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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体透過性トップシート、バックシート、及び前記液体透過性トップシートと前記バッ
クシートとの間に封入された吸収芯を含む、おむつ、パンツ型おむつ、衛生ナプキン、又
は失禁用品等の吸収物品であり、前記吸収芯はｐＨの値が５．５以下である酸性セルロー
ス繊維と有機亜鉛塩とを含む、吸収物品。
【請求項２】
　前記セルロース繊維がフラッフパルプ繊維である、請求項１に記載の吸収物品。
【請求項３】
　前記吸収芯に含まれる酸性セルロース繊維がセルロース繊維を酸性化剤で酸性化するこ
とによって得られる、請求項１又は２に記載の吸収物品。
【請求項４】
　前記酸性化剤が少なくとも１．５のｐＫ値（２５℃の水中で測定）を有する有機酸であ
る、請求項３に記載の吸収物品。
【請求項５】
　前記酸性化剤が、クエン酸、シュウ酸、乳酸、リンゴ酸、マロン酸、マレイン酸、コハ
ク酸、酒石酸、ソルビン酸、蟻酸、それらの塩、及びそれらの混合物、の水溶液の中から
選択される、請求項３又は４に記載の吸収物品。
【請求項６】
　前記酸性フラッフパルプが５．０以下のｐＨ値を有する、請求項１から５の何れか一項
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に記載の吸収物品。
【請求項７】
　前記酸性フラッフパルプが２．０から５．０のｐＨ値を有する、請求項１から６の何れ
か一項に記載の吸収物品。
【請求項８】
　前記酸性フラッフパルプが３．０から４．０のｐＨ値を有する、請求項７に記載の吸収
物品。
【請求項９】
　有機亜鉛塩の量が乾燥酸性セルロース繊維１ｇあたり少なくとも１０－５ｇのＺｎであ
る、請求項１から７の何れか一項に記載の吸収物品。
【請求項１０】
　吸収物品に含まれる吸収芯又は酸性セルロース繊維を有機亜鉛塩の溶液で処理すること
によって得られる、請求項１から９の何れか一項に記載の吸収物品。
【請求項１１】
　前記有機亜鉛塩が２から３０個の炭素原子を有するカルボン酸の亜鉛塩から選択される
、請求項１から１０の何れか一項に記載の吸収物品。
【請求項１２】
　前記カルボン酸が８から１８個の炭素原子を有する不飽和ヒドロキシル化脂肪酸である
、請求項１１に記載の吸収物品。
【請求項１３】
　前記亜鉛塩がリシノール酸亜鉛である、請求項１１に記載の吸収物品。
【請求項１４】
　前記バックシートが液体不透過性である、請求項１から１３の何れか一項に記載の吸収
物品。
【請求項１５】
　モノカルボン酸の亜鉛塩を含むことを特徴とする、５．５以下のｐＨ値を有する酸性セ
ルロース繊維。
【請求項１６】
　前記モノカルボン酸が８から１８個の炭素原子を有する不飽和ヒドロキシル化脂肪酸で
ある、請求項１５に記載の酸性セルロース繊維。
【請求項１７】
　前記有機亜鉛塩がリシノール酸亜鉛である、請求項１５又は１６に記載の酸性セルロー
ス繊維。
【請求項１８】
　セルロース繊維を酸性化剤及びモノカルボン酸の亜鉛塩で処理することによって得られ
る、請求項１５から１７の何れか一項に記載の酸性セルロース繊維。
【請求項１９】
　前記酸性化剤が少なくとも１．５のｐＫ値（水、２５℃）を有する有機酸の中から選択
される、請求項１５から１８の何れか一項に記載の酸性セルロース繊維。
【請求項２０】
　前記酸性化剤が、未処理の繊維の乾燥重量に対して１から２０重量％の量で存在する、
請求項１９に記載の酸性セルロース繊維。
【請求項２１】
　前記セルロース繊維がフラッフパルプ繊維である、請求項１５から２０の何れか一項に
記載の酸性セルロース繊維。
【請求項２２】
　臭気制御のための請求項１５から２１の何れか一項に記載の酸性セルロース繊維の使用
。
【請求項２３】
　吸収物品中の臭気制御のための請求項２２に記載の使用。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有効な臭気制御系を含む、おむつ、パンツ型おむつ、衛生ナプキン又は失禁
用品等の吸収物品、及びそのような吸収物品内で使用され得る臭気制御セルロース繊維に
関する。本発明は、ｐＨ５．５以下の酸性フラッフパルプ等の酸性セルロース繊維と、リ
シノール酸亜鉛等の有機亜鉛塩とが、特に相乗的に、好ましく相互作用してアンモニア等
の悪臭を低減するような吸収物品に特に関する。
【背景技術】
【０００２】
　上述のタイプの吸収物品の分野における一つの重要な発展領域は、体液が放出された後
、特に長時間経過後に典型的に形成される臭気を有する化合物の制御である。これらの化
合物は、脂肪酸、アンモニア、アミン、硫黄含有化合物、及びケトン及びアルデヒドを含
む。それらは体液の通常の成分として存在するか、又は尿素等通常の成分の分解工程の結
果生じ、尿生殖器フローラ（ｕｒｏｇｅｎｉｔａｌ　ｆｌｏｒａ）内に生じる微生物又は
細菌によってアンモニアへと分解される。
【０００３】
　吸収物品内の不快な臭気の形成を抑制するために、様々な方法が存在する。国際公開第
９７／４６１８８号パンフレット、国際公開第９７／４６１９０号パンフレット、国際公
開第９７／４６１９２号パンフレット、国際公開第９７／４６１９３号パンフレット、国
際公開第９７／４６１９５号パンフレット、及び国際公開第９７／４６１９６号パンフレ
ットは、例えば臭気阻害添加剤又はゼオライト及びシリカ等の脱臭剤を組み込むことを教
示する。しかしながら、例えば国際公開第９８／１７２３９号パンフレットにおいて言及
されるように、体液の吸収によって、それが水で飽和されるとすぐに、ゼオライトの臭気
阻害能は減少する。
【０００４】
　第２の方法は、製品中の悪臭形成細菌を阻害する意図での乳酸菌の添加を含む。乳酸菌
の組み込み、及びそれらの好ましい効果は、例えばスウェーデン特許第９７０３６６９－
３号明細書、スウェーデン特許第９５０２５８８－８号明細書、国際公開第９２／１３５
７７号パンフレット、スウェーデン特許第９８０１９５１－６号明細書、及びスウェーデ
ン特許第９８０４３９０－４号明細書に開示される。
