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(57)【要約】
　本出願は、経血を吸収するためのタンポン及び生理用
ナプキンのような生理用品を含む吸収性物品に関する。
より具体的には本発明は１つ以上の図形的要素を含む生
理用品に関し、前記図形的要素が吸収性物品の機能領域
を強調する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸収性物品であって、
　液体透過性トップシートであって、前記吸収性物品の内側の方に向けられる内側表面と
、前記吸収性物品が着用される際に着用者の皮膚の方に向けられる外側表面と、を有する
、トップシートと、
　前記トップシートに接合されるバックシートであって、前記吸収性物品の内側の方に向
けられる内側表面と、前記吸収性物品が着用される際に着用者の衣類に向かって配置され
る外側表面と、を有する、バックシートと、
　前記トップシートと前記バックシートとの間に配置される周辺部を有する吸収性コアで
あって、前記吸収性物品が着用される際に着用者の皮膚の方に向けられる内側表面と、前
記吸収性物品が着用される際に着用者の衣類に向かって配置される外側表面と、を有する
、吸収性コアと、を備え、
　前記トップシートが４つ以上の図形的要素を含み、
　前記コアの周辺部が５％～６０％のインク対クリーン部比率を示すように、前記図形的
要素が前記吸収性コアの周辺部に重なる、吸収性物品。
【請求項２】
　隣接する図形的要素が接触しない、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項３】
　１つの四分区分内の２つの隣接する図形的要素が、長手方向軸に平行である長手方向中
心線を共有していない、請求項１又は２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記吸収性物品が長手方向軸及び横方向軸によって四分区分に分けられ、少なくとも１
つの図形的要素が各四分区分に位置する、請求項１～３のいずれか一項に記載の吸収性物
品。
【請求項５】
　前記吸収性コアが、八分区分に分割された周辺部を有し、少なくとも１つの図形的要素
が各八分区分に位置する、請求項１～４のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記周辺部線が１つ以上の図形的要素を二分するように、前記図形的要素が前記吸収性
コアの周辺部に重なる、請求項５に記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記図形的要素が、０．１ｃｍ～１２ｃｍの幅を有する、請求項１～６のいずれか一項
に記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記図形的要素が、前記トップシートの衣類に面する側面に印刷されている、請求項１
～７のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項９】
　機能層のしるしが、前記吸収性コア周辺部の内部に位置する、請求項５～８のいずれか
一項に記載の吸収性物品。
【請求項１０】
　前記機能層のしるしが、図形的要素及び構造的識別からなる群から選択される、請求項
５～９のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、経血を吸収するための生理用ナプキンなどの生理用品を含む吸収性物品に関
する。より具体的には本発明は１つ以上の図形画像を含む生理用品に関し、前記図形画像
は吸収性物品の機能領域の輪郭をはっきりさせる。
【背景技術】
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【０００２】
　生理用ナプキン、おむつ、成人失禁及び生理用パッドなどの使い捨て吸収性物品は、高
速で製造される。しかし今日の現代の高速生産ラインは、ウェブの横断方向（ＣＤ）の追
跡及びウェブの組み合わせにおいて固有のばらつきがある。消費者が気づく場合、このＣ
