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(57)【要約】
　吸収性コア（２）と本体（４）とを備える吸収性アセ
ンブリ（３）を有する、パンツ型の吸収性物品（１）が
開示されている。本体（４）は、前部（５）と後部（６
）とを備え、前部（５）と後部（６）とは対向する長手
方向の側端辺に沿って互いに結合されて、腰部開口部と
一対の脚部開口部とを形成している。前部（５）と後部
（６）とのうちの少なくとも一方は、弾性ウェブ材（１
０）を備えている。物品は、物品の長手方向において前
部（５）と後部（６）との間に配置された股部分（７）
をさらに備えており、前記前部（５）は長手方向に所定
の長さ（ｂ１）を有し、前記後部（６）は長手方向に所
定の長さ（ｂ３）を有し、前記股部分（７）は長手方向
に所定の長さ（ｂ２）を有している。吸収性アセンブリ
（３）は、少なくとも前記股部分（７）にあり、前部（
５）及び後部（６）の両方に所定の長さで重なっている
。１つの実施形態によると、吸収性アセンブリ（３）は
、物品の延ばされた状態で測定された場合に、前部及び
後部それぞれの表面積の２０％未満、好ましくは１０％
未満に重なっている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パンツ型オムツ、生理用パンツ、又は失禁用パンツのようなパンツ型吸収性物品（１）
であって、該物品は、吸収性コア（２）及び本体（４）を備える、吸収性アセンブリ（３
）を備え、前記本体（４）は、前部（５）と後部（６）とを備え、これら前部（５）と後
部（６）とは、２つの対向する長手方向の側端辺に沿って互いに結合されて、腰部開口部
及び一対の脚部開口部を形成し、前記前部（５）と前記後部（６）とのうちの少なくとも
一方は、弾性ウェブ材（１０）を備え、前記物品（４）は、前記物品の長手方向において
前記前部（５）と前記後部（６）との間に配置された股部分（７）をさらに備え、前記前
部（５）は長手方向に所定の長さ（ｂ１）を有し、前記後部（６）は長手方向に所定の長
さ（ｂ３）を有し、前記股部分は（７）長手方向に所定の長さ（ｂ２）を有し、前記吸収
性アセンブリ（３）は、少なくとも前記股部分（７）にあるとともに、前記前部（５）及
び前記後部（６）の両方に所定の長さで重なっており、前記物品は、長手方向（ｙ）と横
方向（ｘ）とを有し、
　前記吸収性アセンブリ（３）は、前記物品の延ばされた状態で測定された場合に、前記
前部及び前記後部のそれぞれの表面積の２０％未満、好ましくは１０％未満に重なってい
ることを特徴とする、パンツ型吸収性物品（１）。
【請求項２】
　パンツ型オムツ、生理用パンツ、又は失禁用パンツのようなパンツ型吸収性物品（１）
であって、該物品は、吸収性コア（２）及び本体（４）を備える、吸収性アセンブリ３）
を備え、前記本体（４）は、前部（５）と後部（６）とを備え、これら前部（５）と後部
（６）とは、２つの対向する長手方向の側端辺に沿って互いに結合されて、腰部開口部及
び一対の脚部開口部を形成し、前記前部（５）と前記後部（６）とのうちの少なくとも一
方は、弾性ウェブ材（１０）を備え、前記物品（４）は、前記物品の長手方向において前
記前部（５）と前記後部（６）との間に配置された股部分（７）をさらに備え、前記前部
（５）は長手方向に所定の長さ（ｂ１）を有し、前記後部（６）は長手方向に所定の長さ
（ｂ３）を有し、前記股部分は（７）長手方向に所定の長さ（ｂ２）を有し、前記吸収性
アセンブリ（３）は、少なくとも前記股部分（７）にあるとともに、前記前部（５）及び
前記後部（６）の両方に所定の長さで重なっており、前記物品は、前記物品の端辺と前記
物品の横方向の中央線（１６）とによって規定された前半部分（１４）と、前記物品の端
辺と前記物品の横方向の中央線（１６）とによって規定された後半部分（１５）と、を有
し、前記物品は、長手方向（ｙ）と横方向（ｘ）とを有し、
　前記前半部分（１４）の表面積は、前記物品の延ばされた状態で測定された場合に、前
記後半部分（１５）の表面積の８０～９０％であることを特徴とする、パンツ型吸収性物
品（１）。
【請求項３】
　パンツ型オムツ、生理用パンツ、又は失禁用パンツのようなパンツ型吸収性物品（１）
であって、該物品は、吸収性コア（２）及び本体（４）を備える、吸収性アセンブリ３）
を備え、前記本体（４）は、前部（５）と後部（６）とを備え、これら前部（５）と後部
（６）とは、２つの対向する長手方向の側端辺に沿って互いに結合されて、腰部開口部及
び一対の脚部開口部を形成し、前記前部（５）と前記後部（６）とのうちの少なくとも一
方は、弾性ウェブ材（１０）を備え、前記物品（４）は、前記物品の長手方向において前
記前部（５）と前記後部（６）との間に配置された股部分（７）をさらに備え、前記前部
（５）は長手方向に所定の長さ（ｂ１）を有し、前記後部（６）は長手方向に所定の長さ
（ｂ３）を有し、前記股部分は（７）長手方向に所定の長さ（ｂ２）を有し、前記吸収性
アセンブリ（３）は、少なくとも前記股部分（７）にあるとともに、前記前部（５）及び
前記後部（６）の両方に所定の長さで重なっており、物品は、横方向において最大幅（ｃ
）を有し、長手方向において最大長さ（ｂ）を有し、前記物品は、長手方向（ｙ）と横方
向（ｘ）とを有し、
　前記物品の前記最大幅（ｃ）の前記最大長さ（ｂ）に対する比は、前記物品の延ばされ
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た状態で測定された場合に、８０％～１２０％、好ましくは９０％～１１０％であること
を特徴とする、パンツ型吸収性物品（１）。
【請求項４】
　前記物品の前記前部の長さ（ｂ１）の前記最大幅（ｃ）に対する比は、前記物品の延ば
された状態で測定された場合に、２５％～３５％、好ましくは２８％～３２％であること
を特徴とする請求項３に記載のパンツ型吸収性物品（１）。
【請求項５】
　前記物品の後部の長さ（ｂ３）の前記最大幅（ｃ）に対する比は、前記物品の延ばされ
