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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸収材料、　それに分散された式（I）で表されるハロ活性芳香族スルホンアミド化合
物（I-1）と式（I）で表され且つ前記化合物（I-1）と異なるハロ活性芳香族スルホンア
ミド化合物（I-2）、および　緩衝剤のみからなり、
　前記化合物（I-2）に対する前記化合物（I-1）の重量比が７０：３０～９０：１０であ
り、且つ
　前記化合物（I-1）および前記化合物（I-2）が、それらの総量で、吸収部材の重量に基
づいて４～７．５重量パーセントの範囲で存在する、
　臭気抑制体排出液吸収部材。
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［式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、およびＲ5は、水素、ＣＯＯＨ、ＣＯＯＭ1、ＣＯＯＲ’、
ＣＯＮ（Ｒ”）2、アルコキシ、ＣＮ、ＮＯ2、ＳＯ3Ｒ”、ハロゲン、置換または無置換
フェニル、スルホンアミド、ハロスルホンアミド、および置換または無置換Ｃ1－Ｃ12ア
ルキルから独立して選択され；Ｍ1はアルカリまたはアルカリ土類金属であり；Ｒ’は置
換または無置換Ｃ1－Ｃ12アルキルであり；Ｒ”は水素または置換もしくは無置換Ｃ1－Ｃ

12アルキルであって、ＣＯＮ（Ｒ”）2中の２つのＲ”基は独立して選択することができ
；Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、およびＲ5の少なくとも１つは水素ではなく；
　Ｘはハロゲンであり；
　Ｍはアルカリまたはアルカリ土類金属であり；かつ
　ｎは本スルホンアミド化合物１分子あたりの水分子の数である。］
【請求項２】
　吸収材料、　それに分散された式（I）で表されるハロ活性芳香族スルホンアミド化合
物（I-1）と式（I）で表され且つ前記化合物（I-1）と異なるハロ活性芳香族スルホンア
ミド化合物（I-2）、および　緩衝剤を含み、
　前記化合物（I-2）に対する前記化合物（I-1）の重量比が７０：３０～９０：１０であ
り、
　前記化合物（I-1）および前記化合物（I-2）が、それらの総量で、吸収部材の重量に基
づいて４～７．５重量パーセントの範囲で存在し、且つ
　界面活性剤を含まない、
　臭気抑制体排出液吸収部材。

［式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、およびＲ5は、水素、ＣＯＯＨ、ＣＯＯＭ1、ＣＯＯＲ’、
ＣＯＮ（Ｒ”）2、アルコキシ、ＣＮ、ＮＯ2、ＳＯ3Ｒ”、ハロゲン、置換または無置換
フェニル、スルホンアミド、ハロスルホンアミド、および置換または無置換Ｃ1－Ｃ12ア
ルキルから独立して選択され；Ｍ1はアルカリまたはアルカリ土類金属であり；Ｒ’は置
換または無置換Ｃ1－Ｃ12アルキルであり；Ｒ”は水素または置換もしくは無置換Ｃ1－Ｃ

12アルキルであって、ＣＯＮ（Ｒ”）2中の２つのＲ”基は独立して選択することができ
；Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、およびＲ5の少なくとも１つは水素ではなく；
　Ｘはハロゲンであり；
　Ｍはアルカリまたはアルカリ土類金属であり；かつ
　ｎは本スルホンアミド化合物１分子あたりの水分子の数である。］
【請求項３】
　吸収材料がポリマー、セルロース系繊維、または木材フラッフである、請求項１または
２に記載の吸収部材。
【請求項４】
　Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、およびＲ5の少なくとも２つが水素ではない、請求項１または２
に記載の吸収部材。
【請求項５】
　Ｒ3がメチル、ＣＯＯＨ、ＣＯＯＭ1、塩素、フッ素、ＮＯ2、またはメトキシである、
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請求項１または２に記載の吸収部材。
【請求項６】
　Ｒ3が、ＣＯＯＨ、ＣＯＯＭ1、ＣＯＯＲ’、ＣＯＮ（Ｒ”）2、ＣＮ、ＮＯ2、ハロゲン
、および置換または無置換Ｃ2－Ｃ12アルキルから選択される、請求項１または２に記載
の吸収部材。
【請求項７】
　Ｒ2とＲ4が互いに同一であり、かつ、Ｒ1、Ｒ3、およびＲ5が水素である、請求項１ま
たは２に記載の吸収部材。
【請求項８】
　Ｒ2およびＲ4が水素であり、かつ、Ｒ1、Ｒ3、およびＲ5が互いに同一である、請求項
１または２に記載の吸収部材。
【請求項９】
　Ｒ3が、ＣＯＯＨ、ＣＯＯＭ1、ＣＯＯＲ’、およびＣＯＮ（Ｒ”）2から選択される、
請求項１または２に記載の吸収部材。
【請求項１０】
　Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、およびＲ5が、水素、ＣＯＯＨ、ＣＯＯＭ1、ＣＯＯＲ’、ＣＯＮ
（Ｒ”）2、ＮＯ2、ハロゲン、および置換または無置換Ｃ1－Ｃ12アルキルから独して選
択される、請求項１または２に記載の吸収部材。
【請求項１１】
　Ｒ3がＣＯＯＨまたはＣＯＯＭ1であり、かつ、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4、およびＲ5が、水素、Ｎ
Ｏ2、ハロゲン、および置換または無置換Ｃ1－Ｃ12アルキルから独立して選択される、請
求項１または２に記載の吸収部材。
【請求項１２】
　前記化合物（I-1）および前記化合物（I-2）がＮ－クロロ－ｐ－トルエンスルホンアミ
ドおよびＮ－クロロ－ｐ－カルボキシスルホンアミドである、請求項１または２に記載の
吸収部材。
【請求項１３】
　前記化合物（I-1）または前記化合物（I-2）の一方が、式（VI）で表される化合物であ
る、請求項１または２に記載の吸収部材。

