
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　α，β－不飽和カルボン酸を必須単量体とする吸水性樹脂の製造方法において、任意の
製造工程において、該α，β－不飽和カルボン酸１００重量部に対して０．００１～６重
量部の金属キレート剤を存在させ、かつ重合により得られた吸水性樹脂を含むゲル状物の
乾燥開始前及び／又は乾燥中に該α，β－不飽和カルボン酸１００重量部に対して０．０
０１～６重量部の還元剤または酸化剤を添加する

ことを特徴とする吸水性樹脂の製造方法。
【請求項２】
　請求項 載の製造方法により得られる、５０℃、９０％相対湿度下で２０日間放置し
た後の黄色度が１２以下である吸水性樹脂。
【請求項３】
　請求項 載の製造方法により得られた吸水性樹脂と、親水性繊維とを含有してなる吸
収体。
【請求項４】
　液体透過性シートと液体不透過性シートとの間に、請求項 記載の吸収体が保持されて
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吸水性樹脂の製造方法であって、前記金
属キレート剤が、ジエチレントリアミン５酢酸、トリエチレンテトラミン６酢酸、ｔｒａ
ｎｓ－１，２－ジアミノシクロヘキサン４酢酸、エチレンジアミン４酢酸、トリポリリン
酸およびそれらの塩からなる群より選ばれた少なくとも１種であり、前記還元剤が、亜硫
酸塩、亜硫酸水素塩、亜二チオン酸塩またはピロ亜硫酸塩であり、前記酸化剤が、過酸化
水素である

１記

１記

３



なる吸収性物品。
【請求項５】
　α，β－不飽和カルボン酸を必須単量体とする吸水性樹脂の、任意の製造工程において
、該α，β－不飽和カルボン酸１００重量部に対して０．００１～６重量部の金属キレー
ト剤を存在させ、かつ重合により得られた吸水性樹脂を含むゲル状物の乾燥開始前及び／
又は乾燥中に該α，β－不飽和カルボン酸１００重量部に対して０．００１～６重量部の
還元剤または酸化剤を添加して吸水性樹脂を製造する、吸水性樹脂の着色防止方法

。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、吸水性樹脂の製造方法に関する。さらに詳しくは、紙おむつ、生理用ナプキン
等の衛生材料の吸収性物品として好適に使用しうる、製造直後においても着色がなく、か
つ耐着色性に優れた吸水性樹脂の製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
吸水性樹脂は、水系の液体、例えば、人尿、血液、汗等の体液等を速やかに、かつ大量に
吸収し、荷重下においても、一旦吸収した液体は放出しないという特徴を活かして、紙お
むつ、生理用ナプキン等の衛生材料の吸収性物品に広く使用されている。
【０００３】
従来の吸水性樹脂は、製造方法によっては製造直後においても黄色に着色していたり、あ
るいは製造直後は白色であっても、放置中に熱や湿度等の外的要因によって黄色や茶色等
に着色しやすいといった問題がある。上記紙おむつ等の衛生材料の分野においては、吸収
性物品中の吸水性樹脂が着色している場合、吸収性物品としての商品価値は著しく低下す
る。そのため、夏場の倉庫内のような高温高湿下の厳しい環境下で、吸水性樹脂または吸
収性物品が長期間保存されても、吸水性樹脂が着色しないことが求められている。
【０００４】
着色防止効果を有する吸水性樹脂としては、例えば、高吸水性ポリマーに有機リン酸化合
物またはその塩を添加した高吸水性ポリマー組成物（特開平５－８６２５１号公報）、酸
性水膨潤性架橋重合体と塩基性水膨潤性架橋重合体と、着色防止剤および／または酸化防
止剤および／またはホウ素化合物とを含んでなる吸水剤組成物（特開２０００－２３０１
２９号公報）、吸水性樹脂と有機カルボン酸類および／またはその塩からなる吸水剤組成
物（特開２０００－３２７９２６号公報）等が知られている。しかしながら、上記組成物
は、高温高湿下で長期間保存した場合、十分満足できる着色防止効果を発揮できるもので
はない。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、製造直後においても着色がなく、かつ、室温さらには高温高湿下で長期
間保存した場合でも、着色が抑制された吸水性樹脂の製造方法を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　　すなわち、本発明は、
〔１〕α，β－不飽和カルボン酸を必須単量体とする吸水性樹脂の製造方法において、任
意の製造工程において、該α，β－不飽和カルボン酸１００重量部に対して０．００１～
６重量部の金属キレート剤を存在させ、かつ重合により得られた吸水性樹脂を含むゲル状
物の乾燥開始前及び／又は乾燥中に該α，β－不飽和カルボン酸１００重量部に対して０
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であっ
て、前記金属キレート剤が、ジエチレントリアミン５酢酸、トリエチレンテトラミン６酢
酸、ｔｒａｎｓ－１，２－ジアミノシクロヘキサン４酢酸、エチレンジアミン４酢酸、ト
リポリリン酸およびそれらの塩からなる群より選ばれた少なくとも１種であり、前記還元
剤が、亜硫酸塩、亜硫酸水素塩、亜二チオン酸塩またはピロ亜硫酸塩であり、前記酸化剤
が、過酸化水素である吸水性樹脂の着色防止方法



．００１～６重量部の還元剤または酸化剤を添加する

ことを特徴とする吸水性樹脂の製造方法、
〔２〕前記〔１〕記載の製造方法により得られる、５０℃、９０％相対湿度下で２０日間
