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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パンツ型おむつ、トレーニングパンツ、スイムパンツ、生理用パンツまたは失禁パンツ
などの、再閉塞可能なパンツタイプの吸収体であって、該吸収体は、
　長手方向(y)および横方向(x)を有し、
　身体面側および衣類面側を有する第1のボディパネル(16)と、身体面側および衣類面側
を有する第2のボディパネル(17)とを具備し、
　該第1および第2のボディパネルは側部パネル(25)によって相互連結され、
　該側面パネルの少なくとも一方が前記第1のボディパネル(16)および／または第2のボデ
ィパネル(17)に再締付可能に取り付けられ、
　前記それぞれの側部パネル(25)は、前記第1のボディパネル(16)に取り付けられた第1の
長手縁部(27)および前記第2のボディパネル(17)に取り付けられた第2の長手縁部(28)を備
えたブリッジ部材(26)によって形成され、
　第1の締付部材(29)がその1つの長手縁部(28)で、またはその近くで前記ブリッジ部材上
に配置された吸収体において、
　相補的な第2の締付手段(30)がそれぞれの前記ボディパネルの前記身体面側に配置され
、前記吸収体を使用する前の前記ブリッジ部材は、前記吸収体の前記長手方向(y)にアコ
ーディオン状に折り畳まれ、前記パンツタイプの吸収体の前記側面パネル(25)を形成する
ために前記吸収体が使用される場合に、延ばして開くことができることを特徴とする吸収
体。
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【請求項２】
　前記第1および第2の締付部材(29、30)はフックおよびループタイプファスナであること
を特徴とする、請求項1に記載の吸収体。
【請求項３】
　前記第1の締付部材(29)はループ材料であり、前記第2の締付部材(30)はフック材料を含
むことを特徴とする、請求項2に記載の吸収体。
【請求項４】
　前記ブリッジ部材(26)は使用前に、Z字形に折り畳まれることを特徴とする、請求項1か
ら3のいずれかに記載の吸収体。
【請求項５】
　前記ブリッジ部材(26)の少なくとも一部は弾性であることを特徴とする、請求項1から4
のいずれかに記載の吸収体。
【請求項６】
　前記ブリッジ部材(26)は、その横縁部(27、28)間の距離として見られるように、少なく
とも1cm、好ましくは少なくとも2cm、より好ましくは少なくとも3cmの前記吸収体の前記
横方向(x)に延長部を有することを特徴とする、請求項1から5のいずれかに記載の吸収体
。
【請求項７】
　前記ブリッジ部材(26)は、それが近くに取り付けられる前記第1のボディパネル(16)の
前記それぞれの横縁部(20)の長さ(a)の少なくとも75%、好ましくは前記長さの少なくとも
90%の前記吸収体の長手方向(y)の延長部を有することを特徴とする、請求項1から6のいず
れかに記載の吸収体。
【請求項８】
　前記第2の締付部材(17)は、前記ボディパネル(16、17)の前記横側縁部(21、22)内側の
少なくとも2mm、好ましくは少なくとも3mmの距離(b)で前記それぞれのボディパネル(16、
17)に取り付けられていることを特徴とする、請求項2から7のいずれかに記載の吸収体。
【請求項９】
　前記第2の締付部材(17)の前記横方向(x)の幅は、少なくとも3mm、好ましくは少なくと
も5mmであり、長手方向(y)の長さは前記第1の締付部材(16)の長さにほぼ等しいことを特
徴とする、請求項2から8のいずれかに記載の吸収体。
【請求項１０】
　前記ブリッジ部材(26)の全体または少なくとも一部分は、ループ材料であることを特徴
とする、請求項2から9のいずれかに記載の吸収体。
【請求項１１】
　前記ブリッジ部材(26)は、前記第1のボディパネル(16)の前記身体面側に取り付けられ
、前記第2の締付部材(30)は前記第2のボディパネル(17)の前記身体面側に配置されている
ことを特徴とする、請求項2から10のいずれかに記載の吸収体。
【請求項１２】
　前記ブリッジ部材(26)の前記アコーディオン状折り畳み部は、前記吸収体の意図する使
用の前に、破断可能なシール(32)によって共に保持されていることを特徴とする、請求項
1から11のいずれかに記載の吸収体。
【請求項１３】
　請求項1から12のいずれかに記載の再閉塞可能なパンツ状吸収体内に側面パネルを作る
方法であって、前記吸収体は長手方向(y)および横方向(x)を有し、前記方法は、
　それぞれ第1のボディパネル(16)および第2のボディパネル(17)を含んだ複数の吸収体ブ
ランクを横方向(x)に並べるステップであって、隣接したブランクが意図された分離線(39
)でその第1のボディパネル(16)の間、およびその第2のボディパネル(17)の間で結合され
、且つ前記吸収体ブランクは吸収体としてのその意図された使用において身体面側および
衣類面側を有するステップと、
　それぞれの前記第1のボディパネル(16)へブリッジ形成材料(35')を前記意図された身体
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面側に供給するステップであって、前記ブリッジ形成材料(35')はアコーディオン状に折
