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(57)【要約】
　着用者の発育段階に応じた一連の図的デザインを含む
使い捨て吸収性物品群。使い捨ておむつの場合、使い捨
て吸収性物品の図的デザイン群は、新生児及び乳幼児の
ための第１の吸収性物品の図的デザイン、小児のための
第２の吸収性物品の図的デザイン、並びにより年上の着
用者のための第３の吸収性物品の図的デザイン、更にそ
の他の吸収性物品の図的デザインを含み得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着用者の発育段階に応じた一連の図を有する使い捨て吸収性物品群であって、
　第１の吸収性物品であって、該第１の吸収性物品の図的デザインが実質的に彩色されて
いない、第１の吸収性物品と、
　第２の吸収性物品であって、該第２の吸収性物品の図的デザインが部分的に彩色された
、第２の吸収性物品と、
　第３の吸収性物品であって、該第３の吸収性物品の図的デザインが実質的に彩色されて
おり、該第３の吸収性物品が寝小便する子供向けに設計された、第３の吸収性物品と、を
含む、使い捨て吸収性物品群。
【請求項２】
　前記第１の吸収性物品の着用者が新生児及び乳幼児を含み、前記第２の吸収性物品の着
用者が小児を含み、前記第３の吸収性物品の着用者がより年上の子供を含む、請求項１に
記載の使い捨て吸収性物品群。
【請求項３】
　前記第１の吸収性物品の外側の露出した部分の表面領域の２０％未満、好ましくは前記
第１の吸収性物品の外側の露出した部分の表面領域の１０％未満が色彩を含むように、前
記第１の吸収性物品が実質的に彩色されていない、請求項１又は２に記載の使い捨て吸収
性物品群。
【請求項４】
　前記第２の吸収性物品の外側の露出した部分の表面領域の少なくとも２５％、好ましく
は前記第２の吸収性物品の外側の露出した部分の表面領域の７０％未満が色彩を含むよう
に、前記第２の吸収性物品が部分的に彩色された、請求項１～３のいずれか一項に記載の
使い捨て吸収性物品群。
【請求項５】
　前記第３の吸収性物品の外側の露出した部分の表面領域の少なくとも８０％、好ましく
は前記第３の吸収性物品の外側の露出した部分の表面領域の少なくとも９０％が色彩を含
むように、前記第３の吸収性物品が実質的に彩色された、請求項１～４のいずれか一項に
記載の使い捨て吸収性物品群。
【請求項６】
　前記第１の吸収性物品が白色である、請求項１～５のいずれか一項に記載の使い捨て吸
収性物品群。
【請求項７】
　前記第２の吸収性物品が漫画及び／又はキャラクター図を含み、好ましくは前記第２の
吸収性物品が小児に関連した図を含む、請求項１～６のいずれか一項に記載の使い捨て吸
収性物品群。
【請求項８】
　前記第２の吸収性物品がパステルカラー又は原色を含む、請求項１～７のいずれか一項
に記載の使い捨て吸収性物品群。
【請求項９】
　前記第３の吸収性物品が一方の性に特化した図を含む、請求項１～８のいずれか一項に
記載の使い捨て吸収性物品群。
【請求項１０】
　前記第３の吸収性物品が寝小便する子供向けに設計された、請求項１～９のいずれか一
項に記載の使い捨て吸収性物品群。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着用者の発育段階に応じた一連の図を有する使い捨て吸収性物品群を目的と
する。
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【背景技術】
【０００２】
　おむつ及び生理用品などの使い捨て吸収性物品は、着用者の身体及び衣服が汚れるのを
防ぐために、体外排泄物を吸収し収容するように設計されている。使い捨て吸収性物品は
通常、新生児から動きの活発な小児に及ぶ様々な着用者に合うよう様々なサイズで入手可
能な、単一の図的デザインを含む。おむつのデザインは一般に性能、つまり排泄物を吸収
及び収容する機能に影響を及ぼす。おむつのサイズは、一般にフィット性、例えばおむつ
の腰開口部の寸法、大腿部周囲の開口部の寸法、及び、おむつの長さ又は「ピッチ」に影
響を及ぼす。
【０００３】
　すべてのサイズについて同様の図的デザインを備えることには、単一の図的デザインが
あらゆる年齢段階の着用者にとってふさわしいものではないかもしれないという問題があ
る。白色又は白色に近い製品は、新生児及び乳幼児にはふさわしいかもしれない。小児が
成長し、吸収性物品上の漫画的又は面白い図により関心を示すようになると、他の図的デ
ザインも望ましい可能性もある。子供の年齢が更に上がるにつれ、従来のおむつのようで
はなく、より下着に近い外観を有する吸収性物品を望むようになるかもしれない。寝小便