Ｄのばらつきは製品の品質評価に影響を与える可能性がある。例えば消費者は、吸収性コ
アが物品の羽根構成要素の間の中央に位置していないと気づくと、製品は適切に機能しな
いと信じる可能性がある。
【０００３】
　加えて、消費者は色を好む。色は多くの場合、製品の層に図形又は図形的要素の形態で
加えられる。図形的要素を物品の最上層に印刷することは、バリアのしるしを伝達するこ
とができ、又は製品の機能領域を強調することができる。しかし、消費者の好む製品の機
能領域を強調するバリアのしるしのような印刷された製品の図形的要素は、実際製品が依
然として適切に機能する品質基準内にあるとき、消費者に物品に欠陥があると思わせる、
今日の製品に見いだせるＣＤのばらつきの識別を実際に強調し得る。この問題に対処する
ために、現在の製品は有効なバリアのしるしの図形を放棄する、又は多額の費用を投じて
、ＣＤのばらつきを低減するためにラインを遅くする、若しくは専用装置を購入すること
を強いられている。これらの経費は著しく高額であり得る。
【０００４】
　例えば現在の製品はコアの周辺部から遠く離れて印刷されており、その結果コア配置の
識別が大きなＣＤのばらつきをより容認している。図形的要素は更に、ＣＤのばらつきを
懸念する必要がないように、コアの配置前にバックシート全体に配置されている。最後に
図形的要素は、コア周辺部の外側の領域に非対称な様式で置かれて、ＣＤのばらつきに対
処するのを避けている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって求められていることは、消費者の許容できるしるしを可能にし、かつ高速の
製造工程で作成されることができる、物品のトップシート上の特定の印刷された図形の向
きである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　吸収性物品は、液体透過性のトップシートと、トップシートに接合したバックシートと
、トップシートとバックシートとの間に配置された周辺部を含む吸収性コアと、を含む。
トップシートは、吸収性物品の内側又は衣類に面する側面の方に向けられる内側表面、及
び吸収性物品が着用される際に着用者の皮膚又は身体に面する側面の方に向けられる外側
表面を有する。バックシートは、吸収性物品の内側の方に向けられる内側表面、及び吸収
性物品が着用される際に着用者の衣類の方に向けられる外側表面を有する。吸収性コアは
、吸収性物品が着用される際に着用者の皮膚の方に向けられる内側表面、及び吸収性物品
が着用される際に着用者の衣類の方に向けられる外側表面を有する。トップシートは４つ
以上の図形的要素を含む。コアの周辺部が５％～６０％のインク対クリーン部の比率を示
すように、図形的要素は吸収性コア周辺部に重なる。
【０００７】
　吸収性物品は、液体透過性トップシートと、トップシートに接合したバックシートと、
トップシートとバックシートの間に配置された周辺部を有する吸収性コアと、を含む。ト
ップシートは、吸収性物品の内側又は衣類に面する側面の方に向けられる内側表面、及び
吸収性物品が着用される際に着用者の皮膚又は身体に面する側面の方に向けられる外側表
面を有する。バックシートは、吸収性物品の内側の方に向けられる内側表面、及び吸収性
物品が着用される際に着用者の衣類の方に向けられる外側表面を有する。吸収性コアは、
吸収性物品が着用される際に着用者の皮膚の方に向けられる内側表面、及び吸収性物品が
着用される際に着用者の衣類の方に向けられる外側表面を有する。機能層のしるしは一般
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的に、トップシート下方の層上の中央に位置する。トップシートは４つ以上の図形的要素
を含む。コアの周辺部が５％～６０％のインク対クリーン部の比率を示すように、図形的
要素は吸収性コア周辺部に重なる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　本明細書は本発明の主題を詳細に指摘し、かつ明確に請求する特許請求の範囲をもって
