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(57)【要約】
　本開示は、一部には、液体透過性トップシートと、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
液体不透過性バックシートとの間に少なくとも部分的に
配置された吸収性コアとを含む吸収性物品に関する。吸
収性物品は、吸収性物品の着用者に面する表面上の視覚
的前部及び視覚的背部を画定する、実質的に横方向に延
びる分離要素を含んでもよい。液体透過性トップシート
は、第１の幾何学的処理を含む視覚的前部内の第１のゾ
ーンと、第２の幾何学的処理を含む視覚的背部内の第２
のゾーンとを含んでもよい。
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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と、
　液体不透過性バックシートと、
　前記液体透過性トップシートと前記液体不透過性バックシートとの間に少なくとも部分
的に配置された吸収性コアと、を含み、
　前記液体透過性トップシートが流れ制御材料を含み、前記流れ制御材料が、前記吸収性
コアの少なくとも一部分上に、少なくとも大部分を取り囲む周辺部を形成し、前記流れ制
御材料が、本明細書の流れ制御材料外方向延長部の方法に従って測定して、前記液体透過
性トップシートから０．２ｍｍ未満、外方向に延び、かつ前記液体透過性トップシートの
一部分を貫通する、吸収性物品。
【請求項２】
　前記少なくとも大部分を取り囲む周辺部を形成する前記流れ制御材料が連続している、
請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記少なくとも大部分を取り囲む周辺部を形成する前記流れ制御材料が不連続である、
請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記流れ制御材料が顔料を含む、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】
　前記液体透過性トップシートが幾何学的処理を含む、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】
　前記幾何学的処理が、前記少なくとも大部分を取り囲む周辺部内に完全に配置されてい
る、請求項５に記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記幾何学的処理が、前記少なくとも大部分を取り囲む周辺部上に少なくとも部分的に
配置されている、請求項５に記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記幾何学的処理が、前記少なくとも大部分を取り囲む周辺部の外部に少なくとも部分
的に配置されている、請求項５に記載の吸収性物品。
【請求項９】
　前記周辺部が、前記流れ制御材料によって完全に取り囲まれている、請求項１～８のい
ずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項１０】
　前記吸収性コアの少なくとも一部分上に第２の少なくとも大部分を取り囲む周辺部を形
成する第２の流れ制御材料を含む、請求項１～９のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項１１】
　前記第２の少なくとも大部分を取り囲む周辺部が、前記少なくとも大部分を取り囲む周
辺部内に配置されている、請求項１０に記載の吸収性物品。
【請求項１２】
　前記第２の少なくとも大部分を取り囲む周辺部内に配置された幾何学的処理を含む、請
求項１０に記載の吸収性物品。
【請求項１３】
　前記少なくとも大部分を取り囲む周辺部内の第２の少なくとも大部分を取り囲む周辺部
と、
　前記少なくとも大部分を取り囲む周辺部と前記第２の少なくとも大部分を取り囲む周辺
部との間に配置された第１の幾何学的処理と、
　前記第２の少なくとも大部分を取り囲む周辺部内に配置された第２の幾何学的処理と、
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を含む、請求項１～１２のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項１４】
　前記液体透過性トップシートが化学的処理を含み、前記化学的処理が、前記少なくとも
大部分を取り囲む周辺部内に配置されている、請求項１～１３のいずれか一項に記載の吸
収性物品。
【請求項１５】
　前記流れ制御材料が、本明細書の貫通深さ試験方法に従って測定して、前記トップシー
トの着用者に面する表面の下方に少なくとも１００マイクロメートルの深さに入り込む、
請求項１～１４のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項１６】
　請求項１～１５のいずれか一項に記載の複数の吸収性物品を含むパッケージであって、
本明細書のバッグ内スタック高さ試験による、約８０ｍｍ未満のバッグ内スタック高さを
有する、パッケージ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、概して、個人衛生用の吸収性物品に関する。本吸収性物品は、それぞれ、同
じ又は異なる処理を有するゾーンを含む１つ又は複数の基材を備え得る。
【背景技術】
【０００２】
　個人衛生用の吸収性物品は、身体排出物（例えば、尿、排便「ＢＭ」）を吸収し、封じ
込めるように設計されている。これらの吸収性物品は、異なる機能を提供するいくつかの
層、例えば、層の中でも特に、トップシート、バックシート、及びトップシートとバック
シートとの間に配置された吸収性コアを含み得る。
【０００３】
　吸収性コアの機能は、身体排出物を長時間（例えば、おむつの場合は終夜）吸収しかつ
保持すること、再湿潤を最小限に抑えて着用者を乾いた状態に維持すること、及び衣類又
はベッドシーツが汚れるのを回避することである。いくつかの現在市販されている吸収性
物品は、吸収性ゲル化材料（「ＡＧＭ」）としても既知の、粉砕木材パルプ（即ちエアフ
ェルト）と超吸収性ポリマー（「ＳＡＰ」）とのブレンドである、粒子形態の吸収性材料
を含む吸収性コアを含むものである。他の吸収性物品は、吸収性材料としてのＳＡＰと、
１つ又は複数のホットメルト接着剤とから本質的になる吸収性コア（いわゆる「エアフェ
ルトフリー」コア）を有する。
【０００４】
　吸収性物品は、捕捉層及び／又は分配層を有し得る液体管理システム（「ＬＭＳ」）も
含み得る。いくつかの吸収性物品は、液体及び他の身体排出物の改善された封じ込めを提
供するレッグカフ及び腰部バンドを含んでもよい。通常、各レッグカフは、吸収性物品が
使用されている間の有効な封止をもたらすために、おむつのシャーシ、例えば、脚部開口
部の区域内のトップシートとバックシートとの間に含まれる１つ又は複数の弾性ストラン
ド又は要素を含む。吸収性物品のシャーシと実質的に平面状であり得るこれらの弾性要素
は、本明細書では、ガスケットカフとも称される。また、通常、レッグカフは、直立型弾
性フラップを含み、本明細書ではバリアレッグカフとも称され、脚部－胴部接合領域にお
ける流体の封じ込めを改善する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　おむつ（テープ付き又はパンツ）又は成人失禁用製品などの吸収性物品は、前側及び背
側領域又は他の領域が機能又は外観のいずれかにおいて意図される用途用に特に設計され
ていないという点で、トップシート及び／又はＬＭＳにおける欠点を有するように思われ
る。大部分の販売されているおむつ又は成人失禁用製品は、例えばトップシート又はＬＭ
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Ｓ全体にわたって、機構を有しない（通常の不織布材料）、又は、孔若しくはエンボス加
工などの１つの機構を有するトップシート及び／又は捕捉層を含む。エンボス加工又は孔
は、一般に、前側及び背側領域内で同じサイズ及び形状（同様に同じ外観）を有し、した
がってＢＭ管理と比べて尿管理のための特定の構成を提供せず、又は、ＢＭ管理の外観と
比べて尿管理の外観を与える特定の構成を提供しない。このことは、ＢＭ及び尿がレオロ
ジー及び固形分において有意な差を有するという事実により、改善されたおむつを得るた
めに、尿管理がＢＭ管理とは非常に異なるように処理されなければならないという点で問
題を有し得る。これは、１つでどんな場合にも通用する状況ではない。前述したことを考
慮すると、吸収性物品のトップシート及び／又はＬＭＳは、尿管理とＢＭ管理を別々に取
り扱う、又は取り扱いの外観を与える、更なるゾーン処理又は機構を提供するように改善
される必要がある。
【０００６】
　上記に加えて、一般的な吸収性物品は、身体排出物が一旦トップシートによって受容さ
れた後、この身体排出物を取り扱う改善されたシステムが必要である。一般に、いくつか
の吸収性物品は、身体排出物の捕捉が速すぎるか又は遅すぎ、他の吸収性物品は、身体排
出物がコア中に吸収されないため、又は完全に若しくは適切に吸収されないため漏洩し得
る。したがって、トップシート及び／又はＬＭＳが、身体排出物の流れを、トップシート
及び／若しくはＬＭＳ中に、トップシート及び／若しくはＬＭＳ上で、並びに／又はトッ
プシート及び／若しくはＬＭＳを通して案内又は変更（例えば、遅延、加速、制限、誘導
）する機構を有することが有益であり得る。このことは、例えば、吸収性コア中への身体
排出物（例えば、尿）の良好な分配を達成するために望ましい可能性がある。更なる例と
して、このことは、更に、身体排出物がコアにより完全かつ適切に吸収され得るように、
身体排出物を吸収性コアの一部分上に好適な時間維持することによって、漏洩の低減を達
成するために望ましい可能性がある。前述したことを考慮すると、トップシート又はＬＭ
Ｓは、より良好な身体排出物管理を提供するよう改善される必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一形態では、本開示は、一部には、液体透過性トップシートと、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液体不透過性バックシートとの間に少なくとも部分的
に配置された吸収性コアとを含む吸収性物品に関する。吸収性物品は、吸収性物品の着用
者に面する表面上の視覚的前部及び視覚的背部を画定する、実質的に横方向に延びる分離
要素を含んでもよい。液体透過性トップシートは、第１の幾何学的処理を含む視覚的前部
内の第１のゾーンと、第２の幾何学的処理を含む視覚的背部内の第２のゾーンとを含んで
もよい。
【０００８】
　一形態では、本開示は、一部には、液体透過性トップシートと、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液体不透過性バックシートとの間に少なくとも部分的
に配置された吸収性コアとを含む吸収性物品に関する。吸収性物品は、前側領域及び背側
領域を画定する横方向軸線を含む。液体透過性トップシートは、前側領域内に少なくとも
部分的に第１のゾーンを含む。第１のゾーンは、尿取り扱いのために構成された第１の形
態学的処理を含んでもよい。液体透過性トップシートは、背側領域内に少なくとも部分的
に第２のゾーンを含む。第２のゾーンは、ＢＭ取り扱いのために構成された第２の形態学
的処理を含んでもよい。第１のゾーン内の第１の形態学的処理のパターンは、横方向軸線
を中心として、第２のゾーン内の第２の形態学的処理のパターンと非対称又は対称であっ
てもよい。
【０００９】
　一形態では、本開示は、一部には、液体透過性トップシートと、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液体不透過性トップシートとの間に少なくとも部分的
に配置された吸収性コアとを含む吸収性物品に関する。液体透過性トップシートは、横方
向軸線の第１の側に少なくとも部分的に配置された第１のゾーンと、横方向軸線の第２の
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側に少なくとも部分的に配置された第２のゾーンとを含む。第１のゾーンは、孔試験に従
って、約０．２ｍｍ２～約１５ｍｍ２の範囲内の有効孔面積を有する孔が内部に画定され
ていてもよい。第１のゾーンは、孔試験に従って、約１５％～約４０％の％有効開口面積
を有してもよい。第２のゾーンは、孔試験に従って、約０．０５ｍｍ２～約２ｍｍ２の範
囲内の有効孔面積を有する孔が内部に画定されていてもよい。第２のゾーンは、孔試験に
従って、約２％～約１５％の％有効開放口積を有してもよい。第１のゾーン内の孔は、第
２のゾーン内の孔よりも少なくとも約２５％大きくてもよい。
【００１０】
　一形態では、本開示は、一部には、液体透過性トップシートと、液体不透過性バックシ
ートと、横方向軸線であって、横方向軸線の第１の側の前側領域と横方向軸線の第２の側
の背側領域とを画定する、横方向軸線と、液体透過性トップシートと液体不透過性バック
シートとの間に少なくとも部分的に配置された吸収性コアとを含む吸収性物品に関する。
液体透過性トップシートは、主に前側領域内に配置され、かつ実質的に移動可能な化学的
処理を有する第１のゾーンと、主に背側領域内に配置され、かつ実質的に移動可能な化学
的処理を有する第２のゾーンとを含んでもよい。実質的に移動可能な化学的処理の坪量は
、第１のゾーン内よりも第２のゾーン内でより高くてもよい。
【００１１】
　一形態では、本開示は、一部には、液体透過性トップシートと、液体不透過性バックシ
ートと、横方向に延びる分離要素であって、分離要素の第１の側の前側領域と分離要素の
第２の側の背側領域とを画定する、分離要素と、液体透過性トップシートと液体不透過性
バックシートとの間に少なくとも部分的に配置された吸収性コアとを含む吸収性物品に関
する。液体透過性トップシートは、主に前側領域内に配置され、かつ疎水性であり得る実
質的に移動可能な化学的処理を有する第１のゾーンと、主に背側領域内に配置され、かつ
第１の化学的処理とは異なる親水性を有し得る実質的に移動可能な化学的処理を有する第
２のゾーンとを含んでもよい。
【００１２】
　一形態では、本開示は、一部には、液体透過性トップシートと、液体不透過性バックシ
ートと、液体管理システムと、液体透過性トップシートと液体不透過性バックシートとの
間に少なくとも部分的に配置された吸収性コアとを含む吸収性物品に関する。液体管理シ
ステムは、液体透過性トップシートと吸収性コアとの間に少なくとも部分的に配置されて
いる。液体透過性トップシート及び液体管理システムは、吸収性物品の横方向軸線の第１
の側の第１のゾーンと、横方向軸線の第２の側の第２のゾーンとを含んでもよい。液体管
理システムの部分は、第１のゾーン内において、液体不透過性トップシートの部分内に若
しくはその部分を通して延びてもよく、又は、液体不透過性トップシートの部分は、液体
管理システムの部分内に若しくはその部分を通して延びてもよい。液体管理システムの部
分は、第２のゾーン内において、液体不透過性トップシートの部分内に若しくはその部分
を通して延びもよく、又は、液体不透過性トップシートの部分は、液体管理システムの部
分内に若しくはその部分を通して延びてもよい。第１のゾーン又は第２のゾーンは、実質
的に移動可能な化学的処理を含んでもよい。
【００１３】
　一形態では、本開示は、一部には、液体透過性トップシートと、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液体不透過性バックシートとの間に少なくとも部分的
に配置された吸収性コアとを含む吸収性物品に関する。液体透過性トップシートは、流れ
制御材料を含んでもよい。流れ制御材料は、吸収性コアの少なくとも一部分上に、少なく
とも大部分を取り囲む周辺部を形成してもよい。流れ制御材料は、本明細書の流れ制御材
料外方向延長部の方法に従って測定して、液体透過性トップシートから０．２ｍｍ未満、
外方向に延びてもよく、かつ液体透過性トップシートの一部分に入り込んでもよい。
【００１４】
　一形態では、本開示は、一部には、液体透過性トップシートと、液体不透過性バックシ
ートと、横方向軸線であって、横方向軸線の第１の側の吸収性物品の前側領域と横方向軸
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線の第２の側の吸収性物品の背側領域とを画定する、横方向軸線と、液体透過性トップシ
ートと液体不透過性バックシートとの間に少なくとも部分的に配置された吸収性コアとを
含む吸収性物品に関する。液体透過性トップシートは、主に前側領域内に配置され、かつ
第１の流れ制御材料を含む第１のゾーンと、主に背側領域内に配置され、かつ第２の流れ
制御材料含む第２のゾーンとを含んでもよい。第１の流れ制御材料は、第２の流れ制御材
料とは異なってもよい。
【００１５】
　一形態では、本開示は、一部には、液体透過性トップシートと、液体不透過性バックシ
ートと、液体管理システムと、液体透過性トップシートと液体不透過性バックシートとの
間に少なくとも部分的に配置された吸収性コアとを含む吸収性物品に関する。液体管理シ
ステムは、液体透過性トップシートと吸収性コアとの間に少なくとも部分的に配置されて
いる。液体透過性トップシート又は液体管理システムは、尿又は糞便汚染ゾーン内に配置
され又はそれを包囲する流れ制御材料を含んでもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　本開示の非限定的な例の以下の説明文を添付図面と併せて参照することで、本開示の上
記の特徴及び他の特徴並びに利点、並びにそれらを実現する方法がより明らかとなり、ま
た本開示自体のより深い理解が得られるであろう。
【図１】本開示による、いくつかの層を部分的に除去した吸収性物品の平面図である。
【図２】本開示による、図１の２－２線周囲で切り取った吸収性物品の断面図である。
【図３】本開示による、吸収性物品に流体が少なくとも部分的に充填されている、図２の
吸収性物品の図である。
【図４】本開示による、いくつかの層を部分的に除去した別の吸収性物品の平面図である
。
【図５】本開示による、図４の５－５線周囲で切り取った吸収性物品の断面図である。
【図６】本開示による、いくつかの層を部分的に除去した図４の吸収性物品の吸収性コア
の平面図である。
【図７】本開示による、図６の７－７線周囲で切り取った吸収性コアの断面図である。
【図８】本開示による、図６の８－８線周囲で切り取った吸収性コアの断面図である。
【図９】本開示による、いくつかの層を部分的に除去した図４の吸収性物品のＬＭＳの平
面図である。
【図１０】本開示による、図９の１０－１０線周囲で切り取った液体管理システムの断面
図である。
【図１１】本開示による、吸収性コア及びＬＭＳ内のチャネルと、トップシートから延び
る、実質的に横方向に延びる分離要素とを有する、吸収性物品の一部分の例示の長手方向
断面図である。
【図１２】本開示による、吸収性コア及びＬＭＳ内のチャネルと、トップシートから延び
る、実質的に横方向に延びる分離要素とを有する、吸収性物品の一部分の例示の長手方向
断面図である。
【図１３】本開示による、吸収性コア及びＬＭＳ内のチャネルと、トップシートから延び
る、実質的に横方向に延びる分離要素とを有する、吸収性物品の一部分の例示の長手方向
断面図である。
【図１４】本開示による、吸収性コア及びＬＭＳ内のチャネルと、トップシートから延び
る、実質的に横方向に延びる分離要素とを有する、吸収性物品の一部分の例示の長手方向
断面図である。
【図１５】本開示による、２つのゾーンを有するトップシート（及び、トップシートと相
互貫通する場合、ＬＭＳ）を示しており、各ゾーンは１つ又は複数の処理を有しているか
又は有していない。
【図１６】本開示による、２つのゾーンを有するトップシート（及び、トップシートと相
互貫通する場合、ＬＭＳ）を示しており、各ゾーンは１つ又は複数の処理を有しているか



