
JP 6203861 B2 2017.9.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸収性物品であって、
　前縁部（１０）と、
　前記前縁部と長手方向反対側の後縁部（１２）と、
　前記前縁部の中点から前記後縁部の中点へと延びる長手方向軸（８０）と、
　液体透過性トップシート（２４）と、
　液体不透過性バックシート（２５）と、
　少なくとも一部が前記トップシートと前記バックシートの中間に配置され、吸収性材料
を含むコアラップを含む、吸収性コア（２８）と、
を備え、
　前記コアラップは、第１材料（１６）及び第２材料（１６’）を含み、
　前記第１材料は、前記第２材料の周囲の少なくとも一部にＣラップを形成し、
　前記吸収性材料は、前記吸収性材料の少なくとも８０重量％の超吸収性ポリマーを含み
、
　前記吸収性コアは、前記吸収性ポリマーを含まず少なくとも一部が当該物品の前記長手
方向軸に向けられたチャネル（２６）を含み、
　前記チャネルは、前記長手方向軸に面する円弧状部分を有し、
　前記吸収性コアは矩形形状を有し、
　前記円弧状部分の曲率半径は一定であり、
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　前記円弧状部分の曲率半径は、少なくとも前記吸収性コアの横断方向寸法であり、
　前記第１材料は前記液体透過性トップシートのより近くに位置し、前記第１材料は前記
第２材料の下側へ延びている、吸収性物品。
【請求項２】
　前記吸収性コアは、前記超吸収性ポリマーを含まず少なくとも一部が当該物品の前記長
手方向に向けられた第２チャネル（２６’）を含み、
　前記チャネルは、前記長手方向軸に対して、前記第２チャネルと対称である、請求項１
に記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記吸収性コアは、前記チャネル、又は、前記超吸収性ポリマーを含まないポケット（
２９、３７）を含み、
　前記チャネル又は前記ポケットの一部が、前記長手方向軸上に位置する、請求項１又は
２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記チャネル又は前記ポケットは、前記後縁部に面する円弧状部分を有する、請求項３
に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記チャネル又は前記ポケットは、当該吸収性物品の第１側縁部（３）に面する円弧状
部分を有する、請求項３に記載の吸収性物品。
【請求項６】
　少なくとも一部が前記長手方向軸の両側で前記前縁部と前記後縁部との間に延びるバリ
アレッグカフ（３４）の対を含み、各バリアレッグカフが、前記トップシート又は前記バ
ックシートに接合された近位縁部（６４）と、自由端縁部（６６）と、を含む、請求項１
～５のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記チャネルの、前記長手方向軸と平行な直線との角度は、最大３０°である、請求項
１～６のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記コアラップは、内部に前記吸収性材料を含むために必要であるよりも大きな領域に
延びている、請求項１～７のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は全体的に、乳児用おむつ、トレーニングパンツ、成人用失禁製品、及び／又は
生理用ナプキンなどの、個人衛生用吸収性物品を対象としている。吸収性物品はそれぞれ
、チャネル及び／又はポケットを含み得る。
【背景技術】
【０００２】
　乳児のための使い捨ておむつ、歩き始めの幼児のトレーニングパンツ、成人用失禁下着
、及び／又は生理用ナプキンなどの、個人衛生用吸収性物品は、身体滲出物、特に大量の
尿又は経血を吸収及び収容するように設計される。これらの吸収性物品は、他の層の中で
もとりわけ、トップシート、バックシート、及びトップシートとバックシートとの間に配
置された吸収性コアなど、様々な機能をもたらすいくつかの層を含む。
【０００３】
　吸収性コアの機能は、例えば、おむつの場合は一晩など長時間にわたって排泄物を吸収
及び保持し、着用者が常に乾いているように再度濡れることを最小限にし、衣服又はベッ
ドシーツが汚れることを防ぐことである。現在市販されている、吸収性物品の大部分は、
粉砕木材パルプと吸収性ゲル化材料（ＡＧＭ）とも称される、特定の形態の超吸収性ポリ
マー（ＳＡＰ）とのブレンドである、吸収性材料を含む。吸収性材料としてＳＡＰから本
質的になるコア（いわゆる、「エアフェルトフリー」コア）を有する吸収性物品も提案さ
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れているが、伝統的な混合型コアほど一般的ではない。
【０００４】
　いくつかの吸収性物品は典型的には、液体及び他の身体滲出物の収容の改善をもたらす
レッグカフを含み得る。レッグカフはまた、レッグバンド、サイドフラップ、バリアカフ
、又は弾力性カフと称されることがある。通常、各レッグカフは、吸収性物品の使用中に
、効果的な封止をもたらすために、例えば、脚部開口部の領域において、トップシートと
バックシートとの間のおむつのシャーシに含まれる、１つ以上の弾性ストリング又は要素
を含む。吸収性物品のシャーシと実質的に平面にある、これらの伸縮性要素は、本明細書
においてガスケットカフと称される。レッグカフが、脚部と胴体の接合領域における流体
の収容を改善する、本明細書においてバリアレッグカフと称される、隆起した伸縮性のフ
ラップを含むこともまた有用である。
【０００５】
　吸収性物品は一般的に、高い吸収能力を有し、吸収性コアの重量及び堆積は、数倍にま
で増加し得る。この増加により、吸収性物品は、股部領域に液体が最大限に充填されると
、これが垂れ下がり、これによってバリアレッグカフと着用者の皮膚との接触が部分的に
弱くなることがある。これは、バリアレッグカフの機能の損失につながることがあり、漏
れの可能性が高くなる。
【０００６】
　この問題に対して様々な解決法が提示されてきたが、吸収性物品の漏れ防止を改善する
、追加的なチャネル及び／又はポケット構成により、この分野における利益が得られる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一実施形態において、本開示は、その一部が、前方腰縁部又は前縁部と、前方腰縁部と
長手方向反対側の後方腰縁部又は後縁部と、前方腰縁部の中点から後方腰縁部の中点へと
延びる長手方向軸とを含み得る、吸収性物品を対象とする。吸収性物品は、液体透過性ト
ップシートと、液体不透過性バックシートと、少なくとも一部が長手方向軸の両側の前方
腰縁部と後方腰縁部との間に延びている、バリアレッグカフの対とを含む場合がある。各
バリアレッグカフは、トップシート又はバックシートと接合された近位縁部と、自由端縁
部とを含み得る。吸収性物品は、少なくとも一部がトップシートとバックシートの中間に
配置された吸収性コアを含んでもよく、吸収性材料を封入するコアラップを含んでもよい
。コアラップは、第１材料及び第２材料を含み得る。第１材料は、第２材料周囲の少なく
とも一部にＣラップを形成してもよい。吸収性材料は、吸収性材料の少なくとも８０重量
％の超吸収性ポリマーを含んでもよい。吸収性コアは、超吸収性ポリマーを実質的に含ま
ず、少なくとも一部が物品の長手方向軸に向けられた、チャネルを含み得る。チャネルは
、長手方向軸に面する円弧状部分を有し得る。円弧状部分の接線と長手方向軸との間の角
度が、２０°以上であり得る。生理用ナプキンの実施形態を含む、他の実施形態もまた本
開示の範囲内である。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　添付図面と関連してなされる本開示の非限定的な実施形態の以下の説明を参照すること
により、本開示の上記の及び他の特徴及び利点、並びにそれらを達成する方法がより明ら
かとなり、本開示自体が一層よく理解されよう。
【図１】本開示の非限定的な実施形態により、いくつかの層が部分的に除去された、吸収
性物品の平面図である。
【図２】本開示の非限定的な実施形態による、図１の直線２－２の周辺でとった、吸収性
物品の断面図である。
【図３】本開示の非限定的な実施形態による、吸収性物品に液体が充填された、図２の吸
収性物品の図である。
【図４】本開示の非限定的な実施形態により、いくつかの層が部分的に除去された、別の
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吸収性物品の平面図である。
【図５】本開示の非限定的な実施形態による、図４の直線５－５の周辺でとった、吸収性
物品の断面図である。
【図６】本開示の非限定的な実施形態により、いくつかの層が部分的に除去された、図４
の吸収性物品の吸収性コアの平面図である。
【図７】本開示の非限定的な実施形態による、図６の直線７－７の周辺でとった、吸収性
コアの断面図である。
【図８】本開示の非限定的な実施形態による、図６の直線８－８の周辺でとった、吸収性
コアの断面図である。
【図９】本開示の非限定的な実施形態により、吸収性物品の吸収性コアの平面図である。
【図１０】本開示の非限定的な実施形態による、封入領域「ＥＡ」内における、チャネル
の長手方向長さに対してグラフ化された、図９の２つのチャネルの横方向幅の合計のプロ
ファイルである。
【図１１】本開示の非限定的な実施形態による、図１の直線Ａと直線Ｂとの間のチャネル
の長手方向長さに対してグラフ化された、図１のチャネルの一部の横方向幅の合計のプロ
ファイルである。
【図１２】本開示の非限定的な実施形態による、吸収性物品の吸収性コアの平面図である
。
【図１３】本開示の非限定的な実施形態による、図１２の直線Ｃと直線Ｄとの間のチャネ
ルの長手方向長さに対してグラフ化された、図１２のチャネル及びポケットの一部の横方
向幅の合計のプロファイルである。
【図１４】本開示の様々な非限定的な実施形態による、吸収性物品の吸収性コアの平面図
である。
【図１５】本開示の様々な非限定的な実施形態による、吸収性物品の吸収性コアの平面図
である。
【図１６】本開示の様々な非限定的な実施形態による、吸収性物品の吸収性コアの平面図
である。
【図１７】本開示の様々な非限定的な実施形態による、吸収性物品の吸収性コアの平面図
である。
【図１８】本開示の様々な非限定的な実施形態による、吸収性物品の吸収性コアの平面図
である。
【図１９】本開示の様々な非限定的な実施形態による、吸収性物品の吸収性コアの平面図
である。
【図２０】本開示の様々な非限定的な実施形態による、吸収性物品の吸収性コアの平面図
である。
【図２１】本開示の様々な非限定的な実施形態による、吸収性物品の吸収性コアの平面図
である。
【図２２】本開示の非限定的な実施形態による、層の一部が切り取られた、生理用ナプキ
ンである、吸収性物品の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本明細書に開示する、チャネル構成を有する吸収性物品の構造、機能、製造、及び使用
の原理、並びにその作成方法についての全体的な理解を提供するため、本開示の様々な非
限定的実施形態について以下に記載する。これらの非限定的な実施形態の１つ以上の実施
例が添付図面に示される。当業者であれば、本明細書に記載し添付図面に例示する、チャ
ネル構成を有する吸収性物品並びにその作成方法は非限定的な例示の実施形態であり、本
開示の様々な非限定的実施形態の範囲は請求項によってのみ定義されることを理解するで
あろう。１つの非限定的な実施形態に関連して示されるか又は説明される特徴を、他の非
限定的な実施形態の特徴と組み合わせてもよい。このような修正及び変形は、本開示の範
囲に含まれることが意図される。
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【００１０】
　緒言
　本明細書において使用するとき、用語「吸収性物品」とは、身体から排泄される様々な
排泄物を吸収及び収容するために、着用者の身体に対して、又はこれに近接して配置され
る乳幼児、子供、又は成人用のおむつ、トレーニングパンツ、生理用ナプキンなどの使い
捨て装置を指す。典型的には、これらの物品は、トップシート、バックシート、吸収性コ
ア、任意により獲得システム（これは１つ以上の層を含み得る）、及び典型的に他の構成
要素を含み、通常吸収性コアが少なくとも一部、バックシートと獲得システムとの間、又
はトップシートとバックシートとの間に配置されている。本開示の吸収性物品は、以下の
説明及び図において、テープ付きおむつの形態で更に例示される。しかしながら、この記
載は請求範囲を限定するものとみなされるべきではない。したがって、本開示は、任意の
好適な形態の吸収性物品に適用される（例えば、トレーニングパンツ、成人用失禁製品、
生理用ナプキンなど）。
【００１１】
　本明細書で使用する場合、用語「不織布ウェブ」は、一方向に又は不規則に配向され、
摩擦、及び／又は粘着、及び／又は接着により固着された繊維の、人造シート、ウェブ、
又はバットを指し、紙と、ニードル加工の有無を問わず、織られた、編まれた、房状の、
糸若しくはフィラメントの結合を組み込んでステッチボンドされた、又は湿式ミリングに
よるフェルト加工された製品と、を除く。繊維は天然起源のものであっても人工起源のも
