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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）酸基を保持し、少なくとも部分的に中和されていてもよい少なくとも１つのエチレ
ン不飽和モノマーと、
ｂ）少なくとも１つの架橋剤と、
ｃ）少なくとも１つの開始剤と、
ｆ）水と
を含むモノマー溶液の液滴を周囲の加熱気相にて重合し、ガスを重合チャンバに並流で流
し、重合チャンバを出るガスの温度を１００℃～１３０℃とし、重合チャンバ内のガス速
度を少なくとも０．５ｍ／ｓとし、少なくとも５個の穴を有する液滴プレートを使用する
ことによって液滴を生成することによって、０．８６から０．９９の平均球形度を有する
吸水性ポリマー粒子を製造するための方法。
【請求項２】
　前記モノマー溶液がさらに、
　ｄ）ａ）に挙げられているモノマーと共重合可能な１つまたは複数のエチレン不飽和モ
ノマー
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記モノマー溶液がさらに、
　ｅ）１つまたは複数の水溶性ポリマー
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を含む、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　重合チャンバを出るガスの温度が、１１５から１２５℃である請求項１から３のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項５】
　重合チャンバ内のガス速度が、０．７から０．９ｍ／ｓである請求項１から４のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項６】
　穴の間隔が１５から３０ｍｍである請求項１から５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　穴の径が１５０から２００μｍである請求項１から６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　吸水性ポリマー粒子を、前記ポリマー粒子のカルボキシレート基と少なくとも２つの共
有結合を形成することができる基を含む化合物で後架橋する請求項１から７のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項９】
　吸水性ポリマー粒子を無機不活性物質、有機ポリマー、カチオン性ポリマー、多価金属
カチオン、還元剤、抗酸化剤、ポリオール、ヒュームドシリカおよび／または界面活性剤
で被覆する請求項１から８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　２つ以上の空洞を有する吸水性ポリマー粒子であって、該空洞は１から５０μｍの内径
を有し、前記吸水性ポリマー粒子が、０．８６から０．９９の平均球形度、少なくとも０
．５８ｇ／ｃｍ3の嵩密度および２５０から５５０μｍの平均粒径を有し、粒径分布が０
．７未満であり、２つ以上の空洞を有する粒子に対する１つの空洞を有する粒子の比が１
．０未満である、前記吸水性ポリマー粒子。
【請求項１１】
　請求項１から９のいずれか１項に記載の方法に従って得られる吸水性ポリマー粒子であ
って、前記ポリマー粒子が、０．８６から０．９９の平均球形度、少なくとも０．５８ｇ
／ｃｍ3の嵩密度および２５０から５５０μｍの平均粒径を有し、粒径分布が０．７未満
であり、２つ以上の空洞を有する粒子に対する１つの空洞を有する粒子の比が１．０未満
である吸水性ポリマー粒子。
【請求項１２】
　ポリマー粒子が０．７から１ｇ／ｃｍ3の嵩密度を有する請求項１０または１１に記載
のポリマー粒子。
【請求項１３】
　粒径分布が０．６未満である請求項１０から１２のいずれか１項に記載のポリマー粒子
。
【請求項１４】
　粒子の膨潤状態において、空洞が少なくとも１μｍの内径を有する請求項１０から１３
のいずれか１項に記載のポリマー粒子。
【請求項１５】
　ポリマー粒子が少なくとも３０ｇ／ｇの遠心保持能力、少なくとも２０ｇ／ｇの高負荷
下吸収度および少なくとも１０×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇの生理食塩水通液性を有する請求項
１０から１４のいずれか１項に記載のポリマー粒子。
【請求項１６】
　ポリマー粒子が少なくとも２０ｇ／ｇの遠心保持能力、少なくとも１５ｇ／ｇの高負荷
下吸収度および少なくとも８０×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇの生理食塩水通液性を有する請求項
１０から１４のいずれか１項に記載のポリマー粒子。
【請求項１７】
　ポリマー粒子が少なくとも３０ｇ／ｇの遠心保持能力、少なくとも１６ｇ／ｇの高負荷
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下吸収度および少なくとも２０×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇの生理食塩水通液性を有する請求項
１０から１４のいずれか１項に記載のポリマー粒子。
【請求項１８】
　請求項１０から１７のいずれか１項に記載の吸水性ポリマー粒子に基づく凝集吸水性ポ
リマー粒子。
【請求項１９】
　（Ａ）上部液体透過層と、
（Ｂ）下部液体不透過層と、
（Ｃ）５から９０質量％の繊維状材料および１０から９５質量％の請求項１０から１６の
いずれか１項に記載の吸水性ポリマー粒子を含む層（Ａ）と層（Ｂ）の間の吸液性コアと
、
（Ｄ）８０から１００質量％の繊維状材料および０から２０質量％の請求項１０から１６
のいずれか１項に記載の吸水性ポリマー粒子を含む（Ａ）と（Ｃ）の間の任意の取得－分
配層と、
（Ｅ）（Ｃ）の真上および／または真下に配置された任意の組織層と、
（Ｆ）他の任意の構成要素と
を含む吸液性物体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モノマー溶液の液滴を特定の条件下で周囲の気相にて重合することによって
吸水性ポリマー粒子を製造するための方法を提供する。
【０００２】
　吸水性ポリマー粒子の製造は、論文「Ｍｏｄｅｒｎ　Ｓｕｐｅｒａｂｓｏｒｂｅｎｔ　
Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」、Ｆ．Ｌ．　Ｂｕｃｈｈｏｌｚ　ａｎｄ　Ａ.
Ｔ．　Ｇｒａｈａｍ、Ｗｉｌｅｙ－ＶＣＨ、１９９８、７１～１０３頁に記載されている
。
【０００３】
　吸水性ポリマー粒子は、水溶液を吸収する製品であり、おむつ、タンポン、衛生ナプキ
ンおよび他の衛生品を製造するのに使用されるだけでなく、市場園芸における保水剤とし
ても使用される。吸水性ポリマー粒子は、「超吸収性ポリマー」または「超吸収剤」とも
呼ばれる。
【０００４】
　モノマー溶液の液滴を重合することによる吸水性ポリマー粒子の製造は、例えば、ＥＰ
０３４８１８０Ａ１、ＷＯ９６／４０４２７Ａ１、ＵＳ５，２６９，９８０、ＤＥ１０３
１４　４６６Ａ１、ＤＥ１０３４０２５３Ａ１、ＤＥ１０２００４０２４４３７Ａ１、Ｄ
Ｅ１０　２００５００２４１２Ａ１、ＤＥ１０２００６００１５９６Ａ１、ＷＯ２００８
／００９５８０Ａ１、ＷＯ２００８／００９５９８Ａ１、ＷＯ２００８／００９５９９Ａ
１、ＷＯ２００８／００９６１２Ａ１、ＷＯ２００８／０４０７１５Ａ２、ＷＯ２００８
／０５２９７１およびＷＯ２００８／０８６９７６Ａ１に記載されている。
【０００５】
　液滴を取り囲む気相でのモノマー溶液液滴の重合（「液滴重合」）は、平均球形度（ｍ
ＳＰＨＴ）の高い丸形の吸水性ポリマー粒子を与える。平均球形度は、ポリマー粒子の丸
みの尺度であり、例えば、Ｃａｍｓｉｚｅｒ（登録商標）画像解析システム（Ｒｅｔｓｃ
ｈ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ＧｍｂＨ；Ｈａａｎ；ドイツ）を用いて測定され得る。液滴
重合によって得られる吸水性ポリマー粒子は、典型的には中空球体である。
【０００６】
　本発明の目的は、特性が向上した吸水性ポリマー粒子、すなわち高い遠心保持能力（Ｃ
ＲＣ）、４９．２ｇ／ｃｍ2の負荷下での高い吸収性（ＡＵＨＬ）および優れた機械安定
性を有する吸水性ポリマー粒子を含む吸水性ポリマー粒子を提供することであった。
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【０００７】
　さらなる目的は、高い嵩密度および狭い粒径分布を有する吸水性ポリマー粒子を提供す
ることであった。
【０００８】
　さらなる目的は、吐出のばらつきおよび粒子損傷を低減する優れた吐出および輸送特性
を有する吸水性ポリマー粒子を提供することであった。
【０００９】
　さらなる目的は、機械的応力条件下で優れた安定性を有する吸水性ポリマー粒子を提供
することであった。
【００１０】
　その目的は、モノマー溶液の液滴を周囲の加熱気相にて重合し、ガスを並流で重合チャ
ンバに流すことによって吸水性ポリマー粒子を製造するための方法であって、重合チャン
バを出るガスの温度を１３０℃以下とし、重合チャンバの内部のガス速度を少なくとも０
．５ｍ／ｓとし、多数の穴を有する液滴プレートを使用することによって液滴を生成する
方法によって達成される。
【００１１】
　液滴重合によって得られる吸水性ポリマー粒子は、典型的には、１つの大きな空洞を有
する部分的に窪んだ中空球体の形状を有する。中空球体は、機械的応力に敏感である。
【００１２】
　本発明は、反応温度を低下させ、ガス速度を上昇させ、穴の分離を増大させることで、
液滴重合によって製造される吸水性ポリマー粒子の構造に強い影響を与えるという知見に
基づく。
【００１３】
　本発明の方法による特定の条件の結果は、嵩密度が大きく、粒径分布が狭く、１つの大
きな空洞の代わりにいくつかの小さな空洞を有し、機械安定性が優れるとともに、吐出特
性が優れた吸水性ポリマー粒子である。
【００１４】
　本発明は、さらに、本発明による方法によって得られる吸水性ポリマー粒子であって、
ポリマー粒子が０．８６から０．９９の平均球形度、少なくとも０．５８ｇ／ｃｍ3の嵩
密度および２５０から５５０μｍの平均粒径を有し、粒径分布が０．７未満であり、複数
の空洞を有する粒子に対する１つの空洞を有する粒子の比が１．０未満である吸水性ポリ
マー粒子を提供する。
【００１５】
　本発明は、さらに、発明の吸水性ポリマー粒子を含む吸液性物体を提供する。
【００１６】
　発明の詳細な説明
　Ａ．定義
　本明細書に使用されているように、「吸液性組成物」という用語は、主として、体液の
取得、輸送、分配および貯蔵を含む吸液性物体の液体処理を担う吸液性物体の構成要素を
指す。
【００１７】
　本明細書に使用されているように、「流体吸収性コア」という用語は、繊維状材料およ
び吸水性ポリマー粒子を含む吸液性組成物を指す。吸液性コアは、主として、体液の取得
、輸送、分配および貯蔵を含む吸液性物体の液体処理を担う。
【００１８】
　本明細書に使用されているように、「層」という用語は、その基本寸法がその長さおよ
び幅に沿う吸液性組成物を指す。「層」という用語は、吸液性組成物の単一の層またはシ
ートに必ずしも限定されない。したがって、層は、異なる材料の積層体、複合体、いくつ
かのシートまたはウェブの組合せを含み得る。
【００１９】
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　本明細書に使用されているように、「ｘ寸法」という用語は長さを指し、「ｙ寸法」と
いう用語は、吸液性組成物、層、コアまたは物体の幅を指す。一般に、「ｘ－ｙ寸法」と
いう用語は、吸液性組成物、層、コアまたは物体の高さまたは厚さに直交する平面を指す
。
【００２０】
　本明細書に使用されているように、「ｚ寸法」という用語は、吸液性組成物、層、コア
または物体の長さおよび幅に直交する寸法を指す。一般に、「ｚ寸法」という用語は、吸
液性組成物の高さを指す。
【００２１】
　本明細書に使用されているように、「シャーシ」という用語は、上部液体透過層および
下部液体透過層を含む吸液性材料を指す。
【００２２】
　本明細書に使用されているように、「坪量」という用語は、１平方メートル当たりの吸
液性コアの質量を指し、それは、吸液性物体のシャーシを含む。坪量は、吸液性コアの個
別の領域で測定される。前部全体平均は、コアの中心の５．５ｃｍ前方からコアの前部遠
端までの吸液性コアの坪量であり、割込み帯域は、コアの中心の５．５ｃｍ前方および０
．５ｃｍ後方の吸液性コアの坪量であり、後部全体平均は、コアの中心の０．５ｃｍ後方
からコアの後部遠端までの吸液性コアの坪量である。
【００２３】
　本明細書に使用されているように、「密度」という用語は、体積当たりの流体吸収性コ
アの質量を指し、流体吸収性物体のシャーシを含む。密度は、流体吸収性コアの個別の領
域で測定される。前部全体平均は、コアの中心の５．５ｃｍ前方からコアの前部遠端まで
の吸液性コアの密度であり、割込み帯域は、コアの中心の５．５ｃｍ前方および０．５ｃ
ｍ後方の吸液性コアの密度であり、後部全体平均は、コアの中心の０．５ｃｍ後方からコ
アの後部遠端までの吸液性コアの密度である。
【００２４】
　さらに、「上部の」という用語は、吸液性物体の着用者により近い吸液性組成物を指す
。一般に、トップシートは、吸液性物体の着用者に最も近い組成物であり、以降「上部液
体透過層」と記載される。対照的に、「下部の」という用語は、吸液性物体の着用者から
離れた吸液性組成物を指す。一般に、バックシートは、吸液性物体の着用者から最も遠く
離れた組成物であり、以降「下部液体不透過層」と記載される。
【００２５】
　本明細書に使用されているように、「液体透過性」という用語は、液体、すなわち尿、
月経および／または膣液などの体液をその厚さ方向に容易に透過させる基板、層または積
層体を指す。
【００２６】
　本明細書に使用されているように、「液体不透過性」という用語は、一般に、通常の使
用条件下での液体接触点における層の平面に垂直な方向に体液を通過させない基板、層ま
たは積層体を指す。
【００２７】
　吸液性物体は、以降「一次コア」および「二次コア」と呼ばれる上部コアおよび下部コ
アを含む二重コアシステムを含む２つ以上の吸液性コアを好適な形態で含むこともできる
。
【００２８】
　本明細書に使用されているように、「親水性」という用語は、これらの繊維に付着した
水による繊維の濡れ性を指す。「親水性」という用語は、体液の接触角および表面張力に
よって定義される。１９６４年米国化学協会公報「接触角、濡れ性および接着性（Ｃｏｎ
ｔａｃｔ　ａｎｇｌｅ，ｗｅｔｔａｂｉｌｉｔｙ　ａｎｄ　ａｄｈｅｓｉｏｎ）」におけ
るＲｏｂｅｒｔ　Ｆ．Ｇｏｕｌｄの定義によれば、液体と繊維、特に繊維表面との接触角
が９０°未満であるとき、または液体が同じ表面上で自然に広がる傾向があるときに、繊



(6) JP 5738295 B2 2015.6.24

10

20

30

40

50

維は親水性であるといわれる。
【００２９】
　対照的に、「疎水性」という用語は、９０°を超える接触角を示すか、または繊維の表
面全体にわたって液体が自然に広がらない繊維を指す。
【００３０】
　本明細書に使用されているように、「部分」または「帯域」という用語は、吸液性組成
物の限定的な領域を指す。
【００３１】
　本明細書に使用されているように、「物体」という用語は、体から排出される液体を取
得および貯蔵することが可能である任意の三次元固体材料を指す。本発明による好適な物
体は、ディスポーザブル吸液性パンティーライナー、衛生ナプキン、月経用品、失禁イン
サーツ／パッド、おむつ、トレーニングパンツ、乳房パッドおよび唇間インサーツ／パッ
ド等の、使用者の体と接触して着用されるように設計されたディスポーザブルな吸液性物
体である。
【００３２】
　本明細書に使用されているように、「体液」という用語は、尿、月経液、糞便および膣
分泌物等の、人間または動物によって生成および排出される任意の液体を指す。
【００３３】
　Ｂ．吸水性ポリマー粒子
　吸水性ポリマー粒子は、
ａ）酸基を保持し、少なくとも部分的に中和されていてもよい少なくとも１つのエチレン
不飽和モノマーと、
ｂ）少なくとも１つの架橋剤と、
ｃ）少なくとも１つの開始剤と、
ｄ）場合により、ａ）に挙げられているモノマーと共重合可能な１つまたは複数のエチレ
ン不飽和モノマーと、
ｅ）場合により１つまたは複数の水溶性ポリマーと、
ｆ）水と
を含むモノマー溶液の液滴を周囲の加熱気相にて重合し、ガスを重合チャンバに並流で流
し、重合チャンバを出るガスの温度を１３０℃以下とし、重合チャンバ内のガス速度を少
なくとも０．５ｍ／ｓとし、多数の穴を有する液滴プレートを使用することによって液滴
を生成することによって製造される。
【００３４】
　吸水性ポリマーは、典型的には、水に不溶性であるが膨潤性である。
【００３５】
　モノマーａ）は、好ましくは水溶性である。すなわち、２３℃における水に対する溶解
度が典型的には水１００ｇ当たり少なくとも１ｇ、好ましくは水１００ｇ当たり少なくと
も５ｇ、より好ましくは水１００ｇ当たり少なくとも２５ｇ、最も好ましくは水１００ｇ
当たり少なくとも３５ｇである。
【００３６】
　好適なモノマーａ）は、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸およびイタコ
ン酸などのエチレン不飽和カルボン酸である。特に好適なモノマーは、アクリル酸および
メタクリル酸である。アクリル酸が特に好適である。
【００３７】
　さらなる好適なモノマーａ）は、例えば、ビニルスルホン酸、スチレンスルホン酸およ
び２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸（ＡＭＰＳ）などのエチレン不飽
和スルホン酸である。
【００３８】
　不純物は、重合に強い影響を与える。特に精製モノマーａ）が好ましい。有用な精製方
法は、ＷＯ２００２／０５５４６９Ａ１、ＷＯ２００３／０７８３７８Ａ１およびＷＯ２
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００４／０３５５１４Ａ１に開示されている。好適なモノマーａ）は、ＷＯ２００４／０
３５５１４Ａ１によれば、９９．８４６０質量％のアクリル酸、０．０９５０質量％の酢
酸、０．０３３２質量％の水、０．０２０３質量％のプロピオン酸、０．０００１質量％
のフルフラル、０．０００１質量％の無水マレイン酸、０．０００３質量％のジアクリル
酸および０．００５０質量％のヒドロキノンモノメチルエーテルを有する精製アクリル酸
である。
【００３９】
　重合ジアクリル酸は、熱分解による残留モノマーの源である。その方法を通じての温度
が低ければ、ジアクリル酸の濃度は、重要でなくなり、より高濃度、すなわち５００から
１０，０００ｐｐｍのジアクリル酸を発明の方法に使用することができる。
【００４０】
　全量のモノマーａ）におけるアクリル酸および／またはその塩の含有量は、好ましくは
少なくとも５０モル％、より好ましくは少なくとも９０モル％、最も好ましくは少なくと
も９５モル％である。
【００４１】
　モノマーａ）の酸基は、典型的には部分的に、好ましくは２５から８５モル％の程度ま
で、好適には５０から８０モル％の程度まで、より好ましくは６０から７５モル％の程度
まで中和され、そのために従来の中和剤、好ましくは、アルカリ金属水酸化物、アルカリ
金属酸化物、アルカリ金属炭酸塩またはアルカリ金属炭酸水素塩およびそれらの混合物を
使用することができる。アルカリ金属塩の代わりに、アンモニアまたは有機アミン、例え
ばトリエタノールアミンを使用することも可能である。粉末、スラリーまたは溶液の形の
マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、亜鉛またはアルミニウムの酸化物、炭酸塩
、炭酸水素塩および水酸化物、ならびに上記中和剤のいずれかの混合物を使用することも
可能である。混合物の例は、アルミン酸ナトリウム溶液である。ナトリウムおよびカリウ
ムは、アルカリ金属として特に好適であるが、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウムまたは
炭酸水素ナトリウムおよびそれらの混合物が特に好ましい。典型的には、中和は、水溶液
として、溶融物として、または好ましくは固体として中和剤を混入することによって達成
される。例えば、水分含有量が５０質量％を有意に下回る水酸化ナトリウムが、２３℃を
超える融点を有する蝋様材料として存在してもよい。この場合、高温での断片材料または
溶融物としての計量添加が可能である。
【００４２】
　場合により、安定化の目的で、モノマー溶液またはその出発材料に、金属イオン、例え
ば鉄をマスクするための１つ以上のキレート剤を添加することが可能である。好適なキレ
ート剤は、例えば、アルカリ金属クエン酸塩、クエン酸、アルカリ金属酒石酸塩、アルカ
リ金属乳酸塩およびグリコール酸塩、三リン酸五ナトリウム、四酢酸エチレンジアミン、
ニトロ三酢酸、ならびにＴｒｉｌｏｎ（登録商標）の名称で知られる全てのキレート剤、
例えば、Ｔｒｉｌｏｎ（登録商標）Ｃ（ジエチレントリアミン五酢酸五ナトリウム）、Ｔ
ｒｉｌｏｎ（登録商標）Ｄ（（ヒドロキシエチル）－エチレンジアミン三酢酸三ナトリウ
ム）およびＴｒｉｌｏｎ（登録商標）Ｍ（メチルグリシン二酢酸）である。
【００４３】
　モノマーａ）は、典型的には、貯蔵のための阻害剤として重合阻害剤、好ましくはヒド
ロキノンモノエーテルを含む。
【００４４】
　モノマー溶液は、それぞれの場合において、アクリル酸塩がアクリル酸として計数され
たアクリル酸に基づいて、好ましくは２５０質量ｐｐｍ、より好ましくは１３０質量ｐｐ
ｍ、最も好ましくは７０質量ｐｐｍ以下であり、好ましくは１０質量ｐｐｍ以上、より好
ましくは３０質量ｐｐｍ以上であり、特に約５０質量ｐｐｍのヒドロキノンモノエーテル
を含む。例えば、適切なヒドロキノンモノエーテル含有量を有するアクリル酸を使用して
モノマー溶液を製造することができる。しかし、ヒドロキノンモノエーテルを、例えば活
性炭素への吸収によってモノマー溶液から除去することもできる。



(8) JP 5738295 B2 2015.6.24

10

20

30

40

50

【００４５】
　好適なヒドロキノンモノエーテルは、ヒドロキノンモノメチルエーテル（ＭＥＨＱ）お
よび／またはアルファ－トコフェロール（ビタミンＥ）である。
【００４６】
　好適な架橋剤ｂ）は、架橋に適する少なくとも２つの基を有する化合物である。当該基
は、例えば、遊離ラジカル機構によってポリマー鎖に重合することができるエチレン不飽
和基、およびモノマーａ）の酸基と共有結合を形成することができる官能基である。加え
て、モノマーａ）の少なくとも２つの酸基と配位結合を形成することができる多価金属イ
オンも好適な架橋剤ｂ）である。
【００４７】
　架橋剤ｂ）は、好ましくは、遊離ラジカル機構によってポリマーネットワークに重合す
ることができる少なくとも２つの遊離ラジカル重合性基を有する化合物である。好適な架
橋剤ｂ）は、例えば、エチレングリコールジメタクリレート、ジエチレングリコールジア
クリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、メタクリル酸アリル、トリアクリ
ル酸トリメチロールプロパン、トリアリルアミン、塩化テトラアリルアンモニウム、ＥＰ
０５３０４３８Ａ１に記載されているテトラアリルオキシエタン、ＥＰ０５４７８４７Ａ
１、ＥＰ０５５９４７６Ａ１、ＥＰ０６３２０６８Ａ１、ＷＯ９３／２１２３７Ａ１、Ｗ
Ｏ２００３／１０４２９９Ａ１、ＷＯ２００３／１０４３００Ａ１、ＷＯ２００３／１０
４３０１Ａ１およびＤＥ１０３３１４５０Ａ１に記載されているジおよびトリアクリレー
ト、ＤＥ１０３３１４５６Ａ１およびＤＥ１０３５５４０１Ａ１に記載されている、アク
リレート基とともにエチレン不飽和基をさらに含む混合アクリレート、または例えばＤＥ
１９５４３３６８Ａ１、ＤＥ１９６４６４８４Ａ１、ＷＯ９０／１５８３０Ａ１およびＷ
Ｏ２００２／３２９６２Ａ２に記載されている架橋剤混合物である。
【００４８】
　好適な架橋剤ｂ）は、特に、ペンタエリスリトールトリアリルエーテル、テトラアリル
オキシエタン、Ｎ，Ｎ’－メチレンビスアクリルアミド、１５重エトキシル化トリメチロ
ールプロパン、ポリエチレングリコールジアクリレート、トリアクリル酸トリメチロール
プロパンおよびトリアリルアミンである。
【００４９】
　特に好適な架橋剤ｂ）は、例えばＷＯ２００３／１０４３０１Ａ１に記載されているよ
うに、ジまたはトリアクリレートを与えるようにアクリル酸またはメタクリル酸でエステ
ル化されたポリエトキシル化および／またはプロポキシル化グリセロールである。３～１
０重エトキシル化グリセロールのジおよび／またはトリアクリレートが特に有利である。
１～５重エトキシル化および／またはプロポキシル化グリセロールのジまたはトリアクリ
レートが特に好ましい。最も好適なのは、３～５重エトキシル化および／またはプロポキ
シル化グリセロールのトリアクリレート、特に３重エトキシル化グリセロールのトリアク
リレートである。
【００５０】
　架橋剤ｂ）の量は、それぞれの場合において、モノマーａ）に基づいて、好ましくは０
．０５から１．５質量％、より好ましくは０．１から１質量％、最も好ましくは０．３か
ら０．６質量％である。架橋剤ｂ）の量を増加させると、遠心保持能力（ＣＲＣ）が低下
し、２１．０ｇ／ｃｍ2の圧力下での吸収量（ＡＵＬ）が最大値になる。
【００５１】
　使用される開始剤ｃ）は、重合条件下で遊離ラジカル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、アゾ化合物および酸化還元開始
剤であってもよい。水溶性開始剤を使用するのが好ましい。場合によっては、様々な開始
剤の混合物、例えば、過酸化水素とペルオキソ二硫酸ナトリウムまたはカリウムとの混合
物を使用するのが有利である。過酸化水素とペルオキソ二硫酸ナトリウムとの混合物を任
意の割合で使用することができる。
【００５２】



(9) JP 5738295 B2 2015.6.24

10

20

30

40

50

　特に好適な開始剤ｃ）は、２，２’－アゾビス［２－（２－イミダゾリン－２－イル）
プロパン］二塩酸塩および２，２’－アゾビス［２－（５－メチル－２－イミダゾリン－
２－イル）プロパン］二塩酸塩などのアゾ開始剤、および２－ヒドロキシ－２－メチルプ
ロピオフェノンおよび１－［４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル］－２－ヒドロキ
シ－２－メチル－１－プロパン－１－オンなどの光開始剤、過硫酸ナトリウム／ヒドロキ
シメチルスルフィン酸、ペルオキソ二硫酸アンモニウム／ヒドロキシメチルスルフィン酸
、過酸化水素／ヒドロキシメチルスルフィン酸、過硫酸ナトリウム／アスコルビン酸、ペ
ルオキソ二硫酸アンモニウム／アスコルビン酸および過酸化水素／アスコルビン酸などの
酸化還元開始剤、１－［４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル］－２－ヒドロキシ－
２－メチル－１－プロパン－１－オンなどの光開始剤ならびにそれらの混合物である。し
かし、使用される還元性構成要素は、好ましくは、２－ヒドロキシ－２－スルフィナト酢
酸のナトリウム塩と２－ヒドロキシ－２－スルホナト酢酸の二ナトリウム塩と重亜硫酸ナ
トリウムとの混合物である。当該混合物は、Ｂｒｕｅｇｇｏｌｉｔｅ（登録商標）ＦＦ６
およびＢｒｕｅｇｇｏｌｉｔｅ（登録商標）ＦＦ７（Ｂｒｕｅｇｇｅｍａｎｎ　Ｃｈｅｍ
ｉｃａｌｓ；　Ｈｅｉｌｂｒｏｎｎ；ドイツ）として得られる。
【００５３】
　開始剤は、慣例の量、例えば、モノマーａ）に基づいて０．００１から５質量％、好ま
しくは０．０１から２質量％の量で得られる。
【００５４】
　モノマーａ）と共重合可能であるエチレン不飽和モノマーｃ）の例は、アクリルアミド
、メタクリルアミド、アクリル酸ヒドロキシエチル、メタクリル酸ヒドロキシエチル、ア
クリル酸ジメチルアミノエチル、メタクリル酸ジメチルアミノエチル、アクリル酸ジメチ
ルアミノプロピルおよびメタクリル酸ジエチルアミノプロピルである。
【００５５】
　有用な水溶性ポリマーｄ）としては、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、
デンプン、デンプン誘導体、メチルセルロースまたはヒドロキシエチルセルロースなどの
変性セルロース、ゼラチン、ポリグリコールまたはポリアクリル酸、ポリエステルおよび
ポリアミド、ポリ乳酸、ポリビニルアミン、好ましくは、デンプン、デンプン誘導体およ
び変性セルロースが挙げられる。
【００５６】
　最適な作用に向けて、好適な重合阻害剤は、溶存酸素を必要とする。したがって、不活
性化、すなわち不活性ガス、好ましくは窒素の流通によって、重合前にモノマー溶液から
溶存酸素を排除することができる。還元剤を添加することによって溶存酸素の濃度を低下
させることも可能である。モノマー溶液の酸素含有量は、好ましくは、重合前に１質量ｐ
ｐｍ未満、より好ましくは０．５質量ｐｐｍ未満まで下げられる。
【００５７】
　モノマー溶液の水分含有量は、好ましくは６５質量％未満、好適には６２質量％未満、
より好ましくは６０質量％未満、最も好ましくは５８質量％未満である。
【００５８】
　モノマー溶液は、２０℃において、好ましくは０．００２から０．０２Ｐａ・ｓ、より
好ましくは０．００４から０．０１５Ｐａ・ｓ、最も好ましくは０．００５から０．０１
Ｐａ・ｓの動粘度を有する。液滴生成の際の平均液滴径は、動粘度が増大するに従って大
きくなる。
【００５９】
　モノマー溶液は、２０℃において、好ましくは１から１．３ｇ／ｃｍ3、より好ましく
は１．０５から１．２５ｇ／ｃｍ3、最も好ましくは１．１から１．２ｇ／ｃｍ3の密度を
有する。
【００６０】
　モノマー溶液は、２０℃において、０．０２から０．０６Ｎ／ｍ、より好ましくは０．
０３から０．０５Ｎ／ｍ、最も好ましくは０．０３５から０．０４５Ｎ／ｍの表面張力を
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有する。液滴生成の際の平均液滴径は、表面張力が増大するに従って大きくなる。
【００６１】
　重合
　すなわちＷＯ２００８／０６９６３９Ａ１およびＷＯ２００８／０８６９７６Ａ１に記
載されているシステムを使用して、モノマー溶液を気相に計量導入して液滴を形成する。
液滴は、液滴プレートを用いて生成される。
【００６２】
　液滴プレートは、多数の穴を有するプレートであり、液体が上から穴に入る。液滴プレ
ートまたは液体を振動させて、液滴プレートの下面の各穴において理想的には単分散液滴
の鎖を生成することができる。好適な実施形態において、液滴プレートは撹拌されない。
【００６３】
　穴の数およびサイズは、所望の容量および液滴サイズに応じて選択される。液滴径は、
典型的には、穴径の１．９倍である。ここで重要なことは、液滴化される液体が、あまり
速く穴を通過せず、穴に対する圧力降下が大きすぎないことである。そうでなければ、液
体が液滴化されず、液体噴流が、大きな運動エネルギーにより分散（噴霧）される。穴毎
のスループットおよび穴径に基づくレイノルズ数は、好ましくは２０００未満、好適には
１６００未満、より好ましくは１４００未満、最も好ましくは１２００未満である。
【００６４】
　液滴プレートの下面は、少なくとも一部に、水に対して好ましくは少なくとも６０°、
より好ましくは少なくとも７５°、最も好ましくは少なくとも９０°の接触角を有する。
【００６５】
　接触角は、表面に対する液体、特に水の濡れ挙動であり、従来の方法を使用して、例え
ばＡＳＴＭ　Ｄ　５７２５に従って測定され得る。小さな接触角は、濡れが良好であるこ
とを示し、大きな接触角は、濡れが不良であることを示す。
【００６６】
　水に対してより小さな接触角を有する材料、例えば、ドイツ建設材料コード番号が１．
４５７１である鋼から液滴プレートを構成し、水に対してより大きな接触角を有する材料
で被覆することも可能である。
【００６７】
　有用な被覆剤としては、パーフルオロアルコキシエチレン、ポリテトラフルオロエチレ
ン、エチレン－クロロトリフルオロエチレンコポリマー、エチレン－テトラフルオロエチ
レンコポリマーおよびフッ素化ポリエチレンなどのフッ素性ポリマーが挙げられる。
【００６８】
　被覆剤を分散体の形で基板に塗布することができ、その場合は続いて溶媒を蒸発させ、
被覆剤を熱処理する。ポリテトラフルオロエチレンについては、これは例えばＵＳ－３，
２４３，３２１に記載されている。
【００６９】
　さらなる被覆方法は、「Ｕｌｌｍａｎｎ’ｓ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｉｎ
ｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ」の電子版（改訂第６版、２０００年電子版リリ
ース）における見出し語「Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍｓ」の下に見いだされる。
【００７０】
　さらに、被覆剤を化学的ニッケル化の過程でニッケル層に組み込むことができる。
【００７１】
　狭い液滴サイズ分布の単分散液滴の生成をもたらすのは液滴プレート濡れ性不良である
。
【００７２】
　液滴プレートは、好ましくは少なくとも５個、より好ましくは少なくとも２５個、最も
好ましくは少なくとも５０個の穴を有し、好ましくは７５０個まで、より好ましくは５０
０個まで、最も好ましくは２５０個までの穴を有する。穴の径は、所望の液滴サイズに合
わせて調整される。
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【００７３】
　穴の間隔は、通常は１０から５０ｍｍ、好ましくは１２から４０ｍｍ、より好ましくは
１４から３５ｍｍ、最も好ましくは１５から３０ｍｍである。穴の間隔がより小さくなる
と重合液滴の凝集が生じる。
【００７４】
　穴の径は、好ましくは５０から５００μｍ、より好ましくは１００から３００μｍ、最
も好ましくは１５０から２５０μｍである。
【００７５】
　穴を通過するモノマー溶液の温度は、好ましくは５から８０℃、より好ましくは１０か
ら７０℃、最も好ましくは３０から６０℃である。
【００７６】
　ガスは、反応チャンバを流れる。キャリヤガスは、モノマー溶液の自由落下液滴ととも
に、すなわち上から下に反応チャンバに通される。１回の通過後、ガスは、好ましくは少
なくとも一部、好ましくは少なくとも５０％、より好ましくは少なくとも７５％が循環ガ
スとして反応チャンバ内にリサイクルされる。典型的には、キャリヤガスの一部、好まし
くは１０％まで、より好ましくは３％まで、最も好ましくは１％までが各通過後に排出さ
れる。
【００７７】
　キャリヤガスの酸素含有量は、好ましくは０．５から１５体積％、より好ましくは１か
ら１０体積％、最も好ましくは２から７質量％である。
【００７８】
　キャリヤガスは、酸素とともに、好ましくは窒素を含む。ガスの窒素含有量は、好まし
くは少なくとも８０体積％、より好ましくは少なくとも９０体積％、最も好ましくは少な
くとも９５体積％である。他の可能なキャリヤガスを二酸化炭素、アルゴン、キセノン、
クリプトン、ネオン、ヘリウムから選択することができる。キャリヤガスの任意の混合物
を使用することができる。キャリヤガスに水および／またはアクリル酸蒸気を担持するこ
ともできる。
【００７９】
　ガス速度は、好ましくは、反応チャンバにおける流れが誘導され、例えば全般的な流れ
方向に逆行する対流が存在しないように調整され、少なくとも０．５ｍ／ｓ、好ましくは
０．５から１．５ｍ／ｓ、より好ましくは０．６から１．２ｍ／ｓ、さらにより好ましく
は０．６５から１．０ｍ／ｓ、最も好ましくは０．７から０．９ｍ／ｓである。
【００８０】
　ガス入口温度は、ガス出口温度、すなわちガスが反応チャンバを出る温度が１３０℃以
下、好ましくは１００から１３０℃、より好ましくは１０５から１２８℃、さらにより好
ましくは１１０から１２６℃、最も好ましくは１１５から１２５℃になるように制御され
る。
【００８１】
　吸水性ポリマー粒子を３つの範疇に分類することができる。タイプ１の吸水性ポリマー
粒子は、１つの空洞を有する粒子であり、タイプ２の吸水性ポリマー粒子は、２つ以上の
空洞を有する粒子であり、タイプ３の吸水性ポリマー粒子は、可視の空洞を有さない中実
粒子である。
【００８２】
　吸水性ポリマー粒子の形態を重合中の反応条件によって制御することができる。１つの
空洞を有する粒子（タイプ１）を多く有する吸水性ポリマー粒子を、小さなガス速度およ
び高いガス出口温度を用いることによって製造することができる。２つ以上の空洞を有す
る粒子（タイプ２）を多く含む吸水性ポリマー粒子を、大きなガス速度および低いガス出
口温度を用いることによって製造することができる。
【００８３】
　２つ以上の空洞を有する吸水性ポリマー粒子（タイプ２）は、機械安定性の向上を示す



