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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
人間の滲出物の吸収のための再装着可能な吸収性衣料（２７）をウェブ（１）から製造す
る方法であって、前記ウェブが、向かい合わせの長手方向縁（２５，２６）を有しかつ隣
接する物品同士が連続してつながった状態のウェブを形成するように隣接する吸収性物品
同士がつながっている、多数の開いた吸収性物品を含み、前記開いた吸収性物品の各々が
外側表面及び前記外側表面とは反対側の表面を有し、前記開いた吸収性物品の各々が前部
セクション（Ｆ）及び後部セクション（Ｒ）を有し、弱め線（６）が隣接する物品間に配
置され、前記方法が以下の工程を含む方法：
（ａ）柔軟な材料の第一ストリップ（８）を前記ウェブの前記外側表面に長手方向の一方
の縁（２５）において前記弱め線（６）を跨ぐように付与する工程であって、前記第一ス
トリップ（８）は、前記線（６）の両側に、前記ウェブに面するように配置された、着脱
可能に取付可能な材料（１８）からなる部分を備える、工程；
（ｂ）柔軟な材料の第二ストリップ（１３）を前記外側表面に弱め線（６）を跨ぐように
ウェブの他方の長手方向縁（２６）に付与する工程；
（ｃ）前記前部セクション（Ｆ）の前記外側表面とは反対側の表面が前記後部セクション
（Ｒ）の前記外側表面とは反対側の表面に面するように長手方向縁（２５，２６）の間で
ウェブを折り畳む工程；
（ｄ）前記ストリップ（８，１３）を破ることなく、複数の前記隣接する物品を前記弱め
線（６）において長手方向に分離し、前記ストリップ（８，１３）間に、各前記物品の隣
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接する分離縁間に吸収物品が存在しない部分（１５）を形成する工程；及び、
（ｅ）前記吸収物品が存在しない部分（１５）を横切って前記第一及び第二ストリップ（
８，１３）を一緒に接合し、閉じた衣料を形成する工程。
【請求項２】
工程（ａ）に先立ち柔軟な材料の第三ストリップ（５）が、前記第一ストリップ（８）が
取付けられることになっているのと同じ長手方向縁（２５）に弱め線（６）を跨ぐように
前記ウェブ（１）に付与され、前記第三ストリップ（５）は、前記第一ストリップ（８）
の着脱可能に取付可能な材料（１８）が取付けられる、材料を備える請求の範囲１による
方法。
【請求項３】
前記第一及び第二ストリップ（８，１３）は、前記弱め線（６）の両側に所定の隙間が形
成されるような、前記弱め線（６）の両側の取付位置で前記ウェブ（１）に取付けられ、
前記弱め線（６）の両側の前記取付位置の間の前記ストリップの長さは前記隙間の長さよ
りも長い、請求の範囲１又は２による方法。
【請求項４】
前記吸収性衣料が接合したストリップ（８，１３）が互いに接合されたところの中間位置
（１６）で前記ストリップを切断することにより互いに完全に分離され、かくして一連の
分離された閉じた吸収性衣料を製造する請求の範囲１から３のいずれか一つによる方法。
【請求項５】
前記第三ストリップ（５）に前記弱め線と一致して配置される穿孔線を与える請求の範囲
２から４のいずれか一つによる方法。
【請求項６】
前記衣料の各々が伸縮性のウエストバンド部（２）を有し、前記ウエストバンド部（２）
のための伸縮性手段が、前記ストリップ（５，８，１３）のいずれの付与にも先立つ弾性
要素の付着により付与され、前記ストリップ（８，１３）が取付けられることになってい
る領域においては前記弾性要素は前記ウェブに付着されておらず、かくして前記領域にお
いて平坦な外部表面を与える請求の範囲１から５のいずれか一つによる方法。
【請求項７】
人間の滲出物の吸収のための吸収性衣料（２７）であって、前記吸収性衣料が二つの再装
着可能な固定部材（２１，２２）によって前部（Ｆ）及び後部（Ｒ）セクションに分割さ
