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(57)【要約】
【課題】装着者の胴部下方の周囲に装着され装着者から
の排泄物を吸収かつ含有する使い捨て製品を提供するこ
とである。
【解決手段】装着者の胴部下方の周囲に装着され装着者
からの排泄物を吸収かつ含有する使い捨て製品は、圧縮
状態に保持されている少なくとも１つの弾力性材料９４
と入力に反応し圧縮状態の弾力性材料を少なくとも部分
的に拡張させるトリガー機構８９とを含んだ反応システ
ムを備えており、弾力性材料は使い捨て製品において装
着者の肛門に隣接して配置されていて、弾力性材料が部
分的に拡張することを許容された時、弾力性材料は排泄
物を捕捉し排泄物を装着者の皮膚から遠ざけて貯蔵する
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
装着者の胴部下方の周囲に装着され装着者からの排泄物を吸収かつ含有する使い捨て製品
であって：
　　圧縮状態に保持されている少なくとも１つの弾力性材料と；
　　入力に反応し圧縮状態の弾力性材料を少なくとも部分的に拡張させるトリガー機構と
；
　　を含んだ反応システムを備えており、
　　弾力性材料は使い捨て製品において装着者の肛門に隣接して配置されていて、
　　弾力性材料が少なくとも部分的に拡張することを許容されたときに弾力性材料は排泄
物を捕捉し排泄物を装着者の皮膚から遠ざけて貯蔵する、
　　ことを特徴としている、排泄物を吸収かつ含有する使い捨て製品。
【請求項２】
弾力性材料は、材料の表面に圧力を提供すること、真空密封バッグ、そして材料に張力を
かける材料からなる群から選択される少なくとも１つの圧縮手段により圧縮状態に維持さ
れる、
　　ことを特徴としている請求項１に記載の、排泄物を吸収かつ含有する使い捨て製品。
【請求項３】
トリガー機構は、少なくとも部分的に溶解可能であるバッグ又はフィルムである、
　　ことを特徴としている請求項１又は２に記載の、排泄物を吸収かつ含有する使い捨て
製品。
【請求項４】
溶解可能であるバッグ又はフィルムは、水分，ＰＨ，圧力，姿勢，運動，酵素，細菌，伝
導性，抵抗，キャパシタンス，インダクタンスの少なくとも1つにおける変化に対応して
溶解する、
　　ことを特徴としている請求項３に記載の、排泄物を吸収かつ含有する使い捨て製品。
【請求項５】
弾力性材料は、微孔性フォームを備えている、
　　ことを特徴としている請求項1乃至４のいずれか１項に記載の、排泄物を吸収かつ含
有する使い捨て製品。
【請求項６】
弾力性材料は、マクロポーラスフォームを備えている、
　　ことを特徴としている請求項1乃至５のいずれか１項に記載の、排泄物を吸収かつ含
有する使い捨て製品。
【請求項７】
弾力性材料は、拘束力の解放後に最初の高さの少なくとも７５％まで回復することができ
る、
　　ことを特徴としている請求項1乃至６のいずれか１項に記載の、排泄物を吸収かつ含
有する使い捨て製品。
【請求項８】
弾力性材料は、弾力性材料が圧縮されているときは開いている開口部を含む、
　　ことを特徴としている請求項1乃至７のいずれか１項に記載の、排泄物を吸収かつ含
有する使い捨て製品。
【請求項９】
開口部は、弾力性材料が拡張することにより弾力性材料により取り囲まれる、
　　ことを特徴としている請求項８に記載の、排泄物を吸収かつ含有する使い捨て製品。
【請求項１０】
弾力性材料は、吸収性材料である、
　　ことを特徴としている請求項1乃至９のいずれか１項に記載の、排泄物を吸収かつ含
有する使い捨て製品。



(3) JP 2009-153994 A 2009.7.16

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、反応システムを有するのに適合する使い捨て製品に関する。ある特定実施形
態では、本発明は排泄物、装着者、製品またはそれらの１つもしくは複数の構成要素上で
反応機能を実行するために適合する、複数の構成要素を含む圧縮真空密封弾力性材料を含
む排泄物隔離装置を有する使い捨て製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、おむつ、大人用尿失禁パンツ、生理用ナプキンおよびタンポンのような使い捨て
製品は、乳幼児の世話および成人尿失禁者の介護において排泄物を含有、隔離および廃棄
するための手段として広範囲に使用されている。これらの製品は一般に、それらの利便性
および確実性のために、これらの用途にとっての好ましい手段として再使用可能かつ選択
可能な布製衣料品に取って代わってきた。
【０００３】
　乳幼児および成人両方のための使い捨て製品の分野は数多くの進歩を遂げてきており、
そのおかげで使い捨て製品は従来型の布製衣料品より広範囲に好まれるようになってきた
が、それでもまだ多数の問題が存在する。これらの使い捨て製品が体験してきた問題の中
でも特に重要なのは、排泄物（例、尿、糞便、月経）の漏れ、皮膚の発疹および刺激、糞
便による装着者の皮膚の広い領域の汚染、糞便のような排泄物をきれいに取り除くことの
困難さ、排泄物の臭気、個人個人に合わせて特別仕立て（例、フィット）できないこと等
である。
【０００４】
　これらの問題に対処するために色々な試みがなされてきた。例えば、超吸収性ポリマー
類が、吸収性製品が尿を吸収かつ保持する能力を増加させるために使用されてきた。バリ
ヤーレッグカフも、フィットを改良して漏れを減らすために使用されてきた。例えば、１
９７５年１月１４日にＫｅｎｎｅｔｈ　Ｂ．Ｂｕｅｌｌへ発行された「使い捨ておむつの
ための収縮性サイド部分（Ｃｏｎｔｒａｃｔｉｂｌｅ　Ｓｉｄｅ　Ｐｏｒｔｉｏｎｓ　Ｆ
ｏｒ　Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ｄｉａｐｅｒ）」と題する米国特許第３，８６０，００３
号明細書は、幅広く容認されて商業的成功を達成した弾性化レッグカフ付き使い捨ておむ
つを記載している。使い捨て製品はさらにまた、糞便を含有して製品から漏れるのを防止
するためのポケット、バリヤー等を使用してきた。例えば、１９８７年９月２２日にＭｉ
ｃｈａｅｌ　Ｉ．Ｌａｗｓｏｎへ発行された「二重カフを有する吸収性製品（Ａｂｓｏｒ
ｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｈａｖｉｎｇ　ｄｕａｌ　Ｃｕｆｆｓ）」と題する米国特許
第４，６９５，２７８号明細書；１９８９年１月３日にＪｅｒｒｙ　Ｌ．Ｄｒａｇｏｏへ
発行された「漏れ抵抗性二重カフを有する吸収性製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃ
ｌｅ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｌｅａｋａｇｅ－Ｒｅｓｉｓｔａｎｔ　Ｄｕａｌ　Ｃｕｆｆｓ）」
と題する米国特許第４，７９５，４５４号明細書；および１９９６年７月３０日にＤｒｅ
ｉｅｒへ発行された「尖端を備えたポケットカフを有する吸収性製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎ
ｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｈａｖｉｎｇ　Ａ　Ｐｏｃｋｅｔ　Ｃｕｆｆ　Ｗｉｔｈ　Ａｎ　Ａ
ｐｅｘ）」と題する米国特許第５，５４０，６７１号明細書を参照。使用時に、または糞
便用ボイドスペースを提供するために例えば水もしくは尿のような活性化液またはフィッ
トを改良するためにトップシートの置換に反応して活性化される選択的に拡張性もしくは
膨張性構成要素を有する使い捨て製品もまた開示されてきた。例えば、１９９４年７月１
９日にＧａｒｙ　Ｄ．ＬａＶｏｎらへ発行された「膨張性スペーサーを有する使い捨て吸
収性製品（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｈａｖｉｎｇ
　ａｎ　Ｉｎｆｌａｔａｂｌｅ　Ｓｐａｃｅｒ）」と題する米国特許第５，３３０，４５
９号明細書および１９９６年５月２８日にＧａｒｙ　Ｄ．ＬａＶｏｎらへ発行された「密
封拡張性構成要素を有する使い捨て吸収性製品（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ａｂｓｏｒｂｅ
ｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｈａｖｉｎｇ　ａｎ　Ｓｅａｌｅｄ　Ｅｘｐａｎｄａｂｌｅ　Ｃ
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ｏｍｐｏｎｅｎｔ）」と題する米国特許第５，５２０，６７４号明細書は、使用時点に拡
張性である、または例えば水もしくは尿のような活性化液に反応して拡張する構成要素を
有する使い捨て吸収性製品について記載している。しかし、これらの拡張性構成要素は、
それらが構成要素を活性化させるもしくは継続的に作用させるためには介護者による行為
を必要とするか、拡張が液体活性化剤の量に比例するために完全に拡張させるためには余
りに多量の液体活性化剤を必要とするのどちらかであるという点に問題がある。さらにま
た、水もしくは尿のような活性化液と反応する自己収縮性レッグギャザーも開示されてき
た。例えば、１９８１年１月２７日にＦｒｉｅｄｒｉｃＨ－Ｗｉｌｈｅｌｍ　Ｓｃｈｒｏ
ｄｅｒへ発行された「水分反応性密封手段を含むおむつ（Ｄｉａｐｅｒ　Ｉｎｃｌｕｄｉ
ｎｇ　Ｍｏｉｓｔｕｒｅ－Ｒｅｐｏｎｓｉｖｅ　Ｓｅａｌ　Ｍｅａｎｓ）」と題する米国
特許第４，２４６，９００号明細書を参照。同様に、これらの自己収縮性ギャザーもまた
、それらが構成要素を活性化させるもしくは継続的に作用させるためには介護者による行
為を必要とするか、収縮が液体活性化剤の量に比例するために完全に収縮させるためには
余りに多量の液体活性化剤を必要とするという点に問題がある。
【発明の概要】
【０００５】
　この発明に従った排泄物を吸収かつ含有する使い捨て製品は、装着者の胴部下方の周囲
に装着され装着者からの排泄物を吸収かつ含有する使い捨て製品であって：圧縮状態に保
持されている少なくとも１つの弾力性材料と；入力に反応し圧縮状態の弾力性材料を少な
くとも部分的に拡張させるトリガー機構と；を含んだ反応システムを備えており、弾力性
材料は使い捨て製品において装着者の肛門に隣接して配置されていて、弾力性材料が少な
くとも部分的に拡張することを許容されたときに弾力性材料は排泄物を捕捉し排泄物を装
着者の皮膚から遠ざけて貯蔵する、ことを特徴としている。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】製品の構成をより明確に示すために切り取られている構造の部分とともに平たく
広げられた状態にある本発明に従って製造された製品の平面図であり、このとき本製品は
おむつである。
【図２】図２の(Ａ)は、活性化前の圧縮状態にある本発明の排泄物隔離装置の斜視図であ
り；そして、　図２の(Ｂ)は、図２（Ａ）の線Ｂ－Ｂに沿って切り取られた断面図である
。
【図３】図３の(Ａ)は、活性化後の図２の（Ａ）の１つの実施形態の斜視図であり；そし
て、　図３の(Ｂ)は、図３(Ａ)の線Ｂ－Ｂに沿って切り取られた図３の(Ａ)の断面図であ
る。
【図４】図４の(Ａ)は、活性化後の図２の（Ａ）の代替実施形態の斜視図であり；そして
、　図４の(Ｂ)は、図４の(Ａ)の線Ｂ－Ｂに沿って切り取られた図４の（Ａ）の断面図で
ある。
【図５】水溶性カプセルを含む本発明の実施形態の斜視図である。
【図６】図６の(Ａ)は、代表的開ループ反応システムのブロック図であり；　図６の(Ｂ)
は、代表的閉ループ反応システムのブロック図であり；　図６の（Ｃ)は、コントローラ
ーを含む代表的開ループ反応システムのブロック図であり；そして、　図６の(Ｄ)は、コ
ントローラーを含む代表的閉ループ反応システムのブロック図である。
【図７】図７の(Ａ)は、単一閾値レベルを有する本発明の不連続反応システムの理想的出
力関数を示しており；そして、　図７の(Ｂ)は、複数閾値レベルを有する本発明の不連続
反応システムの理想的出力関数を示している。
【図８】図８は、出力関数の一次、二次および三次導関数と一緒に本発明の不連続反応シ
ステムの代表的出力関数を示している。
【図９】均等時間定数を有する一連の一次ラグを有する制御システムの伝達関数を示して
いる。
【図１０】図１０の(Ａ),（Ｂ），（Ｃ）は、本発明の機械的ポンプを含む反応システム