(12) JP 5738295 B2 2015.6.24

10

20

30

40

50

。
【００８４】
　反応を高圧下または減圧下で実施することができる。周囲圧力に対して１００ｍｂａｒ
までの減圧が好ましい。
【００８５】
　反応排ガス、すなわち反応チャンバを出るガスを例えば熱交換器で冷却することができ
る。これにより水および未変換モノマーａ）が凝縮する。次いで、反応排ガスを少なくと
も部分的に再加熱し、サイクルガスとして反応チャンバ内にリサイクルすることができる
。反応排ガスの一部を排出し、フレッシュガスによって置換することができ、その場合、
反応排ガスに存在する水および未変換モノマーａ）を除去およびリサイクルすることがで
きる。
【００８６】
　熱的に統合された系、すなわち排ガスの冷却の際の廃熱の一部を使用してサイクルガス
を加熱することが特に好ましい。
【００８７】
　反応器をトレース加熱することができる。この場合、トレース加熱は、壁温度が、内部
反応器温度より少なくとも５℃高く、反応器壁上での凝縮が確実に防止されるように調整
される。
【００８８】
　熱後処理
　液滴重合によって得られる吸水性ポリマー粒子における残留モノマーを気流の存在下で
熱後熱処理することによって除去することができる。温度が比較的高く、残留時間が比較
的長いほど残留モノマーを良好に除去することができる。ここで重要なことは、吸水性ポ
リマー粒子が乾燥しすぎてないことである。過剰に乾燥した粒子の場合は、残留モノマー
がわずかしか減少しない。水分含有量が多すぎると、吸水性ポリマー粒子の粘結傾向が増
大する。吸水性ポリマー粒子熱後処理時に急速に乾燥しないようにするために、流入する
ガスが既に水蒸気を含むべきである。
【００８９】
　熱後処理を内部および／または外部流動床で実施することができる。内部流動床は、液
滴重合の生成物が反応チャンバの底部の流動床に蓄積されることを意味する。
【００９０】
　流動状態において、ポリマー粒子の運動エネルギーは、ポリマー粒子間の凝集または接
着より大きい。
【００９１】
　流動状態を流動床によって達成することができる。この床において、粒子が流動床を形
成するように吸水ポリマー粒子に向かう上向きの流れが存在する。流動床の高さは、ガス
量およびガス速度、すなわち流動床の圧力降下（ガスの運動エネルギー）によって調整さ
れる。
【００９２】
　流動床における気流の速度は、好ましくは０．５から２．５ｍ／ｓ、より好ましくは０
．６から１．５ｍ／ｓ、最も好ましくは０．７から１．０ｍ／ｓである。
【００９３】
　本発明のより好適な実施形態において、熱後処理は、移動混合器を備えた外部ミキサー
、好ましくは、スクリューミキサー、ディスクミキサー、スクリューベルトミキサーおよ
びパドルミキサーなどの水平ミキサーで実施される。好適なミキサーは、例えば、Ｂｅｃ
ｋｅｒショベルミキサー（Ｇｅｂｒ．Ｌｏｅｄｉｇｅ　Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｂａｕ　Ｇｍ
ｂＨ；Ｐａｄｅｒｂｏｒｎ；ドイツ）、Ｎａｒａパドルミキサー（ＮＡＲＡ　Ｍａｃｈｉ
ｎｅｒｙ　Ｅｕｒｏｐｅ；Ｆｒｅｃｈｅｎ；ドイツ）、Ｐｆｌｕｇｓｃｈａｒ（登録商標
）プラウシェアミキサー（Ｇｅｂｒ．Ｌｏｅｄｉｇｅ　Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｂａｕ　Ｇｍ
ｂＨ；Ｐａｄｅｒｂｏｒｎ；ドイツ）、Ｖｒｉｅｃｏ－Ｎａｕｔａ連続式ミキサー（Ｈｏ
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ｓｏｋａｗａ　Ｍｉｃｒｏｎ　ＢＶ；Ｄｏｅｔｉｎｃｈｅｍ；オランダ）、Ｐｒｏｃｅｓ
ｓａｌｌ　Ｍｉｘｍｉｌｌミキサー（Ｐｒｏｃｅｓｓａｌｌ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ
；Ｃｉｎｃｉｎｎａｔｉ；アメリカ）およびＲｕｂｅｒｇ連続式フローミキサー（Ｇｅｂ
ｒｕｅｄｅｒ　Ｒｕｂｅｒｇ　ＧｍｂＨ　＆　Ｃｏ　ＫＧ、Ｎｉｅｈｅｉｍ、ドイツ）で
ある。Ｒｕｂｅｒｇ連続式フローミキサー、ＢｅｃｋｅｒショベルミキサーおよびＰｆｌ
ｕｇｓｃｈａｒ（登録商標）プラウシェアミキサーが好適である。
【００９４】
　熱後処理時の吸水性ポリマー粒子の水分含有量は、好ましくは３から５０質量％、より
好ましくは６から３０質量％、最も好ましくは８から２０質量％である。
【００９５】
　熱後処理時の吸水性ポリマー粒子の温度は、好ましくは６０から１４０℃、より好まし
くは７０から１２５℃、特に８０から１１０℃である。
【００９６】
　熱後処理に使用されるミキサーにおける平均滞留時間は、好ましくは１０から１２０分
、より好ましくは１５から９０分、最も好ましくは２０から６０分である。
【００９７】
　ガスの水蒸気含有量は、好ましくは乾燥ガス１ｋｇ当たり０．０１から１ｋｇ、より好
ましくは乾燥ガス１ｋｇ当たり０．０５から０．５ｋｇ、最も好ましくは乾燥ガス１ｋｇ
当たり０．１から０．２５ｋｇである。
【００９８】
　熱後処理を不連続式外部ミキサーまたは連続式外部ミキサーで実施することができる。
【００９９】
　不連続式外部ミキサーに使用されるガスの量は、それぞれの場合においてｋｇ単位の吸
水性ポリマー粒子に基づいて、好ましくは０．０１から５Ｎｍ3／ｈ、より好ましくは０
．０５から２Ｎｍ3／ｈ、最も好ましくは０．１から０．５Ｎｍ3／ｈである。
【０１００】
　連続式外部ミキサーに使用されるガスの量は、それぞれの場合においてｋｇ／ｈ単位の
吸水性ポリマー粒子のスループットに基づいて、好ましくは０．０１から５Ｎｍ3／ｈ、
より好ましくは０．０５から２Ｎｍ3／ｈ、最も好ましくは０．１から０．５Ｎｍ3／ｈで
ある。
【０１０１】
　ガスの他の構成成分は、好ましくは、窒素、二酸化炭素、アルゴン、キセノン、クリプ
トン、ネオン、ヘリウム、空気または空気／窒素混合物、より好ましくは窒素、または１
０体積％未満の酸素を含む空気／窒素混合物である。酸素は変色を引き起こし得る。
【０１０２】
　後架橋
　本発明の好適な実施形態において、ポリマー粒子は、特性のさらなる向上のために後架
橋される。
【０１０３】
　ポリマー粒子のカルボキシレート基と少なくとも２つの共有結合を形成することができ
る基を含む化合物である。好適な化合物は、例えば、多官能価アミン、多官能価アミドア
ミン、ＥＰ００８３０２２Ａ２、ＥＰ０５４３３０３Ａ１およびＥＰ０９３７７３６Ａ２
に記載されている多官能価エポキシド、ＤＥ３３１４０１９Ａ１、ＤＥ３５２３６１７Ａ
１およびＥＰ０４５０９２２Ａ２に記載されている二もしくは多官能価アルコール、また
はＤＥ１０２０４９３８Ａ１およびＵＳ６，２３９，２３０に記載されているβ－ヒドロ
キシアルキルアミドである。
【０１０４】
　ポリビニルアミン、ポリアミドアミンおよびポリビニルアルコールは、多官能価ポリマ
ー後架橋剤の例である。
【０１０５】
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　また、好適な後架橋剤として、ＤＥ４０２０７８０Ｃ１には環式カーボネートが記載さ
れており、ＤＥ１９８０７５０２Ａ１には、２－オキサゾリドンおよび２－ヒドロキシエ
チル－２－オキサゾリドンなどのその誘導体が記載されており、ＤＥ１９８０７９９２Ｃ
１にはビス－およびポリ－２－オキサゾリジノンが記載されており、ＤＥ１９８５４５７
３Ａ１には２－オキソテトラヒドロ－１，３－オキサジンおよびその誘導体が記載されて
おり、ＤＥ１９８５４５７４Ａ１にはＮ－アシル－２－オキサゾリドンが記載されており
、ＤＥ１０２０４９３７Ａ１には環式尿素が記載されており、ＤＥ１０３３４５８４Ａ１
には二環式アミドアセタールが記載されており、ＥＰ１１９９３２７Ａ２にはオキセタン
および環式尿素が記載されており、ＷＯ２００３／３１４８２Ａ１にはモルホリン－２，
３－ジオンおよびその誘導体が記載されている。
【０１０６】
　特に好適な後架橋剤は、炭酸エチレン、プロピレングリコールと１，３－プロパンジオ
ールと１，４－ブタンジオールとの混合物、１，３－プロパンジオールと１，４－ブタン
ジオールとの混合物、エチレングリコールジグリシジルエーテル、およびポリアミドとエ
ピクロロヒドリンとの反応生成物である。
【０１０７】
　特に好適な後架橋剤は、２－ヒドロキシエチル－２－オキサゾリドン、２－オキサゾリ
ドンおよび１，３－プロパンジオールである。
【０１０８】
　また、ＤＥ３７１３６０１Ａ１に記載されている、さらなる重合性エチレン不飽和基を
含む後架橋剤を使用することも可能である。
【０１０９】
　後架橋剤の量は、それぞれの場合においてポリマーに基づいて、好ましくは０．００１
から２質量％、より好ましくは０．０２から１質量％、最も好ましくは０．０５から０．
２質量％である。
【０１１０】
　本発明の好適な実施形態において、後架橋の前、最中または後に、後架橋剤に加えて、
多価カチオンが粒子表面に塗布される。
【０１１１】
　本発明による方法に使用可能な多価カチオンは、例えば、亜鉛、マグネシウム、カルシ
ウム、鉄およびストロンチウムのカチオンなどの二価カチオン、アルミニウム、鉄、クロ
ミウム、希土類およびマンガンのカチオンなどの三価カチオン、チタンおよびジルコニウ
ムのカチオンなどの四価カチオン、ならびにそれらの混合物である。可能な対イオンは、
塩化物、臭化物、硫酸塩、硫酸水素塩、炭酸塩、炭酸水素塩、硝酸鉛、水酸化物、リン酸
塩、リン酸水素塩、リン酸二水素塩、ならびに酢酸塩、グリコール酸塩、酒石酸塩、ギ酸
塩、プロピオン酸塩および乳酸塩などのカルボン酸塩、ならびにそれらの混合物である。
硫酸アルミニウム、酢酸アルミニウムおよび乳酸アルミニウムが好適である。金属塩の他
に、ポリアミンおよび／またはポリマーアミンを多価カチオンとして使用することも可能
である。単一金属塩、ならびに上記金属塩および／またはポリアミンの任意の混合物を使
用することができる。
【０１１２】
　多価カチオンの量は、例えば、それぞれの場合においてポリマーに基づいて、０．００
１から１．５質量％、好ましくは０．００５から１質量％、より好ましくは０．０２から
０．８質量％である。
【０１１３】
　後架橋は、典型的には、後架橋の溶液をヒドロゲルまたは乾燥ポリマー粒子上に噴霧す
るようにして実施される。噴霧後、後架橋剤で被覆されたポリマー粒子を熱乾燥して冷却
し、後架橋反応を乾燥の前または最中に行うことができる。
【０１１４】
　後架橋剤の溶液の噴霧は、好ましくは、スクリューミキサー、ディスクミキサーおよび
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パドルミキサーなどの、移動混合器を備えたミキサーで実施される。好適なミキサーは、
例えば、水平Ｐｆｌｕｇｓｃｈａｒ（登録商標）プラウシェアミキサー（Ｇｅｂｒ．Ｌｏ
ｅｄｉｇｅ　Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｂａｕ　ＧｍｂＨ；Ｐａｄｅｒｂｏｒｎ；ドイツ）、Ｖ
ｒｉｅｃｏ－Ｎａｕｔａ連続式ミキサー（Ｈｏｓｏｋａｗａ　Ｍｉｃｒｏｎ　ＢＶ；Ｄｏ
ｅｔｉｎｃｈｅｍ；オランダ）、Ｐｒｏｃｅｓｓａｌｌ　Ｍｉｘｍｉｌｌミキサー（Ｐｒ
ｏｃｅｓｓａｌｌ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ；Ｃｉｎｃｉｎｎａｔｉ；アメリカ）およ
びＲｕｂｅｒｇ連続式フローミキサー（Ｇｅｂｒｕｅｄｅｒ　Ｒｕｂｅｒｇ　ＧｍｂＨ　
＆　Ｃｏ　ＫＧ、Ｎｉｅｈｅｉｍ、ドイツ）である。Ｒｕｂｅｒｇ連続式フローミキサー
および水平Ｐｆｌｕｇｓｃｈａｒ（登録商標）プラウシェアミキサーが好適である。後架
橋剤溶液を流動床内に噴霧することもできる。
【０１１５】
　外部ミキサーまたは外部流動庄を熱後処理に使用する場合は、後架橋剤の溶液を外部ミ
キサーまたは外部流動床内に噴霧することもできる。
【０１１６】
　後架橋剤は、典型的には水溶液の形で使用される。非水性溶媒の添加を用いて、ポリマ
ー粒子への後架橋剤の浸透深さを調整することができる。
【０１１７】
　熱乾燥は、好ましくは接触乾燥機、より好ましくはパドル乾燥機、最も好ましくはディ
スク乾燥機にて実施される。好適な乾燥機は、例えば、Ｈｏｓｏｋａｗａ　Ｂｅｐｅｘ（
登録商標）水平パドル乾燥機（Ｈｏｓｏｋａｗａ　Ｍｉｃｒｏｎ　ＧｍｂＨ；Ｌｅｉｎｇ
ａｒｔｅｎ；ドイツ）、Ｈｏｓｏｋａｗａ　Ｂｅｐｅｘ（登録商標）ディスク乾燥機（Ｈ
ｏｓｏｋａｗａ　Ｍｉｃｒｏｎ　ＧｍｂＨ；Ｌｅｉｎｇａｒｔｅｎ；ドイツ）、Ｈｏｌｏ
－Ｆｌｉｔｅ（登録商標）乾燥機（Ｍｅｔｓｏ　Ｍｉｎｅｒａｌｓ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅ
ｓ　Ｉｎｃ．；Ｄａｎｖｉｌｌｅ；アメリカ）およびＮａｒａパドル乾燥機（ＮＡＲＡ　
Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ　Ｅｕｒｏｐｅ；Ｆｒｅｃｈｅｎ；ドイツ）である。Ｎａｒａパドル
乾燥機、および多官能価エポキシドを使用する場合はＨｏｌｏ－Ｆｌｉｔｅ（登録商標）
乾燥機が好適である。さらに、流動床乾燥機を使用することも可能である。
【０１１８】
　ジャケットを加熱するか、または温風を吹き込むことによってミキサーにて乾燥を実施
することができる。下流乾燥機、例えばシェルフ乾燥機、回転管オーブンまたは加熱可能
スクリューも同様に好適である。流動床層にて混合および乾燥を行うのが特に有利である
。
【０１１９】
　好適な乾燥温度は、５０から２２０℃、好ましくは１００から１８０℃、より好ましく
は１２０から１６０℃、最も好ましくは１３０から１５０℃の範囲である。反応混合物ま
たは乾燥機におけるこの温度での好適な滞留時間は、好ましくは少なくとも１０分間、よ
り好ましくは少なくとも２０分間、最も好ましくは少なくとも３０分間、典型的には多く
とも６０分間である。
【０１２０】
　熱乾燥後にポリマー粒子を冷却するのが好ましい。冷却は、好ましくは接触型冷却器、
より好ましくはパドル冷却器、最も好ましくはディスク冷却器にて実施される。好適な冷
却器は、例えば、Ｈｏｓｏｋａｗａ　Ｂｅｐｅｘ（登録商標）水平パドル冷却器（Ｈｏｓ
ｏｋａｗａ　Ｍｉｃｒｏｎ　ＧｍｂＨ；Ｌｅｉｎｇａｒｔｅｎ；ドイツ）、Ｈｏｓｏｋａ
ｗａ　Ｂｅｐｅｘ（登録商標）ディスク冷却器（Ｈｏｓｏｋａｗａ　Ｍｉｃｒｏｎ　Ｇｍ
ｂＨ；Ｌｅｉｎｇａｒｔｅｎ；ドイツ）、Ｈｏｌｏ－Ｆｌｉｔｅ（登録商標）冷却器（Ｍ
ｅｔｓｏ　Ｍｉｎｅｒａｌｓ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　Ｉｎｃ．；Ｄａｎｖｉｌｌｅ；ア
メリカ）およびＮａｒａパドル冷却器（ＮＡＲＡ　Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ　Ｅｕｒｏｐｅ；
Ｆｒｅｃｈｅｎ；ドイツ）である。さらに、流動床冷却器を使用することも可能である。
【０１２１】
　冷却器において、ポリマー粒子は、２０から１５０℃、好ましくは４０から１２０℃、
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より好ましくは６０から１００℃、最も好ましくは７０から９０℃の範囲での温度まで冷
却される。特に接触型冷却器が使用される場合は温水を使用する冷却が好適である。
【０１２２】
　被覆
　特性を向上させるために、吸水性ポリマー粒子を被覆および／または場合により加湿す
ることができる。熱後処理に使用される内部流動床、外部流動床および／または外部ミキ
サー、および／または独立コーター（ミキサー）を吸水性ポリマー粒子の被覆に使用する
ことができる。さらに、冷却器および／または独立コーター（ミキサー）を後架橋吸水性
ポリマー粒子の被覆／加湿に使用することができる。取得挙動を制御し、透過性（ＳＦＣ
またはＧＢＰ）を向上させるための好適な被覆剤は、例えば、水不溶性金属塩等の無機不
活性物質、有機ポリマー、カチオン性ポリマーおよび多価金属カチオンである。色安定性
を向上させるための好適な被覆剤は、例えば、還元剤および抗酸化剤である。塵埃吸着の
ための好適な被覆剤は、例えばポリオールである。ポリマー粒子の望ましくない粘結傾向
に対する好適な被覆剤は、例えば、Ａｅｒｏｓｉｌ（登録商標）２００などのヒュームド
シリカおよびＳｐａｎ（登録商標）２０などの界面活性剤である。好適な被覆剤は、一酢
酸アルミニウム、硫酸アルミニウム、乳酸アルミニウム、Ｂｒｕｅｇｇｏｌｉｔｅ（登録
商標）ＦＦ７およびＳｐａｎ（登録商標）２０である。
【０１２３】
　好適な無機不活性物質は、モンモリロナイト、カオリンおよびタルクなどの珪酸塩、ゼ
オライト、活性炭素、ポリ珪酸、炭酸マグネシウム、炭酸カルシウム、リン酸カルシウム
、硫酸バリウム、酸化アルミニウム、二酸化チタンおよび酸化鉄（ＩＩ）である。それら
の製造方式に応じて沈降シリカとヒュームドシリカに分けられるポリ珪酸を使用するのが
好ましい。それら２つの型は、それぞれＳｉｌｉｃａ　ＦＫ、Ｓｉｐｅｒｎａｔ（登録商
標）、Ｗｅｓｓａｌｏｎ（登録商標）（沈降シリカ）およびＡｅｒｏｓｉｌ（登録商標）
（ヒュームドシリカ）の名称で商業的に入手可能である。無機不活性物質を水性もしくは
水溶性分散剤中の分散体の形で、またはそのままの形で使用することができる。
【０１２４】
　吸水性ポリマー粒子を無機不活性物質で被覆する場合は、使用される無機不活性物質の
量は、吸水性ポリマー粒子に基づいて、好ましくは０．０５から５質量％、より好ましく
は０．１から１．５質量％、最も好ましくは０．３から１質量％である。
【０１２５】
　好適な有機ポリマーは、ポリメタクリル酸アルキル、またはポリ塩化ビニルなどの熱可
塑性樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアミドもしくはポリテトラフルオロ－エ
チレンである。他の例は、スチレン－イソプレン－スチレンブロックコポリマーまたはス
チレン－ブタジエン－スチレンブロックコポリマーである。
【０１２６】
　好適なカチオン性ポリマーは、ポリアルキレンポリアミン、ポリアクリルアミドのカチ
オン誘導体、ポリエチレンイミンおよびポリ第四級アミンである。
【０１２７】
　ポリ第四級アミンは、例えば、ヘキサメチレンジアミンとジメチルアミンとエピクロロ
ヒドリンとの縮合生成物、ジメチルアミンとエピクロロヒドリンとの縮合生成物、ヒドロ
キシエチルセルロースと塩化ジアリルジメチルアンモニウムとのコポリマー、アクリルア
ミドと塩化α－メタクリロイルオキシエチルトリメチルアンモニウムとのコポリマー、ヒ
ドロキシエチルセルロースとエピクロロヒドリンとトリメチルアミンとの縮合生成物、塩
化ジアルキルジメチルアンモニウムのホモポリマー、およびエピクロロヒドリンのアミド
アミンへの付加生成物である。また、硫酸ジメチルと、ポリエチレンイミンなどのポリマ
ー、ビニルピロリドンとメタクリル酸ジメチルアミノエチルとのコポリマー、またはメタ
クリル酸エチルとメタクリル酸ジエチルアミノエチルとを反応させることによってポリ第
四級アミンを得ることができる。ポリ第四級アミンは、広い分子量範囲内で利用可能であ
る。
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【０１２８】
　しかし、互いにネットワークを形成することができる試薬、例えばエピクロロヒドリン
のポリアミドアミンへの付加生成物を介して、または添加された架橋剤と反応することが
できるカチオン性ポリマー、例えば、ポリアミンもしくはポリイミンとポリエポキシド、
多官能価エステル、多官能価酸もしくは多官能価（メタ）アクリレートとの組合せの施用
を介して粒子表面にカチオン性ポリマーを生成することができる。
【０１２９】
　第一級もしくは第二級アミノ基を有するあらゆる多官能価アミン、例えば、ポリエチレ
ンイミン、ポリアリルアミンおよびポリリシンを使用することが可能である。本発明によ
る方法によって噴霧された液体は、好ましくは、少なくとも１つのポリアミン、例えばポ
リビニルアミンまたは部分加水分解ポリビニルホルムアミドを含む。
【０１３０】
　カチオン性ポリマーを水性もしくは水溶性溶媒中の溶液の形で、水性もしくは水溶性分
散剤中の分散体の形で、またはそのままの形で使用することができる。
【０１３１】
　吸水性ポリマー粒子をカチオン性ポリマーで被覆する場合は、カチオン性ポリマーの使
用量は、吸水性ポリマー粒子に基づいて、通常は０．００１質量％以上、典型的には０．
０１質量％以上、好ましくは０．１から１５質量％、より好ましくは０．５から１０質量
％、最も好ましくは１から５質量％である。
【０１３２】
　適切な多価金属カチオンは、Ｍｇ2+、Ｃａ2+、Ａｌ3+、Ｓｃ3+、Ｔｉ4+、Ｍｎ2+、Ｆｅ
2+/3+、Ｃｏ2+、Ｎｉ2+、Ｃｕ+/2+、Ｚｎ2+、Ｙ3+、Ｚｒ4+、Ａｇ+、Ｌａ3+、Ｃｅ4+、Ｈ
ｆ4+およびＡｕ+/3+であり、好適な金属カチオンは、Ｍｇ2+、Ｃａ2+、Ａｌ3+、Ｔｉ4+、
Ｚｒ4+およびＬａ3+、特に好適な金属カチオンは、Ａｌ3+、Ｔｉ4+およびＺｒ4+である。
金属カチオンを単独で、または互いの混合物で使用することができる。挙げられる金属カ
チオンの好適な金属塩は、使用される溶媒に対して十分な溶解度を有する全てのものであ
る。特に好適な金属塩は、塩化物、水酸化物、炭酸塩、硝酸鉛および硫酸塩などの弱錯化
性アニオンを有する。金属塩は、好ましくは、溶液の形または安定な水性コロイド分散体
の形で使用される。金属塩に対して使用される溶媒は、水、アルコール、ジメチルホルム
アミド、ジメチルスルホキシドおよびそれらの混合物であってもよい。水、および水／メ
タノール、水／イソプロパノール、水／１，３－プロパンジオン、水／１，２－プロパン
ジオン／１，４－ブタンジオンまたは水／プロピレングリコールなどの水／アルコール混
合物が特に好ましい。
【０１３３】
　吸水性ポリマー粒子を多価金属カチオンで被覆する場合は、使用される多価金属カチオ
ンの量は、吸水性ポリマー粒子に基づいて、好ましくは０．０５から５質量％、より好ま
しくは０．１から１．５質量％、最も好ましくは０．３から１質量％である。
【０１３４】
　好適な還元剤は、例えば、亜硫酸ナトリウム、亜硫酸水素ナトリウム（重亜硫酸ナトリ
ウム）、亜ジチオン酸ナトリウム、スルフィン酸およびその塩、アスコルビン酸、次亜リ
ン酸ナトリウム、亜リン酸ナトリウム、ならびにホスフィン酸およびその塩である。しか
し、次亜リン酸の塩、例えば次亜リン酸ナトリウム、スルフィン酸の塩、例えば２－ヒド
ロキシ－２－スルフィナト－酢酸の二ナトリウム塩、およびアルデヒドの付加生成物、例
えば２－ヒドロキシ－２－スルホナト酢酸の二ナトリウム塩が好ましい。しかし、使用さ
れる還元剤は、２－ヒドロキシ－２－スルフィナト酢酸のナトリウム塩と、２－ヒドロキ
シ－２－スルホナト酢酸の二ナトリウム塩と、重亜硫酸ナトリウムとの混合物であり得る
。当該混合物は、Ｂｒｕｅｇｇｏｌｉｔｅ（登録商標）ＦＦ６およびＢｒｕｅｇｇｏｌｉ
ｔｅ（登録商標）ＦＦ７（Ｂｒｕｅｇｇｅｍａｎｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ；Ｈｅｉｌｂｒ
ｏｎｎ；ドイツ）として得られる。
【０１３５】
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　還元剤は、典型的には、好適な溶媒、好ましくは水の溶液の形で使用される。還元剤を
純粋な物質として使用することもできるし、上記還元剤の任意の混合物を使用することが
できる。
【０１３６】
　吸水性ポリマー粒子を還元剤で被覆する場合は、使用される還元剤の量は、吸水性ポリ
マー粒子に基づいて、好ましくは０．０１から５質量％、より好ましくは０．０５から２
質量％、最も好ましくは０．１から１質量％である。
【０１３７】
　好適なポリオールは、４００から２００００ｇ／モルの分子量を有するポリエチレング
リコール、ポリグリセロール、３～１００重エトキシル化ポリオール、例えば、トリメチ
ロールプロパン、グリセロール、ソルビトールおよびネオペンチルグリコールである。特
に好適なポリオールは、７～２０重エトキシル化グリセロールまたはトリメチロールプロ
パン、例えばＰｏｌｙｏｌ　ＴＰ７０（登録商標）（Ｐｅｒｓｔｏｒｐ　ＡＢ、Ｐｅｒｓ
ｔｏｒｐ、スウェーデン）である。後者は、特に、吸水性ポリマー粒子の水性抽出物の表
面張力をわずかしか低下させないという利点を有する。ポリオールは、好ましくは、水性
または水溶性溶媒中の溶液の形で使用される。
【０１３８】
　吸水性ポリマー粒子をポリオールで被覆する場合は、ポリオールの使用量は、吸水性ポ
リマー粒子に基づいて、好ましくは０．００５から２質量％、より好ましくは０．０１か
ら１質量％、最も好ましくは０．０５から０．５質量％である。
【０１３９】
　被覆は、好ましくは、移動混合器を備えた外部ミキサー、例えば、スクリューミキサー
、ディスクミキサー、パドルミキサーおよびドラムコーターで実施される。好適なミキサ
ーは、例えば、水平Ｐｆｌｕｇｓｃｈａｒ（登録商標）プラウシェアミキサー（Ｇｅｂｒ
．Ｌｏｅｄｉｇｅ　Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｂａｕ　ＧｍｂＨ；Ｐａｄｅｒｂｏｒｎ；ドイツ
）、Ｖｒｉｅｃｏ－Ｎａｕｔａ連続式ミキサー（Ｈｏｓｏｋａｗａ　Ｍｉｃｒｏｎ　ＢＶ
；Ｄｏｅｔｉｎｃｈｅｍ；オランダ）、Ｐｒｏｃｅｓｓａｌｌ　Ｍｉｘｍｉｌｌミキサー
（Ｐｒｏｃｅｓｓａｌｌ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ；Ｃｉｎｃｉｎｎａｔｉ；アメリカ
）およびＲｕｂｅｒｇ連続式フローミキサー（Ｇｅｂｒｕｅｄｅｒ　Ｒｕｂｅｒｇ　Ｇｍ
ｂＨ　＆　Ｃｏ　ＫＧ、Ｎｉｅｈｅｉｍ、ドイツ）である。さらに、混合に流動床を使用
することも可能である。
【０１４０】
　凝集
　吸水性ポリマー粒子をさらに選択的に凝集させることができる。凝集を重合後、熱後処
理後、後架橋後または被覆後に行うことができる。
【０１４１】
　有用な凝集補助剤としては、水、ならびにアルコール、テトラヒドロフランおよびアセ
トンなどの水溶性有機溶媒が挙げられる。さらに、水溶性ポリマーを使用することができ
る。
【０１４２】
　凝集のために、凝集補助剤を含む溶液を吸水性ポリマー粒子上に噴霧する。溶液の噴霧
を、例えば、スクリューミキサー、パドルミキサー、ディスクミキサー、プラウシェアミ
キサーおよびショベルミキサーなどの、移動混合手段を備えたミキサーにて実施すること
ができる。有用なミキサーとしては、例えば、Ｌｏｅｄｉｇｅ（登録商標）ミキサー、Ｂ
ｅｐｅｘ（登録商標）、Ｎａｕｔａ（登録商標）ミキサー、Ｐｒｏｃｅｓｓａｌｌ（登録
商標）ミキサーおよびＳｃｈｕｇｉ（登録商標）ミキサーが挙げられる。縦型ミキサーが
好適である。流動床装置が特に好適である。
【０１４３】
　熱後処理と後架橋と場合により被覆との組合せ
　本発明の好適な実施形態において、熱後処理および後架橋の工程が１つの処理工程で組
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み合わされる。当該組合せは、完成品に残留後架橋剤が存在する危険性をもたらさずに非
常に反応性の強い後架橋剤を使用することを可能にする。それは、また、低コスト装置の
使用を可能にし、さらにはコスト効率が良く、熱劣化による完成品の変色および性能特性
の低下を回避する低温で処理を実施することができる。
【０１４４】
　この特に好適な実施形態における後架橋剤が、エポキシド、アジリジン、多官能価エポ
キシドおよび多官能価アジリジンから選択される。例は、エチレングリコールジグリシジ
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、ポリエチレングリコールジグ
リシジルエーテル、ポリグリセロールポリグリシジルエーテル、グリセロールポリグリシ
ジルエーテル、ソルビトールポリグリシジルエーテル、ペンタエリスリトールポリグリシ
ジルエーテルである。当該化合物は、例えば、商品名Ｄｅｎａｃｏｌ（登録商標）（ナガ
セケムテックス株式会社、大阪、日本）で入手可能である。これらの化合物は、吸水性ポ
リマーのカルボキシレート基と反応して、既に１６０℃未満の生成物温度にて架橋を形成
する。
【０１４５】
　ミキサーを熱後処理のセクションで引用された装置選択肢のいずれかから選択すること
ができる。Ｒｕｂｅｒｇ連続式フローミキサー、ＢｅｃｋｅｒショベルミキサーおよびＰ
ｆｌｕｇｓｃｈａｒ（登録商標）プラウシェアミキサーが好適である。
【０１４６】
　この特に好適な実施形態において、後架橋溶液を撹拌下で吸水性ポリマー粒子上に噴霧
する。ミキサー内部の吸水性ポリマー粒子の温度が、少なくとも６０℃、好ましくは少な
くとも８０℃、より好ましくは少なくとも９０℃、最も好ましくは少なくとも１００℃で
あり、好ましくは１６０℃以下、より好ましくは１４０℃以下、最も好ましくは１１５℃
以下である。熱後処理および後架橋は、熱後処理のセクションで引用された水分含有量を
有する気流の存在下で実施される。
【０１４７】
　熱後処理／後架橋に続いて、吸水性ポリマー粒子を所望の水分量まで乾燥させ、この工
程では、後架橋のセクションで引用された任意の乾燥機を選択することができる。しかし
、この特に好適な実施形態では乾燥のみを遂行すればよいため、加熱スクリュー乾燥機、
例えばＨｏｌｏ－Ｆｌｉｔｅ（登録商標）乾燥機（Ｍｅｔｓｏ　Ｍｉｎｅｒａｌｓ　Ｉｎ
ｄｕｓｔｒｉｅｓ　Ｉｎｃ．；Ｄａｎｖｉｌｌｅ；アメリカ）のような簡単かつ低コスト
の加熱接触型乾燥機を使用することが可能である。あるいは、流動床を使用することがで
きる。生成物を所定の狭い滞留時間で乾燥させる必要がある場合には、乾燥時の生成物温
度は、１６０℃を超える必要がなく、好ましくは１５０℃を超える必要がなく、より好ま
しくは１４０℃を超える必要がなく、最も好ましくは９０から１３５℃であるため、低圧
水蒸気または加熱液に対応して設計され、それを用いて動作されるトーラスディスク乾燥
機またはパドル乾燥機、例えばＮａｒａパドル乾燥機（ＮＡＲＡ　Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ　
Ｅｕｒｏｐｅ；Ｆｒｅｃｈｅｎ；ドイツ）を使用することが可能である。
【０１４８】
　本発明の好適な実施形態において、後架橋のセクションで引用された多価カチオンは、
水平ミキサーの軸に沿う異なる追加点を使用することによって後架橋の前、最中または後
に粒子表面に塗布される。
【０１４９】
　本発明の特に好適な実施形態において、熱後処理、後架橋および被覆の工程が１つの処
理工程で組み合わされる。好適な被覆剤は、被覆のセクションで引用されているカチオン
性ポリマー、界面活性剤および無機不活性物質である。ここでも水平ミキサーの軸に沿う
異なる追加点を使用することによって、後架橋剤の添加の前、最中または後に被覆剤を粒
子表面に塗布することができる。
【０１５０】
　多価カチオンおよび／またはカチオン性ポリマーは、残留後架橋剤に対する追加的な捕
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集剤として作用することができる。本発明の好適な実施形態において、後架橋剤を多価カ
チオンおよび／またはカチオン性ポリマーの前に添加して、後架橋剤が最初に反応するこ
とを可能にする。
【０１５１】
　界面活性剤および／または無機不活性物質を使用して、湿性雰囲気条件下でのこの処理
工程時の粘着または粘結を回避することができる。好適な界面活性剤はＳｐａｎ（登録商
標）２０である。好適な無機不活性物質は、粉末または分散体の形の沈降シリカおよびヒ
ュームドシリカである。
【０１５２】
　溶液／分散体を製造するために使用される全液体の量は、処理される吸水性ポリマー粒
子の質量に対して、典型的には０．０１から２５質量％、好ましくは０．５から１２質量
％、より好ましくは２から７質量％、最も好ましくは３から６質量％である。
【０１５３】
　好適な実施形態を図１から８に示す。
【０１５４】
　図１：処理スキーム（外部流動床を用いる）
　図２：処理スキーム（外部流動床を用いない）
　図３：Ｔ＿出口測定の構造
　図４：液滴化装置ユニットの構造
　図５：液滴化装置ユニット（長手方向切断面）
　図６：液滴化装置ユニット（断面図）
　図７：処理スキーム（外部熱後処理および後架橋）
　図８：処理スキーム（外部熱後処理、後架橋および被覆）
【０１５５】
　参照番号は、以下の意味を有する。
１　乾燥ガス導入管
２　乾燥ガス量測定値
３　ガス分配器
４　液滴化装置ユニット
５　並行噴霧乾燥機、円筒部
６　円錐体
７　Ｔ＿出口測定値
８　塔排ガス管
９　バグハウスフィルタ
１０　通風装置
１１　急冷ノズル
１２　コンデンサカラム、向流冷却
１３　熱交換器
１４　ポンプ
１５　ポンプ
１６　水出口
１７　通風装置
１８　排ガス出口
１９　窒素入口
２０　熱交換器
２１　通風装置
２２　熱交換器
２３　ノズルによる水蒸気射出
２４　水負荷測定値
２５　調和内部流動床ガス
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２６　内部流動床生成物温度測定値
２７　内部流動床
２８　外部流動床への生成物排出、回転弁
２９　外部流動床
３０　通風装置
３１　バグハウスフィルタへの外部流動床排ガス出口
３２　回転弁
３３　篩
３４　最終生成物
３５　濾過空気入口
３６　通風装置
３７　熱交換器
３８　ノズルによる水蒸気射出
３９　水負荷測定値
４０　調和外部流動床ガス
４１　固定ミキサー
４２　固定ミキサー
４３　開始剤供給物
４４　開始剤供給物
４５　モノマー供給物
４６　微粒子分の再処理への出口
４７　Ｔ＿出口測定値（塔周囲の３つの測定値の平均温度）
４８　液滴化装置ユニット
４９　開始剤供給物予備混合モノマー
５０　噴霧乾燥機塔壁
５１　液滴化装置ユニット外管
５２　液滴化装置ユニット内管
５３　液滴化装置カセット
５４　テフロンブロック
５５　弁
５６　開始剤供給物予備混合モノマー導入管コネクタ
５７　液滴プレート
５８　計数プレート
５９　温度制御水用流路
６０　モノマー溶液用死容積自由流路
６１　液滴化カセットステンレス鋼ブロック
６２　外部熱後処理
６３　任意の被覆剤供給物
６４　後架橋剤供給物
６５　熱乾燥機（後架橋）
６６　冷却器
６７　任意の被覆剤／水供給物
６８　コーター
６９　被覆剤／水供給物
【０１５６】
　乾燥ガスを、図１に示される噴霧乾燥機の上部のガス分配器（３）を介して供給する。
バグハウスフィルタ（９）およびコンデンサカラム（１２）を介して乾燥ガスを部分的に
（乾燥ガスループで）リサイクルさせる。噴霧乾燥機内部の圧力は、周囲圧力より低い。
【０１５７】
　噴霧乾燥機出口温度を、好ましくは、図３に示されるように円筒部の端部における周囲
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の３つの点で測定する。単一の測定値（４７）を使用して、円筒状噴霧乾燥機出口温度の
平均を計算する。
【０１５８】
　生成物を内部流動床（２７）に蓄積させる。調和内部流動床ガスを、ライン（２５）を
介して内部流動床（２７）に供給する。内部流動床ガスの相対湿度を、好ましくは、ライ
ン（２３）を介して水蒸気を加えることによって制御する。
【０１５９】
　噴霧乾燥機排ガスをバグハウスフィルタ（９）にて濾過し、急冷／冷却のためにコンデ
ンサカラム（１２）に送る。バグハウスフィルタ（９）の後に、コンデンサカラム（１２
）後のガスを予備加熱するための再生熱交換器システムを使用することができる。コンデ
ンサカラム（１２）内部の（一定の）充填量を制御することによって余剰の水をコンデン
サカラム（１２）から吸い出す。コンデンサカラム（１２）内部の水を熱交換器（１３）
によって冷却し、コンデンサカラム（１２）内部の温度が好ましくは２０から１００℃、
より好ましくは３０から８０℃、最も好ましくは４０から７５℃になるように、急冷ノズ
ル（１１）を介してガスに対して向流方向に輸送する。モノマーａ）の蒸気を洗い流すた
めに、中和剤を供給することによって、コンデンサカラム（１２）の内部の水をアルカリ
性のｐＨに設定する。コンデンサカラム（１２）からの水溶液をモノマー溶液の製造に向
けて戻すことができる。
【０１６０】
　コンデンサカラム排ガスを乾燥ガス導入管（１）と調和内部流動床ガス（２５）とに分
割する。ガス温度を、熱交換器（２０）および（２２）を介して制御する。高温乾燥ガス
を、ガス分配器（３）を介して並行噴霧乾燥機に供給する。ガス分配器（３）は、乾燥ガ
ス量に応じて、好ましくは１から１００ｍｂａｒ、より好ましくは２から３０ｍｂａｒ、
最も好ましくは４から２０ｍｂａｒの圧力降下をもたらすプレートの集合体からなるのが
好ましい。望まれる場合は、ガスノズルまたは仕切り板を使用することによって、乱流お
よび／または遠心速度を乾燥ガスに導入することもできる。
【０１６１】
　生成物を、内部流動床（２７）から回転弁（２８）を介して外部流動床（２９）に排出
する。調和外部流動床ガスを、ライン（４０）を介して外部流動床（２９）に供給する。
外部流動床ガスの相対湿度を、好ましくは、ライン（３８）を介して水蒸気を加えること
によって制御する。内部流動床（２７）における生成物滞留量を、堰高さまたは回転弁（
２８）の回転速度を介して制御することができる。
【０１６２】
　生成物を、外部流動床（２９）から回転弁（３２）を介して篩（３３）に排出する。外
部流動床（２８）における生成物滞留量を、堰高さまたは回転弁（３２）の回転速度を介
して制御することができる。篩（３３）は、過大物／塊を篩い分けるために使用される。
【０１６３】
　好ましくは、モノマーａ）を最初に中和剤と、次に架橋剤ｂ）と混合することによって
モノマー溶液を調製する。中和時の温度を、熱交換器を使用し、ループで輸送することに
よって、好ましくは５から６０℃、より好ましくは８から４０℃、最も好ましくは１０か
ら３０℃に制御する。好ましくは、ポンプの後のループにフィルタ装置を使用する。開始
剤を、図１に示されるようにライン（４３）および（４４）を介して固定ミキサー（４１
）および（４２）を用いて液滴化装置の上流でモノマー溶液に計量導入する。温度が好ま
しくは５から６０℃、より好ましくは１０から５０℃、最も好ましくは１５から４０℃で
ある過酸化物溶液を、ライン（４３）を介して添加するのが好ましく、温度が好ましくは
２から３０℃、より好ましくは３から１５℃、最も好ましくは４から８℃であるアゾ開始
剤溶液を、ライン（４４）を介して添加するのが好ましい。好ましくは、各開始剤をルー
プで輸送し、制御弁を介して各液滴化装置ユニットに供給する。好ましくは、固定ミキサ
ー（４２）の後に第２のフィルタ装置を使用する。液滴プレート（５７）の前に配管にお
いて全開始剤パッケージと混合されたモノマー溶液の平均滞留時間は、好ましくは６０秒
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未満、より好ましくは３０秒未満、最も好ましくは１０秒未満である。
【０１６４】
　噴霧乾燥機の頂部にモノマー溶液を供給するために、好ましくは、図４に示されるよう
に３つの液滴化装置ユニットを使用する。
【０１６５】
　液滴化装置ユニットは、図５に示されるように、液滴化装置カセット（５３）のための
開口部を有する外管（５１）からなる。液滴化装置カセット（５３）は、内管（５２）と
接続されている。シールとしてＰＴＦＥブロック（５４）端部に有する内管（５３）を整
備の目的で処理の稼働中に外管（５１）に押し込めたり、そこから押し出すことができる
。
【０１６６】
　液滴化装置カセット（６１）を、図６に示されるように流路（５９）内の水によって好
ましくは５から８０℃、より好ましくは１０から７０℃、最も好ましくは３０から６０℃
に制御する。
【０１６７】
　液滴化装置カセットは、好ましくは５０から５００μｍ、より好ましくは１００から３
００μｍ、最も好ましくは１５０から２５０μｍの径を有する穴、好ましくは１０から１
５００個、より好ましくは５０から１０００個、最も好ましくは１００から５００個有す
る。穴は、円形、長方形、三角形または他の形状を有することができる。円形の穴が好適
である。穴長さと穴径の比は、好ましくは０．５から１０、より好ましくは０．８から５
、最も好ましくは１から３である。液滴プレート（５７）は、導入穴流路を使用する場合
は、穴長さより大きな厚さを有することができる。液滴プレート（５７）は、好ましくは
ＷＯ２００８／０８６９７６Ａ１に開示されているように細長い。液滴プレート毎に複数
の列の穴、好ましくは１から２０列、より好ましくは２から５列の穴を使用することがで
きる。
【０１６８】
　液滴化装置カセット（６１）は、予備混合モノマーおよび開始剤溶液の均一な分布のた
めに実質的な停滞容積を有さない流路（６０）ならびに２つの液滴プレート（５７）から
なる。液滴プレート（５７）は、好ましくは１から９０°、より好ましくは３から４５°
、最も好ましくは５から２０°の角度を有する傾斜構造を有する。各液滴プレート（５７
）は、好ましくはステンレス鋼、またはパーフルオロアルコキシエチレン、ポリテトラフ
ルオロエチレン、エチレン－クロロトリフルオロエチレンコポリマー、エチレン－テトラ
フルオロエチレンコポリマーおよびフッ素化ポリエチレンなどのフッ素性ポリマーで構成
される。ＷＯ２００７／０３１４４１Ａ１に開示されている被覆液滴プレートを使用する
こともできる。液滴プレートのための材料の選択は、液滴形成がなされなければならず、
その表面で重合の開始を触媒しない材料を使用することが好ましい点を除いては限定され
ない。
【０１６９】
　液滴化装置ユニット毎の開始剤溶液を含むモノマーのスループットは、好ましくは１５
０から２５００ｋｇ／ｈ、より好ましくは２００から１０００ｋｇ／ｈ、最も好ましくは
３００から６００ｋｇ／ｈである。穴毎のスループットは、好ましくは０．５から１０ｋ
ｇ／ｈ、より好ましくは０．８から５ｋｇ／ｈ、最も好ましくは１から３ｋｇ／ｈである
。
【０１７０】
　吸水性ポリマー粒子
　本発明は、２つ以上の空洞を有する吸水性ポリマー粒子であって、空洞が、好ましくは
１から５０μｍ、より好ましくは２から３０μｍ、さらにより好ましくは５から２０μｍ
、最も好ましくは７から１５μｍの内径を有し、残りの粒子が内部に可視の空洞を有さな
い吸水性ポリマー粒子を提供する。１μｍ未満の径を有する空洞は、不可視の空洞と見な
される。
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【０１７１】
　本発明は、さらに、本発明による方法によって得られる吸水性ポリマー粒子であって、
ポリマー粒子が、０．８６から０．９９の平均球形度、少なくとも０．５８ｇ／ｃｍ3の
嵩密度および２５０から５５０μｍの平均粒径を有し、粒径分布が０．７未満であり、２
つ以上の空洞を有する粒子に対する１つの空洞を有する粒子の比が１．０未満である吸水
性ポリマー粒子を提供する。
【０１７２】
　１つの特に好適な実施形態において、本発明は、さらに、０．８６から０．９９の平均
球形度、少なくとも０．５８ｇ／ｃｍ3の嵩密度および２５０から５５０μｍの平均粒径
を有する、本発明による方法によって得られる吸水性ポリマー粒子であって、粒径分布が
０．７未満であり、吸水性ポリマー粒子の少なくとも５０％が粒子毎に１つまたはいくつ
かの小さな空洞を有し、残りの粒子が内部に可視の空洞を有さない吸水性ポリマー粒子を
提供する。
【０１７３】
　本発明による方法によって得られる吸水性ポリマー粒子は、０．８６から０．９９、好
ましくは０．８７から０．９７、より好ましくは０．８８から０．９５、最も好ましくは
０．８９から０．９３の平均球形度を有する。球形度（ＳＰＨＴ）は、
ＳＰＨＴ＝４πＡ／Ｕ2

