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(57)【要約】
　頂縁、底縁、ならびに第１側縁および第２側縁を有す
る布を含み、上記布の頂縁にストラップが結合され、別
のストラップを用いて複数のＤリングが上記布の頂縁に
結合され、上記布の頂縁に芯が縫合されてなる授乳カバ
ーが記載される。上記芯は、芯の第１端に結合された第
１エンドキャップおよび芯の第２端に結合された第２エ
ンドキャップを有し、上記芯は、着用時に布を外向きに
湾曲させて観察領域を提供する。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カバーであって、
　頂縁、底縁、ならびに第１側縁および第２側縁を有する布であって、前記布の前記頂縁
にストラップが結合され、かつ別のストラップを用いて前記布の前記頂縁に複数のＤ形リ
ングが結合されてなる前記布と、
　前記布の前記頂縁内に縫合された芯であって、前記芯の第１端に結合された第１エンド
キャップおよび前記芯の第２端に配置された第２エンドキャップを有し、着用時に観察領
域を提供するように前記布を外向きに湾曲させる前記芯と、
　を含むカバー。
【請求項２】
　前記第１エンドキャップを前記第１端に縫付けることによって、前記第１エンドキャッ
プが前記第１端に結合される、請求項１に記載のカバー。
【請求項３】
　前記第２エンドキャップを前記第２端に縫付けることによって、前記第２エンドキャッ
プが前記第２端に結合される、請求項１に記載のカバー。
【請求項４】
　前記第１エンドキャップを前記芯に縫合することによって、前記第１エンドキャップが
前記第１端に結合される、請求項１に記載のカバー。
【請求項５】
　前記第２エンドキャップを前記芯に縫合することによって、前記第２エンドキャップが
前記第２端に結合される、請求項１に記載のカバー。
【請求項６】
　前記頂縁に沿って位置するシートのポケット内に前記芯が配置された、請求項１に記載
のカバー。
【請求項７】
　前記第１エンドキャップおよび前記第２エンドキャップが平滑な外面を有する、請求項
１に記載のカバー。
【請求項８】
　前記第１エンドキャップおよび前記第２エンドキャップが、前記芯の前記第１端および
前記第２端上に非磨耗性外面を提供する、請求項１に記載のカバー。
【請求項９】
　授乳カバーであって、
　複数の縁を有するシートであって、第１ストラップの基端が前記複数の縁の１つの縁に
縫合され、かつ第２ストラップの別の基端が前記１つの縁に縫合され、着用時に前記第１
ストラップの末端および前記第２ストラップの別の末端が、一体に結合されるように構成
されてなる前記シートと、
　前記１つの縁内に縫合されたポケット内に配置され、前記縁を補強し、かつカバーに湾
曲形状を提供する芯であって、前記芯の第１端に第１エンドキャップが配置され、かつ前
記芯の第２端に第２エンドキャップが配置され、前記第１エンドキャップおよび前記第２
エンドキャップが前記芯の前記第１端および前記第２端にそれぞれ結合されてなる前記芯
と、
　を含む授乳カバー。
【請求項１０】
　前記第１エンドキャップおよび前記第２エンドキャップが、接着剤を用いて、前記芯の
前記第１端および前記第２端にそれぞれ結合される、請求項９に記載の授乳カバー。
【請求項１１】
　前記第１エンドキャップおよび前記第２エンドキャップが、ファイバを用いて、前記芯
の前記第１端および前記第２端にそれぞれ結合される、請求項９に記載の授乳カバー。
【請求項１２】
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　前記第１エンドキャップおよび前記第２キャップを前記芯に溶着することによって、前
記第１エンドキャップおよび前記第２エンドキャップが、前記芯の前記第１端および前記
第２端にそれぞれ結合される、請求項９に記載の授乳カバー。
【請求項１３】