の問題を抱えた着用者については、これは特に当てはまる。寝小便（夜尿症を含む）は、
何百万世帯もの家族が毎晩直面する問題である。これは６歳未満の幼児ではきわめて一般
的であり、１０歳前後まで続くこともあり得る。寝小便は、家族にとって非常に大きな精
神的負担となり得る。子供は、布団を濡らすことで恥ずかしい思いをしたり、罪の意識を
持ったりすることがあり、友人の家での外泊を不安に感じることもある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このため、着用者の特定の年齢段階に応じた、使い捨て吸収性物品のための多様な図が
必要とされる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によれば、着用者の発育段階に応じた一連の図的デザインを有する使い捨て吸収
性物品群が提供される。使い捨ておむつに関して、使い捨て吸収性物品の図的デザイン群
は、新生児及び乳幼児のための第１の吸収性物品の図的デザイン、小児のための第２の吸
収性物品の図的デザイン、より年上の着用者のための第３の吸収性物品の図的デザイン、
並びに、「発明を実施するための形態」で以下に更に述べるようなその他の吸収性物品の
図的デザインを含むことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
　本明細書は、本発明を形成するとみなされる主題を特に指摘して明確に請求する特許請
求の範囲をもってまとめられるが、本発明は、添付の図面と関連させた以下の説明で更に
よく理解されると考えられる。
【図１】本発明の一実施形態による吸収性物品群。
【図２】本発明の一実施形態による吸収性物品群。
【図３】本発明の一実施形態による吸収性物品群。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本発明は、着用者の発育段階に応じた一連の図を有する使い捨て吸収性物品群を目的と
する。例えば、使い捨て吸収性物品の図的デザイン群は、新生児及び乳幼児のための第１
の吸収性物品の図的デザイン、小児のための第２の吸収性物品の図的デザイン、並びによ
り年上の着用者のための第３の吸収性物品の図的デザイン、更にその他の吸収性物品の図
的デザインを含み得る。
【０００８】
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　本明細書で用いられるとき、用語「吸収性物品」は、排泄物を吸収及び収容するように
設計された用具を指し、より具体的には、着用者の身体内に、身体に当てて、又は身体に
近接して配置されて、身体からの様々な排泄物を吸収及び収容する用具を指す。
【０００９】
　本明細書で用いられるとき、用語「シャーシ」は、複合おむつ構造を形成するために他
の特徴が追加された、おむつの主要構造を指す。
【００１０】
　本明細書で用いられるとき、用語「おむつ」は、着用者の胴下部周囲で着用される、一
般的に乳幼児及び尿失禁者が着用する吸収性物品を指す。
【００１１】
　本明細書では、用語「使い捨て」は、洗濯、又は他の方法で吸収性物品として修復若し
くは再使用することを一般に意図しない（即ち、その物品は一般に、１回の使用後に廃棄
するか、好ましくは環境に適合した方法で処分することが意図されている）吸収性物品を
表すのに用いられる。
【００１２】
　本明細書で用いられるとき、「外側から見える」という用語は、物品に関連した指標に
関して用いられる場合、衣類に面する表面が視野内にあるような配置に物品を保持した状
態において、観察者が標準的な照明条件下で、基準点から物品の衣類に面する表面を見た
ときに、肉眼で（近視、遠視又は乱視を補正するように調整された標準的な矯正レンズは
例外とする）指標を視覚的に認識できることを指す。
【００１３】
　本明細書で用いられるとき、「図」とは識別記号であり、これは単語及び／又は絵及び
／又はデザイン及び／又は色を含み得る。
【００１４】
　本明細書で用いられるとき、「部分的に彩色された」とは、吸収性物品が、シャーシの
外側の露出した部分の表面領域の少なくとも約２５％が、標準的な照明条件下で外側から
見える色彩を含み、あるいは、シャーシの外側の露出した部分の表面領域の約７０％未満
が、標準的な照明条件下で外側から見える色彩を含むことを意味する。
【００１５】
　本明細書において、「サイズ」の特定についての言及は、視覚的、聴覚的、又はその他
の方法を問わず表現され又は識別可能な、数字若しくは文字（例えば「サイズ３」又は「
サイズＡ」）、直接記述（例えば「小（Small）」又は「大（Large）」）、又はこれらの