た状態で測定された場合に、３８％～５２％であることを特徴とする請求項３に記載のパ
ンツ型吸収性物品（１）。
【請求項６】
　前記股部分（７）の長さ（ｂ２）は、前記物品の延ばされた状態で測定された場合に、
前記物品の長さ全体（ｂ）の１０～４０％、好ましくは２０～４０％、最も好ましくは２
５～３５％であることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載のパンツ型吸収性
物品（１）。
【請求項７】
　前記前部（５）及び前記後部（６）の両方は、前記弾性ウェブ材（１０）を備えている
ことを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載のパンツ型吸収性物品（１）。
【請求項８】
　前記股部分（７）には実質的に前記弾性ウェブ材は無く、前記股部分（７）の長さ（ｂ
２）は、前記前部（５）及び前記後部（６）の前記弾性ウェブ材（１０）からなるパネル
の間の距離に実質的に等しいことを特徴とする請求項７又は８に記載のパンツ型吸収性物
品（１）。
【請求項９】
　前記吸収性アセンブリ（３）は、液体不透過性の背面シート層（１９）と、液体透過性
の上面シート層（２０）と、これら背面シート層（１９）と上面シート層（２０）との間
に封入された吸収性コア（２）とを備えることを特徴とする請求項１～８のいずれか一項
に記載のパンツ型吸収性物品。
【請求項１０】
　前記股部分（７）は、前記吸収性アセンブリ（３）の下の被服に面する側に股部パネル
材（２１）を備えていることを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載のパンツ型
吸収性物品。
【請求項１１】
　前記股部パネル材（２１）は、実質的に非弾性のウェブ材（１８）であることを特徴と
する請求項８に記載のパンツ型吸収性物品。
【請求項１２】
　前記非弾性のウェブ材（１８）は不織材であることを特徴とする請求項８又は９に記載
のパンツ型吸収性物品。
【請求項１３】
　前記弾性ウェブ材は、繊維層からなる第１及び第２の層（１１、１２）と、これら第１
及び第２の層の間に配置された弾性フィルム層（１３）とを備える積層体（１０）である
ことを特徴とする請求項１～１２のいずれか一項に記載のパンツ型吸収性物品。
【請求項１４】
　前記弾性フィルム層（１３）は通気性を有していることを特徴とする請求項１１に記載
のパンツ型吸収性物品。
【請求項１５】
　前記弾性積層体（１０）は、２４時間で少なくとも１５００ｇ／ｍ２、好ましくは２４
時間で少なくとも３０００ｇ／ｍ２の、ＡＳＴＭ、Ｅ－９６－００方法Ｄによる水蒸気透
過率を有していることを特徴とする請求項１２に記載のパンツ型吸収性物品。
【請求項１６】
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　前記弾性積層体（１０）は、スパンボンド材料からなる第１及び第２の繊維層（１１、
１２）を備え、これらそれぞれの層は、１０～３５ｇ／ｍ２の、好ましくは１２～３０ｇ
／ｍ２の、より好ましくは１５～２５ｇ／ｍ２の秤量を有し、通気性を有する弾性フィル
ム層（１３）は、２０～８０ｇ／ｍ２の、好ましくは２０～６０ｇ／ｍ２の秤量を有し、
前記弾性積層体（１０）は、２４時間で少なくとも１５００ｇ／ｍ２、好ましくは２４時
間で少なくとも３０００ｇ／ｍ２の、ＡＳＴＭ、Ｅ－９６－００方法Ｄによる水蒸気透過
率を有していることを特徴とする請求項１１又は１２に記載のパンツ型吸収性物品。
【請求項１７】
　前記弾性ウェブ材（１０）は、１００ｇ／ｍ２未満の、好ましくは９０ｇ／ｍ２未満の
秤量を有していることを特徴とする請求項１～１６のいずれか一項に記載のパンツ型吸収
性物品。
【請求項１８】
　前記弾性ウェブ材（１０）は、添付明細書に特定される弾性試験によって測定された場
合に、少なくとも３０％、好ましくは少なくとも５０％、最も好ましくは少なくとも７０
％の前記物品の横方向における弾性率を有することを特徴とする請求項１～１７のいずれ
か一項に記載のパンツ型吸収性物品。
【請求項１９】
　前記弾性ウェブ材（１０）は、添付明細書に特定される弾性試験によって測定された場
合に、少なくとも２０％の前記物品の長手方向における弾性率を有することを特徴とする
請求項１～１８のいずれか一項に記載のパンツ型吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パンツ型オムツ、生理用パンツ、又は失禁用着用品のようなパンツ型の吸収
性物品に関し、前記物品は、弾性を有するウェブ材を備えている。
【背景技術】
【０００２】
　コア領域及び本体領域を形成された吸収性物品は、着用者の周りに快適にフィットする
と考えられている。パンツ型オムツ、生理用パンツ、及び失禁用パンツのようなパンツ型
物品にとって、物品が着用者の臀部を越えて引き上げ及び引き下げ可能であり、着用者又
は介護者が簡単に物品を着用し、物品が汚れた場合に簡単に物品を取り外すことを可能に
することが望ましい。このような吸収性パンツを、裏シートと表シートとの間に収縮可能
に取り付けられた、通常は弾性糸のような弾性材料を備える、弾性化された、伸縮可能な
側部と腰部とで作ることが知られている。
【０００３】
　さらに、吸収性物品の本体部分を、伸縮可能に接着された積層体のような弾性を有する
材料から作ることが知られている。このような積層体は、延伸され、スパンボンドウェブ
の外層の間に挟まれた、メルトブローンエラストマ繊維の層を含むことができる。
【０００４】
　特許文献１は、引っ張り力がかけられたときに、所定の永久変形を呈する、吸収性物品
のための伸縮可能な外側カバーを開示している。伸縮可能な外側カバーは、ネック付きの
弾性を有しないフィルムからなる１つの層と、弾性フィルムからなる１つの層との形態の
ネック付きの積層体を備えている。フィルムは通気性を有することができる。
【０００５】
　特許文献２は、対向する側部が第１及び第２の弾性を有しない繊維層に接合された弾性
フィルムを備える、弾性積層体を開示している。この積層体は、弾性を有しない繊維層を