【０００５】
　さらに、国際公開第９８／５７６７７号パンフレット、国際公開第００／３５５０３号
パンフレット、及び国際公開第００／３５５０５号パンフレットから、部分的に中和され
た超吸収材料（酸性超吸収材料）が吸収物品中の不快な臭気の形成を妨げることが開示さ
れる。しかしながら、酸性超吸収材料は通常の超吸収材料（以下で超吸収ポリマー、ＳＡ
Ｐとも呼ばれる）と比較して体液の吸収量が少ない。上述の国際公開第９８／５７６７７
号パンフレットに記載される吸収物品は、ｐＨが７未満、好ましくは６未満であるフラッ
フセルロースパルプをさらに含んでよい。
【０００６】
　さらに、米国特許第６，８５２，９０４号明細書は酸性臭気制御剤で処理されたセルロ
ース繊維、及び吸収製品中でのそれらの使用を開示する。
【０００７】
　しかしながら、様々な既知の臭気制御系は十分な効果を持たないか、又は吸収製品の消
費者が受け入れるにはその効果がなくなるのが早すぎる。
【０００８】
　したがって、吸収物品中の有効な臭気制御系に関して、従来技術における継続的な需要
が存在する。
【０００９】
　他の技術分野から、リシノール酸亜鉛等の不飽和ヒドロキシル化脂肪酸の有機亜鉛塩が
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活性成分を脱臭することがさらに知られる（例えば、独国特許第１７９２０７４Ａ１号明
細書、独国特許第２５４８３４４Ａ１号明細書、及び独国特許第３８０８１１４Ａ１号明
細書を参照されたい）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】国際公開第９７／４６１８８号パンフレット
【特許文献２】国際公開第９７／４６１９０号パンフレット
【特許文献３】国際公開第９７／４６１９２号パンフレット
【特許文献４】国際公開第９７／４６１９３号パンフレット
【特許文献５】国際公開第９７／４６１９５号パンフレット
【特許文献６】国際公開第９７／４６１９６号パンフレット
【特許文献７】国際公開第９８／１７２３９号パンフレット
【特許文献８】スウェーデン特許第９７０３６６９－３号明細書
【特許文献９】スウェーデン特許第９５０２５８８－８号明細書
【特許文献１０】国際公開第９２／１３５７７号パンフレット
【特許文献１１】スウェーデン特許第９８０１９５１－６号明細書
【特許文献１２】スウェーデン特許第９８０４３９０－４号明細書
【特許文献１３】国際公開第９８／５７６７７号パンフレット
【特許文献１４】国際公開第００／３５５０３号パンフレット
【特許文献１５】国際公開第００／３５５０５号パンフレット
【特許文献１６】米国特許第６，８５２，９０４号明細書
【特許文献１７】独国特許第１７９２０７４Ａ１号明細書
【特許文献１８】独国特許第２５４８３４４Ａ１号明細書
【特許文献１９】独国特許第３８０８１１４Ａ１号明細書
【特許文献２０】米国特許第５，５５８，６５５号明細書
【特許文献２１】欧州特許第０６４０３３０Ａ１号明細書
【特許文献２２】欧州特許第０６３１７６８Ａ１号明細書
【特許文献２３】国際公開第９５／０１１４７号パンフレット
【特許文献２４】欧州特許第０８７８４８１Ａ１号明細書
【特許文献２５】欧州特許第１２１７９７８Ａ１号明細書
【特許文献２６】米国特許第６，８５２，９０４号明細書
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】Ｇｅｉｇｙ、Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｔａｂｌｅｓ、Ｖｏｌ　２、８ｔ
ｈ　ｅｄ．　１９８１　ｐ．５３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　従来技術と関連して上記議論した欠点を克服することは本発明の一つの技術目的である
。
【００１３】
　有効な臭気制御系を有する吸収物品を提供することは一つのさらなる技術目的である。
【００１４】
　吸収物品中のアンモニア形成を有意に低減又は排除することは、本発明の一つのさらな
る技術目的である。
【００１５】
　さらなる目的は本発明の以下の記述から明確になるだろう。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
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　本発明は、おむつ、パンツ型おむつ、パンティライナー、衛生ナプキン、又は失禁用品
等の吸収物品に関し、前記吸収物品は液体透過性トップシート、（好ましくは液体不透過
性）バックシート、及び前記液体透過性トップシートと前記バックシートとの間に封入さ
れた吸収芯を含み、前記吸収芯はｐＨの値が５．５以下である酸性セルロース繊維、特に
酸性フラッフパルプ繊維、及び有機亜鉛塩、特にモノカルボン酸の亜鉛塩、を含む。
【００１７】
　本発明は、モノカルボン酸の亜鉛塩を含むことで特徴付けられるｐＨ５．５以下の酸性
セルロース繊維、及び臭気制御のためのそれらの使用、特に上述の吸収物品内での使用、
にも関する。
【００１８】
　本明細書において、ｐＨの値が５．５以下の酸性セルロース繊維（ＣＦ）はしばしば単
純に「酸性セルロース繊維（ＣＦ）」と呼ばれ、ｐＨの値が５．５以下の酸性フラッフパ
ルプは「酸性フラッフパルプ」と呼ばれる。
【００１９】
　本発明の発明者は、酸性ＣＦ、特にフラッフパルプ、及び有機亜鉛塩、特にリシノール
酸亜鉛等の亜鉛のモノカルボン酸塩が、好ましくは尿生殖器領域における通常の細菌フロ
ーラを保持すると同時に、アンモニアの抑制において相互作用することを見出し、この発
見に基づいて本発明を完成させた。
【００２０】
　理論に拘束されることは望まないが、本発明の臭気低減の基礎をなすメカニズムは以下
のように仮定される。失禁用品等の吸収物品中で悪臭を生成するアンモニアは以下のよう
に形成されると考えられた。
　　細菌＋尿素　－＞　ＮＨ３

【００２１】
　本発明において、酸性ＣＦ、特にフラッフパルプ繊維は細菌にとって好ましくない環境