任意の組み合わせのような、使い捨ておむつ又はその他の吸収性物品のサイズの直接的又
は間接的な特定を含むものとして用いられる。
【００１６】
　本明細書で用いられるとき、用語「発育段階」は、歩行能力、可動性、運動機能、協調
性を含む、各個人の感情面や認知面における成熟度及び／又は身体能力のレベルを指す。
【００１７】
　本明細書で用いられるとき、「標準的な照明条件」とは、人間の視覚が有効に機能する
（例えば、人間の眼が、複雑な模様、陰影、及び色彩を識別することができる）照明条件
を指す。具体的には、本発明を説明するために、標準的な照明条件は以下の少なくとも１
つである。
【００１８】
　ａ）日中、屋外で経験するような自然照明、
　ｂ）２メートルの距離での標準的な１００ワット白熱電球の照明、又は
　ＣＩＥ１９６４標準観測者に対して８００ルクスで照明する、ＣＩＥ　Ｄ６５標準光源
によって規定されるもの。
【００１９】
　本明細書で用いられるとき、「実質的に彩色され（た）」とは、吸収性物品が、シャー
シの外側の露出した部分の表面領域の少なくとも約７０％が、標準的な照明条件下で外側
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から見える色彩を含むこと、あるいは、シャーシの外側の露出した部分の表面領域の少な
くとも約７５％、あるいは少なくとも約８０％、少なくとも約８５％、少なくとも約９０
％が、標準的な照明条件下で外側から見える色彩を含み得ることを意味する。
【００２０】
　本明細書で用いられるとき、「実質的に彩色されていない」とは、吸収性物品が、シャ
ーシの外側の露出した部分の表面領域の約２５％未満が、標準的な照明条件下で外側から
見える色彩を含み、あるいは、シャーシの外側の露出した部分の表面領域の約２０％未満
、約１５％未満、約１０％未満が、標準的な照明条件下で外側から見える色彩を含むこと
を意味する。
【００２１】
　本明細書で用いられるとき、「色彩」若しくは「彩色されていない」、又はこれらのい
ずれの変化形も、白色を含まない。
【００２２】
　本明細書で記述する吸収性物品群は、多くの吸収性物品製品に応用可能である。例えば
、着用者の活動性のレベルに応じて多様なデザインの女性用衛生衣類が提供され得る。し
かしながら、好ましい実施形態としては、個々のデザインが、着用者の発育段階に対応す
る識別可能な特徴を含む、多様な製品の図的デザインで提供され得る使い捨ておむつ一式
が挙げられる。発育段階は、新生児から小児、更に寝小便の問題を抱えたより年上の子供
に及び得る。例えば、第１の発育段階は、その吸収性物品が実質的に彩色されていない、
あるいは白色であり得る、母親に密着した段階の新生児及びその他の寝たきりの乳幼児を
含み得る。第２の発育段階は、製品の図、形、キャラクター、外観に興味を示すようにな
る小児を含み得る。この場合、吸収性物品は部分的に彩色されていてもよい。あるいは、
吸収性物品はパステルカラーを表してもよい。第２の段階の他の例は、原色を表してもよ
い。あるいは吸収性物品は、一方の性に特化した図を表してもよい。第３の発育段階は、
寝小便の問題を抱えた、より年上の子供で、おむつよりは下着のように見える使い捨て吸
収性物品を欲しがる子供を含み得る。この段階では、実質的に彩色されており、したがっ
てより下着に近い外観を呈する吸収性物品を望む可能性がある。この段階の吸収性物品は
、一方の性に特化した図を有してもよい。可能な吸収性物品群の実施形態の幾つかを図１
～３に示す。その他の発育段階及びその他の実施形態も想到される。
【００２３】
　上述した各成長段階のいずれについても、多様な図的デザインに加えて、別個の吸収性
物品構成が提供されてもよい。例えば、第１の発育段階については、吸収性物品構成は、
着用者を毛布のようにくるみ、毛布のような肌触りを持つように設計されたシャーシを含
んでもよい。この構成は、へその緒のためのノッチのような、特殊な構造的特徴を含んで
もよく、その場合、吸収性物品は実質的に彩色されていない、あるいは白色である。介護
者によっては、染料／色素が擦れて取れ、肌に付着すると考えるかもしれないことから、
第１の発育段階には、白色又は実質的に彩色されていない吸収性物品が好ましい。したが
って、新生児又は乳幼児には、白色又は実質的に彩色されていない吸収性物品が望ましい
可能性がある。
【００２４】
　第２の発育段階については、第２の吸収性物品構成は、より自由な動きを可能にするた
めに着用者に緩やかになじむように設計されたシャーシを含んでもよい。このような第２
の構成では、シャーシは、比較的狭い股領域、伸縮性のある高い後方領域、及び股上の浅
