ップシート２４と弾性脚部カフ３２が破断されているおしめ２０の平面図である。第２図
に示すように、各弾性ウエスト部３４は、単一の弾性材料から形成された一体のウエスト
キャップ／ウエストバンド７０を有する。弾性脚部カフ３２は、ガスケットカフ７４と障
壁カフ７６とを有する。障壁カフ７６は、近位縁部７８と遠位縁部７９を有する障壁フラ
ップ７７と、間隔を置いた弾性部材８０とを有する。遠位縁７９は、前方ウエスト領域５
０の近位縁７８のよこ方向内側、好ましくは後方ウエスト領域５２の近位縁７９のよこ方
向外側でトップシート２４に固定され、障壁カフ７６が屈曲してはじき出された障壁カフ
を形成する。弾性サイドパネル３０の各々は、バックサイドパネル６４と、バックサイド
パネル６４に作動的に結合された弾性サイドパネル部材８２とを有する。
第３図は、前方ウエスト領域５０の線３－３に沿って切ったおしめの断面図である。吸収
コア２８は、トップシート２４とバックシート２６との間に配置され、トップシート２４
及びバックシート２６は吸収コア２８の前方ウエスト縁部８４を越えて伸びている。弾性
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ウエスト部３４は、トップシート２４に作動的に結合された１つの弾性材料片によって形
成された一体のウエストキャップ／ウエストバンド７０を有する。一体のウエストキャッ
プ／ウエストバンド７０は、弾性ウエスト部分７１とウエストキャップ部分７２を有する
。弾性ウエスト部分７１は弾性ウエストバンドを形成するように当業者に知られた接着剤
のような図示しないウエストバンド固定装置によって前端縁５６に隣接して弾性的に収縮
可能な状態で作動的に結合されている。ウエストキャップ部分７２は、近位縁８８と遠位
縁９０とを有し、ウエストバンド部分７１に連続している。ウエストキャップ部分７２の
近位縁８８は、前端縁５６の内側、好ましくは、吸収コア２８の前方ウエスト縁部８４と
前端縁５６の間に形成され、近位縁８８に沿って密封縁を形成するように接着ビードのよ
うな取付装置（図示せず）によってウエストキャップ部分７２の部分をトップシート２４
に結合する。遠位縁９０は、ウエスト部分７２が溝を形成するようにトップシート２４か
ら間隔をおいて近位縁８８の長手方向内側に配置され、おしめの外側の部材、特にトップ
シート２４には結合されない。溝は開いており、おしめ内に身体の排泄物を閉じ込め、収
容し、保持することができる。ランディング部材３８を形成するようにバックシート２６
に補強ストリップ９２が固定されている。補強ストリップ９２は、補強ストリップ９２ま
たはバックシート２６を破ることなくまたちぢらせることなくテープタブの第１の固定部
分を、第２の固定部分３９、補強ストリップの外面に着脱可能に接着することができる。
（補強ストリップは、ランディング部材の内側を補強するためにバックシートと吸収コア
との間に配置することもできる）。
収容組立体２２は、おしめ２０の主本体（シャシ）を有するものとして第１図に図示され
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を有する。吸収性物品が分離したホルダとラ
イナとを有するとき、収容組立体２２は、ホルダとライナとを有する（すなわち、収容組
立体２２は、ホルダを規定するために１つまたはそれ以上の層を有し、ライナはトップシ
ートとバックシートと吸収コアのような吸収複合体を有する）。一体的な吸収性物品とし
て、収容組立体２２は複合おしめ構造を形成するように付加された他の特徴を有する主お
しめ構造を有する。従って、おしめ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とを有する。
トップシート２４は、柔軟で柔らかい感じで着用者の皮膚に刺激のないものである。さら
に、トップシートは、その厚さに液体（例えば尿）が容易に浸透する液体透過性である。
適当なトップシートは、多孔性フォーム、レチキュレートフォーム、開口プラスティック
フィルム、または天然繊維（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）または天然合成繊維の組み合わせの織物または不織ウエブ
のような広範な材料から製造される。好ましくは、トップシートは、その厚さを液体が容
易に浸透することができるように表面活性剤で少なくとも一面側が処理された吸収コアに
収容された液体から着用者の皮膚を隔離する疎水性材料から製造される。
本発明の好ましい実施例において、トップシートの少なくとも一部は、弾性サイドパネル
を形成する「ゼロストレイン」ストレッチ積層を形成するために機械的な引っ張りを受け
る。従って、トップシートは、機械的に引っ張られたときに、元の形状には完全には戻ら
ないようにある程度引っ張られたままになるように少なくともある程度永久的に延伸され
、最も好ましくは、引き伸ばされることができるが、弾性的である必要はない。好ましい
実施例において、トップシートは、破れるか破断することなく、機械的に引っ張られる。
従ってトップシートは、機械方向に横断するクロス機械方向（よこ方向）の屈曲強度が低
いことが好ましい。
トップシートを製造するために使用される多数の方法がある。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から成るとき、ウエブは、スパンボン
ド加工、カード加工、ウエットレイド、メルトブロー、ヒドロエンタングル、またはこれ
らの組み合わせである。好ましいトップシートは繊維産業において当業者によく知られた
方法によってカード機により加工され、熱結合される。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のポリプロピレン繊維である。ここに使用するような用語の「
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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、トップシートは約１８乃至約２５ｇ／ｍ 2の基礎重量を有する。適当
なトップシートはマサチューセッツ州のワルポールの国際製紙会社の一部門のベラテック
社で製造され、Ｐ－８として指定されている。
トップシート２４は、吸収コア２８の本体面９４に隣接して配置され、当業者によってよ
く知られた取付装置（図示せず）によって本体面９４またはバックシートに結合されてい
る。適当な取付装置はバックシート２６を吸収コア２８に結合することに関して以下のよ
うに説明される。ここに使用する用語の「結合された」は、１つの部材を他の部材に直接
固定することによって１つの部材を他の部材に直接固定する構成、また部材を他の部材に
固定された中間部材に固定することによって他の部材に間接的に固定される構成を含む。
本発明の好ましい実施例において、トップシート及びバックシートはおしめの周囲に互い
に直接結合され、（図示しない）取付装置によってそれらを吸収コアに直接結合すること
によって間接的に接続される。他の実施例において、吸収コアは、吸収コアがトップシー
トとバックシートとの間で「浮く」ことができるようにトップシートまたはバックシート
のいずれかに結合する必要はない。
バックシート２６は液体（例えば尿）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、他の可撓性液体不透過性材料も使用することができる。ここ
に使用するような用語の「可撓性」は、柔軟で人間の身体の形状及び輪郭に容易に適応す
ることができる材料を言う。バックシートは、ベッドのシーツ及び下着のようなおしめに
接触するものが吸収コアに吸収され収容された体液で濡らすことを防止する。バックシー
トは、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ようなポリマーフ
ィルムまたはフィルムコート不織材料のような複合材料から形成される。好ましくは、バ
ックシートは厚さが約０．０１２ｍｍ（０．５ミル）乃至約０．０５１ｍｍ（２．０ミル
）の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は、弾性サイドパネル
を形成する「ゼロストレイン」ストレッチ積層を提供するために機械的な引っ張りを受け
るように、所望ならば、弾性ウエスト部または他の弾性部と一致するバックシートの部分
を予め引っ張られる。従ってバックシートは、トップシートが機械的に引っ張られたとき
に、元の形状には完全には戻らないようにある程度永久的に伸長され、最も好ましくは、
引き伸ばされることができるが、弾性的である必要はない。好ましい実施例において、バ
ックシートは、破れるか破断することなく機械的に引っ張られる。従ってバックシートは
、ＡＳＴＭＤ－６３８による方法を使用して選択して、クロス機械方向に少なくとも約４
００％乃至約７００％の伸びで破れる最大伸長を有する。バックシートとして使用される
好ましいポリマーフィルムは高い比率の直鎖状低密度ポリエチレンを有する。バックシー
トの特に好ましい材料は、約４５乃至９０％の直鎖状低密度ポリエチレンと約１０乃至５
５％のポリプロピレンである。本発明のバックシートとして使用する例示的なフィルムは
インディアナ州テレホーテのテレデゲール社によってブローフィルムのＸ－８３２３、Ｒ
Ｒ８２２０及びブレンド、及びあるカーストフィルム用のＲＲ５４７５として製造される
。
バックシート２６は、典型的には約０．１２７ｍｍ（５．５ミル）の厚さにエンボス加工
され、さらに布状の外観を提供するようにマット仕上げされる。さらにバックシートは、
排泄物がバックシートを通過することを防止しながら、吸収コアから蒸気を逃がす（すな
わちブリーザブル）ことができるようにする。
バックシート２６は、吸収コア２８の下着面９６に隣接して配置され、好ましくは、当業
者によく知られたように（図示しない）取付装置によって吸収コア２８の下着面９６に結
合される。例えば、バックシート２６は、一様に連続した接着剤層、接着剤のパターン層
または接着剤の分離線、螺旋または点の配列によって吸収コア２８に固定される。接着剤
は、オハイオ州コロンバスのセンチュリー接着剤会社によって販売されているセンチュリ
ー５２２７、及びミネソタ州セントポールのＨ．Ｂフユーラー社によってＨＬ１２５８と
して販売されている。取付装置は１９８６年３月４日にミネトラ及びタッカーに発行され
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た「使い捨てウエスト包囲下着」と題された米国特許第４，５７３，９８６号に示されて
いるような接着剤の開放パターン網を有する。フィラメントの開放パターン網の例示的な
取付装置は、１９７５年１０月７日にスプラーゲｊｒに発行された米国特許第３，９１１
，１７３号及び１９７８年１１月２２日にゼッカー等に発行された米国特許第４，７８５
，９９６号及び１９８９年６月２７日にウエレニックに発行された米国特許第４，８４２
，６６６号に示されるような装置及び方法によって示されるような螺旋パターンに巻かれ
た接着剤フィラメントのいくつかのラインを有する。他の案として、取付装置は、熱結合
、圧力結合、超音波結合、動的な機械的な結合または他の適当な取付装置または当業者が
知っているこれらの取付装置の組み合わせを有する。
吸収コア２８は、尿及び他の身体からの排泄物のような液体を吸収し保持することができ
る吸収装置である。図面に示すように、吸収コア２８は身体面９４と下着面９６と側縁９
８と前方ウエスト縁部８４とバックウエスト縁部８６とを有する。
吸収コア２８は使い捨ておしめに通常使用される広範な液体吸収材料及びエアフェルトと
称される細かい木のパルプにような他の吸収材料から製造することができる。他の適当な
吸収材料の例はクリープセルロースワディング、メルトブローポリマー繊維またはその混
合体、化学的に変形されたクロスリンク加工されたセルロース繊維、ティッシュラップ及
びティッシュラミネート、吸収フォーム、吸収スポンジ、超吸収ポリマー、吸収ゲル材料
、これらの等価材料または材料の組み合わせを有する。吸収コアの構成及び形状は変化す
る（例えば吸収コアは変化する厚さ区域、親水性勾配、超吸収材勾配、下側平均密度およ
びまたは下側平均基礎重量獲得領域または１つまたはそれ以上の層または構造を有する。
しかしながら、吸収コアの全体の吸収能力は、設計の内容及びおしめへの使用によって変
化することができる。さらに、吸収コアの大きさ及び吸収性能は、幼時から大人への着用
者に適合するために変化することができる。
広範に承諾され商業的な成功を収めた本発明の吸収コア２８と使用される例示的な吸収構
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号４，６１０，６７８号、１９８７年６月１６日にワイズマン、
ホートン、ゲラートに発行された「２重のコアを有する吸収性物品」と題された米国特許
第４，６７３，４０２号、１９８９年１２月１９日にアングスタットに発行された「ダス
ティング層を有する吸収コア」と題された米国特許第４，８８８，２３１号、１９８９年
５月３０日にアレメニーベルグに発行された「低い密度と低い基礎重量獲得領域を有する
高密度吸収部材」と題された米国特許第４，８３４，７３５号、１９９２年９月１５日に
ヤング、レーボン、テイラーに発行された「失禁の管理用の高能率の吸収性物品」と題さ
れた米国特許第５，１４７，３４５号に示され、本発明で有効な吸収性物品を説明してい
る。特に好ましい吸収コアが化学的に硬化されたクロスリンクセルロース繊維の獲得コア
と、アレマニー及びクレアによって１９９２年２月２８日に出願された「弾性ウエスト部
及び向上した吸収性を有する吸収性物品」と題された米国特許出願第０７／８４３，７０
６号に示されているようなパルプ繊維及び超吸収性粒子の混合物を有効な貯蔵コアとを有
