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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】着用者から吸収性物品を取り外す必要なしに吸
収性コア構成要素を取替えることができる、取替え可能
な吸収性コア構成要素を有する吸収性物品を提供する。
【解決手段】シャシーと、股区域６６に配置された取り
外し不可能な吸収性コア構成要素と、取り外し不可能な
吸収性コア構成要素と毛管液体伝達で配置される取替え
可能な吸収性コア構成要素とを有する使い捨て吸収性物
品。吸収性物品を着用者から取り外すことなく、取替え
可能な吸収性コア構成要素が取り外され、同様の構成要
素が、取り外された構成要素の代わりに置換することも
可能である。取替え可能な吸収性コア構成要素は、バッ
クシート６２における開口４４、外部ポケットの開放可
能な末端部、又はバックシート６２とトップシート６１
が分離してもよい腰終縁部の区域に形成された内部ポケ
ットの開放可能な末端部によって提供される開放可能な
シャシーポケットの内側に配置し得ることもある。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人体の胴体下部周りに着用されるのに適合した使い捨て吸収性物品であって、
　腰開口部及び一対の脚開口部を形成し、長手方向に対置した第１腰終縁部及び第２腰終
縁部と、該各腰終縁部に隣接する長手方向に対置した第１腰区域及び第２腰区域と、該腰
区域同士の間の長手方向中間の股区域とを有するシャシー；
　該股区域に配置された取り外し不可能な吸収性コア構成要素；並びに、
　該取り外し不可能な吸収性コア構成要素と毛管液体伝達で配置され、液体透過性区域及
び液体不透過性区域を有する主要面を持つ、取替え可能な第１吸収性コア構成要素、
を含む、使い捨て吸収性物品。
【請求項２】
　前記取替え可能な第１吸収性コア構成要素が、前記股区域から前記第１腰区域の腰終縁
部を超えて伸びる、請求項１に記載の使い捨て吸収性物品。
【請求項３】
　前記取替え可能な第１吸収性コア構成要素が、内端を有し、該内端から離れて向く開放
可能な末端部を有する開放可能な挿入ポケットを含む、請求項１に記載の使い捨て吸収性
物品。
【請求項４】
　前記取替え可能な第１吸収性コア構成要素は、同要素のシャシー内への挿入が所定の奥
行きに達した時に表示を提供することに適合した挿入奥行き表示器を含む、請求項１に記
載の使い捨て吸収性物品。
【請求項５】
　前記挿入奥行き表示器が、所定の位置に達した時にシャシーの表面と係合するのに適合
した機械的締結具を含有する機械的表示器を含む、請求項４に記載の使い捨て吸収性物品
。
【請求項６】
　前記シャシーにより形成され、ある形を有する開放可能なシャシーポケットを含む請求
項１に記載の使い捨て吸収性物品であって、前記取替え可能な第１吸収性コア構成要素が
、該開放可能なシャシーポケットの該形に対応する形を有し、該取替え可能な第１吸収性
コア構成要素が、所定の向きでのみ、該成形された開放可能なシャシーポケット内に挿入
されるのを可能にする使い捨て吸収性物品。
【請求項７】
　前記取替え可能な第１吸収性コア構成要素が、腰バンドの区域で前記シャシーに解放可
能に取り付けられた位置安定部材を含む、請求項１に記載の使い捨て吸収性物品。
【請求項８】
　前記取替え可能な第１コア構成要素が、内端、外端、及びその長さの各４分の１により
画定される、連続する第１、第２、第３、及び第４区分に長手方向に分割されるほぼ平面
的本体を有し、該第１区分が、該内端を含み且つ該第２、第３、及び第４区分のいずれの
区分の面積より小さい面積を有し、該第４区分が、該外端を含み且つ該第２区分及び該第
３区分の少なくとも一区分より小さい面積を有する、請求項１に記載の使い捨て吸収性物
品。
【請求項９】
　前記取替え可能な第１吸収性コア構成要素が、前記吸収性物品から該取替え可能な第１
吸収性コア構成要素を取り外すための一体式プルタブを形成するように成形された外端を
有する、請求項１に記載の使い捨て吸収性物品。
【請求項１０】
　前記取替え可能な第１吸収性コア構成要素が複数ピースの吸収性構造体を含む、請求項
１に記載の使い捨て吸収性物品。
【請求項１１】
　前記取り外し不可能な吸収性コア構成要素が、前記第１腰区域から前記股区域内まで伸
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びて該股区域で終わる第１吸収層と、前記第２腰区域から該股区域内まで伸びて該股区域
で終わる第２吸収層、とを含む請求項１に記載の使い捨て吸収性物品。
【請求項１２】
　前記シャシーが、延伸性がある第１腰バンドと、該延伸性がある第１腰バンドと層状の
形状で配置された延伸性がある第２腰バンド、とを含む請求項１の使い捨て吸収性物品。
【請求項１３】
　前記シャシーが着用者に面する層及び衣類に面する層を有し、前記延伸性がある第１腰
バンドが該着用者に面する層に取り付けられ、該延伸性がある第２腰バンドが該衣類に面
する層に取り付けられた請求項１２に記載の使い捨て吸収性物品。
【請求項１４】
　前記延伸性がある第１腰バンド及び前記延伸性がある第２腰バンドが、前記着用者に面
する層及び前記衣類に面する層によりそれらの層の間に形成された開放可能なシャシーポ
ケット内への接近のために分離可能である請求項１３に記載の使い捨て吸収性物品。
【請求項１５】
　前記延伸性がある第１腰バンドの一部分が前記着用者に面する層に取り付けられていな
い請求項１４に記載の使い捨て吸収性物品。
【請求項１６】
　前記シャシーが、前記第１腰区域に配置された延伸性がある第１腰バンドと、該延伸性
がある第１腰バンドよりも前記股区域に相対的に近い前記第１腰区域に配置された延伸性
がある第２腰バンド、とを含む請求項１に記載の使い捨て吸収性物品。
【請求項１７】
　前記シャシーが、前記第１腰区域に配置された延伸性がある腰バンドであって、第１部
分と、前記第１部分より前記股区域に相対的に近くに配置され、前記第１部分から独立的
に延伸性がある第２部分、とを含む延伸性がある腰バンドを含有する請求項１に記載の使
い捨て吸収性物品。
【請求項１８】
　前記シャシーが、前記第１腰区域に配置された開放可能な末端部を有する開放可能なシ
ャシーポケットを形成するバックシート及びトップシートと、該開放可能な末端部に隣接
する該トップシートに取り付けられた延伸性がある腰バンドと、該開放可能な末端部に隣
接する該バックシートの延伸性がある部分、とを含む請求項１に記載の使い捨て吸収性物
品。
【請求項１９】
　前記シャシーが、前記取替え可能な第１吸収性コア構成要素を受けることに適合した開
放可能なシャシーポケットを形成するバックシート及びトップシートを含み、該取替え可
能な第１吸収性コア構成要素が、該開放可能なシャシーポケットの内側に取り外し可能に
配置される、請求項１に記載の使い捨て吸収性物品。
【請求項２０】
　前記シャシーが、前記取替え可能な第１吸収性コア構成要素を受けることに適合した開
放可能なシャシーポケットを形成するバックシート及びトップシートを含み、該取替え可
能な第１吸収性コア構成要素が、該開放可能なシャシーポケットの内側に取り外し可能に
配置され、該開放可能なシャシーポケットが、前記股区域に位置する内端を有し、且つ、
該トップシートと前記取り外し不可能な吸収性コア構成要素との、該バックシートと該取
り外し不可能な吸収性コア構成要素との、該トップシートと該バックシートと該取り外し
不可能な吸収性コア構成要素との、又は該トップシートと該バックシートとの接合区域に
よって形成されている、請求項１に記載の使い捨て吸収性物品。
【請求項２１】
　人体の胴体下部周りに着用されることに適合した使い捨て吸収性物品を使用する方法で
あって、該吸収性物品が、
　腰開口部及び一対の脚開口部を形成し、長手方向に対置した第１腰終縁部及び第２腰終
縁部と、該各腰終縁部に隣接する長手方向に対置した第１腰区域及び第２腰区域と、該腰
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区域同士の間の長手方向中間の股区域とを有するシャシー；
　該股区域に配置された取り外し不可能な吸収性コア構成要素；並びに、
　該取り外し不可能な吸収性コア構成要素と毛管液体伝達で配置され、液体透過性区域及
び液体不透過性区域を有する平面的表面を有する取替え可能な第１吸収性コア構成要素、
を含み、
　該方法が、該吸収性物品から該取替え可能な第１吸収性コア構成要素を取り外す、又は
該取替え可能な第１吸収性コア構成要素を該吸収性物品に挿入する、又は該取替え可能な
第１吸収性コア構成要素と同様の取替品を該吸収性物品に挿入する、又は該取替え可能な
第１吸収性コア構成要素を該吸収性物品から取り外し、該取替え可能な第１吸収性コア構
成要素と同様の取替品を該吸収性物品に挿入する、工程を含む方法。
【請求項２２】
　前記取替え可能な第１吸収性コア構成要素が、挿入ポケットを含み、前記方法が、該取
替え可能な第１吸収性コア構成要素を前記吸収性物品に挿入するために、該挿入ポケット
を使用する工程を含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　人体の胴体下部周りに着用されるのに適合した使い捨て吸収性物品を含む商品であって
、該吸収性物品が、
　腰開口部及び一対の脚開口部を形成し、長手方向に対置した第１腰終縁部及び第２腰終
縁部と、該各腰終縁部に隣接する長手方向に対置した第１腰区域及び第２腰区域と、該腰
区域同士の間の長手方向中間の股区域、とを有するシャシー；
　該股区域に配置された取り外し不可能な吸収性コア構成要素；並びに、
　該取り外し不可能な吸収性コア構成要素と毛管液体伝達で配置され、液体透過性区域及
び液体不透過性区域を有する平面的表面を有する取替え可能な第１吸収性コア構成要素、
を含み、
　該商品が、該吸収性物品から該取替え可能な第１吸収性コア構成要素を取り外すための
、又は該吸収性物品に該取替え可能な第１吸収性コア構成要素を挿入するための、又は該
吸収性物品に該取替え可能な第１吸収性コア構成要素と同様の取替品を挿入するための、
又は該吸収性物品から該取替え可能な第１吸収性コア構成要素を取り外し、該吸収性物品
に該取替え可能な第１吸収性コア構成要素と同様の取替品を挿入することにより、該取替
え可能な第１吸収性コア構成要素を取替えるための、指示を更に含む商品。
【請求項２４】
　前記取替え可能な第１吸収性コア構成要素が、挿入ポケットを含み、前記指示が、前記
吸収性物品に該取替え可能な第１吸収性コア構成要素を挿入するのに該挿入ポケットを使
用するための指示を含む、請求項２３に記載の商品。
【請求項２５】
　人体の胴体下部周りに着用されることに適合した使い捨て吸収性物品であって、
　腰開口部及び一対の脚開口部を形成し、長手方向に対置した第１腰終縁部及び第２腰終
縁部と、該各腰終縁部に隣接する長手方向に対置した第１腰区域及び第２腰区域と、該腰
区域同士の間の長手方向中間の股区域とを有するシャシー；
　該股区域に配置された取り外し不可能な吸収性コア構成要素；
　該取り外し不可能な吸収性コア構成要素と毛管液体伝達で配置された取替え可能な第１
吸収性コア構成要素；並びに、
　該取替え可能な第１吸収性コア構成要素に接触して配置され、同構成要素を前記吸収性
物品に挿入する際に使用することに適合した挿入道具、
を含む、使い捨て吸収性物品。
【請求項２６】
　前記挿入道具が、前記取替え可能な第１吸収性コア構成要素を受けて閉じ込めることに
適合した開放可能な挿入道具ポケットを形成する、請求項２５に記載の使い捨て吸収性物
品。
【請求項２７】