を作る機能を有し、同時に有機亜鉛塩、例えばリシノール酸亜鉛、は現に生成されたアン
モニアを除去する。
【００２２】
　本発明の目的は、アンモニア生成細菌等の望ましくない細菌又は微生物の量が使用中に
増加しない吸収物品を開発することである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　明細書及びクレーム全体で、「含む」の使用は「本質的になる」及び「からなる」とい
ったより制限的な意味をも含むことを意図する。
【００２４】
　「吸収物品」としては、我々は、尿、水分の多い便、女性の分泌物、又は経血等の体液
を吸収することが可能な物品であると理解する。これらの吸収物品は、おむつ、パンツ型
おむつ、パンティライナー、衛生ナプキン、又は失禁用品（例えば大人に対して使用され
る）を含むが、これらに制限されない。
【００２５】
　そのような吸収物品は使用中着用者の体に面する液体透過性トップシートを有する。そ
れらは、例えばプラスチックフィルム、プラスチックコート不織布、又は疎水性不織布で
ある（好ましくは液体不透過性）バックシート、及び液体透過性トップシートとバックシ
ートとの間に封入された吸収芯をさらに含む。
【００２６】
　適切なトップシートは、織布及び不織布材料（例えば繊維の不織ウェブ）、開口された
プラスチックフィルム等のポリマー材料（例えば孔形成熱可塑性プラスチック）、及びハ
イドロホーム熱可塑性フィルム；多孔発泡体；網状発泡体；網状熱可塑性フィルム；及び
熱可塑性スクリム等の幅広い材料から製造されてよい。適切な織布及び不織布材料は天然
繊維（例えば、木材又は綿繊維）、合成繊維（例えばポリエステル、ポリプロピレン又は
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ポリエチレン繊維等のポリマー繊維）、又は天然繊維及び合成繊維の組み合わせから構成
されることができる。トップシートが不織ウェブを含むとき、ウェブは様々な既知の方法
によって製造されてよい。例えば、ウェブはスパンボンデッド、カーデッド（ｃａｒｄｅ
ｄ）、ウェットレイド（ｗｅｔ－ｌａｉｄ）、メルトブロー（ｍｅｌｔ－ｂｌｏｗｎ）、
ハイドロエンタングルド（ｈｙｄｒｏｅｎｔａｎｇｌｅｄ）、これらの組み合わせ等によ
って形成されてよい。本発明によれば、開口されたプラスチックフィルム（例えば、熱可
塑性フィルム）、又は合成繊維に基づく不織布材料（例えば、ポリエチレン又はポリプロ
ピレンホモポリマー又はコポリマー及びそれらに基づくポリマー組成物から作られる）を
用いることが好ましい。
【００２７】
　任意に、少なくとも一つのさらなる層が吸収芯とトップシートとの間に存在し、前記層
は疎水性及び親水性ウェブ又は発泡材料から作られてよい。「ウェブ材料」として、我々
はペーパティッシュ、織布又は不織布タイプ、の緊密で平坦な繊維ベース構造体と理解す
る。不織布材料はトップシートに対して上述したものと同じ特徴を有してよい。
【００２８】
　特に、少なくとも一つのさらなる層は、例えば少なくとも一つの取得／分配層の形態で
、流体の管理に寄与してよい。そのような構造は例えば米国特許第５，５５８，６５５号
明細書、欧州特許第０６４０３３０Ａ１号明細書、欧州特許第０６３１７６８Ａ１号明細
書又は国際公開第９５／０１１４７号パンフレットによって教示される。
【００２９】
　「発泡材料」も同様に従来技術でよく知られており、例えば本発明の出願人の名で欧州
特許第０８７８４８１Ａ１号明細書、又は欧州特許第１２１７９７８Ａ１号明細書に記載
される。
【００３０】
　吸収芯は部分的に、又は全体が芯ラップによって囲まれてよく、酸性セルロース繊維、
特にｐＨが５．５以下の酸性フラッフパルプ繊維を含む。
【００３１】
　用語「セルロース繊維」は「ＣＦ」とも呼ばれ、木材、木質の植物及び特定の非木質の
植物からの繊維、及びセルロースベースの回収された、及び再生された繊維に関する。木
質植物は例えば落葉樹木（硬木）、及び針葉樹木（軟木）を含む。非木質植物は、例えば
綿、亜麻、アフリカハネガヤ、草、トウワタ、藁、黄麻、及びバガスを含む。セルロース
繊維は、好ましくは「パルプ繊維」である。
【００３２】
　用語「パルプ繊維」は、化学パルプ繊維及び機械パルプ繊維を含む。
【００３３】
　ＤＩＮ６７３０によれば、「化学パルプ」は、実質的な機械的後処理なしで化学パルピ
ングによって殆どの非セルロース成分が除去された植物原材料から得られた繊維材料であ
る。亜硫酸塩又は硫酸塩（クラフト）プロセス等の化学パルピング法の場合、主としてリ
グニン成分及びヘミ－セルロース成分がある程度（化学パルプの用途分野に依存して変わ
る）まで木材から溶解される。結果として、主としてセルロースからなる繊維材料が得ら
れる。
【００３４】
　「機械パルプ」は、全体的に又は殆ど全体的に機械的な手段によって、任意に高温にお
いて、木材で作られる繊維質材料に関する一般的な用語である。機械パルプは純粋な機械
パルプ（砕木パルプ及びリファイナー機械パルプ）ならびに化学的前処理を受けた機械パ
ルプ（ケモサーモメカニカルパルプ（ＣＴＭＰ）等のケモメカニカルパルプ（ＣＭＰ））
にさらに分類される。
【００３５】
　本発明で使用されてよい開始時のパルプは一次繊維質材料（原パルプ）又は二次繊維質
材料に関してよく、それによって二次繊維質材料は再生工程から回収された繊維質原材料
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として定義される。一次繊維質材料は化学的に溶解されたパルプ、及びサーモリファイナ
ーメカニカルパルプ（ＴＭＰ）、ケモサーモリファイナーメカニカルパルプ（ＣＴＭＰ）
、又は高温ケミサーモメカニカルパルプ（ＨＴＣＴＭＰ）等の機械パルプの両方に関連し
てよい。合成セルロース含有繊維が使用されてもよい。それにも関わらず、植物材料、特
に木質形成植物からのパルプが使用されることが好ましい。例えば、軟木（通常針葉樹木
に由来する）繊維、硬木（通常落葉樹木に由来する）繊維、又は綿リンターからの繊維が
使用されてよい。アフリカハネガヤ（アルファ）草、バガス（穀類藁、米藁、竹、麻）、