する２重の層構造である。これらの実施例において、獲得層は、好ましい形状を有し（そ
れは収容コアの上面領域以外の上面領域においてさらに小さい）収容コアは、ここで説明
するような好ましい形状を有する。
第６Ａ図及び第６Ｂ図は、着用者の動きの小さい領域がある位置を示す着用者の前方及び
後方の王冠状の外観を示す。動きの小さい領域は、図面において印が付けられている。着
用者の解剖学によって定義されるように、「動きの小さい領域」は、動的な運動に拘わら
ず、実質的に変形されないか、ほとんど動きを受けない身体の領域を意味する。第６Ａ図
に示すように、動きの小さい領域は、各前面上方の腸骨とげＳを腹部のひだＴと称される
直筋腹筋によって形成される折り目を通って接続する下腹部の領域の弧状ライン「Ｓ」に
よって境界が形成されている。腹部のひだＴは、典型的には着用者が座ったとき、腹部に
よって形成される皮膚または筋肉の折り目またはひだである。小さい動きの領域は、前方
の腸骨、会陰部を通って臀筋の最も下の股の付け根のひだに沿って（臀部の折り目に沿っ
て）脚部のひだＬと称す前方上方の腸骨とげＳの周りに接続する弧状のラインによって各
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側方の境界が形成される。第６Ｂ図に示すように、小さい動きの領域は、臀部の最下端に
、また背中の曲面Ｒ（背中の小さい部分）に沿って前方、後方の腸骨を接続するラインに
よって着用者の後方に境界付けられる。本発明の目的のために、着用者の動きによって生
じるこの領域で発生する力は、臀部の吸収コアを背中の曲面に押してこのような適合を低
下することなく吸収コアとおしめの適合を向上する傾向があるので、動きの小さい領域は
、臀筋がある動的な動きを受けるという事実にもかかわらず、大臀筋の領域（第６Ｂ図の
点線部分ではない）を含む。
第５図は本発明の吸収コア２８の好ましい形状の平面図である。吸収コアの形状は吸収コ
アが着用者の解剖学の小さい運動で小さいゆがみ領域（小さい動き領域）内で適合するよ
うに設計されている。この解剖学的な小さい動きの領域適合吸収コアは、結果的によく適
合し、着用中の吸収コアのゆがみ、コア材料がコブまたはロープを形成することがなく、
着用者の着心地及び運動性がよくなる。この吸収コアによって優れた適合性が達成される
。この形状は、吸収コアの間隙、こぶの形成及び垂れ下がりが小さくなるなるように着用
者の身体にマッチするので、吸収コアの動的な適合が維持される。吸収コアは、おしめが
汚れた後、おしめを取った後、着用者のおしめを最初の適合からの適合を制御することが
できるように着用中の形状における少なくとも動きまたは変化を受ける着用者の身体の部
分をカバーするように構成される。さらに、吸収コアがおなかのひだまたは下に適合する
ように構成されているので、着用者の胃が吸収コアを下に押し下げる傾向が小さく、おし
めを弛ませない。従って、吸収コアは、着用者の小さい動きの領域内に留まる。吸収コア
は小さい動きの領域内にあるから、吸収コアは、着用者の動きによって生じる小さい動き
の力を受け、吸収コアが下がったりよじれたりする傾向を小さくする。着用者の着用感及
び可動性は吸収コアの容積が小さいことおよび吸収コアの堅い材料が着用者の運動を受け
る領域に配置されていないことによって改良される。
吸収コア２８は、第５図に示すように、前方部分１１０と、前方部分１００と連続した後
方部分１０２と、前方ウエスト縁部８４と、後方ウエスト縁部８６と、側縁９８とを有す
る。吸収コア２８は、よこ方向中央ライン１０４と長手方向中央ライン１０６とを有する
。前方部分１００及び後方部分１０２は、前方ウエスト縁部８４及び後方ウエスト縁部８
６からよこ方向中心線１０４に向かって側縁９８の弧状の脚部の切出部の中心点に対応す
る点、すなわちクロッチ点１０８まで伸びている。
第５図に示すように、着用者のおなかの下またはおなかにしっかりと適合するために、前
方ウエスト縁部８４は、ほぼ弧状の凹形を有する。ここに使用するような用語「弧状」は
直線以外のラインを言うが、ラインのある部分は、直線であることがある。用語の「凹形
」は、曲面に対する直線が集中する弧状ラインを示すように使用される。前方ウエスト縁
部８４の弧状の凹形は、着用者の３つの点に対応する前方ウエスト縁部の３つの点によっ
て解剖学的な意味で形成される。側縁９８に隣接するよこ方向中央線１０４から最も離れ
た前方ウエスト縁部８４の２つの点は着用者の前方の腸骨に隣接した点に対応する。従っ
て、これらの２つの点は、ヒップ点１１０として指定される。第３の点は典型的には着用
者のおなかのひだの下方の点を規定する着用者のへそと一直線の吸収コア２８の長手方向
中心線に沿った点である。この点は、おなかの点１１２として指定される。ヒップ点１１
０及びおなかの点１１２は、比較できる重量領域で着用者において著しく変化しない規定
された寸法及び関係を有することが分かった。ヒップ点１１０は、着用者の前方腸骨の間
のよこ方向距離にほぼ等しいかそれ以下のよこ方向距離「Ｈ」によって互いに間隔を置い
ている。おなかの点１１２は、長手方向距離Ｄだけヒップ点１１０から長手方向内側に間
隔を置いている。ヒップ点１１０の間のよこ方向距離Ｈとヒップ点１１０とおなかの点１
１２との間の長手方向の距離Ｄとの比（Ｈ：Ｄ）は、前方ウエスト縁部８４が着用者のお
なかのひだに従うようにある特定の範囲内になければならない。比Ｈ：Ｄは、好ましくは
、約６：１と約９：１との間、さらに好ましくは、約７：１と約８：１との間である。ヒ
ップ点１１０の間の距離は、目的とする着用者に基づいて容易に選択され、約９ｋｇ乃至
約２１ｋｇの着用者で約１４ｃｍと約２４ｃｍとの間が好ましい。着用者の寸法において
ヒップ点の距離の範囲は、生まれた時から５ｋｇで６－１２ｃｍ、６－９ｋｇで１１．４
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ｃｍ－１７．６ｃｍ、１０－１３ｋｇで１４．５ｃｍ－１８．８ｃｍ、１４－２１ｋｇで
１６．８ｃｍ－２４ｃｍである。ヒップ点１１０とおなかの点１１２を接続する曲線は、
直線を含む所望の形状であるが、曲線の形状はおなかのひだの曲線に従うことが好ましい
。おなかのひだに従う曲線は、ヒップ点１１０及びおなかの点１１２に適合するために十
分な半径を有する弧である。曲線適合技術を使用することによって、ほぼおなかのひだの
弧である平坦な曲線（吸収コアのｘ－ｙ平面に２９°回転する）は等式ｙ＝１／（ａ＋ｂ
ｘ 2）を有する多項曲線であり、ここで係数ａ，ｂはａ＝０．４５７６３２８５、ｂ＝－
０．０２１１９５６１７が好ましい。
吸収コア２８の側縁９８の形状は、小さい動きの脚のひだまたはその中に適合するように
切り出された脚部及び臀部上を背中の曲線に適合する部分を提供するように設計されてい
る。したがって、側縁９８は脚部分１１４と尻部分１１６とを有する。
脚部分１１４は、脚のひだに適合するほぼ弧状の凹形を有する。脚部分１１４を形成する
弧状曲面に沿って「クロッチ点」１０８がある。クロッチ点１０８は吸収コアの脚部分１
１４における最も狭い部分に対応する。クロッチ点１０８を含む脚部分１１４を形成する
曲線は、直線を含む所望の形状であるが、曲線の形状は、脚のひだの曲線に従うことが望
ましい。曲線は、脚のひだを介してクロッチ点１０８に適合するように十分な半径を有す
る弧であることが分かった。曲線適合技術を使用することによって、脚のひだの弧である
平坦な曲線（吸収コアのｘ－ｙ平面に３１°回転した）は、次の公式を有する多項曲線で
あり、ｙ＝ａ＋ｂｘ＋ｃｘ 2＋ｄｘ 3＋ｅｘ 4＋ｆｘ 5＋ｇｘ 6：ここで係数ａ，ｂ，ｃ，ｄ
，ｅ，ｆ，ｇは、好ましくは、ａ＝－０．０２０１５６４２、ｂ＝０．０２６２１５１３
、ｃ＝０．０５５７９０３７７、ｄ＝－０．０３４７２１１９、ｅ＝０．０３４４４８７
５２、ｆ＝０．０００８５８７８３、ｇ＝－０．００２２５０５である。
動きが小さい領域で吸収コア２８の最適な適合を行うために、クロッチ部分１０８は、前
方部分１００が後方部分１０２より長手方向の長さにおいて短くなるように吸収コア２８
の前方方向に配置されていることが好ましい。前方部分１００はおなかの下またはおなか
に適合するように着用者に弱く適合するが、後方部分１０２は、臀部上を背中の腰椎曲面
に伸びていることが好ましい。従って、クロッチ点１０８は、吸収コア２８のよこ方向中
心線１０４の前方に配置されることが好ましい。後方部分１０２の長手方向の長さと前方
部分１００の長手方向の長さの比は、約１：１以上が好ましい。
クロッチ点１０８の間の吸収コア２８のよこ幅、すなわちクロッチ幅は、着用者に改良さ
れた適合を行う際に重要である。クロッチ幅は広く変化できるが、クロッチ幅は着用者の
快適な適合並びに最適な吸収性を提供するために十分に狭いことが好ましい。クロッチ幅
は、着用者の脚が閉じられているとき、吸収コアがよじれないように小さいことが好まし
い。しかしながら、クロッチ幅を小さくすることは、典型的な液体堆積領域で利用可能な
吸収性材料の量を低減する。もし吸収コアのこの部分に十分な容量を提供する高度な吸収
材料が使用されるならば、着用者の脚が閉じられたときに脚のひだの間に吸収コアが心地
よく適合するためにクロッチ幅が十分に小さくなるようにクロッチ幅を大きく減少するこ
とができる。それにもかかわらず、おしめまたは他の吸収性物品によく使用される大部分
の吸収性物品に関しては、クロッチ幅は、吸収コアは十分な吸収性能を有するように着用
者の身体の幅より広い幅である。しかしながら、脚部分の形状は、最小のよじれとゆがみ
で側縁が動きの小さい領域の脚部分のひだに適合することができるようにする。（特に、
堅い吸収性材料を有する他の実施例において、吸収コアには、予め配置されたスコアライ
ン、ノッチ、または材料の切出し部のようなコア材料のひだを形成する手段が提供される
。図面に示した吸収コアにおいて、クロッチ幅は、約３インチ（７．５ｃｍ）、さらに好
ましくは、約１　１／２インチ（３．７８ｃｍ）乃至２　１／２インチ（６．３５ｃｍ）
、最も好ましいのは約２インチ（５ｃｍ）以下でなければならない。
側縁９８の臀部部分１１６は、脚部分１１４と連続しており、脚部分１１４から後方ウエ
スト縁８６まで伸びている側縁９８の部分を有する。臀部部分１１６は、所望の形状であ
る。好ましくは、臀部部分１１６は、臀部部分１１６が着用者の臀部の上を後ろの腰椎曲
線に適合するように構成されている。第５図に示す好ましい実施例において、臀部部分１

10

20

30

40

50

(11) JP 3824634 B2 2006.9.20



１６は、基本的には直線であり、長手方向に平行である。臀部部分１１６は、後方ウエス
ト領域で弾性サイドパネルを広くするように直線であることが望ましい。
吸収コア２８の後方ウエスト縁部８６は多数の異なる形状を有することができる。例えば
、後方ウエスト縁部８６は、弧状または直線または双方の組み合わせである。さらに、凹
部は、よじれを制御するように後方ウエスト縁部８６から切り出されている。第５図に示
すような好ましい実施例において、後方ウエスト縁部８６は直線でありよこ方向に平行で
ある。従って、吸収コア２８は、着用者の小さい動き領域内にしっかりと適合される全体
が変形されたＴ形状を有する。
第７Ａ図は、本発明の吸収コアの他の実施例である。吸収コア７２８は全体が鯨形をなし
ている。前方ウエスト縁部８４と脚部分１１４は、第５図に示した吸収コアと同じである
。側縁９８の臀部部分１１６は、臀部の周りに最も接近して適合するようなほぼ弧状の凸
形を有する。ここに使用されるような、「凸形」は、曲線への垂直が拡散する弧状のライ
ンである。後方ウエスト縁部８６は、吸収コア７２８が着用者の後方の腰椎に曲線に心地
よく適合するように、また吸収コアの形状が着用者の本体に所定の角度で向かう張力ライ
ンの形状を向上するようなほぼ弧状の凸形を有する。
第７Ｂ図は、本発明の吸収コアの他の実施例である。吸収コア７２８′は、変形されたく
じら形を有する。前方ウエスト縁部８４及び側縁９８は、第７Ａ図に示した吸収コアと同
一である。後方ウエスト縁部８６は、凹部７１０を有する弧状の凹形を有する後方ウエス
ト縁部８６の部分によって形成される。この凹部は、おしめ内に滞積された便の収容を向
上する。
第７Ｃ図は本発明の吸収コアの他の実施例を示す。吸収コア７２８″は全体がスペード形
状を有する。前方ウエスト縁部７８４は、よこ方向にほぼ平行な直線形状を有する。脚部
部分１１４は、第５図に示す吸収コアと同一である。各臀部部分１１６は、臀部のまわり
に最も密接するように弧状の凸形を有する。後方ウエスト縁部８６は、吸収コア７２８″
が着用者の後方の腰椎の曲線に心地よく適合し、吸収コア７２８″が着用者の身体に所定
の角度で向かう張力ラインを形成するように弧状の凸形を有する。前方ウエスト縁部７８
４のヒップ点１１０の間の距離は、第７Ａ図に示す吸収コアのヒップ点の間の距離より著
しく小さい。吸収コア７２８″のこの形状は、特に吸収コア７２８″の前方及びクロッチ
で吸収コアのよじれを小さくするように適合を改良する。より狭いクロッチ幅と前方ウエ
スト縁部は、着用者のももの動きから吸収コアがよじれることを防止する際に助けとなる
。スペード形の吸収コア７２８″は、ここで示した収容組立体形状のいずれにも有益であ
るが、スペード形吸収コア７２８″は、第９図に示すような全体がストレッチシャシ吸収
性物品に使用するとき有効であることが分かっている。
第７Ｄ図は、本発明の吸収コアの他の実施例を示す。吸収コア７２８′′′は、変形くじ
ら形状を有する。吸収コア７２８′′′の形状は、後方ウエスト縁部８６がよこ方向にほ
ぼ平行な直線形状を有することを除いて第７Ａ図に示すくじら形吸収コアとほぼ同様であ
る。
本発明の吸収コアは、種々の寸法及び形状を有する収容組立体に配置されるが、収容組立
体は、着用者の動きが小さい領域に吸収コアをさらによく適合し、収容組立体の間隙を小
さくする形状を有することが好ましい。従って、第１図に示すように、収容組立体２２は