、弾性フィルム層に接合し、次いでこの複合材を引き伸ばし、弾性を有しない材料を破断
させることによって作られている。弾性フィルム材は、通気性を有する材料からなってい
てもよい。積層体は、吸収性物品に組み込むことができる。
【０００６】
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　特許文献３は、例えば弾性積層体からなる、伸縮可能な前部及び後部を有する使い捨て
のパンツ様の下着を開示している。吸収性アセンブリは、前部及び後部に固定されている
。部分的に弾性積層体からなる吸収性物品のさらなる例は、特許文献４及び特許文献５に
見られる。
【０００７】
　国際出願ＰＣＴ／ＳＥ２００４／００１００４、ＰＣＴ／ＳＥ２００４／００１００５
、及びＰＣＴ／ＳＥ２００４／００１４１５は、布様の感触と外見のような改良された特
性を有する弾性積層体の形態の外側カバーシートを備える吸収性物品に関している。
【０００８】
　良好なフィット感、改良された快適性、及び漏れに対する安全性を得るためには、吸収
性物品が、着用者の相対的な寸法に合う寸法を有することが重要である。物品の相対的な
寸法もまた重要であり、よって物品のコンポーネント又は領域は互いに過剰に大きすぎて
も小さすぎてもいけない。また、物品の全体の寸法及びそのコンポーネントの相対的な寸
法は、よりパンツ様の外見を有する物品が得られるように、調整することができる。弾性
材料は、フィット感を改善するために使用することができるが、高価であることが多いの
で、弾性が重要である部分は弾性を有し、それほど弾性が重要でないところには（安い）
非弾性材料を備える物品に対する必要性が存在している。弾性材及び非弾性材の正しい選
択は、このように経済性の点と物品の良好なフィット性とをバランスさせるように、物品
の異なるコンポーネントまたは領域に対してなされなければならない。さらに、物品の構
成に使用される弾性ウェブ材の弾性特性は、可能な限り保たれなければならない。
【０００９】
　また、弾性積層体のような弾性ウェブ材を備える吸収性物品の特性、特にそのフィット
性及び外見の改良に対する必要性もある。また、上述のタイプの吸収性物品の快適性と柔
らかい感触も重要である。さらに、製造方法における改良は製造コストを最小に保つこと
を可能にするが、このことは、使い捨て式の物品は１回の使用後に廃棄されるので、使い
捨て式の物品に対して重要である。
【特許文献１】米国特許第６５５２２４５号明細書
【特許文献２】国際公開第０３／０４７４８８号パンフレット
【特許文献３】米国特許出願公開第２００４／０２４３０８６号明細書
【特許文献４】米国特許第６４７６２８９号明細書
【特許文献５】特許第１００４３２３５号公報
【特許文献６】欧州特許出願公開第１０３５８１８号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、パンツ型の既知の物品に関連する問題を回避するパンツ型吸収性物品
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この目的は、（パンツ型オムツ、生理用パンツ、又は失禁用パンツのような）パンツ型
の吸収性物品によって達成され、この物品は、吸収性コア及び本体を備える、吸収性アセ
ンブリを有している。本体は、前部と後部とを備え、これら前部と後部とは、２つの対向
する長手方向の側端辺に沿って互いに結合されて、腰部開口部及び一対の脚部開口部を形
成している。前部と後部とのうちの少なくとも一方は、弾性ウェブ材を備えている。物品
は、物品の長手方向において前部と後部との間に配置された股部分をさらに備えている。
前部は長手方向に所定の長さ（ｂ１）を有し、後部は長手方向に所定の長さ（ｂ３）を有
し、股部分は長手方向に所定の長さ（ｂ２）を有している。吸収性アセンブリ（３）は、
少なくとも前記股部分にあり、前部及び後部の両方に所定の長さで重なっており、物品は
、長手方向（ｙ）と横方向（ｘ）とを有している。
【００１２】
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　１つの実施形態によれば、吸収性アセンブリは、物品の延ばされた状態で測定された場
合に、前部及び後部のそれぞれの表面積の２０％未満、好ましくは１０％未満に重なって
いる。“伸ばされた状態”と言う文言は、より十分に後述されている。
【００１３】
　このように、パンツ型吸収性物品は、より簡単に着用者の体の形に適用されるので、良
好なフィット性、改良された快適性、及び漏れに対する安全性を提供している。物品の特
定の部分の組み合わせを使用することによって、コンポーネントの使用をより簡単にする
ことができ、コンポーネントの選択は所定の部分に最も適するようにできる。
【００１４】
　本発明の別の実施形態においては、物品は、物品の端辺と物品の横方向の中央線とによ
って規定された前半部分と、物品の端辺と物品の横方向の中央線とによって規定された後
半部分とを有する。本発明によれば、前半部分の表面積は、物品の延ばされた状態で測定
された場合に、後半部分の表面積の８０～９０％である。
【００１５】
　本発明のさらなる実施形態においては、物品は、横方向において最大幅（ｃ）を有し、
長手方向において最大長さ（ｂ）を有している。本発明によれば、物品の最大幅（ｃ）の
最大長さ（ｂ）に対する比は、物品の延ばされた状態で測定された場合に、８０％～１２
０％、好ましくは９０％～１１０％である。さらに、物品の前部の長さ（ｂ１）の幅（ｃ
）に対する比は、物品の延ばされた状態で測定された場合に、２５％～３５％、好ましく
は２８％～３２％である。物品の後部の長さ（ｂ３）の幅（ｃ）に対する比は、物品の延
ばされた状態で測定された場合に、３８％～５２％である。
【００１６】
　股部分の長さ（ｂ２）は、物品の延ばされた状態で測定された場合に、物品の長さ全体
の１０～４０％、好ましくは２０～４０％、最も好ましくは２５～３５％である。
【００１７】
　１つの実施形態においては、前部及び後部の両方は、前記弾性ウェブ材を備えている。