結論とするが、本発明は添付図面と関連する次の説明から更に容易に理解できると考えら
れる。
【図１】例示の生理用品の平面図である。
【図２】上述の製品の図形の配置である。
【図３Ａ】上述の製品の図形の配置である。
【図３Ｂ】上述の製品の図形の配置である。
【図３Ｃ】上述の製品の図形の配置である。
【図４】本発明の範囲内の製品の図形の配置を表す。
【図５】本発明の範囲内の製品の図形の配置を表す。
【図６】本発明の範囲内の製品の図形の配置を表す。
【図７】本発明の範囲内の製品の図形の配置を表す。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明は印刷された製品図形を、及びトップシートの身体に面する側面から視認できる
１つ以上の図形を有する吸収性物品、特に使い捨て吸収性物品を目的とする。製品の図形
配置は物品の機能領域を強調すると共に、高速製造を可能にする。使い捨て吸収性物品は
、失禁用品、及び生理用ナプキン、パンティライナー、陰唇間製品などのような生理用品
を含む、女性用衛生物品であってよい。便宜上、本発明は、生理用ナプキン又はパンティ
ライナーのような生理用品の実施形態に関して、以下に開示する。
【００１０】
　本明細書で使用する場合「可視インク対クリーン領域パーセンテージ」とは、図形の重
なる吸収性コア周辺部のパーセンテージに関する。可視インク対クリーン領域パーセンテ
ージは、吸収性コア周辺部を測定すること、吸収性コア周辺部に沿って吸収性コア周辺部
に重なる任意の図形的要素の部分を測定すること、図形的要素が重なる吸収性コア周辺部
の全長を合計すること、及び図形的要素が重なる吸収性コア周辺部の合計を吸収性コア周
辺部全体で割ることによって計算できる。
【００１１】
　本明細書で使用する場合「機能層のしるし」とは、吸収性物品の機能的吸収性部分に注
意をひく任意の識別子に関する。機能層のしるしは、構造的識別、例えば機能層内若しく
はそのまわりのスロット若しくは点の形態の開孔、機能層の表示部分上若しくは機能層の
まわりの図形的要素、又は吸収性物品の機能層にユーザを向ける構造要素と図形的要素の
組み合わせであり得る。
【００１２】
　本明細書で使用する場合「印刷された図形の向き」とは、所与の領域内の一組の図形的
要素に関する。しかし上述のように図形的要素は、この領域内の同じ表面に印刷される必
要はない。
【００１３】
　本明細書で使用する場合「製品の図形配置」とは、吸収性物品の身体側の表面から視認
できる図形的要素の組み合わせに関する。製品の図形配置は、４つ以上の図形的要素を有
することができる。製品の図形配置は、機能層のしるしであり得る。
【００１４】
　吸収性物品を形成する際に使用する層の特定の構成に関係なく、複数の図形的要素は製
品の図形配置で印刷されて、その結果それらは身体に面する表面から視認できる。特定の
図形的要素は、吸収性物品の高速製造を可能にすると共に、消費者に機能領域を強調する
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固有の外観を提供するように選択される。高速製造は、物品が完成するまで、別の層の上
部に１つの材料層を配置することによって行われる。各材料層は、計算された許容誤差内
で配置されなければならない。そうでなければ製造システムは、製品を容認できないとみ
なすことができる。製品は製造ガイドラインの理由から容認され得るが、生理用ナプキン
を有することは可能であり、そこで吸収性コアは横方向軸に沿ってＣＤ方向にシフトして
いる。固有の印刷した図形の向きに図形的要素を配置することによって、生理用ナプキン
は高速製造を可能にすると共に、機能領域を強調する消費者の許容できる図形的要素を有
することができることを、発明者は見いだした。
【００１５】
　図１は、例えば、トップシート１４の外側表面を含む身体接触面１２、トップシート１
４に接合する液体不透過性バックシート１６、及び吸収性コア１８を有する生理用ナプキ
ン１０を示す。生理用ナプキン１０は、長手方向軸Ｌ、横方向軸Ｔを有する。長手方向軸
及び横方向軸は、生理用ナプキンの中心点で交わる。長手方向軸及び横方向軸は、生理用