り畳まれ、前記ブリッジ形成材料を前記吸収体のほぼ長手方向(y)に延びたアコーディオ
ン状折り畳み部を備えたそれぞれの前記第1のボディパネル(16)に貼り付け、前記ブリッ
ジ形成材料の一部を隣接する第1のボディパネル間で前記意図された分離線(39)に対して
または該分離線に隣接して結合させ、アコーディオン状に折り畳まれた(36、37)ブリッジ
形成材料(35')の残りは結合されないままであり、前記結合されない部分は長手縁部を有
するステップと、
　再締付可能な締付手段の第1の締付部材(29)を前記アコーディオン状に折り畳んだブリ
ッジ形成材料(35')の少なくとも1つの長手縁部に取り付けるステップと、
　前記再締付可能な締付手段の第2の締付部材(30)をその前記意図された身体側に対して
各吸収体ブランクの前記第2のボディパネル(17)に結合するステップと、
　前記第1の締付部材(29)が同ブランクの前記第2のボディパネル(17)に結合された前記第
2の締付部材(30)と接触されて、前記第2のボディパネルへの前記アコーディオン状に折り
畳んだ(36、37)ブリッジ形成材料(35')の締付可能な結合を行うように、前記吸収体ブラ
ンクを中心横折り目に沿って折り畳むステップと、
　前記折り畳んだブランクを前記意図する分離線(39)に沿って切断して、そこからパンツ
状吸収体を形成するステップと、または
　別の方法では折り畳む前に前記意図された分離線(39)に沿って前記ブランクを切断する
ステップと、を含んだことを特徴とする方法。
【請求項１４】
　ブリッジ(26)形成材料のウェブ(35)には2つのアコーディオン状の折り畳み部(36、37)
が設けられており、該折り畳み部は互いに鏡像で且つ連結部(38)によって相互連結されて
おり、該連結部(38)はその間の前記意図された分離線(39)の両側で隣接した第1のボディ
パネル(16)に結合され、前記意図され分離線に沿った切断の後に、前記連結部(38)が切断
され、これによって、そこに取り付けられたアコーディオン状の折り畳み部を備えた各第
1のボディパネル(16)から離れることを特徴とする、請求項13に記載の方法。
【請求項１５】
　前記アコーディオン状の折り畳み部を破断可能なシール(32)によって互いに結合するこ
とを特徴とする、請求項13または14に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パンツ型おむつ、トレーニングパンツ、スイムパンツ、生理用パンツまたは
失禁パンツなどの、パンツタイプの吸収体に関する。本発明はさらに、吸収体を作る方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パンツタイプの吸収体は、画定されたウエスト開口、および1対の脚部開口を有し、脚
を脚部開口に挿入し、ウエストの上に吸収体を引っ張ることによって、着用者の身体の上
に引っ張られる。これらは普通、使用者の身体に適合し、快適なフィット感を提供するこ
とができるように様々な弾性要素を備えている。このようなパンツタイプの吸収体の例は
、パンツ型おむつ、生理用パンツ、および大人の失禁者が着用する失禁パンツである。こ
れらは、第1のボディパネルおよび第2のボディパネルを備え、パンツの前側および後側パ
ネルを形成する。第1および第2のボディパネルは、側部連結部を形成するように、横縁部
に沿って互いに結合される。股あてパネルが、第1と第2のボディパネルの間に設けられて
いる。股あてパネルは、一方または両方のパネルのいずれかと一体的であってもよく、ま
たは第1および第2のボディパネルに結合された別の部分として設けることができる。
【０００３】
　パンツタイプの吸収体はしばしば、衣類を使用後に容易に取り外す、または使用中に調
節することを可能にする再締付機構を備えていない。しかし、このような再締付可能なパ
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ンツタイプの吸収体が様々な従来技術文献で知られている。
【０００４】
　特許文献１は、その側部に沿って前側および後側パネルを互いに結合するための、前側
および後側パネルの横縁部に沿った解放可能および再締付可能な締付手段を有するパンツ
型おむつを開示している。再締付可能な締付手段は、永久的なわき縫いに代わる。
【０００５】
　特許文献２は、再締付可能なわき縫いを備えた吸収衣類を開示している。相補的なファ
スナが、着用者面側の前側および後側パネルにつけられ、相補的なファスナの一方は、ラ
ップ縫いが形成されるように、C字形折り畳み構成でパネルにつけられている。
【０００６】
　特許文献３は、衣類の再締付可能なわき縫いを形成する、側縁部に沿って間隔を置いて
配置された複数のファスナ片を備えた再締付可能な吸収衣類を開示している。ファスナ片
の間でボディパネルウェブに切り込みを設けることができる。
【０００７】
　特許文献４は、第1のボディパネルの身体面側にヒンジ連結された締付タブを有する再
締付可能な吸収衣類を開示している。締付タブは、ボディパネルの横側縁部に隣接した折
り目に沿ってヒンジ付けされ、折り畳まれており、反対側のボディパネルの身体面側に解
放可能に締め付けられた折り畳み状態にある。第1と第2のボディパネルの間の重なってい
