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(57)【要約】
　吸収性物品のための三次元積層体を形成する方法が提
供される。本方法は、第１の不織布層を提供することと
、第２の不織布層を提供することと、第１の不織布層又
は第２の不織布層に予ひずみ力を加えることと、を含む
。本方法は、第１の不織布層又は第２の不織布層が予ひ
ずみ状態にある間に、第１の不織布層を第２の不織布層
に接合することと、該予ひずみ力を解放して三次元積層
体を形成することと、を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸収性物品のための三次元積層体を形成する方法であって、
　第１の不織布層を提供することと、
　第２の不織布層を提供することと、
　予ひずみ力を、前記第１の不織布層又は前記第２の不織布層に加えることと、
　前記第１の不織布層又は前記第２の不織布層が、予ひずみ状態にある間に、前記第１の
不織布層を前記第２の不織布層に接合することと、
　前記予ひずみ力を解放して、前記三次元積層体を形成することと、を含む、方法。
【請求項２】
　前記第１の不織布層又は前記第２の不織布層が、そこに画定される複数の孔を有する、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記孔が、不均質な孔である、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の不織布層又は前記第２の不織布層が、複数の過剰結合部を含む、請求項１～
３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記接合する工程が、前記第１及び第２の不織布層の中に複数の過剰結合部を過剰結合
することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１及び第２の不織布層を、実質的な機械横方向に伸張させて、前記過剰結合部の
うちの少なくともいくつかを、少なくとも部分的に破裂させ、前記第１及び第２の不織布
層内に孔を、少なくとも部分的に形成することを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記伸張させる工程が、前記解放する工程の前又は後に存在する、請求項６に記載の方
法。
【請求項８】
　前記積層体が、弾性ストランド又は弾性フィルムを含まない、請求項１～７のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項９】
　第３の層を提供することと、
　前記第３の層を、前記第１の不織布層又は前記第２の不織布層に接合することと、を含
む、請求項１～８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　着色されてパターン化された接着剤又はインクを、前記第１の不織布層又は前記第２の
不織布層に適用することを含む、請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記予ひずみ力が、実質的な機械方向に加えられ、前記予ひずみ力が、前記第１の不織
布層又は前記第２の不織布層を、少なくとも５％延伸させる、請求項１～１０のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記複数の過剰結合部が、第１の過剰結合部と、第２の過剰結合部と、第３の過剰結合
部と、を含み、前記第１、第２、及び第３の過剰結合部が、全て異なるサイズ、形状、又
は配向である、請求項５に記載の方法。
【請求項１３】
　前記複数の過剰結合部が、第１の方向に延びる第１の中心長手方向軸を有する第１の過
剰結合部と、第２の方向に延びる第２の中心長手方向軸を有する第２の過剰結合部と、第
３の方向に延びる第３の中心長手方向軸を有する第３の過剰結合部と、を含み、前記第１
の方向、前記第２の方向、及び前記第３の方向が、全て異なる、請求項５に記載の方法。
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【請求項１４】
　前記第１の方向、前記第２の方向、及び前記第３の方向が、全て互いに少なくとも１０
度である、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１の方向、前記第２の方向、及び前記第３の方向が、全て互いに少なくとも１５
度である、請求項１３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、概して、ウェブ、有孔ウェブ、パターン化有孔ウェブ、ゾーン状パターン化
有孔ウェブ、積層体、予ひずみ状積層体、モアレ効果積層体、及びその作製方法に関する
。このウェブ、有孔ウェブ、パターン化有孔ウェブ、ゾーン状パターン化有孔ウェブ、積
層体、予ひずみ状積層体、及びモアレ効果積層体は、特に、おむつ、成人用失禁製品、ト
レーニングパンツ、女性用衛生製品、拭き取り布、ダスティング基材、クリーニング基材
、及び任意の他の好適な消費者製品又は他の製品等の使い捨て吸収性物品における使用に
適している。
【背景技術】
【０００２】
　有孔ウェブは、時として使い捨て吸収性製品及び他の消費者製品において有用である。
これらの有孔ウェブは、典型的に、それらの領域全体で均一なサイズ及び形状の円形又は
卵形の孔を有する。この円形又は卵型の孔は、互いに機械横方向及び機械方向に均一に離
間することがある。これらの均一な孔パターンは、均一な円形又は卵形の孔設計のために
、それらの領域全体で同量の流体貫通及び／又は吸収性を有するウェブを提供する。更に
、これらの有孔ウェブ内のランド領域（すなわち、非有孔部分）は、典型的に、互いに同
一のサイズ、形状、配向、及び間隔を有する。そのような均一な有孔ウェブは、いくつか
の適用において望ましい場合がある一方、他の適用が、改善された有孔ウェブから利益を
享受するであろう。更に、これらの有孔ウェブは、典型的に平坦であるが、一部の消費者
は、三次元特徴部及び他の特徴部を所望する場合がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本開示のパターン化有孔ウェブは、異なるサイズ、形状、及び／又は絶対フェレット角
を有する不均質な孔のパターンを提供する。これは、ウェブが、より良い奥行感覚、均一
サイズ及び形状の均質な孔を有する有孔ウェブに対して、改善された流体処理特性、及び
／又は審美的に好ましい外観を有するのを可能にする。本開示の少なくとも１つの予ひず
み状層を有する積層体は、パターン化有孔ウェブ、有孔ウェブを含むか否かに関わらず、
積層体に三次元特徴部を提供し、それにより、一実施例において、身体排出物を着用者又
は使用者の皮膚に触れさせないようにすることができる、消費者に好ましい実行を提供す
る。モアレ効果積層体が提供されてもよい。吸収性物品の外側カバー及び他の構成要素も
また、本開示のこれらのパターン化有孔ウェブ、予ひずみ状積層体、モアレ効果積層体、
及び他の非予ひずみ状積層体から利益を享受する。パターン化有孔ウェブ、モアレ効果積
層体、及び予ひずみ状又は非予ひずみ状積層体の作製方法も提供される。
【０００４】
　ある形態において、本開示は、一部には、パターン化有孔ウェブを対象とする。このパ
ターン化有孔ウェブは、パターン化有孔ウェブ内の複数のランド領域と、パターン化有孔
ウェブ内に画定される複数の孔と、を含む。ランド領域のうちの少なくともいくつかは、
孔のうちの少なくともいくつかを取り囲む。パターン化有孔ウェブは、本明細書における
孔試験に従い、約５％～約５０％の範囲の有効開口面積を有する。パターン化有孔ウェブ
は、本明細書における孔試験に従う複数の孔間距離を有する。この孔間距離は、中央値及
び平均値を有する分布を有し、平均値は、中央値よりも大きい。
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【０００５】
　ある形態において、本開示は、一部には、パターン化有孔ウェブを対象とする。このパ
ターン化有孔ウェブは、パターン化有孔ウェブ内に複数のランド領域を含む。このランド
領域のうちの少なくともいくつかは、少なくとも５ｍｍの幅を有する。パターン化有孔ウ
ェブは、パターン化有孔ウェブ内に画定される複数の孔を含む。ランド領域のうちの少な
くともいくつかは、複数の孔のうちの少なくともいくつかを取り囲む。複数の孔は、繰り
返し単位内で不均質であり、それにより、孔のうちの少なくとも３つが、本明細書におけ
る孔試験に従い、異なるサイズ、異なる形状、又は異なる絶対フェレット角を有する。複
数の孔は、本明細書における孔試験に従い、約０．３ｍｍ２～約１５ｍｍ２の範囲の有効
孔面積を有する。パターン化有孔ウェブは、本明細書における孔試験に従い、約５％～約
５０％の範囲の有効開口面積を有する。
【０００６】
　ある形態において、本開示は、一部には、パターン化有孔ウェブを対象とする。このパ
ターン化有孔ウェブは、パターン化有孔ウェブ内の複数のランド領域と、パターン化有孔
ウェブ内に画定される複数の孔と、を含み、ランド領域のうちの少なくともいくつかが、
孔のうちの少なくともいくつかを取り囲む。複数の孔は、繰り返し単位内で不均質であり
、それにより、孔のうちの少なくとも３つが、異なるサイズ又は異なる形状を有する。パ
ターン化有孔ウェブは、本明細書における孔試験に従い、約５％～約５０％の範囲の有効
開口面積を有する。
【０００７】
　ある形態において、本開示は、一部には、パターン化有孔ウェブ内に第１のゾーンを形
成する複数の第１の配列を含む、パターン化有孔ウェブを対象とする。これらの第１の配
列のうちの少なくともいくつかは、第１の複数のランド領域と、第１の複数の孔と、を含
む。第１の複数のランド領域のうちの少なくともいくつかは、第１の複数の孔のうちの少
なくともいくつかを取り囲む。第１のゾーン内の第１の複数の孔は、本明細書における孔
試験に従う複数の孔間距離を有する。第１のゾーンの孔間距離は、第１の平均値及び第１
の中央値を有する第１の分布を有する。第１の平均値は、第１の中央値よりも少なくとも
４％大きい。第１の配列は、本明細書における孔試験に従い、約５％～約５０％の範囲の
有効開口面積を含む。パターン化有孔ウェブは、第２のゾーンを形成する複数の第２の異
なる配列を含む。これらの第２の配列のうちの少なくともいくつかは、第２の複数のラン
ド領域と、第２の複数の孔と、を含む。第２のランド領域のうちの少なくともいくつかは
、第２の複数の孔のうちの少なくともいくつかを取り囲む。第２のゾーン内の第２の複数
の孔は、本明細書における孔試験に従う複数の孔間距離を有する。第２のゾーンの孔間距
離は、第２の平均値及び第２の中央値を有する第２の分布を有する。第２の平均値は、第
２の中央値よりも大きい。第２の配列は、本明細書における孔試験に従い、約５％～約５
０％の範囲の有効開口面積を含む。
【０００８】
　ある形態において、本開示は、一部には、パターン化有孔ウェブを対象とする。パター
ン化有孔ウェブは、パターン化有孔ウェブ内に第１のゾーンを形成する複数の第１の配列
を含む。これらの第１の配列のうちの少なくともいくつかは、第１の複数のランド領域と
、第１の複数の不均質な孔と、を含む。第１の複数のランド領域のうちの少なくともいく
つかは、第１の複数の孔のうちの少なくともいくつかを取り囲む。第１の複数の孔は、本
明細書における孔試験に従い、約２０度より大きい平均絶対フェレット角を有する。第１
の配列は、本明細書における孔試験に従い、約５％～約５０％の範囲の有効開口面積を含
む。パターン化有孔ウェブは、パターン化有孔ウェブ内に第２のゾーンを形成する複数の
第２の異なる配列を含む。これらの第２の配列のうちの少なくともいくつかは、第２の複
数のランド領域と、第２の複数の不均質な孔と、を含む。第２の複数のランド領域のうち
の少なくともいくつかは、第２の複数の孔のうちの少なくともいくつかを取り囲む。第２
の配列は、本明細書における孔試験に従い、約５％～約５０％の範囲の有効開口面積を含
む。
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【０００９】
　ある形態において、本開示は、一部には、パターン化有孔ウェブを対象とする。パター
ン化有孔ウェブは、複数の孔と、複数のランド領域と、を含む、層を含む。複数の孔は、
第１のゾーン内の第１の孔の組と、第２のゾーン内の第２の孔の組と、を含む。第１のゾ
ーン内の第１の孔の組は、本明細書における孔試験に従う孔間距離を有する。第１の孔の
組の孔間距離は、第１の平均値及び第１の中央値を有する第１の分布を有する。第１の平
均値は、第１の中央値とは異なる。第２のゾーン内の第２の孔の組は、本明細書における
孔試験に従う孔間距離を有する。第２の孔の組の孔間距離は、第２の平均値及び第２の中
央値を有する第２の分布を有する。第２の平均値は、第２の中央値とは異なる。第１及び
第２の孔の組は、異なるパターンを有する。
【００１０】
　ある形態において、本開示は、一部には、積層体を対象とする。この積層体は、高い不
透明度のゾーン内に位置する、低い不透明度の複数のゾーンを含む、第１の層を含む。低
い不透明度の複数のゾーンは、第１のパターンを形成する。積層体は、第２のパターンを
含む第２の層を含む。第１の層は、第２の層に断続的に接合されて積層体を形成する。積
層体は、少なくとも約２０ｍｍの寸法を有する第１及び第２の層の非接合スパンを含む。
第２のパターンの第１の部分は、非接合スパン内の第１の層が、非接合スパン内の第２の
層に対して第１の位置にある場合、低い不透明度の複数のゾーンのうちの少なくともいく
つかを通して可視である。第２のパターンの第２の部分は、非接合スパン内の第１の層が
、非接合スパン内の第１の層に対して第２の位置にある場合、低い不透明度の複数のゾー
ンのうちの少なくともいくつかを通して可視である。
【００１１】
　ある形態において、本開示は、一部には、積層体を含む吸収性物品を対象とする。この
積層体は、高い不透明度のゾーン内に位置する、低い不透明度の複数のゾーンを含む、第
１の不織布層を含む。低い不透明度の複数のゾーンは、第１のパターンを形成する。積層
体は、第２のパターンを含む第２の層を含む。第１の層は、第２の層に断続的に接合され
て積層体を形成する。積層体は、少なくとも約２０ｍｍの寸法を有する第１及び第２の層
の非接合スパンを含む。第２のパターンの第１の部分は、非接合スパン内の第１の層が、
非接合スパン内の第２の層に対して第１の位置にある場合、低い不透明度の複数のゾーン
のうちの少なくともいくつかを通して可視である。第２のパターンの第２の部分は、非接
合スパン内の第１の層が、非接合スパン内の第１の層に対して第２の位置にある場合、低
い不透明度の複数のゾーンのうちの少なくともいくつかを通して可視である。
【００１２】
　ある形態において、本開示は、一部には、積層体を含む吸収性物品を対象とする。積層
体は、第１のパターンの複数の孔を含む第１の不織布層と、第２の異なるパターンを含む
第２の層と、を含む。第１の層は、第２の層に断続的に接合されて積層体を形成する。積
層体は、少なくとも約３０ｍｍの寸法を有する第１及び第２の層の非接合スパンを含む。
第２のパターンの第１の部分は、非接合スパン内の第１の層が、非接合スパン内の第２の
層に対して第１の位置にある場合、複数の孔のうちの少なくともいくつかを通して可視で
ある。第２のパターンの第２の部分は、非接合スパン内の第１の層が、非接合スパン内の
第１の層に対して第２の位置にある場合、複数の孔のうちの少なくともいくつかを通して
可視である。
【００１３】
　ある形態において、本開示は、一部には、パターン化有孔ウェブの製造方法を対象とす
る。この方法は、中心長手方向軸を有するウェブを提供することを含む。ウェブは、中心
長手方向軸に実質的に平行に延びる複数の過剰結合部を含む。この方法は、ウェブの中心
長手方向軸の延び方向に実質的に平行である機械方向にウェブを運ぶことを含む。この方
法は、機械方向に実質的に垂直である機械横方向にウェブを伸張させて、過剰結合部のう
ちの少なくともいくつかを、少なくとも部分的に破裂させ、ウェブ内にパターン化孔を少
なくとも部分的に形成させることを含む。パターン化孔のうちの少なくともいくつかは、
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本明細書における孔試験に従い、少なくとも約２０度の絶対フェレット角を有する。パタ
ーン化孔のうちの少なくともいくつかは、本明細書における孔試験に従い、約２：１～約
６：１の範囲のアスペクト比を有する。
【００１４】
　ある形態において、本開示は、一部には、ウェブ内にパターン化孔を形成する方法を対
象とする。この方法は、中心長手方向軸を有するウェブを提供することと、中心長手方向
軸に実質的に平行である機械方向にウェブを運ぶことと、ウェブ内に複数の過剰結合部を
作成することと、を含む。過剰結合部は、ウェブの中心長手方向軸に実質的に平行である
中心長手方向軸を有する。この方法は、機械方向に実質的に垂直である機械横方向にウェ
ブを伸張させて、過剰結合部のうちの少なくともいくつかにおいて、ウェブ内にパターン
化孔を少なくとも部分的に形成することを含む。パターン化孔のうちの少なくともいくつ
かは、本明細書における孔試験に従い、少なくとも約２０度の絶対フェレット角を有する
。パターン化孔のうちの少なくともいくつかは、本明細書における孔試験に従い、約２：
１より大きいアスペクト比を有する。
【００１５】
　ある形態において、本開示は、一部には、パターン化有孔ウェブの製造方法を対象とす
る。この方法は、中心長手方向軸を有するウェブを提供することを含む。ウェブは、中心
長手方向軸に実質的に平行に延びる複数の過剰結合部を含む。この方法は、ウェブの中心
長手方向軸の延び方向に実質的に平行である機械方向にウェブを運ぶことを含む。この方
法は、機械方向に実質的に垂直である機械横方向にウェブを伸張させて、過剰結合部のう
ちの少なくともいくつかを、少なくとも部分的に破裂させ、ウェブ内にパターン化孔を少
なくとも部分的に形成させることを含む。パターン化孔のうちの少なくともいくつかは、
本明細書における孔試験に従い、少なくとも約２５度の絶対フェレット角を有する。パタ
ーン化孔のうちの少なくともいくつかは、本明細書における孔試験に従い、約２：１～約
６：１の範囲のアスペクト比を有する。孔のうちの少なくとも３つは、不均質である。
【００１６】
　ある形態において、本開示は、一部には、複数の孔を含む第１の不織布層と、第２の不
織布層と、を含む、積層体を対象とする。第１及び第２の不織布層のうちの一方は、予ひ
ずみ状層であり、かつ第１及び第２の不織布層のうちの他方に接合される。第１及び第２
の不織布層のうちの他方は、非予ひずみ状層である。予ひずみ状層及び非予ひずみ状層は
共に、三次元積層体を形成する。
【００１７】
　ある形態において、本開示は、一部には、複数の孔を含むパターン化有孔ウェブを含む
第１の不織布層と、第２の不織布層と、を含む、積層体を対象とする。第１及び第２の不
織布層のうちの一方は、予ひずみ状層であり、かつ第１及び第２の不織布層のうちの他方
に接合される。第１及び第２の不織布層のうちの他方は、非予ひずみ状層である。予ひず
み状層及び非予ひずみ状層は共に、三次元積層体を形成する。複数の孔は、本明細書にお
ける孔試験に従う孔間距離を有する。この孔間距離は、平均値及び中央値を有する分布を
有し、平均値は、中央値よりも大きい。
【００１８】
　ある形態において、本開示は、一部には、複数の孔を含むパターン化有孔ウェブを含む
第１の不織布層と、第２の不織布層と、を含む、積層体を対象とする。第１及び第２の不
織布層のうちの一方は、予ひずみ状層であり、かつ第１及び第２の不織布層のうちの他方
に接合される。第１及び第２の不織布層のうちの他方は、非予ひずみ状層である。予ひず
み状層及び非予ひずみ状層は共に、三次元積層体を形成する。第１の不織布層又は第２の
不織布層は、第１の不織布層又は第２の不織布層とは異なる色を有する表示部又はパター
ン化接着剤を含む。複数の孔は、本明細書における孔試験に従う孔間距離を有する。この
孔間距離は、平均値及び中央値を有する分布を有する。平均値は、中央値よりも大きい。
積層体は、いかなる弾性ストランド又は弾性フィルムも含まない。
【００１９】
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　ある形態において、本開示は、一部には、吸収性物品を対象とする。この吸収性物品は
、吸収性物品の着用者に面する側面上の液体透過性トップシートと、吸収性物品の衣類に
面する側面上の衣類に面する積層体と、を含む。衣類に面する積層体は、第１の不織布層
と、第１の不織布層に接合された第２の層と、を含む。第１の不織布層は、複数の孔を含
む。繰り返し単位内の複数の孔のうちの少なくとも３つは、本明細書における孔試験に従
い、異なるサイズ、異なる形状、又は異なる絶対フェレット角を有する。吸収性物品は、
液体透過性トップシートと衣類に面する積層体との中間に少なくとも部分的に配設された
吸収性コアを含む。
【００２０】
　ある形態において、本開示は、一部には、吸収性物品を対象とする。この吸収性物品は
、吸収性物品の着用者に面する側面上の液体透過性トップシートと、吸収性物品の衣類に
面する側面上の衣類に面する積層体と、を含む。衣類に面する積層体は、第１の不織布層
又は第２の層が、予ひずみ状態にある場合、及び第１の不織布層又は第２の層のうちの他
方が、非予ひずみ状態にある場合、第１の不織布層と、第１の不織布層に接合された第２
の層と、を含み、三次元材料を形成する。第１の不織布層は、複数の孔を含む。吸収性物
品は、液体透過性トップシートと衣類に面する積層体との中間に少なくとも部分的に配設
された吸収性コアを含む。
【００２１】
　ある形態において、本開示は、一部には、吸収性物品を対象とする。この吸収性物品は
、吸収性物品の着用者に面する側面上の液体透過性トップシートと、吸収性物品の衣類に
面する側面上の衣類に面する層と、を含む。衣類に面する層は、複数の過剰結合部を含む
第１のゾーンと、複数の孔を含む第２のゾーンと、を含む。繰り返し単位内の複数の孔の
うちの少なくとも３つは、本明細書における孔試験に従い、異なるサイズ、異なる形状、
又は異なる絶対フェレット角を有する。吸収性物品は、液体不透過性バックシートと、液
体透過性トップシートとバックシートとの中間に少なくとも部分的に配設された吸収性コ
アと、を含む。
【００２２】
　ある形態において、本開示は、一部には、吸収性物品を対象とする。この吸収性物品は
、吸収性物品の着用者に面する側面上の液体透過性トップシートと、吸収性物品の衣類に
面する側面上の衣類に面する積層体と、を含む。衣類に面する積層体は、第１の不織布層
と、第１の不織布層に接合された第２の不織布層と、を含む。第１の不織布層は、複数の
孔を含む。吸収性物品は、液体透過性トップシートと衣類に面する積層体との中間に少な
くとも部分的に配設された吸収性コアを含む。
【００２３】
　ある形態において、本開示は、一部には、吸収性物品のための三次元積層体を形成する
方法を対象とする。この方法は、第１の不織布層を提供することと、第２の不織布層を提
供することと、第１の不織布層又は第２の不織布層に予ひずみ力を加えることと、を含む
。この方法は、第１の不織布層又は第２の不織布層が予ひずみ状態にある間に、第１の不
織布層を第２の不織布層に接合することと、予ひずみ力を解放して三次元積層体を形成す
ることと、を含む。
【００２４】
　ある形態において、本開示は、一部には、吸収性物品のための三次元積層体を形成する
方法を対象とする。この方法は、第１の層を提供することと、別個の第２の層を提供する
ことと、第１の層又は第２の層に予ひずみ力を加えることと、を含む。この方法は、第１
の層又は第２の層が予ひずみ状態にある間に、第１の層及び第２の層を過剰結合して第１
の層及び第２の層を接合することと、予ひずみ力を解放して三次元積層体を形成すること
と、を含む。
【００２５】
　ある形態において、本開示は、一部には、吸収性物品のための三次元積層体を形成する
方法を対象とする。この方法は、第１の層を提供することと、別個の第２の不織布層を提
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供することと、第１の不織布層に対して、又は第２の不織布層に対して実質的な機械方向
に予ひずみ力を加えることと、を含む。この方法は、第１の層又は第２の層が予ひずみ状
態にある間に、第１の層及び第２の層を過剰結合して第１の層及び第２の層を接合するこ
とを含む。この方法は、第１及び第２の不織布層を、実質的な機械横方向に伸張させて、
過剰結合部のうちの少なくともいくつかを、少なくとも部分的に破裂させ、第１及び第２
の不織布層内に、少なくとも部分的に孔を形成することと、予ひずみ力を解放して、三次
元積層体を形成することと、を含む。三次元積層体は、弾性ストランド又は弾性フィルム
を含まない。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
　本明細書は、本発明を構成すると見なされる主題を具体的に指摘しかつ明確に主張する
特許請求の範囲を結論とするが、本発明は、添付の図面と関連してなされた以下の説明に
よって更に理解されると考えられ、添付の図面において参照符号が、実質的に同一の要素
を示すために用いられている。
【図１】本開示による、例示のパターン化有孔ウェブの部分の写真である。
【図２】本開示による、例示のパターン化有孔ウェブの部分の写真である。
【図３】本開示による、例示のパターン化有孔ウェブの部分の写真である。
【図４】本開示による、例示のパターン化有孔ウェブの部分の写真である。
【図５】本開示による、一方の層がパターン化孔を有し、他方の層が非有孔である、２つ
の層を有するパターン化有孔ウェブの断面図の概略表示である。
【図６】本開示による、両方の層がパターン化孔を有し、層内のそれらの孔が整列された
、２つの層を有する、パターン化有孔ウェブの断面図の概略表示である。
【図７】本開示による、両方の層がパターン化孔を有し、一方の層内のそれらの孔が、他
方の層内のランド領域によって完全に重なる、２つの層を有する、パターン化有孔ウェブ
の断面図の概略表示である。
【図８】本開示による、両方の層がパターン化孔を有し、一方の層内のそれらの孔が、他
方の層内のランド領域によって部分的に重なる、２つの層を有する、パターン化有孔ウェ
ブの断面図の概略表示である。
【図９】本開示による、第１のパターン化有孔層及び第２の非有孔層を有し、それらの層
のうちの一方に印刷又はインクを有する、２つの層を有する、パターン化有孔ウェブの断
面図の概略表示である。
【図１０】本開示による、第１のパターン化有孔層及び第２の非有孔層を有し、それらの
層のうちの一方に、又はそれらの層の中間に位置する色付き接着剤を有する、２つの層を
有する、パターン化有孔ウェブの断面図の概略表示である。
【図１１】本開示による、例示のパターン化有孔ウェブである。
【図１２】本開示による、例示のパターン化有孔ウェブである。
【図１３】本開示による、例示のパターン化有孔ウェブである。
【図１４】本開示による、例示のパターン化有孔ウェブである。
【図１５】本開示による、例示のパターン化有孔ウェブである。
【図１６】本開示による、本開示のパターン化有孔ウェブを製造するための例示の方法の
概略表示である。
【図１７】本開示による、図１６のウェブ薄化配列の斜視図である。
【図１８】本開示による、図１７の薄化配列のローラー１１０として使用され得る、例示
のローラーの写真である。
【図１９】本開示による、パターン化有孔ウェブを製造するために使用される、図１７の
ローラー１１０のための例示の過剰結合パターンである。
【図２０】本開示による、パターン化有孔ウェブを製造するために使用される、図１７の
ローラー１１０のための例示の過剰結合パターンである。
【図２１】本開示による、パターン化有孔ウェブを製造するために使用される、図１７の
ローラー１１０のための例示の過剰結合パターンである。
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【図２２】本開示による、パターン化有孔ウェブを製造するために使用される、図１７の
ローラー１１０のための例示の過剰結合パターンである。
【図２３】本開示による、パターン化有孔ウェブを製造するために使用される、図１７の
ローラー１１０のための例示の過剰結合パターンである。
【図２４】本開示による、図１６の方法の増分伸張システムの斜視図である。
【図２５】本開示による、図２４の増分伸張システムの歯の詳細を示す拡大図である。
【図２６】本開示による、図１６の方法の例示の機械横方向引張装置の斜視図である。
【図２７】本開示による、中間部分に対して非拡張であり、かつ、非有角である位置に外
側長手方向部分を有する、例示の機械横方向引張装置の正面図の概略表示である。
【図２８】本開示による、中間部分に対して長手方向に拡張した位置に外側長手方向部分
を有する、図２７の機械横方向引張装置の正面図の概略表示である。
【図２９】本開示による、中間部分に対して有角であり、かつ、拡張した位置に外側長手
方向部分を有する、図２７の機械横方向引張装置の正面図の概略表示である。
【図３０】本開示による、中間部分に対して有角位置に固定された外側長手方向部分を有
する、機械横方向引張装置の正面図の概略表示である。
【図３１】本開示による、図１７のローラー１１０のための例示の過剰結合パターンであ
る。
【図３２】本開示による、図３１の過剰結合パターンを使用して製造され、図２６に例示
される装置を使用して２５％横断方向の伸張に供された例示のパターン化有孔ウェブの写
真である。
【図３３】本開示による、図３１の過剰結合パターンを使用して製造され、図２６に例示
される装置を使用して３５％横断方向の伸張に供された例示のパターン化有孔ウェブの写
真である。
【図３４】本開示による、図３１の過剰結合パターンを使用して製造され、図２６に例示
される装置を使用して４５％横断方向の伸張に供された例示のパターン化有孔ウェブの写
真である。
【図３５】本開示による、図３１の過剰結合パターンを使用して製造され、図２６に例示
される装置を使用して５５％横断方向の伸張に供された例示のパターン化有孔ウェブの写
真である。
【図３６】本開示による、１つ又は２つ以上のパターン化有孔ウェブを含み得る下層構造
を明らかにするために部分を切り取った、例示の使い捨て吸収性物品の平面図であり、こ
の吸収性物品の内側表面は、観察者に面している。
【図３７】いくつかの層が部分的に取り去られた吸収性物品の例示の吸収性コアの上面図
であり、吸収性コアは、本開示による、１つ又は２つ以上のチャネルを含む。
【図３８】本開示による、図３７の線３８－－３８に沿った吸収性コアの断面図である。
【図３９】本開示による、図３７の線３９－－３９に沿った吸収性コアの断面図である。
【図４０】下層構造を明らかにするために部分を切り取った、本開示の吸収性物品の上面
図であり、本開示による、生理用ナプキンである。
【図４１】本開示による、基材に塗布されたパターン化接着剤の上面図である。
【図４２】本開示による、基材に塗布された別のパターン化接着剤の上面図である。
【図４３】本開示による、様々なパターン化有孔ウェブ内のパターン化孔及びランド領域
の概略図を表し、孔が黒色部分であり、ランド領域が白色部分である。
【図４４】本開示による、様々なパターン化有孔ウェブ内のパターン化孔及びランド領域
の概略図を表し、孔が黒色部分であり、ランド領域が白色部分である。
【図４５】本開示による、様々なパターン化有孔ウェブ内のパターン化孔及びランド領域
の概略図を表し、孔が黒色部分であり、ランド領域が白色部分である。
【図４６】本開示による、様々なパターン化有孔ウェブ内のパターン化孔及びランド領域
の概略図を表し、孔が黒色部分であり、ランド領域が白色部分である。
【図４７】本開示による、様々なパターン化有孔ウェブ内のパターン化孔及びランド領域
の概略図を表し、孔が黒色部分であり、ランド領域が白色部分である。