(7) JP 2017-510373 A 2017.4.13

10

20

30

40

50

又は有していない。
【図１７】本開示による、２つのゾーンを有するトップシート（及び、トップシートと相
互貫通する場合、ＬＭＳ）を示しており、各ゾーンは１つ又は複数の処理を有しているか
又は有していない。
【図１８】本開示による、４つのゾーンを有するトップシート（及び、トップシートと相
互貫通する場合、ＬＭＳ）を示しており、各ゾーンは１つ又は複数の処理を有しているか
又は有していない。
【図１９】本開示による、４つのゾーンを有するトップシート（及び、トップシートと相
互貫通する場合、ＬＭＳ）を示しており、各ゾーンは１つ又は複数の処理を有しているか
又は有していない。
【図２０】本開示による、３つ以上のゾーンを有するトップシート（及び、トップシート
と相互貫通する場合、ＬＭＳ）を示しており、各ゾーンは１つ又は複数の処理を有してい
るか又は有していない。
【図２０Ａ】本開示による、３つ以上のゾーンを有するトップシート（及び、トップシー
トと相互貫通する場合、ＬＭＳ）を示しており、各ゾーンは１つ又は複数の処理を有して
いるか又は有していない。
【図２１】本開示による、３つ以上のゾーンを有するトップシート（及び、トップシート
と相互貫通する場合、ＬＭＳ）を示しており、各ゾーンは１つ又は複数の処理を有してい
るか又は有していない。
【図２１Ａ】本開示による、３つ以上のゾーンを有するトップシート（及び、トップシー
トと相互貫通する場合、ＬＭＳ）を示しており、各ゾーンは１つ又は複数の処理を有して
いるか又は有していない。
【図２１Ｂ】本開示による、３つ以上のゾーンを有するトップシート（及び、トップシー
トと相互貫通する場合、ＬＭＳ）を示しており、各ゾーンは１つ又は複数の処理を有して
いるか又は有していない。
【図２１Ｃ】本開示による、３つ以上のゾーンを有するトップシート（及び、トップシー
トと相互貫通する場合、ＬＭＳ）を示しており、各ゾーンは１つ又は複数の処理を有して
いるか又は有していない。
【図２２】本開示による、６つのゾーンを有するトップシート（トップシートと相互貫通
する場合、ＬＭＳ）を示しており、各ゾーンは１つ又は複数の処理を有しているか又は有
していない。
【図２３】本開示よる、図２２の例示のトップシート（及びＬＭＳ）の写真である。
【図２４】本開示による、５つのゾーンを有するトップシート（及び、トップシートと相
互貫通する場合、ＬＭＳ）をしめしており、各ゾーンは１つ又は複数の処理を有している
か又は有していない。
【図２５】本開示よる、図２４の例示のトップシート（及びＬＭＳ）の写真である。
【図２６】本開示による、４つのゾーンを有するトップシート（及び、トップシートと相
互貫通する場合、ＬＭＳ）の例を示ており、各ゾーンは１つ又は複数の処理を有している
か又は有していない。
【図２７】本開示による、４つのゾーンを有するトップシート（及び、トップシートと相
互貫通する場合、ＬＭＳ）の例を示しており、各ゾーンは１つ又は複数の処理を有してい
るか又は有していない。
【図２８】本開示よる、図２７の例示のトップシート（及びＬＭＳ）の写真である。
【図２９】本開示による、４つのゾーンを有するトップシート（及び、トップシートと相
互貫通する場合、ＬＭＳ）の例を示しており、各ゾーンは１つ又は複数の処理を有してい
るか又は有していない。
【図３０】本開示よる、図２９の例示のトップシート（及びＬＭＳ）の写真である。
【図３１】本開示による、２つのゾーンを有するトップシート（及び、トップシートと相
互貫通する場合、ＬＭＳ）の例を示しており、各ゾーンは１つ又は複数の処理を有してい
るか又は有していない。
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【図３２】本開示よる、図３１の例示のトップシート（及びＬＭＳ）の写真である。
【図３３】本開示による、ゾーンに分けられたトップシートの例示のパターンである。
【図３４】本開示による、ゾーンに分けられたトップシートの例示のパターンである。
【図３５】本開示による、ゾーンに分けられたトップシートの例示のパターンである。
【図３６】本開示による、ゾーンに分けられたトップシートの例示のパターンである。
【図３７】本開示による、ゾーンに分けられたトップシートの例示のパターンである。
【図３８】本開示による、ゾーンに分けられたトップシートの例示のパターンである。
【図３９】本開示による、ゾーンに分けられたトップシートの例示のパターンである。
【図４０】本開示による、ゾーンに分けられたトップシートの例示のパターンである。
【図４１】本開示による、ゾーンに分けられたトップシートの例示のパターンである。
【図４２】本開示による、ゾーンに分けられたトップシートの例示のパターンである。
【図４３】本開示による孔を含む幾何学的処理の例である。
【図４４Ａ】本開示による孔及びエンボス加工を含む、例示の幾何学的処理である。
【図４４Ｂ】本開示によるトップシートの一部分、又は全部に使用するための例示の基材
を示す。
【図４４Ｃ】本開示によるトップシートの一部分、又は全部に使用するための例示の布地
基材を示す。
【図４４Ｄ】本開示によるトップシートの一部分、又は全部に使用するための例示のメッ
シュを示す。
【図４４Ｅ】本開示によるトップシートの一部分、又は全部に使用するための例示のフィ
ルムを示す。
【図４４Ｆ】本開示によるトップシートの一部分、又は全部に使用するための例示のフィ
ルムを示す。
【図４５】本開示によるエンボス加工を含む例示の形態学的処理である。
【図４６Ａ】本開示によるエンボス加工を含む例示の形態学的処理の図である。
【図４６Ｂ】本開示による、図４６Ａの形態学的処理を有するトップシートの写真である
。
【図４７】本開示によるエンボス加工を含む例示の形態学的処理である。
【図４８】本開示によるエンボス加工を含む例示の形態学的処理である。
【図４９】本開示によるエンボス加工を含む例示の形態学的処理である。
【図５０】本開示によるパッカリングを含む例示の形態学的処理である。
【図５１】本開示による折り畳みを含む例示の形態学的処理である。
【図５２】本開示による、液体管理システムの部分が液体透過性トップシート内に又は液
体透過性トップシートを通して延びる、例示の形態学的処理の斜視図である。
【図５３】本開示による、図５２の円４３の部分を取り出した分解斜視図である。
【図５４】本開示による、液体透過性トップシートの部分が液体管理システム内に又は液
体管理システムを通して延びる、例示の形態学的処理の斜視図である。
【図５５】本開示による、図５４の円５５の部分を取り出した分解斜視図である。
【図５６】本開示による、図５２及び４４の形態学的処理の作製に使用されるプロセスの
斜視図である。
【図５７】本発明による、図５６のプロセスのロールの部分の係合の正面図である。
【図５８】本開示による、トップシート内の形態学的又は化学的処理の写真である。
【図５９】本開示による化学的処理パターンの図である。
【図６０】本開示による、トップシート上の図５９の化学的処理パターンの写真である。
【図６１】本開示による化学的処理パターンの図である。
【図６２】本開示による、トップシート上の図６１の化学的処理パターンの写真である。
【図６３】本開示による、様々な処理を有する様々なゾーンを含む例示の吸収性物品を示
す。
【図６４】本開示による、様々な処理を有する様々なゾーンを含む例示の吸収性物品を示
す。
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【図６４Ａ】本開示による、様々な処理を有する様々なゾーンを含む例示の吸収性物品を
示す。
【図６５】本開示による、様々な処理を有する様々なゾーンを含む例示の吸収性物品を示
す。
【図６６】本開示による、様々な処理を有する様々なゾーンを含む例示の吸収性物品を示
す。
【図６７】本開示による、様々な処理を有する様々なゾーンを含む例示の吸収性物品を示
す。
【図６８】本開示による、様々な処理を有する様々なゾーンを含む例示の吸収性物品を示
す。
【図６９】本開示による吸収性物品の例示のパッケージを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本明細書に開示されるゾーン処理を含む基材を備えた吸収性物品の構造、機能、製造、
及び使用の原理について、総合的な理解を提供するために、本開示の様々な非限定的な実
施形態をここに記載する。これらの非限定的な実施形態の１つ又は複数の例を、添付の図
面に示す。本明細書に記載され、添付図面に示されるゾーン処理を含む基材を備えた吸収
性物品が非限定的な例の実施形態であること、及び本開示の様々な非限定的な実施形態の
範囲が特許請求の範囲によってのみ定義されることを、当業者は理解するであろう。非限
定的な一実施形態に関して図示又は説明される特徴は、他の非限定的な実施形態の特徴と
組み合わせることができる。かかる修正及び変形は、本開示の範囲に含まれるものとする
。
【００１８】
　序論
　本明細書で使用される用語「吸収性物品」は、乳児用おむつ、小児用おむつ又は大人用
おむつ、生理用ナプキン、成人失禁用製品、パンツ型おむつ、トレーニングパンツ、おむ
つインサートなど、着用者の身体に接して、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（例えば、尿及びＢＭ）を吸収し、封じ込める使い捨
てデバイスを指す。通常これらの物品は、トップシート、バックシート、吸収性コア、任
意にＬＭＳ、及び一般に他の構成要素を含むと共に、吸収性コアは普通、バックシートと
ＬＭＳ（設けられている場合）との間、又はトップシートとバックシートとの間に少なく
とも部分的に配置される。本開示の吸収性物品について、以下の説明にて、及び図にて、
テープ付きおむつの形態で更に説明することにする。しかしながら、説明におけるいかな
る内容も、特許請求の範囲を制限するものと見なされるべきではない。したがって、本開
示は、吸収性物品の任意の好適な形態に適合する（例えば、トレーニングパンツ、テープ
付きおむつ、テープ付き又はパンツ形態のいずれかの成人失禁用製品、生理用ナプキン）
。
【００１９】
　本明細書で使用される用語「不織布ウェブ」は、摩擦及び／又は粘着及び／又は接着に
より結合させた、一方向に又はランダムに配向された繊維から作られたシート、ウェブ、
又は打延べ綿シートを意味し、紙、及び更なるニードル加工の有無を問わず、結束糸若し
くはフィラメントを組み込んだ織り製品、編み製品、タフト加工品、ステッチ結合製品、
又は湿式粉砕によるフェルト製品は含まない。繊維は、天然由来のものであっても若しく
は人工起源のものであってもよく、ステープル若しくは連続フィラメントであっても、又
はその場で形成されたものであってもよい。市販の繊維は、約０．００１ｍｍ未満から約
０．２ｍｍ超の範囲の直径を有してもよく、短繊維（ステープル繊維又は細断繊維として
知られる）、連続単繊維（フィラメント又はモノフィラメント）、連続フィラメントの無
撚糸束（トウ）、及び連続フィラメントの撚糸束（ヤーン）などのいくつかの異なる形態
によって提供され得る。不織布ウェブは、メルトブロー法、スパンボンド法、溶媒紡糸法
、電界紡糸法、カーディング法、及びエアレイイング法などの多くのプロセスによって形
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成され得る。不織布ウェブの坪量は、通常は、グラム毎平方メートル（ｇ／ｍ２又はｇｓ
ｍ）で表される。
【００２０】
　本明細書で使用される用語「接合された」又は「結合された」又は「付着された」は、
ある要素を別の要素に直接貼り付けることによりその要素が別の要素に直接固定される構
成と、ある要素を中間部材（複数可）に貼り付け、次に中間部材を他の要素に貼り付ける
ことにより、その要素が別の要素に間接的に固定される構成とを包含する。
【００２１】
　本明細書で使用される用語「チャネル」は、材料層の周囲材料よりも実質的に低い坪量
（例えば、５０％未満、７０％未満、９０％未満）を有する材料層の領域又はゾーンであ
る。チャネルは、材料を実質的に含まない材料層内の領域であってもよい（例えば、９０
％が材料非含有である、９５％が材料非含有である、若しくは９９％材料非含有である、
又は完全に材料非含有である）。チャネルは、１つ又は複数の材料層を通して延びてもよ
い。チャネルは、一般に、材料層の周囲領域よりも低い曲げ弾性率を有し、このため、材
料層をより容易に屈曲させることができ、かつ／又は材料層の周囲区域よりもチャネル内
により多くの身体排出物を収容し得る。このため、チャネルは、チャネルの区域内の材料
層内に低減した坪量を作らない材料層内の単なる窪部ではない。
【００２２】
　本明細書で使用される用語「幾何学的処理」は、任意の好適なサイズ及び形状の孔であ
る要素、並びに／又は、形態学的処理を形成している要素を含む、単層又は多層基材の少
なくとも一部分又は一領域を意味する。
【００２３】
　本明細書で使用される用語「形態学的処理」は、３次元機構、エンボス加工、別の層内
への若しくは別の層を通した１つの層の相互貫通（例えば、トップシート内へのＬＭＳの
１つ若しくは複数の層、又はＬＭＳの１つ若しくは複数の層内へのトップシート）、面外
の突出部、面外の隆起部、面外のタフト、面外のプリーツ、面外のリップル、又は折り目
を有する要素を含む単層又は多層基材の少なくとも一部分又は一領域を意味する。形態学
的処理によって、実質的に均一の平面状基材が第１の形態学的構成（略平坦かつ平面状）
から別の形態学的構成（略非平坦かつ非平面状）に変換される。形態学的処理は、複数の
要素から形成されている。誤解を避けるために、形態学的処理は孔を含まないが、有孔材
料は形態学的処理に付される場合がある。
【００２４】
　本明細書で使用される用語「化学的処理」は、少なくともその一部分に化合物、組成物
、又は物質が適用されている、単層又は多層基材の少なくとも一部分又は一領域を意味す
る。いくつかの例は、１つ又は複数のスキンケア組成物、界面活性剤、インク、染料、顔
料、親水性コーティング、疎水性コーティング、ローション、酵素阻害剤、ビタミン、及
び／又は活性成分である。化学的処理は、基材の少なくとも一部分又は一領域上に噴霧、
印刷、スロット塗布、又は別様に適用されてもよい。
【００２５】
　本明細書で使用される用語「実質的に耐久性のある」は、製造時から、意図される使用
の一般的な期間を通して（例えば、吸収性物品が着用者に適用された時点から、着用者か
ら除去され、廃棄される時点まで）、少なくとも９４％、少なくとも９５％、少なくとも
９６％、少なくとも９７％、少なくとも９８％、少なくとも９９％、又はそれ以上の適用
された化学的処理が基材上に残留する、化学的処理を意味する。
【００２６】
　本明細書で使用される用語「実質的に移動可能な」は、意図される使用の一般的な期間
中（例えば、吸収性物品が着用者に適用された時点から、着用者から除去され、廃棄され
る時点まで）、少なくとも１０％、少なくとも２０％、少なくとも３０％、少なくとも４
０％、少なくとも５０％、又は更には少なくとも６０％、又はそれ以上の適用された化学
的処理が着用者の皮膚に移動する、化学的処理を意味する。
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【００２７】
　本明細書で使用される用語「親水性コーティング」は、基材に適用されて、基材を親水
性又はより親水性にさせる化学的処理を意味する。
【００２８】
　本明細書で使用される用語「親水性」は、Ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａ
ｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ「Ｃｏｎｔａｃｔ　Ａｎｇｌｅ，Ｗｅｔｔ
ａｂｉｌｉｔｙ，ａｎｄ　Ａｄｈｅｓｉｏｎ」（Ｒｏｂｅｒｔ　Ｆ．Ｇｏｕｌｄ編集、１
９６４年に著作権取得）により、９０°以下の接触角を有する基材又は組成物を指す。
【００２９】
　本明細書で使用される用語「疎水性コーティング」は、基材に適用されて、基材を疎水
性又はより疎水性にさせる化学的処理を意味する。
【００３０】
　本明細書で使用される用語「疎水性」は、Ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａ
ｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ「Ｃｏｎｔａｃｔ　Ａｎｇｌｅ，Ｗｅｔｔ
ａｂｉｌｉｔｙ，ａｎｄ　Ａｄｈｅｓｉｏｎ」（Ｒｏｂｅｒｔ　Ｆ．Ｇｏｕｌｄ編集、１
９６４年に著作権取得）により、９０°以上の接触角を有する基材又は組成物を指す。
【００３１】
　本明細書で使用される用語「流れ制御材料」は、物質が基材（液体透過性トップシート
など）に適用されて、そこを通した身体排出物の流れを少なくとも部分的に制限、又は完
全に制限する、化学的処理であってもよい。流れ制御材料は、例えば、ワックス、インク
（顔料を有する）、非粘着接着剤、ホットメルト接着剤、スキンケア組成物の実質的に耐
久性のある構成成分、ポリオレフィン、高分子量アルコール（スキンケア組成物の構成成
分の一例）、又は、２０度Ｃで実質的に固体の他の組成物であってもよい。流れ制御材料
は、実質的に耐久性であってもよい。流れ制御材料が基材（例えば、トップシート）に適
用され、次いでその材料及び基材が２つ以上のロールを通過して、流れ制御材料を融解し
、基材に接合し、結合し又は付着した場合の流れ制御材料も含まれ得る。
【００３２】
　本明細書で使用される用語「活性成分」は、化学的、生化学的、及び／又は生物学的効
果を有する成分－即ち、化学的、生化学的、及び／又は生物学的反応、系、プロセス、又
は平衡をもたらし、又はそれらを開始させ、又はそれらに影響を与える成分を意味する。
これは、一般に担体媒体、粘度調整剤、溶解温度調節剤（melt temperature mediator）
として、又は単に物理学的理由のために（即ち、充填剤）使用され得る不活性成分対照を
なすものである。
【００３３】
　本明細書で使用される用語「酵素阻害剤」は、酵素に結合し、その活性を低減する分子
を意味する。
【００３４】
　ゾーン処理を有する基材の概説
　本開示の吸収性物品は、１つ又は複数のゾーン、代替的に２つ以上のゾーン、代替的に
３つ以上のゾーン、代替的に４つ以上のゾーンなどを含む、１つ又は複数の単層又は多層
基材を備える。基材内のゾーンのそれぞれは、異なる処理又は同じ処理を有してもよい。
基材の１つ又は複数のゾーンは、処理を全く有しなくてもよい。ゾーンのいくつか又は全
部は流れ制御材料（本明細書で一般に「処理」と称され得る）を含んでもよく、又はゾー
ンのいずれも流れ制御材料を含まなくてもよい。ゾーンのそれぞれは、ＢＭ及び尿のレオ
ロジー及び固形分が非常に異なり得るという事実により、尿管理又はＢＭ管理を良好にす
るために、異なる又は同じ処理を有してもよい。代替的に、ゾーンのそれぞれは、より良
好な尿若しくはＢＭ管理の外観を提供し、又は、着用者が身に着けた際の吸収性物品の配
向を正す手掛かりをケア提供者若しくは着用者に提供するために、異なる又は同じ処理を
有してもよい。
【００３５】
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　基材は、例えば、液体透過性トップシート、液体透過性トップシート上に配置されたパ
ッチ若しくは層、ＬＭＳの１つ若しくは複数の層、及び／又は吸収性物品内の他の基材で
あってもよい。基材又は複数の基材（本明細書で交換可能に使用される）内のゾーンは、
少なくとも部分的に、吸収性物品の前側及び／又は背側領域内に、吸収性物品の股部領域
内に、横方向軸線又は長手方向軸線の第１の側及び第２の側の吸収性物品の領域内に、実
質的に横方向に延びる分離要素の同じ又は異なる側の吸収性物品の領域内に、吸収性物品
の他の領域全体にわたって分散された、及び／又は、別様に吸収性物品の基材の領域全体
にわたって分散された吸収性物品の領域内に形成されてもよい。基材内の各ゾーンは、基
材内の別のゾーンと同じ又は異なる幾何学的処理、形態学的処理、及び／又は化学的処理
（まとめて「処理」）の１つ又は複数を有してもよい。「同じ」とは、処理が同じタイプ
（例えば、両方ともエンボス加工）のものであり、例えば、同じパターン、高さ、長さ、
幅、サイズ、形状、周波数、及び他の寸法を有することを意味する。「異なる」とは、処
理は同じ（例えば、両方ともエンボス加工）であり得るが、パターン、高さ、長さ、幅、
サイズ、形状、周波数、又は他の寸法が異なることを意味する。代替的に、「異なる」は
、処理が別の処理とは同じではないことを意味し得る（例えば、１つの処理として孔、別
の処理としてエンボス加工）。この大筋における処理は「異なる」が、それらは、吸収性
物品の横方向軸線若しくは長手方向軸線、又は実質的に横方向に延びる分離要素を中心と
して、対称的若しくは非対称的パターン、又は反復若しくは非反復パターンを形成する場
合がある。基材内の１つ又は複数のゾーンは、基材内の他のゾーンと重なっても、重なら
なくても、一致しても、一致しなくてもよい。したがって、ゾーンは、互いに分離してい
てもよく、又は互いに重なってもよい。特定の基材に、同じ若しくは異なる処理を有する
か、又は処理を有しない任意の数のゾーンが設けられてもよい。基材は１つ又は複数の層
を有してもよく、様々な処理は、層の１つ、又は層の全部、又は全部ではないがいくつか
の層に設けられてもよい。
【００３６】
　様々なゾーン及び処理、並びに／又は、ゾーン内の流れ制御材料について記述する前に
、本開示のゾーン処理及び流れ制御材料の例示の状況を構成するために、吸収性物品の概
説を提示する。
【００３７】
　例示の吸収性物品の概説
　おむつの形態で示される本開示による例示の吸収性物品２０を、図１～３に表す。図１
は、着用者に面する表面が見る者の方に向けられた、おむつの平らに広げられた状態の平
面図であり、構造の一部分を切り欠き、おむつの構造をより明瞭に示している。このおむ
つは、本開示が広範囲に及ぶ様々なおむつ及び他の吸収性物品を製造するために使用され
得るため、例示目的のみで示される。
【００３８】
　吸収性物品は、液体透過性トップシート２４、液体不透過性バックシート２５、トップ
シート２４とバックシート２５との間に少なくとも部分的に配置された吸収性コア２８と
、バリアレッグカフ３４とを含んでもよい。吸収性物品はまた、液体管理システム（「Ｌ
ＭＳ」）５０（図２に示す）を含んでもよく、表示した例は、分配層５４及び捕捉層５２
を含み、これらの両方は以下に更に記述される。様々な実施形態では、捕捉層５２がむし
ろ身体排泄物を分配し、分配層５４がむしろ身体排泄物を捕捉する場合があり、あるいは
両方の層が身体排泄物を分配及び／又は捕捉する場合がある。ＬＭＳ５０もまた、単層と
して、又は２つ以上の層として設けられる場合がある。吸収性物品はまた、吸収性物品の
シャーシに（典型的にはトップシート及び／又はバックシートを介して）接合され、おむ
つのシャーシと共に実質的に平面状である、弾性のあるガスケットカフ３２を含んでもよ