(5) JP 2010-12272 A 2010.1.21

10

20

30

40

50

　前記挿入道具が、カード様要素と、該カード様要素に取り付けられ、前記開放可能な挿
入道具ポケットを形成する袋様要素とを含む請求項２６に記載の使い捨て吸収性物品。
【請求項２８】
　前記袋様要素が、前記カード様要素の平坦な表面に貼り付いた請求項２７に記載の使い
捨て吸収性物品。
【請求項２９】
　前記袋様要素が２枚のカード様要素の間に配置された請求項２７に記載の使い捨て吸収
性物品。
【請求項３０】
　前記袋様要素が密閉手段を含む請求項２７に記載の使い捨て吸収性物品。
【請求項３１】
　前記挿入道具が、前記シャシーに関する該挿入道具の所定位置に達した時に表示を提供
することに適合した挿入奥行き表示器を含む請求項２５に記載の使い捨て吸収性物品。
【請求項３２】
　人体の胴体下部周りに着用されることに適合した使い捨て吸収性物品を使用するための
方法であって、該吸収性物品が、
　腰開口部及び一対の脚開口部を形成し、長手方向に対置した第１腰終縁部及び第２腰終
縁部と、該各腰終縁部に隣接する長手方向に対置した第１腰区域及び第２腰区域と、該腰
区域同士の間の長手方向中間の股区域とを有するシャシー；
　該股区域に配置された取り外し不可能な吸収性コア構成要素；
　該取り外し不可能な吸収性コア構成要素と毛管液体伝達で配置された取替え可能な第１
吸収性コア構成要素；並びに、
　該取替え可能な第１吸収性コア構成要素と接触して配置され、同構成要素を該吸収性物
品に挿入する際に使用することに適合した挿入道具、
を含み、
　該方法が、該取替え可能な第１吸収性コア構成要素を該吸収性物品から取り外すか、又
は該取替え可能な第１吸収性コア構成要素を該吸収性物品に挿入するか、又は該取替え可
能な第１吸収性コア構成要素を該吸収性物品に挿入するために該挿入道具を使用するか、
又は取替え可能な第１吸収性コア構成要素と同様の取替品を該吸収性物品に挿入するか、
又は取替え可能な第１吸収性コア構成要素と同様の取替品を該吸収性物品に挿入するため
に該挿入道具を使用するか、又は該取替え可能な第１吸収性コア構成要素を該吸収性物品
から取出し、取替え可能な第１吸収性コア構成要素と同様の取替品を該吸収性物品に挿入
することにより、該取替え可能な第１吸収性コア構成要素を取替えるか、又は該取替え可
能な第１吸収性コア構成要素を該吸収性物品から取り外し、取替え可能な第１吸収性コア
構成要素と同様の取替品を該吸収性物品に挿入するために該挿入道具を使用することによ
って、前記取り換え可能な第１吸収性コア構成要素を取り換えるか、の工程を含む方法。
【請求項３３】
　前記取替え可能な第１吸収性コア構成要素が、挿入ポケットを含み、前記方法が、該取
替え可能な第１吸収性コア構成要素を前記吸収性物品に挿入するために該挿入ポケットを
使用する工程を含む、請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記方法が、前記挿入道具を前記挿入ポケットに挿入し、そのように挿入している間に
該挿入道具を使用して前記取替え可能な第１吸収性コア構成要素を前記吸収性物品に挿入
する工程を含む、請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記方法が、前記取替え可能な第１吸収性コア構成要素を前記吸収性物品に挿入するた
めに前記挿入道具を使用する工程を含む、請求項３２に記載の方法。
【請求項３６】
　人体の胴体下部周りに着用されることに適合した使い捨て吸収性物品を含む商品であっ
て、該吸収性物品が、
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　腰開口部及び一対の脚開口部を形成し、長手方向に対置した第１腰終縁部及び第２腰終
縁部と、該各腰終縁部に隣接する長手方向に対置した第１腰区域及び第２腰区域と、該腰
区域同士の間の長手方向中間の股区域、とを有するシャシー；
　該股区域に配置された取り外し不可能な吸収性コア構成要素；
　該取り外し不可能な吸収性コア構成要素と液体伝達で配置された取替え可能な第１吸収
性コア構成要素；並びに
　該取替え可能な第１吸収性コア構成要素を該吸収性物品に挿入する際に使用することに
適合した挿入道具、
を含み、
　該商品が、該取替え可能な第１吸収性コア構成要素を該吸収性物品から取り外すためか
、又は該取替え可能な第１吸収性コア構成要素を該吸収性物品に挿入するためか、又は該
取替え可能な第１吸収性コア構成要素を該吸収性物品に挿入するために該挿入道具を使用
するためか、又は取替え可能な第１吸収性コア構成要素と同様の取替品を前記吸収性物品
に挿入するためか、又は取替え可能な第１吸収性コア構成要素と同様の取替品を該吸収性
物品に挿入するために該挿入道具を使用するためか、又は該取替え可能な第１吸収性コア
構成要素を該吸収性物品から取り外し、取替え可能な第１吸収性コア構成要素と同様の取
替品を該吸収性物品に挿入することにより、該取替え可能な第１吸収性コア構成要素を取
替えるためか、又は該取替え可能な第１吸収性コア構成要素を該吸収性物品から取り外し
、該挿入道具を使用して取替え可能な第１吸収性コア構成要素と同様の取替品を前記吸収
性物品に挿入することにより、該取替え可能な第１吸収性コア構成要素を取替えるためか
、の指示を更に含む、商品。
【請求項３７】
　前記取替え可能な第１吸収性コア構成要素が挿入ポケットを含み、前記指示が、該取替
え可能な第１吸収性コア構成要素を前記吸収性物品に挿入するのに該挿入ポケットを使用
するための指示を含む、請求項３６に記載の商品。
【請求項３８】
　前記指示が、前記取替え可能な第１吸収性コア構成要素を前記吸収性物品に挿入するた
めに、前記挿入ポケットにおいて前記挿入道具を使用するための指示を含む、請求項３７
に記載の商品。
【請求項３９】
　前記指示が、前記取替え可能な第１吸収性コア構成要素を前記吸収性物品に挿入するの
に前記挿入道具を使用するための指示を含む、請求項３６に記載の商品。
【請求項４０】
　人体の胴体下部周りに着用されることに適合した使い捨て吸収性物品であって、
　腰開口部及び一対の脚開口部を形成し、長手方向に対置した第１腰終縁部及び第２腰終
縁部と、該各腰終縁部に隣接する長手方向に対置した第１腰区域及び第２腰区域と、該腰
区域同士の間の長手方向中間の股区域とを有するシャシー；並びに
　該股区域に配置された取り外し不可能な吸収性コア構成要素；
を含み、
　該シャシーが、該第１腰区域から該股区域内まで伸びて該股区域で終わり、吸収性挿入
物を受けることに適合した開放可能な第１シャシーポケットを形成し、
　該開放可能なシャシーポケットが、開放可能な末端部と、該開放可能な末端部に隣接し
て配置された独立的に延伸性がある第１要素及び第２要素とを有し、該独立的に延伸性が
ある第２要素が、該独立的に延伸性がある第１要素を伸ばすことなく、該開放可能なシャ
シーポケット内に接近するために伸ばされ得る、使い捨て吸収性物品。
【請求項４１】
　前記独立的に延伸性がある第１要素が、延伸性がある第１腰バンドであり、前記独立的
に延伸性がある第２要素が、該延伸性がある第１腰バンドと層状の形状で配置された延伸
性がある第２腰バンドである、請求項４０に記載の使い捨て吸収性物品。
【請求項４２】
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　前記シャシーが、着用者に面する層及び衣類に面する層を有し、前記延伸性がある第１
腰バンドが該着用者に面する層に取り付けられ、前記延伸性がある第２腰バンドが該衣類
に面する層に取り付けられた、請求項４１に記載の使い捨て吸収性物品。
【請求項４３】
　前記開放可能なポケットが、前記着用者に面する層と前記衣類に面する層との間でこれ
らの層によって形成され、前記延伸性がある第１腰バンド及び前記延伸性がある第２腰バ
ンドが、該開放可能なポケット内への接近のために分離可能である請求項４２に記載の使
い捨て吸収性物品。
【請求項４４】
　前記延伸性がある第１腰バンドの一部分が、前記着用者に面する層に取り付けられてい
ない請求項４３に記載の使い捨て吸収性物品。
【請求項４５】
　前記独立的に延伸性がある第１要素が、前記第１腰区域に配置された延伸性がある第１
腰バンドであり、前記独立的に延伸性がある第２要素が、該延伸性がある第１腰バンドよ
り相対的に前記股区域に近い、前記第１腰区域に配置された延伸性がある第２腰バンドで
ある、請求項４０に記載の使い捨て吸収性物品。
【請求項４６】
　前記独立的に延伸性がある第１要素が、前記第１腰区域に配置された延伸性がある腰バ
ンドの第１部分であり、前記独立的に延伸性がある第２要素が、該延伸性がある腰バンド
の第１部分より相対的に前記股区域の近くに配置された該延伸性がある腰バンドの第２部
分である、請求項４０に記載の使い捨て吸収性物品。
【請求項４７】
　前記シャシーが、前記開放可能なシャシーポケットを形成するバックシート及びトップ
シートを含み、前記独立的に延伸性がある第１要素が、該トップシートに取り付けた延伸
性がある腰バンドであり、前記独立的に延伸性がある第２要素が、該バックシートの延伸
性がある部分である、請求項４０に記載の使い捨て吸収性物品。
【請求項４８】
　人体の胴体下部周りに着用されることに適合した使い捨て吸収性物品を使用する方法で
あって、該吸収性物品が、
　腰開口部及び一対の脚開口部を形成し、長手方向に対置した第１腰終縁部及び第２腰終
縁部と、該各腰終縁部に隣接する長手方向に対置した第１腰区域及び第２腰区域と、該腰
区域同士の間の長手方向中間の股区域とを有するシャシー；並びに、
　該股区域に配置された取り外し不可能な吸収性コア構成要素；
を含み、
　該シャシーが、該第１腰区域から該股区域内まで伸びて該股区域で終わり、吸収性挿入
物を受けることに適合した開放可能な第１シャシーポケットを形成し、
　該開放可能なシャシーポケットが、開放可能な末端部と、前記開放可能な末端部に隣接
して配置された、独立的に延伸性がある第１要素及び第２要素とを有し、該独立的に延伸
性がある第２要素が、該独立的に延伸性がある第１要素を伸ばすことなく、該開放可能な
シャシーポケット内に接近するために伸ばされ得るものであり、
　該方法が、前記吸収性挿入物を該開放可能なシャシーポケットに挿入するか、又は該吸
収性挿入物を該開放可能なシャシーポケットから取り外すか、又は吸収性挿入物と同様の
取替品を前記開放可能なシャシーポケットに挿入するか、又は該吸収性挿入物を該開放可
能なシャシーポケットから取り外し、吸収性挿入物と同様の取替品を前記開放可能なシャ
シーポケットに挿入することにより、該吸収性挿入物を取替えるか、の工程を含む方法。
【請求項４９】
　人体の胴体下部周りに着用されることに適合した使い捨て吸収性物品を含む商品であっ
て、該吸収性物品が、
　腰開口部及び一対の脚開口部を形成し、長手方向に対置した第１腰終縁部及び第２腰終
縁部と、該各腰終縁部に隣接する長手方向に対置した第１腰区域及び第２腰区域と、該腰
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区域同士の間の長手方向中間の股区域とを有するシャシー；並びに、
　該股区域に配置された取り外し不可能な吸収性コア構成要素；
を含み、
　該シャシーが、該第１腰区域から該股区域内まで伸びて該股区域で終わり、吸収性挿入
物を受けることに適合した開放可能な第１シャシーポケットを形成し、
　該開放可能なシャシーポケットが、開放可能な末端部と、該開放可能な末端部に隣接し
て配置された独立的に延伸性がある第１要素及び第２要素とを有し、該独立的に延伸性が
ある第２要素が、該独立的に延伸性がある第１要素を伸ばすことなく該開放可能なシャシ
ーポケット内に接近するために伸ばされ得るものであり、
　該商品が、前記吸収性挿入物を該開放可能なシャシーポケットに挿入するための、又は
該吸収性挿入物を該開放可能なシャシーポケットから取出すための、又は吸収性挿入物と
同様の取替品を該開放可能なシャシーポケットに挿入するための、又は該吸収性挿入物を
該開放可能なシャシーポケットから取り外し、吸収性挿入物と同様の取替品を該開放可能
なシャシーポケットに挿入することにより、該吸収性挿入物を取替えるための指示を更に
含む商品。
【請求項５０】
　人体の胴体下部辺りに着用されることに適合した使い捨て吸収性物品での使用に適合し
た使い捨て吸収性挿入物であって、
　幅を有する外端と、該外端の幅より狭い幅を有する反対側の内端と、該外端の幅と実質
的に同じ幅を有する、該外端に隣接する実質的に方形の部分と、該実質的に方形の部分と
該内端とを接続する交差しない２側面を有する先細になった部分とを有する第１吸収層を
含み、
　該使い捨て吸収性挿入物が、液体透過性区域及び液体不透過性区域を有する主要面を有
する、使い捨て吸収性挿入物。
【請求項５１】
　前記吸収性挿入物が、挿入内端を有し、該挿入内端から離れて向いた開放可能な末端部
を有する開放可能な挿入ポケットを含む、請求項５０に記載の使い捨て吸収性挿入物。
【請求項５２】
　前記吸収性挿入物が、前記使い捨て吸収性物品への前記吸収性挿入物の所定挿入奥行き
に達した時に表示を提供することに適合した挿入奥行き表示器を含む、請求項５０に記載
の使い捨て吸収性挿入物。
【請求項５３】
　前記吸収性挿入物が二又に分かれた形を有する請求項５０に記載の使い捨て吸収性挿入
物。
【請求項５４】
　前記吸収性挿入物が、内端、外端、及びその長さの各４分の１により画定される、連続
する第１、第２、第３、及び第４区分に長手方向に分割されるほぼ平坦な表面を有し、該
第１区分が、該内端を含み且つ該第２、第３、第４区分のいずれの区分の面積より小さい
面積を有し、該第４区分が、該外端を含み且つ該第２区分及び該第３区分の少なくとも一
区分より小さい面積を有する、請求項５０に記載の使い捨て吸収性挿入物。
【請求項５５】
　前記使い捨て吸収性挿入物が、前記吸収性物品から該使い捨て吸収性挿入物を取り外す
ための一体式プルタブを形成するように成形された外端を有する、請求項５０に記載の使
い捨て吸収性挿入物。
【請求項５６】
　前記使い捨て吸収性挿入物が複数ピースの吸収性構造体を含む請求項５０に記載の使い
捨て吸収性挿入物。
【請求項５７】
　人体の胴体下部周りに着用されることに適合した使い捨て吸収性物品での使用に適合し
た使い捨て吸収性挿入物を使用する方法であって、該吸収性挿入物が、幅を有する外端と
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、該外端の幅より狭い幅を有する反対側の内端と、該外端の幅と実質的に同じ幅を有する
、該外端に隣接する実質的に方形の部分と、該実質的に方形の部分と該内端とを接続する
交差しない２側面を有する先細になった部分、とを有する第１吸収層を含み、
　該使い捨て吸収性挿入物が、液体透過性区域及び液体不透過性区域を有する主要面を有
し、
　該方法が、該吸収性挿入物を該吸収性物品に挿入するか、又は該吸収性挿入物を該吸収
性物品から取り外すか、又は該吸収性挿入物を該吸収性物品から取り外し、吸収性挿入物
と同様の取替品を該吸収性物品に挿入することにより、該吸収性挿入物を取替えるか、の
工程を含む方法。
【請求項５８】
　前記吸収性挿入物が挿入ポケットを含み、前記方法が、該吸収性挿入物を前記吸収性物
品に挿入するために該挿入ポケットを使用する工程を含む、請求項５７に記載の方法。
【請求項５９】
　人体の胴体下部周りに着用されることに適合した使い捨て吸収性物品での使用に適合し
た使い捨て吸収性挿入物を含む商品であって、該吸収性挿入物が、幅を有する外端と、該
外端の幅より狭い幅を有する反対側の内端と、該外端の幅と実質的に同じ幅を有する、該
外端に隣接する実質的に方形の部分と、該実質的に方形の部分と該内端とを接続する交差
しない２側面を有する先細になった部分とを有する第１吸収層を含み、
　該使い捨て吸収性挿入物が、液体透過性区域及び液体不透過性区域を有する主要面を有
し、
　該商品が、該吸収性挿入物を該吸収性物品に挿入するための、又は該吸収性挿入物を該
吸収性物品から取り外すための、又は該吸収性挿入物を該吸収性物品から取出し、吸収性
挿入物と同様の取替品を該吸収性物品に挿入することにより、該吸収性挿入物を取替える
ための指示を更に含む商品。
【請求項６０】
　前記吸収性挿入物が挿入ポケットを含み、前記指示が、該吸収性挿入物を前記吸収性物
品に挿入するために該挿入ポケットを使用するための指示を含む、請求項５９に記載の商
品。
【請求項６１】
　人体の胴体下部周りで着用されることに適合した使い捨て吸収性物品での使用に適合し
た使い捨て吸収性挿入物であって、
　幅を有する外端と、該外端の幅より狭い幅を有する反対側の内端と、該外端の幅と実質
的に同じ幅を有する、該外端に隣接する実質的に方形の部分と、該実質的に方形の部分と
該内端とを接続する交差しない２側面を有する先細になった部分とを有する第１吸収層；
並びに、
　該吸収性挿入物に接触して配置され、同挿入物を該吸収性物品に挿入する際に使用する
のに適合した挿入道具、
を含む使い捨て吸収性挿入物。
【請求項６２】
　前記吸収性挿入物が、挿入内端を有し、該挿入内端から離れて向く開放可能な末端部を
有する開放可能な挿入ポケットを含む、請求項６１に記載の使い捨て吸収性挿入物。
【請求項６３】
　前記吸収性挿入物が、前記使い捨て吸収性物品内への該吸収性挿入物の所定挿入奥行き
に達した時に表示を提供することに適合した挿入奥行き表示器を含む、請求項６１に記載
の使い捨て吸収性挿入物。
【請求項６４】
　前記吸収性挿入物が二又に分かれる形を有する請求項６１に記載の使い捨て吸収性挿入
物。
【請求項６５】
　前記使い捨て吸収性挿入物が、前記吸収性物品から該使い捨て吸収性挿入物を取り外す
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ための一体式プルタブを形成するように成形された外端を有する、請求項６１に記載の使
い捨て吸収性挿入物。
【請求項６６】
　前記使い捨て吸収性挿入物が複数ピースの吸収性構造体を含む請求項６１に記載の使い
捨て吸収性挿入物。
【請求項６７】
　前記挿入道具が、前記使い捨て吸収性挿入物を受けて閉じ込めることに適合した開放可
能な挿入道具ポケットを形成する、請求項６１に記載の使い捨て吸収性挿入物。
【請求項６８】
　前記挿入道具が、前記吸収性物品に関する該挿入道具の所定位置に達した時に表示を提
供することに適合した挿入奥行き表示器を含む、請求項６１に記載の使い捨て吸収性挿入
物。
【請求項６９】
　人体の胴体下部周りに着用されることに適合した使い捨て吸収性物品での使用に適合し
た使い捨て吸収性挿入物を使用する方法であって、該吸収性挿入物が、
　幅を有する外端と、該外端の幅より狭い幅を有する反対側の内端と、該外端の幅と実質
的に同じ幅を有する、該外端に隣接する実質的に方形の部分と、該実質的に方形の部分と
該内端とを接続する交差しない２側面を有する先細になった部分とを有する第１吸収層；
並びに、
　該吸収性挿入物と接触し、同挿入物を該吸収性物品に挿入する際に使用するのに適合し
た挿入道具；
を含み、
　該方法が、該吸収性挿入物を該吸収性物品に挿入するか、又は該吸収性挿入物を該吸収
性物品に挿入するために該挿入道具を使用するか、又は該吸収性挿入物を該吸収性物品か
ら取り外すか、又は該吸収性挿入物を該吸収性物品から取り外し、吸収性挿入物と同様の
取替品を該吸収性物品に挿入することにより、該吸収性挿入物を取替えるか、又は該吸収
性挿入物を該吸収性物品から取り外し、該挿入道具を使用して吸収性挿入物と同様の取替
品を該吸収性物品に挿入することにより、該吸収性挿入物を取替えるか、の工程を含む方
法。
【請求項７０】
　前記吸収性挿入物が挿入ポケットを含み、前記方法が、該吸収性挿入物を前記吸収性物
品に挿入するために該挿入ポケットを使用する工程を含む、請求項６９に記載の方法。
【請求項７１】
　前記方法が、前記吸収性挿入物を前記吸収性物品に挿入するために、前記挿入ポケット
において前記挿入道具を使用する工程を含む、請求項７０に記載の方法。
【請求項７２】
　人体の胴体下部周りに着用されることに適合した使い捨て吸収性物品での使用に適合し
た使い捨て吸収性挿入物を含む商品であって、該吸収性挿入物が、
　幅を有する外端と、該外端の幅より狭い幅を有する反対側の内端と、該外端の幅と実質
的に同じ幅を有する、該外端に隣接する実質的に方形の部分と、該実質的に方形の部分と
該内端とを接続する交差しない２側面を有する先細になった部分とを有する第１吸収層；
並びに、
　該吸収性挿入物に接触して配置され、同挿入物を該吸収性物品に挿入する際に使用する
のに適合した挿入道具；
を含み、
　該商品が、該吸収性挿入物を該吸収性物品に挿入するための、又は該吸収性挿入物を該
吸収性物品に挿入するために該挿入道具を使用するための、又は該吸収性挿入物を該吸収
性物品から取り外すための、又は該吸収性挿入物を該吸収性物品から取り外し、吸収性挿
入物と同様の取替品を該吸収性物品に挿入することにより、該吸収性挿入物を取替えるた
めの、又は該吸収性挿入物を該吸収性物品から取り外し、該挿入道具を使用して吸収性挿
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入物と同様の取替品を該吸収性物品に挿入することにより、該吸収性挿入物を取替えるた
めの指示を更に含む商品。
【請求項７３】
　前記吸収性挿入物が挿入ポケットを含み、前記指示が、該吸収性挿入物を前記吸収性物
品に挿入するために該挿入ポケットを使用するための指示を含む、請求項７２に記載の商
品。
【請求項７４】
　前記指示が、前記吸収性挿入物を前記吸収性物品に挿入するために、前記挿入ポケット
において前記挿入道具を使用するための指示を含む、請求項７３に記載の商品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使い捨ておむつなど、使い捨て吸収性物品に関し、特に、取り外し不可能な
吸収性コア構成要素もあり、取り外し可能及び取替え可能な吸収性コア構成要素も持つ、
複数ピースの吸収性コアを有する使い捨て吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　使い捨ておむつ、失禁パッド、トレーニングパンツ、及び生理用ナプキンなど、使い捨
て吸収性物品は一般に、体外排泄物を受ける及び保持するための吸収性コアを含む。吸収
性コアは典型的には、不織布、天然繊維若しくは合成繊維のエアレイドウェブ、又はその
組み合わせであってもよい繊維ウェブを含む。こうした吸収性物品において使用される繊
維ウェブは、体から排泄された大量の液体を貯蔵するための、「ヒドロゲル」材料、「超
吸収性」材料、又は「ヒドロコロイド」材料とも一般に呼ばれる一定の吸収性ゲル材料も
含むことも多い。これらの材料は、毛管を通して若しくは浸透力、又はこれら両方の組み
合わせによって吸収する。
【０００３】
　生理用パッド、成人失禁製品、及びおむつなど、多くの吸収性物品は、例え最初の液体
の排泄が有効に吸収されても、第２の液体の排泄及び続いて起こる液体の排泄を吸収する
ことができないために、漏れを起こしやすい。第２の排泄及び続いて起こる排泄による漏
れは、吸収性物品が交換される前に、ユーザが一般に多くの回数の排泄を体験する時であ
る夜の間に、特によく起こる。多くの吸収性物品が多くの回数に亘る液体の排泄を適切に
取り扱えない理由の一つは、一旦排泄区域の吸収能力に達すると、吸収性コアが、排泄さ
れた液体をその区域から遠くへ移送できないことである。故に、吸収性物品の全体的性能
は、吸収性コアの最も遠い区域まで液体を移送できないことにより制限される。
【０００４】
　毛管の液体移送を提供できる他の吸収性材料は、連続気泡高分子発泡体である。適切に
作製された連続気泡高分子発泡体は、おむつなど、吸収性物品用の高性能吸収性コアでの
使用に要する毛管の液体獲得、移送、及び貯蔵の特徴を提供する。特に望ましい液体移送
特性を有するそのような連続気泡発泡体材料から作製される成形された又は人体に合わせ
た形の吸収性コアは、ヤング（Young）らに１９９２年９月１５日に発行された米国特許
第５，１４７，３４５号に開示されている。ヤング（Young）らの’３４５号の吸収性コ
アは、液体獲得／分配部材及び液体貯蔵／再分配部材の両部材を含む。液体獲得／分配部
材は、吸収性物品の着用者によって同物品内に排出された、体からの水性の液体排泄物を
受ける又はそれに接触するような方法で吸収性物品内に置く。液体貯蔵／再分配部材が次
に、液体獲得／分配部材により毛管液体伝達になるべく物品内に配置される。
【０００５】
　ヤング（Young）らの’３４５号特許の、代表的な複数ピース構成での所望の吸収特性
を提供する吸収性コアが、中央部分と毛管液体伝達の前側パネル及び後側パネルを有する
成形された吸収性コアを説明する、ウェーバー（Weber）らに１９９９年５月２５日に発
行された米国特許第５，９０６，６０２号に開示されている。中央部分は、液体獲得／分
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配にほぼ好適な材料を含む一方、前側パネル及び後側パネルは、液体貯蔵／再分配にほぼ
好適な材料を含む。
【０００６】
　吸収性物品及び液体取扱い吸収性コア材料における進歩にもかかわらず、複数の吸収性
コア構成要素を有する吸収性物品及び単一の吸収性コアを有するものは一般に、一回の使
用の着用向けに設計されている。貯蔵／再分配部材が、尿など、体外排泄物で一旦飽和す
ると、吸収性物品全体が一般に捨てられて取替えられる。吸収性物品部分はまだ使用可能
であることが多く、吸収性コアと一体でなければ、これらの部品は更に使用することがで
きる。捨てられる再使用可能物品に関連する経費及び廃棄物が増加することに加えて、吸
収性コア構成要素が飽和状態である時吸収性物品全体を取り外して取替えることは、不便
なことが多い。
【０００７】
　取り外し可能な吸収性挿入物を有し、その結果、一回の使用より多い回数使用できる可
能性を有する吸収性物品が、当該技術分野において既知である。例えば、米国特許第４，
５９７，７６１号（ブエル（Buell）、１９８６年７月１日発行）は、従来の再使用可能
なおむつなどの上部覆いの又は使い捨ておむつの内側で使用するための使い捨て吸収性挿
入物を開示している。吸収性挿入物が一旦飽和すると、それを取り外し、捨てることがで
きる。そして吸収性物品は、新しい吸収性挿入物と共に再使用することも可能である。し
かし、吸収性挿入物は、物品の体側からのみ取り外し可能であるので、吸収性挿入物を取
り外すために同物品を着用者から取り外す必要がある。故に、吸収性挿入物を取り外すこ
とは不便で、時間がかかることが多い。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　それ故に、着用者から吸収性物品を取り外す必要なしに吸収性コア構成要素を取替える
ことができる、取替え可能な吸収性コア構成要素を有する吸収性物品を提供することが望
ましい。
【０００９】
　加えて、取替え可能な吸収性コア構成要素及び孔あきバックシートを有する吸収性物品
を提供し、飽和した吸収性コア構成要素がバックシートの孔を通って取り外されるのを可
能にし、その結果、不飽和構成要素を露出し、吸収性物品の再使用可能部分における長期
の使用を可能にすることが望ましい。
【００１０】
　更にその上、所定区域においてトップシートとバックシートを分離して開口部を形成す
ることにより、取替え可能な吸収性コア構成要素への接近が得られるように形成された、
トップシートとバックシートとの間に配置された取替え可能な吸収性コア構成要素を有す
る吸収性物品を提供することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、腰開口部及び一対の脚開口部を形成し、長手方向に対置した腰終縁部と、長
手方向に対置した腰区域と、腰区域同士の間の長手方向中間の股区域と、股区域に配置さ
れた取り外し不可能な吸収性コア構成要素と、取り外し不可能な吸収性コア構成要素と毛
管液体伝達で配置された取替え可能な吸収性コア構成要素とを有するシャシーを含む、人
体の胴体下部周りで着用されることに適合した使い捨て吸収性物品を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】平たく広げて非収縮状態の、即ち、弾性に誘発された全ての収縮を引き延ばし、
おむつの構成をより明確に示すために構造体の一部分が切欠され、着用者に接触するおむ
つの部分が傍視者に対向している、本発明の代表的なおむつの平面図。
【図２】吸収性物品の着用者に接触する部分が上を向いた、代表的な吸収性物品を説明す
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る分解斜視図。
【図３】本発明による吸収性物品の、代表的なおむつにおける実施形態の斜視図の、部分
に分けた図。
【図４】図３の代表的な吸収性物品の部分的横断面を示す側面図。
【図５】着用者に向くコアの部分が上を向いた、本発明の代表的な吸収性コアの要素間の
関係を説明する分解斜視図。
【図６】本発明による吸収性物品において有用な、代表的な吸収性コアの平面図。
【図７】着用者に向くコアの部分が上を向いた、図６で示されるものと類似している、線
７～７に沿って取った代表的な吸収性コアの断面図。
【図８】着用者に向くコアの部分が上を向いた、別の他の代表的な吸収性コアの断面図。
【図９】着用者に向くコアの部分が上を向いた、別の他の代表的な吸収性コアの断面図。
【図１０】着用者に向くコアの部分が上を向いた、別の他の代表的な吸収性コアの断面図
。
【図１１】本発明による他の代表的な吸収性物品の分解斜視図の、部分に分裂した図。
【図１２】別の他の代表的な吸収性物品の部分的横断面を示す側面図。
【図１３】バックシートを通る開口部を有する代表的な吸収性物品の一部分の断面図。
【図１４】取り外し可能及び取替え可能な吸収性コア層の代表的な形体の横断面詳細図。
【図１５】取り外し可能及び取替え可能な吸収性コア構成要素の他の代表的な形体の断面
詳細図。
【図１６】取り外し可能及び取替え可能な吸収性コア層の追加的な他の代表的な形体の断
面図。
【図１７】孔あきトップシートを示す、平たく広げて非収縮状態の、即ち、弾性に誘発さ
れた全ての収縮を引き延ばし、おむつの構成をより明確に示すために構造体の部分が切欠
され、着用者に接触するおむつの部分が傍視者に対向している、本発明の別の代表的なお
むつの平面図。
【図１８】孔あきトップシートを有する代表的なパンツ式おむつの断面図。
【図１９】二層の腰バンドを有するおむつの実施形態の裏面図。
【図２０】図１９の実施形態の断面図。
【図２１】並んだ二本の腰バンドを有するおむつの実施形態の裏面図。
【図２２】図２１の実施形態の断面図。
【図２３】孔あき腰バンドを有するおむつの実施形態の裏面図。
【図２４】図２３の実施形態の断面図。
【図２５】異なる層で並んだ二本の腰バンドを有するおむつの実施形態の裏面図。
【図２６】図２５の実施形態の断面図。
【図２７】取替え可能な吸収性コア構成要素に関する、シャシー層及び取り外し不可能な
吸収性コア層を示す部分的断面図。
【図２８】分離器を有するシャシーポケットを示す、平たく広げて、非収縮状態の、即ち
弾性に誘発された全ての収縮が引き延ばされ、おむつの構成をより明確に示すために構造
体の一部分が切欠され、着用者に接触するおむつの部分が傍視者に対向している、本発明
の別の代表的なおむつの平面図。
【図２９】吸収性物品の股部分を決定する方法を説明する簡易平面図。
【図３０】取替え可能な吸収性コア構成要素の層の分解図。
【図３１】積み重ねた配置の、図３０の層の図。
【図３２】説明的に長手方向の四つの区分に分けた取替え可能な吸収性コア構成要素を示
す平面図。
【図３３】説明的に長手方向の四つの区分に分けた取替え可能な吸収性コア構成要素の吸
収層を示す平面図。
【図３４】説明的に長手方向の四つの区分に分けた取替え可能な吸収性コア構成要素の別
の吸収層を示す平面図。
【図３５】非延伸状態の、延伸性がある覆い層を示す部分的断面図。
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【図３６】延伸状態の、図３５の延伸性がある覆い層を示す部分的断面図。
【図３７】非延伸状態の、折り畳んだ延伸性がある覆い層を示す部分的断面図。
【図３８】延伸状態の、図３７の折り畳んだ延伸性がある覆い層を示す部分的断面図。
【図３９】外端にプルタブを有する取替え可能な吸収性コア構成要素を示す平面図。
【図４０】外端にプルリングを有する別の取替え可能な吸収性コア構成要素を示す平面図
。
【図４１】挿入奥行き表示器を有する取替え可能な吸収性コア構成要素を示す平面図。
【図４２】部分的に挿入された状態の、図画的物体の挿入奥行き表示器を有する取替え可
能な吸収性コア構成要素を示す平面図。
【図４３】充分に挿入した状態の、図４２の取替え可能な吸収性コア構成要素を示す平面
図。
【図４４】部分的に挿入した状態の、別の図画的物体の挿入奥行き表示器を有する取替え
可能な吸収性コア構成要素を示す平面図。
【図４５】充分に挿入した状態の、図４４の取替え可能な吸収性コア構成要素を示す平面
図。
【図４６】機械的挿入奥行き表示器を有する取替え可能な吸収性コア構成要素を示す部分
的断面図。
【図４７】別の機械的挿入奥行き表示器を有する取替え可能な吸収性コア構成要素を示す
部分的断面図。
【図４８】歯と歯が適切な向きで接する指向的摩擦係数要素を有する取替え可能な吸収性
コア構成要素を示す部分的断面図。
【図４９】歯と歯が不適切な向きで接する、図４８の取替え可能な吸収性コア構成要素を
示す部分的断面図。
【図５０】着用者に面する表面及び衣類に面する表面が適切な向きの、指向的摩擦係数要
素を有する取替え可能な吸収性コア構成要素を示す部分的断面図。
【図５１】着用者に面する表面及び衣類に面する表面が不適切な向きの、図５０の取替え
可能な吸収性コア構成要素を示す部分的断面図。
【図５２】着用者に面する表面及び衣類に面する表面の両表面と、内端及び外端の両方が
適切な向きの、指向的摩擦係数要素を有する取替え可能な吸収性コア構成要素を示す部分
的断面図。
【図５３】着用者に面する表面及び衣類に面する表面が不適切な向きの、並びに内端及び
外端が適切な向きの、図５２の取替え可能な吸収性コア構成要素を示す部分的断面図。
【図５４】内端及び外端と、着用者に面する表面及び衣類に面する表面とが不適切な向き
の、図５２の取替え可能な吸収性コア構成要素を示す部分的断面図。
【図５５】内端及び外端が不適切な向きの、並びに着用者に面する表面及び衣類に面する
表面が適切な向きの、図５２の取替え可能な吸収性コア構成要素を示す部分的断面図。
【図５６】外側表面に相対的に浅い挿入ポケットを有する取替え可能な吸収性コア構成要
素を示す平面図。
【図５７】図５６の取替え可能な吸収性コア構成要素を示す部分的断面図。
【図５８】外側表面に相対的に深い挿入ポケットを有する取替え可能な吸収性コア構成要
素を示す平面図。
【図５９】図５８の取替え可能な吸収性コア構成要素を示す部分的断面図。
【図６０】外側表面に挿入ポケットを取り付ける断続的な線状固着を有する取替え可能な
吸収性コア構成要素を示す平面図。
【図６１】外側表面に挿入ポケットを取り付ける点固着を有する取替え可能な吸収性コア
構成要素を示す平面図。
【図６２】外側表面に挿入ポケットを取り付ける連続する線状固着を有する取替え可能な
吸収性コア構成要素を示す平面図。
【図６３】外側表面に方形の内端及び挿入ポケットを有する取替え可能な吸収性コア構成
要素を示す平面図。
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【図６４】二つの主要面に相対的に浅い２つの挿入ポケットを有する取替え可能な吸収性
コア構成要素を示す部分的断面図。
【図６５】二つの主要面に相対的に深い２つの挿入ポケットを有する取替え可能な吸収性
コア構成要素を示す部分的断面図。
【図６６】処理用に、延伸性がある挿入ポケット層の内側に折り畳まれた取替え可能な吸
収性コア構成要素を示す部分的断面図。
【図６７】最初のポケットを形成する形体の挿入ポケットシートを有する取替え可能な吸
収性コア構成要素を示す部分的断面図。
【図６８】処理用に透過性区域を覆うために取替え可能な吸収性構成要素の内端の上に折
り返された、図６７の挿入ポケットシートを示す部分的断面図。
【図６９】内端の上を包む覆いシートを有する取替え可能な吸収性コア構成要素を示す部
分的断面図。
【図７０】内端の上を包み、挿入ポケットを形成する覆いシートを有する取替え可能な吸
収性コア構成要素を示す部分的断面図。
【図７１】吸収層と吸収層との間に形成された内部挿入ポケットを有する取替え可能な吸
収性コア構成要素を示す部分的断面図。
【図７２】吸収層と内側層との間に形成された内部挿入ポケットを有する取替え可能な吸
収性コア構成要素を示す部分的断面図。
【図７３】二つの内側層の間に形成された内部挿入ポケットを有する取替え可能な吸収性
コア構成要素を示す部分的断面図。
【図７４】内部挿入ポケット及び最初の状態で逆さにするプルタブを有する取替え可能な
吸収性コア構成要素を示す部分的断面図。
【図７５】逆さにした状態の、図７４の取替え可能な吸収性コア構成要素を示す部分的断
面図。
【図７６】吸上げストリップを含む液体存在表示器を有する取替え可能な吸収性コア構成
要素を示す平面図。
【図７７】吸収層上に配置された表示組成物を含む液体存在表示器を有する取替え可能な
吸収性コア構成要素を示す平面図。
【図７８】濡れた区域を表示する静止した吸収性ストリップの形態の液体存在表示器を有
する取替え可能な吸収性コア構成要素を示す平面図。
【図７９】肉眼で見える一連の液体存在表示手段を含む静止した吸収性ストリップの形態
の液体存在表示器を有する取替え可能な吸収性コア構成要素を示す平面図。
【図８０】充分に挿入した位置の、「計深棒」タイプの液体存在表示器を有する取替え可
能な吸収性コア構成要素を示す平面図。
【図８１】部分的に引き抜いた位置の、図８０の「計深棒」タイプの液体存在表示器を示
す平面図。
【図８２】「計深棒」タイプの液体存在表示器上の、肉眼で見える一連の液体存在表示手
段を有する取替え可能な吸収性コア構成要素を示す平面図。
【図８３】可動性表示器ストリップによって覆われる液体存在表示器を有する取替え可能
な吸収性コア構成要素を示す平面図。
【図８４】可動性表示器ストリップが移動して、見えるようにした後の、図８３の液体存
在表示器を示す平面図。
【図８５】可動性表示器ストリップ上に配置され、最初の隠れた状態の液体存在表示器を
有する取替え可能な吸収性コア構成要素を示す平面図。
【図８６】可動性表示器ストリップが移動して露呈した後の、図８５の液体存在表示器を
示す平面図。
【図８７】挿入ポケットに配置された挿入道具を有する取替え可能な吸収性コア構成要素
を示す平面図。
【図８８】挿入ポケットに配置された別の挿入道具を有する取替え可能な吸収性コア構成
要素を示す平面図。
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【図８９】挿入ポケットに配置された別の挿入道具を有する取替え可能な吸収性コア構成
要素を示す平面図。
【図９０】図８９の取替え可能な吸収性コア構成要素を示す部分的断面図。
【図９１】方形の内端を有し、並びに挿入ポケットに配置された別の挿入道具を有する取
替え可能な吸収性コア構成要素を示す平面図。
【図９２】方形の内端を有し、並びに挿入ポケットに配置された別の挿入道具を有する取
替え可能な吸収性コア構成要素を示す平面図。
【図９３】二つの主要面上の二つの挿入ポケットに配置された二つの挿入道具を有する取
替え可能な吸収性コア構成要素を示す部分的断面図。
【図９４】挿入のための形体で、中間部材を介して接合された挿入道具を有する取替え可
能な吸収性コア構成要素を示す部分的断面図。
【図９５】挿入道具を引き抜く間、部分的に分離した形体で中間部材を介して接合された
挿入道具を有する、図９４の取替え可能な吸収性コア構成要素を示す部分的断面図。
【図９６】袋様要素に取り付けたカード様要素によって形成される挿入道具を示す側面図
。
【図９７】袋様要素に取り付けたに枚のカード様要素によって形成される挿入道具を示す
側面図。
【図９８】図９７の挿入道具の一つの主要面を示す正面図。
【図９９】挿入用に形成された挿入道具における挿入道具ポケットの内側に配置された取
替え可能な吸収性コア構成要素を示す部分的断面図。
【図１００】取替え可能な吸収性コア構成要素を含む、図９９の挿入道具の一つの主要面
を示す平面図。
【図１０１】相対的に厚い内端部分を有する挿入道具を示す平面図。
【図１０２】図１０１の挿入道具を示す側面図。
【図１０３】相対的に厚い内端部分を有する別の挿入道具を示す平面図。
【図１０４】図１０３の挿入道具を示す側面図。
【図１０５】相対的に厚い内端部分を有する別の挿入道具を示す平面図。
【図１０６】図１０５の挿入道具を示す側面図。
【図１０７】取替え可能な吸収性コア構成要素と、長手方向のスロットを有する挿入道具
とを示す平面図。
【図１０８】長手方向のスロットを有する取替え可能な吸収性コア構成要素と、二つの指
様部分を有する挿入道具とを示す平面図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本明細書の結論は、本発明を特定して指摘し明確に請求する請求項に示すが、添付図面
と関連させた以下の説明により、本発明は更に良く理解されると考えており、図面では、
類似参照番号は類似要素を示す。
【００１４】
　すべての特許、特許出願、及びそれに基づいて発行された任意の特許、並びに対応する
任意の公開外国特許、及び本明細書で挙げた及び／又はこれから参照する全ての発行物の
開示内容は、本明細書に参考として組み込まれる。しかし、本明細書に参考として組み込
まれる文書のいずれも又は文書のいかなる組み合わせも、本発明を教示又は開示として認
められるべきではないことを明示する。
【００１５】
　（米国特許の参考資料一覧）
　米国特許第３，８４８，５９４号（ブエル（Buell）、１９７４年１１月１９日発行）
　米国特許第３，８６０，００３号（ブエル（Buell）、１９７５年１月１４日発行）
　米国特許第４，０６２，８１７号（ウエスターマン（Westerman）、１９７７年１２月
１３日発行）
　米国特許第４，０７６，６６３号（マスダ（Masuda）ら、１９７８年２月２８日発行）
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　米国特許第４，０８１，３０１号（ブエル（Buell）、１９７８年３月２８日発行）
　米国特許第４，２６０，４４３号（リンゼイ（Lindsay）ら、１９８１年４月７日発行
）
　米国特許第４，４６７，０１２号（ペダーセン（Pedersen）ら、１９８４年８月２１日
発行）
　米国特許第４，５１５，５９５号（キービット（Kievit）ら、１９８５年５月７日）
　米国特許第４，６２５，００１号（ツバキモト（Tsubakimoto）ら、１９８６年１１月
２５日発行）
　米国特許第４，６５４，０３９号（ブラント（Brandt）ら、１９８７年３月３１日発行
）（Ｒｅ３２，６４９として１９８８年４月１９日再発行）
　米国特許第４，６６６，９８３号（ツバキモト（Tsubakimoto）ら、１９８７年５月１
９日発行）
　米国特許第４，６８１，５８０号（レイシング（Reising）ら、１９８７年７月２１日
発行）
　米国特許第４，６９５，２７８号（ローソン（Lawson）、１９８７年９月２２日）
　米国特許第４，７１５，９１８号（ラング（Lang）、１９８７年１２月２９日発行）
　米国特許第４，７７３，９０３号（ウェイズマン（Weisman）ら、１９８８年９月２７
日発行）
　米国特許第４，７９５，４５４号（ドラグー（Dragoo）、１９８９年１月３日発行）
　米国特許第４，８０８，１７８号（アジズ（Aziz）ら、１９８９年２月２８日発行）
　米国特許第４，８１６，０２５号（フォアマン（Foreman）、１９８９年３月２８日発
行）
　米国特許第４，８２２，４５３号（ディーン（Dean）ら、１９８９年４月１８日発行）
　米国特許第４，８５１，０６９号（パッカード（Packard）ら、１９８９年７月２５日
発行）
　米国特許第４，８８８，０９３号（ディーン（Dean）ら、１９８９年１２月１９日発行
）
　米国特許第４，８９２，５３６号（デスマライス（DesMarais）ら、１９９０年１月９
日発行）
　米国特許第４，８９８，６４２号（ムーア（Moore）ら、１９９０年２月６日発行）
　米国特許第４，９２３，４５４号（セイモア（Seymour）ら、１９９０年５月８日発行
）
　米国特許第４，９５０，２６４号（オズボーン（Osborn）、１９９０年８月２１日発行
）
　米国特許第４，９８８，３４４号（レイシング（Reising）ら、１９９１年１月２９日
発行）
　米国特許第４，９８８，３４５号（レイシング（Reising）、１９９１年１月２９日発
行）
　米国特許第４，９９０，１４７号（フリーランド（Freeland）、１９９１年２月５日発
行）
　米国特許第４，９９４，０３７号（バーナーディン（Bernardin）、１９９１年２月１
９日発行）
　米国特許第５，００９，６５０号（バーナーディン（Bernardin）、１９９１年４月２
３日発行）
　米国特許第５，００９，６５３号（オズボーン（Osborn）、１９９１年４月２３日発行
）
　米国特許第５，０３７，４１６号（アレン（Allen）ら、１９９１年８月６日発行）
　米国特許第５，０６１，２５９号（ゴールドマン（Goldman）ら、１９９１年１０月２
９日発行）
　米国特許第５，１０２，５９７号（ロエ（Roe）ら、１９９２年４月７日発行）
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　米国特許第５，１２８，０８２号（マコーイ（Makoui）、１９９２年７月７日発行）
　米国特許第５，１３７，５３７号（ヘロン（Herron）ら、１９９２年８月１１日発行）
　米国特許第５，１４３，６７９号（ウェーバー（Weber）ら、１９９２年９月１日発行
）
　米国特許第５，１４７，３４５号（ヤング（Young）ら、１９９２年９月１５日発行）
　米国特許第５，１４９，３３５号（ケレンバーガー（Kellenberger）ら、１９９２年９
月２２日発行）
　米国特許第５，１５１，０９２号（ブエル（Buell）ら、１９９２年９月２９日発行）
　米国特許第５，１５６，７９３号（ブエル（Buell）ら、１９９２年１０月２０日発行
）
　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５，１７６，６６８号（バーナーディン（Bernardin）、１９９３年１月５
日発行）
　米国特許第５，２１７，４４５号（ヤング（Young）ら、１９９３年６月８日発行）
　米国特許第５，２２１，２７４号（ブエル（Buell）ら、１９９３年６月２２日発行）
　米国特許第５，２６０，３４５号（デスマライス（DesMarais）ら、１９９３年１１月
９日発行）
　米国特許第５，２６８，２２４号（デスマライス（DesMarais）ら、１９９３年１２月
７日発行）
　米国特許第５，２６９，７７５号（フリーランド（Freeland）ら、１９９３年１２月１
４日発行）
　米国特許第５，３２４，５６１号（レザイ（Rezai）ら、１９９４年６月２８日発行）
　米国特許第５，３５８，５００号（ラボン（LaVon）ら、１９９４年１０月２５日発行
）
　米国特許第５，３８７，２０７号（ダイヤー（Dyer）ら、１９９５年２月７日発行）
　米国特許第５，５３１，７２８号（ラッシュ（Lash）、１９９６年７月２日発行）
　米国特許第５，５４９，５８９号（ホーニー（Horney）ら、１９９６年８月２７日発行
）
　米国特許第５，５５０，１６７号（デスマライス（Des Marais）ら、１９９６年８月２
７日発行）
　米国特許第５，５５４，１４５号（ロエ（Roe）ら、１９９６年９月１０日発行）
　米国特許第５，５６２，６４６号（ゴールドマン（Goldman）ら、１９９６年１０月８
日発行）
　米国特許第５，５６３，１７９号（ストーン（Stone）ら、１９９６年１０月１８日発
行）
　米国特許第５，５６９，２３４号（ブエル（Buell）ら、１９９６年１０月２９日発行
）
　米国特許第５，５７１，０９６号（ドブリン（Dobrin）ら、１９９６年１１月５日発行
）
　米国特許第５，８１７，０８１号（ラボン（LaVon）ら、１９９８年１０月６日発行）
　米国特許第５，５９９，３３５号（ゴールドマン（Goldman）ら、１９９７年２月４日
発行）
　米国特許第５，６５０，２２２号（デスマライス（DesMarais）ら、１９９７年７月２
２日発行）
　米国特許第５，８００，４１６号（セガール（Seger）ら、１９９８年９月１日発行）
　米国特許第５，８４３，０５５号（セガール（Seger）ら、１９９８年１２月１日発行
）
　米国特許第５，８６５，８２３号（クーロ（Curro）、１９９９年２月２日発行）
　米国特許第５，８９７，５４５号（クリン（Kline）ら、１９９９年４月２７日発行）
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　米国特許第５，９０６，６０２号（ウェーバー（Weber）ら、１９９９年５月２５日発
行）
　米国特許第６，００４，３０６号（ロブレス（Robles）ら、１９９９年１２月２１日発
行）
　米国特許第６，１２０，４８７号（アシュトン、２０００年１０月１９日発行）
　米国特許第６，１８７，６９６号（リム（Lim）ら、２００１年２月１３日発行）
　米国特許第６，２５１，０９７号（クリン（Kline）ら、２００１年６月２６日発行）
　米国特許第６，４３２，０９８号（クリン（Kline）ら、２００２年８月１３日発行）
　（定義）
　以下の用語の定義は、本発明の開示を理解する上で有用であり得る。
　　吸収性物品：吸収性コアによって排泄物を吸収して閉じ込めるデバイス、より具体的
には、着用者の身体に押し付けて又は近辺に配置して、身体から排出された様々な排泄物
を吸収して閉じ込めるデバイス。本発明の吸収性物品の代表的な実施形態は、図面に示さ
れるような使い捨て吸収性物品、おむつ６０である。しかし、本発明は、失禁用パンツ、
失禁用下着、おむつホルダ及びライナー、トレーニングパンツ、プルオン式おむつなど、
他の吸収性物品にも適用できることを理解されたい。
【００１６】
　吸収性コア：体外排泄物など水性液体を吸収、分配、及び貯蔵するのに好適な材料又は
材料の組み合わせを含む吸収性物品の要素。
【００１７】
　吸収性コア構成要素：吸収性コアの構造的構成要素、例えば、複数ピースの吸収性コア
における複数ピースの一ピースなど、一ピースの吸収性コア。
【００１８】
　吸収層：吸収性コア構造体の、別個の確認し得るシート様要素又はウェブ様要素を指す
用語で、吸収性コア構造体は別のそうした要素に関して分離したままで、相対的に動くこ
ともでき、或いは別のそうした要素と永久に関連したままであるように固着又は接合され
ることも可能である。各吸収層は、それ自体、類似の組成物又は多様な組成物の、数枚の
シート若しくはウェブの積層体又は組み合わせを含むことも可能である。
【００１９】
　吸収性部材：吸収性コアの機能的構成要素、例えば、液体獲得部材、液体獲得／分配部
材、又は特定機能に好適な特定の液体取扱い特性を有する一つ若しくは複数の材料から形
成される液体貯蔵／再分配部材。
【００２０】
　吸収性挿入物：吸収性物品への挿入に適合し、そのように挿入される時吸収性コア構成
要素として役立つデバイス。取替え可能な吸収性コア構成要素とは、吸収性挿入物のこと
であり、吸収性挿入物は、デバイスを単独で指す時の特徴を説明する用語である。
【００２１】
　シャシー：例えばおむつにおいて、吸収性物品の構造の残部が、その上に組立てられる
又は被せられる、吸収性物品の基本的構成要素であり、バックシート、トップシート、又
はトップシートとバックシートの組み合わせなど、着用のために成形される時におむつに
ブリーフ又はショートパンツの形態を与える構造的要素。
【００２２】
　おむつ：幼児及び失禁症状を持つ人により着用者の胴体下部周りで一般に着用される吸
収性物品。
【００２３】
　使い捨て：使用後に、洗濯したり、吸収性物品として復元又は再利用したりすることを
意図しない吸収性物品を意味する、即ち、一回使用した後に破棄し、好ましくは、リサイ
クルしたり、堆肥化したり、環境に適した方法で処理したりすることを意図する吸収性物
品の説明に使用される用語。本開示で説明されるように、シャシー及び取り外し不可能な
コア構成要素の一回の使用は、取替え可能なコア構成要素の数回の使用及び取替えに相応