(10) JP 2017-537677 A 2017.12.21

10

20

30

40

50

【図４８】本開示による、様々なパターン化有孔ウェブ内のパターン化孔及びランド領域
の概略図を表し、孔が黒色部分であり、ランド領域が白色部分である。
【図４９】本開示による、様々なパターン化有孔ウェブ内のパターン化孔及びランド領域
の概略図を表し、孔が黒色部分であり、ランド領域が白色部分である。
【図５０】本開示による、様々なパターン化有孔ウェブ内のパターン化孔及びランド領域
の概略図を表し、孔が黒色部分であり、ランド領域が白色部分である。
【図５１】本開示による、様々なパターン化有孔ウェブ内のパターン化孔及びランド領域
の概略図を表し、孔が黒色部分であり、ランド領域が白色部分である。
【図５２】本開示による、様々なパターン化有孔ウェブ内のパターン化孔及びランド領域
の概略図を表し、孔が黒色部分であり、ランド領域が白色部分である。
【図５３】本開示による、機械方向に実質的に平行である中心長手方向軸を有する過剰結
合部を有する、例示の過剰結合パターンの概略図を表す。
【図５３Ａ】本開示による、図５３の過剰結合パターンを有する過剰結合ロールを使用し
て製造されたパターン化有孔ウェブの写真である。
【図５４】本開示による、孔を取り囲む融合又は溶融した部分を含む、パターン化有孔ウ
ェブの一部分の写真である。
【図５５】本開示による、ウェブ内に過剰結合部のパターンを作成するために使用される
、例示の過剰結合ローラーパターンの概略図を示す。
【図５６】本開示による、ウェブ内に過剰結合部のパターンを作成するために使用される
、例示の過剰結合ローラーパターンの概略図を示す。
【図５７】本開示による、ウェブ内に過剰結合部のパターンを作成するために使用される
、例示の過剰結合ローラーパターンの概略図を示す。
【図５８】本開示による、ウェブ内に過剰結合部のパターンを作成するために使用される
、例示の過剰結合ローラーパターンの概略図を示す。
【図５９】本開示による、ウェブ内に過剰結合部のパターンを作成するために使用される
、例示の過剰結合ローラーパターンの概略図を示す。
【図６０】本開示による、ウェブ内に過剰結合部のパターンを作成するために使用される
、例示の過剰結合ローラーパターンの概略図を示す。
【図６１】本開示による、層のうちの１つが、他の層のうちの少なくとも１つに接合され
る前に予ひずみ状態にある、パターン化有孔ウェブの概略図である。
【図６２】本開示による、層のうちの少なくとも１つが、他の層のうちの少なくとも１つ
に接合される前に予ひずみ状態にある、パターン化有孔ウェブの一部分の写真である。
【図６３】本開示による、層のうちの少なくとも１つが、他の層のうちの少なくとも１つ
に接合される前に予ひずみ状態にある、パターン化有孔ウェブの断面図である。
【図６４】本開示による、いかなる予ひずみ状層も含まない過剰結合ウェブの写真である
。
【図６５】本開示による、予ひずみ状層を有する、図６４の過剰結合ウェブの写真である
。
【図６６】本開示による、いかなる予ひずみ状層も含まない、過剰結合ウェブの写真であ
る。
【図６７】本開示による、予ひずみ状層を有する、図６６の過剰結合ウェブの写真である
。
【図６８】本開示による、いかなる予ひずみ状層も含まない、パターン化有孔ウェブの写
真である。
【図６９】本開示による、予ひずみ状層を有する、図６８のパターン化有孔ウェブの写真
である。
【図７０】本開示による、いかなる予ひずみ状層も含まない、パターン化有孔ウェブの写
真である。
【図７１】本開示による、予ひずみ状層を有する、図７０のパターン化有孔ウェブの写真
である。
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【図７２】本開示による、様々なウェブの層の概略表示である。
【図７３】本開示による、様々なウェブの層の概略表示である。
【図７４】本開示による、様々なウェブの層の概略表示である。
【図７５】本開示による、様々なウェブの層の概略表示である。
【図７６】本開示による、吸収性物品、観察者に面する衣類に面する表面の平面図である
。
【図７７】本開示による、吸収性物品、観察者に面する衣類に面する表面の平面図である
。
【図７８】本開示による、吸収性物品、観察者に面する衣類に面する表面の平面図である
。
【図７９】本開示による、吸収性物品、観察者に面する衣類に面する表面の平面図である
。
【図８０】本開示による、過剰結合部のうちの一部のみが破裂して孔を形成する、ウェブ
の写真である。
【図８１】本開示による、過剰結合部のうちの一部のみが破裂して孔を形成する、ウェブ
の写真である。
【図８２】本開示による、女性用衛生製品のためのパターン化有孔ウェブの写真であり、
このウェブの外側部分は、エンボス領域を有する。
【図８３】本開示による、例示のパターン化有孔ウェブの写真である。
【図８４】本開示による、第２の層に対して第１の位置にある第１の層を有する、例示の
モアレ効果積層体の写真であり、第２の層の第２のパターンの第１の部分が、第１の層の
第１のパターンの第１の部分を通して少なくとも部分的に可視である。
【図８５】本開示による、第２の層に対して第２の位置にある第１の層を有する、図８４
の例示のモアレ効果積層体の写真であり、第２のパターンの第２の部分が、第１のパター
ンの第２の部分を通して少なくとも部分的に可視である。
【図８６】本開示による、第２の層に対して第３の位置にある第１の層を有する、図８４
の例示のモアレ効果積層体の写真であり、第２のパターンの第３の部分が、第１のパター
ンの第３の部分を通して少なくとも部分的に可視である。
【図８７】本開示による、第２の層に対して第４の位置にある第１の層を有する、図８４
の例示のモアレ効果積層体の写真であり、第２のパターンの第４の部分が、第１のパター
ンの第４の部分を通して少なくとも部分的に可視である。
【図８８】本開示による、結合部又は接合部分が、それらの結合部又は接合部分の位置を
示すために取り去られた例示の吸収性物品である。
【図８９】本開示による、結合部又は接合部分が、それらの結合部又は接合部分の位置を
示すために取り去られた例示の吸収性物品である。
【図９０】本開示による、結合部又は接合部分が、それらの結合部又は接合部分の位置を
示すために取り去られた例示の吸収性物品である。
【図９１】本開示による、第２の層とは異なるパス長を有する第１の層を有する、本開示
のモアレ効果積層体又は他の積層体の例示の図である。
【図９２】本開示による、第１のパターンのモアレ効果積層体を有する、第１の層の例で
ある。
【図９３】本開示による、第２のパターンのモアレ効果積層体を有する、第２の層の例で
ある。
【図９４】本開示による、モアレ効果積層体を形成するために図９３の第２の層上に重ね
合わされた図９２の例示の第１の層であり、第１の層は、第２の層に対して第１の位置に
ある。
【図９５】本開示による、モアレ効果積層体を形成するために図９３の第２の層上に重ね
合わされた図９２の例示の第１の層であり、第１の層は、第２の層に対して第２の位置に
ある。
【図９６】本開示による、第１のパターンのモアレ効果積層体を有する、第１の層の例で
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ある。
【図９７】本開示による、第２のパターンのモアレ効果積層体を有する、第２の層の例で
ある。
【図９８】本開示による、モアレ効果積層体を形成するために図９７の第２の層上に重ね
合わされた図９６の例示の第１の層であり、第１の層は、第２の層に対して第１の位置に
ある。
【図９９】本開示による、モアレ効果積層体を形成するために図９７の第２の層上に重ね
合わされた図９６の例示の第１の層であり、第１の層は、第２の層に対して第２の位置に
ある。
【図１００】モアレ効果積層体の非接合スパンの一部分の断面図であり、第１の層は、第
２の層に対して第１の位置にあり、第２のパターンの第２の層の第１の部分は、第１のパ
ターンの第１の層を通して可視である。
【図１０１】本開示による、図１００のモアレ効果積層体の非接合スパンの一部分の断面
図であり、第１の層は、第２層に対して第２の位置に移動しており、第２のパターンの第
２の部分は、第１のパターンを通して可視である。
【図１０２】モアレ効果積層体の非接合スパンの一部分の断面図であり、第１の層は、第
２の層に対して第１の位置にあり、第２のパターンの第２の層の第１の部分は、第１のパ
ターンの第１の層を通して可視である。
【図１０３】本開示による、図１０２のモアレ効果積層体の非接合スパンの一部分の断面
図であり、第１の層は、第２層に対して第２の位置に移動しており、第２のパターンの第
２の部分は、第１のパターンを通して可視である。
【図１０４】本開示による、様々なゾーンを有する吸収性物品上のパターン化有孔ウェブ
を例示し、
【図１０５】本開示による、様々なゾーンを有する吸収性物品上のパターン化有孔ウェブ
を例示し、
【図１０６】本開示による、様々なゾーンを有する吸収性物品上のパターン化有孔ウェブ
を例示し、
【図１０７】本開示による、様々なゾーンを有する吸収性物品上のパターン化有孔ウェブ
を例示し、
【図１０８】本開示による、吸収性物品のパッケージの側面図である。外側表面は、明確
にする目的で透明に図示されている。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本明細書に開示する、予ひずみ状積層体の構造、機能、製造、及び使用の原理、並びに
その作製方法についての全体的な理解を提供するため、本開示の各種非限定的な形態につ
いて以下に記載する。これらの非限定的な形態の１つ又は２つ以上の実施例を添付の図面
に示す。当業者であれば、本明細書に具体的に記載し添付図面に例示する、予ひずみ状積
層体及びその作製方法が、非限定的な例示の形態であり、本開示の各種非限定的な形態の
範囲は、特許請求の範囲によってのみ定義されることを理解するであろう。１つの非限定
的な形態に関して図示又は説明される特徴は、他の非限定的な形態の特徴と組み合わせる
ことができる。そのような修正及び変形は本開示の範囲に含まれることが意図されている
。
【００２８】
　本明細書で使用するとき、用語「不織布材料」、「不織布」、又は「不織布層」は通常
の意味で使用され、かつ、具体的には、規則的に繰り返してではなく、間に挿入される個
々の繊維又は糸の構造体を有するウェブを指す。不織布材料、不織布、又は不織布層は、
従来、例えば、メルトブロープロセス、スパンボンドプロセス、及び結合カードウェブプ
ロセス等の様々なプロセスによって形成されてきた。
【００２９】
　本明細書で使用するとき、用語「マイクロファイバー」は、約１００ミクロンを超えな
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い平均直径を有する小径繊維を指す。
【００３０】
　本明細書で使用するとき、用語「ナノファイバー」は、約１ミクロン未満の平均直径を
有する極小径繊維を指す。
【００３１】
　本明細書で使用するとき、用語「メルトブロー」は、溶融熱可塑性材料を溶融糸又はフ
ィラメントとして、複数の微細で通常は円形のダイキャピラリーを通して高速ガス（例え
ば、空気）流中に押し出すことにより形成される繊維を指し、この高速ガス流は、溶融熱
可塑性材料のフィラメントを減衰してマイクロファイバー直径までであり得る直径を減少
させる。その後、メルトブロー繊維は、高速ガス流によって梳かれ、収集面上に堆積し無
作為に分散されたメルトブロー繊維のウェブを形成する。
【００３２】
　本明細書で使用するとき、用語「スパンボンド」は、溶融熱可塑性材料を、フィラメン
トとして、複数の微細で通常は円形のキャピラリーから押し出すことによって形成され、
次いで、押し出されたフィラメントの直径を、例えば、リダクティブドローイング、又は
、他の良く知られているスパンボンド機序によって急速に減少させた、小径繊維を指す。
【００３３】
　本明細書で使用するとき、用語「ポリマー」には、一般にホモポリマー、コポリマー（
例えば、ブロック、グラフト、ランダム、及び交互性コポリマーなど）、ターポリマーな
ど、並びにこれらの混合物及び修飾物が含まれるが、これらに限定されない。更に特に限
定しない限り、用語「ポリマー」には、材料のあらゆる可能な幾何学的形態が含まれるも
のとする。これらの形態としては、これらに限定されるものではないが、アイソタクチッ
ク、シンジオタクチック、及びランダム対称が挙げられる。
【００３４】
　本明細書で使用するとき、用語「接合する」、「接合された」、「接合」、「結合する
」、「結合された」、「結合」、「取り付ける」、「取り付けられた」、又は「取り付け
」とは、ある要素を直接別の要素に締着させることによって、ある要素がもう一方の要素
に直接固定される構成、及びある要素を中間部材に締着させ、続いてその中間部材をもう
一方の要素に締着させることによって、ある要素がもう一方の要素に間接的に固定される
構成を包含する。
【００３５】
　本明細書で使用するとき、用語「弾性」は、付勢力を加えた際に、破裂又は破断するこ
となく、その弛緩した元の長さの少なくとも約１１０％の延伸長まで伸張させることがで
き（即ち、１０％まで伸張させることができ）、加えられた力の解放時にその延伸の少な
くとも約４０％を回復する、任意の材料を指す。例えば、１００ｍｍの初期長を有する材
料は、少なくとも１１０ｍｍまで延伸でき、力を除くと、１０６ｍｍの長さまで収縮する
ことになる（４０％の回復率）。「弾性」は、単一の材料を指し得るか、又は物品内に積
層体を形成する材料の組み合わせを指し得る。弾性材料は、弾性でないか、又は積層体の
弾性材料のうちの１つ又は２つ以上よりも弾性の低い積層体に組み込まれてもよい。
【００３６】
　本明細書で使用するとき、用語「非弾性」は、上記の「弾性」の定義に該当しない任意
の材料を指す。
【００３７】
　本明細書で使用するとき、用語「延伸性」は、付勢力の印加時に、少なくとも突発故障
を経験することなく、少なくとも約１０％、少なくとも約２０％、少なくとも約３０％、
少なくとも約５０％延伸可能である、任意の材料を指す。延伸の回復は必要ではないが、
少なくとも部分的に起こり得る。
【００３８】
　本明細書で使用するとき、用語「溶融安定化した」は、不織布材料の繊維を安定化した
フィルム状の形態に実質的に強化するために局所加熱及び／又は局所圧力を受けた不織布
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材料の部分を指す。
【００３９】
　本明細書で使用するとき、用語「吸収性物品」は、身体排出物（例えば、便、尿、血液
）を吸収し収容する装置を指し、より具体的には、着用者の身体に当てて又は着用者の身
体に近接して配置されて、身体から排泄された様々な身体排出物を吸収し収容する装置を
指す。用語「吸収性物品」には、おむつ、パンツ、トレーニングパンツ、成人用失禁製品
、生理用ナプキン、タンポン、拭き取り布、及びおりものシートが含まれるが、これらに
限定されない。用語「吸収性物品」は、いくらかの吸収性を有するクリーニング又はダス
ティングパッド又は基材を包含してもよい。
【００４０】
　用語「機械方向」（ＭＤ）は、本明細書において、材料、帯状基材、又はプロセスを通
しての物品の流れ、の主要な方向を指すために使用される。
【００４１】
　用語「横断方向」（ＣＤ）は、本明細書において、機械方向に対して概ね垂直な方向を
指すために使用される。
【００４２】
　本明細書で使用するとき、用語「孔アスペクト比」は、単一の孔の長軸：短軸の比であ
る。
【００４３】
　本明細書で使用するとき、用語「予ひずみ」又は「予ひずみ状」は、その元（すなわち
、ひずみ状になる前）の寸法のうちの１つの少なくとも１０５％まで延伸され、次いで、
延伸力を取り除いた後に少なくとも部分的な回復が可能である、材料を意味する。
【００４４】
　パターン化有孔ウェブ
　本開示のパターン化有孔ウェブは、本明細書に記載されるように、従来の有孔トップシ
ートを超える多くの利点を提供する。パターン化有孔ウェブ１０の４つの例を、図１～４
に例示する。例示されるように、パターン化有孔ウェブ１０は、多くの構成を取り得る。
孔は１２と表示され、ランド領域（非有孔領域）は１４と表示される。パターン化有孔ウ
ェブの追加の例を、後続の図に示す。パターン化有孔ウェブのうちのいくつかは、特に、
指定の範囲及び該範囲において形成された全ての範囲内での全ての０．１ｍｍ増分を含め
、少なくとも約４ｍｍ、少なくとも約５ｍｍ、少なくとも約６ｍｍ、少なくとも約７ｍｍ
、少なくとも約８ｍｍ、少なくとも約９ｍｍ、少なくとも約１０ｍｍ、又は約４ｍｍ～約
１５ｍｍの範囲のランド領域幅を有し得る。これらのランド領域幅は、ＮＩＳＴ追跡可能
な／公認の定規を使用して、１つの孔の外周から別の孔の外周まで任意の方向に測定され
得る。例として、図２は、別個の孔パターン（例えば、他の孔パターンから区別される）
を示す。
【００４５】
　層
　本開示の有孔ウェブは、単一の有孔層（図１～４を参照されたい）又は複数の層（有孔
若しくは非有孔）、例えば、２つ、３つ、若しくは４つの層を含み得る。用語「層」は、
自立型ウェブ（例えば、不織布又はフィルム）、及び非自立型ウェブ（例えば、ＳＭＭＳ
不織布のスパンボンド層）を意味する。したがって、スパンボンド－メルトブロー－メル
トブロー－スパンボンド（ＳＭＭＳ）不織布材料は、フィルムが単一層と見なされるよう
に、本開示の目的で単一層と見なされる。パターン化有孔ウェブは、開孔プロセスを受け
ていないが、単に材料の形成において作成された孔（本開示の目的での孔ではない）を有
する、１つ又は２つ以上の非有孔層を含み得る。２つの有孔層がパターン化有孔ウェブ内
に提供される場合、各層は、同一開孔パターン又は異なる開孔パターンを有し得る。
【００４６】
　図５を参照すると、２つの層を含むパターン化有孔ウェブ１０の例示の断面図の概略図
が示されている。図５～１０のパターン化有孔ウェブの例は、複数の層を含むが、本開示
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のパターン化有孔ウェブは、１つの層のみを有し得る（例えば、図１～４を参照されたい
）。パターン化有孔ウェブ１０は、パターン化有孔層１６及び非有孔層１８を含み得る。
パターン化有孔層１６は、例えば、本明細書に開示される様々な孔パターンのうちのいず
れかを含み得る。パターン化有孔層１６は、非有孔層１８と組み合わされるか、それに結
合されるか、それに接着剤で接合されるか、又はそれに接合されて積層体を形成し得る。
パターン化有孔層１６は、孔と、それらの孔を少なくとも部分的に又は完全に取り囲むラ
ンド領域と、を有し得る。
【００４７】
　多層パターン化有孔ウェブの両方又は全ての層が有孔である場合、それらの孔は、Ｚ方
向に整列する若しくは重なるか、整列しない若しくは重ならないか、又は部分的に整列す
る若しくは部分的に重なり得る。例えば、１つの層の孔は、第２の層の孔とＺ方向に１０
０％整列するか又は重なり得、したがってパターン化有孔ウェブの両方の層を通る孔を形
成する。そのような例において、両方の層を共に過剰結合して層を接合し、次いで、過剰
結合部を破裂させて層の両方（又は２つより多い層）に孔を形成することによって、孔が
形成され得る。他の例において、孔は、Ｚ方向に１００％未満整列するか又は重なり得る
。換言すれば、１つの層の孔は、ＣＤ、ＭＤ、若しくは他の方向にオフセットされ得るか
、又は異なるパターンの孔が各層に形成されて孔の誤整列を生じ得る。そのような例にお
いて、１つの層の孔の領域は、別の層の孔の領域とＺ方向に、特に、指定の範囲及び該範
囲において又は該範囲によって形成された全ての範囲内での全ての０．５％増分を含め、
１０％～９０％、１０％～１００％、１０％～８０％、２５％～７５％、２５％、５０％
、又は７５％重なり得る。
【００４８】
　パターン化有孔ウェブのうちの複数の層が孔を含む例において、孔は、Ｚ方向に一致し
得る、すなわち、両方の層を貫通し得る。ある形態において、これは、２つ又はそれ以上
の層を共に結合、接合、及び／又は積層した後に孔を形成することによって達成され得る
。あるいは、１つの層の孔が、第２の層の孔とは異なるパターン、サイズ、及び／若しく
は形状を有し得る、並びに／又は異なる方向に配向され得る。ある形態において、これは
、２つ又は層を積層構造に組み合わせる前に各層に孔を形成することによって達成され得
る。有孔層及び非有孔層を有するパターン化有孔ウェブを含む吸収性物品形態において、
有孔層は、パターン化有孔ウェブの着用者に面する側面上又はパターン化有孔ウェブの衣
類に面する側面上で配向され得る。更に他の形態において、パターン化有孔層は、２つの
非有孔層の中間に位置し得るか、又は１つ若しくは２つ以上の非有孔層の下に位置し得る
。更に別の形態において、２つのパターン化有孔層は、パターン化有孔ウェブの１つ又は
２つ以上の非有孔層を挟むことができる。
【００４９】
　パターン化有孔ウェブの第１の層は、同じパターン化有孔ウェブの別の層と同一又は異
なる親水性を有し得る。両方の層は、親水性又は疎水性であり得るが、１つが、より高い
親水性又は疎水性であってもよい。例として、パターン化有孔ウェブの着用者に面する層
は、疎水性であり得るが、パターン化有孔ウェブの衣類に面する層は、親水性であり、孔
及び吸収性コアへの流体の吸い上げを助けることができる。別の例として、パターン化有
孔ウェブの第１の層は、孔を有する疎水性トップシートであり得、パターン化有孔ウェブ
の第２の層は、親水性捕獲層又は材料であり得る。これは、吸収性コアへの流体の吸い上
げ又は排出を促進し、奥行感覚を提供する。
【００５０】
　ある例において、図５を再び参照すると、パターン化有孔層１６は、非有孔層１８とは
異なる色を有してもよく、それにより層１６の孔は、使用者に対して容易に可視であるか
、又はより容易に明らかである。パターン有孔層１６の孔パターンは、着用者側にパター
ン化有孔ウェブ１０を含む吸収性物品の正しい配向を示し得る、表示部を形成することも
できる。そのような表示部は、例えば、ハート形、顔、建物、文字又は数字、車等の一般
に理解される垂直配向を有する任意の物体又は形状を含んでもよい。これは、どれだけ多
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くの有孔層又は非有孔層が提供されるかに関わらず、本明細書に記載される他のパターン
化有孔ウェブに適用することもできる。
【００５１】
　本明細書に記載されるパターン化有孔ウェブのうちのいずれかは、そのウェブを含む製
品のどの側面が上であり、どの側面が下であるかを示すため、又は吸収性物品の奥行を示
すため、又は強調された奥行感覚をもたらすために、色の勾配を有してもよい。
【００５２】
　本開示のパターン化有孔ウェブの層は、同一の坪量又は異なる坪量を有してもよい。あ
る例において、図５を再び参照すると、層１６は、層１８より高い坪量を有し得る。これ
は、層１６の表面（例えば、赤ちゃんの皮膚に接触するトップシート）により良い柔軟性
をもたらし得る一方、層１６の孔による高い流体貫通ももたらす。本開示のパターン化有
孔ウェブの様々な層は、材料組成、密度、キャリパー、不透明度、ローション濃度、又は
不織布材料の任意の他の特性が同一でも異なっていてもよい。
【００５３】
　パターン化有孔ウェブ、又はその層の坪量は、特に、指定の範囲及び該範囲において又
は該範囲によって形成された全ての範囲内での全ての０．１ｇｓｍ増分を含め、約６ｇｓ
ｍ～約２００ｇｓｍ、約１０ｇｓｍ～約１００ｇｓｍ、約１０ｇｓｍ～約５０ｇｓｍ、又
は約１０ｇｓｍ～約４０ｇｓｍの範囲であり得る。坪量は、本明細書における坪量試験に
従い測定される。
【００５４】
　多層有孔ウェブの層における繊維の優勢な繊維配向は、同一でも異なっていてもよい。
ある例において、優勢な繊維配向は、機械方向に対して、例えば、約４５度～約１３５度
軸外しであり得るが、別の層は、機械方向に実質的に沿って、又は機械方向から＋／－約
１０～約２０度の優勢な繊維配向を有し得る。異なる優勢な繊維配向を有するパターン化
有孔ウェブに異なる層を提供することは、２つ又はそれ以上の層が共に接合又は結合され
たとき、パターン化有孔ウェブの引裂に対して増加した強度及び耐性をもたらし得る。
【００５５】
　図６を参照すると、別のパターン化有孔ウェブ１０の例示の断面図の概略図が示される
。パターン化有孔ウェブ１０は、第１のパターン化有孔層２０及び第２のパターン化有孔
層２２を含み得る。図６における第１のパターン化有孔層２０の孔は、第２のパターン化
有孔層２２の孔とＺ方向に（矢印Ｚで表示される）、特に、指定の範囲及び該範囲におい
て又は該範囲によって形成される全ての範囲内の全ての０．５％増分を含め、約８０％、
約８５％、約９０％、約９５％、約８０％～約１００％、又は約１００％整列し得る。第
１のパターン化有孔層２０は、第２のパターン化有孔層２２と組み合わされるか、それに
結合されるか、又はそれに接合されて積層パターン化有孔ウェブを形成し得る。図６のパ
ターン化有孔ウェブ１０、又は本開示の他のパターン化有孔ウェブのうちのいずれかは、
非有孔又は有孔であり得る第３の層２１（又は３つより多くの層）を含んでもよい。第２
のパターン化有孔層２２は、第３の非有孔層２１と組み合わされるか、それに結合される
か、又はそれに接合され得る。
【００５６】
　図６を再び参照すると、第２のパターン化有孔層２２の孔は、第１のパターン化有孔層
２０の孔より小さくてもよい（例えば、約１０％少ない面積、約２０％少ない面積、約３
０％少ない面積等）。そのような特徴は、第１の層２０を通るＢＭの貫通を可能にし得る
一方で、第２の層２２を通る適切な液体身体排出物（例えば、尿及び月経血）の流体裏抜
け、又は第２の非有孔層と比較して第１の層からの再湿潤をもたらし得る。
【００５７】
　図７を参照すると、別のパターン化有孔ウェブ１０の例示の断面図の概略図が示される
。パターン化有孔ウェブ１０は、第１のパターン化有孔層２４及び第２のパターン化有孔
層２６を含み得る。第１のパターン化有孔層２４の孔は、第２のパターン化有孔層２６の
非有孔部分又は「ランド領域」とＺ方向（矢印Ｚで表示される）に完全に重なり得る。第
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１のパターン化有孔層２４は、第２のパターン化有孔層２６と組み合わされるか、それに
結合されるか、又はそれに接合されて積層パターン化有孔ウェブを形成し得る。
【００５８】
　図８を参照すると、別のパターン化有孔ウェブ１０の例示の断面図の概略図が示される
。パターン化有孔ウェブ１０は、第１のパターン化有孔層２８及び第２のパターン化有孔
層３０を含み得る。第１のパターン化有孔層２８の孔は、第２のパターン化有孔層３０の
非有孔部分又は「ランド領域」とＺ方向（矢印Ｚで表示される）に部分的に重なり得る。
第１のパターン化有孔層２８は、第２のパターン化有孔層３０と組み合わされるか、それ
に結合されるか、又はそれに接合されて積層パターン化有孔ウェブを形成し得る。第１の
パターン化有孔層２８の孔の領域と、第２のパターン化有孔層の孔の領域との重なりは、
特に、指定の範囲及び該範囲において又は該範囲によって形成された全ての範囲内での全
ての０．５％増分を含め、約５％～約９５％、約１０％～約９０％、約２０％～約８０％
、約２５％～約７５％の範囲、約２５％、約５０％、又は約７５％であり得る。
【００５９】
　図８の例示のパターン化有孔ウェブ１０は、第１及び第２のパターン化有孔層２８及び
３０の中間に、少なくとも部分的に着色された基材（完全連続層）又は着色されたパター
ン化基材２９を含んでもよい。この概念はまた、図５～１０における例又は本明細書にお
ける他の例のうちのいずれにも適用することができる。着色された基材は、層２８及び３
０のいずれに位置してもよい。着色された基材又は着色されたパターン化基材２９は、グ
ラフィック、インク、着色された接着剤、又は他の着色された基材を含んでもよく、パタ
ーン化有孔ウェブ１０のいずれの側面からも孔の重なり領域を通して可視であり得る。あ
る形態において、着色された基材又は着色されたパターン化基材２９は、第２のパターン
化有孔層３０の下に位置してもよく、第１のパターン化有孔層２８から見たときに、依然
として孔の重なり領域を通して可視であり得る。第１のパターン化有孔層２８、第２のパ
ターン化有孔層３０、及び着色された基材又は着色されたパターン化基材２９は、同一の
色であり得るか、又はそれぞれ異なる色であり得る。あるいは、パターン化有孔層２８及
び３０は、着色された基材又は着色されたパターン化基材２９と異なる色を有してもよい
。そのような形態は、例えば、エンボス加工等により、パターン化有孔ウェブ１０を実際
に三次元にすることなく、三次元の外観がパターン化有孔ウェブ１０に提供されるのを可
能にする。
【００６０】
　材料
　本明細書に記載されるパターン化有孔ウェブの層のうちのいずれかは、不織布、織布、
セルロース材料、フィルム、弾性材料、非弾性材料、嵩高材料、及び／又は発泡体を含む
が、これらに限定されない、当該技術分野において既知の任意の材料を含み得る。パター
ン化有孔ウェブは、例えば、１つ若しくは２つ以上の不織布材料、１つ若しくは２つ以上
のフィルム、異なる不織布材料の組み合わせ、異なるフィルムの組み合わせ、１つ若しく
は２つ以上のフィルムと１つ若しくは２つ以上の不織布材料との組み合わせ、又は１つ若
しくは２つ以上の異なる材料の組み合わせを含んでもよい。同一又は同様の材料の１つ又
は２つ以上の層を有するパターン化有孔ウェブもまた、本開示の範囲内である。様々な層
中の様々な材料の坪量、色、不透明度、親水性、平均孔間距離、平均絶対フェレット角、
有効孔面積、有効開口面積、又は他のパラメータ若しくは特性は、同一でも異なっていて
もよい。
【００６１】
　パターン化有孔ウェブのいくつかの前駆体ウェブ材料は、ＰＥ／ＰＰバイコンポーネン
ト繊維スパンボンドウェブを含み得る。他の好適な前駆体ウェブは、カレンダー（熱点）
結合又は通気結合を介して結合された並列けん縮繊維（例えば、ＰＥ／ＰＰ又はＰＰ／Ｐ
Ｐ）を含む、スパンボンドウェブを含み得る。他の好適な前駆体ウェブは、ＰＥ／ＰＰ又
はＰＥ／ＰＥＴ繊維を含む、カード、通気結合又は樹脂結合（嵩高）不織布を含み得る。
前駆体ウェブは、マイクロファイバー及び／又はナノファイバーを、任意に他の繊維と共
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に含み得る。いくつかの状況において、多層ウェブは、増加した均一性／不透明度、及び
異なる特性を有するウェブを組み合わせる能力に起因して、（同じ坪量であっても）単一
層ウェブよりも所望され得る。例えば、延伸性スパンボンド不織布キャリア層は、柔軟な
嵩高不織布（スパンボンド又はカード）と組み合わされて、柔軟かつ強力な有孔ウェブを
作成することができる。これらの層は、同一又は異なる表面エネルギーを有し得る。例え
ば、上層は疎水性であり得、下層は、親水性であり得る。これらの層は、異なる透過性／
毛管現象を有してよく、例えば、毛管勾配を設定し、流体が吸収性物品の表面（又はトッ
プシート）から離れて吸収性物品の吸収性コアへと動くのを助けるために、上層は、高い
透過性を有し得、下層は、高い毛管現象を有し得る。
【００６２】
　前駆体ウェブ材料の繊維は、任意の好適な熱可塑性ポリマーを含み得る。例示の熱可塑
性ポリマーは、溶融し、その後冷却されると結晶化又は硬化するが、更に加熱すると再溶
融し得るポリマーである。好適な熱可塑性ポリマーは、特に、指定の範囲及び該範囲にお
いて又は該範囲によって形成された全ての範囲内での全ての０．５℃増分を含め、約６０
℃～約３００℃、又は約８０℃～約２５０℃、又は１００℃～約２１５℃の溶融温度（凝
固温度とも呼ばれる）を有し得る。また、熱可塑性ポリマーの分子量は、ポリマー分子間
のもつれを可能にするのに十分に高く、更に溶融紡糸可能にするのに十分に低くてもよい
。
【００６３】
　熱可塑性ポリマーは、再生可能な資源（任意の生物を原料とした材料及び再生材料）、
化石鉱物及び油、並びに／又は生分解性材料を含む）好適な材料に由来し得る。いくつか
の好適な熱可塑性ポリマーの例としては、ポリオレフィン、ポリエステル、ポリアミド、
これらのコポリマー、及びこれらの組み合わせが挙げられる。いくつかの例示のポリオレ
フィとしては、低密度、高密度、線状低密度、又は超低密度ポリエチレンを含む、ポリエ
チレン又はそのコポリマーが挙げられ、それにより、ポリエチレン密度は、例えば、１立
方センチメートル当たり約０．９０グラム～１立方センチメートル当たり約０．９７グラ
ム、又は１立方センチメートル当たり約０．９２グラム～１立方センチメートル当たり約
０．９５グラムの範囲である。ポリエチレンの密度は、分枝の数及び種類で決定されても
よく、重合技術及びコモノマーの種類に依存する。アタクチックポリプロピレンを含むポ
リプロピレン及び／又はポリプロピレンコポリマー、イソタクチックポリプロピレン、シ
ンジオタクチックポリプロピレン、及びこれらの組み合わせが使用されてもよい。ポリプ
ロピレンコポリマー、特にエチレンを使用して、溶融温度を低下させ、特性を向上させる
ことができる。これらのポリプロピレンポリマーは、メタロセン及びチーグラー・ナッタ
触媒系を使用して製造することができる。これらのポリプロピレン及びポリエチレン組成
物を組み合わせて、最終用途特性を最適化することができる。ポリブチレンもまた有用な
ポリオレフィンであり、いくつかの形態で使用され得る。他の好適なポリマーとしては、
例えば、ナイロン６、ナイロン１１、ナイロン１２、ナイロン４６、ナイロン６６等のポ
リアミド又はそれらのコポリマー；無水マレイン酸ポリプロピレンコポリマー、ポリエチ
レンテレフタレート等のポリエステル又はそれらのコポリマー；エチレン／アクリル酸コ
ポリマー、エチレン／マレイン酸コポリマー、エチレン／メタクリル酸コポリマー、エチ
レン／酢酸ビニルコポリマー、又はこれらの組み合わせ等のオレフィンカルボン酸コポリ
マー；ポリアクリレート、ポリメタクリレート、及びポリ（メチルメタクリレート）等の
それらのコポリマーが挙げられる。
【００６４】
　熱可塑性ポリマー構成要素は、単一のポリマー種、又は２つ又はそれ以上の熱可塑性ポ
リマー、例えば、２つの異なるポリプロピレン樹脂であり得る。実施例として、パターン
化有孔ウェブの第１の不織布層の繊維は、ポリプロピレン等のポリマー、及びポリプロピ
レンとポリエチレンとのブレンドを含み得、一方でパターン化有孔ウェブの第２の不織布
層は、ポリプロピレン、ポリプロピレン／ポリエチレンブレンド、及びポリエチレン／ポ
リエチレン蓋レートブレンドから選択される繊維を含み得る。いくつかの形態において、
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第２の不織布層は、セルロースレーヨン、木綿、その他の親水性繊維材料、又はこれらの
組み合わせから選択される繊維を含んでもよい。繊維はまた、ポリアクリレートなどの超
吸収性材料、又は好適な材料のいかなる組み合わせをも含み得る。
【００６５】
　パターン化有孔ウェブの層の繊維は、モノコンポーネント繊維、バイコンポーネント繊
維、及び／又は二成分、円形又は非円形（例えば、毛管路繊維）を含むことができ、０．
１ミクロン～約５００ミクロンの範囲の主要横断面寸法（例えば、円形繊維の場合には直
径）を有することができる。これらの繊維は、化学（例えば、ポリエチレン及びポリプロ
ピレン）、コンポーネント（モノ及びバイ）、デニール（マイクロデニール及び＞２デニ
ール）、形状（すなわち、毛管及び円形）等のような特性の点で異なる、異なる繊維型の
混合物でもあり得る。これらの繊維は、約０．１デニール～約１００デニールの範囲であ
り得る。
【００６６】
　例示の材料は、第１の複数の繊維及び／又は第２の複数の繊維が、それらの構成成分の
化学に加えて添加剤を含むものと想到される。例えば、好適な添加剤として、着色、静電
気防止特性、潤滑、柔軟性、親水性、疎水性等、及びこれらの組み合わせのための添加剤
が挙げられる。これらの添加剤、例えば着色用の二酸化チタンは、一般的に約５重量％未
満、より典型的には約２重量％以下の量で存在し得る。
【００６７】
　本明細書で使用するとき、用語「モノコンポーネント繊維（複数可）」とは、１種又は
２種以上のポリマーを使用して１つの押出成形機から形成される繊維を指す。これは、１
種類のポリマーから形成されているが、着色、静電気防止特性、潤滑、親水性などを付与
するために少量の添加剤が添加された繊維を除外するものではない。
【００６８】
　本明細書で使用するとき、用語「バイコンポーネント繊維（複数可）」とは、別々の押
出成形機から押し出された少なくとも２種の異なるポリマーを合わせて紡糸し、１本の繊
維として形成した繊維を指す。バイコンポーネント繊維はまた、複合繊維又は多成分繊維
と呼ばれることもある。複数個のポリマーは、バイコンポーネント繊維の横断面にわたっ
て実質的に連続的に位置する別個ゾーンに配置され、バイコンポーネント繊維の長さに沿
って連続して延びる。そのようなバイコンポーネント繊維の構成は、例えば、１種のポリ
マーが別のポリマーによって包囲されるシース／コア配置であってもよく、又は並列配置
、パイ型配置、若しくは「海島型」配置であってもよい。第１の不織布層に使用すること
ができる繊維のいくつかの具体的な例として、ポリエチレン／ポリプロピレン並列バイコ
ンポーネント繊維が挙げられる。別の例は、ポリエチレンがシースとして構成され、ポリ
プロピレンがシース内部のコアとして構成されるポリプロピレン／ポリエチレンバイコン
ポーネント繊維である。更に別の例は、２種類の異なるポリプロピレンポリマーが並列型
配置で構成されるポリプロピレン／ポリプロピレンバイコンポーネント繊維である。加え
て、形態は、不織布層の繊維がけん縮されているものと想到される。
【００６９】
　バイコンポーネント繊維は、２つの異なる樹脂、例えば、第１のポリプロピレン樹脂及
び第２のポリプロピレン樹脂を含み得る。これらの樹脂は、異なるメルトフロー速度、分
子量、又は分子量分布を有し得る。２つの異なるポリマーの比は、約５０／５０、６０／
４０、７０／３０、８０／２０、又はこれらの比内の任意の比であり得る。この比は、け
ん縮の量、不織布層の強度、柔軟性、結合等を制御するように選択され得る。
【００７０】
　本明細書で使用するとき、用語「二成分繊維（複数可）」とは、同じ押出成形機から配
合物として押し出される少なくとも２種のポリマーから形成されている繊維を指す。二成
分繊維は、繊維の断面領域にわたって比較的絶え間なく置かれた別個のゾーンに配置され
る様々なポリマー構成成分を有さず、様々なポリマーは、通常、繊維の全長に沿って連続
しておらず、その代わり、通常、ランダムに開始し終端するフィブリルを形成している。
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二成分繊維はまた、多成分繊維と称される場合もある。他の実施例において、バイコンポ
ーネント繊維は、多成分コンポーネントを含み得る。
【００７１】
　本明細書で使用するとき、用語「非円形繊維（複数可）」は、円形でない断面を持つ繊
維を記述しており、「形作られた繊維」及び「毛管路繊維」を包含する。そのような繊維
は中実又は中空であり得、それらは、３葉形、デルタ形であり得、外側表面上に毛管路を
有する繊維であり得る。毛管路は、「Ｕ字形」、「Ｈ字形」、「Ｃ字形」及び「Ｖ字形」
などの様々な断面形状のものであり得る。１つの実用的な毛管路繊維はＴ－４０１であり
、４ＤＧ繊維と呼ばれ、Ｆｉｂｅｒ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
（Ｊｏｈｎｓｏｎ　Ｃｉｔｙ，ＴＮ）から入手可能である。Ｔ－４０１繊維は、ポリエチ
レンテレフタレート（ＰＥＴポリエステル）である。
【００７２】
　パターン化有孔ウェブのための他の例示の不織布材料は、例えば、スパンボンド材料、
カード材料、メルトブロー材料、スパンレース材料、ニードルパンチ材料、ウェットレイ
ド材料、又はエアレイド材料を含み得る。
【００７３】
　本開示のパターン化有孔ウェブの少なくとも１つの層のためのいくつかの他の例示の材
料は、約１００％より大きい、約１２０％より大きい、又は約１５０％より大きい機械横
方向の延伸が可能であるものである。これは、ウェブが伸張時に延伸するのを可能にし、
孔間の破断した繊維及び／又は引裂の数を最小限にする。このウェブ型の１つの実施例は
、シース内のポリエチレンと、コア内のポリプロピレンとのシース／コアバイコンポーネ
ント繊維を含む、スパンボンドウェブである。ある例は、Ｆｉｔｅｓａ（Ｗａｓｈｏｕｇ
ａｌ，ＷＡ）から入手可能な５０／５０ポリエチレン／ポリプロピレン比を有する２．８
デニール／フィラメントの繊維を含む、２５ｇｓｍの不織布であり得る。
【００７４】
　個々の前駆体材料、又はパターン化孔ウェブ内の層のうちの少なくとも１つが、およそ
次の量のいずれか以上、ピーク張力に達したとき又は達する前で、１００％（つまり、未
伸張の長さの倍）、約１１０％、約１２０％、又は約１３０％～最大約２００％、又はそ
れ以上の延伸に耐えることが可能であることが望ましい場合がある。また前駆体材料は、
不織布積層体がその前の構成を回復するか又はこれに戻る傾向がないようにするため、変
形の構造が定位置に確実に「固定」されるよう、可塑性変形に耐える能力があることが望
ましい場合がある。しかしながら、けん縮繊維スパンボンド層の例では、これらの特定の
層（複数可）のための前駆体材料が、処理中に可塑性変形を経験しないか、又は最小の可
塑性変形を経験することが可能であることが望ましい場合がある。
【００７５】
　スパンボンド不織布層とは対照的に、けん縮繊維スパンボンド不織布層の構成繊維は、
典型的に、処理されると非コイル状になる、及び／又は変位する。けん縮繊維は、ある程
度コイル状になる傾向があるため、この処理は、けん縮繊維を延伸させるのではなく、典
型的に、けん縮繊維を変位させる／非コイル状にする。
【００７６】
　不織布層の延伸性は、構成繊維間を結合することによって影響され得る。これは、スパ
ンボンド不織布層及びけん縮繊維スパンボンド不織布層の両方にとって真である。例えば
、不織布層の延伸性を増加させるために、不織布層が、処理前に最適に結合されるのでは
なく、過小結合されることが望ましい場合がある。熱的に結合された不織布ウェブの引張
特性は、結合温度を変えることで修正することができる。ウェブは、最適に又は理想的に
結合、過小結合、又は過剰結合され得る。最適に又は理想的に結合されたウェブは、引張
ピーク時の最も高いピーク引張強度及び延伸と、引張ピーク後の強度の急速な低下とを特
徴とする。ひずみを受ける際、結合箇所は損なわれ、少量の繊維が結合箇所から引き出さ
れる。よって、最適に結合された不織布では、不織布ウェブがある点を超えて引っ張られ
たとき、繊維が伸張され、結合箇所の周囲で破断する。多くの場合、熱点結合箇所を取り
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巻く区域内の繊維直径に小さな減少が存在する。過小結合されたウェブは、最適に結合さ
れたウェブと比べた場合、引張ピーク時に低いピーク引張強度及び延伸を有し、引張ピー
ク後の強度はゆっくり低下する。ひずみを与えられると、いくつかの繊維が熱点結合箇所
から抜けることになる。よって、過小結合された不織布では、繊維のうちの少なくともい
くつかを結合箇所からから容易に分離することができ、繊維が結合箇所から引き抜かれ、
材料がひずんでいるときに再配置することを可能にする。過剰結合されたウェブはまた、
最適に結合されたウェブと比べた場合、引張ピーク時に低下したピーク引張強度及び延伸
を有し、引張ピーク後の強度は急速に低下する。結合箇所は、フィルムのような見た目で
あり、ひずみを受ける際、結合箇所の完全な破損につながる。
【００７７】
　層の接合
　複数の層が特定のパターン化有孔ウェブに提供される場合、これらの層は、接着剤結合
、パターン化接着剤コーティング、超音波結合、熱的結合、機械的結合、又はこれらの結
合方法の任意の組み合わせ等の、当業者に既知の任意の結合方法を使用して共に結合され
得る。あるいは、様々な層が、孔の外周において、又は部分的に孔の外周において、過剰
結合プロセスを通して共に結合され得る。この結合は、結合のパターン又は結合の配列で
行われてもよい。このパターンは、規則的で均質かつ均一なパターン、又は不規則的で不
均一かつ不均質なパターンであり得る。結合パターンは、実質的に連続した結合パターン
を含み得るか、又は別個の結合点で形成され得る。別個の結合点は、パターンを形成し得
る。結合点のパターンは、均質又は不均質であり得る。パターン化有孔ウェブの１つの区
域における結合パターンは、パターン化有孔ウェブの別の区域における結合パターンとは
異なり得る。例えば、この結合パターンは、パターン化有孔ウェブ積層体の機械方向又は
機械横方向に異なり得る。パターン化有孔ウェブを含む吸収性物品は、吸収性物品の前側
区域対後側区域、中心区域対側方区域、股区域対腰部区域、又はトップシート若しくは外
側カバーの第１の部分及び第２の部分において、異なる結合パターンを有し得る。パター
ン化有孔ウェブにおける結合は、典型的に、パターン化有孔ウェブの様々な層のランド領
域を接合することによって達成される。結合プロセスにおいて接着剤が使用される場合、
接着剤は、ティント、着色、及び／又はパターン化され、１つ又は２つ以上の孔パターン
と比較して、相補性又はコントラストパターンを作成することができる。
【００７８】
　色／印刷／接着剤
　パターン化有孔ウェブの層のうちのいずれかは、層が有孔であるか、又は非有孔である
かに関わらず、パターン化有孔ウェブの別の層と同一又は異なる色を有し得る。例えば、
２層パターン化有孔ウェブにおいて、第１の層は青色であり得、第２の層は白色であり得
るか、又は第１の層は濃い青色であり得、第２の層は青色であり得る。層のうちの少なく
ともいくつかの間に、デルタＥ色差が存在し得る。層は、以下で更に詳細に説明されるよ
うに、同一の不透明度又は異なる不透明度を有してもよい。単一層パターン化有孔ウェブ
も、色を有し得る。
【００７９】
　色付きの様々な層に加えて、又はその代わりに、図９を参照すると、本開示のパターン
化有孔ウェブ１０の層のうちの１つ又は２つ以上は、例えば、インク又は着色若しくは色
付きパターンを有する印刷３２を含み得る。単一層パターン化有孔ウェブは、インク又は
着色若しくは色付きパターンを含んでもよい。インクは、フレキソ印刷及びデジタルイン
クジェット印刷を含むが、これらに限定されない、当該技術分野において既知の任意の印
刷プロセスを介して堆積されてもよい。印刷は、グラフィック又は他の表示部を形成し得
る。印刷は、パターン化有孔ウェブ１０の第１の層３４の外表面上、パターン化有孔ウェ
ブ１０の第１の層３４と第２の層３６（例示される）との間に存在し得るか、又はパター
ン化有孔ウェブ１０の第２の層３６の下の表面上に存在し得る。印刷は、パターン化有孔
ウェブが、２つより多くの層を有する場合（例えば、層のうちのいずれかの表面上）、任
意の好適な場所に位置してもよい。印刷は、パターン化有孔ウェブ若しくはその層のゾー
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ン内、及び／又はパターン化有孔ウェブ若しくはその層全体のパターン内に堆積されても
よい。印刷は、パターン化有孔ウェブ又はその層の異なるゾーンにおいて異なっていても
同一であってもよい。印刷が層のうちの１つ（例えば、層３４）によって被覆される場合
、被覆層（例えば、層３４）は、印刷の視覚的外観を強調するために、比較的低い不透明
