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(57)【要約】
　本発明は、前側腰部区域、後側腰部区域、及び前側腰
部区域と後側腰部区域の間に配置された股部区域を規定
するシャーシを備える、使い捨て吸収性物品に関する。
物品は、向かい合ったサイドシームにおいて接合された
前側及び後側耳パネルを包含する。サイドシームは、接
着された又は接着されていないものであり得る開始区域
、及び伝搬区域を包含することができる。開始区域及び
伝搬区域は、ユーザによって加えられる開放力に対する
抵抗を有する。開始区域における抵抗は伝搬区域におけ
る抵抗よりも小さい。シームは追加の区域を更に包含す
ることができる。物品は、ユーザによって係合されてシ
ームの開放を容易にすることができる、タブ部材を包含
することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前側腰部区域、後側腰部区域、及び前記前側腰部区域と前記後側腰部区域の間に配置さ
れた股部区域を規定する使い捨て衣類であって、前記衣類は、
　前記前側腰部区域、前記股部区域、及び前記後側腰部区域に沿って延びる、横方向に向
かい合った第１及び第２の側縁部を規定するシャーシを備え、
　閉じた側部境界面を形成して、前記閉じた側部境界面の下側端部に位置する脚部開口部
を規定すると共に、前記閉じた側部境界面の上側端部において腰部開口部を少なくとも部
分的に規定するため、前記前側及び後側腰部区域それぞれにおけるシームによって、前記
側縁部の少なくとも１つがそれ自体に接合可能であり、
　前記閉じた側部境界面によって規定される伸長方向に沿って、前記腰部開口部から実質
的に下向きに４ｍｍから５０ｍｍの距離だけ延びる継ぎ合わされていないギャップが設け
られている、使い捨て衣類。
【請求項２】
　前記側部境界面の前記上側端部に近接した、前記接合された側縁部から延びるタブ部材
を更に備える、請求項１に記載の使い捨て衣類。
【請求項３】
　前記シームが、前記タブ部材と少なくとも部分的に整列した開始区域と、前記開始区域
の下に配置された伝搬区域とを備える、請求項２に記載の使い捨て衣類。
【請求項４】
　前記開始区域が実質的に接着されていない、請求項３に記載の使い捨て衣類。
【請求項５】
　前記タブ部材が前記開始区域と完全に整列している、請求項３に記載の使い捨て衣類。
【請求項６】
　前記タブ部材が前記接合された側縁部から水平に延びる、請求項１に記載の使い捨て衣
類。
【請求項７】
　前記シャーシが、ともに前記接合された側縁部から延びる後側腰部縁部及び前側腰部縁
部を更に規定する、請求項１に記載の使い捨て衣類。
【請求項８】
　前記タブ部材が、前記後側腰部縁部及び前記前側腰部縁部の少なくとも１つから垂直に
延び、且つ前記タブ部材が前記シームと垂直方向に実質的に整列している、請求項７に記
載の使い捨て衣類。
【請求項９】
　前記伝搬区域が、ユーザによって加えられる開放力に対する抵抗を有し、前記抵抗が前
記開始区域の抵抗よりも大きい、請求項３に記載の使い捨て衣類。
【請求項１０】
　前記タブ部材が、前記閉じた側部境界面の中間部分の位置に配置される、請求項２に記
載の使い捨て衣類。
【請求項１１】
　前記シームがフック・ループ式締結具を備える、請求項１に記載の使い捨て衣類。
【請求項１２】
　前記閉じた側部境界面が、前記タブ部材と整列している実質的に非接着の区域を包含す
る、請求項２に記載の使い捨て衣類。
【請求項１３】
　前記シャーシが腰部縁部を規定し、前記腰部縁部が少なくとも部分的に前記腰部開口部
を規定し、前記タブが０から１０ｍｍの範囲内の垂直距離だけ前記腰部縁部から離れてい
る、請求項１に記載の使い捨て衣類。
【請求項１４】
　前記継ぎ合わされていないギャップが、前記閉じた側部境界面によって規定される伸長
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方向に沿って、前記腰部開口部から実質的に下向きに８ｍｍから５０ｍｍの距離だけ延び
る、請求項１に記載の使い捨て衣類。
【請求項１５】
　前側腰部区域、後側腰部区域、及び前記前側腰部区域と前記後側腰部区域の間に配置さ
れた股部区域を規定する使い捨て衣類であって、
　前記前側腰部区域、前記股部区域、及び前記後側腰部区域に沿って延びる、横方向に向
かい合った第１及び第２の側縁部を規定するシャーシを備え、また
　閉じた側部境界面を形成して、前記閉じた側部境界面の下側端部に位置する脚部開口部
を規定すると共に、前記閉じた側部境界面の上側端部において腰部開口部を少なくとも部
分的に規定するため、前記前側及び後側腰部区域それぞれにおけるシームによって、前記
側縁部の少なくとも１つがそれ自体に接合され、前記シームが開始区域及び伝搬区域を備
え、前記開始区域及び伝搬区域がそれぞれ、ユーザによって加えられる開放力に対する抵
抗を有し、前記開始区域の前記抵抗が前記伝搬区域の前記抵抗よりも小さい、使い捨て衣
類。
【請求項１６】
　前記開始区域が、前記伝搬区域に対して、４：９６から３５：６５の範囲内の垂直距離
比を規定する、請求項１５に記載の使い捨て衣類。
【請求項１７】
　前記比が４：９６から２０：８０の範囲内である、請求項１６に記載の使い捨て衣類。
【請求項１８】
　前記開始区域が接着されていない、請求項１５に記載の使い捨て衣類。
【請求項１９】
　前記開始区域が接着されている、請求項１５に記載の使い捨て衣類。
【請求項２０】
　前記開始区域が前記腰部開口部に隣接して接合されている、請求項１９に記載の使い捨
て衣類。
【請求項２１】
　前記シームが、前記開始区域と前記伝搬区域の間に配置された先行区域を更に備え、前
記先行区域が前記ユーザによって加えられる開放力に対する抵抗を有し、前記先行縁部の
前記抵抗が前記伝搬区域の抵抗よりも大きい、請求項１５に記載の使い捨て衣類。
【請求項２２】
　前記シームが、前記伝搬区域と前記脚部開口部の間に配置された完了区域を更に備え、
前記完了区域が前記ユーザによって加えられる開放力に対する抵抗を有し、前記完了区域
の前記抵抗が前記伝搬区域の抵抗よりも小さい、請求項２１に記載の使い捨て衣類。
【請求項２３】
　前記完了区域が接着されていない、請求項２２に記載の使い捨て衣類。
【請求項２４】
　前記シームが、前記伝搬区域と前記完了区域の間に配置された追従区域を更に備え、前
記追従区域が前記ユーザによって加えられる開放力に対する抵抗を有し、前記追従区域の
前記抵抗が前記伝搬区域の抵抗よりも大きい、請求項２２に記載の使い捨て衣類。
【請求項２５】
　前記追従区域の前記抵抗が前記先行区域の抵抗よりも小さい、請求項２４に記載の使い
捨て衣類。
【請求項２６】
　前記閉じた側部境界面から延びるタブ部材を更に備える、請求項１５に記載の使い捨て
衣類。
【請求項２７】
　前記タブ部材が前記開始区域と少なくとも部分的に整列している、請求項２６に記載の
使い捨て衣類。
【請求項２８】
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　前記開始区域が前記タブ部材を備える、請求項２６に記載の使い捨て衣類。
【請求項２９】
　前記タブ部材が前記閉じた側部境界面の上側端部に近接して位置する、請求項２６に記
載の使い捨て衣類。
【請求項３０】
　前記タブ部材が前記閉じた側部境界面の中間部分に近接して位置する、請求項２４に記
載の使い捨て衣類。
【請求項３１】
　前記タブ部材が前記閉じた側部境界面の下側部分に近接して位置する、請求項２６に記
載の使い捨て衣類。
【請求項３２】
　前記開始区域が一対の伝搬区域の間に配置される、請求項１５に記載の使い捨て衣類。
【請求項３３】
　前記伝搬区域の少なくとも１つが互いに噛み合うフック及びループを備える、請求項３
２に記載の使い捨て衣類。
【請求項３４】
　前記閉じた側部境界面から延びると共に、前記開始区域と少なくとも部分的に整列して
いるタブ部材を更に備える、請求項３２に記載の使い捨て衣類。
【請求項３５】
　前側腰部区域、後側腰部区域、及び前記前側腰部区域と前記後側腰部区域の間に配置さ
れた股部区域を規定する使い捨て衣類であって、前記衣類は、
　前記前側腰部区域、前記股部区域、及び前記後側腰部区域に沿って延びる、横方向に向
かい合った第１及び第２の側縁部を規定するシャーシを備え、また
　閉じた側部境界面を形成して、前記閉じた側部境界面の下側端部に位置する脚部開口部
を規定すると共に、前記下側端部の上方に配置された前記閉じた側部境界面の上側端部に
おいて腰部開口部を少なくとも部分的に規定するため、前記前側及び後側腰部区域それぞ
れにおけるシームによって、前記側縁部の少なくとも１つがそれ自体に接合され、
　前記閉じた側部境界面から延びるタブ部材、及び
　前記タブ部材上に配置され、前記ユーザが見ることができると共に、前記タブ部材の使
用法を前記ユーザに伝達するしるしが設けられている、使い捨て衣類。
【請求項３６】
　前記しるしが矢印を含む、請求項３５に記載の使い捨て衣類。
【請求項３７】
　前記しるしが周りの衣類構成要素の色とは異なる色を含む、請求項３５に記載の使い捨
て衣類。
【請求項３８】
　前記しるしが文字を含む、請求項３５に記載の使い捨て衣類。
【請求項３９】
　前記しるしが手の図柄を含む、請求項３５に記載の使い捨て衣類。
【請求項４０】
　前記しるしが前記タブ上に印刷される、請求項３５に記載の使い捨て衣類。
【請求項４１】
　前記しるしが、前記タブ部材に取り付けられた補助層上に配置される、請求項３５に記
載の使い捨て衣類。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使い捨て吸収性物品に関し、特に、衣類を着用者から取り外すため着用者に
よって容易に開くことができる、信頼性の高いサイドシームを有する使い捨て衣類に関す
る。
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【背景技術】
【０００２】
　乳児及び他の失禁症者は、尿及び他の身体排出物を受け入れ収容するため、おむつなど
の使い捨て衣類を着用する。固定的な閉じた側部を有する使い捨てプルオン衣類は、歩行
ができ、且つ多くの場合は排泄のしつけ中である小児に対して使用されることが一般的に
なっている。これらのプルオン衣類は耳パネルを有し、それらの縁部は、互いに継ぎ合わ
され、ないしは別の方法で予め締結されて、２つの輪状の脚部開口部と輪状の腰部開口部
とを形成する。
【０００３】
　身体排出物を好適に収容すると共に、多岐にわたる身体の形状及びサイズに適合させる
ため、プルオン衣類は、胴体上のその位置から垂れ下がったり、弛んだり、又は滑り落ち
ることなく、着用者の腰部及び脚部の周りにぴったり適合する必要がある。そのようなプ
ルオン衣類の例が、例えば、米国特許第５，１７１，２３９号（イガウエ（Igaue）ら、
１９９２年１２月１５日発行）、米国特許第４，６１０，６８１号（ストローベーン（St
rohbeen）ら、１９８６年９月９日発行）、米国特許第４，９４０，４６４号（ヴァン・
ゴンペル（Van Gompel）ら、１９９０年７月１０日発行）、米国特許第５，２４６，４３
３号（ハッセ（Hasse）ら、１９９３年９月２１日発行）、米国特許第５，５６９，２３
４号（ブエル（Buell）ら、１９９６年１０月２９日発行）、及びＷＯ９６／３１１７６
（アシュトン（Ashton）、１９９６年１０月１０日公開）に開示されている。
【０００４】
　プルオン衣類の適切な適合は、衣類が着用者の下部胴体区域に対して適切な力を加える
と得ることができる。そのような力は、例えば、衣類が着用者に適用されると着用者の胴
体区域の上に広がる伸縮性シャーシを使用して得ることができる。伸張したシャーシによ
って得られる剪断力及び／又は引張り力は、おむつが着用されるとサイドシームに加えら
れ、使用中の着用者の動きによって増幅される。結果として、サイドシームは、それらの
力に耐えるように十分に強いものである必要がある。同時に、サイドシームは、物品が着
用者から取り外されるとき、ユーザによって加えられる開放力に対して予想通り機能しな
くなるものでなければならない。
【０００５】
　残念ながら、使用中の一体性を維持するための強度を要求するため、従来のサイドシー
ムは、ユーザによって加えられる開放力に対して確実に且つ予想通り機能しなくなるもの
ではない。結果として、ユーザがサイドシームを開こうとすると（例えば、衣類を取り外
す目的で）、サイドシームの周囲のおむつ部分はむしろ、予想できない形で破れたり機能
しなくなったりすることがある。
【０００６】
　更に、従来の衣類は、シームを最も容易に開くやり方に関して、有用な指示を何もユー
ザに提供しない。結果として、サイドシームはユーザによって開かれるように構成される
ものの、多くのユーザはこれを認識せず、その代わりに、汚れた衣類を着用者から取り外
す際、シャーシ自体又はシャーシに取り付けることができる耳パネル領域を引裂く。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、典型的には使用中に受ける力に耐える十分な堅牢性があるが、衣類が着用
者から取り外されるとき、予想通りの形で信頼性高く開かれるように構成された、吸収性
物品のためのサイドシームが必要とされている。わかりやすいシームの開きを提供するこ
とによってユーザが識別できる視覚的な指標を、衣類上に設けることが更に望ましいであ
ろう。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、腰部開口部及び一対の脚部開口部を規定するため、向かい合ったサイドシー



(6) JP 2009-509620 A 2009.3.12

10

20

30

40

50

ムに接合された一対の耳パネルを有する、使い捨てプルオン衣類を提供する。サイドシー
ムは、所望に応じて信頼性高く且つ予想通りに開くように構成される。
【０００９】
　本発明の１つの態様によれば、使い捨て衣類は、前側腰部区域、後側腰部区域、及び前
側腰部区域と後側腰部区域の間に配置された股部区域を規定する。衣類は、前側腰部区域
、股部区域、及び後側腰部区域に沿って延びる、横方向に向かい合った第１の側縁部及び
第２の側縁部を規定するシャーシを包含する。側縁部の少なくとも１つは、閉じた側部境
界面を形成して、閉じた側部境界面の下側端部に位置する脚部開口部を規定すると共に、
閉じた側部境界面の上側端部において腰部開口部を少なくとも部分的に規定するため、前
側腰部区域及び後側腰部区域それぞれにあるシームによって、それ自体に接合可能である
。継ぎ合わされていないギャップは、閉じた側部境界面によって規定される伸長方向に沿
って、腰部開口部からほぼ下向きに４ｍｍ～５０ｍｍの距離だけ延びる。
【００１０】
　本発明の別の態様によれば、使い捨て衣類は、前側腰部区域、後側腰部区域、及び前側
腰部区域と後側腰部区域の間に配置された股部区域を規定する。衣類は、前側腰部区域、
股部区域、及び後側腰部区域に沿って延びる、横方向に向かい合った第１の側縁部及び第
２の側縁部を規定するシャーシを包含する。側縁部の少なくとも１つは、閉じた側部境界
面を形成して、閉じた側部境界面の下側端部に位置する脚部開口部を規定すると共に、閉
じた側部境界面の上側端部において腰部開口部を少なくとも部分的に規定するため、前側
及び後側腰部区域のそれぞれのシームによって、それ自体に接合される。シームは、伝搬
区域の上方に配置された開始区域を備える。開始区域は、ユーザによって加えられる開放
力に対する抵抗を有し、その抵抗は伝搬区域の抵抗よりも小さい。開始区域は、伝搬区域
に対して、４：９６～３５：６５の範囲内の垂直距離比を規定する。
【００１１】
　本発明の更に別の態様によれば、使い捨て衣類は、前側腰部区域、後側腰部区域、及び
前側腰部区域と後側腰部区域の間に配置された股部区域を規定する。衣類は、前側腰部区
域、股部区域、及び後側腰部区域に沿って延びる、横方向に向かい合った第１の側縁部及
び第２の側縁部を規定するシャーシを包含する。側縁部の少なくとも１つは、閉じた側部
境界面を形成して、閉じた側部境界面の下側端部に位置する脚部開口部を規定すると共に
、下側端部の上方に配置された閉じた側部境界面の上側端部において腰部開口部を少なく
とも部分的に規定するため、前側腰部区域及び後側腰部区域それぞれにあるシームによっ
て、それ自体に接合される。タブ部材は、閉じた側部境界面から延び、ユーザが見ること