い。
【００３９】
　図面はまた、吸収性物品２０の後縁部に向かって取り付けられ、かつ吸収性物品２０の
前側で、ランディングゾーン４４と協働する、接着タブ４２又は他の機械的締結具を含む
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締結システムのような、テープ付きおむつの典型的な構成要素を示す。吸収性物品はまた
、例えば、後側弾性腰部機構及び前側弾性腰部機構などの、図示されていない他の典型的
な要素を含んでもよい。
【００４０】
　吸収性物品２０は、前側腰部縁部１０と、前側腰部縁部１０に長手方向と対向する背側
腰部縁部１２と、第１の側縁部３と、第１の側縁部３に横方向と対向する第２の側縁部４
とを含んでもよい。前側腰部縁部１０は、着用されたときにユーザーの前側に向かって置
かれるように意図された吸収性物品２０の縁部であり、背側腰部縁部１２はその反対側の
縁部である。前側腰部縁部１０及び背側腰部縁部は、着用者が吸収性物品２０を身に着け
ときに共に腰部開口部を形成する。この吸収性物品２０は、吸収性物品を平らに置き、図
１に示すように着用者に面する表面から見ると、吸収性物品２０の前側腰部縁部１０の横
方向中間点から背側腰部縁部１２の横方向中間点に延び、かつ、長手方向軸線８０に対し
て実質的に対称である２つの半分に分割している長手方向軸線８０を有してもよい。吸収
性物品はまた、第１の側縁部３の長手方向中間点から第２の側縁部４の長手方向中間点に
延びる横方向軸線９０を有してもよい。吸収性物品２０の長さＬは、前側腰部縁部１０か
ら背側腰部縁部１２へと長手方向軸線８０に沿って測定され得る。吸収性物品２０の股幅
は、第１の側縁部３から第２の側縁部４へと横方向軸線９０に沿って測定され得る。吸収
性物品２０は、前側腰部領域５と、背側腰部領域６と、股部領域７とを含んでもよい。前
側腰部領域、背側腰部領域、及び股部領域は、それぞれ、吸収性物品の長手方向の長さの
１／３を画定する。前部及び背部はまた、横方向軸線９０の両側に画定され得る。
【００４１】
　トップシート２４、バックシート２５、吸収性コア２８、及び他の物品構成要素は、種
々の構成にて、例えば、特に糊剤接着又は熱エンボス加工によって組み立てられ得る。お
むつの構成の例は、概して、米国特許第３，８６０，００３号、同第５，２２１，２７４
号、同第５，５５４，１４５号、同第５，５６９，２３４号、同第５，５８０，４１１号
、及び同第６，００４，３０６号に記載されている。
【００４２】
　吸収性コア２８は、全て吸収性材料の重量を基準にして、７５重量％～１００重量％、
少なくとも８０重量％、少なくとも８５重量％、少なくとも９０重量％、少なくとも９５
重量％、又は少なくとも９９重量％を含む吸収性材料を含んでもよく、（具体的に示すと
、上記に指定した範囲内及びその中で又はそれにより形成される全範囲において、いずれ
も０．１％増分）、及び吸収性材料を包囲するコアラップを含んでもよい。コアラップは
、典型的には、２つの材料、基材、又はコアの上面に不織布材料１６及び底面に不織布材
料１６’（図８参照）を含んでもよい。
【００４３】
　吸収性コア２８は、４つのチャネル２６、２６’及び２７、２７’として図１に示す１
つ又は複数のチャネルを含んでもよい。追加的に又は代替として、ＬＭＳ５０は、チャネ
ル４９、４９’として図１～３に示すように１つ又は複数のチャネルを含んでもよい。い
くつかの実施形態では、ＬＭＳ５０のチャネルは、吸収性コア２８のチャネルと整合する
、実質的に整合する、重なる、又は少なくとも部分的に重なるように、吸収性物品２０内
に配置されてもよい。吸収性物品のこれらの及び他の構成要素を、以下により詳細に記述
する。
【００４４】
　トップシート
　トップシート２４は、着用者の皮膚と直接接する吸収性物品の一部である。トップシー
ト２４は、当該技術分野において既知のように、バックシート２５、コア２８、及び／又
は任意の他の層に接合させることができる。通常、トップシート２４及びバックシート２
５は、いくつかの箇所（例えば、物品の周辺部又はその近く）で互いに直接接合し、他の
箇所では、吸収性物品２０の１つ又は複数の他の要素へこれらを直接接合することにより
、共に間接的に接合している。
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【００４５】
　トップシート２４は、着用者の皮膚に対して順応性があり、柔軟な感触であり、非刺激
性であってよい。更に、トップシート２４の少なくとも一部分は、液体透過性であり、液
体がその厚さ方向を通して容易に透過可能であり得る。好適なトップシートは、例えば、
多孔質発泡体、網目状発泡体、有孔プラスチックフィルム、あるいは天然繊維（例えば、
木材繊維又は綿繊維）、合成繊維若しくはフィラメント（例えば、ポリエステル繊維、若
しくはポリプロピレン繊維、若しくは二成分ＰＥ／ＰＰ繊維、又はそれらの組み合わせ）
、若しくは天然繊維と合成繊維との組み合わせの織布又は不織布材料などの、広範囲の材
料から製造され得る。トップシート２４が繊維を含む場合、繊維は、スパンボンド法、カ
ード法、湿式堆積法、メルトブロー法、水流交絡法、又は当該技術分野において既知の別
の方法、特にスパンボンドＰＰ不織布法で処理され得る。
【００４６】
　典型的な吸収性物品のトップシートの坪量は、約５ｇｓｍ～約５０ｇｓｍ、約１０～約
３５ｇｓｍ又は約１２～約３０ｇｓｍであるが、他の坪量は、本開示の範囲内である。
【００４７】
　バックシート
　バックシート２５は、概して、吸収性コア２８の衣類に面する表面に隣接して位置付け
られ、その中に吸収されて封じ込められた身体排出物がベッドシーツ及び下着などの物品
を汚すのを防止する又は少なくとも抑制する、吸収性物品２０の部分である。バックシー
ト２５は、一般に、液体（例えば、尿、流れるＢＭ）に対して不透過性、又は少なくとも
実質的に不透過性であるが、おむつが「通気」できるよう蒸気に対して透過性である。バ
ックシートは、例えば、約０．０１２ｍｍ～約０．０５１ｍｍの厚さを有する熱可塑性フ
ィルムなどの薄いプラスチックフィルムであるか、又はそれを含んでもよい。例示のバッ
クシートフィルムとしては、Ｒｉｃｈｍｏｎｄ，ＶＡを拠点とするＴｒｅｄｅｇａｒ　Ｃ
ｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによって製造され、ＣＰＣ２フィルムの商標で販売されるものが挙
げられる。他の好適なバックシート材料としては、吸収性物品２０から蒸気を逃す一方で
、依然として身体排出物がバックシート２５を通り抜けるのを防止するか又は少なくとも
抑制する通気性材料を挙げることができる。例示の通気性材料としては、織布ウェブ、不
織布ウェブ、フィルムコーティングされた不織布ウェブなどの複合材料、微小孔性フィル
ム、及びモノリシックフィルムなどの材料を挙げることができる。
【００４８】
　バックシート２５は、当該技術分野において既知のいずれかの付着方法によって、トッ
プシート２４、吸収性コア２８、及び／又は吸収性物品２０の任意の他の要素に接合され
てもよい。好適な付着方法は、トップシート２４を吸収性物品２０の他の要素に接合する
ための方法に関して上記で説明されている。
【００４９】
　吸収性コア
　本明細書で使用される用語「吸収性コア」は、吸収能力の大半を有し、かつ吸収性材料
を含む、吸収性物品の個々の構成要素を指す。吸収性コアは、吸収性材料を包み込むコア
ラップ又はコアバッグ（以後、「コアラップ」）を含んでもよい。用語「吸収性コア」は
、ＬＭＳ、又は、コアラップの一体部分ではないか又はコアラップ内に配置されない、吸
収性物品の任意の他の構成要素を含まない。吸収性コアは、コアラップと、以下で定義さ
れる吸収性材料と、コアラップ内に包み込まれた糊剤とを含み、それらから本質的になり
、又はそれらからなり得る。パルプ又はエアフェルトもコアラップ内に存在してもよく、
吸収性材料の一部分を形成してもよい。コアラップの周辺部であり得る吸収性コアの周辺
部は、例えば、「Ｔ」、「Ｙ」、「砂時計」、又は「犬の骨」の形状など、任意の好適な
形状を画定してもよい。概して「犬の骨」又は「砂時計」形状を有する吸収性コア周辺部
は、コアの中央又は「股部」領域に向かうその幅に沿って先が細くなっていてもよい。こ
のようにして、吸収性物品の股部領域内に置かれるように意図された吸収性コアの区域に
おいて、吸収性コアは、比較的狭い幅を有し得る。
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【００５０】
　本開示の吸収性コア２８はまた、多量の超吸収性ポリマー（本明細書では「ＳＡＰ」と
略す）がコアラップ内に封入された吸収性材料を含んでもよい。ＳＡＰ含有量は、コアラ
ップ内に含まれる吸収性材料の７０重量％～１００重量％、又は少なくとも７０重量％、
７５重量％、８０重量％、８５重量％、９０重量％、９５重量％、９９重量％、又は１０
０重量％を示してもよい。本開示で有用なＳＡＰとしては、非水溶性ではあるが、大量の
流体を吸収可能な種々の水膨潤性ポリマーを挙げることもできる。コアラップは、吸収性
コア内のＳＡＰの百分率を評価する目的では吸収性材料とは見なされない。コア２８内の
残りの吸収性材料は、エアフェルトであってもよい。
【００５１】
　「吸収性材料」とは、ＳＡＰ、セルロース系繊維及び合成繊維など、何らかの吸収特性
又は液体保持特性を有する材料を意味する。通常、吸収性コアの作製に使用される糊剤は
、吸収特性を有さず、吸収性材料とは見なされない。ＳＡＰ含有量は、上述のように、コ
アラップに含まれる吸収性材料の８０重量％超、例えば少なくとも８５重量％、少なくと
も９０重量％、少なくとも９５重量％、少なくとも９９重量％、更には最大１００重量％
となり得る。これにより、通常は、例えば４０％～６０％のＳＡＰと大量のセルロース繊
維とを含む従来のコアと比較して、相対的に薄いコアが得られる。吸収性材料は、１５重
量％未満若しくは１０重量％未満の天然繊維若しくは合成繊維、５重量％未満、３重量％
未満、２重量％未満、１重量％未満の天然繊維及び／若しくは合成繊維を含んでもよく、
又は更には天然繊維及び／若しくは合成繊維を実質的に含まないか、若しくは含まない場
合があり、特定の範囲内及びその中又はそれによって形成された全ての範囲内において全
て０．１％の増分であることを明確に列挙する。吸収性材料は、エアフェルト（セルロー
ス）繊維を殆ど又は全く含まなくてもよく、特に吸収性コアは、１５重量％未満、１０重
量％未満、５重量％未満、３重量％未満、２重量％未満、１重量％未満のエアフェルト（
セルロース）繊維を含んでもよく、又は更にはセルロース繊維を実質的に含まないか、若
しくは含まない場合があり、特定の範囲内及びその中又はそれによって形成された全ての
範囲内において全て０．１％の増分であることを明確に列挙する。
【００５２】
　図４及び５の吸収性物品の例示の吸収性コア２８を、図６～８に単独で示す。吸収性コ
ア２８は、前側部２８０と、後側部２８２と、前側部２８０と後側部２８２とを結合する
２つの長手方向側部２８４、２８６とを含むことができる。吸収性コア２８はまた、概し
て平面状である上側及び概して平面である下側を含むことができる。コア２８の前側部２
８０は、吸収性物品の前側腰部縁部１０に向けて配置されるように意図されたコア２８の
側部である。コア２８は、図１に示すような平面図で上部から見て、吸収性物品の長手方
向軸線８０に実質的に対応する長手方向軸線８０’を有してもよい。特定の吸収性物品で
は、前側部にてより高い吸収性が要求され得るので、吸収性材料は、後側部に向かうより
も前側部に向かって、より多くの量が分配されてもよい。吸収性材料は、コアの任意の部
分にわたって不均一の坪量又は均一の坪量を有し得る。コアラップは、吸収性コアの側部
に沿って少なくとも部分的に封止され得る２つの不織布材料、基材、積層体、又は他の材
料１６、１６’によって形成されてもよい。コアラップは、吸収性コアラップから漏出す
る吸収性材料が実質的にないように、その前側部２８０、後側部２８２、及び２つの長手
方向側部２８４、２８６に沿って少なくとも部分的に封止され得る。第１の材料、基材、
又は不織布１６は、図７に示すように、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１６’を少なくとも部分的に取り囲み得る。第１の材料１６は、第１の側縁
部２８４及び第２の側縁部２８６に近接する第２の材料１６’の一部分を取り囲み得る。
【００５３】
　様々なコア設計を有する比較的多量のＳＡＰを含むコアは、米国特許第５，５９９，３
３５号（Ｇｏｌｄｍａｎ）、欧州特許第１，４４７，０６６号（Ｂｕｓａｍ）、国際公開
第９５／１１６５２号（Ｔａｎｚｅｒ）、米国特許公開第２００８／０３１２６２２Ａ１
号（Ｈｕｎｄｏｒｆ）、及び国際公開第２０１２／０５２１７２号（Ｖａｎ　Ｍａｌｄｅ
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ｒｅｎ）に開示されている。
【００５４】
　吸収性材料は、コアラップ内に存在する１つ又は複数の連続層であってもよい。代替的
に、吸収性材料は、コアラップ内に封入された吸収性材料の個別のポケット又はストライ
プからなってもよい。第１の事例において、吸収性材料は例えば、吸収性材料の単一の連
続層を適用することによって得られてもよい。吸収性材料の、特にＳＡＰの連続層はまた
、不連続的な吸収性材料適用パターンを有する２つ以上の吸収性層を組み合わせることに
よって得られてもよく、結果として得られる層は、例えば米国特許公開第２００８／０３
１２６２２Ａ１号（Ｈｕｎｄｏｒｆ）で開示されるように、吸収性の粒状ポリマー材料区
域の全体にわたって実質的に連続的に分配されている。吸収性コア２８は、第１の吸収層
と、第２の吸収層とを含んでもよい。第１の吸収層は、第１の材料１６及び１００％又は
それ以下のＳＡＰであり得る吸収性材料の第１の層６１を含んでもよい。第２吸収層は、
第２の材料１６’及び１００％又はそれ以下のＳＡＰであり得る吸収性材料の第２の層６
２を含んでもよい。吸収性コア２８はまた、吸収性材料６１、６２の各層をそれぞれ対応
する材料１６又は１６’に、少なくとも部分的に結合する繊維性の熱可塑性接着剤材料５
１を含んでもよい。一例として、これは図７及び８に示されており、ここで、第１及び第
２のＳＡＰ層は、横断ストライプつまり「ランド区域」として適用されており、これらは
、組み合される前に、それぞれの基材上の所望の吸収性材料堆積区域と同じ幅を有するも
のである。ストライプは、コア８０の長手方向軸線に沿ってプロファイル化された秤量を
提供するように、異なる量の吸収性材料（ＳＡＰ）を含んでもよい。第１の材料１６及び
第２の材料１６’は、コアラップを形成し得る。
【００５５】
　繊維状の熱可塑性接着剤材料５１は、ランド区域において少なくとも部分的に吸収性材
料６１、６２と接触してもよく、また接合区域において少なくとも部分的に材料１６、１
６’と接触してもよい。これによって、それ自体は本質的に、長さ方向及び幅方向の寸法
と比べて比較的薄い２次元構造である、熱可塑性接着剤材料５１の繊維層に、本質的に３
次元の構造が付与される。それにより、繊維状の熱可塑性接着剤材料は、ランド区域にお
いて吸収性材料を被覆するキャビティを提供することができ、それにより、１００％、Ｓ
ＡＰが１００％又はそれ以下であり得るこの吸収性材料を不動化する。
【００５６】
　コアラップ
　コアラップは、吸収性材料の周りで折り重ねられた単一の基材、材料、又は不織布から
作製されてもよく、又は互いに付着される２つ（又はそれ以上）の基材、材料、又は不織
布を含んでもよい。典型的な付着は、いわゆるＣラップ及び／又はサンドイッチラップで
ある。Ｃラップにおいて、例えば、図２及び７に示すように、一方の基材の長手方向縁部
及び／又は横断方向縁部が他方の基材に折り重ねられて、フラップを形成する。これらの
フラップは次いで、通常は糊剤接着によって、他方の基材の外部表面に結合される。他の
技術を用いて、アラップを形成してもよい。例えば、基材の長手方向縁部及び／又は横断
方向縁部は、結合されてもよく、次に、吸収性コア２８の下で折り畳まれて、その場所で
結合されてもよい。
【００５７】
　コアラップは、コアから漏出する吸収性材料が実質的にないように、吸収性コアの全側
部に沿って、少なくとも部分的に封止され得る。「吸収性材料が実質的にない」とは、コ
アラップから漏出する吸収性材料が５重量％未満、２重量％未満、１重量％未満、又は約
０重量％であることを意味する。用語「封止」は、広義に理解されるべきである。封止は
、コアラップの周辺部全体に沿って連続的である必要はないが、線上に離間配置された一
連の封止点によって形成されるなど、その一部又は全体に沿って不連続であってもよい。
封止は、糊剤接着及び／又は熱結合によって形成され得る。
【００５８】
　コアラップはまた、小包ラップにおいて見られるように吸収性材料を封入し、かつコア
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の前側部及び後側部、並びに一方の長手方向封止部に沿って封止され得る単一の基材によ
って形成されてもよい。
【００５９】
　ＳＡＰ堆積区域
　吸収性コアの上面から見られるように、吸収性材料の堆積区域８は、コアラップ内の吸
収性材料６０によって形成される層の周辺部によって画定され得る。吸収性材料の堆積区
域８は、様々な形状、特に、いわゆる「犬の骨」又は「砂時計」形状を有してもよく、こ
の形状は、コアの中央又は「股部」領域に向かうその幅に沿って先細りしていることが示
されている。このように、吸収性材料の堆積区域８は、図１に示すように、吸収性物品の
股部領域内に置かれるように意図されたコアの区域において、比較的狭い幅を有し得る。
これにより、より良好な着用感がもたらされ得る。吸収性材料堆積区域８はまた、例えば
、図４～図６に示す通り、略矩形であってもよいが、「Ｔ」、「Ｙ」、「砂時計」、又は
「犬の骨」形状など他の堆積区域も本開示の範囲内である。
【００６０】
　吸収性コア内のチャネル
　吸収性材料の堆積区域８は、吸収性物品８０の長手方向（即ち、長手方向ベクター要素
を有する）に少なくとも部分的に配向された少なくとも１つのチャネル２６を含んでもよ
い。他のチャネルは、少なくとも部分的に横方向（即ち、横方向ベクトル要素を有する）
又は任意の他の方向に配向されてもよい。以下で複数形の「チャネル」は、「少なくとも
１つのチャネル」を意味するために用いられる。チャネルは、円形、楕円形、又は様々な
他の閉多角形の形状であってもよい。チャネルは、様々な方式で形成され得る。例えば、
チャネルは、吸収性材料、特にＳＡＰを実質的に含まない又は含まないものとなり得る吸
収性材料の堆積区域８内のゾーンによって形成されてもよい。それに加えて又は代替的に
、チャネルはまた、吸収性材料の堆積区域８を介して、コアラップの上側をコアラップの
下側に連続的に又は不連続的に結合することによって形成されてもよい。チャネルは、連
続的又は断続的であってもよい。液体管理システム５０又は吸収性物品の他の層もチャネ
ルを含み得、これらは以下に詳細に記載するように、吸収性コアのチャネルに対応しても
よく、又は対応しなくてもよい。
【００６１】
　吸収性コアは、２つを超える、例えば少なくとも３つ、少なくとも４つなどのチャネル
を含んでもよい。より短いチャネルも、図１の一対のチャネル２７、２７’によって表さ
れる通り、吸収性物品２０の前側に向かって、例えば、コアの後側腰部領域６又は前側腰
部領域５内に存在し得る。チャネルは、長手方向軸線８０又は横方向軸線９０に対して対
称的に配置されたか、又は別様に配置された一対又は複数対のチャネルを含んでもよい。
【００６２】
　チャネルの少なくともいくつか又は全部が耐久性チャネルであってもよく、それの意味
するところは、それらの一体性が、乾燥状態及び湿潤状態の両方で少なくとも部分的に保
たれるということである。耐久性チャネルは、例えば、接着材料の繊維性層、又はチャネ
ルの壁内の吸収性材料と基材との粘着を補助する構成糊剤など、１つ又は複数の接着材料
を提供することにより得られてもよい。耐久性チャネルはまた、コアラップの上側と下側
（例えば、第１の基材１６と第２の基材１６’）、及び／又はトップシート２４をバック
シート２５に、チャネルを介して互いに結合することによって形成されてもよい。典型的
には、チャンネルを介してコアラップの両側又はトップシート及びバックシートを結合す
るために接着剤が使用され得るが、圧力結合、超音波結合、熱結合、又はそれらの組み合
わせなど、他の既知のプロセスによって結合され得る。コアラップ又はトップシート２４
及びバックシート２５は、チャネルに沿って連続して結合され得るか、又は断続的に結合
され得る。チャネルは有利にも、吸収性材料が流体で完全に充填されるとき、少なくとも
トップシート及び／又はバックシートを通じて依然として視認可能であるか、又は視認可
能となり得る。これは、ＳＡＰを実質的に含まないチャネルを作製することによって得ら
れ得る（ＳＡＰは膨張せず、湿潤したときに接近することのないほど十分な大きさである
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ので）。更に、チャネルを介してコアラップとそれ自体との結合又はトップシートとバッ
クシートとの結合は、有利になり得る。
【００６３】
　いずれのチャネルも有しない吸収性コア及び／又はＬＭＳも本開示の範囲内である。こ
れらのコアは、エアフェルトフリーコア、ＳＡＰ／パルプコア、パルプコア、又は当該技
術分野において既知の他のコアを含んでもよい。
【００６４】
　バリアレッグカフ
　吸収性物品は、一対のバリアレッグカフ３４を含んでもよい。各バリアレッグカフは、
吸収性物品に結合される一片の材料によって形成することができるため、吸収性物品の内
側表面から上方向に延びることができ、また、着用者の胴体と脚との接合部付近での液体
及び他の身体排出物の改良された封じ込めをもたらすことができる。バリアレッグカフ３
４は、トップシート２４及び／又はバックシート２５に直接的に又は間接的に接合される
近位縁部６４及び自由末端縁６６によって範囲を定められ、着用者の皮膚と接触し、かつ
封止を形成するように意図される。バリアレッグカフ３４は、長手方向軸線８０の両側で
、吸収性物品の前側腰部縁部１０と背側腰部縁部１２との間に少なくとも部分的に存在し
、少なくとも股部領域７内に存在する。バリアレッグカフ３４は、糊剤接着、融合結合、
又は他の好適な結合プロセスの組み合わせによってなされ得る結合部６５によって、近位
縁部６４で吸収性物品のシャーシと接合され得る。近位縁部６４での結合部６５は、連続
的又は断続的であってもよい。レッグカフ３４の隆起区間に最も近い結合部６５は、レッ
グカフ３４の立ち上がり区間の近位縁部６４の範囲を定める。
【００６５】
　バリアレッグカフ３４は、トップシート２４若しくはバックシート２５と一体であるか
、又は、吸収性物品のシャーシに接合された別個の材料であってもよい。バリアレッグカ
フ３４の材料は、おむつの全長に延びてもよいが、これらの区間において、バリアレッグ
