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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　締結装置を含むテープ式おむつである使い捨て吸収性物品であって、
　前部腰部領域、後部腰部領域、前記前部腰部領域と前記後部腰部領域との間に配設され
た股部領域、前部腰部縁部、及び、後部腰部縁部を備え、
　当該使い捨て吸収性物品は、前記前部腰部縁部近くの前部ウエストバンド、及び、前記
後部腰部縁部近くの後部ウエストバンドを備え、
　前部－後部のデルタシャーシ収縮が９．０％超であり、
　延伸腰部形状物長さのシャーシ延伸長さに対する比が、１．３８以上２．０７以下であ
り、
　前記前部ウエストバンド及び前記後部ウエストバンドの両方が、ウエストバンド積層体
からなり、
　ウエストバンドは、長手方向の軸に平行な方向で、１２ｍｍ超、４０ｍｍ未満の長さを
有し、
　前記後部ウエストバンドは、前記前部ウエストバンドよりも高い組み込み伸びを有する
、使い捨て吸収性物品。
【請求項２】
　前記ウエストバンド積層体は、不織布材料及び少なくとも２つの弾性ストランドからな
り、
　前記少なくとも２つの弾性ストランドの各々は、異なる組み込み伸びを有する、請求項
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１に記載の使い捨て吸収性物品。
【請求項３】
　前記前部ウエストバンドは、前記不織布材料及び少なくとも１つの弾性ストランドから
なり、
　前記後部ウエストバンドは、前記不織布材料及び少なくとも１つの弾性ストランドから
なる、請求項２に記載の使い捨て吸収性物品。
【請求項４】
　前記前部ウエストバンド及び前記後部ウエストバンドが、７０％～７５％の印加された
ウエストバンド歪みにおいて使い捨て吸収性物品に適用される、請求項１に記載の使い捨
て吸収性物品。
【請求項５】
　前記ウエストバンド積層体は、不織布材料及び少なくとも８つの弾性ストランドからな
り、
　前記弾性ストランドのうちの４つが第１の組み込み伸びを有し、
　前記弾性ストランドの他の４つが第２の組み込み伸びを有する、請求項１に記載の使い
捨て吸収性物品。
【請求項６】
　前記前部ウエストバンドは、前記不織布材料及び４つの弾性ストランドからなり、
　前記後部ウエストバンドは、前記不織布材料及び４つの弾性ストランドからなる、請求
項５に記載の使い捨て吸収性物品。
【請求項７】
　前記前部ウエストバンド及び前記後部ウエストバンドの両方が、ウエストバンド積層体
からなり、２つのウエストバンドが弾性ストランドの不等な分布を有している、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。
【請求項８】
　脚部ガスケットシステムを備え、
　前記脚部ガスケットシステムは第１のギャザー数を有し、且つ、前記ウエストバンドは
第２のギャザー数を有し、
　前記第１のギャザー数の前記第２のギャザー数に対する比が０．５超である、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。
【請求項９】
　前記脚部ガスケットシステムは、内部カフ及び外部カフを備え、
　内部カフは、内部カフの折り畳まれた縁部及び内部カフの材料縁部を有し、
　外部カフは、外部カフの折り畳まれた縁部及び外部カフの材料縁部を有し、
　少なくとも１つの材料のウェブは、横方向で内側に折り畳まれて外部カフの折り畳まれ
た縁部を形成し、且つ、横方向で外側に折り畳まれて内部カフの折り畳まれた縁部を形成
している、請求項８に記載の使い捨て吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、より衣類様の物品を生み出す、改善されたウエストバンドの性質を有するお
むつなどの吸収性物品に関する。吸収性物品は、改善された機能特性及び伝達性を有し得
る。
【背景技術】
【０００２】
　今日上市されている多くのおむつは、不織布及び弾性ストランドの積層体が、若干の張
力下でシャーシと一体化されているウエストバンド又は腰部延伸要素を有する。弾性スト
ランドは、経時的に殆ど弛緩又は固定を呈さないストレッチを得る最も費用効果のよい方
法である。不織布は通気性であり、フィルム代替品よりも柔軟であるために腰部材料の外
装に好ましい。適用されるウエストバンドの一部の実施品は、工程で延伸され、一部の身
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体に面する材料と一部の衣類に面する材料との間に挟まれた、製品の長さに横方向に適用
された弾性体からなる。
【０００３】
　他の実施品は、弾性ストランド及び不織布の積層体を作り、弾性体と身体表面との間の
材料だけがウエストバンド領域における不織布であるように、収縮下で、身体に面する側
上で製品の長さに横方向に積層体をシャーシに適用する。腰部の周りの収縮は、おむつの
後部の間隙を閉じることにより、製品の知覚されるフィット性を改善し、それゆえ、これ
らの間隙を閉じることが実際の漏れ／閉じ込め、又は知覚される漏れ／閉じ込めにプラス
の影響を与えることができるということが知られている。歪みの下で、弾性ストランドを
他の非延伸性材料と一体化し、次いで弛緩させると、それらは一定の周波数のギャザーと
、平坦に置かれた出発材料よりも高い、結果として生じる坪量を有する積層体を作り出す
ということも知られている。適用時にきつく引っ張ったときに、腰部の周りのウエストバ
ンド又は延伸要素は、完全歪みで付加されるので、腰部領域の周りで完全に延伸するか又
は平坦化して、出発材料に類似した腰部の周りの坪量を生じる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　それゆえ、ウエスト及びレッグバンド構成及びシャーシへの適用を改善して、フィット
性及び漏れの封じ込めを改善する必要性が存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、第１の腰部領域、第２の腰部領域、第１の腰部領域と第２の腰部領域との間
に配設された股部領域、第１の腰部縁部、第２の腰部縁部、第１の長手方向の縁部、及び
、第２の長手方向の縁部を備えた使い捨て吸収性物品であって、この使い捨て吸収性物品
は、少なくとも１つのウエストバンドを備えた、使い捨て吸収性物品に関する。
【０００６】
　一実施形態では、ウエストバンドは、不織布材料及び少なくとも１つの弾性ストランド
を含む積層体からなり、ウエストバンドは、約９５％超の完全ウエストバンド圧密化及び
／又は約３５％超の延伸ウエストバンド圧密化を有するように、不織布材料及び弾性スト
ランドは第１の歪みの下で一体化され、並びにウエストバンドは使い捨て吸収性物品に印
加ウエストバンド歪みの下で取り付けられる。
【０００７】
　一実施形態では、使い捨て吸収性物品は、第１の腰部縁部近くの第１のウエストバンド
、及び第２の腰部縁部近くの第２のウエストバンドを備え、前部－後部デルタシャーシ収
縮は約９．０％超である。
【０００８】
　一実施形態では、使い捨て吸収性物品は脚部ガスケットシステムを備え、第１のギャザ
ー数の第２のギャザー数に対する比が約０．７５～約１．２５であるように、ウエストバ
ンドが第１のギャザー数を有し、脚部ガスケットシステムが第２のギャザー数を有する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】代表的な吸収性物品の平面図。
【図２】本発明の一実施形態で好適なウエストバンド積層体の平面図。
【図３】本発明の一実施形態で好適な吸収性物品の平面図。
【図４】本発明の一実施形態で好適な折り畳まれた外部レッグカフの例の概略断面図。
【図５】本発明の一実施形態で好適な折り畳まれた外部レッグカフの例の概略断面図。
【図６】本発明の一実施形態に好適な吸収性コアの実施例の概略断面図。
【図７】本発明の一実施形態に好適な吸収性コアの他の実施例の概略断面図。
【図８】本発明の一実施形態に好適な吸収性コアの他の実施例の概略断面図。
【図９ａ】本発明の実施形態で好適なウエストバンド積層体の概略断面図。
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【図９ｂ】本発明の実施形態で好適なウエストバンド積層体の概略断面図。
【図９ｃ】本発明の実施形態で好適なウエストバンド積層体の概略断面図。
【図９ｄ】本発明の実施形態で好適なウエストバンド積層体の概略断面図。
【図１０】テンプレートの概略図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本明細書で使用する場合、以下の用語は下記で指定される意味を有する。
　吸収性物品に関連しての「使い捨て」は、洗濯、又は別の方法で吸収性物品として復元
するか再利用することを一般的に、意図されない（すなわち、単一回の使用の後で廃棄す
る、好ましくはリサイクル、堆肥化又は環境に適合する方法で廃棄することを意図される
）吸収性物品を意味する。
【００１１】
　「吸収性物品」は、身体の排出物を吸収及び収容する用具を指し、より詳細には、着用
者の身体に接してあるいは、近接して配置されて、身体から排出される様々な排出物を吸
収し、閉じ込める用具を指す。代表的な吸収性物品としては、おむつ、トレーニングパン
ツ、プルオンパンツ型おむつ（すなわち、米国特許第６，１２０，４８７号に示されてい
るような予備形成腰部開口部及び脚部開口部を有するおむつ）、再締結可能おむつ、又は
パンツ型おむつ、失禁用ブリーフ及び下着、おむつホルダー及びライナー、パンティライ
ナーなどの女性用生理衣類、吸収性挿入物などが挙げられる。
【００１２】
　「近位」及び「遠位」は、それぞれ、構造体の長手方向又は横方向の中心線に比較的近
い又は遠い要素の位置を指す（例えば、長手方向に延びる要素の近位縁が、同じ要素の末
端縁が同じ長手方向中心線に対して配置されるよりも長手方向中心線により近く配置され
ている）。
【００１３】
　「身体に面する」及び「衣類に面する」とは、それぞれ要素の相対位置又は要素若しく
は要素群の面を指す。「身体に面する」とは、要素又は面が他の要素又は面より着用時に
着用者により近いことを意味する。「衣類に面する」とは、要素又は面が他の要素又は面
より、着用時に着用者からより遠く離れていることを意味する（すなわち、要素又は面が
、吸収性のある使い捨て物品の上に着用され得る着用者の衣類に近接する）。
【００１４】
　「長手方向の」とは、物品の腰部縁部から、対向する腰部縁部に実質的に垂直に、かつ
物品の最大直線寸法にほぼ平行に走る方向を指す。長手方向の４５度以内の方向は「長手
方向」であると見なされる。
【００１５】
　「横方向の」とは、物品の長手方向縁部から向かい合う長手方向の縁部に及び長手方向
にほぼ直角に走る方向を指す。横方向の４５度以内の方向は「横方向」であると見なされ
る。
