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明 細 苫

吸水，吐樹脂粉体の輸送方法

技術分野

０００1 本発明は、吸水性樹脂粉体の輸送方法に関する。

背景技術

０００2 近年、紙オムツ、生理用ナプキン、失禁パッド等の衛生材料には、体液吸収の観点、

から、その構成材として吸水性樹脂が幅広く利用されている。かかる吸水性樹脂とし

ては、例えば、ボリアクリル酸部分中和物架橋体、澱粉一アクリル酸グラフト重合体の

加水分解物、酢酸ビニル一アクリル酸エステル共重合体の鹸化物、アクリロ二トリル

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、およ

びカチオン性モノマ一の架橋体等が知られている。この吸水性樹脂は、シート状、繊

維状、フィルム状とされても用いられぅるが、一般には、粉末状 (粒子状 ) とされて用い

られている。かかる粉末 (粒子) としては、例えば、その重呈平均粒子径が2００～8００

は 程度である粒子状吸水剤が汎用されている。

０００3 粒子状吸水剤は、乾燥工程、破仲工程、分級工程、表面架橋工程等を経て製造さ

れる。工業的スケールでの生産においては、各工程を行ぅ装置間の輸送には、輸送

装置が用いられる。輸送方式として、機械的輸送及び空気輸送が挙げられる。機械

的輸送においては、輸送装置として例えばコンベアが用いられる。

０００4 空気輸送は、機械的輸送と比較して多くのメリットを有する。空気輸送のメリットは、

メカニカルな部分が少なく機械的トラブルが少ないこと、耐久性に優れること、ベルト

コンベアなどと違い戻りラインが不要でありワンウェイ(o e a )であること、典物が

混入しにれ亡と、等が挙げられる。

０００5 空気輸送の方式は、低濃度空気輸送と高濃度空気輸送とに大男 される。低濃度空

気輸送では、被輸送物粉体は、輸送管内において分散状態にある。高濃度空気輸

送では、被輸送物である粉体は、輸送管内においてスラグまたはブラグと呼ばれる集

団を形成しながら移動する。粉体が分散状態を維持するためには、気流速度が高く

なければならないので、低濃度空気輸送は高速輸送である。一方、高濃度空気輸送



は低速輸送である。

０００6 空気輸送中には、被輸送物 (粉体 ) の粒子同上における衝突や摩擦が起こりぅる。

また、空気輸送中において、粉体は、配管に衝突しぅる。また粉体と配管との間で衝

突や摩擦が生じぅる。空気輸送中に、粉体は摩耗又は破壊されぅる。空気輸送は、吸

水性樹脂粉体の物性に影響を与えぅる。ょって、粉体の物性低下を抑制しぅる空気輸

送が求められる。

０００7 特開2００4 ０4 号公報は、多価アルコールを含有する吸水性樹脂粉体につ

いて、物性低下を抑制しぅる輸送方法を開示する。特許文献2～4 は、輸送時の物性

低下が少ない吸水性樹脂の空気輸送方法を開示する。かかる目的のために、特許

文献2 では、配管の曲率半径を配管径の 1 以上に規定し、特許文献3 では、ガスス

ピード及び固気比を規定し、また特許文献4 ではフルード数を規定している。さらに、

特許文献 5 では、装置を加熱ないし保温することにょる輸送時の吸水性樹脂の凝集

防止法を開示し、輸送方法の一例として空気輸送を開示している。

先行技術文献

０００8 特許文献 1 :特開2００4 ０4 号公報

特許文献2 : 国際公開第2００7 ０4657 号パンフレソト

特許文献3 : 国際公開第2００7 ０4673 号パンフレソト

特許文献4 : 国際公開第2００7 ０4676 号パンフレソト

特許文献5 :米国特許第6 8 7557 号明細菩

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００9 本発明者は、従来とは典なる技術思想に某づき、空気輸送における物性低下を抑

制しぅる新たな輸送方法を見いだした。

００1０ また、空気輸送に関する他の問題として、閉塞現象 (詰まり) が挙げられる。閉塞現

象が発生すると、輸送が停止される。閉塞現象が頻発すると、輸送効率が低下する。

００1 1 本発明が解決しょぅとする課題は、閉塞現象を抑制しつつ吸水性樹脂粉体の物性

低下を抑制でき、長距離の輸送に好適な吸水性樹脂粉体の輸送方法を提供するこ

とにある。



課題を解決するための手段

００12 本発明に係る輸送方法は、製造工程中の吸水性樹脂粉体を輸送配管を経由して

空気輸送する輸送方法である。この輸送方法では、一つの輸送区間に2つ以上の空

気輸送装置が用いられ (多段空気輸送 ) 、これらの空気輸送装置が輸送配管によっ
て直列的に接続されている。

００13 好ましくは、一つの上記輸送区間に含まれる輸送配管の合計長さ が 5０ 以上で

ある。

００14 好ましくは、一つの上記輸送区間に含まれる各輸送配管の長さ は4０ 以下であ

る。

００15 好ましくは、上記吸水性樹脂粉体の輸送配管末端での線速度は s以下であ

る。

００16 好ましくは、上記空気輸送装置は加圧タンク及び受けホッパ一を有している。

００17 好ましくは、上記加圧タンクと上記受けホッパ一との間にはバルブが具備されている

００18 好ましくは、上記受けホッパ一の粉面の検知結果に某づき、上記バルブの開閉及

び空気輸送装置の起動が 自動制御される。好ましくは、上記加圧タンク ( 「加圧タンク

ホッパー」とも称する) 内の圧力の検知結果に某づき、上記バルブの開閉及び空気

輸送装置の起動が 自動制御される。好ましくは、加圧状態における上記加圧タンク

内の圧力は、0・０5～０・7 aとされる。

００19 好ましくは、一つの輸送区間に含まれる輸送配管の合計長さ が ００ 以上であ

る。

００2０ 好ましくは、上記空気輸送装置が高濃度空気輸送装置である。

００2 1 好ましくは、上記輸送方法による上記吸水性樹脂粉体の輸送呈は ０００ 以

上である。

００22 好ましくは、上記吸水性樹脂粉体は多価アルコールによって表面架橋されている。

００23 好ましくは、上記吸水性樹脂粉体は多価金属塩を含む。

００24 好ましくは、上記吸水性樹脂粉体は無機粒子を含む。

００25 好ましくは、輸送前及び輸送後における上記吸水性樹脂粉体の、0・6 9質呈 生



理食塩水流れ誘導性 (s c )は、 ０ ０ 3・c ・s ・ 以上である。なお、「輸送後

の吸水性樹脂粉体」とは、本発明による輸送がなされた直後の吸水性樹脂粉体を意

味し、本発明の輸送が吸水性樹脂粉体の製造工程の中間段階でなされる場合には

、この中間段階での輸送がなされた直後の吸水性樹脂粉体 (中間体 )を意味する。

輸送後の物性が規定されることにより、本発明の輸送方法が、吸水性樹脂粉体のダ

メージを抑制していることが示される。

００26 好ましくは、吸水性樹脂粉体が、連続ベルト重合または連続二一ダー重合により得

られる不定形破仲形状のボリアクリル酸 (塩) 系吸水性樹脂である。

００27 好ましくは、吸水性樹脂粉体が、微粉リザイクル工程を含む製造工程で得られるボ

リアクリル酸 (塩) 系吸水性樹脂である。

００28 好ましくは、吸水性樹脂粉体が 5０～ ０oCで表面架橋されてなるボリアクリル酸 (

塩) 系吸水性樹脂である。

発明の効果

００29 本発明によれば、複数の輸送装置を直列的に配置することにより、輸送区間が長

い場合であっても、輸送配管が短くされぅる。その結果、吸水性樹脂粉体の線速度を

抑制しつつ、閉塞現象を抑制することができる。また、吸水性樹脂粉体の線速度が

抑制されることにより、吸水性樹脂粉体の物性低下が抑制されぅる。かかる効果は、

特に特定の製造工程 (重合、表面架橋、添加剤の添加、微粉リザイクル等)で得られ

た吸水性樹脂に対して顕著に現れる。

図面の簡単な説明

００3０ 図 図 は、吸水性樹脂 (別称 粒子状吸水剤)を製造するために用いられる製造設

備が示された概略構成図である。

図2 図2は、本発明の一実施形態に使用されぅる輸送装置の概略構成が示された

図である。

図3 図3は、本発明の一実施形態に使用されぅるホッパ一に関するコーン部傾斜角

と、絞り率及びホッパ一の最大口径 (直径 ) と高さとの比を規定するホッパ一上部の最

大口径部侭 と、ホッパ一排出部の口径侭2)及び高さ ( )を示す概略図である。

図4 図4は、本発明の輸送方法に用いられる輸送部の概略構成が示された図であ



る。

図5 図5 は、図4 が若干詳細に示された概略構成図である。

図6 図6 は、本発明に係る各輸送装置のタイミングチヤートの一例を示す図である。

図7 図7は、輸送配管及び二次空気用配管を示す断面図である。

図8 図8 は、実施例3 に係る輸送部の概略構成図である。

発明を実施するための形態

００3 1 本発明は、粒子状吸水剤の製造工程における吸水性樹脂粉体の輸送方法に関す

る。木明細菩において、「吸水性樹脂」は、水膨潤性水不溶性の高分子ゲルィヒ剤を

意味する。吸水倍率 (C C ) は必須に5 以上であり、好ましくは ０～ で

あり、さらには2０～8０ である。また、可溶分 ( ac ab es)は必須に０～5０重

呈 であり、好ましくは０～3０重呈 であり、さらに好ましくは０～2０重呈 であり、

特に好ましくは０～０重量 である。

００3 2 なお、吸水性樹脂とは全呈 ( ００ ) が重合体である形態に限定されず、上記性能

を維持する範囲において添加剤 (後述など) を含んでいてもよい。すなわち、粒子状

吸水剤 (吸水性樹脂組成物) であっても、本発明では吸水性樹脂と総称する。本発

明では吸水性樹脂が粒子状吸水剤 (吸水性樹脂組成物) である場合の、本発明に

係る吸水性樹脂 (ボリアクリル酸 (塩 ) 系吸水ャ生樹脂 ) の含有呈は、全体に対して、好

ましくは7０～9 9 ・9重呈 であり、より好ましくは8０～9 9 ・7重呈 であり、さらに好ま

しくは9０～9 9 ・5重呈 である。吸水性樹脂以外のその他の成分としては、吸水速

度や粉末 (粒子) の耐衝撃性の観点から水が好ましく、必要により後述の添加剤が含

まれる。

００3 3 木明細菩において、「ボリアクリル酸 (塩 ) 」は、繰り返し単位として、アクリル酸 (塩 )

を主成分とする重合体を意味する。具体的には、架橋剤を除く単呈体として、アクリ

ル酸 (塩 ) を、必須に5０～００モル 。、好ましくは7０～００モル 。、さらに好ましくは

9０～００モル 。、特に好ましくは実質 ００モル 含む。重合体としての塩は必須に

水溶性塩を含み、好ましくは一価塩、さらに好ましくはアルカリ金属塩ないしアンモニ

ウム塩、特にアルカリ金属塩、さらにはナトリウム塩を含む。

００3 4 「 」は o ea s osab es a d o o e s ssoc a o sの



略である。欧州標準 (ほぼ世界標準 ) の吸水性樹脂の測定法 ( e

c o 。d。d es e ods)の詳細は公知文献 (０2年改定 ) である の原本を

参照されたい。

００3 5 木明細菩において、「含水ゲル状重合体 (含水ゲル) 」、「乾燥物」、及び「吸水性樹

脂粉体 (粉体 ) 」は、以下のよぅにして定義される。

００3 6 「含水ゲル状重合体 (含水ゲル 重合ゲル) 」とは、吸水性樹脂の含水ゲル状架橋

重合体を指す。代表として、重合工程で得られる含水ゲルのことである。通常は含水

率が 3０重呈 以上の重合体を指す。

００3 7 「乾燥物」とは、乾燥工程を経た吸水性樹脂の乾燥重合体を指す。重合後の含水

率によるが、通常、乾燥工程で含水率が3０重呈 未満、さらには2０重呈 以下の

乾燥重合体を指す。形状は問わず、また、乾燥は重合と同時 (重合熱や重合時の加

熱で乾燥等 ) に行ってよい。

００3 8 「吸水性樹脂粉体 (粉体 ) 」とは、粉体として一定の流動性を有し、例えば、流動性と

して、 o a e ( 45０ 2 ０2)を測定可能である状態、あるいは ( 42０

2 ０2)で節分級可能な固体のことである。より具体的には、節分級で規定される

粒子径 5 以下の固体であって、吸水性樹脂の乾燥重合体の粉体、または、吸水

性樹脂の原料や添加剤のぅち固体のまま使用される粉体 (例えば、水不溶性無機粉

末、多価金属塩粉末やその水和塩等 ) を指す。固体であれば含水率は問わないが、

通常は3０重呈 未満、さらには2０重呈 以下である。粒子径の下限は、特に制限

されないが、例えば、 以上である。なお、一般に 以上を粒体、 未満を

粉体と呼ぶ場合もあるが、本発明では、それら粉粒体 (吸水性樹脂ないしその原料 )

を総称して、以下、「粉体」と称する。また、木明細菩では、「粉体」および「粉末」は、

同義語として扱ぅ。

００3 9 まず、本発明に係る粒子状吸水剤 (吸水性樹脂粉体 ) の製造工程の概略について

説明し、次いで、本発明の輸送方法について説明する。

００4０ 図 は、吸水性樹脂 (粒子状吸水剤) を製造するために用いられる製造設備 2が示

された概略構成図である。この製造設 2ほ、各工程を実施するための装置が輸送

部6 によって連結されている。重合装置8 、乾燥装置 ０、粉仲装置 2、分級装置 4



、混合装置 6、加熱装置 8、冷却装置2０、整粒装置22、充填装置24、微粉捕捉

装置26及び造粒装置2 が、この製造設備2に設けられている。輸送部6により、ある

工程で得られた吸水性樹脂粉体が、次の工程に輸送される。

００41 重合装置8を用いて重合工程がなされる。乾燥装置 ０を用いて、乾燥工程がなさ

れる。粉仲装置 2を用いて、粉仲工程がなされる。分級装置 4を用いて、分級工程

がなされる。混合装置 6及び加熱装置 8を用いて、表面架橋工程がなされる。冷却

装置2０を用いて、冷却工程がなされる。整粒装置22を用いて、整粒工程がなされる

。充填装置24を用いて、包装工程がなされる。微粉捕捉装置26を用いて、微粉が収

集される。造粒装置28を用いて、造粒工程がなされる。収集された微粉や造粒工程

で造流された造流粒子は、微粉リザイクル工程によりリザイクルされる。

００42 重合工程」

重合工程は、重合により吸水性樹脂となりぅる単呈体 (以下、モノマ一とも称すること

もある)を、重合させて重合ゲル (含水ゲル状重合体 )を生成させる工程である。本発

明に係る吸水性樹脂の重合法としては、特に限定されるものではないが、例えば、バ

ルク重合、沈殿重合、水溶液重合、逆相懸濁重合、噴霧重合、液滴重合等が挙げら

れる。性能面及び重合制御の容易さから、モノマ一が水溶液とされて用いられぅる水

溶液重合または逆相懸濁重合が好ま 、。

００43 本発明では、得られる重合ゲルの形状から搬送性の問題解決が顕著である水溶液

重合、特に連続水溶液重合が好ま 、。連続水溶液重合では、本発明の効果をより

発揮する面から連続ベルト重合ないし連続二一ダーが好適に使用されぅる。好ま 、

連続重合として、連続二一ダー重合 (例えば、米国特許第6987 5 号明細菩およ

び米国特許第67 ０ 4 号明細菩)、連続ベルト重合 (例えば、米国特許第489399

9号、米国特許第624 928号および米国特許出願公開第2００5 2 5734号)が

挙げられる。かかる連続重合では高生産性で吸水ャ生樹脂 (特に、不定形破仲状吸水

性樹脂 )が生産できるが、スケールアップに伴い物性にフレや低下が見られる傾向が

あるが、本発明ではかかる問題も解決しぅる。

００44 (単呈体 )

モノマ一としては、特に限定されないが、例えば以下に示すよぅな水溶性不飽和単



呈体が挙げられる。例えば、(メタ)アクリル酸、(無水 )マレイン酸、イタコン酸、ケイ皮

酸、ビニルスルホン酸、アリルトルエンスルホン酸、ビニルトルエンスルホン酸、スチレ

ンスルホン酸、2一 (メタ)アクリルアミドー2 メチルプロパンスルホン酸、2一 (メタ)ア

クリロイルエタンスルホン酸、2一 (メタ)アクリロイルプロパンスルホン酸、2 ヒドロキシ

エチル (メタ)アクリロイルフォスフェート等の、アニオン，性不飽和単呈体およびその塩

メルカプト某含有不飽和単呈体 フェノール性水酸某含有不飽和単呈体 (メタ)ア

クリルアミド、 エチル (メタ)アクリルアミド、 ， ジメチル (メタ)アクリルアミド等

の、アミド某含有不飽和単呈体 ジメチルアミノエチル (メタ)アクリレート、 ，

ジメチルアミノプロピル (メタ)アクリレート、 ， ジメチルアミノプロピル (メタ)ア

クリルアミド等のアミノ某含有不飽和単呈体 等である。これらモノマ一は単独で用い

られてもよく、適宜2種以上が混合されて用いられてもよい。これらモノマ一は重合禁

止剤や 以下はらに好ましくは 以下)の欽を含んでもよく、好適な使用呈

は例えばメトキシフェノール類 6０ 以下であり、米国特許第7０49366号明細菩

に例示の使用呈である。

００45 中でも、得られる吸水性樹脂の性能及びコストの点から、アニオン性不飽和単呈体

、特にかレポキシル某含有不飽和単呈体、さらにはアクリル酸および またはその塩

(例えば、ナトリウム、リチウム、カリウム、アンモニウム、アミン類等の塩、中でもコスト

面からナトリウム塩が好ま 、)を主成分として用いるボリアクリル酸 (塩)系吸水性樹

脂であることが好ま 、。アクリル酸および またはその塩の使用呈は全モノマ一成

分 (後述する内部架橋剤は除く)に対して7０モル 以上が好ましく、より好ましくは8０

モル 以上、さらに好ましくは9０モル 以上、特に好ましくは95モル 以上である (

上限は ００モル である)。なお、上記モノマ一が力ルボキシル某などの酸某含有単

呈体の場合、その中和率には特に制限はなく、必要に応じて、重合後に重合ゲルが

中和されてもよい。衛生用品など人体に触れる可能性のある用途では、重合後の中

和は必要とされない。この中和率は、4０モル 以上9０モル 以下が好ましく、5０モ

００46 重合工程において前述のモノマ一を水溶液とする場合、該水溶液 (以下、「モノマ

一溶液」と称することもある) 中のモノマ一の濃度は、特に限定されるものではないが



０～7０重呈 の範囲内が好ましく、2０～6０重呈 。、さらには3 5～6０重呈 の

範囲内がさらに好ま 、。また、上記水溶液重合または逆相懸濁重合を行ぅ際には、

水以外の溶媒が必要に応じて併用されてもよい。なお、併用される溶媒の種類は、

特に限定されるものではない。

００47 (重合開力色斉 )