のであってもよく、ステープル又は連続フィラメントであっても、若しくはその場で形成
されてもよい。市販の繊維は、約０．００１ｍｍ未満から約０．２ｍｍ超の範囲の直径を
有し得、短繊維（ステープル繊維又は細断繊維として知られる）、連続単繊維（フィラメ
ント又はモノフィラメント）、連続フィラメントの撚っていない束（麻くず）、及び連続
フィラメントの撚り束（編み糸）などのいくつかの異なる形態によって提供され得る。不
織布ウェブは、メルトブロー、スパンボンド、溶媒紡糸、電界紡糸、カード及びエアレイ
などの多くのプロセスにより形成され得る。不織布ウェブの坪量は、通常は、グラム毎平
方メートル（ｇ／ｍ２、又はｇｓｍ）で表される。
【００１２】
　本明細書において使用するとき、用語「接合された」、又は「結合された」、又は「取
り付けられた」は、１つの要素を他の要素に直接固着することによりその要素を他の要素
に直接固定した形体と、１つの要素を中間部材に固着し、次にその中間部材を他の要素に
固着することによりその要素を他の要素に間接的に固定した形体とを包含する。
【００１３】
　吸収性物品の一般的な記載
　乳児用おむつ２０の形態である、本開示による代表的な吸収性物品が、図１～３に示さ
れる。図１は広げた状態の代表的なおむつ２０の平面図であり、おむつ２０の構造をより
明瞭に示すために構造体の一部が切り取られている。本開示は、多種多様なおむつ又はそ
の他の吸収性物品類を製造するために用いられ得るため、このおむつ２０は例示目的のみ
のために示される。
【００１４】
　吸収性物品は、液体透過性トップシート２４、液体不透過性バックシート２５、少なく
とも一部がトップシート２４とバックシート２５との間に位置付けられた吸収性コア２８
、及びバリアレッグカフ３４を含み得る。吸収性物品はまた、獲得分布システム（「ＡＤ
Ｓ」）５０を含んでもよく、これは示される実施例においては、分配層５４、及び獲得層
５２を含み、以下により詳細に記載される。吸収性物品はまた、典型的にはトップシート
及び／又はバックシートを介して吸収性物品のシャーシへと結合され、おむつのシャーシ
と実質的に平面にある、伸縮性ガスケットカフ３２を含み得る。
【００１５】
　図はまた、物品の後縁部に向かって取り付けられ、物品の前部のランディングゾーン４
４と協働する、接着性タブ４２を含む、締結システムなどの典型的なテープ付きオムツ構
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成要素を示す。吸収性物品はまた、例えば、後方弾性縁部機構、前方弾性縁部機構、横方
向バリアカフ、及び／又はローションの適用など、他の典型的な要素（示されていない）
を含んでもよい。
【００１６】
　吸収性物品２０は、前方腰縁部１０、前方腰縁部１０と長手方向反対側の後方腰縁部１
２、第１側縁部３、及び第１側縁部３と横方向反対側の第２側縁部４を含む。前方腰縁部
１０は、着用の際に、ユーザの前部に向かうように配置されることを意図された物品の縁
部であり、後方腰縁部１２は反対の縁部である。吸収性物品は、前方腰縁部１０の横方向
中点から、物品の後方腰縁部１２の横方向中点まで延びる、長手方向軸８０を有してもよ
く、これは物品を平坦に配置して図１の上方から観察した際に、物品を長手方向軸８０を
中心に２つの実質的に対称な半体に分割する。吸収性物品はまた、第１側縁部３の長手方
向中点から、第２側縁部４の長手方向中点まで延びる横方向軸９０を有してもよい。物品
の長さＬは、長手方向軸８０に沿って、前方腰縁部１０から後方腰縁部１２まで測定され
得る。物品の幅は、第１側縁部３から第２側縁部４まで、横方向軸９０に沿って測定され
得る。物品は、物品２０の前縁部１０から始まって、Ｌの５分の２（２／５）の距離にお
いて、長手方向軸上に位置する点として定義される、股部点Ｃを含み得る。物品は、前方
腰部領域５、後方腰部領域６、及び股部領域７を含み得る。前方腰部領域、後方腰部領域
、及び股部領域はそれぞれ、吸収性物品の長手方向長さの１／３を画定する。
【００１７】
　トップシート２４、バックシート２５、吸収性コア２８、及び他の物品の構成要素は特
に、例えば、接着剤又は熱エンボス加工により、様々な構成で組み立てることができる。
代表的なおむつの構成は、一般的に、米国特許番号第３，８６０，００３号、同第５，２
２１，２７４号、同第５，５５４，１４５号、同第５，５６９，２３４号、同第５，５８
０，４１１号、及び同第６，００４，３０６号に記載される。吸収性物品は薄くてもよい
。物品の後部点Ｃ又は股部領域７におけるキャリパーは、例えば、４．０ｍｍ～１２．０
ｍｍ、又は代替的に６．０ｍｍ～１０．０ｍｍであり得る。
【００１８】
　吸収性コア２８は、少なくとも８０重量％、少なくとも９０重量％、少なくとも９５重
量％、又は少なくとも９９重量％の超吸収性ポリマー、及び超吸収性ポリマーを封入する
コアラップを含み得る。コアラップは典型的には、コアの上側及び下側用に、２つの材料
、基材、又は不織布材料１６、及び１６’を含み得る。４つのチャネル２６、２６’、及
び２７、２７’として図１に示される１つ以上のチャネルを含んでもよい。
【００１９】
　ここから、物品のこれらの、及び他の構成要素が、より詳細に記載される。
【００２０】
　トップシート
　トップシート２４は、着用者の肌に直接接する吸収性物品の一部である。トップシート
２４は、バックシート２５、コア２８及び／又は当業者により既知の他のいずれかの層に
接合され得る。通常、トップシート２４及びバックシート２５は、一部の場所（例えばお
むつ外周部上又はおむつ外周部に近接した）で互いに直接接合され、他の場所では、おむ
つ２０の１つ以上の他の要素にこれらを直接接合することにより、互いに間接的に接合さ
れる。
【００２１】
　トップシート２４は、柔軟であり、柔軟な感触を有し、着用者の皮膚に対する刺激がな
くてもよい。トップシート２４の少なくとも一部が、液体透過性であり、液体がその厚さ
を通じて容易に浸透できるようにしてもよい。適切なトップシートは、例えば、多孔質発
泡体、網状発泡体、孔あきプラスチックフィルム、あるいは天然繊維（例えば、木材繊維
若しくは綿繊維）、合成繊維若しくはフィラメント（例えば、ポリエステル繊維若しくは
ポリプロピレン繊維若しくはＰＥ／ＰＰの２成分繊維又はこれらの混合物）、又は天然繊
維と合成繊維との組み合わせの織布若しくは不織布材料などの、広範囲の材料から製造さ
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れ得る。トップシート２４が繊維を含む場合、繊維は、スパンボンド処理、カード処理、
湿式堆積処理、メルトブロー処理、水流交絡処理、又は当該技術分野において既知の別の
方法で処理されてよく、特にスパンボンドＰＰ不織布である。短繊維長ポリプロピレン繊
維のウェブからなる好適なトップシートとして、Ｖｅｒａｔｅｃ，Ｉｎｃ．，ａ　Ｄｉｖ
ｉｓｉｏｎ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｐａｐｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ，（Ｗａ
ｌｐｏｌｅ，ＭＡ）から、Ｐ－８の製品名にて製造されるものがある。
【００２２】
　好適に形成されたフィルムトップシートはまた、米国特許番号第３，９２９，１３５号
、同第４，３２４，２４６号、同第４，３４２，３１４号、同第４，４６３，０４５号、
及び同第５，００６，３９４号に記載される。他の好適なトップシート３０は、Ｃｕｒｒ
ｏ　ｅｔ　ａｌ．に発行された米国特許第４６０９５１８号及び同第４６２９６４３号に
従って製造されてもよい。そのように形成されたフィルムは、Ｃｉｎｃｉｎｎａｔｉ，Ｏ
ｈｉｏのＴｈｅ　Ｐｒｏｃｔｅｒ　＆　Ｇａｍｂｌｅ　Ｃｏｍｐａｎｙの「ＤＲＩ－ＷＥ
ＡＶＥ」、及びＴｒｅｄｅｇａｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｒｉｃｈｍｏｎｄ，ＶＡに
拠点）の「ＣＬＩＦＦ－Ｔ」として入手できる。
【００２３】
　トップシート２４の任意の部分が、当該技術分野で既知のローションでコーティングさ
れてよい。好適なローションの例としては、米国特許番号第５，６０７，７６０号、同第
５，６０９，５８７号、同第５，６４３，５８８号、同第５，９６８，０２５号、及び同
第６，７１６，４４１号に記載のものが挙げられる。トップシート２４は更に、抗菌剤を
含むか、又は抗菌剤で処理されてもよく、その例のいくつかは国際特許公開第９５／２４
１７３号に開示されている。更に、トップシート２４、バックシート２５、又はトップシ
ート若しくはバックシートの任意の部分は、より布様の外観をもたらすために、エンボス
加工及び／又はつや消し仕上げされてもよい。
【００２４】
　トップシート２４は、尿及び／又は糞便（固体、半固体、又は液体）などの、排出物の
トップシート２４への浸透を容易にするための１つ以上の開口を含んでもよい。少なくと
も一次開口のサイズは、所望の排泄物封入性能を得るために重要である。一次開口が小さ
過ぎると、排泄物は、排泄物源と開口位置との位置あわせがよくないことが原因で、ある
いは開口より大きい直径を有する糞便の塊が原因で、開口を通過しないことがある。開口
が大き過ぎると、物品からの「再湿潤」によって汚される可能性のある皮膚の領域が拡大
する。典型的には、おむつの表面の開口部の総面積は、約１０ｃｍ２～約５０ｃｍ２、又
は約１５ｃｍ２～３５ｃｍ２の面積であってもよい。有孔のトップシートの例は、ＢＢＡ
　ＮＯＮＷＯＶＥＮＳ　ＳＩＭＰＳＯＮＶＩＬＬＥに譲渡された、米国特許番号第６６３
２５０４号に開示される。国際特許公開第２０１１／１６３５８２号にも、１２～１８ｇ
ｓｍの坪量を有し、かつ複数の結合点を有する、好適な着色トップシートが開示されてい
る。接合箇所のそれぞれは、２ｍｍ２～５ｍｍ２の表面積を有し、複数の接合箇所の累積
表面積は、トップシートの総表面積の１０～２５％である。
【００２５】
　典型的なおむつトップシートは、約１０～約２１ｇｓｍ、又は約１２～約１８ｇｓｍの
坪量を有するが、他の坪量も本開示の範囲内である。
【００２６】
　バックシート
　バックシート２５は、概して、その中に吸収して封じ込められた排泄物がベッドシーツ
や下着などの物品を汚すのを防止する、又は少なくとも妨げる、吸収性コア２８の衣類に
面する表面に隣接して位置付けられる物品２０の部分である。バックシート２５は典型的
には、液体（例えば、尿）に対して不透過性であるか、又は実質的に不透過性である。バ
ックシートは、例えば、厚さが約０．０１２ｍｍ～約０．０５１ｍｍである熱可塑性フィ
ルムなどの薄型プラスチックフィルムであってもよく、又はそれを含んでもよい。例示的
なバックシートフィルムは、Ｔｒｅｄｅｇａｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｒｉｃｈｍｏ
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ｎｄ、ＶＡに拠点）により製造され、商標名ＣＰＣ２フィルムで販売されるものを含む。
他の好適なバックシート材としては、おむつ２０から蒸気を逃す一方で、依然として排泄
物がバックシート２５を通過することを防ぐ、又は少なくとも妨げる通気性材料が挙げら
れる。代表的な通気性のある材料として、織布ウェブ、不織布ウェブ、フィルム被覆され
た不織布ウェブなど複合材料などの材料や、日本国の三井東圧化学株式会社により、表記
ＥＳＰＯＩＲで製造され、かつＴｒｅｄｅｇａｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｒｉｃｈｍ
ｏｎｄ、ＶＡ）によって、表記ＥＸＡＩＲＥで販売されているような、微孔性フィルム、
及びＨＹＴＥＬ　ｂｌｅｎｄ　Ｐ１８－３０９７の商品名にて、Ｃｌｏｐａｙ　Ｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ（Ｃｉｎｃｉｎｎａｔｉ、ＯＨ）により製造されたモノリシックフィルム
を挙げることができる。
【００２７】
　バックシート２５は、当該技術分野において既知のいずれかの取り付け方法により、ト
ップシート２４、吸収性コア２８、及び／又はおむつ２０の他のいずれかの要素に接合さ
れてもよい。好適な取り付け方法は、トップシート２４を物品２０の他の要素に接合する
ための方法に関し、先に記載されている。例えば、取り付け方法としては、接着剤の連続
的な層、接着剤のパターン化層、又は接着剤の別個の線、螺旋、又は点の配列を使用する
ことが挙げられる。好適な取り付け方法は、米国特許番号第４，５７３，９８６号に開示
される、接着剤のフィラメントの開いたパターンネットワークを含む。他の好適な取り付
け方法としては、米国特許番号第３，９１１，１７３号、同第４，７８５，９９６号、及
び同第４，８４２，６６６号に示される装置及び方法により例示されるように、螺旋パタ
ーンへ渦巻状にした接着剤フィラメントのいくつかの線を使用することが挙げられる。良
好であることがわかっている接着剤は、Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭｉｎｎｅｓｏｔａのＨ．Ｂ．
Ｆｕｌｌｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙにより製造され、ＨＬ－１６２０、及びＨＬ　１３５８－
ＸＺＰとして市販されている。あるいは、取り付け方法は、当業者に既知である、熱結合