　前記第１エンドキャップおよび前記第２エンドキャップが、コネクタを用いて、前記芯
の前記第１端および前記第２端にそれぞれ結合される、請求項９に記載の授乳カバー。
【請求項１４】
　授乳カバーであって、
　頂縁、底縁、ならびに第１側縁および第２側縁を有する覆布であって、前記覆布の頂縁
に第１ストラップおよび第２ストラップが結合され、前記覆布の着用時に、前記第１スト
ラップおよび前記第２ストラップが一体に結合されてなる前記覆布と、
　前記シートの前記頂縁の近くに配置された略水平ポケット内に配置された芯であって、
前記芯の第１端に結合された第１エンドキャップおよび前記芯の第２端に結合された第２
エンドキャップを有し、前記覆布の着用時に着用者と前記覆布との間にギャップが提供さ
れるように外向きに湾曲する前記芯と、
　を含む授乳カバー。
【請求項１５】
　前記第１エンドキャップが前記芯に溶着するように熱を加えることによって、前記第１
エンドキャップが前記第１端に結合される、請求項１４に記載の授乳カバー。
【請求項１６】
　前記第２エンドキャップが前記芯に溶着するように熱を加えることによって、前記第２
エンドキャップが前記第２端に結合される、請求項１４に記載の授乳カバー。
【請求項１７】
　前記第１エンドキャップがコネクタを用いて前記第１端に結合される、請求項１４に記
載の授乳カバー。
【請求項１８】
　前記第２エンドキャップがコネクタを用いて前記第２端に結合される、請求項１４に記
載の授乳カバー。
【請求項１９】
　前記第１エンドキャップが前記芯の一部として形成される、請求項１４に記載の授乳カ
バー。
【請求項２０】
　前記第２エンドキャップが前記芯の一部として形成される、請求項１４に記載の授乳カ
バー。
【発明の詳細な説明】
【発明の分野】
【０００１】
　本発明は衣料品に関し、さらに詳しくは授乳カバーに関する。
【背景】
【０００２】
　新生児はしばしば母親の母乳で育てられ、それは母親とその乳児との間の親密かつ個人
的なきずなを作る経験であり得る。母乳の授乳中に、母親は一般的に自分の胴体の上部を
露出し、公共の場または通行の多い場所にいる場合、それは彼女を居心地悪く感じさせる
ことがある。授乳する母親の露出部分（例えば胴体上部、胸部等）を覆うための従来の解
決策は幾つかの限界を有し、しばしば嵩張り、不快であり、危険であり、または取り扱い
にくい。
【０００３】
　一部の従来の解決策では、大きいタオルまたは小さいシートが使用され、それらは嵩張
り、一般的に重い非透湿性素材から作られる。これらのタイプの素材はしばしば、着用す
るには暖かすぎ、母親および乳児の体温が上昇し、結果的に授乳がしにくく、または心地
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悪く感じるようになる。さらに、重く、嵩張り、または非透湿性の素材はまた、窒息の危
険性を引き起こし、または授乳する乳児の過熱の原因になるかもしれない。
【０００４】
　従来の授乳カバーはまた、着用しにくく、または着用したときに固定しにくいので、問
題がある。授乳する新生児を覆うようにカバー、覆布（ラップ；ｗｒａｐ）、またはシー
トを母親の肩にまとい、または掛けると、乳児の可視性がしばしば遮断される。さらに、
乳児の動きは、カバー、覆布、またはシートを所定の位置に滑り込ませるか、または完全
に離落させることがある。従来の技術では、母親とその新生児との間の可視性が不明瞭に
なり、授乳中に母親が新生児を観察または監視することを妨げる。位置決め、掛止、およ
び他のファクタが、従来のカバー、覆布、およびシートによって妨げられるか、または悪
影響を受けることがあり得る。さらに、母親が、従来のカバー、覆布、またはシートを所
定の位置に固定しかつ維持しながら、これらの要素を管理する能力は、物理的に制限され
る。
【０００５】
　かくして、必要とされるものは、従来の技術の制限なしに授乳中に乳児を覆うための解