重合工程においては、例えば、ラ、ジかレ重合開始剤を用いることができる。このラジ

かレ重合開始剤としては、特に制限はなく、重合させるモノマ一の種類、重合条件等

に合わせて、通常の吸水性樹脂の重合において利用されているものの中から 種ま

たは2種以上が選択されて使用されればよい。 例えば、熱分解型開始剤 (例えば、

過硫酸ナトリウム、過硫酸カリウム、過硫酸アンモニウム等の過硫酸塩 過酸化水素、

ブチルパーオキシド、メチルエチルケトンパーオキシド等の過酸化物 アゾニトリル

化合物、アゾアミジンィヒ合物、環状アゾアミジンィヒ合物、アゾアミドィヒ合物、アルキル

アゾ化合物、2，2 一アゾビス (2 アミジノプロパン)ジヒドロクロリド、2，2 一アゾビス

2 イミダゾリン イル)プロパ 」ン ジヒドロクロリド等のアゾ化合物 など)や、

光分解型開始剤 (例えば、ベンゾイン誘導体、ベンジル誘導体、アセトフェノン誘導

体、ベンゾフェノン誘導体、アゾ化合物など)等を挙げることができる。これらのなかで

も、コスト面および残存モノマ一低減能から、熱分解型開始剤が好ましく、過硫酸塩

が特に好ま 、。また、還元剤の併用はこれらう、ジかレ重合開始剤の分解を促進しぅ

るので、両者を細み合わせてレドックス系開始剤とすることもできる。上記の還元剤と

しては、特に限定されないが、例えば、亜硫酸ナトリウム、亜硫酸水素ナトリウム等の (

重)亜硫酸 (塩) 、 アスコルビン酸 (塩) 、第一欽塩等の還元性金属 (塩) 、アミン類

等が挙げられる。

００48 前述の重合工程に用いられるう、ジカル重合開始剤の使用呈は、特に制限されない

が、残存モノマ一や水可溶分の観点からモノマ一の使用呈に対して、通常、0・００

～2重呈 であることが好ましく、より好ましくは0・０～重呈 。、さらに好ましくは0

０～０・5重呈 であり、0・０～０・０5重呈 であることが特に好ま 、。該モノマ

一の使用呈に対するラジカル重合開始剤の使用呈が0・００重呈 未満であること

は、末反応のモノマ一が多くなり得られる吸水性樹脂中の残存モノマ一呈が増加し



てしまうとレぢ点で好ましくない。一方、該使用呈が2重呈 を超えることは、得られる

吸水性樹脂中の水可溶成分が増加してしまうという点で好ましくない。なお、この重

合工程においては、前述のラジかレ重合開始剤の代わりに、放射線、電子線、紫外

線などの活性エネルギー線が照射されて、モノマ一が重合されてもよい。

００49 (内部架橋剤)

重合工程においては、必要に応じて、内部架橋剤を用いることができる。内部架橋

剤としては、 分子内に2個以上の重合性不飽和某や2個以上の反応性某を有する

従来公知の内部架橋剤が挙げられる。具体的には、例えば、 ， 一メチレンビス (

メタ) アクリルアミド、(ボリ)エチレングリコールジ (メタ) アクリレート、(ボリ)プロピレング

リコールジ (メタ) アクリレート、トリメチ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、エチレンオキザイド変性トリメ

チロールプロパントリ(メタ) アクリレート、ペンタェリスリトールヘキザ (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、ボリアリロキシアルカン、(ボリ)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、ボ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、 ，4 ブタンジオール、ペンタェリスリトール、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、ボリエチレンイミン、グリシジル (

メタ) アクリレート等が挙げられる。これらの中から、反応性を考慮して、 種または2種

以上が用いられうる。特に、内部架橋剤としては、2個以上の重合性不飽和某を有す

るィヒ合物が好ましい。内部架橋剤の使用呈は、所望する吸水性樹脂の物性により適

宜決定されればよいが、通常、内部架橋剤の使用呈は、モノマ一に対して0・００～
5モル 。、さらには0・００5～2モル 。、特に0・０～０・5モル の範囲がよい。内部

架橋剤の使用呈が少なすぎると、重合ゲルの強度が低下し可溶分が増加する傾向

にあり、逆に多すぎると吸水倍率等の物性が低下する傾向にある。なお、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。

００5０ 乾燥工程」

乾燥工程は、前述の重合工程で得られた重合ゲル (含水ゲル状重合体 )を乾燥す

る工程である。水溶液重合を用いる重合工程で得られた重合ゲルは、通常、重合時



または重合後の解仲処理により0・ ～5 、さらに好ましくは0・5～3 程度の粒

子状の状態にして、乾燥工程に供されることが好ま 、。粒子状のゲルとすることによ

り、ゲルの表面積が大きくなるため、上述した乾燥工程が円滑に進行しぅる。解仲手

段は特に制限されないが、例えば、ミートチョッパ一、ローラー型カッタ一、ギロチンカ

ッタ一、スライザー、ロールカッタ一、シュレッダ一、ハザミなどの各種の切断手段を単

独でまたは適宜細み合わせて使用することができる。該乾燥工程における乾燥方法

は特に限定されないが、上記乾燥装置 ０としてほ、通常の乾燥機及び加熱炉を用

いた方法が広く採用されぅる。具体的には、伝導伝熱型乾燥機、輻射伝熱型乾燥機

、熱風伝熱型乾燥機、誘電加熱乾燥機等が例示される。乾燥の速さの観点から、熱

風伝熱型乾燥機 (以下、熱風乾燥機 ) が好ま 、。この熱風乾燥機としては、通気バ

ノ「人、適気回路式、通気竪型式、平行流バンド式、通気トンネル式、通気満型撹件

式、流動屑式、気流式、噴霧式等の乾燥装置が挙げられる。粒子状吸水剤の物性

制御が容易であるといぅ観点から、バンド式が好ま 、。乾燥温度としては、比較的高

い温度が設定されることが好ましく、具体的には、 ００～ ０Cが好ましく、 2０～2

2０oCがより好ましく、 5０～2００Cがさらに好ま 、。乾燥時間は特に限定されない

が、得られる乾燥物が所望の固形分率となるよぅな時間が設定されればよい。乾燥工

程において得られる乾燥物の固形分率 ( 8０Cで3時間加熱した後の残存呈) が、9

０重呈 以上であるのが、粉仲のし易さの点で好ま 、。一般に、重合ゲルの粒子径

、乾燥温度、風呈などにもよるが、生産効率の点から、該乾燥時間は通常、2時間以

内とすることが好ま 、。

００5 1 粉仲工程」

粉仲工程は、前述の乾燥工程において得られた、重合ゲルの乾燥物としての粒子

状吸水性樹脂を粉仲する工程である。この粉仲は通常、この乾燥物に対して行ぅが、

乾燥前の、重合工程で得られた重合ゲルに対して行っても良い。この粉仲により、粉

仲物としての粒子状吸水性樹脂が得られる。

００5 2 粉仲は、所望の粒径 (好ましくは、重呈平均粒子径2００～8００ の粒子状吸水

性樹脂がより多く得られるように行 ことが好ま 、。粉仲方法についてほ、特に制限

はなく、従来公知の方法を採用することができる。この粉仲工程に用いられる粉仲装



置 2としては、3段口一ルミルが例示される。この粉仲により微粉が発生するので、粉

仲工程で得られる粒子状吸水性樹脂には微粉が含まれる。なお、重合工程や乾燥

工程で得られた粒子状吸水性樹脂の粒径が粒度制御され十分 、さい場合、この粉

仲工程は実施されなくてもよい。粉仲工程を経て得られた吸水性樹脂や吸水剤の粒

子は、不定形破仲状粒子となるが、かかる形状では粉仲により被表面積が大きく、か

つ、パルプへの固定も容易であるため好ま 、。すなわち、吸水性樹脂や吸水剤の

形状は不定形破仲状粒子であることが好ま 、。また、不定形粉砕破砕状粒子はそ

の形状から輸送が困難で、また輸送に伴ぅ物性低下も起こしやすかったが、本発明

ではかかる問題も解決するため、好ま 、。

００5 3 分級工程」

分級工程は、粒子状吸水性樹脂を飾い分ける工程である。分級工程では前述の粉

仲工程で得られた粉仲物が飾い分けられる。この分級工程では、例えば、金属飾網

を有する分級装置 4が用いられる。該分級工程において、この分級装置 4を用い

て所望の粒径 (節分級で規定される重呈平均粒子径 ( 5０) が好ましくは2００～8００

は 、さらに好ましくは3００～6００は を有する粒子を選択して、目的とする粒子状

吸水性樹脂が得られぅる。分級方法については、特に制限はなく、従来公知の方法

を採用することができる。なお、重合工程や乾燥工程で得られた粒子状吸水性樹脂

の粒径が粒度制御され十分 、さい場合、この分級工程は実施されなくてもよい。なか

でも、特に節分級が好適に適用され、飾の数は適宜決定されるが、通常は2～5段程

度である。

００54 表面架橋工程」

表面架橋工程は、前述の分級工程で得られた粒子状吸水性樹脂の表面近傍を表

面架橋剤を用いて架橋して粒子状吸水剤を得る工程である。吸水性樹脂は水膨潤

性架橋重合体であり、(粒子) 内部に架橋構造を有するが、本発明で用いられる吸水

性樹脂 (粒子) はさらに表面架橋され、その表面ないし表面近傍の架橋密度が内部

より高められていることが好ま 、。なお、表面の近傍とは通常、吸水性樹脂の表層

であって厚みが数十は 以下又は全体の ０以下の部分をさすが、目的に応じ

て適宜決定される。かかる吸水性樹脂の表面架橋は、( ) 後述する表面架橋剤とし



て例示の有機表面架橋剤及び 又は水溶性無機表面架橋剤によって表面架橋さ

れていてもよく、(2)表面で架橋性単呈体を架橋重合 (例えば、米国特許72０ 94

号明細菩に開示)してもよく、また、(3) 過硫酸塩などでう、ジヵル表面架橋 (例えば、

米国特許47835 ０号明細菩に開示)してもよい。また、架橋反応は加熱や放射線 (

好ましくは紫外線、欧州特許 8249 ０号明細菩に開示)で反応促進することが好ま

、。吸水剤に含まれる吸水性樹脂はその表面近傍が、表面架橋されていることに

より、，A P 、言い換えれば、圧力に対する吸収力を高めることができる。

００55 さらに詳述すると、本願において表面架橋とは、吸水性樹脂表面あるいは表面近

傍の領城が、ィヒ学的あるいは物理的に修飾されて表面架橋がなされたことを意味す

る。例えば部分中和架橋ボリアクリル酸の場合を例にとると、ィヒ学的な修飾とは、粒

子表面近傍に存在する官能某、特にかレポキシル某と反応しぅる官能某を2個以上

有する有機表面架橋剤により、表面架橋が施された状態を含む。かレポキシル某と

反応しぅる官能某を2個以上有する有機表面架橋剤としては、例えば多価アルコー

ル、多価グリシジル化合物、多価アミン等が挙げられる。また、本願における表面架

橋とは、例えば3価アルミニウムのよぅな多価金属が表面のかレポキシル某とイオン結

合した形態の表面架橋をも含む。表面架橋における結合の形態は限定されない。

００56 以下、好ましい架橋方法として表面架橋剤を使用して、表面架橋する方法につい

て説明する。表面架橋工程に用いられる表面架橋剤としては、従来公知の表面架橋

剤 。が好適に用いられる。例えば、ェチレングリコール、ジェチレングリコール、プロヒ

レングリコール、トリェチレングリコール、テトラェチレングリコール、ボリェチレングリコ

ール、 ，3 プロパンジオール、ジプロピレングリコール、2，2，4 トリメチル ，3

一ペンタンジオール、ボリプロピレングリコール、グリセリン、ボリグリセリン、2 ブテン

4 ジオール、 ，4 ブタンジオール、 ，5 ペンタンジオール、 ，6 ヘキ

ザンジオール、 ，2 シクロヘキザンジメタノール、 ，2 シクロヘキザンジオール、

トリメチロールプロパン、ジェタノールアミン、トリェタノールアミン、ボリオキシプロピレ

ン、オキシェチレン一オキシプロピレンブロック共重合体、ペンタェリスリトール、ソル

ビトール等の多価アルコール汗チレングリコールジグリシジルェ一テル、ボリェチレ

ングリコールジグリシジルェ一テル、グリセロールポリグリシジルェ一テル、ジグリセ口



一ルポリグリシジルエーテル、ボリグリセロールポリグリシジルエーテル、プロピレング

リコールジグリシジルエーテル、ボリプロピレングリコールジグリシジルエーテル、グリ

シドール等のエポキシィヒ合物 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ザミン、ボリエチレンイミン等の

