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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）高吸収性ポリマーを基準として５５～９９．９質量％の、重合可能な不飽和酸基含
有モノマー、及び
　ｂ）前記重合可能な不飽和酸基含有モノマーを基準として０．００１～５質量％の内部
架橋剤
を含む高吸収性ポリマーを含む高吸収性ポリマー組成物であって、
前記高吸収性ポリマーは２５％を超える中和度を有し、成分ａ）及びｂ）は、重合されて
おり、かつ下記表面添加剤：
　　　ｉ）乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として０．００１～５質量％の表面架橋剤
、
　　ｉｉ）乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として０．０１～１０質量％の、ポリエチ
レングリコール、テトラエチレングリコールジメチルエーテル、一価の金属塩、又はこれ
らの混合物から選択される浸透改質剤、
　ｉｉｉ）乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として０～５質量％の多価金属塩、
　　ｉｖ）乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として０～２質量％の界面活性剤、
　　　ｖ）乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として０．０１～５質量％の不溶性の無機
粉末、及び
　　ｖｉ）乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として０．０１～０．０６２５質量％の熱
可塑性ポリマー
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をさらに含む高吸収性ポリマー粒子の状態に調製されて、表面処理された高吸収性ポリマ
ー粒子を形成しており、前記熱可塑性ポリマーは、前記高吸収性ポリマー粒子上に適用さ
れた表面添加剤であり、前記表面処理された高吸収性ポリマー粒子は、熱処理されており
、前記浸透改質剤は、熱処理後に加えられてよく、前記表面処理された高吸収性ポリマー
粒子は、１５０～８５０μｍの範囲の寸法を有しており、そして前記高吸収性ポリマー組
成物は、遠心分離保持容量試験により測定したときに少なくとも２３ｇ／ｇの遠心分離保
持容量、自由膨張ゲルベッド浸透性試験により測定したときに少なくとも１００Ｄａｒｃ
ｙの自由膨張ゲルベッド浸透性、及びオーブンシェイクアウト法により測定したときに２
０％未満の高吸収性組成物シェイクアウトを示すことを特徴とする、高吸収性ポリマー組
成物。
【請求項２】
　乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として０．１～５質量％の多価金属塩を含む請求項
１に記載の高吸収性ポリマー組成物。
【請求項３】
　熱可塑性ポリマーが、ポリオレフィン、ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、
線状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、エチレンアクリル酸コポリマー（ＥＡＡ）、ス
チレンコポリマー、エチレンメタクリル酸アルキルコポリマー（ＥＭＡ）、ポリプロピレ
ン（ＰＰ）、マレイン酸変性ポリプロピレン（ＭＰＰ）、エチレン酢酸ビニルコポリマー
（ＥＶＡ）、ポリアミド、ポリエステル、並びにこれらの混合物及びコポリマーからなる
群から選択される請求項１に記載の高吸収性ポリマー組成物。
【請求項４】
　高吸収性ポリマー粒子がカチオン性ポリマーで被覆されている請求項１に記載の高吸収
性ポリマー組成物。
【請求項５】
　カチオン性ポリマーがポリビニルアミンである請求項４に記載の高吸収性ポリマー組成
物。
【請求項６】
　負荷ゲルベッド浸透性試験により測定したときに少なくとも４Ｄａｒｃｙの負荷ゲルベ
ッド浸透性を有する請求項１に記載の高吸収性ポリマー組成物。
【請求項７】
　熱可塑性ポリマーがマレイン酸変性ポリプロピレンである請求項１に記載の高吸収性ポ
リマー組成物。
【請求項８】
　熱可塑性ポリマーが、マレイン酸変性ポリプロピレン及びエチレンアクリル酸コポリマ
ーの混合物である請求項１に記載の高吸収性ポリマー組成物。
【請求項９】
　ａ）高吸収性ポリマーを基準として５５～９９．９質量％の、重合可能な不飽和酸基含
有モノマー、及び
　ｂ）前記重合可能な不飽和酸基含有モノマーを基準として０．００１～５質量％の内部
架橋剤
を含む高吸収性ポリマーを含む高吸収性ポリマー組成物であって、
前記高吸収性ポリマーは２５％を超える中和度を有し、成分ａ）及びｂ）は、重合されて
おり、かつ下記表面添加剤：
　　　ｉ）乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として０．００１～５質量％の表面架橋剤
、
　　ｉｉ）乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として０．０１～１０質量％の、ポリエチ
レングリコール、テトラエチレングリコールジメチルエーテル、一価の金属塩、又はこれ
らの混合物から選択される浸透改質剤、
　ｉｉｉ）乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として０～５質量％の多価金属塩、
　　ｉｖ）乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として０～２質量％の界面活性剤、
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　　　ｖ）乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として０．０１～５質量％の不溶性の無機
粉末、及び
　　ｖｉ）乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として０．０１～０．０６２５質量％の熱
可塑性ポリマー
をさらに含む高吸収性ポリマー粒子の状態に調製されて、表面処理された高吸収性ポリマ
ー粒子を形成しており、前記熱可塑性ポリマーは、熱可塑性ポリマーにより処理された高
吸収性ポリマー粒子を形成するために前記高吸収性ポリマー粒子上に適用された表面添加
剤であり、前記表面処理された高吸収性ポリマー粒子は、熱処理されており、前記浸透改
質剤は、熱処理後に加えられてよく、前記表面処理された高吸収性ポリマー粒子は、１５
０～８５０μｍの範囲の寸法を有しており、前記表面処理された高吸収性ポリマー粒子は
、乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として０．１～５質量％の、ポリ（ビニルアミン）
、ポリ（アリルアミン）、ポリ（エチレンイミン）、ポリ（アミノプロパノールビニルエ
ーテル）、部分的に脱アセチル化したキチン、キトサン、ポリアスパラギン、ポリリシン
、ポリグルタミン、ポリアルギニン、及びこれらの塩、並びにポリ（塩化アクリルアミド
プロピルトリメチルアンモニウム）、及びポリ（塩化ジアリルジメチルアンモニウム）か
ら成る群から選択されたカチオン性ポリマーから成るコーティングをさらに含み、そして
前記高吸収性ポリマー組成物は、オーブンシェイクアウト法による２０％未満の高吸収性
組成物シェイクアウトを有する、高吸収性ポリマー組成物。
【請求項１０】
　少なくとも１００Ｄａｒｃｙの自由膨張ゲルベッド浸透性を有する請求項９に記載の高
吸収性ポリマー組成物。
【請求項１１】
　少なくとも４Ｄａｒｃｙの負荷ゲルベッド浸透性を有する請求項９に記載の高吸収性ポ
リマー組成物。
【請求項１２】
　少なくとも２３ｇ／ｇの遠心分離保持容量を有する請求項９に記載の高吸収性ポリマー
組成物。
【請求項１３】
　熱可塑性ポリマーがマレイン酸変性ポリプロピレンである請求項９に記載の高吸収性ポ
リマー組成物。
【請求項１４】
　熱可塑性ポリマーがマレイン酸変性ポリプロピレン及びエチレンアクリル酸コポリマー
の混合物である請求項９に記載の高吸収性ポリマー組成物。
【請求項１５】
　ａ）高吸収性ポリマーを基準として５５～９９．９質量％の重合可能な不飽和酸基含有
モノマー、及び前記重合可能な不飽和酸基含有モノマーを基準として０．００１～５質量
％の内部架橋剤を重合する方法により、２５％を超える中和度を有する高吸収性ポリマー
を調製する工程、
　ｂ）前記高吸収性ポリマーから高吸収性ポリマー粒子を調製する工程、
　ｃ）　ｉ）乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として０．００１～５質量％の表面架橋
剤、
　　　ｉｉ）乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として０．０１～１０質量％の、ポリエ
チレングリコール、テトラエチレングリコールジメチルエーテル、一価の金属塩、又はこ
れらの混合物から選択される浸透改質剤、
　　ｉｉｉ）乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として０～５質量％の多価金属塩、
　　　ｉｖ）乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として０～２質量％の界面活性剤、
　　　　ｖ）乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として０．０１～５質量％の不溶性の無
機粉末、及び
　　　　ｖｉ）粒子表面上に適用される、乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として０．
０１～０．０６２５質量％の熱可塑性ポリマー
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を含む表面添加剤で前記高吸収性ポリマー粒子を処理する工程、及び
　ｄ）被覆された高吸収性ポリマー粒子を熱処理する工程、
を含む高吸収性ポリマー組成物の製造方法であって、
前記浸透改質剤は、前記工程ｄ）の熱処理後に加えられてよく、そして高吸収性ポリマー
組成物が、遠心分離保持容量試験により測定したときに少なくとも２３ｇ／ｇの遠心分離
保持容量、自由膨張ゲルベッド浸透性試験により測定したときに少なくとも１００Ｄａｒ
ｃｙの自由膨張ゲルベッド浸透性、及びオーブンシェイクアウト法により測定したときに
２０％未満の高吸収性組成物シェイクアウトの特性を有することを特徴とする、製造方法
。
【請求項１６】
　工程ａ）において、酸基の少なくとも５０質量％がカルボキシル基を含み、酸基が少な
くとも５９ｍｏｌ％中和され、及び内部架橋剤が重合可能な不飽和酸基含有モノマー全量
を基準として１．０～３．０質量％である請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　被覆された高吸収性ポリマーの熱処理が１５０～２５０℃で行われる請求項１５に記載
の方法。
【請求項１８】
　熱可塑性ポリマーが、ポリオレフィン、ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、
線状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、エチレンアクリル酸コポリマー（ＥＡＡ）、ス
チレンコポリマー、エチレンメタクリル酸アルキルコポリマー（ＥＭＡ）、ポリプロピレ
ン（ＰＰ）、マレイン酸変性ポリプロピレン、エチレン酢酸ビニルコポリマー（ＥＶＡ）
、ポリアミド、ポリエステル、並びにこれらの混合物及びコポリマーからなる群から選択
される請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　高吸収性ポリマー組成物が少なくとも４Ｄａｒｃｙの負荷ゲルベッド浸透性を有する請
求項１５に記載の方法。
【請求項２０】
　熱可塑性ポリマーがマレイン酸変性ポリプロピレンである請求項１５に記載の方法。
【請求項２１】
　熱可塑性ポリマーがマレイン酸変性ポリプロピレン及びエチレンアクリル酸コポリマー
の混合物である請求項１５に記載の方法。
【請求項２２】
　表面添加剤がカチオン性ポリマーをさらに含む請求項１５に記載の方法。
【請求項２３】
　カチオン性ポリマーがポリビニルアミンである請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　不溶性の無機粉末が不溶性リン酸塩である請求項１に記載の高吸収性ポリマー組成物。
【請求項２５】
　不溶性の無機粉末がリン酸アルミニウムである請求項１に記載の高吸収性ポリマー組成
物。
【請求項２６】
　不溶性の無機粉末が不溶性リン酸塩である請求項１５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水、水性液体及び血液を吸収する高吸収性ポリマー組成物に関し、本発明の
高吸収性ポリマー組成物は、高ゲルベッド浸透性、より高いゲル強度につきものの低い保
持という欠点無しに、より高いゲルベッド浸透性を得ることを含む液体保持、並びに疎水
性の熱可塑性物質及びポリオレフィンを含む熱可塑性物質との相溶性を含む改良された性
質を有する。本発明の高吸収性ポリマー組成物は熱可塑性ポリマーの被覆物を含む。本発