［式中、Ｍ2は水素、アルカリ金属、またはアルカリ土類金属である］
【請求項１４】
　前記化合物（I-1）がＮ－クロロ－ｐ－カルボキシスルホンアミドであり、
　前記化合物（I-2）がクロラミンＴである、請求項１または２に記載の吸収部材。
【請求項１５】
　吸収部材が平らなシートの形態である、請求項１～１４のいずれかひとつに記載の吸収
部材。
【請求項１６】
　吸収部材がおむつ、衛生ナプキン、タンポン、創傷被覆材、または包帯に使用される、
請求項１～１５のいずれかひとつに記載の吸収部材。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２００９年２月２４日に出願された米国仮特許出願第６１／１５４，９０９
号に基づく優先権を主張する。前記出願の開示は参照によりその全てが本明細書に組み込
まれる。
【０００２】
　本開示は臭気抑制特性を有する体排出液吸収部材に関する。
【背景技術】
【０００３】
　パッドなどの吸収部材は、生理用品、おむつ（乳児用および失禁問題を抱える人用の両
方）、衛生ナプキン、タンポン、創傷被覆材、および包帯などの物品における体液（ｂｏ
ｄｙ　ｆｌｕｉｄ）または体排出液（ｂｏｄｉｌｙ　ｆｌｕｉｄ）の吸収に広く利用され
る。そのような吸収部材には、高吸水性ポリマー（自重の何倍もの流体を吸収するもの）
または他の繊維性材料、例えば綿、木材パルプ、および紙などを組み入れることができる
。そのような吸収部材によって吸収される体排出液としては、血液、膿、汗、精液、分泌
物、月経、尿、および糞便などを挙げることができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　体排出液は、臭気原因分子（これらは、酸素、硫黄、または窒素を含有する脂肪族、芳
香族、または複素環式化合物でありうる）のせいで、不快な臭気を持ちうる。臭気原因分
子は、より快適なにおいがする分子、例えば香料を使って遮蔽するか、封入することがで
きる。しかし、そうする代わりに臭気原因分子を改変、中和、および／または破壊するこ
とは、望ましいであろう。また、強化された臭気抑制性を有する改良された体排出液吸収
部材を提供することも有益である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本明細書では臭気抑制体排出液吸収部材をさまざまな実施形態で開示する。本臭気抑制
体排出液吸収部材は、吸収材料と、以下に示す式（Ｉ）のハロ活性芳香族スルホンアミド
化合物とを含む。
【化１】

［式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、およびＲ５は、水素、ＣＯＯＨ、ＣＯＯＭ１、ＣＯＯ
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Ｒ’、ＣＯＮ（Ｒ”）２、アルコキシ、ＣＮ、ＮＯ２、ＳＯ３Ｒ”、ハロゲン、置換また
は無置換フェニル、スルホンアミド、ハロスルホンアミド、および置換または無置換Ｃ１

－Ｃ１２アルキルから独立して選択され；Ｍ１はアルカリまたはアルカリ土類金属であり
；Ｒ’は置換または無置換Ｃ１－Ｃ１２アルキルであり；Ｒ”は水素または置換もしくは
無置換Ｃ１－Ｃ１２アルキルであって、ＣＯＮ（Ｒ”）２中の２つのＲ”基は独立して選
択することができ；Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、およびＲ５の少なくとも１つは水素ではな
く；Ｘはハロゲンであり；Ｍはアルカリまたはアルカリ土類金属であり；かつ、ｎは本ス
ルホンアミド化合物１分子あたりの水分子の数である］。
【０００６】
　吸収材料はポリマーであるか、または木材フラッフなどのセルロース系繊維でありうる
。
【０００７】
　ある実施形態において、Ｍは、ナトリウムまたはカリウムであることができる。また、
Ｘは塩素、臭素、フッ素、またはヨウ素でありうる。
【０００８】
　一部の特定実施形態では、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、およびＲ５の少なくとも２つが水
素ではない。別の実施形態では、Ｒ３がメチル、ＣＯＯＨ、またはＣＯＯＭ１である。さ
らに別の実施形態では、Ｒ３がメチル、ＣＯＯＨ、またはＣＯＯＭ１であり、Ｒ１、Ｒ２

、Ｒ４、およびＲ５の少なくとも１つが水素ではない。
【０００９】
　一部の実施形態では、Ｒ３が塩素、フッ素、ＮＯ２、またはメトキシである。別の実施
形態では、Ｒ１がメチルまたは塩素である。
【００１０】
　また、スルホンアミド化合物は以下の式（ＩＶ）の構造を持ちうる。
【化２】

【００１１】
　別の実施形態では、Ｒ３が、ＣＯＯＨ、ＣＯＯＭ１、ＣＯＯＲ’、ＣＯＮ（Ｒ”）２、
ＣＮ、ＮＯ２、ハロゲン、および置換または無置換Ｃ２－Ｃ１２アルキルから選択される
。
【００１２】
　さらに別の実施形態では、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、およびＲ５が、水素、ＣＯＯＨ、
ＣＯＯＭ１，　ＮＯ２、ハロゲン、および置換または無置換Ｃ１－Ｃ１２アルキルから独
立して選択される。
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【００１３】
　一部の実施形態では、Ｒ２とＲ４が互いに同一であり、かつ、Ｒ１、Ｒ３、およびＲ５