るわき縫いは、結合された側縁部に沿っては設けられていない。
【０００８】
　特許文献５は、第1のウエスト領域に1対の側部パネルを有する再締付可能なパンツ型お
むつを開示しており、前記側部パネルは着用者面表面に配置された締付構成部品を備えて
いる。締付構成部品は、衣類面側で第2のウエスト領域に配置された噛合い締付構成部品
を解放可能に係合するようになっている。
【０００９】
　いくつかの異なるタイプの再締付可能なパンツタイプの吸収体が既に知られているが、
代替解決法の必要性がまだある。
【特許文献１】国際公開第95/27462号パンフレット
【特許文献２】国際公開第01/87204号パンフレット
【特許文献３】国際公開第03/024377号パンフレット
【特許文献４】国際公開第03/057116号パンフレット
【特許文献５】国際公開第00/35401号パンフレット
【特許文献６】欧州特許第1035818号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、パンツ型おむつ、トレーニングパンツ、スイムパンツ、生理用パンツまたは
失禁パンツなどの、パンツタイプの吸収体を提供することを目的としている。吸収体は、
使用前にスペースを節約して構成し、費用効率的な方法で製造するのが容易であるべきで
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明によると、身体面側および衣類面側を有する第1のボディパネルと、身体面側お
よび衣類面側を有する第2のボディパネルとを備えたパンツタイプの吸収体が提供される
。第1および第2のボディパネルは側部パネルによって相互連結され、それぞれの側部パネ
ルは第1のボディパネルに取り付けられた第1の長手縁部、および第2のボディパネルに取
り付けられた第2の長手縁部を有するブリッジ部材によって形成されている。吸収体の使
用前に、ブリッジ部材は、吸収体の長手方向にアコーディオン状に折り畳まれ、吸収体が
パンツタイプの吸収体の前記側部パネルを形成するように使用される場合に、延ばして開
くことができる。
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【００１２】
　本発明の一態様では、前記ブリッジ部材の少なくとも1つは、第1および/または第2のボ
ディパネルに再締付可能に取り付けられ、第1の締付部材はその1つの長手縁部で、または
その近くで前記ブリッジ部材上に配置され、相補的な第2の締付部材はそれぞれのボディ
パネル上に配置されている。
【００１３】
　一実施形態によると、第1および第2の締付部材は、フックおよびループタイプのファス
ナである。好ましい一実施形態では、第1の締付部材の第2の部分の少なくとも一部はルー
プ材料であり、第2の締付部材はフック材料を含む。
【００１４】
　別の態様では、使用前の第1の締付部材の取り付けられていない部分は、Z形に折り畳ま
れている。
【００１５】
　一実施形態によると、第1の締付部材の少なくとも一部は弾性である。
【００１６】
　別の実施形態では、ブリッジ部材は、その横縁部間の距離として見られるように、少な
くとも1cm、好ましくは少なくとも2cm、より好ましくは少なくとも3cmの吸収体の横方向
の延長部を有する。
【００１７】
　一実施形態によると、長手方向(y)で見られるような第1の締付部材の長さは、近くに取
り付けられる第1のボディパネルのそれぞれの横縁部の長さの少なくとも75%、好ましくは
前記長さの少なくとも90%、さらに好ましくは前記長さと実質的に等しい。
【００１８】
　本発明の一態様では、第2の締付部材が、前記ボディパネルの横側縁部の内側で少なく
とも2mm、好ましくは少なくとも3mmの距離bでそれぞれのボディパネルに取り付けられて
いる。これにより、再締付可能な締付手段を開くのをより簡単にするグリップタブが形成
される。
【００１９】
　別の実施形態では、第2の締付部材の横方向(x)の幅は、少なくとも3mm、好ましくは少
なくとも5mmであり、長手方向(y)の長さは第1の締付部材の長さにほぼ等しい。
【００２０】
　本発明の一態様では、アコーディオン状の折り畳み部は、吸収体の意図する使用の前に
、容易に破断可能なシールによって共に保持される。
【００２１】
　別の実施形態によると、ブリッジ部材は、それぞれの側部パネルに固定して取り付けら
れたその長手縁部の両方を有する。
【００２２】
　本発明はさらに、前述の特許請求の範囲のいずれかの項で請求するような、パンツ状吸
収体内に側部パネルを作る方法において、前記吸収体は長手および横方向を有し、
　それぞれが第1のボディパネルおよび第2のボディパネルを含む複数の吸収体ブランクを
横方向に並べるステップであって、隣接するブランクは意図する分離線で第1のボディパ
ネルの間、および第2のボディパネルの間で結合され、前記吸収体ブランクは吸収体とし
てのその意図する使用において身体面側および衣類面側を有するステップと、
　第1のボディパネルそれぞれへのブリッジ形成材料をその意図する身体面側に供給する
ステップであって、前記ブリッジ形成材料はアコーディオン状に折り畳まれ、前記ブリッ
ジ形成材料を吸収体のほぼ長手方向に延びるアコーディオン状折り畳み部を備えた第1の