れたウエストバンド部を含み、その固定部材のそれぞれが前記前部及び後部セクションの
それぞれの端に位置され、前記固定部材（２１，２２）のそれぞれが二つの分離されたス
トリップ（８，１３）からなる組合わされたストリップを含み、そのうち第二の分離され
たストリップ（１３）が、前記前部又は後部セクションに固定される固定部材の第一端（
２３）及びそれと逆側の外側端を有し、第一の分離されたストリップ（８）が、再装着可
能な固定部分（１８）を含む固定部材の第二端（２４）及びそれと逆側の外側端を有し、
前記第一及び第二の分離されたストリップ（８，１３）はそれぞれ吸収性衣料に面する内
側表面を有し、前記第一及び第二の分離されたストリップ（８，１３）のうちの一方のス
トリップの外側端の内側表面が前記第一及び第二の分離されたストリップ（８，１３）の
他方のストリップの外側端の内側表面に固定されて自由端（２９）を形成していることを
特徴とする吸収性衣料。
【請求項８】
前記ウエストバンド部（２）がそこに付着された１以上の弾性要素（２）を含むこと、及
び前記弾性要素の非付着区画が前記再装着可能な固定部材（２１，２２）の下の前記ウエ
ストバンド部（２）上に与えられ、前記ウエストバンド部（２）が弾性要素が付着された
前記ウエストバンド部の領域と比較して前記非付着区画において平坦であることを特徴と
する請求の範囲７による再装着可能な吸収性衣料。
【請求項９】
前記吸収性衣料が吸収芯を含む吸収性の再装着可能な閉じたパンツであることを特徴とす
る請求の範囲７又は８による再装着可能な衣料。
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【請求項１０】
前記第一ストリップ（８）上の前記再装着可能な部分（１８）が雄型／雌型結合の一方の
部分であること、及び前記ウエストバンド（２）又はその上に適用された第三ストリップ
（５）が前記雄型／雌型結合の他方の部分を与えられることを特徴とする請求の範囲７，
８又は９による再装着可能な吸収性衣料。
【請求項１１】
請求の範囲１，２，３，５又は６の方法によって作成される一連の閉じた吸収性衣料であ
って、前記吸収性衣料（２７）は、接合された第一及び第二ストリップ（８，１３）によ
って互いにつなげられ、前記ストリップ（８，１３）は隣接する衣料（２７）の間に取付
けられていること、及び弱め線が、前記ストリップ（８，１３）が互いに接合されている
部分の中間の位置（１６）に存在し、かくして１以上の前記衣料を前記つながった衣料か
ら分離することを可能にすることを特徴とする一連の閉じた衣料。
【請求項１２】
前記吸収性衣料のそれぞれは、請求の範囲７から１０のいずれか一つに記載された衣料で
あることを特徴とする請求項１１に記載の一連の閉じた衣料。
【発明の詳細な説明】
発明の属する分野
本発明は再装着可能な吸収性衣料の製造方法に関する。本発明はまた、請求の範囲７の前
提節で規定される吸収性衣料及び一連の閉じた吸収衣料に関する。
発明の背景
再装着可能なタイプの吸収性衣料は既知である。そのような衣料の一つは例えば子供又は
成人失禁者により使用されるおむつであり、前記おむつはタブの付いたストリップを前記
製品の一端に有し、それは赤ん坊／子供の使用者に適合させる場合、前記製品の他端の着
地区画（landing zone）に剥がせるように付着させることができる。しかし、このことに
関する問題の一つは衣料を装着するためにタブをつかみ適当な位置に配置するのに幾らか
の器用さが要求されることである。年配の使用者はしばしばそのような器用さを欠くので
、衣料は特に組み立てにくいものであるだろう。
最近よく使用され、かかる問題を回避する別のタイプの吸収性製品はトレーニングパンツ
又は失禁用パンツとして一般的に知られている吸収性衣料である。その衣料は再装着可能
なおむつより格段に便利ですばやく装着できる。何故ならそれは連続したウエストバンド
と二つの脚開口部を持つ通常のパンツに極めて類似しているからである。この形のため、