【００１６】
　「配設される」とは、要素が特定の場所又は位置に配置されていることを指す。
【００１７】
　「接合される」とは、要素が直接的に他の要素に取り付けられることによって要素が直
接固定される形態、及び要素が中間の部材に取り付けられ、その中間部材が次に他の要素
に取り付けられることによって要素が他の要素に間接的に固定される形態を指す。
【００１８】
　「フィルム」は、シート状材料であって、長さ及び幅が厚みを大きく超える材料を指す
。典型的には、フィルムは約０．５ｍｍ以下の厚さを有する。
【００１９】
　「水透過性」及び「水不透過性」は、使い捨て吸収性物品の意図された使用に関連する
材料の浸透可能性を指す。具体的には、用語「水透過性」は、液体の水、尿又は合成尿が
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強制圧力がない状態でその厚さを通過できる孔、開口部及び／又は結合された空隙を有す
る層又は層構造体を指す。逆に、用語「水不透過性」は、液体の水、尿又は合成尿が強制
圧力（重力等の自然の力とは別に）がない状態ではその厚さを通過できない層又は層構造
を指す。この定義に従う水不透過性の層又は層構造は、水蒸気に対して透過性であっても
よく、すなわち、「水蒸気透過性」であってもよい。
【００２０】
　「延伸性」及び「延伸性がある」とは、弛緩状態の構成要素の幅又は長さを伸ばす又は
増大させることができることを意味する。
【００２１】
　「伸縮性」又は「弾性のある」は、構成要素が弾性材から作製された少なくとも一部分
を含むことを意味する。
【００２２】
　「伸長可能な材料」、「延展可能な材料」、又は「延伸可能な材料」は互換的に使用さ
れ、バイアス力を加えると、破裂又は破断することなく、ＥＤＡＮＡ法２０．２－８９で
測定して弛緩した元の長さの少なくとも１１０％の伸長した長さまで延伸でき（すなわち
、元の長さよりも１０％長く延伸でき）、加えた力を除くと、完全に破裂又は破断するこ
となく、その伸びの約２０％未満というわずかな回復を示す材料を指す。このような伸長
可能な材料が、適用された力を解放した際に、その伸長の少なくとも４０％回復する場合
、伸長可能な材料は、「弾性」又は「エラストマー」とみなされる。例えば、１００ｍｍ
の初期長さを有する弾性材料は、少なくとも１５０ｍｍまで延びることができ、力を解放
した際に、少なくとも１３０ｍｍの長さまで戻る（すなわち、４０％の回復を示す）。材
料が、印加した力の解放時に、その伸長の４０％未満を回復する場合、伸長性材料は、「
実質的に非弾性」又は「実質的に非エラストマー性」であると考えられる。例えば、１０
０ｍｍの初期長さを有する伸長可能な材料は、少なくとも１５０ｍｍまで延びることがで
き、力を取り除くと少なくとも１４５ｍｍの長さまで縮む（すなわち、１０％の回復を示
す）。
【００２３】
　「エラストマー材料」は、弾性性質を示す材料である。エラストマー材料としては、エ
ラストマーフィルム、スクリム、不織布及び他のシート状構造体を挙げることができる。
【００２４】
　「パンツ」は、予め成形された腰部及び脚部開口部を有する使い捨て吸収性物品を指す
。パンツは、着用者の足を脚部開口部に入れ、パンツを着用者の胴体下部の周りの位置に
滑り込ませることにより身に付けることができる。パンツは、通常、「閉じられたおむつ
」、「予め締結されたおむつ」、「プルオンおむつ」、「トレーニングパンツ」及び「お
むつパンツ」とも呼ばれる。
【００２５】
　図１は、平坦かつ非収縮状態（すなわち、弾性的な誘起された収縮の無い）での本発明
の吸収性物品２０の代表的な非限定的な実施形態の平面図である。吸収性物品２０の衣類
に面する表面１２０は、見る人に面している。吸収性物品２０は、長手方向中心線１００
及び横方向中心線１１０を含む。吸収性物品２０はシャーシ２２を備えてもよい。吸収性
物品２０及びシャーシ２２は、第１の腰部領域３６、第１の腰部領域３６に対向する第２
の腰部領域３８、及び、第１の腰部領域３６と第２の腰部領域３８との間に位置する股部
領域３７を有しているのが示される。腰部領域３６及び３８は、一般に、着用時に着用者
の腰部を取り囲む使い捨て吸収性物品２０のこれらの部分を含む。腰部領域３６及び３８
は、弾性要素を含み、着用者の腰部周りで縮んで改善されたフィット性と封じ込めを提供
してもよい。腰部領域３６及び３８は、第１のウエストバンド１０００及び第２のウエス
トバンド２０００を含んでもよい。股部領域３７は、使い捨て吸収性物品２０を着用した
ときに着用者の脚の間に概ね位置決めされる、使い捨て吸収性物品２０の部分である。
【００２６】
　シャーシ２２の外周は、長手方向の縁部１２及び横方向縁部１４によって画定される。
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長手方向の縁部１２は、前側長手方向の縁部１２ａに更に分割されてよく、この前側長手
方向の縁部１２ａは第１の腰部領域３６における長手方向の縁部１２の一部分であり、後
側長手方向の縁部１２ｂは、後側腰部領域３８における長手方向の縁部１２の一部分であ
る。シャーシ２２は、一般的に長手方向中心線１００に対して概ね平行に配向される対向
する長手方向の縁部１２を有してよい。しかしながら、より良いフィットのためには、長
手方向の縁部１２は、例えば平面図で見たときに、「砂時計」型のおむつを製造するよう
に湾曲又は角度がつけられてよい。シャーシ２２は、横方向中心線１１０に対して概ね平
行に配向される対向する横方向縁部１４を有してよい。
【００２７】
　シャーシ２２は、液体透過性トップシート２４と、バックシート２６と、トップシート
２４とバックシート２６との間の吸収性コア２８と、を有してもよい。吸収性コア２８は
、身体に面する表面と衣類に面する表面を有してもよい。トップシート２４は、コア２８
及び／又はバックシート２６に接合されてもよい。バックシート２６は、コア２８及び／
又はトップシート２４に接合され得る。他の構造体、要素、又は基材をコア２８とトップ
シート２４及び／又はバックシート２６との間に配置してもよいことを認識すべきである
。しかるべき実施形態では、シャーシ２２は、複合おむつ構造を形成するために付加され
てもよい他の機構と共におむつ２０の主要構造を含む。トップシート２４、バックシート
２６、及び吸収性コア２８は、様々な周知の構成、好ましくはおむつの構成によって作ら
れてよく、好ましいおむつの構成は、米国特許第３，８６０，００３号、同第５，１５１
，０９２号、同第５，２２１，２７４号、同第５，５５４，１４５号、同第５，５６９，
２３４号、同第５，５８０，４１１号、及び同第６，００４，３０６号に概して記載され
ている。
【００２８】
　トップシート２４は、一般に、着用者に少なくとも部分的に接触又は近接して配置され
てもよい吸収性物品２０の一部分である。好適なトップシート２４は、多孔質発泡体、網
状発泡体、有孔プラスチックフィルム、又は天然繊維（例えば、木材又は綿繊維）、合成
繊維（例えば、ポリエステル又はポリプロピレン繊維）若しくは天然繊維及び合成繊維の
組み合わせの織布又は不織布ウェブ等の広い範囲の材料から製造することができる。トッ
プシート２４は、一般に、着用者の皮膚に対してしなやか柔らかい感触であり、無刺激性
である。一般に、トップシート２４の少なくとも一部分は液体透過性であり、トップシー
ト２４の厚みに沿って容易に液体を透過させることができる。トップシート２４は開口を
備えてもよい。本明細書で有用な１つのトップシート２４は、ＢＢＡ　Ｆｉｂｅｒｗｅｂ
（Ｂｒｅｎｔｗｏｏｄ，ＴＮ）から供給者コード０５５ＳＬＰＶ０９Ｕとして入手可能で
ある。
【００２９】
　トップシート２４の任意の部分は、当該技術分野において既知のローション又はスキン
ケア組成物でコーティングされてもよい。好適な液体の例としては、米国特許第５，６０
７，７６０号、同第５，６０９，５８７号、同第５，６３５，１９１号、及び同第５，６
４３，５８８号に記載されているものが挙げられる。トップシート２４は、全体的に又は
部分的に伸縮されてもよく、又は伸縮させてトップシート２４とコア２８との間に空隙空
間を形成するよう縮小されてもよい。弾性のある又は収縮されたトップシートを含む代表
的な構造体が、米国特許第４，８９２，５３６号、同第４，９９０，１４７号、同第５，
０３７，４１６号及び同第５，２６９，７７５号により詳細に記載されている。
【００３０】
　吸収性コア２８は、使い捨ておむつ及び他の吸収性物品に通常使用される多種多様の液
体吸収性材料を含んでよい。好適な吸収性材料としては、一般にエアフェルト縮みセルロ
ース詰め物と呼ばれる粉砕木材パルプ、コフォームを含むメルトブローポリマー、化学的
に剛直化、変性若しくは架橋されたセルロース繊維、ティッシュラップ及びティッシュラ
ミネートを含むティッシュ、吸収性フォーム、吸収性スポンジ、超吸収性ポリマー、吸収
性ゲル化材料、又は既知の他の吸収性材料若しくは材料の組み合わせが挙げられる。一実
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施形態では、吸収性コアの少なくとも一部分は、実質的にセルロースを含まず、１０重量
％未満のセルロース繊維、５重量％未満のセルロース繊維、１重量％未満のセルロース繊
維、微量のセルロース繊維を含有するか、又はセルロース繊維を含有しない。微量のセル
ロース材料が、実質的にセルロースを含まない吸収性コアの一部分の厚さ、可撓性、及び
吸収性の少なくとも１つに実質的に影響を与えないということは理解されるべきである。
他の利点の中でも、吸収性コアの少なくとも一部分が実質的にセルロースを含まないとき
、吸収性コアのこの部分は、１０重量％以上のセルロース繊維を含む、類似の吸収性コア
よりも著しく薄く、より可撓性であると考えられる。吸収性コア中に存在する吸収性材料
、例えば吸収性粒子状ポリマー材料の量は、異なってもよいが、特定の実施形態において
は、吸収性コアの約８０重量％超、又は吸収性コアの約８５重量％超、又は吸収性コアの
約９０重量％超、又はコアの約９５重量％超の量で吸収性コア中に存在する。好適な吸収
性コアの非限定的な例は、以下により詳細に記載されている。
【００３１】
　吸収性コア２８として使用するための代表的な吸収性構造体は、米国特許第４，６１０
，６７８号、同第４，６７３，４０２号、同第４，８３４，７３５号、同第４，８８８，
２３１号、同第５，１３７，５３７号、同第５，１４７，３４５号、同第５，３４２，３
３８号、同第５，２６０，３４５号、同第５，３８７，２０７号、同第５，３９７，３１
６号、及び同第５，６２５，２２２号に記載されている。
【００３２】
　バックシート２６は全体的に、それが吸収性物品２０の衣類に面する表面１２０の少な
くとも一部分であってもよいように配置される。バックシート２６は、物品２０内に吸収
され収容された排出物が、ベッドシーツや下着のような、吸収性物品２０と接触し得る物
