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(57)【要約】
　２つ以上又は３つ以上の異なるサイズの吸収性物品を
含むパッケージの配列であって、前記配列は、第１のサ
イズ、第２のサイズ、及び第３のサイズを有する第１の
吸収性物品、第２の吸収性物品、及び第３の吸収性物品
を含む第１のパッケージ、第２のパッケージ、及び第３
のパッケージを含む。前記第１のパッケージ、前記第２
のパッケージ、及び前記第３のパッケージの配列の脚部
フープ弾性率は約６．５Ｎ～約１５Ｎであってもよく、
並びに、前記第１のパッケージ、前記第２のパッケージ
、及び前記第３のパッケージは同じブランド及びサブブ
ランドを含むことができる。更に、前記第１の吸収性物
品、前記第２の吸収性物品、前記第３の吸収性物品のう
ちの少なくとも２つが、同一の又は実質的に同一のシャ
ーシを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３つ以上の異なるサイズの吸収性物品を含むパッケージの配列であって、前記配列が、
　第１のサイズを有する第１の吸収性物品を含む第１のパッケージと、
　第２のサイズを有する第２の吸収性物品を含む第２のパッケージと、
　第３のサイズを有する第３の吸収性物品を含む第３のパッケージと、を含み、
　前記第１のパッケージ、前記第２のパッケージ、及び前記第３のパッケージの配列の脚
部フープ弾性率が約６．５Ｎ～約１５Ｎであり、
　前記第１のパッケージ、前記第２のパッケージ、及び前記第３のパッケージの前記第１
の吸収性物品、前記第２の吸収性物品、及び前記第３の吸収性物品のうちの少なくとも２
つが実質的に同一のシャーシを含む、パッケージの配列。
【請求項２】
　２つの異なるサイズの吸収性物品からなるパッケージの配列であって、前記配列が、
　第１のサイズを有する第１の吸収性物品を含む第１のパッケージと、
　第２のサイズを有する第２の吸収性物品を含む第２のパッケージと、を含み、
　前記第１のパッケージ及び前記第２のパッケージの配列の脚部フープ弾性率が約３Ｎ～
約６Ｎであり、
　前記第１のパッケージ及び前記第２のパッケージの前記第１の吸収性物品及び前記第２
の吸収性物品が、トップシート、バックシートフィルム、バックシート不織布、及びコア
超吸収性ポリマーのうちの１つ以上の同一の化学組成物を含む、パッケージの配列。
【請求項３】
　３つ以上の異なるサイズの吸収性物品を含むパッケージの配列であって、前記配列が、
　第１のサイズを有する第１の吸収性物品を含む第１のパッケージと、
　第２のサイズを有する第２の吸収性物品を含む第２のパッケージと、
　第３のサイズを有する第３の吸収性物品を含む第３のパッケージと、を含み、
　前記第１のパッケージ、前記第２のパッケージ、及び前記第３のパッケージの配列の脚
部フープ弾性率が約７．５Ｎ～約１４Ｎであり、
　前記第１のパッケージ、前記第２のパッケージ、及び前記第３のパッケージの前記第１
の吸収性物品、前記第２の吸収性物品、及び前記第３の吸収性物品が、トップシート、バ
ックシートフィルム、バックシート不織布、コア超吸収性ポリマー、コアパルプ、及び脚
部カフ不織布のうちの１つ以上の同じ坪量を含む、パッケージの配列。
【請求項４】
　３つ以上の異なるサイズの吸収性物品を含むパッケージの配列であって、前記配列が、
　第１のサイズを有する第１の吸収性物品を含む第１のパッケージと、
　第２のサイズを有する第２の吸収性物品を含む第２のパッケージと、
　第３のサイズを有する第３の吸収性物品を含む第３のパッケージと、を含み、
　前記第１のパッケージ、前記第２のパッケージ、及び前記第３のパッケージの配列の脚
部フープ弾性率が約７．５Ｎ～約１４Ｎであり、
　前記第１の吸収性物品の弛緩した脚部開口部が約３０ｃｍ～約７０ｃｍであり、
　前記第２の吸収性物品の弛緩した脚部開口部が約４０ｃｍ～約８０ｃｍであり、
　前記第３の吸収性物品の弛緩した脚部開口部が約５０ｃｍ～約９０ｃｍであり、
　前記第１のパッケージ、前記第２のパッケージ、及び前記第３のパッケージの前記第１
の吸収性物品、前記第２の吸収性物品、及び前記第３の吸収性物品のうちの少なくとも２
つが、横方向中心線でのコア幅、前側又は後側コア端部の一方でのコア幅、左外側カフの
遠位縁部から右外側カフの遠位縁部までの距離、左内側カフの遠位縁部から左外側カフの
遠位縁部までの距離、左内側カフの近位縁部から右内側カフの近位縁部までの距離、左内
側カフの近位縁部から左外側カフの遠位縁部までの距離、のうちの１つ以上の同一の寸法
を含む、パッケージの配列。
【請求項５】
　前記パッケージのうちの少なくとも１つが、約２Ｎ～約７Ｎの脚部フープ弾性率を有す
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る、請求項１～４のいずれか一項に記載のパッケージの配列。
【請求項６】
　前記パッケージのうちの少なくとも１つが、約３Ｎ～約７Ｎの脚部フープ弾性率を有す
る、請求項１～４のいずれか一項に記載のパッケージの配列。
【請求項７】
　前記パッケージのうちの少なくとも１つが、約４Ｎ～約７Ｎの脚部フープ弾性率を有す
る、請求項１～４のいずれか一項に記載のパッケージの配列。
【請求項８】
　前記パッケージのうちの少なくとも１つが、約４Ｎ～約６Ｎの脚部フープ弾性率を有す
る、請求項１～４のいずれか一項に記載のパッケージの配列。
【請求項９】
　前記パッケージのうちの少なくとも２つが、約４Ｎ～約７Ｎの脚部フープ弾性率を有す
る、請求項１、３及び４のいずれか一項に記載のパッケージの配列。
【請求項１０】
　前記吸収性物品のそれぞれが一対の恒久的なサイドシームを含む、請求項１～９のいず
れか一項に記載のパッケージの配列。
【請求項１１】
　前記吸収性物品のそれぞれが一対の再締結可能なサイドシームを含む、請求項１～１０
のいずれか一項に記載のパッケージの配列。
【請求項１２】
　前記再締結可能なサイドシームがフック及びループによって形成されている、請求項１
１に記載のパッケージの配列。
【請求項１３】
　前記第１の吸収性物品が前記腰部領域にストランドを含み、前記第２の吸収性物品が前
記腰部領域にエラストマーフィルムを含む、請求項１～１２のいずれか一項に記載のパッ
ケージの配列。
【請求項１４】
　前記第１の吸収性物品が前記腰部領域にストランドを含み、前記第２の吸収性物品が前
記腰部領域にエラストマーフィルムを含む、請求項１に記載の吸収性物品の配列。
【請求項１５】
　前記第１の物品及び前記第２の物品が３Ｎ超の脚部フープ弾性率値を別々に有する、請
求項１～１４のいずれか一項に記載のパッケージの配列。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、広範囲の着用者に適合するようにサイズ設定された、使い捨て吸収性物品の
配列の提供に関する。
【背景技術】
【０００２】
　成人用失禁（「ＡＩ」）物品は、ヒトの身体からの液体及び他の排泄物を吸収して収容
して、身体及び衣服が汚れることを防止するために設計される。成人用失禁物品は、典型
的にそれぞれが複数のサイズで入手可能な多様な設計になっている。物品のサイズは通常
、例えば腰部開口部のサイズ、大腿部の周りの開口部のサイズ、及びおむつの長さ又は「
ピッチ」に影響を及ぼす。消費者が、着用者に対してサイズが不適当な成人用失禁物品を
選択する場合、腰部開口部、大腿部開口部又は物品のピッチが、例えば着用者への適切な