予備組み立てなしに通常のパンツのように装着することができる。しかし衣料が汚れた場
合、その脱衣は問題である。パンツを通常通り脱ぐために外部衣服を完全に脱衣するか（
多くの場合これは困難なことである）、又はパンツの両側を垂直に裂き、裂かれた衣料を
装着者の脚の間から取り除く必要がある。しかし、側部を裂くことは製品を裂く力を欠く
であろう極めて老年の装着者にとっては特に困難である。
更なる問題は吸収性パンツは調節不可能であることであり、それ故、もし正確に正しいサ
イズが選択されないのなら装着者は不快に感じるだろう。更に調節可能性は、例えば食後
の、一日の間に起こるウエストサイズの変化を考慮に入れることが望ましい。その上、も
しあらゆる体型に応じようとするなら、多数のサイズ選択が要求される。
再装着可能な固定配置はおむつが調節できるようにまた容易に脱衣できるようにするが、
一方かかる特性を吸収性パンツに適用し、同時にそれらを経済的に実行可能な製造に必要
であるインラインで製造可能にするための解決はまだ見出されていない。
ＷＯ－Ａ－９５／２７４６２は物品の間に弱め線を持ち、向かい合う長手方向縁を有する
開いた並行吸収性物品のウェブから開始される一連の使い捨て吸収性衣料の製造方法を開
示する。この方法では着脱可能に取付可能な材料の区画を持つ柔軟な材料の第一ストリッ
プはウェブに離れた状態で面し、着脱可能に取付可能な材料を持つウェブに配置される。
一つの実施例では衣料はその長手方向の側縁の間で折り畳まれる。前記実施例では、協働
する剥離可能な材料の第二ストリップはウェブの反対側に配置され、次にウェブはその長
手方向縁の間で折り畳まれ、協働するストリップ要素は他のストリップの穴を貫通するこ
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とを強制されるストリップの一つの上の突起により、着脱可能に相互に接触させることが
できる。弱め線でウェブを切断することにより、分離された閉じた衣料が形成される。前
記方法は利点を有するが、その方法には吸収性物品が接触する協働ストリップの剥離可能
な表面を衣料内部に持つことが含まれており、それは衣料を開く際、不利を与える可能性
がある。
従って本発明の目的はインライン連続工程によって製造できる再装着可能な吸収性衣料の
特定の製造方法により、前記問題の解決を提供することである。本発明はまた、インライ
ン連続工程で製造できる再装着可能な固定配置を有する衣料を提供する。
発明の概要
上記目的は請求の範囲１で規定される特徴を有する方法によって解決される。同様に、本
発明の衣料は請求の範囲７で規定される特徴によって特徴付けられる。
本発明の好ましい実施例は従属した請求の範囲で規定される。
請求の範囲では「着脱可能に取付可能な」という用語は第一ストリップに含まれる材料を
記述するのに用いられる。この用語は取付、及び別の部分への再取付が可能な材料につい
て言及していることは理解されるべきである。例えばそのような材料はホックとループ材
料（例えば「Velcro」の商標名で販売されている材料など）の一部によって構成すること
ができる。取付、除去、及び再取付を可能にする他の材料もまた、前記用語に含まれる。
同様に「再装着可能な固定」という用語もまた、着脱可能に取付可能な材料を含む固定に
ついて言及している。
本発明の方法及び製品により、単一の衣料又は一連の連結した単一の衣料が利用可能とな
り、その衣料は再装着可能なタイプの通常のおむつが製造される開いた状態と対比して閉
じた状態（つまり、通常の吸収性パンツとして装着者に装着されるように整った状態）で
製造される。
本発明の好ましい実施例では、前記衣料はインライン工程での製造後、相互につながって
いる。穿孔などのような弱め線（a line of weakening）を前記各衣料の間に供すること
により、個々の衣料又は多数のつながった衣料からの分離もまた可能である。そのような
実施例は製品を巻上げられた一連の物品として供給することを可能にする。代わりに、そ