【００１８】
　本発明の１つの特徴によれば、物品の股部分には実質的に弾性ウェブ材は無く、股部分
の長さは、前部及び後部の弾性ウェブ材からなるパネルの間の距離に実質的に等しい。
【００１９】
　好ましくは、吸収性アセンブリは液体不透過性の背面シート層と、液体透過性の上面シ
ート層と、これら背面シート層と上面シート層との間に封入された吸収性コアとを備える
。
【００２０】
　本発明の１つの実施形態においては、股部分は股部パネル材を備え、この股部パネル材
は、好ましくは実質的に非弾性のウェブ材であり、吸収性アセンブリの下の被服に面する
側に設けられている。好ましくは、非弾性のウェブ材は不織材である。
【００２１】
　１つの実施形態によれば、弾性ウェブ材は、繊維層からなる第１及び第２の層と、これ
ら第１及び第２の層の間に配置された弾性フィルム層とを備える積層体である。さらなる
実施形態においては、弾性フィルム層は通気性を有している。
【００２２】
　本発明の１つの特徴においては、弾性積層体は、２４時間で少なくとも１５００ｇ／ｍ
２、好ましくは２４時間で少なくとも３０００ｇ／ｍ２の、ＡＳＴＭ、Ｅ－９６－００方
法Ｄによる水蒸気透過率を有している。
【００２３】
　１つの実施形態によれば、前記弾性積層体は、スパンボンド材料からなる第１及び第２
の繊維層を備え、それぞれの層は、１０～３５ｇ／ｍ２の、好ましくは１２～３０ｇ／ｍ
２の、より好ましくは１５～２５ｇ／ｍ２の秤量を有し、通気性を有する弾性フィルム層
は、２０～８０ｇ／ｍ２の、好ましくは２０～６０ｇ／ｍ２の秤量を有し、前記弾性積層
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体は、２４時間で少なくとも１５００ｇ／ｍ２、好ましくは２４時間で少なくとも３００
０ｇ／ｍ２の、ＡＳＴＭ、Ｅ－９６－００方法Ｄによる水蒸気透過率を有している。
【００２４】
　さらなる実施形態によれば、前記弾性ウェブ材は、本明細書に特定される弾性試験によ
って測定された場合に、弾性積層体の弾性率より少なくとも３０％、好ましくは少なくと
も５０％、最も好ましくは少なくとも７０％の物品の横方向における弾性率を有する。
【００２５】
　本発明の１つの特徴においては、弾性ウェブ材は１００ｇ／ｍ２未満の、好ましくは９
０ｇ／ｍ２未満の秤量を有している。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　本発明は、例示の方法によって、添付の図面を参照しつつ、より詳細に後述されている
。
【００２７】
　本発明は添付の図面に示されるいくつかの実施形態を参照して以下に詳しく記載されて
いる。
【００２８】
［吸収性物品］
　“吸収性物品”という文言は、着用者の肌に対して配置され、尿、便及び月経液のよう
な身体滲出物を吸収し保持する製品を意味している。本発明は主に使い捨て式吸収性物品
に関し、使い捨て式物品は、洗濯され又は別様に使用後に吸収性物品として再保存される
こと、又は再使用されることを意図されていない物品を意味している。本発明は、コア領
域と、このコア領域を取り囲んでいる本体領域とを有している“パンツ型吸収性物品”に
関している。このようなパンツ型吸収性物品の例は、パンツ型オムツ、生理用パンツ、及
び失禁用パンツである。
【００２９】
　図面は、幼児又は失禁症の大人のためのパンツ型オムツ１の実施形態を示している。前
記パンツ型オムツは、通常、物品の吸収性アセンブリ３中に配置された吸収性コア２を備
えている。オムツは本体４をさらに備えている。本体は、前部５と、後部６とを備えてい
る。物品は、弾性を有する腰部バンド１７を備えていても良い。
【００３０】
　物品は、長手方向ｙ及び横方向ｘを有している。
【００３１】
　吸収性アセンブリ３は、液体透過性の上面シート２０と液体不透過性の背面シート１９
とを備えている。吸収性コア２は、上面シート２０と背面シート１９との間に封入されて
いる（図４）。
【００３２】
［上面シート］
　液体透過性の上面シート２０は、例えばスパンボンド、メルトブローン、カーディド、
水流交絡式，湿式等の不織材で構成することができる。好適な不織材は、例えばパルプ又
は綿繊維などの自然繊維、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ビスコースな
どの人工繊維、又は自然繊維及び人工繊維の混合物から構成することができる。さらに、
上面シートの材料は２つの繊維から構成することができ、例えば特許文献６に開示されて
いるような結合パターンに互いに結合することができる。上面シートの材料のさらなる例
は、多孔性発泡材、有孔のプラスティックフィルムなどである。表面上面シートの材料と
して好適な材料は、柔らかく、皮膚に炎症を与えないものでなければならず、例えば尿ま
たは月経液などの体液によって容易に透通されるように意図されている。上面シートは、
吸収性物品の異なる部分において異なっていても良い。
【００３３】
［背面シート］
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　吸収性コア２の着用品に面する側の吸収性アセンブリ３中に備えられている液体不透過
性の背面シート１９は、例えばポリエチレンフィルム又はポリプロピレンフィルムなどの
薄いプラスティックフィルム、液体不透過性を有する材料でコーティングされた不織材、
液体の浸透に対して耐性を有する疎水性不織材、又は、プラスティックフィルムと不織材
とを備える積層体のような、液体不透過性の材料から成っている。背面シート１９は、液
体が通り抜けるのを妨げる一方で、水蒸気が吸収性コアから逃げることができるように通
気性とすることができる。通気性の背面シートの材料の例は、多孔性のポリマーフィルム
、スパンボンド及びメルトブローンの層からなる不織積層体、多孔性のポリマーフィルム
からなる積層体、及び不織材である。背面シート１９は、好ましくは非弾性である。
【００３４】
［弾性を有するウェブ材］
　本体４の前部５及び後部６のうちの少なくとも一方は、弾性を有するウェブ材１０を備