ナプキンを４つの区分１０１、１０２、１０３、１０４に分ける。この吸収性コアは周辺
部を有する。吸収性コア２０の吸収性コア周辺部は八分区分に分割され得る。八分区分は
、吸収性コア周辺部の長さを測定すること及び全長を８で割ることにより計算される。図
２に示すように各八分区分は、吸収性コア周辺部の等しい長さ２０１、２０２、２０３、
２０４、２０５、２０６、２０７及び２０８を含む。各四分区分は、吸収性コア周辺部を
含む吸収性コアの一部を含む。
【００１６】
　図形的要素２６は、トップシートの身体に面する表面上又は衣類に面する表面上に印刷
されることができ、その結果それらは容易に視認できる。追加の図形的要素２６は、吸収
性物品１０の任意の層に印刷されることができる。追加の図形的要素２６は、バックシー
ト１６の身体に面する側面上、第２のトップシート（図示せず）の身体に面する側面上、
吸収性コア１８の身体に面する側面上、又は吸収性コア１８の身体に面する側面の一部上
に印刷されることができる。
【００１７】
　図形的要素は、異なるサイズ、色、形状及びデザインを有することができる。図形的要
素は、片側面上の複数のより小さな図形的要素が他側面上の大きな図形的要素と「釣り合
う」ことができる程度まで、バランスを保つことができる、又はより小さいオブジェクト
はより大きなオブジェクトより中心から更に離れて配置されることができる。あるいはよ
り暗いオブジェクトは、いくつかのより明るいオブジェクトと同じようにバランスを保つ
ことができる。図形的要素２８及び３４は比較的単純な形状を有するとして本明細書で示
されるものの、これは単に例示目的のためにだけある点にも留意されなければならない。
点、卵形、三角形、正方形、長方形、花、蝶、星、心臓、螺旋、二重螺旋、クロソイド曲
線、コルニュ螺旋、多項式二重螺旋、オイラーの二重螺旋、パラメータの二重螺旋など実
質上任意の形状又はデザインを用いることができる。事実、図形的要素が実質的により複
雑になること、及びそれらがある程度の湾曲及び色を有して、より複雑な視覚を提供し、
物品の全体のマスキング効果を助けることは、一般的に好ましい。例えば図４～図７は、
本発明で使用され得るより複雑な図形的要素を一般的に示す。
【００１８】
　ある場合において、ユーザの特定の焦点から見られるとき、図形的要素は視覚的錯覚を
与えるように配置されることもできる。例えば互いに関連する図形的要素の配置は、本体
の端から離れて移動するように見えるオブジェクトのうちの少なくとも１つとして、認知
できる動きの視覚的錯覚を形成できる。このような錯覚パターンを提供するための例示の
オブジェクトは、幾何学的、螺旋状、変則的な運動、回転、色変化、周縁ドリフト、陽性
残ぼかし、きらめき格子、立体視及び色立体視、収縮及び膨張、コントラスト相反、対流
、色彩の同化など、例えばＳｕｌｌｉｖａｎらに対する米国特許公開第２００９／０１５
７０２１号及びＭｅｅｋｉｎｓに対する同第２００５／０２６８３７１号に記載されてお
り、それらはすべての目的にためにその開示に対する参照によってその全体が本明細書に
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組み込まれる。多くの実施形態において、トップシートの見える面上を見ているユーザに
よって、吸収性物品内で奥行きの認識を作成するために、異なる色合いの図形的要素を使
用できる。かかる錯覚パターンは、Ｃｈｒｉｓｔｅｎらに対する米国特許公開第２００３
／０１１４８１１号に記載されており、それはすべての目的のためにそれに対する参照に
よって、その全体が本明細書に組み込まれる。
【００１９】
　印刷された図形の向きは、高速製造中の可撓性を可能にすると共に、物品の吸収性コア
又は機能領域を強調する。図形的要素の位置のバランスをとることによって、サイズ制限
を図形的要素に置くことによって、及び吸収性コア周辺部に沿って図形的要素を配置して
、コア周辺部に沿って５％～６０％の可視インク対クリーン領域パーセンテージを有する
ことによって、消費者に容認されると共に、高速製造を可能にする製品の図形の向きを達
成することができることを、発明者は見いだした。