［式中、
Ａは断面積であり、
Ｕはポリマー粒子の断面円周である］で定義される。平均球形度は、体積平均球形度であ
る。
【０１７４】
　平均球形度を、例えば、Ｃａｍｓｉｚｅｒ（登録商標）画像解析システム（Ｒｅｔｓｃ
ｈ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ＧｍｂＨ；Ｈａａｎ；ドイツ）を用いて測定することができ
る。
【０１７５】
　測定のために、生成物を、漏斗を介して導入し、計量チャネルを備えた下降軸に搬送す
る。粒子が光り壁を通過している間に、それらを選択的にカメラで記録する。記録した画
像を、選択したパラメータに従ってソフトウェアにより評価する。
【０１７６】
　丸みを特徴づけるために、プログラムで球形度に指定されたパラメータを採用する。報
告されるパラメータは、容積加重平均球形度であり、粒子の体積は、相当直径ｘｃminを
介して測定される。相当直径ｘｃminを測定するためには、それぞれの場合において全部
で３２の異なる空間方向に対する最長の弦直径を測定する。相当直径ｘｃminは、これら
の３２の弦直径の中で最も短い。粒子を記録するために、所謂ＣＣＤ－ズームカメラ（Ｃ
ＡＭ－Ｚ）を使用する。計量チャネルを制御するために、０．５％のカメラの検出窓にお
ける被覆率（透過）を予め定めておく。
【０１７７】
　ポリマービーズが重合の最中または後で凝集する場合に比較的小さな球形度を有する吸
水性ポリマー粒子が逆懸濁重合得られる。
【０１７８】
　従来の溶液重合（ゲル重合）によって製造された吸水性ポリマー粒子を乾燥後に粉砕お
よび分類して、不規則なポリマー粒子を得る。これらのポリマー粒子の平均球形度は、約
０．７２から約０．７８である。
【０１７９】
　本発明の吸水性ポリマー粒子は、疎水性溶媒の含有量が好ましくは０．００５質量％未
満、より好ましくは０．００２質量％未満、最も好ましくは０．００１質量％未満である
。疎水性溶媒の含有量を、例えばヘッドスペース法を用いてガスクロマトグラフィーによ
って測定することができる。
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【０１８０】
　逆懸濁重合によって得られた吸水性ポリマー粒子は、反応媒体として使用される典型的
には約０．０１質量％の疎水性溶媒をさらに含む。
【０１８１】
　本発明の吸水性ポリマー粒子は、分散体含有量が典型的には１質量％未満、好ましくは
０．５質量％未満、より好ましくは０．１質量％未満、最も好ましくは０．０５質量％未
満である。
【０１８２】
　逆懸濁重合によって得られた吸水性ポリマー粒子は、懸濁液を安定させるために使用さ
れる典型的には少なくとも１質量％の分散剤、すなわちエチルセルロースをさらに含む。
【０１８３】
　本発明による方法によって得られる吸水性ポリマー粒子は、嵩密度が好ましくは少なく
とも０．６ｇ／ｃｍ3、より好ましくは少なくとも０．６５ｇ／ｃｍ3、最も好ましくは少
なくとも０．７ｇ／ｃｍ3であり、典型的には１ｇ／ｃｍ3未満である。
【０１８４】
　本発明の吸水性粒子の平均粒径は、好ましくは３２０から５００μｍ、より好ましくは
３７０から４７０μｍ、最も好ましくは４００から４５０μｍである。
【０１８５】
　粒径分布は、好ましくは０．６５未満、より好ましくは０．６２未満、より好ましくは
０．６未満である。
【０１８６】
　吸水性ポリマー粒子の形態を顕微鏡解析によって膨潤状態で調べる。吸水性ポリマー粒
子を３つの範疇に分類することができる。タイプ１の吸水性ポリマー粒子は、典型的には
０．４から２．５ｍｍの径を有する１つの空洞を有する粒子であり、タイプ２の吸水性ポ
リマー粒子は、典型的には０．００１から０．３ｍｍの径を有する２つ以上の空洞を有す
る粒子であり、タイプ３の吸水性ポリマー粒子は、可視の空洞を有さない中実粒子である
。
【０１８７】
　２つ以上の空洞を有する粒子（タイプ２）に対する１つの空洞を有する粒子（タイプ１
）の比は、好ましくは０．７未満、より好ましくは０．５未満、最も好ましくは０．４未
満である。比が小さいほど嵩密度が大きい。
【０１８８】
　本発明による方法によって得られる吸水性ポリマー粒子は、好ましくは０．５から１５
質量％、より好ましくは３から１２質量％、最も好ましくは５から１０質量％の水分含有
量を有する。
【０１８９】
　本発明の特に好適な実施形態において、吸水性ポリマー粒子における未反応モノマーの
残留含有量は、高温で水を用いる熱後処理によって低減される。この熱後処理は、吸水性
ポリマー粒子が反応チャンバを出た後に行われてもよい。熱後処理前または後に吸水性粒
子を場合により緩衝サイロに貯蔵してもよい。特に好適な吸水性ポリマー粒子は、２００
０ｐｐｍ以下、典型的には１０００ｐｐｍ以下、好ましくは７００ｐｐｍ未満、より好ま
しくは０から５００ｐｐｍ、最も好ましくは５０から４００ｐｐｍの残留モノマー含有量
を有する。
【０１９０】
　本発明による方法によって得られる吸水性ポリマー粒子は、典型的には少なくとも２０
ｇ／ｇ、好ましくは少なくとも２５ｇ／ｇ、好適には少なくとも２８ｇ／ｇ、より好まし
くは少なくとも３０ｇ／ｇ、最も好ましくは少なくとも３２ｇ／ｇの遠心保持能力（ＣＲ
Ｃ）を有する。吸水性ポリマー粒子の遠心保持能力（ＣＲＣ）は、典型的には６０ｇ／ｇ
未満である。
【０１９１】
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　本発明による方法によって得られる吸水性ポリマー粒子は、４９．２ｇ／ｃｍ2の負荷
下での吸収度が典型的には少なくとも１５ｇ／ｇ、好ましくは少なくとも１６ｇ／ｇ、好
適には少なくとも２０ｇ／ｇ、より好ましくは少なくとも２３ｇ／ｇ、最も好ましくは少
なくとも２５ｇ／ｇであり、典型的には５０ｇ／ｇ以下である。
【０１９２】
　本発明による方法によって得られる吸水性ポリマー粒子は、生理食塩水通液性（ＳＦＣ
）が典型的には少なくとも１０×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ、通常は少なくとも２０×１０-7ｃ
ｍ3ｓ／ｇ、好ましくは少なくとも５０×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ、好適には少なくとも８０×
１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ、より好ましくは少なくとも１２０×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ、最も好まし
くは少なくとも１５０×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇであり、典型的には３００×１０-7ｃｍ3ｓ／
ｇ以下である。
【０１９３】
　本発明による方法によって得られる吸水性ポリマー粒子は、自由膨潤ゲル床透過率（Ｇ
ＢＰ）が典型的には少なくとも５ダルシー、通常は少なくとも１０ダルシー、好ましくは
少なくとも２０ダルシー、好適には少なくとも３０ダルシー、より好ましくは少なくとも
４０ダルシー、最も好ましくは少なくとも５０ダルシーであり、典型的には２５０ダルシ
ー以下である。
【０１９４】
　好適な吸水性ポリマー粒子は、少なくとも３０ｇ／ｇ、好ましくは少なくとも３２ｇ／
ｇ、より好ましくは少なくとも３３ｇ／ｇ、最も好ましくは少なくとも３４ｇ／ｇの遠心
保持能力（ＣＲＣ）、少なくとも２０ｇ／ｇ、好ましくは少なくとも２２ｇ／ｇ、より好
ましくは少なくとも２４ｇ／ｇ、最も好ましくは少なくとも２５ｇ／ｇの高負荷下吸収率
（ＡＵＨＬ）、および少なくとも１０×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ、好ましくは少なくとも１２
×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ、より好ましくは少なくとも１４×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ、最も好まし
くは少なくとも１５×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇの生理食塩水通液性（ＳＦＣ）を有するポリマ
ー粒子である。
【０１９５】
　また、好適な吸水性ポリマー粒子は、少なくとも２０ｇ／ｇ、好ましくは少なくとも２
４ｇ／ｇ、より好ましくは少なくとも２６ｇ／ｇ、最も好ましくは少なくとも２８ｇ／ｇ
の遠心保持能力（ＣＲＣ）、少なくとも１５ｇ／ｇ、好ましくは少なくとも１７ｇ／ｇ、
より好ましくは少なくとも１９ｇ／ｇ、最も好ましくは少なくとも２０ｇ／ｇの高負荷下
吸収率（ＡＵＨＬ）、および少なくとも８０×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ、好ましくは１１０×
１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ、より好ましくは少なくとも１３０×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ、最も好まし
くは少なくとも１５０×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇの生理食塩水通液性（ＳＦＣ）を有するポリ
マー粒子である。
【０１９６】
　また、好適な吸水性ポリマー粒子は、少なくとも３０ｇ／ｇ、好ましくは少なくとも３
１ｇ／ｇ、より好ましくは少なくとも３２ｇ／ｇ、最も好ましくは少なくとも３３ｇ／ｇ
の遠心保持能力（ＣＲＣ）、少なくとも１６ｇ／ｇ、好ましくは少なくとも１９ｇ／ｇ、
より好ましくは少なくとも２１ｇ／ｇ、最も好ましくは少なくとも２３ｇ／ｇの高負荷下
吸収率（ＡＵＨＬ）、および少なくとも２０×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ、好ましくは３０×１
０-7ｃｍ3ｓ／ｇ、より好ましくは少なくとも３５×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ、最も好ましくは
少なくとも４０×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇの生理食塩水通液性（ＳＦＣ）を有するポリマー粒
子である。
【０１９７】
　本発明の吸水性ポリマー粒子は、機械的安定性が向上し、小さな粒子で粒径分布が狭い
。また、本発明の吸水性ポリマー粒子は、加工性が向上し、分離傾向が低減され、粒径に
依存する性能のばらつきがより小さく、機械的応力下の透過度（ＳＦＣまたはＧＢＰ）お
よび高負荷下吸収率（ＡＵＨＬ）の低下が小さく、摩耗によって引き起こされる粉塵形成
が小さい。
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【０１９８】
　本発明の吸水性ポリマー粒子を、他の方法、すなわち溶液重合によって製造された他の
吸水性ポリマー粒子と混合することができる。
【０１９９】
　Ｃ．流体吸収性物体
　流体吸収性物体は、
（Ａ）上部液体透過層と、
（Ｂ）下部液体不透過層と、
（Ｃ）５から９０質量％の繊維状材料および１０から９５質量％の吸水性ポリマー粒子、
好ましくは２０から８０質量％の繊維状材料および２０から８０質量％の吸水性ポリマー
粒子、
より好ましくは３０から７５質量％の繊維状材料および２５から７０質量％の吸水性ポリ
マー粒子、
最も好ましくは４０から７０質量％の繊維状材料および３０から６０質量％の吸水性ポリ
マー粒子を含む、（Ａ）と（Ｂ）の間の吸液性コアと、
（Ｄ）８０から１００質量％の繊維状材料および０から２０質量％の吸水性ポリマー粒子
、
好ましくは８５から９９．９質量％の繊維状材料および０．０１から１５質量％の吸水性
ポリマー粒子、
より好ましくは９０から９９．５質量％の繊維状材料および０．５から１０質量％の吸水
性ポリマー粒子、
最も好ましくは９５から９９質量％の繊維状材料および１から５質量％の吸水性ポリマー
粒子を含む、（Ａ）と（Ｂ）の間の任意の取得－分配層と、
（Ｅ）（Ｃ）の真上および／または真下に配置された任意の組織層と、
（Ｆ）他の任意の構成要素と
を含む。
【０２００】
　吸液性物体は、例えば、成人用失禁パッドおよび失禁ブリーフまたは乳児用おむつを指
すことが理解される。好適な吸液性物体は、基板、層、シートおよび／または吸液性コア
のための繊維状ウェブまたはマトリックスを形成する繊維状材料および場合により吸水性
ポリマー粒子を含む吸液性組成物を含む。
【０２０１】
　好適な吸液性物体は、その個々の要素が、好ましくは、上部液体透過層についての乾燥
度、底部液体不透過層についての浸潤のない蒸気透過度などの一定の機能パラメータを示
さなければならないいくつかの層、速い吸収速度を示し、最大量の体液を保持することが
可能である軟質で蒸気透過性の薄い吸液性コア、ならびに排出された体液の輸送および分
配層として作用する上部層とコアの間の取得－分配層で構成される。これらの個々の要素
は、得られる吸液性物体が、一方の側の柔軟性、水蒸気通気性、乾燥度、着用快適性およ
び保護などの全体的基準、ならびに液体保持、再湿潤、および他方の側の湿潤の防止に関
する全体的基準を満たすように組み合わされる。これらの層の特定の組合せは、高度な保
護レベルならびに高度な快適性を消費者にもたらす吸液性物体を提供する。
【０２０２】
　液体透過層（Ａ）
　液体透過層（Ａ）は、皮膚と直接接触する層である。したがって、液体透過層は、好ま
しくは、温順で、ソフト感があり、消費者の皮膚に刺激を与えない。一般に、「液体透過
性」という用語は、液体、すなわち尿、月経および／または膣液などの体液がその肉厚を
容易に透過することを可能にするものと理解される。液体透過層の基本的機能は、着用者
から吸液性コアへの体液の取得および輸送である。典型的には、液体透過層は、不織布材
料、フィルムまたはそれらの組合せなどの当該技術分野で既知の任意の材料から形成され
る。好適な液体透過層（Ａ）は、従来の合成もしくは半合成繊維、またはポリエステル、
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ポリオレフィン、レーヨンもしくは天然繊維の複合繊維もしくはフィルム、またはそれら
の任意の組合せからなる。不織布材料の場合は、繊維は、一般に、ポリアクリレートなど
の結合剤によって結合される。また、液体透過層は、弾性組成物を含むことで、一方向ま
たは二方向に伸縮することを可能にする弾性特性を示すことができる。
【０２０３】
　好適な合成繊維は、ポリ塩化ビニル、ポリフッ化ビニル、ポリテトラフルオロエチレン
、ポリ塩化ビニリデン、ポリアクリル樹脂、ポリ酢酸ビニル、ポリ酢酸エチルビニル、不
溶性または可溶性ポリビニルアルコール、ポリエチレン、ポリプロピレンなどのポリオレ
フィン、ポリアミド、ポリエステル、ポリウレタンおよびポリスチレン等から作製される
。
【０２０４】
　フィルムの例は、開口成形熱可塑性フィルム、開口プラスチックフィルム、油圧成形熱
可塑性フィルム、網状熱可塑性フィルム、多孔質発泡体、網状発泡体および熱可塑性スク
リムである。
【０２０５】
　好適な変性または非変性天然繊維としては、木綿、バガス、ケンプ、亜麻、絹、羊毛、
木材パルプ、化学変性木材パルプ、黄麻、レーヨン、エチルセルロースおよび酢酸セルロ
ースが挙げられる。
【０２０６】
　好適な木材パルプ繊維を、クラフトおよび亜硫酸法などの化学的方法、ならびに砕木、
リファイナー砕木、熱砕木、化学砕木および熱化学砕木パルプ法により得ることができる
。さらに、リサイクル木材パルプ繊維、漂白、未漂白、元素状塩素除去（ＥＣＦ）または
全塩素除去（ＴＣＦ）木材パルプ繊維を使用することができる。
【０２０７】
　繊維状材料は、天然繊維もしくは合成繊維のみ、またはそれらの任意の組合せを含むこ
とができる。好適な材料は、ポリエステル、レーヨンおよびそれらのブレンド、ポリエチ
レンおよびポリプロピレンである。
【０２０８】
　吸液性組成物の構成要素としての繊維状材料は、親水性、疎水性であってもよく、また
は親水性および疎水性繊維の組合せであり得る。親水性の定義は、上記章の「定義」のセ
クションに示されている。親水性／疎水性比、つまりは吸液性組成物内の親水性繊維およ
び疎水性繊維の量の選択は、液体処理特性ならびに得られる吸液性組成物の吸水性ポリマ
ー粒子の量に依存することになる。そのように、疎水性繊維の使用は、吸液性組成物が吸
液性物体の着用者に隣接する場合、すなわち好ましくは疎水性不織布材料から形成された
上部液体透過層に部分的または全面的に取って代わるように使用される場合に好適である
。疎水性繊維は、また、そこでは液体不透過性隔壁として作用するより通気性の低い液体
不透過層の構成要素であり得る。
【０２０９】
　親水性繊維の例は、セルロース繊維、変性セルロース繊維、レーヨン、ポリエチレンテ
レフタレートなどのポリエステル繊維、および親水性ナイロン等である。親水性繊維を、
例えば界面活性剤処理またはシリカ処理によって親水性化された疎水性繊維から得ること
もできる。したがって、親水性熱可塑性繊維は、界面活性剤処理またはシリカ処理によっ
てポリプロピレン、ポリアミドまたはポリスチレンなどのポリオレフィンから誘導される
。
【０２１０】
　上層の強度および保全性を高めるために、繊維は、一般に、層内の繊維を架橋するよう
に作用する結合部位を示す必要がある。
【０２１１】
　ウェブ内の繊維を固結させるための技術は、機械的結合、熱的結合および化学的結合で
ある。機械的結合の方法では、例えば噴射水（スパンレース）によって繊維を機械的に絡
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み合わせてウェブに保全性を付与する。熱的結合は、低融点ポリマーの存在下で昇温する
ことによって実施される。熱的結合法の例は、スパンボンディング、通気結合および樹脂
結合である。
【０２１２】
　保全性を高める好適な手段は、熱的結合、スパンボンディング、樹脂結合、通気結合お
よび／またはスパンレースである。
【０２１３】
　熱的結合の場合は、熱可塑性材料を繊維に添加する。熱処理されると、この熱可塑性材
料の一部が溶融し、毛細管効果によって繊維の交差部に移動する。これらの交差部は、冷
却後に結合部位に固結し、繊維状マトリックスの保全性を高める。さらに、化学的強化セ
ルロース繊維の場合は、熱可塑性材料の溶融および移動は、得られる繊維層の孔径を増大
させながら、その密度および坪量を維持する効果を有する。湿潤すると、層の構造および
保全性が安定性を維持する。要約すると、熱可塑性材料を添加すると、排出される体液の
流動浸透性が向上するため、取得特性が向上する。
【０２１４】
　好適な熱可塑性材料としては、ポリエチレンおよびポリプロピレンなどのポリオレフィ
ン、ポリエステル、コポリエステル、ポリ酢酸ビニル、ポリ酢酸エチルビニル、ポリ塩化
ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリアクリル樹脂、ポリアミド、コポリアミド、ポリスチ
レン、ポリウレタン、および記載のポリマーのいずれかのコポリマーが挙げられる。
【０２１５】
　好適な熱可塑性繊維を一成分繊維である単一ポリマーから作製することができる。ある
いは、それらを２つ以上のポリマー、例えば二成分または多成分繊維から作製することが
できる。「二成分繊維」という用語は、シェルと異なる繊維材料から作製されたコア繊維
を含む熱可塑性繊維を指す。典型的には、両繊維材料は、異なる融点を有し、一般にはシ
ースがより低い温度で溶融する。二成分繊維は、シースが、二成分繊維の断面部を通じて
均一な厚さを有するか、不均一な厚さを有するかに応じて同心性または偏心性であり得る
。より小さな繊維厚さでより大きな圧縮強度を示す偏心性二成分繊維が有利である。さら
なる二成分繊維は、「非ケン縮性」（非屈曲性）または「ケン縮性」（屈曲性）の特徴を
示すことができ、さらなる二成分繊維は、異なる態様の表面潤滑性を示すことができる。
【０２１６】
　二成分繊維の例としては、以下のポリマー組合せ、すなわちポリエチレン／ポリプロピ
レン、ポリ酢酸エチルビニル／ポリプロピレン、ポリエチレン／ポリエステル、ポリプロ
ピレン／ポリエステルおよびコポリエステル／ポリエステル等が挙げられる。
【０２１７】
　好適な熱可塑性材料は、層の繊維を損傷する温度より低いが、吸液性物体が通常貯蔵さ
れる温度より低くない融点を有する。好ましくは、その融点は、約７５℃から１７５℃で
ある。熱可塑性繊維の典型的な長さは、０．４から６ｃｍ、好ましくは約０．５から１ｃ
ｍである。熱可塑性繊維の直径は、デニール（９０００メートル当たりのグラム数）また
はｄｔｅｘ（１００００メートル当たりのグラム数）で定義される。典型的な熱可塑性繊
維は、約１．２から２０、好ましくは約１．４から１０の範囲のｄｔｅｘを有する。
【０２１８】
　吸液性組成物の保全性を高めるさらなる手段は、スパンボンディング技術である。スパ
ンボンディングによる繊維層の製造の性質は、ポリマー粒質物の連続的繊維への直接的な
紡糸およびその後の繊維層の製造に基づく。
【０２１９】
　スパンボンド繊維は、押出紡糸繊維を均一無作為方式で移動ベルト上に堆積した後、繊
維を熱結合することによって製造される。繊維は、ウェブ積層時に空気ジェットによって
分離される。繊維結合は、加熱ロールまたは高温針を加えてポリマーを部分的に溶融させ
、繊維同士を融着させることによって生成される。分子配向が融点を高めるため、高度に
延伸されない繊維を熱的結合繊維として使用することができる。ポリエチレンまたはラン
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ダムエチレン／プロピレンコポリマーが、低融点結合部位として使用される。
【０２２０】
　スパンボンディングの他に、樹脂結合の技術は、また、熱的結合対象に属する。この技
術を使用して結合部位を生成する場合は、例えばエポキシ、ポリウレタンおよびアクリル
に基づく特定の接着剤を繊維状材料に添加し、得られたマトリックスを熱処理する。した
がって、ウェブは、樹脂、および／または繊維状材料内に分散された熱可塑性樹脂と結合
される。
【０２２１】
　さらなる熱的結合技術として、通気結合は、高温空気を繊維布の表面に散布することを
含む。高温空気は、繊維布の真上で循環されるが、繊維布を通過しない。結合部位は、結
合剤の添加によって生成される。通気熱的結合に使用される好適な結合剤としては、結晶
性結合剤繊維、二成分結合剤繊維および粉末が挙げられる。結晶性結合剤繊維または粉末
を使用すると、結合剤が全体的に溶融し、不織布の断面全体を通じて溶融液滴を形成する
。冷却するとこれらの点において結合が起こる。シース／コア結合剤繊維の場合は、シー
スが結合剤であり、コアが担体繊維である。通気オーブンを使用して製造された製品は、
嵩高く、開放的で、軟質で、強く、伸展性、通気性および吸収性を有する傾向がある。通
気結合の後に直接低温圧延を行うと、高温ロール圧延製造物と、圧縮せずに通気結合され
た製造物との間に厚さが生じる。低温圧延後もこの製造物は、部分結合高温圧延材料より
軟質で、柔軟で伸展性が大きい。
【０２２２】
　スパンレーシング（「水流交絡」）は、ウェブの保全性を高めるさらなる方法である。
バラ繊維の成形ウェブ（通常は空気積層または湿式積層）を最初に押し固め、予備湿潤し
てエアポケットを除去する。スパンレーシングの技術は、多数の列の微細高速水噴流を使
用して、繊維が互いにもつれ合うように、ウェブを多孔質ベルト、または移動有孔もしく
はパターン化スクリーンに打ちつける。水圧は、全体的に第１の噴射器から最後の噴射器
まで上昇する。１５０バール程度の圧力を用いて、水噴流をウェブ上に直接誘導する。こ
の圧力は、たいていの不織布繊維に対して十分であるが、特殊化された用途ではより高い
圧力が用いられる。
【０２２３】
　スパンレース法は、水の噴流を使用して、繊維を絡み合わせることによって、布の保全
性を確保する不織布製造システムである。軟質性、被覆性、適合性および比較的高い強度
が、スパンレース不織布の主たる特徴である。
【０２２４】
　最新の研究において、得られる液体透過層のいくつかの構造的特徴に有益性が見いださ
れている。例えば、層の厚さは、非常に重要であり、そのｘ－ｙ寸法とともに、層の取得
－分配挙動に影響を与える。さらに何らかの統合されたプロファイルド構造が存在する場
合は、取得－分配挙動を層の三次元構造に応じて導くことができる。したがって、液体透
過層の機能の三次元ポリエチレンが好適である。
【０２２５】
　したがって、好適な液体透過層（Ａ）は、熱的結合、スパンボンディング、樹脂結合ま
たは通気結合によって上記繊維から形成された不織布層である。さらなる好適な液体透過
層は、三次元ポリエチレン層およびスパンレースである。
【０２２６】
　好ましくは、三次元ポリエチレン層およびスパンレースは、１２から２２ｇｓｍの坪量
を示す。
【０２２７】
　典型的には、液体透過層（Ａ）は、吸液性構造の一部または全体にわたって伸び、すべ
ての好適な側方フラップ、側方ラッピング要素、翼および耳部の一部に伸び、かつ／また
は当該一部を形成することができる。
【０２２８】
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　液体不透過層（Ｂ）
　液体不透過層（Ｂ）は、吸液性コアによって吸収および保持された浸出液が、例えばベ
ッドシート、パンツ、パジャマおよび下着のような、吸液性物体と接触する物体を濡らす
ことを防止する。したがって、液体不透過層（Ｂ）は、織布もしくは不織布材料、ポリエ
チレンもしくはポリプロピレンの熱可塑性フィルムなどのポリマーフィルム、または膜被
覆不織布材料などの複合材料を含むことができる。
【０２２９】
　好適な液体不透過層は、不織布、プラスチックおよび／またはプラスチックと不織布の
積層体を含む。プラスチック、および／またはプラスチックと不織布の積層体はともに、
適度に通気性があってもよく、すなわち液体不透過層（Ｂ）は、蒸気を吸液性材料から漏
出させることが可能である。したがって、液体不透過層は、一定の水蒸気透過度とともに
一定レベルの不透過性を有さなければならない。これらの特徴を兼ね備えるために、好適
な液体不透過層は、少なくとも２つの層、例えば、特定の坪量および孔径を有する繊維状
不織布と、特定の厚さを有し、場合により孔構造を有する第２の層としての例えばポリビ
ニルアルコールの連続三次元フィルムとによる積層体を含む。当該積層体は、隔壁として
作用し、液体輸送や湿潤を示さない。したがって、好適な液体不透過層は、繊維状不織布
である多孔質ウェブ、例えば、合成繊維から作製されたメルトブローン不織布層またはス
パンボンド不織布層の複合ウェブの少なくとも第１の通気性層と、液体不透過性ポリマー
フィルム、好ましくはフィルムの平面に垂直でなく、フィルムの平面に対して９０°未満
の角度で配置される、毛細管として作用する孔を場合により有するプラスチックからなる
弾性三次元ウェブの少なくとも第２の層とを含む。
【０２３０】
　好適な液体不透過層は、蒸気に対して透過性である。好ましくは、液体不透過層は、２
４時間当たり少なくとも約１００ｇｓｍ、好ましくは２４時間当たり少なくとも約２５０
ｇｓｍ、最も好適には２４時間当たり少なくとも約５００ｇｓｍの水蒸気透過度（ＷＶＴ
Ｒ）を示す蒸気透過性材料から構成される。
【０２３１】
　好ましくは、液体不透過層（Ｂ）は、疎水性材料、例えば、合成繊維、またはプラスチ
ック、例えばポリエチレンを含む液体不透過性ポリマーフィルムを含む不織布で構成され
る。液体不透過層の厚さは、好ましくは１５から３０μｍである。
【０２３２】
　さらに、液体不透過層（Ｂ）は、好ましくは、１２から１５ｇｓｍの密度を有する不織
布および約１０から２０μｍの厚さを有するポリエチレン層を含む不織布とプラスチック
との積層体で構成される。
【０２３３】
　典型的な液体不透過層（Ｂ）は、吸液性構造の一部または全体にわたって伸び、すべて
の好適な側方フラップ、側方ラッピング要素、翼および耳部の一部に伸び、かつ／または
当該一部を形成することができる。
【０２３４】
　吸液性コア（Ｃ）
　吸液性コア（Ｃ）は、上部液体透過層（Ａ）と下部液体不透過層（Ｂ）との間に配置さ
れる。蒸気透過性、柔軟性および厚さなどの要件が満たされるのであれば、好適な吸液性
コア（Ｃ）を当該技術分野で既知の吸液性コアシステムのいずれかから選択することがで
きる。好適な吸液性コアは、その主な機能が、排出体液を取得、輸送、分配、吸収、貯蔵
および保持することである任意の吸液性組成物を指す。
【０２３５】
　吸液性コア（Ｃ）の上面図面積は、好ましくは、少なくとも２００ｃｍ2、より好まし
くは少なくとも２５０ｃｍ2、最も好ましくは少なくとも３００ｃｍ2である。上面図面積
は、上部液体透過層に直面するコアの部分である。
【０２３６】
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　本発明によれば、吸液性コアは、以下の構成要素を含むことができる。
【０２３７】
　１．任意のコアカバー
　２．液体貯蔵層
　３．任意の散粉層
【０２３８】
　１．任意のコアカバー
　吸液性コアの保全性を高めるために、コアにカバーを設ける。このカバーは、吸液性コ
アの頂部および／または底部に存在してもよい。さらに、このカバーは、吸液性コア全体
を一枚の材料で包含することで、ラップとして機能することができる。ラッピングは、完
全ラップ、部分ラップまたはＣ型ラップで可能である。
【０２３９】
　コアカバーの材料は、ウェブ、衣類、織物、フィルム、組織および２つ以上の基板また
はウェブの積層体を含む既知の種類の基板を含むことができる。セルロース、木綿、亜麻
、リネン、麻、羊毛、絹、毛皮、頭髪および天然鉱物繊維などの天然繊維を含むことがで
きる。コアカバー材料は、レーヨンおよびリオセル（セルロース由来）、多糖類（デンプ
ン）、ポリオレフィン繊維（ポリプロピレン、ポリエチレン）、ポリアミド、ポリエステ
ル、ブタジエン－スチレンブロックコポリマー、ポリウレタンおよびそれらの組合せなど
の合成繊維を含むこともできる。好ましくは、コアカバーは、合成繊維または組織を含む
。
【０２４０】
　繊維は、一成分または多成分であってもよい。多成分繊維は、ホモポリマー、コポリマ
ーまたはそれらのブレンドを含むことができる。
【０２４１】
　２．液体貯蔵層
　吸液性コアに含まれる吸液性組成物は、繊維状材料および吸水性ポリマー粒子を含む。
【０２４２】
　本発明に有用な繊維としては、天然繊維および合成繊維が挙げられる。好適な変性また
は非変性天然繊維の例は、上記「液体透過層（Ａ）」の章に示されている。それらのうち
、木材パルプが好適である。
【０２４３】
　好適な合成繊維の例は、上記「液体透過層（Ａ）」の章に示されている。繊維状材料は
、天然繊維もしくは合成繊維のみ、またはそれらの任意の組合せを含むことができる。
【０２４４】
　吸液性組成物の構成要素としての繊維状材料は、親水性、疎水性であってもよく、また
は親水性繊維と疎水性繊維との組合せであり得る。
【０２４５】
　一般に、上層（Ａ）と下層（Ｂ）の間に埋め込まれる吸液性コアに使用するには、親水
性繊維が好適である。これは、特に、排出体液を迅速に取得し、吸液性組成物または吸液
性コアの他の領域に輸送および分配することが所望される吸液性組成物の場合に当てはま
る。親水性繊維の使用は、吸水性ポリマー粒子を含む吸液性組成物に特に好適である。
【０２４６】
　親水性繊維の例は、上記「液体透過層（Ａ）」の章に示されている。好ましくは、吸液
性コアは、酢酸ビスコース、ポリエステルおよび／またはポリプロピレンから作製される
。
【０２４７】
　吸液性コアの繊維状材料を均一に混合して、均一または不均一な吸液性コアを生成する
ことができる。あるいは、繊維状材料を濃縮するか、または吸水性ポリマー材料を場合に
より含む個別の層に積層することができる。吸液性コアの好適な貯蔵層は、吸水性ポリマ
ー材料を含む繊維状材料の均一な混合物を含む。層状コアシステムを含む吸液性コアの好
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適な貯蔵層は、繊維状材料の均一な混合物を含み、吸水性ポリマー材料を含むことによっ
て、層の各々を当該技術分野で既知の手段によって任意の繊維状材料から構築することが
できる。挿入された吸液性材料、例えば吸水性ポリマー粒子の量および分布に応じて、所
望の液体取得、分配および輸送結果が得られるように、層の配列を導くことができる。好
ましくは、吸水性ポリマー粒子を組み込むためのマトリックスとして作用する層または繊
維状材料の不均一混合物で構成された最大吸収速度または保持率の不連続帯域が吸液性コ
アの貯蔵層内に存在する。それらの帯域は、全領域に広がっていてもよいし、吸液性コア
の一部のみを形成してもよい。
【０２４８】
　好適な吸液性コアは、繊維状材料および吸液性材料を含む。体液または体の滲出物を吸
収および保持することが可能な任意の吸液性材料、例えば、セルロース詰め物、変性およ
び非変性セルロース、架橋セルロース、積層体、複合体、吸液性発泡体、上記「液体透過
層（Ａ）」の章に記載されている材料、吸水性ポリマー粒子ならびにそれらの組合せであ
る。
【０２４９】
　典型的には、吸液性コアは、単一種類の吸水性ポリマー粒子を含有してもよいし、異な
る種類の吸水性ポリマー材料から誘導された吸水性ポリマー粒子を含有してもよい。した
がって、単一種類のポリマー材料からの吸水性ポリマー粒子、または異なる種類のポリマ
ー材料からの吸水性ポリマー粒子の混合物、例えば、ゲル重合から誘導された正規の吸水
性ポリマー粒子と液滴重合から誘導された吸水性ポリマー粒子との混合物を加えることが
可能である。あるいは、逆懸濁重合から誘導された吸水性ポリマー粒子を加えることが可
能である。
【０２５０】
　あるいは、異なる特徴プロファイルを示す吸水性ポリマー粒子を混合することが可能で
ある。したがって、吸液性コアは、均一なｐＨ値を有する吸水性ポリマー粒子を含有して
もよいし、異なるｐＨ値を有する吸水性ポリマー粒子、例えば、約４．０から約７．０の
範囲のｐＨを有する吸水性ポリマー粒子の２つ以上の構成要素混合物を含有してもよい。
好ましくは、約４．０から約７．０の範囲のｐＨを有するゲル重合または逆懸濁重合から
得られた吸水性ポリマー粒子の混合物に由来する混合物、および液滴重合から得られた吸
水性ポリマー粒子を適用する。
【０２５１】
　好適な吸液性コアは、また、吸液性粒子および／または吸水性ポリマー繊維あるいはそ
れらの混合物を添加することによって、バラ繊維状材料から製造される。吸水性ポリマー
繊維は、単一種類の吸水性ポリマー繊維から形成されてもよいし、異なるポリマー材料か
らの吸水性ポリマー繊維を含有してもよい。吸水性ポリマー繊維の添加は、繊維構造に容
易に分配および導入され、吸水性ポリマー粒子より良好に所定位置に維持されるため好適
であり得る。したがって、互いに接触することによって生じるゲル遮断が軽減される。さ
らに、吸水性ポリマー繊維は、より軟質でより柔軟である。
【０２５２】
　流体吸収性コアを製造する過程で、吸水性ポリマー粒子および／または吸液性繊維を繊
維状マトリックスなどの構造形成化合物と一緒にする。したがって、吸水性ポリマー粒子
および／または吸液性繊維を、バラ繊維からの吸液性コアを形成する過程を通じて添加す
ることができる。吸水性ポリマー粒子および／または吸液性繊維とマトリックスの繊維状
材料とを同時に混合するか、あるいは１つの構成要素を２つ以上の他の構成要素の混合物
に同時に、または連続的添加によって添加することによって、吸液性コアを形成すること
ができる。
【０２５３】
　好適な吸液性コアは、吸水性ポリマー粒子および／または吸液性繊維と、吸液性材料を
組み込むための繊維状材料構成マトリックスとの混合物を含む。当該混合物を均一に形成
すること、すなわち全ての構成要素を混合して均一構造を得ることができる。吸液材料の
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量は、吸液コア全体を通じて均一であってもよいし、例えば中央領域と遠隔領域が異なる
ことで、吸液性材料の濃度に関してプロファイルドコアを与えてもよい。
【０２５４】
　吸水性ポリマー材料の吸水性コアへの適用の技術は、当業者に既知であり、容積法、減
量法または重量法であってもよい。既知の技術としては、振動システム、単一および多重
オーガーシステム、配分ロール、計量ベルト、流動床容積システムおよび重力散布および
／または噴霧システムの応用が挙げられる。さらなる挿入技術は、落下供給システム調和
および不調和吹き込み塗装、または吸液性ポリマー材料を塗布する真空印刷法である。
【０２５５】
　好適な吸液性コアは、吸液性物体を製造する方法によって形成される層を含むこともで
きる。後に異なる層をｚ方向に生成することによって層状構造を形成することができる。
【０２５６】
　あるいは、２つ以上の前形成層からコア構造を形成して、層状の吸液性コアを得ること
ができる。それらの層は、約１０から９５％の範囲の濃度を示す異なる濃度の吸水性ポリ
マー材料を有することができる。これらの均一な層または異なる層をそれらの隣接する平
面で互いに固定することができる。あるいは、それらの層を、吸水性ポリマー材料が含め
られる複数のチャンバを形成するように組み合わせることができる。
【０２５７】
　好適な前形成層は、空気積層、湿式積層、積層体または複合体構造として処理される。
【０２５８】
　あるいは、他の材料の層、例えば、連続もしくは独立気泡発泡体または開口フィルムの
層を追加することができる。前記吸水性ポリマー材料を含む少なくとも２つの層の積層体
も含まれる。
【０２５９】
　さらに、吸水性ポリマー材料が固定される担体層（例えばポリマーフィルム）から複合
体構造を形成することができる。固定を１つの面または両面で行うことができる。担体層
は、体液に対して透過性であっても不透過性であってもよい。
【０２６０】
　あるいは、モノマー溶液を層の形成後、または担体層上に添加し、ＵＶ誘発重合技術に
よって被覆剤溶液を重合することが可能である。したがって、「現場」重合は、吸水性ポ
リマーの塗布のためのさらなる方法である。
【０２６１】
　したがって、好適な吸液性コアは、５から９０質量％の繊維状材料および１０から９５
質量％の吸水性ポリマー粒子、好ましくは２０から８０質量％の繊維状材料および２０か
ら８０質量％の吸水性ポリマー粒子、より好ましくは３０から７５質量％の繊維状材料お
よび２５から７０質量％の吸水性ポリマー粒子、最も好ましくは４０から７０質量％の繊
維状材料および３０から６０質量％の吸水性ポリマー粒子を含む。
【０２６２】
　吸液性コア内の吸水性ポリマー粒子および／または吸液性繊維の量は、３から２０ｇ、
好ましくは６から１４ｇであり、成人用おむつの場合は８から１２ｇであり、失禁用品の
場合は約５０ｇまでである。
【０２６３】
　典型的には、吸液性物体は、他の任意の層に加えて、少なくとも１つの上部液体透過層
（Ａ）、少なくとも１つの下部液体不透過層（Ｂ）、および層（Ａ）と層（Ｂ）の間の少
なくとも１つの吸液性コアを含む。体液吸収の制御を向上させ、かつ／または吸水性ポリ
マー粒子と繊維状マトリックスとの質量比率の柔軟性を高めるために、１つまたは複数の
さらなる吸液性コアを添加することが有利であり得る。第２の吸液性コアを第１の吸液性
コアに加えると、体液輸送および分配の能力がより大きくなる。さらに、より大量の排出
体液を保持することができる。異なる吸水性ポリマー濃度および含有量を示すいくつかの
層を組み合わせる機会があれば、いくつかの吸液性コアが含まれていても吸液性物体の厚
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さを最小値まで減じることが可能である。
【０２６４】
　排出体液を取得、輸送および保持するように設計された当該技術分野で既知の任意の材
料から好適な吸液性コアを形成することができる。製造技術は、当該技術分野で既知の任
意のものであってもよい。好適な技術は、現場技術として知られるようにモノマー溶液を
輸送繊維状マトリックスに塗布することによって、重合すること、または空気積層複合体
の製造である。
【０２６５】
　好適な吸液性物体は、典型的には吸液性物体に見いだされる他の層との任意の組合せで
単一または多重コアシステムを含む。好適な吸液性物体は、単一または二重コアシステム
を含む。最も好ましくは、吸液性物体は、単一吸液性コアを含む。
【０２６６】
　吸液性コアは、典型的には、均一のサイズまたはプロファイルを有する。好適な吸液性
コアは、コアの形状および／または吸水性ポリマー粒子の含有量および／または吸水性ポ
リマー粒子の分布および／または層状吸液性コアが存在する場合の異なる層の寸法に関し
てプロファイルド構造を有することもできる。
【０２６７】
　吸収性コアは、いくつかの層、例えば、基板層と吸水性ポリマー層と熱可塑性材料の層
とを組み合わせることによって良好な湿潤不動化性を示すことが知られる。好適な吸収性
コアは、組織または組織積層体を含むこともできる。組織または組織積層体を折り重ねる
ことによって形成された単一または二重層組織積層体が、当該技術分野で既知である。
【０２６８】
　これらの層または折重ねは、好ましくは、例えば接着剤の添加によって、あるいは機械
的結合もしくは超音波結合またはそれらの組合せによって互いに接合される。吸水性ポリ
マー粒子を、例えば個別の吸水性ポリマー層を形成することによって個々の層の内部また
は間に含めることができる。
【０２６９】
　したがって、容積の大きなコアの層の数または高さに応じて、得られる吸液性コアの厚
さが決定されることになる。したがって、吸液性コアは、１つの層（水平域）として平坦
であり得るか、または三次元プロファイルを有することができる。
【０２７０】
　一般に、上部液体透過層（Ａ）および下部液体不透過層（Ｂ）を、様々な種類の吸液性
物体の要件に従い、かつ様々な着用者の大きさに対応する形状および大きさに形成するこ
とができる。したがって、上部液体透過層と下部液体不透過層の組合せは、当該技術分野
で既知のあらゆる寸法または形状を有することができる。好適な組合せは、砂時計形、長
方形、台形、ｔ字もしくはダブルｔ字形、または解剖学的寸法を示す形を有する。
【０２７１】
　吸液性コアは、当該技術分野で既知の吸液性物体に典型的に存在するさらなる添加剤を
含むことができる。例示的な添加剤は、吸液性コアを強化および安定化するための繊維で
ある。吸液性コアを強化するためにポリエチレンを使用するのが好ましい。
【０２７２】
　吸液性コアを強化するためのさらなる好適な安定剤は、結合剤として作用する材料であ
る。
【０２７３】
　吸液性コアの異なる領域で使用する結合剤材料の種類または結合剤の量を変更すること
で、プロファイルド安定性を得ることが可能である。例えば、異なる溶融温度を示す異な
る結合剤材料を吸液性コアのそれぞれの領域に、例えば低融点材料をコアの中央領域に、
そして高融点材料を遠端領域に使用することができる。好適な結合剤材料は、接着性もし
くは非接着性繊維、連続もしくは不連続押出繊維、二成分短繊維、非弾性繊維および噴霧
液体結合剤またはこれらの結合剤の材料の任意の組合せであってもよい。
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【０２７４】
　さらに、コア層の保全性を高めるために、通常は熱可塑性組成物が添加される。熱可塑
性組成物は、単一種類の熱可塑性ポリマーまたは熱可塑性ポリマーのブレンドを含むこと
ができる。あるいは、熱可塑性組成物は、少なくとも１つの熱可塑性ポリマーを粘着剤、
可塑剤または他の添加剤、例えば抗酸化剤などの熱可塑性希釈剤とともに含むホットメル
ト接着剤を含むことができる。熱可塑性組成物は、例えば、結晶性ポリプロピレンおよび
非晶質ポリアルファオレフィンまたはスチレンブロックコポリマーおよびそれらの混合物
を含む感圧性ホットメルト接着剤をさらに含むことができる。
【０２７５】
　好適な熱可塑性ポリマーは、Ａ－Ｂ－Ａトリブロックセグメント、Ａ－Ｂジブロックセ
グメントおよび（Ａ－Ｂ）nラジアルブロックコポリマーセグメントを含むスチレン系ブ
ロックコポリマーである。文字Ａは、非弾性ポリマーセグメント、例えばポリスチレンを
表し、Ｂは、不飽和共役ジエンまたはそれらの（部分）水素化形態を表す。好ましくは、
Ｂは、イソプレン、ブタジエン、エチレン／ブチレン（水素化ブタジエン）、エチレン／
プロピレン（水素化イソプレン）およびそれらの混合物を含む。
【０２７６】
　他の好適な熱可塑性ポリマーは、非晶質ポリオレフィン、非晶質ポリアルファオレフィ
ンおよびメタロセンポリオレフィンである。
【０２７７】
　臭気制御に関しては、香料および／または臭気制御添加剤が場合により添加される。好
適な臭気制御添加剤は、当該技術分野で既知の時間にわたって吸液性物体を保持する際に
発生する臭気を低減するあらゆる物質である。したがって、好適な臭気制御添加剤は、ゼ
オライト、活性炭素、ベントナイト、シリカ、エーロシル、珪藻土、粘土などの無機物質
、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）、シクロデキストリン、アミノポリ炭酸、エチレ
ンジアミンテトラメチレンリン酸、アミノホスフェート、多官能価芳香族化合物、Ｎ，Ｎ
－ジコハク酸などのキレート剤である。
【０２７８】
　好適な臭気制御添加剤は、さらに、第四級アンモニウム、フェノール、アミドおよびニ
トロ化合物ならびにそれらの混合物などの抗微生物剤、銀塩、亜鉛塩、塩化セチルピリジ
ニウムおよび／またはトリクロサン、ならびに１２未満のＨＬＢ値を有する界面活性剤な
どの殺菌剤である。
【０２７９】
　好適な臭気制御添加剤は、さらに、無水マレイン酸、無水イタコン酸、ポリ無水マレイ
ン酸もしくはポリ無水イタコン酸などの無水物基を有する化合物、マレイン酸とＣ2～Ｃ8

