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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不飽和単量体を重合することにより含水ゲル状架橋重合体となし、さらに乾燥、粉砕す
ることにより得られる粒子状吸水性樹脂の分級方法であって、
　第１篩網と重力とを用いる第１分級工程と、
　第２篩網と気流とを用いる第２分級工程とを含み、
　上記第１分級工程と上記第２分級工程とは連続しており、
　上記第１分級工程で用いる篩分け装置を３０℃～１００℃の温度範囲で用い、
　上記第１分級工程で分級して上記第１篩網を通過した粒子状吸水性樹脂を、上記第２分
級工程で更に分級することによって微粉を除去することを特徴とする粒子状吸水性樹脂の
分級方法。
【請求項２】
　上記分級方法は、１ライン当たり５００ｋｇ／ｈｒ以上の生産量で連続生産する粒子状
吸水性樹脂の製造ラインに組み込まれることを特徴とする請求項１に記載の粒子状吸水性
樹脂の分級方法。
【請求項３】
　上記第２分級工程には、第２篩網を備えた風力分級機を用いることを特徴とする請求項
１または２に記載の粒子状吸水性樹脂の分級方法。
【請求項４】
　上記第１篩網の目開きが、１５０μｍ以上、３００μｍ以下の範囲内であることを特徴
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とする請求項１～３の何れか１項に記載の粒子状吸水性樹脂の分級方法。
【請求項５】
　上記第２篩網の目開きが、１０６μｍ以上、１８０μｍ以下の範囲内であることを特徴
とする請求項１～４の何れか１項に記載の粒子状吸水性樹脂の分級方法。
【請求項６】
　上記第１篩網の目開きと、上記第２篩網の目開きとの差が、３０μｍ以上、２００μｍ
以下の範囲内であることを特徴とする請求項１～５の何れか１項に記載の粒子状吸水性樹
脂の分級方法。
【請求項７】
　上記第１分級工程では、粒子状吸水性樹脂から、粒径１８０μｍ未満の粒子を分級し、
その後の上記第２分級工程では、上記粒径１８０μｍ未満の粒子から、粒径１０６μｍ以
上の粒子を分級することを特徴とする請求項１～６の何れか１項に記載の粒子状吸水性樹
脂の分級方法。
【請求項８】
　上記第１分級工程では、粒子状吸水性樹脂から、粒径１８０μｍ未満の粒子を分級し、
その後の上記第２分級工程では、上記粒径１８０μｍ未満の粒子から、粒径１５０μｍ以
上の粒子を分級することを特徴とする請求項１～７の何れか１項に記載の粒子状吸水性樹
脂の分級方法。
【請求項９】
　上記第１分級工程では、粒子状吸水性樹脂が篩網を通過する前の領域と、粒子状吸水性
樹脂が篩網を通過した後の領域との間に、１０ｍｍＨ2Ｏ以上の差圧を設けて微粉を除去
することを特徴とする請求項１に記載の粒子状吸水性樹脂の分級方法。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、粒子状吸水性樹脂の分級方法に関するものである。さらに詳しくは、目的と
する粒径範囲の粒子状吸水性樹脂を、低コストで高い生産性を確保しながら効率的に得る
ことができる粒子状吸水性樹脂の分級方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　吸水性樹脂は、紙オムツや生理用ナプキン、成人用失禁製品等の衛生用品、土壌用保水
剤等の各種用途に幅広く利用され、大量に生産および消費されている。近年、特に紙オム
ツや生理用ナプキン、成人用失禁製品等の衛生用品用途では、製品の薄型化のために吸水
性樹脂の使用量を増やし、パルプ繊維の使用量を減らす傾向にある。よって、吸水性樹脂
には、加圧下吸収倍率の大きいものが望まれている。一方、衛生用品１枚当りの吸水性樹
脂の使用量が多くなるために、低コストの吸水性樹脂が望まれている。
【０００３】
　一般に、吸水性樹脂は、不飽和単量体を水溶液重合することにより含水ゲル状重合体を
得て、これを乾燥および粉砕して粉末状態として提供される。上記含水ゲル状重合体は、
塊状または含水ゲル粒子の凝集体として得られ、通常は、ニーダーやミートチョッパー等
の粉砕機を用いて粗粉砕される。そして、この粗粉砕された含水ゲルは、固形分９５重量
％程度まで乾燥された後、その目的や用途に合う粒子径になるように粉砕機で粉砕される
。特に、紙オムツ等の衛生材料を薄型化する場合、その吸収体のパフォーマンスを最大限
に高めるためには、毛管吸引力及び液透過性の性能を併せ持つ吸水性樹脂を使用すること
が必要である。そのためには、粒子状吸水性樹脂の質量平均粒子径を２３４～３９４μｍ
とし、対数標準偏差によって表される粒径分布を特定の範囲に制御することが重要である
と知られている（例えば、特開２００４－２６１７９７号公報参照）。
【０００４】
　しかしながら、乾燥後の粉砕工程では、目的とする粒径範囲の大きさの粒子以外に、目
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的とする粒径範囲外の粒子も付随的に発生する。例えば、１５０μｍよりも小さい微粒子
や、１０６μｍよりも小さい超微粒子等のいわゆる微粉が粒子状吸水性樹脂に含まれると
、粒子状吸水性樹脂の液透過性が低下したり、加圧下吸収倍率が低下する等の性能低下を
招くため好ましくない。しかし、上記のような微粒子に近い粒径の範囲に質量平均粒子径
をもつような粉砕を行うと、必然的に１５０μｍ以下で存在する微粒子の発生量も増加す
ると考えられる。従って、この比較的多量に発生した微粉を分級により取り除く必要があ
る。
【０００５】
　そこで、この粉砕された粒子状吸水性樹脂は、分級機で篩分けされて、例えば、上記の
ような質量平均粒子径と粒径分布とを有する粒子に調整される。ここで、一般に、分級方
法としては、スクリーンと重力とを用いる分級方法（篩分けによる分級方法）、空気流と
浮力とを用いる分級方法（風力による分級方法）等がある。例えば、３００μｍ以下の微
粒子の分級には、風力による分級方法が適していると言われている（特許文献１）。
【０００６】
　また、通常、上記分級により除去された微粉は、歩留まり低下を防ぐために、造粒等に
よって、より大きな粒子に再生されて生産ラインへ回収される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平１１－１５６２９９号公報（１９９９年６月１５日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　近年、吸水性樹脂の生産設備は、需要増大及び低コスト化のために、大型化されて連続
生産されるようになってきた。それに伴い、多量の吸水性樹脂粒子を連続的に分級する必
要性が生じてきた。しかしながら、上記従来の分級方法を単純に採用するだけでは、以下
のような問題点を有することが判明した。
【０００９】
　上記の風力による分級方法においては、多量の粒子を分級するためには非常に大きな装
置が必要になってしまうため、コストが高くなるという問題点を有している。一方、篩分
けによる分級方法は、風力による分級方法と比較して、装置はコンパクトになるが、小さ
な粒子の分級には比較的効率が悪くなる。よって、装置の大型化には、やはり問題点を有
する。
【００１０】
　例えば、少量生産において、１５０μｍ未満の微粉を円形篩分け機で分級する場合には
、目開き１５０μｍの篩網で時間をかけて篩うか、または、目開き１５０μｍよりも若干
大きい目開きの篩網を用いて短時間に効率よく篩う。しかし、大量生産時において、円形
篩網を有する篩分け装置を大型化すると、網面積に対する外周固定点が減少することによ
る強度低下、処理量に対する篩網の強度（線径）不足、篩網の目詰まり防止のためのタッ
ピングボールの影響を受けやすくなること等のため、短時間で篩網破れが発生する。その
結果、篩網由来の金属異物が生産ライン中に混入してしまうという問題点を有する。
【００１１】
　そこで、篩網上での粒子の滞留時間を短くすれば、篩網上の粒子重量が減少し、篩網破
れの問題は減少する。しかし、この方法では、篩網上の粒子中に、微粉が篩われきれずに
多く残留してしまい、製品としての粒子状吸水性樹脂の性能が低下してしまうという問題
点を有する。
【００１２】
　上記問題点を解決するためには、例えば、目開き１８０μｍの篩網を用いる分級を行う
ことができる。これにより、線径が太くなるため篩網の強度が向上し、かつ、分級効率が
向上する。その結果、粒子の篩網上での滞留時間を短くすることができる。しかし、この
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方法では、篩網を通過した微粉中に、本来分離する必要のない１５０μｍ以上の粒子が比
較的多量に含まれてしまう。その結果、微粉の回収率が増加して、コストが高くなるとい
う問題点を有する。さらに、微粉の回収方法によっては、製品としての粒子状吸水性樹脂
の性能が大幅に低下してしまうという問題点を有する。
【００１３】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、生産設備を大
型化した場合でも、目的とする粒径範囲の粒子状吸水性樹脂を、低コストで高い生産性を
確保しながら効率的に得ることができる粒子状吸水性樹脂の分級方法を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法は、上記課題を解決するために、不飽和単量体を
重合することにより含水ゲル状架橋重合体となし、さらに乾燥、粉砕することにより得ら
れた粒子状吸水性樹脂から、異なる複数の分級工程を組み合わせて微粉を除去することを
特徴としている。
【００１５】
　上記の発明によれば、異なる複数の分級工程を組み合わせて微粉を除去するので、１つ
の分級工程で分級された粒子状吸水性樹脂を、他の分級工程で、さらに分級することにな
り、分級工程を経るにつれて分級する粒子状吸水性樹脂の量が徐々に少なくなる。これに
より、生産設備を大型化した場合でも、分級工程を経るにつれて生産設備を徐々に小型化
することができる。その結果、本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法は、異なる複数の分
級工程全体として、コストを低くすることができる。さらに、生産設備を大型化した場合
には、本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法は、分級工程全体として、高い生産性を確保
することができる。
【００１６】
　また、本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法は、上記分級工程の組合せが、第１篩網と
重力とを用いる第１分級工程と、第２篩網と気流とを用いる第２分級工程とを含み、上記
第１分級工程で分級された上記第１篩網を通過した粒子状吸水性樹脂を、上記第２分級工
程で、さらに分級することにより微粉を除去することが好ましい。
【００１７】
　上記の発明によれば、上記第１分級工程で分級された上記第１篩網を通過した粒子状吸
水性樹脂を、上記第２分級工程で、さらに分級することにより微粉を除去するので、上記
第２分級工程では、上記第１分級工程よりも、分級する粒子状吸水性樹脂の量が少なくな
る。これにより、生産設備を大型化した場合でも、上記第２分級工程では、分級する粒子
状吸水性樹脂の量が少なくて済む。その結果、上記第２分級工程では、生産設備を大型化
する必要がなく、本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法は、上記第１分級工程および上記
第２分級工程全体として、コストを低くすることができる。さらに、上記第１分級工程で
は、生産設備を大型化しているので、本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法は、分級工程
全体として、高い生産性を確保することができる。
【００１８】
　また、本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法は、１ライン当たり５００ｋｇ／ｈｒ以上
の生産量で連続生産する粒子状吸水性樹脂の製造ラインに組み込まれることが好ましい。
【００１９】
　生産設備が大型になるほど、従来の分級方法では問題が顕著になる。よって、生産設備
が大型化した場合には、本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法は、高い効果を奏する。
【００２０】
　また、本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法は、上記第２分級工程には、第２篩網を備
えた風力分級機を用いることが好ましい。
【００２１】
　これにより、本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法は、篩網と気流とを用いる分級を、



