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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非締結状態及び締結状態をとり、かつ縦方向中央線（１６）を有するオムツ（１０）で
あって、
　前腰部縁（４８）を画定し、少なくとも１つの前締結具（４５）を有する前部分（２２
）と、
　前記前部分（２２）の縦方向の反対側に位置し、後腰部縁（４６）を画定し、各々左右
に配置された２つの後締結具（４４）を有する後部分（２４）と、
　前記後部分（２４）と結合した少なくとも１つのスタビライザー（５２）と
を含み、
　前記２つの後締結具（４４）は、前記締結状態にあっては、各々、着用者の前側に位置
し、かつ互いに間隔をおいて前記前部分（２２）に重合し、
　前記少なくとも１つの前締結具（４５）は、前記締結状態において前記２つの後締結具
（４４）に対応するように前記前部分（２２）に設けられ、
　前記２つの後締結具（４４）を対応する前記少なくとも１つの前締結具（４５）に締結
することにより、前記オムツ（１０）は、前記非締結状態から前記締結状態に移るように
なっており、
　前記締結状態の前記オムツは、前記前腰部縁（４８）が前記後腰部縁（４６）に対して
着用者の身体の下方向に少なくとも１５ｍｍオフセット（６２）しており、
　前記少なくとも１つのスタビライザー（５２）は、前記後腰部縁（４６）の近傍に位置
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し、それ自体に剛性が付与されていることによって、前記後腰部縁の捲れを最小にするよ
うにされたことを特徴とするオムツ（１０）。
【請求項２】
　前記オムツ（１０）は、前記締結状態において、前記腰部縁（４８）を切り裂いたり折
り畳んだりすることなく、臍を逃げる領域（５０）を形成するようにされ、前記非締結状
態において、臍用切り込みを有しないことを特徴とする請求項１に記載のオムツ（１０）
。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの前締結具（４５）は、前記オムツの縦方向中央線（１６）に沿っ
て、前締結具中央線（６０）と前記前腰部縁（４８）との間の３０ｍｍより小さい前締結
具オフセット（６０）を有し、前記少なくとも１つの後締結具（４４）は、前記縦方向中
央線（１６）に沿って、後締結具中央線（５４）と前記後腰部縁（４６）との間の少なく
とも５０ｍｍの後締結具オフセット（５８）を有することを特徴とする請求項１又は請求
項２に記載のオムツ（１０）。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　使い棄てオムツなどの吸収性物品は、一般的には、トップシート、バックシート、及び
吸収性構造を含む。新生児用に特に設計された幾つかのオムツは、更にオムツの前腰部分
にＶ字型又はＵ字型の切れ込みを含み、新生児の臍の緒及び／又は臍との接触を最小にす
る。このようなオムツは、付加的な処理を必要とし、製造を遅らせ、及び／又は品質に負
の影響を与えるものである。
【０００２】
　新生児用に設計された他のオムツは、新生児の臍の緒領域の接触を最小にするために、
様々なミシン目及び切り離し可能なパネルを含んでいた。しかしながら、これらの解決策
は、望ましい臍対応形状を形成するために、付加的処理段階が必要であった。更に他のオ
ムツは、臍対応形状を利用するために介護人によってオムツの一部を取り外す必要があっ
た。これらの設計においては、切り離し部分を切り離し更に廃棄するといった不便さがあ
るが、これはあまり望まれないことでる。あるオムツは、臍対応形状を利用するために、
介護人によって前部縁を折り曲げるなどの付加的操作が必要とされる。これらの設計にお
いては、体をくねらせるように動く赤児にオムツを操作する不便さは望まれないことであ
る。
【０００３】
　その結果、特に新生児に有用な、付加的処理段階、介護人による付加的操作、又は切り
離し可能な部分の廃棄を必要としない臍対応形状を含む使い棄てオムツが引き続き必要で
ある。
【０００４】
【特許文献１】米国特許第５，５９９，３３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記した必要性に対応して、本発明は臍対応形状を有するオムツを形成する。一実施形
態においては、オムツは、非締結状態及び締結した状態を有する。オムツは、前部分、後
部分及び締結システムを有する。締結システムは、後部分を前部分に結合して、オムツを
非締結状態から締結した状態に移す。オムツは、締結した状態の場合に、前腰部縁を切り
裂いたり、或いは折り畳んだりすることなく、臍を逃げる領域を形成するようにさせる。
オムツは、非締結状態において、臍対応切れ込みは有していない。
【０００６】
　第二の実施形態においては、オムツは、非締結状態、締結状態及び縦方向中央線を有す
る。オムツは、前部分及び後部分を含む。前部分は、縦方向中央線において直線状の前腰
