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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着用者の腰の周りに着用されることが意図された、例えばおむつ、パンツおむつ、衛生
パンツ、または失禁衣類のような使い捨て吸収物品（１）であって、前記物品は、前部分
（３）、後ろ部分（４）、及びそれらの間の股部分を有するシャシー（２）を具備し、前
記物品は、前記股部分のシャシー（２）に固定された吸収コア（６）をさらに具備し、印
刷されたタグ（１２）は、前記前及び後ろ部分のうちの一方におけるシャシーの内側の着
用者に面する側に配置され、前記物品は長手（ｙ）及び横（ｘ）方向を有し、
　前記印刷されたタグ（１２）は、接着剤により、熱若しくは超音波結合又はそれらの組
み合わせにより固定的にシャシーに取り付けられた少なくとも１つの第１領域（１３）と
、非取り付けの少なくとも１つの第２領域（１４）とを有し、第１の固定的に取り付けら
れた領域（１３）がタグの全領域の少なくとも５％の領域に亘り、及び第２の非取り付け
領域（１４）は、少なくとも５ｍｍのタグの側縁に沿って延在する長さ（I）及び少なく
とも１ｍｍの幅（Ｗ）を有することを特徴とする吸収物品。
【請求項２】
　前記第１の固定的に取り付けられた領域（１３）は、前記タグ（１２）の全領域の少な
くとも１０％、好ましくは少なくとも１５％の領域に亘ることを特徴とする請求項１に記
載の吸収物品。
【請求項３】
　前記第２の非取り付け領域（１４）は、少なくとも７ｍｍのタグの側縁に沿って延在す
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る長さ（ｌ）を有することを特徴とする請求項１又は２に記載の吸収物品。
【請求項４】
　前記第２の非取り付け領域（１４）は、少なくとも１０ｍｍのタグの側縁に沿って延在
する長さ（ｌ）を有することを特徴とする請求項１又は２に記載の吸収物品。
【請求項５】
　前記第２の非取り付け領域（１４）は、少なくとも３ｍｍの幅（ｗ）を有することを特
徴とする請求項１から４のいずれか１つに記載の吸収物品。
【請求項６】
　前記タグ（１２）の前記第２の非取り付け領域（１４）は、前記タグの２つの対向する
側縁の間に配置され、前記２つの対向する側縁は、前記シャシーに固定的に取り付けられ
ていることを特徴とする請求項１から５のいずれか１つに記載の吸収物品。
【請求項７】
　前記シャシーは、弾性腰バンド（９）を具備し、ここでタグ（１２）の一部又は全タグ
は、腰バンドに取り付けられることを特徴とする請求項１から６のいずれか１つに記載の
吸収物品。
【請求項８】
　前記弾性腰バンド（９）は、シャシー（２）の前記前若しくは後ろ部分又はその両方へ
重畳して接続されるウェブ材料の少なくとも１つの層を具備し、タグの第１の固定的に取
り付けられた領域（１３）の一部が、腰バンド（９）上、中、又は下に配置され、タグの
前記第２の非取り付け領域（１４）が腰バンドの下に延在することを特徴とする請求項７
に記載の吸収物品。
【請求項９】
　前記物品は、弾性腰バンド（９）を具備するパンツ物品であり、ここでシャシーの前（
３）及び後ろ（４）部分は、それらの長手方向（ｙ）側に沿って一緒に接合されているこ
とを特徴とする請求項１から８のいずれか１つに記載の吸収物品。
【請求項１０】
　前記非取り付け領域（１４）のタグ材料は、０．１ｇｆ・ｃｍ２／ｃｍを超えないカワ
バタによる曲げ剛性を有していることを特徴とする請求項１から９のいずれか１つに記載
の吸収物品。
【請求項１１】
　前記非取り付け領域（１４）のタグ材料は、０．０５ｇｆ・ｃｍ２／ｃｍを超えないカ
ワバタによる曲げ剛性を有していることを特徴とする請求項１から９のいずれか１つに記
載の吸収物品。
【請求項１２】
　前記タグ（１２）は、タグが取り付けられているシャシーの周辺領域のカワバタによる
表面粗さ若しくは摩擦又はその両方から少なくとも１０％異なるカワバタによる表面粗さ
若しくは摩擦又はその両方を有していることを特徴とする請求項１から１１のいずれか１
つに記載の吸収物品。
【請求項１３】
　前記タグ（１２）は、タグが取り付けられているシャシーの周辺領域よりも高いカワバ
タによる表面粗さ若しくは摩擦又はその両方を有していることを特徴とする請求項１２に
記載の吸収物品。
【請求項１４】
　前記タグ（１２）が取り付けられているシャシーの周辺領域のカワバタによる表面粗さ
若しくは摩擦又はその両方から少なくとも２０％異なるカワバタによる表面粗さ若しくは
摩擦又はその両方を有することを特徴とする請求項１２又は１３に記載の吸収物品。
【請求項１５】
　前記タグ（１２）が取り付けられているシャシーの周辺領域のカワバタによる表面粗さ
若しくは摩擦又はその両方から少なくとも３０％異なるカワバタによる表面粗さ若しくは
摩擦又はその両方を有することを特徴とする請求項１２又は１３に記載の吸収物品。
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【請求項１６】
　前記タグ（１２）は、例えば、弾性腰バンド（９）又はシャシーの少なくとも一部を構
成する弾性ラミネートのような弾性材料に取り付けられることを特徴とする請求項１から
１５のいずれか１つに記載の吸収物品。
【請求項１７】
　前記タグ（１２）は、弾性材料が伸ばされた状態に保持されて、タグが弾性材料に取り
付けられ、弾性材料が緩んだ状態のとき、タグに皺ができるようにし、ここで皺ができた
タグは、シャシーの周辺弾性材料よりも高いカワバタによる表面粗さ若しくは摩擦又はそ