、ほぼ弧状の凹形を有する前端縁５６と、ほぼ弧状の凸形を有する後端縁５８とを有する
。前端縁５６の弧状の凹形は、前端縁を着用者の胃の周りの周縁に配置することができ、
胃が前端縁に対してこすれず、摩擦せず、または前端縁に対して外側に押されないように
胃の下の周囲に配置することができる。特に好ましい実施例において、胃はおしめに対す
る輪の応力を制御し保持するように第１の張力ラインに突き出る。後端縁５８は、好まし
くは、おしめを着用するとき、後端縁５８が着用者の前方に向かって尻を横断して下方に
対角線状に向かうように弧状の凸形を有することが好ましい。従って、後方ウエスト領域
５２は、動く間に着用者の身体に収容組立体２２が干渉することを防止し、尻の上の腰椎
の曲線から胃の下まで着用者の周りで傾斜した張力ラインを固定するように支持される。
後端縁５８の孤状凸形は、後方ウエスト領域５２の間隙を小さくする。
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第１２図は、後端縁５８′がほぼ弧状凸形を有し、後端縁の曲率が一方の長手方向縁部５
４から他方の長手方向縁部５４まで連続しているほぼ弧状の凸形を有する。従って、収容
組立体２２′の中央領域６０がこのような弧状の凹形を有するだけでなく、後方サイドパ
ネル６４もまた同じ形状を有する。後端縁のこの形状は、力が後端縁の連続した曲線に沿
って決まるのて、着用者の身体に対して所定の形状で連続した張力ラインの形状を向上さ
せる。さらに、この収容組立体２２′のこの形状は、後端縁５６′が着用者の身体の形状
の曲線に従う傾向があり、テープタブはランディング部材の角度に従うので、おしめの適
用と最初の着用を改良する。
第１３図は、後端縁５８″が中央領域６０に弧状の凸形を有し、各後方サイドパネル６４
に分離した弧状の凸形を有する収容組立体の本発明の他の実施例を示す。この全体形状に
関しては２つの屈曲点Ｉが中央領域６０と後方サイドパネル６４との境界に対応する後端
縁５８″に規定されている。後端縁５８″の全体形状は、サスペンションブリッジを形成
している。さらに、前端縁５６″は、２つの屈曲点Ｊを形成して、中央領域の弧状の凹形
と各前方サイドパネル６２に分離した弧状の凹形とを有するサスペンションブリッジを形
成する。この収容組立体２２″の好ましい実施例において、後端縁５８″の中央領域６０
の曲率は前端縁５６″の中央領域６０の曲率に合致する。さらに好ましくは、後方サイド
パネル６４の曲率は、前方サイドパネル６２の曲率に合致する。この構成によって、おし
めを高速の製造ラインで連続的に製造することが容易になった。なぜならば、サイドパネ
ルが内側に折り曲げられて半分に折り曲げられたことにより、１回の切断で弧状の端縁を
形成し、１回の切断が１つのおしめの後端縁５８″の双方だけでなく、次に続くおしめの
前端縁５６″をも形成するからである。さらに、端部製造のコストを低くする端縁の１回
の切断によって放棄されるむだな材料やスクラップ材料がなくなる。当業者によって知ら
れるように、このような製造を容易にするために後端縁及び前端縁の他の形状とすること
ができる。
着用者の周りに製品の好ましい固定を行い、動きの小さい領域に吸収コアを適合するため
に吸収コア２８の位置と収容組立体２２の後端縁５８の位置との間に好ましい関係がある
ことが分かった。第４図に示すように、この関係は収容組立体２２の２つの長手方向の距
離によって形成される。第１の距離は吸収コア２８のおなかの点１１２から吸収コア２８
の側縁９８のクロッチ点１０８を接続するよこ方向線までの長手方向の距離である。この
前方の長さ距離はＡで指定される。第２の距離は、クロッチ点１０８を接続するよこ方向
線と長手方向中心線６７の後端縁５８の点との間の長手方向の距離である。この後方の長
さ距離はＢで指定される。前方の長さ対後方の長さ（Ｂ：Ａ）は、好ましくは、１．５：
１より大きく、さらに好ましくは、約２．０：１と約３．０：１との間であり、大部分の
おしめでは約２．５：１である。後方の長さＢと前方の長さＡとの比は後端縁５８を背中
の腰椎の周りに配置し、吸収コア２８の前方ウエスト縁部８４を着用者のおなかのひだに
またはその下に配置されることを可能にする。従って、引張りライン（主引張りライン）
は、臀部上の背中の腰椎の周りから着用者の周りにおなかのひだの下に展開して着用者に
製品を固定する。第６Ｃ図に示すように、この比は背中とへそ腰椎の曲線とを接続する線
とおしめに関する側線との間の角度α、典型的には５°乃至約６０°、好ましくは、約５
°乃至約３０°、さらに好ましくは、約１０°乃至２０°、最も好ましくは、約１５°以
上のおなかのひだの下の点までの角度を形成する。以下に説明するように、閉鎖装置は、
臀部上の背中の腰椎の曲線をおなかのひだの下に接続して固定作用を行う輪の力を生じる
引張りラインまたは領域をつくるように構成されている。
おしめ２０は、おしめを通して着用者の周りにおしめを固定する閉鎖装置（閉鎖手段）を
備えており、使用時におしめがずり下がったり、身体との間で空いたり、スリップの可能
性を小さくする。閉鎖装置は、固定装置を付与して着用中におしめの位置を維持する小さ
い動きの周りに張力ライン（主引張りライン）を提供する。第６図に示すように、張力ラ
インは、張力ラインがおなかのひだの線の下に臀部の腸骨上を背中の腰椎の曲線（小さい
背中）の周りから伸びるように着用者の身体の水平方向に対して角度α（おしめのよこ方
向に対する角度）で配置される。従って、張力ラインは最小に変化する身体の寸法領域、
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支持された着用位置に配置される。すなわち、張力ラインは運動する間に寸法が増減する
おなかまたは臀部上には配置されない。張力ラインは着用者のおしめの位置を維持する固
定力を安定させ維持させ、その結果、おしめを着けたとき、使用する間着用者の動きまた
はおしめの重量が増大する力によって、おしめが下方にスリップする可能性は小さい。閉
鎖装置によって生じる傾斜した張力ラインは、張力ラインが長手方向にベクトル成分を有
するので、おしめを身体に引き上げる上方の固定力を与え、おしめに加わる力に対向する
。張力ラインによって生じる通常の固定力（傾斜した張力ラインの他のベクトル成分）は
、通常の固定力が吸収コアを身体方向に圧縮するように作用するので、おしめ特に吸収コ
アを小さい動き領域に固定する。通常の固定力は、吸収コアを身体に密接な関係で維持す
るので、おしめの適合を維持するともに漏れを小さくする上で補助となる。また傾斜した
張力ラインは、身体の寸法が張力ラインに沿って生じる赤い跡を増大しないように、固定
力が小さい動きの領域に配置されるので、赤い跡を生じさせる傾向が少なくする。
本発明の閉鎖装置の特に好ましい実施例において、張力ラインは着用者の背中及び臀部の
周りで連続しており固定力の大きさを向上する。収容組立体２２の全体の構成、後方ウエ
スト領域５２（後方ウエスト部）の弾性ウエスト部３４、及び弾性サイドパネル３０（特
に所定の角度での弾性サイドパネルの作動）によって張力ラインをおしめに設けることが
できる。
張力ラインは、固定作用を行うためによこ方向に対して角度をもって配置されるので、閉
鎖装置はこのような張力ラインがおしめに付与されることを保証するように傾斜した閉鎖
機構を構成するように設計される。閉鎖装置は傾斜した張力ラインを提供するように多数
の固定手段を有する。例えば、閉鎖手段は、主固定装置を有する。閉鎖手段は追加的に前
方ウエスト領域に弾性ウエスト部の一部、所望ならば、弾性脚部カフの一部を固定する。
したがって閉鎖装置は、全長の固定手段を有する。全長の固定手段の例は１９８７年１０
月２０日にウイストン等に発行された米国特許第４，７０１，１７６号に示されている。
さらに好ましくは、第１図に示すように、閉鎖装置は、ここで説明したような傾斜した引
張りラインを形成するように、また引っ張りを動的に形成して維持し、前方ウエスト領域
５０（前方弾性ウエスト部）の弾性ウエスト領域を介して他の傾斜した引張りラインを形
成し、前方ウエスト部５０は、動的な適合が維持される。
第１図に示すように主固定装置は、後方ウエスト領域５２の長手方向縁部５４に隣接して
配置された固定部材、好ましくは、テープタブ３６と、前方ウエスト領域５０に配置され
た少なくとも１つのランディング部材３８とを有する。各固定部材は、第１の固定部３７
を有するテープタブ３６を有する。ランディング部材３８は第１の固定部３７に係合可能
な補完的な第２の固定部３９を有する。第１の固定部と第２の固定部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部材を有する例示的な主固定装置は、１９９０年１
０月１６日にロバトソン及びスクリップスに発行された「使い捨て吸収性物品の使い捨て
装置を有する機械的な固定装置」に示されている。接着剤機械的な閉鎖装置を有する主固
定装置は、１９９０年８月７日にバテレルに発行された「圧力感応接着材ファスナー及び
その製造方法」と題された米国特許第４，９４６，５２７号に示されている。第１図に示
すような本発明の好ましい実施例において、主固定装置は、接着材取付層を有する第１の
固定部３７と、バックシート２６に結合された補強ストリップ９２を有する第２の固定部
３９とを有するテープタブを有する接着テープタブ固定装置を有する。このような接着テ
ープ固定装置の例は、１９７４年１０月１９日にブエルに発行された「使い捨ておしめの
テープ固定装置」と題された米国特許第３，８４８，５９４号に示され、接着テープタブ
、補強ストリップ、支持装置は、１９８７年５月５日にヒロツ及びロバートソンに発行さ
れた「吸収性物品」と題された米国特許第Ｂ１４，６６２，８７５号に示されている。
主固定装置の各固定部材は、固定、好ましくは、変化可能な位置決めを行うようにランデ
ィング部材に係合する固定装置と、着用者の動きの小さい領域に吸収コアを固定するおし
めの側方閉鎖体とを形成するようにランディング部材に係合する固定装置を提供する。従
って、固定部材は固定部を有する。各固定部材は、側方閉鎖を行うようにランディング部
材に隣接した固定部を配置する装置を有する。固定部材は、公知の構成を有し、（１）お
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しめ内側の一部、内側固定部材を形成するように配置された固定部のパッチまたはストリ
ップ（例えば、１９８６年９月９日にコップに発行された米国特許第４，６１０，６８２
号参照）、または（２）その上に位置する固定部を有するテープタブのようなおしめの側
方閉鎖を達成する装置を有する。
第１図に示すように、各固定部材は、テープタブ３６を有する。テープタブ３６は、よこ
方向に対して所定の角度でおしめを通る張力ラインを提供するようにランディング部材３
８に固定されなければならない。従って、テープタブ３６は、よこ方向に向かって所定の
方向、好ましくは、おしめの動きの小さい領域の周りを通って張力ラインを形成するよう
にランディング部材３８の第２の固定部３９に第１の固定部３７が係合するように向いて
いる。
第１図と第８図は、本発明の好ましいテープタブ３６の好ましい実施例を示す。テープタ
ブ３６は、固定部分１２２（すなわち、製造中おしめ２０に結合されたテープタブの端部
）をつくるためにバックシート２６に結合されている。テープタブ３６は、タブ部分１２
４である他の部分を有する（すなわち、固定部分１２２に隣接するテープタブの縁部は、
長手方向縁部５４を越えてよこ方向外側に伸びることができるように配置され、おしめ２
０を着用者に固定する際におしめによって把持される）。タブ部分１２４は、固定部分１
２２に隣接する近位縁１２６と、遠位縁１２８と、サイドロング縁１３０を有する。近位
縁１２６は、上部点１３２と底部点１３４とを有する。遠位縁１２８は上方点１３６と下
方点１３８とを有する。
本発明のテープタブの好ましい実施例において、タブ部分１２４は、よこ方向に所定の角
度で張力ラインを形成することを保証するために、よこ方向に所定の角度に向くように形
成される。従って、遠位縁１２８の上点１３６は、近位縁１２６の上点１３２からよこ方
向に所定の角度で配置されており、好ましくは、遠位縁１２８の底部点１３４は近位縁１
２６の底部点１３４からよこ方向に所定の角度（同じ角度である必要はない）で配置され
る。第８図に示す実施例において、サイドロング縁部１３０は、傾斜テーピングがおしめ
の形状着用者の形状に従い、小さい動きの領域の周りに張力ラインを形成して着用者のお
しめを固定し、おしめの構成を受け入れるようにランディング部材３８にタブ部分１２４
を適用することができるように湾曲している。さらに、タブ部分１２４のサイドロング縁
部１３０の湾曲形状は、後方ウエスト領域５２の高いテープ位置を可能にし、着用者の胃
、臀部及び足の跡を最小限にして着用者のおしめの着け心地を改良するためにランディン
グ部材３８の低いテープ位置を可能にする。またタブ部分１２４は、着用者の足に適合す
る。テープタブが製品のあまりに低い位置に配置されるならば、着け心地及び適合性にマ
イナスの影響を与え、着用者の脚に跡をつけてしまう。
タブ部分１２４の近位端１２６とタブ部分１２４の遠位端１２８との間に形成された角度
は、着用者のおしめの適合角度を最適化するために約３０°未満、好ましくは、約５°と
約３０°との間、さらに好ましくは、約１０°と約２５°との間、最も好ましくは、約２
０°である。約３０°以上の角度を有するタブ部分１２４は、テープタブを介して非常に
狭い張力ラインを生じさせ、テープタブに設定された解放されない力によって、テープを
回転または製品を回転させる。また、テープタブは、傾斜した約１５°の張力ラインを設
定する製品の角度に追随しない。
第８図に示すテープタブ３６の好ましい実施例において、固定部分１２２は、側寸法が約