装着には大き過ぎる、滑り落ちる、横滑りする、弛む、垂れ下がる、又は漏出を防止する
ために設計されるガスケット効果の喪失をもたらす可能性がある。あるいは、サイズが不
適当な物品の腰部開口部、大腿部開口部又はピッチは、適切な装着には小さ過ぎる、着用
者の不快感又は着用者の皮膚に皮膚への痕をもたらす可能性がある。
【０００３】
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　現在、成人用失禁物品は、「サイズ」が表示されたパッケージで販売されている。例え
ばパッケージは、「小／中」、「大」又は「特大」と表示され得る。今日、ＡＩ製品は、
最大３サイズの配列で市場で販売されている。サイズの配列は通常、すべの成人の範囲を
対象とするように意図されている。この範囲は、最大１３６キログラム（ｋｇ）（３００
ポンド（「ｌｂｓ」））（４５ｋｇ未満～１８１ｋｇ超）（１００ｌｂｓ～４００ｌｂｓ
超）、並びに大腿部周囲で約４６ｃｍ（約１８インチ）超（約４３ｃｍ（１７インチ）～
８９ｃｍ（３５インチ）超）に及び得る。これに対し、乳児用おむつの通常の配列は７つ
のサイズで入手可能であり、約１８ｋｇ（約４０ｌｂｓ）のみの範囲、並びに、約３０セ
ンチメートル（約１２インチ）未満（未熟児から幼児まで）の大腿部周囲範囲を対象とす
ることが意図されている。残念ながら今日まで、ＡＩ製品において同様の多様なサイズは
、このような製品のコスト及び小売業の棚スペースを増加させることから考慮されてこな
かった。このような障壁は、切迫した顧客ニーズによって克服され得、本発明は、前例の
ない快適性及び漏れ防止を提供して非常に改善されたフィット性をもたらす。
【０００４】
　理想的には製品配列は、最も少ないサイズ数で、最大範囲の顧客に適合すべきである。
通常ＡＩパッケージには、物品が適合されることが意図される、推奨される装着者の腰部
周囲範囲が表示されている。これによって腰部周囲は多くの場合、ＡＩ物品のサイズを特
定するために使用される唯一の条件である。腰部サイズは、個人の体形を的確に説明せず
、したがって、物品の適切な装着及びガスケット作用を提供するために必要とされ得る大
腿部周囲又はピッチを画定することを補助しない。潜在的な着用者の他の特徴及び人体測
定の特性（例えば、年齢、身長、体重、大腿部周囲、及び股上）が、推奨される腰部周囲
範囲内で大きく異なる可能性があり、着用者の腰部周囲がその範囲内であっても体に合わ
ない物品をもたらし得るにも関らず、これは事実である。
【０００５】
　サイズの適切な物品の特定及び選択に関して典型的な状況を更に複雑にしているのは、
パッケージに付随する推奨される腰部周囲範囲の１つの「サイズ」からその次への重複部
分の存在である。例えば、「サイズＳ／Ｍ」物品は、約７１～１０２センチメートル（約
２８～４０インチ）の推奨される腰部周囲範囲を有し得、「サイズＬ」物品は、約９７～
１２７センチメートル（約３８～５０インチ）の推奨される腰部周囲範囲を有し得、及び
、「サイズＸＬ」物品は、約１２２～１６３センチメートル（約４８～６４インチ）の推
奨される腰部周囲範囲を有し得る。このような重複部分及びユーザの体形の更なる画定の
欠落は、適合しない物品につながり得る。
【０００６】
　このため、脚部開口部の製品幾何学及び延伸特性を変更することによって、最も少ない
数のサイズですべての主要な身体の人体測定にわたって製品の適合性を最大限にする一連
の物品に対する必要性が存在する。
【０００７】
　しかしながら、米国において過去３０年間で肥満が２倍になったことを含む多くの理由
から、より小さい数のサイズを提示し、更に適切な装着を実現することは、困難である。
米国全国保健統計センター（ＮＣＨＳ）は、米国の成人の３５％超が肥満とみなされるこ
とを示す。更に体重の増加につれて、他の身体の人体測定は大きくなるが、比例的ではな
い。より多くの人々が、肥満、病気及び運動に関連する問題に起因する失禁に悩まされて
いる。また物事を更により困難にするのは、人々の年齢によって、彼らの装着の好みが変
化することである（例えば、若い女性はより低い装着のビキニスタイルのパンティを好み
、一方、より高齢の女性はより高い装着のブリーフを好む）。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　このため最も少ない数のサイズを提示しながら、どのように広範な範囲の着用者の必要
性に合致するかを共有することが、本開示の目的の１つである。適合に対する消費者の認
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識、消費者の生体測定の範囲、物品の幾何学及び材料特性、並び配列で利用可能なサイズ
数の間に関係があるので、弛緩した脚部開口部及び脚部フープ弾性率に影響を与えて、最
少のサイズの提供品によって最大範囲にわたる適切な適合を達成することは、本開示の目
的である。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】通常の使用中の形状の、例示の使い捨てプルオン衣類の斜視図である。
【図２】通常の使用中の形状の、例示の使い捨てプルオン衣類の斜視図である。
【図３】内側表面を示している、平坦な非収縮状態のプルオン衣類の平面図である。
【図４Ｃ】例示の使い捨てプルオン衣類の図３の線４－４に沿って切断された、第３の実
施形態の概略断面図である。
【図４Ｄ】例示の使い捨てプルオン衣類の図３の線４－４に沿って切断された、第４の実
施形態の概略断面図である。
【図４Ｇ】例示の使い捨てプルオン衣類の図３の線４－４に沿って切断された、第８の実
施形態の概略断面図である。
【図５Ａ】本発明の一実施形態において適した、折り畳まれた外側脚部カフの例の図３の
線５－５に沿って切断された、概略断面図である。
【図５Ｂ】本発明の一実施形態において適した、折り畳まれた外側脚部カフの別の実施形
態の例の図３の線５－５に沿って切断された、概略断面図である。
【図６】使い捨てプルオン衣類の脚部フープ弾性率を測定するための引張り試験機と共に
使用される固定具を示す。
【図７】使い捨てプルオン衣類の脚部フープ弾性率を測定するための引張り試験機で使用
するような固定具の配置を示す。
【図８】製品の脚部開口部周囲がどのように計算されるかを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本明細書で使用する場合、用語「プルオン衣類」は、画定された腰部開口部及び一対の
脚部開口部を有する着用物品であって、脚部開口部の中に脚を挿入して腰部上方へと物品
を引っ張り上げることによって、着用者の身体上へと引っ張り上げられる着用物品を指す
。本明細書では、用語「使い捨て」は、洗濯、又は別の方法で衣類として復元若しくは再
利用することを目的としない衣類（すなわち、それらは１回使用後に廃棄されることを目
的とし、リサイクルされる、堆肥化される又は環境に適した方式で処理されることを目的
とする）を記述するために使用される。プルオン衣類は、身体から排出された様々な排泄
物を吸収して収容するように「吸収性」であり得る。
【００１１】
　本明細書で使用する場合、用語「吸収性物品」は、尿、糞便及び／又は経血を吸収して
収容するために、幼児並びに成人を含む他の失禁症状のある個人によって着用されるプル
オン衣類を指す。しかし、用語「吸収性物品」はまた、トレーニングパンツ、失禁者用ブ
