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(57)【要約】
【課題】体液を吸った後の吸収体の接触からくる肌のべ
たつき感を抑制した吸収性物品を提供する。
【解決手段】液透過性の表面シート１４と、液不透過性
の裏面シート１２と、前記表面シート１４と前記裏面シ
ート１２との間に配される吸収体１３とを有する吸収性
物品１０であって、全部または一部を凹部２１ｒで構成
される溝部２１であって、前記凹部２１ｒは、前記吸収
性物品１０の前記表面シート１４側に、前記表面シート
１４と前記吸収体１３とを一体的に接合して形成される
、溝部２１と、前記溝部２１で囲まれる平坦部２４ａと
、を含み、前記平坦部２４ａに対する最大内接円の直径
Ｒ１は、前記最大内接円の径方向に沿った前記溝部２１
の幅Ｌ１の５倍以上２０倍以下である。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液透過性の表面シートと、液不透過性の裏面シートと、前記表面シートと前記裏面シー
トとの間に配される吸収体とを有する吸収性物品であって、
　全部または一部を凹部で構成される溝部であって、前記凹部は、前記吸収性物品の前記
表面シート側に、前記表面シートと前記吸収体とを一体的に形成される、溝部と、
　前記溝部で囲まれる平坦部と、を含み、
　前記平坦部に対する最大内接円の直径は、前記最大内接円の径方向に沿った前記溝部の
幅の５倍以上２０倍以下であることを特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　前記凹部が前記平坦部の外周の５０％以上を囲むことを特徴とする請求項１に記載の吸
収性物品。
【請求項３】
　前記凹部は、前記表面シートと前記吸収体とを共に圧縮して形成され、前記凹部の深さ
は、前記平坦部の厚さの１／２以上であることを特徴とする請求項１または請求項２に記
載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記溝部が格子状に形成されることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項
に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　液透過性の表面シートと、液不透過性の裏面シートと、前記表面シートと前記裏面シー
トとの間に配される吸収体とを有する吸収性物品であって、
　全部または一部を凹部で構成される溝部であって、前記凹部は、前記吸収性物品の前記
表面シート側に、前記表面シートと前記吸収体とを一体的に形成され、配置される、溝部
と、
　前記溝部の間に位置する平坦部と、を含み、
　隣接する２つの前記溝部に挟まれた前記平坦部に対する最大内接円の直径は、前記最大
内接円の径方向に沿った前記溝部の幅の５倍以上２０倍以下であることを特徴とする吸収
性物品。
【請求項６】
　前記溝部は、一定間隔で配列するように配置されていることを特徴とする請求項５に記
載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記吸収体における単位面積あたりのＳＡＰ量は０．０１ｇ／ｃｍ2以上であることを
特徴とする請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記吸収性物品は、使い捨ておむつであることを特徴とする請求項１から請求項７のい
ずれか一項に記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吸収性物品に関し、特に、使い捨ておむつに関する。
【背景技術】
【０００２】
　生理用ナプキンや使い捨ておむつといった吸収性物品は、排出された尿などの体液（以
下、単に「体液」とも言う）のほとんどを吸収体によって吸収する。したがって、吸収性
物品が体液を吸収した後、皮膚と吸収性物品との間の空間が多湿となり、肌にべたつき感
などを与えることとなる。従来、吸収性物品は体液を吸収した後のべたつき感を軽減する
ための工夫がなされている。例えば、特許文献１に見られるように、肌に直接触れる吸収
性物品の表面シートに、千鳥状パターンなど規則的で細かい凹凸を形成したものが挙げら



(3) JP 2016-112408 A 2016.6.23

10

20

30

40

50

れる。また、表面シートが吸収体も含めて凹凸状に圧搾されたものが特許文献２に開示さ
れている。このように、表面シート（または吸収体を含めたもの）に凹凸を設けることで
、肌に凸部分の先端が接触し、凹凸が無いものに比べて、肌との接触面積を低減させて、
べたつき感を抑制するとしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２７５２３９号公報