品を汚すことがないように設計されてもよい。特定の実施形態では、バックシート２６は
、実質的に水不透過性である。好適なバックシート２６材料としては、Ｔｒｅｄｅｇａｒ
　ＩｎｄｕｓｔｒｉｅｓＩｎｃ．（Ｔｅｒｒｅ　Ｈａｕｔｅ，ＩＮ）により製造され、商
標名Ｘ１５３０６、Ｘ１０９６２、及びＸ１０９６４で販売されているもの等のフィルム
が挙げられる。他の好適なバックシート２６材料は、同時に浸出物がバックシート２６を
通り抜けないようにしながら、蒸気が吸収性物品２０から逃れるのを可能にする通気性材
料を備えてもよい。代表的な通気性材料としては、織布ウェブ、不織布ウェブ、フィルム
コーティング不織布ウェブなどの複合材料、並びにＥＳＰＯＩＲ　ＮＯの名称で日本の三
井東圧株式会社により製造されているミクロ孔質フィルム、及びＥＸＸＡＩＲＥの名称で
ＥＸＸＯＮ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．（Ｂａｙ　Ｃｉｔｙ，ＴＸ）により製造されてい
るような微多孔質フィルムなどの材料を挙げることができる。ポリマーブレンドを含む好
適な通気性複合材料は、名称ＨＹＴＲＥＬブレンドＰ１８－３０９７として、Ｃｌｏｐａ
ｙ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｃｉｎｃｉｎｎａｔｉ，ＯＨ）から入手可能である。この
ような通気性複合材料は、国際公開第９５／１６７４６号及び米国特許第５，８６５，８
２３号により詳述されている。不織布及び孔形成フィルムを含む他の通気性バックシート
は、米国特許第５，５７１，０９６号に記述されている。代表的な好適なバックシートは
、米国特許第６，１０７，５３７号に記述されている。限定はされないが、表面処理、特
定のフィルムの選択及び加工、特定のフィラメントの選択及び加工などを含む、他の好適
な材料及び／又は製造技術が、好適なバックシート２６を提供するために使用されてもよ
い。
【００３３】
　バックシート２６は、１層以上の層から構成されてもよい。バックシート２６は、外側
カバー及び内層を含んでよい。外側カバーは、柔らかい不織布材料から作製されてよい。
内層は、実質的に水不透過性のフィルムから作製されてもよい。外側カバー及び内部層は
、接着剤又は任意の他の好適な材料又は方法によって共に接合されてよい。特に好適な外
側カバーは、供給元コードＡ１８ＡＨ０としてＣｏｒｏｖｉｎ　ＧｍｂＨ（Ｐｅｉｎｅ，
Ｇｅｒｍａｎｙ）から入手可能であり、特に好適な内層は、供給元コードＰＧＢＲ４ＷＰ
ＲとしてＲＫＷ　Ｇｒｏｎａｕ　ＧｍｂＨ（Ｇｒｏｎａｕ，Ｇｅｒｍａｎｙ）から入手可
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能である。本明細書では様々なバックシート構成が考えられているが、本発明の趣旨及び
範囲から逸脱することなく様々な他の変更及び修正が可能であることは当業者には明らか
である。
【００３４】
　吸収性物品２０は、前部耳部４０及び／又は後部耳部４２を含んでもよい。耳部４０、
４２は、延伸性、非延伸性、伸縮性、又は非伸縮性であってよい。耳部４０、４２は、不
織布ウェブ、織布ウェブ、編布地、ポリマー及びエラストマーフィルム、孔あきフィルム
、スポンジ、発泡体、スクリム、及びこれらの組み合わせ及び積層体から形成されてよい
。特定の実施形態において、耳部４０、４２は、不織布／エラストマー材料積層体又は不
織布／エラストマー材料／不織布積層体のような延伸積層体から形成されてよい。延伸積
層体は、当該技術分野において既知な任意の方法によって形成されてよい。例えば、耳部
４０、４２は、不織布材料及びエラストマー要素のうちの少なくとも一層を含むゼロ歪延
伸積層体として形成されてよい。エラストマー要素は、弛緩又は実質的に弛緩状態で不織
布材料の層に取り付けられ、生じた積層体は、不織布層を恒久的に伸長するが、エラスト
マー要素を一時的に伸長する活性化プロセスを積層体に受けさせることにより、延伸性（
又は、更に範囲を超えてより延伸性）とされる。不織布層は、シャーシ２２の少なくとも
一部分と一体化してよく、その場合、エラストマー要素は、不織布層に取り付けられてよ
く、不織布／エラストマー要素積層体が、以降に活性化される。別の方法としては、不織
布層は、別の構成要素であってよく、その場合、エラストマー要素は、不織布層に取り付
けられ積層体を形成し、次いで本体部分に結合される。サイドパネルの１つ以上の層が、
別々に提供される場合、積層体は、本体部分に取り付けられる前又は後のどちらかで活性
化されてよい。ゼロ歪み活性化プロセスは米国特許第５，１６７，８９７号及び同第５，
１５６，７９３号に更に記述されている。好適な弾性耳部は、２つの不織層（供給元コー
ドＦＰＮ３３２としてＢＢＡ　Ｆｉｂｅｒｗｅｂ（Ｂｒｅｎｔｗｏｏｄ，ＴＮ）から入手
可能）の間に配置されたエラストマーフィルム（Ｔｒｅｄｅｇａｒ　Ｃｏｒｐ（Ｒｉｃｈ
ｍｏｎｄ，ＶＡ）から供給元コードＸ２５００７として入手可能）を含む活性化された積
層体であり得る。
【００３５】
　耳部４０、４２は別個であるか又は一体化されてよい。別個の耳部は、シャーシ２２に
接合される分離要素として形成される。一体化された耳部は、長手方向の縁部１２から横
方向に外側に突出するシャーシ２２の一部である。一体化された耳部は、シャーシ形状を
切断して、耳部突起の形状を備えることにより、形成されてもよい。
【００３６】
　吸収性物品２０は締結装置５０を含んでもよい。締結される際、締結装置５０は、第１
の腰部領域３６及び第２の腰部領域３８を相互に連結し、吸収性物品２０の装着時に着用
者を囲むことができる腰部囲いを生じる。締結装置５０は、例えば、テープタブ、フック
とループの締結要素、タブ及びスロットのような係合締結具、バックル、ボタン、スナッ
プ、及び／又は雌雄同体締結要素等の締結具を含んでよいが、他の既知のいかなる締結手
段も、概ね受け入れ可能である。いくつかの代表的な面締結装置が、米国特許第３，８４
８，５９４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号及び同第５，２２１
，２７４号に開示されている。代表的な連動締結装置は、米国特許第６，４３２，０９８
号に開示されている。締結装置５０は、米国特許第４，９６３，１４０号に開示されるよ
うに、使い捨て構成において物品を保持する手段を提供してもよい。締結装置５０は、米
国特許第４，６９９，６２２号に開示されるように、一次及び二次締結装置を備えてもよ
い。締結装置５０は、米国特許第５，２４２，４３６号、同第５，４９９，９７８号、同
第５，５０７，７３６号、及び同第５，５９１，１５２号に記載されるように、重なり合
っている部分の移動を低減するか、又はフィット性を改善するように構成されてもよい。
【００３７】
　本発明のウエストバンドは、着用者に対して増大した快適性、フィット性、及び改善さ
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れた漏れ性能を有する吸収性物品を生じ得る。しかるべきウエストバンドは改善された製
品耐久性及び強度を提供してもよい。本発明のウエストバンドは、より容易なかつ改善さ
れた吸収性物品の交換経験を生じることもある。
【００３８】
　本発明の１つの目的は、今日の技術で既知である吸収性物品よりも、吸収性物品の第１
及び／又は第２の腰部領域で改善された間隙閉鎖を有する吸収性物品を供給することであ
る。腰部領域で間隙閉鎖を有することは、より良好なフィット性及び封じ込めを有する物
品を作り出して、改善された漏れ性能をもたらすことができる。間隙閉鎖を達成する一つ
の方法は、吸収性物品の後横方向縁部と同一平面同一広がりを持つウエストバンドを提供
することである。適用方法のバリエーションが存在するために、一部の実施形態では、ウ
エストバンドは吸収性物品の第１及び第２の腰部領域両方に存在してもよい。しかしなが
ら、延伸を与えるには後腰部領域に対しては高収縮のウエストバンドが望ましいが、適用
を助けるためには前腰部領域では低収縮のウエストバンドを有することがより望ましいこ
とがある。それゆえ、本発明の一実施形態は、「差分収縮」又は１つのウエストバンド積
層体のみが切断されるように、後部に対して前部で異なる組み込み伸びのストランドを有
するウエストバンド積層体に関する。ウエストバンド積層体の切断は、物品へのウエスト
バンドの適用の後であり、ウエストバンドは、意図された物品の分離（切断）域の橋渡し
をするように適用される。このように、同一のウエストバンド積層体は、後部及び前部で
異なるレベルの収縮をもたらして、間隙を閉じるのを助けるために後部で高収縮及び前部
で低収縮を生じることができる。
【００３９】
　一実施形態では、第１の（１０００）及び第２のウエストバンド（２０００）はウエス
トバンド積層体（３０００）からなる。一実施形態では、ウエストバンド積層体は不織布
材料（３１００）からなる。一実施形態では、ウエストバンド積層体はフィルムからなる
。一実施形態では、ウエストバンド積層体は、少なくとも２つの弾性ストランド（３２０
０）、少なくとも４つの弾性ストランド、少なくとも６つの弾性ストランド、少なくとも
８つの弾性ストランド、少なくとも１０の弾性ストランド、少なくとも１２の弾性ストラ
ンドからなる。
【００４０】
　一実施形態では、第１及び第２のウエストバンドは同一の印加ウエストバンド歪みで物
品に適用される。一実施形態では、第１のウエストバンド及び第２のウエストバンドは、
弛緩長さと比べて約３０％超、約５０％超、約７０％超の歪みで使い捨て吸収性物品に適
用される。一実施形態では、第１のウエストバンド及び第２のウエストバンドは、弛緩長
さと比べて約１５０％未満、約１２５％未満、約１００％未満、約７５％未満の歪みで使
い捨て吸収性物品に適用される。一実施形態では、第１のウエストバンド及び第２のウエ
ストバンドは、弛緩長さと比べて約７０％～約７５％の歪みで使い捨て吸収性物品に適用
される。
【００４１】
　一実施形態では、ウエストバンド積層体は、不織布材料及び少なくとも２つの弾性スト
ランドからなり、少なくとも２つの弾性ストランドの各々は異なる弾性材料である。一実
施形態では、弾性ストランドは異なる直径又は断面形状を有する。
【００４２】
　一実施形態では、ウエストバンド積層体は、物品への適用後、少なくとも２つの弾性ス
トランドからなるウエストバンド積層体が、各々１つの弾性ストランドを有する２つのウ
エストバンドを生じ、少なくとも４つの弾性ストランドからなるウエストバンド積層体が
、各々２つの弾性ストランドを有する２つのウエストバンドを生じるように、２つの弾性
ストランドの間で切断される。図２に示すように、少なくとも６つの弾性ストランドから
なるウエストバンド積層体３０００は、切断（切断ライン４０００）したとき、各々が３
つの弾性ストランドを有する２つのウエストバンド（１０００、２０００）を生じる。更
に、少なくとも８つの弾性ストランドからなるウエストバンド積層体は、各々が４つの弾