い前方領域を有する輪郭をなし、なおかつ、図、人気のある漫画（絵）、形、アイコンな
ども含むことができる。第２の構成の吸収性物品は部分的に彩色されていてもよい。この
段階の幾つかの例は、パステルカラーの図を表してもよく、この段階の別の例は、鮮やか
な色彩又は原色を表してもよい。あるいは、吸収性物品は実質的に彩色されていてもよい
。あるいは、吸収性物品は、一方の性に特化した図を表してもよい。あるいは、第２の構
成は、立った姿勢又は横になった姿勢の小児のおむつ替えを苦労することなく容易にでき
るようにするために、可撓性の留め具と、高くて伸縮性のあるサイドとを有するシャーシ
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を含んでもよい。あるいは、第２の吸収性物品構成は、着用者が身支度の過程に参加でき
るように着用者自身で着脱可能なプルオン式のシャーシを含んでもよい。物品は、排尿に
伴う不快感／湿った触感を着用者に認識させるための湿り度インジケータ又はトレーニン
グ信号を含んでもよい。第２の発育段階の子供は、画像を知り、画像と関連付けはじめる
ことから、この段階には、部分的に彩色された吸収性物品が好ましいかもしれない。画像
を用いた場合、画像が背景から区別できるようにするために画像の周囲には余白が必要と
なることから、部分的な彩色のみが求められる。
【００２５】
　第３の発育段階では、構成は、より下着に近い外観を呈するように設計され、かつ吸収
性物品が実質的に彩色されているような図を備えた、プルオン式のシャーシを含み得る。
この段階では、物品の構成は、特に寝小便の問題を抱えたより年上の子供向けに設計され
た、下着のような快適さと外観及びおむつとしての保護を提供するシャーシを含み得る。
例えば、吸収性物品は、狭い股幅、及び／又は薄く可撓性のコア、及び／又は腰部のほと
んどに及ぶ伸縮性材、及び／又は一方の性に特化した図、及び／又は全体にわたる色彩を
有するように設計されてもよい。
【００２６】
　使い捨て吸収性物品使用する、寝小便をする子供は、典型的には、日中についてはトイ
レのしつけができているが夜間には失敗（尿のみ）することのある、４歳又は５歳より年
上の子供である。このような子供の失禁は、化学的不均衡、生理学的発育（例えば膀胱の
発育の遅れ）、心理学的又は社会学的な問題の結果であり得る。この失禁の問題は、子供
が夜間の失敗を恐れることなしに他家での宿泊や泊りがけのキャンプに参加する能力を奪
い、夜尿症（寝小便）で苦しんでいる子供に対して社会的制限を与えることになる。
【００２７】
　使い捨て吸収性物品を使用する典型的な寝小便をする子供（夜尿症の子供を含む）の特
徴から、使い捨て吸収性物品の重要要件が導かれる。当該技術分野において見られるよう
な、嵩高くて大きな使い捨て吸収性物品は、収容上の心配を軽減するかもしれないが、夜
間用製品の主要効果の１つである「目立たない」ということを打ち消してしまう可能性が
ある。子供が下着ではなく使い捨て吸収性物品を着用しているとは誰も気づかずに、その
子が失態を演じることなく下着のような使用感を体験できるのが理想的である。目立たな
さを達成するのに役立つその他の製品特質としては、製品の厚さ、製品が作り出す音（お
むつ様の製品は可聴的である）、年齢にふさわしい図、キャラクター、色彩、及び短めの
ピッチがある。目立たなさのためのこれらの手段を得ることが必要とされる一方、１回の
失敗でも子供にとっては重大なきまり悪さを引き起こし得ることから、夜間の収容状況に
おいてうまく機能することも必要である。
【００２８】
　乳幼児及び小児が各発育段階を経る速度はそれぞれ異なるため、吸収性物品の図的デザ
インのそれぞれについて、複数のサイズが用意されてよい。この結果、異なる吸収性物品
の図的デザインが、重複するサイズ範囲で提供されることになる。例えば、第１の吸収性
物品の図的デザインが、サイズ１、サイズ２、及びサイズ３で入手可能であり得る一方、
第２の吸収性物品の図的デザインは、サイズ３、サイズ４、サイズ５、及びサイズ６で入
手可能であり得る。第３の吸収性物品の図的デザインは、サイズ６、サイズ７、及びサイ
ズ８などで入手可能であり得る。
【００２９】
　デザインの図に関してサイズの範囲が重複することにより、消費者にとっては、着用者
の具体的な発育段階に合った適切な製品構成を選択することが困難となる。このため、消
費者が多様なデザインの図及び製品構成の中から特定の吸収性物品を選択することを容易
にする販売システムが提供される。このシステムは好ましくは、対応する着用者の発育段
階に適合した吸収性物品のデザインの図及び製品構成を絵的に表現する指標を含む。第１