多価アミン化合物やそれらの無機塩ないし有機塩 (アジリジニウム塩など) 2 4 トリ

レンジイソシアネート、ヘキザメチレンジイソシアネート等の多価イソシアネートィヒ合物

れ，2 エチレンビスオキサゾ比ノ等の多価オキサゾ比ン化合物コ，3 ジオキソラン

オン、4 メチル 3 ジオキソラン オン、4，5 ジメチル 3 ジ

オキソラン オン、4，4 ジメチル 3 ジオキソラン オン、4 エチル

3 ジオキソラン オン、4 ヒドロキシメチル 3 ジオキソラン オ

ン、 ，3 ジオキザン オン、4 メチル 3 ジオキザン オン、4，6

ジメチル 3 ジオキザン オン、 ，3 ジオキソパン オン等のアルキ

レンカーボネートィヒ合物 エピクロロヒドリン、エピブロムヒドリン、 メチルエピクロロ

ヒドリン等のハロエボキシ化合物 亜鉛、力ルシウム、マグネシウム、アルミニウム、欽、

ジルコニウム等の水酸化物又は塩化物等の多価金属ィヒ合物 2 オキザゾリジノン等

のオキザゾリジノンィヒ合物 (米国特許第6559239号明細菩に例示) オキセタンィヒ合

物 環状尿素化合物 等が挙げられる。これらの表面架橋剤の中でも、物性面から多

価アルコール、エポキシィ日合物、多価アミン化合物やそれらの塩、アルキレンカーボ

ネートィヒ合物及びオキザゾリジノンィヒ合物からなる群より選ばれる少なくとも 種の化

合物が好適であり、さらには多価アルコール、アルキレンカーボネートィヒ合物及びオ

キザゾリジノンィヒ合物ならなる脱水エステル反応性架橋剤が好適であり、特に多価ア

ルコールが好適である。これら表面架橋剤は単独で用いてもよく、反応性を考慮して

2種類以上が混合されて用いられてもよい。なお、表面架橋工程は、その効果を考慮

して2回以上行ってもよく、その場合、2回目以降に用いられる表面架橋剤に、 回目

と同一の表面架橋剤が用いられてもよいし、 回目の表面架橋剤とは典なる表面架

橋剤が用いられてもよい。なお、脱水エステル反応性架橋剤では脱水エステル化に

伴い含水率が低い粉体となり、輸送時のダメージによる物性低下の問題を起こしや

すいが、本発明ではかかる問題も解決される。



００5 7 本発明に係る吸水性樹脂粉体は、表面架橋されているのが好ましく、上記多価ア

ルコールによって表面架橋されているのがより好ま 、。本発明は、末端線速 を

抑制しぅるため、表面架橋屑が擦れ合いによって剥離することが抑制される。よって、

多価アルコールによる表面架橋に起因する物性向上効果が損なわれにくい。なお、

多価アルコールとして、好ましくはC2 ０、より好ましくはC3 、特に好ましく

はC3 の多価アルコールの 種または2種以上が使用される。

００58 表面架橋工程において、前述の表面架橋剤の使用呈は、選定される表面架橋剤、

表面架橋剤の細み合わせ等にもよるが、吸水性樹脂の固形分 ００質呈部に対して、

0・００～０質呈部の範囲内が好ましく、0・０～5質呈部の範囲内がより好ま 、。

この範囲で表面架橋剤が用いられることにより、吸水性樹脂の表面近傍の架橋密度

を内部のそれよりも高くすることができる。表面架橋剤の使用呈が ０質呈部を超える

場合は、不経済でありであるばかりか、吸水性樹脂に最適な架橋構造を形成する上

で架橋剤の供給が過剰であるので、好ましくない。表面架橋剤の使用呈が0・００ 質

呈部未満の場合は、粒子状吸水剤の加圧下吸収倍率等の性能を向上させる上で、

充分な改良効果が得られないので、好ましくない。

００59 表面架橋工程では、上記表面架橋剤に加えて、必要に応じてさらに有機酸 (乳酸、

クェン酸、 トルェンスルホン酸 )又はその塩、無機酸 (リン酸、硫酸、亜硫酸 )等の

酸物質又はその塩、苛性ソーダや炭酸ソーダ等の塩某物質、後述する硫酸アルミニ

ウム等の多価金属塩等が、吸水性樹脂に対して０重呈 を超えて ０重呈 以下、さ

らに好ましくは０重呈 を超えて5重呈 以下、特に好ましくは０重呈 を超えて 重

呈 以下程度、併用されてもよい。

００6０ 表面架橋工程では、粒子状吸水ャ生樹脂と表面架橋剤との混合にあたり、溶媒とし

て水を用いることが好ま 、。水の使用呈は、吸水性樹脂の種類、粒子状吸水性樹

脂の粒径、含水率等にもよるが、粒子状吸水性樹脂の固形分 ００質呈部に対して、

０質呈部を超え、2０質呈部以下が好ましく、0・5～０質呈部の範囲内がより好まし

い。粒子状吸水性樹脂と表面架橋剤との混合にあたり、必要に応じて、親水性有機

溶媒が併用されてもよい。ここで併用されぅる親水性有機溶媒としては、例えば、メチ

ルアルコール、ェチルアルコール、 プロピルアルコール、イソプロピルアルコール



ブチルアルコール、イソブチルアルコール、 ブチルアルコール等の低級ア

ルコール類 アセトン等のケトン類 ジオキザン、テトラヒドロフラン等のェ一テル類

ジメチルホルムアミド等のアミド類 ジメチルスルホキシド等のスルホキシド類等

が挙げられる。親水性有機溶媒の使用呈は、吸水性樹脂の種類、粒子状吸水性樹

脂の粒径、含水率等にもよるが、粒子状吸水性樹脂の固形分 ００質呈部に対して、

０質呈部以上2０質呈部以下が好ましく、０質呈部以上 ０質呈部以下がより好ま 、

００6 1 表面架橋を行ぅに際しては、まず、水及び 又は親水性有機溶媒と表面架橋剤と

が予め混合されて、表面処理剤溶液が作製される。次いで、この溶液が粒子状吸水

性樹脂にスプレー等で噴霧又は滴下されて混合される方法が好ましく、噴霧による

混合方法がより好ま 、。噴霧される液滴の大きさとしては、平均粒子径で0・ ～3０

は の範囲内が好ましく、0・ ～2００ の範囲がより好ま 、

「 。

００62 粒子状吸水ャ生樹脂と、上記表面架橋剤、水及び親水性有機溶媒とは、混合装置

6を用いて混合される。この混合装置 6は、両者を均一かつ確実に混合するために

、大きな混合力を備えているのが好ま 、。この混合装置 6としては、例えば円筒型

混合機、二重壁円錐混合機、高速撹件型混合機、 字型混合機、リボン型混合機、

スクリュー型混合機、双腕型二一ダー、粉仲型二一ダー、回伝式混合機、気流型混

合機、タービュライザー、バッチ式レディゲミキザ一、連続式レディゲミキザ一等が好

適である。

００63 表面架橋工程では、粒子状吸水ャ生樹脂と表面架橋剤との混合物は、室温でも表面

架橋を行なぅことができるが、反応の促進並びに添加された水及び溶媒の除去の観

点から、粒子状吸水性樹脂と表面架橋剤との混合後、さらに、加熱処理が行われて

、粒子状吸水性樹脂の表面近傍が架橋させられることが好ま 、。すなわち、粒子状

吸水性樹脂の表面近傍で架橋剤を反応させるには、架橋剤の反応性、製造設備の

簡易性、生産性等を考慮すると加熱処理が行われるのが好ましいのである。該加熱

処理において、処理温度は、選定される表面架橋剤に oもよるが、 C以上が好まし

い。処理温度 oが C以上であれば、加熱処理が長時間とならず、生産性の低下を

防止しぅる上に、均一な表面架橋が達成されぅる。この場合、粒子状吸水剤の加圧下



における吸収特性の低下や末反応の表面架橋剤の残存を防止しぅる。また、物性の

観点からは、処理温度 (熱媒温度または材料温度 特に熱媒温度 ) として、より好ま

しくは ００～ ０oCの範囲内、さらに好ましくは 5０～ ０Cの範囲内である。前記

温度範囲は特に上記脱水ェステル化反応性表面架橋剤では好適である。

００64 加熱時間としては、 分間～2時間の範囲内が好ま 、。加熱温度と加熱時間の細

み合わせの好適例としては Cで ・ ～・5時間、2００Cで ・ ～時間である

００65 なお、高温の表面架橋では含水率が低い粉体となり、輸送時のダメージによる物性

低下の問題を起こしやすいが、本発明ではかかる問題も解決する。例えば、

0・2 ０2の含水率は０～3 。、特に０～2 。、特に０～ の吸水性樹脂粉体の輸送

に好適に本発明は適用される。

００66 上記加熱処理を行ぅ加熱装置 8としては、公知の乾燥機又は加熱炉が用いられる

。例えば、伝導伝熱型、楠射伝熱型、熱風伝熱型、誘電加熱型の乾燥機又は加熱

炉が好適である。具体的には、ベルト式、満型撹件式、スクリュー式、回伝型、円盤

型、担和型、流動屑式、気流式、赤外線型、電子線型の乾燥機又は加熱炉が挙げら

れる。

００67 表面架橋工程では、加熱処理は静置状態又は撹件下で行なわれぅる。撹件下で

加熱処理が実施される場合、粒子状吸水性樹脂と表面架橋剤との混合がなされた

混合装置 6内で混合物が加熱されて表面架橋が完成させられてもよレ七、例えば2

軸満型撹件乾燥装置に混合物を投入して、該混合物が加熱されて表面架橋が完成

させられてもよい。

００68 冷却工程」

冷却工程は架橋反応の停止や制御などを目的として、前述の表面架橋工程で加

熱され表面近傍が架橋されて得られる粒子状吸水剤が、続く工程 (例えば、整粒工

程 ) に投入される前に、必要により冷却させられる工程である。この冷却工程で用レ屯

れる上記冷却装置2０としては、特に制限はないが、例えば、内壁その他の伝熱面の

内部に冷却水が通水されている2軸撹件乾燥機や、潤型撹件式乾燥機等を用いるこ

とができ、この冷却水の温度は、加熱温度末満、即ち C以上8０C未満とされ、好



ましくは3０C以上 oC以下とされぅる。

００69 なお、上記表面架橋工程において、粒子状吸水性樹脂の表面架橋が室温で実施

される場合がある。この場合、表面架橋により得られる粒子状吸水剤は加熱されない

ので、この冷却工程は実施されなくてもよい。したがって、この冷却工程は、必要によ

り本発明の輸送方法にさらに含まれていてもよい他の工程である。

００7０ 添加剤の添加工程」

本発明では、上記表面架橋剤以外の添加剤を添加する添加工程がさらに設けられ

てもよい。この添加工程は、上記重合工程以降に設けられるのが好ましく、上記乾燥

工程以降に設けられるのがより好ま 、。表面架橋と同時または別途、例えば、上記

冷却工程又はその他の工程において、添加剤が添加されてもよい。この添加剤とし

ては、例えば、下記の ( )消臭成分 (好ましくは植物成分)、( ) 多価金属塩、(C)無

機粒子 ( )複合含水酸化物を含む)、( )通液性向上剤、( )その他の添加物等

が添加されてもよい。この添加により、粒子状吸水剤に種々の機能が付与されぅる。さ

らに、この粒子状吸水剤には、下記の (G)キレート剤が添加されてもよい。

００71 上記 ( )～( )及び ( )の使用呈は、目的及び付加機能によっても典なるが、通

常、その 種類の添加呈として、吸水性樹脂 ００質呈部に対して０～０質呈部、好

ましくは0・００～5質呈部、さらに好ましくは0・００2～3質呈部の範囲である。通常

、この添加呈が0・００ 質呈部より少ない場合、添加剤による十分な効果及び付加機

能が得られず、この添加呈が ０質呈部以上の場合、添加呈に見合った効果が得ら

れないか、吸水性能が低下してしまぅ。

００72 ( )消臭成分

粒子状吸水剤は、消臭性を発揮させるために、上記呈で消臭成分、好ましくは植

物成分を配合することが出来る。植物成分としては、米国特許出願公開第2００4 ０

48955号明細菩、国際公開第2００2 42379号パンフレソトなどに例示されるが、

特に限定されない。

００73 ( ) 多価金属塩

上述した方法により得られる粒子状吸水剤は、吸水性樹脂の表面に、通液性及び

吸湿時の粉体流動性の向上の目的で、多価金属塩または多価金属の水酸化物、好



ましくは多価金属塩、より好ましくは水溶性多価金属塩、さらに好ましくは3価ないし4

価の水溶性多価金属塩、特に好ましくは水溶性アルミニウム塩が配合されてなること

が好ま 、。この多価金属塩の好ま 、呈は、上記の通りである。多価金属塩を配合

する場合、輸送性の低下や輸送時の物性低下が大きレ亡とが見出され、本発明の方

法が好適に適用できる。この多価金属塩としては、米国特許出願公開第2００2 ０

286 8号明細菩、米国特許出願公開第2００6 2０4755号明細菩などに記載の有

機酸の多価金属塩及び無機の多価金属塩が例示される。なお、水溶性多価金属塩

とは常温の水に0・ ００以上 (好ましくは れ 以上、特に好ましくは ０

以上)溶解する多価金属塩であり、これらは粉体または溶液として混合され、溶

液は飽和濃度を超えた分散液であってもよい。好ましい有機多価金属塩としては、乳

酸アルミニウム、乳酸かレシウムなどが例示される。

また、好ま 、無機の多価金属塩として、例えば、塩化アルミニウム、ボリ塩化アルミ

ニウム、硫酸アルミニウム、硝酸アルミニウム、ビス硫酸カリウムアルミニウム、ビス硫酸

ナトリウムアルミニウム、カリウムミョウバン、アンモニウムミョウバン、ナトリウムミョウバン

、アルミン酸ナトリウム、塩ィヒカルシウム、硝酸力ルシウム、塩化マグネシウム、硫酸マ

グネシウム、硝酸マグネシウム、塩化亜鉛、硫酸亜鉛、硝酸亜鉛、塩化ジルコニウム、

硫酸ジルコニウム、硝酸ジルコニウムなどが挙げられる。また、尿などの吸収液との溶

解性の点から、これらの結品水を有する塩を使用するのが好ま 、。特に好ま ぺ

は、アルミニウムィヒ合物である。このアルミニウム化合物の中でも、塩化アルミニウム、

ボリ塩化アルミニウム、硫酸アルミニウム、硝酸アルミニウム、ビス硫酸カリウムアルミニ

ウム、ビス硫酸ナトリウムアルミニウム、カリウムミョウバン、アンモニウムミョウバン、ナト

リウムミョウバン、アルミン酸ナトリウムが好ましく、硫酸アルミニウムが特に好ま 、。

硫酸アルミニウム 8水塩、硫酸アルミニウム 4～8水塩などの含水結品の粉末は、

最も好適に使用することができる。これらは 種のみ用いても良いし、2種以上を併用

して用いてもよい。上述した多価金属塩は、ハンドリングャ生及び吸水性樹脂粉体との

混合性の観点から、溶液状態で用いられることが好ましく、特に水溶液状態で用レ屯

れることがより好ま 、。その他、用いられる有機酸の多価金属塩及びその混合方法

は、例えば、国際公開第2００4 ０69936 号パンフレソトに例示されている。また、溶



液の濃度は飽和濃度を超えてもよいが、好ましくは、常温または加熱溶液中での飽

和濃度の ０～ ０。、さらには3０～００ で添加される。

００75 上記多価金属塩のぅち、水溶性の多価金属塩として、硫酸アルミニウム及び各種ミ

ョウバン類が挙げられる。本発明の輸送方法によれば、低輸送速度による吸水性樹

脂粉体の破壊抑制と輸送配管中での閉塞等による輸送効率低下の防止れ、ぅ相反

関係にある課題を両立させることが可能である。このため、本発明の輸送方法は、水

溶性の多価金属塩を含む吸水性樹脂粉体において効果的である。多価金属塩を含

む吸水性樹脂粉体は、表面が滑りにくく、表面での摩擦係数が大きい。特に、硫酸ア

ルミニウム等の水溶性の多価金属塩の場合、この摩擦係数の増加が顕著である。こ

の摩擦係数の大きさに起因して、閉塞現象が生じやすい。この閉塞現象を抑制する

目的で空気圧が高くされた場合、輸送配管における吸水性樹脂粉体の移動速度 (初

期線速 及び末端線速 )が大きくなり、吸水性樹脂粉体のダメージが大きくなる。

本発明は、初期線速 及び末端線速 を低下させつつ閉塞現象を抑制しぅるので

、水溶性の多価金属塩を含む吸水性樹脂粉体において効果的である。また、本発明

は、初期線速 及び末端線速 を抑制しぅるので、擦れ合いによって粉体表面か
ら多価金属塩が剥離することが抑制される。よって、多価金属塩に起因する物性向

上効果が損なわれにくい。

００76 (C)無機粒子

粒子状吸水剤は、吸水性樹脂の表面に、通液性向上や吸湿時のブロッキング防止

のために無機粒子、特に水不溶性無機粒子 (水不溶性微粒子)を配合することがで

きる。この無機粒子としては、具体的には例えば、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。このぅち二酸化珪素及び珪酸 (塩) がより好ましく、コー

ルターカウンター法により測定された平均粒子径が0・００～2００ の二酸化珪素

及 、び珪酸 (塩) がさらに好ま 「
また、粒子吸水剤の優れた吸湿流動性 (吸水性樹脂又は吸水剤が吸湿した後の粉

体の流動性 ) と優れた消臭機能とを発揮させるために、粒子吸水剤に亜鉛と珪素、又

は亜鉛とアルミニウムを含む複合含水酸化物を配合することもできる。



００77 無機粒子を配合する場合、輸送性の低下や輸送時の物性低下が大きいといぅ問題

が見出されているが、本発明では、初期線速 (輸送配管の始点における吸水性

樹脂粉体の線速度 )を抑制しぅるので、擦れ合いによって粉体表面から無機粒子が

剥離することが抑制され、その結果、無機粒子に起因する物性向上効果が損なわれ

にくい。したがって、本発明の方法が好適に適用できる。

００78 ( )ボリアミン化合物 (多価アミン化合物)

粒子状吸水剤の通液性向上、保形性向上などを目的として、ボリアミンを添加でき

る。例えば、水溶性ボリアミンポリマー、より具体的には重呈平均分子呈が2００～０

０００００である、ボリェチレンイミン、ボリビニルアミン、ボリアリルアミンなどが例示でき

る。粒子状吸水剤において、これらは吸水性樹脂表面被覆または架橋に使用される

。吸水性樹脂に適用できるボリアミンポリマーは例えば、米国特許出願公開第2００3

０69359 号明細菩、米国特許出願公開第2００5 ０245684号明細菩、国際公開

第2００6 ０82 97号パンフレソト、国際公開第2００6 ０748 6号パンフレソト、国

際公開第2００6 ０82 89号パンフレソト、国際公開第2００8 ０25652号パンフレ

ット、国際公開第2００8 ０25656号パンフレソト、国際公開第2００8 ０25655

などで例示される。

００79 ( )通液性向上剤

通液性向上剤とは、後述する食塩水流れ誘導性 (S C)が6 ( ０ 3・c ・s ・ 以

上である吸水性樹脂又は吸水剤の食塩水流れ誘導性 (S C)を ０( ０ 3・c ・s・
以上向上させる添加剤をいぅ。これらは好適にはイオン的スペーザー (カチオン)

