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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　後架橋された吸水性ポリマー構成体を製造する方法において、
－架橋剤としてのトリアリルイソシアヌレートの存在下で、エチレン性不飽和酸官能性モ
ノマーまたはその塩の重合によって得られる吸水性ポリマー構成体Ｐ１を、後架橋剤を含
有する流体Ｆ１と接触させ、その際、後架橋剤が、ジエチレングリコール、トリエチレン
グリコール、ポリエチレングリコール、グリセロール、ポリグリセロール、プロピレング
リコール、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、ポリオキシプロピレン、オキシ
エチレン－オキシプロピレンブロック共重合体、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシ
エチレンソルビタン脂肪酸エステル、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、
ポリビニルアルコール、ソルビトール、１，３－ジオキソラン－２－オン（エチレンカー
ボネート）、４－メチル－１，３－ジオキソラン－２－オン（プロピレンカーボネート）
、４，５－ジメチル－１，３－ジオキソラン－２－オン、４，４－ジメチル－１，３－ジ
オキソラン－２－オン、４－エチル－１，３－ジオキソラン－２－オン、４－ヒドロキシ
メチル－１，３－ジオキソラン－２－オン、１，３－ジオキサン－２－オン、４－メチル
－１，３－ジオキサン－２－オン、４，６－ジメチル－１，３－ジオキサン－２－オン、
またはポリ－１，３－ジオキソラン－２－オンであり、
－流体Ｆ１との接触下で、吸水性ポリマー構成体Ｐ１を４０～３００℃の範囲の温度に加
熱することで、後架橋された吸水性ポリマー構成体Ｐ２を得て、
－吸水性ポリマー構成体Ｐ１は、２．０％未満の熱安定性、ただし熱安定性は、１８０℃
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で３０分に亘っての加熱前（＝保持量（加熱前））および加熱後（＝保持量（加熱後））
の吸水性ポリマー粒子の保持量の相違と１８０℃で３０分に亘っての加熱前の保持量との
商として、％で定義したものである：
【化１】

を有する、
工程を含む、後架橋された吸水性ポリマー構成体を製造する方法。
【請求項２】
　吸水性ポリマー構成体Ｐ１が、１．０％未満の熱安定性を有する、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　吸水性ポリマー構成体Ｐ１が、０．５％未満の熱安定性を有する、請求項１又は２に記
載の方法。
【請求項４】
　吸水性ポリマー構成体Ｐ１が、架橋剤の存在下ではあるが、表面活性剤の不含下で、エ
チレン性不飽和酸官能性モノマーまたはその塩を重合することにより得られた、請求項１
から３までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　請求項１から４までのいずれか１項に記載の方法によって得ることが可能な、吸水性ポ
リマー構成体。
【請求項６】
　以下の性質：
２．０６８５ｋＰａ（０．３ｐｓｉ）の圧力に対するＥＲＴ　４４２．２－０２吸収量少
なくとも２０ｇ／ｇを有する、架橋剤としてのトリアリルイソシアヌレートにより架橋さ
れ、かつ、
　ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ポリエチレングリコール、グリセロ
ール、ポリグリセロール、プロピレングリコール、ジエタノールアミン、トリエタノール
アミン、ポリオキシプロピレン、オキシエチレン－オキシプロピレンブロック共重合体、
ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、トリメチロ
ールプロパン、ペンタエリスリトール、ポリビニルアルコール、ソルビトール、１，３－
ジオキソラン－２－オン（エチレンカーボネート）、４－メチル－１，３－ジオキソラン
－２－オン（プロピレンカーボネート）、４，５－ジメチル－１，３－ジオキソラン－２
－オン、４，４－ジメチル－１，３－ジオキソラン－２－オン、４－エチル－１，３－ジ
オキソラン－２－オン、４－ヒドロキシメチル－１，３－ジオキソラン－２－オン、１，
３－ジオキサン－２－オン、４－メチル－１，３－ジオキサン－２－オン、４，６－ジメ
チル－１，３－ジオキサン－２－オン、またはポリ－１，３－ジオキソラン－２－オンに
より後架橋されたカルボキシル基含有モノマーをベースとする吸水性ポリマー構成体。
【請求項７】
　吸水性ポリマー構成体が、ＥＲＴ　４１０．２－０２残モノマー含量　１０００ｐｐｍ
未満を有する、請求項５または６に記載の吸水性ポリマー構成体。
【請求項８】
　請求項５から７のいずれか１項に記載の吸水性ポリマー構成体および支持体を含有する
複合材料。
【請求項９】
　吸水性ポリマー構成体および支持体を互いに接触させる、請求項８に記載の吸水性ポリ
マー構成体を含有する複合材料を製造する方法。
【請求項１０】
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　請求項９に記載の方法によって得ることが可能な複合材料。
【請求項１１】
　請求項５から７までのいずれか１項に記載の吸水性ポリマー構成体または請求項８また
は１０に記載の複合材料を含有する、化学製品。
【請求項１２】
　請求項５から７までのいずれか１項に記載の吸水性ポリマー構成体または請求項８また
は１０に記載の複合材料の、化学製品中での使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、後架橋された吸水性ポリマー構成体の製造方法、この方法により得ることが
可能な吸水性ポリマー構成体、架橋されたカルボキシル基含有モノマーをベースとする吸
水性ポリマー構成体、吸水性ポリマー構成体および支持体を含有する複合材料、複合材料
の製造方法、この方法により得ることが可能な複合材料、この方法により得ることが可能
な複合材料、吸水性ポリマー構成体または複合材料を含有する化学製品、化学製品中での
吸水性ポリマー構成体または複合材料の使用およびさらには架橋されたカルボキシル基を
含有するモノマーをベースとする吸水性ポリマー構成体の製造における内部架橋剤として
のトリアリルイソシアヌレートの使用に関する。
【０００２】
　超吸収体は、水不溶性の架橋されたポリマーであって、膨潤し、かつヒドロゲルを形成
することによって、特定の圧力下で、多量の、通常、その質量の１０倍を上回り、かつし
ばしば５０倍を上回る水性液体、特に体液、好ましくは尿または血液を吸収し、かつ保持
する。この特性によって、これらのポリマーは、主に衛生製品中、たとえば乳児用おむつ
、失禁対策製品または生理用ナプキン中で使用される。
【０００３】
　近年の商業用超吸収体は、本質的に粒状または繊維状の架橋されたポリアクリル酸また