【００２０】
　多くの実施形態において機能領域は、吸収性コアの周辺部の内部に追加の機能標識を有
することができる。追加の機能標識は、コア内の１つ以上の追加の図形的要素、開孔、穿
孔、スロット又は点であり得る。追加の機能標識は、トップシートの下、吸収性コア内若
しくはその上、又はトップシートの身体に面する表面から視認できる任意の他の層に位置
することができる。
【００２１】
　図２及び図３Ａ～図３Ｃに示すように、高速製造を可能にしかつ吸収性物品の機能領域
を強調すると共に、図形的要素は消費者許容可能性を満たすために配置され得ることを、
発明者は見いだした。理論に束縛されるものではないが、全体の製品の図形配置の推奨さ
れた基準に従うことによって目的が達成されることを、発明者は見いだした。
【００２２】
　図２及び図３Ａ～図３Ｃは、吸収性物品１０上の製品の図形配置を示す。吸収性物品１
０は、トップシート１４、バックシート１６、身体に面する表面１２、及び吸収性コア１
８を有する。製品の図形配置は４つ以上の図形的要素２６からなる。吸収性物品１０は、
長手方向軸及び横方向軸によって、四分区分１０１、１０２、１０３、１０４に分割にさ
れる。吸収性コア周辺部２０は、八分区分２０１、２０２、２０３、２０４、２０５、２
０６、２０７及び２０８に分割される。図２及び図３Ａ～図３Ｃに示すように、機能領域
は、スロット３０及び点３２の形態で追加の機能層のしるしを含有する。図２及び図３Ａ
～図３Ｃに示すように、隣接する図形的要素２６は接触しない又は重ならない。図２及び
図３Ａ～図３Ｃに示すように、１つの四分区分内の２つの隣接する図形的要素は、長手方
向軸に平行な長手方向中心線を共有しない。図２及び図３Ａ～図３Ｃに示すように、少な
くとも１つの図形は各四分区分に位置する。図２及び図３Ａ～図３Ｃに示すように、少な
くとも１つの図形は各八分区分に位置する。
【００２３】
　多くの実施形態において、吸収性コア周辺部に沿った図形的要素は、同じ線に沿って位
置することはできない。例えば図形的要素は直線を形成してはならない。図形的要素は、
吸収性コア周辺部周辺で連続フレームと接触してはならない、又は作成してはならない。
【００２４】
　多くの実施形態において、図形的要素は、各図形の間が１ｍｍ～３０ｍｍ、例えば２ｍ
ｍ～１５ｍｍ、５ｍｍ～１０ｍｍ、例えば３ｍｍ、４ｍｍ、６ｍｍ、７ｍｍ、８ｍｍ、又
は９ｍｍであるように、離間配置されている。図形的要素の間の距離は変化できる。例え
ば、第１の図形的要素と第３の図形的要素の間の距離は２．２ｍｍであり得る一方で、第
１の図形的要素と第２の図形的要素の間の距離は３ｍｍであり得る。
【００２５】
　図２に示すように吸収性コア１８は、四分区分１０１、１０２、１０３及び１０４に分
割され得る。
【００２６】
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　図形的要素２６は、吸収性コア１８の周辺部２０周辺に図形的要素２６を配置すること
によってバランスを保つことができ、その結果、吸収性コア周辺部に沿ったインク領域の
パーセンテージは、５％～６０％の間、１０％～５０％の間、例えば１５％、２０％、２
５％、３０％、３５％、４０％、４５％、又は５０％である。図２に示すように、周辺部
における可視インク対クリーン領域パーセンテージは、約６０％である。図形的要素２６
は各四分区分内に置くことができるが、ただしそれらがＣＤ方向に沿って幅１２ｃｍ未満
の必要なサイズ制限内にあることを条件とする。多くの実施形態において図形的要素は、
サイズが変化する。コア周辺部に沿った図形的要素は、幅が０．１ｃｍ～１２ｃｍの間で
なければならない。この範囲は、ＣＤ方向のコア配置における許容範囲を提供する。
【００２７】
　図３Ａ～図３Ｃに示すように吸収性物品１０は、複数の図形的要素２６を有する。図形
的要素２６は、吸収性コア１８の周辺部２０周辺に図形的要素２６を配置することによっ
てバランスを保つことができ、その結果、周辺部における可視インク対クリーン領域パー
センテージは、５％～６０％の間、１０％～５０％の間、例えば１５％、２０％、２５％