(20) JP 2010-12272 A 2010.1.21

10

20

30

40

50

することも可能であることに留意されたい。
【００２４】
　毛管液体伝達：毛管移送による、一つの吸収性要素から別の吸収性要素までの液体の流
れ。また、吸収性要素の一つから他の吸収性要素までの液体の流れが、液体の毛管移送を
通して発生する吸収性要素の構造的配置を説明するために使用される用語であり、吸収性
要素の互いの直接向かい合わせの接触か、吸収性要素の各々と、一つの吸収性要素から他
の吸収性要素までの液体の毛管誘導を提供する親水性中間層との直接向かい合わせの接触
か、又は多孔質及び／又は透過性中間層を通って他の吸収性要素と接触する繊維性吸収性
要素の繊維の突出かのいずれかを一般に必要とする。
【００２５】
　接合する、接合した、接合している：ある要素を別の要素に直接貼り付けることによっ
て、このある要素が別の要素に直接固定される構成、及び、ある要素を一つ又は複数の中
間部材に貼り付け、次いで中間部材が別の要素に貼り付けられることによって、このある
要素が別の要素に間接的に固定される構成を包含する用語。
【００２６】
　主要面：ほぼ平面的又はシート様構造的要素の最大の広さの面を説明するために、これ
らの面を、終縁部及び側面縁部の狭い面から識別するために使用される用語、即ち、長さ
、幅、及び厚さを有する要素において、厚さが３次元の中で最小であり、主要面は、長さ
及び幅によって画定される面であり、故に最大の広さを有する。
【００２７】
　取替え可能な：取替えることができる吸収性物品の構成要素、即ち、取り外すことがで
き、取り外された構成要素の代わりに同様の構成要素を置換できる構成要素、例えば、取
替え可能な吸収性コア構成要素又は吸収性挿入物を説明するために使用される用語。
【００２８】
　層、層状の：本明細書では、識別可能に多様な組成物、密度、又は他の材料特性を有し
、層又は構造体が、一方の表面から反対側の表面までの横断面を通して均一でない、所定
の層又は構造体内で被さる又は重ね合わされる区域を指す用語。
【００２９】
　着用者に面する層：シャシーの要素であって、そのような要素が存在する時、トップシ
ート、レッグカフ、及びサイドパネルなど、吸収性物品の内側表面を形成するシャシーの
要素。
【００３０】
　衣類に面する層：シャシーの要素であって、そのような要素が存在する時、バックシー
ト、サイドパネル、腰締結具など、吸収性物品の外側表面を形成するシャシーの要素。
【００３１】
　（全体的説明）
　以降、詳細に説明されるように、本発明は、体からの水性の液体を吸収し、保持するの
に好適な吸収性物品に関する。本発明のこれらの吸収性物品は一般に、実質的に液体不透
過性材料から形成されるバックシートと、バックシートに隣接して配置される吸収性コア
とを含む。吸収性コアは、少なくとも一つの取り外し不可能なコア構成要素と毛管液体伝
達で配置された、少なくとも一つの取り外し可能なコア構成要素を含む。取り外し可能な
コア構成要素は、着用者に吸収性物品をあてがう前に、又は吸収性物品が着用されている
間に吸収性物品に挿入することが可能である。取り外し可能なコア構成要素又はその部材
が取り外される時、吸収性コア構成要素又は部材の取替品が、取り外された構成要素又は
部材の代わりに挿入されることも可能である。
【００３２】
　いくつかの代表的な実施形態では、吸収性物品は、中央部分と毛管液体伝達である前側
パネル及び後側パネルを含む複数の吸収性コア構成要素を含むことも可能である。吸収性
コア構成要素の各々は、多数の吸収層を含むことも可能である。体の排泄物で飽和すると
、吸収性コアの取り外し可能な構成要素又は吸収層は、吸収性物品から取り外されてもよ
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い。次に、新しい不飽和の吸収性コア構成要素又は吸収層が、取り外された飽和コア構成
要素又は吸収層の代わりに配置されることも可能である。
【００３３】
　いくつかの代表的な実施形態では、取り外し可能なコア構成要素は、バックシートの身
体面表面に隣接して配置され、バックシートにおける孔を通して接近可能である。他の代
表的な実施形態では、取り外し可能なコア構成要素は、バックシートの衣類面表面に隣接
して配置され、バックシートの外側表面に貼り付けた１枚のシート材によって形成された
ポケットに含まれる。
【００３４】
　いくつかの代表的な実施形態では、吸収性物品は、液体透過性トップシートと、吸収性
物品の周辺部付近でトップシートに接合した、実質的に液体不透過性のバックシートとを
含む。周辺部の所定区域では、トップシート及びバックシートは分離して、取替え用コア
構成要素を挿入するためにトップシートとバックシートの間に配置された取り外し可能な
コア構成要素への接近を提供することも可能である。
【００３５】
　これらの代表的な実施形態では、中央の吸収性コア構成要素は好ましくは、好適な液体
獲得特性及び／又は液体獲得／分配特性を有する一方、前側及び後側吸収性コアパネル又
は構成要素は好ましくは、好適な貯蔵／再分配特性を有する。
【００３６】
　（代表的なおむつの実施形態）
　図１は、本発明の吸収性物品の代表的実施形態の平面図であり、平たく広げて非収縮状
態の、即ち、弾性に誘発された収縮を全て引き延ばし、構造体の部分を切欠しておむつの
構造をより明確に示し、着用者に接触するおむつの部分が傍視者に対向している、代表的
なおむつ６０を示している。図２も、着用者に接触する部分を上にした、分解斜視図にお
ける代表的なおむつ６０を示している。これらの代表的実施形態では、おむつは、長手方
向縁部が６４で、腰終縁部が１６で示されるおむつの外側縁部によって画定される周辺部
５７を有するように示されている。加えて、おむつは、１８で示される横方向中心線と、
１７で示される長手方向中心線とを有する。前側腰区域１２及び後側腰区域１４は各々、
腰終縁部１６から横方向中心線１８に向かっておむつの長さの約１／４～約１／３の長さ
伸びる。腰区域は、着用時に着用者の腰を取り囲むおむつの部分を形成する。股区域６６
は、腰区域同士の間にあるおむつの部分であり、着用時に着用者の脚の間に位置し、着用
者の胴体下部を覆うおむつの部分を形成する。
【００３７】
　本発明の吸収性物品の別の代表的な使い捨ておむつ６０の実施形態が、図３において部
分分割された斜視図で、図４において側面図の部分的断面図で示されている。中央部分５
０、前側パネル２０、及び後側パネル３０など、多数の吸収性コア構成要素を含む複数ピ
ースの吸収性コア１０が、以降、更に充分に説明され、記述される。複数ピースの吸収性
コアは、ウェーバー（Weber）らの’６０２号特許にも記載されている。
【００３８】
　別個の構成要素を有する複数ピースの吸収性コアは、いくつかの利益を提供する。第１
に、同コアは、本発明の吸収性物品において使用される時、吸収性材料の不連続な吸収層
又はパネルを使用するので、望ましい審美性及び適合性を表す。例えば、中央部分は分離
した吸収層を含んでもよく、中央部分が、隣接する吸収層、前側パネル、及び後ろのパネ
ルからいくらか独立して曲がる及びゆがむのを可能にし、その結果、一ピースの吸収性コ
アで典型的に達成されるよりも良好な、股区域における適合性及び快適さを提供する。
【００３９】
　複数ピースの吸収性コアによって提供される第２の利点は、吸収性コア構成要素及び部
材の選択された特性を独立して変化させる能力である。変化させてもよい特性には、獲得
速度、分配速度、貯蔵収容量・速度、界面の液体移動速度・効率、厚さ、機能性、及び吸
収層若しくはパネルの形又は構成が挙げられる。例えば、本発明の吸収性物品の代表的実
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施形態では、三つの吸収層が中央部分を形成し、着用者の体に最も近い吸収層が、相対的
に大きい獲得／分配特性を有する残りの二つの外側の吸収層より相対的に更に大きい獲得
特性を有することも可能である。この形体では、尿など体の排泄物が、獲得部材として役
立つ体側の吸収層によって迅速に獲得され、次に、好ましくは大きい貯蔵／再分配特性を
有する前側パネル及び後側パネルに分配するための獲得／分配部材として役立つ隣接する
吸収層に放出される。
【００４０】
　本発明の吸収性物品における複数ピースの吸収性コアの使用から生じる第３の利益は、
吸収性コアの貯蔵／再分配能力を再生するために、吸収性コアの構成要素を取り外す及び
／又は取替える能力である。取り外し可能な吸収性コア構成要素、例えば後側パネルへの
接近を提供することは、これらの吸収性コア構成要素の取り外し及び／又は取替えを可能
にする。本開示では、後側パネル、その取り外し・取替え、及び同パネルを取り外し、取
替えるための同パネルへの接近の全ての説明が、様々な代表的実施形態において前側パネ
ルにほぼ適用でき、逆もまた同様である。
【００４１】
　吸収性コア構成要素、特に、主に貯蔵／再分配に適する吸収性コア構成要素を取替える
ことにより、水分を着用者の皮膚から離し続ける一方、使い捨ておむつなど、吸収性物品
の使用が長くなってもよい。例えば、前側パネル及び後側パネルにおける貯蔵／再分配吸
収性コア部材が飽和した時、同部材は、中央部分における獲得／分配部材から水分を吸収
するのに実質的に有効でなくなることがある。結果として、中央部分はより飽和し、その
結果、着用者の皮膚から同量の水分を吸収する能力を妨げる。しかし、後側パネルなど、
吸収性コア構成要素が一旦取替えられると、その吸収性コア構成要素の吸収性の吸引が再
生され、再度、中央部分の獲得／分配部材から水分を吸収できるようになる。故に、使い
捨ておむつはより長く着用されることが可能で、着用者からおむつを取り外すことなく吸
収性コアの再生が行われ得る。
【００４２】
　本明細書で説明される吸収性コアは、失禁用ブリーフ、失禁用パッド、トレーニングパ
ンツなど、他の吸収性物品にも有用であり得るものであり、本発明は、図面に示されるお
むつの特定のタイプ又は形体に限定されないことを理解されたい。
【００４３】
　組み込まれた参考資料では、吸収性コア全体は、典型的には取り外し不可能に吸収性物
品に配置されている。しかし、本開示全体を通して説明されるように、複数ピースの吸収
性コアの特定構成要素が、本発明の吸収性物品において取り外し可能及び取替え可能であ
る。例えば、前側パネル２０及び／又は後側パネル３０は取り外し可能及び取替え可能で
あり得る一方、中央部分５０など、別の構成要素は、先行の既知である形体のいずれかで
取り外し不可能に配置されて、その結果、吸収性物品から取り外し不可能に作製すること
も可能である。故に、本発明の吸収性物品は、取り外し不可能な吸収性コア構成要素と、
取り外し可能及び取替え可能な吸収性コア構成要素の両要素を有する。
【００４４】
　組み込まれた参考資料で説明されるように、吸収性コアの構成要素は、シャシーに固定
される、取り付けられる、貼り付けられる、及び／又は挟まれることにより、シャシーか
ら取り外し不可能に作製することも可能である。例えば、ブエル（Buell）の’００３号
特許に説明されるように、吸収性コア構成要素は、例えば、バックシートと吸収性コア構
成要素を合わせて結合するか、吸収性コア構成要素をトップシートに、且つトップシート
をバックシートに結合するか、又は吸収性コア構成要素をトップシートとバックシートの
間にぴったりと挟むことによって不動化され得る。同様に、ローソン（Lawson）の’２７
８号特許に説明されるように、吸収性コア構成要素は、バックシートに重ね合わされて、
当該技術分野において周知であるような取り付け手段によって同シートに取り付けられる
ことも可能である。例えば、吸収性コア構成要素は、接着剤の均一で連続する層、接着剤
の模様付き層、又は接着剤の別個の線、若しくは点の配列によってバックシートに固定さ
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れることも可能である。いくつかの代表的な実施形態では、デスマライス（DesMarais）
らの’３４５号特許に説明されるように、吸収性コア構成要素は、シャシーの股区域に貼
り付けられてもよい。同様に、オズボーンの’２６４号特許に説明されるように、吸収性
コア構成要素は、コアの上部主要面又は下部主要面各々で、スプレー接着剤又は接着剤の
線若しくは点などによる当該技術分野で周知の手段のいずれかにより、トップシート及び
バックシートなど、隣接する部材に取り付けられてもよい。実際に、そのような取り付け
は吸収性材料の一体性及び回復能力を促進する一方、使用中、最適な程度の吸収性を維持
することが可能である。
【００４５】
　本発明のいくつかの代表的な実施形態では、中央部分など、取り外し不可能な吸収性コ
ア構成要素は、同要素をトップシート若しくはバックシート、又はトップシート及びバッ
クシートの両シートに貼り付けることにより、股区域の一部分でシャシーに接合されても
よい。例えば、取り外し不可能なコア構成要素は、股部分でシャシーに接合されてもよい
。取り外し不可能なコア構成要素の末端部、即ち、股区域から前側腰区域及び後側腰区域
に向かって伸びる部分は、シャシーに取り付けられないままで、その結果、吸収性物品内
で遊離し「浮い」てもよい。或いは、取り外し不可能なコア構成要素の前側部分がシャシ
ーに貼り付けられ、後ろの部分のみを浮かせてもよい。吸収性物品が着用者にあてがわれ
る時、この浮いたコアの形体は、取り外し不可能なコア構成要素の取り付けられていない
部分を、バックシート及び／又はトップシートに関して滑動させる。浮いたコアの形体は
また、取り外し不可能なコア構成要素の取り付けられていない部分を、吸収性物品のレッ
グカフ区域における弾性により生じるシャシーの収縮に反応して滑動させる。取り外し不
可能なコア構成要素の一部分をシャシーに関して滑動させると、取り外し不可能なコア構
成要素全体が、ゆがんだ及び／又は収縮したシャシーに貼り付けられた吸収性物品におい
て典型的に発生する、取り外し不可能なコア構成要素の折れ及びしわを回避することが可
能になる。
【００４６】
　（吸収性物品のシャシー）
　本開示全体を通して説明されるように、液体吸収性コアは、尿、発汗、経血、及び体外
排出物における水分など、体からの有意な量の液体を吸収できる使い捨て吸収性製品にお
いて利用できる。これらの使い捨て吸収性物品は、使い捨ておむつ、成人失禁用ブリーフ
、トレーニングパンツなどの形態で作製されてもよい。着用のために形成される時、その
ような形態に適合する物品は一般に、ブリーフ又はショーツの形態でシャシーに形作られ
る可撓性基材を含む。そのような形態に適合する物品のシャシーを形成する可撓性基材は
、布、紙、又は他の種類の不織布基材若しくは形成されたフィルムを含んでもよく、又は
伸縮性をもたせるか、そうでなければ延伸性があってもよい。シャシーは、物品の構造体
の残部がその上に組立てられるか又は被せられる基礎的要素である。
【００４７】
　シャシー及び吸収性コアのデザインは、相互関係があるので、これら２つの間の構造的
関係を明確にするために、吸収性コアを以降の説明に含む。吸収性コア自体のより詳細な
説明は、本開示の次のセクションに見出すことができる。
【００４８】
　図１及び図２において示される代表的実施形態では、おむつは、実質的に液体不透過性
のバックシート６２を有する。このバックシートの上に、一つ以上の別個の吸収層を含む
ことも可能な吸収性コア１０が配置され、同コアは、一つ以上の吸収層において超吸収性
材料を含むことも可能である。この吸収性コアの上で流体透過性トップシート６１がバッ
クシートに接合される。トップシートは、着用者の皮膚の最も近くに配置される物品の要
素である。次に説明されるように、テープ状タブ締結具など、おむつを着用者の上の適所
に固定するための伸縮性手段及び締結手段など、追加的構造機構も含むことも可能である
。
【００４９】
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　これらの代表的な実施形態では、トップシート及びバックシートは同一の広がりを持ち
、吸収性コアのものより一般に長い、長さ及び幅の寸法を有する。トップシートはバック
シートに接合され、重ね合わされて、その結果、シャシーを形成する。トップシート、バ
ックシート、及び吸収性コアは、様々な周知の形体で組立てることができるが、代表的な
おむつの形体は、ブエル（Buell）の’００３号特許にほぼ説明されている。本明細書に
おける使い捨ておむつの他の代表的な別形体は、アジズ（Aziz）らの’１７８号特許；ロ
ーソン（Lawson）の’２７８号特許；及びフォアマン（Foreman）の’０２５号特許にも
開示されている。
【００５０】
　バックシートは典型的には、液体に対して実質的に不透過性の材料から作製され、好ま
しくは薄い塑性体フィルムから製造されるが、他の可撓性液体不透過性材料も使用できる
。バックシートは、吸収性コアに吸収され、閉じ込められた排泄物が、ベッドシーツ及び
下着など、おむつに接触する物品を濡らすのを防ぐ。代表的なバックシートは、厚さ約０
．０１３ｍｍ（０．５ミル）～約０．０５１ｍｍ（２．０ミル）を有するポリエチレンフ
ィルムから作製されてもよいが、他の可撓性液体不透過性材料を使用することも可能であ
る。本明細書で使用される「可撓性」という用語は、順応性がある、着用者の体のおよそ
の形及び外形に容易に適合する材料を指す。好適なポリエチレンフィルムは、モンサント
（Monsanto）ケミカルコーポレーションで製造され、フィルムＮｏ．８０２０として市販
されている。バックシートは、エンボス仕上げ及び／又はマット仕上げをして、より布様
の外見を提供することも可能である。
【００５１】
　例えば伸縮性サイドパネルを形成するための「ゼロ歪」拡張積層体を提供するために、
バックシートの少なくとも一部分を機械的に拡張して、伸長可能又は引っ張り可能にして
もよい。そのような機械的拡張のための、且つそのようなゼロ歪拡張積層体を形成するた
めの好適な装置及び方法は、ウェーバー（Weber）らの’６７９号特許、ブエル（Buell）
らの’７９３号特許、及びウェーバー（Weber）らの’８９７号特許に説明されている。
【００５２】
　更に、排泄物がバックシートを通過するのを防ぎながら、バックシートは、「通気性」
であって、蒸気を吸収性コアから逃がすことも可能である。通気性は高いが、液体に対し
て実質的に不透過性であるバックシートが一定の吸収性物品には望ましい可能性があるこ
とが考察される。そのような通気性複合材料は、リム（Lim）らの’６９６号特許、ＰＣ
Ｔ国際公開特許ＷＯ９５／１６７４６（カージナル（Cardinal）ら、１９９５年６月２２
日発行）、及びクーロ（Curro）の’８２３号特許に更に詳細に説明されている。不織布
ウェブ及び孔あき成形フィルムを含む他の通気性バックシートが、ドブリン（Dobrin）ら
の’０９６号特許に説明されている。
【００５３】
　バックシートの寸法は、吸収性コアの寸法と、選択されるおむつの正確なデザインとに
よって決まる。代表的な実施形態では、バックシートは、おむつ周辺部全体付近で、少な
くとも約１．３ｃｍ～少なくとも約２．５ｃｍ（約０．５～約１．０インチ）の最小限の
距離が吸収性コアを超えて伸びる、改良された砂時計の形を有する。
【００５４】
　トップシートは、順応性があり、柔らかい感触で、着用者の皮膚に刺激がない。更に、
トップシートの少なくとも一部分は、体からの液体をその厚さ全体に亘って容易に浸透さ
せる液体透過性である。好適なトップシートは、織布材及び不織布材；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、及び油圧成形熱可塑性フィルムなどポリマー
材料；並びに多孔質発泡体；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、広範囲の材料から製造することができる。好適な織布材及び不織布材には、天然繊
維、例えば木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高分子繊維、又は天然繊維と合成繊維の組み合わせ
が挙げられる。好ましくは、トップシートは、疎水性材料から作製されて、着用者の皮膚
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を吸収性コアの中の液体から分離する。バックシート同様、例えば伸縮性サイドパネルを
形成するための「ゼロ歪」拡張積層体を提供するために、トップシートの少なくとも一部
分を機械的に拡張して、伸長可能又は引っ張り可能にすることも可能である。
【００５５】
　トップシートを製造するために、多くの製造技術を使用することも可能である。例えば
、トップシートは、織布、不織布、スパンボンドしたもの、梳いたものなどの材料から作
製できる。不織布のトップシートでは、繊維は典型的には、熱結合の手順により、又はポ
リアクリレートなど、ポリマー結合剤により結合される。このシートは実質的に多孔質で
あり、下にある吸収性コアまで液体を容易に通過させる。トップシート材料は、好ましく
は、体からの水性の液体をトップシートと着用者の皮膚との間の接触区域で保持するため
の親和性を有さない。
【００５６】
　嵩高不織布トップシート及び孔あき成形フィルムトップシートを、本発明の吸収性物品
において使用することも可能である。いくつかの代表的な実施形態では、孔あき成形フィ
ルムは、体からの液体に対して透過性であるが非吸収性であるので、トップシートとして
好ましいことがあり、液体を吸収性コアから離れる方向に通過させ、その結果、着用者の
皮膚を再び濡らす傾向を低減する。故に、体に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、その結果、体の汚れを低減し、着用者に更に快適な感覚を生み出す。成形
フィルムトップシートの身体面表面は親水性であり得、その結果、体からの液体がトップ
シートを通ってより早く移動するのを促進し、液体が吸収性コアに流れ込んで、同コアに
よって吸収されずにトップシートから流れ出てしまう傾向を減らす。
【００５７】
　トップシートは、糞便を着用者から遠ざける方向に通過させることに適合している伸縮
性の開口を有することも可能で、その開口は、股区域の一部分及びシャシー後ろの一部分
で取り付けられてはいない。トップシートは、トップシートと取り外し不可能なコア構成
要素との間に空間を提供するために、充分に若しくは部分的に伸縮性であってもよく、又
は縮められてもよい。伸縮性の又は縮められたトップシートを含む代表的構造体は、デス
マライス（DesMarais）らの’５３６号特許、フリーランド（Freeland）の’１４７号特
許、アレン（Allen）らの’４１６号特許、及びフリーランド（Freeland）らの’７７５
号特許に更に詳細に説明されている。
【００５８】
　トップシートとバックシートは、好適ないずれかの方式で共に接合される。本明細書で
使用する「接合」という用語は、トップシートをバックシートに直接貼り付けることによ
りトップシートがバックシートに直接接合される構成、及びトップシートを中間部材に貼
り付け、次にそれをバックシートに貼り付けることにより、トップシートがバックシート
に間接的に接合される構成を包含する。代表的な実施形態では、トップシートとバックシ
ートは、接着剤又は他の当該技術分野において既知の取り付け手段といった取り付け手段
（示さず）によって吸収性物品の周辺部で相互に直接貼り付けられる。例えば、接着剤の
均一的連続層、接着剤の模様付き層、又は接着剤の別々の線若しくは点の配列を用いてト
ップシートをバックシートに貼り付けることができる。トップシートは、吸収性コアに接
着することも可能である。
【００５９】
　更にその上、トップシートのない好適な吸収性コア構造体が使用されて、製造の簡素さ
及び材料のコスト節約と同様に、心地よさ及び吸収性といった所望の結果を生じ得ること
が考察される。例えば、吸収性コアの身体側の面を、液体透過性で柔らかく、順応性があ
って刺激性でない物質で作製することが可能で、それによって別個のトップシートが不要
になる。そのような吸収性コアは、バックシートと組み合わせて使用されて、吸収性物品
において所望の心地よさ及び吸収性を提供できる。
【００６０】
　テープ状タブ締結具６５など、締着手段は典型的には、着用者の上におむつを保持する
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ためにおむつの腰バンド区域６３に配置される。腰バンド区域は一般に、おむつの腰終縁
部から吸収性コアの横方向に伸長する縁付近まで伸びるおむつの部分であると考えられる
。テープ状タブ締結具を代表的なものとして説明してきたが、締着手段は、ブエル（Buel
l）の’５９４号特許に開示された締着テープ、機械的締結具、フック・ループ式締結具
、ジッパー、ボタンなど、当該技術分野において周知のもののいずれでも可能である。こ
れらのテープ状タブ締結具、又はおむつの他の締着手段は、一般的にはおむつの隅の近く
で適用される。
【００６１】
　吸収性物品は、図１に示されるような「開いた」シャシーの形体を有してもよく、シャ
シーは、締着手段によって着用者の胴体下部付近で合わせて締着されることに適合してい
る。開いたシャシーの好適な非限定的な例には、ブエル（Buell）の’０９２号特許及び
ラボン（LaVon）らの’５００号特許に説明されている使い捨ておむつの実施形態が挙げ
られる。
【００６２】
　開いたシャシーは、それが着用者にあてがわれる前に、少なくとも部分的に前もって締
着されていてもよい。例えば、前もって締着され、次にプルオン式にあてがわれることが
できる物品には、クリン（Kline）らの’０９７号特許及びクリン（Kline）らの’０９８
号特許で説明されるものが挙げられる。一定の実施形態では、物品が一旦着用者の胴体下
部の上にあてがわれると、物品の腰周囲の寸法又はそこでの伸張を調節するための、次の
締着工程を必要とすることも可能である。例えば、そのような締着／引っ張りの二工程の
方式を有する物品には、現在係属中の米国特許出願第０９／９９４，１９１号、名称「吸
収性物品締着装置（An Absorbent Article Fastening Device）」（マギー（Magee）ら、
２００１年１１月２６日出願）に説明されるものが挙げられる。
【００６３】
　或いは、吸収性物品は、プルオンパンツ式おむつ又はトレーニングパンツなどにある、
「閉じた」シャシーの形体を有してもよく、その形体では、シャシーは、いかなる追加の
締着工程もなしに着用者の脚及び胴体下部の上に引き上げられることに適合している。閉
じた方式の好適な非限定的な例には、ブエル（Buell）の’２３４号特許及びアシュトン
（Ashton）の’４８７号特許に説明されている使い捨ておむつ及びトレーニングパンツが
挙げられる。
【００６４】
　開いたシャシー及び閉じたシャシーの両方の形体において、取替え可能なコア構成要素
の挿入及び取り外しの容易さを最大にするために、吸収性物品が、延伸性があるサイドパ
ネル２１０、及び好ましくは弾性的に延伸性があるサイドパネルを有することが望ましい
。延伸性があるサイドパネルを有する使い捨て吸収性物品の好適な非限定的な例は、ブエ
ル（Buell）らの’０９２号特許、ブエル（Buell）らの’２７４号特許、ロエ（Roe）ら
の’１４５号特許、ラボン（LaVon）らの’５００号特許、クリン（Kline）らの’５４５
号特許、及びロブレス（Robles）らの’３０６号特許に説明されている。
【００６５】
　脚部伸縮性部材６９がおむつの周辺部に隣接して、好ましくは各長手方向縁部６４に沿
って配置され、弾性的に収縮可能なレッグカフ又はサイドフラップを形成してもよく、そ
の結果、同伸縮性部材は、着用者の脚におむつを引き付けて保持する傾向がある。脚部伸
縮性部材は、おむつの長さの一部分に沿って伸びることも可能である。或いは、脚部伸縮
性部材は、おむつの全長に、又は弾性的に収縮可能な線を提供するのに好適な他のいかな
る長さに伸びることも可能である。脚部伸縮性部材の長さは、おむつのデザインによって
決まる。
【００６６】
　バリアレッグカフ伸縮性部材２４１を含むバリアレッグカフ２４０は、各長手方向縁部
６４に隣接して、又はおむつの長手方向縁部と長手方向中心線１７との間に配置されるこ
とも可能である。好適なバリアレッグカフの材料及び構造体は、ローソン（Lawson）の’
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２７８号特許、ヤング（Young）らの’３４５号特許、デスマライス（DesMarais）らの’
３４５号特許、ダイヤ－（Dyer）らの’２０７号特許、フォアマン（Foreman）の’０２
５号特許、及びアジズ（Aziz）らの’１７８号特許に説明されている。
【００６７】
　加えて、腰部伸縮性部材６７がおむつの腰バンド区域の前側、後側、又はその両側のど
れかに隣接して配置され、レッグカフよりもむしろ、腰バンド及びレッグカフを提供でき
る。腰バンドは、使い捨ておむつの本体に貼り付けた別個の要素を含むことが可能である
一方、バックシート若しくはトップシート、又はバックシート及びトップシートの両シー
トなど、使い捨ておむつの他の要素の延伸であることが多い。使い捨ておむつは通常、２
つの腰バンド：前側腰バンド及び後ろの腰バンドを有するように構成される。
【００６８】
　好適な腰バンドは、キービット（Kievit）らの’５９５号特許に開示されている。キー
ビット（Kievit）らの’５９５号特許で説明される代表的な一実施形態では、伸縮性腰部
要素は、本質的に使い捨ておむつの横方向の幅全体に亘って伸びる。この構成は、いくつ
かの代表的な実施形態で好ましいことがあるが、伸縮性腰部要素がおむつの横方向の幅の
一部分でのみ伸びるデザインで類似の腰バンドが有用なことがある。好ましくは、伸縮性
腰部要素は使い捨ておむつの横方向の幅の主要部分に亘って伸びる。
【００６９】
　伸縮性部材は、弾性的に収縮可能な状態でおむつに固定されて、通常の拘束されない形
体では、伸縮性部材はおむつの一部分を有効に収縮させるか又は引き寄せる。伸縮性部材
は少なくとも２つの方法で、弾性的に収縮可能な状態で固定することができる。例えば、
おむつが非収縮状態にある間に伸縮性部材が拡張され、固定されてもよい。或いは、おむ
つが、例えばひだ付けによって収縮されてもよく、伸縮性部材が、おむつに固定及び結合
される一方、同部材はその非弛緩又は非拡張状態であることも可能である。弾性的に収縮
可能な伸縮性部材を有する使い捨ておむつを製造するのに好適な方法及び装置は、ブエル
（Buell）の’３０１号特許で説明されている。
【００７０】
　使用中、おむつの開いたシャシーは、一方の腰バンド区域を着用者の背中の下に配置し
、もう一方の腰バンド区域が着用者の前全体に配置されるように着用者の脚の間でおむつ
の残部を引き寄せることにより、着用者にあてがわれる。次に、テープ状タブ又は他の締
結具が、例えば図４に示されるように、好ましくはおむつの外側に面する区域に固定され
る。図４に見られるように、着用のために成形される時、シャシーは腰開口部１３及び脚
開口部１５を形成する。
【００７１】
　（吸収性コア）
　使用中、本発明の使い捨ておむつ又は他の吸収性物品は、吸収性コア構成要素の高い吸
収能力のために、より迅速に、より効率的に液体を分配及び貯蔵し、乾燥を保持する傾向
がある。本発明の吸収性コア構成要素を組み込む使い捨ておむつは、より薄く、より可撓
性であり得る。
【００７２】
　図５は、本発明による吸収性物品、例えば使い捨ておむつにおいて使用されてもよいよ
うな、成形された吸収性コア１０の代表的実施形態の要素を説明する分解斜視図を示して
いる。図６は、そのような成形された吸収性コア１０の平面図を示している。
【００７３】
　図５及び図６で説明されるように、吸収性コア１０は、前側パネル２０及び後側パネル
３０を含み、両パネルとも吸収性材料、好ましくは液体の貯蔵／再分配に好適な材料から
作製される。前側パネルは、前側外端２１、前側内端２２、及び一対の側面２３を有する
。同様に、後側パネルは、後側外端３１、後側内端３２、及び一対の側面３３を有する。
この代表的な実施形態では、前側パネル及び後側パネルは、中央部分５０と共に、使い捨
ておむつ又は類似の吸収性物品において使用するのに好適な、伸長した砂時計の形を概ね
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形成する。
【００７４】
　中央部分５０、前側パネル２０、及び後側パネル３０は、別個の吸収性コア構成要素で
あるので、中央部分５０は、取り外し不可能である一方、前側パネル２０若しくは後側パ
ネル３０、又は両パネルは、おむつ６０から取り外し可能である。故に、前側パネル２０
又は後側パネル３０が、尿など、体外排泄物で飽和状態になる時、吸収性物品を継続して
使用するために、そのパネルを取り外して新しいパネルと取替えてもよい。
【００７５】
　中央部分は、ほぼ直線であってもよい。「ほぼ直線」という用語は、その長さに沿った
ほぼ一定の幅を有する中央部分を指す。しかし、一般に中央部分は、その長さに沿って変
化する幅を有することも可能である。中央部分は、図６に示されるように、前側パネルの
前側外端２１付近から後側パネルの後側外端３１付近まで伸びてもよい。しかし、使用中
、中央部分は、層状の関係で重なり合うなどにより、前側パネル及び後側パネルと毛管液
体伝達であることだけが必要であり、前側外端又は後側外端まで伸びなくてもよい。
【００７６】
　代表的な実施形態では、吸収性コアが、使い捨ておむつなど、吸収性物品に組み入れら
れる時、中央部分の幅５３は着用者の股区域内で快適に適合するのに好適である。ほぼ直
線の中央部分の長さは、様々な着用者の寸法に好適に適合するために変化することが可能
である。
【００７７】
　前側パネル及び後側パネルはほぼ平坦な折り畳まない状態で配置され、図５及び図６に
示されるように、前側パネルの前側内端２２は、後側パネルの後側内端３２と対向し、空
間をあけている。前側パネルと後側パネルの間の間隔は、必要に応じて変化させてもよい
。一般に、股部の長さが吸収性物品の寸法と共に増すにつれて、間隔は増す。前側パネル
は概ね前側腰区域にあり、前側外端２１は概ね前側腰終縁部付近にあり、前側内端２２は
股区域にある。同様に、後側パネルは後側腰区域にあり、後側外端３１は概ね後側腰終縁
部付近にあり、後側内端３２は股区域にある。いくつかの代表的実施形態では、後側パネ
ル３０は、前側パネル２０より長い。吸収性コアが使い捨ておむつにおいて使用される時
、そのような形体はそれ自体に、より良好な適合性を加える。
【００７８】
　図２、図３、図５、及び図６に示されるように、前側パネル２０は、側面２３と前側内
端２２との交点で削除区域４０を有してもよく、後側パネル３０は、側面３３と後側内端
３２との交点で削除区域４０を有してもよい。削除区域又は切り込みを入れた部分は、側
面と内端とを結び付け、生じる内端２２及び３２の幅は、外端２１、３１各々の幅より狭
く、図に示されるように中央部分の幅５３に近づき、上述のように吸収性コアが吸収性物
品に組み入れられる時着用者の股区域内で快適に適合するのに好適である。「切り込みを
入れた」という用語は、側面及び末端部がほぼ直角で接する代わりに、ある量の材料が隅
から取り除かれ、側面及び末端部を接合する追加的縁部分を作る形を指す。削除区域の追
加的縁部分は、ほぼまっすぐでもよいが、代表的な実施形態では、図６に説明されるよう
にほぼ弓形である。削除区域は、ほぼまっすぐな側面を有し、限定的な実施例では、後側
パネル又は前側パネルは実質的に台形の形であってもよいことも考察される。
【００７９】
　本発明の吸収性コアの前側パネル及び後側パネルと異なり、一つの腰区域から股区域を
通って、吸収性物品の反対側の腰区域まで伸びる吸収性コア構成要素は典型的には、取替
え可能なコア構成要素としてのその潜在的な使用に関していくつかの欠点を表すことに注
意することが、本発明を理解するために重要である。基本的に、いかなるそのようなコア
構成要素も、着用者の相対的に狭い股において快適に適合し、股区域及び腰区域の両区域
において有用な量の吸収能力を提供しなければならない。当該技術分野において既知の吸
収性物品における吸収性コアの頻繁に及ぶ砂時計の形は、快適な適合には充分狭いコアの
股区域であっても、尿噴出の受け入れには充分な股区域吸収能力を提供する広いコアの股
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区域を作製する要件と、充分な全体的吸収能力を提供するためにコアの腰区域部分を充分
大きく作製する要件との間の折衷案を表している。股区域を通って伸びるそのような吸収
性コア構成要素を、吸収性物品が着用されている間に取り外すこと又は挿入することは、
吸収性コア構成要素の相対的に広い腰区域の部分全体を、着用者の相対的に狭い股に直接
通過させる必要があるので、相対的に困難及び／又は非実用的である。取り外し、特に、
取り外しは、コア構成要素を破るか、或いは分解することもなく、着用者の相対的に狭い
股を通してコア構成要素の相対的に広い一つの腰区域部分を、反対側の腰区域に向かって
引っ張るか、又は腰開口部の前側及び後側の中に手を伸ばして、着用者の股を通してコア
構成要素を押し且つ引くの両方を行うか、いずれかを必要とする。挿入は、コア構成要素
の相対的に広い腰区域部分を押して股を通すか、又は同部分を引く且つ押すの両方により
股を通すかのどちらかにより、同部分を着用者の相対的に狭い股に押し込むことと、次に
吸収性物品の腰区域に適切に配置するために、コア構成要素の腰区域部分を広げることと
の両方を必要とする。そのような取り外し又は特にそのような挿入を行うことは着用者に
とって非常に不快であり、うまく達成される見込み、即ち、吸収性コア構成要素又は吸収
性物品のシャシーを破るか、或いは損傷することなく達成する見込みが低いことは明確で
ある。
【００８０】
　股区域を通って伸びるそのような吸収性コア構成要素の取り外し及び／又は挿入を促進
うするという試みでは、大きすぎる吸収性物品が着用者にあてがわれるか、又は吸収性物
品が相対的に緩く着用者の胴体にあてがわれ、結果として、不充分に適合した脚開口部と
、吸収性物品の着用者のひざに向かう緩み又は滑りとによって、体からの液体の望ましく
ない漏れが起こり得ることに注意することも重要である。これらの問題のどれかが発生す
ることは、吸収性物品が提供を意図する、体からの液体を閉じ込めるという極まる利益を
明らかに打ち消すものである。同様に、吸収性物品が適切にあてがわれるが、次にそのよ
うな吸収性コア構成要素の取り外し及び／又は挿入を容易にするために緩められねばなら
ない場合、同じ受け入れ難い漏れが発生することがあるのみならず、着用者の胴体上の吸
収性物品の適切な適合を回復するのが困難になることがある。加えて、そのような緩み、
着用者の股を通す吸収性コア構成要素の操作、及び吸収性物品を締めることで適合を回復
することは、着用者にとって不快になりがちで、故に介護人が達成するのは困難である。
それ故、一つの腰区域から股区域を通って反対側の腰区域まで伸びる、当該技術分野にお
いて既知の取り外し可能な吸収性コア構成要素及び吸収性挿入物は、吸収性物品が着用さ
れている間よりもむしろ、吸収性物品が開かれる及び／又は着用者の体から取り外される
時にのみ、取り外されることを典型的に意図している。いくつかの実例で、そのような取
り外し可能な吸収性コア構成要素が、物品が着用されている間に取り外し可能であると主
張されているが、コア構成要素の同様の取替品が挿入され得るという実用的でない論争点
に関する主張は行われていない。
【００８１】
　特に、本発明の吸収性コアの前側パネル又は後側パネルは、各腰区域から股区域内まで
伸び、吸収性物品の股部分を超えて伸びないことが好ましい。故に、前側パネル及び後側
パネルは、取替え可能なコア構成要素として使用するのに特に好適である。これらのパネ
ルの各々は、腰区域から股区域内までだけ伸びるが、股区域を通って反対側の腰区域まで
は伸びないので、パネルのどちらかの部分、介護人の指若しくは手を通る必要なしに、又
は挿入道具が、着用者の股を通過する必要なしに、各パネルを取り外して取替えることが
できる。にもかかわらず、これらのパネル各々の内端は、上述のように、着用者の体の股
区域に快適に適合するように成形できるので、内端は、中央部分から、即ち着用者の股を
通って伸びる取り外し不可能なコア構成要素から、液体を吸収するように最適に位置する
ことができ、故に前側腰区域から後側パネルまで、又は後側腰区域から前側パネルまでの
液体移送に役立ち得る。
【００８２】
　中央部分は、吸収性材料の多重層を含んでもよく、各層が、個々の液体獲得特性、液体