度を有し得る。印刷の密度（例えば、明瞭度及びコントラスト）は、メルトブロー繊維、
マイクロファイバー、及びナノファイバーを含むが、これらに限定されない小デニール繊
維を印刷層に含めることによって強調され得る。ある例では、印刷は、着用者上の吸収性
物品の適切な配向（例えば、前／後）を示すことができる。印刷は、本明細書に開示され
るパターン化有孔ウェブの様々な形態及び構成のうちのいずれかと共に使用することがで
きる。いくつかの形態では、例えば、印刷の複数の型又は色が、単一パターン化有孔ウェ
ブ又はその層に使用されてもよい。追加の層が、１つ又は２つ以上の印刷を有するパター
ン化有孔ウェブに提供されてもよい。
【００８０】
　色付き及び／若しくは印刷を有する様々な層に加えて、又はその代わりに、図１０を参
照すると、パターン化有孔ウェブは、着色された接着剤３８又は他の着色された基材（以
下、「色付き接着剤」）を含んでもよい。着色された接着剤３８は、例えば、染料を含み
得る。色付き接着剤は、ある形態では、パターン化有孔ウェブ１０の第１の層４０と第２
の層４２との間に位置し得る。色付き接着剤は、１つ又は２つ以上の層４０における孔パ
ターンに対応する、整合する、一致するか、又は対応しない、整合しない、若しくは一致
しないパターンで形成されてもよい。印刷は、本明細書に開示されるパターン化有孔ウェ
ブの様々な形態及び構成のうちのいずれかと共に使用することができることが理解される
であろう。いくつかの形態では、複数の色付き接着剤が、単一パターン化有孔ウェブにお
いて使用されてもよい。着色された接着剤は、パターン化有孔ウェブが、２つより多くの
層を有する場合（例えば、層のうちのいずれかの表面上又はそれらの中間）、任意の好適
な場所に位置してもよい。着色された接着剤は、パターン化有孔ウェブ若しくはその層の
ゾーン内及び／又はパターン化有孔ウェブ若しくはその層全体のパターン内に堆積されて
もよい。着色された接着剤は、パターン化有孔ウェブ又はその層の異なるゾーンにおいて
異なっていても同一であってもよい。着色された接着剤は、２つの層４０、４２の中間に
位置し得るか、又は層４０、４２の任意の他の表面上に位置し得る。追加の層が、１つ又
は２つ以上の色付き接着剤を有するパターン化有孔ウェブに提供されてもよい。
【００８１】
　ある例において、色付き接着剤は、パターン化有孔ウェブを形成する２つの低坪量材料
（例えば、約１５ｇｓｍ以下、約１０ｇｓｍ以下）の間に位置し得、それにより、色付き
接着剤は、パターン化有孔ウェブのいずれの側面からも可視であり得る。トップシートの
状況において、これは、向上した柔軟性を達成するために、高坪量多層トップシートを提
供することができ、一方で依然としてパターン化有孔ウェブのいずれの側面からも色付き
接着剤を見るという利点を保持する。
【００８２】
　例示のパターン化有孔ウェブ
　パターン化有孔ウェブ１０の追加の例を、図１１～１５に示す。
【００８３】
　不透明度
　パターン化有孔ウェブの層のうちの少なくとも１つの不透明度は、パターン化有孔ウェ
ブの他の層のうちの少なくとも１つの不透明度とは異なり得る。不透明度は、本明細書に
おける不透明度試験に従い測定される。いくつかの例では、外部観察者に最も近いパター
ン化有孔ウェブの層は、層間の観察可能なコントラスト差を最大化するため及び／又は印
刷若しくは色付き接着剤を観察するために、下層より低い不透明度を有し得る。あるいは
、外部観察者に最も近いパターン化有孔ウェブの層は、身体排出物（例えば、尿、月経血
、若しくはＢＭ）をより効果的にマスクするか、又は下の層との優れた色コントラストを
提供するために、下層より高い不透明度を有してもよい。パターン化有孔ウェブが流体透
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過性トップシートとして使用されるとき、外部観察者に最も近い層は、着用者に面する表
面となる。パターン化有孔ウェブが、吸収性物品の外表面上に位置する、ある形態では（
例えば、外部カバー、締着システム要素、伸張耳、生理用ナプキンの羽根部、ベルト、又
はサイドパネル）、外部観察者に最も近い層は、衣類に面する表面となる。例えば、非有
孔層の不透明度は、吸収性物品におけるパターン化有孔ウェブの特定の配向に応じて、パ
ターン化有孔層の不透明度より低くても、その逆であってもよい。
【００８４】
　不織布ウェブは、高い不透明度を有し得る。これにより、孔パターンをより容易に区別
することができ、下にある任意の色及び材料とのコントラストを提供し、おむつトップシ
ート又は生理用ナプキントップシートの場合では、吸収性コア内に収容された体液の存在
をマスクし、着用者により清潔な外観をもたらす。この利点を達成するために、特に、指
定の範囲及び該範囲において又は該範囲によって形成された全ての範囲内での全ての０．
１％増分を含め、約３０％、約４０％、約５０％、約６０％、約７０％、約８０％、約９
０％、約４０％～約１００％、又は約５０％～約９０％の範囲の不透明度が所望され得る
。不透明度の増加は、充填剤（例えば、ＴｉＯ２）、繊維形状（例えば、三葉対円形）、
より小さい繊維直径（マイクロファイバー及び／又はナノファイバーを含む）等を含む、
任意の既知の機序を介して達成され得る。そのようなウェブの一例は、ＳＭＳ構成を有し
得る。別の例は、溶融フィルム繊維化（例えば、米国特許第８，４８７，１５６号及び米
国特許出願公開第２００４／０２６６３００号）によって製造されるもの等のナノファイ
バーを含む不織布である。
【００８５】
　吸収性物品の構成要素
　本開示のパターン化有孔ウェブは、吸収性物品の構成要素として使用され得る。複数の
パターン化有孔ウェブが、単一の吸収性物品において使用されてもよい。そのような状況
において、パターン化有孔ウェブは、トップシート；トップシート及び捕獲層；生理用ナ
プキンの一部分、生理用ナプキンの羽根部、トップシート及び分配層；トップシート、捕
獲層、及び分配層（及びトップシートと吸収性コアとの中間にある任意の他の層、例えば
、２０１５年９月３日出願の米国特許出願第１４／８４４，０３７号（Ｐ＆Ｇ整理番号１
３９７１ＭＱ）に開示される、分配層のためのキャリア層、捕獲層及び分配層；外側カバ
ー；パターン化有孔ウェブのフィルム（非有孔層）がバックシートを形成し、不織布材料
が外側カバーを形成する、外側カバー及びバックシート；レッグカフ；耳又はサイドパネ
ル；締着具；ウエストバンド；ベルト若しくはその部分；又は吸収性物品の任意の他の好
適な部分の少なくとも一部分を形成し得る。パターン化有孔ウェブは、吸収性物品又は他
の製品におけるそれらの特定の用途に応じて、ランド領域及び孔領域の異なる構成及びパ
ターンを取り得る。パターン化有孔ウェブにおける層の数は、パターン化有孔ウェブの特
定の用途によって判定されてもよい。
【００８６】
　上で参照されるように、本開示のパターン化有孔ウェブのうちのいずれかは、吸収性物
品の外表面（すなわち、外側カバー又は衣類に面する表面）上に配設され得る。そのよう
な例において、そのパターン化孔又は特性は、外表面の異なる区域において同一でも異な
っていてもよい。外側カバーの実施例において、有効孔面積及び有効開口面積は、より良
い通気性のために、外側カバーの股区域よりも腰部区域において高い場合がある。別の外
側カバー形態において、腰部区域は、本開示のパターン化孔を含み得る一方、股区域は、
より均一な孔パターンを含むか、又は孔を含まない。これらの形態のそれぞれにおいて、
有効孔面積及び有効開口面積、又は孔は、股区域よりも腰部区域において高い気孔性をも
たらし得、きつく閉塞された腰部領域においてより多くの汗蒸発及びより良い通気性を可
能にする。
【００８７】
　女性用衛生製品
　パターン化有孔ウェブは、生理用ナプキン（又はその羽根部）、おりもの用シート、及
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びタンポンを含む女性用衛生製品等の吸収性物品の構成要素として使用されてもよい。複
数のパターン化有孔ウェブは、単一の女性用衛生製品において使用されてもよい。生理用
ナプキンの状況において、パターン化有孔ウェブは、トップシート；トップシート及び捕
獲層；トップシート及び分配層；トップシート及び二次トップシート；外側カバー；外側
カバー及びバックシート；羽根部；羽根部及びトップシート又はバックシート；タンポン
のための外側カバー；又は女性用衛生製品の任意の他の好適な部分の少なくとも一部分を
形成し得る。パターン化有孔ウェブは、女性用衛生製品におけるそれらの特定の用途に応
じて、ランド領域及び孔領域の異なる構成及びパターンを取り得る。パターン化有孔ウェ
ブにおける層の数は、パターン化有孔ウェブの特定の用途によって判定されてもよい。
【００８８】
　他の消費者製品
　パターン化有孔ウェブは、クリーニング基材、ダスティング基材、及び／又は拭き取り
布等の吸収性物品の構成要素として使用されてもよい。複数のパターン化有孔ウェブは、
単一のクリーニング若しくはダスティング基材、及び／又は単一の拭き取り布において使
用されてもよい。パターン化有孔ウェブは、クリーニング基材、ダスティング基材、及び
／又は拭き取り布におけるそれらの特定の用途に応じて、ランド領域及び孔領域の異なる
構成及びパターンを取り得る。パターン化有孔ウェブにおける層の数は、パターン化有孔
ウェブの特定の用途によって判定されてもよい。
【００８９】
　物理的特性
　本開示のパターン化有孔ウェブは、吸収性物品、女性用衛生製品、クリーニング基材、
ダスティング基材、拭き取り布、又は他の消費者製品におけるそれらの意図された用途又
は所望の用途に応じて、異なる物理的特性を取り得る。例えば、密度、坪量、孔パターン
、ランド領域パターン、キャリパー、不透明度、三次元性、及び／又は弾性という特性は
、例えば、パターン化有孔ウェブの所望の用途に応じて変化し得る。複数のパターン化有
孔ウェブは、ある特定の設計基準のいくつかの例において、他の類似又は異なるパターン
化有孔ウェブと組み合わされてもよい。
【００９０】
　作製方法
　本開示のパターン化有孔ウェブは、１９９７年５月１３日に付与された「Ｍｅｔｈｏｄ
　ｆｏｒ　Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅｌｙ　Ａｐｅｒｔｕｒｉｎｇ　ａ　Ｎｏｎｗｏｖｅｎ　Ｗ
ｅｂ」という名称の米国特許第５，６２８，０９７号、及び２００３年１月２０日公開の
「Ｈｉｇｈ　Ｅｌｏｎｇａｔｉｏｎ　Ａｐｅｒｔｕｒｅｄ　Ｎｏｎｗｏｖｅｎ　Ｗｅｂ　
ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｍａｋｉｎｇ」という名称の米国特許出願公開第２００３
／００２１９５１号に概して記載されるプロセスを使用することによって、一般に作製さ
れてもよい。このプロセスは、以下でより詳細に説明される。パターン化有孔ウェブは、
カードウェブをハイドロフォーミングするか、レーザー切断するか、パターン化ロールで
打ち抜くか、又は他の好適な方法によって作製されてもよい。
【００９１】
　図１６を参照すると、本開示のパターン化有孔ウェブを形成するための１つのプロセス
が、１００において概略的に示される。
【００９２】
　第１に、前駆体材料１０２が、出発材料として供給される。この前駆体材料１０２は、
別個のウェブ、例えば、バッチ処理用材料のシート、パッチ等として供給することができ
る。しかしながら、商用処理については、前駆体材料１０２は、ロールストックとして供
給され得、この点を踏まえると、有限の幅及び無限の長さを有すると考えることができる
。この状況において、長さは、機械方向（ＭＤ）で測定される。同様に、幅は、機械横方
向（ＣＤ）で測定される。
【００９３】
　前駆体材料１０２は、１つ若しくは２つ以上の不織布材料（同一若しくは異なる）、１
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つ若しくは２つ以上のフィルム（同一若しくは異なる）、１つ若しくは２つ以上の不織布
材料及び１つ若しくは２つ以上のフィルム、又は任意の他の好適な材料、又はそれらの組
み合わせであってもよい。前駆体材料１０２は、供給元から購入され、パターン化有孔ウ
ェブが形成される場所に出荷され得るか、又は前駆体材料１０２は、パターン化有孔ウェ
ブが製造される場所と同じ場所で形成される。
【００９４】
　前駆体材料１０２は、延伸性でも、弾性でも、非弾性であってもよい。更に、前駆体材
料１０２は、単一層材料又は多層材料であり得る。ある例において、前駆体材料１０２は
、ポリマーフィルムに接合されて積層体を形成し得る。
【００９５】
　前駆体材料１０２は、モノコンポーネント、バイコンポーネント、多成分ブレンド、又
は１つ若しくは２つ以上の熱可塑性ポリマーを含むマルチコンポーネント繊維を含み得る
か、又はこれらの繊維で作製され得る。実施例において、本開示のバイコンポーネント繊
維は、ポリプロピレンコア及びポリエチレンシースで形成されてもよい。バイコンポーネ
ント又はマルチコンポーネント繊維及びその作製方法に関する更なる詳細は、２００９年
４月２３日に公開された米国特許出願公開第２００９／０１０４８３１号、２０１２年７
月２４に付与された米国特許第８，２２６，６２５号、２０１２年７月３１日に付与され
た米国特許第８，２３１，５９５号、２０１３年３月５日に付与された米国特許第８，３
８８，５９４号及び２０１２年７月２４日に付与された米国特許第８，２２６，６２６号
に見出され得る。様々な繊維は、シース／コア、並列、海島型、又は他の既知の構成の繊
維であってもよい。繊維は、円形、中空であり得るか、又は三葉、リボン、毛管路繊維（
例えば、４ＤＧ）等の形状であってもよい。繊維は、マイクロファイバー又はナノファイ
バーを含み得る。
【００９６】
　前駆体材料１０２は、供給ロール１０４から解かれ、供給ロール１０４が、それに付随
の矢印で示されている方向に回転すると、それに付随の矢印で示されている方向に移行す
ることができる。前駆体材料１０２は、ローラー１１０及び１１２によって形成された薄
化ローラー（又は過剰結合）構成１０８のニップ１０６を通過し、それにより、薄化前駆
体材料を形成する。薄化前駆体材料１０２は、ニップを通過した後、あるパターンの過剰
結合部、又は緻密化され、薄化された領域を有する。これらの過剰結合部のうちの少なく
ともいくつか又は全てを使用して、前駆体材料１０２に孔を形成する。したがって、過剰
結合部は、前駆体材料１０２に作成された孔のパターンに概して相関する。
【００９７】
　図１７を参照すると、前駆体材料薄化ローラー構成１０８は、パターン化カレンダーロ
ーラー１１０と、滑らかなアンビルローラー１１２とを含むことができる。パターン化カ
レンダーローラー１１０及び滑らかなアンビルロール１１２の一方又は両方を加熱してよ
く、これらの２つのロールの間の圧力を、既知の技術によって調節して、所望の温度（該
当する場合）、並びに、複数の場所２０２で前駆体材料１０２を同時に薄化及び溶融安定
化するための圧力をもたらすことができる。カレンダーローラー１１０（若しくはその部
分）及び／又は滑らかなアンビルローラー１１２（若しくはその部分）の温度は、周囲温
度であり得るか、又は特に、指定の範囲及び該範囲において又は該範囲によって形成され
た全ての範囲内での全ての０．５℃増分を含め、約１００℃～約３００℃、約１００℃～
約２５０℃、約１００℃～約２００℃、約１００℃～約１５０℃の範囲であり得る。カレ
ンダーロール１１０と滑らかなアンビルローラー１１２との間の圧力は、特に、指定の範
囲及び該範囲において又は該範囲によって形成された全ての範囲内での全ての０．０２Ｎ
／ｍｍ（０．１ｐｌｉ）増分を含め、約３５０Ｎ／ｍｍ～約１，７５１Ｎ／ｍｍ（約２，
０００ｐｌｉ（１線形インチ当たりのポンド）～約１０，０００ｐｌｉ）、約５２５Ｎ／
ｍｍ～約１，４０１Ｎ／ｍｍ（約３，０００ｐｌｉ～約８，０００ｐｌｉ）、又は約７８
８Ｎ／ｍｍ～約１，１３８Ｎ／ｍｍ（約４，５００～約６，５００ｐｌｉ）の範囲であり
得る。以下で更に詳細に論じられるように、前駆体材料１０２が、薄化ローラー構成１０
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８を通過した後、前駆体材料１０２は、ＣＤに、又は概ねＣＤに、横断方向引張力によっ
て伸張され得、複数の薄化、溶融安定化した場所２０２を少なくとも部分的に、又は完全
に破裂させ、それにより、複数の薄化、溶融安定化した場所２０２と一致する前駆体材料
１０２において複数の少なくとも部分的に形成された孔を作成する。
【００９８】
　パターン化カレンダーローラー１１０は、円筒形表面１１４と、その円筒形表面１１４
から外側に延びる複数の突出部又はパターン要素１１６とを有するように構成される。パ
ターン要素１１６は、パターン化カレンダーローラー１１０の簡略化した例として示され
るが、本開示のパターン化有孔ウェブを製造するために使用することができる、より詳細
なパターン化カレンダーローラーは、後続の図面に示される。突出部１１６は、所定のパ
ターンで配設されてもよく、突出部１１６のそれぞれは、前駆体材料１０２内に薄化、溶
融安定化した場所を沈降させるように構成及び配設されて、前駆体材料１０２内に所定の
パターンの薄化、溶融安定化した場所２０２をもたらす。突出部１１６は、前駆体材料１
０２内の溶融安定化した場所のパターンに１対１の対応を有し得る。図１７に示すように
、パターン化カレンダーローラー１１０は、表面１１４の外周全体の周りに延びる突出部
１１６の反復パターンを有し得る。あるいは、突出部１１６は、表面１１４の外周の１つ
又は複数の部分の周りに延びていてもよい。また、単一のパターン化カレンダーローラー
は、様々なゾーン（すなわち、第１のゾーン、第１のパターン、第２のゾーン、第２のパ
ターン）に複数のパターンを有することができる。突出部１１６は、特に、指定の範囲及
び該範囲において又は該範囲によって形成された全ての範囲内での全ての０．０５ｍｍ増
分を含め、約０．１ｍｍ～約１０ｍｍ、約０．１ｍｍ～約５ｍｍ、約０．１ｍｍ～約３ｍ
ｍ、約０．１５ｍｍ～約２ｍｍ、約０．１５ｍｍ～約１．５ｍｍ、約０．１ｍｍ～約１ｍ
ｍ、約０．１ｍｍ～約０．５ｍｍ、又は約０．２～約０．５ｍｍの範囲の断面幅を有し得
る。突出部１１６は、例えば、約１０：１、約９：１、約８：１、約７：１、約６：１、
約５：１、約４：１、約３：１、約２：１、約１．５：１、又は約１．１：１の範囲のア
スペクト比を有し得る。突出部１１６の他のアスペクト比も、本開示の範囲内である。突
出部１１６は、いくつかの形態において、いずれかの側面で機械方向に対して、特に、指
定の範囲及び該範囲において又は該範囲によって形成された全ての範囲内での全ての０．
１度増分を含め、約６０度～約１度、約５０度～約２度、約４５度～約２度、約４５度～
約５度、約４０度～約５度、又は約３５度～約５度の範囲の角度を有し得る。隣接した突
出部１１６間の任意の方向の間隔は、特に、指定の範囲及び該範囲において又は該範囲に
よって形成された全ての範囲内での全ての０．１ｍｍ増分を含め、約０．５ｍｍより大き
い、約０．６ｍｍより大きい、約０．７ｍｍより大きい、約０．８ｍｍより大きい、約０
．９ｍｍより大きい、約１ｍｍより大きい、約１．１ｍｍより大きい、約１．２ｍｍより
大きい、約１．３ｍｍより大きい、約１．４ｍｍより大きい、約１．５ｍｍより大きい、
約２ｍｍより大きい、約３ｍｍより大きくあり得るか、又は約０．７ｍｍ～約２０ｍｍ、
又は約０．８～約１５ｍｍの範囲であり得る。
【００９９】
　本開示のパターン化有孔ウェブを製造するために図１６のプロセス１００においてパタ
ーン化カレンダーローラー１１０として使用され得る例示のローラーの写真を図１８に示
す。図１８におけるローラー上の突出部１１６のパターンは、図１７の溶融安定化した場
所２０２のように、前駆体ウェブ１０２に形成される。
【０１００】
　突出部１１６は、表面１１４から外側に放射状に延び、遠位端表面１１７を有し得る。
アンビルローラー１１２は、鋼、ゴム、又は他の材料の滑らかな表面の直円柱であってよ
い。アンビルローラー１１２及びパターン化カレンダーローラー１１０は、位置が切り替
えられても（すなわち、アンビルが上）、同一結果を達成することができる。
【０１０１】
　材料１０２は、薄化ローラー構成１０８から、互いに少なくともある程度相補的であり
得る三次元表面を有する対向圧力付加器を用いる漸増伸張システム１３２によって形成さ
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れたニップ１３０を通過する。
【０１０２】
　図１７のローラー１１０の突出部１１６の追加の例示のパターンを、図１９～２３に示
す。機械方向「ＭＤ」のパターンが示される。図２２のパターンを使用して、図３のパタ
ーン化有孔ウェブを製造した。
【０１０３】
　図２４をここで参照すると、２つの漸増伸張ローラー１３４及び１３６を備える漸増伸
張システム１３２の断片拡大図が示されている。漸増伸張ローラー１３４は、ローラー１
３４の円周全体に沿い得る複数の歯１６０と、対応する溝１６１とを含み得る。漸増伸張
ローラー１３６は、複数の歯１６２及び複数の対応する溝１６３を含み得る。ローラー１
３４上の歯１６０は、ローラー１３６の溝１６３と噛み合うか、又はそれと係合し得る一
方、ローラー１３６の歯１６２は、ローラー１３４の溝１６１と噛み合うか、又はそれと
係合し得る。歯１６２及び／又は溝１６３の間隔及び／又はピッチは、前駆体材料１０２
内の複数の薄化、溶融安定化した場所２０２のピッチ及び／又は間隔に一致し得るか、又
はより小さくても大きくてもよい。薄化、溶融安定化した場所２０２を有する前駆体材料
１０２が、漸増伸張システム１３２を通過すると、前駆体材料１０２には、ＣＤの張力が
加えられ、材料１０２はＣＤに又は概ねＣＤに延ばされる（又は作動される）。追加とし
て、材料１０２は、ＭＤに又は概ねＭＤに引張され得る。材料１０２上に加えられたＣＤ
引張力は、それが薄化、溶融安定化した場所２０２を少なくとも部分的に又は完全に破裂
させるように調節され、それにより、材料１０２内の薄化、溶融安定化した場所２０２と
一致する複数の部分的に形成された、又は形成された孔２０４を作成する。しかしながら
、材料１０２の結合部（非過剰結合領域内）は、引張中に破裂しないほど十分に強力にし
、それにより、薄化、溶融安定化した場所が破裂しても、材料１０２を凝集状態に保持す
る。しかしながら、緊張中に結合断裂の一部を有することが望ましいであろう。
【０１０４】
　図２５を参照すると、ローラー１３４及び１３６の歯１６０及び１６２、並びに溝１６
１及び１６３のより詳細な図が示されている。用語「ピッチ」は、隣接した歯の頂点間の
距離を指す。ピッチは、特に、指定の範囲及び該範囲において又は該範囲によって形成さ
れた全ての範囲内での全ての０．０３ｍｍ（０．００１インチ）増分を含め、約０．５１
ｍｍ～約７．６２ｍｍ（約０．０２インチ～約０．３０インチ）であり得るか、又は約１
．２７ｍｍ～約３．８１ｍｍ（約０．０５インチ及び約０．１５インチ）であり得る。歯
の高さ（又は深さ）は、歯の底部から歯の頂点まで測定され、全ての歯について等しくて
も等しくなくてもよい。歯の高さは、特に、指定の範囲及び該範囲において又は該範囲に
よって形成された全ての範囲内での全ての０．３ｍｍ（０．０１インチ）増分を含め、約
０．２５ｍｍ（約０．０１０インチ）～約２３ｍｍ（約０．９０インチ）であり得るか、
又は約０．６４ｍｍ（約０．０２５インチ）～約１３ｍｍ（約０．５０インチ）であり得
る。１つのロール内の歯１６０は、他のロール内の歯１６２からピッチの約半分だけオフ
セットしてもよく、それにより、１つのロールの歯（例えば、歯１６０）は、嵌合ロール
内の歯の間の谷部（例えば、溝１６３）において噛み合う。オフセットは、ロールが「係
合」しているか、又は互いに噛み合う操作位置にあるとき、２つのロールの噛合を可能に
する。それぞれのロールの歯は、いくつかの例において、部分的に噛み合うだけであり得
る。対向するロール上の歯が噛み合う程度は、本明細書では、歯の「係合深さ」又は「Ｄ
ＯＥ」と呼ばれる。ＤＯＥは、一定でも一定でなくてもよい。図２５に示すように、「Ｅ
」と示されるＤＯＥは、それぞれのロールの歯の頂点が同一面内にある（係合０％）面Ｐ
１によって示される位置と、１つのロールの歯の頂点が、対向するロールの溝に向けて面
Ｐ１を越えて内側に延びる面Ｐ２により示される位置との間の距離である。特定の積層体
ウェブのための最適な又は効果的なＤＯＥは、歯の高さ及びピッチ並びに／又は材料の構
造に依存し得る。いくつかの例示のＤＯＥは、特に、指定の範囲及び該範囲において又は
該範囲によって形成された全ての範囲内での全ての０．０３ｍｍ（０．００１インチ）増
分を含め、約０．３ｍｍ～約１３ｍｍ（約０．０１インチ～約０．５インチ）、約０．８
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ｍｍ～約５ｍｍ（約０．０３インチ～約０．２インチ）、約１ｍｍ～約２ｍｍ（約０．０
４インチ～約０．０８インチ）の範囲、約１ｍｍ（約０．０５インチ）、又は約２ｍｍ（
０．０６インチ）であり得る。
【０１０５】
　薄化した、溶融安定化した場所２０２を有する材料１０２が、漸増ウェブ伸張装置１３
２を通過すると、材料１０２は、機械横方向、又は実質的な機械横方向の引張を受け、そ
れにより、不織布ウェブ１０２を機械横方向に延伸させる。材料１０２上に加えられる引
張力は、ピッチ、ＤＯＥ、又は歯のサイズを変えることによって調節することができ、そ
れにより、漸増伸張は、薄化、溶融安定化した場所２０２を少なくとも部分的に、又は完
全に破裂させるのに十分にし、それにより、材料１０２内の薄化、溶融安定化した場所２
０２と一致する複数の孔２０４を作成するか、又は少なくとも部分的に作成する。
【０１０６】
　材料１０２が漸増ウェブ伸張装置１３２を通過した後、ウェブ１０２は、機械横方向引
張装置１３２’に向かって、少なくとも部分的にその周りを進行し得る（例えば、図１６
及び２６を参照されたい）。機械横方向引張装置１３２’は、例えば、ウェブを、２つの
アイドラー１３３及び１３５又は固定バーの周りを部分的に走行させることによって、主
要処理線からオフセットし得る。他の例では、機械横引張装置１３２’は、主要処理線を
有する線に位置し得る。機械横方向引張装置１３２’は、ロールの中間部分に対してロー
ルの長手方向軸Ａに沿って延びる少なくとも１つの外側長手方向部分を含むロールを備え
、材料１０２を機械横方向に伸張及び／又は拡張することができる。ロールの長手方向軸
Ａに沿って拡張する代わりに、又はそれに加えて、外側長手方向部分は、ロールの長手方
向軸Ａに対して、ロールを越えて進行する材料１０２から離れる方向に角度を有し、材料
１０２を機械横方向に、又は概ね機械横方向に伸張させることができる。ある例では、ロ
ールは、それぞれが全体的にロールの長手方向軸Ａに沿って反対方向に拡張し得る、２つ
の外側長手方向部分を含み得る。２つの外側部分の両方は、ロールを越えて進行する材料
１０２から離れる方向で下方に角度を有し得る。ロールの外側長手方向部分のこの移動又
は位置は、材料１０２の概ね機械横方向の引張を可能にし、複数の薄化場所２０２を破裂
させる、及び／又は更に画定するか、若しくは孔２０４に形成される。
【０１０７】
　ロールの外側長手方向部分は、真空の低粘着接着性、高摩擦係数の材料又は表面（例え
ば、ゴム）、並びに／又は他の機序及び／若しくは材料を含み、ロールの中間部分に対し
て、１つ又は２つ以上の外側長手方向軸部分の移動中にロールの外側横部分に対して材料
１０２を保持することができる。真空の低粘着接着性、高摩擦係数の材料又は表面、並び
に／又は他の機序及び／若しくは材料は、材料の外側横部分を機械横方向に、又は概ね機
械横方向に伸張させる間に、材料１０２の部分がロールの長手方向軸Ａに対して滑動する
のを防ぐか、又は少なくとも阻害することができる。
【０１０８】
　図２６は、例示の機械横方向引張装置１３２’の上面斜視図である。この機械横方向引
張装置１３２’は、中間部分２０００と、この中間部分２０００のいずれかの端部に位置
する２つの外側長手方向部分２０２０と、を含むロールを備え得る。ロールは、駆動シャ
フト２０４０上のその長手方向軸Ａの周りを回転し得る。ロールは、当業者に認識される
ように、駆動シャフト２０４０に対して、又は駆動シャフト２０４０と連動して回転し得
る。材料１０２は、中間部分２０００の機械横方向の幅全体及び外側長手方向部分２０２
０の機械横方向の幅の少なくとも一部分にわたって進行し得る。材料１０２は、ロールの
円周の少なくとも約５％～最大約８０％にわたって進行することができ、それにより、機
械横方向の伸張が行われ得る。
【０１０９】
　図２７は、中間部分２０００に対して非拡張及び非有角位置に外側長手方向部分２０２
０を有する、例示の機械横方向引張装置の正面図の概略表示である。図２８は、中間部分
２０００に対して長手方向に拡張した位置に外側長手方向部分２０２０を有する、図２７
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の機械横方向引張装置の正面図の概略表示である。図２９は、中間部分２０００に対して
有角であり、拡張した位置に外側長手方向部分２０２０を有する、図２７の機械横方向引
張装置の正面図の概略表示である。図２９に関して、外側長手方向部分２０２０は、機械
横方向の引張力を材料１０２に加えるように、ロールを越える材料の機械方向に対して概
ね垂直方向に移動又は摺動するだけであり得る。図３０は、機械横方向の引張力を材料１
０２に加えるように、中間部分２０００に対して有角位置に固定された外側長手方向部分
２０２０を有する、機械横方向引張装置の正面図の概略表示である。そのような形態にお
いて、中間部分２０００及び外側長手方向部分２０２０のそれぞれは、別個のロールを備
え得る。
【０１１０】
　外側長手方向部分２０２０の一方又は両方が、中間部分２０００に対して移動する、摺
動する、回転される、固定される、及び／又は拡張されるかに関わらず、外側長手方向部
分２０２０と中間部分２０００との間のこの相対運動又は位置は、材料１０２を機械横方
向に伸張させて、材料１０２内の薄化場所２０２０を更に破裂させるか、又は更に画定す
るか、又は複数の孔２０４０を材料１０２に更に形成する。機械横方向引張装置１３２’
によって加えられる機械横方向引張力は、例えば、１０～２５グラム又は１５グラムであ
り得る。ある例において、機械横方向引張装置は、機械横方向の引張力を加えるように、
漸増伸張装置１３２と同様でも同一であってもよい。更に他の例において、任意の好適な
機械横方向引張装置を使用して、機械横方向の引張力を材料１０２に加えることができる
。
【０１１１】
　所望される場合、本明細書に記載される漸増伸張工程又は機械横方向伸張工程は、上昇
した温度で行われ得る。例えば、材料１０２及び／又はロールは、加熱されてもよい。伸
張工程において熱を用いることは、材料を軟化させる働きをし得、破断することなく繊維
を伸張させるのを助けることができる。
【０１１２】
　図１６を再び参照すると、材料１０２は、巻き取りロール１８０に巻き取って保管して
もよい。あるいは、吸収性物品又は他の消費者製品の一部分を形成するために使用される
製造ラインに材料１０２を直接供給してもよい。
【０１１３】
　図１６及び１７に例示される過剰結合工程が、材料供給元によって行われ得、次いで、
材料を消費者製品製造元に出荷して工程１３２を行うことができることに留意することが
重要である。実際に、過剰結合工程を不織布製造プロセスにおいて使用して、過剰結合部
を形成することができ、これは一次結合に加えて、又はその代わりに、不織布製造プロセ
スにおいて形成され得る。あるいは、材料供給元は、図１６に例示される工程を完全に行
うことができ、次いで、材料は、消費者製品製造元に出荷されてもよい。消費者製品製造
元は、不織布材料製造元から不織布材料を入手した後、図１６における工程の全てを行う
こともできる。
【０１１４】
　当業者は、完成した製品の様々な所望の特性に応じて、材料１０２に複数の漸増伸張プ
ロセスを受けさせることが有利であり得ることを認識するであろう。第１及び任意の更な
る漸増伸張は、両方とも、オンライン又はオフラインで行うことができる。更に、当業者
は、最終的な所望の特性に応じて材料の面積全体にわたって、又は特定の区域においての
み行うことができることを認識するであろう。
【０１１５】
　ここで図１１～１５に戻ると、漸増伸張システム１３２及び機械横方向引張装置１３２
’によって加えられた引張力を受けた後の例示のパターン化有孔ウェブの写真が示されて
いる。図１１～１５の写真に見られるように、ここでパターン化有孔ウェブは、ローラー
１１０によって作製された薄化、溶融安定化した場所と一致する（様々なパターンを有す
る）複数の孔２０４を含む。孔２０４の一部の円周縁部の一部分は、溶融安定化した場所
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の残り２０５を含む場合がある。特に材料が吸収性物品又は別の消費者製品の一部分とし
て使用されるとき、この残り２０５が、材料の更なる引張に耐えるのを助けると考えられ
ている。
【０１１６】
　ＣＤ伸張率％
　材料１０２がＣＤに伸張される程度は、孔のサイズ、形状及び面積に対して相関を有し
得る。一般に、孔は、より大きい面積を有し、より開いていてもよく、材料１０２が、機
械横方向引張装置１３２’によってＣＤ方向に更に伸張される。そのようにして、製造元
は、材料内の溶融安定化したパターンが同じときでも、材料に加えられるＣＤ引張の量に
基づいて孔パターンを更に変化させることができる。実施例として、図３１は、漸増伸張
工程１３２及び機械横方向引張工程１３２’の前の、材料１０２における過剰結合パター
ンを示す。複数の溶融安定化した場所は、２０２として示される。次いで、材料は漸増伸
張工程１３２及び機械横方向引張装置１３２’を通る。機械横方向引張装置１３２’は、
漸増伸張装置１３２を出た後に、材料１０２をそのＣＤ幅「Ｗ」の１００％超まで、例え
ば、Ｗの１２５％、１３５％、１４５％、１５５％まで延びるように設定され得る。他の
例において、材料１０２は、特に、指定の範囲及び該範囲において又は該範囲によって形
成された全ての範囲内での全ての０．５％増分を含め、Ｗの約１１０％～約１８０％、Ｗ
の約１２０％～約１７０％の範囲で機械横方向に伸張され得る。図３２は、図３１の過剰
結合パターンを有し、Ｗの１２５％まで伸張する材料１０２の実施例を示す。図３３は、
図３１の過剰結合パターンを有し、Ｗの１３５％まで伸張する材料１０２の実施例を示す
。図３４は、図３１の過剰結合パターンを有し、Ｗの１２４５％まで伸張する材料１０２
の実施例を示す。図３５は、図３１の過剰結合パターンを有し、Ｗの１５５％まで伸張す
る材料１０２の実施例を示す。例示されるように、ＣＤ伸張の量は、製造されるパターン
化有孔ウェブ上の重要な要素であり得る。
【０１１７】
　吸収性物品
　本明細書に記載されるように、本開示のパターン化有孔ウェブは、吸収性物品の１つ又
は２つ以上の構成要素として使用されてもよい。例示の吸収性物品は、以下に記載される
。図３６は、平らに展開した非収縮状態にある（すなわち、弾性によって収縮する部分を
引き伸ばした）おむつ５２０である、例示の吸収性物品の平面図であり、おむつ５２０の
構造をより明確に見せるために構造の一部を切り取るとともに、おむつ５２０の着用者に
面する部分、すなわち、内面５４０を観察者の方に向けている。おむつ５２０は、液体透
過性トップシート５２４と、トップシートに接合した液体不透過性バックシート２６と、
トップシート２４とバックシート２６との間に少なくとも部分的に位置する吸収性コア５
２８と、を備える、シャーシ５２２を含み得る。おむつ５２０は、弾性化したサイドパネ
ル５３０と、弾性化したレッグカフ５３２と、弾性化したウエストバンド５３４と、１対
の固定部材５３７及びランディング部材又はランディング区域を、衣類に面する表面又は
外面５４２に含んでもよい締着装置５３６を備え得る。おむつ５２０は、本開示のパター
ン化接着剤ウェブのうちの１つ又は２つ以上を含み得る、外側カバー５３３を含んでもよ
い。外側カバー５３３は、不織布材料及び／又はフィルムを含み得る。
【０１１８】
　おむつ５２０は、内面５４０（図３６の観察者に面する）と、内面５４０に対向する外
面５４２と、後側腰部区域５４４と、後側腰部区域５４４に対向する前側腰部区域５４６
と、後側腰部区域５４４と前側腰部区域５４６との間に位置する股区域５４８と、おむつ
５２０の外周又は縁部によって画定される周辺部と、を有するように示され、長手方向縁
部が５５０で示され、端縁部が５５２で示される。おむつ５２０の内側表面５４０は、使
用中に着用者の身体に隣接して配置されるおむつ５２０の部分を概ね含む（即ち、内側表
面５４０は、トップシート５２４の少なくとも一部分と、トップシート５２４に接合され
た他の構成要素とによって形成される）。外面５４２は、着用者の体から離れて配置され
るおむつ５２０の一部分を備える（すなわち、外面５４２は、概して、バックシート５２
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６及びバックシート５２６に接合された他の構成要素の少なくとも一部分によって形成さ
れる）。背側腰部区域５４４及び前側腰部区域５４６は、周辺部の端縁部５５２から股区
域５４８まで延びる。
【０１１９】
　おむつ５２０は、２つの中心線、即ち長手方向中心線５９０及び横断方向中心線５９２
も有する。本明細書で使用するとき、用語「長手方向」は、おむつ５２０を着用する場合
に、直立着用者を左半身と右半身に二分する垂直平面に概ね一直線に並ぶ（例えば、およ
そ平行になる）、おむつ５２０の平面内の線、軸、又は方向を指す。本明細書で使用する
とき、「横断方向」と「横方向」は互換可能であり、長手方向にほぼ垂直であるおむつの
平面（着用者を前半身、及び後半身に分ける）の内部に存在する線、軸線、又は方向を指
す。
【０１２０】
　おむつ５２０のシャーシ５２２は、図３６において、おむつ５２０の本体を含むものと
して示される。収容アセンブリ５２２は、少なくともトップシート５２４、バックシート
５２６、及び／又は吸収性コア５２８を含んででもよい。吸収性物品５２０が別個のホル
ダー及びおりものシートを含むとき、シャーシ５２２は、ホルダーとおりものシートとを
含み得る（即ち、シャーシ５２２は、ホルダーを画定するために材料の１つ又は２つ以上
の層を含み、一方、おりものシートは、トップシート、バックシート及び吸収性コア等の
吸収性複合物を含む。）一体型吸収性物品（又はワンピース）については、シャーシ５２
２は、複合おむつ構造体を形成するために付加された他の特徴を有するおむつの本体構造
を含む。このように、おむつ５２０のためのシャーシ５２２は一般に、トップシート５２
４と、バックシート５２６と、吸収性コア５２８とを含む。
【０１２１】
　図３６は、シャーシ５２２の形態を示しており、ここでトップシート５２４及びバック
シート５２６は、吸収性コア５２８のものよりも通常大きい長さ及び幅の寸法を有する。
トップシート５２４及びバックシート５２６は、吸収性コア５２８の縁部を越えて延びて
、それによっておむつ５２０の周辺部を形成する。トップシート５２４、バックシート５
２６、及び吸収性コア５２８は、当業者には周知の様々な構成で組み立てられてよい。
【０１２２】
　吸収性コア５２８は、概して、圧縮性で、適合性があり、着用者の皮膚を刺激せず、尿
及び他の身体排出物などの液体を吸収し保持することが可能な任意の吸収部材であっても
よい。図３６に示されるように、吸収性コア５２８は、衣類に面する側面と、身体に面す
る側面と、１対の側縁部と、１対の腰縁部と、を有する。吸収性コア５２８は、多種多様
のサイズ及び形状（例えば、方形、砂時計形、「Ｔ」字形、非対称形など）で、しかも一
般にエアフェルトと呼ばれる粉砕木材パルプのように、使い捨ておむつ類及びその他の吸
収性物品類に通常使用されている多種多様の液体吸収性材料類から、製造することができ
る。吸収性コアは、高吸収性ポリマー（ＳＡＰ）と、１５％未満、１０％未満、５％未満
、３％未満、又は１％未満のエアフェルトを含み得るか、又は、完全にエアフェルトを含
まなくてもよい。他の好適な吸収性材料の例としては、縮みセルロース詰め物、コフォー
ムを含有するメルトブローポリマー、化学的に剛化、修飾若しくは架橋されたセルロース
ファイバー、ティッシュラップ及びティッシュの積層体を含むティッシュ、吸収性発泡体
、吸収性スポンジ、超吸収性ポリマー、吸収性ゲル化材料、又はあらゆる同等の材料若し
くは材料の組み合わせが挙げられる。吸収性コアは、任意の好適な範囲のＳＡＰ及びエア
フェルトを含んでもよい。
【０１２３】
　吸収性コア５２８の構成及び構造は変化してもよく（例えば、吸収性コアは、変化する
キャリパーゾーン、親水性勾配、超吸収性勾配、又は低い平均密度及び低い平均坪量の捕
捉ゾーンを有し得るか、又は１つ若しくは２つ以上の層又は構造を含み得る）。その上、
吸収性コア５２８のサイズ及び吸収能力も、乳幼児から成人までに及ぶ着用者に適応する
ように変化してもよい。しかしながら、吸収性コア５２８の総合吸収能力は、おむつ５２
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０の設計負荷及び意図された用途に適合すべきである。
【０１２４】
　図３７～３９を参照すると、吸収性物品の吸収性コア５２８は、２つ、３つ、４つ、５
つ、又は６つのチャネルなど、１つ又は２つ以上のチャネル６２６、６２６’、６２７、
６２７’（６２７及び６２７’は、図３６ではダッシュ記号で示す）を含み得る。吸収性
コア５２８は、前側２８０と、後側２８２と、前側２８０及び後側２８２を接合する２つ
の長手方向側２８４、２８６とを含むことができる。吸収性コア５２８は、１つ又は２つ
以上の吸収性材料を含み得る。吸収性コア５２８の吸収性材料６２８は、前側２８０の方
には、後側２８２の方よりも高い量で分散され得、より多くの吸収性が、特に吸収性物品
において吸収性コア５２８の前部にて必要であり得るからである。前側２８０は、吸収性
物品の前部腰領域において全体的に配置され得、後側２８２は、吸収性物品の後部の腰領
域において全体的に配置され得る。
【０１２５】
　コアラップ（即ち、吸収性コア５２８の吸収性材料を封入する層）は、２つの不織布材
料と、基材と、積層体、フィルム、又は他の材料６１６、６１６’によって形成され得る
。コアラップは、前側２８０、後側２８２、及び／又は吸収性コア５２８の２つの長手方
向側２８４、２８６に沿って少なくとも部分的に封止され得、実質的に吸収性材料はコア
ラップを出ることができないようになっている。ある形態において、コアラップは、単一
の材料のみ、即ち、基材、積層体、又は、コアラップ自体に少なくとも部分的に巻回され
た他の材料を含み得る。第１の材料、基材、又は、不織布６１６は、図３７に一例として
例示するように、コアラップを形成するために、第２の材料、基材、又は、不織布１１６
’の一部を少なくとも部分的に取り囲み得る。第１の材料６１６は、第１及び第２の側縁
部２８４及び２８６及び／又は前側に２８０及び後側２８２に近接する第２の材料６１６
’の一部を取り囲み得る。本開示のパターン化有孔ウェブは、例えば、トップシート、着
用者に面する積層体、外側カバー、及び／又は衣類に面する積層体におけるパターン化孔
が、コアチャネル（例えば、図３７のチャネル６２６及び６２６’）のうちの少なくとも
いくつかに重なるパターン化孔のみを有し得る形態を有し得る。他の例において、トップ
シート、着用者に面する積層体、外側カバー、及び／又は衣類に面する積層体におけるパ
ターン化孔は、コアチャネルが介護者又は着用者に強調表示されるような方法で、コアチ
ャネルと整合し得るか、又は補完し得る。この概念は、コアチャネルを有する生理用ナプ
キンにも適用し得る。
【０１２６】
　本開示の吸収性コア５２８は、例えば、ＳＡＰ又は他の吸収性材料をコアラップ内に固
定する一助になるために、及び／又は、特にコアラップが２つ又はそれ以上の基材で作製
されるときにコアラップの完全性を確保するために１つ又は２つ以上の接着剤を含み得る
。コアラップは、吸収性材料を収容するのに必要とされるより大きい領域まで延在し得る
。
【０１２７】
　様々なコア設計による相対的に高い量のＳＡＰを含む吸収性コアが、Ｇｏｌｄｍａｎら
の米国特許第５，５９９，３３５号、Ｂｕｓａｍらの欧州特許第１，４４７，０６６号、
Ｔａｎｚｅｒらの国際公開第９５／１１６５２号、Ｈｕｎｄｏｒｆらの米国特許出願公開
第２００８／０３１２６２２Ａ１号、及びＶａｎ　Ｍａｌｄｅｒｅｎの国際公開第２０１
２／０５２１７２号に開示されている。
【０１２８】
　吸収性材料は、中に配置された吸収性材料をほとんど又は全く（例えば、０．１％～１
０％）を有していないチャネルを有するコアラップ内に存在する１つ又は２つ以上の連続
層を含み得る。他の形態において、吸収性材料は、コアラップ内で個々のポケット又はス
トライプとして形成され得る。第１の事例では、吸収性材料は、吸収性材料がないか又は
実質的にないチャネルを除いては、例えば、吸収性材料の連続層の塗布によって取得され
得る。吸収性材料の、特にＳＡＰの連続層（複数可）は、不連続的な吸収性材料の適用パ
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ターンを有する２つの吸収性層を組み合わせることによっても得ることができ、結果とし
て得られる層は、例えば米国特許公開第２００８／０３１２６２２Ａ１号（Ｈｕｎｄｏｒ
ｆら）で開示されるように、吸収性粒状ポリマー材料領域にわたって実質的に連続的に分
布している。吸収性コア５２８は、第１の吸収層と、少なくとも第２の吸収層とを含み得
る。第１の吸収層は、第１の材料６１６と、吸収性材料の第１の層６６１とを含み得、第
１の層１６１は、特に、指定の範囲及び該範囲において又は該範囲によって形成された全
ての範囲内での全ての０．５％増分を含め、８５％～１００％のＳＡＰ、９０％～１００
％のＳＡＰ、又は、更には９５％～１００％のＳＡＰなどＳＡＰの１００％又はそれ未満
であり得る。第２の吸収層は、第２の材料６１６’と、吸収性材料の第２の層６６２とを
含み得、また、（先に明記した範囲を含め）１００％以下のＳＡＰであり得る。吸収性コ
ア５２８はまた、吸収性材料６６１、６６２の各層をそれぞれの材料６１６、６１６’に
少なくとも部分的に結合する繊維熱可塑性接着材料６５１を含み得る。これを一例として
図３８及び図３９に例示するが、第１及び第２のＳＡＰ層は、組み合わされる前にそれぞ
れの基材上の所望の吸収性材料蒸着領域と同じ幅を有する、横ストライプ又は「ランド領
域」として塗布されたものである。ストライプは、コア５２８の長手方向軸５８０’に沿
ってプロファイルを有する秤量を提供するために異なる量の吸収性材料（ＳＡＰ）を含み
得る。
【０１２９】
　繊維熱可塑性接着材料６５１は、ランド領域において吸収性材料６６１、６６２と少な
くとも部分的に接触し、チャネル６２６、６２６’において材料６１６及び６１６’と少
なくとも部分的に接触し得る。これによって、それ自体は長さ方向及び幅方向の寸法に比
べると相対的に厚さの薄い、本質的に二次元構造である熱可塑性接着剤材料６５１の繊維
層に、本質的三次元構造が付与される。それによって、繊維熱可塑性接着材料６５１は、
吸収性材料をランド領域において覆うための空洞を提供し得、それによって、この吸収性
材料を固定し、吸収性材料は、（先に明記した範囲を含め）ＳＡＰの１００％又はそれ未
満であり得る。
【０１３０】
　チャネル６２６、６２６’は、連続又は不連続であり得、例えば、長さＬ’及び幅Ｗｃ