(5) JP 5557268 B2 2014.7.23

10

20

30

40

50

明はこれらの高吸収性ポリマー組成物の調製並びに衛生用品及び工業分野での吸収剤とし
てのこれらの使用にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　高吸収剤とは、０．９質量％塩化ナトリウム水溶液を含む水溶液中で、その質量の少な
くとも約１０倍からその質量の約３０倍以上までを吸収できる水膨潤性の、不水溶性の、
有機又は無機材料をいう。高吸収性ポリマーは、高吸収剤の一般的な定義に従って、膨張
することによって、並びにヒドロゲルの形成、及びそれらを定圧力下に保持することによ
って、大量の水性液体及び小水又は血液のような体液を吸収できる架橋したポリマーであ
る。高吸収性ポリマー組成物は、表面架橋、表面処理及び後熱処理などの微粒子状ポリマ
ーの後処理物を含む。高吸収性ポリマー粒子は、高吸収性ポリマー又は高吸収性ポリマー
組成物の粒子である。ここでは高吸収性ポリマー（superabsorbent polymer）の代わりに
頭字語ＳＡＰを使用することもある。
【０００３】
　今のところ市販されている高吸収性ポリマー組成物は、幾つかのカルボキシル基が水酸
化ナトリウム溶液又は水酸化カリウム溶液で中和され、また表面架橋剤及び所望により他
の表面添加剤で表面処理されている、架橋したポリアクリル酸又は架橋したでんぷん‐ア
クリル酸グラフトポリマーである。これらの固有の性質の結果として、主にこれらのポリ
マーは、乳児用おむつ、失禁用品又は衛生タオルのような、衛生用品の中への混入に使用
される。
【０００４】
　適当な、快適な及び美的な理由から、また環境的な態様によって、衛生用品をより小さ
く、より薄くする傾向が増加している。これらの用品の高容量の毛羽繊維の含有量を減ら
すことにより、それは達成されている。衛生用品内の体液の全保持容量を一定に保つため
に、より多くの高吸収性ポリマーの含有量が、これらの衛生用品には使用されている。こ
の結果として、高吸収性ポリマー組成物は、適切な吸収及び保持のような他の特性を維持
しながら、浸透性を増加させ、並びに幾つかの又は全ての毛羽繊維との置き換えに使用し
てもよいポリオレフィンのような熱可塑性繊維に対する親和性を増加させなければならな
い。
【０００５】
　浸透性は、繊維のマットであろうが、発泡体のスラブであろうが、又は本願における架
橋したポリマーであろうが、微孔質構造体の効果的な連結性の指標であり、高吸収性ポリ
マー組成物の空隙率及び連結性の程度によって特定されるであろう。ゲル浸透性は、粒子
の塊の全体としての性質であり、並びに膨潤ゲルの粒度分布、粒子の形、連続気孔（open
 pores）の連結性、せん断弾性率及び表面改質に関係する。実際の問題として、高吸収性
ポリマー組成物の浸透性は、液体がどの程度急速に膨潤粒子の塊の中を流れるかという指
標である。低い浸透性は、一般にゲルブロッキングといわれているように、液体は容易に
高吸収性ポリマー組成物の中を流れることができず、（例えば、おむつ使用中の二回目の
放尿のような）液体の流れは強制的に代替経路を採らなければならない（例えば、おむつ
漏れ）ことを示す。
【０００６】
　特に、ゲルブロッキングは、おむつのような吸収性物品内での高吸収性ポリマー組成物
の利用に関するよく知られた問題である。ゲルブロッキングは、高吸収性ポリマー粒子の
急速な膨張が、体液が吸収性物品の中に入る地点付近で膨張したときに起こり、ＳＡＰ‐
毛羽マトリックス内で組織間隙及び微孔を閉じる原因となる。膨潤したヒドロゲルの中に
拡散させることによる液体の輸送が、組織間隙の中の輸送よりも非常に遅いから、液体が
入る領域でシール効果が起こる。この効果をゲルブロッキングと呼ぶ。
【０００７】
　膨潤した高吸収性ポリマー粒子自体の中の液体の輸送は、拡散の法則に従い、衛生用品
の使用状態では液体を分配する役割を果たさない非常に遅い方法である。ゲル安定性が欠
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如しているので毛細管輸送を与えるオープンベッド（open bed）構造を維持できない高吸
収性ポリマー組成物では、高吸収性ポリマー粒子が繊維マトリックスの中に埋め込まれて
いるので、高吸収性粒子がお互いから分離することが確実になった。
【０００８】
　おむつ構造体では、次世代と呼ばれるものについて、液体の輸送又はオープン型の液体
浸透性構造の維持に役立つ吸収層には、繊維構造がわずかしかない又は潜在的にほとんど
ない。これら次世代おむつ構造体の高吸収性ポリマー組成物は、一般にゲル強度と呼ばれ
るような、膨潤状態での十分に高い安定性を持たなければならないため、膨潤ゲルには、
液体が輸送される十分な量の毛細管の空隙がある。
【０００９】
　高ゲル強度を有する高吸収性ポリマー組成物を得るために、ポリマーの架橋度を減らし
てもよいが、必然的に膨潤能力及び保持容量が減少する。低い繊維含有量の、極めて薄い
、次世代用品に必要な増加した浸透性を得るために、現在の技術は架橋の量を増やすこと
を教えている。しかしながら、高吸収性ポリマー組成物の吸収値及び保持値は好ましくな
い低水準まで下がる。表面架橋後の段階での液体の高い吸収及び保持容量並びに増加した
浸透特性を有する組成物を開発することが、高吸収性ポリマー組成物を製造する技術の重
要な目的である。高吸収性ポリマー粒子に新たな表面改質を用いることにより、好ましく
ない関連している低吸収値なしで、より高い浸透性の結果を得られることが分かった。
【００１０】
　主に高吸収性ポリマー組成物は、心材中の吸収性繊維状支持体のいたる所に分布して衛
生用品の吸収性を高める粒子状の粉末、顆粒、又は繊維の形で提供される。高吸収剤の利
用に伴う一つの問題は、高吸収性組成物が衛生用品のような吸収性製品の心材中の繊維状
支持体から物理的に除去される可能性があることである。その繊維状支持体から高吸収剤
が分離すると、衛生用品の吸収性が減少することがあり、高吸収性ポリマー組成物が物品
から逃散して高吸収性ポリマー組成物の有効性が減少するかもしれない。特に、高吸収性
ポリマー組成物の封じ込め及び衛生用品の有効性を改良するような方法で、高吸収性粒子
を衛生用品のポリオレフィン繊維に親和させることは利点になるであろう。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　したがって、本発明の目的は、高吸収性ポリマーが吸収性構造体を基準として質量の割
合（質量％）で増加し、その組成物が繊維、特にポリオレフィン繊維に対する好ましい親
和性を有するときでも、高い液体浸透性及び液体保持を維持する能力のような優れた性質
を示す吸収ポリマー組成物を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、高吸収性ポリマーを基準として約５５～９９．９質量％の重合可能な不飽和
酸基含有モノマー及び重合可能な不飽和酸基含有モノマーを基準として約０．００１～５
質量％の内部架橋剤を含む高吸収性ポリマーを含む高吸収性ポリマー組成物を少なくとも
含み、前述の成分が高吸収性ポリマー粒子状に重合及び調製され、その高吸収性ポリマー
粒子が、乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として約０．００１～５質量％の表面架橋剤
、乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として約０．０１～１０質量％の浸透改質剤、乾燥
高吸収性ポリマー組成物を基準として０～約５質量％の多価金属塩、乾燥高吸収性ポリマ
ー組成物を基準として０～２質量％の界面活性剤、及び乾燥高吸収性ポリマー組成物を基
準として約０．０１～５質量％の不溶性の無機粉末及び乾燥高吸収性ポリマー組成物を基
準として約０．０１～５質量％の熱可塑性溶融温度を持つ熱可塑性ポリマーで被覆され、
熱可塑性ポリマーが粒子表面上に適用されると同時に又は後に、被覆された高吸収性ポリ
マー粒子は少なくとも熱可塑性溶融温度以上で熱処理される。高吸収性ポリマー組成物は
、遠心分離保持容量試験により測定したときに約２３ｇ／ｇ以上の遠心分離保持容量、自
由膨張ゲルベッド浸透性試験により測定したときに約１００Ｄａｒｃｙ以上の自由膨張ゲ
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ルベッド浸透性、及びオーブンシェイクアウト法により測定したときに約２０％未満のＳ
ＡＰシェイクアウト％を示す。さらに、高吸収性ポリマー組成物はカチオン性ポリマーで
後処理してもよい。
【００１３】
　さらに本発明は、本発明の高吸収性ポリマー組成物を含むことができる吸収性組成物又
は衛生用品に関する。
【００１４】
　本発明の前述の及び他の特徴、態様並びに利点が、次の説明、添付の特許請求の範囲及
び添付の図面を参照することにより、より良く理解されるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　注目すべきは、本開示に使用したときの用語「含む（comprises）」、「含んでいる（c
omprising）」、及び語根「含む（comprise）」からの他の派生語は、任意の規定された
特徴、成分、整数、工程、又は構成要素の存在を明確にする非制限（open-ended）語句を
示し、また一又は二以上の他の特徴、成分、整数、工程、構成要素、若しくはこれらの群
の存在又は追加の排除を示すものではないことである。
【００１６】
　一般に、用語「吸収性物品」とは、液体を吸収及び含有できるデバイスをいう。例えば
、パーソナルケア吸収性物品とは、肌に接触して又は肌の近くに配置され、体から排出さ
れる様々な液体を吸収及び含有するデバイスをいう。用語「使い捨て可能な」は、１回の
使用後に、洗浄され、又は別の方法で吸収性物品として修復若しくは再利用されるもので
はない吸収性物品を説明するのにここで使用される。そのような使い捨て可能な吸収性物
品の例としては、限定されるものではないが、パーソナルケア吸収性物品、健康／医療吸
収性物品、及び家庭用／工業用吸収性物品が挙げられる。
【００１７】
　高吸収性ポリマーに関連して使用される用語「架橋した」とは、効率的に、通常は水溶
性の材料を実質的に不水溶性だが膨潤性の状態にする任意の手段をいう。そのような架橋
手段としては、例えば、物理的エンタングルメント（physical entanglement）、結晶性
ドメイン、共有結合、イオン錯体及び会合、水素結合のような親水性会合、疎水性会合、
又はファンデルワールス力が挙げられる。
【００１８】
　用語「Ｄａｒｃｙ」は浸透性のＣＧＳ単位である。１Ｄａｒｃｙは、固体の両側間の差
圧が１ａｔｍのときに、１センチポアズの粘度を有する１ｃｍ３の液体が、１ｃｍ厚の区
間及び１ｃｍ２の断面を通って１秒に流れるであろう前記固体の浸透性である。透過性の
ＳＩ単位がなく、平方メートル（ｍ２）が使用されるから、結局は浸透性は面積と同じ単
位を有する。１Ｄａｒｃｙは、約０．９８６９２×１０－１２ｍ２又は約０．９８６９２
×１０－８ｃｍ２と等しい。
【００１９】
　一般に用語「乾燥高吸収性ポリマー組成物」とは、約１０％未満の水分を有する高吸収
性ポリマー組成物をいう。
【００２０】
　ほとんど同じ意味で使用される用語「親水性」及び「可湿性」とは、空気中での水の接
触角が９０°未満の材料いう。用語「疎水性」とは、空気中での水の接触角が少なくとも
９０°の材料をいう。本願の目的のために、接触角の測定結果は、本開示と一致する態様
において参照によりここに含まれるRobert J. Good及びRobert J. Stromberg編集「表面
及びコロイド科学‐実験方法（Surface and Colloid Science-Experimental Method）」
第２巻（Plenum Press、１９７９年）で説明されているように決定される。
【００２１】
　用語「粒子（particle）」、「粒子（particles）」、「微粒子（particulate）、「微
粒子（particulates）」等とは、用語「高吸収剤」又は「高吸収性ポリマー」とともに使
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用されるときの、不連続単位の形をいう。その単位は、フレーク、繊維、凝集体、顆粒、
粉、球体、粉末材料など、及びこれらの組み合わせを含むことができる。粒子は、例えば
立方体、棒状、多面体、球形又は半球形、円形又は半円形、角のある、不規則などのよう
な任意の好ましい形状を有することができる。針状、フレーク及び繊維のような、大きな
最長辺／最短辺の比を有する形状もここに含めて考慮される。用語「粒子」又は「微粒子
」は、１個又は２個以上の個別の粒子、微粒子などを含む凝集も含むことができる。さら
に、粒子、微粒子又はこれらの任意の好ましい凝集は、１種又は２種以上の材料からなる
ことができる。
【００２２】
　用語「ポリマー」としては、限定されるものではないが、ホモポリマー、例えば、ブロ
ック、グラフト、ランダム、及び交互コポリマーのようなコポリマー、３元ポリマーなど
、並びにこれらの混合物及び改質物が挙げられる。さらに、別の方法で特に限定されない
限り、用語「ポリマー」は物質の全ての可能な立体配置異性体を含むべきである。これら
の配置としては、限定されるものではないが、イソタクチック、シンジオタクチック、及
びアタクチック対称が挙げられる。
【００２３】
　一般にここで使用される用語「ポリオレフィン」としては、限定されるものではないが
、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリイソブチレン、 ポリスチレン、エチレン酢酸ビ
ニルコポリマーなど、これらのホモポリマー、コポリマー、３元ポリマーなど、並びにこ
れらの混合物及び改質物のような材料が挙げられる。用語「ポリオレフィン」は、限定さ
れるものではないがイソタクチック、シンジオタクチック、及びランダム対称を含む、こ
れらの全ての可能な構造を含むべきである。コポリマーとしてはランダム及びブロックコ
ポリマーが挙げられる。
【００２４】
　用語「高吸収剤」及び「高吸収性材料」とは、最適条件下、塩化ナトリウムを０．９質
量％含む水溶液中でその質量の少なくとも約１０倍又はその質量の少なくとも約１５倍、
又はその質量の少なくとも約２５倍を吸収できる、水膨潤性の、不水溶性の有機又は無機
材料をいう。
【００２５】
　用語「熱可塑性」は、加熱されると軟化し、室温に冷却されると実質的に非軟化状態に
戻る材料として説明される。
【００２６】
　これらの用語は、本明細書の残りの部分では付加的な用語とともに定義されてもよい。
【００２７】
　適切な高吸収性ポリマーは、天然の、生分解性の、合成の並びに改質した天然のポリマ
ー及び材料から選択してよい。高吸収性ポリマーは内部架橋を含む。高吸収性ポリマー組
成物は、ここで説明される高吸収性ポリマーの表面処理を含む。
【００２８】
　上述した必要性に応えて、本発明の高吸収性ポリマー組成物は、ａ）高吸収性ポリマー
を基準として約５５～９９．９質量％の重合可能な不飽和酸基含有モノマー、ｂ）重合可
能な不飽和酸基含有モノマーを基準として約０．００１～５質量％の内部架橋剤を含む架
橋した高吸収性ポリマーを含み、成分ａ）及びｂ）は高吸収性ポリマー粒子状に重合及び
調製され、高吸収性ポリマー粒子は、ｉ）乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として約０
．００１～５質量％の表面架橋剤、ｉｉ）乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として約０
．０１～１０質量％の浸透改質剤、ｉｉｉ）乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として０
～約５質量％の多価金属塩、ｉｖ）乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として約０．０１
～５質量％の不溶性の無機粉末、ｖ）乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として０～約２
質量％の界面活性剤、及びｖｉ）乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として約０．０１～
５質量％の熱可塑性ポリマーで表面処理され、表面処理された高吸収性ポリマー粒子は熱
処理される。