粗毛繊維、亜麻からの繊維、及び他の木質繊維及びセルロース繊維源が原材料として使用
されてもよい。対応する繊維源は、柔らかさ、及び吸収能等吸収芯に望まれる性質に従っ
て従来技術において既知の方法で選択される。製品の柔らかさに関して、化学原パルプの
使用も同様に好ましく、それによって完全に漂白された、部分的に漂白された、及び漂白
されていない繊維を用いることが可能である。本発明による適切な化学原パルプは、とり
わけ亜硫酸塩パルプ、クラフトパルプ（硫酸塩プロセス）、ソーダパルプ（水酸化ナトリ
ウムで処理）、有機溶媒により高圧処理されたパルプ（例えば、オルガノソルブ、オルガ
ノセル、アセトソルブ、アルセル）、及び変更されたプロセス（例えば、ＡＳＡＭ、Ｓｔ
ｏｒａ、又はＳｉｖｏｌａプロセス）からのパルプを含む。クラフトパルプの中で、連続
的処理システム（ＭＣＣ（修正された連続処理）、ＥＭＣＣ（拡張された修正された連続
処理）、及びＩＴＣ（等温処理））において得られたものを使用することが可能である。
不連続なクラフトプロセス（例えば、ＲＤＨ（ラピッドディスプレースメントヒーティン
グ（ｒａｐｉｄ　ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔ　ｈｅａｔｉｎｇ）、スーパーバッチ及びエ
ネバッチ（Ｅｎｅｒｂａｔｃｈ））の製品も同様に開始製品として適切である。亜硫酸塩
プロセスは、酸性亜硫酸塩／重亜硫酸塩プロセス、重亜硫酸塩プロセス、「中性亜硫酸塩
セミケミカルパルピング」（ＮＳＳＣ）プロセス、及びアルカリ水溶液を添加するプロセ
ス等のアルカリ亜硫酸塩プロセス、メタノール等の有機溶媒と組み合わせた亜硫酸塩及び
／又はアントラキノンが処理に使用される、例えばいわゆるＡＳＡＭプロセス（アルカリ
亜硫酸塩アントラキノンメタノール）を含む。酸性及び中性又はアルカリ亜硫酸塩プロセ
スの間の大きな相違は、酸性処理プロセス（カッパナンバーが低い）において脱リグニン
の度合いが高いことである。ＮＳＳＣプロセスは、本発明により酸化の目的で使用される
前に、下流の機械的な繊維形成において有利に脱繊維（ｄｅｆｉｂｅｒ）されるセミケミ
カルパルプを提供する。亜硫酸塩及びクラフトパルプは、それらの繊維材料としての性質
の観点において大きく異なる。亜硫酸塩パルプの個々の繊維強度は通常クラフトパルプの
強度と比較して非常に低い。膨潤した繊維の平均孔幅も同様に亜硫酸塩パルプにおいて大
きく、セル壁の密度は硫酸塩パルプと比較して小さく、これは亜硫酸塩パルプにおいてセ
ル壁の体積が大きいことを同時に意味する。この理由で、セルロース繊維材料の水吸収及
び膨潤挙動に関する自明の相違が存在し、これは吸収芯のための材料を選択するとき考慮
されなくてはならない。
【００３６】
　本発明の目的において、一般的なセルロース繊維、特に上述のパルプ繊維は「標準ＣＦ
」、又は「非酸性ＣＦ」とも呼ばれる。
【００３７】
　吸収芯内に使用されるセルロース繊維は、好ましくはフラッフパルプ繊維である。ここ
で用いられる用語「フラッフパルプ繊維」は紙及び吸収製品を作る従来技術においてよく
知られる。それはその毛羽立った状態で特徴付けられる上述のような「標準ＣＦ」の変形
を指し、標準的な化学パルプ（例えばクラフト又は亜硫酸塩）、機械パルプ（例えば砕木
パルプ及びリファイナーメカニカルパルプ）、又はＴＭＰ、ＣＴＭＰ、又はＨＴＣＴＭＰ
等のケモメカニカルパルプ（ＣＭＰ）を粉砕することによって実現され得る。好ましくは
、化学又はケモメカニカルパルプが、任意に漂白された形態で、フラッフパルプの調製の
ために使用される。フラッフパルプは、主に、好ましくは専ら、吸収製品における使用に
おいて必要な柔らかさを与える軟木繊維を含んでよい。フラッフパルプを製造するのに適
した木材パルプ繊維は、例えば南部軟木クラフト（Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｓｏｆｔｗｏｏｄ
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　Ｋｒａｆｔ）及び北部軟木亜硫酸塩（Ｎｏｒｔｈｅｒｎ　Ｓｏｆｔｗｏｏｄ　Ｓｕｌｐ
ｈｉｔｅ）である。フラッフパルプには、通常のフラッフよりも柔らかいデボンデッドフ
ラッフパルプ（処理されたフラッフパルプとも呼ばれる）等様々な等級がある。フラッフ
パルプの主な製造者は、米国のＷｅｙｅｒｈａｅｕｓｅｒ　Ｃｏ．及びＧｅｏｒｇｉａ　
Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｃｏｒｐ．、及びフィンランドに基盤を有するＳｔｏｒａ　Ｅｎｓｏ　
Ｏｙである。本発明の目的に関して、上述のような一般的なフラッフパルプは「標準フラ
ッフパルプ」又は「非酸性フラッフパルプ」と呼ばれる。以下では、「フラッフパルプ」
及び「フラッフＣＦ」は類似の用語として用いられる。
【００３８】
　標準フラッフパルプを含む標準ＣＦのｐＨ値は、例えば製造方法に依存して、有意に変
わる。一般的には、標準（フラッフ）ＣＦは約５．５から６．５、好ましくは約６、のｐ
Ｈを有する。標準（フラッフ）ＣＦとは違って、本発明において使用される酸性（フラッ
フ）ＣＦは５．５以下のｐＨを有する。細菌を除去するために、５．５以下のｐＨ値は有
利である。酸性（フラッフ）ＣＦのｐＨ値は好ましくは２．０から５．０であり、より好
ましくは２．５から４．５であり、さらに好ましくは３．０から４．０であり、最も好ま
しくは３．２から３．６である。ＣＦのｐＨは標準試験Ｔａｐｐｉ　Ｔ　５０９－０２、
特にＴａｐｐｉ法Ｔ５０９ｏｍ－０２を用いて測定することができる。
【００３９】
　酸性（フラッフ）ＣＦ繊維は、標準（フラッフ）ＣＦ及び／又は超吸収ポリマー材料（
ＳＡＰ）と混合されてもよい。
【００４０】
　対応する吸収芯において、もしも実用的であれば、各層の、セルロース繊維（すなわち
酸性（フラッフ）ＣＦ又は酸性及び非酸性（フラッフ）ＣＦの混合物）の全量は、（フラ
ッフ）ＣＦと超吸収材料との全混合物の重量に対して（有機亜鉛塩を含まない）、好まし
くは９０から３０ｗｔ％、より好ましくは８０から３５ｗｔ％、特に７０から４０ｗｔ％