リーフ、女性用衛生衣類又はパンティなど他の衣類にもあてはまることが理解されるべき
である。
【００１２】
　本明細書で使用する場合、用語「ベルト」は、ウエストバンド、耳部、サイドパネル、
バックパネルなどを指す。
【００１３】
　本明細書で使用する場合、用語「弾性」、「エラストマー」及び「エラストマー性（el
astomeric）」は、破断又は破裂することなく、一般に少なくとも５０％の歪みまで延び
ることが可能であり、歪みの原因となる変形力が除去された後に実質的にその最初の寸法
まで回復可能である材料を指す。
【００１４】
　本明細書で使用する場合、用語「接合した」は、ある要素を他の要素に直接付着するこ
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とによって、その要素が別の要素に直接固着される構成、及び、ある要素を中間部材（複
数を含む）に付着して、その中間部材を他の要素に付着することによってその要素が別の
要素に間接的に固着される構成を包含する。
【００１５】
　本明細書で使用する場合、用語「弛緩した脚部開口部」は、弛緩した未延伸状態の吸収
性物品の脚部開口部（３４）を指す。
【００１６】
　「配列」とは、類似の物品構造（例えば、フラップ、図形要素において［組成的に及び
／又は構造的に］同じエラストマー材料）を有する異なるサイズの使い捨て物品を含むパ
ッケージの表示を意味し、前記パッケージは同じブランド及び／又はサブブランドを有し
ており、前記パッケージは小売店の所定の領域内で互いに近位に配置されている。配列は
、異なる個々のパッケージがより大規模ラインナップの一部であることを顧客に伝える、
類似のパッケージ要素（例えば、パッケージ材料の種類、フィルム、紙、主要な色、デザ
インテーマなど）を通常有する製品ラインナップとして販売されている。配列は多くの場
合同じブランドを有しており、例えば「Ｄｅｐｅｎｄ」は同じサブブランドの例えば「ｆ
ｏｒ　Ｗｏｍｅｎ　Ｕｎｄｅｒｗｅａｒ」を有する。異なる配列は、ブランド「Ｄｅｐｅ
ｎｄ」及びサブブランド「Ｓｉｌｈｏｕｅｔｔｅ　Ｆｏｒ　Ｗｏｍｅｎ」を有し得る。「
ｆｏｒ　Ｗｏｍｅｎ　Ｕｎｄｅｒｗｅａｒ」配列と「Ｓｉｌｈｏｕｅｔｔｅ　Ｆｏｒ　Ｗ
ｏｍｅｎ」配列との間の違いは、側部折り込み部に異なるエラストマー材料を含むことで
あり、「ｆｏｒ　Ｗｏｍｅｎ　Ｕｎｄｅｒｗｅａｒ」はエラストマー材料としてストラン
ドを含み、「Ｓｉｌｈｏｕｅｔｔｅ　Ｆｏｒ　Ｗｏｍｅｎ」はフィルム状エラストマー材
料を含む。更に、「ｆｏｒ　Ｗｏｍｅｎ　Ｕｎｄｅｒｗｅａｒ」は主に緑のフィルムバッ
グに包装されており、「Ｓｉｌｈｏｕｅｔｔｅ　Ｆｏｒ　Ｗｏｍｅｎ」は主にえび茶色の
箱に包装されている点で、パッケージは明らかに異なる。
【００１７】
　更に「配列」に関して、同じブランド「Ｃｅｒｔａｉｎｔｙ」を有する２つの別個の「
配列」の別の例として、１つのラインナップがサブブランド「Ｗｏｍｅｎ’ｓ　Ｕｎｄｅ
ｒｗｅａｒ」を有する。別の配列は、同じブランド「Ｃｅｒｔａｉｎｔｙ」及びサブブラ
ンド「Ｓｍｏｏｔｈ　Ｓｈａｐｅ　Ｂｒｉｅｆｓ　ｆｏｒ　Ｗｏｍｅｎ」を有し得る。「
Ｗｏｍｅｎ’ｓ　Ｕｎｄｅｒｗｅａｒ」配列と「Ｓｍｏｏｔｈ　Ｓｈａｐｅ　Ｂｒｉｅｆ
ｓ　ｆｏｒ　Ｗｏｍｅｎ」配列との間の違いは、側部折り込み部に異なるエラストマー材
料を含み、「Ｗｏｍｅｎ’ｓ　Ｕｎｄｅｒｗｅａｒ」はエラストマー材料としてストラン
ドを含み、「Ｓｍｏｏｔｈ　Ｓｈａｐｅ　Ｂｒｉｅｆｓ　ｆｏｒ　Ｗｏｍｅｎ」はフィル
ム状エラストマー材料を含む。更に「Ｗｏｍｅｎ’ｓ　Ｕｎｄｅｒｗｅａｒ」は主に青色
のフィルムバッグに包装されており、「Ｓｍｏｏｔｈ　Ｓｈａｐｅ　Ｂｒｉｅｆｓ　ｆｏ
ｒ　Ｗｏｍｅｎ」は主にえび茶色の箱に包装されている点で、パッケージは明らかに異な
る。
【００１８】
　配列はまた、しばしば、ブランド、サブブランド、並びに／又はラインナップにわたる
形状及び／若しくは有益性の商標を含む、同じ商標を有する。
【００１９】
　「オンライン配列」とは、共通のオンライン源によって流通される「配列」を意味する
。
【００２０】
　「閉鎖形態」とは、対向する腰部領域が接合されて、連続する腰部開口部及び脚部開口
部を形成することを意味する。
【００２１】
　図１及び図２は、吸収性物品２０の斜視図である。図３に示されるように、吸収性物品
２０は、長手方向中心線Ｌ１及び横方向中心線Ｔ１を有する。吸収性物品２０は、外側表
面２２、外側表面２２に対向する内側表面２４、前側領域２６、後側領域２８、股部領域
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３０、及び、前側領域２６と後側領域２８とを接合して、２つの脚部開口部３４及び腰部
開口部３６を形成するシーム３２を有する。また図１～図３を参照すると、吸収性物品２
０は、主要部分１、側面部分２、及び腰部部分３を含む。
【００２２】
　図１及び図３で示される実施形態では、吸収性物品２０は、着用者の股部領域を覆うた
めの吸収体本体３８（以下「本体」又は「中央シャーシ」と記載される場合がある）、及
び腰部開口部３６の周りを横方向に延在するベルト４０を含む。吸収性物品２０は、本体
３８を覆うための外側カバー層４２を更に含んでもよい。ベルト４０は、腰部開口部３６
を画定する。ベルト４０、本体３８及び／又は外側カバー層４２は共に、脚部開口部３４
を画定する。
【００２３】
　図２に示される実施形態では、吸収性物品２０は、着用者の股部領域を覆うための吸収
体本体３８及び腰部開口部３６の周囲に横方向に延在するベルト４０を含む。吸収性物品
２０は、本体３８を覆うための外側カバー層４２を更に含んでもよい。ベルト４０は、腰
部開口部３６を画定する。ベルト４０、本体３８及び／又は外側カバー層４２は共に、脚
部開口部３４を画定する。１つ以上のベルト層は、第１腰部領域２６の第１腰部縁部１３
４から股部領域を通って、長手方向に対向する第２腰部領域２８の第２腰部縁部１３８へ
延在してもよく、吸収性物品２０の外側表面の一部又は全体を形成してもよい。
【００２４】
　吸収体本体３８は、本体３８上に配置される身体滲出物を吸収して収容する。図３に示
される実施形態では、本体３８は、長手方向中心線Ｌ１、横断方向中心線Ｔ１、長手方向
に延在する左側及び右側側縁部４８（以下「長手方向側縁部」と称されることもある）、
並びに横断方向に延在する前側及び後側の末端縁部５０（以下「横断方向末端縁部」と称
されることもある）を有する、一般的に矩形の形状を有する。本体３８は更に、腰部パネ
ル（すなわち、吸収性物品２０の前側腰部領域２６に配置される前側腰部パネル５２、及
び後側腰部領域２８に配置される後側腰部パネル５４）、及び前側腰部パネル５２と後側
腰部パネル５４との間の股部領域３０の股部パネル５６を有する。
【００２５】
　図４Ｃ及び図４Ｄに示される実施形態で、吸収性物品２０は、前側腰部領域２６及び後
側腰部領域２８にそれぞれ配置され、着用者の腰部の少なくとも一部を取り囲むことを目
的とする前側延伸可能ベルト８４並びに後側延伸可能ベルト８６を含んでもよく、前側ベ
ルト８４及び後側ベルト８６は物品の股部領域３０を形成する本体によって接合される。
第１及び第２のベルトは、第１の腰部領域２６内の第１の腰部縁部１３４から股部領域を
通って、長手方向に対向する第２の腰部領域２８内の第２の腰部縁部１３８へと延在し、
吸収性物品２０の外側表面の一部を形成する第１のベルト層８２（例えば、「全体外側カ
