
JP 2016-77581 A 2016.5.16

10

(57)【要約】
【課題】肌面シートに凹部を設けることにより、着用者
に吸収性や防漏性に対する安心感を与えることができる
吸収性物品を提供する。
【解決手段】吸収性物品１は、吸収体３０と、肌面シー
ト１０と、非肌面シート２０と、一対の圧搾部８０と、
一対の圧搾部間に位置し、吸収体の外側縁よりも厚みが
厚い中央領域ＣＢと、を有する。肌面シートには、製品
長手方向及び製品幅方向に交差する方向に延びる凹部が
格子状に形成される。凹部は、第１方向Ｄ１に延びる複
数の第１凹部５１と、第１方向と交差する第２方向Ｄ２
に延びる複数の第２凹部５２と、を有する。隣接する第
１凹部によって挟まれた第１領域Ｒ１と、第１領域と異
なる間隔で隣接する第１凹部によって挟まれた第２領域
Ｒ２と、が形成される。第１領域及び第２領域は、中央
領域及び圧搾部に跨がって配置される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに直交する製品長手方向及び製品幅方向を有し、
　吸収体と、
　前記吸収体よりも肌対向面側に位置する肌面シートと、
　前記吸収体よりも非肌対向面側に位置する非肌面シートと、
　前記肌面シートと前記吸収体とを厚み方向に圧縮した一対の圧搾部と、
　前記一対の圧搾部間に位置し、前記吸収体の外側縁よりも厚みが厚い中央領域と、を有
し、
　前記肌面シートには、前記製品長手方向及び前記製品幅方向に交差する方向に延びる凹
部が格子状に形成された吸収性物品であって、
　前記凹部は、第１方向に延びる複数の第１凹部と、前記第１方向と交差する第２方向に
延びる複数の第２凹部と、を有し、
　隣接する前記第１凹部によって挟まれた第１領域と、前記第１領域と異なる間隔で隣接
する前記第１凹部によって挟まれた第２領域と、が形成されており、
　前記第１領域及び前記第２領域は、前記中央領域及び前記圧搾部に跨がって配置される
、吸収性物品。
【請求項２】
　前記一対の圧搾部間の領域の厚みは、前記圧搾部よりも幅方向外側において前記圧搾部
に隣接する隣接領域の厚みよりも厚く、
　前記第１領域及び前記第２領域は、前記一対の圧搾部間の領域及び前記隣接領域に跨が
って配置される、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記吸収体は、コア部と、前記コア部と別体で形成され、かつ前記コア部よりも前記製
品長手方向及び前記製品幅方向の少なくとも一方に延出するベース部と、を有し、
　前記コア部は、前記ベース部の肌対向面側に配置され、
　前記中央領域は、前記コア部と前記ベース部が積層された領域である、請求項１又は請
求項２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記コア部の平面視の形状は、四角形状である、請求項３に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記肌面シートと前記吸収体の間に配置された中間シートを有し、
　前記凹部は、前記肌面シート及び前記中間シートに形成される、請求項１から請求項４
のいずれか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、吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、表面シート、裏面シート及び吸収体を有する吸収性物品であって、表
面シートの肌対向面に複数の凹部が形成された吸収性物品が開示されている。当該凹部は
、縦方向及び横方向に交差する方向に線状に延びており、格子状に配置されている。特許
文献１の吸収性物品には、格子状の凹部によって囲まれ、凹部に対して相対的に隆起する
凸部が規則的なパターンで形成されている。特許文献１の吸収性物品は、凸部が凹部によ
って囲まれていることにより、凸部の厚みが増し、液が素早く浸透し、液残りが少なくな