、例えば７０から５０ｗｔ％である。用語「（フラッフ）ＣＦ」は、「非フラッフパルプ
等の非フラッフセルロース繊維及び／又はフラッフセルロース繊維、すなわちフラッフパ
ルプ」の短縮形で使用される。
【００４１】
　混合物の中で使用される場合、酸性（フラッフ）ＣＦと非酸性（フラッフ）ＣＦの重量
比は特に制限されない（例えば、５／９５から９５／５、１０／９０から９０／１０、２
０／８０から８０／２０）。したがって、酸性（フラッフ）ＣＦ／非酸性（フラッフ）Ｃ
Ｆの重量比１００／０から５０／５０（例えば、９５／５から６０／４０、９０／１０か
ら７０／３０）は、好ましくは実現される性能に依存して選択されることができる。
【００４２】
　上述のように、吸収芯は超吸収材料をさらに含んでよく、前記超吸収材料は酸性又は非
酸性であってよい。一つの実施形態によれば、吸収芯はｐＨ値が５．５以下の酸性超吸収
体を含み（ＥＤＡＮＡ　ＷＳＰ　２００．２により測定された）、第２の代替的な実施形
態によれば、吸収芯はそのような材料を含まない。
【００４３】
　超吸収材料の全量は、芯の重量（有機亜鉛塩を除く）に対して１０から７０重量％であ
ってよい。
【００４４】
　用語「超吸収材料」は従来技術においてよく知られており、水に対して膨潤し、水に非
可溶であり、体液内で自身の重量の数倍を吸収することができる材料を表す。好ましくは
、超吸収材料は、０．９重量％の塩化ナトリウムを含む水溶液中で自身の重量の少なくと
も約１０倍、好ましくは自身の重量の少なくとも約１５倍、特に自身の重量の少なくとも
約２０倍吸収することができる（超吸収表面が吸収される液体に自由に接する、通常の測
定条件の下）。超吸収材料の吸収容量の測定のため、標準試験ＥＤＡＮＡ　ＷＳＰ２４１
．２が使用されてよい。
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【００４５】
　酸性及び非酸性超吸収材料は、それらのｐＨ値によって区別されてよい。非酸性ＳＡＰ
（標準ＳＡＰとも呼ばれる）が例えば５．８以上の範囲のｐＨを有すると同時に、酸性Ｓ
ＡＰは５．５以下のｐＨを有する。その結果、非酸性ＳＡＰは本発明による酸性（フラッ
フ）ＣＦを含む吸収芯内のｐＨを増加する場合がある。したがって、本発明による酸性（
フラッフ）ＣＦが非酸性ＳＡＰと共に使用される場合、使用される酸性（フラッフ）ＣＦ
のｐＨは好ましくは十分低く、湿潤後吸収芯のｐＨが５．５以下、好ましくは５．０以下
、より好ましくは３．０から５．０を実現する。吸収芯のｐＨは例において記述される試
験法Ａによって測定される。吸収芯の上述のｐＨを実現するための酸性（フラッフ）ＣＦ
のｐＨが吸収芯中の酸性フラッフパルプ及び非酸性ＳＡＰの相対的な量に依存する一方で
、この場合酸性（フラッフ）ＣＦは好ましくは２．５から４．５、より好ましくは３．０
から４．０、最も好ましくは３．２から３．６のｐＨ値を有する。
【００４６】
　上述の材料、すなわち酸性（フラッフ）ＣＦ及び任意に非酸性（フラッフ）ＣＦ及び超
吸収材料、に加えて、吸収芯は、混合物中に、他の吸収材料を含んでよい。一般的に、圧
縮でき、コンフォーマブルであり、着用者の皮膚を刺激せず、尿及び他の体からの滲出物
等の液体を吸収及び保持することができる任意の他の吸収材料を使用することができる。
吸収芯内に組み込まれる他の吸収材料の例としては、使い捨ておむつ及びクレープセルロ
ースウォッディング等の他の吸収物品において通常使用される幅広い液体吸収材料；コポ
リマーの形態（ｃｏ－ｆｏｒｍ）を含む溶融ブローポリマー；化学的に硬化された、修飾
された、又は架橋されたセルロース繊維；ティッシュラップ及びティッシュラミネートを
含むティッシュ、吸収発泡体、吸収スポンジ、吸収ゲル材料、又は任意の他の既知の吸収
材料、又は材料の組み合わせが含まれる。
【００４７】
　上述のように、本発明の吸収物品中の吸収芯は、酸性フラッフパルプ繊維等の酸性ＣＦ
以外の繊維を含んでもよい。これらの他の繊維は、親水性繊維の場合にそうであるように
、好ましくは同様に体液を吸収することができる。最も好ましくは、繊維は、標準フラッ
フパルプ、綿、綿リンター、レーヨン、酢酸セルロース等他のセルロース繊維である。標
準フラッフパルプは、上述の機械又は化学タイプのものであってよく、化学パルプが好ま
しい。
【００４８】
　本発明における使用に関して酸性（フラッフ）セルロース繊維の製造法に関して特に制
限はない。好ましい実施形態によると、酸性（フラッフ）ＣＦは標準ＣＦを酸性化剤で処
理することによって得られる。もしも酸性化剤が使用される場合、同じものは有機亜鉛塩
とは構造的に異なる。
【００４９】
　処理される標準フラッフパルプを破壊又は分解しない限り、本発明において使用される
酸性化剤は特に種類を限定されない。一つの例は、ＳＯ２－水である。好ましくは、酸性
化剤は適切な酸、例えば弱酸又はそれらの塩である。ハロゲンを含まない非酸化酸の使用
が好ましい。適切な酸は、標準（フラッフ）ＣＦに組み込まれたとき、皮膚に対して有害
又は刺激性である任意の物質を放出しないものである。吸収物品と接触する領域の皮膚が
、幼児及び大人において同様に、非常に敏感であることには留意されたい。したがって、
酸性化剤として使用される酸は、食品及び／又は化粧品における使用が承認された又は認
められたものであることが好ましい。
【００５０】
　好ましくは、酸性化剤は任意にヒドロキシ－置換モノ及びポリカルボン酸、それらの塩
、及びそれらの混合物から選択される。モノ又はポリカルボン酸は脂肪族又は芳香族であ
ってよい。塩は、好ましくはアルカリ金属（例えば、Ｋ又はＮａ）塩、又はアルカリ土類
金属（例えば、Ｃａ又はＭｇ）塩である。塩の形態で使用される場合、酸性化剤、好まし
くは任意のヒドロキシ－置換モノ及びポリカルボン酸は、部分的にのみ中和され、水中で
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酸性溶液を与える。
【００５１】
　任意のヒドロキシ置換モノカルボン酸は、１から１８個、より好ましくは２から８個、