(10) JP 6404293 B2 2018.10.10

10

20

30

40

50

性ストランドを有する２つのウエストバンドを生じ、少なくとも１０の弾性ストランドか
らなるウエストバンド積層体は、各々が５つの弾性ストランドを有する２つのウエストバ
ンドを生じ、少なくとも１２の弾性ストランドからなるウエストバンド積層体は、各々が
６つの弾性ストランドを有する２つのウエストバンドを生じる。一実施形態では、ウエス
トバンド積層体は、２つの得られるウエストバンドが、弾性ストランドの不等分布を有す
るか、又は切断体の一方の側に弾性ストランドを有しないように、切断される。例えば、
１０の弾性ストランドを有するウエストバンド積層体は、６つの弾性体を有する１つのウ
エストバンド及び４つの弾性体を有する１つのウエストバンドを生じてもよい。別の例で
は、１０の弾性ストランドを有するウエストバンド積層体は、１０の弾性体を有する１つ
のウエストバンド及び弾性体を有しない１つのウエストバンドを生じてもよい。一実施形
態では、ウエストバンド積層体は中心で切断されて、２つのウエストバンドを生じる。一
実施形態では、ウエストバンド積層体は中心を外して切断される。一実施形態では、ウエ
ストバンド積層体は、等間隔に離した弾性ストランドを有してもよい。一実施形態では、
ウエストバンド積層体は、積層体中の他の弾性ストランドと比較して、より近い間隔又は
より遠い間隔の弾性ストランドを有してもよい。
【００４３】
　一実施形態では、ウエストバンドは、物品の長手方向の軸に平行な方向で、約１２ｍｍ
超、約１５ｍｍ超、約２０ｍｍ超の長さを有する。一実施形態では、ウエストバンドは、
物品の長手方向の軸に平行な方向で約５０ｍｍ未満、約４５ｍｍ未満、約４０ｍｍ未満の
長さを有する。
【００４４】
　一実施形態では、弛緩した製品中のウエストバンドは、物品の横方向の軸に平行な方向
で、約５０ｍｍ超、約７５ｍｍ超、約１００ｍｍ超の長さを有する。一実施形態では、弛
緩した製品中のウエストバンドの物品の横方向の軸に平行な方向な長さは、約３００ｍｍ
未満、約２５０ｍｍ未満、約２００ｍｍ未満である。
【００４５】
　一実施形態では、一方のテープから他方のテープまでの距離と比較して、ウエストバン
ドのＣＤ長さ比は、約２未満、約１．５未満、約１未満である。
【００４６】
　一実施形態では、ウエストバンドは物品の身体に面する表面上にある。一実施形態では
、ウエストバンドは物品の衣類に面する表面上にある。一実施形態では、ウエストバンド
は吸収性物品の層の間に挟まれている。一実施形態では、ウエストバンドは、第１又は第
２の腰部領域のいずれかの衣類に面する表面上及び第１又は第２の腰部領域のいずれかの
身体に面する表面上にある。一実施形態では、ウエストバンドは、身体に面する表面及び
衣類に面する表面の両方の上にある。一実施形態では、ウエストバンドは、身体に面する
表面又は衣類に面する表面のいずれかの上にあり、ウエストバンドを備えていない表面は
印刷されたウエストバンド形状で印刷される。
【００４７】
　一実施形態では、一方のテープの縁から他方のテープの縁までの距離は、吸収性物品の
サイズを着用する平均の乳児に関して、乳児の腰部周囲の平均長さの少なくとも約５０％
、平均長さの少なくとも約６０％、平均長さの少なくとも約６５％である。
【００４８】
　一実施形態では、ウエストバンド積層体の弾性ストランドは、１つの積層体内で異なる
組み込み伸びを有してもよく、切断後、第１の組み込み伸びを有する第１のウエストバン
ド、及び第２の組み込み伸びを有する第２のウエストバンドを生じ、第１及び第２のウエ
ストバンドは両方とも同一の印加ウエストバンド歪みを有する。組み込み伸びは、一体化
されている第２の材料（例えば、低坪量の不織布）に対して弾性体に加えられている歪み
である。例えば、不織布と一体化されているとき、弾性体を１００ｍｍから２５０ｍｍま
で延伸すると、それは、１５０％組み込み伸び又は（（２５０ｍｍ／１００ｍｍ）－１）
×１００％であると言われる。次いで、この積層体は弛緩させることができ、ほぼ元の１
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００ｍｍに戻るが、不織布は２５０ｍｍのままである。弾性体を異なる度合いに歪ませる
と、１つのウエストバンド積層体内で１つ以上の組み込み伸びがあり得る。例えば、スト
ランド（１）は、不織布と一体化されるとき、１００ｍｍから２５０ｍｍまで延伸される
か又は１５０％組み込み伸びを有し、一方、ストランド（２）は、不織布と一体化される
とき、９０ｍｍから２５０ｍｍまで延伸されるか又は約１７８％の組み込み伸びを有する
。
【００４９】
　印加ウエストバンド歪みは、吸収性物品と一体化されるときウエストバンド積層体に加
えられている歪みである。例えば、適用されているとき１００ｍｍの積層体を１７０ｍｍ
まで延伸すると、それは、７０％印加ウエストバンド歪み又は（（１７０ｍｍ－１００ｍ
ｍ）／１００ｍｍ×１００％）であると考えられる。一実施形態では、任意の数の弾性ス
トランドの第１の組み込み伸びは、約１００％、約１２５％、約１４０％、約１５０％、
約１６０％、約１７５％、約２００％である。一実施形態では、任意の数の弾性ストラン
ドの第２の組み込み伸びは、約１００％、約１２５％、約１４０％、約１５０％、約１６
０％、約１７５％、約２００％である。
【００５０】
　一実施形態では、第１の組み込み伸びと第２の組み込み伸びとの間のデルタは、約２０
％超、約３０％超、約４０％超である。
【００５１】
　一実施形態では、生じる前部－後部のデルタシャーシ収縮は、約５．０％超、約９．０
％超、約９．５％超、約１２．５％超、約１５％超、約２０％超である。
【００５２】
　一実施形態では、前部シャーシ収縮又は後部シャーシ収縮のいずれかが、約１８％超、
約２０％超である場合には、前部－後部のデルタシャーシ収縮は、約１５％未満、約１２
．５％未満、約１０％未満、約９．５％未満、約９％未満である。
【００５３】
　本発明の別の目的は、当業界で既知のものよりもより良好な厚さ（キャリパー）／クッ
ション及びウエストバンド中の収縮のバランスを提供することである。現在、大多数のウ
エストバンドは、快適性及び封じ込めに対して良好なクッション／キャリパー性を有する
が、収縮の量で限定されるフォーム系であるか、又は弾性ストランドが高歪みで引っ張ら
れ、高収縮をもたらすが、極めて僅かなキャリパー／クッションしか使用に供さない、弾
性ストランド及び不織布の組合せである。したがって、本発明の一実施形態は、より高い
第１の歪み（組み込み伸び）の下で一体化された不織布材料及び弾性ストランドを有する
ウエストバンドを提供する「圧密化」に関し、並びに、ウエストバンド中の折り畳まれた
不織布が、弛緩及び延伸／使用時の両方の状態でクッション／キャリパーを提供するよう
に、より低い印加ウエストバンド歪の下で物品に取り付けられる、得られるウエストバン
ドに関する。図９はウエストバンド積層体（３０００）の断面図を図示する。図９ａ～９
ｂは、延伸圧密化を行わないウエストバンドの断面を図示する。図９ａは、おむつシャー
シ（２２）の横方向の軸に平行な、腰部における弛緩した製品の断面を図示する。図９ｂ
は、おむつシャーシの横方向の軸に平行な、腰部における延伸した製品の断面を図示する
。図９ｃ～９ｄは、延伸圧密化を行ったウエストバンドの断面を図示する。図９ｃは、お
むつの横方向の軸に平行な、腰部における弛緩した製品の断面を示す。図９ｃは、ウエス
トバンドの周波数及び振幅が、ウエストバンドを適用するシャーシのそれよりも高いとい
うことを示す。図９ｄは、おむつの横方向の軸に平行な、腰部における延伸した製品の断
面を示す。図９ｄは、シャーシを延伸したときでも、ウエストバンドがギャザー及びキャ
リパーを更に有するということを示す。
【００５４】
　一実施形態では、ウエストバンドは、不織布材料及び少なくとも１つの弾性ストランド
を含む積層体からなり、不織布材料及び弾性ストランドは、第１の歪みの下で一体化され
、ウエストバンドは、印加ウエストバンド歪みの下で物品に取り付けられる。一実施形態
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では、第１の歪みは、組み込みストランド伸びとも呼ばれ、約５０％超、約７５％超、約
１００％超、約１５０％超、約２００％超、約２２５％超、約２５０％超、約３００％超
、約３５０％超、約３７５％超である。一実施形態では、印加ウエストバンド歪みは、ウ
エストバンド歪みとも呼ばれ、約２５％超、約５０％超、約７５％超、約１００％超であ
る。一実施形態では、第１の歪みと印加ウエストバンド歪みとの間の差は、圧密化とも呼
ばれ、約０％超、約６５％超、約７５％超、約１００％超、約１５０％超、約２００％超
、約２２５％超、約２５０％超、約３００％超である。
【００５５】
　一実施形態では、ウエストバンドは、約９５％超、約１００％超、約１２５％超、約１
５０％超、約１７５％超、約２００％超の完全ウエストバンド圧密化を有する。
【００５６】
　一実施形態では、ウエストバンドは、約３５％超、約５０％超、約７５％超、約１００
％超、約１２５％超、約１７５％超の延伸ウエストバンド圧密化を有する。
【００５７】
　一実施形態では、ウエストバンドは腰部縁部に取り付けられる。一実施形態では、ウエ
ストバンドは腰部縁部の２０ｍｍ以内に取り付けられる。一実施形態では、ウエストバン
ドは腰部縁部と同一平面で取り付けられる。一実施形態では、ウエストバンドは一方の腰
部縁部においてのみ存在する。一実施形態では、ウエストバンドは第１及び第２のウエス
トバンド縁部の両方において存在する。
【００５８】
　不織布材料及び弾性ストランドは、接着剤、機械的な接合、又は当該技術分野で既知の
任意の他の取り付けの形により一体化されてもよい。ウエストバンドは、接着剤接合、機
械的な接合、又は当該技術分野で既知の任意の他の取り付けの形により一体化されてもよ
い。
【００５９】
　一実施形態では、ウエストバンドの弛緩したキャリパーは、約１．６０ｍｍ超、約２．
００ｍｍ超、約２．２５ｍｍ超、約２．５０ｍｍ超である。
【００６０】
　一実施形態では、ウエストバンドの延伸したキャリパーは、約０．８０ｍｍ超、約１．
００ｍｍ超、約１．２５ｍｍ超である。
【００６１】
　本発明のもう一つの目的は、物品の外周部の周りで追加的な漏れ防止を提供する、集積
化された脚部ガスケットシステム及び前部／後部ウエストバンド形状を提供することであ
る。したがって、本発明の一つの実施形態は、類似のギャザー数を有する類似の構成の共
通の脚部ガスケットシステム及びウエストバンドを提供する、「３６０漏れ防止」に関す
る。追加の実施形態は、類似の色合い、質感、結合パターン、色、若しくは他のビジュア
ルキューとオーバーラップするか、又は類似の色合い、質感、結合パターン、色、若しく
は他のビジュアルキュー有する脚部ガスケットシステム及びウエストバンドを備えてもよ
い。図３は、ウエストバンド領域及び脚部ガスケットシステムの両方でギャザーを有する
実施形態を図示する。
【００６２】
　一実施形態では、使い捨て吸収性物品は、本明細書で記載するようにウエストバンド及
び脚部ガスケットシステムを備え、第１のギャザー数の第２のギャザー数に対する比が約
０．５超、約０．７５超、約１．２５超、約１．５０超であるように、脚部ガスケットシ
ステムが第１のギャザー数を有し、ウエストバンドが第２のギャザー数を有する。一実施
形態では、第１のギャザー数の第２のギャザー数に対する比は約１．００である。一実施
形態では、第１のギャザー数の第２のギャザー数に対する比は約０．７５～約１．２５で
ある。一実施形態では、脚部ガスケットシステムギャザー数が約１３超であるときは、第
１のギャザー数の第２のギャザー数に対する比は約０．７５～約１．２５である。一実施
形態では、ウエストバンドギャザー数が約１２超であるときは、第１のギャザー数の第２