(9) JP 5557268 B2 2014.7.23

10

20

30

40

50

【００２９】
　幾つかの態様では、高吸収性ポリマーは約２５％を超える中和度を有し、また高吸収性
ポリマー組成物は、遠心分離保持容量試験により測定したときに約２３ｇ／ｇ以上の遠心
分離保持容量、自由膨張ゲルベッド浸透性試験により測定したときに約１００Ｄａｒｃｙ
、例えば少なくとも約１３０Ｄａｒｃｙ又は少なくとも約１６０Ｄａｒｃｙ、又は少なく
とも約２００Ｄａｒｃｙ以上の自由膨張ゲルベッド浸透性、及びオーブンシェイクアウト
法により測定したときに約２０％未満、例えば約１６％未満のＳＡＰシェイクアウト（％
）を有する。
【００３０】
　上記を参照して、本発明の高吸収性ポリマー組成物が、高吸収性ポリマーを基準として
約５５～９９．９質量％の重合可能な不飽和酸基含有モノマーの最初の重合により得られ
る。適切なモノマーとしては、アクリル酸、メタクリル酸若しくは２‐アクリルアミド‐
２‐メチルプロパンスルホン酸、又はこれらの混合物のようなカルボキシル基を含む任意
のものが挙げられる。酸基の少なくとも約５０質量％、より好ましくは少なくとも約７５
質量％がカルボキシル基であることが好ましい。酸基は少なくとも約２５ｍｏｌ％程度中
和されている。すなわち、酸基はナトリウム、カリウム又はアンモニウム塩として存在す
ることが好ましい。幾つかの態様では、中和度は少なくとも約５０ｍｏｌ％でよい。幾つ
かの態様では、内部架橋剤の存在下でアクリル酸又はメタクリル酸（それらのカルボキシ
ル基は５０～８０ｍｏｌ％程度中和されている）の重合により得られたポリマーを利用す
ることが好ましい。
【００３１】
　幾つかの態様では、エチレン性不飽和モノマーと共重合できる適切なモノマーは、限定
されるものではないが、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）アクリル酸ジメチルアミノアルキル、エトキシ化（メタ）アクリル酸、ジメ
チルアミノプロピルアクリルアミド又は塩化アクリルアミドプロピルトリメチルアンモニ
ウムを含むことができる。そのようなモノマーは、共重合されたモノマー中に０～４０質
量％の範囲で存在してよい。
【００３２】
　上記を参照して、本発明の高吸収性ポリマーは内部架橋剤も含む。少なくとも２種のエ
チレン性不飽和二重結合、又は１種のエチレン性不飽和二重結合及び重合可能な不飽和酸
基含有モノマーの酸基と反応する１種の官能基、又は酸基と反応する幾つかの官能基を有
する内部架橋剤は、内部架橋成分として利用でき、重合可能な不飽和酸基含有モノマーの
重合中に存在することが好ましい。
【００３３】
　内部架橋剤の例としては、限定されるものではないが、メチレンビスアクリル若しくは
メタクリルアミド又はエチレンビスアクリルアミドのような脂肪族不飽和アミド、ブタン
ジオール又はエチレングリコール、ポリグリコール又はトリメチロールプロパンのジ（メ
タ）アクリレート又はトリ（メタ）アクリレートのようなポリオール又はアルコキシル化
ポリオールとエチレン性不飽和酸の脂肪族エステル、１～３０ｍｏｌのアルキレンオキシ
ドでオキシアルキル化、好ましくはエトキシ化することができるトリメチロールプロパン
のジ及びトリアクリレートエステル、グリセロール及びペンタエリスリトール並びにグリ
セロール及び好ましくは１～３０ｍｏｌのエチレンオキシドでオキシエチル化されたペン
タエリスリトールのアクリル酸エステル及びメタクリル酸エステル、（メタ）アクリル酸
アリル、好ましくは１～３０ｍｏｌのエチレンオキシドと反応したアルコキシル化（メタ
）アクリル酸アリル、シアヌール酸トリアリル、イソシアヌール酸トリアリル、マレイン
酸ジアリルエステル、ポリ‐アリルエステル、テトラアリルオキシエタン、トリアリルア
ミン、テトラアリルエチレンジアミン、ジオール、ポリオール、ヒドロキシアリル又はア
クリレート化合物及びリン酸又は亜リン酸のアリルエステルのようなアリル化合物、並び
に、例えば、不飽和アミドのＮ‐メチロール化合物、例えばメタクリルアミド又はアクリ
ルアミド、及びそれから導かれたエーテルのような、架橋できるモノマーが挙げられる。
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多価金属塩のようなイオン性架橋剤も利用してよい。言及した架橋剤の混合物も利用でき
る。内部架橋剤の含有量は、重合可能な不飽和酸基含有モノマー全量を基準として、約０
．０１～５質量％、例えば約０．１～３質量％である。
【００３４】
　幾つかの態様では、フリーラジカル重合を開始するために開始剤を使用できる。適切な
開始剤としては、限定されるものではないが、アゾ又はペルオキソ化合物、レドックス系
、ＵＶ開始剤、増感剤、及び／又は放射線が挙げられる。重合後、一般に高吸収性ポリマ
ーは粒子状になる。高吸収性ポリマー粒子は表面架橋剤を加えることで重合後に表面架橋
される。一般に、表面架橋は、粒子内部の架橋密度と比べて、高吸収性粒子表面付近のポ
リマーマトリックスの架橋密度を増加させる方法である。典型的には、高吸収性ポリマー
粒子は、表面架橋剤を加えることにより表面架橋される。幾つかの特別な態様では、好ま
しい表面架橋剤としては、ポリマー鎖のペンダント基、典型的には酸基と反応する１種又
は２種以上の官能基を有する化学物質が挙げられる。表面架橋剤は、乾燥高吸収性ポリマ
ー組成物の質量を基準として約０．０１～５質量％、例えば乾燥高吸収性ポリマー組成物
を基準として約０．１～３質量％の量で存在することができる。加熱工程は、表面架橋剤
を加えた後であることが好ましい。
【００３５】
　一つの特別な態様では、粒子状高吸収性ポリマーは、アルキレンカーボネートで被覆又
は表面処理され、次に加熱されて表面架橋し、表面架橋密度及びゲル強度特性を改良する
ことができる。より具体的には、表面架橋剤は、ポリマーをアルキレンカーボネート表面
架橋剤のアルコール水溶液と混合することにより微粒子上を覆う。アルコールの量は、ア
ルキレンカーボネートの溶解度により決定され、例えば対爆発保護のような技術的理由か
ら可能な限り低く保たれる。適切なアルコールは、メタノール、イソプロパノール、エタ
ノール、ブタノール、又はブチルグリコール、及びこれらのアルコールの混合物である。
幾つかの態様では、溶媒は水であることが好ましく、典型的には、乾燥高吸収性ポリマー
の質量を基準として、０．３～５．０質量％の量で使用される。他の態様では、いかなる
アルコールも使用せずにアルキレンカーボネート表面架橋剤は水に溶解する。また他の態
様では、アルキレンカーボネート表面架橋剤は、例えばＳｉＯ２のような無機キャリヤー
材料との粉末混合物から、又はアルキレンカーボネートを昇華したことによる気相状態で
利用してもよい。
【００３６】
　好ましい表面架橋特性を得るために、アルキレンカーボネートは粒子状高吸収性ポリマ
ー上に均一に分布するべきである。この目的で、混合は、流動床ミキサー、パドルミキサ
ー、回転式ドラムミキサー、又はツインワーム（twin- worm）ミキサーのような、本技術
分野において知られている適切なミキサー内で行われる。粒子状高吸収性ポリマーを製造
する方法の一工程中に、粒子状高吸収性ポリマーの被覆を行うことも可能である。一つの
特別な態様では、この目的に適切な方法は、逆相懸濁重合法である。
【００３７】
　熱処理は、被覆処理の後に、次のように行われる。一般に、熱処理は約１００～３００
℃の温度で行う。高反応性エポキシド架橋剤を使うならば、より低い温度が可能である。
しかし、アルキレンカーボネートを使うならば、そのときの熱処理は約１５０～２５０℃
の温度で行うことが適切である。この特別の態様では、処理温度は、アルキレンカーボネ
ートの滞留時間及び種類によって決まる。例えば、約１５０℃の温度では、熱処理は１時
間以上行われる。一方で、約２５０℃の温度では、好ましい表面架橋特性を得るには数分
間（例えば、約０．５～５分）で十分である。熱処理は、本技術分野で知られている標準
的な乾燥機又はオーブン内で行うことができる。
【００３８】
　粒子は高吸収性ポリマー組成物の物理的形状の一例として使用されるが、本発明はこの
形状に限定されず、上記で検討したように、繊維、発泡体、フィルム、ビーズ、ロッドな
どのような他の形状に適用できる。幾つかの態様では、高吸収性ポリマー組成物は粒子と
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して又は顆粒の形状で存在するとき、これらの粒子は、高吸収剤業界でよく知られている
篩法を基準として、約１５０～８５０μｍの寸法を有することが好ましい。
【００３９】
　幾つかの態様では、本発明の高吸収性ポリマー組成物は、乾燥高吸収性ポリマー組成物
を基準として約０．０１～１０質量％の浸透改質剤、例えば乾燥吸収性ポリマー組成物を
基準として約０．０１～５質量％の浸透改質剤（表面架橋剤の直前、間又は直後に加えら
れる）を含むことができる。浸透改質剤の例としては、作用物質又はこれらの作用物質が
適用される媒体の粘度、表面張力、イオン性又は付着力を変えることにより、高吸収性ポ
リマー粒子の中への表面改質剤の浸透深さを変える化合物が挙げられる。適切な浸透改質
剤としては、限定されるものではないが、ポリエチレングリコール、テトラエチレングリ
コールジメチルエーテル、一価の金属塩、界面活性剤、及びこれらの水溶性ポリマー又は
混合物が挙げられる。注目すべきは、幾つかの態様では、表面架橋剤を適用するのに使わ
れる媒体又は溶媒自体の性質及び関係量が浸透改質剤としての機能も果たせることである
。
【００４０】