ができるしるしを包含する。しるしは、タブ部材の使用法をユーザに伝達する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本明細書で使用するとき、用語「吸収性物品」は、身体排出物を吸収し収容するデバイ
スを指し、より具体的には、身体から排泄される様々な排出物を吸収し収容するため、着
用者の身体に接して、又は近接して置かれるデバイスを指す。代表的な吸収性物品として
は、おむつ、トレーニングパンツ、プルオンパンツ型のおむつ（即ち、米国特許第６，１
２０，４８７号に例証されているような、予備成形された腰部開口部及び脚部開口部を有
するおむつ）、再締結可能なおむつ又はパンツ型おむつ、失禁用ブリーフ及び下着、おむ
つホルダー及びライナー、パンティライナーなどの女性用生理衣類、吸収性挿入物などが
挙げられる。
【００１３】
　本明細書で使用するとき、用語「おむつ」は、一般に、着用者の腰部及び脚部を取り囲
むようにして、乳児及び失禁症者が下部胴体の周りに着用する、尿及び糞便を受け入れ収
容するように特に適合された吸収性物品を指す。本明細書で使用するとき、用語「おむつ
」は以下に定義される「パンツ」も包含する。
【００１４】
　本明細書で使用するとき、用語「プルオン衣類」、「プルオンおむつ」、「パンツ」、
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「トレーニングパンツ」、「閉じたおむつ」、及び「予め締結されたおむつ」は、乳児及
び成人の着用者向けに設計され、規定された腰部開口部及び一対の脚部開口部を有し、脚
を脚部開口部に挿入し、物品を腰部の上まで引き上げることによって着用者の身体に着用
される使い捨て衣類を指す。パンツは、シームを使用して物品の部分を互いに接合するこ
とを包含するが、それに限定されないあらゆる好適な技術によって、予め締結されてもよ
い。パンツは、物品の周囲に沿ったあらゆる箇所で予備成形（例えば、側部で締結、前側
腰部で締結、後側腰部で締結）されてもよい。プルオン衣類は、身体から排泄される様々
な排出物を吸収し収容するように「吸収性」であることもできる。
【００１５】
　本明細書で使用するとき、用語「シーム」は、吸収性物品の２つの部分を接合するもの
であって、超音波シール接着、ヒートシール接着、高圧接着、ＲＦ接着、接着剤又は粘着
剤による接着、縫合接着、自己生成性接着、互いに噛み合うフック及びループによって締
結される接着（即ち、ベルクロ（Velcro）（登録商標）締結具）、ボタン、及びそれらの
組み合わせによって形成することができる閉鎖部材を指す。
【００１６】
　本明細書で使用するとき、用語「ユーザによって加えられる開放力」は、シームを開く
ことを意図して（例えば、衣類を着用者から取り外すことが望ましいとき）ユーザによっ
て加えられる力を指す。ユーザによって加えられる開放力の例としては、引裂き力が挙げ
られる。ユーザによって加えられる開放力としては、上から下の方向に加えられる力、下
から上の方向に加えられる力、及びシームの中央区域において加えられる上下に向かって
伝搬する力を挙げることができる。
【００１７】
　本明細書で使用するとき、「一体型」プルオン衣類は、統合された統一体を形成するた
め、互いに連結された別々の部品から形成されたプルオン衣類を指す。
【００１８】
　用語「耳パネル」は、衣類のシャーシも形成する少なくとも１つの層によって形成する
ことができる要素を指す（即ち、それらは、衣類に固定された別々に扱う要素ではなく、
むしろ、おむつの様々な層の１つ又は１つ以上から形成された、それらの層の延長部であ
る）。したがって、耳パネルはシャーシの一部分を規定する。或いは、耳パネルは、シャ
ーシに接合される別個の部材であることができる。
【００１９】
　使い捨て物品に関連して本明細書で使用するとき、用語「使い捨て」は、一般に、洗濯
するか、ないしは別の方法で吸収性物品として復元又は再使用することが意図されない（
即ち、使用後に廃棄し、好ましくは再利用し、堆肥化し、ないしは別の方法で環境に適合
した形で廃棄することが意図される）使い捨て物品を意味する。
【００２０】
　用語「パネル」は、プルオン衣類の領域又は要素を指す。
【００２１】
　用語「接合された」又は「接合する」は、ある要素を別の要素に直接固着することによ
って、その要素が別の要素に直接固定される構成、及び、ある要素を中間部材（１つ又は
複数）に固着し、それを別の要素に固着することによって、その要素が別の要素に間接的
に固定される構成を包含する。
【００２２】
　用語「非収縮状態」は、本明細書では、継ぎ合わされておらず、平坦で弛緩した状態で
あって、使用される弾性材がすべて取り除かれたプルオン衣類の状態を説明するために使
用される。
【００２３】
　本明細書で使用するとき、用語「身体に面する」及び「衣類に面する」はそれぞれ、要
素の、又は要素若しくは要素群の表面の相対位置を指す。「身体に面する」は、要素又は
表面が、着用中は着用者により近いことを意味する。「衣類に面する」は、要素又は表面
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が、着用中は着用者からより離れていることを意味する（即ち、要素又は表面は、使い捨
て吸収性物品の上に着用される場合がある着用者の衣類により近い）。
【００２４】
　本明細書で使用するとき、用語「配置された」は、要素が、他の要素との一体構造にお
ける特定の場所又は位置に取り付けられ、位置付けられることを指す。
【００２５】
　本明細書で使用するとき、用語「延長可能な」及び「延伸性」は、弛緩位置での構成要
素の幅又は長さを延長又は増加することができることを意味する。
【００２６】
　本明細書で使用するとき、用語「弾性」、「エラストマー」、及び「エラストマー性」
は、一般に破断又は断裂することなく少なくとも５０％の歪みまで延長することができ、
且つ、変形力が取り除かれた後、その元の寸法までほぼ回復することができる材料を指す
。
【００２７】
　図１及び２を参照すると、使い捨てプルオン衣類２０は、長手方向中心線１００及び横
方向中心線１１０に沿って延びる。本明細書において、「長手方向」は、プルオン衣類２
０が着用されているとき、直立している着用者を左右半身に分割する垂直面とほぼ整列し
ている（例えば、それにほぼ平行に延びる）プルオン衣類２０の面内の線、軸線、又は方
向を指す。本明細書において、用語「横方向」は、長手方向（着用者を前後半身に分割す
る）にほぼ直交する、プルオン衣類の面内にある線、軸線、又は方向を指す。長手方向の
４５°以内の方向は「長手方向」と見なされ、横方向の４５°以内の方向は「横方向」と
見なされる。
【００２８】
　プルオン衣類２０及びその構成要素材料はまた、使用中は着用者の皮膚の方に向く身体
に面する表面（図２では見る者に向いて示される）と、例えばプルオン衣類２０が下着と
して着用された場合に着用者の衣類の方に向く、身体に面する表面とは反対側の外側に面
する表面（図２では見る者から離れる方向に向いて示される）とを規定する。
【００２９】
　プルオン衣類２０は、前側腰部区域２６、後側腰部区域２８、及び前側腰部区域２６と
後側腰部区域２８の間に配置される股部区域３０を規定する。衣類２０は、前側腰部区域
２６、後側腰部区域２８、及び股部区域３０に提供されるシャーシ４１を包含する。シャ
ーシ４１は、長手方向に延びる向かい合った左側縁部１５０ａ及び右側縁部１５０ｂを規
定し、それらは、股部区域３０における衣類２０の横方向外縁部を規定する。シャーシ４
１は、向かい合った前側腰部縁部１５２及び後側腰部縁部１５３を更に規定し、それらは
、衣類２０の長手方向外縁部を規定する。
【００３０】
　シャーシ４１は、液体透過性トップシート２４、及びトップシート２４と関連付けられ
た液体不透過性バックシート２２を包含する。図２に示されるように、トップシート２４
とバックシート２２の間に吸収性コア２５を配置することができる。トップシート２４は
、使用中は着用者の身体に隣接して位置付けられる、プルオン衣類２０の身体に面する表
面を規定する。バックシート２２は、着用者の身体から離れて位置付けられる、プルオン
衣類２０の外側に面する表面を規定する。トップシート２４及びバックシート２２は、一
般に吸収性コア２５の寸法よりも長く、且つ吸収性コア２５の縁部を超えて延びる長さ寸
法及び幅寸法を有し、それによって衣類２０の側縁部１５０ａ～ｂ及び腰部縁部１５２及
び１５３を形成する。
【００３１】
　トップシート２４、バックシート２２、及び吸収性コア２５は、様々な周知の構成で組
み立てられてもよく、代表的なシャーシの構成が、米国特許第３，８６０，００３号、名
称「使い捨ておむつのための収縮可能な側部（Contractible Side Portions for Disposa
ble Diaper）」（ケネス　Ｂ．ブエル（Kenneth B.Buell）、１９７５年１月１４日発行
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）、及び米国特許第５，１５１，０９２号、名称「予め配置された弾力性曲げヒンジを有
する動的に弾性的な腰部機構を備えた吸収性物品（Absorbent Article With Dynamic Ela
stic Waist Feature Having A Predisposed Resilient Flexural Hinge）」（ケネス　Ｂ
．ブエル（Kenneth B.Buell）ら、１９９２年９月２９日発行）に概ね記載されている。
【００３２】
　シャーシ４１は、前側腰部区域２６に配置された、向かい合った横方向外向きに延びる
左前側耳パネル４６ａ及び右前側耳パネル４６ｂを更に包含することができる。シャーシ
４１は、後側腰部区域２８に配置された、向かい合った横方向外向きに延びる左後側耳パ
ネル４８ａ及び右後側耳パネル４８ｂを更に包含することができる。前側耳パネル４６ａ
及び４６ｂはそれぞれ前側腰部区域２６内において、前側腰部縁部１５２と対応する側縁
部１５０ａ及び１５０ｂとの間を延びる、向かい合った左側縁部２４０ａ及び右側縁部２
４０ｂを規定する。後側耳パネル４８ａ及び４８ｂはそれぞれ後側腰部区域２８内におい
て、後側腰部縁部１５３と対応する側縁部１５０ａ及び１５０ｂとの間を延びる、向かい
合った左側縁部２４２ａ及び右側縁部２４２ｂを規定する。本明細書において、左側耳パ
ネル４６ａ及び右側耳パネル４６ｂはまとめて耳パネル４６と称され、左側耳パネル４８
ａ及び右側耳パネル４８ｂはまとめて耳パネル４８と称される。
【００３３】
　側縁部（２４０ａ、１５０ａ、及び２４２ａ）（側縁部１５０ａを側縁部２４０ａ及び
２４２ａに接合する区域を包含する）は、１つの横方向に配置されると共に長手方向に延
びる衣類２０の左側縁部１５１ａを累積的に規定する。同様に、側縁部（２４０ｂ、１５
０ｂ、及び２４２ｂ）（側縁部１５０ａを側縁部２４０ａ及び２４２ａに接合する区域を
包含する）は、横方向に配置されると共に長手方向に延びる、対向する衣類２０の右側縁
部１５１ｂを累積的に規定する。衣類２０は、前側腰部区域２６における左側縁部１５１
ａを後側腰部区域２８における左側縁部１５１に接合することによって形成される、閉じ
た左側境界面２４１ａを規定することができる。衣類２０は、前側腰部区域２６における
右側縁部１５１ｂを後側腰部区域２８における右側縁部１５１ｂに接合することによって
形成される、閉じた右側境界面２４１ｂを更に規定することができる。側縁部それぞれを
前側腰部区域２６及び後側腰部区域２８においてそれ自体に接合することで、腰部開口部
３６及び一対の脚部開口部３４を包含するパンツ様衣類が規定されるとともに、側縁部の
１つのみを前側腰部区域２６及び後側腰部区域２８においてそれ自体に接合することで、
脚部開口部３４が規定されると共に腰部開口部３６が部分的に規定されることを理解され
たい。
【００３４】
　最も外側の縁部２４０の少なくとも１つ（図示のように右側縁部２４０ｂ）は、衣類２
０が非収縮状態のとき、長手方向中心線１００から不均一な横方向距離ＬＤを有すること
ができる。同様に、最も外側の縁部２４２の少なくとも１つ（図示のように右側縁部２４
２ｂ）は、衣類２０が非収縮状態のとき、長手方向中心線１００から不均一な横方向距離
ＬＤを有することができる。本発明の１つの態様では、衣類２０がその非収縮状態のとき
、外縁部２４０ａ～ｂからの横方向距離ＬＤは、前側腰部縁部１５２から横方向中心線１
１０に向かう方向（図１に示される腰部開口部３６から対応する脚部開口部３４に向かっ
て延びる方向に対応）に増える。更に、衣類がその非収縮状態のとき、外縁部２４２ａ～
ｂからの横方向距離ＬＤは、後側腰部縁部１５３から横方向中心線１１０に向かう方向（
図１に示される腰部開口部３６から対応する脚部開口部３４に向かって延びる方向に対応
）に増える。或いは、耳パネル側縁部２４０ａ～ｂ及び２４２ａ～ｂのどちらか又は両方
に対応する横方向距離ＬＤは、衣類２０がその非収縮状態のとき、対応する前側腰部縁部
から横方向中心線１１０に向かう方向に減少するか、又はほぼ一定のままであることがで
きる。
【００３５】
　本発明の特定の態様によれば、耳パネル４６及び４８の少なくとも１つ又は両方は、少
なくとも横方向に弾性的延伸性をもつ。代替実施形態では、耳パネル４６及び４８は、横
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方向及び長手方向の両方に弾性的延伸性をもつ。本明細書では、「延伸性」は、不適当に
断裂することなく、少なくとも一方向にある程度まで延びることができる材料を指す。本
明細書において、「弾性」及び「弾性的延伸性」は、材料を延長していた力が取り除かれ
た後、ほぼその元の寸法まで戻る能力を有する延伸性材料を指す。本明細書において、「
延伸性」と説明されるあらゆる材料又は要素は、特に規定がない限り弾性的延伸性でもあ
る。延伸性耳パネル４６及び４８は、最初にプルオン衣類を着用者に合わせて適合させ、
この適合を、プルオン衣類に排出物が取り込まれたときからかなり後までの着用時間の間
ずっと持続させることにより、より快適で身体にあった適合を提供するが、これは、耳パ
ネル４６及び／又は４８によって、プルオン衣類の側部が伸縮できるようになるためであ
る。
【００３６】
　耳パネル４６及び４８は、プルオン衣類２０と一体的に形成することができる（即ち、
それらは、プルオン衣類２０に固定された別々に扱う要素ではなく、むしろ、プルオン衣
類２０の様々な層の１つ又は１つ以上から形成された、それらの層の延長部である）。一
実施形態では、耳パネル４６及び４８はそれぞれシャーシ４１の突出した部材である。耳
パネル４６及び４８は、シャーシ４１の一部を形成し、耳パネル４６及び４８まで連続的
に延びる、少なくとも１つの単一要素又は連続的なシート材料（例えば、図３の不織布外
側カバー７４）を包含することができる。或いは、耳パネル４６及び４８は、シャーシ４
１の一部を形成する何らかの単一要素を有さない別個の部材であってもよく、あらゆる既
知の取付け方法を使用して、別個の部材をシャーシ４１の対応する側部に接合することに
よって形成されてもよい。
【００３７】
　図（１、２、及び４Ａ）を参照すると、プルオン衣類２０は、耳パネル４６及び４８か
ら横方向外向きに延びるシームパネル６６を更に包含することができる。各シームパネル
６６は、対応する耳パネル４６及び４８の、又はそれに使用される構成要素の少なくとも
１つの延長部であることができる。或いは、シームパネル６６は、対応する耳パネル４６
及び４８の少なくとも１つに取り付けられた、そこから横方向外向きに延びる別個の部材
であることができる。したがって、シームパネル６６は重なり合って、ほぼ垂直に伸長す
る閉じた側部境界面２４１を規定し、それらは継ぎ合わされて、衣類を少なくとも部分的
に閉鎖し、上述したように、２つの輪状の脚部開口部３４及び輪状の腰部開口部３６を形
成することができる。したがって、各シームパネル６６は、対応する縁部２４０ａ及び２
４０ｂに沿って耳パネル４６ａを耳パネル４８ａに接合する第１のシーム３２ａによって
取り付けることができ、対応する縁部２４０ｂ及び２４２ｂに沿って耳パネル４６ｂを耳
パネル４８ｂに接合する第２のシーム３２ｂに沿った場所を規定する。本発明の特定の態
様によれば、シーム３２ａ及び３２ｂは、消費者が受け取る包装の中に衣類２０を配置す
る前に、メーカーによって予め締結させることができ、消費者は予め締結された衣類を包
装から取り出すことができるる。