は架橋されたデンプン－アクリル酸グラフトポリマーであり、その際、カルボキシル基は
部分的に水酸化ナトリウムまたは水酸化カリウム水溶液で中和する。
【０００４】
　超吸収体は、好ましくはモノエチレン性不飽和カルボン酸、たとえばアクリル酸または
そのアルカリ金属塩の水溶液中でのラジカル重合によってか、あるいは、US 4,286,082、
DE 27 06 135、US 4,340,706、DE 37 13 601およびDE 28 40 010に記載するように、逆懸
濁または逆乳化重合の方法によって製造する。架橋剤は、モノマー溶液の形で含まれ、こ
の場合、これは、しばしば２個またはそれ以上のエチレン性不飽和基を有する化合物であ
るか、あるいは、２個またはそれ以上の官能基、この場合、これは、付加反応または開環
反応中でカルボン酸基と反応性のものである、を有する化合物であり、ポリマー鎖の吸水
性ポリマー構成体中での架橋は、一般にエステル基をベースとするモノエチレン性不飽和
カルボン酸をベースとするものである。
【０００５】
　種々の吸収特性を有するポリマーは、モノマー組成物、架橋剤、重合条件さらには重合
後に得られるヒドロゲルのための加工条件を選択することによって、製造することができ
る。他の可能性は、たとえば化学的に変性されたデンプン、セルロースおよびDE-OS 26 1
2 846に記載されたポリビニルアルコールを使用するグラフトポリマーの製造およびヒド
ロゲルまたはヒドロゲルの乾燥後に得られた粉末状のポリマー構成体の後処理によって、
たとえばDE 40 20 780 C１に記載されている表面の後架橋によって提供される。吸水性ポ
リマー構成体の表面の後架橋は、特に適用された圧力下で、ポリマー構成体の吸収量を増
加させる。
【０００６】
　重合後に得られたヒドロゲルの乾燥およびさらに乾燥後の後架橋は、適切である場合に
は、ポリマー上での高い熱応力に寄与し、この場合、これは、架橋エステル基の不適切で
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はない加水分解を導く。少なくとも部分加水分解の結果として、抽出可能な画分の程度が
増加し、これによって、全性能に亘ってのポリマー中の劣化作用を招く。さらに、吸水性
ポリマー画分が、衛生製品中で使用される場合には、これらの可溶性の構成成分は、衛生
製品の装着性のための皮膚刺激を招きうる。
【０００７】
　本発明は、従来の欠点を回避するための一般的対象物を含む。
【０００８】
　本発明の対象は、限定された圧力下での高い吸収性を示し、かつさらに可溶性の画分の
低いレベルによって、特に常用の超吸収体と比較して極めて低い残モノマー含量によって
特徴付けられる、吸水性ポリマー構成体を製造することができる方法である。
【０００９】
　さらに本発明は、吸水性ポリマー構成体およびさらには特に良好な皮膚相溶性および優
れた吸収体特性を示す吸水性ポリマー構成体を含有する複合材料を提供する。
【００１０】
　前記対象物は、後架橋された吸水性ポリマー構成体を製造するための方法に基づいて達
成され、この場合、この方法は、
架橋剤の存在下で、エチレン性不飽和酸官能性モノマーまたはその塩の重合によって得ら
れた吸水性ポリマー画分Ｐ１と、後架橋剤を含有する流体Ｆ１とを接触させ、
流体Ｆ１との接触下で吸水性ポリマー構成体Ｐ１を、４０～３００℃の温度、好ましくは
８０～２７５℃の温度およびより好ましくは１２５～２５０℃の温度に加熱することで、
後架橋された吸水性ポリマー構成体Ｐ２を得ることを含み、
その際、吸水性ポリマー画分Ｐ１は、本明細書中で記載された試験方法にしたがって測定
された３．０％未満、好ましくは２．０％未満、より好ましくは１．０％未満、さらに好
ましくは０．５質量％未満の熱安定性を有する。
【００１１】
　流体Ｆ１との接触下で吸水性ポリマー構成体Ｐ１を、前記温度に、３時間以下、好まし
くは２時間以下、より好ましくは１時間以下および特に好ましくは３０分以下で加熱する
ことは、さらに好ましい。
【００１２】
　本願明細書中で使用する「熱安定性」とは、１８０℃で３０分に亘っての加熱前（＝保
持量（加熱前））および加熱後（＝保持量（加熱後））の吸水性ポリマー粒子の保持量の
相違と１８０℃で３０分に亘っての加熱前の保持量との商として、％で定義したものであ
る：
【化１】

【００１３】
　本発明による好ましい吸水性ポリマー構成体Ｐ１は、繊維、フォームまたは粒子であり
、その際、繊維および粒子が好ましく、かつ粒子が特に好ましい。これらの形状において
吸水性ポリマー構成体Ｐ２は、適切である場合には吸水性ポリマー構成体Ｐ１の繊維、フ
ォームまたは粒子を用いて得られる。
【００１４】
　本発明による好ましい吸水性ポリマー繊維は、テキスタイルに組み込まれているかまた
は糸としておよびさらには直接的にテキスタイル中で必要な大きさにされる。本発明によ
れば、吸水性のポリマー繊維が１～５００ｍｍ、好ましくは２～５００ｍｍおよび特に好
ましくは５～１００ｍｍの長さならびに１～２００デニール、好ましくは３～１００デニ
ールおよびさらには５～６０デニールの直径を有することが好ましい。
【００１５】
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　本発明による特に好ましい吸水性ポリマー粒子は、ＥＲＴ４２０．１－０２(ERT＝EDAN
A推奨試験方法)の粒径１０～３０００μｍ、好ましくは２０～２０００μｍおよび特に好
ましくは１５０～８５０μｍを有し、その際、粒径の質量平均は、好ましくは２００～６
００μｍである。
【００１６】
　本発明による方法で使用された吸水性ポリマー構成体Ｐ１は、好ましくは、
（α１）２０～９９．９９９質量％、好ましくは５５～９８．９９質量％およびより好ま
しくは７０～９８．７９質量％の、重合されたエチレン性不飽和酸官能性モノマーまたは
その塩であるか、あるいは、プロトン化または４級化窒素を含有する重合されたエチレン
性不飽和モノマーであるか、あるいは、これらの混合物、その際、少なくともエチレン性
不飽和酸官能性モノマー、好ましくはアクリル酸を含有する混合物が特に好ましい、
（α２）０～８０質量％、好ましくは０～４４．９９質量％およびより好ましくは０．１
～４４．８９質量％の、（α１）と共重合可能な重合されたモノエチレン性不飽和モノマ
ー、
（α３）０．００１～５質量％、好ましくは０．０１～３質量％およびより好ましくは０
．０１～２．５質量％の、１個またはそれ以上の架橋剤、
（α４）０～３０質量％、好ましくは０～５質量％およびより好ましくは０．１～５質量
％の水溶性ポリマー、
（α５）１～３０質量％、好ましくは１．５～２０質量％およびより好ましくは３～１５
質量％の水、およびさらには、
（α６）０～２０質量％、好ましくは０～１０質量％およびより好ましくは０．１～８質
量％の１個またはそれ以上の助剤、その際、質量（α１）～（α６）の合計は１００質量
％になる、をベースとするポリマー構成体である。
【００１７】
　モノエチレン系不飽和酸官能性モノマー（α１）は、部分的または完全に、好ましくは
部分的に中和された状態であってもよい。モノエチレン性不飽和酸官能性モノマーの中和
