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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記の工程：
１．次の工程段階において重合させる少なくとも１つの重合性化合物および溶媒Ｌを
含んで成る溶液Ｌ１を、
２．使用される溶媒に不溶性の、又は部分的にのみ溶解性の、１つ又は１つより多い
ガスＧと接触させ、
前記溶液は、乳化剤または他の助剤を含んで成り、
ガスＧを気泡として囲む溶液による通路および／または壁の発生の結果として、フォーム
を形成する、
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工程によって行なわれるポリマーフォームの製造法において、
前記溶液およびガスＧを微小流体法条件下に接触させて、ガスＧの気泡を発生させるこ
と、
前記溶液およびガスＧを、マイクロリアクターの出口通路Ｋにおいて接触させ、ガスＧ
および前記溶液が、出口通路Ｋ内で共通の流れ方向に進むこと、
出口通路Ｋの直径が１０マイクロメートル〜１０００マイクロメートルであり、出口通
路Ｋ１つあたりの内容積が１０‑5ｍｍ3〜１ｃｍ3であり、出口通路の長さがその直径の数
倍に相当すること、及び
ガスＧは前記重合性化合物によって完全に囲まれ、その後少しずつ出口通路Ｋから出て
行くこと、
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を特徴とする、前記方法。
【請求項２】
前記溶液Ｌ１に加えて、前記溶液Ｌ１における前記重合性化合物および前記溶媒と、そ
れぞれ独立して同じか又は異なる重合性化合物および溶媒を含んで成る、少なくとも１つ
の溶液Ｌ２を使用する、請求項１記載の方法。
【請求項３】
使用されるガスＧが、空気、窒素、二酸化炭素、ヘリウム、ネオン、アルゴン、六フッ
化硫黄、ハロゲン化炭化水素またはそれらの混合物であることを特徴とする、請求項１ま
たは２に記載の方法。
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【請求項４】
前記溶液が、各場合に、少なくとも１つのモノエチレン性不飽和モノマー、架橋剤、開
始剤および乳化剤を含んで成ることを特徴とする、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】
溶媒が、水である、または水を含んで成ることを特徴とする、請求項１から４までのい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
（ａ）使用される重合性化合物が、アクリル酸、メタクリル酸、アクリルアミド、メタ
クリルアミド、ビニルスルホン酸、２−アクリルアミド−２−メチルプロパンスルホン酸
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、またはそれらの混合物であり、
（ｂ）使用される架橋剤が、Ｎ，Ｎ

−メチレンビスアクリルアミド、エチレングリコ

ールジアクリレート、プロピレングリコールジアクリレート、ブタンジオールジアクリレ
ート、エチレングリコールジメタクリレート、プロピレングリコールジメタクリレート、
アリルメタクリレートまたはそれらの混合物である、
ことを特徴とする、請求項１から５までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
使用される架橋剤が、少なくとも２個のエチレン性不飽和二重結合を有するモノマー、
少なくとも１個の重合性エチレン性不飽和基および少なくとも１個の他の官能基を有する
化合物、少なくとも２個の官能基を有する化合物、多価金属イオン、または多官能性塩基
であることを特徴とする、請求項１から６までのいずれか１項に記載の方法。
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【請求項８】
重合性化合物の重合が、遊離基に分解する化合物、高エネルギー放射線、昇温またはレ
ドックス触媒によって開始されることを特徴とする、請求項１から７までのいずれか１項
に記載の方法。
【請求項９】
体液の吸収に使用される衛生用品、創傷を覆う包帯材料、シーリング材料、土壌改質剤
、土壌補充物または包装材料を製造する方法において、請求項１から８までのいずれか１
項に記載の方法により得られるポリマーフォームを使用する、前記方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、微小流体法によって、乳化剤フォーム先駆物質から秩序ポリマーフォームを
製造する向上した方法、ならびにそれによって製造されたポリマーフォームおよびその使
用に関する。
【０００２】
ポリマーフォームは、種々の用途を有し、例えば、断熱、機械制動、吸音に使用され、
包装材料として、または例えば高吸収性物質としての吸水性架橋ポリマーとして使用され
る。ＷＯ９７／１７３９７は吸水性架橋ポリマーフォームを開示し、該フォームは、モノ
エチレン性不飽和モノマーを特に含んで成る重合性混合物を発泡させ（該発泡は、不活性
ガスの微細気泡を分散させることによって行なっている）、該発泡混合物を重合させてヒ
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ドロゲルフォームを形成することによって得られる。フォームは、重合とは別に製造され
、製造は、例えば、尿素ホルムアルデヒドフォームの製造に関して既知の工業装置で行な
うことができ、または、簡単には、泡立て器の付いた従来のフードプロセッサーで行なう
こともできる。ＷＯ００／５２０８７は、先ず、不活性ガスを重合性水性混合物中に形成
し、次に、それを大気圧に減圧することによって、重合性水性混合物を発泡させることを
開示している。ＷＯ９９／４４６４８は、フォームを製造するために使用されるモノエチ
レン性不飽和モノマーを、アルカノールアミンで中和することを開示している。
【０００３】
これらの方法によって、所定の化学組成物を用いてポリマーフォームを製造することが
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できる。しかし、フォームの形態の精密制御を向上させる必要がある。
【０００４】
微小流体法を使用して微粒子を製造できることは既知である。微小流体法は、その原理
について既に下記の文献に記載されている：Ｇ．Ｍ．Ｗｈｉｔｅｓｉｄｅ，Ｔｈｅ
ｉｇｉｎｓ
ｔｕｒｅ

ａｎｄ

ｔｈｅ

Ｆｕｔｕｒｅ

ｏｆ

Ｏｒ

Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｃｓ，Ｎａ

４４２，３６８−３７２（２００６）；Ｍ．Ｈａｓｈｉｍｏｔｏ，Ｐ．Ｇａｒ

ｓｔｅｃｋｉおよびＧ．Ｍ．Ｗｈｉｔｅｓｉｄｅｓ，Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ
ｐｏｓｉｔｅ
ｔｈｅ

Ｅｍｕｌｓｉｏｎｓ

ｕｓｅ

ｏｆ

ａｎｄ

Ｃｏｍｐｌｅｘ

Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｃ

ｖｉｃｅｓ，ｓｍａｌｌ

ｏｆ

Ｆｏａｍｓ

Ｃｏｍ

ｗｉｔｈ

Ｆｌｏｗ−Ｆｏｃｕｓｉｎｇ

Ｄｅ

３（１０），１７９２−１８０２（２００７）；Ｊ．Ｄ．Ｔｉ

ｃｅ，Ｈ．Ｓｏｎｇ，Ａ．Ｄ．ＬｙｏｎおよびＲ．Ｆ．Ｉｓｍａｇｉｌｏｖ，Ｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ

ｏｆ

Ｄｒｏｐｌｅｔｓ

Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｃｓ
ｏｌｄｓ

ａｎｄ

ｔｈｅ

ａｔ

ａｎｄ

Ｍｉｘｉｎｇ

Ｌｏｗ

ｉｎ

Ｖａｌｕｅｓ

Ｃａｐｉｌｌａｒｙ
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Ｍｕｔｉｐｈａｓｅ

ｏｆ

ｔｈｅ

Ｒｅｙｎ

Ｎｕｍｂｅｒｓ，Ｌａｎｇｍｕｉｒ

１９，９１２７−９１３３（２００３）；Ａ．Ｍ．Ｇａｎａｎ−ＣａｌｖｏおよびＪ．Ｍ
．Ｇｏｒｄｉｌｌｏ，Ｐｅｒｆｅｃｔｌｙ

Ｍｏｎｏｄｉｓｐｅｒｓｅ

ｂｂｌｉｎｇ

Ｆｌｏｗ

ｂｙ

Ｃａｐｉｌｌａｒｙ

Ｍｉｃｒｏｂｕ

Ｆｏｃｕｓｉｎｇ，Ｐｈｙｓ．Ｒ

ｅｖ．Ｌｅｔｔ．８７（２７），２７４５０１−１−２７４０５１−４（２００１）；Ｓ
．Ｌ．Ａｎｎａ，Ｎ．ＢｏｎｔｏｕｘおよびＨ．Ａ．Ｓｔｏｎｅ，Ｆｏｒｍａｔｉｏｎ
ｏｆ

ｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎｓ

ｕｓｉｎｇ"ｆｌｏｗ

ｆｏｃｕｓｉｎｇ"ｉｎ

ｍｉｃ

ｒｏｃｈａｎｎｅｌｓ，Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．８２（３），３６４−３６６（
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２００３）。
【０００５】
微小流体法および本明細書で使用される微小規模法要素は、下記の特徴を有することが
知られている：ミリメートル未満の短い特徴的長さ（数マイクロメートル〜数百マイクロ
メートル）、例えば１０〜１０００マイクロメートル、特に１００〜７５０マイクロメー
トルの長さ、および生じる泡の小体積（１ナノリットル〜１フェモトリットル）；これは
、好ましくは少なくとも１０００ｍ2／ｍ3の高い表面積対体積比、および１０００未満、
特に１〜１０００、好ましくは１〜２５０、特に１〜１００の極めて小さいレイノルズ数
を生じる。これは純粋層流を生じ、それによって、化学溶液の混合は純粋な拡散操作（動
力学的操作の代わりに）に限定される。微小流体装置における物質の滞留時間は、一般に
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極めて短い（何分の一秒）が、目的とする反応に応じて調節することができる。
【０００６】
所定の大きさおよび形態の単分散粒子を、微小流体法によって製造できることは既知で
あり、例えば下記の文献を参照されたい：Ｗ．Ｊｅｏｎｇ，Ｊ．Ｋｉｍ，Ｓ．Ｋｉｍ，Ｓ
．Ｌｅｅ，Ｇ．ＭｅｎｓｉｎｇおよびＤ．Ｊ．Ｂｅｅｂｅ，Ｈｙｄｒｏｄｙｎａｍｉｃ
ｍｉｃｒｏｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ

ｖｉａ"ｏｎ

ｔｈｅ

ｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ

ｏｆ

ｓ，Ｌａｂ

４，５７６−５８０（２００４）；Ｖ．Ｈｅｓｓｅｌ，Ｃ．Ｓｅ

Ｃｈｉｐ

ｍｉｃｒｏｓｃａｌｅ

ｆｌｙ"ｐｈｏｔｏｐｏｌｙ

ｆｉｂｅｒｓ

ａｎｄ

ｔｕｂｅ

ｒｒａ，Ｈ．ＬｏｅｗｅおよびＧ．Ｈａｄｚｉｉｏａｎｎｏｕ，Ｐｏｌｙｍｅｒｉｓａｔ
ｉｏｎｅｎ

ｉｎ

ｍｉｋｒｏｓｔｒｕｋｔｕｒｉｅｒｔｅｎ

Ｒｅａｋｔｏｒｅｎ：Ｅ
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Ｕｅｂｅｒｂｌｉｃｋ，Ｃｈｅｍ．Ｉｎｇ．Ｔｅｃｈ．７７（１１），１６９３−

１７１４（２００５）；Ｓ．Ｘｕ，Ｚ．Ｎｉｅ，Ｍ．Ｓｅｏ，Ｐ．Ｌｅｗｉｓ，Ｅ．Ｋｕ
ｍａｃｈｅｖａ，Ｈ．Ａ．Ｓｔｏｎｅ，Ｐ．Ｇａｒｓｔｅｃｋｉ，Ｄ．Ｂ．Ｗｅｉｂｅｌ
，Ｉ．ＧｉｔｌｉｎおよびＧ．Ｍ．Ｗｈｉｔｅｓｉｄｅｓ，Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ
Ｍｏｎｏｄｉｓｐｅｒｓｅ

Ｐａｒｔｉｃｌｅｓ

ｕｉｄｉｃｓ：Ｃｏｎｔｒｏｌ

ｏｖｅｒ

ｂｙ

Ｕｓｉｎｇ

ｏｆ

Ｍｉｃｒｏｆｌ

Ｓｉｚｅ，Ｓｈａｐｅ，ａｎｄ

Ｃｏｍｐｏ

ｓｉｔｉｏｎ，Ａｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍ．１１７，７３４−７３８（２００５）；Ｚ．Ｎｉ
ｅ，Ｓ．Ｘｕ，Ｍ．Ｓｅｏ，Ｐ．Ｃ．ＬｅｗｉｓおよびＥ．Ｋｕｍａｃｈｅｖａ，Ｐｏｌ
ｙｍｅｒ

Ｐａｒｔｉｃｌｅｓ

ｏｒｐｈｏｌｏｇｉｅｓ
ｆｌｕｉｄｉｃ

ｗｉｔｈ

Ｖａｒｉｏｕｓ

Ｐｒｏｄｕｃｅｄ

ｉｎ

Ｓｈａｐｅｓ

Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ

ａｎｄ

Ｍ

Ｍｉｃｒｏ
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Ｒｅａｃｔｏｒｓ，Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１２７，８０５８−

８０６３（２００５）；Ｍ．Ｓｅｏ，Ｚ．Ｎｉｅ，Ｓ．Ｘｕ，Ｍ．Ｍｏｋ，Ｐ．Ｃ．Ｌｅ
ｗｉｓ，Ｒ．ＧｒａｈａｍおよびＥ．Ｋｕｍａｃｈｅｖａ，Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ
ｆｏｒ

Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ｍｉ

ｃｒｏｆｌｕｉｄｉｃ

Ｒｅａｃｔｏｒｓ

Ｐａｒｔｉｃｌｅ

ｓ，Ｌａｎｇｍｕｉｒ

２１，１１６１４−１１６２２（２００５）；Ｓ．Ａｂｒａｈａ

ｍ，Ｅ．Ｈ．Ｊｅｏｎｇ，Ｔ．Ａｒａｋａｗａ，Ｓ．Ｓｈｏｊｉ，Ｋ．Ｃ．Ｋｉｍ，Ｉ．
ＫｉｍおよびＪ．Ｓ．Ｇｏ，Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｃｓ
ｈｅｓｉｓ
ｃ

ｏｆ

ｗｅｌｌ−ｄｅｆｉｎｅｄ

ｍｉｃｒｏｃａｐｓｕｌｅｓ
ｐｏｔｅｎｔｉａｌ

ａｎｄ

ａｓｓｉｓｔｅｄ

ｓｐｈｅｒｉｃａｌ

ｔｈｅｉｒ

ｓｙｎｔ

ｐｏｌｙｍｅｒｉ

ｕｔｉｌｉｚａｔｉｏｎ

ｅｎｃａｐｓｕｌａｎｔｓ，Ｌａｂ

Ｃｈｉｐ

ａｓ

６，７５２−７
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５６（２００６）；Ｈ．Ｚｈａｎｇ，Ｅ．Ｔｕｍａｒｋｉｎ，Ｒ．Ｐｅｅｒａｎｉ，Ｚ．
Ｎｉｅ，Ｒ．Ｍ．Ａ．Ｓｕｌｌａｎ，Ｇ．Ｃ．ＷａｌｋｅｒおよびＥ．Ｋｕｍａｃｈｅｖ
ａ，Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｃ
Ｍｉｃｒｏｃａｐｓｕｌｅｓ

Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ
ｗｉｔｈ

ｏｆ

Ｂｉｏｐｏｌｙｍｅｒ

Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ

Ｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙ

，Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１２８，１２２０５−１２２１０（２００６）；Ｊ．Ｌ
．Ｓｔｅｉｎｂａｃｈｅｒ
ｏｆ

ｅｔ

ｅｓ

Ｃｏｒｅ−Ｓｈｅｌｌ

ａｌ．，、Ｒａｐｉｄ

ｗｉｔｈｉｎ

ａ

Ｓｅｌｆ−Ａｓｓｅｍｂｌｙ

Ｏｒｇａｎｏｓｉｌｉｃｏｎ

Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｃ

Ｍｉｃｒｏｃａｐｓｕｌ

Ｄｅｖｉｃｅ，Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅ

ｍ．Ｓｏｃ．１２８，９４４２−９４４７（２００６）；Ｊ．−Ｗ．Ｋｉｍ，Ａ．Ｓ．Ｕ
ｔａｄａ，Ａ．Ｆｅｒｎａｎｄｅｚ−Ｎｉｅｖｅｓ，Ｚ．ＨｕおよびＤ．Ａ．Ｗｅｉｔｚ
，Ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ
ａｎｄ

ｏｆ

Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ

Ｍｏｎｏｄｉｓｐｅｒｓｅ
Ｍｉｃｒｏｇｅｌｓ

ｉｎ

Ｇｅｌ
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Ｓｈｅｌｌｓ

Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｃ

Ｄｅｖｉｃｅｓ，Ａｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍ．１１９，１８５１−１８５４（２００７）；
Ｃ．ＳＥＲＲＡ，Ｎ．Ｂｅｒｔｏｎ，Ｍ．Ｂｏｕｑｕｅｙ，Ｌ．ＰｒａｔおよびＧ．Ｈａ
ｄｚｉｉｏａｎｎｏｕ，Ａ