えている。好ましくは、前部５及び後部６の両方は弾性ウェブ材１０を備える。弾性ウェ
ブ材１０のｘ方向における弾性率は、後述において特定される弾性率試験によって測定さ
れたときに、少なくとも３０％、好ましくは少なくとも５０％、より好ましくは少なくと
も７０％であるべきである。
【００３５】
　また、好ましくは、弾性を有するウェブ材１０は、物品のｙ方向においても弾性である
。しかし、ｙ方向における弾性率は、好ましくはｘ方向におけるより低い。ｙ方向におけ
る弾性率は、少なくとも２０％であるべきである。
【００３６】
　図示され、ここで記載される実施形態において、弾性ウェブ材は、繊維材１１及び１２
からなる第１及び第２の外側層と、これら繊維層の間に配置された中央弾性フィルム層１
３とからなる弾性積層体１０である（図５参照）。
【００３７】
　しかし、弾性不織材、本質的には非弾性であるが弾性糸等によって弾性化された不織材
などのような、別のタイプの弾性ウェブ材を使用することができることが理解される。弾
性ウェブ材は、１つの層又は積層された２つ以上の層を備えることもできる。
【００３８】
　ここに図示され、記載される弾性積層体においては、外側繊維層１１及び１２は、内側
の弾性フィルム層１３との組み合わせにおいて材料に高い破断強度を有するように選択さ
れることが好ましい。また、外側繊維層１１及び１２は、柔らかく、布様の感触を積層体
に与えている。好ましい材料の例は、カード式ウェブ及びスパンボンド材である。繊維材
層の秤量は、１０～３５ｇ／ｍ２、好ましくは１２～３０ｇ／ｍ２、より好ましくは１０
～２５ｇ／ｍ２であるべきである。繊維材に使用される好適なポリマーの例は、ポリエチ
レン、ポリエステル、ポリプロピレン、及び他のポリオレフィンのホモポリマー及びコポ
リマーである。例えば綿のような自然繊維もまた、要求される特性を提供する限り使用す
ることができる。ポリマーの混合物は、不織層の高い可撓性に貢献することができ、これ
を通じて、不織材に最大荷重における高い伸びを付与している。ポリエチレンポリマーと
ポリプロピレンポリマーとの混合物は、この点で良好な結果を付与することを証明した。
異なるポリマーから成る繊維の混合物もまた可能である。
【００３９】
　本発明の１つの実施形態によれば、中央層１３は、２０～８０ｇ／ｍ２、好ましくは２
０～６０ｇ／ｍ２の秤量を有する、有孔の弾性フィルムである。フィルムはいずれの好適
な弾性ポリマーであってもよく、自然ポリマーであっても合成ポリマーであっても良い。
弾性フィルムに好適な材料のいくつかの例は、低結晶性のポリエチレン、メタロセン－触
媒低結晶性ポリエチレン、エチレンビニルアセテートコポリマー（ＥＶＡ）、ポリウレタ
ン、ポリイソプレン、ブタジエンースチレンコポリマー、スチレン／イソプレン／スチレ
ン（ＳＩＳ）、スチレン／ブタジエン／スチレン（ＳＢＳ）のようなスチレンブロックコ
ポリマー、又はスチレン／エチレン－ブタジエン／スチレンブロックコポリマーである。
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また、これらポリマーの混合物、及び他の変成エラストマ又は非エラストマ材も使用する
ことができる。好適なフィルムの１つの例は、ＰＥ－ＳＥＢＳ－ＰＥからなる有孔の３層
エラストマフィルムである。
【００４０】
　積層体の合計秤量は、好ましくは１００ｇ／ｍ２以下、より好ましくは９０ｇ／ｍ２未
満である。
【００４１】
　弾性積層体１０は、特許文献２に開示された方法に従って製造することができ、この文
献には、１つのスパンボンド層１１がフィルム１３に粘着状態で適用され、よってフィル
ム層に接着され、別のスパンボンド層１２は、例えば圧感ホットメルト接着剤を使用して
、フィルム層１３に接着積層されている。代替的に、積層体は、この既知の方法の変型版
に従って製造されており、ここで変型は、積層体が、非弾性不織層の少なくとも１つの最
大荷重における延びの下の点まで一定量で（噛み合いギア（ｉｎｔｅｒｍｅｓｈｉｎｇ　
ｇｅａｒｓ（ＩＭＧ））によって）延伸され、少なくとも不織層の一方に対して所定の強
度を保持することを含んでいる。他方の層もまた、最大荷重における伸びとしての点、又
は延伸中に破れる点まで延伸することができる。
【００４２】
　特許文献２に開示された方法は、繊維材の降伏点の上への積層体の引き伸ばしを含み、
よって非弾性層は完全に破れる。したがって、特許文献２に記載されているように、積層
体の延びは非弾性材の延伸弾性係数によって制限されることはない。
【００４３】
　好ましい実施形態において、弾性フィルムに接着されている、少なくとも１つの、好ま
しくは両方の繊維層は、（特許文献２に記載された方法とは対称的に）本発明による積層
体の製造において完全に破られはしない。弾性積層体の弾性率より大きい、最大荷重にお
ける伸びを有する繊維材の選択は、弾性フィルムが、繊維層によって邪魔されることなく
延びることを可能とする。また、このような選択は、繊維層が製造中に完全には破られな
いか、又は破壊されないので、繊維層が積層体の破断強度に貢献するということを保障し
ている。好ましくは、両方の繊維層、又は繊維層の少なくとも一方は、積層体の弾性率よ
り少なくとも１０％高い最大荷重における伸びを有している。これは、国際出願ＰＣＴ／
ＳＥ２００４／００１００５号明細書に、より詳細に記載されており、この明細書はここ
に参照として組み込まれている。材料の層の不透明度は、下層の対象物又は模様が見える
のを視覚的に隠す、材料の層の特徴的な能力である。不透明度は％で測定され、１００％
の不透明度は、材料の層を通して何も見えないことを意味し、０％の不透明度は、材料の
層が完全に透明であることを意味している。不透明度は、後述する不透明度試験によって
測定され、視感反射率のデータに基づいている。
【００４４】
　積層体の不透明度は、積層体の中、特に弾性フィルムの中に不透明化フィラーを組み込
むことによって得ることができる。このような顔料は、有機物又は無機物の染料、着色剤