の程度は、好ましくは２５％以上、より好ましくは５０％以上、さらに好ましくは５０～
８０モル％以上である。これに関連して、DE 195 29 348 Alが参考にされる（参考のため
に示す）。中和は、部分的または完全に、重合後に実施することができる。さらに、中和
は、アルカリ金属水酸化物、アルカリ土類金属水酸化物、アンモニアおよびさらにはカー
ボネートまたはジカーボネートを用いて実施されてもよい。前記に示したものに加えて、
任意の他の塩基は、酸を含む吸水性の塩を形成することを可能にする。種々の塩基との混
合された中和もまた可能である。好ましくは、アンモニアおよびアルカリ金属水酸化物で
中和し、かつ好ましくは水酸化ナトリウムおよびアンモニアで中和する。
【００１８】
　さらに、ポリマーは、遊離酸基の優位性（preponderance）を有していてもよく、した
がって、酸性のｐＨを有する。酸性の吸水性ポリマーは、少なくとも部分的に、遊離塩基
基、好ましくはアミン基を有するポリマーで中和されていてもよく、この場合、これらは
、酸性のポリマーに匹敵するアルカリである。これらのポリマーは、文献中で、混合床イ
オン交換吸水体（ＭＢＩＥＡ）ポリマーとして同定されており、かつ特にWO 99/34843 A1
で開示されている。WO 99/34843 A1の開示は、これに関して参考のために記載する。一般
に、アニオン交換可能なアルカリポリマーおよびアルカリポリマーに匹敵する酸性であり
、かつ、カチオン交換可能なポリマーの双方を含有する組成物を構成する。アルカリポリ
マーは、アルカリ性基を有し、かつ典型的にはアルカリ性基またはアルカリ性基に変換可
能な基を有するモノマーの付加重合によって得られる。これらのモノマーは、主に第１級
、第２級または第３級のアミンを含有するか、あるいは、相当するホスフィンまたは２個
またはそれ以上の前記官能基を有する。モノマーのこの基は、特にエチレンアミン、アリ
ルアミン、ジアリルアミン、４－アミノブテン、アルキルオキシサイクリン、ビニルホル
ムアミド、５－アミノペンテン、カルボジイミド、ホルムアルダシン、メラミン等であり
、さらに第２級または第３級アミン誘導体である。
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【００１９】
　エチレン性不飽和酸官能性モノマー（α１）は、好ましくは、エチレン性不飽和酸官能
性モノマー（α１）として、WO 2004/037903 Al（参考のためにのみ記載する）中で挙げ
られている化合物である。特に好ましいエチレン性不飽和酸官能性モノマー（α１）は、
アクリル酸およびメタクリル酸であり、かつアクリル酸は最も好ましい。
【００２０】
　（α１）と共重合可能な好ましいモノエチレン性不飽和モノマー（α２）は、アクリル
アミドおよびメタクリルアミドである。
【００２１】
　好ましい（メタ）アクリルアミドは、アクリルアミドおよびメタクリルアミドのみなら
ず、さらにアルキル－置換された（メタ）アクリルアミドまたはアミノアルキル－置換さ
れた（メタ）アクリルアミドの誘導体、たとえばＮ－メチロール（メタ）アクリルアミド
、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ（メタ）アクリルアミド、ジメチル（メタ）アクリルアミドま
たはジエチル（メタ）アクリルアミドである。可能なビニルアミドは、たとえばＮ－ビニ
ルアミド、Ｎ－ビニルホルムアミド、Ｎ－ビニルアセタミド、Ｎ－ビニル－Ｎ－メチルア
セタミド、Ｎ－ビニル－Ｎ－メチルホルムアミド、ビニルピロリドンである。特にモノマ
ーとして、アクリルアミドが特に好ましい。
【００２２】
　水分散性モノマーは、さらに好ましくは、（α１）と共重合可能なモノエチレン性不飽
和モノマー（α２）である。好ましい水分散性モノマーは、アクリルエステルおよびメタ
クリルエステルであり、たとえばメチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレ
ート、プロピル（メタ）アクリレートまたはブチル（メタ）アクリレート、およびさらに
はメチルポリエチレングリコール（メタ）アクリレート、メチルポリエチレングリコール
アリルエーテル、ビニルアセテート、スチレンおよびイソブチレンである。
【００２３】
　好ましい架橋剤（α３）は、WO 2004/037903 Al中で、架橋剤（α３）として同定され
た化合物である。
【００２４】
　本発明の方法の特に好ましい実施態様は、吸水性ポリマー構成体Ｐ１として、構造式Ｉ
【化２】

［式中、Ｒ１、Ｒ２およびＲ３は同一かまたは異なっていてもよく、その際、２～２０個
の炭素原子を有するエチレン性不飽和炭化水素を示し、この場合、これは、適切である場
合には、１～２００個、好ましくは１０～１５０個およびより好ましくは２０～１０００
個のエチレンオキシドまたはプロピレンオキシドを有する、ポリエチレンオキシド基また
はポリプロピレンオキシド基を介して、それぞれ、一緒になって、窒素原子に結合されて
もよく、好ましくは３～１５個の炭素原子およびより好ましくは３～６個の炭素原子を有
する］の化合物をベースとするポリマー構成体を、架橋剤（α３）として使用する。これ
らの架橋剤において、特に好ましくは、式中、Ｒ１、Ｒ２およびＲ３が、構造式ＩＩ
－ＣＨ２－ＣＨ＝ＣＨ２

構造式ＩＩ
のアリル基を示す架橋剤である。
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【００２５】
　この架橋剤は、トリアリルイソシアヌレート、１，３，５－トリアリルイソシアヌレー
ト、１，３，５－トリアリルイソシアヌイック酸、トリアリル－ｓ－トリアジン－２，４
，６（１Ｈ，３Ｈ，５Ｈ）－トリオン、イソシアヌル酸トリアリルエステルまたは１，３
，５－トリ－２－プロペニル－１，３，５－トリアジン－２，４，６（１Ｈ，３Ｈ，５Ｈ
）トリオンである。架橋剤トリアリルイソシアヌレートの利点は、この架橋剤によって架
橋されたポリマーの熱安定性のみならず、特に低い毒性、水中での良好な可溶性およびさ
らには低い揮発性を示すことである。
【００２６】
　構造式Ｉの架橋剤は、他の架橋剤との組合せにおいて、特にWO 2004/037903 Al中で架
橋剤（α３）として挙げられた化合物との組合せにおいて、内部架橋剤として、この場合
、特に好ましくは、構造Ｉの架橋剤と他の架橋剤との間の質量比が１：１を上回ることな
く、より好ましくは１：１．５を下回り、さらに好ましくは１：２を下回り、さらに好ま
しくは１：２．５を下回り、殊に好ましくは１：３を下回り、および特に好ましくは１：
４を下回る。
【００２７】
　特に構造Ｉの架橋剤を使用する場合には、吸水性ポリマー構成体Ｐ１が、架橋剤の存在
のみならず、さらに１質量％未満および特に好ましくは０．０１質量％未満の表面活性剤
、特にSoftanol 70（この場合、これは、成分（α１）をベースとしての％である）の存
在下で、前記エチレン性不飽和酸官能性モノマーまたはその塩を重合することにより得ら
れることがさらに好ましいが、最も好ましくは表面活性剤の不含下である。
【００２８】