　幾つかの態様では、本発明の高吸収性ポリマー組成物は、高吸収性ポリマー粒子の表面
上に、乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として０～約５質量％の、例えば乾燥高吸収性
ポリマー組成物を基準として約０．１～５質量％の多価金属塩を含むことができる。幾つ
かの特別な態様では、多価金属塩は水溶性であることが好ましい。適切な金属カチオンの
例としては、Ａｌ、Ｃａ、Ｆｅ、Ｚｒ、Ｍｇ及びＺｎのカチオンが挙げられる。一つの特
別な態様では、金属カチオンは、最も好ましいＡｌについて、少なくとも＋３の価数を有
する。多価金属塩の適切なアニオンの例としては、ハロゲン化物、塩酸塩、硫酸塩、硝酸
塩、リン酸塩、及び酢酸塩が挙げられる。特別な態様では、塩酸塩及び硫酸塩がより好ま
しい。一つの特別な態様では、硫酸塩が最も好ましい。例えば、硫酸アルミニウムは好ま
しい多価金属塩であり、容易に市販で入手できる。硫酸アルミニウムの適切な形態は、例
えば１２～１４の水和水を有する硫酸アルミニウムのような水和した硫酸アルミニウムで
ある。上記で検討した塩に加えて、多価金属塩の混合物も利用できる。
【００４１】
　ポリマー及び多価金属塩は当業者によく知られた手段を用いて、乾式混合により、又は
溶液中の混合により、適切に混合できる。幾つかの態様では、水溶液又は分散体が好まし
い。乾式混合を用いると、塩及び高吸収性ポリマーの実質的に均一な混合物が確実に維持
されるのに十分な量でバインダーを利用できる。バインダーは、水又は少なくとも約１５
０℃の沸点を有する不揮発性有機化合物でよい。バインダーの例としては、水、ポリエチ
レングリコールのようなポリオール、グリセリン及びポリ（エチレングリコール）が挙げ
られる。
【００４２】
　幾つかの態様では、本発明の高吸収性ポリマー組成物は、乾燥高吸収性ポリマー組成物
を基準として約０．０１～５質量％の不水溶性の無機粉末、例えば約０．１～４質量％の
不水溶性の無機粉末を含むことができる。不水溶性の無機粉末の例としては、シリカ、ヒ
ュームドシリカ、二酸化ケイ素、ケイ酸、ケイ酸塩、二酸化チタン、酸化アルミニウム、
酸化マグネシウム、酸化亜鉛、タルク、リン酸カルシウム、クレー、ダイアトマイト（di
atomataceous earth）、ゼオライト、ベントナイト、カオリン、ハイドロタルサイト、活
性粘土などが挙げられる。不水溶性の無機粉末添加物は、上記リストから選択される１種
の化合物又は化合物の混合物でよい。幾つかの特別な態様では、微小な非晶質の二酸化ケ
イ素又は酸化アルミニウムが好ましい。幾つかの態様では、無機粉末の粒子径は１０００
μｍ以下、例えば１００μｍ以下でよい。
【００４３】
　幾つかの態様において、本発明の高吸収性ポリマー組成物では、乾燥高吸収性ポリマー
組成物を基準として０～約５質量％の界面活性剤をポリマー粒子表面に加えてもよい。幾
つかの特別な態様では、界面活性剤は、表面架橋工程の直前、間又は直後に加えることが
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できる。
【００４４】
　適切な界面活性剤の例としては、例えば、脂肪酸塩、ココ（coco）アミン及びアミドと
これらの塩、アルキル硫酸エステル塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、スルホコハク酸
ジアルキル、アルキルリン酸塩、及びポリオキシエチレンアルキル硫酸塩、ポリオキシエ
チレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェノールエーテル、ポリオキシ
エチレン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシソルビタン脂肪酸エス
テル、ポリオキシエチレンアルキルアミン、脂肪酸エステル、及びオキシエチレン‐オキ
シプロピレンブロックポリマー、アルキルアミン塩、四級アンモニウム塩、並びにラウリ
ルジメチルアミンオキサイドのようなアニオン性、非イオン性、カチオン性及び両性の表
面活性剤が挙げられる。しかしながら、適切な界面活性剤は、上記のものに限定されない
。これらの界面活性剤は個別に、又は組み合わせて使用してよい。
【００４５】
　幾つかの態様では、高吸収性ポリマー組成物は、乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準と
して０～約３０質量％の、例えば、高吸収性ポリマー組成物の全量を基準として約０．１
～５質量％の（部分的に又は完全に加水分解したポリビニルアセテート、ポリビニルピロ
リドン、デンプン又はデンプン誘導体、ポリグリコール、ポリエチレンオキシド、ポリプ
ロピレンオキシド、又はポリアクリル酸のような）水溶性ポリマーを含む。幾つかの特別
な態様では、水溶性ポリマーは重合済みの構造であることが好ましい。
【００４６】
　幾つかの態様では、本発明の高吸収性ポリマー組成物は、乾燥高吸収性ポリマー組成物
を基準として約０．０１～５質量％の、熱可塑性溶融温度を有する熱可塑性ポリマーを含
み、熱可塑性ポリマーが粒子表面上に適用されると同時に又は後に、処理された高吸収性
ポリマー粒子は、ほぼ熱可塑性溶融温度以上で熱処理される。幾つかの特別な態様では、
熱可塑性ポリマーは、固体状、乳濁液状、懸濁液状、コロイド状、若しくは可溶化状態又
はこれらの組み合わせであるポリマーが好ましい。本発明に適した適切な熱可塑性ポリマ
ーとして、限定されるものではないが、ポリオレフィン、ポリエチレン、ポリエステル、
ポリアミド、ポリウレタン、スチレンポリブタジエン、線状低密度ポリエチレン（ＬＬＤ
ＰＥ）、エチレンアクリル酸コポリマー（ＥＡＡ）、エチレンメタクリル酸アルキルコポ
リマー（ＥＭＡ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、マレイン酸変性ポリプロピレン、エチレン
酢酸ビニルコポリマー（ＥＶＡ）、ポリエステル、ポリアミド、並びに、ＰＰ、ＥＶＡ、
ＥＭＡ、ＥＥＡ、ＥＢＡ、ＨＤＰＥ、ＭＤＰＥ、ＬＤＰＥ、ＬＬＤＰＥ、及び／又はＶＬ
ＤＰＥの混合物のような、全種類のポリオレフィンの混合物が挙げられ、有利に使用され
ることもある。ここで使用されるような用語ポリオレフィンは上述している。特別な態様
では、エチレンアクリル酸コポリマー、ポリエステル、マレイン酸変性ポリプロピレン、
及びＥＶＡが本発明に使用される好ましい熱可塑性ポリマーである。熱可塑性ポリマーは
官能化されて、水溶性又は分散性のような追加の利点を有することができる。
【００４７】
　幾つかの態様では、高吸収性ポリマー組成物は乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準とし
て０～約２質量％の、親水性及び疎水性制塵剤のような制塵剤を含むこともできる。適切
な制塵剤としては、限定されるものではないが、米国特許第６，０９０，８７５号明細書
及び米国特許第５，９９４，４４０号明細書に記載されたものが挙げられ、それぞれは、
これらと一致した態様で参照により含まれる。
【００４８】
　幾つかの態様では、所望により、例えばシクロデキストリン、ゼオライト、無機又は有
機塩及び同種材料のような臭気結合物質、抗ケーキング添加物、流動性改良剤などのよう
な追加の表面添加剤を高吸収性粒子とともに使用してもよい。さらに、表面改質中に幾つ
かの役割を果たす表面添加剤を使用してもよい。例えば、１種の添加物は界面活性剤、粘
度改質剤でよく、またポリマー鎖を架橋させるために反応してもよい。 
【００４９】
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　幾つかの態様では、さらに本発明は、乾燥高吸収性ポリマー組成物を基準として約５質
量％までの、例えば約０．１～５質量％のカチオン性ポリマーを用いて、表面処理後の高
吸収性ポリマー組成物を後処理する工程を含むことができる。ここで使用されるカチオン
性ポリマーとは、水溶液中で電離して正電荷を持つイオンになる可能性を有する官能基を
１つ又は複数含むポリマー又はポリマーの混合物をいう。カチオン性ポリマーの適切な官
能基としては、限定されるものではないが、一級、二級、又は三級アミノ基、イミノ基、
イミド基、アミド基、及び四級アンモニウム基が挙げられる。合成カチオン性ポリマーの
例としては、ポリ（ビニルアミン）、ポリ（アリルアミン）、ポリ（エチレンイミン）、
ポリ（アミノプロパノールビニルエーテル）、ポリ（塩化アクリルアミドプロピルトリメ
チルアンモニウム）、ポリ（塩化ジアリルジメチルアンモニウム）の塩又は部分的な塩が
挙げられる。天然系カチオン性ポリマーの例としては、部分的に脱アセチル化したキチン
、キトサン及びキトサン塩が挙げられる。ポリアスパラギン、ポリリシン、ポリグルタミ
ン、ポリアルギニンのような合成ポリペプチドも適切なカチオン性ポリマーである。
【００５０】
　幾つかの態様では、高吸収性ポリマー組成物が高吸収性ポリマー組成物を基準として約
１０質量％までの水分を有するように、本発明の高吸収性ポリマー組成物を熱処理工程後
に水で処理してもよい。この水には、１種又は２種以上の、高吸収性ポリマーに加えられ
た上記の表面添加剤を加えてもよい。含水量は、「水分（％）」として測定され、次のよ
うに測定できる。１）予備秤量したアルミニウム皿に４．５～５．５ｇの高吸収性ポリマ
ー組成物（ＳＡＰ）を正確に量り取る、２）１５０℃に予備加熱している標準的実験室用
オーブンにＳＡＰ及び皿を３０分間置く、３）皿及び内容物を取り出して再秤量する、及
び４）次式を用いて水分（％）を計算する。
【００５１】
【数１】