(13) JP 6404293 B2 2018.10.10

10

20

30

40

50

のギャザー数に対する比は約０．７５～約１．２５である。一実施形態では、吸収性物品
がテープ付き形製品であるときは、第１のギャザー数の第２のギャザー数に対する比は約
０．７５～約１．２５である。
【００６３】
　一実施形態では、ウエストバンド及び脚部ガスケットシステムの両方は弾性ストランド
を備え、一実施形態では、ウエストバンドは弾性ストランドを備え、一実施形態では、ウ
エストバンド及び脚部ガスケットシステムは両方とも同一の形の延伸材料及び／又は積層
体構造を備える。
【００６４】
　一実施形態では、ウエストバンドは３０ｍｍの区分当たり約１０超のギャザー、３０ｍ
ｍの区分当たり約１２超のギャザーを有する。一実施形態では、脚部ガスケットシステム
は、３０ｍｍの区分当たり約１０超のギャザー、３０ｍｍの区分当たり約１２超のギャザ
ーを有する。
【００６５】
　一実施形態では、ウエストバンドは第１の腰部縁部及び第２の腰部縁部中に存在し、脚
部ガスケットシステムは、第１の長手方向の縁部及び第２の長手方向の縁部中に存在する
。
【００６６】
　吸収性物品２０は、２０１１年４月２９日出願の米国特許出願代理人整理番号１２１０
９Ｐ及び１２１１０Ｐに記述されているように、脚部ガスケットシステム７０を含んでも
よい。図４及び図５は、代表的な脚部ガスケットシステムの概略断面図を図示する。脚部
ガスケットシステム７０は、内部カフの折り畳まれた縁部７２及び内部カフの材料縁部７
３を備えた内部バリアレッグカフ７１を備えてもよい。脚部ガスケットシステム７０は、
外部カフの折り畳まれた縁部７５及び外部カフの材料縁部７６を備えた外部カフ７４を更
に備えてもよい。
【００６７】
　一実施形態では、脚部ガスケットシステム７０は材料の１つのウェブを備える。材料の
１つのウェブを有する実施形態は、材料の１つ以上のウェブを有する実施形態に勝るコス
トの利点をもたらし得る。更に、材料の１つのウェブを有する実施形態は、材料の１つ以
上のウェブの接合により作られる穴がないので、より少数の漏れを有することもある。ま
た、材料の１つのウェブを有する実施形態は、目に見える機械的な接合が少ないので、見
て美しいこともある。
【００６８】
　一実施形態では、脚部ガスケットシステム７０は、内部カフの折り畳まれた縁部７２及
び内部カフの材料縁部７３からなる内部バリアレッグカフ７１を有する。脚部ガスケット
システム７０は、外部カフの折り畳まれた縁部７５及び外部カフの材料縁部７６を備えた
外部カフ７４を更に備えてもよい。一実施形態では、材料のウェブは横方向で内側に折り
畳まれて、外部カフの折り畳まれた縁部７５を形成し、並びに横方向で外側に折り畳まれ
て、内部カフの折り畳まれた縁部７２を形成する。一実施形態では、脚部ガスケットシス
テム７０は、第１の腰部縁部３６から第２の腰部縁部３８まで延在し、股部領域３７中の
内部カフの折り畳まれた縁部７２と外部カフの折り畳まれた縁部７５との間でトップシー
ト２４及び／又はバックシート２６に接合される。一実施形態では、外部カフの材料縁部
７６は横方向で内部カフ材料縁部７３内に配設される。
【００６９】
　一実施形態では、外部レッグカフ７４は、外部カフの折り畳まれた縁部７５と外部カフ
の材料縁部７６との間で横方向のアレイに配置された弾性部材７７を備え、外部レッグカ
フ７４は、所望によって少なくとも２つの弾性部材７７、少なくとも３つの弾性部材７７
、少なくとも４つの弾性部材７７、少なくとも５つの弾性部材７７、少なくとも６つの弾
性部材７７を有する。一実施形態では、弾性部材７７は、外部カフの折り畳まれた縁部７
５と内部カフの材料縁部７３との間に配設されてもよい。
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【００７０】
　一実施形態では、内部バリアレッグカフ７１は、内部カフの折り畳まれた縁部７２の領
域中で弾性部材７８のアレイを備え、内部バリアレッグカフ７１は、所望によって少なく
とも１つの弾性部材７８、少なくとも２つの弾性部材７８、少なくとも３つの弾性部材７
８、少なくとも４つの弾性部材７８、少なくとも５つの弾性部材７８を備える。一実施形
態では、弾性部材７８は、内部カフの折り畳まれた縁部７２と外部カフの材料縁部７６と
の間に配設されてもよい。
【００７１】
　一実施形態では、脚部ガスケットシステム７０は、内部カフの折り畳まれた縁部７２及
び内部カフの材料縁部７３からなる、内部バリアレッグカフ７１を有する。脚部ガスケッ
トシステム７０は、外部カフの折り畳まれた縁部７５及び外部カフの材料縁部７６を備え
る、外部カフ７４を更に備えてもよい。脚部ガスケットシステムは、内部バリアレッグカ
フ７１を備える第１の材料及び外部カフ７４を備える第２の材料を備えてもよい。第１及
び第２の材料は、各材料の長手方向の縁部に沿って任意の好適な接合手段により重なり合
わせて、一緒に接合されてもよい。一実施形態では、材料のウェブは、横方向で内側に折
り畳まれて、外部カフの折り畳まれた縁部７５を形成し、並びに横方向で外側に折り畳ま
れて、内部カフの折り畳まれた縁部７２を形成する。一実施形態では、外部カフ７４の近
位縁部は同一の広がりを有する。
【００７２】
　本発明の脚部ガスケットシステム７０の１つの利点は、実質的に液体不透過性の材料を
カフの構成で使用するとき、ポリマーフィルム層を狭くしても又は全く存在させなくとも
よく、より費用効果の高い設計を生む。高信頼性の加工を行う接着剤技術を使用すること
によって、より信頼性の高い性能が得られ、実質的に液体不透過性なシールが作られる。
この技術は、重複する密閉部に対する必要性を低減することにより、フィルム層の狭化は
、吸収性コアよりも若干広くする程度の狭化でよいことを可能する。
【００７３】
　本発明の一実施形態では、バックシートポリマーフィルムは、吸収性コアよりも約５０
ｍｍ未満広く、所望によって約４０ｍｍ未満広く、約３０ｍｍ未満広い。一実施形態では
、バックシートポリマーフィルムはシャーシ幅よりも少なくとも約２０ｍｍ狭く、所望に
よってシャーシ幅よりも少なくとも約４０ｍｍ狭く、所望によってシャーシ幅よりも少な
くとも約６０ｍｍ狭く、所望によってシャーシ幅よりも少なくとも約８０ｍｍ狭く、所望
によってシャーシ幅よりも少なくとも約１００ｍｍ狭く、所望によってシャーシ幅よりも
少なくとも約１２０ｍｍ狭い。
【００７４】
　本発明の一実施形態では、不透明性強化パッチ８０が含まれてもよい。不透明性強化パ
ッチ８０は材料の追加の層である。不透明性強化パッチ８０は、脚部ガスケットシステム
７０、ポリマーフィルム層、又はバックシート２６に接続されてもよい。不透明性強化パ
ッチ８０は、物品の第１の腰部領域３６、第２の腰部領域３８、又は第１の腰部領域３６
及び第２の腰部領域３８の両方のいずれかでバックシート２６と脚部ガスケットシステム
７０との間に配設されてもよく、不透明性強化パッチ８０は、脚部ガスケットシステム７
０又はポリマーフィルム層の少なくとも１つと重なってもよい。適用工程又は着用時に生
じる荷重を、物品の横方向の縁部から脚部ガスケットシステム７０及び／又はポリマーフ
ィルム層に移すことができるように、不透明性強化パッチ８０は、接着剤、機械的接合、
サーマルボンドなどの任意の好適な手段を用いて脚部ガスケットシステム７０又はポリマ
ーフィルム層の一方又は両方に取り付けられてもよい。不透明性強化パッチは、物品の適
用及び着用時の過度の延伸の防止に必要とされる強度を付与するのに有用であり、使用者
の皮膚が物品を通して透けて見えるのを防止するために側面及び腰部において不透明性を
付与してもよい。したがって、パッチ８０は、強度及び不透明性が望ましい、シャーシの
任意の部分に配置されてもよい。不透明性強化パッチとして機能するのに好適な材料には
、少なくとも約１０ｇｓｍ、少なくとも約１５ｇｓｍ、少なくとも約２５ｇｓｍの坪量を
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有する材料が挙げられる。本明細書で有用な不透明性強化パッチは、次の横方向の引っ張
り特性を呈してもよい：２．５４ｃｍ（１インチ）幅の試料に対して２％エンジニアリン
グ歪みにおいて０．４Ｎ；２．５４ｃｍ（１インチ）幅の試料に対して５％エンジニアリ
ング歪みにおいて、１．２５Ｎ；２．５４ｃｍ（１インチ）幅の試料に対して１０％エン
ジニアリング歪みにおいて、２．５Ｎ。この明細書で有用な１つの不透明性強化パッチは
、Ｐｅｇａｓ（Ｚｎｏｊｍｏ，ＣＺ）から供給元番号８０３９６８として入手可能である
。
【００７５】
　一実施形態では、脚部ガスケットシステム７０の材料は実質的に液体不透過性材料から
作製される。材料は、ＳＭＳ不織布材料、ＳＭＳ不織布材料、又は「Ｎ－繊維」を含む不
織布成分層からなる群から選択されてもよい。
【００７６】
　種々の不織布繊維ウェブは、スパンボンド、メルトブロー、スパンボンド熱可塑性物質
（例えば、ポリオレフィン）の外層及びメルトブローン熱可塑性物質の内層を備えるスパ
ンボンド（「ＳＭＳ」）ウェブを備えてもよい。本発明の一実施形態では、脚部ガスケッ
ティングカフ７０は、他の不織布成分層に添加されるか又はそれと他の方法で組み込まれ
て、材料の不織布ウェブを形成する、１マイクロメートル未満の平均直径の細い繊維（「
Ｎ－繊維」）を有する不織布成分層（「Ｎ－繊維層」）を含む。いくつかの実施形態では
、Ｎ－繊維層は、例えば、ＳＮＳ不織布ウェブ又はＳＭＮＳ不織布ウェブを生産するため
に使用されてもよい。Ｎ－繊維は、国際公開第２００５／０９５７００号及び米国特許出