のような実施例では物品は背合わせに連結され、積み重ねられた様式で配置されてもよい
。そのような巻上げられた物品、又は積み重ねられ連結された物品はたとえ外部パッケー
ジが除去される場合でも前記物品は共にとどまるという付加的な利点を持つ。この連結さ
れた関係は単一の吸収性物品が一群の物品から分離され、その結果例えば携帯かばんなど
の中で物品が散在するか又はひどく変形すること（このことは物品が連結されていない場
合、しばしば起こることである）を防止するのに役立つ。
【図面の簡単な説明】
次に以下の図を参照して本発明をより詳細に記述する。
図１は本発明の好ましい実施例による方法の第一段階を示す。つながった吸収性衣料のウ
ェブは二つの第一区画（ａ）及び（ｂ）を通り、矢印Ａの方向へ移動される。
図２は製造方法の更なる段階を示す。そこでは図１で示されるウェブは中央長手軸で折り
畳まれ、前記物品の前部及び後部は接触状態にされる。
図３は前記製造方法の更なる段階を示す。そこでは一連の相互につながった吸収性物品は
更なる区画（ｃ），（ｄ）及び（ｅ）においてそれぞれ分離され、溶接され、切断されて
多数の分離した吸収性衣料となる。
図４は図３の区画（ｃ）の線IV－IVに沿った断面図を示すが、単に明確さのために第一ス
トリップは第三ストリップ取付要素から分離されている。
図５は図３の区画（ｄ）の線Ｖ－Ｖに沿った断面図を示す。
図６は区画（ｅ）後の図３で示される閉じた分離吸収性衣料の一部分の線VI－VIに沿った
断面図を示す。
図７は図６と同様の断面図であるが、そこでは再装着可能な固定手段は開いている。
好ましい実施例の詳細な記述
図１は実質的に平坦なコンベアー表面（ここでは示されていない）上に並行してつながっ
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て置かれている多数の開いた吸収性物品を含むウェブ１の一部分を示す。吸収性物品は穿
孔線６などの弱め線により、図示されている実施例において互いに境界を定められている
。故にかくして形成されるウェブ１は前記ウェブの二つの長手方向縁２５及び２６に実質
的に垂直に伸びている前記弱め線を除けば、実質的に連続である。この場合二つの弱め線
６は隣接する物品の間に供され、製造される衣料の脚開放部の形成に用いられる切り取り
部分７の両側に位置する。
図中のＦ及びＲの記号は最終的に得られる衣料の前部及び後部セクションをそれぞれ示す
ために用いられる。
弱め線６はかくして物品の間に意図される分離（つまり後の分離）線を形成する。
各々の吸収性物品はウェブ１の長手方向縁のいずれかに伸縮性又は非伸縮性のウエストバ
ンド部２を含み、前記ウエストバンド部は例えば不浸透性のバックシート及び浸透性の表
面シート又はライナーの如き１以上のシート２８により接続されている。吸収芯４又は吸
収層は何らかの手段で二つのウエストバンド部の間に各々の物品の中央線３に関して実質
的に対称的に維持されている。かかる配置及び使用される材料のタイプは更に詳細には記
述しない。何故なら多くのタイプのかかる配置及び材料は当業者には周知であるからであ
る。
伸縮性のあるウエストバンドが用いられているところでは線６（すなわち穿孔線）は伸縮
性のあるウエストバンド部の弾性糸を切断しないように配置される必要があり、それは前
記製造機械での輸送中ウェブに更なる構造的統合性を与えるのに役立つ。
ウェブ１は好ましくは連続的にインライン工程で矢印Ａの方向に区画（ａ）に向かって送
られる。本実施例で最初の好ましい加工工程が行われる区画（ａ）では、柔軟な材料のス
トリップ５は、剥離可能な取付クロージャーの固定部分がどちらの（Ｆ又はＲ）セクショ
ンに位置するかに応じて、前部Ｆ又は後部Ｒセクションで例えば超音波溶接又は付着によ
りウェブ１に取付けられる。図示される実施例のストリップ５はかくして好ましくはスト
リップの半分は前記線６の一方の側に、半分は他の側に、長手方向縁２５で弱め線６の上
に適用される。ストリップ５は例えばホックのループ要素及びループ取付手段の如き剥離