(5) JP 2009-153994 A 2009.7.16

10

20

30

40

50

の実施形態の断面図である。
【図１１】本発明の排泄物隔離装置の代替実施形態の斜視図である。
【図１２】本発明の排泄物バッグ実施形態の斜視図である。
【図１３】排泄物バッグを含む吸収性製品の斜視図である。
【図１４】図１４の(Ａ)は、代表的排泄物隔離装置の拡大平面図であり；そして、　図１
４の(Ｂ)は、区分線Ｂ－Ｂを通って切り取られた図１４の（Ａ）に示されている装置の断
面図である。
【図１５】図１５の(Ａ)は、代表的排泄物隔離装置の拡大平面図であり；そして、　図１
５の(Ｂ)は、区分線Ｂ－Ｂを通って切り取られた図１５の（Ａ）に示されている装置の断
面図である。
【図１６】本発明の排泄物隔離装置の代替実施形態の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　ここで使用する用語「吸収性製品」は、排泄物を吸収かつ含有する装置に関する、およ
びより詳細には、身体から排出された様々な排泄物を吸収かつ含有するために装着者の身
体に接触させてもしくは近くに置かれる装置に関する。用語「使い捨て」は、ここでは吸
収性製品として洗濯するまたはさもなければ復元もしくは再使用することが概して意図さ
れていない（すなわち、それらは使用後に廃棄する、および好ましくはリサイクルする、
堆肥にするまたはさもなければ環境に適合する方法で廃棄することが意図されている）吸
収性製品を説明するために使用される。（ここで使用するように用語「配置された」は、
おむつの要素がおむつの他の要素との一体型構造としてまたはおむつの別の要素に接合さ
れた個別要素として特定の場所もしくは位置に形成されている（接合および配置されてい
る）ことを意味するために使用されている。ここで使用する用語「接合された」は、それ
により１つの要素をもう１つの要素に直接に付着させることによってその要素が他の要素
に直接的に固定されている形状、およびそれによりその要素を他の要素に順に付着させら
れる中間部材に付着させることによってその要素が他の要素に間接的に固定されている形
状を包含する。）「一体型」吸収性製品は、個別のホルダーおよびライナーのような別個
に操作可能なパーツを必要としない１つの調和した実体を形成するために一緒に結合され
た個別パーツから形成される吸収性製品を意味する。本発明の吸収性製品のある好ましい
実施形態は、図１に示されている製品２０である一体型使い捨て吸収性製品である。ここ
で使用するように「おむつ」は、乳幼児および尿失禁者によって概して胴部下方の周囲に
装着される吸収性製品を意味する。本発明はまた、例えば尿失禁用パンツ、尿失禁用下着
類、吸収性インサート、おむつホルダーおよびライナー、自然肛門または人工肛門のため
の人工肛門形成術型バッグ、女性用生理用衣料品、タンポン、拭き取り用ペーパー、使い
捨てタオル、ティッシュー、吸水製品、吸油製品、食べこぼし浄化バッグ、乾燥剤バッグ
、使い捨てモップ、包帯類その他のような他の吸収性および非吸収性製品にも適用可能で
ある。
【０００８】
　図１は、製品２０の構成をより明確に示すために切り取られている構造の部分とともに
平たく広げられた状態にある、この図ではおむつとして示されている本発明の製品２０の
平面図である。装着者に面する製品２０の部分は図を見ている人に向けられている。図１
に示されているように、製品２０は好ましくは液体透過性トップシート２４；液体不透過
性バックシート２６；好ましくはトップシート２４およびバックシート２６の少なくとも
１部分の間に配置されている吸収性コア２８；サイドパネル３０；弾性化レッグカフ３２
；弾性ウエスト装備３４；および全体を通して４０と指定された留め具システムを備える
。製品２０は、第１ウエスト領域３６、第１ウエスト領域３６に対向する第２ウエスト領
域および第１ウエスト領域と第２ウエスト領域の間に位置する股領域３７を有するように
示されている。製品２０の周囲は、長手方向縁５０が概して製品２０の長手方向中心線１
００に平行に走っており、端縁５２が製品２０の側方中心線１１０に概して平行な長手方
向縁５０間を走っている製品２０の外縁によって限定されている。
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【０００９】
　製品２０のシャシー２２は製品２０の本体を備える。シャシー２２は、吸収性コア２８
の少なくとも１部分ならびに好ましくはトップシート２４およびバックシート２６を含む
外側カバー層を備える。吸収性製品が個別のホルダーおよびライナーを備える場合は、シ
ャシー２２が概してホルダーおよびライナーを備える。（例えば、ホルダーは製品の外側
カバーを形成するために１以上の材料層を備えることができ、ライナーはトップシート、
バックシート、および吸収性コアを含む吸収性組立体を備えることができる。）そうした
場合には、ホルダーおよび／またはライナーは使用時間を通して適所にライナーを保持す
るために使用される留付け要素を含むことができる。）一体型吸収性製品については、シ
ャシー２２は複合おむつ構造を形成するために追加された他の装備と一緒におむつの主要
構造を備える。トップシート２４、バックシート２６、および吸収性コア２８は様々のよ
く知られている形状で組み立てられてよいが、好ましいおむつ形状は概して１９７５年１
月１４日にＫｅｎｎｅｔｈ　Ｂ．Ｂｕｅｌｌへ発行された「使い捨ておむつのための収縮
性サイド部分（Ｃｏｎｔｒａｃｔｉｂｌｅ　Ｓｉｄｅ　Ｐｏｒｔｉｏｎｓ　Ｆｏｒ　Ｄｉ
ｓｐｏｓａｂｌｅ　Ｄｉａｐｅｒ）」と題する米国特許第３，８６０，００３号；１９９
２年９月９日にＢｕｅｌｌへ発行された米国特許第５，１５１，０９２号；および１９９
３年６月２２日にＢｕｅｌｌへ発行された米国特許第５，２２１，２７４号；および１９
９６年９月１０日にＲｏｅらへ発行された「複数区域構造的ゴム様フィルムウエブ製伸張
性ウエスト装備を備えた吸収性製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｗｉｔｈ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｚｏｎｅ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ　Ｅｌａｓｔｉｃ－Ｌｉｋｅ　Ｆｉ
ｌｍ　Ｗｅｂ　Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｗａｉｓｔ　Ｆｅａｔｕｒｅ）」と題する米国特
許第５，５５４，１４５号；１９９６年１０月２９日にＢｕｅｌｌらへ発行された「使い
捨て引き上げ装着パンツ（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ｐｕｌｌ－Ｏｎ　Ｐａｎｔ）」と題す
る米国特許第５，５６９，２３４号；１９９６年１２月３日にＮｅａｓｅらへ発行された
「吸収性製品のためのサイドパネルを製造するためのゼロスクラップ法（Ｚｅｒｏ　Ｓｃ
ｒａｐ　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｆｏｒ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　Ｓｉｄｅ　Ｐａｎｅｌｓ
　Ｆｏｒ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ）」と題する米国特許第５，５８０，
４１１号；および１９９７年８月２０日にＲｏｂｌｅｓらの名前で出願された「他方向伸
張性サイドパネルを備えた吸収性製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｗｉｔｈ
　Ｍｕｌｔｉ－Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ　Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｓｉｄｅ　Ｐａｎｅｌ
ｓ）」と題する米国特許出願第０８／９１５，４７１号に記載されており、それらは各々
参照してここに組み込まれる。
【００１０】
　バックシート２６は、概して吸収かつ含有された排泄物が例えばベッドシーツおよび下
着類のような製品２０に接触する可能性のある製品を汚すことを防止する、吸収性コア２
８の衣類に面する表面４５に隣接して配置される製品２０の部分である。ある実施形態で
は、バックシート２６は液体（例、尿）不透過性であり、約０．０１２ｍｍ（０．５ミル
）～約０．０５１ｍｍ（２．０ミル）の厚さを有する熱可塑性フィルムのような薄いプラ
スチックフィルムを備える。適切なバックシートフィルムは、インディアナ州テレホート
に所在のＴｒｅｄｅｇａｒ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　Ｉｎｃ．によって製造され、商標名
Ｘ１５３０６、Ｘ１０９６２およびＸ１０９６４を付けて販売されているものを含む。そ
の他の適切なバックシート材料は、製品２０から蒸気が漏れ出るのを許容しながらバック
シート２６を排泄物が通過することを防止する通気性材料を含むことができる。代表的通
気性材料は、織布ウェブ、不織布ウェブ、例えばフィルムコーティング不織布ウェブのよ
うな複合材料、および例えば日本のＭｉｔｓｕｉ　Ｔｏａｔｓｕ　Ｃｏ．によって名称Ｅ
ＳＰＯＩＲ　ＮＯを付けておよびテキサス州ベイシティ所在のＥＸＸＯＮ　Ｃｈｅｍｉｃ
ａｌ　Ｃｏ．によって名称ＥＸＸＡＩＲＥをつけて製造されているような微孔フィルムの
ような材料を含むことができる。ポリマー混合物を備えている適切な通気性複合材料は、
ＨＹＴＲＥＬブレンドＰ１８－３０９７の名称でオハイオ州シンシナティに所在のＣｌｏ
ｐａｙ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能である。そうした通気性複合材料は、Ｅ．
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Ｉ．ＤｕＰｏｎｔの名前で１９９５年６月２２日に公開されたＰＣＴ出願第ＷＯ９５／１
６７４６号および１９９９年２月２日Ｃｕｒｒｏへ発行された同時係属出願の米国特許第
５，８６５，８２３号の中で極めて詳細に記載されている。不織布ウェブおよび開口成形
フィルムを含むその他の通気性バックシートは、１９９６年１１月５日にＤｏｂｒｉｎら
へ発行された米国特許第５，５７１，０９６号に記載されている。これらの参考文献各々
は、これにより参照して本明細書に組み込まれる。しかし、製品２０のためのインサート
のような一部の実施形態では、バックシートは液体透過性であってもよく、さらに例えば
下記でトップシート２４に関して説明されるのと同一材料を含んでいてもよい。
【００１１】
　バックシート２６、またはそれのいずれかの部分は、１つ以上の方向において弾性的に
伸張性であってよい。ある実施形態では、バックシート２６は構造的ゴム様フィルム（「
ＳＥＬＦ」）ウェブを備えることができる。構造的ゴム様フィルムウェブは追加の弾性材
料を使用せずに伸長方向にゴム様行動を示す伸張性材料である。本発明のために適合する
ＳＥＬＦウェブは、参照してここに組み込まれる１９９６年５月２１日にＣｈａｐｐｅｌ
ｌらへ発行された「ゴム様行動を示すウェブ材料（Ｗｅｂ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｅｘｈ
ｉｂｉｔｉｈｇ　Ｅｌａｓｔｉｃ－Ｌｉｋｅ　Ｂｅｈａｖｉｏｒ）」と題する米国特許第
５，５１８，８０１号により完全に記載されている。また別の実施形態では、バックシー
ト２６はエラストマーフィルム、フォーム、ストランド、またはこれらもしくはその他の
適切な材料と不織布もしくは合成フィルムとの組み合わせを備えることができる。
【００１２】
　トップシート２４は、好ましくは吸収性コア２８の体側表面４７に隣接して配置され、
好ましくはコンプライアントで、感触が柔らかで、さらに装着者の皮膚に非刺激性である
。さらに、トップシート２４の少なくとも１部分は液体透過性であり、液体がその全厚を
通して容易に浸透するのを許容する。適切なトップシート２４は、ポーラスフォーム：網
状フォーム；開口プラスチックフィルム；または天然繊維（例、木材もしくは綿繊維）、
合成繊維（例、ポリエステルもしくはポリプロピレン繊維）、または天然繊維と合成繊維
の組み合わせのような広範囲の材料から製造することができる。トップシートが繊維を含
む場合は、繊維はスパンボンド加工、カード加工、ウェットレイ加工、メルトブロウン加
工、ハイドロエンタングル加工、またはこの分野で公知の、別の方法で処理加工されてよ
い。ステープルポリプロピレン繊維のウェブを備える１つの適切なトップシート２４は、
名称Ｐ－８を付けてマサチューセッツ州ウォルポールに所在のＶｅｒａｔｅｃ．Ｉｎｃ．
のＤｉｖｉｓｉｏｎ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｐａｐｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ
によって製造されている。
【００１３】
　適切な成形フィルムトップシートは、１９７５年１２月３０日にＴｈｏｍｐｓｏｎへ発
行された「先細毛管を有する吸収性構造（Ａｂｓｏｒｐｔｉｖｅ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ
　Ｈａｖｉｎｇ　Ｔａｐｅｒｅｄ　Ｃａｐｉｌｌａｒｉｅｓ）」と題する米国特許第３，
９２９，１３５号；１９８２年４月１３日にＭｕｌｌａｎｅらへ発行された「汚れ抵抗性
トップシートを有する使い捨て吸収性製品（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ
　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｈａｖｉｎｇ　Ａ　Ｓｔａｉｎ　Ｒｅｓｉｓｔａｎｔ　Ｔｏｐｓｈｅ
ｅｔ）」と題する米国特許第４，３２４，２４６号；１９８２年８月３日にＲａｄｅｌら
へ発行された「繊維様特性を示す弾力性プラスチックウェブ（Ｒｅｓｉｌｉｅｎｔ　Ｐｌ
ａｓｔｉｃ　Ｗｅｂ　Ｅｘｈｉｂｉｔｉｎｇ　Ｆｉｂｅｒ－Ｌｉｋｅ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉ
ｅｓ）」と題する米国特許第４，３４２，３１４号；１９８４年７月３１日にＡｈｒらへ
発行された「非光沢可視表面および布様触感を示す肉眼的に拡張させた三次元プラスチッ
クウェブ（Ｍａｃｒｏｓｃｏｐｉｃａｌｌｙ　Ｅｘｐａｎｄｅｄ　Ｔｈｒｅｅ－Ｄｉｍｅ
ｎｓｉｏｎａｌ　Ｐｌａｓｔｉｃ　Ｗｅｂ　Ｅｘｈｉｂｉｔｉｎｇ　Ｎｏｎ－Ｇｌｏｓｓ
ｙ　Ｖｉｓｉｂｌｅ　Ｓｕｒｆａｃｅ　ａｎｄ　Ｃｌｏｔｈ－Ｌｉｋｅ　Ｔａｃｔｉｌｅ
　Ｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎ）」と題する米国特許第４，４６３，０４５号；および１９９１
年４月９日にＢａｉｒｄへ発行された「多層ポリマーフィルム（Ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　
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Ｐｏｌｙｍｅｒｉｃ　Ｆｉｌｍ）」と題する米国特許第５，００６，３９４号に記載され
ている。その他の適切なトップシート３０は、どちらも参照してここに組み込まれる各々
１９８６年９月２日および１９８６年１２月１６日にＣｕｒｒｏらへ発行された米国特許
第４，６０９，５１８号および第４，６２９，６４３号に従って製造される。そうした成
形フィルムは「ドリウィーブ（ＤＲＩ－ＷＥＡＶＥ）」としてオハイオ州シンシナティに
所在のＴｈｅ　Ｐｒｏｃｔｅｒ　＆　Ｇａｍｂｌｅ　Ｃｏｍｐａｎｙから、および「ＣＬ
ＩＦＦ－Ｔ」としてインディアナ州テレホートに所在のＴｒｅｄｅｇａｒ　Ｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎから入手可能である。
【００１４】
　好ましくは、トップシート２４は吸収性コア２８に含まれた液体から装着者の皮膚を隔
離するために疎水性材料から作られる、または疎水性にするために処理される。トップシ
ート２４が疎水性材料から作られている場合は、好ましくはトップシートの少なくとも上
面は液体がトップシートを通ってより急速に移動するように親水性にするために処理され
ている。トップシート２４は、それを界面活性剤処理することによって、またはトップシ
ートに界面活性剤を組み込むことによって親水性にすることができる。トップシート２４
を界面活性剤処理するための適切な方法には、トップシート２４材料に界面活性剤をスプ
レーするおよび材料を界面活性剤中に浸漬することが含まれる。そうした処理および親水
性についてのより詳細な考察は、１９９１年１月２９日Ｒｅｉｓｉｎｇらへ発行された「
多層吸収性層を備えた吸収性製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　ｗｉｔｈ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｌａｙｅｒ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｌａｙｅｒｓ）」と題する米国特
許第４，９８８，３４４号および１９９１年１月２９日にＲｅｉｓｉｎｇへ発行された「
急速収集性吸収性コアを備えた吸収性製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　ｗ
ｉｔｈ　Ｒａｐｉｄ　Ａｃｑｕｉｒｉｎｇ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｃｏｒｅｓ）」と題す
る米国特許第４，９８８，３４５号に含まれている。トップシートに界面活性剤を組み込
むためのいくつかの適切な方法についてのより詳細な考察は、Ａｚｉｚらの名前で１９９
７年７月１日に発行された米国法定発明登録第Ｈ１６７０号の中に見出すことができる。
これらの参考文献各々はこれにより参照してここに組み込まれる。
【００１５】
　トップシート２４のいずれかの部分は、技術において知られているようなローションで
コーティングされてよい。適切なローションの例には、１９９７年３月４日Ｒｏｅへ発行
された「皮膚軟化剤および多価アルコール系ポリエステル固定剤を含有するローション含
有トップシートを有する使い捨て吸収性製品（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ａｂｓｏｒｂｅｎ
ｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｈａｖｉｎｇ　Ａ　Ｌｏｔｉｏｎｅｄ　Ｔｏｐｓｈｅｅｔ　Ｃｏｎ
ｔａｉｎｉｎｇ　ａｎ　Ｅｍｏｌｌｉｅｎｔ　ａｎｄ　Ｐｏｌｙｏｌ　Ｐｏｌｙｅｓｔｅ
ｒ　Ｉｍｍｏｂｉｌｉｚｉｎｇ　Ａｇｅｎｔ）」と題する米国特許第５，６０７，７６０
号；１９９７年３月１１日Ｒｏｅへ発行された「液体多価アルコール系ポリエステル皮膚
軟化剤および固定剤を備えるローショントップシートを有するおむつ（Ｄｉａｐｅｒ　Ｈ
ａｖｉｎｇ　Ａ　Ｌｏｔｉｏｎ　Ｔｏｐｓｈｅｅｔ　Ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ　Ａ　Ｌｉｑ
ｕｉｄ　Ｐｏｌｙｏｌ　Ｐｏｌｙｅｓｔｅｒ　Ｅｍｏｌｌｉｅｎｔ　Ａｎｄ　Ａｎ　Ｉｍ
ｍｏｂｉｌｉｚｉｎｇ　Ａｇｅｎｔ）」と題する米国特許第５，６０９，５８７号；１９
９７年６月３日Ｒｏｅらへ発行された「ポリシロキサン系皮膚軟化剤を含有するローショ
ン含有トップシートを有するおむつ（Ｄｉａｐｅｒ　Ｈａｖｉｎｇ　Ａ　Ｌｏｔｉｏｎｅ
ｄ　Ｔｏｐｓｈｅｅｔ　Ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ　Ａ　Ｐｏｌｙｓｉｌｏｘａｎｅ　Ｅｍｏ
ｌｌｉｅｎｔ）」と題する米国特許第５，６３５，１９１号；および１９９７年７月１日
Ｒｏｅらへ発行された「ローション含有トップシートを有するおむつ（Ｄｉａｐｅｒ　Ｈ
ａｖｉｎｇ　Ａ　Ｌｏｔｉｏｎｅｄ　Ｔｏｐｓｈｅｅｔ）」と題する米国特許第５，６４
３，５８８号に記載されているものが含まれる。ローションは上記の疎水性化処理として
単独もしくは他の薬剤と結合して機能することができる。トップシートはさらにまた抗菌
剤を含むことができる、または抗菌剤を用いて処理することができるが、それらの一部の
例はＴｈｅｒｅｓａ　Ｊｏｈｎｓｏｎの名前で１９９５年９月１４日に発行された「臭気
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制御のためにトップシート中に抗菌剤を含有する吸収性製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒ
ｔｉｃｌｅｓ　Ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ　Ａｎｔｉｂａｃｔｅｒｉａｌ　Ａｇｅｎｔｓ　ｉ
ｎ　ｔｈｅ　Ｔｏｐｓｈｅｅｔ　Ｆｏｒ　Ｏｄｏｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）」と題するＰＣＴ
国際公開第ＷＯ９５／２４１７３号に開示されている。さらに、トップシート２４、バッ
クシート２６またはトップシートもしくはバックシートのいずれかの部分はより布様外観
を提供するためにエンボス加工および／またはマット仕上げ加工されてもよい。
【００１６】
　トップシート２４およびバックシート２６は、相互にまたは吸収性コア２８もしくはお
むつ２０の他のいずれかの要素に技術において知られている取り付け手段によって接合さ
れてよい。例えば、取り付け手段は接着剤の均一連続層、接着剤のパターン層、または接
着剤の個別の線、らせんもしくは斑点の配列を含むことができる。あるいはまた、取り付
け手段は熱接着法、圧力接着法、超音波接着法、動的機械的接着法、または他のいずれか
の適切な取り付け手段もしくはこの分野で公知の、これらの取り付け手段の組み合わせを
備えることもできる。
【００１７】
　吸収性コア２８は、概して圧縮性で心地よく、装着者の皮膚に対して非刺激性であり、
さらに尿やその他の一定排泄物のような液体を吸収かつ保持することのできるいずれかの
吸収性材料を備えることができる。吸収性コア２８は極めて様々なサイズおよび形状（例
、長方形、砂時計形、「Ｔ」字形、非対称形等）で製造することができ、さらに使い捨て
おむつやその他の吸収性製品で一般に使用される概してエアフェルトと呼ばれるび粉砕木
材パルプのような極めて様々な液体吸収性材料を備えることができる。その他の適切な吸
収性材料の例には、クレープセルロースワッディング；コフォームを含むメルトブロウン
ポリマー類；化学的剛性、変性もしくは架橋結合セルロース繊維；ティッシューラップお
よびティッシューラミネートを含むティッシュー；吸収性フォーム；吸収性スポンジ；超