カフ材料がトップシート２４とぴったり重なり合ったままであるように、吸収性物品の前
側腰部縁部１０及び背側腰部縁部１２に向かってトップシートに「タック結合」され得る
。
【００６６】
　各バリアレッグカフ３４は、この自由末端縁６６に近接して、フィルム３５の１つ、２
つ、又はそれ以上の弾性ストランド又はストリップを含み、より優れた封止をもたらし得
る。
【００６７】
　バリアレッグカフ３４に加えて、吸収性物品は、吸収性物品のシャーシ、特にトップシ
ート２４及び／又はバックシート２５に接合されたガスケットカフ３２を含んでもよく、
バリアレッグカフ３４に対して外側に配置されてもよい。ガスケットカフ３２は、着用者
の大腿の周りにより優れた封止をもたらすことができる。各ガスケットレッグカフは、脚
部開口部の区域内のトップシート２４とバックシート２５との間の吸収性物品のシャーシ
に１つ又は複数の弾性ストリング又は弾性要素を含み得る。バリアレッグ及び／又はガス
ケットカフの全て又は一部分は、ローション又はスキンケア組成物で処理してもよい。バ
リアレッグカフは、米国特許出願公開第２０１２／０２７７７１３号に記載されるものを
含む、多くの異なる構成で作製され得る。
【００６８】
　前部耳部及び後部耳部
　一実施形態において、吸収性物品は、前部耳部４６と後部耳部４０とを含み得る。耳部
は、トップシート２４及び／又はバックシート２５からサイドパネルとして形成されるも
ののような、シャーシと一体になった部分であってよい。代替的に、図１に示すように、
耳部（４６、４０）は、糊剤接着、熱エンボス加工、及び／又は圧着により取り付けられ
る、別体の要素であってよい。後部耳部４０は伸縮可能であってよく、それによりタブ４
２がランディングゾーン４４に容易に取り付けられるようになり、テープ付きおむつが着
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用者の腰部周りの適切な位置に保たれるようになる。後部耳部４０はまた、弾性のある耳
部により吸収性物品の側部が伸縮できるので、吸収性物品を最初に着用者に対して沿うよ
うにフィットさせ、吸収性物品に排泄物が充填されてからかなり後でも着用している間ず
っと、このフィット感を維持することによって、より快適であり、体に巻き付くようなフ
ィット感を付与するように、弾性的又は伸長可能であってもよい。
【００６９】
　液体管理システム（ＬＭＳ）
　ＬＭＳ５０の１つの機能は、効率的な方式で流体を迅速に捕捉し、それを吸収性コアに
分配することである。ＬＭＳ５０は、１つ又は複数の層を含んでもよく、それらの層は一
体の層を形成してもよく、又は互いに付着され得る個別の層として残っていてもよい。Ｌ
ＭＳ５０は２つの層、即ち、吸収性コアとトップシートとの間に配置された分配層５４と
捕捉層５２とを含むが、本開示はそのような構成に限定されない。
【００７０】
　ＬＭＳ５０は流体の捕捉及び分配を緩慢にし得るために、ＳＡＰを含み得る。別の実施
形態では、ＬＭＳは、ＳＡＰを実質的に含まない（例えば、８０％、８５％、９０％、９
５％、又は９９％含まない）か、又はＳＡＰを全く含まない場合がある。ＬＭＳはまた、
例えば、連続気泡発泡体、エアレイド繊維、又はカーディング樹脂接着不織布材料のよう
な多様な他の好適なタイプの材料のうちの、１つ又は２つ以上を含み得る。ＬＭＳの好適
な例は、例えば国際公開第２０００／５９４３０号（Ｄａｌｅｙ）、同第９５／１０９９
６号（Ｒｉｃｈａｒｄｓ）、米国特許第５，７００，２５４号（ＭｃＤｏｗａｌｌ）、及
び国際公開第０２／０６７８０９号（Ｇｒａｅｆ）に記載されている。
【００７１】
　分配層
　ＬＭＳ５０は、分配層５４を含んでもよい。分配層５４は例えば、少なくとも５０重量
％又はそれ以上の架橋セルロース繊維を含み得る。架橋セルロース繊維は、捲縮されるか
、撚り合わされるか、若しくはカールされてもよく、又は、捲縮、撚り合わせ、及びカー
ルを含むそれらの組み合わせであってもよい。このタイプの材料は、米国特許公開第２０
０８／０３１２６２２Ａ１号（Ｈｕｎｄｏｒｆ）に開示されている。
【００７２】
　捕捉層
　ＬＭＳ５０は、代替的に又は追加的に捕捉層５２を含んでもよい。捕捉層５２は、例え
ば、分配層５４とトップシート２４との間に配置されてもよい。捕捉層５２は、スパンボ
ンド、メルトブローン、及び更にスパンボンドされた層、又は、代替的に、カーディング
を施された化学接合された不織布を含む、ＳＭＳ又はＳＭＭＳ材料など、不織布材料であ
ってもよく、又はそれを含んでもよい。捕捉層５２は、エアレイド又は湿式レイドセルロ
ース、架橋セルロース、若しくは合成繊維、又はこれらのブレンドを含んでもよい。捕捉
層５２は、合成繊維のロールストックウェブ（固体形成によるなど、空隙を増加させるた
めに処理されてもよい）、又は嵩高材料を形成するために接着された、合成繊維とセルロ
ース繊維との組み合わせを含んでもよい。代替的に、捕捉層５２は、吸収性連続気泡発泡
体を含んでもよい。不織布材料は、ラテックス接着されてもよい。
【００７３】
　液体管理システム内のチャネル
　吸収性物品２０のＬＭＳ５０は、一般に、着用者の解剖学的構造に対して吸収性物品を
より良好に一致させることが可能であるチャネルを含んでもよく、これによって動作の自
由度が増し、間隙が減少する。ＬＭＳ５０の１つ又は複数のチャネルは、上述のように、
吸収性コア２８内の様々なチャネル協働するように構成されていてもよい。更に、ＬＭＳ
５０内のチャネルは、また、吸収性物品内で、尿、ＢＭ又は他の身体排出物を保持し、分
配させるために、空隙の増加がもたらされてもよく、これによって、漏出及び皮膚の接触
の低減に繋がる。ＬＭＳ５０内のチャネルも、特に、テクスチャ、色、及び／又はパター
ンの物理的相違を介して強調表示されるとき、内部の有用なしるしを提供して、着用者に
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対する吸収性物品の正確な整合を容易に行うことができる。このため、こうした物理的相
違は、例えば、視覚及び／又は触覚により顕著であってもよい。
【００７４】
　吸収性コア２８内のチャネルと同様に、ＬＭＳ５０内のチャネルも、層内における任意
の領域であってもよく、又は、２つ以上の層を延びてもよく、上記「チャネル」の定義に
記載の通り、周囲材料よりも実質的に低い坪量又は厚さを有する。また、ＬＭＳ５０内の
チャネルは、張力を低減して制御された屈曲を有効にし、ＬＭＳ５０を吸収性コア２８に
ごく近接させて保持するのに役立ち得る。このため、ＬＭＳ５０内にチャネルが存在する
ことによって（これは、下にある吸収性コア２８内の任意のチャネルと整列されていても
、されていなくてもよい）、概して、ヒンジとして機能することができ、より柔軟な複合
構造が可能になる。場合によっては、例えば、ＬＭＳ５０のチャネルにより、制御された
屈曲配置でＬＭＳ５０が吸収性コア２８に向かって移動することが可能になり、これによ
ってＬＭＳ５０と吸収性コア２８との間の分離が制限される。更に、ＬＭＳ５０内のチャ
ネルは、流体又は他の身体排出物を吸収性物品２０の１つの領域から吸収性物品２０の別
の領域への経路を指定する補助をし得る。こうした経路の指定により、吸収性物品２０を
介する流体の全体の分配が望ましく改善され得、また、物品の快適性、耐久性又は寿命の
向上に繋がり得る。
【００７５】
　多層ＬＭＳでは、チャネルはＬＭＳ５０の１つ又は複数の層に存在してもよく、３つ全
ての基準面で寸法が変化してもよい。ＬＭＳ５０内の所与のチャネル幅は、長手方向（即
ち、吸収性物品の長手方向軸線に実質的に平行な方向）において変動し得る。また、チャ
ネルは、吸収性物品の横方向軸線又は横方向分離要素の前方では、横方向軸線又は横方向
分離要素の後方とは異なる幅、長さ、及び／又は容積を有し得る。ＬＭＳ５０のチャネル
は、吸収性コア２８に関する上記のチャネルに類似している幅、長さ、形状、量、及びパ
ターンの範囲を有してもよい。
【００７６】
　ＬＭＳ５０内の１つ又は複数のチャネルは、吸収性コア２８内のチャネルと少なくとも
部分的に重なっていてもよく、又は完全に重なっていてもよく、重なっている領域では、
より深い凹部が形成される。ＬＭＳ５０が２つ以上の層を含む実施形態では、吸収性コア
２８に最も近い層がチャネルを含んでもよい。構造体内の、トップシート２４、捕捉層５
２、分配層５４、又はその他の層のような１つ又は複数の層は、吸収性コア２８の要素に
、この領域において接着されて、組み合わされたチャネルの深さを増大させてもよい。一
実施形態において、ＬＭＳ５０の捕捉層５２内のチャネル及び吸収性コア２８内のチャネ
ルは、完全に重なり合うように一致する。別の実施形態では、ＬＭＳ内のチャネルと貯蔵
層内のチャネルとは、重なり合う区域を有しない。他の実施形態は、干渉域を包含する２
つの層内のチャネル間で、チャネル同士が部分的に重なり合うような、垂直方向の重なり
合いを有する。
【００７７】
　再び図１～５を参照すると、図示した例のＬＭＳ５０が、２つのチャネル４９、４９’
を画定していることが示されている。チャネル４９、４９’は、吸収性物品８０の長手方
向（即ち、長手方向ベクター要素を有する）に少なくとも部分的に配向されている。ＬＭ
Ｓ内の他のチャネルは、横方向（即ち、横方向ベクトル要素を有する）又は任意の他の方
向に少なくとも部分的に配向されてもよく、またＬＭＳ５０内のチャネルは、連続的又は
断続的であってもよい。ＬＭＳ内のいくつかのチャネルは、円形、楕円形、正方形、矩形
、三角形又は任意の他の好適な形状であってもよい。チャネルは、様々な方式で形成され
得る。例えば、チャネルは、捕捉材料又は分配材料を実質的に含まないか、又は含まなく
てもよいＬＭＳ５０内のゾーンによって形成されていてもよい。
【００７８】
　ＬＭＳ５０のチャネルは、長手方向に延びる２つのチャネル４９、４９’により図１に
示すように、吸収性物品の横方向軸線９０と同じ長手方向の平面に少なくとも存在し得る
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。チャネルはまた、股部領域７から延びてもよく、又は吸収性物品の前側腰部領域５及び
／若しくは後側腰部領域６内に存在してもよい。図１では、チャネル４９、４９’は、概
して、チャネル２６、２６’と一致し、チャネル２６、２６’は、吸収性物品２０の前側
腰部縁部１０に向かって長手方向により長い長さを有する。
【００７９】
　ＬＭＳ５０は、少なくとも１つの、又は２つを超えるチャネルなど、任意の好適な数の
チャネルを画定してもよい。また、例えば、ＬＭＳ５０の後側腰部領域６又前側腰部領域
５内に、より短いチャネルが存在してもよい。ＬＭＳ５０のチャネルは、長手方向軸線８
０及び／又は横方向軸線９０又は他の横軸線に対して対称的に又は別様に配置された、一
対又は複数対のチャネルを含んでもよい。チャネルは、実質的に長手方向に又は実質的に
横方向に延びてもよい。
【００８０】
　ＬＭＳ５０内のチャネルの少なくとも一部又は全てが耐久性チャネルであってよいが、
それの意味するところは、それらの一体性が、乾燥状態及び湿潤状態の両方で少なくとも
部分的に保たれるということである。耐久性チャネルは、例えば、接着材料の繊維性層、
又はチャネルの壁内の吸収性材料と基材との粘着を補助する構成糊剤など、１つ又は複数
の接着材料を提供することにより得られてもよい。また、耐久性チャネルは、ＬＭＳ５０
のチャネルを介して、トップシート２４をバックシート２５と一緒に結合することによっ
て形成されてもよい。典型的には、チャンネルを介してトップシート２４及びバックシー
ト２５を結合するために接着剤が使用され得るが、圧力結合、超音波結合、熱結合、又は
それらの組み合わせなど、他の既知のプロセスによって結合されてもよい。トップシート
２４及びバックシート２５は、チャネルの一部若しくは全部に沿って、又はチャネルの一
部若しくは全部内で、連的に結合され得るか、又は断続的に結合され得る。
【００８１】
　一実施形態において、図１を参照すると、ＬＭＳ５０は、少なくとも２つのチャネル（
例えば、４９、４９’）を含んでもよい。これらのチャネルは、不織布材料又は架橋セル
ロース繊維を含まないか、又はそれを実質的に（例えば、１０％未満、５％未満、３％未
満、２％未満、又は１％未満しか）含まず、長手方向に少なくとも部分的に方向付けられ
ていてよく、かつ／又は横方向に少なくとも部分的に方向付けられていてよい。
【００８２】
　図４～５の吸収性物品のＬＭＳ５０の例は、図９～１０に切り離して示し、図１０は、
図９の１０－１０線周囲で切り取ったＬＭＳ５０の断面図である。ＬＭＳ５０は、前側２
８１と、後側２８３と、前側２８１及び後側２８３を結合する２つの長手方向側２８５、
２８７とを含むことができる。ＬＭＳ５０はまた、略平面状の上面及び略平面状の底面を
含み得る。ＬＭＳの前側２８１は、吸収性物品の前側腰部縁部１０に向けて配置されるよ
うに意図されるＬＭＳの側部である。ＬＭＳ５０は、図１に示すような平面図で上部から
見て、吸収性物品の長手方向軸線８０に実質的に対応する長手方向軸線８０’’を有して
もよい。図示した実施形態では、ＬＭＳ５０は、協働してチャネル４９、４９’を画定す
る、分配層５４と捕捉層５２とを含む。他の実施形態では、ＬＭＳ５０の全部ではない層
が、ＬＭＳ５０の少なくとも１つの層は連続的であり、他方でＬＭＳ５０の別の層が不連
続的であるように、チャネルを画定し得る。
【００８３】
　図１～１０に示す吸収性コア２８のチャネル２６、２６’の部分及びＬＭＳ５０のチャ
ネル４９、４９’は、概ね整列しているが、本開示はそのように限定するものではない。
実際に、理解されるように、ＬＭＳ５０及び／又は吸収性コア２８におけるチャネルの特
定の配置は変化し得る。
【００８４】
　実質的に横方向に延びる分離要素
　吸収性物品の着用者に面する表面、又はトップシートは、視覚的前部及び背部を有して
もよい。視覚的前部及び視覚的背部は、実質的に横方向に延びる分離要素１００により分
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離されていてもよい。用語「実質的に横方向に」は、横方向軸線に平行な方向から＋／－
１５度以内であることを意味する。実質的に横方向に延びる分離要素１００は、例えば、
吸収性物品のトップシート、又はトップシートを通して見える、吸収性物品の他の層（例
えばＬＭＳ５０）の上に印刷された図形によるしるしであってもよい。実質的に横方向に
延びる分離要素１００はまた、トップシートの着用者に面する表面を通して見える、薄い
色のついた層の一部分、又は、トップシートとは異なる色を有する、下にある層の端部で
あってもよい。代替的に又は追加的に、視覚的前部は、色差及び／又は印刷パターンの相
違に基づいて、視覚的背部とは視覚的に異なってもよい。視覚的前部と視覚的背部との間
のそのような視覚的分離により、吸収性物品のその適用中の適切な位置合わせが補助され
、また尿管理用と、それとは別にＢＭ管理用に構成された別個のゾーンの外観が補助され
得る。
【００８５】
　実質的に横方向に延びる分離要素１００は、様々な形態において、着用者の会陰部に概
ね対応する吸収性物品の領域に配置される（即ち、尿道と肛門との間に配置される）構造
的セパレータを含んでもよい。構造的セパレータにより、例えば、尿の吸収性物品の背側
への表面移動及びＢＭの吸収性物品の前側への表面移動が防止され得るか、又は少なくと
も幾分か抑制され得る。構造的セパレータは、吸収性物品の着用者に面する表面の上方の
１つ又は複数の突起部、着用者に面する表面の平面の下方の凹部、及びこれらの組み合わ
せなど、横断方向、又は横方向に延びるバリア（「ＴＶＢ」）として機能する任意の３次
元機構又は構成要素を含んでもよい。一例としては、吸収性物品の着用者に面する表面に
取り付けられ、かつその端部がバリアレッグカフに取り付けられた、実質的に横方向に配
向されたウェブ又はシートが挙げられる。バリアレッグカフ及び着用者に面する表面に対
する取り付けは、身体排出物が領域間を流れることを防止し、又は少なくとも抑制する、
吸収性物品の前側及び背側領域に対する、ＴＶＢにより形成された「封止」を提供するこ
とができる。
【００８６】
　凸凹のない水平な表面上に、平らに、弛緩した、収縮した状態で平たく広げた場合には
、構造的セパレータは、矩形又は正方形であり得る。また、凸凹のない水平な表面上に、
平らに、弛緩した、収縮した状態で平たく広げた場合には、構造的セパレータは台形であ
り得る。構造的セパレータは、疎水性であってもよい（例えば、これは親水性であり、か
つ疎水性コーティング、例えば、ワックス、又は１つ若しくは複数のシリコーンポリマー
若しくはフッ素化ポリマーを含む疎水性表面コーティングにより疎水性にされたものであ
ってもよい）。構造的セパレータは、横方向の横断方向又はその他の方向に、かなりの程
度に弾性伸長可能であり得るような、弾性的行動をとり得る。構造的セパレータは、吸収
性物品の着用中に特定の張力を有して、構造的セパレータがＺ方向の寸法における効果的
なセパレータ（バリア）を確実に形成することにより、構造的セパレータの背側から前側
に糞便が移動することを回避するか、又は少なくとも抑制してもよい。他の構造セパレー
タは、トップシートの立ち上がり部若しくは厚みのある部分、ＬＭＳ若しくは吸収性コア
の要素、別々に適用した要素、又は１つ若しくは複数の吸収性コア要素における穴若しく
は陥没部を含んでもよい。
【００８７】
　上記に加えて、構造的セパレータは、任意の好適な構造を有してもよく、また、例えば
隆起部、突出部又はフラップであってもよい。構造的セパレータの形態の、実質的に横方
向に延びる分離要素１００の構成のいくつかの例示の断面図を、図１１～１４に示す。任
意の他の好適な構造的セパレータは、本開示の範囲内にある。構造的セパレータは、吸収
性物品の横方向軸線に沿って配置されてもよく、又は横方向軸線に対して傾斜したある角
度で位置付けられてもよい。構造的セパレータはまた、横方向軸線に沿っていない他の位
置（例えば、横方向軸線の前方又は後方の位置）に配置されてもよい。１つ又は複数の構
造的セパレータが、多様な構成を有する吸収性物品に組み込まれてもよい。好適な構造的
セパレータ及び実質的に横方向に延びる分離要素は、例えば、２０１３年８月２７日出願
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の米国仮特許出願第６１／８７０，３６５号、Ｐ＆Ｇ代理人整理番号１２６９６ＰＱに、
より詳細に開示されている。
【００８８】
　例えばトップシート及び／又はＬＭＳなどの基材は、基材の異なる領域又は区域内に１
つ又は複数のゾーンを有してもよい。トップシート及び／又はＬＭＳ内のゾーンのいくつ
かの例示の構成を、図１５～３２に示す。様々な図において、ゾーンはＺ１～Ｚ６と表示
されているが、任意の数の構成、形状、及び／又はサイズを有する任意の数のゾーンを有
することは、本発明の範囲内である。トップシート２４は図１５～１９で矩形として示さ
れているが、トップシートが吸収性物品用の、例えば砂時計形状などの任意の好適な形状
を有することは、本発明の範囲内である。図１５～３２では、トップシート２４の衣類に
面する表面が見る者の方に向いている。図１５～３２を通して、適用できる場合、要素１
００は実質的に横方向に延びる分離要素であり、要素９０は吸収性物品の横方向軸線であ
り、要素８０は吸収性物品の長手方向軸線であり、Ｆは吸収性物品の前側を表し、Ｂは吸
収性物品の背側を表す。横方向軸線及び長手方向軸線は、各図に示さなくとも図１５～３
２の全てにおいて明らかであろう。
【００８９】
　以下に記述されるゾーンの全部において、特定のゾーンに関して特定の処理が記述され
得るが、ゾーンは１つ若しくは複数の他の処理又は流れ制御材料も含み得ることが理解さ
れるであろう。例えば、特定の形態学的処理が特定のゾーン内に記述されている場合、以
下の例の各ゾーンに関して明確に述べられていなくても、同じゾーン又はその一部分内に
別の形態学的処理及び／又は別の化学的若しくは幾何学的処理も設けられ得る。ゾーンは
また、任意の好適なサイズ及び／又は形状を有してもよく、以下に示す例に限定されない
。
【００９０】
　図１５を参照すると、トップシート２４は、吸収性物品の前側に第１のゾーンＺ１と、
吸収性物品の背側に少なくとも部分的に第２のゾーンＺ２とを含む。ゾーンＺ１は、実質
的に横方向に延びる分離要素１００（例えば、凹部、立ち上がり部、構造的セパレータ、
印刷された線又は図形）の第１の側に配置され、ゾーンＺ２は、実質的に横方向に延びる
分離要素１００の第２の側に配置されている。ゾーンＺ１及びＺ２は両方とも長手方向軸
線８０に重なってもよく、ゾーンＺ２のみが横方向軸線９０に重なってもよい。他の場合
では、ゾーンＺ１のみが横方向軸線９０に重なってもよい。図１５の例では、実質的に横
方向に延びる分離要素１００は、任意であってもよい。第１のゾーンＺ１及び第２のゾー
ンＺ２は、それぞれ、任意の数の幾何学的、形態学的、化学的処理及び／又は流れ制御材
料を含んでもよく、あるいはゾーンＺ１若しくはＺ２の一方、又はその部分は、処理又は
流れ制御材料を全く含まなくてもよい。ゾーンＺ１又はＺ２のいずれか又は両方は、孔も
含み得る。
【００９１】
　再び図１５を参照すると、実質的に横方向に延びる分離要素１００は、分離要素１００
のいずれかの側に、視覚的前部及び視覚的背部を画定してもよい。視覚的前部はゾーンＺ
１を含み、視覚的背部はゾーンＺ２を含む。ゾーンＺ１は、第１の幾何学的処理を含んで
もよく、ゾーンＺ２は、第２の幾何学的処理を含んでもよい。第１の幾何学的処理及び第
２の幾何学的処理は、同じでも又は異なってもよい。第１の幾何学的処理及び第２の幾何
学的処理は、深さ、長さ、周波数、サイズ、形状、パターン、寸法、及び／又は構造が異
なる要素を含んでもよい。第１の幾何学的処理及び第２の幾何学的処理のいずれかは、孔
又は形態学的処理（例えば、図５２及び５４参照）を含んでもよい。孔は、処理のいずれ
かにおいて異なっていても又は同じであってもよい。形態学的処理は、同じであっても又
は異なってもよい。トップシート２４は、ゾーンＺ１又はＺ２のいずれか内に第３の幾何
学的処理Ｚ３（破線で示す）を含んでもよい。吸収性コア及び／又は液体管理システムの
一部分は、その中に画定された１つ又は複数のチャネル、Ｃを有してもよい。ゾーンＺ１
及び／又はＺ２の一部分は、チャネル（１つ又は複数）の少なくとも一部分又は全部に重
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なってもよく又は重ならなくてもよい。
【００９２】
　再び図１５を参照すると、トップシート２４は、前側領域（即ち、横方向軸線９０の第
１の側）内に少なくとも部分的にゾーンＺ１と、背側領域（即ち、横方向軸線９０の第２
の側）内に少なくとも部分的にゾーンＺ２とを含んでもよい。ゾーンＺ１は、尿取り扱い
のために構成された第１の形態学的処理を含んでもよく、ゾーンＺ２は、ＢＭ取り扱いの
ために構成された第２の形態学的処理を含んでもよい。ゾーンＺ１内の第１の形態学的処
理のパターンは、横方向軸線９０に対して、ゾーンＺ２内の第２の形態学的処理のパター