、又は白化剤とすることができる。二酸化チタンのような無機物、無機炭酸塩、合成物炭
酸塩、タルク、霞石閃長岩、水酸化マグネシウム、サイアトメイシスアース（ｓｉａｔｏ
ｍａｃｅｏｕｓ　ｅａｒｔｈ）アルミニウムの３水化物、マイカ、自然シリカ又は合成シ
リカ、焼成粘土、及びこれら物質の混合物は、不透明化フィラーの好ましい例である。
【００４５】
　フィラーは、好ましくはフィルムの押し出し成形において主要なバッチとして添加され
ている。適切な濃度の１つの例は、フィルムの約５重量％のフィラーである。
【００４６】
　弾性積層体１０が、２４時間当たり少なくとも１５００ｇ／ｍ２、好ましくは２４時間
当たり少なくとも３０００ｇ／ｍ２の、ＡＳＴＭのＥ９６－００の方法Ｄに従った通気性
（水蒸気透過率）を有することが、さらに好ましい。
【００４７】
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　弾性フィルム層の開放領域は、好ましくは少なくとも５％、より好ましくは少なくとも
８％である。開放領域は、画像分析法によって測定され、孔領域をフィルム試験片の全面
積によって割った値の合計値として規定されている。
【００４８】
［吸収性コア］
　“吸収性を有するコア”は、吸収性物品の吸収性アセンブリ中に配置された吸収性構造
体である。吸収性コア２は、従来のいずれの種類のものとすることもできる。通常使用さ
れる吸収性材料の例は、セルロースフラフパルプ、ティッシュ層、高度に吸収性を有する
ポリマー〈いわゆる超吸収体〉、吸収性発泡材料、吸収性不織材、又はその種のものであ
る。セルロースフラフパルプを、吸収性コア内の超吸収性ポリマーと組み合わせることが
一般的である。超吸収性ポリマーは、水膨潤性を有する有機物又は無機物、若しくは水不
溶性の有機物又は無機物であり、その重量の少なくとも約２０倍を吸収することができ、
水溶液において０．９重量％の塩化ナトリウムを含んでいる。超吸収性を有する材料とし
て使用されるために好適な有機材料は、ポリサッカライド、ポリペプチド、及びその種の
もののような自然材料、及び合成ハイドロジェルポリマーのような合成材料を含んでいる
。このようなハイドロジェルポリマーは、例えばポリアクリル酸のアルカリ金属塩、ポリ
アクリルアミド、ポリビニルアルコール、ポリアクリレート、ポリアクリルアミド、ポリ
ビニルピリジン、及びその種のものを含んでいる。別の好適なポリマーは、加水分解され
たアクリロニトリルグラフトスターチ、アクリル酸グラフトスターチ、及びイソブチレン
マレイン酸アンハイドライド共重合体及びこれら物質の混合物を含んでいる。ハイドロジ
ェルポリマーは、好ましくは軽く架橋されており、材料を実質的に水不溶性としている。
好ましい超吸収性を有する材料は、さらに表面架橋されており、超吸収性を有する粒子、
繊維、フレーク、球体などの外側表面若しくは外殻は、超吸収体の内部よりも高い架橋密
度を有している。超吸収性を有する材料は、粒子、繊維、フレーク、球体、及びその種の
ものを含む、吸収性を有する複合体に使用するために好適なすべての形態とすることがで
きる。
【００４９】
　高い吸収能力は、多量の超吸収性材料の使用によって提供されている。セルロースの繊
維、及び超吸収性材料のような、親水性繊維のマトリックスを備える吸収性コアのための
、超吸収性材料の比率は、好ましくは重量にして１０～９０％であり、より好ましくは重
量にして３０～７０％である。
【００５０】
　吸収性物品において、液体収容能力、液体分散能力、及び液体貯蔵能力に対して異なる
特性の層を備えている吸収性コアを有することは従来から行われている。例えば赤ちゃん
のオムツ及び失禁ガードにおいて通常である薄い吸収性本体は、多くの場合、セルロース
フラフパルプ及び超吸収性ポリマーの圧縮された混合構造又は層構造を備えている。吸収
性コアの大きさ及び吸収能力は、幼児に対して、又は大人の失禁症の人に対してのような
、異なる使用に合わせるように変化させることができる。
【００５１】
　吸収性コアは、主な吸収性本体の上面に配置され、排出された液体を、主な吸収性コア
によって吸収される前に、すばやく収容し一時的に貯蔵する捕捉分散層をさらに含んでい
ても良い。このような捕捉分散層は、従来技術においてよく知られており、多孔性の繊維
詰め物又は発泡性材料から構成することができる。
【００５２】
［パンツ型オムツ］
　図１に開示されているパンツ型オムツは、１対の下着のように着用者の胴の下部を取り
囲むことを意図されている。パンツ型オムツは、吸収性アセンブリ３と本体４とを備えて
いる。本体４は、前部５と後部６とを備えている。前部５と後部６とは、超音波融着、糊
紐、又はその種のものによって、対向する長手方向の側端辺に沿って互いに結合されて、
パンツ型オムツの腰部開口部と一対の脚部開口部とを形成している。
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【００５３】
　前部５と後部６とのうちの少なくとも一方、好ましくは両方は、上述のような弾性ウェ
ブ材１０を備えている。吸収性アセンブリ３は、少なくとも前記股部７に配置され、前部
５及び後部６の両方に所定の距離を重ねられており、物品は長手方向（ｙ）と横方向（ｘ
）とを有している。
【００５４】
　物品４は、物品の長手方向において前部５と後部６との間に配置された股部分７をさら
に備えている。前部５は長手方向に所定の長さｂ１を有し、後部６は長手方向に所定の長
さｂ３を有し、股部分７は長手方向に所定の長さｂ２を有している。
【００５５】
　このように、物品は、図２に示すように、その長手方向において３つの部分（前部、後
部、及び股部分）に分割されている。前部は、物品の腰部端辺と、物品の長手方向の側端
辺と、物品の脚部開口部の一部分と、脚部開口部の端辺の角度が最も極端に変化する点（
すなわち、横方向に対して脚部開口部の端辺の角度の変化率がもっとも大きい点）に配置
された横方向のラインとによって区画を定められている。後部は、同様の方法で、物品の
腰部端辺と、物品の長手方向の側端辺と、物品の脚部開口部の一部分と、端辺の角度が最