の両方を示すことを特徴とする請求項１６に記載の吸収物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、おむつ、パンツおむつ、衛生パンツ又は失禁衣類のような使い捨て吸収物
品に関し、着用者の腰周りに着用されることが意図され、前記物品は印刷されたタグを備
える。
【背景技術】
【０００２】
　シャシーを有する吸収物品は、パンツのように着用され、着用者について快適なフィッ
ト性を有することが予定されている。物品は、機械的なファスナー例えばフックアンドル
ープファスナーの粘着性テープのようなファスナーにより一緒に固定されることがそれぞ
れできる前領域及び後ろ領域を備え、パンツのような形状が想定される。代替的に、前及
び後ろ部分は、パンツのような吸収物品を形成するため、長手側に沿って相互に接続され
ている。さらなる代替において、物品は、通常後ろ領域で、着用者の腰の周りに一緒に固
定されることが意図されているベルト部材を備え、続いて前領域はベルト部材に固定され
ている。
【０００３】
　パンツおむつ、衛生パンツ、及び失禁パンツのようなパンツ物品のため、物品は、着用
者の臀部を覆って上および下に引っ張られることができ、着用者又は介護者が容易に物品
を着用し及び汚れた場合に除去することを可能にすることがまた望ましい。弾性的な収縮
可能な側部パネル及び、通常例えば弾性糸のような弾性部材を備えた腰部分を備えるその
ような吸収パンツが、バックシート及びトップシートの間で収縮可能に固定されるように
することが知られている。
【０００４】
　例えば弾性ラミネートのような、弾性物質の吸収物品のシャシーの少なくとも部分を作
ることがさらに知られている。そのようなラミネートは、弾性層、例えば弾性フィルム又
は不織布を含むことができ、それは引き伸ばされ、繊維層の外側層の間でサンドイッチさ
れている。弾性ラミネートは、また、例えば不織布材料のような材料の層の間で伸ばされ
た状態で取り付けられる複数の弾性糸から形成されることができる。
【０００５】
　部分的に弾性ラミネートからなる吸収物品の例は、例えば、特許文献１、特許文献２及
び特許文献３に見出される。
【０００６】
　使い捨て吸収物品は、一回の使用のために用いられるものであり、通常の下着のように
洗濯されて再使用されることには適していない。多くの吸収物品は、特にパンツ物品は、
通常の下着と同様の外形、サイズ及び形状であり、使い捨て吸収物品をより下着様にする
流れにある。例えば、使い捨て失禁衣類の大人の使用者は、これらをできるだけ分離して
下着様にすることを望んでいる。
【０００７】
　多くの介護者及び吸収物品の使用者は、吸収物品の前及び後ろの間で差異を見分ける問
題を有している。通常、それは、適切なフィット性と吸収特性のため、正しい方法で物品
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を着用することが重要である。多くの高齢の大人は、視力が弱く、例えば失禁パンツのよ
うな吸収物品の前及び後ろを識別して、このように適切に物品を体に配置する問題がある
。
【０００８】
　特許文献４は、後ろ又は前の物品の識別を容易にするための腰バンド上に除去可能な印
を含み、それにより体に物品の正しいフィットを促進する使い捨て吸収物品を開示する。
その印は、腰バンドに除去可能に取り付けられた印刷されたラベル、又は、予め定められ
た期間の間温度を維持されるときに見えづらくなるような熱活性インクで印刷されたラベ
ルの形態でありうる。そのアイディアは、物品の使用者がブランドネームを、使用の間又
は後に、物品上に維持又は見えることを望まないということである。しかし、使用する前
に除去されない場合に、物品の使用前に又は使用中に、ラベルが意図しないで緩む危険が
ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許第６４７６２８９号明細書
【特許文献２】特許第１００４３２３５号公報
【特許文献３】国際公開第２００５／１２２９８４号パンフレット
【特許文献４】米国特許出願公開第２００７／０２６５５９１号明細書
【特許文献５】欧州特許出願公開第１０３５８１８号明細書
【特許文献６】国際公開第２００５／１２２９８４号明細書
【特許文献７】欧州特許第０６４６０６２号明細書
【特許文献８】国際公開第９８／２９２５１号パンフレット
【特許文献９】国際公開第０３／０００１６５号パンフレット
【特許文献１０】米国特許第５２２６９９２号明細書
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】「The Standardization and Analysis of Hand Evaluation (2nd Editi
on), Sueo Kawabata, July 80, The Hand Evaluation and Standardization Committee, 
The Textile Machinery Society of Japan」
【非特許文献２】「A Proposal of the Standardized Measuring conditions for Mechan
ical Property of Apparel Fabric, by Kawabata S och Niwa M」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　したがって、吸収物品をより下着様にすること及び、着用者の腰の周りに着用すること
を意図した吸収衣類の後ろ又は前を識別することを容易にすることに関して改善の余地が