(30) JP 2010-12272 A 2010.1.21

10

20

30

40

50

獲得／分配特性、又は液体貯蔵／再分配特性、並びに個々の形、幅、長さ、及び厚さ特性
を有する。中央部分の吸収層の数及び配置は、薄さ、柔軟性、可撓性、又は有益な液体獲
得、分配、及び貯蔵速度など、所望の特性を達成するために変化することが可能である。
例えば、中央部分の層は、一方の腰区域から股を通って反対側の腰区域まで伸びる必要は
ない。特に、中央部分は、一方の腰区域から股区域内まで伸び、そこで終わる吸収層と、
反対側の腰区域から股区域内まで伸び、そこで終わる別の吸収層とを含むことが可能であ
る。有益な液体獲得及び分配速度、収容量及び貯蔵速度、並びに着用者の快適さなど、所
望の特性を達成するために、前側パネル及び後側パネルの吸収層の数も変化することが可
能である。例えば、図３において、吸収性コアが示され、中央部分５０、前側パネル２０
、及び後側パネル３０は各々、単一吸収層を有する。しかし、中央部分は、図２及び図５
において示される代表的な実施形態での三つの吸収層を有し、二つの吸収層が５１で示さ
れ、一つの吸収層が５２で示される。また、後側パネルは、コア構成要素として図１２に
示され、後側パネル吸収層３４、３５、及び３６から構成される。
【００８３】
　図７の断面図と、対応する図６の一般的平面図とにおいて示される代表的実施形態では
、一つの上部吸収層５２及び一つの下部吸収層５１が、どちらも前側パネル２０及び後側
パネル３０の上に配置され、薄い可撓性吸収性コアを生じる。「上に」という用語は、使
い捨ておむつなど、吸収性物品において使用される時、着用者の体に対応する本発明の吸
収性コアの表面、即ち身体面表面を指す。しかし、図７は、代表的な一実施形態のみを表
すもので、吸収層５１又は５２を前側パネル２０及び後側パネル３０の下に配置するのが
有益なこともあることに注意されたい。「下に」という用語は、生理用パッド又は使い捨
ておむつなど、吸収性物品において使用される時、衣類側に対応する本発明の吸収性コア
の表面、即ち衣類面表面を指す。「上部」という用語は、物品のトップシートに最も近い
、同シートに面する吸収性コアの吸収層を指し；逆に、「下部」という用語は、物品のバ
ックシートに最も近い、同シートに面する吸収性コアの吸収層を指すことも理解されたい
。
【００８４】
　中央部分、前側パネル、及び後側パネルの吸収層の他の配置も可能である。例えば、図
８は、図５の一般的平面図に対応する追加の代表的実施形態を断面図で示し、前側パネル
２０及び後側パネル３０の２つの吸収層が中央部分５０の下に配置されている。ウェーバ
ー（Weber）らの’６０２号特許及び図９において示されるように、他の実施形態では、
二つの吸収層５１があるる中央部分５０を有してもよく、一層が前側パネル２０及び後側
パネル３０の上に配置され、一層が前側パネル及び後側パネルの下に配置され、その結果
、中央部分の吸収層の間に前側パネル及び後側パネルが挟まれる。別の実施例として、ウ
ェーバー（Weber）らの’６０２号特許及び図１０に示されるように、前側パネル２０及
び後側パネル３０は、２つの吸収層を有してもよく、一つの吸収層が中央部分５０の上に
配置され、一つの吸収層が中央部分５０の下に配置され、その結果、前側パネル及び後側
パネルの吸収層の間に中央部分の末端部を挟む。
【００８５】
　図７に示されるように、最上部の吸収層５２は一般に、使い捨ておむつなど、吸収性物
品の体側に対応する側である。故に、最上部の吸収層５２は一般に、使い捨ておむつのト
ップシート６１と毛管液体伝達であり、その結果、体外排泄物を迅速に獲得し、着用者の
体から離して、一般に更に吸収性のある下の吸収層５１までと、前側パネル２０及び後側
パネル３０までとに体外排泄物を分割するように作用する。最上部の吸収層５２をトップ
シート６１に接着剤結合することで、界面の結合を提供し、トップシートが分離して液体
の流れを邪魔をするのを防ぐことにより、毛管液体伝達を強化することも可能である。
【００８６】
　（吸収性コアの材料）
　吸収性コアの構成要素又は部材は、必要なタイプの材料のいくつかのシート若しくはウ
ェブの積層体又は組み合わせを含むことも可能である。一般に、各吸収性コア構成要素又
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は部材は、いかなる吸収性材料、又は別個の構成単位として取り扱われるのに充分な構造
的一体性を有する材料の組み合わせから作製されてもよい。
【００８７】
　例えば、中央部分など、取り外し不可能なコア構成要素が、使用中、適切に機能するた
めに、吸収性物品の前側から同部品の後側まで及び／又は吸収性物品の股区域から腰区域
まで液体を移送するその能力を維持するために、構成要素の構造的一体性を維持すること
は好ましい。取り外し不可能なコア構成要素の吸収層が破れるか又は破裂した場合、液体
移送、及び取替え可能なコア構成要素との毛管液体伝達は中断されることがある。故に、
乾燥している時、取り外し不可能なコア構成要素の一つ又は複数の吸収層は、約２００ｇ
力超過の、より好ましくは約４００ｇ力超過の、最も好ましくは約１０００ｇ力超過の、
破断に対する引っ張り強度を有するのが好ましい。完全に濡れた時、取り外し不可能なコ
ア構成要素の一つの又は複数の吸収層は、約１００ｇ力超過の、より好ましくは約２００
ｇ力超過の、最も好ましくは約４００ｇ力超過の、破断に対する引っ張り強度を有するこ
とも好ましい。構造的一体性は、破断に対して必要な引っ張り特性を有する支持層を、取
り外し不可能なコア構成要素又は吸収層の主要面に沿って同構成要素又は吸収層に貼り付
けるか、或いは取り外し不可能なコア構成要素又は吸収層を支持層で包むことにより達成
することも可能である。
【００８８】
　当該技術分野において既知の典型的な材料が、吸収性コア構成要素及び／又は部材とし
て使用されてもよく、その材料とは、繊維性不織布材、繊維性エアレイド材料、繊維性湿
式ウェブ材料、及び繊維性構造体の上又は内に分散した吸収性ゲル材料を有する繊維性材
料の組み合わせなどである。そのような吸収性コア構成要素又は部材は、必要な場合、包
みに形成されてもよく、同包みは、吸収性物品からの取り外し及び同物品への取替えのた
めに構造的一体性を提供する液体透過性ウェブにより実質的に包まれた繊維性材料を有す
る。本発明で利用されてもよい不織布繊維性吸収構造体の代表的な形態は、ラッシュ（La
sh）の’７２８号特許及びヤング（Young）らの’３４５号特許、並びにセガール（Seger
）らの’４１６号特許に教示されているような親水性の化学的に剛化されたセルロース繊
維から構成される。
【００８９】
　吸収性コア構成要素又は部材として使用するための吸収性材料は、発泡体系であっても
よい。例えば、吸収性コアの構成要素は、シート又は複数の発泡体ピース若しくは粒子の
形態の発泡体材料を含むことも可能で、同材料は合わせて接着剤で固着することも、又は
ティッシュ包装材料の上包みにより若しくは吸収性物品のトップシート及びバックシート
によって共に保持される非固着集合体に単純に拘束されることも可能である。おむつなど
の吸収性物品に特に好適な吸収性発泡体は、高内相エマルジョンから作製され、本明細書
では今後「ＨＩＰＥ」と呼ばれる。例えば、デスマライス（DesMarais）らの’３４５号
特許、デスマライス（DesMarais）らの’２２４号特許、及びストーン（Stone）らの’１
７９号特許を参照すること。
【００９０】
　本明細書で説明される吸収性物品の吸収性コアは、従来の要素又は材料と一以上の発泡
体吸収性構造体との組み合わせも含むことも可能である。例えば、吸収性物品は、発泡体
吸収性構造体の粒子又はピースと、木材パルプ又は他のセルロース繊維及び／又は高分子
ゲル化剤の粒子若しくは繊維など、従来の吸収性材料との組み合わせ、例えばエアレイド
混合物を含む吸収性コアを利用することも可能である。
【００９１】
　体からの液体を迅速に獲得する他に、本発明の吸収性獲得部材は、この液体を液体獲得
／分配部材又は液体貯蔵／再分配部材まで効率よく移送するべきである。獲得部材は、液
体をトップシートから実質的に排出するのに充分な毛管吸引力を有さねばならないが、下
にある吸収層の獲得部材からの脱着を困難にするような過度の液体保持力を表すべきでは
ないので、獲得部材のこの液体移送機能は、特に重要である。
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【００９２】
　特に、液体獲得部材は、他の吸収性コア部材の、特に液体貯蔵を意図されるものの吸収
圧力に関して、好適な毛管放出圧力を有するべきである。吸収性物品の液体獲得部材が、
獲得した液体を頑強に保持しすぎる場合、これが、液体を分離するためのこれら他の部材
の能力を抑制し、獲得部材に液体を非常に重く充填したままにするので、吸収性物品はよ
り漏れやすくなる。
【００９３】
　この原理に従って、一つの吸収要素の毛管放出圧力と別の吸収要素の毛管吸収圧力との
関係が、液体の流れ、液体の移動、及び吸収性物品の毛管液体伝達特性を画定し、この原
理が毛管カスケードの原理である。例えば、吸収性物品の着用者に面する層、例えばトッ
プシートは液体透過性であり、特定の毛管吸収圧力及び毛管放出圧力を有する。このトッ
プシートの毛管放出圧力は、好ましくは、取り外し不可能なコア構成要素の毛管吸収圧力
より小さく、特に、トップシートが接触する取り外し不可能なコア構成要素の最上部の吸
収層の毛管吸収圧力よりも小さい。取り外し不可能なコア構成要素の中間の又は最下部の
吸収層の毛管吸収圧力が、トップシートの毛管放出圧力より大きいことも好ましい。加え
て、取り外し不可能な構成要素の下部吸収層の吸収圧力は、取り外し不可能なコア構成要
素の最上部の吸収層の毛管放出圧力よりも大きいことが好ましい。更にその上、取替え可
能なコア構成要素の貯蔵／再分配部材の毛管吸収圧力は、同要素と接触する取り外し不可
能なコア構成要素の吸収層の毛管放出圧力より大きいことが好ましい。
【００９４】
　隣接する吸収性構造体の毛管放出圧力を克服せねばならないことに加えて、吸収層は、
液体の供給源と、毛管移送によってそこへ液体を移動させることが望まれる吸収層の部分
との間の垂直な高さにおける差を克服せねばならない。この垂直な落差の大きさは、本発
明のいくつかの実施形態ではおよそ１５ｃｍ～２０ｃｍであってもよく、そこでは、液体
は、立っている着用者によって着用される吸収性物品の股区域の低い部分から、上の腰区
域まで移動するか、うつぶせの姿勢で横たわる着用者によって着用される吸収性物品の前
側部分から後側パネルまで移動するか、又はあお向けの姿勢で横たわる着用者によって着
用される吸収性物品の後側部分から前側パネルまで移動する。
【００９５】
　好適な毛管カスケード関係の例として、いくつかの代表的な実施形態では、取り外し不
可能なコア構成要素の最上部の吸収層が２ｃｍ～１０ｃｍの毛管吸収圧力と、５ｃｍ～２
５ｃｍの毛管放出圧力とを有するのが好ましい。この取り外し不可能なコア構成要素の下
部吸収層は好ましくは、１０ｃｍ～４０ｃｍの毛管吸収圧力と２０ｃｍ～６０ｃｍの毛管
放出圧力とを有し、その結果、最上部の吸収層から液体を放出できる。取り外し不可能な
コア構成要素が材料の単一吸収層のみ又は層状構造体を含む実施形態では、取り外し不可
能なコア構成要素の毛管吸収圧力は、好ましくは２ｃｍ～４０ｃｍであり、毛管放出圧力
は５ｃｍ～６０ｃｍである。
【００９６】
　液体獲得／分配部材は、獲得部材において使用されるものと類似する材料を含んでもよ
いが、より高い分配特性を有するものが好ましい。体から排泄される水性の液体、例えば
尿は、噴出状態で排泄されることが多いので、獲得／分配部材はこの液体を迅速に獲得で
きねばならず、且つ次に起こる、隣接する液体貯蔵／再分配部材への放出のために、吸上
げ作用又は他の機構により、最初に液体を装填した箇所から獲得／分配部材の他の部分ま
で、液体を移送せねばならない。故に、そのような材料は、好ましくは、獲得部材の材料
より高い程度の分配能力を有するので、排泄物は吸収性コアの獲得区域から貯蔵部材まで
効率的に移送されることが可能である。
【００９７】
　いくつかの実施形態では、「偏倚した」吸収性コア構造体を有することが望ましいこと
があり、同構造体では、一方の表面に隣接する部分は、最小の分散で迅速に液体を獲得で
きる一方、反対側の表面に隣接する部分は、より少ない獲得能力で迅速に液体を分散でき
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る。「獲得側面」が着用者の方を向き、「分配側面」が着用者から離れる方を向くような
吸収性物品における向きの時、「下方及び外への」機能が提供され、その結果、液体は、
その着用者面側面上で最小の分散で迅速に吸収性コア構造体に吸収され、吸収性コア構造
体の、その衣類面側面上の部分全体に亘って迅速に分配される。この機能性は、吸収性コ
ア構造体の、故に吸収性物品の清潔で乾燥した、肉眼で見える触感の維持を可能にする一
方、吸収性物品の、着用者から離れた向きの区域の吸収能力を有効に利用する。
【００９８】
　いくつかの代表的な実施形態において上述の機能性を提供するために、吸収層の獲得側
面に、良好な分配及び貯蔵特性を提供するが、最適な獲得特性より低い特性を提供する大
きい表面積の短繊維が比較的ないように、吸収層の分配側面が、より高い分配特性を提供
するためにそうした大きい表面積の短繊維の比較的高い割合を有するように、吸収性コア
の組成物を選択することも可能である。いくつかの実施形態では、獲得区域は、分配区域
より単位面積当たり相対的に低い平均密度及び平均坪量を有して、両区域の間に好適な毛
管力勾配を確立することも可能である。同様に、発泡体の吸収性コア構造体では、ストー
ン（Stone）の’１７９号特許において説明されるように、セル寸法及び穴の寸法は、そ
の流体吸上げ特性と、発泡体構造体内で発達する毛管圧力とを含む、発泡体の多くの重要
な機構的な特徴及び性能の特徴に影響し得るパラメーターである。
【００９９】
　任意に、液体透過性シート、例えばティッシュシート、或いはスクリム層が、獲得／分
配部材と貯蔵／再分配部材との間に位置し、処理中及び／又は使用中、獲得／分配部材の
物理的一体性を維持する。この液体透過性シートは、獲得／分配部材の全体又は一部分を
包み得るが、必ずしも獲得／分配部材を包まずに、単純に上述のように配置されることも
可能である。吸収性コアの中央部分が、獲得部材及び獲得／分配部材を含み、且つ後側パ
ネルなど、貯蔵／再分配部材を含む取替え可能な吸収性コア構成要素若しくは吸収性挿入
物の上又は下に配置される実施形態では、単一のそのような液体透過性シートで充分なこ
とがある。或いは、中央部分の吸収層が取替え可能な吸収性コア構成要素又は吸収性挿入
物を挟む実施形態では、二枚以上のそのような液体透過性シートが配置されて、中央部分
の吸収層と取替え可能なコア構成要素とを分離することも可能である。これら複数の液体
透過性シートは、挟んでいる中央部分の吸収層によりそれらの間に形成される開放可能な
シャシーポケットの表面を形成する又は内表面になると説明することも可能である。同様
に、取替え可能な吸収性コア構成要素又は吸収性挿入物の吸収層が、中央部分の末端部を
挟む実施形態では、二枚以上のそのような液体透過性シートが配置されて、中央部分の吸
収層と取替え可能なコア構成要素とを分離することも可能である。後者の実施形態では、
複数の液体透過性シートは、取替え可能な吸収性コア構成要素又は吸収性挿入物が挿入さ
れるトップシートと中央部分によってそれらの間に、及び中央部分とバックシートによっ
てそれらの間に、各々形成される二部分からなる開放可能なシャシーポケットの表面を形
成する又は内表面になると説明することも可能である。
【０１００】
　本発明と共に使用するのに好適な吸収性コアは、液体貯蔵／再分配部材を含む少なくと
も一つの吸収性コア構成要素を含み、例えば前側パネル及び後側パネルの形態といった二
つの構成要素を含んでもよい。液体貯蔵／再分配部材を有する各吸収性コア構成要素は、
着用者に乾燥の感覚をもたらし、漏れを防ぐために、排泄物を着用者の体から離して貯蔵
するように作用する。液体貯蔵／再分配部材を有する吸収性コア構成要素は、獲得部材及
び／又は獲得／分配部材と毛管液体伝達で維持されるので、尿或いは体からの他の水性の
液体は、獲得部材及び／又は獲得／分配部材から放出され、液体貯蔵／再分配部材により
吸収される。
【０１０１】
　貯蔵／再分配部材は、主に液体貯蔵特性を有する一つ又は複数の部材を含んでもよい。
そのような貯蔵部材は、限定された移送及び吸上げ能力を有するが高い貯蔵又は保持能力
を有し、液体分配部材に依存して、入ってくる液体を貯蔵／再分配部材の広い区域上に分
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配することも可能である。
【０１０２】
　後側パネルなど取替え可能なコア構成要素が本発明の状況内で充分に機能するために、
取替え可能なコア構成要素の吸収層は、好ましくは、中央部分など、取り外し不可能な吸
収性コア構成要素の獲得／分配部材から液体を放出するのに充分な吸収圧力を有する、即
ち、取替え可能なコア構成要素の吸収層の吸収圧力は好ましくは、獲得／分配部材の放出
圧力より大きい。故に、取替え可能なコア構成要素の吸収層は、好ましくは、２５ｃｍ～
８０ｃｍの吸収圧力を有する。特定範囲内の吸収圧力を提供できる代表的な材料は、結合
された連続気泡の、親水性、可撓性、非イオン性高分子発泡体構造を含むつぶれた高分子
発泡体材料であり、発泡体材料は、体温の液体と接触して拡大し、液体を吸収する。これ
らの発泡体の重要なパラメーターはそのガラス転移温度である。ガラス転移温度は、ポリ
マーのガラス状態とゴム状態の間の推移の中間点を表している。使用温度より高いガラス
転移温度を有する発泡体は、非常に強いが、非常に硬く潜在的に破断する傾向もある。そ
のような発泡体はつぶれやすいが、つぶれた状態で長時間貯蔵され、ポリマーのガラス転
移温度より低い温度の水性流体で濡れる時、その拡大された状態に回復するのにも典型的
に長時間かかる。そのような発泡体は、約０．７～約８ｍ２／ｇ、又は好ましくは約１～
約７ｍ２／ｇ、及び最も好ましくは約１．５～約６ｍ２／ｇの範囲の、ｇ当たりの毛管吸
引力比表面積を有することも可能である。そのような発泡体は、好ましくは約５０ミクロ
ン以下の、典型的には約５～約５０ミクロンの範囲のセル寸法平均値を有する。より好ま
しくは、セル寸法平均値は、約５～約４０ミクロン、最も好ましくは約５～約３５ミクロ
ンの範囲である。
【０１０３】
　本発明の吸収性物品は、好ましくは、液体が物品に沈積する時、その液体は、取り外し
不可能なコア構成要素から取替え可能なコア構成要素まで迅速に吸収され、移送されるよ
うに構成される。吸収性物品の嵩を最小化し、且つ皮膚の健康及び乾燥の利益を最大化す
るために、取り外し不可能なコア構成要素は、吸収性コアの全吸収能力に関して、即ち、
取り外し不可能なコア構成要素と取替え可能なコア構成要素を合計した吸収能力の総量に
関して、低い液体貯蔵能力を有することが好ましい。更にその上、取替え可能なコア構成
要素を取り外し、それを新しい乾燥した構成要素と取替えることによって、物品に沈積し
た液体の大部分を取り除くことが好ましい。故に、取替え可能なコア構成要素の液体吸収
能力は、取り外し不可能なコア構成要素の液体吸収能力より有意に大きいことが好ましい
。取替え可能なコア構成要素の液体吸収能力は好ましくは、取り外し不可能なコア構成要
素の液体吸収能力の少なくとも約１．５倍、より好ましくは少なくとも約２倍、及び最も
好ましくは取り外し不可能なコア構成要素の液体吸収能力の少なくとも約４倍である。
【０１０４】
　取替え可能なコア構成要素は、獲得材料を含む吸収層を含んでもよく、その材料は、取
り外し不可能なコア構成要素の最上部の吸収層と同じ材料であってもよい。この獲得材料
は、取替え可能なコア構成要素の外側表面の一部分を形成し得ることもあり、或いは同材
料は、液体透過性材料の別層の下に配置されてもよい。獲得材料を含む取替え可能なコア
構成要素の吸収層は、トップシートと毛管液体伝達で、又は取り外し不可能なコア構成要
素の一部分と毛管液体伝達で配置されてもよい。
【０１０５】
　いくつかの実施形態では、取替え可能なコア構成要素は、分配材料を含有する吸収層を
含んでもよく、その分配材料は取り外し不可能なコア構成要素の中間の又は下部の吸収層
のものと同じ材料であることも可能である。この分配材料は、取替え可能なコア構成要素
の外側表面の一部分を形成することが可能で、或いは同材料は液体透過性材料の別層の下
に配置されてもよい。分配材料は、取替え可能なコア構成要素の着用者面表面若しくは同
構成要素の衣類面表面のどちらか、又はそれらの両表面に隣接して配置することが可能で
ある。更にその上、分配材料は、トップシートと毛管液体伝達状態であっても、又は取り
外し不可能なコア構成要素の一部分と毛管液体伝達状態であることが可能である。
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【０１０６】
　取替え可能なコア構成要素は、少なくとも液体貯蔵部材及び／又は液体貯蔵／再分配部
材を含む複数の吸収層或いはピースを含むことが可能である。取替え可能なコア構成要素
は、一又は複数の吸収層を部分的に又は完全に閉じ込めるための包みを形成する一以上の
層を有することもできる。包み層は、液体透過性材料、液体不透過性材料、又はこれらの
組み合わせを含むことも可能で、取替え可能なコア構成要素の外側表面を形成する包み層
の一つの、少なくとも一部分は、液体透過性区域を有さねばならない。いくつかの実施形
態では、取替え可能なコア構成要素の外側表面は、液体貯蔵部材及び／又は液体貯蔵／再
分配部材が含まれる一又は複数の吸収層を閉じ込めるような方法で配置された獲得部材、
分配部材、又は獲得／分配部材によって形成することも可能である。同様に、いくつかの
実施形態では、これらの追加的吸収性部材は、取替え可能なコア構成要素の外側表面を形
成する包み層と、貯蔵部材又は貯蔵／再分配部材との間に配置することも可能である。
【０１０７】
　要約すると、吸収性コア１０は複数の別個の構成要素を含み、各構成要素は別個の液体
獲得特性、液体獲得／分配特性、又は液体貯蔵／再分配特性を有する。獲得部材、獲得／
分配部材、及び貯蔵／再分配部材の各々が、隣接する一つ又は複数の部材と毛管液体伝達
状態である限り、吸収性コア構成要素は、相互に関して多種多様の構成で配置されること
も可能である。獲得／分配部材及び液体貯蔵／再分配部材が互いに有効な毛管液体伝達で
ある限り、各部材が、吸収性物品に排泄されるのが予期される体からの水性液体の量を有
効に保持及び／又は移送できる限り、吸収性コア内の獲得／分配部材と液体貯蔵／再分配
部材との位置的関係について特別な制限はない。本発明による吸収性物品の様々な構造体
は、事実上ほぼ平面的であっても又はなくてもよく、いかなる所望の形体の輪郭に形作っ
ても、成形してもよいことに注意されたい。
【０１０８】
　（コア構成要素の取り外し及び取替えを可能にする構造体）
　５２　図２、図３、及び図４に示されるように、本発明の吸収性物品の代表的ないくつ
かの実施形態のバックシート６２は、前側パネル２０若しくは後側パネル３０又は両パネ
ルにほぼ接近して開口４４を有してもよい。
【０１０９】
　図４に示されるように、開口４４は、開放可能なシャシーポケット５として説明される
ことのある中への接近を提供し、取り外し可能な吸収性コア構成要素、例えば後側パネル
３０は、おむつが着用されている時、開放可能なシャシーポケットの内側に配置され、そ
の開口を通して同ポケットから取り外し可能及び取替え可能である。例えば、飽和した後
側パネルを取り外した後、新しい未使用の吸収性コア構成要素が、開口を通して再び挿入
されてもよい。開口を覆うために、フラップ４２を設けることが可能である。バックシー
トに使用された材料が、フラップとしても使用されてもよい。使い捨ておむつが着用され
ている時、フラップは、ベルクロ（VELCRO）ストリップ又は接着性ストリップ（示さず）
など、好適な締結具４３によって開口の上に固定されてもよい。例えば、図４は、前側パ
ネル２０（図３に示されている）に隣接する開口の上で閉じた配置のフラップを示してい
る。より好ましくは、フラップは解放可能な接着剤で密閉され、その結果、閉じた時に液
体不透過性を提供するが、多数の開閉を可能にする。
【０１１０】
　図３及び図４で示される代表的な実施形態では、後側パネル３０は、上記の図７での説
明のように、中央部分の下に配置され、中央部分５０とバックシート６２によってそれら
の間に開放可能なシャシーポケット５が形成される。他の代表的な実施形態では、中央部
分、及び一つ又は複数の取り外し可能なコア構成要素は、様々に配置され、様々な構成要
素及び層によってそれらの間に開放可能なシャシーポケットすることも可能である。例え
ば、後側パネルが中央部分の上に配置される実施形態では、トップシートと中央部分によ
りそれらの間に、開放可能なシャシーポケットを形成することも可能である。同様に、図
９のように、後側パネルが中央部分の吸収層と吸収層の間に挟まれている時、挟んでいる
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中央部分の吸収層によりそれらの間に、開放可能なシャシーポケットが形成されてもよい
。また、図１０におけるように、中央部分が後側パネルの吸収層の間に挟まれている時、
トップシートと中央部分によりそれらの間に、並びに中央部分とバックシートによりそれ
らの間に、それぞれに、開放可能なシャシーポケットが二箇所に形成されることも可能で
ある。
【０１１１】
　一般に、前側パネルと後側パネル、対応する開口、及び対応するフラップは、実質的に
類似しているが、そうである必要はない。他の代表的な実施形態では、例えば後側パネル
に接近するための一つの開口及び一つのフラップだけを含み、前側パネルへの接近のため
の類似の開口を提供しないのが望ましいことがある。
【０１１２】
　或いは、図１１及び図１２に示されるように、バックシートのポケットシート４５が、
開口４４に隣接するバックシートの衣類面表面に貼り付けられて、バックシートのポケッ
トシートとバックシートの間に、開放可能なシャシーポケット５を形成することも可能で
ある。これらの実施形態では、後側パネル３０など、取り外し可能及び取替え可能なコア
構成要素は、開口に関して外側に配置されてもよく、吸収性物品に残っているコア構成要
素、即ち、中央部分５０など取り外し不可能なコア構成要素は、開口に関して内側に配置
されてもよいので、開口が、取替え可能なコア構成要素と取り外し不可能なコア構成要素
の間の毛管液体伝達を可能にする。
【０１１３】
　バックシートのポケットシート４５によって形成される開放可能なシャシーポケット５
は、隣接する腰終縁部長手方向に最も近いその開放可能な末端部４１を有することも可能
である。開放可能なシャシーポケットは再閉鎖可能であってもよく、再密閉可能であって
もよく、好ましくは、後側パネルが中央部分と毛管液体伝達になるように位置する。バッ
クシートのポケットシートは、好ましくは弾力的で柔軟で、開口の上に実質的に液体不透
過性のバリアを形成し、開放可能なシャシーポケットが閉じられる時、機能的にはバック
シートの延伸部分になる。
【０１１４】
　後側パネルは、個々の後側パネル吸収層３４、３５、及び３６から作られるコア構成要
素として図１２に示されている。そのような実施形態では、一つの後側パネル吸収層、例
えば最上部の後側パネル吸収層３４が体外排泄物で飽和状態になる時取り外され、その結
果、予め隣接して配置された後側パネルの吸収層、例えば隣接する後側パネル吸収層３５
を露出してもよい。
【０１１５】
　図１３は、後側パネル３０の配置の代表的な実施形態を示し、開口４４に隣接する層状
関係の、並びに中央部分５０と毛管液体伝達の代表的な後側パネルの吸収層３４、３５、
及び３６を再度、示している。開放可能なシャシーポケット５の開放可能な末端部４１を
通る後側パネル吸収層の取り外しは、プルタブ４６の使用により容易になり得るものであ
り、同タブは、各後側パネル吸収層に接着した塑性体フィルムのストリップなど、当該技
術分野において既知のいかなるタイプのものであってもよい。
【０１１６】
　加えて、後側パネル吸収層は、隣接する後側パネル吸収層が相互に毛管液体伝達しない