バー不織布」又は「外側カバーウェブ」）から形成されてもよい。前側ベルト８４及び後
側ベルト８６は更に、吸収性物品の内側表面２４の一部を形成する第２ベルト層８３ａ及
び８３ｂ（例えば、「内側ベルトウェブ」）を含んでもよく、第２ベルト層は２つの長手
方向に離間配置された材料のウェブで形成されてもよい。第１ベルト部分及び第２ベルト
部分はまた、第１ベルト層と第２ベルト層との間に配置されたエラストマー材料２００（
例えば、「弾性要素」又は「弾性体」）を含んでもよい。エラストマー材料は、弾性スト
ランド、エラストマーフィルム、エラストマーリボン、エラストマー不織布、エラストマ
ーフィラメント、エラストマー系接着剤、エラストマー発泡体、スクリム、又はこれらの
組み合わせを含んでもよい。吸収性物品の本体３８（「中央又は中心シャーシ」）は、外
側表面２２、バックシート６０、内側表面２４、トップシート５８、及びトップシート５
８とバックシート６０との間に配置された吸収性コア６２を含んでもよい。第１のベルト
層は、外側表面２２の一部を形成してもよい。更に本体は、本体の側縁部又は隣接して配
置された伸縮性バリア脚部カフ６４を含んでもよい。第２のベルト層は本体の少なくとも
一部に重なり合ってよく、第２のベルト層ウェブの一方若しくは両方は、第１のベルト層
の外側表面又は第１のベルト層の内側表面を形成してもよい。あるいは、第１のベルト層
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８２の前側部分及び／又は後側部分は、ベルト領域の腰部縁部に沿って折り畳まれてエラ
ストマー材料を包んでもよく、前側ベルト部分８４及び後側ベルト部分８６の一方又は両
方の第２のベルト層の一部を形成してもよい。換言すれば、それぞれのベルト部分の内側
表面及び外側表面は、材料の単一ウェブから形成されてもよい。
【００２６】
　図４Ｇに示される実施形態では、吸収性物品２０は、着用者の腰部の少なくとも一部を
取り囲むことを目的とする前側ベルト８４及び後側ベルト８６を含んでもよく、前側ベル
ト８４及び後側ベルト８６は、吸収性物品２０の股部領域３０の一部を形成する本体３８
に接続される。前側ベルト８４及び後側ベルト８６は、吸収性物品の外側表面の一部を形
成する第１のベルト層８２から形成される。前側ベルト部分８４及び後側ベルト部分８６
はまた、吸収性物品２０の内側表面２４の一部を形成する第２のベルト層８３を含む。第
２のベルト層は、側面方向に不連続かつ横断方向に離間配置されてよい。第１のベルト層
８２及び第２のベルト層８３は、実質的に同じ材料で形成されてもよく、又は異なる材料
を含んでもよい。第１のベルト層８２及び第２のベルト層８３は、不織布、フィルム、発
泡体、又はこれらの組み合わせから形成されてもよい。前側ベルト部分８４及び後側ベル
ト部分８６はまた、第１のベルト層８２と第２のベルト層８３との間に配置されたエラス
トマー材料を含んでもよい。エラストマー材料は、弾性ストランド、エラストマーフィル
ム、エラストマーリボン、エラストマー不織布、エラストマーフィラメント、エラストマ
ー系接着剤、エラストマー発泡体、スクリム、又はこれらの組み合わせを含んでもよい。
エラストマー材料の一部は、外側カバー層と直接組み合わされてもよい。吸収性物品の本
体３８は、外側表面２２、バックシート６０、内側表面２４、トップシート５８、及びト
ップシート５８とバックシート６０との間に配置された吸収性コア６２を含んでもよい。
特定の実施形態において、バックシートは不織布及びフィルム積層体であってもよく、前
記不織布は外側カバー層によって形成される。加えて本体３８は、本体３８の側縁部に又
はそれに隣接して配置された伸縮性バリア脚部カフ６４を含んでもよい。前側ベルト８４
及び後側ベルト８６は、本体３８の少なくとも一部と重なり合って、ベルトの一方又は両
方は本体３８の外側表面に配置されてもよい。第２のベルト層の一部及び／又は第１のベ
ルト層の一部は、外側カバー層に直接取り付けられてもよい。前側ベルト８４及び後側ベ
ルト８６は、第１の腰部領域２６内の第１の腰部縁部１３４から股部領域を通って第２の
腰部領域２８内の第２の腰部縁部１３８へと延在し、吸収性物品２０の外側表面の一部を
形成する第１のベルト層から形成されてもよい。前側ベルト８４及び後側ベルト８６はま
た、第１の腰部領域２６内の第１の腰部縁部１３４から股部領域を通って第２の腰部領域
２８内の第２の腰部縁部１３８へと延在し、吸収性物品２０の内側表面の一部を形成する
第２のベルト層を含んでもよい。第１のベルト層及び第２のベルト層は、実質的に同じ材
料で形成されてもよく、又は異なる材料を含んでもよい。第１のベルト層及び第２のベル
ト層は、不織布、フィルム、発泡体、織布材、又はこれらの組み合わせから形成されても
よい。前側ベルト部分８４及び後側ベルト部分８６はまた、第１の腰部領域２６及び第２
の腰部領域２８の一方又は両方の第１のベルト層と第２のベルト層との間に配置されたエ
ラストマー材料を含んでもよい。エラストマー材料は、弾性ストランド、エラストマーフ
ィルム、エラストマーリボン、エラストマー不織布、エラストマーフィラメント、エラス
トマー系接着剤、エラストマー発泡体、スクリム、又はこれらの組み合わせを含んでもよ
い。吸収性物品２０の本体３８は、外側表面２２、バックシート６０、内側表面２４、ト
ップシート５８、及びトップシート５８とバックシート６０との間に配置された吸収性コ
ア６２を含んでもよい。第１のベルト層及び第２のベルト層の一方又は両方は、外側表面
２２の一部を形成してもよい。加えて本体３８は、本体３８の側縁部に又はそれに隣接し
て配置された伸縮性バリア脚部カフ６４を含んでもよい。前側ベルト８４及び後側ベルト
８６の一方又は両方の一部は、本体３８の少なくとも一部と重なり合ってよい。あるいは
、前側ベルト部分及び後側ベルト８４、８６は、ベルト部分の第１表面を形成するベルト
層を含んでもよく、ベルト層はベルト部分の腰部縁部に沿って折り畳まれてエラストマー
材料を包み、反対側のベルト層の一部と重なり合ってもよい。換言すれば、それぞれのベ
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ルト部分の内側表面の一部及び外側表面の一部は、材料の単一ウェブから形成されてもよ
い。
【００２７】
　本体３８の更なる横方向の延伸性は、多様な方法で提供され得る。例えば本体３８が作
製される材料に、多くの既知の方法のいずれかによりひだを付けてもよい。あるいは本体
３８の全部又は一部を、Ｃｈａｐｐｅｌｌらの名義に１９９６年５月２１日発行された米
国特許第５，５１８，８０１号明細書に記載されたもののような、形成ウェブ材料又はウ
ェブ材料の形成積層体で作製してよい。この形成ウェブ材料は、原材料がエンボス加工又
は別の変形方法によって改変されて、一般的に長手方向に配向された交互に並ぶ隆起部及
び谷部のパターンが生じる、横方向に延在する別個の領域を含み、また横方向に延在する
改変領域の間の横方向に延在する非改変領域を含む。形成されたウェブ材料は、その点を
超えて延びるのに必要とされるよりも実質的に小さな力で、隆起部及び谷部が平らになる
点まで隆起部に垂直な方向に延伸されることができる。横方向の延伸性に加えて、上述の
ような形成積層ウェブは、本体３８のバックシートに改善された質感並びに布様の外観及
び感触を提供する。変形はフィルムに布様のパターンを作製して、多層フィルム及び不織