吸収性ポリマー；吸収性ゲル化材料；またはその他の既知の吸収性材料または材料の組み
合わせが含まれる。
【００１８】
　吸収性コア２８の形状および構成はさらにまた様々であってよい（例えば、吸収性コア
またはその他の吸収性構造は様々な厚みの区域、親水性勾配、超吸収性勾配、または低平
均密度および低平均坪量収集区域を有していてよい；または１つ以上の層もしくは構造を
備えていてよい。
【００１９】
　吸収性コアとして使用するための代表的吸収性構造は、１９８６年９月９日にＷｅｓｉ
ｍａｎらへ発行された「高密度吸収性構造（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｎｓｉｔｙ　Ａｂｓｏｒｂｅ
ｎｔ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ）」と題する米国特許第４，６１０，６７８号；１９８７年
６月１６日にＷｅｓｉｍａｎらへ発行された「２重層構造を備えた吸収性製品（Ａｂｓｏ
ｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｗｉｔｈ　Ｄｕａｌ－Ｌａｙｅｒｅｄ　Ｃｏｒｅｓ）」
と題する米国特許第４，６７３，４０２号；１９８９年５月３０日にＡｌｅｍａｎｙらへ
発行された「低密度および低坪量収集性区域を有する高密度吸収性部材（Ｈｉｇｈ　Ｄｅ
ｎｓｉｔｙ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｍｅｍｂｅｒｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｌｏｗｅｒ　Ｄｅｎ
ｓｉｔｙ　ａｎｄ　Ｌｏｗｅｒ　Ｂａｓｉｓ　Ｗｅｉｇｈｔ　Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ　
Ｚｏｎｅｓ）」と題する米国特許第４，８３４，７３５号；１９８９年１２月１９日にＡ
ｎｇｓｔａｄｔへ発行された「ダスティング層を有する吸収性コア（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ
　Ｃｏｒｅ　Ｈａｖｉｎｇ　Ａ　Ｄｕｓｔｉｎｇ　Ｌａｙｅｒ）」と題する米国特許第４
，８８８，２３１号；１９９２年８月１１日にＨｅｒｒｏｎらへ発行された「個別化され
たポリカルボキシル酸架橋結合木材パルプセルロース繊維を含有する吸収性構造（Ａｂｓ
ｏｒｂｅｎｔ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　Ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ　Ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｉｚ
ｅｄ，　Ｐｏｌｙｃａｒｂｏｘｙｌｉｃ　Ａｃｉｄ　Ｃｒｏｓｓｌｉｎｋｅｄ　Ｗｏｏｄ
　Ｐｕｌｐ　Ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ　Ｆｉｂｅｒｓ）」と題する米国特許第５，１３７，５
３７号；１９９２年９月１５日にＹｏｕｎｇらへ発行された「尿失禁管理のための高効率
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吸収性製品（Ｈｉｇｈ　Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ
　Ｆｏｒ　Ｉｎｃｏｎｔｉｎｅｎｃｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）」と題する米国特許第５
，１４７，３４５号；１９９４年８月３０日にＲｏｅへ発行された「低粘度糞便のための
使い捨て吸収性製品（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｆ
ｏｒ　Ｌｏｗ－Ｖｉｓｃｏｓｉｔｙ　Ｆｅｃａｌ　Ｍａｔｅｒｉａｌ）」と題する米国特
許第５，３４２，３３８号；１９９３年１１月９日にＤｅｓＭａｒａｉｓらへ発行された
「水性排泄物のための吸収性フォーム材料およびそうした材料を含有する吸収性製品（Ａ
ｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｆｏａｍ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｆｏｒ　Ａｑｕｅｏｕｓ　Ｂｏｄｙ
　Ｆｌｕｉｄｓ　ａｎｄ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｃｏｎｔａｉｎｉｎ
ｇ　Ｓｕｃｈ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ）」と題する米国特許第５，２６０，３４５号；１９
９５年２月７日にＤｙｅｒらへ発行された「水性排泄物のための湿潤するまでは薄い吸収
性フォーム材料およびこれを製造するためのプロセス（Ｔｈｉｎ－Ｕｎｔｉｌ－Ｗｅｔ　
Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｆｏａｍ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｆｏｒ　Ａｑｕｅｏｕｓ　Ｂｏｄ
ｙ　Ｆｌｕｉｄｓ　Ａｎｄ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｆｏｒ　Ｍａｋｉｎｇ　Ｓａｍｅ）」と題
する米国特許第５，３８７，２０７号；および１９９７年７月２２日にＤｅｓＭａｒａｉ
ｓらへ発行された「極めて高い水－油比を有する高内相エマルジョンから製造された水性
液体のための吸収性フォーム材料（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｆｏａｍ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ
　Ｆｏｒ　Ａｑｕｅｏｕｓ　Ｆｌｕｉｄｓ　Ｍａｄｅ　Ｆｒｏｍ　Ｈｉｇｈｔ　Ｉｎｔｅ
ｒｎａｌ　Ｐｈａｓｅ　Ｅｍｕｌｓｉｏｎｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｖｅｒｙ　Ｈｉｇｈｔ　Ｗ
ａｔｅｒ－Ｔｏ－Ｏｉｌ　Ｒａｔｉｏｓ）」と題する米国特許第５，６２５，２２２号に
記載されている。これらの特許各々は参照して本明細書に組み込まれる。
【００２０】
　製品２０はさらにまた、改良フィットおよび封じ込めを提供するのに役立つ少なくとも
１つの弾性ウエスト装備３４を備えることができる。弾性ウエスト装備３４は、好ましく
は吸収性コア２８の少なくとも１つのウエスト縁６２から少なくとも長手方向で外向きに
伸長し、概して製品２０の端縁５２の少なくとも１部分を形成する。使い捨ておむつはし
ばしば、１つが第１ウエスト領域３６に配置され、１つが第２ウエスト領域３８に配置さ
れている２つの弾性ウエスト装備を有するように構成される。さらに、弾性ウエスト装備
３４またはその構成要素のいずれかは製品２０に付着させられた１つ以上の個別要素を備
えることができるが、弾性ウエスト装備３４はバックシート２６、トップシート２４、ま
たはバックシート２６およびトップシート２４の両方のような製品２０の他の要素の延長
部として構成されてもよい。
【００２１】
　弾性ウエスト装備３４は、１９８５年５月７日にＫｉｅｖｉｔらへ発行された米国特許
第４，５１５，５９５号；１９８７年１２月１日にＬａｓｈへ発行された米国特許第４，
７１０，１８９号；１９９２年９月９日にＢｕｅｌｌへ発行された米国特許第５，１５１
，０９２号；および１９９３年６月２２日にＢｕｅｌｌへ発行された米国特許第５，２２
１，２７４号に開示されているものを含む数多くの相違する形状で構成することができる
。その他の適切なウエスト形状は、１９９１年６月２５日にＲｏｂｅｒｔｓｏｎへ発行さ
れた米国特許第５，０２６，３６４号および１９８９年３月２８日にＦｏｒｅｍａｎへ発
行された米国特許第４，８１６，０２５号に記載されているもののようなウエストキャッ
プ装備を含むことができる。上記の参考文献は全て参照して本明細書に組み込まれる。
【００２２】
　製品２０はさらにまた留め具システム４０を含むことができる。一部の代表的留め具シ
ステムは、１９７４年１１月１９日にＢｕｅｌｌへ発行された「使い捨ておむつのための
テープ留め具システム（Ｔａｐｅ　Ｆａｓｔｅｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｄｉｓ
ｐｏｓａｂｌｅ　Ｄｉａｐｅｒ）」と題する米国特許第３，８４８，５９４号；１９８７
年５月５日にＨｉｒｏｔｓｕらへ発行された「吸収性製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔ
ｉｃｌｅ）」と題する米国特許第Ｂ１　４，６６２，８７５号；１９８９年７月１１日に
Ｓｃｒｉｐｐｓへ発行された「改良留め具装置を有する使い捨ておむつ（Ｄｉｓｐｏｓａ
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ｂｌｅ　Ｄｉａｐｅｒ　Ｈａｖｉｎｇ　Ａｎ　Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　Ｆａｓｔｅｎｉｎｇ　
Ｄｅｖｉｃｅ）」と題する米国特許第４，８４６，８１５号；１９９０年１月１６日にＮ
ｅｓｔｅｇａｒｄへ発行された「改良フック留め具を備えた使い捨ておむつ（Ｄｉｓｐｏ
ｓａｂｌｅ　Ｄｉａｐｅｒ　Ｗｉｔｈ　Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　Ｈｏｏｋ　Ｆａｓｔｅｎｅｒ
　Ｐｏｒｔｉｏｎ）」と題する米国特許第４，８９４，０６０号；１９９０年８月７日に
Ｂａｔｔｒｅｌｌへ発行された「感圧接着剤留め具およびこれの製造方法（Ｐｒｅｓｓｕ
ｒｅ－Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　Ａｄｈｅｓｉｖｅ　Ｆａｓｔｅｎｅｒ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏ
ｄ　ｏｆ　Ｍａｋｉｎｇ　Ｓａｍｅ）」と題する米国特許第４，９４６，５２７号；なら
びにここで上記で参照した１９９２年９月９日にＢｕｅｌｌへ発行された米国特許第５，
１５１，０９２号；および１９９３年６月２２日にＢｅｌｌへ発行された米国特許第５，
２２１，２７４号において開示されている。留め具システムはさらに１９９０年１０月１
６日にＲｏｂｅｒｔｓｏｎらへ発行された米国特許第４，９６３，１４０号に開示されて
いるような使い捨て形状で製品を保持するための手段を用意することもできる。これらの
特許各々は参照して本明細書に組み込まれている。また別の実施形態では、パンツを形成
するために衣料品の対向する側が継ぎ合わされても、溶接されてもよい。これによって製
品はトレーニングパンツのような引き上げ装着おむつとして使用できるようになる。
【００２３】
　製品２０は、さらにまたサイドパネル３０を備えることができる。サイドパネル３０は
、最初に装着者に製品２０を心地よくフィットさせ、その後製品に排泄物が負荷された時
点をはるかに過ぎた装着時間を通してこのフィットを持続することによってより心地よく
かつ身体の線に沿ったフィットを提供するために弾性または伸張性であってよいが、それ
は弾性化サイドパネル３０が製品２０のサイドが伸張かつ収縮することを可能にするから
である。
【００２４】
　本発明の製品２０は、好ましくは第２ウエスト領域３８に配置されたサイドパネル３０
を有するが、製品２０には第１ウエスト領域３６または第１ウエスト領域３６および第２
ウエスト領域３８の両方に配置されたサイドパネル３０を用意することができる。弾性化
サイドパネルを備えたおむつの例は、１９８９年８月１５日にＷｏｏｄらへ発行された「
シャーリング付き耳を有する使い捨ておむつ（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ｄｉａｐｅｒ　Ｈ
ａｖｉｎｇ　Ｓｈｉｒｒｅｄ　Ｅａｒｓ）」と題する米国特許第４，８５７，０６７号；
１９８３年５月３日にＳｃｉａｒａｆｆａらへ発行された米国特許第４，３８１，７８１
号；１９９０年７月３日にＶａｎ　Ｇｏｍｐｅｌらへ発行された米国特許第４，９３８，
７５３号；ならびにここで上記で参照した１９９２年９月９日にＢｕｅｌｌへ発行された
米国特許第５，１５１，０９２号；および１９９３年６月２２日にＢｅｌｌへ発行された
米国特許第５，２２１，２７４号；１９９７年９月２３日にＬａＶｏｎらへ発行された「
持続性動的フィットを提供する吸収性製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｐ
ｒｏｖｉｄｉｎｇ　Ｓｕｓｔａｉｎｅｄ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｆｉｔ）」と題する米国特許
第５，６６９，８９７号；Ｒｏｂｌｅｓらの名前で１９９７年８月２０日に出願された「
他方向伸張性サイドパネルを備えた吸収性製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　
Ｗｉｔｈ　Ｍｕｌｔｉ－Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ　Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｓｉｄｅ　Ｐ
ａｎｅｌｓ）」と題する米国特許出願第０８／９１５，４７１号において開示されており
、これらは各々参照してここに組み込まれる。
【００２５】
　製品２０は、好ましくはさらに液体およびその他の排泄物の改良封じ込めを提供するレ
ッグカフ３２を含む。レッグカフはさらにまたレッグバンド、サイドフラップ、バリヤー
カフ、または弾性カフとも呼ばれることがある。米国特許第３，８６０，００３号は、弾
性化レッグカフ（ガスケッチングカフ）を提供するためにサイドフラップおよび１つ以上
の弾性部材を有する収縮性レッグ（脚の付け根）開口部を提供する使い捨ておむつを記載
している。１９８９年２月２８日および１９９０年３月２０日に各々Ａｚｉｚらへ発行さ
れた米国特許第４，８０８，１７８号および第４，９０９，８０３号は、レッグ領域の封
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じ込めを改良する「直立型（ｓｔａｎｄ－ｕｐ）」弾性化フラップ（バリヤーカフ）を有
する使い捨ておむつを記載している。１９８７年９月２２日にＬａｗｓｏｎおよび１９８
９年１月３日にＤｒａｇｏｏへ各々発行された米国特許第４，６９５，２７８号および第
４，７９５，４５４号は、ガスケッチングカフおよびバリヤーカフを含む二重カフを有す
る使い捨ておむつを記載している。一部の実施形態では、レッグカフの全部または１部分
を上記のようなローションを用いて処理することが望ましい場合がある。
【００２６】
　本発明の実施形態は、さらに排泄物を受け入れて含有するためのポケット、排泄物のた
めのボイドを提供するスペーサー、排泄物の移動を製品内に限定するためのバリヤー、お
むつ内に配置された排泄物を受け入れて含有する区画もしくはボイド等またはそれらのい
ずれかの組み合わせを含むこともできる。吸収性製品において使用するためのポケットお
よびスペーサーの例は、１９９６年５月７日にＲｏｅらへ発行された「放出性スペーサー
を有するおむつ（Ｄｉａｐｅｒ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｅｘｐｕｌｓｉｖｅ　Ｓｐａｃｅｒ）」
と題する米国特許第５，５１４，１２１号；１９９２年１２月１５日にＤｒｅｉｅｒらへ
発行された「コアスペーサーを有する使い捨て吸収性製品（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ａｂ
ｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｃｏｒｅ　Ｓｐａｃｅｒ）」と題する
米国特許第５，１７１，２３６号；１９９５年３月１４日にＤｒｅｉｅｒへ発行された「
ポケットカフを有する吸収性製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｈａｖｉｎｇ
　Ａ　Ｐｏｃｋｅｔ　Ｃｕｆｆ）」と題する米国特許第５，３９７，３１８号；１９９６
年７月３０日にＤｒｅｉｅｒへ発行された「尖端を備えたポケットカフを有する吸収性製
品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｈａｖｉｎｇ　Ａ　Ｐｏｃｋｅｔ　Ｃｕｆｆ
　Ｗｉｔｈ　Ａｎ　Ａｐｅｘ）」と題する米国特許第５，５４０，６７１号；および１９
９３年１２月３日に発行された「衛生吸収性製品において使用するためのスペーサーおよ
びそうしたスペーサーを有する使い捨て吸収性製品（Ｓｐａｃｅｒｓ　Ｆｏｒ　Ｕｓｅ　
Ｉｎ　Ｈｙｇｉｅｎｉｃ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ａｎｄ　Ｄｉｓｐｏ
ｓａｂｌｅ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｓｕｃｈ　Ｓｐａ
ｃｅｒ）」と題するＰＣＴ国際出願第ＷＯ９３／２５１７２号；および１９９４年４月２
６日にＦｒｅｅｌａｎｄへ発行された「使い捨て吸収性製品において使用するための柔軟
性スペーサー（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｓｐａｃｅｒｓ　Ｆｏｒ　Ｕｓｅ　Ｉｎ　Ｄｉｓｐｏ
ｓａｂｌｅ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ）」と題する米国特許第５，３０６
，２６６号に記載されている。区画またはボイドの例は、１９９０年１１月６日にＫｈａ
ｎへ発行された「使い捨て糞便区画化おむつ（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ｆｅｃａｌ　Ｃｏ
ｍｐａｒｔｍｅｎｔｉｎｇ　Ｄｉａｐｅｒ）」と題する米国特許第４，９６８，３１２号
；１９９１年２月５日にＦｒｅｅｌａｎｄへ発行された「排泄物隔離のための弾性ライナ
ーを備えた吸収性製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｗｉｔｈ　Ｅｌａｓｔｉ
ｃ　Ｌｉｎｅｒ　Ｆｏｒ　Ｗａｓｔｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ）」と題
する米国特許第４，９９０，１４７号；１９９１年１１月５日にＨｏｌｔらへ発行された
「使い捨ておむつ（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ｄｉａｐｅｒ）」と題する米国特許第５，６
２，４８０号；１９９３年１２月１４日にＦｒｅｅｌａｎｄらへ発行された「使い捨て吸
収性製品のための三等分トップシート（Ｔｒｉｓｅｃｔｉｏｎ　Ｔｏｐｓｈｅｅｔｓ　Ｆ
ｏｒ　Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ）」と題する米国
特許第５，２６９，７５５号に記載されている。適切な横断バリヤーの例は、Ｄｒｅｉｅ
ｒらの名前で１９９６年９月１０日に発行された「複数の実効高横断区分を有する吸収性
製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｅｆｆ
ｅｃｔｉｖｅ　Ｈｅｉｇｈｔ　Ｔｒａｎｓｖｅｒｓｅ　Ｐａｒｔｉｔｉｏｎ）」と題する
米国特許第５，５５４，１４２号；Ｆｒｅｅｌａｎｄらの名前で１９９４年７月７日に発
行された「直立横断区分を有する吸収性製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｈ
ａｖｉｎｇ　Ａｎ　Ｕｐｓｔａｎｄｉｎｇ　Ｔｒａｎｓｖｅｒｓｅ　Ｐａｒｔｉｔｉｏｎ
）」と題するＰＣＴ国際特許第ＷＯ９４／１４３９５号；およびＲｏｅらへ１９９７年８
月５日に発行された「角直立横断区分を有する吸収性製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔ
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ｉｃｌｅ　Ｈａｖｉｎｇ　Ａｎｇｕｌａｒ　Ｕｐｓｔａｎｄｉｎｇ　Ｔｒａｎｓｖｅｒｓ
ｅ　Ｐａｒｔｉｔｉｏｎ）」と題する米国特許第５，６５３，７０３号に記載されている
。上記に引用した参考文献は全てこれにより参照してここに組み込まれる。
【００２７】
　本発明の実施形態はさらにまた図１２に示されているような排泄物管理装置１１０を含
むことができる。排泄物管理装置１１０は、糞便、尿またはその両方を収集するための排
泄物バッグ１１１を含むことができる。排泄物バッグ１１１は、装着者の肛門周囲領域に
好ましくは粘着取り付けするための開口部１２１および開口部を取り囲むフランジ１１２
を有することができる。さらに、排泄物管理装置１１０は、衣料品、またはおむつ、好ま
しくは使い捨ておむつと一緒に使用した場合に特に有用かつ有益であることが発見されて
いる。排泄物バッグ１１１を含むおむつ１２０の１つの例は図１３に示されている。おむ
つ１２０または他の衣料品と結び付けた場合は、排泄物バッグ１１１は製品上に配置また
は製品のいずれかの表面に接合することができる。バッグ１１１は、ここに記載される接
合もしくは取り付け手段のいずれかおよび／または例えば接着剤、フックおよびループ留
め付け具、磁気、ベルト、結び紐、ストラップ、スナップ等のような他のいずれかの接合
手段を含むいずれかの既知の手段によって製品に接合することができる。ある実施形態で
は、排泄物バッグ１１１はおむつ１２０のトップシート１２４に接合することができる。
【００２８】
　排泄物バッグ１１１は、好ましくは排泄された糞便または尿の封じ込めのための柔軟性
容器である。従って、排泄物バッグ１１１は好ましくは液体不透過性であるが、それでも
なお通気性であってよい。さらに、排泄物バッグ１１１は座ったりするような典型的な装
着状態に抵抗するために十分な強さを備えて設計されている。
【００２９】
　排泄物バッグ１１１は、１つまたは複数の層を備えることができる。ある実施形態では
、排泄物バッグ１１１は、好ましくは１つはフィルム層で２つは不織布層である３つの層
を備えることができる。バッグ材料の層は、好ましくはバッグが液体不透過性であるよう
にいずれかの材料を備えることができる。本発明の好ましい実施形態では、ラミネートは
不織布層およびフィルムから形成することができる。
【００３０】
　いずれかのフィルム層のために適切なフィルム材料は、好ましくは熱可塑性材料を備え
る。熱可塑性材料は、蒸気透過性または不透過性であってよく、あらゆるタイプのホット
メルト接着剤、特にポリエチレン、ポリプロピレン、無定形ポリオレフィンその他のよう
なポリオレフィン類；セルロース木材パルプ、綿、ジュート麻のような天然繊維：ガラス
