
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
長手方向軸線及びこの長手方向軸線と直交する横方向軸線並びに長手方向に対向配置され
た前側及び後側胴部領域を有する使い捨て吸収物品において、
開口部及び少なくとも一つの弾性的に伸長可能な を有する実質的に液体透過性のト
ップシートであって、前記伸長可能な は、前記長手方向軸線に沿って延在すると共
に前記後側胴部領域に近づくにつれて横方向寸法が増大している、トップシートと、
前記トップシートの前記伸長可能な の位置に対応する少なくとも一つの伸長可能な

を有し、周囲が前記トップシートに少なくとも部分的に接合された液体不透過性の
バックシートと、
前記トップシートと前記バックシートとの間に配置された吸収コアであって、少なくとも
一つの長手方向の割れ目を有し、前記割れ目は、前記吸収コアの横方向縁部を貫いて延び
ると共に 前記後側胴部領域に近づくにつれて拡大し且つ前記トップシート
の前記伸長可能な 及び前記バックシートの前記伸長可能な の位置に対応して
いる、吸収コアと、を備え、
糞便が前記開口部を通して排出され、前記トップシートから隔離されることを特徴とする
使い捨て吸収物品。
【請求項２】
前記割れ目は、前記使い捨て吸収物品の後部分内に伸びることを特徴とする請求項１に記
載の使い捨て物品。
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【請求項３】
前記吸収コアは、前記割れ目と隣接して前記トップシート又は前記バックシートの伸長可
能な表面に取り付けられていることを特徴とする請求項２に記載の使い捨て物品。
【請求項４】
前記トップシート及び前記バックシートは、弾性的に伸長可能な材料を有することを特徴
とする請求項２に記載の使い捨て物品。
【請求項５】
前記使い捨て吸収物品の前部分内に伸びる前記吸収コアの第２割れ目を更に有する請求項
２に記載の使い捨て物品。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
発明の分野
本発明は、使い捨て吸収物品に関し、更に詳細には、使い捨て吸収物品上に排泄された糞
便を隔離し、その移動を最小にする使い捨て吸収物品に関する。
【０００２】
発明の背景
おむつのような使い捨て吸収物品は当該技術分野で周知である。使い捨て吸収物品は、排
泄された尿や糞便等の身体の滲出物を保持し吸収する。
【０００３】
当該技術分野において、尿排泄物の吸収及び保持に関し、大きな前進がなされた。例えば
、使い捨て吸収物品は、吸収ゲル化剤を組み込んだため、漏れを起こすことがほとんどな
く、比較的薄型である。
【０００４】
しかしながら、使い捨て吸収物品で糞便排泄物を取り扱うことには、当該技術分野でほと
んど試みがなされていない。糞便には、着用者の皮膚にへばり付き、表皮を刺激し、汚れ
たおむつ又は他の使い捨て吸収物品を取り外すときに着用者をきれいにする仕事に手間が
かかるという望ましからぬ問題点がある。
【０００５】
こうした問題点を解決するため、当該技術分野において、糞便を着用者の皮膚から隔離す
るための特定の試みがなされた。このような試みには、着用者の身体の肛門、性器、又は
この両方を糞便から隔離しようとする試みで、肛門、性器、又はこの両方を取り囲もうと
するカップを提供することが含まれる。こうした試みは、着用者にとって快適でなく、カ
ップを正確に位置決めすることを必要とする。
【０００６】
更に別の試みでは、横方向又は長手方向に伸びる弾性障壁をおむつのトップシートの下に
配置した。しかしながら、この構成には、障壁の上方でトップシート上に排泄された糞便
が移動し、この方策にも関わらず上述の問題点を引き起こすという欠点がある。この構成
は、おむつのトップシート上に排泄された糞便の移動を妨げるのに必要な急峻な不連続性
を提供しない。
【０００７】