放置した後の黄色度が１２以下である吸水性樹脂、
〔３〕前記〔１〕記載の製造方法により得られた吸水性樹脂と、親水性繊維とを含有して
なる吸収体、
〔４〕液体透過性シートと液体不透過性シートとの間に、前記〔３〕記載の吸収体が保持
されてなる吸収性物品、ならびに
〔５〕α，β－不飽和カルボン酸を必須単量体とする吸水性樹脂の、任意の製造工程にお
いて、該α，β－不飽和カルボン酸１００重量部に対して０．００１～６重量部の金属キ
レート剤を存在させ、かつ重合により得られた吸水性樹脂を含むゲル状物の乾燥開始前及
び／又は乾燥中に該α，β－不飽和カルボン酸１００重量部に対して０．００１～６重量
部の還元剤または酸化剤を添加して吸水性樹脂を製造する、吸水性樹脂の着色防止方法

、
に関する。
【０００７】
【発明の実施の形態】
本発明の吸水性樹脂を製造する方法においては、任意の製造工程において、α，β－不飽
和カルボン酸１００重量部に対して０．００１～６重量部の金属キレート剤を存在させ、
かつ重合により得られた吸水性樹脂を含むゲル状物の乾燥開始前及び／又は乾燥中にα，
β－不飽和カルボン酸１００重量部に対して０．００１～６重量部の還元剤または酸化剤
を添加することにより、製造直後においても着色がほとんどなく、かつ、室温さらには高
温高湿下で長期間保存した場合でも着色が抑制された吸水性樹脂を得ることができる点に
特徴を有する。
【０００８】
吸水性樹脂の重合方法としては、特に限定されず、代表的な製造方法である逆相懸濁重合
法、水溶液重合法等が用いられる。上記の重合方法で得られた吸水性樹脂を乾燥し、水分
および有機溶剤を除去することで、吸水性樹脂を製造することができる。
【０００９】
吸水性樹脂を製造する任意の工程において、金属キレート剤を存在させる方法としては、
前記金属キレート剤を、（イ）重合前のα，β－不飽和カルボン酸からなる単量体水溶液
に添加する方法、（ロ）重合後の含水ゲル状物に添加する方法、（ハ）乾燥中の吸水性樹
脂に添加する方法、（ニ）乾燥後の吸水性樹脂に粉体混合する方法、（ホ）有機溶媒中に
分散した吸水性樹脂に添加して、加熱・脱溶媒する方法等が挙げられる。
【００１０】
金属キレート剤を添加する形態は、特に限定されないが、金属キレート剤を吸水性樹脂に
均一に分散させるためには、液状又は粉体の金属キレート剤を水等の親水性溶媒に溶解し
た溶液を添加する形態、あるいは微粉末状の金属キレート剤を粉末状態で添加する形態が
好ましい。なお、微粉末状の金属キレート剤の粒子径は特に限定されないが、粗粒子部分
が少ない方が十分な着色防止効果が得られる観点から、全体の８０重量％以上の粒子が１
００μｍ以下の粒子径であることが好ましい。
【００１１】
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吸水性樹脂の製造方法であって、前
記金属キレート剤が、ジエチレントリアミン５酢酸、トリエチレンテトラミン６酢酸、ｔ
ｒａｎｓ－１，２－ジアミノシクロヘキサン４酢酸、エチレンジアミン４酢酸、トリポリ
リン酸およびそれらの塩からなる群より選ばれた少なくとも１種であり、前記還元剤が、
亜硫酸塩、亜硫酸水素塩、亜二チオン酸塩またはピロ亜硫酸塩であり、前記酸化剤が、過
酸化水素である

で
あって、前記金属キレート剤が、ジエチレントリアミン５酢酸、トリエチレンテトラミン
６酢酸、ｔｒａｎｓ－１，２－ジアミノシクロヘキサン４酢酸、エチレンジアミン４酢酸
、トリポリリン酸およびそれらの塩からなる群より選ばれた少なくとも１種であり、前記
還元剤が、亜硫酸塩、亜硫酸水素塩、亜二チオン酸塩またはピロ亜硫酸塩であり、前記酸
化剤が、過酸化水素である吸水性樹脂の着色防止方法



本発明で用いられる金属キレート剤としては、ピロリン酸、トリポリリン酸等のリン酸系
金属キレート剤およびその塩；クエン酸、酒石酸、フタル酸等のカルボン酸系金属キレー
ト剤およびその塩；イミノ２酢酸、ヒドロキシエチルイミノ２酢酸、ニトリロ３酢酸、ニ
トリロ３プロピオン酸、エチレンジアミン４酢酸、ジエチレントリアミン５酢酸、トリエ
チレンテトラミン６酢酸、ｔｒａｎｓ－１，２－ジアミノシクロヘキサン４酢酸、Ｎ，Ｎ
－ビス（２－ヒドロキシエチル）グリシン、ジアミノプロパノール４酢酸、エチレンジア
ミン２プロピオン酸、ヒドロキシエチレンジアミン３酢酸、グリコールエーテルジアミン
４酢酸、ジアミノプロパン４酢酸、Ｎ，Ｎ’－ビス（２－ヒドロキシベンジル）エチレン
ジアミン－Ｎ，Ｎ’－２酢酸、１，６－ヘキサメチレンジアミン－Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－
４酢酸等のアミノカルボン酸系金属キレート剤およびその塩等が挙げられる。これらの中
でも、着色防止効果の観点から、リン酸系金属キレート剤およびアミノカルボン酸系金属
キレート剤およびそれらの塩が好適に用いられ、とりわけ、ジエチレントリアミン５酢酸
、トリエチレンテトラミン６酢酸、ｔｒａｎｓ－１，２－ジアミノシクロヘキサン４酢酸
、エチレンジアミン４酢酸、トリポリリン酸およびそれらの塩がより好適に用いられる。
【００１２】
前記金属キレート剤の使用量は、α，β－不飽和カルボン酸１００重量部に対して０．０
０１～６重量部であり、０．００５～３重量部が好ましく、０．０１～２重量部がより好
ましい。金属キレート剤の使用量が０．００１重量部以上の場合、十分な着色防止効果を
得ることができる。また、金属キレート剤の使用量が６重量部以下の場合、使用量に見合
う効果が得られ、経済的である。