、圧力結合、超音波結合、動的機械的結合、若しくは他のいずれかの好適な取り付け方法
又はこれらの取り付け方法の組み合わせの使用を含み得る。
【００２８】
　吸収性コア
　本明細書において使用するとき、用語「吸収性コア」は、最も高い吸収能力を有し、吸
収性材料を含み、吸収性材料を封入するコアラップを含む、物品の個別の要素を指す。用
語「吸収性コア」は、獲得－分配システム、若しくは層、又はコアラップの一体部分では
なく、コアラップの内部にも配置されない、物品の他のいずれの構成要素を含まない。コ
アは、コアラップ、下記に定義される吸収性材料、コアラップ内に封入される接着剤を含
むか、これらから本質的になるか、又はこれらからなり得る。
【００２９】
　本開示の吸収性コア２８は、コアラップ内に封入された、多量の超吸収性ポリマー（本
明細書においては「ＳＡＰ」と略される）を備える、吸収性材料を含み得る。ＳＡＰは、
コアラップ内に収容された吸収性材料の、７０重量％～１００重量％、又は少なくとも７
０重量％、７５重量％、８０重量％、８５重量％、９０重量％、９５重量％、９９重症％
、又は１００重量％を呈し得る。コアラップは、吸収性コア内のＳＡＰの割合を評価する
目的にあたり、吸収性材料とみなされない。
【００３０】
　「吸収性材料」とは、例えば、ＳＡＰ、セルロース繊維、加えて合成繊維などの、一定
の吸収特性又は液体保持特性を有する材料を意味する。典型的には吸収性コアを作製する
ために使用される接着剤は、吸収特性を有さず、吸収性材料とはみなされない。ＳＡＰ含
有量は、例えば、コアラップ内に収容される吸収性材料の８０重量％超、少なくとも８５
重量％、少なくとも９０重量％、少なくとも９５重量％、少なくとも９９重量％、及び更
に最大１００重量％までであり得る。これは、セルロース繊維の４０～６０重量％のＳＡ
Ｐ及び多量のセルロース繊維を含む、従来的なコアと比べて、比較的薄いコアをもたらす
。吸収性材料は特に、１５重量％未満、又は１０重量％未満の天然又は合成繊維、５重量
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％未満、３重量％未満、２重量％未満、１重量％未満の天然及び／又は合成繊維を含むこ
とがあり、あるいは更に実質的にこれを含まないことがある。吸収性材料は好適には、エ
アフェルト（セルロース）繊維を殆ど、又は全く含まず、特に吸収性コアは、吸収性コア
の１５重量％、１０重量％、５重量％、３重量％、２重量％、１重量％未満のエアフェル
ト（セルロース）繊維を含んでもよく、又は更にこれを実質的に含まないことがある。
【００３１】
　図４～５の吸収性物品の代表的な吸収性コア２８が、図６～８に別個に示される。吸収
性コアは、前側２８０、後側２８２、及び前側２８０を後側２８２と接合する２つの長手
方向側部２８４、２８６を含み得る。吸収性コアはまた、ほぼ平坦な上側、及びほぼ平坦
な下側を含み得る。コアの前側２８０は、吸収性物品の前方腰縁部１０に向けて配置され
ることを意図されるコアの側である。コア２８は、図１の平面図を上部から見た際の、物
品の長手方向軸８０と実質的に対応する長手方向軸８０’を有し得る。一実施形態におい
て、特定の物品の前部においてより高い吸収性が要求され得るために、後側よりも前側に
向かってより多量に吸収性材料が分配されてもよい。一実施形態において、コアの前側及
び後側は、コアの長手方向側部よりも短いことがある。コアラップは、２つの不織布材料
、基材、ラミネート、又は他の材料１６、１６’により形成されてもよく、これらは少な
くとも一部が吸収性コアの側部に沿って封止され得る。コアラップは、少なくとも一部が
、その前側２８０、後側２８２、及び２つの長手方向側部２８４、２８６に沿って封止さ
れ、吸収性材料が吸収性コアラップから実質的に漏れ出ないようにしてもよい。第１材料
、基材、又は不織布１６は、第２材料、基材、又は不織布１６’の少なくとも一部を囲み
、図７に例示されるようにコアラップを形成してもよい。第１材料１６は、第１側縁部２
８４、及び第２側縁部２８６に近接する、第２材料１６’の一部を囲むことがある。
【００３２】
　本開示の吸収性コアは、コアラップ内のＳＡＰを不動化するのに役立ち、及び／又は、
特にコアラップが２つ以上の基材から作製されるときにコアラップの一体性を確保するた
めに、接着剤を含み得る。コアラップは、内部に吸収性材料を含むために厳密に必要であ
るよりも、大きな領域に及び得る。
【００３３】
　様々なコア設計で比較的多量のＳＡＰを含むコアは、米国特許番号第５，５９９，３３
５号（Ｇｏｌｄｍａｎ）、欧州特許１，４４７，０６６号（Ｂｕｓａｍ）、国際特許公開
第９５／１１６５２号（Ｔａｎｚｅｒ）、米国特許公開番号２００８／０３１２６２２Ａ
１号（Ｈｕｎｄｏｒｆ）、及び国際特許公開第２０１２／０５２１７２号（Ｖａｎ　Ｍａ
ｌｄｅｒｅｎ）号に開示される。
【００３４】
　吸収性材料は、コアラップ内に存在する連続的な層であり得る。他の実施形態において
、吸収性材料は、コアラップ内に封入された吸収性材料の個別のポケット又はストライプ
を含むことがある。第１の場合において、吸収性材料は例えば、吸収性材料の単一の連続
的層の適用により得られることがある。吸収性材料、特にＳＡＰの連続的な層はまた、非
連続的な吸収性材料適用パターンを有する２つの吸収性層を組み合わせることにより得る
ことができ、生じる層は、例えば、米国特許公開番号第２００８／０３１２６２２Ａ１（
Ｈｕｎｄｏｒｆ）に開示されるように、吸収性粒子ポリマー材料領域にわたって実質的に
連続的に分布する。吸収性コア２８は、第１吸収性層及び第２吸収性層を含み得る。第１
吸収性層は、第１材料１６、及び吸収性材料（１００％以下のＳＡＰであり得る）の第１
層６１を含み得る。第２吸収性層は第２材料１６’、及び吸収性材料（やはり１００％以
下のＳＡＰであり得る）の第２層６２を含み得る。吸収性コア２８はまた、吸収性材料６
１、６２の各層を、その対応する材料１６、１６’に少なくとも部分的に結合する、線維
性熱可塑性接着剤５１を含み得る。これは図７～８に例として例示され、第１及び第２Ｓ
ＡＰ層は、その対応する基材上に、所望の吸収性材料堆積領域と同じ幅を有する横方向の
縞又は「ランド領域」として、組み合わされる前に、適用されている。縞は、コア８０の
長手方向軸に沿ってプロファイルを伴う坪量（profiled basis weight）をもたらすため
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に、様々な量の吸収性材料（ＳＡＰ）を含み得る。第１材料１６及び第２材料１６’は、
コアラップを形成し得る。
【００３５】
　線維性熱可塑性材料５１は、ランド領域の吸収性材料６１、６２と少なくとも部分的に
接触し、接合領域の材料１６及び１６’と少なくとも部分的に接触し得る。このことは、
それ自体が本質的に長さ方向及び幅方向の寸法に比べて比較的小さい厚さの二次元構造体
である熱可塑性接着剤材料５１の繊維性層に、本質的に三次元の構造を付与する。これに
より線維性熱可塑性接着材料は、ランド領域の吸収性材料を被覆するために空洞をもたら
し、これにより吸収性材料（これは１００％以下のＳＡＰ）を不動化することができる。
【００３６】
　熱可塑性接着剤材料５１は、ＡＳＴＭ法Ｄ－３６－９５「環球法」によって測定すると
き、５０℃～３００℃の範囲の軟化点を有する、単一の熱可塑性ポリマー若しくは熱可塑
性ポリマーのブレンドをその全体に含み得、並びに／又は熱可塑性接着剤材料は、粘着付
与樹脂、可塑剤、及び酸化防止剤などの添加剤など、その他の熱可塑性希釈剤と組み合わ
せた少なくとも１つの熱可塑性ポリマーを含む、ホットメルト接着剤であってもよい。
【００３７】
　線維性層に使用される熱可塑性接着剤は、ＳＡＰ層上に繊維により形成されるウェブは
、ＳＡＰが膨張するに伴って伸張することができるように、エラストマー特性を有し得る
。例示的なエラストマーホットメルト接着剤としては、エチレンビニルアセテート、ポリ
ウレタン、硬質成分（一般にはポリプロピレン又はポリエチレンなどの結晶質ポリオレフ
ィン）及び軟質成分（エチレン－プロピレンゴムなど）のポリオレフィンブレンドなどの
熱可塑性エラストマー、ポリ（エチレンテレフタレート－コ－エチレンアゼレート）など
のコポリエステル、及びＡ－Ｂ－Ａブロックコポリマーとして指定される熱可塑性末端ブ
ロックとゴム状中間ブロックとを有する熱可塑性エラストマーブロックコポリマー：構造
が異なるホモポリマー又はコポリマーの混合物（例えばポリエチレン又はポリスチレンと
Ａ－Ｂ－Ａブロップコポリマーとの混合物）、熱可塑性エラストマーと低分子量の樹脂改
質剤との混合物（例えばスチレンーイソプレン－スチレンブロックコポリマーとポリスチ
レンとの混合物）、並びに本明細書で説明するエラストマーホットメルト感圧接着剤が挙
げられる。これらのタイプのエラストマーホットメルト接着剤は、１９８８年３月１５日
にＫｏｒｐｍａｎに発行された、米国特許第４，７３１，０６６号に、より詳細に説明さ
れる。
【００３８】
　熱可塑性接着材料は繊維として塗布され得る。繊維は、約１～約５０マイクロメートル
、又は約１～約３５マイクロメートルの平均厚さ、及び約５ｍｍ～約５０ｍｍ、又は約５
ｍｍ～約３０ｍｍの平均長さ（特に、上記の範囲内の０．１マイクロメートル刻みの全て
の値、及びそれらの内部に又はそれらにより形成されるいずれかの範囲）を有してもよい
。材料１６又は１６’、又は任意の他の層、特に任意の他の不織布層に対する熱可塑性接
着材料の接着性を改善するために、かかる層は、補助接着剤により前処理されてもよい。
繊維は互いに接着して、メッシュとも説明され得る繊維層を形成する。
【００３９】
　超吸収性ポリマー（ＳＡＰ）
　「超吸収性ポリマー」（「ＳＡＰ」）は、本明細書で使用される場合、遠心分離保持容
量（ＣＲＣ）試験（ＥＤＡＮＡ法ＷＳＰ　２４１．２－０５Ｅ）を使用して測定したとき
に、０．９％の生理食塩水溶液をその重量の少なくとも１０倍吸収可能な架橋ポリマー材
料である、吸収性材料を指す。使用されるＳＡＰは、２０ｇ／ｇ超、２４ｇ／ｇ超、２０
～５０ｇ／ｇ、２０～４０ｇ／ｇ、又は２４～３０ｇ／ｇ（特に、上記の範囲内の０．１
ｇ／ｇ刻みの全ての値、及びそれらの内部に又はそれらにより形成されるいずれかの範囲
）のＣＲＣ値を有し得る。本開示で有用なＳＡＰとしては、様々な、非水溶性ではあるが
大量の流体を吸収できる水膨潤性のポリマーが挙げられる。
【００４０】



(11) JP 6203861 B2 2017.9.27

10

20

30

40

50

　超吸収性ポリマーは、乾燥状態で流動可能となるような粒子形態を有し得る。粒子状吸
収性ポリマー材料は、ポリ（メタ）アクリル酸ポリマーから形成され得る。しかしながら
、デンプン系粒子状吸収性ポリマー材料、並びにポリアクリルアミドコポリマー、エチレ
ン無水マレイン酸コポリマー、架橋カルボキシメチルセルロース、ポリビニルアルコール
コポリマー、架橋ポリエチレンオキシド、及びポリアクリロニトリルのデンプングラフト
化コポリマーを用いてもよい。超吸収性ポリマーは、内部及び／又は表面架橋されたポリ
アクリル酸塩及びポリアクリル酸ポリマーであってもよい。好適な材料は例えば、ＰＣＴ
特許出願番号国際特許公開第０７／０４７５９８号、同第０７／０４６０５２号、同第２
００９／１５５２６５号、及び同第２００９／１５５２６４号に記載される。いくつかの
実施形態により、好適な超吸収性ポリマー粒子は、例えば、国際特許公開第２００６／０
８３５８４号に記載される一般的に既知の製造プロセスにより得ることができる。超吸収
性ポリマー粒子は、内部で架橋されてよく、即ち、重合は、ポリマー網状組織へとフリー
ラジカル的に共重合され得る、２つ以上の重合可能な基を有する化合物の存在下において
行なわれる。有用な架橋剤としては、例えばエチレングリコールジメタクリレート、ジエ
チレングリコールジアクリレート、アリルメタクリレート、トリメチロールプロパントリ
アクリレート、トリアリルアミン、欧州特許第Ａ５３０４３８号に記載されるテトラアリ
ルオキシエタン、同第Ａ５４７８４７号、同第Ａ５５９４７６号、同第Ａ６３２０６８号
、国際特許公開第９３／２１２３７号、同第０３／１０４２９９号、同第０３／１０４３
００号、同第０３／１０４３０１号及び独国特許出願第Ａ１０３３１４５０号に記載され
るジ－及びトリアクリレート類、同第１０３３１４５６号、及び同第Ａ１０３５５４０１
号に記載されるような、アクリレート基とエチレン性不飽和基とを更に含む混合アクリレ
ート類、又は例えば独国特許第Ａ１９５４３３６８号、同第Ａ１９６４６４８４号、国際
特許公開第９０／１５８３０号及び同第０２／３２９６２号に記載されるような架橋剤混
合物、加えて国際特許公開第２００９／１５５２６５号に記載の架橋剤が挙げられる。超
吸収性ポリマー粒子は、外部に表面架橋されてもよく、又は後架橋されてもよい。有用な
後架橋剤としては、ポリマーのカルボキシレート基と共有結合を形成可能な２つ以上の基
を含む化合物が挙げられる。有用な化合物としては、例えば欧州特許Ａ０８３０２２号、
同Ａ５４３３０３号及び同第Ａ９３７７３６号に記載されるアルコキシシリル化合物、ポ
リアジリジン、ポリアミン、ポリアミドアミン、ジ－又はポリグリシジル化合物、独国特
許出願Ｃ３３１４０１９号に記載される多価アルコール類、独国特許出願Ａ４０２０７８
０号に記載される環状炭酸塩、同第Ａ１９８０７５０２号に記載されるＮ－（２－ヒドロ