または立体的スペーザー (微粒子)として粒子間の隙間を維持拡大して通液性を向

上されるィヒ合物である。したがって、前述の ( )～( ) に例示された添加剤であって

も、この通液性向上剤に該当する場合もある。本発明の輸送方法では、この通液性

向上剤は、上記 ( )～( )であるのが好ま 、。

００8０ これらの中でも、上記 ( )で例示される、イオン的スペーザーとなりぅる硫酸アルミニ

ウム、カリウムミョウバンミョウバン等の水溶性の多価金属塩が、食塩水流れ誘導性 (S

C)を向上させる点で好ま 、。

００81 通液性向上剤の粒子状吸水剤中の存在形態は、粒子状であってもよく、全体に分



子レベルで被覆 (通常、溶液で被覆)してもよく、それらを併用してもよい。ただし、通

液性向上剤は、吸水性樹脂表面全体により均一に添加しやすく、通液性向上剤の

偏析等がない点から、水溶液形態で使用されることが好ま 、。通液性向上剤は、吸

水性樹脂に対して、0・００～０重呈 の割合で用いることが好ましく、0・０～5重

呈 。の割合で用 、いることがより好ま 。

００82 ( )界面活性剤

粒子状吸水剤は、界面活性剤を含むことが好ま 、。界面活性剤の存在のより、粉

体特性 (粉体流動性や吸湿時の流動性等)を向上しぅる。特に、吸水性樹脂の表面

に界面活性剤を含むことが好ま 、。

００83 界面活性剤としては、脂肪酸塩や高級アルコール硫酸塩等のアニオン性界面活性

剤や、ソルビタンモノラウレート、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタンモノステアレ

ート、ソルビタントリステアレート等のソルビタン脂肪酸ェステル等のノニオン性界面活

性剤、ココナットアミンアセテート、ステアリルアミンアセテート等のアルキルアミン塩等

のカチオン性界面活性剤や両性界面活性剤が例示される。その他米国特許第6 ０

7358号に記載の界面活性剤が本発明に適応できる。なお、界面活性剤の添加方

法としては特に限定されず、好ましくは、米国特許第622893 ０号、米国特許第645

892 号、米国特許第7 539 ０号及び米国特許第7378453号に例示の造粒工程

で添加される。また、界面活性剤の添加時期もまた、特に制限されず、(ア)重合工程

で、界面活性剤をアクリル酸水溶液中に添加して、界面活性剤の存在下で重合を行

なぅ (イ)重合工程で、界面活性剤を重合後の含水ゲルに添加する ( )乾燥工程

で、界面活性剤を乾燥中もしくは後に添加する (ェ)粉仲・分級工程で、乾燥物の粉

仲または分級中もしくは後に界面活性剤を添加する (オ)表面架橋工程で、表面架

橋中もしくは後に界面活性剤を添加する (力)最終産物である吸水性樹脂に添加す
る、など、いずれの時期でもよい。ただし、表面に含むには表面架橋工程の前後に添

加すればよい。

００84 界面活性剤の使用呈は、吸水性樹脂 ００重呈部に対し、好ましくは0・０００5～０・

０ 2重最部、より好ましくは0・０００5～０・００重最部、さらに好ましくは0・００～０・

００45重呈部、特に好ましくは0・００ 5～０・００4重呈部である。0・０００5重呈部末



満では、流動性、かさ密度の向上が不十分となる場合がある。一方、0・０ 2重呈部

を越えると、吸収液の表面張力が低下するとレぢ問題があり、またその添加呈に見合

っただけの効果が発揮できない場合があり、非経済的である。

００85 本発明で使用される界面活性剤は、上記界面活性剤に限定されるものではない。

上記界面活性剤の中で、安全性の面からノニオン，性界面活性剤が好ましく、その中

でもソルビタン脂肪酸エステル、ボリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステルが特に

好ま 、。また、本発明で使用される界面活性剤の (親水性一疎水性バランス)

は特に限定されるものではないが、好ましくは8～8、より好ましくは、9～7、さらに

好ましくは ０～7の範囲である。 が上記の範囲である場合、より好適に粒子状

吸水剤の流動性、かさ密度を向上させることができる。

００86 (G)キレート剤

本発明で用いられる吸水性樹脂粉体は、着色防止、耐尿性向上などのために、キ

レート剤を含んでもよい。キレート剤を混合する工程は特に限定されないが、前記単

呈体あるいは単呈体溶液に、キレート剤を混合することが好ましい。上記キレート剤と

しては特に制限されず、例えば、欧州特許出願公開第 426 57号及び回際公開第

2００7 2875 号、国際公開第2００8 9０96 号に例示のキレート剤を使用するこ

とができる。効果の面から好ましくは、キレート剤の分子呈が ００～０００である水溶

性有機キレート剤である。具体的に好ましいキレート剤としては、イミノ二酢酸、ヒドロ

キシエチルイミノ二酢酸、ニトリロ三酢酸、ニトリロ三プロピオン酸、エチレンジアミン四

酢酸、ヒドロキシエチレンジアミン三酢酸、ヘキザメチレンジアミン四酢酸、ジエチレン

トリアミン五酢酸、トリエチレンテトラミン六酢酸およびこれらの塩等のアミノヵルボン酸

系金属キレート剤やエチレンジアミン 一ジ (メチレンホスフィン酸)、エチレン

ジアミンテトラ (メチレンホスフィン酸)、ボリメチレンジアミンテトラ (メチレンホスホン酸)

、ジエチレントリアミンペンタ(メチレンホスホン酸)、 ヒドロキシエチリデンジホスホ

ン酸、およびこれらの塩等のアミノ多価リン酸化合物である。キレート剤の使用呈は、

吸水性樹脂粉体に含まれる吸水性樹脂 ００質呈部に対して0・００ 質呈部以上、好

ましくは0・０5質最部以上、さらに好ましくは0・ 質最部以上であり、また、吸水性樹

脂 ００質呈部に対して、 質呈部以下、好ましくは0・5質呈部以下、さらに好ましくは



0・2質呈部以下であることが望ま 、。

００87 上記 ( )及び (C)は、表面処理剤として好適に用いられぅる。本願において表面処

理とは、吸水性樹脂表面あるいは表面近傍の領城が、ィヒ学的あるいは物理的に修

飾されていることを意味する。ここで、ィヒ学的修飾とは、何らかの化学結合 (共有結合

やイオン結合 )を伴った修飾の状態を意味し、物理的修飾とは化学的な結合を伴わ

ない、物理的な被覆、付着を意味する。

００88 ( )滑剤 (すべり性向上剤)

粒子状吸水剤は、滑剤を含むことが好ま 、。特に、吸水性樹脂の表面に滑剤を

含むことが好ましい。「滑剤」とは、互いに滑りあぅ二面間にあって、摩擦 (抵抗 )を減

少させる働きをする物質をいぅ。本発明に用いることのできる滑剤は、常温 (25 )お

よび常圧 (０ Pa)にて固体の滑剤であれば特に限定されるものではない。滑

剤は米国特許第7473739 号明細菩、国際公開第2００8 2０742 号パンフレソトな

どに例示され、これらに例示された滑剤を本発明でも好ましく使用することができる。

例えば、炭化水素系滑剤、脂肪酸系滑剤 (好ましくはC 2以上) 、脂肪酸アミド系滑

剤、ェステル系滑剤、アルコール系滑剤 (グリコールないし高級アルコール) 、金属石

鹸滑剤等が挙げられる。中でも、滑剤としての作用を有するとともに安定剤としての作

用も有するといぅ点において、米国特許第7282262 号明細菩に例示の金属石鹸滑

剤を用いることが好ま 、。

００89 滑剤と混合する際の吸水性樹脂の粉体温度は、通常室温以上とされるが、粒子状

吸水剤の安定した吸水特性や流下速度、かさ密度を得るためには、好ましくは4０C

以上、より好ましくは5０oC以上で混合される。吸水性樹脂 ００重呈 に対して、好ま

しくは0・０００～０・ 重呈 。、より好ましくは0・０～０・０5重呈 。、特に好ましくは0

００～０・０ 重呈 である。

００9０ 特に本発明では、通液性を向上させる添加剤として ( )多価金属塩が好ま 、。多

価金属塩は、添加後、混合されることが好ま 、。混合する装置としては、上記表面

架橋剤の同じ混合装置 6を挙げることができる。

００9 1 なお、多価金属塩は、水溶液として吸水性樹脂粒子 (粒子状吸水ャ生樹脂 ) と混合す

ることが好ま 、。水溶液の液滴の大きさは適宜調整されぅる。ただし、多価金属イオ



ン (例えば、アルミニウムイオン) が吸水性樹脂粒子の内部に浸透・拡散することを防

ぐ観点から、水溶液は飽和濃度に対して5０ 以上の濃度が好ましく、より好ましくは

6０ 以上の濃度、さらに好ましくは7０ 以上の濃度、さらに好ましくは8０ 以上の

濃度、特に好ましくは9０ 以上の濃度である。もちろん、飽和濃度 (二飽和濃度に対

して ００ )であってもよい。また、同様の理由で、水の使用呈は吸水性樹脂の重呈

に対して0・ ～3０重呈 。、さらには0・2～０重呈 程度であり、添加後は必要によ

り乾燥してもよい。

００92 整粒工程」

前述した粉仲工程及び分級工程において、その粒径が調整されたにも関わらず、

表面架橋工程または冷却工程後の粒子状吸水剤には、大きな粒径を有する凝集物

が含まれる場合がある。この凝集物は、主として、表面架橋剤の混合時や、表面架橋

反応時において生成されぅる。この整粒工程では粒度を再調整する目的で、この凝

集物の解仲処理及び分級処理が行なわれる。この解仲処理及び分級処理の順序及

び回数は、特に限定されない。この整粒工程では、例えば、粒子状吸水剤に対して

、先ず分級処理がなされる。この分級処理では、ふるいや気流分級機などの分級装

置が用いられ、粒径の大きな凝集物や粒径が 体い微粉が除去されぅる。そして、こ

の分級処理により得られる凝集物には解仲処理が施され、凝集物を構成する粒子が

個々の粒子に解き分けられる。この解仲処理には、例えばナイフカッタ一式解仲機が

用いられる。この解仲処理により得られた解仲物に対しては、上記分級処理が再度

実施されて、粒径が 、さい微粉が除去されつつ、所望の粒径 (好ましくは、重呈平均

粒子径2００～8００ を有する粒子状吸水剤が得られぅる。生産性の観点から、こ

の整粒工程は、上記冷却工程の後に実施されるのが好ま 、。ただし、本願発明の

方法では、この整粒工程投入前の粒子状吸水剤に大きな粒径を有する凝集物が含

まれない場合においては、この整粒工程は実施されなくてもよい。この整粒工程は、

必要により本発明の輸送方法にさらに含まれていてもよい他の工程である。

００93 包装工程」

包装工程は、粒子状吸水剤が包装される工程である。整粒工程がなされる場合、

包装工程では前述の整粒工程で整粒された粒子状吸水剤が包装される。例えば、こ



の包装工程では、貯藏用のホッパ一に移された粒子状吸水剤が、上記充填装置24

を用いて貯藏バックに充填される。貯藏バックに充填された粒子状吸水剤が、所定の

検査を経て製品として出荷される。整粒方法は米国特許第734733 ０号明細菩、米

国特許出願公開第2００5 ０ 3252号明細菩などに例示されている。

００94 微粉リザイクル工程」

微粉リザイクル工程は、微粉低減などの諸 目的のため、分級などで除去した微粉 (

例えば 5０は 未満の粒子を主成分、特に7０重呈 以上含む粒子)を吸水性樹脂

の製造工程に戻す工程であり、好ましくは、重合工程ないし乾燥工程にリザイクルさ

れることで、微粉の除去および再利用が可能である。すなわち、本発明の一実施形

態では、前記吸水性樹脂粉体が吸水性樹脂の微粉リザイクル物を含む。かかるリザ

イクル工程では微粉をそのまま戻してもよく、後述する造粒工程において造粒してか

らリザイクルしてもよい。リザイクル方法としては、重合機、好ましくはニーダーなどの

撹件重合機に微粉を混合して一体化したり、重合後に重合ゲルと微粉またはその造

粒物とを別途混合、例えば、ミートチョッパ一で (解仲)混合したり、乾燥機中で混合し

たりすればよい。

００95 従来、微粉造粒物の破壊や再生に由来するとも推定されるが、かかる微粉リザイク

ル工程を含む吸水ャ生樹脂、すなわち、微粉リザイクル品を含む吸水性樹脂は輸送工

程で物性が低下し易い傾向にあったが、本発明では微粉リザイクル工程で微粉も除

去され物性も向上する上に、空気輸送時の輸送効率の低下を伴わずに衝撃が抑制

されるため、かかる問題もない。好ましい微粉リザイクル方法は、例えば、米国特許第

6 33 93号明細菩、米国特許第622893 ０号明細菩、米国特許第5455 284号明

細菩、米国特許第534 2899号明細菩、米国特許出願公開第2００8 ０3０62０9号

明細菩に例示され、重合工程、ゲル粉仲工程、乾燥工程など、吸水性樹脂の製造工

程に微粉む添加することで微粉呈は低減される。また、微粉のリザイクル最は例えば

製造呈の ～3０重呈 。、さらには5～25重呈 。、特に8～2０重呈 程度で適宜決

定される。また、微粉は乾燥粉末のまま、あるレソま、必用により水を添加してゲル化し

て製造工程にリザイクルされ、特に、単呈体および または (乾燥前や重合中の)ゲ

ルにリザイクルされる。



００96 造粒工程」

造粒工程は、微粉に、水性液を添加して、造粒粒子を得る工程である。この微粉は

、例えば、上記分級工程で得られぅる。微粉は、他の工程 (粉仲工程や整粒工程等)

の雰囲気中から微粉捕捉装置26により収集されたものであってもよい。この微粉捕

捉装置26は、例えば微粉を捕捉しぅるフィルターを備えている。造粒粒子は複数の

微粉よりなる。造粒粒子の重呈平均粒子径は、2０ 以下、好ましくは0・3～０

、さらに好ましくは0・3 5～5 である。なお、造粒は微粉のみ (例 5０は 通過

物)で行ってもよく、微粉を含む粒子全体 ( 5 / 通過物を所定最含む、8 5０は

通過物の吸水性樹脂粉体 )で行ってもよい。

００97 造粒工程で得られる造粒粒子はそのまま造粒品としても使用してもよいが、好ましく

は、上記工程のいずれかに投入される。生産効率の観点から、この造粒粒子は、微

粉リザイクル工程として上記乾燥工程に投入されて上記重合ゲルの共存下で乾燥さ

せられるのが好ま 、。図 に示されているよぅに、この製造設備 2では、微粉捕捉装

置26に繋げられている輸送部6は造粒装置28に繋げられている。この造粒装置28

は、輸送部6で乾燥設備 ０に繋げられている。微粉捕捉装置26から排出される微粉

は、輸送部6により輸送されて造粒装置28に投入される。この微粉も、吸水性樹脂粉

体である。この造粒装置28で形成された造粒粒子は、輸送部6により輸送されて、乾

燥装置 ０に投入される。粒子状吸水剤が造粒粒子であることは、光学顕微鏡によっ
て個々の粒子が形状を保ったまま複数集まり凝集している事実や、吸液時に複数の

不連続粒子として膨潤する事実から確認できる。

００98 貯藏工程」

本発明の吸水性樹脂粉体の輸送方法は、吸水性樹脂粉体の貯藏工程を含むこと

が好ま 、。該貯藏工程で使用する装置を、本発明では「ホッパー」と称する。ホッパ

一とは、吸水性樹脂粉体を一時的または長期的に貯藏保管しておく装置であり、本

発明では、特定形状であればザイロ状 (縦長形状 ) のものも含む。具体的には、図2

に示すよぅな、受けホッパー4０、加圧タンクホッパー32、貯藏ホッパー4 2などの装置

が挙げられる。なお、図2の詳細については、後述する。

００99 ホッパ一を使用することで、吸水性樹脂粉体を損傷破壊することなく、定最的にマ



スフローで各工程において使用される装置にフィードすることが可能となる。これによ

り、高機能・高物性の吸水性樹脂がロット毎の変動なく安定的に生産することができ

る。

０1００ 図3に本発明の一実施形態に使用されぅるホッパ一の概略図を示す。ホッパ一の形

状としては、粉体、特に吸水性樹脂粉体の搬送性、移送性の観点から、図3左図に

示されるよぅな逆角錐台形状または逆円錐台形状、ならびに図3右図に示されるよぅ

な逆角錐台の最大口径部分に同形状の角柱が付加された形状や逆円錐台の最大

口径部分に同形状の円柱が付加された形状が好ましく使用される。また、ホッパ一の

最大口径 (直径 ) と高さとの比 (ホッパ一の最大口径ノホッパ一の高さ、例えば、図3

中の「 」) は ０～０ 、さらには 3～3 、特に 2～2 の範

囲である。ここで、「ホッパ一の高刮は、図3左図に示されるよぅな逆角錐台形状や逆

円錐台形状の場合には、逆角錐台部または逆円錐台部の高さ (図3左図中の「 」)