が水素である。あるいは、一部の実施形態では、Ｒ２およびＲ４が水素であり、かつ、Ｒ

１、Ｒ３、およびＲ５が互いに同一である。
【００１４】
　特定の実施形態では、Ｒ３が、ＣＯＯＨ、ＣＯＯＭ１、ＣＯＯＲ’、およびＣＯＮ（Ｒ
”）２から選択される。
【００１５】
　特別な実施形態では、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、およびＲ５が、水素、ＣＯＯＨ、ＣＯ
ＯＭ１、ＣＯＯＲ’、ＣＯＮ（Ｒ”）２、ＮＯ２、ハロゲン、および置換または無置換Ｃ

１－Ｃ１２アルキルから独立して選択される。
【００１６】
　別の実施形態では、Ｒ３がＣＯＯＨまたはＣＯＯＭ１であり、かつ、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４

、およびＲ５が、水素、ＮＯ２、ハロゲン、および置換または無置換Ｃ１－Ｃ１２アルキ
ルから独立して選択される。さらなる特別な実施形態では、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４、およびＲ

５の少なくとも１つが水素ではない。
【００１７】
　本臭気抑制体排出液吸収部材は、第２の異なるスルホンアミド化合物も含みうる。２つ
のスルホンアミド化合物の重量比は約９０：１０～約１０：９０であることができる。特
別な実施形態では、一方の化合物がＮ－クロロ－ｐ－カルボキシスルホンアミドである。
他方の化合物はＮ－クロロ－ｐ－トルエンスルホンアミドでありうる。
【００１８】
　あるいは、２つのスルホンアミド化合物のうちの一方は、以下の式（ＶＩ）の化合物で
ありうる。
【化３】

［式中、Ｍ２は水素、アルカリ金属、またはアルカリ土類金属である］。
【００１９】
　２つのスルホンアミド化合物は、吸収部材の重量に基づいて約０．５～約１５重量パー
セントの範囲で存在することができる。
【００２０】
　一般にスルホンアミド化合物は、吸収部材の重量に基づいて約０．５～約１５重量パー
セントまで（約０．５～約１．５重量パーセントまたは約７～約１３重量パーセントを含
む）の範囲で存在することができる。
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【００２１】
　本臭気抑制体排出液吸収部材は緩衝剤をさらに含みうる。
【００２２】
　別の実施形態では、吸収材料と以下の式（Ｉ）のハロ活性芳香族スルホンアミド化合物
とを含む体排出液吸収部材が開示される。
【化４】

［式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４、およびＲ５は、水素、ＣＯＯＨ、ＣＯＯＭ１、ＣＯＯＲ’、
ＣＯＮ（Ｒ”）２、アルコキシ、ＣＮ、ＮＯ２、ＳＯ３Ｒ”、ハロゲン、置換または無置
換フェニル、スルホンアミド、ハロスルホンアミド、および置換または無置換Ｃ１－Ｃ１

２アルキルから独立して選択され；Ｒ３はＣＯＯＨ、ＣＯＯＭ１、ＣＯＯＲ’、およびＣ
ＯＮ（Ｒ”）２であり；Ｍ１はアルカリまたはアルカリ土類金属であり；Ｒ’は置換また
は無置換Ｃ１－Ｃ１２アルキルであり；Ｒ”は水素または置換もしくは無置換Ｃ１－Ｃ１

２アルキルであって、ＣＯＮ（Ｒ”）２中の２つのＲ”基は独立して選択することができ
；Ｘはハロゲンであり；Ｍはアルカリまたはアルカリ土類金属であり；かつ、ｎは本スル
ホンアミド化合物１分子あたりの水分子の数である］。
【００２３】
　ここでも、Ｍはナトリウムまたはカリウムであることができ、Ｘは塩素、臭素、フッ素
、またはヨウ素でありうる。
【００２４】
　一部の実施形態では、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４、およびＲ５の少なくとも１つが水素ではない
。
【００２５】
　別の実施形態では、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４、およびＲ５が、水素、ＣＯＯＨ、ＣＯＯＭ１、
ＮＯ２、ハロゲン、および置換または無置換Ｃ１－Ｃ１２アルキルから独立して選択され
る。
【００２６】
　さらに別の実施形態では、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４、およびＲ５が、水素、ＣＯＯＨ、ＣＯＯ
Ｍ１、ＣＯＯＲ’、ＣＯＮ（Ｒ”）２、ＮＯ２、ハロゲン、および置換または無置換Ｃ１