まだある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本願発明の１つの目的は、したがって、例えば、おむつ、パンツおむつ、衛生パンツ又
は失禁衣類のような、着用者の腰の周りに着用されることが意図される吸収物品であって
、前記物品は、前部分、後ろ部分及びそれらの間の股部分を有するシャシーを具備し、そ
して任意選択的に腰バンドを具備し、前記物品はさらに少なくとも股部分のシャシーに固
定される吸収コアを具備し、ここで前記物品が前及び後ろの物品の間を、視力の弱い人及
び悪い光条件下でさえも、区別することを容易にする特徴を有する吸収物品を提供するこ
とである。
【００１３】
　本発明による物品は、内側着用者に面する前記前及び後ろ部分の１つのシャシーの側に
配置される印刷されたタグを具備し、前記印刷されたタグはシャシーに固定的に取り付け
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られた少なくとも１つの第１領域及び非取り付けの少なくとも１つの第２領域を有し、こ
こで、第１の固定的に取り付けられた領域は、少なくとも５mmのタグの側縁に沿って延在
する、長さ、ｌ、及び少なくとも１ｍｍの幅、ｗを有する。
【００１４】
　「固定的に取り付けられた」という用語は、吸収物品の普通の使用中に分離される又は
接続を絶たれることを意図してないで、シャシーに取り付けられているタグを指す。
【００１５】
　１つの実施形態において、前記第１の固定的に取り付けられた領域は、タグの全領域の
少なくとも１０％、好ましくは少なくとも１５％に亘る。
【００１６】
　さらに実施形態において、前記第２の非取り付け領域は、少なくとも７mm、好ましくは
少なくとも１０mmのタグの側縁に沿って延在する長さ、ｌを有する。
【００１７】
　まださらなる実施形態において、前記第２の非取り付け領域は、少なくとも３mmの幅w
を有する。
【００１８】
　本発明の１つの側面は、タグの前記第２の非取り付け領域は、タグの２つの対向する側
縁の間に配置され、前記対向する側縁はシャシーに固定的に取り付けられている。
【００１９】
　本発明のさらなる側面において、タグは、接着剤により、熱又は超音波結合又はそれら
の組み合わせにより、シャシーに取り付けられる。
【００２０】
　またさらなる側面において、シャシーは、弾性腰バンドを具備し、ここでタグの一部又
は全タグは、腰バンドに取り付けられる。
【００２１】
　１つの実施形態において前記弾性腰バンドは、シャシーの前記前及び/又は後ろ部分へ
重畳して接続されるウェブ材料の少なくとも１つの層を具備し、タグの第１の固定的に取
り付けられた領域の一部が、腰バンド上、中、又は下に配置され、タグの前記第２の非取
り付け領域が腰バンドの下に延在する。
【００２２】
　さらなる実施形態において吸収物品は、弾性腰バンドを具備するパンツ物品であり、こ
こでシャシーの前及び後ろ部分は、それらの長手方向側に沿って一緒に接合されている。
【００２３】
　本発明の１つの側面において、非取り付け領域のタグ材料は、０．１ｇｆ・ｃｍ２／ｃ
ｍを超えず、好ましくは０．０５ｇｆ・ｃｍ２／ｃｍを超えないカワバタによる曲げ剛性
を有している。
【００２４】
　さらなる側面において、タグは、タグが取り付けられているシャシーの周辺領域のカワ
バタによる表面粗さ及び／又は摩擦のそれぞれから少なくとも１０％異なるカワバタによ
る表面粗さ及び／又は摩擦を有している。好ましくは、タグは、タグが取り付けられてい
るシャシーの周辺領域よりも、カワバタによる少なくとも１０％高い表面粗さ及び／又は
摩擦を有している。さらなる側面において、タグが取り付けられているシャシーの周辺領
域のカワバタによる表面粗さ及び／又は摩擦から少なくとも２０％、好ましくは少なくと
も３０％異なるカワバタによる表面粗さ及び/又は摩擦を有する。
【００２５】
　１つの実施形態において、タグは、例えば、弾性腰バンド又はシャシーの少なくとも一
部を構成する弾性ラミネートのような弾性材料に取り付けられる。
【００２６】
　そしてさらなる側面において、弾性材料が伸ばされた状態に保持されて、タグが弾性材
料に取り付けられ、弾性材料が緩んだ状態のとき、タグに皺ができるようにし、ここで皺
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ができたタグは、シャシーの周辺弾性材料よりも高いカワバタによる表面粗さ及び／又は
摩擦を示す。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】パンツおむつの斜視図を示す図である。
【図２ａ】吸収物品のシャシーに取り付けられた印刷されたタグの概略平面図を示す図で
ある。
【図２ｂ】吸収物品のシャシーに取り付けられた印刷されたタグの概略平面図を示す図で
ある。
【図２ｃ】吸収物品のシャシーに取り付けられた印刷されたタグの概略平面図を示す図で
ある。
【図２ｄ】吸収物品のシャシーに取り付けられた印刷されたタグの概略平面図を示す図で
ある。
【図２ｅ】吸収物品のシャシーに取り付けられた印刷されたタグの概略平面図を示す図で
ある。
【図２ｆ】吸収物品のシャシーに取り付けられた印刷されたタグの概略平面図を示す図で
ある。
【図２ｇ】吸収物品のシャシーに取り付けられた印刷されたタグの概略平面図を示す図で
ある。
【図３】図２ｆの線III-IIIによる断面図である。
【図４ａ】図３に類似する断面図であるが、腰バンドの異なる実施例を示す図である。
【図４ｂ】図３に類似する断面図であるが、腰バンドの異なる実施例を示す図である。
【図４ｃ】図３に類似する断面図であるが、腰バンドの異なる実施例を示す図である。
【図５】吸収物品のシャシーに取り付けられた印刷されたタグのさらなる実施例の概略平