決策である。
【０００６】
　本発明は、添付の図面と共に以下の詳細な説明から容易に理解されるであろう。図中、
同様の符号は同様の構造要素を示す。
【詳細な説明】
【０００７】
　本発明の実施形態または実施例は、装置、システム、またはプロセスとして実現するこ
とを含め、多くのやり方で実現することができる。１つまたはそれ以上の実施例の詳細な
説明を、添付の図面と共に下に提供する。詳細な説明は、そのような実施例に関連して提
供するが、いずれの特定の実施例にも限定されない。範囲は特許請求の範囲によって限定
されるが、多数の代替物、変形例、および均等物が含まれる。完全な理解をもたらすため
に、多数の特定の詳細を以下の説明で記載する。これらの詳細は実施例として提供するも
のであり、提供する説明は、これらの特定の詳細の一部または全部を使用することなく、
特許請求の範囲に従って実現するために使用することができる。分かり易くするために、
実施例に関係する技術分野で公知の技術的材料は、説明を不必要に曖昧にすることを回避
するために、詳細には記述しない。
【０００８】
　可視性を妨げることなく位置固定を可能にする、縁に縫付または縫合された（「縫合さ
れた」）芯を有するカバー、覆布（ラップ；ｗｒａｐ）、布（ファブリック；ｆａｂｒｉ
ｃ）またはシート（「シート」）を含む授乳カバーが記載される。さらに、芯の各端に設
けられたエンドキャップは、芯と芯が中に配置された縫合ポケットとの間の摩耗を回避す
るように保護強化をもたらす。着用したときに、授乳カバーは、母親が乳児を観察または
監視するための窓を提供する一方で、授乳する乳児、および母親の露出した胴体を覆う。
より詳細に下述する授乳カバーは、日光、風、雨等のような他の環境因子から乳児を保護
もできる。一部の実施例では、下述する授乳カバーは、授乳していないが、代わりにＢａ
ｂｙ　Ｂｊｏｒｎ（登録商標）等のようなおんぶ紐または揺りかご内で運搬される乳児を
遮蔽するために使用することもできる。換言すると、下で種々の実施例で記載する授乳カ
バーは、母親およびその子供を種々のタイプの自然および人工環境因子および状態から保
護するために使用することができる。提示する実施例の種々の代替的実現および変形を使
用することができ、本書に提示する説明、寸法、または他の例示的詳細に限定されない。
【０００９】
　図１は例示的な授乳カバーの正面図を示す。ここで、授乳カバー１００はシート１０１
、ストラップ１０２、Ｄ形リングストラップ１０４、上部頂縁ステッチ１０６、下部頂縁
ステッチ１０８、左縁ステッチ１１０、右縁ステッチ１１２、底縁ステッチ１１４、およ
びポケットステッチ１１６～１２０を含む。ストラップ１０２はさらに側部ステッチ１２
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２～１２４およびテーパ縁１２６を含む。Ｄ形リングストラップ１０４もまた側部ステッ
チ１２８～１３０および１つまたはそれ以上のＤ形リング１３２を含む。一部の実施例で
は、Ｄ形リングストラップ１０４は、ストラップ１０２を固定するために使用される１つ
またはそれ以上のＤ形リング１３２により実現することができる。ストラップ１０２は、
Ｄ形リングストラップ１０４に直接または間接に繋着、滑合、縛結、または他の方法で結
合することによって固定することができる。他の実施例では、Ｄ形リングストラップ１０
４は、Ｏ形リング、Ｈ形ブラケット等を含め、他のタイプの固定リングまたはブラケット
により実現することができる。授乳カバー１００はまた、芯ポケット１３４およびポケッ
トステッチ１３６～１３８をも含む。ポケット１３４は、図４Ａ～４Ｃに関連して下で詳
述する芯を保持するために使用される。
【００１０】
　再び図１を参照すると、芯は、芯ポケット１３４内に配置されたときに授乳カバー１０
０の着用者から外向きに延びる、ある長さの材料とすることができる。芯は、シート１０