願第１３／０２４，８４４号で更に述べられている。
【００７７】
　一実施形態では、吸収性物品は、米国特許第７，７５０，２０３号、同第７，７４４，
５７６号、及び米国特許出願公開第２００８／０３１２６１７（Ａ１）号で記述されてい
る、実質的にセルロースを含まない吸収性コア２８を備える。好適な吸収性コアの実施例
の断面図は、図６～図８に概略的に示されている。一実施形態では、吸収性コア２８は、
材料の第１の層２８１及び第２の層２８２、並びに第１の層２８１及び第２の層２８２と
の間に配置された吸収性材料２８３を含む。一実施形態では、材料の第１の層及び第２の
層は、不織布繊維ウェブ、織布繊維ウェブ、及び熱可塑性接着剤材料の層のうちの少なく
とも１つから選択される材料であってもよい。第１の層及び第２の層は、同じ材料から作
製されてもよいが、一実施形態では、第１の層２８１は不織布繊維ウェブであり、第２の
層２８２は、熱可塑性接着剤材料の層である。不織布繊維ウェブ２８１は、合成繊維、例
えばＰＥ、ＰＥＴ、及びＰＰの単一構成要素繊維、多構成要素繊維、例えばサイドバイサ
イド、コア／シース、又はアイランド・イン・ザ・シー型の繊維を含み得る。かかる合成
繊維は、スパンボンド法又はメルトブロー法により形成されてもよい。不織布繊維ウェブ
２８１は、繊維の単一層を含んでもよいが、それはまた、多層の繊維、例えば多層のスパ
ンボンド繊維、多層のメルトブロー繊維、又はスパンボンドとメルトブロー繊維の多数の
層の組み合わせを有する不織布ウェブを提供することが有利であり得る。一実施形態では
、不織布ウェブ２８１は、ウェブの繊維の表面エネルギーを増加させる剤（例えば界面活
性剤）で処理可能である。このような剤は、不織布ウェブを尿などの液体に対して高透過
性にする。他の実施形態では、不織布ウェブは、不織布ウェブの繊維の表面エネルギーを
低下させる剤（例えばシリコーン）で処理可能である。このような剤は、不織布ウェブを
尿などの液体に対して低透過性にする。
【００７８】
　第１の層２８１は、第１の表面２８１１及び第２の表面２８１２を含み、第１の表面の
少なくとも領域２８１３は、有意な量の吸収性材料２８３と直接面する関係にある。一実
施形態では、吸収性材料は、有意な量の吸収性高分子材料２８３と直接面する関係である
、第１の層２８１上の領域２８１３、及びほんのわずかな量の吸収性材料とのみ面する関
係にある第１のウェブ上の領域２８１４を形成するためのパターンとして第１の表面２８
１１上に堆積される。「有意な量の吸収性材料に直接面する関係」とは、一部の吸収性材
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料が、少なくとも１００ｇ／ｍ２、少なくとも２５０ｇ／ｍ２、又は更には少なくとも５
００ｇ／ｍ２の坪量で領域２８１３の上面に堆積されるという意味である。パターンは、
全てが同じ形状及び寸法（すなわち突出した表面積及び／又は高さ）有する領域を有して
もよい。代替としては、パターンは、領域の勾配を形成するために異なる形状又は寸法を
有する領域を含んでもよい。
【００７９】
　一実施形態では、第２の層２８２は、熱可塑性接着剤材料の層である。「熱可塑性接着
剤材料」は、本明細書で使用するとき、それから繊維が形成され、乾燥した状態及び濡れ
た状態の両方において吸収性材料を不動化する目的で吸収性材料に塗布されるポリマー組
成物であると理解される。熱可塑性接着剤材料の非限定的な例は、単一の熱可塑性ポリマ
ー又は熱可塑性ポリマーのブレンドを含んでもよい。熱可塑性接着剤材料は、また、少な
くとも１つの熱可塑性ポリマーを、粘着付与樹脂、可塑剤、及び酸化防止剤などの添加剤
と組み合わせで含むホットメルト接着剤であってもよい。しかるべき実施形態では、熱可
塑性ポリマーは、典型的には、１０，０００よりも大きい分子量（Ｍｗ）、及び通常室温
よりも低いか又は－６℃＞Ｔｇ＜１６℃であるガラス転移温度（Ｔｇ）を有する。しかる
べき実施形態では、ホットメルト中のポリマーの一般的な濃度は、約２０～約４０重量％
の範囲である。代表的なポリマーは、Ａ－Ｂ－Ａ三元ブロック構造、Ａ－Ｂ二元ブロック
構造、及び（Ａ－Ｂ）ｎ放射状ブロックコポリマー構造を含む（スチレン）ブロックコポ
リマーであり、ただしＡブロックは、一般的にポリスチレンからなる非エラストマーポリ
マーブロックであり、Ｂブロックは不飽和共役ジエン又はその（部分）水素添加物である
。Ｂブロックは、典型的には、イソプレン、ブタジエン、エチレン／ブチレン（水素添加
ブタジエン）、エチレン／プロピレン（水素添加イソプレン）、及びこれらの混合物であ
る。使用してもよい他の好適な熱可塑性ポリマーは、単一サイト又はメタロセン触媒を使
用して調製されるポリマーである、メタロセンポリオレフィンである。代表的な実施形態
では、粘着付与樹脂は、一般に、５，０００未満の分子量（Ｍｗ）、及び通常、室温より
も高いＴｇを有し、ホットメルト中の樹脂の一般的な濃度は約３０～約６０重量％の範囲
であり、可塑剤は一般的には１，０００未満の低い分子量（Ｍｗ）及び室温よりも低いＴ
ｇを有し、典型的な濃度は約０～約１５％である。
【００８０】
　熱可塑性材料２８２は、吸収性材料２８３内に実質的に均一に堆積されてもよい。代替
としては、熱可塑性材料２８２は、吸収性材料２８３の上面、及び僅かな量の吸収性材料
とのみ面する関係にある第１の表面２８１１の領域２８１４上に配置される繊維層として
提供可能である。一実施形態では、熱可塑性接着材料は、１～２０ｇ／ｍ２、１～１５ｇ
／ｍ２、又は更に２～８ｇ／ｍ２の量で適用される。第１の層２８１上での吸収性材料の
不連続な堆積は、熱可塑性材料２８２の繊維層に本質的に三次元構造を付与する。換言す
れば、熱可塑性接着材料の層は、第１の不織布層ウェブ２８１上に堆積された吸収性材料
２８３及びわずかな量の吸収性材料のみを含む領域２８１４から生成するトポグラフィに
従う。理論に束縛されることを意図しないが、本明細書に開示される熱可塑性材料は、乾
燥及び湿潤状態における吸収性材料の固定を増強する。
【００８１】
　一実施形態では、吸収性コア２８は、不織布繊維材料２８４の第２の層を更に含んでも
よい。第２の層は、不織布繊維層２８１として同じ材料から提供されてもよく、又は代替
としては異なる材料から提供されてもよい。異なる機能性を備えるこれらの層を提供する
ために、第１の不織布繊維層２８１及び第２の不織布繊維層２８４が異なっているという
ことは有利であり得る。
【００８２】
　領域２８１３は、吸収性コアのｘ－ｙ次元に任意の好適な形状を有してもよい。一実施
形態では、領域２８１３は、第１のウェブ２８１の第１の表面上に広がる円板のパターン
を形成する。一実施形態では、領域２８１３は、吸収性コアの横軸に沿って（すなわち、
ｙ次元に沿って）連続的に延在する、長手方向の「細片」のパターンを形成する。代替の
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実施形態では、これらの細片は、吸収性物品の長手方向軸に対して、１０～９０度の間、
２０度～８０度の間、３０度～６０度の間、又は更には４５度の角度を形成するように配
置されてもよい。
【００８３】
　一実施形態では、前述のとおり、有意な量の吸収性材料２８３と直接面する関係にある
領域２８４３、及びわずかな量の吸収性材料とのみ面する関係にある、第１の表面２８４
１上の領域２８４４のパターンを形成するために、第２の不織布層２８４は、第１の表面
２８４１及び第２の表面２８４２、並びにその第１の表面２８４１に適用される吸収性材
料２８３を有する。一実施形態では、第１のウェブ／吸収性材料／熱可塑性材料複合体と
の関連において前述したとおり、熱可塑性接着剤材料２８５は、第２の不織布層２８４の
上面に更に適用されてもよい。次いで、第２の不織布層２８４は、第１の不織布層２８１
の上面に適用されてもよい。一実施形態では、第２の不織布層２８４上に存在する吸収性
材料のパターンは、第１の不織布層２８１上に存在する吸収性材料のパターンと同一であ
ってもよい。他の実施形態では、第１及び第２の不織布層上に存在する吸収性材料のパタ
ーンは、領域の形状、領域の突出した表面積、領域上に存在する吸収性材料の量、及び領
域上に存在する吸収性材料のタイプの少なくとも１つの形で異なる。
【００８４】
　吸収性コア２８はまた、図面に図示されていない補助接着剤を含んでもよい。吸収性材
料の接着、及び対応する不織布層２８１、２８４への熱可塑性材料２８２、２８５の接着
を向上させるために、補助的な接着剤が、吸収性材料２８３の適用前に第１の不織布層２
８１及び第２の不織布層２８４の少なくとも１つ、又は更には両方上に堆積されてもよい
。補助接着剤は、また、吸収性材料の固定化を助けることができ、上述したものと同じ熱
可塑性接着剤材料を含んでもよく、又はＨ．Ｂ．Ｆｕｌｌｅｒ　Ｃｏ．（Ｓｔ．Ｐａｕｌ
，ＭＮ）製品番号ＨＬ－１６２０－Ｂなどの噴霧可能なホットメルト接着剤を含むが、こ
れに限定されない他の接着剤も含んでもよい。補助接着剤は、あらゆる好適な手段によっ
て不織布層２８１、２８４に塗布されてもよいが、特定の実施形態によると、約０．５～
約１ｍｍ弛緩した幅、約０．５～約２ｍｍのスロットに塗布されてもよい。好適な吸収性
材料２８３の非限定的な実施例には、吸収性高分子材料、遠心分離保持容量試験（Ｅｄａ
ｎａ　４４１．２－０１）を使用して測定したときに、０．９％食塩水溶液をその重量の
少なくとも５倍吸収可能な架橋高分子材料などの吸収性高分子材料が挙げられる。一実施
形態では、吸収性材料２８３は、乾燥した状態で流動可能なように粒子状形態である吸収
性高分子材料である。
【実施例】
【００８５】
【表１】