布積層バックシートの不織布の嵩ばりを増加させる。
【００２８】
　あるいは吸収性物品の一部は、米国特許第５，３６６，７８２号（Ｃｕｒｒｏらに１９
９４年１１月２２日発行）に記載されているように、リングロール加工され、よって高延
伸性となり得る。具体的には、リングロール装置は、噛みあう歯を有する対向するロール
を含み、それらの歯は吸収性物品（又はその一部）を形成する材料を徐々に引き伸ばして
可塑的に変形させ、それによってリングロール加工された領域で物品に延伸性を与える。
一実施形態では、吸収性物品は、前側又は後側腰部領域の少なくとも１つの一部、例えば
、前側ベルト８４及び後側ベルト８６の一方又は両方の下にある及び／又はこれに直接隣
接する本体３８の一部において、リングロール加工されてもよく、一方で他の領域は弾性
様に形成された構造化ウェブ材料を含んでもよい。物品は、腰部領域の一方若しくは両方
において全幅にわたりリングロール加工されてもよい、又は本体３８の幅の一部のみ、若
しくはベルトの一方若しくは両方の一部のみがリング加工されてもよい。
【００２９】
　本体３８は、液体透過性トップシート５８、液体不透過性バックシート６０及びこれら
の間に配置された吸収性コア６２を含んでもよい。本体３８は、長手方向側縁部４８に沿
って配置されるバリア脚部カフ６４を追加的に含んでもよい。バリア脚部カフ６４は、股
部領域３０内の液体及び他の身体滲出物の改善された封入性を提供する。図５に示される
バリア脚部カフ６４は、折り畳まれて、２つの層を有するバリア脚部カフを形成し得る材
料の単一層を含む。バリア脚部カフ６４は、長手方向側縁部４８で又はその付近で本体の
側部から長手方向中心線Ｌ２に向かって延在する。バリア脚部カフは、折り畳み線６６に
沿って、長手方向側縁部４８に向かって折り返されてもよい。バリア脚部カフ６４は、遠
位部分６８に隣接する第１バリアカフ弾性材料７２と、バリア脚部カフ６４の近位部分７
０に隣接する第２バリアカフ弾性材料７３と、を有してもよい。バリア脚部カフ６４の近
位部分７０は、長手方向側縁部４８に隣接するバックシート６０に接合されてもよい。折
り畳み線６６に沿ったバリア脚部カフ６４の一部及び遠位部分６８は、股部領域３０内の
本体３８のいかなる部分へも付着を有さなくてもよく、そのためバリア脚部カフ６４は着
用者の身体に向かって直立する。バリア脚部カフ６４の横端部７４は、長手方向に向かい
合う脚部カフの端部又はその近傍で、図５Ａに示されるような接着剤、熱結合、圧力結合
などの任意の既知の手段であり得る取り付け手段によりトップシート５８に接合されてよ
い。受け入れ可能なカフ６４の例が、２０１２年４月２７日に出願された米国特許出願第
１３／４５７，５２１号に開示されており、図８ａ～図８ｔによって開示される構成を含
む。例えば図５Ｂに図示されるように、バリア脚部カフは２部分からなるカフである。更
にカフ６４は、カフ及び／又はバックシートフィルム６０の長手方向長さの全体に沿って
延びる漏れ防止ビーズ２１５を備えるバックシートに接合されてもよい。
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【００３０】
　液体透過性トップシート５８は、吸収性コア６２の身体に面する面に隣接して配置され
ることができ、当該技術分野において既知の任意の取り付け手段によって、吸収性コア６
２の身体に面する面及び／又はバックシート６０に接合されてもよい。液体不透過性バッ
クシート６０は概して、吸収性コア６２の衣類に面する面に隣接して配置される吸収性物
品２０の一部であり、吸収性コア６２内に吸収され収容された滲出物が、吸収性物品２０
に接触し得る物品を汚すのを防止する。吸収性コアは、トップシート５８とバックシート
６０との間に配置されており、尿及び他の特定の身体滲出物などの液体を吸収しかつ保持
する。
【００３１】
　トップシート５８、バックシート６０及び吸収性コアは、任意の既知の材料から製造さ
れてもよい。好適なトップシート材料には、多孔質発泡体、網状発泡体、孔あきプラスチ
ックフィルム、又は、天然繊維（例えば木質繊維若しくは木綿繊維）、合成繊維（例えば
ポリエステル繊維若しくはポリプロピレン繊維）、若しくは天然繊維と合成繊維の組み合
わせの、織布ウェブ若しくは不織布ウェブが含まれてもよい。好適なバックシート材料と
しては、蒸気をおむつから逃がすが、滲出物がバックシートを通過することは防ぐ通気性
材料が挙げられる。
【００３２】
　吸収性物品２０に使用する好適な吸収性コアは、一般に圧縮可能で、形状適合性があり
、着用者の皮膚を刺激せず、尿及び他の特定の身体滲出物などの液体を吸収し保持するこ
とができる、任意の吸収性材料（吸収性ゲル材料又は超吸収性ポリマーなど）を含んでも
よい。更に吸収性コアの形状及び構造も、異なってもよい（例えば、吸収性コア（複数を
含む）若しくは他の吸収性構造（複数を含む）は、様々なキャリパーゾーン、親水性勾配
（複数を含む）、超吸収性勾配（複数を含む）、若しくは比較的低い平均密度及び比較的
低い平均坪量の捕捉ゾーンを有してもよく、又は、１つ以上の層若しくは構造を含んでも
よい）。いくつかの実施形態では、吸収性コアは、流体捕捉要素、流体分配要素、及び流
体貯蔵要素を含んでもよい。流体捕捉要素、流体分配要素、及び流体貯蔵要素を有するの
に好適な吸収性コアの一例は、米国特許第６，５９０，１３６号に記載されている。許容
可能なエアフェルトフリーコア（すなわち、エアフェルトをほとんど有しない又はエアフ
ェルトを有しない吸収性コアシステム）が、米国特許第５，５６２，６４６号、同第７，
７５０，２０３号、同第７，７４４，５７６号、並びに米国特許出願公開第２００８／０
３１２６１７Ａ１号、同第２００８／０３１２６１９Ａ１号、及び同第２００４／００９
７８９５Ａ１号に開示されている。
【００３３】
　外側カバー層４２は吸収性物品２０の外側表面２２上に配置され、また吸収体本体３８
の股部パネル５６を覆ってもよい。外側カバー層４２は本体３８の前側腰部パネル５２及
び後側腰部パネル５４内へと延在し、本体３８の前側腰部パネル５２及び後側腰部パネル
５４を覆ってもよい。外側カバー層は、バックシート及び／又は本体の一部を形成しても
よい。外側カバー層４２は、本体３８の液体不透過性バックシート６０の一部分又は全部
に直接接合されて、それを覆ってもよい。前側ベルト８４及び後側ベルト８６の中央パネ
ル８０は、外側カバー層４２を通って、本体３８の前側腰部パネル５２及び後側腰部パネ
ル５４に接合されてもよい。したがって、外側カバー層４２は、前側ベルト８４及び後側
ベルト８６と、本体３８の液体不透過性バックシート６０との間に配置される。図２及び
図４Ｃに示される一実施形態では、外側カバー層４２は液体不透過性バックシート６０と
同一の広がりを持つ。脚部弾性材料１４０は、本体３８の長手方向側縁部４８に沿ってほ
ぼ長手方向に延在するように配置される。脚部弾性材料１４０は、少なくとも吸収性物品
２０の股部領域３０に配置されてもよく、又は長手方向側縁部４８の全体に沿って配置さ
れてもよい。
【００３４】
　外側カバー層４２は、ベルト４０を構成する内側層８３及び外側層８２の材料とは別の
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材料を含んでもよい。外側カバー層４２は、材料の２つ以上の層を含んでもよい。外側カ