１の頂縁から「外向きに湾曲する」、可撓性であるが半剛性のストリップまたはある長さ
の材料とすることができる。湾曲したときに、芯はシート１０１の頂縁を着用者から遠ざ
けて保持し、かくして着用者と下にいる乳児との間の可視性を維持するための開口または
アパーチャが提供される。芯は、木材、プラスチック、ナイロン、金属、複合材料、また
はその他を含め、天然または合成材料から作ることができる。さらに、芯は、静止位置に
固定されたときに、シート１０１の頂縁がシート１０１の面から遠ざかる方向に延びるこ
とを可能にする曲率半径に形成される。換言すると、芯は、曲率を達成するために力また
は圧力を加える必要無く、持続する湾曲形状を提供する材料記憶を持つことができる。
【００１１】
　一部の実施例では、シート１０１は、綿、羊毛、絹、デニム、ポリエステル、ナイロン
、および種々のタイプの混紡を含め、天然または合成繊維から作られた任意のタイプの布
（ファブリック；ｆａｂｒｉｃ）を用いて実現することができる。さらに、シルクスクリ
ーニング、刺繍法、またはパターンもしくはデザインを布の織りに取り込むなど、任意の
タイプの技術を用いて、種々のタイプのデザインをシート１０１に配することができる。
他のタイプの布およびデザインを使用することができ、授乳カバー１００は提示する実施
例に限定されない。シート１０１に使用される材料のタイプに関係なく、授乳カバー１０
０は、乳児および母親の親密かつ人目につかない授乳経験をもたらすべく、授乳する母親
の胴体上部を覆うように配置することができる。さらに、芯ポケット１３４内に配置され
、かつポケットステッチ１３６～１３８によって境界を定められる芯は、縦軸線１４０に
略直角の平面上で授乳カバー１００から外向きに突出する完全または部分的半球形支持体
を提供するために使用することができる。換言すると、母親が授乳カバー１００を立位に
着用する場合、芯ポケット１３４内の芯（図示せず）は、頂縁の中心位置を外向きに、母
親から遠ざかる方向に延出させることができる。母親の胴体上部は覆われた状態に維持さ
れ、授乳中の乳児は外部から見えないように遮蔽され、シート１０１は授乳中に望ましく
ない人目からの不透明な保護を達成する。授乳カバー１００は、上述とは異なる方法で実
現することができ、提示する実施例に限定されない。
【００１２】
　図２Ａは例示的な授乳カバーの背面図を示す。ここで、授乳カバー２００もまた、シー
ト１０１、ストラップ１０２、Ｄ形リングストラップ１０４、上部頂縁ステッチ１０６、
下部頂縁ステッチ１０８、左縁ステッチ１１０、右縁ステッチ１１２、底縁ステッチ１１
４、およびポケットステッチ１１６～１２０を含む。ストラップ１０２はさらに、側部ス
テッチ１２２～１２４およびテーパ縁１２６を含む。Ｄ形リングストラップ１０４もまた
側部ステッチ１２８～１３０および１つまたはそれ以上のＤ形リング１３２を含む。ポケ
ットステッチ１３６～１３８ならびに上部頂縁ステッチ１０６および下部頂縁ステッチ１
０８によって境界を定められる芯ポケット１３４も設けられる。ポケットは、シート１０
１の隅部に縫合することのできるポケット布２０２を用いることによって、設けることが
できる。ポケット布２０２は、右縁ステッチ１１２および底縁ステッチ１１４によって所
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定の位置に縫合することができる。右縁ステッチ１１２から底縁ステッチ１１４まで延び
るポケット布２０２の対角縁もまた縫合することができるが、ポケットステッチ１１６と
１２０との間には非縫合部が開いた状態に残され、かくして着用者が物を取り出しかつ収
納するためのポケットが作成される。ポケットステッチ１１６～１２０は、瓶、よだれか
け、手ぬぐい、おしゃぶり、ベビー服、授乳用具等を含め、授乳する母親のために様々な