、又は任意の他の好適な長さ若しくは幅を有し得る。チャネル６２６、６２６’、６２７
、及び６２７’は、横方向のベクトル成分と、長手方向のベクトル成分とを有し得るか、
又は、完全に長手方向に又は完全に横方向に延在し得る。チャネルは、それぞれ１つ又は
２つ以上の円弧部分を有し得る。１つ又は２つ以上のチャネルは、吸収性コア５２８の横
軸若しくは長手方向軸５８０’、又はその両方にわたって延在し得る。
【０１３１】
　図３８を参照すると、チャネル６２６及び６２６’が吸収性材料を含まないことがわか
る。他の例において、チャネル６２６及び６２６’は、（吸収性コア５２８の残りにおけ
る吸収性材料の量と比較して）相対的に少量の吸収性材料を含み得る。チャネル内の相対
的に少量の吸収性材料は、特に指定の範囲及び該範囲内で形成される全ての範囲内の全て
の０．１％増分を含め、０．１％～２０％の範囲にあり得る。
【０１３２】
　図３７を再び参照すると、吸収性コア５２８は、１つ又は２つ以上のポケット６５０（
ダッシュ記号で示す）を含み得る。１つ又は２つ以上のポケット６５０は、１つ若しくは
２つ以上のチャネルに加えて、又は、１つ若しくは２つ以上のチャネルの代わりに設けら
れ得る。ポケット６５０は、ＳＡＰなど吸収性材料がないか又は実質的にない（先に明記
した範囲を含む）吸収性コア５２８内の領域であり得る。ポケット６５０は、長手方向軸
５８０’に重なり得、かつ、前側２８０、後側２８２に近接して位置し得るか、又は、前
側２８０と後側２８２との間で長手方向に中央に又は概ね長手方向に中央になど、前側２
８０と後側２８２との中間の場所に位置し得る。
【０１３３】
　吸収性コア内にＳＡＰ等の吸収性材料がないか又は実質的にないチャネル及びポケット
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に関する他の形態、及び更なる詳細は、米国特許出願第２０１４／０１６３５００号、同
第２０１４／０１６３５０６号、及び同２０１４／０１６３５１１号で更に詳細に論じら
れており、これらの全ては、２０１４年６月１２日に公開されたものである。
【０１３４】
　おむつ５２０は、前側腰部区域５４６の中に耳を有するが、後側腰部区域５４４では概
ね矩形形状である、非対称の変形Ｔ字状の吸収性コア５２８を有し得る。本開示の吸収性
コア５２８として使用するための例示の吸収性構造は、１９８６年９月９日にＷｅｉｓｍ
ａｎらに付与された「Ｈｉｇｈ－Ｄｅｎｓｉｔｙ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｓｔｒｕｃｔｕ
ｒｅｓ」という名称の米国特許第４，６１０，６７８号、１９８７年６月１６日にＷｅｉ
ｓｍａｎらに付与された「Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｗｉｔｈ　Ｄｕａｌ
－Ｌａｙｅｒｅｄ　Ｃｏｒｅｓ」という名称の米国特許第４，６７３，４０２号、１９８
９年１２月１９日にＡｎｇｓｔａｄｔに付与された「Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｃｏｒｅ　Ｈ
ａｖｉｎｇ　Ａ　Ｄｕｓｔｉｎｇ　Ｌａｙｅｒ」という名称の米国特許第４，８８８，２
３１号、及び１９８９年５月３０日にＡｌｅｍａｎｙらに付与された「Ｈｉｇｈ　Ｄｅｎ
ｓｉｔｙ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｍｅｍｂｅｒｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｌｏｗｅｒ　Ｄｅｎｓ
ｉｔｙ　ａｎｄ　Ｌｏｗｅｒ　Ｂａｓｉｓ　Ｗｅｉｇｈｔ　Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ　Ｚ
ｏｎｅｓ」という名称の米国特許第４，８３４，７３５号に記載される広い支持を得た。
吸収性コアは、１９９３年８月１０日にＡｌｅｍａｎｙらに付与された「Ａｂｓｏｒｂｅ
ｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｗｉｔｈ　Ｅｌａｓｔｉｃ　Ｗａｉｓｔ　Ｆｅａｔｕｒｅ　ａｎ
ｄ　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｃｙ」という名称の米国特許第５，２３４，４
２３号、及び１９９２年９月１５日にＹｏｕｎｇらに付与された「Ｈｉｇｈ　Ｅｆｆｉｃ
ｉｅｎｃｙ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｆｏｒ　Ｉｎｃｏｎｔｉｎｅｎｃ
ｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ」という名称の米国特許第５，１４７，３４５号に詳説される
ように、吸収剤貯蔵コア上に位置する、化学的に剛性化された繊維の捕獲／分配コアを含
有する二重コア系を更に備えてもよい。
【０１３５】
　バックシート５２６は、吸収性コア５２８の衣類に面する表面に隣接して配置され、当
該技術分野において周知の取り付け方法（図示せず）によって、そこに接合されてもよい
。例えば、バックシート５２６は、均一な連続層の接着剤、パターン層の接着剤、又は独
立した線、螺旋、若しくは点の配列の接着剤によって、吸収性コア５２８に固定されても
よい。あるいは、取り付け方法は、熱結合、圧力結合、超音波結合、動的機械的結合、又
は当該技術分野で既知の他のいかなる好適な取り付け方法、若しくはこれら取り付け方法
の組み合わせを含んでもよい。吸収性コアが前側腰部区域５４６及び後側腰部区域５４４
においてより大きな延伸性を提供するためにバックシート５２６、トップシート５２４、
又は、その両方に接合されない本開示の形態も企図されている。
【０１３６】
　バックシート５２６は、液体に対して不透過性、又は実質的に不透過性であってもよく
、薄いプラスチックフィルムから製造されてもよいが、他の可撓性の液体不透過性材料も
使用されてもよい。本明細書で使用するとき、用語「可撓性」は、順応性があり、人体の
一般的な形状及び輪郭に容易に適合する材料を指す。バックシート５２６は、吸収性コア
に吸収及び含有された排出物の、おむつ５２０と接触するベッドシートや下着類などの物
品を濡らすことを防止、又は少なくとも阻止することができるが、バックシート５２６は
吸収性コア５２８から蒸気が漏れること（すなわち、通気性）を許し得る。したがって、
バックシート５２６は、ポリエチレン若しくはポリプロピレンの熱可塑性フィルムなどの
高分子フィルムを含む場合がある。好適なバックシート５２６は、約０．０１２ｍｍ（０
．５ミル）～約０．０５１ｍｍ（２．０ミル）の厚さを有する熱可塑性フィルムである。
【０１３７】
　トップシート５２４は、吸収性コア５２８の身体に面する表面に隣接して配置され、当
該技術分野において周知であるような取り付け方法（図示せず）によって、吸収性コアの
身体に面する表面及びバックシート５２６に接合されてもよい。バックシート５２６の吸
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収性コア５２８への接合に関して好適な取り付け方法が説明される。トップシート５２４
及びバックシート５２６を、おむつの周辺部で互いに直接的に接合され得、かつ取り付け
方法（図示せず）によってこれらを吸収性コアに直接的に接合することによって、共に間
接的に接合されてもよい。
【０１３８】
　トップシート５２４は、柔軟であり、ソフトな感触を有し、着用者の皮膚に対して刺激
性がないようにすることができる。更に、トップシート５２４は、液体（例えば、尿）が
その厚さを容易に貫通できるように、液体透過性であってよい。好適なトップシート５２
４は、１つ又は２つ以上の層を形成する本開示のパターン化有孔ウェブのうちの１つ又は
２つ以上を含み得る。本明細書に記載されるように、本開示のパターン化有孔ウェブは、
吸収性物品又は例示のおむつ５２０の任意の他の好適な構成要素又はその部分、例えば、
外側カバー、外側カバー及びバックシート、キャリア層（上で参照される）、耳パネル、
捕獲材料、分配材料、捕獲材料及びトップシート、分配材料及びトップシート、第１の捕
獲材料、第２の捕獲材料、第１の捕獲又は分配材料、及び第２の捕獲又は分配材料、トッ
プシート、第１の捕獲又は分配材料、及び第２の捕獲又は分配材料、トップシート、トッ
プシートに接合されるか又はその上に位置するパッチ、並びにトップシート及び二次トッ
プシート等を形成し得る。孔は、例えば、これらの材料のうちのいずれか又は全てを通し
て形成され得る。実施例において、有孔又はパターン化有孔トップシートは、エンボス加
工され得るか、又は他の方法で捕獲材料に、捕獲材料及び分配材料に、若しくは捕獲材料
、分配材料及びキャリア層に接合され得る。
【０１３９】
　パターン化有孔ウェブの例において、第１の層は、トップシートを含み得、第２の層は
、捕獲材料又は層を含み得る。捕獲材料又は層は、長さ及び／若しくは幅がトップシート
ほどでないか、又はトップシートと同一サイズであり得る、別個のパッチであり得る。第
１の層及び／又は第２の層は、本明細書に記載される特徴のうちのいずれかを有するパタ
ーン化孔を有し得る。層のうちのいずれかは、本明細書に記載されるように、他の層に接
合される前に予ひずみ状であり得、それにより、トップシート／捕獲材料積層体において
三次元特徴を作成する。トップシートを第１の層として含み、捕獲材料を第２の層として
含む、パターン化有孔ウェブを提供することによって、捕獲材料の相対的に高い坪量に起
因して、吸収性物品の向上した流体捕獲、並びに向上した奥行感覚が達成され得る。女性
用保護の状況において、捕獲材料は、二次トップシートであり得る。
【０１４０】
　生理用ナプキン
　図４０を参照すると、吸収性物品は、生理用ナプキン３１０であってもよい。生理用ナ
プキンのトップシート、二次トップシート、羽根部、又は別の部分は、本開示のパターン
化孔有孔ウェブのうちの１つ又は２つ以上を含み得る。生理用ナプキン３１０は、液体透
過性トップシート３１４と、液体透過性、又は、実質的に液体透過性のバックシート３１
６と、トップシート３１４とバックシート３１６との中間に配置された吸収性コア３１８
と、を含み得る。吸収性コア３１８は、吸収性コア２８に関して本明細書に記載される特
徴のうちのいずれか又は全てを有し得、一部の形態では、先に開示した捕獲層（複数可）
の代わりに二次トップシートを有し得る。生理用ナプキン３１０は、生理用ナプキン３１
０の長手方向軸３８０に対して外側に延在する羽根部３２０を含んでもよい。生理用ナプ
キン３１０はまた、横方向軸線３９０を含み得る。羽根部３２０は、トップシート３１４
、バックシート３１６、及び／又は吸収性コア３１８に接合されていてもよい。生理用ナ
プキン３１０はまた、前縁部３２２と、前縁部３２２と長手方向で対向する後縁部３２４
と、第１の側縁部３２６と、第１の側縁部３２６と長手方向で対向する第２の側縁部３２
８と、を含み得る。長手方向軸線３８０は、前側腰部縁部３２２の中点から後縁部３２４
の中点まで延在し得る。横軸は、第１の側縁部３２８の中点から第２の側縁部３２８の中
点まで延在してもよい。生理用ナプキン３１０には、当該技術分野において既知の通り、
生理用ナプキンに一般的に見出される追加の特徴も提供されてもよい。
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【０１４１】
　パターン化接着剤
　本開示のパターン化有孔ウェブ及び／若しくは吸収性物品のうちのいずれか、又はその
部分は、該物品に塗布されたか、又は、該物品上に印刷された１つ又は２つ以上のパター
ン化接着剤を含み得る。パターン化接着剤は、パターン化有孔ウェブの上又はパターン化
有孔ウェブの下に存在し得、それにより、パターン化接着剤の少なくとも一部分を、孔又
は非有孔領域のいずれかによって、パターン化有孔ウェブを通して見ることができる。パ
ターン化接着剤は、吸収性物品又はその部分に特定のパターン、可視パターン及び／又は
特定のテクスチャを与えるために特定のパターンでパターン化有孔ウェブの１つ又は２つ
以上の層に、又はその層の間に塗布される接着剤である。
【０１４２】
　図４１及び４２は、本開示のパターン化有孔ウェブと共に使用され得る、接着剤又は着
色された接着剤の例示のパターンを示す。例えば、これらの接着剤パターンは、図１５の
例示のパターン化有孔ウェブパターンと共に使用されてもよい。これらのパターン化接着
剤は、過剰結合部又はエンボス加工部を有する非有孔層と共に使用することもできる。パ
ターン化接着剤は、エンボス加工部又は過剰結合部を有する、パターン化有孔ウェブ又は
パターン化ウェブの１つ又は２つ以上の有孔又は非有孔層上に印刷され得る。任意の好適
な構成を有する他の接着性パターンも、本開示の範囲内である。パターン化接着剤は、パ
ターン化有孔ウェブの任意の好適な層上に印刷され得るか、若しくは別の方法で塗布され
得るか、又はそれらの上若しくは下に塗布され得る。接着剤印刷によってパターン化接着
剤を層又は基材に塗布する方法は、例えば、２０１２年５月２９日に付与された、Ｂｒｏ
ｗｎらの米国特許第８，１８６，２９６号、及び２０１４年５月２９日に公開された、Ｂ
ｒｏｗｎらの米国特許出願公開第２０１４／０１４８７７４号に開示されている。当業者
に既知の基材にパターン化接着剤を塗布する他の方法も、本開示の範囲内である。
【０１４３】
　パターン化接着剤は、パターン化有孔ウェブの少なくとも１つの層と同一色又は異なる
色を有し得る。いくつかの例において、パターン化接着剤は、パターン化有孔ウェブの両
方又は全ての層と同一の色又は異なる色を有し得る。いくつかの例において、パターン化
有孔ウェブの少なくとも１つの層における孔パターンは、パターン化接着剤のパターンと
整合して、視覚的に三次元の外観をもたらし得る。有孔パターンは、パターン化接着剤の
パターンと同一でも異なっていてもよい。
【０１４４】
　ある例において、パターン化有孔ウェブは、複数の孔及び複数のランド領域を含む第１
の層と、複数の孔及び複数のランド領域を含む第２の層と、を含み得る。インク又はパタ
ーン化接着剤等の、パターン化されて着色された基材は、第１の層と第２の層との中間に
少なくとも部分的に位置してもよい。パターン化されて着色された基材は、第１の層及び
／又は第２の層のランド領域上に位置してもよい。第１の層の複数の孔は、第２の層の複
数の孔と少なくとも部分的に整列し得る（例えば、図８を参照されたい）。パターン化さ
れて着色された又は色付きの基材（例えば、図８の２９）は、第１の層又は第２の層のう
ちの１つの孔を通して少なくとも部分的に可視であり得る。
【０１４５】
　パターン
　パターン化有孔ウェブの少なくとも１つの層の孔は、離間した孔の配列に分類され得る
（例えば、図１～４及び４３を参照されたい）。図４３は、「Ａ」と表示される、例示の
孔の配列を示す。孔配列は、孔配列間の距離よりもはるかに近い間隔を有する、２つ若し
くはそれ以上、又は３つ若しくはそれ以上の孔を含み得る。配列と他の孔との間の距離は
、その配列の孔間の最大距離の少なくとも約１．５倍、少なくとも約２倍、又は少なくと
も約３倍であり得る。孔配列は、ハート形、多角形、楕円、矢印、山形、及び／又はパタ
ーン技術分野において既知の他の形状等の規則的又は認識可能な形状を形成し得る。孔配
列は、パターン化有孔ウェブの１つの部分において、パターン化有孔ウェブの別の部分と
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比較して異なり得る。吸収性物品の状況において、孔配列は、吸収性物品の１つの区域に
おいて、吸収性物品の別の区域と比較して異なり得る。孔配列は、凹状、凸状の外周を有
し得るか、又は凹部及び凸部を含み得る。孔配列は、より高次の構造を有する「マクロ配
列」に組織化され得る。例えば、図４３及び４４を参照すると、パターン化有孔ウェブ１
０００は、連続の相互接続されたランド領域パターン１００４によって分離され得る、孔
配列１００２と共に示されている。そのような例において、ランド領域パターン１００４
は、流体分配経路として機能し得、孔配列１００２は、流体「排路」として機能し得、そ
れにより、下層吸収性材料又は吸収性コアへの流体アクセスを促進する。孔配列の形状は
、その配列が身体排出物（すなわち、尿、流動性ＢＭ、月経血）等の流体を管理する能力
を強化し得る。例えば、吸収性物品内の流体侵襲場所に面する凹部を含む孔配列は、流体
が凹部内の「ランド領域」に沿って、凹部が終了する点まで移行し得るため、流体収集「
トラップ」として機能し得る。この場所において、流体がいずれかの横方向に曲がる場合
、流体経路の方向の孔又は凹部のいずれかの側部の孔に進入し得る。凹部を有する例示の
孔配列形状としては、いくつかの例として、ハート形、星形、いくつかの多角形、月形、
及び山形が挙げられる。
【０１４６】
　ある例において、図４５～４７を参照すると、パターン化有孔ウェブ１０００内の孔又
はそれらの配列は、１つ又は２つ以上の連続又は半連続パターン１００６を形成し得、結
果として別個の「マクロ」ランド領域１００８をもたらす。そのような例において、この
別個のマクロランド領域１００８は、流体堆積区域として機能する。別個のマクロランド
領域１００８から任意の方向に動く流体は、連続又は半連続パターン１００６の孔に吸収
され得る。
【０１４７】
　ある例において、図４８～５２を参照すると、パターン化有孔ウェブ１０００内の孔又
はそれらの孔配列は、連続又は半連続ランド領域１１１２と交互に線形パターン１１１０
を形成し得る。パターン化有孔ウェブは、一方向又は多方向（及び交差する）孔又は孔配
列パターンを含み得る。線形の孔又は配列パターンは、長手方向軸若しくは横軸に対して
平行に、又は特に、指定の範囲及び該範囲において形成された全ての範囲内での全ての０
．５度増分を含め、長手方向軸又は横軸のいずれかから０～９０度の間の角度で配向され
得る。線形の孔又は配列パターンは、１つの方向において、別の方向と比較して大きい程
度でパターン化有孔ウェブに沿った流体移動を制限するように機能し得る。
【０１４８】
　パターン化有孔ウェブにおける孔パターンは、例えば、パターン化有孔ウェブの下又は
パターン化有孔ウェブ内に位置する、グラフィック、表示部、印刷、インク、色、及び／
又はパターン化接着剤と整合し得る。ある例において、パターン化有孔ウェブは、トップ
シート、外側カバー、耳、生理用ナプキンの羽根部、又は吸収性物品の他の部分で使用さ
れてもよい。
【０１４９】
　パターン化有孔ウェブにおける孔パターンは、結合箇所、材料縁部、チャネル、及び／
又は変色した若しくは色付きの材料等の、その下の特徴と整合し得る。これらの特徴と整
合することによって、パターン化有孔ウェブを使用してこれらの特徴を強調するか、又は
遮断／隠すことができることを意味する。パターン化有孔ウェブの孔パターンを使用して
、吸収性物品又は他の消費者製品の正しい前後、左右の配向を示すこともできる。
【０１５０】
　パターン化有孔ウェブが吸収性物品の外側カバー（衣類に面する層）の一部又は全てと
して使用される場合、１つ又は２つ以上の孔パターンは、例えば、ある特定の区域（例え
ば、腰部、股関節）において高い通気性、又は吸収性コアの上の領域において低い通気性
をもたらし得る。外側カバーとして使用されるパターン化有孔ウェブにおける１つ又は２
つ以上の孔パターンは、外側カバーのある特定の区域に、強調されたテクスチャ及び／又
はシグナルをもたらすこともできる。そのようなテクスチャ及び／又はシグナルは、例え
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ば、グラフィック又は審美性を強調するために、他の機能の中で、吸収性物品を適切に適
用する方法、吸収性物品を把持する場所、及び／又は吸収性物品を締着する場所／方法に
関する直観的指示を提供し得る。
【０１５１】
　パターン化有孔ウェブが、吸収性物品のレッグカフの一部分として使用される場合、レ
ッグカフのパターン化有孔ウェブの有孔パターンは、全体的な機能をシグナルするために
、その吸収性物品のトップシート及び／又は外側カバーとして使用されるパターン化有孔
ウェブの孔パターンと整合し得る。
【０１５２】
　パターン化有孔ウェブが、吸収性物品の締着具（例えば、テープ付き締着具）の一部分
として使用される場合、締着具のパターン化有孔ウェブの有孔パターンは、締着具を把持
して締着させる方法を示し、かつ、それが適切に締着されているか否かを示し得る。締着
具又はその部分として使用されるパターン化有孔ウェブの有孔パターンは、全体的な機能
をシグナルするために、同一吸収性物品のトップシート及び／又は外側カバーとして使用
されるパターン化有孔ウェブの孔パターンと整合し得る。
【０１５３】
　トップシートとしてパターン化有孔ウェブを含む吸収性物品、並びに／又はトップシー
ト及び捕獲システムにおける身体排出物捕獲速度と再湿潤との最適なバランスは、パター
ン化有孔ウェブの孔の直径、形状又は面積、奥行又は厚さの組み合わせ、並びにパターン
化有孔ウェブ内の様々な孔又は孔配列間の間隔に由来し得る。
【０１５４】
　パターン化有孔ウェブをトップシートとして含む吸収性物品、並びに／又はトップシー
ト及び捕獲システムは、図３６の５９０の長手方向軸のような長手方向軸を含み得る。パ
ターン化有孔ウェブにおける孔の配列は、長手方向軸に対して、特に、指定の範囲及び該
範囲において形成された全ての範囲内での全ての１度増分を含め、約２０度～約１６０度
の角度を有する線に沿って、それ自体が繰り返し得る。追加として、線に沿って複数の孔
サイズ、形状、又は領域が存在し得るか、又は孔間の間隔は、漏出を回避するのを助ける
ために、吸収性物品又はその吸収性コアの好ましい領域に液体身体排出物を送り込む目的
で、線に沿った全ての孔の間で同じでなくてもよい。
【０１５５】
　パターン化有孔ウェブにおける孔パターンは、例えば、ハート又は水滴等の認識可能な
資格要素を形成し得る。吸収性物品のトップシート又は外側カバーとして使用されるパタ
ーン化有孔ウェブに１つ又は２つ以上の水滴形状を形成する孔パターンを使用して、吸収
性及び／又は湿潤性の連動を助けることができる。そのような特徴は、吸収性物品の湿潤
性表示部と組み合わされてもよい。
【０１５６】
　様々な一般に理解される形状が、パターン化有孔ウェブに作成されてもよい。これらの
形状は、例えば、ハート等の一般に理解される適切な配向を有する形状であってもよい。
ある例は、外側カバー又はおむつの前側腰部区域及び／又は後側腰部区域のトップシート
上の１つ又は２つ以上のハートの使用である。介護者は、ハートの配向に関する一般知識
のために、着用者の脚の方にハートの先を向けて着用者におむつを当てると理解するであ
ろう。
【０１５７】
　ある例において、パターン化有孔ウェブは、色を有するパターンを含む第１の非有孔層
と、孔のパターンを含む第２のパターン化有孔層と、を含み得る。第１の非有孔層上のパ
ターンは、例えば、層上に印刷されてもよく、グラフィック又は他の表示部を形成し得る
。第１の非有孔層上のパターンの少なくとも５０％～１００％は、第２のパターン化有孔
層における孔のパターンと整列して、孔に注意を引くことができる。第１の層上の孔のパ
ターンの、第２の層の色を有するパターンとの整列又は部分的整列は、パターン化有孔ウ
ェブが吸収性物品上に提供される場合、着用者上で製品を整列させるのを助けることがで