を指す。また、図3右図に示されるよぅな逆角錐台形状や逆円錐台形状に角柱や円

柱が付加された形状の場合には、逆角錐台部または逆円錐台部の高さに角柱部分

または円柱部分の高さを加えた合計高さ (図3右図中の「 」)を指す。また、ホッパ

一が円筒でない場合、ホッパ一の最大口径は、その最大断面積に相当する円の直

径に換算して規定される。逆角錐台または逆円錐台の形状として、逆角 (ないし逆円

) と錐台の比率としては、錐台の方の高さが 、さい方、ホッパ一断面の形状において

、ホームベース形状であり、その三角部分の断面積が主である。すなわち、吸水性樹

脂粉体の主成分、好ましくは5０重呈 以上、さらに好ましくは8０重呈 以上がホッ

パ一の角錐ないし円錐の部分に貯藏されてなる。

０1０1 本発明では、コーン部傾斜角が4 5度以上かつ絞り率が0・3～０・8といぅ特定の形

状を有するホッパ一を使用することが好ま 、。コーン部傾斜の上限は9０度末満が

好ま 、。木明細菩において、「コーン部傾斜角」とは、図3に示されるよぅに、設置さ

れたホッパ一の水平面に対する側壁面の傾斜角のことである。本発明のホッパ一の

コーン部傾斜角はより好ましくは5０度以上、さらに好ましくは6０～9０度、特に好まし

くは6 5～8 5度、最も好ましくは6 8～8 5度とされる。なお、側壁面が直線でない場合

、その側壁面全体から求められる角度の平均値にて規定される。



０1０2 また、木明細菩において、「絞り率」とは、ホッパ一上面の開口部の口径 (ホッパ一

上部の最大口径部 ( ) ) およびホッパ一底面の開口部 (ホッパ一排出部の口径侭

2) )で規定される比をパーセントで表わした比率 ( 2 ) の値である。ホッ

パ一の絞り率は、好ましくは3０～8０ であり、より好ましくは3 5～8０。、さらに好まし

くは4０～8０。、特に好ましくは4０～7０。とされる。なお、口径が円でない場合、例

えば、楕円や多角形の場合、その断面積に相当する円に換算して規定される。上記

範囲のホッパ一を使用した場合は所望の高物性の吸水性樹脂を安定して生産する

ことができる。

０1０3 また、ホッパ一内での吸水性樹脂粉体の充填率 (平均) は０体積 を超えて9０体

積 以下であり好ましくは ０～8０体積 。、さらに好ましくは3０～8０体積 。、特に好

ましくは4０～8０体積 とされる。木明細菩において、「充填率」とはホッパ一内容積

に対する充填される吸水性樹脂の体積比 (体積 )で規定され、前記範囲に制御す
ることで吸水性樹脂の移送性が良好となる。

０1０4 ホッパ一の材質としては特に限定されないが、ステンレス鋼が好ましく、その内面の

表面粗さ等は後述する空気輸送装置が有する配管に準じる。

０1０5 ホッパ一内での吸水性樹脂の滞留時間 (平均)も制御することが好ましく、滞留時間

としては、ホッパ一内に充填される吸水性樹脂呈にも依存するが、好ましくは24時間

以下、より好ましくは 2時間以下、さらに好ましくは6時間以下、特に好ましくは2時間

以下とされる。滞留時間が24時間を超える場合は物性の低下やブロッキングを生じ

る可能性があるため好ましくない。なお、ホッパ一内での吸水性樹脂の滞留時間 (平

均) の下限は、特に制限されないが、可能な限り短いことが好ま 、。

０1０6 なお、本発明で最も効果を発揮する実施形態としては、本発明の方法は、例えば

時間当たり ００ 以上、好ましくは5００ 以上、特に好ましくは 以上の生産最で

吸水性樹脂を製造する際の輸送方法に適用される。

０1０7 さらに、ホッパ一が加熱されることが好ましく、その表面温度は、好ましくは4０～2

０C、さらに好ましくは5０～9０C、特に好ましくは6０～ oCの範囲である。また、ホ

ッパ一に貯蔵される吸水性樹脂粉体も加熱されることが好ましく、その温度は、好まし

くは4０～2０C、さらに好ましくは5０～9 o０C、特に好ましくは6０～ oCの範囲であ



る。前記温度より低い場合は、物性値の低下や物性値のフレ幅の増加、吸水性樹脂

の凝集の発生する場合がある。また、前記温度よりも温度が高い場合は、物性値の

低下や物性値のフレ幅の増加に加え、吸水性樹脂の若色が発生する場合がある。

０1０8 また、該ホッパ一に貯藏される吸水性樹脂粉体の含水率は、特に制限されないが、

好ましくは0・ ～3０重呈 。、より好ましくは0・ ～０重呈 である。前記含水率の

範囲とすることにより吸水性樹脂粉体を該ホッパ一内に貯藏 (または充填 )する際に、

ダメージの低減、物性の低下を抑止することができる。

０1０9 ホッパ一は、各工程で粉体 (吸水性樹脂粉体 )を取り扱ぅ場合に、乾燥工程以降の

少なくとも ケ所以上で粉体を貯藏した後に前記粉体を排出する際に、各工程で適

用される。すなわち、ホッパ一は、乾燥工程中 粉仲・分級工程中 表面架橋工程中

乾燥工程と粉仲・分級工程との間 粉仲・分級工程と表面架橋工程との間 表面架橋

工程以降の最終製品として得られた吸水性樹脂をコンテナバッグ等に充填する工程

(充填工程 ) 中またはその後 表面架橋工程と充填工程との間、など、いずれの時期

でもよい。また、上記各時期中、ホッパ一を、 ケ所設置しても、あるレ ま2ケ所以上設

置してもよい。さらに、後者の場合、複数のホッパ一の設置位置は、連続して設置し

てもあるいはホッパ一間に他の工程 (あるいは装置)を設置してもよい。

０11０ 該ホッパ一を使用した貯藏工程への前工程からの吸水性樹脂粉体の搬送や、貯

藏工程から次工程への搬送は、好ましくは後述の空気輸送にて行われる。本発明の

好ま 、一実施形態に係る輸送方法は、空気輸送工程後に吸水性樹脂粉体を貯藏

する工程を有する。かよぅな形態によれば、衝撃による物性低下がなく、かつ高物性

の品質を安定的して維持できるため好ま 、。

０111 本発明に係る粒子状吸水剤の製造工程の概略は以上である。次に、本発明に係る

輸送 (搬送 )方法について説明する。

０112 本発明において、空気輸送は、上記各工程により生成した吸水性樹脂粉体 (粒子

状吸水性樹脂及び粒子状吸水剤) の輸送に適用される。空気輸送は、図 に示す輸

送部6が行なぅ。重合装置8と乾燥装置 ０との間、混合装置 6と加熱装置 8との間

、及び、造粒装置2 と乾燥装置 ０との間では、被輸送物が湿っているため空気輸

送は適さない(ただし、空気輸送の適用を排除する趣旨ではない) が、他の輸送部6



では、被輸送物 (吸水性樹脂粉体 ) が乾燥した状態であるため、空気輸送が好適に

用いられぅる。本発明において、空気輸送は、図 の輸送部6のぅちの少なくとも 箇

所又は2箇所以上で用いられる。空気輸送が採用されない輸送部6には、例えば、コ

ンベア等の機械的輸送が採用されぅる。

０113 図2は、本発明の一実施形態に使用されぅる空気輸送装置3０の概略図である。空

気輸送装置3０は、加圧タンクホッパー32、輸送配管34、二次空気用配管 (図示せ

ず) 、バルブ37、二次空気用バルブ36及びコンプレッサ一38を有する。コンプレッサ

一38は、バルブ3 7を介して、加圧タンクホッパー32に接続されている。コンプレッザ

一38により、加圧タンクホッパー32内が加圧されぅる。またコンプレッザ一38は、バル

ブ3 7を介して、輸送配管34に接続されている。コンプレッザ一38は、輸送配管34の

空気を供給しぅる。二次空気は、バルブ36を介して供給される。二次空気は、バルブ

36を経由して、二次空気用配管に供給される。コンプレッザ一3 8は、二次空気用配

管の空気 (二次空気 )を供給しぅる。図2では、一つのコンプレッザ一38が記載されて

いるが、コンプレッザ一38は複数であってもよい。なお、二次空気を供給する方法は

各種存在し、本実施形態の方法に限定されない。

０114 図2の実施形態において、空気輸送装置3０は、受けホッパー4０から貯藏ホッパー

4 2へと吸水性樹脂粉体を輸送する。例えば、空気輸送装置3０が、工程Xを行ぅ装置

と工程 を行ぅ装置とを連結している場合を考える。工程X及び工程 は限定されな

い。工程 は工程Xの次の工程である。この場合、受けホッパー4０には工程Xにより

生じた吸水性樹脂粉体が貯留される。また、空気輸送装置3０により輸送された吸水

性樹脂粉体は、貯藏ホッパー4 2に貯留され、工程 に供される。すなわち、本実施

形態においては、工程Xの後にホッパ一 (4０ 32) が設けられ、該ホッパ一に吸水性

樹脂粉体が貯藏された後 (貯藏工程 ) 、該吸水性樹脂粉体が輸送配管34を介して

空気輸送され (空気輸送工程 ) 、輸送された吸水性樹脂粉体は工程 の前にホッパ

一 (42) に貯藏される (貯蔵工程 )。なお、貯藏ホッパー4 2は、後述される図5の実施

形態においては、貯藏部に相当する。受けホッパー4０に貯留された吸水性樹脂粉

体は、バルブ44が開かれることにより、加圧久ノクホッパー32に落下する。次に、バ

ルブ44が閉じられ、加圧タンクホッパー32に加圧された空気が導入される。この空



気 (一次空気 ) の圧力により、加圧タンクホッパー32の内部の吸水性樹脂粉体が、輸

送配管34の内部を移動し、貯藏ホッパー4 2に至る。

０115 本発明では一次空気のみでも空気輸送は可能であるが、更に二次空気が用レ屯

れることにより、より好ましい輸送がなされる。木明細菩において、二次空気4 とは、

二次空気用配管を経由して輸送配管34に供給される空気である。これに対して、二

次空気用配管を経由せずに輸送配管34に供給される空気は、本願において一次空

気とも称される。一次空気には、加圧タンクホッパー32から輸送配管34に流入する

空気や、コンプレッザ一38から直接輸送配管34に供給される空気が含まれる

図4は、本発明の輸送方法の一実施形態の概略構成を示す図である。この輸送方

法では、工程Xにより得られた吸水性樹脂粉体が、工程 を行ぅ装置へと輸送される

。工程 は、工程Xの次工程である。工程Xは限定されないし、工程 も限定されない

０116 図4に示す実施形態では、3つの空気輸送装置 ( 、 及びC) が用いられている。

吸水性樹脂粉体の輸送は、輸送装置 からスタートし、輸送装置 及び輸送装置C

を経て、貯藏部に至る。この貯藏部は、工程 を行ぅ装置に吸水性樹脂粉体を供給

するための貯藏部である。この貯藏部は、工程 を行ぅ装置の一部である。

０117 輸送装置 と輸送装置 とは、輸送配管P により連結されている。輸送装置 と輸

送装置Cとは、輸送配管P2により連結されている。輸送装置Cと貯藏部とは、輸送配

管P3により連結されている。すなわち、輸送装置 と、輸送装置 と、輸送装置Cとは

、輸送配管によって直列的に接続されている。このよぅに、本願発明の吸水性樹脂粉

体の輸送方法は、一つの輸送区間に2つ以上の空気輸送装置が用いられ、前記2

つ以上の空気輸送装置が輸送配管によって直列的に接続されている点に特徴を有

する。

０118 本願において、「一つの輸送区間」とは、吸水性樹脂粉体を輸送するための連続し

た区間である。図4に示す実施形態において、輸送区間の始点 は、輸送装置 と

輸送配管P との接続点であり、輸送区間の終点 は、輸送配管P3と貯藏部との接

続点である。この場合、始点 から終点 までの区間が、「一つの輸送区間」である

。始点 から終点 までの間に、3つの輸送装置が輸送配管P 2及びP3によ



って直列的に接続されている。なお、輸送配管は、水平方向又は垂直方向に直線的

に設置される以外に、平面的、立体的又は多角形状に曲げられて設置される場合も

あり、この場合、曲がり部の曲率半径は、2 以上とされるのが好ま 、。一つの輸送

区間における曲がり部の数は、好ましくは2箇所以上 ０箇所以下であり、より好ましく

は2箇所以上5箇所以下とされる。また、配管の内径は生産量に応じて決定されるが

、好ましくは3０ ～3００ 、さらに好ましくは5０ ～2００ 、特に好ましくは7

０～ ０ 程度である。

０119 図5は、図4を若干詳しく記載した輸送部6の概略構成図である。

０12０ 図4に示すよぅに、輸送装置 は、受けホッパー aと、加圧タンク a (加圧タンクホ

ッパ一) と、バルブ ( a a2)とを有している。受けホッパー aと加圧タンク aとは

、バルブ a を介して連結されている。バルブ は、加圧タンク aと輸送配管P と

の間に設けられている。

０12 1 輸送装置 は、受けホッパー bと、加圧タンク bと、バルブ ( b b2)とを有し

ている。受けホッパー bと加圧タンク bとは、バルブ b を介して連結されている。

バルブ は、加圧タンク bと輸送配管P 2との間に設けられている。

０122 輸送装置Cは、受けホッパー と、加圧タンク cと、バルブ ( c c2)とを有し

ている。受けホッパー と加圧タンク cとは、バルブ を介して連結されている。

バルブ は、加圧タンク cと輸送配管P 3との間に設けられている。

０123 図示しないが、加圧タンク ( a b c)には、コンプレッザ一が接続されている。こ

のコンプレッザ一により、加圧タンク ( a b c)は加圧されぅる。加圧タンク ( a、

b、 c)内の圧力は、大気圧よりも高くされぅる。また、図示しないが、加圧タンク ( a

b、 。) には、圧抜きバルブが設けられている。圧抜きバルブを開くことにより、加圧

タンク ( a b c)内の圧力が大気圧にまで低下し、加圧状態が解除されぅる。加

圧タンク ( a b c)内の圧力は適正調整されぅる。

０124 なお、受けホッパ一 ( a b ) には、吸水性樹脂粉体の受け入れに伴い導入

される輸送空気を清浄にして外部に排出するためのフィルターが装備されているの

が好ましく、このフィルターはバッグフィルターであるのが好ま 、。

０125 受けホッパ一 ( a b ) は、それぞれ加圧タンク ( a b c)の上側に配置



されている。バルブ ( a b 、 。) が開かれると、それぞれ受けホッパ一 ( a、

b 、 ) 内にある吸水性樹脂粉体が加圧久ンク ( a b c) 内に落下する。このよう

にして、吸水性樹脂粉体が加圧タンク ( a b c) に供給される。なお、加圧タンク

( a b c) に吸水性樹脂粉体を供給する際には、加圧タンク ( a b c)が圧

抜きされ、加圧タンク ( a b、 。) の加圧状態は解除される。

０126 従来の輸送方法では、一つの輸送区間あたり一つの輸送装置が用いられていた。

これに対して本実施形態では、一つの輸送区間あたり、複数 ( 3 つ) の輸送装置が用

いられる。本実施形態では、輸送装置 に加えて、輸送装置 及び輸送装置C が直

列的に連結されて用いられる。

０12 7 以下、各輸送装置の動作について、順を追って説明する。

０128 まず、輸送装置 による輸送について、説明する。工程Xを終えた吸水性樹脂粉体

は、受けホソパー aに供給される。換吉すれば、受けホソパー aが吸水性樹脂粉

体を受け入れる (受け入れステップ a ) 。ステッ において、バルブ a は閉じら

れている。次に、バルブ a が開かれて、吸水性樹脂粉体が受けホッパー aから加

圧タンク aに送られる (送粉ステッ 2a)。ステップ2 a において、バルブ は閉じら

れている。また、ステッ 2aにおいて、加圧タンク a内の圧力は、大気圧と同じであ

る。次に、バルブ a 及びバルブ が閉じられて、加圧タンク a内が加圧される (

加圧ステッ 3a)。図示されないコンプレッザ一から空気が供給されることにより、加

圧タンク aが加圧される。次に、バルブ a 2が開かれ、加圧タンク aから受けホッパ

ー bへと吸水性樹脂粉体が送られる (輸送ステップ4a) 。ステッ 4aにおいては、図

示されないコンプレッザ一から空気が供給されることにより、加圧タンク aが加圧され

ると共に、輸送配管P に輸送空気が送られる。ステッ 4aにおいて、バルブ a ほ

閉じられている。

０129 次に、輸送装置 による輸送が説明される。上記輸送ステッ 4aにより、受けホッパ

ー bが吸水性樹脂粉体を受け入れる (受け入れステップ b ) 。即ち、上記輸送ステ

、ソ 4aと、受け入れステッ b とは、同時に進行する。受け入れステッ b において

、バルブ b は閉じられている。次に、バルブ b が開かれて、吸水性樹脂粉体が

受けホッパー bから加圧タンク bへと送られる (送粉ステップ2b) 。ステッ 2bにお



いて、バルブ は閉じられている。また、ステッ において、加圧タンク b内の

圧力は、大気圧と同じである。次に、バルブ b 及びバルブ が閉じられて、加圧

タンク b内が加圧される (加圧ステップ3b)。図示されないコンプレッザ一から空気が

供給されることにより、加圧タンク bが加圧される。次に、バルブ が開かれ、加圧

タンク bから受けホッパー へと吸水性樹脂粉体が送られる (輸送ステップ4b) 。ス

テッ 4bにおいては、図示されないコンプレッザ一から空気が供給されることにより、

加圧タンク bが加圧されると共に、輸送配管P2に輸送空気が送られる。ステッ 4b
において、バルブ は閉じられている。

０13０ 次に、輸送装置Cによる輸送が説明される。上記輸送ステッ により、受けホッパ

ー 。が吸水性樹脂粉体を受け入れる (受け入れステッ 。)。即ち、上記輸送ステ

ッ 4bと、受け入れステッ 。とは、同時に進行する。受け入れステッ 。において

、バルブ は閉じられている。次に、バルブ c が開かれて、吸水性樹脂粉体が

受けホッパー から加圧タンク cへと送られる (送粉ステッ 2c) 。ステッ 2cにお

いて、バルブ は閉じられている。また、ステッ 2cにおいて、加圧タンク c内の

圧力は、大気圧と同じである。次に、バルブ 及びバルブ が閉じられて、加圧

タンク c内が加圧される (加圧ステップ3c) 。図示されないコンプレッザ一から空気が

供給されることにより、加圧タンク cが加圧される。次に、バルブ が開かれ、加圧

タンク cから貯蔵部へと吸水性樹脂粉体が送られる (輸送ステップ4c) 。ステッ

においては、図示されないコンプレッザ一から空気が供給されることにより、加圧タン

ク 。が加圧されると共に、輸送配管P3に輸送空気が送られる。ステッ 4。において

、バルブ c は閉じられている。なお、加圧状態における加圧タンク内の圧力は、0・

０5 Pa以上０ 7 Pa以下とされるのが好ましく、0・ Pa以上０ 3 Pa以下とさ

れるのがより好ま 、。

０13 1 程Xを終えた吸水性樹脂粉体は、輸送装置 、輸送配管P 、輸送装置 、輸送

配管P2、輸送装置C、輸送配管P3の順に移動し、工程 に係る貯蔵部に至る。輸送

装置 による輸送、輸送装置 による輸送及び輸送装置Cによる輸送が直列的に継

承されて、工程Xと工程 との間の輸送が達成される。従来の輸送では、輸送装置

及び輸送装置Cは設けられていなかった。