更に、このような構成は、糞便の過度の横方向移動を阻止する上でも効果的でない。トッ
プシートの下に配置された障壁は、おむつからの漏れを当該技術分野で周知のように小さ
くする長手方向に伸びる障壁脚カフに容易に接合できない。かくして、障壁によって横方
向に導かれた糞便は、おむつの周囲に移送され、周囲を壊し漏れを引き起こす。
【０００８】
当該技術分野で行われたこの他の試みは、糞便が置かれるべき空所又は穴を設け且つこれ
を（希望的には）保持し、糞便の位置を空所又は穴の位置に限定することである。このよ
うな試みの例は、１９８７年５月５日にウィリアムズに付与された米国特許第４，６６２
，８７７号、１９９０年１月９日にデスマライス等に付与された米国特許第４，８９２，
５３６号、１９９０年１１月６日にカーンに付与された米国特許第４，９６８，３１２号
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、１９９１年２月５日にフリーランドに付与された米国特許第４，９９０，１４７号、１
９９１年１１月５日にホルト等に付与された米国特許第５，０６２，８４０号に記載され
ている。
【０００９】
従って、本発明の目的は、糞便を隔離し且つその移動を最小にするための伸長性吸収割り
コア（ split core）を持ち、これによって糞便の表皮との接触を少なくし、面倒を見る人
のクリーニングを最小にする使い捨て吸収物品を提供することである。更に、本発明の目
的は、糞便を着用者から隔離するための大きな空所容積を提供するため、弾性パネルトッ
プシート及び拡張可能な即ち弾性パネルバックシートの両方を有する吸収物品を提供する
ことである。
【００１０】
本明細書は、本発明を形成するものと考えられる要旨を特定的に指摘し且つ明瞭に特許請
求する請求の範囲で終わるけれども、本発明は、同じ参照番号を同じ構成要素に附した関
連した図面と関連して以下の説明を読むことにより更によく理解されるものと考えられる
。
【００１１】
本発明の概要
本発明は、おむつのような使い捨て吸収物品からなる。この使い捨て吸収物品は、部分的
に液体透過性のトップシートを有する。このトップシートは、使用時に着用者に向かって
配向される外方に配向された身体に面する表面、この身体に面する表面の反対側のコアに
面する表面、少なくとも一つの通路 、及び少なくとも一つの弾性的に伸長可能
なパネルを有する。使い捨て吸収物品は、弾性的に伸長可能な少なくとも一つの後パネル
を有する液体不透過性のバックシートを更に備えている。このバックシートは、周囲が少
なくとも部分的にトップシートに接合されている。最後に、吸収コアは、トップシートと
バックシートとの間に割り吸収コアを有する。
【００１２】
使い捨て吸収物品は、更に、トップシートの身体に面する表面とバックシートとの間に位
置決めされた空所を有する。この空所は、吸収コアの分割によって形成される。トップシ
ート及び底シートを調節して着用者に装着するとき、吸収コアが割れて空所を形成する。
糞便はトップシートの通路 を通過し、使い捨て吸収物品のトップシートとバッ
クシートとの間に形成された空所内に入り、ここに隔離される。
【００１３】
発明の詳細な説明
本明細書中で使用されているように、「吸収物品」という用語は、身体の滲出物を吸収し
て包含するための装置に関し、更に詳細には、身体から排出される種々の滲出物を吸収し
て包含するため、着用者の身体に当てられる又は着用者の身体の近くに置かれる装置に関
する。「使い捨て」という用語は、本明細書中では、洗濯又は他の方法で再生されたり吸
収物品として再使用されるようになっていない（即ち、一回使用した後に廃棄されるよう
になっており、好ましくはリサイクルされ、堆肥化され、又は環境に適合した方法で処分
されるようになっている）吸収物品を説明するのに使用される。「一体の」吸収物品とい
うのは、互いに一体化されて調和した全体を形成する別々の部品で形成されており、その