－Ｃ１２アルキルから独立して選択される。
【００２７】
　より特別な実施形態では、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４、およびＲ５が、水素、ＮＯ２、ハロゲン
、および置換または無置換Ｃ１－Ｃ１２アルキルから独立して選択される。
【００２８】
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　本臭気抑制体排出液吸収部材は、第２の異なるハロ活性芳香族スルホンアミド化合物、
例えばＮ－クロロ－ｐ－トルエンスルホンアミドを、さらに含みうる。
【００２９】
　また、臭気抑制体排出液吸収部材を製造するためのプロセスも開示する。吸収材料を用
意し、混合物で処理する。次に吸収材料を造形して吸収部材を形成させる。前記混合物は
式（Ｉ）のハロ活性芳香族スルホンアミド化合物を含む。
【００３０】
　混合物は固形物または水溶液であることができる。吸収材料は、ポリマー、セルロース
系繊維、または木材フラッフでありうる。
【００３１】
　一部のプロセスでは、吸収材料を用意し、木部繊維のシートに混合物を適用することに
よって処理し、次にそのシートを粉砕して処理済み吸収材料を得る。
【００３２】
　また、体排出液の臭気を抑制するための方法も開示する。吸収材料と、そこに分散され
た式（Ｉ）のハロ活性芳香族スルホンアミド化合物とを含む臭気抑制体排出液吸収部材が
提供される。吸収部材を、臭気を放つ体排出液と接触させて、スルホンアミド化合物に、
体排出液中に存在する臭気原因分子を中和させる。
【００３３】
　本開示のこれらのおよび他の非限定的な特徴または特性を、以下にさらに詳しく説明す
る。
【００３４】
　以下に図面の簡単な説明を記載するが、これらの図面は、本明細書に開示する代表的実
施形態を図解するために掲載するものであって、それらを限定しようとするものではない
。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本開示の吸収部材から形成されたタンポンの側面図である。
【図２】タンポンアプリケーターの斜視図である。
【図３】本開示の吸収部材を含有するおむつの平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　添付の図面を参照することにより、本明細書に開示する構成要素、プロセス、および装
置の、より完全な理解を得ることができる。これらの図面は、本開示を例証する際の便利
さおよび容易さに基づく略図に過ぎず、したがって、器具またはその構成要素の相対的大
きさおよび寸法を示そうとするものではなく、かつ／または代表的実施形態の範囲を定義
もしくは限定しようとするものでもない。
【００３７】
　明快な記述になるように以下の説明では特別な用語を使用するが、これらの用語は、図
面における図解のために選択した実施形態の特定の構造だけを言及しようとするものであ
って、本開示の範囲を定義または限定しようとするものではない。図面および以下の説明
において、類似する番号表示は類似する機能を持つ構成要素を指すと理解すべきである。
【００３８】
　量に関連して使用される修飾語「約」は、明示された値を含み、その文脈に応じた意味
を持つ（例えばこれは、少なくとも、その特定量の測定に付随する程度の誤差を包含する
）。また、そのように修飾された値または範囲の端点も開示されていると見なすべきであ
る。例えば、範囲「約２～約４」は範囲「２～４」を開示していると見なすべきである。
【００３９】
　ハロ活性芳香族スルホンアミド有機化合物は知られている。クロラミンＴは、多くの応
用に使用されてきたスルホンアミド有機化合物の一例である。クロラミンＴの有用性は、
必要になると要求に応じて活性Ｃｌ＋イオンを放出し、その後直ちに、活性な芳香族スル
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ホニトレン随伴イオンを同時に生成するその能力に基づいている。活性Ｃｌ＋イオンおよ
び随伴芳香族スルホニトレンイオンは、共同して臭気原因分子を分解するように働きうる
。「Ｃｌ＋」という用語は、スルホンアミド化合物から解離した時に塩素原子がとる形態
である次亜塩素酸イオンＣｌＯ－において、塩素原子が＋１の形式電荷を持つという事実
を表す。塩素原子は一般的には１－の電荷を持つと見なされる。塩素原子が＋１または１
ーの電荷を持つという表現は、本願では、交換可能に使用することができる。なぜならこ
の術語は化合物そのものまたはその用途に影響を及ぼさないからである。
【００４０】
　大半の臭気原因分子は、メルカプタン類、スルフィド類、複素環式化合物またはアミン
系化合物である。ハロ活性芳香族スルホンアミド化合物は、Ｃｌ＋カチオンとＣｌ＋カチ
オンが生成した後に残るスルホンアミド部分とがどちらも臭気原因分子と反応するので、
これらの化合物クラスから臭気を除去するための優れた薬剤である。
【００４１】
　本開示の臭気抑制体排出液吸収部材は、一般に、（ｉ）吸収材料または基材と、（ｉｉ
）本明細書にさらに詳しく説明するハロ活性芳香族スルホンアミド化合物とを含む。吸収
材料または基材をスルホンアミド化合物で処理する。換言すると、スルホンアミド化合物
を、一般的には、吸収材料内または吸収材料全体に分散させる。次に、吸収材料を造形し
て吸収部材を形成させる。吸収部材は例えばおむつまたは他の衛生用品に使用することが
できる。
【００４２】
　臭気抑制体排出液吸収部材の形状はその用途に応じて変えることができ、例えば平らな
シートとして製造すること、または管状に製造することができる。吸収部材は、一般的に
は、消費者向け物品全体の一部に過ぎないことに注意すべきである。
【００４３】
　例えば吸収部材を使ってタンポンを形成させることができる。図１を参照して説明する
と、タンポン３０は、管状に圧縮または造形された吸収部材３２を含む。圧縮に先だって
、吸収部材は、膣への挿入が可能な形状を持つタンポンへの圧縮に適した、任意の適切な
大きさおよび厚さを持ちうる。圧縮前の吸収部材は、一般的には、正方形または長方形で
ある。圧縮前の吸収部材の典型的な大きさは、長さが約４０ｍｍ～約１００ｍｍ、幅が約
４０ｍｍ～約８０ｍｍでありうる。吸収部材２２は、外面３４と、引き抜き端３８に相対
する挿入端３６とを持つ。紐２７などの引き抜き手段は引き抜き端３８から伸びる。引き
抜き手段はリボン、輪、タブなどといった他の形態をとることもでき、例えば縫いつけ、
接着、または既知の結合方法の組合せなど、当技術分野で知られる任意の適切な方法で取
り付けることができる。引き抜き手段は、タンポン上の任意の適切な位置に接合すること
ができる。
【００４４】
　タンポンは指で挿入するか、またはアプリケーターを利用して挿入することができる。
そのようなアプリケーターは、典型的には、「筒とプランジャー」タイプの構成を持ち、
プラスチック、紙、または他の適切な材質でありうる。また「コンパクト」タイプのアプ
リケーターも適切である。図２を参照して説明すると、外筒１２と内筒１４とを持つコン
パクトタンポンアプリケーター１０が図示されている。外筒１２は、女性の膣内に挿入さ
れるように設計された前方端１８に形成された一連の花弁１６を持つ。外筒１２には、隆
起部２２、２３および２４を含む把持部分２０が設けられる。内筒１４は、内筒１４を外
筒１２中に保持するのを助ける縦長の溝２６を持つ。切り取られた溝２６は、使用時に内
筒１４が外筒１２に対して移動するのも助ける。引き抜き紐２７は中空タンポン２８の一
端に取り付けられ、内筒１４を通って伸びる。引き抜き紐２７は、使用後に膣からタンポ
ン２８を引き抜くために使用される。この場合、最終製品はアプリケーター付きタンポン
である。
【００４５】
　もう一つの例として、図３に、従来の使い捨ておむつ５５０を図解する。おむつは裏地
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５５４を含む。吸収部材は平らなシートの形状をとることができ、裏地の上側に取り付け
るか、裏地の中に挿入することができる。吸収部材は、５５２に示すように、裏地の大部
分を覆うように造形することができる。あるいは、標的ゾーン（例えば５５６に示すおむ
つの股部分）に適合するように、吸収部材を造形することもできる。この場合、最終製品
はおむつである。一般論としては、吸収部材を筐体に収容して最終製品を形成させること
ができる。
【００４６】
　吸収材料または基材は天然物または合成物であることができる。吸収材料は、繊維、粉
末、または顆粒の形態をとるか、より大量には、シート、マット、パッド、または管の形
態をとることもできる。代表的吸収材料としては、ポリアクリレート、ポリアクリルアミ
ドコポリマー、エチレン無水マレイン酸コポリマー、ポリビニルアルコールコポリマー、
架橋ポリエチレンオキシド、ポリアクリロニトリルのデンプングラフトコポリマー、なら
びに綿、レーヨン、および木材パルプなどのセルロース系繊維を挙げることができる。特
別な実施形態では、吸収材料が、木材パルプ繊維のシートを粉砕することによって製造さ
れる「フラッフ」である。また、吸収材料は、その湿潤性を強化するために界面活性剤、
湿潤剤で前処理すること、または抗微生物剤、顔料などで前処理することもできる。
【００４７】
　ハロ活性芳香族スルホンアミド化合物は以下の式（Ｉ）の構造を持つ。
【化５】