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２０１２－９０６６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の吸収性物品は、吸収性や防漏性等の基本的な機能を有する。しかし、特許
文献１の吸収性物品は、凹部の配置や形状を基本的な機能に関連付ける考慮がなされてい
なかった。
【０００５】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、肌面シートに凹部を設け
ることにより、着用者に吸収性や防漏性に対する安心感を与えることができる吸収性物品
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示に係る吸収性物品（吸収性物品１）は、互いに直交する製品長手方向（製品長手
方向Ｌ）及び製品幅方向（製品幅方向Ｗ）を有し、吸収体（吸収体３０）と、前記吸収体
よりも肌対向面側に位置する肌面シート（肌面シート１０）と、前記吸収体よりも非肌対
向面側に位置する非肌面シート（非肌面シート２０）と、前記肌面シート及び前記吸収体
を厚み方向に圧縮した一対の圧搾部（圧搾部８０）と、前記一対の圧搾部間に位置し、前
記吸収体の外側縁よりも厚みが厚い中央領域（中央領域ＣＢ）と、を有し、前記肌面シー
トには、前記製品長手方向及び前記製品幅方向に交差する方向に延びる凹部が格子状に形
成された吸収性物品であって、前記凹部は、第１方向（第１方向Ｄ１）に延びる複数の第
１凹部（第１凹部５１）と、前記第１方向と交差する第２方向（第２方向Ｄ２）に延びる
複数の第２凹部（第２凹部５２）と、を有し、隣接する前記第１凹部によって挟まれた第
１領域（第１領域Ｒ１）と、前記第１領域と異なる間隔で隣接する前記第１凹部によって
挟まれた第２領域（第２領域Ｒ２）と、が形成され、前記第１領域及び前記第２領域は、
前記中央領域及び前記圧搾部に跨がって配置されることを要旨とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、肌面シートに凹部を設けることにより、着用者に吸収性や防漏性に対
する安心感を与えることができる吸収性物品を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施形態に係る吸収性物品の平面図である。
【図２】図１に示すＡ－Ａ断面の模式断面図である。
【図３】図１に示す吸収性物品の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
（１）吸収性物品の構成
　図１乃至図３を参照して、実施形態に係る吸収性物品１について説明する。なお、以下
の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。た
だし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率等は現実のものとは異なることに留意す
べきである。したがって、具体的な寸法等は、以下の説明を参酌して判断すべきである。
また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれ得る。
【００１０】
　図１は、実施形態に係る吸収性物品の平面図である。図２は、図１におけるＡ-Ａ断面
図である。図３は、図１に示す吸収性物品の斜視図である。吸収性物品１としては、パン
ティーライナー（おりものシート）や生理用ナプキンや失禁パッド等の任意の吸収性物品
が想定される。本実施形態では、かかる吸収性物品１として生理用ナプキンが用いられる
ケースについて説明する。
【００１１】
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　吸収性物品１は、着用者の前側と後側とに延びる製品長手方向Ｌと、製品長手方向Ｌに
直交する製品幅方向Ｗと、厚み方向Ｔと、を有する。厚み方向Ｔは、肌対向面側及びその
反対側である非肌対向面側を有する。