【００１３】
還元剤または酸化剤の添加方法としては、製造工程上の操作が簡便であるという観点から
、重合により得られた吸水性樹脂を含むゲル状物の乾燥開始前及び／又は乾燥中に添加す
る方法が好ましい。
【００１４】
前記還元剤または酸化剤を添加する形態は、特に限定されないが、還元剤または酸化剤を
吸水性樹脂に対して均一に分散させるためには、液状又は粉体の還元剤または酸化剤を水
等の親水性溶媒に溶解した溶液を添加する形態、あるいは微粉末状の還元剤または酸化剤
を粉末状態で添加する形態が好ましい。
【００１５】
また、金属キレート剤と、還元剤または酸化剤の添加順序は、特に限定されず、どちらを
先に添加しても良いし、同時に添加しても良いが、還元剤または酸化剤を添加した後に金
属キレート剤を添加する方法が、着色防止効果の面からより好ましい。
【００１６】
本発明で用いられる還元剤としては、亜硫酸ナトリウム、亜硫酸カリウム、亜硫酸カルシ
ウム、亜硫酸亜鉛、亜硫酸アンモニウム等の亜硫酸塩；亜硫酸水素ナトリウム、亜硫酸水
素カリウム、亜硫酸水素カルシウム、亜硫酸水素アンモニウム等の亜硫酸水素塩；ピロ亜
硫酸ナトリウム、ピロ亜硫酸カリウム、ピロ亜硫酸アンモニウム等のピロ亜硫酸塩；亜二
チオン酸ナトリウム、亜二チオン酸カリウム、亜二チオン酸アンモニウム、亜二チオン酸
カルシウム、亜二チオン酸亜鉛等の亜二チオン酸塩；三チオン酸カリウム、三チオン酸ナ
トリウム等の三チオン酸塩；四チオン酸カリウム、四チオン酸ナトリウム等の四チオン酸
塩；チオ硫酸ナトリウム、チオ硫酸カリウム、チオ硫酸アンモニウム等のチオ硫酸塩；亜
硝酸ナトリウム、亜硝酸カリウム、亜硝酸カルシウム、亜硝酸亜鉛等の亜硝酸塩等が挙げ
られる。中でも、亜硫酸塩、亜硫酸水素塩、ピロ亜硫酸塩、亜二チオン酸塩が好ましく、
亜硫酸ナトリウム、亜硫酸水素ナトリウム、ピロ亜硫酸カリウム、亜二チオン酸ナトリウ
ムがより好ましく用いられる。
【００１７】
本発明で用いられる酸化剤としては、亜塩素酸ナトリウム等の亜塩素酸塩；次亜塩素酸ナ
トリウム、次亜塩素酸カリウム、次亜塩素酸カルシウム等の次亜塩素酸塩；過酸化水素、
過酸化ナトリウム、過酸化カリウム、過マンガン酸カリウム、ペルオキソホウ酸ナトリウ
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ム、過酸化ベンゾイル、過酸化ラウロイル等の過酸化物等が挙げられる。中でも、過酸化
水素が好ましく用いられる。
【００１８】
前記還元剤または酸化剤の使用量は、α，β－不飽和カルボン酸１００重量部に対して０
．００１～６重量部であり、０．００５～３重量部が好ましく、０．０１～２重量部がよ
り好ましい。製造直後においても着色がほとんどない吸水性樹脂が得られる観点から、還
元剤または酸化剤の使用量は０．００１重量部以上である。また、使用量に見合う効果が
得られ、経済的である観点から、還元剤または酸化剤の使用量は６重量部以下である。
【００１９】
本発明の製造方法においては、添加する還元剤または酸化剤と金属キレート剤の組合せは
、特に限定されないが、製造直後においても着色がほとんどなく、かつ、室温さらには高
温高湿下で長期間保存した場合でも着色が抑制された吸水性樹脂が得られる観点から、亜
硫酸塩、亜硫酸水素塩、ピロ亜硫酸塩、亜二チオン酸塩または過酸化物と、リン酸系金属
キレート剤および／またはアミノカルボン酸系金属キレート剤との組合せが好ましい。な
かでも、亜硫酸ナトリウム、亜硫酸水素ナトリウム、ピロ亜硫酸カリウム、亜二チオン酸
ナトリウムまたは過酸化水素と、ジエチレントリアミン５酢酸、トリエチレンテトラミン
６酢酸、ｔｒａｎｓ－１，２－ジアミノシクロヘキサン４酢酸、エチレンジアミン４酢酸
、トリポリリン酸およびそれらの塩からなる群より選ばれた少なくとも１種との組合せが
より好ましく、亜硫酸ナトリウムまたは亜硫酸水素ナトリウムと、ジエチレン－トリアミ
ン５酢酸、トリエチレンテトラミン６酢酸、ｔｒａｎｓ－１，２－ジアミノシクロヘキサ
ン４酢酸およびそれらの塩からなる群より選ばれた少なくとも１種との組合せがさらに好
ましい。
【００２０】
従って、本発明により、α，β－不飽和カルボン酸を必須単量体とする吸水性樹脂の、任
意の製造工程において、該α，β－不飽和カルボン酸１００重量部に対して０．００１～
６重量部の金属キレート剤を存在させ、かつ重合により得られた吸水性樹脂を含むゲル状
物の乾燥開始前及び／又は乾燥中に該α，β－不飽和カルボン酸１００重量部に対して０
．００１～６重量部の還元剤または酸化剤を添加して吸水性樹脂を製造する、吸水性樹脂
の着色防止方法が提供される。
【００２１】
金属キレート剤を添加しないで、還元剤または酸化剤を添加する製造方法により得られた
吸水性樹脂の場合、製造直後の黄色度は、還元剤または酸化剤を添加しない場合よりも低
いが、室温さらには高温高湿下における黄色度は、還元剤または酸化剤を添加しない場合
と同様に経時的に上昇する。一方、還元剤または酸化剤と金属キレート剤とを添加する本
発明の製造方法により得られた吸水性樹脂は、製造直後の黄色度が非常に低くなり、さら
に経時的な黄色度上昇も著しく抑えられる。
【００２２】
本発明で製造されるα，β－不飽和カルボン酸を必須単量体とする吸水性樹脂としては、
アクリル酸塩重合体の架橋物、でんぷん－アクリル酸塩グラフト共重合体の加水分解生成
物の架橋物、ビニルアルコール－アクリル酸塩共重合体の架橋物、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、ポリアク