特に２から４個の炭素原子を有する、好ましくは飽和又は不飽和、線形又は分岐脂肪酸カ
ルボン酸から選択されることが好ましい。酸は一つ、二つ又はそれ以上のヒドロキシ基で
置換されてよい。このモノカルボン酸の例は、蟻酸、酢酸、又はプロピオン酸、又は乳酸
を含む。
【００５２】
　任意のヒドロキシ置換ポリカルボン酸（例えば二酸又は三酸）は、一つ、二つ又はそれ
以上のヒドロキシ基で置換されてよい。有機（ポリ）酸は、好ましくは２から１８個、よ
り好ましくは３から８個、例えば４から６個の炭素原子を有する、不飽和（例えばモノ又
はジ不飽和）又は飽和、線形又は分岐脂肪酸カルボン酸であってよい。これらの例は、シ
ュウ酸、リンゴ酸、マレイン酸、マロン酸、コハク酸、酒石酸、クエン酸、又はソルビン
酸を含む。
【００５３】
　任意のヒドロキシ置換ポリ酸、それらの塩及びそれらの混合物の使用が好ましい。これ
らのポリ酸は、好ましくは部分的に中和された状態で用いられ、バッファとして働くこと
ができる。中和の程度は、好ましくはカルボキシ基の１５から９５％、より好ましくは３
０から９０％、例えば５０から８０％の範囲である。そのような部分的に中和されたポリ
カルボン酸はポリ酸と対応する塩とを必要なモル比で混合することによっても提供され得
る。
【００５４】
　一般的には、上記モノ及びポリ酸弱酸の中から、特に２５℃において水中で測定された
ｐＫ値が少なくとも１．５、より好ましくは少なくとも２、さらに好ましくは少なくとも
３、例えば４から５（ポリ酸の場合ｐｋ１）であるものから選択されることが好ましい。
【００５５】
　より好ましくは、酸性化剤は、クエン酸、シュウ酸、乳酸、リンゴ酸、マロン酸、マレ
イン酸、コハク酸、酒石酸、ソルビン酸、蟻酸、それらの塩、及びそれらの混合物、の水
溶液の中から選択される。本発明において使用される最も好ましい酸性化剤は、クエン酸
及びその塩である。
【００５６】
　酸性ＣＦ、特に酸性フラッフＣＦは標準（フラッフ）ＣＦを酸性化剤の溶液で処理する
ことによって得ることができる。同じものが０．５から１０重量％の濃度で好ましくは使
用され、好ましくは約２から６のｐＨ、特に３から５のｐＨを与える。望ましくは、酸性
化剤の濃度は、乾燥ＣＦに対する酸性化剤の重量比が約１から２０％、特に３から１０％
であるように選択される。処理に使用される溶液は、（フラッフ）ＣＦの乾燥を容易にす
るために揮発性有機溶媒が使用されてもよいが、好ましくは水溶液である。
【００５７】
　標準（フラッフ）ＣＦの酸性化剤溶液での処理は、標準（フラッフ）ＣＦと酸性化剤の
溶液とを（例えば、スラリーを調製することによって、浸漬によって、又は噴霧によって
）混合し、その後混合物を混合及び／又は乾燥する好ましい段階、その後おそらく凝集さ
れている繊維をばらばらにする、任意の繊維分解段階によって、実現される。前記乾燥は
、処理された繊維を雰囲気中に配置して、又は好ましくは例えば５０から９５℃に加熱す
ることによって実現されてよい。適切な加熱条件も米国特許第６，８５２，９０４号明細
書（カラム５、３０から５３行目）に開示される。吸収物品の製造者による標準フラッフ
パルプの処理の追加の段階を不要にするので、処理はパルプ製造者によって行なわれるこ
とがこのましい。
【００５８】
　適切な酸性（フラッフ）セルロース繊維に関しては、米国特許第６，８５２，９０４Ｂ
２号明細書を参照することができる。
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【００５９】
　非常に少量の有機亜鉛塩は非常に有効な臭気制御において酸性（フラッフ）ＣＦと共同
で働く。有機亜鉛塩の好ましい重量下限（亜鉛として計算）は、乾燥（フラッフ）ＣＦ１
ｇあたり少なくとも１０－５ｇであると思われる。ここで、酸性（フラッフ）ＣＦに関連
して用いられる用語「乾燥」は、酸性ＳＡＰに対して水が加えられておらず、酸性（フラ
ッフ）ＣＦ内に存在する水が製造上不可避な残留水であるようなものと理解される。本発
明の目的に関して、酸性（フラッフ）ＣＦ又は吸収芯は、それらの円形試験サンプル（厚
さ５から６ｍｍ、直径５ｃｍ、約８－１０ｃｍ３／ｇの塊に圧縮されている）が少なくと
も一週間雰囲気温度（例えば２０℃）及び相対湿度例えば５０％ＲＨで保持された後、好
ましくは「乾燥」とみなされる。
【００６０】
　より好ましくは、有機亜鉛塩は酸性（フラッフ）ＣＦ１ｇあたり少なくとも５×１０－

５ｇ、より好ましくは少なくとも１０－４ｇ、さらに好ましくは少なくとも５×１０－４

ｇ、よりさらに好ましくは少なくとも１０－３ｇの量で存在する。経済的理由にも関わら
ず、特定の上限は存在しないが、例えば酸性（フラッフ）ＣＦ１ｇあたり亜鉛０．１又は
１ｇを超えるとき亜鉛含量をさらに増加することはもはや有効ではない点に達する可能性
がある（臭気抑制の強化が同時に起こらない場合）。
【００６１】
　吸収芯内の有機亜鉛塩の量も特に制限されない。しかしながら、量は、乾燥吸収芯１ｇ
あたり好ましくは少なくとも１×１０－５ｇ、より好ましくは少なくとも１×１０－４ｇ
、最も好ましくは少なくとも５×１０－４ｇである。
【００６２】
　使用される有機亜鉛塩に関しても特定の制限は存在しない。本発明の一つの実施形態に
よれば、好ましくは２から３０個、特に１２から２４個の炭素原子を有する、少なくとも
一つの有機カルボン酸、特にモノカルボン酸、の亜鉛塩が使用される。カルボン酸基は脂
肪族、脂肪族－芳香族、芳香族－脂肪族、脂環式、又は芳香族残渣に結合されてよく、脂
肪族鎖又は脂環は不飽和であってよく、任意に、例えばヒドロキシ又はＣ１－Ｃ４アルキ
ルで置換されてよい。これらの塩は、酢酸亜鉛、乳酸亜鉛、リシノール酸亜鉛、及びアビ
エチン酸塩を含む。より好ましくは、亜鉛塩は８から１８個の炭素原子を有する不飽和ヒ
ドロキシル化脂肪酸の亜鉛塩である。不飽和二重結合又はヒドロキシ基の数に関して特に
制限はないが、一つ又は二つの不飽和二重結合及び一つ又は二つのヒドロキシ基を有する
脂肪酸が好ましいと思われる。最も好ましい実施形態は、リシノール酸亜鉛である。本発
明の一つの実施形態によると、有機亜鉛塩は、Ｄｅｇｕｓｓａから入手可能なＴＥＧＯ（