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部縁をゆうし、かつ、少なくとも１つの前締結具を有する。後部分は、少なくとも１つの
後締結具を有する。少なくとも１つの後締結具は、少なくとも１つの前締結具と結合して
、オムツを非締結状態から締結した状態に移す。オムツは、少なくとも１５ｍｍの締結状
態でのオフセットを有する。
【０００７】
　第三の実施形態においては、オムツは、非締結状態及び締結状態を有する。オムツは、
前部分、後部分及び締結システムを含む。締結システムは、後部分を前部分に結合して、
オムツを非締結状態から締結した状態に移す。前部分は、前腰部縁及び３０ｍｍより小さ
い前締結具オフセットを有する前締結具を有する。後部分は、後腰部縁及び少なくとも５
０ｍｍの後締結具オフセットを有する１対の後締結具を有する。
【０００８】
　様々な実施形態においては、オムツは、縦方向中央線を有する。締結システムは、前締
結具及び１対の後締結具を含む。後締結具は、前締結具と結合して、オムツを非締結状態
から締結した状態に移す。前部分は、縦方向中央線において直線状の前腰部縁を有するも
のとすることができる。
【０００９】
　様々な実施形態においては、オムツは、少なくとも１５ｍｍの、少なくとも２０ｍｍの
、少なくとも２５ｍｍの、又は少なくとも３０ｍｍの締結状態でのオフセットを有するも
のとすることができる。
【００１０】
　様々な実施形態においては、オムツは、３０ｍｍより小さい前締結具オフセットを有す
る少なくとも１つの前締結具、及び少なくとも５０ｍｍの後締結具オフセットを有する少
なくとも１つの後締結具を有するものとすることができる。
【００１１】
　様々な実施形態においては、オムツは、２５ｍｍより小さいか、又は２０ｍｍより小さ
い前締結具オフセットを有する少なくとも１つの前締結具を有するものとすることができ
る。
【００１２】
　様々な実施形態においては、オムツは、少なくとも６０ｍｍか、又は少なくとも７０ｍ
ｍの後締結具オフセットを有する少なくとも１つの後ろ締結具を有するものとすることが
できる。
【００１３】
　様々な実施形態においては、オムツは、後部分と結合した少なくとも１つのスタビライ
ザーを有することができ、該後部分は、後腰部縁を有することができる。少なくとも１つ
のスタビライザーは、後腰部縁の近傍に置かれて、後腰部縁の捲れを最小にする。
【００１４】
　様々な実施形態においては、オムツは、前部分と結合した少なくとも１つのスタビライ
ザーを有することができ、該前部分は、前腰部縁を有することができる。少なくとも１つ
のスタビライザーは、前腰部縁の近傍に置かれて、前腰部縁の捲れを最小にする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明の吸収性物品は、幼児、特に新生児の低胴部に着用するようにされたオムツに関
して述べられている。本発明のオムツは、臍対応形状を有する従来技術のオムツを改善し
たものである。
【００１６】
　本発明によるオムツの締結具配列は、臍対応形状を形成するので、本発明のオムツは、
介護人が製品の部分を切り裂いたり、或いは腰部縁を折り畳んだりする必要がなく、臍の
緒及び／又は臍と接触するのを最小にするものである。本発明のオムツは、使用が容易な
臍対応形状を有志、かつ切り離し可能な片を廃棄する必要がない。本発明のオムツは、臍
対応形状を有する従来のオムツのように、切れ込み用のミシン目をあけたり、切れ込みを
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取り除くなどの付加的処理段階が必要ではないので、一層製造しやすいものとすることが
できる。
【００１７】
　図１は、幼児の腰部周囲に締結された、本発明のオムツ１０を示している。オムツ１０
は、締結した状態で示されている。図２及び３は、図１のオムツ１０を非締結状態で示し
たものである。着用者に接触するオムツの表面は、図２において見えている側である。着
用者の衣類に接触するオムツの表面は、図１及び３において見えている側である。オムツ
１０は、縦方向１２及び横方向１４を有する。オムツ１０は、破線として描かれている縦
方向中央線１６を有する。
【００１８】
　図２及び３を参照すると、縦方向１２において、オムツ１０は、前部分２２、後部分２
４、及び前部分２２と後部分２４を結合する股部分２６を定める。オムツ１０は、身体側
ライナー３０、外カバー３２及び身体側ライナー３０と外カバー３２の間に位置する吸収
性芯３４を含む。前部分２２は、少なくとも部分的に１又はそれ以上の前耳部２３を含む
ことができる。後部分２４は、少なくとも部分的に１又はそれ以上の後耳部２５を含むこ
とができる。前耳部２３及び／又は後耳部２５は、身体側ライナー３０、外カバー３２、
身体側ライナー３０と外カバー３２の組み合わせの延長部から形成することができ、又は
当業者に知られているような、１又はそれ以上の別個の部品を加えることにより形成する
ことができる。
【００１９】
