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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクリル酸および／またはその塩を主成分とする単量体成分を重合・架橋することによ
り得られる吸水性樹脂と、亜鉛および珪素、または亜鉛およびアルミニウムを含有する複
合含水酸化物とを含む吸水性樹脂組成物であって、
　前記複合含水酸化物は金属の主成分として亜鉛を含有し、
　亜鉛の含有量と珪素またはアルミニウムの含有量との質量比が７０／３０～９５／５で
あり、
　前記複合含水酸化物の含有量は、吸水性樹脂１００質量部に対して、０．００１～５質
量部であり、
　且つ、前記吸水性樹脂組成物の０．９０質量％塩化ナトリウム水溶液に対する１．９ｋ
Ｐａでの加圧下吸水倍率（６０分値）が２０ｇ／ｇ以上である、吸水性樹脂組成物。
【請求項２】
　前記亜鉛の含有量と珪素またはアルミニウムの含有量との質量比が８２／１８～９５／
５である、請求項１に記載の吸水性樹脂組成物。
【請求項３】
　前記複合含水酸化物が、水溶性亜鉛化合物および水溶性珪素化合物を含む溶液、または
水溶性亜鉛化合物および水溶性アルミニウム化合物を含む溶液において、共沈法によって
得られるものである、請求項１または２に記載の吸水性樹脂組成物。
【請求項４】
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　膨潤状態における、前記吸水性樹脂からの前記複合含水酸化物の分離率が２０％以下で
ある、請求項１～３のいずれか１項に記載の吸水性樹脂組成物。
【請求項５】
　前記吸水性樹脂組成物は、粒子状であり、１５０μｍ以上８５０μｍ未満の粒子が全体
の９０質量％以上で、かつ、３００μｍ以上の粒子が全体の６０質量％以上含まれる、請
求項１～４のいずれか１項に記載の吸水性樹脂組成物。
【請求項６】
　植物成分をさらに含む、請求項１～５のいずれか１項に記載の吸水性樹脂組成物。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の吸水性樹脂組成物と、親水性繊維とを含む、衛生
材料用吸収体。
【請求項８】
　アクリル酸および／またはその塩を主成分とする単量体成分を重合・架橋することによ
り得られる吸水性樹脂と、親水性繊維と、亜鉛および珪素、または亜鉛およびアルミニウ
ムを含有する複合含水酸化物とを含む衛生材料用吸収体であって、
　前記複合含水酸化物は金属の主成分として亜鉛を含み、
　亜鉛の含有量と珪素またはアルミニウムの含有量との質量比が７０／３０～９５／５で
あり、
　前記複合含水酸化物の含有量は、吸水性樹脂１００質量部に対して、０．００１～５質
量部であり、
　且つ、前記吸水性樹脂の０．９０質量％塩化ナトリウム水溶液に対する１．９ｋＰａで
の加圧下吸水倍率（６０分値）が２０ｇ／ｇ以上であることを特徴とする、衛生材料用吸
収体。
【請求項９】
　請求項７または８に記載の吸収体、液透過性を有する表面シート、液不透過性を示す背
面シートを備えた、吸収性物品。
【請求項１０】
　アクリル酸および／またはその塩を主成分とする単量体成分を重合・架橋することによ
り、０．９０質量％塩化ナトリウム水溶液に対する１．９ｋＰａでの加圧下吸水倍率（６
０分値）が２０ｇ／ｇ以上である吸水性樹脂を得る工程と、
　前記吸水性樹脂に、亜鉛の含有量と珪素またはアルミニウムの含有量との質量比が７０
／３０～９５／５である亜鉛および珪素、または亜鉛およびアルミニウムを含有する複合
含水酸化物を、前記吸水性樹脂１００質量部に対して０．００１～５質量部添加して混合
する工程とを含む、
　吸水性樹脂組成物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吸水性樹脂組成物、吸収体、および吸収性物品、ならびに吸水性樹脂組成物
の製造方法に関する。さらに詳しくは、本発明は、紙オムツ、生理用ナプキン、および失
禁パット等の衛生材料に用いた場合に、優れた吸湿流動性、低分離性、消臭性能、ゲル強
度、吸収性能を示す、吸水性樹脂組成物、吸収体、および吸収性物品に関する。また本発
明は、このような特徴を有する吸水性樹脂組成物の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　吸水性樹脂は、尿や血液などの体液等を吸収させることを目的として、紙おむつ、生理
用ナプキン、失禁パット等の衛生材料に広く用いられており、これらの衛生材料の主要な
構成材料となっている。
【０００３】
　近年、特に社会の高齢化に伴う大人用の紙おむつの需要増大に伴い、吸水性樹脂に対し
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て、消臭性能の付与、特に硫化水素やメルカプタン類などのイオウ系化合物に由来する悪
臭を除去できる消臭性能の付与に関する要求が高まっている。
【０００４】
　吸水性樹脂に消臭性能を付与する手法としては、吸水性樹脂と各種の消臭剤や抗菌剤と
の組み合わせが提案されている。例えば、吸水性樹脂とツバキ科植物の葉抽出物とからな
る吸水性樹脂組成物（例えば、特許文献１参照）、針葉樹木抽出エキスと特定の性能を有
する吸水性樹脂とを含む吸水性樹脂組成物（例えば、特許文献２参照）、吸水性樹脂の内
部にゼオライト粒子が分散された消臭性樹脂組成物（例えば、特許文献３参照）、吸水性
樹脂と、チタンまたはジルコニウムから選ばれる１種以上と、亜鉛、アルミニウム、カル
シウム、マグネシウム、および珪素から選ばれる少なくとも１種以上とからなる金属含水
酸化物からなる吸水性樹脂組成物（例えば、特許文献４参照）、吸水性樹脂と、シュウ酸
塩化合物と、複合ケイ酸塩化合物とからなる吸水性樹脂組成物（例えば、特許文献５参照
）、吸水性樹脂と、タンニン酸塩と、複合ケイ酸塩化合物とからなる吸水性樹脂組成物（
例えば、特許文献６参照）、吸水性樹脂と、グリシン型両イオン性界面活性剤と、複合ケ
イ酸塩化合物とからなる吸水性樹脂組成物（例えば、特許文献７参照）、吸水性樹脂と、
硫黄含有還元剤と、複合ケイ酸塩化合物とからなる吸水性樹脂組成物（例えば、特許文献
８参照）などが知られている。
【０００５】
　吸水性樹脂を用いた吸収性物品に消臭性能を付与する手法も検討されており、例えば、
製茶、および吸水性樹脂からなる吸収性物品（例えば、特許文献９参照）、吸水性樹脂と
、塩化ベンザルコニウムおよび／またはグルコン酸クロルヘキシジンとからなる樹脂を含
む使い捨ておむつ（例えば、特許文献１０参照）、吸水性樹脂と、アルミノケイ酸亜鉛と
を組み合わせた衛生用品（例えば、特許文献１１参照）などが知られている。
【０００６】
　さらに、吸水性樹脂に、消臭性能および粉体ハンドリング性の双方を付与する検討もな
されている。例えば、吸水性樹脂と、アンモニア産生菌に対して抗菌機能を有する化合物
と、アンモニアに対して中和能、または中和能および吸着能を有する薬剤とからなる吸水
剤（例えば、特許文献１２参照）が知られている。吸水性樹脂に関しては、上記した吸水
性樹脂への消臭性能や抗菌性の付与以外に、吸湿流動性の改善（アンチ・ケーキング向上
）が大きな課題である。即ち、吸水性樹脂が吸湿時に粉末として流動性を失い、ブロッキ
ングが生じる問題がある。特許文献１２には、この問題を処理するために、各種の添加剤
を添加する技術も開示されている。
【０００７】
　しかしながら、従来報告されている上記の方法における消臭性能は十分ではなく、実使
用において発揮させる消臭性能としては満足できるレベルには到達していなかった。また
、高い消臭性能を発揮させるために吸収性能を犠牲にしたのでは、尿や血液などの体液等
を吸収させるという吸水性樹脂本来の目的が達成できない。
【０００８】
　したがって、高い消臭性能を発揮させるとともに、吸収性能をも十分に満足できるレベ
ルとすることが重要である。
【０００９】
　また、消臭性能や吸湿流動性の改善のために、吸水性樹脂に添加剤を含ませた場合、添
加剤が粉体であると、分離や脱落が生じることがある。添加剤の分離または脱落が生じる
と、発塵が生じる上、添加剤として十分な性能を発揮できない。
【特許文献１】特開昭６０－１５８８６１号公報
【特許文献２】特開平１１－２４１０３０号公報
【特許文献３】特開平８－１７６３３８号公報
【特許文献４】特開平１０－１４７７２４号公報
【特許文献５】特開平１０－２９８４４２号公報
【特許文献６】特開平１１－１１６８２９号公報
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【特許文献７】特開平１１－４９９７１号公報
【特許文献８】特開平１１－１４８０２３号公報
【特許文献９】特開平２－４１１５５号公報
【特許文献１０】特開昭６３－１３５５０１号公報
【特許文献１１】特開昭６４－５５４６号公報
【特許文献１２】国際公開第００／０１４７９号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、添加剤の吸水性樹脂からの脱落が少なく、吸水性樹脂または吸水性樹
脂組成物が吸湿した後の粉体の流動性に優れ、硫化水素やメルカプタン類などのイオウ系
化合物などに由来する悪臭を十分に除去できる消臭性能を有し、さらに吸収性能に優れる
、吸水性樹脂組成物、吸収体、および吸収性物品を提供することである。つまり、本発明
の目的は、添加剤の分離率が低く、吸湿流動性および消臭性能に優れ、吸収性能にも優れ
る、吸水性樹脂組成物、吸収体、および吸収性物品を提供することである。また本発明の
他の目的は、このような特徴を有する吸水性樹脂組成物の製造方法を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者は上記課題を解決するために鋭意検討を行った。その結果、吸水性樹脂と亜鉛
との組み合わせが消臭性能の発現に有効であることに着目した。そして、消臭性能を向上
させ、優れた吸収性能および優れた吸湿流動性を発現させる条件を詳細に検討した結果、
所定の吸収性能を有する吸水性樹脂と、亜鉛と珪素、または、亜鉛とアルミニウムを、所
定の比率で含む複合含水酸化物とを組み合わせることによって、上記課題が解決できるこ
とを見出した。
【００１２】
　すなわち、本発明は、アクリル酸および／またはその塩を主成分とする単量体成分を重
合・架橋することにより得られる吸水性樹脂と、亜鉛および珪素、または亜鉛およびアル
ミニウムを含有する複合含水酸化物とを含む吸水性樹脂組成物であって、前記複合含水酸
化物は金属の主成分として亜鉛を含有し、亜鉛の含有量と珪素またはアルミニウムの含有
量との質量比が７０／３０～９５／５であり、前記複合含水酸化物の含有量は、吸水性樹
脂１００質量部に対して、０．００１～５質量部であり、前記吸水性樹脂組成物の０．９
０質量％塩化ナトリウム水溶液に対する１．９ｋＰａでの加圧下吸水倍率（６０分値）が
２０ｇ／ｇ以上である、吸水性樹脂組成物である。
【００１３】
　また本発明は、前記吸水性樹脂組成物と、親水性繊維とを含む、衛生材料用吸収体であ
る。
【００１４】
　また本発明は、アクリル酸および／またはその塩を主成分とする単量体成分を重合・架
橋することにより得られる吸水性樹脂と、親水性繊維と、亜鉛および珪素、または亜鉛お
よびアルミニウムを含有する複合含水酸化物とを含む衛生材料用吸収体であって、前記複
合含水酸化物は金属の主成分として亜鉛を含み、亜鉛の含有量と珪素またはアルミニウム
の含有量との質量比が７０／３０～９５／５であり、前記複合含水酸化物の含有量は、吸
水性樹脂１００質量部に対して、０．００１～５質量部であり、前記吸水性樹脂の０．９
０質量％塩化ナトリウム水溶液に対する１．９ｋＰａでの加圧下吸水倍率（６０分値）が
２０ｇ／ｇ以上であることを特徴とする、衛生材料用吸収体である。
【００１５】
　また本発明は、前記吸収体、液透過性を有する表面シート、液不透過性を示す背面シー
トを備えた、吸収性物品である。
【００１６】
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　また本発明は、アクリル酸および／またはその塩を主成分とする単量体成分を重合・架
橋することにより、０．９０質量％塩化ナトリウム水溶液に対する１．９ｋＰａでの加圧
下吸水倍率（６０分値）が２０ｇ／ｇ以上である吸水性樹脂を得る工程と、前記吸水性樹
脂に、亜鉛の含有量と珪素またはアルミニウムの含有量との質量比が７０／３０～９５／
５である亜鉛および珪素、または亜鉛およびアルミニウムを含有する複合含水酸化物を、
前記吸水性樹脂と１００質量部に対して０．００１～５質量部添加して混合する工程とを
含むことを特徴とする、吸水性樹脂組成物の製造方法である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の吸水性樹脂組成物、吸収体、および吸収性物品は、吸水性樹脂からの添加剤の
分離率が低く、吸湿流動性および消臭性能に優れ、ゲル強度および吸収性能にも優れる。
また本発明の製造方法によって、このような特徴を有する吸水性樹脂組成物が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　（１）吸水性樹脂（Ａ）
　本発明において用いられる吸水性樹脂（Ａ）とは、ヒドロゲルを形成しうる、水膨潤性
および水不溶性の架橋重合体のことである。水膨潤性とは、イオン交換水中において自重
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性能をいう。
水不溶性とは、吸水性樹脂中（Ａ）の未架橋の水可溶性成分（水溶性高分子）の含有量が
、好ましくは５０質量％以下（下限は０質量％）、より好ましくは２５質量％以下、さら
に好ましくは２０質量％以下、特に好ましくは１５質量％以下、最も好ましくは１０質量
