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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１面及び第２面を有する表面シートと、吸収体とを備えた吸収性物品であって、
　前記表面シートは、基部と、当該基部から前記吸収性物品の肌対向面側に向かって突出
する凸部と、を有する不織布からなり、
　前記基部は、前記吸収性物品の非肌対向面側に向かって窪む、周壁部及び底部を備えた
凹部を有し、
　前記凹部は、前記周壁部が前記吸収体と接合されておらず、前記底部の前記第２面が前
記吸収体と接合されており、
　前記凸部は、頂部と、側壁部とを有するとともに、前記頂部及び前記側壁部において弱
酸性化剤を含み、
　前記側壁部の繊維密度が前記頂部の繊維密度よりも小さい、
　前記吸収性物品。
【請求項２】
　前記凸部が、中空の内部構造を有する、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記基部は、前記側壁部よりも繊維密度が高い高密度部を含む、請求項１又は２に記載
の吸収性物品。
【請求項４】
　前記基部が、前記弱酸性化剤を含む、請求項１～３のいずれか一項に記載の吸収性物品
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。
【請求項５】
　前記凸部が、所定の第１方向に連続的に延び且つ前記第１方向と交差する第２方向に並
ぶ複数の第１方向畝部からなる、請求項１～４のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記凸部が、所定の第１方向に連続的に延び且つ前記第１方向と交差する第２方向に並
ぶ複数の第１方向畝部と、
　前記第２方向に隣り合う２つの前記第１方向畝部の間において前記第２方向に連続的に
延び且つ前記第１方向に並ぶ複数の第２方向畝部とからなる、請求項１～４のいずれか一
項に記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記弱酸性化剤が植物由来成分のみからなる、請求項１～６のいずれか一項に記載の吸
収性物品。
【請求項８】
　前記不織布は、コットン繊維を３５質量％以下の含有量で含む、請求項１～７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、使い捨ておむつや生理用ナプキン、失禁パッド等の吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　使い捨ておむつや生理用ナプキン等の吸収性物品において、着用者の皮膚に生じるかぶ
れ（皮膚炎）を改善するために、着用者の肌に直に接触し得る表面シートの表面を弱酸性
にすることが検討されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、所定の透水性能を有し、且つ表面層のｐＨが４．０以上６．
５以下であり、単位面積あたり２０ｍＬ透水後の表面層のｐＨが４．０以上６．８以下で
ある、弱酸性の透水性不織布が開示されている。この特許文献１に開示された透水性不織
布は、酸性透水剤（処理剤）が尿や汗などの水分によって流され難いため、使い捨てオム
ツ、失禁パッド及び生理用ナプキン等の吸収性物品の弱酸性トップシートとして好適に用
いることができるとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－０９１８９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、この特許文献１に開示された透水性不織布は、表面が平坦な構造を有し
ているため、このような透水性不織布を吸収性物品の表面シートとして用いると、吸収性
物品の着用時における折れ曲がりや着用者の動作に伴う変形などによって、表面シートの
肌対向面側の表面と着用者の肌面との間に接触ムラが生じ易く、表面シートの肌対向面側
の表面に含まれる処理剤（弱酸性化剤）を着用者の肌に十分に移行させることができない
虞があった。
　さらに、この特許文献１に開示された透水性不織布は、２０ｍＬ透水後の表面層のｐＨ
が４．０以上６．８以下であり、処理剤が尿や汗などの水分によって流され難いとされて
いるものの、処理剤を流され難くするための不織布（表面シート）の構造については何ら
考慮されていないため、かかる不織布の構造によっては、繰り返し供給される尿などの排
泄液（特に、着用者が横たわっている状態で繰り返し供給される排泄液）により流れ落ち
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てしまい、表面シートの表面におけるｐHを弱酸性に維持することができない虞があった
。
【０００６】
　そこで、本発明は、弱酸性化剤を着用者の肌に十分に移行させることができ、且つ、尿
などの排泄液が繰り返し供給されるような場合でも、肌対向面側の表面におけるｐHを弱
酸性に維持することのできる表面シートを備えた、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】
【０００７】
　本発明の一態様（態様１）は、表面シートを備えた吸収性物品であって、前記表面シー
トは、基部と、当該基部から前記吸収性物品の肌対向面側に向かって突出する凸部と、を
有する不織布からなり、前記凸部は、頂部と、側壁部とを有するとともに、前記頂部及び
前記側壁部において弱酸性化剤を含み、前記側壁部の繊維密度が前記頂部の繊維密度より
も小さい、前記吸収性物品である。
【０００８】
　本態様の吸収性物品は、着用者の肌に直に接触し易い表面シートの凸部の頂部及び側壁
部が弱酸性化剤を含んでいるため、当該弱酸性化剤を着用者の肌面に接触させ易く、かか
る弱酸性化剤を着用者の肌に十分に移行させることができる。さらに、本態様の吸収性物
品は、凸部の側壁部における繊維密度が頂部の繊維密度よりも小さいため、着用者から尿
などの排泄液が表面シートの表面に供給されたときに当該排泄液中に上述の頂部及び側壁
部に含まれる弱酸性化剤が溶出したとしても、上述の弱酸性化剤を含む排泄液が表面シー
トの肌対向面側から非肌対向面側へ透過する際に、一定量の排泄液が繊維密度の小さい側
壁部に残留液として残留し易く、かかる残留液に含まれる弱酸性化剤によって、前記凸部
のｐHを弱酸性に維持することができる。これにより、本態様の吸収性物品は、着用者か
ら尿などの排泄液が繰り返し供給されるような場合でも、常に一定の弱酸性化剤を含む排
泄液が残留液として上述の側壁部に残留し易くなっているため、凸部のｐHを弱酸性に維
持することができる。
　以上により、本態様の吸収性物品は、弱酸性化剤を着用者の肌に十分に移行させること
ができ、且つ、尿などの排泄液が繰り返し供給されるような場合でも、表面シートの肌対
向面側の表面におけるｐHを弱酸性に維持することができる。
　なお、本明細書においては、表面シートの肌対向面側の表面を、単に「表面シートの表
面」ということがある。
【０００９】
　本発明の別の態様（態様２）の吸収性物品では、前記態様１の吸収性物品において、前
記凸部が、中空の内部構造を有している。
【００１０】
　本態様の吸収性物品は、表面シートの凸部が中空の内部構造を有しているため、上述の
溶出した弱酸性化剤を含む排泄液が、前記凸部において着用者の肌に近い肌対向面側の表
層部分（より具体的には、前記凸部の側壁部における表層部分）に残留し易く、弱酸性化
剤を着用者の肌により接触させ易くすることができ、当該弱酸性化剤をより確実に着用者
の肌に移行させることができる。
【００１１】
　本発明の更に別の態様（態様３）の吸収性物品では、前記態様１又は２の吸収性物品に
おいて、前記基部は、前記側壁部よりも繊維密度が高い高密度部を含んでいる。
【００１２】
　本態様の吸収性物品は、表面シートの基部が前記凸部の側壁部よりも繊維密度の高い高
密度部を含んでいるため、上述の弱酸性化剤を含む排泄液が前記基部よりも相対的に繊維
密度の低い凸部の側壁部に残留し易く、上述の態様１の作用効果（すなわち、「弱酸性化
剤を着用者の肌に十分に移行させることができ、且つ、尿などの排泄液が繰り返し供給さ
れるような場合でも、表面シートの肌対向面側の表面におけるｐHを弱酸性に維持するこ
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とができる」という作用効果）を、より確実に且つより効率的に発揮することができる。
　なお、本明細書においては、上述の態様１の作用効果を、「弱酸性化剤の移行性及び耐
久性に係る作用効果」ということがある。
【００１３】
　本発明の更に別の態様（態様４）の吸収性物品では、前記態様１～３のいずれかの吸収
性物品において、前記基部が、前記弱酸性化剤を含んでいる。
【００１４】
　本態様の吸収性物品は、着用者から供給される排泄液が一時的に溜まり易い表面シート
の基部においても、上述の弱酸性化剤を含んでいるため、かかる基部に含まれる弱酸性化
剤が、表面シートの基部上に一時的に溜まる排泄液中に溶出し、当該排泄液が表面シート
の肌対向面側から非肌対向面側へ透過するときに前記凸部の側壁部に残留する排泄液（以
下、側壁部に残留する排泄液を、単に「残留液」ということがある。）に含まれる弱酸性
化剤の量（すなわち、濃度）を相対的に増大させることができる。その結果、本態様の吸
収性物品は、上述の弱酸性化剤の移行性及び耐久性に係る作用効果を、より良好に且つよ
り確実に発揮することができる。
【００１５】
　本発明の更に別の態様（態様５）の吸収性物品では、前記態様１～４のいずれかの吸収
性物品において、前記基部が、前記吸収性物品の非肌対向面側に向かって窪む凹部を有し
ている。
【００１６】
　本態様の吸収性物品は、表面シートの基部が吸収性物品の非肌対向面側に向かって窪む
凹部を有しているため、かかる凹部によって、表面シートの凸部における側壁部と表面シ
ートの非肌対向面側に配置される吸収体とをより確実に離間させることができ、表面シー
トの凸部が着用者の体圧等によって潰れてしまうような場合でも、上述の側壁部に残留す
る排泄液（残留液）を非肌対向面側に引き込まれ難くすることができる。これにより、本
態様の吸収性物品は、溶出した弱酸性化剤を含む排泄液が凸部の側壁部に更に残留し易く
なっているため、上述の弱酸性化剤の移行性及び耐久性に係る作用効果をより確実に発揮
することができる。
【００１７】
　本発明の更に別の態様（態様６）の吸収性物品では、前記態様１～５のいずれかの吸収
性物品において、前記凸部が、所定の第１方向に連続的に延び且つ前記第１方向と交差す
る第２方向に並ぶ複数の第１方向畝部からなる。
【００１８】
　本態様の吸収性物品は、表面シートの凸部が所定の第１方向に連続的に延び且つ前記第
１方向と交差する第２方向に並ぶ複数の第１方向畝部によって構成されているため、表面
シートの表面に供給された排泄液を、上述の第１方向に拡散させつつ、第２方向に隣り合