　オムツ１０は、締結システム４３を含む。締結システム４３は、１又はそれ以上の後締
結具４４及び１又はそれ以上の前締結具４５を含む。締結システム４３のある部分は、前
部分２２、後部分２４、又はこれらの両方に含まれるものとすることができる。締結シス
テム４３は、着用者の腰部にオムツ１０を固定し、使用中にその場所にオムツ１０を維持
するようにさせるものである。幾つかの実施形態においては、オムツ１０は、１又はそれ
以上のスタビライザー５２を含むことができる。オムツ１０は又、吸収性芯３４及び／又
は身体側ライナー３０に結合するサージ部分３３を含むことができる。
【００２０】
　ここで用いられている前部分とは、使用中に着用者のほぼ前に位置するオムツの部分を
意味する。後部分は、使用中に着用者のほぼ後ろに位置する部分を意味し、股部分は、使
用中に着用者のほぼ脚部の間に位置する部分を意味する。
【００２１】
　股部分２６は、両側の縦方向側部部分を有し、該側部部分は、１対の弾性化した、縦方
向に延びる脚部カフ３６を含むことができる。脚部カフ３６は全体的に、使用中に着用者
の脚部周囲に嵌合し、身体排出物の横方向流に対して、機械的バリアとして機能するよう
にされる。脚部カフ３６は、１対の脚部弾性材３８によって弾性化することができる。オ
ムツ１０は、前腰部弾性材４０及び／又は後腰部弾性材４２を更に含むことができる。
【００２２】
　後部分２４は、直線状の後腰部縁４６、弧状の後腰部縁４６、切れ込まれた後腰部縁４
６、凸状又は凹状の後腰部縁４６、又はあらゆる他の形状に切り取られた後腰部縁４６を
有することができる。前部分２２は、一般的には製品の縦方向中央線１６の近傍に直線状
の前腰部縁４８を有する。ここで用いられる「直線」という用語は、実質的に、湾曲、曲
げ、傾斜、切れ込み又は不規則形のない縁を意味する。代替的には、特定の実施形態にお
いては、前腰部縁４６は、１又はそれ以上の切れ込み、突出部、階段状を有することがで
きるか、或いは前腰部縁４６は、不規則な形状を有することができる。
【００２３】
　図２に示されているようなオムツ１０の身体側ライナー３０は、着用者の身体に近接し
て着用するように意図された身体側表面を表わし、しなやかで、柔軟な感触を持ち、更に
着用者の肌に刺激のないものである。身体側ライナー３０は更に、吸収性芯３４より親水
性ではなく、液体透過性とするために十分に多孔とすることができる。適当な身体側ライ
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ナー３０は、多孔性発泡体、網目状発泡体、孔あき可塑性フィルム、天然繊維（例えば木
質繊維又は綿繊維）、合成繊維（例えば、ポリエステル又はポリプロピレン繊維）、又は
天然繊維と合成繊維の組み合わせなどの、ウエブ材料から広く選択して製造することがで
きる。身体側ライナー３０は、適当なものとしては、吸収性芯３４に保持された流体から
着用者の肌を隔離するように使用される。
【００２４】
　図３に示されているように、オムツ１０の外カバー３２は、適当なものとしては、着用
者の衣類に近接して着用するように意図された衣類側表面を表わしている。外カバー３２
は、ポリエチレンフィルムとすることができる。外カバー３２の代替的構成は、織成又は
不織繊維性ウエブ層を含むことができ、吸収性芯３４に近接するか、又はその近傍にある
バックシートの選択された領域に、望ましい程度の液体不透過性を与えるように、全体的
に又は部分的に形成又は処理されたものである。例えば、布様バックシートは、延伸薄肉
化されたポリプロピレンフィルムに積層化又は熱接着されるポロプロピレンスパンボンド
布で形成することができる。外カバー３２は、任意ではあるが、通過する液体排出物を妨
げるが、オムツ１０から蒸気を逃がすことができるマイクロポーラス状の「通気性」材料
を含むことができる。例えば、他のカバー３２は、マイクロポーラスポリマーフィルム、
又は望ましい程度の液体不透過性を与えるように被膜又は処理された不職布で構成するこ
とができる。外カバー３２は、一層美的に喜ばれる外観を与えるために、エンボス加工さ
れるか、或いはつや消し仕上げを付与することができる。外カバー３２の大きさは、典型
的には、オムツ１０の大きさ、及び選択される正確なオムツ図案によって求められる。
【００２５】
　身体側ライナー３０及び外カバー３２は、一般的にはこれらの間に位置する吸収性芯３
４と向き合う関係で結合する。身体側ライナー３０及び外カバー３２は、接着剤接着、音
波接着、熱接着、及び同様のもの、及びこれらの組み合わせなどの当業者に知られている
いずれかの手段によって、オムツ１０の外側周辺で互いに結合することができる。ここで
用いられる「結合」という用語及びこの派生語は、要素が、直接他方の要素に付着するこ
とにより、ある要素がもう一方の要素に直接固定される形態、及び要素が他方の要素に付
着している中間部材に付着することにより、要素が間接的にもう一方の要素と固定されて
いる形態を含む。
【００２６】
　脚部カフ３６は、適当なものとしては、吸収性芯３４の縦方向側部を越えて延びる外カ