ため、別々のホルダ及びライナのような別々に取り扱う部品を必要としない吸収物品に関
する。本発明の吸収物品の好ましい実施形態は、一体の使い捨て吸収物品、即ち第１図に
示すおむつである。本明細書中で使用されているように、「おむつ」という用語は、一般
に幼児又は失禁者がその下肢の周りに着用する吸収物品に関する。しかしながら、本発明
は、失禁者用ブリーフ、失禁者用下着、おむつホルダ及びライナ、特定の女性用衛生衣料
、等の他の吸収物品にも適用できるということは理解されるべきである。
【００１４】
第１図は、平らに拡げた拘束されていない状態（即ち弾性による収縮を拡げた状態）の本
発明のおむつ２０の平面図であり、着用者に面する、即ち着用者と接触するおむつ２０の
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部分、即ち内面が図面を見る人に向かって配向されている。第１図に示すように、おむつ
２０は、好ましくは、液体透過性のトップシート２２、このトップシートに接合された部
分的に液体不透過性のバックシート２６、及びトップシート２２とバックシート２６との
間に位置決めされた吸収コア２８を有し、ファスニングシステムの全体に参照番号３６が
附してある。
【００１５】
おむつ２０のトップシート２２は、おむつ２０の使用時に着用者に面する（通常は接触す
る）外方に配向された身体に面する表面、及び身体に面する表面の反対側のコアに面する
表面を有する。おむつ２０のトップシート２２の身体に面する表面は、使用中に着用者の
身体に当てて位置決めされるおむつ２０の部分（即ち、トップシート２２の少なくとも一
部及びトップシート２２に接合された他の構成要素の両方によって全体が形成された内面
）を構成する。更に、おむつ２０は、おむつの使用時に着用者の腹側に向かって配向され
る第１胴部領域３１、第１胴部領域３１と長手方向反対側の第２胴部領域３３、第１胴部
領域３１と第２胴部領域３３との間に位置決めされた股領域３５、及びおむつ２０の外縁
部が構成する周囲を有する。
【００１６】
おむつ２０は、おむつ２０を左半部及び右半部に分割し、起立している着用者を左側身体
半部及び右側身体半部に分割する長手方向軸線Ｌ－Ｌを有する。おむつ２０は、更に、長
手方向軸線Ｌ－Ｌと直交し、おむつ２０を前半部及び後半部に分割する横方向軸線Ｔ－Ｔ
を有する。互いに直交する長手方向軸線Ｌ－Ｌ及び横方向軸線Ｔ－Ｔと直交するＺ軸方向
軸線は、おむつ２０の平面から外方に延びている。
【００１７】
おむつ２０の構成要素が横方向軸線Ｔ－Ｔに関して±４５°又はそれよりも小さい角度を
なす場合には、この構成要素は、横方向に配向されているものと考えられ、及び従って「
横方向」である。同様に、おむつ２０の構成要素が長手方向軸線Ｌ－Ｌに関して±４５°
又はそれよりも小さい角度をなす場合には、この構成要素は、長手方向に配向されている
ものと考えられ、及び従って「長手方向」である。
【００１８】
第１図は、トップシート２２及びバックシート２６の長さ寸法及び幅寸法が全体に吸収コ
ア２８よりも大きい、おむつ２０の好ましい実施形態を示す。トップシート２２及びバッ
クシート２６は、吸収コア２８の縁部を越えて延び、これによっておむつ２０の周囲を形
成する。トップシート２２、バックシート２６、及び吸収コア２８は、種々の周知の形体
に組み立てることができるけれども、好ましいおむつ形体は、１９７５年１月１４日にケ
ネスＢ．ブエルに付与された「使い捨ておむつ用収縮性側部分」という標題の米国特許第
３，８６０，００３号、及び１９９１年６月１３日にケネスＢ．ブエル等の名で出願され
た「弾性撓みヒンジが予め配置された弾性胴部装置を有する吸収物品」という標題の許可
された米国特許出願第０７／７１５，１５２号に記載されている。これらの特許及び特許
出願について触れたことにより、これらの特許及び特許出願に開示されている内容は本明
細書中に組み入れたものとする。