可能な取付手段の要素の一つを含む。ループ要素はもちろん前記ストリップ５と一体的に
又はそこに付着させて形成してもよい。
ストリップ５はシート２８から離れて面する（すなわち図１のページの外側の）ループ要
素と共にシート２８／ウエストバンド２の外部表面に適用される。
しかしながら、ストリップ５の適用は後述のストリップ８の再装着可能な要素がストリッ
プ５が適用された表面にそれ自体着脱可能には取付できない場合にのみ要求される。かく
して、もしストリップ５の下のウエストバンド部表面が例えば不織布材料を含むならば、
適切なホック取付手段を（ストリップ８上に）着脱可能にこれに取付けるために用いるこ
とができるので、ストリップ５は不要であるだろう。
ストリップ８をストリップ５又は下に横たわる表面に確実な方法で着脱可能に取付けるた
めに、前記ストリップ又は表面は比較的平坦であるべきである。かくして前記ウエストバ
ンド部に付着される弾性要素を含む伸縮性ウエストバンドを用いる記述例では、弾性要素
をストリップ８が取付けられる領域のウエストバンド部に付着させないことが適当であろ
う。このようにして弾力性収縮力は前記領域には適用されず、それは領域の収縮を防ぐの
に役立つ。収縮はもちろん回避されるべきである。何故ならこれは剥離可能な連結の効果
的な表面積を減少させるからである。
ストリップ５は意図される分離線６上に直接配置される弱め線を好ましくは有する。弱め
線（例えば穿孔）はストリップ５上に線６上へのその配置前に形成されるか又は（例えば
ストリップ５を貫通してウェブを穿孔することにより）線６と共に生産されることができ
る。更なる代替として、弱め線はウエストバンド部２に弱め線６を既に有するウェブ１上
へのストリップ５の適用後、ストリップ５に配置してもよい。
区画（ｂ）では着脱可能に取付可能な手段の他の要素を含む柔軟な第一ストリップ８は、
ストリップ５上にそれに対して実質的に対称的に適用される。例えば、もしストリップ５
がループ要素を含むのなら、ストリップ８はホック要素を含むだろう。ストリップ８はス
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トリップ５のループ要素に面するホック要素と共に適用されるので、ストリップ８は剥が
せるように正しい位置に保持される。
ストリップ８は好ましくは不織布材料の如き柔軟でしかも強靭な材料で作られ、そこには
着脱可能に取付可能な要素が堅固に付着されている。
ストリップ８の材料は一般的には伸縮性であろうから、本発明の方法は（後に記述される
ように）そのような場合、利用可能な材料の余剰部分９を必要とし、前記余剰部分は線６
上に配置される。図１に示されるように、この結果、ストリップ５へのストリップ８の取
付位置の間でストリップ８の材料の余剰部分９の真下にウェブが存在しない部分が作られ
る。前記ウェブが存在しない部分の長さは（前記ウェブ１の長手方向に見られるように）
取付位置の間のストリップ８の長さより短い。本実施例ではストリップ８はストリップ５
の長さにほぼ等しいように選択される。線６の上の材料の余剰部分はかくしてストリップ
５に関するストリップ８の外部縁に縁１０を残すことによって形成される。
柔らかく強靭な不織布材料の如き柔軟な材料の第二ストリップ１３はウェブのストリップ
５及び８が取付けられたのと同じ面上でウェブ１の反対側の長手方向縁２６に超音波溶接
２０（図４参照）などの手段によって堅固に取付けられる。ストリップ１３はストリップ
８と同様の方法で付与され、材料１４の余剰部分は線６上に残される。ストリップ８と同
様に、ストリップ１３の取付位置の間のウェブが存在しない部分は（前記ウェブの長手方
向に見られるように）取付位置の間のストリップ１３の長さよりも短い。
図２で示される区画（ｂ）の後の次工程では、ウェブ１は長手方向縁２５及び２６の間で
ほぼ中央で長手方向に折り畳まれる。それにより、ウエストバンド部の前部及び後部は共
に配置され、一列の連結された物品が形成される。しかしながら、この段階では、ウエス