［式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、およびＲ５は、水素、ＣＯＯＨ、ＣＯＯＭ１、ＣＯＯ
Ｒ’、ＣＯＮ（Ｒ”）２、アルコキシ、ＣＮ、ＮＯ２、ＳＯ３Ｒ”、ハロゲン、置換また
は無置換フェニル、スルホンアミド、ハロスルホンアミド、および置換または無置換Ｃ１

－Ｃ１２アルキルから独立して選択され；
　Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、およびＲ５の少なくとも１つは水素ではなく；
　Ｘはハロゲンであり；
　Ｍはアルカリまたはアルカリ土類金属であり；かつ
　ｎは本スルホンアミド化合物１分子あたりの水分子の数である］。
【００４８】
　Ｍ１もアルカリまたはアルカリ土類金属であり、Ｍと同じである必要はないが、一般的
にはＭとＭ１は同じである。一般的には、Ｍはナトリウムまたはカリウムである。Ｘは、
一般的には、塩素、臭素、フッ素、またはヨウ素であり、特定の実施形態では塩素である
。式（Ｉ）の化合物は、変数ｎが示すとおり、水和されている場合も、水和されていない
場合もある。特定の実施形態では、式（Ｉ）の化合物が三水和物（すなわちｎ＝３）であ



(11) JP 5636005 B2 2014.12.3

10

20

30

40

50

る。別の実施形態では、化合物が粉末などの固形状である。
【００４９】
　Ｒ’は置換または無置換Ｃ１－Ｃ１２アルキルである。Ｒ”は水素または置換もしくは
無置換Ｃ１－Ｃ１２アルキルであり、ＣＯＮ（Ｒ”）２中の２つのＲ”基は独立して選択
することができる。
【００５０】
　フェニルおよび／またはアルキル基が置換される場合は、１つまたはそれより多い水素
原子を、独立してヒドロキシルまたはハロゲンで置き換えることができる。
【００５１】
　式（Ｉ）の一部の実施形態では、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、およびＲ５の少なくとも２
つが水素ではない。
【００５２】
　式（Ｉ）の特定の実施形態では、Ｒ３がメチル、ＣＯＯＨ、またはＣＯＯＭ１であり；
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４、およびＲ５が、水素、ＣＯＯＨ、ＣＯＯＭ１、ＣＯＯＲ’、ＣＯＮ（
Ｒ”）２、アルコキシ、ＣＮ、ＮＯ２、ＳＯ３Ｒ”、ハロゲン、置換または無置換フェニ
ル、スルホンアミド、ハロスルホンアミド、および置換または無置換Ｃ１－Ｃ１２アルキ
ルから独立して選択され；Ｘがハロゲンであり；Ｍ１がアルカリまたはアルカリ土類金属
であり；かつ、ｎが本スルホンアミド化合物１分子あたりの水分子の数である。
【００５３】
　さらなる実施形態では、Ｒ３がメチル、ＣＯＯＨ、またはＣＯＯＭ１であり；Ｒ１、Ｒ

２、Ｒ４、およびＲ５が、水素、ＣＯＯＨ、ＣＯＯＭ１、ＣＯＯＲ’、ＣＯＮ（Ｒ”）２

、アルコキシ、ＣＮ、ＮＯ２、ＳＯ３Ｒ”、ハロゲン、置換または無置換フェニル、スル
ホンアミド、ハロスルホンアミド、および置換または無置換Ｃ１－Ｃ１２アルキルから独
立して選択され；Ｘがハロゲンであり；Ｍがアルカリまたはアルカリ土類金属であり；ｎ
が本スルホンアミド化合物１分子あたりの水分子の数であり；かつ、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４、
およびＲ５の少なくとも１つが水素ではない。
【００５４】
　式（Ｉ）の別の実施形態では、ハロ活性芳香族スルホンアミド化合物が、以下の式（Ｉ
Ｉ）の構造を持つ。
【化６】