バー３２及び／又は身体側ライナー３０の部分により形成される。代替的には、脚部カフ
３６は、外カバー３２及び／又は身体側ライナー３０に結合する別個の材料から形成する
ことができる。幾つかの実施形態においては、脚部カフ３６は、脚部切り込み３７から形
成された円弧形状を有することができる。他の実施形態においては、脚部カフ３６は、ほ
ぼ直線の脚部切り込み３７を有することができる。
【００２７】
　脚部弾性材３８、前腰部弾性材４０、後腰部弾性材４２、及び他の弾性材料は、幼児の
脚部及び／又は腰部に対して、密封状態を改善し、漏れを最小にするために、オムツ１０
を引っ張り、かつ、保持するように形成することができる。脚部弾性材３８及び／又は腰
部弾性材４０及び４２を形成するために使用するのに適当な材料は、当業者に知られてい
る。これらの材料の例は、ポリマー性、エラストマー性材料のストランド又はリボンであ
り、伸びた位置でオムツ１０に接着されるか、又はオムツ１０に弾性収斂力が与えられて
、オムツがプリーツ加工されている時に、オムツに結合するかである。脚部弾性材３８及
び腰部弾性材４０及び４２は、望ましい性能を付与するあらゆる形態とすることができる
。脚部弾性材３８は、着用者の脚部及び臀部の形態に一層嵌合し、身体排出物を良好に含
むように、ほぼ直線又は任意なものとしては湾曲したものとすることができる。脚部弾性
材３８及び腰部弾性材４０及び４２は、当業者によく知られている幾つかの方法のいずれ
かにおいて、オムツ１０に結合することができる。例えば、弾性材は、超音波接合、熱接
合、接着剤接合、及び同様のもの及びこれらの組み合わせによりオムツ１０に結合するこ
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とができる。
【００２８】
　前耳部２３及び／又は後耳部２５は、適当なものとしては、吸収性芯３４の縦方向側部
を越えて延びる、外カバー３２、及び／又は身体側ライナー３０の部分により形成される
。例えば、図２においては、前耳部２３は、外カバー３２と身体側ライナー３０の両方の
部分として示されている。代替的には、前耳部２３及び／又は後耳部２５は、外カバー３
２及び／又は身体側ライナー３０に結合した別個の材料から形成することができる。例え
ば、図２においては、後耳部２５は、身体側ライナー３０に結合した別個の材料片として
示されている。前耳部２３及び／又は後耳部２５は、スタビライザー５２を更に含み、後
腰部縁４６及び／又は前腰部縁４８の捲れを減少するか又は最小にすることができる。
【００２９】
　オムツの前耳部２３及び／又は後耳部２５は、１又はそれ以上の互いに結合した材料を
含み、当業者によく知られているような、複合耳部を形成することができる。１又はそれ
以上の材料は、エラストマー性とすることができる。エラストマー性耳部は、ここで述べ
られるように形成することが可能なあらゆる型のエラストマー性材料から形成することが
できる。一般的には、エラストマー性材料は、少なくとも１つの方向に延伸可能である。
好ましくは、エラストマー性材料は、２つの方向に延伸可能である。エラストマー性材料
が、単一方向に延伸可能な場合は、エラストマー性材料の延伸方向は、オムツが着用者の
腰部周囲に維持されるように、オムツの前及び後部分を互いの方向に引っ張ろうとするエ
ラストマー性力を与えるように方向付けられることが好ましい。
【００３０】
　エラストマー性材料は、固有のエラストマー性材料、すなわちエラストマー性状態で形
成されるものとすることができるか、或いは形成後の処理を通してエラストマー性とする
ことができる。例えば、エラストマー性材料は、熱活性又は圧力活性化させることができ
る。本発明の特定の実施形態においては、耳部の部分は、延伸接着した積層体（ＳＢＬ）
材料、ネック付与状態で接着した（ＮＢＬ）材料、エラストマー性フィルム、エラストマ
ー性発泡体材料、又は同様のものなどのエラストマー性材料を含むことができる。
【００３１】
　締結システム４３は、着用者にオムツ１０を固定する手段を付与する。締結システム４
３は、少なくとも１つの後締結具４４及び少なくとも１つの前締結具４５を含む。幾つか
の実施形態においては、締結システム４３は、２つの後締結具４４及び１つの前締結具４
５を含む。後締結具４４は、破線で示されているように、後締結具中央線５４を定める。
後締結具中央線５４は、縦方向中央線１６で測定すると、後締結具オフセット距離５８だ
け後ろ腰部縁４６から離れている。幾つかの実施形態においては、後締結具中央線５４は
、横方向１４とほぼ平行である。他の実施形態においては、後締結具中央線５４は、横方
向１４と平行ではない。様々な実施形態においては、後締結具オフセット距離５８は、少
なくとも４０ｍｍ、少なくとも４５ｍｍ、少なくとも５０ｍｍ、少なくとも５５ｍｍ、少
なくとも６０ｍｍ、少なくとも６５ｍｍ、又は少なくとも７０ｍｍとすることができる。
幾つかの実施形態においては、後締結具オフセット距離５８は、７５ｍｍより大きいもの
とすることができる。
【００３２】
　前締結具４５は、前締結具中央線５６を定める。前締結具中央線６０は、縦方向中央線