面図を示す図である。
【図６】図５の線V-Vによる断面図である。
【図７】カワバタによる曲げ剛性を測定するための方法を示す図である。
【図８ａ】カワバタによる摩擦を測定するための方法を示す図である。
【図８ｂ】カワバタによる摩擦を測定するための方法を示す図である。
【図９ａ】カワバタによる表面粗さを測定するための方法を示す図である。
【図９ｂ】カワバタによる表面粗さを測定するための方法を示す図である。
【図１０】摩擦及び表面粗さ測定の結果を示す主要な図表である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本発明は、以下で、添付の図面に示された幾つかの実施形態を参照してより詳細に記載
される。
【００２９】
　図面の図１は、幼児又は失禁大人のためのパンツ型の吸収物品１の具体例を示す。前記
パンツ物品は典型的には、前部分３、後ろ部分４、及びそれらの間の股部分５を有するシ
ャシー２を具備する。物品はさらに、少なくとも股部分のシャシーに固定される吸収コア
６を具備する。股部分５はここで着用者の脚の間の股で着用されることが意図されている
物品の狭い部分として規定されている。通常吸収物品コア６は、物品の前及び後ろ部分に
延在する。
【００３０】
　物品は、横方向ｘ、及び長手方向ｙを有する。
【００３１】
　前及び後ろ部分３及び４は、横シーム７及び８のペアにより一緒に接合されて、腰開放
部と足開放部のペアを有する単一の物品を形成する。横シームは、例えば超音波溶接、接
着剤またはそれらの組み合わせのような従来技術で知られている様々な方法で形成される
ことができる。１または両方の横シームは、さらに、開放可能で再固定可能であることが
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でき、ここで、それらは、機械的ファスナーまたは接着テープにより形成されることがで
きる。さらなる実施形態において、前及び後ろ部分が、弾性横パネルを経由して接合され
ることができる。
【００３２】
　代替的な実施形態において、吸収物品は、いわゆるオープンおむつであって、前及び後
ろ部分３及び４の間に横シームがない。機械的ファスナー又は接着テープの形態の固定部
材は、後ろ部分の側縁に具備され、前部分の外面に固定されるように設けられている。
【００３３】
　さらなる実施形態において、吸収物品はいわゆるベルトで締めるおむつ又は失禁衣類で
あり、それらの腰部分で後ろ部分に通常取り付けられる向かい合った横方向伸長ベルト部
材のペアを備えている。これらのベルト部分は、着用者の衣類の腰周りに巻かれるように
適合され、接着テープ又は機械的固定手段（例えばフックアンドループファスナー）のよ
うな第１固定部材により一緒に固定される。前部分は次に、着用者の脚の間を通り、前部
分の腰部分に備えられる第２固定部材によりベルト部材の外側に取り付けられる。
【００３４】
　吸収コア６は、通常、液体透過トップシート及び液体不透過バックシートの間に囲まれ
ている。トップシートは、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，湿式等の不織布材料から構成されることができる。適した不織布材料は、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
ース等の人工繊維、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、トップシートの材料はトウ（tow）繊維から構成することができ、例えば特許文献５
（欧州特許出願公開第１０３５８１８号明細書）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。トップシートの材料のさらなる例は、多孔性発泡材、有孔
のプラスチックフィルム等である。トップ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
容易に透過されるように意図されている。トップシートは、吸収性物品の異なる部分にお
いては異なっていてもよい。
【００３５】
　それらの衣類に面する側上の吸収コアを覆う液体不透過バックシートは、例えばポリエ
チレン又はポリプロピレンフィルムのような薄いプラスチックフィルム、液体不透過材料
でコートされた不織布材料、液体透過に耐性を有する疎水性不織布材料又はプラスチック
フィルムと不織布材料を具備するラミネートのような、液体不透過材料からなる。バック
シート材料は、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可能であることが
できる一方、液体がそこを通り抜けるのを妨げる。通気可能なバックシートの材料の例と
しては、微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
布ラミネート、微孔性のポリマーフィルム及び不織布材料からなるラミネートがある。バ
ックシートは、好ましくは、股領域で非弾性である。前及び／又は後ろ領域に延在する吸
収コアの領域の部分のバックシートは、しかしながら、もし望めば、バックシート材料の
層の間、又は吸収コアとバックシートの間に収縮可能に取り付けられた弾性糸のような、
弾性手段により、弾性化されることができる。
【００３６】
　吸収コア６は、任意の通常の種類のものとすることができる。普通にある吸収材料の例
は、セルロースフラップパルプ、ティッシュ層、高吸収ポリマー（いわゆる超吸収体）、
吸収フォーム材料、吸収不織布材料又は同種のものである。吸収本体にセルロースフラッ
フパルプと超吸収体とを混ぜることが通常である。液体受容能力、液体分配能力及び貯蔵