【特許文献２】特開２０１２－２１３４８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、例えば、使い捨ておむつは、数回分の排尿をしっかりと吸収できる吸収力が必
要とされ、吸収力を上げるために、吸収体はパルプと高吸水性樹脂（Ｓｕｐｅｒ　Ａｂｓ
ｏｒｂｅｎｔ　Ｐｏｌｙｍｅｒ、以下「ＳＡＰ」とも言う）とが混合されたものが多い。
このため、特許文献１に記載の吸収性物品では、体液を吸収すると、ＳＡＰの影響で吸収
体が大きく膨らみ、表面シートに設けた凹凸は、吸収体自体の膨らみによって打ち消され
、あまり効果を発揮しない。
【０００５】
　また、特許文献２に記載の吸収性物品では、凹凸が、表面シートおよび吸収体を圧搾す
ることによって形成されているが、この凹凸の寸法については、べたつき感を抑制する観
点から、依然として改良の余地がある。
【０００６】
　本発明は、このような問題に鑑み、体液を吸った後の吸収体の接触からくる肌のべたつ
き感を軽減した吸収性物品を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の吸収性物品は、液透過性の表面シートと、液不透過性の裏面シートと、表面シ
ートと裏面シートとの間に配される吸収体とを有する吸収性物品であって、全部または一
部を凹部で構成される溝部であって、凹部は、吸収性物品の表面シート側に、表面シート
と吸収体とを一体的に接合して形成される、溝部と、溝部で囲まれる平坦部と、を含み、
当該平坦部に対する最大内接円の直径は、最大内接円の径方向に沿った溝部の幅の５倍以
上２０倍以下である。
【０００８】
　また、凹部が平坦部の外周の５０％以上を囲んでもよい。
【０００９】
　凹部は、表面シートと吸収体とを共に圧縮して形成され、凹部の深さは、平坦部の厚さ
の１／２以上である。
【００１０】
　また、溝部が格子状に形成されてもよい。
【００１１】
　また、本発明の吸収性物品は、液透過性の表面シートと、液不透過性の裏面シートと、
表面シートと裏面シートとの間に配される吸収体とを有する吸収性物品であって、全部ま
たは一部を凹部で構成される溝部であって、凹部は、吸収性物品の表面シート側に、表面
シートと吸収体とを一体的に接合して形成され、配置される、溝部と、溝部の間に位置す
る平坦部と、を含み、隣接する２つの溝部に挟まれた平坦部に対する最大内接円の直径は
、最大内接円の径方向に沿った溝部の幅の５倍以上２０倍以下である。
【００１２】
　また、溝部は、一定間隔で配列するように配置されていてもよい。
【００１３】
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　また、吸収体における単位面積あたりのＳＡＰ量は０．０１ｇ／ｃｍ2以上であっても
よい。
【００１４】
　また、吸収性物品は、使い捨ておむつであってもよい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の吸収性物品は、一定以上の広さを有する平坦部を備えているので、この平坦部
により体液をすばやく吸収できる。また、本発明によれば、吸収性物品が着用者の体の曲
面に対して完全にフィットせず、部分的に隙間が形成されるため、体液を吸収した後にお
いても肌との間に隙間を有しやすくなり、着用者にべたつき感を与えにくい。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明による吸収性物品をパンツ型使い捨ておむつに応用した実施形態１の外観
を示す斜視図である。
【図２】図１に示したおむつを着用した下半身を背中側から見た斜視図である。
【図３】図１に示したおむつを分解状態で示す斜視図である。
【図４】図１に示したおむつの股下部分をトップシート側から見た部分上面図である。
【図５】図４に示したおむつの股下部分のＶ－Ｖ方向の断面図である。
【図６】実施形態１のおむつの吸収部分が体液を吸収した後、おむつが着用者の体の曲面
に対して隙間を持って接することについて説明するための模式図である。
【図７】実施形態１のおむつの吸収部分の表面を拡大した部分上面図である。
【図８】圧搾部を間欠的に配列して、凹部を形成した例を示す部分上面図である。
【図９】図８のＩＸ－ＩＸ方向の断面図である。
【図１０】図８のＸ－Ｘ方向の断面図である。
【図１１】吸収部分に凹部を一定間隔で配列して形成される平坦部パターンの例を示す部
分上面図である。
【図１２】吸収部分に波状の凹部を配列して形成される平坦部パターンの例を示す部分上
面図である。
【図１３】吸収部分に円状の凹部を一定間隔で配列して形成される平坦部パターンの例を
示す部分上面図である。
【図１４】吸収部分に不連続の凹部を正六角形状に配列して形成される平坦部パターンの
例を示す部分上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明による吸収性物品の実施形態について、図１から図１４を参照しながら詳細に説