　（１）フィリッピンからのＡｎｅｒｌｅテープ式おむつ、Ｌサイズ（９～１３ｋｇ）、
ＳＫＵ　９０３２４４９５２２０、ロット２０１２１００９ＷＰ０７１１５７Ｃ９２３６
；緑色フォームを挟んだウエストバンド
　（２）北米からのＰａｒｅｎｔｓ　Ｃｈｏｉｃｅテープ式おむつ（２）、ロット９３４
４　Ｍ０２　１７５９　Ｓ－１８５５；白色フォームを挟んだウエストバンド
　（３）日本からのＭｏｏｎｙテープ式おむつ、ロット９１０１９３０７１；緑色フォー
ムを挟んだウエストバンド
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　（４）Ｈｕｇｇｉｅｓ　Ｂａｂｙ　Ｓｔｅｐｓ（ＵＳ、１９９１）、サイズ４、ロット
３Ｕ２５１９１０２４８；青色フィルム中の白色フォームを挟んだウエストバンド
　（５）Ｈｕｇｇｉｅｓ　Ｓｕｐｒｅｍｅ　２００１、サイズ４、ロットＮＭ１２７５０
１Ｆ０７５５；白色フィルム中の小デニールの弾性ストランド付きの緑色不織布ウエスト
バンド
　（６）Ｄｒｙｐｅｒｓ（ＵＳ）、Ｌサイズ、９／８／１９９８；白色フォームを挟んだ
ウエストバンド白色フィルム
【００８６】
【表２】

　Ａ－組み込み伸び：１５０％；ウエストバンド歪み：１５０％；デルタ前部／後部組み
込み伸び：０
　Ｂ－組み込み伸び：２００％；ウエストバンド歪み：２００％；デルタ前部／後部組み
込み伸び：０
　Ｃ－組み込み伸び：１５０％；ウエストバンド歪み：１３０％；デルタ前部／後部組み
込み伸び：２０
　Ｄ－組み込み伸び：２００％；ウエストバンド歪み：１８０％；デルタ前部／後部組み
込み伸び：２０
　Ｅ－組み込み伸び：１５０％；ウエストバンド歪み：１１０％；デルタ前部／後部組み
込み伸び：４０
　Ｆ－組み込み伸び：２００％；ウエストバンド歪み：１６０％；デルタ前部／後部組み
込み伸び：４０
　Ｇ－組み込み伸び：１５０％；ウエストバンド歪み：１００％；デルタ前部／後部組み
込み伸び：５０
　Ｈ－組み込み伸び：２００％；ウエストバンド歪み：１４０％；デルタ前部／後部組み
込み伸び：６０
　Ｉ－組み込み伸び：２００％；ウエストバンド歪み：１２０％；デルタ前部／後部組み
込み伸び：８０
　Ｊ－組み込み伸び：２００％；ウエストバンド歪み：１００％；デルタ前部／後部組み
込み伸び：１００
【００８７】



(19) JP 6404293 B2 2018.10.10

10

20

30

40

50

【表３】

　（７）Ｈｕｇｇｉｅｓ　Ｓｎｕｇ　＆　Ｄｒｙ、サイズ４；ロットＮｏ．ＢＩ　１０３
１０８ｂ
　（８）Ｈｕｇｇｉｅｓ　Ｌｉｔｔｌｅ　Ｍｏｖｅｒｓ、サイズ３；ロットＮｏ．ＢＩ　
０２４６１０ｂ
　（９）Ｈｕｇｇｉｅｓ　Ｏｖｅｒｎｉｇｈｔ、サイズ４；ロットＮｏ．ＰＡ　０２７１
０４Ｆ
　Ｋ－７５％組み込み伸び及び７５％ウエストバンド歪み
　Ｌ－１５０％組み込み伸び及び７５％ウエストバンド歪み
　Ｍ－２２５％組み込み伸び及び７５％ウエストバンド歪み
　Ｎ－３００％組み込み伸び及び７５％ウエストバンド歪み
　Ｏ－３７５％組み込み伸び及び７５％ウエストバンド歪み
【００８８】

【表４】

　Ｐ－１５０％組み込み伸び、７５％ウエストバンド歪み
　Ｒ－１５０％組み込み伸び、７５％ウエストバンド歪み
　Ｑ－１５０％組み込み伸び、７５％ウエストバンド歪み
【００８９】
　試験方法
　シャーシ収縮方法
　±１ｍｍまで測定可能な較正した物差し（ＮＩＳＴなどの国内標準により追跡可能）、
及び５００ｇの印加した力を±０．５ｇまで正確に測定可能な力ゲージ（好適なゲージは
Ａｍｔｅｋ（Ｌａｒｇｏ，ＦＬ）から入手可能なＣｈａｔｉｌｌｏｎ　ＤＦＳシリーズで
ある）を用いて、シャーシ収縮を測定する。接触面６０ｍｍ幅×１０ｍｍ深さのスプリン
グ付きクランプを力ゲージに取り付けて、試験物品を保持する。全ての試験は、約２３℃
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±２℃及び相対湿度約５０％±２％で維持された調湿室内で行なわれる。試験前に全ての
試料を約２３±２℃及び約５０±２％相対湿度で２時間調湿した。
【００９０】
　この測定のために、シャーシは、同一広がりのバックシート付きの物品の一部分として
識別され、いかなる付属のタブ又は付属の弾性タブ／耳を含むものでない。腰部形状物を
延伸しないように注意を払って、吸収性物品を広げる。バックシートがベンチに面し、ト
ップシートが上方に面するように、吸収性物品を水平なベンチ表面上に置く。存在するな
らば、物品の後半分に取り付けられたいかなるタブ又は耳も広げて、平らに横たえる。物
品の後部腰部形状物を識別する。物品をベンチに対して平らにして、腰部形状物の横方向
の中心線と位置合わせしながら物品に沿って較正した物差しを当てる。シャーシの右遠位
縁からシャーシの左遠位縁までの横方向の距離を測定し、１ｍｍの単位で記録する。これ
が弛緩後部シャーシ幅（ＲＢＣＷ）である。
【００９１】
　力ゲージをシャーシの右遠位縁に取り付ける。取り付けるとき、力ゲージを左から右に
引っ張るような向きとする。掴み手面は物品の長手方向の軸に平行であり、腰部形状物の
横方向の中心線に中心を有し、シャーシの３ｍｍを掴み手面内に置く。
【００９２】
　幅５０ｍｍ×長さ９００ｍｍの両面接着テープ片をベンチに接着する。物品をテープの
付いた表面に向けてたバックシートにより保持し、後部腰部をテープの長手寸法に平行に
する。腰部形状物の横方向の中心線をテープ細片の横方向の中心線と位置合わせする。左
シャーシ縁の最初の３ｍｍを接着テープに固定する。力ゲージを用いて、後部腰部を５０
０ｇの印加した力まで延伸する。次に、物品を下し、シャーシの横幅にわたって物品の後
腰部を接着テープに接着する。力ゲージをシャーシから取り外す。腰部形状物の横方向の
中心線に沿って位置合わせをしながら、物品に定規をあてがう。シャーシの右遠位縁から
シャーシの左遠位縁までの横方向の距離を測定し、１ｍｍの単位で記録する。これが延伸
後部シャーシ幅（ＥＢＣＷ）である。
【００９３】
　この測定を物品の前部腰部形状物に対して類似の方法で繰り返して、弛緩前部シャーシ
幅（ＲＦＣＷ）及び延伸前部シャーシ幅（ＥＦＣＷ）を求める。シャーシ収縮を次のよう
に計算する：
　％後部シャーシ収縮（％ＢＣＣ）＝（ＥＢＣＷ－ＲＢＣＷ）／ＥＢＣＷ×１００
　％前部シャーシ収縮（％ＦＣＣ）＝（ＥＦＣＷ－ＲＦＣＷ）／ＥＦＣＷ×１００
　前部－後部のデルタシャーシ収縮＝（％ＢＣＣ－％ＦＣＣ）の絶対値
【００９４】
　腰部形状物キャリパー
　０．０１ｍｍまで測定可能なＯｎｏ　Ｓｏｋｋｉデジタルキャリパー（ＤＧ－３６１０
デジタルゲージ付ＧＳ－５０３リニアゲージセンサ（株式会社小野測器、日本））を用い
て、キャリパー測定を行う。脚部直径は１ｃｍであり、印加圧力は３．４５ｋＰａ（０．
５ｐｓｉ）である。５秒の滞留時間の後読み取る。±１ｍｍまで測定可能な較正した物差
し（ＮＩＳＴなどの国内標準により追跡可能）を用いて、直線的な測定を行う。均一に１
．５ｍｍ厚±０．１ｍｍ、２０ｃｍ幅及び４０ｃｍ長のステンレススチール板を、延伸し
た腰部を載せるのに使用する。全ての試験を、約２３℃±２℃及び相対湿度約５０％±２
％で維持された調湿室内で行う。試験前に全ての試料を約２３±２℃、及び約５０±２％
相対湿度で、２時間調湿する。
【００９５】
　弛緩腰部キャリパー
　腰部形状物を延伸しないように注意を払って、吸収性物品を広げる。バックシートがベ
ンチに面し、トップシートが上方に面するように、吸収性物品を水平なベンチ表面上に置
く。存在するならば、物品の後半分に取り付けられたいかなるタブ又は耳も広げて、平ら
に横たえる。物品の後部腰部形状物を識別する。較正した物差しを用いて、腰部形状物の
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横方向の幅をその中心線に沿って測定する。これが腰部形状物の弛緩長さ（ＲＷＬ）であ
る。腰部形状物を横方向の幅の５０％でその中心線に沿ってマークする。これが腰部部位
１（ＷＳ１）である。第１が５０％マーク（ＷＳ２）の左１．５ｃｍであり、第２が５０
％マーク（ＷＳ３）の右１．５ｃｍである、更に２つの部位を測定し、マークする。
【００９６】
　アンビル上にキャリパーを置き、デジタルコントローラーをゼロにする。アンビル上に
物品を置き、トップシートを上方に向け、キャリパーを使用して、厚さをＷＳ１、ＷＳ２
、及びＷＳ３において測定する。弛緩腰部キャリパーＲＷＣ１、ＲＷＣ２、及びＲＷＣ３
として０．０１ｍｍの単位で報告する。
【００９７】
　低温凍結スプレー（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ（ＴＸ）からＣｙｔｏＦｒｅｅｚ
ｅとして入手可能）を用いて、弾性形状物を物品から穏やかに取り出す。アンビル上に物
品を置き、トップシートを上方に向け、キャリパーを使用して、厚さをＷＳ１、ＷＳ２、
及びＷＳ３に対応する物品の厚さを測定する。弛緩バックシートキャリパーＲＢＣ１、Ｒ
ＢＣ２、ＲＢＣ３として０．０１ｍｍの単位で報告する。
【００９８】
　腰部形状物キャリパーを以下のとおり計算する：
　弛緩腰部形状物キャリパー＝［（ＲＷＣ１－ＲＢＣ１）＋（ＲＷＣ２－ＲＢＣ２）＋（
ＲＷＣ３－ＲＢＣ３）］／３
【００９９】
　この手順を３つの同一の物品に対して繰り返し、平均を０．０１ｍｍの単位で報告する
。
【０１００】
　延伸腰部キャリパー
　腰部形状物を延伸しないように注意を払って、吸収性物品を広げる。水平な棒を支持す
る垂直なリングスタンドを組み立てる。スプリング付きクランプを腰部形状物を中心にし
てシャーシの左の縁に取り付ける。腰部形状物が垂直に懸かるように、クランプを水平な
支持具に取り付ける。３００ｇ±１ｇの質量を有する第２のクランプを腰部形状物の中心
線を中心にしてシャーシの右の縁に取り付ける。物品を３０秒間懸け、次いで較正した物
差しを用いて、腰部形状物の延伸した長さを１ｍｍの単位で測定する。これがシャーシ延
伸長さ（ＣＥＬ）である。ＣＥＬを全ての延伸腰部測定に使用することができる。
【０１０１】
　腰部形状物を延伸しないように注意を払って、吸収性物品を広げる。バックシートがベ
ンチに面し、トップシートが上方に面するように、吸収性物品を水平なベンチ表面上に置
く。存在するならば、物品の後半分に取り付けられたいかなるタブ又は耳も広げて、平ら
に横たえる。物品の後腰部形状物を識別する。較正した物差しを用いて、腰部形状物の横
方向の幅を長手方向の中心線に沿って測定する。これが腰部形状物の弛緩長さ（ＲＷＬ）
である。腰部形状物を横方向の幅の５０％で中心線に沿ってマークする。これが腰部部位
１（ＷＳ１）である。第１が５０％マーク（ＷＳ２）の左１．５ｃｍであり、第２が５０
％マーク（ＷＳ３）の右１．５ｃｍである、更に２つの部位を測定し、マークする。腰部
形状物の近位縁、すなわち物品の股部に最も近い縁を識別する。股部に向かい、かつ腰部
形状物に平行な近位縁から１．５ｃｍに横線をマークする。ＷＳ１を通る長手方向の軸に
沿って、今引いた横線（ＡＳ１）の交差点をマークする。ＷＳ２及びＷＳ３に対して類似
の方法で繰り返して、部位ＡＳ２及びＡＳ３を定義する。
【０１０２】
　物品、上方に向いたトップシートをステンレススチール板上に置く。腰部形状物の中心
線でシャーシの左遠位縁を接着テープによりスチール板に固定する。シャーシの右側を掴
み、腰部形状物がシャーシ延伸長さ（ＣＥＬ）と等しく延伸されるまで引っ張る。シャー
シの右側を接着テープによりスチール板に固定する。
【０１０３】