【００１２】
　吸収性物品１は、吸収体３０と、吸収体３０よりも肌対向面側に位置する肌面シート１
０と、吸収体３０よりも非肌対向面側に位置する非肌面シート２０と、肌面シート１０と
吸収体３０との間に位置する中間シート４０と、を備える。
【００１３】
　肌面シート１０は、吸収体３０を覆うトップシート１１と、トップシート１１の外側縁
を覆い、かつトップシート１１の外側縁から製品幅方向Ｗの外側に延出するサイドシート
１２と、を有する。
【００１４】
　トップシート１１は、体液等の液体を透過する液透過性のシートである。トップシート
１１は、少なくとも吸収体３０の肌対向面を覆う。トップシート１１は、通常吸収性物品
に使用されているものを使用することができ、例えば、不織布、開孔フィルムなどを用い
ることができる。
【００１５】
　サイドシート１２は、トップシート１１と同じ材質を用いることができる。サイドシー
ト１２は、トップシート１１の外側縁及び吸収体３０の外側縁を覆い、かつ吸収体３０及
びトップシート１１よりも製品幅方向Ｗの外側に延出する。また、吸収性物品１は、トッ
プシートとサイドシートが一体化し、サイドシートを備えない構成であってもよい。
【００１６】
　非肌面シート２０は、体液等の液体を透過しない液不透過性のシートである。非肌面シ
ート２０は、少なくとも吸収体３０の非肌対向面側を覆う。非肌面シート２０は、通常吸
収性物品に使用されているものを使用することができ、例えば、非通気性や通気性のフィ
ルム、不織布等を用いることができる。
【００１７】
　吸収体３０は、コア部３１と、ベース部３２と、を有する。コア部３１は、吸収体３０
の幅方向の中央に位置する。ベース部３２は、コア部３１よりも製品長手方向及び製品幅
方向の少なくとも一方の外側に延出する。本実施の形態のベース部３２は、コア部３１よ
りも製品長手方向及び製品幅方向の両方において外側に延出する。コア部３１は、ベース
部の肌対向面側に配置される。コア部３１及びベース部３２は、通常吸収性物品に使用さ
れているものを使用することができ、例えば、親水性繊維、高分子吸水ポリマー、または
これらの組み合わせ等が挙げられる。
【００１８】
　コア部３１とベース部３２が積層された領域は、後述する中央領域ＣＢを構成する。コ
ア部３１の周囲、すなわちベース部３２のみが配置された領域は、後述するサイド領域Ｓ
Ｂを構成する。
【００１９】
　コア部３１とベース部３２は、別体で形成され、コアラップ（図示せず）によって覆わ
れている。コアラップは、通常吸収性物品に使用されているものを使用することができ、
例えば、不織布やティッシュ等が挙げられる。また、吸収体３０は、コアラップを有して
いなくてもよいし、コア部３１とベース部３２が一体化されていてもよい。また、吸収体
３０は、パルプシートやポリマーシート等の吸収性シートによって構成されていてもよい
。コア部３１の平面視の形状は、四角形状である。コア部３１の側辺は、直線状である。
【００２０】
　中間シート４０は、肌面シート１０と吸収体３０の間に配置される。中間シート４０を
設けることにより、体液の吸収速度を速くすることができ、かつ吸収後における体液の逆
戻りを抑制することができる。中間シート４０は、例えば、不織布や、開孔フィルムなど
が用いられる。
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【００２１】
　吸収体３０及びトップシート１１には、エンボス加工によって厚み方向に圧搾された一
対の圧搾部８０が形成されている。一対の圧搾部８０は、コア部３１よりも幅方向外側に
配置されている。後述する中央領域ＣＢは、一対の圧搾部間に位置する。各圧搾部８０の
長手方向の中心は、各圧搾部８０の外端縁よりも幅方向の内側に位置する。各圧搾部は、
幅方向の内側に突出した形状である。圧搾部８０は、サイド領域ＳＢに配置されている。
圧搾部８０は、連続する曲線又は直線であってもよいし、正方形、菱形、円等の形状の複
数の点状の圧搾部の集合体であってもよい。