［式中、Ｒ３は塩素、フッ素、ＮＯ２、またはメトキシであり；Ｘはハロゲンであり；Ｍ
はアルカリまたはアルカリ土類金属であり；ｎは本スルホンアミド化合物１分子あたりの
水分子の数である］。
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【００５５】
　式（Ｉ）の別の実施形態では、ハロ活性芳香族スルホンアミド化合物が、以下の式（Ｉ
ＩＩ）の構造を持つ。
【化７】

［式中、Ｒ１はメチルまたは塩素であり；Ｘはハロゲンであり；Ｍはアルカリまたはアル
カリ土類金属であり；ｎは本スルホンアミド化合物１分子あたりの水分子の数である］。
【００５６】
　特別な一実施形態では、ハロ活性芳香族スルホンアミド化合物が、以下の式（ＩＶ）の
構造を持つ。

【化８】

【００５７】
　式（Ｉ）のさらに別の実施形態では、Ｒ３が、ＣＯＯＨ、ＣＯＯＭ１、ＣＯＯＲ’、Ｃ
ＯＮ（Ｒ”）２、ＣＮ、ＮＯ２、ハロゲン、および置換または無置換Ｃ２－Ｃ１２アルキ
ルから選択され；Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４、およびＲ５が、水素、ＣＯＯＨ、ＣＯＯＭ１、ＣＯ
ＯＲ’、ＣＯＮ（Ｒ”）２、アルコキシ、ＣＮ、ＮＯ２、ＳＯ３Ｒ”、ハロゲン、置換ま
たは無置換フェニル、スルホンアミド、ハロスルホンアミド、および置換または無置換Ｃ

１－Ｃ１２アルキルから独立して選択され；Ｘがハロゲンであり；Ｍがアルカリまたはア
ルカリ土類金属であり；かつ、ｎが本スルホンアミド化合物１分子あたりの水分子の数で
ある。
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　式（Ｉ）のさらに別の実施形態では、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、およびＲ５が、水素、
ＣＯＯＨ、ＣＯＯＭ１、ＮＯ２、ハロゲン、および置換または無置換Ｃ１－Ｃ１２アルキ
ルから独立して選択され；Ｘがハロゲンであり；Ｍがアルカリまたはアルカリ土類金属で
あり；かつ、ｎが本スルホンアミド化合物１分子あたりの水分子の数である。
【００５９】
　式（Ｉ）のさらに別の実施形態では、Ｒ２とＲ４が互いに同一であり；かつ、Ｒ１、Ｒ

３、およびＲ５が水素である。
【００６０】
　式（Ｉ）のさらに別の実施形態では、Ｒ２およびＲ４が水素であり；かつ、Ｒ１、Ｒ３

、およびＲ５が互いに同一である。
【００６１】
　式（Ｉ）のより特別な実施形態では、Ｒ３が、ＣＯＯＨ、ＣＯＯＭ１、ＣＯＯＲ’、お
よびＣＯＮ（Ｒ”）２から選択される。最も望ましくは、Ｒ３がＣＯＯＨまたはＣＯＯＭ

１であると同時に、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４、およびＲ５が水素である。
【００６２】
　式（Ｉ）の別の実施形態では、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、およびＲ５が、水素、ＣＯＯ
Ｈ、ＣＯＯＭ１、ＣＯＯＲ’、ＣＯＮ（Ｒ”）２、ＮＯ２、ハロゲン、および置換または
無置換Ｃ１－Ｃ１２アルキルから独立して選択され；Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、およびＲ

５の少なくとも１つが水素ではなく；Ｘがハロゲンであり；Ｍがアルカリまたはアルカリ
土類金属であり；かつ、ｎが本スルホンアミド化合物１分子あたりの水分子の数である。
【００６３】
　式（Ｉ）のさらに別の実施形態では、Ｒ３がＣＯＯＨまたはＣＯＯＭ１であり；Ｒ１、
Ｒ２、Ｒ４、およびＲ５が、水素、ＮＯ２、ハロゲン、および置換または無置換Ｃ１－Ｃ

１２アルキルから独立して選択され；Ｘがハロゲンであり；Ｍがアルカリまたはアルカリ
土類金属であり；かつ、ｎが本スルホンアミド化合物１分子あたりの水分子の数である。
さらなる特別な実施形態では、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４、およびＲ５の少なくとも１つが水素で
はない。
【００６４】
　一部の実施形態では、吸収部材が２つの異なるスルホンアミド化合物を含有しうる。特
に、それらのスルホンアミド化合物は、臭気抑制能力、安定性、およびコストなどの性質
が異なる。臭気抑制性を、経済的要因、例えばコストおよびスルホンアミド化合物の入手
可能性と釣り合わせるために、吸収部材には、１つの化合物だけでなく、２つまたはそれ
より多い化合物の混合物を使用することが望ましいであろう。例えば、各スルホンアミド
化合物は異なる反応速度、安定性、および／または放出速度を持ちうるか、異なる臭気原
因分子をより効率よく中和しうる。２つのスルホン化合物の間の重量比は、約９０：１０
から約１０：９０まで、または約７０：３０から約３０：７０までの範囲にわたりうる。
一部の実施形態では、スルホンアミド化合物の１つが式（Ｉ）の化合物であり；別の実施
形態では、両方のスルホンアミド化合物が式（Ｉ）の化合物である。
【００６５】
　特別な実施形態では、２つのスルホンアミド化合物がＮ－クロロ－ｐ－トルエンスルホ
ンアミド（すなわちクロラミンＴ）とＮ－クロロ－ｐ－カルボキシスルホンアミドである
。これら２つの化合物を、以下に式（Ｖ）および（ＶＩ）として図示する。
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【化９】