物を保持するために使用することのできる、ポケットの縁を提供する。さらに、授乳カバ
ー２００の裏面または「内側」表面にポケット布２０２を使用して、ポケットステッチ１
１６～１２０によって境界を定められるポケットを配置することは、授乳する母親が上述
したような物を取り出し、または収納することを可能にする。他の実施形態では、ポケッ
ト布２０２は異なる方法で実現することができ、図示する実施例に限定されない。
【００１３】
　図２Ｂは別の例示的な授乳カバーの背面図を示す。ここで、同じくシート１０１、スト
ラップ１０２、Ｄ形リングストラップ１０４、上部頂縁ステッチ１０６、下部頂縁ステッ
チ１０８、左縁ステッチ１１０、右縁ステッチ１１２、底縁ステッチ１１４、およびポケ
ットステッチ１１６～１２０を含む授乳カバー２１０が示される。ストラップ１０２はさ
らに、側部ステッチ１２２～１２４およびテーパ縁１２６を含む。Ｄ形リングストラップ
１０４もまた側部ステッチ１２８～１３０および１つまたはそれ以上のＤ形リング１３２
を含む。ポケットステッチ１３６～１３８ならびに上部頂縁ステッチ１０６および下部頂
縁ステッチ１０８によって境界を定められる芯ポケット１３４も設けられる。代替的に、
図２Ａに関連して図示しかつ上述したものとは異なるタイプのポケットをもたらすポケッ
ト布２１２およびポケットステッチ２１４～２１８が示される。一部の実施例では、ポケ
ット布２１２は、シート１０１と同一または異なるタイプの材料を用いて形成することが
できる。例えば、テリークロス材をポケット布２１２に使用することができ、それは着用
者（すなわち授乳する母親）の露出した皮膚との摩耗を最小化する軟質素材をもたらす。
他の実施例では、ポケットを形成するために、異なるタイプの材料をポケット布２１２に
使用することができる。さらに、ポケット布２１２は、シート１０１の異なる領域または
外側に配置することができる。例えば、ポケット布２１２はシート１０１の内側に、しか
し左利きまたは右利きの母親に適応するように異なる隅に、配置することができる。さら
に、異なるサイズのポケット布２１２をシート１０１に縫合し、種々の大きさの物品を保
持するために、より小さいまたはより大きいサイズのポケットを設けることができる。一
部の実施例では、ポケット布２１２は、着用者が授乳しながら物品を安全な位置に置くこ
とを可能にする、留め金または他の品目を使用して閉じられる、安全なポケットを設ける
ように構成することができる。
【００１４】
　ここで、ポケット２１２は、水平方向に構成され縦軸線１４０に直角な平面内に存する
開口を持つポケットを提供する。ポケットステッチ２１４～２１８によって境界を定めら
れ、ポケット布２１２の頂縁を開いた状態に残され、図２Ａに関連して上述したような物
を着用者が収容しかつ取り出すことを可能にするポケットが形成される。他の実施例では
、異なるタイプのポケットを実現することができ、図示しかつ説明した実施例に限定され
ない。ポケット布２１２には多数の他の形状、大きさ、布タイプ、および位置を使用する
ことができ、授乳カバー２１０は、図示しかつ上述したポケット例に限定されない。さら
に、授乳カバー２１０および記載した要素は改変することができ、上述した実施例に限定
されない。
【００１５】
　図３は着用されたときの例示的な授乳カバーの代替的正面図を示す。ここで、シート１
０１、ストラップ１０２、Ｄ形リングストラップ１０４、上部頂縁ステッチ１０６、下部
頂縁ステッチ１０８、左縁ステッチ１１０、右縁ステッチ１１２、底縁ステッチ１１４、
およびポケットステッチ１１６～１２０を含む授乳カバー３００が示される。ストラップ
１０２は、側部ステッチ１２２～１２４およびテーパ縁１２６をさらに含む。Ｄ形リング
ストラップ１０４もまた側部ステッチ１２８～１３０および１つまたはそれ以上のＤ形リ
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ング１３２を含む。ポケットステッチ１３６～１３８ならびに上部頂縁ステッチ１０６お