１６で測定すると、前締結具オフセット距離６０だけ前腰部縁４８から離れている。幾つ
かの実施形態においては、前締結具中央線５６は、横方向１４とほぼ平行である。他の実
施形態においては、前締結具中央線５６は、横方向１４と平行ではない。様々な実施形態
においては、前締結具オフセット距離６０は、４０ｍｍより小さいか、３５ｍｍより小さ
いか、３０ｍｍより小さいか、２５ｍｍより小さいか、又は２０ｍｍより小さいものとす
る。
【００３３】
　幾つかの実施形態においては、後締結具４４は、後部分２４、後耳部２５又は後部分と
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後耳部の両方に結合することができ、更に前締結具４５は、前部分２２、前耳部２３又は
前部分と前耳部の両方に結合することができる。後締結具４４は、オムツ１０に結合し、
かつ前締結具４５と整列し、更に該前締結具と組み合わせて機能するようにされた１又は
それ以上の別個の材料片とすることができ、該前締結具は、オムツ１０と結合した１又は
それ以上の別個の材料片とすることができる。例えば、前締結具４５は、前部分２２で外
カバー３２と結合し、オムツ１０が使用者の腰部及び脚部でラップされる時に、フック型
後締結具４４と係合するように形成された一片のループ材料とすることができる。
【００３４】
　代替的には、前締結具４５は、外カバー３２、身体側ライナー３０又は外カバーと身体
側ライナーの両方の部分を含むことができ、フック型後締結具４４と係合するように形成
される。例えば、外カバー３２は、フック材料と係合するのに適当である不織材料となる
ように形成することができる。このような実施形態においては、フック型締結具４４は、
後耳部２５に位置し、着用者の腰部周囲をラップすることができる。フック型締結具４４
は、不織外カバー３２と直接係合して、後部分２４を前部分２２と結合し、着用者の腰部
周囲にオムツ１０を固定することができる。このような実施形態においては、前締結具中
央線５６は、前耳部２３の横方向中央線とするものである。これらの実施形態においては
、前耳部２３は、前腰部縁４８から脚部切り込み３７の始まりまでの領域間隔として定め
られる。幾つかの実施形態においては、前締結具４５は、後締結具４４を特定の位置に配
置するように、使用者に図形により指示することを含むことができる。このような実施形
態においては、前締結具中央線５６は、図形に対して定められる。
【００３５】
　幾つかの実施形態においては、前締結具４５は、フック型締結具を含むことができ、更
に後締結具４４は１つ又はそれ以上の捕捉的ループ型締結具を含むことができる。様々な
実施形態においては後締結具４４及び前締結具４５は、オムツ１０の後部分２４を前部分
２２に結合するようにさせるあらゆる適当な材料を含み、着用者の腰部周囲にオムツを固
定することができる。適当な締結材料は、機械的締結具、フック・ループ型材料、接着剤
、接着テープ、粘着剤、スナップ、ボタン、ラッチ、フック、及び同様のもの、更にこれ
らの組み合わせを含む。幾つかの実施形態においては、前部分２２及び後部分２４の両方
は、当業者に知られているように、二重締結具を含むことができる。二重締結具を含む実
施形態においては、締結システム４３は、第一前締結具中央線を有する第一前締結具と整
列するようにされた第一後中央線を有する第一後締結具、及び第二前締結具中央線を有す
る第二前締結具と整列するようにされた第二後中央線を有する第二後締結具を含むことが
できる。
【００３６】
　様々な実施形態においては、スタビライザー５２は、オムツ１０と結合した、１又はそ
れ以上の付加的要素を含むことができる。例えば、スタビライザー５２は、弾性材料、エ
ラストマー性材料、接着剤、可塑材、又は安定性を付与するようにされた他のあらゆる剛
性又は半剛性材料を含むことができる。代替的には、スタビライザー５２は、１又はそれ
以上の身体側ライナー３０、外カバー３２、前腰部弾性材４０、後腰部弾性材４２、又は
後耳部２５を熱により変形させて形成することができる。
【００３７】
　吸収性芯３４は、身体側ライナー３０と外カバー３２の間に位置して、オムツ１０を形
成する。吸収性芯３４は、一般的には、身体排出物を吸収し更に保持することに順応する
ことが可能である。吸収性芯３４は、当業者に知られているような超吸収性材料、ステー
プル繊維、結合材繊維、及び同様のもの、更にこれらの組み合わせを含むことができる。
吸収性芯３４は、多数の形状及び大きさを有することができる。例えば、複合吸収性芯は
、長方形、Ｉ字型又はＴ字型とすることができる。吸収性芯３４の大きさ及び吸収容量は
、使用しようとする着用者の大きさ及びオムツの意図する使用により与えられる流体負荷
と適合するべきである。吸収性芯３４は、ここでは前腰部縁４８に近接して延びるように
描かれている。オムツを使用しようとする時、吸収性芯３４が、望まれるように前腰部縁
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４８から幾分か取り外されるように、吸収性芯３４の長さ及び位置を選択することができ