能力に関して異なる特性の異なる材料の層を具備する吸収本体を有することも通常である
。薄い吸収本体は、例えば乳幼児おむつ及び失禁ガードでは通常であり、しばしば、複雑
に混ぜられ又は層化された構造のセルロースフラッフパルプ及び超吸収体を具備する。吸
収体コアの寸法及び吸収能力は、たとえば、幼児のため、又は失禁大人のような異なる使
用に適するように変えることができる。
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【００３７】
　吸収体コア６の外側のシャシー２の領域は、トップシート及びバックシートから形成さ
れることができ、一緒に接合されてラミネート構造を形成する。代替的に、吸収コア領域
の外側のシャシーの少なくとも一部が別のウェブ材料から作られており、それは快適性及
び通気性をもたらす。この種類のパンツ吸収物品の１つの例が特許文献６（国際公開第２
００５／１２２９８４号パンフレット）で示され、前及び後ろ部分３及び４を覆うシャシ
ーの一部が、弾性ラミネートの形態の弾性ウェブ材料を具備する。そのような弾性ウェブ
材料は、多くの異なる方法で構成されることができる。
【００３８】
　１つの例は、第１及び第２外側層の繊維材料及び中間弾性フィルム層からなる弾性ラミ
ネートである。他の種類の弾性ウェブ材料は弾性不織布材料であり、不織布材料それ自体
は非弾性的であるが、不織布層の間に伸縮可能に固定された、例えば弾性糸のような、弾
性部材により弾性化される。弾性ウェブ材料は、１つの層又はラミネートされた２以上の
層を具備することができる。
【００３９】
　弾性ラミネートの例が、特許文献７（欧州特許第０６４６０６２号明細書）、特許文献
８（国際公開第９８／２９２５１号パンフレット）、特許文献９（国際公開第０３／００
０１６５号パンフレット）及び特許文献１０（米国特許第５２２６９９２号明細書）に記
載されている。商業的に利用可能な弾性ラミネートの例は、ＴｒｅｄｅｇａｒからのＦｌ
ｅｘＡｉｒｅ（登録商標）及びＮｏｒｄｅｎｉａからのＰＫ６３５８である。
【００４０】
　弾性ウェブ材料は、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パーセントの弾性率を、以下に記載されているような弾性率テストで測定
される物品の少なくとも横方向Ｘに、有することが好ましい。
【００４１】
　前及び後ろ部分３及び４の主要な部分は、代替的に、非弾性材料から作られることがで
き、弾性化された横パネルが、前及び後ろ部分を繋ぐ領域にあるパンツ物品の横側に具備
されることができる。
【００４２】
　図１で示される吸収物品は、さらに弾性腰バンド９を具備し、それはシャシー２の一部
を形成する。弾性腰バンド９は、それらの間で伸縮可能に固定される例えば弾性糸１０の
ような複数の弾性部材を有する不織布層の分離した帯を具備することができる。腰バンド
は、超音波溶接、熱結合又は接着剤により前及び後ろ部分３及び４の上部縁に固定される
。腰バンドは、前及び後ろ部分の表面に面する内側本体（図４ｂ）又はそれらの表面に面
する外側衣類（図４ａ）に取り付けられることができる。代替的に、腰バンドの１つの層
９ａが内側表面に、１つの層９ｂが後ろ及び前部分の外側表面に、それぞれ取り付けられ
る（図３）。
【００４３】
　代替的な実施形態において、分離した腰バンドがなく、且つ腰領域の弾性化が、前及び
後ろ領域の上部縁に近接して収縮可能に固定された弾性糸により提供されることができる
。１つのそのような実施形態が、図４ｃに開示されており、腰バンドが、後ろ部分４及び
／又は前部分の少なくとも一部を形成するラミネート構造の２つの層４ａ及びｂの間で収
縮可能に固定される弾性糸により形成されており、１つの層４ａは、他の層よりも長く、
折り重ねられ、シャシーの後ろ領域／前領域それぞれの内側に取り付けられる。折り重ね
られた層４ａは、柔軟な腰縁を提供するが、代替的な実施形態においては、取り除かれて
いてもよい。
【００４４】
　オープンおむつ及びベルト付おむつは通常弾性腰バンドを有していない。弾性部分、い
わゆる腰弾性体は、腰開放領域に近接した後ろ及び／又は前部分の一部に組み入れられて
いてもよい。
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【００４５】
　吸収物品の脚開口部は、弾性化されることができ、前記弾性化は通常、シャシーに伸縮
可能に取り付けられた、例えば弾性糸のような、複数の弾性部材１１により達成される。
物品は、また、漏出に対して改善された安全性を提供するために、いわゆるバリアカフス
により提供される。これらのバリアカフスは、いくつかの例では、脚弾性体を置き換える
ことができる。
【００４６】
　本願発明による吸収物品は、例えば、ブランドネーム、ロゴタイプ、寸法表示、「後ろ
」又は「前」文字、後ろ／前表示、吸収レベル、図柄等のようなシンボルが印刷されたタ
グ１２を具備する。タグ１２は、シャシーの着用者に面する側上に、好ましくは後ろ部分
４及び／又は後ろ部分に取り付けられた腰バンド９に、固定的に取り付けられる。タグは
、物品の前及び後ろ部分の間を区別するための視覚的な表示を提供し、それにより着用者
に物品の適切な取付けを容易にする。代替的に、タグが、前部分３に及び／又は前部分に
取り付けられた腰バンド９に取り付けられることができ、若い子供が適切に物品に脚を入
れるのを助けることができる。若い子供は、後ろの表示を探すよりも、パンツ物品の前を
見て、それを腹と合わせる傾向がある。大人は、しかしながら、下着の後ろに配置されて
いる通常の下着のラベルに大抵慣れている。大人は、従って、タグ又はラベルをパンツの