う凸部の間（すなわち、第２方向に隣り合う第１方向畝部の間）に一時的に溜め易くする
ことができる。これにより、本態様の吸収性物品は、上述の溶出した弱酸性化剤を含む排
泄液がより広範囲の側壁部（具体的には、第１方向の広範囲にわたる側壁部）に接触し易
く、当該弱酸性化剤を含む排泄液をより広範囲の側壁部に残留させることができるため、
上述の弱酸性化剤の移行性及び耐久性に係る作用効果を、表面シートのより広範囲の領域
において発揮することができる。
【００１９】
　本発明の更に別の態様（態様７）の吸収性物品では、前記態様１～５のいずれかの吸収
性物品において、前記凸部が、所定の第１方向に連続的に延び且つ前記第１方向と交差す
る第２方向に並ぶ複数の第１方向畝部と、前記第２方向に隣り合う２つの前記第１方向畝
部の間において前記第２方向に連続的に延び且つ前記第１方向に並ぶ複数の第２方向畝部
とからなる。
【００２０】
　本態様の吸収性物品は、表面シートの凸部が所定の第１方向に連続的に延び且つ前記第
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１方向と交差する第２方向に並ぶ複数の第１方向畝部と、前記第２方向に隣り合う２つの
前記第１方向畝部の間において前記第２方向に連続的に延び且つ前記第１方向に並ぶ複数
の第２方向畝部と、によって構成されているため、表面シートの表面に供給された排泄液
を、上記各方向に隣り合う各凸部の間（すなわち、第２方向に隣り合う２つの第１方向畝
部と、当該隣り合う２つの第１方向畝部の間において第１方向に隣り合う２つの第２方向
畝部と、の間）に、より溜め易くすることができる上、一定数以上の側壁部を確保するこ
とができる。
　したがって、本態様の吸収性物品は、上述の溶出した弱酸性化剤を含む排泄液が側壁部
（より具体的には、第１方向畝部の側壁部及び第２方向畝部の側壁部の各々）に更に接触
し易く、当該弱酸性化剤を含む排泄液をより確実に凸部の側壁部に残留させることができ
るとともに、当該弱酸性化剤を含む排泄液を第１方向畝部の側壁部及び第２方向畝部の側
壁部の各々に残留させることができる（すなわち、上述の弱酸性化剤を含む排泄液が凸部
の側壁部に残留する量を、一定以上確保することができる）ため、上述の弱酸性化剤の移
行性及び耐久性に係る作用効果を、より確実に且つより顕著に発揮することができる。
【００２１】
　本発明の更に別の態様（態様８）の吸収性物品では、前記態様１～７のいずれかの吸収
性物品において、前記弱酸性化剤が植物由来成分のみからなる。
【００２２】
　本態様の吸収性物品は、上述の弱酸性化剤が植物由来成分のみからなるため、吸収性物
品の着用者や使用者（例えば、介護者等）など（以下、単に「着用者等」ということがあ
る。）に対して、弱酸性化剤として植物由来成分のみを使用していることによる安心感を
醸成することができる。そして、このような安心感は、心理的に吸収性物品の長期着用を
促し得るため、本態様の吸収性物品は、その長期着用によって、上述の弱酸性化剤の移行
性及び耐久性に係る作用効果をより着実に発揮することができる上、かかる作用効果を着
用者等に認識させ易くすることができる。
【００２３】
　本発明の更に別の態様（態様９）の吸収性物品では、前記不織布は、コットン繊維を３
５質量％以下の含有量で含んでいる。
【００２４】
　本態様の吸収性物品は、表面シートを構成する不織布が親水性を有するコットン繊維を
３５質量％以下の含有量で含んでいるため、かかる不織布において、上記凸部及び基部を
有する構造や繊維密度の関係を維持しつつも、上述の弱酸性化剤が溶出した排泄液を更に
保持し易くなっており（特に、側壁部において保持し易くなっており）、結果的に上述の
弱酸性化剤の移行性及び耐久性に係る作用効果を、更に確実に且つ良好に発揮することが
できる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、弱酸性化剤を着用者の肌に十分に移行させることができ、且つ、尿な
どの排泄液が繰り返し供給されるような場合でも、肌対向面側の表面におけるｐHを弱酸
性に維持することのできる表面シートを備えた、吸収性物品を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、本発明の第一実施形態に係る使い捨ておむつの平面図である。
【図２】図２は、本発明の第一実施形態に係る使い捨ておむつの図１に示すII－II線に沿
った拡大断面図である。
【図３】図３は、本発明の第一実施形態に係る使い捨ておむつの表面シートを構成する不
織布の斜視図である。
【図４】図４は、本発明の第一実施形態に係る使い捨ておむつの表面シートの要部拡大平
面図である。
【図５】図５は、本発明の第一実施形態に係る使い捨ておむつの図４に示すV－V線に沿っ
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た拡大断面図である。
【図６】図６は、本発明の第一実施形態に係る使い捨ておむつの図４に示すVI－VI線に沿
った拡大断面図である。
【図７】図７（ａ）は、図６に示す使い捨ておむつの表面シートにおける凸部の要部拡大
断面図であり、図７（ｂ）は、図７（ａ）に示す使い捨ておむつに排泄液が供給された直
後の状態を模式的に示す要部拡大断面図であり、図７（ｃ）は、図７（ｂ）に示す状態か
ら排泄液が表面シートの非肌対向面側へ移行した後の状態を模式的に示す要部拡大断面図
である。
【図８】図８は、本発明の第一実施形態に係る使い捨ておむつの図４に示すVIII－VIII線
に沿った拡大断面図である。
【図９】図９は、本発明の第二実施形態に係る使い捨ておむつの表面シートを構成する不
織布の斜視図である。
【図１０】図１０は、図９に示す不織布の要部拡大平面図である。
【図１１】図１１は、図１０に示す不織布のXI－XI線に沿った拡大断面図である。
【図１２】図１２は、図１０に示す不織布のXII－XII線に沿った拡大断面図である。
【図１３】図１３は、本発明の第三実施形態に係る使い捨ておむつの表面シートを構成す
る不織布の斜視図である。
【図１４】図１４は、図１３に示す不織布のXIV－XIV線に沿った拡大断面図である。
【図１５】図１５は、本発明の第四実施形態に係る使い捨ておむつの表面シートを構成す
る不織布の斜視図である。
【図１６】図１６は、本発明の第五実施形態に係る使い捨ておむつの表面シートを構成す
る不織布の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の吸収性物品の好適な実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明
する。なお、本明細書においては、特に断りのない限り、「展開した状態で水平面上に置
いた対象物（例えば、吸収性物品、表面シート（不織布）、吸収体等）を、垂直方向の上
方側から対象物の厚さ方向に見ること」を「平面視」という。特に、対象物が吸収性物品
の場合は、吸収性物品を展開した状態で表面シート側から厚さ方向に見ることを、単に「
平面視」ということがある。
【００２８】
　本明細書において用いる各種方向等については、特に断りのない限り、以下のとおりで
ある。
　本明細書において、「長手方向」は「平面視における縦長の対象物の長さの長い方向」
を指し、「幅方向」は「平面視における縦長の対象物の長さの短い方向（短手方向）」を
指し、「厚さ方向」は「展開した状態で水平面上に置いた対象物に対して垂直方向」を指
す。これらの長手方向、幅方向及び厚さ方向は、それぞれ互いに直交する関係にある。
　さらに、本明細書では、「縦長の対象物（例えば、吸収性物品、表面シート（不織布）
、吸収体等）の幅方向において、長手方向に延びる幅方向中央軸線に対して相対的に近位
側」を「幅方向の内方側」といい、「前記縦長の対象物の幅方向において、前記幅方向中
央軸線に対して相対的に遠位側」を「幅方向の外方側」という。なお、長手方向の内方側
及び外方側も同様である。
　そして、本明細書では、特に断りのない限り、吸収性物品の厚さ方向において、「吸収
性物品の着用時に、着用者の肌面に対して相対的に近位側」を「肌対向面側」といい、「
吸収性物品の着用時に、着用者の肌面に対して相対的に遠位側」を「非肌対向面側」とい
う。
　なお、本明細書において、「着用時」とは、着用者が吸収性物品を着用した時点（すな
わち、使用可能な状態を形成した時点）から、その状態を維持している間（着用している
間）を意味し、「着用中」も同義である。
【００２９】
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＜第一実施形態＞
　図１、図２、図４～図８は、本発明の第一実施形態に係る使い捨ておむつ１（吸収性物
品）を模式的に示す図であり、図３は、使い捨ておむつ１の表面シート２を構成する不織
布を模式的に示す斜視図である。なお、図１の使い捨ておむつ１において、図面の上方側
の領域が、使い捨ておむつ１の着用時に着用者の背部に対して近位となる背部側領域に相
当し、図面の下方側の領域が、使い捨ておむつ１の着用時に着用者の腹部に対して近位と
なる腹部側領域に相当する。
【００３０】
　本発明の第一実施形態に係る使い捨ておむつ１は、図１、図２、図４～図８に示すよう
に、互いに直交する長手方向Ｌ、幅方向Ｗ及び厚さ方向Ｔを有しており、厚さ方向Ｔにお
いて、着用者の肌対向面側に位置し且つ後述する第１方向畝部１１（凸部）及び基部１２
を有する液透過性の表面シート２と、着用者の非肌対向面側に位置する液不透過性の裏面
シート３と、これら両シートの間に位置する吸収体４と、を基本構成として備えている。
　なお、使い捨ておむつ１は、図１及び図２に示すように、幅方向Ｗの内方側における端
縁が起立して防漏壁部を形成し得る一対の側部シート５、５と、吸収体４に対して幅方向
Ｗの外方側に位置し且つ着用者の大腿部に当接する左右の脚周り部をそれぞれ長手方向Ｌ
に伸縮させるためのゴム等からなる伸縮部材６と、着用時に使い捨ておむつ１の腹部側領
域と背部側領域を連結するため連結テープ７と、裏面シート３の非肌対向面側に配置され
た外装シート（不図示）と、を更に備えている。
【００３１】
　本実施形態において裏面シート３は、図２に示すように、使い捨ておむつ１の非肌対向
面側（図２における吸収体４の下方側）において、少なくとも吸収体４の非肌対向面側の
表面を覆うように配置され、着用者から排出された尿などの排泄液の透過を防止して、か
かる排泄液が外部に漏出するのを防ぐ、液不透過性シート部材によって構成されている。
なお、この裏面シート３は、平面視にて、使い捨ておむつ１の長手方向Ｌに沿って長く形
成された縦長の外形形状を有し、上述の腹部側領域から背部側領域に亘って延在するよう
に配置されている。
【００３２】
　本発明において、裏面シートを構成する液不透過性シート部材は、吸収性物品の裏面シ
ートとして用い得る諸特性（例えば、液不透過性や通気性、柔軟性等）を有するものであ
れば特に制限されず、例えば、通気性を有するポリエチレンやポリプロピレン等の樹脂フ
ィルム、該樹脂フィルムに不織布を貼り合わせた積層体などの任意の液不透過性シート部