【００３８】
　図４Ａを引き続き参照すると、各シーム３２は、縁部２４０ａと２４２ａの間の側部境
界面２４１ａ内に描かれてもよいあらゆる直線から決定することができる、継ぎ合わせ軸
線２３０上に形成される。継ぎ合わせ軸線２３０は、対応する縁部２４０及び２４２に沿
って形成され、それに平行に延びることができる。代替実施形態によれば、側部境界面２
４１ａを均等に分割する直線が、図４Ａに示されるような継ぎ合わせ軸線２３０として選
択される。各シーム３２は、互いに離間し、継ぎ合わせ軸線２３０上に（又はほぼそれに
沿って）形成された、複数の別個の継ぎ合わせ接着部２３６から形成することができる。
【００３９】
　シーム３２の接着部２３６は、耳パネル４６及び４８に用いられる特定の材料に適した
、当該技術分野において既知のあらゆる好適な手段によって得ることができる。したがっ
て、好適な接着のタイプとしては、超音波シール接着、ヒートシール接着、高圧接着、Ｒ
Ｆ接着、接着剤又は粘着剤による接着、縫合接着、自己生成性接着、フック及びループに
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よって締結される接着、ボタン、及びそれらの組み合わせなどの別個の接着部が挙げられ
る。本発明の１つの態様によれば、シームパネル６６は、衣類２０を適用し着用している
間、シーム３２にかかる力及び応力に耐える、熱／圧力溶接又は超音波溶接の予め定めら
れたパターンによって接合される。
【００４０】
　本発明の１つの態様では、継ぎ合わせ軸線２３０は、衣類２０の非収縮状態における長
手方向中心線１００の方に片寄っている。継ぎ合わせ軸線２３０は、それ自体と長手方向
中心線１００との間の横方向距離を規定し、それは、腰部開口部３６から脚部開口部３４
に向かう方向に増加する。或いは、シーム３２は、継ぎ合わせ軸線２３０と長手方向中心
線１００の間の横方向距離が、腰部開口部３６から客部開口部３４に向かう方向に減少す
るように構成することができる。
【００４１】
　耳パネル４６及び４８の縁部２４０及び２４２は、重なり合う構成又は表面を接した構
成を規定することができる。例えば、図１に示されるように、前側耳パネル４６及び後側
耳パネル４８の長手方向に整列している縁部は、重ね合わされ、直接又は間接的に（例え
ば、側部シームパネル６６によって）継ぎ合わされて、重なり合った（即ち、内面と外面
を接した、若しくはその逆の）構成を規定する。或いは、図７を参照すると、長手方向に
整列している前側耳パネル４６及び後側耳パネル４８は、内面と内面を接した構成で締結
される。更に別の方法として、長手方向に整列している前側耳パネル４６及び後側耳パネ
ル４８は、外面と外面を接した構成で締結することができる。内面と内面を接した構成及
び外面と外面を接した構成は、本明細書では、「突き合わせシーム」とも称される。
【００４２】
　パネル４６及び４８は延伸性なので、衣類２０が着用されると、使用中はシーム３２全
体にわたって相当な力が発生し得る。例えば、シーム３２が図１に示されるように重なり
合った構成を規定する場合、シーム３２は、衣類２０を適用し使用する間、側縁部２４０
及び２４２を分離する傾向がある相当な剪断力を受ける可能性がある。或いは、シーム３
２が図４Ａに示されるように表面を接した構成を規定する場合、シーム３２は、衣類２０
を適用し使用する間、側縁部２４０及び２４２を分離する傾向がある相当な引張り力を受
ける可能性がある。シーム３２が重なり合ったシーム又は突き合わせシームのどちらであ
っても、使用中にシーム３２に対して付与される力は、着用者の動きに応じて増幅される
。それ故に、シーム３２における接着部２３６は、通常の使用の間それらの一体性を十分
に維持できる強度があり、ユーザが衣類２０を着用者から取り外そうとするとき、信頼性
高く破断可能な接着を提供する接着特性を有して配列される。
【００４３】
　それ故に、シーム３２が、使用中に受ける力に十分に耐える強度をもつと同時に、ユー
ザによって加えられる開放力に応じて予想通りに信頼性高く開くことを確保するため、シ
ーム３２は複数の区域に分割することができる。具体的には、図４Ａに示されるように、
シームは、開始区域４９、先行区域５１、伝搬区域５３、追従区域５５、及び完了区域５
７を規定することができる。開始区域４９は、腰部開口部３６に近接した場所から下に延
び、先行区域５１は、開始区域４９から対応する脚部開口部３４に向かって下に延びる。
伝搬区域５３は、先行区域５１から脚部開口部３４に向かって下に延び、脚部開口部３４
の手前で終端する。追従区域５５は、伝搬区域５３から脚部開口部に向かって下に延び、
脚部開口部の手前で終端する。完了区域５７は、追従区域５５から下に延び、脚部開口部
３４で終端することができる。
【００４４】
　区域（４９、５１、５３、５５、及び５７）はそれぞれ、接着部２３６の接着のタイプ
、接着強度、接着密度（即ち、所与の区域内における単位面積当たりの接着部の数）、幾
何学的形体（例えば、円形、楕円形、三角形、正方形、矩形、及び他の多角形を包含する
接着部２３６の形状）、長さ、幅、並びに空間的配置に関して互いに異なることができる
。区域（４９、５１、５３、５５、及び５７）は、更に、断続的又は連続的（例えば、垂
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直方向に関して）に接着することができる。それ故に、区域（４９、５１、５３、５５、
及び５７）は、不均質な接着特性を有することができると言える。更に、区域（４９、５
１、５３、５５、及び５７）それぞれの中の接着部は、不均質な接着特性を規定すること
ができる。以下にそれぞれ記載される区域（４９、５１、５３、５５、及び５７）の２つ
又は２つ以上にわたって、特定の接着特性が均質であってもよいことを更に理解されたい
。
【００４５】
　特に、図４Ａを引き続き参照すると、開始区域４９は、腰部開口部２６と閉じた側部境
界面２４１にある先行区域５１との間に、シーム３２を開いたときにユーザにてこ作用を
提供するのに十分なサイズにされた、材料の非接着長さを作り出すことが意図される。図
示されるように、開始区域４９の上側端部は腰部開口部３６で終端し、開始区域の下側端
部は先行区域５１で終端する。本発明の１つの態様によれば、開始区域４９の長さ（衣類
２０が図４Ａに示されるパンツとして構成されたときの垂直長さ）と伝搬区域５３の長さ
との比は、約４：９６～３５：６５、或いは４：９６～２０：８０である。本発明の別の
態様によれば、開始区域４９とシーム３２の残りとの長さ比は、約４：９６～３５：６５
、或いは約４：９６～２０：８０である。
【００４６】
　本発明は、開始区域がより長くなると、シーム３２を開いたときにユーザに提供される
てこ作用が増加するものと認める。開始区域４９によって提供されるてこ作用の結果とし
て、ユーザによって加えられる開放力は、開始区域４９の下方で開かれている接着部２３
６において増幅される。しかしながら、開始区域がより長いと、シーム３２における利用
可能な接着面積が減少する。したがって、使用中に受ける力に耐えるシームを提供すると
同時に、本発明の一実施形態は、必要なてこ作用を提供する開始区域４９を有するシーム
３２を提供するものである。本発明の特定の態様によれば、開始区域４９は、約４ｍｍ～
１５ｍｍ（即ち、５ｍｍ、６ｍｍ、７ｍｍ、８ｍｍ、９ｍｍ、１０ｍｍ、１１ｍｍ、１２
ｍｍ、１３ｍｍ、及び１４ｍｍを包含する）によって規定されるその間の下側端部を有し
、且つ約１５ｍｍ、３０ｍｍ、４０ｍｍ、及び５０ｍｍによって規定されるその間の上側
端部を有する範囲内の距離だけ、腰部開口部３６から下に延びる。本発明の別の態様によ
れば、開始区域４９は、閉じた側部境界面２４１の長さの３０％まで、或いはシーム３２
の長さの３０％までの距離だけ、腰部開口部３６から下に延びることができる。
【００４７】
　開始区域４９は、図４Ａに示されるように、腰部開口部３６と先行区域５１の間にギャ
ップを提供するため、完全に非接着である（即ち、継ぎ合わされていない）ことができる
。本明細書全体を通して使用されるとき、用語「非接着」は、他の材料に接合されていな
い部分を指す。開始区域４９は、図示されるように、閉じた側部境界面２４１の上側端部
に位置付けられるが、当業者であれば、別の方法として、開始区域４９を閉じた側部境界
面２４１の下側端部に配置できることを理解するであろう。それ故に、開始区域４９は、
結果として、物品２０の上側縁部又は下側縁部（すなわち、腰部開口部３６又は脚部開口
部３４）と、シーム３２に開放力を加えたときにユーザに提供されるてこ作用を増加させ
るシーム３２の要素の１つとの間に、最小垂直距離を包含する「ギャップ」を提供すると
言える。
【００４８】
　或いは、図４Ｂに示されるように、開始区域４９は、耳パネル４６及び４８を互いに留
めて、耳パネルが使用中に予測できない形で垂れ下がらないと同時に、シーム３２が意図
せずに開かないように、１つ又は１つ以上の安定化接着部２３６を包含することができる
。図４Ｃに示されるように、伝搬区域４９の１つ又は１つ以上の接着部２３６を、閉じた
側部境界面２４１ａの上側端部に隣接して（即ち、上側端部１５２及び／又は上側端部１
５３に隣接し、且つ腰部開口部３６にも隣接して）配置することができる。開始区域が接
着された場合、その中の接着部２３６は、比較的小さいか又はわずかな接着強度を有し、
ユーザによって加えられる開放力に対してほぼ抵抗せず、更に、衣類を適用し使用する間
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の相当な剪断力に耐えることができない場合がある。理論によって束縛されるものではな
いが、本発明者らは、開始区域４９に隣接した区域の接着強度は、使用中の力を吸収し、
使用中の開始区域４９が意図せずに開かない十分な強度であることができると考える。
【００４９】
　開始区域４９が接着されるか、接着されないか、又は両方の組み合わせであるかに関わ
らず、開始区域４９は、先行区域５１、伝搬区域５３、追従区域５５、及び場合によって
は完了区域５７の抵抗よりも小さな接着強度をもつ（即ち、ユーザによって加えられる開
放力に対する抵抗を提供する）と言える。本発明は、開始区域４９内の接着部２３６は使
用中に機能しなくなってもよいことを認める。しかしながら、開始区域４９は、シーム３
２を開くときにユーザにてこ作用を提供する、取り付けられていない、又は容易に取外し
可能なサイドシーム部分を包含することが意図されるので、そのような故障は本発明の教
示に反しない。サイドシーム３２は、開始区域４９内の接着部２３６が使用中に機能しな
くなる場合であっても、その意図される接着の一体性を維持するように構成される。
【００５０】
　図４Ａを再び参照すると、先行区域５１は、通常の使用中に受ける力に対してシーム３
２が開かない十分な強度を示し、更に、ユーザによって加えられる開放力に対して大幅に
増加した抵抗を提供する。先行区域５１における大きい接着強度は、衣類２０を着用者に
適用する間、又は使用中に受ける高い剪断力及び／又は引張り力に耐え、それによってシ
ーム３２が意図せずに開かないように構成される。しかしながら、上述したように、開始
区域４９において分離された耳パネル４６及び４８によって提供されるてこ作用は、有利
には、ユーザによって加えられる開放力を増幅し、ユーザが先行区域５１を容易に開くこ
とができるようにする。
【００５１】
　図４Ａに示されるように、先行区域５１は、開始区域４９、伝搬区域５３、又は更に言
えばシーム３２全体に存在してもよい他の接着部２３６よりも、大幅に大きな接着強度（
即ち、ユーザによって加えられる開放力に対する抵抗）を有する１つの接着部２３６を包
含することができる。或いは、先行区域５１は、いずれかの所望の構成で空間的に配置さ
れた接着部２３６の塊を備えることができる。本発明者らは、近接した接着部２３６の塊
は、塊を形成する個々の接着部それぞれを開く開放力よりも大きなユーザによって加えら
れる開放力を累積的に必要としてもよいことを認める。例えば、図４Ｄを参照すると、先
行区域５１は、図示されるように垂直に整列した一対の接着部２３６を備えることができ
る。或いは、図４Ｅを参照すると、先行区域５１は、図示されるように水平に整列した一
対の接着部２３６を備えることができる。更に別の方法として、図４Ｆを参照すると、先
行区域５１は、図示されるように垂直及び水平に整列した二対の接着部２３６を備えるこ
とができる。当業者であれば、図４Ａ及び４Ｄ～４Ｆは代表的な先行区域構成を表してい
るに過ぎず、接着部２３６の数は図示されているよりも多数であることができ、上述した
ように、先行区域がユーザによって加えられる開放力に対する抵抗を提供する限り、接着
部２３６の向きも異なることができることを容易に理解するであろう。
【００５２】
　したがって、先行区域５１は、衣類２０を適用し着用している間の望ましくない失敗を
しない、補強領域を提供することが理解されるであろう。
【００５３】
　伝搬区域５３は、特に先行区域５１と組み合わせて使用されたとき、使用中の力に十分
に抵抗する強度をもつ複数の接着部２３６を含む。理論によって束縛されるものではない
が、先行区域５１の接着強度は、適用し使用する間に受ける力の大部分を吸収するので、
伝搬区域５３の接着強度は先行区域５１の接着強度よりも小さいものであることができる
（但し、開始区域４９の接着強度よりも大きい）と考えられる。伝搬区域５３は、ユーザ
によって加えられる開放力に対する抵抗を提供し、それは、先行区域５１の抵抗よりも小
さいが、開始区域４９の抵抗よりは大きい。先行区域５１は伝搬区域５３よりも強いので
、先行区域５１において接着部２３６を開くユーザによって加えられる開放力は、１つの
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連続動作として順に伝搬区域５３においても接着部２３６を開くことができる。
【００５４】
　伝搬区域５３内の接着部２３６は、整列した（且つ図４Ａに示されるようにほぼ垂直に
延びる）一対の隣接した接着部の縦列として配置して、ユーザがシーム３２に対して開放
力を加え続けると、接着部の開放を伝搬する助けとすることができる。或いは、図４Ｇに
示されるように、伝搬区域５３内の接着部２３６は交互にずらすことができ、又は、図４
Ｈに示されるように、伝搬区域５３内の接着部２３６は、継ぎ合わせ軸線２３０に沿って
延びる、若しくはそれに平行な単一の接着部の縦列を形成することができる。接着部２３
６は更に、２つ以上の縦列で配置することができる。当業者であれば、伝搬区域５３内の
接着部２３６は、所望の力における接着部２３６の開放を容易にするのに適したあらゆる
規則的又は不規則な構成で空間的に配置できることを理解するであろう。
【００５５】
　例えば、図４Ｉに示される別の代替実施形態によれば、伝搬区域５３（及び、実際には
区域のいずれか）内の接着部２３６は、伸長軸線２３７に沿って延びることができ、これ
は衣類２０の使用中及び適用中に受ける剪断力に対する抵抗を向上させ、更に、ユーザに
よって加えられる開放力に応じて信頼性が高く予想通りの開放を提供するとともにユーザ
によって加えられる開放力に対する抵抗を低減させ、接着部２３６の延長方向にほぼ平行
に（即ち、ほぼ垂直に）延びる。軸線２３７は垂直に延びることができ、又は、軸線は、
腰部開口部３６から脚部開口部３４に向かう方向で垂直に対して増加する角度θを規定す
ることができるが、例えば、ユーザが１つの連続動作で衣類２０を開く場合、ユーザによ
って加えられる力もまた、この形で増加し得るものと理解される。
【００５６】
　接着強度がより高いと、使用中に受ける剪断（sear）力及び引張り力に対する抵抗が付
加されるので、開始区域４９の接着強度は、腰部開口部３６から脚部開口部３４に向かう
方向で増加することができることを理解されたい。しかしながら、シーム３２が連続的に
開かれるにしたがってユーザに与えられるてこ作用が増加するので、より大きい接着強度
は、シーム３２を開いているユーザには感じられなくてもよい。
【００５７】
　図４Ａに示されるように、追従区域５５は、伝搬区域５３と完了区域５７の間に配置す
ることができ、伝搬区域５３の接着強度よりもわずかに大きい接着強度（即ち、ユーザに
よって加えられる開放力に対する抵抗）を有する１つ又は１つ以上の接着部２３６を包含
することができる。本発明者らは、腰部開口部３６付近で受けるピークの力は、脚部開口