明する。ただし、本発明は本実施形態の態様に限定されるものではない。
【００１８】
　本発明をパンツ型使い捨ておむつ（以下、単に「おむつ」とも言う）１０に応用した実
施形態１の外観において、正面側から見た斜視図を図１に示し、背面側から見た斜視図を
図２に示す。図２は、このおむつ１０を乳幼児が着用した際の背中側から見た下半身姿を
示すものである。さらに、図１，図２に示すおむつ１０を破断展開した分割状態にて図３
に示す。
【００１９】
　本実施形態におけるおむつ１０は、前身頃領域１０Ｆと、後身頃領域１０Ｒと、これら
前身頃領域１０Ｆおよび後身頃領域１０Ｒをつなぐ股下領域１０Ｃとを有する。また、着
用時に前身頃領域１０Ｆと後身頃領域１０Ｒとで着用者のウエストの部分を取り囲むウエ
スト周り開口部１０Ｗが形成されている。前身頃領域１０Ｆおよび後身頃領域１０Ｒの一
部と股下領域１０Ｃとで着用者の両脚の太股部分を取り囲む左右一対の脚周り開口部１０
Ｌが形成されている。
【００２０】
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　図２に示すように、着用時に前身頃領域１０Ｆは、着用者の腹側に位置し、後身頃領域
１０Ｒは着用者の背側に位置する。そして、股下領域１０Ｃは、着用者の股下を覆い、左
右一対の脚周り開口部１０Ｌに、着用者の脚がそれぞれ通された形となる。したがって、
脚周り開口部１０Ｌは、着用者の両脚の付け根から太股あたりのいずれかに位置すること
となる。
【００２１】
　また、おむつ１０の後身頃領域１０Ｒには、おむつ１０を廃棄する際に小さく丸めて止
めるための廃棄テープ１０Ｔが設けられている。
【００２２】
　次に、おむつ１０を適正な向きで着用した際に、体の中心軸に沿う方向で伸びる仮想線
Ｐについて説明する。図１および図２に示すように、仮想線Ｐは、体の中心軸に沿う方向
に延び、そして、おむつ１０の中央部において腹側から背側に向かって、股下部分を通っ
て延びるものである。具体的には、仮想線Ｐは、例えば、おむつ１０のウエスト側を上、
股下側を下とすると、おむつ１０の表面に沿って、かつ上下方向に延びると共に、股下部
分を経由して、背側においても上下方向に延びるものである。以下、必要に応じて、仮想
線Ｐを用いて、各部位の位置関係を説明する。
【００２３】
　次に、図３に示すように、本実施形態におけるおむつ１０は、外側から順にカバーシー
ト１１と、バックシート（裏面シート）１２と、吸収体１３と、着用者の肌に触れるトッ
プシート（表面シート）１４と、立体ギャザーを形成するための一対のサイドシート１８
とを重ねて接合したものである。さらに、カバーシート１１は、バックシート１２の下に
重ねられるパッドカバーシート１１Ａとインナーカバーシート１１Ｂ、アウターカバーシ
ート１１Ｃに細分され、いずれも良好な手触りを得るために薄い不織布で形成されている
。おむつ１０の前身頃領域１０Ｆおよび後身頃領域１０Ｒを画成するインナーカバーシー
ト１１Ｂ、アウターカバーシート１１Ｃの左右両側縁部が相互に接合されて閉じ合わせ部
１０Ｊを形成している。これにより、先のウエスト周り開口部１０Ｗが画成される。イン
ナーカバーシート１１Ｂ、アウターカバーシート１１Ｃは、股下領域１０Ｃ部分で二つに
分離されており、股下部分は、パッドカバーシート１１Ａが露出することとなる。したが
って、両脚の太股部分を取り囲む左右一対の脚周り開口部１０Ｌは、このパッドカバーシ
ート１１Ａの端部と閉じ合わせ部１０Ｊの端部とによって画成される。液不透過性のバッ
クシート１２は、このパッドカバーシート１１Ａに接合され、先の吸収体１３は、このバ
ックシート１２と液透過性のトップシート１４との間に配され、この吸収体１３を介して
トップシート１４がバックシート１２に接合される。トップシート１４には一対のサイド
シート１８が接合され、一対のサイドシート１８の端縁部には、立体ギャザーを形成する
ための糸ゴム１９が伸張状態で接合されている。なお、インナーカバーシート１１Ｂ、ア
ウターカバーシート１１Ｃは、股下部分も連続した１枚のものであってもよい。また、脚
周り開口部１０Ｌは、糸ゴムによるギャザーが寄せられた形となっていてもよい。
【００２４】
　図４は、おむつ１０の股下部分を、トップシート１４側から見た部分上面図である。
【００２５】
　トップシート１４の下に位置する本実施形態の吸収体１３は、主にパルプとＳＡＰとか
らなるものである。ＳＡＰ量は、パルプ量に対して、１：０．８～１：１．５の比率であ
ることが好ましい。また、吸収体１３における単位面積あたりのＳＡＰ量は０．０１ｇ／
ｃｍ2以上が好ましい。本実施形態における吸収体１３は、単位面積あたりのパルプ量が
０．０１７ｇ／ｃｍ2で、ＳＡＰ量が０．０２３ｇ／ｃｍ2である。
【００２６】
　吸収体１３は、前身頃、股下、後身頃にわたるように、細長い形状をしている。そして