トバンド部に沿った前部セクションＦ及び後部セクションＲの間は付着されていない。
図３に関して見られるように左から右への移動により、折り畳まれたウェブは区画（ｃ）
，（ｄ），及び（ｅ）を通り、移動する。
区画（ｃ）で、隣接する物品は互いにウェブの長手方向に分離される。前記の長手方向の
分離の度合いは、弱め線６が前部及び後部表面の両方で切断されるが、なお第一ストリッ
プ８及び第二ストリップ１３は無傷のままのようなものである。何故なら、それらは与え
られた材料の余剰部分のため如何なる過剰の張力にも供されないからである。しかし、材
料ストリップ５は（これが与えられるところで）その分離線を横切って切断される。
線IV－IVに沿った区画（ｃ）の断面図を見ると、ストリップ８と１３の間に、そして線６
が配置されていたウェブ１の内部縁の間に、非付着のウェブが存在しない部分１５が与え
られていることが明らかである。また、図４ではストリップ８は任意の第三ストリップ５
から分離しているように描かれているが、これは単に明解さのためであり、ストリップ８
は通常はストリップ５に取付けられていることに注意すべきである。
区画（ｃ）で物品は長手方向に分離され、折り畳まれたウェブは区画（ｄ）へ移動し、そ
こで確実に付着するための二つの溶接１７又は他の手段がウェブが存在しない部分１５を
横切って行われ、ストリップ８及び１３は互いに確実に接合される。更なる実施例（図示
せず）では、二つの溶接は単一の溶接として組合わせることができる。
図５は区画（ｄ）を通した断面図を示し、それによって二つの溶接の位置と程度が示され
る。ストリップ８の剥離可能な取付部１８は下に横たわるウェブ１又は剥離可能な取付手
段の他の部分と接触するようには示されていないが、これはもちろん明解さのためである
。ストリップは単に明解さのために分離して示されているのである。この段階では、ウェ
ブは溶接１７により分離される一連の隣接する吸収性衣料を含む。
図４及び５に示される部分の相対寸法は本発明の実施に好適な相対サイズの関係をほぼ示
していることに注目すべきである。
区画（ｄ）には線１６もまた示されている。線１６は切断線又は他の実施例では弱め線を
示す。図３に示される実施例では、線１６は溶接１７の間で、又は溶接１７を貫通して、
ストリップ８及び１３を貫通する切れ目である。この位置に存在する伸縮性のウエストバ
ンドからの如何なる弾性糸も前記切れ目により切断される。
ウェブは次に区画（ｅ）へと更に移動され、そこで物品は長手方向の移動により相互に分
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離され、切断線１６は隣接物品２７に向かい合わせの自由端２９を残す。向かい合わせの
各自由縁２９は線１６が形成されたところで相互に平坦にされるストリップ８及び１３の
各々の自由端を含む。
生産された分離した物品２７はかくしてその上に二つの再装着可能な固定部材２１及び２
２を各側に一つずつ持つ。このように、記述された方法で再装着可能な固定部材を与える
ことにより、分離した物品又は一連の閉じた分離物品は外部包装材料の中へ簡単に包装で
きることが分かる。最終使用者に到達するためには、物品は単に包装から取り出され、通
常の下着のように、装着される必要があるだけであり、最初に衣料を組み立てる必要はな
い。一旦衣料が使用者に装着されると、与えられた再装着可能な部材を用いることにより
、もし所望ならばどちらの側も別々に調節可能である。
更なる実施例では、切断線１６を弱め線に置換することができ、製品はストリップにより
相互に保持されるが、最終使用者が簡単な引き裂き動作により一つ以上の前記衣料を分離
する可能性を持つ。かかる実施例では物品のウェブはロール又はジグザグ積重ね（zig－z
ag stack）として包装できる。
図６は区画（ｅ）での分離後、閉じた状態にあるが、あたかも使用者が衣料を装着したか
の如く膨張しており、切り取り部７が脚開口部を表す図３の吸収性衣料の一方の側を通し