ることを当業者は認識するであろう。
【００３８】
　様々な実施形態においては、サージ部分３３は、廃棄された流体をすばやく収集して、
一時的に保持するように機能し、最終的には吸収性芯３４に流体を放出する。様々な織成
及び不織材料が、サージ部分３３を形成するために使用することができる。例えば、サー
ジ部分３３は、ポリオレフィン繊維のスパンボンドウエブ又はメルトブローンウエブの層
とすることができる。サージ部分３３は又、天然繊維及び合成繊維のボンデッドカーデッ
ドウエブとすることができる。サージ部分３３は、実質的には疎水性材料とすることがで
き、更に任意ではあるが、望ましい程度の湿潤性及び親水性を与えるために、界面活性剤
又はその他の方法で処理することができる。
【００３９】
　図示されてはいないが、収容フラップは、当業者に知られているように、身体側ライナ
ー又は他の部品に結合することができる。収容フラップの適当な形態は、例えば、１９９
７年２月４日付けのＥｎｌｏｅ他の米国特許第５，５９９，３３８号に記載されており、
その全体は矛盾することのない範囲で引用によりここに組み入れられる。
【００４０】
　図１を再び参照すると、オムツ１０が幼児に締結された状態で示されている。後締結具
４４は、後部分２４で後耳部２５に結合している。後耳部２５は、幼児の腰部及び臀部周
囲を囲み、前部分２２に位置する前締結具４５と結合して、ほぼ示された位置にオムツを
維持する。後締結具中央線５４は、前締結具中央線５６とほぼ整列し、かつ平行である。
中央線５４及び５６がほぼ整列し平行状態にある締結システム４３を有するオムツ１０の
利用は、腰部開口４９、１対の脚部開口３９、及び臍を逃げる領域５０を形成する。臍を
逃げる領域５０は、幼児の臍領域とオムツ１０との間の接触を最小にする。
【００４１】
　締結システム４３を有する本オムツ１０の利用は、縦方向中央線１６で測定した時に、
後腰部縁４６と前腰部縁４８との間に締結状態でのオフセット距離６２を形成する。締結
状態でのオフセット距離６２は、オムツ１０が締結状態の時に、臍を逃げる領域５０を測
定したものである。より特定的には、後腰部縁４６に対する後締結具４４の位置及び前腰
部縁４８に対する前締結具４５の位置は、前腰部縁４８において、臍対応切れ込みを切り
取る又はミシン目を形成するという付加的処理段階を必要とせずに、臍を逃げる領域５０
を形成する。様々な実施形態においては、締結状態でのオフセット距離６２は、少なくと
も３０ｍｍ、少なくとも３５ｍｍ、又は少なくとも４０ｍｍとすることができる。他の実
施形態においては、締結状態でのオフセット距離６２は、４５ｍｍより大きいものとする
ことができる。
【００４２】
　臍を逃げる領域５０の形状は、前腰部縁４８の形状、オフセット距離６２、後耳部２５
の形状、及び／又は後締結具４４の形状を変化させることにより変化することができる。
例えば、図４は、本発明の代替的実施形態を示しており、締結されていない状態で、代替
的形状を有する後耳部２５を有するオムツ１０が示されている。図５は、図４のオムツ１
０が、幼児の腰部周囲に締結された状態を示したものである。後締結具４４は、後部分２
４で後耳部２５に結合されている。後耳部２５は、幼児の腰部及び臀部周囲を囲んで、か
つほぼ図示した位置にオムツ１０を維持するように、前部分２２に位置される前締結具４
５と結合する。後締結具中央線５４は、前締結具中央線５６とほぼ整列し、更に平行であ
る。締結システム４３を有し、ほぼ整列し、平行である横方向中央線５４及び５６を有す
るオムツ１０の利用は、腰部開口４９、１対の脚部開口３９、及び臍を逃げる領域５０を
形成する。オムツ１０は、締結状態でのオフセット距離６２を有する。示された実施形態
においては、多数のスタビライザー５２は、オムツ１０と結合して、後腰部縁４６の捲れ
を最小にする。
【００４３】



(9) JP 4942734 B2 2012.5.30

10

20

30

40

50

　別の実施形態においては、図６は、本発明の代替的実施形態を示しており、オムツ１０
が締結されていない状態で示されており、代替的形状を有する後耳部２５を有する。図７
は、図６のオムツ１０が幼児の腰部周囲に締結された状態を示している。後締結具４４は
、後部分２４で後耳部２５に結合されている。後耳部２５は、幼児の腰部及び臀部周囲を
囲んで、かつほぼ示した位置にオムツ１０を維持するように、前部分２２に位置される前
締結具４５と結合する。後締結具中央線５４は、前締結具中央線５６とほぼ整列し、更に
平行である。締結システム４３を有し、ほぼ整列し、平行である中央線５４及び５６を有
するオムツ１０の利用は、腰部開口４９、１対の脚部開口３９、及び臍を逃げる領域５０
を形成する。オムツ１０は、締結状態でのオフセット距離６２を有する。示された実施形
態においては、多数のスタビライザー５２は、オムツ１０と結合して、後腰部縁４６の捲
れを最小にする。
【００４４】
　締結状態でのオフセット６２、後締結具オフセット５８、及び前締結具オフセット６０