Ｐｒｅｄｉｃｔｉｖｅ

Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ

ｏｆ

ｔｈｅ

ｏｆ

Ｐｏｌｙｍｅｒ

ｔｈｅ
ｅｄ

Ｓｉｚｅ

ｉｎ

ａ

ａｎｇｍｕｉｒ

Ａｐｐｒｏａｃｈ

Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ

Ｓｉｍｐｌｉｆｉｅｄ

ｏｆ

ｔｈｅ

Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ

Ｐａｒｔｉｃｌｅｓ

ｏｎ

Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｃ

Ｓｙｎｔｈｅｓｉｚ
Ｓｙｓｔｅｍ，Ｌ

２３，７７４５−７７５０（２００７）。

【０００７】
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ＵＳ２００７／００５４１１９Ａ１は、既に金属および／またはナイロンを含んで成る
単分散粒子を製造するための、微小流体系の使用および方法を開示しており、ポリマー先
駆物質を微小流体通路に誘導して粒子を形成し、該通路において硬化させている。
【０００８】
ＷＯ２００５／１０３１０６Ａ１も、種々の流体を微小流体通路に導入し、硬化させる
ことによって、所定の形および形態のポリマー粒子を製造することを開示している。
【０００９】
本発明の目的は、所定の構造および形態を有する向上したポリマーフォーム、および、
特にその製造法を提供することである。
【００１０】
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本発明は、下記の工程：
１．少なくとも１つの重合性化合物および溶媒Ｌを含んで成る溶液Ｌ１、ならびに場
合により、重合性化合物およびＬ１の溶媒と同じかまたは異なる溶媒を含んで成る少なく
とも１つの溶液Ｌ２を、
２．使用される溶媒に不溶性の、又は部分的にのみ溶解性の、１つ又は１つより多い
ガスＧと、接触させて（前記溶液のうち少なくとも１つは、乳化剤または他の助剤を含ん
で成る）、
ガスＧを気泡として囲む溶液による通路および／または壁の発生の結果として、フォーム
を形成し、
３．次の工程段階において重合させる、
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工程によってポリマーフォームを製造する方法に関し、本方法は、前記溶液およびガスＧ
を微小流体法条件下に接触させて、ガスＧの気泡を発生させることを特徴とする。
【００１１】
好ましい実施形態において、通路Ｋ内で共通の流れ方向に進む溶液およびガスＧをマイ
クロリアクターの通路Ｋにおいて接触させる。
【００１２】
好ましい実施形態において、ガスＧは、重合性化合物によって完全に囲まれ、その後少
しずつ出口通路Ｋから出て行く。これは、混合通路ＭＫの上流配置によってさらに確実に
できる。出口通路Ｋは、好ましくは、数マイクロメートル〜数百マイクロメートルの直径
、および選択された直径の数倍に相当する長さを有する。通路直径の選択は、発生するガ
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スＧの気泡の大きさに影響を及ぼし、一方、充分なレベルに選択された通路長さは、気泡
のモノモダリティー、および付加的に、化学物質の充分な混合を確実にする。混合通路Ｍ
Ｋ（存在する場合）の直径は、出口通路より数倍大きくすべきである。
【００１３】
本発明に関して、重合は巨大分子を形成するのに好適な方法、特に下記の方法、
二重結合の分解および重合モノマーの長鎖の形成を伴う不飽和モノマーの重合、
ポリアダクトへのモノマーの重付加、特に、少なくとも２個の官能基を有する種々の分
子の結合による、ポリウレタンおよびポリウレアの形成、
モノマーを結合させて、小分子（例えば水）を除去することによる重縮合、
を意味するものと理解される。
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【００１４】
ポリマーは、重合において得られる高分子量化合物を意味するものと理解され、モノマ
ーは、対応する低分子量出発化合物を意味するものと理解される。
【００１５】
微小流体法条件は、特に下記のパラメーターを特徴とする：
１．混合通路ＭＫ（存在する場合）の短い特徴的長さ、および出口通路Ｋの小さい直
径（好ましくは１０マイクロメートル〜１０００マイクロメートル、特に１００マイクロ
メートル〜７５０マイクロメートル）であって、それによって拡散工程が化学物質の充分
な混合を生じうる；
２．小さい内容積であって、一般に１立方ミリメートル〜１立方センチメートルのオ
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ーダーである；
３．流れを収束するための反応器における出発物質の組合せであって、該反応器にお
いて、ガスＧおよび溶液Ｌが狭い出口通路Ｋを通って出て行き、該通路の直径は、数マイ
クロメートル〜数百マイクロメートルであり、その長さは該直径の数倍である。
【００１６】
本発明の１つの実施形態において、該方法を、溶液ＬおよびガスＧの分離供給ラインお
よび出口通路Ｋを有する反応器において行なう。図１は、溶液Ｌの供給路２および３、お
よびガスＧの供給路４を有するブロック１、溶液およびガスＧの混合通路ＭＫ、および出
口通路Ｋから成る対応する反応器を示している。
【００１７】
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そのような反応器を並列につなぐか、またはそれらを合わしてバンドルリアクターにす
ることによって、より多量の変換を生じうることが理解される。
【００１８】
本発明はさらに、本発明の方法によって製造でき、下記パラメーターの少なくとも１つ
を特徴とするポリマーフォームに関する：
１．気泡の大きさが、数マイクロメートル（例えば１０μｍ）〜数ミリメートル（例
えば２ｍｍ）である。これは、極めて低い多分散性（２〜５％）を有するモノモードフォ
ームの生成に特に好適である。
２．ポリマーフォーム密度が、ガスＧおよび溶液Ｌの流量によって正確に調整され（
装置の不正確さの範囲内）、従って、所望のように選択することができ、例えば、１０‑5
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〜１０2ｇ／ｃｍ3、特に５ｘ１０‑3〜１ｇ／ｃｍ3である。
３．フォーム安定性に応じて時間を延長でき、連続相が流体であり低粘性である工程
によって、重合が進められるので、気泡が物理的平衡構造で配置される。次に、特に高液
体含有量を有するモノモードフォームが、秩序フォーム構造（緊密「球充填」）を形成す
る。次に（かつ、重合の前に）、付加的にフォーム密度を減少させるために、減圧を適用
して液体を除去することができる。
【００１９】
１つの実施形態において、下記の成分を含んで成る重合性水性混合物Ｉを使用する：
（Ａ）モノエチレン性不飽和モノマー
（Ｂ）架橋剤
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（Ｃ）開始剤
（Ｄ）乳化剤
（Ｇ）ガス
（Ｌ）溶媒。
【００２０】
（Ｉ−Ａ）重合性水性混合物用のモノマー
本発明により、重合性水性混合物を微小流体ユニットで処理して、加工安定性の、所望
のように付形できるフォームを得る。重合性水性混合物は、成分（Ａ）として、例えば、
直鎖または分岐鎖カルボン酸またはそれらの無水物またはカルボキサミド、または直鎖ま
たは分解鎖アルカノールから形成されるカルボン酸エステル、またはモノエチレン性不飽
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和アルキル−またはアリールスルホン酸から成る、モノエチレン性不飽和モノマーを含ん
で成る。
【００２１】
モノエチレン性不飽和カルボン酸、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、エタクリル酸
、α−クロロアクリル酸、クロトン酸、フマル酸、マレイン酸、無水マレイン酸、メサコ
ン酸、グルタコン酸、アコニット酸、イタコン酸および無水イタコン酸、シトラコン酸お
よびアシルアミドグリコール酸を使用することができる。エチレン性不飽和アルキル−ま
たはアリールスルホン酸、例えば、ビニルスルホン酸、アリルスルホン酸、メタリルスル
ホン酸、スルホエチルアクリレート、スルホエチルメタクリレート、スルホプロピルアク
リレート、スルホプロピルメタクリレート、ビニルベンゼンスルホン酸、アクリルアミド
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エタンスルホン酸、２−アクリルアミド−２−メチルプロパンスルホン酸、２−スルホエ
チルアクリレート、２−スルホエチルメタクリレート、３−スルホプロピルアクリレート
、３−スルホプロピルメタクリレート、２−ヒドロキシ−３−アクリロイルオキシプロピ
ルスルホン酸、２−ヒドロキシ−３−メタクリロイルオキシプロピルスルホン酸、ビニル
ホスホン酸、アリルホスホン酸も好適である。
【００２２】
先に列記したモノエチレン性不飽和カルボン酸の、カルボキサミドまたはカルボン酸エ
ステルまたはニトリルも、グループ（Ｉ−Ａ）の有用なモノマーである。特に、直鎖また
は分岐鎖アルカノール、例えば、メチル、エチル、ｎ−プロピル、ｎ−ブチル、イソブチ
ル、ｎ−ペンチル、ｎ−ヘキシル、２−エチルヘキシルまたは環状Ｃ5−〜Ｃ10−シクロ
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アルキル基、例えば、シクロペンチルまたはシクロヘキシル基との、カルボン酸エステル
が有用である。さらに、カルボキサミド、例えば、アクリルアミド、メタクリルアミド、
またはニトリル、例えばアクリロニトリル、およびＣ4〜Ｃ8共役ジエン、例えば１，３−
ブタジエンおよびイソプレンも有用である。
【００２３】
さらに、少なくとも１個のヒドロキシルと共に、ケトおよび／またはシラン基を側鎖に
有するモノマーも有用である。特に有用なモノマーは、ヒドロキシエチル（メタ）アクリ
レート、ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、ポリエチレンオキシド（メタ）アク
リレート、アセトアセトキシメタクリレートおよびポリビニルアルコールである。それら
の水溶性は、一般に、２５℃において１００ｇ／水１０００ｃｍ3より大である。グリシ
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ジル（メタ）アクリレート、アセトアセトキシメタクリレート、ウレイドエチルメタクリ
レート、アクリルアミドエチルエチレンウレア、Ｎ，Ｎ