ファイバー、レーヨン、ポリエステル、ポリオレフィン、アクリル、ポリアミド、アラミ
ド、ポリテトラフルオロエチレン金属、ポリイミドのような合成繊維を含む繊維もしくは
ポリマー結合剤を備える溶融可能な成分を含有する材料；一部の成分材料が溶融できない
混合物を備える材料である、二成分ハイメルト／ローメルトポリマー、コポリマーポリエ
ステル、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル／ポリ塩化ビニルコポリマー、コポリマーポリ
アミドのような結合剤、；バックシートに関して上記で説明されたような微孔フィルムを
含む空気および蒸気透過性材料およびＤｕＰｏｎｔから入手可能なＨＹＴＲＥＬ（商標）
およびフランスのＥＬＦ　Ａｔｏｃｈｅｍから入手可能なＰｅｂａｘ（商標）のようなモ
ノリシック通気性材料から選択することができる。
【００３１】
　排泄物バッグ１１１はいずれかの形状またはサイズを有することができる。好ましい形
状は、フラットな環状形バッグ、コーン形バッグ、切頭コーン形バッグおよびピラミッド
形もしくは切頭ピラミット形バッグおよびフラットなＴ字形バッグを含む。さらに、排泄
物バッグ１１１は同一であっても相違していてもよく、それらの各々の周囲で密閉するこ
とのできる単一材料片または多数の個別材料片から用意することができる。
【００３２】
　排泄物バッグ１１１はさらにまた吸収性材料を含有することができる。吸収性材料は、
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液体を吸収かつ保持することのできるいずれかの吸収性材料を備えることができる。吸収
性材料は使い捨ておむつおよびその他の吸収性製品に一般に使用される広範囲の液体吸収
性材料を備えていてよい。一部の例は吸収性コアに関してここで記載されている。
【００３３】
　排泄物バッグ１１１には、それによってバッグ空洞内に貯蔵される前に糞便または尿が
身体から受け入れられる開口部１２１が備えられる。開口部１２１は、好ましくはフラン
ジ１１２によって取り囲まれており、例えば円形、長楕円形のようないずれかの形状また
はサイズで用意され、対称性であっても非対称性であってもよいが、好ましくは開口部は
長手方向または横断方向のいずれかに長楕円形の形状を有する。フランジは装着者の会陰
、生殖器および／または尾骨領域に適合するように設計された張り出し部を備えることが
できる。
【００３４】
　フランジ１１２は、肛門周囲または泌尿生殖器領域にフランジ１１２を容易に配置でき
るように柔らかく柔軟性で適応性のある材料から作られなければならない。典型的な材料
は、不織布材料、織布、開放気泡熱可塑性フォーム、独立気泡熱可塑性フォーム、開放気
泡フォームと伸縮性不織布のコンポジット、およびフィルムを含む。
【００３５】
　排泄物バッグ１１１は、好ましくはさらに装置を装着者に固定するための接合もしくは
取り付け手段を備える。そうした手段は、ここで記載されるいずれかの接合もしくは取り
付け手段または例えばストラップ、ベルト、スナップ、結び紐、フックおよびループ留め
付け具、ピン、および／または排泄物バッグ１１１もしくはフランジの装着者に面する部
分に適用された身体的合成接着剤のようなこの分野で公知の他のいずれかの接合もしくは
取り付け手段を備えることができる。装着者の肛門周囲または泌尿生殖器領域に装置を取
り付けるためには、例えば親水コロイド接着剤およびヒドロゲル接着剤のようなあらゆる
皮膚に優しい防水性感圧接着剤を使用することができる。相当に無痛の適用および取り外
しを可能にしながらフランジを装着者の皮膚に敏感な肛門周囲領域で固定するために望ま
しい粘着特性を提供することに特に有効な接着剤は、三次元マトリックスを形成するため
にポリマーと可塑剤を架橋結合させることから形成される。
【００３６】
　製品２０は、好ましくはさらに少なくとも１つのセンサー６０を含む。本特許出願で使
用する用語「センサー」は、イベントまたはイベントに関連するパラメーターを検出する
ために使用される装置を意味する。イベントに関連するパラメーターは、システムの関係
枠内でのイベントの発生と相関する測定可能な信号である（即ち、排泄物、装着者、また
はそれらの構成要素によって惹起された信号）。センサーは、１つ以上の特定入力に反応
するあらゆるものを含む。本発明のセンサーが検出することのできる入力の例は、排泄物
の姿勢、圧力、運動、水分、酵素、細菌、ｐＨ、伝導性、抵抗、キャパシタンス、インダ
クタンス、またはその他の化学的、生化学的、生物学的、機械的もしくは電気的特性およ
び／または構成要素が含まれるが、それらに限定されない。センサーは、好ましくは排泄
物、装着者、またはそれらの構成要素によって惹起される入力をセンサーが検出するどこ
ろかかえってセンサーを誘発する環境状態の可能性を最小限に抑えることによって多数の
偽反応を最小限に抑えるために非熱性または非相対湿度入力のような「非環境的」入力を
検出する。例えば、電気的もしくは生物学的センサーは、排泄物の成分を感知することに
よって排便、排尿または月経排出のような排泄物イベントの放出を検出することができる
。センサーは、１つ以上のイベントまたは１つのイベントに関連する１つ以上のパラメー
ターを検出して、アクチュエーターまたはコントローラーへ入力を提供することができる
。さらに、本発明のセンサーは可逆性であっても非可逆性であってもよい。溶解性フィル
ムもしくはカプセルは非可逆性センサーの例であるが、他方装着者の筋内電気的活動を検
出する電気的センサーは複数の連続入力信号を受け止めることができる（即ち、可逆性で
ある）。
【００３７】
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　上記で考察したように、本発明のセンサー６０は特定入力に反応するあらゆるものを含
むことができる。例えば、本発明のセンサー６０は化学的、生物学的、機械的、電気的そ
の他であってよい。化学的センサーは、例えば排泄物中に典型的に存在する酵素のような
化学的および／または生化学的入力、ｐＨ、水、例えば細菌、血液のような生物学的入力
または例えば糞便、尿、もしくは月経等のような排泄物のいずれか１つ以上の他の構成要
素に反応することができる。化学的または生物学的センサーの例は、特定の化学的、生化
学的もしくは生物学的入力または特定クラスの化学的、生化学的もしくは生物学的入力に
反応して溶解もしくは破裂する溶解性もしくは破裂性フィルム、カプセル（例、図５のカ
プセル１９３）、セル、シール等を含む。機械的センサーはさらにまた運動、姿勢、圧力
その他に反応することができる。機械的センサーの例は、赤ん坊がセンサー上に座ったと
きに体重がベローズを押し下げてセンサーの部分を拡張させるベローズ型である。機械的
センサーはさらにまた規定適用圧力下で破断もしくは隔離されるセンサーもしくはセンサ
ーの１部分を含むことができる。水分、尿、糞便、月経、圧力、抵抗、キャパシタンス、
インダクタンス等に反応する電気的センサーもまた使用することができる。例えば、電気
的センサー破尿もしくは糞便のような導電性入力が電気回路を完成させるセンサー；圧力
もしくは張力のような入力が電気的接触を閉鎖して回路を完成させるセンサー；装着者ま
たは装着者の部分によって惹起される圧力を通しての信号を発生させる圧電センサー；そ
れに対してセンサーが反応する入力の存在下では抵抗、キャパシタンスまたはインダクタ
ンスが変化するセンサー；または例えば皮膚接触型センサーのような接点を通して装着者
の身体から（例、皮下筋肉）からの電気的信号を受信するセンサーを含むことができる。
【００３８】
　また別の実施形態では、センサーは１９８７年１月１３日にＫｅｎｊｉ　Ｏｇｕｒａら
へ発行された「Ｔｏｉｌｅｔ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ（排泄装置）」と題する米国特許第４
，６３６，４７４号に記載されているようにタンパク質、糖、胆汁成分等を検出するため
に適合していてよい。さらに、センサーはこの分野で公知のバイオセンサーであってよい
（例、酵素センサー、オルガネラ（細胞小器官）センサー、組織センサー、微生物センサ
ー、もしくは電気化学的センサー）。バイオセンサーは、生物認識系、典型的には酵素も
しくは物理化学的トランスデューサーの表面上に固定された抗体のような結合タンパク質
を備えることができる。バイオセンサーは、アンモニアおよびフェノールのような排泄物
の構成要素を検出することができる（例、酵素電極を備えるバイオセンサーによって）。
特定株の細菌はその細菌株に対して起こされた抗体を使用するバイオセンサーによって検
出することができる。フェノール類（例、尿もしくは糞便）を検出するために使用できる
代表的酵素電極には、１９９７年１０月１４日にＪｏｓｅｐｈ　Ｗａｎｇらへ発行された
「Ｒｅｍｏｔｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｅｎｓｏｒ（遠隔電気化学的セン
サー）」と題する米国特許第５，６７６，８２０号および１９９２年２月２５日にＡｎｔ
ｈｏｎｙ　Ｐ．Ｆ．Ｔｕｒｎｅｒらへ発行された「Ａｎ　Ｅｎｚｙｍｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏ
ｄｅ　Ｆｏｒ　Ｕｓｅ　Ｉｎ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｓｏｌｖｅｎｔｓ（有機溶媒中で使用す
るための酵素電極）」と題する米国特許第５，０９１，２９９号に記載されているチロシ
ナーゼに基づく電極またはポリフェノールオキシダーゼ酵素電極が含まれる。
【００３９】
　センサー６０は、装着者の身体中もしくは上、製品中または排泄物中における変化また
は信号、すなわち例えば排便、排尿もしくはその他の排泄物の排出のような差し迫ったイ
ベントの発生に直接に関連する、または少なくとも相関する入力を検出することのできる
「先行型センサー」であってよい。先行型センサーは、例えば排便、排尿もしくは排泄物
の放出のような差し迫ったイベントまたはそうしたイベントに相関するパラメーターを検
出することができる。差し迫ったイベントは、排泄物、装着者、製品、またはそれらの１
つもしくは複数の構成要素に関連している可能性がある。イベントに相関するパラメータ
ーは、システムの関係枠内でのイベントの発生と相関するあらゆる測定可能な入力信号で
ある（すなわち、排泄物または装着者によって惹起された信号）。先行型センサーは、例
えば排便、排尿もしくは排泄物の放出の発生を予測したり、または皮膚の発疹または刺激
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に先行する可能性のある信号を検出したりすることができる。製品中の先行型センサーは
、イベントを予測するために数多くの様々な入力を測定することができる。例えば、先行
型センサーは糞便および／または尿の放出に先行する肛門括約筋における弛緩について外
肛門括約筋、臀部の分離、腹部における圧力変化、製品中の気体濃度、または例えば排便
、排尿もしくは排泄物の放出のようなイベントの発生を予測または予想するために使用で
きるその他の徴候を監視することができる。あるいはまた、本発明の先行型センサーは皮
膚刺激に先行する信号を検出することができる。例えば、センサーは時間の経過に伴って
炎症を起こした皮膚を引き起こす可能性がある装着者の皮膚の残留糞便汚染（例、汚れた
おむつをきれいにした後に残っている糞便酵素残留物）を検出することができる。結果と
して皮膚のコンダクタンスの測定可能な増加またはインピーダンスの低下を生じさせる皮
膚水和上昇である高いｐＨの検出もまた可能性のある皮膚刺激を予測するために使用する
ことができる。先行型センサーの別の実施形態は、これにより参照してここに組み込まれ
る１９９８年６月２９日に出願された「先行型センサーを有する使い捨て製品（Ｄｉｓｐ
ｏｓａｂｌｅ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｈａｖｉｎｇ　Ａ　Ｐｒｏａｃｔｉｖｅ　Ｓｅｎｓｏｒ
）」（Ｐ＆Ｇケース第７１９６号）と題する同時係属出願の米国特許出願第０９／１０７
，５６１号に記載されている。
【００４０】
　センサー６０は、センサーが検出するように設計されている入力に暴露させられる使い
捨て製品のいずれかの部分中に配置および／またはそれに操作可能に接続されてよい。本
発明の目的では、用語「操作可能に接続された」は、センサー６０が入力を検出したとき
に製品２０のある部分にセンサー６０が信号するような連絡手段に関する。センサー６０
は、センサー６０の別の部分、別のセンサー６０、アクチュエーター７０、コントローラ
ー８０または製品２０の他の部分もしくは構成要素から離れていて操作可能に接続されて
いてよい。「操作可能に接続された」は、例えば導電性ワイヤーもしくは部材による電気
的接続または例えば高周波、赤外線もしくはその他の透過周波数連絡のような伝送信号に
よる連絡の手段を含むことができる。あるいはまた、センサー６０は空気もしくは水の連
絡のような機械的接続により操作可能に接続することもできる。
【００４１】
　製品２０においては、例えばセンサー６０は製品２０の前方ウエスト領域３６、後方ウ
エスト領域３８または股領域３７に配置することができ、さらにシャシー２２、トップシ
ート２４、バックシート２６、吸収性コア２８、サイドパネル３０、レッグカフ３２、ウ
エスト装備３４、留め具システム４０、長手方向縁５０もしくは端縁５２その他の１部分
と統合されても、それに隣接して配置されても、接合されても、またはそれを備えていて
もよい。センサー６０は、製品２０のような製品内に完全に含有されていても、またはそ
れが望ましい入力と接触するように製品内に配置された受け入れ部分と製品内もしくは製
品外のいずれかに配置された例えば伝送部分のような別の部分とを有していてもよい。セ
ンサー６０は、センサー６０が製品２０の外側での入力を検出して信号をコントローラー
８０および／またはアクチュエーター７０に提供できるように、製品２０の一部の部分に
操作可能に接続されたまま製品２０の外側にあってよい。一部の実施形態では、センサー
は製品から離れていてもよいが、すなわち装着者のある部分に個別に適用されていてよい
、および／または製品から離れた１つ以上の構成要素を有していてもよい。
【００４２】
　センサー６０はさらに、その各々が同一もしくは相違する起源からの同一もしくは相違
する信号を検出することのできる２つ以上のセンサーを含む感知「システム」を備えるこ
とができる。感知システムは、製品の内側に、外側に、および／または離れて配置される
構成要素を含むことができる。例えば、感知システムは、装着者の外肛門括約筋における
電気的信号を検出する製品内のセンサーおよび装着者の腹部における運動、緊張もしくは
筋肉活動を検出する製品外のセンサーを含むことができる。感知システムはさらに、ある
いはまた製品の内側に、外側に、および／または離れている感知要素以外の構成要素を含
むことができる。感知システムは、例えば製品の外側にあり、製品２０に接合もしくは中
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に配置された感知システムの別のパーツへ信号を送信するトランスミッターを含むことが
できる。
【００４３】
　製品２０は、好ましくはさらに機械的アクチュエーター７０を備える。本特許出願で使
用する用語「アクチュエーター」は、「ポテンシャル」を備える装置および「反応機能」
を実行もしくは作動させるためにそのポテンシャルを転換する手段に関する。アクチュエ
ーター７０のポテンシャルは、貯蔵もしくはポテンシャルエネルギーまたは貯蔵材料のど
ちらかを備えることができる。従ってアクチュエーター７０は、ポテンシャルエネルギー
を運動エネルギーへ転換することによって、または貯蔵材料を送達することによって反応
機能を実行もしくは活性化させることができる。「反応機能」は、本特許出願の目的では
排泄物、装着者、製品、またはそれらの構成要素上で実施される機能であると定義されて
いる。しかし、イベントが発生したことを指示する信号を単に提供する装置は、本特許出
願の目的で定義された「アクチュエーター」とは見なされない。排泄物の構成要素には、
例えば水分、電解質、酵素、揮発性気体、細菌、血液その他が含まれる場合がある。装着
者の構成要素には、皮膚、生殖器、肛門、肛門括約筋その他が含まれる場合がある。製品
の構成要素には、レッグカフ、ウエストカフもしくはその他の排泄物バリヤーおよび／ま
たは封じ込め構成要素、サイドパネル、耳、シャシー、吸収性コア、収集構成要素、留め
具システム、長手方向縁もしくは端縁その他が含まれる可能性がある。ポテンシャルエネ
ルギーは、機械的、電気的、化学的もしくは熱エネルギーとして貯蔵することができる。
本特許出願で使用される「運動エネルギー」は、上記のような反応機能を働かせるまたは
実行するための能力に関する（例、圧縮された装置の拡張、捻れた装置の回転、相を変化
させるにつれて移動するゲル、皮膚もしくは糞便の被覆もしくは処理等）。本発明の目的
での「送達」は、固体要素を伸張もしくは移動させること、水力作用、気体圧較差、弁等
のような機械的送達手段に関する。
【００４４】
　例えば排泄物を捕捉するために三次元構造の作製を誘発することには、製品の構成要素
上、および最終的には排泄物上で実施される反応機能が含まれる。例えば排泄物を捕捉す
ること、装着者の皮膚を拭うことまたはスキンケア組成物を用いて皮膚を処置することは
、排泄物および／または装着者上で実施される反応機能である。製品の形状（一次元、二
次元もしくは三次元）または物理的特性（例、曲げ係数、形状その他）を調節することは
、製品上で実行できる反応機能の例である。しかし介護者および／または装着者にイベン
トが発生したことを知らせることは、排泄物、装着者、製品またはそれらの構成要素上で
機能を実行しないために、反応機能を実行することにはならない。信号を発する装置は、
機能が実行されることを生じさせるためのアクチュエーターとして機能するシステム（例
、ヒト等）の外部の物質を必要とする。使い捨て製品のアクチュエーターは、例えば消臭
剤、酵素阻害剤、スキンケア組成物もしくはｐＨ調節剤を送達することができる；排泄物
を捕捉する、拭き取る、被覆する、吸着する、固定する、密封する、ポンプ機能で排出す
るまたは貯蔵する；または排泄物、装着者、製品またはそれらの構成要素上で１つ以上の
これらの機能または他のいずれかの反応機能を実行するように設計された構造または要素
の解放もしくは作製を誘発することができる。
【００４５】
　本発明のアクチュエーター７０は、排泄物、装着者、製品またはそれらの構成要素上で
反応機能を実行または活性化するためにポテンシャルエネルギーを放出することができる
。ポテンシャルエネルギーの放出は、機械的、電気的、化学的および／または熱的ポテン
シャルエネルギーを、反応機能を実行するための機械的エネルギーに転換することができ
る。一部の好ましい実施形態では、電気的、化学的または熱的エネルギーは、機械的エネ
ルギーを補助するまたは機械的エネルギーに動力を与えることができる。アクチュエータ
ーは、閾値レベルの入力によって反応機能を実行するためのポテンシャルエネルギーの放
出を誘発されてもよいし、または下記で説明するように入力に継続的に反応してもよい。
例えば、圧縮フォームは圧縮機械的ポテンシャルエネルギーを貯蔵しており、それが解放
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されたときに機械的運動エネルギーを提供できる。ツイストフォームは、解放されると機
械的運動エネルギー、すなわち回転を提供できるねじり機械的ポテンシャルエネルギーを
貯蔵している。例えば使い捨て製品のアクチュエーターは、下記のうちの１つ以上を含む
ことができる：貯蔵ローション、糞便改質剤、酵素阻害剤、ｐＨ緩衝剤、染料、加圧ガス
、圧縮フォーム、ツイストフォーム、ポンプ、閉システム液体輸送部材その他を含むこと
ができる。ポテンシャルエネルギーは、必要になるまでは維持／抑制するために十分ない
ずれかの方法で貯蔵することができる。実施例には、物理的機能を実行できる材料の形で
バッテリーおよび／またはコンデンサー、弾性的、ねじり的、圧縮的に張力がかけられた
材料または構造が含まれる（例、吸収剤、圧縮ガス、その他）。
【００４６】
　あるいはまた、本発明のアクチュエーター７０は、排泄物、装着者、製品またはそれら
のいずれかの１つ以上の構成要素上で反応機能を実行または活性化するための能力を有す
る大量の貯蔵材料を備えることができる。ある実施形態では、例えばアクチュエーター７
０は反応機能を実行する貯蔵材料を積極的に送達することができる。この実施形態では、
アクチュエーター７０は、所定時間に貯蔵材料を不連続的に送達するように閾値レベルの
入力によって誘発されてもよいし、または材料を連続的に放出もしくは送達してもよい。
アクチュエーター７０は、例えば貯蔵ローション、スキンケア組成物、糞便改質剤、酵素
阻害剤、ｐＨ緩衝剤、染料等を含むことができ、それらは拡張性弾力性材料、放出された
高圧ガス等のようなアクチュエーター７０によって送達される。
【００４７】
　また別の実施形態では、センサーおよび／またはアクチュエーターは閉システム液体輸
送部材を備えることができる。「閉システム液体輸送部材」または「輸送部材」は、流入
ポートおよび流出ポートを有する液体充填部材であり、たとえ少量であっても流入ポート
に液体を受け入れると実際的に即時にその液体を流出ポートから放出する。流出ポートか
ら放出された液体はセンサーへの入力信号として役立つことができる。例えば、液体は水
であってよく、水は輸送部材が流入ポートで尿を吸収したときに放出され、糞便用ボイド
スペースを作製するために貯蔵機械的エネルギーを放出するためにシールを溶解するよう
に作用する。そうした輸送部材を通しての液体輸送は、毛管現象ではなくむしろ直接的吸
引に基づいている。液体は有意な量の空気（または他の気体）が進入しない領域を通って
輸送される。液体がそうした部材を通って流れるための駆動力は、液体シンク（例、毛管
または浸透圧性吸収性構造）またはその部材と液体連絡している源によって作り出すこと
ができる。従って、液体輸送部材は相当に高い液体透過性を有していなければならない。
【００４８】
　輸送部材内には、好ましくは相違する孔径を備えた少なくとも２つの領域、つまり小さ
な孔径を有する１つ以上のポート領域およびはるかに大きな孔径を有する領域がある。輸
送部材の内側領域は、内側／バルク領域を取り囲む外側／壁領域の一部であるポート領域
の透過性に比較して相当に高い透過性を有する（高い液体透過性は低い流れ抵抗性を生じ
させる）。内側領域材料として使用するために適合する高多孔質材料の非限定的実施例に
は、ポリオレフィン、ＰＥＴ、セルロースおよびセルロースをベースとする繊維を備える
繊維構造、および網状フォームのような開放セルフォーム、セルローススポンジ、ポリウ