よび下部頂縁ステッチ１０８によって境界を定められる芯ポケット１３４も設けられる。
一部の実施例では、ストラップ１０２は、結び目を用いて、またはストラップ部３０２で
示すようにＤ形リング１３２の間にストラップ１０２を通すことによって、Ｄ形リングス
トラップ１０４に固定することができる。一部の実施例では、ストラップ１０２は、テー
パ縁１２６またはストラップ１０２のいずれかに張力が加えられたときに固定されかつピ
ンと張るＤ形リング１３２に通すことができる。ストラップ１０２は、肩幅が広いか狭い
、もしくは首が太いか細い着用者に適応するように、または授乳カバー３００によって提
供される所望の被覆範囲を補償するように、Ｄ形リング１３２を用いて長さを調整するこ
とができる。他の実施例では、授乳カバー３００は異なる方法で固定することができ、図
示しかつ説明した実施例に限定されない。
【００１６】
　着用されたときに、授乳カバー３００は、授乳する母親およびその子供のために、望ま
しくない人目に対する遮蔽および保護を提供する。ストラップ１０２は、Ｄ形リング１３
２を用いてＤ形リングストラップ１０４に固定されたときに、下にいる授乳する子供の上
に垂れ下がり、または覆いかぶさる。芯ポケット１３４内の芯は、授乳カバー３００を母
親の首および胴体上部から遠ざかるように延ばし、乳児がその中で安定しかつ母親に見え
る状態を維持するポケットを提供する。さらに、母親は、授乳中に母親の腕の中に抱えら
れるか、おんぶ紐（例えばＢａｂｙ　Ｂｊｏｒｎ（登録商標））内に支持されるか、また
は人目、日光、天候、風、または乳児に悪影響を及ぼす他の環境因子からの保護を保証す
る他の方法で所定の位置に保持された、下にいる乳児を保護するための日除けとして授乳
カバー３００を着用することもできる。
【００１７】
　図４Ａは例示的芯を示す。ここで、縁４０４～４０６を持つ芯４０２が示される。一部
の実施例では、芯４０２は木材、竹、およびその他のような天然素材を用いて形成するこ
とができる。他の実施例では、芯４０２は、プラスチック、ナイロン、鋼、金属、複合材
料（例えばテフロン（登録商標）、ケブラー（登録商標）およびその他）のような合成材
料を用いて形成することができる。芯４０２に使用される材料は耐久性、軽量、防水性、
または耐水性とすることができ、芯ポケット１３４（図１、図２Ａ～２Ｂ、図３）内に配
置されたときに水分の蓄積またはカビの発生を防止するように形成することができる。芯
４０２は、ポケット１３４内に配置されたときに、授乳カバー１００（図１、図２Ａ～２
Ｂ、図３）の上縁を着用者から外向きに湾曲させるように使用される、湾曲または準半球
形をもたらす任意の材料から形成することができる。一部の実施例では、湾曲の程度（す
なわち曲率半径）は、所望の可視性の量に応じて、異なる着用者のために調整またはカス
タマイズすることができる。換言すると、より大きい領域の可視性を希望する場合、芯４
０２は、より大きい長さおよび曲率半径を用いて形成することができる。形成されるとき
に、芯４０２は静止位置で湾曲またはカーブ形状を維持する。さらに、形成されたカーブ
とは反対方向に芯４０２を湾曲またはカーブさせるように力が加えられる場合、芯４０２
は破断することなく湾曲させることを可能にする材料から形成することができる。ここで
、縁４０４～４０６は芯４０２内の材料の個々の繊維またはより糸を露出させることがあ
る。シート１０１と接触して配置されたときに（すなわちポケット１３４内に配置された
とき）、縁４０４～４０６はシート１０１の布を摩耗させ、結果的にシート１０１の摩損
または切傷を引き起こすだけでなく、芯４０２を所定の場所から滑出させるかもしれない
。エンドキャップ（図４Ｂ～４Ｃに関連して下でさらに詳述する）を芯４０２にかぶせる