【００１９】
第１図には示してないけれども、吸収コアは割れており、好ましくは後区分が割れており
、トップシートパネル２４との間にあり、使い捨て吸収物品に空所領域を形成する。
【００２０】
トップシート２２は、吸収コア２８の身体面と隣接して位置決めされており、好ましくは
、当該技術分野で周知の取り付け手段（図示せず）によって周囲が少なくとも部分的にバ
ックシート２６に接合されている。吸収コア２８へのバックシート２６の接合に関し、適
当な取り付け手段を説明する。本明細書中で使用されているように、「接合」という用語
は、要素を他の要素に直接取り付けることによって要素を他の要素に直接固定した形体、
及び要素を中間部材に取り付け、この（これらの）中間部材を他の要素に取り付けること
によって要素を他の要素に間接的に固定した形体を含む。本発明の好ましい実施形態では
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、トップシート２２及びバックシート２６は、おむつの周囲で互いに直接的に接合されて
おり、吸収コア２８に適当な取り付け手段（図示せず）で接合することによって互いに間
接的に接合されている。
【００２１】
バックシート２６は、吸収コア２８の衣料面と隣接して位置決めされ、好ましくは、当該
技術分野で周知の取り付け手段（図示せず）によって吸収コア２８に接合されている。例
えばバックシート２６は、均等な連続した接着剤層、パターンをなした接着剤層、又は接
着剤の別々の線、螺旋、又は小柱からなるアレイによって吸収コア２８に固定されている
のがよい。満足のいく結果が得られることがわかっている接着剤は、ミネソタ州セントポ
ールのＨ．Ｂ．フューラー社によって製造され、ＨＬ－１２５８として販売されている。
取り付け手段は、好ましくは、１９８６年３月４日にミネトラ等に付与された「使い捨て
排泄物包含衣料」という標題の米国特許第４，５７３，９８６号に開示されているように
、接着剤のフィラメントからなる開放パターンネットワークからなる。更に好ましくは、
１９７５年１０月７日にスプラーグ・ジュニアに付与された米国特許第３，９１１，１７
３号、１９７８年１１月２２日にジッカー等に付与された米国特許第４，７８５，９９６
号、及び１９８９年６月２７日にウェレニックに付与された米国特許第４，８４２，６６
６号に例示されているように、螺旋パターンをなすように渦を巻いた接着剤フィラメント
の幾つかの線を用いる。これらの特許について触れたことにより、これらの特許の各々に
開示されている内容は本明細書中に組み入れたものとする。別の態様では、取り付け手段
は、熱結合、圧力結合、超音波結合、動的機械的結合、又は任意の他の適当な取り付け手
段、又は当該技術分野で周知のこれらの取り付け手段の組み合わせからなるのがよい。
【００２２】
バックシート２６は、液体（例えば尿）に対して不透過性であり、好ましくは、薄いプラ
スチックフィルムから製造されるが、可撓性で液体不透過性の他の材料を使用してもよい
。本明細書中で使用されているように、「可撓性」という用語は、柔軟であり且つ人体の
全体形状即ち輪郭に容易に馴染む材料に関する。バックシート２６は、吸収コア２８に吸
収され且つ包含された滲出物が、おむつ２０と接触するベッドのシーツや下着といった物
品を濡らすことがないようにする。かくして、バックシート２６は、織布材料又は不織布
材料、ポリエチレンやポリプロピレンでできた熱可塑性フィルムのようなポリマーフィル
ム、又はフィルムでコーティングした不織布材料のような複合材料からなるのがよい。好
ましくは、バックシートは、厚さが約０．０１２ mm乃至約０．０５１ mm（約０．５ミル乃
至約２．０ミル）の熱可塑性フィルムである。バックシート２６についての特に好ましい
材料には、インディアナ州テルホイテのトレッデガー産業社が製造しているＲＲ８２２０
インフレートフィルム及び＄＄５４７５流延フィルムが含まれる。好ましくは、バックシ