後ろ部分と関連付けることをしやすい。普通の下着は、大抵、そこにブランドネーム、ロ
ゴタイプ、寸法、選択方法等が印刷されたタグを備えているので、そのようなタグの提供
は、吸収物品をより下着らしくすることになり、吸収物品の外観をよくする。
【００４７】
　タグ１２は、矩形形状を有することが示されているが、もちろん任意の形状を選択する
ことができる。寸法は様々に変えることができるが、好ましくは、物品の横方向ｘにおい
ては、少なくとも１０ｍｍ且つ８０ｍｍまでとし、長手方向ｙにおいては、少なくとも１
０ｍｍ且つ９０ｍｍまでとする寸法を有することが好ましい。
【００４８】
　タグ１２は、シャシーに固定的に取り付けられる少なくとも１つの第１領域１３を有し
、且つ非取り付けの少なくとも１つの第２領域１４を有する。「固定的に取り付けられた
」という用語は、吸収物品の通常の使用中に分離されるか又は接続されていないことを意
図しないように、シャシーに取り付けられていることを指す。第１の固定的に取り付けら
れた領域１３及び第２の非取り付け領域は、多くの異なる方法で構成されることができ、
幾つかの例が図２ａ－ｇで示されている。このように、非取り付け領域１４は、図２ａ、
ｃ及びｄで示されているようにタグ１２の側縁に沿って延在してもよく、また、タグ１２
の２つの対向する側縁の間に配置されていてもよく、図２ｂに示されているように、前記
対向する側縁はシャシーに固定的に取り付けられるか、または図２ｄで示されているよう
にそれらの組み合わせである。非取り付け領域１４は、固定的に取り付けられた領域１４
により完全に囲まれるべきではないが、指先により簡単に感じることができるために、タ
グ１２の少なくとも１つの側縁に延在しなければならない。
【００４９】
　図２ｅの実施形態において、固定的に取り付けられた領域１３は、タグの角に配置され
ている。固定的に取り付けられた領域は、タグの全ての角に適用される必要はなく、例え
ば２つの角にのみに適用されることができる。図２ｆは、Ｔ型取り付け領域を図示する。
【００５０】
　図２ｇに示される実施形態において、タグの一部は、弾性腰バンド９に付けられる。図
４ａで図示されているような腰バンド上、図４ｂに図示されているような腰バンドの下、
または図３及び４ｃに図示されているような腰バンド中、のいずれかに取り付けられるこ
とができる。固定的に取り付けられた領域１４は、腰バンドの内側層９又は４ａのそれぞ
れの下に配置された領域であることができ、非取り付け領域１４は、腰バンドの外側に延
在する領域である。腰バンドの外側に延在する領域の一部は、もちろん同様にシャシーに
固定的に取り付けられることができる。
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【００５１】
　第１の固定的に取り付けられた領域１３は、十分に大きくして、タグ１２のしっかりと
した取り付けを提供すべきであり、したがって、タグの寸法に適合した大きさを有するべ
きである。しっかりとした取り付けを満たすために、第１の固定的に取り付けられた領域
１３は、タグの表面領域の少なくとも５％、好ましくは少なくとも１０％、及びさらに好
ましくは少なくとも１５パーセントに達するべきである。取り付けられた領域１３は、好
ましくは、タグ上の印刷が直ぐに可視的になるように十分に大きくすべきである。
【００５２】
　第２の非取り付け領域１４は、指先により感じることを可能にするのに十分に大きくす
べきであり、したがって、少なくとも５ｍｍと、好ましくは少なくとも７ｍｍ及びより好
ましくは少なくとも１０ｍｍの長さ、ｌに沿ってタグの側縁に沿って延在しなければなら
ず、前記側縁の横方向に、少なくとも１ｍｍ、好ましくは少なくとも３ｍｍの幅ｗを有す
る。
【００５３】
　図２ａ、２ｃ及び２ｄに示された実施形態において、非取り付け領域１３は、矩形形状
を有するタグ１２の側縁の全体長さに沿って延在する。図２ｂにおいて実施形態が示され
ており、非取り付け領域１３は、タグ１２の２つの対向する側縁の間に位置しており、前
記対向する側縁は、シャシー２に固定的に取り付けられている。この場合、非取り付け領
域１３は、指先によって簡単に知覚できるために、側縁に沿って、少なくとも７ｍｍ、好
ましくは少なくとも１０ｍｍの長さ、ｌ、を有することが好ましい。
【００５４】
　非取り付け領域１４は、視力の弱い人が指先でタグ１２を識別することを簡単にし、そ
して悪い光条件下で指先でタグ１２を識別することを可能にし、それにより物品の前及び
後ろの間で区別する機能を有する。
【００５５】
　図２ｂに示されているように中央非取り付け領域１４は、さらに、例えばフック上に物
品をぶら下げるために使用されることができる。
【００５６】
　タグ１２は、好ましくは、印刷するために適した不織布材料からできている。適した材
料の例としては、スパンバンド、メルトブローン及びそれらのラミネートであり、例えば
、ＳＭＳ材料（スパンバンド－メルトブローン－スパンバンド）、エンボスプラスチック
フィルム、プラスチック／フィルム／不織布のラミネート、織物材料等である。
【００５７】
　製品が着用者により着用されるときタグが皮膚炎にならないように、又は目立たないよ
うに、タグの非取り付け部分１４の曲げ剛性は、興味深いパラメーターである。通常の下
着の普通の洗濯タグは、広く受け入れられている。タグ材料は、好ましくは、非取り付け
部分１４がどのような皮膚炎をも起こさないことを確実にするために、０．１ｇｆ・ｃｍ
２／ｃｍを越えず、好ましくは０．０５ｇｆ・ｃｍ２／ｃｍを越えないカワバタによる曲
げ剛性を有するべきである。この値は、ＭＤ及びＣＤ方向の曲げ剛性の平均値として計算
されている。
【００５８】