材を用いることができる。
【００３３】
　中でも、裏面シートは、排泄液等の液体を透過しないものの、所定の通気性を有する液
不透過性シート部材を用いることが好ましい。裏面シートがこのような通気性を有してい
ると、尿などの排泄液を吸収した吸収体から放出される湿気を、裏面シートを介して外部
に放出させることができ、吸収性物品内に或いは吸収性物品と着用者の肌との間に留まる
湿気の量を低減することができる。
　なお、一般に、着用者の肌（皮膚）が尿などの排泄液やその湿気によって濡れた状態に
保たれると、着用者の皮膚がふやけてしまい、化学的刺激や物理的刺激に対する耐性を維
持し難くなる（すなわち、皮膚の各種刺激に対する防御機能が低下する）ため、尿などの
排泄液に由来するアンモニア成分によってアルカリ性の化学的刺激を受けたり、表面シー
トとの摩擦等によって物理的刺激を受けたりしたときに、皮膚がこれらの刺激に耐えきれ
ずにかぶれ（皮膚炎）などを引き起こし易くなるが、裏面シートが上述のような通気性を
有する液不透過性シート部材によって構成されていると、上述のように、吸収性物品内に
或いは吸収性物品と着用者の肌との間に留まる湿気の量を低減することができるため、着
用者の肌が濡れた状態になり難く（すなわち、着用者の皮膚がふやけ難く）、結果的に、
皮膚のかぶれなどをより引き起こし難くすることができる。
【００３４】
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　また、本発明において、裏面シートの寸法形状は、排泄液の漏出を防止し得るものであ
れば特に制限されず、吸収性物品の着用対象者の大きさや性別、用途などに応じた任意の
寸法形状を採用することができる。また、裏面シートの厚みについても、本発明の効果を
阻害しない限り特に制限されず、例えば、０．００１ｍｍ～５．０ｍｍの範囲内の厚みを
採用することができるが、液不透過性や柔軟性、通気性などの点から０．００３ｍｍ～３
．０ｍｍの範囲内の厚みが好ましい。
【００３５】
　本発明の第一実施形態における吸収体４は、図２に示すように、使い捨ておむつ１の厚
さ方向Ｔにおいて、表面シート２と裏面シート３との間に配置されて、表面シート２を透
過してきた尿などの排泄液を吸収して保持する機能を有する吸収性部材によって構成され
ている。この吸収体４は、図１に示すように、平面視にて、使い捨ておむつ１の長手方向
Ｌに沿って長く形成されているとともに、長手方向Ｌの略中央部分が幅方向Ｗの内方側に
窪んだ略砂時計形の外形形状を有し、使い捨ておむつ１の長手方向Ｌに延びる幅方向中央
軸線（不図示）を含む中央領域において、上述の腹部側領域から背部側領域に亘って延在
するように配置されている。また、吸収体４は、表面シート２側（すなわち、肌対向面側
）の面及び裏面シート３側（すなわち、非肌対向面側）の面がいずれも略平坦に形成され
ており、吸収体４の全体に亘って略一定の厚さを有している。
　なお、本発明において、吸収体は上述の態様のものに限定されず、吸収体は、長方形、
長円形等の任意の外形形状を有していても、吸収性物品の長手方向の前方寄り又は後方寄
りの位置に偏って配置されていてもよく、また、部分的に異なる厚さを有していてもよい
。
【００３６】
　本発明において、吸収体を構成する吸収性部材は、本発明の効果を阻害しない限り特に
制限されず、当分野において公知の任意の吸収性部材を用いることができる。そのような
吸収性部材としては、例えば、パルプ等の吸水性繊維及び高吸収性ポリマーの少なくとも
一方を含む吸収性材料を、少なくとも１枚のティッシュ等の液透過性被覆シートによって
覆ったものなどが挙げられる。
【００３７】
　吸収体の厚みや坪量等も、特に制限されず、使い捨ておむつ等の吸収性物品の吸収体が
備えるべき諸特性（例えば、吸収性、強度、柔軟性等）に応じて適宜調整することができ
る。例えば、吸収体の厚みは、０．１～１５ｍｍの範囲内、好ましくは１～１０ｍｍの範
囲内であり、吸収体の坪量は、２０～１０００ｇ／ｍ2の範囲内、好ましくは５０～８０
０ｇ／ｍ2の範囲内である。なお、吸収体の厚みや坪量等は、吸収体全体に亘って一定で
あってもよいし、部分的に異なっていてもよい。
【００３８】
　なお、本実施形態においては、吸収体４は、肌対向面側の面において表面シート２と、
非肌対向面側の面において裏面シート３と、それぞれホットメルト型接着剤等の接着剤に
よって接合されている。
【００３９】
　本発明の第一実施形態における表面シート２は、図１及び図２に示すように、着用者の
肌に直に接触し得る使い捨ておむつ１の肌対向面側（図２における吸収体４の上方側）に
おいて、少なくとも吸収体４の肌対向面側の表面を覆うように配置され、着用者から排出
された尿などの排泄液を透過させつつ、吸収体４に吸収及び保持された排泄液が着用者の
肌に接触するのを防ぐ、液透過性の不織布によって構成されている。この表面シート２は
、図１に示すように、平面視にて、使い捨ておむつ１の長手方向Ｌに沿って長く形成され
た縦長の外形形状を有し、上述の腹部側領域から背部側領域に亘って延在するように配置
されている。
【００４０】
　そして、本実施形態において、表面シート２は、図３～図８に示すように、使い捨てお
むつ１の長手方向Ｌ、幅方向Ｗ及び厚さ方向Ｔとそれぞれ平行の関係にある第１方向、第
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２方向及び第３方向を有するとともに、使い捨ておむつ１の肌対向面側の表面を形成する
第１面２ａと、非肌対向面側の表面を形成する第２面２ｂと、を有する不織布からなる。
かかる不織布は、図３～図８に示すように、表面シート２の第３方向（厚さ方向Ｔ）にお
ける基準位置に位置する基部１２と、前記第１方向（長手方向Ｌ）に延び且つ前記第２方
向（幅方向Ｗ）に所定間隔で並ぶように形成された、前記基部１２から使い捨ておむつ１
の肌対向面側に向かって突出する複数の第１方向畝部１１と、を有している。なお、この
第１方向畝部１１は、本発明における「凸部」の一例である。
【００４１】
　本実施形態において、基部１２は、図３～図６、図８に示すように、表面シート２にお
ける第３方向（厚さ方向Ｔ）の基準面となる第１底部２２を備えた第１基部２１と、この
第１基部２１内において前記第１方向（長手方向Ｌ）に沿って間欠的に形成された、前記
第１底部２２の第１面２ａに開口する窪み状の構造を有する複数の凹部２６（第２基部）
と、を備えている。さらに、この凹部２６は、図３、図５及び図８に示すように、上記第
１底部２２から吸収体４側（すなわち、非肌対向面側）に向かって延びる周壁部２７と、
該周壁部２７の非肌対向面側の端部において該端部を塞ぐように形成された第２底部２８
と、を備えている。
【００４２】
　本実施形態において、第１方向畝部１１は、図３～図８に示すように、表面シート２に
おいて最も肌対向面側に位置する頂部１３と、該頂部１３と上記第１底部２２との間にお
いて前記第１方向（長手方向Ｌ）に延在する側壁部１５と、を備えており、さらに、前記
第１方向畝部１１は、表面シート２の非肌対向面側に、表面シート２（不織布）の第２面
２ｂが面する空隙部１４を備えている。この空隙部１４を備えていることによって、表面
シート２の第１方向畝部１１は、中空の内部構造を有している。
　なお、本明細書において、第１方向畝部１１等の凸部における「頂部」は、凸部におい
て最も肌対向面側に位置する頂点（なお、凸部が複数種類の畝部からなる場合は、各畝部
において最も肌対向面側に位置する頂点）を含む部分であって、該頂点から凸部の高さ（
すなわち、基部の第１面（本実施形態においては、第１基部２１の第１底部２２における
第１面２ａ）から凸部の頂点までの距離）の７０％の位置（ここで、凸部の高さの７０％
の位置とは、基部の第１面を起点として凸部の全高さの７０％の高さの位置を指す。）ま
での部分を指す。
【００４３】
　そして、本実施形態において、第１方向畝部１１は、頂部１３及び側壁部１５において
弱酸性化剤を含んでおり、さらに、図７（ａ）に示すように、側壁部１５の繊維密度が頂
部１３の繊維密度よりも小さくなるように構成されている。
　本実施形態における使い捨ておむつ１は、着用者の肌に直に接触し得る表面シート２の
第１方向畝部１１（凸部）の頂部１３及び側壁部１５が弱酸性化剤を含んでいるため、当
該弱酸性化剤を着用者の肌に接触させ易く、かかる弱酸性化剤を着用者の肌に十分に移行
させることができる。さらに、使い捨ておむつ１は、図７（ａ）に示すように、第１方向
畝部１１の側壁部１５における繊維密度が頂部１３の繊維密度よりも小さいため、図７（
ｂ）に示すように、着用者から尿などの排泄液Ｕが表面シート２上に供給されたときに当
該排泄液Ｕ中に上述の頂部１３及び側壁部１５に含まれる弱酸性化剤が溶出したとしても
、上述の弱酸性化剤を含む排泄液Ｕが表面シート２の肌対向面側から非肌対向面側へ透過
する際に、一定量の排泄液が繊維密度の小さい側壁部１５に（より具体的には、側壁部１
５を形成する構成繊維の繊維間に）残留液Ｒとして残留し易く（図７（ｃ）を参照）、か
かる残留液Ｒに含まれる弱酸性化剤によって、上述の第１方向畝部１１のｐHを弱酸性に
維持することができる。
　これにより、本実施形態における使い捨ておむつ１は、着用者から尿などの排泄液Ｕが
繰り返し供給されるような場合であっても、常に一定の弱酸性化剤を含む排泄液が残留液
Ｒとして上述の側壁部１５に残留し易くなっているため、上述の第１方向畝部１１のｐH
を弱酸性に維持することができる。
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　さらに、その結果として、使い捨ておむつ１は、弱酸性化剤による作用効果（すなわち
、着用者の肌を弱酸性化してアルカリ性に変化し難くし、化学的刺激に起因する皮膚のか
ぶれを引き起こし難くするという作用効果）を持続的に発揮することができる。
　また、表面シート２が上述のような第１方向畝部１１（凸部）を有していると、着用者
の肌が、排泄液を保持した吸収体４と離間し易く、当該吸収体４からの排泄液の液戻りに
よって着用者の肌が濡れた状態になるようなことが起こり難くなるため、着用者の皮膚が
ふやけ難く（すなわち、着用者の皮膚の各種刺激に対する防御機能が低下し難く）、結果
的に、皮膚のかぶれなどをより引き起こし難くすることができる。
【００４４】
　ここで、不織布の各部分（頂部、側壁部等）における繊維密度の大小の判断は、繊維密
度の大小を比較する対象部分（例えば、１ｍｍ×１ｍｍのサイズ）のそれぞれを走査型電
子顕微鏡等により２０倍～１００倍程度の倍率で拡大観察し、一定面積当たりの繊維の本
数等から目視で判断することができる。
【００４５】
　なお、表面シートの凸部が本実施形態のような畝部であることは、本発明の吸収性物品
においては必須の構成要件ではないものの、凸部は、本実施形態のように、所定の第１方
向に連続的に延び且つ前記第１方向と交差する第２方向に並ぶ複数の第１方向畝部からな
るものが好ましい。表面シートの凸部が、所定の第１方向に連続的に延び且つ前記第１方