キシエチル）－２－オキサゾリドン等の２－オキサゾリドン及びそれの誘導体、同Ａ１９
８０７９９２号に記載されるビス－及びポリ－２－オキサゾリドン、同Ａ１９８５４５７
３号に記載される２－オキソテトラヒドロ－１，３－オキサジン及びそれの誘導体、同Ａ
１９８５４５７４号に記載されるＮ－アシル－２－オキサゾリドン、同Ａ１０２０４９３
７号に記載される環状ウレアーゼ、同Ａ１０３３４５８４号に記載される二環式アミドア
セタール、欧州特許Ａ１１９９３２７号に記載されるオキセタン及び環状ウレアーゼ、並
びに国際特許公開第０３／０３１４８２号に記載されるモルホリン－２，３－ジオン及び
それの誘導体を含む。
【００４１】
　いくつかの実施形態において、ＳＡＰは、例えば、ナトリウム対イオンを有する、６０
％～９０％、又は約７５％の中和度を有する、ポリアクリル酸ポリマー／ポリアクリレー
トポリマーから形成され得る。
【００４２】
　本開示に有用なＳＡＰは、様々な形状であってもよい。「粒子」という用語は、顆粒、
繊維、フレーク、球体、粉末、小板、並びに超吸収性ポリマー粒子の当業者に既知のその
他の形状及び形態のことを指す。いくつかの実施形態では、ＳＡＰ粒子は、繊維の形状、
即ち細長い針状の超吸収性ポリマー粒子であってもよい。これらの実施形態において、超
吸収性ポリマー粒子は、約１ｍｍ未満、通常約５００μｍ未満、又は２５０μｍ～５０μ
ｍ（特に、上記の範囲内の１μｍ刻みの全ての値、及びそれらの内部に又はそれらにより
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形成されるいずれかの範囲）の小さな寸法（すなわち、繊維の直径）を有し得る。繊維の
長さは、約３ｍｍ～１００ｍｍであり得る（特に、上記の範囲内の１ｍｍ刻みの全ての値
、及びそれらの内部に又はそれらにより形成されるいずれかの範囲）。繊維はまた、織る
ことのできる長いフィラメントの形態であってもよい。
【００４３】
　ＳＡＰは、球状粒子である。繊維とは対照的に、「球状粒子」は、微粒子の最長粒子寸
法対最短粒子寸法の比が１～５の範囲内である、最長及び最短の寸法を有し、値１は完全
な球形粒子と等しく、値５は、かかる球形粒子から幾分か逸脱する。超吸収性ポリマー粒
子は、ＥＤＡＮＡ法ＷＳＰ　２２０．２－０５により測定した際に、８５０μｍ未満、５
０～８５０μｍ、１００～７１０μｍ、又は１５０～６５０μｍ（特に、上記の範囲内の
１μｍ刻みの全ての値、及びそれらの内部に又はそれらにより形成されるいずれかの範囲
）の粒形を有し得る。比較的小さな粒径を有するＳＡＰは、液体排泄物と接する吸収性材
料の表面積の増加に役立ち、したがって液体排泄物の素早い吸収を助け得る。
【００４４】
　ＳＡＰは、４５μｍ～４０００μｍ、より具体的に４５μｍ～約２０００μｍ、又は約
１００μｍ～約１０００、８５０、又は６００μｍの範囲（特に、上記の範囲内の１μｍ
刻みの全ての値、及びそれらの内部に又はそれらにより形成されるいずれかの範囲）の粒
形を有し得る。粒子形態の材料の粒径分布は、例えば乾式篩分け分析試験（ＥＤＡＮＡ　
４２０．０２「Ｐａｒｔｉｃｌｅ　Ｓｉｚｅ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ」）によって決
定され得る。
【００４５】
　本明細書におけるいくつかの実施形態において、超吸収性材料は、ＥＰ－Ａ－０，６９
１，１３３において説明される方法により測定され得るように、最大２ｍｍ、５０マイク
ロメートル～２ｍｍ、若しくは１ｍｍ、又は１００μｍ、２００μｍ、３００μｍ、４０
０μｍ、５００μｍ、１０００μｍ、８００μｍ、又は７００μｍまでの質量中央粒径を
備える、粒子の形態であり得る。本開示の実施形態では、超吸収性ポリマー材料は、粒子
の形態であり、少なくとも８０重量％は、５０μｍ～１２００μｍのサイズであり、上記
の任意の範囲の組み合わせの間の質量中央粒径を有する粒子である。加えて、又は本開示
の別の実施形態において、粒子は本質的に球形であり得る。本開示の更に別の、又は追加
的な実施形態において、超吸収性ポリマー材料は、大部分（例えば、少なくとも８０重量
％、少なくとも９０重量％、少なくとも９５重量％、又は更に少なくとも９９重量％）の
粒子が、５０μｍ～１０００μｍ、１００μｍ～８００μｍ、又は２００μｍ～６００μ
ｍ（特に、上記の範囲内の１μｍ刻みの全ての値、及びそれらの内部に又はそれらにより
形成されるいずれかの範囲）の比較的狭い粒径の範囲を有してもよい。
【００４６】
　ＳＡＰの表面は、例えば、カチオン性ポリマーでコーティングされてもよい。特定のカ
チオン性ポリマーは、ポリアミン又はポリイミン材料を含んでもよい。いくつかの実施形
態では、ＳＡＰは、米国特許第７，５３７，８３２　Ｂ２号に開示されるようなキトサン
材料でコーティングされてもよい。いくつかの他の実施形態では、ＳＡＰは、国際特許公
開第９９／３４８４１号及び同第９９／３４８４２号に開示されるものなどの混合床イオ
ン交換吸収性ポリマーを含んでもよい。
【００４７】
　吸収性コアは、１種以上のＳＡＰを含んでもよい。
【００４８】
　ほとんどの吸収性物品において、着用者からの液体排出は、物品、特におむつの前方半
分において主に生じる。物品の前方半分（前方縁部と、前方腰縁部１０又は後方腰縁部１
２から、Ｌの半分の距離に位置する横断線との間の区域により画定される）はしたがって
、コアの吸収能力の大部分を含み得る。ＳＡＰの少なくとも６０％、又はＳＡＰの少なく
とも６５％、７０％、７５％、８０％、又は８５％が、吸収性物品の前方半分に位置して
もよく、残りのＳＡＰは吸収性物品の後側半分に配置される。他の実施形態において、Ｓ
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ＡＰ分布は、コアにわたって均一であってもよく、又は他の好適な分布を有してもよい。
【００４９】
　吸収性コアに存在するＳＡＰの合計量は、想定されるユーザに応じて変動してもよい。
新生児のおむつは、乳幼児、子供、又は大人用失禁おむつよりも必要とされるＳＡＰが少
ないことがある。コア内のＳＡＰの量は、約５～６０ｇ、又は５～５０ｇ（特に、特定の
範囲、及びその中又は付近のいずれかの範囲の０．１刻みの全ての値）であり得る。ＳＡ
Ｐの（複数が存在する場合「少なくとも１つの」）堆積領域８内の平均ＳＡＰ坪量は、少
なくとも５０、１００、２００、３００、４００、５００ｇ／ｍ２以上であってもよい。
吸収性材料堆積面積８のチャネル（例えば、２７、２７’）の面積は、平均坪量を算出す
るために、吸収性材料堆積面積から推定される。
【００５０】
　コアラップ
　コアラップは、吸収性材料の周囲に折りたたまれた、単一の基材、材料、又は不織布か
ら作製することができ、又は互いに取り付けられた２つ（以上）の基材、材料、又は不織
布を含んでもよい。典型的な取り付けは、いわゆるＣラップ及び／又はサンドイッチラッ
プである。Ｃラップにおいて、例えば、図２及び図７に例示されるように、基材の１つの
長手方向及び／又は横断方向縁部が、フラップを形成するように他の基材の上に折り返さ
れてもよい。これらのフラップはその後、典型的には接着剤によって、他の基材の外面に
結合される。
【００５１】
　コアラップは、吸収性材料を受容及び収容するために好適ないずれかの材料により形成
され得る。従来型のコアを製造する場合に使用される典型的な基材の材料は、具体的に、
紙、ティッシュ、フィルム、織布若しくは不織布、又はこれらのいずれかの積層体又は複
合体で使用され得る。コアラップは、カード不織布、スパンボンド不織布（「Ｓ」）又は
メルトブローン不織布（「Ｍ」）、及びこれらのいずれかの積層体などの不織布ウェブか
ら形成され得る。例えば、スパンメルトされたポリプロピレン不織布は、好適であり得、
具体的に、積層体ウェブのＳＭＳ、ＳＭＭＳ、又はＳＳＭＭＳ型の構造体を有するもの、
及び坪量が約５ｇｓｍ～１５ｇｓｍの範囲であるものが好適であり得る。好適な材料は、
米国特許番号第７，７４４，５７６号、米国特許公開番号第２０１１／０２６８９３２Ａ
１号、同第２０１１／０３１９８４８Ａ１号、及び同第２０１１／０２５０４１３Ａ１号
に開示される。例えば、ＰＥ、ＰＥＴ、及び／又はＰＰなどの合成繊維からもたらされる
不織布材料が使用されてもよい。
【００５２】
　コアラップが第１基材、不織布、又は材料１６、及び第２基材、不織布、又は材料１６
’を含む場合、これらは同じ種類の材料から作製されてもよく、異なる材料から作製され
てもよく、又は基材の１つがこれに異なる特性をもたらすために別様に処理されてもよい
。不織布の製造に使用されるポリマーは、本質的に疎水性であるので、これらは、吸収性
コアの流体受容側に配置されている場合は、親水性コーティングで被覆され得る。コアラ
ップの上部（すなわち、吸収性物品内で着用者により近く配置される側）は、コアラップ
の下側よりも親水性であり得る。耐久性のある親水性コーティングを持つ不織布を製造す
るための考えられる方法は、親水性モノマー及びラジカル重合反応開始剤を不織布上に塗
布し、紫外線で活性化して重合を起こすことによって、不織布の表面に化学結合したモノ
マーを生成させるものである。耐久的親水性コーティングした不織布の生産が可能な代替
的方法は、例えば国際特許公開第０２／０６４８７７号で説明されるような、不織布を親
水性ナノ粒子でコーティグする方法である。
【００５３】
　恒久的に親水性の不織布も、いくつかの実施形態では有用である。米国特許第７，７４
４，５７６号（Ｂｕｓａｍ　ｅｔ　ａｌ．）で説明される表面張力は、どれほど恒久的に
特定の親水性レベルが達成されるのかを測定するために用いられ得る。親水性レベルを測
定するために、米国特許番号第７，７４４，５７６号に記載されるような液体の裏抜けが
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使用されてもよい。第１及び／又は第２基材は、生理食塩水で湿潤した際に、少なくとも
５５、少なくとも６０、又は少なくとも６５ｍＮ／ｍの表面張力を有してもよい。基材は
、また、液体の５回の噴出に対し、５秒未満の液体裏抜け時間を有してもよい。これらの
値は、米国特許第７，７４４，５７６Ｂ２号の「Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　Ｏｆ　Ｓ
ｕｒｆａｃｅ　Ｔｅｎｓｉｏｎ」及び「Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｓｔｒｉｋ
ｅ　Ｔｈｒｏｕｇｈ」それぞれに記載の試験方法を使って測定できる。
【００５４】
　親水性及び湿潤性は、典型的には、流体の接触角、及び流体の染み出し時間、例えば不
織布を通る裏抜け時間により規定される。これは、Ｒｏｂｅｒｔ　Ｆ．Ｇｏｕｌｄ　（Ｃ
ｏｐｙｒｉｇｈｔ　１９６４）により編集された、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ
　Ｓｏｃｉｅｔｙ発行の、表題「Ｃｏｎｔａｃｔ　ａｎｇｌｅ，ｗｅｔｔａｂｉｌｉｔｙ
　ａｎｄ　ａｄｈｅｓｉｏｎ」に詳細に記載されている。水と基材表面との間の接触角が
低い基材は、他の基材よりも親水性が高いと言ってもよい。
【００５５】
　基材は更に、空気透過性であってもよい。したがって、本明細書において有用なフィル
ムは微小孔を含み得る。基材は、ＥＤＡＮＡによる方法１４０－１－９９（１２５Ｐａ、
３８．３ｃｍ２）によって決定される空気透過性が、４０又は５０～３００又は２００ｍ
３／（ｍ２×分）までのものであってよい。コアラップの材料はあるいは、例えば真空を
含む移動表面での取り扱いを容易にするために、例えば非空気透過性などの、より低い空
気透過性を有してもよい。
【００５６】
　コアラップは、実質的に吸収性材料がコアから漏れないように、吸収性コアの全ての辺
において少なくとも一部封止され得る。「実質的に吸収性材料が漏れない」とは、コアラ
ップから逃れるのが、吸収性材料の５重量％未満、２重量％未満、１重量％未満、又は０
重量％であることを意味する。用語「封止」は、広義に理解される。封止は、コアラップ
の周辺部全体に沿って連続的である必要はないが、その一部又は全体に沿って非連続的で
あってもよい（例えば、線状で離間した一連の封止点により形成される）。封止は、接着
剤及び／又は熱結合により形成されてもよい。
【００５７】
　コアラップが２つの基材１６、１６’により形成される場合、コアラップ内に吸収性材
料６０を封入するために４つの封止部が使用されてもよい。例えば、第１基材１６が、コ
アの一方の側に配置されてもよく（図においては上側）コアの長手方向縁部に沿って延び
て、コアの反対側の下側を少なくとも一部被覆してもよい。第２基材１６’は、第１基材
１６の被覆されたフラップと、吸収性材料６０との間に存在してもよい。第１基材１６の
フラップは、第２基材１６’に接着されて、強い封止をもたらし得る。このいわゆるＣラ
ップ構成は、サンドイッチ封止と比較して、湿潤充填状態への抵抗の改善などの利益をも
たらすことがある。コア周辺全体にわたり吸収性材料の完全な封入をもたらすために、第
１基材及び第２基材を別のものに接着することによって、コアラップの前側及び後側もそ
の後封止され得る。コアの前側及び後側において、第１及び第２基材は実質的に平坦な方
向に延び、一緒に接合されて、これらの縁部に関していわゆるサンドイッチ構成が形成さ
れてもよい。いわゆるサンドイッチ構成において、第１及び第２基材がまたコアの全ての