−ビス（アクリルアミドエチル

）エチレンウレアも例として挙げられる。
【００２４】
オレフィン二重結合を含んで成るシラン、例えば、ビニルシランまたはメタクリロイル
オキシアルキルシランを重合させることもできる。その他に、ＥＰ−Ａ−０６４０６２９
に従って、エポキシシラン、例えばグリシジルオキシプロピルトリメトキシシランの存在
下に重合させるか、またはＥＰ−Ａ−０３２７３７６に従って、メルカプトアルキルトリ
スアルコキシシランの存在下に重合させることによって、シラン基を導入することもでき
る。Ｎ−メチロール基を有する化合物も、モノマーとして使用することができる。そのよ
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うな化合物の例は、Ｎ−メチロールアクリルアミドおよびＮ−メチロールメタクリルアミ
ドである。
【００２５】
フォームの製造において、モノマーを、単独で、または互いに混合して、使用すること
ができる。さらに、水が混合物に添加される。
【００２６】
適切であれば、混合物を中和させる。中和のために、例えば、アルカリ金属塩基または
アンモニアまたはアミンを使用する。中和のために、水酸化ナトリウム溶液または水酸化
カリウム溶液またはＮ，Ｎ，Ｎ

，Ｎ

−テトラメチルエチレンジアミンを使用するのが

好ましい。しかし、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、酸化カルシウム、水酸化カル
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シウム、炭酸カリウムまたは炭酸水素カリウムまたは他の炭酸塩、炭酸水素塩を使用して
、中和を行なうこともできる。
【００２７】
（Ｉ−Ｂ）重合性水性混合物用の架橋剤
重合性水性混合物用の有用な架橋剤は、少なくとも２個のエチレン性不飽和二重結合を
有するモノマーを包含する。そのようなモノマーの例は、下記の物質である：Ｎ，Ｎ

−

メチレンビスアクリルアミド、ポリエチレングリコールジアクリレートおよびポリエチレ
ングリコールジメタクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、トリメチロ
ールプロパントリメタクリレート、エチレングリコールジアクリレート、プロピレングリ
コールジアクリレート、エチレングリコールジメタクリレート、プロピレングリコールジ
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メタクリレート、ブタンジオールジアクリレート、ヘキサンジオールジアクリレート、ヘ
キサンジオールジメタクリレート、アリルメタクリレート、エチレンオキシドおよびプロ
ピレンオキシドから形成されたブロックコポリマーのジアクリレートおよびジメタクリレ
ート、ジ−またはトリアクリレート化または−メタクリレート化多価アルコール、例えば
グリセロールまたはペンタエリトリトール、トリアリルアミン、テトラアリルエチレンジ
アミン、ジビニルベンゼン、ジアリルフタレート、分子量１０６〜４０００のポリエチレ
ングリコールのポリエチレングリコールジビニルエーテル、トリメチロールプロパンジア
リルエーテル、ブタンジオールジビニルエーテル、ペンタエリトリチルトリアリルエーテ
ルおよび／またはジビニルエチレンウレア。下記のような水溶性架橋剤を使用するのが好
ましい：例えばＮ，Ｎ

−メチレンビスアクリルアミド、ポリエチレングリコールジアク
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リレートおよびポリエチレングリコールジメタクリレート（これらは、エチレンオキシド
２〜４００ｍｏｌの、ジオールまたはポリオール１ｍｏｌへの付加生成物から誘導される
）、エチレンオキシド２〜４００ｍｏｌのジオールまたはポリオール１ｍｏｌへの付加生
成物のビニルエーテル、エチレングリコールジアクリレート、エチレングリコールジメタ
クリレート、またはエチレンオキシド６〜２０ｍｏｌのグリセロール１ｍｏｌへの付加生
成物のトリアクリレートおよびトリメタクリレート、ペンタエリトリチルトリアリルエー
テルおよび／またはジビニルウレア。
【００２８】
有用な架橋剤は、少なくとも１個の重合性エチレン性不飽和基および少なくとも１個の
他の官能基を含んで成る化合物も包含する。これらの架橋剤の官能基は、モノマー（Ｉ−
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Ａ）の官能基、基本的にカルボキシル基またはスルホン酸基と反応できなければならない
。好適な官能基は、例えば、ヒドロキシル、アミノ、エポキシおよびアジリジノ基である
。
【００２９】
有用な架橋剤は、使用されるグループ（Ｉ−Ａ）のモノマーのカルボキシル基およびス
ルホン酸基と反応できる少なくとも２個の官能基を有する化合物も包含する。好適な官能
基は、先に記載した官能基、即ち、ヒドロキシル、アミノ、エポキシ、イソシアネート、
エステル、アミドおよびアジリジノ基である。そのような架橋剤の例は、下記の物質であ
る：エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチ
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
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ングリコール、ポリプロピレングリコール、エチレンオキシドおよびプロピレンオキシド
から形成されるブロックコポリマー、ソルビタン脂肪酸エステル、エトキシ化ソルビタン
脂肪酸エステル、トリメチロールプロパン、ペンタエリトリトール、１，３−ブタンジオ
ール、１，４−ブタンジオール、ポリビニルアルコール、ソルビトール、ポリグリシジル
エーテル、例えば、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、ジグリセリルポリグリシジルエーテル、ポリグリセリルポリグリシジルエーテル
、ソルビトールポリグリシジルエーテル、ペンタエリトリチ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およびポリプロピレングリコールジグリシジ
ルエーテル、ポリアジリジン化合物、例えば２，２−ビスヒドロキシメチルブタノールト
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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
ウレア、ジフェニルメタン−ビス−４，４

−Ｎ，Ｎ

−ジエチレンウレア、ハロエポキ

シ化合物、例えばエピクロロヒドリンおよびα−メチルフルオロヒドリン、ポリイソシア
ネート、例えば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、アルキレンカーボネート、例えば１，３−ジオキソラン−２−オンおよび４−メチ
ル−１，３−ジオキソラン−２−オン、ポリ四級アミン、例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、ジアリルジメチルアンモニウムクロリドのホモ−およびコ
ポリマー、およびジメチルアミノエチル（メタ）アクリレートのホモ−およびコポリマー
（これは、例えば塩化メチルを用いて、四級化しうる）。
【００３０】
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他の好適な架橋剤は、イオン架橋を形成できる多価金属イオンである。そのような架橋
剤の例は、マグネシウム、カルシウム、バリウムおよびアンモニウムイオンである。これ
らの架橋剤は、例えば、水酸化物、炭酸塩または炭酸水素塩の形態で、水性重合性溶液に
添加される。この種の特に好ましい架橋剤は、アルミン酸ナトリウムである。
【００３１】
他の好適な架橋剤は、イオン架橋を形成できる多官能性塩基、例えば、ポリアミンまた
はその四級化塩である。ポリアミンの例は、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および
ポリエチレンイミン、ならびに各場合に４,０００,０００までのモル質量を有するポリビ
ニルアミンである。
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【００３２】
（Ｉ−Ｃ）重合性水性混合物用の開始剤
使用される重合開始剤は、重合条件下に遊離基に分解するあらゆる化合物、例えば、過
酸化物、ヒドロ過酸化物、過酸化水素、過硫酸塩、アゾ化合物およびいわゆるレドックス
触媒であってよい。水溶性開始剤を使用するのが好ましい。重合性水性混合物への電子線
の作用による重合の開始も可能である。しかし、前記タイプの開始剤の不在下に、光開始
剤の存在下の高エネルギー放射線の作用によって、重合を誘発することもできる。ある場
合には、種々の重合開始剤の混合物、例えば、過酸化水素およびペルオキソ二硫酸ナトリ
ウムまたはペルオキソ二硫酸カリウムの混合物を使用するのが有利である。過酸化水素お
よびペルオキソ二硫酸ナトリウムの混合物は、任意の所望の比率で使用できる。好適な有