％以下であることをいう。なお、この水可溶性成分の測定方法は、ＥＵＲＯＰＥＡＮ　Ｄ
ＩＳＰＯＳＡＢＬＥＳ　ＡＮＤ　ＮＯＮＷＯＶＥＮＳ　ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮのＥＤＡ
ＮＡ　ＲＥＣＯＭＭＥＮＤＥＤ　ＴＥＳＴ　ＭＥＴＨＯＤＳ　４７０，１－９９　ＥＸＴ
ＲＡＣＴＡＢＬＥＳに記載されている。
【００１９】
　本発明の説明において吸水性樹脂基準の含有割合を述べる場合は、吸水性樹脂の固形分
を基準としたものである。例えば、吸水性樹脂１ｇを用い、１８０℃で３時間乾燥させて
、含水率を１０質量％以下とした場合の含有割合として算出される。
【００２０】
　本発明では吸水性樹脂（Ａ）として、消臭性能および吸収性能の面から、酸基および／
またはその塩を含有する不飽和単量体を重合して得られる、架橋構造を有する吸水性樹脂
が用いられる。
【００２１】
　吸水性樹脂（Ａ）としては、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、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もしくはアクリル
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、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
が挙げられる。好ましくは、吸水性樹脂（Ａ）として、アクリル酸および／またはその塩
（中和物）を主成分とする単量体成分を重合・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が用いられる。
【００２２】
　吸水性樹脂（Ａ）は、酸基および／またはその塩を有する。好ましくは、吸水性樹脂（
Ａ）は、酸基含有不飽和単量体を主成分とする単量体成分を重合して得られる。酸基含有
不飽和単量体としては、アクリロニトリルなどのように、重合後に加水分解を行うことに
よって酸基となる単量体も含まれるが、好ましくは、重合時に酸基を含有する酸基含有不
飽和単量体が用いられる。
【００２３】
　本発明においては、単量体成分としてアクリル酸および／またはその塩を主成分とする
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ことが好ましい。
【００２４】
　単量体成分としてアクリル酸および／またはその塩を主成分とする場合、その他の単量
体を併用してもよい。併用できる単量体としては、併用によっても本発明の効果を発揮で
きるものであれば特に限定されないが、例えば、メタクリル酸、マレイン酸、無水マレイ
ン酸、フマル酸、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および
そのアルカリ金属塩、アンモニウム塩、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溶性または疎水性不飽和
単量体が挙げられる。
【００２５】
　アクリル酸および／またはその塩以外の単量体を用いる場合には、そのアクリル酸およ
び／またはその塩以外の単量体の割合は、主成分として用いるアクリル酸および／または
その塩の合計量に対して、好ましくは０～３０モル％、より好ましくは０～１０モル％で
ある。このような割合で用いることにより、得られる吸水性樹脂の吸収性能がより一層向
上する。また、吸水性樹脂をより一層安価に得ることができる。また、本発明の効果が十
分に発現しうる。
【００２６】
　吸水性樹脂（Ａ）は架橋構造を有する。架橋構造は、架橋剤を使用しない自己架橋型の
ものであってもよい。好ましくは、吸水性樹脂（Ａ）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内部架橋剤を用いた共重合または反応によって形成
された架橋構造を有する。
【００２７】
　内部架橋剤の具体例としては、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）アクリレート等が挙げられる。
【００２８】
　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。内部架
橋剤は、反応系に一括添加されてもよく、分割添加されてもよい。内部架橋剤を使用する
場合には、本発明の効果を十分に発揮させるために、２個以上の重合性不飽和基を有する
化合物を重合時に用いることが好ましい。
【００２９】
　内部架橋剤の使用量は、架橋剤を除く単量体成分に対して、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％である。内部架橋剤の使用量が０．０
０１モル％よりも少ない場合、または、２モル％よりも多い場合には、得られる吸水性樹
脂が十分な吸収特性を発揮できないおそれがある。また、本発明の効果が十分に発現しな
いおそれがある。
【００３０】
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　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、内部架橋剤を、単量体
成分の重合前、重合中、重合後、または中和後に反応系に添加すればよい。
【００３１】
　本発明に用いることのできる吸水性樹脂（Ａ）の中和率は特に限定されないが、本発明
の効果を十分に発揮させるためには、好ましくは３０～９０モル％、より好ましくは３０
～７５モル％、さらに好ましくは３０～７０モル％、より一層好ましくは５０モル％以上
７０モル％未満である。
【００３２】
　吸水性樹脂（Ａ）を得るために単量体成分を重合する方法としては、特に限定されない
が、例えば、水溶液重合、逆相懸濁重合、バルク重合、沈殿重合などが挙げられる。性能
面、重合の制御の容易さ、膨潤ゲルの吸収特性の観点などから、単量体成分を含む水溶液
における水溶液重合や逆相懸濁重合が好ましい。
【００３３】
　単量体成分を含む水溶液（以下、「単量体水溶液」とも称する）中の単量体成分の濃度
は、水溶液の温度や単量体成分の種類によって決まり、特に限定されない。単量体成分の
濃度は、好ましくは１０～７０質量％の範囲内であり、より好ましくは２０～６０質量％
の範囲内である。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い
。併用して用いられる溶媒の種類は、特に限定されない。
【００３４】
　逆相懸濁重合とは、単量体水溶液を疎水性有機溶媒に懸濁させる重合法である。逆相懸
濁重合は、例えば、米国特許第４０９３７７６号、米国特許第４３６７３２３号、米国特
許第４４４６２６１号、米国特許第４６８３２７４号、米国特許第５２４４７３５号に記
載されている。水溶液重合とは、分散溶媒を用いずに単量体水溶液を重合する方法である
。水溶液重合は、例えば、米国特許第４６２５００１号、米国特許第４８７３２９９号、
米国特許第４２８６０８２号、米国特許第４９７３６３２号、米国特許第４９８５５１８
号、米国特許第５１２４４１６号、米国特許第５２５０６４０号、米国特許第５２６４４
９５号、米国特許第５１４５９０６号、米国特許第５３８０８０８号などの米国特許や、
欧州特許第０８１１６３６号、欧州特許第０９５５０８６号、欧州特許第０９２２７１７
号などの欧州特許に記載されている。これら重合法に例示の単量体成分や開始剤などを本
発明に適用することもできる。
【００３５】
　重合を開始させる際には、例えば過硫酸カリウム、過硫酸アンモニウム、過硫酸ナトリ
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が用いられうる。重合開始剤の使用量は
、得られる吸水性樹脂の物性面などを考えると、好ましくは全単量体成分に対して０．０
０１～２モル％、より好ましくは全単量体成分に対して０．０１～０．１モル％である。
【００３６】
　重合を行うことにより、通常、含水ゲル状架橋重合体が得られる。この含水ゲル状架橋
重合体を必要に応じて細分化した後、さらに乾燥し、乾燥の前および／または後で好まし
くは粉砕し、吸水性樹脂とする。
【００３７】
　乾燥は、好ましくは６０℃～２５０℃の温度範囲、より好ましくは１００℃～２２０℃
の温度範囲、さらに好ましくは１２０℃～２００℃の温度範囲で行われる。乾燥時間は、
重合体の表面積、含水率、乾燥機の種類などに依存し、目的とする含水率になるよう選択
される。
【００３８】
　吸水性樹脂（Ａ）の含水率は特に限定されないが、本発明の効果を十分に発揮させるた
めには、室温でも流動性を示す粉末であることが好ましい。吸水性樹脂（Ａ）の含水率は
、好ましくは０．２～３０質量％、より好ましくは０．３～１５質量％、さらに好ましく
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は０．５～１０質量％であり、好ましくは粉末状態である。吸水性樹脂の含水率は、吸水
性樹脂中に含まれる水分量として規定される。例えば、吸水性樹脂１ｇを用い、１８０℃
で３時間乾燥した際の、減量として測定されうる。
【００３９】
　吸水性樹脂の含水率をゼロにすることは困難であるため、例えば、０．５～１０質量％
程度の少量の水を含む、粉末状の吸水性樹脂が用いられてもよい。また、市販の吸水性樹
脂および吸水性樹脂組成物やオムツ中の吸水性樹脂および吸水性樹脂組成物について、本
明細書において規定される物性を測定する場合、例えば乾燥することで、含水率を１０質
量％以下、好ましくは５±２質量％に調整して、物性が測定される。含水率を調整するた
めの乾燥条件としては、吸水性樹脂や吸水性樹脂組成物の分解や変性が生じない条件なら
ば特に限定されないが、好ましくは７０℃以下での減圧乾燥が良い。
【００４０】
　吸水性樹脂（Ａ）の粒子形状は、特に限定されず、例えば、球状、破砕状、不定形状な
どが挙げられる。粉砕工程を経て得られた不定形破砕状のものが好ましい。また、ＪＩＳ
　Ｋ－３３６２で規定される吸水性樹脂（Ａ）の嵩比重は、本発明の効果を十分に発揮さ
せるためには、好ましくは０．４０～０．８０ｇ／ｍｌの範囲内、より好ましくは０．５
０～０．７５ｇ／ｍｌの範囲内、さらに好ましくは０．６０～０．７３ｇ／ｍｌの範囲内
である。
【００４１】
　本発明で用いることができる吸水性樹脂（Ａ）は、さらに、表面架橋（二次架橋）され
たものが好ましい。
【００４２】
　表面架橋を行うための架橋剤（表面架橋剤）としては、種々のものがあり、特に限定さ
れない。得られる吸水性樹脂の物性向上などの観点からは、多価アルコール化合物、エポ
キシ化合物、多価アミン化合物またはそのハロエポキシ化合物との縮合物、オキサゾリン
化合物、モノ，ジ，またはポリオキサゾリジノン化合物、多価金属塩、アルキレンカーボ
ネート化合物などが好ましい。
【００４３】
　表面架橋剤は、特に限定されないが、例えば、米国特許第６２２８９３０号、米国特許
第６０７１９７６号、米国特許第６２５４９９０号などに例示されている表面架橋剤を用
いることができる。表面架橋剤の具体例としては、モノ，ジ，トリ，テトラまたはポリエ
チレングリコール、モノプロピレングリコール、１，３－プロパンジオール、ジプロピレ
ングリコール、２，３，４－トリメチル－１，３－ペンタンジオール、ポリプロピレング
リコール、グリセリン、ポリグリセリン、２－ブテン－１，４－ジオール、１，４－ブタ
ンジオール、１，３－ブタンジオール、１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジ
オール、１，２－シクロヘキサンジメタノールなどの多価アルコール化合物；エチレング
リコールジグリシジルエーテルやグリシドールなどのエポキシ化合物；エチレンジアミン
、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン、テトラエチレンペンタミン、ペンタ
エチレンヘキサミン、ポリエチレンイミン、ポリアミドポリアミン等の多価アミン化合物
；エピクロロヒドリン、エピブロムヒドリン、α－メチルエピクロロヒドリン等のハロエ
ポキシ化合物；上記多価アミン化合物と上記ハロエポキシ化合物との縮合物；２－オキサ
ゾリジノンなどのオキサゾリジノン化合物；エチレンカボネートなどのアルキレンカーボ
ネート化合物等が挙げられる。これらの１種のみが用いられてもよいし、２種以上が併用
してもよい。本発明の効果を十分に発現させるためには、表面架橋剤として多価アルコー
ルを用いることが好ましい。多価アルコールとしては、炭素数２～１０のものが好ましく
、炭素数３～８のものがより好ましい。
【００４４】
　表面架橋剤の使用量は、用いる化合物やそれらの組み合わせ等にもよるが、吸水性樹脂
（Ａ）に対して、好ましくは０．００１～１０質量％の範囲内であり、より好ましくは０
．０１～５質量％の範囲内である。
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【００４５】
　表面架橋を行う場合には、水を用いることが好ましい。使用される水の量は、使用する
吸水性樹脂（Ａ）の含水率にもよるが、吸水性樹脂（Ａ）に対して、好ましくは０．５～
２０質量％の範囲内であり、より好ましくは０．５～１０質量％の範囲内である。水以外
に親水性有機溶媒が用いられてもよい。親水性有機溶媒を用いる場合、その使用量は、吸
水性樹脂（Ａ）に対して、好ましくは０～１０質量％の範囲内であり、より好ましくは０
～５質量％の範囲内、さらに好ましくは０～３質量％の範囲内である。
【００４６】
　表面架橋を行う場合には、水及び／または親水性有機溶媒と表面架橋剤とを予め混合し
た後、次いで、その水溶液を吸水性樹脂に噴霧または滴下混合する方法が好ましい。より