ボディパネルそれぞれに塗布し、ブリッジ形成材料の一部を隣接する第1のボディパネル
間で意図する分離線に対してまたはそれに隣接して結合させ、アコーディオン状に折り畳
まれたブリッジ形成材料の残りは結合されないままであり、前記結合されない部分は長手
縁部を有するステップと、
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　吸収体ブランクを中心横折り目に沿って折り畳み、アコーディオン状に折り畳んだブリ
ッジ形成材料の長手縁部を同吸収体ブランクの第2のボディパネルに結合するステップと
、
　折り畳んだブランクを意図する分離線に沿って切断して、そこからパンツ状吸収体を形
成するステップと、または
　別の方法では折り畳む前に意図する分離線に沿ってブランクを切断するステップとを含
む方法に関する。
【００２３】
　一実施形態によると、ウィング形成材料は、互いに鏡像であり、連結部によって相互連
結される2つのアコーディオン状の折り畳み部を備えており、前記連結部はその間の意図
する分離線の両側で隣接する第1のボディパネルに結合され、それによって意図する分離
線に沿った切断の後に、連結部が切断され、したがってそこに取り付けられたアコーディ
オン状の折り畳み部を備えた各第1のボディパネルから離れる。
【００２４】
　別の実施形態では、本発明は再締付可能なパンツ状吸収体を作る方法において、アコー
ディオン状に折り畳まれたブリッジ形成材料の長手縁部は再締付可能な締付手段の第1の
締付部材を備え、
　吸収体ブランクをその中心横折り目に沿って折り畳む前に、前記再締付可能な締付手段
の第2の締付部材を各吸収体ブランクの第2のボディパネルに結合し、
　第1の締付部材がブランクの第2のボディパネルに結合された第2の締付部材に接触され
て、第2のボディパネルへのアコーディオン状に折り畳まれたブリッジ形成材料の再締付
可能な結合を行うように、吸収体ブランクをその中心横折り目に沿って折り畳む方法に関
する。
【００２５】
　別の実施形態では、アコーディオン状の折り畳み部は、容易に破断可能なシールによっ
て互いに結合されている。
【００２６】
定義
パンツタイプ吸収体
　パンツタイプ吸収体は、画定されたウエスト開口および1対の脚部開口を有し、脚部開
口内に脚部を挿入し、吸収体をウエスト上まで引っ張ることによって、着用者の身体の上
に引かれる。このようなパンツタイプ吸収体の例は、パンツ型おむつ、生理用パンツ、お
よび大人の失禁者が着用する失禁パンツである。パンツタイプ吸収体は普通、ウエスト開
口および1対の脚部開口を画定するように、2つの対向する長手側縁部に沿って互いに結合
された、前側ボディパネルおよび後側ボディパネルを備えている。パンツタイプ吸収体は
さらに、脚部の間に着用者の股あて領域を通して延びることを使用の際に意図した吸収体
の一部に股あて部を備えている。吸収体は、尿、排泄物および月経液のような身体浸出液
を吸収および含むように、着用者の皮膚に対して配置することを意図している。本発明は
主に使い捨て吸収体に関し、これは使用後に洗濯、あるいは復元する、または吸収体とし
て再利用することを意図していない吸収体であるということを意味する。
【００２７】
再締付可能および解放可能取付
　「再締付可能」という用語は、2つの要素の解放可能な取付のことを言い、したがって
取付は実質的に永久変形または破裂なしで分離され、その後再び取り付けることができる
。「解放可能な取付」は、要素が要素の一方または両方に加えられる分離力なしで連結さ
れたままになりがちであり、要素が実質的に永久変形または破裂なしで分離可能であるよ
うに連結された要素のことを言う。所要の分離力は普通、吸収体を着用している間に受け
るものを超えるべきである。
【００２８】
固定的取付
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　「固定的取付」という用語は、吸収体の通常使用中に分離または切断されることを意図
しないように、互いに対して取り付けられている2つ以上の要素のことを言う。
【００２９】
フックおよびループファスナ
　「フックおよびループファスナ」は、「フック」部および「ループ」部を有し、再締付
可能である相補的締付手段のことを言う。本明細書で使用されるような「フック」という
用語は、別の要素、いわゆる「ループ」部と係合することが可能なあらゆる要素のことを
言う。「フック」という用語は、その通常の意味における「フック」のみに限らず、むし
ろ単方向または双方向である、要素を係合するあらゆる形態を含む。「ループ」という用
語は同様に、その通常の意味における「ループ」に限らず、「フック」ファスナと係合す
ることが可能なあらゆる構造も含む。「ループ」材料の例は、不織材料のような繊維状構
造である。フックおよびループファスナは例えば、米国Velcro社から市販されている。
【００３０】
　次に、本発明を添付の図面に示す一実施形態を参照してより詳細に説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　本発明は、画定されたウエスト開口14および一対の脚部開口15を有し、脚部を脚部開口
に挿入し、吸収体をウエストの上まで引っ張ることによって、着用者の身体の上に引き上
