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(57)【要約】
【課題】　水性媒体に安定的に分散可能な吸水性樹脂の微細ゲル粒子、ならびにそれによ
り得られるコーティング膜および積層体を提供する。
【解決手段】　膨潤度が８０～１００％の吸水性樹脂のゲルを粉砕することにより得られ
る、中位粒子径が０．０１～５μｍの吸水性樹脂の微細ゲル粒子、ならびにそれにより得
られるコーティング膜および積層体。
　本発明の吸水性樹脂の微細ゲル粒子は、吸水性樹脂粒子が膨潤した状態として中位粒子
径が０．０１～５μｍと小さく、インクジェットプリンター用記録媒体、防曇塗料、汚れ
防止機能を有する塗料、結露防止壁紙用処理剤、農業用ビニルフィルムの表面処理剤、メ
ディカル用薬液吸収体、帯電防止剤、合成皮革、人工皮革、繊維コーティング用透湿防水
素材、陶器用粘着剤等に、親水性コーティング膜形成材料として好適に用いられる。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　膨潤度が８０～１００％の吸水性樹脂のゲルを粉砕することにより得られる、中位粒子
径が０．０１～５μｍの吸水性樹脂の微細ゲル粒子。
　膨潤度：吸水性樹脂のゲルに含まれる吸水性樹脂単位質量あたりの水（ｇ／ｇ）の、吸
水性樹脂のイオン交換水に対する吸水能（ｇ／ｇ）に対する割合。
　　［膨潤度（％）］＝［ゲルに含まれる水（ｇ）／吸水性樹脂（ｇ）］
　　　　　　　　　　　÷吸水能（ｇ／ｇ）×１００
【請求項２】
　吸水性樹脂のイオン交換水に対する吸水能が、１～１５００ｇ／ｇである請求項１に記
載の吸水性樹脂の微細ゲル粒子。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の吸水性樹脂の微細ゲル粒子をコーティングしてなるコーティ
ング膜。
【請求項４】
　基材上に、請求項１または２に記載の吸水性樹脂の微細ゲル粒子がコーティングされて
いることを特徴とする積層体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吸水性樹脂の微細ゲル粒子、ならびにそれにより得られるコーティング膜お
よび積層体に関する。さらに詳しくは、インクジェットプリンター用記録媒体、防曇塗料
、汚れ防止機能を有する塗料、結露防止壁紙用処理剤、農業用ビニルフィルムの表面処理
剤、メディカル用薬液吸収体、帯電防止剤、合成皮革、人工皮革、繊維コーティング用透
湿防水素材、陶器用粘着剤等に、親水性コーティング膜形成材料として好適に用いられる
吸水性樹脂の微細ゲル粒子、ならびにそれにより得られるコーティング膜および積層体に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、吸水性樹脂は、紙おむつ、生理用ナプキン等の衛生材料、ケーブル用止水材
等の工業材料、土壌改質剤、結露防止剤、固化剤等の土木建築材料等に幅広く用いられて
いる。
【０００３】
　近年、様々な基材に対して、くもり防止、汚れ防止、結露防止、帯電防止、透水防止、
吸湿防止等の性能を付与するために、吸水性樹脂を溶媒に分散させたコーティング剤が検
討されている。また、環境、安全性の観点から、水および／または親水性有機溶媒を用い
たコーティング剤が特に望まれている。
【０００４】
　このようなコーティング剤に用いられる吸水性樹脂は、微細なものが好適に用いられる
。微細な吸水性樹脂を得るには、吸水性樹脂を製造後、粉砕する方法が挙げられるが、多
大な労力、時間を要し、経済的にも不利である。そこで、直接微細な吸水性樹脂を得る方
法が提案されているが（特許文献１参照）、微細粉化した吸水性樹脂は、粉立ち、帯電等
の安全面、ハンドリング面において問題がある。一方、上記の問題を解決するために、吸
水性樹脂の製造時から水系の溶媒を用いて、直接、水系の吸水性樹脂分散液を得る方法が
提案されている（特許文献２参照）。しかしながら、この方法では使用できるモノマーが