(5) JP 5308344 B2 2013.10.9

10

20

30

40

50

確実に行うことができる。
【００２２】
　また、本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法は、上記第１篩網の目開きが、１５０μｍ
以上、３００μｍ以下の範囲内であることが好ましい。また、本発明の粒子状吸水性樹脂
の分級方法は、上記第２篩網の目開きが、１０６μｍ以上、１８０μｍ以下の範囲内であ
ることが好ましい。
【００２３】
　これにより、本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法は、目的とする粒径範囲の粒子状吸
水性樹脂を、効率的に得ることができる。
【００２４】
　また、本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法は、上記第１篩網の目開きと、上記第２篩
網の目開きとの差が、３０μｍ以上、２００μｍ以下の範囲内であることが好ましい。
【００２５】
　これにより、本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法は、狭い粒径分布の粒子状吸水性樹
脂を得ることができる。
【００２６】
　また、本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法は、上記第１分級工程では、粒子状吸水性
樹脂から、粒径１８０μｍ未満の粒子を分級し、その後の上記第２分級工程では、上記粒
径１８０μｍ未満の粒子から、粒径１０６μｍ以上の粒子を分級することが好ましい。
【００２７】
　これにより、上記第１分級工程では、目開き１８０μｍの第１篩網を用いることができ
る。その結果、第１篩網は目詰まりを生じることがなく、本発明の粒子状吸水性樹脂の分
級方法は、分級の効率がよくなる。さらに、その後の上記第２分級工程では、目開き１０
６μｍの第２篩網を用いることができる。その結果、本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方
法は、１０６μｍよりも小さい超微粒子を分級することができる。よって、本発明の粒子
状吸水性樹脂の分級方法は、超微粒子の回収率が減少し、高い生産性を確保することがで
きる。
【００２８】
　また、本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法は、上記第１分級工程では、粒子状吸水性
樹脂から、粒径１８０μｍ未満の粒子を分級し、その後の上記第２分級工程では、上記粒
径１８０μｍ未満の粒子から、粒径１５０μｍ以上の粒子を分級することが好ましい。
【００２９】
　これにより、上記第２分級工程では、目開き１５０μｍの第２篩網を用いることができ
る。その結果、本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法は、１５０μｍよりも小さい微粒子
を分級することができる。よって、本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法は、微粒子の回
収率が減少し、高い生産性を確保することができる。
【００３０】
　また、本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法は、上記第１分級工程では、粒子状吸水性
樹脂が篩網を通過する前の領域と、粒子状吸水性樹脂が篩網を通過した後の領域との間に
、１０ｍｍＨ２Ｏ以上の差圧を設けて微粉を除去することが好ましい。
【００３１】
　本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法は、１０ｍｍＨ２Ｏ以上の差圧により、確実に微
粉を除去することができる。
【００３２】
　本発明の他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す記載によって十分分かるであ
ろう。また、本発明の利点は、添付図面を参照した次の説明によって明白になるであろう
。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法は、以上のように、不飽和単量体を重合すること
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により含水ゲル状架橋重合体となし、さらに乾燥、粉砕することにより得られた粒子状吸
水性樹脂から、異なる複数の分級工程を組み合わせて微粉を除去する方法である。
【００３４】
　それゆえ、本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法は、生産設備を大型化した場合でも、
目的とする粒径範囲の粒子状吸水性樹脂を、低コストで高い生産性を確保しながら効率的
に得ることができるという効果を奏する。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、本発明について詳しく説明するが、本発明の範囲はこれらの説明に拘束されるこ
とはなく、以下の例示以外についても、本発明の趣旨を損なわない範囲で適宜変更して実
施し得るものである。なお、本明細書において、「質量」と「重量」とは同義であるもの
とする。また、「粒径」と「粒子径」とは同義であるものとする。
【００３６】
　本発明に係る粒子状吸水性樹脂の分級方法は、不飽和単量体を重合することにより含水
ゲル状架橋重合体となし、さらに乾燥、粉砕することにより得られた粒子状吸水性樹脂か
ら、異なる複数の分級工程を組み合わせて微粉を除去する。また、本発明に係る粒子状吸
水性樹脂の分級方法は、上記分級工程の組合せが、第１篩網と重力とを用いる第１分級工
程と、第２篩網と気流とを用いる第２分級工程とを含み、上記第１分級工程で分級された
上記第１篩網を通過した粒子状吸水性樹脂を、上記第２分級工程で、さらに分級すること
により微粉を除去することが好ましい。なお、上記第１分級工程と上記第２分級工程とは
連続して行うのが好ましいが、上記第１分級工程により分級された粒子状吸水性樹脂の粒
径が変化しなければ、上記第１分級工程と上記第２分級工程との間に、粒子状吸水性樹脂
の処理工程が存在しても、本発明の範囲に含まれる。
【００３７】
　（Ｉ）粒子状吸水性樹脂
　＜粒子状＞
　本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法により得られた粒子状吸水性樹脂は、粒子状を有
する吸水性樹脂である。ここで、粒子状とは、球形状、楕円体状、ウインナ－ソーセージ
状、または、球形状若しくは楕円体状の粒子が凝集した造粒物の形状等が挙げられる。さ
らに、単量体水溶液を重合して得られる含水ゲル状重合体の破砕物に由来する形状である
不定形破砕状やその造粒物の形状が挙げられる。好ましくは球形状または楕円体状であり
、より好ましくは球形状粒子の造粒物の形状、楕円体状粒子の造粒物の形状、または、単
量体水溶液を重合して得られる含水ゲル状重合体の破砕物に由来する形状である不定形破
砕状やその造粒物の形状であり、特に好ましくは上記不定形破砕状やその造粒物の形状で
ある。
【００３８】
　＜吸水性樹脂＞
　本発明では、粒子状吸水性樹脂として、酸基および／またはその塩含有不飽和単量体を
架橋重合した吸水性樹脂（架橋重合した構造である吸水性樹脂であれば良く、酸基および
／またはその塩含有不飽和単量体を重合後に、架橋剤ないし重合時の自己架橋により架橋
反応して得られる吸水性樹脂でもよい）を粒子状にしたものが用いられる。
【００３９】
　吸水性樹脂とは、ヒドロゲルを形成しうる水膨潤性、水不溶性の架橋重合体のことであ
る。ここで、水膨潤性の吸水性樹脂とは、イオン交換水中において必須に自重の５倍以上
、好ましくは５０倍から１０００倍という多量の水を吸収するものを指す。また、水不溶
性の吸水性樹脂とは、吸水性樹脂中の未架橋の水可溶性成分（水溶性高分子）が好ましく
は５０重量％以下（下限０％）、より好ましくは２５重量％以下、さらに好ましくは２０
重量％以下、特に好ましくは１５重量％以下、最も好ましくは１０重量％以下のものを指
す。
【００４０】
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　また、上記架橋重合体とは、良好な吸収特性を得るために、不飽和単量体を重合するこ
とによって得られる重合体の内部に架橋構造（以下、「内部架橋構造」という）を有する
重合体をいう。さらに、上記吸水性樹脂は、該吸水性樹脂表面近傍に架橋構造を形成する
表面架橋処理が施されていてもよく、該表面架橋処理が施されていなくてもよい。このう
ち、優れた吸収特性を得るためには、表面架橋処理が施されていることが好ましい。