【００５２】
　本発明の高吸収性ポリマー組成物は２種類の方法により調製することが好ましい。組成
物は連続的又は不連続的に、大規模の工業的方法で、それ故に行われる本発明の後架橋で
調製できる。
【００５３】
　一つの方法によれば、部分的に中和されたモノマー、例えばアクリル酸は、架橋剤及び
任意のさらなる成分の存在下で水溶液中のフリーラジカル重合によりゲル化し、そのゲル
は、粉砕され、乾燥させられ、すり潰され、好ましい粒度まで篩にかけられる。この溶液
重合は連続的に又は不連続的に行うことができる。
【００５４】
　別の方法によれば、逆相懸濁及び乳化重合も本発明の製造物を調製するのに使用できる
。これらの方法によれば、部分的に中和されたモノマー、例えばアクリル酸の水溶液が保
護コロイド及び／又は乳化剤を活用して疎水性の有機溶媒に分散され、重合がフリーラジ
カル開始剤により開始される。内部架橋剤は、モノマー溶液に溶解させて、これとともに
量り取るか、又は所望により重合中に、別々に加える。所望によりグラフト源としての水
溶性ポリマーを加えることが、モノマー溶液を経由して又は油相中に直接導入することに
より行われる。次に共沸して混合物から水を除去し、ポリマーをろ過し、所望により乾燥
させる。内部架橋は、モノマー溶液に溶解した重合済みの多官能性架橋剤により及び／又
は重合工程中の適切な架橋剤とポリマーの官能基との反応により行うことができる。
【００５５】
　これらの方法により高吸収性半製品が得られる。ここで使用される高吸収性半製品は、
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材料を乾燥する工程、及び粉砕機で粗粉砕する工程、及び約８５０ミクロン（μｍ）を超
える及び約１５０μｍ未満の粒子を除去する工程を含むまでの高吸収剤の全製造工程を繰
り返すことにより製造する。
【００５６】
　本発明の高吸収性ポリマー組成物は、自由膨張ゲルベッド浸透性（ＧＢＰ）、負荷ゲル
ベッド浸透性、遠心分離保持容量（ＣＲＣ）及びオーブンシェイクアウト法によるＳＡＰ
シェイクアウト（％）により測定された一定の特性又は性質を示す。自由膨張ゲルベッド
浸透性試験（ＧＢＰ）は、一般に「自由膨張」と呼ばれる条件後の封圧下における（例え
ば吸収性構造体とは区別して）Ｄａｒｃｙ単位での高吸収性材料の膨張したベッドの浸透
性の測定である。用語「自由膨張」は、後述される試験溶液の吸収において、膨張を抑制
する荷重を掛けずに高吸収性材料を膨張させることを意味する。負荷ゲルベッド浸透性、
つまり「ＧＢＰ（０．３ｐｓｉ）」は、高吸収性ポリマー組成物が約０．３ｐｓｉの封圧
下に置かれた後の、封圧下でのゲル粒子（例えば、ここで使用される用語である高吸収性
材料又は吸収性材料）の膨張したベッドの浸透性を意味する。
【００５７】
　遠心分離保持容量試験（ＣＲＣ）は、高吸収性組成物が飽和して、制御された条件下で
遠心分離を受けた後に、その中に液体を保持する能力を測定する。得られた保持容量は、
保持された液体のグラム／サンプルのグラム質量（ｇ／ｇ）として示される。
【００５８】
　本発明の高吸収性ポリマー組成物は、衛生タオル、おむつを含む多くの製品中又は創傷
被覆剤中に利用でき、それらは急速に大量の経血、小水又は他の体液を吸収する性質を有
する。本発明の作用物質は、加圧下でさえも吸収した液体を保持し、また膨潤状態の構造
体内にさらなる液体を分布させることができるから、それらは、標準的な現在の高吸収性
組成物と比較したときに、毛羽のような親水性繊維材料よりも高濃度でより好ましく使用
される。それらは、その結果として特に薄い物品が可能なので、おむつ構造体内に毛羽を
含まない均質な高吸収性層として使用するにも適する。さらに、このポリマーは大人用衛
生用品（失禁用製品）に使用するのに適する。
【００５９】
　広い意味での積層体の、並びに押出し及び共押出しの、湿式及び乾式接着された、及び
実質的に接着された構造体の調製が、追加的な調製法として可能である。これらの可能な
方法をお互いに組み合わせることもできる。
【００６０】
　本発明の高吸収性ポリマー組成物は、さらなる使用に適する吸収性物品に利用してもよ
い。特に、本発明の高吸収性ポリマー組成物は、水又は水性液体を吸収する吸収性組成物
に、好ましくは、体液を吸収する構造体に、発泡及び非発泡シート状構造体に、包装材料
に、苗木用構造体に、土壌改良剤として又は活性化合物キャリヤーとして、利用できる。
こうして、それらは、紙若しくは毛羽若しくは合成繊維と混合することにより、又は紙、
毛羽若しくは不織布帛の支持体間に高吸収性ポリマーを塗布することにより、又はキャリ
ヤー材料に加工することにより、ウェブに加工される。 
【００６１】
　さらに、それらは創傷包帯、包装材、農業用吸収剤、食事トレイ及びパッドなどのよう
な吸収性組成物に使用するのに適する。 
【００６２】
　本発明の高吸収性ポリマー組成物は、既知の高吸収性ポリマー組成物と比較すると、高
い吸収及び保持容量を維持しながら、浸透性の重要な改良点、すなわち膨潤状態での液体
の輸送の改良点を示す。
【実施例】
【００６３】
　次の実施例を参照することで本発明をより良く理解できる。
【００６４】
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　試験方法
　自由膨張ゲルベッド浸透性試験
　ここで使用されたように、自由膨張ゲルベッド浸透性（ＧＢＰ）試験は、一般に「自由
膨張」と呼ばれる条件下で、ゲル粒子（例えば、表面処理された吸収性材料又は表面処理
される前の高吸収性材料）の膨張したベッドの浸透性を決定する。用語「自由膨張」は、
後述される試験溶液の吸収において膨張を抑制する荷重を掛けずにゲル粒子を膨張させる
ことを意味する。用語「自由膨張」は、後述される試験溶液の吸収において膨張を抑制す
る荷重を掛けずに高吸収性ポリマーを膨張させることを意味する。浸透性試験を行うため
の適切な装置を図１及び図２に示し、全体に２８を付した。試験装置２８は、全体に３０
を付したサンプル容器、及び全体に３６を付したピストンを含む。ピストン３６は、シャ
フトの長軸に沿って開けられた同心円筒孔４０を有する円筒状ＬＥＸＡＮ（登録商標）シ
ャフト３８を含む。シャフト３８の両端は機械加工され、各々４２、４６を付した上端及
び下端を提供する。４８を付した重りは、一方の端４２の上に載っていて、その中心の少
なくとも一部を通して開けた円筒孔４８ａを有する。
【００６５】
　円形ピストンヘッド５０は他方の端４６上に位置し、各々約０．９５ｃｍの直径を有す
る７個の孔６０を含む同心円状の内輪、及び同様に各々約０．９５ｃｍの直径を有する１
４個の孔５４を含む同心円状の外輪を備えている。孔５４、６０は、ピストンヘッド５０
の上部から底部まで開けられている。ピストンヘッド５０も、その中心に開けられた円筒
状の孔６２を有し、シャフト３８の下端４６を受け入れる。ピストンヘッド５０の底部は
、二軸延伸された４００メッシュのステンレススクリーン６４で覆われていてもよい。
【００６６】
　サンプル容器３０は、円筒３４及び、二軸方向に延伸されて緊張し、円筒の下端に接続
されている４００メッシュのステンレス布スクリーン６６を含む。図１の６８で示された
高吸収性ポリマーのサンプルが、試験中は円筒３４内のスクリーン６６上で支えられる。
【００６７】
　円筒３４は、透明なＬＥＸＡＮ（登録商標）ロッド若しくは等価材料に孔を開けて作っ
てもよく、又はＬＥＸＡＮ（登録商標）管若しくは等価材料から切り出してもよく、また
約６ｃｍの内径（例えば約２８．２７ｃｍ２の断面積）、約０．５ｃｍの壁厚、及び約１
０ｃｍの高さを有する。スクリーン６６の上の高さ約７．８ｃｍで円筒３４の側壁に排出
孔（図示なし）を形成し、液体を円筒から排出させて、それによりサンプル容器内の液面
をスクリーン６６の上約７．８ｃｍに保つ。ピストンヘッド５０はＬＥＸＡＮ（登録商標
）ロッド又は等価材料から機械加工し、高さ約１６ｍｍ及び最小壁間隔で円筒３４内に適
合しても自由に滑るようなサイズの直径を有する。シャフト３８はＬＥＸＡＮ（登録商標
）ロッド又は等価材料から機械加工し、約２．２２ｃｍの外径及び約０．６４ｃｍの内径
を有する。
【００６８】
　シャフト上端４２は長さ約２．５４ｃｍ及び直径約１．５８ｃｍであり、環状段部４７
を形成して重り４８を支持する。環状重り４８は約１．５９ｃｍの内径を有するので、シ
ャフト３８の上端４２の上を滑り、その上に形成された環状段部４７上に載っている。環
状重り４８はステンレス又は、０．９質量％塩化ナトリウムの蒸留水溶液である試験溶液
の存在下において腐蝕に耐性を示す他の適切な材料から製造できる。ピストン３６及び環
状重り４８の合計質量は約５９６グラム（ｇ）と等しく、約２８．２７ｃｍ２のサンプル
面積上の約０．３ポンド／平方インチ（ｐｓｉ）の、又は約２０．７ｇ／ｃｍ２の吸収性
構造体サンプル６８に掛けられた圧力に対応する。
【００６９】
　試験溶液が、後述する試験を行う間に試験装置の中を流れるとき、通常はサンプル容器
３０は１６メッシュ固定ステンレス支持スクリーン（図示なし）上に載っている。また、
サンプル容器３０は、支持リング（図示なし）が容器の底からの流れを制限しないように
、円筒３４と実質的に同じ直径方向の大きさの支持リング上に載っていてもよい。
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【００７０】
　「自由膨張」条件下のゲルベッド浸透性試験を行うために、ピストン３６と、その上に
位置する重り４８を空のサンプル容器３０内に設置し、正確に０．０１ｍｍである適切な
ゲージのキャリパーを用いて、重り４８の底部から円筒３４の上部までの高さを測定する
。各々の空のサンプル容器３０の高さを測定すること及び複合試験装置を用いたときに、
ピストン３６及び重り４８が利用される軌道を維持することが重要である。同様のピスト
ン３６及び重り４８は、高吸収性ポリマーサンプル６８が飽和して水膨張するときに、測
定に利用するべきである。
【００７１】
　米国規格の３０メッシュスクリーンを通過させて事前に篩い分けして、米国規格の５０
メッシュスクリーン上に残した高吸収性材料粒子から試験用サンプルを調製する。結果と
して、試験サンプルは約３００～６００μｍの範囲の寸法の粒子を含む。粒子は手動で又
は自動で事前に篩い分けできる。約２．０ｇのサンプルをサンプル容器３０に入れ、次に
その容器（そこにはピストン３６及び重り４８がない）を試験溶液に約６０分間沈め、サ
ンプルを飽和させて、いかなる制限荷重も掛けずにサンプルを膨潤させた。 
【００７２】
　その後に、ピストン３６及び重り４８の集成体をサンプル容器３０内の飽和したサンプ
ル６８上に置き、次にサンプル容器３０、ピストン３６、重り４８、及びサンプル６８を
溶液から取り出した。ゼロ点が最初の高さ測定から変わっていないならば、前に使用した
同一のキャリパー又はゲージを用いて、重り４８の底部から円筒３４の上部までの高さを
再測定することにより飽和したサンプル６８の厚さを決定する。サンプル６８を飽和させ
た後に得られた高さの測定値から、空のサンプル容器３０、ピストン３６、及び重り４８
を測定してから得られた高さの測定値を引く。得られた値が膨潤したサンプルの厚さ、又
は高さ「Ｈ」である。
【００７３】
　試験溶液の流れをサンプル容器３０（内部に飽和したサンプル６８、ピストン３６、及
び重り４８を含む）の中に導くことにより浸透性測定を始める。容器の中に入る試験溶液
の流速は、サンプル容器の底部から約７．８ｃｍの液体高さを維持するように調整する。
サンプル６８を通過する溶液量対時間を重量測定法で測定する。液面が約７．８ｃｍの高
さに安定して維持されたら、少なくとも２０秒間おきにデータ点を収集する。膨張してい
るサンプル６８を通る流速Ｑは、サンプル６８を通過する液体（ｇ単位）対時間（秒単位
）の線形最小二乗近似により、ｇ／秒（ｇ／ｓ）の単位で決定される。
【００７４】
　Ｄａｒｃｙを単位とする浸透性は次式により得られる。 
【００７５】
　Ｋ＝［Ｑ×Ｈ×Ｍｕ］／［Ａ×Ｒｈｏ×Ｐ］
【００７６】
　式中、Ｋ＝浸透性（ｃｍ２）、Ｑ＝流速（ｇ／ｒａｔｅ）、Ｈ＝サンプルの高さ（ｃｍ
）、Ｍｕ＝液粘度（ポアズ）（本試験に使用した試験溶液では約１センチポアズ）、Ａ＝
液流の断面積（ｃｍ２）、Ｒｈｏ＝（この試験で用いた試験溶液の）液体比重（ｇ／ｃｍ
３）、及びP＝静水圧（ｄｙｎｅ／ｃｍ２）（通常は約３，９２３ｄｙｎｅ／ｃｍ２）で
ある。静水圧は次式から計算する。
【００７７】
　Ｐ＝Ｒｈｏ×ｇ×ｈ
【００７８】
　式中、Ｒｈｏ＝液体比重（ｇ／ｃｍ３）、ｇ＝重力加速度（名目上９８１ｃｍ／秒２）
、及びｈ＝液体の高さ（例えばここで述べた浸透性試験では７．８ｃｍ）である。
【００７９】
　負荷ゲルベッド浸透性試験
　ここで用いたように、負荷ゲルベッド浸透性（ＧＢＰ）試験（或いはここでは０．３ｐ
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ｓｉでのＧＢＰという）によって、一般に「荷重を受けた（負荷）」条件下と呼ばれる条
件下で、ゲル粒子（例えば、それらの用語として高吸収性材料又は吸収性材料がここで使
用される）の膨張したベッドの浸透性が決まる。用語「負荷」は、着用者による着座、歩
行、ひねり等のように、粒子に適用される通常の使用法の荷重と大抵は一致する荷重によ
って、粒子の膨張が制限されることを意味する。
【００８０】
　より詳細には、負荷ゲルベッド浸透性試験は、下記を除いて既に説明した自由膨張ゲル
ベッド浸透性試験と実質的に同様である。約２．０ｇのサンプルをサンプル容器３０内に
置いて、均一にサンプル容器の底部に広げた後、サンプル容器（その中にピストン及び重
りを含む）を試験溶液（０．９質量％ＮａＣｌ生理食塩水）に約６０分間沈めるより前に
、ピストン３６及び重り４８をサンプル容器内のサンプル上に置く。結果として、サンプ
ルが飽和及び膨張すると、サンプルには０．３ｐｓｉの制限荷重が掛かる。
【００８１】
　遠心分離保持容量試験
　遠心分離保持容量（ＣＲＣ）試験は、高吸収性ポリマーが飽和し、管理条件下で遠心分
離を受けた後に、その中に液体を保持する能力を測定する。得られた保持容量は、保持さ
れた液体のグラム／サンプルのグラム質量（ｇ／ｇ）として示される。試験用サンプルは
、米国規格の３０メッシュスクリーンにより事前に篩い分けし、米国規格の５０メッシュ
スクリーン上に残した粒子から調製する。結果として、高吸収性ポリマーサンプルは、約
３００～６００μｍの範囲の寸法の粒子を含む。粒子は、手動で又は自動で事前に篩い分
けできる。
【００８２】
　制限なく試験溶液（蒸留水中の０．９質量％塩化ナトリウム）をサンプルに吸収させな
がら、サンプルを含むことになる透水性バッグの中に約０．２ｇの事前に篩い分けした高
吸収性ポリマーサンプルを置くことにより保持容量を測定する。品番１２３４Ｔのヒート
シール可能なフィルター紙として（アメリカ合衆国、コネチカット州、Windsor Locksに
事業所を有する）Dexter社から入手できるような、ヒートシール可能なティーバッグ材料
を主に使用するとよい。バッグは、縦５インチ（ｉｎｃｈ）横３インチのバッグ材料のサ
ンプルを半分に折り、その二つの開いた端をヒートシールして、縦２．５インチ、横３イ
ンチの長方形の袋を形成することにより、形成される。材料の端の内側約０．２５インチ
をヒートシールするべきである。サンプルが袋に入れられた後、袋の残りの開いた端もヒ
ートシールされる。空のバッグも作製し、標準品として試験する。試験する各々の高吸収
性ポリマーごとに３個のサンプルを調製した。
【００８３】
　シールしたバッグは、２３℃で試験溶液を含む皿に沈めた状態にして、それらが完全に
湿るまでバッグが沈んだままであることを確認する。湿らせた後に、サンプルを溶液中に
約３０分間留め、そしてそれらを溶液から取り出して、一時的に非吸収性の平坦な表面上
に寝かせる。
【００８４】
　次に湿ったバッグは、サンプルを約３５０の重力加速度下に置くことができる適切な遠
心重力機のバスケットの中に入れる。適切な遠心分離機としては、採水バスケット、デジ
タルｒｐｍゲージ、並びに平坦なバッグサンプルを保持及び排出するのに適応する機械加
工した排出バスケットを有するCLAY ADAMS DYNAC II（品番０１０３）がある。複数のサ
ンプルを遠心分離する場合には、回転時にバスケットの平衡を保つために、遠心分離機内
の向かい合う場所にサンプルを置かなければならない。バッグ（湿った、空のバッグも含
む）は、約１，６００ｒｐｍ（例えば、設定重力加速度は約３５０である）で３分間遠心
分離する。 バッグを取り出して秤量するが、空のバッグ（標準品）を先に秤量し、次に
高吸収性ポリマーサンプルを含むバッグを秤量する。高吸収性ポリマーサンプルにより保
持された溶液の量が、バッグ自体に保持された溶液も考慮した上で、液体のグラム（ｇ）
／高吸収性ポリマーのグラム（ｇ）として表記される高吸収性ポリマーの遠心分離保持容
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【００８５】
【数２】