ート２６には、より布に近い外観を与えるため、エンボス加工及び／又は艶消し仕上げが
施してある。更に、バックシート２６は吸収コア２８から水蒸気を逃がすことができる（
即ち、通気性がある）が、滲出物を通さない。最後に、バックシート２６は、全体が弾性
的に伸長可能な材料でできているのがよく、好ましくは、バックシート２６は、少なくと
も一つの伸長性パターン材料を弾性的に伸長可能なトップシートのパネル２４の近くに有
する。
【００２３】
トップシート２２は、柔軟であり、柔らかな触感を持ち、着用者の皮膚に対して刺激がな
い。更に、トップシート２２は、好ましくは、液体透過性であり、その厚さを通して液体
（例えば、尿）を容易に通過させることができる。適当なトップシートは、多孔質フォー
ム、網状フォーム、有孔プラスチックフィルム又は、天然繊維（例えば木材繊維や綿繊維
）、合成繊維（例えば、ポリエステル繊維又はポリプロピレン繊維）、又は天然繊維と合
成繊維の混紡でできた織布ウェブ及び不織布ウェブといった広範な材料から製造できる。
トップシート２２は、好ましくは、吸収コア２８内に包含された液体から着用者の皮膚を
隔離するため、疎水性材料でできている。トップシート２２の製造には、多くの製造技術
を使用できる。例えば、トップシート２２は、スパンボンデッド繊維、カーデッド繊維、
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湿式堆積繊維、溶融吹付け繊維、ヒドロエンタングルド繊維、これらの組み合わせ、等で
できた不織ウェブであるのがよい。好ましくはトップシートは、マサチューセッツ州ウォ
ルポールのインターナショナル・ペーパー・カンパニーの一部課であるヴェラテック社が
Ｐ－８の表示で製造しているポリプロピレン繊維のようなステープル長のポリプロピレン
繊維でできたウェブからなる。
【００２４】
本発明の一つの特徴によれば、トップシート２２は、少なくとも一つの方向に弾性的に伸
長可能である。本明細書中で使用されているように「弾性的に伸長可能」という用語は、
約１５秒の期間で自由長さから少なくとも約５０％伸長でき、こうした伸長を生ぜしめた
力を解放した後、約５分間以内に自由長さの約１０％以内に戻るということを意味する。
一般的には、トップシート２４の積層体を弾性的に伸長させることができる主伸長軸線は
、長手方向軸線Ａ－Ａとほぼ平行であるが、トップシート２４の全部又は一部が一つ以上
の方向で又は長手方向軸線Ａ－Ａとほぼ直交する所定の方向で弾性的に伸長可能であって
もよい。
【００２５】
好ましくは、本発明のトップシート２２は、少なくとも約３５０％の伸びまで破れること
なく弾性的に伸長可能であり、更に好ましくは、少なくとも約４５０％の伸びまで破れる
ことなく弾性的に伸長可能であるが、破れを伴わない伸びがこれよりも小さい、例えば５
０％乃至１００％のトップシート２２が適している。本明細書中で使用されているように
、「破れ」という用語は、二つ又はそれ以上に裂け、割れ、又は壊れるということを意味
する。この性質は、着用者の身体の形状と一致させ、着用者の皮膚とぴったりと接触した
状態を維持する。更に、伸長性が比較的大きいトップシート２２は、体格が比較的大きい
範囲の着用者に気持ち良く装着できる。弾性的に伸長可能な例示の材料は、１９９１年８
月６日にアレン等に付与された米国特許第５，０３７，４１６号に記載されている。同特
許について触れたことにより、その特許に開示されている内容は本明細書中に組み入れた
ものとする。
【００２６】
トップシート２２は、糞便等の滲出物を吸収コアまで通すことができる少なくとも一つの
通路 ３８を更に有する。弾性を持たせることができるこの ３８
により、滲出物を着用者の皮膚から隔離することができる。
【００２７】
吸収コア２８は、全体に圧縮性で形状に馴染み、着用者の皮膚に対して刺激がなく、尿及