　吸水性ポリマー構成体Ｐ１中に包含される有用な吸水性ポリマー（α４）は、吸水性付
加ポリマー、たとえば部分的または完全に鹸化されたポリビニルアルコール、ポリビニル
ピロリドン、澱粉または澱粉誘導体、ポリグリコールまたはポリアクリル酸を含む。これ
らのポリマーの分子量は、これらが水溶性である限りは、さほど重合ではない。好ましい
水溶性ポリマーは、澱粉または澱粉誘導体またはポリビニルアルコールである。吸水性ポ
リマー、好ましくは合成のもの、たとえばポリビニルアルコールは、重合すべきモノマー
のためのグラフトベースとして役立つ。
【００２９】
　吸水性ポリマー構成体Ｐ１は、標準化剤（standardizing agents）、香気捕捉剤、表面
活性剤または抗酸化剤を助剤として（α６）として含む。さらに、ポリマー構成体Ｐ１中
に存在する助剤単位は、好ましくは重合すべきモノマー（α１）および（α２）、架橋剤
（α３）および水溶性ポリマー（α４）以外に存在するこれらの成分であり、適切である
場合には、これはフリーラジカル重合のために使用する。これらの成分は、特に開始剤を
含み、かつ適切である場合には、連鎖調節剤を含む。
【００３０】
　本発明の方法の好ましい実施態様において、吸水性ポリマー構成体Ｐ１として、５０質
量％を下回ることのない、好ましくは７０質量％を下回ることのない、およびより好まし
くは９０質量％を下回ることのないカルボキシレート基含有モノマーをベースとし、その
際、質量％は、水以外の吸水性構成体Ｐ１の成分をベースとする。さらに好ましくは、本
発明によれば、この成分は、
（α１）５０質量％を下回ることのない、かつ好ましくは７０質量％を下回ることのない
アクリル酸、この場合、これらは、好ましくは２０モル％を下回ることのない、より好ま
しくは５０モル％を下回ることのない、さらには６０～８５モル％の範囲で中和されてい
るもの、から構成される。
【００３１】
　吸水性ポリマー構成体Ｐ１は、前記モノマーおよび架橋剤から、種々の重合方法によっ
て成形することができる。これに関連して適した例は、塊状重合を含み、好ましくは混練
型反応器、たとえば押出機中で実施されるもの、溶液重合、噴霧重合、逆乳化重合および
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逆懸濁重合を含む。溶液重合は、好ましくは溶剤としての水中で実施する。
【００３２】
　溶液重合は、連続操作またはバッチ操作として実施することができる。高価な従来技術
において、反応条件、たとえば温度、開始剤の同定および量、さらには反応溶液に関連す
る考えられる変法が存在する。典型的な方法は、以下の特許に記載されている：US 4,286
,082, DE 27 06 135, US 4,076,663, DE 35 03 458, DE 40 20 780, DE 42 44 548, DE 4
3 23 001, DE 43 33 056, DE 44 18 818。これに関連して、この開示は、参考のために記
載されている。
【００３３】
　逆懸濁重合または乳化重合において、水性の部分中和されたアクリル酸溶液は、保護コ
ロイドまたは乳化剤によって、疎水性の有機溶剤中に分散され、かつ重合を、フリーラジ
カル開始剤を用いて開始する。重合が完了した後に、水を反応混合物から、共沸蒸留によ
り除去し、かつポリマー生成物を濾別し、かつ乾燥する。架橋剤反応は、多官能性架橋剤
を内部重合し、モノマー溶液中に溶解し、および／または適した架橋剤を、ポリマー上の
官能基と、製造工程の一つの間に反応させることにより実施することができる。方法は原
則として、たとえばUS 4,340,706, DE 37 13 601 and DE 28 40 010に記載されている。
【００３４】
　重合は、一般的に常用の様式で、開始剤を用いて開始する。重合を開始するための通常
の開始剤は、超吸収体の製造において通常使用され、かつ、重合条件下でフリーラジカル
を形成することが可能なすべての開始剤を含む。重合可能な水性混合物上で、電子線の作
用による重合の開始もまた可能である。しかしながら、さらに重合は、前記種類の開始剤
の不含下で、光開始剤の存在下での高エネルギー線照射を介して開始されてもよい。重合
開始剤は、溶解されたかまたは分散された状態で、本発明によるモノマー溶液中に存在し
ていてもよい。有用な開始剤は、当業者に公知であり、かつフリーラジカルを分解するす
べての化合物を含む。この定義は、特にWO 2004/037903A1中で、可能な開始剤としてすで
に挙げられた開始剤を含む。
【００３５】
　特に好ましくは、吸水性ポリマー構成体Ｐ１を製造するための、過酸化水素、ナトリウ
ムペルオキソジスルフェートおよびアスコルビン酸から成るレドックス系を使用する。
【００３６】
　重合後に得られるヒドロゲルは、好ましくは典型的には８０～２００℃の範囲の温度で
乾燥させる。特に、構造式Ｉの架橋剤を使用する場合には、乾燥温度は１００～２００℃
、より好ましくは１２５℃を上回り、さらに好ましくは１５０℃を上回り、超吸収性ポリ
マー架橋構造の任意の顕著な加水分解を生じさせることなく可能である。
【００３７】
　乾燥は、好ましくは通常の炉または乾燥器中で、たとえばベルト型乾燥器、トレイ型乾
燥器、ロータリー管炉、流動床乾燥器、パン型乾燥器、パドル型乾燥器または赤外線乾燥
器中で実施する。このようにして得られた乾燥ポリマーは、いまだ粒状ではなく、これら
は乾燥後に粉砕しなければならない。粉砕は、好ましくは乾燥粉砕によって、好ましくは
、ハンマーミル、ピンミル、ボールミルまたはロールミル中で実施する。粉砕後に、さら
に好ましくは、ポリマー構成体は、ふるい分析により測定された１０００μｍ以下および
好ましくは８５０μｍ以下の粒径を有し、その際、粒径の質量平均は２００～６００μｍ
である。
【００３８】
　本発明にしたがって、特に好ましくは、使用された吸水性ポリマー構成体Ｐ１が、粒状
で、架橋されたポリアクリレートであることは好ましく、この場合、これは、アクリル酸
の重合によって得られ、かつ、構造式Ｉの架橋剤の存在下で、より好ましくはトリアリル
イソシアヌレートの存在下で、アクリル酸を水溶液の質量に対して５～８０質量％、好ま
しくは１０～７０質量％およびより好ましくは２０～５０質量％の量で含有する水性溶液
の形で得られ、かつ得られたヒドロゲルを引き続いて粉砕し、粉砕されたヒドロゲルを１
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～５０質量％、好ましくは２．５～４０質量％およびさらに好ましくは５～３０質量％の
含水量に乾燥させ、かつ適切である場合には、さらに乾燥したヒドロゲルを細砕する。
【００３９】
　有用な後架橋剤は、部分中和されたカルボン酸モノマーをベースとする、吸水性ポリマ
ー構成体の後架橋のための、当業者に公知のすべての後架橋剤を含む。これらの後架橋剤
は、典型的には、縮合反応中（＝縮合架橋剤）中で、付加反応中で、あるいは、開環反応
中で（後架橋剤群Ａ）中で、モノマー（α１）または（α２）の官能基と反応可能な、２
個またはそれ以上の官能基を有する典型的な化合物であるか、あるいは、多価金属カチオ