げられるパンツタイプ吸収体10に関する。このようなパンツタイプの吸収体の例は、パン
ツ型おむつ、トレーニングパンツ、スイムパンツ、生理用パンツ、および大人の失禁者が
着用する失禁パンツである。吸収体は、以下では「パンツ型おむつ」と呼ぶ。吸収体は、
長手方向xおよび横方向yを有する。
【００３２】
　パンツ型おむつは、図面に示す実施形態では、使用の際に着用者の背中および後部臀部
領域の上に延びることを意図した吸収体の一部である、第1のボディパネル16を備えてい
る。吸収体はまた、図面に示す実施形態では、使用の際に着用者の腹部および前部臀部領
域の上に延びることを意図しているパンツ型おむつの一部である、第2のボディパネル17
を備えている。他の実施形態では、第1のボディパネル16は前部ボディパネルであっても
よく、第2のボディパネル17は後部ボディパネルであってもよいことが理解される。第1お
よび第2のボディパネルは吸収体の特定の領域のことを言い、吸収体の他の領域と連続し
、これと同じ材料であってもよく、または別の方法では吸収体の他の領域に結合された材
料の分離された片であってもよい。パンツ型おむつ吸収体の股あて部18は、使用中に脚部
の間で着用者の股領域を通って延在することを意図したおむつの一部である。吸収コア11
は、股あて部18内に配置され、前部ボディパネル16および後部ボディパネル17内に延びて
いる。吸収コアは、内側カバーシート12と外側カバーシート13の間に配置されている。
【００３３】
　「内側カバーシート」という用語は、吸収体の内側カバーを形成し、使用の際に着用者
の皮膚と直接接触して配置される液体透過性材料シートのことを言う。内側カバーシート
は不織材料、例えばスパンボンド、溶融吹付、梳毛、ハイドロエンタングルド、ウェット
レイドなどを含むことができる。適切な不織材料は、木材パルプまたは綿繊維などの天然
繊維、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ビスコース、レーヨンなどの人工
繊維から、または天然および人工繊維の混合物から構成することができる。内側カバーシ
ート材料はさらに、例えば特許文献６に開示されたように、結合パターンで互いに結合さ
せることができるトウ繊維（tow fibers）で構成することができる。内側カバーシート材
料のさらなる例は、多孔質発泡体、穿孔プラスチックフィルムなどである。内側カバーシ
ート材料として適切な材料は、軟らかく、皮膚に対して無刺激性であり、身体流体、例え
ば尿または月経液が容易に浸透するべきである。内側カバーシートはさらに、吸収体の違
う部分で異なっていてもよい。
【００３４】
　「外側カバーシート」は、吸収体の外側カバーを形成する材料のことを言う。外側カバ
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ーシートは、吸収体の違う部分で同じまたは異なっていてもよい。少なくとも吸収コアの
領域内では、外側カバーシートは、液体不浸透性材料である薄いプラスチックフィルム、
例えばポリエチレンまたはポリプロピレンフィルム、液体不浸透性材料で被覆された不織
材料、液体透過に対して抵抗性のある疎水性不織材料、またはプラスチックフィルムおよ
び不織材料の積層物を含む。外側カバーシート材料は、液体がそこを通過するのを防ぎな
がら、蒸気が吸収コアから逃げるのを可能にするように通気性があってもよい。通気性外
側カバーシート材料の例は、多孔質ポリマーフィルム、スパンボンドおよび溶融吹付層の
不織布積層物、および多孔質ポリマーフィルムおよび不織材料の積層物である。外側カバ
ーシートは、少なくともその衣類面側表面上に不織材料を含むことが好ましい。
【００３５】
　「吸収コア」は、少なくともその股あて領域内で吸収体の2つのカバーシートの間に配
置された吸収構造である。吸収コアは、あらゆる従来の種類のものであってもよい。普通
に気付く吸収材料の例は、セルロース綿毛パルプ、組織層、高吸収ポリマー(いわゆる、
超吸収剤)、吸収性発泡材料、吸収性不織材料などである。セルロース綿毛パルプを吸収
コア内の超吸収ポリマーと組み合わせることは普通である。超吸収性ポリマーは、自重の
少なくとも約20倍の、0.9重量パーセントの塩化ナトリウムを含む水溶液を吸収すること
が可能な、水膨潤、不水溶性有機または無機材料である。超吸収材料として使用するのに
適した有機材料は、多糖類、ポリペプチドなどの天然材料と、合成ヒドロゲルポリマーな
どの合成材料を含むことができる。このようなヒドロゲルポリマーとしては例えば、ポリ
アクリル酸のアルカリ金属塩、ポリアクリルアミド、ポリビニルアルコール、ポリアクリ
レート、ポリアクリルアミド、ポリビニルピリジンなどが挙げられる。他の適切なポリマ
ーとしては、加水分解アクリロニトリル移植でんぷん、アクリル酸移植でんぷん、および
イソブチレン無水マレイン酸コポリマーおよびその混合物が挙げられる。ヒドロゲルポリ
マーは、材料がほぼ不水溶性を示すように軽く架橋されていることが好ましい。好ましい
超吸収材料はさらに、超吸収粒子、ファイバ、フレーク、球体などの外側表面または外殻
が超吸収剤の内側部分より高い架橋密度を有するように、表面架橋されている。超吸収材
料は、粒子、ファイバ、フレーク球体などを含む吸収性合成物で使用するのに適したあら
ゆる形であってもよい。