登録商標）でそうであるように、アミノ酸によって活性化される。
【００６３】
　本発明で使用される有機亜鉛塩は、化学的にアミンに基づく悪臭性の物質、例えばタバ
コの煙の中のニコチン、硫化化合物、例えばにんにく及び玉ねぎ中のアリシン、及び酸、
例えば人の汗中のイソ吉草酸、及びブチル酸を除去することが可能である。例えばＴＥＧ
Ｏ（登録商標）Ｓｏｒｂとの商品名でＤｅｇｕｓｓａによって販売されるリシノール酸亜
鉛は、例えばアンモニアを除去することとは別に、記載される追加の臭気を除去する効果
を有する。
【００６４】
　本発明は、吸収芯内部に有機亜鉛塩を組み込む技術に関してどのような制限も受けない
。浸漬及び噴霧が好ましい。
【００６５】
　例えば、吸収芯内に存在する繊維［酸性（フラッフ）ＣＦ、任意に非酸性（フラッフ）
ＣＦとの混合物中である］を、ＳＡＰ等他の吸収材料との混合の前、混合の間、又は混合
の後、及び前記吸収材料からの吸収芯の形成の前、形成の間、又は形成後、有機亜鉛塩の
溶液で処理することが考えられる。
・一つの好ましい実施形態によれば、酸性（フラッフ）セルロース繊維は、任意に非酸性
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（フラッフ）ＣＦと混合して、すなわち他の吸収材料のない状態で、有機亜鉛塩の溶液で
処理される。
・代わりに、標準（フラッフ）ＣＦは同時に（例えば、噴霧によって、スラリーを調製す
ることによって、又は浸漬によって）酸性化剤及び有機亜鉛塩で処理される。それから、
上述のように、好ましくは酸性化剤を含む水溶液は第２成分として有機亜鉛塩、特にリシ
ノール酸亜鉛等のモノカルボン酸の亜鉛塩、を含む。亜鉛塩は、好ましくは上述の乾燥酸
性ＣＦあたりのＺｎ含量になる量で含まれる。他の処理条件に関しては、酸性（フラッフ
）ＣＦの製造に関する上記記述を参照することができる。
【００６６】
　双方の技術は、吸収物品の製造者へのシートの輸送の前に製造者によって調製されると
き、（フラッフ）ＣＦ繊維（例えばスラリーを調製することによって、噴霧によって、又
は前記溶液内部に繊維を浸漬することによって）及び（フラッフ）ＣＦシート（例えば浸
漬又は噴霧によって）で同等に実行され得る。吸収物品を製造するとき有機亜鉛塩溶液を
噴霧する過剰な段階を回避するので、これらの二つの技術は特に好ましい。ＳＡＰ等任意
に存在する他の吸収材料は、その後吸収芯の形成の間、又は形成後加えられる。
【００６７】
　好ましくは、セルロース繊維及び／又はＳＡＰは酸性化剤及び有機亜鉛塩の溶液を添加
することによって前処理され、その後これらは芯形成の間吸収芯の内部に組み込まれる。
【００６８】
　上記噴霧の技術によれば、有機亜鉛塩、特にリシノール酸亜鉛、を含む溶液は吸収芯の
一面又は両面、又は吸収芯を構成する個々の層の両面の一方に噴霧されてよい。
【００６９】
　有機亜鉛塩の溶液に関して使用される溶媒は水であってよく、好ましくはエタノール又
は水とエタノール等の親水性有機溶媒との混合物等の揮発性有機溶媒である。好ましくは
、有機亜鉛溶媒は相対的に高濃度、好ましくは１から３０重量％、の溶液で存在する。そ
のような濃縮された溶液の使用は、超吸収材料の吸収容量が必要以上に与えられないこと
を確実にする。Ｄｅｇｕｓｓａから入手可能なＴＥＧＯ（登録商標）Ｓｏｒｂ　Ａ３０の
ような有機亜鉛塩の商業的に入手可能な溶液（活性部の含量は３０重量％、アミノ酸によ
って活性化されるリシノール酸亜鉛）が使用されてよい。
【００７０】
　バックシートは典型的には、吸収層によって吸収され、物品内部に含まれる浸出物が、
吸収物品と接触するであろう、ベッドシート及び下着等他の外部の物品を汚すことを防ぐ
。好ましい実施形態において、バックシートは実質的に液体（例えば、尿）に対して不浸
透性であり、不織布と厚みが約０．０１２ｍｍから約０．０５１ｍｍの熱可塑性フィルム
等のプラスチック薄膜との積層体を含む。適切なバックシートフィルムは、Ｔｅｒｒｅ　
ＨａｕｔｅのＴｒｅｄｅｇａｒ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　Ｉｎｃ．により製造され、Ｘ１
５３０６、Ｘ１０９６２、及びＸ１０９６４という商品名で販売されるものを含む。他の
適切なバックシート材料は、バックシートを通過する滲出物を防ぐと同時に吸収物品から
蒸気を逃がすことを可能にする通気性の材料を含んでよい。例示的な通気性材料は、織布
ウェブ、不織布ウェブ、フィルムコートされた不織布等の複合材料、及びミクロ多孔フィ
ルム等の材料を含む。通気性と液体不浸透性との間のトレードオフが常に存在するため、
特定の、相対的に低い液体透過性と、非常に高い通気性の値とを示すバックシートを提供
することが望まれ得る。
【００７１】
　吸収物品の上述の要素は、任意に従来技術で知られるような方法で吸収物品の他の典型
的な要素と共に組み合わされることができる。
【００７２】
　本発明は５．５以下のｐＨを有する酸性セルロース繊維にも関し、モノカルボン酸の亜
鉛塩を含むことを特徴とする。この有機亜鉛塩において、モノカルボン酸は好ましくは上
述の特徴を有する。最も好ましくは、亜鉛塩はリシノール酸亜鉛である。
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【００７３】
　同様にセルロース繊維の上記記載、特にフラッフパルプ繊維及び酸性化に関する技術は
、クレームに記載の酸性セルロース繊維に完全に適用可能である。一つの実施形態による
と、それらはセルロース繊維を酸性化剤（上述の）及びモノカルボン酸の亜鉛塩で処理す
ることによって得ることができる。他の実施形態によれば、酸性化剤は未処理の繊維の乾
燥重量に対して１から２０重量％の量で存在する。
【００７４】
　本発明は、臭気制御に関してそのような酸性セルロース繊維の使用にも拡張され、好ま
しくは細菌性の制御が問題である領域において、クレームに記載されたもの、ならびにワ
イプ、例えば女性の衛生用ワイプ、子供用ワイプ、医療用ワイプ、及び例えばトイレ等バ
スルーム設備の清掃用ワイプ、包帯、アンダーパッド、吸収ドレープ、アンダーパンツ等