向と交差する第２方向に並ぶ複数の第１方向畝部によって構成されていると、表面シート
の表面に供給された排泄液を、上述の第１方向に拡散させつつ、第２方向に隣り合う凸部
の間（すなわち、第２方向に隣り合う２つの第１方向畝部の間）に一時的に溜め易くする
ことができるため（図７（ｂ）を参照）、上述の溶出した弱酸性化剤を含む排泄液がより
広範囲の側壁部（具体的には、第１方向の広範囲にわたる側壁部）に接触し易く、当該弱
酸性化剤を含む排泄液をより広範囲の側壁部に残留させることができる。これにより、上
述の弱酸性化剤の移行性及び耐久性に係る作用効果を、表面シートのより広範囲の領域に
おいて発揮することができる。
【００４６】
　また、上述のとおり、本実施形態においては、表面シート２の第１方向及び第２方向は
、使い捨ておむつ１の長手方向Ｌ及び幅方向Ｗとそれぞれ平行の関係にあるが、本発明に
おいては、表面シートの第１方向及び第２方向は、同一平面上（すなわち、表面シート上
）において互いに交差する方向であれば本実施形態の態様に限定されず、それぞれ任意の
方向を採用することができる。
　なお、本明細書において、「第１方向に交差する第２方向」とは、同一平面上（表面シ
ート上）において第１方向とのなす角度が４５°以上、９０°以下の範囲内となるように
第１方向と交差する第２方向を意味する。
【００４７】
　本発明の吸収性物品に用い得る弱酸性化剤としては、少なくとも表面シートの肌対向面
側の表面（具体的には、少なくとも表面シートの凸部（すなわち、頂部及び側壁部））及
び着用者の肌を弱酸性化し得るものであれば特に制限されず、例えば、脂肪酸等の有機酸
、植物由来油脂等の油類などが挙げられる。上記有機酸としては、コハク酸、乳酸等の飽
和脂肪酸；フマル酸、オレイン酸、ウンデシレン酸等の不飽和脂肪酸などの脂肪酸が挙げ
られ、また、上記油類としては、ヤシ油、パーム核油、パーム油等の飽和脂肪酸を主成分
とする植物由来油脂；ヒマシ油、トール油、オリーブ油等の不飽和脂肪酸を主成分とする
植物由来油脂などが挙げられる。なお、上述の脂肪酸は、当該脂肪酸のナトリウム塩やカ
リウム塩等のアルカリ金属塩を適量含むものであってもよい。
　これらの中でも、酸化分解し難く、着用者から排出される排泄液の温度で作用し易いと
いう点から、融点が４０℃以下の不飽和脂肪酸又は油類を用いることが好ましく、融点が
３０℃以下の不飽和脂肪酸又は油類を用いることが更に好ましい。
　更にこれらの中でも、植物由来成分のみからなるものが特に好ましい。弱酸性化剤が植
物由来成分のみからなるものであると、吸収性物品の着用者等に対して、弱酸性化剤とし
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て植物由来成分のみを使用していることによる安心感を醸成することができる。このよう
な安心感は、心理的に吸収性物品の長期着用を促し得るため、本発明の吸収性物品は、そ
の長期着用によって上述の弱酸性化剤の移行性及び耐久性に係る作用効果をより着実に発
揮することができる上、かかる作用効果を着用者等に認識させ易くすることができる。
【００４８】
　なお、上述の有機酸及び油類は、それぞれ単独で用いても、２種類以上を併用してもよ
く、また、任意の添加剤（例えば、酸化防止剤、エモリエント剤、着色剤、香料等）を含
んでいてもよい。
　また、上述の有機酸及び油類以外の弱酸性化剤としては、例えば、特開２０１４－１０
９０７８号公報や特開２０１４－２３１６６６号公報に開示されている透水性付与剤など
が挙げられる。この透水性付与剤は、不織布に耐久性のある透水性も付与することができ
るため、本発明の弱酸性化剤として好適に用いることができる。
【００４９】
　なお、本明細書において、「弱酸性化」とは、対象物（例えば、表面シート（不織布）
、着用者の肌等）が弱酸性を呈するようにｐＨを変化させることを意味する。さらに、本
明細書において、「弱酸性」とは、ｐＨが３．０～６．０の範囲内であることを意味する
。ここで、対象物が弱酸性であるか否かの評価は、対象物が不織布の場合は、以下の＜弱
酸性評価法＞或いは市販のｐＨ測定器で不織布表面のｐＨを測定することにより行うこと
ができ、また、対象物が着用者の肌の場合は、市販のｐＨ測定器で肌表面のｐＨを測定す
ることにより行うことができる。
【００５０】
＜弱酸性評価法＞
（１）ブロモチモールブルー溶液（ＢＴＢ溶液）を中性緩衝液により希釈して、弱酸性評
価用のｐＨ指示薬を調製する。
（２）測定する不織布の表面に、上記ｐＨ指示薬を１滴スポイトで滴下するか、或いは霧
吹きで噴霧する。
（３）上記ｐＨ指示薬が付着した不織布の表面を、ガラス棒で軽く押さえて、不織布を構
成する繊維と上記ｐＨ指示薬とを馴染ませる。
（４）上記ｐＨ指示薬を付着させてから１０秒経過後の不織布の表面の色を目視にて確認
し、予め作製しておいた各ｐＨ毎の色見本と色を対比することにより、上記不織布の表面
のｐＨを判定する。
　なお、上述の各ｐＨ毎の色見本は、次のようにして作製する。
(i)　予めｐＨが判明している複数種類（例えば、ｐＨが１．０ずつ又は０．５ずつ異な
る等のｐＨの異なる複数種類）の溶液（例えば、異なるｐＨを有する複数種類のｐＨ緩衝
溶液又は該ｐＨ緩衝溶液の希釈溶液等）を、色見本用標準液として用意する。
(ii)　用意したそれぞれ色見本用標準液に、上記ｐＨ指示薬を適量滴下して呈色させるこ
とにより、各ｐＨ毎の色見本を作製する。
【００５１】
　また、本発明において、弱酸性化剤を表面シート（不織布）に付着させる位置は、少な
くとも凸部の頂部及び側壁部に弱酸性化剤が付着していれば特に制限されず、上述の頂部
及び側壁部のみに付着させても、凸部及び基部の両方を含む不織布全体に付着させてもよ
い。上述の凸部（特に、頂部）は、基部と比べて尿などの排泄液との接触機会が少なく、
接触時間も短いため、このような凸部に弱酸性化剤が付着していると、少なくとも凸部に
おいては、弱酸性化剤が排泄液とともに流れて表面シートから流出してしまうようなこと
が起こり難く、仮に、弱酸性化剤が排泄液とともに流れたとしても、本発明においては、
凸部の側壁部における繊維密度が相対的に小さく構成されているため、一定の弱酸性化剤
を含む排泄液が残留液として側壁部に残留し易く（図７（ｂ）及び図７（ｃ）を参照）、
上記凸部のｐＨを弱酸性に維持することができる。その結果、本発明の吸収性物品は、上
述の弱酸性化剤の移行性及び耐久性に係る作用効果を、より良好に且つより確実に発揮す
ることができる。
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【００５２】
　なお、本発明の吸収性物品においては、表面シートの基部にも、上述の弱酸性化剤が含
まれていることが好ましい。表面シートの基部は、着用者から供給される排泄液が一時的
に溜まり易い部分であるため、このような基部にも上述の弱酸性化剤が含まれていると、
かかる基部に含まれる弱酸性化剤が、表面シートの基部上に一時的に溜まる排泄液中に溶
出し、当該排泄液が表面シートの肌対向面側から非肌対向面側へ透過するときに上述の側
壁部に残留する排泄液に含まれる弱酸性化剤の量（すなわち、濃度）を相対的に増大させ
ることができる。その結果、本発明の吸収性物品は、上述の弱酸性化剤の移行性及び耐久
性に係る作用効果を、より良好に且つより確実に発揮することができる。
【００５３】
　表面シート（不織布）の表面に弱酸性化剤を塗工する場合、その塗工方法は、特に制限
されず、例えば、吐出ノズルを備えた押出装置；スパイラルコーター、カーテンコーター
、スプレーコーター、ディップコーター等の非接触式のコーター；接触式のコーターなど
の任意の塗工装置を用いることができる。また、表面シートの全体に弱酸性化剤を付着さ
せる場合は、表面シートを構成する不織布を、弱酸性化剤を含む溶液に含浸させる含浸法
や不織布の構成繊維を予め弱酸性化剤で被覆する方法などを採用することもできる。なお
、表面シート（不織布）に弱酸性化剤を付着させる量は、本発明の効果を奏し得る限り特
に制限されず、例えば、０．０１～３０ｇ／ｍ２の範囲内の任意の量を採用することがで
きる。
【００５４】
　次に、本発明の第一実施形態に係る使い捨ておむつ１の表面シート２の構造（すなわち
、第１方向畝部１１及び基部１２を有する構造）について、更に詳細に説明する。
【００５５】
　本実施形態において表面シート２は、図５、図６及び図８に示すように、第１方向畝部
１１における第２面２ｂが吸収体４に接合されておらず、基部１２における第１基部２１
の第１底部２２の第２面２ｂの一部と、凹部２６（第２基部）の第２底部２８の第２面２
ｂとが、吸収体４の表面シート２側（すなわち、肌対向面側）の表面に接着剤層８により
接合されている。なお、本実施形態においては、第１方向畝部１１が、前記長手方向Ｌ（
第１方向）において、吸収体４の両方の端縁を超えて延設されているが、本発明において
は、このような態様に限定されず、第１方向畝部は、吸収性物品の長手方向において、吸
収体の少なくとも一方の端縁まで又は一方の端縁を超えて延設されていてもよい。第１方
向畝部がこのように延設されていると、吸収体に保持された排泄液が吸収体から液戻りし
たとしても、排泄液が着用者の肌に接触し難く、着用者の肌が濡れた状態になるようなこ
とが起こり難くなるため、着用者の皮膚がふやけ難く（すなわち、着用者の皮膚の各種刺
激に対する防御機能が低下し難く）、結果的に、皮膚のかぶれなどをより引き起こし難く
することができる。
　なお、第１方向畝部が延びる方向も上述の吸収性物品の長手方向に限定されず、第１方
向畝部は、吸収性物品の幅方向等の任意の方向に延びていてもよい。
【００５６】
　また、本実施形態において、隣り合う第１方向畝部１１の間の間隔は、本発明の効果を
阻害しない限り特に制限されず、例えば、０．２５～５．０ｍｍの範囲内であり、好まし
くは０．５～３．０ｍｍの範囲内である。ここで、「隣り合う第１方向畝部の間の間隔」
とは、各第１方向畝部における幅方向の略中央位置（実質的に第１方向畝部における頂部
の頂点）の間の距離を指す。隣り合う第１方向畝部の間の間隔が上記の範囲内にあると、
表面シート（不織布）の表面の肌触りが良好になり、着用者の皮膚に物理的刺激を与え難
くなるため、結果的に、皮膚のかぶれなどをより引き起こし難くすることができる。
【００５７】
　第１方向畝部の高さは、本発明の効果を阻害しない限り特に制限されず、例えば、０．
２５～５．０ｍｍの範囲内であり、好ましくは０．５～３．０ｍｍの範囲内である。この
第１方向畝部の高さが０．２５ｍｍ以上であると、側壁部の面積を一定以上確保すること
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ができるため、上述の弱酸性化剤を含む排泄液をより確実に側壁部に残留させることがで
きる。一方、第１方向畝部の高さが５．０ｍｍ以下であると、第１方向畝部の突出が大き
くなり過ぎず、鋭利な構造にならないため、着用者の皮膚に物理的刺激を与え難く、結果
的に、皮膚のかぶれなどをより引き起こし難くすることができる。