限定されるため、様々な機能を付与した吸水性樹脂を有する分散液を製造することは難し
い。
【０００５】
　さらに、吸水性樹脂を膨潤させた状態で粉砕する方法として、吸水ポリマーを水中で膨
潤した状態で粉砕する方法（特許文献３参照）、吸水性ゲルを水性溶媒により膨潤させて
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、機械的に粉砕させる方法（特許文献４参照）等が提案されている。しかしながら、これ
らの方法では粉砕時の吸水性樹脂の膨潤度が低く粉砕が不十分となり、微細な粒子径の吸
水性ゲル粒子が得られない。
【０００６】
　このため、水性媒体に安定的に分散可能な、吸水性樹脂の微細ゲル粒子が望まれている
。
【０００７】
【特許文献１】特開平０５－１７８９２４号公報
【特許文献２】特開平１１－２２８８０８号公報
【特許文献３】特開平０６－２０７１０７号公報
【特許文献４】特開平１０－２７９６９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、水性媒体に安定的に分散可能な吸水性樹脂の微細ゲル粒子、ならびに
それにより得られるコーティング膜および積層体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　すなわち本発明は、膨潤度が８０～１００％の吸水性樹脂のゲルを粉砕することにより
得られる、中位粒子径が０．０１～５μｍの吸水性樹脂の微細ゲル粒子、ならびにそれに
より得られるコーティング膜および積層体に関する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、吸水性樹脂を水により特定の膨潤度に膨潤させた状態で粉砕するので
、吸水性樹脂の微細粉化に、多大な労力や時間を要せず、粉立ち、帯電等の安全面、ハン
ドリング面における問題もなく、水性分散液に安定的に分散可能な、吸水性樹脂の微細ゲ
ル粒子が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明の中位粒子径が０．０１～５μｍの吸水性樹脂の微細ゲル粒子は、膨潤度が８０
～１００％の吸水性樹脂のゲルを粉砕することにより得られる。
【００１２】
　吸水性樹脂としては、特に限定されず、例えば、澱粉－アクリロニトリルグラフト共重
合体の加水分解物、澱粉－アクリル酸グラフト重合体の中和物、酢酸ビニル－アクリル酸
エステル共重合体のケン化物、アクリル酸塩－ビニルアルコール共重合体およびその架橋
物、無水マレイン酸グラフトポリビニルアルコール架橋物、架橋イソブチレン－無水マレ
イン酸共重合体、カルボキシメチルセルロースのアルカリ塩架橋物、α－ヒドロキシアク
リル酸重合体の架橋物、ポリアクリル酸部分中和物、変性ポリアルキレンオキサイド、ア
ミノ基含有エチレン性不飽和単量体重合物、スルホン酸基含有エチレン性不飽和単量体重
合物等が挙げられる。
【００１３】
　前記吸水性樹脂は、市販のものを用いることもでき、例えば、ポリアクリル酸部分中和
物（住友精化株式会社の商品名「アクアキープＳＡ６０、１０ＳＨ－Ｐ」）；ノニオン型
ポリアルキレンオキサイド系樹脂（住友精化株式会社の商品名「アクアコークＴＷＢ－Ｐ
」）；アクリル酸塩－ビニルアルコール共重合体（住友精化株式会社製）等が挙げられる
。これらは、単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
【００１４】
　前記吸水性樹脂のイオン交換水に対する吸水能は、１～１５００ｇ／ｇが好ましく、１
～１０００ｇ／ｇであることがより好ましい。吸水性樹脂のイオン交換水に対する吸水能
が１ｇ／ｇ未満の場合、得られる吸水性樹脂粒子の水性分散液を用いてコーティング膜を
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形成したときに、充分な吸水能力が得られないおそれがある。また、吸水性樹脂のイオン
交換水に対する吸水能が１５００ｇ／ｇを超える場合、使用できなくはないが、工業的に