、吸収体１３は、図４に示すように、前身頃部分Ｍ１、股下部分Ｍ２、後身頃部分Ｍ３に
三区分されている。股下部分Ｍ２には、両脚の太股部分を取り囲む左右一対の脚周り開口
部１０Ｌに合わせて、円弧状をなす一対の切欠き部１３Ａが形成されている。なお、この
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切欠き部１３Ａは、吸収体１３の大きさに応じて形成しなくてもよい。また、本実施形態
の吸収体１３は、切欠き部１３Ａが設けられ、中央部の幅が前後端部に比べて狭い砂時計
型のものであるが、本発明の吸収体の形状はこれに限らない。前身頃部分から後身頃部分
を前後（上下）方向とし、それに直交する方向を左右方向とすると、本発明の吸収体は、
例えば、前後（上下）端部の角が丸く落とされているもの、前後（上下）に延びる楕円形
のもの、円形のもの、前後（上下）の長さが左右の長さと異なる矩形のもの、前後（上下
）左右の長さが同じ正方形のものなど、さまざまな形状を含むものである。
【００２７】
　おむつ１０のトップシート１４および吸収体１３からなる吸収部分（以下、単に「吸収
部分」ともいう）は、溝部２１および平坦部２４から構成される。本明細書および特許請
求の範囲の記載において、「溝部」とは、全部または一部を凹部で構成されるものとして
参照される。本明細書および特許請求の範囲の記載において、「凹部」とは、吸収性物品
（本実施形態ではおむつ１０）の上記吸収部分のうち、圧搾されていない吸収部分の最大
の厚さに対して１／２以下となる厚さを有する部分を指すものとして参照される。また、
本明細書および特許請求の範囲の記載において、「平坦部」とは、吸収性物品の上記吸収
部分のうち、溝部以外の部分を指すものとして参照され、例えば、平坦部は、山形、波形
、台形、矩形などであってもよい。特に、山形の場合は、山形の頂部は肌に接する一方、
山形の裾部は肌に接しにくくなるため、結果的に肌への接触面積が小さくなり、肌へのべ
たつきをより低減させることができる点で好ましい。
【００２８】
　平坦部２４は、溝部２１で囲まれる第１平坦部２４ａと、溝部２１で囲まれない第２平
坦部２４ｂの２種類の平坦部を有する。本実施形態では、図４に示すように、溝部２１の
全部は、凹部２１ｒで構成されているため、平坦部２４は、凹部２１ｒで囲まれる第１平
坦部２４ａと、凹部２１ｒで囲まれない第２平坦部２４ｂの２種類の平坦部を有すること
になる。本実施形態に係るおむつ１０は、第１平坦部２４ａを少なくとも含む。そして、
本実施形態では、図４および後述する図５に示すように、上記吸収部分には、トップシー
ト１４の表面から吸収体１３に向かって圧搾して凹部２１ｒが規則的に形成されることに
より、肌に触れる面が、複数の区画に仕切られている。
【００２９】
　つまり、もともと略平らな吸収部分に、例えば、エンボス加工により、部分的に圧搾し
窪みを設けることで凹部２１ｒが形成され、吸収部分はこの凹部２１ｒによって複数の平
坦部２４に分割される。したがって、隣接する第１平坦部２４ａの間は、凹部２１ｒによ
って全て仕切られ、吸収部分の表面に規則的に第１平坦部２４ａと凹部２１ｒが並ぶこと
となる。
【００３０】
　本実施形態において、凹部２１ｒは、おむつ１０の吸収部分の幅方向（図４における左
右方向）の端部まで形成されているのではなく、中央部に長手方向（図４における上下方
向）に沿った帯状に形成されている。凹部２１ｒが形成されている吸収部分の領域を凹部
形成領域Ｎ１とし、凹部２１ｒが形成されていない吸収部分の幅方向両端部の領域を凹部
非形成領域Ｎ２とする。これは、後述するが、凹部２１ｒは少なくともおむつ１０の中央
部に形成されていれば、凹部２１ｒがないものに比べて効果を発揮する。本実施形態では
、凹部非形成領域Ｎ２を備えているが、本発明はこの形態に限らず、吸収体１３の端部ま
で凹部２１ｒが設けられていてもよいことは言うまでもない。したがって、本発明は、凹
部非形成領域Ｎ２を設けない構成であってもよい。
【００３１】
　図５は、図４に示したおむつの股下部分のＶ－Ｖ方向の断面図であり、斜め格子状に延
びる凹部２１ｒの断面を示す図である。トップシート１４の吸収体１３と接する面には接
着剤が塗布され、トップシート１４と吸収体１３とを共にエンボス加工によって圧搾して
凹部２１ｒが形成される。これにより、凹部２１ｒの底面（底壁）２２ａから壁面（側壁
）２２ｂにわたる凹部２１ｒ全体において、トップシート１４と吸収体１３が咬み合い、
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一体的に接合される。凹部２１ｒの底部分におけるトップシート１４と吸収体１３とから
なる厚さ（吸収部分の厚さ）の一例を挙げると、圧搾しない場合の厚さの１／６である。
この場合、深さは、トップシート１４と吸収体１３とを積層した厚さの約８割まで到達し
ており、トップシート１４のみに凹凸をつけた場合に比べて、深いものとなる。圧搾によ