【００５８】
　本実施形態において、第１方向畝部１１は、表面シート２の第２面２ｂが面する空隙部
１４を備えた、中空の内部構造を有している。表面シートの凸部（第１方向畝部）がこの
ような中空の内部構造を有することは、本発明の吸収性物品においては必須の構成要件で
はないものの（すなわち、表面シートの凸部は、中実の内部構造を有していてもよいもの
の）、表面シートの凸部は、本実施形態の第１方向畝部１１のように中空の内部構造を有
していることが好ましい。表面シートの凸部がこのような中空の内部構造を有していると
、上述の溶出した弱酸性化剤を含む排泄液が、上記凸部において着用者の肌に近い肌対向
面側の表層部分（より具体的には、凸部の側壁部における表層部分）に残留し易く、弱酸
性化剤を着用者の肌により接触させ易くすることができるため、かかる弱酸性化剤をより
確実に着用者の肌に移行させることができる。
【００５９】
　また、本実施形態において、第１方向畝部１１は、図３～図６に示すように、使い捨て
おむつ１の幅方向Ｗにおいて基部１２における第１基部２１と一体に形成されている。な
お、この第１基部２１は、図３～図６に示すように、前記幅方向Ｗにおいて、各第１方向
畝部１１を間に挟む形で複数列形成されており、いずれの第１方向畝部も、相互に平行且
つ同幅に形成されている。
【００６０】
　さらに、この第１基部２１は、第１底部２２の繊維密度が第１方向畝部１１（すなわち
、頂部１３及び側壁部１５）の繊維密度よりも大きくなるように構成されている。なお、
この第１底部２２は、本発明における「側壁部よりも繊維密度が高い高密度部」の一例で
ある。表面シートの基部が、このような凸部（第１方向畝部）の側壁部よりも繊維密度の
高い高密度部を含んでいると、上述の弱酸性化剤を含む排泄液が、上記基部よりも繊維密
度の低い凸部の側壁部に、より一層残留し易くなるため、上述の弱酸性化剤の移行性及び
耐久性に係る作用効果を、より確実に且つより効率的に発揮することができる。
【００６１】
　また、この第１基部２１の第１底部２２には、図３及び図４に示すように、平面視にて
略矩形状の開口を有し且つ全体として表面シート２の非肌対向面側に向かって突出した略
直方体状の内部空間を備えた、複数の凹部２６（第２基部）が形成されている。この複数
の凹部２６は、図４に示すように、前記幅方向Ｗに並ぶ複数の第１底部２２の各々におい
て、一定の間隔で前記長手方向Ｌに沿って間欠的に形成されており、平面視にて千鳥状の
配置形態で配置されている。
【００６２】
　この凹部２６は、図３、図５及び図８に示すように、上述の第１底部２２から非肌対向
面側に向かって延びる周壁部２７と、該周壁部２７の非肌対向面側の端部において該端部
を塞ぐように形成された第２底部２８と、を備えており、さらに、上記周壁部２７は、表
面シート２の前記長手方向Ｌに沿うように形成された、対向する一対の第１周壁部２９、
２９と、表面シート２の前記幅方向Ｗに沿うように形成された、対向する一対の第２周壁
部３０、３０と、を備えている。また、第２底部２８は、表面シート２を構成する不織布
が第１面２ａから第２面２ｂの方向に向かって圧縮されることにより形成されたものであ
るため、表面シート２を構成する不織布の中で最も高い繊維密度を有している。なお、こ
の第２底部２８も、本発明における「側壁部よりも繊維密度が高い高密度部」の一例であ
る。
【００６３】
　表面シートの基部がこのような凹部を備えることは、本発明の吸収性物品においては必
須の構成要件ではないものの、表面シートの基部がこのような凹部を有していると、かか
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る凹部によって、表面シートの凸部における側壁部と表面シートの非肌対向面側に配置さ
れる吸収体とをより確実に離間させることができるため、表面シートの凸部が着用者の体
圧等によって潰れてしまうような場合でも、上述の側壁部に残留する排泄液（残留液）を
非肌対向面側に引き込まれ難くすることができる。これにより、上述の弱酸性化剤を含む
排泄液が凸部の側壁部に更に残留し易くなるため、上述の弱酸性化剤の移行性及び耐久性
に係る作用効果を、より確実に発揮することができる。さらに、表面シートの基部がこの
ような凹部を備えていると、表面シートの肌対向面側から着用者の体圧等の圧力が掛かっ
たときに、上述の第１基部が凹部を支点として非肌対向面側に撓むことによって、上述の
圧力を緩衝することができるため、着用者の皮膚に物理的刺激を与え難く、結果的に、皮
膚のかぶれなどをより引き起こし難くすることができる。
【００６４】
　また、凹部の深さ（すなわち、第１基部の第１底部における第１面から凹部の第２底部
における第１面までの距離）は、本発明の効果を阻害しない限り特に制限されず、例えば
、０．０５～２．０ｍｍの範囲内であり、好ましくは０．０７５～１．５ｍｍの範囲内で
ある。凹部の深さがこのような範囲内にあると、上述の凹部によって奏される作用効果を
より良好に発揮することができる。
　さらに、凹部の第１方向（長手方向）の長さは、特に制限されず、例えば、０．２５～
５．０ｍｍの範囲内であり、好ましくは０．５～３．０ｍｍの範囲内である。同様に、凹
部の第２方向（幅方向）の長さも、特に制限されず、例えば、０．２５～５．０ｍｍの範
囲内であり、好ましくは０．５～３．０ｍｍの範囲内である。凹部の第１方向及び第２方
向の各長さが、それぞれ上記範囲内にあると、上述の凹部によって奏される作用効果をよ
り良好に発揮することができる。
【００６５】
　また、本実施形態において、凹部２６を構成する周壁部２７の、上記一対の第１周壁部
２９、２９の各々には、図３及び図８に示すように、凹部２６の内部空間から表面シート
２の第２面２ｂに通じる孔部３１が形成されている。かかる孔部３１は、一対の第１周壁
部２９、２９の各々に１つずつ設けられており、それらの孔部３１は、第１周壁部２９に
おいて、厚さ方向Ｔの第２底部２８寄りの位置に形成されている。一方、一対の第２周壁
部３０、３０には、孔部３１に相当するものは存在せず、各第２周壁部３０は、非肌対向
面側に位置する端部の全部が第２底部２８と連結している。凹部にこのような孔部が形成
されていると、孔部が設けられている基部と隣り合う凸部（第１方向畝部）の繊維の引張
力を解放して、凸部全体或いは凸部を形成する繊維が移動する自由度を向上させることが
できるため、凸部における表面シートの厚さ方向及び面方向の柔軟性が向上し、滑らかな
感触の肌触りを得ることができる。したがって、このような孔部が形成された凹部を含む
表面シートは、着用者の肌と擦れた際の摩擦等による物理的刺激を低減することができる
ため、かかる物理的刺激に起因する肌のかぶれも引き起こし難くすることができる。
【００６６】
　なお、本実施形態において、孔部３１は、表面シート２（不織布）の構成繊維を溶融す
ることなく、その構成繊維を破断することにより形成されており、かかる孔部３１の周縁
には、図８に示すように、その構成繊維の破断端部が含まれている。この破断端部は、繊
維を溶融して破断した端部のように、繊維の端部が溶けて丸くなって繊維径が大きくなっ
ているようなものではなく、繊維が千切れることによって先細りになった構造或いは繊維
径の変化が殆ど生じていない構造を有している。これにより、着用者の肌が孔部３１の周
縁に触れたとしても、溶融により硬化した熱可塑性樹脂繊維が存在しないため、着用者の
皮膚に物理的刺激を与え難く、結果的に、皮膚のかぶれなどをより引き起こし難くするこ
とができる。
【００６７】
　また、図７に示すように、孔部３１の内部空間には、表面シート２（不織布）の一部の
構成繊維が架け渡されている一方、一部の構成繊維の破断端部が孔部３１の内部空間に延
出しており、孔部３１の内部空間は、完全に開放された空間とはなっていない。これによ
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り、着用者の肌が孔部３１に触れたとしても、上述の内部空間内の構成繊維によって、孔
部３１と、凹部２６の第１周壁部２９や第２底部２８との間の段差が低減されるため、着
用者の皮膚に物理的刺激を与え難く、結果的に、皮膚のかぶれなどを更に引き起こし難く
することができる。
【００６８】
　なお、表面シートの凹部にこのような孔部が形成されていることは、本発明の吸収性物
品においては必須の構成要件ではないため、表面シートの凹部にはこのような孔部が形成
されていなくてもよい。
【００６９】
　本実施形態における表面シート２の上記構造、すなわち、第１方向畝部１１及び基部１
２を有する構造は、任意の凹凸賦形加工方法（例えば、特許第５８２９３４９号公報や特
許第５８２９３２６号公報等に開示されているような、平坦な不織布をピンや凸条を備え
た一対の賦形ロールで挟み込む凹凸賦形方法）などを用いて形成することができる。なお
、表面シート（不織布）の繊維密度の関係（頂部と側壁部の繊維密度の関係等）などは、
賦形ロールのピンや凸条の配置、高さ等を適宜調節することで得ることができる。
【００７０】
　本発明において、表面シートを構成する不織布は、吸収性物品の表面シートとして用い
得る諸特性（例えば、液透過性や柔軟性、肌触り等）を有するものであれば特に制限され
ず、例えば、コットン等のセルロース系繊維や親水化処理を施した熱可塑性樹脂繊維等の
任意の親水性繊維を用いて形成された、スパンレース不織布やエアスルー不織布等の任意
の不織布を用いることができる。
　そのような中でも、表面シートを構成する不織布は、コットン繊維を３５質量％以下の
含有量で含むものを用いることが好ましい。このような不織布は、コットン繊維の親水性
によって、上述の弱酸性化剤が溶出した排泄液を更に保持し易く（特に、側壁部において
保持し易く）、さらに、当該コットン繊維を３５質量％以下の含有量（なお、含有量の下
限は、特に制限されず、例えば、０．１質量％である。）で含むことによって、かかる不
織布が、比較的剛性が高く、熱可塑性樹脂繊維等と溶融結合し難いコットン繊維を含むも
のであっても、当該不織布における上述の凸部及び基部を有する構造や繊維密度の関係を
十分に維持することができる。したがって、このような不織布を表面シートとして備えた
吸収性物品は、上述の弱酸性化剤の移行性及び耐久性に係る作用効果を、更に確実に且つ
良好に発揮することができる。
　なお、本明細書において、コットン繊維の含有量は、弱酸性化剤を除いた不織布全体の
質量（すなわち、不織布における構成繊維の総質量）に対するコットン繊維の質量の割合
（質量％）を指す。
【００７１】
　また、表面シートを構成する不織布は、単層の繊維層により構成されていても、２層以
上の繊維層からなる繊維積層体により構成されていてもよい。例えば、表面シートの第２
面（非肌対向面側の表面）が、尿などの排泄液を吸収して保持することの可能なコットン
からなる繊維層（第１繊維層）により形成され、且つ表面シートの第１面（肌対向面側の
表面）が、コットンや親水性繊維等を含まない繊維層（第２繊維層）により形成されてい