オレフィンもしくはスチレンとのコポリマー、ポリ無水マレイン酸、または無水マレイン
酸とイソブテン、ジイソブテンもしくはスチレンとのコポリマー、アスコルビン酸、安息
香酸、クエン酸、サリチル酸もしくはソルビン酸などの酸基を有する化合物、および酸基
を有するモノマーの液体可溶性ポリマー、Ｃ3～Ｃ5モノ不飽和カルボン酸のホモもしくは
コポリマーである。
【０２８０】
　好適な臭気制御添加剤は、さらに、カプロン酸アリル、シクロヘキサン酢酸アリル、シ
クロヘキサンプロピオン酸アリル、ヘプタン酸アリル、酢酸アミル、プロピオン酸アミル
、アネトール、無酸素性アルデヒド、アニソール、ベンズアルデヒド、酢酸ベンジル、ベ
ンジルアセトン、ベンジルアルコール、絡酸ベンジル、ギ酸ベンジル、カンフェン、カン
ファーゴム、ラエボ－カルベオール、ギ酸シナミル、シス－ジャスモン、シトラル、シト
ロネロールおよびその誘導体、クミン酸アルコールおよびその誘導体、シクラルＣ、ジメ
チルベンジルカルビノールおよびその誘導体、ジメチルオクタノールおよびその誘導体、
オイカリプトール、ゲラニル誘導体、酢酸ラバンデュリル、リグストラル、ｄ－リモネン
、リナルール、リナリル誘導体、メントンおよびその誘導体、ミルセンおよびその誘導体
、ネラール、ネロール、ｐ－クレゾール、ｐ－シメン、オレンジテルペン、アルファ－ポ
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ネン、４－テルピネオール、チモール等の香料である。
【０２８１】
　臭気制御添加剤として隠蔽剤も使用される。隠蔽剤は、固壁材料封入香料である。好ま
しくは、壁材料は、香料成分の時間遅延放出に使用される液体可溶性細胞状マトリックス
である。
【０２８２】
　さらなる好適な臭気制御添加剤は、Ｃｕ、ＡｇおよびＺｎなどの遷移金属、ウレアーゼ
－阻害剤などの酵素、デンプン、ｐＨ緩衝物質、キチン、緑茶植物エキス、イオン交換樹
脂、炭酸塩、重炭酸塩、リン酸塩、硫酸塩またはそれらの混合物である。
【０２８３】
　好適な臭気制御添加剤は、緑茶植物エキス、シリカ、ゼオライト、炭素、デンプン、キ
レート剤、ｐＨ緩衝物質、キチン、珪藻土、粘土、イオン交換樹脂、炭酸塩、重炭酸塩、
リン酸塩、硫酸塩、隠蔽剤またはそれらの混合物である。臭気制御添加剤の好適な濃度は
、約０．５から約３００ｇｓｍである。
【０２８４】
　最新の開発では、湿潤度指示添加剤の添加が提案されている。吸液性物体の湿潤度を電
気的に監視することの他に、湿潤度指示薬とともにホットメルト接着剤を含む湿潤度指示
添加剤が知られる。湿潤度指示添加剤は、色を黄色から比較的濃い青色に変化させる。こ
の色の変化は、吸液性物体の液体不透過の外側材料を通じて容易に知覚できる。既存の湿
潤度指示は、濡れると消失する、後板上にパターン化された水溶性インクの塗布を介して
達成される。
【０２８５】
　好適な湿潤度指示添加剤は、モノオレイン酸ソルビタンとポリエトキシル化水素化ヒマ
シ油との混合物を含む。好ましくは、湿潤度指示添加剤の量は、吸液性コアの質量に対し
て１から５質量％での範囲である。
【０２８６】
　吸液性コアの坪量は、６００から１２００ｇｓｍの範囲である。吸液性コアの密度は、
０．１から０．２５ｇ／ｃｍ3の範囲である。吸液性コアの厚さは、１から５ｍｍ、好ま
しくは１．５から３ｍｍの範囲であり、失禁用品の場合は３から１５ｍｍの範囲である。
【０２８７】
　３．任意の散粉層
　吸収性コアに含められる任意の構成要素は、隣接する散粉層である。散粉層は、繊維層
であり、吸収性コアの頂部および／または底部に配置されてもよい。典型的には、散粉層
は、貯蔵層の下に位置する。この下位層は、吸液性コアの製造過程を通じて付着吸水性ポ
リマー粒子に対する担体として機能するため、散粉層と称する。吸水性ポリマー材料がマ
クロ構造体、フィルムまたはフレークの形であれば、散粉層の挿入は必要ない。液滴重合
から誘導された吸水性ポリマー粒子の場合は、粒子は、エッジのない滑らかな表面を有す
る。この場合も、散粉層を吸液性コアに加える必要はない。一方、大きな利点として、散
粉層は、吸上性能などの追加的ないくつかの液体処理特性を提供し、液体不透過層（Ｂ）
のピンホールまたはポックマークの発生を抑制することができる。
【０２８８】
　好ましくは、散粉層は、毛羽（セルロース繊維）を含む繊維層である。
【０２８９】
　任意の取得－分配層（Ｄ）
　任意の取得－分配層（Ｄ）は、上層（Ａ）と吸液性コア（Ｃ）との間に位置し、好まし
くは、排出体液を効率的に取得し、それらを吸液性組成物の他の領域、または体液が固定
および貯蔵される他の層に輸送および分配させるように構成される。したがって、上層は
、排出液を、吸液性コアに分配させるための取得－分配層（Ｄ）に輸送する。
【０２９０】
　取得－分配層は、繊維状材料および場合により吸水性ポリマー粒子を含む。
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【０２９１】
　繊維状材料は、親水性、疎水性であってもよく、または親水性繊維と疎水性繊維との組
合せであり得る。それは、天然繊維、合成繊維または両者の組合せから誘導されてもよい
。
【０２９２】
　好適な取得－分配層は、セルロース繊維および／または変性セルロース繊維および／ま
たは合成繊維あるいはそれらの組合せから形成される。したがって、好適な取得－分配層
は、セルロース繊維、特に木材パルプ毛羽を含有することができる。さらなる好適な親水
性、疎水性繊維、ならびに変性または非変性天然繊維の例は、上記「液体透過層（Ａ）」
の章に示されている。
【０２９３】
　特に液体取得および分配特性の両方を確保するために、変性セルロース繊維の使用が好
適である。変性セルロース繊維の例は、化学処理セルロース繊維、特に化学的強化セルロ
ース繊維である。「化学的強化セルロース繊維」という用語は、繊維の剛性を高めるため
に化学的手段によって強化されたセルロース繊維を指す。当該手段は、被覆剤および含浸
剤の形の化学的強化剤の添加を含む。好適なポリマー強化剤としては、窒素含有基を有す
るカチオン性変性デンプン、ラテックス、ポリアミド－エピクロロヒドリン樹脂、ポリア
クリルアミド、尿素ホルムアルデヒドおよびメラミンホルムアルデヒド樹脂ならびにポリ
エチレンイミン樹脂などの湿潤強度樹脂を挙げることができる。
【０２９４】
　強化は、例えばポリマー鎖を架橋することによって化学構造を改変することを含むこと
もできる。したがって、架橋剤を繊維に塗布して、化学的に繊維内架橋結合を形成させる
ことができる。さらに、セルロース繊維を個別化された形で架橋結合によって強化するこ
とができる。好適な化学的強化剤は、典型的には、Ｃ2～Ｃ8ジアルデヒド、酸官能基を有
するＣ2～Ｃ8モノアルデヒド、特にＣ2～Ｃ9ポリカルボン酸を含むモノマー架橋剤である
。
【０２９５】
　好ましくは、変性セルロース繊維は、化学的に処理されたセルロース繊維である。セル
ロース繊維をクエン酸で処理することによって得ることができる縮れ繊維が特に好適であ
る。好ましくは、セルロース繊維および変性セルロース繊維の坪量は、５０から２００ｇ
ｓｍである。
【０２９６】
　好適な取得－分配層は、合成繊維をさらに含む。合成繊維の既知の例は、上記「液体透
過層（Ａ）」の章に見いだされる。取得－分配層の機能の三次元ポリエチレンが好適であ
る。
【０２９７】
　さらに、セルロース繊維の場合のように、親水生合成繊維が好適である。親水性合成繊
維を疎水性繊維の化学的変性によって得ることができる。好ましくは、親水性化は、疎水
性繊維の界面活性剤処理によって実施される。したがって、疎水性繊維の表面を、非イオ
ン性またはイオン性界面活性剤で処理することによって、例えば、繊維に界面活性剤を噴
霧すること、または繊維を界面活性剤に浸漬させることによって親水性にすることができ
る。永久的親水性合成繊維がさらに好適である。
【０２９８】
　取得－分配層の繊維状材料を固定して、層の強度および保全性を高めることができる。
ウェブにおける繊維を固結するための技術は、機械的結合、熱的結合および化学的結合で
ある。ウェブの保全性を高める異なる方法の詳細な記載は、上記「液体透過層（Ａ）」の
章に示されている。
【０２９９】
　好適な取得－分配層は、繊維状材料およびその中に分配された吸水性ポリマー粒子を含
む。吸水性ポリマー粒子を、バラ繊維から層を形成する過程を通じて添加することができ
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、あるいは層の形成後にモノマー溶液を添加し、ＵＶ誘発重合法によって被覆剤溶液を重
合することが可能である。したがって、「現場」重合は、吸水性ポリマーを塗布するため
のさらなる方法である。
【０３００】
　したがって、好適な取得－分配層は、８０から１００質量％の繊維状材料および０から
２０質量％の吸水性ポリマー粒子、好ましくは８５から９９．９質量％の繊維状材料およ
び０．１から１５質量％の吸水性ポリマー粒子、より好ましくは９０から９９．５質量％
の繊維状材料および０．５から１０質量％の吸水性ポリマー粒子、最も好ましくは９５か
ら９９質量％の繊維状材料および１から５質量％の吸水性ポリマー粒子を含む。
【０３０１】
　好適な取得－分配層は、吸水性ポリマー粒子の濃度に応じて２０から２００ｇｓｍの範
囲、最も好適には４０から５０ｇｓｍの範囲の坪量を示す。
【０３０２】
　任意の組織層（Ｅ）
　任意の組織層は、（Ｃ）の真上および／または真下に配置される。
【０３０３】
　組織層の材料は、ウェブ、衣類、織物およびフィルムを含む任意の既知の種類の基板を
含むことができる。組織層は、セルロース、木綿、亜麻、リネン、麻、羊毛、絹、毛皮、
頭髪および天然鉱物繊維などの天然繊維を含むことができる。組織層は、レーヨンおよび
リオセル（セルロース由来）、多糖類（デンプン）、ポリオレフィン繊維（ポリプロピレ
ン、ポリエチレン）、ポリアミド、ポリエステル、ブタジエン－スチレンブロックコポリ
マー、ポリウレタンおよびそれらの組合せなどの合成繊維を含むこともできる。好ましく
は、組織層はセルロース繊維を含む。
【０３０４】
　他の任意の構成要素（Ｆ）
　１．脚カフ
　典型的な脚カフは、繊維および不織布材料を同時に形成する直接押出法、または後の時
点で不織布材料に積層することができる前形成繊維の積層法によって形成することができ
る不織布材料を含む。直接押出法の例としては、スパンボンディング、メルトブローン、
溶剤紡糸、電界紡糸およびそれらの組合せが挙げられる。積層法の例としては、湿式積層
および乾式積層（例えば空気積層、カーディング）法が挙げられる。上記方法の組合せと
しては、スパンボンド－メルトブローン－スパンボンド（ｓｍｓ）、スパンボンド－メル
トブローン－メルトブローン－スパンボンド（ｓｍｍｓ）、スパンボンド－カーディング
（ｓｃ）、スパンボンド－空気積層（ｓａ）、メルトブローン－空気積層（ｍａ）および
それらの組合せが挙げられる。直接押出を含む組合せを同じ時点または後の時点で組み合
わせることができる。上記例において、１つまたは複数の個々の層をそれぞれの方法によ
って製造することができる。したがって、「ｓｍｓ」は、三層不織布材料を指し、「ｓｍ
ｓｍｓ」または「ｓｓｍｍｓ」は、五層不織布材料を指す。通常、小文字（ｓｍｓ）は個
々の層を表すのに対して、大文字（ＳＭＳ）は、同様の隣接層の集合体を表す。
【０３０５】
　さらに、好適な脚カフは、弾性糸状体を備える。
【０３０６】
　ｓｍｓ、ｓｍｍｓまたはｓｍｓｍｓの層組合せを示す合成繊維による脚カフが好適であ
る。１３から１７ｇｓｍの密度を有する不織布が好適である。好ましくは、脚カフは、２
つの弾性糸状体を備える。
【０３０７】
　２．弾性体
　弾性体は、着用者の体、例えばウエストおよび脚付近に吸液性物体をしっかりと保持し
、柔軟に密封して包含性および適合性を向上させるために使用される。脚弾性体は、外層
と内層または吸液性物体との間、あるいは外カバーとボディーサイドライナーとの間に配
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置される。好適な弾性体は、熱可塑性ポリウレタンのシート、条体もしくは糸状体、エラ
ストマー材料、ポリ（エーテル－アミド）ブロックコポリマー、熱可塑性ゴム、スチレン
－ブタジエンコポリマー、シリコンゴム、天然ゴム、合成ゴム、スチレンイソプレンコポ
リマー、スチレンエチレンブチレンコポリマー、ナイロンコポリマー、セグメント化ポリ
ウレタンを含むスパンデックス繊維および／またはエチレン－酢酸ビニルコポリマーを含
む。弾性体を延伸後に基板に固定するか、または延伸された基板に固定することができる
。そうでなければ、弾性体を基板に固定し、次いで例えば加熱によって弾性化または収縮
させることができる。
【０３０８】
　３．密封システム
　密封システムは、テープタブ、ランディングゾーン、エラストマー、プルアップおよび
ベルトシステムを含む。
【０３０９】
　密封システムによって第１のウエスト領域の少なくとも一部を第２のウエスト領域の一
部に装着して、吸液性物体を所定位置に保持するとともに、脚開口および吸液性物体のウ
エストを形成する。好ましくは、吸液性物体は、再密封可能な密封システムを備える。
【０３１０】
　密封システムは、再シール可能であるか、または永久的であり、当該用途に好適な任意
の材料、例えば、プラスチック、弾性体、フィルム、発泡体、不織布基板、織物布基板、
紙、組織、積層体および繊維強化プラスチック等、またはそれらの組合せを含む。好まし
くは、密封システムは、軟質材料を含み、着用者の皮膚を刺激することなく滑らかで柔軟
に作用する。
【０３１１】
　密封要素の一部は、接着テープに存在するか、または第１のウエスト領域の水平エッジ
に配置された、一対の水平に伸びるタブを含む。テープタブは、典型的には前部ボディパ
ネルに装着され、第１のウエストバンドの各コーナーから水平方向に伸びる。これらのテ
ープタブは、典型的には、薄い脱着可能カバーシートによって使用前に保護される接着性
の内向き表面を含む。
【０３１２】
　好適なテープタブは、ポリエチレン、ポリウレタン、ポリスチレン、ポリカーボネート
、ポリエステル、エチレン酢酸ビニル、エチレンビニルアルコール、エチレン酢酸ビニル
アクリレートまたはエチレンアクリル酸コポリマーなどの熱可塑性ポリマーで形成されて
いてもよい。
【０３１３】
　好適な密封システムは、フックおよびループファスナーのフック部をさらに含み、ター
ゲットデバイスは、フックおよびループファスナーのループ部を含む。
【０３１４】
　好適な機械的密封システムは、ランディングゾーンを含む。機械的密封システムは、外
カバーに直接固定することができる。ランディングゾーンは、テープタブを係合させるこ
とが望ましい吸液性物体の部分として作用することができる。ランディングゾーンは、基
礎材料および複数のテープタブを含むことができる。テープタブをランディングゾーンの
基礎材料に埋め込むことができる。基礎材料は、ループ材料を含むことができる。ループ
材料は、支持材料、および支持材料に装着された不織布スパンボンドウェブの層を含むこ
とができる。
【０３１５】
　したがって、好適なランディングゾーンをスパンボンディングによって作製することが
できる。スパンボンド不織布は、溶融熱可塑性材料を押し出すことによって形成された溶
融紡糸繊維から作製される。二軸延伸ポリプロピレン（ＢＯＰＰ）、または機械的密封シ
ステムの場合は研磨／密封ループが好適である。
【０３１６】
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　さらに、好適な機械的密封システムは、パンツまたはプルアップなどの吸液性物体のた
めの軟質ウエストバンドとして機能する弾性ユニットを含む。弾性ユニットは、例えばト
レーニングパンツのような吸液性物体を着用者によって引き下げることを可能にする。
【０３１７】
　好適なパンツ形吸液性物体は、前部、後部、股、前部と後部を水平方向に接続するため
の側方部、ヒップ部、弾性ウエスト領域および液密性外層を有する。ヒップ部は、使用者
のウエスト付近に配置される。ディスポーザブルなパンツ形吸液性物体（プルアップ）は
、好ましい柔軟性、伸縮性、漏れ防止特性および適合性を有するため、着用者に対する優
れた快適性を付与する。
【０３１８】
　好適なプルアップは、低弾性率、良好な引裂強度および高弾性回復率を有する熱可塑性
フィルム、シートおよび積層体を含む。
【０３１９】
　好適な密封システムは、吸液性物体の締結デバイス内の弾性部分を生成するためのエラ
ストマーをさらに含むことができる。エラストマーは、ウエストおよび脚開口において着
用者に対する吸液性物体の快適な適合を確保しながら、漏れに対する十分な性能を維持す
る。
【０３２０】
　好適なエラストマーは、蒸気透過性および液体遮断性を示すエラストマーポリマーまた
は弾性接着性材料である。好適なエラストマーは、伸長後に本来の長さに等しい長さまで
伸縮自在である。
【０３２１】
　好適な密封システムは、吸液性物体を着用者の体に柔軟に固定し、着用者に対する適合
性の向上をもたらすためのウエストベルトおよび脚ベルトを含むベルトシステムをさらに
含む。好適なウエストベルトは、２つの弾性ベルト、すなわち左弾性ベルトおよび右弾性
ベルトを含む。左弾性ベルトは、左の角状エッジの各々に結合される。右弾性ベルトは、
右の角状ベルトの各々に結合される。左側および右側ベルトは、吸収性衣類が平らに置か
れたときに弾力的に伸びる。各ベルトは、吸液性物体に接続され、その前部と後部の間を
伸びて、ウエスト穴および脚穴を形成する。
【０３２２】
　好ましくは、ベルトシステムは、エラストマーで構成されるため、吸液性物体の順応的
な適合を確保し、漏れに対する十分な性能を維持する。
【０３２３】
　Ｄ．吸液性物体の構造
　本発明は、さらに、吸液性物体を提供するための以上に挙げた構成要素および層、フィ
ルム、組織または基板の接合に関する。少なくとも２つ、好ましくは全ての層、フィルム
、シート、組織または基板を接合する。
【０３２４】
　好適な吸液性物体は、単一または多重吸液性コアシステムを含む。好ましくは、吸液性
物体は、単一または二重吸液性コアシステムを含む。
【０３２５】
　吸液性コアの好適な液体貯蔵層は、その中に均一または不均一に分散された吸水性ポリ
マー粒子を含む繊維状材料の均一または不均一混合物を含む。吸液性コアの好適な液体貯
蔵層は、繊維状材料の均一混合物を含み、吸水性ポリマー粒子を場合により含む層状吸液
性コアシステムを含むことによって、層の各々を当該技術分野で既知の手段によって任意
の繊維状材料から作製することができる。
【０３２６】
　吸水性ポリマー粒子を固定するために、熱可塑性材料を用いて隣接層を固定することに
よって、表面全体を通じて、あるいは個別の接合部において接続を構築する。後者の場合
は、吸液性粒子を保持する空洞またはポケットが設けられる。接合部分は、例えば、吸液
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性コアの縦軸と整列するか、または多角形、例えば五角形または六価形のパターンの規則
的または不規則的なパターンを有する。接合部分自体は、径が約０．５ｍｍから２ｍｍの
長方形、円形または正方形であってもよい。接合部分を含む吸液性物体は、より良好な湿
潤強度を示す。
【０３２７】
　製品シャーシおよびその中に含まれる構成要素の構造は、当業者に既知であるホットメ
ルト接着剤の不連続塗布によって作製および制御される。例は、例えば、Ｄｉｓｐｏｍｅ
ｌｔ　５０５Ｂ、Ｄｉｓｐｏｍｅｌｔ　Ｃｏｏｌ　１１０１、ならびにＮａｔｉｏｎａｌ
　ＳｔａｒｃｈまたはＨｅｎｋｅｌによって製造された他の具体的な機能接着剤である。
【０３２８】
　本発明を詳細に説明するために、以下に記載される実施形態を生成する。
【０３２９】
　したがって、好適な吸液性物体を後に詳細に説明する。
【０３３０】
　実施形態１
　以下の実施形態１において、本発明の１つの好適な実施形態を説明する。したがって、
好適な吸液性物体は、
（Ａ）スパンボンド層を含む上部液体透過層（三部表層）と、
（Ｂ）通気性ポリエチレンフィルムおよびスパンボンド不織布の複合体を含む下部液体不
透過層と、
（Ｃ）全吸収性コア質量に基づいて１０から５０質量％の吸水性ポリマー粒子を含み、
１．全毛羽量の約５０％を含む木材パルプ繊維（セルロース繊維）の親水性繊維状マトリ
ックスの均一な上部コア毛羽層、
２．吸水性ポリマー粒子を含む吸液性層であって、当該構造のための好適な吸水性ポリマ
ー粒子が、少なくとも３０ｇ／ｇの遠心保持能力（ＣＲＣ）を有する吸液性層、
３．全毛羽量の約５０％を含み、散粉層として機能する木材パルプ繊維（セルロース繊維
）の親水性繊維状マトリックスの均一な下部コア毛羽層
をこの順に含む多層液体貯蔵部を含む（Ａ）と（Ｂ）の間の単一吸液性コアと、
（Ｄ）３０から８０ｇｓｍの坪量を有する（Ａ）と（Ｃ）の間の通気結合取得－分配層で
あって、取得－分配層が長方形であり、約１５０から約２５０ｃｍ2のサイズを有する吸
液性コアより小さい通気結合取得－分配層とを含む。
【０３３１】
　製品シャーシおよびその中に含まれる構成要素の構造は、当業者に既知であるホットメ
ルト接着剤の不連続塗布によって作製および制御される。例は、例えば、Ｄｉｓｐｏｍｅ
ｌｔ　５０５Ｂ、Ｄｉｓｐｏｍｅｌｔ　Ｃｏｏｌ　１１０１、ならびにＮａｔｉｏｎａｌ
　ＳｔａｒｃｈまたはＨｅｎｋｅｌによって製造された他の具体的な機能接着剤である。
【０３３２】
　ホットメルト接着剤を使用して吸水性ポリマー粒子を不織布シート上に固定することに
よって超薄高負荷吸液性層を形成することができる。好ましくは、吸水性ポリマー粒子は
、縦帯または不連続スポットを形成する。他のパターンの吸水性ポリマー粒子も可能であ
る。
【０３３３】
　好適な実施形態において、超薄高負荷吸液性層は、固定された吸水性ポリマー粒子を含
む少なくとも２つのシートを含む。
【０３３４】
　超薄高負荷吸液性層の例は、本開示の一部を明示的に構成するＥＰ１２９３１８７Ａ１
、ＵＳ６，９７２，０１１、ＥＰ１４４７０６６Ａ１、ＥＰ１４４７０６７Ａ１、ＥＰ１
６０９４４８Ａ１、ＪＰ２００４／３１３５８０、ＵＳ２００５／０１３７０８５、ＵＳ
２００６／０００４３３６、ＵＳ２００７／０１３５７８５、ＷＯ２００８／１５５６９
９Ａ１、ＷＯ２００８／１５５７０１Ａ２、ＷＯ２００８／１５５７０２Ａ１、ＷＯ２０
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０８／１５５７１０Ａ１、ＷＯ２００８／１５５７１１Ａ１、ＷＯ２００４／０７１３６
３Ａ１、ＵＳ２００３／０１８１１１５、ＷＯ２００５／０９７０２５、ＵＳ２００７／
１５６１０８、ＵＳ２００８／０１２５７３５およびＷＯ２００８／１５５７２２Ａ２に
記載されている。
【０３３５】
　実施形態１の構造例
　吸液性コアは、各層が均一な長方形サイズを有する多層単一コアシステムからなる。（
Ａ）と（Ｂ）の間の層状吸液性コアは、多層系の親水性繊維（セルロース繊維、毛羽パル
プ繊維）を含む。全毛羽パルプ質量は２０．４５ｇであり、上部コア（１）と下部コア（
３）との間で等分される。吸液性コアの密度は、前部全体平均が０．１８ｇ／ｃｍ3であ
り、割込み帯域が０．１７ｇ／ｃｍ3であり、後部全体平均が０．１５ｇ／ｃｍ3である。
吸液性コアの坪量は、前部全体平均が８０２．７５ｇｓｍであり、割込み帯域が８２５．
９４ｇｓｍであり、後部全体平均が７６６．１４ｇｓｍである。
【０３３６】
　吸液性層（２）は、３１．３８質量％の分配吸水性ポリマー粒子を保持し、吸液性コア
の中の吸水性ポリマー粒子の量は９．３４ｇである。
【０３３７】
　実施例１に記載されているように液滴重合から誘導された吸水性ポリマー粒子は、以下
の特徴および吸収プロファイルを示す。
ＣＲＣ　３３．０ｇ／ｇ
ＳＦＣ　１２×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ
ＡＵＨＬ　２４．６ｇ／ｇ
水分含有量　６．０質量％
　吸液性コアの寸法：長さ３７．５ｃｍ；幅：１０．０ｃｍ。
【０３３８】
　５０ｇｓｍの坪量を有する（Ａ）と（Ｃ）の間の通気結合取得－分配層は、寸法が２０
ｃｍ×１０ｃｍで、吸液性コアより小さい長方形である。
【０３３９】
　吸液性物体は、さらに以下を含む。
・平坦ゴム弾性体；スパンデックス型繊維による弾性体：３脚弾性体および１カフ弾性体
。
・層組合せＳＭＳを示し、１３から１７ｇｓｍの坪量および４．６ｃｍの高さを有する合
成繊維による脚カフ。
・１８．３ｃｍ×４．０ｃｍの寸法のランディングゾーンを有する機械的密封システムお
よび３．４ｃｍ×１．０ｃｍのフレキシバンド密封テープ；３．４ｃｍ×１．４ｃｍのフ
ック固定テープに装着。
・１４．６ｃｍ×４．５ｃｍの寸法を有する、製品の後部に配置される伸縮性ウエストバ
ンドも含められる。
【０３４０】
　吸液性物体の寸法：長さ：４９．６ｃｍ；前部幅：３４．０ｃｍ；股幅：２４．０ｃｍ
；後部幅：３４．３ｃｍ。
【０３４１】
　実施形態２
　以下の実施形態２において、本発明のさらなる好適な実施形態を説明する。したがって
、好適な吸液性物体は、
（Ａ）熱結合層を含む上部液体透過層（三部表層）と、
（Ｂ）通気性ポリエチレンフィルムおよびスパンボンド不織布の複合体を含む下部液体不
透過層と、
（Ｃ）全吸収性コア質量に基づいて４０から８０質量％の吸水性ポリマー粒子を含み、
１．全毛羽量の約５０％を含む木材パルプ繊維（セルロース繊維）の親水性繊維状マトリ
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ックスの均一な上部コア毛羽層、
２．吸水性ポリマー粒子を含む吸液性層であって、当該構造のための好適な吸水性ポリマ
ー粒子が、少なくとも２０×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇの生理食塩水通液性（ＳＦＣ）を有する
吸液性層、
３．全毛羽量の約５０％を含み、散粉層として機能する木材パルプ繊維（セルロース繊維
）の親水性繊維状マトリックスの均一な下部コア毛羽層
をこの順に含む多層液体貯蔵部を含む（Ａ）と（Ｂ）の間の単一吸液性コアと、
（Ｄ）４０から８０ｇｓｍの坪量を有する（Ａ）と（Ｃ）の間の通気結合取得－分配層で
あって、取得－分配層が長方形であり、約１５０から約２５０ｃｍ2のサイズを有する吸
液性コアより小さい通気結合取得－分配層とを含む。
【０３４２】
　製品シャーシおよびその中に含まれる構成要素の構造は、当業者に既知であるホットメ
ルト接着剤の不連続塗布によって作製および制御される。例は、例えば、Ｄｉｓｐｏｍｅ
ｌｔ　５０５Ｂ、Ｄｉｓｐｏｍｅｌｔ　Ｃｏｏｌ　１１０１、ならびにＮａｔｉｏｎａｌ
　ＳｔａｒｃｈまたはＨｅｎｋｅｌによって製造された他の具体的な機能接着剤である。
【０３４３】
　ホットメルト接着剤を使用して吸水性ポリマー粒子を不織布シート上に固定することに
よって超薄高負荷吸液性層を形成することができる。好ましくは、吸水性ポリマー粒子は
、縦帯または不連続スポットを形成する。他のパターンの吸水性ポリマー粒子も可能であ
る。
【０３４４】
　好適な実施形態において、超薄高負荷吸液性層は、固定された吸水性ポリマー粒子を含
む少なくとも２つのシートを含む。
【０３４５】
　超薄高負荷吸液性層の例は、本開示の一部を明示的に構成するＥＰ１２９３１８７Ａ１
、ＵＳ６，９７２，０１１、ＥＰ１４４７０６６Ａ１、ＥＰ１４４７０６７Ａ１、ＥＰ１
６０９４４８Ａ１、ＪＰ２００４／３１３５８０、ＵＳ２００５／０１３７０８５、ＵＳ
２００６／０００４３３６、ＵＳ２００７／０１３５７８５、ＷＯ２００８／１５５６９
９Ａ１、ＷＯ２００８／１５５７０１Ａ２、ＷＯ２００８／１５５７０２Ａ１、ＷＯ２０
０８／１５５７１０Ａ１、ＷＯ２００８／１５５７１１Ａ１、ＷＯ２００４／０７１３６
３Ａ１、ＵＳ２００３／０１８１１１５、ＷＯ２００５／０９７０２５、ＵＳ２００７／
１５６１０８、ＵＳ２００８／０１２５７３５およびＷＯ２００８／１５５７２２Ａ２に
記載されている。
【０３４６】
　実施形態２の構造例
　吸液性コアは、各層が均一な長方形サイズを有する多層単一コアシステムからなる。（
Ａ）と（Ｂ）の間の層状吸液性コアは、多層系の親水性繊維（セルロース繊維、毛羽パル
プ繊維）を含む。全毛羽パルプ質量は１２ｇであり、上部コア（１）と下部コア（３）と
の間で等分される。吸液性コアの密度は、前部全体平均が０．１９ｇ／ｃｍ3であり、割
込み帯域が０．２０ｇ／ｃｍ3であり、後部全体平均が０．１８ｇ／ｃｍ3である。吸液性
コアの坪量は、前部全体平均が９８９ｇｓｍであり、割込み帯域が１１０１ｇｓｍであり
、後部全体平均が６６４ｇｓｍである。吸液性コアの厚さは、４．５ｍｍの平均値を有す
る。
【０３４７】
　吸液性層（２）は、５６．５質量％の分配吸水性ポリマー粒子を保持し、吸液性コアの
中の吸水性ポリマー粒子の量は１２ｇである。
【０３４８】
　実施例１３ａに記載されているように液滴重合から誘導された吸水性ポリマー粒子は、
以下の特徴および吸収プロファイルを示す。
ＣＲＣ　２９．２ｇ／ｇ
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ＳＦＣ　４０×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ
ＡＵＨＬ　１９．６ｇ／ｇ
水分含有量　１２．６質量％
渦時間　５６秒
ＧＢＰ　３４ダルシー
　吸液性コアの寸法：長さ３８ｃｍ；幅：１０ｃｍ。
【０３４９】
　５０ｇｓｍの坪量を有する（Ａ）と（Ｃ）の間の通気結合取得－分配層は、寸法が２４
ｃｍ×８ｃｍで、吸液性コアより小さい長方形である。
【０３５０】
　吸液性物体は、さらに以下を含む。
・平坦ゴム弾性体；スパンデックス型繊維による弾性体：３脚弾性体および１カフ弾性体
。
・層組合せＳＭＳを示し、１３から１７ｇｓｍの坪量および４．６ｃｍの高さを有する合
成繊維による脚カフ。
・１８．３ｃｍ×４．０ｃｍの寸法のランディングゾーンを有する機械的密封システムお
よび３．４ｃｍ×１．０ｃｍのフレキシバンド密封テープ；３．４ｃｍ×１．４ｃｍのフ
ック固定テープに装着。
・１４．６ｃｍ×４．５ｃｍの寸法を有する製品の後部に配置される伸縮性ウエストバン
ドも含められる。
【０３５１】
　吸液性物体の寸法：長さ：４９．６ｃｍ；前部幅：３４．０ｃｍ；股幅：２４．０ｃｍ
；後部幅：３４．３ｃｍ。
【０３５２】
　実施形態３
　以下の実施形態３において、本発明のさらなる好適な実施形態を説明する。したがって
、好適な吸液性物体は、
（Ａ）スパンボンドウェブを含む上部液体透過層（三部表層）と、
（Ｂ）通気性ポリエチレンフィルムおよびスパンボンド不織布の複合体を含む下部液体不
透過層と、
（Ｃ）木材パルプ繊維（セルロース繊維）と１０から５０質量％の均一に分配された吸水
性ポリマー粒子との混合物を吸液性コア（Ｃ）内に含む（Ａ）と（Ｂ）の間の単一吸液性
コアであって、当該構造のための好適な吸水性ポリマー粒子が少なくとも３０ｇ／ｇの遠
心保持能力（ＣＲＣ）を有し、吸液性コアが、液体不透過層（Ｂ）に隣接し、上記吸液性
コアの下に位置する散粉層をさらに含み、散粉層が毛羽（セルロース繊維）のみを含む単
一吸液性コアと、
（Ｄ）３０から８０ｇｓｍの坪量を有する（Ａ）と（Ｃ）の間の通気結合取得－分配層で
あって、取得－分配層が長方形であり、約１５０から約２５０ｃｍ2のサイズを有する吸
液性コアより小さい通気結合取得－分配層とを含む。
【０３５３】
　製品シャーシおよびその中に含まれる構成要素の構造は、当業者に既知であるホットメ
ルト接着剤の不連続塗布によって作製および制御される。例は、例えば、Ｄｉｓｐｏｍｅ
ｌｔ　５０５Ｂ、Ｄｉｓｐｏｍｅｌｔ　Ｃｏｏｌ　１１０１、ならびにＮａｔｉｏｎａｌ
　ＳｔａｒｃｈまたはＨｅｎｋｅｌによって製造された他の具体的な機能接着剤である。
【０３５４】
　ホットメルト接着剤を使用して吸水性ポリマー粒子を不織布シート上に固定することに
よって超薄高負荷吸液性層を形成することができる。好ましくは、吸水性ポリマー粒子は
、縦帯または不連続スポットを形成する。他のパターンの吸水性ポリマー粒子も可能であ
る。
【０３５５】
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　好適な実施形態において、超薄高負荷吸液性層は、固定された吸水性ポリマー粒子を含
む少なくとも２つのシートを含む。
【０３５６】
　超薄高負荷吸液性層の例は、本開示の一部を明示的に構成するＥＰ１２９３１８７Ａ１
、ＵＳ６，９７２，０１１、ＥＰ１４４７０６６Ａ１、ＥＰ１４４７０６７Ａ１、ＥＰ１
６０９４４８Ａ１、ＪＰ２００４／３１３５８０、ＵＳ２００５／０１３７０８５、ＵＳ
２００６／０００４３３６、ＵＳ２００７／０１３５７８５、ＷＯ２００８／１５５６９
９Ａ１、ＷＯ２００８／１５５７０１Ａ２、ＷＯ２００８／１５５７０２Ａ１、ＷＯ２０
０８／１５５７１０Ａ１、ＷＯ２００８／１５５７１１Ａ１、ＷＯ２００４／０７１３６
３Ａ１、ＵＳ２００３／０１８１１１５、ＷＯ２００５／０９７０２５、ＵＳ２００７／
１５６１０８、ＵＳ２００８／０１２５７３５およびＷＯ２００８／１５５７２２Ａ２に
記載されている。
【０３５７】
　実施形態３の構造例
　吸液性コアは、木材パルプ繊維（セルロース繊維）と３７．１１質量％の均一に分配さ
れた吸水性ポリマー粒子との混合物を、均一な長方形サイズを有する吸液性コア（Ｃ）内
に含む（Ａ）と（Ｂ）の間の単一吸液性コアからなる。吸液性コア内の吸水性ポリマー粒
子の量は１１．３８ｇである。全毛羽パルプ質量は１９．２５ｇである。吸液性コアの密
度は、前部全体平均が０．２２ｇ／ｃｍ3であり、割込み帯域が０．１８ｇ／ｃｍ3であり
、後部全体平均が０．１８ｇ／ｃｍ3である。吸液性コアの坪量は、前部全体平均が９１
４．１８ｇｓｍであり、割込み帯域が９２５．４７ｇｓｍであり、後部全体平均が８８６
．３２ｇｓｍである。
【０３５８】
　実施例７に記載されているように液滴重合から誘導された吸水性ポリマー粒子は、以下
の特徴および吸収プロファイルを示す。
ＣＲＣ　３２．０ｇ／ｇ
ＳＦＣ　２０×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ
ＡＵＨＬ　２４．０ｇ／ｇ
抽出分　１．７質量％
残留モノマー　８６６ｐｐｍ
水分含有量　５．８質量％
ＥＳＲ　０．３１ｇ／ｇｓ
　吸液性コアの寸法：長さ３９．２ｃｍ；幅：１０．０ｃｍ。
【０３５９】
　吸液性コアの厚さは、４．７ｍｍの平均値を有する。
【０３６０】
　４０ｇｓｍの坪量を有する（Ａ）と（Ｃ）の間の通気結合取得－分配層は、寸法が２４
．４ｃｍ×８．６ｃｍで、吸液性コアより小さい長方形である。
【０３６１】
　吸液性物体は、さらに以下を含む。
・平坦ゴム弾性体；スパンデックス型繊維による弾性体：３脚弾性体および１カフ弾性体
。
・層組合せＳＭＳを示し、１３から１７ｇｓｍの坪量および３．０ｃｍの高さを有する合
成繊維による脚カフ。
・１８．９ｃｍ×３．８ｃｍの寸法のランディングゾーンを有する機械的密封システムお
よび１．６ｃｍ×３．４ｃｍのフレキシバンド密封テープ；１．３ｃｍ×３．４ｃｍのフ
ック固定テープに装着。
・１０．８ｃｍ×２．８ｃｍの寸法を有する、製品の後部に配置される伸縮性ウエストバ
ンドも含められる。
【０３６２】
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　吸液性物体の寸法：長さ：４７．８ｃｍ；前部幅：３１．５ｃｍ；股幅：２０．６ｃｍ
；後部幅：３１．１ｃｍ。
【０３６３】
　実施形態４
　以下の実施形態４において、本発明のさらなる好適な実施形態を説明する。したがって
、好適な吸液性物体は、
（Ａ）スパンボンドウェブを含む上部液体透過層（三部表層）と、
（Ｂ）通気性ポリエチレンフィルムおよびスパンボンド不織布の複合体を含む下部液体不
透過層と、
（Ｃ）木材パルプ繊維（セルロース繊維）と４０から８０質量％の均一に分配された吸水
性ポリマー粒子との混合物を吸液性コア内に含む（Ａ）と（Ｂ）の間の単一吸液性コアで
あって、当該構造のための好適な吸水性ポリマー粒子が少なくとも２０×１０-7ｃｍ3ｓ
／ｇの生理食塩水通液性（ＳＦＣ）を有する単一吸液性コアと、
（Ｄ）４０から８０ｇｓｍの坪量を有する上部樹脂結合層を含む（Ａ）と（Ｃ）の間の２
つの取得－分配層の系であって、上部取得－分配層が、約１５０から約２５０ｃｍ2のサ
イズを有する長方形であり、下部取得－分配層が、４０から８０ｇｓｍの坪量および約１
００から約３００ｃｍ2のサイズを有する（例えばＢｕｃｋｅｙｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ
ｉｅｓ　Ｉｎｃ．の）変性セルロース繊維を含み、両取得－分配層が、吸液性コアより小
さい系とを含む。
【０３６４】
　製品シャーシおよびその中に含まれる構成要素の構造は、当業者に既知であるホットメ
ルト接着剤の不連続塗布によって作製および制御される。例は、例えば、Ｄｉｓｐｏｍｅ
ｌｔ　５０５Ｂ、Ｄｉｓｐｏｍｅｌｔ　Ｃｏｏｌ　１１０１、ならびにＮａｔｉｏｎａｌ
　ＳｔａｒｃｈまたはＨｅｎｋｅｌによって製造された他の具体的な機能接着剤である。
【０３６５】
　ホットメルト接着剤を使用して吸水性ポリマー粒子を不織布シート上に固定することに
よって超薄高負荷吸液性層を形成することができる。好ましくは、吸水性ポリマー粒子は
、縦帯または不連続スポットを形成する。他のパターンの吸水性ポリマー粒子も可能であ
る。
【０３６６】
　好適な実施形態において、超薄高負荷吸液性層は、固定された吸水性ポリマー粒子を含
む少なくとも２つのシートを含む。
【０３６７】
　超薄高負荷吸液性層の例は、本開示の一部を明示的に構成するＥＰ１２９３１８７Ａ１
、ＵＳ６，９７２，０１１、ＥＰ１４４７０６６Ａ１、ＥＰ１４４７０６７Ａ１、ＥＰ１
６０９４４８Ａ１、ＪＰ２００４／３１３５８０、ＵＳ２００５／０１３７０８５、ＵＳ
２００６／０００４３３６、ＵＳ２００７／０１３５７８５、ＷＯ２００８／１５５６９
９Ａ１、ＷＯ２００８／１５５７０１Ａ２、ＷＯ２００８／１５５７０２Ａ１、ＷＯ２０
０８／１５５７１０Ａ１、ＷＯ２００８／１５５７１１Ａ１、ＷＯ２００４／０７１３６
３Ａ１、ＵＳ２００３／０１８１１１５、ＷＯ２００５／０９７０２５、ＵＳ２００７／
１５６１０８、ＵＳ２００８／０１２５７３５およびＷＯ２００８／１５５７２２Ａ２に
記載されている。
【０３６８】
　実施形態４の構造例
　吸液性コアは、木材パルプ繊維（セルロース繊維）と６７．１２質量％の均一に分配さ
れた吸水性ポリマー粒子との混合物を、均一な長方形サイズを有する吸液性コア（Ｃ）内
に含む（Ａ）と（Ｂ）の間の単一吸液性コアからなる。吸液性コアは、１０ｇｓｍの坪量
を有するスパンボンド材料でラップすることによって封入される。吸液性コア内の吸水性
ポリマー粒子の量は１２．１８ｇである。全毛羽パルプ質量は５．９５ｇである。吸液性
コアの密度は、前部全体平均が０．１９ｇ／ｃｍ3であり、割込み帯域が０．１８ｇ／ｃ
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ｍ3であり、後部全体平均が０．１８ｇ／ｃｍ3である。吸液性コアの坪量は、前部全体平
均が９６５．７９ｇｓｍであり、割込み帯域が９１３．３８ｇｓｍであり、後部全体平均
が６５８．８５ｇｓｍである。
【０３６９】
　実施例１４ｅに記載されているように液滴重合から誘導された吸水性ポリマー粒子は、
以下の特徴および吸収プロファイルを示す。
ＣＲＣ　３１．５ｇ／ｇ
ＳＦＣ　４９×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ
ＡＵＨＬ　２４．０ｇ／ｇ
水分含有量　６．２質量％
渦時間　６５秒
　吸液性コアの寸法：長さ４０．０ｃｍ；幅：１０．０ｃｍ。
【０３７０】
　吸液性コアの厚さは、４．４ｍｍの平均値を有する。
【０３７１】
　６０ｇｓｍの坪量を有する（Ａ）と（Ｃ）の間の通気結合取得－分配層は、寸法が２４
．０ｃｍ×７．５ｃｍで、吸液性コアより小さい長方形である。
【０３７２】
　吸液性物体は、さらに以下を含む。
・平坦ゴム弾性体；スパンデックス型繊維による弾性体：３脚弾性体および２カフ弾性体
。
・層組合せＳＭＳを示し、１３から１７ｇｓｍの坪量および３．３ｃｍの高さを有する合
成繊維による脚カフ。
・１９．８ｃｍ×５．０ｃｍの寸法のランディングゾーンを有する機械的密封システム、
ならびに３．５ｃｍ×１．５ｃｍの感圧接着帯域および３．５ｃｍ×１．２ｃｍの機械的
フックからなる３．５ｃｍ×２．７ｃｍのフレキシバンド密封テープ。
【０３７３】
　吸液性物体の適合性を向上させるために、実施形態４の製品は、伸縮性側方パネルおよ
び減幅シャーシを提供する。
【０３７４】
　吸液性物体の寸法：長さ：４８．０ｃｍ；前部幅：３２．３ｃｍ；股幅：２０．３ｃｍ
；後部幅：３１．０ｃｍ。
実施形態５
　以下の実施形態５において、本発明のさらなる好適な実施形態を説明する。したがって
、好適な吸液性物体は、
（Ａ）スパンボンド層を含む上部液体透過層（三部表層）と、
（Ｂ）通気性ポリエチレンフィルムおよびスパンボンド不織布の複合体を含む下部液体不
透過層と、
（Ｃ）一次コアとしての木材パルプ繊維（セルロース繊維）と吸水性ポリマー粒子との均
一混合物、および層状二次吸液性コアを含む（Ａ）と（Ｂ）の間の二重吸液性コアであっ
て、全二重吸液性コアが、
１．一次吸収性コア質量に基づいて１０から５０質量％の吸水性ポリマー粒子を含む木材
パルプ繊維（セルロース繊維）の親水性繊維状マトリックスの均質一次コアであって、一
次コアが全毛羽量の約３０％を含み、当該構造のための好適な吸水性ポリマー粒子が、少
なくとも３０ｇ／ｇの遠心保持能力（ＣＲＣ）を有する均質一次コア、
２．木材パルプ繊維（セルロース繊維）の親水性繊維状マトリックスの二次コア上部毛羽
層であって、二次コア上部層が全毛羽量の約３５％を含む二次コア上部毛羽層、
３．二次吸収性コア質量に基づいて１０から５０質量％の吸水性ポリマー粒子を含む吸液
性層であって、当該構造のための好適な吸水性ポリマー粒子が、少なくとも３０ｇ／ｇの
遠心保持能力（ＣＲＣ）を有する吸液性層、
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４．散粉層として作用する木材パルプ繊維（セルロース繊維）の親水性繊維状マトリック
スの二次コア下部毛羽層であって、下部コアが全毛羽量の約３５％を含む二次コア下部毛
羽層
をこの順に含む二重吸液性コアと、
（Ｄ）３０から８０ｇｓｍの坪量を有する（Ａ）と（Ｃ）の間の通気結合取得－分配層で
あって、取得－分配層が長方形であり、約１５０から約２５０ｃｍ2のサイズを有する一
次吸液性コアより小さい通気結合取得－分配層とを含む。
【０３７５】
　製品シャーシおよびその中に含まれる構成要素の構造は、当業者に既知であるホットメ
ルト接着剤の不連続塗布によって作製および制御される。例は、例えば、Ｄｉｓｐｏｍｅ
ｌｔ　５０５Ｂ、Ｄｉｓｐｏｍｅｌｔ　Ｃｏｏｌ　１１０１、ならびにＮａｔｉｏｎａｌ
　ＳｔａｒｃｈまたはＨｅｎｋｅｌによって製造された他の具体的な機能接着剤である。
【０３７６】
　ホットメルト接着剤を使用して吸水性ポリマー粒子を不織布シート上に固定することに
よって超薄高負荷吸液性層を形成することができる。好ましくは、吸水性ポリマー粒子は
、縦帯または不連続スポットを形成する。他のパターンの吸水性ポリマー粒子も可能であ
る。
【０３７７】
　好適な実施形態において、超薄高負荷吸液性層は、固定された吸水性ポリマー粒子を含
む少なくとも２つのシートを含む。
【０３７８】
　超薄高負荷吸液性層の例は、本開示の一部を明示的に構成するＥＰ１２９３１８７Ａ１
、ＵＳ６，９７２，０１１、ＥＰ１４４７０６６Ａ１、ＥＰ１４４７０６７Ａ１、ＥＰ１
６０９４４８Ａ１、ＪＰ２００４／３１３５８０、ＵＳ２００５／０１３７０８５、ＵＳ
２００６／０００４３３６、ＵＳ２００７／０１３５７８５、ＷＯ２００８／１５５６９
９Ａ１、ＷＯ２００８／１５５７０１Ａ２、ＷＯ２００８／１５５７０２Ａ１、ＷＯ２０
０８／１５５７１０Ａ１、ＷＯ２００８／１５５７１１Ａ１、ＷＯ２００４／０７１３６
３Ａ１、ＵＳ２００３／０１８１１１５、ＷＯ２００５／０９７０２５、ＵＳ２００７／
１５６１０８、ＵＳ２００８／０１２５７３５およびＷＯ２００８／１５５７２２Ａ２に
記載されている。
【０３７９】
　実施形態５の構造例
　全吸液性コアは、それぞれがほぼ均一な長方形サイズを有する一次コアおよび二次コア
の二重コアシステムを含む。一次コアは二次コアより小さく、二次コアの前部遠端から６
ｃｍの位置および二次コアの後部遠端から１０ｃｍの位置に配置され、幅が９ｃｍである
。（Ａ）と（Ｂ）の間の一次吸液性コアは、木材パルプ繊維の親水性繊維状マトリックス
と２５質量％の吸水性ポリマー粒子との均一混合物を含む。一次コアは、８ｇの全質量を
有する。二次コアは、木材パルプ繊維（セルロース繊維）の親水性繊維状マトリックスお
よび３０質量％の吸水性ポリマー粒子の多層系である。二次吸液性コア内の吸水性ポリマ
ー粒子の量は６．０ｇである。吸液性コアの密度は、前部全体平均が０．１５ｇ／ｃｍ3