(39) JP 2017-537677 A 2017.12.21

10

20

30

40

50

きる。
【０１５８】
　ゾーン
　パターン化有孔ウェブの任意の状況において、特に吸収性物品の状況において、パター
ン化有孔ウェブは、ゾーン様式で用いられ得る。例えば、吸収性物品のトップシート又は
外側カバーの第１のゾーンは、第１のパターンを有する第１のパターン化有孔ウェブを有
し得、一方で吸収性物品のトップシート又は外側カバーの第２のゾーンは、第２の異なる
パターンを有する第２のパターン化有孔ウェブを有し得る。トップシートの状況において
、例えば、異なるゾーンにおけるパターンは、ある特定の身体排出物を受容するか、又は
それらの流動を任意の所望の方向に阻害若しくは促進するように構成されてもよい。例え
ば、第１のパターンは、尿の流れを受容及び／又は誘導するようにより良く構成され得、
一方で第２のパターンは、流動性ＢＭの流れを受容及び／又は誘導するようにより良く構
成され得る。パターン化有孔ウェブが、吸収性物品のトップシートとして使用される他の
例では、第１のパターンを有する第１のパターン化有孔ウェブは、身体排出物の激しい噴
出を受容するように構成され得、一方で第２の異なるパターンを有する第２のパターン化
有孔ウェブは、身体排出物の横流を任意の所望の方向に制限するように構成され得る。第
１のパターンは、例えば、吸収性物品の中間、又は股区域に位置し得、一方で第２のパタ
ーンは、吸収性物品の前側及び後側腰部区域、又は外側周辺トップシート区域内に位置し
得る。
【０１５９】
　パターン化有孔ウェブにおけるゾーンは、機械方向、横断方向に位置し得るか、又は同
心であり得る。吸収性物品等の製品が、機械方向に２つの異なるゾーンを有する場合、こ
れらのゾーンは、加工を容易にするために、同一又は類似の横断方向幅（例えば、＋／－
２ｍｍ）を有し得る。ゾーンのうちの１つ又は２つ以上は、曲線若しくは直線の境界、又
は部分的境界を有し得る。
【０１６０】
　２つより多くの異なる又は同一のパターン化有孔ウェブを含む任意の好適なゾーンは、
本開示の範囲内で想定される。様々なゾーンが、上述されるトップシート内に存在し得る
が、例えば、外側カバー、バリアレッグカフ、又は吸収性物品若しくは他の製品の任意の
他の部分上に存在してもよい。いくつかの例では、パターン化有孔ウェブの同一又は異な
るパターンのゾーンを、着用者に面する表面（例えば、トップシート）及び衣類に面する
表面（例えば、外側カバー）上で使用されてもよい。
【０１６１】
　ある例では、吸収性物品のトップシート又は他の部分は、パターン化有孔ウェブに２つ
又はそれ以上のゾーンを有し得る。パターン化有孔ウェブの第１のゾーンは、第２のゾー
ンとは異なる孔パターンを有し得る。第１のゾーン及び第２のゾーンは、異なる孔パター
ンに起因する異なる機能性を有し得る。第１のゾーンの機能性は、液体身体排出物（パタ
ーン化有孔ウェブ上を移動する流体）の分配をもたらすことであり得、一方で第２のゾー
ンの機能性は、液体身体排出物（パターン化有孔ウェブを貫通する流体）の捕獲をもたら
すことであり得る。そのようなゾーン化されたパターン化有孔ウェブの利点は、吸収性コ
アのより良い使用、及び吸収性コア内のより有効な液体身体排出物の分配であり得る。
【０１６２】
　ある例では、吸収性物品は、第１の部分と、その第２の異なる部分とを形成する、パタ
ーン化有孔ウェブを含み得る。パターン化有孔ウェブの各部分の孔パターンは、同一でも
、実質的に類似していても、異なっていてもよい。別の例では、吸収性物品は、吸収性物
品の第１の部分を含むパターン化有孔ウェブを含み得、吸収性物品の第２の部分は、グラ
フィック、印刷、パターン化接着剤、又はパターン化有孔ウェブにおける孔パターンと同
様であるか、実質的に同様であるか、それと整合するか、又は異なるパターンを形成する
他の表示部を有する。
【０１６３】
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　ある例では、パターン化有孔ウェブは、複数のゾーンを有し得る。第１のゾーンは、第
１の角度（孔の中心長手方向軸対ＭＤ）、第１のサイズ、及び／又は第１の形状を有する
少なくともいくつかの孔を有し得、一方で第２のゾーン（又は第３若しくは第４のゾーン
等）は、第２の異なる角度（孔の中心長手方向軸対ＭＤ）、第２の異なるサイズ、及び／
又は第２の異なる形状を有する孔を有し得る。
【０１６４】
　視覚的テクスチャ
　孔、パターン化孔、孔配列、三次元要素、印刷、パターン化接着剤、又はこれらの「テ
クスチャ要素」の任意の組み合わせは、パターン化有孔ウェブに可変の視覚的に観察され
るテクスチャを付与することができる。観察可能なテクスチャの変化は、心理学的及び神
経学的科学において広範囲に研究されてきた。いくつかの小さいテクスチャ要素は、その
他よりもはるかに容易に（「直ちに」）ヒトの視覚認知によって検出される。同様の「二
次」（イソ双極子）統計を有する大部分のテクスチャパターンは、短い「フラッシュ」観
察で区別することができない。しかしながら、これに対する例外（すなわち、容易に区別
されるイソ双極子テクスチャ要素）が定義され、文献において「テクストン」として知ら
れている。テクストン形状を形成するテクスチャ要素を含むパターン化有孔ウェブは、積
層体上又は吸収性物品内に、容易に認識可能な「ゾーン」を作成する方法を提供し、異な
る機能を有する区域をシグナリングし、及び／又は着用者上の製品の配向を訂正するよう
に（例えば、前／後）、強力な合図を提供する。本開示のパターン化有孔ウェブの形態は
、準共線性、コーナー特徴、及び局所特徴の閉鎖を含む、テクストン形状を形成するテク
スチャ要素を含み得る。参照文献は、Ｊｕｌｅｓｚ，Ｂ．，ｅｔ　ａｌ，Ｖｉｓｕａｌ　
Ｄｉｓｃｒｉｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｔｅｘｔｕｒｅｓ　ｗｉｔｈ　Ｉｄｅｎｔｉｃａ
ｌ　Ｔｈｉｒｄ－Ｏｒｄｅｒ　Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ，Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｃｙｂｅ
ｒｎｅｔｉｃｓ　ｖｏｌ．３１，１９７８，ｐｐ．１３７～１４０）である。
【０１６５】
　有効開口面積
　パターン化有孔ウェブは、特に、指定の範囲及び該範囲において又は該範囲によって形
成された全ての範囲内での全ての０．１％増分を含め、約３％～約５０％、約５％～約５
０％、約５％～約４０％、約１０％～約４０％、約１０％～約３５％、約１０％～約３０
％、又は約１５％～約３０％の有効開口面積を有し得る。全ての有効開口面積率は、本明
細書に記載される孔試験を使用して判定される。高い有効開口面積を有するパターン化有
孔ウェブは、吸収性物品においてトップシート又は捕獲層若しくはシステムとして実用性
を有し得（吸収性身体排出物に対してより機能的）、一方で低い有効開口面積を有するパ
ターン化有孔ウェブは、吸収性物品の外側カバーとして（より装飾的又は通気性の目的で
）実用性を有し得る。
【０１６６】
　有効孔面積
　パターン化有孔ウェブは、特に、指定の範囲及び該範囲において又は該範囲によって形
成された全ての範囲内での全ての０．０５ｍｍ増分を含め、約０．３ｍｍ２～約１５ｍｍ
２、０．３ｍｍ２～約１４ｍｍ２、０．４ｍｍ２～約１２ｍｍ２、０．３ｍｍ２～約１０
ｍｍ２、０．５ｍｍ２～約８ｍｍ２、又は１．０ｍｍ２～約８ｍｍ２の範囲の有効孔面積
を有する孔を有し得る。全ての有効孔面積は、本明細書に記載される孔試験を使用して判
定される。パターン化有孔ウェブにおける複数の孔は、有効孔面積が異なってもよい。パ
ターン化有孔ウェブにおける有効孔面積の相対標準偏差は、例えば、少なくとも約５０％
、又は少なくとも約５５％、又は少なくとも約６０％であり得る。
【０１６７】
　孔アスペクト比
　本開示のパターン化有孔ウェブの孔は、本明細書における孔試験に従い、例えば、１よ
り大きい、２より大きい、３より大きい、５より大きい、又は１０より大きいが、典型的
には、１５未満のアスペクト比を有し得る。パターン化有孔ウェブの孔パターンは、１よ
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り大きいアスペクト比、例えば、２つ又はそれ以上の別個の集団を有するか、又はゼロよ
り大きい傾斜を有するアスペクト比の実質的に連続する分布を有する孔を含み得る。加え
て、パターン化有孔ウェブの孔パターンは、２つ又はそれ以上の別個の集団として、又は
ゼロより大きい傾斜を有する孔面積の分布として、２つより多くの有効孔面積を有する孔
を含み得る。パターン化有孔ウェブにおける孔アスペクト比の相対標準偏差は、少なくと
も約３０％、少なくとも約４０％、又は少なくとも約４５％であり得る。
【０１６８】
　孔密度
　本開示のパターン化孔ウェブの孔は、本明細書における孔試験に従い、例えば、少なく
とも約１５０、少なくとも約１７５、少なくとも約２００、又は少なくとも約３００の孔
密度を有し得る。
【０１６９】
　方法
　パターン化有孔ウェブの製造方法が提供される。この方法は、中心長手方向軸を有する
ウェブを提供することを含み得る。ウェブは、中心長手方向軸に対して実質的に平行に、
又は平行に延びる複数の過剰結合部を含み得る。実質的に平行とは、＋／－５度又は＋／
－３度以下を意味する。この方法は、ウェブを機械方向に運ぶことを含み得る。機械方向
は、ウェブの中心長手方向軸の延び方向に対して実質的に平行又は平行であり得る。この
方法は、機械方向に実質的に垂直である（＋／－５度又は＋／－３度以下）機械横方向に
ウェブを伸張させて、過剰結合部のうちの少なくともいくつか、大部分、又は全てを少な
くとも部分的に破裂させるか、又は完全に破裂させ、ウェブ内にパターン化孔を少なくと
も部分的に形成させるか、又は形成させることを含む。パターン化孔のうちの少なくとも
いくつかは、本明細書における孔試験に従い、特に、指定の範囲及び該範囲において又は
該範囲によって形成された全ての範囲内での全ての０．１度増分を含め、少なくとも約１
０度、少なくとも約１５度、少なくとも約２０度、少なくとも約２５度、少なくとも約３
０度、少なくとも約３５度、少なくとも約４０度、少なくとも約４５度、又は約１０度～
約４５度、又は約１５度～約３５度の範囲の絶対フェレット角を有し得る。パターン化孔
のうちの少なくともいくつかは、本明細書における孔試験に従い、特に、指定の範囲及び
該範囲において又は該範囲によって形成された全ての範囲内での全ての０．１％増分（例
えば、１．６：１、１．７：１、１．８：１）を含め、約１．５：１より大きい、約１．
８：１より大きい、約２：１より大きい、約２．５：１より大きい、約３：１より大きい
、又は約１．５：１～約１０：１、約２：１～約６：１、約２：１～約５：１、又は約２
：１～約４：１の範囲のアスペクト比を有し得る。過剰結合部は、例えば、図１６、１７
、及び２４～３０に関して例示及び説明されるプロセスを使用して、少なくとも部分的に
破裂されるか、又は完全に破裂され、パターン化孔を形成することができる。
【０１７０】
　パターン化孔のうちの少なくともいくつかは、本明細書における孔試験に従い、約０度
～約５度の範囲、又は約０度（すなわち、＋／－２度）の絶対フェレット角を有し得る。
したがって、パターン化孔のうちのいくつかは、機械方向に対して角度を有してもよいが
、その他は有していなくてもよい。パターン化孔は、第１の複数のパターン化孔と、第２
の複数のパターン化孔と、を含み得る。第１の複数のパターン化孔の中心長手方向軸は、
機械方向に対して第１の方向に延び得る。第２の複数の孔の中心長手方向軸は、機械方向
に対して第２の異なる方向に延び得る。第２の異なる方向は、特に、第１の方向とは異な
る、上で指定される範囲及び該範囲において又は該範囲によって形成された全ての範囲内
での全ての０．１度増分を含め、少なくとも約５度、少なくとも約１０度、少なくとも約
１５度、少なくとも約２０度、少なくとも約３０度、少なくとも約４０度、少なくとも約
５０度、少なくとも約６０度、少なくとも約７０度、少なくとも約８０度、少なくとも約
９０度、又は約１０度～約９０度、若しくは約２０度～約７０度の範囲であり得る。第１
の方向は、機械方向に対して正の傾斜を有し得、第２の方向は、機械方向に対して負の傾
斜を有し得る。他の例において、第１の方向及び第２の方向は、両方が正の傾斜を有し得
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るか、又は両方が負の傾斜を有し得る。複数の過剰結合部のうちの少なくともいくつかは
、ウェブにダイヤモンド形状又はダイヤモンド様パターンを形成し得る。ランド領域は、
複数の過剰結合部又はパターン化孔のうちの少なくともいくつかの周囲に、少なくとも部
分的に又は完全に形成され得る。パターン化孔のうちの少なくともいくつか、例えば、２
つ若しくはそれ以上、３つ若しくはそれ以上、又は４つ若しくはそれ以上は、不均質であ
り得、それらが異なるサイズ、形状、本明細書における孔試験に従う絶対フェレット角、
及び／又は本明細書における孔試験に従うアスペクト比を有するように設計されることを
意味する。
【０１７１】
　ウェブにおけるパターン化孔の形成方法が提供される。この方法は、中心長手方向軸を
有するウェブを提供することと、中心長手方向軸に対して実質的に平行である機械方向に
ウェブを運ぶことと、ウェブに複数の過剰結合部を作成することと、を含み得る。過剰結
合部は、ウェブの中心長手方向軸に対して実質的に平行である中心長手方向軸を有し得る
。この方法は、機械方向に実質的に垂直であるか、又は垂直である機械横方向にウェブを
伸張させて、過剰結合部のうちの少なくともいくつか、又は大部分、又は全てにおいて、
パターン化孔を少なくとも部分的に形成するか、又は完全に形成することを含み得る。パ
ターン化孔のうちの少なくともいくつかは、本明細書における孔試験に従い、少なくとも
約２０度（並びに上に記載される他の数値及び範囲）の絶対フェレット角を有し得る。パ
ターン化孔のうちの少なくともいくつかは、本明細書における孔試験に従い、少なくとも
約２：１より大きい（並びに上に記載される他の数値及び範囲）アスペクト比を有し得る
。パターン化孔のうちの少なくともいくつかは、本明細書における孔試験に従い、少なく
とも約３０度（並びに上に記載される他の数値及び範囲）の絶対フェレット角を有し得る
。パターン化孔は、第１の複数のパターン化孔と、第２の複数のパターン化孔と、を含み
得る。第１の複数のパターン化孔の中心長手方向軸は、第１の方向に延び得る。第２の複
数のパターン化孔の中心長手方向軸は、第２の異なる方向に延び得る。第２の異なる方向
は、第１の方向とは少なくとも約１０度又は少なくとも約３０度（並びに上に記載される
他の数値及び範囲）異なり得る。
【０１７２】
　パターン化有孔ウェブの製造方法が提供される。この方法は、中心長手方向軸を有する
ウェブを提供することを含み得る。ウェブは、中心長手方向軸に対して実質的に平行に、
又は平行に延びる複数の過剰結合部を含み得る。この方法は、ウェブの中心長手方向軸の
延び方向に対して実質的に平行であるか、又は平行である機械方向にウェブを運ぶことを
含み得る。この方法は、機械方向に対して実質的に垂直であるか、又は垂直である機械横
方向にウェブを伸張させて、過剰結合部のうちの少なくともいくつか、大部分、又は全て
を少なくとも部分的に破裂させるか、又は完全に破裂させ、孔をウェブ内に少なくとも部
分的に形成させるか、又は形成させることを含み得る。孔のうちの少なくともいくつかは
、本明細書における孔試験に従い、少なくとも約２５度（並びに上に記載される他の数値
及び範囲）の絶対フェレット角を有する。孔のうちの少なくともいくつかは、本明細書に
おける孔試験に従い、約２：１～約６：１の範囲（並びに上に記載される他の比及び範囲
）のアスペクト比を有する。孔のうちの少なくとも２つ、３つ、４つ、又は５つが不均質
であり得る。
【０１７３】
　異なる絶対フェレット角を有する孔を有するパターン化有孔ウェブは、例えば、パター
ン化有孔ウェブが吸収性物品のトップシートとして使用されるとき、液体身体排出物を扱
う際の利点をもたらし得る。例えば、絶対フェレット角のうちの全てが、約０度でないが
、０度より大きい、例えば、約１５度、約２０度、約３０度、約４５度、又は更には約９
０度であるとき、孔は、液体身体排出物をより容易に捕獲することができるため、吸収性
物品の前側又は後側の流体流出が低減され得る。したがって、パターン化有孔ウェブの表
面に沿って流れる液体身体排出物を最も効果的に獲得し、流出及び衣類の汚れを防ぐか、
又は少なくとも阻害するために、異なる絶対フェレット角を有する孔を有することが望ま
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しい場合がある。
【０１７４】
　本開示のいくつかの例示のパターン化有孔ウェブにおいて、それぞれが単に機械方向又
は実質的な機械方向（すなわち、機械方向から＋／－５度、＋／－３度以下）である、過
剰結合部のパターンを使用して、絶対フェレット角を有する孔、又は全てが機械方向に配
向されていないか、換言すれば、機械方向に対して５度より大きい角度を有するか、又は
５度より大きい、１０度より大きい、１５度より大きい、２５度より大きい、若しくは３
０度より大きい絶対フェレット角を有する、中心長手方向軸を有するパターン化有孔ウェ
ブを作成することができる。図５３を参照すると、単独で機械方向に配向された過剰結合
部「Ｏ」を有する例示の過剰結合パターンが示されている。図５３の過剰結合パターンを
使用して、例えば、図５３Ａのパターン化有孔ウェブ１０を製造することができる。図５
３Ａのパターン化有孔ウェブ１０は、中心長手方向軸Ｌを有するいくつかの孔１２を有し
得、機械方向に対する角度、又は５度より大きい絶対フェレット角を有する。絶対フェレ
ット角は、上に記載される数値又は範囲のうちのいずれかであり得る。パターン化有孔ウ
ェブ１０における孔１２のうちのいくつかは、機械方向に平行に、又は実質的に平行に延
びる（例えば、＋／－５度未満）中心長手方向軸、Ｌ１、又は約０度～約５度の範囲の絶
対フェレット角を有する孔１２を有してもよい。本明細書に記載される１つ又は２つ以上
の横断方向伸張工程を使用して、孔を作成し、孔のうちの少なくともいくつかの中心長手
方向軸、Ｌを、機械方向に平行でないか、又は実質的に平行でない方向に配向することが
できる。機械方向に平行でないか、又は実質的に平行でない中心長手方向軸を有するパタ
ーン化有孔ウェブの孔のうちの少なくともいくつかは、機械方向に対して第１の方向に延
びる中心長手方向軸を有する第１の複数の孔と、機械方向に対して第２の異なる方向に延
びる中心長手方向軸を有する第２の複数の孔と、を有し得る。当業者であれば、機械方向
に対する他の角度も本開示の範囲内にあることを認識するであろう。
【０１７５】
　機械方向に対して角度を有し、機械方向過剰結合部によって製造された中心長手方向軸
を有するパターン化有孔ウェブの孔は、過剰結合部が、機械方向に対してある角度（５度
以上）で配向されていた場合よりも開いている（すなわち、低いアスペクト比を有する）
ことがある。機械方向に対してある角度で配向された過剰結合部は、典型的に、横断方向
伸張後に、高いアスペクト比を有する孔を生成し、それらはあまり開いていない。
【０１７６】
　融合部分
　図５４を参照すると、本開示のパターン化有孔ウェブにおける孔１２の少なくとも一部
分を取り囲む領域は、１つ又は２つ以上の融合部分５０００を含み得る。これらの融合部
分５０００は、孔１２を少なくとも部分的に取り囲み得るか、又は孔１２を完全に取り囲
み得る。融合部分５０００は、孔１２の外周の少なくとも２５％～孔１２の外周の約１０
０％まで取り囲み得る。いくつかの例において、融合部分５０００は、孔１２の先端縁及
び後端縁上ではなく、孔１２の横側部に形成され得る（図５４におけるＭＤ及びＣＤを参
照されたい）。融合部分５０００は、過剰結合工程中に形成されると考えられ、パターン
化有孔ウェブに強度を付加すると考えられる。
【０１７７】
　パターン化有孔ウェブの例示の過剰結合パターン
　図１６のローラー１１０のような過剰結合ローラー上で使用され得る追加の過剰結合パ
ターンのいくつかの例示の概略表示は、図５５～６０に示される。当業者であれば、例示
されるパターンの変形と共に、他の好適な過剰結合パターンも本開示の範囲内であること
を認識するであろう。
【０１７８】
　孔間距離及び平均孔間距離
　パターン化有孔ウェブ又はそれらの層は、本明細書における孔試験に従い、特に、指定
の範囲及び該範囲において又は該範囲によって形成された全ての範囲内での全ての０．１
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ｍｍ増分を含め、約３．５ｍｍ未満、約３ｍｍ未満、約２．５ｍｍ未満、約２ｍｍ未満、
約１．５ｍｍ未満、約１ｍｍ未満、約１ｍｍ～約３．５ｍｍの範囲、約１ｍｍ～約３ｍｍ
の範囲、約１ｍｍ～約２．５ｍｍの範囲、又は約３．５ｍｍ～約１０ｍｍの範囲の平均孔
間距離を有する孔を有し得る。
【０１７９】
　パターン化有孔ウェブは、本明細書における孔試験に従い計算された孔間距離を有し得
る。この孔間距離は、平均値及び中央値を有する分布を有し得る。平均値は、中央値より
大きくても、異なっていても、小さくてもよい。平均値は、特に、指定の範囲及び該範囲
において又は該範囲によって形成された全ての範囲内での全ての０．１％増分を含め、例
えば、約３％～約２５％、約４％～約２５％、約５％～約２０％、約８％～約２０％、又
は約４％～約１５％の範囲で中央値より大きくても、異なっていても、小さくてもよい。
パターン化有孔ウェブの第１のゾーンは、孔間距離を有し得る。第１のゾーンの孔間距離
は、第１の平均値及び第１の中央値を有する第１の分布を有し得る。第１の平均値は、こ
のパラグラフで上に記載される範囲で、第１の中央値より大きくても、異なっていても、
小さくてもよい。パターン化有孔ウェブの第２のゾーンは、孔間距離を有し得る。第２の
ゾーンの孔間距離は、第２の平均値及び第２の中央値を有する第２の分布を有し得る。第
２の平均値は、このパラグラフで上に記載される範囲だけ、第２の中央値より大きくても
、異なっていても、小さくてもよい。パターン化有孔ウェブの第３のゾーンは、孔間距離
を有し得る。第３のゾーンの孔間距離は、第３の平均値及び第３の中央値を有する第３の
分布を有し得る。第３の平均値は、このパラグラフで上に記載される範囲だけ、第３の中
央値より大きくても、異なっていても、小さくてもよい。第１、第２、及び第３の平均値
は、同一でも異なっていてもよい。第１、第２、及び第３の中央値は、同一でも異なって
いてもよい。第１、第２、及び第３のゾーンは、吸収性物品又は他の消費者製品のトップ
シート、トップシート層、捕獲層、外側カバー、外側カバー層、又は任意の他の構成要素
内にあり得る。
【０１８０】
　他の例において、吸収性物品又は他の消費者製品の第１の部分は、本明細書における孔
試験に従う孔間距離を有する第１のパターン化有孔ウェブを有し得る。第１の部分の孔間
距離は、第１の分布を有する。吸収性物品又は他の消費者製品の第２の部分は、本明細書
における孔試験に従う孔間距離を有する第２のパターン化有孔ウェブを有し得る。第２の
部分の孔間距離は、第２の分布を有する。吸収性物品又は他の消費者製品の第３の部分は
、本明細書における孔試験に従う孔間距離を有する第３のパターン化有孔ウェブを有し得
る。第３の部分の孔間距離は、第３の分布を有する。第１、第２、及び第３の分布は、同
一でも異なっていてもよい。第１の分布は、第１の平均値及び第１の中央値を有し得る。
第１の平均値は、特に、指定の範囲及び該範囲において又は該範囲によって形成された全
ての範囲内での全ての０．１％増分を含め、例えば、約３％～約２５％、約４％～約２５
％、約５％～約２０％、約８％～約２０％、又は約４％～約１５％の範囲で第１の中央値
より大きくても、小さくても、異なっていてもよい。第２の分布は、第２の平均値及び第
２の中央値を有し得る。第２の平均値は、このパラグラフで上に記載される範囲で、第２
の中央値より大きくても、異なっていても、小さくてもよい。第３の分布は、第２の平均
値及び第２の中央値を有し得る。第２の平均値は、このパラグラフで上に記載される範囲
で、第２の中央値より大きくても、異なっていても、小さくてもよい。第１、第２、及び
第３の平均値は、同一でも異なっていてもよい。第１、第２、及び第３の中央値は、同一
でも異なっていてもよい。パターン化有孔ウェブの孔間距離の相対標準偏差は、少なくと
も約５０％又は少なくとも約５５％であり得る。所定のパターン化有孔ウェブにおける最
大孔間距離は、例えば、少なくとも約８ｍｍ、又は少なくとも約１０ｍｍであり得る。
【０１８１】
　平均絶対フェレット角及び絶対フェレット角
　パターン化有孔ウェブは、本明細書における孔試験に従い、特に、指定の範囲及び該範
囲において又は該範囲によって形成された全ての範囲内での全ての０．１度増分を含め、
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少なくとも約１５度、少なくとも約１８度、少なくとも約２０度、少なくとも約２２度、
少なくとも約２５度、少なくとも約３０度、少なくとも約３５度、少なくとも約４０度、
又は約１５度～約８０度の範囲、約２０度～約７５度の範囲、約２０度～約７０度の範囲
、又は約２５度～約６５度の範囲の絶対フェレット角を有する、１つ又は２つ以上の孔を
有し得る。
【０１８２】
　パターン化有孔ウェブは、本明細書における孔試験に従い、特に、指定の範囲及び該範
囲において又は該範囲によって形成された全ての範囲内での全ての０．１度増分を含め、
少なくとも約１５度、少なくとも約１８度、少なくとも約２０度、少なくとも約２２度、
少なくとも約２５度、少なくとも約３０度、少なくとも約３５度、少なくとも約４０度、
又は約１５度～約８０度の範囲、約２０度～約７５度の範囲、約２０度～約７０度の範囲
、又は約２５度～約６５度の範囲の平均絶対フェレット角を有する、複数の孔を有し得る
。これらの孔は全て、パターン化有孔ウェブの単一繰り返し単位内にあってもよい。パタ
ーン化有孔ウェブにおける絶対フェレット角の相対標準偏差は、少なくとも約３０％、又
は少なくとも約４０％、又は少なくとも約５０％であり得る。繰り返し単位は、完全孔パ
ターン又は配列を有すると特定され得る、パターン化有孔ウェブ内の領域である。複数の
繰り返し単位が、パターン化有孔ウェブ内に存在してもよく、１つの完全孔パターン又は
配列が、各繰り返し単位内に存在する。
【０１８３】
　パターン化有孔ウェブ又はパターン化有孔ウェブの繰り返し単位内の少なくとも２、少
なくとも３、少なくとも４、少なくとも５、少なくとも６、少なくとも７、少なくとも８
、少なくとも９、又は少なくとも１０個の孔はそれぞれ、本明細書における孔試験に従い
、異なる絶対フェレット角を有してもよい。他の例において、孔のうちのいくつかは、同
一の絶対フェレット角を有し得る一方、他の孔は、異なる絶対フェレット角を有し得る。
異なる絶対フェレット角を有することに加えて、少なくとも２、少なくとも３、少なくと
も４、少なくとも５、少なくとも６、少なくとも７、少なくとも８、少なくとも９、又は
少なくとも１０個の孔は、異なるサイズ及び／又は形状を有してもよい。少なくとも２、
少なくとも３、少なくとも４、少なくとも５、少なくとも６、少なくとも７、少なくとも
８、少なくとも９、又は少なくとも１０個の孔のうちの少なくともいくつかは、同一サイ
ズ及び／又は形状を有し得る一方、異なる絶対フェレット角を有する。繰り返し単位内の
孔のうちの少なくともいくつかの絶対フェレット角は、例えば、少なくとも約５度、少な
くとも約１０度、少なくとも約１５度、少なくとも約２０度、少なくとも約２５度、又は
少なくとも約３０度だけ異なり得る。
【０１８４】
　予ひずみ状積層体
　積層体の１つ又は２つ以上の層は、１つ又は２つ以上の予ひずみ状層を含み得る。予ひ
ずみ状層は、有孔又は非有孔であり得る。積層体の他の層は、有孔又は非有孔であり得る
。有孔層（複数可）は、均一サイズ及び均一に離間した孔を有し得るか、又は本明細書に
記載される様々なパターン化孔パターン等の不均質なパターン化孔を有し得る。パターン
化孔は、本明細書に記載される特徴又はパラメータのうちのいずれかを有し得る。層は、
不織布、フィルム、セルロースウェブ、発泡体、又は他の材料を含み得る。いくつかの例
において、非有孔層は、あるパターンで配置された複数の過剰結合部を含み得る。予ひず
み状層又は層は、非予ひずみ状層又は層に接合され、予ひずみの解放時に三次元積層体を
形成することができる。予ひずみ状層は、特に、指定の範囲及び該範囲において又は該範
囲によって形成された全ての範囲内での全ての０．１％増分を含め、それらの長さ若しく
は幅の約５％～それらの長さ若しくは幅の約４０％、又はそれらの長さ若しくは幅の約５
％～それらの長さ若しくは幅の約２０％の量で予ひずみ状であり得る。他の例において、
予ひずみ状層は、例えば、約５％、約１０％、約１５％、又は約２０％の量で予ひずみ状
であり得る。予ひずみ状層は、非予ひずみ状層に三次元特徴を作成するために、非予ひず
み状層に接合された後に少なくとも部分的に回復する必要がある。
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【０１８５】
　ある例において、図６１を参照すると、積層体７０００の例示の概略断面図は、第１の
層７００２及び第２の層７００４を含み得る。第２の層７００４は、第１の層７００２に
接合される前に予ひずみ状であり、それにより、積層体の弛緩時に第１の層７００２に三
次元特徴７００６をもたらした。第１の層７００２及び第２の層７００４のいずれか又は
両方は、均一かつ均質の孔、不均質パターンの孔、過剰結合部（均質若しくは不均質のい
ずれか）、又はエンボス加工部を含み得る。第１の層７００２及び／又は第２の層７００
４（又は任意の追加の層）は、表示部７００８を含んでもよい。表示部７００８は、例え
ば、パターン化接着剤、パターン化されて着色された接着剤、印刷されたインク、又は印
刷されて着色されたインクであってもよい。表示部７００８は、積層体７０００の１つの
層の孔若しくはパターン化孔を通して、又は積層体７０００の非有孔層を通して少なくと
も部分的に可視であり得る。表示部７００８は、第１の層７００２及び／又は第２の層７
００４とは異なる色であり得る。例えば、表示部はティール色であり得、第２の層は白色
であり得る。第１の層７００２及び第２の層７００４は、異なるか又は同一の色又は不透
明度を有し得る。例示の積層体７０００は、２層形態で説明されるが、任意の好適な数の
層を有する積層体が本開示の範囲内であることを理解されたい。そのような例において、
任意の好適な数の層は、表示部、孔、パターン化孔、エンボス加工部、過剰結合部を含み
得、及び／又は予ひずみ状であり得る。実施例として、破線で示される第３の層７０１０
は、第１の層７００２に接合されてもよい。第３の層７０１０は、例えば、第２の層７０
０４に接合されてもよい。第３の層７０１０は、有孔でも非有孔であってもよい。
【０１８６】
　予ひずみ状積層体の上面図の例を図６２に示す。図６２の予ひずみ状積層体の断面図を
図６３に示す。積層体は、有孔領域７０１２と、非有孔領域７０１４とを有する。積層体
は、１つの予ひずみ状層７０１６と、１つの非予ひずみ状層７０１８とを有する。予ひず
み状層７０１６の予ひずみ力の解放時に、三次元特徴７０２０が、非予ひずみ状層７０１
８に形成される。
【０１８７】
　図６１を再び参照すると、三次元特徴７００６を有する第１の層７００２は、予ひずみ
状であった第２の層７００４より長いパス長を有し得る。パス長は、材料の第１縁部７０
０１と、材料の第２縁部７００３との間を移行した距離である（図６１において左から右
に材料を追う）。第３の層７０１０が、第１の層７００２又は第２の層７００４に取り付
けられる場合、第３の層は、第１の層７００２又は第２の層７００４とは異なるパス長又
は同一パス長を有し得る。
【０１８８】
　ある例において、第１の層７００２及び第２の層７００４はそれぞれ、複数の孔又はパ
ターン化孔を有し得る。第１の層７００２の孔のうちの少なくともいくつかは、第２の層
７００４の孔のうちの少なくともいくつかと少なくとも部分的に、又は完全に整列し得る
。他の例において、孔の全て又は大部分が整列し得るか、又は少なくとも部分的に整列し
得る。そのような構成において、第１の層７００２の少なくともいくつかの孔の外周の部
分又は全ては、第２の層７００４の少なくともいくつかの孔の外周の部分又は全てに（例
えば、機械的に又は接着剤で）結合され得る。他の構成において、第１の層７００２及び
第２の層７００４は、複数の機械的若しくは接着剤結合部、及び／又はそれらのパターン
によって接合され得る。
【０１８９】
　第１の層７００２は、第２の層７００４及び／又は第３の層７０１０とは異なる材料で
形成されてもよい。ある例において、第１の層７００２は、第１の不織布材料で形成され
てもよく、第２の層７００４及び／又は第３の層７０１０は、例えば、異なる不織布材料
、又はフィルム等の他の材料で形成されてもよい。
【０１９０】
　層のうちのいずれかのパターン化孔は、本明細書に記載される絶対フェレット角、平均
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例えば、約５％～約５０％の範囲の、本明細書において指定される有効開口面積を有し得
る。
【０１９１】
　吸収性物品は、これらの予ひずみ状積層体のうちの１つ又は２つ以上を含み得る。上述
される例示の吸収性物品は、他の特徴の中で、液体透過性トップシート、液体不透過性バ
ックシート、及び外側カバー不織布材料、並びに吸収性コアを含み得る。予ひずみ状積層
体は、例えば、トップシート、外側カバー、外側カバー不織布材料／バックシート積層体
、吸収性物品の衣類に面する表面の部分、吸収性物品の着用者に面する表面の部分、ベル
トの部分、股関節領域、腰部領域、及び／又はバリアレッグカフの部分として使用され得
る。これらの予ひずみ状積層体は、例えば、クリーニング基材、ダスティング基材、拭き
取り布、医療用機材、及び／又は任意の他の好適な製品若しくは消費者製品において使用
されてもよい。
【０１９２】
　予ひずみ状積層体のいくつかの例を以下に示す。
【０１９３】
　チャート１及び２で使用される材料を以下に指定する。
【０１９４】
　材料Ａ：Ｆｉｔｅｓａ　Ｎｏｎｗｏｖｅｎｓ（Ｗａｓｈｏｕｇａｌ，ＷＡ）から入手可
能な１フィラメント当たり２．８デニールの平均繊維サイズを有する、５０／５０　ＰＥ
／ＰＰシース／コアバイコンポーネント繊維を含む、２５ｇｓｍスパンボンド不織布材料
。
【０１９５】
　材料Ｂ：Ｘｉａｍｅｎ　Ｙａｎｊａｎ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，Ｉｎｃから入手可能な
２．０ｄｐｆ　ＰＥ／ＰＥＴを含む、２４ｇｓｍカード、通気結合不織布材料。
【０１９６】
　以下のチャート１及び２における全ての例において、層２は、示される％だけ機械方向
に予ひずみ状であり、次いで、２つの層を、図１６に関して本明細書に記載される過剰結
合プロセスを使用して、共に過剰結合した。切り込みロールの速度を、図１６のロール１
１２及び１１４の速度に対して０％（すなわち、予ひずみなし）、５％、１０％、又は１
５％（チャートに従う）だけ減少させることによって予ひずみ力を加えた。次いで、層２
の予ひずみを解放した。過剰結合部が破裂していない例は、実施例１～８及び図６４～６
７である。過剰結合部の破裂を有する例は、実施例９～１６及び図６８～７１である。後
者において、過剰結合部は破裂して、図１５に関して本明細書に記載される（図２３～２
９を考慮して記載される追加の詳細と共に）工程並びに機器１３２及び１３２’を使用し
て、両方の層に孔を形成する。実施例９～１６の場合、係合深さ（例えば、図２４を参照
されたい）は、１．７ミリメートル（０．０６５インチ）であり、ライン速度は、３０５
メートル／分（１，０００フィート／分）であった。
【０１９７】
　層２上の予ひずみの量が増加するにつれて、結果として得られる予ひずみ状積層体のキ
ャリパーも、予測される坪量の増加を超える量だけ増加し得る。予ひずみ状層を有する図
６５、６７、６９、及び７１の例示の基材は、図６４、６６、６８、及び７０非予ひずみ
状例と比較して著しい皺寄せ又は三次元性を示す。
【０１９８】
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【表１】