２８ｍｍと約３０ｍｍとの間にあり、タブ部分１２４は、よこ方向に約３５ｍｍ（１．３
７５インチ）であり、長手方向のテープタブの全体の幅は約２９ｍｍ（１．１２５インチ
）である。タブ部分１２４の近位縁の上点１３２と底部点１３４と遠位縁上点１３６と下
点１３８の間の角度は、近位縁１２６の上点１３２と下点１３４と遠位縁１２８の上点１
３６または下点１３８との間の距離が約１３ｍｍ（０．５インチ）になるように約２０°
である。（タブ部分１２４の遠位縁１２８は、粗いコーナー縁部が着用者の皮膚に接触し
胃と足に跡ができることを防止するために丸いコーナーを備えている。）
第２図に示すように、好ましいテープタブ３６は、トップシート２４に接続された開放部
分１４０を有する。開放部分１４０は、製造中、タブ部分１２４を内側に折り曲げること
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ができ、使用前に第１の固定部３７（接着剤取付層）を汚れ及びはがれから保護する。タ
ブ部分１２４は、第２図に示す好ましい実施例において、よこ方向に開放部分１４０より
、好ましくは、約３ｍｍ（１／８インチ）短く、その結果、着用者は始めにタブ部分１２
４を容易に把持することができる。別の実施例では、タブ部分１２４は、タブ部分１２４
の遠位縁１２８のグリップタブが開放部分１４０を越えて伸びるようによこ方向に長くて
もよい。開放部分１４０は、長手方向の縁部５４から長手方向内側に伸びており、ある実
施例では、テープタブ３６によって支持される力が弾性サイドパネル部材８２に移り、閉
鎖装置によって生じる固定力がさらに有効に配分されるように弾性的なサイドパネル部材
８２の一部の上に並置されるまで延びることが好ましい。
本発明の好ましい実施例において、タブ部分１２４または全体のテープタブは、よこ方向
に対して所定の角度で収容組立体２２に適用され、所望の傾斜した引張りラインを提供す
る。例えば、他の形状を有するテープタブまたは当業者によって知られている矩形のテー
プタブは、傾斜した引張りラインを形成するために、テープタブがよこ方向に対して約５
°乃至約３０°の間、好ましくは、約１５°乃至約２０°の間の角度に配置されるように
、収容組立体に適用されたとき、よこ方向に関して回転される。このようなテープタブは
本発明の多くの実施例で適切に作用するが、第８図に示すテープタブ３６として好ましい
ものはない。
テープタブの種々の部分を製造する材料の可撓性は、着用者の脚及びウエストの皮膚の跡
を避ける際に重要である。堅いテープタブは、皮膚に跡をつける傾向を有する。なぜなら
ば、それらは着用者が移動したとき、またはテープタブに対して力を発生したとき、曲が
るかたわむような十分な可撓性を有しないからである。テープタブの可撓性は、弾性サイ
ドパネル３０によるサイドパネルに沿っておしめに形成されるた大きい張力及びおしめ２
０による適合によって本発明のテープタブの重要な設計パラメータである。従って、本発
明の特に好ましい実施例において、少なくともテープタブ部分１２４と、好ましくは、固
定部分１２２と開放部分１４０は非常に可撓性のある材料から製造される。テープタブ材
料の可撓性は種々の方法で測定することができるが、テープタブ材料の可撓性を測定する
好ましい方法があることが分かった。以下に説明するような可撓曲げテストを使用して、
テープタブの種々の部分の各々、特にタブ部分１２４は、５０グラムｓｆ未満、好ましく
は、３０グラムｓｆ未満、さらに好ましくは、約２０グラムｓｆ未満のベンディング可撓
性引っ張り力を有しなければならない。
テープタブの好ましい材料は、ポリマー材料好ましくは、ポリエチレンフィルムを有する
。テープタブとして使用することに適しているのはミネソタ州セントポールのミネソタマ
イニング製造株式会社で市販されているＸＰＦ－３０６２、ＸＰＦ－３－０１４、Ｙ－９
３７６またはＹ－９０３０である。第１の固定部材の圧力感応接着材を有する好ましいテ
ープタブは、コードナンバーＸＰＦ－３０６２でミネソタマイニング製造株式会社で市販
されている。好ましい開放部分は、コードナンバーＫＳ－００７６でミネソタマイニング
製造株式会社で市販されている。
第１２図は本発明の固定部材の他の実施例である。固定部材は、後方のサイドパネル６４
の内面に配置された内側の固定部材１２００を有する。内側の固定部材１２００は固定部
分１０２と開放部分１２０４とを有する。固定部分１２０２はおしめのサイド閉鎖体を形
成するためにその上に配置された接着剤の層を有する第１の固定部分１２３７を有する。
開放部分１２０４は、おしめの使用前に第１の固定部分１２３７を汚れから保護するよう
に作用する。固定部分１２０２は、使用前に使用者が開放部分１２０４から固定部分１２
０２を開放するように製造中に開放部分に折り畳まれる。固定部分１２０２は固定部分の
みが折り返されるように後方サイドパネルに結合する必要はない。または、固定部分１２
０２は、固定部分と共に後方サイドパネルが開放部分１２０４に折り畳まれるように後方
サイドパネルに固定される。第１２図に示すように、固定部材１２０２は開放部分１２０
４からよこ方向外側に配置される。しかしながら、各々の位置は所望ならば反転する。ま
た第１２図は、内側の固定部材１２００がほぼ矩形の形状を有し、傾斜した第１の引っ張
りラインの形状を向上するようによこ方向対して角度をもって配置されることを示してい
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る。別の案として、内側の固定部材は、第１図乃至第８図に示すテープタブタブ部分及び
開放部分の形状を含む他の形状であってもよい。内側の固定部材１２００は、第１の固定
部材１２３７がこのような角度を形成すれば、角度をもって配置しなくともよい。
ここに説明したテープタブの他の実施例において、固定部分と開放部分はタブ部分が長手
方向の縁部から側方外側に延びていることを除いて第１２図に示すものと同じ部材を有す
る。従って、固定部分は、タブ部分が第１の固定部材を保護するために製造者によって側
方の内側に折り曲げられるように収容組立体の内面に固定され、露呈する面が開放コーテ
ィングでコートされる。本発明のテープタブのこのような構造の利点は、後方サイドパネ
ルのこの部分の可撓性のみが向上されて着用者の皮膚に跡をつける可能性を小さくするよ
うにテープタブの一部を収容する後方サイドパネルの部分の収容組立体に結合されること
である。
固定部材の第１の固定部３７は、固定部材とランディング部材３８の補完的な第２の固定
部３９との間に閉鎖体を形成する。従って、第１の固定部３７は、ランディング部材３８
の補完的な第２の固定部３９に係合する手段を提供し、第１ウエスト領域５６と第２ウエ
スト領域５８を重複した構成に維持し、おしめ２０の固定側方閉鎖体を提供する。さらに
、おしめが異なる寸法の広範な着用者に適合し、固定装置が簡単で使用上容易であること
が好ましい。従って、固定部はおしめが広範な着用者に適合し最小の努力で簡単に固定す
ることができるように閉鎖体の領域の種々の場所に固定することができなければならない
。このように固定部は、以下に説明するような適切な位置決め閉鎖体を達成する公知の取
付装置を有する。このような調整可能な位置決め取付装置の例は、公知の圧力感応接着材
のような接着剤取付層、フック固定材料またはループ固定材料のような機械的な閉鎖部材
、当業者に公知の接着材料、またはウエスト閉鎖装置に関して以下に説明するような接着
的／機械的閉鎖部材の組み合わせを含む。
第１の固定部３７は、固定部材または固定部材を備えた一体部材に接合された分離部材で
あるように固定部材に配置される。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３８（トップシート２４またはバックシート２６は一体の固定部であ
る）に機械的に係合する材料から製造される。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（別の固定部）に結合される。好ましくは、第１の固定部３７は、
テープタブ３６に配置され接続された接着性取付層または機械的閉鎖部材のような分離材
料である。また第１の固定部３７は、テープタブ３６の固定面を形成するためにタブ部分
１２４にコートされた接着性取付層を有する。
さらに、第１の固定部３７は固定部材のどこにでも配置することができる。例えば第１の
固定部３７は、長手方向の縁部５４に隣接した後方サイドパネル６４に配置される。（こ
の構造の例は、１９８６年９月９日のコップに発行された米国特許第４，６１０，６８２
号、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号及び
第１２図に示されている）。固定部材がテープタブを有するとき、第１の固定部３７は、
タブ部分１２４のすべてかまたは少なくとも一部のいずれかに配置されることが好ましい
。第１の固定部３７は、接着剤取付層とタブ部分１２４の他の領域に配置された機械的閉
鎖部材を有する接着剤／機械的閉鎖部材の組み合わせを有する。この構成の例示的な実施
例は、１９９０年１０月１６日にロバートソンに発行された米国特許第４，９６３，１４
０号に示されている。
主固定装置のランディング部材３８は、側方閉鎖体を提供して前方ウエスト領域５０と後
方ウエスト領域５２を重複した構成に維持するためにそれ自身を固定部材に固定するため
の手段を提供する。ランディング部材３８は、側方閉鎖体、好ましくは、可変位置決め側
方閉鎖体を提供するように固定部材に係合することができる限り、おしめ２０のいずれに
でも配置することができる。例えば、ランディング部材３８は、後方ウエスト領域５２、
前方ウエスト領域５０、または固定部材４２に係合するように配置されるおしめ２０の領
域または部材に配置することができる。ランディング部材３８は、固定部材４２を最適な
適合のための位置を決定するから、ランディング部材３８は、おしめが広範な寸法に適合
するように設計される。そのため、前方ウエスト領域５０と後方ウエスト領域５２の間の
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重複が達成され、おしめを着用者に固定するために、おしめを介して第１の張力ラインが
形成され、好ましくは、側方閉鎖体が形成されたとき、ウエスト閉鎖装置の取付部材が互
いに係合し、側方閉鎖体の形成がウエスト閉鎖体を受動的に形成する。
ランディング部材３８は種々の形状及び寸法をとることができる。第１図に示すようなお
しめ２０の好ましい実施例において、ランディング部材３８は、本発明の傾斜した主引張
りラインをつくるために変形山形の補強ストリップ９２を有する。
ランディング部材３８は、固定部材の固定部（第１の固定部３７）に係合可能な固定部（
第２の固定部３９）を有する。従って、ランディング部材３８の固定部（第２の固定部３
９）は、固定部材の固定部（第１の固定部３７）にしっかりと係合することができる広範
な材料及び形状から製造される。第２の固定部３９は、別の部材またはおしめ２０および
またはおしめ２０の部材を有する一体的な材料片に接合された部材である。第２の固定部
３９は、例えばバックシート２６の一部である。第１図に示すように、第２の固定部３９
は前方のウエスト領域５０のバックシート２６の外面に結合されている補強ストリップ９
２を有する。第２の固定部材３９は、ここに説明したような接着性取付装置（図示せず）
によってバックシート２６に固定されている。本発明の他の実施例においては、第２の固
定部材は、バックシートの内面（すなわち、内側の補強装置）に固定された補強ストリッ
プを有するバックシートの一部を有する。
第１の固定部材３７が機械的な閉鎖部材を有するとき、第２の固定部材３９も機械的な閉
鎖部材を有する。従って、第１の固定部材３７がフック固定材料を有するとき、第２の固
定部材３９はループ固定材料を有する。第１の固定部材３７が接着性取付層を有するとき
、ランディング部材３８の第２の固定部材３９は補強ストリップ９２またはバックシート
２６有する。第１図に示すような本発明の好ましい実施例において、第２の固定部材３９
はテープタブ３６の接着性取付層に着脱可能に係合可能な補強ストリップ９２を有する。
補強ストリップ９２は多数の材料を有する。補強ストリップ９２は好ましくは２軸延伸ポ
リプロピレンフィルムシートを有する。
また補強ストリップ９２はおしめを着用者に適合して最適なウエスト適合及び足開放適合
を得るためおしめを補助する目盛り手段１４４を備えていることが好ましい。目盛り手段
１４４は、ライン、模様、装飾設計、シンボル、スクリプト、カラーコードまたは他のマ
ーキングであり、これらは、おしめを着用者に個々に適合して特定のテープタブ固定具に
おいて所望の固定点を迅速に配置する能力、固有にまたは追加的な場所を有する。このよ
うな目盛り手段１４４は１９８７年５月５日にヒロツ及びロバートソンに発行された「吸
収性物品」と題された米国特許第４，６６２，８７５号に示されており、参照によりここ
に組み込まれている。本発明の目盛り手段は、傾斜タブに傾斜した固体が最適な適合及び
引っ張りの傾斜した第１のラインを形成することが可能になるように側方に所定の角度で
好ましくはテープタブ３６と同じ角度で配置された列に配置される。目盛り手段１４４は
異なる幾何学的な形状、カラー、キャラクタ、例えば、テディベアの列及コラムの組み合
わせからなる。
第１図に示すような本発明の好ましい実施例において、閉鎖装置は、おしめ２０の前端縁
６０において隣接したウエスト閉鎖体を提供するためにウエスト閉鎖装置を追加的に有す
る。ウエスト閉鎖体は前端縁５６の幅の部分を固定する。さらに、おしめ２０が前方弾性
ウエスト部を有するとき、ウエスト閉鎖部材は、前方弾性ウエスト部を通って（すなわち
、一体のウエストキャップウエストバンドの弾性ウエスト部分を通って）動的に張力をつ
くり維持する。ウエスト閉鎖装置の一例が、１９９３年２月１９日にエイル等によって出