は、次のような手順で計測することができる。オムツ１０が、図８及び９に示されるよう
に、平坦で、収縮していない状態で（すなわち、弾性化されている場合は、前耳部２３及
び／又は後耳部２５を除いて、収縮を引き起こす弾性材が引っ張られた状態で）固定され
る。照明ボード６４、クランプ６６及び重り６８を使用して、この方法を促進する。代替
的に、又は付加的に、脚部弾性材３８及び／又はフラップ弾性材は、幾つかの位置で切り
取られるか、又はオムツ１０の収縮力を減少又は除去するために取り除くことができる。
【００４５】
　前締結具オフセット
　前締結具４５が、横方向１４に対してほぼ平行である場合のサンプルにおいては、オム
ツ１０は、図８に示されているように固定される。オムツ１０が、図８に示されるように
固定されると、前締結具中央線５６は、オムツ１０の縦方向中央線１６に延びる。前締結
具オフセット６０は、縦方向中央線１６での、前締結具中央線５６から前腰部縁４８まで
の距離である。
【００４６】
　前締結具４５が横方向１４に対して平行ではない場合のサンプルにおいては、オムツ１
０は、図９に示されるように、平坦で、収縮していない状態で固定される。前締結具４５
は、近位縁９０、末端縁９２、前縁９４、及び後縁９６を有する。近位縁９０は、縦方向
中央線１６に対してほぼ方向付けられ、縦方向中央線に最も近くに位置するように定めら
れる。末端縁９２は、近位縁９０とほぼ反対側にあり、縦中央線１６から離れている。前
縁９４は、前腰部縁４８に対して全体的に方向付けられるものとして定められる。後縁９
６は、前縁９４とほぼ反対側にあり、後縁４６に対して全体的に方向付けられる。前締結
具４５は、前縁９４及び後縁９６に対して、第一方向中央線８４を定める。前締結具４５
は、近位縁９０及び末端縁９２に対して第二方向中央線８６を定める。第一方向中央線８
４及び第二方向中央線８６は、中間点８８で交差する。中間点８８は、横方向１４に平行
に、縦方向中央線１６まで延びる。前締結具オフセット６０は、縦方向中央線１６での、
延長した中間点８８から前腰部縁４８までの距離である。
【００４７】
　図１０に示されるような、前締結具４５が縦方向中央線１６を越えて延びる場合のサン
プルにおいては、前締結具４５は、縦方向中央線１６で結合された２つの前締結具のよう
に処理される。この場合は、近位縁９０は、縦方向中央線１６である。前締結具４５は、
前縁９４及び後縁９６に対して第一方向中央線８４、及び近位縁９０及び末端縁９２に対
して、第二方向中央線８６を有する。第一方向中央線８４及び第二方向中央線８６は、中
間点８８で交差する。中間点８８は、横方向１４に平行に、縦方向中央線１６まで延びる
。前締結具オフセット６０は、縦方向中央線１６での、延長した中間点８８から前腰部縁
４８までの距離である。
【００４８】
　後締結具オフセット
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　後締結具４４が、横方向１４に対してほぼ平行である場合のサンプルにおいては、オム
ツ１０が、図８に示されているように固定され、後締結具中央線５４は、オムツ１０の縦
方向中央線１６に延びる。後締結具オフセット５８は、縦方向中央線１６での、後締結具
中央線５４から後腰部縁４６までの距離である。
【００４９】
　後締結具４４が横方向１４に対して平行ではない場合のサンプルにおいては、オムツ１
０は、図１０に示されるように、平坦で、収縮していない状態で固定される。後締結具４
４は、近位縁９０、末端縁９２、前縁９４、及び後縁９６を有する。近位縁９０は、縦方
向中央線１６に対してほぼ方向付けられ、縦方向中央線に最も近くに位置するように定め
られる。末端縁９２は、近位縁９０とほぼ反対側にあり、縦中央線１６から離れている。
前縁９４は、前腰部縁４８に対して全体的に方向付けられるものとして定められる。後縁
９６は、前縁９４とほぼ反対側にあり、後縁４６に対して全体的に方向付けられる。後締
結具４４は、前縁９４及び後縁９６に対する第一方向中央線８４及び近位縁９０及び末端
縁９２に対する第二方向中央線８６を有する。第一方向中央線８４及び第二方向中央線８
６は、中間点８８で交差する。中間点８８は、横方向１４に平行に、縦方向中央線１６ま
で延びる。後締結具オフセット５８は、縦方向中央線１６での、延長した中間点８８から
後腰部縁４６までの距離である。
【００５０】
　締結状態でのオフセット
　締結状態でのオフセット６２は、図１１に示されているように、円筒体７４の周囲に締
結した状態でオムツ１０を固定した状態で求められる。円筒体７４は、４インチ（１０．
１６ｃｍ）の外側直径７６を有する。円筒体７４は、上部縁８０及び底部縁８２を有する
。円筒体７４は、円筒体の周方向周囲に、２．５インチ（６．３５ｃｍ）の均一な高さ７
８を有する。高さ７８は、上部縁８０と底部縁８２との間の距離である。円筒体７４は、
オムツの締結システムにより通常付与される力の下で、変形を妨げることが可能な剛性材
料で形成される。例えば、円筒体７４は、ＰＶＣ、金属、プラスチック、ガラス、又は他