バー層４２は任意の既知の材料を含んでもよく、上記説明の前側ベルト８４及び後側ベル
ト８６に用いられる材料を含んでもよい。外側カバー層４２は、合成繊維の不織布ウェブ
の単一層を含んでもよい。外側カバー層４２は、疎水性で非伸縮性の不織布材料の単一層
を含んでもよい。外側カバー層は、フィルム、発泡体、不織布、織布材料など並びに／又
はフィルム及び不織布の積層体などのこれらの組み合わせを含んでもよい。
【００３５】
　ベルト４０は、前側ベルト８４及び後側ベルト８６（以下、「前側及び後側ベルト８４
、８６」とする場合もある）を含んでもよく、前側ベルト８４及び後側ベルト８６をシー
ム３２で恒久的に若しくは再締結可能に接合することによって、又は前側及び／若しくは
後側ベルトを本体３８に恒久的に若しくは再締結可能に接合することによって、環様形状
を有する。本開示の物品は、２０１３年３月１５日に出願された米国特許出願第６１／７
８７，４１６号並びに２０１３年３月１５日に出願された米国特許出願第６１／７８７，
３３２号に開示される再締結可能な要素、形状、及び製造方法を有し得る。再締結可能な
要素は製造プロセス中に締結され得る、及び／又は、着用者若しくは介護者によって使用
される前にパッケージ内で締結され得る（すなわち、パンツは「閉鎖形態」で販売され得
る）。前側ベルト８４及び後側ベルト８６は、２０１２年６月２９日に出願された米国特
許出願第６１／６６６，０６５号、表題「ＤＩＳＰＯＳＡＢＬＥ　ＡＢＳＯＲＢＥＮＴ　
ＲＥＦＡＳＴＥＮＡＢＬＥ　ＰＡＮＴＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＭＡＮＵＦ
ＡＣＴＵＲＩＮＧ　ＴＨＥ　ＳＡＭＥ」の図３Ａ～図３Ｃ、及び図４Ａ～図４ｋに記載さ
れ図示される多くの構成であり得る。更に本開示の吸収性物品は、米国特許出願第６１／
６６６，０６５号の説明及び図に従って（例えば、同出願第６１／６６６，０６５号の図
５～図１０Ｃを参照のこと）製造されてもよい。
【００３６】
　ベルト４０は、環状かつ弾性であってもよい。環状弾性ベルト４０は、吸収性物品２０
の腰部開口部３６の周りで横方向に延在し、適合力を動的に作製するように機能して、着
用中に動的に生成された力を分配する働きをする。出願人らは、改善されたフィット感が
、エラストマー材料の距離、線密度及び予歪みを、互いに対して及び身体の開口部に対し
て制御することにより生成され得ることを発見した。このことは、所望の特性を示すベル
ト４０全体に異なる材料を選択することにより生じ得る。異なる材料は、固有の距離、線
密度及び予歪みで結合されて、適合力を動的に形成するように機能するベルト４０を作製
する。特に、この開示の物品は、２０１３年２月１２日に出願された米国特許出願第１３
／７６４，９９０号に開示されるような実施例１～４の物品の特性を有してもよい。本開
示の物品はまた、米国特許出願第１３／７６４，９９０号に開示されるような及び／又は
２０１２年２月１３日に出願された米国特許出願第６１／５９８，０１２号に開示される
ような弾性体と同じ応力、歪み及び間隔を有してもよい。本開示の物品はまた、米国特許
出願第１３／７６４，９９０号に開示された同じ弾性部及び力区分を有してもよい。
【００３７】
　前側ベルト８４は、５～５０つの弾性ストランドを含んでもよい。前側ベルト８４は、
１０～２０つの弾性ストランドを含んでもよい。後側ベルト８６は、５～５０つの弾性ス
トランドを含んでもよい。後側ベルト８６は、１０～２０つの弾性ストランドを含んでも
よい。弾性ストランドは、異なる力区分の間で分配される。弾性ストランドは、力区分の
間で均等に分配されてもよい。弾性ストランドはまた、異なる力区分の間で不均等に分配
されてもよい。各力区分は、少なくとも１つの弾性ストランドを含む。
【００３８】
　弾性ストランドは、２００～２５００の線密度を有してもよい。線密度は、弾性ストラ
ンドにおける弾性繊維の密度である。線密度に最も一般的に用いられる単位は、１０，０
００メートル当たりのグラム単位の量である、デシテックスであり、「ｄｔｅｘ」と略記
される。線密度は力プロファイルを変更するために使用され得る。例えば、単一の弾性ス
トランドの線密度を選択することと、複数の弾性ストランドを互いにごく近接しているよ
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り小さな線密度と結合することと、及び／又は他のエラストマー材料と結合することと、
によって所望の力プロファイルに達することができる。
【００３９】
　弾性ストランドは、弾性予歪みを有してもよい。弾性予歪みは、弾性ストランド又は複
数の弾性ストランドにおける、その弾性体が第１ベルト層及び／又は第２ベルト層に結合
された点での長さの増加比率である。例えば、１５センチメートル（ｃｍ）の自由長さを
有するストランドは、１５ｃｍの弾性ストランドが今１８ｃｍの長さであるように適用さ
れる荷重を有し得る。この３ｃｍの長さの増加は、１５ｃｍの２０％（３／１５）であり
、つまり２０％の歪みである。弾性予歪みは、単一の弾性ストランド又は複数の弾性スト
ランドの力プロファイルを変更するために使用され得る。力プロファイルはまた、１つ以
上の弾性ストランドの弾性予歪みと共に線密度を変更することにより変更され得る。
【００４０】
　各領域の弾性ストランドの数は、吸収性コアの配置によって変更され得る。出願人らは
、より薄い吸収性コアの使用は、物品の厚みの変化を補うために、弾性力の増加の必要性
につながり得ることを発見した。力プロファイルは、吸収性コアの位置及び厚みによって
調整される必要がある。このことは、特に第２弾性部及び第３弾性部に影響を及ぼす。
【００４１】
　ベルト内に配置された弾性ストランドは、弾性ストランドの曲線の接線が中心線と鋭角
を形成できるように又は弓形形状を形成できるように、湾曲した状態で整列されてよい。
これは、力プロファイルの標的化、及び／又は延伸区分内の印刷と伸縮性／しわの程度／
弾性との調整を可能にし得る。
【００４２】
　伸縮性ベルト及びパンツの後側領域は、２０１２年６表題月２９日に出願された米国特
許出願第６１／６６６，０６５号、表題「ＤＩＳＰＯＳＡＢＬＥ　ＡＢＳＯＲＢＥＮＴ　
ＲＥＦＡＳＴＥＮＡＢＬＥ　ＰＡＮＴＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＭＡＮＵＦ
ＡＣＴＵＲＩＮＧ　ＴＨＥ　ＳＡＭＥ」の図３Ａ～図３Ｃ、及び図４Ａ～図４ｋに記載さ
れ図示される多くの形状であり得る。更に本開示の吸収性物品は、米国特許出願第６１／
６６６，０６５号の説明及び図に従って（例えば、同出願第６１／６６６，０６５号の図
５～図１０Ｃを参照のこと）製造されてもよい。
【００４３】
　本明細書に開示された物品の縫合に関して、ホットエア縫合プロセス、並びに米国特許
第６，２４８，１９５号、及び米国特許出願第１２／７９５０２１号、同第１３／４０１
９０７号、及び同第１３／４０２０５６号に開示された物品形成プロセスを使用すること
が望ましい場合がある。更に本明細書にて開示した物品は、２０１２年５月１５日に出願
された米国特許出願第６１／６４６，９５３号、及び同第６１／６４６，９７９号に従う
図画を有してもよい。
【００４４】
　配列のサイズ数と脚部フープ弾性率とを結び付けることが望ましい。脚部フープ弾性率
が高くなるほど、消費者がその製品が快適であると認識する範囲にわたって与えられる適