の吸収物品を含む。
【００７５】
　以下の実施例及び比較例は本発明を説明するものである。
【００７６】
実施例
試験方法
Ａ）吸収芯のｐＨ
　吸収芯のｐＨは、試験吸収芯の調製及びそれを用いるｐＨ測定を含む以下の方法で非常
に正確に測定され得る。
【００７７】
方法１：試験のための吸収芯の調製
　吸収芯はパイロットプラントにおいて製造された吸収芯から打ち抜かれた。芯を形成す
るマットの標準的方法が、パイロットプラントでの芯の製造において使用された。吸収芯
は酸性（フラッフ）パルプと任意に超吸収材料との均一な混合物からなるものであった。
吸収芯は約８－１０ｃｍ３／ｇの塊にまで圧縮された。抜き出された芯のサイズは直径５
ｃｍであり、その重さは約１．２ｇであった。
【００７８】
方法２：吸収芯のｐＨの測定
　約５０ｍｍの直径を有する吸収芯は方法１に従って調製された。所定の量の試験液体１
が加えられ、全てのサンプルに対して１６ｍｌであり、その後吸収芯は３０分間膨張させ
られた。その後、液体が絞り出されたサンプルで、表面電極（フラットボトム、タイプＳ
ｉｎｇｌｅ　Ｐｏｒｅ　Ｆｌａｔ、Ｈａｍｉｌｔｏｎ）を用いてｐＨが測定された。三つ
の試験結果は測定に関して平均化された。
【００７９】
試験液体１（方法２において参照される）：
　以下の物質を含む合成尿：ＫＣｌ、ＮａＣｌ、ＭｇＳＯ４、ＫＨ２ＰＯ４、Ｎａ２ＨＰ
Ｏ４、ＮＨ２ＣＯＮＨ２。この組成物のｐＨは６．０±０．５である。
【００８０】
　使用される試験液体は、各芯吸収体に対して１６ｍｌの合成尿（上述のもの）である。
【００８１】
例１
　約１．１６ｇの重量を有する直径５ｃｍの円形の試験吸収芯は、パイロットプラントに
おいて製造された吸収芯から打ち抜かれた。芯を形成するマットの標準的方法が、パイロ
ットプラントでの芯の製造において使用された。吸収芯は酸性フラッフパルプと超吸収材
料との均一な混合物からなるものであった。使用されたフラッフパルプは０．６９ｇのＷ
ｅｙｅｒｈａｅｕｓｅｒ酸性フラッフパルプであり、超吸収材料は０．４７ｇの超吸収剤
（ＳＸＭ　９１５５、Ｄｅｇｕｓｓａ）であった。酸性フラッフパルプは材料名ＴＲ１１
８でＷｅｙｅｒｈａｅｕｓｅｒから商業的に入手可能であり、１００％米国南部松材に基
づいて、添加剤として４％クエン酸及び１％クエン酸塩でＥＣＦクラフトパルプを処理す
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ることによって製造される。ｐＨは３．４±０．２である。酸性フラッフパルプのｐＨは
標準Ｔａｐｐｉ　Ｔ　５０９－０２に従って測定された。より詳細には、上記ｐＨ値は、
Ｔａｐｐｉ法　Ｔ　５０９　ｏｍ－０２に基づく５分パルプシートｐＨである。吸収芯は
約８－１０ｃｍ３／ｇの塊にまで圧縮された。
【００８２】
　吸収芯に対してリシノール酸亜鉛（商品名ＴＥＧＯ（登録商標）Ｓｏｒｂ　Ａ３０でＤ
ｅｇｕｓｓａから入手可能、適切には希釈されたもの）の０．５重量％溶液１．３ｍｌが
、表面（一つの面上）上部に溶液を滴下することによって、又は芯の一面を溶液内部に浸
漬することによって、添加された。処理された吸収体は一週間周囲空気中に配置された。
これによって乾燥吸収芯１ｇあたり５．５５×１０－４ｇのＺｎ濃度が得られた。その後
、以下に記載される方法３に従って吸収体に１６ｍｌの合成尿を吸収させ、室温で置いた
。
【００８３】
　合成尿を吸収した６時間後及び８時間後、生成されたアンモニアの量が測定された。
【００８４】
　５回の測定結果は平均値として平均化された。結果は表１に示される。
【００８５】
方法３：吸収芯内のアンモニア抑制の測定
　吸収芯は方法１に従って調製された。試験液体２が調製された。Ｐｒｏｔｅｕｓ　ｍｉ
ｒａｂｉｌｉｓの細菌懸濁液が３０℃の培養液の中で終夜培養された。グラフト培養物は
希釈され、細菌の総数が測定された。最終的な培養物は試験液体１ｍｌあたり１０５の生
物体を含んでいた。吸収芯はプラスチック容器中に配置され、試験液体２は吸収芯に添加
され、その後容器は各々３５℃で６及び８時間培養され、その後サンプルはハンドポンプ
及びいわゆるドラガーチューブを用いて容器から取得された。アンモニア含量はｐｐｍ又
は体積％で段階スケールの色変化として得られた。
【００８６】
試験液体２：
　無菌の合成尿に微生物のための成長媒体が添加された。合成尿は１価及び２価のカチオ
ン及びアニオン及び尿素を含み、Ｇｅｉｇｙ、Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｔａｂｌｅｓ、Ｖ
ｏｌ　２、８ｔｈ　ｅｄ．　１９８１　ｐ．５３の情報に従って調製された。微生物のた
めの成長媒体はエンテロバクテリアに関するＨｏｏｋ－及びＦＳＡ－媒体の情報に基づく
。この混合物のｐＨは６．６である。
【００８７】
比較例　１
　吸収芯は、リシノール酸亜鉛溶液での処理が行われなかった点を除いては、例１と同じ
方法で形成された。
【００８８】
比較例　２
　吸収体は例１と同様の方法で形成されたが、リシノール酸亜鉛の６重量％溶液が使用さ
れ、酸性フラッフパルプが標準フラッフパルプ（ＷｅｙｅｒｈａｅｕｓｅｒのＮＢ４１６
）で置き換えられた点で異なっていた。この手順により乾燥吸収芯１ｇあたり６．６６×
１０－３ｇのＺｎ量が得られた。
【００８９】
　例１及び比較例１及び２のアンモニア形成の観点からの結果が、下記表１に示される。
【００９０】
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【表１】

【００９１】
　上記実験は酸性フラッフパルプとリシノール酸亜鉛等の有機亜鉛塩とを組み合わせて使
用することにより、アンモニアの形成が非常に驚くべき程度まで抑制されることを示す。
人が１５０ｐｐｍの濃度においてアンモニア臭をかすかに検知することができるという事
実を考えると、本発明は吸収物品の使用中アンモニアの臭気が着用者によって知覚されな
いであろうことを確実にする。
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