【０１９９】
【表２】

【０２００】
　予ひずみ状積層体の様々な製造方法について、ここで考察する。例えば、２つの非有孔
層が提供され得る。１つの層は、ＣＤ又はＭＤ方向に予ひずみ状であってよい。次いで、
これらの層は、過剰結合されて（例えば、過剰結合については図１６及び関連した開示を
参照されたい）、それらを共に接合し得るか、又は共に接合された後に過剰結合され得る
。次いで、予ひずみ力は、解放されて非予ひずみ状層又は両方の層に複数の三次元特徴を
作成し得る。任意に、過剰結合部のうちの少なくともいくつか、大部分、又は全てを、次
いで、破裂させて第１及び第２の層に孔を作成することができる。そのような破裂は、第
１及び第２の層をＣＤ又はＭＤ方向に伸張させることによって行われ得る（例えば、例示
の過剰結合破裂については図２３～２９を参照されたい）。いくつかの例において、予ひ
ずみ力は、孔が破裂するまで解放されないことがある。少なくとも第３の層が、積層体に
組み合わされてもよい。この少なくとも第３の層は、有孔又は非有孔、予ひずみ状又は非
予ひずみ状であり得る。これらの層のうちの少なくとも１つは、残りの層とは異なる材料
で形成されてもよい（例えば、フィルム／不織布、第１の不織布／第２の不織布、又は第
１のフィルム／第２のフィルム）。
【０２０１】
　ある例において、１つの有孔層が、１つの非有孔層と組み合わされ得るか、又は２つの
有孔層が、機械的結合又は接着剤結合を使用して組み合わされ得る。孔は、例えば、ニー
ドルパンチング等の任意の好適な開孔技法を使用して、１つ又は複数の層に形成されても
よい。層のいずれかが、それらの層を接合する前に予ひずみ状であってもよい。予ひずみ
力の解放時に、三次元特徴が、予ひずみ状でない層又は両方の層において形成されてもよ
い。少なくとも第３の層が、積層体に組み合わされてもよい。少なくとも第３の層は、有
孔又は非有孔、予ひずみ状又は非予ひずみ状であり得る。これらの層のうちの少なくとも
１つは、残りの層とは異なる材料で形成されてもよい（例えば、フィルム／不織布、第１
の不織布／第２の不織布、又は第１のフィルム／第２のフィルム）。
【０２０２】
　ある例において、１つの過剰結合層が、１つの非有孔層又は有孔層と組み合わされ得る
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か、又は２つの過剰結合層が、機械的結合又は接着剤結合を使用して組み合わされ得る。
層のいずれかが、それらの層を接合する前に予ひずみ状であってもよい。予ひずみ力の解
放時に、三次元特徴が、予ひずみ状でない層又は両方の層において形成されてもよい。少
なくとも第３の層が、積層体に組み合わされてもよい。少なくとも第３の層は、過剰結合
又は非過剰結合、有孔又は非有孔、予ひずみ状又は非予ひずみ状であり得る。これらの層
のうちの少なくとも１つは、残りの層とは異なる材料で形成されてもよい（例えば、フィ
ルム／不織布、第１の不織布／第２の不織布、又は第１のフィルム／第２のフィルム）。
【０２０３】
　ある例において、吸収性物品のための三次元積層体を形成する方法が提供される。この
方法は、第１の層及び第２の層（及び任意に追加の層）を提供することを含み得る。第１
の層と第２層は、同一でも異なっていてもよい。例えば、層は、同一の不織布材料、同一
のフィルム材料、２つの異なる不織布材料、２つの異なるフィルム材料、又はフィルム材
料及び不織布材料を含み得る。いくつかの例において、これらの層のうちのいずれもが、
有孔又は非有孔、過剰結合又は非過剰結合であってよい。孔パターン又は過剰結合部パタ
ーンは、均質でも不均質であってもよい。方法は、予ひずみ力を第１の層又は第２の層に
加えることを含み得る。予ひずみ力は、任意の好適な方向に、例えば、実質的な機械方向
又は実質的な機械横方向等に加えられてもよい。これらの層は、次いで、接着剤若しくは
機械的結合によって、又は層を接合する他の好適な方法によって接合されてもよい。第１
の層又は第２の層のうちの少なくとも１つが、有孔又は過剰結合でない場合、この接合す
る工程は、過剰結合する工程（例えば、過剰結合については図１６及び関連した開示を参
照されたい）又はエンボス加工を含み得る。第１の層及び第２の層は、互いに接合され得
る一方、第１の層又は第２の層は、予ひずみ状態又は条件のままである。所望される場合
、接合前又は接合後に、好適な接着剤、パターン化接着剤、着色されたパターン化接着剤
、着色されて印刷されたインク、又は印刷されたインクが第１の層又は第２の層に塗布さ
れてもよい。過剰結合する工程が使用される場合、これらの層は、接合後に、実質的な機
械横方向又は実質的な機械方向等の好適な方向に伸張して、過剰結合部のうちの少なくと
もいくつか、大部分、又は全てを少なくとも部分的に破裂させるか、又は完全に破裂させ
、それにより、層に孔を少なくとも部分的に形成するか、又は形成することができる（例
えば、そのような破裂については図２３～２９を参照されたい）。次いで、予ひずみ力は
、解放されて積層体に複数の三次元特徴を形成し得る。複数の三次元特徴は、非予ひずみ
層に又は層の両方に（予ひずみ状層を含む）形成されてもよい。
【０２０４】
　少なくとも１つの層が予ひずみ状である積層体のうちのいずれも、弾性ストランド又は
弾性フィルムを含まなくてよい。
【０２０５】
　これらの方法は、予ひずみ力を、層のうちの１つに実質的な機械方向、機械方向、又は
他の方向に加えること（前層接合）を含み得る。この予ひずみ力は、予ひずみ状である層
を、予ひずみ力が加えられる方向に、特に、指定の範囲及び該範囲において又は該範囲に
よって形成された全ての範囲内での全ての０．１％増分を含め、少なくとも５％、少なく
とも１０％、少なくとも１５％、少なくとも２０％、約５％～約４０％の範囲、又は約５
％～約２０％の範囲で延伸させる。予ひずみ力は、切り込みロールが過剰結合ロール又は
出力ロールよりも低速で回転している、予ひずみ状積層体の連続ウェブを供給することに
よって加えられ得る。
【０２０６】
　予ひずみ状積層体の１つの層又は複数の層が、複数の過剰結合部を有する場合、過剰結
合部は、第１の過剰結合部、第２の過剰結合部、及び少なくとも第３の過剰結合部を含み
得る。第１、第２、及び少なくとも第３の過剰結合部は全て、サイズ、形状、フェレット
角、及び／又は配向が異なっていてもよい。あるいは、第１、第２、及び第３の過剰結合
部のうちの少なくとも２つは、サイズ、形状、フェレット角、及び／又は配向が異なって
いてもよい。
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【０２０７】
　積層体の１つ又は２つ以上の層（予ひずみ状層又は非予ひずみ状層）は、第１の方向に
延びる中心長手方向軸を有する第１の過剰結合部と、第２の方向に延びる中心長手方向軸
を有する第２過剰結合部と、第３の方向に延びる中心長手方向軸を有する第３の過剰結合
部と、を有し得る。第１、第２、及び第３の方向のうちの少なくとも２つ又は全てが異な
っていてもよい。第１、第２、及び第３の方向のうちの少なくとも２つ又は全ては、少な
くとも約５度、少なくとも約１０度、少なくとも約１５度、少なくとも約２０度、互いに
離れていてもよい。他の例において、第１、第２、及び第３の方向のうちの少なくとも２
つ又は全ては、特に、指定の範囲及び該範囲において又は該範囲によって形成された全て
の範囲内での全ての０．１度増分を含め、約５度～約４０度、約５度～約３０度、又は約
１０度～約２５度の範囲で互いに異なっていてもよい。中心長手方向軸を有する３つより
多くの過剰結合部が提供されてもよい。３つより多くの過剰結合部の中心長手方向軸は、
本パラグラフに記載されるように、第１、第２、及び第３の中心長手方向軸とは異なる方
向に延びてもよい。
【０２０８】
　吸収性物品のための三次元積層体を形成する別の方法が提供される。この方法は、第１
の層を提供することと、別個の第２の層を提供することと、を含み得る。これらの層は、
例えば、材料、坪量、及び／又は特性が同一でも異なっていてもよい。この方法は、予ひ
ずみ力を第１の層又は第２の層に加えることと、第１の層及び第２の層を過剰結合するこ
とと、を含み得るが、第１の層又は第２の層は、予ひずみ状態にあり、第１の層及び第２
の層を接合する。この方法は、予ひずみ力を解放して三次元積層体及び三次元特徴を非予
ひずみ状層に形成することを更に含み得る。予ひずみ力が解放される前又は後に、この方
法は、第１の層及び第２の層を伸張させて、過剰結合部のうちの少なくともいくつか、大
部分、又は全てを、少なくとも部分的に破裂させて、第１の層及び第２の層に孔を少なく
とも部分的に形成させるか、又は形成させることを含み得る。この伸張は、実質的な（例
えば＋／－１度、＋／－３度、又は＋／－５度）機械横方向であり得る一方、予ひずみ力
は、実質的な機械方向（例えば、＋／－１度、＋／－３度、又は＋／－５度）であり得る
。他の例において、この伸張は、実質的な機械方向であり得る一方、予ひずみ力は、実質
的な機械横方向であり得る。
【０２０９】
　吸収性物品のための三次元積層体を形成する別の方法が提供される。この方法は、第１
の不織布層を提供することと、別個の第２の不織布層を提供することと、を含み得る。こ
の方法は、実質的な機械方向の予ひずみ力を、第１の不織布層又は第２の不織布層に加え
ることと、第１の層及び第２の層を過剰結合することと、を含み得るが、第１の層又は第
２の層は、予ひずみ状態にあり、第１の層及び第２の層を接合する。この方法は、第１及
び第２の不織布層を、実質的な機械横方向に伸張させて、過剰結合部のうちの少なくとも
いくつか、大部分、又は全てを少なくとも部分的に破裂させ、第１及び第２の不織布層に
孔を少なくとも部分的に形成させるか、又は形成させることを含み得る。この方法は、予
ひずみ力を解放して三次元積層体を形成し、非予ひずみ状層に三次元特徴を形成すること
を含み得る。三次元積層体は、弾性ストランド又は弾性フィルムを含まなくてよい。
【０２１０】
　衣類に面する層／衣類に面する積層体
　本開示の吸収性物品は、衣類に面する層、又は少なくとも１つの有孔若しくはパターン
化有孔層を含む衣類に面する積層体を含み得る。この吸収性物品は、吸収性物品の着用者
に面する側面上の液体透過性トップシートと、吸収性物品の衣類に面する側面上の衣類に
面する積層体又は衣類に面する層と、を含む。衣類に面する積層体は、第１の層又は第１
の不織布層と、不織布層に接合された第２の層と、を含み得る。第１の層又は第１の不織
布層は、複数の孔を含み得る。いくつかの例において、繰り返し単位内の孔のうちの少な
くとも３、少なくとも５、又は少なくとも１０個は、本明細書における孔試験に従い、異
なるサイズ、異なる形状、又は異なる絶対フェレット角のうちの１つ又は２つ以上を有す
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る。第１の不織布層の複数の孔のうちの少なくとも３、少なくとも５、又は少なくとも１
０個は、繰り返し単位内の不均質な孔であり得る。衣類に面する層は、衣類に面する積層
体の第１の層又は第１の不織布層の特徴を有する単一層のみを含み得る。吸収性物品は、
液体透過性トップシートと、衣類に面する積層体又は衣類に面する層との中間に少なくと
も部分的に配設された収性コアを含み得る。衣類に面する積層体の第１の層又は第２の層
のいずれかは、本明細書に記載されるように予ひずみ状であり、非予ひずみ状層又は両方
の層に三次元特徴を作成し得る。予ひずみ状である第１の層又は第２の層は、孔を含まな
くてもよい。
【０２１１】
　衣類に面する積層体の第２の層は、第２の不織布層であり得る。第２の不織布層は、衣
類に面する表面の最も外側の表面上、又は第１の不織布層と液体不透過性バックシートと
の中間に位置し得る。第２の不織布層が、最も外側の表面上に位置する場合、孔又はパタ
ーン化孔を含む第１の不織布層は、第２の不織布層を通して可視であり得る。ある例にお
いて、第２の不織布層は、パターン化孔が本明細書に記載されるように、孔又はパターン
化孔を含み得る。第２の不織布層は、非有孔であってもよい。他の例において、衣類に面
する積層体の第２の層は、液体不透過性バックシートフィルムを含み得る。パターン化接
着剤、着色されたパターン化接着剤、印刷されたインク、又は着色されて印刷されたイン
ク（共に「表示部」）は、バックシートフィルム上に存在し得、それにより、この表示部
は、第１の層及び／若しくは第２の層を通して、並びに／又はこれらの層のうちの１つの
孔若しくはパターン化孔を通して可視である。この表示部は、他の例において、第１の不
織布層又は第２の不織布層上に存在してもよい。ある例において、表示部の第１の部分は
、第１の不織布層上に存在し得、表示部の第２の部分は、第２の層上に存在し得る。
【０２１２】
　第１の不織布層は、パターン化結合又は機械的結合又は接着剤結合によって第２の層又
は第２の不織布層に接合されてもよい。他の例において、第１の不織布層は、パターン化
接着剤又は着色されたパターン化接着剤によって第２の層又は第２の不織布層に接合され
てもよい。パターン化接着剤又は着色されたパターン化接着剤は、第１の不織布層又は第
２の層又は不織布層の色とは異なる第１の色を有し得る。例えば、接着剤はティール色で
あり得るが、第１の層及び第２の層は白色である。第１の層及び第２の層は、異なる色を
有してもよい。
【０２１３】
　図７２～７５は、衣類に面する積層体の例示の層化を示す。図７２の実施例において、
第１の層８００２は、液体不透過性バックシートであり得、第２の層８００４は、有孔又
は非有孔である、不織布材料等の材料であり得、第３の層８００６は、有孔又は非有孔で
ある、不織布材料等の材料であり得る。これらの層のうちのいずれかが非有孔である場合
、それらは、エンボス加工部又は過剰結合部を含み得る。層８００２、８００４、及び８
００６のうちの１つ又は２つ以上は、他の層に接合される前に予ひずみ状であってよい。
いくつかの例において、第１の層８００２は、不織布材料であってもよい。層のうちのい
ずれか又は全ては、有孔であり得るか、又はパターン化孔を有し得る。いくつかの例にお
いて、特に第１の層８００２が液体不透過性バックシートフィルムである場合、第２の層
８００４及び／又は第３の層８００６は、有孔であり得るか、又はパターン化孔を有し得
る。他の例において、第２の層８００４及び第３の層８００６のうちの１つのみが、孔又
はパターン化孔を有し得、他の層は、非有孔である。ある例において、孔又はパターン化
孔を有する第２の層８００４のみを有することが望ましい場合があり、第３の層は、吸収
性物品に滑らかな衣類に面する表面を提供するために非有孔である。層８００６は、吸収
性物品の衣類に面する表面の一部分を形成し得る。
【０２１４】
　図７３は、図７２の衣類に面する積層体を示すが、表示部８００８が、層、この例では
、第１の層８００２又は第２の層８００４のうちの１つに位置する。表示部８００８は、
第１の層８００２と第２の層８００４との中間に位置してもよい。表示部８００８は、例
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えば、パターン化接着剤、着色されたパターン化接着剤、印刷されたインク、及び／又は
着色されて印刷されたインクであり得る。図７４の例に示されるように、第１の表示部８
００８は、第１の層８００２及び第２の層８００４上に位置し得るか、又は第１の層８０
０２と第２の層８００４との中間に位置し得る。第２の表示部８００８’は、第２の層８
００４及び第３の層８００６上に位置し得るか、又は第２の層８００４と第３の層８００
６との中間に位置し得る。第２の表示部８００８’は、パターン化接着剤、着色されたパ
ターン化接着剤、印刷されたインク、及び／又は着色されて印刷されたインクであっても
よい。いくつかの例において、第２の表示部のみが提供されてもよい。第１の表示部８０
０８は、第２の表示部８００８’と同一でも異なっていてもよい。図７３及び７４におい
て、第１の層８００２、第２の層８００４、及び第３の層８００６は、図７２に関して記
載されるものと同一であってもよい。２つ又はそれ以上の不織布材料が、層のうちの２つ
又はそれ以上として提供される場合、不織布材料は、同一でも異なっていてもよい（すな
わち、坪量、材料、製造方法、特性、有効開口面積が異なる）。第３の層８００６は、吸
収性物品の衣類に面する表面の一部分を形成し得る。
【０２１５】
　図７５は、２層の衣類に面する積層体を示す。第１の層８００２及び第２の層８００４
は、同一でも異なっていてもよい。これらの層のうちの少なくとも１つは、不織布材料で
あり得る。いくつかの例において、第１の層８００２は、液体不透過性バックシートを含
み得る一方、第２の層８００４は、吸収性物品の衣類に面する表面を含み得る。そのよう
な例において、第１の層８００２は、非有孔であり得る一方、第２の層８００４は、有孔
であり得るか、パターン化孔を有し得るか、又は複数の過剰結合部若しくはエンボス加工
部を含み得る。第１の層８００２及び第２の層８００４のいずれかは、共に接合される前
に予ひずみ状であり、三次元積層体を作成することができる。表示部は、第１の層８００
２又は第２の層８００４上に位置し得るか、又は第１の層８００２と第２の層８００４と
の中間に配置され得る。表示部は、図７３に関して上述されるものと同一であってもよい
。
【０２１６】
　第１の不織布層又は第２の層又は第２の不織布層の複数の孔、パターン化孔、過剰結合
部、又はエンボス加工部は、第１の領域に第１のパターン、及び第２の異なる領域に第２
の異なるパターンを有し得る。第１の領域は、腰部区域、股関節区域、ベルト部分、股区
域、前側区域、後側区域、及び／又は臀部区域のうちの１つ又は２つ以上を含み得る。第
２の領域は、腰部区域、股関節区域、ベルト部分、股区域、前側区域、後側区域、及び／
又は臀部区域のうちの異なる１つ又は２つ以上を含み得る。第１のパターンは、例えば、
サイズ及び形状、形状及び頻度、又はサイズ及び頻度が第２の異なるパターンとは異なり
得る。
【０２１７】
　図７６及び７７を参照すると、吸収性物品８０１０上の例示の衣類に面する積層体又は
衣類に面する層が示されている。衣類に面する積層体又は層は、上述されるものと同一の
構成であり得るが、異なるゾーンを有してもよい。吸収性物品８０１０は、第１のゾーン
８０１２と、第２のゾーン８０１４と、第３のゾーン８０１６と、を有し得る。第１のゾ
ーン８０１２及び第２のゾーン８０１４は、吸収性物品８０１０の腰部又は股関節部分（
又は前側若しくは後側区域）を形成し得、一方で第３のゾーン８０１６は、吸収性物品８
０１０の股部及び／又は臀部部分を形成し得る。任意の好適な数のゾーンが、衣類に面す
る積層体又は層に提供されてもよい。ゾーン８０１２、８０１４、８０１６のうちの少な
くともいくつかは、孔又はパターン化孔を有し得る。いくつかの例において、ゾーン８０
１２、８０１４、及び８０１６、又はそれらの部分のうちの２つ以上は、孔又はパターン
化孔を有し得る。更に他の例において、１つ又は２つ以上のゾーンは、孔を有し得、他の
ゾーンは、パターン化孔を有し得る。更に他の例において、１つ又は２つ以上のゾーンは
、以下で更に詳述されるように、破裂していない過剰結合部を有し得るか、又は部分的に
破裂した過剰結合部を有し得る。これらのゾーンのうちの１つ又は２つ以上が、エンボス
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加工部を含んでもよい。孔又はパターン化孔は、異なるゾーン内で同一でも異なっていて
もよい。ある例において、第１のゾーン８０１２及び第２のゾーン８０１４は、同一パタ
ーンの孔若しくはパターン化孔、過剰結合部、又はエンボス加工部を有し得る一方、第３
のゾーン８０１６は、異なるパターンの孔若しくはパターン化孔、過剰結合部、又はエン
ボス加工部を有し得る。ゾーンのうちのいずれかは、本明細書に記載される表示部を含ん
でもよい。表示部は、様々なゾーン内で同一でも異なっていてもよい。
【０２１８】
　図７８は、第１のゾーン８０１２’、第２のゾーン８０１４’、第３のゾーン８０１６
’及び第４のゾーン８０１８を有する、例示の吸収性物品８０１０’を示す。第１のゾー
ン８０１２’、第２のゾーン８０１４’、第３のゾーン８０１６’、及び第４のゾーン８
０１８は、有孔であり、パターン化孔を有し、並びに／又は過剰結合部及び／若しくはエ
ンボス加工部を含み得る。これらの孔、パターン化孔、過剰結合部、及び／又はエンボス
加工部は、様々なゾーン内で同一でも異なっていてもよい。ある例において、少なくとも
２つのゾーンは、同一パターンの孔、パターン化孔、過剰結合部、及び／又はエンボス加
工部を有し得る。ゾーンのうちのいずれかは、本明細書に記載される表示部を含んでもよ
い。ある例において、第１のゾーン８０１２’及び第２のゾーン８０１４’は、同一パタ
ーンの孔、パターン化孔、エンボス加工部、及び／又は過剰結合部を有し得る一方、第３
のゾーン８０１６’又は第４のゾーン８０１８は、異なるパターンの孔、パターン化孔、
エンボス加工部、及び／又は過剰結合部を有し得る。
【０２１９】
　図７９は、衣類に面する層又は積層体内にゾーンを有する吸収性物品８０２０の別の例
である。第１のゾーン８０２２及び第２のゾーン８０２４は、複数の孔８０２６又はパタ
ーン化孔を含む一方、第３のゾーン８０２９は、あるパターンの開口していない過剰結合
部８０２８又はエンボス加工部を含む。つまり、第１のゾーン８０２２及び第２のゾーン
８０２４は、複数の破裂した過剰結合部８０２６を含む一方、第３のゾーン８０２９は、
複数の破裂していない過剰結合部８０２８を含む。そのような構造を作成するために、材
料を過剰結合してもよく、次いで、ある特定の区域（例えば、第１のゾーン８０２２及び
第２のゾーン８０２４）を伸張させて（例えば、機械横方向に）、過剰結合部を少なくと
も部分的に、又は完全に破裂させ、他の区域は伸張させない（例えば、第３のゾーン８０
２９）。そのような構成において、衣類に面する層又は積層体は、腰部、股関節、又はベ
ルト部分（すなわち、第１のゾーン８０２２及び第２のゾーン８０２４（孔又はパターン
化孔を有する））が通気性である一方、第３のゾーン８０２９（過剰結合部又はエンボス
加工部のみを有する）が、吸収性及び／又は性能のために設計されることを意味する。破
裂した過剰結合部（又は孔）及び破裂していない過剰結合部は、任意の好適なゾーン内に
位置し得る。
【０２２０】
　図８０は、第１の区分（又はゾーン）８０３０（左側）に孔を形成する破裂した過剰結
合部と、第２の区分８０３２（又はゾーン）（右側）に破裂していない過剰結合部と、を
有する、不織布材料又は積層体の写真である。図８０はまた、第１の区分８０３０と第２
の区分８０３２との中間に位置する第３の移行区分８０３４を示す。第３の移行区分８０
３４において、過剰結合部のうちの少なくともいくつかは、部分的に破裂する。そのよう
な材料は、図７９の衣類に面する積層体の一部分として使用され得る。
【０２２１】
　図８１は、第１の区分８０３６に過剰結合部又はエンボス加工部を有する不織布積層体
の写真である。第１の区分（又はゾーン）８０３６は、別の層に接合される前に予ひずみ
状であった層を有してもよく、それにより、三次元特徴を製造する。第２の区分（又はゾ
ーン）８０３８は、予ひずみ状層の有無に関わらず、複数の孔又は複数のパターン化孔を
含み得る。第１の区分８０３６は、衣類に面する積層体内の第１のゾーンを表し得、第２
の区分８０３８は、衣類に面する積層体内の第２のゾーンを表し得る。
【０２２２】
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　吸収性物品は、吸収性物品の着用者に面する側面上の液体透過性トップシートと、吸収
性物品の衣類に面する側面上の衣類に面する積層体と、を含み得る。衣類に面する積層体
は、第１の層又は第２の層が予ひずみ状態にある場合、及び第１の層若しくは第１の不織
布層又は第２の層若しくは第２の不織布層が非予ひずみ状態にある場合、第１の層又は第
１の不織布層、及び第１の層に接合された第２の層又は第２の不織布層を含み、三次元材
料を形成することができる。予ひずみ状層、及び予ひずみ状層を含む積層体の詳細は、上
に記載される。第１の不織布層は、本明細書に記載される、複数の孔又は複数のパターン
化孔を含み得る。これらの孔のうちの少なくとも３、少なくとも５、又は少なくとも１０
個は、不均質な孔であってもよい。第２の層は、フィルムを含み得るか、又はバックシー
トフィルムを含み得る。積層体は、本明細書に記載される１つ又は２つ以上のパターン化
接着剤及び／又は印刷されたインクを含んでもよい。吸収性物品は、液体透過性トップシ
ートと衣類に面する積層体との中間に少なくとも部分的に配設された吸収性コアを含み得
る。
【０２２３】
　吸収性物品は、吸収性物品の着用者に面する側面上の液体透過性トップシートと、吸収
性物品の衣類に面する側面上の衣類に面する層と、を含み得る。衣類に面する層は、不織
布材料を含んでもよい。衣類に面する層は、複数の過剰結合部を含む第１のゾーンと、複
数の孔又はパターン化孔を含む第２のゾーンと、を含み得る。第２のゾーンは、吸収性物
品の腰部区域、股関節区域、又はベルト部分を少なくとも部分的に形成し得、第２のゾー
ンは、吸収性物品の股区域を少なくとも部分的に形成し得る。繰り返し単位内の複数の孔
のうちの少なくとも３、少なくとも５、又は少なくとも１０個は、本明細書における孔試
験に従い、異なるサイズ、異なる形状、及び／又は異なる絶対フェレット角を有し得る。
吸収性物品は、液体不透過性バックシートと、液体透過性トップシート及びバックシート
の中間に少なくとも部分的に配設された吸収性コアと、を含み得る。
【０２２４】
　図８２は、その中心区域９００４にパターン化孔９００２、及びその外側部分９００８
にエンボス加工領域９００６を有する、例示のパターン化有孔ウェブ９０００である。パ
ターン化有孔ウェブ９０００は、女性用衛生製品において、例えば、トップシートとして
使用され得るか、又は他の吸収性物品に使用され得る。
【０２２５】
　図８３は、別の例示のパターン化有孔ウェブ９０１０である。
【０２２６】
　モアレ効果積層体及びその作製方法
　本開示は、モアレ効果を提供する積層体も想定する。モアレ効果は、第１の材料におけ
る１つのパターンが、第２の材料における別のパターンの上に重畳される一方、１つのパ
ターンが、他のパターンに対して変位又は移動するときに顕著な視覚画像である。２つよ
り多くの材料が、任意に、追加のパターンと共に使用されてもよい。消費者製品又は吸収
性物品の様々な層においてモアレ効果をもたらすことは、その製品又は物品の興味を起こ
させる外観に起因して、高く消費者に所望される。吸収性物品の状況において、モアレ効
果をもたらすことは、消費者に奥行の印象、吸収性、品質、向上した吸い上げ、及び／又
は及び空気流を提供することができる。
【０２２７】
　モアレ効果をもたらすパターン化有孔不織布材料のいくつかの実施例が、図８４～８７
に示される。図８４において、第１の層１１００は、第２の層１１０２に対して第１の位
置にある。第１の層１１００は、複数のパターン化孔１１０４（本明細書に記載される）
を有し、第２の層１１０２は、複数の均一に離間した均質の孔１１０６を有する。図８５
は、第２の層１１０２に対して第２の位置にある第１の層１１００を示す。図８６は、第
２の層１１０２に対して第３の位置にある第１の層１１００を示す。図８７は、第２の層
１１０２に対して第４の位置にある第１の層１１００を示す。図８４～８７をあわせて見
ると、モアレ効果が示される。これは、第１の層１１００と第２の層１１０２との間に非
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結合スパンを有することによって達成されてもよい。第１の層及び第２の層に非結合スパ
ンを有することによって、第１の層及び第２の層が、少なくとも断続的に積層体へと共に
接合される場合でも、第１の層及び第２の層は、互いに移動し得る。第１の層及び第２の
層が互いに移動しない場合でも、観察者が積層体に対して移動するとモアレ効果が現れ得
る。図８４～８７は、モアレ効果の単なる例であり、更なる形態が以下で考察される。
【０２２８】
　モアレ効果積層体は、２つ又はそれ以上の層を有し得る。第１の層は、不織布、セルロ
ース材料、コフォーム材料、織布、フィルム、任意の他の好適な材料、又はこれらの組み
合わせを含み得る。第２の層もまた、不織布、セルロース材料、コフォーム材料、織布、
フィルム、任意の他の好適な材料、又はこれらの組み合わせを含み得る。第１の層又は第
２の層は、本明細書に記載される孔（均一かつ均質）又はパターン化孔を含み得る。他の
例において、これらの層のうちの１つのみが、孔又はパターン化孔を含んでもよい。更に
他の例において、どの層も孔又はパターン化孔を含まない場合がある。
【０２２９】
　これらの層のうちの１つは、高い不透明度のゾーン内に位置するパターンに、複数の低
い不透明度のゾーンを含み得る。つまり、第１の不透明度（高い不透明度）を有する材料
は、低減した不透明度（低い不透明度）を有する、ある特定のゾーンを有し得る。低い不
透明度のゾーンは、特に、指定の範囲及び該範囲において又は該範囲によって形成された
全ての範囲内での全ての０．１ｍｍ２増分を含め、少なくとも約１ｍｍ２、少なくとも約
２ｍｍ２、少なくとも約３ｍｍ２、少なくとも約４ｍｍ２、少なくとも約５ｍｍ２、少な
くとも約６ｍｍ２、少なくとも約７ｍｍ２、少なくとも約８ｍｍ２、又は約１ｍｍ２～約
２０ｍｍ２、約１ｍｍ２～約１５ｍｍ２、約２ｍｍ２～約１０ｍｍ２の範囲の領域を有す
る必要がある。これらの低い不透明度のゾーンは、いくつかの例において、孔によって少
なくとも部分的に、又は完全に形成され得る。高い不透明度のゾーン内に位置する、低い
不透明度のゾーンは、低い不透明度のゾーンを有する材料の後ろのパターンの一部分を見
ることができるようにし得る。つまり、低い不透明度のゾーンは、本質的に材料に「窓」
を作成し、それにより、材料の後ろのパターンが、少なくとも部分的に見えるようにする
。
【０２３０】
　高い不透明度のゾーンは、本明細書における不透明度試験に従い、低い不透明度のゾー
ンの不透明度より少なくとも約１．１倍、少なくとも約１．５倍、少なくとも約２倍、少
なくとも約２．５倍、又は少なくとも約３倍高い不透明度を有し得る。あるいは、高い不
透明度のゾーンは、本明細書における不透明度試験に従い、特に、指定の範囲及び該範囲
において形成された全ての範囲内での全ての０．１増分を含め、低い不透明度のゾーンよ
り約１．１倍～約５倍の範囲で高い不透明度を有し得る。また、高い不透明度のゾーンは
、本明細書における不透明度試験に従い、低い不透明度のゾーンの不透明度より少なくと
も約３パーセンテージ点、少なくとも約５パーセンテージ点、少なくとも約１０パーセン
テージ点、少なくとも約１５パーセンテージ点、少なくとも約２０パーセンテージ点、又
は少なくとも約２５パーセンテージ点高い不透明度を有し得る。あるいは、高い不透明度
のゾーンは、本明細書における不透明度試験に従い、特に、指定の範囲及び該範囲におい
て形成された全ての範囲内での全ての０．１パーセンテージ点増分を含め、約３パーセン
テージ点～約２０パーセンテージ点の範囲で高い不透明度を有し得る。低い不透明度のゾ
ーンが孔である場合、それらの不透明度は、本明細書における不透明度試験に従い、特に
、指定の範囲及び該範囲において形成された全ての範囲内での全ての０．１増分を含め、
０％若しくは約０％、又は約０％～５％となる。
【０２３１】
　高い不透明度のゾーンは、本明細書における光透過率試験に従い、少なくとも約１．１
倍、少なくとも約１．５倍、少なくとも約２倍、少なくとも約２．５倍、又は少なくとも
約３倍低い光透過率を有し得る。あるいは、高い不透明度のゾーンは、特に、指定の範囲
及び該範囲において形成された全ての範囲内での全ての０．１増分を含め、本明細書にお
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ける光透過率試験に従い、低い不透明度のゾーンより約１．１倍～約５倍の範囲で低い光
透過率を有し得る。また、高い不透明度のゾーンは、本明細書における光透過率試験に従
い、低い不透明度のゾーンの光透過率より少なくとも約３パーセンテージ点、少なくとも
約５パーセンテージ点、少なくとも約１０パーセンテージ点、少なくとも約１５パーセン
テージ点、少なくとも約２０パーセンテージ点、又は少なくとも約２５パーセンテージ点
低い光透過率を有し得る。あるいは、高い不透明度のゾーンは、本明細書における光透過
率試験に従い、低い不透明度のゾーンの光透過率より約３パーセンテージ点～約２０パー
センテージ点の範囲で低い光透過率を有し得る。低い不透明度のゾーンが孔である場合、
それらの光透過率は、本明細書における不透明度試験に従い、特に、指定の範囲及び該範
囲において形成された全ての範囲内での全ての０．１％増分を含め、約９５％～１００％
である。
【０２３２】
　モアレ効果積層体の層は、同一の材料又は異なる材料を含み得る。異なるとは、層が、
例えば、坪量、不透明度、繊維の組成、繊維の種類、繊維のサイズ、製造方法、キャリパ
ー、及び／又は色において異なり得る。いくつかの例において、第１の層は、不織布材料
であり得、第２の層は、異なる種類の不織布材料又はフィルムであり得る。
【０２３３】
　いくつかの例において、モアレ効果積層体の第１の層の第１のパターンは、印刷された
パターン、印刷された接着剤、均質かつ均一な孔のパターン、パターン化孔（本明細書に
記載される）、高い不透明度のゾーン内に位置する低い不透明度のゾーン、及び／又はエ
ンボス加工部のパターンであってもよい。同様に、モアレ効果積層体の第２の層の第２の
パターンは、印刷されたパターン、印刷された接着剤、均質かつ均一な孔のパターン、パ
ターン化孔、高い不透明度のゾーン内に位置する低い不透明度のゾーン、エンボス加工部
のパターン、又はこれらの組み合わせであってもよい。第１の層及び第２の層の第１のパ
ターン及び第２のパターンはそれぞれ、例えば、サイズ、寸法、形状、面積、色、及び／
又は配向が同一でも異なっていてもよい。更なる実施例として、第１の層の第１のパター
ンは、パターン化孔を含み得、第２の層の第２のパターンは、印刷されたパターン又は印
刷された接着剤を含み得る。別の実施例として、第１の層の第１のパターンは、高い不透
明度のゾーン内に位置する低い不透明度のゾーンを含み得、第２の層の第２のパターンは
、印刷されたパターン又は印刷された接着剤を含み得る。更に別の実施例として、第１の
層の第１のパターンは、高い不透明度のゾーン内に位置する低い不透明度のゾーンを含み
得、第２の層の第２のパターンは、孔、パターン化孔、及び／又はエンボス加工部のパタ
ーンを含み得る。第１の層は、観察者に面する層であり得るが、第２の層も同様であり得
る。
【０２３４】
　上で参照されるように、モアレ効果積層体内の層の色は、同一でも異なっていてもよい
。実施例として、第１の層は白色であり得、第２の層は青色であり得る。別の実施例とし
て、第１の層は薄青色であり得、第２の層は、濃い青色であり得る。層のうちのいずれか
は、印刷されたインク又はパターン化接着剤のパターンと同一又は異なる色であり得る。
【０２３５】
　ある例において、モアレ効果積層体の第１の層は、衣類に面する不織布層を含み得、第
２の層は、バックシートフィルム又は他のフィルムを含み得る。衣類に面する不織布層は
、孔、パターン化孔（本明細書に記載される）、又は高い不透明度のゾーン内の低い不透
明度のゾーンを有し得る。これらの孔、パターン化孔、又は低い不透明度のゾーンは、第
１の層の第１のパターンを形成し得る。第１の層は、１つ又は２つ以上の基材を積層体と
して含んでもよい。バックシートフィルム又は他のフィルムを含む第２の層は、孔、パタ
ーン化孔、印刷されたインク、パターン化接着剤、及び／又はエンボス加工部のパターン
を含む、第２のパターンを含んでもよい。第２のパターンは、第１の層の第１のパターン
を通して少なくとも部分的に可視であり得る。
【０２３６】
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　モアレ効果積層体の第１の層は、任意の好適な種類の接合又は結合を使用して、モアレ
効果積層体の第２の層（又は追加の層）に断続的に接合又は結合され得る。好適な接合又
は結合の例としては、例えば、超音波結合若しくは接合、接着剤結合若しくは接合、機械
的結合若しくは接合、１つの層の、別の層への相互貫通、機械的もつれ、及び／又は熱的
接合又は結合が挙げられる。結合部又は接合部分は、少なくとも約１５ｍｍ、少なくとも
約２０ｍｍ、少なくとも約２５ｍ、少なくとも約３０ｍｍ、少なくとも約３５ｍｍ、少な
くとも約４０ｍｍ、少なくとも約４５ｍｍ、又は少なくとも約５０ｍｍ離れて配置され得
る。他の例において、結合部又は接合部分は、特に、上で参照される範囲及び該範囲にお
いて又は該範囲によって形成された全ての範囲内での全ての０．１ｍｍ増分を含め、約１
５ｍｍ～約１５０ｍｍ離れて、約２０ｍｍ～約１４０ｍｍ離れて、約２０ｍｍ～約１２０
ｍｍ離れて、約３０ｍｍ～約１００ｍｍ離れて位置してもよい。より大きな製品において
、結合部又は接合部分は、特に、上で参照される範囲及び該範囲において又は該範囲によ
って形成された全ての範囲内での全ての０．１ｍｍ増分を含め、約２５ｍｍ～約１０００
ｍｍ離れて、約１００ｍｍ～約７５０ｍｍ離れて、約１００ｍｍ～約５００ｍｍ離れて位
置し得る。
【０２３７】
　図８８～９０を参照すると、例示の結合部又は接合部分１１０８は、理解を容易にする
ために、過度に単純化した図で示されている。結合部又は接合部分１１０８は、モアレ効
果積層体の第１の層と第２の層（又は追加の層）との間にあってもよい。図８８～９０に
おいて、例示の吸収性物品１１１０は、結合部又は接合部分の位置を示すように、衣類に
面する表面（又は第１の層）が取り除かれて示されるが、結合又は接合の概念は、吸収性
物品又は別の消費者製品において使用されるかどうかに関わらず、いかなるモアレ効果積
層体にも適用する。例えば、モアレ効果積層体は、トップシート、トップシート及び捕獲
層、トップシート及び分配層、腰部バンド、外側カバー、レッグカフ、ベルト、締結シス
テム、拭き取り布として、又は使用時に自然な動きを有する（例えば、耳）消費者製品若
しくは吸収性物品の任意の他の構成要素として使用され得る。結合部又は接合部分１１０
８は、例えば、別個の（図８８を参照されたい）、線状かつ連続的（図８９及び９０を参
照されたい）、不連続的かつ線状、又は不連続的であってもよい。様々な例において、結
合部又は接合部分は、任意の好適な又は所望のパターンを形成し得る。
【０２３８】
　上に記載される結合部又は接合部分の間隔を考慮して、図８８～９０を再び参照すると
、非接合スパン１１１２が、モアレ効果積層体の結合部又は接合部分１１０８の中間に存
在し得る。これらの非接合スパン１１１２は、第１の層が、第２の層（又はモアレ効果積
層体に提供される場合、追加の層）に接合又は結合されていない領域である。それらは、
非結合スパンとも称され得る。非結合スパンは、結合部又は接合部分の間で任意の好適な
方向に延び得る。非接合スパン１１１２内の第１の層及び第２の層は、モアレ効果を可能
にするために、たとえほんの僅かであっても、互いに移動可能であり得る。非接合スパン
は、例えば、少なくとも約１５ｍｍ、少なくとも約２０ｍｍ、少なくとも約２５ｍｍ、少
なくとも約３０ｍｍ、少なくとも約３５ｍｍ、少なくとも約４０ｍｍ、少なくとも約４５
ｍｍ、又は少なくとも約５０ｍｍの範囲の距離を有し得る。他の例において、非接合スパ
ンは、特に、上で参照される範囲及び該範囲において又は該範囲によって形成された全て
の範囲内での全ての０．１ｍｍ増分を含め、約１５ｍｍ～約１５０ｍｍ離れて、約２０ｍ
ｍ～約１４０ｍｍ離れて、約２０ｍｍ～約１２０ｍｍ離れて、約３０ｍｍ～約１００ｍｍ
離れて位置してもよい。より大きい製品において、非接合スパンは、特に、上で参照され
る範囲及び該範囲において又は該範囲によって形成された全ての範囲内での全ての０．１
ｍｍ増分を含め、約２５ｍｍ～約１０００ｍｍ離れて、約１００ｍｍ～約７５０ｍｍ離れ
て、約１００ｍｍ～約５００ｍｍ離れて位置し得る。
【０２３９】
　いくつかの例において、非接合又は非結合スパンにおけるパス長は、モアレ効果積層体
の層のうちの１つにおいて、層のうちの別の１つに対し、より長くても、より短くても、