側部で外側に延び、典型的には接着及び／又は熱／圧力結合によってコアの周辺部の前部
又は一部に沿って平坦、又は実質的に平坦に封止されてもよい。一実施形態において、第
１基材も第２基材も成形される必要はなく、これらは製造の容易性のために矩形に切断さ
れてもよいが、他の形状も本開示の範囲内である。
【００５８】
　コアラップはまた、単一基材により、小包におけるように吸収性材料を封入し、コアの
前側及び後側を封止し、１つの長手方向で封止することにより形成され得る。
【００５９】
　ＳＡＰ堆積領域
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　吸収性材料堆積領域８は、吸収性コアの上側から見て、コアラップ内の吸収性材料６０
により形成される層の周辺部により画定され得る。吸収性材料堆積領域８は、特に、所謂
「ドッグボーン」又は「砂時計」形状（これは、その幅に沿って、コアの中央又は「股部
」領域に向かってテーパ形状を示す）の様々な形状を有してもよい。このように、吸収性
材料堆積領域８は、図１に例示されるように、吸収性物品の股部領域に配置されることを
意図されたコアの領域において、比較的狭い幅を有し得る。これはより高い、装着時の快
適性をもたらし得る。吸収性材料堆積領域８は、したがって、最も狭い点が約１００ｍｍ
、９０ｍ、８０ｍｍ、７０ｍｍ、６０ｍｍ、又は更には約５０ｍｍ未満である（横方向を
測定した場合の）幅を有してもよい。この最も狭い幅は、更に、堆積領域８の前側及び／
又は後側領域の最も大きい点の堆積領域８の幅よりも、例えば、少なくとも５ｍｍ又は少
なくとも１０ｍｍ小さくてもよい。吸収性材料堆積領域８はまた、図４～６に示されるよ
うに、ほぼ矩形であってもよいが、例えば「Ｔ字」、「Ｙ字」、「砂時計」、又は「ドッ
グボーン」型などの他の堆積領域もまた本開示の範囲内である。
【００６０】
　ＳＡＰの坪量（単位表面当たり堆積される量）はまた、堆積領域８に沿って変化しても
よく、コアの長手方向、横断方向、又はその両方の方向に、吸収性材料（特に、ＳＡＰ）
のプロファイル分布を形成してもよい。したがって、コアの長手方向軸に沿って、吸収性
材料の坪量は、横断方向軸に沿って、又はこれらの軸のいずれかと平行な任意の軸に沿っ
て異なっていてもよい。比較的坪量の高い領域におけるＳＡＰの坪量はしたがって、比較
的坪量が低い領域よりも、少なくとも１０％、２０％、３０％、４０％、又は５０％高い
ことがある。一実施形態において、股部点Ｃのレベルにおける吸収性材料堆積領域８に存
在するＳＡＰは、吸収性材料堆積領域８の別の領域と比較して単位表面当たりにより多く
のＳＡＰが堆積されていてもよい。
【００６１】
　吸収性材料は、比較的高速で比較的正確なＳＡＰの堆積を可能にし得る、既知の技術を
用いて堆積され得る。特に、米国特許公開番号第２００８／０３１２６１７号、及び同第
２０１０／００５１１６６Ａ１号（両方とも、Ｈｕｎｄｏｒｆ　ｅｔ　ａｌ．）に開示さ
れるＳＡＰ印刷技術が使用され得る。この技術は、印刷ロールを用いて、複数のクロスバ
ーの間を延在するチャンネルを形成するように、互いに実質的に平行かつ離間して延在す
る、複数のクロスバーを含み得る、支持体のグリッド上に配置された基材上に、ＳＡＰを
堆積させる。この技術は、基材上への高速かつ正確なＳＡＰの堆積を可能にする。吸収性
コアのチャネルは、例えば、グリッドのパターン及び受容ドラムを修正して、チャネルと
対応する領域にＳＡＰが適用されないようにすることによって、形成することができる。
ＥＰ出願番号１１１６９３９６．６は、この修正についてより詳細に開示している。
【００６２】
　チャネル
　吸収性材料堆積領域８は、少なくとも一部が物品８０の長手方向に向けられている（す
なわち、長手方向のベクトル成分を有する）、少なくとも１つのチャネル２６を含み得る
。他のチャネルは少なくとも部分的に、横方向（すなわち、横方向ベクトル成分を有する
）、又は他のいずれかの方向に向けられてもよい。以下において複数形の「チャネル（ch
annels）」は、「少なくとも１つのチャネルを意味するものとして使用される。チャネル
は、物品の長さＬの少なくとも１０％である、物品の長手方向軸８０上に投影される長さ
Ｌ’を有し得る。チャネルは、様々な方法で形成され得る。例えば、チャネルは、吸収性
材料、特にＳＡＰを実質的に含まないか、又は含まないことがある、吸収性材料堆積領域
８内のゾーンにより形成され得る。加えて、又は代替的に、チャネルはまた、コアラップ
の上側を、コアラップの下側に、吸収性材料堆積領域８を通じて連続的又は非連続的に結
合することによって形成され得る。チャネルは、連続的であり得るが、チャネルは断続的
であり得ることも想到される。物品の獲得分配システム若しくは層５０、又は別の層はま
た、吸収性コアのチャネルと対応してもしなくてもよい、チャネルを含み得る。
【００６３】
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　いくつかの実施形態において、チャネルは少なくとも、図１に示されるように、吸収性
物品の股部点Ｃ又は横方向軸６０と同じ長手方向レベルで存在してもよく、２つのチャネ
ル２６、２６’が長手方向に延びている。チャネルはまた、股部区域７から延びてもよく
、又は物品の前方腰部領域５及び／又は後方腰部領域６に存在してもよい。
【００６４】
　吸収性コア２８はまた、３つ以上（例えば、少なくとも３つ、少なくとも４つ、少なく
とも５つ、又は少なくとも６つ以上）のチャネルを含んでもよい。物品の前部に向かう、
図１のチャネルの対２７、２７’により表されるように、コアの後方腰部領域６、又は前
方腰部領域５に、より短いチャネルが存在してもよい。チャネルは、長手方向軸８０に対
して対称的に、ないしは別の方法で配置される、１つ以上のチャネルの対を含んでもよい
。
【００６５】
　チャネルは、吸収性材料堆積領域が矩形である場合、吸収性コアで特に有用であり得る
が、これは、非矩形（特定の形状を有する）のコアを使う利点が少なくなる程度までチャ
ネルがコアの可撓性を向上できるからである。無論、チャネルは、特定の形状を有する堆
積領域を有するＳＡＰの層にも存在してもよい。
【００６６】
　チャネルは、実質的に長手方向に延在するが、これは、各チャネルが、横方向よりも長
手方向に延在し、横断方向よりも長手方向に少なくとも２倍延在する（対応する軸上に投
影させてから測定した際に）という意味である。他の実施形態において、チャネルは、実
質的に横方向に延在するが、これは、各チャネルが、横断方向よりも横方向に延在し、横
断方向よりも長手方向に少なくとも２倍延在する（対応する軸上に投影させてから測定し
た際に）という意味である。
【００６７】
　チャネルは、長手方向に、長手方向軸と平行に、完全に向けられてもよく、又は横断方
向に、横方向軸と平行に完全に向けられてもよいが、また湾曲していてもよい。例えば、
チャネルの対２６、２６’に関して図１に表されるように、様々な実施形態において、一
部の又は全部のチャネル、特に股部領域７に存在するチャネルが、長手方向軸８０に向か
って凹状であってもよい。曲率半径は典型的には、吸収性層の平均横断方向寸法と少なく
とも同等（この平均横断方向寸法の少なくとも１．５又は少なくとも２．０倍であり得る
）であり得、また直線的であるが、長手方向軸と平行な直線と、（例えば、５°～）、最
大３０°、最大２０°、最大１０°の角度を成す。チャネルの曲率半径は一定であっても
よく、又はその長さに沿って異なっていてもよい。これはまた、内部に角度を備えるチャ
ネルを含んでもよく、ただし、チャンネルの２つの部分の間の角度が少なくとも１２０°
、少なくとも１５０°であり、またこれらのいずれの場合においても、チャンネルの長手
方向への延びが、横断方向への延びを上回る。また、チャネルは分岐していてもよい。例
えば、股部領域７の長手方向軸と重ねて配置された中央チャネルは、物品の後方腰縁部１
２に向かって、及び／又は前方腰縁部１０に向かって分岐している。
【００６８】
　いくつかの実施形態において、物品又はコアの長手方向軸８０と一致するチャネルが存
在しない。長手方向軸８０に対して対称な対として存在するとき、チャネルは、その全体
的な長手方向寸法にわたり、互いに離間していてもよい。例えば、最小間隔は、少なくと
も５ｍｍ、少なくとも１０ｍｍ、又は少なくとも１６ｍｍであり得る。
【００６９】
　更に、流体が漏れる危険性を低減するために、吸収性材料堆積領域８の縁部のいずれか
まで延びないことがあり、したがってコアの吸収性材料堆積領域８内に完全に包囲され得
る。チャネルと、吸収性材料堆積領域８の最も近い縁部との間の最小間隔は、少なくとも
５ｍｍであり得る。
【００７０】
　チャネルは、その長さの少なくとも一部に沿って、例えば、少なくとも２ｍｍ、少なく
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とも３ｍｍ、少なくとも４ｍｍ、例えば、最大２０ｍｍ、１６ｍｍ、又は１２ｍｍの幅Ｗ
ｃを有し得る。チャネルの幅は、チャネル長さの実質的全体にわたり一定であってもよく
、又はその長さに沿って異なっていてもよい。吸収性材料堆積領域８内の吸収性材料を含
まないゾーンによりチャネルが形成されるとき、チャネルの幅は、チャネル内にコアラッ
プが存在する可能性を無視して、材料のないゾーンの幅としてみなされる。チャネルが、
吸収性材料を有さないゾーンにより形成されない場合、例えば、主に吸収性材料ゾーンを
通じたコアラップの結合による場合、チャネルの幅はこの結合部の幅である。
【００７１】
　チャネルの少なくとも一部又は全部が恒久的なチャネルであり、これは、その一体性が
乾燥状態及び湿潤状態の両方において少なくとも部分的に維持されることを意味する。恒
久的チャネルは、例えば、チャネルの壁内の吸収性材料に対する基材の粘着を補助する接
着材料又は構成グルーの繊維性層など、１つ以上の接着材料を供給することにより得られ
てもよい。恒久的なチャネルはまた、コアラップの上面及び下面（例えば、第１基材１６
、及び第２基材１６’）、及び／又はトップシート２４をバックシート２５に、チャネル
と通じて一緒に結合することによって形成され得る。典型的に、コアラップの両面と、ト
ップシート及びバックシートをチャネルを通じて結合するために接着剤が使用され得るが
、圧力結合、超音波結合、熱結合、又はこれらの組み合わせなどの他の既知のプロセスに
よって結合することが可能である。コアラップ、又はトップシート２４及びバックシート
２５は、チャネルにそって連続的に結合されるか、又は断続的に結合され得る。チャネル
は、吸収性物品に液体が完全に充填されるときに、少なくともトップシート、及び／又は
バックシートを通じて有利に可視のままであるか、又は可視になり得る。ＳＡＰを実質的
に含まないチャネルを作製する（よってこれらは膨張せず、湿潤時に閉じないために十分
な大きさである）ことにより達成され得る。更に、コアラップをそれ自体に、又はトップ
シートをバックシートにチャネルを通じて結合することが有利であり得る。
【００７２】
　図９は、本開示の代表的な吸収性コア２８を例示する。このコア２８、及び図１２及び
１４～２０に例示されるコアは、本開示の吸収性物品に使用されてもよく、本明細書に記
載される特徴の多く又は全てを有し得る。様々な実施形態において、１つ以上のチャネル
の横方向の幅の合計のプロファイル（Ｙ軸上にプロットされる）が、１つ以上のチャネル
の部分の長手方向軸８０’に沿った長手方向長さ（Ｘ軸上にプロットされる）に対してプ
ロットされてもよい。換言すると、１つ以上のチャネルの長手方向軸８０’に沿った、特
定の長手方向長さにわたる、１つ以上のチャネルの横方向幅の合計が、プロットされて、
プロファイルを形成し得る。
【００７３】
　このようなプロファイルのためのデータを得るためにまず、吸収性物品、又は吸収性コ
アが、吸収性コア内のチャネルを観察するために好適なライトテーブル、又は光源の上に
配置されるべきである。吸収性コアが使用されているなら、これは好適な技術を使用して
、吸収性物品から取り外されるべきである。吸収性物品、又は吸収性コアの着用者に面す
る表面が、ライトテーブルの表面の反対側を向くべきである。吸収性物品又は吸収性コア
は、テープ又は他の取付部材を使用して、ライトテーブル又は光源の表面を照明するライ
トに取り付けられるべきである。次に、長手方向軸８０、又は８０’に沿った長手方向長
さ（例えば、５ｍｍ、１０ｍｍ、１５ｍｍ、２０ｍｍ、５０ｍｍ、１００ｍｍ）が測定の
ために選択されるべきである。剛性又は可撓性テープの目盛（ｍｍごと）を使用して、長
手方向軸８０又は８０’に沿って長手方向長さを測定するべきである。長手方向軸８０、
又は８０’の長手方向長さのいずれかの端部において、吸収性物品又は吸収性コア上に点
を配置するべきである。次に、各点を通じて横方向軸９０’と平行な線を引くべきである
。線の間のこの封入領域「ＥＡ」が測定すべき領域である。封入領域「ＥＡ」は、吸収性
物品又は吸収性コアの長手方向長さの一部、又は吸収性物品若しくは吸収性コアの全長（
それぞれ、前方腰縁部１０又は前側２８０から、後方腰縁部１２又は後側２８２）であり
得る。いくつかの場合において、吸収性物品又は吸収性コアの大きな長手方向長さをプロ
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ファイリングすることが望ましい場合があるが、いくつかの例において、小さな長手方向
長さをプロファイリングすることが望ましい場合がある。使用される長手方向長さが吸収