であり、割込み帯域が０．１９ｇ／ｃｍ3であり、後部全体平均が０．１８ｇ／ｃｍ3であ
る。吸液性コアの坪量は、前部全体平均が７９０．６３ｇｓｍであり、割込み帯域が１１
２１．３８ｇｓｍであり、後部全体平均が９７６．８３ｇｓｍである。
【０３８０】
　実施例１０に記載されているように液滴重合から誘導された吸水性ポリマー粒子は、以
下の特徴および吸収プロファイルを示す。
ＣＲＣ　３５．５ｇ／ｇ
ＳＦＣ　１６×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ
ＡＵＨＬ　２６．２ｇ／ｇ
水分含有量　１．８質量％
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　二次吸液性コアの寸法：長さ：４０．８ｃｍ；前部幅：１０．５ｃｍ；股幅：９．３ｃ
ｍ；後部幅：１０．３ｃｍ。
【０３８１】
　両吸液性コアの全厚は、５．４ｍｍの平均値を有する。
【０３８２】
　４０ｇｓｍの坪量を有する（Ａ）と（Ｃ）の間の通気結合取得－分配層は、長方形であ
り、１９．７ｃｍ×７．６ｃｍのサイズを有する一次吸液性コアより小さい。
【０３８３】
　吸液性物体は、さらに以下を含む。
・平坦ゴム弾性体；スパンデックス型繊維による弾性体：３脚弾性体および２カフ弾性体
。
・層組合せＳＭＳを示し、１３から１７ｇｓｍの坪量および３．８ｃｍの高さを有する合
成繊維による脚カフ。
・２２．０ｃｍ×４．０ｃｍの寸法のランディングゾーンを有する機械的密封システムお
よび３．４ｃｍ×１．５ｃｍのフレキシバンド密封テープ；３．４ｃｍ×１．４ｃｍフッ
ク固定テープに装着。
【０３８４】
　吸液性物体の寸法：長さ：４８．０ｃｍ；前部幅：２９．７ｃｍ；股幅：２２．０ｃｍ
；後部幅：３１．６ｃｍ。
【０３８５】
　実施形態６
　以下の実施形態６において、本発明のさらなる好適な実施形態を説明する。したがって
、好適な吸液性物体は、
（Ａ）スパンボンド層を含む上部液体透過層（三部表層）と、
（Ｂ）通気性ポリエチレンフィルムおよびスパンボンド不織布の複合体を含む下部液体不
透過層と、
（Ｃ）一次コアとしての木材パルプ繊維（セルロース繊維）と吸水性ポリマー粒子との均
一混合物、および層状二次吸液性コアを含む（Ａ）と（Ｂ）の間の二重吸液性コアであっ
て、全二重吸液性コアが、
１．一次吸収性コア質量に基づいて４０から８０質量％の吸水性ポリマー粒子を含む木材
パルプ繊維（セルロース繊維）の親水性繊維状マトリックスの均質一次コアであって、一
次コアが全毛羽量の約５０％を含み、当該構造のための好適な吸水性ポリマー粒子が、少
なくとも２０×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇの生理食塩水通液性（ＳＦＣ）を有する均質一次コア
、
２．木材パルプ繊維（セルロース繊維）の親水性繊維状マトリックスの二次コア上部毛羽
層であって、二次コア上部層が全毛羽量の約２５％を含む二次コア上部毛羽層、
３．二次吸収性コア質量に基づいて４０から８０質量％の吸水性ポリマー粒子を含む吸液
性層であって、当該構造のための好適な吸水性ポリマー粒子が、少なくとも２０×１０-7