も極端に変化する脚部開口部の端辺の点（すなわち、横方向に対して脚部開口部の端辺の
角度の変化率がもっとも大きい点）に配置された横方向のラインとによって区画を定めら
れている。股部分は、その長手方向の端辺において、物品の脚部開口部の端辺によって区
画を定められ、その横方向の端辺において、上述の横方向の２つのラインによって区画を
定められている。
【００５６】
　前部／後部の弾性材によって、物品の使用のときの曲げ伸ばしが可能となることが重要
である。非弾性層がこの弾性ウェブ材に結合される場合、弾性ウェブ材の可撓性及び展延
性は削減される。本発明によれば、吸収性アセンブリ３は、物品の引き伸ばされた状態に
おいて測定されたときに、前部及び後部それぞれの表面積の２０％未満、好ましくは１０
％未満に重なっている。物品の“引き伸ばされた状態”は、この明細書において、弾性ウ
ェブ材、腰部弾性材、脚部弾性材のような吸収アセンブリに含まれるすべての弾性材が製
品のいずれの部分にもギャザーを寄せられないような程度まで引き伸ばされているが、製
品全体は完全に平坦であると言う程度まで、物品が４つの方向すべてにおいて物品が引き
伸ばされている状態として規定されている。物品は、この平坦な状態に到達するところま
でのみ引き伸ばされる。
【００５７】
　本発明の別の実施形態においては、物品は物品の端辺と物品の横方向の中央線１６とに
よって規定された前半部分１４と、物品の端辺と物品の横方向の中央線１６とによって規
定された後半部分１５とを有する。前半部分１４の表面積は、物品の延ばされた状態で測
定された場合に、後半部分１５の表面積の８０～９０％である。このことは、吸収性物品
のよりパンツ様の形状を提供する。
【００５８】
　さらなる実施形態においては、物品は、横方向において最大幅（ｃ）を有し、長手方向
において最大長さ（ｂ）を有しており、物品の最大幅（ｃ）の最大長さ（ｂ）に対する比
は、物品の延ばされた状態で測定された場合に、８０％～１２０％、好ましくは９０％～
１１０％である。好ましい実施形態によれば、物品の前部の長さ（ｂ１）の幅（ｃ）に対
する比（ｂ１／ｃ）は、物品の延ばされた状態で測定された場合に、２５％～３５％、好
ましくは２８％～３２％である。また、物品の後部の長さ（ｂ３）の幅（ｃ）に対する比
（ｂ３／ｃ）は、物品の延ばされた状態で測定された場合に、３８％～５２％である。こ
れら測定に合致する物品は、吸収性物品のよりパンツ様の形状と、よりピッタリとしたフ
ィット感を提供する。
【００５９】
　良好なフィット感と、漏れに対する安全性を提供するために、股部分７の長さ（ｂ２）
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は、物品の延ばされた状態で測定された場合に、物品の長さ全体（ｂ）の１０～４０％、
好ましくは２０～４０％、最も好ましくは２５～３５％である。
【００６０】
　股部分７は、吸収性アセンブリの下で、被服に面する側に設けられている股部分パネル
材２１を備えている。本発明の１つの実施形態によれば、股部分パネル材２１は、実質的
に非弾性のウェブ材１８を備えているが、弾性材を使用することもできる。好適には、非
弾性のウェブ材１８は不織材である。実質的に非弾性のウェブ材１８は、物品の股部分に
配置されており、弾性ウェブ材１０に、股部分７と前部５及び後部６との間の境界におい
て、若しくはその近傍において接合することができ、よって非弾性のウェブ材１８は、物
品の長手方向においてこれら部分の間に配置されている。非弾性のウェブ材１８は、前部
５及び後部６に十分に重ねることができ、これら部分に結合することができるが、非弾性
のウェブ材１８は、その表面の大部分の上で前部５または後部６に大幅に重なることはな
い。
【００６１】
　本発明の１つの実施形態によれば、前部及び後部の両方は弾性ウェブ材１０を備え、股
部分７は実質的に弾性ウェブ材を有さず、股部分７の長さ（ｂ２）は、前部５及び後部６
における弾性ウェブ材１０からなるパネルの間の距離に実質的に等しい。しかし、前部５
及び後部６と股部分７との間の境界は、異なるパネル材１０、２１の間の結合部に一致し
てもしなくても良い。このように、異なるパネル材の間の結合部は、前部、後部、または
股部分のいずれの上に延在していても良い。
【００６２】
　股部分７の非弾性ウェブ材は、前部５／後部６の弾性ウェブ材１０に結合することがで
き、股部分７の非弾性ウェブ材は、選択的に引き伸ばされた状態に保持され、よって、ギ
ャザーは前部及び後部の股部分のシーム８、９の非弾性ウェブ材に設けられている。ギャ
ザーは、パンツ型の吸収性物品を要求される形状に引っ張るように作用し、よって、良好
なフィット感を提供すると同時に、よりパンツ様の外見をも物品に提供している。
【００６３】
　別の実施形態においては、分離した股部分のパネル材２１は設けられないが、弾性ウェ
ブ材１０もまた物品の股部分中の吸収性アセンブリ３の下に存在している。代替的に、吸
収性アセンブリ３のみが前部５と後部６とを橋渡ししている。
【００６４】
　本発明による吸収性アセンブリ３は、液体不透過性の背面シート層１９、液体透過性の
表面シート層２０、及びこれらシート層の間に封入されている吸収性コア２を備え、これ
らすべてのコンポーネントが上述されている。吸収性アセンブリ３は、前部５／後部６の
弾性ウェブ材１０に結合されていても良く、選択的に引き伸ばされた状態で保持され、よ
って、ギャザーは吸収性アセンブリ中に、吸収性アセンブリが前部５及び後部６に結合さ
れている点に設けられる。
【００６５】
　本発明によるパンツ型吸収性物品は、前部及び後部に固定された弾性部材からなる弾性
腰バンド１７を備えることができる。代替的な実施形態においては、前部５及び後部６の
うちの一方のみがそれに固定された弾性腰バンド１７を有する。また、前部５及び後部６
に固定された弾性腰バンド部１７は、前記側部シームに沿って互いに結合することができ
る。
【００６６】
　本発明による弾性ウェブ材１０を使用する場合、前部５及び後部６を結合する追加的な