性物品又は吸収性コア上に一度示されると、封入領域内のチャネルの横方向幅の合計が、
テープ目盛を使用して長手方向長さに沿って５ｍｍおきに、横方向軸と平行に測定される
べきである。封入領域「ＥＡ」内の特定の５ｍｍの刻み幅において１つのチャネルのみが
存在する場合、この特定の刻み幅において、１つの幅のみがチャネルの横方向幅の合計と
なり、封入領域「ＥＡ」内の特定の５ｍｍの刻み幅において２つ以上のチャネルが存在す
る場合、この刻み幅における横方向の幅の合計が、チャネルのこれらの２つ以上の横方向
幅の合計となる。これらの結果はその後、プロットされてプロファイル又はグラフを生成
し、１つ以上のチャネルの横方向幅がＹ軸にプロットされ、長手方向軸８０、又は８０’
に沿った長手方向長さがＸ軸上にとられる。Ｘ軸は５ｍｍ刻みであり、長手方向軸８０又
は８０’に沿って５ｍｍごとにとられる横方向幅測定値と対応するべきである。Ｙ軸は、
１つ以上のチャネルの横方向幅の合計値によって、１ｍｍ刻み、２ｍｍ刻み、又は２ｍｍ
超の刻み幅であってもよい。
【００７４】
　図９を参照し、例として、封入領域「ＥＡ」は、長手方向軸８０’に沿った１つ以上の
チャネルの長手方向長さＬ’の端部における２本の破線の間にある。全ての吸収性コア２
８の実施形態において、長手方向軸８０’は吸収性物品の長手方向軸８０と対応し、横方
向軸９０’が吸収性物品の横方向軸９０と対応する。チャネル２６及び２６’の横方向幅
測定値は、横方向軸９０’と平行に５ｍｍごとにとられる。各５ｍｍの刻み幅は、図９の
直線「Ｌ」として示される。第１測定値は、上部点線「ＴＬ」から封入領域「ＥＡ」内に
５ｍｍのところでとられる。図９は縮尺通りではないが、横方向軸９０’と平行な方向で
、長手方向軸８０’に沿って５ｍｍごとにとられる横方向幅の合計のプロファイルは、ほ
ぼ図１０の代表的なプロファイルのような外観となる。長手方向軸８０に沿った長手方向
長さは、Ｘ軸上にプロットされ、横方向の幅の合計がＹ軸上にプロットされる。この例と
して、封入領域内のチャネルの横方向幅の合計（５ｍｍごと）は全て１０ｍｍ（各チャネ
ル５ｍｍ）。チャネルの横方向幅の他の合計も、本開示の範囲内である。代表的な横方向
幅の合計は、５ｍｍ～１２０ｍｍの範囲内であり得る（特に、指定範囲内の１ｍｍ刻みの
全ての値、及びそれらの内部に又はそれらにより形成されるいずれかの範囲）。封入領域
は、例えば、長手方向軸９０’に沿って、少なくとも５ｍｍ、少なくとも１０ｍｍ、少な
くとも１５ｍｍ、少なくとも２０ｍｍ、少なくとも３０ｍｍ、少なくとも４０ｍｍ、少な
くとも５０ｍｍ、少なくとも６０ｍｍ、又は少なくとも７０ｍｍで延び得る。封入領域は
、生理用ナプキンにおいては、その吸収性コアが典型的にはおむつより小さいために、よ
り小さいことがある。したがって、図９のプロファイルは、長手方向軸８０’に沿って５
ｍｍおきにとったチャネル２６、２６’の横方向幅の合計が同じ値をとるはずであるため
、一定であるか、又は実質的に一定である。チャネル２６のみが図９の封入領域に存在す
る場合、この実施形態においては、長手方向長さＬ’に沿って、横方向軸９０’に対して
平行に測定されるチャネル２６の横方向幅が一定、又は実質的に一定であるために、プロ
ファイルもまた一定又は実質的に一定となる。第２チャネル２６’は、長方向軸８０’を
挟んで、第１チャネル２６の反対側に位置付けられ得る。第２チャネル２６’のプロファ
イルはまた、例えば、図９のＬ’などの長手方向長さを中心に一定、又は実質的に一定で
あり得るが、これは第２チャネル２６’の横方向幅がチャネルの長手方向長さＬ’を中心
に一定であるか、又は実質的に一定であるためである。他の実施形態において、各チャネ
ル２６、及び２６’の横方向幅は一定であるか、実質的に一定であるか、又は長手方向長
さ若しくはその一部に沿って異なっていてもよい。他の実施形態において、１つのチャネ
ル（例えば、チャネル２６）は、長手方向長さを中心に一定、又は実質的に一定の横方向
幅を有してもよく、他のチャネル（例えば、チャネル２６’）はその長手方向長さを中心
に異なる横方向幅を有してもよい。図９の実施形態において、チャネル２６及びチャネル
２６’は、長手方向軸８０’に沿って同じ長手方向長さを有し得る。他の実施形態におい
て、第１及び第２の、又はより多くのチャネルがそれぞれ、長手方向軸８０’に沿って異
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なる長手方向長さを有し得る。
【００７５】
　上記は、長手方向軸８０’に沿った、特定の長手方向長さにわたる、横方向幅の合計を
測定する方法の、単に代表的な非限定的設定である。以下に記載されるように、他のプロ
ファイルもまた、測定される長手方向長さ及び／又は封入領域内の、チャネルの構成及び
／又は向きに基づく本開示の範囲内である。
【００７６】
　再び図９を参照し、横方向軸９０’の第１の側の長手方向の一部にわたる、チャネル２
６、及び２６’の横方向幅の合計のプロファイルは、横方向軸９０’の第２の側の長手方
向長さの別の部分にわたる、チャネル２６及び２６’の横方向幅の合計のプロファイルと
は異なり得る。他の実施形態にわたり、横方向軸９０’の第１の側の長手方向の一部にわ
たる、チャネル２６、及び２６’の横方向幅の合計のプロファイルは、横方向軸９０’の
第２の側の長手方向長さの一部にわたる、チャネル２６及び２６’の横方向幅の合計のプ
ロファイルとは同じであるか、又は実質的に同じであり得る。
【００７７】
　一実施形態において、図１を参照し、吸収性コア２８は、少なくとも３つのチャネル又
は４つのチャネル（例えば、２６、２６’、２７、２７’）を含み得る。これらのチャネ
ルは、超吸収性ポリマーを含まない、又は実質的に含まない（例えば、１０％未満、５％
未満、３％未満、２％未満、又は１％未満）ことがあり、少なくとも一部が長手方向に向
けられてもよく、及び／又は少なくとも一部が横方向に向けられてもよい。様々な実施形
態において、長手方向軸８０を中心としてチャネル２６及び２６’の長手方向長さは同じ
であるか、実質的に同じ（例えば、互いに２ｍｍ以下の差）、又は異なっていてもよく、
長手方向軸８０を中心としたチャネル２７、２７’の長手横行長さは、同じであるか、実
質的に同じであるか、又は異なっていてもよい。チャネル２６、及び２６’の長手方向長
さは、チャネル２７及び２７’の長手方向長さよりも長いことがある。チャネル２７及び
２７’の長手方向長さにわたる平均横方向幅は同じ、実質的に同じであってもよく、又は
異なっていてもよい。同様に、チャネル２６及び２６’の長手方向長さにわたる平均横方
向幅は同じ、実質的に同じであってもよく、又は異なっていてもよい。チャネル２６、２
６’、２７、及び２７’のいずれかの平均横方向幅は、同じ、実質的に同じであってもよ
く、又は異なっていてもよい。この理論的根拠は、本明細書において開示されるあらゆる
チャネル構成に適用することができる。
【００７８】
　一実施形態において、図１を再び参照し、３つのチャネル２６、２６’、２７、及び２
７’の少なくとも２つが、少なくとも部分的に物品の長手方向軸８０に沿って長手方向に
向けられてもよい。チャネル２６、２６’、２７、及び２７’のそれぞれが、横方向軸９
０と平行にとられた横方向幅を有し得る。図１１を参照し、長手方向軸８０に沿ってとっ
た、少なくとも５ｍｍ、少なくとも１０ｍｍ、少なくとも１５ｍｍ、少なくとも２０ｍｍ
、少なくとも２５ｍｍ、少なくとも３０ｍｍ、少なくとも３５ｍｍ、少なくとも４０ｍｍ
、少なくとも４５ｍｍ、少なくとも５０ｍｍ以上である、長手方向軸８０に沿った長手方
向長さにわたる、チャネルの横方向幅の合計のプロファイルは、２つの最大ピーク「ＭＰ
」を有し得る。最大ピークは、長手方向軸８０に沿って、少なくとも１ｍｍ、少なくとも
３ｍｍ、少なくとも５ｍｍ、少なくとも１０ｍｍ、少なくとも１５ｍｍ、少なくとも２０
ｍｍ以上の長手方向長さにわたり延びる、空隙「Ｇ」によって互いに分離していてもよい
。このようなプロファイルの例は、図１１に例示されている。図１１のプロファイルは、
長手方向長さにおいて５ｍｍごとの、線Ａ及びＢにより表された長手方向長さ（第１側縁
部３に沿った点により表される）の間でとられた。横方向軸９０に平行であり、各点と交
差する直線が、吸収性物品上に描かれるべきである。横方向軸９０と平行にとられたチャ
ネルの横方向幅の合計は、テープ目盛を使用して各線上で測定されるべきである。図１１
の最大ピーク「ＭＰ」は、５ｍｍの空隙「Ｇ」により分離しているものとして例示され、
この空隙は１ｍｍ未満、又は１ｍｍ超、例えば、１～１５ｍｍ又は１～９ｍｍであり得る
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。
【００７９】
　再び図１１を参照し、長手方向軸８０に沿ってとった、少なくとも２０ｍｍの長手方向
長さにわたる、チャネル２６、２６’、２７、及び／又は２７’の横方向幅の合計のプロ
ファイルは、二峰性であってもよく、２つのモードの間に、チャネル２６、２６’２７及
び２７’の少なくとも３つ、又はチャネル全ての横方向幅の合計がゼロである部分を有す
ることがある。チャネル２６、２６’２７、及び２７’の少なくとも３つ、又はチャネル
全ての横方向幅の合計がゼロである部分が、図１１の空隙Ｇにより示される。
【００８０】
　別の実施形態により、図１２を参照し、吸収性コア２８は、上記の第１チャネル２６、
及び第２チャネル２６’、並びに超吸収性ポリマーを含まないか、又は実質的に含まない
１つ以上のポケット２９を含み得る。例として、ポケット２９は例えば９０ｍｍなど、２
０ｍｍ～１１０ｍｍ、又はそれを下回るか若しくは上回る幅寸法（横方向軸９０’に沿っ
て）、及び例えば、５０ｍｍなどなど、３０ｍｍ～００ｍｍ、又はそれを下回るか若しく
は上回る長さ寸法（長手方向軸８０’に沿って）を有し得る。１つ以上のポケット２９は
、一部が長手方向軸８０’上に位置してもよく、前方腰部領域５、後方腰部領域６、及び
／又は股部領域７に位置付けられてもよい。別の実施形態において、ポケットは２つ以上
の領域に延びてもよい。図９、１２、及び１４～２０は吸収性コア２８のみを示すが、前
方腰部領域５、後方腰部領域６、及び股部領域７は、一般的に図１に例示される吸収性物
品のこのような領域と対応することが理解される１つ以上のポケット２９の一部が、長手
方向軸８０’に位置しないことがある。一実施形態において、１つ以上のポケット２９は
、横方向軸９０’に位置する部分を有し得る。ポケット２９は、横方向軸９０’と平行に
測定した横方向幅、及び長手方向軸８０’と平行に測定した長手方向幅を有する。長手方
向軸８０’に沿ってとった５０ｍｍの長手方向長さにわたる、第１チャネル２６、及び第
２チャネル２６’の横方向幅、及びポケット２９の横方向幅の合計のプロファイルは、図
１３の代表的な形態において例示される、２つの別個の、一定の、又は実質的に一定の部
分を有し得る。図１３は、図１２の直線Ｃ～直線Ｄでとった、チャネル２６及び２６’並
びにポケット２９の、超吸収性ポリマーを含まない、又は超吸収性ポリマーを実質的に含
まない領域の横方向幅の合計である。直線Ｃと直線Ｄとの間の、長手方向軸８０’に沿っ
た長手方向長さは、少なくとも５０ｍｍ、又はより短い、若しくは長い。図１３に見られ
るように、プロファイルは、チャネルの横方向幅のみの合計を表す、２つの一定の、又は
実質的に一定の部分と、チャネル２６及び２６’の横方向幅、及びポケット２９の横方向
幅の合計を表す、一定又は実質的に一定な部分よりも大きな一部分とを有する。直線Ｃと
直線Ｄとの中間点における、第１チャネル２６、第２チャネル２６’、及びポケット２９
の横方向幅の合計は、例えば、約２０ｍｍ～約１００ｍｍの範囲であり得る。横方向幅は
、上記の長手方向軸８０’に沿って、直線Ｃと直線Ｄとの間で、５ｍｍごとに測定される
べきである。ポケット２９は、排便「ＢＭ」ポケットであり得、ＢＭを保持するように構
成され得る。別の実施形態において、図１４を参照し、ポケット２９’は少なくとも一部
が前方腰縁部５に位置付けられてもよく、尿管理又は保持ポケットであってもよい。更に
別の実施形態において、図１５を参照し、ポケット２９’’は少なくとも一部が股部領域
７に位置付けられてもよく、尿管理若しくは保持ポケット、及び／又はＢＭポケットであ
り得る。ポケット２９’’は、チャネル２６及び２６’の横方向内側側部により形成され
る、長手方向側縁部を有してもよく、又はチャネル２６、及び２６’の横方向内側側縁部
とは別個の形成される長手方向側縁部を有してもよい。ポケット２９、２９’、又は２９
’’は、１０ｍｍ～１１０ｍｍ、２０ｍｍ～１００ｍｍ、又は３０ｍｍ～９５ｍｍの範囲
（特に、上記の範囲内の１ｍｍ刻みの全ての値、及びそれらの内部に又はそれらにより形
成されるいずれかの範囲）で、長手方向軸８０’に沿って５ｍｍごとに、横方向軸９０’
と平行に測定された横方向幅を有する。
【００８１】
　更に別の実施形態において、図１６を参照し、吸収性コア２８は、第１チャネル２６及
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び／又は第２チャネル２６’、並びにチャネル２６’’（第１チャネル２６、及び第２チ
ャネル２６’が記載されない場合、請求項においては、第２チャネルと称される場合があ
る）を含み得る。第３チャネル２６’’は、超吸収性ポリマーを含まないか、又は実質的
に含まないことがあり、後方腰部領域６、股部領域７、及び／又は前方腰部領域５に位置