【００４１】
　上記の架橋重合体からなる吸水性樹脂としては、例えば、ポリアクリル酸部分中和物重
合体、デンプン－アクリロニトリルグラフト重合体の加水分解物、デンプン－アクリル酸
グラフト重合体またはその中和物、カルボキシメチルセルロース架橋体、酢酸ビニル－ア
クリル酸エステル共重合体のケン化物、アクリロニトリル共重合体若しくはアクリルアミ
ド共重合体の加水分解物またはこれらの架橋体、カルボキシル基含有架橋ポリビニルアル
コール変性物、カチオン性モノマーの架橋体、２－アクリルアミド－２－メチルプロパン
スルホン酸とアクリル酸の架橋体、架橋イソブチレン－（無水）マレイン酸共重合体等の
１種または２種以上を挙げることができる。その中でも、アクリル酸および／またはその
塩（中和物）を主成分とする不飽和単量体を重合および架橋することにより得られるポリ
アクリル酸部分中和物重合体を用いることが好ましい。
【００４２】
　上記の架橋重合体からなる吸水性樹脂は、不飽和単量体を重合および架橋することによ
って得られ、必要に応じて表面架橋処理が施される。以下、吸水性樹脂の製造に用いられ
る不飽和単量体、架橋性単量体（内部架橋剤）、重合開始剤、吸水性樹脂の製造方法につ
いて説明する。
【００４３】
　＜不飽和単量体＞
　本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法に用いられる不飽和単量体としては、所望する架
橋重合体を得ることができる不飽和単量体を用いればよい。
【００４４】
　例えば上記架橋重合体が、アクリル酸部分中和物重合体である場合には、不飽和単量体
として、アクリル酸および／またはその塩（中和物）を主成分として使用すればよく、該
アクリル酸および／またはその塩と共に、アクリル酸および／またはその塩以外の他の不
飽和単量体を共重合成分として用いてもよい。これにより、最終的に得られる吸水性樹脂
に対し、吸水特性以外に、抗菌や消臭等の別の特性を付与することができると共に、吸水
性樹脂をより一層安価に得ることができる。
【００４５】
　上記他の不飽和単量体としては、例えば、β－アクリロイルオキシプロピオン酸、メタ
クリル酸、（無水）マレイン酸、フマール酸、クロトン酸、イタコン酸、ビニルスルホン
酸、２－（メタ）アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸、（メタ）アクリロキ
シアルカンスルホン酸等の酸基含有単体及びこれらのアルカリ金属塩、アンモニウム塩、
アルキルアミン塩；Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、Ｎ－ビニルアセトアミド、（メタ）ア
クリルアミド、Ｎ－イソプロピル（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチル（メタ）ア
クリルアミド、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、メトキシポリエチレングリ
コール（メタ）アクリレート、ポリエチレングリコール（メタ）アクリレート、イソブチ
レン、ラウリル（メタ）アクリレート等の水可溶性または水不溶性の不飽和単量体等を挙
げることができる。これら単量体は、１種類のみを用いてもよく、２種類以上を適宜混合
して用いてもよい。本発明の不飽和単量体としては、上記不飽和単量体を共重合成分とす
るものも含まれる。
【００４６】
　なお、上記不飽和単量体及び他の不飽和単量体として、酸基を含有する不飽和単量体を
用いる場合には、該不飽和単量体の塩として、アルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩、ア
ンモニウム塩、好ましくはアルカリ金属塩を用いればよい。その中で、得られる吸水性樹
脂の性能、不飽和単量体の塩の工業的な入手の容易さ、安全性等の点から、ナトリウム塩
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やカリウム塩を少なくとも必須に用いることが好ましい。
【００４７】
　上記アクリル酸（塩）以外の他の不飽和単量体を併用する場合には、吸水性樹脂を得る
ために用いる全ての不飽和単量体の総モル数に対して、好ましくは０～３０モル％、より
好ましくは０～１０モル％、さらに好ましくは０～５モル％の割合で用いる。言い換えれ
ば、吸水性樹脂を得るために用いる全ての不飽和単量体の総モル数に対して、主成分とし
てのアクリル酸及びその塩のモル数は、好ましくは７０～１００モル％であり、より好ま
しくは９０～１００モル％であり、さらに好ましくは９５～１００モル％であればよい。
【００４８】
　また、アクリル酸等の酸基含有不飽和単量体は、物性面及びｐＨ面から中性前後が好ま
しく、酸基が中和されることが好ましい。酸基の中和率（全酸基中の中和された酸基のモ
ル％）は、通常２０～１００モル％、好ましくは３０～９５モル％、より好ましく４０～
８０モル％である。酸基の中和は単量体で行ってもよいし、重合体で行ってもよいし、そ
れらを併用してもよい。
【００４９】
　＜架橋性単量体（内部架橋剤）＞
　本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法に用いられる粒子状吸水性樹脂は、内部架橋構造
を有する架橋重合体である。ここで、吸水性樹脂が水不溶性及び水膨潤性を有していれば
、内部架橋構造を有していると考えることができる。そのため、吸水性樹脂の内部架橋構
造は、内部架橋剤である架橋性単量体を用いずに、不飽和単量体の自己架橋によって得ら
れるものであってもよい。ただし、好ましくは上記の不飽和単量体と架橋性単量体とを共
重合または反応させて得られるものがよい。ここで、内部架橋剤である架橋性単量体とは
、一分子中に２個以上の重合性不飽和基や、２個以上の反応性基を有するものである。
【００５０】
　上記内部架橋剤としては、例えば、Ｎ，Ｎ’－メチレンビス（メタ）アクリルアミド、
（ポリ）エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、（ポリ）プロピレングリコールジ
（メタ）アクリレート、トリメチルロールプロパントリ（メタ）アクリレート、グリセリ
ントリ（メタ）アクリレート、グリセリンアクリレートメタクリレート、エチレンオキサ
イド変性トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールヘキ
サ（メタ）アクリレート、トリアリルシアヌレート、トリアリルイソシアヌレート、トリ
アリルホスフェート、トリアリルアミン、ポリ（メタ）アリロキシアルカン、（ポリ）エ
チレングリコールジグリシジルエーテル、グリセロールジグリシジルエーテル、エチレン
グリコール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、グリセリン、ペンタエリ
スリトール、エチレンジアミン、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ポリ
エチレンイミン、グリシジル（メタ）アクリレート等を挙げることができる。
【００５１】
　上記内部架橋剤は、単独で用いてもよく、適宜２種類以上を混合して用いてもよい。ま
た、上記内部架橋剤は、反応系に一括して添加してもよく、分割して添加してもよい。１
種または２種類以上の内部架橋剤を使用する場合には、最終的に得られる粒子状吸水性樹
脂の吸収特性等を考慮して、２個以上の重合性不飽和基を有する架橋性単量体を重合時に
必須に用いることが好ましい。
【００５２】
　上記内部架橋剤の使用量は、吸水性樹脂の良好な物性を得る観点から、上記の吸水性樹
脂を得るために用いる不飽和単量体の総モル数（架橋剤は除く）に対して、好ましくは０
．００１～２モル％、より好ましくは０．００５～０．５モル％、さらに好ましくは０．
０１～０．２モル％、特に好ましくは０．０３～０．１５モル％の範囲内である。上記内
部架橋剤の使用量が０．００１モル％よりも少ない場合、並びに、２モル％を超える場合
には、吸水性樹脂の十分な吸収特性が得られない可能性があるため、好ましくない。
【００５３】
　上記内部架橋剤を用いて架橋構造を重合体内部に導入する場合には、上記内部架橋剤を
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、上記不飽和単量体の重合前、重合途中あるいは重合後、または、中和後に反応系に添加
すればよい。
【００５４】
　＜重合開始剤＞
　本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法に用いられる粒子状吸水性樹脂を得るために上記
の不飽和単量体を重合する際には、重合開始剤を使用するとよい。使用される重合開始剤