部３４付近で受けるピークの力よりも大きく、結果として、追従区域５５の接着強度は先
行区域５１の接着強度よりも小さいものであり得ると予測する。或いは、当業者であれば
、追従区域５５は、先行区域５１の抵抗にほぼ等しい、又はそれよりも大きい、ユーザに
よって加えられる開放力に対する抵抗を提供でき、上述したように、接着強度は、腰部開
口部３６から脚部開口部３４に向かう方向で増加できるものと理解されることを認識する
であろう。
【００５８】
　完了区域５７は、ユーザが同じ動作で耳パネル４６及び４８の分離を容易に完了できる
ように構成することができる。したがって、完了区域５７は、上述した開始区域４９に対
して対称的に作成することができ、伝搬区域５３及び追従区域５５を介して加えられる、
ユーザによって加えられる開放力に応じて容易に開くように構成される。
【００５９】
　具体的には、完了区域５７は、図４Ａに示されるように完全に非接着であるか、或いは
、開始区域４９において求められる接着強度にほぼ類似するか、それと同一であるように
作成された接着強度を完了区域５７に提供する、１つ又は１つ以上の接着部２３６（図４
Ｋを参照）を包含することができる。本発明は、ユーザがサイドシーム３２全体に下向き
の連続的な開放力を加えた場合、垂直から徐々に角度を成してずれていく方向で力が加え
られることを認める。完了区域５７の接着部２３６が強過ぎる場合、力が、接着部２３６
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ではなくパネル６６の裂けたり又は機能しなくなったりする傾向が増加する。対応する脚
部開口部３４から延びる完了区域５７の少なくとも一部分は非接着であることができるの
で、米国特許公開２００３／０１２０２４０Ａ１（２００３年６月２６日公開、ブエル（
Buell）ら）に記載されているように、着用者の皮膚に赤く跡が付き、着用者が不快と感
じる例は、一般に、本発明によって低減することができる。更に、完了区域５７の少なく
とも一部分は接着されていないので、ユーザによって加えられる開放力の適用を開始する
ため、完了区域５７をユーザが掴むことができる。
【００６０】
　本発明の特定の態様によれば、シーム３２は、５つの区域（４９、５１、５３、５５、
及び５７）を規定するが、特に指定しない限り、本発明の範囲から逸脱することなく、シ
ーム３２は１つ又は１つ以上の区域を省略することができることを理解されたい。或いは
、シーム３２は、特に指定しない限り、本発明の範囲から逸脱することなく、記載された
５超過の区域を包含することができる。更に別の方法として、図８Ａ及び８Ｂを参照して
より詳細に後述されるように、特定の区域が異なる相対位置で配置されてもよい。したが
って、特に指定しない限り、本発明は、図示され上述された実施形態の区域（４９、５１
、５３、５５、及び５７）の相対位置及び構成に限定されるものではない。
【００６１】
　更に、区域（４９、５１、５３、５５、及び５７）は、図示された個々の接着部２３６
を備えていなくてもよく、その代わりに、従来のフック・ループ式締結具を備えることが
できる。したがって、本明細書で使用するとき、用語「接着された」は、２つの要素に関
連して、２つの要素を互いに接続するあらゆる締結具（別個の接着部又は連続的な機械的
締結具）を指す。
【００６２】
　区域（４９、５１、５３、５５、及び５７）はそれぞれ、ユーザによって加えられる開
放力に応じて、それに対応する接着部（１つ又は複数）２３６を開くように構成されるが
、本発明は、場合によっては、サイドシーム３２を取り囲む衣類２０の部分が、シーム３
２を開くと同時に、場合によっては代わりに裂けるか機能しなくてもよいことを認める。
しかしながら、そのような裂け又は不具合は従来技術に対して低減され、従来の吸収性物
品におけるよりもサイドシーム３２に近い位置に配置される。したがって、サイドシーム
３２を取り囲む衣類２０の部分が裂けるか機能しなくなる場合であっても、開放力が継続
するにつれて、周りの衣類２０の裂けまたは不具合は止み、接着部２３６は再び分離され
るので、耳パネル４６及び４８は開き続けることが可能である。
【００６３】
　代表的な接着のパターン及び特性を図示し上述してきたが、本発明は、当業者には理解
されるように、使用中に受ける剪断力に耐え、ユーザによって開放力が加えられると信頼
性高く且つ予想通りに機能しなくなる、あらゆる接着のパターン又は構成を包含するもの
とする。
【００６４】
　図４Ａを再び参照すると、衣類２０は、所定のシーム３２を含むシームパネル６６の少
なくとも１つ（したがって、耳パネル４６及び４８の１つ又は両方）から延びる、少なく
とも１つの引き剥がしタブ３１を包含することができる。タブ３１は、対応するシームパ
ネル６６又はそれに使用される構成要素の少なくとも１つの延長部であることができる。
或いは、引き剥がしタブ３１は、所望に応じてシームパネル６６に取り付けられる別個の
部材であることができる。タブ３１は、少なくとも約５～１５ｍｍ（その間の１ｍｍの増
分を包含する）の距離だけ、シームから外向きに延びることができ、側部境界面２４１ａ
の上側端部に近接して配置することができる。タブ３１は、上側端部１５２又は１５３と
整列させることができる、又は図４Ａに示されるように腰部開口部３６のわずかに下に配
置することができる、シームパネル６６から外向きに延びる上側端部を有する。本発明の
特定の態様によれば、上側端部は、腰部開口部３６の約０ｍｍ～１０ｍｍ（１、２、３、
４、５、６、７、８、及び９ｍｍを包含する）下を包含する範囲内に配置される。有利に
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は、タブ３１の上側端部は、シーム３２を開くときにユーザに提供されるてこ作用を増加
させるため、先行区域５１（もし存在していれば）の上に配置される。タブ３１は、シー
ムパネル６６から外に延びる、上側端部から下の実質上いずれかの距離を規定する下側縁
部を更に規定する。下側縁部は、脚部開口部３４の上に配置することができ、又は脚部開
口部３４まで下に延びることができる。
【００６５】
　したがって、タブ３１は、図４Ａに示されるように、開始区域４９と横方向に部分的に
整列させるか、又は、図４Ｄに示されるように、開始区域４９及び先行区域５１と部分的
に整列させることができる。但し、タブ３１は、別の方法として、プルオン衣類２０が汚
れた後、シーム３２における意図的な開放を容易にする別のいずれかの形で、位置付け配
置することができることを理解されたい。例えば、タブ３１は、シーム３２又は閉じた側
部境界面２４１の全長にほぼ沿って延びることができる。タブ３１は、衣類２０を着用者
から取り外すため、サイドシーム３２に開放力を加えるときに、ユーザによって把持され
るように構成され、有利には、ユーザの指と開かれている接着部２３６との間により大き
な距離（したがって、より大きなモーメントのアーム）を提供する。この点において、例
えば、伝搬区域５３又は先行区域５１がほぼ腰部開口部３６まで延びる場合、開始区域４
９はタブ３１を包含するか、又はそれのみによって規定され得ることを理解されたい。
【００６６】
　図４Ａを引き続き参照すると、引き剥がしタブ３１は、対応するその下の耳パネル４８
から離れており、したがって容易にユーザが見ることができる。或いは、タブ３１は、可
剥性の接着剤若しくは粘着剤のいずれかを介して、又はフック及びループなどのあらゆる
好適な機械的締結要素によって、対応するその下の耳パネル４６及び４８に締結すること
ができ、或いは、タブ３１がその下の耳パネル４８から容易に分離できるようにして、軽
く留め付けることができる。タブ３１は、タブ３１の露出表面（衣類構成要素に向いた表
面の反対側に配置された表面）上に印刷することができる、いずれかの好適なしるし３５
を更に設けることができる。或いは、しるし３５は、タブ３１に固着された補助層上に配
置することができる。したがって、しるし３５は、衣類２０を着用者から取り外そうとす
るユーザが見ることができる。本明細書で使用するとき、語句「～上に配置される」は、
しるし３５に関して使用される場合、情報のしるし３５が、タブ部材３１に適用されるか
、その上に形成されるか、別の方法でそれに設けられることを意味する。
【００６７】
　好適なしるし３５としては、図柄（図４Ａに示される矢印など）、文字（図５Ａに示さ
れる「ここを引張る」若しくは「ここを開く」、又はタブ３１の使用法を伝達する他の好
適な言葉）、シャーシ４１などの周りの衣類構成要素とは異なる色で着色された区域（図
５Ｂに概略的に示される）、及び、タブ３１の可視性と直感的な使用を促進するそれらの
組み合わせを挙げることができる。更に、接着部２３６、耳パネル４６及び４８（その１
つ又は１つ以上の構成要素を包含する）、弾性部材７０、シームパネル６６、及び閉じた
側部境界面２４１は、一般に、異なる色又は異なるパターンにすることができ、或いは、
様々な構成要素と対照を成し、それによってそれらの可視性を増加させ、それらの直感的
な使用をユーザに伝達する他の識別用のしるしを有することができる。本明細書で使用す
るとき、用語「伝達する」は、ユーザの中での認知的応答の際の、又はそれを引き起こす
アイデア又はメッセージに注意を引き付ける、情報の画像の能力を指す。しるし３５は、
絵文字、写真、描画、まんが、又はロゴを更に包含することができるが、それらに限定さ
れない。しるし３５は、単一のアイコン又は一連の同じ若しくは異なるアイコンであって
もよい。
【００６８】
　次に図５Ｃを参照すると、別の実施形態では、しるしは、物品が画像の位置で把持され
るものであることをユーザに伝達するため、手の図柄を備える。本明細書で使用するとき
、語句「手の図柄」は、手、腕若しくは身体の一部を有する手、又は、掌、１本若しくは
１つ以上の指、１つ若しくは１つ以上の指先など、その１つ又は１つ以上の部分を模して
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形成された画像を指す。
【００６９】
　米国特許出願第１１／０３８，６０６号及び米国特許出願第１１／０８３，６０７号（
両方共、２００５年３月１８日出願、ドナルド・Ｃ．ロー（Donald C. Roe）ら）に記載
されているように、上述した画像以外の図柄を使用して、ユーザの注意を引き付け、把持
位置を示すことができる。
【００７０】
　シーム３２が上述したようなタイプの重なり合った構成を規定するとき、タブ３１は、
衣類２０が着用されたときにユーザに対して露出され、露出した耳パネル４６の外縁部（
図４Ａに示される縁部２４０ａ）から横方向外向きに延びる。したがって、使用中、ユー
ザは、腰部開口部３６に近接した反対側の（即ち、内側の）耳パネル４８を一方の手で掴
み、タブ３１を他方の手で掴み、タブ３１に開放力を加えて、上述したようにシーム３２
を開くことができる。
【００７１】
　或いは、図７を参照すると、衣類２０が上述のタイプの突き合わせシームを規定すると
き、両方の外縁部２４０及び２４２（図２を参照）をユーザに対して露出させることがで
き、その場合、耳パネル４６及び４８がそれぞれ、外縁部２４０ａ及び２４２ａから横方
向外向きにそれぞれ延びるタブ３１を備えることができる。両方のタブ３１は、ユーザが
個別に把持し、開放力を加えると、引っ張って開くことができる。
【００７２】
　更に別の方法として、図６に示されるように、タブ３１は、最も外側のシームパネル６
６から長手方向外向き（即ち、使用中の上向き）に延びることができる。したがって、タ
ブ３１は、閉じた側部境界面２４１ａの上側端部に近接して、且つシーム３２及び開始区
域４９と垂直方向に整列して配置されると言える。シーム３２が重なり合ったシーム又は
突き合わせシームとして構成されるとき、一対のタブ３１は、耳パネル４６及び４８両方
から長手方向外向き（即ち、使用中の上向き）に延びることができることを更に理解され
たい。
【００７３】
　図１４を参照すると、タブ部材３１は、十分に強いものである一方、利用可能な材料を
最大限にし、無駄を最小限に抑えるように作成することができる。上述したように、縁部
２４０と長手方向中心線１００の間の横方向距離ＬＤは、脚部開口部３４に向かって増加
するので、前側耳パネル４６（破線で示される）を形成するのに使用される元の材料は、
上側材料線１５４と上側材料線１５４に直交する側部材料線１５６とによって規定される
形状を有する。最も外側の縁部２４０及び引き剥がしタブ３１は、縁部部分１５８を元の
材料から取り除く（又は切り取る）ことによって形成される。引き剥がしタブ３１は、線
１５４及び１５６によって規定される直角を有する元の材料内で得ることができるので、
有効な材料の使用を達成することができる（即ち、元の耳パネル材料を有効に使用するこ
とができる）。更に、タブの強度と硬さを増加させるため、元の材料を、タブ３１の下に
留めるか、又はその上に折り畳むことができる。ポリマー、コポリマー、接着剤、及び粘
着剤などの追加の材料層（１つ又は複数）を、タブ部材３１の上面若しくは下面、又は隣
接するタブ部材層の間に追加して、タブ部材３１を強化する積層体を形成することができ
ることを更に理解されたい。
【００７４】
　タブ３１は、図示され上述されたように、閉じた側部境界面２４１から延びることがで
きることが理解されるべきであるが、本明細書で使用するとき、用語「タブ」は、シーム
３２を開くためにユーザが別個に把持できる限り、開始区域４９の非接着部分を包含する
ことを理解されたい。
【００７５】
　本発明は、ユーザが衣類２０を着用者から取り外そうとするとき（例えば、衣類２０が
使用中に汚れたら）、ユーザは、引き剥がしタブ３１を直感的に把持し、接着部２３６が
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順に機能しなくなる開放力を加え、結果としてシーム３２を開き、耳パネル４６及び４８
を分離することができることを認める。次に、衣類２０を着用者から容易に取り外すこと
ができる。本発明は、ユーザによって個々の接着部２３６それぞれに加えられる力のタイ
プ及び大きさは、腰部開口部３６から脚部開口部３４に向かう方向でシーム３２に沿って
異なることを認める。
【００７６】
　次に図８Ａを参照すると、本発明の特定の態様はシーム３２を開くとき、上述したよう
な向上したてこ作用を提供することができるとともにタブ３１が、別の場所から延びるこ
とを認める。例えば、図示されるように、タブ３１は外縁部２４０ａの中間部分から延び
る。本明細書で使用するとき、用語「中間部分」は、シーム３２の垂直長さの少なくとも
２０％が、タブ３１の上（即ち、腰部開口部３６に向かう方向）と下（即ち、対応する脚
部開口部３４に向かう方向）の両方に配置されるような位置を指す。タブ３１は、タブ３
１の上下両方に延びることができる、開始区域４９と少なくとも部分的に整列させること
ができる。開始区域４９は、完全に非接着であることができ、又は、上述のタイプの力が
小さい接着部を包含することができる。シーム３２の残り（又はシーム３２の少なくとも
一部）は、上述のタイプのあらゆる好適な接着を使用して接着することができる。図示さ
れるように、シームパネル６６は、シーム３２の一端では開始区域４９と腰部開口部３６
の間を、またシームの他端では開始区域４９と脚部開口部３４の間を延びる、フック・ル
ープ式締結具２４６によって接続される。締結具２４６は、図８Ａに示されるように、腰
部開口部３６及び脚部開口部３４まで延びることができ、又は、図８Ｂに示されるように
、締結具２４６は、非接着（又は完了）区域５５が脚部開口部３４と締結具２４６の間及
び／又は腰部開口部３６と締結具２４６の間を延びるようにして、腰部開口部３６及び脚
部開口部３４の手前で終端することができる。ユーザによって加えられる開放力に応じて
信頼性高く分離すると同時に、フック・ループ式締結具２４６は、それらの能力が、衣類
２０の使用中にシーム３２に掛かる剪断力に対する適当な抵抗を提供することが認識され
ている。
【００７７】
　使用中、ユーザがタブ３１に開放力を加えると、耳パネル４６及び４８は開始区域４９
において分離し、それによって、締結具２４８に加えられる開放力を増加させる材料の非
接着長さを提供する。開放力は、締結具２４８に沿って、開始区域４９から腰部開口部３
６に向かう方向及び開始区域４９から脚部開口部３４に向かう方向（即ち、伝搬区域５３
内）に伝搬する。
【００７８】
　次に図３を参照すると、プルオン衣類２０は、液体透過性トップシート２４、トップシ