レタンフォーム、およびＨＩＰＥフォームが含まれる。ある実施形態では、内側領域のボ
イドには本質的かつ完全に本質的に圧縮不能な液体が充填されている。用語「本質的かつ
完全に」は、流入ポートと流出ポートの間で連続流路を確立できるように内側領域の十分
なボイド容積が液体で満たされている状態に関する。
【００４９】
　輸送部材のポート領域は、輸送液体によっていったん湿潤すると輸送気体に対しては透
過性であるが周囲気体（空気等）に対しては透過性ではない材料を備える。しばしば、そ
うした材料は膜と記載され、液体、気体または液体もしくは気体中の粒子の懸濁液に対し
て透過性である領域と定義されている。膜は、例えば毛管を通る液体透過性を提供する微
孔領域を備えることができる。また別の実施形態では、膜がそれを通って液体が拡散によ
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り輸送されるブロックコポリマーを備えるモノリシック領域を備えることができる。ポー
ト領域のための代表的膜には、１９９２年４月２８日にＷｈｉｔｅへ発行された「Ｍｅｍ
ｂｒａｎｅｓ　Ｆｏｒ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ（吸収性製品のための膜）
」と題する米国特許第５，１０８，３８３号にも開示されているような酢酸セルロース膜
、欧州特許第Ａ－０４５１７９７号に開示されているＰＥＴフィルム、ニトロセルロース
膜、硝酸セルロース膜、ＰＴＦＥ膜、ポリアミド膜、およびポリエステルが含まれる。そ
の他の適切な材料は、ドイツのゲルデルン－ヴァルトベックに所在のＶｅｒｓｅｉｄａｇ
社またはスイスのリュシュリコーンに所在のＳＥＦＡＲ社から入手可能なポリアミドまた
はポリエチレンメッシュのような織布ポリマーメッシュである。
【００５０】
　アクチュエーター７０は、あるいはまた電気感受性ゲルを備えていてもよい。電気感受
性ゲルは、少なくとも部分的に水で膨潤したときに電流もしくは電界の適用下で容積およ
び／または形状を変化させる（すなわち、機械的機能を実行する）ポリマーゲルネットワ
ークである。例えば、一定の部分的にイオン化されたポリアクリルアミドゲルは、アセト
ンおよび水に浸漬させると弱い電界（例、０．５ボルト／ｃｍ）下で約５０％の異方性収
縮を受けるであろう。また別の電気感受性ゲルは、水および界面活性剤の存在下では電気
誘発性屈曲を被ったり、あるいは振動電界に曝されると振動波動を被る可能性がある。局
所的収縮は、電界において負に荷電したゲルポリマー上に正に荷電した界面活性剤分子を
集中させることによって、ゲルの１部分、例えばゲル要素の片側において惹起される可能
性があると考えられている。電界の強度および／または極性を変化させと、片側の長さが
減少するのでゲルにおける運動が誘発される（例えば、ストリップに形成されたゲルがカ
ールする可能性がある）。電気的感受性ゲルは、それらが容積および／または形状を変化
させるに従って材料を解放する、排泄物がそれを通って流れることを許容する、排泄物が
そこから流出することを防止する、排泄物を被包する等のために弁を提供するために長方
形、円形、網状格子等のパターンのような様々な形状を備えることができる。代表的材料
は、弱く架橋結合したＰＡＭＰｓゲル（ポリ（アクリルアミド－２－メチルプロパン）ス
ルホン酸）である。このタイプのゲルは糞便のためのボイドスペースの作製、皮膚の拭き
取り、化学的糞便処理剤の適用もしくは送達、または材料を解放するための弁として機能
することのような様々な機能を実行することができる。その他の代表的な電気的感受性ゲ
ルは、１９９０年３月３１日にＴａｎａｋａへ発行された米国特許第５，１００，９３３
号およびＷＯ９２０２００５号に記載されている。あるいはまた、各々特定ｐＨまたは塩
濃度で容積および／または形状を変化させるｐＨ感受性ゲルまたは塩濃度感受性ゲルを本
発明のアクチュエーターとして使用することもできる。
【００５１】
　本発明の製品の実施形態は、１つ以上の先行型センサーおよび１つ以上のアクチュエー
ター７０を含む場合がある。差し迫ったイベントに先行して入力信号を検出することによ
り、製品内の反応システムは差し迫ったイベントのために準備するように誘発される。こ
れは、排泄物管理テクノロジーが最初は「隠れている」または閉鎖されているが、必要の
時点または必要の直前に利用可能になる製品の構成を許容する。特定入力とは無関係に、
これらの実施形態における先行型センサーはイベントの発生に対して準備するために、排
泄物、装着者、製品、またはそれらの１つ以上の構成要素上で作用を実行するようにアク
チュエーターを誘発することができる。例えば、差し迫った排便もしくは排尿が外肛門括
約筋の電気的活動を通して検出される場合は、このシステムは好ましくは肛門括約筋の弛
緩に関連する信号によって誘発される（すなわち、反応システムが活性化される）。アク
チュエーターはその後、皮膚刺激を防止または最小限に抑えるために装着者の皮膚を処置
する；糞便ボイドスペーサーを活性化するることによって排泄物管理装置を準備する；尿
が貯蔵装置内に流入できるように弁を開放する；酵素阻害剤、スキンケア組成物、ｐＨ調
節剤、または他の技術において知られている皮膚処置補助物質を放出することのような機
能を実行することができる。
【００５２】
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　アクチュエーター７０は、アクチュエーターに排泄物、装着者、製品、またはそれらの
構成要素上で反応機能を実行させるであろう使い捨て製品のいずれかの部分に配置および
／または操作可能に接続することができる。例えば製品２０においては、アクチュエータ
ー７０は製品の前方ウエスト領域３６、後方ウエスト領域３８または股領域３７に置くこ
とができ、さらにシャシー２２、トップシート２４、バックシート２６、吸収性コア２８
、サイドパネル３０、レッグカフ３２、ウエスト装備３４、留め具システム４０、長手方
向縁５０もしくは端縁５２等の構成要素と一緒に統合されても、隣接して配置されても接
合されてもよい。アクチュエーター７０はさらにまた、製品２０のような製品内に完全に
含有されても、製品内に配置された部分および製品外に配置された部分を有していても、
または完全に製品２０の外部にあってもよい。アクチュエーター７０もしくはアクチュエ
ーター７０の部分は、１つ以上のセンサー６０、１つ以上のコントローラー８０、アクチ
ュエーター７０の別の部分または製品２０の別の部分に操作可能に接続されていてもよい
。さらに、アクチュエーター７０は、製品２０と統合されていても、または介護者もしく
は装着者によって据え付けられてもよい。
【００５３】
　製品２０は、さらにまたコントローラー８０を含むことができる。「コントローラー」
は、本特許出願の目的ではセンサーから入力を受け入れ、１つ以上の活動が取られるべき
かどうかを決定する装置であると定義されている。コントローラーは、センサー６０から
信号を受け取り、排泄物、装着者、製品、またはそれらの構成要素上で反応機能を実行さ
せるためにアクチュエーター７０に信号を直接に差し向ける。あるいはまた、アクチュエ
ーター７０はセンサー６０から直接に信号を受け取って排泄物、装着者、製品、またはそ
れらの構成要素上で反応機能を実行することもできる。コントローラーは化学的もしくは
物理的変化を被る材料を含むことができ、センサーその他からの情報を処理する化学的、
機械的または電気的装置であってよい。例えば、被包されて圧力差別化装置によって真空
圧縮下で保持される例えば水溶性バッグのような弾力性圧縮プラスチックフォーム材料を
有する製品においては、センサー６０は水溶性バッグを備えることができる。ここで使用
する用語「真空圧縮」は、材料が構造内の圧力を周囲温度より低く維持する構造によって
少なくとも部分的に圧縮された形状に保持されている状態に関する。好ましい実施形態で
は、構造内の圧力は周囲圧力の約５０％以下である。用語「周囲圧力」は、製品を直接に
取り囲んでいる大気圧を意味する。
【００５４】
　フィルムの物理的および化学的特性（すなわち、フィルムが溶解する前にどの位の入力
が存在しなければならないのかを決定するポリマーのタイプ、厚さ等）はコントローラー
８０として機能し、コントローラー８０がアクチュエーター７０に反応機能を実行するた
めの貯蔵エネルギーを放出させる前に満たされなければならない入力の閾値レベルを決定
する。アクチュエーター７０は、圧縮フォームと圧縮フォームの貯蔵機械的エネルギーの
放出を許容する真空消失との組み合わせである。この例では、コントローラー８０は１回
限りスイッチとして機能する。しかし、装着者の筋肉の電気的活動のようなセンサー６０
からの信号を受け取る電気的コントローラー８０は複数の電気的信号を受け取りかつ監視
し、反復してアクチュエーターを誘発することができる。コントローラーはセンサー構成
要素と統合されていても、アクチュエーター構成要素と統合されていても、またはシステ
ムの個別構成要素であってもよい。
【００５５】
　コントローラー８０は、コントローラー８０にセンサー６０からの信号を受け取らせ、
アクチュエーター７０に信号を提供させる使い捨て製品のいずれかの部分に配置されても
、および／または操作可能に接続されてもよい。例えば製品２０においては、コントロー
ラー８０は製品の前方ウエスト領域３６、後方ウエスト領域３８または股領域３７に置く
ことができ、さらにシャシー２２、トップシート２４、バックシート２６、吸収性コア２
８、サイドパネル３０、レッグカフ３２、ウエスト装備３４、留め具システム４０、長手
方向縁５０もしくは端縁５２等の構成要素と一緒に統合されていても、隣接して配置され
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ていても、または接合されていてもよい。コントローラー８０は、製品２０と統合されて
いても、または介護者もしくは装着者によって据え付けられていてもよい。コントローラ
ー８０はさらにまた、製品２０のような製品内に完全に含有されても、製品内に配置され
た部分および製品外に配置された部分を有していても、または完全に製品２０の外側にあ
ってもよい。コントローラー８０もしくはコントローラー８０の部分は、１つ以上のセン
サー６０、１つ以上のアクチュエーター７０、コントローラー８０の別の部分または製品
２０の別の部分に操作可能に接続されていてもよい。コントローラー８０は、例えばセン
サー６０からの信号を受け取って信号を例えば高周波伝送によってアクチュエーター７０
へ提供することもできる。
【００５６】
　別個の構造要素がセンサー６０、アクチュエーター７０およびコントローラー８０の機
能を実行してもよいが、本発明のアクチュエーター７０および／またはコントローラー８
０の機能は別個の構造要素によって実行される必要はない。例えばセンサー６０およびコ
ントローラー８０の機能は、例えば排泄物の成分に接触すると溶解するフィルムのような
同一構造要素によって実行されてもよい。この実施例では、フィルムはセンサーとして機
能し、排泄物の入力成分に対して反応する。フィルムの物理的および化学的特性、すなわ
ち、フィルムが溶解する前にどの位の入力が存在しなければならないのかを決定するポリ
マーのタイプ、厚さ等はコントローラー８０として機能し、コントローラーがアクチュエ
ーターに反応機能を実行するための貯蔵エネルギーを放出させるまたは貯蔵材料を送達さ
せる前に満たされなければならない入力の閾値レベルを決定するであろう。別の実施形態
では、反応システムはスキンケア組成物、ｐＨ調節剤または酵素阻害剤のような１つ以上
の材料を含むセルまたはカプセルを備えることができる。セルまたはカプセルは、例えば
閾値圧力レベル下で破裂し、貯蔵スキンケア組成物または酵素阻害剤を送達することがで
きる。この実施形態では、セルまたはカプセルは例えば圧力レベルを検出するセンサーお
よび貯蔵スキンケア組成物または酵素阻害剤を送達する前の閾値圧力レベルを定義するコ
ントローラーの両方として機能する。さらにまた別の実施形態では、反応システムは流入
ポートで尿のような入力を受け取り、輸送部材の流出ポートでスキンケア組成物、ｐＨ調
節剤または酵素阻害剤のような物質を不連続的に送達することのできる閉システム液体輸
送部材を備えることができる。この実施形態では、輸送部材はすなわち尿を受け取るセン
サー、およびすなわち排泄物、装着者、製品またはそれらの構成要素へその物質を活動的
に送達するアクチュエーターの両方として機能する。さらに、閉システム液体輸送部材は
、その他に入力の必要な閾値レベルを決定するコントローラーとしても機能することがで
きる。例えば閉システム液体輸送部材が流入ポートで尿を受け取り、水のような液体が流
出ポートから出て圧縮弾力性材料を保持している可溶性フィルムを溶解させる実施形態で
は、閉システム液体輸送部材はセンサーおよびコントローラーの両方として機能すること
ができる。この実施形態では、輸送部材は尿を受け取ることによりセンサーとして機能し
、入口ポーとまたは流出ポートの透過性がコントローラーとして機能して、輸送部材が可
溶性フィルムに液体を送達する前に必要とされる液体の閾値量を決定することができる。
【００５７】
　製品２０は、フィードバック制御ループを備えたもしくは備えていない不連続反応シス
テムを含んでいてよい。あるいはまた製品２０は、フィードバック制御ループを有する連
続反応システムを含んでいてもよい。「反応システム」は、本特許出願のためには、セン
サー６０が適切な誘発入力を検出したときには排泄物、装着物、製品、またはそれらの構
成要素上で機能するセンサー６０およびアクチュエーター７０を含むシステムであると定
義されている。所定の入力パラメーターを感知すると、アクチュエーター７０は反応機能
を実行する、すなわち排泄物、装着物、製品、またはそれらの構成要素上で機能するため
に貯蔵エネルギーもしくは材料を送達する。
【００５８】
　本発明の反応システムは「連続」または「不連続」のどちらかの方法で反応することが
できる。本特許出願で使用するような「連続反応システム」は、出力が入力の量に量的に
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依存する、すなわち出力の連続的に増加する量に作用を及ぼすためには連続的に増加する
量の入力が要求される、または反応システムの出力が貯蔵材料の受動的放出を備える反応
システムを意味する。例えば製品の吸収性コアに配置された超吸収性ポリマーは、出力が
入力の量に量的に依存する連続反応を提供する、すなわち、ポリマーの能力が使い果たさ
れるまでは、ますます多くの液状排泄物の量が超吸収性ポリマーに接触するにつれてポリ
マーがますます多くの量の液体を含有する。別の連続反応システムの例には、フィルムが
尿または月経のような液体に接触すると化学量論的化学反応において溶解したときに拡張
状態で保持されていたレッグカフを解放することによって装着者のフィットを改良する１
９８１年１月２７日にＳｃｈｒｏｅｄｅｒらへ発行された「Ｄｉａｐｅｒ　Ｉｎｃｌｕｄ
ｉｎｇ　Ｍｏｉｓｔｕｒｅ－ｒｅｓｐｏｎｓｉｖｅ　Ｓｅａｌ　Ｍｅａｎｓ（水分反応性
シール手段を含むおむつ）」と題する米国特許第４，２４６，９００号に記載されている
製品が含まれる。しかし、受動的に貯蔵材料を放出する反応システムは、概してその材料
自体がどのように放出されるのかとは無関係に連続反応を提供するが、それは排泄物、装
着者、製品、またはそれらの構成要素上で実行される実際の反応機能が材料の放出によっ
てではなく材料によって実行されるためである。従って、一定の入力に反応して材料が連
続的に放出されるのであろうと、または一定入力の閾値が検出された単一時点に不連続的
に放出されるのであろうと、放出された材料によって実行される反応機能は、放出された
材料が使い果たされるまでは連続的に増加する出力の量に影響を及ぼすために連続的に増
加する量の入力が必要とされるように実行される。
【００５９】
　しかし「不連続反応システム」は、本質的に閾値レベルを超える入力の量とは無関係で
ある出力関数を有する反応システムを意味する。例えば、所定入力の１つ以上の閾値レベ
ルが満たされると、反応システムは特定反応機能を実行するためにその貯蔵エネルギーの
全部または前指定部分を放出する場合がある。本発明の理想的実施形態では、出力関数に
は図７の（Ａ）に示されているような「ステップ」機能が含まれる。この実施形態では入
力のレベル増加に伴う出力における変化率（ｄ（出力）／ｄ（入力））、すなわち出力関
数ｆ（ｘ）の勾配もしくは一次導関数ｆ’（ｘ）は、入力の量が閾値レベルより上方もし
くは下方のときには好ましくは本質的にゼロである。しかし、閾値レベルでは変化率（ｄ
（出力）／ｄ（入力））は無限大に近づく。こうして、理想的不連続反応では、ε→０と
しての関数ｆ（ｘ－ε）の限界値はε→０としての関数ｆ（ｘ＋ε）の限界値と等しくな
い、すなわちｌｉｍ　ｆ（ｘ－ε）≠ｌｉｍ　ｆ（ｘ＋ε）。
【００６０】
　　　　　　　　　　　　ε→０　　ε→０
　しかし本発明は、物理世界では閾値レベルでの理想的な即時ステップ変化は必要ではな
く、さらに多くの場合には起こり得ない可能性さえあると認識している。ある好ましい実
施形態では、出力関数は入力の閾値レベルもしくはその周囲での入力における極めて小さ
な変化を伴う実質的ステップ変化を有することだけが必要である。従って、本発明は、出
力関数が過渡領域において少なくとも最小相対急勾配度を有するように過渡領域において
十分に不連続な方法で反応する出力関数を有する本発明の不連続反応システムを予想して
いる。不連続システムを記載するもしくは形に表す特定方法に限定することは望んでいな
いが、所定の出力関数が本発明のために定義されたような十分に不連続な方法で実行する
かどうかを決定するある好ましい方法では、変曲点での出力曲線の勾配が過渡領域の最初
の点と最後の点との間の線の相対勾配と比較される。例えば、図８Ａは代表的出力関数の
一次導関数ｆ’（ｘ）、および二次導関数ｆ’’（ｘ）、および三次導関数ｆ’’’（ｘ
）の整列したグラフに沿った代表的出力関数ｆ（ｘ）のグラフを示している。出力関数ｆ
（ｘ）は入力（ＸもしくはＩ）が出力または反応（Ｒ（Ｉ））に及ぼす作用を説明する。
本発明のためには、過渡領域は出力関数ｆ（ｘ）の二次導関数ｆ’’（ｘ）の相対最高値
Ｒ（Ｉ１）と相対最小値Ｒ（Ｉ２）との間の領域であると定義されている。相対最高値Ｒ
（Ｉ１）および相対最小値Ｒ（Ｉ２）は、三次導関数ｆ’’’（ｘ）がゼロに等しい点で
ある。変曲点Ｉ０は、二次導関数ｆ’’（ｘ）がゼロに等しい、すなわち下記である過渡
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領域にある点であると定義されている。
【００６１】
　　　　　　　　　　　 ｄ２Ｒ｜
　　　　　　　　　　　　　　｜　　　＝０
　　　　　　　　　　　　ｄI２｜I＝I０
変曲点での出力関数の勾配と過渡領域の最初の点および最後の点の間の線の勾配との比較
は下記の式によって説明することができる。
【００６２】
　　　　　　　　　　　　ｄＲ｜　　　　　（ΔＲＴ）
　　　　　　　　　　　　　　｜　　　＝ｋ　　　　
　　　　　　　　　　　　 ｄI｜I＝I０　　（ΔIＴ）
この方程式では、変曲点でのＤＲ／ｄＩはその点での出力関数の一次導関数である。用語
ΔＩＴは、過渡領域の最初の点Ｉ１および最後の点Ｉ２の間の反応システムに対する入力
における変化、すなわちＩ２－Ｉ１であり、用語ΔＲＴは過渡領域の最初の点および最後
の点の間の出力関数の反応における変化、すなわちＲ（Ｉ２）－Ｒ（Ｉ１）である。係数
ｋは過渡領域の最初の点および最後の点の間の線の勾配と比較して変曲点Ｉ０での出力関
数の傾斜の相対急勾配を説明する比例定数である。反応システムが不連続出力関数を有す
るためには、定数ｋは少なくとも約２．０、好ましくは少なくとも約３．０、より好まし
くは少なくとも約５．０、よりいっそう好ましくは少なくとも１０．０、最も好ましくは
少なくとも約１００でなければならない。
【００６３】
　一定の実施形態では、連続反応システムの過渡領域における相対急勾配度はまた均等時
間定数を備えた一次ラグである一連の整数ｎを有する伝達関数によっても形に表すことが
できる。反応システムの伝達関数は、本発明のためには出力（反応変量）から入力（妨害
変量）へのラプラース（Ｌａｐｌａｃｅ）変換比であると定義されている。例えば、Ｒｏ
ｂｅｒｔ　Ｈ．Ｐｅｒｒｙ　＆　Ｄｏｎ　Ｇｒｅｅｎ，Ｐｅｒｒｙ’ｓ　Ｃｈｅｍｉｃａ
ｌ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ’　Ｈａｎｄｂｏｏｋ，　Ｓｉｘｔｈ　Ｅｄ．，　Ｃｈａｐ．２
２（化学エンジニア用ハンドブック、第６版、第２２章）（ＭｃＧｒａｗＨｉｌｌ，　Ｉ
ｎｃ．１９８４）を参照。図９に示されているように、出力関数の相対急勾配度は次の式
によって近似させることができる：ＫＧ（ｓ）＝Ｋ／（Ｔｓ＋１）ｎ、このときＫＧ（ｓ
）は伝達関数、Ｋは比例要素、Ｔはシステムの時間定数、およびｎは一次タイムラグの整
数である。このモデルでは、数ｎが増加するにつれて、過渡領域における出力関数の急勾
配が増加し、さらにモデルは不連続反応システムに近似し始める。本発明の一定の不連続
反応システムは、好ましくはｎが約２５以上になったとき、より好ましくはｎが約５０以
上になったとき、さらに最も好ましくはｎが約１００以上になったときに上記の式によっ
て形に表すことができる。
【００６４】
　図７の(Ａ)に示されているように、本発明の反応システムは、システムが特定反応機能
を実行するためにその貯蔵エネルギーの全部を放出できる単一閾値レベルを含むことがで
きる、またはシステムが各閾値レベルで１以上の特定反応機能を実行するためにその貯蔵
エネルギーの前指定部分を放出できる複数の閾値レベルを含むことができる。例えば単一
閾値レベルを有する実施形態では、反応システムはその閾値レベルが満たされたときに全
反応機能を実行するためにその貯蔵エネルギーの全部を放出することができる。この実施
例におけるそうした単一閾値実施形態では、不連続反応システムはオンまたはオフのよう
な２つの状態を有するシステムを含む。排泄物のような入力の閾値量が吸収性製品内に存
在すると、反応システムは排泄物、装着者、製品またはそれらの構成要素上で、例えば使
用者の皮膚から排泄物を覆い隠すことのような単一反応機能を実行することができる。従
って、不連続反応システムは閾値レベルの入力の存在において１つの状態から別の状態へ
変化する１回限りの「スイッチ様」機能を実行することができる。
【００６５】
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　あるいはまた、図７の(Ｂ)に示されているように、反応システムは各閾値レベルが満た
されたときにシステムが特定反応機能を実行するために所定「量」のエネルギーを放出で
きるまたは所定量の材料を送達できる複数の閾値レベルを有することができる。この実施
形態では、各閾値レベルが満たされると、全反応機能の１部分が実行されたことおよび／