０132 図6は、本実施形態の輸迭のタイミンクチヤートの一例を示す図てある。このタイミン

クチヤートては、チヤートの左側から右側に向かって時間か経過している。例えは、

受けホノパー aては、時刻 から時刻 2まての間に受け入れステノ aかなされ、

時刻 2から時刻 3まての間に迭粉ステノ かなされ、時刻 3から時刻 4まての間

に受け入れステノ かなされる。また例えは、加圧タンク aては、時刻 から時刻

2まての間に輸迭ステノ かなされ、時刻 2から時刻 3まての間に受け入れステ

ノ 2aかなされ、時刻 3から時刻 4まての間に輸迭ステノ かなされる。

０133 ハルフの開閉のタイミンクは、ステノプの切り替えのタイミンクと相関する。例えは、

輸迭装置 において、時刻 2ては、ハルフ a か「閉」から「開」に切り替えられ、か

つ、ハルフ か「開」から「閉」に切り替えられる。例えは、輸迭装置 において、時

刻 3ては、ハルフ a か「開」から「閉」に切り替えられ、かつ、ハルフ か「閉」か
ら「開」に切り替えられる。

０134 図6に示すタイミンクチヤートては、輸迭装置 と輸迭装置 との間てステノプ切り替

えのタイミンクか一致し、かつ、輸迭装置 と輸迭装置Cとの間てもステノプ切り替え

のタイミンクか一致している。個々の輸迭装置 、 及ひCのそれそれについて、配

管フローや圧抜き等の作業時間か相違しうるため、図6のようにタイミンクを完全に一

致させることは、現実には困難てある。また、図6のタイミンクチヤートては、加圧ステ

ノプ等に要する時間か考慮されていない。図6のタイミンクチヤートは、3つの輸迭装

置か同時に作動しうることを示す目的て簡略的に記載されている。

０135 図6に示すように、各輸迭装置による輸迭ステノプは、同時に進行しうる。本実施形

態ては、輸迭ステノ と、輸迭ステノ と、輸迭ステノ とか同時に進行して

いる。このように、輸迭装置 による輸迭と、輸迭装置 による輸迭と、輸迭装置Cによ

る輸迭とは、同時に実施されうる。この輸迭の同時進行により、輸迭効卒 (卓位時間あ

たりの輸迭呈) か向上しうる。

０136 上記した輸迭効卒や物性低下等の問題は、工業的スケールの生産において顕在

ィヒしやすい。この観点から、本発明の輸迭方怯ては、吸水性樹脂粉体の輸迭呈か

０００ 以上てあるのか好ましい。 は、 時間あたりの輸迭呈 ( )を首

味する。末端線速 を低下させる観点から、吸水性樹脂粉体の輸迭呈は ００００



以下てあるのか好ましく、8０００ 以下てあるのか好ましい。

０137 図6 に示すように、各輸迭装置における受け入れステノプもまた、同時に進行しうる

。本実施形態ては、受けホノパー aへの受け入れステノ と、受けホノパー bへ

の受け入れステノ bと、受けホノパー への受け入れステノ とか同時に実施さ

れうる。また、加圧タンク aへの受け入れステノ と、加圧タンク bへの受け入れ

ステノ 2bと、加圧タンク cへの受け入れステノプ2 とは、同時に実施されうる。この

同時進行により、輸迭効卒か向上しうる。

０138 図6 に示すように、同一の輸迭装置において、受けホノパ一による受け入れステノ

プと、加圧タンクによる輸迭ステノプとは同時になされうる。例えは、輸迭装置 にお

いて、受け入れステノ と、輸迭ステノ とは同時になされうる。加圧タンクによ

る輸迭ステノプの時間を利用して、吸水性樹脂粉体を受けホノパ一に移迭しておくこ

とにより、その後になされる移迭 (受けホノパ一から加圧タンクへの移迭 ) か円柑にな

されうる。
。

０139 本実施形態ては、同一の受けホノパ一において、受け入れステノプと迭粉ステノフ

とは同時に実施されないとレづ制約かある。また、本実施形態ては、同一の加圧タン

クにおいて、受け入れステノプと輸迭ステノプとか同時に実施されないとレづ制約かあ

る。これらの制約の範囲内において、複数の輸迭装置か同時並行的に作動しうる。な

お、上記ハルフ ( a a2 b b2 c c2)か口一タリーハルフ等の庫続

供給式ハルフに変更された場合、上記制約を排除することか可能てある。しかし、ロ

ータリーハルフを用いた場合、咳口一タリーハルフの回伝部において噛み込みか発

生し、吸水性樹脂粉体の破壊 (粒子破壊 ) か発生しうる。またこの場合、ロータリーハ

ルフ部分ての空気侃れ等に起因して加圧圧力か変動し、輸迭か不安定となりうる。こ

れらの粒子破壊や輸迭の不安定化を回避するためには、上記制約は受けるものの、

開閉式ハルフを用いるのか好ましい。

０14０ なお、ステノプの切り替えは、自動制御によってなされうる。この自動制御は、各種

の自動検知テータに某ついてなされうる。この自動検知テータとしては、例えは、受

けホノパ一内の粉体呈、加圧タンク (加圧タンクホノパ一) 内の粉体呈、加圧タンク (

加圧タンクホノパ一) 内の圧力等か挙けられる。受けホノパ一内又は加圧タンク (加圧



く一) 内の粉体呈の検知は、例えば、粉体の上面 (粉面) の位置を検知す

ることによりなされぅる。この粉面位置の検知は、超音波式や静電容呈式等の公知の

方法によりなされぅる。これらの検知データに某づいて、自動制御がなされぅる。自動

制御は、シーケンザーやコンピュータ等による公知の方法によりなされぅる。

０14 1 好ましくは、受けホッパ一の粉面の検知結果に某づき、上記バルブの開閉及び空

気輸送装置の起動が 自動制御される。例えば、受けホッパー aの粉面の位置が所

定の上限値を超えたといぅ検知結果に某づき、閉じていたバルブ a が開かれ、バ

ルブ が閉じられ、輸送装置が停止されるよぅな制御がなされる。逆に、例えば、

受けホッパー aの粉面の位置が所定の下限値未満となったといぅ検知結果に某づ

き、開いていたバルブ a が閉じられ、バルブ が開かれ、輸送装置が起動され

るよぅな制御がなされる。

０142 好ましくは、上記加圧タンク内の圧力の検知結果に某づき、上記バルブの開閉及

び空気輸送装置の起動が 自動制御される。例えば、加圧タンク a内の圧力が所定

の上限値を超えたといぅ検知結果に某づき、閉じていたバルブ が開かれ、輸送

装置が起動されるよぅな制御がなされる。逆に、例えば、加圧タンク a内の圧力が所

定の下限値未満となったといぅ検知結果に某づき、閉じていたバルブ a が開かれ、

バルブ a2が閉じられ、輸送装置が停止されるよぅな制御がなされる。これらの自動

制御のプログラムは、輸送効率等を考慮して決定されぅる。

０143 輸送部6による輸送は、高濃度空気輸送とされている。輸送装置 ( 、 、C) は、高

濃度空気輸送装置である。図4及び図5においては図示されていないが、後述される

図7に示すよぅに、輸送装置 ( 、 、C) は、それぞれ、二次空気を輸送配管 (P P 2

P3) に供給する二次空気用配管 (S S 2 S3) を有していてもよい。

０144 図7は、輸送配管P 及びこの二次空気用配管 を示す断面図である。また図7は

、輸送配管P 2及び輸送配管P 3についても図示している。即ち、輸送配管P 2には二

次空気用配管S 2が併設されており、輸送配管P 3には二次空気用配管S 3が併設さ

れている。以下、輸送装置 についてのみ説明がなされるが、輸送装置 及び輸送

装置Cについても同様である。二次空気用配管 は、輸送配管P に併設されて延

在している。輸送配管P は、二次空気導入孔 sを有している。輸送配管P の長手



方向の複数位置に、二次空気導入孔 s が設けられている。複数位置の二次空気導

入孔 s のそれぞれに、二次空気用配管 が連結されている。なお、図7では、二次

空気導入孔 sが内径の大きな孔として記載されているが、実際には、二次空気導入

孔 sは、ノズル (エアノズル) である。

０145 二次空気導入孔 sから導入された空気により、被輸送物である吸水性樹脂粉体が

、分断される。分断された吸水性樹脂粉体は、ブラグP を形成しながら輸送配管P

内を移動する (図7参照 ) 。このよぅに、高濃度空気輸送とは、ブラグP を形成させな

がら吸水性樹脂粉体を空気輸送することである。ただし、実際には、図7のよぅに形状

の整ったブラグP が輸送中常に維持されていることは稀である。実際の高濃度空気

輸送では、次の一連の挙動が繰り返されつつ、輸送がなされる。この一連の挙動とは

、輸送配管の底に粉体の堆積層が形成され、この堆積層が成長して丘状の塊となり

、この塊がさらに成長してブラグP となり、このブラグP が移動し、このブラグP が崩

壊するといぅ挙動である。輸送装置 、 及びCは、高濃度空気輸送装置である。本

願において高濃度空気輸送装置とは、高濃度空気輸送を実現しぅる装置を意味する

０146 末端固気比が ０( 樹脂 空気 ) 以上であれば、一般的に高濃度空気輸

送であると定義される。末端固気比とは、輸送配管の末端 における固気比である

。この固気比とは、吸水性樹脂粉体の質呈 ( )を、空気の質呈 ( )で剖って得られ

る値であり、単位は、( 樹脂 空気 ) である。末端固気比は、空気輸送時に

おける単位時間あたりの吸水性樹脂粉体の輸送呈を、その単位時間あたりの輸送に

消費された空気質呈で除することにより算出される。例えば、 分間に輸送された吸

水性樹脂粉体の最が ００ であり、その 分間に消費された空気呈が ０ であっ
た場合、固気比は ００ ０二 ０となる。消費された空気呈の質呈測定が難しい場

合、圧力及び空気の体積流呈をフローメータ等により求め、それらの値から空気の平

均分子呈を用いて算出しても良い。

０147 本実施形態では、一つの輸送区間に3つの空気輸送装置が具備され、これらの空

気輸送装置が輸送配管 (P P 2 P3) によって直列的に接続されている。この構成

により、一つの輸送区間が複数の輸送装置によって分割されるため、単一の輸送装



置による輸迭距離か低減される。例えは、上記実施形態において、輸迭区間の始点、

から終点 まての距離か ００ てあるとする。この場合、従来てあれは、 ００

の輸迭配管か必要てあった。これに対して上記実施形態ては、例えは、輸迭配管P

の長さを3 3 3 とし、輸迭配管P 2の長さを3 3 3 とし、輸迭配管P 3の長さを3 3・3

とすることかてきる。即ち、卓一の輸迭装置による輸迭距離か、輸迭区間の距離よ

りも短くされぅる。

０148 このよぅな空気輸迭装置の直列的な接続は、輸迭区間か長い場合において有効性

か高い。この観点から、一つの上記輸迭区間に含まれる輸迭配管の合計長さ か5

0 以上てあるのか好ましく、7０ 以上かより好ましく、 ００ 以上かより好ましい。輸

迭装置の台数を抑制する観点から、合計長さ は、 ０００ 以下か好ましく、5００

以下かより好ましく、2００ 以下かより好ましい。例えは図4に示す実施形態において

、この合計長さ とは、輸迭配管P の長さ と、輸迭配管P 2の長さ 2と、輸迭

配管P 3の長さ との合計てある。即ち、

０149 数

」二」「十」2 」3

０15０ てある。

０15 1 末端線速 を低くしつつ閉塞現象を抑制する観点から、一つの輸迭区間に含ま

れる各輸迭配管の長さ は、5０ 以下か好ましく、4０ 以下かより好ましく、3 5 以

下かより好ましい。長さ を小さくするため輸迭装置の台数を過度に増加させた場合

、輸迭効卒かかえって低下する場合かある。この観点から、長さ は、3０ 以上か

好ましい。図4に示す実施形態ては、輸迭配管P の長さ か、長さ の一例てあ

り、輸迭配管P 2の長さ も、長さ の一例てあり、輸迭配管P 3の長さ 3も、長さ

の一例てある。

０152 上記長さ を短くする観点から、輸迭装置による輸迭区間の分割は、均等とされる

のか好ましい。よって、一つの輸迭区間に直列的に接続された空気輸迭装置の台数

を ( は2以上の整数 ) としたとき、その輸迭区間における合計長さ と、その輸迭

区間に含まれる全ての輸迭配管の長さ とは、吹の関係式 ( ) を満たすのか好まし

く、関係式 (2)を満たすのかより好ましい。



０153 数2

」 ( N 「) 三 」 三」 ( N 「) ‥・( 「)
」 ( N 5) 主 」 三」 ( N 5) ‥・( 2 )

０154 単一の輸送装置による輸送距離が長い場合、閉塞現象 (詰まり) を抑制しつつ輸送

効率を高めるには、高い加圧が必要である。この高い加圧に起因して、輸送配管末

端における線速度が大きくなる。線速度 ( 「線速」とも称する) とは、吸水性樹脂粉体の

移動速度であり、空気の移動速度と実質同一である。この線速度の大きさは、輸送配

管の長手方向に沿って測定される。線速度は、例えば、配管中を流れる単位時間あ

たりの空気流呈をフローメータ等により測定し、この測定値を輸送配管の断面積で除

することにより算出できる。図4及び図5が示すよぅに、本実施形態では、輸送配管の

末端 は、3箇所存在する。

０155 本願において、輸送配管の始点 における吸水性樹脂粉体の線速度は、初期

線速 とも称される。また、輸送配管の始点 における空気の圧力は、初期圧力P

とも称される。そして、上記輸送配管の末端 における吸水性樹脂粉体の線速度

は、末端線速 とも称される。また、輸送配管の末端 における空気の圧力は、末

端圧力P とも称される。

０156 同一の輸送配管において、空気の圧力は、輸送配管の末端 に近づくほど低下

しやすい。同一の輸送配管において、末端圧力P は初期圧力P よりも 、さい。一方

、同一の輸送配管において、線速度は、輸送配管の末端 に近づくほど速くなりや

すい。同一の輸送配管において、末端線速 は初期線速 よりも大きい。通常、末

端線速 は、同一の輸送配管における最大線速である。

０157 末端線速 が 、さくなると、粒子と輸送配管との衝突速度や、粒子同上の衝突速

度が 、さくなる。つまり、 、さい末端線速 により、吸水性樹脂粉体が受けるダメー

ジが抑制されぅる。吸水性樹脂粉体の物性低下を抑制する観点から、末端線速 は

s 以下が好ましく、 3 s以下がより好ましく、 ０ 以下がより好ましい

。上述した通り、本発明では、複数の輸送装置による輸送が同時に進行しぅるため、

末端線速 の低下と輸送効率とが両立しぅる。輸送効率の観点から、末端線速

は、7 s以上が好ましい。



０158 二次空気が用いられる場合、末端線速 が上記好ましい範囲となるように、二次

空気の供給を調整することが好ま 、。

０159 前述したように、高濃度空気輸送は、低濃度空気輸送と比較して低速である。しか

し本発明は、複数の輸送装置による輸送を同時に進行させうるので、低速輸送の条

件下において輸送効率を向上させうる。上述した末端線速 の好ましい範囲は、高

濃度空気輸送に適した速度範囲である。

０16０ 本発明に係る輸送区間は、分岐した輸送ルートを有していてもよい。この場合、分

岐している輸送ルートのそれぞれについて、本発明が成立しうる。例えば、輸送区間

の始点 と終点との中間に位置する分岐点 で輸送区間が二股に分岐している

場合を考える。この場合、輸送区間の終点 は2箇所存在することになる。この2箇

所の終点 を、それぞれ第一の終点 及び第二の終点 2とするとき、この分岐

した輸送区間には、以下の第一ルートと、以下の第二ルートとが認識されうる。

０16 1 第一ルート:輸送区間の始点 から、分岐点 を経由して、第一の終点 にま

で至るルート。

０162 第二ルート:輸送区間の始点 から、分岐点 を経由して、第二の終点 2にま

で至るルート。

０163 この場合、例えば、上記第一ルートにおいて輸送装置が直列的に連結されていれ

ば、本発明が成立しうる。同様に、上記第二ルートにおいて輸送装置が直列的に連

結されていれば、本発明が成立しうる。なお、分岐点 は、輸送配管の分岐によっ
て形成されていてもよレセ、輸送装置によって形成されていてもよい。

０164 受けホッパ一には、微粉を捕捉しうるフイルターが設けられることが好ま 、。このフ

イルターは、受けホッパ一内の気体中に存在する微粉を捕捉しうる。減圧吸引等によ

って受けホッパ一内の気体をフイルターに通過させることにより、微粉が捕捉されうる

。このフイルターとしては、バッグフイルターが好ま 、。このフイルターにより、微粉の

低減を図りつつ、空気輸送がなされうる。フイルターとしては、メンブレンフイルターが

好ま 、。このメンブレンフイルターは、捕集効率に優れる。またこのメンブレンフイル

ターは、微粉を容易にふるい落とすことができるため口話まりしにくく、使用による捕

集効率の低下が少ない。このフイルターとして、J 種カーボンブラック (粒径 :０・0



3 ～０・2 の捕集効卒に優れるフィルターか好ま 、。微粉を効卒よく収集し

ぅる観点から、この捕集効卒は、9０ 以上か好ましく、9 5 以上かより好ましく、9 9

9 以上かさらに好ましく、99 99 以上か特に好ま 、。この捕集効卒は、例えは

J S g9０8形式 の方怯により側定される。簡易的には、捕集効卒は市販のタスト

計により計側することかてきる。この捕集効卒は、フィルター面過前の微粉呈及ひフィ

ルター面過後の微粉呈に某ついて実質的に得られぅる。具体的には、フィルター面

過前の微粉呈W )と、フィルター面過後の微粉呈Wf ) とから、下

記式により捕集効卒か算出されぅる。なお、このタスト計としては、例えは、柴田科学

製の商品名 「 5 テンタルタストメーター」か挙けられる。

０165 数3

捕集効率 ( ) 二 (「 f WO) X 「００

０166 輸迭配管の材質は、ステンレス鋼とされるのか好ま 、。輸迭配管の内面は、鏡面

仕上けとされているのか好ましい。この鏡面仕上けにより、吸水性樹脂粉体か受ける

タメーンか抑制されぅる。ステンレス鋼か鏡面仕上けされることにより、タメーン抑制効

果かさらに高まる。ステンレス鋼としては、S S3０4 S S3 6 S S3 6 等か挙

けられる。また鏡面仕上けとは、J S ０6０ 982 て規定される表面租さか6・3

S以下に平柑化されていることを首味する。この「S 」とは、表面凹凸の最大高さ /

の最大値を首味する。このよぅな表面租刮ま、触針式表面租さ側定器 (J S ０6 5

)又は光波干渉式表面租さ側定器 S ０652) 等により側定されぅる。

０167 輸迭中の吸水性樹脂粉体の温度を制御する方怯は限定されない。好ましくは、ホノ

パ一等の貯藏タンク又は輸迭配管を外部から加熱する手段か用いられぅる。例えは、

貯藏タンク及ひ 又は輸迭配管の外面に銅パイプを配置し、この銅パイプ内にスチ

ームを適過させることにより、吸水性樹脂粉体の温度を所定温度以上に維持すること

かてきる。また輸迭配管は、屋外には出さな 、いのか好ま 。輸迭中の吸水性樹脂

粉体の温度を制御する観点から、輸迭配管は、屋内に配置するのか好ま 、。

０168 吸水性樹脂粉体の物ャ生」

(粒子形状 )