好ましくは、噴霧する方法が用いられる。噴霧される液滴の平均粒子径は、好ましくは０
．１～３００μｍの範囲内であり、より好ましくは０．１～２００μｍである。水及び／
または親水性有機溶媒と表面架橋剤とを混合する場合には、本発明の効果を妨げない範囲
で、水不溶性微粒子粉体や界面活性剤を共存させてもよい。
【００４７】
　表面架橋剤を混合した後の吸水性樹脂は、好ましくは加熱処理される。熱媒温度または
材料温度として測定される加熱温度は、好ましくは１００～２５０℃の範囲内、より好ま
しくは１５０～２５０℃の範囲内である。加熱時間は、好ましくは１分～２時間の範囲内
である。加熱温度と加熱時間の組み合わせの好適例としては、１８０℃で０．１～１．５
時間、２００℃で０．１～１時間である。
【００４８】
　以上の手順で製造される、好ましくは表面架橋された吸水性樹脂は、本発明の効果を十
分に発揮するように、好ましくは特定の粒度に調整される。粒度の調整は、表面処理前で
あっても、表面処理後であってもよい。粒度調整の手段としては、粉砕、分級、造粒など
が挙げられ、これらを適宜制御するのがよい。本発明の吸水性樹脂は、カルボキシル基な
どの酸基および／またはその塩を有しているため、例えば、アンモニアなどの塩基性悪臭
物質を有効に中和することができる。吸水性樹脂の表面積は、粒子径が細かいものほど大
きく、表面積が大きいほど塩基性悪臭物質を中和するには有利であると思われるが、紙お
むつなどの尿のゲル化剤など実際の使用においては、特定の粒度に制御した方が優れるこ
とが判った。
【００４９】
　特定の粒度に調整することによる効果の発現の機構については明らかでないが、例えば
、吸水性樹脂のゲル状態が影響していると推測される。粒子径が細かすぎる場合、吸水速
度が速すぎるためにゲルブロックをおこし、使用した吸水性樹脂もしくはそれを含む吸水
性樹脂組成物に悪臭成分を含んだ液体が到達しにくいと考えられる。また、粒子径が大き
すぎる場合、吸水速度が遅いため、悪臭成分を含んだ液体から悪臭成分が揮発してしまう
と考えられる。
【００５０】
　具体的には、好ましくは、１５０μｍ以上８５０μｍ未満の粒子が全体の９０質量％以
上（上限１００質量％）であり、かつ、３００μｍ以上の粒子が全体の６０質量％以上（
上限１００質量％）である。１５０μｍ以上８５０μｍ未満の粒子は多いほど好ましい。
すなわち、より好ましくは９５～１００質量％であり、さらに好ましくは９８～１００質
量％である。３００μｍ以上の粒子は、より好ましくは６５質量％以上、さらに好ましく
は７０質量％以上、特に好ましくは７５質量％以上である。この量の上限は特になく、高
いほど、すなわち１００質量％であることが好ましいが、１００質量％にするには大幅な
コストアップを伴う場合があり、上限は９９質量％以下でもよい。
【００５１】
　吸水性樹脂（Ａ）の質量平均粒子径は、好ましくは２００～７００μｍ、さらに好まし
くは３００～６００μｍ、特に好ましくは４００～５００μｍである。質量平均粒子径は
後述の吸水性樹脂組成物にも適用され、吸水性樹脂（Ａ）ないし吸水性樹脂組成物の質量
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平均粒子径は必要により造粒などで調整されてもよい。
【００５２】
　吸水性樹脂（Ａ）は、０．９０質量％塩化ナトリウム水溶液に対する無加圧下吸収倍率
が、好ましくは２６ｇ／ｇ以上であり、より好ましくは２８ｇ／ｇ以上であり、さらに好
ましくは３０ｇ／ｇ以上であり、特に好ましくは３２ｇ／ｇ以上である。０．９０質量％
塩化ナトリウム水溶液に対する無加圧下吸収倍率が２６ｇ／ｇよりも小さいと、本発明の
効果が十分に発現しないおそれがある。無加圧下吸収倍率は、高ければ高いほど好ましい
が、無加圧下吸収倍率を一定以上に高めるには、大幅なコストアップや他の物性（例えば
、水可溶分）の低下を招く虞があり、その場合、無加圧下吸収倍率は１００ｇ／ｇ以下、
好ましくは９０ｇ／ｇ以下でもよい。
【００５３】
　吸水性樹脂（Ａ）は、０．９０質量％塩化ナトリウム水溶液に対する１．９ｋＰａでの
加圧下吸収倍率が、好ましくは２０ｇ／ｇ以上であり、より好ましくは２２ｇ／ｇ以上、
さらに好ましくは２４ｇ／ｇ以上、特に好ましくは２６ｇ／ｇ以上である。０．９０質量
％塩化ナトリウム水溶液に対する１．９ｋＰａでの加圧下吸収倍率が２０ｇ／ｇよりも小
さいと、本発明の効果が十分に発現しないおそれがある。加圧下吸収倍率は、高ければ高
いほど好ましいが、加圧下吸収倍率を一定以上に高めるには、大幅なコストアップや他の
物性の低下を招く虞があり、その場合、加圧下吸収倍率は６０ｇ／ｇ以下、好ましくは５
０ｇ／ｇ以下でもよい。
【００５４】
　本発明の効果を最大限に発揮させるためには、０．９０質量％塩化ナトリウム水溶液に
対する無加圧下吸収倍率が２６ｇ／ｇ以上で、かつ、０．９０質量％塩化ナトリウム水溶
液に対する１．９ｋＰａでの加圧下吸収倍率が２０ｇ／ｇ以上である吸水性樹脂を用いる
ことが特に好ましい。
【００５５】
　（２）複合含水酸化物（Ｂ）
　複合含水酸化物（Ｂ）は、金属成分の全質量を基準として、主成分として亜鉛を含み、
（ｂ１）亜鉛と珪素、または（ｂ２）亜鉛とアルミニウムを含む含水酸化物である。金属
成分中で主成分である亜鉛元素の割合は、全金属成分中で、５０～９９．９質量％、好ま
しくは６０～９５質量％、さらに好ましくは７０～９５質量％の範囲である。「含水酸化
物」とは、水和酸化物ともいい、いわゆる水酸化物を含んだ、金属酸化物の水和物をいう
。複合含水酸化物（Ｂ）は、（ｂ１）の場合、亜鉛（Ｚｎ）および珪素（Ｓｉ）に関して
、－Ｚｎ－Ｏ－Ｓｉ－の結合を少なくとも一部に有する含水酸化物であり、Ｚｎの含水酸
化物とＳｉの含水酸化物との単純な混合物とは異なる。同様に、（ｂ２）の場合、亜鉛（
Ｚｎ）とアルミニウム（Ａｌ）に関して、－Ｚｎ－Ｏ－Ａｌ－の結合を少なくとも一部に
有する含水酸化物であり、Ｚｎの含水酸化物とＡｌの含水酸化物との単純な混合物とは異
なる。つまり、複合含水酸化物（Ｂ）は、（ｂ１）亜鉛と珪素、または（ｂ２）亜鉛とア
ルミニウムを含む複合含水酸化物であり、例えば、ゼオライト、酸化亜鉛と二酸化珪素と
の単純混合物、酸化亜鉛と酸化アルミニウムとの単純混合物などは複合含水酸化物（Ｂ）
には含まれない。これらの化合物は、吸水性樹脂の表面からの脱落が生じやすい。また、
本発明の効果を発揮できない。
【００５６】
　（ｂ１）亜鉛と珪素、または（ｂ２）亜鉛とアルミニウムを含む複合含水酸化物（Ｂ）
が吸水性樹脂の表面に存在する場合、吸水性樹脂が水性液体を吸収してゲル化しても、吸
水性樹脂表面から分離や脱落しにくい。これは、本発明における（ｂ１）亜鉛と珪素、ま
たは（ｂ２）亜鉛とアルミニウムを含む複合含水酸化物は、金属成分中の亜鉛の含有質量
比が高いためと考えられる。例えば後述する比較例に例示されるような、チタンおよびア
ルミニウム、またはチタンおよび珪素を含む複合含水酸化物などの場合は、吸水性樹脂が
水性液体を吸収してゲル化した際に、吸水性樹脂表面から分離または脱落しやすい。オム
ツ等の実施用において、消臭効果を高めるためには、吸水性樹脂表面からの分離または脱
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落が少ない方が好ましい。
【００５７】
　さらに、（ｂ１）亜鉛と珪素、または（ｂ２）亜鉛とアルミニウムを含む複合含水酸化
物（Ｂ）は、各金属元素の酸化物の単純混合物を用いた場合よりも効果が高い。亜鉛およ
び珪素、または亜鉛およびアルミニウムの異なった金属が互いに近接して存在するため、
各金属元素の酸化物の単純混合物に比べて、膨潤ゲルからの分離が低減され、消臭効果が
より増大すると考えられる。また、粉体の吸水性樹脂と粉体の複合含水酸化物とを混合し
、本発明の吸水性樹脂組成物を得る際も、吸水性樹脂表面に複合含水酸化物が均一に付着
し、単純混合物において確認されるような分離を著しく抑えられる。
【００５８】
　複合含水酸化物（Ｂ）は、（ｂ１）亜鉛と珪素、または（ｂ２）亜鉛とアルミニウムを
、後述する本発明の質量比で含んでいれば、その他の金属成分を含んでいても良い。しか
しながら、効果のより一層の向上と価格の面から、（ｂ１）亜鉛と珪素の２種類のみ、ま
たは、（ｂ２）亜鉛とアルミニウムの２種類のみであることが好ましい。金属成分が３種
類以上の場合、全金属成分における第３金属成分の含有量は、好ましくは５質量％以下、
より好ましくは３質量％以下、さらに好ましくは１質量％以下である。また、金属成分で
亜鉛が必須主成分であれば、マグネシウム、カルシウム、銀、銅、ニッケル、鉄、マンガ
ン、チタン、バリウム、ジルコニウムを含んでいてもよい。
【００５９】
　（ｂ１）亜鉛と珪素を含む複合含水酸化物（Ｂ）における亜鉛の含有量と珪素の含有量
との質量比は、好ましくは５０／５０～９９／１であり、より好ましくは６０／４０～９
９／１、さらに好ましくは６５／３５～９５／５、特に好ましくは７０／３０～９５／５
である。上記質量比が上記範囲を外れると、本発明の効果を充分に発揮できない虞がある
。
【００６０】
　（ｂ２）亜鉛とアルミニウムを含む複合含水酸化物（Ｂ）における亜鉛の含有量とアル
ミニウムの含有量との質量比は、好ましくは５０／５０～９９／１であり、より好ましく
は６０／４０～９９／１、さらに好ましくは６５／３５～９５／５、特に好ましくは７０
／３０～９５／５である。上記質量比が上記範囲を外れると、本発明の効果を充分に発揮
できない虞がある。
【００６１】
　（ｂ１）亜鉛と珪素、または（ｂ２）亜鉛とアルミニウムを含む複合含水酸化物（Ｂ）
における金属成分の含有量の質量比は、既知でない場合は、蛍光Ｘ線分析や元素分析等の
手法により算出できる。
【００６２】
　（ｂ１）亜鉛と珪素、または（ｂ２）亜鉛とアルミニウムを含む複合含水酸化物（Ｂ）
は、非金属成分の全質量に関する主成分として酸素を含みうる。他の非金属成分としては
、水素なども含まれ、また反応副生成物等の不純物成分も微量含まれることがある。非金
属成分中で主成分とされる酸素元素の割合は、全金属元素成分中で通常５０質量％～９９
．９質量％、好ましくは６０～９５質量％、さらに好ましくは７０～９５質量％の範囲で
ある。
【００６３】
　（ｂ１）亜鉛と珪素、または（ｂ２）亜鉛とアルミニウムを含む複合含水酸化物（Ｂ）
の吸水性樹脂（Ａ）１００質量部に対する含有量は、好ましくは０．００１～５質量部、
より好ましくは０．０５～４質量部、さらに好ましくは０．１～３質量部である。含有量
が０．００１質量部未満の場合は消臭性能が不十分となる虞があり、５質量部を超える場
合は吸水性樹脂本来の吸収性能が低下する虞がある。
【００６４】
　（ｂ１）亜鉛と珪素、または（ｂ２）亜鉛とアルミニウムを含む複合含水酸化物（Ｂ）
の粒子径は、好ましくは０．００１～１０００μｍの範囲内であり、より好ましくは０．
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０１～６００μｍの範囲内である。質量平均粒子径は、好ましくは５００μｍ以下であり
、より好ましくは３００μｍ以下である。
【００６５】
　（ｂ１）亜鉛と珪素、または（ｂ２）亜鉛とアルミニウムを含む複合含水酸化物（Ｂ）
は、特定の方法により得られることが好ましい。（ｂ１）亜鉛と珪素、または（ｂ２）亜
鉛とアルミニウムを含む複合含水酸化物（Ｂ）は、液相法、気相法、固相法等、種々の方
法によって得ることが出来るが、設備及び製造コストの面から、好ましくは液相法によっ
て作製され、より好ましくは共沈法によって作製される。一般的に、「共沈法」とは、２
種又はそれ以上のイオンを同時に沈殿させる手法を意味する。本発明においては、共沈法
により、具体的には、２種またはそれ以上のイオンを含有する混合溶液の、濃度、ｐＨ、
温度、溶媒等を変化させることによって、２種又はそれ以上のイオンを同時に共沈殿させ
、所定の組成の共沈殿物を得る。そして、共沈殿物を分離後、乾燥することによって、所
望の化合物を得る。共沈法は、それぞれの金属について、個別に沈殿物を生成させ、該沈
殿物を分離後、乾燥することによって得られた粉末を単に混合する方法とは異なる。
【００６６】
　共沈法により上記（ｂ１）亜鉛と珪素、または（ｂ２）亜鉛とアルミニウムを含む複合
含水酸化物（Ｂ）を得る方法において、共沈殿を起こさせる方法としては、特に制限され
ず種々の方法が挙げられる。例えば、亜鉛の塩及び珪素の塩を含有する混合溶液、または
亜鉛の塩及びアルミニウムの塩を含有する混合溶液に、アンモニア水や尿素を加え、必要
に応じて加熱する方法；亜鉛の塩及びアルミニウムの塩を含有する混合溶液に、アンモニ
ア水や尿素を加え、必要に応じて加熱する方法等が挙げられる。
【００６７】
　亜鉛の塩、珪素の塩、アルミニウムの塩の例としては、特に制限されない。例えば亜鉛
、珪素、およびアルミニウムそれぞれの、硫酸塩、オキシ硫酸塩、塩化物、オキシ塩化物
、硝酸塩、オキシ硝酸塩、カルボン酸塩等が挙げられる。中でも、硫酸塩、オキシ硫酸塩
、塩化物、オキシ塩化物が好適に用いられる。
【００６８】
　沈殿を起こさせる方法としては、塩を原料とするほかに、亜鉛のアルコキシドと珪素の
アルコキシドを含有する混合溶液から、同時加水分解によって共沈殿を起こさせる方法；
亜鉛のアルコキシドとアルミニウムのアルコキシドを含有する混合溶液から、同時加水分
解によって共沈殿を起こさせる方法も好適に用いられる。亜鉛のアルコキシド、珪素のア
ルコキシド、アルミニウムのアルコキシドの例としては、特に制限されず、例えば、亜鉛
、珪素、アルミニウムの、メトキシド、エトキシド、プロポキシド、ブトキシド等が挙げ
られる。
【００６９】
　共沈殿を起こさせる時の沈殿条件は、沈殿速度、共沈殿物の形状等に影響を及ぼすので
重要であるが、出発原料、混合溶液の組成、濃度、及び沈殿物質の種類、沈殿を起こさせ