ｃｍ3ｓ／ｇの生理食塩水通液性（ＳＦＣ）を有する吸液性層、
４．散粉層として作用する木材パルプ繊維（セルロース繊維）の親水性繊維状マトリック
スの二次コア下部毛羽層であって、下部コアが全毛羽量の約２５％を含む二次コア下部毛
羽層
をこの順に含む二重吸液性コアと、
（Ｄ）４０から８０ｇｓｍの坪量を有する（Ａ）と（Ｃ）の間の通気結合取得－分配層で
あって、取得－分配層が長方形であり、約１５０から約２５０ｃｍ2のサイズを有する一
次吸液性コアより小さい通気結合取得－分配層とを含む。
【０３８６】
　製品シャーシおよびその中に含まれる構成要素の構造は、当業者に既知であるホットメ
ルト接着剤の不連続塗布によって作製および制御される。例は、例えば、Ｄｉｓｐｏｍｅ
ｌｔ　５０５Ｂ、Ｄｉｓｐｏｍｅｌｔ　Ｃｏｏｌ　１１０１、ならびにＮａｔｉｏｎａｌ



(51) JP 5738295 B2 2015.6.24

10

20

30

40

50

　ＳｔａｒｃｈまたはＨｅｎｋｅｌによって製造された他の具体的な機能接着剤である。
【０３８７】
　ホットメルト接着剤を使用して吸水性ポリマー粒子を不織布シート上に固定することに
よって超薄高負荷吸液性層を形成することができる。好ましくは、吸水性ポリマー粒子は
、縦帯または不連続スポットを形成する。他のパターンの吸水性ポリマー粒子も可能であ
る。
【０３８８】
　好適な実施形態において、超薄高負荷吸液性層は、固定された吸水性ポリマー粒子を含
む少なくとも２つのシートを含む。
【０３８９】
　超薄高負荷吸液性層の例は、本開示の一部を明示的に構成するＥＰ１２９３１８７Ａ１
、ＵＳ６，９７２，０１１、ＥＰ１４４７０６６Ａ１、ＥＰ１４４７０６７Ａ１、ＥＰ１
６０９４４８Ａ１、ＪＰ２００４／３１３５８０、ＵＳ２００５／０１３７０８５、ＵＳ
２００６／０００４３３６、ＵＳ２００７／０１３５７８５、ＷＯ２００８／１５５６９
９Ａ１、ＷＯ２００８／１５５７０１Ａ２、ＷＯ２００８／１５５７０２Ａ１、ＷＯ２０
０８／１５５７１０Ａ１、ＷＯ２００８／１５５７１１Ａ１、ＷＯ２００４／０７１３６
３Ａ１、ＵＳ２００３／０１８１１１５、ＷＯ２００５／０９７０２５、ＵＳ２００７／
１５６１０８、ＵＳ２００８／０１２５７３５およびＷＯ２００８／１５５７２２Ａ２に
記載されている。
【０３９０】
　実施形態６の構造例
　全吸液性コアは、それぞれがほぼ均一な長方形サイズを有する一次コアおよび二次コア
の二重コアシステムを含む。一次コアは二次コアより小さく、二次コアの前部遠端から６
ｃｍの位置および二次コアの後部遠端から１０ｃｍの位置に配置され、幅が９ｃｍである
。（Ａ）と（Ｂ）の間の一次吸液性コアは、木材パルプ繊維の親水性繊維状マトリックス
と５０質量％の吸水性ポリマー粒子との均一混合物を含む。一次コアは、８ｇの全質量を
有する。二次コアは、木材パルプ繊維（セルロース繊維）の親水性繊維状マトリックスお
よび５０質量％の吸水性ポリマー粒子の多層系である。二次吸液性コア内の吸水性ポリマ
ー粒子の量は１０．０ｇである。吸液性コアの密度は、前部全体平均が０．１９ｇ／ｃｍ
3であり、割込み帯域が０．１９ｇ／ｃｍ3であり、後部全体平均が０．１８ｇ／ｃｍ3で
ある。吸液性コアの坪量は、前部全体平均が８１３．４６ｇｓｍであり、割込み帯域が１
２０９．１５ｇｓｍであり、後部全体平均が９８６．２７ｇｓｍである。
【０３９１】
　実施例１８ｂに記載されているように液滴重合から誘導された吸水性ポリマー粒子は、
以下の特徴および吸収プロファイルを示す。
ＣＲＣ　３３．６ｇ／ｇ
ＳＦＣ　４５×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ
ＡＵＨＬ　１８．７ｇ／ｇ
水分含有量　５．５質量％
渦時間　５７秒
ＧＢＰ　３３ダルシー
　二次吸液性コアの寸法：長さ：４０．８ｃｍ；前部幅：１０．０ｃｍ；股幅：９．０ｃ
ｍ；後部幅：１０．０ｃｍ。
【０３９２】
　両吸液性コアの全厚は、３．９ｍｍの平均値を有する。
【０３９３】
　６０ｇｓｍの坪量を有する（Ａ）と（Ｃ）の間の通気結合取得－分配層は、長方形であ
り、１９．０ｃｍ×７．６ｃｍのサイズを有する一次吸液性コアより小さい。
【０３９４】
　吸液性物体は、さらに以下を含む。
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・平坦ゴム弾性体；スパンデックス型繊維による弾性体：３脚弾性体および２カフ弾性体
。
・層組合せＳＭＳを示し、１３から１７ｇｓｍの坪量および３．８ｃｍの高さを有する合
成繊維による脚カフ。
・２２．０ｃｍ×４．０ｃｍの寸法のランディングゾーンを有する機械的密封システムお
よび３．４ｃｍ×１．５ｃｍのフレキシバンド密封テープ；３．４ｃｍ×１．４ｃｍフッ
ク固定テープに装着。
【０３９５】
　吸液性物体の寸法：長さ：４８．０ｃｍ；前部幅：２９．７ｃｍ；股幅：２０．０ｃｍ
；後部幅：３１．６ｃｍ。
【０３９６】
　実施形態７
　以下の実施形態７において、本発明のさらなる好適な実施形態を説明する。したがって
、好適な吸液性物体は、
（Ａ）スパンボンド層を含む上部液体透過層（三部表層）と、
（Ｂ）通気性ポリエチレンフィルムおよびスパンボンド不織布の複合体を含む下部液体不
透過層と、
（Ｃ）一次コアおよび二次吸液性コアのそれぞれについて木材パルプ繊維（セルロース繊
維）とポリマー粒子との均一混合物を含む（Ａ）と（Ｂ）の間の二重吸液性コアであって
、全二重吸液性コアが、
１．一次吸収性コア質量に基づいて１０から５０質量％の吸水性ポリマー粒子を含む木材
パルプ繊維（セルロース繊維）の親水性繊維状マトリックスの均質一次コアであって、一
次コアが全毛羽量の約３０％を含み、当該構造のための好適な吸水性ポリマー粒子が、少
なくとも３０ｇ／ｇの遠心保持能力（ＣＲＣ）を有する均質一次コア、
２．二次吸収性コア質量に基づいて１０から５０質量％の吸水性ポリマー粒子を含む木材
パルプ繊維（セルロース繊維）の親水性繊維状マトリックスの均質二次コアであって、二
次コアが全毛羽量の約７０％を含み、当該構造のための好適な吸水性ポリマー粒子が、少
なくとも３０ｇ／ｇの遠心保持能力（ＣＲＣ）を有する均質二次コア
を含む二重吸液性コアと、
（Ｄ）３０から８０ｇｓｍの坪量を有する通気結合取得－分配層であって、取得－分配層
が長方形であり、約１５０から約２５０ｃｍ2のサイズを有する一次吸液性コアより小さ
い通気結合取得－分配層とを含む。
【０３９７】
　製品シャーシおよびその中に含まれる構成要素の構造は、当業者に既知であるホットメ
ルト接着剤の不連続塗布によって作製および制御される。例は、例えば、Ｄｉｓｐｏｍｅ
ｌｔ　５０５Ｂ、Ｄｉｓｐｏｍｅｌｔ　Ｃｏｏｌ　１１０１、ならびにＮａｔｉｏｎａｌ
　ＳｔａｒｃｈまたはＨｅｎｋｅｌによって製造された他の具体的な機能接着剤である。
【０３９８】
　ホットメルト接着剤を使用して吸水性ポリマー粒子を不織布シート上に固定することに
よって超薄高負荷吸液性層を形成することができる。好ましくは、吸水性ポリマー粒子は
、縦帯または不連続スポットを形成する。他のパターンの吸水性ポリマー粒子も可能であ
る。
【０３９９】
　好適な実施形態において、超薄高負荷吸液性層は、固定された吸水性ポリマー粒子を含
む少なくとも２つのシートを含む。
【０４００】
　超薄高負荷吸液性層の例は、本開示の一部を明示的に構成するＥＰ１２９３１８７Ａ１
、ＵＳ６，９７２，０１１、ＥＰ１４４７０６６Ａ１、ＥＰ１４４７０６７Ａ１、ＥＰ１
６０９４４８Ａ１、ＪＰ２００４／３１３５８０、ＵＳ２００５／０１３７０８５、ＵＳ
２００６／０００４３３６、ＵＳ２００７／０１３５７８５、ＷＯ２００８／１５５６９
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９Ａ１、ＷＯ２００８／１５５７０１Ａ２、ＷＯ２００８／１５５７０２Ａ１、ＷＯ２０
０８／１５５７１０Ａ１、ＷＯ２００８／１５５７１１Ａ１、ＷＯ２００４／０７１３６
３Ａ１、ＵＳ２００３／０１８１１１５、ＷＯ２００５／０９７０２５、ＵＳ２００７／
１５６１０８、ＵＳ２００８／０１２５７３５およびＷＯ２００８／１５５７２２Ａ２に
記載されている。
【０４０１】
　実施形態７の構造例
　全吸液性コアは、それぞれがほぼ均一な長方形サイズを有する一次コアおよび二次コア
の二重コアシステムを含む。一次コアは二次コアより小さく、二次コアの前部遠端から６
ｃｍの位置および二次コアの後部遠端から１０ｃｍの位置に配置され、幅が９ｃｍである
。（Ａ）と二次吸液性コアの間の一次吸液性コアは、木材パルプ繊維の親水性繊維状マト
リックスと２５質量％の吸水性ポリマー粒子との均一混合物を含む。一次コアは、８ｇの
全質量を有する。一次コアと（Ｂ）の間の二次コアは、木材パルプ繊維の親水性繊維状マ
トリックスと３０質量％の吸水性ポリマー粒子との均一混合物を含む。二次吸液性コア内
の吸水性ポリマー粒子の量は６．０ｇである。二次コアは、２０ｇの全質量を有する。吸
液性コアの密度は、前部全体平均が０．１５ｇ／ｃｍ3であり、割込み帯域が０．１９ｇ
／ｃｍ3であり、後部全体平均が０．１８ｇ／ｃｍ3である。吸液性コアの坪量は、前部全
体平均が７９０．６３ｇｓｍであり、割込み帯域が１１２１．３８ｇｓｍであり、後部全
体平均が９７６．８３ｇｓｍである。
【０４０２】
　実施例１３ｃに記載されているように液滴重合から誘導された吸水性ポリマー粒子は、
以下の特徴および吸収プロファイルを示す。
ＣＲＣ　３１．５ｇ／ｇ
ＳＦＣ　３５×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ
ＡＵＨＬ　２２．９ｇ／ｇ
水分含有量　７．９質量％
渦時間　６３秒
ＧＢＰ　３４ダルシー
　二次吸液性コアの寸法：長さ：４０．８ｃｍ；前部幅：１０．５ｃｍ；股幅：９．３ｃ
ｍ；後部幅：１０．３ｃｍ。
【０４０３】
　両吸液性コアの全厚は、５．４ｍｍの平均値を有する。
【０４０４】
　４０ｇｓｍの坪量を有する（Ａ）と（Ｃ）の間の通気結合取得－分配層は、長方形であ
り、１９．７ｃｍ×７．６ｃｍのサイズを有する一次吸液性コアより小さい。
【０４０５】
　吸液性物体は、さらに以下を含む。
・平坦ゴム弾性体；スパンデックス型繊維による弾性体：３脚弾性体および２カフ弾性体
。
・層組合せＳＭＳを示し、１３から１７ｇｓｍの坪量および３．８ｃｍの高さを有する合
成繊維による脚カフ。
・２２．０ｃｍ×４．０ｃｍの寸法のランディングゾーンを有する機械的密封システムお
よび３．４ｃｍ×１．５ｃｍのフレキシバンド密封テープ；３．４ｃｍ×１．４ｃｍフッ
ク固定テープに装着。
【０４０６】
　吸液性物体の寸法：長さ：４８．０ｃｍ；前部幅：２９．７ｃｍ；股幅：２２．０ｃｍ
；後部幅：３１．６ｃｍ。
【０４０７】
　実施形態８
　以下の実施形態８において、本発明のさらなる好適な実施形態を説明する。したがって
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、好適な吸液性物体は、
（Ａ）スパンボンド層を含む上部液体透過層（三部表層）と、
（Ｂ）通気性ポリエチレンフィルムおよびスパンボンド不織布の複合体を含む下部液体不
透過層と、
（Ｃ）一次コアおよび二次吸液性コアのそれぞれについて木材パルプ繊維（セルロース繊
維）とポリマー粒子との均一混合物を含む（Ａ）と（Ｂ）の間の二重吸液性コアであって
、全二重吸液性コアが、
１．一次吸収性コア質量に基づいて４０から８０質量％の吸水性ポリマー粒子を含む木材
パルプ繊維（セルロース繊維）の親水性繊維状マトリックスの均質一次コアであって、一
次コアが全毛羽量の約５０％を含み、当該構造のための好適な吸水性ポリマー粒子が、少
なくとも２０×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇの生理食塩水通液性（ＳＦＣ）を有する均質一次コア
、
２．二次吸収性コア質量に基づいて４０から７０質量％の吸水性ポリマー粒子を含む木材
パルプ繊維（セルロース繊維）の親水性繊維状マトリックスの均質二次コアであって、二
次コアが全毛羽量の約５０％を含み、当該構造のための好適な吸水性ポリマー粒子が、少
なくとも２０×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇの生理食塩水通液性（ＳＦＣ）を有する均質二次コア
を含む全二重吸液性コアと、
（Ｄ）４０から８０ｇｓｍの坪量を有する（Ａ）と（Ｃ）の間の通気結合取得－分配層で
あって、取得－分配層が長方形であり、約１５０から約２５０ｃｍ2のサイズを有する一
次吸液性コアより小さい通気結合取得－分配層とを含む。
【０４０８】
　製品シャーシおよびその中に含まれる構成要素の構造は、当業者に既知であるホットメ
ルト接着剤の不連続塗布によって作製および制御される。例は、例えば、Ｄｉｓｐｏｍｅ
ｌｔ　５０５Ｂ、Ｄｉｓｐｏｍｅｌｔ　Ｃｏｏｌ　１１０１、ならびにＮａｔｉｏｎａｌ
　ＳｔａｒｃｈまたはＨｅｎｋｅｌによって製造された他の具体的な機能接着剤である。
【０４０９】
　ホットメルト接着剤を使用して吸水性ポリマー粒子を不織布シート上に固定することに
よって超薄高負荷吸液性層を形成することができる。好ましくは、吸水性ポリマー粒子は
、縦帯または不連続スポットを形成する。他のパターンの吸水性ポリマー粒子も可能であ
る。
【０４１０】
　好適な実施形態において、超薄高負荷吸液性層は、固定された吸水性ポリマー粒子を含
む少なくとも２つのシートを含む。
【０４１１】
　超薄高負荷吸液性層の例は、本開示の一部を明示的に構成するＥＰ１２９３１８７Ａ１
、ＵＳ６，９７２，０１１、ＥＰ１４４７０６６Ａ１、ＥＰ１４４７０６７Ａ１、ＥＰ１
６０９４４８Ａ１、ＪＰ２００４／３１３５８０、ＵＳ２００５／０１３７０８５、ＵＳ
２００６／０００４３３６、ＵＳ２００７／０１３５７８５、ＷＯ２００８／１５５６９
９Ａ１、ＷＯ２００８／１５５７０１Ａ２、ＷＯ２００８／１５５７０２Ａ１、ＷＯ２０
０８／１５５７１０Ａ１、ＷＯ２００８／１５５７１１Ａ１、ＷＯ２００４／０７１３６
３Ａ１、ＵＳ２００３／０１８１１１５、ＷＯ２００５／０９７０２５、ＵＳ２００７／
１５６１０８、ＵＳ２００８／０１２５７３５およびＷＯ２００８／１５５７２２Ａ２に
記載されている。
【０４１２】
　実施形態８の構造例
　全吸液性コアは、それぞれがほぼ均一な長方形サイズを有する一次コアおよび二次コア
の二重コアシステムを含む。一次コアは二次コアより小さく、二次コアの前部遠端から６
ｃｍの位置および二次コアの後部遠端から１０ｃｍの位置に配置され、幅が９ｃｍである
。（Ａ）と二次吸液性コアの間の一次吸液性コアは、木材パルプ繊維の親水性繊維状マト
リックスと２８．６質量％の吸水性ポリマー粒子との均一混合物を含む。一次コアは、８
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ｇの全質量を有する。一次コアと（Ｂ）の間の二次コアは、木材パルプ繊維の親水性繊維
状マトリックスと７１．４質量％の吸水性ポリマー粒子との均一混合物を含む。二次吸液
性コア内の吸水性ポリマー粒子の量は１０．０ｇである。二次コアは、２０ｇの全質量を
有する。吸液性コアの密度は、前部全体平均が０．１５ｇ／ｃｍ3であり、割込み帯域が
０．１９ｇ／ｃｍ3であり、後部全体平均が０．１８ｇ／ｃｍ3である。吸液性コアの坪量
は、前部全体平均が７９０．６３ｇｓｍであり、割込み帯域が１１２１．３８ｇｓｍであ
り、後部全体平均が９７６．８３ｇｓｍである。
【０４１３】
　実施例１９ｃに記載されているように液滴重合から誘導された吸水性ポリマー粒子は、
以下の特徴および吸収プロファイルを示す。
ＣＲＣ　３１．５ｇ／ｇ
ＳＦＣ　７０×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ
ＡＵＨＬ　２０．４ｇ／ｇ
水分含有量　７．６質量％
渦時間　５９秒
ＧＢＰ　４２ダルシー
　吸液性コアの寸法：長さ：４０．８ｃｍ；前部幅：１０．５ｃｍ；股幅：９．３ｃｍ；
後部幅：１０．３ｃｍ。
【０４１４】
　両吸液性コアの全厚は、５．４ｍｍの平均値を有する。
【０４１５】
　６０ｇｓｍの坪量を有する（Ａ）と（Ｃ）の間の通気結合取得－分配層は、長方形であ
り、１９．７ｃｍ×７．６ｃｍのサイズを有する一次吸液性コアより小さい。
【０４１６】
　吸液性物体は、さらに以下を含む。
・平坦ゴム弾性体；スパンデックス型繊維による弾性体：３脚弾性体および２カフ弾性体
。
・層組合せＳＭＳを示し、１３から１７ｇｓｍの坪量および３．８ｃｍの高さを有する合
成繊維による脚カフ。
・２２．０ｃｍ×４．０ｃｍの寸法のランディングゾーンを有する機械的密封システムお
よび３．４ｃｍ×１．５ｃｍのフレキシバンド密封テープ；３．４ｃｍ×１．４ｃｍフッ
ク固定テープに装着。
【０４１７】
　吸液性物体の寸法：長さ：４８．０ｃｍ；前部幅：２９．７ｃｍ；股幅：２０．０ｃｍ
；後部幅：３１．６ｃｍ。
【０４１８】
　実施形態９
　以下の実施形態９（パンティーライナー）において、本発明のさらなる好適な実施形態
を説明する。したがって、好適な吸液性物体は、
（Ａ）スパンボンド層を含む上部液体透過層（三部表層）と、
（Ｂ）通気性ポリエチレンフィルムおよびスパンボンド不織布の複合体を含む下部液体不
透過層と、
（Ｃ）全吸収性コア質量に基づいて１０から５０質量％の吸水性ポリマー粒子を含み、
１．全毛羽量の約５０％を含む木材パルプ繊維（セルロース繊維）の親水性繊維状マトリ
ックスの均一な上部コア毛羽層、
２．吸水性ポリマー粒子を含む吸液性層であって、当該構造のための好適な吸水性ポリマ
ー粒子が、少なくとも３０ｇ／ｇの遠心保持能力（ＣＲＣ）を有する吸液性層
をこの順に含む多層液体貯蔵部を含む（Ａ）と（Ｂ）の間の単一吸液性コアと、
（Ｄ）４０から８０ｇｓｍの坪量を有する（Ａ）と（Ｃ）の間の通気結合取得－分配層で
あって、取得－分配層が長方形であり、約１５０から約２５０ｃｍ2のサイズを有する一
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次吸液性コアより小さい通気結合取得－分配層とを含む。
【０４１９】
　製品シャーシおよびその中に含まれる構成要素の構造は、当業者に既知であるホットメ
ルト接着剤の不連続塗布によって作製および制御される。例は、例えば、Ｄｉｓｐｏｍｅ
ｌｔ　５０５Ｂ、Ｄｉｓｐｏｍｅｌｔ　Ｃｏｏｌ　１１０１、ならびにＮａｔｉｏｎａｌ
　ＳｔａｒｃｈまたはＨｅｎｋｅｌによって製造された他の具体的な機能接着剤である。
【０４２０】
　ホットメルト接着剤を使用して吸水性ポリマー粒子を不織布シート上に固定することに
よって超薄高負荷吸液性層を形成することができる。好ましくは、吸水性ポリマー粒子は
、縦帯または不連続スポットを形成する。他のパターンの吸水性ポリマー粒子も可能であ
る。
【０４２１】
　好適な実施形態において、超薄高負荷吸液性層は、固定された吸水性ポリマー粒子を含
む少なくとも２つのシートを含む。
【０４２２】
　超薄高負荷吸液性層の例は、本開示の一部を明示的に構成するＥＰ１２９３１８７Ａ１
、ＵＳ６，９７２，０１１、ＥＰ１４４７０６６Ａ１、ＥＰ１４４７０６７Ａ１、ＥＰ１
６０９４４８Ａ１、ＪＰ２００４／３１３５８０、ＵＳ２００５／０１３７０８５、ＵＳ
２００６／０００４３３６、ＵＳ２００７／０１３５７８５、ＷＯ２００８／１５５６９
９Ａ１、ＷＯ２００８／１５５７０１Ａ２、ＷＯ２００８／１５５７０２Ａ１、ＷＯ２０
０８／１５５７１０Ａ１、ＷＯ２００８／１５５７１１Ａ１、ＷＯ２００４／０７１３６
３Ａ１、ＵＳ２００３／０１８１１１５、ＷＯ２００５／０９７０２５、ＵＳ２００７／
１５６１０８、ＵＳ２００８／０１２５７３５およびＷＯ２００８／１５５７２２Ａ２に
記載されている。
【０４２３】
　実施形態９の構造例
　吸液性コアは、各層が均一な長方形サイズを有する二層単一コアシステムからなる。（
Ａ）と（Ｂ）の間の層状吸液性コアは、各層がほぼ均一な長方形サイズを有する二層系の
親水性繊維（セルロース繊維、毛羽パルプ繊維）を含む。吸液性コアは、１０ｇｓｍの坪
量を有するスパンボンド材料でラップすることによって封入される。吸液性コアの密度は
、前部全体平均が０．１６ｇ／ｃｍ3であり、割込み帯域が０．１４ｇ／ｃｍ3であり、後
部全体平均が０．１６ｇ／ｃｍ3である。吸液性コアの坪量は、前部全体平均が５９８．
１６ｇｓｍであり、割込み帯域が５９６．９４ｇｓｍであり、後部全体平均が６２６．２
３ｇｓｍである。吸液性コアの厚さは、３．８ｍｍの平均値を有する。
【０４２４】
　吸液性コアは、３１．３８質量％の分配吸水性ポリマー粒子を保持し、吸液性コアの中
の吸水性ポリマー粒子の量は９．３４ｇである。
【０４２５】
　実施例１８ｋに記載されているように液滴重合から誘導された吸水性ポリマー粒子は、
以下の特徴および吸収プロファイルを示す。
ＣＲＣ　３４．０ｇ／ｇ
ＳＦＣ　２２×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ
ＡＵＨＬ　２０．４ｇ／ｇ
水分含有量　５．８質量％
渦時間　６２秒
ＧＢＰ　２０ダルシー
　吸液性コアの寸法：長さ４０．８ｃｍ；前部幅：１４．２ｃｍ；股幅：１４．５ｃｍ；
後部幅：１４．１ｃｍ。
【０４２６】
　３５．７ｇｓｍの坪量を有する（Ａ）と（Ｃ）の間の通気結合取得－分配層は、長方形
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であり、２４．０ｃｍ×９．２ｃｍのサイズを有する吸液性コアより小さい。
【０４２７】
　吸液性物体は、さらに以下を含む。
・平坦ゴム弾性体；スパンデックス型繊維による弾性体：５カフ弾性体。
・層組合せＳＭＳを示し、１３から１７ｇｓｍの坪量および４．７ｃｍの高さを有する合
成繊維による脚カフ。
【０４２８】
　吸液性物体の適合性を向上させるために、実施形態１０のパンティーライナーは、伸縮
性バンドを提供する。
【０４２９】
　吸液性物体の寸法：長さ：４７．９ｃｍ；前部幅：３１．３ｃｍ；股幅：１５．４ｃｍ
；後部幅：３１．３ｃｍ。
【０４３０】
　実施形態１０
　以下の実施形態１０（パンティーライナー）において、本発明のさらなる好適な実施形
態を説明する。したがって、好適な吸液性物体は、
（Ａ）スパンボンド層を含む上部液体透過層（三部表層）と、
（Ｂ）通気性ポリエチレンフィルムおよびスパンボンド不織布の複合体を含む下部液体不
透過層と、
（Ｃ）全吸収性コア質量に基づいて４０から８０質量％の吸水性ポリマー粒子を含み、
１．全毛羽量の約５０％を含む木材パルプ繊維（セルロース繊維）の親水性繊維状マトリ
ックスの均一な上部コア毛羽層、
２．吸水性ポリマー粒子を含む吸液性層であって、当該構造のための好適な吸水性ポリマ
ー粒子が、少なくとも２０×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇの生理食塩水通液性（ＳＦＣ）を有する
吸液性層
をこの順に含む多層液体貯蔵部を含む（Ａ）と（Ｂ）の間の単一吸液性コアと、
（Ｄ）４０から８０ｇｓｍの坪量を有する（Ａ）と（Ｃ）の間の通気結合取得－分配層で
あって、取得－分配層が長方形であり、約１５０から約２５０ｃｍ2のサイズを有する一
次吸液性コアより小さい通気結合取得－分配層とを含む。
【０４３１】
　製品シャーシおよびその中に含まれる構成要素の構造は、当業者に既知であるホットメ
ルト接着剤の不連続塗布によって作製および制御される。例は、例えば、Ｄｉｓｐｏｍｅ
ｌｔ　５０５Ｂ、Ｄｉｓｐｏｍｅｌｔ　Ｃｏｏｌ　１１０１、ならびにＮａｔｉｏｎａｌ
　ＳｔａｒｃｈまたはＨｅｎｋｅｌによって製造された他の具体的な機能接着剤である。
【０４３２】
　ホットメルト接着剤を使用して吸水性ポリマー粒子を不織布シート上に固定することに
よって超薄高負荷吸液性層を形成することができる。好ましくは、吸水性ポリマー粒子は
、縦帯または不連続スポットを形成する。他のパターンの吸水性ポリマー粒子も可能であ
る。
【０４３３】
　好適な実施形態において、超薄高負荷吸液性層は、固定された吸水性ポリマー粒子を含
む少なくとも２つのシートを含む。
【０４３４】
　超薄高負荷吸液性層の例は、本開示の一部を明示的に構成するＥＰ１２９３１８７Ａ１
、ＵＳ６，９７２，０１１、ＥＰ１４４７０６６Ａ１、ＥＰ１４４７０６７Ａ１、ＥＰ１
６０９４４８Ａ１、ＪＰ２００４／３１３５８０、ＵＳ２００５／０１３７０８５、ＵＳ
２００６／０００４３３６、ＵＳ２００７／０１３５７８５、ＷＯ２００８／１５５６９
９Ａ１、ＷＯ２００８／１５５７０１Ａ２、ＷＯ２００８／１５５７０２Ａ１、ＷＯ２０
０８／１５５７１０Ａ１、ＷＯ２００８／１５５７１１Ａ１、ＷＯ２００４／０７１３６
３Ａ１、ＵＳ２００３／０１８１１１５、ＷＯ２００５／０９７０２５、ＵＳ２００７／
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１５６１０８、ＵＳ２００８／０１２５７３５およびＷＯ２００８／１５５７２２Ａ２に
記載されている。
【０４３５】
　実施形態１０の構造例
　吸液性コアは、各層が均一な長方形サイズを有する二層単一コアシステムからなる。（
Ａ）と（Ｂ）の間の層状吸液性コアは、各層がほぼ均一な長方形サイズを有する二層系の
親水性繊維（セルロース繊維、毛羽パルプ繊維）を含む。吸液性コアは、１０ｇｓｍの坪
量を有するスパンボンド材料でラップすることによって封入される。吸液性コアの密度は
、前部全体平均が０．１６ｇ／ｃｍ3であり、割込み帯域が０．１４ｇ／ｃｍ3であり、後
部全体平均が０．１６ｇ／ｃｍ3である。吸液性コアの坪量は、前部全体平均が５９８．
１６ｇｓｍであり、割込み帯域が５９６．９４ｇｓｍであり、後部全体平均が６２６．２
３ｇｓｍである。吸液性コアの厚さは、３．８ｍｍの平均値を有する。
【０４３６】
　吸液性コアは、５９．０５質量％の分配吸水性ポリマー粒子を保持し、吸液性コアの中
の吸水性ポリマー粒子の量は１１．９ｇである。
【０４３７】
　実施例２１ｄに記載されているように液滴重合から誘導された吸水性ポリマー粒子は、
以下の特徴および吸収プロファイルを示す。
ＣＲＣ　３３．６ｇ／ｇ
ＳＦＣ　４６×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ
ＡＵＨＬ　１８．３ｇ／ｇ
水分含有量　５．５質量％
渦時間　５８秒
ＧＢＰ　３３ダルシー
　吸液性コアの寸法：長さ４０．８ｃｍ；前部幅：１４．２ｃｍ；股幅：１４．５ｃｍ；
後部幅：１４．１ｃｍ。
【０４３８】
　３５．７ｇｓｍの坪量を有する（Ａ）と（Ｃ）の間の通気結合取得－分配層は、長方形
であり、２４．０ｃｍ×９．２ｃｍのサイズを有する吸液性コアより小さい。
【０４３９】
　吸液性物体は、さらに以下を含む。
・平坦ゴム弾性体；スパンデックス型繊維による弾性体：５カフ弾性体。
・層組合せＳＭＳを示し、１３から１７ｇｓｍの坪量および４．７ｃｍの高さを有する合
成繊維による脚カフ。
【０４４０】
　吸液性物体の適合性を向上させるために、実施形態１０のパンティーライナーは、伸縮
性バンドを提供する。
【０４４１】
　吸液性物体の寸法：長さ：４７．９ｃｍ；前部幅：３１．３ｃｍ；股幅：１５．４ｃｍ
；後部幅：３１．３ｃｍ。
【０４４２】
　実施形態１１
　以下の実施形態１１（パンティーライナー）において、本発明のさらなる好適な実施形
態を説明する。したがって、好適な吸液性物体は、
（Ａ）スパンボンド層を含む上部液体透過層（三部表層）と、
（Ｂ）通気性ポリエチレンフィルムおよびスパンボンド不織布の複合体を含む下部液体不
透過層と、
（Ｃ）全吸収性コア質量に基づいて５５から９５質量％の吸水性ポリマー粒子を含み、
１．全毛羽量の約９５％を含む親水性合成繊維（繊維状マトリックス）の均一上部コア層
、
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２．吸水性ポリマー粒子を含む高負荷吸液性層であって、当該構造のための好適な吸水性
ポリマー粒子が、少なくとも８０×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇの生理食塩水通液性（ＳＦＣ）を
有する高負荷吸液性層
をこの順に含む多層液体貯蔵部を含む（Ａ）と（Ｂ）の間の高負荷単一吸液性コアと、
（Ｄ）４０から８０ｇｓｍの坪量を有する通気結合取得－分配層であって、取得－分配層
が長方形であり、約１５０から約２５０ｃｍ2のサイズを有する一次吸液性コアより小さ
い通気結合取得－分配層とを含む。
【０４４３】
　製品シャーシおよびその中に含まれる構成要素の構造は、当業者に既知であるホットメ
ルト接着剤の不連続塗布によって作製および制御される。例は、例えば、Ｄｉｓｐｏｍｅ
ｌｔ　５０５Ｂ、Ｄｉｓｐｏｍｅｌｔ　Ｃｏｏｌ　１１０１、ならびにＮａｔｉｏｎａｌ
　ＳｔａｒｃｈまたはＨｅｎｋｅｌによって製造された他の具体的な機能接着剤である。
【０４４４】
　ホットメルト接着剤を使用して吸水性ポリマー粒子を不織布シート上に固定することに
よって超薄高負荷吸液性層を形成することができる。好ましくは、吸水性ポリマー粒子は
、縦帯または不連続スポットを形成する。他のパターンの吸水性ポリマー粒子も可能であ
る。
【０４４５】
　好適な実施形態において、超薄高負荷吸液性層は、固定された吸水性ポリマー粒子を含
む少なくとも２つのシートを含む。
【０４４６】
　超薄高負荷吸液性層の例は、本開示の一部を明示的に構成するＥＰ１２９３１８７Ａ１
、ＵＳ６，９７２，０１１、ＥＰ１４４７０６６Ａ１、ＥＰ１４４７０６７Ａ１、ＥＰ１
６０９４４８Ａ１、ＪＰ２００４／３１３５８０、ＵＳ２００５／０１３７０８５、ＵＳ
２００６／０００４３３６、ＵＳ２００７／０１３５７８５、ＷＯ２００８／１５５６９
９Ａ１、ＷＯ２００８／１５５７０１Ａ２、ＷＯ２００８／１５５７０２Ａ１、ＷＯ２０
０８／１５５７１０Ａ１、ＷＯ２００８／１５５７１１Ａ１、ＷＯ２００４／０７１３６
３Ａ１、ＵＳ２００３／０１８１１１５、ＷＯ２００５／０９７０２５、ＵＳ２００７／
１５６１０８、ＵＳ２００８／０１２５７３５およびＷＯ２００８／１５５７２２Ａ２に
記載されている。
【０４４７】
　実施形態１１の構造例
　吸液性コアは、各層が均一な長方形サイズを有する二層高負荷単一コアシステムからな
る。（Ａ）と（Ｂ）の間の層状吸液性コアは、各層が長方形サイズを有する二層系の親水
性繊維（合成繊維）を含む。吸液性コアは、１０ｇｓｍの坪量を有するスパンボンド材料
でラップすることによって封入される。吸液性コアの密度は、前部全体平均が０．２０ｇ
／ｃｍ3であり、割込み帯域が０．２０ｇ／ｃｍ3であり、後部全体平均が０．２１ｇ／ｃ
ｍ3である。吸液性コアの坪量は、前部全体平均が５５１．５１ｇｓｍであり、割込み帯
域が５８５．７１ｇｓｍであり、後部全体平均が５６９．６３ｇｓｍである。吸液性コア
の厚さは、２．９ｍｍの平均値を有する。
【０４４８】
　吸液性コアは、８１．６質量％の分配吸水性ポリマー粒子を保持し、吸液性コアの中の
吸水性ポリマー粒子の量は１２．９ｇである。
【０４４９】
　実施例１２に記載されているように液滴重合から誘導された吸水性ポリマー粒子は、以
下の特徴および吸収プロファイルを示す。
ＣＲＣ　２５．５ｇ／ｇ
ＳＦＣ　６０×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ
ＡＵＨＬ　２２．３ｇ／ｇ
水分含有量　０．２質量％
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ＧＢＰ　１２０ダルシー
　吸液性コアの寸法：長さ４０．８ｃｍ；前部幅：１４．２ｃｍ；股幅：１４．５ｃｍ；
後部幅：１４．１ｃｍ。
【０４５０】
　３５．７ｇｓｍの坪量を有する（Ａ）と（Ｃ）の間の通気結合取得－分配層は、長方形
であり、２４．０ｃｍ×９．２ｃｍのサイズを有する吸液性コアより小さい。
【０４５１】
　吸液性物体は、さらに以下を含む。
・平坦ゴム弾性体；スパンデックス型繊維による弾性体：５カフ弾性体。
・層組合せＳＭＳを示し、１３から１７ｇｓｍの坪量および４．７ｃｍの高さを有する合
成繊維による脚カフ。
・液体不透過層（Ｂ）の下側の湿潤度指示薬。
【０４５２】
　吸液性物体の寸法：長さ：４７．９ｃｍ；前部幅：３１．３ｃｍ；股幅：１５．４ｃｍ
；後部幅：３１．３ｃｍ。
【０４５３】
　実施形態１２
　以下の実施形態１２（パンティーライナー）において、本発明のさらなる好適な実施形
態を説明する。したがって、好適な吸液性物体は、
（Ａ）熱結合層を含む上部液体透過層（表層）と、
（Ｂ）通気性ポリエチレンフィルムおよびスパンボンド不織布の複合体を含む下部液体不
透過層と、
（Ｃ）全吸収性コア質量に基づいて５５から９５質量％の吸水性ポリマー粒子を含み、親
水性合成繊維の均一層でラップされた高負荷混合吸液性層を含む液体貯蔵部を含む（Ａ）
と（Ｂ）の間の高負荷単一吸液性コアであって、前記高負荷吸液性層が吸水性ポリマー粒
子を含み、当該構造のための好適な吸水性ポリマー粒子が、少なくとも８０×１０-7ｃｍ
3ｓ／ｇの生理食塩水通液性（ＳＦＣ）を有し、親水性合成繊維の前記均一ラップが全毛
羽量の約９５％を含む高負荷単一吸液性コアと、
（Ｄ）４０から８０ｇｓｍの坪量を有する（Ａ）と（Ｂ）の間の通気結合取得－分配層で
あって、取得－分配層が長方形であり、約１５０から約２５０ｃｍ2のサイズを有する一
次吸液性コアより小さい通気結合取得－分配層とを含む。
【０４５４】
　製品シャーシおよびその中に含まれる構成要素の構造は、当業者に既知であるホットメ
ルト接着剤の不連続塗布によって作製および制御される。例は、例えば、Ｄｉｓｐｏｍｅ
ｌｔ　５０５Ｂ、Ｄｉｓｐｏｍｅｌｔ　Ｃｏｏｌ　１１０１、ならびにＮａｔｉｏｎａｌ
　ＳｔａｒｃｈまたはＨｅｎｋｅｌによって製造された他の具体的な機能接着剤である。
【０４５５】
　ホットメルト接着剤を使用して吸水性ポリマー粒子を不織布シート上に固定することに
よって超薄高負荷吸液性層を形成することができる。好ましくは、吸水性ポリマー粒子は
、縦帯または不連続スポットを形成する。他のパターンの吸水性ポリマー粒子も可能であ
る。
【０４５６】
　好適な実施形態において、超薄高負荷吸液性層は、固定された吸水性ポリマー粒子を含
む少なくとも２つのシートを含む。
【０４５７】
　超薄高負荷吸液性層の例は、本開示の一部を明示的に構成するＥＰ１２９３１８７Ａ１
、ＵＳ６，９７２，０１１、ＥＰ１４４７０６６Ａ１、ＥＰ１４４７０６７Ａ１、ＥＰ１
６０９４４８Ａ１、ＪＰ２００４／３１３５８０、ＵＳ２００５／０１３７０８５、ＵＳ
２００６／０００４３３６、ＵＳ２００７／０１３５７８５、ＷＯ２００８／１５５６９
９Ａ１、ＷＯ２００８／１５５７０１Ａ２、ＷＯ２００８／１５５７０２Ａ１、ＷＯ２０
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０８／１５５７１０Ａ１、ＷＯ２００８／１５５７１１Ａ１、ＷＯ２００４／０７１３６
３Ａ１、ＵＳ２００３／０１８１１１５、ＷＯ２００５／０９７０２５、ＵＳ２００７／
１５６１０８、ＵＳ２００８／０１２５７３５およびＷＯ２００８／１５５７２２Ａ２に
記載されている。
【０４５８】
　実施形態１２の構造例
　吸液性コアは、均一な長方形サイズを有する高負荷単一コアシステムからなる。（Ａ）
と（Ｂ）の間の吸液性コアは、親水性合成繊維の均一層にラップされた高負荷吸液性層を
含む液体貯蔵部を含む。吸液性コアは、１０ｇｓｍの坪量を有するスパンボンド材料でＣ
型ラップおよび完全ラップ構成でラップすることによって封入される。吸液性コアの密度
は、前部全体平均が０．１６ｇ／ｃｍ3であり、割込み帯域が０．２５ｇ／ｃｍ3であり、
後部全体平均が０．１９ｇ／ｃｍ3である。吸液性コアの坪量は、前部全体平均が４３６
．８６ｇｓｍであり、割込み帯域が７０７．７４ｇｓｍであり、後部全体平均が５５５．
７３ｇｓｍである。吸液性コアの厚さは、３．０ｍｍの平均値を有する。
【０４５９】
　吸液性コアは、８０．３質量％の分配吸水性ポリマー粒子を保持し、吸液性コアの中の
吸水性ポリマー粒子の量は１１．８ｇである。
【０４６０】
　実施例１３ｅに記載されているように液滴重合から誘導された吸水性ポリマー粒子は、
以下の特徴および吸収プロファイルを示す。
ＣＲＣ　２７．５ｇ／ｇ
ＳＦＣ　１２９×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ
ＡＵＨＬ　２０．３ｇ／ｇ
水分含有量　７．７質量％
渦時間　７８秒
ＧＢＰ　９８ダルシー
　吸液性コアの寸法：長さ４０．８ｃｍ；前部幅：１４．２ｃｍ；股幅：１４．５ｃｍ；
後部幅：１４．１ｃｍ。
【０４６１】
　３５．７ｇｓｍの坪量を有する（Ａ）と（Ｃ）の間の通気結合取得－分配層は、長方形
であり、２４．０ｃｍ×９．２ｃｍのサイズを有する吸液性コアより小さい。
【０４６２】
　吸液性物体は、さらに以下を含む。
・平坦ゴム弾性体；スパンデックス型繊維による弾性体：５カフ弾性体。
・層組合せＳＭＳを示し、１３から１７ｇｓｍの坪量および４．７ｃｍの高さを有する合
成繊維による脚カフ。
【０４６３】
　吸液性物体の適合性を向上させるために、実施形態１２の伸縮性パンツは、スパンデッ
クス型繊維による弾性体を提供する。
【０４６４】
　吸液性物体の寸法：長さ：４７．９ｃｍ；前部幅：３１．３ｃｍ；股幅：１５．４ｃｍ
；後部幅：３１．３ｃｍ。
【０４６５】
　実施形態１３
　以下の実施形態１３において、本発明のさらなる好適な実施形態を説明する。したがっ
て、好適な吸液性物体は、
（Ａ）スパンボンド層を含む上部液体透過層（表層）と、
（Ｂ）通気性ポリエチレンフィルムおよびスパンボンド不織布の複合体を含む下部液体不
透過層と、
（Ｃ）スパンボンド材料でラップされた高負荷吸液性層を含む液体貯蔵部を含む、全吸収
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性コア質量に基づいて５５から９５質量％の吸水性ポリマー粒子を含む（Ａ）と（Ｂ）の
間の高負荷単一吸液性コアであって、前記高負荷吸液性層が吸水性ポリマー粒子を含み、
当該構造のための好適な吸水性ポリマー粒子が、少なくとも８０×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇの
生理食塩水通液性（ＳＦＣ）を有し、スパンボンド材料の均一ラップが全毛羽量の約１０
０％を含む高負荷単一吸液性コアと、
（Ｄ）４０から８０ｇｓｍの坪量を有する上部樹脂結合層を含む（Ａ）と（Ｃ）の間の２
つの取得－分配層の系であって、上部取得－分配層が、約１５０から約２５０ｃｍ2のサ
イズを有する長方形であり、下部取得－分布層が、４０から８０ｇｓｍの坪量および約１
００から約３００ｃｍ2のサイズを有する合成繊維を含み、上部取得－分配層が下部取得
－分配層より小さく、両取得－分配層が吸液性コアより小さい系とを含む。
【０４６６】
　製品シャーシおよびその中に含まれる構成要素の構造は、当業者に既知であるホットメ
ルト接着剤の不連続塗布によって作製および制御される。例は、例えば、Ｄｉｓｐｏｍｅ
ｌｔ　５０５Ｂ、Ｄｉｓｐｏｍｅｌｔ　Ｃｏｏｌ　１１０１、ならびにＮａｔｉｏｎａｌ
　ＳｔａｒｃｈまたはＨｅｎｋｅｌによって製造された他の具体的な機能接着剤である。
【０４６７】
　ホットメルト接着剤を使用して吸水性ポリマー粒子を不織布シート上に固定することに
よって超薄高負荷吸液性層を形成することができる。好ましくは、吸水性ポリマー粒子は
、縦帯または不連続スポットを形成する。他のパターンの吸水性ポリマー粒子も可能であ
る。
【０４６８】
　好適な実施形態において、超薄高負荷吸液性層は、固定された吸水性ポリマー粒子を含
む少なくとも２つのシートを含む。
【０４６９】
　超薄高負荷吸液性層の例は、本開示の一部を明示的に構成するＥＰ１２９３１８７Ａ１
、ＵＳ６，９７２，０１１、ＥＰ１４４７０６６Ａ１、ＥＰ１４４７０６７Ａ１、ＥＰ１
６０９４４８Ａ１、ＪＰ２００４／３１３５８０、ＵＳ２００５／０１３７０８５、ＵＳ
２００６／０００４３３６、ＵＳ２００７／０１３５７８５、ＷＯ２００８／１５５６９
９Ａ１、ＷＯ２００８／１５５７０１Ａ２、ＷＯ２００８／１５５７０２Ａ１、ＷＯ２０
０８／１５５７１０Ａ１、ＷＯ２００８／１５５７１１Ａ１、ＷＯ２００４／０７１３６
３Ａ１、ＵＳ２００３／０１８１１１５、ＷＯ２００５／０９７０２５、ＵＳ２００７／
１５６１０８、ＵＳ２００８／０１２５７３５およびＷＯ２００８／１５５７２２Ａ２に
記載されている。
【０４７０】
　実施形態１３の構造例
　吸液性コアは、ほぼ均一な長方形サイズを有する高負荷混合単一コアシステムからなる
。（Ａ）と（Ｂ）の間の吸液性コアは、坪量が１０ｇｓｍである親水性スパンボンド繊維
の均一層にラップされた高負荷吸液性層を含む液体貯蔵部を含む。吸液性コアの密度は、
前部全体平均が０．２０ｇ／ｃｍ3であり、割込み帯域が０．１９ｇ／ｃｍ3であり、後部
全体平均が０．１９ｇ／ｃｍ3である。吸液性コアの坪量は、前部全体平均が１１１４ｇ
ｓｍであり、割込み帯域が１００７ｇｓｍであり、後部全体平均が６５８ｇｓｍである。
吸液性コアの厚さは、４．５ｍｍの平均値を有する。
【０４７１】
　吸液性層は、６７．２質量％の分配吸水性ポリマー粒子を保持し、吸液性コアの中の吸
水性ポリマー粒子の量は１４．１ｇである。
【０４７２】
　実施例１７ｂに記載されているように液滴重合から誘導された吸水性ポリマー粒子は、
以下の特徴および吸収プロファイルを示す。
ＣＲＣ　２８．６ｇ／ｇ
ＳＦＣ　９８×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ
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ＡＵＨＬ　２１．６ｇ／ｇ
水分含有量　６．３質量％
渦時間　７５秒
ＧＢＰ　６２ダルシー
　吸液性コアの寸法：長さ４３．０ｃｍ；前部幅：１１．５ｃｍ；股幅：７．２ｃｍ；後
部幅：１２．１ｃｍ。
【０４７３】
　６５．７ｇｓｍの坪量を有する（Ａ）と下部取得－分配層の間の上部通気結合取得－分
配層は、２４．９ｃｍ×７ｃｍの寸法を有する長方形である。上部取得－分配層と（Ｃ）
の間の下部通気結合取得－分配層は、２４．９ｃｍ×７．５ｃｍの寸法を有する長方形で
ある。両取得－分配層は、吸液性コアより小さい。
【０４７４】
　吸液性物体は、さらに以下を含む。
・平坦ゴム弾性体；スパンデックス型繊維による弾性体：３脚弾性体および２カフ弾性体
。
・層組合せＳＭＳを示し、１３から１７ｇｓｍの坪量および３．４ｃｍの高さを有する合
成繊維による脚カフ。
・１４．９ｃｍ×３．８ｃｍの寸法のランディングゾーンを有する機械的密封システムお
よび３．０ｃｍ×１．３ｃｍの接着性密封テープ；３．０ｃｍ×１．３ｃｍフック固定テ
ープに装着。
【０４７５】
　吸液性物体の寸法：長さ：５０．９ｃｍ；前部幅：２４．５ｃｍ；股幅：２４．３ｃｍ
；後部幅：２４．５ｃｍ。
【０４７６】
　実施形態１４
　以下の実施形態１４において、本発明のさらなる好適な実施形態を説明する。したがっ
て、好適な吸液性物体は、
（Ａ）スパンボンド層を含む上部液体透過層（表層）と、
（Ｂ）通気性ポリエチレンフィルムおよびスパンボンド不織布の複合体を含む下部液体不
透過層と、
（Ｃ）スパンボンド材料でラップされた高負荷吸液性層を含む液体貯蔵部を含む、全吸収
性コア質量に基づいて５５から９５質量％の吸水性ポリマー粒子を含む（Ａ）と（Ｂ）の
間の高負荷単一吸液性コアであって、前記高負荷吸液性層が吸水性ポリマー粒子を含み、
当該構造のための好適な吸水性ポリマー粒子が、少なくとも８０×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇの
生理食塩水通液性（ＳＦＣ）を有し、スパンボンド材料の均一ラップが全毛羽量の約１０
０％を含む高負荷単一吸液性コアと、
（Ｄ）４０から８０ｇｓｍの坪量を有する上部樹脂結合層を含む（Ａ）と（Ｃ）の間の２
つの取得－分配層の系であって、上部取得－分配層が、約１５０から約２５０ｃｍ2のサ
イズを有する長方形であり、下部取得－分配層が、４０から８０ｇｓｍの坪量および約１
００から約３００ｃｍ2のサイズを有する合成繊維を含み、上部取得－分配層が下部取得
－分配層より小さく、両取得－分配層が吸液性コアより小さい系とを含む。
【０４７７】
　製品シャーシおよびその中に含まれる構成要素の構造は、当業者に既知であるホットメ
ルト接着剤の不連続塗布によって作製および制御される。例は、例えば、Ｄｉｓｐｏｍｅ
ｌｔ　５０５Ｂ、Ｄｉｓｐｏｍｅｌｔ　Ｃｏｏｌ　１１０１、ならびにＮａｔｉｏｎａｌ
　ＳｔａｒｃｈまたはＨｅｎｋｅｌによって製造された他の具体的な機能接着剤である。
【０４７８】
　ホットメルト接着剤を使用して吸水性ポリマー粒子を不織布シート上に固定することに
よって超薄高負荷吸液性層を形成することができる。好ましくは、吸水性ポリマー粒子は
、縦帯または不連続スポットを形成する。他のパターンの吸水性ポリマー粒子も可能であ
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る。
【０４７９】
　好適な実施形態において、超薄高負荷吸液性層は、固定された吸水性ポリマー粒子を含
む少なくとも２つのシートを含む。
【０４８０】
　超薄高負荷吸液性層の例は、本開示の一部を明示的に構成するＥＰ１２９３１８７Ａ１
、ＵＳ６，９７２，０１１、ＥＰ１４４７０６６Ａ１、ＥＰ１４４７０６７Ａ１、ＥＰ１
６０９４４８Ａ１、ＪＰ２００４／３１３５８０、ＵＳ２００５／０１３７０８５、ＵＳ
２００６／０００４３３６、ＵＳ２００７／０１３５７８５、ＷＯ２００８／１５５６９
９Ａ１、ＷＯ２００８／１５５７０１Ａ２、ＷＯ２００８／１５５７０２Ａ１、ＷＯ２０
０８／１５５７１０Ａ１、ＷＯ２００８／１５５７１１Ａ１、ＷＯ２００４／０７１３６
３Ａ１、ＵＳ２００３／０１８１１１５、ＷＯ２００５／０９７０２５、ＵＳ２００７／
１５６１０８、ＵＳ２００８／０１２５７３５およびＷＯ２００８／１５５７２２Ａ２に
記載されている。
【０４８１】
　実施形態１４の構造例
　吸液性コアは、ほぼ均一な長方形サイズを有する高負荷混合単一コアシステムからなる
。（Ａ）と（Ｂ）の間の吸液性コアは、坪量が１０ｇｓｍである親水性スパンボンド繊維
の均一層にラップされた高負荷吸液性層を含む液体貯蔵部を含む。吸液性コアの密度は、
前部全体平均が０．２５ｇ／ｃｍ3であり、割込み帯域が０．２５ｇ／ｃｍ3であり、後部
全体平均が０．２６ｇ／ｃｍ3である。吸液性コアの坪量は、前部全体平均が８７８．７
０ｇｓｍであり、割込み帯域が１２３７．５６ｇｓｍであり、後部全体平均が４９５．６
０ｇｓｍである。吸液性コアの厚さは、３．１ｍｍの平均値を有する。
【０４８２】
　吸液性層は、１００質量％の分配吸水性ポリマー粒子を保持し、吸液性コアの中の吸水
性ポリマー粒子の量は１４．１４ｇである。
【０４８３】
　実施例１９ｉに記載されているように液滴重合から誘導された吸水性ポリマー粒子は、
以下の特徴および吸収プロファイルを示す。
ＣＲＣ　３０．２ｇ／ｇ
ＳＦＣ　１１８×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ
ＡＵＨＬ　１９．７ｇ／ｇ
水分含有量　８．４質量％
渦時間　５８秒
ＧＢＰ　５４ダルシー
　吸液性コアの寸法：長さ４２．４ｃｍ；前部幅：１０．６ｃｍ；股幅：１０．２ｃｍ；
後部幅：１０．５ｃｍ。
【０４８４】
　５８．８ｇｓｍの坪量を有する（Ａ）と下部取得－分配層の間の上部通気結合取得－分
配層は、２４．７ｃｍ×７．３ｃｍの寸法を有する長方形である。上部取得－分配層と（
Ｃ）の間の下部通気結合取得－分配層は、２０．３ｃｍ×８．２ｃｍの寸法を有する長方
形である。両取得－分配層は、吸液性コアより小さい。
【０４８５】
　吸液性物体は、さらに以下を含む。
・平坦ゴム弾性体；スパンデックス型繊維による弾性体：２脚弾性体および２カフ弾性体
。
・層組合せＳＭＳを示し、１３から１７ｇｓｍの坪量および４．４ｃｍの高さを有する合
成繊維による脚カフ。
・ウエストバンド：前部：１３．７ｃｍ×２．１ｃｍ；後部：１４．８ｃｍ×２．２ｃｍ
　吸液性物体の寸法：長さ：４６．７ｃｍ；前部幅：３３．５ｃｍ；股幅：１６．０ｃｍ
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；後部幅：３３．５ｃｍ。
【０４８６】
　吸水性ポリマー粒子および吸液性物体を以下に記載の試験方法によって試験する。
【０４８７】
　方法：
　他に指定する場合を除いて、２３±２℃の周囲温度および５０±１０％の相対雰囲気湿
度で測定を実施する。吸水性ポリマーは測定前に十分に混合する。
【０４８８】
　生理食塩水通液性（ＳＦＣ）
　生理食塩水通液性を、ＥＰ０６４０３３０Ａ１に記載されているように、吸水性ポリマ
ー粒子の膨潤ゲル層のゲル層透過度として測定するが、前記特許出願の１９頁および図８
に記載されている装置を、ガラスフリット（４０）が使用されず、プランジャー（３９）
がシリンダー（３７）と同じポリマー材料からなり、さらにそれぞれが接触面全体に均一
に分布した直径が９．６５ｍｍの２１個の穴を含むように改造した。測定の手順および評
価は、ＥＰ０６４０３３０Ａ１と変わらない。流量を自動的に記録する。
【０４８９】
　生理食塩水通液性（ＳＦＣ）を以下のように計算する。
【０４９０】
　ＳＦＣ［ｃｍ3ｓ／ｇ］＝（Ｆｇ（ｔ＝０）×ＬＯ）／（ｄｘＡｘＷＰ）
ただし、Ｆｇ（ｔ＝０）は、ｔ＝０への外挿による流量測定値のＦｇ（ｔ）データの線形
回帰解析によって得られるｇ／ｓ単位のＮａＣｌ溶液の流量であり、Ｌ０は、ｃｍ単位の
ゲル層の厚さであり、ｄは、ｇ／ｃｍ3単位のＮａＣｌ溶液の密度であり、Ａは、ｃｍ2単
位のゲル層の表面積であり、ＷＰはｄｙｎ／ｃｍ2単位のゲル層に対する静水圧である。
【０４９１】
　自由膨張度（ＦＳＲ）
　１．００ｇ（＝Ｗ１）の乾燥吸水性ポリマー粒子を２５ｍｌのガラスビーカーに秤取し
、ガラスビーカーの基部に均一に分配させる。次いで、２０ｍｌの０．９質量％の塩化ナ
トリウム溶液を第２のガラスビーカーに計量分配し、このビーカーの内容物を第１のビー
カーに迅速に加え、ストップウォッチを開始させる。液面への反射の消失によって確認さ
れる塩溶液の最後の液滴の吸収と同時に、ストップウォッチを停止させる。第２のビーカ
ーに投入され、第１のビーカー内のポリマーによって吸収された液体の正確な量を、第２
のビーカーを再度秤量することによって性格に測定する（＝Ｗ２）。ストップウォッチで
測定した吸収に要する時間をｔとする。表面上の最後の液滴の消失を時間ｔと定義する。
【０４９２】
　自由膨張度（ＦＳＲ）を以下のように計算する。
【０４９３】
　ＦＳＲ［ｇ／ｇｓ］＝Ｗ２／（Ｗ１×ｔ）
　しかし、ヒドロゲル形成ポリマーの水分含有量が３質量％を超える場合は、質量Ｗ１を
この水分含有量に応じて補正しなければならない。
【０４９４】
　渦
　５０．０±１．０ｍｌの０．９％ＮａＣｌ溶液を１００ｍｌビーカーに加える。円筒状
撹拌棒（３０×６ｍｍ）を加え、塩溶液を撹拌プレート上にて６０ｒｐｍで撹拌する。２
．０００±０．０１０ｇの吸水性ポリマー粒子をできるだけ迅速にビーカーに加え、添加
が開始するとストップウォッチを開始させる。混合物の表面が、表面が乱流を有さないこ
とを意味する「静止状態」になったときにストップウォッチを停止し、混合物がまだ旋回
する間に粒子の表面全体が一体として旋回する。ストップウォッチの表示時間を渦時間と
して記録する。
【０４９５】
　圧縮損傷試験
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　プラスチックカップ（外高が５０ｍｍであり、内高（深さ）が３８．１ｍｍであり、外
径が７６．２ｍｍであり、内径が５０．８ｍｍである）に、直径が５０．７５ｍｍで厚さ
が３．１８ｍｍの鋼ディスクを入れる。１０．０±０．０５ｇの吸水性ポリマー粒子をカ
ップに入れ、均一に分配させる。次いで、鋼シリンダー（ピストンサイズが、直径＝５０
．７５ｍｍおよび高さ＝４４．４５ｍｍであり、ピストンの質量が７１２．２ｇである）
を吸水性ポリマー粒子上に配置する。次いで、集成装置をカーバープレス型式Ａｕｔｏ　
Ｓｅｒｉｅｓ　４４２５．４Ｄ１０Ａ０１（Ｃａｒｖｅｒ　Ｉｎｃ．；Ｗａｂａｓｈ；ア
メリカ）に入れる。プレスへの設定力を目標値＋２００ｌｂｓに設定する。圧縮を開始し
、デジタル読取値が所望の目標値を示すと、圧縮を手動で停止する。次いで、損傷した吸
水性ポリマー粒子を、全量が開始量の０．５質量％以内で除去されるように、ブラシを利
用して除去する。
【０４９６】
　ブレンダー損傷試験
　５カップガラス混合瓶を備えたオステライザーブレンダー型式６７４９－１２速、４５
０ワットモーター（Ｓｕｎｂｅａｍ　Ｐｒｏｄｕｃｔ　Ｉｎｃ．；Ｂｏｃａ　Ｒａｔｏｎ
；ＵＳＡ）をバリアックコントローラーなどの可変電圧電源に接続する。ブレンダーの動
作速度が１０，５００ｒｐｍになるように電圧コントローラーを調整する。ブレンダー瓶
を帯電防止剤（ＶＷＲから入手可能なＳｔａｔｉｃｉｄｅなど）で処理する。次いで、２
５．０±０．０５ｇの吸水性ポリマー粒子をブレンダーに入れ、ブレンダー瓶の蓋を瓶の
上に配置する。可変電圧電源を通じて装置をオンにし、目標時間にわたって動作させる。
混合後、粉塵を３分間にわたって瓶に沈降させる。次いで、蓋を取り除き、次いで損傷し
た吸水性ポリマー粒子を、全量が開始量の０．５質量％以内で除去されるようにブラシを
利用して分離する。
【０４９７】
　形態
　吸水性ポリマー粒子の粒子形態を、顕微鏡解析によって膨潤状態で調べた。約１００ｍ
ｇの吸水性ポリマー粒子をガラス製顕微鏡スライドに配置した。シリンジを用いて、０．
９％のＮａＣｌ水溶液を吸水性ポリマー粒子に塗布して、それらを膨潤させた。溶液を粒
子に吸収させながら絶えず補充した。吸水性ポリマー粒子が乾燥しないように注意すべき
である。３０分間の膨潤時間の後、スライドを顕微鏡（Ｌｅｉｃａ　Ｍａｃｒｏｓｃｏｐ
ｅ　Ｚ１６　ＡＰＯ、倍率２０ｘ、Ｓｃｈｏｔｔ　ＫＬ２５００　ＬＣＤ低温光源による
背面照明、カメラ：Ｌｅｉｃａ　ＤＦＣ　４２０（いずれもＬｅｉｃａ　Ｍｉｃｒｏｓｙ
ｓｔｅｍｅ　Ｖｅｒｔｒｉｅｂ　ＧｍｂＨ；Ｗｅｔｚｌａｒ；ドイツによる）の下に置き
、サンプルの異なる部分の３枚の写真を撮った。
【０４９８】
　形態は、３つの範疇に分類される。タイプ１は、径が０．４から２．５ｍｍの１つの空
洞を有する粒子であり、タイプ２は、径が０．００１から０．３ｍｍの２つ以上の空洞を
有する粒子であり、タイプ３は、可視の空洞を有さない中実粒子である。
【０４９９】
　図９は、径が０．９４ｍｍの空洞を有するタイプ１の膨潤粒子を示し、図１０は、径が
０．０３ｍｍ未満から０．１３ｍｍの１５個を超える空洞を有するタイプ２の膨潤粒子を
示す。
【０５００】
　写真を解析し、各範疇の数を記録する。不定または凝集粒子をさらなる評価から除外す
る。各サンプルの３枚の写真の個々の結果を平均する。
【０５０１】
　自由膨張ゲル床透過度（ＧＢＰ）
　自由膨張ゲル床透過度を測定するための方法は、ＵＳ２００５／０２５６７５７のパラ
グラフ［００６１］から［００７５］に記載されている。
【０５０２】