の類似した剛性材料で形成することができる。後耳部２５及び後締結具４４は、円筒体７
４の周囲を囲み、前部分２２に位置する前締結具４５と結合して、ほぼ示された位置にオ
ムツを維持する。後締結具４４と前締結具４５が結合した後、オムツ１０が円筒体７４に
固定したままとなるように、後耳部２５に十分な力が付与される。付与される力は、後締
結具４４、前締結具４５及び／又はオムツ１０の他の部分が変形するほど過度の力とする
べきではない。後締結具中央線５４は、前締結具中央線５６と整列し、かつ平行である。
上記したように、オムツ１０が円筒体７４の周囲に締結されると、縦方向中央線１６での
後腰部縁４６が円筒体７４の上部縁８０と整列するように、オムツ１０は操作される。締
結状態でのオフセット６２は、縦方向中央線１６での、前腰部縁４８から円筒体７４の上
部縁８０までの距離である。図１１に示されているように、上記したように締結され、更
に位置決めされている場合は、円筒体７４の上部縁８０が、前腰部縁４８を越えて延びる
場合は、締結状態でのオフセット６２を正と定める。上記したように締結され、更に位置
決めされている場合は、前腰部縁４８が円筒体７４の上部縁８０を越えて延びる場合は、
締結状態でのオフセット６２を負と定める。
【００５１】
　以下の表１は、本発明と比較することによる様々な製品の前締結具オフセット６０、後
締結具オフセット５８、及び締結状態でのオフセット６２を含む。

表１：比較測定
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【００５２】
　Ｐａｍｐｅｒｓ（登録商標）Ｎｅｗｂｏｒｎ　Ｓｗａｄｄｌｅｒｓ（登録商標）オムツ
、Ｐａｍｐｅｒｓ（登録商標）Ｓｗａｄｄｌｅｒｓ（登録商標）Ｎｅｗ　Ｂａｂｙオムツ
及びＬｕｖｓ（登録商標）Ｕｌｔｒａ　Ｌｅａｋｇｕａｒｄｓ（登録商標）Ｎｅｗｂｏｒ
ｎオムツは、Ｐｒｏｃｔｅｒ　＆　Ｇａｍｂｌｅより製造され、２００５年３月７日に、
米国ウイスコンシン州ニーナのＳｏｕｔｈ　Ｇｒｅｅｎ　Ｂａｙ　Ｒｏａｄ　６９９に所
在するＳｈｏｐＫｏ（登録商標）店＃１００で購入された。
【００５３】
　ＨＵＧＧＩＥＳ（登録商標）Ｎｅｗｂｏｒｎオムツは、Ｋｉｍｂｅｒｌｙ－Ｃｌａｒｋ
　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎより製造され、２００５年に米国で販売されたものと同一のも
のであった。
【００５４】
　本発明は、特定の実施形態に関して詳細を述べているが、当業者は、前述したものの理
解を得る時に、これらの実施形態の変更、修正、及び均等手段を容易に認識するであろう
ことが理解される。したがって、本発明の範囲は、添付された特許請求の範囲及びあらゆ
るこれらの均等手段として評価されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】幼児の腰部及び脚部周囲に締結した状態の例示的オムツの斜視図である。
【図２】見る人に面して、着用者の肌に接触するオムツの表面を拡げて平坦にした状態で
、部分的に切り取った、図１のオムツの平面図である。
【図３】見る人に面して、着用者の肌に接触するオムツの表面を拡げて平坦にした状態の
、図１及び２のオムツの平面図である。
【図４】見る人に面して、着用者の肌に接触するオムツの表面を拡げて平坦にした状態の
例示的オムツの平面図である。
【図５】幼児の腰部及び脚部周囲に締結した状態の、図４のオムツの斜視図である。
【図６】見る人に面して、着用者の肌に接触するオムツの表面を拡げて平坦にした状態の
例示的オムツの平面図である。
【図７】幼児の腰部及び脚部周囲に締結した状態の、図６のオムツの斜視図である。
【図８】前締結具オフセット及び／又は後締結具オフセットを測定するために、平坦で、
収縮していない状態で固定された例示的オムツの図である。
【図９】前締結具オフセット及び／又は後締結具オフセットを測定するために、平坦で、
収縮していない状態で固定された例示的オムツの図である。
【図１０】前締結具オフセット及び／又は後締結具オフセットを測定するために、平坦で
、収縮していない状態で固定された例示的オムツの図である。
【図１１】締結状態でのオフセットを測定するために、円筒体に固定された例示的オムツ
の図である。
【符号の説明】
【００５６】
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　１０　オムツ
　２２　前部分
　２４　後部分
　３０　身体側ライナー
　３２　外カバー
　３４　吸収性芯
　３７　臍部切り込み
　４３　締結システム
　４４　後締結具
　４５　前締結具
　５０　臍を逃げる領域
　５２　スタビライザー
　５８　後締結具オフセット
　６０　前締結具オフセット
　６２　締結状態でのオフセット

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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