または相違する閾値レベルが満たされたことに反応して相違する独立反応機能が実行され
る。例えば、反応システムは糞便酵素を監視することができ、各閾値酵素レベルが満たさ
れたときには等しい量もしくは等しくない量の酵素阻害剤を送達できる、または第１閾値
レベルで製品の貯蔵構成要素を拡張もしくは拡大させてまたはｐＨ緩衝剤を送達して、第
２閾値レベルで大量の酵素阻害剤を送達することのような別の反応機能を実行することが
できる。各過渡領域では、反応システムは上記の単一閾値実施形態における過渡領域と本
質的に同様に反応する。
【００６６】
　さらに、反応システムは水分および／または１種以上の糞便酵素のような複数の入力を
監視して、相違する入力の閾値レベルが満たされたときに１つ以上の反応機能を実行でき
る、または相違する入力の２種以上の閾値レベルが満たされたときにのみ１つの反応機能
を実行することができる。したがって、コントローラーは複数の相違する入力を監視して
相違する入力の閾値レベルが満たされたときに相違する反応機能を実行することができる
。あるいはまた、コントローラーは複数の入力の１つ以上の閾値レベルが満たされたとき
に反応機能が実行されるように論理ＯＲゲートタイプの機能を実行することができる。コ
ントローラーはさらにまた、２種以上の相違する入力の各閾値レベルが満たされたときに
１つの反応機能が実行されるように論理ＡＮＤゲートタイプの機能を実行することもでき
る。
【００６７】
　反応システムは、さらにまた「閉ループ」または「開ループ」システムを備えていても
よい。「フィードバック制御ループ」とも呼ばれる「閉ループ」システムは、別個のセン
サー６０およびアクチュエーター７０を含み、入力上で実行される反応機能の少なくとも
１つの誘引としての出力状態の要素もしくはパラメーターの検出もしくは測定を使用する
。出力状態は、アクチュエーター７０が入力状態上で反応機能を実行する機会を有した後
の入力状態の状況であってよい。例えば、センサー６０が製品２０内のｐＨを監視してい
て尿がシステムのｐＨ、すなわち反応システムの出力状態を変化させながら製品２０内に
排出される場合は、反応システムはシステムのｐＨを望ましい目標ｐＨもしくはｐＨ範囲
へ回復させるために予定量のｐＨ緩衝剤を送達することができる、またはｐＨが標的ｐＨ
もしくはｐＨ範囲へ戻るまで緩衝剤を放出することができる。液体が全部吸収されてしま
うまで、またはポリマーの能力に到達するまで液体入力を継続的に吸収する超吸収性ポリ
マーのような吸収性材料は閉ループシステムを備えるとは見なされないが、それは吸収性
材料は明確なセンサー６０およびアクチュエーター７０の構成要素を有していないためで
ある。反応機能は、出力状態が閾値レベルに達したときに実行されてもよいし、または出
力状態および１種以上の他の状態が満たされたときのみに実行されてもよい。入力上で作
用することは、例えばｐＨを感知してｐＨ上に作用することのような感知された要素上で
作用することを含むことができる、または例えば糞便酵素もしくは糞便水分を感知して糞
便に作用することのような感知される要素が統合構成要素である合成物上に作用すること
を含むことができる。上記のように、フィードバック制御ループシステムは、少なくとも
２つの別個の構成要素を含む：センサー６０およびアクチュエーター７０。センサー６０
は、イベントまたはそのイベントに関連するパラメーターを検出する。アクチュエーター
７０は、信号を受け取り、センサー６０によって検出された入力状態上で反応機能を実行
する。フィードバック制御ループはさらにコントローラー８０を含むことができる。この
場合には、センサー６０はコントローラー８０に信号を提供し、さらにコントローラー８
０はアクチュエーター７０に入力状態上で反応機能を実行するように指令する。コントロ
ーラー８０は反応システムの個別構成要素であってもよい、またはコントローラーの機能
はセンサー６０および／またはアクチュエーター７０によって実行されてもよい。
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【００６８】
　フィードバック制御ループは、「非調節型」であっても「調節型」であってもよい。「
非調節型」フィードバック制御ループ反応システムでは、反応システムは出力状態の閾値
レベルが満たされたときにアクチュエーターが入力上で反応機能を実行する１回限りスイ
ッチとして作用する。例えば、センサー６０は特定糞便酵素を検出することができ、さら
にアクチュエーター７０は糞便を捕捉することに反応して圧縮フォームを解放する、また
は反応して糞便中で検出された酵素上に作用する酵素阻害剤を送達することができる。あ
るいはまた、センサー６０は尿もしくは月経水分を検出して反応し、それが拡張するに従
って材料内へ水分を引き出す圧縮フォームもしくは吸収性材料を解放することができる。
センサー６０はさらにまた不快な臭気を作り出す揮発性ガスを検出することができ、さら
にアクチュエーター７０は反応してその揮発性ガスの臭気を排除する消臭剤を放出するこ
とができる。これらの実施例各々において、アクチュエーター７０はセンサー６０によっ
て検出された入力上に作用する。しかしセンサー６０が尿を検出してアクチュエーターが
糞便を含有するために十分な量の成形ボイドを作り出すために圧縮フォーム材料を解放す
る場合は、アクチュエーター７０はセンサー６０によって検出された入力以外の何かに作
用する、すなわち尿の代わりに糞便上に作用するので、このためにフィードバック制御ル
ープではない。しかし、「調節型」フィードバック制御ループは、センサー６０、アクチ
ュエーター７０およびコントローラー８０を含有する。フィードバック制御ループを調節
するときには、出力状態は絶えずまたは反復して監視され、コントローラー８０はアクチ
ュエーターに所定設定点もしくは所定範囲内に出力状態を維持するために入力上に反応機
能を実行するように指令する。調節型反応システムは排泄物中のｐＨを絶えずまたは反復
して測定し、排泄物のｐＨが閾値ｐＨレベルの上方で検出される度にフィードバック制御
ループ反応システムを提供するように大量のｐＨ調節剤（例えばｐＨ緩衝剤もしくはｐＨ
低下剤）を送達することができる。
【００６９】
　しかし「開ループ」システムは、フィードバックを使用せずに反応機能を実行するため
に入力に反応するシステムである、すなわち出力はシステムに進入する感知された入力上
に何の作用も及ぼさない。開ループシステムは、センサー６０およびアクチュエーター７
０の両方の機能を実行する単一装置を有する反応システムを含むことができる、または別
個のセンサー６０とアクチュエーターが入力以外の何かに作用を及ぼすアクチュエーター
７０構成要素とを有することができる。例えば使い捨て吸収性製品の吸収性コア内に配置
された超吸収性ポリマーは開ループ反応を提供するが、それはポリマーが機能を実行する
単一装置しか含んでいないためである。あるいはまた、開ループ反応システムは、排泄物
またはその排泄物の成分を検出するセンサー６０、およびセンサー６０によって検出され
た入力以外の何かの上に連続もしくは不連続方法で反応機能を実行するアクチュエーター
７０を含む場合がある。例えば、センサー６０が尿を検出し、さらにアクチュエータ７０
が糞便を捕捉もしくは貯蔵する場合がある。尿のような液体が気体発生材料に接触したと
きの化学量論的化学反応によって膨張可能なスペーサーが糞便を貯蔵するためのボイド容
積を提供するために膨張する連続開ループ反応システムの１つの例、すなわち連続反応シ
ステムは、参照して本明細書に組み込まれる１９９４年７月１９日にＧａｒｙ　Ｄ．Ｌａ
ｖｏｎらへ発行された「Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　
Ｈａｖｉｎｇ　Ａｎ　Ｉｎｆｌａｔａｂｌｅ　Ｓｐａｃｅｒ（膨張性スペーサーを有する
使い捨て吸収性製品）」と題する米国特許第５，３３０，４５９号に記載されている。こ
のタイプの実施形態の別の実施例は、センサー６０が尿もしくは月経のような液体を検出
したときにアクチュエーターが拡張状態で維持されていたレッグカフを解放することによ
って装着者のフィットを改良する使い捨て製品である。化学量論的化学反応によって装着
者のフィットを改良する連続開ループ反応システムの実施例は、参照してここに組み込ま
れる１９８１年１月２７日にＳｃｈｒｏｅｄｅｒらへ発行された「水分反応性シール手段
を含むおむつ（Ｄｉａｐｅｒ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｍｏｉｓｔｕｒｅ－ｒｅｓｐｏｎｓ
ｉｖｅ　Ｓｅａｌ　Ｍｅａｎｓ）」と題する米国特許第４，２４６，９００号に記載され
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ている。あるいはまた、装着者上のフィットを改良する不連続開ループ反応システムは、
抑制点の一方もしくは両方で抑制材料が溶解したときに、弾性材料が装着者の皮膚に接触
して皮膚とのシールを形成することができるように可溶性抑制材料によって２つの別個の
抑制点で拡張状態で保持されているレッグカフもしくはウエストカフのような弾性材料を
含むことができる。
【００７０】
　センサー６０およびアクチュエーター７０を有する代表的開ループ反応システムのブロ
ック図は図６の(Ａ)に示されている。センサー６０、アクチュエーター７０およびコント
ローラー８０を含有する代替開ループ反応システムのブロック図は図６の(Ｃ)に示されて
いる。センサー６０およびアクチュエーター７０を有する代表的閉ループ反応システムの
ブロック図は図６の(Ｂ)に示されている。センサー６０、アクチュエーター７０およびコ
ントローラー８０を含有する代替閉ループ反応システムのブロック図は図６の(Ｄ)に示さ
れている。
【００７１】
　本発明は、開ループもしくは閉ループのいずれかを含む機械的アクチュエーターを有す
る不連続反応システムを含むことができる。さらに、本発明はまたフィードバック制御ル
ープ（すなわち、閉ループシステム）を備える機械的アクチュエーターを有する連続反応
システムを含むことができる。これらのタイプの反応システム各々は技術において知られ
ている連続開ループ反応システムより優れた明確な長所を提供する。
【００７２】
　本発明の１つの実施形態は、圧力差別化装置９１によって圧縮状態に保持されている弾
力性材料９４を備える排泄物隔離装置９０を含む。ここで使用する圧力差別化装置は、弾
力性材料を圧縮状態で維持できる（例えば、圧縮された弾力性材料９４上に抑制圧力を提
供することによってエネルギーを貯蔵できる）いずれかの装置もしくは構造である。「圧
縮状態」は、材料が抑制されておらずゼロ適用圧力下で有するであろう容積より小さい容
積で維持されている状態であると定義されている。弾力性材料に関しては、圧縮状態は一
般に材料の表面に圧力を適用すること、または技術において知られている他のいずれかの
手段によって概して達成できる。圧力差別化装置は、例えば真空密封バッグまたは弾性も
しくは非弾性のバンドもしくはストランド、ストリップ、フィルム、不織布、スクリム、
またはフォームのような弾力性材料を抑制する張力がかけられる材料を備えることができ
る。好ましくは、圧力差別化装置９１によって維持される弾力性材料の圧縮は、トリガー
機構によって少なくとも部分的に低下させることができる（すなわち、圧縮された弾力性
材料９４は少なくとも部分的に拡張することができる）。トリガー機構は、圧力差別化装
置９１における圧力の均等化が生じるように作用して圧縮された弾力性材料９４を少なく
とも部分的に拡張させるように入力に反応する例えばセンサー、アクチュエーター、もし
くはそれらの組み合わせのような要素もしくは装置である。
【００７３】
　排泄物隔離装置９０は、拡張させられたときに糞便のような排泄物を捕捉して装着者の
皮膚から排泄物を取り除いて貯蔵できるように装着者の肛門に隣接させて製品２０に配置
することができる。この実施形態では、可溶性バッグが糞便水分に反応し、さらに排泄物
隔離装置が糞便水分に反応して糞便を捕捉する場合は反応システムは不連続閉ループ反応
システムを備えるが、それは閾値レベルの入力が存在するときにこのシステムが感知され
た入力上に不連続方法で作用するためである。しかし、可溶性バッグが尿に反応する場合
は、反応システムは不連続開ループシステムを備えるが、それは反応システムが入力以外
の何かの上に作用する、すなわちシステムが尿の代わりに糞便を捕捉するからである。そ
うした実施例は、尿が沈降すると思われる製品２０の部分に可溶性シール９９を置くこと
ができる図１１に示されている。あるいはまた、弾力性材料９４は、それが拡張するにつ
れて本体内に液体を引き出すことによってポンプ機能を果たす吸収性材料であってもよい
。例えば図１０の(Ａ)～図１０の(Ｃ)に示されているように、上記の高多孔質の大きなセ
ルの弾力性フォーム３９４は、少なくとも可溶性部分３９２および不溶性基材３９３を有
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するフィルム、エンベロープ、バッグもしくはカプセルに圧縮して含有されている場合が
ある。図１０の(Ａ)は本発明の機械的ポンプの実施例を示している。図１０の(Ｂ)は構造
上の糞便を示しており、さらに図１０の(Ｃ)は糞便が吸収された後の構造を示している。
好ましくは圧縮フォームを備える各セルは個別に真空下で保持されている。尿、月経もし
くは糞便水分のような液体が可溶性フィルムに接触すると、フィルムは溶解してセル内の
圧縮フォームを糞便に接触させて拡張させ、拡張するにつれて液体をフォーム内に引き込
む。ある実施形態では、吸収性材料は上に重なった排泄物についての吸引を維持するため
にセル壁３９９によって個別に密封された真空である複数のセルを含むことができる。こ
の実施形態では、反応システムが可溶性材料によって検出された液体をポンプ機能で吸引
する場合は、反応システムは不連続閉ループ反応システムを備えるが、それはこのシステ
ムがセンサーによって検出された入力上に作用するためである。
【００７４】
　図１～３に示されている本発明の実施形態では、圧力差別化装置９１は外側８７および
内部チャンバー８８を含むバッグ９２を備えている。バッグ９２の少なくとも１部分は好
ましくは水溶性であり、トリガー機構８９として機能する。好ましくは、弾力性材料９４
は真空圧縮下で圧力差別化装置９１の内部チャンバー８８内に保持されている。すなわち
、弾力性材料９４の１部分は圧力差別化装置９１によって少なくとも部分的圧縮状態で維
持されている。好ましい実施形態では、内部チャンバー８８内の圧力は周囲圧力より低く
、それによって弾力性材料９４を少なくとも部分的圧縮状態で維持するための手段を提供
する。この実施形態では、周囲圧力は大気圧である。入力の閾値レベルが到達もしくは感
知されると、トリガー機構８９は内部チャンバー８８内の圧力の増加を引き起こし、圧縮
された弾力性材料の少なくとも１部分をその圧縮されていない厚さの少なくとも１部分へ
拡張させる。例えば、閾値レベルの水分（すなわち、入力）が水溶性バッグ９２もしくは
シールの１部分を溶解させて内部チャンバーと周囲圧力との間の圧力差を均等化させると
、弾力性材料９４が拡張する。
【００７５】
　弾力性材料は、圧縮もしくは拡張したときにあらゆる適切な形状であってよい。例えば
、弾力性材料は、拡張したときに糞便を捕捉するために十分な容積を有する成形ボイドを
有する弾力性合成ポリマーもしくはプラスチックフォームであってよい。あるいはまた、
弾力性材料９４は微孔もしくはマクロポーラスフォーム、ループ構造、スプリング、弾力
性ハイロフト不織布、コイル状構造、または低容量制約形状に弾性的に変形された様々な
形状の弾力性材料を備えていてよい。さらに、弾力性材料９４は同一もしくは相違する材
料を備える２種以上の弾力性要素を備えることができる。例えば、弾力性材料９４は微孔
およびマクロポーラスフォームのような微孔およびマクロポーラス要素の両方を備えるこ
とができる。いずれの場合にも、弾力性材料の個別弾力性要素は少なくとも部分的に重複
している、接しているもしくは接触していない、または完全に相互から離れていることを
含むいずれかの適切な方法で構成されてよい。
【００７６】
　図２および３に示されている排泄物隔離装置９０の実施形態では、弾力性材料９４は圧
縮されて圧力差別化装置９１（例、バッグ９２）内に保持されることが可能であり、さら
に拘束力の解放後には好ましくは少なくとも約７５％の最初の高さの実質的比率を回復す
ることができるように適切な圧縮および復元特性を有するいずれかの弾性的に変形可能な
フォームを備えることができる。バッグ９２の少なくとも１部分は可溶性領域または可溶
性シールを備えることができる。可溶性シールはバッグ９２と統合されていても（例、バ
ッグ９２材料の１部分）、または個別要素（例、バッグ９２における穴もしくは透過性領
域の上方に付着させられた可溶性材料）であってもよい。可溶性領域またはシールは、水
、尿、糞便酵素等に接触すると溶解することができる。バッグ９２は、好ましくはバッグ
９２の可溶性領域の１部分が不連続的に真空およびそれによって圧縮された弾力性材料９
４における貯蔵エネルギーを放出するために十分な程度溶解する（すなわち、閾値レベル
の水が検出される）まで真空圧縮下で弾力性材料９４を保持する。フォームはまたいった
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ん拡張すると、好ましくは例えばフォームが有意には、好ましくは約５０％未満には圧縮
しないように、さらに乳児が装置上に座った場合に捕捉された排泄物を放出しないように
、乳児の体重に抵抗するために十分に剛性である。例えばＳＩＦ／２１０ＰＰ１と識別さ
れるペンシルバニア州エディストーンに所在のＦｏａｍｅｘ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎま
たはＭＣ　１９００　ＥＶＡ　２　ｌｂ／ｆｔ３と識別されるマサチューセッツ州ハイア
ニスに所在のＳｅｎｔｉｎｅｌ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可
能なＥＶＡフォーム、または１９９３年１１月９日にＤｅｓＭａｒａｉｓらへ発行された
「水性排泄物のための吸収性フォーム材料およびそうした材料を含有する吸収性製品（Ａ
ｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｆｏａｍ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｆｏｒ　Ａｑｕｅｏｕｓ　Ｂｏｄｙ
　ｆｌｕｉｄｓ　ａｎｄ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｃｏｎｔａｉｎｉｎ
ｇ　Ｓｕｃｈ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ）」と題する米国特許第５，２６０，３４５号；１９
９５年２月７日にＤｙｅｒらへ発行された「水性排泄物のための湿潤するまでは薄い吸収
性フォーム材料およびこれを製造するためのプロセス（Ｔｈｉｎ－Ｕｎｔｉｌ－Ｗｅｔ　
Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｆｏａｍ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｆｏｒ　Ａｑｕｅｏｕｓ　Ｂｏｄ
ｙ　Ｆｌｕｉｄｓ　Ａｎｄ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｆｏｒ　Ｍａｋｉｎｇ　Ｓａｍｅ）」と題
する米国特許第５，３８７，２０７号；および１９９７年７月２２日にＤｅｓＭａｒａｉ
ｓらへ発行された「極めて高い水－油比を有する高内相エマルジョンから製造された水性
液体のための吸収性フォーム材料（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｆｏａｍ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ
　Ｆｏｒ　Ａｑｕｅｏｕｓ　Ｆｌｕｉｄｓ　Ｍａｄｅ　Ｆｒｏｍ　Ｈｉｇｈｔ　Ｉｎｔｅ
ｒｎａｌ　Ｐｈａｓｅ　Ｅｍｕｌｓｉｏｎｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｖｅｒｙ　Ｈｉｇｈｔ　Ｗ
ａｔｅｒ－Ｔｏ－Ｏｉｌ　Ｒａｔｉｏｓ）」と題する米国特許第５，６２５，２２２号に
記載されているＨＩＰＥフォームは、糞便捕捉圧縮材料９４として使用することができる
。
【００７７】
　図２に示されているように、圧縮材料９４は弾力性材料９４が圧縮されているときには
開いている開口部９６を含む場合がある。弾力性材料９４が拡張すると、開口部９６は図
３に示されているように弾力性材料９４の周囲によって取り囲まれる。これによって弾力
性材料の開口部の内側で捕捉もしくは被包された排泄物を装着者の皮膚から隔離すること
ができる。あるいはまた、図４に示されているように、弾力性材料９４はスペーサーとし
て作用して製品２０内に沈降した排泄物を貯蔵するために十分な容量を有するボイドスペ
ースを提供する開放開口部を有する可能性がある。これによって弾力性材料９４は、弾力
性材料９４が拡張した後は複数回の排泄物噴出を受け入れることができる。
【００７８】
　上記のように、弾力性材料９４は同一もしくは相違する材料を備える２つ以上の個別弾
力性要素を備えることができる。例えば、弾力性材料は微孔およびマクロポーラスフォー
ムのような微孔およびマクロポーラス弾力性要素両方を備えることができる。弾力性材料
９４は、好ましくは糞便貯蔵のための開口部９６および尿負荷区域内への延長部を有する
（例えば、オハイオ州ハミルトンに所在のＰＣＦ　Ｆｏａｍ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎか
らの１平方インチ当たり２０個の孔を有するＰＧ１４８４８Ｔ２０）マクロポーラス網状
ポリウレタンフォームを備える第１弾力性要素を備えることができる。弾力性材料９４は
、さらに追加して第２弾力性要素（例、上記に引用した米国特許第５，２６０，３４５号
および第５，６２５，２２２号に記載されているような微孔フォーム）を備えることがで
きる。好ましくは、第２弾力性要素第１弾力性要素における開口部９６と概して同延性で
ある糞便のための開口部を有し、尿負荷区域以外は、第１弾力性要素の装着者に面する側
上に配置されている（しかし、第１弾力性要素が第２弾力性要素の装着者に面する側に配
置されている実施形態が予想されている）。第１弾力性要素は、可溶性バッグ９２もしく
はシールが溶解すると第２弾力性要素の少なくとも１部分への空気の流れを促進するため
に役立つ可能性がある。これは、好ましくは内側の圧力が周囲圧力と釣り合ってくるに従
って少なくとも第２弾力性要素の迅速な拡張を生じさせる。好ましくは、第１弾力性要素
（例、マクロポーラスフォーム）における大きな孔は部分的に溶解した残留バッグ材料に