願され、特許になった「動的弾性ウエストバンドを提供する固定装置を有する吸収性物品
」と題された米国特許出願第０８／０２０，０９３号に示されている。
ウエスト閉鎖体は、前端縁５６の幅の一部、好ましくは、前方弾性ウエスト部の可撓性幅
の一部、好ましくは、一体のウエストキャップウエストバンド７０の弾性ウエスト部分を
固定する。（すなわち、ウエスト閉鎖体装置の第１と第２の取付部材は、弾性ウエストバ
ンドと弾性サイドパネル３０の位置関係を固定する）。弾性ウエストバンド部分と弾性サ
イドパネル３０との間の位置関係（すなわち、第１の取付部材４０の固定領域の間の幾何
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学的な関係）は、前端縁５６に隣接する周縁の寸法を規定し、前端縁５６は、主固定装置
によって形成された側方閉鎖体によって確立された円周方向の寸法から長手方向に間隔を
おいている。この間隔をおいて形成されたウエスト円周方向の寸法はおしめ２０の（前端
縁５６に隣接した）上端で必要な適合寸法をつくり、それを維持する。従って、本発明の
ウエスト閉鎖体装置は、おしめ２０の前端縁５６（上縁）で非伸長性の適合を維持するよ
うに、弾性ウエスト部（例えば、ウエストシールドまたは非伸長性のウエスト部）を使用
しないでおしめに使用する利点を有する。また固定は、前方の弾性ウエスト部で生じた最
初のプレテンションを向上するように前方の弾性ウエスト部と弾性サイドパネルとの間で
せん断力を転送する手段を提供する。
また、ウエスト閉鎖体は、前方弾性ウエスト部（すなわち、一体のウエストキャップウエ
ストバンド７０のウエストバンド部分７１）を通る張力ラインをつくりそれを維持する。
ウエスト閉鎖体は、最初に着けるときに弾性ウエストバンド部分が着用者のウエストにき
ちんと適合することができる弾性ウエスト部内で（側方にベクトル成分を有する）最初の
プレテンションのある部分に寄与する。使用中に弾性ウエストバンド部はウエスト閉鎖体
によってその中につくられたプレテンションのある部分を維持する。弾性ウエストバンド
部分はウエスト閉鎖体によってその中につくられたプレテンションのある部分を維持する
ので弾性ウエストバンド部は、使用中に着用者のウエストに対しておしめの適合をきちん
と支持するように着用者の動きに繰り返して弾性的に延び引き締めることができる。特に
、着用状態の間に、弾性ウエストバンド部は、着用者の動きに追随するために、張力がか
からない状態（すなわちプレテンションがゼロになる）まで収縮することができなければ
ならない。しかしながら、取付部材は係合したままであるから、プレテンションは着用者
がさらに動き動作によって弾性ウエストバンド部内に再び確立される。（これは、着用者
のさらに動的に収縮することができるようにプレテンションされない従来の弾性ウエスト
部と対照的である。）この最初のプレテンション及び張力の維持は、空隙を小さくし、前
方の弾性ウエスト部のさらによい適合を維持する。さらに、ウエスト閉鎖部によって形成
され維持されるよこ方向の張力は、弾性ウエスト部内に巻き上がりの発生を低減しそれに
対する回復力を生成する。従って、ウエスト閉鎖装置は、おしめの最初の動的な適合及び
収容特性を改良するために着用者のウエストの周りに閉鎖体を提供する。
第１図に示すように、ウエスト閉鎖装置は、少なくとも１つの好ましくは、一対の第１の
取付部材４０と、少なくとも１つの第２の取付部材４２とを有する。第１図に示すように
、第１の取付部材４０は、ウエスト閉鎖装置によって生じ維持される動的張力が使用中前
方弾性ウエスト部を通って延びるように、前方弾性ウエスト部、好ましくは、一体のウエ
ストキャップウエストバンド７０に長手方向に整合している。さらに、ウエスト閉鎖装置
の取付部材は、おしめと張力の２つの明確な領域のために間隔を置いて形成されたウエス
トの周縁寸法を形成するために、テープタブ及び第１の固定装置のランディング部材から
長手方向に間隔を置いている。主固定装置（第１の引っ張りライン）によって形成される
張力領域またはラインは、おしめを固定するが、ウエスト閉鎖装置によって動的に形成さ
れ維持された引っ張りラインまたは領域は、着用中に上方のウエスト閉鎖体を動的に維持
する。
ウエスト閉鎖体が形成されたときに取付部材によって少なくとも２つの固定領域が形成さ
れる。これら２つの固定領域は、固定領域の間に配置された前方弾性ウエスト部の全部ま
たは少なくとも一部だけ互いによこ方向に間隔を置いている。これらの固定領域のよこ方
向の間隔は、多数の方向によって達成することができる。例えば、固定領域の間のよこ方
向間隔は、よこ方向に互いに離れた一対の第１の取付部材と、第１の取付部材に調整可能
に位置決めを行うように第２の取付部材（例えば、第２の取付部材は比較的に広い）を有
するウエスト閉鎖装置を提供することによって固定することができる。この実施例におい
て、第１の取付部材のよこ方向の空隙が固定されるので、第１の取付部材の側方の空隙が
決定され、固定領域の空隙を設定する。他の実施例において、ウエスト閉鎖装置は、よこ
方向に互いに離れた一対の第２の取付部材と、第１の取付部材に調整可能に位置決めを行
う第１の取付部材（例えば、第１の取付部材は比較的に広い）を有する。この実施例にお
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いて、固定領域の側方空隙はおしめの全体の寸法、形状、着用者のウエストの寸法によっ
て決定される。なぜならば、その位置に第２の固定部材４２が係合し、第１の取付部材４
０が、前記サイドパネルと後方サイドパネルの重複に依存するからである。
固定領域の好ましい側方の空隙は、側方閉鎖が形成されるとき、ウエスト閉鎖体を受動的
に作動させ、腰の適合を改良しおしめの収容を改良する前方弾性ウエスト部に有効な伸長
量を提供しながら、回復できない巻き上げに対する前方弾性ウエスト部の傾向を小さくす
るように、着用者の腰に加えられる通常の力を維持するように設計される。弾性ウエスト
部の回復を行い、張力が加えられた前方弾性ウエストのフリッピングを最小にするために
、固定領域の側方の空隙は最小に維持されることが望ましい。しかしながら、前方弾性ウ
エスト部を最大に伸長するために、固定領域の側方の空隙は、最大になるように選択され
る。従って、固定領域の側方の空隙は、通常の力を維持する必要性と前方弾性ウエスト部
の有効な引っ張り量を提供する必要性とのバランスをとるために選択される。
第１図に示すおしめの実施例において、固定領域の間の側方の空隙（第１の取付部４０の
間）は、少なくとも約２５ｍｍである。さらに詳細には、側方の空隙は少なくとも約５０
ｍｍである。第１の取付部材の側方の空隙は、約１００ｍｍと約２００ｍｍとの間がさら
に好ましい。固定領域の側方の空隙は、前方のウエスト部が収縮した状態で固定領域の固
定部材の最内端ライン（すなわち、長手方向の中央線６７に最も近いライン）から他の固
定領域の固定部材の最内端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、側方の間隔は、第１の取付部材の一方の最内端縁部から
第１の取付部材の他方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。
各取付部材は、ウエスト閉鎖体、好ましくは、可変位置決め受動作動ウエスト閉鎖体を提
供するためにウエスト部材に係合する固定手段を有する。ここに使用するような、「可変
位置決め」閉鎖体は、使用者が多数の異なる位置で閉鎖体を形成することができるように
部材の少なくとも１つの位置が広範に変化することができる固定手段を言う。従って例え
ば、１つの部材は、おしめの固定位置を有する（例えば、第１の取付部材の間の側方の空
隙は前方弾性ウエスト部に予め張力を加え、ウエスト閉鎖体の受動作動を行うように固定
されている）が、他の部材は、固定された部材に対して取付位置を変えることができる。
これは、部材が特定の位置で毎回結合して閉鎖体（例えば、スナップ及びバックル）を形
成するように、所定の位置で固定すべき結合部材の双方を必要とする固定位置決め閉鎖体
と対称的である。またウエスト閉鎖装置は、受動的に作動するウエスト閉鎖体を提供する
。「受動的作動」とは第１の固定装置を使用して適当な最初の身体の脚の適合（サイド閉
鎖体）が達成された後、おしめの着用者によってほとんどまたは全く追加的な労力を必要
とすることなく機能的なウエスト閉鎖が行われることを言う。ウエスト閉鎖装置の受動作
動は、追加的な労力を必要とすることなく固定を行うように互いに係合するためだけでは
なく、前方弾性ウエスト部内に張力を形成しそれを維持する構成でおしめに配置される取
付部材を必要とする。
第１図に示すように、取付部材は好ましくは、機械的な閉鎖部材を有する。ここの使用す
るような用語の「機械的閉鎖部材」は可変位置決め閉鎖装置を提供するために互いに機械
的に結合する固定装置を言う。従って、機械的な閉鎖装置は、ＶＥＬＣＲＯまたは他のフ
ック及びループ固定材料のような機械的な係合装置によって可変位置決め閉鎖体を達成す
る公知の装置を有する。
第１の取付部材４０が機械的な閉鎖部材を有するとき、第２の取付部材４２は、同一の機
械的な補完的な閉鎖部材または「別の」補完的な機械的な閉鎖部材を有する。ここに使用
するような、用語の「同一」の補完的な機械的閉鎖部材とは、第１の部材と第２の部材の
係合部材が相互に結合される同じ構成及び構造を有する機械的な固定装置を定義するため
に使用される。このような装置の例は、１９８２年４月１６日にブロウン等に発行された
「固定具を形成するために使用される２つのストリップ材料」と題された米国特許第４，
３２２，８７５号に示されている。用語の「別の」補完的な機械的な閉鎖部材は、第１の
部材は第２の部材とは異なるが、フック固定材料及びループ固定材料のような係合可能な
機械的な固定装置を形成するために使用される。例えば、第２の固定部材は、ループ固定
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材料を有し、第１の固定材料はフック固定材料を有するか、またはその逆である機械的な
固定装置を定義するために使用される。ここで使用する用語の「フック固定材料」は係合
部材を有する材料を指定するために使用される。従って、フック固定材料は、おす型固定
具と称される。用語の「フック」はそれら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な閉鎖部材に係合するようになっている限り、係合装置は公知の形
状でよいと言う意味で非制限的な意味であることを理解しなければならない。
フック固定材料は、固定閉鎖体を提供するようにループ固定材料の繊維部材に機械的に係
合するようになっていることが好ましい。従って、本発明によるフック固定材料は、広範
な材料から形成される。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
これらの材料の組み合わせまたはこの技術分野で知られている他の材料を含む。適当なフ
ック固定材料は、ミネソタマイニング及び製造会社から市販されている商品名「ＳＣＯＴ
ＣＨＭＡＴＥ」ブランドＮｏ．ＦＪ３４０２のようなバッキングから突出している多数の
形状の係合装置を有する。別の案としては、この係合装置は、フック、Ｔ、マッシュルー
ム型またはこの技術分野でよく知られた他の形状を有する。フック固定材料の一例は、１
９８９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お
しめ」と題された米国特許第４，８４６，８１５号に示されている。
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
グの配列を有する。高温溶融接着剤、特にポリエステル及びポリアミド高温溶融接着剤は
、フック固定材料のプロングの形成に適している。プロングは変形グラビヤまたはスクリ
ーン印刷方法を使用して、別のユニットで基板に溶融状態の延伸材料を印刷し、切断する
前に熱可塑性材料の一部を引き伸ばすことができるように材料を切断し、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工程で製造することが好ましい。このようなフッ
ク固定材料を製造する方法及び装置を固定する好ましいフックは、１９９１年１０月２２
日にトーマス及びブランディに発行された「機械的固定プロング」と題された米国特許第
５，０５８，２４７号にさらに詳細に説明される。
ループ固定材料はフック固定材料の係合装置に係合する複数の繊維部材を提供する。ルー
プ材料は繊維部材、好ましくは、ループを提供するために広範な材料から製造される。こ
のような適当な材料は、ナイロン、ポリエステル、ポリプロピレン、これらの材料の組み
合わせ、またはこの技術分野で知られている他の材料を有する。適当なループ固定材料は
、ミネソタ州セントポールのミネソタマイニング及び製造会社から市販されている「ＳＣ
ＯＴＣＨＭＡＴＥ」ブランドのナイロン織物ループのようなバッキングから突出している
多数の繊維ループを有する。他の市販されているループ固定材料は、ノースカロライナ州
のグリーンズボロのジルフォードミルから市販されている「ジルフォードＮｏ１６１１０
」のような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
有するトリコットニット繊維を有する。廉価なループ固定材料及びこのようなループ固定
材料の例は、１９９１年に７月１６日にノエル及びスクリップに発行された「固定装置用
のループ固定材料及び固定材料を製造する方法と題された米国特許第５，０３２，１２２
号に示されている。また適当なループ固定材料は、織物または不織布か、またはこの技術
分野でよく知られている他のタイプの繊維材料またはループ材料である。ここにループ固