(58) JP 2017-537677 A 2017.12.21

10

20

30

40

50

同一でも異なっていてもよい。図９１を参照すると、第１の層１１００は、非接合スパン
１１１２において第２の層１１０２のパス長Ｐ２より長いパス長Ｐ１を有し得る。パス長
は、１つの結合部又は接合部分１１０８から別の部分へと表面上を動くときに移行した距
離である。図に見られるように、移行した距離は、第２の層１１０２より第１の層１１０
０に対して長くなる。つまり、第１の層１１００は、非接合スパンにおいて第２の層１１
０２より長い。第２の層１１０２のパス長が、第１の層１１００より長いという逆もまた
真であり得る。２つの層が異なるパス長を有する、２つの層を有する積層体を提供するこ
とは、本明細書においてより詳細に記載されるように、１つの層を別の非予ひずみ状層に
接合する前にその層を予ひずみ状にすることによって提供されてもよい。このパス長差を
提供することによって、モアレ効果積層体は、少なくとも１つの層に三次元特徴を提供し
得、一方で１つの層が、非接合又は非結合スパン１１１２内の別の層に対して更に動くこ
とが可能になるため、モアレ効果の視覚的重要性をも高め得る。図９１の実施例において
、第１の層１１００は、第１のパターンの孔、パターン化孔、又は低い不透明度のゾーン
を有し得、第２の層１１０２は、第１の層の孔、パターン化孔、又は低い不透明度のゾー
ンを通して少なくとも部分的に可視である、印刷されたパターン、印刷されたインク、印
刷された接着剤、孔、及び／又はパターン化孔を有し得る。第１の層のパス長は、特に、
指定の範囲及び該範囲において形成された全ての範囲内での全ての０．１％増分を含め、
少なくとも約０．５％、約１％、約１．５％、約２％、約２．５％、約３％、約４％、約
５％、約６％、約７％、約８％、約９％、約１０％、又は約０．５％～約４０％の範囲で
、モアレ効果積層体内の第２の層のパス長より長くても異なっていてもよい。
【０２４０】
　非接合スパンにおける層間の異なるパス長がないとしても、非接合スパン内の第１の層
及び第２の層は、依然として互いに移動することができ得る。これにより、モアレ効果を
観察することができる。非結合スパン又はスパンにおける第１の層と第２の層との間の移
動は、吸収性物品の着用者の動き及び／又はモアレ積層体がその一部である消費者製品の
動きによって引き起こされ得る。
【０２４１】
　図９２は、第１のパターン１００４を有するモアレ効果積層体の第１の層１１００の例
を示す。第１のパターンは、高い不透明度のゾーン内に位置する孔、パターン化孔、又は
低い不透明度のゾーンを含み得る。図９３は、第２のパターン１１０６を有するモアレ効
果積層体の第２の層１１０２の例を示す。第２のパターン１１０６は、例えば、孔、パタ
ーン化孔、印刷されたインク、パターン化接着剤、及び／又はエンボス加工部を含み得る
。図９４は、非接合スパン内の第２の層１１０２に対して第１の位置にある第１の層１１
００を示す。図９５は、同一非接合スパン内の第２の層１１０２に対して第２の位置にあ
る第１の層１１００を示す。図に見られるように、第２のパターン１１０６の第１の部分
は、第１の層１１００が第１の位置にあるとき、第１のパターン１１０４を通して可視で
あり、第２のパターン１１０６の第２の部分は、第１の層１１０２が第２の位置にあると
き、第１のパターン１１０４を通して可視である。第１のパターン１１０４及び第２のパ
ターン１１０６は、同一サイズ及び形状であり得る。
【０２４２】
　図９６は、第１のパターン１１０４を有するモアレ効果積層体の別の第１の層１１００
の例を示す。第１のパターンは、高い不透明度のゾーン内に位置する孔、パターン化孔、
又は低い不透明度のゾーンを含み得る。図９７は、第２のパターン１１０６を有するモア
レ効果積層体の第２の層１１０２の例を示す。第２のパターン１１０６は、例えば、孔、
パターン化孔、印刷されたインク、パターン化接着剤、及び／又はエンボス加工部を含み
得る。図９８は、非接合スパン内の第２の層１１０２に対して第１の位置にある第１の層
１１００を示す。図９９は、同一非接合スパン内の第２の層１１０２に対して第２の位置
にある第１の層１１００を示す。図に見られるように、第２のパターン１１０６の第１の
部分は、第１の層１１００が第１の位置にあるとき、第１のパターン１１０４を通して可
視であり、第２のパターン１１０６の第２の部分は、第１の層１１０２が第２の位置にあ
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るとき、第１のパターン１１０４を通して可視である。第１のパターン１１０４及び第２
のパターン１１０６は、異なるサイズ及び形状であり得る。
【０２４３】
　図１００は、モアレ効果積層体の非接合スパンの一部分の断面図を示し、第１の層１１
００は、第２の層１１０２に対して第１の位置にあり、第２のパターン１１０６の第１の
部分は、第１のパターン１１０４を通して可視である。そのような実施例において、第１
のパターン１１０４は、複数の孔又はパターン化孔であり、第２のパターン１１０６は、
複数の孔又はパターン化孔である。
【０２４４】
　図１０１は、図１００のモアレ効果積層体の非接合スパンの一部分の別の断面図を示し
、第１の層１１００は、第２の層１１０２に対して第２の位置にあり、第２のパターン１
１０６の第２の部分は、第１のパターン１００４を通して可視である。
【０２４５】
　図１０２は、モアレ効果積層体の非接合スパンの一部分の断面図を示し、第１の層１１
００は、第２の層１１０２に対して第１の位置にあり、第２のパターン１１０６の第１の
部分は、第１のパターン１１０４を通して可視である。そのような実施例において、第１
のパターン１１０４は、高い不透明度のゾーン内の複数の低い不透明度のゾーンであり、
第２のパターン１１０６は、複数の孔又はパターン化孔である。
【０２４６】
　図１０３は、図１０１のモアレ効果積層体の非接合スパンの一部分の別の断面図を示し
、第１の層１１００は、第２の層１１０２に対して第２の位置にあり、第２のパターン１
１０６の第２の部分は、第１のパターン１００４を通して可視である。
【０２４７】
　本明細書に開示されるモアレ効果積層体のいずれかが、例えば、孔間距離及び平均絶対
フェレット角等の、本明細書に記載されるパターン化孔の任意のパラメータを有するパタ
ーン化孔によって形成された孔を有し得る。
【０２４８】
　モアレ効果積層体の製造方法が提供される。この方法は、高い不透明度のゾーン内に位
置する複数の低い不透明度のゾーンを含む（不透明度の差は、上述される）、第１の層、
第１の不織布層、又は第１のフィルム層を提供することを含み得る。低い不透明度のゾー
ンは、孔を含み得るか、又は孔であり得る。低い不透明度の複数のゾーンは、第１のパタ
ーンを形成し得る。この方法は、第２のパターンを含む、第２の層、第２の不織布層、又
は第２のフィルム層を提供することと、第１の層を第２の層と対面関係で位置することと
、を含み得る。この方法は、第１の層を第２の層に断続的に接合して、第１の層及び第２
の層の少なくとも１つの非接合スパンを形成することを含み得、それにより、第１の層の
少なくとも一部分は、非接合スパン内の第２の層の一部分に対して可動である。非接合ス
パンは、少なくとも２０ｍｍの寸法（又は非接合若しくは非結合スパンについて上記の寸
法のうちのいずれか）を有し得る。第２のパターンの部分は、非接合スパン内の第１のパ
ターンの部分と整列し得るか、又は部分的に整列し得る。第２のパターンの一部分及び第
１のパターンの一部分は、非接合スパンに存在し得る。第１のパターンは、例えば、サイ
ズ、形状、及び／又は配向が、第２のパターンと同一でも異なっていてもよい。非接合ス
パンの第１の層内の第１のパス長は、上に開示されるパーセンテージのうちのいずれかに
よって非接合スパンの第２の層内の第２のパス長とは異なっていても、それより長くても
短くてもよい。
【０２４９】
　吸収性物品における光干渉パターンの製造方法が提供される。この方法は、第１の層（
不織布又はフィルム）を、吸収性物品の第１の構成要素として提供することを含み得る。
第１の層は、高い不透明度のゾーン内に位置する、低い不透明度の複数のゾーンを含み得
る（不透明度の差は、上述される）。低い不透明度の複数のゾーンは、第１のパターンを
形成し得る。低い不透明度のゾーンは、孔を含み得る。この方法は、第２の層（不織布又
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はフィルム）を、吸収性物品の第２の構成要素として提供することを含み得る。第２の層
は、第２のパターンを含み得る。第１の層、又はその一部分は、第２の層と対面関係にあ
ってもよく、第２の層に断続的に接合され、それにより少なくとも１つの非接合スパンを
形成する。この方法は、非接合スパン内の第１の層の一部分を、非接合スパン内の第２の
層の一部分に対して移動させて光学干渉パターンを生成することを含み得る。非接合スパ
ン内の第２のパターンの第１の部分は、第１の層の該部分が第２の層の該部分に対して第
１の位置にあるとき、第１のパターンの一部分を通して可視であり得る。非接合スパン内
の第２のパターンの第２の部分は、第１の層の該部分が第２の層の該部分に対して第２の
位置にあるとき、第１のパターンの一部分を通して可視であり得る。吸収性物品の第１の
構成要素は、トップシート、捕獲層、又は任意の他の好適な構成要素であってもよい。吸
収性物品の第２の構成要素は、二次トップシート、捕獲層、又は任意の他の好適な構成要
素であってもよい。
【０２５０】
　ゾーン状パターン化有孔ウェブ
　図１０４～１０７を参照すると、ゾーン状パターン化有孔ウェブの態様が例示されてい
る。様々なゾーンは、Ｚ１、Ｚ２等として表され、ゾーン１、ゾーン２等を意味する。ゾ
ーン状パターン化有孔ウェブは、図１０４～１０７において、衣類に面する層若しくは積
層体、又は着用者に面する層若しくは積層体として示されるが、ゾーン状パターン化有孔
ウェブが、１つの層を含むか、又は複数の層を含むかに関わらず、吸収性物品又は他の消
費者製品の任意の部分に使用されてもよい。例えば、ゾーン状パターン化有孔ウェブは、
耳パネル、拭き取り布、及び／又はバリアレッグカフの一部として使用されてもよい。ゾ
ーン状パターン化有孔ウェブは、本明細書に記載される、予ひずみ状であり、非予ひずみ
状層に接合される１つ又は２つ以上の層を有し得る。
【０２５１】
　図１０４を参照すると、第１のゾーン、Ｚ１は、吸収性物品の前側部分を表す一方、第
２のゾーン、Ｚ２は、吸収性物品の後側部分を表す。第１のゾーン及び第２のゾーンは、
単一層又は複数の層であり得る、パターン化有孔ウェブ内に形成される。パターン化有孔
ウェブ１３００は、第１のゾーン、Ｚ１を形成する複数の第１の配列を含み得る。これら
の第１の配列のうちの少なくともいくつかは、第１の複数のランド領域と、第１の複数の
孔と、を含み得る。第１の複数のランド領域のうちの少なくともいくつかは、第１の複数
の孔のうちの少なくともいくつかを取り囲む。第１のゾーン、Ｚ１は、本明細書における
孔試験に従う複数の孔間距離を有し得る。第１のゾーン、Ｚ１の孔間距離は、第１の平均
値及び第１の中央値を有する第１の分布を有し得る。第１の平均値は、例えば、第１の中
央値より少なくとも４％、又は８％等の他のパーセンテージだけ大きくても、小さくても
、異なっていてもよい。第１のゾーン、Ｚ１の第１配列は、本明細書における孔試験に従
い、本明細書において指定される任意の他の範囲も含め、約５％～約５０％の範囲の有効
開口面積を有し得る。第１のゾーン、Ｚ１を形成し得る第１配列の実施例は、ランド領域
１４及び孔１２と共に図１に示される。本開示の他のパターン化有孔ウェブのうちのいず
れかは、第１のゾーン、Ｚ１の全て又は一部を形成することもできる。
【０２５２】
　複数の第２の異なる配列は、パターン化有孔ウェブ１３００内に第２のゾーン、Ｚ２を
形成し得る。これらの第２の配列のうちの少なくともいくつかは、第２の複数のランド領
域と、第２の複数の孔と、を含み得る。第２のランド領域のうちの少なくともいくつかは
、第２の複数の孔のうちの少なくともいくつかを取り囲み得る。第２のゾーン、Ｚ２は、
本明細書における孔試験に従う複数の孔間距離を有し得る。第２のゾーン、Ｚ２の孔間距
離は、第２の平均値及び第２の中央値を有する第２の分布を有し得る。第２の平均値は、
例えば、第２の中央値より少なくとも４％、又は８％等の他のパーセンテージだけ大きく
ても、小さくても、異なっていてもよい。第２のゾーン、Ｚ２の第２の配列は、本明細書
における孔試験に従い、本明細書において指定される任意の他の範囲も含め、約５％～約
５０％の範囲の有効開口面積を有し得る。第２のゾーン、Ｚ２を形成し得る第２の配列の
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例は、ランド領域１４及び孔１２と共に図２に示される。本開示の他のパターン化有孔ウ
ェブのうちのいずれかは、第２のゾーン、Ｚ２の全て又は一部を形成することもできる。
【０２５３】
　ゾーン、Ｚ１又はＺ２のいずれかにおけるパターン化有孔ウェブは、１つ又は２つ以上
の層を含み得るか、又は単一層のみを含み得る。１つ又は２つ以上の層は、フィルム、不
織布材料、又は本明細書において指定される他の材料のうちのいずれかを含み得る。多層
パターン化有孔ウェブにおいて、これらの層は、同一材料又は異なる材料を含んでもよく
、これらの層のうちの少なくとも１つが、パターン化孔を有する。これらの層は、同一又
は異なる色を有し得る。第１のゾーン、Ｚ１の第１の複数の孔は、第２のゾーン、Ｚ２の
複数の孔と同一でも異なっていてもよい。第１の配列の第１の複数の孔又は第２の配列の
第２の複数の孔は、実質的な連続パターン、別個のパターン、又は線形パターンを形成し
得る。第１の配列の第１の複数のランド領域又は第２の配列の第２の複数のランド領域は
、実質的な連続パターン、別個のパターン、又は線形パターンを形成し得る。
【０２５４】
　第１のゾーン、Ｚ１又は第２のゾーン、Ｚ２は、着用者上の吸収性物品の正しい配向を
示し得る。パターン化有孔ウェブ１３００は、ポリエチレン／ポリプロピレンバイコンポ
ーネントスパンボンド材料、ナノファイバー、及び／又はけん縮繊維を含み得る。
【０２５５】
　パターン化有孔ウェブ（単一層又は多層）は、パターン化有孔ウェブ１３００内に第１
のゾーン、Ｚ１を形成する複数の第１の配列を含み得る。これらの第１の配列のうちの少
なくともいくつかは、第１の複数のランド領域と、第１の複数の不均質な孔と、を含み得
る。第１の複数のランド領域のうちの少なくともいくつかは、第１の複数の孔のうちの少
なくともいくつかを取り囲み得る。第１の複数の孔は、本明細書における孔試験に従い、
約２０度より大きい（又は本明細書に記載される他の角度）平均絶対フェレット角を有し
得る。第１の配列は、本明細書における孔試験に従い、約５％～約５０％の範囲（又は本
明細書において指定される他のパーセンテージ若しくは範囲）の有効開口面積を有し得る
。複数の第２の異なる配列は、パターン化有孔ウェブ内に第２のゾーン、Ｚ２を形成し得
る。第２の配列のうちの少なくともいくつかは、第２の複数のランド領域及び第２の複数
の不均質な孔を含み、第２の複数のランド領域のうちの少なくともいくつかが、第２の複
数の孔のうちの少なくともいくつかを取り囲む。第２の配列は、孔試験に従い、約５％～
約５０％（又は本明細書において指定される他のパーセンテージ若しくは範囲）の有効開
口面積を有し得る。第２の複数の孔は、本明細書における孔試験に従い、約２０度より大
きい平均絶対フェレット角を有してもよい。
【０２５６】
　パターン化有孔ウェブ（単一層又は多層に関わらず）は、パターン化有孔ウェブ内に第
１のゾーン、Ｚ１を形成する複数の第１の配列を含み得る。第１の配列のうちの少なくと
もいくつかは、少なくとも５ｍｍ、少なくとも８ｍｍ、又は少なくとも１０ｍｍより大き
い幅と、第１の複数の孔とを有する、第１の複数のランド領域を含み得る。第１の複数の
ランド領域のうちの少なくともいくつかは、第１の複数の孔のうちの少なくともいくつか
を取り囲み得る。第１のゾーン、Ｚ１は、本明細書における孔試験に従う複数の孔間距離
を有し得、第１のゾーン、Ｚ１の孔間距離は、第１の平均値及び第１の中央値を有する第
１の分布を有し得る。第１の平均値は、例えば、第１の中央値より少なくとも４％又は少
なくとも８％だけ大きくても、小さくても、異なっていてもよい。第１の配列は、孔試験
に従い、約５％～約５０％の範囲（又は本明細書において指定される他のパーセンテージ
若しくは範囲）の有効開口面積を有し得る。複数の第２の配列は、パターン化有孔ウェブ
１３００内に第２のゾーン、Ｚ２を形成し得る。第２の配列のうちの少なくともいくつか
は、少なくとも５ｍｍ、少なくとも８ｍｍ、又は少なくとも１０ｍｍより大きい幅と、第
２の複数の孔とを有する、第２の複数のランド領域を含み得る。第２の複数のランド領域
のうちの少なくともいくつかは、第２の複数の孔のうちの少なくともいくつかを取り囲み
得る。第２のゾーン、Ｚ２は、本明細書における孔試験に従う複数の孔間距離を有し得る
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。第２のゾーン、Ｚ２の孔間距離は、第２の平均値及び第２の中央値を有する第２の分布
を有し得る。第２の平均値は、第２の中央値より少なくとも４％若しくは少なくとも８％
、又は約４％～約２５％の範囲で大きくても、小さくても、異なっていてもよい。第２の
配列は、約５％～約５０％の範囲（又は本明細書において指定される他のパーセンテージ
若しくは範囲）の有効開口面積を有し得る。
【０２５７】
　パターン化有孔ウェブは、複数の孔と、複数のランド領域と、を含む、層を含み得る。
複数の孔は、第１の孔の組と、第２の孔の組と、を含み得る。第１の孔の組は、本明細書
における孔試験に従う孔間距離を有し得る。第１の孔の組の孔間距離は、第１の平均値及
び第１の中央値を有する第１の分布を有し得る。第１の平均値は、第１の中央値より大き
くても、小さくても、異なっていてもよい。第２の孔の組は、本明細書における孔試験に
従う孔間距離を有し得る。第２の孔の組の孔間距離は、第２の平均値及び第２の中央値を
有する第２の分布を有し得る。第２の平均値は、第２の中央値より大きくても、小さくて
も、異なっていてもよい。第１及び第２の孔の組は、異なるパターンを有し得る。パター
ン化有孔ウェブ１３００は、第３の孔の組を含み得る。第３の孔の組は、第１及び第２の
孔の組と異なっていてもよい。第３の孔の組は、本明細書における孔試験に従う孔間距離
を有し得る。第３の孔の組の孔間距離は、第３の平均値及び第３の中央値を有する第３の
分布を有し得る。第３の平均値は、第３の中央値より大きくても、小さくても、異なって
いてもよい。パターン化有孔ウェブ１３００は、１つ又は２つ以上の層を有し得る。これ
らの層のうちの１つ又は２つ以上は、有孔であり得る。他の例において、これらの層のう
ちの１つ又は２つ以上は、有孔でなくてもよい。パターン化有孔ウェブの第１の層は、有
孔であり得、パターン化有孔ウェブの第２の層は、有孔でなくてもよい。他の例において
、パターン化有孔ウェブの第１の層は、有孔であり得、パターン化有孔ウェブの第２の層
は、有孔であり得る。これらの層は、本明細書に記載されるように、異なる親水性を有し
得る。第１の層の一部分若しくは全て、又は第２の層の一部分若しくは全ては、ポリエチ
レン／ポリプロピレンバイコンポーネントスパンボンド材料、ナノファイバー、及び／又
はけん縮繊維を含み得る。
【０２５８】
　図１０５を参照すると、パターン化有孔ウェブ１３０１は、第１のゾーン、Ｚ１と、第
２のゾーン、Ｚ２と、を有し得る。第１のゾーン、Ｚ１及び第２のゾーン、Ｚ２は、パタ
ーン化有孔ウェブ１３００及び図１０４に関して上記の特徴のうちのいずれかを有し得る
。これは、図１０６のパターン化有孔ウェブ１３０２にも適用する。図１０６において、
第１のゾーン、Ｚ１は、第１のパターン化有孔ウェブであり得、第２のゾーン、Ｚ２は、
第２のパターン化有孔ウェブであり得る。第１のパターン化有孔ウェブは、第２のパター
ン化有孔ウェブを取り囲み得るか、又は第２のパターン化有孔ウェブは、第１のパターン
化有孔ウェブ上に配置されるか、又はそれに接合されたパッチであり得る。
【０２５９】
　図１０７を参照すると、パターン化有孔ウェブ１３０３は、第１のゾーン、Ｚ１と、第
２のゾーン、Ｚ２と、第３のゾーン、Ｚ３と、第４のゾーン、Ｚ４と、を有し得る。第１
、第２、第３、及び第４のゾーン、Ｚ１～Ｚ４は、パターン化有孔ウェブ１３００及び図
１０４に関して上記の特徴のうちのいずれかを有し得る。
【０２６０】
　図１０４～１０７のゾーンのうちの少なくともいくつかは、いくつかの例において、パ
ターン化孔又は孔を有しなくてもよい。
【０２６１】
　パッケージ
　本開示の吸収性物品は、パッケージ内に配置されてもよい。パッケージは、高分子フィ
ルム及び／又は他の材料を含んでよい。吸収性物品の特性に関するグラフィック及び／又
は表示部が、パッケージの外側部分に形成され、印刷され、位置し、及び／又は配置され
てよい。それぞれのパッケージは、複数の吸収性物品を含んでよい。吸収性物品は、パッ
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ケージのサイズを縮小するように圧縮下で梱包されて、なお、１パッケージ当たり妥当な
量の吸収性物品を提供することができる。吸収性物品を圧縮下でパッケージ化することに
より、介護者は容易にパッケージを扱い、保管することができると同時に、パッケージの
サイズによる流通コストの削減を製造者にもたらし得る。
【０２６２】
　したがって、本開示の吸収性物品のパッケージは、本明細書に記載されるバッグ内スタ
ック高さ試験に従い、指定の範囲及び該範囲において又は該範囲によって形成された全て
の範囲内での全ての０．１ｍｍ増分を含め、約１１０ｍｍ未満、約１０５ｍｍ未満、約１
００ｍｍ未満、約９５ｍｍ未満、約９０ｍｍ未満、約８５ｍｍ未満、約８０ｍｍ未満、約
７８ｍｍ未満、約７６ｍｍ未満、約７４ｍｍ未満、約７２ｍｍ未満、又は約７０ｍｍ未満
のバッグ内スタック高さを有し得る。あるいは、本開示の吸収性物品のパッケージは、本
明細書に記載されるバッグ内スタック高さ試験に従い、指定の範囲及び該範囲において又
は該範囲によって形成された全ての範囲内での全ての０．１ｍｍ増分を含め、約７０ｍｍ
～約１１０ｍｍ、約７０ｍｍ～約１０５ｍｍ、約７０ｍｍ～約１００ｍｍ、約７０ｍｍ～
約９５ｍｍ、約７０ｍｍ～約９０ｍｍ、約７０ｍｍ～約８５ｍｍ、約７２ｍｍ～約８０ｍ
ｍ、約７４ｍｍ～約７８ｍｍのバッグ内スタック高さを有し得る。
【０２６３】
　図１０８は、複数の吸収性物品１００４を含む例示のパッケージ１０００を示す。パッ
ケージ１０００は、複数の吸収性物品１００４が位置する内部空間１００２を画定する。
複数の吸収性物品１００４は、１つ又は２つ以上のスタック１００６に配置される。
【０２６４】
　過剰結合部を含む材料／積層体
　過剰結合部を含む材料及び／又は積層体もまた、本開示の範囲内である。これらの材料
は、単一自立型ウェブであり得、一方で積層体は、共に接合される１つ又は２つ以上の単
一自立型ウェブであり得る。積層体の状況において、１つの層のみが過剰結合部を含み得
るか、又は全ての層が過剰結合部を含み得る。過剰結合部が、積層体の複数の層に提供さ
れる場合、それらは、同一パターン又は異なるパターンを有し得る。積層体の層のうちの
いずれかは、予ひずみ状であり得る。これらのウェブは、フィルム、不織布、任意の他の
好適な材料、及び／又は本明細書に記載される任意の他の材料であり得る。過剰結合部は
、例えば、図１９～２３、３１、５３、及び５５～６０のパターン等の任意の好適なパタ
ーンで配置され得る。過剰結合部は、不織布供給元又は不織布製造元において（機械横方
向伸張工程（複数可）を行うことなく）適用され得るか、又は機械横方向伸張工程（複数
可）も行われる現場で適用され得る。機械横方向伸張工程の実施例は、図１６及び２４～
３０を参照して本明細書に記載される。過剰結合材料及び／又は積層体を使用して、本開
示のパターン化有孔ウェブを製造することができる。
【０２６５】
　試験方法
　坪量試験
　パターン化有孔ウェブの坪量は、いくつかの利用可能な技術によって判定され得るが、
単純な代表的技術では、吸収性物品又は他の消費者製品を取り、存在し得る一切の弾性を
除去して、吸収性物品又は他の消費者製品をその全長まで伸張させることを伴う。その後
、４５．６ｃｍ２の面積を有する打抜き型を使用して、吸収性物品又は他の消費者製品の
ほぼ中心から、存在し得る任意の他の層にパターン化有孔ウェブを締着するために使用さ
れ得る一切の接着剤を、可能な限りの範囲で、かつ、パターン化有孔ウェブを他の層から
（必要であればＣｙｔｏ－Ｆｒｅｅｚｅ、Ｃｏｎｔｒｏｌ－Ｃｏｍｐａｎｙ、Ｈｏｕｓｔ
ｏｎ、Ｔｅｘａｓ等の低温スプレーを使用して）除去することを回避する場所において、
パターン化有孔ウェブ（例えば、トップシート、外側カバー）の小片を切り取る。その後
、サンプルを秤量して打抜き型の面積で割ると、パターン化有孔ウェブの秤量が得られる
。結果を０．１ｃｍ２に最も近い５つのサンプルの平均として報告する。
【０２６６】