る方法等によって異なるので、それぞれに応じた沈殿条件が採用される。
【００７０】
　共沈殿により生成した共沈殿物は、場合により、濾過、洗浄した後、乾燥する。この際
、乾燥温度は、比較的低温が好ましく、例えば１００℃～２００℃が好ましい。乾燥温度
が６００℃を超える場合には、消臭性能が低下する虞がある。
【００７１】
　（３）植物成分（Ｃ）
　植物成分（Ｃ）としては、好ましくはポリフェノール、フラボンおよびその類、カフェ
インから選ばれる少なくとも１種の化合物が、植物成分（Ｃ）の全質量を基準として０を
超えて１００質量％以下含まれる。好ましくは、タンニン、タンニン酸、五倍子、没食子
および没食子酸から選ばれる少なくとも一種の化合物が、植物成分（Ｃ）として用いられ
る。
【００７２】
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　植物成分（Ｃ）を含む植物としては、例えば、ツバキ科の植物ではツバキ、ヒサカキ、
モッコクなどが挙げられ、イネ科の植物ではイネ、ササ、竹、トウモロコシ、麦などが挙
げられ、アカネ科の植物ではコーヒーなどが挙げられる。
【００７３】
　植物成分（Ｃ）の形態としては、植物から抽出したエキス（精油）、植物自体（植物粉
末）、植物加工業や食物加工業における製造工程で副生する植物滓および抽出滓などが挙
げられるが、特に限定されない。
【００７４】
　植物成分（Ｃ）の使用量は、目的とする消臭機能によっても異なるが、吸水性樹脂（Ａ
）１００質量部に対して、好ましくは０．００１～１０質量部の範囲内であり、より好ま
しくは０．０１～５質量部の範囲内である。０．００１質量部より少ないと十分な効果が
得られない虞があり、１０質量部を超える場合は、添加量に見合った効果が得られない虞
がある。
【００７５】
　植物成分（Ｃ）は、それ自身が粉末の場合、および／または、植物から抽出した植物成
分（Ｃ）を含んだエキス（精油）を担持させた粉体の場合、および／または、植物から抽
出した植物成分（Ｃ）を含んだエキス（精油）を亜鉛と珪素、または亜鉛とアルミニウム
を含む金属含水酸化物の集合体からなる微粉末（Ｂ）に担持させた粉体の場合、９０質量
％以上の粒子の粒子径が、好ましくは０．００１～１０００μｍの範囲内であり、より好
ましくは０．０１～６００μｍの範囲内である。質量平均粒子径は、好ましくは５００μ
ｍ以下であり、より好ましくは３００μｍ以下である。質量平均粒子径が５００μｍより
大きい場合には、尿などと接触した場合、植物成分（Ｃ）に含まれる有効成分の作用が不
十分となり、安定した消臭性能が付与できないおそれがある。また、吸水性樹脂の質量平
均粒子径に対して、植物成分（Ｃ）を含んだ粉末の質量平均粒子径が小さい方が、優れた
消臭性能および安定性が付与できるため好ましい。
【００７６】
　植物成分（Ｃ）は、常温で液体および/または水溶液であることが好ましい。
【００７７】
　（４）吸水性樹脂組成物
　本発明の吸水性樹脂組成物は、前述の吸水性樹脂（Ａ）と前述の（ｂ１）亜鉛と珪素、
または（ｂ２）亜鉛とアルミニウムを含む複合含水酸化物（Ｂ）とを含む。すなわち、本
発明の吸水性樹脂組成物は、酸基および／またはその塩を含有する不飽和単量体を重合し
て得られる吸水性樹脂（Ａ）と、（ｂ１）亜鉛および珪素、または（ｂ２）亜鉛およびア
ルミニウムを含有する複合含水酸化物（Ｂ）とを含む吸水性樹脂組成物である。
【００７８】
　吸水性樹脂組成物中の（ｂ１）亜鉛と珪素、または（ｂ２）亜鉛とアルミニウムを含む
複合含水酸化物（Ｂ）中の亜鉛と珪素の含有量の質量比、または、亜鉛とアルミニウムの
含有量の質量比は、好ましくは５０／５０～９９／１であり、より好ましくは６０／４０
～９９／１、さらに好ましくは６５／３５～９０／１０、特に好ましくは７０／３０～９
０／１０である。亜鉛、珪素およびアルミニウムの３成分を含む複合含水酸化物を用いる
場合には、少なくとも一方について、前述の質量比を満たすことが好ましく、両者につい
て前述の質量比を満たすことが好ましい。亜鉛と珪素、または、亜鉛とアルミニウムを含
む複合含水酸化物（Ｂ）において、亜鉛の珪素に対する質量比、または、亜鉛のアルミニ
ウムに対する質量比が１／９９～４９／５１の場合は、硫化水素やメルカプタン類などの
イオウ系化合物に由来する悪臭を十分に除去できる消臭性能を発揮できない。
【００７９】
　吸水性樹脂組成物を製造する方法は、特に限定されないが、好ましくは、酸基を含有す
る不飽和単量体を重合して、吸水性樹脂を得る重合工程と、前記吸水性樹脂と、亜鉛およ
び珪素、または亜鉛およびアルミニウムを含有する複合含水酸化物との混合工程とを含む
。これにより、０．９０質量％塩化ナトリウム水溶液に対する１．９ｋＰａでの加圧下吸
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水倍率（６０分値）が２０ｇ／ｇ以上である吸水性樹脂組成物を得る。
【００８０】
　重合工程を経て得られた吸水性樹脂（Ａ）とは、重合工程を終えた吸水性樹脂を意味し
、例えば、重合によって得られた表面架橋されていない吸水性樹脂や、重合後にさらに表
面架橋された吸水性樹脂などが含まれる。
【００８１】
　酸基含有不飽和単量体を主成分とする単量体成分を重合して吸水性樹脂（Ａ）を得る重
合工程については、前述した通りである。
【００８２】
　重合工程を経て得られた吸水性樹脂（Ａ）は、０．９０質量％塩化ナトリウム水溶液に
対する無加圧下吸収倍率が、好ましくは２６ｇ／ｇ以上であり、より好ましくは２８ｇ／
ｇ以上であり、さらに好ましくは３０ｇ／ｇ以上であり、特に好ましくは３２ｇ／ｇ以上
である。０．９０質量％塩化ナトリウム水溶液に対する無加圧下吸収倍率が２６ｇ／ｇよ
りも小さいと、本発明の効果が十分に発揮できないおそれがある。なお、無加圧下吸収倍
率は、高ければ高いほど好ましいが、無加圧下吸収倍率を一定以上に高めるには、大幅な
コストアップや他の物性（例えば、水可溶分）の低下を招く虞があり、その場合、無加圧
下吸収倍率は１００ｇ／ｇ以下、好ましくは９０ｇ／ｇ以下でもよい。
【００８３】
　重合工程を経て得られた吸水性樹脂（Ａ）は、０．９０質量％塩化ナトリウム水溶液に
対する１．９ｋＰａでの加圧下吸収倍率が、好ましくは２０ｇ／ｇ以上であり、より好ま
しくは２４ｇ／ｇ以上であり、さらに好ましくは２６ｇ／ｇ以上であり、特に好ましくは
２８ｇ／ｇ以上である。０．９０質量％塩化ナトリウム水溶液に対する１．９ｋＰａでの
加圧下吸収倍率が２０ｇ／ｇよりも小さいと、本発明の効果が十分に発揮できないおそれ
がある。なお、加圧下吸収倍率は、高ければ高いほど好ましいが、加圧下吸収倍率を一定
以上に高めるには、大幅なコストアップや他の物性の低下を招く虞があり、その場合、加
圧下吸収倍率は６０ｇ／ｇ以下、好ましくは５０ｇ／ｇ以下でもよい。
【００８４】
　本発明の効果を最大限に発揮させるためには、重合工程を経て得られた吸水性樹脂（Ａ
）は、０．９０質量％塩化ナトリウム水溶液に対する無加圧下吸収倍率が２６ｇ／ｇ以上
で、かつ、０．９０質量％塩化ナトリウム水溶液に対する１．９ｋＰａでの加圧下吸収倍
率が２０ｇ／ｇ以上であることが特に好ましい。
【００８５】
　（ｂ１）亜鉛と珪素、または（ｂ２）亜鉛とアルミニウムを含む複合含水酸化物（Ｂ）
は、重合工程を経て得られた吸水性樹脂（Ａ）に添加されることが好ましい。重合工程を
経て得られた吸水性樹脂（Ａ）に複合含水酸化物（Ｂ）を添加することにより、（ｂ１）
亜鉛と珪素、または（ｂ２）亜鉛とアルミニウムを含む複合含水酸化物（Ｂ）が吸水性樹
脂（Ａ）の表面により多く存在することになり、本発明の効果がより十分に発現する。重
合工程を経て得られた吸水性樹脂に複合含水酸化物（Ｂ）を添加する形態としては、例え
ば、重合、乾燥後に添加する形態や、表面架橋処理時に添加する形態や、造粒時に添加す
る形態などが挙げられるが、特に限定されない。なお、（ｂ１）亜鉛と珪素、または（ｂ
２）亜鉛とアルミニウムを含む複合含水酸化物（Ｂ）は、重合後に得られた吸水性樹脂（
Ａ）のみならず、重合前の単量体成分や、前記重合中の反応物に添加してもよい。
【００８６】
　（ｂ１）亜鉛と珪素、または（ｂ２）亜鉛とアルミニウムを含む複合含水酸化物（Ｂ）
の添加量は、吸水性樹脂（Ａ）１００質量部に対して、好ましくは０．００１～５質量部
、より好ましくは０．０５～４質量部、さらに好ましくは０．１～３質量部である。添加
量が０．００１質量部未満の場合は、硫化水素やメルカプタン類などのイオウ系化合物に
由来する悪臭を十分に除去できる消臭性能が不十分となる虞がある。５質量部を超える場
合は、吸水性樹脂本来の吸収性能を低下させる虞がある。
【００８７】
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　重合工程を経て得られた吸水性樹脂（Ａ）に複合含水酸化物（Ｂ）を添加する態様とし
ては、例えば、吸水性樹脂に所望の量が添加されるように吸水性樹脂に直接混合させる方
法（例えば粉体同士を混合する場合は、ドライブレンド法）；かかる方法によって吸水性
樹脂に直接混合したものに、水、水性液や各種有機溶剤などを噴霧若しくは滴下混合させ
る方法；添加剤を水性液や各種有機溶剤などに分散させてスラリー状態にして吸水性樹脂
に添加する方法などが挙げられる。また、水性液や各種有機溶剤を混合した場合、必要に
より乾燥してもよい。
【００８８】
　吸水性樹脂と、（ｂ１）亜鉛と珪素、または（ｂ２）亜鉛とアルミニウムを含む複合含
水酸化物（Ｂ）とを混合する場合、必要により用いる水、水蒸気、親水性有機溶媒などの
水性液や各種有機溶剤の添加量は、吸水性樹脂（Ａ）の種類や粒度によってその最適量は
異なる。水を用いる場合は、添加量は、吸水性樹脂（Ａ）に対して、好ましくは１０質量
％以下、より好ましくは１～５質量％の範囲である。親水性有機溶媒を用いる場合は、添
加量は、吸水性樹脂（Ａ）に対して、好ましくは１０質量％以下、より好ましくは０．１
～５質量％の範囲である。
【００８９】
　吸水性樹脂と、（ｂ１）亜鉛と珪素、または（ｂ２）亜鉛とアルミニウムを含む複合含
水酸化物（Ｂ）とを混合する場合に使用する装置は、通常の装置でよい。例えば、円筒型
混合機、スクリュー型混合機、スクリュー型押出機、高速攪拌型混合機（例えば、タービ
ュライザーなど）、ナウター型混合機、Ｖ型混合機、リボン型混合機、双腕型ニーダー、
流動式混合機、気流型混合機、回転円盤型混合機、ロールミキサー、転動式混合機、スキ
型（鋤型）ショベル羽根式混合機（例えば、レディゲミキサーなど）などを挙げることが
でき、混合の際の速度は高速、低速を問わない。
【００９０】
　本発明の吸水性樹脂組成物の製造方法は、さらに、必要に応じて、消臭剤、抗菌剤、香
料、発泡剤、顔料、染料、可塑剤、粘着剤、界面活性剤、肥料、酸化剤、還元剤、水、塩
類、キレート剤、殺菌剤、ポリエチレングリコールやポリエリレンイミンなどの親水性高
分子、パラフィンなどの疎水性高分子、ポリエチレンやポリプロピレンなどの熱可塑性樹
脂、ポリエステル樹脂やユリア樹脂などの熱硬化性樹脂等を添加する工程を含んでもよい
。これらの添加剤は、吸水性樹脂に対して、好ましくは０～３０質量％、より好ましくは
０～２０質量％、さらに好ましくは０～１０質量％添加される。
【００９１】
　吸水性樹脂組成物中の吸水性樹脂の含有量は特に限定されないが、本発明の効果を十分
に発揮させるため、好ましくは７０～９９質量％の範囲、より好ましくは８０～９９質量
％の範囲、特に好ましくは９０～９９質量％の範囲である。
【００９２】
　本発明に係る吸水性樹脂組成物においては、さらに、必要に応じて各種の無機粉末を添
加してもよい。無機粉末としては、具体的には二酸化珪素や酸化チタン等の金属酸化物、
天然ゼオライトや合成ゼオライト等の珪酸（塩）、カオリン、タルク、クレー、ベントナ
イト等が挙げられる。
【００９３】
　本発明の吸水性樹脂組成物は、０．９０質量％塩化ナトリウム水溶液に対する無加圧下
吸収倍率が、好ましくは２６ｇ／ｇ以上であり、より好ましくは２８ｇ／ｇ以上、さらに
好ましくは３０ｇ／ｇ以上、特に好ましくは３２ｇ／ｇ以上である。０．９０質量％塩化
ナトリウム水溶液に対する無加圧下吸収倍率が２６ｇ／ｇよりも小さいと、本発明の効果
が十分に発揮できないおそれがある。無加圧下吸収倍率は、高ければ高いほど好ましいが
、無加圧下吸収倍率を一定以上に高めるには、大幅なコストアップや他の物性（例えば、
水可溶分）の低下を招く虞があり、その場合、無加圧下吸収倍率は１００ｇ／ｇ以下、好
ましくは９０ｇ／ｇ以下でもよい。
【００９４】
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　本発明の吸水性樹脂組成物は、０．９０質量％塩化ナトリウム水溶液に対する１．９ｋ
Ｐａでの加圧下吸収倍率が、好ましくは２０ｇ／ｇ以上、より好ましくは２４ｇ／ｇ以上
、さらに好ましくは２６ｇ／ｇ以上、特に好ましくは２８ｇ／ｇ以上である。０．９０質
量％塩化ナトリウム水溶液に対する１．９ｋＰａでの加圧下吸収倍率が２０ｇ／ｇよりも
小さいと、本発明の効果が十分に発揮できないおそれがある。加圧下吸収倍率は、高けれ
ば高いほど好ましいが、加圧下吸収倍率を一定以上に高めるには、大幅なコストアップや
他の物性の低下を招く虞があり、その場合、加圧下吸収倍率は６０ｇ／ｇ以下、好ましく
は５０ｇ／ｇ以下でもよい。
【００９５】
　本発明の効果を最大限に発揮させるためには、本発明の吸水性樹脂組成物の０．９０質
量％塩化ナトリウム水溶液に対する無加圧下吸収倍率が２６ｇ／ｇ以上で、かつ、０．９
０質量％塩化ナトリウム水溶液に対する１．９ｋＰａでの加圧下吸収倍率が２０ｇ／ｇ以
上であることが特に好ましい。本発明の吸水性樹脂組成物がこのような特定の優れた吸収
性能を有することによって、本発明の効果の一つである消臭性能がより十分に発揮できる