、３０％、３５％、４０％、４５％、又は５０％である。図３Ａ～図３Ｃに示すように、
吸収性物品１０の吸収性コア１８を強調する一方で更に、製品の図形配置は長手方向中心
線から０～６ｃｍの間で移動することができる。図３Ａに示すように製品の図形配置は、
長手方向軸及び横方向軸に対して中心に置かれることができる。図３Ｂに示すように製品
の図形配置は、ＣＤ及びＭＤ方向両方に移動する。同様に図３Ｃに示すように製品の図形
配置は、ＣＤ及びＭＤ方向両方に移動する。図形的要素２６は各八分区分内に置くことが
できるが、ただしそれらが幅０．１ｃｍ～１２ｃｍの必要なサイズ制限内にあることを条
件とする。多くの実施形態において図形的要素は、サイズが変化する。各八分区分は吸収
性コア１８を強調するために図形２６を含有する必要はない。図形２６は八分区分に重な
る。
【００２８】
　生理用ナプキンは、当該技術分野において既知の「羽根」又は「フラップ」、及び／又
は第２のトップシート、及び／又は流体獲得層、及び／又は吸収性コア１８への流体輸送
を促進するように設計された他の層などの、ナプキンに一般的に見られる更なる特徴を備
えて提供されてもよい。同様に、生理用ナプキンのトップシート１４は、当該技術分野に
おいて既知の様々な任意の特徴を有することができる。例えば、トップシート１４はその
中に流体の流れを導くエンボス加工された１つ以上のチャネル、それらを通して流体を獲
得するのに役立つ開口部、及びその上で又はそれを通して可視である印刷されたしるしを
有することができ、この可視しるしは、機能的及び審美的特性を目的としてトップシート
又はその下位層上に印刷されている。
【００２９】
　トップシートは、織布材料及び不織布材料；孔あき成形熱可塑性フィルム、孔あきプラ
スチックフィルム及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、網目状熱可塑性フィルム；並びに熱可塑性スクリムなどの
広範な材料から作製することができる。好適な織布及び不織布材料は、天然繊維（例えば
、木質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
合わせを含んでもよい。多くの実施形態において、トップシートを通過した液体から着用
者の皮膚を隔離するため、トップシートは疎水性材料から作ることができる。トップシー
トが疎水性材料から作られている場合、液体がトップシートを更に迅速に貫通するように
、トップシートの少なくとも上面を処理して親水性にする。これにより、排泄物がトップ
シートに引き込まれて吸収性コアに吸収されることなく、トップシートから流れ落ちる可
能性が低減する。多くの実施形態において、トップシートを界面活性剤で処理して親水性
を付与することができる。トップシートを界面活性剤で処理するための好適な方法として
は、トップシート材料に界面活性剤を噴霧すること、及び材料を界面活性剤中に浸漬する
ことが挙げられる。
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【００３０】
　トップシートは孔あき成形フィルムを包含することができる。孔あき成形フィルムは排
泄物に対して透過性であり、その上非吸収性であって、液体を逆流させて着用者の皮膚を
再び濡らす傾向が少ないため、トップシートに使用し得る。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
、着用者により快適な感触が作り出される。好適な成形フィルムが、Ｔｈｏｍｐｓｏｎに
対する１９７５年１２月３０日発行米国特許第３，９２９，１３５号、名称「Ａｂｓｏｒ
ｐｔｉｖｅ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｔａｐｅｒｅｄ　Ｃａｐｉｌｌａｒ
ｉｅｓ」；Ｍｕｌｌａｎｅらに対する１９８２年４月１３日発行米国特許第４，３２４，
２４６号、名称「Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｈａｖ
ｉｎｇ　Ａ　Ｓｔａｉｎ　Ｒｅｓｉｓｔａｎｔ　Ｔｏｐｓｈｅｅｔ」；Ｒａｄｅｌらに対
する１９８２年８月３日発行米国特許第４、３４２，３１４号、名称「Ｒｅｓｉｌｉｅｎ
ｔ　Ｐｌａｓｔｉｃ　Ｗｅｂ　Ｅｘｈｉｂｉｔｉｎｇ　Ｆｉｂｅｒ－Ｌｉｋｅ　Ｐｒｏｐ
ｅｒｔｉｅｓ」；Ａｈｒらに対する１９８４年７月３１日発行米国特許第４，４６３，０
４５号、名称「Ｍａｃｒｏｓｃｏｐｉｃａｌｌｙ　Ｅｘｐａｎｄｅｄ　Ｔｈｒｅｅ－Ｄｉ
ｍｅｎｓｉｏｎａｌ　Ｐｌａｓｔｉｃ　Ｗｅｂ　Ｅｘｈｉｂｉｔｉｎｇ　Ｎｏｎ－Ｇｌｏ
ｓｓｙ　Ｖｉｓｉｂｌｅ　Ｓｕｒｆａｃｅ　ａｎｄ　Ｃｌｏｔｈ－Ｌｉｋｅ　Ｔａｃｔｉ
ｌｅ　Ｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎ」；及びＢａｉｒｄに対する１９９１年４月９日発行米国特
許第５，００６，３９４号、名称「Ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　Ｐｏｌｙｍｅｒｉｃ　Ｆｉｌ
ｍ」に記載されている。
【００３１】
　吸収性コアは、一般的に圧縮可能であり、柔軟性があり、着用者の皮膚を刺激せず、か
つ体液を吸収及び保持することが可能な任意の吸収性部材であり得る。吸収性コアは、多
種多様な大きさ及び形状（例えば長方形、砂時計形、「Ｔ」字形、非対称形など）に製造
されてもよく、また一般にエアフェルトと称される粉砕木材パルプなど、使い捨てプルオ
ン衣料及び他の吸収性物品に一般的に使用される多種多様な液体吸収性材料から製造され
ることができる。他の好適な吸収性材料の例としては、捲縮セルロース塊；コフォームを
含むメルトブローポリマー；化学的に強化、改質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、任意の等価物吸収性材料、若しくは材料
の組み合わせが挙げられる。
【００３２】
　吸収性コアの構成及び構造は変化することができる（例えば、吸収性コアは種々のキャ
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、あるいは、１つ以上の層又は構造体を包含してもよい）。更に
吸収性コアの寸法及び吸収能力も、乳児から成人までに及ぶ着用者に適応するように変化
することができる。しかし吸収性コアの総吸収能力は、設計負荷、及び吸収性物品の意図
される用途に適合したものでなければならない。
【００３３】
　吸収性コアは他の任意の成分を含むことができる。このような任意成分の１つはコアラ
ップ、すなわち通常は不織布材料であるが必ずしもそうとは限らない、コアを部分的に又
は完全に包囲する材料である。好適なコアラップ材料には、セルロース、親水性に改質さ
れた不織布材料、穿孔フィルム、及びこれらの組み合わせが挙げられるがこれらに限定さ
れない。
【００３４】
　バックシートは液体不透過性フィルムを含むことができる。バックシートは液体（例え
ば体液）に対して不透過性であってもよく、通常薄いプラスチックフィルムから製造する
ことができる。しかしバックシートは通常、使い捨て物品から蒸気を逃がすことができる
。多くの実施形態において、ポリエチレン微孔膜をバックシートに使用することができる
。好適なポリエチレン微孔膜は、日本国、名古屋の三井東圧化学株式会社（Ｍｉｔｓｕｉ
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　Ｔｏａｔｓｕ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｉｎｃ．）によって製造され、ＰＧ－Ｐの商標名
で市販されている。
【００３５】
　バックシートとして好適な材料は、約０．０１２ｍｍ（０．５０ｍｉｌ）～約０．０５
１ｍｍ（２．０ｍｉｌ）の厚さを有し、例えばポリエチレン又はポリプロピレンを含む液
体不透過性熱可塑性フィルムである。通常バックシートは、約５ｇ／ｍ２～約３５ｇ／ｍ
２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バックシ
ートとして使用してもよいことに留意すべきである。本明細書における「可撓性」とは、