弾性化された側部は必要とされない。必要に応じて、特に弾性ウェブ材１０が前部及び／
又は後部の一部分にのみ配置される場合には、勿論、追加的な弾性化された側部が設けら
れても良い。
【００６７】
　上述のように、弾性ウェブ材１０は、少なくとも４０％、好ましくは少なくとも５０％
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、より好ましくは少なくとも６０％の不透過率を有している。弾性ウェブ材の不透過率は
、物品に布様の外見を与え、これは物品がパンツ型オムツの場合に特に重要である。この
場合には特に、前部及び後部の大きな領域のような、弾性ウェブ材がパンツ型オムツのほ
とんどの表面積領域の単体コンポーネントを形成しているところ、及び吸収性コアが物品
の３０％もしくはそれ未満の比較的小さい領域のみを覆っているところで、弾性ウェブ材
の外見は、物品の全体的な外見に対して非常に重要である。このように、弾性ウェブ材を
、少なくとも４０％の不透過率を有するようにすることによって、パンツ型オムツは、弾
性ウェブ材が高度の透明性を有する場合よりも布様に、また“通常の”下着のように見え
る。不透過率は、国際特許出願ＰＣＴ／ＳＥ２００４／００１４１５号明細書に開示され
ている不透過率試験によって測定される。
【００６８】
　弾性ウェブ材がＡＳＴＭ第Ｄ３７６３－０２番に従って測定されたときに少なくとも１
５Ｎの破断強度を有していることがさらに望ましい。好ましくは、本発明の弾性ウェブ材
は、少なくとも２０Ｎ、より好ましくは少なくとも３０Ｎの破断強度を有している。
【００６９】
　弾性ウェブ材は、少なくとも２０、好ましくは少なくとも３０、より好ましくは少なく
とも４０のカワバタによる柔らかさを有するべきである。弾性ウェブ材が、５０未満の、
好ましくは３０未満の、より好ましくは２０未満の、最も好ましくは１０未満のカワバタ
による成形性を有することがさらに好ましい。また、弾性ウェブ材は、４０未満のカワバ
タによるドレープ適性を有することが望ましい。カワバタによる柔らかさ、成形性、及び
ドレープ適性は、国際特許出願ＰＣＴ／ＳＥ２００４／００１００４号明細書に与えられ
ている試験方法に従って測定される。
【００７０】
［弾性試験］
　この方法は、弾性材が、負荷のかけ外しの繰り返しの際にどのような挙動を示すかを測
定する。サンプルは所定の伸びまで引き伸ばされ、０と前記所定の伸びとの間の周期的な
動きが行われる。望ましい負荷のかけ外しの力が記録される。弛緩した材料の永久伸び、
すなわち残留伸びが測定される。
【００７１】
　周期的な動きができ、プリンタ／プロッタもしくはソフトウェアを装備された引っ張り
試験機ロイドＬＲＸ（Ｌｌｏｙｄ　ＬＲＸ）が使用される。サンプルは、２５ｍｍ幅、及
び、引っ張り試験機のクランプの間の距離より好ましくは２０ｍｍ長い長さに切り出すこ
とによって準備される。
【００７２】
　引っ張り試験機は、装置の使用説明書にしたがって校正される。試験（付加のかけ及び
外しの力）に必要なパラメータは、以下のように調整される。
－クロスヘッドスピード：　５００　ｍｍ／ｍｉｎ
－クランプ距離：　５０　ｍｍ
－プレロード：　０．０５　Ｎ
【００７３】
　サンプルは、クランプ中に目印に従って載置され、サンプルが中心出しされ、クランプ
中に垂直に固定されていることが確認される。引っ張り試験機が起動され、０と最も高く
規定された第１の負荷に等しい所定の伸びとの間の３サイクルが行われる。最後のサイク
ルの前に、サンプルは１分間、弛緩状態にされ、次いでサンプルを０．１Ｎの力が検出さ
れるまで引き伸ばし、伸びを読むことによって、永久伸びが測定される。
【００７４】
　弛緩後の永久伸びは、１０％以下であるべきであり、上記の方法によって測定される。
このように、３０％の弾性が、上記の引っ張り試験機において３０％の伸びをかけられた
後に、積層体が１０％未満の伸びの後の永久弛緩を有するように規定されている。３０％
の伸びは、サンプルの当初の長さより３０％長い長さへの伸びを意味している。
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【００７５】
［寸法］
　本発明の物品のいくつかの実施形態は、以下の寸法及び相対的な寸法を有している。
【００７６】
【表１】

【００７７】
　吸収性アセンブリの前部／後部上の重なりは、以下のようである。
【００７８】
【表２】

【００７９】
　本発明が好ましい実施形態を参照して記載されてきたが、種々の変型が請求の範囲の技
術的範囲内で可能であることが理解される。したがって、本発明は、この発明が属する技
術分野内の既知の、又は慣例の手法内である全ての変型又は均等物を包含することを意図
している。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】パンツ型オムツの斜視図である。
【図２】身体に面する側から見たときの、成形前の平坦な、十分に広げられた状態のパン
ツ型オムツの平面図である。
【図３】パンツ型オムツの反対側の外側から見たときの対応する平面図である。
【図４】図３におけるＶＩ－ＶＩ線に従った断面図である。
【図５】図３におけるＶＩＩ－ＶＩＩ線に従った弾性積層体の断面図である。
【符号の説明】
【００８１】
１・・・パンツ型吸収性物品
２・・・吸収性コア
３・・・吸収性アセンブリ
４・・・本体
５・・・前部
６・・・後部
７・・・股部分
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１０・・・弾性ウェブ材
１１・・・第１の層
１２・・・第２の層
１３・・・弾性フィルム層
１４・・・前半部分
１５・・・後半部分
１６・・・中央線
１８・・・非弾性のウェブ材
１９・・・背面シート層
２０・・・上面シート層
２１・・・股部パネル材
ｂ・・・最大長さ
ｃ・・・最大幅
ｂ１、ｂ２、ｂ３・・・長さ
ｘ・・・横方向
ｙ・・・長手方向
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