る吸収体１３の圧縮は、圧搾しない場合の厚さの約１／２～１／７程度が好ましい。更に
好ましくは約１／４～１／７程度である。また、凹部２１ｒの深さは、平坦部２４の厚さ
の６／７～１／２が好ましく、６／７～３／４がより好ましい。なお、本発明は、エンボ
ス加工前の厚さが一定ではない（異なる）吸収体にも適用可能である。
【００３２】
　ところで、おむつの場合、例えば、一度に大量に排出される尿を、吸収体１３によって
瞬時に吸収しなければならない。一方で、トップシート１４と吸収体１３とを圧搾した凹
部２１ｒは、吸収体１３が圧縮されているので、圧搾されていない場所に比べて、体液を
吸収しにくく、主たる吸収領域は、圧搾されていない平坦部２４である。したがって、平
坦部２４は、体液を瞬時に吸収し、保持し得る程度の面積が必要となる。
【００３３】
　本発明の平坦部２４は、この面積について次のような考察に基づき、決定されている。
【００３４】
　図１および図２に示すように、おむつ１０は、着用状態において、股下部全体を覆うよ
うにして、腹側から背中側へわたって吸収体１３が位置することとなる。図２から分かる
ように、着用者が立っている状態において、おむつ１０は、股下領域１０Ｃの中央部を頂
点として撓んで下方向（矢印Ｊで示す方向）に下がるようになっており、股間の中央部分
には密着しないようになっている。これは、体液を吸って膨らんだ吸収体１３が股間に密
着すると、股間が蒸れやすくなるため、股間とおむつ１０との間には多少の空間がある方
がよいからである。一方で、股下領域１０Ｃに続く臀部の丸みを帯びた部分に対峙する臀
部領域Ｋは、おむつ１０を上に引き上げる動作に伴い、肌に密着しやすい箇所の一つであ
る。
【００３５】
　着用者が仰向けなどで寝ている状態で体液を排出すると、おむつ１０の股下部分１０Ｃ
のみならず、後身頃領域１０Ｒにも体液が流れやすくなる。特に、臀部領域Ｋは寝ている
状態では最も低い位置となるので、体液が流れ込みやすい箇所と言える。また、起き上が
った状態においても、臀部領域Ｋは、最も低い位置となるので、体液が流れ込みやすい箇
所と言える。
【００３６】
　図６は、実施形態１のおむつ１０の吸収部分が体液を吸収した後、おむつ１０が着用者
の体の曲面に対して隙間を持って接することについて説明するための模式図である。
【００３７】
　図６に示すように、本実施形態のおむつ１０は、吸収部分に、一定以上の大きさの第１
平坦部２４ａと、隣接する第１平坦部２４ａを仕切る凹部２１ｒとを設けている。したが
って、着用者の体Ｂの曲面に沿っておむつ１０を位置させた際に、一定間隔で凹部２１ｒ
が出現し、肌との間に一定間隔の凹部２１ｒによる隙間を形成する。
【００３８】
　加えて、凹部２１ｒは、トップシート１４と吸収体１３とを共に圧搾した部分で、凹部
２１ｒの幅方向において折れ曲がりやすい。すなわち、吸収部分は、凹部２１ｒの底面２
２ａを折れ曲げ部分として谷折れもしくは山折れで折れ曲がり、第１平坦部２４ａの面幅
を基準とした、体の曲面に近似した多面で沿うこととなる。このように、体Ｂのカーブに
対して第１平坦部２４ａ単位で沿うので、曲面の弧にぴったりとフィットするのではなく
、肌と、これに対峙する吸収部分との間に空間Ｂ１を持つこととなる。
【００３９】
　また、体液を吸った後も、第１平坦部２４ａは、第１平坦部２４ａの中央を頂点とした
緩やかなドーム状に膨らむ。図６に点線Ｓで示すように、第１平坦部２４ａがある程度の
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大きさを有しているので、ドーム状（断面がかまぼこ状）に膨らむことになる。したがっ
て、第１平坦部２４ａが膨らんで肌に接触したとしても、その接触面積は第１平坦部２４
ａの全域にわたるものではなくドームの頂上部分となり、肌に接触する面積が少なくて済
む結果、べたつき感が抑制されることになる。また、その接触部分以外は、隙間を有する
ことになるため、通気が確保され、皮膚の蒸れやかぶれを抑制することが可能となる。
【００４０】
　このように、べたつき感を抑制するためには、第１平坦部２４ａはある程度の大きさが
必要である。第１平坦部２４ａの最適な大きさは、具体的には、凹部２１ｒ（溝部２１）
に囲まれる第１平坦部２４ａに対する最大内接円の直径と、その最大内接円の径方向に沿
った凹部２１ｒ（溝部２１）の幅とで決定される。ここでは、その最大内接円の直径をＲ
１とし、凹部２１ｒの当該幅をＬ１とする。
【００４１】
　図７に示すように、本実施形態における凹部２１ｒの幅Ｌ１は、約２ｍｍである。そし
て、肌触りなどを考慮すると、凹部２１ｒの幅Ｌ１は、１ｍｍ以上５ｍｍ以下の範囲が好
ましい。また、本実施形態では、図７に示すように、凹部２１ｒは、正方形の形状を呈す
るように、第１平坦部２４ａを囲む。ここでは、凹部２１ｒに囲まれる第１平坦部２４ａ