製造されていないため実用的ではない。なお、本発明においてイオン交換水に対する吸水
能とは、後述の測定方法により求められた値である。
【００１５】
　本発明においては、吸水性樹脂を水により膨潤させ、膨潤度が８０～１００％、好まし
くは８３～１００％となるように、膨潤状態の吸水性樹脂のゲルを調製する。膨潤度が８
０％未満の場合、吸水性樹脂が十分に膨潤できていないために粉砕不良となり、得られる
吸水性樹脂のゲル粒子の中位粒子径が大きくなったり、不均一となる。
【００１６】
　本発明において、膨潤度とは、吸水性樹脂のゲルに含まれる吸水性樹脂単位質量あたり
の水（ｇ／ｇ）の、後述の測定方法により求められた吸水性樹脂のイオン交換水に対する
吸水能（ｇ／ｇ）に対する割合を意味する。詳しくは、次式により求められる。
　　［膨潤度（％）］＝［ゲルに含まれる水（ｇ）／吸水性樹脂（ｇ）］
　　　　　　　　　　　÷吸水能（ｇ／ｇ）×１００
【００１７】
　なお、吸水性樹脂のゲルに含みきれない遊離水が存在する（吸水能以上の水が存在する
）状態も、膨潤度１００％である。
【００１８】
　吸水性樹脂を膨潤させる水としては、上水、工業用水、イオン交換水および蒸留水等の
水が挙げられる。
【００１９】
　膨潤度が８０～１００％の吸水性樹脂のゲルを粉砕する手段としては、水で膨潤させた
吸水性樹脂に対して、強い剪断エネルギーを与えることが可能なものであれば特に限定さ
れず、例えば、高速回転遠心放射型攪拌機、高速回転剪断型攪拌機、コロイドミル、メデ
ィア式分散機、高圧噴射式乳化分散機、超音波乳化分散機等の一般的な乳化機または粉砕
機が挙げられる。これらの中でも、微小な粒子を得る手段として特に強い剪断エネルギー
を与えることが可能な、フィルミックス（プライミクス株式会社製）、クレアミックス（
エム・テックニック株式会社製）等の高速回転剪断型攪拌機；コロイドミル；ホモジナイ
ザー（ニロ・ソアビ社製）、スターバースト（株式会社スギノマシン製）等の高圧噴射式
乳化分散機が好適に用いられる。
【００２０】
　粉砕する際の条件としては、使用する機械、機種、および、処理を行う膨潤した吸水性
樹脂のゲルの状態により異なるため、一概には言えないが、例えば、高速回転剪断型攪拌
機であれば、回転数：１２０００～２２０００ｒ／ｍｉｎ、処理時間：５～６０分間；高
圧噴射式乳化分散機であれば、加圧条件：５０～２４５ＭＰａ、処理数：１～１０ｐａｓ
ｓ等が挙げられる。
【００２１】
　また、１度の粉砕で所望の中位粒子径を有する吸水性樹脂の微細ゲル粒子が得られない
際は、２度以上の粉砕工程を経て、所望の中位粒子径を有する吸水性樹脂の微細ゲル粒子
を得ることもできる。
【００２２】
　粉砕の際、粉砕効率を向上させる観点から、水に可溶な親水性有機溶媒を添加すること
ができる。親水性有機溶媒としては、メタノール、エタノール、およびイソプロパノール
等のアルコール類；アセトン、エチルメチルケトンおよびイソブチルメチルケトン等のケ
トン類；酢酸エチル、酢酸プロピル、および酢酸ブチル等のエステル類等が挙げられる。
これら親水性有機溶媒は、単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
【００２３】
　本発明の吸水性樹脂の微細ゲル粒子には、吸水性樹脂の物性を損なわない範囲、かつ粉
砕中および粉砕後の吸水性樹脂の微細ゲル粒子を水性媒体に安定的に分散させる目的で、
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アニオン性界面活性剤、ノニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤等の界面活性剤を
添加してもよい。
【００２４】
　本発明の吸水性樹脂の微細ゲル粒子には、目的に応じて、成膜助剤、ｐＨ調製剤、増粘
剤、防腐剤、防カビ剤、防藻剤、防蟻剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、消泡剤、可塑剤等
の添加剤を添加してもよい。
【００２５】