定材料として使用されるに適当な不織材料の例は、おしめ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する。好ましい実施例において、第２の取付部材４２はトッ
プシート２４の不織材料によって形成されるループ固定材料を有する。
取付部材は、接着剤取付層（接着材料層）を有する。本発明に有効な接着剤は大気温度で
わずかな圧力を適用することによって表面に接着する圧力感応接着剤が好ましい。接着剤
取付層としてここに使用するような特に好ましい接着剤は、この技術分野で知られている
高温溶融圧力感応接着剤である。高温圧力感応接着剤の例はウイスコンシン州のＥｌｍグ
ローブ社のフィンドリ接着剤によって市販されているようなタシフィア及び他の添加物を
備えている商品名９９０またはＨ－２０８５のクレートンベースの接着剤である。
さらに取付部材は接着剤と機械的な閉鎖部材の組み合わせを有する。例えば、固定部材は
、基部の一部またはフック固定材料のフックの一部上をコートする接着剤の層を有するフ
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ック固定部材またはフック固定材料に並置された接着剤固定層とを有する。機械的／接着
剤装置の組み合わせを有する例示的な固定具は、１９９０年８月７日にバトレルに発行さ
れた米国特許第４，９４６，５２７号に示されたような織物の固定表面を有する圧力感応
接着剤固定具である。
取付部材は、受動的に作動することができる種々の位置決め固定具を提供するために当業
者に知られている他の接着剤を有する。例えば、接着性ストリップまたは材料は、発泡剤
、クリープまたはラテックスゴム他の接着剤または高スタティックビニル材料のようなゴ
ムである。高スタティックビニル材料の分離した固定具は、１９９０年１２月２５日にマ
クローリン＆クレインスミスに発行された米国特許第４，９７９，６１３号に完全に説明
されている。取付部材は種々の位置決め及び受動作用を提供することが好ましいが、別の
実施例においては、取付部材は、固定位置または使用者の茶道部を有する。このような固
定具の例は、スナップ、フック及びアイ固定具、スタッド、ボタン等を含む。
取付部材は、おしめに結合された別の部材を有し、おしめの１つの他の部材と一体の部材
である。例えば、トップシート２４は材料（例えば不織ウエブ）から製造され、他の取付
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。さらにバックシート２
６はバトレルに付与された米国特許第４，９４６，５２７号に示されているような機械的
接着剤の組み合わせ（取付部材）を形成するためにバックシート表面の一部をコートする
接着剤の層によって織物のパターンを有するウエブから形成することができる。これらの
ケースにおいて、取付部材はおしめの他の部材と一体的である。別の案としておしめに接
続された別のストリップまたはパッチを有する。第１図に示す好ましい実施例において、
各第１の取付部材４０は、外面の部分を形成するようにバックシート２６に結合されたフ
ック固定材料の別に分かれたパッチを有し、第２の取付部材４２は第２のウエスト領域の
トップシート２４の一部から成る一体の部材である。
各第１の取付部材４０は、フック固定材料の約１９ｍｍのパッチによって（すなわち、長
手方向の中央ラインにほぼ垂直な）約１２ｍｍの広さを有する。第１の取付部材４０は、
約１７１ｍｍの側方の空隙を有するように配置されることが好ましい。また各第１の取付
部材４０は、前端縁５６から長手方向に間隔を置いている。もし、（おしめの前端縁５６
から第１の取付部材４０の最も接近した縁部まで測定した）第１の取付部材の長手方向の
空隙があまり小さすぎるならば、第１の取付部材は、おしめの上で高くなりすぎ、長手方
向の空隙があまり大きすぎるならば、第１の取付部材は、前方の弾性ウエスト部材の巻き
返しが生じるように低くなる。第１の取付部材は、前端縁５６から約３ｍｍ（１／８イン
チ）から約１５ｍｍ（５／８インチ）、好ましくは、約８ｍｍから約１０ｍｍ間隔を置い
ていることが好ましい。第１の固定部材４０に使用するフック固定材料はバッキングに形
成された熱可塑性プロングの配列を有する。各フック固定材料のプロングは、第１の張力
ラインに平行になるように第１の張力ラインにまたは前方弾性ウエスト部に最大の張力が
生じるように前方弾性ウエスト部の曲率または異なる伸長性に対応するよこ方向に対して
所定の角度で係合装置に向いていることが好ましい。ウエスト閉鎖装置は、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１つの第２の取付部材
４２を有する。
おしめ２０は、第１の取付部材４０に隣接して配置されている位置決めパッチ４４を有す
る。位置決めパッチ４４は、第１の取付部材４０が第２の取付部材４２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が（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第１の取付部材４０をＺ方向（厚さ）に高くする。従って、ウエス
ト閉鎖装置は、さらに有効に受動的に作動する。また位置決めパッチ４４は、可撓性前方
サイドパネル６２が第１の取付部材４０に折り曲げられる傾向を小さくする可撓性の剛性
を大きくする領域を提供し、おしめの適用中にフックが固定されることを防止する。従っ
て、位置決めパッチ４４は、第１の取付部材４０まで形成されたＺ方向を提供する部材を
有することができる。第１図に示すような位置決めパッチ４４は第１の取付部材４０に隣
接して配置された矩形の材料部分を有する。位置決めパッチ４４は、第１の取付部材４０
に直接隣接するように配置されるが、位置決めパッチ４４はトップシート２４とバックシ
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ート２６との間に配置されていることが好ましい。着用者のウエストの周りに可撓性を有
する剛性の周縁を提供するために、位置決めパッチの側縁が前方弾性ウエスト部を形成す
る材料の側縁に当接するか、わずかに重複することができる。位置決めパッチ４４は、弾
性フォームの３８ｍｍの幅と３２ｍｍの長さのパッチを有することが好ましい。さらに詳
細には、おしめの製造中に、位置決めパッチ４４は１つのおしめの弾性サイドパネル部材
８２を同じ材料から形成されており、隣接するおしめの位置決めパッチ４４は、おしめが
完成した後に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４４は、よこ
方向の中心線６６の内側に長手方向に向かっている前端縁５６から延びている。
本発明の好ましい実施例において、おしめ２０は、着用者の改良された身体の心地よさ、
適合を提供するために弾性の特徴部を有する。１つの実施例において、吸収コアによって
占められる領域の外側に位置されたおしめの収容組立体は、着用中に動く着用者の領域に
着用者の身体の膨張を可能にするように弾性的に伸長可能である。全体が弾性的な製品の
好ましい材料は、１９９１年７月１６日にフィランド及びアレンに発行された「改良され
た脚部カフを有する使い捨て吸収性物品」と題された米国特許第５，０３２，１２０号に
示されている材料である。材料は、好ましくは、不織布のような２つの外層の間に配置さ
れたウイスコンシン州ワウワウトサのフィンドレイ接着剤社で商品名１９８－３３８によ
って市販されている弾性高温溶融接着材の中心層を有する３層から成る。別の案として、
その材料は、以下に説明するようなゼロストレッチ層である。弾性収容組立体を提供する
経済性によって、おしめ２０は、着用者の外縁を収容するための特別な弾性的な特徴部を
備えている。特に、おしめ２０は、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とを備えている。
第２図に示すように、おしめ２０は、液体及び他の身体の排泄物の収容を改良し脚部に隣
接して着用者の動きに適合するように弾性脚カフ３２を有する。各弾性脚カフ３２は、い
くつかの異なる実施例を有する。（脚カフは、レグバンド、サイドフラップ、障壁カフま
たは弾性カフと称されることがある）１９７５年１月１４日にブエルに発行された「使い
捨ておしめの収縮可能なサイド部分」と題された米国特許第３，８６０，００３号は、弾
性脚カフ（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開口部を提供する使い捨ておしめを示している。１９９０
年３月２０日にアジズ及びブランディに発行された「弾性フラップを有する使い捨て吸収
性物品」と題される米国特許第４，９０９，８０３号は、脚領域の収容を改良するために
直立弾性フラップ（障壁カフ）を有する使い捨ておしめを示している。１９８７年９月２
２日にローソンに発行された「二重カフを有する吸収性物品」と題された米国特許第４，
６９５，２７８号は、ガスケットカフ及び障壁カフを含む二重のカフを有する使い捨てお
しめを示している。１９８７年１１月３日にブエル等に発行された「使い捨てウエスト収
容下着」と題された米国特許第４，７０４，１１５号は、下着内の自由液体を含むために
構成されたサイド縁部漏れガードを有する使い捨ておしめまたは失禁下着を示している。
１９９１年２月１６日にフリーランド及びアレンに発行された「改良されたレグカフを有
する使い捨て吸収性物品」と題された米国特許第５，０３２，１２０号は、改良された弾
性レグカフを有する使い捨ておしめを示している。これらの特許の各々は参照によりここ
に組み込まれている。各弾性脚カフ３２は、上述したレグバンド、ガスケットカフ、サイ
ドフラップ、障壁カフ、弾性カフと同様であるように構成されるが、各弾性脚カフ３２は
、上述した米国特許第４，９０９，８０３号に示したような障壁フラップ７７とスペーサ
弾性部材８０とを有する少なくとも１つの障壁カフ７６を有することが好ましい。好まし
い実施例において、弾性レグカフ３２は、米国特許第４，６９５，２７８号に示したよう
な障壁カフ７６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を有するガスケ
ットカフ７４を追加的に有する。特に好ましい実施例において、障壁カフは、後方ウエス
ト領域５２の障壁カフ７６の遠位縁７９が着用者の臀部の周りの適合及び収容を行うため
に近位縁７８の外側に配置されるように屈曲している。このような構成は１９９２年２月
１１日にシムに発行された「屈曲障壁カフを有する吸収性物品」と題された米国特許第５
，０８７，２５５号にさらに詳細に説明されており、この特許は参照によりここに組み込
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まれている。
第１０図は、本発明に使用されている弾性脚カフの他の実施例を示す。（第１０図は、図
面を簡単にするためにおしめの従来の形状を示す。）本発明は、着用者の脚のひだの小さ
い動きの領域内に適合するために、比較的に狭いクロッチ領域と吸収コアを必要とするの
で、障壁カフは、身体の排泄物を適切に収容する十分な高さを提供しながら、端縁に近い
クロッチ領域で互いによこ方向に間隔を置いていなければならない。従って、現在の障壁
カフの構成は、障壁カフの間のよこ方向間隔と障壁カフの高さで妥協することが設計者に
必要となる。本発明は、前方ウエスト領域と後方ウエスト領域との間の弾性ウエスト部に
隣接した領域の障壁カフをＺ形に折り曲げて取り付けることによってこの矛盾を解決する
。Ｚ形に折り曲げられた障壁カフは、前方において生殖器後方においてＢＭ収容のための
障壁カフの十分なよこ方向の空隙並びに脚のひだへの良好な適合及び身体の排泄物の収容
のためにクロッチ領域の十分な障壁カフの高さが可能になる。
第１０図に示すように、おしめ１０２０は、トップシート２４と、バックシート（図示せ
ず）と、吸収コア（図示せず）と、ガスケットカフ１０７４と障壁カフ１０７６とを有す
る弾性脚カフと、一体的なウエストキャップウエストバンド７０とを有する弾性ウエスト
部３４とを備えている。障壁カフ１０７６は、障壁フラップ７７と、スペース弾性部材８
０とを備え、長手方向に対向した端部１００と、近位縁７８と、遠位縁７９とを有する。
第１０図に示すように、遠位縁７９は、特におしめが収縮状態にあるとき、ウエスト領域
（端部１０００に隣接した）よりおしめのクロッチ領域によこ方向の間隔が接近している
。この構成は、端縁に隣接した領域の障壁フラップをＺ形に折り曲げることによって達成
される。
第１１図は、線１１－１１に沿って切った第１０図のおしめ１０２０の断面図である。第
１１図に示すように、おしめ１０２０は、トップシート２４と、バックシート２６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吸収コア２８と、障壁フラップ７
７とスペース弾性部材８０を備え近位縁７８、内面１００１、外面１００２を有する障壁
カフ１０７６と、一体的なウエストキャップ／ウエストバンド７０とを有する。近位縁７
８は、動的機械的結合のような近位取付部材（図示しない）によってトップシート２４に
直接取り付けられている。障壁フラップ７７は、第１部分１００４と第２部分１００６が
第１部分１００４の外面に第２部材１００６の外面が直接面するようによこ方向外方に折
り返される。第１部材１００４は、接着タックのような第１取付部材１００８によって第
２部材１００６に結合される。障壁フラップ７７は、第３の部分１０１０が第２の部分１
００６の内面に面するようによこ方向内側に折られる。第３の部分１０１０は接着タック
のような第２の取付部材１０１２によって第２の部分１００６に結合される。第３の部分
１０１０は接着スタックのような閉鎖部材１０１４によって一体のウエストキャップ／ウ
エストバンド７０に結合されることが好ましい。遠位縁７９は接着タックのような第２の