としては、過硫酸カリウム、過硫酸アンモニウム、過硫酸ナトリウム、過酢酸カリウム、
過酢酸ナトリウム、過炭酸カリウム、過炭酸ナトリウム、ｔ－ブチルハイドロパーオキサ
イド、過酸化水素、２，２’－アゾビス（２－アミジノプロパン）二塩酸塩等のラジカル
重合開始剤や、２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニル－プロパン－１－オン等の光
重合開始剤を用いることができる。
【００５５】
　上記重合開始剤の使用量は、物性面から、吸水性樹脂を得るために用いる全ての不飽和
単量体の総モル数に対して、好ましくは０．００１～２モル％、より好ましくは０．０１
～０．１モル％である。上記重合開始剤が０．００１モル％未満の場合には、未反応の残
存不飽和単量体が多くなり、好ましくない。一方、重合開始剤が２モル％を超える場合に
は、重合の制御が困難となるので好ましくない。
【００５６】
　＜重合方法＞
　本発明に用いられる粒子状吸水性樹脂を得るために上記の各単量体（不飽和単量体、他
の不飽和単量体、架橋性単量体）を重合するに際しては、水溶液重合や逆相懸濁重合、バ
ルク重合、沈殿重合等を行うことが可能である。中でも、吸水性樹脂の性能や重合の制御
の容易さ、さらに膨潤ゲルの吸収特性の観点から、上記単量体を水溶液とすることによる
水溶液重合や逆相懸濁重合を行うことが好ましい。
【００５７】
　上記の各単量体を水溶液として重合する場合の該水溶液（以下、「単量体水溶液」とい
う）中の単量体の濃度は、水溶液の温度や単量体によって決まり、特に限定されるもので
はない。ただし、通常１０～８０重量％、好ましくは１０～７０重量％の範囲内、さらに
好ましくは２０～６０重量％の範囲内である。また、上記水溶液重合を行う際には、水以
外の溶媒を必要に応じて併用してもよく、併用される溶媒の種類は、特に限定されるもの
ではない。
【００５８】
　上記の重合を開始させる際には、上記重合開始剤を使用して重合を開始させることがで
きる。また、上記重合開始剤の他にも、紫外線や電子線、γ線等の活性エネルギー線を単
独あるいは重合開始剤と共に用いてもよい。上記重合反応における反応温度は、使用する
重合開始剤の種類にもよるが、重合中の下限～上限温度で、１５～１３０℃の範囲が好ま
しく、２０～１２０℃の範囲がより好ましい。反応温度が上記の範囲をはずれると、得ら
れる吸水性樹脂の残存単量体の増加や、過度の自己架橋反応の進行により、吸水性樹脂の
吸水性能が低下するおそれがあるので好ましくない。
【００５９】
　なお、逆相懸濁重合とは、単量体水溶液を疎水性有機溶媒に、粒子状に懸濁させる重合
法であり、例えば、米国特許４０９３７７６号、同４３６７３２３号、同４４４６２６１
号、同４６８３２７４号、同５２４４７３５号等の米国特許に記載されている。
【００６０】
　一方、水溶液重合は、分散溶媒を用いずに単量体水溶液を重合する方法であり、例えば
、米国特許４６２５００１号、同４８７３２９９号、同４２８６０８２号、同４９７３６
３２号、同４９８５５１８号、同５１２４４１６号、同５２５０６４０号、同５２６４４
９５号、同５１４５９０６号、同５３８０８０８号等の米国特許や、欧州特許０８１１６
３６号、同０９５５０８６号，同０９２２７１７号等の欧州特許に記載されている。これ
ら米国特許や欧州特許に例示の単量体や重合開始剤等も本発明に適用できる。
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【００６１】
　＜乾燥処理＞
　上記重合方法によって単量体を重合して得られる重合体は、通常、含水ゲル状架橋重合
体であり、必要に応じて乾燥処理や粉砕が行われる。
【００６２】
　また、乾燥処理方法としては、加熱乾燥、熱風乾燥、減圧乾燥、赤外線乾燥、マイクロ
波乾燥、疎水性有機溶媒との共沸による脱水、高温の水蒸気を用いた高湿乾燥等、目的の
含水率となるように種々の方法を採用することができ、特に限定されるものではない。乾
燥処理を熱風乾燥にて行う場合には、通常６０℃～２５０℃、好ましくは１００℃～２２
０℃、より好ましくは１２０℃～２００℃の温度範囲（熱風温度）で行われる。乾燥時間
は、重合体の表面積、含水率及び乾燥機の種類に依存し、目的とする含水率になるよう選
択される。例えば、乾燥時間は、１分～５時間の範囲内で適宜選択すればよい。
【００６３】
　本発明に用いることのできる粒子状吸水性樹脂の含水率（粒子状吸水性樹脂中に含まれ
る水分量で規定／１８０℃で３時間の乾燥減量を測定し、該減量を、乾燥前の吸水性樹脂
に対する比率で表わしたもの）は、好ましくは１～１５重量％、さらに好ましくは１～９
重量％である。含水率が高くなってしまうと、流動性が悪くなり製造に支障をきたすばか
りか、吸水性樹脂が粉砕できなくなり、特定の粒径分布に制御できなくなってしまうおそ
れがある。
【００６４】
　なお、上記逆相懸濁重合による重合方法を用いた場合には、通常、重合反応終了後に得
られる含水ゲル状架橋重合体を、例えばヘキサン等炭化水素の有機溶媒中に分散させた状
態で共沸脱水し、重合体の含水率を４０重量％以下（下限０重量％、好ましくは５重量％
）、好ましくは３０重量％以下とした後に、デカンテーションあるいは蒸発により有機溶
媒と分離し、必要に応じて乾燥処理することができる。
【００６５】
　＜粉砕＞
　上記の方法で得られた粒子状や粉末状や粒子状乾燥物凝集体は、粉砕機によって粉砕さ
れる。粉砕されることにより粒子状吸水性樹脂が得られる。粉砕機は特に限定されないが
、例えばロールミルのようなロール式粉砕機、ハンマーミルのようなハンマー式粉砕機、
衝撃式粉砕機、カッターミル、ターボグラインダー、ボールミル、フラッシュミル等が用
いられる。この中でも、粒径分布を制御するためには、ロールミルが好ましい。粒径分布
を制御するために、連続して２回以上粉砕してもよく、３回以上粉砕することが好ましい
。２回以上粉砕する場合には、それぞれの粉砕機は同じであっても、異なっていてもよい
。また、違う種類の粉砕機を組み合わせて用いることも可能である。
【００６６】
　＜粒子状吸水性樹脂に添加されるその他の物質＞
　本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法に用いられる粒子状吸水性樹脂は、重合中または
重合後に、表面架橋剤、通液性向上剤、滑剤等が添加混合されうる。重合後に添加混合す
る場合には、乾燥前、乾燥後または粉砕後に添加混合することができる。また、本発明の
粒子状吸水性樹脂の分級方法に用いられる粒子状吸水性樹脂は、吸水性樹脂の特性を阻害
しない限り、他の物質を添加してもよい。他の物質を添加する方法としては、特に限定さ
れるものではない。
【００６７】
　（ＩＩ）第１篩網と重力とを用いる第１分級工程
　本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法は、第１篩網と重力とを用いる第１分級工程では
、粒子状吸水性樹脂から、粒径１８０μｍ未満の粒子を分級することが好ましい。また、
本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法は、上記第１篩網の目開きが、好ましくは１５０μ
ｍ以上３００μｍ以下の範囲である。ただし、ここでいう篩網の目開きは、便宜上、一般
的によく用いられているＪＩＳ試験（ＪＩＳ　Ｚ　８８０１）用篩網の規格表に記載され
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ている公称目開きの数値のことを指している。これらの範囲から外れると目的の粒径分布
が得られないおそれがある。また、目的の粒径が、分級効率９０重量％以上で得られるこ
とが好ましい。
【００６８】
　ここで、第１篩網とは、第１分級工程で用いる篩網のことをいう。また、篩網と重力と
を用いる分級としては、例えば、振動篩（アンバランスウェイト駆動式、共振式、振動モ
ータ式、電磁式、円型振動式等）による分級、面内運動篩（水平運動式、水平円－直線運
動式、３次元円運動式等）による分級等が挙げられる。
【００６９】
　分級とは、広義には、粒径、形状、化学成分、色、密度、放射性、磁性、静電特性等に
よって物質を分類する操作をいう。また、狭義には、同じ密度を有する粒子を、粒径によ
って、２つまたはそれ以上の粒子群に分ける操作をいう。
【００７０】
　第１篩網と重力とを用いる第１分級工程は、篩分け装置を用いて行うことができる。本
発明に用いられる篩分け装置は、篩網を有するものであれば特に限定されない。例えば、
バイブレーティングスクリーンやシフタに分類されるものが挙げられる。バイブレーティ
ングスクリーンには、傾斜形、ローヘッド（Ｌｏｗ－ｈｅａｄ）形、ハムマー（Ｈｕｍ－