付けられてもよい。第３チャネル２６’’は、後方腰縁部１２又は後側２８２から０～５
０ｍｍの範囲内、前方腰縁部１０又は前側２８０から０～５０ｍｍの範囲内に位置付けら
れてもよい。上記の特定の範囲内の全ての１ｍｍの刻み幅は本明細書において特に組み込
まれ、それらの内部に又はそれらにより形成されるあらゆる範囲を含む。後側２８２若し
くは後方腰縁部１２、又は前側２８０若しくは前方腰縁部１０から、５０ｍｍ、又は３０
ｍｍ、又は２０ｍｍ、又は１５ｍｍ、又は１０ｍｍ、又は５ｍｍ、又は１ｍｍ未満である
、長手方向軸に沿った点（例えば、図１６の点Ｅ）における、第１チャネル２６及び第３
チャネル２６’’、又は第１チャネル２６、第２チャネル２６’及び第３チャネル２６’
’の横方向幅の合計は、ゼロよりも大きいことがある。図１７は、第１チャネル２６、第
２チャネル２６’、第３チャネル３１、及び第４チャネル３１’を含む、吸収性コア２８
を例示する。これらのチャネルのいずれも、任意であり得る。後方腰縁部１２、後側２８
２、前方腰縁部１０、又は前側２８０から５０ｍｍ、又は３０ｍｍ、又は２０ｍｍ、又は
１５ｍｍ、又は１０ｍｍ、又は５ｍｍ、又は３ｍｍ、又は１ｍｍ以下である、長手方向軸
８０’に沿った点（例えば、図１７の点Ｆ）において、第３チャネル３１及び第４チャネ
ル３１’の横方向幅の合計は、ゼロよりも大きいことがある。
【００８２】
　一実施形態において、図１８を参照し、第１チャネル２６及び第２チャネル２６’はそ
れぞれ、前方腰部領域５の第１円弧状部分３３、及び後方腰部領域６の第２円弧状部分３
３’を有し得る。円弧状部分３３及び３３’は、長手方向軸８０’に面してもよい。第１
チャネル２６、及び第２チャネル２６’はまた、股部領域７に第３円弧状部分３３’’を
、又は股部領域７に非円弧状部分３３’’を有し得る。円弧状部分３３’’又は部分３３
’’はまた、長手方向軸８０’に面していてもよい。円弧状部分３３の接線３５は、長手
方向軸８０’と交差して、角度Ａ１を形成し得る。接線３５と長手方向軸８０’との間の
交差角Ａ１は、１０°～８０°、２０°～７５°、３０°～６０°、又は４５°の範囲で
あり得る。円弧状部分３３の接線３５は、長手方向軸８０’と交差して、角度Ａ２を形成
し得る。接線３５’と長手方向軸８０’との間の交差角Ａ２は、１０°～８０°、２０°
～７５°、３０°～６０°、又は４５°の範囲であり得る。円弧状部分３３’’の接線３
５’’は、長手方向軸８０’と交差して、角度Ａ３を形成し得る。接線３５’’と長手方
向軸８０’との間の交差角Ａ３は、０．１°～３５°、又は１°～２０°の範囲であり得
る。一実施形態において、接線は、股部領域７の非円弧状部分３３’’から延びてもよい
。接線は長手方向軸８０’と交差しないことがあり、代わりに長手方向軸８０’と平行な
方向に延びてもよい。この項に指定される範囲内の全ての０．５°刻みの値は本明細書に
組み込まれ、その内部又はそれにより形成されるあらゆる範囲を含む。
【００８３】
　図１８に見られるように、長手方向軸８０’の第１の側の第１円弧状部分３３からとら
れる第１接線３５は、正の傾き（ｙ軸増加／ｘ軸増加）を有してもよく、長手方向軸８０
’の第２の側の第１円弧状部分３３からとった第１接線３５は、負の傾きを有し得る。長
手方向軸８０’の第１の側の第２円弧状部分３３’からとられる第２接線３５’は、負の
傾きを有してもよく、長手方向軸８０’の第２の側の第２円弧状部分３３’からとった第
２接線３５’は、正の傾きを有し得る。接線３５’’はまた、正又は負の傾きを有し得る
。様々な接線の傾きは、チャネルの構成が異なる場合に異なり得る。
【００８４】
　図１８を再び参照し、長手方向軸８０’の第１側部の角度Ａ１、Ａ２、及びＡ３は、長
手方向軸８０’の第２側部の角度Ａ１、Ａ２、及びＡ３と異なるか、これと同じであるか
、又は実質的に同じであり得る。一実施形態において、長手方向軸８０’の一方の側の角
度に関し、角度Ａ１は、角度Ａ２及びＡ３より大きいことがあり、角度Ａ２は、角度Ａ３
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よりも大きいことがある。他の実施形態において、長手方向軸８０’の一方の側の角度に
関し、角度Ａ１及び角度Ａ２は、同じ、又は実質的に同じであってもよく、角度Ａ３は角
度Ａ１及びＡ２よりも小さいことがある。更に他の実施形態において、長手方向軸８０’
の一方の側の角度のいずれかは、同じであるか、又は異なっていてもよい。
【００８５】
　接線３５は、前方腰部領域５の円弧状部分３３の一部からとられる。接線３５’は、後
方腰部領域６の円弧状部分３３’の一部からとられる。接線３５’’は、股部領域７の円
弧状部分３３’’の一部からとられる。
【００８６】
　長手方向軸８０、又は８０’はそれぞれ、第１腰縁部１０又は第１側部２８０と第２腰
縁部１２又は第２側部２８２との中点を接続することによって、吸収性物品又は吸収性コ
ア上に描かれるべきである。接線は、直線状の縁部を使用して、吸収性物品又は吸収性コ
ア上に描かれ得る。多数の接線が、前方腰部領域５、後方腰部領域６、及び／又は股部領
域７の円弧状部分に描かれてもよい。接線は、これらが長手方向軸８０又は８０’と平行
に位置付けられない限り、長手方向軸８０又は８０’と交差するように十分に長く描かれ
るべきである。次に、１°刻みの分度器を使用して、接線と長手方向軸８０又は８０’と
の間の角度（Ａ１、Ａ２、及びＡ３）を測定してもよい。吸収性コア２８に追加的なチャ
ネルが存在する場合、同じ又は同様の方式で、これらのチャネルに追加的な接線が描かれ
得る。
【００８７】
　実施形態において、図１９を参照し、上記の第１チャネル２６及び第２チャネル２６’
に加えて、吸収性コアは、超吸収性ポリマーを含まない、又は実質的に含まない、チャネ
ル又はポケット３７を含み得る。チャネル又はポケット３７の一部は、長手方向軸８０’
の上に位置してもよい。チャネル又はポケット３７は、側部２８４又は第２側縁部４に面
する円弧状部分３９と、側部２８２又は第１側縁部３に面する別の円弧状部分３９’を含
み得る。円弧状部分３９’（又は３９）の接線４１’（又は４１）と、長手方向軸８０’
との間の角度Ａ４は、約０．１°～４０°、０．１°～２０°、０．１°～１５°、０．
１°～１０°、又は０．１°～５°の範囲であってもよい（特に、上記の範囲内の０．１
°刻みの全ての値、及びそれらの内部に又はそれらにより形成されるいずれかの範囲）。
一実施形態において、接線４１（又は４１’）は、長方向軸８０’と平行に延び、長手方
向軸８０’と決して交わらないことがある。チャネル又はポケット３７は、少なくとも一
部が、前方腰部領域５、後方腰部領域６、及び／又は股部領域７内に位置付けられ得る。
【００８８】
　一実施形態において、図２０を参照し、第１チャネル２６、及び第２チャネル２６’に
加えて、吸収性コア２８は、一部が長手方向軸８０’上に位置付けられたチャネル又はポ
ケット４３を含み得る。チャネル又はポケット４３は、１０ｍｍ～１５０ｍｍの範囲の長
手方向長さ、及び１０ｍｍ～約１５０ｍｍの横方向幅を有してもよい（特に、上記の特定
の範囲、及びその内部又はそれにより形成されるいずれかの範囲の１ｍｍ刻みの全ての値
）。他の寸法もまた、本開示の範囲内である。チャネル又はポケット４３は、前方腰部領
域５若しくは後方腰部領域６、又はその両方に位置してもよい。チャネル又はポケット４
３は、チャネル又はポケット４３が前方腰部領域５に位置する場合、前側２８０及び前方
腰縁部１０に面する円弧状部分４５と、チャネル又はポケット４３が後方腰部領域６に位
置する場合に後側２８２又は後方腰部領域１２に面する円弧状部分４５を有し得る。チャ
ネル又はポケット４３は、いくつかの場合において股部領域７へと延びることがある。円
弧状部分４５の接線４７は、７０°～１１０°、８０°～１００°、８５°～８５°、約
９０°、又は９０°の範囲の角度を長手方向軸８０’と形成してもよい（特に、上記の特
定の範囲、及びその内部又はそれにより形成されるいずれかの範囲の０．５°刻みの全て
の値）。
【００８９】
　一実施形態において、図２１を参照し、第１チャネル２６及び２６’に加えて、吸収性
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コア２８は、股部領域７及び／又は後方腰縁部６のポケット５３と、後方腰部区域６及び
／又は股部領域７の１つ以上のチャネル５５を含み得る。別の実施形態において、ポケッ
ト５３は、股部領域７及び／又は前方腰部領域５に位置してもよく、１つ以上のチャネル
５５は、股部領域７及び／又は前方腰部領域５にあり得る。ポケット５３及び１つ以上の
チャネル５５は、ＢＭポケット若しくはチャネル、並びに／又は尿管理ポリケット及び／
若しくはチャネルであり得る。チャネル５５は一般的に、横方向軸９０’の周辺で横方向
に延びてもよい。本明細書に記載される様々なパラメータが好適であれば、図２１に適用
され得る。例えば、チャネル５５の少なくとも１つ又は全てが、その円弧状部分５７から
延びる接線５９を有してもよい。接線５９と長手方向軸８０’との間に形成される角度は
、例えば、８０°～１００°、約９０°、又は９０°であり得る。
【００９０】
　バリアレッグカフ
　吸収性物品は、バリアレッグカフ３４の対を含み得る。各レッグカフは、物品に結合さ
れる一片の材料により形成されてもよく、これは物品の内側表面から上方に延び、着用者
の胴体と脚部の境界付近における液体及び他の身体滲出物の改善された収容をもたらす。
トップシート２４及び／又はバックシート２５に直接、又は間接的に接合される近位縁部
６４、並びに着用者の皮膚と接触してこれに対してシールを形成することを意図された自
由端縁部６６により画定される。バリアレッグカフは少なくとも一部が、吸収性物品の前
方腰縁部１０と後方腰縁部１２との間で、長手方向軸８０の双方の側に延び、少なくとも
股部点（Ｃ）又は股部領域のレベルに存在する。バリアレッグカフは、膠着、溶融結合、
又は他の好適な結合プロセスの組み合わせにより作製され得る、結合部６５によって、近
位縁部６４において、物品のシャーシと接合され得る。近位縁部６４における結合部６５
は、連続的であるか、又は断続的であり得る。レッグカフの隆起区分に最も近い結合部６
５は、レッグカフの起立区分の近位縁部６４を画定する。
【００９１】
　バリアレッグカフは、トップシート２４、若しくはバックシート２５と一体であっても
よく、又は物品のシャーシに接合された別個の材料であってもよい。バリアレッグカフの
材料は、おむつの全長を通じて延びてもよいが、物品の前方腰縁部１０及び後方腰縁部１
２に向かってトップシート２４に「タック結合」されてもよく、これによりこらの区分で
は、レッグカフ材料がトップシート２４と面一になる。
【００９２】
　各バリアレッグカフ３４は、より良好な封止をもたらすために、この自由端縁部６６の
近くに１つ、２つ又はそれ以上の弾性糸３５を含み得る。
【００９３】
　バリアレッグカフ３４に加えて、物品はガスケットカフ３２を含んでもよく、これは吸
収性物品のシャーシ、特にトップシート２４及び／又はバックシート２５に接合され、バ
リアレッグカフに対して外側に配置される。ガスケットカフ３２は、着用者の大腿部周囲
により良好なシールをもたらし得る。各ガスケットレッグカフは、吸収性物品のシャーシ
内において、脚部開口部の領域のトップシート２４とバックシート２５との間に１つ以上
の弾性糸又は弾性要素を含み得る。
【００９４】
　米国特許第３，８６０，００３号は、弾性レッグカフ（ガスケットカフ）を提供するた
めにサイドフラップ及び１つ以上の弾性部材を有する収縮性脚部開口部を提供する、使い
捨ておむつを記載している。米国特許番号第４，８０８，１７８号、及び同第４，９０９
，８０３号（Ａｚｉｚ　ｅｔ　ａｌ．に発行）は、脚部領域の収容性を改善する、「起立
」フラップ（バリアレッグカフ）を有する、使い捨ておむつについて記載する。米国特許
番号第４，６９５，２７８号、及び同第４，７９５，４５４号（それぞれ、Ｌａｗｓｏｎ
、及びＤｒａｇｏｏに発行）は、ガスケットカフ及びバリアレッグカフを含む二重カフを
有する使い捨ておむつについて記載する。バリアレッグ及び／又はガスケットカフの全部
又は一部がローションにより処理され得る。



(24) JP 6203861 B2 2017.9.27

10

20

30

40

50

【００９５】
　獲得分配システム
　本開示の吸収性物品は、獲得分配層、又はシステム５０（本明細書において「ＡＤＳ」
）を含むことがある。ＡＤＳの１つの機能は、流体を素早く獲得し、これを吸収性コアへ
と効率的な様式で分配することである。ＡＤＳは、一体層を形成するか、又は互いに取り
付けることができる別個の層のままである、１つ、又は２つ以上の層を含み得る。一実施
形態において、ＡＤＳは、吸収性コアとトップシートとの間に配置された２つの層：分配
層５４及び獲得層５２を含み得るが、本開示はこの実施形態に制限されない。
【００９６】
　ＡＤＳはＳＡＰを含んでもよく、これは流体の獲得及び分配を遅くすることがある。好
適なＡＤＳは、例えば、国際特許公開第２０００／５９４３０号（Ｄａｌｅｙ）、国際特
許公開第９５／１０９９６号（Ｒｉｃｈａｒｄｓ）、米国特許番号第５，７００，２５４
号（ＭｃＤｏｗａｌｌ）及び国際特許公開第０２／０６７８０９号（Ｇｒａｅｆ）に記載
される。
【００９７】
　分配層
　ＡＤＳの分配層は、少なくとも５０重量％の架橋セルロース繊維を含み得る。架橋セル