ると、吸収体から排泄液の液戻りが生じたときに、かかる液戻りした排泄液を第１繊維層
により吸収・保持することができる上、第２繊維層が介在することによって、排泄液が着
用者の肌に接触し難くなるため、着用者の肌（皮膚）が濡れた状態となってふやけるよう
なことが生じ難く（すなわち、着用者の皮膚の各種刺激に対する防御機能が低下し難く）
、結果的に、皮膚のかぶれなどをより引き起こし難くすることができる。
【００７２】
　また、表面シートを構成する不織布の坪量は、本発明の効果を阻害しない限り特に制限
されないが、不織布の強度や柔軟性、吸収性などの点から、好ましくは１０～１００ｇ／
ｍ2の範囲内であり、更に好ましくは１５～７５ｇ／ｍ2の範囲内である。さらに、不織布
の厚みも、本発明の効果を阻害しない限り特に制限されないが、不織布の強度や柔軟性、
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吸収性などの点から、好ましくは０．１～５．０ｍｍの範囲内であり、更に好ましくは０
．５～３．０ｍｍの範囲内である。
【００７３】
　なお、本発明において、表面シートの凸部及び基部を含む構造は、本発明の効果を奏し
得るものであれば上述の第一実施形態の構造に限定されず、凸部及び基部を含む任意の構
造を採用することができる。
【００７４】
　以下、上述の第一実施形態とは表面シートの凸部及び基部を含む構造のみが異なる、本
発明の別の実施形態（第二実施形態～第五実施形態）について、図面を参照しながら説明
する。なお、第一実施形態と異なる構成以外の構成（名称のみが異なる構成も含む。）は
、基本的に上述の実施形態と同様であるため、説明を省略する。
【００７５】
＜第二実施形態＞
　図９～図１２は、本発明の第二実施形態に係る使い捨ておむつ（吸収性物品）の表面シ
ート２００を構成する不織布を、模式的に示す図である。
　本第二実施形態において、表面シート２００は、上述の第一実施形態と同様に、使い捨
ておむつの長手方向Ｌ、幅方向Ｗ及び厚さ方向Ｔとそれぞれ平行の関係にある第１方向、
第２方向及び第３方向を有するとともに、使い捨ておむつの肌対向面側の表面を形成する
第１面２００ａと、非肌対向面側の表面を形成する第２面２００ｂと、を有する不織布か
らなる。かかる不織布は、図９～図１２に示すように、表面シート２００の第３方向（厚
さ方向Ｔ）における基準位置に位置する基部２１２と、前記第１方向（長手方向Ｌ）に延
び且つ前記第２方向（幅方向Ｗ）に所定間隔で並ぶように形成された、前記基部２１２か
ら使い捨ておむつの肌対向面側に向かって突出する複数の第１方向畝部２１１と、前記幅
方向Ｗに隣り合う２つの第１方向畝部２１１の間において前記幅方向Ｗに延び且つ前記長
手方向Ｌに所定間隔で並ぶように形成された、前記基部２１２から使い捨ておむつの肌対
向面側に向かって突出する複数の第２方向畝部２１６と、を有している。なお、これらの
第１方向畝部２１１及び第２方向畝部２１６は、本発明における「凸部」の一例である。
【００７６】
　本第二実施形態において、基部２１２は、図９～図１２に示すように、表面シート２０
０における第３方向（厚さ方向Ｔ）の基準面となる第１底部２２２を備えた第１基部２２
１と、前記第２方向（幅方向Ｗ）に隣り合う２つの第１方向畝部２１１及び前記第１方向
（長手方向Ｌ）に隣り合う２つの第２方向畝部２１６によって囲まれた前記第１基部２２
１内の領域において、前記長手方向Ｌ及び前記幅方向Ｗに間欠的に形成され、前記第１底
部２２２の第１面２００ａに開口する窪み状の構造を有する６個の凹部２２６（第２基部
）と、を備えている。さらに、この凹部２２６は、図９に示すように、上記第１底部２２
２から非肌対向面側に向かって延びる周壁部２２７と、該周壁部２２７の非肌対向面側の
端部において該端部を塞ぐように形成された第２底部２２８と、を備えている。なお、本
第二実施形態において、第２底部２２８は、図９～図１２に示すように、平面視にて第２
底部２２８の略中央部分に、表面シート２００の第１面２００ａから第２面２００ｂに貫
通する孔部２３１を備えている。
【００７７】
　本第二実施形態において、第１方向畝部２１１は、図９及び図１１に示すように、表面
シート２００において最も肌対向面側に位置する頂部２１３と、該頂部２１３と上記第１
底部２２２との間において前記長手方向Ｌに延在する側壁部２１５と、を備えており、さ
らに、前記第１方向畝部２１１は、表面シート２００の非肌対向面側に、表面シート２０
０（不織布）の第２面２００ｂが面する空隙部２１４を備えている。この空隙部２１４を
備えていることによって、表面シート２００の第１方向畝部２１１は、中空の内部構造を
有している。なお、上述のとおり、表面シートの第１方向畝部（凸部）が中空の内部構造
を有することは、本発明の吸収性物品においては必須の構成要件ではないため、かかる第
１方向畝部は、中実の内部構造を有していてもよい。
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【００７８】
　本第二実施形態において、第２方向畝部２１６は、図９及び図１２に示すように、表面
シート２００において上述の第１方向畝部２１１の頂部２１３の次に肌対向面側に位置す
る頂部２１７と、該頂部２１７と上記第１底部２２２との間において前記幅方向Ｗに延在
する側壁部２１９と、を備えており、さらに、第２方向畝部２１６は、表面シート２００
の非肌対向面側に、表面シート２００（不織布）の第２面２００ｂが面する空隙部２１８
を備えている。この空隙部２１８を備えていることによって、表面シート２００の第２方
向畝部２１６も、中空の内部構造を有している。なお、上述のとおり、この第２方向畝部
（凸部）が中空の内部構造を有することも、本発明の吸収性物品においては必須の構成要
件ではないため、かかる第２方向畝部は、中実の内部構造を有していてもよい。
【００７９】
　そして、本第二実施形態において、表面シート２００の第１方向畝部２１１と第２方向
畝部２１６は、上述の第一実施形態と同様に、第１方向畝部２１１の頂部２１３及び側壁
部２１５と、第２方向畝部２１６の頂部２１７及び側壁部２１９とがそれぞれ弱酸性化剤
を含んでおり、さらに、第１方向畝部２１１の側壁部２１５における繊維密度が頂部２１
３の繊維密度よりも小さく、第２方向畝部２１６の側壁部２１９における繊維密度が頂部
２１７よりも小さくなるように、それぞれ構成されている。
　したがって、本第二実施形態に係る使い捨ておむつ（吸収性物品）も、上述の第一実施
形態と同様の作用効果が得られることに加え、さらに、本第二実施形態に係る使い捨てお
むつにおいては、表面シート２００の凸部が、所定の第１方向（長手方向Ｌ）に連続的に
延び且つ前記第１方向と交差する第２方向（幅方向Ｗ）に並ぶ複数の第１方向畝部２１１
と、前記第２方向に隣り合う２つの前記第１方向畝部２１１の間において前記第２方向に
連続的に延び且つ前記第１方向に並ぶ複数の第２方向畝部２１６と、によって構成されて
いるため、表面シート２００の表面に供給された排泄液を、上述の各方向に隣り合う各凸
部の間（すなわち、前記第２方向に隣り合う第１方向畝部２１１と、当該隣り合う第１方
向畝部２１１の間において前記第１方向に隣り合う第２方向畝部２１６との間）に、より
溜め易くすることができる上、一定数以上の側壁部を確保することができる。
　その結果、本第二実施形態に係る使い捨ておむつは、上述の溶出した弱酸性化剤を含む
排泄液が側壁部（具体的には、第１方向畝部２１１の側壁部２１５及び第２方向畝部２１
６の側壁部２１９の各々）に更に接触し易く、当該弱酸性化剤を含む排泄液をより確実に
凸部の側壁部に残留させることができるとともに、当該弱酸性化剤を含む排泄液を第１方
向畝部２１１の側壁部２１５及び第２方向畝部２１６の側壁部２１９の各々に残留させる
ことができる（すなわち、上述の弱酸性化剤を含む排泄液が凸部の側壁部に残留する量を
、一定以上確保することができる）ため、上述の弱酸性化剤の移行性及び耐久性に係る作
用効果を、より確実に且つより顕著に発揮することができる。
【００８０】
　以下、本第二実施形態における表面シート２００の構造（すなわち、第１方向畝部２１
１、第２方向畝部２１６及び基部２１２を有する構造）について、更に詳細に説明する。
【００８１】
　本第二実施形態において、第１方向畝部２１１の高さは、本発明の効果を阻害しない限
り特に制限されず、例えば、０．２５～５．０ｍｍの範囲内であり、好ましくは０．５～
３．０ｍｍの範囲内である。また、第１方向畝部２１１の幅（幅方向Ｗの長さ）も、本発
明の効果を阻害しない限り特に制限されず、例えば、０．３～２．５ｍｍの範囲内であり
、好ましくは０．５～１．５ｍｍの範囲内である。第１方向畝部の高さ及び幅が、これら
の各範囲内にあると、側壁部の面積を一定以上確保することができ、上述の弱酸性化剤を
含む排泄液をより確実に側壁部に残留させることができる上、第１方向畝部の突出が大き
くなり過ぎず、着用者の皮膚に物理的刺激を与え難くすることができ、結果的に、皮膚の
かぶれなどをより一層引き起こし難くすることができる。さらに、第１方向畝部の高さ及
び幅が、これらの各範囲内にあると、第１方向畝部が潰れ難くなるため、かかる第１方向
畝部を備えることによって奏される上述の弱酸性化剤の移行性及び耐久性に係る作用効果
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を、より確実に発揮することができる。
【００８２】
　また、第２方向（幅方向Ｗ）に隣り合う第１方向畝部の間の間隔も、本発明の効果を阻
害しない限り特に制限されず、例えば、１．０～５．０ｍｍの範囲内であり、好ましくは
２．０～４．０ｍｍの範囲内である。第２方向に隣り合う第１方向畝部の間の間隔がこの
ような範囲内にあると、側壁部の数（面積）を一定以上確保することができ、上述の弱酸
性化剤を含む排泄液をより確実に側壁部に残留させることができる上、後述する尿などの
排泄液を一時的に溜める貯留空間を確保し易く、かかる貯留空間に溜まっている排泄液を
着用者の肌に接触し難くすることができ、結果的に、皮膚のかぶれなどをより一層引き起
こし難くすることができる。
【００８３】
　本第二実施形態において、第２方向畝部２１６の高さは、本発明の効果を阻害しない限
り特に制限されず、例えば、０．３～３．０ｍｍの範囲内であり、好ましくは０．５～２
．５ｍｍの範囲内である。また、第２方向畝部２１６の幅（長手方向Ｌの長さ）も、本発
明の効果を阻害しない限り特に制限されず、例えば、０．６～５．０ｍｍの範囲内であり
、好ましくは１．０～４．０ｍｍの範囲内である。第２方向畝部の高さ及び幅が、これら
の各範囲内にあると、側壁部の面積を一定以上確保することができ、上述の弱酸性化剤を
含む排泄液をより確実に側壁部に残留させることができる上、第２方向畝部の突出が大き
くなり過ぎず、着用者の皮膚に物理的刺激を与え難くすることができ、結果的に、皮膚の
かぶれなどをより一層引き起こし難くすることができる。さらに、第２方向畝部の高さ及
び幅が、これらの各範囲内にあると、第２方向畝部だけでなく第１方向畝部も潰れ難くな