　前記界面活性剤および各種添加剤は、その使用する目的に応じて、粉砕前～粉砕後の任
意の工程において添加が可能である。
【００２６】
　本発明の吸水性樹脂の微細ゲル粒子は、別途、水や親水性有機溶媒を添加する方法、粉
砕の際に吸水性樹脂を膨潤させるために用いて過剰となった水や親水性有機溶媒をろ過や
留去（減圧留去を含む）等を行う方法により、所望の吸水性樹脂濃度に調整された吸水性
樹脂の微細ゲル粒子の水性分散液とすることもできる。
【００２７】
　本発明の吸水性樹脂の微細ゲル粒子の中位粒子径は、０．０１～５μｍ、好ましくは０
．０５～５μｍである。中位粒子径が０．０１μｍ未満の場合、コーティング膜にした際
に、膜強度が低くなりすぎて、破壊されやすくなる傾向がある。また、中位粒子径が５μ
ｍを超える場合、コーティング膜を形成したときに、不均一な皮膜を形成したり、ピンホ
ールが発生しやすくなる傾向がある。なお、中位粒子径は、後述する測定方法によって測
定したときの値である。
【００２８】
　本発明において、膨潤度が８０～１００％の吸水性樹脂のゲルを粉砕することにより、
中位粒子径が０．０１～５μｍの吸水性樹脂の微細ゲル粒子が得られる理由は定かではな
いが、膨潤度が８０～１００％であれば、粉砕の際に吸水性樹脂からはきだされた水や遊
離水が、吸水性樹脂のゲルのまわりに存在し、粉砕時に吸水性樹脂が流動性を有する柔ら
かいゲル状態を保てるため、非常に微細な状態まで粉砕できると推察できる。
【００２９】
　本発明においては、得られた吸水性樹脂の微細ゲル粒子を用い、例えば、基材上に塗布
、乾燥することにより、基材上に吸水能を有する樹脂コーティング膜を形成することがで
き、さらにそのコーティング膜を有する積層体を提供することができる。
【００３０】
　吸水性樹脂の微細ゲル粒子を基材上に塗布する方法としては、特に限定されず、キャス
ティングヘッド法、ロールコート法、エアナイフコート法、グラビアロールコート法、ド
クターロールコート法、ドクターナイフコート法、カーテンフローコート法、スプレー法
、浸漬法、刷毛塗り法等の公知の塗布方法を採用することができる。
【００３１】
　前記方法により吸水性樹脂の微細ゲル粒子が塗布された基材を乾燥する方法としては、
例えば、自然乾燥法、赤外線照射法、熱風乾燥法等が挙げられる。
【００３２】
　また、本発明の吸水性樹脂の微細ゲル粒子は、スプレードライ等の方法により乾燥させ
ることにより、均一な粒子径を有する微細粉化された吸水性樹脂を得ることも可能である
。
【００３３】
　以下、実施例、比較例および参考例により本発明を詳細に説明するが、本発明はこれら
実施例に限定されるものではない。
【００３４】
　なお、実施例１～３、比較例１～２、および参考例１において、用いた吸水性樹脂のイ
オン交換水に対する吸水能、得られた吸水性樹脂の微細ゲル粒子の中位粒子径は、以下の
手順により測定した。
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【００３５】
（１）吸水性樹脂のイオン交換水に対する吸水能
　１０００ｇのイオン交換水を入れた１Ｌ容のビーカーに、吸水性樹脂０．５ｇを攪拌下
で添加し、ママコが発生していないのを確認した後、３０分間攪拌し続けた。その後、あ
らかじめ質量（Ｗａ（ｇ））を測定しておいた直径２０ｃｍの目開き３８μｍのＪＩＳ標
準篩を用いて濾過し、篩を水平方向に対して３０度傾けた状態で、３０分間放置した。篩
に付着している余分な水分をふき取った後、篩の質量（Ｗｂ（ｇ））を測定し、次式によ
り吸水能を算出した。
　　吸水能（ｇ／ｇ）＝［Ｗｂ－Ｗａ－０．５］（ｇ）÷０．５（ｇ）
【００３６】
（２）中位粒子径
　実施例１により得られた吸水性樹脂の微細ゲル粒子は、動的光散乱式粒子径測定装置（
マルバーン社製、ゼータサイザーナノ）を用いて中位粒子径を測定した。また、実施例２
，３により得られた吸水性樹脂の微細ゲル粒子、ならびに比較例２および参考例により得
られた吸水性樹脂のゲル粒子は、レーザー回折式粒度分布測定装置（株式会社島津製作所