　タグ１２のシャシー２への取り付けは、接着剤、（好ましくは接着剤による）超音波溶
接又は熱結合によりなされる。例えば図２ｆ及び図３で示されるように、タグが腰バンド
９の下に貼り付けられる場合には、熱結合又は超音波溶接により取り付けられることがで
き、その場合、熱結合又は超音波溶接は、前／後ろ部分に腰バンドを取り付けるために使
用される。接着剤及び熱結合又は超音波溶接の組み合わせが同様に使用されることができ
る。
【００５９】
　物品の使用中に剪断力にも耐えるタグ１２の固定的な取り付けをもたらすために、取り
付けの剪断力は、剥離力と同様に十分に高くすべきである。
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【００６０】
　タグを物品に取り付けるための工程において、例えば、接着剤はタグの少なくとも側縁
にまで塗布される必要はなく、それは工程を単純化し、接着剤が皮膚炎を引き起こしうる
タグ領域の外側までに至る危険を減少させる。
【００６１】
　指先によりシャシー２の周辺部分からタグ１２を区別する可能性を強化するために、タ
グ１２はシャシー２の周辺部分と異なる表面構造を有することができる。ウェブ材料の表
面構造を測定する１つの方法は、下に記載したカワバタによる表面粗さによることである
。
【００６２】
　１つの実施形態によれば、カワバタによるタグの表面粗さ及び／又は摩擦は、タグが取
り付けられるシャシーの周辺領域の表面粗さ及び／又は摩擦とそれぞれ、少なくとも１０
％、好ましくは少なくとも２０％、そしてより好ましくは少なくとも３０％異なり、ここ
で、パーセンテージは、タグの外側のシャシーの周辺領域の値を基に計算される。好まし
くはタグの表面粗さ及び／又は摩擦は、周りのシャシーのそれよりも高い。
【００６３】
　より高い表面粗さ及び摩擦を達成する１つの方法は、タグを弾性材料に取り付けるとき
、弾性材料が伸長された状態に保持されてタグを取り付けて、弾性材料が緩んだ場合にタ
グに皺ができるようにする。これは、図５及び６の図面に図示されている。弾性材料は、
タグの取り付け中に緩んだ状態でその長さの少なくとも３０％、好ましくは少なくとも５
０％伸びるべきである。皺ができたタグは、弾性材料の緩んだ状態のシャシーの周辺弾性
材料よりも、カワバタによる高い表面粗さ及び摩擦を示す。これは、指先によりタグを周
りの弾性材料から区別することを簡単にする。しかしながら、例えば使用者の身体に着用
されているような弾性材料が伸ばされた状態にあるとき、皺ができたタグは、滑らかにな
って、表面粗さ及び摩擦は減少する。これは、タグにより引き起こされる皮膚炎の起こり
うるリスクを減少させる。
【００６４】
　テスト方法の記載
弾性テスト
　方法は、弾性材料が繰り返される負荷及び非負荷サイクルでどのように振舞うかを測定
する。サンプルは、予め定められた長さに伸長されて、０と前記予め定められた長さとの
間の周期的動作が行われる。所望の負荷及び非負荷力は記録される。緩んだ材料の恒久、
すなわち、残存、長さが測定される。
【００６５】
　周期運動を実行することができ、プリンター／プロッター又はソフトウェアプレゼンテ
ーションを備えた張力テスター、Ｌｌｏｙｄ　ＬＲＸが使用される。サンプルは、２５ｍ
ｍの幅で且つ張力テスターのクランプの間の距離よりも好ましくは２０ｍｍ長い長さに切
断されることにより、準備される。
【００６６】
　張力テスターは、装置の指示に従って較正される。テスト（負荷及び非負荷力）のため
に必要なパラメータは、
・クロスヘッド速度：　５００ｍｍ／ｍｉｎ
・クランプ距離：　　　５０ｍｍ
・前負荷：　　　　　　０．０５Ｎ
　に調節される。
【００６７】
　サンプルは、マークに従ってクランプに配置され、サンプルは中心に置かれて、クラン
プに垂直に固定される。張力テスターは、起動され、０から予め定められた長さの間で３
周期が、定義された第１負荷の最も高い負荷に等しくして、実行される。最後のサイクル
の前に、サンプルは１分間緩められ、そして恒久長さが、０．１Ｎの力が検出されるまで
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サンプルを伸ばすことにより測定されて長さが読まれる。
【００６８】
　緩みの後の恒久長さは、１０％よりも少なくあるべきであり、上述の方法により測定さ
れる。したがって３０％の弾性は、上記の張力テスターで３０％の伸長がなされた後、ラ
ミネートは１０％未満の恒久緩みを有するべきであるように、定義される。３０％の伸長
は、サンプルの初期長さよりも３０％長い長さに伸長されることを意味する。
【００６９】
カワバタテスト
　カワバタＫＥＳ－ＦＢは、織物材料に使用される日本の品質評価システムであり、「Th
e Standardization and Analysis of Hand Evaluation (2nd Edition), Sueo Kawabata, 
July 80, The Hand Evaluation and Standardization Committee, The Textile Machiner
y Society of Japan」で開示されている。
【００７０】
　不織布材料向けの特別な推奨が、「A Proposal of the Standardized Measuring condi
tions for Mechanical Property of Apparel Fabric, by Kawabata S och Niwa M」に記
載されている。これらの推奨は以下のテストで追随されている。
【００７１】
　カワバタテストは、４つのブロックに分割されている：張力－及び剪断測定のためのＫ
ＥＳ－ＦＢ－１、純粋曲げ測定のためのＫＥＳ－ＦＢ－２、圧縮のためのＫＥＳ－ＦＢ－