【００８６】
　３個のサンプルを試験し、計算結果を平均して高吸収性ポリマー組成物の保持容量（Ｃ
ＲＣ）を決定する。 
【００８７】
　オーブンシェイクアウト試験
　オーブンシェイクアウト試験は、高吸収性ポリマー自体をポリオレフィン材料と親和さ
せる高吸収性ポリマーの能力を測定する。オーブンシェイクアウト試験は、ポリオレフィ
ンからのＳＡＰシェイクアウト（％）又は高吸収性組成物シェイクアウトとして表される
。この試験に必要な材料としては、４インチ（ｉｎｃｈ）直径のアルミニウム秤量皿、ポ
リエチレンＺＩＰＬＯＣ（登録商標）袋、高吸収性ポリマー粒子（ＳＡＰ）、０．５イン
チのアルミニウムプレート、従来型の空気オーブン、Retsch Vibro篩い分け機（品番３０
．４０３．００９）、底皿及び１２～２０メッシュスクリーンが挙げられる。
【００８８】
　アルミニウムプレートをBLUE M熱風実験室用オーブン（アメリカ合衆国、ペンシルヴァ
ニア州、Montoursvilleに事業所を有するThermal Product Solutions社から入手できる）
のような標準型実験室用オーブンに入れ、ラック上でオーブンの中央の位置で水平にプレ
ートを保つ。オーブンは１６０℃に予熱されている。ポリエチレンＺＩＰＬＯＣ（登録商
標）袋から円径３インチのポリエチレンフィルムを切り、４インチ直径のアルミニウム秤
量皿に取り付けて、皿及びフィルムの合計質量を記録する。その秤量皿集成体を予熱され
ているオーブン内のアルミニウムプレートの上部に置き、オーブンのドアを閉める。５．
０±０．０５ｇの高吸収性ポリマー組成物粒子を別々のサンプル皿の中に秤量する。５分
後、オーブンのドアを開けて、高吸収性ポリマー粒子を秤量皿内のポリエチレンフィルム
の上部に注ぎ入れる。静かに秤量皿を端まで振り、高吸収性ポリマー粒子をできるだけ多
くのフィルム上に分散させる。この工程は、オーブンチャンバーが冷えすぎないように素
早く終える必要がある。オーブンのドアをさらに６０秒間閉じる。フィルム／皿／高吸収
剤の集成体をオーブンから取り出し、実験室内の適切な熱非感受性表面上に置いて６０秒
間冷却する。フィルム／皿／高吸収剤の集成体を反転させて、ポリエチレン表面と接触し
た状態になっていない自由（loose）高吸収性ポリマー粒子をデカントする。集成体を秤
量し、その質量を未修正のシェイク前（pre-shake）の質量として記録する。シェイク前
の高吸収剤の質量は、上記の未修正のシェイク前の質量から最初の皿／フィルムの質量を
引くことにより算出する。高吸収剤を下向きにしながらフィルム／皿／高吸収剤の集成体
をRetsch Vibro内のメッシュスクリーン上に置き、振動計の強度をちょうど「１」と表示
されている垂直マークに設定して１分間振動させる。フィルム／皿／高吸収剤の集成体を
取り外し、その質量を未修正のシェイク後（post-shake）の質量として記録した。シェイ
ク後の高吸収剤の質量は、未修正のシェイク後の質量からフィルム／皿の質量を引くこと
により算出する。
【００８９】
　高吸収剤の損失分（％）は次式により算出する。
【００９０】
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【数３】