切な装着を実現することを提示するために、より多くのサイズが必要とされ得る。これは
、以下のチャート１に示される。異なる脚部フープ弾性率を備える２つの製品が、示され
る。製品Ａは製品Ｂよりも高い脚部フープ弾性率を有するため、それが所与の脚部フープ
力をもたらす適合範囲は製品Ｂのものよりも小さい。よって標的適合範囲を網羅するため
には、製品Ａのより多くのパッケージが製品Ｂよりも必要とされるだろう。
【００４５】
　　［チャート１］
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【００４６】
　成人の大腿周囲の全範囲（集団の９９％）は、約４５ｃｍ（１８インチ）～９０ｃｍ（
３５インチ）に及ぶ。脚部フープ弾性率の望ましい範囲は、約２Ｎ～約２０Ｎ、又は約２
Ｎ～約１５Ｎ、又は約３Ｎ～約１２Ｎ、又は４Ｎ～約８Ｎであり得る。脚部フープ弾性率
が２Ｎ未満に低下するとき、製品は弾性回復がほとんどなく、ゆるく「感じ」られ得る。
また脚部フープ弾性率が２０Ｎで範囲の上部を超える場合、製品はきつく「感じ」て伸縮
可能でなくてもよい。
【００４７】
　脚部フープ力（脚部開口部の張力）の消費者の所望する範囲は、約１Ｎ～約４Ｎ（約１
００ｇｆ～約４００ｇｆ）、又は約１．２Ｎ～約３．４Ｎ（約１２０ｇｆ～約３５０ｇｆ
）であり得る。４Ｎ（約４００ｇｆ）を超える脚部フープ力は、きつく感じ、不快であり
、皮膚への痕を残す可能性がある。１Ｎ（１００ｇｆ）未満の脚部フープ力は、ゆるく感
じ、適合又はガスケット作用を持続し得ない。
【００４８】
　２Ｎ～２０Ｎの脚部フープ弾性率を備える任意の製品は、１．２Ｎ～３．４Ｎ（１２０
ｇｆ～３５０ｇｆ）の脚部フープ力を消費者に送達できるが、脚部フープ弾性率の増加に
より、１．２Ｎ～３．４Ｎ（１２０ｇｆ～３５０ｇｆ）の脚部フープ力を送達することに
わたる歪み範囲は、減少する。サイズの配列は４５ｃｍ～９０ｃｍまでの大腿部周囲（臀
部との接合点での大腿の円周）に適合しなければならないので、配列のサイズの必要数、
その配列の各製品の弛緩脚部開口部及びその配列の脚部フープ弾性率の間に相関関係が存
在する。したがって配列において提示されるサイズの任意の数に対する、最大許容可能な
配列の脚部フープ弾性率を決定することが可能である。より重要なことには、対象範囲を
任意の所与の配列の脚部フープ弾性率に対して適合させるために必要な、配列で必要とさ
れるサイズの正確な数の決定を可能にする。これは以下の表１に示される。
【００４９】
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【表１】

【００５０】
　例えば配列の脚部フープ弾性率が７．５Ｎを超える場合、配列は、範囲に完全に適合す
るために３つを超えるサイズを必要とし得る。３つのサイズ配列に関して、サイズ間の多
少の重なりを可能にするために７．５Ｎ未満の配列の脚部フープ弾性率を有することが望
ましい。
【００５１】
　配列のサイズ数の間の、配列の脚部フープ弾性率に対する連結を更に示すために、以下
の表２は、（最大許容可能な配列の脚部フープ弾性率で）開示される本発明の配列に必要
なサイズ数からただ１つのサイズを排除することの影響を示す。例えば配列の脚部フープ
弾性率が７．５Ｎの場合、本発明の必要とされるサイズ数は３つである。これは対象範囲
（４５ｃｍ～９０ｃｍ）の１００％の適用を確実にする。これに代えて７．５Ｎの配列の
脚部フープ弾性率を有する２つのサイズの製品配列が提示された場合、その製品配列は対
象範囲の最大７４％のみに適合し得る。
【００５２】

【表２】

【００５３】
　配列において提示されるパッケージの数、弛緩腰部周囲、その配列における各パッケー
ジの脚部フープ弾性率、及びその配列が適合する大腿範囲の間の関係を、いくつかの現在
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市場にある製品配列について表３に示す。
【００５４】
【表３】

【００５５】
　製品配列Ｄｅｐｅｎｄ　Ｓｉｌｈｏｕｅｔｔｅ　ｆｏｒ　Ｗｏｍｅｎ　Ｂｒｉｅｆｓは
、一覧に記載されている他の配列よりも、１．２Ｎ～３．４Ｎ（１２０ｇｆ～３５０ｇｆ
）の脚部フープ力を送達しながらも、より少ない４５ｃｍ～９０ｃｍの対象範囲を網羅す
ることがわかる。これは、他の２つの一覧にある配列よりも高い配列の脚部フープ弾性率
及びより少ないパッケージに起因する。
【００５６】
　以下の表４は、１．２Ｎ～３．４Ｎ（１２０ｇｆ～３５０ｇｆ）の脚部フープ弾性率を
送達しながら、４５ｃｍ～９０ｃｍの対象範囲を網羅するための２、３及び４つのパッケ
ージの配列サイズに関して、本発明の配列（配列の脚部フープ弾性率及び弛緩脚部開口部
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）を示す。
【００５７】
【表４】

【００５８】
　本明細書に開示される吸収性物品は、同一製造ラインで同一企業によって製造されても
よく、同一ブランド（例えば、Ｐａｍｐｅｒｓ、Ｈｕｇｇｉｅｓ、Ｄｅｐｅｎｄｓ、Ａｌ
ｗａｙｓ）並びに／又はサブブランド（Ｃｒｕｉｓｅｒｓ、Ｓｗａｄｄｌｅｒｓ、及びＥ
ａｓｙ　Ｕｐｓ、Ｂａｂｙ　Ｄｒｙ、Ｓｉｌｈｏｕｅｔｔｅなど）の下で、配列で販売さ
れてもよい。
【００５９】
　同一又は実質的に同一のシャーシ
　米国特許公開第２０１３－０２１１３５５号に開示されるように、異なるサイズの着用
者に適合するが、同一又は実質的に同一のシャーシを含むパッケージの配列を提供するこ
とが望ましい場合がある。例えば配列は、第１サイズの吸収性物品を含む第１パッケージ
を含んでもよく、第２パッケージは第２サイズの吸収性物品を含んでもよく、第１パッケ
ージ及び第２パッケージは、米国特許公開第２０１３－０２１１３５５号に記載される同
一の又は実質的に同一のシャーシを含む。より具体的には、第１パッケージは第１シャー
シを含んでもよく、第２パッケージは第２シャーシを含んでもよく、第１のシャーシ及び
第２のシャーシのそれぞれが、横方向中心線でのコア幅、前側又は後側コア端部の一方で
のコア幅、左外側カフの遠位縁部から右外側カフの遠位縁部までの距離、左内側カフの遠
位縁部から左外側カフの遠位縁部までの距離、左内側カフの近位縁部から右内側カフの近
位縁部までの距離、左内側カフの近位縁部から左外側カフの遠位縁部までの距離、内側カ
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フの自由高さ、内側カフのヘム折り畳み幅、内側カフの弾性長さ、外側カフの弾性長さ、
コア長さ、及び、バックシート幅、のうちの１つ以上の同一の寸法を含む。
【００６０】
　更に第１のシャーシ及び第２のシャーシのそれぞれが、トップシート、バックシートフ
ィルム、バックシート不織布、コア超吸水性ポリマー、コアパルプ、コア不織布、コアテ
ィッシュ、脚部カフフィルム、脚部カフ不織布、超吸収性ポリマー用接着剤、コア不織布
用接着剤、脚部カフ弾性体用接着剤、及び、バックシート不織布／フィルム用接着剤、の
うちの１つ以上の同一の化学組成物を含んでもよい。
【００６１】
　更に第１のシャーシ及び第２のシャーシのそれぞれが、トップシート、バックシートフ
ィルム、バックシート不織布、コア超吸水性ポリマー、コアパルプ、脚部カフ不織布、脚
部カフフィルム、超吸水性ポリマー用接着剤、脚部カフ用接着剤、及び、バックシート不
織布／フィルム用接着剤、のうちの１つ以上の同一の坪量を含んでもよい。