び他の特定の身体の滲出物等の液体を吸収して保持できる任意の吸収手段であるのがよい
。第１図に示すように、吸収コア２８は、衣料面、身体面、側縁部、及び胴縁部を有する
。吸収コア２８は、種々の大きさ及び形状（例えば、矩形形状、砂時計形状、「Ｔ」字形
形状、非対称形状等）で製造でき、一般にエアーフェルトと呼ばれる微粉砕した木材パル
プのような、使い捨ておむつ及び他の吸収物品で一般的に使用されている種々の液体吸収
性材料から製造できる。他の適当な吸収材料の例には、紙綿、コフォームを含む溶融吹付
けポリマー、化学的に補剛した、改質した、即ち架橋したセルロース繊維、薄葉紙の包紙
及び薄葉紙積層体を含む薄葉紙、吸収ゲル化剤、又は任意の等価の材料又はこれらの材料
の組み合わせが含まれる。吸収コアの形体及び構造は、変化させることができる（例えば
、吸収コアは、キャリパが変化するゾーン、親水性勾配、超吸収勾配、又は平均密度が低
く且つ平均坪量が低い捕捉ゾーンを持つことができ、或いは、一つ又はそれ以上の層又は
構造からなることができる）。しかしながら、吸収コア２８の全吸収力は、おむつ２０の
設計負荷及び所期の使用に適合するものでなければならない。更に、吸収コア２８の大き
さ及び吸収力は、乳児から成人までの範囲の着用者に合わせて変化させることができる。
吸収コア２８として使用するための例示の吸収構造は、１９８６年９月９日にワイズマン
等に付与された「高密度吸収コア」という標題の米国特許第４，６１０，６７８号、１９
８７年６月１６日にワイズマン等に付与された「二層コアを有する吸収物品」という標題
の米国特許第４，６７３，４０２号、１９８９年１２月１９日にアンスタットに付与され
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た「ダスティング層を有する吸収コア」という標題の米国特許第４，８８８，２３１号、
及び１９８９年５月３０日にアルマニー等に付与された「低密度で低坪量の捕捉ゾーンを
有する高密度吸収物品」という標題の米国特許第４，８３４，７３５号に記載されている
。これらの特許について触れたことにより、これらの特許の各々に開示されている内容は
本明細書中に組み入れたものとする。おむつは、好ましくは、液体及び他の身体の滲出物
の包含性を改善するための弾性障壁脚カフ３２を更に有する。各弾性障壁脚カフ３２は、
おむつ２０の脚部領域での身体の滲出物の漏れを少なくするための幾つかの異なる実施形
態からなるのがよい。１９９０年３月２０日にアジズ等に付与された「弾性フラップを有
する使い捨て吸収物品」という標題の米国特許第４，９０９，８０３号には、おむつ２０
の脚領域の包含性を改善する「起立」弾性フラップ（障壁脚カフ３２）を有する使い捨て
おむつ２０が記載されている。１９８７年９月２２日にローソンに付与された「二重カフ
を有する吸収物品」という標題の米国特許第４，６９５，２７８号には、ガスケットカフ
及び障壁カフ３２の両方を含む二重カフを有する使い捨ておむつ２０が記載されている。
これらの特許について触れたことにより、これらの両特許に開示されている内容は、障壁
脚カフ３２についての適当な例示の構造を示す目的で本明細書中に組み入れたものとする
。
【００２８】
第２図（Ａ、Ｂ、及びＣは、おむつの構造を更に明瞭に示すため、おむつ構造の部分を切
断した第１図の断面図である）を参照すると、第２Ａ図の断面は、トップシート２２、吸
収コア２８、及びバックシート２６を含む。第２Ｂ図の断面は、トップシート２２の開口
部３８、トップシート２２の弾性パネル区分２４、吸収コア２８の割れ目４２、及びバッ
クシート２６の弾性パネル区分４４を含む。開口部３８は、好ましくは、装着性を良好に
するために弾性化してあり、障壁をなす。最後に、第２Ｃ図の断面は、トップシート２２
の弾性パネル２４、吸収コア２８の割れ目４２、及びバックシート２６の弾性パネル区分
４４を含む。
【００２９】
おむつ２０は、好ましくは、胴部領域３１又は３３の一方、好ましくは第２胴部領域（代