ように、液体不透過性遮断層４７によって互いに分離することが可能である。遮断層４７
は、液体不透過性バックシートとして使用するのに好適なフィルムなど、いかなる液体不
透過性ポリマーフィルムであってもよい。一つの後側パネル吸収層が、中央部分５０から
の液体の吸収により飽和状態になる時、同層を取り外し、その結果、中央部分５０からの
更なる吸収のために、実質的に乾燥した新しい隣接する後側パネル吸収層を露出すること
もできる。この方法では、吸収性物品は、着用者から同物品を取り外す必要なしに長時間
に亘って回復又は再生されることがある。
【０１１７】
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　図１４は、間に液体不透過性層を形成するために配置された液体不透過性遮断層４７と
層状関係にある、後側パネル吸収層３５及び３６の代表的な配置を示している。遮断層の
一部分は好ましくは、例えば取り付け箇所４８で、取り外される後側パネル吸収層に貼り
付けられる。この後側パネル吸収層３５が取り外される時、遮断層４７も取り外され、そ
の結果、隣接する後側パネル吸収層３６を、中央部分５０と毛管液体伝達にされる位置に
残す。
【０１１８】
　本発明の吸収性物品の後側パネル３０の他の代表的な実施形態が、図１５における断面
図に示され、同図では、後側パネルの包み４９がバックシート６２に取り付けられる正し
い位置で示されている。後側パネルの包みは、実質的に液体不透過性である層５４と実質
的に液体透過性である層５５の間に包まれた単一の後側パネル吸収層３４を含むものとし
て示され、例えば、開口４４の周辺部３８に隣接して、当該技術分野において既知の好適
な解放可能な接着剤３９により、解放可能に貼り付けることも可能である。そのような解
放可能に貼り付けた後側パネルの包みが中央部分５０からの液体の吸収によって飽和状態
になる時、その包みを取り外して、新しい乾燥した後側パネルの包み４９と取替えてもよ
い。
【０１１９】
　図１６に断面図で示される、本発明の吸収性物品の別の他の代表的な実施形態では、開
放可能なシャシーポケット５の開放可能な末端部４１が、前側、後側、又は両側のいずれ
かにおいて、腰終縁部１６に沿うなど、周辺部５７の所定区域に沿って形成され、そこで
はトップシート６１及びバックシート６２は分離可能で、取り外し可能な吸収性コア構成
要素、例えば後側パネル吸収層３４及び３５への接近を提供することも可能である。トッ
プシート及びバックシートの分離によって形成される開放可能な末端部は、取り外し可能
な吸収性コア構成要素の取り外し及び取替えを可能にし、閉じられた時に事実上の液体不
透過性を提供するために再密閉可能でもよい。開放可能な末端部は、例えば、当該技術分
野において既知の好適な解放可能な及び再密閉可能な接着剤５６で再密閉可能に作製する
ことも可能である。
【０１２０】
　図１３及び図１６において見られるように、開放可能なシャシーポケット５は一般に、
後側パネル３０の外端３１及び内端３２各々に対応する外端２７及び内端２８を有する。
図１３及び図１６において示される代表的な実施形態では、開放可能なシャシーポケット
の外端２７は、その開放可能な末端部４１と一致する。開放可能なシャシーポケットの内
端は、いくつかの方法で形成することが可能である。例えば、図１３に示されるように、
内端は、バックシートへのバックシートポケットシート４５の取り付けの区域に形成され
てもよい。上述のように、バックシート、トップシート、及び取り外し不可能な吸収性コ
ア構成要素は、様々な配置で相互に固定、取り付け、又は貼り付けることができる。故に
、開放可能なシャシーポケットの内端形成の別の例として、股区域におけるシャシーへの
、例えばバックシート、トップシート、又は両シートへの、取り外し不可能な吸収性コア
構成要素の取り付け区域が、開放可能なシャシーポケットの内端を形成することも可能で
ある。
【０１２１】
　他の実施形態では、図１７及び図１８に示されるように、トップシートポケットシート
２０２は、トップシート６１の着用者面表面に貼り付けられて、トップシートポケットシ
ートとトップシートとの間に開放可能なシャシーポケット５を形成することも可能である
。トップシートポケットシート２０２によって形成された開放可能なシャシーポケット５
は、最も近い腰終縁部１６に隣接するその開放可能な末端部４１を有することも可能であ
る。開放可能なシャシーポケットは、再閉鎖可能であってもよく、再密閉可能であっても
よく、好ましくは、挿入された後側パネルが中央部分と毛管液体伝達になるように配置さ
れる。トップシートポケットシートは、好ましくは、弾力的な、柔軟な、及び液体透過性
であり、トップシートと同じ材料から形成することも可能である。
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【０１２２】
　同様に図１７及び図１８に示されるように、トップシートポケットシート２０２によっ
て形成されるそのような開放可能なシャシーポケット５を有するいくつかの代表的な実施
形態では、トップシート６１はトップシートの開口２００を有し、同開口は、後側パネル
３０など、開放可能なシャシーポケットに配置された取替え可能な吸収性コア構成要素と
、トップシートの反対側の表面に隣接して配置された、中央部分５０など、取り外し不可
能な吸収性コア構成要素との間の向かい合わせの接触及び毛管液体伝達を可能にすること
もできる。そのようなトップシートの開口は、約１ｃｍ２以上の面積を有してもよく、そ
の長さ及び幅の寸法はより短く、約５ｍｍ以上であることが可能である。そのようなトッ
プシートの開口は、ほぼ方形、ほぼ円形、又は中間の比を全て含む１：１～約１：１００
の最大寸法に対する最小寸法の比を有する他のいかなる幾何学的形を有してもよい。いく
つかの代表的な実施形態では、そのようなトップシートの開口は、永久に親水性の繊維性
材料の層で覆われることも可能である。このトップシートの開口を覆う層２０１は、天然
に親水性である繊維又はシート構造体において永久に親水性になるように処理された繊維
から形成することも可能である。或いは、トップシートの開口は、トップシートのどちら
かの側面に配置された吸収層と直接向かい合わせの接触を可能にするのに充分大きい開口
部を有するメッシュで覆われてもよい。トップシートの開口を覆うために使用できる材料
の好適な非限定的な例には、スキマット社（SciMAT Limited）（英国、Swindon）から、
製品コード９００／２０で入手可能な永久に親水性の不織布、ＷＹＬＡ社（ニューヨーク
州、ニューヨーク）から製品指定ＲＴ８０として入手可能な１００％ナイロン網目などの
メッシュ材料、及びジョージア・パシフィック社（Georgia-Pacific Corporation）（ジ
ョージア州アトランタ）から６５５８８の指定で入手可能なセルロースティッシュなどの
ティッシュが挙げられる。トップシートの開口を覆う層として使用するのに好適な別の材
料は、曲がりやすいセルロース繊維の固着した構造体を含み、同構造体は、本明細書にお
いて説明されるような広表面積繊維も含み得ることもある。
【０１２３】
　シャシーの説明において説明されるように、図１及び図２で示されるように、伸縮性腰
バンド６７が、腰終縁部１６と、隣接する吸収性コアの末端部との間の腰バンド区域６３
に配置されてもよい。そのような伸縮性腰バンドが、腰終縁部に沿って、トップシートと
バックシートの分離によって形成される開口部に隣接して配置される時、腰バンドは、弾
性的に開放可能な且つ自己閉鎖する開口部を作成するのに役立つこともある。例えば、バ
ックシートに貼り付けられた別々の要素、又は腰バンド区域におけるバックシートの延伸
のどちらかとして形成されたそのような伸縮性腰バンドは、バックシートの腰終縁部の周
辺部でバックシートの腰終縁部をトップシートに向かって引っ張る傾向がある収縮力を働
かせることもでき、故に開放可能なシャシーポケットの開放可能な末端部が解放される時
、同部を閉じる傾向がある。
【０１２４】
　別の例として、トップシートに貼り付けられた別々の要素、又は腰バンド区域における
トップシートの延伸のどちらかとして形成される伸縮性腰バンドは、バックシートの腰終
縁部がトップシートから離れて引っ張られ、開口部を形成し、その結果、開放可能なシャ
シーポケット内への接近が得られる時を含むいかなる時でも、着用者の体に対してトップ
シートの腰終縁部を保持する傾向がある収縮力を働かせることが可能である。加えて、上
記のシャシーの説明で説明したように、バックシート及びトップシートなど、シャシーを
形成する可撓性基材は、伸縮性であっても、或いは延伸性であってもよい。故に、腰終縁
部に沿った、開放可能な区域におけるトップシート及びバックシートの両シートの重ねて
置かれた又は層状部分は、腰バンドか或いは別の方法のどちらかによって弾性的に収縮可
能であることもできる。そのような実施形態では、開放可能なシャシーポケット内への接
近のために、バックシートが引き離される時、トップシートの腰終縁部は、着用者の体に
対して弾性的に保持されてもよく、その結果、接近を容易にし、開口部は、バックシート
が解放される時、同シートの腰終縁部の弾性的収縮によって自動的に閉鎖してもよい。
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【０１２５】
　いくつかの代表的な実施形態では、弾性的に延伸性がある２つの腰バンドが、シャシー
の腰区域において層状形体で配置されることも可能で、同バンドは、図１９及び図２０に
示されるように、トップシートとバックシートの間に形成される開放可能なシャシーポケ
ット内への接近のために分離可能であり得る。そのような実施形態では、延伸性がある第
１腰バンド２１６は、例えばトップシート６１、サイドパネル２１０、及び／又はバリア
レッグカフ２４０などの要素が存在する時、これらによって形成される、シャシーの着用
者面表面に配置されて、同シャシーの着用者に面する層に取り付けられてもよい。延伸性
がある第２腰バンド２１７は、例えばバックシート６２によって形成される、シャシーの
衣類に面する層に取り付けることも可能である。延伸性がある第１腰バンドは、延伸性が
ある部分２１８及び延伸性がない部分２１９を有することも可能で、シャシーの着用者に
面する層に取り付けられていない、即ち、シャシーの着用者に面する層から独立して動く
ために遊離している遊離部分２２０も有することも可能である。延伸性がある部分２１８
は、キービット（Kievit）らの’５９５号特許に説明されているものなど、断続的な固着
２２２によってシャシーの着用者に面する層に取り付けることも可能である。延伸性があ
る第１腰バンドは、シャシーに接合された、横方向に対置した２つの末端部２２１を有し
てもよい。図１８に示されるプルオン式パンツなど、閉じた形体では、対置した末端部２
２１は好ましくは、横方向に対置したサイドシーム８で又はその近くでシャシーに接合し
ている。図１７に示されるテープ付きおむつ又は横方向に対置した側面締結具を有する別
のシャシーなど、開放形体では、対置した末端部２２１は、テープ状タブ締結具６５など
、横方向に対置した側面締結具のところで又はその近くで、着用者に面する層に取り付け
ることも可能である。
【０１２６】
　そのような実施形態では、図２０に見られるように、この層状の、延伸性がある２重の
腰バンド構造体は、延伸性がある第２腰バンドとシャシーの衣類に面する層が、開放可能
なシャシーポケット内への接近のために、延伸性がある第１腰バンド及びシャシーの着用
者に面する層から分離している時、三つの開口部を形成する。横方向に対置した実質的に
三角形の２つの開口部２２３の各々は、延伸性を有する第１腰バンド２１６の延伸性のな
い部分２１９と、隣接するサイドパネル２１０と、トップシート６１及び／又はバリアレ
ッグカフ２４０によって形成される、三角形の隣接して接続する脚部とによって形成され
る。これら三角形の開口部２２３の間に、トップシート６１と、延伸性がある第２腰バン
ド２１７及び同バンドが配置されたバックシート６２の隣接する部分と、トップシート６
１及び／又は横方向に対置したバリアレッグカフ２４０によって形成される台形の、横方
向に対置した接続する脚部とによって、四角形の開口部２２４が形成される。中央に位置
する四角形の開口部２２４は、開放可能なシャシーポケット５の開放可能な末端部４１を
形成し、同ポケットは、四角形の開口部と同じ四要素により形成され、境界が決められる
。図２０に示されるような特定の実施形態では、四角形の開口部は台形を有することも可
能であるが、他の実施形態では、実質的に方形を有することもできる。
【０１２７】
　分離している時これら三つの開口部を形成することによって、この層状の、延伸性があ
る二重の腰バンド構造体はいくつかの長所を提供する。例えば、この腰バンド構造体は、
延伸性がある第２腰バンド及びシャシーの衣類に面する層が、開放可能なシャシーポケッ
ト内への接近のために、延伸性がある第１腰バンド及びシャシーの着用者に面する層から
分離している時を含めていかなる時も、延伸性がある第１腰バンド及びシャシーの着用者
に面する層が、常に着用者の体と接触したままであることを可能にする。着用者の体と接
触したままであることによって、延伸性がある第１腰バンド及びシャシーの着用者に面す
る層は、取替え可能なコア構成要素の取り外し及び取替え中でも、吸収性物品を支持する
のを助けるその意図された機能を行い続け、立っている着用者の胴体上で下向きの滑りを
防ぐことができる。同様に、中央に位置する四角形の開口部は、取替え用コア構成要素の
挿入のための、容易に肉眼で見ることができる「目標」と、シャシーに関して実質的に適
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切に横方向に一直線である時にのみ、取替え用コア構成要素の挿入を可能にする構造的に
境界のある溝とを提供する。
【０１２８】
　他の実施形態では、図２１及び図２２に示されるように、延伸性がある第１腰バンド２
１６は、着用者に面する層と衣類に面する層の間に挟まれてそれらの層に取り付けられて
もよく、或いは衣類に面する層のみに取り付けられるか又は同層の延伸部を形成する延伸
性がある第２腰バンド２１７は、隣接する腰終縁部１６からより遠い位置で、即ち、延伸
性がある第１腰バンドに関して股区域６６に向かって、延伸性がある第１腰バンドに隣接
して配置することも可能である。衣類に面する層、例えばバックシート６２は、そのよう
な実施形態では、延伸性がある第２腰バンド２１７が、図２２に示されるように、延伸性
がある第１腰バンド２１６から分離している時、着用者に面する層と衣類に面する層の間
に形成された開放可能なシャシーポケット５内への接近を提供する、延伸性がある二つの
腰バンドの間の開口４４を含むことも可能である。好ましくは、少なくとも、延伸性があ
る第２腰バンドは、弾性的に伸びる。いくつかの実施形態では、衣類に面する層の、延伸
性がある第２腰バンドを取り囲む部分も延伸性であることが可能である。
【０１２９】
　図２３及び図２４で示される他の実施形態では、延伸性がある腰バンド２１５は、腰終
縁部１６に隣接する腰バンド区域の一部分で、着用者に面する層と衣類に面する層の間に
挟まれて、これらの層に取り付けられた第１部分２１５ａと、衣類に面する層のみに取り
付けられて、隣接する腰終縁部からより遠くに、即ち、延伸性がある腰バンドの第１部分
に関して股区域６６に向かって配置された第２部分２１５ｂとを含むこともできる。延伸
性がある腰バンド及び衣類に面する層、例えばバックシート６２は、そのような実施形態
では、各々が、図２４に示されるように第２部分２１５ｂが第１部分２１５ａから分離し
ている時、着用者に面する層と衣類に面する層の間に形成される開放可能なシャシーポケ
ット５内への接近を提供する、延伸性がある腰バンドの二つの部分の間の開口４４を含む
ことも可能である。好ましくは、延伸性がある腰バンドは、弾性的に延伸性である。いく
つかの実施形態では、衣類に面する層の、延伸性がある腰バンドを取り囲む部分も延伸性
であり得る。
【０１３０】
　図２５及び図２６に示される別の他の実施形態では、延伸性がある第１腰バンド２１６
は、着用者に面する層に取り付けられてもよく、又は衣類に面する層に取り付けられてそ
の延伸部を形成する延伸性がある第２腰バンド２１７は、隣接する腰終縁部１６により近
い、即ち、延伸性がある第１腰バンドに関して股区域６６からより遠い位置で延伸性があ
る第１腰バンドに隣接して配置することも可能である。着用者に面する層及び衣類に面す
る層は、腰バンド区域６３において分離可能であり、延伸性がある第２腰バンド及びシャ
シーの衣類に面する層が、延伸性がある第１腰バンド及びシャシーの着用者に面する層か
ら分離している時、これらの層の間に形成された開放可能なシャシーポケット５内への接
近を提供してもよい。好ましくは、少なくとも、延伸性がある第２腰バンドは、弾性的に
延伸性である。いくつかの実施形態では、衣類に面する層の、延伸性がある第２腰バンド
を取り囲む部分も延伸性であり得る。
【０１３１】
　図２７に示されるように、中央部分の最上部の吸収層５２など、取り外し不可能なコア
構成要素の一部分は、トップシート６１など、シャシーの液体透過性の着用者に面する層
と、シャシーの別の液体透過性層２０５との間に配置することも可能である。液体透過性
層の一層又は両層は、取替え可能な吸収性コア構成要素、例えば後側パネル３０を受ける
ことに適合した開放可能なシャシーポケット５の一部分を形成することもできる。好まし
くは、取り外し不可能なコア構成要素の獲得部材、分配部材、又は獲得／分配部材は、液
体透過性層の間に配置されてもよい。いくつかの実施形態では、液体透過性層の少なくと
も一層は、取り外し不可能なコア構成要素の二つの部材の間に配置されてもよい。
【０１３２】
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　或いは、図２７に示される中央部分の最下部の吸収層５１など、取り外し不可能なコア
構成要素の一部分が、シャシーの液体透過性層２０５と、バックシート６２など、シャシ
ーの液体不透過性層の間に配置されてもよい。液体透過性層及び液体不透過性層の一層又
は両層が、取替え可能な吸収性コア構成要素、例えば後側パネル３０を受けることに適合
した開放可能なシャシーポケット５の一部分を形成することも可能である。好ましくは、
取り外し不可能なコア構成要素の分配部材又は獲得／分配部材は、液体透過性層と液体不
透過性層の間に配置される。いくつかの実施形態では、液体透過性層は、取り外し不可能
なコア構成要素の二つの部材の間に配置されてもよい。
【０１３３】
　開放可能なシャシーポケット内に追加的空間を設けるために、開放可能なシャシーポケ
ットを形成する面、例えばトップシート、バックシート、バリアレッグカフなどは、延伸
性がある材料、好ましくは弾性的に延伸性がある材料から形成されて、ポケットの拡張を
可能にすることもできる。これらの材料は、少なくとも横方向において、好ましくは横方
向及び長手方向の両方向において延伸性があることが望ましい。開放可能なシャシーポケ
ットのこの拡張性は、取替え可能なコア構成要素の取り外し及び／又は挿入を容易にする
ことが可能で、並びに同要素が液体を吸収する時に拡張する吸収層を含む実施形態におい
て有用であり得る。
【０１３４】
　いくつかの代表的な実施形態では、開放可能なシャシーポケット及び取替え可能なコア
構成要素は、同要素の設計において考察される所定の向きと異なるいかなる向きでの同要
素の挿入も防ぐために、相互に「鍵」をかけることも可能である。このようにして開放可
能なシャシーポケットが成形され、取替え可能なコア構成要素が、成形された同ポケット
内で適合するように対応的に成形され得る。
【０１３５】
　例えば、図２８に示されるようないくつかの実施形態では、開放可能なシャシーポケッ
ト５は、成形された開放可能なシャシーポケットを形成する少なくとも二つの連結した分
岐にポケットを二分するか又は分割する分離器２２５を含んでもよい。分離器は、トップ
シートとバックシートを接合する区域により、或いはトップシート若しくはバックシート
又は両シートを取り外し不可能なコア構成要素に接合する区域により形成され、その結果
、開放可能なシャシーポケットを二分するか又は分割してもよい。そのような二分された
開放可能なシャシーポケットを有する実施形態では、取替え可能なコア構成要素、例えば
後側パネル３０は、分離器の外端２２８を超えて、即ち、腰終縁部から分離器の外端より
遠い箇所まで、その内端３２を挿入させる協力的構造体２２６を含むことも可能である。
そのような協力的構造体は、分離器を受ける及び／又は分離器にバイパスを形成するため
に取替え可能なコア構成要素において形成されるスリット（切れ目）、スロット（細長い
穴）、又は溝を含んでもよい。開放可能なシャシーポケットにおける分離器は、シャシー
の長手方向中心線１７に沿って形成されることも可能で、取替え可能なコア構成要素にお
ける協力的構造体は、取替え可能なコア構成要素の長手方向中心線２５に沿って形成され
ることも可能であり、或いは分離器若しくは協力的構造体のどちらか、又はそれらの両方
が、各長手方向中心線からずれてもよい。対称的構成又はずれた構成のどちらかは、取替
え可能なコア構成要素が、意図される末端部と末端部が接する向きで、即ち、その内端が
股区域に、外端が腰区域に挿入されるのを確実にするのに役立ち得る。どちらの構成も、
取替え可能なコア構成要素が所定の横方向の配置で挿入される、その液体透過性の表面区
域が所定の長手方向及び／又は横方向の配置で挿入される、などを確実にするのにも役立
ち得る。加えて、取替え可能なコア構成要素は、意図される末端部と末端部が接する向き
と、その所定の着用者に面する面及び衣類に面する面の意図される向きの両方の向きで挿
入されねばならないので、非対称に二分された開放可能なシャシーポケットに適合するた
めに、ずれた構成は特に有用であり得る。
【０１３６】
　一超過の分離器など、一超過の成形要素と、分離器の他の成形要素が構想されることに
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注意されたい。代表的な成形要素には、対応する「鍵」が所定の向きでのみ適合するスロ
ット；一以上の対応するピン、突起、又は突出部が、所定の向きでのみ適合する一以上の
穴又は凹部；取替え可能なコア構成要素が部分的に挿入され、次に、挿入を完全に行うた
めに回転及び／又は並進されることを要する開放可能なシャシーポケット内の仕切り、及
び類似の構成を挙げることができる。
【０１３７】
　開放可能なシャシーポケットが、連結した別々のいくつかの分岐又は非結合部分に分割
される、即ち、別々の開放可能なシャシーポケットに有効に分割される実施形態では、対
応する数の取替え可能なコア構成要素が、開放可能なシャシーポケットの部分中に、並ん
だ横方向の関係で配置されることも可能である。例えば、図２８に示されるようないくつ
かの実施形態では、一対の前側パネル２０が、二分された開放可能なシャシーポケット内
に挿入されてもよい。
【０１３８】
　いくつかの実施形態では、開放可能なシャシーポケットは、腰区域から股区域内の股部
分まで伸びることも可能である。特に、開放可能なシャシーポケットは、各腰区域から股
区域内まで伸びて、吸収性物品の股部分より遠くへ伸びず、その結果、股部分より遠くな
いように取替え可能なコア構成要素の挿入の奥行きを制限することが好ましい。吸収性物
品の「股部分」及び吸収性物品の吸収性コアの「股部分」は、吸収性物品が設計される物
理的寸法の及び自分の脚を肩幅に開いて充分に直立した姿勢の着用者の上に物品を配置し
、次に延伸性がある単繊維２５６を図２９に示されるように、脚２５５の周囲に８の字の
形に配置することによって決定される。単繊維の交点の部分２５７に対応する吸収性物品
及び吸収性コアの部分が、吸収性物品及び吸収性コアの股部分であると考えられる。股部
分は、物品に対して正しい大きさの立っている着用者上で、意図される方法で吸収性物品
を配置し、交差した単繊維が吸収性物品及び／又は吸収性コアに接触する場所を決めるこ
とにより、決定されることが理解される。
【０１３９】
　（取替え可能な吸収性コア構成要素）
　取替え可能なコア構成要素の吸収層が、取り外し不可能なコア構成要素と毛管液体伝達
であるために、取替え可能なコア構成要素の一つの主要面の少なくとも一部分が液体に対
して透過性でなければならない。主要面のこの透過性部分は、透過性液体移動区域２４６
を形成すると説明することも可能である。代表的な実施形態では、この主要面の面積の少
なくとも約２０％が液体透過性である。好ましくは、この主要面の少なくとも約５０％、
より好ましくは少なくとも約８０％が液体透過性であり得る。透過性液体移動区域は、液
体透過性シート２４７で覆われてもよい。同様に、取替え可能なコア構成要素は、その主
要面の両面において透過性液体移動区域を有してもよい。例えば、図３０及び図３１で示
される代表的な実施形態では、後側パネル３０は、その上部包み層２５０ａによって形成
されるその上部主要面における透過性液体移動区域２４６ａと、下部包み層２５０ｂによ
って形成されるその下部主要面における透過性液体移動区域２４６ｂとを有している。
【０１４０】
　一つ又は複数の透過性液体移動区域を除いて、取替え可能なコア構成要素の主要面は、
液体不透過性であってもよい。特に、外端の区分又は外端の少なくともプルタブの区域が
、液体不透過性であることは、液体が取替え可能なコア構成要素のこの部分から逃げるか
又は漏れるのを防ぐために、望ましいことがある。この区域から漏れを防止することは、
使用した取替え可能なコア構成要素を取り外す間に、介護人が中に含まれる液体と接触す
るのを回避し得ることにある。液体不透過性区域は、後側パネル３０の吸収層３４と、図
２７に示される包み層２５０との間に配置された液体不透過性層２５３によるなど、取替
え可能なコア構成要素の吸収層と、表面を形成する層との間に配置された液体不透過性層
によって形成されることも可能である。或いは、液体不透過性区域は、主要面を形成する
液体不透過性層により、又は別の方法で液体透過性層を処理して同層の所望の区域を液体
不透過性にすることにより形成することも可能である。例えば、図３１に示される実施形
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態では、透過性液体移動区域２４６と後側パネル３０の外端３１との間の包み層２５０の
部分は、液体不透過性シート材料を含むか又は液体不透過性になるように処理されるかの
どちらでもよい。
【０１４１】
　取替え可能なコア構成要素、例えば図３２に示される後側パネル３０は、内端３２及び
外端３１を有し、説明の目的のために、その長さの各四分の一によって画定される連続す
る第１、第２、第３、及び第４区分に長手方向に分割することもできる。取替え可能なコ
ア構成要素は、実質的に等しい面積を有する二つの主要面を有することも可能で、説明の
目的のために、四つの長手方向の区分の各々の面積は、主要面の一つの、その区分内にあ
る部分の面積として表されてもよい。そのように分割される時、第１区分１１１は、本明
細書では内端区分とも呼ばれ、内端を含み、且つ第２、第３、及び第４区分のいずれの一
区分の面積より小さい面積を有することが可能である。例えば、取替え可能なコア構成要
素の内端は、第２区分１１２の幅１１６より狭い幅１１５を有することもでき、収束する
側面１１７を有することもできる、即ち内端区分は内端に向かって収束的に先細になって
もよい。第４区分１１４は、本明細書では外端区分とも呼ばれ、外端を含み、且つ第２区
分又は第３区分１１３の少なくとも一つの面積より小さい面積を有することが可能である
。第２区分及び第３区分の面積は、実質的に等しくてもよいか、又は第２区分は第３区分
の面積より小さい面積を有することも可能である。いくつかの実施形態では、四つの区分
は次の面積を有することもできる。第１区分は、１０ｃｍ２～１１０ｃｍ２、又は好まし
くは３０ｃｍ２～７０ｃｍ２の面積を有してもよい。第２区分は、１０ｃｍ２～１１０ｃ
ｍ２、又は好ましくは３０ｃｍ２～１００ｃｍ２の面積を有してもよい。第４区分は、１
０ｃｍ２～１１０ｃｍ２、又は好ましくは３０ｃｍ２～１００ｃｍ２の面積を有してもよ
い。第３区分は、１０ｃｍ２～１１０ｃｍ２、又は好ましくは３０ｃｍ２～１００ｃｍ２