るため、かかる第１方向畝部及び第２方向畝部を備えることによって奏される上述の弱酸
性化剤の移行性及び耐久性に係る作用効果を、更に確実に発揮することができる。
【００８４】
　また、第１方向（長手方向Ｌ）に隣り合う第２方向畝部の間の間隔も、本発明の効果を
阻害しない限り特に制限されず、例えば、１．０～１０．０ｍｍの範囲内であり、好まし
くは２．０～６．０ｍｍの範囲内である。第１方向に隣り合う第２方向畝部の間の間隔が
このような範囲内にあると、側壁部の数（面積）を一定以上確保することができ、上述の
弱酸性化剤を含む排泄液をより確実に側壁部に残留させることができる上、第２方向畝部
だけでなく第１方向畝部も潰れ難くすることができるため、かかる第１方向畝部及び第２
方向畝部を備えることによって奏される上述の弱酸性化剤の移行性及び耐久性に係る作用
効果を、更に確実に発揮することができる。
【００８５】
　さらに、本第二実施形態において、第２方向畝部２１６は、その高さが第１方向畝部２
１１よりも低く形成されている。このような構成は、本発明の吸収性物品においては必須
の構成要件ではないものの、第２方向畝部の高さが第１方向畝部の高さよりも低くなるよ
うに構成されていると、高さの低い第２方向畝部は、着用者の体圧等の影響を受け難く、
潰れ難いため、かかる第２方向畝部が第２方向側（幅方向Ｗ側）から支持する第１方向畝
部をより潰れ難くすることができる。これにより、このような構成を備えた表面シートは
、第１方向畝部及び第２方向畝部を備えることによって奏される上述の弱酸性化剤の移行
性及び耐久性に係る作用効果を、より確実に発揮することができる。
　また、このような構成を備えた表面シートは、上述の第１底部と、第２方向（幅方向Ｗ
）に隣り合う２つの第１方向畝部と、第１方向（長手方向Ｌ）に隣り合う２つの第２方向
畝部と、によって囲まれた後述の貯留空間に溜まる排泄液を、第１方向に隣接する別の貯
留空間に受け渡すことができるため、表面シートの表面に供給された排泄液を、各凸部の
間（すなわち、第２方向に隣り合う２つの第１方向畝部と、第１方向に隣り合う２つの第
２方向畝部との間）に一時的に溜め易くしつつも、上述の第１方向に拡散させることがで
きる。その結果、このような構成を備えた表面シートを有する吸収性物品は、上述の溶出
した弱酸性化剤を含む排泄液がより広範囲の側壁部（より具体的には、第１方向畝部及び
第２方向畝部の各々の側壁部）に接触し易く、当該排泄液をより広範囲の側壁部に残留さ
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せることができるため、上述の弱酸性化剤の移行性及び耐久性に係る作用効果を、より確
実に且つより顕著に発揮することができる。
【００８６】
　本第二実施形態において、複数の第２方向畝部２１６の各々は、図９及び１０に示すよ
うに、第２方向（幅方向Ｗ）に隣り合う２つの第１方向畝部２１１の間において前記幅方
向Ｗに延び且つ第１方向（長手方向Ｌ）に所定間隔で並ぶように形成されており、さらに
、前記複数の第２方向畝部２１６の各々は、前記幅方向Ｗにおける両方の端部が前記幅方
向Ｗに隣り合う２つの第１方向畝部２１１と連結するように形成されている。これにより
、本第二実施形態における表面シート２００は、図１０に示すように、前記幅方向Ｗに隣
り合う２つの第１方向畝部２１１と、前記長手方向Ｌに隣り合う２つの第２方向畝部２１
６とによって囲まれた格子ユニットＡを最小構成単位として、該格子ユニットＡが前記長
手方向Ｌ及び前記幅方向Ｗにそれぞれ複数個ずつ並んだ格子状の凸部構造を有している。
【００８７】
　本第二実施形態において、格子ユニットＡは、図１０に示すように、第１底部２２２を
中心として、当該第１底部２２２と前記幅方向Ｗに隣接する２つの第１方向畝部２１１に
おける頂部２１３の頂点を通り且つ厚さ方向Ｔに延びる２つの仮想面（不図示）と、前記
第１底部２２２と前記長手方向Ｌに隣接する２つの第２方向畝部２１６における頂部２１
７の頂点を通り且つ厚さ方向Ｔに延びる２つの仮想面（不図示）と、によって区画され、
第１底部２２２と、前記幅方向Ｗに隣り合う２つの第１方向畝部２１１と、前記長手方向
Ｌに隣り合う２つの第２方向畝部２１６と、によって囲まれた、尿などの排泄液を一時的
に溜める貯留空間が形成されている。
【００８８】
　なお、本第二実施形態において、第２方向畝部２１６は、前記幅方向Ｗにおける両方の
端部が前記幅方向Ｗに隣り合う２つの第１方向畝部２１１と連結するように形成されてい
るが、本発明においては、このような態様に限定されず、第２方向畝部は、第２方向（幅
方向Ｗ）の一方の端部のみが第１方向畝部と連結する一方、第２方向の他方の端部が第１
方向畝部と連結しないように形成されていてもよい。第２方向畝部をこのように形成する
ことで、上述の貯留空間に一時的に溜まる排泄液を、第１方向に隣接する別の貯留空間に
受け渡し易くなるため、表面シートの表面に供給された排泄液を、各畝部の間（すなわち
、貯留空間）に一時的に溜めつつも、上述の第１方向に素早く拡散させることができる。
これにより、排泄液をより広範囲の側壁部に残留させることができるようになるため、上
述の弱酸性化剤の移行性及び耐久性に係る作用効果を、良好に発揮することができる。こ
のような効果は、第２方向畝部が、第２方向に間欠的に延びている態様（例えば、第２方
向畝部の高さが部分的に低くなっている態様等）でも、同様に奏することができる。
　なお、本第二実施形態のように、第２方向畝部の第２方向における両方の端部が、第２
方向に隣り合う２つの第１方向畝部と連結するように形成されている態様では、表面シー
トの表面に供給された排泄液を、各畝部の間（すなわち、貯留空間）に、より確実に溜め
ることができるため、かかる排泄液を各畝部（凸部）の側壁部に、更に確実に残留させる
ことができ、上述の弱酸性化剤の移行性及び耐久性に係る作用効果を、より確実に発揮す
ることができる。
【００８９】
　本第二実施形態において、格子ユニットＡの貯留空間の底部を形成する第１底部２２２
は、その繊維密度が第１方向畝部２１１（すなわち、頂部２１３及び側壁部２１５）及び
第２方向畝部２１６（すなわち、頂部２１７及び側壁部２１９）のいずれの繊維密度より
も大きくなるように構成されている。なお、この第１底部２２２は、本発明における「側
壁部よりも繊維密度が高い高密度部」の一例である。表面シートの基部が、このような凸
部（第１方向畝部及び第２方向畝部）の側壁部よりも繊維密度の高い高密度部を含んでい
ると、上述の弱酸性化剤を含む排泄液が、上記基部よりも相対的に繊維密度の低い凸部の
側壁部により一層残留し易くなるため、上述の弱酸性化剤の移行性及び耐久性に係る作用
効果を、より確実に且つより効率的に発揮することができる。
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【００９０】
　また、本第二実施形態において、格子ユニットＡは、図９～図１２に示すように、平面
視にて略円形状の開口を有し且つ全体として表面シート２００の非肌対向面側に向かって
突出した略円柱状の内部空間を備えた、６個の凹部２２６（第２基部）が第１底部２２２
に形成されている。この６個の凹部２２６は、図９及び図１０に示すように、平面視にて
格子ユニットの周縁部に沿うようにして（すなわち、第１方向畝部及び第２方向畝部に沿
うようにして）、前記長手方向Ｌ及び前記幅方向にそれぞれ所定の間隔を空けて配置され
ている。
【００９１】
　この凹部２２６は、図９、図１１及び図１２に示すように、上述の第１底部２２２から
非肌対向面側に向かって延びる略筒状の周壁部２２７と、該周壁部２２７の非肌対向面側
の端部において該端部を塞ぐように形成された略円形状の第２底部２２８と、を備えてお
り、さらに、上記第２底部２２８は、表面シート２００の第１面２００ａから第２面２０
０ｂに貫通する孔部２３１を備えている。また、第２底部２２８は、表面シート２００を
構成する不織布が第１面２００ａから第２面２００ｂの方向に向かって圧縮されることに
より形成されたものであるため、表面シート２００を構成する不織布の中で最も高い繊維
密度を有している。なお、この第２底部２２８も、本発明における「側壁部よりも繊維密
度が高い高密度部」の一例である。
【００９２】
　なお、本第二実施形態においては、凹部２２６が、第２底部２２８において表面シート
２００の第１面２００ａから第２面２００ｂに貫通する孔部２３１を備えているため、表
面シート２００の表面に供給された排泄液を各畝部の間（すなわち、貯留空間）に一時的
に溜めつつも、一定量の排泄液を、上述の孔部２３１によって表面シート２００の非肌対
向面側に移行させることができる。これにより、本第二実施態様における表面シート２０
０は、上述の弱酸性化剤の移行性及び耐久性に係る作用効果を良好に発揮しつつも、一定
の液透過性を確保することができる。
【００９３】
　なお、格子ユニットＡ内における凹部の個数や平面視形状、サイズ等は、本第二実施形
態の態様に限定されず、排泄液の貯留性や液透過性等を考慮して、それぞれ任意に設定す
ることができる。また、凹部が上述の孔部を有することも、本発明の吸収性物品において
は、必須の構成要件ではないため、凹部は、上述のような孔部を有していなくてもよい。
【００９４】
＜第三実施形態＞
　次に、本発明の第三実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、上述の各
実施形態と異なる構成以外の構成（名称のみが異なる構成も含む。）は、基本的に上述の
各実施形態と同様であるため、説明を省略する。
【００９５】
　図１３及び図１４は、本発明の第三実施形態に係る使い捨ておむつ（吸収性物品）の表
面シート２００を構成する不織布を、模式的に示す図である。
　本第三実施形態における表面シート２００は、図１３及び図１４に示すように、後述す
る第１方向小畝部２３２を備えていること以外は、上述の第二実施形態と同様の構造を有
している。
【００９６】
　本第三実施形態における表面シート２００は、図１３及び図１４に示すように、上述の
格子ユニット（不図示）の各々において、第１方向（長手方向Ｌ）に延び且つ第１底部２
２２から肌対向面側に向かって突出する第１方向小畝部２３２を備えている。なお、本第
三実施形態における第１方向畝部２１１、第２方向畝部２１６及び第１方向小畝部２３２
は、本発明における「凸部」の一例である。
【００９７】
　本第三実施形態において、第１方向小畝部２３２は、図１３及び図１４に示すように、
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表面シート２００において上述の第２方向畝部２１６の頂部２１７の次に肌対向面側に位
置する頂部２３３と、該頂部２３３と上記第１底部２２２との間において第１方向（長手
方向Ｌ）に延在する側壁部２３５と、を備えており、さらに、第１方向小畝部２３２は、
表面シート２００の非肌対向面側に、表面シート２００（不織布）の第２面２００ｂが面