に対する正方形の一辺の長さをＬ２とする。本実施形態では、長さＬ２は、約３０ｍｍで
ある。よって、当該正方形の最大内接円の直径Ｒ１も約３０ｍｍである。平坦部２４の大
きさについて、５ｍｍ≦Ｌ２≦４０ｍｍ、５ｍｍ≦Ｒ１≦４０ｍｍの範囲が好ましい。こ
こで、最大内接円の直径Ｒ１は、凹部２１ｒの幅Ｌ１の５倍以上２０倍以下が好ましく、
１０倍以上２０倍以下がより好ましい。本実施形態では、直径Ｒ１は、幅Ｌ１の約１５倍
となっている。
【００４２】
　最大内接円の直径Ｒ１が凹部２１ｒの幅Ｌ１の５倍未満であると、第１平坦部２４ａ自
体の面積がせまく、体との空間を保ちつつ体の曲面に沿う効果があまり発揮されない。ま
た、第１平坦部２４ａがある程度の面積を確保していても、第１平坦部２４ａに対して、
凹部２１ｒの幅Ｌ１がかなり広いと、吸収部分全体の面積に占める第１平坦部２４ａの面
積が狭くなり、肌触りが悪くなるため、好ましくない。また、主たる吸収領域は平坦部２
４であるため、凹部２１ｒの面積が広がると吸収可能な体液の量が減るので、効率的でな
い。
【００４３】
　一方、最大内接円の直径Ｒ１が凹部２１ｒの幅Ｌ１の２０倍より大きいと、凹部２１ｒ
の間隔があまりに広く、第１平坦部２４ａ自体が体の曲面にフィットして肌に密着してし
まう。
【００４４】
　図８は、本発明の実施形態１の変形例を示すものであり、図４における凹部形成領域Ｎ
１と凹部非形成領域Ｎ２とにまたがる、一点鎖線で示す範囲Ｑにおいて、凹部２１ｒを複
数のドット状のエンボスパターンによって形成した例を示す。本変形例では、溝部２１の
全部は、実施形態１と同様に、凹部２１ｒで構成されている。ドット状のエンボスパター
ンによって、トップシート１４の表面から吸収体１３に向かって圧搾して圧搾部２２を間
欠的に配列する。この圧搾部２２をある程度の間隔で配列することにより、圧搾部２２近
傍の吸収体１３は押し下げられて、平坦部２４よりも凹んだ窪み部分２３となる。したが
って、圧搾部２２を連続して又は間欠的に形成することにより、圧搾部２２と窪み部分２
３とによる凹部２１ｒが形成されることとなる。
【００４５】
　凹部２１ｒの幅Ｌ１は、実施形態１と同様に1ｍｍ≦Ｌ１≦５ｍｍの範囲が好ましく、
隣接する圧搾部２２の中心間距離Ｌ３は、１ｍｍ≦Ｌ３≦８ｍｍの範囲が好ましい。本変
形例では、幅Ｌ１は約４ｍｍ、距離Ｌ３は約６ｍｍである。
【００４６】
　平坦部２４の中央の圧搾されていない吸収体１３の厚さが３～３．６ｍｍ、密度は０．
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１６ｇ／ｃｍ3であるとき、圧搾部２２の吸収体１３の厚さは０．５～０．６ｍｍで、密
度は０．９６ｇ／ｃｍ3である。窪み部分２３の吸収体１３の厚さは１～１．２ｍｍで、
密度０．４８ｇ／ｃｍ3である。このように、凹部２１ｒの圧搾部２２と主な吸収領域で
ある平坦部２４の中央の吸収体１３の密度差が６倍程度である時、凹部２１ｒのうち圧搾
部２２と窪み部分２３の密度差が２～３倍程度に収まるように、凹部２１ｒの配置間隔（
または長さＬ２）を調整することが望ましい。
【００４７】
　図９は、図８におけるＩＸ－ＩＸ方向の断面図である。
【００４８】
　図９に示すように、エンボス加工は、図５に示すものと同様に、トップシート１４と吸
収体１３との間に接着剤を介在させて、トップシート１４の表面からトップシート１４と
吸収体１３とを共に圧搾する。
【００４９】
　図１０は、図８におけるＸ－Ｘ方向の断面図である。
【００５０】
　図１０に示すように、窪み部分２３は、圧搾部２２よりは高い位置にあるが、平坦部２
４（図１０では第２平坦部２４ｂ）、凹部非形成領域Ｎ２よりは低い位置となる。したが
って、圧搾部２２を所定間隔で形成することにより、連続したエンボス加工と同様に、斜
めに延びる凹部２１ｒを形成することができる。
【００５１】
　また、図４に戻り、本実施形態の凹んだ形状の凹部２１ｒは、吸収体１３の幅方向にお
ける、一方側（図４中、向かって右側）に傾斜して延びる第１凹部２１ａと、他方側（図
４中、向かって左側）に傾斜して延びる複数の第２凹部２１ｂとによって構成される。仮
想線Ｐの吸収体１３上での位置は、前身頃部分Ｍ１上端から後身頃部分Ｍ３下端に向かっ
て延びるものとなる。具体的には、図４に示すように、吸収体１３が細長い形状である場
合、長手方向に延びるものである。凹部２１ｒは、この仮想線Ｐに対して傾斜して延びる
。すなわち、仮想線Ｐを軸として側辺に沿った方向、例えば、長手方向に対し、第１凹部
２１ａは、一方側に角度αで傾斜し、第２凹部２１ｂは、他方側に角度βで傾斜する。角
度αと角度βは同一であってもよいし、異なっていてもよい。また、図４では、複数の第
１凹部２１ａはそれぞれ同じ角度で傾斜し、一定間隔で配置されている。すなわち、各第
１凹部２１ａが平行かつ一定間隔で配置されているが、本発明はこれに限らず、凹部２１