［式中、Ｍ２は水素、または上に定義したＭ１であり；Ｘはハロゲンであり、Ｍはアルカ
リまたはアルカリ土類金属であり；かつ、ｎは本スルホンアミド化合物１分子あたりの水
分子の数である］。望ましくは、Ｍ２は水素、ナトリウム、またはカリウムである。別の
実施形態では、存在する化合物の１つが式（ＶＩ）のＮ－クロロ－ｐ－カルボキシスルホ
ンアミドである。
【００６６】
　式（Ｉ）のハロ活性芳香族スルホンアミド化合物は安定であり、水溶液中で分解しない
ので、吸収部材は長い貯蔵寿命を持つことができる。式（Ｉ）の化合物は、水によく溶解
し、毒性が低く、漂白剤臭はごくわずかである。
【００６７】
　式（Ｉ）のスルホンアミド化合物は、吸収部材中に、吸収部材の重量に基づいて約０．
１～約５０重量パーセントの範囲で存在することができる。より特別な実施形態では、ス
ルホンアミド化合物が、約０．５～約１５重量パーセント、約０．５～約１．５重量パー
セント、または約４～約７．５重量パーセントの範囲で存在する。
【００６８】
　安定性および最適な性能が得られるように、吸収部材のｐＨは６と１４の間にあるべき
だが、一般的には８と９．５の間または８．５～９にｐＨを保つべきである。尿が持ちう
るｐＨは４．５から８までの範囲にわたり、一般的には酸性であるので、このｐＨ範囲は
衛生用品に集められた尿を中和するのにも役立つであろう。
【００６９】
　溶液をこれらのｐＨ範囲内に維持するために、緩衝剤を吸収部材に加えてもよい。緩衝
剤は、尿の酸性度、適用条件、吸収材料または基材のタイプ、および／または臭気原因分
子の性質に起因しうるｐＨのあらゆる変化を、補償することができる。代表的緩衝剤には
、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、酢酸バッフ
ァー（例えば酢酸ナトリウム）、リン酸バッファー（例えばリン酸三および二ナトリウム
ならびにその混合物）、ｐＨ配合リン酸塩、硫酸バッファー（例えば硫酸二および三ナト
リウム）、ならびにその混合物などがある。緩衝剤は溶解度の限界まで加えることができ
る。緩衝剤の濃度に関して好ましい範囲は、溶液中に約５％～約２００重量％（約５％～
約５０％または約２５％～約５０％を含む）の活性化合物である。好ましい緩衝剤は炭酸
水素カリウムおよび炭酸水素ナトリウムである。
【００７０】
　スルホンアミド化合物の活性を強化するために、吸収部材には低分子量アルコールも加
えることができる。代表的アルコールはｔ－ブタノールである。このアルコールはいくつ
かの効果を持ちうる。アルコールは、活性芳香族Ｎ－ハロスルホンアミド基の臭気除去活
性を強化する。アルコールは、表面活性を増加させることができ、または、より好ましい
配合のフレグランス、表面活性化合物などの使用を可能にすることができる。ただし、使
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用するアルコールのタイプは、ある程度限定される。ｔ－ブタノールまたは関連３級アル
コールは、酸素アルコール部分に対してアルファ位に水素原子を含有せず、より高い安定
性が得られるので好ましい。アルファ水素原子は、活性芳香族ハロスルホンアミド化合物
中に含まれる活性ハロゲンとの相互作用により、安定性を損なうようである。しかし、ｐ
Ｈ＞１０では、エタノールやイソプロパノールなどのアルファ水素原子を含有するアルコ
ールが、安定性に影響を及ぼさないことが見いだされた。
【００７１】
　アルコールは、吸収材料の約０．１～約８０重量％（約０．１～約２．０重量パーセン
トを含み、特に約０．２～約１．０重量パーセントを含む）の濃度で存在することができ
る。
【００７２】
　臭気抑制体排出液吸収部材には、界面活性剤または湿潤剤も加えることができる。界面
活性剤は表面張力を低下させて、体排出液との接触時にスルホンアミド化合物をより活性
化しやすくする。非イオン性界面活性剤も陰イオン性活性剤も使用することができる。た
だし、特別な実施形態では、界面活性剤を使用しない。
【００７３】
　式（Ｉ）のハロ活性芳香族スルホンアミド化合物は、既知の方法を使って吸収材料に加
えることができる。特に、吸収材料が木材フラッフである場合、スルホンアミド化合物は
、フラッフ化に先だって木材がまだ木部繊維のシートの形態をとっている時に加えるか、
またはフラッフ化が既に行われて木材が繊維質の綿状材料の形態をとってから加えること
ができる。スルホンアミド化合物は、吸収材料に含浸させるか、吸収材料全体に分散させ
ることができる。
【００７４】
　一般にスルホンアミド化合物は混合物として適用される。例えば化合物を水または他の
液体と混合して水溶液または他の溶液を形成させることができる。溶液は、通常、溶液状
態におけるその化合物の飽和点までの、緩衝製剤中の１つまたはそれより多いスルホンア
ミド化合物で構成される。これは、化合物の溶解度と溶媒（アルコールその他）に依存し
て、水溶液では５重量％から２５重量％までの範囲にわたりうる。次に、その溶液を吸収
材料に噴霧する。次に溶媒を蒸発させると、活性スルホンアミド化合物が残る。吸収材料
上の活性スルホンアミド化合物の量を増加させるために、複数回の噴霧を使用することが
できる。
【００７５】
　あるいは、スルホンアミド化合物を、粉末などの固形状で使用することもできる。固形
状のスルホンアミド化合物は、緩衝剤、結合剤などといった他の固形添加剤とも混合する
ことができる。極微量の適合する香料添加剤を使用することも考えられる。
【００７６】
　本開示の臭気抑制体排出液吸収部材は、例えばおむつ、衛生ナプキンなどの衛生用品に
おける臭気を抑制するのに役立ち、または一般用途用の布巾として（すなわち薄い平らな
シートとして）役立つ。本吸収部材は、例えば創傷被覆材、包帯などの製品にも役立つ。
一般的には、吸収部材を体排出液と接触させると、スルホンアミド化合物が体排出液中の
臭気原因分子を中和する。例えば、吸収部材はおむつに配置することができ、後に尿また
は糞便が吸収部材と接触する。あるいは、吸収部材は、膿が滲出する創傷に適用される包
帯の一部であり、吸収部材はその膿と接触する。
【００７７】
　代表的臭気抑制体排出液吸収部材は、吸収材料、重量比が約１：２である式（Ｖ）およ
び（ＶＩ）の２つのスルホンアミド化合物、炭酸水素ナトリウム、０．５０％ｔ－ブタノ
ール、および極微量のフレグランスを含む。
【００７８】
　以下に非限定的実施例を挙げて本開示の体排出液吸収部材を例証するが、これらの実施
例は例示に過ぎず、本願は、ここに挙げる材料、条件、プロセスパラメータなどに限定さ
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れるものではないと理解すべきである。全ての比率は別段の表示がない限り重量比である
。
【実施例】
【００７９】
１組目の実施例
　木材フラッフを使って臭気抑制体排出液吸収部材を製造した。木材フラッフを、スルホ
ンアミド化合物の３つの異なる組合せの１つで処理した。組合せＡは、約７０％のＮ－ク
ロロ－ｐ－カルボキシスルホンアミド（式（ＶＩＩＩ）として以下に示す）および３０％
のクロラミンＴ（式（ＶＩＩ）として以下に示す）を含有した。組合せＢはＮ－クロロ－
ｐ－カルボキシスルホンアミドのみであり、組合せＣはクロラミンＴのみだった。これら
の組合せを、０．５ｗｔ％、１．０ｗｔ％、または１．５ｗｔ％のスルホンアミド化合物
を含有する水溶液として、噴霧した。
【化１０】