(67) JP 5738295 B2 2015.6.24

10

20

30

40

50

　残留モノマー
　吸水性ポリマー粒子における残留モノマーの量を、ＥＤＡＮＡ推奨試験法第ＷＳＰ４１
０．２－０５「残留モノマー」によって測定する。
【０５０３】
　粒径分布
　粒径分布をＣａｍｚｉｓｅｒ（登録商標）画像解析システム（Ｒｅｔｓｃｈ　Ｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｙ　ＧｍｂＨ；Ｈａａｎ；ドイツ）によって測定する。
【０５０４】
　平均粒径および粒径分布を測定するために、粒子フラクションの体積比率を累積形式で
プロットし、平均粒径をグラフから求める。
【０５０５】
　ここでの平均粒径（ＡＰＤ）は、５０質量％の累積率をもたらすメッシュサイズの値で
ある。
【０５０６】
　粒径分布（ＰＤＤ）を以下のように計算する。
【０５０７】
　ＰＤＤ＝ｘ2－ｘ1／ＡＰＤ
ただし、ｘ1は、９０質量％の累積率をもたらすメッシュサイズの値であり、ｘ2は、１０
質量％の累積率をもたらすメッシュサイズの値である。
【０５０８】
　平均球形度
　１００から１，０００μｍの粒径フラクションを使用して、Ｃａｍｚｉｓｅｒ（登録商
標）画像解析システム（Ｒｅｔｓｃｈ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ＧｍｂＨ；Ｈａａｎ；ド
イツ）によって平均球形度を測定する。
【０５０９】
　水分含有量
　吸水性ポリマー粒子の水分含有量をＥＤＡＮＡ推奨試験法第ＷＳＰ４３０．２－０５「
水分含有量」によって測定する。
【０５１０】
　遠心保持能力（ＣＲＣ）
　吸水性ポリマー粒子の遠心保持能力をＥＤＡＮＡ推奨試験法第ＷＳＰ４４１．２－０５
「遠心保持能力」によって測定し、より大きな値の遠心保持能力に対してはラガーティー
バッグを使用しなければならない。
【０５１１】
　高負荷下吸収度（ＡＵＨＬ）
　２１．０ｇ／ｃｍ2の質量の代わりに４９．２ｇ／ｃｍ2の質量を用いることを除いては
ＥＤＡＮＡ推奨試験法第ＷＳＰ４４２．２－０５「加圧下吸収度」と同様にして、吸水性
ポリマー粒子の高負荷下吸収度を測定する。
【０５１２】
　嵩密度
　吸水性ポリマー粒子の嵩密度をＥＤＡＮＡ推奨試験法第ＷＳＰ４６０．２－０５「密度
」によって測定する。
【０５１３】
　抽出物
　吸水性ポリマー粒子の抽出可能構成成分の量をＥＤＡＮＡ推奨試験法第ＷＳＰ４７０．
２－０５「抽出物」によって測定する。
【０５１４】
　ＥＤＡＮＡ試験法は、例えば、ＥＤＡＮＡ、Ａｖｅｎｕｅ　Ｅｕｇｅｎｅ　Ｐｌａｓｋ
ｙ　１５７、Ｂ－１０３０　Ｂｒｕｓｓｅｌｓ、ベルギーから入手可能である。
【図面の簡単な説明】
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【０５１５】
【図１】処理スキーム（外部流動床を用いる）を示す図。
【図２】処理スキーム（外部流動床を用いない）を示す図。
【図３】Ｔ＿出口測定の構造を示す図。
【図４】液滴化装置ユニットの構造を示す図。
【図５】液滴化装置ユニット（長手方向切断面）を示す図。
【図６】液滴化装置ユニット（断面図）を示す図。
【図７】処理スキーム（外部熱後処理および後架橋）を示す図。
【図８】処理スキーム（外部熱後処理、後架橋および被覆）を示す図。
【図９】径が０．９４ｍｍの空洞を有するタイプ１の膨潤粒子を示す図。
【図１０】径が０．０３ｍｍ未満からから０．１３ｍｍの１５個を超える空洞を有するタ
イプ２の膨潤粒子を示す図。
【実施例】
【０５１６】
　実施例
　基材ポリマーの製造
　実施例１
　図１に示されるように集積流動床（２７）および外部流動床（２９）を備えた並行噴霧
乾燥装置にて処理を行った。噴霧乾燥機（５）の円筒部は、２２ｍの高さおよび３．４ｍ
の径を有していた。内部流動床（ＩＦＢ）は、２．０ｍの径および０．４ｍの堰高さを有
していた。外部流動床（ＥＦＢ）は、３．０ｍの長さ、０．６５ｍの幅および０．５ｍの
堰高さを有していた。
【０５１７】
　乾燥ガスを、ガス分配器（３）を介して噴霧乾燥機の頂部に供給した。乾燥ガスを、バ
グハウスフィルタ（９）およびコンデンサカラムを介して（乾燥ガスループで）部分的に
リサイクルさせた。乾燥ガスは、１から５体積％の残留酸素を含む窒素であった。重合を
開始する前に、残留酸素が５体積％を下回るまで乾燥ガスループに窒素を充填した。噴霧
乾燥機（５）の円筒部における乾燥ガスのガス速度は０．７３ｍ／ｓであった。噴霧乾燥
機内の圧力は、周囲圧力より４ｍｂａｒ低かった。
【０５１８】
　噴霧乾燥機出口温度を、図３に示されるように円筒部の端部の周囲の３つの点で測定し
た。３つの単一測定値（４７）を使用して、円筒状噴霧乾燥機出口温度の平均値を計算し
た。乾燥ガスループを加熱し、モノマー溶液の供給を開始した。この時点から、熱交換器
（２０）を介してガス入口温度を調整することによって、噴霧乾燥機出口温度を１２５℃
に制御した。
【０５１９】
　生成物が内部流動床（２７）に、堰高さに達するまで蓄積した。９６℃の温度および４
５％の相対湿度を有する調和内部流動床ガスを、ライン（２５）を介して内部流動床（２
７）に供給した。ライン（２３）を介して蒸気を加えることによって相対湿度を制御した
。内部流動床（２７）における内部流動床ガスのガス速度は０．８ｍ／ｓであった。生成
物の滞留時間は３５分であった。
【０５２０】
　噴霧乾燥機の排ガスをバグハウスフィルタ（９）で濾過し、急冷／冷却に向けてコンデ
ンサカラム（１２）に送った。コンデンサカラム（１２）の内部の（一定）充填量を制御
することによって、過剰の水をコンデンサカラム（１２）から吸い出した。コンデンサカ
ラム（１２）の内部の水を熱交換器（１３）によって冷却し、急冷ノズル（１１）を介し
てガスに対して向流に輸送することで、コンデンサカラム（１２）の内部の温度を４５℃
とした。水酸化ナトリウム溶液を供給してアクリル酸蒸気を洗い流すことによって、コン
デンサカラム（１２）の内部の水をアルカリ性のｐＨに設定した。
【０５２１】
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　コンデンサカラム排ガスを乾燥ガス導入管（１）と調和内部流動床ガス（２５）とに分
割した。ガス温度を、熱交換器（２０）および（２２）を介して制御した。高温乾燥ガス
を、ガス分配器（３）を介して並行噴霧乾燥機に供給した。ガス分配器（３）は、乾燥ガ
ス量に応じて５から１０ｍｂａｒの圧力降下をもたらすプレートの集合体からなる。
【０５２２】
　生成物を、内部流動床（２７）から回転弁（２８）を介して外部流動床（２９）に排出
した。５５℃の温度を有する調和外部流動床ガスを、ライン（４０）を介して外部流動床
（２９）に供給した。外部流動床ガスは空気であった。外部流動床（２９）における外部
流動床ガスのガス速度は０．８ｍ／ｓであった。生成物の滞留時間は１１分であった。
【０５２３】
　生成物を、外部流動床（２９）から回転弁（３２）を介して篩（３３）に排出した。８
５０μｍより大きな粒径を有する過大物／塊を篩い分けるために篩（３３）を使用した。
【０５２４】
　第１にアクリル酸を３重エトキシル化トリアクリル酸グリセロール（内部架橋剤）と第
２に３７．３質量％のアクリル酸ナトリウム溶液と混合することによってモノマー溶液を
調製した。得られたモノマー溶液の温度を、熱交換器を使用することによって１０℃に制
御し、ループ内で輸送した。２５０μｍのメッシュサイズを有するフィルタユニットをル
ープ内のポンプの後に使用した。図１に示されるように、ライン（４３）および（４４）
を介して固定ミキサー（４１）および（４２）を用いて液滴化装置の上流で開始剤をモノ
マー溶液に計量導入した。ライン（４３）を介して２０℃の温度を有するペルオキソ二硫
酸ナトリウム溶液を添加し、ライン（４４）を介して５℃の温度を有する２，２’－アゾ
ビス［２－（２－イミダゾリン－２－イル）プロパン］二塩酸塩溶液を添加した。各開始
剤をループ内で輸送し、制御弁を介して各液滴化装置ユニットに供給した。１００μｍの
メッシュサイズを有する第２のフィルタユニットを固定ミキサー（４２）の後に使用した
。モノマー溶液を噴霧乾燥機の頂部に供給するために、図４に示されるように３つの液滴
化装置ユニットを使用した。
【０５２５】
　図５に示されるように、液滴化装置ユニットは、液滴化装置カセット（５３）のための
開口を有する外管（５１）からなるものであった。液滴化装置カセット（５３）を内管（
５２）と接続した。シールとして端部にＰＴＦＥブロック（５４）を有する内管（５３）
を、整備を目的として、処理の動作時に外管（５１）に押し込み、かつ外管（５１）から
押し出すことができる。
【０５２６】
　液滴化装置カセット（６１）の温度を、図６に示されるように流路（５９）にて水によ
って２５℃に制御した。液滴化装置カセットは、２００μｍの径および１５ｍｍの穴間隔
を有する２５０個の穴を有していた。液滴化装置カセット（６１）は、予備混合モノマー
および開始剤溶液の均一な分配のために停滞容積を実質的に有さない流路（６０）および
２つの液滴プレート（５７）からなるものであった。液滴プレート（５７）は、１０°の
角度の傾斜構造を有していた。各液滴プレート（５７）は、ステンレス鋼で構成され、５
００ｍｍの長さ、２５ｍｍの幅および１ｍｍの厚さを有していた。
【０５２７】
　噴霧乾燥機への供給物は、１０．２５質量％のアクリル酸、３２．７５質量％のアクリ
ル酸ナトリウム、０．０７４質量％の３重エトキシル化トリアクリル酸グリセロール（約
８５質量％濃度）、０．１２質量％の２，２’－アゾビス［２－（２－イミダゾリン－２
－イル）プロパン］二塩酸塩溶液（水中１５質量％）、０．１２質量％のペルオキソ二硫
酸ナトリウム溶液（水中１５質量％）および水からなるものであった。中和度は７１％で
あった。穴毎の供給量は２．０ｋｇ／ｈであった。
【０５２８】
　得られたポリマー粒子は、７０．４ｇ／１００ｍｌの嵩密度、４２４μｍの平均粒径、
０．５７の粒径分布および０．９１の平均球形度を有していた。
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【０５２９】
　得られたポリマー粒子を、ブレンダー損傷試験および圧縮損傷試験を用いて分析した。
それらの結果が第１表および第２表に整理されている。
【０５３０】
【表１】