ようになる。
【００９６】
　吸水性樹脂組成物の形状は、特に限定されず、例えば、球状、球の凝集体、不定形破砕
状の粉末（粒子）などが挙げられるが、繊維への固定性の高さなどから不定形破砕状の粉
末（粒子）が好ましく使用できる。さらに、ＪＩＳ　Ｋ－３３６２で規定される嵩比重は
、本発明の効果を十分に発揮させるためには、好ましくは０．４０～０．８０ｇ／ｍｌの
範囲内、より好ましくは０．５０～０．７５ｇ／ｍｌの範囲内、さらに好ましくは０．６
０～０．７３ｇ／ｍｌの範囲内である。
【００９７】
　吸水性樹脂組成物の含水率は、特に限定されないが、本発明の効果を十分に発揮させる
ためには、室温でも流動性を示す粉末であることが好ましい。具体的には、含水率は、好
ましくは０．２～３０質量％、より好ましくは０．３～１５質量％、さらに好ましくは０
．５～１０質量％である。含水率は、吸水性樹脂組成物中に含まれる水分量として規定さ
れ、例えば、吸水性樹脂１ｇを用い、１８０℃で３時間乾燥した際の減量を用いて算出さ
れる。
【００９８】
　吸水性樹脂組成物の水可溶分量は、特に限定されないが、本発明の効果を十分に発揮さ
せるためには、低いほどよく、好ましくは０～５０質量％、より好ましくは０～２５質量
％、さらに好ましくは０～２０質量％、特に好ましくは０～１５質量％、最も好ましくは
０～１０質量％である。水可溶分量の下限は特になく、低いほど、すなわち０質量％であ
ることが好ましい。水可溶分量の低減には大きなコストアップや吸収倍率の低下を伴う場
合があり、下限は０．１質量％以上、好ましくは１質量％以上でもよい。
【００９９】
　吸水性樹脂組成物の着色状態は、ＹＩ値（Ｙｅｌｌｏｗ　Ｉｎｄｅｘ：欧州特許第９４
２０１４号および欧州特許第１１０８７４５号参照）として、好ましくは０～１５、より
好ましくは０～１３、さらに好ましくは０～１０、最も好ましくは０～５である。吸水性
樹脂組成物中の残存モノマー量は、好ましくは１０００ｐｐｍ以下（下限０ｐｐｍ）、よ
り好ましくは５００ｐｐｍ以下（下限０ｐｐｍ）である。
【０１００】
　吸水性樹脂組成物の粒度は、好ましくは、８５０μｍ未満で１５０μｍ以上の粒子が全
体の９０質量％以上で且つ３００μｍ以上の粒子が全体の６０質量％以上である。８５０
μｍ未満で１５０μｍ以上の粒子は、多いほど好ましい。すなわち、粒子の全質量に対し
て、好ましくは９５～１００質量％、より好ましくは９８～１００質量％である。また、
３００μｍ以上の粒子は、粒子の全質量に対して、好ましくは６５質量％以上、より好ま
しくは７０質量％以上、特に好ましくは７５質量％以上である。この量の上限は特になく
、高いほど、すなわち１００質量％であることが好ましいが、１００質量％にするには大
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幅なコストアップを伴う場合があり、上限は９９質量％以下でもよい。
【０１０１】
　３００μｍ以上の粒子が６０質量％より少ない場合、本発明の消臭効果の達成が困難と
なるおそれがある。粒子径を大きくすると被表面面積が減少するにも拘らず、驚くべきこ
とに、吸水性樹脂組成物の粒子径を大きくその比表面積を減少させるほど消臭効果が向上
する。
【０１０２】
　吸水性樹脂組成物の質量平均粒子径は、好ましくは２００～７００μｍ、さらに好まし
くは３００～６００μｍ、特に好ましくは４００～５００μｍである。吸水性樹脂組成物
の質量平均粒子径は必要により造粒などで調整してもよい。
【０１０３】
　吸水性樹脂組成物は、実使用で優れた消臭性能を有するため、湿式硫化水素残存量の３
時間後の値が低いほどよく、好ましくは０～５ｐｐｍであり、より好ましくは０～３ｐｐ
ｍであり、さらに好ましくは０～２ｐｐｍであり、特に好ましくは０～１ｐｐｍである。
さらに、湿式硫化水素残存量の１時間後の値が低いほどよく、好ましくは０～７ｐｐｍで
あり、より好ましくは０～５ｐｐｍであり、特に好ましくは０～３ｐｐｍである。さらに
、湿式硫化水素残存量の３０分後の値が、好ましくは０～９ｐｐｍであり、より好ましく
は０～７ｐｐｍであり、特に好ましくは０～５ｐｐｍである。
【０１０４】
　本発明の吸水性樹脂組成物は、実使用で優れた消臭性能を有するため、湿式アンモニア
残存量の６０分後の値が、好ましくは０～５０ｐｐｍであり、より好ましくは０～４０ｐ
ｐｍであり、特に好ましくは０～３０ｐｐｍである。さらに、湿式アンモニア残存量の３
０分後の値が、好ましくは０～１００ｐｐｍであり、より好ましくは０～８０ｐｐｍであ
り、特に好ましくは０～６０ｐｐｍである。さらに、湿式アンモニア残存量の１０分後の
値が、好ましくは０～３００ｐｐｍであり、より好ましくは０～２５０ｐｐｍであり、特
に好ましくは０～２２０ｐｐｍである。これらを満たさない場合、実際のおむつに使用し
た場合でも、実使用で消臭性能が不十分であり、人間に不快感を与える虞がある。吸収性
樹脂組成物を上記のパラメータを満たすように制御することで、おむつなどの実使用でも
十分な効果が発現しうる。
【０１０５】
　吸水性樹脂組成物は、（ｂ１）亜鉛と珪素、または（ｂ２）亜鉛とアルミニウムを含む
複合含水酸化物（Ｂ）の分離率が低いため、消臭性能を有効に発現する（分離率の詳細は
、実施例参照）。亜鉛と珪素、または、亜鉛とアルミニウムを含む複合含水酸化物（Ｂ）
の分離率は低いほどよく、好ましくは０～２０％であり、より好ましくは０～１５％であ
り、さらに好ましくは０～１０％であり、特に好ましくは０～５％である。亜鉛と珪素、
または、亜鉛とアルミニウムを含む複合含水酸化物（Ｂ）の分離率が２０％より大きい場
合は、吸水性樹脂組成物が、尿などの吸収液を吸収して膨潤する際に、吸水性樹脂と亜鉛
と珪素、または、亜鉛とアルミニウムを含む複合含水酸化物（Ｂ）とが分離し、亜鉛と珪
素、または、亜鉛とアルミニウムを含む複合含水酸化物（Ｂ）のもつ消臭効果を有効に発
揮できない虞がある。
【０１０６】
　吸水性樹脂組成物は、後述の実施例に記載する吸湿ブロッキング率が低いため、粉体取
り扱い性に優れる。吸湿ブロッキング率は低いほどよく、好ましくは０～３０質量％であ
り、より好ましくは０～２０質量％であり、さらに好ましくは０～１０質量％であり、特
に好ましくは０～５質量％である。吸湿ブロッキング率が３０質量％より大きい場合は、
例えばオムツなどを製造する場合、粉体の流動性が悪くなるためオムツの製造が困難にな
るなどの弊害が生じる虞がある。
【０１０７】
　（５）吸収体
　本発明の吸水性樹脂組成物は、吸水性樹脂（Ａ）を主成分とし、その形状は通常、粉末
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である。かかる粉末状の吸水性樹脂組成物を任意の他の吸収材料とともに成形することで
吸収体が得られる。吸収体の形状は、特に限定されないが、好ましくは、シート状（別称
ウェッブ状）、筒状、フィルム状、繊維状であり、特に好ましくはシート状である。水性
樹脂組成物がシート状で得られる場合、そのまま吸収体としても良い。
【０１０８】
　吸収体は、本発明の効果を発揮するために、酸基および／またはその塩と架橋構造を有
する吸水性樹脂（Ａ）を主成分とし、（ｂ１）亜鉛と珪素、または（ｂ２）亜鉛とアルミ
ニウムを含む複合含水酸化物（Ｂ）、および親水性繊維を含んでなる吸収体である。
【０１０９】
　親水性繊維としては、特に限定されないが、例えば、粉砕された木材パルプ、コットン
リンター、架橋セルロース繊維、レーヨン、綿、羊毛、アセテート、ビニロン等が挙げら
れる。好ましくはそれらをエアレイドしたものが用いられる。
【０１１０】
　本発明の吸収体は、前述した吸水性樹脂組成物と親水性繊維とを用いて製造されてもよ
いし、酸基および／またはその塩と架橋構造を有する吸水性樹脂（Ａ）、（ｂ１）亜鉛と
珪素、または（ｂ２）亜鉛とアルミニウムを含む複合含水酸化物（Ｂ）、および親水性繊
維を用いて製造されてもよい。
【０１１１】
　本発明の吸収体が吸水性樹脂組成物と親水性繊維とを含む吸収体である場合、コア濃度
と呼ばれる吸水性樹脂組成物と親水性繊維との合計質量に対する吸水性樹脂組成物の含有
量が、好ましくは２０～１００％質量％の範囲、さらに好ましくは２５～９０質量％の範
囲、より好ましくは３０～８０質量％の範囲である。コア濃度が２０質量％未満の場合は
、吸水性樹脂組成物の使用量が少なく、例えば、オムツ全体への消臭性能の付与が不十分
となる虞がある。
【０１１２】
　本発明の吸収体を吸水性樹脂組成物と親水性繊維とから製造する場合、その製造方法は
特に限定されない。例えば、吸水性樹脂組成物と親水性繊維とを、上述のコア濃度となる
割合でミキサー等の混合機を用いて乾式混合する。得られた混合物を例えば空気抄造など
によってウェブ状に成形する。その後、必要により圧縮成形することにより、吸収体が製
造される。かかる吸収体は、密度０．００１～０．５０ｇ／ｃｃ、坪量０．０１～０．２
０ｇ／ｃｍ２の範囲に圧縮成形されることが好ましい。
【０１１３】
　本発明の吸収体が、吸水性樹脂（Ａ）または吸水性樹脂組成物、複合含水酸化物（Ｂ）
、および親水性繊維を用いて製造される場合、吸水性樹脂（Ａ）の０．９０質量％塩化ナ
トリウム水溶液に対する１．９ｋＰａでの加圧下吸収倍率が２０ｇ／ｇ以上であることが
好ましい。また、複合含水酸化物（Ｂ）における亜鉛と珪素、または、亜鉛とアルミニウ
ムの質量比が、５０／５０～９９／１であることが好ましい。また、吸水性樹脂の０．９
０質量％塩化ナトリウム水溶液に対する１．９ｋＰａでの加圧下吸収倍率（６０分値）が
上述の範囲であることが好ましい。複合含水酸化物（Ｂ）における亜鉛と珪素、または亜
鉛とアルミニウムの質量比が上記範囲を外れると、吸収体として本発明の効果が十分に発
揮できないおそれがある。
【０１１４】
　本発明の吸収体が、吸水性樹脂（Ａ）、複合含水酸化物（Ｂ）、および親水性繊維を用
いて製造される場合、その製造方法は特に限定されない。例えば、吸水性樹脂（Ａ）と複
合含水酸化物（Ｂ）と親水性繊維とを、上述のコア濃度となる割合でミキサー等の混合機
を用いて乾式混合する方法；かかる方法によって乾式混合したものに、水、水性液や、各
種有機溶剤などを噴霧もしくは滴下混合させる方法；複合含水酸化物（Ｂ）を水性液や各
種有機溶剤などに分散させたスラリーと吸水性樹脂と親水性繊維を、上述のコア濃度とな
る割合でミキサー等の混合機を用いて混合する方法などが挙げられる。
【０１１５】
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　（６）吸収性物品
　本発明の吸収性物品は、上記した本発明の吸収体、液透過性の表面シート、液不透過性
の背面シートを備える。
【０１１６】
　吸収性物品の製造方法は、特に限定されない。例えば、表面シートとして機能する吸収
体を液透過性を有する基材と、背面シートとして機能する液不透過性を有する基材で、吸
収体をサンドイッチする。必要に応じて、弾性部材、拡散層、粘着テープ等が配置され、
吸収性物品、例えば、大人用紙オムツや生理用ナプキンが製造される。
【０１１７】
　本発明の吸水性樹脂組成物や吸収体は、吸収性物品に消臭機能を付与でき、長時間にわ
たり、優れた消臭性能と吸収特性を示す。用途としては、具体的には、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等が
挙げられるが、これらに特に限定されない。本発明の吸収性物品は、吸水性樹脂組成物や
吸収体が非常に優れた消臭性を有し、かつ、戻り量も少なく、ドライ感が著しい。このた
え、装着している本人、介護の人々の負担を大きく低減することができる。
【実施例】
【０１１８】
　以下に本発明の実施例と比較例を具体的に説明するが、本発明は下記実施例に限定され
るものではない。なお、吸水性樹脂、吸水性樹脂組成物、吸収性物品の諸性能は以下の方
法で測定した。また実施例において使用される電気機器はすべて１００Ｖ、６０Ｈｚの条
件で使用した。さらに、吸水性樹脂、吸水性樹脂組成物、および吸収性物品は、特に指定
がない限り、２５℃±２℃、ＲＨ５０％の条件下で使用した。
【０１１９】
　（ａ）０．９０質量％塩化ナトリウム水溶液（生理食塩水）に対する無加圧下吸収倍率
　吸水性樹脂（または吸水性樹脂組成物）０．２０ｇを不織布製の袋（６０ｍｍ×６０ｍ
ｍ）に均一に入れ、２５±２℃に調温した０．９質量％塩化ナトリウム水溶液（生理食塩
水）中に浸漬した。６０分後に袋を引き上げ、遠心分離機を用いて２５０Ｇで３分間水切
りを行った後、袋の質量Ｗ２（ｇ）を測定した。また、吸水性樹脂（または吸水性樹脂組
成物）を用いないで同様の操作を行い、そのときの質量Ｗ１（ｇ）を測定した。そして、
これら質量Ｗ１、Ｗ２から、次式に従って、吸収倍率（ｇ／ｇ）を算出した。
【０１２０】
　０．９０質量％塩化ナトリウム水溶液（生理食塩水）に対する無加圧下吸収倍率（ｇ／
ｇ）＝（（質量Ｗ２（ｇ）－質量Ｗ１（ｇ））／吸水性樹脂（または吸水性樹脂組成物）
の質量（ｇ））－１
　（ｂ）０．９０質量％塩化ナトリウム水溶液（生理食塩水）に対する１．９ｋＰａでの
加圧下吸収倍率
　４００メッシュのステンレス製金網（目の大きさ３８μｍ）を円筒断面の一辺（底）に
溶着させた内径６０ｍｍのプラスチック製支持円筒の底の金網上に、吸水性樹脂（または
吸水性樹脂組成物）０．９０ｇを均一に散布した。その上に外径が６０ｍｍよりわずかに
小さく支持円筒との壁面に隙間が生じずかつ上下の動きは妨げられないピストン（ｃｏｖ
ｅｒ　ｐｌａｔｅ）を載置し、支持円筒と吸水性樹脂（または吸水性樹脂組成物）とピス
トンの質量Ｗ３（ｇ）を測定した。このピストン上に、吸水性樹脂（または吸水性樹脂組
成物）に対して、ピストンを含め１．９ｋＰａの荷重を均一に加えることができるように
調整された荷重を載置し、測定装置一式を完成させた。直径１５０ｍｍのペトリ皿の内側