ｍｅｒ）、レーブン（Ｒｈｅｗｕｍ）、タイロック（Ｔｙ－Ｒｏｃｋ）、ジャイレックス
（Ｇｙｒｅｘ）、および楕円振動（Ｅｌｉｐｔｅｘ）等がある。また、シフタには、レシ
プロ（Ｒｅｃｉｐｒｏｃａｔｉｎｇ）形、Ｅｘｏｌｏｎ－ｇｒａｄｅｒ、Ｔｒａｖｅｒｓ
ａｔｏｒ－ｓｉｅｂ、Ｓａｕｅｒ－ｍｅｙｅｒ、ジャイレトリーシフタ（Ｇｙｒａｔｏｒ
ｙ）、ジャイロシフタ、およびローテックススクリーン（Ｒｏ－ｔｅｘ）等がある。これ
らは、（１）網面の運動形状：円、楕円、直線、円弧、擬似楕円、スパイラル、（２）振
動方式：自由振動、強制振動、（３）駆動方法：偏心軸、不平衡重錘、電磁石、インパク
ト、（４）網面の傾斜：水平式、傾斜式、（５）設置方法：床置式、吊り下げ式、等によ
って細分類されている。その中でも、アルガイヤ社（Ａｌｌｇａｉｅｒ　Ｃｏ．）のタン
ブラシフタ（Ｔｕｍｂｌｅｒ－Ｓｃｒｅｅｎｉｎｇ　ｍａｃｈｉｎｅｓ）のように、ラジ
アル傾斜（中央から周辺に材料を分散させる篩網の傾斜）やタンジェンシャル傾斜（篩網
上の排出スピードをコントロールする篩網の傾斜）の組み合わせにより、篩網面を螺旋状
に動かす篩分け装置は、細かい粒子の分級に非常に有効である。
【００７１】
　篩分け装置は、加熱した状態および／または保温した状態で用いること、３０℃～１０
０℃の温度範囲で用いること、あるいは粒子状吸水性樹脂の温度に対し２０℃よりも低く
ない温度で用いることが好ましい。つまり、篩分け装置の粒子状吸水性樹脂と接触する部
分、特に篩網面の側壁の温度を粒子状吸水性樹脂の凝集が起きない程度に調節することに
より、粒子状吸水性樹脂中の凝集を抑えられる。これにより、篩網面の目詰まりを有効に
防止することができ、分級効率および分級能力の低下を防止できる。また、篩網面を通過
した粒子状吸水性樹脂が、篩分け装置の内面側壁に付着し、さらには大きな凝集物を形成
し、篩分け装置の振動によって該凝集物が剥がれ落ち、製品に混入するということを防止
できる。ここで、篩網ではなく、篩網を固定している型枠の側壁の温度を加熱および／ま
たは保温等することが好ましく、分級の最終篩網を固定している型枠の側壁の温度を加熱
および／または保温等することが特に好ましい。
【００７２】
　ここで、「加熱」とは、積極的に熱を与えることを指す。したがって、「加熱した状態
」には、（１）初期状態において篩分け装置に熱を与えて一定温度まで昇温し、その後は
熱を与えない場合、（２）初期状態だけでなく恒常的に篩分け装置に熱を与える場合等が
含まれる。一方、本発明における「保温」とは、熱は与えないで熱を逃しにくくすること
、すなわち温度を下がりにくくすることを指す。したがって、「保温した状態」とは、熱
を与えることなく、断熱材を篩分け装置に巻き付ける等して熱を逃げにくくするような場
合を指す。本発明においては、「加熱した状態」かつ「保温した状態」としてもよく、熱
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を積極的に与えながら、断熱材を併用する等してもよい。
【００７３】
　篩分け装置は、好ましくは３０～１００℃程度、より好ましくは４０～９０℃の温度範
囲で用いる。温度が３０℃未満では、本発明の効果が得られない。
【００７４】
　篩分け装置は、粒子状吸水性樹脂の温度に対し２０℃よりも低くない温度で用いること
が好ましい。より好ましくは１０℃よりも低くない温度である。工業的規模で粒子状吸水
性樹脂を取り扱う際に、流動性を確保するため、粒子状吸水性樹脂を室温以上の温度、好
ましくは４０～１００℃程度、より好ましくは５０～８０℃程度に加温する場合がある。
粒子状吸水性樹脂の温度に対し篩分け装置の温度が２０℃よりも低い場合には、加温され
た状態にある粒子状吸水性樹脂が篩分け装置で冷却されるため、篩網面の目詰まりが生じ
ることがある。また、篩分け装置の内面側壁に付着し、さらには大きな凝集物を形成し、
篩分け装置の振動によって該凝集物が剥がれ落ち、製品に混入するということが生じるこ
とがある。
【００７５】
　なお、重力と篩網とを用いる分級において、粒子状吸水性樹脂が篩網を通過する前の領
域と、粒子状吸水性樹脂が篩網を通過した後の領域との間に、１０ｍｍＨ２Ｏ以上の差圧
を設けて微粉を除去してもよい。
【００７６】
　（ＩＩＩ）第２篩網と気流とを用いる第２分級工程
　本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法は、第２篩網と気流とを用いる第２分級工程では
、上記粒径１８０μｍ未満の粒子から、粒径１０６μｍ以上の粒子を分級することが好ま
しく、粒径１５０μｍ以上の粒子を分級することがより好ましい。
【００７７】
　また、本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法は、上記第２篩網の目開きが、好ましくは
１０６μｍ以上、１８０μｍ以下の範囲である。これらの範囲から外れると目的の粒径分
布が得られないおそれがある。ただし、ここでいう篩網の目開きは、便宜上、一般的によ
く用いられているＪＩＳ試験（ＪＩＳ　Ｚ　８８０１）用篩網の規格表に記載されている
公称目開きの数値のことを指している。そのため、任意に線径や織り方等を変更して、実
質の目開きが多少前後したとしても差し支えない。すなわち、上記第１篩網の目開きと、
上記第２篩網の目開きとの差を調整することが重要であり、本発明の粒子状吸水性樹脂の
分級方法は、上記第１篩網の目開きと、上記第２篩網の目開きとの差が、３０μｍ以上、
２００μｍ以下の範囲内であることが好ましい。
【００７８】
　ここで、第２篩網とは、第２分級工程で用いる篩網のことをいう。気流は、粒子状吸水
性樹脂を、第２篩網に向かって移動させる。そして、上記気流は、第２篩網を通過する粒
子状吸水性樹脂と、第２篩網を通過しない粒子状吸水性樹脂とに分級する。なお、気流が
、粒子状吸水性樹脂を第２篩網に向かって移動させることができれば、気流の方向は、特
に限定されない。また、気流としては、空気流、窒素ガス流またはこれらの混合ガス流等
が挙げられ、露点以下で用いられることが好ましい。気流量としては、粉体を移動させる
ことができれば特に限定されず、重力方向もしくは水平方向といった粉体の移動方向、ま
たは、粉体が有する流動特性に応じて、任意に気流量（いわゆる風速）を調整することが
好ましい。
【００７９】
　第２篩網と気流とを用いる第２分級工程は、風力分級機を用いて行うことが好ましいが
、上記タンブラシフタといった重力と篩網とを利用する揺動式篩機を用いることもできる
。この場合には、篩網上部から下部に向かう気流の流れを形成し、篩網下部には回転する
ノズルアームを設置し、該ノズルアームからエアー（いわゆる逆洗エアー）を噴射するこ
とで、篩網の目を洗浄する。上記エアーは、断続的または連続的に噴射してもよい。さら
に、篩網（スクリーン）を洗浄するために、回転ブラシ、スクレパーおよび超音波のうち
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の１種以上を用いることも可能である。本発明に用いられる風力分級機は、篩網を有する
ものであれば特に限定されない。例えば、ハイボルター等が挙げられる。また、このよう
な風力分級機の篩網面に超音波振動を与えることにより、さらに分級効率を高めることが
できる。上記風力分級機は、ケーシングの温度が、好ましくは３０℃以上、１００℃以下
の範囲内である。特に、第２篩網と気流とを用いる第２分級工程で使用される風力分級機
には、篩網の洗浄機構としてエアー（いわゆる逆洗エアー）を利用した洗浄機構を有する
ことが好ましい。これにより、篩にかけられている粒子状吸水性樹脂が、仮に吸湿等によ
り多少粘着性を有した状態で分級されたとしても、効率よく篩網の目を洗浄することがで
きる。
【００８０】
　第２篩網と気流とを用いる第２分級工程に用いることができる風力分級機について、ハ
イボルターを例にして、以下に説明する。
【００８１】
　上記風力分級機では、粉体（粒子状吸水性樹脂）が混入した空気流（気流）が、スクリ
ーン（篩網）、ケーシング、サイクロン等の微粉体分離収集装置を通過する。その際、空
気（気体）だけが、微粉体分離収集装置よりも下流側に設けた吸引ブロワーの排気口から
排出される。つまり、粉体（粒子状吸水性樹脂）中の微粉体（粒子状吸水性樹脂）のみを
混入した空気流（気流）が、スクリーン（篩網）を通過し、ケーシングに到達する。その
後、ケーシングを通過した微粉体（粒子状吸水性樹脂）は、微粉体分離収集装置で収集さ
れる。そして、空気（気体）のみが微粉体分離収集装置を通過し、吸引ブロワーに到達す
る。
【００８２】
　ここで、ケーシング内には、ケーシング内壁面用エアブラシを設け、ケーシングに回転
可能に支承された回転軸に半径方向に延びる中空管を固定し、この中空管のケーシング内