ン（後架橋剤群Ｂ）である。
【００４０】
　後架橋剤の群Ａの化合物の官能基は、好ましくはアルコール、アミン、アルデヒド、グ
リシジル、イソシアネート、カーボネートまたはエピクロロ官能基である。
【００４１】
　後架橋基群Ａの化合物の例はポリオール、たとえばエチレングリコール、ポリエチレン
グリコール、たとえばジエチレングリコール、トリエチレングリコールおよびテトラエチ
レングリコール、プロピレングリコール、ポリプロピレングリコール、たとえばジプロピ
レングリコール、トリプロピレングリコールまたはテトラプロピレングリコール、１，３
－ブタンジオール、１，４－ブタンジオール、１，５－ペンタンジオール、２，４－ペン
タンジオール、１，６－ヘキサンジオール、２，５－ヘキサンジオール、グリセロール、
ポリグリセロール、トリメチロールプロパン、ポリオキシプロピレン、オキシエチレン－
オキシプロピレンブロックコポリマー、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン
ソルビタン脂肪酸エステル、ペンタエリスリトール、ポリビニルアルコールおよびソルビ
トール、アミノアルコール、たとえばエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタ
ノールアミンまたはプロパノールアミン、ポリアミン化合物、たとえばエチレンジアミン
、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラアミン、テトラエチレンペンタアミンまた
はペンタエチレンヘキサアミン、ポリグリシジルエーテル化合物、たとえばエチレングリ
コールジグリシジルエーテル、ポリエチレングリコールジグリシジルエーテル、グリセリ
ルジグリシジルエーテル、グリセリルポリグリシジルエーテル、ペンタエリトリットポリ
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、ポリプロピレングリ
コールジグリシジルエーテル、ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル、ソルビチ
ルポリグリシジルエーテル、ジグリシジルフタレート、ジグリシジルアジパート、１，４
－フェニレンビス（２－オキサゾリン）、グリシドール、ポリイソシアネート、好ましく
はジイソシアネート、たとえば２，４－トルイレンジイソシアネートおよびヘキサメチレ
ンジイソシアネート、ポリアジリジン化合物、２，２－ビスヒドロキシメチルブタノール
トリス［３（１－アジリジニル）プロピオネート］、１，６－ヘキサメチレンジエチレン
尿素およびジフェニルメタン－ビス－４，４’－Ｎ，Ｎ’－ジエチレン尿素、ハロエポキ
シド、たとえばエピクロロ－およびエピブロモヒドリンおよびα－メチルエピクロロヒド
リン、アルキレンカーボネート、たとえば１，３－ジオキソラン－２－オン（エチレンカ
ーボネート）、４－メチル－１，３－ジオキソラン－２－オン（プロピレンカーボネート
）、４，５－ジメチル－１，３－ジオキソラン－２－オン、４，４－ジメチル－１，３－
ジオキソラン－２－オン、４－エチル－１，３－ジオキソラン－２－オン、４－ヒドロキ
シメチル－１，３－ジオキソラン－２－オン、１，３－ジオキソラン－２－オン、４－メ
チル－１，３－ジオキソラン－２－オン、４，６－ジメチル－１，３－ジオキサン－２－
オン、１，３－ジオキソラン－２－オン、ポリ－１，３－ジオキソラン－２－オン、ポリ
４級化アミン、たとえばジメチルアミンとエピクロロヒドリンとの縮合生成物である。
【００４２】
　後架橋剤群Ａの好ましい化合物は、さらにポリオキサゾリン、たとえば１，２－エチレ
ンビスオキサゾリン、シラン基を有する後架橋剤、たとえばγ－グリシドオキシプロピル
トリメトキシシランおよびγ－アミノプロピルトリメトキシシラン、オキサゾリジノン、
たとえば２－オキサゾリジノン、ビスおよびポリ－２－オキサゾリジノンおよびジグリコ
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ールシリケートである。
【００４３】
　これらの化合物において、後架橋剤群Ａの特に好ましい後架橋剤は、縮合架橋剤、たと
えばジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ポリエチレングリコール、グリセ
ロール、ポリグリセロール、プロピレングリコール、ジエタノールアミン、トリエタノー
ルアミン、ポリオキシプロピレン、オキシエチレン－オキシプロピレンブロックコポリマ
ー、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、トリメ
チロールプロパン、ペンタエリトリット、ポリビニルアルコール、ソルビトール、１，３
－ジオキソラン－２－オン（エチレンカーボネート）、４－メチル－１，３－ジオキソラ
ン－２－オン（プロピレンカーボネート）、４，５－ジメチル－１，３－ジオキソラン－
２－オン、４，４－ジメチル－１，３－ジオキソラン－２－オン、４－エチル－１，３－
ジオキソラン－２－オン、４－ヒドロキシメチル－１，３－ジオキソラン－２－オン、１
，３－ジオキサン－２－オン、４－メチル－１，３－ジオキサン－２－オン、４，６－ジ
メチル－１，３－ジオキサン－２－オン、１，３－ジオキソラン－２－オン、ポリ－１，
３－ジオキソラン－２－オンである。
【００４４】
　エチレンカーボネートは、後架橋剤群Ａの後架橋剤としての使用に特に好ましい。
【００４５】
　後架橋剤群Ｂの多価金属カチオンは、好ましくは、二価または三価のカチオンから誘導
される。好ましい二価のカチオンは、亜鉛、ベリリウム、アルカリ土類金属、たとえばマ
グネシウム、カルシウム、ストロンチウムであり、特にマグネシウムが好ましい。本発明
においてさらに有用な、より高価のカチオンは、アルミニウム、鉄、クロム、マンガン、
チタン、ジルコニウムおよび他の遷移金属のカチオンおよびさらには、のようなカチオン
の複塩またはこれらの混合物である。好ましくは、アルミニウム塩を使用し、かつミョウ
バンおよび他の水和物、たとえばＡｌＣｌ３×６Ｈ２Ｏ、ＮａＡｌ（ＳＯ４）２×１２Ｈ

２Ｏ、ＫＡｌ（ＳＯ４）２×１２Ｈ２ＯまたはＡｌ２（ＳＯ４）３×１４－１８Ｈ２Ｏで
ある。
【００４６】
　Ａｌ２（ＳＯ４）３およびその水和物は、後架橋剤群Ｂの後架橋剤としての使用のため
に特に好ましい。
【００４７】
　後架橋剤が本発明において使用される量は、好ましくは０．０１質量％～２０質量％、
より好ましくは０．１～１０質量％およびさらに好ましくは０．２～５質量％であり、こ
の場合、これらは、吸水性のポリマー構成体Ｐ１をベースとするものである。
【００４８】
　特に後架橋剤が、圧力および後架橋操作の温度条件下で液体でない場合には、後架橋剤
を、後架橋剤および溶剤を含む流体Ｆ１の形で使用し、その際、使用された溶剤は好まし
くは水、水混和性溶剤、たとえばメタノール、エタノール、１－プロパノール、２－プロ
パノールまたは１－ブタノールまたは水とこのような有機溶剤との混合物である。後架橋