(29) JP 2009-153994 A 2009.7.16

10

20

30

40

50

よって閉塞されることはなく、バッグおよび／または弾力性材料９４の残りにおける迅速
な圧力平衡化のためのきれいな空気の経路を提供する。
【００７９】
　弾力性材料の様々な構成要素は、圧縮係数、曲げ係数、厚さ、口径分布、化学組成、多
孔性および表面エネルギーを含むいずれかの特性において相互に相違していてもよい。あ
る非限定的実施例では、第１および第２弾力性要素は各々約５０％と約８０％の間および
約５％と約５０％の間の範囲内で約１．０ｐｓｉの適用圧力下で圧縮することができる。
好ましくは、複数構成要素システム中の少なくとも１つの構成要素は約１．０ｐｓｉの適
用圧力下で約２５％以下に圧縮する。しかし、構造とは無関係に、弾力性材料の開口部９
６は、好ましくはその構造がいったん活性化される（例、被包しているフィルムを溶解さ
せる水によって）と約０．１ｐｓｉの適用圧力下で少なくとも約２０立方ｃｍの利用可能
な容積を提供する。
【００８０】
　図１４の（Ａ）及び図１４の（Ｂ）に示されているように、本発明は相互から離れてい
て直接には接触していない、もしくは相互に直接に接合されているがそれら各々の少なく
とも１部分が一緒に真空圧縮下で保持されている２つ以上の弾力性要素２９４および２９
６を含む排泄物隔離装置２９０を含むことができる。弾力性要素２９４および２９６は、
好ましくは圧力差別化装置２９１内に真空圧縮下で保持される。圧力差別化装置２９１は
、好ましくは外側および内部チャンバー２８８を含む。圧力差別化装置２９１の外側２８
７は、好ましくは例えば排尿もしくは排便のような既定イベントが発生するまでは、製品
を取り囲む空気の周囲圧より低い圧力で内部チャンバー２８８を保持する。さらに、排泄
物隔離装置２９０は、好ましくは圧力差別化装置２９１の内部チャンバー２８８と周囲圧
力との圧力差を解除するまたは少なくとも圧力差を減少させることのできるトリガー機構
２８９を含む。トリガー機構２８９は、ここで説明されるいずれかのセンサーもしくはア
クチュエーターまたはアクチュエーターもしくはセンサーのいずれかの構成要素を含むが
それらに限定されない、圧力差を解除もしくは減少させることのできる技術において知ら
れているいずれかの手段を含むことができる。排泄物隔離装置２９０が尿によって誘発さ
れるのに適合する実施形態では、トリガー機構２８９は、それが好ましくは排尿が発生す
ると思われる場所（すなわち、尿負荷区域）に置かれるように製品内に配置されるか、ま
たは装着者が排尿したときもしくはさもなければトリガーの作動を引き起こしたときにト
リガー機構が真空を解放できるように尿負荷区域に置かれたセンサーもしくはアクチュエ
ーターと操作可能に結び付けられている。
【００８１】
　図１４の（Ａ）及び図１４の（Ｂ）に示されている実施形態では、第１弾力性要素２９
６は、好ましくは圧力差別化装置２９１（例、バッグ２９２）が壊れて真空が消失すると
、圧力平行のための低抵抗性気流経路を提供する材料を備える。ある好ましい実施形態で
は第１弾力性部材はマクロポーラスフォームを含むが、しかし例えば上記の弾力性材料の
ような他の弾力性材料も適切な可能性がある。弾力性要素２９４および２９６は要素間の
領域において圧力差別化装置２９１における開放経路２９８を通して操作可能に接続され
ているので、第１弾力性要素２９６内へ通過する空気は第２弾力性要素２９４に向かって
流れることができ、第２弾力性要素２９４およびそれの周囲のあらゆる間隙に空気を充填
するための手段を提供する。従って、第２弾力性要素２９４は第１弾力性要素２９６の近
くでバッグ２９２の少なくとも１部分が溶解すると拡張することができる。
【００８２】
　図１５の（Ａ）及び図１５の（Ｂ）に示されているように別の実施形態では、本発明の
製品は相互に接する、または少なくとも部分的に重複するように構成された第１弾力性要
素２９６および第２弾力性要素２９４を含むことができる。第１および第２弾力性要素は
、好ましくは上記のように圧力差別化装置２９１の内部チャンバー２８８において真空圧
縮下で保持される。第１弾力性要素２９６の少なくとも１部分は、好ましくは第１および
第２弾力性要素のいずれかの重複する部分から外向きに配置される。上記のように、排泄