【０５３１】
【表２】

【０５３２】
　また、得られたポリマー粒子の形態を分析した。タイプ１のタイプ２に対する比は０．
１９であった。
【０５３３】
　さらに、得られたポリマー粒子の２００ｇを、１００μｍ、２００μｍ、３００μｍ、
４００μｍ、５００μｍ、６００μｍ、７１０μｍおよび８５０μｍのメッシュサイズを
有する篩を含むＲｅｔｓｃｈ　ＡＳ２００基礎篩い分け機を通じて篩い分けした（Ｒｅｔ
ｓｃｈ　ＧｍｂＨ，Ｈａａｎ、ドイツ）。個々の篩フラクションについて、材料の量が２
ｇを超えた場合に、遠心保持能力、高負荷下吸収度および生理食塩水通液性を測定した。
個々の篩フラクションの性能を第３表に示す。
【０５３４】
【表３】

【０５３５】
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　実施例２（比較例）
　噴霧乾燥機出口温度を１３８℃に調整し、噴霧乾燥機（５）の円筒部における乾燥ガス
のガス速度を０．２９ｍ／ｓとし、穴の間隔を５ｍｍとした点を除いては実施例１を繰り
返した。モノマー溶液を噴霧乾燥機の頂部に供給するために、２００μｍの径を有する３
６０個の穴を有する１つの液滴化装置ユニットを使用した。
【０５３６】
　調和内部流動床ガスは、１０５℃の温度および２３％の相対湿度を有していた。内部流
動床における滞留時間は１０４分間であった。調和外部流動床ガスは６０℃の温度を有し
ていた。内部流動床における滞留時間は３３分間であった。
【０５３７】
　噴霧乾燥機への供給物は、１０．２５質量％のアクリル酸、３２．７５質量％のアクリ
ル酸ナトリウム、０．０８５質量％の３重エトキシル化トリアクリル酸グリセロール（約
８５質量％濃度）、０．１１質量％の２，２’－アゾビス［２－（２－イミダゾリン－２
－イル）プロパン］二塩酸塩溶液（水中１５質量％）、０．０８８質量％のペルオキソ二
硫酸ナトリウム溶液（水中１５質量％）および水からなるものであった。穴毎の供給量は
１．４ｋｇ／ｈであった。
【０５３８】
　得られたポリマー粒子は、４１．３ｇ／１００ｍｌの嵩密度、５８１μｍの平均粒径、
０．８２の粒径分布および０．８７の平均球形度を有していた。
【０５３９】
　得られたポリマー粒子を、ブレンダー損傷試験および圧縮損傷試験を用いて分析した。
それらの結果が第４表および第５表に整理されている。
【０５４０】
【表４】

【０５４１】
【表５】

【０５４２】
　また、得られたポリマー粒子の形態を分析した。タイプ１のタイプ２に対する比は１．
７であった。
【０５４３】
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　実施例１の本発明のポリマー粒子は、実施例２の非発明のポリマー粒子と比較して、損
傷後の高負荷下吸収度（ＡＵＨＬ）および生理食塩水通液性（ＳＦＣ）の低下が小さく、
それは、本発明のポリマー粒子が非発明のポリマー粒子より高い損傷安定性を有すること
を示している。
【０５４４】
　さらに、得られたポリマー粒子を実施例１に開示されているように篩い分けした。個々
の篩フラクションの性能を第６表に示す。
【０５４５】
【表６】

【０５４６】
　実施例１の本発明のポリマー粒子は、実施例２の非発明のポリマー粒子と比較して、粒
径分布が小さく、遠心保持能力（ＣＲＣ）および高負荷下吸収度（ＡＵＨＬ）のばらつき
が小さい。
【０５４７】
　実施例３（比較例）
　噴霧乾燥機出口温度を１３３℃に調整し、噴霧乾燥機（５）の円筒部における乾燥ガス
のガス速度を０．４５ｍ／ｓとし、穴の間隔を５ｍｍとした点を除いては実施例１を繰り
返した。モノマー溶液を噴霧乾燥機の頂部に供給するために、２００μｍの径を有する３
６０個の穴を有する１つの液滴化装置ユニットを使用した。
【０５４８】
　調和内部流動床ガスは、８５℃の温度および２８％の相対湿度を有していた。内部流動
床における滞留時間は１０４分間であった。調和外部流動床ガスは６０℃の温度を有して
いた。内部流動床における滞留時間は３３分間であった。
【０５４９】
　噴霧乾燥機への供給物は、１０．２５質量％のアクリル酸、３２．７５質量％のアクリ
ル酸ナトリウム、０．０８５質量％の３重エトキシル化トリアクリル酸グリセロール（約
８５質量％濃度）、０．１１質量％の２，２’－アゾビス［２－（２－イミダゾリン－２
－イル）プロパン］二塩酸塩溶液（水中１５質量％）、０．０８８質量％のペルオキソ二
硫酸ナトリウム溶液（水中１５質量％）および水からなるものであった。穴毎の供給量は
１．４ｋｇ／ｈであった。
【０５５０】
　得られたポリマー粒子は、５４．６ｇ／１００ｍｌの嵩密度および５１４μｍの平均粒
径を有していた。
【０５５１】
　実施例４
　噴霧乾燥機出口温度を１３０℃に調整し、噴霧乾燥機（５）の円筒部における乾燥ガス
のガス速度を０．７０ｍ／ｓとした点を除いては実施例１を繰り返した。モノマー溶液を
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噴霧乾燥機の頂部に供給するために、２００μｍの径を有する２００個の穴を有する３つ
の液滴化装置ユニットを使用した。
【０５５２】
　調和内部流動床ガスは、９３℃の温度および４８％の相対湿度を有していた。内部流動
床における滞留時間は４４分間であった。内部流動床における滞留時間は１４分間であっ
た。
【０５５３】
　噴霧乾燥機への供給物は、１０．２５質量％のアクリル酸、３２．７５質量％のアクリ
ル酸ナトリウム、０．１０質量％の３重エトキシル化トリアクリル酸グリセロール（約８
５質量％濃度）、０．１２質量％の２，２’－アゾビス［２－（２－イミダゾリン－２－
イル）プロパン］二塩酸塩溶液（水中１５質量％）、０．０８８質量％のペルオキソ二硫
酸ナトリウム溶液（水中１５質量％）および水からなるものであった。
【０５５４】
　ポリマー粒子は、以下の特徴および吸収プロファイルを示す。
ＣＲＣ　２６．５ｇ／ｇ
ＳＦＣ　３６×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ
ＡＵＨＬ　２１．６ｇ／ｇ
抽出物　２．０質量％
残留モノマー　７３５ｐｐｍ
水分含有量　１１．１質量％
ＦＳＲ　０．３５ｇ／ｇｓ
　得られたポリマー粒子は、５９．３ｇ／１００ｍｌの嵩密度、４４０μｍの平均粒径、
０．６３の粒径分布および０．９０の平均球形度を有していた。
【０５５５】
　実施例５
　噴霧乾燥機（５）の円筒部における乾燥ガスのガス速度を０．５９ｍ／ｓとした点を除
いては実施例１を繰り返した。モノマー溶液を噴霧乾燥機の頂部に供給するために、２０
０μｍの径を有する２００個の穴を有する３つの液滴化装置ユニットを使用した。
【０５５６】
　調和内部流動床ガスは、９５℃の温度を有していた。内部流動床における滞留時間は４
４分間であった。内部流動床における滞留時間は１４分間であった。
【０５５７】
　噴霧乾燥機への供給物は、１１．５３質量％のアクリル酸、３１．９７質量％のアクリ
ル酸ナトリウム、０．０７９質量％の３重エトキシル化トリアクリル酸グリセロール（約
８５質量％濃度）、０．１３質量％の２，２’－アゾビス［２－（２－イミダゾリン－２
－イル）プロパン］二塩酸塩溶液（水中１５質量％）、０．１３質量％のペルオキソ二硫
酸ナトリウム溶液（水中１５質量％）および水からなるものであった。中和度は６８％で
あった。
【０５５８】
　ポリマー粒子は、以下の特徴および吸収プロファイルを示す。
ＣＲＣ　２８．９ｇ／ｇ
ＳＦＣ　２７×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ
ＡＵＨＬ　２３．０ｇ／ｇ
残留モノマー　３８４ｐｐｍ
水分含有量　９．５質量％
ＦＳＲ　０．３ｇ／ｇｓ
　得られたポリマー粒子は、６９．９ｇ／１００ｍｌの嵩密度、４２１μｍの平均粒径を
有していた。
【０５５９】
　実施例６
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　噴霧乾燥機（５）の円筒部における乾燥ガスのガス速度を０．５９ｍ／ｓとした点を除
いては実施例１を繰り返した。モノマー溶液を噴霧乾燥機の頂部に供給するために、２０
０μｍの径を有する２００個の穴を有する３つの液滴化装置ユニットを使用した。
【０５６０】
　調和内部流動床ガスは、９３℃の温度および４６％の相対湿度を有していた。内部流動
床における滞留時間は４４分間であった。内部流動床における滞留時間は１４分間であっ
た。
【０５６１】
　噴霧乾燥機への供給物は、１１．５３質量％のアクリル酸、３１．９７質量％のアクリ
ル酸ナトリウム、０．１１質量％の３重エトキシル化トリアクリル酸グリセロール（約８
５質量％濃度）、０．１３質量％の２，２’－アゾビス［２－（２－イミダゾリン－２－
イル）プロパン］二塩酸塩溶液（水中１５質量％）、０．１３質量％のペルオキソ二硫酸
ナトリウム溶液（水中１５質量％）および水からなるものであった。中和度は６８％であ
った。
【０５６２】
　ポリマー粒子は、以下の特徴および吸収プロファイルを示す。
ＣＲＣ　２６．０ｇ／ｇ
ＳＦＣ　５４×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ
ＡＵＨＬ　２１．８ｇ／ｇ
抽出物　１．０質量％
残留モノマー　３８２ｐｐｍ
水分含有量　９．０質量％
ＦＳＲ　０．２５ｇ／ｇｓ
　得られたポリマー粒子は、７２．６ｇ／１００ｍｌの嵩密度および４１７μｍの平均粒
径を有していた。
【０５６３】
　実施例７
　噴霧乾燥機（５）の円筒部における乾燥ガスのガス速度を０．５９ｍ／ｓとした点を除
いては実施例１を繰り返した。モノマー溶液を噴霧乾燥機の頂部に供給するために、２０
０μｍの径を有する２００個の穴を有する３つの液滴化装置ユニットを使用した。
【０５６４】
　調和内部流動床ガスは、９４℃の温度および３８％の相対湿度を有していた。内部流動
床における滞留時間は４４分間であった。内部流動床における滞留時間は１４分間であっ
た。
【０５６５】
　噴霧乾燥機への供給物は、１０．２５質量％のアクリル酸、３２．７５質量％のアクリ
ル酸ナトリウム、０．０７０質量％の３重エトキシル化トリアクリル酸グリセロール（約
８５質量％濃度）、０．１２質量％の２，２’－アゾビス［２－（２－イミダゾリン－２
－イル）プロパン］二塩酸塩溶液（水中１５質量％）、０．１２質量％のペルオキソ二硫
酸ナトリウム溶液（水中１５質量％）および水からなるものであった。
【０５６６】
　ポリマー粒子は、以下の特徴および吸収プロファイルを示す。
ＣＲＣ　３２．０ｇ／ｇ
ＳＦＣ　２０×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ
ＡＵＨＬ　２４．０ｇ／ｇ
抽出物　１．７質量％
残留モノマー　８６６ｐｐｍ
水分含有量　５．８質量％
ＦＳＲ　０．３１ｇ／ｇｓ
　得られたポリマー粒子は、７１．９ｇ／１００ｍｌの嵩密度および４０９μｍの平均粒
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径を有していた。
【０５６７】
　実施例８
　噴霧乾燥機（５）の円筒部における乾燥ガスのガス速度を０．５９ｍ／ｓとし、穴の間
隔を１１ｍｍとした点を除いては実施例１を繰り返した。モノマー溶液を噴霧乾燥機の頂
部に供給するために、２００μｍの径を有する２６７個の穴を有する３つの液滴化装置ユ
ニットを使用した。
【０５６８】
　内部流動床における滞留時間は４４分間であった。内部流動床における滞留時間は１４
分間であった。
【０５６９】
　噴霧乾燥機への供給物は、１０．２５質量％のアクリル酸、３２．７５質量％のアクリ
ル酸ナトリウム、０．０５５質量％の３重エトキシル化トリアクリル酸グリセロール（約
８５質量％濃度）、０．１２質量％の２，２’－アゾビス［２－（２－イミダゾリン－２
－イル）プロパン］二塩酸塩溶液（水中１５質量％）、０．１２質量％のペルオキソ二硫
酸ナトリウム溶液（水中１５質量％）および水からなるものであった。穴毎の供給量は１
．５ｋｇ／ｈであった。
【０５７０】
　ポリマー粒子は、以下の特徴および吸収プロファイルを示す。
ＣＲＣ　３５．０ｇ／ｇ
ＳＦＣ　８×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ
ＡＵＨＬ　２１．６ｇ／ｇ
抽出物　２．１質量％
残留モノマー　６１６ｐｐｍ
水分含有量　９．４質量％
ＦＳＲ　０．２８ｇ／ｇｓ
　得られたポリマー粒子は、７０．７ｇ／１００ｍｌの嵩密度および４２６μｍの平均粒
径を有していた。
【０５７１】
　実施例９
　噴霧乾燥機（５）の円筒部における乾燥ガスのガス速度を０．５９ｍ／ｓとし、穴の間
隔を１１ｍｍとした点を除いては実施例１を繰り返した。モノマー溶液を噴霧乾燥機の頂
部に供給するために、２００μｍの径を有する２６７個の穴を有する３つの液滴化装置ユ
ニットを使用した。
【０５７２】
　調和内部流動床ガスは、９８℃の温度を有していた。内部流動床における滞留時間は４
４分間であった。内部流動床における滞留時間は１４分間であった。
【０５７３】
　噴霧乾燥機への供給物は、１０．２５質量％のアクリル酸、３２．７５質量％のアクリ
ル酸ナトリウム、０．０３９質量％の３重エトキシル化トリアクリル酸グリセロール（約
８５質量％濃度）、０．１２質量％の２，２’－アゾビス［２－（２－イミダゾリン－２
－イル）プロパン］二塩酸塩溶液（水中１５質量％）、０．１２質量％のペルオキソ二硫
酸ナトリウム溶液（水中１５質量％）および水からなるものであった。穴毎の供給量は１
．５ｋｇ／ｈであった。
【０５７４】
　ポリマー粒子は、以下の特徴および吸収プロファイルを示す。
ＣＲＣ　４０．５ｇ／ｇ
ＡＵＨＬ　１２．３ｇ／ｇ
抽出物　３．９質量％
残留モノマー　８１８ｐｐｍ
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水分含有量　９．０質量％
ＦＳＲ　０．１４ｇ／ｇｓ
　得られたポリマー粒子は６７．９ｇ／１００ｍｌの嵩密度および４５２μｍの平均粒径
を有していた。
【０５７５】
　基材ポリマーの後架橋
　実施例１０
　実施例８で製造した１ｋｇの吸水性ポリマー粒子を、加熱ジャケットを備えた実験用プ
ラウシェアミキサー（型式Ｍ５；Ｇｅｂｒｕｅｄｅｒ　Ｌｏｅｄｉｇｅ　Ｍａｓｃｈｉｎ
ｅｎｂａｕ　ＧｍｂＨ（Ｐａｄｅｒｂｏｒｎ、ドイツ）製）に入れた。０．６０ｇのＤｅ
ｎａｃｏｌ（登録商標）ＥＸ８１０（エチレングリコールジグリシジルエーテル；ナガセ
ケムテックス株式会社（大阪、日本）より入手）と、２０ｇのプロピレングリコールと、
２０ｇの脱イオン水とをビーカーに混入することによって後架橋剤溶液を調製した。４５
０ｒｐｍのミキサー速度において、シリンジを使用して、室温で３分間にわたって後架橋
剤溶液を吸水性ポリマー粒子に滴加した。次いで、ミキサーを停止し、混合容器の壁に粘
着した生成物を掻き取り（バルクと再統合し）、混合を４５０ｒｐｍでさらに２分間継続
した。次いで、バッチを２つのステンレス鋼パンに排出させ、１時間にわたって１４０℃
のオーブンに仕込んだ。次いで、パンをオーブンから取り出し、デシケータ中で冷却させ
た。次いで、冷却生成物を１５０から７１０μｍで篩い分け、以下のように特徴づけた。
ＣＲＣ　３５．５ｇ／ｇ
ＳＦＣ　１６×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ
ＡＵＨＬ　２６．２ｇ／ｇ
水分含有量　１．８質量％
【０５７６】
　実施例１１
　実施例９で製造した１ｋｇの吸水性ポリマー粒子を、加熱ジャケットを備えた実験用プ
ラウシェアミキサー（型式Ｍ５；Ｇｅｂｒｕｅｄｅｒ　Ｌｏｅｄｉｇｅ　Ｍａｓｃｈｉｎ
ｅｎｂａｕ　ＧｍｂＨ（Ｐａｄｅｒｂｏｒｎ、ドイツ）製）に入れた。１０ｇの１，４－
ブタンジオールと、１１．５ｇのｉ－プロパノールと、２０ｇの脱イオン水とをビーカー
に混入することによって後架橋剤溶液を調製した。４５０ｒｐｍのミキサー速度において
、室温で３分間にわたって後架橋剤溶液を噴霧ノズルによってポリマー粉末に添加した。
次いで、ミキサーを停止し、混合容器の壁に粘着した生成物を掻き取り（バルクと再統合
し）、混合を４５０ｒｐｍでさらに２分間継続した。次いで、ミキサーのジャケットを加
熱することによって生成物の温度を１９０℃まで上昇させた。生成物を８０ｒｐｍのミキ
サー速度においてこの温度に４５分間維持した。ミキサーを冷却した後、生成物を排出し
、１５０から７１０μｍで篩い分け、以下のように特徴づけた。
ＣＲＣ　３６．２ｇ／ｇ
ＳＦＣ　９×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ
ＡＵＨＬ　２５．７ｇ／ｇ
水分含有量　０．３質量％
【０５７７】
　実施例１２
　実施例８で製造した１ｋｇの吸水性ポリマー粒子を、加熱ジャケットを備えた実験用プ
ラウシェアミキサー（型式Ｍ５；Ｇｅｂｒｕｅｄｅｒ　Ｌｏｅｄｉｇｅ　Ｍａｓｃｈｉｎ
ｅｎｂａｕ　ＧｍｂＨ（Ｐａｄｅｒｂｏｒｎ、ドイツ）製）に入れた。３００ｒｐｍのミ
キサー速度において、３００ｇのＡｅｒｏｓｉｌ（登録商標）１３０（Ｅｖｏｎｉｋ　Ｄ
ｅｇｕｓｓａ　ＧｍｂＨ（Ｆｒａｎｋｆｕｒｔ　ａｍ　Ｍａｉｎ、ドイツ）のヒュームド
シリカ）を添加し、室温で３分間混合した。０．７５ｇのＮ－（２－ヒドロキシエチル）
－２－オキサゾリジノンと、０．７５ｇの１，３－プロパンジオールと、１０ｇのｉ－プ
ロパノールと、２０ｇの硫酸アルミニウム水溶液（２６．８質量％濃度）と、１０ｇの脱
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イオン水とをビーカーに混入することによって後架橋溶液を調製した。４５０ｒｐｍのミ
キサー速度において、室温で３分間にわたって後架橋剤溶液を噴霧ノズルによってポリマ
ー粉末に添加した。次いで、ミキサーを停止し、混合容器の壁に粘着した生成物を掻き取
り（バルクと再統合し）、混合を４５０ｒｐｍでさらに２分間継続した。次いで、ミキサ
ーのジャケットを加熱することによって生成物の温度を１８８℃まで上昇させた。生成物
を８０ｒｐｍのミキサー速度においてこの温度に６０分間維持した。ミキサーを冷却した
後、生成物を排出し、１５０から７１０μｍで篩い分け、以下のように特徴づけた。
ＣＲＣ　２５．５ｇ／ｇ
ＳＦＣ　１６０×１０-7ｃｍ3ｓ／ｇ
ＧＢＰ　１２０ダルシー
ＡＵＨＬ　２２．３ｇ／ｇ
水分含有量　０．２質量％
【０５７８】
　実施例１３
　加熱ジャケットを備えた実験用プラウシェアミキサー（型式Ｍ５；Ｇｅｂｒｕｅｄｅｒ
　Ｌｏｅｄｉｇｅ　Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｂａｕ　ＧｍｂＨ（Ｐａｄｅｒｂｏｒｎ、ドイツ
）製）において、実施例８で製造した８００ｇの吸水性ポリマー粒子を３２５ｒｐｍの速
度で混合しながら、０．８ｇのＤｅｎａｃｏｌ（登録商標）ＥＸ５１２（ポリグリセロー
ルポリグリシジルエーテル；ナガセケムテックス株式会社（大阪、日本）より入手）、６
ｇの１，２－プロパンジオールおよび１２ｇの水を含む溶液を滴加した。次いで、１６ｇ
の乳酸アルミニウム水溶液（２５質量％濃度）を滴加した。次いで、吸水性ポリマー粒子
と添加溶液を３２５ｒｐｍで６０秒間混合させた。
【０５７９】
　次いで、この混合物を、２００℃に予備加熱され、１５０ｒｐｍの速度で動作する第２
の実験用プラウシェアミキサーに移した。低温粉末の添加による温度降下後に、温度を１
６０℃に維持した。次いで、サンプルを様々な時間に採取した。ｔ＝０分は、粉末を添加
した後に第２のＬｏｅｄｉｇｅの温度が１６０℃に達した瞬間に対応する。次いで、サン
プルを標準の１５０および８５０ミクロン篩に通して、被覆処理に起因し得るあらゆる大
粒子または微粒子を除去した。性能結果を以下の表に整理する。
【０５８０】
【表７】

【０５８１】
　実施例１４
　加熱ジャケットを備えた実験用プラウシェアミキサー（型式Ｍ５；Ｇｅｂｒｕｅｄｅｒ
　Ｌｏｅｄｉｇｅ　Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｂａｕ　ＧｍｂＨ（Ｐａｄｅｒｂｏｒｎ、ドイツ
）製）において、実施例８で製造した８００ｇの吸水性ポリマー粒子を３２５ｒｐｍの速
度で混合しながら、０．８ｇのＤｅｎａｃｏｌ（登録商標）ＥＸ５１２（ポリグリセロー
ルポリグリシジルエーテル；ナガセケムテックス株式会社（大阪、日本）より入手）、６
ｇの１，２－プロパンジオールおよび１２ｇの水を含む溶液を滴加した。次いで、２０ｇ
の硫酸アルミニウム水溶液（２７．５質量％濃度）を滴加した。次いで、吸水性ポリマー
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粒子と添加溶液を３２５ｒｐｍで６０秒間混合させた。
【０５８２】
　次いで、この混合物を、２００℃に予備加熱され、１５０ｒｐｍの速度で動作する第２
の実験用プラウシェアミキサーに移した。低温粉末の添加による温度降下後に、温度を１
６０℃に維持した。次いで、サンプルを様々な時間に採取した。ｔ＝０分は、粉末を添加
した後に第２のＬｏｅｄｉｇｅの温度が１６０℃に達した瞬間に対応する。次いで、サン
プルを標準の１５０および８５０ミクロン篩に通して、被覆処理に起因し得るあらゆる大
粒子または微粒子を除去した。性能結果を以下の表に整理する。
【０５８３】
【表８】

【０５８４】
　実施例１５
　加熱ジャケットを備えた実験用プラウシェアミキサー（型式Ｍ５；Ｇｅｂｒｕｅｄｅｒ
　Ｌｏｅｄｉｇｅ　Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｂａｕ　ＧｍｂＨ（Ｐａｄｅｒｂｏｒｎ、ドイツ
）製）において、実施例９で製造した８００ｇの吸水性ポリマー粒子を３２５ｒｐｍの速
度で混合しながら、０．８ｇのＤｅｎａｃｏｌ（登録商標）ＥＸ５１２（ポリグリセロー
ルポリグリシジルエーテル；ナガセケムテックス株式会社（大阪、日本）より入手）、６
ｇの１，２－プロパンジオールおよび１２ｇの水を含む溶液を滴加した。次いで、吸水性
ポリマー粒子と添加溶液を３２５ｒｐｍで６０秒間混合させた。
【０５８５】
　次いで、この混合物を、２００℃に予備加熱され、１５０ｒｐｍの速度で動作する第２
の実験用プラウシェアミキサーに移した。低温粉末の添加による温度降下後に、温度を１
６０℃に維持した。次いで、サンプルを様々な時間に採取した。ｔ＝０分は、粉末を添加
した後に第２のＬｏｅｄｉｇｅの温度が１６０℃に達した瞬間に対応する。次いで、サン
プルを標準の１５０および８５０ミクロン篩に通して、被覆処理に起因し得るあらゆる大
粒子または微粒子を除去した。性能結果を以下の表に整理する。
【０５８６】

【表９】

【０５８７】
　基材ポリマーの被覆
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　実施例１６
　８００ｇの吸水性ポリマー粒子を室温で機械的プラウシェアミキサー（Ｐｆｌｕｇｓｃ
ｈａｒ（登録商標）Ｍｉｓｃｈｅｒ　Ｔｙｐ　Ｍ５；Ｇｅｂｒ．Ｌｏｅｄｉｇｅ　Ｍａｓ
ｃｈｉｎｅｎｂａｕ　ＧｍｂＨ（Ｐａｄｅｒｂｏｒｎ、ドイツ）に加えた。２００ｒｐｍ
の撹拌速度において、吸水性ポリマー粒子を４分以内で硫酸アルミニウムの２６．８質量
％水溶液で被覆した。吸水性ポリマー粒子に対する固体硫酸アルミニウムの質量％として
計算された硫酸アルミニウムの量を以下の表に示す。ミキサーの速度を被覆後に６０ｒｐ
ｍまで低下させ、これらの条件で生成物をさらに５分間混合した。生成物をミキサーから
除去した後、それを８５０μｍスクリーンで篩い分けて潜在的な凝集物を除去した。
【０５８８】
　得られた吸水性被覆ポリマー粒子を分析した。それらの結果が第１０表に要約されてい
る。
【０５８９】
【表１０】

【０５９０】
　実施例１７
　硫酸アルミニウム水溶液の代わりに２２．０質量％の乳酸アルミニウムコーティング水
溶液を用いたこと以外は実施例１６を繰り返した。吸水性ポリマー粒子に対する固体乳酸
アルミニウムの質量％として計算された、吸水性ポリマー粒子上に塗布した乳酸アルミニ
ウムの量を表１１に示す。
【０５９１】
　得られた吸水性被覆ポリマー粒子を分析した。それらの結果が第１１表に要約されてい
る。
【０５９２】

【表１１】

【０５９３】
　実施例１８
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　硫酸アルミニウム水溶液の代わりにリン酸カルシウムの３０質量％水性分散体（Ｔｒｉ
ｃａｌｃｉｕｍｐｈｏｓｐｈａｔ　Ｃ５３－８０；Ｃｈｅｍｉｓｃｈｅ　Ｆａｂｒｉｋ　
Ｂｕｄｅｎｈｅｉｍ　ＫＧ（Ｂｕｄｅｎｈｅｉｍ、ドイツ）を用いたこと以外は実施例１
６を繰り返した。吸水性ポリマー粒子に対する固体リン酸カルシウムの質量％として計算
された、吸水性ポリマー粒子上に塗布したリン酸カルシウムの水性分散体量を表１０に示
す。
【０５９４】
　得られた吸水性被覆ポリマー粒子を分析した。それらの結果が第１２表に要約されてい
る。
【０５９５】
【表１２】

【０５９６】
　実施例１９
　硫酸アルミニウム水溶液の代わりに（１５質量％水溶液として噴霧される）Ｌｕｔｅｎ
ｓｏｌ（登録商標）ＡＴ８０を用いたこと以外は実施例１６を繰り返した。吸水性ポリマ
ー粒子に対するＬｕｔｅｎｓｏｌ（登録商標）ＡＴ８０の質量％として計算された、ポリ
マー粒子上に塗布したＬｕｔｅｎｓｏｌ（登録商標）ＡＴ８０の量を表１１に示す。
【０５９７】
　得られた吸水性被覆ポリマー粒子を分析した。それらの結果が第１３表に要約されてい
る。
【０５９８】

【表１３】

【０５９９】
　実施例２０
　硫酸アルミニウム水溶液の代わりにシリカ分散体を用いたこと以外は実施例１６を繰り
返した。ポリマー粒子上に塗布したシリカ分散体の種類および固形分を第１４表に示す。
吸水性ポリマー粒子に対する固体シリカの質量％として計算されたシリカの量を第１４表
に示す。
【０６００】
　得られた吸水性被覆ポリマー粒子を分析した。それらの結果が第１５表に要約されてい
る。
【０６０１】
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【表１４】

【０６０２】
【表１５】

【０６０３】
　実施例２１
　１００ｇの吸水性ポリマー粒子をポリエチレンサンプルボトル（容積５００ｍｌ）に充
填し、無機固体材料を添加した。無機材料の種類を第１６表に示す。無機材料の量を第１
７表に示す。ボトルの内容物を、三次元シェーカー・ミキサー（タイプＴ２Ｃ；Ｗｉｌｌ
ｙ　Ａ．Ｂａｃｈｏｆｅｎ　ＡＧ　Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｆａｂｒｉｋ（Ｂａｓｅｌ、スイ
ス）を用いて１５分間激しく混合した。
【０６０４】
　得られた吸水性被覆ポリマー粒子を分析した。それらの結果が第１７表に要約されてい
る。
【０６０５】
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【表１６】

【０６０６】

【表１７】

【０６０７】
　実施例２２
　１００ｇの吸水性ポリマー粒子を、実施例１６または１７に従って金属塩水溶液で被覆
した。被覆後、生成物をポリエチレンサンプルボトル（容積５００ｍｌ）に充填し、無機
固体材料を添加した。無機材料の種類および量を第１８表に示す。ボトルの内容物を、三
次元シェーカー・ミキサー（タイプＴ２Ｆ；Ｗｉｌｌｙ　Ａ．Ｂａｃｈｏｆｅｎ　ＡＧ　
Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｆａｂｒｉｋ（Ｂａｓｅｌ、スイス））を用いて１５分間激しく混合
した。
【０６０８】
　得られた吸水性被覆ポリマー粒子を分析した。それらの結果が第１８表に要約されてい
る。
【０６０９】
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【表１８】

【０６１０】
　実施例２３
　１ｋｇの吸水性ポリマー粒子を円錐形流動床コーター（Ａｅｒｏｍａｔｉｃ　Ｖｅｒｆ
ａｈｒｅｎｓｔｅｃｈｎｉｓｃｈｅ　Ａｎｌａｇｅｎ　ＡＧ（Ｂｕｂｅｎｄｏｒｆ、スイ
ス））に充填し、予熱空気（４０℃）で流体化した。二相ノズルを用いて、ポリビニルア
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ミン溶液（Ｌｕｐａｍｉｎ（登録商標）９０９５およびＬｕｐａｍｉｎ（登録商標）４５
９５、ＢＡＳＦ　ＳＥ（Ｌｕｄｗｉｇｓｈａｆｅｎ、ドイツ））を６分間以内で下から吸
水性ポリマー粒子上に噴霧した。溶液の量を計算して、吸水性ポリマー粒子に基づいて０
．２５質量％とした。吸水性ポリマー粒子をコーターから除去し、８５０μｍ篩を通して
篩い分けて、形成された可能性のある凝集物を除去した。
【０６１１】
　得られた吸水性被覆ポリマー粒子を分析した。それらの結果が第１９表に要約されてい
る。
【０６１２】
【表１９】

【０６１３】
　実施例２４
　１００ｇの吸水性ポリマー粒子をポリエチレンサンプルボトル（容積５００ｍｌ）に充
填し、無機固体材料を添加した。無機材料の種類と量を第２０表に示す。また、ポリエチ
レングリコール（ＰＥＧ４００、分子量４００ｇ／モル）をダスティング防止剤としてボ
トルに添加した。ポリマー粒子に基づいてｐｐｍ（百万分率）単位で計算されたポリエチ
レングリコールの量を第１７表に示す。ボトルの内容物を、三次元シェーカー・ミキサー
（タイプＴ２Ｃ；Ｗｉｌｌｙ　Ａ．Ｂａｃｈｏｆｅｎ　ＡＧ　Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｆａｂ
ｒｉｋ（Ｂａｓｅｌ、スイス））を用いて１５分間激しく混合した。
【０６１４】
　得られた吸水性被覆ポリマー粒子を分析した。それらの結果が第２０表に要約されてい
る。
【０６１５】

【表２０】

【０６１６】
　実施例２５
　実施例８で製造した吸水性ポリマー粒子と、溶液重合で製造した吸水性ポリマー粒子（
Ｈｙｓｏｒｂ（登録商標）Ｍ７０５５；ＢＡＳＦ　ＳＥ（Ｌｕｄｗｉｇｓｈａｆｅｎ、ド
イツ））とを混合した。Ｈｙｓｏｒｂ（登録商標）Ｍ７０５５は、３１．６ｇ／ｇの遠心
保持能力（ＣＲＣ）、２３．３ｇ／ｇの高負荷下吸収度（ＡＵＨＬ）および１６×１０-7

ｃｍ3ｓ／ｇの生理食塩水通液性を有する。
【０６１７】
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　得られた吸水性ポリマー粒子混合物を分析した。それらの結果が第２１表に要約されて
いる。
【０６１８】
【表２１】

【符号の説明】
【０６１９】
　１　乾燥ガス導入管、　２　乾燥ガス量測定値、　３　ガス分配器、　４　液滴化装置
ユニット、　５　並行噴霧乾燥機、円筒部、　６　円錐体、　７　Ｔ＿出口測定値、　８
　塔排ガス管、　９　バグハウスフィルタ、　１０　通風装置、　１１　急冷ノズル、　
１２　コンデンサカラム、向流冷却、　１３　熱交換器、　１４　ポンプ、　１５　ポン
プ、　１６　水出口、　１７　通風装置、　１８　排ガス出口、　１９　窒素入口、　２
０　熱交換器、　２１　通風装置、　２２　熱交換器、　２３　ノズルによる水蒸気射出
、　２４　水負荷測定値、　２５　調和内部流動床ガス、　２６　内部流動床生成物温度
測定値、　２７　内部流動床、　２８　外部流動床への生成物排出、回転弁、　２９　外
部流動床、　３０　通風装置、　３１　バグハウスフィルタへの外部流動床排ガス出口、
　３２　回転弁、　３３　篩、　３４　最終生成物、　３５　濾過空気入口、　３６　通
風装置、　３７　熱交換器、　３８　ノズルによる水蒸気射出、　３９　水負荷測定値、
　４０　調和外部流動床ガス、　４１　固定ミキサー、　４２　固定ミキサー、　４３　
開始剤供給物、　４４　開始剤供給物、　４５　モノマー供給物、　４６　微粒子分の再
処理への出口、　４７　Ｔ＿出口測定値（塔周囲の３つの測定値の平均温度）、　４８　
液滴化装置ユニット、　４９　開始剤供給物予備混合モノマー、　５０　噴霧乾燥機塔壁
、　５１　液滴化装置ユニット外管、　５２　液滴化装置ユニット内管、　５３　液滴化
装置カセット、　５４　テフロンブロック、　５５　弁、　５６　開始剤供給物予備混合
モノマー導入管コネクタ、　５７　液滴プレート、　５８　計数プレート、　５９　温度
制御水用流路、　６０　モノマー溶液用死容積自由流路、　６１　液滴化カセットステン
レス鋼ブロック、　６２　外部熱後処理、　６３　任意の被覆剤供給物、　６４　後架橋
剤供給物、　６５　熱乾燥機（後架橋）、　６６　冷却器、　６７　任意の被覆剤／水供
給物、　６８　コーター、　６９　被覆剤／水供給物
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