【００６２】
　更に第１のシャーシ及び第２シャーシは、組成的に同一のコア超吸収性ポリマーを含ん
でもよい。第１のシャーシ及び第２のシャーシは、前側腰部領域、後側腰部領域、及び股
部領域の少なくとも１つにおいて、同一の構成要素の断面の順番及び配置を有してもよい
。第１のシャーシ及び第２のシャーシの内側脚部カフは、組成的に同一の材料から構成さ
れてもよい。
【００６３】
　第１のシャーシ及び第２のシャーシのコア接着剤は、同じ接着剤（複数を含む）であっ
てもよい。第１のシャーシ及び第２のシャーシは、同じ化学分類及びサブ分類内のコア超
吸収性ポリマーを含んでもよい。
【００６４】
　第１のシャーシ及び第２のシャーシのそれぞれは、第１湿り度インジケータ及び第２湿
り度インジケータをそれぞれ含んでもよく、第１湿り度インジケータ及び第２湿り度イン
ジケータは組成的に同一である。
【００６５】
　第１のシャーシ及び第２のシャーシの内側脚部カフは、前側腰部領域、後側腰部領域、
及び股部領域のうちの少なくとも１つにおいて同一の構成要素の断面の順番及び配置を有
してもよい。左外側カフの遠位縁部から右外側カフの遠位縁部までの距離が、同じであっ
てもよい。左内側カフの近位縁部から左外側カフの遠位縁部までの距離が、同じであって
もよい。左内側カフの近位縁部から右内側カフの近位縁部までの距離は、同じである。内
側及び外側カフの長さは、同じである。
【００６６】
　試験方法
　脚部フープ弾性率試験
　脚部フープ弾性率は、コンピュータインタフェース、例えばＩｎｓｔｒｏｎ、ＭＴＳ、
Ｚｗｉｃｋなどを備える延伸引張試験機の定数を用いて、測定される力がセル制限の１０
％～９０％内である荷重セルを使用して、製品（３４）の脚部開口部を延伸することによ
って決定される。計器は、図６に示すように２つの固定具１４３を備えている。各固定具
１４３は、図６の図面に示されるとおり、７０度の角度で曲げられて１．５９センチメー
トル（０．６２５インチ）の内半径を有する、０．９５３センチメートル（０．３７５イ
ンチ）直径の軸（ステンレス鋼３０３タイプ）を備えている。固定具１４３は図７に示す
ように引張試験機に配置されて（１４４）、機械は、固定具の延伸が垂直になるように配
置される。周囲室内条件（２０℃～２５℃の温度及び３５％～７５％の相対湿度）の下、
試験を実施する。同じ条件下で試験をする前に、製品を少なくとも２時間調整するように
勧める。試料調整のための直線長さの測定は、ＮＩＳＴ又は他の標準機関に追跡可能な装
置によって行われる。
【００６７】
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　固定具１４３間の間隙Ｘ（図７及び図８に示される）は、製品の脚部開口部３４に伸展
がないように、最初に設定される。脚開口部３４の側端４８を、固定具１４３の上部のフ
ックに掛けることによって、製品は装置内に嵌入される。側端４８は、１４５で示される
位置で、上部固定具１４３の内側底部と接触しなければならない。これはフックの最も深
い領域に相当し、図６で示す固定具１４３の内側縁１４６から１．５９センチメートル（
０．６２５インチ）である。製品の脚部開口部３４は上部固定具１４３から掛けられてい
るので、同じ脚部開口部の反対側は下部固定具１４３の底縁部１４７の下で掛かっている
。いったん製品が機械に入ると、機械の力のチャンネルはゼロに設定される（計算では試
料の重量を排除する）。
【００６８】
　前記方法の試験長さは、位置１４５（図８に示される）で固定具１４３の周囲を取り囲
む円周である。これは計算値である。
　試験長さ＝２＊（Ｘ＋Ｄ＋□ｒ）
　Ｘは固定具間の間隙（図７及び図８に示される）であり、Ｄは固定具１４３軸の直径で
あり、０．９５３センチメートル（０．３７５インチ）に等しい。
【００６９】
　固定具１４３は、５．０４ｃｍ／分（２．０インチ／分）でゆっくりと離れる。固定具
がゆっくりと離れるので、試験操作者は、下部固定具１４３が下部固定具治具の位置１４
５で脚部開口部３４の底部を捕捉することを確実にしなければならない。（脚部開口部３
４は各位置１４５で２つの固定具１４３の間に捕捉されなければならない）。固定具は、
０．０５Ｎの風袋負荷に達するまで、５．１ｃｍ／分（２．０インチ／分）まで離れて移
動し続ける。この位置での試験長さを、Ｌｏとして記録する。
【００７０】
　８Ｎ（８００ｇｆ）に達する又は試料が破断するまで、直ちに２５．４ｃｍ／分（１０
インチ／分）の速度で製品を延伸する。
【００７１】
　脚部力は、機械の荷重セルの力を２で割ることによって計算される（脚部開口部３４が
固定具１４３の周囲を取り囲むので、脚部力は脚部開口部の張力である）。
【００７２】
　脚部開口部歪みは、（試験長さ－Ｌｏ）／Ｌｏによって計算される。
【００７３】
　１．１７７Ｎ（１２０ｇｆ）及び３．４３２Ｎ（３５０ｇｆ）の脚部力での脚部開口部
歪みを記録する。
【００７４】
　脚部フープ弾性率は、脚部力である垂直軸（ｙ）と脚部開口部歪みである水平軸（ｘ）
、この２つ値の間の線形傾きである（脚部フープ弾性率＝［３．４３２Ｎ－１．１７７Ｎ
］／［３．４３２Ｎの脚部開口部歪み－１．１７７Ｎの脚部開口部歪み］）。単位はニュ
ートンである。
【００７５】
　１０つの製品を試験し、弾性係数はその平均である。
【００７６】
　配列の脚部フープ弾性率
　配列の脚部フープ弾性率は、製品配列で提供されるサイズごとの平均脚部フープ弾性率
である。例えば、Ｄｅｐｅｎｄ　Ｕｎｄｅｒｗｅａｒ　ｆｏｒ　Ｗｏｍｅｎ（最大吸収）
は、小／中、大、及び特大の３つのサイズの配列で市場で販売されている。配列の脚部フ
ープ弾性率は、小／中サイズの脚部フープ弾性率、大サイズの脚部フープ弾性率、及び特
大サイズの脚部フープ弾性率の平均である。表３は、いくつかの現在市場にある製品配列
における、配列の脚部フープ弾性率の例を示す。
【００７７】
　弛緩脚部開口部
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　脚部フープ弾性率試験で先に述べたとおり、弛緩脚部開口部はＬｏである。
【００７８】
　本明細書に開示した寸法及び値は、列挙された正確な数値に厳しく制限されるものとし
て理解すべきではない。むしろ、特に断らないかぎり、そのような各寸法は、記載された
値及びその値の周辺の機能的に同等の範囲の両方を意味するものとする。例えば「４０ｍ
ｍ」として開示される寸法は、「約４０ｍｍ」を意味することを意図する。
【００７９】
　「発明を実施するための形態」の中で引用されたすべての文献は、関連部分において本
明細書に参照により組み込まれる。いかなる文書の引用も、それが本発明に対する先行技
術であることを認めるものとして解釈されるべきではない。本明細書における用語のいず
れかの意味又は定義が、参照により組み込まれる文献における用語のいずれかの意味又は
定義と対立する範囲においては、本明細書においてその用語に付与した意味又は定義を適
用するものとする。
【００８０】
　本発明の特定の実施形態を図示、説明したが、本発明の趣旨及び範囲から逸脱すること
なく他の様々な変更及び改変を行い得ることは当業者には自明であろう。したがって、本
発明の範囲内にあるこうした変更及び改変のすべてを、添付の特許請求の範囲において網
羅するものとする。

【図１】 【図２】
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