に直径９０ｍｍ、厚さ５ｍｍのガラスフィルターを置き、２５±２℃に調温した０．９質
量％塩化ナトリウム水溶液（生理食塩水）をガラスフィルターの上部面と同レベルになる
ように加えた。その上に直径９ｃｍの濾紙（トーヨー濾紙株式会社製、Ｎｏ．２）を１枚
載せて表面が全て濡れるようにし、かつ過剰の液を除いた。
【０１２１】
　上記測定装置一式を上記湿った濾紙上にのせ、液を荷重下で吸収させた。液面がガラス
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フィルターの上部から低下したら液を追加し、液面レベルを一定に保った。１時間後に測
定装置一式を持ち上げ、荷重を取り除いた質量Ｗ４（ｇ）（支持円筒と膨潤した吸水性樹
脂（または吸水性樹脂組成物）とピストンの質量）を再測定した。そして、これら質量Ｗ
３、Ｗ４から、次式に従って、０．９０質量％塩化ナトリウム水溶液（生理食塩水）に対
する１．９ｋＰａでの加圧下吸収倍率（ｇ／ｇ）を算出した。
【０１２２】
　０．９０質量％塩化ナトリウム水溶液（生理食塩水）に対する１．９ｋＰａでの加圧下
吸収倍率（ｇ／ｇ）＝（質量Ｗ４（ｇ）－質量Ｗ３（ｇ））／吸水性樹脂（または吸水性
樹脂組成物）の質量（ｇ）
　（ｃ）質量平均粒子径
　吸水性樹脂（または吸水性樹脂組成物）を、８５０μｍ、６００μｍ、５００μｍ、４
２５μｍ、３００μｍ、２１２μｍ、１５０μｍ、１０６μｍ、７５μｍなどのＪＩＳ標
準ふるいで篩い分けし、残留百分率を対数確率紙にプロットした。これにより、質量平均
粒子径（Ｄ５０）を読み取った。
【０１２３】
　篩い分けは吸水性樹脂粉末（または吸水性樹脂組成物粉末）の１０．００ｇを目開き８
５０μｍ、６００μｍ、５００μｍ、４２５μｍ、３００μｍ、２１２μｍ、１５０μｍ
、１０６μｍ、７５μｍなどのＪＩＳ標準ふるい（Ｔｈｅ　ＩＩＤＡ　ＴＥＳＴＩＮＧ　
ＳＩＥＶＥ：内径８０ｍｍ）に仕込み、ロータップ型ふるい振盪機（株式会社飯田製作所
製、ＥＳ－６５型ふるい振盪機）により１０分間分級した。なお、質量平均粒子径（Ｄ５
０）とは、米国特許第５０５１２５９号公報などにあるように一定目開きの標準ふるいで
粒子全体の５０質量％に対応する標準ふるいの粒子径のことである。
【０１２４】
　（ｄ）消臭テスト（吸水性樹脂または吸水性樹脂組成物の評価）
　成人２０人より集めた人尿５０ｍｌを蓋付きの１２０ｍｌのポリプロピレンカップに加
え、そこに後述する実施例または比較例で得られた吸水性樹脂（または吸水性樹脂組成物
）２．０ｇを添加することにより膨潤ゲルを形成させた。人尿は排泄後２時間以内のもの
を用いた。この容器に蓋をし、膨潤ゲルを３７℃に保った。液吸収から６時間後に蓋を開
け、カップの上部から約３ｃｍの位置で成人２０名のパネラーが臭いをかぐことにより、
消臭効果を判定した。判定は、下記の判定基準を用いて各人６段階で得点を記載し平均値
を求めた。なお吸水性樹脂（または吸水性樹脂組成物）を添加せず人尿だけで、同様の操
作を行ったものを標準品とし、その臭いを５として消臭効果を評価した。
【０１２５】
　　０：無臭
　　１：やっと感知できるにおい
　　２：感知できるが許容できる臭い
　　３：楽に感知できる臭い
　　４：強い臭い
　　５：強烈な臭い
　（ｅ）消臭テスト（吸収性物品の評価）
　後述する実施例または比較例で得られた吸収性物品を円形（直径８０ｍｍ）に切断し、
蓋付きの５００ｍｌのポリプロピレンカップの底に、液透過性シートを上面にして入れた
。この吸収性物品の中心部に、成人２０人より集めた人尿２０ｇを入れ、蓋をして容器全
体を３７℃に保った。６時間後に蓋を開け、カップの上部から約３ｃｍの位置で成人２０
名のパネラーが臭いをかぐことにより、消臭効果を判定した。判定は、下記の判定基準を
用いて各人６段階で得点を記載し平均値を求めた。なお吸収性物品を入れず人尿だけで、
同様の操作を行ったものを標準品とし、その臭いを５として消臭効果を評価した。
【０１２６】
　　０：無臭
　　１：やっと感知できるにおい
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　　２：感知できるが許容できる臭い
　　３：楽に感知できる臭い
　　４：強い臭い
　　５：強烈な臭い
　（ｆ）湿式硫化水素残存量（硫化水素消臭能試験）
　ガラスシャーレ（株式会社相互理化学硝子製作所発行のＧＥＮＥＲＡＬ　ＣＡＴＡＬＯ
ＧＵＥ　Ａ－８０００（２００２年発行）に記載、コード：３０５－０８、外径×高さ＝
１５０ｍｍ×２８ｍｍ）に、吸水性樹脂（または吸水性樹脂組成物）５．００ｇを均一に
撒布した。次いで、円形（直径１４７ｍｍ）に切った通気性で通液性のヒートロンペーパ
ー（南国パルプ工業株式会社、品種：ＧＳＰ－２２）１枚で吸水性樹脂（または吸水性樹
脂組成物）を覆い、ヒートロンペーパーの円周３箇所をガラスシャーレ内壁にテープ（１
０ｍｍ×１０ｍｍ）で固定した。ヒートロンペーパーでない場合は不織布で代用した。３
Ｌの臭い袋（近江オドエアーサービス株式会社製）の一辺を開口し、吸水性樹脂樹脂（ま
たは吸水性樹脂組成物）を撒布したガラスシャーレを入れた後、臭い袋の開口部分を隙間
がないように閉じた。臭い袋に備えられたガラス管部から、臭い袋内を一旦減圧にした後
、所定量の無臭空気を注入した。無臭空気の供給量は、後で注入する硫化水素標準ガスと
の合計量が２．５Ｌとなるように設定した。すなわち、無臭空気量（Ｌ）＝２．５－硫化
水素標準ガスの注入量（Ｌ）に従って設定した。続いて、外気の混入を防ぎながら臭い袋
内のシャーレにポリテトラフルオロエチレンチューブを備えたガラス漏斗を用いて、２５
±２℃に調温した０．９０質量％塩化ナトリウム水溶液（生理食塩水）８０ｍｌを一気に
注ぎ、吸水性樹脂（または吸水性樹脂組成物）を均一に膨潤させ、シリコンゴム栓で密栓
した。膨潤させて３０分後、この臭い袋内に、１．０ｍｌ硫化水素標準ガス（硫化水素濃
度：５．０６（体積％）、臭い袋内の硫化水素濃度：２０ｐｐｍ）を、注射針を有したシ
リンジで注入し、２５℃にて放置した。標準ガス濃度や注入量は、袋内濃度が２０ｐｐｍ
となるように、適宜変更した。３０分後、１時間後、３時間後にそれぞれシリコンゴム栓
をはずし、外気の混入を防ぎながら、ガス採取器（株式会社ガステック製、ＧＶ－１００
Ｓ）およびガス検知管（株式会社ガステック製、Ｎｏ．４ＬＫ）を用いて雰囲気濃度を測
定した。そして、この雰囲気濃度を湿式硫化水素残存量とした。
【０１２７】
　（ｇ）湿式アンモニア残存量
　ガラスシャーレ（株式会社相互理化学硝子製作所発行のＧＥＮＥＲＡＬ　ＣＡＴＡＬＯ
ＧＵＥ　Ａ－８０００（２００２年発行）に記載、コード：３０５－０８、外径×高さ＝
１５０ｍｍ×２８ｍｍ）に、吸水性樹脂（または吸水性樹脂組成物）５．００ｇを均一に
撒布した。次いで、円形（直径１４７ｍｍ）に切った通気性および通液性を有するヒート
ロンペーパー（南国パルプ工業株式会社、品種：ＧＳＰ－２２）１枚で吸水性樹脂（また
は吸水性樹脂組成物）を覆い、ヒートロンペーパーの円周３箇所をガラスシャーレ内壁に
テープ（１０ｍｍ×１０ｍｍ）で固定した。ヒートロンペーパーでない場合は不織布で代
用した。３Ｌの臭い袋（近江オドエアーサービス株式会社製）の一辺を開口し、吸水性樹
脂（または吸水性樹脂組成物）を撒布したガラスシャーレを入れた後、臭い袋の開口部分
を隙間がないように閉じた。臭い袋に備えられたガラス管部から、臭い袋内を一旦減圧に
した後、所定量の無臭空気２．５Ｌを注入し、続いて、外気の混入を防ぎながら臭い袋内
のシャーレに、ポリテトラフルオロエチレンチューブを備えたガラス漏斗を用いて、２５
±２℃に調温し０．０１３２ｍｏｌのアンモニアを溶解させた０．９０質量％塩化ナトリ
ウム水溶液（生理食塩水）８０ｍｌを一気に注ぎ、吸水性樹脂（または吸水性樹脂組成物
）を均一に膨潤させ、シリコンゴム栓で密栓し、２５℃にて放置した。１０分後、３０分
後、６０分後にそれぞれ、シリコンゴム栓をはずし、外気の混入を防ぎ、ガス採取器（株
式会社ガステック製、ＧＶ－１００Ｓ）およびガス検知管（株式会社ガステック製、Ｎｏ
．３Ｌ、Ｎｏ．３Ｌａ、Ｎｏ．３Ｍ）を用いて雰囲気濃度を測定した。そして、この雰囲
気濃度を湿式アンモニア残存量とした。
【０１２８】
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　（ｈ）分離率：（吸水性樹脂に添加した添加剤が、膨潤時に吸水性樹脂より脱落してし
まう割合を示す指標）
　容量２００ｍｌの透明なガラス製の三角フラスコ（相互理化学硝子製作所社製）に、吸
水性樹脂組成物０．５０質量部と、２５±２℃に調温した０．９０質量％塩化ナトリウム
水溶液（生理食塩水）５０ｍｌを投入した。さらに攪拌子（相互理化学硝子製作所社製、
スタンダード型、長さ３ｃｍ）を投入し、シリコンゴム栓で密栓し、マグネチックスター
ラーを用いて、３００ｒｐｍで１０分間攪拌した。攪拌終了後、超音波洗浄器（製造元：
新日星電子株式会社、販売元：株式会社バリバ、商品名：ＵＬＴＲＡ－ＳＯＮＩＣ　ＣＬ
ＥＡＮＥＲ　７５００ｂａｌｉｂａ）に配置し、三角フラスコ内の液面と同じ高さになる
純水を超音波洗浄器の浴槽に入れ、超音波洗浄器を２０分間作動させた。その後、液全体
を均一にするために再度３００ｒｐｍで１分間攪拌を行い、１分後直ぐに吸引濾過（ろ紙
はＡＤＶＡＮＴＥＣ社製、Ｎｏ．２を使用）を行い、ろ液をすべて回収し、ろ液の質量Ｗ
５（ｇ）計量した。得られたろ液のヘイズ値を、ＤＥＧＩＴＡＬ　ＨＡＺＥＭＥＴＥＲ（
日本電色工業株式会社製、ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ　ＤＩＧＩＴＡＬ　ＨＡＺＥＭＥＴＥＲ　
ＮＤＨ－２０Ｄ）により測定し、ヘイズ値とカオリン濁度との関係からカオリン濁度を算
出し、さらに後述する方法により得られた検量線から、ろ液中の添加剤の濃度Ｘ１（ｐｐ
ｍ）、すなわち、添加剤が０．９０質量％塩化ナトリウム水溶液（生理食塩水）中に吸水
性樹脂から分離した量を算出した。
【０１２９】
　それぞれの添加剤の添加量とカオリン濁度との検量線については、以下の様に作成した
。所定量（２０ｐｐｍ、５０ｐｐｍ、１００ｐｐｍ、３００ｐｐｍに相当する量）の添加
剤を含む２５±２℃に調温した０．９０質量％塩化ナトリウム水溶液（生理食塩水）５０
ｍｌを、容量２００ｍｌの透明なガラス製の三角フラスコ（相互理化学硝子製作所社製）
において調製した。さらに攪拌子（相互理化学硝子製作所社製、スタンダード型、長さ３
ｃｍ）を投入し、シリコンゴム栓で密栓し、マグネチックスターラーを用いて３００ｒｐ
ｍで１０分間攪拌した。攪拌終了後、超音波洗浄器（製造元：新日星電子株式会社、販売
元：株式会社バリバ、商品名：ＵＬＴＲＡ－ＳＯＮＩＣ　ＣＬＥＡＮＥＲ　７５００ｂａ
ｌｉｂａ）に配置し、三角フラスコ内の液面と同じ高さになる純水を超音波洗浄器の浴槽
に入れ、超音波洗浄器を２０分間作動させた。その後、液全体を均一にするために再度マ
グネチックスターラーを用いて、３００ｒｐｍで１分間攪拌を行い、１分後直ぐに吸引濾
過（ろ紙はＡＤＶＡＮＴＥＣ社製、Ｎｏ．２を使用）を行い、ろ液をすべて回収した。得
られたろ液のヘイズ値を、ＤＥＧＩＴＡＬ　ＨＡＺＥＭＥＴＥＲ（日本電色工業株式会社
製、ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ　ＤＩＧＩＴＡＬ　ＨＡＺＥＭＥＴＥＲ　ＮＤＨ－２０Ｄ）によ
り測定し、ヘイズ値とカオリン濁度との関係からカオリン濁度を算出し、既知の添加剤量
とカオリン濁度の関係を、最小二乗法により直線近似を行い、それぞれの添加剤における
検量線を作成した。
【０１３０】
　分離率については以下の式を用いて算出した。
【０１３１】
　　分離率（％）＝Ｘ１／Ｙ１×１００
　　　Ｘ１（ｐｐｍ）：実験により算出されたろ液中の添加剤の濃度
　　　Ｙ１（ｐｐｍ）：添加剤がすべて吸水性樹脂より分離し、ろ液中に分散した場合の
ろ液の濃度
　　　Ｙ１（ｐｐｍ）＝０．５０×Ａ１／１００／Ｗ５×１００００００
　　　Ａ１（質量％）：添加剤の添加量（対吸水性樹脂）
　　　Ｗ５（ｇ）：ろ液の量
　分離率の値が小さい方が、吸水性樹脂からの添加剤の脱落が少なく、添加剤の効果が有
効に発揮されることを示す。
【０１３２】
　（ｉ）吸湿ブロッキング率（質量％）
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　吸水性樹脂（または吸水性樹脂組成物）２ｇを底面の直径５２ｍｍ、高さ２２ｍｍのア
ルミニウムカップの底に均一に散布し、あらかじめ２５℃、相対湿度９０％に調整した恒
温恒湿器（タバイエスペック製ＰＬＡＴＩＯＯＵＳ　ＬＵＣＩＦＥＲ　ＰＬ－２Ｇ）にす
ばやく入れ、６０分間放置した。その後、吸湿した吸水性樹脂（または吸水性樹脂組成物
）を直径７．５ｃｍ、目開き２０００μｍのＪＩＳ標準ふるいに移した。この時、吸湿し
た吸水性樹脂（または吸水性樹脂組成物）がアルミカップに強固に付着し、ふるいに移せ
ない場合は、吸湿しブロッキングを起こした状態の吸水性樹脂（または吸水性樹脂組成物
）を、できるだけ崩さないように注意しながら剥がし取ってふるいに移した。これをすぐ
に、振動分級器（ＩＩＤＡ　ＳＩＥＶＥ　ＳＨＡＫＥＲ、ＴＹＰＥ：ＥＳ－６５型、ＳＥ
Ｒ．Ｎｏ．０５０１）により８秒間ふるい、ふるい上に残存した吸水性樹脂（または吸水
性樹脂組成物）の重量Ｗ６（ｇ）およびふるいを通過した吸水性樹脂（または吸水性樹脂
組成物）の重量Ｗ７（ｇ）を測定した。
【０１３３】
　吸湿ブロッキング率（質量％）＝重量Ｗ６（ｇ）/（重量Ｗ６（ｇ）+重量Ｗ７（ｇ））
×１００
により吸湿ブロッキング率（質量％）を算出した。吸湿ブロッキング率が低いほど、吸湿
流動性に優れており、粉体の取り扱い性等が向上する。
【０１３４】
　（ｊ）ゲル強度
　０．００５質量％のＬ－アスコルビン酸を含む人工尿（人工尿組成：尿素９５ｇ、塩化