【００９１】
　最低３個のサンプルを試験し、その計算結果を平均してサンプルの平均高吸収性組成物
シェイクアウトを決定する。 
【００９２】
　次の実施例は本発明を説明するために提供するものであり、特許請求の範囲を限定する
ものではない。特に明記しない限り、全ての部及び割合は質量を基準とする。
【００９３】
　実施例１　半製品
　断熱した平底の反応容器内で、１８６６．７ｇの５０％ＮａＯＨを３０９０．２６ｇの
蒸留水に加え、２５℃に冷却した。次に８００ｇのアクリル酸を水酸化ナトリウム溶液に
加え、その溶液を再び２５℃に冷却した。次に、終始撹拌しながら、アクリル酸中に５０
質量％メトキシポリエチレングリコールモノメタクリレート１２０ｇを含む１６００ｇの
アクリル酸及び１４．４ｇのエトキシ化トリメチロールプロパントリアクリレートの第二
の溶液を第一の溶液に加え、続いて１５℃に冷却し、１０ｍｏｌをエトキシル化した１４
．４ｇのヒドロキシモノアリルエーテルを加え、さらに５℃に冷却した。次に、断熱条件
下で、１００ｐｐｍの過酸化水素、２００ｐｐｍのアゾ‐ビス‐（２‐アミジノ‐プロペ
ン）二塩酸塩、２００ｐｐｍの過硫酸ナトリウム及び４０ｐｐｍのアスコルビン酸（全て
水溶液）の混合物を用いてモノマー溶液を重合させ、最大温度（Ｔｍａｘ）付近で２５分
間続けた。得られたゲルを切り刻み、Hobart 4M6工業用押出し機を用いて押し出し、次に
最終製品の水分濃度が５質量％未満になるまでProcter & Schwartz 062型熱風オーブン内
で、２０インチ×４０インチの孔あき金属トレイ上で、上昇風１０分間及び下降風６分間
、１７５℃で乾燥した。乾燥した材料は、Prodeva 315-S型粉砕機内で粗粉砕し、MPI 666
-F三段ロールミル内で粉砕し、Minox MTS 600DS3Vを用いて篩い分けして８５０μｍを超
える及び１５０μｍ未満の粒子を除去した。
【００９４】
　比較例１及び実施例２～４
　比較例１及び実施例２～４のために表１に従って、３，０００ｇの実施例１の半製品を
外界条件で表１に示した量のマレイン酸変性ポリプロピレン２５％乳濁液と混合した。具
体的には、実施例１の半製品を流動させた。表１に示した量に従って、エチレンカーボネ
ート、熱可塑性塗料及び水を含む吹付液を調製した。吹付液を流動状態の半製品の上に吹
き付けた。加えられた水だけでなくＭＰＰ乳濁液の寄与を含めて水分量を計算し、吹付混
合物を配合して１%のＥＣ、０．０６２５％のＭＰＰ、及び４%の水を得た。次に、吹き付
け済みの半製品に２４．０ｇのヒュームドシリカを加えた。全混合物を約１分間流動させ
た。エチレンカーボネート／熱可塑性物質／水で被覆された半製品を連続パドル乾燥器の
中へ、その反応器内の２．５～３ｋｇの定常状態のポリマー物質を用いて、６０～７０ｇ
／分で５０分間供給した。反応器の後段の途中付近では吸収剤のピーク温度に達したので
、この温度を１９０～１９５℃に保った。パドルは２５ｒｐｍに保った。次に組成物をＰ
ＥＧ８０００の水溶液でさらに処理した。
【００９５】
　比較例１及び実施例１～３のそれぞれについて、ここで説明したオーブンシェイクアウ
ト法によりサンプルを試験した。比較例１及び実施例１～３の高吸収性組成物シェイクア
ウトを測定し、表２に示した。表２から明らかだが、本発明の高吸収性ポリマー組成物は
、比較例の他の高吸収性ポリマー組成物よりも低い高吸収性組成物シェイクアウトを有す
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【００９６】
【表１】