リル酸部分中和物架橋体、酢酸ビニル－アクリル酸エステル共重合体のケン化物等を挙げ
ることができる。中でも、大量の水を吸収することができ、多少の荷重をかけても吸収し
た水を分子内に保持することのできるアクリル酸塩重合体の架橋物が好ましい。
【００２３】
α，β－不飽和カルボン酸としては、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、
無水マレイン酸、フマル酸等が挙げられる。これらは単独で用いてもよく、２種以上を混
合して用いてもよい。α，β－不飽和カルボン酸は、アルカリ金属等により部分的に中和
されていてもよく、中でもアクリル酸、メタクリル酸およびこれらのナトリウム、カリウ
ム等のアルカリ金属塩が好ましく用いられる。
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【００２４】
前記α，β－不飽和カルボン酸は、必要により他の単量体を共重合させてもよい。他の単
量体としては、例えば、（メタ）アクリルアミド〔「（メタ）アクリ」とは「アクリ」お
よび「メタクリ」を意味する。以下同じ〕、Ｎ－置換（メタ）アクリルアミド、２－ヒド
ロキシエチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、メ
トキシポリエチレングリコール（メタ）アクリレート、ポリエチレングリコール（メタ）
アクリレート等のノニオン性親水性基含有単量体；Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチル（メタ
）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピル（メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメ
チルアミノプロピル（メタ）アクリルアミド等の含アミノ基不飽和単量体；ビニルスルホ
ン酸、スチレンスルホン酸、２－（メタ）アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン
酸、２－（メタ）アクリロイルエタンスルホン酸およびそれらの塩等のスルホン酸系単量
体等を挙げることができる。
【００２５】
以下に逆相懸濁重合法による吸水性樹脂の重合方法について例示する。
【００２６】
逆相懸濁重合法では、界面活性剤および高分子保護コロイドのうち、少なくとも一方の存
在下で、有機溶媒中に単量体水溶液を分散させた状態で、例えば、重合開始剤を用いるこ
とにより、重合が行われる。
【００２７】
前記単量体水溶液における単量体の濃度は、２５重量％～飽和濃度であることが好ましい
。また、前記単量体水溶液は、重合反応において、一括して添加してもよく、分割して添
加してもよい。
【００２８】
前記有機溶媒としては、ｎ－ペンタン、ｎ－ヘキサン、ｎ－ヘプタン、リグロイン等の脂
肪族炭化水素溶媒；シクロペンタン、メチルシクロペンタン、シクロヘキサン、メチルシ
クロヘキサン等の脂環族炭化水素溶媒；ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水
素溶媒等を挙げることができる。中でも、ｎ－ヘプタン、シクロヘキサンが好ましく用い
られる。
【００２９】
有機溶媒の使用量は、重合熱を除去し、重合温度を制御しやすい観点から、単量体の合計
量１００重量部に対して５０～６００重量部が好ましく、１００～５５０重量部がより好
ましい。
【００３０】
前記界面活性剤としては、ソルビタン脂肪酸エステル、モノ脂肪酸グリセリンエステル、
ポリグリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ
油、ラウリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、（トリ）イソステアリン酸ポリオキシ
エチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキシエチ
レンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンヘキシルデシルエーテル等の非イオン界面活
性剤が挙げられる。
【００３１】
前記高分子保護コロイドとしては、エチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、酸
化ポリエチレン、無水マレイン化ポリエチレン、無水マレイン化ポリブタジエン、無水マ
レイン化エチレンプロピレンジエンターポリマー等が挙げられる。
【００３２】
これら非イオン界面活性剤および高分子保護コロイドは、２種類以上を混合して用いても
よい。
【００３３】
前記非イオン界面活性剤および／または高分子保護コロイドは、アニオン界面活性剤と併
用することもできる。アニオン界面活性剤としては、脂肪酸塩、アルキルベンゼンスルホ
ン酸塩、アルキルメチルタウリン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル硫
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酸エステル塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテルスルホン酸塩等が挙げられる。
【００３４】
界面活性剤および／または高分子保護コロイドの使用量は、単量体水溶液の分散が十分と
なり、使用量に見合う効果が得られ、経済的である観点から、単量体の合計量１００重量