(30) JP 2009-153994 A 2009.7.16

10

20

30

40

50

物隔離装置２９０は、好ましくは圧力差別化装置２９１の内部チャンバー２８８と周囲温
度の圧力差を解除することのできる、または少なくとも圧力差を減少させることのできる
トリガー機構２８９を含む。トリガー機構２８９は、好ましくは排尿が発生するであろう
場所（すなわち、尿負荷区域）に配置されるように製品内に配置されるか、または装着者
が排尿したときもしくはさもなければトリガーを活性化させたときにトリガー機構が真空
を解放できるように尿負荷区域に配置されたセンサーもしくはアクチュエーターと操作可
能に結び付けられている。圧力差が取り除かれると、弾力性要素２９４および２９６は容
積を増加させることができる。第１もしくは第２弾力性要素の少なくとも１つが空気の通
過を容易に許容する開口部を有していて、例えば圧力差装置２９１を備える可溶性バッグ
２９２もしくはシールの材料によって閉塞されない材料を含有するようにさせることが有
益であることが発見されている。好ましい実施形態では、例えば弾力性材料はマクロポー
ラスフォームを含むことができるが、しかし上記の弾力性材料を含む他の材料も適切な場
合がある。
【００８３】
　図１６に示されているようなさらに別の実施形態では、本発明の製品は上記のような排
泄物隔離装置２９０へ操作可能に接続された閉システム液体輸送部材２９９を備えるトリ
ガー２８９を含むことができる。閉システム液体輸送部材２９９は、好ましくは流入ポー
ト２８１、流出ポート２８２および液体２８３を含む。流出ポートは、好ましくは可溶性
バッグ２９２もしくは可溶性シールのような圧力差別化装置２９１の少なくとも１部分に
隣接して配置されている。流入ポート２８１は、好ましくは流出ポート２８２とは相違す
る場所に配置されている。例えば、流入ポート２９２は、好ましくはそれがその中に排泄
物隔離装置２９０が組み込まれている製品の尿もしくはその他の排出区域もしくはその近
くの場所に位置するように配置される。従って、装着者が排尿もしくはさもなければ液体
を排泄したときには、液体は流入ポート２８１内に受け入れられる。その結果として、閉
システム液体輸送部材２９９は流出ポート２８２から幾らかの液体を放出し、これが可溶
性バッグ２９２もしくはシールの少なくとも１部分の溶解を誘発する。いったん溶解する
と、バッグ内の圧力差は減少もしくは排除され、弾力性材料２９５は拡張することができ
る。
【００８４】
　可溶性バッグを利用する本発明のいずれかの実施形態では、可溶性バッグは例えば水、
尿、糞便酵素、ｐＨレベルその他のような１種以上のタイプの入力が存在する場合に可溶
性であり、さらにバッグを溶解させるために必要なその入力の閾値レベルを設定するよう
に設計できる物理的および／または化学的特性（例、厚さ）を有することができる。可溶
性バッグは、例えばＭＯＮＯＳＯＬ　Ｍ７０３０、Ｍ７０３１、Ｍ８６３０、Ｍ８５３４
、またはＥ６０３０フィルムとしてイリノイ州サウスホランドに所在のＣｈｉｒｉｓ－Ｃ
ｒａｆｔ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ社によって、またはＨＬ　１６３６
もしくはＨＬ　１６６９－Ｘとしてミネソタ州セントポールに所在のＨ．Ｂ．Ｆｕｌｌｅ
ｒ　Ｃｏｍｐａｎｙによって供給されるＰＶＡフィルムのような水に溶解性のプラスチッ
クフィルムを備えることができる。例えば、フィルムの厚さはまた望ましい活性化を提供
するために変更することができる。使用されるフィルムは、例えば約０．０００５～約０
．００１５インチの範囲内の厚さを有することができる。例えば約０．００１インチの厚
さを有するＨＬ　１６３６フィルムは１平方インチ当たり約０．０４９ｇの含水量で活性
化するであろう。
【００８５】
　本発明の一部の実施形態では、排泄物隔離装置は非調節型不連続反応システムとして作
動する場合がある。例えば、可溶性バッグが使用される場合は、バッグの可溶性部分は特
定入力に反応するセンサーとして機能する。センサーは、例えば尿中の水または糞便中の
酵素に反応することができる。バッグのいずれかの可溶性部分が尿、糞便水分、または糞
便酵素に接触すると、バッグの可溶性部分が溶解して圧縮材料を放出し、これが拡張して
製品上に置かれた糞便を捕捉する、取り囲む、または包み込む。バッグを形成するために
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使用された材料の物理的および化学的特性が入力の閾値レベルを限定し、いつ圧縮材料が
放出されるのかを決定するコントローラーとして作用する。バッグが溶解すると、真空の
解放および圧縮材料の拡張が排泄物を捕捉するためのアクチュエーターとして機能する。
従って、排泄物隔離装置は、所定入力の閾値レベルが検出されたときに圧縮材料の貯蔵機
械的エネルギーを放出する１回限り不連続スイッチとして作用する。反応システムの有用
なエネルギーには次が含まれる：（貯蔵エネルギー）－（ヒステリシス損失）。使用され
る圧縮材料は、好ましくは最小のヒステリシス損失および最高の復元力を有する。より好
ましくは、圧縮性ヒステリシス損失は、放出後の復元が少なくとも約７５％であるように
約２５％未満である。
【００８６】
　本発明はさらにまた開ループ反応システムまたはフィードバック制御ループ反応システ
ムを備えることもできる。ある実施形態では、シールが尿と接触するであろう製品の１部
分に配置されている可溶性シールを含む可溶性バッグを使用することができる。シールが
尿中で溶解して装置が糞便を捕捉する場合は、例えば反応システムは開ループシステムを
備えるが、それはシステムの出力、すなわち製品の表面上および／または装着者の皮膚に
隣接して存在する糞便は入力、すなわち尿に影響を及ぼさないからである。しかしバッグ
が糞便水分もしくは糞便酵素に反応する場合は、反応システムはフィードバック制御ルー
プを備えるが、それはこのシステムは出力の尺度、すなわち製品の表面上および／または
装着者の皮膚に隣接して存在する糞便を、その糞便を捕捉するもしくは取り囲むための機
能のトリガーとして使用するためである。この実施例では、フィードバック制御ループ反
応システムは非調節型であるが、それはこれが１回限りスイッチとして作用し、出力に対
する望ましい設定点レベルを維持するために入力を連続または反復的に変化させないから
である。
【００８７】
　本発明の別の実施形態では、上記の実施例で記載されているようなフォームまたは別の
弾力性材料は、ねじり機械的ポテンシャルエネルギーを作り出すために捻れさせ、上記の
可溶性フィルムエンベロープ、バッグもしくはカプセルに封入することができる。好まし
くはねじり弾力性材料は、圧力差別化装置のような可溶性フィルム、エンベロープ、バッ
グもしくはカプセル内においてねじれ位置で圧縮して保持される。この実施形態では、水
分、ｐＨ等の閾値レベルが検出されたときに、圧力差別化装置が不連続的に真空を解放す
る、さらに従ってフォームを解放するように誘発される。貯蔵ねじり機械的ポテンシャル
エネルギーはフォームが巻き戻ることを惹起し、糞便、尿もしくは月経のような排泄物を
貯蔵すること、捕捉することもしくは封じ込めること、装着者の皮膚を拭き取ること、装
着者の皮膚に皮膚処置剤を適用すること等のような反応機能を実行することができる。こ
の実施形態では、反応システムは非調節型不連続反応を提供する。システムが入力以外の
ものに作用する、すなわちシステムが装着者の皮膚に作用する場合は、この反応システム
は開ループシステムを備えている。しかし、システムが入力に作用する場合、例えばトリ
ガーが糞便水分もしくは糞便酵素に反応してねじり弾性材料が糞便を「コルクスクリュー
」作用によって輸送する場合は、このシステムは閉ループシステムを備えている。
【００８８】
　別の実施形態では、電気的センサーが差し迫った排尿および／または排便を予測するた
めに装着者の外肛門括約筋の電気的活性における変化を検出することができる、すなわち
先行型センサーである。筋肉の電気的活性における閾値信号低下を検出すると、センサー
もしくはコントローラーは例えば差し迫った排尿および／または排便の排泄物を捕捉する
準備として上記のような真空圧縮で圧縮フォームを保持しているバッグの水溶性部分もし
くはシールを溶解させる目的で水を放出するために弁の開口を誘発することができる。あ
るいはまた、スイッチは糞便が皮膚に接触する前に皮膚表面を処置するためにスキンケア
組成物の放出もしくは送達を実効することができる。この実施形態では、反応システムは
電気的活性が閾値信号レベルに到達したときに装着者の外肛門括約筋の電気的活性に反応
する不連続システムを備える。この反応システムもまた開ループシステムを備えるが、そ
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れはこのシステムが電気活性入力信号以外のものに作用する、すなわち糞便もしくは製品
に作用するからである。
【００８９】
　さらにまた別の実施形態では、本発明の反応システムは上記のフォームのような弾力性
材料内に含有されるｐＨ調節剤を備えることができる。弾力性材料は、下方もしくは前定
義されたｐＨ（例えば約６．０未満のｐＨ）では不溶性、すなわち固体であるが、そのｐ
Ｈレベルより上方では可溶性であるｐＨ感受性フィルムを含む圧力差別化装置によって真
空下に拘束することができる。閾値以上のｐＨレベルを検出すると、フィルムは溶解して
弾力性材料の貯蔵圧縮ポテンシャルエネルギーを放出し、これがｐＨ調節剤を送達する。
あるいはまた、酵素阻害剤、スキンケア組成物等もまた圧縮弾力性材料内に含有すること
ができる。フィルムは、あるいはまた１つ以上の糞便酵素、水等の存在下で可溶性である
場合がある。代表的ｐＨ感受性材料は技術において知られており、ポリアクリルアミド類
、フタレート誘導体類、定型化ゼラチン、セラック、ケラチン、例えば酸化セルロースの
ようなセルロース誘導体類、およびポリアクリル酸誘導体類を含む。好ましい材料には酢
酸セルロースフタレート、酢酸ビニル、ポリ酢酸ビニルフタレート、ヒドロキシプロピル
メチルセルロースフタレートならびにアクリル酸およびアクリルエステルコポリマーと混
合されたポリメタクリレートが含まれる。その他の代表的材料は、参照してここに組み込
まれる「ｐＨ誘発性浸透圧破裂送達装置（ｐＨ　Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｏｓｍｏｔｉｃ　
Ｂｕｒｓｔｉｎｇ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｄｅｖｉｃｅｓ）」と題する欧州特許第６１２，
５２０Ａ２号に記載されている。
【００９０】
　上記のｐＨ感受性送達実施形態では、反応システムは閾値ｐＨレベルに到達した後にｐ
Ｈレベルに作用するフィードバック制御ループを有する不連続もしくは連続のどちらかの
反応システムを備えることができる。これらの実施形態は調節型または非調節型のいずれ
であってもよい。例えば送達されるｐＨ調節剤がｐＨ上昇およびｐＨ低下構成要素両方を
含有する緩衝剤を備える場合は、このシステムは製品内のｐＨレベルを継続的に監視して
ｐＨが上昇しても低下してもｐＨレベルを望ましい設定点または緩衝剤の標的範囲内に維
持するであろう調節型フィードバック制御ループシステムを備える。しかし、例えばこの
反応システムが第１ｐＨ閾値レベルでｐＨ上昇剤だけを送達する場合は、このシステムは
非調節型フィードバック制御ループシステムを備えるが、それはその物質が消費し尽くさ
れてシステムのｐＨを望ましいｐＨレベルまたは標的ｐＨ範囲内に維持しなくなるまでは
ｐＨ低下剤がシステムのｐＨを低下させるであろうからである。しかし、製品内に置かれ
る排泄物がｐＨレベルを上昇させることがわかっていて、システムが製品内のｐＨレベル
が閾値ｐＨレベルに達する度に予定量のｐＨ低下剤を送達する場合は、このシステムは製
品のｐＨがシステムの望ましい設定点の上方にある限り常にｐＨ調節剤を反復して放出す
る場合には調節型フィードバック制御ループシステムを備える可能性がある。
【００９１】
　別の実施形態では、電解質水が回路を完成したとき、すなわちスイッチとして機械的ア
クチュエーターを始動させるために電池のような貯蔵エネルギー源からの電流を惹起した
ときに十分な量の水含有電解質（例、尿もしくは糞便から）が電気的センサーによって検
出される可能性がある。例えば、電流が電気感受性ゲルに適用されてそれが形状を変化さ
せて製品内に糞便のためのボイドスペースを作製することを惹起することがある。同様に
、この実施形態は感知される入力が反応システムによって影響を受けるかどうかに依存し
て開ループもしくはフィードバック制御ループシステムである不連続反応システムを備え
ている。例えばセンサーが尿中の水分を検出する場合は、糞便を受け入れるためのボイド
スペースを作製する反応システムは開ループシステムを備えている。しかしセンサーが糞
便水分を検出する場合は、反応システムはフィードバック制御ループシステムを備えてい
るが、それはこのシステムが感知される入力に作用するためである。この実施例では、フ
ィードバック制御ループシステムはさらにボイドスペースが糞便と一緒に糞便水分を捕捉
する場合は調節型システムを備える可能性があり、水分は蒸発する、またはセンサー要素
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から吸引され、それによって回路を開き、さらにコントローラーはセンサーが糞便水分を
再び検出すると別のボイドスペースを活性化させる。
【００９２】
　本発明のまた別の実施形態では、液体を吸収したときに膨潤する吸収性材料を膨潤の閾
値レベルが発生したときに電気回路を完成させるために１対の電気接点を機械的に閉鎖す
るセンサーとして使用することができる。この実施形態では、電気回路は不連続方法でア
クチュエーターを誘発して排泄物、装着者、製品またはそれらのいずれか１つ以上の構成
要素上で反応機能を実行させることができる。例えば、アクチュエーターは液体が製品の
別の部分へ流れることができるように弁を開放し、液体を製品の別の部分へポンプで送り
出し、電気的感受性に作られたボイドスペースにおける形状変化を開始させ、スキンケア
組成物、ｐＨ調節剤もしくは消臭剤等を送達することができる。
【００９３】
　繊維、フィルム、不織布または他のセル構造のような材料もまた糞便のような排泄物、
またはその排泄物の構成要素に反応する材料によって所定形状に拘束することができる。
排泄物が拘束材料に接触すると、拘束材料は排泄物を捕捉するまたは装着者の皮膚から引
き離すために繊維、フィルム、不織布または他のセル構造を解放することができる。例え
ば弾性バリヤーは製品内のボイドスペースから離れた２つの拘束点で尿、糞便水分もしく
は糞便酵素に反応して溶解するもしくは弱化する等の材料によって拘束することができる
。糞便がボイドスペース内に沈降させられ、さらに一方または両方の拘束点で拘束材料が
溶解すると、弾性バリヤーは不連続方法で糞便に接触して装着者の皮膚から隔離するため
にボイドスペースを被覆することができる。
【００９４】
　さらにまた別の実施形態では、皮膚を処置するための酵素阻害剤を送達するために１種
以上の糞便酵素を例えば酵素変性フィルムもしくはカプセルのようなセンサー、または例
えば電気的作動弁のような個別アクチュエーターを誘発するための上記のようなバイオセ
ンサーによって検出することができる。代表的酵素阻害剤は、参照してここに組み込まれ
る１９９８年３月１２日に出願された「酵素阻害剤を含有するスキンケア組成物を有する
使い捨て吸収性製品（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｈ
ａｖｉｎｇ　Ａ　Ｓｋｉｎ　Ｃａｒｅ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ
　Ａｎ　Ｅｎｚｙｍｅ　Ｉｎｈｉｂｉｔｏｒ）」と題する米国特許出願第０９／０４１，
２６６号に開示されている。さらにまた別の実施形態では、一定ｐＨ状態はｐＨ感受性ゲ
ルの使用によって検出することができ、これは皮膚を処置するためのｐＨ調節剤を送達す
るために弁を開放することができる。別の実施形態では、事前定義圧力閾値が検出され、
カプセルもしくは「バブル」の破裂を生じさせ、スキンケア処置剤もしくは組成物の送達
を実行する。代表的スキンケア組成物（もしくはローション）は、１９９７年３月４日に
Ｄｏｎａｌｄ　Ｃ．Ｒｏｅへ発行された「皮膚軟化剤および多価アルコール系ポリエステ
ル固定剤を含有するローション含有トップシートを有する使い捨て吸収性製品（Ｄｉｓｐ
ｏｓａｂｌｅ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｈａｖｉｎｇ　Ａ　Ｌｏｔｉｏｎ
ｅｄ　Ｔｏｐｓｈｅｅｔ　Ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ　Ａｎ　Ｅｍｏｌｌｉｅｎｔ　Ａｎｄ　
Ａ　Ｐｏｌｙｏｌ　Ｐｏｌｙｅｓｔｅｒ　Ｉｍｍｏｂｉｌｉｚｉｎｇ　Ａｇｅｎｔ）」と
題する米国特許第５，６０７，７６０号；１９９７年３月１１日にＤｏｎａｌｄ　Ｃ．Ｒ
ｏｅへ発行された「液体多価アルコール系ポリエステル皮膚軟化剤および固定剤を含有す
るローション含有トップシートを有するおむつ（Ｄｉａｐｅｒ　Ｈａｖｉｎｇ　Ａ　Ｌｏ
ｔｉｏｎｅｄ　Ｔｏｐｓｈｅｅｔ　Ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ　Ａ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｐｏｌｙ
ｏｌ　Ｐｏｌｙｅｓｔｅｒ　Ｅｍｏｌｌｉｅｎｔ　Ａｎｄ　Ａｎ　Ｉｍｍｏｂｉｌｉｚｉ
ｎｇ　Ａｇｅｎｔ）」と題する米国特許第５，６０９，５８７号；１９９７年６月３日に
Ｄｏｎａｌｄ　Ｃ．Ｒｏｅへ発行された「ポリシロキサン系皮膚軟化剤を含有するローシ
ョン含有トップシートを有するおむつ（Ｄｉａｐｅｒ　Ｈａｖｉｎｇ　Ａ　Ｌｏｔｉｏｎ
ｅｄ　Ｔｏｐｓｈｅｅｔ　Ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ　Ａｎ　Ｐｏｌｙｓｉｌｏｘａｎｅ　Ｅ
ｍｏｌｌｉｅｎｔ）」と題する米国特許第５，６３５，１９１号；および１９９７年７月
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１日にＤｏｎａｌｄ　Ｃ．Ｒｏｅへ発行された「ローション含有トップシートを有するお
むつ（Ｄｉａｐｅｒ　Ｈａｖｉｎｇ　Ａ　Ｌｏｔｉｏｎｅｄ　Ｔｏｐｓｈｅｅｔ）」と題
する米国特許第５，６４３，５８８号ならびに各々１９９７年９月１０日に出願された米
国特許出願第０８／９２６，５３２号および第０８／９２６，５３３号に開示されており
、上記の特許および特許出願各々は参照してここに組み込まれる。
【００９５】
　本発明の特定の非限定的実施形態および実施例および／または個別の特徴が例示かつ説
明されてきたが、当業者には本発明の精神および範囲から逸脱することなく他の様々な変
更および修飾を加えることが可能であることは明白であろう。さらに、そうした実施形態
および特徴の全ての組み合わせが可能であり、本発明の好ましい履行を生じさせ得ること
は明白である。このため、添付のクレームは本発明の範囲内に含まれる全てのそうした変
更および修飾を含むことが意図されている。同様に、本発明は主として使い捨ておむつに
関して図示かつ説明されているが、本発明はこの実施形態には限定されていない。本発明
はさらにまた、例えば使い捨ておむつの適用前に、または使い捨ておむつの代わりにプル
オン（引っ張ってはく）型おむつ、おむつインサート、生理用ナプキン、タンポン等にお
いて装着者に直接に適用される製品に使用することもできる。このため、添付のクレーム
においては本発明の範囲内にある全てのそうした変更および修飾を含むことが意図されて
いる。
【００９６】
　本明細書には本発明を特別に指摘し、かつ明確に請求している特許請求の範囲が記載さ
れているが、本発明は添付の図面と結び付けられている上記の説明を読むことによってよ
り明確に理解されるであろうと考えられる。
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