の面積を有してもよい。これらの面積に基づき、取替え可能なコア構成要素の全表面積は
、４０ｃｍ２～４４０ｃｍ２、又は好ましくは１２０ｃｍ２～３７０ｃｍ２であり得る。
【０１４２】
　同様に、取替え可能なコア構成要素の吸収性構造体、例えば後側パネル３０の吸収層３
４は、内端２３８及び外端２３９を有し、説明の目的のために、全体として取替え可能な
コア構成要素の４区分に対応する、その内端からその外端まで連続する四つの区分２３１
、２３２、２３３、及び２３４に長手方向に分割されてもよい。取替え可能なコア構成要
素同様に、吸収性構造体は、実質的に等しい面積を有する二つの主要面を有してもよく、
説明の目的のために、吸収性構造体の四つの長手方向の区分の各々の面積は、主要面の一
つの、その区分内にある部分の面積として表されてもよい。いくつかの実施形態では、図
３３に示されるように、吸収層は、取替え可能なコア構成要素の第１区分１１１から、同
要素の第４区分１１４まで伸びてもよい。他の実施形態では、図３４に示されるように、
吸収層は、取替え可能なコア構成要素の第１区分１１１から第２区分１１２又は第３区分
１１３までのみ伸びることが可能である。吸収層の第１吸収層区分２３１、又は内端区分
は、吸収層の内端を含み、吸収層の他区分のいずれか一区分の面積より小さい面積を有す
ることが可能である。例えば、吸収層の内端は、吸収層の第２区分の最大幅より狭い幅を
有してもよく、並びに収束する側面を有してもよく、即ち内端区分は、内端に向かって収
束的に先細になってもよい。吸収層は、全体として、取替え可能なコア構成要素の形に類
似する全体的な形を有してもよい。例えば、吸収層は、取替え可能なコア構成要素のもの
と同一の形を有してもよいが、同要素周辺の内側で少し離れて適合するために、縮小した
寸法を有してもよい。或いは、吸収層と取替え可能なコア構成要素全体は、異なる形を有
してもよい。例えば、取替え可能なコア構成要素全体は実質的に方形を有する一方、その
内側の吸収層は先細になった形を有してもよい。
【０１４３】
　図３５及び図３６に示されるように、取替え可能なコア構成要素は、取替え可能なコア
構成要素の一つの末端部区分に取り付けた延伸性がある覆い層３００を含むことも可能で
ある。延伸性がある覆い層は、好ましくは、永久取り付け手段３０１などにより、取替え
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可能コア構成要素の外端区分において取替え可能なコア構成要素に永久に取り付けられ、
好ましくは、使用した取替え可能コア構成要素を廃棄用に覆うために充分に延伸性がある
。取替え可能なコア構成要素が、図３５に示されるような吸収性物品の中にある時、その
ような延伸性がある覆い層は、シャシーに解放可能に取り付けられてもよい。図３６に示
されるように、取替え可能なコア構成要素を、矢印３２１で示される方向に吸収性物品か
ら取り外す間、延伸性がある覆い層の一部分は、解放可能な取り付け手段３０２によって
一時的に保持され、同層が引っ張られる時、同層はそれによって伸びて、取替え可能なコ
ア構成要素を覆う。取替え可能なコア構成要素が一旦シャシーから充分に引き抜かれると
、解放可能な取り付け手段は、延伸性がある覆い層をシャシーから解放し、次に同層は取
替え可能なコア構成要素を覆い続けることも可能である。いくつかの実施形態では、延伸
性がある覆い層は、剥離可能に解放可能であるように、接合の第１区域において挿入道具
に接合されてもよく、接合の第２区域において取替え可能なコア構成要素に解放不可能に
接合されてもよい。そのような実施形態では、延伸性がある覆い層は、挿入道具がシャシ
ーから引き抜かれる時、挿入道具から解放されて、取替え可能なコア構成要素の外端に隣
接するシャシーに解放可能に取り付けられてもよい。続いて、取替え可能なコア構成要素
がシャシーから取り外される時、延伸性がある覆い層は、伸びて取替え可能なコア構成要
素の外側表面を覆うために、シャシーに取り付けられたままであり、それから、シャシー
から解放されることが可能である。
【０１４４】
　延伸性がある覆い層３００は、いくつかの方法で構成することができる。例えば、伸展
性は、延伸性があり、好ましくは低弾性率材料の使用によるか、或いは、図３７及び図３
８に示されるように、延伸性がある覆い層を折り畳むか又はひだ付けし、取替え可能な構
成要素を取り外すことにより、延伸性がある覆い層を伸ばすか又は開いて、取替え可能な
構成要素を覆うことにより提供することも可能である。いくつかの実施形態では、延伸性
がある覆い層は、塑性的に延伸性があるか又は変形可能であってもよい。延伸性がある覆
い層を含む代表的な実施形態では、延伸性がある覆い層は、同層の延伸前に、好ましくは
取替え可能なコア構成要素の面積の７５％未満を覆い、より好ましくは同面積の５０％未
満を覆う。延伸性がある覆い層が開かれて延伸性がある覆い層の延伸を提供する実施形態
では、延伸性がある覆い層は、少なくとも一つの折り目、好ましくは少なくとも二つの折
り目、より好ましくは少なくとも三つの折り目を有する。折り畳んだ延伸性がある覆い層
を含む実施形態では、延伸性がある覆い層は、同層の延伸前に、好ましくは取替え可能な
コア構成要素の面積の７５％未満を覆い、より好ましくは同面積の５０％未満、最も好ま
しくは同面積の２５％未満を覆う。折り畳みと伸展性の組み合わせも、延伸性がある覆い
層を形成するために使用できる。そのような実施形態では、延伸性がある覆い層は、最初
開かれて、次に好ましくは塑性変形により伸びて、取替え可能なコア構成要素の残部を覆
ってもよい。延伸性がある覆い層は伸びて、取替え可能なコア構成要素の少なくとも透過
性液体移動区域を覆うべきであり、好ましくは、延伸性がある覆い層は、引き抜かれる時
、取替え可能なコア構成要素の内端を超えて伸びる。いくつかの実施形態では、延伸性が
ある覆い層は、取替え可能なコア構成要素の最も内側の終縁部を超えて伸びることも可能
で、解放可能な取り付け手段は合わさって、延伸性がある覆い層によって形成される開放
可能なポケットの部分的閉鎖を形成することも可能である。
【０１４５】
　取替え可能なコア構成要素は、図３９及び図４０に示されるように位置安定部材３１０
を含んでもよく、同安定部材は、取替え可能なコア構成要素をシャシーの腰区域に、股区
域に、又は両区域に解放可能に取り付けることなどにより、その充分に挿入された位置で
取替え可能なコア構成要素を解放可能に保持するのに適合している。位置安定部材は、フ
ック又はループ部材のどちらかなど、機械的表面締結具を含んでもよく、同締結具は、取
替え可能なコア構成要素上に配置され、シャシー上に配置された補足部材と係合するか、
若しくはシャシーの不織布表面と係合することに適合している。いくつかの実施形態では
、位置安定部材は、取替え可能なコア構成要素の表面に配置され、シャシーの表面と解放
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可能に係合することに適合した接着剤を含んでもよい。或いは、シャシーは、取替え可能
なコア構成要素の表面と解放可能に係合することに適合した位置安定部材を含んでもよい
。いくつかの実施形態では、位置安定部材は、スロットに挿入されることに適合したタブ
を含み、その結果、取替え可能なコア構成要素をその充分に挿入された位置で解放可能に
保持してもよい。例えば取替え可能なコア構成要素上のタブが、シャシーにおけるスロッ
トに挿入可能であってもよく、逆もまた同様である。取替え可能なコア構成要素の外端区
分に配置されたそのようなタブは、取替え可能なコア構成要素が充分に挿入されている間
、対応するスロットに挿入されて、位置安定部材３１０として働くことが可能で、次に、
同要素がシャシーから取り外される時、スロットから取り外され、取り外し用プルタブ４
６として使用することもできる。
【０１４６】
　同様に図３９及び図４０に示されるように、取替え可能なコア構成要素は、シャシーか
らコア構成要素を取り外すために使用できるプルタブ４６を含むことも可能である。その
ようなプルタブは、つかみ部２３７を含み、その取り外し中、取替え可能なコア構成要素
の制御を促進することもできる。つかみ部は、取替え可能なコア構成要素の表面の残部よ
り高い摩擦係数を有する材料を含むことが可能であるか、又は取り外しのためのプルタブ
をつかむのを容易にするために非平坦表面を有することが可能であるいくつかの実施形態
では、プルタブは、指が挿入されて取り外しを容易にできるプルリング２３６を含む形体
など、様々な形体を有してもよい。
【０１４７】
　取替え可能なコア構成要素は、挿入奥行き表示器２８０を含んで、シャシーに関する取
替え可能なコア構成要素の所定位置に達した時に表示を提供することも可能である。挿入
奥行き表示器は、図４１に示されるような、取替え可能なコア構成要素の外端区分に位置
する線２８１など、肉眼で見える表示器を含み、取替え可能なコア構成要素の所定位置に
達した時、線は、シャシーの腰終縁部１６と一直線になることも可能である。図４２及び
図４３に示されるように、肉眼で見える挿入奥行き表示器の別の例では、取替え可能なコ
ア構成要素の所定位置に達した時、取替え可能なコア構成要素上の図画的物体２８２が、
シャシー上の隣接する図画的物体２８３とそろい、並んだ複合的図画的物体を形成するこ
とも可能である。図４４及び図４５に示されるように、肉眼で見える挿入奥行き表示器の
更に別の例では、取替え可能なコア構成要素の所定位置に達した時、取替え可能なコア構
成要素上の図画的物体２８２は、シャシー上の隣接する図画的物体２８３とそろって、重
なり合った複合的図画的物体を形成することも可能である。後の例では、取替え可能なコ
ア構成要素上の図画的物体２８２は、シャシー上の図画的物体２８３と一致するシャシー
層の半透明の又は透明な部分を通して見ることができる。
【０１４８】
　挿入奥行き表示器は、いくつかの代表的な実施形態において触覚的フィードバックを提
供する機械的挿入奥行き表示器を含むことも可能である。例えば、挿入奥行き表示器は、
取替え可能なコア構成要素上に配置された部材、例えば、フック部材又はループ部材のど
ちらかなど、機械的表面締結具を含んでもよく、同締結具は、取替え可能なコア構成要素
の所定位置に達した時、シャシー上に配置された補足的部材と係合するか又はシャシーの
不織布表面と係合することに適合している。機械的挿入奥行き表示器の別の例では、取替
え可能なコア構成要素の外側表面は、シャシーの隣接する表面の一部分に対して相対的に
高い摩擦係数を有し、取替え可能なコア構成要素の所定位置に達した時、摩擦係数の増加
が、所定位置を超えて取替え用コア構成要素を滑らせるのに要する力を著しく増大するこ
とができる。そのような機械的挿入奥行き表示器は、腰区域、股区域、又はそれら両区域
に配置されてもよい。加えて、そのような機械的挿入奥行き表示器は、挿入奥行き表示器
及び位置安定部材の両方として同時に役立ち得る。例えば、図３９及び図４０に示される
位置安定部材３１０の各々が、機械的挿入奥行き表示器としても役立ち得る。機械的挿入
奥行き表示器の他の形態が図４６及び図４７に示され、そこでは、突出要素の形態の機械
的挿入奥行き表示器２８４が、後ろ側パネル３０の、所定の奥行きを越える挿入を防ぐ。
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これらの図面で見られるように、機械的挿入奥行き表示器は、取替え可能なコア構成要素
の末端部と末端部の間のどこに位置してもよい。機械的挿入奥行き表示器は、上述のよう
な取替え可能なコア構成要素の厚さの寸法をほぼ向いた要素に加えて又は同要素の代わり
に、横方向に伸びる又は突出する要素を含んでもよい。例えば、取替え可能なコア構成要
素の外端区分は、所定の奥行きを超える後側パネル３０の挿入を防ぐ横方向に伸びる部分
を含み、故に、図４６及び図４７に説明される突出要素の形態の機械的挿入奥行き表示器
２８４と同様に機能することも可能である。
【０１４９】
　いくつかの代表的な実施形態では、取替え可能なコア構成要素の外側表面又は同外側表
面に配置された要素は、シャシーの隣接する表面に関して指向的な摩擦係数を有してもよ
く、その結果、取替え可能なコア構成要素が、末端部と末端部が接する意図される向きで
挿入されているかどうかに関する触覚的フィードバックを提供することも可能である。そ
のような実施形態では、取替え可能なコア構成要素の表面を形成し、指向的摩擦特性を有
する材料は、取替え可能なコア構成要素の内端が先に挿入される時、滑り摩擦係数が相対
的に低いように向き、故に、取替え可能なコア構成要素をシャシーに挿入するのが相対的
に容易になることも可能である。一方、取替え可能なコア構成要素の逆の挿入、即ちその
外端が先に挿入されるような向きの取替え可能なコア構成要素の挿入が試みられる場合、
指向性材料の相対的に高い滑り摩擦係数が高い抵抗力を提供し、故に、逆向きの取替え可
能なコア構成要素をシャシーに挿入するのを相対的により困難にする可能性がある。その
ような指向的摩擦表面の材料には、例えば、指向的ナップ（毛羽）若しくはグレインを有
する布地、指向性凸部若しくは突出部を有するシート、指向性の歯若しくはフックを有す
るシート、又は好適な指向的摩擦特性を有する他のいかなる既知の構造体が挙げられる。
【０１５０】
　例えば、図４８及び図４９では、指向的摩擦係数は、後側パネル３０の外端３１を指す
、角度を付けた歯２８７と垂直な歯２８６によって例証的に表されて、後側パネル３０の
１方向における動きが、角度を付けた歯を垂直な歯２８６に対して撓らせるように見え、
その結果、その動きに対して相対的に小さい抵抗を表し得る一方、反対方向における後側
パネルの動きは、角度を付けた歯を垂直な歯に押し付け、その結果、この反対方向におけ
る動きに対して相対的に大きい抵抗を表し得る。図４８では、後側パネル３０は、末端部
と末端部が接する意図される向きで示されて、その内端３２が先に挿入される。この図で
は、内向きの方向、即ちその外端３１からその内端３２に向かう方向の後側パネル３０の
動きは、角度を付けた歯２８７を垂直な歯２８６に対して撓らせるように見え、その結果
、内向きの動きに対して相対的に小さい抵抗を表し得る。一方、図４９では、後側パネル
３０は、末端部と末端部が接する意図される向きと反対の向きで示されて、その外端３１
が先に挿入される。この図では、内向きの方向、即ち、その内端３２からその外端３１に
向かう方向の後側パネル３０の動きは、角度を付けた歯２８７を垂直な歯２８６に押し付
けるように見え、その結果、内向きの動きに対して相対的に大きい抵抗を表し得る。
【０１５１】
　指向的摩擦特性は、シャシーにおいて末端部と末端部が接する意図される向きで挿入さ
れた取替え可能なコア構成要素の外向きの動きに抵抗する傾向があってもよい。例えば、
図４８における後側パネル３０の外向きの方向の動きは、角度を付けた歯２８７を垂直な
歯２８６に押し付けるように見え、その結果、外向きの動きに対して相対的に大きい抵抗
を表し得る。故に、そのような指向的摩擦の表面材料を使用することの追加的利益は、意
図される所定の向きで挿入される取替え可能なコア構成要素の外向きの動きに抵抗する相
対的に高い摩擦力が、挿入後に取替え可能なコア構成要素を意図される所定位置に保持す
るのを援助する傾向があり得、並びにこの材料はその結果、位置安定部材として役立つこ
とが可能である。
【０１５２】
　いくつかの代表的な実施形態では、取替え可能なコア構成要素の対向する外側表面は、
隣接するシャシーの表面に関して異なる摩擦係数を有し、その結果、取替え可能なコア構
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成要素が、その所定の着用者に面する表面及び衣類に面する表面の意図される向きで挿入
されているかどうかに関する触覚的フィードバックを提供することもできる。例えば、そ
のような実施形態では、取替え可能なコア構成要素の着用者に面する表面を形成し、指向
的摩擦特性を有する材料は、その所定の着用者に面する表面がシャシーの着用者に面する
層を向き、その所定の衣類に面する表面がシャシーの衣類に面する層を向いて、取替え可
能なコア構成要素が挿入される時、滑り摩擦係数が相対的に低い向きで、故にシャシーへ
の取替え可能なコア構成要素の挿入を相対的に容易にすることも可能である。一方、取替
え可能なコア構成要素の逆の、即ち、その着用者に面する表面及び衣類に面する表面がそ
の意図される向きと逆であるような向きの取替え可能なコア構成要素の挿入が試みられる
場合、指向性材料の相対的に高い滑り摩擦係数が、高い抵抗力を提供し、故に、逆向きの
取替え可能なコア構成要素をシャシーに挿入するのを相対的により困難にする可能性があ
る。そのような指向的摩擦の表面材料には、例えば指向的ナップ若しくはグレインを有す
る布地、指向性凸部若しくは突出を有するシート、指向性の歯若しくはフックを有するシ
ート、又は好適な指向的摩擦特性を有する他のいかなる既知の構造体を挙げることができ
る。この指向的摩擦の表面材料は、取替え可能なコア構成要素の主要面の一以上の表面に
配置することが可能であるか、又は横方向に対向する縁部表面に配置することも可能であ
る。
【０１５３】
　例えば、図５０及び図５１では、指向的な摩擦係数は、後側パネル３０の内端３２を指
す、角度を付けた第１の歯２８５、後側パネル３０の外端３１を指す、角度を付けた第２
の歯２８７、及び垂直な歯２８６によって表されるので、後側パネル３０の１方向の動き
が、角度を付けた歯を垂直な歯２８６に対して撓らせるように見え、その結果、この動き
に対して相対的に小さい抵抗を表し得る一方、反対方向の後側パネルの動きが、角度を付
けた歯を垂直な歯に押し付けるように見え、その結果、この反対方向の動きに対して相対
的により大きい抵抗を表し得る。図５０では、後側パネル３０は、その所定の着用者に面
する表面及び衣類に面する表面が、意図される向きを向いて示され、角度を付けた第２の
歯２８７は、垂直な歯２８６の方を向き、角度を付けた第１の歯２８５は、垂直な歯２８
６から離れて向く。この図では、内向きの方向の、即ち、その外端３１からその内端３２
に向かう方向の後側パネル３０の動きは、角度を付けた第２の歯２８７を垂直な歯２８６
に対して撓らせるように見え、その結果、内向きの動きに対して相対的に小さい抵抗を表
し得る。一方、図５１では、後側パネル３０は、その所定の着用者に面する表面及び衣類
に面する表面が、意図される向きと反対の向きで示され、角度を付けた第１の歯２８５は
、垂直な歯２８６の方を向き、角度を付けた第２の歯２８７は、垂直な歯２８６から離れ
て向く。この図では、後側パネル３０の内向きの方向の、即ち、その外端３１からその内
端３２に向かう方向の動きは、角度を付けた第１の歯２８５を垂直な歯２８６に押し付け
るように見え、その結果、内向きの動きに対して相対的により大きい抵抗を表し得る。
【０１５４】
　指向性の摩擦特性は、その所定の着用者に面する表面及び衣類に面する表面が、意図さ
れる向きで挿入された取替え可能なコア構成要素の外向きの動きに抵抗する傾向があって
もよい。例えば、図５０での後側パネル３０の外向きの方向の動きは、角度を付けた第２
の歯２８７を垂直な歯２８６に押し付けるように見え、その結果、外向きの動きに対して
相対的により大きい抵抗を表し得る。故に、そのような指向的摩擦の表面材料を使用する
追加的な利益は、意図される所定の向きで挿入される取替え可能なコア構成要素の外向き
の動きに抵抗する相対的に大きい摩擦力が、その挿入後、意図される所定位置で取替え可
能なコア構成要素を保持するのを援助する傾向がある可能性があり、この材料は、その結
果、位置安定部材として役立ち得る。
【０１５５】
　上述の指向的な摩擦特性を有する要素は、様々な方法で組み合わされて、取替え可能な
コア構成要素が意図される末端部と末端部が接する向きで挿入されているかどうか、同要
素がその所定の着用者に面する表面及び衣類に面する表面の意図される向きで挿入されて
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いるかどうかの両方に関する触覚的フィードバックを提供することも可能である。例えば
、図５２、図５３、図５４、及び図５５に示されるように、後側パネル３０の内端３２を
指す、角度を付けた第１の歯２８５、後ろ側パネル３０の外端３１を指す、角度を付けた
第２の歯２８７、及び垂直な歯２８６の各々は再度、指向的摩擦係数を表している。図５
２では、後側パネル３０は、末端部と末端部が接する意図される向きを、並びにその所定
の着用者に面する表面及び衣類に面する表面が、意図される向きを向いているので、挿入
方向３２０の後側パネル３０の動きは、角度を付けた第２の歯２８７ａを垂直な歯２８６
に対して撓らせるように見え、その結果、その動きに対して相対的に小さい抵抗を表し得
る。しかし、図５３では、後側パネル３０は、その所定の着用者に面する表面及び衣類に
面する表面が、意図される向きと反対の向きで示され、挿入方向３２０の後側パネル３０
の動きは、角度を付けた第１の歯２８５を垂直な歯２８６に押し付けるように見え、その
結果、内向きの動きに対して相対的により大きい抵抗を表し得る。次に、図５４では、後
側パネル３０は、末端部と末端部が接する意図される向きと反対の向きで示され、その外
端３１が最初に挿入される。この図では、後側パネル３０の内向きの方向、即ち、その内
端３２からその外端３１に向かう方向の動きは、角度を付けた歯２８７ａを垂直な歯２８
６に押し付けるように見え、その結果、内向きの動きに対して相対的により大きい抵抗を
表し得る。最後に、図５５では、後側パネル３０は、末端部と末端部が接する意図される
向きと反対の向きで、並びにその所定の着用者に面する表面及び衣類に面する表面の意図
される向きと反対の向きで示されている。この図では、後側パネル３０の内向きの方向、
即ち、その内端３２からその外端３１に向かう方向の動きは、角度を付けた歯２８７ｂを
垂直な歯２８６に押し付けるように見え、その結果、内向きの動きに対して相対的により
大きい抵抗を表し得る。
【０１５６】
　図５６、図５７、図５８、図５９、図６０、図６１、図６２、図６３、図６４、及び図
６５で示されるように、取替え可能なコア構成要素は、意図される所定の向きで同要素を
シャシーに挿入するための力を加えるために、一本若しくは複数の指又は挿入道具２７０
が挿入されてもよい開放可能な挿入ポケット２６０を含んでもよい。そのような挿入力は
、取替え可能なコア構成要素の外端から内端に向かって、矢印３２０で示される方向で、
例えば後側パネル３０の外端３１から内端３２に向かう方向で加えられる。例えば、後側
パネル３０は、連続する線状固着若しくは点固着の配列で又はこれらのいずれかの組み合
わせで、その外側表面に接合された一片のシート材料２６１を有し、外側終縁部２６５、
内端２６４、及びその外側終縁部に位置し、後側パネル３０の外端３１に面する開放可能
な末端部２６３を有する開放可能な挿入ポケットを形成してもよい。固着２６２は、超音
波結合、熱接合、圧力接着、又は接着剤結合を含む、当該技術分野において既知のいかな
る手段によって形成されてもよい。一般に、その縁部の少なくとも２つに沿って取替え可
能なコア構成要素の外側表面に接合された何片かのシート材料が、開放可能な挿入ポケッ
トを形成してもよい。しかし、そのようなシートは、別の方法としては他のどこか、例え
ばその縁部の内側で、開放可能な挿入ポケットとして同様に役立つことができる、即ち、
ポケット様空間に挿入される指又は挿入道具と機能的に協力して使用されて、意図される
所定の向きで取替え可能なコア構成要素をシャシーに挿入する方向３２０に挿入力を働か
せることができる開放可能なポケット様空間を形成するいかなるパターンで固着すること
も可能である。例えば、固着は、図６０に示される断続的線状固着２６２の形態、又は図
６１及び図６３に示される点固着２６２の形態を有してもよい。そのような開放可能な挿
入ポケットは、取替え可能なコア構成要素の一つの主要面に配置されてもよいか、又は図
６４及び図６５に示されるように、２つの開放可能な挿入ポケットが、取替え可能なコア
構成要素の対向する主要面に配置されてもよい。開放可能な挿入ポケットは、好ましくは
、取替え可能なコア構成要素の内端区分に配置される。いくつかの実施形態では、挿入道
具が、取替え可能なコア構成要素の開放可能な挿入ポケットの内側に事前に配置されても
よい。
【０１５７】
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　開放可能な挿入ポケットは、一本若しくは複数の指だけを受け入れるのに充分な寸法、
介護人の手全体を受け入れるのに充分な寸法、又は挿入道具を受け入れるのに充分な寸法
であってもよい。挿入ポケットの長さは、取替え可能なコア構成要素の内端に隣接する開
放可能な挿入ポケットの最も内側の末端から、同ポケットの最も外側の末端部まで、取替
え可能なコア構成要素の長手方向中心線に沿って測定することも可能である。開放可能な
挿入ポケットの長さは、図５６に示されるように、取替え可能なコア構成要素の長さの少
なくとも約１０％であってもよく、好ましくは図６２に示されるように少なくとも約２０
％、より好ましくは図６３に示されるように少なくとも約４０％、最も好ましくは図５８
に示されるように、取替え可能なコア構成要素の長さの少なくとも約６０％である。挿入
ポケットシート材料は、液体不透過性であってもよいが、好ましくは液体透過性である。
挿入ポケットシート材料は、延伸性があり、開放可能な挿入ポケットを拡張させて、介護
人の手を収容できてもよいか、又は図６６に示されるように、廃棄のために折り畳まれた
取替え可能なコア構成要素の周りで、若しくは対向する表面の一部分を廃棄用に覆うため
に、広げられた取替え可能なコア構成要素の末端部の周りで包むことも可能である。例え
ば、図６７に示される挿入ポケットシート２６１は、後側パネル３０の内端３２の周りで
折り畳まれて、図６８に示されるように透過性液体移動区域２４６を廃棄用に覆うことも
可能である。好ましくは、挿入ポケットシート材料は弾性的に延伸性である。いくつかの
実施形態では、挿入ポケットシート２６１は、穿孔又は解放可能な接着剤による取り付け
などにより、取替え可能なコア構成要素の表面から部分的に分離可能であって、挿入ポケ
ットシートが取替え可能なコア構成要素の一部分の上に折り畳まれ、その結果、取替え可
能なコア構成要素の透過性液体移動区域２４６を廃棄用に覆うのを可能にしてもよい。
【０１５８】
　取替え可能なコア構成要素は、図６９に示されるように、液体透過性でも又は液体不透
過性でもよい覆いシート２４９を含み、同シートは、取替え可能なコア構成要素の第１主
要面２５１の一部分を覆い、後側パネル３０の内端３２など、取替え可能なコア構成要素
の縁部の上を包んで、取替え可能なコア構成要素の反対側の第２主要面２５２の少なくと
も一部分を覆ってもよい。そのような実施形態では、図７０に示されるように、包んだ覆
いシート２４９は、開放可能な挿入ポケット２６０を形成し、その結果、取替え可能なコ
ア構成要素の一側面で挿入ポケットシート２６１として役立ち得、又は取替え可能なコア
構成要素の両側面に開放可能な挿入ポケットを形成することも可能である。覆いシート２
４９は、取替え可能なコア構成要素の周りを完全に包み、その反対側の縁部の端が重なり
合うところで接合されて、取替え可能なコア構成要素を封入する管様構造体を形成するこ
ともできる。いくつかの実施形態では、液体不透過性であるそのような覆いシートは、外
端区分の一部分及び／又はプルタブの一部分を形成し、その結果、吸収層の液体が、取替
え可能なコア構成要素のこの部分の外側表面を濡らすのを防ぐことも可能である。
【０１５９】
　開放可能な挿入ポケット２６０はまた、取替え可能なコア構成要素の内部に形成されて
もよい。例えば、内部挿入ポケット２６０は、図７１に示されるように後側パネル３０の
中で、吸収層３４と重ねて置かれた吸収層３６との間に、図７２に示されるように吸収層
３４と内側層２６６との間に、又は図７３に示されるように２つの内側層２６６ａと２６
６ｂとの間に形成されてもよい。そのような実施形態では、意図される所定の向きで、取
替え可能なコア構成要素をシャシーに挿入するための力を加えるために、一本若しくは複
数の指又は挿入道具が内部挿入ポケットに挿入されてもよい。内部挿入ポケットを形成す
る層は液体透過性であって、その結果、取替え可能なコア構成要素の一つの吸収層から、
内部挿入ポケットの反対側の側面に配置されたもう一つの吸収層まで液体の通過を可能に
してもよい。或いは、内部挿入ポケットを形成する一以上の層は、液体不透過性であり、
その結果、一層又は複数の吸収層と内部挿入ポケット間の液体の流れに対してバリアとし
て作用してもよい。例えば、内側層２６６は、液体透過性でも又は液体不透過性でもよい
。
【０１６０】
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　内部挿入ポケットを有する取替え可能なコア構成要素は、図７４に示されるように、内
部挿入ポケットの内側に配置され、取替え可能なコア構成要素の内端区分に隣接する内部
挿入ポケットの内端２６４から、同要素の外端区分に向かって伸びる、逆さにするプルタ
ブ２６８を含んでもよい。逆さにするプルタブが、取替え可能なコア構成要素の外端に向
かって引っ張られる時、取替え可能なコア構成要素は、取替え可能なコア構成要素の内端
を内部挿入ポケット内に及び同ポケットを通って引っ張ることによりひっくり返る、即ち
裏返るので、取替え可能なコア構成要素の最初の外側層が内側に引っ張られ、内部挿入ポ
ケットの最初の内側層が、逆さになった取替え可能なコア構成要素の外側に引っ張られる
。換言すれば、図７５に示されるように、逆さになる時、取替え可能なコア構成要素は、
裏返しになって最初の内側層２６６内に包まれる。この逆さにできる実施形態では、内側
層は液体不透過性であることが好ましく、従って、逆さになった取替え可能なコア構成要
素は、廃棄のためにこれらの液体不透過性層に包まれる。同様に、取替え可能なコア構成
要素の外端区分は、取替え可能なコア構成要素が吸収性物品の中にある時、シャシーに解
放可能に取り付けられ、吸収性物品から取替え可能なコア構成要素を取り外す間に、外端
区分は、解放可能な取り付け手段３０５によって一時的に保持され、その結果、取替え可
能なコア構成要素が引き抜かれる時、同要素を逆さにする、即ち裏返してもよい。取替え
可能なコア構成要素が一旦シャシーから充分に引き抜かれると、解放可能な取り付け手段
は外端区分を解放してもよく、その時、最初の内側層は、取替え可能なコア構成要素を覆
い続けてることが可能である。いくつかの実施形態では、解放可能な取り付け手段は、合
わせて締着されて、取替え可能なコア構成要素を逆さの形体で固定することも可能である
。
【０１６１】
　取替え可能なコア構成要素は、股区域から物品の腰区域の一つまでだけ伸びる必要があ
る。しかし、取替え可能なコア構成要素は、好ましくは、股区域から一方の腰区域の腰終
縁部を超えて伸びるので、取替え可能なコア構成要素の外端は露出し、その結果、吸収性
物品が着用されている時に見える。本開示のこの箇所まで、後側パネル３０の外端３１は
、図１７、図１８、図２８、図４１、図４３、及び図４５において、この手法で隣接する
腰終縁部１６を超えて伸びていることが示されてきた。
【０１６２】
　腰終縁部を超えて伸びる取替え可能なコア構成要素の一部分は、同要素の濡れた状態の
表示を提供することに適合した液体存在表示器２９０を含んでもよい。液体存在表示器は
、図７６に示されるように、吸上げ材料の多数のストリップ２９１を含んでもよく、同ス