ンと非対称的であっても又は対称的であってもよい。ゾーンＺ１及びＺ２のいずれかは、
内部に孔が画定されていてもよい。孔は、任意の好適な有効孔面積を有してもよく、トッ
プシート２４は、様々なゾーン内で、任意の好適な％開口面積を有してもよい。第１及び
第２の形態学的処理は、例えば、本明細書の図５２又は５４に示すものであってもよい。
ゾーンＺ１又はＺ２のいずれか又は両方は、化学的処理又は第３の形態学的処理を含んで
もよい。ゾーンＺ１の面積は、ゾーンＺ２の面積よりも小さくても又は大きくてもよい。
ゾーンＺ１は、横方向軸線９０に平行な方向に測定して、少なくとも３０ｍｍ又は少なく
とも４０ｍｍの寸法を有してもよく、ゾーンＺ２は、横方向軸線９０に平行な方向に測定
して、少なくとも３０ｍｍ又は少なくとも４０ｍｍの寸法を有してもよい。図１５に図示
しないが、吸収性物品は、バリアレッグカフ及び腰部縁部を含んでもよい。
【００９３】
　依然として図１５を参照すると、ゾーンＺ１は、実質的に移動可能な化学的処理を含ん
でもよく、ゾーンＺ２は、実質的に移動可能な化学的処理を含んでもよい。実質的に移動
可能な化学的処理は、同じであっても又は異なってもよい。ゾーンＺ２内の実質的に移動
可能な化学的処理の坪量は、ゾーンＺ１内の実質的に移動可能な化学的処理よりも大きく
、又は小さく、又は実質的に同じ、又は同じであってもよい。実質的に移動可能な化学的
処理は、スキンケア組成物又はＢＭ固着防止ローションを含んでもよい。ゾーンＺ１又は
Ｚ２の少なくとも一方は、実質的に耐久性のある化学的処理も含み得る。実質的に耐久性
のある化学的処理は、例えば、顔料又はインクを含んでもよい。ゾーンＺ１及びＺ２（又
はＺ３）は、１つ又は複数の形態学的又は幾何学的処理も含み得る。化学的処理は、形態
学的若しくは幾何学的処理に重なっても又は重ならなくてもよい。ゾーンＺ１又はＺ２は
、実質的に移動可能な化学的処理又は実質的に耐久性のある化学的処理のいずれかであり
得る少なくとも第３の化学的処理（例えば、図１５のＺ３）を含んでもよい。任意の化学
的処理は、１つ又は複数のチャネルＣの少なくとも一部分、又は全部に重なってもよい。
他の場合では、様々な化学的処理は、いずれのチャネルＣにも重ならなくてもよい。ゾー
ンＺ１内の実質的に移動可能な化学的処理は、疎水性であってもよく、ゾーンＺ２内の実
質的に移動可能な化学的処理は、異なる親水性を有してもよい。ゾーンＺ１内の実質的に
移動可能な化学的処理は、ゾーンＺ２内の実質的に移動可能な化学的処理と比較して、よ
り親水性又はより疎水性であってもよい。他の場合では、ゾーンＺ２内の実質的に移動可
能な化学的処理は、疎水性又は親水性であってもよい。実質的に移動可能な化学的処理は
、１つ若しくは複数の形態学的処理（例えば、本願の図５２及び５４参照）又は１つ若し
くは複数の幾何学的処理と重なっても又は重ならなくてもよい。
【００９４】
　再び図１５を参照すると、ゾーンＺ１は、実質的に耐久性のある化学的処理を含んでも
よく、ゾーンＺ２は、実質的に耐久性のある化学的処理を含んでもよい。実質的に耐久性
のある化学的処理は、同じであっても又は異なってもよい。ゾーンＺ２内の実質的に耐久
性のある化学的処理の坪量は、ゾーンＺ１内の実質的に耐久性のある化学的処理よりも大
きい、又は小さい、又は同じであってもよい。ゾーンＺ１又はＺ２の一方、両方は、実質
的に移動可能な化学的処理も含み得る。
【００９５】
　他の場合では、ゾーンＺ１又はＺ２の一方は、実質的に耐久性のある化学的処理を含ん
でもよく、ゾーンの他方は、実質的に移動可能な化学的処理を含んでもよい。
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【００９６】
　図１６を参照すると、トップシート２４は、吸収性物品の前側の第１のゾーンＺ１と、
吸収性物品の背側の第２のゾーンＺ２とを含む。ゾーンＺ１は、実質的に横方向に延びる
分離要素１００の第１の側に配置され、ゾーンＺ２は、実質的に横方向に延びる分離要素
１００の第２の側に配置されている。図１６の例では、実質的に横方向に延びる分離要素
１００は、任意であってもよい。ゾーンＺ１及びＺ２は両方とも長手方向軸線８０に重な
ってもよく、ゾーンＺ１及びＺ２はいずれも横方向軸線９０に重ならなくてもよい。他の
場合では、ゾーンＺ１のみ又はゾーンＺ２のみが横方向軸線９０に重なってもよい。第１
のゾーンＺ１及び第２のゾーンＺ２は、任意の数の幾何学的、形態学的、化学的処理及び
／若しくは流れ制御材料を含んでもよく、又は、ゾーンＺ１若しくはＺ２の一方、若しく
はその部分は、処理若しくは流れ制御材料を全く含まなくてもよい。ゾーンＺ１又はＺ２
のいずれかは、孔も含み得る。
【００９７】
　図１７を参照すると、トップシート２４は、吸収性物品の前部の複数の要素を含む第１
のゾーンＺ１と、吸収性物品の背部の複数の要素を含む第２のゾーンＺ２とを含む。ゾー
ンＺ１は、実質的に横方向に延びる分離要素１００の第１の側に配置され、ゾーンＺ２は
、実質的に横方向に延びる分離要素１００の第２の側に配置されている。図１７の例では
、実質的に横方向に延びる分離要素１００は、任意であってもよい。第１のゾーンＺ１の
要素は、横方向軸線９０又は長手方向軸線８０に重ならず、第２のゾーンＺ２の要素のい
くつかは、長手方向軸線のみに重なる。いずれかのゾーンの少なくともいくつかの要素が
、軸線８０又は９０の一方に重なる又は重ならないことは、本発明の範囲内である。ゾー
ンＺ１及びＺ２を構成する要素は、複数の孔を含んでもよい。ゾーンＺ１内の孔は、ゾー
ンＺ２内の孔よりも小さくてもよく、又は逆も同様である。ゾーンＺ１内のより小さい孔
は、尿管理用に構成されてもよい一方、ゾーンＺ２内のより大きい孔は、ＢＭ管理用に構
成されてもよい。例示の有効孔面積と例示の％有効開口面積は、本明細書に記載されてい
る。第１のゾーンＺ１及び第２のゾーンＺ２の孔は略卵形として示されているが、それら
は、任意の好適なサイズ、形状、及び／又はパターンを有してもよい。他の場合では、ゾ
ーンＺ１及び／又はＺ２を構成する要素は、孔を形成しなくてもよく、代わりに１つ又は
複数の他の処理及び／又は流れ制御材料を含んでもよい。
【００９８】
　図１８を参照すると、トップシート２４は、吸収性物品の前部内の複数の要素を含む第
１のゾーンＺ１と、吸収性物品の背部内の複数の要素を含む第２のゾーンＺ２とを有する
。トップシート２４はまた、吸収性物品の前側の第３のゾーンＺ３と、吸収性物品の背側
の第４のゾーンＺ４とを含む。ゾーンＺ１及びＺ３は、実質的に横方向に延びる分離要素
１００の第１の側及び横方向軸線９０の第１の側に配置され、ゾーンＺ２及びＺ４は、実
質的に横方向に延びる分離要素１００の第２の側及び横方向軸線９０の第２の側に配置さ
れている。第１のゾーンＺ１及び第２のゾーンＺ２の要素は、横方向軸線９０又は長手方
向軸線８０に重ならず、第３のゾーンＺ３及び第４のゾーンＺ４は、横方向軸線９０に重
ならないが、長手方向軸線には重なっている。軸線８０又は９０の一方に重なる又は重な
らない任意のゾーン（又はゾーンを形成する要素）を有することは、本発明の範囲内であ
る。ゾーンＺ１は、孔であるか、又は別の処理若しくは流れ制御材料を含む、複数の要素
を含んでもよい。ゾーンＺ４は、例えば、１つの大きい孔、エンボス加工、又は他の処理
、化学的処理又は流れ制御材料を含んでもよい。ゾーンＺ１内の孔は、ゾーンＺ４の孔よ
りも小さくてもよい。ゾーンＺ１内のより小さい孔は、尿管理用に構成されてもよい一方
、ゾーンＺ４内のより大きい孔は、ＢＭ管理用に構成されてもよい。ゾーンＺ３は、ゾー
ンＺ１の少なくとも一部分に重なっているが、ゾーンＺ２及びＺ４は、任意の他のゾーン
に重なっていない。任意のゾーンの例における任意の様々なゾーンが互いに重なり又は重
ならないことは、本発明の範囲内である。
【００９９】
　図１９を参照すると、トップシート２４は、吸収性物品の前側にある複数の要素を含む
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第１のゾーンＺ１と、吸収性物品の背側に少なくとも部分的に複数の要素を含む第２のゾ
ーンＺ２とを含む。トップシート２４は、吸収性物品の前側に第３のゾーンＺ３と、吸収
性物品の背側に少なくとも部分的に第４のゾーンＺ４とを含む。ゾーンＺ１及びＺ３は、
実質的に横方向に延びる分離要素１００の第１の側に配置され、ゾーンＺ２及びＺ４は、
実質的に横方向に延びる分離要素１００の第２の側に配置されている。第１のゾーンＺ１
及び第２のゾーンＺ２は、長手方向軸線８０に重ならず、第２のゾーンＺ２及び第４のゾ
ーンＺ４は、横方向軸線９０に重なっている。第４のゾーンＺ４は、横方向軸線９０及び
長手方向軸線８０に重なっている。軸線８０又は９０の一方に重なる又は重ならない任意
のゾーンを有することは、本発明の範囲内である。ゾーンＺ１の要素は、孔であっても又
は孔でなくてもよい。ゾーンＺ３は、ゾーンＺ１の少なくとも一部分に重なり、ゾーンＺ
４は、ゾーンＺ２の少なくとも一部分に重なっている。
【０１００】
　図２０を参照すると、吸収性物品のトップシート２４は、４つのゾーン、Ｚ１～Ｚ４を
有して示されている。ゾーンＺ１～Ｚ４は、任意の数の幾何学的、形態学的、及び／若し
くは化学的処理若しくは流れ制御材料を含んでもよく、又は、ゾーンの１つ若しくは複数
、若しくはその部分は、処理若しくは流れ制御材料を全く含まなくてもよい。ゾーンＺ３
は、深いエンボスラインを含んでもよい。ゾーンＺ１は、形態学的処理（例えば、図５２
又は５４参照）及び／又は印刷されたパターンを含んでもよい。ゾーンＺ２は、形態学的
処理（例えば、図５２又は５４参照）を含んでもよい。ゾーン４は、処理を含まなくても
よく、又は流れ制御材料を含んでもよい。ゾーンＺ３は、吸収性物品の吸収性コアの少な
くとも一部分上に少なくとも部分的に取り囲む周辺部を形成する流れ制御材料も含み得る
。
【０１０１】
　図２０Ａを参照すると、吸収性物品のトップシート２４は、５つのゾーン、Ｚ１～Ｚ５
を有して示されている。ゾーンＺ１及びＺ５は、形態学的処理（例えば、図５２又は５４
参照）を含んでもよい。ゾーンＺ２は、例えば、尿用の流れ制御材料を含んでもよい。流
れ制御材料は、トップシート２４内に、完全に取り囲む周辺部を形成してもよい。ゾーン
Ｚ３は、形態学的処理（例えば、図５２又は５４）、印刷されたパターン、及び／又は流
れ制御材料を含んでもよい。ゾーンＺ４は、例えば、トップシート２４内に部分的に取り
囲む周辺部を形成し得る、ＢＭ用の流れ制御材料を含んでもよい。任意のゾーンは、１つ
若しくは複数の追加の処理及び／又は流れ制御材料も含み得る。
【０１０２】
　図２１を参照すると、４つのゾーンＺ１～Ｚ４を有する、トップシート２４を含む吸収
性物品が示されている。ゾーンＺ１は、印刷されたドットの化学的処理、及び／又は孔の
幾何学的処理を含んでもよい。ゾーンＺ２は、印刷された菱形の化学的処理、及び／又は
パッカリングの形態学的処理を含んでもよい。ゾーンＺ２は、孔も含み得る。ゾーンＺ３
は、処理を有してもよく、又は有さなくてもよい。ゾーンＺ４は、トップシート内及び吸
収性コアの一部分上に、完全に取り囲む連続周辺部を形成する流れ制御材料を含んでもよ
い。図示していないが、ゾーンＺ４の、取り囲む周辺部は不連続であってもよく、又は、
吸収性コアの一部分上に、少なくとも大部分を取り囲む周辺部を形成するのみであっても
よい。
【０１０３】
　図２１Ａを参照すると、５つのゾーンＺ１～Ｚ５を有する、トップシート２４を含む吸
収性物品が示されている。ゾーンＺ１は、疎水性スキンケア組成物を含んでもよい。ゾー
ンＺ２は、形態学的処理（例えば、図５２又は５４参照）を含んでもよい。ゾーンＺ３は
、形態学的処理（例えば、図５２又は５４参照）を含んでもよい。ゾーンＺ４は、ゾーン
Ｚ１のスキンケア組成物よりも疎水性が高い又は低いスキンケア組成物を含んでもよい。
ゾーンＺ５は、エンボス加工された数字の８状の形状、及び／又は、取り囲む連続周辺部
を形成する流れ制御材料を含んでもよい。連続周辺部は、１つ又は複数の尿及び／又はＢ
Ｍ汚染ゾーン（例えば、ゾーンＺ１及びＺ３）を包囲してよい。図示していないが、周辺
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部は、不連続で、かつ少なくとも大部分を取り囲んでもよい。任意のゾーンは、１つ若し
くは複数の追加の処理及び／又は流れ制御材料も含み得る。吸収性物品は、場合により、
横方向分離要素ＬＳＥを含んでもよい。
【０１０４】
　図２１Ｂを参照すると、３つのゾーンＺ１～Ｚ３を有する、トップシート２４を含む吸
収性物品が示されている。ゾーンＺ１は、形態学的処理（例えば、図５２又は５４参照）
を含んで、排尿事象の間及び後の吸収性及び乾燥を提供してもよい。ゾーンＺ２は、形態
学的処理（例えば、図５２又は５４参照）を含んで、少なくともＢＭの広がりを抑制して
もよい。ゾーンＺ３は、流れ制御材料を含んでもよい。流れ制御材料は、２つの身体排出
物受容ゾーンの周囲の、取り囲む周辺部を形成してもよい。流れ制御材料は、連続又は不
連続であってもよい。任意のゾーンは、１つ若しくは複数の追加の処理及び／又は流れ制
御材料も含み得る。吸収性物品は、場合により横方向分離要素（図示せず）を含んでもよ
い。
【０１０５】
　図２１Ｃを参照すると、４つのゾーンＺ１～Ｚ４を有する、トップシート２４を含む吸
収性物品が示されている。ゾーンＺ１は、孔を含む幾何学的処理を含んでもよく、又は形
態学的処理を含んでもよい。ゾーンＺ１の％有効開口面積は、約５％～約２０％又は約１
０％であってもよい。ゾーンＺ２は、孔を含む幾何学的処理を含んでもよく、又は形態学
的処理を含んでもよい。ゾーンＺ２の％有効開放口積は、約１５％～約５０％又は約３０
％であってもよい。ゾーンＺ３は、固着防止ローションを含んでもよい。ゾーンＺ４は、
形態学的処理を含んでもよく、かつ／又は流れ制御材料を含んでもよい。任意のゾーンは
、１つ若しくは複数の追加の処理及び／又は流れ制御材料も含み得る。吸収性物品は、場
合により、横方向分離要素（図示せず）を含んでもよい。
【０１０６】
　図２２を参照すると、６つのゾーンを有する、トップシート２４を含む吸収性物品が示
されている。ゾーンＺ１は、エンボス加工された深いライン、印刷されたライン、流れ制
御材料、及び／又は他の処理を含んでもよい。ゾーンＺ２～Ｚ５は、それぞれ、任意の数
の化学的、幾何学的、及び／若しくは形態学的処理を含んでもよく、又は処理を全く含ま
なくてもよい。ゾーンのいくつかは、弓状の形状を形成してもよい。
【０１０７】
　図２３は、図２２の例示のトップシートと類似したトップシートを含む、実際の吸収性
物品の写真である。
【０１０８】
　図２４を参照すると、４つのゾーンを有する、トップシート２４を含む吸収性物品が示
されている。ゾーンＺ１は、流れ制御材料を含んでもよい。ゾーンＺ２は、エンボス加工
パターン若しくは印刷されたパターン、及び／又は、１つ若しくは複数の幾何学的処理を
含んでもよい。ゾーンＺ３は、エンボス加工及び／又は流れ制御材料を含んでもよい。ゾ
ーンＺ４は、１つ若しくは複数の処理及び／又は流れ制御材料を含んでもよく、又は含ま
なくてもよい。任意のゾーンＺ１～Ｚ４は、１つ若しくは複数の化学的処理又は他の処理
を含んでもよい。
【０１０９】
　図２５は、ゾーン形成トップシートを含む実際の吸収性物品の写真である。このトップ
シートは、エンボス加工の少なくとも２つのゾーンを有し、また他の処理を有してもよい
。
【０１１０】
　図２６を参照すると、３つのゾーンを有する、トップシート２４を含む吸収性物品が示
されている。ゾーンＺ１は、第１のパターンを有するエンボス加工又は他の処理を含んで
もよく、ゾーンＺ２は、異なるパターンを有するエンボス加工又は他の処理を含んでもよ
く、ゾーンＺ３は、１つ若しくは複数の処理を含んでもよく、又は含まなくてもよい。こ
の物品は、実質的に横方向に延びる分離要素も含み得る。
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【０１１１】
　図２７を参照すると、４つのゾーンを有する、トップシート２４を含む吸収性物品が示
されている。ゾーンＺ１及びＺ２は、それぞれ、小さな印刷されたドットの化学的処理を
含んでもよく、又は、それぞれ、孔を含んでもよい。ドット及び／又は孔は、同じサイズ
又は異なるサイズであってもよい。ゾーンＺ１及びＺ２内の処理は、同じであっても又は
異なってもよい。ゾーンＺ３は、ゾーンＺ１及びＺ２内のドット又は孔よりも大きい、印
刷されたドット又は孔の化学的処理を含んでもよい。ゾーンＺ４は、折り目、エンボス加
工されたライン、印刷されたライン、流れ制御材料、又は別の処理を含んでもよい。折り
目は、トップシートの部分から形成されてもよく、又は、トップシートに取り付けられた
別個の材料であってもよい。
【０１１２】
　図２８は、図２７の例示のトップシートに幾分類似したトップシートを含む、実際の吸
収性物品の写真である。
【０１１３】
　図２９を参照すると、３つのゾーンを有する、トップシート２４を含む吸収性物品が示
されている。ゾーンＺ１は、小さな印刷されたドットの化学的処理を含んでもよく、又は
孔を含んでもよい。ゾーンＺ２は、エンボス加工されたライン、印刷された、ライン又は
別の処理を含んでもよい。ゾーンＺ３は、エンボス加工されたライン、印刷されたライン
、又は別の処理を含んでもよい。ゾーンＺ４は、小さな印刷されたドット又は孔を含んで
もよい。
【０１１４】
　図３０は、図２９の例示のトップシートと類似したトップシートを含む、実際の吸収性
物品の写真である。
【０１１５】
　図３１を参照すると、２つのゾーンを有する、トップシート２４を含む吸収性物品が示
されている。ゾーンＺ１は、スリットを含んでもよい。ゾーンＺ２は、折り畳んだ部分、
エンボス加工されたライン、印刷されたラインを含んでもよく、又は処理を含まなくても
よい。ゾーンのいずれか又は両方は、印刷などの化学的処理も含み得る。２層トップシー
ト内にプリーツが形成されてもよい。第１の層は、第１の層が第２の層に取り付けられる
前又は後に、ロータリーダイを使用して細長く切られてもよい。第１の層は、切り込みに
沿って追加的に第２の層に高圧接着されてもよい。接着部位Ｓは、切り込みのいずれの側
の第１の層の一部分も包含し、第２の層の部分に取り付けられてもよい。
【０１１６】
　図３２は、図３１の例示のトップシートと類似したトップシートを含む、実際の吸収性
物品の写真である。
【０１１７】
　図３３～４２は、吸収性物品用のトップシート、又はその部分に関する設計の例である
。これらの設計は、１つ又は複数のパターンでの幾何学的、形態学的及び／又は化学的処
理を含んでもよい。これらの設計は、少なくとも大部分を取り囲む周辺部用であり得る又
はあり得ない流れ制御材料も含み得る。パターンは、トップシートの長さ、又は長さの一
部分にわたって変化してもよい。トップシートの前部は、Ｆと表示され、トップシートの
背部は、Ｂと表示されている。トップシートは、矩形又は任意の他の好適な形状であって
もよく、上部又は内部に設計を有する。処理は、例えば、エンボス加工、印刷された図形
、流れ制御材料、及び／若しくは孔、又はこれらの組み合わせであってもよい。図４０～
４２は、少なくとも大部分を取り囲む周辺部を形成し、かつ不連続である１つ又は複数の
流れ制御材料を含む設計を示す。図４０は、それぞれが少なくとも大部分を取り囲む周辺
部を形成し、かつ両方とも不連続である２つの流れ制御材料を示すが、それらの一方又は
両方は連続的であってもよい。
【０１１８】
　図１５～４２に示したゾーンを有する様々な基材（例えば、トップシート）内に示され
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るように、ゾーンは、多様な構成、サイズ、及び形状をとることができ、ゾーン又はその
部分は、化学的、幾何学的、及び／若しくは形態学的処理を含んでもよく、又は、特定の
ゾーンは処理を全く含まなくてもよい。ゾーン又はその部分は、流れ制御材料を含んでも
よい。様々な処理は、以下により詳細に記述される。孔は、パンチング、スリット加工、
ハイドロフォーミング、又はオーバーボンディング（overbonding）とその後のリングロ
ーリングにより形成されてもよい。３Ｄ構造は、ＳＥＬＦｉｎｇ、ＩＰＳ、又はｒＩＰＳ
などの様々な固体形成技術を用いて形成されてもよい。
【０１１９】
　幾何学的処理
　ここでいくつかの例示の幾何学的処理を、図面を参照して記述する。「幾何学的処理」
という句は、形態学的処理及び孔を含むため、ここでは孔のみを記述するが、以下に記述
する形態学的処理も、幾何学的処理の定義の通り、「幾何学的処理」という句の範囲内に
含まれることが理解されるであろう。
【０１２０】
　図４３～４４Ｆは、孔を含む幾何学的処理を含む例示の基材（例えば、トップシート又
はその部分）を示す。図４３は、内部に孔が画定された２７ｇｓｍの不織布ウェブを示す
一方、図４４Ａは、内部に孔が画定された１８ｇｓｍの二成分不織布ウェブを示す。幾何
学的処理の孔は、任意の好適なサイズ、形状、構成、及び／又はパターンを有してもよい
。孔は、例えばオーバーボンディングと、オーバーボンドを裂くためのリングローリング
、及びピン穴加工など、当該技術分野において一般に既知の任意の孔開けプロセスによっ
て形成されてもよい。孔は、互いに対して均一に離間配置されるか、又は不均一に離間配
置されてもよい。更に、各ゾーン内の孔は、同じゾーン内、又は異なるゾーン内で同じサ
イズ又は異なるサイズであってもよい。図１７～１９、２１、２１Ａ及び２７～３０は、
図面の中でも特に、トップシート又は他の基材内の孔を含む幾何学的処理の様々な非限定
例を示す。図４４Ｂは、トップシートの一部分、又は全部に使用するための例示の基材を
示す。図４４Ｃは、トップシートの一部分、又は全部に使用するための例示の布地基材を
示す。図４４Ｄは、トップシートの一部分、又は全部に使用するための例示のるメッシュ
基材を示す。図４４Ｅは、トップシートの一部分、又は全部に使用するための例示のフィ
ルムを示す。図４４Ｆは、トップシートの一部分、又は全部に使用するための例示のフィ
ルムを示す。
【０１２１】
　図４４Ｂの例示の基材は、約０．５ｍｍ２～約１０ｍｍ２、約１ｍｍ２～約８ｍｍ２、
約１ｍｍ２～約６ｍｍ２、約１ｍｍ２～約５ｍｍ２、約１ｍｍ２～約３ｍｍ２、約１．５
ｍｍ２～約２．５ｍｍ２の範囲内、約１．９ｍｍ２、約２．０ｍｍ２、約２．１ｍｍ２、
又は約２．０１１ｍｍ２の有効孔面積（以下の孔試験による）を有してもよく、特定の範
囲内及びその中又はそれによって形成された全ての範囲内において全て０．１ｍｍ２の増
分であることを明確に列挙する。図４４Ｂの例示の基材は、約５％～約４０％、約１０％
～約３０％、約１５％～約２５％、約１６％～約２０％の範囲内、約１７％、約１８％、
又は約１９％の％有効開口面積（以下の孔試験による）を有してもよく、特定の範囲内及
びその中又はそれによって形成された全ての範囲内において全て０．１％の増分であるこ
とを明確に列挙する。
【０１２２】
　図４４Ｃの例示の布地基材は、約３ｍｍ２～約３０ｍｍ２、約６ｍｍ２～約２０ｍｍ２