10

機過酸化物は、例えば下記の物質である：アセチルアセトンペルオキシド、メチルエチル
ケトンペルオキシド、ｔ−ブチルヒドロペルオキシド、クメンヒドロペルオキシド、ｔ−
アミルペルピバレート、ｔ−ブチルペルピバレート、ｔ−ブチルペルネオヘキサノエート
、ｔ−ブチルペルイソブチレート、ｔ−ブチルペル−２−エチルエキサノエート、ｔ−ブ
チルペルイソノナノエート、ｔ−ブチルペルマレエート、ｔ−ブチルペルベンゾエート、
ジ（２−エチルヘキシル）ペルオキソジカーボネート、ジシクロヘキシルペルオキシジカ
ーボネート、ジ（４−ｔ−ブチルシクロヘキシル）ペルオキソジカーボネート、ジミリス
チルペルオキソジカーボネート、ジアセチルペルオキソジカーボネート、アリルペルエス
テル、クミルペルオキシネオデカノエート、ｔ−ブチルペル−３，５，５−トリメチルヘ
キサノエート、アセチルシクロヘキシルスルホニルペルオキシド、ジラウリルペルオキシ

20

ド、ジベンゾイルペルオキシドおよびｔ−アミルペルネオデカノエート。特に好適な重合
開始剤は、水溶性アゾ開始剤、例えば、２，２

−アゾビス（２−アミジノプロパン）ジ

ヒドロクロリド、２，２

−ジメチレン）イソブチルアミジンジヒ

−アゾビス（Ｎ，Ｎ

ドロクロリド、２−（カルバモイルアゾ）イソブチロニトリル、２，２
−（２

−アゾビス［２

−イミダゾリン−２−イル）プロパン］ジヒドロクロリドおよび４，４

−アゾ

ビス−（４−シアノ吉草酸）である。
【００３３】
レドックス触媒も有用な開始剤である。レドックス触媒は、酸化成分として、少なくと
も１つの前記ペル化合物、および還元成分として、例えば、アスコルビン酸、グルコース
、ソルボース、亜硫酸水素アンモニウム、亜硫酸塩、チオ硫酸塩、次亜硫酸塩、ピロ亜硫

30

酸塩または硫化物、アルカリ金属亜硫酸水素塩、亜硫酸塩、チオ硫酸塩、次亜硫化塩、ピ
ロ亜硫酸塩または硫化物、金属塩、例えば、鉄（ＩＩ）イオンまたは銀イオン、またはヒ
ドロキシメチルスルホキシル酸ナトリウムを含んで成る。
【００３４】
重合を高エネルギー放射線の作用によって誘発する場合、使用される開始剤は、一般に
、いわゆる光開始剤である。これらは、例えば、いわゆるα−スプリッター、Ｈ−分離系
（H‑abstrahierende Systeme）またはアジ化物であってよい。そのような開始剤の例は、
ベンゾフェノン誘導体、例えばミヒラーケトン、フェナントレン誘導体、フルオレン誘導
体、アントラキノン誘導体、チオキサントン誘導体、クマリン誘導体、ベンゾインエーテ
ルおよびその誘導体、アゾ化合物、例えば前記の遊離基生成物質、置換ヘキサアリールビ

40

スイミダゾールまたはアシルホスフィンオキシドである。アジ化物の例は下記の物質であ
る：２−（Ｎ，Ｎ−ジメチルアミノ）エチル４−アジドシンナメート、２−（Ｎ，Ｎ−ジ
メチルアミノ）エチル４−アジドナフチルケトン、２−（Ｎ，Ｎ−ジメチルアミノ）エチ
ル４−アジドベンゾエート、５−アジド−１−ナフチル２

−（Ｎ，Ｎ−ジメチルアミノ

）エチルスルホン、Ｎ−（４−スルホニルアジドフェニル）マレイミド、Ｎ−アセチル−
４−スルホニルアジドアニリン、４−スルホニルアジドアニリン、４−アジドアニリン、
４−アジドフェナシルブロミド、ｐ−アジド安息香酸、２，６−ビス（ｐ−アジドベンジ
リデン）シクロヘキサノンおよび２，６−ビス（ｐ−アジドベンジリデン）−４−メチル
シクロヘキサノン。
【００３５】
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（Ｉ−Ｄ）乳化剤および他の補助剤
乳化剤は、フォームの製造および安定化に極めて重要である。陰イオン、陽イオンまた
は非イオン乳化剤、または相互に適合性の乳化剤の混合物を使用することができる。低分
子量または高分子量乳化剤（保護コロイド）、好都合であることが分かっている異種また
は同種の乳化剤の組合せを使用することができる。その他に、粒子もフォームの安定化の
ために使用でき、特に、例えばＷＯ２００７／０６８１２７Ａ１に記載されているポリマ
ー粒子などを使用できる。
【００３６】
乳化剤、保護コロイドまたは粒子は、それらの他の特性に関係なく、重合反応に関与し
10

てポリマーに組み込まれるために、好適な基、例えばエチレン性不飽和基を有する。
【００３７】
使用できる非イオン乳化剤は、長鎖の直鎖または分岐鎖アルコールの脂肪族エトキシレ
ート、脂肪酸アミドまたは脂肪酸アミン、およびポリエチレンオキシド／ポリプロピレン
オキシドのブロックコポリマー、またはポリエチレンオキシド／ポリプロピレンオキシド
と（Ｉ−Ａ）のエチレン性不飽和モノマーとのブロックコポリマー、およびスチレンであ
る。長鎖アルカノール、特に脂肪アルコールまたはオキソアルコールの、エトキシレート
を使用するのが好ましい。好適なアルコールは、Ｃ8〜Ｃ36アルコール、好ましくはＣ10
〜Ｃ22アルコール、より好ましくはＣ12〜Ｃ18アルコールである。平均エトキシ化度は、
一般に３〜８０である。さらに、使用される非イオン乳化剤はアルキルポリグルコシドで

20

あってもよい。
【００３８】
他の有用な乳化剤は、好ましくは陰イオン性である。これらは、平均エトキシ化度２〜
８０を有するエトキシ化直鎖または分岐鎖Ｃ12〜Ｃ18アルカノールの硫酸モノエステル、
Ｃ12〜Ｃ18アルキルスルホン酸、およびＣ8〜Ｃ18アルキルアリールスルホン酸の、中和
Ｃ8〜Ｃ12アルキルスルフェート、または、スルホ琥珀酸エステルまたはモノエステルま
たはエステルアミドを包含する。中和第一級または第二級アルキルホスフェートまたはホ
スホネート、または平均エトキシ化度２〜８０およびＣ12〜Ｃ18アルキル基を有するエト
キシ化アルキルホスフェートまたはホスホネートを使用することもできる。乳化剤は、好
ましくは、ナトリウムまたはカリウムまたはアンモニウム塩の形態、または置換アンモニ
ウム塩、例えば、トリエタノールアミン、ジエタノールアミン、モノエタノールアミン塩