ｒの間隔が一定でないものや、各凹部２１ｒの傾斜角度が異なるものも含む。第２凹部２
１ｂについても同様である。なお、本発明の実施形態において、「最大内接円」は、真円
であるが、本発明では楕円を含むものである。最大内接円を楕円とした場合、凹部２１ｒ
の間隔を、一定にしない（不規則にする）ことも可能である。最大内接円を楕円とした場
合の上記Ｒ１は、この楕円の長径と短径の平均で求められ、当該短径は当該長径の１／２
以上が好ましい。当該短径をこの範囲に設定することで、隣接する凹部２１ｒが適度に離
れ平坦部２４に十分な面積を設けることができ、隣接する凹部２１ｒを通って流れ出た体
液（例えば、尿）を平坦部２４により素早く吸収させることができる。
【００５２】
　（他の実施形態）　
　吸収部分の平坦部パターンは、本発明の実施形態１で説明した図４に示す正方形が斜め
に並ぶものだけでなく、次に挙げるものなどでもよい。以下、本発明の他の実施形態とし
て、図１１から図１４を用いて説明する。なお、この他の実施形態に係るおむつ１０を構
成する各要素のうち、同様の機能を有するものについては、実施形態１と同一の符号を付
してその説明を省略する。
【００５３】
　図１１は、吸収部分に凹部２１ｒ（溝部２１）を一定間隔で配列して形成される平坦部
パターンの例を示す部分上面図である。図１１に示す例は、凹部２１ｒが仮想線Ｐに直交
して伸びて区画することによって、平坦部２４が吸収体１３の幅方向に延びるものであっ
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てもよい。図１１に示す例では、凹部２１ｒは一定間隔で配列され、平坦部２４は凹部２
１ｒの間に位置される。隣接する平坦部２４間は凹部２１ｒで仕切られている。図１１に
示す例において、べたつき感を抑制するためには、実施形態１と同様に、平坦部２４はあ
る程度の大きさが必要である。平坦部２４の最適な大きさは、具体的には、凹部２１ｒの
配列方向に沿って隣接する２つの凹部２１ｒに挟まれた平坦部２４に対する最大内接円（
図１１中、一点鎖線で示す）の直径Ｒ１と、その最大内接円の径方向に沿った凹部２１ｒ
の幅Ｌ１とで決定される。直径Ｒ１と幅Ｌ１との関係については実施形態１と同様である
。
【００５４】
　また、本発明では、溝部２１は、仮想線Ｐに平行に延びるように形成されたり、その平
行に延びる凹部２１ｒも含める（または含めない）格子状に形成されたりしてもよい。さ
らに、本発明では、溝部２１は、凹部２１ｒが一定間隔で配列されない構成であってもよ
い。
【００５５】
　図１２は、吸収部分に波状の凹部２１ｒ（溝部２１）を配列して形成される平坦部パタ
ーンの例を示す部分上面図である。図１２に示すように、凹部２１ｒは曲線であってもよ
い。図１２に示す例では、凹部２１ｒは、サインカーブ状のものを吸収体１３の前後方向
に亘って形成し、吸収体１３の幅方向において複数列配置したものである。また、凹部２
１ｒは、図１２に示すように、隣り合うサインカーブの位相を１８０度ずらして互いに接
触するように配置することで形成されている。図１２に示すように、波状の凹部２１ｒに
囲まれる平坦部２４は、第１平坦部２４ａであり、波状の凹部２１ｒに囲まれない平坦部
２４は、第２平坦部２４ｂである。
【００５６】
　図１２に示した平坦部パターンであっても、凹部２１ｒに囲まれる第１平坦部２４ａに
対する最大内接円の直径Ｒ１と、その最大内接円の径方向に沿った凹部２１ｒの幅Ｌ１と
の関係が、実施形態１と同様の条件を満たすことで、べたつき感を抑制することが可能と
なる。
【００５７】
　図１３は、吸収部分に円状の凹部２１ｒ（溝部２１）を一定間隔で配列して形成される
平坦部パターンの例を示す部分上面図である。図１３に示すように、凹部２１ｒに囲まれ
る第１平坦部２４ａが島状に点在しているものであってもよい。この場合、凹部２１ｒに
囲まれる第１平坦部２４ａに対する最大内接円の直径Ｒ１は、その最大内接円の径方向に
沿った凹部２１ｒの幅Ｌ１の５倍以上となる関係を満たすように設定される。さらに、複
数の第１平坦部２４ａの間に位置する第２平坦部２４ｂも略平坦であるため、第１平坦部
２４ａと同様に、排出された体液の主たる吸収領域となる。隣接する第１平坦部２４ａが
近接していれば、肌に触れるのは、第１平坦部２４ａが中心となり、図４、図１１、およ
び図１２で示す、凹部２１ｒが第１平坦部２４ａの仕切りとなっているものと同様の作用
となる。一方、隣接する第１平坦部２４ａの離間距離がある程度の距離を有するものであ
れば、肌に触れるのは、第１平坦部２４ａおよび第２平坦部２４ｂの両者となり、第１平
坦部２４ａ間の部分の第２平坦部２４ｂが、第１平坦部２４ａと同様の作用を示すことと
なる。ここで、第１平坦部２４ａを囲んでいる凹部２１ｒと、それに隣接する凹部２１ｒ
との間の距離について、おむつ１０の吸収部分の長手方向（図１３における上下方向）に
おける距離をＬ４とし、その長手方向に直交する方向（図１３における左右方向）におけ