、約８ｍｍ２～約１４ｍｍ２、約９ｍｍ２～約１３ｍｍ２、約１０ｍｍ２～約１２ｍｍ２

の範囲内、約１１ｍｍ２、約１２ｍｍ２、約１１．１ｍｍ２、約１１．２ｍｍ２、又は約
１１．１１ｍｍ２の有効孔面積（以下の孔試験による）を有してもよく、特定の範囲内及
びその中又はそれによって形成された全ての範囲内において全て０．１ｍｍ２の増分であ
ることを明確に列挙する。図４４Ｃの例示の基材は、約１５％～約５５％、約２０％～約
４５％、約２５％～約４５％、約３０％～約４０％の範囲内、約３５％、約３４％、又は
約３４．７％の％有効開口面積（以下の孔試験による）を有してもよく、特定の範囲内及
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びその中又はそれによって形成された全ての範囲内において全て０．１％の増分であるこ
とを明確に列挙する。
【０１２３】
　図４４Ｄの例示のメッシュ基材は、約０．２ｍｍ２～約４ｍｍ２、約０．５ｍｍ２～約
３ｍｍ２、約０．５ｍｍ２～約２ｍｍ２、約０．５ｍｍ２～約１．５ｍｍ２、約０．８ｍ
ｍ２～約１．３ｍｍ２の範囲内、約０．９ｍｍ２、約１ｍｍ２、約１．１ｍｍ２、約１．
２ｍｍ２、又は約１．０１８ｍｍ２の有効孔面積（以下の孔試験による）を有してもよく
、特定の範囲内及びその中又はそれによって形成された全ての範囲内において全て０．１
ｍｍ２の増分であることを明確に列挙する。図４４Ｄの例示の基材は、約２０％～約９０
％、約３０％～約８０％、約５０％～約８０％、約５０％～約７０％、約５５％～約７０
％の範囲内、約６０％、約６３．９％、又は約６５％の％有効開口面積（以下の孔試験に
よる）を有してもよく、特定の範囲内及びその中又はそれによって形成された全ての範囲
内において全て０．１％の増分であることを明確に列挙する。
【０１２４】
　図４４Ｅの例示のフィルムは、約０．１ｍｍ２～約２ｍｍ２、約０．１ｍｍ２～約１．
５ｍｍ２、約０．３ｍｍ２～約１ｍｍ２、約０．４ｍｍ２～約０．９ｍｍ２、約０．４ｍ
ｍ２～約０．７５ｍｍ２の範囲内、約０．５ｍｍ２、約０．５０８ｍｍ２、約０．５１ｍ
ｍ２、又は約０．５２ｍｍ２の有効孔面積（以下の孔試験による）を有してもよく、特定
の範囲内及びその中又はそれによって形成された全ての範囲内において全て０．１ｍｍ２

の増分であることを明確に列挙する。図４４Ｅの例示のフィルムは、約５％～約５０％、
約１０％～約３５％、約１０％～約３０％、約１２％～約２５％の範囲内、約１５％、約
１８％、約１８．２％、又は約１９％の％有効開口面積（以下の孔試験による）を有して
もよく、特定の範囲内及びその中又はそれによって形成された全ての範囲内において全て
０．１％の増分であることを明確に列挙する。
【０１２５】
　図４４Ｆの例示のフィルムは、約０．１ｍｍ２～約２ｍｍ２、約０．１ｍｍ２～約１．
５ｍｍ２、約０．３ｍｍ２～約１ｍｍ２、約０．４ｍｍ２～約０．９ｍｍ２、約０．４ｍ
ｍ２～約０．７５ｍｍ２の範囲内、約０．４ｍｍ２、約０．４８６ｍｍ２、又は約０．５
ｍｍ２の有効孔面積（以下の孔試験による）を有してもよく、特定の範囲内及びその中又
はそれによって形成された全ての範囲内において全て０．１ｍｍ２の増分であることを明
確に列挙する。図４４Ｆの例示のフィルムは、約３％～約３５％、約３％～約２０％、約
３％～約１５％、約５％～約１３％の範囲内、約６％、約１１％、約８％、約８．７％、
又は約９％の％有効開口面積（以下の孔試験による）を有してもよく、特定の範囲内及び
その中又はそれによって形成された全ての範囲内において全て０．１％の増分であること
を明確に列挙する。
【０１２６】
　吸収性物品のトップシートは、２つ以上のゾーンを有してもよく、少なくとも第１のゾ
ーンは、横方向軸線の第１の側又は実質的に横方向に延びる分離要素の第１の側に配置さ
れ、第２のゾーンは、横方向軸線の第２の側又は実質的に横方向に延びる分離要素の第２
の側に配置されている。第１のゾーンは、以下に記載する孔試験による、約０．２ｍｍ２

～約１５ｍｍ２の範囲内の有効孔面積を有し得る孔が内部に画定されてもよく、特定した
範囲内において全ての０．１ｍｍ２の増分であることを明確に列挙する。第１のゾーンは
、以下に記載する孔試験による、約１５％～約４０％の有効開口面積を有してもよく、特
定した範囲内において全ての０．１％の増分であることを明確に列挙する。第２のゾーン
は、以下に記載する孔試験による、約０．１ｍｍ２～約２．０ｍｍ２、約０．０５ｍｍ２