【００３６】
　高い液体貯蔵能力が、大量の超吸収性材料の使用により与えられる。セルロース繊維な
どの親水性繊維、および超吸収材料の基質を含む吸収コアでは、超吸収材料の割合は、10
から90重量%であることが好ましく、より好ましくは30から70重量%の間である。
【００３７】
　吸収体が、液体受容能力、液体分配能力、および貯蔵能力に対して異なる性状の層を含
む吸収コアを有することは従来のことである。例えば、幼児用おむつおよび失禁用ガード
として普通である薄い吸収体は、しばしば、セルロース綿毛パルプおよび超吸収性ポリマ
ーの圧縮、混合または積層された構造を備えている。吸収コアの寸法および吸収能力は、
乳幼児、または大人の失禁者などの異なる使用に適合させるように変更することができる
。
【００３８】
　吸収コアはさらに、一次吸収コアによって吸収される前に、排出された液体を迅速に受
け、一時的に貯蔵するようになっている、一次吸収体の上部に配置された捕捉分配層を含
むことができる。このような捕捉分配層は、当技術分野でよく知られており、多孔質繊維
状詰物または発泡材料で構成することができる。
【００３９】
　第1のボディパネル16および第2のボディパネル17、または吸収コア領域の外側に配置さ
れたそれらの部分は、股あて部18と異なる材料構成を有することができる。したがって、
一実施形態によると、吸収コア領域の外側に配置された第1のボディパネル16および第2の
ボディパネル17の領域は、例えば身体面側および衣類面側を有する積層材料で構成するこ
とができ、液体不浸透性外側カバーシートおよび/または液体浸透性内側カバーシートだ
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けが吸収コア領域内に存在する。他の実施形態では、内側および外側カバーシートは、第
1のボディパネル16および第2のボディパネル17、股あて領域18内で同じである。第1のボ
ディパネル16および第2およびのボディパネル17はそれぞれ、1対の横縁部19、20および21
、22、および横断縁部23および24を備えている。
【００４０】
　第1のボディパネル16および第2のボディパネル17の横側縁部は、側面パネル25によって
相互連結され、おむつは上記ウエスト開口14および脚部開口15を有するパンツ状形状を呈
する。各側面パネル25は、その身体綿側で第1のボディパネル16または第2のボディパネル
または17の横縁部19に、またはその近くに固定的に取り付けられた1つの横縁部27を有す
るブリッジ部材26から形成される。ブリッジ部材26の対向する横縁部28では、またはその
近くでは、再締付可能な締付手段の第1の締付部材29、例えばフックおよびループファス
ナ、または接着ファスナのような機械的締付手段が設けられている。相補的な第2の締付
手段30は、その身体面側で対向するボディパネル17または16上に配置されている。
【００４１】
　代替実施形態(図示略)では、ブリッジ部材26は、それぞれの側面パネルに固定的に取り
付けられたその両方の長手縁部を有する。その場合、パンツ吸収体は再締付可能ではない
。他の実施形態では、ブリッジ部材26の一方だけが再締付可能であり、もう一方のブリッ
ジ部材はそれぞれの側面パネルに固定的に取り付けられた両方の長手縁部を有する。さら
に別の実施形態では、ブリッジ部材の両方の長手縁部は、それぞれのボディパネルに再締
付可能に取り付けられている。
【００４２】
　ウエスト開口14および脚部開口15の少なくとも一部には、弾性が与えられる。弾性化は
普通、外側カバーシート13と内側カバーシート12との間で収縮可能に固定された、弾性糸
などの複数の弾性部材31によって達成される。別の方法では、弾性積層体などの弾性材料
を使用して、弾性が必要とされるこれらの領域内に第1のボディパネル16および/または第
2のボディパネル17を形成することができる。
【００４３】
　第2の締付部材30は、図面に示す実施形態によると、第2のボディパネル17の身体面側に
固定的に取り付けられており、この場合では前部ボディパネルである。取付部23は、接着
、超音波溶接、熱接合などによって達成することができる。代替の実施形態では、第2の
締付手段30は、後部ボディパネル16に固定的に取り付けられている。第2の締付部材30は
、第2のボディパネル17のそれぞれ横側縁部21、22に隣接して、またはこれの近くに取り
付けられている。好適に距離b(図3)をもって取り付けられており、その距離は前記横側縁
部の内側の少なくとも3mm、好ましくは少なくとも5mmであって、それによってグリップタ
ブが形成され、再締付可能な締付手段を開口するのをより容易にする。
【００４４】
　好ましい一実施形態では、第1および第2の締付部材29および30は、相補的なフックおよ
びループファスナである。
【００４５】
　一実施形態によると、第2の締付部材30はフック材料であり、第1の締付部材29はループ
材料である。ブリッジ部材26の全体、かなりの部分、または小さな部分のみが、ループ材
料、例えば不織材料であってもよい。「かなりの部分」とは、ブリッジ部材の表面積の少
なくとも50%のことを言う。ループ材料のブリッジ部材26のかなりの部分を作ることによ
り、横方向xの側部パネル25の長さを調節することが可能になる。しかし、他の実施形態