ての眺望を示す。図７は図６と同じ眺望を示すが、開いた状態にあり、除去又は調節の準
備が整っている。
見ての通り、前部Ｆ及び後部Ｒセクションは開放及び再装着による調節により部分的に重
なり合うことができるが、互いから少し離れて面している。再装着可能な固定部材２２の
第一部分は後部セクションＲに取付けられ、接続２０（図４参照）によりその外部表面に
堅固に取付けられた前記第二ストリップ１３を含む。前記第一ストリップ８は溶接１７に
よって前記第二ストリップに取付けられる。前記第一ストリップ８は剥離可能な取付手段
１８の半分を含む。符号１９はストリップ端がつかめるように残された自由前方端部を表
す。前記第一部分はこのように第一端２３及び第二端２４を有する組合わせられたストリ
ップであり、前記端の一つは永続的に取付けられ、もう一つは５で前部セクションに着脱
可能に取付けられる。
しかしながら見ての通り、組合わせられたストリップの中央で二つのストリップ８及び１
３は互いに堅固に取付けられているので、それらの端は採用された切断手順のため自由端
２９で互いに平坦である。再装着可能なストリップに用いられている従来の部分的に重な
り合う連結とは反対に、本発明のストリップの配置は連結部で互いに平坦であり、そして
自由外部端を与える点で特異である。ストリップのこの特異な配置により、新規の衣料は
機械又は人員による更なる介入なしに、製造ラインから直接、閉じた衣料を製造するよう
な衣料のインライン製造を可能にするところに到達される。
本発明と対応する固定部材を有する衣料の更なる個々の特徴は特に図６及び７から当業者
には明らかであろう。
物品の「前部」及び「後部」セクション（Ｆ及びＲ）の参照は再装着可能な手段の位置を
限定するものではないことは理解されるべきである。かくして、図６の参照「Ｆ」及び「
Ｒ」はそれぞれ代わりにそれそれ「Ｒ」及び「Ｆ」であることができるので、ストリップ
１３は示されるように後部セクションＲではなく代わりに前部セクションＦに取付けるこ
ともできる。
固定部材２１及び２２の剥離、再取付及び調節機能は当業者には明らかであろうから、こ
こで更に詳細に記述する必要はないであろう。
上記の記述はいかにして本発明が実施されるかの実例を含むにすぎない。しかしながら本
発明は請求の範囲で規定されるようにその範囲から逸脱することなしに多くの方法で変化
させることができる。例えば、区画（ｃ）の分離がなされるときストリップ８及び１３が
破れないように余剰材料９は前記ストリップの線６上に残されると述べられているが、ス
トリップは代わりに前記領域に弾力的に配置させることができ、前記線６に渡って比較的
平坦であることができる。しかし、そのような実施例は好ましくない。
本発明の更なる変形ではストリップ５及び８、又はウエストバンド部２及びストリップ８
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（ストリップ５が存在しない場合）は雄型／雌型結合（coupling）の半分をそれぞれ与え
られることができる。結合の半分（例えば雄型部分）はストリップ８上の位置に固定され
、残りの半分（例えば雌型部分）はストリップ５（又はストリップ５が存在しない場合は
ウエストバンド２）上の位置に固定される。かかる雄型及び雌型連結は成形、取付、又は
ストリップと共に形成することすら可能である。この配置は物品が開放及び再装着される
度毎に固定位置への物品の再装着を可能にする。これが如何にして起こるかの例として、
図７では部分１８及び５はそれぞれ雄型部分及び雌型部分であることができる。
請求の範囲の範囲内での本発明の更なる実施例及び変更は当業者には明白であろう。

【図１】 【図３】
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【図４】 【図５】

【図２】 【図６】
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