製、ＳＡＬＤ－２０００）を用いて中位粒子径を測定した。
【００３７】
［実施例１］
　２Ｌ容のビーカーに水９００ｇをとり、吸水性樹脂としてノニオン型ポリアルキレンオ
キサイド系樹脂（住友精化株式会社の商品名「アクアコークＴＷＢ－Ｐ」、乾燥時中位粒
子径５０μｍ、吸水能３０ｇ／ｇ）３０ｇを添加し、１０分間攪拌混合することにより、
吸水性樹脂の膨潤ゲルを調製した（膨潤度１００％）。
【００３８】
　吸水性樹脂の膨潤ゲルを、高圧ホモジナイザー（ニロ・ソアビ社の商品名「ＰＡＮＤＡ
」、２Ｋ型）を用いて、１５０ＭＰａ／１０ｐａｓｓの条件で粉砕処理し、吸水性樹脂の
微細ゲル粒子を得た。なお、得られた吸水性樹脂の微細ゲル粒子の中位粒子径は０．０７
μｍであった。
【００３９】
［実施例２］
　２Ｌ容のビーカーに水１０４０ｇをとり、吸水性樹脂としてアクリル酸塩－ビニルアル
コール共重合体（住友精化株式会社製、乾燥時中位粒子径２００μｍ、吸水能３７０ｇ／
ｇ）２ｇを添加し、１０分間攪拌混合することにより、吸水性樹脂の膨潤ゲルを調製した
（膨潤度１００％、遊離水あり）。
【００４０】
　吸水性樹脂の膨潤ゲル（遊離水込み）を、クレアミックス（エム・テクニック株式会社
の商品名「ＣＬＭ－０．８型」）を用いて、１５０００ｒ／ｍｉｎ、５分間の条件で粉砕
処理し、吸水性樹脂のゲル粒子を得た。なお、得られた吸水性樹脂のゲル粒子の中位粒子
径は１１０μｍであった。
【００４１】
　得られた吸水性樹脂のゲル粒子を、さらに高圧ホモジナイザー（ニロ・ソアビ社の商品
名「ＰＡＮＤＡ」、２Ｋ型）を用いて、１５０ＭＰａ／１０ｐａｓｓの条件で更に粉砕処
理し、吸水性樹脂の微細ゲル粒子を得た。なお、得られた吸水性樹脂の微細ゲル粒子の中
位粒子径は４．５μｍであった。
【００４２】
［実施例３］
　２Ｌ容のビーカーに水１０２０ｇをとり、吸水性樹脂としてアクリル酸塩－ビニルアル
コール共重合体（住友精化株式会社製、乾燥時中位粒子径５０μｍ、吸水能６００ｇ／ｇ
）２ｇを添加し、１０分間攪拌混合することにより、吸水性樹脂の膨潤ゲルを調製した（
膨潤度８５％）。
【００４３】
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　吸水性樹脂の膨潤ゲルを、高圧ホモジナイザー（ニロ・ソアビ社の商品名「ＰＡＮＤＡ
」、２Ｋ型）を用いて、１５０ＭＰａ／１０ｐａｓｓの条件で粉砕処理し、吸水性樹脂の
微細ゲル粒子を得た。なお、得られた吸水性樹脂の微細ゲル粒子の中位粒子径は２μｍで
あった。
【００４４】
［比較例１］
　２Ｌ容のビーカーに水９００ｇをとりに、吸水性樹脂としてノニオン型ポリアルキレン
オキサイド系樹脂（住友精化株式会社の商品名「アクアコークＴＷＢ－Ｐ」、乾燥時中位
粒子径５０μｍ、吸水能３０ｇ／ｇ）６０ｇを添加し、１０分間攪拌混合することにより
、吸水性樹脂の膨潤ゲルを調製した（膨潤度５０％）。
【００４５】
　吸水性樹脂の膨潤ゲルを、高圧ホモジナイザー（ニロ・ソアビ社の商品名「ＰＡＮＤＡ
」、２Ｋ型）を用いて、１５０ＭＰａ／１０ｐａｓｓの条件で粉砕処理を行ったが、粉砕
できなかった。
【００４６】
　また、吸水性樹脂の膨潤ゲルを、クレアミックス（エム・テクニック株式会社の商品名
「ＣＬＭ－０．８型」）を用いて、１５０００ｒ／ｍｉｎ、５分間の条件で粉砕処理を行
ったが、粉砕できなかった。
【００４７】
［比較例２］
　２Ｌ容のビーカーに水１０９５ｇをとり、吸水性樹脂としてアクリル酸塩－ビニルアル
コール共重合体（住友精化株式会社製、乾燥時中位粒子径２００μｍ、吸水能３７０ｇ／
ｇ）４ｇを添加し、１０分間攪拌混合することにより、吸水性樹脂の膨潤ゲルを調製した
（膨潤度７４％）。
【００４８】
　吸水性樹脂の膨潤ゲルを、クレアミックス（エム・テクニック株式会社の商品名「ＣＬ
Ｍ－０．８型」）を用いて、２００００ｒ／ｍｉｎ、６０分間の条件で粉砕処理し、吸水
性樹脂のゲル粒子を得た。なお、得られた吸水性樹脂のゲル粒子の中位粒子径は２０μｍ
であった。
【００４９】
［参考例１］