部に対して０．１～５重量部が好ましく、０．２～３重量部がより好ましい。
【００３５】
前記吸水性樹脂は、架橋剤を用いない自己架橋型の反応でも合成できるが、２個以上の重
合性不飽和基や２個以上の反応性基を有する内部架橋剤を用いて、架橋させてもよい。内
部架橋剤としては、Ｎ，Ｎ’－メチレンビス（メタ）アクリルアミド、エチレングリコー
ルジ（メタ）アクリレート、ジエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリエチレ
ングリコールジ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパンジ（メタ）アクリレート
、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパンジ（メタ
）アリルエーテル、トリアリルアミン等の１分子中にエチレン性不飽和基を２個以上有す
る化合物；（ポリ）エチレングリコールジグリシジルエーテル、グリセリントリグリシジ
ルエーテル等のポリグリシジルエーテル；エピクロロヒドリン、エピブロモヒドリン等の
ハロゲン化エポキシ化合物等が挙げられる。これらの１種または２種以上を、重合系中で
の反応性および水溶性を考慮した上で用いることができるが、１分子中にグリシジル基を
２個以上有する化合物を内部架橋剤として用いることが好ましい。
【００３６】
内部架橋剤の使用量は、得られる吸水性樹脂が適度な架橋により水溶性の性質が抑制され
、十分な吸水性を示す観点から、上記単量体の合計量１００重量部に対して、０．００１
～３重量部が好ましく、０．００３～１重量部がより好ましく、０．００５～０．５重量
部がさらに好ましい。
【００３７】
重合開始剤としては、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム、過硫酸アンモニウム、過酸化
ベンゾイル、過酸化水素、１，１’－アゾビス（シクロヘキサン－１－カルボニトリル）
、２，２’－アゾビス（２－メチル－ブチロニトリル）、２，２’－アゾビスイソブチロ
ニトリル、２，２’－アゾビス（２－アミジノプロパン）２塩酸塩、２－シアノ－２－プ
ロピルアゾホルムアミド、ジメチル２，２’－アゾビス（２－メチルプロピオン酸）等の
ラジカル重合開始剤を挙げることができる。このようなラジカル重合開始剤は、亜硫酸塩
等と併用して、レドックス系重合開始剤として用いてもよい。
【００３８】
重合開始剤の使用量は、重合反応の時間を短縮し、急激な重合反応を防ぎ重合反応の制御
を容易にする観点から、上記単量体の合計量１００モルに対して、０．００５～１モルで
あることが望ましい。
【００３９】
前記界面活性剤および／または高分子保護コロイドを有機溶媒に溶解し、前記単量体水溶
液と重合開始剤等を添加し、攪拌下、加熱して、油中水系において、逆相懸濁重合を行う
。前記重合反応の反応温度は、使用する重合開始剤および単量体の種類、あるいは単量体
水溶液の濃度によって異なるが、重合が迅速に進行し、重合時間が短くなり、経済的に好
ましく、重合熱を除去することが簡単で、円滑に反応を行う観点から、２０～１１０℃が
好ましく、４０～８０℃が更に好ましい。反応時間は、通常、０．５～４時間である。
【００４０】
得られた吸水性樹脂においては、カルボキシル基と反応性を有する官能基を２個以上含有
する架橋剤を作用させ、表面架橋してもよい。表面架橋剤としては、吸水性樹脂中のカル
ボキシル基と反応しうるものが用いられる。例えば、（ポリ）エチレングリコールジグリ
シジルエーテル、（ポリ）プロピレングリコールジグリシジルエーテル、（ポリ）グリセ
ロールポリグリシジルエーテル、グリシドール等のエポキシ化合物；エピクロロヒドリン
、エピブロムヒドリン、α－メチルエピクロロヒドリン等のハロゲン化エポキシ化合物；
（ポリ）エチレングリコール、（ポリ）プロピレングリコール、（ポリ）グリセリン、ジ
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オール類、ペンタンジオール類、ヘキサンジオール類、トリメチロールプロパン、ジエタ
ノールアミン、トリエタノールアミン等の多価アルコール化合物等が挙げられる。中でも
、エポキシ化合物がより好ましく用いられる。これら表面架橋剤は、単独で用いてもよく
、２種類以上を併用してもよい。
【００４１】
表面架橋剤の使用量は、吸水性樹脂の吸水時のゲル強度および吸水量を十分保つ観点から
、上記単量体の合計量１００重量部に対して、０．０１～５重量部が好ましく、０．０２
～４重量部がより好ましく、０．０３～３重量部がさらに好ましい。
【００４２】
前記表面架橋剤の添加方法は、特に限定されるものではなく、例えば、有機溶媒中に分散
した吸水性樹脂に添加する方法；吸水性樹脂を撹拌しつつ、スプレー等により噴霧する方
法等を挙げることができる。表面架橋剤の添加時期は、重合後の含水ゲル状物の段階、乾
燥中の含水粒子の段階、乾燥後の段階等を挙げることができる。中でも、重合後の含水ゲ
ル状物の段階で有機溶媒中に分散した吸水性樹脂に添加する方法、乾燥中の含水粒子の段
階でスプレー等により噴霧する方法が好ましい。
【００４３】
表面架橋剤の添加形態は、特に限定されないが、表面架橋剤を吸水性樹脂に対して均一に
添加するためには、表面架橋剤を水等の親水性溶媒に溶解して添加することが好ましい。
【００４４】
上記の重合方法で得られた吸水性樹脂を乾燥し、水分および有機溶剤を除去することで、