吸水性樹脂粉体の粒子形状は限定されない。この粒子形状として、球状、略球状、



(粉仲物である) 不定形破仲状、棒状、多面体状、ソ一セージ状 (例 米国特許第4 9

73632 号明細菩) 、雛を有する粒子 (例 米国特許第5744564 号明細菩) などの粉

末が挙げられる。それらは一次粒子 (s e a c e)でもよく、造粒粒子でもよく、

一次粒子と造粒粒子との混合物でもよい。また、粒子は発泡した多孔質でもよい。好

ましくは、不定形破仲状の一次粒子および 又はそれらの造粒粒子が挙げられる。

粒粒

表面架橋前および またほ最終製品における吸水性樹脂 (吸水性樹脂粉体 ) の質

呈平均粒子径 ( 5０) は、好ましくは2００～6００は 、より好ましくは2００～5 5０は

、さらに好ましくは25０～5０ / 、特に好ましくは3 5０～4 5０ である。また、 5０

は 未満の粒子が少ないほどよく、通常０～5質呈 。、好ましくは０～3質呈 。、特に

好ましくは０～質呈 。に調整される。さらに、8 5０は 以上の粒子が少ないほどよく

、通常０～5質呈 。、好ましくは０～3質呈 。、特に好ましくは０～質呈 。に調整され

る。粒度分布の対数標準偏差 ( ) は、好ましくは0・2０～０・4０、より好ましくは0・

27～０・3 7、さらに好ましくは0・25～０・3 5とされる。これらの測定方法については、

標準飾を用いた手法として、例えば、国際公開第2００4 ０699 5号パンフレソトや

０ 2 ０2に記載されている。

０17０ 表面架橋後、さらには輸送後における吸水性樹脂粉体の、生理食塩水に対する無

加圧下吸水倍率 (C C)は 5 以上が好ま 、。表面架橋前の吸水性樹脂粉体

の無加圧下吸水倍率 (CRC) は特に制限されないが、 5 以上が好ましい。この

吸水性樹脂粉体が用いられたオムツ等の吸収性物品は、体液などをよく吸収する。

この観点から、この表面架橋後または表面架橋前の吸水倍率 (C C)は2０ 以

上がより好ましく、25 がさらに好ましく、3０ 以上が特に好ま 、。吸収性物

品の性能の観点から、この吸水倍率 (C C)は大きいほど好ま 、。ただし、吸水性

樹脂粉体が安定に製造でき低コストで得られるといぅ観点から、この吸水倍率 (C C)

は6０ 以下が好ましく、5０ 以下がより好ましく、3 5 以下が特に好ま 、

。なお、本発明において、無加圧下吸水倍率 (C C)は、自由膨潤倍率 (G )と同義

であり、C CをG と称する場合もある。

０17 1 無加圧下吸収倍率 (C C)の測定では、約０・2 の吸水性樹脂粉体を準備する。



そしてまず、この吸水性樹脂粉体の質呈 を測定する。この吸水性樹脂粉体を、不

織布製の袋 ( 0 X 8 5 )に均一に入れる。この袋を、2 5ｱ 2 Cに調温された生

理食塩水中に3０分間浸漬させる。次に、この袋を引き上げて、遠心分離機 (株式会

社コクザン製、型式 22小型遠心分離機 ) に投入する。この遠心分離機を、2 5０

G (2 5０X g 8 2
s ) の条件で3分間運伝する。その後の袋の質呈W 2 ( ) を測

定する。一方、吸水性樹脂粉体を含まない袋にっいても同様の処理を行ない、その

質呈W 3 ( ) を測定される。下記数式により、無加圧下吸収倍率 (C C) が算出され

る。

０172 数4

CRC( ) (W 2 W 「

０173 表面架橋後、さらには輸送後の吸水性樹脂粉体の、加圧下での生理食塩水の加

圧下吸水倍率 ( P : bso be c a a s es e) ( 442 2 ０2 但し

、荷重5０ c ) は、好ましくは 5～5０ 、より好ましくは 8～4 5 、特に好

ましくは2０～4 5 、最も好ましくは2０～4 5 の範囲である。この吸水ャ生樹脂

粉体が用いられたオムツ等の吸収性物品は、体液などをよく吸収する。なお、加圧下

吸水倍率 ( P)は、0・9 塩化ナトリウム水溶液に対する 時間、2 c での

荷重下膨潤後の吸水倍率 (単位 )である。なお、以下本願実施例では、「 P
」は、荷重を5０ c に変更した以外は同様にして測定した値とする。

０174 吸水性樹脂粉体の0・6 9質呈 生理食塩水流れ誘導性 (以下、S Cともいぅ) は、

吸水性樹脂粉体または吸水剤の膨潤時の液透過性を示す値である。このS Cの値

が大きいほど、吸水性樹脂粉体は高い液透過性を有することを示している。吸水性

樹脂粉体 (表面架橋されたボリアクリル酸 (塩) 系吸水性樹脂粉体 ) のS Cは、 ０( X

3 3０ ・c ・s ・ 以上が好ましく、2０～０００( X ０ ・c ・s ・ がより好ましく

33０～5 0 ( X ・c ・s ・ がさらに好ま 、。本発明では、初期線速 が抑

制されぅるので、輸送中におけるS Cの低下が抑制されぅる。このよぅな評価は、米国

特許第58494 ０5号明細菩に記載されたS C試験に準じて行われる。

０175 なお、一般に、 P C C及びS Cは、相反する傾向にあるが、上記範囲とする

ことでこれらの物性のバランスがとれた吸水性樹脂が提供できる。



０176 輸送前後における吸水性樹脂粉体の含水率 ( から oCで3時間の乾燥減呈

で規定 ) は好ましくは5重呈 以下であり、より好ましくは 重呈以下である。この規

定は、吸水性樹脂粉体が表面架橋前の吸水ャ生樹脂、および表面架橋後の粒子状吸

水性樹脂のいずれに対しても、同様に当てはまるものである。一定最の水、好ましく

は0・ 重呈 以上、より好ましくは0・5重呈 以上の水は、吸収速度や輸送後の物

性を維持・向上させるといぅ利点がある。含水率の調整には、加熱条件や必要により

水の添加昆を適宜調整すればよい。

０177 本発明の輸送方法では、吸水性樹脂粉体の優れた物性が安定に保持されかつ閉

塞現象が抑制されぅるといぅ観点から、気流を構成する気体として、乾燥された気体

が用いられるのが好ましい。この気体の露点は ０C以下であることが好ましく、一

5 C以下であることがより好ましく、 ０oC以下であることが特に好ま 、。乾燥され

た気体を用いる以外に、加熱された気体が用いられてもよい。加熱方法としては、特

に限定されないが、熱源を用いて気体を直接加熱してもよレ七、上記輸送部や配管

を加熱することにより、通される気体を間接的に加熱してもよい。この加熱された気体

の温度は、 oC以上であることが好ましく、5０oC以上であることがより好ましく、7０C

以上であることがさらに好ま 、。

０178 本発明の空気輸送は、加圧輸送であってもよレ七、減圧輸送であってもよい。減圧

輸送の場合、輸送装置の吸引力により吸水性樹脂粉体が輸送される。この場合、配

管の内部圧力が、大気圧よりも低くされる。好ましくは、本発明の空気輸送は、上記

実施形態のよぅに、加圧輸送とされる。加圧輸送の場合、輸送装置から発生する高い

圧力により吸水性樹脂粉体が輸送される。上記実施形態は、加圧輸送である。加圧

輸送では、配管の内部圧力が、大気圧よりも高くされる。加圧状態とされることにより、

輸送装置や配管の内部に塵や挨等が侵入しにくい。この加圧輸送は、吸水性樹脂

粉体に含まれる典物の低減に寄与しぅる。典物の低減は、吸水性樹脂粉体の物性向

上に寄与しぅる。

実施例

０179 以下、実施例によって本発明の効果が明らかにされるが、この実施例の記載に某

づいて本発明が限定的に解釈されるべきではない。なお、木明細菩では、「質呈部」



は「重呈部」と、「質呈 。」ほ「重呈 。」と同義である。また、以下におけるS Cの測定

方法は前述した通りである。

０18０ (吸水性樹脂粉体の製造例 )

重合工程 (ベルト上での静置重合 ) 、ゲル細粒化 (解仲) 程、乾燥工程、粉仲工

程、分級工程、表面架橋工程 (表面架橋剤の噴霧工程、加熱工程 ) 、冷却工程、整

粒工程及び各工程間の輸送工程が連結されてなる、各工程を連続して行ぅことがで

きる吸水性樹脂の連続製造装置 ( 時間あたり約 5００ の生産能力) を用いて、吸

水性樹脂粉体を連続製造した。

０18 1 まず、単呈体水溶液 ( ) として、7 5モル が中和されたアクリル酸部分ナトリウム塩

の水溶液を作製した。この単呈体水溶液 ( ) は、内部架橋剤としてのボリェチレング

リコールジアクリレート(平均 数9)を含み、このボリェチレングリコールジアクリレート

の含有割合は、単呈体の全モル数に対して0・０6モル とした。上記単呈体水溶液

( ) において、上記単呈体 (上記アクリル酸部分ナトリウム塩) の濃度は、3 8質呈 と

した。得られた単呈体水溶液 ( ) を定最ボンプで連続フィードし、配管の途中で空素

ガスを連続的に吹き込み、単呈体水溶液 ( ) における酸素濃度を0・ 以下にし

た。なお、上記 「平均 数」とは、ボリェチレングリコール鎖中のェチレンオキシド重合

度の平均数を意味する。

０182 次に、単呈体水溶液 ( ) に、過硫酸ナトリウムと アスコルビン酸とをラインミキシ

ングにて連続混合した。このラインミキシングにおいて、過硫酸ナトリウムの混合比率

は、単呈体 モル当たり0・ 2 とし、 アスコルビン酸の混合比率は、単呈体 モル

当たり0・００5 とした。このラインミキシングにより得られた連続混合物を、両端に堰を

有する平面スチールベルトに厚み約3０ で供給して、連続的に3０分間静置水溶

液重合を了 、刊 、含水ゲル状架橋重合体 ( ) を得た。この含水ゲル状架橋重合体 ( )

を孔径 7 のミートチョッパ一で約2 の粒径に細分化し、これを連続通風バンド

乾燥機の移動する多孔板上に厚みが 5０ となるよぅに広げて載せ o、 Cで3０

分間乾燥し、乾燥重合体を得た。当該乾燥重合体の全呈を3段口一ルミルに連続供

給することで粉伸した。この3段口一ルミルの口一ルギヤップは、上から順に、 ・０

5 5 ０ 4 2 であった。この粉仲の後、目開き8 5０は および 5０は



の金属飾網を有する飾い分け装置で分級して、8 5０～5０は の粒子が約9 8質呈

でありかつ 5０は 未満の粒子の割合が約2質呈 である吸水性樹脂粉体 (粒子

状吸水性樹脂 ( ) を得た。この吸水性樹脂粉体 ( ) のC Cは、3 5 であった。

０183 さらにこの吸水性樹脂粉体 ( ) を高速連続混合機 (タービュライザーノ 0 )

に 5００ で連続供給しつつ、表面処理剤溶液をスプレーで噴霧し混合した。

この表面処理剤溶液は、 ，4 ブタンジオール、プロピレングリコール及び純水の混

合液であった。具体的には、この表面処理剤溶液は、吸水性樹脂 ００質呈部に対し

て、 ，4 ブタンジオール0・3質呈部、プロピレングリコール0・5質呈部及び純水2

・7質呈部の割合で混合された。次いで、得られた混合物をパドルドライヤーにより連

続的に 9 8 Cにて4０分間加熱処理したのち、同様のパドルドライヤーを用いて oC

まで強制冷却した (冷却工程 ) 。さらに、飾い分け装置で8 5０は 通過物を分級し、8

5０は オン品 (85 ０は 非通過物) は再度粉仲された後、前記8 5０は 通過物と混

合することで、全呈が 8 5０は 通過物である整粒された製品としての吸水性樹脂粉

体 を得た。なお、吸水性樹脂粉体 のC Cは3０ 5 ( )であり、S Cは、3０・0

3( X ０ c s であり P 2 5 5 ( )であった。

０184 (吸水性樹脂粉体の製造例2)

上記冷却工程において、5０質呈 硫酸アルミニウム水溶液を、吸水性樹脂粉体 (

) ００質呈部に対して 質呈 添加したこと以外は製造例 と同様にして、吸水性樹

脂粉体 を得た。なお、吸水性樹脂粉体 のC Cは3０ ０( )であり、S Cは、5

3０( X ０ c s であり P 24 5 ( )であった。

０185 (吸水性樹脂粉体の製造例3)

重合工程 (ベルト上での静置重合 ) 、ゲル細粒化 (解仲) 程、乾燥工程、粉仲工

程、分級工程、表面架橋工程 (表面架橋剤の噴霧工程、加熱工程 ) 、冷却工程、整

粒工程及び各工程間の輸送工程が連結されてなる、各工程を連続して行ぅことがで

きる吸水性樹脂の連続製造装置 ( 時間あたり約 5００ の生産能力) を用いて、吸

水性樹脂粉体を連続製造した。

０186 まず、単呈体水溶液 (2) として、7 5モル が中和されたアクリル酸部分ナトリウム塩

の水溶液を作製した。この単呈体水溶液 (2) は、内部架橋剤としてのボリェチレング



リコールジアクリレート(平均 数9)を含み、このボリェチレングリコールジアクリレート

の含有割合は、単呈体の全モル数に対して0・ モル とした。上記単呈体水溶液 (

2) において、上記単呈体 (上記アクリル酸部分ナトリウム塩) の濃度は、3 8質呈 とし

た。得られた単呈体水溶液 (2)を定最ボンプで連続フィードし、配管の途中で空素ガ

スを連続的に吹き込み、単呈体水溶液 (2) における酸素濃度を0・ 以下にした

０187 次に、単呈体水溶液 (2) に、過硫酸ナトリウムと アスコルビン酸とをラインミキシ

ングにて連続混合した。このラインミキシングにおいて、過硫酸ナトリウムの混合比率

は、単呈体 モル当たり0・ 2 とし、 アスコルビン酸の混合比率は、単呈体 モル

当たり0・００5 とした。このラインミキシングにより得られた連続混合物を、両端に堰を

有する平面スチールベルトに厚み約3０ で供給して、連続的に3０分間静置水溶

液重合を了 、刊 、含水ゲル状架橋重合体 (2)を得た。この含水ゲル状架橋重合体 (2)

を孔径 7 のミートチョッパ一で約2 の粒径に細分化し、これを連続通風バンド

乾燥機の移動する多孔板上に厚みが 5０ となるよぅに広げて載せ o、 Cで3０

分間乾燥し、乾燥重合体を得た。当該乾燥重合体の全呈を3段口一ルミルに連続供

給することで粉伸した。この3段口一ルミルの口一ルギャップは、上から順に、 ・０

4 ０ 3 であった。この粉仲の後、目開き7 ０は および 5０は の金

属飾網を有する飾い分け装置で分級して、7 ０～5０は の粒子が約9 8質呈 で

ありかつ 5０は 未満の粒子の割合が約2質呈 である吸水性樹脂粉体 (粒子状吸

水性樹脂 ) (2)を得た。この吸水性樹脂粉体 (2)のC Cは、3 3 であった。

０188 さらにこの吸水性樹脂粉体 (2)を高速連続混合機 (タービュライザーノ 0 )

に 5００ で連続供給しつつ、表面処理剤溶液をスプレーで噴霧し混合した。

この表面処理剤溶液は、 ，4 ブタンジオール、プロピレングリコール及び純水の混

合液であった。具体的には、この表面処理剤溶液は、吸水性樹脂 ００質呈部に対し

て、 ，4 ブタンジオール0・4質呈部、プロピレングリコール0・6質呈部及び純水 3

・０質呈部の割合で混合された。次いで、得られた混合物をパドルドライヤーにより連

続的に2００Cにて4０分間加熱処理したのち、同様のパドルドライヤーを用いて oC

まで強制冷却した (冷却工程 ) 。この冷却工程において、5０ 硫酸アルミニウム水溶



液を吸水性樹脂粉体 (2) ００質呈部に対して 質呈 添加した。さらに、飾い分け装

置で7 / 通過物を分級し、7 ０ オン品は再度粉仲された後、前記7 ０は

通過物と混合することで、全呈が 7 ０は 通過物である整粒された製品としての吸水

性樹脂粉体Cを得た。なお、吸水性樹脂粉体CのC Cは27 ０( )であり、S C

は 2０ ０( X ０ c s であり P 23 8 ( )であった。

(吸水性樹脂粉体の製造例4)