ート２４に関連付けられた液体不透過性バックシート２２、及びトップシート２４とバッ
クシート２２の間に位置付けられた吸収性コア２５包含する、シャーシ４１を包含する。
プルオン衣類は、シャーシ４１から横方向外向きにそれぞれ延びる前側耳パネル４６、及
び内側バリアレッグカフ５４を更に包含する。図３は、前側耳パネル４６及び前側腰部区
域２６のシャーシ４１の構造のみを図示しているが、後側腰部区域２８にも同様の構造を
提供することができる。一実施形態では、前側耳パネル４６はそれぞれ、バリアフラップ
５６の延長部７２、弾性部材７０、及び不織布外側カバー７４の積層体によって形成され
る。弾性部材７０は、平面のエラストマー材１２４（図１１を参照）を包含する。本明細
書では、「平面のエラストマー材」は、少なくとも２つの次元方向に連続的に延びるエラ
ストマー材を指す。代表的なエラストマー材としては、スクリム、穿孔（又は開口が形成
された）フィルム、エラストマー織布若しくは不織布などが挙げられる。一実施形態では
、平面のエラストマー材１２４は、不均一な横方向幅を有する少なくとも１つの部分を包
含する。
【００７９】
　図４Ａは、図１に示される前側耳パネル４６及び後側耳パネル４８のより詳細な平面図
である。耳パネル４６及び４８はそれぞれ、平面のエラストマー材１２４（図１１に示さ
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れるものなど）を包含する弾性部材７０を包含する。弾性部材７０は、平面のエラストマ
ー材１２４に接合された、延伸性のシート又はフィルム材料（例えば、不織布材料）を更
に包含することができる。
【００８０】
　平面のエラストマー材１２４は、寸法を規定し、弾性部材７０の形状と同一の形状を有
することができる。弾性部材７０及び平面のエラストマー材１２４は、多種多様なサイズ
及び形状（例えば、三角形、矩形、他の四辺形、及び他の多角形）であることができる。
平面のエラストマー材１２４は、図４Ａに示されるように脚部開口部３４に向かって増加
する、不均一な横方向幅ＬＷを有する少なくとも１つの部分を有する。或いは、平面のエ
ラストマー材１２４の横方向幅ＬＷは脚部開口部３４に向かって減少してもよい。
【００８１】
　次に図１を参照すると、耳パネル４６及び４８、並びに腰部開口部３６の周りのシャー
シ４１の一部によって、連続ベルト３８を形成することができる。弾性化した腰部バンド
５０は、前側腰部区域２６及び後側腰部区域２８の両方に提供することができる。連続ベ
ルト３８は、プルオン衣類２０が着用者上に位置付けられたとき、その適合力を動的に作
り出して、身体排出物が取り込まれたときでもプルオン衣類２０を着用者の上で維持し、
結果として、吸収性コア２５を着用者に近接して保持すると共に、着用中に腰部の周りで
動的に発生する力を分配し、それによって、吸収性コア２５が巻き付いたり束になること
なく、吸収性コア２５を補助的に支持するように作用する。
【００８２】
　吸収性コア２５に適した吸収性材料は周知であり、一般に圧縮可能で、適応性があり、
着用者の皮膚に刺激がなく、且つ尿などの液体及び他の特定の身体排出物を吸収し保持す
ることができるあらゆる吸収性材料を含むことができる。吸収性コア２５０は、使い捨て
おむつ及び他の吸収性物品に一般的に使用される、一般にエアフェルトと称される粉砕木
材パルプなどの多種多様な液体吸収性素材を含んでもよい。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（creped cellulose wadding）、コフォームを包含するメ
ルトブローポリマー、化学的に硬化、修飾、若しくは架橋されたセルロース繊維、ティッ
シュラップ及びティッシュラミネートを包含するティッシュ、吸収性発泡体、吸収性スポ
ンジ、超吸収性ポリマー、吸収性ゲル材料；又は他のあらゆる既知の吸収性材料、或いは
これらの材料の組み合わせが挙げられる。吸収性コア２５０は、接着剤、ワックス、オイ
ルなどの、微量（典型的には１０％未満）の非液体吸収性材料を更に含むことができる。
吸収性アセンブリとして使用される代表的な吸収性構造が、米国特許第４，６１０，６７
８号（ワイズマン（Weisman）ら）、米国特許第４，８３４，７３５号（アルマニー（Ale
many）ら）、米国特許第４，８８８，２３１号（アングスタット（Angstadt））、米国特
許第５，２６０，３４５号（デマレイス（DesMarais）ら）、米国特許第５，３８７，２
０９号（ダイヤー（Dyer）ら）、米国特許第５，３９７，３１６号（ラヴォン（LaVon）
ら）、米国特許第５，６２５，２２２号（デマレイスら）に記載されている。これらの吸
収性材料は、別個に又は組み合わせて使用することができる。
【００８３】
　多くの既知の吸収性材料は、分離性の形態、即ち、繊維、顆粒、粒子などの形態で使用
することができる。そのような吸収性材料の分離性の形態は、別個の片を互いに取り付け
て粘着層を形成する、又は別個の片を取り付けてカバーシートなどの基材層にする、又は
別個の片を互いに且つ基材層に取り付ける接着剤によって不動化することができる。或い
は、コア２５０は、熱可塑性材料と接触している吸収性ポリマー材料を含むことができる
。吸収性ポリマー材料は、更に、エアフェルト材料などの吸収性繊維材料と混合すること
ができ、又は、米国特許公開２００４／０１６２５３６として公開されている米国特許出
願第１０／７７６，８５１号（ベッカー（Becker）ら）に記載されているように、吸収性
コア２５０はエアフェルトをほぼ含まないものであることができる。
【００８４】
　本発明の１つの態様によれば、吸収性コア２５は、プルオン衣類２０が非収縮状態のと
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き、約２５％超過の、或いは約４０％超過のコア面積と衣類面積の面積比を有する。コア
面積は、プルオン衣類２０が非収縮状態のときの吸収性コア２５の身体に面する表面の総
面積として規定される。吸収性コア２５の身体に面する表面の周囲は、吸収性コア２５に
使用される主要な吸収性材料の凝集体の輪郭線によって決定される。本明細書では、「主
要な吸収性材料」は、吸収性コア２５の乾燥状態体積の約８０％以上を占める吸収性材料
を指す。一実施形態では、木材パルプ（例えば、エアフェルト）は、吸収性コア２５の主
要な吸収性材料と見なされ、吸収性コア２５の身体に面する表面の周囲を規定し、したが
って吸収性コア２５のコア面積を規定する。他の主要な吸収性材料は、縮みセルロース詰
め物（creped cellulose wadding）、コフォームを包含するメルトブローポリマー、化学
的に硬化、修飾、若しくは架橋されたセルロース繊維、ティッシュラップ及びティッシュ
ラミネートを包含するティッシュ、吸収性発泡体、吸収性スポンジ、超吸収性ポリマー、
吸収性ゲル材料、又はあらゆる同等の材料、或いはこれらの材料の組み合わせを包含して
もよい。
【００８５】
　衣類面積は、非収縮状態にあるプルオン衣類２０の身体に面する表面の総面積として規
定される。したがって、面積比は次のように計算される。
　ＡＲ＝ＣＡ／ＧＡ×１００
　式中、
　ＡＲ：面積比（％）
　ＣＡ：コア面積（ｃｍ２）
　ＧＡ：総面積（ｃｍ２）
【００８６】
　乳児に使用するのに特に適した一実施形態では、吸収性コア２５は、約４５０ｃｍ２未
満、或いは約４２５ｃｍ２未満のコア面積を有する。吸収性コア２５は、約１２ｃｍ未満
、或いは約１１ｃｍ未満の最大コア幅（即ち、吸収性コア２５の１つの側縁部から反対側
の側縁部までの横方向距離）を有することができる。
【００８７】
　吸収性コア２５の構成及び構造は変化してもよい（例えば、吸収性コア２５は、変化す
るキャリパーゾーン、親水性勾配、超吸収性勾配、又はより低い平均密度及びより低い平
均坪量獲得区域を有してもよく、或いは、１つ若しくは１つ以上の層又は構造を包含して
もよい）。更に、吸収性コア２５のサイズ及び吸収能力も、乳児から成人までに及ぶ着用
者に適応するように変えられてもよい。しかしながら、吸収性コア２５の総吸収能力は、
衣類２０の設計負荷及びその意図される用途に適合していなければならない。
【００８８】
　衣類２０は、前側腰部区域２６及び後側腰部区域２８に耳を有する、非対称の修正され
た砂時計形の吸収性コア２５を規定することができる。広く受け入れられ商業的に成功し
ている、吸収性コア２５として使用するための他の代表的な吸収性構造が、米国特許第４
，６１０，６７８号、名称「高密度吸収性構造（High-Density Absorbent Structures）
」（ワイズマン（Weisman）ら、１９８６年９月９日発行）、米国特許第４，６７３，４
０２号、名称「二層コアを備えた吸収性物品（Absorbent Articles With Dual-Layered C
ores）」（ワイズマン（Weisman）ら、１９８７年６月１６日発行）、米国特許第４，８
８８，２３１号、名称「ダスティング層を有する吸収性コア（Absorbent Core Having A 
Dusting Layer）」（アングスタッド（Angstadt）、１９８９年１２月１９日発行）、及
び米国特許第４，８３４，７３５号、名称「低密度及び低坪量の獲得区域を有する高密度
吸収性部材（High Density Absorbent Members Having Lower Density and Lower Basis 
Weight Acquisition Zones）」（アルマニー（Alemany）ら、１９８９年５月３０日発行
）に記載されている。
【００８９】
　シャーシ４１は、吸収性コア２５の上に位置付けられ、それによって二重コアシステム
を形成する、化学的に硬化された繊維の獲得／分配コア８４を更に包含してもよい。繊維
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は、親水性の化学的に硬化されたセルロース繊維であることができ、即ち、セルロース繊
維は、乾燥条件及び水性条件両方での繊維の硬さを増加させるため、化学的手段によって
硬化されているそのような手段としては、例えば、繊維をコーティング及び／又は含浸す
る、化学的硬化剤を付加することが挙げられる。そのような手段としては、例えば、架橋
ポリマー鎖によって、繊維自体の化学構造を変更することによって繊維を硬化することも
挙げられる。
【００９０】
　獲得／分配コア８４に利用される繊維は、化学反応を用いて硬化することもできる。例
えば、架橋剤を繊維に適用して、適用後に、繊維内架橋結合を化学的に形成させることが
できる。これらの架橋結合は繊維の硬さを増加させることができる。繊維内架橋結合を利
用して繊維を化学的に硬化することが好ましいが、繊維を化学的に硬化するための他のタ
イプの反応を除外するものではない。
【００９１】
　より好ましい硬化繊維では、そのような繊維は、比較的脱水され、離解され（即ち、個
別化され）、撚り合わされ、縮れた状態にあるが化学処理は架橋剤による繊維内架橋を包
含する。好適な化学的硬化剤としては、架橋溶液を形成するのに使用できる酸官能価を有
するＣ２～Ｃ８ジアルデヒド及びＣ２～Ｃ８モノアルデヒドを包含するが、それらに限定
されないモノマー架橋剤が挙げられる。これらの化合物は、単一のセルロース鎖中の、又
は単一の繊維内でセルロース鎖に近接して位置する少なくとも２つのヒドロキシル基と反
応することができる。硬化セルロース繊維を調製するのに使用されることが意図されるそ
のような架橋剤としては、グルタルアルデヒド、グリオキサール、ホルムアルデヒド、及
びグリオキシル酸が挙げられるが、それらに限定されない。他の好適な硬化剤は、クエン
酸などのポリカルボキシレート類である。ポリカルボキシル硬化剤及びそれらから硬化繊
維を作成するプロセスが、米国特許第５，１９０，５６３号、名称「個別化されたポリカ
ルボキシル酸架橋繊維を調製するプロセス（Process for Preparing Individualized, Po
lycarboxylic Acid crosslinked Fibers）」（ヘロン（Herron）、１９９３年５月２日発
行）に記載されている。これらの条件下で架橋を施す効果は、硬化され、本明細書の吸収
性物品における使用中、それらの撚り合わされ縮れた形体を保持する傾向がある繊維を形
成することである。そのような繊維及びそれらを作成するプロセスは、上述の組み込まれ
た特許において言及されている。
【００９２】
　代表的な二重コアシステムが、米国特許第５，２３４，４２３号、名称「弾性腰部機構
及び向上した吸収性を備えた吸収性物品（Absorbent Article With Elastic Waist Featu
re and Enhanced Absorbency）」（アルマニー（Alemany）ら、１９９３年８月１０日発
行）；及び米国特許第５，１４７，３４５号、名称「失禁管理のための高効率吸収性物品
（High Efficiency Absorbent Articles For Incontinence Management）」（ヤング（Yo
ung）、ラヴォン（LaVon）、及びテイラー（Taylor）、１９９２年９月１５日発行）に記
載されている。一実施形態では、獲得／分配コア８４は、ウェアーハウザー社（Weyerhae
user Co.）（米国）から「ＣＭＣ」という商標名で入手可能な、化学処理された硬化セル
ロース繊維材料を包含する。獲得／分配コア８４は、約４０ｇ／ｍ２～約４００ｇ／ｍ２

、或いは約７５ｇ／ｍ２～約３００ｇ／ｍ２の坪量を有することができる。
【００９３】
　シャーシ２２は、図３に示されるように、トップシート２４と獲得／分配コア８４の間
に配置された獲得／分配層８２を更に包含することができる。獲得／分配層８２は、トッ
プシート２４の表面湿潤性の傾向を低減する助けとするために提供される。獲得／分配層
８２は、例えば、ポリマー・グループ社ノース・アメリカ（Polymer Group, Inc., North
 America）（米国ニュージャージー州ランディシビル（Landisiville））からコード番号
ＦＴ－６８６０として入手可能なものなど、６デシテックスの、且つ約４３ｇ／ｍ２の坪
量を有するポリエチレンテレフタレート繊維から作られる、カーディングされ樹脂結合さ
れた嵩高不織布材料を包含する。獲得／分配層８２及び獲得／分配コア８４の一例が、Ｅ
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Ｐ０７９７９６８Ａ１（カート（Kurt）ら、１９９７年１０月１日公開）に開示されてい
る。
【００９４】
　トップシート２４は、適合性があり、感触が柔らかく、且つ着用者の皮膚に刺激がない
ものであることができる。更に、トップシート２４は液体透過性であって、液体（例えば
、尿）はその厚さ全体に容易に浸透できる。好適なトップシート２４は、織布および不織
布材料、孔あき成形熱可塑性フィルム、孔あきプラスチックフィルム、およびハイドロフ
ォーミングされた熱可塑性フィルムなどのポリマー材料、多孔質発泡体、網状発泡体、網
状熱可塑性フィルム、及び熱可塑性スクリムなどの広範囲の材料から製造されてもよい。
好適な織布材料及び不織布材料は、天然繊維（例えば、木材繊維若しくは綿繊維）、合成
繊維（例えば、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、若しくはポリエチレン繊維など
のポリマー繊維）、又は天然繊維と合成繊維との組み合わせを包含することができる。ト
ップシート２４は、トップシート２４を通過し、吸収性コア２５に収容される液体から着
用者の皮膚を隔離するため（即ち、再湿潤を防ぐため）、疎水性材料で作られる。トップ
シート２４が疎水性材料で作られる場合、液体がトップシートを通ってより迅速に移動で
きるように、トップシート２４の少なくとも上面は親水性であるように処理される。これ
により、身体排泄物が、トップシート２４に引き込まれて吸収性コア２５で吸収されずに
、トップシート２４から流れ出すという傾向が低減される。トップシート２４は、界面活
性剤で処理することによって親水性を持たせることができる。トップシート２４を界面活
性剤で処理するのに適した方法としては、トップシート２４材料に界面活性剤を噴霧する
、並びに材料を界面活性剤中に浸漬することが挙げられる。このような処理及び親水性の
より詳細な考察が、米国特許第４，９８８，３４４号、名称「多層吸収性層を備えた吸収