【００２２】
　吸収性物品１は、吸収体３０の外側縁３０Ｅ（図２参照）よりも製品幅方向Ｗの内側に
位置し、吸収体３０の外側縁３０Ｅの厚みよりも厚みが厚い中央領域ＣＢと、中央領域Ｃ
Ｂよりも製品幅方向の外側及び製品長手方向の外側に位置するサイド領域ＳＢと、を有す
る。サイド領域ＳＢは、圧搾部８０が形成された領域、及び圧搾部８０より幅方向の外側
において圧搾部８０に隣接する隣接領域を含む。中央領域ＣＢの厚みは、サイド領域ＳＢ
の厚みよりも厚い。また、一対の圧搾部間の領域の厚みは、隣接領域の厚みよりも厚い。
中央領域ＣＢは、一対の圧搾部間の領域の一部である。
【００２３】
　中央領域ＣＢは、例えば、吸収体３０の外側縁３０Ｅにおける吸収材料の目付よりも吸
収材料の目付が大きい領域、吸収体の外側縁３０Ｅよりも吸収層の層数が多い領域、吸収
体の外側縁３０Ｅよりもエンボス加工の程度が少ない領域を例示できる。本実施形態の中
央領域ＣＢは、圧搾部８０よりも製品幅方向内側の領域である。本実施形態の圧搾部８０
は、サイド領域ＳＢのみに形成されている。
【００２４】
　肌面シート１０には、製品長手方向Ｌ及び製品幅方向Ｗに交差する方向に延びる凹部５
０が格子状に形成されている。凹部５０は、製品長手方向Ｌ及び製品幅方向に交差する第
１方向Ｄ１に延びる複数の第１凹部５１と、第１方向Ｄ１と交差する第２方向Ｄ２に延び
る複数の第２凹部５２と、を有する。肌面シートには、複数の第１凹部５１と複数の第２
凹部５２が形成されている。隣接する第１凹部５１と、隣接する第２凹部５２と、によっ
て囲まれた領域は、平面視にて菱形である。
【００２５】
　肌面シート１０には、隣接する第１凹部５１によって挟まれた第１領域Ｒ１と、第１領
域Ｒ１と異なる間隔で隣接する第１凹部５１によって挟まれた第２領域Ｒ２と、が交互に
設けられる。第１領域Ｒ１及び第２領域Ｒ２は、第１方向Ｄ１に延びており、平行に配置
される。第１領域Ｒ１を挟んで配置される第１凹部５１の間隔Ｔ１は、第２領域Ｒ２を挟
んで配置される第１凹部５１の間隔Ｔ２よりも狭い。よって、肌面シート１０には、幅が
狭い第１領域Ｒ１と、幅が広い第２領域Ｒ２と、が設けられる。
【００２６】
　第１領域Ｒ１と第２領域Ｒ２は、第２方向Ｄ２において交互に配置される。複数の第１
領域Ｒ１及び第２領域Ｒ２のうち、少なくとも一の第１領域Ｒ１及び第２領域Ｒ２は、中
央領域ＣＢ及び圧搾部８０に跨がって配置される。更に、好ましい形態においては、複数
の第１領域Ｒ１及び第２領域Ｒ２のうち、少なくとも一の第１領域Ｒ１及び第２領域Ｒ２
は、中央領域ＣＢ、圧搾部８０及び隣接領域に跨がって配置される。
【００２７】
　また、肌面シート１０には、隣接する第２凹部５２によって挟まれた第３領域Ｒ３と、
第３領域Ｒ３と異なる間隔で隣接する第２凹部５２によって挟まれた第４領域Ｒ４と、が
交互に設けられる。第３領域Ｒ３及び第４領域Ｒ４は、第２方向Ｄ２に延びており、平行
に配置される。第３領域Ｒ３を挟んで配置される第２凹部５２の間隔Ｔ３は、第４領域を
挟んで配置される第２凹部５２の間隔Ｔ４よりも狭い。よって、肌面シート１０には、幅
が狭い第３領域Ｒ３と、幅が広い第４領域Ｒ４と、が設けられる。
【００２８】
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　第３領域Ｒ３と第４領域Ｒ４は、第１方向Ｄ１において交互に配置される。複数の第３
領域Ｒ３及び第４領域Ｒ４のうち、少なくとも一の第３領域Ｒ３及び第４領域Ｒ４は、中
央領域ＣＢ及び圧搾部８０に跨がって配置される。更に、好ましい形態においては、複数
の第３領域Ｒ３及び第４領域Ｒ４のうち、少なくとも一の第３領域Ｒ３及び第４領域Ｒ４
は、中央領域ＣＢ、圧搾部８０及び隣接領域に跨がって配置される。
【００２９】
　このように、第１凹部５１及び第２凹部５２が形成されているため、肌面シートには、
凹部によって囲まれた複数異なる形状の四角形が形成される。具体的には、第１領域Ｒ１