では、ブリッジ部材の表面積の50%未満がループ材料である。
【００４６】
　代替の実施形態では、第1の締付部材29は、その横縁部28においてブリッジ部材26に固
定的に取り付けられたフック部材である。第2の締付部材21、ループ部はその後、それぞ
れのボディパネルの身体面側、すなわち内側カバーシート12によって形成されることがで
きる。
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【００４７】
　別の実施形態によると、ブリッジ部材26の少なくとも一部は、弾性不織布または弾性積
層材料などの弾性材料である。このように、弾性側面パネル25が形成される。
【００４８】
　ブリッジ部材26は、吸収体の使用前に、図3に最もよく示すように、アコーディオン状
に折り畳まれた、例えばZ字形に折り畳まれた位置で構成されている。これは、吸収体が
空間節約して包装されることができることを意味している。アコーディオン状折り畳み部
は、吸収体の使用前に、容易に破断可能なシール32、例えば超音波点溶接部、熱結合点ま
たは糊付け点によって互いに保持されることができる。これらのシール32は、吸収体を使
用する場合に容易に破断されるべきである。
【００４９】
　吸収体が使用のためにパッケージから取り出されると、アコーディオン状に折り畳まれ
たブリッジ部材25が開かれ、延ばされ、第1および第2のボディパネル16および17を橋渡し
する側部パネル25を形成する。
【００５０】
　ブリッジ部材26の横方向xの延長部は、製品タイプおよび寸法によって変更することが
できるが、横縁部27と28との間の距離として測定されたように、好ましくは少なくとも1c
m、好ましくは少なくとも2cm、より好ましくは少なくとも3cmであるべきである。
【００５１】
　ブリッジ部材26は、第1のボディパネルが取り付けられる近傍で、第1のボディパネル16
のそれぞれの横縁部20の長さaの少なくとも75%、好ましくは前記長さの少なくとも90%、
より好ましくは前記長さにほぼ等しい吸収体の長手方向yの延長部を有する。それぞれの
ボディパネルの長さaは、ウエスト開口14とそれぞれの脚部開口15との間の距離のことを
言う。
【００５２】
　横方向xで見られるように、第2の締付部材30の幅は、少なくとも5mm且つ40mm以下であ
る。長手方向yで見られるように、第2の締付部材30の長さは、第1のボディパネルが取り
付けられる近傍で、第1のボディパネル16のそれぞれの横縁部20の長さaの少なくとも75%
、好ましくは前記長さの少なくとも90%である。ボディパネル17のそれぞれ横縁部21、22
に沿って短い間隔で配置された2つ以上の第2の締付部材30を有することが可能であり、前
記長さは最も外側の第2の締付部材30の外側縁部間の距離に対応している。
【００５３】
　第2の締付部材30は、第2のボディパネル17のそれぞれ横側部21、22にすぐ隣接して、ま
たはそこから短い距離で第2のボディパネル17に取り付けられている。
【００５４】
　パンツ型おむつを開く場合、第1および第2の締付部材29および30は、互いに分離され、
必要に応じて再び締め付けることができる。
【００５５】
　再締付可能な締付手段がパンツ型おむつの両方の横側部に沿って設けられていることが
上に記載され示されているが、パンツ型おむつの一方側だけに再締付可能な締付手段が設
けられており、第1および第2のボディパネルの対向する側縁部は、糊付けまたは超音波溶
接などによって互いに固定的に貼り付けられることができることを理解すべきである。
【００５６】
　図5を参照すると、上記再締付可能なパンツ型おむつを作る過程の一実施形態が示され
ている。この過程は異なるステップに関して記載されているが、連続した過程であること
を理解すべきである。
【００５７】
　パンツ型おむつの前部、背部および股あてパネルを形成する、横方向(x)に並べられた
複数の吸収体ブランクを含む、材料の連続ウェブ33が、加工ラインに沿って移動される。
ウェブ33は、長手縁部33aおよび33bを有する。孔34は、パンツ型おむつの脚部開口14を形
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成する、ウェブ33(並べられたブランク)内に作られている。吸収コア11、弾性部材(図示
せず)などはまた、ブランクを備えている。
【００５８】
　各長手縁部に沿ってアコーディオン状に折り畳まれたブリッジ形成材料のウェブ35は、
ウェブ33に向かって前進される。ウェブ35の両側でアコーディオン状に折り畳まれた部分
36および37は、互いに対する鏡像として形成され、連結部38によって相互連結される。第
1の締付部材29は、アコーディオン状に折り畳まれた部分36および37の各外側長手側部に
設けられている。別の態様では、アコーディオン状に折り畳まれた部分36および37と、連
結部38の少なくともかなりの部分、またはその全体は、第1の締付部材、例えばフックお
よびループタイプファスナのためのループ材料として適切な材料であってもよい。ブリッ
ジ形成材料のウェブ35は、隣接する吸収体ブランクの一対のブリッジ部材26を形成するよ
うになっている長さに切断される。
【００５９】
　ブリッジ形成材料の切断長さ35'が、孔34とウェブ33の1つの長手縁部33bの間の領域で