ロース繊維は、捲縮されても、撚り合わされても、若しくはカールされてもよく、又は捲
縮される、撚り合わせられる、及びカールされることを含むそれらの組み合わせであって
もよい。この種類の材料は、米国特許出願番号第２００８／０３１２６２２　Ａ１（Ｈｕ
ｎｄｏｒｆ）に記載される。架橋セルロース繊維は、製品のパッケージ内の圧縮に対して
、又は、例えば、乳幼児の重量下の使用状況下において、第１の吸収性層に対して、高い
復元力、及びそれ故高い耐性を付与する。これにより、コアに、高い空隙容積、透過性、
及び液体吸収作用が付与されるので、漏れが減り、乾燥状態が改善される。
【００９８】
　分配層に好適な代表的な化学的に架橋したセルロース繊維は、米国特許番号第５，５４
９，７９１号、同第５，１３７，５３７号、国際特許公開第９５３４３２９号、又は米国
特許出願番号第２００７／１１８０８７に開示される。例示的な架橋剤は、クエン酸など
のポリカルボン酸及び／又はアクリル酸及びマレイン酸共重合体などのポリアクリル酸を
含む。
【００９９】
　本開示の架橋セルロース繊維を含む分配層は、他の繊維を含んでもよいが、この層は、
層の少なくとも５０重量％、又は６０重量％、又は７０重量％、又は８０重量％、又は９
０重量％、又は更に最大１００重量％の架橋セルロース繊維（架橋剤を含む）を好適に含
み得る。かかる架橋セルロース繊維の混合層の例として、化学架橋セルロース繊維を約７
０重量％、ポリエステル（ＰＥＴ）繊維を約１０重量％、及び未処理のパルプ繊維を約２
０重量％が挙げられる。他の例では、架橋セルロース繊維の層は、化学架橋セルロース繊
維を約７０重量％、リヨセル繊維を約２０重量％、及びＰＥＴ繊維を約１０重量％含んで
もよい。他の例では、層は、化学架橋セルロース繊維を約６８重量％、未処理のパルプ繊
維を約１６重量％、及びＰＥＴ繊維を約１６重量％含んでもよい。他の例では、架橋セル
ロース繊維の層は、化学架橋セルロース繊維を約９０～１００重量％含んでもよい。
【０１００】
　分配層５４は、米国特許番号第５，１３７，５３７号に開示される手順に示されるよう
に測定した際に、２５～６０、又は３０～４５の保水値を有する材料であり得る。
【０１０１】
　分配層は典型的には、３０～４００ｇ／ｍ２又は１００～３００ｇ／ｍ２の平均坪量を
有してもよい（特に、上記の範囲内の１．０ｇ／ｍ２刻みの全ての値、及びそれらの内部
に又はそれらにより形成されるいずれかの範囲）。分配層の密度は、物品の圧縮度により
変化し得るが、０．０３～０．１５ｇ／ｃｍ３又は０．０８～０．１０ｇ／ｃｍ３であり
得る（特に、２．０７ｋＰａ（０．３０ｐｓｉ）で測定した、上記の範囲内の１．０ｇ／
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ｃｍ３刻みの全ての値、及びそれらの内部に又はそれらにより形成されるいずれかの範囲
）。
【０１０２】
　獲得層
　ＡＤＳは獲得層５２を含み得る。獲得層は、分配層５４とトップシート２４との間に配
置されてもよい。獲得層５２は、不織布材料、例えば、スパンボンド、メルトブローン、
及び更にスパンボンドされた層を含むＳＭＳ、又はＳＭＭＳ材料、あるいはカーディング
を施された化学接合された不織布であってもよく、又は含んでもよい。不織布材料は、ラ
テックス結合されていてもよい。代表的な上方獲得層５２は、米国特許出願番号第７，７
８６，３４１号に開示される。特に用いられる繊維が円形中実、又は円形中空ＰＥＴ短繊
維（６デニール繊維と９デニール繊維との５０／５０又は４０／６０混合）である場合、
カード加工された樹脂結合不織布を用いてもよい。例示的な結合剤は、ブタジエン／スチ
レンラテックスである。不織布は、これらが加工ライン外で製造され、材料のロールとし
て保存及び使用され得るという、利点を有する。
【０１０３】
　獲得層５２は、例えば、スチレンーブタジエンラテックス結合剤（ＳＢラテックス）な
どラッテクス結合剤により安定化されてもよい。
【０１０４】
　上記の第１獲得層に加えて、更なる獲得層が使用され得る。例えば、組織層は、第１獲
得層と分配層との間に配置されてもよい。この組織は、上記の獲得層と比較してより高い
毛管分配特性を有し得る。この組織及び第１獲得層は、同じ大きさであってもよく、又は
異なる大きさであってもよい。例えば、組織層は、第１獲得層よりも、吸収性物品の後部
へと更に延びていてもよい。親水性の例としては、Ｈａｖｉｘから供給される、セルロー
ス繊維により作製される、１３～１５ｇｓｍの高湿潤強度のセルロース繊維が挙げられる
。
【０１０５】
　締結システム
　吸収性物品は締結システムを含み得る。締結システムは、テープ付きおむつにおいて典
型的であるように、物品を着用者上に保持するために、吸収性物品の周辺部周囲に横方向
の張力をもたらすために、使用されてもよい。この締結システムは、トレーニングパンツ
物品においては、これらの物品の腰部領域が既に結合されているために必要ではない場合
がある。締結システムは、テープタブ、フック・ループ締結構成要素、相互連結締結具（
タブ及びスロット、バックル、ボタンスナップ、及び／又は雌雄型コネクタ締結構成要素
）などの締結具を含み得るが、他の任意の好適な締結機構がまた、本開示の範囲内であり
得る。ランディングゾーン４４は通常、締結具が取り外し可能に取り付けられるように、
前方腰部領域５の衣類に面する表面に設けられる。いくつかの代表的な表面締結システム
が、米国特許番号第３，８４８，５９４号、同第４，６６２，８７５号、同第４，８４６
，８１５号、同第４，８９４，０６０号、同第４，９４６，５２７号、同第５，１５１，
０９２号、同第５，２２１，２７４号に開示される。代表的な相互連結が、米国特許番号
第６，４３２，０９８号に開示される。締結システムはまた、Ｒｏｂｅｒｔｓｏｎ　ｅｔ
　ａｌに発行された、米国特許番号第４，９６３，１４０号に開示される、使い捨て式の
構成で物品を保持するための機構をもたらしてもよい。
【０１０６】
　締結システムはまた、米国特許番号第５，２４２，４３６号、同第５，４９９，９７８
号、同第５，５０７，７３６号、及び同第５，５９１，１５２号に開示されるように、重
複部分のずれを低減するか、又はフィットを改善するために、米国特許番号第４，６９９
，６２２号に開示される第１及び第２締結システムを含み得る。
【０１０７】
　前方及び後方耳部
　一実施形態において、吸収性物品は、前方耳部４６、及び後方耳部４０を含み得る。耳
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部は、例えばトップシート２４及び／又はバックシート２６などから、サイドパネルとし
て形成されるなど、シャーシの一体部分であってもよい。あるいは、図１に表されるよう
に、耳部は、接着、熱エンボス加工及び／又は圧力結合により、取り付けられた別個の要
素であってもよい。後方耳部４０は、タブ４２のランディングゾーン４４への取り付けを
促進し、テープ付きおむつを、着用者の腰部周囲の位置に維持するために伸縮性であり得
る。後部耳部４０はまた、弾性耳部がおむつの側部を伸縮させるために、まずおむつを着
用者にぴったりとフィットさせ、続いておむつが排出物で充填されてからかなり後の着用
期間中もこのフィットを維持することにより、より快適で体形に合ったフィットを提供す
るように、弾性又は延伸性であってもよい。
【０１０８】
　弾性的腰縁部構造部
　吸収性物品はまた、フィット及び収容性の改善をもたらすのに役立つ、少なくとも１つ
の弾性腰部機構（示されない）を含み得る。弾性腰部機構は、一般に、弾性的に伸縮して
、着用者の腰部に動的に適合することが意図される。弾性腰部機構は、吸収性コア２８の
少なくとも１つの腰縁部から少なくとも長手方向外側に延びてもよく、一般的に吸収性物
品の端縁部の少なくとも一部を形成する。使い捨ておむつは、２つの弾性縁部機構を有す
るように構成可能であるが、一方は、前方腰部領域に位置付けられ、他方は、後方腰部領
域３８に位置付けられる。弾性腰部機構は、米国特許番号第４，５１５，５９５号、同第
４，７１０，１８９号、同第５，１５１，０９２号、及び同第５，２２１，２７４号に記
載されるものを含む、多数の異なる構成で構成されてもよい。
【０１０９】
　層間の関係
　典型的には隣接する層及び構成要素は、層表面の全体又は一部へのスロットコーティン
グ若しくは噴霧による接着剤コーティング、熱結合、圧力結合、又はその組み合わせなど
、従来的な結合方法を使用して一緒に結合することができる。この結合は、明瞭性及び読
みやすさのために図には示されないが（レッグカフ６５の隆起要素とトップシート２４と
の間の結合を除く）、物品の層の間の結合は、明示的に排除されない限り存在するものと
考えるべきである。接着剤は、バックシート２５とコアラップとの間の様々な層の接着を
改善するために使用され得る。接着剤は、当該技術分野において既知のいずれかの好適な
ホットメルトであり得る。
【０１１０】
　獲得層５２が存在する場合、この獲得層は、長手方向及び／又は横方向寸法において、
分配層５４よりも大きいか、又は少なくとも同じぐらい大きいことが望ましい場合がある
。したがって、分配層５２は、獲得層上に堆積されてもよい。これは特に、獲得層が、ス
トック材料のロールから巻き出され得る不織布であるときに、取り扱いを単純化する。獲
得層はまた、吸収性コアのコアラップの上側、又は物品の別の層上に直接堆積されてもよ
い。分配層よりも大きな獲得層５２を有することにより、獲得層を、貯蔵コアに（より大
きな面積で）直接接着することが可能となる。これは、パッチ一体性の改善、及びより良
好な液体連通をもたらし得る。
【０１１１】
　吸収性コア、及び特にその吸収性材料堆積領域８は、獲得分配システム（ＡＤＳ）と同
程度の大きさ及び長さであるか、少なくとも部分的により大きい、及び／又はより長い。
これは、コア内の吸収性材料がＡＤＳよりも広範囲にわたり、流体をより効果的に保持し
、乾燥の利点をもたらし得るためである。吸収性物品は、矩形のＳＡＰ層、及び非矩形の
（成形された）ＡＤＳを有し得る。吸収性物品はまた、矩形の（非成形の）ＡＤＳ、及び
ＳＡＰの矩形の層を有し得る。
【０１１２】
　生理用ナプキンの特徴
　一実施形態において、図２２を参照すると、吸収性物品は生理用ナプキン３０１０であ
ってもよい。生理用ナプキン３０１０は、液体透過性トップシート３０１４、液体不透過
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む場合がある。吸収性コア３０１８は、吸収性コア２８に関して本明細書において記載さ
れる機構のいずれか、又は全てを有してもよく、いくつかの実施形態において、上記の獲
得分配システムの変わりに二次トップシートを有してもよい。生理用ナプキン３０１０は
、生理用ナプキン３０１０の長手方向軸線３０８０に関して外向きに延在する羽根３０２
０も含んでもよい。生理用ナプキン３０１０はまた横方向軸３０９０を含んでもよい。羽
根３０２０は、トップシート３０１４、バックシート３０１６、及び／又は吸収性コア３
０１８に接合されていてもよい。生理用ナプキン３０１０はまた、前縁部３０２２、前縁
部３０２２と長手方向反対側の後縁部３０２４、第１側縁部３０２６、及び第１側縁部３
０２６と長手方向反対側の第２側縁部３０２８を有してもよい。長手方向軸３０８０は、
前縁部３０２２の中点から、後縁部３０２４の中点まで延びてもよい。横方向軸３０９０
は、第１側縁部３０２８の中点から、第２側縁部３０２８の中点まで延びてもよい。生理
用ナプキン３０１０には、当該技術分野において既知の通り、生理用ナプキンに一般的に
見出される追加の特徴も提供されてもよい。
【０１１３】
　物品の作製方法
　本開示の吸収性物品及び生理用ナプキンは、当該技術分野において既知の任意の好適な
方法により作製され得る。特に、物品は、手作りであるか、又は高速で工業生産されても
よい。
【０１１４】
　本明細書に開示した寸法及び値は、記載された正確な数値に厳密に限定されるものと理
解されるべきではない。むしろ、特に断らない限り、そのような寸法のそれぞれは、記載
された値及びその値の周辺の機能的に同等の範囲の両方を意味するものとする。例えば、
「４０ｍｍ」として開示される寸法は、「約４０ｍｍ」を意味することを意図する。
【０１１５】
　任意の相互参照又は関連特許若しくは関連出願を包含する本明細書に引用される全ての
文献は、明確に除外ないしは別の方法で限定されない限り、その全てを本明細書中に参照
により組み込まれる。いかなる文献の引用も、それが本明細書で開示若しくは請求される
任意の実施形態に関する先行技術であること、又はそれが単独で若しくは任意の他の参照
（単数又は複数）との任意の組み合わせで任意のこのような実施形態を教示、提案、若し
くは開示することを認めるものではない。更に、本文書において、用語の任意の意味又は
定義の範囲が、参考として組み込まれた文書中の同様の用語の任意の意味又は定義と矛盾
する場合には、本文書中で用語に割り当てられる意味又は定義に準拠するものとする。
【０１１６】
　本開示の特定の実施形態が図示及び説明されたが、本開示の趣旨及び範囲から逸脱する
ことなく様々な他の変更及び修正を行い得ることは、当業者には明白であろう。したがっ
て、本開示の範囲内に属する全てのこのような変更及び修正を、添付された特許請求の範
囲に網羅することが意図される。
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