【００８０】
[実施例１]
　ここでは、直径が約２～３インチの木材フラッフボールに、アカギツネ尿（悪臭の強い
物質）を噴霧した後、異なる臭気抑制製剤を噴霧して、その製剤がどのくらい効率よく臭
気を除去するかを見た。対照木材フラッフボールにはどの臭気抑制製剤も噴霧しなかった
。
【００８１】
　対照ボールのにおいと処理ボールのにおいを比較して嗅いだ被験者は全員が、極めて顕
著な相違を記録し、臭気が完全に消失していて検出できないという被験者もいた。
【００８２】
　５歳の女児から採取したヒト尿を使って試験を繰り返した。ここでも、試験製剤は臭気
を非常によく除去した。
【００８３】
[実施例２]
　１８インチ×２インチの大きさを持つ圧搾繊維木材シートに溶液Ａ、Ｂ、またはＣを噴
霧した。噴霧前の木材シートの重量を測定しておき、噴霧の２４時間後に木材シートの重
量を再び測定して、木材シート上に存在するスルホンアミド化合物の量を決定した。
【００８４】
　次に、その木材シートを粉砕によって木材フラッフに変換した。下記の表１に１５種類
の試料を掲載し、使用した溶液と、その結果得られたスルホンアミド化合物の存在量を示
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【００８５】
【表１】

【００８６】
　次に、木材フラッフ試料の一部にアカギツネ尿を噴霧し、３人の被験者がそのにおいを
嗅いだ。被験者Ｔは、まず最初に処理済みであるフラッフのにおいを嗅ぎ、次に対照フラ
ッフのにおいを嗅いだ。被験者Ｊは、アカギツネ尿を噴霧した約１５分後に、処理フラッ
フのにおいを嗅ぎ、次に対照フラッフのにおいを嗅いだ。被験者Ｄは、まず最初に対照フ
ラッフのにおいを嗅ぎ、次に噴霧の約２０分後に処理フラッフのにおいを嗅いだ。被験者
らの評価を下記の表２に０～１０の尺度（０は臭気無しを示し、１０は耐えがたい臭気を
示す）で掲載する。
【００８７】
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【表２】

【００８８】
　この迅速評価により、実施例Ｃ－１、Ｄ－１、およびＥ１が、アカギツネ尿からの臭気
を最もよく除去することが示された。もちろん、一人一人の嗅覚は異なるし、Ｆ－１、Ｆ
２、およびＧ－１における被験者Ｊの逸脱した数値は、被験者Ｊがまず最初に対照フラッ
フのにおいを嗅ぐということをしなかったので、１０がどんなものであるか想定できなか
ったという事実によるのかもしれない。
【００８９】
２組目の実施例
　４．５ｗｔ％のＮ－クロロ－ｐ－カルボキシスルホンアミド、１．５ｗｔ％の炭酸水素
ナトリウム、および９４ｗｔ％の水を含有する水溶液を作製した。次に、１０インチ×２
０インチの寸法を持つ木部繊維シートを調製した。その木部繊維シートは９２～９５％乾
燥しており、９９～１００グラムの重量を持っていた。次に７８グラムの水溶液を木部繊
維シートの上面だけに加えた。水溶液を乾燥させた後、木部繊維シートを試験し、次に粉
砕器でフラッフ化した。
【００９０】
　本開示を好ましい実施形態に関して説明した。上記の詳細な説明を読み理解すれば、誰
でも変更および改変を思いつくことは明らかである。代表的実施形態は、そのような変更
および改変を、それらが本願請求項またはその均等物の範囲に包含される限り、いずれも
包含すると解釈されるものとする。
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