面に対向する面に微細幅のスリットを設けている。そして、上記回転軸と共に中空管を回
転させながら、上記スリットから空気流（気流）を吹き出させる構成になっている。
【００８３】
　具体的には、粉体（粒子状吸水性樹脂）中の微粉体（粒子状吸水性樹脂）のみを混入し
た空気流（気流）が、スクリーン（篩網）を通過し、ケーシングに到達する。つまり、粉
体（粒子状吸水性樹脂）中の微粉体（粒子状吸水性樹脂）以外の粉体は、スクリーン（篩
網）により分級される。その後、空気流（気流）に混入して流れる微粉体（粒子状吸水性
樹脂）がケーシングに到達すると、衝突するケーシング内の面は、ケーシング内壁面と上
記中空管である。しかし、中空管の表面積は極めて小さく、しかも曲面であって、この曲
面に沿って空気（気体）が流れる。よって、上記中空管の表面に微粉体（粒子状吸水性樹
脂）が衝突しても、付着および滞留して成長することはない。また、ケーシング内面には
微粉体（粒子状吸水性樹脂）が付着する場合がある。その際には、ケーシング内に回転す
るエアブラシを設置することで、付着した微粉体（粒子状吸水性樹脂）はケーシング内壁
面から速やかに吹き飛ばされ、ケーシング内の空気流（気流）によって吐出口から排出さ
れる。吐出口から排出された微粉体（粒子状吸水性樹脂）と空気（気体）との混合体は、
その下流に位置するサイクロン等の微粉体分離収集装置に流入し、ここで微粉体（粒子状
吸水性樹脂）が分離収集される。微粉体（粒子状吸水性樹脂）が分離された空気流（気流
）は、微粉体分離収集装置の下流に配置された集塵器、吸引ブロワー、消音器を経て大気
に放出される。スクリーンの背後には回転するノズルアームからなるエアブラシが設置さ
れ、回転するノズルアームからスクリーンにエアーを噴射し、エアーによってスクリーン
（篩網）の目詰まりを掃除する。上記エアーは、断続的または連続的に噴射してもよい。
さらに、スクリーン（篩網）を洗浄するために、回転ブラシ、スクレパーおよび超音波の
うちの１種以上を用いることも可能である。
【００８４】
　したがって、ケーシング内壁面に微粉体（粒子状吸水性樹脂）が付着および滞留し、そ
れが成長して所定粒径以上の粉体（粒子状吸水性樹脂）が空気流（気流）に混入するとい
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う現象は生じない。また、スクリーン（篩網）のエアブラシを構成する中空管と、ケーシ
ング内壁面用エアブラシを構成する中空管とを同一中空管によって構成しても、特に問題
はない。また、スクリーン（篩網）に吹き付ける空気流（気流）の流速と、ケーシング内
壁面に吹き付ける空気流（気流）の流速とを同じにする必要はない。むしろ、スクリーン
（篩網）のメッシュが微細であるほど、ケーシング内壁面に吹き付ける空気流（気流）の
流速よりも、スクリーン（篩網）に吹き付ける空気流（気流）の流速を大きくすることが
望ましい。また、粉体供給が自然落下の場合には、ケーシング内壁面に吹き付ける空気流
（減圧）のみを使用することが望ましい。また、ケーシング内壁面に対するエアブラシに
よる掃除の頻度よりも、スクリーン（篩網）に対するエアブラシによる掃除の頻度を高め
ることが望ましい。
【００８５】
　また、本発明の篩分け装置は、上記分級により除去された粒子から、造粒等によって、
より大きな粒子または粒子状凝集物を再生し、粒子状吸水性樹脂として用いることを可能
とする造粒工程を含んでもよい。造粒工程では、いわゆる微粉を再生する公知の技術が使
用可能である。例えば、温水と吸水性樹脂の微粉を混合し乾燥する方法（米国特許６２２
８９３０号）、吸水性樹脂の微粉を単量体水溶液と混合し重合する方法（米国特許５２６
４４９５号）、吸水性樹脂の微粉に水を加え特定の面圧以上で造粒する方法（欧州特許８
４４２７０号）、吸水性樹脂の微粉を十分に湿潤させ非晶質のゲルを形成し乾燥および粉
砕する方法（米国特許４９５０６９２号）、吸水性樹脂の微粉と重合ゲルを混合する方法
（米国特許５４７８８７９号）等を用いることが可能である。好ましくは、温水と吸水性
樹脂の微粉を混合し乾燥する方法が用いられる。また、造粒工程で得られた粒子状吸水性
樹脂は、そのまま本発明で用いることのできる粒子状吸水性樹脂粒子としてもよいし、上
記粉砕および／または分級工程に戻してもよい。目的とする粒子状吸水性樹脂粒子を得る
ためには、粉砕および／または分級工程に戻すことが好ましい。このように再生された粒
子状吸水性樹脂は、実質的に多孔質構造を有する。造粒工程によって再生し回収される粒
子状吸水性樹脂の割合は、好ましくは５～３０重量％、より好ましくは１０～２５重量％
の範囲である。同一の製造工程内に限定して再生するならば、前記割合は、上記分級によ
り除去される粒子の量に依存する。回収率の増加は、生産性低下、コスト高の要因となり
好ましくない。また、造粒工程によって再生された粒子状吸水性樹脂は、再生されていな
いものと比べて表面積が大きいため、毛管吸引力の性能的には有利となろう。
【００８６】
　（ＩＶ）本発明に係る粒子状吸水性樹脂の分級方法により得られた粒子状吸水性樹脂等
　本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法は、好ましくは１ライン当たり５００ｋｇ／ｈｒ
以上、より好ましくは１ライン当たり１０００ｋｇ／ｈｒ以上、特に好ましくは１ライン
当たり１５００ｋｇ／ｈｒ以上の生産量で連続生産する製造ラインを用いて製造した粒子
状吸水性樹脂を分級する。つまり、生産設備が大型になるほど、従来の分級方法では問題
が顕著になるので、本発明の効果が高くなる。
【００８７】
　本発明に係る粒子状吸水性樹脂の分級方法により得られた粒子状吸水性樹脂は、以下の
特徴および特性を有している。
【００８８】
　＜発塵量＞
　本発明に係る粒子状吸水性樹脂の分級方法では、吸水性樹脂の性能に悪影響を及ぼす１
５０μｍ未満の微粉を効率よく分級することができるのに加え、篩網と気流とを用いた分
級方法を実施することで、篩網を通過せずに得られる粒子状吸水性樹脂中に４５μｍ未満
の微粒子、特に２０μｍ未満の超微粒子、さらには１０μｍ未満の超微粒子といった、篩
網を用いた粒径分布測定方法では測定できないような大きさの発塵性の微粒子が、気流を
用いない分級方法で得られるものに比べて有意義に減少することも期待できる。
【００８９】
　＜粒子状吸水性樹脂の質量平均粒子径（Ｄ５０）、粒径分布（σζ）＞
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　質量平均粒子径（Ｄ５０）とは、米国特許５０５１２５９号公報等にあるように、一定
目開きの標準篩で、粒子全体の５０重量％に対応する標準篩の粒径のことである。
【００９０】
　本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法により得られる粒子状吸水性樹脂は、必要に応じ
て、無機粉末や親水性有機溶媒等によって造粒されてなる。そのため、粒子状吸水性樹脂
は、粒子状吸水性樹脂の質量に対して、好ましくは１５０μｍ以上８５０μｍ未満の粒子
が９０重量％以上（上限１００％）含まれており、より好ましくは１５０μｍ以上８５０
μｍ未満の粒子が９５重量％以上含まれており、さらに好ましくは１５０μｍ以上８５０
μｍ未満の粒子が９８重量％以上含まれている。
【００９１】
　粒子状吸水性樹脂の粒径は、目的やその必要に応じて不溶性微粒子や親水性溶媒、好ま
しくは水を添加混合してさらに造粒して調整してもよい。粒径の調整は、逆相縣濁重合の
ように粒子状で分散重合及び分散乾燥させて調整してもよいが、水溶液重合の場合等、通
常は乾燥後に粉砕及び分級されて、必要により微粉を造粒等によりリサイクルさせること
で、特定の粒径に調整される。
【００９２】
　（Ｖ）吸収体および／または吸収性物品
　本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法により得られる粒子状吸水性樹脂は、吸水を目的
とした用途に用いられ、吸収体や吸収性物品として広く使用されるが、特に、尿や血液等
の体液を吸収するための衛生材料として好適に用いられる。
【００９３】
　具体的には、本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法により得られる粒子状吸水性樹脂に
表面架橋剤を添加して表面架橋処理し、その後、通液性向上剤、界面活性剤、滑剤等の他
の物質を添加することにより、粒子状吸水剤を製造する。そして、この粒子状吸水剤を用
いて、吸収体や吸収性物品を製造する。なお、他の物質を添加する方法としては、特に限
定されるものではない。
【００９４】
　ここで、上記吸収体とは、粒子状吸水剤と親水性繊維とを主成分して成型された吸収剤