ナトリウム４０ｇ、硫酸マグネシウム５ｇ、塩化カルシウム５ｇ、イオン交換水４８５５
ｇ）を用いて、１０ｍｌの蓋付プラスチック容器中で各吸水性樹脂組成物２ｇを２５倍に
膨張させ、温度３７℃相対湿度９０％の雰囲気下に所定時間放置した。２４時間後、容器
を９０度傾けた時の流動化したゲルの先端部が２ｃｍ移動する時間（秒）の大小で吸水性
樹脂の尿劣化度を数値化し、さらに膨潤ゲルの様子を触感（○：良い、△：ふつう、×：
悪い）で観察した。なお、時間（秒）が大きいほど、耐尿性および耐久性が高い。
【０１３５】
　〔参考例１〕
　７５モル％の中和率を有するアクリル酸ナトリウムの水溶液５５００ｇ（単量体濃度３
８質量％）に、ポリエチレングリコールジアクリレート（エチレンオキシドの平均付加モ
ル数８）３．４ｇを溶解し反応液とした。次に、この反応液を窒素ガス雰囲気下で３０分
間脱気した。次いで、シグマ型羽根を２本有する内容積１０Ｌのジャケット付きステンレ
ス製双腕型ニーダーに蓋を付けて形成した反応器に、上記反応液を供給し、反応液を３０
℃に保ちながら系を窒素ガス置換した。続いて、反応液を撹拌しながら、過硫酸ナトリウ
ム ２．４６ｇ及びＬ－アスコルビン酸０．１０ｇを添加したところ、凡そ１分後に重合
が開始した。そして、３０℃～９０℃で重合を行い、重合を開始して６０分後に含水ゲル
状重合体を取り出した。得られた含水ゲル状重合体は１～４ｍｍの粒子に細分化されてい
た。この細分化された含水ゲル状重合体を５０メッシュ（目の大きさ３００μｍ）の金網
上に広げ、１５０℃で９０分間熱風乾燥した。次いで、乾燥物を振動ミルを用いて粉砕し
、さらに２０メッシュ（目の大きさ８５０μｍ）の金網で分級、調合することにより、不
定形破砕状の吸水性樹脂粉末（ａ）を得た。
【０１３６】
　得られた吸水性樹脂粉末（ａ）１００質量部に、プロピレングリコール０．５質量部と
、エチレングリコールジグリシジルエーテル０．０３質量部、１，４－ブタンジオール０
．３質量部と、水３質量部とからなる表面架橋剤３．８３質量部を混合した。上記の混合
物を２１０℃で５５分間加熱処理することにより吸水性樹脂（１）を得た。この吸水性樹
脂（１）の無加圧下吸収倍率、加圧下吸収倍率、粒度分布を表１に示す。
【０１３７】
　〔参考例２〕
　６５モル％の中和率を有するアクリル酸ナトリウムの水溶液５５００ｇ（単量体濃度３
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８質量％）に、ポリエチレングリコールジアクリレート（エチレンオキシドの平均付加モ
ル数８）５．９ｇを溶解し反応液とした。次に、この反応液を参考例１と同様に脱気した
のち、参考例１の反応器に、上記反応液を供給し、反応液を３０℃に保ちながら系を窒素
ガス置換した。続いて、反応液を撹拌しながら、過硫酸ナトリウム２．４６ｇ及びＬ－ア
スコルビン酸０．１０ｇを添加したところ、凡そ１分後に重合が開始した。そして、３０
℃～９０℃で重合を行い、重合を開始して６０分後に含水ゲル状重合体を取り出した。得
られた含水ゲル状重合体は約１～４ｍｍの粒子に細分化されていた。この含水ゲル状重合
体を参考例１と同様に乾燥・粉砕しさらに２０メッシュ（目の大きさ８５０μｍ）の金網
で分級、調合することにより、不定形破砕状の吸水性樹脂粉末（ｂ）を得た。
【０１３８】
　得られた吸水性樹脂粉末（ｂ）１００質量部に、プロピレングリコール０．５質量部と
、１，４－ブタンジオール０．３質量部と、水３重量部とからなる表面架橋剤３．８質量
部をを混合した。上記の混合物を２００℃で４５分間加熱処理することにより吸水性樹脂
（２）を得た。結果を表１に示す。
【０１３９】
　〔参考例３〕
　６０モル％の中和率を有するアクリル酸ナトリウムの水溶液５５００ｇ（単量体濃度３
３質量％）に、ポリエチレングリコールジアクリレート（エチレンオキシドの平均付加モ
ル数８）３．６ｇを溶解し反応液とした。次に、この反応液を参考例１と同様に脱気した
のち、参考例１の反応器に、上記反応液を供給し、反応液を３０℃に保ちながら系を窒素
ガス置換した。続いて、反応液を撹拌しながら、過硫酸ナトリウム２．４６ｇ及びＬ－ア
スコルビン酸０．１０ｇを添加したところ、凡そ１分後に重合が開始した。そして、３０
℃～８５℃で重合を行い、重合を開始して６０分後に含水ゲル状重合体を取り出した。得
られた含水ゲル状重合体は約１～４ｍｍの粒子に細分化されていた。この含水ゲル状重合
体を参考例１と同様に乾燥・粉砕し、さらに２０メッシュ（目の大きさ８５０μｍ）の金
網で分級、調合することにより、不定形破砕状の吸水性樹脂粉末（ｃ）を得た。
【０１４０】
　得られた吸水性樹脂粉末（ｃ）１００質量部に、参考例１と同じ組成の表面架橋剤３．
８３質量部を混合した。上記の混合物を１９５℃で４０分間加熱処理することにより吸水
性樹脂（３）を得た。結果を表１に示す。
【０１４１】
　〔参考例４〕
　５５モル％の中和率を有するアクリル酸ナトリウムの水溶液５５００ｇ（単量体濃度３
０質量％）に、ポリエチレングリコールジアクリレート（エチレンオキシドの平均付加モ
ル数８）３．３ｇを溶解し反応液とした。次に、この反応液を参考例１と同様に脱気した
のち、参考例１の反応器に、上記反応液を供給し、反応液を３０℃に保ちながら系を窒素
ガス置換した。続いて、反応液を撹拌しながら、過硫酸ナトリウム２．４６ｇ及びＬ－ア
スコルビン酸０．１０ｇを添加したところ、凡そ１分後に重合が開始した。そして、３０
℃～８５℃で重合を行い、重合を開始して６０分後に含水ゲル状重合体を取り出した。得
られた含水ゲル状重合体は約１～４ｍｍの粒子に細分化されていた。この含水ゲル状重合
体を参考例１と同様に乾燥・粉砕し、さらに２０メッシュ（目の大きさ８５０μｍ）の金
網で分級、調合することにより、不定形破砕状の吸水性樹脂粉末（ｄ）を得た。
【０１４２】
　得られた吸水性樹脂粉末（ｄ）１００質量部に、参考例２と同じ組成の表面架橋剤３．
８質量部を混合した。上記の混合物を１９５℃で４０分間加熱処理することにより吸水性
樹脂（４）を得た。結果を表１に示す。
【０１４３】
　〔参考例５〕
　６８モル％の中和率を有するアクリル酸ナトリウムの水溶液６６００ｇ（単量体濃度３
５．５質量％）に、ポリエチレングリコールジアクリレート（エチレンオキシドの平均付
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加モル数８）５．３ｇを溶解し反応液とした。次に、この反応液を参考例１と同様に脱気
したのち、参考例１の反応器に、上記反応液を供給し、反応液を３０℃に保ちながら系を
窒素ガス置換した。続いて、反応液を撹拌しながら、過硫酸ナトリウム３．２３ｇ及びＬ
－アスコルビン酸０．０１６ｇを添加したところ、凡そ１分後に重合が開始した。そして
、３０℃～９０℃で重合を行い、重合を開始して４０分後に含水ゲル状重合体を取り出し
た。得られた含水ゲル状重合体は約１～４ｍｍの粒子に細分化されていた。この含水ゲル
状重合体を５０メッシュ（目の大きさ３００μｍ）の金網上に広げ、１７０℃で４０分間
熱風乾燥した。次いで、乾燥物を振動ミルを用いて粉砕し、さらに２０メッシュ（目の大
きさ８５０μｍ）の金網で分級、調合することにより、不定形破砕状の吸水性樹脂粉末（
ｅ）を得た。
【０１４４】
　得られた吸水性樹脂粉末（ｅ）１００質量部に、プロピレングリコール０．５１質量部
と、１，４－ブタンジオール０．３１質量部と、水２．７３質量部とからなる表面架橋剤
３．５５質量部を混合した。上記の混合物を２００℃で４０分間加熱処理することにより
吸水性樹脂（５）を得た。結果を表１に示す。
【０１４５】
　〔参考例６〕
　７２モル％の中和率を有するアクリル酸ナトリウムの水溶液６６００ｇ（単量体濃度３
８質量％）に、ポリエチレングリコールジアクリレート（エチレンオキシドの平均付加モ
ル数８）５．６ｇを溶解し反応液とした。次に、この反応液を参考例１と同様に脱気した
のち、参考例１の反応器に、上記反応液を供給し、反応液を３０℃に保ちながら系を窒素
ガス置換した。続いて、反応液を撹拌しながら、過硫酸ナトリウム３．４２ｇ及びＬ－ア
スコルビン酸０．０１７ｇを添加したところ、凡そ１分後に重合が開始した。そして、３
０℃～９０℃で重合を行い、重合を開始して４０分後に含水ゲル状重合体を取り出した。
得られた含水ゲル状重合体約１～４ｍｍの粒子に細分化されていた。この含水ゲル状重合
体を５０メッシュ（目の大きさ３００μｍ）の金網上に広げ、参考例１と同様に乾燥・粉
砕し、２０メッシュ（目の大きさ８５０μｍ）の金網で分級、調合することにより、不定
形破砕状の吸水性樹脂粉末（ｆ）を得た。
【０１４６】
　得られた吸水性樹脂粉末（ｆ）１００質量部に、参考例５と同じ組成の表面架橋剤３．
５５質量部を混合した。上記の混合物を２００℃で５０分間加熱処理することにより吸水
性樹脂（６）を得た。結果を表１に示す。
【０１４７】
　〔参考例７〕
　６５モル％の中和率を有するアクリル酸ナトリウムの水溶液５５００ｇ（単量体濃度３
３質量％）に、ポリエチレングリコールジアクリレート（エチレンオキシドの平均付加モ
ル数８）３．１ｇを溶解し反応液とした。次に、この反応液を参考例１と同様に脱気した
のち、参考例１の反応器に、上記反応液を供給し、反応液を３０℃に保ちながら系を窒素
ガス置換した。続いて、反応液を撹拌しながら、過硫酸ナトリウム２．４６ｇ及びＬ－ア
スコルビン酸０．１０ｇを添加したところ、凡そ１分後に重合が開始した。そして、３０
℃～８５℃で重合を行い、重合を開始して６０分後に含水ゲル状重合体を取り出した。得
られた含水ゲル状重合体は約１～４ｍｍの粒子に細分化されていた。この含水ゲル状重合
体を５０メッシュ（目の大きさ３００μｍ）の金網上に広げ、参考例１と同様に乾燥・粉
砕し、さらに２０メッシュ（目の大きさ８５０μｍ）の金網で分級、調合することにより
、不定形破砕状の吸水性樹脂粉末（ｇ）を得た。
【０１４８】
　得られた吸水性樹脂粉末（ｇ）１００質量部に、参考例１と同じ組成の表面架橋剤３．
８３質量部を混合した。上記の混合物を１９５℃で６０分間加熱処理することにより吸水
性樹脂（７）を得た。結果を表１に示す。
【０１４９】
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　〔参考例８〕
　３０モル％の中和率を有するアクリル酸ナトリウムの水溶液５５００ｇ（単量体濃度２
０質量％）に、ポリエチレングリコールジアクリレート（エチレンオキシドの平均付加モ
ル数８）６．８ｇを溶解し反応液とした。次に、この反応液を参考例１と同様に脱気した
のち、参考例１の反応器に、上記反応液を供給し、反応液を３０℃に保ちながら系を窒素
ガス置換した。続いて、反応液を撹拌しながら、過硫酸ナトリウム２．４６ｇ及びＬ－ア
スコルビン酸０．１０ｇを添加したところ、凡そ１分後に重合が開始した。そして、３０
℃～８０℃で重合を行い、重合を開始して６０分後に含水ゲル状重合体を取り出した。得
られた含水ゲル状重合体は約１～４ｍｍの粒子に細分化されていた。この細分化された含
水ゲル状重合体を５０メッシュ（目の大きさ３００μｍ）の金網上に広げ、参考例１と同
様に乾燥・粉砕し、さらに２０メッシュ（目の大きさ８５０μｍ）の金網で分級、調合す
ることにより、不定形破砕状の吸水性樹脂粉末（ｈ）を得た。
【０１５０】
　得られた吸水性樹脂粉末（ｈ）１００質量部に、参考例２と同じ組成の表面架橋剤３．
８質量部を混合した。上記の混合物を２１０℃で５０分間加熱処理することにより吸水性
樹脂（８）を得た。結果を表１に示す。
【０１５１】
　〔参考例９〕
　参考例１と同様の方法で不定形破片状の吸水性樹脂粉末（ｉ）を得た。得られた吸水性
樹脂粉末（ｉ）をそのまま吸水性樹脂（９）とした。結果を表１に示す。
【０１５２】
　〔参考例１０〕
　５Ｌビーカーに純水１Ｌを分取し、攪拌しながら温度６０℃に加熱保持した。ついで、
別途用意した硫酸亜鉛（和光純薬株式会社製）を１１４．５質量部、ケイ酸ナトリウム粉
末（和光純薬株式会社製）を１７．６質量部とを混合した水溶液２Ｌとアンモニア水溶液
を、前記純水中にｐＨが７．５を維持するように注意しながら滴下した。生成した沈殿を
ろ過洗浄後、１２０℃で６時間乾燥し、亜鉛と珪素を含む複合含水酸化物（Ｂ１）（亜鉛
と珪素の質量比：８５／１５）を得た。
【０１５３】
　〔参考例１１〕
　５Ｌビーカーに純水１Ｌを分取し、攪拌しながら温度６０℃に加熱保持した。ついで、
別途用意した硫酸亜鉛（和光純薬株式会社製）を１３２．９質量部、硫酸アルミニウム・
１４～１８水和物（和光純薬株式会社製）を１１０．１質量部とを混合した水溶液２Ｌと
アンモニア水溶液を、前記純水中にｐＨが７．５を維持するように注意しながら滴下した
。生成した沈殿をろ過洗浄後、１２０℃で６時間乾燥し、亜鉛とアルミニウムを含む複合
含水酸化物（Ｂ２）（亜鉛とアルミニウムの質量比：８５／１５）を得た。
【０１５４】
　〔参考例１２〕
　５Ｌビーカーに純水１Ｌを分取し、攪拌しながら温度６０℃に加熱保持した。ついで、
別途用意した塩化チタン（和光純薬株式会社製）を１６１．２質量部、ケイ酸ナトリウム
粉末（和光純薬株式会社製）を９．１質量部とを混合した水溶液２Ｌとアンモニア水溶液
を、前記純水中にｐＨが７．５を維持するように注意しながら滴下した。生成した沈殿を
ろ過洗浄後、１２０℃で６時間乾燥し、チタンと珪素を含む複合含水酸化物（Ｂ３）（チ
タンと珪素の質量比：９１／９）を得た。
【０１５５】
　〔参考例１３〕
　７５モル％の中和率を有するアクリル酸ナトリウムの水溶液５５００ｇ（単量体濃度３
８質量％）に、ポリエチレングリコールジアクリレート（エチレンオキシドの平均付加モ
ル数８）２．３ｇを溶解し反応液とした。次に、この反応液を参考例１と同様に脱気した
のち、参考例１の反応器に、上記反応液を供給し、反応液を３０℃に保ちながら系を窒素