並べられた吸収体ブランクのウェブ33に貼り付けられ、それによって2つのアコーディオ
ン状に折り畳まれた部分36および37の間の連結部38は、2つの隣接するパンツ型おむつブ
ランクの間の意図する分離線39にわたる。ウィング形成材料の切断長さ35'は、身体面側
、すなわち内側カバーシートを形成するブランクの側部に配置されている。切断長さ35'
のウィング形成材料は、アコーディオン状折り畳み部が、ブランクから形成される吸収体
のほぼ長手方向yに延び、その後意図する分離線39に隣接した領域40内で糊付け、超音波
結合、熱結合などによってブランクに結合されるような位置に貼り付けられる。代替実施
形態では、切断長さ35'のブリッジ形成材料が、意図する分離線の両側で各パンツ型おむ
つブランクに設けられる。アコーディオン状に折り畳まれた部分36および37は、上に説明
しているように、結合されないままである、または容易に破断可能なシール、例えば糊付
けスポット、超音波溶接スポット、または熱結合スポットによって互いに一時的に結合す
ることができる。
【００６０】
　第2の締付部材30のウェブは、意図する分離線39から選択した距離で、孔34とウェブ33
の対向する長手縁部33aの間の領域内で並べられたブランクのウェブ33に結合された所望
の長さに切断される。別の方法では、第2の締付部材30は、2つの隣接するパンツ型おむつ
ブランクに対して第2の締付部材30を形成するようになっている長さに切断され、各長さ
は2つの隣接するパンツ型おむつブランクの間に意図する分離線39をわたすように配置さ
れている。
【００６１】
　整列されたブランクであるウェブ33はその後、同じブランクの第2のボディパネルに結
合された第2の締付部材と締付接触して、第1のボディパネルに結合された各ブランクの第
1の締付部材29を配置するように、長手方向に折り畳まれている。第1の締付部材29および
第2の締付部材30の位置は、したがって、図5に示すような長手方向にウェブを折り畳む際
に、第1の締付部材29および第2の締付部材30が互いに締付接触して配置されるようになっ
ているべきである。
【００６２】
　折り畳まれたブランクのウェブは意図された分離線39に沿って切断され、その後、パン
ツ状吸収体をそこから形成する。代替実施形態では、並べられたブランクのウェブ33は、
折り畳む前に意図する分離線39に沿って切断される。別の実施形態では、脚部開口を形成
するための孔34は、ウェブを折り畳んだ後に切断される。
【００６３】
　さらに別の実施形態(図示略)では、ブリッジ形成材料の切断長さ35'の両方の長手縁部
は、それぞれの側部パネルに固定的に取り付けられている。この場合、第1の再締付可能
な締付部材29および第2の再締付可能な締付部材30がなく、パンツ型おむつは再締付可能
ではない。他の実施形態では、各吸収体に対するブリッジ形成材料の切断長さ35'の一方
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だけが再締付可能であり、もう一方のブリッジ部材はそれぞれの側部パネルに固定的に取
り付けられた両方の長手縁部を有する。さらに別の実施形態では、ブリッジ部材の両方の
長手縁部は、それぞれのボディパネルに再締付可能に取り付けられている。
【００６４】
　いくつかの例示的な実施形態のみを上に詳細に記載したが、当業者は、多くの変更が可
能であり、あらゆるこのような変更は、頭記の特許請求の範囲で規定される、本発明の範
囲内に含まれることを意図していることを容易に理解するだろう。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明による再締付可能なパンツ型おむつを示す図である。
【図２】パンツ型おむつの上面図である。
【図３】側面パネルが折り畳み位置にある場合に、使用前の位置で示した、図1の線III-I
IIに沿った、再締付可能なおむつの断面図である。
【図４】1つの側面パネルが開いた状態の、図1による再解放可能なパンツ型おむつを示す
図である。
【図５】本発明による再締付可能なパンツ型おむつを作る、一実施形態の異なる製造ステ
ップを示す略図である。
【符号の説明】
【００６６】
　10　　パンツタイプ吸収体
　11　　吸収コア
　12　　内側カバーシート
　13　　外側カバーシート
　14　　ウエスト開口
　15　　脚部開口
　16　　第1のボディパネル
　17　　第2のボディパネル
　18　　股あて部
　19　　横縁部
　20　　横縁部
　21　　横縁部
　22　　横縁部
　23　　横断縁部
　24　　横断縁部
　25　　側面パネル
　26　　ブリッジ部材
　27　　横縁部
　28　　横縁部
　29　　第1の締付部材
　30　　第2の締付部材
　31　　弾性部材
　32　　シール
　33　　ウェブ
　33a　　長手縁部
　33b　　長手縁部
　34　　孔
　35　　ウェブ
　35'　　ウェブ
　36　　折り畳まれた部分
　37　　折り畳まれた部分



(13) JP 4944191 B2 2012.5.30

　38　　相互連結部
　39　　分離線

【図１】 【図２】

【図３】
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