(22) JP 6404293 B2 2018.10.10

10

20

30

40

50

　付属物品付きスチール板をキャリパーのアンビル上に置く。物品により被覆されないス
チール板の領域上にキャリパー脚部を置き、デジタル制御をゼロとする。キャリパーを用
いて、厚さを６つのマークした部位で測定する。延伸腰部キャリパーＥＷＣ１、ＥＷＣ２
、及びＥＷＣ３として０．０１ｍｍの単位で報告する。低温凍結スプレーを用いて、物品
から弾性形状を穏やかに取り出す。キャリパーのアンビル上に付属物品付きのスチール板
を置き、ＷＳ１、ＷＳ２及びＷＳ３に対応する部位における物品の厚さを測定する。延伸
バックシートキャリパーＥＢＣ１、ＥＢＣ２、ＥＢＣ３として０．０１ｍｍの単位で報告
する。
【０１０４】
　腰部形状物キャリパーを次のように計算する：
　延伸腰部形状物キャリパー＝［（ＥＷＣ１－ＥＢＣ１）＋（ＥＷＣ２－ＥＢＣ２）＋（
ＥＷＣ３－ＥＢＣ３）］／３
【０１０５】
　この手順を３つの同一の物品に対して繰り返し、平均を０．０１ｍｍの単位で報告する
。
【０１０６】
　腰部形状物パーセント圧密化
　±１ｍｍまで測定可能な較正した物差し（ＮＩＳＴなどの国内標準により追跡可能）を
用いて、直線的な測定を行う。全ての試験を、約２３℃±２℃及び相対湿度約５０％±２
％で維持された調湿室内で行う。試験前に全ての試料を約２３±２℃、及び約５０±２％
相対湿度で、２時間調湿する。
【０１０７】
　腰部形状物を延伸しないように注意を払って、吸収性物品を広げる。バックシートがベ
ンチに面し、及びトップシートが上方に面するように、吸収性物品を水平なベンチ表面上
に置く。存在するならば、物品の後半分に取り付けられたいかなるタブ又は耳も広げて、
平らに横たえる。物品の後部腰部形状物を識別する。較正した物差しを用いて、腰部形状
物の横方向の幅をその中心線に沿って測定し、１ｍｍの単位で報告する。これが腰部形状
物（ＲＷＬ）の弛緩長さである。
【０１０８】
　低温凍結スプレー（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ（ＴＸ）からＣｙｔｏＦｒｅｅｚ
ｅとして入手可能）を用いて、物品から弾性形状物を穏やかに取り出す。腰部形状物を１
００ｍＬのジクロロメタンと共にビーカーに入れ、１５分間浸漬して、接着剤を溶解する
。腰部形状物を溶剤から取り出し、弾性体を除去する。腰部形状物基材をドラフト中で平
らに横たえ、乾燥する。水平な棒を支持する垂直なリングスタンドを組み立てる。腰部形
状物と少なくとも同じ幅のスプリング付きクランプを腰部形状物の左の縁に取り付ける。
腰部形状物が垂直に懸かるように、腰部形状物と少なくとも同じ幅のクランプを水平な支
持具に取り付ける。３ｇ±１ｇの質量を有し、腰部形状物と少なくとも同じ幅の第２のク
ランプを腰部形状物の右の縁に取り付ける。物品を３０秒間懸け、次いで較正した物差し
を用いて、腰部形状物の延伸した長さを１ｍｍの単位で測定する。これが延伸腰部形状物
長さ（ＥＷＬ）である。
【０１０９】
　完全ウエストバンド圧密化を以下のとおり計算する：
　％完全ウエストバンド圧密化＝（ＥＷＬ－ＲＷＬ）／ＲＷＬ×１００
【０１１０】
　この手順を３つの同一の物品に対して繰り返し、平均を１ｍｍの単位で報告する。
【０１１１】
　延伸ウエストバンド圧密化を以下のとおり計算する：
　％延伸ウエストバンド圧密化＝（ＥＷＬ－ＲＷＬ）／ＲＷＬ×１００－（１－（（ＣＥ
Ｌ－ＲＷＬ）／ＣＥＬ）＊１００）
【０１１２】
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　この手順を３つの同一の物品に対して繰り返し、平均を１ｍｍの単位で報告する。
【０１１３】
　テープ式おむつ製品上のウエストバンド及び外部レッグカフギャザーの周波数
　おむつのＣＤ及びＭＤ両方のウエストバンドの視覚の中で、テープの付いた端（ＴＥ）
及びテープの付いていない端（ＵＴＥ）上の３０ｍｍ当たりのギャザーの数を報告する。
図１０に示すように、測定用テンプレートを所定の位置に保持し、次いでテンプレート上
の３０ｍｍの窓の中のギャザーピークを計数する。ギャザーを延伸しないことを確認する
。これをテープの付いた端（ＴＥ）の内側及び外側の両方で行い、次いで製品のテープの
付いていない端（ＵＴＥ）の内側及び外側で繰り返す。３０ｍｍの中のギャザーの数を報
告する。
【０１１４】
　おむつのＣＤ及びＭＤ両方の脚部ガスケットシステムギャザーの視覚の中で、Ｂａｂｙ
ｒｉｇｈｔ及びＢａｂｙｌｅｆｔの両方の３０ｍｍ当たりのギャザーの数を報告する。測
定用テンプレートを所定の位置に保持し、次いでテンプレートの３０ｍｍの窓の中のギャ
ザーピークを計数する。ギャザーを延伸しないようにする。これを製品のＢａｂｙｒｉｇ
ｈｔ及びＢａｂｙｌｅｆｔの両方のＣＤ及びＭＤ両方で行う。３０ｍｍの中のギャザーの
数を報告する。
【０１１５】
　脚部ガスケットシステムギャザー数：ウエストバンドギャザー数の比を次のように計算
する。
　比＝平均の脚部ガスケットシステムギャザー数／平均のウエストバンドギャザー数
【０１１６】
　この手順を３つの同一の物品に対して繰り返し、平均として報告する。
【０１１７】
　ＣＤ長さ比
　ＣＤ長さ比はここで定義される、シャーシ延伸長さ（ＣＥＬ）：延伸後部シャーシ幅（
ＥＢＣＷ）の比である。
【０１１８】
　ＣＤ長さ比を次のように計算する：
　ＣＤ長さ比＝ＣＥＬ／ＥＢＣＷ
【０１１９】
　この手順を３つの同一の物品に対して繰り返し、平均として報告する。
【０１２０】
　本明細書に開示した寸法及び値は、列挙された正確な数値に厳しく制限されるものとし
て理解すべきではない。むしろ、特に断らないかぎり、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」として開示された寸法は、「約４０ｍｍ」を意味することを意図する。
【０１２１】
　本発明の「発明を実施するための形態」で引用した全ての文献は、関連部分において本
明細書に援用するが、いずれの文献の引用もそうした文献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して解釈されるべきではない。この文書における用語のいずれか
の意味又は定義が、参照することにより組み込まれる文献における用語のいずれかの意味
又は定義と矛盾する範囲については、本文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。
【０１２２】
　本発明の特定の実施形態が例示され記載されてきたが、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実施できることが、当業者には自明であろう。し
たがって、本発明の範囲内にあるそのような全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。
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