(27) JP 4493429 B2 2010.6.30

10

20

30

40

50

ガス置換した。続いて、反応液を撹拌しながら、過硫酸ナトリウム２．８３ｇ及びＬ－ア
スコルビン酸０．０２４ｇを添加したところ、凡そ１分後に重合が開始した。そして、３
０℃～１００℃で重合を行い、重合を開始して６０分後に含水ゲル状重合体を取り出した
。得られた含水ゲル状重合体は約１～４ｍｍの粒子に細分化されていた。この含水ゲル状
重合体を５０メッシュ（目の大きさ３００μｍ）の金網上に広げ、参考例１と同様に乾燥
・粉砕し、さらに２０メッシュ（目の大きさ８５０μｍ）の金網で分級、調合することに
より、不定形破砕状の吸水性樹脂粉末（ｊ）を得た。
【０１５６】
　得られた吸水性樹脂粉末（ｊ）１００質量部に、参考例１と同じ組成の表面架橋剤３．
８質量部を混合した。上記の混合物を１９５℃で３０分間加熱処理することにより吸水性
樹脂（１０）を得た。結果を表１に示す。
【０１５７】
　〔実施例１〕
　参考例１で得られた吸水性樹脂（１）１００質量部に、亜鉛と珪素の複合含水酸化物（
商品名：ＣＥＲＡＴＩＯＸ　ＳＺ－１００Ｓ、チタン工業株式会社製、亜鉛と珪素の含有
質量比：８２／１８、平均粒子径：０．３６μｍ）を０．５０質量部添加混合（ドライブ
レンド）することによって、吸水性樹脂組成物（１）を得た。
【０１５８】
　得られた吸水性樹脂組成物（１）の無加圧下吸水倍率、１．９ｋＰａでの加圧下吸水倍
率、硫化水素消臭能試験、アンモニア消臭能試験、消臭テスト、分離率、吸湿ブロッキン
グ率の結果を表２、表３、表４に示した。
【０１５９】
　〔実施例２〕
　参考例１で得られた吸水性樹脂（１）を参考例２で得られた吸水性樹脂（２）に変えた
以外は実施例１と同様の操作を行い、吸水性樹脂組成物（２）を得た。吸水性樹脂組成物
（２）を実施例１と同様に評価し、結果を表２、表３に示した。
【０１６０】
　〔実施例３〕
　参考例１で得られた吸水性樹脂（１）を参考例３で得られた吸水性樹脂（３）に変えた
以外は実施例１と同様の操作を行い、吸水性樹脂組成物（３）を得た。吸水性樹脂組成物
（３）を実施例１と同様に評価し、結果を表２、表３に示した。
【０１６１】
　〔実施例４〕
　参考例１で得られた吸水性樹脂（１）を参考例４で得られた吸水性樹脂（４）に変えた
以外は実施例１と同様の操作を行い、吸水性樹脂組成物（４）を得た。吸水性樹脂組成物
（４）を実施例１と同様に評価し、結果を表２、表３に示した。
【０１６２】
　〔実施例５〕
　参考例１で得られた吸水性樹脂（１）を参考例５で得られた吸水性樹脂（５）に変えた
以外は実施例１と同様の操作を行い、吸水性樹脂組成物（５）を得た。吸水性樹脂組成物
（５）を実施例１と同様に評価し、結果を表２、表３に示した。
【０１６３】
　〔実施例６〕
　参考例１で得られた吸水性樹脂（１）を参考例６で得られた吸水性樹脂（６）に変えた
以外は実施例１と同様の操作を行い、吸水性樹脂組成物（６）を得た。吸水性樹脂組成物
（６）を実施例１と同様に評価し、結果を表２、表３に示した。
【０１６４】
　〔実施例７〕
　参考例１で得られた吸水性樹脂（１）を参考例５で得られた吸水性樹脂（５）に変え、
さらに植物成分としてツバキ科植物の葉抽出物の１５質量％水溶液（製品名：ＦＳ－８０
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ＭＯ、販売者：白井松新薬株式会社（所在地：滋賀県甲賀郡水口町宇川３７－１））を０
．５質量部添加混合した以外は、実施例１と同様の操作を行い、吸水性樹脂組成物（７）
を得た。吸水性樹脂組成物（７）を実施例１と同様に評価し、結果を表２、表３に示した
。
【０１６５】
　〔実施例８〕
　亜鉛と珪素の複合含水酸化物を、参考例１０で得られた亜鉛と珪素の複合含水酸化物（
Ｂ１）（亜鉛と珪素の質量比：８５／１５）に変えた以外は実施例１と同様の操作を行い
、吸水性樹脂組成物（８）を得た。吸水性樹脂組成物（８）を実施例１と同様に評価し、
結果を表２、表３、表４に示した。
【０１６６】
　〔実施例９〕
　亜鉛と珪素の複合含水酸化物を、参考例１１で得られた亜鉛とアルミニウムの複合含水
酸化物（Ｂ２）（亜鉛とアルミニウムの質量比：８５／１５）に変えた以外は実施例１と
同様の操作を行い、吸水性樹脂組成物（９）を得た。吸水性樹脂組成物（９）を実施例１
と同様に評価し、結果を表２、表３、表４に示した。
【０１６７】
　〔実施例１０〕
　亜鉛と珪素の複合含水酸化物の添加量を０．１０質量部に変えた以外は実施例１と同様
の操作を行い、吸水性樹脂組成物（１０）を得た。吸水性樹脂組成物（１０）を実施例１
と同様に評価し、結果を表２、表３、表４に示した。
【０１６８】
　〔実施例１１〕
　参考例１で得られた吸水性樹脂（１）を参考例１３で得られた吸水性樹脂（１０）に変
えた以外は実施例１と同様の操作を行い、吸水性樹脂組成物（１１）を得た。吸水性樹脂
組成物（１１）を実施例１と同様に評価し、結果を表２、表３に示した。
【０１６９】
　〔比較例１〕
　参考例１で得られた吸水性樹脂（１）を参考例７で得られた吸水性樹脂（７）に変えた
以外は実施例１と同様の操作を行い、比較用吸水性樹脂組成物（１）を得た。比較用吸水
性樹脂組成物（１）を実施例１と同様に評価し、結果を表２、表３に示した。
【０１７０】
　〔比較例２〕
　参考例１で得られた吸水性樹脂（１）を参考例８で得られた吸水性樹脂（８）に変えた
以外は実施例１と同様の操作を行い、比較用吸水性樹脂組成物（２）を得た。比較用吸水
性樹脂組成物（２）を実施例１と同様に評価し、結果を表２、表３に示す。
【０１７１】
　〔比較例３〕
　参考例１で得られた吸水性樹脂（１）を参考例９で得られた吸水性樹脂（９）に変えた
以外は実施例１と同様の操作を行い、比較用吸水性樹脂組成物（３）を得た。比較用吸水
性樹脂組成物（３）を実施例１と同様に評価し、結果を表２、表３に示す。
【０１７２】
　〔比較例４〕
　亜鉛と珪素の複合含水酸化物を添加しない以外は実施例１と同様の操作を行い、比較用
吸水性樹脂組成物（４）を得た。比較用吸水性樹脂組成物（４）を実施例１と同様に評価
し、結果を表２、表３、表４に示す。
【０１７３】
　〔比較例５〕
　亜鉛と珪素の複合含水酸化物を、亜鉛と珪素の含有質量比、および粒子径が異なる複合
含水酸化物（亜鉛と珪素との含有質量比：４０／６０，粒子径：２５０μｍ以下，商品名
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：シュークレンズ　ＫＤ－２１１Ｓ、ラサ工業株式会社製）に変えた以外は、実施例１と
同様の操作を行い、比較用吸水性樹脂組成物（５）を得た。比較用吸水性樹脂組成物（５
）を実施例１と同様に評価し、結果を表２、表３、表４に示す。
【０１７４】
　〔比較例６〕
　亜鉛と珪素の複合含水酸化物を、亜鉛と珪素の含有質量比、および粒子径が異なる複合
含水酸化物（亜鉛と珪素との含有質量比：４０／６０，粒子径：１μｍ以下，商品名：シ
ュークレンズ　ＫＤ－２１１Ｇ、ラサ工業株式会社製）に変えた以外は、実施例１と同様
の操作を行い、比較用吸水性樹脂組成物（６）を得た。得られた比較用吸水性樹脂組成物
（６）を実施例１と同様に評価し、結果を表２、表３、表４に示す。
【０１７５】
　〔比較例７〕
　亜鉛と珪素の複合含水酸化物を、金属元素の組み合わせが異なるチタンと亜鉛との複合
含水酸化物（チタンと亜鉛との含有質量比：５０／５０，平均粒子径：０．５０μｍ，商
品名：ＣＥＲＡＴＩＯＸ　ＴＺ－１００、チタン工業株式会社製）に変えた以外は、実施
例１と同様の操作を行い、比較用吸水性樹脂組成物（７）を得た。比較用吸水性樹脂組成
物（７）を実施例１と同様に評価し、結果を表２、表３、表４に示す。
【０１７６】
　〔比較例８〕
　亜鉛と珪素の複合含水酸化物を、亜鉛化合物である塩基性炭酸亜鉛（和光純薬株式会社
製）に変えた以外は実施例１と同様の操作を行い、比較用吸水性樹脂組成物（８）を得た
。比較用吸水性樹脂組成物（８）を実施例８と同様に評価し、結果を表２、表３、表４に
示す。
【０１７７】
　〔比較例９〕
　亜鉛と珪素の複合含水酸化物を、亜鉛単独の酸化物である酸化亜鉛（商品名：ＮＡＮＯ
ＴＥＣ　ＺｎＯ、シーアイ化成株式会社製、平均粒子径：３１ｎｍ）に変えた以外は実施
例１と同様の操作を行い、比較用吸水性樹脂組成物（９）を得た。比較用吸水性樹脂組成
物（９）を実施例１と同様に評価し表２、表３、表４に示す。
【０１７８】
　〔比較例１０〕
　亜鉛と珪素の複合含水酸化物を、珪素単独の酸化物である二酸化珪素（商品名：ＮＡＮ
ＯＴＥＣ　ＳｉＯ２、シーアイ化成株式会社製、平均粒子径：２６ｎｍ）に変えた以外は
実施例１と同様の操作を行い、比較用吸水性樹脂組成物（１０）を得た。得られた比較用
比較用吸水性樹脂組成物（１１）を実施例１と同様に評価し、結果を表２、表３、表４に
示す。
【０１７９】
　〔比較例１１〕
　亜鉛と珪素の複合含水酸化物を、チタン単独の酸化物である二酸化チタン（商品名：Ｎ
ＡＮＯＴＥＣ　ＴｉＯ２、シーアイ化成株式会社製、平均粒子径：３０ｎｍ）に変えた以
外は実施例１と同様の操作を行い、比較用吸水性樹脂組成物（１１）を得た。比較用吸水
性樹脂組成物（１１）を実施例１と同様に評価し、結果を表２、表３、表４に示す。
【０１８０】
　〔比較例１２〕
　亜鉛と珪素の複合含水酸化物を、参考例１２で得られたチタンと珪素の複合含水酸化物
（Ｂ３）に変えた以外は実施例１と同様の操作を行い、比較用吸水性樹脂組成物（１２）
を得た。比較用吸水性樹脂組成物（１２）を実施例１と同様に評価し、結果を表２、表３
、表４に示す。
【０１８１】
　〔比較例１３〕
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　亜鉛と珪素の複合含水酸化物を、前記酸化亜鉛と前記二酸化珪素の混合物（前記酸化亜
鉛と前記二酸化珪素を１／１の比率で混合したもの）に変えた以外は実施例１と同様の操
作を行い、比較用吸水性樹脂組成物（１２）を得た。得られた比較用吸水性樹脂組成物（
１２）の無加圧下吸水倍率、１．９ｋＰａでの加圧下吸水倍率、硫化水素消臭能試験、ア
ンモニア消臭能試験、消臭テストの結果を表２、表３に示した。
【０１８２】
　〔実施例１１〕
　実施例１で得られた吸水性樹脂組成物（１）３７質量部と、木材粉砕パルプ６３質量部
とを、ミキサーを用いて乾式混合した。次いで、得られた混合物を、４００メッシュ（目
の大きさ３８μｍ）に形成されたワイヤースクリーン上にバッチ型空気抄造装置を用いて
空気抄造することにより、１３０ｍｍ×４００ｍｍの大きさのウェブに成形した。さらに
、このウェブを圧力１９６．１４ｋＰａで５秒間プレスすることにより、坪量が約０．０
５ｇ／ｃｍ２の吸収体を得た。
【０１８３】
　続いて、液不透過性のポリプロピレンからなる、液不透過性の背面シート、上記吸収体
、および、液透過性のポリプロピレンからなる不織布の表面シートを、両面テープを用い
てこの順に互いに貼着することにより、吸収性物品である大人用の紙オムツのパッドタイ
プを得た。この吸収性物品（１）の質量は５０ｇであった。
【０１８４】
　得られた吸収性物品（１）の消臭テスト結果を表５にまとめた。
【０１８５】
　〔実施例１２～１４〕
　実施例１１で用いた吸水性樹脂組成物（１）を、実施例８、９、１０で得られた吸水性
樹脂組成物（８）、（９）、（１０）に変更することにより、吸収性物品（２）、（３）
、（４）をそれぞれ得た。
【０１８６】
　得られた吸収性物品（２）、（３）、（４）の消臭テスト結果を表５にまとめた。
【０１８７】
　〔比較例１４～１７〕
　実施例１０で用いた吸水性樹脂組成物（１）を、比較例４、５、７、１３で得られた比
較用吸水性樹脂組成物（４）、（５）、（７）、（１３）に変更することにより、比較用
吸収性物品（１）、（２）、（３）、（４）をそれぞれ得た。
【０１８８】
　得られた比較用吸収性物品（１）、（２）、（３）、（４）消臭テスト結果を表５にま
とめた。
【０１８９】
　〔実施例１５〕
　実施例１、８、９で得られた吸水性樹脂組成物（１）、（８）、（９）、および比較例
４で得られた比較吸水性樹脂組成物（４）について、（ｊ）耐尿性および耐久性を評価し
た。その結果、実施例１：○（６０秒以上）、実施例８：○（６０秒以上）、実施例９：
○（６０秒以上）に対して、比較例４：×（１０秒）であった。
【０１９０】
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【表１】

【０１９１】
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【表２】

【０１９２】



(33) JP 4493429 B2 2010.6.30

10

20

30

40

50

【表３】

【０１９３】
【表４】

【０１９４】



(34) JP 4493429 B2 2010.6.30

10

【表５】



(35) JP 4493429 B2 2010.6.30

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ａ６１Ｆ  13/49     (2006.01)           Ａ４１Ｂ  13/02    　　　Ｄ          　　　　　
   Ａ６１Ｆ  13/53     (2006.01)           Ａ６１Ｆ  13/18    ３８０Ｂ          　　　　　
   Ａ６１Ｆ  13/472    (2006.01)           Ａ６１Ｆ  13/18    ３０７Ｂ          　　　　　

(72)発明者  中嶋　康久
            兵庫県姫路市網干区興浜字西沖９９２番地の１　株式会社日本触媒内

    審査官  藤本　保

(56)参考文献  特開昭６４－００５５４６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特許第３３３５８４３（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特開昭６０－１５８８６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１１６８２９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２４１０３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－０４９９７１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－２９８４４２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１４８０２３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ０８Ｌ１／００－１０１／１６
              Ｃ０８Ｋ３／００－１３／０８
              Ａ６１Ｆ５／４４－５／４４１
              Ａ６１Ｆ１３／１５
              Ａ６１Ｆ１３／４７２　　　
              Ａ６１Ｆ１３／４９　　　　
              Ａ６１Ｆ１３／５３　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	overflow