吸水性樹脂を製造することができる。得られた吸水性樹脂は、必要に応じて、ふるい等で
分級してもよい。
【００４５】
得られた吸水性樹脂は、それを吸収体および吸収性物品として使用する場合、吸水性樹脂
を５０℃、９０％相対湿度下で、２０日間放置した後の黄色度が、１２以下が好ましく、
１０以下がより好ましい。さらには、５０℃、９０％相対湿度下で、吸水性樹脂を２０日
間放置した後得られた吸水性樹脂の黄色度と、放置前の吸水性樹脂の黄色度との間の黄色
度の差が、２以下が好ましく、１以下がより好ましい。なお、本発明における黄色度とは
、後述する測定方法で測定した値をいう。
【００４６】
本発明においては、前記製造方法により得られた吸水性樹脂を用いて、吸収体および吸収
性物品とすることができる。吸収体は吸水性樹脂と、親水性繊維とを含有してなるもので
ある。使用される親水性繊維としては、セルロース繊維、人工セルロース繊維等が挙げら
れるが、特にこれらに限定されるものではなく、親水性繊維は合成繊維を含有していても
よい。吸水性樹脂と親水性繊維の割合は、特に限定されない。また、吸収体の構成として
は、例えば吸水性樹脂と親水性繊維を均一にブレンドしたミキシング構造、層状の親水性
繊維の間に吸水性樹脂を挟み込んだサンドイッチ構造等が挙げられるが、特に限定されな
い。
【００４７】
上記吸収体を、例えば液体透過性シートと、液体不透過性シートとの間に保持することに
より吸収性物品とすることができる。液体透過性シートとしては、ポリエチレン、ポリプ
ロピレン、ポリエステルからなる多孔質シートあるいは不織布等が挙げられ、液体不透過
性シートとしてはポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニルからなる合成樹脂フィ
ルム等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【００４８】
本発明の吸水性樹脂を用いる吸収性物品としては、例えば、紙オムツ、生理用ナプキン、
失禁パッド等の衛生材料、ペット用の尿吸収材料等が好ましいが、特に限定されるもので
はない。その他にも、例えば、パッキング材等の土木建築用資材、ドリップ吸収剤、保冷
剤等の食品鮮度保持用材料、土壌用保水材等の農園芸用物品等にも用いることが可能であ
る。
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【００４９】
【実施例】
以下、実施例および比較例により本発明を詳細に説明するが、本発明は、これら実施例の
みに限定されるものではない。
【００５０】
実施例１
撹拌機、還流冷却器、滴下ロート、温度計および窒素ガス導入管を備えた１０００ｍｌ容
の五つ口円筒型丸底フラスコにｎ－ヘプタンを５００ｍｌ加えた。これにＨＬＢが３．０
のショ糖脂肪酸エステル（界面活性剤：三菱化学株式会社製Ｓ－３７０）を０．９２ｇ添
加して分散させ、昇温して界面活性剤を溶解後、５５℃まで冷却した。
【００５１】
上記とは別に、５００ｍｌ容の三角フラスコに、８０重量％アクリル酸水溶液９２ｇを加
えた。これに、外部から冷却しつつ、３０重量％水酸化ナトリウム水溶液１０２．２ｇを
滴下して、アクリル酸の７５モル％を中和し、アクリル酸の部分中和物を調製した。さら
に、水５０．２ｇと、重合開始剤の過硫酸カリウム０．１１ｇと、架橋剤のエチレングリ
コールジグリシジルエーテル９．２ｍｇを添加し、１段目重合用の単量体水溶液を調製し
た。
【００５２】
この１段目重合用の単量体水溶液を、上記の五つ口円筒型丸底フラスコに、撹拌下で全量
加えて分散させ、系内を窒素で十分に置換した後に昇温し、浴温を７０℃に保持して、重
合反応を１時間行った後、重合スラリー液を室温まで冷却した。
【００５３】
さらに別の５００ｍｌ容の三角フラスコに、８０重量％アクリル酸水溶液１１９．１ｇを
加え、冷却しつつ３０重量％水酸化ナトリウム水溶液１３２．２ｇを滴下して、アクリル
酸の７５モル％を中和し、さらに水２７．４ｇ、過硫酸カリウム０．１４ｇ、エチレング
リコールジグリシジルエーテル３５．７ｍｇを添加し、２段目重合用の単量体水溶液を調
製し、氷水浴内で冷却した。
【００５４】
この２段目重合用の単量体水溶液を、上記重合スラリー液に全量添加後、再び系内を窒素
で十分に置換した後に昇温し、浴温を７０℃に保持して、２段目の重合反応を２時間行っ
た。重合終了後、ｎ－ヘプタンに分散した含水ゲル状物に、３重量％亜硫酸ナトリウム水
溶液３．５２ｇを添加して、３０分間撹拌した後、４０重量％ジエチレントリアミン５酢
酸５ナトリウム水溶液５．２８ｇを撹拌下で添加した。その後、含水ゲル状物から、共沸
脱水により水分を系外に除去した。得られたゲル状物に２重量％エチレングリコールジグ
リシジルエーテル水溶液８．４４ｇを添加し、さらに水分およびｎ－ヘプタンを蒸留によ
り除去して乾燥し、吸水性樹脂２１５．５ｇを得た。
【００５５】
実施例２
実施例１において、４０重量％ジエチレントリアミン５酢酸５ナトリウム水溶液の量を０
．５２８ｇとした以外は、実施例１と同様の操作を行い、吸水性樹脂２１３．１ｇを得た
。
【００５６】
実施例３
実施例１において、４０重量％ジエチレントリアミン５酢酸５ナトリウム水溶液の量を０
．２６４ｇとした以外は、実施例１と同様の操作を行い、吸水性樹脂２１２．９ｇを得た
。
【００５７】
実施例４
撹拌機、還流冷却器、滴下ロート、温度計および窒素ガス導入管を備えた１０００ｍｌ容
の五つ口円筒型丸底フラスコにｎ－ヘプタンを５００ｍｌ加えた。これにＨＬＢが５．０