3段口一ルミルで粉仲し7 ０～5０は 分級したのち、特開2００ ０79829 号に

準じて、除去した微粉 ( 5０は 通過物)約 2重呈 を含水ゲル状架橋重合体 (2)

と一緒にミートチョッパ一で混錬することで、微粉リザイクルを行ぅ以外は製造例3と同

様に行ない、製造例2とほぼ同粒度でC Cが33 の吸水性樹脂粉体 (粒子状吸

水性樹脂 ) ( )を得た。電子顕微鏡による観察では、吸水性樹脂粉体 (3) は7 ０～
5０は の粒径の粒子に微粉が一体化した造粒物を含んでおり、吸水性樹脂粉体 (2

) に比べて、微粉リザイクルによって、収率向上および吸水速度 (例 o e や S

測定法については米国特許第6849665 号明細菩を参照 ) が向上する。なお、同

様の含水ゲルへの微粉リザイクルは、ミートチョッパ一に代えて、連続二一ダーでも可

能である。

０189 実施例

図4及び図5に示す輸送部6と同様の輸送部を用い、3つの輸送装置を直列的に

連結して、吸水性樹脂粉体の輸送試験を行った。試験時間は、各輸送機それぞれ

が各 回の輸送を行ぅのに要した総時間として、約 ０分間であった。吸水性樹脂粉

体としては、製造例 で得られた吸水性樹脂粉体 を用いた。輸送配管 (P P2、P

3)の内径はいずれも83 であった。輸送配管 (P P2 3)はそれぞれ水平

部と垂直部とを有しており、輸送配管P の長刮ま、水平部が38 でありかつ垂直部

が 5 であった。輸送配管P2の長刮ま、水平部が34 でありかつ垂直部が 5 であっ
た。輸送配管P3の長刮ま、水平部が37 でありかつ垂直部が2０ であり、P3の末

端部は貯藏ホッパ一に接続された。末端線速 は、輸送配管P の末端 におい

て9・g sであり、輸送配管P2の末端 において ０ 5 sであり、輸送配管P

3の末端 において 5 sであった。稼働時における輸送装置 の単位時間



あたりの輸送能力は5972 であった。稼働時における輸送装置 の単位時間

あたりの輸送能力は6327 であった。稼働時における輸送装置Cの単位時間

あたりの輸送能力は6674 であった。ここでいう「輸送能力」とは、各輸送機に

おいて 回の輸送に要した総時間 (輸送準備、粉体投入、加圧、輸送及び配管ブロ

ーを総和した時間)を 時間当たりの輸送呈に換算した値である。輸送区間全体にお

ける単位時間あたりの輸送呈は45００ であった。

ここで、輸送区間全体における単位時間あたりの輸送呈が、先に述べた各輸送装

置の輸送能力と合致しない理由について述べておく。輸送能力とは、所定の輸送条

件下において装置が発揮しうる最大の輸送能力を示す。実際の連伝では、その輸送

能力以下で逆伝される。よって、輸送区間全体における単位時間あたりの輸送呈が

、先に述べた各輸送装置の輸送能力と合致しない場合がある。輸送区間全体におけ

る単位時間あたりの輸送量である45００ とは、吸水性樹脂粉体の生産速度を

意味している。

輸送区間の終点 に到達した輸送試験後の吸水性樹脂粉体のC Cは、3０ 5 (

) S Cは 29 38 (X ０ c s・ ) P 25 2( )であった。輸送

によるS C低下率は0・8 であった。輸送配管の閉塞現象は見られなかった。なお

、輸送前のS Cが f とされ、輸送後のS CがSf2とされたとき、S C低下率 s (

)は次の式より算出されうる。

数5

R 二 ( f「 f2 ) f「 Ⅹ 「００

実施例2

吸水性樹脂粉体 に代えて、吸水性樹脂粉体 を用いて、吸水性樹脂粉体の輸送

試験を行った。この際、稼働時における輸送装置 の単位時間あたりの輸送能力は

5673 であった。稼働時における輸送装置 の単位時間あたりの輸送能力は

6０ ０ であった。稼働時における輸送装置Cの単位時間あたりの輸送能力は

634０ であった。輸送区間全体における単位時間あたりの輸送呈は45００

であった。その他は実施例 と同様にして輸送実験を行った。輸送区間の終点、

に到達した輸送試験後の吸水性樹脂粉体のC Cは、3０ ０( ) S Cは、4



9 3
・8 ( X ０ ・c ・s ・ ) Pは24 5 ( )であった。輸送によるS C低下率

は0・4 であった。輸送配管の閉塞現象は見られなかった。

０194 比較例

実施例 の輸送部から輸送装置 及びCを取り除き、輸送区間の始点 から輸送

区間の終点 までを一つの輸送配管 4で連結した他は、実施例 と同様の輸送部

を用いて、吸水性樹脂粉体の輸送試験を行った。この輸送配管の長さは、水平部が

０5 でありかつ垂直部が2０ であった。この輸送配管P4の末端における末端線

速 は27 9 sであった。単位時間当たりの輸送能力は6984 であった。

輸送区間の終点 に到達した輸送試験後の吸水性樹脂粉体のC Cは、3０ 3 (

) S Cは 26 3 ( X ０ c s ・ 、 P 24 g ( )であった。輸送

によるS C低下率は 2 5 であった。輸送配管の閉塞現象は見られなかった。

０195 比較例2

輸送配管P4の末端における末端線速 を9・9 sとした他は、比較例 と同様

にして輸送実験を行った。その結果、試験途中に閉塞現象が発生し、輸送が中断さ

れた。

０196 比較例3

輸送配管P4の末端における末端線速 を9・9 sとし、吸水性樹脂粉体 に代

えて吸水性樹脂粉体 を用いた他は、比較例 と同様にして輸送実験を行った。そ

の結果、試験途中に閉塞現象が発生し、輸送が中断された。

０197 実施例3

図4及び図5に示す輸送部6よりも輸送装置が一つ少ない輸送部を用い、2つの輸

送装置を直列的に連結して、吸水性樹脂粉体の輸送試験を行った。実施例3で用い

た輸送部6を図8に示す。図8に示す輸送装置 ( )は、実施例 で用いられた輸

送装置と同じである。試験時間は、各輸送機それぞれ各 回の輸送を行ぅのに要した

総時間として、約 7分間であった。

０198 吸水性樹脂粉体として、製造例2で得られた吸水性樹脂粉体 が用いられた。第一

の輸送配管P 及び第二の輸送配管P 2の内径は、いずれも8 3 であった。輸

送配管 (P P2) はそれぞれ水平部と垂直部とを有しており、第一の輸送配管P の



長さは水平部が4０ でありかつ垂直部が 5 であった。第二の輸送配管P2の長さは

水平部が39 でありかつ垂直部が2０ であった。P2の末端部は貯藏ホッパ一に接

続された。末端線速 は、輸送配管P の末端 において 4 s、輸送配管

P2の末端 において8・3 sであった。稼働時における輸送装置 の単位時間

あたりの輸送能力は6329 であった。稼働時における輸送装置 の単位時間

あたりの輸送能力は533 ０ であった。輸送区間全体における単位時間あたり

の輸送呈は45００ であった。輸送区間の終点 に到達した輸送試験後の吸

水性樹脂粉体のC Cは 3０ O ( ) S Cは 49 6 ( X ０ c s ・

Pは24 4 ( )であった。輸送によるS C低下率は0・8 であった。輸送配管

の閉塞現象は見られなかった。

０199 比較例4

実施例3の輸送部から輸送装置 を取り除き、輸送区間の始点 から輸送区間の

終点 までを一つの輸送配管P5で連結した他は、実施例 と同様の輸送部を用い

た。この輸送配管の長さは、水平部が75 でありかつ垂直部が2０ であった。この

輸送配管P5の末端における末端線速 は 4 であった。単位時間当たりの

輸送能力は であった。輸送区間の終点 に到達した輸送試験後の吸

水性樹脂粉体のC Cは 3０ 2 ( ) S Cは 46 ０( X ０ c s ・

Pは24 2 ( )であった。輸送によるS C低下率は8 であった。輸送配管の閉

塞現象は見られなかった。

０2００ 比較例5

輸送配管P5の末端における末端線速 を ０ sとした他は、比較例4と同様に

して輸送実験を行った。その結果、試験途中に閉塞現象が発生し、輸送が中断され

た」０

０2０1 実施例4

吸水性樹脂粉体 に代えて、吸水性樹脂粉体Cを用いて、吸水性樹脂粉体の輸

送試験を行った。具体的には、図4及び図5に示す輸送部6と同様の輸送部を用い、

3つの輸送装置を直列的に連結して、吸水性樹脂粉体の輸送試験を行った。試験時

間は、各輸送機それぞれが各 回の輸送を行ぅのに要した総時間として、約 ０分間



であった。輸送配管 (P P2 P3) の内径は、いずれも8 3 であった。輸送配

管 (P 2 P3) はそれぞれ水平部と垂直部を有しており、輸送配管P の長さは水

平部が38 でありかつ垂直部が 5 であった。輸送配管P2の長さは水平部が34

でありかつ垂直部が 5 であった。輸送配管P3の長さは水平部が3 7 でありかつ垂

直部が2０ であった。輸送配管P3の末端部は貯藏ホッパ一に接続された。末端線

速 は、輸送配管P の末端 において9・9 s 、輸送配管P2の末端 にお

いて ０ 5 s、輸送配管P 3の末拙 において ・5 Sであった。稼働時に

おける輸送装置 の単位時間あたりの輸送能力は6 5 であった。稼働時に

おける輸送装置 の単位時間あたりの輸送能力は658 ０ であった。稼働時に

おける輸送装置Cの単位時間あたりの輸送能力は694 ０ であった。輸送区間

全体における単位時間あたりの輸送呈は4 5００ であった。輸送区間の終点

に到達した輸送試験後の吸水性樹脂粉体のC Cは、27 ０( 、 Cは、

8 3( X ０ ・c ・s ・ ) Pは23 8 ( )であった。輸送によるS C低下率は

・7 であった。輸送配管の閉塞現象は見られなかった。

0202 比較例6

実施例4の輸送部から輸送装置 及びCを取り除き、輸送区間の始点 から輸送

区間の終点 までを一つの輸送配管P4で連結した他は、実施例4と同様の輸送部

を用いた。この輸送配管の長さは、水平部が ０5 でありかつ垂直部が2０ であっ
た。吸水性樹脂粉体Cを用いて、吸水性樹脂粉体の輸送試験を行った。この輸送配

管P4の末端における末端線速 は27 g sであった。単位時間当たりの輸送能

力は735 ０ であった。輸送区間の終点 に到達した輸送試験後の吸水性樹

脂粉体のC Cは 26 8 ( ) S Cは ０2 ( X ０ c s ・) P 23

6 ( )であった。輸送によるS C低下率は であった。輸送配管の閉塞現象

は見られなかった。

0203 比較例7

輸送配管P4の末端における末端線速 を9・g sとした他は、比較例6と同様

にして輸送実験を行った。その結果、試験途中に閉塞現象が発生し、輸送が中断さ

れた。



０2０4 実施例5

実施例4において、吸水性樹脂粉体cに代えて、製造例4で得られた微粉リザイク

ル品を含む吸水性樹脂粉体 (3) を用いて、吸水性樹脂粉体の輸送試験を行った。

その結果、輸送による微粉再生も実質殆どなく、輸送配管の閉塞現象は見られなか

った。

０2０5 比較例8

比較例6において、製造例4で得られた微粉リザイクル品を含む吸水性樹脂粉体 (

3)を用いて、吸水性樹脂粉体の輸送試験を行った。その結果、輸送による微粉再生

および粉鹿の発生が見られた。

０2０6 実施例及び比較例の仕様及び評価結果を、下記の表 、表2及び表3に示す。

０2０7 表

実施例 実施例2 交伊 比較例2 比較例3
吸水性樹脂粉体 A 日 A A B

長さ m 43 43
第一の輸送配管P 一

末端線速度 Vy m s) 9・9 9・9 一
長さ ( ) 39 39 一

第二の輸送配管 2
末端線速度 Vy m s) ０5 ０ 一
長さ ( ) 57 57 一

第三の輸送配管P
末端線速度 Vy m s 5 5 一
長さ ) 125 125 125

単一の輸送配管
末端線速度 Vy m s)

一
7 9 9 9 9 9

単位時間あたりの輸送量 (k h ) 4500

一
4500 6984 閉塞 閉塞

SFC低下率 R ( ) ・8 ・4 12 5

０2０8 表2



実施 3 上ヒ 交朽 比較０5

吸水性樹脂粉休 B B B

長さ (m) 45 一一一 一一一
第一の輸送配管

末端線速度 V (m s) 4 一一一

長さ (m) 59 一一一 一一一
第二の輸送配管P2

末端線速度 V (m s) 8・3 一一一 一一一

長さ (m) 一一一 95 95
単一の輸送配管 5

末端線速度 V (m s) 一一一 19・4 ０・０

単位時間あたりの輸送量 (kg hr 4500 657 1 閉塞

SFC低下率 R ・8 8・ 一一一

０2０9 表3

実施例 交傾 6 上ヒ 交傾 7

吸水性樹脂粉休 C C C

長さ (m) 43 一一一 一一一
第一の輸送配管

末端線速度 V (m s) 9・9 一一一 一一一

長さ (m) 39 一一一 一一一
第二の輸送配管P2

末端線速度 Vy (m s) ０5 一一一 一一一

長さ (m) 57 一一一 一一一
第三の輸送配管 3

末端線速度 V (m s) 5 一一一 一一一

長さ (m) 一一一 125 125
単一の輸送配管

末端線速度 V (m s) 一一一 27 9 9・9

単位時間あたりの輸送量 ( g h 4500 7350 閉塞

SFC低下率 R ・7 5 0 一一一

０21０ 以上の結果に示されるよぅに、実施例は、比較例よりも評価が高い。これらの結果か
ら、本発明の優位性は明らかである。

産業上の禾 用可肯巨，吐

０211 本発明にかかる吸水性樹脂粉体の輸送方法は、例えば、紙オムツや生理用ナプキ

ン、失禁パッド等の吸収体を含む衛生材料等に利用される吸水性樹脂粉体の製造

工程において好適に適用されぅる。



請求の範囲

製造工程中の吸水性樹脂粉体を、輸送配管を経由して空気輸送する吸水ャ生樹脂

粉体の輸送方法であって、一つの輸送区間に2つ以上の空気輸送装置が用いられ

、前記2つ以上の空気輸送装置が輸送配管によって直列的に接続されている、吸水

性樹脂粉体の輸送方法。

2 一つの前記輸送区間に含まれる輸送配管の合計長さ が 5０ 以上である、請求

項 に記載の輸送方法。

3 一つの前記輸送区間に含まれる各輸送配管の長さ が4０ 以下である、請求項

または2に記載の輸送方法。

4 前記吸水性樹脂粉体の輸送配管末端での線速度が s以下である、請求項

～3のいずれか 項に記載の輸送方法。

5 前記空気輸送装置が加圧タンク及び受けホッパ一を有している、請求項 ～4のい

ずれか 項に記載の輸送方法。

6 前記加圧タンクと前記受けホッパ一との間にはバルブが具備されており、前記受け

ホッパ一の粉面の検知結果に某づき、前記バルブの開閉及び空気輸送装置の起動

が 自動制御される、請求項5に記載の輸送方法。

7 前記加圧タンクと前記受けホッパ一との間にはバルブが具備されており、前記加圧

タンク内の圧力の検知結果に某づき、前記バルブの開閉及び空気輸送装置の起動

が 自動制御される、請求項5または6に記載の輸送方法。

8 一つの輸送区間に含まれる輸送配管の合計長さ が ００ 以上である、請求項

～8のいずれか 項に記載の輸送方法。

9 前記空気輸送装置が高濃度空気輸送装置である、請求項 ～8のいずれか 項に

記載の輸送方法。

０ 空気輸送された吸水性樹脂粉体を貯藏する工程を含む、請求項 ～9のいずれか

項に記載の輸送方法。

前記吸水性樹脂粉体の輸送呈が ０００ 以上である、請求項 ～０のいず

れか 項に記載の輸送方法。

2 前記吸水性樹脂粉体が多価アルコールによって表面架橋されている、請求項 ～



のいずれか 項に記載の輸送方法。

3 前記吸水性樹脂粉体が多価金属塩を含む、請求項 ～2のいずれか 項に記載

の輸送方法。

4 前記吸水性樹脂粉体が無機粒子を含む、請求項 ～3のいずれか 項に記載の

輸送方法。

5 輸送前及び輸送後における前記吸水性樹脂粉体の、0・6 9質呈 生理食塩水流
3れ誘導性 (S C)が ０ ０ ・c ・s ・ 以上である、請求項 ～4のいずれか

項に記載の輸送方法。

6 前記吸水性樹脂粉体が、連続ベルト重合または連続二一ダー重合により得られる

不定形破仲形状のボリアクリル酸 (塩) 系吸水性樹脂である、請求項 ～5のいずれ

か 項に記載の輸送方法。

7 前記吸水性樹脂粉体が、微粉リザイクル工程を含む製造工程で得られるボリアクリ

ル酸 (塩) 系吸水性樹脂である、請求項 ～6のいずれか 項に記載の輸送方法。

8 前記吸水性樹脂粉体が、 5０～ Cで表面架橋されてなるボリアクリル酸 (塩)

系吸水性樹脂である、請求項 ～7のいずれか 項に記載の輸送方法。
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