取付部材１０１６によってトップシート２４に結合される。
一体のウエストキャップ／ウエストバンド７０の側縁は、接着タックのようなサイド閉鎖
部材１０１８によってトップシート２４に結合される。従って、障壁フラップ７７、障壁
カフ１０７６は、おしめのウエスト領域の端部１０００に隣接した障壁カフの間のよこ方
向空隙をさらに大きくすることができる位置にＺ形に折り曲げられて取り付けられる。本
発明の種々の特徴に使用する構成及び材料の詳細は、１９８７年９月２２日にローソンに
発行された米国特許第４，６９５，２７８号、１９９０年７月３日にフォアマンに発行さ
れた米国特許第４３８，７５５号及び１９９１年７月４日にヒウケに発行された米国特許
第５，０２１，０５１号に示されている。その各々は参照によりここに組み込まれている
。
さらにおしめ２０は、適合と収容を改良する弾性ウエスト部を有する。各弾性ウエスト部
は吸収コアのウエスト縁部から長手方向の外側に延び、各端縁の少なくとも一部を形成す
る。従って、弾性ウエスト部は少なくとも吸収コアのウエスト縁部から収容組立体の端縁
まで延びているおしめの部分を有する。使い捨ておしめは、２つの弾性ウエスト部を有す
るように構成されており、一方が前方ウエスト領域５０（前方弾性ウエスト部）に配置さ
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れ、一方が後方ウエスト領域５２（後方弾性ウエスト部）に配置されている。本発明の吸
収性物品は、トレーニングパンツのような着用者を包囲する１つの弾性ウエスト部で構成
することができるが、弾性ウエスト部に関する議論は一対の弾性ウエストを有する吸収性
物品に焦点が当てられる。さらに、各弾性ウエスト部またはその構成部材は、収容組立体
に固定された分離部材を有するが、好ましい実施例において双方の弾性ウエスト部は、バ
ックシート２６またはトップシート２４のような収容組立体２２の他の部材の延長部とし
て構成され、好ましくはバックシート２６またはトップシート２４の双方の延長部として
構成される。
第２図及び第３図に示すような本発明の実施例において、各弾性ウエスト部材３４は、１
９９１年７月２５日にロバートソンに発行された「一体のウエストキャップを有する吸収
コア」と題された米国特許第５，０２６，３６４号に示されたような一体のウエストキャ
ップウアエストバンド７０に示されており、ここに参照により組み込まれている。一体の
ウエストキャップウエストバンド７０は、腰の周りでの間隙の形成並びに漏れの制御を避
けるために身体に密着して吸収コアを保持する補助となる。材料の１つ（一体）の部分は
、弾性ウエストバンドとしてウエストキャップ（障壁ウエストカフ）としての双方の機能
を果たす。材料の一体の片は、一体のウエストキャップ／ウエストバンドとして称される
。一体のウエストキャップ／ウエストバンド７０は２つの機能がある。それは着用者の腰
の周りにおしめの適合を向上するための弾性ウエストバンドを提供し、おしめ（ウエスト
キャップ）内に身体の排泄物を閉塞し、収容し、それを保持する溝を形成するようにおし
めの液体受容面から間隔を置いた障壁ウエストカフを提供する。一体のウエストキャップ
／ウエストバンド７０は弾性材料または当業者に知られている弾性性材料を有する材料か
ら形成される。好ましくは、ウエストキャップ／ウエストバンド７０は弾性フィルム及び
カバーストック層を有する弾性フィルム積層であり、さらに好ましくは、第１のカバース
トック層、第２のカバーストック層、第１のカバー層と第２のカバーストック層との間に
配置された弾性フィルムの積層である。３つの材料は当業者によって公知の方法で積層さ
れる。一体のウエストキャップ／ウエストバンド７０は、収容組立体２２、好ましくは、
トップシート２４に直接取り付けられて、収容組立体２２の内面４８の一部を形成する。
一体のウエストキャップ／ウエストバンド７０は、弾性的に収縮可能な状態で固定するこ
とによって収容組立体２２に作動的に結合される。
前方弾性ウエスト部と後方弾性ウエスト部は、弾性ウエスト部を通って伝達される力が以
下に説明するように着用者の身体に所定の角度のラインに沿うように弧状である。従って
、前方弾性ウエスト部は着用者のおなかの自然の曲率に合致する張力ラインを確立し、着
用者の周りに心地よく適合させるためにほぼ弧状の凹形を有する。後方のウエスト部は、
背中の腰椎の曲率におしめを適合させるように、張力を張力の連続した第１のラインを形
成するように着用者のおなかのひだに向かって下方に向けることができるようにほぼ弧状
の凸形を有する。弾性ウエスト部のこれらの形状によって、各弾性ウエスト部は、よこ方
向に引っ張られたときに長手方向の軸線に沿って異なる伸長性を有する。異なる伸長性は
、長手方向の軸線に沿って他の部分より大きくよこ方向にその部分を拡張することができ
る。この異なる伸長性は、着用者が移動するとき、座るとき、立ったとき、着用者の胃と
共に拡張し移動することができるように、並びに前方弾性ウエスト部を異なる形状に張力
を向けるように柔軟な前方弾性ウエスト部を提供する。
他の実施例において、弾性ウエスト部の双方または一方は、トップシートの一部、バック
シートの一部、及びトップシートとバックシートとの間に配置された弾性部材を備えた弾
性ウエストバンドを有する。弾性部材は、それが配置される特定の端縁の形状に合致する
弧状に配置された弾性材料のストリップを有する。従って湾曲した弾性ウエスト部によっ
て発生する力は着用者にウエストバンドがさらによく接触するようにまた巻き返しが少な
く維持されるように作用する長手方向のベクトル成分を有する。
本発明に使用可能な他の弾性ウエスト部の例は、第３Ａ図に示す弾性ウエスト部３３４で
あり、１９９２年９月２９日にブエル、クレア＆ファルコンに発行された「予備配置され
た弾性可撓性ヒンジを有する動的弾性ウエスト部を有する吸収性物品」と題された米国特
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許第５，１５１，０９２号に示されている。弾性ウエスト部３３４は弾性ウエストバンド
と、弾性ウエストバンドと収容組立体とを接続する可撓性領域とを有する必要があるが、
弾性ウエスト部３３４は、相互接続パネル領域３００と、吸収コア２８のウエスト縁部３
８４に隣接する収容組立体２２と相互接続パネル領域３００とを相互に接続する第１の可
撓性ヒンジ領域３０２と、弾性ウエストバンド３０４と相互接続パネル領域３００を結合
する第２の可撓性ヒンジ領域３０６とを有する。相互接続パネル領域３００は、弾性ウエ
ストバンド３０４と吸収コア２８との間の連結を提供する。弾性ウエストバンド３０４は
、形成領域を収斂し、着用者に接触する部材を提供し、着用者に動的に適合して適合を改
良するようによこ方向のベクトル成分を有する方向に弾性的に伸長可能である。弾性ウエ
ストバンド３０４は、成形パネル領域３０８と、ウエストラインパネル領域３１０と、成
形パネル領域３０８とウエストラインパネル領域３１２を接続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３１２とを有する。
第３Ａ図に示すように、米国特許第５，１５１，０９２号に説明された弾性ウエスト部材
の１つの実施例において、弾性ウエスト部３３４は、トップシート２４とバックシート２
６の双方の一部を有する相互接続パネル領域３００、すなわち相互接続パネル領域３００
からの吸収コア２８がないことまたは弾性ウエストバンド３０４の弾性部材及び可撓性部
材のないことによって構造的な不連続性から形成された第１の可撓性ヒンジ領域３０２と
第２の可撓性ヒンジ領域３０６とを有する。弾性ウエストバンド３０４は、多数の異なっ
た形状に構成されるが、好ましくは、トップシート２４とバックシート２６との一部及び
エラストマチック部材３１４及び弾性部材３１６を有し、バックシートのこの部分は所望
ならば、機械的に予備張力をかけることができる。特に好ましい実施例において、エラス
トマー部材３１４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
ましく、弾性部材３１６は、バックシート２６とエラストマー部材３１４との間に配置さ
れる事が好ましい。ウエストバンド可撓性ヒンジ領域３１０は、弾性ウエストバンド３０
４が、結合部が少ないパターンの領域に沿ってさらに容易に可撓的に曲がる傾向があるよ
うに成形パネル領域３０８とウエストラインパネル領域３１２とに間の結合部パターンの
構造的な非連続性によって形成される。
他の実施例において、弾性ウエスト部は収容組立体に可撓結合された比較的高い縁部圧縮
剛性を有する相互接続パネル領域と、相互接続パネル領域に可撓結合された「伸長性おな
かパネル」弾性ウエストバンドと、相互接続パネル領域と収容組立体とを可撓接続する第
１の可撓性領域と、弾性ウエストバンドと相互接続領域を可撓接続する第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、好ましくは、「伸長性おなかパネル」を形成
するために深い「６角形」の形状が好ましい。弾性ウエストバンドは、動きの小さい領域
のおなかの下に第１の側方閉鎖体が形成されるように長い（長手方向の寸法）。ウエスト
バンドのこの形状は、端縁に隣接する弾性ウエストバンドが端縁からさらに離れた隣接部
分よりさらに伸長性を有するよう着用者の胃と共に移動し拡張し並びに異なる双方の伸長
性を有するウエストバンドを形成する。弾性ウエストバンドは、バックシートの一部と、
トップシートの一部と、トップシートとバックシートとの間に配置されたエラストマー部
材と、バックシートとエラストマー部材との間に配置された弾性部材によって形成される
ことが好ましい。エラストマー部材はエラストマーフォームまたはエラストマーフィルム
（または伸長層）を有するが、弾性部材は不織布層を有することが好ましい。弾性ウエス
トバンドは、弾性ウエストバンドがおしめの元の平坦な状態を越えて延びることができる
ように伸長層を有することが好ましい。このストレッチ層、好ましくは、機械的に伸長さ
れた予め張力を加えられたウエストバンドは、第１の閉鎖装置によって形成されたおしめ
の周縁の寸法を越え、端縁の最初の寸法を越えて（おしめ自身の平坦な状態を越え）弾性
ウエストバンドが伸長することができるようにする。すなわち、弾性ウエストバンドは、
着用者の胃の動きに従うように（最初におしめを形成する材料の寸法を越えて）側方の閉
鎖体の固定寸法の周縁の寸法を越えて壁を拡張することができる。また伸長層は、異なる
伸長を行うように、長手方向に対して所定の角度で伸長層を機械的に伸長することによっ
て作動することができる。またこの伸長は弾性ウエストを「ウインドウ加工」することに
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よって行われ、向上することができる。弾性ウエストバンドは、伸長力が約４００グラム
ｓｆ以下、好ましくは、３５０グラムｓｆ以下、さらに好ましくは、約２５ｍｍ（１イン
チ）及び約５０ｍｍ（２インチ）さらに好ましくは、約２５ｍｍ（１インチ）と約７６ｍ
ｍ（３インチ）の間の伸長において約３００グラムｓｆ以下である力／伸長特性を有する
ように構成される。
さらに、おしめ２０は、後方ウエスト領域５２に配置された弾性サイドパネルを有する。
（ここに使用する用語の「配置」は、おしめの他の部材を有する一体の構造としてまたは
他の部材に結合された別の部材としておしめの部材が特定の場所に形成され（結合され位
置決めされる）ことを意味する。弾性サイドパネルはおしめの側方を伸縮することができ
るから、弾性サイドパネルは、おしめに排泄物が負荷されたとき、最初のおしめを着用者
に心地よく適合し、着用時間にわたってこの適合を維持することによって、さらに快適な
適合を行う弾性的に伸長可能な特性を行う。さらに弾性サイドパネルは、着用力（張力）
を形成し維持し、閉鎖装置によって形成され維持された張力を向上して着用者におしめを
維持し適合を向上させる。弾性サイドパネルは、固定装置によって形成された傾斜した張
力ラインを維持する際の補助となり、動的な動きがある着用者の臀部におしめを心地よく
適合することができ、前方弾性ウエスト部を最初に予め張力を加える際の補助となり、弾
性パネルが収縮するとき、張力が弾性サイドパネルからウエスト閉鎖装置を通って前方弾
性ウエスト部に伝達されるように着用者が弾性サイドパネルを引っ張る。さらに、弾性サ
イドパネルは、適用中（非対照的に）に他とは異なる弾性サイドパネルを引っ張る場合で
も、おしめは着用中に自己調整するのでさらに有効なおしめを提供する。本発明のおしめ
２０は、後方ウエスト領域５２に配置された弾性サイドパネル３０を有することが好まし
いが、別の案としては、おしめ２０は、前方ウエスト領域５０または前方領域５０及び後
方ウエスト領域５２の双方に弾性サイドパネルを備えていてもよい。
弾性サイドパネル３０は、多数の形状で構成される。例えば、弾性サイドパネル３０は、
収容組立体２２に結合された別々に弾性的に伸長可能な材料を有し、収容組立体と弾性サ
イドパネルを作動的に結合させることによって形成された一体のストレッチ積層である。
本発明によって使用される弾性サイドパネルを有するおしめの例は、１９８９年８月１５
日にウッド等に発行された「耳部を有する使い捨ておしめ」と題された米国特許第４，８
５７，０６７号、１９８３年５月３日にシャハラ等に発行された米国特許第４，３８１，
７８１号、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４，９３８，７
５３号及び１９９２年９月２９日にブエルに発行された前述した米国特許第５，１５１，
０９２号に示されており、参照によりここに組み込まれている。
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は、後方サイドパネル６４