性物品（Absorbent Articles with Multiple Layer Absorbent Layers）」（レイシング
（Reising）ら、１９９１年１月２９日発行）、及び米国特許第４，９８８，３４５号、
名称「迅速獲得吸収性コアを備えた吸収性物品（Absorbent Articles with Rapid Acquir
ing Absorbent Cores）」（レイシング、１９９１年１月２９日発行）に含まれている。
【００９５】
　一実施形態では、トップシート２４は、表面湿潤性の傾向を低減し、結果として、コア
２５に吸収された尿を、濡れた後にユーザの皮膚から離して維持することを容易にするこ
とができる不織布ウェブである。代表的な１つの材料は、ファイバーウェブ・ノース・ア
メリカ社（Fiberweb North America Inc.）（米国サウスカロライナ州シンプソンビル（S
impsonville））からコード番号Ｐ－８として入手可能な、熱結合されたカードウェブで
ある。別の代表的なトップシート材料は、ハビックス株式会社（Havix Co.）（日本）か
らコード番号Ｓ－２３５５として入手可能である。この材料は、二層複合材料であり、カ
ーディング技術及び空気透過技術を用いて、２種類の合成界面活性剤処理された２成分繊
維で作られる。更に別の代表的なトップシート材料は、アモコ・ファブリックス社（Amoc
o Fabrics, Inc.）（ドイツ、グロノー（Gronau））からコード番号プロフリース・スタ
イル（Profleece Style）０４００１８００７として入手可能な、熱結合したカードウェ
ブである。
【００９６】
　一実施形態では、トップシート２４は、腰部縁部１５２及び１５３に沿って、且つ／又
はプルオン衣類２０若しくは１２０の他の部分において通気穴を形成するためのその設計
／処理に関して、プルオン衣類２０若しくは１２０に使用される他の材料（例えば、バッ
クシート２２の構成要素材料）と適合性がある。
【００９７】
　別の代表的なトップシート２４は孔あき成形フィルムを包含する。孔あき成形フィルム
は、身体排出物に対しては透過性であるが非吸収性であり、液体がそこを逆に通過して戻
り、着用者の皮膚を再湿潤させる傾向が低減した性質を有する。したがって、身体と接触
している成形フィルムの表面は乾燥したままであり、それによって、身体が汚れることが
減少し、着用者にとってより快適な感触が作り出される。好適な成形フィルムが、米国特
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許第３，９２９，１３５号、名称「先細の毛管を有する吸収性構造（Absorptive Structu
res Having Tapered Capillaries）」（トンプソン（Thompson）、１９７５年１２月３０
日発行）；米国特許第４，３２４，２４６号、名称「防汚性トップシートを有する使い捨
て吸収性物品（Disposable Absorbent Article Having A Stain Resistant Topsheet）」
（マレーン（Mullane）ら、１９８２年４月１３日発行）；米国特許第４、３４２，３１
４号、名称「繊維様の性質を示す弾性プラスチックウェブ（Resilient Plastic Web Exhi
biting Fiber-Like Properties）」（ラデル（Radel）ら、１９８２年８月３日発行）；
米国特許第４，４６３，０４５号、名称「無光沢の可視表面及び布様の触感を示す巨視的
に伸張された三次元プラスチックウェブ（Macroscopically Expanded Three-Dimensional
 Plastic Web Exhibiting Non-Glossy Visible Surface and Cloth-Like Tactile Impres
sion）」（アール（Ahr）ら、１９８４年７月３１日発行）、及び米国特許第５，００６
，３９４号、名称「多層ポリマーフィルム（Multilayer Polymeric Film）」（バイアー
ド（Baird）、１９９１年４月９日発行）に記載されている。
【００９８】
　バックシート２２は、図３に示されるような液体不透過性フィルム６８を包含すること
ができる。液体不透過性フィルム６８は、前側区域２６、後側区域２８、及び股部区域３
０において長手方向に延びる。液体不透過性フィルム６８は、耳パネル４６又は耳パネル
４８の少なくとも１つの中までは横方向に延びない。液体不透過性フィルム６８は、身体
に面する表面７９及び外側に面する表面７７を有する。液体不透過性フィルム６８は、液
体（例えば、尿）不透過性であり、蒸気を衣類２０から逃がすことができる薄いプラスチ
ックフィルムから製造することができる。一例として、ミクロポリエチレンフィルムが液
体不透過性フィルム６８に使用される。好適なミクロポリエチレンフィルムは、三井東圧
化学株式会社（Mitsui Toatsu Chemicals, Inc.）（日本、名古屋）によって製造され、
ＰＧ－Ｐの商標名で市販されている。使い捨てテープ（図示なし）をバックシート２２の
外側表面に付加的に接合して、汚れた後の廃棄を便利にすることができる。
【００９９】
　液体不透過性フィルム６８に適した材料は、約０．０１２ｍｍ（０．５ミル）～約０．
０５１ｍｍ（２．０ミル）の厚さを有する、ポリエチレン又はポリプロピレンを包含する
ことができる熱可塑性フィルムである。液体不透過性フィルムは、約５ｇ／ｍ２～約３５
ｇ／ｍ２の坪量を有することができる。しかしながら、他の可撓性液体不透過性材料を使
用してもよいことに留意されたい。本明細書では、「可撓性」は、適合性があり、着用者
の身体全体の形状及び輪郭に容易に適応する材料を指す。
【０１００】
　バックシート２２は、液体不透過性フィルム６８の外側に面する表面と接合されて、積
層体（即ち、バックシート２２）を形成する、不織布外側カバー７４を更に包含すること
ができる。不織布外側カバー７４は、衣類２０の最も外側の部分に位置付けられ、衣類２
０の最も外側の部分の少なくとも一部分を覆う。一実施形態によれば、不織布外側カバー
７４は、衣類２０の最も外側の部分の面積のほとんど全てを覆う。不織布外側カバー７４
は、当該技術分野において既知のあらゆる好適な取付け手段によって、液体不透過性フィ
ルム６８に接合されてもよい。例えば、不織布外側カバー７４は、接着剤の均一な連続層
、接着剤のパターン層、又は接着剤の個別の線、螺旋、若しくは点の配列によって、液体
不透過性フィルム６８に固定されてもよい。好適な接着剤としては、ニッタフィンドレイ
株式会社（Nitta Findley Co., Ltd.）（日本、大阪）からＨ－２１２８として入手可能
なホットメルト接着剤、並びにＨ．Ｂ．フラージャパン株式会社（H. B. Fuller Japan C
o., Ltd.）（日本、大阪）からＪＭ－６０６４として入手可能なホットメルト接着剤が挙
げられる。
【０１０１】
　不織布外側カバー７４は、例えば、ハビックス株式会社（Havix Co., Ltd.）（日本、
岐阜）からＥ－２３４１として入手可能な、カーディングされた不織布ウェブであること
ができる。不織布外側カバー７４は、ポリエチレン（ＰＥ）とポリプロピレン（ＰＰ）の
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２成分繊維で作られる。ＰＥとＰＰの比は約５０対５０である。ＰＥ／ＰＰ２成分繊維は
約２ｄ×５１ｍｍの寸法を有する。別のカーディングされた不織布ウェブはチッソ株式会
社（Chisso Corp.,）（日本、守山）から入手可能である。不織布外側カバー７４はまた
、ポリエチレン（ＰＥ）とポリプロピレン（ＰＰ）の２成分繊維で作られる。ＰＥとＰＰ
の比は約５０対５０である。
【０１０２】
　別の実施形態では、不織布ウェブは、例えば三井石油化学工業株式会社（Mitsui Petro
chemical Industries, Ltd.）（日本、東京）から入手可能な、スパンボンドされた不織
布ウェブである。不織布ウェブは、ポリエチレン（ＰＥ）とポリプロピレン（ＰＰ）の２
成分繊維で作られる。ＰＥとＰＰの比は約８０対２０である。ＰＥ／ＰＰ２成分繊維は約
２．３ｄの厚さを有する。
【０１０３】
　バックシート２２は、腰部縁部１５２及び腰部縁部１５３に沿って通気穴を形成するた
めの、且つ／又はプルオン衣類２０若しくはプルオン衣類１２０にシーム３２を形成する
ためのその設計／処理に関して、プルオン衣類２０若しくはプルオン衣類１２０に使用さ
れる他の材料（例えば、トップシート２４の構成成分材料）との適合性を持たせることが
できる。
【０１０４】
　バックシート２２は、吸収性コア２５の外側に面する表面に隣接して位置付けられ、当
該技術分野において既知のあらゆる好適な取付け機構によってそれに接合される。例えば
、バックシート２２は、接着剤の均一な連続層、接着剤のパターン層、又は接着剤の個別
の線、螺旋、若しくは点の配列によって、吸収性コア２５に固定されてもよい。満足のい
くものであることが見出されている接着剤は、ミネソタ州セントポールのＨ．Ｂ．フラー
社（米国、ミネソタ州セントポール（St. Paul））によって製造され、ＨＬ－１３５８Ｊ
として市販されている。接着剤のフィラメントの開放パターン網を包含する好適な取付け
手段の一例が、米国特許第４，５７３，９８６号、名称「使い捨て排泄物収容衣類（Disp
osable Waste-Containment Garment）」（マイントーラ（Minetola）ら、１９８６年３月
４日発行）に開示されている。螺旋状パターンに巻かれた接着剤フィラメントの複数の線
を包含する別の好適な取付け手段が、米国特許第３，９１１，１７３号（スプレイグＪｒ
．（Sprague, Jr.）、１９７５年１０月７日発行）、米国特許第４，７８５，９９６号（
ジッカー（Ziecker）ら、１９７８年１１月２２日発行）、及び米国特許第４，８４２，
６６６号（ウェレニッツ（Werenicz）、１９８９年６月２７日発行）に示される装置及び
方法によって説明されている。或いは、取付け手段は、別個の熱接着、圧力接着、超音波
接着、動的機械的接着、若しくは他のあらゆる好適な取付け手段、又は当該技術分野にお
いて既知のそれらの取付け手段の組み合わせを包含してもよい。
【０１０５】
　代替実施形態では、前側腰部区域２６及び後側腰部区域２８の延伸性をより大きくする
ため、吸収性コア２５は、バックシート２２及び／又はトップシート２４に接合されない
。
【０１０６】
　プルオン衣類２０は、液体及び他の身体排出物の収容を改善する、弾性化したレッグカ
フ５２を更に包含することができる。弾性化したレッグカフ５２は、脚部区域における身
体排出物の漏れを低減するため、いくつかの異なる実施形態を包含してもよい。（レッグ
カフは、レッグバンド、サイドフラップ、バリアカフ、弾性カフ、又はガスケットカフと
称することもでき、またそのようにも称される場合がある。）米国特許第３，８６０，０
０３号、名称「使い捨ておむつの収縮可能な側部部分（Contractable Side Portions for
 Disposable Diaper）」（ブエル（Buell）、１９７５年１月１４日発行）は、弾性化し
たレッグカフを提供するため、サイドフラップ及び１つ又は１つ以上の弾性部材を有する
、収縮可能な脚部開口部を提供する使い捨ておむつを記載している。米国特許第４，９０
９，８０３号、名称「弾性化したフラップを有する使い捨て吸収性物品（Disposable Abs
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orbent Article Having Elasticized Flaps）」（アジズ（Aziz）ら、１９９０年３月２
０日発行）は、脚部区域の収容を改善するため、「直立型」の弾性化したフラップ（バリ
アカフ）を有する使い捨ておむつを記載している。米国特許第４，６９５，２７８号、名
称「二重カフを有する吸収性物品（Absorbent Article Having Dual Cuffs）」（ローソ
ン（Lawson）、１９８７年９月２２日発行）、及び米国特許第４，７９５，４５４号、名
称「漏れ抵抗性二重カフを有する吸収性物品（Absorbent Article Having Leakage-Resis
tant Dual Cuffs）」（ドラグー（Dragoo）、１９８９年１月３日発行）は、ガスケット
カフ及びバリアカフを包含する二重カフを有する使い捨ておむつを記載している。米国特
許第４，７０４，１１５号、名称「使い捨て腰部収容衣類（Disposable Waist Containme
nt Garment）」（ブエル（Buell）、１９８７年１１月３日発行）は、放出された液体を
衣類の中に収容するように構成されたサイドエッジ漏れガード溝を有する使い捨ておむつ
又は失禁用衣類を開示している。
【０１０７】
　弾性化したレッグカフ５２はそれぞれ、上述のレッグバンド、サイドフラップ、バリア
カフ、又は弾性カフのいずれかに類似するように構成されてもよいが、本発明の１つの態
様は、上述の米国特許第４，６９５，２７８号及び第４，７９５，４５４号に記載されて
いる、図２に示されるような１つ又は１つ以上の弾性ストランド６４を備えた弾性ガスケ
ットカフ６２を包含する、弾性化したレッグカフ５２を提供する。弾性化したレッグカフ
５２はそれぞれ、上述の米国特許第４，９０９，８０３号に記載されている、バリアフラ
ップ５６及び間隔設定手段５８をそれぞれ包含する内側バリアカフ５４を更に包含するこ
とができる。
【０１０８】
　プルオン衣類２０は、適合及び収容を改善する、弾性化した腰部バンド５０を更に包含
することができる。弾性化した腰部バンド５０は、弾性的に伸縮して着用者の腰部に動的
に適合することが意図される、プルオン衣類２０の部分又は領域である。弾性化した腰部
バンド５０は、プルオン衣類２０の腰部縁部から吸収性コア２５の腰部縁部に向かって長
手方向外向きに延びることができる。プルオン衣類２０は、１つは後側腰部区域２８に位
置付けられ、１つは前側腰部区域２６に位置付けられた２つの弾性化した腰部バンド５０
を有するが、単一の弾性化した腰部バンドを用いて、他のプルオンおむつの実施形態を作
成することができる。弾性化した腰部バンド５０は、米国特許第４，５１５，５９５号、
名称「弾性的に収縮可能な腰部バンドを備えた使い捨ておむつ（Disposable Diapers wit
h Elastically Contractible Waistbands）」（キービット（Kievit）ら、１９８５年５
月７日発行）、並びに上述の米国特許第５，１５１，０９２号（ブエル（Buell））に記
載されているものを包含する、多数の異なる構成で作成されてもよい。
【０１０９】
　腰部バンド５０は、「予備歪みが付与された」又は「機械的に予備歪みが付与された」
（即ち、材料を恒久的に伸ばすため、ある程度の局部的パターンで機械的に伸張された）
材料を包含してもよい。材料は、当該技術分野において既知のディープエンボス加工技術
を使用して予備歪みを付与されてもよい。或いは、材料は、米国特許第５，３３０，４５
８号、名称「一部が機械的に予備歪みを付与された弾性機構を備えた吸収性物品（Absorb
ent Article With Elastic Feature Having A Portion Mechanically Prestrained）」（
ブエル（Buell）ら、１９９４年７月１９日発行）に記載されているように、増分的な機
械的伸張システムを介して材料を方向付けることによって予備歪みを付与されてもよい。
材料は、その結果、それらのほぼ張力がない状態まで戻ることができるようになるので、
少なくとも最初の伸張ポイントまで延伸性がある、ゼロ歪みの伸張材料が形成される。ゼ
ロ歪み材料の例が、米国特許第２，０７５，１８９号（ガリガン（Galligan）、１９３７
年３月３０日発行）、米国特許第３，０２５，１９９号（ハーウッド（Harwood）、１９
６２年３月１３日発行）、米国特許第４，１０７，３６４号（シソン（Sisson）、１９７
８年８月１５日発行）、米国特許第４，２０９，５６３号（シソン、１９８０年６月２４
日発行）、米国特許第４，８３４，７４１号（サビー（Sabee）、１９８９年５月３０日