剤を、溶剤と一緒に使用する場合には、流体Ｆ１中で、好ましくは５～７５質量％、より
好ましくは２０～４０質量％および最も好ましくは５～２５質量％の範囲での量で、存在
し、その際、すべての％は流体Ｆ１の全質量をベースとする。
【００４９】
　流体Ｆ１と吸水性ポリマー構成体Ｐ１とを接触させ、好ましくは、通常のミキシングア
センブリ、たとえば、Patterson-Kelleyミキサ、DRAIS乱流ミキサ、Loedigeミキサ、Rube
rgミキサ、スクリューミキサ、パンミキサおよび流動床ミキサであり、かつ、さらには、
早い周波数でブレードを回転させることによりポリマー構成体を混合させる、連続的な竪
型ミキサ（Schugiミキサ）中で実施する。
【００５０】
　流体Ｆ１を吸水性ポリマー構成体Ｐ１と接触させた後に、後架橋反応は、本発明の方法
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において、吸水性ポリマー構成体を、４０～３００℃、好ましくは８０～２７５℃および
より好ましくは１２５～２５０℃の温度に加熱することによって生じる。本発明による方
法の一つの好ましい実施態様において、吸水性ポリマー構成体Ｐ１を、流体Ｆ１との接触
下で、１５０℃以上の温度に加熱する。個々の後架橋剤型の最も優れた後架橋時間は、定
めることが容易である。後架橋時間における一つの制約は、吸水性ポリマー構成体のため
に望ましい性能プロフィールが、熱的ダメージにより再破壊されることにあり、それとい
うのも、特に吸水性ポリマー構成体Ｐ１（成分（α３））のための内部架橋剤として構造
式Ｉの架橋剤を使用する場合には、特に、かなり高い架橋温度であっても、特に１５０℃
以上、より好ましくは１７５℃以上の後架橋であっても、維持することができるためであ
る。熱処理は、通常の乾燥器または炉中で実施することができ、たとえばこれは、回転式
管型炉、流動床乾燥器、パン型乾燥器、パドル型乾燥器または赤外線乾燥器である。
【００５１】
　本発明によれば、熱処理の結果として、吸水性ポリマー構成体Ｐ１の外部領域は、内部
領域よりもより強力に架橋されている。
【００５２】
　本発明による方法のもう一つの実施態様において、吸水性ポリマー構成体Ｐ１の外部領
域は、三価カチオン、好ましくはＡｌ３＋イオンを含む化合物と、後架橋剤を含有する流
体Ｆ１との接触前または接触後、好ましくは接触後に、接触させる。三価のカチオンを含
有する化合物は、ポリマー構成体と、０．０１～３０質量％、より好ましくは０．１～２
０質量％およびさらに好ましくは０．３～５質量％の量で接触させ、その際、すべての％
は、吸水性ポリマー構成体Ｐ１の質量をベースとする。
【００５３】
　吸水性のポリマー構成体Ｐ１の外部領域と、三価のカチオンを含む化合物との接触は、
好ましくは、吸水性ポリマー構成体Ｐ１と化合物とを乾燥条件下で混合することにより実
施するか、あるいは、二者択一的に、吸水性ポリマー構成体Ｐ１と、溶剤、好ましくは水
、水混和性有機溶剤、たとえばメタノールまたはエタノールまたは２個またはそれ以上の
これらの混合物およびさらには三価のカチオンを含有する化合物を含有する流体Ｆ２とを
接触させることによって、好ましくは、ポリマー構成体を流体Ｆ２と一緒に噴霧し、かつ
混合することによって実施する。これに関する好ましい実施態様において、吸水性ポリマ
ー構成体Ｐ１と流体Ｆ２との接触は、２段階工程においておこなう。２段階工程は、第１
混合操作、その際、何倍もの（multiplicity）吸水性ポリマー構成体Ｐ１を、流体Ｆ２と
一緒に混合し、および第２混合操作、その際、流体Ｆ２を、ポリマー構成体の内部でホモ
ジナイズする、を含み、その際、ポリマー構成体は、個々のポリマー構成体の動的エネル
ギーが平均的に、個々のポリマー構成体間の結合エネルギーよりも大きく、かつ、その際
、ポリマー構成体は、第２混合操作中で、第１混合操作中よりも低い速度で一緒に混合さ
れている。
【００５４】
　吸水性ポリマー構成体Ｐ１の、三価のカチオンを含有する化合物を含む流体Ｆ２での処
理は、前記に示したように２段階工程によりおこない、この場合、これは、改善された吸
収性を有する吸収体ポリマー構成体を提供する。
【００５５】
　好ましくは、三価のカチオンを含有する化合物として、Ａｌ３＋イオンを含有する化合
物を使用することが好ましく、その際、前記化合物は、流体Ｆ２中に、再結晶化の水を考
慮しないで、好ましくは０．１～５０質量％およびより好ましくは１～３０質量％で存在
する。この場合、これは、流体Ｆ２の全質量に対する％である。さらに好ましくは、吸水
性ポリマー構成体Ｐ１と接触すべき流体Ｆ２は、０．０１～１５質量％およびより好まし
くは０．０５～６質量％の範囲であり、その際、すべての％は、吸水性ポリマー構成体Ｐ

１の質量に対する。
【００５６】
　Ａｌ３＋イオンを含有する好ましい化合物は、ＡｌＣｌ３×６Ｈ２Ｏ、ＮａＡｌ（ＳＯ
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４）２×１２Ｈ２Ｏ、ＫＡｌ（ＳＯ４）２×１２Ｈ２ＯまたはＡｌ２（ＳＯ４）３×１４
－１８Ｈ２Ｏまたは二者択一的に相当する無水塩である。
【００５７】
　本発明による方法の他の実施態様は、吸水性ポリマー構成体と、他の表面変性剤とを後
架橋前、後架橋中または後架橋後に接触させることを含む。この他の表面変性剤は、特に
表面活性剤、たとえばポリビニルアルコール、無機化合物、たとえば二酸化ケイ素粉末ま
たはシリカゾル、香気補足物質、たとえばゼオライトまたはシクロデキストリンであるか
；あるいは、他の当業者に公知の表面変性剤である。
【００５８】
　本発明による吸水性ポリマー構成体は、架橋されたカルボキシル基含有モノマーをベー
スとし、かつ本発明により得ることが可能な吸水性ポリマー構成体Ｐ２は、好ましくは、
以下のようにして特徴付けられる。
－少なくとも０．３ｐｓｉの圧力に対する、ＥＲＴ４４２．２－０２(ERT = EDANA推奨試
験方法)吸収量が、少なくとも２０ｇ／ｇ、好ましくは少なくとも２６ｇ／ｇ、より好ま
しくは少なくとも２８ｇ／ｇおよび最も好ましくは少なくとも３０ｇ／ｇであり、さらに
は、
－熱安定性、この場合、これは本明細書中で記載された試験方法にしたがって測定された
もの、が３．０％未満、好ましくは２．０％未満、より好ましくは１．０％未満、さらに
好ましくは０．５質量％未満である。
【００５９】
　架橋されたカルボキシル基含有モノマーをベースとする、本発明による吸水性ポリマー
構成体および本発明による方法によって得ることが可能な吸水性ポリマー構成体Ｐ２は、
さらに、好ましくは２０００ｐｐｍ未満、より好ましくは１０００ｐｐｍ未満、さらに好
ましくは５００ｐｐｍ未満のＥＲＴ４２０．２－０２による残モノマー含量によってさら
に特徴付けられる。架橋されたカルボキシル基含有モノマーをベースとする、本発明によ
る吸水性ポリマー構成体および本発明による方法によって得ることが可能な吸水性ポリマ
ー構成体Ｐ２は、好ましくは２０質量％未満、より好ましくは１５質量％未満、さらに好
ましくは１０質量％未満の、１６時間後の抽出可能な成分のＥＲＴ４７０．２－０２レベ