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。
【００３６】
　バックシートは通常吸収性コアの外側表面に隣接して配置されて、当該技術分野におい
て既知の任意の好適な取り付け手段によって吸収性コアの外側表面に接合することが可能
である。例えばバックシートは、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、吸収性コアに固着されてもよい。例示的
な接着剤としては、Ｈ．Ｂ．Ｆｕｌｌｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｓｔ．Ｐａｕｌ，Ｍｉｎｎ
．，Ｕ．Ｓ．Ａ．）によって製造され、ＨＬ－１３５８Ｊとして市販される接着剤が挙げ
られるが、これに限定されない。接着剤のフィラメントの開放パターン網を含む好適な取
り付け手段の一例は、１９８６年３月４日にＭｉｎｅｔｏｌａらに発行された米国特許第
４，５７３，９８６号、名称「Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ｗａｓｔｅ－Ｃｏｎｔａｉｎｍｅ
ｎｔ　Ｇａｒｍｅｎｔ」に開示される。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り付け手段は、Ｓｐｒａｇｕｅ，Ｊｒ．に対する１９７
５年１０月７日発行米国特許第３，９１１，１７３号、Ｚｉｅｃｋｅｒらに対する１９７
８年１１月２２日発行米国特許第４，７８５，９９６号、及びＷｅｒｅｎｉｃｚらに対す
る１９８９年６月２７日発行米国特許第４，８４２，６６６号に示される装置及び方法に
よって説明されている。あるいは取り付け手段は、熱結合、圧力結合、超音波結合、動的
機械的結合、若しくは他の任意の好適な取り付け装置、又はこれらの取り付け装置の組み
合わせを含み得る。
【００３７】
　バックシートは更に、上述の任意の取り付け手段のいくつかによってトップシートに固
着されてよい。
【００３８】
　本明細書で開示する寸法及び値は、列挙された正確な数値に厳密に限られるとして理解
されるべきではない。それよりむしろ、特に指示がない限り、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」として開示される寸法は、「約４０ｍｍ」を意味することを意図す
る。
【００３９】
　本明細書において範囲の両端として開示されている値は、列挙されている正確な数値に
厳密に限定されるものとして理解するべきではない。代わりに、別途記載のない限り、そ
れぞれの数値の範囲は、列挙されている値と範囲内の任意の整数との両方を意味すること
が意図される。例えば「１～１０」として開示されている範囲は、「１、２、３、４、５
、６、７、８、９、及び１０」を意味するように意図されている。
【００４０】
　発明を実施するための形態において引用されたすべての文献は、関連部分において参照
により本明細書に組み込まれている。いかなる文献の引用も、本発明に関する先行技術で
あることを認めるものとして解釈されるべきではない。本文献における用語のいずれかの
意味又は定義が、参照により組み込まれた文献における同一の用語のいずれの意味又は定
義とも相反する限りにおいては、本文献においてその用語に与えられた意味又は定義が優
先するものとする。
【００４１】
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　本発明の特定の実施形態を例示及び説明してきたが、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行うことができることは当業者には明白であろう
。したがって、本発明の範囲内に含まれるそのようなすべての変更及び修正は、添付の特
許請求の範囲にて網羅することを意図したものである。

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】
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