する空隙部２３４を備えている。この空隙部２３４を備えていることによって、第１方向
小畝部２３２も、中空の内部構造を有している。なお、上述のとおり、この第１方向小畝
部２３２が中空の内部構造を有することも、本発明の吸収性物品においては必須の構成要
件ではないため、かかる第１方向小畝部は、中実の内部構造を有していてもよい。
【００９８】
　そして、この第１方向小畝部２３２も、第１方向畝部２１１及び第２方向畝部２１６と
同様に、頂部２３３及び側壁部２３５が弱酸性化剤を含んでおり、さらに、側壁部２３５
における繊維密度が頂部２３３の繊維密度よりも小さくなるように構成されている。
　したがって、本第三実施形態に係る使い捨ておむつ（吸収性物品）は、上述の第二実施
形態よりも畝部（凸部）の数をより多く確保することができるため、上述の第二実施形態
の作用効果を、より有利に得ることができる。
【００９９】
　また、本第三実施形態において、第１方向小畝部２３２は、第１方向（長手方向Ｌ）の
両方の端部がそれぞれ第１方向に隣り合う２つの第２方向畝部２１６と連結するように形
成されているとともに、第１方向小畝部２３２の高さＨ3が、第１方向畝部２１１の高さ
Ｈ1及び第２方向畝部２１６の高さ（不図示）よりも低くなるように形成されている。さ
らに、本第三実施形態においては、第１方向畝部２１１の高さＨ1が、第２方向（幅方向
Ｗ）に隣り合う第１方向畝部２１１及び第１方向小畝部２３２の間の間隔ＰＩ1よりも大
きくなるように、表面シート２００が構成されている。これより、第１方向畝部２１１が
、着用者の体圧等によって第２方向に倒れたとしても、第１方向畝部２１１が第１方向小
畝部２３２に寄り掛かる状態となって、当該第１方向畝部２１１を第１方向小畝部２３２
によって支えることができるため、当該第１方向畝部２１１が元の位置に戻り易く、かか
る第１方向畝部２１１を備えることによって奏される上述の弱酸性化剤の移行性及び耐久
性に係る作用効果を、より有利に且つ確実に発揮することができる。
【０１００】
　なお、本発明において、第１方向小畝部の延びる方向は、特に制限はない（すなわち、
第２方向小畝部であってもよい）が、第１方向小畝部は、上述の第三実施形態のように、
第１方向に沿って延びていることが好ましい。第１方向小畝部が第１方向に沿って延びて
いると、表面シートにおいて高さの最も高い第１方向畝部が第２方向に倒れたとしても、
上述のように当該第１方向畝部を元の位置に戻り易くすることができるため、かかる第１
方向畝部を備えることによって奏される上述の弱酸性化剤の移行性及び耐久性に係る作用
効果を、より有利に且つ確実に発揮することができる。
【０１０１】
　本第三実施形態において、第１方向小畝部２３２の高さは、本発明の効果を阻害しない
限り特に制限されず、例えば、０．１～２．５ｍｍの範囲内であり、好ましくは０．２５
～２．０ｍｍの範囲内である。第１方向小畝部の高さがこのような範囲内にあると、側壁
部の面積を一定以上確保することができ、上述の弱酸性化剤を含む排泄液を、より確実に
側壁部に残留させることができる上、第１方向畝部もより倒れ難くなるため、かかる第１
方向畝部を備えることによって奏される上述の弱酸性化剤の移行性及び耐久性に係る作用
効果を、より一層有利に且つ確実に発揮することができる。
　なお、第１方向小畝部は、その高さが部分的に低い部分を有していてもよい。
【０１０２】
　また、第２方向（幅方向Ｗ）に隣り合う第１方向畝部２１１及び第１方向小畝部２３２
の間の間隔は、本発明の効果を阻害しない限り特に制限されず、例えば、０．５～２．５
ｍｍの範囲内であり、好ましくは１．０～２．０ｍｍの範囲内である。なお、この間隔は
、上述のとおり、第１方向畝部２１１の高さよりも小さいことが好ましい。
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【０１０３】
＜第四実施形態＞
　次に、本発明の第四実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、上述の各
実施形態と異なる構成以外の構成（名称のみが異なる構成も含む。）は、基本的に上述の
各実施形態と同様であるため、説明を省略する。
　図１５は、本発明の第四実施形態に係る使い捨ておむつの表面シート２００を構成する
不織布の斜視図である。
【０１０４】
　この第四実施形態に係る表面シート２００は、図１５に示すように、上述の格子ユニッ
ト（不図示）の各々において、平面視にて略円形状の開口を有し且つ全体として表面シー
ト２００の非肌対向面側に向かって突出した略円柱状の内部空間を備えた、４個の凹部２
２６（第２基部）が第１底部２２２に形成されているとともに、第１方向小畝部２３２の
頂部２３３の第１方向（長手方向Ｌ）における略中央部分に、表面シート２００の非肌対
向面側に向かって窪む窪み部２３６が形成されている。
　本第四実施形態においては、第１方向小畝部２３２が、上述の窪み部２３６を備えてい
ることで、着用者の体圧等によって潰れ難いため、上述の第三実施形態の作用効果を、よ
り有利に且つ確実に発揮することができる。
【０１０５】
＜第五実施形態＞
　次に、本発明の第五実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、上述の各
実施形態と異なる構成以外の構成（名称のみが異なる構成も含む。）は、基本的に上述の
各実施形態と同様であるため、説明を省略する。
　図１６は、本発明の第五実施形態に係る使い捨ておむつの表面シートを構成する不織布
の斜視図である。
【０１０６】
　この第五実施形態に係る表面シート２００は、図１６に示すように、凹部が存在してい
ないこと以外は、上述の第二実施形態と同様の構造を有している。
　本第五実施形態においても、上記特定の第１方向畝部２１１及び第２方向畝部２１６を
備えているため、上述の弱酸性化剤の移行性及び耐久性に係る作用効果を十分に発揮する
ことができる上、凹部が存在しないことで、表面シート２００と吸収体との接触面積（具
体的には、第１底部２２２の第２面２００ｂと吸収体の肌対向面側の表面との接触面積）
を一定以上確保することができるため、表面シート２００の表面に供給された尿などの排
泄液を、第１底部２２２を通じて素早く吸収体に移行させることができ、着用者の肌が濡
れた状態になるようなことが、更に起こり難くなっている。
【０１０７】
　なお、上述の第二実施形態から第五実施形態における表面シート２００の上記構造、す
なわち、少なくとも第１方向畝部２１１、第２方向畝部２１６及び基部２１２を有する構
造は、上述の第一実施形態と同様に、任意の凹凸賦形加工方法（例えば、平坦な不織布を
ピンや凸条を備えた一対の賦形ロールで挟み込む凹凸賦形方法、或いはこのような凹凸賦
形方法を段階的に複数回行う賦形方法等）などを用いて形成することができる。なお、表
面シート（不織布）の繊維密度の関係（頂部と側壁部の繊維密度の関係等）などは、賦形
ロールのピンや凸条の配置、高さ等を適宜調節することで得ることができる。
【０１０８】
　また、本発明の吸収性物品において、表面シートの凸部及び基部を含む構造は、上述の
各実施形態のように表面シートの全体に形成されていても、表面シートの一部（例えば、
着用者の排泄口に対応する領域や臀部に対応する領域等）のみに形成されていてもよい。
　そして、本発明において、表面シートの凸部及び基部を含む構造は、本発明の効果を奏
し得るものであれば上述の各実施形態（すなわち、凸部が畝部である形態等）に限定され
ず、任意の構造を採用することができる。例えば、表面シートの凸部は、基部から肌対向
面側に向かってに突出する略筒状の周面部（側壁部）と、該周面部の肌対向面側の端部に
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おいて該端部を塞ぐように形成され且つ平面形状が略円形である頂面部（頂部）とを備え
た、略円柱状の立体形状により構成されていてもよく、楕円柱状や多角柱状等の柱状、円
錐台状や角錐台状等の截頭錐状、略半球状などの任意の立体形状により構成されていても
よい。このような構造を有する凸部においても、凸部の頂部及び側壁部が弱酸性化剤を含
み、且つ、側壁部の繊維密度が頂部の繊維密度よりも小さくなるように構成されていれば
、上述の弱酸性化剤の移行性及び耐久性に係る作用効果を奏することができる。
【０１０９】
　なお、本発明の吸収性物品は、上述の各実施形態に限定されることなく、本発明の目的
、趣旨を逸脱しない範囲内において、適宜組み合わせや代替、変更等が可能である。
　また、本発明は、上述の各実施形態のようなテープ型の使い捨ておむつのほかに、例え
ば、パンツ型の使い捨ておむつや生理用ナプキン、パンティライナー、（軽）失禁パッド
等の様々な吸収性物品に適用することができる。
　なお、本明細書において、「第１」、「第２」等の序数は、当該序数が付された事項を
区別するためのものであり、各事項の順序や優先度、重要度等を意味するものではない。
【符号の説明】
【０１１０】
　１　　使い捨ておむつ（吸収性物品）
　２、２００　　表面シート
　２ａ、２００ａ　　第１面
　２ｂ、２００ｂ　　第２面
　３　　裏面シート
　４　　吸収体
　８　　接着剤層
　１１、２１１　　第１方向畝部（凸部）
　１２、２１２　　基部
　１３、２１３　　頂部
　１４、２１４　　空隙部
　１５、２１５　　側壁部
　２１、２２１　　第１基部
　２２、２２２　　第１底部
　２６、２２６　　凹部（第２基部）
　２７、２２７　　周壁部
　２８、２２８　　第２底部
　２９　　第１周壁部
　３０　　第２周壁部
　３１、２３１　　孔部
　２１６　　第２方向畝部（凸部）
　２１７　　頂部
　２１８　　空隙部
　２１９　　側壁部
　２３２　　第１方向小畝部
　２３３　　頂部
　２３４　　空隙部
　２３５　　側壁部
　２３６　　窪み部
【要約】
【課題】本発明は、弱酸性化剤を着用者の肌に十分に移行させることができ、且つ、尿な
どの排泄液が繰り返し供給されるような場合でも、肌対向面側の表面におけるｐHを弱酸
性に維持することのできる表面シートを備えた、吸収性物品を提供するものである。
【解決手段】本発明の吸収性物品は、表面シートを備え、前記表面シートは、基部と、当
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該基部から前記吸収性物品の肌対向面側に向かって突出する凸部と、を有する不織布から
なり、前記凸部は、頂部と、側壁部とを有するとともに、前記頂部及び前記側壁部におい
て弱酸性化剤を含み、前記側壁部の繊維密度が前記頂部の繊維密度よりも小さい、吸収性
物品である。
【選択図】図３

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(27) JP 6033981 B1 2016.11.30

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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