30

の形態で存在する。
【００３９】
他の好適な乳化剤は、下記の文献に見出される：Ｈｏｕｂｅｎ−Ｗｅｙｌ，Ｍｅｔｈｏ
ｄｅｎ

ｄｅｒ

ｇａｎｉｃ

Ｏｒｇａｎｉｓｃｈｅｎ

Ｃｈｅｍｉｅ［Ｍｅｔｈｏｄｓ

ｏｆ

Ｏｒ

Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ］、第ＸＩＶ／１巻、Ｍａｋｒｏｍｏｌｅｋｕｌａｒｅ

Ｓｔｏｆｆｅ［Ｍａｃｒｏｍｏｌｅｃｕｌａｒ
−Ｔｈｉｅｍｅ

Ｓｕｂｓｔａｎｃｅｓ］，Ｇｅｏｒｇ

Ｖｅｒｌａｇ，Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ，１９６１，ｐ．１９２〜２０８）

。
【００４０】
陽イオン乳化剤も好適である。その例は、エチレンオキシド６．５ｍｏｌとオレイルア

40

ミン１ｍｏｌとの硫酸ジメチル−四級化反応生成物、ジステアリルジメチルアンモニウム
クロリド、ラウリルトリメチルアンモニウムクロリド、セチルピリジニウムブロミド、お
よび硫酸ジメチル−四級化ステアリン酸トリエタノールアミンエステル（これを陽イオン
乳化剤として使用するのが好ましい）である。
【００４１】
さらに、好適な保護コロイドを、単独で、または前記の乳化剤、例えば、ポリビニルア
ルコール、セルロース誘導体またはビニルピロリドン含有コポリマーと組み合わして使用
することもできる。他の好適な保護コロイドの包括的記述は、下記の文献に見出される：
Ｈｏｕｂｅｎ−Ｗｅｙｌ，Ｍｅｔｈｏｄｅｎ

ｄｅｒ

Ｏｒｇａｎｉｓｃｈｅｎ

ｍｉｅ、第１４．１巻、Ｍａｋｒｏｍｏｌｅｋｕｌａｒｅ

Ｃｈｅ

Ｓｔｏｆｆｅ，Ｇｅｏｒｇ−
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Ｖｅｒｌａｇ，Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ，１９６１，ｐ．４１１〜４２０）。

【００４２】
重合性水性混合物は、適切であれば、少なくとも１つの可溶化剤を含んで成ってよい。
これらは、水溶性有機溶媒を意味するものと理解され、その例は、アルコール、グリコー
ル、ポリエチレングリコールまたはそれらから誘導されるモノエーテルであって、該モノ
エーテルは分子中に二重結合を有さない。好適なエーテルは、メチルグリコール、ブチル
グリコール、ブチルジグリコール、メチルジグリコール、ブチルトリグリコール、３−エ
トキシ−１−プロパノールおよびグリセリルモノメチルエーテルである。
【００４３】
重合性水性混合物は、適切であれば、増粘剤、気泡安定剤、重合調節剤、充填剤および

10

気泡成核剤を含んで成ってよい。増粘剤は、例えば、フォーム構造を最適化するため、お
よび気泡安定性を高めるために、使用される。これは、重合の間に、気泡を少しだけ収縮
させる効果をもたらす。有用な増粘剤は、この目的に関して既知の、水性系の粘度を有意
に増加させるあらゆる天然および合成ポリマーを包含する。それらは、水膨潤性または水
溶性の合成または天然ポリマーであってよい。粉末状の高吸収性物質も好適な増粘剤であ
る。増粘剤の包括的概要が、例えば下記の刊行物に見出される：Ｒ．Ｙ．Ｌｏｃｈｈｅａ
ｄおよびＷ．Ｒ．Ｆｒｏｎ，Ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ

＆

Ｔｏｉｌｅｔｒｉｅｓ，１０８，

９５−１３５（１９９３年５月）、およびＭ．Ｔ．Ｃｌａｒｋｅ、「Ｒｈｅｏｌｏｇｉｃ
ａｌ

Ａｄｄｉｔｉｖｅｓ」、Ｄ．Ｌａｂａ（編集）「Ｒｈｅｏｌｏｇｉｃａｌ

ｐｅｒｔｉｅｓ
ｍｅｔｉｃ

ｏｆ

Ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ

Ｓｃｉｅｎｃｅ

、Ｍａｒｃｅｌ

ａｎｄ

Ｄｅｋｋｅｒ

ａｎｄ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ｉｎｃ．，Ｎｅｗ

Ｐｒｏ

Ｔｏｉｌｅｔｒｉｅｓ」、Ｃｏｓ
Ｙｏｒｋ

20

Ｓｅｒｉｅｓ、第１３巻
１９９３。増粘剤として

有用な水膨潤性または水溶性合成ポリマーは、例えば、酸基を含有する前記モノエチレン
性不飽和モノマーの高分子量ポリマーである。そのような増粘剤は、例えば、アクリル酸
および／またはメタクリル酸の高分子量ホモポリマー、またはアクリル酸および／または
メタクリル酸および少なくとも２個のエチレン性不飽和二重結合を含んで成る化合物、例
えばブタンジオールジアクリレートの、低架橋コポリマーである。アクリルアミドおよび
メタクリルアミドの高分子量ポリマー、または１００万を超えるモル質量を有するアクリ
ル酸とアクリルアミドとのコポリマーも好適である。そのようなコポリマーは、増粘剤と
して既知である。高分子量のポリエチレングリコール、またはエチレングリコールとプロ

30

ピレングリコールとのコポリマー、および高分子量多糖、例えば、デンプン、グアルシー
ド粉、イナゴマメ粉、または天然物質の誘導体、例えば、カルボキシメチルセルロース、
ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロ
ースおよびセルロース混合エーテルも既知の増粘剤である。増粘剤の他のグループは、水
不溶性生成物、例えば、微細シリカ、ヒュームドシリカ、親水性または疎水性多形におけ
る沈降シリカ、ゼオライト、二酸化チタン、セルロース粉末、または高吸収性物質以外の
架橋ポリマーの微細粉末である。
【００４４】
（Ｉ−Ｇ）ガス
使用されるガスは、好ましくは、空気、二酸化炭素、ヘリウム、ネオン、アルゴン、六
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フッ化硫黄、特に窒素である。さらに、ハロゲン化炭化水素、例えば、ジクロロジフルオ
ロメタン、１，２−ジクロロ−１，１，２，２−テトラフルオロエタンを使用することも
できる。これらのガスの混合物も当然使用できる。
【００４５】
（Ｉ−Ｌ）溶媒
使用される溶媒は、好ましくは、使用される反応物に不活性の液体、特に水である。
【００４６】
（Ｉ−Ａ）で記載したエチレン性不飽和モノマーの代わりに、重付加および重縮合生成
物の一般的先駆物質、即ち、例えば、ポリウレタンフォーム製造用のジイソシアネートお
よびポリオールを使用することもできる。
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【００４７】
本発明のポリマーフォーム製造において、第一工程段階で、重合性水性混合物を微小流
体法によって発泡させる。
【００４８】
本発明の１つの実施形態において、フォームを重合とは別に製造する。しかし、フォー
ム形成の間に実際に重合を開始させ、フォーム形成の終了後に、それを完了させることも
できる。本発明による第一段階で充分に重合していないフォームは、ある期間にわたって
、例えば１時間まで、安定であり、従って、なんらの問題なくそれらを取り扱うことがで
きる。
【００４９】

10

まだ重合していないフォーム混合物は、例えば、特定用途に所望される付形体を製造す
るために、次の重合に好適な形にすることができる。発泡重合性水性混合物の付形におい
て生じうる廃棄フォームは、工程に直接的に再循環させることができる。発泡重合性材料
を、例えば、好ましくは付着防止被膜が与えられる一時担体材料に、所望の厚さで適用す
ることができる。例えば、フォームを基材にナイフ塗布することができる。同様に付着防
止被膜を有する鋳型に、重合性水性フォーム混合物を充填し、その中でフォームの重合を
完了させることもできる。
【００５０】
発泡重合性水性混合物は長い寿命を有するので、この混合物は、複合材料の製造にも適
している。例えば、機械的生成後に製造された重合性フォームを、永久担体材料、例えば