ことにより、摩耗および切傷を防止または最小限に止めることができ、結果的に、授乳カ
バー１００がその上縁に沿って着用者から遠ざかるように外向きに湾曲する能力が持続さ
れる。他の実施例では、芯４０２は、上述したものとは異なる性質および材料特性を持つ
異なる材料から形成することができる。
【００１８】
　図４Ｂは例示的なエンドキャップを示す。ここで、開口４１４およびポート４１６を持
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つエンドキャップ４１２が示される。一部の実施例では、芯４０２（図４Ａ）を開口４１
４内に配置し、エンドキャップ４１２の反対側の内面と接触するまで挿し込むことができ
る。エンドキャップ４１２は縁４０４～４０６の上にかぶせられ、授乳カバー１００のポ
ケット１３４（図１）内に配置されたときに、シート１０１の損耗または切傷を防止する
、非磨耗性の実質的に平滑な表面を提供することができる。さらに、エンドキャップ４１
２は、縁４０４～４０６がポケット１３４の損耗または切傷を生じることを防止し、かつ
痛み、負傷、または両方の原因になる着用者の露出した皮膚表面内に縁４０４～４０６が
押し込まれることをも防止するために、使用することができる。さらに、エンドキャップ
４１２は、芯４０２の粗雑な縁が子供の皮膚、目、または四肢に押し込まれるのを防止す
ることによって、下で保護されている乳児の保護をも提供することができる。ポート４１
６は、エンドキャップ４１２内を観察するための窓またはアパーチャを提供する。ポート
４１６は、芯４０２がエンドキャップ４１２内に完全にまたは部分的に挿入されたかどう
かを決定するために使用することができる。一部の実施例では、ポート４１６は、芯４０
２の外縁が開口４１４の内面と接触することによってシールを提供する場合に、エンドキ
ャップ４１２内の過度の圧力を緩和するためにも使用することができる。一部の実施例で
は、エンドキャップ４１２の形状は、シート１０１への摩耗、損耗、または切傷を防止す
るために、平滑な丸みを帯びた表面を提供するように形成される。他の実施例では、異な
る形状および大きさをエンドキャップ４１２に使用することができ、上に示した実施例に
限定されない。例えば丸みを帯びたまたは半球形の形状をエンドキャップ４１２に使用す
ることができる。他の実施例では、ポケット１３４の内張りまたは内面に引掻傷、摩耗、
損耗、または切傷をもたらさない、安全かつ実質的に平滑な表面を提供する、方形または
略矩形の形状をエンドキャップ４１２に使用することができる。エンドキャップ４１２は
、デザイン、形状、および寸法が異なるように実現することができる。他の実施例を使用
することができ、図示しかつ説明した実施例に限定されない。
【００１９】
　図４Ｃは例示的な芯およびエンドキャップを示す。ここで、芯４０２の断面が示され、
エンドキャップ４１２が縁４０４にかぶせられる。一部の実施例では、芯４０２および縁
４０４の粗面によって生じる摩耗、損耗、または切傷から布（すなわちシート１０１（図
１））を保護するために、エンドキャップ４１２が縁４０４にかぶせられる。縁４０４は
、芯４０２がより長い全長の材料から切り出されるときに形成することができる。ここで
、芯４０２はエンドキャップ４１２内に挿入され、縁４０４がポート４１６内に見えると
きに、完全に配置されている。一部の実施例では、縁４０４をエンドキャップ４１２内に
完全に挿入し、シート１０１およびポケット１３４の布を摩耗、切傷、または損耗するこ
とのない、平滑な端部表面をもたらすことができる。他の実施例では、縁４０４をエンド
キャップ４１２内に部分的に挿入することができ、挿入の程度は、ポート４１６を用いて
芯４０２がエンドキャップ４１２内にどれだけ奥まで進んだかを観察することによって、
制御することができる。他の実施例では、エンドキャップ４１２は、芯４０２の一部とし