の吸収性物品デザインの図及び製品構成の指標は、母親の腕に抱かれた乳幼児を表すもの
であってよい。同様に、第２の吸収性物品の図的デザイン及び製品構成の指標は、ハイハ
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イをする小児、又は立っている着用者の吸収性物品を替えている母親、又は着用者が身支
度の過程に参加する際に吸収性物品を下着のパンツのように引き上げている着用者を示す
ことができる。更に、第３の吸収性物品の図的デザイン及び製品構成の指標は、走り、微
笑み、自分自身に対する自信を見せている、より年上の子供を示してもよい。
【００３０】
　着用者の発育段階を指標に示される発育段階に合わせることにより、消費者は特定の着
用者に合った、適切な図的デザイン及び製品構成を選択することができる。指標は、吸収
性物品を販売のために陳列する店の棚上に配置した表示パネル上に付してもよい。あるい
は、指標は、それぞれの吸収性部物品の包装上、又は公衆に流布される広告中に付しても
よい。販売システムはまた、図的デザイン及び製品構成のそれぞれを、その製品の設計の
対象とされた特定の発育段階に関連付ける、異なった製品名を含んでもよい。
【００３１】
　用いられている吸収性物品構成を表示する指標及び異なる商品名を付与することに加え
て、多様な吸収性物品の図的デザイン及び製品構成が、店の棚上において、消費者の選択
を容易にするような配列によって表示され得る。例えば、吸収性物品構成は、発育段階に
応じた第１の一連の順番、及びサイズに応じた第２の一連の順番で配列され得る。このよ
うな配列では、第１の陳列物品は、第１の吸収性物品の図的デザイン及び製品構成であり
、次いで第１の方向に第２、第３以下の吸収性物品の図的デザイン及び製品構成が順に続
く。次に、第１、第２、及び第３の図的デザイン及び製品構成は、用意されたサイズに従
って第２の一連の順番で配列される。例えば、第１の一連の順番は、第１の製品構成を１
番下の陳列棚に、第３の製品構成を１番上の陳列棚にして、又は逆の順番に、垂直方向で
あることができる。この配列では、各吸収性物品構成のサイズは、水平方向に第２の一連
の順番で、左から右に向かうほどサイズが大きくなるように配列される。他の実施形態で
は、サイズは円柱状に配列されて、消費者の選択過程を更に容易にする。所望により、第
１の一連の順番は、所定の棚上で左から右に向かって第１、第２、及び第３の構成となる
ように、所定の棚にわたり水平方向であってもよい。この配列では、各吸収性物品構成の
サイズは、垂直方向に第２の一連の順番で、各棚にそれぞれ異なるサイズが置かれるよう
に配列される。別の実施形態では、サイズは、異なる製品構成の識別を更に容易にするた
めに、各陳列棚に異なるサイズが置かれるように配列される。サイズは上方に向かうほど
、又は下方に向かうほど大きくなってよい。
【００３２】
　プロクター・アンド・ギャンブル社（Procter & Gamble Company）に譲渡された全ての
特許及び特許出願のうち、本明細書で引用する特許及び特許出願（それらに記載されてい
る特許も含む）は、本明細書と矛盾しない範囲で参照により本明細書に組み入れられる。
【００３３】
　本明細書に開示される寸法及び値は、列挙された正確な数値に厳しく限定されるものと
して理解されるべきではない。むしろ、特に指定されない限り、こうした各寸法は、列挙
された値とその値周辺の機能的に同等の範囲の両方を意味することを意図する。例えば、
「４０ｍｍ」として開示した寸法は、「約４０ｍｍ」を意味することを意図したものであ
る。
【００３４】
　「発明を実施するための形態」で引用したすべての文献は、関連部分において本明細書
に参照により組み込まれるが、いずれの文献の引用も、それが本発明に対する先行技術で
あることを容認するものと解釈されるべきではない。本書における用語のいずれかの意味
又は定義が、参照により組み込まれた文献における同一の用語のいずれかの意味又は定義
と相反する限りにおいては、本書においてその用語に与えられた意味又は定義が適用され
るものとする。
【００３５】
　以上、本発明の特定の実施形態を説明、記載してきたが、本発明の趣旨及び範囲から逸
脱することなく他の様々な変更及び修正を行えることが当業者には明白であろう。したが
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って、本発明の範囲内にあるそのようなすべての変更及び修正を、添付の特許請求の範囲
で扱うものとする。

【図１】

【図２】

【図３】
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