20

、ポリマーのフィルム（例えば、ポリエチレン、ポリプロピレンまたはポリアミドのフィ
ルム）または金属、ウェブ、毛羽、ティッシュー、織物、天然または合成繊維、または他
のフォームに適用することができる。複合材料の製造において、ある条件下で、重合性フ
ォームを、特定構造物の形で、または異なる層厚さで、担体材料に適用することが有利な
場合もある。しかし、重合性フォームを毛羽層に適用し、それを浸み込ませることもでき
、それによって、重合後に毛羽がポリマーフォームの一体成分となる。第一工程段階で得
られる発泡重合性水性混合物を、大きいブロックに付形し重合させることもできる。重合
後に、ブロックを、より小さい付形体にカットするかまたはのこ引きすることができる。
サンドイッチ状構造物を製造することもでき、それは下記のように行なわれる：発泡重合
性水性混合物を基材に適用し、フォーム層を、フィルム、ウェブ、ティッシュー、織物、
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繊維または他のフォーム（適切であれば、初めに使用した基材と異なる材料から成る）で
被覆し、再びフォームを適用し、必要であれば、さらにフィルム、ウェブ、ティッシュー
、織物、繊維または他のフォームで被覆する。次に、第二工程段階で、複合物を重合に付
す。しかし、さらなるフォーム層を有するサンドイッチ状構造物を製造することもできる
。
【００５１】
本発明ポリマーフォームの製造法の第二段階において、発泡重合性水性混合物を重合さ
せる。使用される開始剤により、温度の上昇、光の作用、電子線の照射、または温度の上
昇と光の作用によって、重合を行なうことができる。発泡重合性水性混合物の温度を上昇
させるために、工業において一般的なあらゆる方法を使用でき、例えば、フォームを加熱
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可能プレートと接触させるか、重合性フォームを赤外線に暴露するか、またはマイクロ波
で加熱することができる。比較的厚いポリマーフォーム層、例えば、数センチメートルの
厚さを有するフォームを製造する場合、本方法によって比較的均一な加熱が得られるため
マイクロ波での重合性発泡材料の加熱が特に有利である。
【００５２】
重合は、例えば２０〜１８０℃の温度、好ましくは２０〜１００℃の温度で行なわれる
。
【００５３】
発泡重合性材料への光の作用によって重合を開始する場合、あらゆる通常の照射系を使
用することができ、但し、それらの発光スペクトルは、使用される光開始剤に適合される
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ものとする。重合を照射によって開始する場合、光開始剤と熱開始剤との組合せ、および
／または熱開始剤としても作用しうる光開始剤、例えばアゾ開始剤を使用するのが有利で
ある。重合の間の高い重合熱の結果として、フォームが有意に加熱されるので、この方法
によって、実質的により速くより有効な重合反応の進行が達成される。光の作用による開
始の場合、重合温度は０〜１５０℃、好ましくは１０〜１００℃である。
【００５４】
本発明の方法の重要な利点は、発泡重合性水性混合物の構造を実質的に保持して重合が
進む、即ち、重合性フォームが重合の間にその体積を少ししか変化させないことであると
考えられる。重合反応は、開始温度、開始方法または熱の除去によって影響を受ける。重
合温度は、好ましくは、重合性水性混合物の沸騰を防止するように調節される。重合が進

10

むと共に、増加するゲル形成によってポリマーフォームの凝固が生じる。重合が終了した
後、ヒドロゲルフォームが存在し、これは３０〜８０質量％の含水量を有する。該方法に
よって、連続気泡または独立気泡ポリマーフォームを製造することができる。
【００５５】
高吸収性物質としての重合フォームの使用のために、１〜４５質量％、好ましくは１５
〜３５質量％の残留水分含量が望ましい。従って、通常、重合で得られるヒドロゲルフォ
ームを乾燥させる。軟質ポリマーフォームを得るために、フォームはある程度の残留水分
含量を有する必要がある。含水量は、製造されたフォームの密度に有意に依存する。密度
が高いほど、より高い残留水分含量を与える必要がある。従って、おそらく上限３５〜４
５質量％の水が極めて望ましいと考えられる。極めて高い固形分を有する混合物が重合さ

20

れ、極めて高い密度のポリマーフォームを生じる場合、必要な可撓性を得るために、重合
後に、ポリマーフォームを加湿することが必要な場合もある。
【００５６】
ポリマーフォームは、あらゆる従来法、例えば、熱ガス流での加熱、減圧の適用、赤外
線照射、またはマイクロ波放射での加熱によって、乾燥させることができる。ここでも、
マイクロ波放射が、大体積の付形体の乾燥に有利であることが見出される。
【００５７】
本発明の方法の後に、比較的硬質かつ脆性の、主にまたは少なくとも部分的に連続気泡
のフォームが一般に得られる。特に極めて速い重合の場合に、反応条件を調節することに
よって、独立気泡フォームを製造することができる。

30

【００５８】
しかし、多くの用途において、軟質のフォームが必要とされる。しかし、最初に得られ
る比較的硬質かつ脆性のポリマーフォームを、軟化させることができる。これは、外部可
塑剤を使用するか、または内部軟化によって、行なうことができる。
【００５９】
外部可塑剤は、ゲル生成成分の他に、発泡前に反応混合物に添加されるか、または後に
ポリマーフォームに適用される成分である。有用な可塑剤は、例えば、親水性および吸湿
性物質である。外部軟化は、主に、特定の残留含水量の制御設定によって達成される。さ
らに、軟化は、例えば、ポリオール、例えばグリセロール、ポリアルキレングリコール、
例えばポリエチレングリコールまたはポリプロピレングリコール、または陽イオン乳化剤

40

の使用によって、向上させることができる。好適な陽イオン乳化剤は、例えば、下記の物
質である：オレイルアミン１ｍｏｌとエチレンオキシド５〜１０ｍｏｌとの硫酸ジメチル
−四級化反応生成物、ジステアリルジメチルアンモニウムクロリド、ラウリルトリメチル
アンモニウムクロリド、セチルピリジニウムブロミド、ならびに長鎖脂肪酸のエタノール
アミンエステル、例えば、ステアリン酸ジエタノールアミンエステル、ステアリン酸モノ
エタノールアミンエステル、およびステアリン酸トリエタノールアミンエステル（これを
外部可塑剤として使用するのが好ましい）。
【００６０】
ポリマーフォームの内部軟化は、ゲル構造に組み込まれる可塑化成分の使用を意味する
ものと理解される。該成分は、それ自身、不飽和基を有し、重合性水性混合物中のモノマ
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ーとして重合に存在し、ゲル構造に組み込まれるかまたはゲル生成物質と反応する物質で
あってよい。内部可塑剤は、ポリマーフォームを構成するポリマーのガラス転移温度の低
下をもたらすことを目的とする。好適な内部可塑剤は、例えば、オレフィン、エチレン性
不飽和Ｃ3〜Ｃ5カルボン酸および一価Ｃ2〜Ｃ30アルコールのエステル、またはモノエチ
レン性不飽和Ｃ3〜Ｃ5カルボン酸のポリエチレングリコールまたはプロピレングリコール
モノエステルである。内部軟化のために、好適なモノマーは、モノマー（ａ）と共に形成
されるコポリマーのガラス転移温度を低下させるモノマー（ｂ）であり、例えば、少なく
とも４個の炭素原子を含んで成る飽和カルボン酸のビニルエステル、アルキル基に少なく
とも２個の炭素原子を有するアルキルビニルエーテル、ビニルラクタム、およびアルキル
置換スチレン、例えばエチルスチレンである。

10

【００６１】
ポリマーフォームの架橋度は後に調節することが望ましい場合がある。これを行なうた
めに、例えば、好適なモノマーの添加によって重合の間に潜在架橋部位をゲルに組み込む
ことができ、該好適モノマーは、ポリマーフォーム製造条件下に架橋反応を生じないが、
後に使用しうる特定条件下に、例えば有意に高い温度によって、ゲル構造に付加的架橋点
を形成することができる。そのようなモノマーの例は、ヒドロキシル基を含んで成り、高
温、即ち１５０℃より高い温度で、ポリマーフォーム構造中のカルボキシル基と反応する
ことができる化合物の導入であってよい。潜在架橋部位を有する好適な化合物は、例えば
、下記の化合物である：ヒドロキシエチルアクリレート、ヒドロキシプロピルアクリレー
ト、ヒドロキシブチルアクリレート、グリセロールのモノアクリレート、少なくとも２個

20

のエチレングリコール単位を有するポリエチレングリコールのモノアクリレートまたはモ
ノメタクリレート、少なくとも２個のプロピレングリコール単位を有するポリプロピレン
グリコールのモノアクリレートまたはモノメタクリレート、および多価アルコールのモノ
メタクリレート、例えば、ヒドロキシブチルメタクリレート、ヒドロキシプロピルメタク
リレート、ヒドロキシエチルメタクリレートまたはグリセリルモノメタクリレート。
【００６２】
均一後架橋の他の手段は、架橋試薬（即ち、好適条件下に、例えば、７０℃より高い温
度に加熱した場合に、ヒドロゲルフォームの酸基と反応することができる少なくとも２個
の反応性基を有する化合物）の後続添加である。この場合、架橋剤の透過度によって調節
して、不均一架橋密度の修正を行なうこともできる。好適な架橋剤は、ポリマーマトリッ