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発行）、及び米国特許第５，１５１，０９２号（ブエル（Buell）ら、１９９２年９月２
９日発行）に開示されている。
【０１１０】
　図３を参照して上述したように、耳パネル４６及び４８の少なくとも１つは、図３に示
されるような弾性部材７０を包含する。前側耳パネル４６の弾性部材７０は、シャーシ４
１から横方向外向きに延びるエラストマー材１２４（図１１を参照）を包含して、着用者
の腰部及び側部領域において最適な保持（又は持続）力を発生させることによって、良好
な適合を提供する。エラストマー材１２４は、少なくとも一方向に、例えば横方向に延伸
性であって、着用者の皮膚に赤く跡が付くことなく、プルオン衣類２０が胴体上のその位
置から垂れ下がったり、弛んだり、滑り落ちないように最適な保持（又は持続）力を発生
させることができる。耳パネル４６及び４８はそれぞれ、エラストマー材１２４を包含す
ることができることを理解されたい。層（７２、７０、及び７４）のいずれかの１つ（例
えば、弾性部材７０）は、所望に応じてシーム３２の手前で終端できることを理解された
い。
【０１１１】
　弾性部材７０は、弾性部材７０を少なくとも横方向において弾性的に延伸性にできるよ
うにするため、耳パネル４６及び４８の不織布ウェブ７２及び７４の少なくとも１つに動
作可能に接合される。弾性部材７０は、ほぼ張力がない（ゼロ歪み）状態でそれらを不織
布ウェブ７２及び７４の少なくとも１つ又は両方に固定することによって、不織布ウェブ
７２及び７４に動作可能に接合することができる。
【０１１２】
　弾性部材７０は、断続的な接着構成又はほぼ連続的な接着構成のどちらかを使用するこ
とによって、不織布ウェブ７２及び７４に動作可能に接合することができる。本明細書で
は、「断続的に」接着された積層体ウェブは、プライが最初に別個の離間したポイントに
おいて互いに接着された積層体ウェブ、又はプライが別個の離間した領域において互いに
ほぼ非接着である積層体ウェブを意味する。対照的に、「ほぼ連続的に」接着された積層
体ウェブは、プライが最初に境界面の面積全体にわたってほぼ連続的に互いに接着された
積層体ウェブを意味する。伸張性積層体は、非弾性ウェブ（即ち、不織布ウェブ７２及び
７４）が断裂を引き起こすことなく伸長又は延長するように、伸張性積層体の全体又は大
部分の上に接着されることが望ましいことがあり、伸張性積層体の層は、増分的な機械的
伸張作業の後、伸張性積層体の全ての層が互いに比較的近接して接着された状態を維持す
る構成で接着される。したがって、弾性パネル部材及び伸張性積層体の他のプライは、接
着剤を使用してほぼ連続的に互いに接着される。一実施形態では、選択された接着剤は、
約７．０ｇ／ｍ２の坪量で、制御コーティング噴霧パターンで適用される。接着剤パター
ンの幅は約６．０ｃｍである。接着剤は、ニッタフィンドレイ株式会社（Nitta Findley 
Co., Ltd.）（日本、大阪）からＨ２０８５Ｆの名称で入手可能なタイプのものであるこ
とができる。或いは、弾性パネル部材及び伸張性積層体の他のいずれかの構成要素は、熱
接着、圧力接着、超音波接着、動的機械的接着、又は当該技術分野において既知の他のあ
らゆる方法を使用して、断続的又は連続的に互いに接着されてもよい。
【０１１３】
　弾性部材７０が不織布ウェブ７２及び７４の少なくとも１つに動作可能に接合された後
、結果として得られる複合伸張性積層体の少なくとも一部分は、次に、非弾性構成要素、
例えば不織布ウェブ７２及び７４を恒久的に伸長するのに十分な機械的伸張に晒される。
複合伸張性積層体は、その結果、そのほぼ張力がない状態まで戻ることができる。したが
って、少なくとも一対の耳パネル４６及び４８、或いはそれらの両方は、「ゼロ歪み」伸
張性積層体に形成される。（或いは、弾性部材７０を張力がかかった状態で動作可能に接
合し、次に機械的伸張に晒すことができる。）本明細書では、「ゼロ歪み」伸張性積層体
は、ほぼ張力がない（「ゼロ歪み」）状態で同一の広がりを持つ表面の少なくとも一部分
に沿って互いに固定された、材料の少なくとも２つのプライを包含する積層体を指し、プ
ライの１つは、伸縮性且つエラストマー性（即ち、加えられた引張り力が解放された後、
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その張力がない寸法にほぼ戻る）の材料を包含し、第２のプライは、伸張すると、第２の
プライが少なくともある程度まで恒久的に伸びるように伸長可能（但し、必ずしもエラス
トマー性ではない）なので、加えられた引張り力を解放しても、その元の変形していない
構成までは完全に戻らない。結果として得られる伸張性積層体は、それによって、少なく
とも最初の伸張のポイントまで、最初の伸張の方向に弾性的延伸性を持つ。伸張性積層体
を作るのに使用するのに適した方法及び装置は、噛み合う波形ロールを利用して、構成要
素を機械的に伸張する。好適な装置及び方法が、米国特許第５，１６７，８９７号（ウェ
ーバー（Weber）ら、１９９２年１２月１日発行）、米国特許第５，１５６，７９３号（
ブエル（Buell）ら、１９９０年１０月２０日発行）、及び米国特許第５，１４３，６７
９号（ウェーバーら、１９９２年９月１日発行）に開示されている。
【０１１４】
　弾性部材７０は、図３に示されるように、接着剤７６によって、液体不透過性フィルム
（即ち、液体不透過性フィルム６８）のそれぞれの縁部７８に接合するか、又は直接固定
することができる。液体不透過性フィルム６８は、前側区域２６、後側区域２８、及び股
部区域３０に長手方向に延びるが、延伸性耳パネル４６及び４８の少なくとも１つ又はそ
れらのそれぞれまで、横方向に延びる必要はない。一実施形態では、弾性部材７０は、図
３に示されるように、外側に面する表面７７において液体不透過性フィルム６８のそれぞ
れの縁部７８に接合される。代替実施形態では、弾性部材７０は、身体に面する表面７９
において、液体不透過性フィルム６８のそれぞれの縁部７８に接合されてもよい。接着剤
７６は、非晶質の結晶化構成要素を有する可撓性接着剤であることができ、螺旋状のグル
ーパターンで適用することができる。そのような接着剤は、ニッタフィンドレイ株式会社
（Nitta Findley Co., Ltd.）（日本、大阪）によって、Ｈ２０８５Ｆの名称で作られて
いる。或いは、弾性部材７０は、熱接着、圧力接着、超音波接着、動的機械的接着、又は
それらの取付け手段の組み合わせを包含する、当該技術分野において既知の他のあらゆる
接着手段によって、液体不透過性フィルム６８のそれぞれの縁部７８に接合されてもよい
。
【０１１５】
　図９を参照すると、本発明の代替実施形体によるプルオン衣類１２０が示される。衣類
１２０は、以下の点を除いて、図１に示されるプルオン衣類２０に類似して作成される。
具体的には、耳パネル４５は、後側腰部区域２８のシャーシ４１の対応する側部から、前
側腰部区域２６のシャーシ４１の対応する側縁部２４０ａ及び２４０ｂまで連続的に延び
る。或いは、耳パネル４５は、前側腰部区域２６のシャーシ４１の対応する側部から、後
側腰部区域２８のシャーシ４１の対応する側縁部まで連続的に延びることができる。サイ
ドシーム３２はそれぞれ、対応する側縁部２４０ａ～ｂ及び２４２ａ～ｂに沿ってシャー
シ４１及び耳パネル４５を接合して、２つの脚部開口部３４及び腰部開口部３６を形成す
る。サイドシーム３２は、上述のいずれかのやり方で構成することができる。
【０１１６】
　図１０を参照すると、弾性部材７０は、第１の表面１６１及び第１の表面１６１の反対
側の第２の表面１６３を有するエラストマー材１２４と、エラストマー材１２４の第１の
表面１６１に接合された第１の被覆素材層１２２とを包含する。一実施形態では、第１の
被覆素材層１２２は、例えば図１１に示されるように、接着剤１６０によって、エラスト
マー材１２４の第１の表面１６１に接合される。弾性部材７０は、接着剤１６４によって
エラストマー材１２４の第２の表面１６３に接合された、第２の被覆素材層１３５を更に
包含することができる。
【０１１７】
　エラストマー材１２４は、多種多様なサイズ、形態、及び形状で形成されてもよい。一
実施形態では、エラストマー材１２４は連続的な平面層の形態である。連続的な平面層の
好適な形態としては、スクリム、穿孔（又は開口が形成された）フィルム、エラストマー
織布又は不織布、弾性材のストランド、当業者には理解されるように、延伸性であるよう
に処理されたフィルムなどが挙げられる。連続的な平面層は、耳パネルの形で好適に提供
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することができるあらゆる形状を取ってもよい。連続的な平面層の好適な形状としては、
矩形、正方形、台形、及び他の多角形を包含する四辺形が挙げられる。代替実施形態では
、エラストマー材１２４は、互いに接続されていない別個のストランド（又はストリング
）の形態である。
【０１１８】
　エラストマー材１２４に特に適していることが見出されているエラストマー材は、約０
．０５ｍｍ～約１．０ｍｍ（０．００２インチ～０．０３９インチ）の厚さを有する、ス
チレン性ブロックコポリマーベースのスクリム材料、穿孔（又は孔あき）弾性フィルムで
ある。エラストマー材１２４に適した他のエラストマー材としては、「生の（live）」合
成又は天然ゴム、他の合成又は天然ゴム発泡体、エラストマーフィルム（熱収縮性エラス
トマーフィルムを包含する）、エラストマー織布又は不織布ウェブ、エラストマー複合物
などが挙げられる。
【０１１９】
　次に図１３を参照すると、図１０及び１１に示されるエラストマー材１２４は、多孔質
の巨視的に伸張された三次元エラストマーウェブ１７２であることができる。ウェブ１７
２は、連続的な第１の表面１７４及び第１の表面１７４から離れた非連続的な第２の表面
１７６を有する。エラストマーウェブ１７２は、少なくとも２つのポリマー層を有する成
形フィルムを備え、層の少なくとも１つはエラストマー層１７８であり、他の層の少なく
とも１つは大幅にエラストマー性が低い表面薄層１８２である。エラストマーウェブ１７
２は、ウェブ１７２の第１の表面に多数の主要開口１８４を規定し、主要開口１８４は、
相互接続部材１８６の連続網によって第１の表面１７４の面内に規定される。相互接続部
材１８６はそれぞれ、その長さに沿って、上向きに窪んだ形状の断面を示す。相互接続部
材１８６は、互いにほぼ一斉に終端して、ウェブの第２の表面の面内に補助開口１８８を
形成する。主要開口１８４はあらゆる好適な形状を規定してもよい。そのような構造の詳
細及び製造方法が、米国特許出願第０８／８１６，１０６号（１９９７年３月１４日出願
）に開示されている。好適な多孔質エラストマー材１２４は、トレデガー・フィルム・プ
ロダクツ（Tredegar Film Products）によってＸ－２５００７の名称で製造されている。
【０１２０】
　１００％伸展における第１サイクル伸展力（ＦＣＥＦ１００％）、２００％伸展におけ
る第１サイクル伸展力（ＦＣＥＦ２００％）、５０％伸展における第２サイクル回復力（
ＳＣＲＦ５０％）、及び１０～１２時間後の５０％における持続負荷などの、側部エラス
トマー材１２４の伸展性は、使い捨て衣類の性能における重要な考慮点である。側部エラ
ストマー材１２４は、本明細書では、規定の範囲内の伸展性を有する。ＦＣＥＦ１００％
及びＦＣＥＦ２００％は、使い捨て衣類の適用／取外し中の全体的な認知「伸張性」の指
標である。これらの２つの性質は、アプリケータが好適な程度の適用時伸張を得る能力に
も影響する。ＦＣＥＦ１００％及びＦＣＥＦ２００％が比較的高い側部エラストマー材１
２４は、使い捨て衣類を着用者に適用する際の困難を引き起こす。一方、ＦＣＥＦ１００
％及びＦＣＥＦ２００％が比較的低い側部エラストマー材１２４は、好適なレベルの身体
適合性／一致性を得られないことがある。ＳＣＲＦ５０％もまた、着用者に対する使い捨
て衣類の身体適合性／一致性に密接に関係する。ＳＣＲＦ５０％が比較的高い側部エラス
トマー材１２４は、着用者の皮膚に赤く跡を残す傾向があり、使用中、着用者にとって不
快なことがある。ＳＣＲＦ５０％が比較的低い側部エラストマー材１２４は、着用者上の
適所でおむつを保持するのに十分な弾性力を提供しないことがあり、又は良好に身体に適
合しないことがある。１０～１２時間後の５０％の持続負荷は、長時間にわたる力の減衰
を見積もる。この力の減衰は限定されるべきであり、そうでなければ大幅な弛みをもたら
す。
【０１２１】
　ＦＣＥＦ１００％、ＦＣＥＦ２００％、及びＳＣＲＦ５０％の値は、引張り試験機を使
用して測定することができる。引張り試験機としては、上側つかみ具及び上側つかみ具の
下方に位置する下側つかみ具を包含する。上側つかみ具は可動であり、伸展力測定手段に
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接続される。下側つかみ具はデスク（又は床）に固定される。幅約２．５４ｃｍ（１．０
インチ）および長さ約１２．７５ｃｍ（５インチ）の試験標本（即ち、測定されるエラス
トマー材）が準備され、有効標本長さ（Ｌ）（即ち、標点距離）が約５．０８ｃｍ（２．
０インチ）であるようにして、上側つかみ具と下側つかみ具の間で掴持される。上側つか
み具によって試験標本に伸展力が加えられる。試験標本に伸展力が加えられないとき、試
験標本はその元の長さである（即ち、０％伸展）。本明細書に使用するのに適した引張り
試験機は、インストロン社（Instron Corporation）（米国、０２０２１、マサチューセ
ッツ州、カントン（Canton）、ロイヤル・ストリート（Royall Street）１００）から、
コード番号インストロン（Instron）５５６４として入手可能である。
【０１２２】
　図１２は、エラストマー材１２４の２サイクルヒステリシスに対する伸展力曲線及び回
復力曲線の一例を示す。曲線Ｒ１は第１サイクルにおける回復力を示し、曲線Ｅ１は第１
サイクルにおける伸展力を示す。曲線Ｅ２（破線で示される）は第２サイクルにおける伸
展力を示し、曲線Ｒ２は第２サイクルにおける回復力を示す。伸展性及び回復性は以下の
ように測定される。
【０１２３】
　第１サイクルでは、試験標本は、５０．８ｃｍ／分（２０インチ／分）のクロスヘッド
速度及び約２３℃で最初の伸展力を受け、２００％伸展で３０秒間保持される。次に、試
験標本は、同じ速度で元の状態（即ち、０％伸展）まで弛緩される。試験標本は、同じ速
度及び条件で（第２のサイクルのために）第２の伸展力を受ける前に、１分間拘束されな
いままにされる。
【０１２４】
　本発明の特定の態様によれば、側部エラストマー材１２４のＦＣＥＦ１００％は、少な
くとも約３９．４ｇ／ｃｍ（１００ｇ／インチ）である。或いは、ＦＣＥＦ１００％は約
４７．２ｇ／ｃｍ（１２０ｇ／インチ）～約８６．６ｇ／ｃｍ（２２０ｇ／インチ）であ
り、更に別の場合には、約５９．１ｇ／ｃｍ（１５０ｇ／インチ）～７４．８ｇ／ｃｍ（
１９０ｇ／インチ）である。ＦＣＥＦ２００％は、約６２．９ｇ／ｃｍ（１６０ｇ／イン
チ）～約１７７．２ｇ／ｃｍ（４５０ｇ／インチ）、或いは約７０．９ｇ／ｃｍ（１８０
ｇ／インチ）～約１１８．１ｇ／ｃｍ（３００ｇ／インチ）、更に別の場合には約７８．
７ｇ／ｃｍ（２００ｇ／インチ）～約９４．５ｇ／ｃｍ（２４０ｇ／インチ）であること
ができる。側部エラストマー材１２４のＳＣＲＦ５０％は、約１５．７ｇ／ｃｍ（４０ｇ
／インチ）～約５１．２ｇ／ｃｍ（１３０ｇ／インチ）、或いは約２５．６ｇ／ｃｍ（６
５ｇ／インチ）～約４１．３ｇ／ｃｍ（１０５ｇ／インチ）、更に別の場合には約２９．
５ｇ／ｃｍ（７５ｇ／インチ）～約３７．４ｇ／ｃｍ（９５ｇ／インチ）であることがで
きる。１０～１２時間後の５０％における持続負荷は、約１５．７ｇ／ｃｍ（４０ｇ／イ
ンチ）～約５１．２ｇ／ｃｍ（１３０ｇ／インチ）、或いは約２５．６ｇ／ｃｍ（６５ｇ
／インチ）～約４１．３ｇ／ｃｍ（１０５ｇ／インチ）、更に別の場合には約２９．５ｇ
／ｃｍ（７５ｇ／インチ）～約３７．４ｇ／ｃｍ（９５ｇ／インチ）であることができる
。
【０１２５】
　図１０を参照すると、エラストマー性スクリム１２４は、複数の第１のストランド１２
５及び複数の第２のストランド１２７を有する。複数の第１のストランド１２５は、予め
定められた角度αでノード１３０において複数の第２のストランド１２７と交差して、複
数の開口１３２を有する網状の開放構造を形成する。第１のストランド及び少なくとも２