～約２ｍｍ２、約０．５ｍｍ２～約２ｍｍ２の範囲内、又は約１．０ｍｍ２の有効孔面積
を有し得る孔が内部に画定されてもよい。第２のゾーンは、以下に記載する孔試験による
、約２％～約１５％の％有効開口面積を有してもよく、特定した範囲内において全ての０
．１％の増分であることを明確に列挙する。第１のゾーン内の孔は、第１のゾーンがＢＭ
管理用に構成され、第２のゾーンが尿管理用に構成されるように、第２のゾーン内の孔よ
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りも大きくてもよい（例えば、１５～３５％大きいか、又は２５％大きい）。第１のゾー
ン及び第２のゾーンのいずれも、１つ若しくは複数の化学的処理、及び／又は１つ若しく
は複数の形態学的処理を含んでもよい。形態学的処理は、第１のゾーン及び／又は第２の
ゾーンの一部分、又は全部に存在してもよい。吸収性物品は、バリアレッグカフ及び腰部
縁部も含み得る。
【０１２７】
　幾何学的処理の任意の孔は、チャネルのいずれかのセットが設けられた場合、液体管理
システム５０内のチャネル（例えば、４９、４９’）又は吸収性コア２８内のチャネル（
例えば、２６、２６’、２７、２７’）の部分及び／又は全部に重なっても又は重ならな
くてもよい。
【０１２８】
　形態学的処理
　様々な形態学的処理は、トップシート２４、ＬＭＳ５０、又は他の基材の様々なゾーン
内に存在してもよい。図４５～５０は、様々な形態学的処理を示す。図４５は、エンボス
加工されたパターンを示す。図４６Ａは、図４６Ｂに示すエンボス加工のパターンの説明
図である。図４７は、別のエンボス加工されたパターンを示す。図４８は、基材が有孔で
ある、他のエンボス加工されたパターンを示す。図４９は、別のエンボス加工パターンを
示す。図５０は、パッカリングされた区域を含む例示の形態学的処理を示す。パッカリン
グされた区域は、２層トップシート内に形成されてもよい。接着剤、又はパターン化接着
剤が、第１の層と第２の層との間に存在してもよい。第１の層は、エンボス加工されてパ
ッカリングされた区域の形状を達成した後、パターン化接着剤を使用して第２の層に付着
されてもよい。図５１は、折り目を含む例示の形態学的処理を示す。折り目は、トップシ
ートに付着された基材により形成されてもよい。他の形態学的処理が、図２０～３２の少
なくともいくつかにて、トップシート内に示されている。形態学的処理の要素は、任意の
好適なサイズ、形状、寸法、周波数、構成、及び／又はパターンを有してもよい。形態学
的処理は、当該技術分野において既知の任意のプロセスによって形成されてもよい。各形
態学的処理の要素は、互いに対して均一に離間配置されるか、又は不均一に離間配置され
てもよい。更に、各ゾーン内の形態学的処理の要素は、同じであっても又は異なってもよ
い。１つのゾーン、又は１つを超えるゾーン内の形態学的処理の要素は、パターン、深さ
、幅、長さ、及び／若しくは周波数が異なってもよく、又は同じであってもよい。形態学
的処理を有する１つのゾーンは、吸収性物品の横方向軸線、長手方向軸線、又は実質的に
横方向に延びる分離要素に対して、形態学的処理を有する別のゾーンと対称的又は非対称
的であってもよい。形態学的処理を有する任意のゾーンは、存在する場合、液体管理シス
テム５０内のチャネル（例えば、４９、４９’）、及び／又は吸収性コア２８内のチャネ
ル（例えば、２６、２６’、２７、２７’）の部分又は全部に重なっても又は重ならなく
てもよい。
【０１２９】
　例示の形態学的処理を、図５２及び５３に示す。図５３は、図５２の円５３からの分解
図である。この形態学的処理の例では、液体管理システム５０（ＬＭＳ５０の１つ又は複
数の層、又は全層）の部分１０６は、液体透過性トップシート２４内に又は液体透過性ト
ップシート２４を通して延びる。不連続性１１６が、液体管理システム５０の衣類に面す
る表面１２０内に形成されてもよい。フラップ１０７は、部分１０６が液体透過性トップ
シート２４内に、及び／又は液体透過性トップシート２４を通して延びる位置において、
液体透過性トップシート２４内に形成されてもよい。このような構造は、突出部１０６に
よって液体管理システム５０がトップシート２４を通して液体を急速に逃すことができる
点で、液体吸収を補助し得る。この構造はまた、尿などの液体がトップシート２４上に留
まる時間の程度を低減することを補助し得る。
【０１３０】
　別の例示の形態学的処理を、図５４及び５５に示す。図５５は、図５４の円５５からの
分解図である。この例示の形態学的処理では、液体透過性トップシート２４の部分１０６
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’は、液体管理システム５０の１つ若しくは複数の層、又は全層内に、又は液体管理シス
テム５０の１つ若しくは複数の層、又は全層を通して延びる。不連続性１１６’が、液体
透過性トップシート２４の着用者に面する表面１２０’内に形成されてもよい。フラップ
１０７’は、部分１０６’が液体管理システム５０内に、及び／又は液体管理システム５
０を通して延びる位置において、液体管理システム５０内に形成されてもよい。このよう
な構造は、突出部１０６’によって、ＬＭＳ５０の下部に配置された吸収性コアがトップ
シート２４及びＬＭＳ５０を通して液体を急速に吸収することができる点で、液体吸収を
補助し得る。このような構造はまた、尿などの液体がトップシート２４上に存在する時間
の程度を低減し得る。この形態学的処理は、本質的に、図５２及び５３に示した形態学的
処理の逆である。
【０１３１】
　上述した２つの形態学的処理の両方は、類似した様式で形成されてもよい。部分１０６
又は１０６’は、図５６に示すプロセスを用いて形成されてもよい。このプロセスは、２
つのロール１０２及び１０４により形成されたニップ１１６を通して、（破線の参照番号
２４及び５０に示すように）液体管理システム５０の少なくとも一部分上に重ね合わされ
た液体透過性トップシート２４を含むウェブを前進させ、又は、液体透過性トップシート
２４の少なくとも一部分上に重ね合わされた液体管理システム５０を含むウェブを前進さ
せることを含んでもよい。２つのロールは、それらのそれぞれの長手方向軸線Ａ上で、ロ
ール上の矢印で示す方向に回転する。ロール１０２は、外方向に延びる複数の隆起部１２
６を含む溝ロールを含んでもよく、隆起部１２６はそれらの間に複数の溝１０８を形成し
ている。ロール１０４は、径方向外側に延びる複数の歯部１１０と、歯部１１０の間に形
成された複数の溝１１２とを含んでもよい。ロール１０２の隆起部１２６は、ロール１０
４の溝１１２内に延びるように構成されてもよく、ロール１０４の歯部１１０は、ロール
１０２の溝１０８内に延びて部分１０６又は１０６’を形成するように構成されてもよい
。図５６から理解し得るように、この配置により、液体管理システム５０の部分を液体透
過性トップシート２４を通して若しくは液体透過性トップシート２４内へと押し込んで部
分１０６を形成するか、又は、液体透過性トップシート２４の部分が液体管理システム５
０を通して若しくは液体管理システム５０内へと押し込んで部分１０６’を形成する。ロ
ール１０２及び１０４の噛み合いは、図５７により詳細に示され、ここで液体透過性トッ
プシート２４及び液体管理システム５０は存在しない。「Ｐ」は歯部１１０間のピッチで
あり、「Ｅ」は溝１１２内への隆起部１２６の係合の深さであり、「ＴＨ」は歯部の高さ
である。これらの測定値の全部は、例えば、形状及び／又はサイズが異なる部分１０６又
は１０６’を達成するよう変更されてもよい。このような構造、及びそれを製造する方法
に関する更なる詳細は、Ｈｏｙｉｎｇ　ｅｔ　ａｌ．に付与された米国特許第７，６４８
，７５２号に開示されている。
【０１３２】
　ロール１０４上の歯部１１０は、形成された突出部１０６が、液体透過性トップシート
２４内への又は液体透過性トップシート２４を通した液体管理システム５０、又は、液体
管理システム５０内への又は液体管理システム５０を通した液体透過性トップシート２４
の延長部のパターン、深さ、長さ、幅、及び／又は周波数において異なり得るように、ロ
ール１０４の周囲の周りにおいて、ロール１０４の回転方向に変化してもよい。約５０％
のロール１０４上の歯部は、ロール１０４の回転方向において、第１の構成、サイズ、長
さ、幅、パターン、周波数などを有してもよい一方、残りのロール上の歯部は、第２の構
成、サイズ、長さ、幅、パターン、周波数などを有してもよい。他の場合では、ロール１
０４上の２つを超えるゾーン内に、特定の構成を有する歯部が形成されてもよい。歯部の
変化により、ロールが異なる部分１０６又は１０６’を有するゾーンを形成することが可
能となり得、それにより、例えば、トップシート２４の第１のゾーン内とトップシート２
４の第２のゾーン内に異なる形態学的処理を形成することが可能となり得る。
【０１３３】
　化学的処理
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　トップシート２４及び／又は液体管理システム５０の様々なゾーンの１つ又は複数は、
１つ又は複数の化学的処理を含んでもよい。化学的処理は、任意の好適な色、サイズ、形
状、厚さ、及び／又はパターンを有してもよい。様々なゾーンは、同じ化学的処理又は異
なる化学的処理を有してもよい。１つを超える化学的処理が特定のゾーン内、又は多数の
ゾーン内に設けられてもよい。いくつかの化学的処理が他の化学的処理のゾーンを包囲し
、若しくは少なくとも部分的に包囲してもよく、又は、他の幾何学的若しくは形態学的処
理を包囲し、若しくは少なくとも部分的に包囲してもよい。他の場合では、いくつかの化
学的処理が他の化学的処理に少なくとも部分的に重なり、かつ／又は、幾何学的及び／若
しくは形態学的処理上に配置されるか若しくは重なってもよい。いくつかの例示の化学的
処理を、図５８～６５に示す。様々な他の図面も、上述したように、様々な化学的処理を
示す。図５８は、トップシート上の印刷又は染色されたチャネルのパターンの例示の化学
的処理を示す。図５９及び６０は、トップシート上の印刷又は染色されたドットのパター
ンの例示の化学的処理を示す。図６１及び６２は、トップシート上の印刷又は染色された
菱形のパターンの例示の化学的処理を示す。
【０１３４】
　図６３は、複数のゾーンを有する吸収性物品の例を示す。ゾーンの１つ又は複数は、１
つ若しくは複数の化学的処理、及び／又は１つ若しくは複数の他の処理を含んでもよい。
第１のゾーン、Ｚ１は、スキンケア組成物を含む化学的処理を含んでもよく、第２のゾー
ン、Ｚ２は、着用者の皮膚に対するＢＭの粘着の防止を補助するように構成された固着防
止ローション又は組成物を含む化学的処理を含んでもよく、第３のゾーン、Ｚ３は、イン
ク又は顔料を含む組成物を含む化学的処理を含んでもよい。様々な化学的処理は、様々な
ゾーン内でパターン（例えば、ストライプ、ドット）にあってもよい。パターンは、様々
なゾーン内で、及び／又は特定のゾーン内で同じであっても又は異なってもよい。吸収性
物品は、第３のゾーン、Ｚ３のいずれかの側部に、及び／又は、第１のゾーン、Ｚ１を包
囲して、深いエンボス加工されたライン、ＥＬも含み得る。吸収性物品は、それぞれ第４
のゾーンＺ４及び第５のゾーンＺ５を更に含んでもよい。これらの第４のゾーンＺ４及び
第５のゾーンＺ５は、任意の数の化学的、幾何学的、及び／若しくは形態学的処理を含ん
でもよく、又は、いずれの処理も含まなくてもよい。トップシートは、流れ制御材料も含
み得る。流れ制御材料は、第１のゾーンＺ１、第２のゾーンＺ２、及び／若しくは第３の
ゾーンＺ３の周辺部を形成し、又は、第１のゾーンＺ１、第２のゾーンＺ２、及び／若し
くは第３のゾーンＺ３の周囲に配置されてもよい。流れ制御材料は、連続又は不連続であ
ってもよい。
【０１３５】
　図６４は、少なくとも２つのゾーン、Ｚ１及びＺ２を有する例示の吸収性物品を示す。
ゾーンＺ１は、ゾーンＺ２の両端部に存在してもよい。ゾーンＺ１及びＺ２は、それぞれ
、幾何学的処理及び／又は形態学的処理を含んでもよい。この形態学的処理の一方又は両
方は、図５２～５７を参照して上記に説明したように、トップシート内に又は少なくとも
部分的にトップシートを通して延びる液体管理システムの部分を含んでもよい。ゾーンＺ
１内の形態学的処理は、ゾーンＺ２内の形態学的処理とは異なるパターン（例えば、高さ
、幅、形状、周波数、長さ、間隔、色、材料など）を有してもよい。ゾーン、Ｚ１及びＺ
２は、例えば、ドットに形成された第１の化学的処理、ＣＴ１も含み得る。第１の化学的
処理、ＣＴ１は、着用者の皮膚に対するＢＭの粘着の防止を補助するように構成された固
着防止ローション又は組成物を含んでもよい。ゾーンＺ１は、例えば、酸化亜鉛などの活
性成分、又はビタミンＥなどのビタミンを含む第２の化学的処理、ＣＴ２も含み得る。ゾ
ーンＺ２は、例えば、ヘキサミジンなどの酵素阻害剤を含む第３の化学的処理、ＣＴ３を
含んでもよい。第３の化学的処理、ＣＴ３はまた、ＢＭ固着防止ローションであってもよ
い。
【０１３６】
　図６４Ａは、４つのゾーンを有する例示の吸収性物品を示す。ゾーンＺ１は、形態学的
処理（例えば、図５２及び５４参照）を含んでもよい。ゾーンＺ２は、孔を含む幾何学的
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処理を含んでもよい。ゾーンＺ３は、疎水性又は親水性であり得るＢＭ固着防止ローショ
ンを含む化学的処理を含んでもよい。ゾーンＺ４は、活性成分を有するローションを含む
化学的処理を含んでもよい。ゾーンＺ４のローションは、疎水性又は親水性であってもよ
い。ゾーン４は、ゾーン１に少なくとも部分的に重なってもよい。ゾーン３は、ゾーン１
及び２に少なくとも部分的に重なってもよい。吸収性物品は、横方向分離要素ＬＳＥも含
み得る。
【０１３７】
　図６５は、複数の処理を有する例示の吸収性物品を示す。第１の処理、Ｔ１は、深いエ
ンボス加工の形態学的処理、及び、インク又は顔料を含む組成物を含む第１の化学的処理
、ＣＴ１を含んでもよい。第２の化学的処理、ＣＴ２は、例えば、酸化亜鉛などの活性成
分、又はビタミンＥなどのビタミンを含んでもよい。活性成分は、例えばドットのパター
ンにより形成されてもよい。第３の化学的処理、ＣＴ３は、１つ又は複数の流れ制御材料
を含んでもよい。流れ制御材料は、例えばストライプのパターンにより形成されてもよい
。様々な処理が存在する任意の区域は、追加の処理も含み得る。
【０１３８】
　図６６は、様々なゾーン内に複数の流れ制御材料を有する例示の吸収性物品を示す。ゾ
ーンＺ１は、尿用の流れ制御材料を含んでもよい。ゾーンＺ２は、ＢＭ用の流れ制御材料
を含んでもよい。ゾーンＺ３は、尿用又はＢＭ用のいずれかの流れ制御材料を含んでもよ
い。吸収性物品は、１つ又は複数の他の処理も含み得る。
【０１３９】
　図６７は、複数のゾーンを有する例示の吸収性物品を示す。ゾーンＺ１は、形態学的処
理（例えば、図５２及び５４参照）を含んでもよい。ゾーンＺ２は、化学的処理を含んで
もよい。ゾーンＺ２は、ゾーンＺ１に少なくとも部分的に重なってもよい。ゾーンＺ３は
、形態学的処理（例えば、図５２及び５４参照）を含んでもよい。ゾーンＺ４は、ＢＭ固
着防止ローションを含んでもよい。ゾーンＺ４は、ゾーンＺ３に少なくとも部分的に重な
ってもよい。吸収性物品は、１つ又は複数の他の処理も含み得る。
【０１４０】
　図６８は、複数のゾーンを有する例示の吸収性物品を示す。ゾーンＺ１は、孔を含む幾
何学的処理を含んでもよい。ゾーンＺ２は、孔を含む幾何学的処理を含んでもよい。孔は
、パターンを形成してもよい。ゾーンＺ１は、スキンケア組成物を含んでもよく、ゾーン
Ｚ２は、ＢＭ固着防止ローションを含んでもよい。吸収性物品は、１つ又は複数の他の処
理も含み得る。
【０１４１】
　１つ又は複数の化学的処理又は他の処理を有する任意のゾーンは、液体管理システム５
０内のチャネル（例えば、４９、４９’）、及び／又は吸収性コア２８内のチャネル（例
えば、２６、２６’、２７、２７’）の部分又は全部に重なっても又は重ならなくてもよ
い。
【０１４２】
　疎水性／親水性
　上述したように、トップシートの様々なゾーンは、それらのゾーンを疎水性若しくは親
水性に、又はより疎水性若しくは親水性にする化学的処理を含んでもよい。これらのゾー
ンに関するいくつかの追加の詳細を、以下に提供する。吸収性物品のトップシートは、親
水性コーティングを含む第１の化学的処理、及び／又は、疎水性コーティングを含む第２
の化学的処理を含んでもよい。他の場合では、親水性コーティング又は疎水性コーティン
グの一方のみが、トップシート上に設けられてもよい。更に他の場合では、第１の化学的
処理は、疎水性であってもよく、第２の化学的処理は、異なる親水性を有してもよい（即
ち、疎水性がより高い、疎水性がより低い、親水性がより高い、又は親水性がより低い）
。親水性コーティング及び疎水性コーティングは、トップシートの任意の好適な区域又は
ゾーン内に配置されてもよい。トップシートは、親水性コーティングを含む第１のゾーン
と、親水性コーティングを含む第２のゾーンとを含んでもよい。他の場合では、トップシ



(35) JP 2017-510373 A 2017.4.13

10

20

30

40

50

ート内の１つ又は複数のゾーンは、親水性コーティング又は疎水性コーティングのいずれ
かを含む化学的処理を含んでもよい。トップシートの第１のゾーン及び第２のゾーンは、
それぞれ、吸収性物品の前側及び／若しくは背側、又は前側及び背側に配置されてもよい
。他の場合では、トップシートの第１のゾーン及び第２のゾーンは、実質的に横方向に延
びる分離要素、横方向軸線、又は長手方向軸線の両側に配置されてもよい。
【０１４３】
　親水性である化学的処理は、尿又は水様便が液体透過性トップシート、ＬＭＳ、及び／
若しくは吸収性コアを浸透することを容易にし得、又はＢＭが、着用者の皮膚よりも、液
体透過性トップシートの方に付着することを促進し得る。疎水性処理は、スキンケア組成
物を定位置に保持して身体との接触を促進し、再湿潤を低減し、皮膚乾燥を改善すること
ができ、及び／又は、水様便が液体透過性トップシート若しくはＬＭＳの一部分を通過し
た後に皮膚を再び汚すことを防止し若しくは少なくとも抑制することができる。
【０１４４】
　活性成分／酵素阻害剤／ビタミン
　上述したように、本明細書に記述した任意の様々なゾーン、又は本開示のトップシート
の部分は、１つ又は複数の活性成分、酵素阻害剤、及び／又はビタミンも含み得る。活性
成分の例は、皮膚上の病原体の数を低減して、皮膚又は尿路の日和見感染症の予防を補助
する抗菌剤として機能し得る酸化亜鉛である。酵素阻害剤の例は、皮膚バリアに対するト
リプシンなどのタンパク質分解性の糞便酵素の攻撃を防止することによって、炎症及び皮
膚炎を低減することを補助し得るプロテアーゼ阻害剤であるヘキサミジンである。ビタミ
ンの例は、皮膚バリア機能を安定化することを補助し得るビタミンＥである。
【０１４５】
　耐久性／移動可能性
　上述したように、トップシートのゾーンのいくつかは、実質的に耐久性のある化学的処
理及び／又は実質的に移動可能な化学的処理を含んでもよい。これらの処理は、以下に更
に記述される。吸収性物品のトップシートは、実質的に移動可能な若しくは実質的に耐久
性のある第１の化学的処理、及び／又は、実質的に耐久性のある若しくは実質的に移動可
能な第２の化学的処理を含んでもよい。１つの場合では、実質的に移動可能な又は実質的
に耐久性のある化学的処理の一方のみが、トップシート上に設けられてもよい。実質的に
移動可能な化学的処理及び実質的に耐久性のある化学的処理は、トップシートの任意の好
適な区域又はゾーン内に配置されてもよい。トップシートは、実質的に移動可能な又は実
質的に耐久性のある第１の化学的処理を含む第１のゾーンと、実質的に耐久性のある又は
実質的に移動可能な第２の化学的処理を含む第２のゾーンとを含んでもよい。他の場合で
は、トップシート内の１つ又は複数のゾーンは、実質的に移動可能である化学的処理又は
実質的に耐久性のある化学的処理のいずれかを含んでもよい。いくつかの場合では、２つ
の実質的に耐久性のある又は実質的に移動可能な化学的処理が、トップシートの様々なゾ
ーン内に設けられてもよい。そのような場合では、処理の一方は、もう一方の処理とは異
なるパターン、厚さ、坪量で、トップシートに適用されてもよい。トップシートの第１の
ゾーン及び第２のゾーンは、それぞれ、吸収性物品の前側及び／若しくは背側、又は前側
及び背側に配置されてもよい。他の場合では、トップシートの第１のゾーン及び第２のゾ
ーンは、実質的に横方向に延びる分離要素、横方向軸線、又は長手方向軸線の両側に配置
されてもよい。
【０１４６】
　実質的に耐久性のある化学的処理を有することのいくつかの利益は、汚物捕捉ポリマー
組成物などの化学的処理がトップシート上に残留して、ＢＭが皮膚に付着するよりもトッ
プシート上によりしっかりと保持して、吸収性物品によるＢＭの皮膚からの更なる除去を
促進できることである。実質的に耐久性のある化学的処理の他の例は、ａ）続く尿事象（
即ち、第１の排尿事象後）の際に尿浸透が維持されることを補助する親水性処理、及び／
又はｂ）尿浸透を優先的にトップシートの選択領域内に制限する流れ制御材料（以下によ
り詳細に記載するような）を含んでもよい。
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【０１４７】
　実質的に移動可能な化学的処理を有することのいくつかの利益は、スキンケア組成物な
どの化学的処理が、刺激物に対する皮膚バリア向上のために、又は他の皮膚健康の利益の
ために、着用者の皮膚に少なくとも部分的に移動することであり得る。実質的に移動可能
な化学的処理の別の例は、皮膚に対するＢＭの付着を防止、又は少なくとも抑制するであ
ろうＢＭ固着防止ローションである。
【０１４８】
　流れ制御材料
　上述したように、トップシートのいくつかのゾーンは、流れ制御材料を含む化学的処理
を含んでもよい。それらの流れ制御材料は、以下に更に記述される。
【０１４９】
　流れ制御材料は、吸収性物品のトップシート上の、又はトップシート内への、又はトッ
プシートを通した、身体排出物の移動及び／又は浸透を加速、又は遅延、又は制限し得る
。
【０１５０】
　トップシートは、第１の流れ制御材料を含む第１の化学的処理（図２１Ｃ、Ｚ５参照）
、及び／又は第２の流れ制御材料を含む第２の化学的処理（図２１Ｃ、Ｚ５参照）を含ん
でもよい。これらの流れ制御材料は、同じであっても又は異なってもよい。１つの場合で
は、一方のみの流れ制御材料がトップシート上に設けられてもよい。第１の流れ制御材料
及び第２の流れ制御材料は、トップシートの任意の好適な区域、ゾーン、及び／又は部分
に配置されてもよい。トップシートは、第１の流れ制御材料を含む第１のゾーン（図１５
Ｚ１参照）と、第２の流れ制御材料を含む第２のゾーン（図１５、Ｚ２参照）とを含んで
もよい。トップシートの第１のゾーン及び第２のゾーンは、それぞれ、吸収性物品の前側
及び／若しくは背側、又は前側及び背側に配置されてもよい。他の場合では、トップシー
トの第１のゾーン及び第２のゾーンは、最後に部分的に、実質的に横方向に延びる分離要
素（図１５参照）、横方向軸線、又は長手方向軸線の両側に配置されてもよい。
【０１５１】
　第１の流れ制御材料及び第２の流れ制御材料は、同じであっても又は異なってもよい。
第１の流れ制御材料は、第２の流れ制御材料と比較して異なる透過性、坪量、表面エネル
ギー、及び／又は厚さを有してもよい。第１の流れ制御材料及び／又は第２の流れ制御材
料は、顔料、着色剤、印刷されたインク、染料、及び／又はスキンケア組成物を含んでも
よい。第１の流れ制御材料及び第２の流れ制御材料の顔料、着色剤、印刷されたインク、
染料、及び／又はスキンケア組成物は、同じであっても又は異なってもよい。
【０１５２】
　第１の流れ制御材料及び第２の流れ制御材料は、異なるゾーン内に異なるパターン（例
えば図２１Ａ、Ｚ２及びＺ４参照）、例えば第１のゾーン内の第１のパターンと、第２の
ゾーン内の第２のパターンとを有してもよく、又は、異なるゾーン内に同じパターンを有
してもよい。
【０１５３】
　流れ制御材料は、吸収性物品の特定の領域内での液体身体排出物の浸透を少なくとも部
分的に、又は完全に、制限し又は遅延させてもよく、排出物が優先的に貯蔵され得る領域
にその排出物を案内する（即ち、嵩高さを低減し、フィット性を改善し、及び／又は皮膚
に対する再湿潤を改善（低減）するために）。例えば、着用者からの尿が、製品を汚染し
かつ長手方向のいずれか又は両方に指向されることが予想される領域内に流れ制御材料が
位置する場合、この流れ制御材料は、股部領域内の湿潤時のかさばりを低減し得る。この
ような機構はまた、外観、及び／又は、動きの快適さ／自由さの利益を吸収性物品に提供
し得る。代替的に、流れ制御材料は、身体排出物（即ち、トップシートを通して移動した
）がトップシートの特定の領域を通して戻る再湿潤を防止し又は少なくとも抑制して、さ
もなければ汚されない皮膚を汚すことを回避し得る。
【０１５４】



(37) JP 2017-510373 A 2017.4.13

10

20

30

40

50

　他の場合では、流れ制御材料は、トップシートを横切る、又はトップシート内への若し
くはトップシートを通した身体排出物の流れを加速して、吸収性物品がより効果的に身体
排出物を吸収することを可能にし得る。
【０１５５】
　流れ制御材料の例として、吸収性物品は、液体透過性トップシートと、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液体不透過性バックシートとの間に少なくとも
部分的に配置された吸収性コアとを含んでもよい。液体透過性トップシートは、吸収性コ
アの少なくとも一部分上に、少なくとも大部分を又は完全に取り囲む周辺部を形成し得る
流れ制御材料を含んでもよい（例えば、図２０、Ｚ２～Ｚ４、図２１Ａ、Ｚ５、図２１Ｂ
、Ｚ３、図２１Ｃ、Ｚ４、図２４、Ｚ１、Ｚ３、及びＺ４、図２９、Ｚ３、並びに図３９
～４２参照）。用語「少なくとも大部分を取り囲む周辺部」は、少なくとも６０％を取り
囲む周辺部を意味する（即ち、完全に取り囲む形状の６０％が形成されている）。少なく
とも大部分を取り囲む周辺部、又は完全に取り囲む周辺部は、連続（図２０、Ｚ３及びＺ
４、図２１Ａ、Ｚ５、図２１Ｂ、Ｚ３、図２１Ｃ、Ｚ４参照）又は不連続（図３９～４２
参照）であってもよい。不連続の流れ制御材料は、ストライプ、ドット、破線などの、要
素のパターンで設けられてもよい。流れ制御材料は、液体透過性トップシートから０．２
ｍｍ未満、又は０．２ｍｍを超えて外方向に延びてもよく（本明細書の流れ制御材料外方
向延長部の方法に従って測定）、液体透過性トップシートの一部分内に又は一部分を貫い
て入り込んでもよい。流れ制御材料は、液体管理システムにも適用され得る。
【０１５６】
　トップシートは、１つ又は複数の幾何学的処理、形態学的処理、及び／又は化学的処理
（流れ制御材料以外の化学的処理）も含み得る。図２０を参照すると、幾何学的処理Ｚ２
は、第１の流れ制御材料Ｚ４により形成された少なくとも大部分を取り囲む周辺部Ｐ１又
は完全に取り囲む周辺部内に完全に配置され、又は、周辺部内に、若しくは周辺部上に、
若しくは周辺部の外部に、若しくは少なくとも部分的に周辺部の外部に、少なくとも部分
的に配置されてもよい。トップシート２４は、トップシート２４内に、第２の少なくとも
大部分を又は完全に取り囲む周辺部Ｐ２を形成する第２の流れ制御５００材料も含み得る
。第２の周辺部Ｐ２は、少なくとも部分的に、又は完全に、少なくとも大部分を取り囲む
周辺部Ｐ１内に配置されてもよい。第２の幾何学的処理、第２の形態学的処理、又は第２
の化学的処理Ｚ１は、少なくとも部分的に、又は完全に、少なくとも大部分を取り囲む第
２の周辺部Ｐ２内に配置されてもよい。トップシートは、１つ又は複数の追加の化学的処
理も含み得る。この化学的処理は、周辺部Ｐ１又は第２の周辺部Ｐ２の上に、又は内部に
、又は外部に配置されてもよい。
【０１５７】
　流れ制御材料は、液体透過性トップシートの厚さの少なくとも５％、少なくとも１０％
、少なくとも１５％、少なくとも２０％、少なくとも２５％、少なくとも５０％、又はそ
れ以上を貫いて入り込んでもよい。流れ制御材料はまた、吸収性物品の液体管理システム
上に、かつ／又は液体管理システムを少なくとも部分的に貫いて入り込んでもよい。いく
つかの場合では、流れ制御材料は、トップシート若しくは液体管理システム、及び／又は
吸収性コアの表面上のみに存在してもよい。他の場合では、流れ制御材料は、トップシー
ト及び／又は液体管理システムを完全に貫いて入り込んでもよい。更に他の場合では、流
れ制御材料は、１％～７５％、５％～５０％、５％～５０％及び５％～２５％の範囲内に
おいてトップシート又は液体管理システムに入り込んでもよく、特定の範囲内及びその中
又はそれによって形成された範囲内においてすべて０．１％の増分であることを明確に列
挙する。流れ制御材料は、噴霧、溶解及び圧延などの、当業者が既知の任意の好適な方法
によりトップシート又は液体管理システムに適用されてもよい。
【０１５８】
　流れ制御材料は、本明細書の貫通深さ試験方法に従って測定して、トップシートの着用
者に面する表面の下方に少なくとも約５０マイクロメートル、少なくとも約７５マイクロ
メートル、少なくとも約１００マイクロメートル、少なくとも約１５０マイクロメートル