のことである。上記吸収体は、粒子状吸水剤と親水性繊維とを用いて、例えば、フィルム
状、筒状、シート状に成型され、製造される。上記吸収体は、粒子状吸水剤と親水性繊維
との合計質量に対する粒子状吸水剤の含有量（コア濃度）が、好ましくは２０～１００重
量％、より好ましくは３０～１００重量％、さらに好ましくは４０～１００重量％の範囲
である。上記吸収体は、粒子状吸水剤のコア濃度が高いほど、吸収体や紙おむつ等の作製
時における粒子状吸水剤の吸収特性低下効果が顕著に表れてくるものとなる。また、上記
吸収体は、厚みが０．１～５ｍｍの薄型であることが好ましい。
【００９５】
　上記吸収性物品とは、上記吸収体、液透過性を有する表面シート、及び液不透過性を有
する背面シートを備える吸収性物品である。上記吸収性物品の製造方法は、まず、例えば
繊維材料と粒子状吸水剤とをブレンドないしサンドイッチすることで吸収体（吸収コア）
を作製する。次に、上記吸収体を、液透過性を有する表面シートと液不透過性を有する背
面シートとでサンドイッチして、必要に応じて、弾性部材、拡散層、粘着テープ等を装備
することで、吸収性物品、特に大人用紙オムツや生理用ナプキンとされる。上記吸収体は
、密度０．０６～０．５０ｇ／ｃｃ、坪量０．０１～０．２０ｇ／ｃｍ２の範囲に圧縮成
型されて用いられる。なお、用いられる繊維材料としては、親水性繊維、例えば粉砕され
た木材パルプ、コットンリンターや架橋セルロース繊維、レーヨン、綿、羊毛、アセテー
ト、ビニロン等を例示できる。好ましくは、それらをエアレイドしたものである。
【００９６】
　上記吸水性物品は、優れた吸収特性を示すものである。このような吸収性物品としては
、具体的には、近年成長の著しい大人用紙オムツをはじめ、子供用オムツ、生理用ナプキ
ン、いわゆる失禁パッド等の衛生材料等が挙げられる。ただし、それらに限定されるもの
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ではない。上記吸水性物品は、吸収性物品の中に存在する粒子状吸水剤の優れた吸収特性
により、戻り量も少なく、ドライ感が著しく、装着している本人および介護の人々の負担
を大きく低減することができる。
【００９７】
　（ＶＩ）その他
　このように、本発明に係る粒子状吸水性樹脂の分級方法は、例えば、粒子状吸水性樹脂
から、重力と篩網とによる分級により所望の粒径未満の粒子（微粉）を分級効率７０重量
％以上、さらに好ましくは８０重量％以上、最も好ましくは９０重量％以上で分級した後
、さらに、この分級された粒子から、該粒子中に含まれる所望の粒径以上の粒子を、篩網
を有する風力分級機を用いて分級するという構成を有しているものであれば、その具体的
な構成は特に限定されるものではない。
【実施例】
【００９８】
　以下に、実施例および比較例によって本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれ
らに限定されるものではない。
【００９９】
　〔粒子状吸水性樹脂の重合、乾燥および粉砕工程〕
　２本のシグマ型ブレードを備えたニーダーに、アクリル酸ナトリウム、アクリル酸およ
び水からなるモノマー濃度３８重量％、中和率７０ｍｏｌ％のモノマー水溶液を調整した
。そして、内部架橋剤としてのポリエチレングリコールジアクリレート（平均エチレング
リコールユニット数９）を、上記モノマーに対して０．０３ｍｏｌ％となるように溶解さ
せた。
【０１００】
　次に、上記モノマー水溶液に窒素ガスを吹き込み、該モノマー水溶液中の溶存酸素を低
減させると共に、上記ニーダー内全体を窒素置換した。引き続き、２本のシグマ型ブレー
ドを回転させながら、重合開始剤としての過硫酸ナトリウムを、上記モノマーに対して０
．１２ｇ／ｍｏｌとなるように添加した。また、Ｌ－アスコルビン酸を、上記モノマーに
対して０．００５ｇ／ｍｏｌとなるように添加した。そして、上記ニーダー内で攪拌下に
て重合を行い、約４０分後に、平均粒径２ｍｍの親水性架橋重合体を得た。
【０１０１】
　得られた親水性架橋重合体を、熱風乾燥機にて１７０℃で６０分間乾燥した。そして、
この乾燥した親水性架橋重合体を、ロールミル粉砕機にて粉砕し、分級用粉砕粒子を得た
。
【０１０２】
　〔粒子状吸水性樹脂の分級工程〕
　粒子状吸水性樹脂の分級工程は、実施例１および比較例１，２のように行った。
【０１０３】
　〔実施例１〕
　＜粒子状吸水性樹脂の第１分級工程＞
　得られた分級用粉砕粒子を、目開き８５０μｍの篩網と目開き１８０μｍの篩網とを重
ねた篩分け装置（商品名：「タンブラシフタＴＳＭ－１６００」、Ａｌｌｇａｉｅｒ　Ｃ
ｏ．製）を用いて、供給量８００ｋｇ／ｈｒにて分級した。そして、目開き８５０μｍの
篩網を通過し目開き１８０μｍの篩網を通過しなかった粒子状吸水性樹脂（Ａ）、および
、目開き１８０μｍの篩網を通過した粒子状吸水性樹脂（Ｂ）を分級した。このとき、得
られた粒子状吸水性樹脂（Ａ）と粒子状吸水性樹脂（Ｂ）との比率は、粒子状吸水性樹脂
（Ａ）が８０重量％、粒子状吸水性樹脂（Ｂ）が２０重量％であった。また、粒子状吸水
性樹脂（Ｂ）は、含水量５％、重量平均粒径１０５μｍ、粒径１０６μｍ未満の微粉の割
合が５０．５％であった。ここで、上記篩分け装置の測定条件を表２に示した。
【０１０４】
　＜粒子状吸水性樹脂の第２分級工程＞
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　約４０℃の粒子状吸水性樹脂（Ｂ）を、目開き１０６μｍの篩網を有する風力分級機（
商品名：「ハイボルターＭＲ－３００Ｓ」、東洋ハイテック株式会社製）を用いて、供給
量１１３ｋｇ／ｈｒにて分級した。そして、粒径１０６μｍ未満の微粉を取り除くことで
、目開き１０６μｍの篩網を通過しなかった粒子状吸水性樹脂（Ｃ）を分級した。このと
き、得られた粒子状吸水性樹脂（Ｃ）と取り除かれた微粉との比率は、粒子状吸水性樹脂
（Ｃ）が５３．８重量％、微粉が４６．２重量％であった。ここで、上記風力分級機の測
定条件を表２に示した。
【０１０５】
　続いて、粒子状吸水性樹脂（Ａ）および粒子状吸水性樹脂（Ｃ）を８：２の比率でブレ
ンドして、熱処理用粒子状吸水性樹脂（Ｄ）を得た。なお、実施例１において、８時間の
分級操作中に、篩網の目詰まりは見られなかった。
【０１０６】
　そして、得られた粒子状吸水性樹脂（Ａ）～（Ｄ）の篩網の上に残留する割合、および
、篩網を通過する割合を測定した結果を表１に示した。
【０１０７】
　〔実施例２〕
　＜粒子状吸水性樹脂の第１分級工程＞
　得られた分級用粉砕粒子を、目開き８５０μｍの篩網と目開き３００μｍの篩網とを重
ねた篩分け装置（商品名：「タンブラシフタＴＳＭ－１６００」、Ａｌｌｇａｉｅｒ　Ｃ
ｏ．製）を用いて、供給量８００ｋｇ／ｈｒにて分級した。そして、目開き８５０μｍの
篩網を通過し目開き３００μｍの篩網を通過しなかった粒子状吸水性樹脂（Ｅ）、および
、目開き３００μｍの篩網を通過した粒子状吸水性樹脂（Ｆ）を分級した。このとき、得
られた粒子状吸水性樹脂（Ｅ）と粒子状吸水性樹脂（Ｆ）との比率は、粒子状吸水性樹脂
（Ｅ）が７０重量％、粒子状吸水性樹脂（Ｆ）が３０重量％であった。また、粒子状吸水
性樹脂（Ｆ）は、含水量５％、重量平均粒径１４０μｍ、粒径１５０μｍ未満の微粉の割
合が５３．３％であった。ここで、上記篩分け装置の測定条件を表４に示した。
【０１０８】
　＜粒子状吸水性樹脂の第２分級工程＞
　約４０℃の粒子状吸水性樹脂（Ｆ）を、目開き１５０μｍの篩網を有する風力分級機（
商品名：「ハイボルターＭＲ－３００Ｓ」、東洋ハイテック株式会社製）を用いて、供給
量１１３ｋｇ／ｈｒにて分級した。そして、粒径１５０μｍ未満の微粉を取り除くことで
、目開き１５０μｍの篩網を通過しなかった粒子状吸水性樹脂（Ｇ）を分級した。このと
き、得られた粒子状吸水性樹脂（Ｇ）と取り除かれた微粉との比率は、粒子状吸水性樹脂
（Ｇ）が４８．５重量％、微粉が５１．５重量％であった。ここで、上記風力分級機の測
定条件を表４に示した。
【０１０９】
　続いて、粒子状吸水性樹脂（Ｅ）および粒子状吸水性樹脂（Ｇ）を７：３の比率でブレ
ンドして、熱処理用粒子状吸水性樹脂（Ｈ）を得た。
【０１１０】
　そして、得られた粒子状吸水性樹脂（Ｅ）～（Ｈ）の篩網の上に残留する割合、および
、篩網を通過する割合を測定した結果を表３に示した。
【０１１１】
　〔比較例１〕
　得られた分級用粉砕粒子を、目開き８５０μｍの篩網を有する篩分け装置を用いて、供
給量８００ｋｇ／ｈｒにて分級した。そして、比較材としての、熱処理用粒子状吸水性樹
脂（１）を得た。
【０１１２】
　そして、得られた粒子状吸水性樹脂（１）の篩網の上に残留する割合、および、篩網を
通過する割合を測定した結果を表１に示した。
【０１１３】