る距離をＬ５とする。この場合、凹部２１ｒに囲まれる第１平坦部２４ａに対する最大内
接円の直径Ｒ１が、１０ｍｍ以上４０ｍｍ以下であれば、距離Ｌ４、Ｌ５はそれぞれ、５
ｍｍ以上３０ｍｍ以下であるのが好ましい。
【００５８】
　なお、図１３では、島状の第１平坦部２４ａは、同じ大きさを有する複数の円で構成さ
れたものであるが、本発明では、異なる大きさを有する複数の円を組み合わせたものでも
よい。また、本発明では、島状の第１平坦部２４ａは、円に限らず、ハート型などデザイ
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ン性のある様々な形が適用可能である。すなわち、凹部２１ｒで取り囲まれた内部が平坦
となる形であればよい。
【００５９】
　また、島状の第１平坦部２４ａは、吸収部分全域に均等に配置されているものだけでな
く、股下部分Ｍ２、後身頃部分Ｍ３に密集して設けられていてよい。
【００６０】
　上述した各実施形態では、溝部２１の全部が凹部２１ｒで構成される場合について説明
してきたが、本発明では、溝部２１の全部が凹部２１ｒで構成されない場合、つまり、溝
部２１の一部が凹部２１ｒで構成される場合でも、べたつき感を抑えるという効果を発揮
することが可能である。
【００６１】
　図１４は、吸収部分に不連続の凹部２１ｒを正六角形状に配列して形成される平坦部パ
ターンの例を示す部分上面図である。本実施形態では、図１４に示すように、溝部２１は
、一部を凹部２１ｒで構成されている。図１４では、説明の便宜のため、溝部２１のうち
、凹部２１ｒを実線で示し、凹部２１ｒが形成されていない溝部２１を破線で示す。平坦
部２４は、図１４に示すように、溝部２１で囲まれる第１平坦部２４ａと、溝部２１で囲
まれない第２平坦部２４ｂの２種類の平坦部を有する。
【００６２】
　平坦部パターンは、図１４に示すようにハニカム状であってもよい。また、第１平坦部
２４ａは、上述したように、凹部２１ｒによって全てが囲まれている必要はなく、図１４
に示すように、一部が空いているものであってもよい。一部が空いている場合、第１平坦
部２４ａの外周の５０％以上が凹部２１ｒに囲まれると、体液を吸った後でも、第１平坦
部２４ａの形状が維持されやすい。
【００６３】
　図１４に示した平坦部パターンであっても、溝部２１に囲まれる第１平坦部２４ａに対
する最大内接円の直径Ｒ１と、その最大内接円の径方向に沿った溝部２１の幅Ｌ１との関
係が、実施形態１と同様の条件を満たすことで、べたつき感を抑制することが可能となる
。
【００６４】
　本発明では、圧搾部２２は、円形のドットだけでなく、半円形、四辺形、三角形、星形
など、様々な形を用いることができる。
【００６５】
　加えて、吸収体１３の上に直接、トップシート１４を配したものだけでなく、吸収体１
３を親水性シート（例えば、コアラップ）によってくるんだ後、トップシート１４を配し
たものであってもよい。また、必要に応じて、トップシート１４と親水性シートの間、ま
たは、親水性シートと吸収体１３との間に、液拡散性を向上させる液拡散シートを設けて
もよい。このシートにより、体液はより拡散しやすくなる。また、親水性シートは、吸収
体１３をくるむように取り付けられてもよいし、単に、吸収体１３の端部をくるむことな
く、表、裏に重ねて配置されたものであってもよい。
【００６６】
　なお、本発明が対象とするおむつ１０の構造は、上述したようなパンツ型に限定される
わけではなく、特許請求の範囲に規定された吸収性物品の構成を含むおむつでありさえす
れば、どのような構成であってもよい。例えば、周知の展開型の使い捨ておむつや、尿漏
れパッドなどであっても本発明を適用可能である。
【００６７】
　加えて、本発明は、乳幼児向けのおむつに限らず、成人向けのおむつや尿漏れパッドな
ど、着用者の成長段階、体型、性別などに適合させた各種吸収性物品に適用可能である。
【００６８】
　また、上記各実施形態や、その変形例は、それぞれ組み合わせることも可能である。
【符号の説明】
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【００６９】
１０　おむつ
１０Ｆ　前身頃領域
１０Ｒ　後身頃領域
１０Ｃ　股下領域
１０Ｗ　ウエスト周り開口部
１０Ｌ　脚周り開口部
１０Ｊ　閉じ合わせ部
１０Ｔ　廃棄テープ
１１　カバーシート
１１Ａ　パッドカバーシート
１１Ｂ　インナーカバーシート
１１Ｃ　アウターカバーシート
１２　バックシート（裏面シート）
１３　吸収体
１４　トップシート（表面シート）
１７　糸ゴム
１８　サイドシート
１９　糸ゴム
２１　溝部
２１ｒ　凹部
２１ａ　第１凹部
２１ｂ　第２凹部
２２　圧搾部
２４　平坦部
２４ａ　第１平坦部
２４ｂ　第２平坦部
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