と第３領域Ｒ３とが重なる四角形と、第１領域Ｒ１と第４領域Ｒ４とが重なる四角形と、
第２領域Ｒ２と第３領域Ｒ３とが重なる四角形と、第２領域Ｒ２と第４領域Ｒ４とが重な
る四角形と、が形成される。四角形の製品長手方向の長さは、四角形の製品幅方向の長さ
よりも長い。
【００３０】
　第１領域Ｒ１と第３領域Ｒ３とが重なる四角形は、比較的幅が狭い第１領域Ｒ１と第３
領域Ｒ３とが重なっているため、比較的小さい面積である。これに対して、第２領域Ｒ２
と第４領域Ｒ４とが重なる四角形は、比較的幅が広い第２領域Ｒ２と第４領域Ｒ４とが重
なっているため、比較的大きい面積である。第１領域Ｒ１と第３領域Ｒ３とが重なる四角
形及び第２領域Ｒ２と第４領域Ｒ４とが重なる四角形は、第１方向Ｄ１に沿う辺の長さと
第２方向Ｄ２に沿う辺の長さが同じの菱形である。
【００３１】
　第１領域Ｒ１と第４領域Ｒ４とが重なる四角形は、第１方向に沿う辺の長さが第２方向
に沿う辺の長さよりも長い平行四辺形である。第２領域Ｒ２と第３領域Ｒ３とが重なる四
角形は、第１方向Ｄ１に沿う辺の長さが第２方向Ｄ２に沿う辺の長さよりも短い平行四辺
形である。
【００３２】
　なお、本実施の形態の凹部５０は、直線であり、エンボス加工によって形成されている
。凹部５０の形状は、これに限定されない。例えば、凹部５０は、正方形、菱形、円など
の形状の点状のエンボスを、３ｍｍ以内の間隔を空けて直線状に連続的に配置した構成で
あってもよい。点状のエンボスを直線状に配置することにより、着用者は、実質的に直線
として認識する。点状のエンボスは、より好ましくは、正方形、長方形、菱形など各辺に
直線を有する形状がよい。
【００３３】
　吸収性物品の厚みは、例えば、以下の方法によって測定できる。三次元測定器として（
株）キーエンス社製　高精度形状測定システム（高精度ステージ：ＫＳ－１１００を含む
）と高速・高精度ＣＣＤレーザー変位計（コントローラ：ＬＫ－Ｇ３０００Ｖセット、セ
ンサヘッド：ＬＫ－Ｇ３０を含む）とを使用し、吸収性物品の断面形状を測定し、当該断
面形状から厚みを算出する。なお、機器の使用条件を下記のとおりに設定する。
【００３４】
　機器の設定条件
　ステージ：ＫＳ－１１００について
　１．測定範囲　　　　　３００００μｍ×３００００μｍ
　２．測定ピッチ　　　　２０μｍ
　３．移動速度　　　　　７５００μｍ／ｓｅｃ
　コントローラ：ＬＫ－Ｇ３０００Ｖセットについて
　１．測定モード　　　　測定体
　２．設置モード　　　　拡散反射
　３．フィルタ　　　　　平均４回
　４．サンプリング周期　２００μｓ
【００３５】
　測定した断面形状に対して、スムージング処理を施された断面形状の輪郭線を得るため
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に、画像データ処理を下記の条件によって行う。
　１．測定データのファイルを開く
　２．「プロファイル」を選択し、次いで水平線を選択する。
　３．試片のうちの圧搾部が含まれることがないように計測位置を選択する。
　４．「補正」を選択し、次に「高さスムージング」を選択し、その次に「±１２」を選
択する。厚みは、１枚の試片について１回測定し、１０枚の試片を使用した１０回の測定
結果を平均した値とする。
【００３６】
　また、他の厚みの測定方法としては、尾崎製作所（株）製のダイアルゲージ ＰＥＡＣ
ＯＣＫを使用し、測定子には直径２０ｍｍのものを採用し、大きさが３０ｍｍ×３０ｍｍ
の試片を用意して、当該試片の厚みを測定する。測定器は、試片に対する測定圧が３ｇ／
ｃｍ２となるように調整する。
【００３７】
　吸収性物品１は、吸収体３０よりも製品幅方向Ｗの外側に延出するウイング３を備える
。ウイング３は、吸収性物品１が包装された包装状態で、肌面シート１０側に折り畳まれ
ている。
【００３８】
　吸収性物品１を構成する部材同士は、ホットメルト型接着剤等によって接合される。吸
収性物品１は、吸収性物品１の周縁において、トップシート１１と非肌面シート２０、及