【００９７】
【表２】

【００９８】
　実施例４～５
　実施例４及び実施例５の表３に従って、３，０００ｇの実施例１の半製品を外界条件で
マレイン酸変性ポリプロピレン及びエチレンアクリル酸コポリマーの混合物の２５％量の
水性乳濁液と混合した。具体的には、実施例１の半製品を流動させた。表３に示した量に
従って、エチレンカーボネートを温水に溶解させ、マレイン酸変性ポリプロピレンをその
溶液に加え、次にエチレンアクリル酸コポリマーをその溶液に加えることにより吹付液を
調製した。吹付液を流動状態の半製品の上に吹き付けた。次に、吹き付け済みの半製品に
２４．０ｇのヒュームドシリカを加えた。全混合物を約１分間流動させた。エチレンカー
ボネート／熱可塑性物質／水で被覆された半製品を連続パドル乾燥器の中へ、その反応器
内の２．５～３ｋｇの定常状態のポリマー物質を用いて、６０～７０ｇ／分で５０分間供
給した。反応器の後段の途中付近で吸収剤のピーク温度に達したので、この温度を１９０
～１９５℃に保った。パドルは２５ｒｐｍに保った。
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【００９９】
　エチレンカーボネートを用いて表面架橋し、加熱した後、表面処理された高吸収性組成
物に１．２５％ポリビニルアミン溶液を吹き付けて、高吸収剤上に０．２５質量％のポリ
ビニルアミンを与えた。その溶液を利用するために、表面架橋した高吸収剤を流動させて
、その液体を動いている粉末ベッドの上に吹き付けた。
【０１００】
【表３】

【０１０１】
　実施例４～５について、ここで説明したオーブンシェイクアウト法によりサンプルを試
験した。実施例４～５の高吸収性組成物シェイクアウトを測定し、表４に示した。
【０１０２】

【表４】

【図面の簡単な説明】
【０１０３】
【図１】浸透性試験を行う装置の断面図である。
【図２】図１の線２‐２の平面における図である。
【符号の説明】
【０１０４】
　２８　　浸透性試験装置
　３０　　サンプル容器
　３４　　円筒
　３６　　ピストン
　３８　　シャフト
　４０　　同心円筒孔
　４２　　シャフトの上端
　４６　　シャフトの下端
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　４７　　環状段部
　４８　　重り
　４８ａ　　重りの円筒孔
　５０　　円形ピストンヘッド
　５４　　孔
　６０　　孔
　６２　　円筒状の孔
　６４　　ステンレススクリーン
　６６　　ステンレススクリーン
　６８　　サンプル

【図１】

【図２】
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