表的には、この胴部領域にファスニングシステム３６が設けられている）を着用者の背中
の下に位置決めし、おむつ２０の残りを着用者の脚の間で引っ張り、他方の胴部領域、好
ましくは第１胴部領域３１を着用者の腹側に位置決めすることによって、着用者に取り付
けられる。ファスナテープ５０は、着用者の腹側に亘って位置決めされる。次いで、ファ
スニングシステム３６のファスナテープタブ５０を剥離部分から剥離する。次いで、おむ
つ装着者は、タブ部分を摘みながら弾性側パネルを着用者に巻き付ける。弾性側パネルは
、代表的には、着用者の大きさ及び形状と一致するように、この作業中に伸長され、即ち
張力が加えられる。ファスニングタブ５０は、おむつの外面に固定され、側部を閉鎖する
。
【００３０】
第３図に示すように、ファスニングタブ５０に圧力を加えたとき、弾性トップシートパネ
ル２４とバックシートパネルとの間に空所４６が形成される。この空所４６は、着用者の
体格及び／又はトップシート２２上のタブの位置決めに合わせて調節できる。吸収コア２
８は、好ましくは、トップシート２２及びバックシート２６の弾性領域に取り付けられる
。
【００３１】
第４図は、本発明の変形例であり、おむつ２０の前側に空所４８を更に有する。この空所
は、後空所４６と同様の方法で形成され、トップシート２２には第２弾性パネル５６があ
るおむつ２０の胴部領域３１のいずれかの側に圧力が及ぼされ、前空所４８を形成する。
この前空所４８は、尿及び／又は糞便、最も好ましくは尿を隔離する上で特に好ましい。
尿を離しておくためのこの追加の領域により、尿をおむつ２０で最大に捕捉でき、尿を着
用者から隔離することができる。
【００３２】
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着用者に配置した状態の使い捨て物品の一例を第５図に示す。おむつ２０は、好ましくは
、胴部領域３１又は３３の一方、好ましくは第２胴部領域３３（これには、代表的には、
ファスニングシステム３６が設けられている）を着用者の背中の下に置き、おむつ２０の
残りを着用者の脚の間で引っ張り、他方の胴部領域３１を着用者の腹側に位置決めするこ
とによって、着用者に取り付けられる。次いで、ファスニングシステムのファスニングテ
ープタブ５０を剥離部分から剥離する。次いで、おむつ装着者は、弾性側パネルを着用者
に巻き付ける。この際、代表的には、着用者の体格及び体型と一致するようにこの作業中
に伸長され、即ち張力が加えられ、後空所４６を形成する。ファスニングタブ５０は、お
むつ２０の外面に固定され、側部の閉鎖を行う。
【００３３】
本発明の特定の実施形態を図示し且つ説明したが、本発明の精神及び範囲から逸脱するこ
となく、種々の他の変形及び変更を行うことができるということは当業者には明らかであ
ろう。従って、添付の請求の範囲は、本発明の範疇のこのような変形及び変更の全てをカ
バーしようとするものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、明瞭化を図るためにフォームキャップが省略してあり、弾性による収縮
がない、本発明による使い捨て吸収物品の、一部を切除した平面図である。
【図２】図２は、図１の断面線Ａ、Ｂ、及びＣに沿った部分断面図である。
【図３】図３は、割り吸収コア即ちセグメント吸収コアの離間及びその結果形成された空
所を示すため、着用者に着用した場合と同様に後区分が拡げてある、本発明による使い捨
て吸収物品の平面図である。
【図４】図４は、後吸収コア空所及び前吸収コア空所を示すため前パネル及び後パネルが
拡げてある、本発明による使い捨て吸収物品の変形例の平面図である。
【図５】図５は、本発明による使い捨て吸収物品の、着用者に装着した状態の斜視図であ
る。
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