て形成することができ、かくして縁４０４が省略され、シート１０１の摩耗、損耗、また
は切傷を防止する平滑な一体的表面がもたらされる。さらに別の実施例では、エンドキャ
ップ４１２を異なる方法で芯４０２全体または上に挿入することができ、図示しかつ説明
した実施例に限定されない。
【００２０】
　一部の実施例では、エンドキャップ４１２および芯４０２は成形、接続、接着、縫付、
縫合、または他の方法で（すなわち直接または間接的に）一体に結合することができる。
例えば、エンドキャップ４１２および芯４０２は、糸、ひも、または他の合成もしくは天
然繊維を使用して、エンドキャップ４１２を芯４０２に固定するように縫付けることがで
きる。合成または天然繊維（図示せず）は、エンドキャップ４１２の側面のポート４１６
から入り、芯４０２の材料を通過して、エンドキャップ４１２の反対側の側面に位置する
別のポートから抜け出ることができる。エンドキャップ４１２を芯４０２に結合するため
に使用される合成、天然、または他の連結材は、上述したような記憶形状を提供する任意
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ャップ４１２は芯４０２に結合されるが、熱、溶剤、または結果的にエンドキャップ４１
２と芯４０２の融着を物質的または分子的に生じる他の材料を加えることによって、一体
に溶着することができる。同様に、種々のタイプの接着剤または接着性材料を塗布して、
エンドキャップ４１２を芯４０２に結合することもできる。さらに、芯４０２は、両端に
配置されるエンドキャップ４１２と共に形成することができる。換言すると、エンドキャ
ップ４１２は、同一または異なる材料を使用して、芯４０２の一部として形成することが
できる。さらに別の実施例として、異なるコネクタを使用してエンドキャップ４１２を芯
４０２に結合することができる。
【００２１】
　一部の実施例では、コネクタは、エンドキャップ４１２および芯４０２の両方を一緒に
固定するためにエンドキャップ４１２および芯４０２に圧入貫通させることのできる、任
意のタイプの天然または合成繊維から構成される、「プラグ」、「バー」またはレールと
することができる。コネクタはまた、エンドキャップ４１２を芯４０２に機械的または構
造的に結合するために使用される、任意のタイプの中間材とすることもできる。芯４０２
およびエンドキャップ４１２は、単一の一体片として形成するか、または上述したような
技術を用いて結合される複数の異なる部片を用いることによって形成することができる。
さらに、芯４０２およびエンドキャップ４１２を結合するための任意のタイプの技術を使
用することができ、上に提示した実施例に限定されない。エンドキャップ４１２を芯４０
２に固定するための他のタイプおよび技術を使用することができ、上記実施例に限定され
ない。
【００２２】
　前述の実施例は明確な理解のために記載したものであるが、付属の特許請求の範囲内で
特定の変化または改変を実施することができる。したがって、本発明の実施例は、制限と
してではなく、例証とみなすべきであり、かつ本書に掲げた詳細に限定されず、付属の特
許請求の範囲および均等物の範囲内で改変することができる。特許請求の範囲で、要素お
よび／またはステップは、請求項に明示的に記載しない限り、特定の操作の順序を暗示す
るものではない。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】例示的な授乳カバーの正面図を示す。
【図２Ａ】例示的な授乳カバーの背面図を示す。
【図２Ｂ】別の例示的な授乳カバーの背面図を示す。
【図３】例示的な授乳カバーの着用時の別の正面図を示す。
【図４Ａ】例示的な芯を示す。
【図４Ｂ】例示的なエンドキャップを示す。
【図４Ｃ】例示的な芯およびエンドキャップを示す。
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