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のペンタステアリン酸デカグリセリン（界面活性剤：太陽化学株式会社製　サンソフトＱ
－１８５Ｓ）を１．３８ｇ添加して分散させ、昇温して界面活性剤を溶解後、５５℃まで
冷却した。
【００５８】
上記とは別に、５００ｍｌ容の三角フラスコに、８０重量％アクリル酸水溶液９２ｇを加
えた。これに、外部から冷却しつつ、３０重量％水酸化ナトリウム水溶液１０２．２ｇを
滴下して、アクリル酸の７５モル％を中和し、アクリル酸の部分中和物を調製した。さら
に、水５０．２ｇと、重合開始剤の過硫酸カリウム０．１１ｇと、架橋剤のエチレングリ
コールジグリシジルエーテル１８．４ｍｇを添加し、重合用の単量体水溶液を調製した。
【００５９】
この重合用の単量体水溶液を、上記の五つ口円筒型丸底フラスコに、撹拌下で全量加えて
分散させ、系内を窒素で十分に置換した後に昇温し、浴温を７０℃に保持して、重合反応
を１時間行った。重合終了後、３重量％亜硫酸水素ナトリウム水溶液３．０７ｇを添加し
て、３０分間撹拌した後、ｎ－ヘプタンに分散した含水ゲル状物に、１４重量％ｔｒａｎ
ｓ－１，２－ジアミノシクロヘキサン４酢酸４ナトリウム水溶液０．６６ｇを撹拌下で添
加した。その後、含水ゲル状物から、共沸脱水により水分を系外に除去した。得られたゲ
ル状物に２重量％エチレングリコールジグリシジルエーテル水溶液４．１４ｇを添加し、
さらに水分およびｎ－ヘプタンを蒸留により除去して乾燥し、吸水性樹脂９２．３ｇを得
た。
【００６０】
実施例５
実施例４において、３重量％亜硫酸水素ナトリウム水溶液３．０７ｇを３重量％亜二チオ
ン酸ナトリウム水溶液１．５３ｇに、１４重量％ｔｒａｎｓ－１，２－ジアミノシクロヘ
キサン４酢酸４ナトリウム水溶液０．６６ｇを３８重量％エチレンジアミン４酢酸４ナト
リウム水溶液０．２４ｇとした以外は、実施例４と同様の操作を行い、吸水性樹脂９２．
１ｇを得た。
【００６１】
実施例６
撹拌機、還流冷却器、滴下ロート、温度計および窒素ガス導入管を備えた１０００ｍｌ容
の五つ口円筒型丸底フラスコにｎ－ヘプタンを５００ｍｌ加えた。これにＨＬＢが３．０
のショ糖脂肪酸エステル（界面活性剤：三菱化学株式会社製Ｓ－３７０）を０．９２ｇ添
加して分散させ、昇温して界面活性剤を溶解後、５５℃まで冷却した。
【００６２】
上記とは別に、５００ｍｌ容の三角フラスコに、８０重量％アクリル酸水溶液９２ｇを加
えた。これに、外部から冷却しつつ、３０重量％水酸化ナトリウム水溶液１０２．２ｇを
滴下して、アクリル酸の７５モル％を中和し、アクリル酸の部分中和物を調製した。さら
に、水５０．２ｇと、重合開始剤の過硫酸カリウム０．１１ｇと、架橋剤のエチレングリ
コールジグリシジルエーテル９．２ｍｇを添加し、重合用の単量体水溶液を調製した。
【００６３】
この重合用の単量体水溶液を、上記の五つ口円筒型丸底フラスコに、撹拌下で全量加えて
分散させ、系内を窒素で十分に置換した後に昇温し、浴温を７０℃に保持して、重合反応
を１時間行った。重合終了後、含水ゲル状物から、共沸脱水により水分を系外に除去した
。得られたゲル状物に、３重量％ピロ亜硫酸カリウム水溶液３．０７ｇと２重量％エチレ
ングリコールジグリシジルエーテル水溶液４．１４ｇを添加し、再び水分をｎ－ヘプタン
とともに蒸留により除去し、乾燥した後、粉体のトリエチレンテトラミン６酢酸（粒子全
体の８７重量％が１００μｍ以下）０．４６ｇを撹拌下で添加した。さらに乾燥し、吸水
性樹脂９３．５ｇを得た。
【００６４】
実施例７
実施例６において、３重量％ピロ亜硫酸カリウム水溶液３．０７ｇを３重量％亜硫酸ナト
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リウム水溶液１．５３ｇとし、トリエチレンテトラミン６酢酸を添加しない以外は、実施
例６と同様の操作を行い、吸水性樹脂９２．２ｇを得た。ポリエチレン袋内に上記吸水性
樹脂全量と粉体のジエチレントリアミン５酢酸２ナトリウム（粒子全体の８５重量％の粒
子径が１００μｍ以下）０．９２ｇを添加して十分に混合し、吸水性樹脂９３．１ｇを得
た。
【００６５】
実施例８
撹拌機、還流冷却器、滴下ロート、温度計および窒素ガス導入管を備えた１０００ｍｌ容
の五つ口円筒型丸底フラスコにｎ－ヘプタンを５００ｍｌ加えた。これにＨＬＢが４．７
のソルビタンモノステアレート（界面活性剤：日本油脂株式会社製　ノニオンＳＰ－６０
Ｒ）を０．９２ｇ添加して分散させ、昇温して界面活性剤を溶解後、５０℃まで冷却した
。
【００６６】
上記とは別に、５００ｍｌ容の三角フラスコに、８０重量％アクリル酸水溶液９２ｇを加
えた。これに、外部から冷却しつつ、３０重量％水酸化ナトリウム水溶液１０２．２ｇを
滴下して、アクリル酸の７５モル％を中和し、アクリル酸の部分中和物を調製した。さら
に、水２０．８ｇと、重合開始剤の過硫酸カリウム０．１１ｇと、架橋剤のＮ，Ｎ’－メ
チレンビスアクリルアミド２３．０ｍｇを添加した。これに、トリポリリン酸ナトリウム
０．０９２ｇを添加し、重合用の単量体水溶液を調製した。
【００６７】
この重合用の単量体水溶液を、上記の五つ口円筒型丸底フラスコに、撹拌下で全量加えて
分散させ、系内を窒素で十分に置換した後に昇温し、浴温を７０℃に保持して、重合反応
を２時間行った。重合終了後に、３重量％過酸化水素水溶液０．１５３ｇを添加し、３０
分撹拌した後、含水ゲル状物から、共沸脱水により水分を系外に除去した。得られたゲル
状物に２重量％エチレングリコールジグリシジルエーテル水溶液４．６０ｇを添加し、さ