びサイドシート１２と非肌面シート２０が接合されて、吸収体３０が内封される。
【００３９】
　（２）作用・効果
　一対の圧搾部８０間に比較的厚みの厚い中央領域ＣＢが配置されているため、当該圧搾
部８０によって中央領域ＣＢの厚みを維持し易い。よって、比較的厚みが厚い中央領域Ｃ
Ｂを着用者に当てることができ、吸収性を高めることができる。また、比較的厚みが厚い
中央領域ＣＢが着用者に当るため、体液を迅速に引き込み、肌面シート１０の液残りを抑
制し、防漏性を高めることができる。
【００４０】
　また、肌面シート１０の凹部５０の間隔は、異なるように構成されている。詳細には、
第１領域Ｒ１を挟んで配置された第１凹部５１の間隔と、第２領域Ｒ２を挟んで配置され
た第１凹部５１の間隔は、異なる。第１領域Ｒ１と第２領域Ｒ２との両方が、圧搾部８０
及び中央領域ＣＢに跨がる。
【００４１】
　本出願人が種々調査した結果、等間隔で第１凹部５１が配置されている構成にあっては
、着用者が、第１凹部５１を第１方向Ｄ１に沿った直線として認識し難いことがわかった
。より詳細には、第１領域Ｒ１の幅と第２領域Ｒ２の幅とが同じ構成にあっては、着用者
は、凹部５０を直線状として認識するよりも、凹部５０を格子状として認識し易い。しか
し、第１凹部５１の間隔が異なることにより、着用者は、第１凹部５１を格子状と認識す
るよりも、第１凹部５１を第１方向Ｄ１に沿った直線として認識し易くなる。図３は、中
央領域の厚みによって凹部が歪んだ状態を模式的に示している。なお、図３は、凹部のゆ
がみを認識し易くするため、他の構成については図示を省略する。
【００４２】
　間隔が異なる第１凹部５１が圧搾部８０及び中央領域ＣＢに跨がるため、着用者が第１
凹部５１を第１方向Ｄ１に沿った直線として認識し、圧搾部８０及び中央領域ＣＢによる
厚みの変化を認識し易くなる。よって、着用者は、視覚的効果を通じて、中央領域ＣＢの
膨らみによる吸収性や防漏性に対する安心感を得ることができる。例えば、視覚的に吸収
性や防漏性に対する不安感が生じると、着用者は、当該不安感のために、必要以上に早め
に交換をすることがある。しかし、着用者の不安感を抑制することにより、着用者は、適
切な交換時期まで安心して吸収性物品を使用することができる。
【００４３】
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　加えて、凹部５０は、厚み方向に凹んでいるため、凹部内に影が形成される。当該凹部
５０が圧搾部８０及び中央領域ＣＢを跨ぐことにより、凹部内の影が変化する。この影の
変化が線（凹部）のゆがみをより強調する。よって、着用者は、中央領域ＣＢの膨らみを
より認識し易くなり、漏れに対する不安感を払拭できる。
【００４４】
　一対の圧搾部８０間の領域（圧搾部８０の幅方向内側の領域）の厚みは、隣接領域（圧
搾部の幅方向外側の領域）の厚みよりも厚い。第１領域Ｒ１及び第２領域Ｒ２は、隣接領
域、一対の圧搾部８０間の領域、及び中央領域ＣＢに跨がって配置される。圧搾部８０を
境界として厚みが変化するため、着用者は、中央領域ＣＢの膨らみをより認識し易くなる
。
【００４５】
　吸収体３０のコア部３１とベース部３２とは、別体で形成されている。コア部３１とベ
ース部３２が一体で形成された吸収体３０と比較して、コア部３１とベース部３２とが積
層された中央領域ＣＢと、ベース部３２のみが配置されたサイド領域ＳＢと、の厚み差が
明確になりやすい。よって、着用者は、より中央領域ＣＢの膨らみをより認識し易くなる
。
【００４６】
　コア部３１の平面視の形状は、四角形状である。コア部３１の側辺が曲線の構成と比較
して、四角形状の側辺を構成する直線によって、コア部３１とその周囲との厚み差をより
目立たせることができる。よって、着用者は、中央領域ＣＢの膨らみをより認識し易くな
る。
【００４７】
（３）その他の実施形態
　上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明