30

クスのカルボシル基との共有結合またはイオン結合を形成する。好適な架橋剤は、同種ま
たは異種の少なくとも２個の官能基、例えば、ヒドロキシル、アミノ、第四アンモニウム
、イソシアナト、エポキシ、アジリジノ、エステルまたはアミド基を有する化合物である
。好ましい後架橋剤は、ポリアルコール、例えばグリセロール、またはビスエポキシドで
ある。架橋剤は、例えば、吹付、浸漬、または気相蒸着によって、発泡材料に適用するこ
とができる。
【００６３】
本発明のポリマーフォームは、例えば０．００１〜１．８ｇ／ｃｍ3、好ましくは０．
００５〜１ｇ／ｃｍ3の密度を有する。ポリマーフォームの密度は、重量分析的に求めら
れる。例えば鋭利ナイフを使用して、３〜５ｃｍの所定の厚さを有する均一ポリマーフォ

40

ーム層から、一辺５ｃｍの正方形をカットする。これらの試料の重さを量り、得られた重
さを、寸法から算出した体積で割る。
【００６４】
ポリマーフォームから抽出可能な部分を測定するために、乾燥し粉砕したポリマーフォ
ーム試料を、０．９質量％の塩化ナトリウム溶液に分散させ、分散物を１時間撹拌する。
次に、フォーム物質を濾過し、抽出された部分の量を濾液中で滴定法によって求める。
【００６５】
ポリマーフォーム１ｇのポリマーフォームの吸水力を、厚さ３ｍｍ、各１ｇのポリマー
フォーム片について測定する。この場合、いわゆるティーバッグ試験によって保持力を試
験する。この場合に使用される液体は、０．９％の塩化ナトリウム溶液である。フォーム

50

(15)

JP 5506777 B2 2014.5.28

物質１ｇをティーバッグに入れ、次に、封をする。次に、ティーバッグを所定時間にわた
って液体に浸し、１０分間したたらせた後、再び重さを量る。吸収力の算出のためにブラ
ンク試験を行ない、該試験において、ポリマーフォームを含有しないティーバッグを溶液
に浸し、前記のように１０分間したたらせた後に、ティーバッグの重さを測定する。次に
、吸収力を下記の関係式から算出する：
吸収力＝ポリマーフォーム含有ティーバッグの重さ−ブランク試験のティーバッグの
重さ／ポリマーフォームの初期重さ。
【００６６】
保持力は次のように算出される：
前記と同じ手順であるが、ティーバッグをしたたらす代わりに、遠心器において２５０ｇ

10

の加速度で３分間回転させる。
保持力＝回転後のティーバッグの重さ−ブランク試験のティーバッグの重さ／ポリマ
ーフォームの初期重さ。
【００６７】
均一に３ｍｍの厚さのポリマーフォーム層から１ｇの重さの長方形試料を鋭利ナイフで
カットすることによって、吸収速度（以下にＡＳと称す）を測定した。これらの試料を、
ペトリ皿において２０ｇの試験液で覆った。ストップウォッチを使用して、ポリマーフォ
ームが試験液を完全に吸収するのに要した時間を測定した。吸収速度（ＡＳ）（ｇ／ｇ−
秒）を下記のように算出した：
ＡＳ＝２０ｇ／［ｌｇ*測定時間（秒）］。

20

【００６８】
さらに、この試験において、液体吸収の均一性を、６等級の尺度で評価する。等級１〜
６は下記の意味を有する：
１．

ポリマーフォームが、開始時から均一に膨潤する；

２．

ポリマーフォームが、数秒後に均一に膨潤する；

３．

ポリマーフォームが、３０秒後に均一に膨潤する；

４．

ポリマーフォームが、全時間にわたって不均一に膨潤するが、小部分のみが作用を

受ける；
５．

ポリマーフォームが、全時間にわたって不均一に膨潤するが、有意部分が作用を受
30

ける。
６．

ポリマーフォームが、全時間にわたって表面のみで膨潤する。

【００６９】
試験液の配合：
下記の塩を蒸留水１リットルに溶解させる：
２．００ｇ

ＫＣｌ

２．００ｇ

Ｎａ2ＳＯ4

０．８５ｇ

ＮＨ4Ｈ2ＰＯ4

０．１５ｇ

（ＮＨ4）2ＨＰＯ4

０．１９ｇ

ＣａＣｌ2

０．２３ｇ

ＭｇＣｌ2

40

使用される塩は無水でなければならない。
【００７０】
膨潤状態のポリマーフォームの安定性：
前記試験で得た試料を使用して、充分に膨潤した物質の安定性を、４等級の尺度で評価
した。等級１〜４は下記を意味する：
１．

ポリマーフォームを、ペトリ皿から非損傷で除去することができ、裂けることなく

１８０°曲げることができる；
２．

ポリマーフォームを、ペトリ皿から非損傷で除去することができる；

３．

ポリマーフォームが、ペトリ皿から除去する際に裂ける。

４．

ポリマーフォームが、分解して、非凝集性ゲル塊を生じる。
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【００７１】
前記の吸水性ポリマーフォームを、文献に記載のポリマーフォームが使用されている全
ての目的に使用できる。それらは、例えば、体液の吸着および創傷を覆う包帯材料に使用
される衛生物品に使用される。それらは、例えば、おむつ、生理用ナプキンおよび失禁用
品における吸水成分として、好適である。それらは、複合材料の形態で使用することがで
きる。ポリマーフォームは、シーラント材料、土壌改良剤、土壌補充物および包装材料と
して使用することもできる。ポリマーフォームを含んで成る物品の特定形態は、例えば、
ＷＯ−Ａ−９４／２２５０２に包括的に記載されている。ポリマーフォームは、スラッジ
の脱水、水性被覆剤の増粘にも好適であり、該増粘は、例えば、残留量の未使用水性被覆
剤または塗料の処分のために、例えば、水性被覆剤残留物に粉末状ポリマーフォームを凝

10

固が生じるまで添加することによって行なわれる。ポリマーフォームは、含水油を脱水す
るのにも使用できる。それらは、例えば、平均粒径１５０μｍ〜５ｍｍを有する粉末形態
で前記用途に使用することができる。
【００７２】
前記フォームは、それらの特性により、体液の保存において、衛生物品中で下記のよう
な種々の機能を果たすことができる：
−採取；
−分散および／または；
−保存。
【００７３】

20

体液の保存は、フォームによって充分に行なうことができるが、付加的成分、例えば、
高軟質不織布、ポリプロピレンウェブ、ポリエステルウェブまたは化学的改質パルプを、
適切であれば、採取および分散機能用のフォーム上の層として支持的役割に使用しうる。
【００７４】
以下の実施例におけるパーセンテージは、文脈から他に明らかでない限り、質量パーセ
ントを意味する。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】溶液Ｌの供給路２および３、およびガスＧの供給路４を有するブロック１、溶液
およびガスＧの混合通路ＭＫ、および出口通路Ｋから成る対応する反応器を示す。

30

【００７６】
実施例：
下記の流れを、５５０μｍの出口通路直径を有する図１の微小流体反応器に導入する：
ＱL1：溶液Ｌ１：２〜３．３ｍＬ／分
ＱL2：溶液Ｌ２：２〜３．３ｍＬ／分
ＱG：ガス：０．４ｍＬ／分。
【００７７】
使用したガスは、空気または窒素であった。
【００７８】
溶液Ｌ１およびＬ２の組成を、下記の第１表に示す：
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【表１】

10

【００７９】
液体Ｌ１およびＬ２が接触するとすぐに、重合が開始した。同時に、供給されたガスＧ
の気泡が、出口通路Ｋにおける流れの中に形成され、分散し、溶液Ｌ１およびＬ２ならび
にそれらの反応生成物によって囲まれた。反応器の出口から、既に部分的に重合したフォ
ームが出てきた。このフォームを下記の条件下に完全に重合させた：
温度：２０℃

20

時間：３０〜６０秒。
【００８０】
完成フォームは下記のパラメーターを有していた：
構造：気泡の密充填（六角最高密度充填）
形態：大部分が連続気泡フォーム
比表面積：１．５ｘ１０4ｍ2／ｍ3
吸収力：１５ｇ／ｇ。
【００８１】
得られるフォームは、その特性により、体液の吸収に使用できる。それは、特に、創傷
を覆う包帯材料、シーラント材料、土壌改良剤、土壌補充物および包装材料として使用で
きる。
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