における収容組立体２２（好ましくは、トップシート２４とバックシート２６との間）に
結合された弾性サイドパネル部材８２を有する。弾性サイドパネル部材８２は、張力がか
からない状態でラミネート層に結合される。ラミネート層は、非弾性部材（トップシート
２４とバックシート２６）を永久的に延伸するために十分な機械的な引っ張りを受け、ほ
ぼ非伸長状態に戻ることができる。好ましい弾性サイドパネル３０は、米国特許第５，１
５１，０９２号に説明するように「ゼロストレイン」ストレッチ積層を有する。ここの使
用する「ゼロストレイン」ストレッチ積層は、少なくとも２層の材料からなる積層を言い
、この材料は、ほぼ張力のない（ゼロストレイン）状態でこれらの共通に延びる表面の少
なくとも一部に沿って互いに固定され、積層の一方は、伸長可能で弾性的であり（すなわ
ち、引っ張り力が開放された後、張力がかけられない状態にほぼ戻る）材料と、引っ張ら
れたときに少なくともある程度永久的に延伸され、張力が開放されたとき、最初の変形さ
れない形状に完全には戻らないように伸長可能である（弾性的である必要はない）第２の
層とを有する。（別の案として、弾性サイドパネルは、引っ張られた状態で弾性部材を非
弾性部材に作動的に結合させることによって形成される予め張力が加えられたストレッチ
積層を有し、それによって生じる層に機械的な引っ張りを与える。）ゼロストレインスト
レッチ積層及び予め張力が加えられたストレッチ積層の好ましい例は、上述した米国特許
第５，１５１，０９２号に示されている。
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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
レイン積層を製造する好ましい方法及び装置は、部材を機械的に引っ張るために噛み合う
コルゲートロールを使用する。おしめの部分を機械的に引っ張る適当な装置及び方法の議
論は、１９９２年１２月１日にウエーバ等に発行された「弾性を付与するためにゼロスト
レインストレッチ積層ウエブを次第に伸長する方法」と題された米国特許第５，１６７，
８９７号、１９９２年１０月２０日にブエル等に発行された「可変程度の弾性を付与する
ために非一様に次第にゼロストレインストレッチ薄層ウエブを引っ張る方法」と題された
米国特許第５，１５６，７９３号に示されており、これらが参照によってここに組み込ま
れている。
本発明の好ましい実施例において、弾性サイドパネル３０は、ストレッチ積層がよこ方向
に対して所定の角度で伸長可能なように機械的に引き伸ばされる（すなわち、弾性サイド
パネルは、長手方向にベクトル成分を有する方向に弾性的に伸長可能である。）好ましく
は、弾性サイドパネル３０は、おしめのよこ方向に対して約５°乃至約６０°、好ましく
は、約５°乃至約３０°、さらに好ましくは、約１０°乃至約２５°最も好ましくは、約
２０°の角度で引っ張られる。この傾斜した作動は、弾性サイドパネル３０が本体に対し
て所定の角度の力を形成し張力の傾斜ラインの形成を向上させる。この傾斜した作動は、
身体に対する所定の角度のラインで弾性的な伸長性を生じるように機械方向に適当な角度
でかみ合うコルゲートロールの波形を向けることによって行われる。ストレッチ積層の傾
斜角度のさらなる説明は米国特許第５，１５６，７９３号参照。）
弾性サイドパネル部材８２は、多数の異なる寸法形状、材料をとる。例えば、弾性サイド
パネルは、各サイドパネルに作動的に結合された１つまたは複数の弾性サイドパネル部材
から形成することができる。弾性サイドパネル部材は変化する幅及び長さを有する。弾性
サイドパネル部材は、エラストマー材料の比較的狭いストランドまたはエラストマーパッ
チの大きな面積を有する。弾性サイドパネル部材（特にゼロストレインストレッチ積層）
として使用するのに適した１つのエラストマー材料は、少なくとも約４００％の破壊伸び
と、それ自身のストレイン長の５０％の伸長でサンプル幅の約２００グラム／インチの伸
長力を有するエラストマーフォームである。弾性サイドパネル部材として使用される他の
適当なエラストマー材料は、「生の」合成天然ゴム、他の合成または天然ゴムフォーム、
（熱収縮性の弾性フィルムを含む）エラストマーフィルム、エラストマースクライム、エ
ラストマー織物または不織布、エラストマー積層等のようなエラストマー複合体を含む。
弾性サイドパネル部材８２は、第１図に示すように、後方サイドパネル５６の全長を通っ
て長手方向に伸びており、弾性サイドパネル部材８２は、延長パネル１４６を形成するよ
うに後方サイドパネル５６の長手方向の長さの一部のみを通って伸びることが好ましい弾
性材料のパッチを有する。第１図に示すように、延長パネル１４６は、少なくともある程
度伸長可能なように機械的に引っ張ることができる（すなわち、延長パネルを製造する材
料は張力が加えられるか永久的に延伸される）。延長パネルは、弾性サイドパネルが延ば
されるとき、皮膚の刺激または脚に赤い跡をつけることがある着用者の脚の領域近傍に過
剰な引っ張り力を発生することなく、後方サイドパネル５６のこの部分を有効に引き伸ば
すことができる。（延長パネルがない場合、張力が後方サイドパネルを通るラインに沿っ
て集中され、弾性パネルが伸長するとき、着用者の皮膚の跡を付け、こする）。延長パネ
ルを引っ張る多数の方法があるが、延長パネルは、弾性サイドパネルに予備形成された機
械的な効力と同じ方法で同じ時間引っ張られる。（別の案として、延長パネルは、脚に沿
って応力を開放するように弾性サイドパネルから異なる角度で、弾性サイドパネルの機械
的な引っ張り方向に直角に引っ張ることができる）。多数の異なる材料で延長パネルを形
成することができるが、好ましい実施例において、延長パネルは後方サイドパネルのトッ
プシート及びバックシートの部分から形成する。
第１４図に示す本発明の他の実施例において、弾性サイドパネル部材１４８２は、後方サ
イドパネル５６の全長を通って伸びている。弾性サイドパネル部材１４８２はウエスト（
第１４図の上部矢印）と脚（第１４図の底部矢印）の方向にに向かう延長部を形成するた
めに２つの異なる方向に機械的に引っ張られることが好ましい。従って、弾性サイドパネ
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ル部材１４８２の第１の部分１４００は、弾性サイドパネル３０を形成し、第２の部分１
４０２は弾性脚カフ１４３２の部分を形成する。異なる伸長性の領域の間の境界が第１４
図に示すように弾性サイドパネルに沿っていずれかに配置されるが、テープタブの位置は
、引っ張りラインがテープタブによって作動されるように異なる伸長性の領域の間の境界
を決定することが好ましい。弾性サイドパネル部材の第１の部分は、傾斜した張力が形成
されるように弾性サイドパネルに関してここに説明された角度で作動することが好ましい
。弾性サイドパネル部材の第２の部分は、所定の角度で、好ましくは、第１の部分の作動
ラインに直角な第１の部分の作動ラインに対して作動し、その結果、弾性サイドパネル部
材は、収容組立体の長手方向の縁部に沿って弾性的に伸びることができる弾性太股パネル
を形成する。弾性太股パネルは脚の周りの領域の適合及び収容を向上する。弾性太股パネ
ルを有するおしめの詳細な説明は、１９９２年９月２５日にクレア等によって出願された
「弾性太股パネルを有動的弾性脚部を有する吸収性物品」と題された米国特許第０７／９
５１，６０８号に含まれている。
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８２は、トップシート２４とバ
ックシート２６の双方に接着剤を使用してほぼ連続的に結合される。接着剤アプリケータ
は、ほぼ一様で連続した接着剤層をバックシート２６及びまたはトップシート２４及び張
力がかかっていない弾性サイドパネル部材８２が配置されている領域に適用するために使
用される。特に好ましい実施例において、選択される接着剤は伸長可能であり、接着剤ア
プリケータはジョージア州のゲンスビルのＪ＆Ｍ研究所から市販されているモデルＮｏ．
ＧＭ－５０－２－１－ＧＨのようなメルトブローアプリケーティング装置を有する。別の
案として、弾性サイドパネル部材８２及びおしめ２０のゼロストレイン部分を有する他の
部品は、非加熱接着剤、加熱結合、圧力結合、超音波結合、動的機械的結合、またはこの
技術分野で公知の他の方法によって間断的にまたは連続的に結合される。
おしめ２０は、着用者の背中の下に後方ウエスト領域５２を配置し、前方ウエスト領域５
０が着用者の前方にわたって配置されるように着用者の脚の間でおしめののこりの部分を
引くことによって着用者に適用することが好ましい。テープタブ３６の１つのタブ部分１
２４は、ついで解放部分１４０から解放される。テープタブ３６の第１の固定部分３７は
、張力ラインがよこ方向に対して所定の角度で着用者の周りに形成するために側方閉鎖体
に影響されるようにランディング部材３８の第２の固定部分３９に固定される。他のテー
プタブが同様の方法で固定される。弾性サイドパネル３０及び後方弾性ウエスト部は、着
用者の寸法及び形状に適用するようにこの作動中に張力で伸長される。本発明の好ましい
実施例において、側方の閉鎖体が形成されるとき、ウエスト閉鎖体は自動的に形成される
（すなわち、ウエスト閉鎖体は、受動的に作動する）。ウエスト閉鎖体は、第２の取付部
分４２と第１の取付部分４０の係合によって形成される。ウエスト閉鎖体の形成によって
、前方弾性ウエスト部は、適合及びここに説明した収容利点を提供するために予め張力を
かけられる。従って吸収コアは、着用者の小さい動きの領域に配置され、おしめは弾性の
サイドパネル、第１の固定装置を通して弾性ウエスト部を通して形成された傾斜張力ライ
ンによって極限の支持可能な着用位置に固定される。第１の張力ラインは、おなかのひだ
の下に吸収コアを固定する。小さい動きの外側のおしめの部分は、巻き返し、さがり、間
隙の形成を防止するために前方弾性ウエスト部が着用者の寸法の変化に適合するために弾
性的で伸長可能で柔軟である。従って、おしめは最初の適合位置に残り、使用中に着用者
からずり下がらず、間隙を形成せず、スリップ、スライドしない。
第９図は、本発明の使い捨て吸収性物品の他の実施例を示す。第９図の使い捨て吸収性物
品は、着用者が閉鎖装置に固定されることなく身体上でパンツを引くことができるように
閉鎖サイドシーム９００を有するパンツタイプの下着（トレーニングパンツ９２０）であ
ることが好ましい。（別の案として、吸収コアはサイドシームではなく、ここに説明した
ような閉鎖装置を有することができる。）トレーニングパンツ９２０はトレーニングパン
ツまたはおしめのように使用することができる。トレーニングパンツ９２０は第１の外側
カバー層９２４と、第２の外側カバー層９２６と、サイドシーム９００と、弾性脚カフ９
３２と、弾性ウエスト部９３４と、吸収コア９２８とを有する収容組立体９２２を有する
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。
吸収組立体９２２は、パンティまたはトレーニングパンツとして通常着用するタイプの通
常の下着の形状を有する。収容組立体９２２はトレーニングパンツ９２０の全体の弾性を
提供するために弾性的に伸長可能な織物または不織布を有することが好ましい。収容組立
体９２２の本体は、弾性不織布及び弾性材料の積層及び機械的に引き伸ばされまたは伸長
可能な不織布を含む当業者に知られている多数の異なる材料を有する。弾性体は脚及びウ
エストの開口部の周りに固定され、トレーニングパンツを所定の位置に固定する弾性脚カ
フ９３２及び弾性ウエスト部９３４を形成する。
吸収コア９２８は、第５図または第７Ａ図、第７Ｂ図、第７Ｃ図、第７Ｄ図に示すような
本発明の吸収コアである。吸収コア９３８は、動きの小さい領域内で適合し、トレーニン
グパンツ９２０の全体の弾性によって動きの小さい領域に固定される。吸収コア９２８は
、第１の外側カバー層９２４と第２の外側カバー層９２６との間に配置されるか、または
吸収コア２８は、トップシート、吸収コア及びバックシートを有する別の吸収組立体とし
て形成され、吸収組立体は、第１の外側カバー層９２４にトレーニングパンツに固定され
ている。トレーニングパンツの１つの例は、参照によりここに組み込まれている１９９１
年１１月２１日にハッセ等によって出願された「使い捨て弾性トレーニングパンツとその
製造方法」と題された米国特許第０７／７９５，５６０号にさらに完全に示されている。
可撓性曲げテスト
可撓性曲げテストは、１９９２年９月２９日にブエル、クレア＆ファルコンに発行された
米国特許第５，１５１，０９２号に説明された可撓性曲げテストと同様である。可撓性曲
げテスト及びここに使用される装置を説明する米国特許第５，１５１，０９２号の仕様部
分は、参照によりここに組み込まれている。
試験されるサンプルはおしめに配置されるテープタブからとられる（例えば、タブ部分１
２４をテストしようとするとき、材料は、その上に第１の固定部分を有する）。サンプル
は、最小１６ｍｍの長さ（長手方向）、好ましくは、２５ｍｍまたは利用可能であればそ
れ以上の長さ、及び５０ｍｍの幅（横方向）を有する。サンプルを支持ロッドの中央に置
く。
各サイクル毎に４ｍｍ及び５ｍｍの偏向力が伸長力曲線（上方の曲線）で決定される。伸
長偏向力は１つのサイクルの伸長偏向力を計算するために平均される。各サンプル毎の双
方のサイクル伸長力の平均は、サンプル伸長力偏向力を決定する。材料の曲げ可撓性伸長
力は、１０個のサンプルのサンプル伸長偏向力の値の平均である。
本発明の特定の実施例を図示して説明したが、本発明の精神及び範囲から逸脱することな
く、変形及び偏向を行うことができることが当業者には明らかである。従って、本発明の
範囲内にあるこのような変更及び変形は請求の範囲でカバーする。
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