つの隣接した第２のストランドによって規定されるため、各開口１３２は、開口１３２が
ほぼ矩形の形状になる。平行四辺形、正方形、又は円弧セグメントなど、開口１３２の他
の形体も提供することができる。第１のセグメント１２５及び第２のセグメント１２７は
、ほぼ直線であり、互いにほぼ平行である。第１のストランド１２５は、角度αが約９０
°であるようにして、ノード１３０において第２のストランド１２７と交差することがで
きる。第１のストランド１２５及び第２のストランド１２７は、ノード９０において接合
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又は接着される。
【０１２６】
　好適なエラストマー性スクリム１２４は、コンウェド・プラスチックス社（Conwed Pla
stics Company）（米国ミネソタ州ミネアポリス（Minneapolis）によってＸＯ２５１４の
名称で製造されている。この材料は、構造方向Ｂにおいて２．５ｃｍ（１インチ）当たり
約１２本の弾性ストランド（即ち、第１のストランド１２５）と、構造方向Ｄにおいて２
．５ｃｍ（１インチ）当たり約７本の弾性ストランド（即ち、第２のストランド１２７）
とを有する。
【０１２７】
　図１０に示される実施形態では、弾性部材７０は、第１の被覆素材層１２２及び第２の
被覆素材層１３５、並びに第１の被覆素材層１２２及び第２の被覆素材層１３５内に配置
されたエラストマー材１２４を包含するが、弾性部材７０は追加の被覆素材層を包含し得
ることを理解されたい。第１の被覆素材層１２２は、内側表面１４２及び外側表面１４４
を有する。第１の被覆素材層１２２の内側表面１４２は、エラストマー材１２４に向けて
位置付けられた表面である。第１の被覆素材層１３５も、内側表面１４６及び外側表面１
４８を有する。第２の被覆素材層１３５の内側表面１４６は、エラストマー材１２４に向
けて位置付けられた表面である。エラストマー材１２４はまた、２つの平坦な表面を、即
ち、第１の被覆素材層１２２及び第２の被覆素材層１３５の面を有し、それぞれほぼ平行
な、第１の表面１６１及び第２の表面１６３を有する。第１の表面１６１は、第１の被覆
素材層１２２の内側表面１４２に最も接近して隣接したエラストマー材１２４の平坦な表
面である。第２の表面１６３は、第２の被覆素材層１３５の内側表面１４６に最も接近し
て隣接したエラストマー材１２４の平坦な表面である。
【０１２８】
　弾性部材７０は、使用前及び使用中に機械的伸張を受けるので、第１の被覆素材層１２
２及び第２の被覆素材層１３５は、比較的高い破断点伸びを有することができ、不適当な
（又は何らかの）裂け又は破れを起こすことなく、より伸縮性又は伸長性であり、更によ
り延長性（drawable）がある（但し、必ずしもエラストマー性ではない）。更に、第１の
被覆素材層１２２及び第２の被覆素材層１３５は、適合性があり、感触が柔らかく、且つ
着用者の皮膚に刺激がなく、物品に布製衣類の感触及び快適性を付与する。第１の被覆素
材層１２２及び第２の被覆素材層１３５に適した材料は、プラスチックフィルム、孔あき
プラスチックフィルム、天然繊維（例えば、木材繊維若しくは木綿繊維）又は合成繊維（
例えば、ポリオレフィン類、ポリアミド類、ポリエステル、ポリエチレン、若しくはポリ
プロピレンの繊維）の織布又は不織布ウェブ、又は天然及び／若しくは合成繊維の組み合
わせ、或いはコーティングされた織布若しくは不織布ウェブなどの、広範囲の材料から製
造することができる。
【０１２９】
　第１の被覆素材層１２２及び第２の被覆素材層１３５はそれぞれ、同一の圧密（consol
idated）不織布材料であることができる。代表的な不織布材料は、ファイバーウェブ・ノ
ース・アメリカ社（Fiberweb North America, Inc.）（米国サウスカロライナ州シンプソ
ンビル（Simpsonville））によって、ソフスパン（Sofspan）２００の名称で製造されて
いる。この材料は、圧密（consolidation）前は２５ｇ／ｍ２の坪量を有し、圧密後は６
３ｇ／ｍ２の坪量を有する。本明細書では、「坪量」は、平面のウェブ材料１平方メート
ルの重量である。或いは、高度に歪み可能な不織布材料が使用されてもよい。或いは、第
１の被覆素材層１２２及び第２の被覆素材層１３５は、弾性性能、柔軟性、可撓性、通気
性、及び耐久性などの所望の性能要件を満たしている限り、同一の材料である必要はない
。本明細書では、「圧密（consolidated）不織布材料」は、材料が小さい力を受けて構造
方向Ｄに伸長するように、材料が機械的張力を受けて構造方向Ｄにひだ寄せ又は短縮され
ている不織布材料を意味する。
【０１３０】
　図１１は、積層体として形成することができる弾性部材７０の断片的な拡大側面図を示
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す。求められるあらゆる性能特性間でのトレードオフなしに全ての性能分類において非常
に良好な性能特性を提供することとともに、側部定着領域Ａが作り出されるようにして、
弾性部材７０が接着されるか、又は別の方法で定着されているとき、弾性部材７０の弾性
は増加され、弾性部材７０は、層間剥離及びクリープをほぼ起さないことが見出されてい
る。側部の定着は、積層プロセスの一部として、接着剤ビーズで側部を糊付けして、被覆
素材層１２２及び１３５の間でエラストマー材１２４を定着させることによって実行する
ことができる。或いは、側部の定着は、縫合、ヒートシール、超音波接着、ニードルパン
チング、別の糊付けプロセス、エンボス加工圧力接着などによって、又は当業者には既知
の他のあらゆる手段によって実行されてもよい。別の代替例は、エラストマー構成要素及
び被覆素材構成要素の積層が実行された後、積層構造の層を側部で定着させるものである
。
【０１３１】
　弾性部材は、特に、着用者及び消費者に対して非常に良好な柔らかい感触を提供するこ
とができる。消費者は柔軟性を重視するので、これは重要である。従来の積層体では、ク
リープを排除する試みは、活性化する能力の許容できない減少を伴う場合が多い、柔軟性
の許容できない減少を必要としていた。これは、そのような従来の試み（クリープを排除
するのには不十分であった）が、接着を強化するために、多くの場合は全体的なコーティ
ングパターンで追加のメルトブローン接着剤を適用することに焦点を当てていたためであ
る。これにより、一般に、積層体の望ましくない全体的な硬直がもたらされていた。しか
しながら、本明細書に記載される積層体は、消費者が望む柔らかい感触を損なうことなく
、且つ活性化能力を犠牲にすることなくクリープを排除する。
【０１３２】
　図１１を参照すると、第１の接着剤１７０は、弾性部材７０の外縁部１８０それぞれに
対応する位置において、第２の被覆素材層１３５の内側表面１４６に適用される。別の方
法として、又はそれに加えて、第１の接着剤１７０は第１の被覆素材層１２２の内側表面
１４２に適用されてもよい。例示を容易にするため、説明及び図面は、第２の被覆素材層
１３５のみへの適用に言及する。
【０１３３】
　このパターンは側部定着領域Ａを作り出し、それは、従来から既知の積層体と関連する
層間剥離及びクリープをほぼ排除し、弾性部材７０が、クリープ又は層間剥離を起こすこ
となくより大きな歪みを受けることを可能にする。第１の接着剤１７０を弾性部材７０の
縁部領域１８０に制限することによって、弾性部材７０の伸展性の妨げとなることが回避
され、被覆素材層１２２及び１３５の裂けも回避されることも見出されている。非晶質の
結晶化構成要素を有する可撓性接着剤である第１の接着剤１７０は、図１１に示されるよ
うに、複数のビーズとして適用される。そのような接着剤は、ニッタフィンドレイ株式会
社（Nitta Findley Co., Ltd.）（日本、大阪）によって、Ｈ９２２４の名称で製造され
ている。
【０１３４】
　弾性部材７０は、好ましくはエラストマー材１２４の第２の表面１６３に適用されるが
、別の方法としてエラストマー材１２４の第１の表面１６１に適用することができる、第
２の接着剤１６４を包含することができる。第２の接着剤１６４は、螺旋状の噴霧パター
ンで適用され、それによって、線状の噴霧での適用によって形成されるであろうものより
も個別的な接着点１６７ｂを形成する。理論によって束縛されるものではないが、第２の
接着剤１６４のほとんどは、構造方向Ｄ（図１０を参照）で噴霧されると考えられる。し
たがって、螺旋状の噴霧により、非常に良好な活性化特性が得られることが見出されてい
る。本明細書では、「活性化」は伸張する能力を指す。
【０１３５】
　第２の接着剤１６４の層をエラストマー材１２４の第２の表面１６３上に直接噴霧する
ことは、第２の接着剤１６４を反対側の（即ち、第２の）被覆素材層１３５に適用するよ
りも好ましいことが見出されている。これは、第２の接着剤１６４が、エラストマー材１
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２４の表面上に残っていることがある、あらゆる残留処理剤又はオイルに浸透する傾向が
あるためである。そのような残留材料は、エラストマー材１２４上に残ったままである場
合、時間と共に、接着剤による接着を、また結果として弾性部材７０を脆弱化することが
ある。例えば、それらの残留材料がそのまま残っている場合、弾性部材７０を形成するの
に使用された接着は、消費者が製品を購入する前の時間間隔の間に脆弱化することがある
。
【０１３６】
　螺旋状の接着剤領域における弾性部材７０の剥離値は、典型的には、接着剤１６４がエ
ラストマー材１２４に直接適用されたとき、反対側の（即ち、第２の）被覆素材層１３５
に適用されたときよりも高い。本明細書では、「剥離値」は、被覆素材１２２及び１３５
の２つの層を互いから分離するのに必要な力の量を指す。より高い剥離値は、典型的には
、使用中の層間剥離の可能性がより低いことと同等である。
【０１３７】
　第２の接着剤１６４と同じエラストマー系接着剤であることができる第３の接着剤１６
０もまた、第１の被覆素材層１２２の内側表面１４２に適用することができる。第２の接
着剤１６４の適用に関して記載したのと同様のやり方で、第３の接着剤１６０は螺旋状の
噴霧パターンで適用され、それによって、線状の噴霧での適用によって形成されるであろ
うものよりも個別的な接着点１６７ａを形成する。理論によって束縛されるものではない
が、そのように噴霧された第１の接着剤１６０のほとんどは構造方向Ｄで整列すると考え
られる。第２の接着剤の螺旋状噴霧１６２及び第３の接着剤の螺旋状噴霧１６６に使用す
るのに適した接着剤は、ニッタフィンドレイ株式会社（Nitta Findley Co., Ltd.）（日
本、大阪）によって、Ｈ２１２０の名称で製造されている。第２の接着剤噴霧１６４及び
第３の接着剤噴霧１６０それぞれのアドオンレベルは、約０．６ｍｍ／ｃｍ２（４ｍｍ／
ｉｎ２）～約１．８６ｍｍ／ｃｍ２（１２ｍｇ／ｉｎ２）、或いは約１．２４ｍｍ／ｃｍ
２（８ｍｇ／ｉｎ２）である。
【０１３８】
　「発明を実施するための最良の形態」で引用した全ての文献は、関連部分において参考
として本明細書に組み込まれるが、いずれの文献の引用も、それが本発明に関して先行技
術であることを容認するものと解釈されるべきではない。本文書における用語のいずれか
の意味又は定義が、参考として組み込まれる文献における用語のいずれかの意味又は定義
と対立する範囲については、本文書におけるその用語に与えられた意味又は定義を適用す
るものとする。
【０１３９】
　本発明の特定の実施形態を例示し説明してきたが、本発明の趣旨及び範囲から逸脱する
ことなく、他の様々な変更及び修正を実施できることが当業者には明白であろう。そのよ
うな実施形態及び特徴の組み合わせが可能であり、またそれによって、本発明の範囲内で
実施できることが明白である。したがって、本発明の範囲内にある全てのそのような変更
及び修正を添付の特許請求の範囲で扱うものとする。
【０１４０】
　本明細書によって図面が参照されるが、図面全体を通して同様の参照番号は同様の要素
に対応する。
【図面の簡単な説明】
【０１４１】
【図１】本発明の一実施形態にしたがって作成されたサイドシームによって接合された一
対の隣接した耳パネルを有する、使い捨てプルオン衣類の斜視図であり、それにより、衣
類は典型的な使用中の形態で示される。
【図２】その平坦な非収縮状態で示される、図１に示される使い捨てプルオン衣類の簡略
化した平面図。
【図３】図２の線３～３に沿って示される使い捨てプルオン衣類の断面図。
【図４Ａ】図１に示される前側及び後側耳パネルを接合するサイドシームの拡大平面図で
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あり、サイドシームは、開始区域、先行区域、伝搬区域、追従区域、及び完了区域を包含
する。
【図４Ｂ】図４Ａに類似した前側及び後側耳パネルを接合するサイドシームの拡大平面図
であり、但し、開始区域は代替実施形態にしたがって作成されている。
【図４Ｃ】図４Ａに類似した前側及び後側耳パネルを接合するサイドシームの拡大平面図
であり、但し、開始区域は代替実施形態にしたがって作成されている。
【図４Ｄ】図４Ａに類似した前側及び後側耳パネルを接合するサイドシームの拡大平面図
であり、但し、先行区域は代替実施形態にしたがって接着部の塊を規定している。
【図４Ｅ】図４Ａに類似した前側及び後側耳パネルを接合するサイドシームの拡大平面図
であり、但し、先行区域は代替実施形態にしたがって作成された接着部の塊を規定してい
る。
【図４Ｆ】図４Ａに類似した前側及び後側耳パネルを接合するサイドシームの拡大平面図
であり、但し、先行区域は代替実施形態にしたがって作成された接着部の塊を規定してい
る。
【図４Ｇ】図４Ａに類似した前側及び後側耳パネルを接合するサイドシームの拡大平面図
であり、但し、伝搬区域は代替実施形態にしたがって作成されている。
【図４Ｈ】図４Ｇに類似した前側及び後側耳パネルを接合するサイドシームの拡大平面図
であり、但し、伝搬区域は別の代替実施形態にしたがって作成されている。
【図４Ｉ】図４Ｇに類似した前側及び後側耳パネルを接合するサイドシームの拡大平面図
であり、但し、伝搬区域は更に別の代替実施形態にしたがって作成されている。
【図４Ｊ】図４Ａに類似した前側及び後側耳パネルを接合するサイドシームの拡大平面図
であり、サイドシームは別の代替実施形態にしたがって作成されている。
【図４Ｋ】図４Ａに類似した前側及び後側耳パネルを接合するサイドシームの拡大平面図
であり、但し、完了区域は代替実施形態にしたがって作成されている。
【図５Ａ】図４Ａに類似した前側及び後側耳パネルを接合するサイドシームの拡大平面図
であり、但し、代替実施形態によるしるしを持つ引き剥がしタブを示している。
【図５Ｂ】図５Ａに類似した前側及び後側耳パネルを接合するサイドシームの拡大平面図
であり、別の代替実施形態によるしるしを持つ引き剥がしタブを有している。
【図５Ｃ】図５Ａに類似した前側及び後側耳パネルを接合するサイドシームの拡大平面図
であり、別の代替実施形態によるしるしを持つ引き剥がしタブを有している。
【図６】図４Ａに類似した前側及び後側耳パネルの拡大平面図であり、但し、代替実施形
態にしたがって継ぎ合わされている。
【図７】図１に示されるものに類似した使い捨てプルオン衣類の斜視図であり、但し、サ
イドシームは本発明の代替実施形態にしたがって作成されている。
【図８Ａ】図４Ａに類似した前側及び後側耳パネルを接合するサイドシームの拡大平面図
であり、但し、サイドシームは代替実施形態にしたがって作成されている。
【図８Ｂ】図８Ａに類似した前側及び後側耳パネルを接合するサイドシームの拡大平面図
であり、但し、代替実施形態にしたがって作成されている。
【図９】図１に類似した使い捨てプルオン衣類の斜視図であり、但し、衣類は代替実施形
態にしたがって作成されている。
【図１０】図３に示される前側及び後側耳パネルを形成する弾性部材の分解斜視図。
【図１１】図３に示される弾性部材の断片的な拡大側面図。
【図１２】本発明の１つの態様による、エラストマー材のヒステリシス曲線の２つのサイ
クルを示すグラフ。
【図１３】代替実施形態にしたがって作成された弾性材料の断片的な拡大斜視図。
【図１４】本発明の特定の態様にしたがって作成された前側耳パネルの平面図。
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