ルによってさらに特徴付けられる。
【００６０】
　同様に好ましくは、架橋されたカルボキシル基含有モノマーをベースとする、本発明に
よる吸水性ポリマー構成体および本発明による方法によって得ることが可能な吸水性ポリ
マー構成体Ｐ２が、２ｇ／ｇ×％以上、より好ましくは３ｇ／ｇ×以上およびさらに好ま
しくは４ｇ／ｇ×以上の抽出可能分に対する保持値の割合を有するが（本明細書中で記載
された試験方法に対して測定されたもの）、しかしながら２０ｇ／ｇ×％、好ましくは１
５ｇ／ｇ×および特に好ましくは１０ｇ／ｇ×％の割合を典型的には超過することはない
。
【００６１】
　さらに、架橋されたカルボキシル基含有モノマーをベースとする、本発明による吸水性
ポリマー構成体および本発明による方法によって得ることが可能な吸水性ポリマー構成体
Ｐ２は、これらが、好ましくは７０×１０－７ｃｍ３・ｓ・ｇ－１以下の浸透値（本明細
書中で記載された試験方法に対して測定されたもの）と、１８０℃で３０分に亘っての後
加熱保持値（本明細書中で記載された試験方法に対して測定されたもの）、この場合、こ
れは２７ｇ／ｇ以上、好ましくは２９ｇ／ｇ以上および特に好ましくは３１ｇ／ｇ以上を
組合せて、かつ、好ましくは７０×１０－７ｃｍ３・ｓ・ｇ－１以上の浸透値（本明細書
中で記載された試験方法に対して測定されたもの）と、１８０℃で３０分に亘っての後加
熱保持値（本明細書中で記載された試験方法に対して測定されたもの）、この場合、これ
は２５ｇ／ｇ以上、好ましくは２７ｇ／ｇ以上および特に好ましくは２９ｇ／ｇ以上を組
合せて有することを特徴とするが、しかしながら８０ｇ／ｇ、好ましくは７０ｇ／ｇおよ
びより好ましくは６０ｇ／ｇの保持値を、典型的には超過することはない。
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　本発明の吸水性ポリマー構成体または本発明により得ることが可能な吸水性ポリマー構
成体Ｐ２の特に好ましい実施態様において、これらは、前記構造式Ｉの化合物により、よ
り好ましくは内部架橋剤としてのトリアリルイソシアヌレートにより架橋され、その際、
「内部架橋」は、モノマー（α１）と（α２）との重合の間に、モノマー溶液中に存在す
る架橋剤（成分（α３））によって生じる架橋をいう（後架橋との対比において、重合後
まで生じることはない）。
【００６３】
　本発明による好ましい実施態様において、本発明の方法により得ることが可能な吸水性
ポリマー構成体Ｐ２および本発明による吸水性ポリマー構成体は、３００～６００μｍの
範囲の粒径を有する粒子画分を有し、この場合、これは、１５質量％以上、より好ましく
は２０質量％以上、さらに好ましくは２５質量％以上であり、なおも好ましくは３０質量
％以上であり、最も好ましくは３５質量％以上であり、すべては、吸水性ポリマー構成体
の全質量をベースとするものである。
【００６４】
　本発明による複合材料は、前記吸水性ポリマー構成体または本発明による方法によって
得ることが可能な吸水性ポリマー構成体Ｐ２および支持体を含む。好ましくは、本発明に
よる吸水性ポリマー構成体および支持体は、堅固に結合している。好ましい支持体は、ポ
リマーから構成される自己支持フィルムであり、たとえばポリエチレン、ポリプロピレン
またはポリアミド、金属、不織布、毛羽、薄織物、織物、天然または合成の繊維または他
のフォームである。
【００６５】
　本発明によれば、シーリング材料、ケーブル、吸収体コアおよびさらにはおむつおよび
吸収体コアを含む衛生製品が、複合材料として好ましい。
【００６６】
　複合材料を製造するための本発明による方法は、本発明による吸水性ポリマー構成体、
または本発明による方法により得ることが可能な吸水性ポリマー構成体Ｐ２および支持体
および適切な場合には適した助剤を互いに接触させることを含む。接触は、好ましくは、
湿式（wet-laid）工程および空気式（air-laid）工程、圧縮、押出および混合によって実
施される。
【００６７】
　さらに本発明は、前記方法によって得ることが可能な複合材料を提供する。
【００６８】
　さらに本発明は、化学製品、特にフォーム、成形体、繊維、自己支持フィルム、支持フ
ィルム、ケーブル、シーリング材料、液体吸収性衛生製品、植物またはカビ成長調整ため
のキャリアまたは活性の農作物保護剤、建築材料のための添加剤、パッキング材料または
本発明による吸水性ポリマー構造物を含有する土壌添加剤、本発明により得ることが可能
な吸水性ポリマー構成体Ｐ２、前記複合材料または前記方法により得ることが可能な複合
材料を提供する。これらの化学製品は、吸水性ポリマー粒子を含有する常用の化学製品と
比較して、溶解可能な画分、特に残モノマーの減少したレベルにおいて特に顕著である。
【００６９】
　さらに本発明は、本発明による吸水性ポリマー構成体、本発明による方法によって得る
ことが可能な吸水性ポリマー構成体Ｐ２、複合材料または前記方法により得ることが可能
な複合材料の、化学製品、特に衛生製品中で、食品調整のため、水に対する遮断のため、
土壌の含水量を調整するため、あるいは、食品処理のための使用を提供する。
【００７０】
　最終的に、本発明はさらに構造式Ｉ
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【化３】

［式中、Ｒ１、Ｒ２およびＲ３は同一かまたは異なっていてもよく、かつ２～２０個の炭
素原子、好ましくは３～１５個の炭素原子およびより好ましくは３～６個の炭素原子を有
するエチレン性不飽和炭化水素を示し、この場合、これは、適切である場合には、１～２
００個、好ましくは１０～１５０個および特に好ましくは２０～１００個のエチレンオキ
シドまたはプロピレンオキシドを有するポリエチレンオキシドまたはポリプロピレンオキ
シドを介して、それぞれ、一緒になって、窒素原子と結合していてもよい］の化合物の、
改善された加水分解安定性を有する吸水性ポリマー粒子を製造するための、あるいは、哺
乳類、好ましくはヒトのための皮膚刺激を軽減させるための使用に関する。これら皮膚刺
激は、好ましくは、吸水性ポリマー粒子を含有する衛生製品、特に乳児および幼児用おむ
つ、生理用ナプキンおよび成人用失禁対策製品の装着に関して、軽減させるべきである。
【００７１】
　これに関して特に好ましくは、架橋されたカルボキシル基含有モノマーをベースとし、
かつ０．３ｐｓｉの圧力に対するＥＲＴ４４２．２－０２吸収量が少なくとも２６ｇ／ｇ
、好ましくは２８ｇ／ｇおよびさらに好ましくは３０ｇ／ｇである、吸水性ポリマー構成
体の製造において、内部架橋剤として、構造式Ｉの化合物を使用することである。
【００７２】
　さらに本発明は、以下の試験方法および制限のない例によって記載する。
【００７３】
　試験方法
　保持量測定
　保持量は、いわゆるティーバック試験によって吸水性ポリマー構成体に関して測定した
。０．９質量％のＮａＣｌ溶液を、試験溶液として使用する。
【００７４】
　約１ｇの吸水性ポリマー構成体を、計量（Ｗ１）し、かつティーバック中に密閉する。
このティーバックを、試験溶液中に３０分に亘って置き、引き続いて脱水機（２３ｃｍ直