が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。
本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく
修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を
目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【００４８】
　凹部５０は、肌面シート１０のみならず、肌面シート１０及び中間シート４０に形成さ
れていてもよい。肌面シート１０及び中間シート４０に凹部５０を形成することにより、
凹部５０の深さがより大きくなり、凹部５０による視覚効果を高めることができる。
【００４９】
　また、第１凹部５１同士の間隔、及び第２凹部５２同士の間隔は、２種類であってもよ
いし、３種類以上であってもよい。また、第１凹部５１及び第２凹部５２によって囲まれ
る四角形の製品長手方向の長さは、四角形の製品幅方向の長さよりも長いことが好ましい
。四角形が縦長であることにより、第１凹部５１及び第２凹部５２のゆがみより強調され
る。
【００５０】
　中央領域ＣＢの前端縁、中央領域ＣＢの後端部、及び中央領域ＣＢの側縁部のそれぞれ
は、複数の凹部が跨がっていることが好ましい。複数の凹部５０が中央領域ＣＢの前端縁
、中央領域ＣＢの後縁部、及び中央領域ＣＢの側縁部のそれぞれを跨がることにより、中
央領域ＣＢの外周全体に亘って凹部５０による視覚効果を得ることができる。
【００５１】
（４）比較評価
　表１は、吸収性物品の凹部の比較評価結果を示す。表１に示すように、実施例１及び比
較例１係る吸収性物品について試験を実施した。
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【表１】

【００５２】
　比較評価の試験では、実施例１の吸収性物品と、比較例１の吸収性物品と、を比較して
、中央領域の膨らみの視覚効果を比較した。実施例１の吸収性物品は、上述の実施形態に
係る吸収性物品である。実施例１の凹部は、２種類の異なる間隔で配置された第１凹部と
、２種類の異なる間隔で配置された第２凹部と、を有する。比較例１に係る吸収性物品は
、実施例１の吸収性物品と凹部の配置が異なる。比較例１に係る吸収性物品は、等間隔で
配置された第１凹部と、等間隔で配置された第２凹部と、を有する。
【００５３】
　評価試験では、試験者に、実施例１に係る吸収性物品と、比較例１に係る吸収性物品と
、を同時に提示し、「どちらが、真ん中がふっくらして見えますか」と質問した。
【００５４】
　当該質問に対して、選ばれた（真ん中がふっくらして見えやすい）吸収性物品を○とし
、選ばれなかった吸収性物品を×とした。１０人の試験者に対して試験を行った。
【００５５】
　このような評価試験の結果によれば、２種類の異なる間隔で配置された第１凹部と、２
種類の異なる間隔で配置された第２凹部と、を有する構成によれば、等間隔で配置された
第１凹部と、等間隔で配置された第２凹部と、を有する構成と比較して、着用者が吸収性
物品の真ん中の膨らみを認識し易いことがわかった。
【符号の説明】
【００５６】
　１・・・吸収性物品
　３・・・ウイング
　１０・・・肌面シート
　１１・・・トップシート
　１２・・・サイドシート
　２０・・・非肌面シート
　３０・・・吸収体
　３１・・・コア部
　３２・・・ベース部
　４０・・・中間シート
　５０・・・凹部
　５１・・・第１凹部
　５２・・・第２凹部
　８０・・・圧搾部
　Ｌ・・・長手方向
　Ｔ・・・厚み方向
　Ｗ・・・幅方向
　Ｄ１・・・第１方向
　Ｄ２・・・第２方向
　ＣＢ・・・中央領域
　ＳＢ・・・サイド領域
　Ｒ１・・・第１領域
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　Ｒ２・・・第２領域

【図１】 【図２】
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