　２Ｌ容のビーカーに水９００ｇをとり、吸水性樹脂としてアクリル酸塩－ビニルアルコ
ール共重合体（住友精化株式会社製、乾燥時中位粒子径５０μｍ、吸水能６００ｇ／ｇ）
１ｇを添加し、１０分間攪拌混合することにより、吸水性樹脂のゲル粒子を得た。なお、
得られた吸水性樹脂のゲル粒子の中位粒子径は４６０μｍであった。
【００５０】
　以下、実施例４～６、比較例３および参考例２において、前記実施例１～３で得られた
吸水性樹脂の微細ゲル粒子、ならびに比較例２および参考例１で得られた吸水性樹脂のゲ
ル粒子を用いて、コーティング膜を形成し、外観、膜厚、吸水能を以下の手順で測定した
。
【００５１】
（３）外観
　コーティング膜の表面の外観（ひび割れ等）を、目視で観察した。
【００５２】
（４）膜厚
　コーティング膜の膜厚は、分光法を用いた膜厚計（スペクトラコープ社製）を用いて測
定した。
【００５３】
（５）コーティング膜のイオン交換水に対する吸水能
　吸水性樹脂の微細ゲル粒子をコーティングしたガラス板（Ｗｄ（ｇ））を、イオン交換
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余分な水分をふき取った後、吸水後のガラス板の質量（Ｗｅ（ｇ））を測定し、次式によ
り吸水能を算出した。ただし、Ｗｃ（ｇ）は、コーティング前のガラス板の質量である。
　　吸水能（ｇ／ｇ）＝［Ｗｅ－Ｗｄ］（ｇ）÷［Ｗｄ－Ｗｃ］（ｇ）
【００５４】
［実施例４］
　ガラス板（３５×１００ｍｍ、厚さ２ｍｍ）の片面に、実施例１で得られた吸水性樹脂
の微細ゲル粒子を、バーコーター（Ｎｏ．８０）を用いて塗工し、１２０℃で５分間乾燥
し、吸水性樹脂コーティング膜を形成した。得られたコーティング膜は、均質でひび割れ
は無く、膜厚は６μｍ、吸水能は２５ｇ／ｇであった。
【００５５】
［実施例５］
　ガラス板（３５×１００ｍｍ、厚さ２ｍｍ）の片面に、実施例２で得られた吸水性樹脂
の微細ゲル粒子を、バーコーター（Ｎｏ．８０）を用いて塗工し、１２０℃で５分間乾燥
し、吸水性樹脂コーティング膜を形成した。得られたコーティング膜は、均質でひび割れ
は無く、膜厚は０．５μｍ、吸水能は３００ｇ／ｇであった。
【００５６】
［実施例６］
　ガラス板（３５×１００ｍｍ、厚さ２ｍｍ）の片面に、実施例３で得られた吸水性樹脂
の微細ゲル粒子を、バーコーター（Ｎｏ．８０）を用いて塗工し、１２０℃で５分間乾燥
し、吸水性樹脂コーティング膜を形成した。得られたコーティング膜は、均質でひび割れ
は無く、膜厚は０．４５μｍ、吸水能は５００ｇ／ｇであった。
【００５７】
［比較例３］
　ガラス板（３５×１００ｍｍ、厚さ２ｍｍ）の片面に、比較例２で得られた吸水性樹脂
のゲル粒子を、バーコーター（Ｎｏ．８０）を用いて塗工し、１２０℃で５分間乾燥し、
吸水性樹脂コーティング膜を形成した。得られたコーティング膜は、不均一に乾燥粒子が
分散し、ピンホールが発生した。
【００５８】
［参考例２］
　ガラス板（３５×１００ｍｍ、厚さ２ｍｍ）の片面に、参考例１で得られた吸水性樹脂
のゲル粒子を、刷毛を用いて塗工し、１２０℃で５分間乾燥したが、成膜せずに不均一に
乾燥粒子が分散し、付着していた。
【００５９】
　実施例１～３で得られた吸水性樹脂の微細ゲル粒子は、均質でひび割れが無く、良好な
膜厚および吸水能を有するコーティングを付与できることがわかった。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本発明の吸水性樹脂の微細ゲル粒子は、吸水性樹脂粒子が膨潤した状態として中位粒子
径が０．０１～５μｍと小さく、インクジェットプリンター用記録媒体、防曇塗料、汚れ
防止機能を有する塗料、結露防止壁紙用処理剤、農業用ビニルフィルムの表面処理剤、メ
ディカル用薬液吸収体、帯電防止剤、合成皮革、人工皮革、繊維コーティング用透湿防水
素材、陶器用粘着剤等に、親水性コーティング膜形成材料として好適に用いられる。
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