３、及び表面測定のためのＫＥＳ－ＦＢ－４。カワバタテストから得られた出力データの
例は、
・伸展性（％）
・曲げ剛性（ｇｆ・ｃｍ２／ｃｍ）
・剪断剛性（ｇｆ／ｃｍ・ｄｅｇｒｅｅ）
・圧縮率（％）
・表面粗さ（μｍ）
・摩擦（－）
【００７２】
　カワバタシステムで使用される単位ｇｆは、１グラム上に及ぼされる重力、すなわち、
約９．８１ｍＮの力である。下のテストにおいて、曲げ剛性（ＫＥＳ－ＦＢ－２）、表面
粗さ及び摩擦（ＫＥＳ－ＦＢ－４）モジュールが使用されている。これらのテストの一般
的な記載が下に与えられる。
【００７３】
曲げ剛性
　曲げ剛性は、１０ｍｍの距離の２つのクランプの間のサンプルをクランプして、サンプ
ルをｒ＝±４ｍｍの曲げ半径に曲げて、その力が記録されることにより測定される。その
方法は、サンプルに応じて２０－２００ｍｍのクランプ幅を規定する。その力は、１／ｒ
に対してプロットされ、ここでｒは曲げ半径である。曲げ剛性は、１／ｒ＝０．５ｃｍ－

１から１／ｒ＝１．５ｃｍ－１の間のグラフの傾きから計算され、ＭＤ及びＣＤの曲げ剛
性の平均値である。
【００７４】
摩擦
　カワバタによる摩擦は、図８ａ及びｂによって力が測定されるサンプル表面に沿って２
０ｍｍ「そり（ｓｌｅｄｇｅ）」を引くことにより測定される。この測定の速度は、１ｍ
ｍ／ｓであり、通常の力Ｆは一定＝５０ｇｆに保たれる。
【００７５】
表面粗さ
　表面粗さ測定のためのバルブは、図９ａ及びｂによる形状を有する滑らかな金属糸から
なる。１０ｇｆの一定の力で負荷が与えられ、サンプル表面に渡って２０ｍｍ後ろ及び前
に一回１ｍｍ／ｓの速度で動く。動作の方向において、サンプルは１４０ｇ／２００ｍｍ
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の力で固定された。表面粗さは、単位μｍで測定されるサンプルの厚さからの平均偏差と
して定義される。
【００７６】
例
　カワバタ測定は、曲げ剛性、摩擦及び表面粗さに関してサンプルになされた。
【００７７】
曲げ剛性
　タグ材料として適した、ＦｉｂｅｒｔｅｘＡ／Ｓ、デンマーク、基礎重量２３ｇｓｍか
らのＳＭＭＳ（スパンボンド－メルトブローン－メルトブローン－スパンボンド）ラミネ
ートの形態のサンプル材料が、カワバタによる曲げ剛性に関して、テストされた。参照サ
ンプルとして、洗濯タグとして通常の下着で使われる織物タグ材料も、また、カワバタに
よる曲げ剛性に関してテストされた。
【００７８】
　曲げ剛性がＭＤ及びＣＤの両方で測定されて、ＭＤ及びＣＤの間の平均値が計算された
。サンプルの寸法は、測定可能な範囲内で曲げ力を与えるために、２０から２００ｍｍの
間で調節された。以下の表において、値は、サンプルのサイズに関わらず比較可能にする
ために再計算されている。結果が以下の表１に示され、３つの測定の平均値である。
【００７９】
【表１】

【００８０】
摩擦及び表面粗さ
　カワバタ測定は、ＳＭＭＳ（スパンボンド－メルトブローン－メルトブローン－スパン
ボンド）ラミネート、基礎重量２０ｇｓｍのタグがそこに取り付けられたＴｒｅｄｅｇａ
ｒからのＦｌｅｘＡｉｒｅＴＭの弾性ラミネート（弾性フィルム／不織布）のサンプルを
基になされた。タグは、１５ｇｓｍの重量の接着剤で弾性ラミネートに接着的に取り付け
られた。タグの寸法は６０ｘ５０ｍｍであった。タグは、伸長された状態で保持された弾
性ラミネートに取り付けられて、タグはラミネートの緩みで皺ができるようにした。測定
は、前記緩んだ状態で実行された。製品は十分に伸長されるとき、タグ幅は６０ｍｍであ
り、材料は、緩んだ状態で測定された。この状態で、タグの幅はわずか３７．８ｍｍ、す
なわち、十分に伸ばされた幅の６３％である。
【００８１】
　表面粗さ及び摩擦は、（弾性ラミネートに取り付けられた）タグ材料とタグに隣接した
弾性ラミネートを基に測定された。測定は、緩んだ状態で、弾性ラミネートの（皺をまた
ぐ）１つの方向のみでなされた。表面粗さ及び皺が作られたタグの摩擦は、隣接するラミ
ネート弾性ラミネートよりも高く、この差は明らかに指先で感じることが可能であった。
結果が、図１０の主な図表に示される。
【００８２】
　弾性ラミネートを伸長するとき、タグの皺は滑らかになり、隣接する弾性ラミネートに
対して表面粗さ及び摩擦の差は減少し、したがって、身体に身につけるときはタグを感じ
ることを少なくする。低い表面粗さ及び摩擦が苛立ちが生じるのを減らすものとして知ら
れているので、これは着用者の快適性にとって有利である。
【符号の説明】
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【００８３】
　　１　吸収物品
　　２　シャシー
　　３　前部分
　　４　後ろ部分
　　４ａ　層
　　４ｂ　層
　　５　股部分
　　６　吸収コア
　　９　弾性腰バンド
　　９ａ　層
　　９ｂ　層
　１１　弾性部材
　１２　タグ
　１３　第１領域
　１４　第２領域

【図１】 【図２ａ】
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【図２ｂ】 【図２ｃ】

【図２ｄ】

【図２ｅ】

【図２ｆ】

【図２ｇ】
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【図３】 【図４ａ】

【図４ｂ】 【図４ｃ】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８ａ】

【図８ｂ】

【図９ａ】

【図９ｂ】
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