径、１４００ｒｐｍ）中で３分に亘って脱水し、かつ再計量（Ｗ２）した。吸水性ポリマ
ー構成体なしのティーバックについても、同様に、脱水後に計量（Ｗ３）し空値として提
供した。保持量をｇ／ｇで記録し、かつ以下のようにして算定した：

【化４】

【００７５】
　熱安定性の測定
　熱安定性は、ポリマー構成体に関して、前記方法により試験に係る（in-test）ポリマ
ー構成体の一部分の保持値を最初に測定することによって、測定した（＝保持量（加熱前
））。
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【００７６】
　引き続いて、ポリマー構成体の他の部分を、金属皿上の単層中に拡げた。金属皿を、引
き続いて３０分に亘って、予加熱した循環空気炉中で１８０℃に置いた。３０分後に、金
属皿を炉から取り除き、かつポリマー構成体を室温に冷却した。その後に、保持量を前記
方法により再測定した（＝保持量（加熱後））。
【００７７】
　ＳＦＣ値の測定
　膨潤状態での浸透性の尺度としての食塩水流れ誘導性（ＳＦＣ）を、WO 95/22356に記
載の方法によって測定した。約０．９ｇの超吸収体ポリマー材料（粒子の全画分）を、ス
クリーン底を備えたシリンダ中に計量供給し、かつ注意深く、スクリーン表面に亘って分
散させた。超吸収体ポリマー材料は、２０ｇ／ｃｍ２の圧力に対して１時間に亘って、JA
YCO合成尿素中で膨潤させた。膨潤された超吸収体ポリマーの厚さを測定した後に、０．
１１８ＭのＮａＣｌ溶液を安定した静水圧で、高架のストック貯蔵容器から添加し、かつ
ゲルの膨潤層を介して通過させた。測定中のゲルの膨潤層は、特定のスクリーンシリンダ
でカバーし、この場合、これは、ゲル上での０．１１８ＭのＮａＣｌ溶液の均一な分散お
よび一定の条件（測定温度２０～２５℃）を、ゲル床構成に関する測定中において確立す
る。膨潤された超吸収体上に作用する圧力は２０ｇ／ｃｍ２である。コンピューターおよ
び秤りを、ゲル層が透過した液体量をつかむために使用し、この場合、これは、時間の関
数として、２０秒間隔で１０分間に亘っておこなった。ゲルの膨潤層をとおしてのｇ／ｓ
での流量は、傾斜の外挿および流量の時間ｔ＝０に対する２～１０分の範囲内の中点の測
定を含む、回帰分析により測定した。ＳＦＣ値（Ｋは、ｃｍ３・ｓ・ｇ－１で、かつ、以
下のようにして算定した：
【化５】

［式中、Ｆｓ（ｔ＝０）は、流量ｇ／ｓを示し、
Ｌ０は、ゲル層の厚さｃｍを示し、
ｒはＮａＣｌ溶液の濃度を示し（１．００３ｇ／ｃｍ３）、
Ａはメスシリンダ中のゲル層の上部の表面積を示し（２８．２７ｃｍ２）、
△Ｐはゲル層上の静水圧を示し（４９２０ｄｙｎ／ｃｍ２）、かつ、
ＫはＳＦＣ値である］。
【００７８】
　例
　例１
吸水性ポリマー粒子Ｐ１の製造：
　アクリル酸２８０．０ｇ、ＮａＯＨ（５０％）２１７．６ｇ、水４６９．７ｇおよびト
リアリルイソシアヌレート０．２８０ｇ（使用されたアクリル酸に対して、０．１質量％
）から成るモノマー溶液を、窒素でパージして溶解した酸素を除去し、かつ出発温度４℃
にまで冷却した。出発温度の到達時において、開始剤溶液（Ｈ２Ｏ　１０ｇ中０．１ｇの
２，２－アゾビス－２－アミジノプロパン二塩酸塩、Ｈ２Ｏ　１０ｇ中０．３ｇのナトリ
ウムペルオキシ二硫酸塩、Ｈ２Ｏ　１ｇ中の０．０７ｇの３５％過酸化水素溶液およびＨ

２Ｏ　２ｇ中の０．０１５ｇアスコルビン酸）を添加した。約９０℃への最終温度到達時
に、形成したゲルを微粉砕させ、かつ１５０℃で１２０分に亘って乾燥させた。乾燥ポリ
マーを粗粉砕し、ＳＭ１００カッティングミル中で粉砕して、２０００μｍ未満の粒径に
し、かつ一連のふるいを通過させることにより、１５０～８５０μｍの範囲の粒径を有す
る粉末に調整した。
【００７９】
　得られた粉末Ａは、２６０ｐｐｍの残モノマー含量、１７．８％の溶解可能な含量およ
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【００８０】
　例２
吸水性ポリマー粒子Ｐ１の製造：
　例１を、０．２８０ｇに過ぎないトリアリルイソシアヌレートに代えて、トリアリルイ
ソシアヌレート０．８４０ｇ（０．３質量％）を用いて反復した。水の量を４６９．１ｇ
に減少させた。
【００８１】
　得られた粉末Ｂは、４８０ｐｐｍの残モノマー含量、１１．１％の溶解可能な含量およ
び３８．３ｇ／ｇの保持量を有していた。
【００８２】
　比較例１
吸水性ポリマー粒子Ｐ１の製造：
　例１を、トリアリルイソシアヌレートの代わりに、０．９０３ｇのポリエチレングリコ
ール３００ジアクリレート（７７．５質量％の活性含量を有する）を架橋剤として使用し
た以外、繰り返した。水の量は４６９．０ｇに減少させた。
【００８３】
　得られた粉末Ｃは、１１８０ｐｐｍの残モノマー含量、１４．０％の溶解可能な含量お
よび４１．８ｇ／ｇの保持量を有していた。
【００８４】
　比較例２
吸水性ポリマー粒子Ｐ１の製造：
　比較例１を、０．９０３ｇに代えて、１．２６５ｇのポリエチレングリコール３００ジ
アクリレートを使用する以外、繰り返した。
【００８５】
　得られた粉末Ｄは、１８４０ｐｐｍの残モノマー含量、１０．４％の溶解可能な含量お
よび３６．８ｇ／ｇの保持量を有していた。
【００８６】
　例１および２および比較例１および２から、トリアリルイソシアヌレートの使用が、ポ
リエチレングリコール３００ジアクリレートと比較して、顕著に減少した残モノマー含量
を有する吸水性ポリマー粒子を導くことが明らかであった。この減少した残モノマー含量
は、ポリマー粒子の一部分における増加した加水分解安定性に起因しているとすべきであ
る。
【００８７】
　例３
吸水性ポリマー粒子の熱暴露
　粉末Ａ、Ｂ、ＣおよびＤを、炉中で、１８０℃で３０分に亘って加熱した。この熱暴露
は、たとえば吸水性ポリマー粒子の後架橋において生じる熱暴露に相当する。
【００８８】
　加熱後に、保持量を再測定した。以下の測定値が得られた：
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【表１】

【００８９】
　前記第１表は、架橋剤としてのトリアリルイソシアヌレートの使用が、熱負荷に暴露し
た場合において、ポリマーの加水分解安定性を増加させることを導き、この場合、これは
、熱負荷による保持量のより低い増加から認識可能である。トリアリルイソシアヌレート
で架橋されたポリマーは後架橋によって、減少した加水分解を生じ、さらに残モノマーお
よびさらには、溶解可能な成分の低いレベルを生じた。
【００９０】
　例４
　粉末Ａ、Ｂ、ＣおよびＤを、それぞれの場合において、１００ｇの相当する粉末を、１
ｇのエチレンカーボネートおよび３ｇの水から成る全部で４ｇの水性溶液と一緒に実験室
用ミキサ中で混合し、引き続いて１８０℃の炉中で３０分に亘って加熱することにより、
表面後架橋した。得られる後架橋された粉末Ａ～Ｄについて、０．３または０．７ｐｓｉ
の圧力に対しての吸収量およびさらには保持量を測定した。結果は、以下第２表に示す：

【表２】
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