(64) JP 2017-537677 A 2017.12.21

10

20

30

40

50

　孔試験
　他の測定値の中で、孔寸法、有効孔面積、有効開口面積％、孔間距離測定値が、フラッ
トベッドスキャナを使用して捕獲された試料画像から得られる。このスキャナは、反射モ
ードで６４００ｄｐｉ及び８ビットグレースケールで走査することができる（好適なスキ
ャナは、Ｅｐｓｏｎ　Ａｍｅｒｉｃａ　Ｉｎｃ．，Ｌｏｎｇ　Ｂｅａｃｈ　ＣＡからのＥ
ｐｓｏｎ　Ｐｅｒｆｅｃｔｉｏｎ　Ｖ７５０　Ｐｒｏ又は相当物である）。このスキャナ
を、画像解析プログラムを実行するコンピュータと接続する（好適なプログラムは、Ｎａ
ｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｈｅａｌｔｈ，ＵＳＡのＩｍａｇｅＪ　ｖ．
１．４７又は相当物である）。試料画像は、ＮＩＳＴ公認の定規の捕獲画像に対して較正
された距離にある。鋼製フレームを使用して試料を載せ、次いで、試料画像を捕獲する前
に黒色ガラスタイル（Ｐ／Ｎ１１－００５０－３０、ＨｕｎｔｅｒＬａｂ，Ｒｅｓｔｏｎ
，ＶＡから入手可能）で裏当てする。次いで、結果として得られた画像を、閾値に設定し
、開口孔区域を試料材料区域から分離し、画像解析プログラムを使用して解析する。全て
の試験は、約２３±２℃及び約５０±２％の相対湿度に維持された調湿室内で行われる。
【０２６７】
　サンプルの調製：
　試料を得るために、吸収性物品を、平坦構成の剛性平坦表面にテープで貼る。あらゆる
脚部の弾性体（leg elastics）を、物品の平らな配置を促進するために切り落とすことが
できる。直線鋼製フレーム（１００ｍｍ平方、１．５ｍｍ厚、６０ｍｍ平方の開口部を有
する）を使用して試料を載せる。鋼製フレームを取って、内部開口を取り囲む底面上に両
面接着テープを貼る。テープの剥離紙を取り去り、物品の有孔層に鋼製フレームを接着さ
せる。このフレームを、有孔層の機械方向（ＭＤ）に平行かつ機械横方向（ＣＤ）に垂直
であるように整列させる。かみそり刃を使用して、有孔層を物品の下層から、フレームの
外縁部に沿って切り取る。長手方向及び横方向の延びが維持されて、孔の変形を回避する
ように、試料を丁寧に取り去る。必要であれば、低温スプレー（Ｃｙｔｏ－Ｆｒｅｅｚｅ
，Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｈｏｕｓｔｏｎ　ＴＸ等）を使用して、試料を下層
から取り去ることができる。５つの実質的に同様の物品から取得された５つの複製試験片
を分析に備えて準備する。関心対象の有孔層が小さすぎて鋼製フレームを収容できない場
合、フレーム寸法を、孔の変形なしに試料を取り去る目的を達成し、一方で有孔層の重要
な部分を走査することを可能にするのに十分なサイズの開口部を残すために適宜低減する
。同一加工条件下で、及び吸収性物品に使用する場合と同じ程度で、それを延伸させるか
又は活性化し、次いで、その延伸状態で、試験のためにそれを上記の鋼製フレームに接着
することによって、試験用の有孔又はパターン化有孔基材原材料を調製する。試験前に約
２時間掛けて約２３℃±２℃及び約５０％±２％の相対湿度で、サンプルを調整する。
【０２６８】
　画像の捕獲
　定規をスキャナベッドに置き、スキャナガラスの側面に平行に配向して蓋を閉じる。反
射モードで６４００ｄｐｉの解像度（約２５２ピクセル／ｍｍ）及び８ビットグレースケ
ールで定規の構成画像を捕獲し、その視野は、鋼製フレームの内部の寸法に対応する。較
正画像を圧縮前のＴＩＦＦ書式ファイルとして保存する。蓋を持ち上げて定規を取り除く
。較正画像を取得した後、全ての試料を同じ条件下で走査して同じ較正ファイルに基づい
て測定する。次に、フレーム付きの試料を平らに置かれたスキャナベッドの中心に、試料
の外側に面する表面をスキャナのガラス面に向けて置く。試料を、フレームの側部がスキ
ャナのガラス面と平行及び垂直に整列するように配向し、それにより、結果として得られ
る試料画像は、上から下へと垂直に走るＭＤを有する。黒のガラスタイルを、試料を覆う
フレーム上に置き、蓋を閉じて、走査画像を取得する。残りの４つの複製物も同様に走査
する。必要な場合、有孔領域の周囲を囲む矩形視野に対する全ての画像を捕獲し、ファイ
ルを再保存する。
【０２６９】
　有効開口面積％の計算
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　画像解析プログラムの較正画像ファイルを開き、撮像された定規を使用して直線距離較
正を実施する。この距離較正スケールは、解析前に全ての後続の試料画像に適用される。
画像解析プログラムの試料画像を開き、距離スケールを設定する。８ビットヒストグラム
（０～２５５、１ＧＬ当たり１ビン）を見て、開孔部の暗画素ピークと試料材料のより明
画素ピークとの間に位置する最小母集団のグレーレベル（ＧＬ）値を特定する。画像の閾
値を最小グレーレベル値に設定して２値画像を生成する。２値画像において、孔は黒色で
現れ、ＧＬ値２５５を有し、試料は白色で現れ、ＧＬ値０を有する。
【０２７０】
　画像解析プログラムを使用して、別個の孔区域のそれぞれを解析する。画像の縁部に沿
った部分的孔を含め、最も近い０．０１ｍｍ２まで個々の孔面積の全てを測定して記録す
る。０．３ｍｍ２未満の面積を有する任意の孔は「効果的でない」として破棄する。残り
の面積（全部及び部分の孔を含む）を合計して、画像内に含まれた総面積で割り、１００
を掛ける。この値を有効開口面積％として、最も近い０．０１％まで記録する。
【０２７１】
　同様に、残りの４つの試料画像を解析する。５つの複製について、平均有効開口面積％
の値を、最も近い０．０１％まで計算し、記録する。
【０２７２】
　有効孔寸法の測定
　画像解析プログラムで較正画像（定規を含む）ファイルを開く。元の画像の解像度を、
バイキュービック補間を使用して、６４００ｄｐｉから６４０ｄｐｉ（およそ２５．２画
素／ｍｍ）にリサイズする。画像化定規を使用して、線形距離較正を行う。この距離較正
スケールは、解析前に全ての後続の試料画像に適用される。画像解析プログラムで試料画
像を開く。元の画像の解像度を、バイキュービック補間を使用して、６４００ｄｐｉから
６４０ｄｐｉ（およそ２５．２画素／ｍｍ）にリサイズする。距離スケールを設定する。
８ビットヒストグラム（０～２５５、１ＧＬ当たり１ビン）を見て、開孔部の暗画素ピー
クと試料材料のより明画素ピークとの間に位置する最小母集団のグレーレベル（ＧＬ）値
を特定する。画像の閾値を最小グレーレベル値に設定して２値画像を生成する。２値画像
において、孔は黒色で現れ、ＧＬ値２５５を有し、試料は白色で現れ、ＧＬ値０を有する
。次に、２つの形態学的操作を２値画像上で行う。第１に、クロージング（拡大操作に続
いて浸食操作、反復＝１、画素数＝１）、開口孔内の浮遊繊維を除去する。第２に、オー
プニング（浸食操作に続いて拡大操作、反復＝１、画素数＝１）、単離された黒色画素を
除去する。浸食工程中の画像の縁部をパッドして、黒色境界画素が、走査中に維持される
のを保証する。最後に、黒色孔区域内に封入された任意の残りの空隙を充填する。
【０２７３】
　画像解析プログラムを使用して、別個の孔区域のそれぞれを解析する。解析中に画像の
縁部に沿った部分的孔の測定を除き、完全孔のみを測定する。個々の有効孔面積、外周、
０～１８０度の対応する配向の角度と共にフェレット径（孔の長さ）、及び最小フェレッ
ト径（孔の幅）の全てを測定し、記録する。個々の要素面積（最も近い０．０１ｍｍ２ま
で）、外周及びフェレット径（長さ及び幅）（最も近い０．０１ｍｍまで）、及び角度（
最も近い０．０１度まで）のそれぞれについて測定値を記録する。０．３ｍｍ２未満の面
積を有する任意の孔は「効果的でない」として破棄する。残りの孔の数を記録し、画像の
面積で割って、孔密度値として記録する。ＭＤと整列した孔の配向の角度（画像において
垂直）は、９０度の角度を有する。左から右に増加する正の傾斜を有する孔は、０～９０
度の角度を有する。左から右に減少する負の傾斜を有する孔は、９０～１８０度の角度を
有する。個々の孔角度を使用して、元の配向角から９０度を差し引くことによって絶対フ
ェレット角を計算し、その絶対値を取る。これらの測定値に加えて、孔長さをその幅で割
ることによって各個々の孔のアスペクト比を計算する。残りの４つの複製画像のそれぞれ
について、この解析を繰り返す。複製から記録された孔値の全てを使用して、有効孔寸法
、絶対フェレット角、及びアスペクト比測定のそれぞれについて、統計的平均及び標準偏
差を計算し、報告する。個々の絶対フェレット角測定値の平均を、平均絶対フェレット角
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の値として記録する。標準偏差を平均値で割り、１００を掛けることによって、孔寸法、
絶対フェレット角、及びアスペクト比測定値のそれぞれについて、相対標準偏差（ＲＳＤ
）％を計算し、報告する。
【０２７４】
　孔間距離の測定：
　孔間の平均、標準偏差、中央値、及び最大距離は、孔寸法測定値について解析された２
値画像を更に解析することによって測定することができる。第１に、形態学的操作に従い
、画像解析プログラムを使用してリサイズ２値画像の複製コピーを入手し、ボロノイ操作
を行う。これは、２つの最も近いパターンの孔の境界に対して等距離を有する画素の線に
よって境界が引かれたセルの画像を生成し、画素値が２値画のユークリッド距離マップ（
ＥＤＭ）からの出力である。２値画像における各孔間画素が、最も近いパターン孔からの
画素の距離に等しい孔と置き換えられるとき、ＥＤＭが生成される。次に、バックグラウ
ンドゼロを除去して、距離値の統計解析を可能にする。これは、画像計算器を使用して、
ボロノイセル画像をそれ自体で割り、３２ビット浮遊点画像を生成することによって達成
され、セルラインの全ては、値１を有し、画像の残りの部分は、非数（ＮａＮ）として特
定される。最後に、画像計算器を使用して、この画像に元のボロノイセル画像を掛けて、
セルラインに沿った距離値はそのままであり、０値の全てはＮａＮと置き換えられた３２
ビット浮遊点画像を生成する。次に、画像内の値に画像の画素解像度（およそ０．０４ｍ
ｍ／画素）を掛けることによって、画素距離値を実際の孔間距離に変換し、次いで、値は
孔間の中間距離を表すため、画像に再び２を掛ける。画像の平均値、標準偏差、及び最大
孔間距離を、最も近い０．０１ｍｍまで測定し、記録する。この手順を全ての複製画像に
繰り返す。標準偏差を平均値で割り、１００を掛けることによって孔間距離の相対標準偏
差（ＲＳＤ）％を計算する。
【０２７５】
　不透明度試験
　コントラスト比測定値による不透明度は、標準ＣＩＥ　Ｌ＊ａ＊ｂ色測定に好適な０°
／４５°分光光度計（例えば、Ｈｕｎｔｅｒｌａｂ　Ｌａｂｓｃａｎ　ＸＥ分光光度計、
Ｈｕｎｔｅｒ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｉｎｃ．，Ｒｅｓｔｏｎ
　ＶＡ又は相当物）を使用して作製される。器具の測定ポートの直径は、関心対象の区域
のみが測定ポート内に含まれるように選択される必要がある。解析は、約２３℃±２℃及
び相対湿度約５０％±２％で制御された室内で行う。サンプルは、試験前に２時間、同一
実験室の条件で調整された。
【０２７６】
　供給メーカーによって提供される標準黒白板を使用し、供給メーカーの指示に従って機
器の較正をする。ＣＩＥ　ＸＹＺ色空間を使用するために、Ｄ６５標準照明及び１０°観
察者を有する分光光度計を設定する。試料が物品の層である場合、定温スプレー及びはさ
みを使用して、試験のために試料を物品から慎重に切り取り、そうでなければ試験のため
に十分のサイズの材料の代表的サンプルから試料を入手する。外側に面する表面を分光光
度計の測定ポート及びそのポート内の関心対象の区域に向けて、試料を器具に対して平ら
に置く。引裂、穴、又は孔が測定ポート内に存在しないことを確認する。白色標準タイル
を、試料の反対表面に置き、それにより測定ポートを完全に被覆する。ＸＹＺの読み取り
値を取り、０．０１単位まで記録する。試料を動かすことなく、白色プレートを取り去り
、それを黒色標準プレートで置き換える。ＸＹＺの第２の読み取り値を取り、０．０１単
位まで記録する。合計１０の複製試料について、対応する箇所でこの手順を繰り返す。
【０２７７】
　黒色タイルを裏材として使用して測定したＹ値を、白色タイルを裏材として使用して測
定されたＹ値で割り、その比率に１００を掛けることによって不透明度を計算する。不透
明度値を最も近い０．０１％まで記録する。不透明度を１０個の複製について計算し、平
均不透明度を最も近い０．０１％まで報告する。
【０２７８】
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　光透過試験
　光透過試験は、試料の特定区域を透過する光の平均量を測定する。フラットベッドスキ
ャナを用いることで、較正された光透過画像が得られる。バイナリーマスクを生成して、
別個の孔領域を取り囲むランド領域から分離する。次いで、バイナリーマスクを光透過画
像に対して位置合わせし、それを使用して、光透過画像において、ランド領域から孔を除
外する。これにより、計算されるべきランド領域についての平均光透過率値が得られる。
【０２７９】
　サンプルの調製：試料を得るために、吸収性物品を、平坦構成の剛性平坦表面にテープ
で貼る。あらゆる脚部の弾性体（leg elastics）を、物品の平らな配置を促進するために
切り落とすことができる。直線鋼製フレーム（１００ｍｍ平方、１．５ｍｍ厚、６０ｍｍ
平方の開口部を有する）を使用して試料を載せる。鋼製フレームを取って、内部開口を取
り囲む底面上に両面接着テープを貼る。テープの剥離紙を取り去り、物品の有孔層に鋼製
フレームを接着させる。このフレームを、有孔層の機械方向（ＭＤ）に平行かつ機械横方
向（ＣＤ）に垂直であるように整列させる。かみそり刃を使用して、有孔層を物品の下層
から、フレームの外縁部に沿って切り取る。長手方向及び横方向の延びが維持されて、孔
の変形を回避するように、試料を丁寧に取り去る。低温スプレー（Ｃｙｔｏ－Ｆｒｅｅｚ
ｅ，Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｈｏｕｓｔｏｎ　ＴＸ等）を使用して、必要であ
れば、試料を下層から取り去ることができる。５つの実質的に同様の物品から取得された
５つの複製試験片を分析に備えて準備する。関心対象の孔層が小さすぎて鋼製フレームを
収容できない場合、フレーム寸法を、孔の変形なしに試料を取り去る目的を達成し、一方
で有孔層の重要な部分を走査することを可能にするのに十分なサイズの開口部を残すため
に適宜低減する。同一加工条件下で、及び吸収性物品に使用する場合と同じ程度で、それ
を延伸させるか又は活性化し、次いで、その延伸状態で、試験のためにそれを上記の鋼製
フレームに接着することによって、試験用の有孔基材原材料を調製する。試験前に約２時
間掛けて約２３℃±２℃及び約５０％±２％の相対湿度で、サンプルを調整する。
【０２８０】
　光透過画像
　光透過の測定は、ＣＩＥ　Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系（ＣＩＥＬＡＢ）に基づく。８００ｄｐ
ｉで２４ビットカラーの最小値を走査することが可能であり、カラーマネジメントの手動
制御機能を有する、フラットベッドスキャナ（好適なスキャナは、Ｅｐｓｏｎ　Ａｍｅｒ
ｉｃａ　Ｉｎｃ．，Ｌｏｎｇ　Ｂｅａｃｈ　ＣＡ　ＵＳＡ製のＥｐｓｏｎ　Ｐｅｒｆｅｃ
ｔｉｏｎ　Ｖ７５０　Ｐｒｏ又は相当物である）を使用して、画像を取得する。スキャナ
は、カラーマネジメントソフトウェアを実行するコンピュータと連動させる（好適なカラ
ーマネジメントソフトウェアは、Ｘ－Ｒｉｔｅ　Ｇｒａｎｄ　Ｒａｐｉｄｓ，ＭＩ　ＵＳ
Ａから入手可能なＭｏｎａｃｏＥＺＣｏｌｏｒ又は相当物である）。スキャナは、カラー
マネジメントソフトウェアを用いて、カラー透過ターゲット及びＡＮＳＩ方法ＩＴ８．７
／１－１９９３に準拠する、対応する参照ファイルに対して較正して、較正されたカラー
プロファイルを構築する。結果として得られた、較正されたスキャナプロファイルを使用
して、ＣＩＥ　Ｌ＊ａ＊ｂ＊におけるサンプリングをサポートする画像解析プログラム内
で試験試料からの画像を色補正する（好適なプログラムは、Ａｄｏｂｅ　Ｓｙｓｔｅｍｓ
　Ｉｎｃ．，Ｓａｎ　Ｊｏｓｅ，ＣＡ　ＵＳＡから入手可能なＰｈｏｔｏｓｈｏｐ　Ｓ４
又は相当物である）。全ての試験は、約２３±２℃及び約５０±２％の相対湿度に維持さ
れた調湿室内で行われる。
【０２８１】
　較正前の３０分間、スキャナの電源をオンにする。スキャナソフトウェアに含まれる場
合がある、あらゆる自動的色補正又はカラーマネジメントオプションの選択を解除する。
自動カラーマネジメントを無効にすることができない場合、そのスキャナは、この用途に
は不適である。ＩＴ８ターゲット面を下に向けてスキャナガラス上に置き、スキャナの蓋
を閉じ、２００ｄｐｉ及び２４ビットカラーで画像を取得し、ＩＴ８ターゲットを取り外
す。カラーマネジメントソフトウェアの入ったコンピュータで、画像ファイルを開く。カ
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ラーマネジメントソフトウェア内の推奨される工程に従って、較正されたカラープロファ
イルを作成及びエクスポートする。これらの工程には、走査画像が正しく配向及びトリミ
ングされていることを確認することが含まれ得る。較正されたカラープロファイルは、画
像解析プログラムと互換性がなければならない。カラーマネジメントソフトウェアは、取
得した画像を使用して、含まれている参照ファイルと比較して較正されたカラープロファ
イルを作成及びエクスポートする。プロファイルが作成された後、試験試料用の走査解像
度（ｄｐｉ）は変更可能であるが、他の全ての設定は、試料の撮像中、一定に保たれる必
要がある。
【０２８２】
　スキャナの蓋を開け、外側に面する表面をガラスに向けて、スキャナガラスに対して平
らに試料を置く。フレームの内部内の試料区域の走査を、透過モードにおいて、２４ビッ
トカラー及び８００ｄｐｉで画像解析ソフトウェアに取得し、インポートする。必要な場
合、有孔区域の周囲を囲む矩形視野に対する全ての画像を捕獲する。透過モードは、片側
から試料を照射し、センサが反対側から画像を捕捉する。画像に、較正されたカラープロ
ファイルを割り当て、色空間モードをＣＩＥ　Ｌ＊ａ＊ｂ＊規格に対応するＬ＊ａ＊ｂ＊

カラーに変更する。これにより、解析用の色補正された画像が作成される。この色補正さ
れた画像を、ＴＩＦＦファイル等の非圧縮形式で保存する。
【０２８３】
　ランド領域のマスク
　有孔領域とランド領域との境界は、Ｌ＊チャネル画像を閾値化することによって特定さ
れて２値画像を生成し、有孔領域を取り囲むランド領域から分離する。次いで、この２値
画像を、対応する光透過画像に対するマスクとして使用して、ランド領域のみの平均光透
過値を測定する。
【０２８４】
　これを行うために、最初に、色補正された光透過画像を画像解析ソフトウェアで開く。
ランド領域マスクを作成するために、まずＬ＊、ａ＊、及びｂ＊チャネルを分離し、解析
用にＬ＊チャネルのみを選択する。Ｌ＊チャネルは画像の「明度」を表し、０～１００の
範囲の値を有する。Ｌ＊チャネル画像を値９０の閾値に設定して２値画像を生成する。上
に記載されるレベルに閾値を設定することで、バイナリーマスク画像が作成され、別個の
孔領域には１つの値が割り当てられ、周囲のランド領域には異なる値が割り当てられる。
例えば、不連続な孔領域は黒い外観であってもよく、周囲のランド領域は白い外観であっ
てもよい。このバイナリーマスク画像を、ＴＩＦＦファイル等の非圧縮形式で保存する。
【０２８５】
　光透過画像の解析
　画像解析ソフトウェアで、色補正された光透過画像及び対応するバイナリーマスク画像
の両方を開く。試料の光透過画像を解析するために、まずＬ＊、ａ＊、及びｂ＊チャネル
を分離し、Ｌ＊チャネルのみを解析用に選択する。光透過画像及びバイナリーマスク画像
を互いに登録する。バイナリーマスクを使用して、孔を光透過画像から取り除き、残った
周囲のランド領域についての平均Ｌ＊値（光透過率値）を計算する。この値を、ランド領
域光透過率値として０．１単位で記録する。同様に、複製試料の全てに対してこの手順を
繰り返す。５つの個々のランド領域光透過率値の平均を、最も近い０．１単位で計算し、
報告する。
【０２８６】
　バッグ内スタック高さ試験
　吸収性物品のパッケージのバッグ内スタック高さは、以下のとおりに判定される。
【０２８７】
　機器
　平坦な剛性の水平スライディングプレートを備えた厚さテスタが使用される。厚さテス
タは、水平スライディングプレートが、平坦な剛性の水平ベースプレートの上で直接水平
配向に常に維持された状態で、水平スライディングプレートが垂直方向に自由に移動する
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の間の間隙を、±０．５ｍｍ以内まで測定するために好適なデバイスを含む。この水平ス
ライディングプレート及び水平ベースプレートは、各プレートに接触する吸収性物品パッ
ケージの表面より大きく、すなわち、各プレートは、吸収性物品パッケージの接触面を越
えて全ての方向に延びる。水平スライディングプレートは、吸収性物品パッケージに下方
への力８．３Ｎ（８５０±１重量グラム）を加えるが、これはスライディングプレートの
合計質量に付加重量を足して８５０±１グラムとなるように、水平スライディングプレー
トのパッケージに接触しない上面の中央に好適な重しを置くことによって達成し得る。
【０２８８】
　試験手順
　吸収性物品パッケージを、測定前に、２３±２℃及び５０±５％の相対湿度で平衡化す
る。
【０２８９】
　水平スライディングプレートを上げ、パッケージ内の吸収性物品が水平配向になるよう
に、吸収性物品パッケージを水平スライディングプレートの下の中央に配置する（図１０
８を参照のこと）。プレートのいずれかに接触するパッケージの表面の任意のハンドル又
は他のパッケージング機構を、パッケージの表面に対して平坦に折り重ねることで、測定
に対する影響を最小限にする。水平スライディングプレートを、パッケージの上面に接触
するまでゆっくり下げてから、解放する。水平スライディングプレートを解放してから１
０秒後に、水平プレート間の間隙を±０．５ｍｍ以内で測定する。５つの同じパッケージ
（同一サイズのパッケージ及び同一の吸収物品数）を測定し、相加平均をパッケージ幅と
して報告する。「バッグ内スタック高さ」＝（パッケージ幅／１スタック当たりの吸収性
物品数）×１０を算出し、±０．５ｍｍ以内で報告する。
【０２９０】
　本明細書に開示される寸法及び値は、列挙された正確な数値に厳密に制限されると理解
されるべきでない。それよりむしろ、別途指定されない限り、このような寸法はそれぞれ
、列挙された値とその値を囲む機能的に同等な範囲との両方を意味することを意図する。
例えば、「４０ｍｍ」と開示された寸法は、「約４０ｍｍ」を意味することが意図されて
いる。
【０２９１】
　相互参照される又は関連するあらゆる特許、特許公開、又は特許出願書類を含め、本明
細書において引用される全ての文献は、明示的に除外ないしは制限されない限り、その全
体が参照により本明細書に組み込まれる。いずれの文献の引用も、それが本願で開示若し
くは特許請求される全ての発明に対する先行技術であることを認めるものでも、又はその
文献が単独で、若しくは任意のその他の参照文献との任意の組み合わせにおいて、かかる
発明のいずれかを参照、教示、示唆、若しくは開示することを認めるものでもない。更に
、本文書中の用語の任意の意味又は定義が、参照により援用される文書中の同じ用語の意
味又は定義と矛盾する場合には、本文書中のその用語に与えられた意味又は定義を優先す
るものとする。
【０２９２】
　本開示の特定の形態について例示し記載してきたが、当業者であれば、本発明の趣旨及
び範囲から逸脱することなく、他の様々な変更及び修正を成し得ることを認識するであろ
う。したがって、本開示の範囲内にある、そのような変更及び修正の全てを添付の特許請
求の範囲で扱うものとする。
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