らに水分およびｎ－ヘプタンを蒸留により除去して乾燥し、吸水性樹脂９４．２ｇを得た
。
【００６８】
比較例１
実施例１において、亜硫酸ナトリウム水溶液とジエチレントリアミン５酢酸５ナトリウム
水溶液を用いない以外は、実施例１と同様の操作を行い、吸水性樹脂２１４．５ｇを得た
。
【００６９】
比較例２
実施例１において、ジエチレントリアミン５酢酸５ナトリウム水溶液を用いない以外は、
実施例１と同様の操作を行い、吸水性樹脂２１５．１ｇを得た。
【００７０】
比較例３
実施例１において、亜硫酸ナトリウム水溶液を用いない以外は、実施例１と同様の操作を
行い、吸水性樹脂２１４．７ｇを得た。
【００７１】
比較例４
実施例６において、トリエチレンテトラミン６酢酸を用いない以外は、実施例６と同様の
操作を行い、吸水性樹脂９２．９ｇを得た。
【００７２】
比較例５
実施例８において、トリポリリン酸ナトリウムを用いない以外は、実施例８と同様の操作
を行い、吸水性樹脂９３．８ｇを得た。
【００７３】
比較例６
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実施例８において、過酸化水素を用いない以外は、実施例８と同様の操作を行い、吸水性
樹脂９４．０ｇを得た。
【００７４】
上記実施例および比較例で得られた吸水性樹脂の着色試験、ならびに該吸水性樹脂を用い
て作製された吸収性物品の着色試験を以下の方法により行った。
【００７５】
（１）吸水性樹脂の着色試験
吸水性樹脂２．０ｇを、内径３ｃｍ、深さ１ｃｍのポリプロピレン製容器中に均一に入れ
た。この容器を、温度５０±２℃、相対湿度９０±２％ＲＨに設定された卓上型恒温恒湿
槽内に２０日間放置した。放置後、恒温恒湿槽内から容器を取り出し、しばらく放置して
室温まで冷却した。内径３ｃｍのガラス製測定容器に、容器内の吸水性樹脂全量を入れ、
吸水性樹脂の黄色度を、標準用白板で測色色差計の三刺激値である、Ｘ、Ｙ、Ｚを補正し
たダブルビーム交照測光方式測色色差計Ｚ－１００１ＤＰ（日本電色工業株式会社製）で
測定した。得られた吸水性樹脂のＸ，Ｙ，Ｚ（三刺激値）から、次式により黄色度を算出
した。同様に、卓上型恒温恒湿槽内に２０日間放置する試験前の吸水性樹脂の黄色度を求
めた。なお、上記測定は３回行い、値を平均したものを用いた。
【００７６】
黄色度＝１００（１．２８Ｘ－１．０６Ｚ）／Ｙ
【００７７】
（２）吸収性物品の着色試験
吸水性樹脂５ｇと解砕パルプ５ｇをブレンドしたものを、空気抄造によって、２０×１２
ｃｍのティッシュ上に形成させ、同じ大きさのティッシュを上に重ねた後、１４５ｋＰａ
の荷重を３０秒間施して、吸収体を作製した。この吸収体を、上部から坪量２０ｇ／ｍ 2  

の液体透過性のポリエチレン製エアスルー型不織布で、下部から液体不透過性のポリエチ
レンシートで挟みつけることで、吸収性物品を作成した。この吸収性物品を、温度５０±
２℃、相対湿度９０±２％ＲＨに設定された卓上型恒温恒湿槽内に５０日間放置した。放
置後、吸収性物品中の吸水性樹脂の着色を目視で観察し、下記の基準で評価した。
【００７８】
〔評価基準〕
Ａ：不織布を取り除き、吸収体をほぐして見ても、内部の吸水性樹脂は着色していない。
Ｂ：不織布の上部から見たとき吸水性樹脂による着色が認められないが、不織布を取り除
き、吸収体をほぐすと、一部の吸水性樹脂に着色が認められる。
Ｃ：不織布の上部から見て、吸水性樹脂による着色が認められる。
【００７９】
上記実施例および比較例で使用した金属キレート剤と、酸化剤または還元剤を表１に示す
。なお、表中の添加量（重量部）は、アクリル酸１００重量部に対する値である。
【００８０】
【表１】
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【００８１】
また、上記実施例および比較例で得られた吸水性樹脂の着色試験、ならびに該吸水性樹脂
を用いて作製された吸収性物品の着色試験の結果を表２に示す。
【００８２】
【表２】
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【００８３】
表２の吸水性樹脂の着色試験結果から、実施例で得られた吸水性樹脂は黄色度の低いもの
であり、高温高湿下で保存しても黄色度の変化が少なく、着色が抑制されていることがわ
かる。比較例１、３および６で得られた還元剤または酸化剤を添加しない吸水性樹脂は、
実施例で得られた吸水性樹脂に比べて試験前の黄色度が高い。比較例２、４および５で得
られた還元剤または酸化剤を添加するが、金属キレート剤を添加しない吸水性樹脂は、製
造直後は黄色度が低いが、高温高湿下で保存した時黄色度の変化が大きく、着色しやすい
。さらに、吸収性物品の目視による着色試験結果より、比較例で得られた吸収性物品は、
高温高湿下で保存後吸水性樹脂に着色が認められるが、実施例で得られた吸収性物品は高
温高湿下で保存後吸水性樹脂に着色が認められないことがわかる。
【００８４】
【発明の効果】
本発明によれば、製造直後においても着色がなく、かつ、室温さらには高温高湿下で長期
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間保存した場合でも、着色が抑制された吸水性樹脂を製造することができる。したがって
、本発明の製造方法により得られた吸水性樹脂を用いた吸収体および吸収性物品は、優れ
た商品価値を維持するものである。
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