トリップは、ストリップの長さ、厚さ、形、及び面積、様々なストリップにおいて使用さ
れる吸上げ材料の孔径、ストリップの吸収能力、ストリップの親水性の程度など、様々な
特性を有してもよい。図７７に示されるように、単一の吸上げストリップ２９１も使用さ
れてもよい。好適な吸上げストリップ２９１は、少なくとも１０ｃｍの３０分間の垂直な
吸上げの高さを有してもよく、好ましくは少なくとも２０ｃｍの３０分間の垂直な吸上げ
の高さを有してもよく、より好ましくは少なくとも３０ｃｍの同高さを有してもよい。吸
上げストリップは、広表面積繊維、毛管水管単繊維、連続気泡高分子発泡体、及び／又は
稠密セルロース基材のような材料を含んでもよい。吸上げストリップは、取替え可能なコ
ア構成要素、例えば後側パネル３０内に配置されて、吸上げストリップの少なくとも一本
が、取替え可能なコア構成要素の透過性液体移動区域から、外端区分まで伸びることが可
能である。吸上げストリップの各々は、好ましくは、取替え可能なコア構成要素の貯蔵／
再分配部材の少なくとも一部分と毛管液体伝達である。吸上げストリップの一部分はまた
、吸上げストリップと、取替え可能なコア構成要素の吸収層との間に配置された液体不透
過性層２９３によって貯蔵／再分配部材から隔離されてもよい。吸上げストリップは、そ
の外端の上に又はその外端に隣接して配置された、肉眼で見える液体存在表示手段２９２
を有してもよい。肉眼で見える表示手段は、ｐＨで活性化するか又は水分で活性化する材
料を含んでもよく、同材料は、いくつかの代表的な実施形態では、ホットメルト接着剤の
形態で吸上げストリップに適用することが可能である。好ましくは、肉眼で見える表示手
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段は、取替え可能なコア構成要素の外側表面を形成する材料を通して見ることができ、一
本又は複数の吸上げストリップが、肉眼で見えるように、取替え可能なコア構成要素の外
端を超えて伸びる必要がなくなる。
【０１６３】
　いくつかの代表的な実施形態では、液体存在表示器２９０は、図７７に示されるように
、貯蔵部材又は貯蔵／再分配部材など、取替え可能なコア構成要素の吸収層に配置された
表示組成物を含んでもよい。そのような表示組成物は、好ましくは、取替え可能なコア構
成要素の外端区分における吸収層に配置されてもよい。表示組成物は、肉眼で見える表示
を提供してもよく、並びにｐＨで活性化するか又は水分で活性化する材料を含んでもよく
、同材料は、いくつかの代表的な実施形態では、ホットメルト接着剤又は水溶性染料の形
態で吸収層に適用することも可能である。取替え可能なコア構成要素が、シャシーにおい
て、意図される所定の奥行きまで挿入される時、肉眼で見える液体存在表示手段２９２は
、好ましくは、シャシーの腰終縁部の上に配置される。
【０１６４】
　しかし、いくつかの実施形態では、取替え可能なコア構成要素が、意図される所定の奥
行きまで挿入される時、肉眼で見える表示手段は、腰終縁部の下、即ち物品の腰区域にお
けるバックシートと着用者との間に配置することも可能である。例えば、静止した吸収性
ストリップ２９４は、図７８で示されるように、濡れた区域２９６で色を変化させるリト
マス紙様基材、又は図７９で示されるように、肉眼で見える一連の液体存在表示手段２９
２を含み、その各々は、液体の存在に反応して、又は表示手段に接触する液体のｐＨに反
応して、肉眼で見える変化をする。別の例として、ｐＨで活性化するか又は水分で活性化
する材料を、取替え可能なコア構成要素の外側表面にすじ状に適用することも可能である
。「液体の深さ」の表示を提供するこれらの方法は、ユーザが液体の存在を決定すること
に加えて、取替え可能なコア構成要素に装填した液体の実際の深さを評価するのを可能に
する。いくつかの実施形態では、取替え可能なコア構成要素が、意図される所定の奥行き
まで挿入される時、肉眼で見える表示手段はバックシートを通して見ることも可能になる
。取替え可能なコア構成要素は、それを通して液体存在表示手段が見える半透明の又は透
明な区域を有してもよく、並びにいくつかの実施形態では、肉眼で見える液体存在表示手
段を有する取替え可能なコア構成要素は、同要素が、意図される所定の奥行きまで、意図
される所定の位置及び向きで物品内に挿入される時、その肉眼で見える表示手段とそろう
、バックシートにおける透明な又は半透明の区域を有するシャシーの中で使用することも
可能である。
【０１６５】
　いくつかの代表的な実施形態は、図８０に示されるように、「計深棒」タイプの、肉眼
で見える液体存在表示器を有してもよく、そこでは吸収性ストリップ２９４は、取替え可
能なコア構成要素内の充分に挿入された位置と部分的に挿入された位置との間で、取替え
可能なコア構成要素の外側層におけるスリット２９５を通って移動し、その結果、肉眼で
見える液体存在表示用吸収性ストリップの内側部分を露出し、取替え可能なコア構成要素
の濡れた深さの決定を容易にし得る。そのような「計深棒」タイプの、肉眼で見える液体
存在表示用吸収性ストリップの用法は、自動車エンジンにおける流体の深さ、航空機の燃
料タンクにおける燃料の深さ、又は地中の貯蔵タンクでの深さを調べるために計深棒を使
用する用法に類似している。「計深棒」タイプの、肉眼で見える液体存在表示用吸収性ス
トリップは、図８１に示されるように、濡れた区域２９６で色を変化させるリトマス紙様
基材を含んでもよいか、又は図８２に示されるように、肉眼で見える一連の液体存在表示
手段２９２を含んでもよく、その各々は、液体の存在に、又は表示手段に接触する液体の
ｐＨに反応して肉眼で見える変化をする。計深棒による方法は、ユーザが液体の存在を決
定することに加えて、取替え可能なコア構成要素に装填した液体の実際の深さを評価する
のを可能にする。
【０１６６】
　いくつかの実施形態では、液体存在表示器は、水により収縮する時、寸法、引っ張り強
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度、圧縮に対する抵抗性、曲げに対する抵抗性、又は座屈に対する抵抗性が変えられる水
感応性拘束要素を含んでもよい。水感応性拘束要素は、水溶性材料、又は濡れた時弱体化
するが溶解しない、セルロース性材料などの材料を含んでもよい。例えば、図８３及び図
８４に示されるように、液体存在表示器は、伸縮性要素を水感応性要素に直接接合するか
、又は水感応性要素を、伸縮性要素に取り付けられた中間要素に取り付けるかのどちらか
により、伸長した弾性力発生要素２９８に接合した水感応性拘束要素２９７を含んでもよ
い。その最初の乾燥状態では、水感応性要素は伸縮性要素をその伸長した状態で拘束する
。製品に体外排泄物が装填されて、水感応性要素が液体と接触する時、同要素は溶解して
伸縮性要素を解放し、その結果、収縮によって伸縮性要素を弛緩させる。生じる伸縮性要
素の収縮は、可動性表示器ストリップ２９９を後側パネル３０の内端３２に向かって動か
して、肉眼で見える液体存在表示手段２９２を露出し、その結果、取替え可能なコア構成
要素における液体の存在を表示する。
【０１６７】
　他の実施形態では、弾性力発生要素は最初、伸長しているよりもむしろ圧縮されて、そ
れが解放される時、収縮よりもむしろ拡張により弛緩することが可能である。例えば、図
８５及び図８６で示されるように、肉眼で見える液体存在表示手段２９２は、可動性表示
器ストリップ２９９上に配置され、最初は、シャシーの腰終縁部１６の下に隠れている。
伸縮性要素２９８は、水感応性拘束要素２９７により、その最初の圧縮した状態で拘束さ
れている。製品に体外排泄物が装填されて、水感応性要素が液体と接触する時、同要素は
溶解して、伸縮性要素を解放し、その結果、拡張によって伸縮性要素を弛緩させる。生じ
る伸縮性要素の拡張は、可動性表示器ストリップ２９９を、シャシーの腰終縁部を超えて
伸びる、後側パネル３０の外端３１に向かって移動させて、肉眼で見える液体存在表示手
段２９２を露出し、その結果、取替え可能なコア構成要素における液体の存在を表示する
。
【０１６８】
　いくつかの実施形態では、同様の構造体を有する液体存在表示器が、取替え可能なコア
構成要素における液体の存在の触覚的表示を提供してもよい。例えば、解放される時、伸
縮性要素は、可動性触覚表示器ストリップを所定の位置まで動かし、そこでストリップの
厚さが、隆起した区域又は突出部の触感を提供してもよい。別の実施例として、解放され
る時、伸縮性要素は、可動性触覚表示器ストリップを、ストリップの厚さが、隆起した区
域又は突出部の触感を提供したその最初の位置から離して動かし、その結果、その触感を
取り除く、即ち最初の隆起した又は突出している区域を滑らかに又は平坦に感じさせるこ
とも可能である。
【０１６９】
　（挿入道具）
　取替え可能なコア構成要素が着用中に快適であるために、同要素は、好ましくは、相対
的に柔らかく、相対的に薄く、且つ相対的に可撓性である。しかし、可撓性は、取替え可
能な構成要素の独力での挿入を困難にすることがある。例えば、取替え可能なコア構成要
素の外端をつかんで、シャシーに押し込むことによって同要素を挿入する試みは、その外
側表面と、隣接するシャシーの表面との間の滑り抵抗のために、同要素を破る又は座屈さ
せることがある。同様に、取替え可能なコア構成要素の内端をつかんで、つかんでいる手
をシャシーに挿入することによって同要素を挿入する試みは、同要素のしわ又は折れを導
入することがある。同様に、つかんでいる手が大きすぎて、取替え可能なコア構成要素が
挿入される空間に適合し得ないものであり、故に、部分的な挿入のみが達成されることが
ある。
【０１７０】
　故に、好適な厚さ、好適な硬さ、及び好適な座屈抵抗性を有する挿入道具を使用すると
、取替え可能なコア構成要素の挿入を促進することが可能である。従って、本発明の吸収
性物品は、取替え可能なコア構成要素を意図される所定の向きでシャシーに挿入するため
に力を加える際に使用するための挿入道具を含んでもよい。そのような挿入道具を使用す
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ると、取替え可能な構成要素を挿入する時に、介護人が自分の手を吸収性物品に挿入する
必要をなくすことが可能である。同様に、好適な挿入道具は人の手よりも有意に薄く、故
に、シャシー、又は開放可能なシャシーポケットの開放可能な末端部の端が、挿入物を収
容するためにその伸展性を制限される時を含めて、シャシーへの取替え可能なコア構成要
素のより深い挿入を容易にすることが可能である。様々な実施形態で、挿入道具は、取替
え可能なコア構成要素の挿入後に引き抜かれてもよく、又はシャシーに残ってもよい。同
様に、挿入道具は、取替え可能なコア構成要素に取り付けられずに使用されてもよく、そ
の挿入のために同要素に取り付けられて、次に同要素から離されてもよく、又は同要素に
取り付けられたままでもよい。
【０１７１】
　挿入道具２７０は、図８７、図８８、図８９、図９０、図９１、及び図９２に示される
代表的な実施形態などにおいて、取替え可能なコア構成要素の外側に取り付けた挿入ポケ
ット２６０に挿入されてもよいか、又は本開示の他の場所で説明されるように、取替え可
能な構成要素の内部に形成される内部挿入ポケットに挿入されてもよい。いくつかの実施
形態では、図９３に示されるように、２つの挿入道具が、取替え可能なコア構成要素の対
向する主要面に配置された２つの挿入ポケットに挿入されてもよい。この方法で使用され
る時、２つの挿入道具は、例えば、取替え可能なコア構成要素を吸収性物品に挿入する介
護人の手への同要素の露出を防ぐバリアとして作用してもよい。加えて、２つの挿入道具
の表面は、シャシーの隣接する材料に対して相対的に低い摩擦係数を有し、その結果、取
替え可能なコア構成要素の挿入を容易にすることも可能である。一旦挿入ポケット２６０
に挿入されると、挿入道具２７０は、矢印３２０で示される方向に挿入力を働かせて、取
替え可能なコア構成要素をシャシーに挿入するために使用されてもよい。次に、挿入道具
は、矢印３２１で示される反対方向にシャシーから引き抜かれてもよい。
【０１７２】
　そのような挿入道具は、好ましくは、その挿入中に、取替え可能なコア構成要素の一層
若しくは複数の吸収層のしわ又は折れを防ぐための補助として充分大きい平坦な表面の面
積を有する。この目的のために、挿入道具は、好ましくは、取替え可能なコア構成要素の
平坦な表面の面積の少なくとも約２５％の平坦な表面の面積を有する。より好ましくは、
挿入道具は、取替え可能なコア構成要素の平坦な表面の面積の少なくとも約５０％、又は
最も好ましくは同面積の少なくとも約７５％の平坦な表面の面積を有する。挿入道具は、
挿入中に、取替え可能なコア構成要素を広げるように形成され、その結果、そのしわ又は
折れを防ぐことも可能になる。例えば、図に示されるように、その内端３１８に隣接する
挿入道具の部分は、後側パネル３０の吸収層３４の内端区分の先細形に適合する寸法及び
形である。
【０１７３】
　或いは、挿入道具は、シャシーへの取替え可能なコア構成要素の有効な挿入に好適な方
法で、同要素に解放可能に取り付けられてもよい。そのような実施形態では、図９４及び
図９５に示されるように、取替え可能なコア構成要素が挿入された後、挿入道具がシャシ
ーから引き抜かれて、同要素から解放されてもよい。例えば、挿入道具２７０は、接合の
第１区域３１６で、その内端３１８に隣接して中間部材３１５に貼り付けられてもよく、
並びに取替え可能なコア構成要素は、剥離可能に解放可能であるために、接合の第２区域
３１７で中間部材に接合されてもよい。そのような実施形態では、取替え可能なコア構成
要素をシャシーに挿入するために、挿入道具が、矢印３２０で示される方向に挿入力を加
えるように使用される時、中間部材が引っ張り力を受け、接合の第１区域及び第２区域が
実質的に剪断力のみを受けるように中間部材が配置されてもよい。次に、挿入道具が矢印
３２１で示される方向にシャシーから引き抜かれる時、接合の第２区域が剥離力を受ける
ので、中間部材は、取替え可能なコア構成要素からは解放されるものの、挿入道具に貼り
付いたままで、その結果、挿入道具と共に引き抜かれる。
【０１７４】
　別の実施例として、挿入道具２７０が、剥離可能に解放可能であるために、接合の第１
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区域３１６で、その内端３１８に隣接して中間部材３１５に接合され、並びに取替え可能
なコア構成要素が、接合の第２区域３１７で中間部材に貼り付けられてもよい。そのよう
な実施形態では、挿入道具が、シャシーに取替え可能なコア構成要素を挿入する方向３２
０に力を加えるために使用される時、中間部材は、同様に引っ張り力を受け、並びに接合
の第１区域及び第２区域は、同様に実質的に剪断力のみを受けることがある。次に、挿入
道具が矢印３２１で示される方向にシャシーから引き抜かれる時、接合の第１区域はそれ
によって剥離力を受け、挿入道具は、中間部材から解放されて、同部材は取替え可能なコ
ア構成要素に貼り付いたままであることも可能である。
【０１７５】
　挿入道具は、取替え可能なコア構成要素に直接、又は中間部材を介してのどちらかで接
合される又は取り付けられるよりむしろ、角度を付けた歯又はフックなど、一以上の突出
部を有し、同突出部は、挿入道具が第１方向に外側表面に沿って滑らされる時、取替え可
能なコア構成要素の外側表面を形成する層と係合してもよく、並びに挿入道具が、反対の
第２方向に外側表面に沿って滑らされる時、離れるか若しくは係合しないこともある。或
いは、挿入道具は、取替え可能なコア構成要素の外側表面上のそのような突出部と係合す
ることも可能である。どちらの構成でも、第１方向での挿入道具の動きは、挿入力を取替
え可能なコア構成要素に加える一方、第２方向での挿入道具の動きは、挿入道具を取替え
可能なコア構成要素から離し、故に同要素を挿入した位置に取り残す。取替え可能なコア
構成要素の外側表面層に関する指向的摩擦係数を有する挿入道具の表面は、取替え可能な
コア構成要素の外側表面に沿って挿入方向に滑らされる時、より大きい抵抗力を提供し、
反対方向に引き抜かれる時より小さい抵抗力を提供することにより、突出部と同じ機能を
果たすことも可能である。
【０１７６】
　いくつかの実施形態では、図３５、図３６、図３７、及び図３８に示される延伸性があ
る覆い層３００は、挿入道具を引き抜いた後、取替え可能なコア構成要素に取り付けられ
たままである中間部材３１５として役立つことも可能である。そのような実施形態では、
延伸性がある覆い層３００／中間部材３１５は、吸収性物品に取替え可能なコア構成要素
を挿入するための挿入道具に、解放可能に取り付けられてもよい。図３５及び図３７に示
されるように、挿入道具が引き抜かれる時、延伸性がある覆い層／中間部材は挿入道具か
ら解放され、シャシーに取り付けられてもよい。例えば、いくつかの実施形態では、延伸
性がある覆い層／中間部材は、解放可能な取り付け手段３０２によって挿入道具に解放可
能に取り付けられてもよく、同手段は、挿入道具の引き抜きによって露出してもよく、次
にシャシーに取り付けられてもよい。他の実施形態では、解放可能な取り付け手段３０２
と反対側の、延伸性がある覆い層／中間部材の表面に配置された第２の解放可能な取り付
け手段が、挿入道具の引き抜きにより露出してもよく、次にシャシーに取り付けられても
よい。同様に、指向的特性を有する解放可能な取り付け手段が、延伸性がある覆い層／中
間部材の解放可能な取り付けに隣接して、挿入道具に配置されてもよい。そのような指向
的な解放可能な取り付け手段は、挿入方向に動かされる時シャシーと係合しなくてもよい
が、挿入道具が取り外される時シャシーと係合することもできる。続いて、取替え可能な
コア構成要素がシャシーから取り外される時、図３６及び図３８に示されるように、延伸
性がある覆い層は、伸びて取替え可能なコア構成要素の外側表面を覆うために、シャシー
に取り付けられたままであってもよく、次に、シャシーから解放されてもよい。
【０１７７】
　挿入道具は、挿入奥行き表示器を含み、シャシーに関する取替え可能なコア構成要素の
所定位置に対応する挿入道具の所定位置に達した時、表示を提供することも可能である。
一般に、挿入道具は、取替え可能なコア構成要素に関して説明される挿入奥行き表示器の
形態のいずれを含んでもよい。例えば、図８８に示されるように、挿入奥行き表示器は、
挿入道具の外端３１９に隣接して配置される線２８１など、肉眼で見える表示器を含み、
所定位置に達した時、線はシャシーの腰終縁部とそろってもよい。肉眼で見える挿入奥行
き表示器の別の例では、取替え可能なコア構成要素上の同様の図画的物体がそろう形態と
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本明細書で説明される方法と同様に、所定位置に達した時、挿入道具上の図画的物体が、
シャシー上の隣接する図画的物体とそろって、複合的な図画的物体を形成してもよい。
【０１７８】
　挿入道具の挿入奥行き表示器は、いくつかの代表的な実施形態で触覚的フィードバック
を提供する機械的表示器を含んでもよい。例えば、図８９、図９０、図９１、及び図９２
に示されるように、挿入道具の挿入奥行き表示器は、挿入道具上に配置され、所定位置に
達した時シャシー上に配置された補足的部材と係合するか若しくはシャシーの不織布表面
と係合することに適合したフック又はループ部材のどちらかなど、機械的表面締結具の形
態の機械的挿入奥行き表示器２８４を含んでもよい。機械的挿入奥行き表示器の別の例で
は、挿入道具の外側表面は、シャシーの隣接する表面の一部分に対して相対的に高い摩擦
係数を有してもよく、従って所定位置に達した時、摩擦係数の増加が、挿入道具を更に遠
くに滑らせ、それ故に取替え可能なコア構成要素を、所定位置を超えて挿入するのに要す
る力を著しく増加する。加えて、挿入道具が取替え可能なコア構成要素と共にシャシーに
残る実施形態では、そのような機械的挿入奥行き表示器は、挿入奥行き表示器及び位置安
定部材の両方として同時に役立つことも可能である。
【０１７９】
　いくつかの代表的な実施形態では、挿入道具の外側表面は、シャシーの隣接する表面に
関する指向的摩擦係数を有し、その結果、挿入道具及び取替え可能なコア構成要素が、末
端部と末端部が接する意図される向きで挿入されているかどうかに関する触覚的フィード
バックを提供してもよい。一般に、挿入道具は、取替え可能なコア構成要素に関して説明
された、指向的摩擦係数を有するそのような表面の形態のいずれかを含むことが可能であ
る。例えば、挿入道具の表面を形成し、指向的摩擦特性を有する材料は、挿入道具の内端
が先に挿入される時滑り摩擦係数が相対的に低い向きであり、故に、挿入道具及び取替え
可能なコア構成要素の、シャシーへの挿入を相対的に容易にすることが可能である。一方
、逆さにされた挿入道具、即ちその外端が先に挿入されるような向きの挿入道具の挿入が
試みられる場合、指向的材料の相対的により高い滑り摩擦係数はより高い抵抗力を提供し
、故に、逆さにされた挿入道具及び取替え可能なコア構成要素の、シャシーへの挿入を相
対的により困難にする可能性がある。この指向的摩擦の表面材料は、挿入道具の一以上の
主要面に配置されても、又は横方向に対向する縁部表面に配置されてもよい。
【０１８０】
　いくつかの代表的な実施形態では、挿入道具の対向する外側表面は、シャシーの隣接す
る表面に関して異なる摩擦係数を有し、その結果、挿入道具及び取替え可能なコア構成要
素が、同要素の所定の着用者に面する表面及び衣類に面する表面の意図される向きで挿入
されているかどうかに関する触覚的フィードバックを提供してもよい。例えば、挿入道具
の着用者に面する表面を形成し、指向的摩擦特性を有する材料は、その所定の着用者に面
する表面がシャシーの着用者に面する層を向いて、並びにその所定の衣類に面する表面が
シャシーの衣類に面する層を向いて挿入道具が挿入される時滑り摩擦係数が相対的に低い
向きであり、故に、挿入道具及び取替え可能なコア構成要素の、シャシーへの挿入を相対
的に容易にすることが可能である。一方、逆さにされた挿入道具、即ち、その着用者に面
する表面及び衣類に面する表面がその意図される向きと逆であるような向きの挿入道具の
挿入が試みられる場合、指向的材料の相対的により高い滑り摩擦係数はより高い抵抗力を
提供し、故に、逆さにされた挿入道具及び取替え可能なコア構成要素の、シャシーへの挿
入を相対的により困難にすることがある。
【０１８１】
　挿入道具は、図９６に示されるように、平面的カード様要素２７１を含んでもよい。好
適に薄くするために、且つ取替え可能なコア構成要素の挿入中に同要素のしわ又は折れを
防ぐための補助に充分に大きい平面的表面積を有するために、このカード様要素は、好ま
しくは、その平均的な幅対平均的な厚さの相対的に高い比を有する。例えば、カード様要
素は少なくとも２５：１の平均的な幅対平均的な厚さの比を有してもよい。好ましくは、
カード様要素は、少なくとも約５０：１、より好ましくは少なくとも約１００：１、最も
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好ましくは少なくとも約３００：１の平均的な幅対平均的な厚さの比を有することが可能
である。いくつかの実施形態では、挿入道具は、重ねて置かれる平面的カード様要素の一
方又は両方の周辺部の少なくとも一部分に沿って相互から分離可能な、重ねて置かれる構
成の、二枚の平面的カード様要素を含んでもよい。平面的カード様要素は、所望の硬さを
提供して、シャシーへの取替え可能なコア構成要素の挿入を容易にすることが可能である
。取替え可能な吸収性コア構成要素の挿入ポケットを形成する層及び／又は取替え可能な
コア構成要素が挿入される開放可能なシャシーポケットを形成する層が、挿入工程中に、
取替え可能なコア構成要素及び挿入道具の、滑らかな平面又は曲がった平面的な形からの
偏向を防ぐ傾向がある拘束力を提供する実施形態では、この拘束力が、挿入道具の必要な
硬さを弱めることも可能である。
【０１８２】
　そのような挿入道具は、図９６に開放状態で示されるように、開放可能な挿入道具ポケ
ット２７３を形成する袋様要素２７２も含むことも可能である。袋様要素は、図９６のよ
うに平面的カード様要素の一方の側面に接合されるか、或いは、図９７に示されるように
、袋様要素が二枚の平面的カード様要素の間に配置され、そこに接合することも可能であ
る。袋様要素は、開口のために拡張可能であるために、延伸性があるシート材料から作製
されてもよいか、又は折り畳み又はひだ２７７を有するシートから形成されてもよい。開
放可能な挿入道具ポケット２７３は、取替え可能なコア構成要素を受け入れて保持するの
に充分な寸法であることも可能である。故に、開放可能な挿入道具ポケットは、未使用の
取替え可能なコア構成要素を使用前に収容するためか、又は使用された取替え可能なコア
構成要素を廃棄用に受け入れ、収容するために使用することも可能である。挿入道具の袋
様構造体は、図９８に示されるような、一以上の密閉タブ２７４を含んでもよいネクタイ
式密閉、引き紐による密閉、機械的締結具、ジッパー、ボタン、スナップ、接着剤による
密閉、又は当該技術分野において既知の他の密閉手段などの密閉手段を含んでもよい。未
使用の取替え可能なコア構成要素が、開放可能な挿入道具ポケットの内側に配置される実
施形態では、この密閉手段は、吸収性物品への取替え可能なコア構成要素の挿入前に、ポ
ケットの内側で同要素を固定するために使用し得ることもある。この密閉手段は、使用さ
れた取替え可能なコア構成要素を吸収性物品から取り外した後、開放可能な挿入道具ポケ
ットの内側で固定するためにも使用し得ることもある。
【０１８３】
　いくつかの実施形態では、カード様要素２７１及び取り付けた袋様要素２７２の形態を
有する挿入道具は、取替え可能なコア構成要素の挿入ポケットに挿入され、説明された方
法で使用され、挿入力を働かせることも可能である。同様に、いくつかの実施形態では、
図９９及び図１００に示されるように、後側パネル３０など、取替え可能なコア構成要素
は、吸収性物品へのその挿入前に、開放可能な挿入道具ポケット２７３の内側に配置され
てもよい。そのような実施形態では、その開放可能な挿入道具ポケットの内側に取替え可
能なコア構成要素を含む挿入道具が、吸収性物品に挿入され、次に引き抜かれ、その結果
、取替え可能なコア構成要素を吸収性物品の中に残すことも可能である。この方法で使用
される時、挿入道具のカード様要素及び／又は袋様要素は、吸収性物品に挿入する前に、
例えば、取替え可能なコア構成要素を吸収性物品に挿入する介護人の手に、又は潜在的汚
染物質に、取替え可能なコア構成要素が露出するのを防ぐバリアとして作用することも可
能である。
【０１８４】
　いくつかの実施形態では、図３５及び図３６に示される延伸性がある覆い層３００を含
む取替え可能なコア構成要素が、吸収性物品への挿入のために、図９９に示されるように
、開放可能な挿入道具ポケット２７３の内側に配置されてもよい。そのような実施形態で
は、解放可能な取り付け手段３０２が、剥離可能に解放可能であるために、延伸性がある
覆い層３００を、接合の第１区域３１６で挿入道具に取り付けるのに役立つこともある。
図３５に示されるように、挿入道具は、引き抜かれる時、延伸性がある覆い層３００から
剥離可能に解放されることも、並びに解放可能な取り付け手段３０２は、露出して、シャ
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シーに取り付けられることも可能である。続いて取替え可能なコア構成要素がシャシーか
ら取り外される時、延伸性がある覆い層は、シャシーに取り付けられたままで、図３６に
示されるように伸びて、取替え可能なコア構成要素の外側表面を覆うことも可能で、並び
にその後、シャシーから解放されることも可能である。
【０１８５】
　挿入道具は、ほぼ均一な厚さを有する実質的に平面的な部分と、より大きい厚さを有す
る、その内端に隣接する部分とを有し、その結果、挿入道具が吸収性物品に挿入される時
、シャシーの分離可能な層を分離するための「プラウ（鋤）」として役立つことも可能で
ある。平面的な部分でのほぼ均一な厚さ２７５に関する、末端部分での挿入道具のより大
きい厚さ２７６は、例えば図１０１及び図１０２に示されるように、挿入道具２７０の内
端３１８をそれ自体の上で折り返すことによって、例えば図１０３及び図１０４のように
内端に屈曲を形成することにより、例えば図１０５及び図１０６のように内端に層を加え
ることにより、又は単純に、より大きい平面的厚さを有する挿入道具の内端を形成するこ
とにより、形成することも可能である。末端部分における挿入道具のより大きい厚さは、
実質的に平面的な部分におけるほぼ均一な厚さの少なくとも約５倍であってもよく、好ま
しくは少なくとも約１０倍、より好ましくはほぼ均一な厚さの少なくとも約２０倍であっ
てもよい。いくつかの実施形態では、挿入道具は、相対的に厚い区域を弾性的に圧縮可能
にするのに役立つ弾力的要素２７８を含み、その結果、挿入道具が挿入ポケットに挿入さ
れる時、並びに取替え可能なコア構成要素をシャシーに挿入する力を働かせるために挿入
道具が使用される時、その道具を弾力的に適合させることによってその道具の使用を容易
にすることも可能である。
【０１８６】
　開放可能なシャシーポケット及び取替え可能なコア構成要素が相互に「鍵がかかる」実
施形態では、取替え可能なコア構成要素の設計で考察された所定の向きと異なるいかなる
向きの同要素の挿入も防ぐために、挿入道具は、開放可能なシャシーポケット及び取替え
可能なコア構成要素と対応して鍵をかけることも可能である。故に、開放可能なシャシー
ポケットが成形され、且つ挿入道具が、成形された開放可能なシャシーポケット内に適合
するように、対応して成形することも可能である。
【０１８７】
　例えば、本開示における他の場所で詳細に説明される実施形態では、開放可能なシャシ
ーポケットは、開放可能なシャシーポケットを、連結した少なくとも２つの分岐に二分す
るか又は分割する分離器を含んでもよい。そのような二分された開放可能なシャシーポケ
ットを有する実施形態では、挿入道具は、分離器の外端を超えて、即ち、腰終縁部から、
分離器の外端より遠い箇所まで、その内端の挿入を可能にする協力的構造体を含んでもよ
い。挿入道具におけるそのような協力的構造体２２７は、分離器を受ける及び／又は分離
器にバイパスを形成するための、図１０７に示されるような、挿入道具に形成されたスリ
ット、スロット、又は溝を含んでもよい。開放可能なシャシーポケットにおける分離器は
、シャシーの長手方向中心線１７に沿って形成されてもよく、挿入道具における協力的構
造体は、取替え可能なコア構成要素の長手方向中心線２５と一致するように形成されても
よいか、或いは分離器若しくは協力的構造体のどちらか又は両方が図１０７のように各長
手方向中心線からずれていてもよい。取替え可能なコア構成要素における協力的構造体に
関して説明される方法と同様に、そのようなずれた配置は、挿入道具がその内端を股区域
に、その外端を腰区域に、並びに所定の横方向の位置で挿入されるのを確実にし、その結
果、挿入道具で挿入される取替え可能なコア構成要素が、その液体透過性表面区域が所定
の長手方向及び／又は横方向の位置で挿入されるといったことを確実にするのに役立つこ
とがある。
【０１８８】
　図１０８に示されるように、開放可能なシャシーポケットが、連結した別々のいくつか
の分岐又は非結合部分に分割される、即ち、別々の開放可能なシャシーポケットに有効に
分割される実施形態では、挿入道具は、対応する数の突出した指様部分２７９を有するこ