(18) JP 5308344 B2 2013.10.9

10

20

30

40

50

　〔比較例２〕
　得られた分級用粉砕粒子を、目開き８５０μｍの篩網と目開き１０６μｍの篩網とを重
ねた篩分け装置を用いて、供給量８００ｋｇ／ｈｒにて分級した。しかし、１時間後に篩
網が破れ、熱処理用粒子状吸水性樹脂を得ることができなかった。
【０１１４】
　表１は、実施例１および比較例１，２において測定した粒子状吸水性樹脂の篩網上に残
留する割合、および、篩網を通過する割合の評価結果をまとめたものである。
【０１１５】
【表１】

【０１１６】
　表１に示したように、実施例１と比較例１とを比較すると、実施例１の粒子状吸水性樹
脂（Ｄ）では、比較例１の粒子状吸水性樹脂（１）と比べて、目開き１０６μｍの篩網を
通過する、いわゆる微粉の割合が小さいという結果になった。つまり、第１篩網と重力と
を用いる第１分級工程と、第２篩網と気流とを用いる第２分級工程とを含み、上記第１分
級工程で分級された粒子状吸水性樹脂を、上記第２分級工程で、さらに分級することによ
り、目的とする粒径範囲の粒子状吸水性樹脂を効率的に得ることができるということが明
らかになった。
【０１１７】
　また、表２は、実施例１および比較例１，２における篩分け装置および風力分級機の測
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【０１１８】
【表２】

【０１１９】
　表３は、実施例２において測定した粒子状吸水性樹脂の篩網上に残留する割合、および
、篩網を通過する割合の評価結果をまとめたものである。
【０１２０】
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【表３】

【０１２１】
　また、表４は、実施例２における篩分け装置および風力分級機の測定条件をまとめたも
のである。
【０１２２】
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【０１２３】
　発明の詳細な説明の項においてなされた具体的な実施形態または実施例は、あくまでも
、本発明の技術内容を明らかにするものであって、そのような具体例にのみ限定して狭義
に解釈されるべきものではなく、本発明の精神と次に記載する請求の範囲内において、い
ろいろと変更して実施することができるものである。
【産業上の利用可能性】
【０１２４】
　以上のように、本発明の粒子状吸水性樹脂の分級方法は、吸水特性等の効果を低減する
ことなく、粒子状吸水性樹脂を分級するものである。このため、本発明の粒子状吸水性樹
脂の分級方法により得られた粒子状吸水性樹脂は、優れた吸収特性等を示すものである。
このような粒子状吸水性樹脂は、例えば、近年成長の著しい大人用紙オムツ、子供用オム
ツ、生理用ナプキン、いわゆる失禁パッド等の衛生材料用吸収剤として、凝集剤、凝結剤
、土壌改良剤、土壌安定剤、増粘剤等に好適に用いられる水溶性重合体として、あるいは
農園芸用分野、土木業分野において保水剤、脱水剤等として広く利用することが可能であ
る。
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