(38) JP 2017-510373 A 2017.4.13

10

20

30

40

50

、少なくとも約２００マイクロメートル、少なくとも約２５０マイクロメートル、少なく
とも約３００マイクロメートル、又は少なくとも約３５０マイクロメートルの深さで貫い
て入り込んでもよい。流れ制御材料はまた、本明細書の貫通深さ試験方法に従って測定し
て、トップシートの着用者に面する表面の下方に約２５マイクロメートル～約５００マイ
クロメートル、約５０マイクロメートル～約５００マイクロメートル、約１００マイクロ
メートル～約４００マイクロメートル、約１００マイクロメートル～約３００マイクロメ
ートル、約１５０マイクロメートル～約３００マイクロメートル、又は約１００マイクロ
メートル～約２５０マイクロメートルの範囲内の深さで貫いて入り込んでもよく、上記に
特定した範囲内及びその中又はそれによって形成された全ての範囲内において全て０．５
マイクロメートルの増分であることを明確に列挙する。
【０１５９】
　別の例として、吸収性物品は、液体透過性トップシートと、液体不透過性バックシート
と、横方向軸線の第１の側の吸収性物品の前側領域及び横方向軸線の第２の側の吸収性物
品の背側領域を画定する横方向軸線と、液体透過性トップシートと液体不透過性バックシ
ートとの間に少なくとも部分的に配置された吸収性コアとを含んでもよい。概して図１５
を参照すると、液体透過性トップシート２４は、主に（例えば、少なくとも６０％、又は
少なくとも７５％）前側領域内に配置され、かつ第１の流れ制御材料を含む第１のゾーン
Ｚ１と、主に（例えば、少なくとも６０％、又は少なくとも７５％）背側領域内に配置さ
れ、かつ第２の流れ制御材料を含む第２のゾーンＺ２とを含んでもよい。第１の流れ制御
材料は、第２の流れ制御材料とは異なっても又は同じであってもよい。第１の流れ制御材
料及び第２の流れ制御材料は、同じ又は異なる坪量及び／又は厚さで適用されてもよい。
第１の流れ制御材料及び第２の流れ制御材料の少なくとも一部分は、吸収性物品の長手方
向軸線８０上に、又は長手方向軸線８０に隣接して配設されてもよい。第１の流れ制御材
料は、第２の流れ制御材料とは異なる（又は同じ）パターン、形状、及び／又は適用区域
を含んでもよい。第１のゾーンＺ１は、第１の幾何学的処理も含み得、第２のゾーンＺ２
は、第２の幾何学的処理も含み得る。第１の流れ制御材料は、第１の幾何学的処理に関連
してもよく（例えば、第１の幾何学的処理上に、下に、中に、上部に配置され、第１の幾
何学的処理と共に働き）、第２の流れ制御材料は、第２の幾何学的処理に関連してもよい
。
【０１６０】
　流れ制御材料（１つ又は複数）はまた、ａ）使用時、身体からの「高圧」（例えば、坐
骨又は臀部（buttocks cheeks）下）に付されるであろう、吸収性物品のトップシート若
しくは液体管理システムの区域に、ｂ）吸収性コアの周辺部に、若しくはその周辺部に隣
接して、ｃ）身体排出物が吸収性物品を汚染することが予測される位置に、若しくはその
位置に隣接して（即ち、身体排出物を吸収性物品の前部又は背部のいずれか（又は他の部
分）に案内するために）、ｄ）様々なゾーンの周辺部に、若しくはその周辺部に隣接して
、ｅ）横方向軸線の周囲に、若しくはその軸線に近接して、又は、ｆ）横方向に延びる分
離要素の周囲に、若しくはその分離要素に近接して、若しくはその分離要素上に、配置さ
れてもよい。
【０１６１】
　吸収性物品は、液体透過性トップシートと吸収性コアとの間に少なくとも部分的に配置
された液体管理システムを含んでもよい。液体管理システムは第３の流れ制御材料が適用
されていてもよく、この第３の流れ制御材料は、吸収性コアの一部分上に少なくとも大部
分を又は完全に取り囲む周辺部を形成するように配置されている。
【０１６２】
　別の例として、吸収性物品は、液体透過性トップシートと、液体不透過性バックシート
と、液体管理システムと、液体透過性トップシートと液体不透過性バックシートとの間に
少なくとも部分的に配置された吸収性コアとを含んでもよい。液体管理システムは、液体
透過性トップシートと吸収性コアとの間に少なくとも部分的に配置されてもよい。図２１
を参照すると、液体透過性トップシート２４又は液体管理システムは、尿汚染ゾーン５０
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４及び／又は糞便汚染ゾーン５０６内に配置され又はそのゾーンを包囲する、又は少なく
とも部分的に包囲する流れ制御材料５０２を含んでもよい。他の場合では、液体透過性ト
ップシート又は液体管理システムは、尿汚染ゾーン５０４内に配置され又はそのゾーンを
包囲する、又は少なくとも部分的に包囲する第１の流れ制御材料５０２を含んでもよく、
また糞便汚染ゾーン５０６内に配置され又はそのゾーンを包囲する、又は少なくとも部分
的に包囲する第２の流れ制御材料５０２’を含んでもよい。
【０１６３】
　任意の様々なゾーン、又は１つ若しくは複数のその部分は、本明細書に記述した様々な
処理に加えて又はその代わりに、１つ又は複数の色、同じ色の陰影、異なる色、及び／又
は異なるΔＥ値を有してもよい。例えば、第１のゾーン、又は１つ若しくは複数のその部
分は、第１の色を含んでもよく、第２のゾーン（又は第３のゾーン又は第４のゾーンなど
）、又は１つ若しくは複数のその部分は、第２の色を含んでもよい。第１の色と第２の色
は、同じであっても又は異なってもよい。特定の場合では、吸収性物品の前側領域内のゾ
ーンの全部又はいくつか、又はその１つ若しくは複数の部分は、吸収性物品の背側領域内
のゾーンの全部又はいくつか、又はその部分と同じ又は異なる色を有してもよい。いくつ
かの場合では、様々な処理は、同じ又は異なる色を有してもよい。色は、様々なゾーン内
の任意の材料、処理（例えば、化学的処理）、及び／若しくは層（例えば、捕捉層）によ
り、又はこれらの上に設けられてもよい。
【０１６４】
　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もよい。吸収性物品の特性に関連した図形及び／又はし
るしが、パッケージの外側部分上に形成され、印刷され、位置付けられ、及び／又は配置
されてもよい。各パッケージは、複数の吸収性物品を含んでもよい。吸収性物品は圧縮下
で詰められて、パッケージのサイズを低減する一方で、尚、パッケージ当たり十分な量の
吸収性物品を提供してもよい。吸収性物品を圧縮下で包装することにより、ケア提供者は
パッケージを容易に取り扱い及び保管できると共に、そのパッケージのサイズのために、
製造業者に流通時の節約を提供することもできる。
【０１６５】
　したがって、本開示の吸収性物品のパッケージは、本明細書に記載したバッグ内スタッ
ク高さ試験による、約１００ｍｍ未満、約９５ｍｍ未満、約９０ｍｍ未満、約８５ｍｍ未
満、約８５ｍｍ未満であるが約７５ｍｍ超、約８０ｍｍ未満、約７８ｍｍ未満、約７６ｍ
ｍ未満、又は約７４ｍｍ未満のバッグ内スタック高さを有してもよく、特定した範囲内及
びその中又はそれによって形成された全ての範囲内において全て０．１ｍｍの増分である
ことを明確に列挙する。代替的に、本開示の吸収性物品のパッケージは、本明細書に記載
したバッグ内スタック高さ試験による、約７０ｍｍ～約１００ｍｍ、約７０ｍｍ～約９５
ｍｍ、約７２ｍｍ～約８５ｍｍ、約７２ｍｍ～約８０ｍｍ、又は約７４ｍｍ～約７８ｍｍ
のバッグ内スタック高さを有してもよく、特定した範囲及びその中又はそれによって形成
された全ての範囲内において全ての０．１ｍｍの増分であることを明確に列挙する。
【０１６６】
　図６９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が中に位置する内部空間１００２を画定する
。この複数の吸収性物品１００４は、１つ又は複数のスタック１００６にて配置されてい
る。
【０１６７】
　試験方法
　試験前に２時間掛けて約２３℃±２℃及び約５０％±２％の相対湿度で、全試料を調整
する。
【０１６８】
　孔試験



(40) JP 2017-510373 A 2017.4.13

10

20

30

40

50

　孔寸法、有効孔面積、及び％有効開口面積の測定を、反射モードにおいて６４０００ｄ
ｐｉの解像度及び８ビットグレースケールで走査可能なフラットベッドスキャナを使用し
て、生成された画像上で実施する（好適なスキャナは、Ｅｐｓｏｎ　Ｐｅｒｆｅｃｔｉｏ
ｎ　Ｖ７５０　Ｐｒｏ（Ｅｐｓｏｎ、ＵＳＡ）である）。分析は、ＩｍａｇｅＪ　ｓｏｆ
ｔｗａｒｅ（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅｓ　ｏｆ　Ｈｅａｌｔｈ（ＵＳＡ）
のｖ．ｓ．１．４６）を使用して実施し、ＮＩＳＴによって認定された定規に対して較正
される。試料を取り付けるために鋼製フレーム（１００ｍｍ平方、１．５ｍｍ厚、６０ｍ
ｍ平方開口部付き）を使用し、黒のガラスタイル（ＨｕｎｔｅｒＬａｂ（Ｒｅｓｔｏｎ、
ＶＡ）から販売されるＰ／Ｎ　１１－００５０－３０）を走査画像の背景として使用する
。
【０１６９】
　鋼製フレームを取って、内部開口部を包囲する底面上に両面接着テープを貼る。試料を
取得するために、着用者に面する表面を上向きにして吸収性物品を実験台上に平らに置く
。テープの剥離紙を取り去り、吸収性物品のトップシートに鋼製フレームを付着させる。
かみそりの刃を用いて、フレームの周辺部の周りの吸収性物品の下層からトップシートを
切り取る。長手方向及び横方向の拡張部が維持されるように試料を丁寧に取り去る。低温
スプレー（Ｃｙｔｏ－Ｆｒｅｅｚｅ、Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｈｏｕｓｔｏｎ
　ＴＸ））など）を使用して、必要であれば、トップシート試料を下層から取り出すこと
ができる。５つの実質的に同様の吸収性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。
【０１７０】
　定規をスキャナベッド上に置き、蓋を閉じて、６４００ｄｐｉの解像度及び８ビットグ
レースケールにて反射率モードで定規の５０ｍｍ×５０ｍｍの較正画像を取得する。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、試料の着用者に面する表面をスキャナのガラス面に対向した状態でフ、
レーム付きの試料をスキャナベッドのセンター上に置く。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。同様に、残りの４つの複製試験
片を走査する。
【０１７１】
　ＩｍａｇｅＪ内の較正ファイルを開き、画像化した定規を使用して、較正がその後の試
料に適用されるようにスケールをＧｌｏｂａｌに設定したまま、線形較正を行う。Ｉｍａ
ｇｅＪ内の試料画像を開く。ヒストグラムを見て、穴の暗画素ピークと不織布のより明る
い画像ピークとの間に位置する最小母集団のグレーレベル値を特定する。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。処理した画像では、孔は黒く、不織布
は白く見える。
【０１７２】
　分析粒子機能を選択する。最小孔面積排除限界を０．３ｍｍ２に、かつ、分析のために
、縁部孔を除外するように設定する。有効孔面積、周辺部、ｆｅｒｅｔ（孔の長さ）及び
最小ｆｅｒｅｔ（孔の幅）を計算するように、ソフトウェアを設定する。平均有効孔面積
を０．０１ｍｍ２の単位で、平均周辺部を０．０１ｍｍの単位で記録する。再度分析粒子
機能を選択するが、今回は、有効孔面積を計算するため、縁部の穴を含む分析を設定する
。有効孔面積（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（２５０
０ｍｍ２）で割る。％有効開口面積を０．０１％の単位で記録する。
【０１７３】
　同様に、残りの４つの試料画像を分析する。５つの複製試験片について、平均有効孔面
積を、０．０１ｍｍ２の単位で、平均孔周辺部、ｆｅｒｅｔ及び最小ｆｅｒｅｔを０．０
１ｍｍの単位で、％有効開口面積を０．０１％の単位で計算及び報告する。
【０１７４】
　流れ制御材料外方向延長部の方法／流れ制御材料貫通深さの方法
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　実験の設定
　別段の指示がない限り、本明細書に示された値は、本明細書で以下に示される方法に従
って測定されたものである。別段の指示がない限り、全ての測定は、２１℃±２℃及び５
０％±２０％　ＲＨで実施される。別段の指定がない限り、この試験を実施する前に、全
ての試料は少なくとも２４時間、これらの状態に保たれて平衡化されるべきである。別段
の指定がない限り、全ての測定は、少なくとも４つの試料で再現されているはずであり、
得られた平均値が示される。
【０１７５】
　装置
　・かみそり刃：ＶＷＲ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｅｄｇｅ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ、厚さ０．０
２ｃｍ（０．００９”）の外科用炭素鋼又は等価物。
　・ＳＥＭ（Ｈｉｔａｃｈｉ　Ｓ３５００Ｎ又は等価物）
【０１７６】
　手順
　１．５ｃｍ～３ｃｍの長さ及び１．３ｃｍの幅を有する区域を、液体透過性トップシー
トが流れ制御材料を含む区域内において、吸収性物品から切り取る。流れ制御材料を含む
このサブサンプルを、新しいかみそり刃（ＶＷＲ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｅｄｇｅ　Ｉｎｄｕｓ
ｔｒｉａｌ、厚さ０．０２ｃｍ（０．００９”）の外科用炭素鋼又は等価物）を使用して
、長さに沿って切る。トップシートが突出要素又は反転要素を含む場合、断面は、流れ制
御材料を含む区域内において、これらの機構の中央を横切って作製される必要がある。Ｓ
ＥＭステージが後側に９０°傾斜した際に断面が現れるように、切片のトップシートの着
用者に面する表面を上向きにし、かつ切られた縁部がマウント縁部に配置されるように、
両面導電性テープを使用して、切られたサブサンプルをＳＥＭマウントに接着する。取り
付けたサンプルにＡｕスパッタ被覆し、ＳＥＭ（Ｈｉｔａｃｈｉ　Ｓ３５００Ｎ又は等価
物）内で視認する。ＯｓＯ４又はＩ蒸気染色を用いて、いくつかの流れ制御材料の可視化
を補助することが有利であり得る。これらを使用する場合、サンプルの導電性を増大させ
るＡｕスパッタ被覆は必要としない可能性がある。
【０１７７】
　以下の測定は、断面画像から、ＰＣＩ　ｖ４．２画像解析ソフトウェア（又は等価物）
の手動ラインツールを用いて行う必要がある。
　（１）流れ制御材料外方向延長部の方法は、断面画像内で、流れ制御材料が観察される
最低地点（ｚ方向に着用者から離れる）と、流れ制御材料が適用されていない、トップシ
ートの着用者に面する表面上の最近地点との間のｚ方向距離を測定することにより決定さ
れる。トップシートシステムが平面状の場合、３つの区域を測定し、ライン長さを平均す
る必要がある。トップシートが突出部及び／又は反転部を含む場合、突出部（存在する場
合）に関して３つの区域、反転部（存在する場合）に関して３つの区域、及びこれらの機
構の間のランド区域（存在する場合）からの３つの区域を測定する必要がある。突出部に
て測定したライン長さを平均し、反転部にて測定したライン長さを平均し、ランド区域に
て測定したライン長さを平均する。これらの平均測定値のより大きい値を流れ制御材料貫
通深さとして指定し、マイクロメートルで０．１マイクロメートルの単位で報告する。
　（２）流れ制御材料貫通深さの方法は、断面画像内で、流れ制御材料が観察される最低
地点（着用者からｚ方向に離れる）と、流れ制御材料が適用されていない、トップシート
の着用者に面する表面上の最近地点との間のｚ方向距離を測定することにより決定される
。トップシートシステムが平面状の場合、３つの区域を測定し、ライン長さを平均する必
要がある。トップシートが突出部及び／又は反転部を含む場合、突出部（存在する場合）
に関して３つの区域、反転部（存在する場合）に関して３つの区域、及びこれらの機構の
間のランド区域（存在する場合）からの３つの区域を測定する必要がある。突出部にて測
定したライン長さを平均し、反転部にて測定したライン長さを平均し、ランド区域にて測
定したライン長さを平均する。これらの平均測定値のより大きい値を流れ制御材料貫通深
さとして指定し、マイクロメートルで０．１マイクロメートルの単位で報告する。
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　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、以下のように決定される。
【０１７９】
　装置
　平らな硬質な水平摺動プレートを有する厚さ試験機を使用する。厚さ試験機は、水平摺
動プレートが平らで硬質な水平基部プレートのすぐ上方で水平配向に維持された状態で垂
直方向に自由に移動するように構成されている。厚さ試験機は、水平摺動プレートと水平
基部プレートとの間の間隙を±０．５ｍｍ以内まで測定するための好適なデバイスを含む
。水平摺動プレート及び水平基部プレートは、各プレートに接触する吸収性物品パッケー
ジの表面よりも大きく、即ち、各プレートは、全方向において吸収性物品パッケージの接
触表面を越えて延びる。水平摺動プレートは８．３４Ｎ（８５０±１グラム重量）の下方
向の力を吸収性物品パッケージに付与し、これは摺動プレートと、加えられたおもりとの
全質量が８．３４Ｎ（８５０±１グラム）であるように、水平摺動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おもりを配置することにより達成され得る。
【０１８０】
　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さ
せる。
【０１８１】
　水平摺動プレートを上昇させ、パッケージ内の吸収性物品が水平配向にあるように（図
６９参照）、収性物品パッケージを水平摺動プレート下にて中央に配置する。プレートの
いずれかに接触するであろうパッケージの表面上の任意の取っ手又は他の包装機構を、パ
ッケージの表面に対して平坦に折り畳んで、測定に対する影響を最小限にする。水平摺動
プレートを、そのプレートがパッケージの上面に接触するまでゆっくりと降下させ、次い
で解放する。水平摺動プレートの解放後、水平プレート間の間隙を１０秒間、±０．５ｍ
ｍ以内まで測定する。５つの同一のパッケージ（同じサイズのパッケージ及び同じ吸収性
物品の数）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／スタック当たりの吸収性物品の数）×１０を計算し、±０．５ｍｍ
以内まで報告する。
【０１８２】
　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。むしろ、特に断らないかぎり、そのような各寸法は、記載された値
及びその値の周辺の機能的に同等の範囲の両方を意味するものとする。例えば、「４０ｍ
ｍ」として開示される寸法は、「約４０ｍｍ」を意味することを意図する。
【０１８３】
　あらゆる相互参照又は関連特許若しくは特許出願を含む、本明細書に引用される文献は
全て、明白に除外され又は別様に限定される場合を除いて、本明細書中にその全容を援用
するものである。いかなる文献の引用も、それが本明細書で開示若しくは請求される任意
の実施形態に関する先行技術であること、又はそれが単独で若しくは任意の他の参照（単
数又は複数）との任意の組み合わせで任意のこのような実施形態を教示、提案、若しくは
開示することを認めるものではない。更に、本文書における用語のいずれかの意味又は定
義が、援用文献における同一の用語のいずれかの意味又は定義と矛盾する場合には、本文
書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。
【０１８４】
　本開示の特定の実施形態が図示及び説明されたが、本開示の趣旨及び範囲から逸脱する
ことなく様々な他の変更及び修正を行い得ることは、当業者には理解されるであろう。し
たがって、本開示の範囲内に属する全てのこのような変更及び修正を、添付された特許請
求の範囲に網羅するものとする。
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