(58) JP 2010-12272 A 2010.1.21

10

20

とも可能である。これらの指様部分は、開放可能なシャシーポケットの並んだ横方向の関
係の分岐又は部分内に配置されてもよく、故に、対応して成形された取替え可能なコア構
成要素を挿入するために、又は多数の取替え可能なコア構成要素を各分岐若しくは部分に
挿入するために、使用し得ることもある。
【０１８９】
　一超過の成形要素と、分離器の他の成形要素とを含む実施形態では、挿入道具は対応し
て成形されてもよい。例えば、成形要素には、対応する「鍵」が所定の向きでのみ適合す
るスロット；一以上の対応するピン、突起、又は突出部が所定の向きでのみ適合する一以
上の穴又は凹み；挿入道具が部分的に挿入され、次に挿入が完全であるために回転及び／
又は並進することを必要とする、開放可能なシャシーポケット内の仕切り；及び類似の構
成が挙げることが可能である。
【０１９０】
　本発明の範囲を逸脱しない範囲で、取り外し可能及び取替え可能な吸収性コア構成要素
又は吸収性挿入物への接近を提供する、吸収性物品の追加的な代表的実施形態が可能であ
ることを、当業者ならば認めるであろう。更にその上、本発明の範囲を逸脱しない範囲で
、吸収性コア構成要素、吸収性コア部材、吸収性コア構成要素・部材の配置、及び吸収特
性の追加的な組み合わせを、最終的な設計に影響を及ぼす所望の機能的要件と共に使用し
てもよいことが考察される。特に、説明された実施形態のみならず、開示された要素及び
形体の全ての構造的に可能な組み合わせが考察される。同様に、取替え可能なコア構成要
素が取り外される、挿入される、及び／又は取替えられる本発明の使い捨て吸収性物品の
使用方法が考察される。加えて、使用指示と共に本発明の使い捨て吸収性物品が含まれる
、包装、袋、容器、ディスプレーパックなどの商品が、同様に考察される。
【０１９１】
　本発明の特定の代表的な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
逸脱することなく様々な他の変形及び変更が可能であることは、当業者には明白である。
従って、本発明の範囲内にあるそうしたすべての変更及び修正を、前述での添付の特許請
求の範囲で扱うものとする。
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【手続補正書】
【提出日】平成21年8月28日(2009.8.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人体の胴体下部辺りに着用されることに適合した使い捨て吸収性物品での使用に適合し
た取替え可能な吸収性コア構成要素であって、
　幅を有する外端と、前記外端の幅より狭い幅を有する反対側の内端と、前記外端の幅と
実質的に同じ幅を有する、前記外端に隣接する実質的に方形の部分と、前記実質的に方形
の部分と前記内端とを接続する交差しない２側面を有する先細になった部分とを有する吸
収層を備え、
　前記吸収層が、２つの主要面の間に配置されており、前記主要面の少なくとも１つが、
液体透過性区域及び液体不透過性区域を含む、取替え可能な吸収性コア構成要素。
【請求項２】
　前記取替え可能な吸収性コア構成要素が、内端を有し、且つ、前記内端から離れて向く
開放可能な末端部を含む開放可能な挿入ポケットを有する、請求項１に記載の取替え可能
な吸収性コア構成要素。
【請求項３】
　前記取替え可能な吸収性コア構成要素が、前記使い捨て吸収性物品内への前記取替え可
能な吸収性コア構成要素の所定挿入奥行きに達した時に表示を提供することに適合した挿
入奥行き表示器を含む、請求項１又は２に記載の取替え可能な吸収性コア構成要素。
【請求項４】
　前記取替え可能な吸収性コア構成要素が、腰バンドの区域で前記使い捨て吸収性物品に
解放可能に取り付けられた位置安定部材を含む、請求項１～３のいずれか一項に記載の取
替え可能な吸収性コア構成要素。
【請求項５】
　前記取替え可能な吸収性コア構成要素が複数ピースの吸収性構造体を含む請求項１～４
のいずれか一項に記載の取替え可能な吸収性コア構成要素。
【請求項６】
　前記取替え可能な吸収性コア構成要素が二又に分かれた形を有する請求項１～５のいず
れか一項に記載の取替え可能な吸収性コア構成要素。
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