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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の工程を含むポリ（ビニルアミン）の製造方法：
（ａ）下記のものを含むモノマー混合物を作製する工程：
　（ｉ）Ｎ－ビニルアミド、および
　（ｉｉ）混合物中のモノマーの重量比で０％～９０％の１つまたは複数のモノエチレン
性不飽和モノマー、
（ｂ）前記モノマー混合物のモノマーを重合して、ポリ（Ｎ－ビニルアミド）の混合物を
得る工程；
（ｃ）前記モノマー混合物中のＮ－ビニルアミドの重量比で０．１％～３．０％の捕捉剤
を前記ポリ（Ｎ－ビニルアミド）混合物に加える工程；
（ｄ）残留するＮ－ビニルアミドおよび前記ポリ（Ｎ－ビニルアミド）混合物に由来する
不純物を除くのに十分な時間、前記捕捉剤を反応させる工程；
（ｅ）その後、十分な量の酸または塩基を前記ポリ（Ｎ－ビニルアミド）混合物に加えて
、加水分解反応混合物を作製し、そしてポリ（Ｎ－ビニルアミド）をポリ（ビニルアミン
）に加水分解する工程；
（ｆ）前記ポリ（ビニルアミン）を前記加水分解反応混合物から単離する工程；
（ｇ）前記ポリ（ビニルアミン）を適切な溶媒に加えて、ポリ（ビニルアミン）の混合物
を得る工程；および
（ｈ）前記ポリ（ビニルアミン）混合物に、前記ポリ（ビニルアミン）のアミノ基と反応
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し得る多官能基化合物をポリ（ビニルアミン）に対して０．１％～１０％の重量比で加え
て、架橋ポリ（ビニルアミン）を得る工程。
【請求項２】
（ｉ）工程（ｈ）の架橋ポリ（ビニルアミン）を固体として単離する工程；
（ｊ）前記架橋ポリ（ビニルアミン）のアミノ基と反応し得る表面架橋剤を、前記の固体
の架橋ポリ（ビニルアミン）の表面を濡らすのに十分な量で、前記の固体の架橋ポリ（ビ
ニルアミン）に加える工程；および
（ｋ）前記の固体の架橋ポリ（ビニルアミン）を乾燥させ、そしてその表面での表面架橋
を形成させるのに十分な時間および十分な温度で、前記の濡らした架橋ポリ（ビニルアミ
ン）を加熱する工程
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　下記の工程を含むポリ（ビニルアミン）の製造方法：
（ａ）下記のものを含むモノマー混合物を作製する工程：
　（ｉ）Ｎ－ビニルアミド、
　（ｉｉ）混合物中のモノマーの重量比で０％～９０％の１つまたは複数のモノエチレン
性不飽和モノマー、および
　（ｉｉｉ）モノマー混合物中のモノマーの重量比で０％～１０％のポリビニルモノマー
；
（ｂ）前記モノマー混合物のモノマーを重合して、ポリ（Ｎ－ビニルアミド）の混合物を
得る工程；
（ｃ）前記モノマー混合物中のＮ－ビニルアミドの重量比で０．１％～３．０％の捕捉剤
を前記ポリ（Ｎ－ビニルアミド）混合物に加える工程；
（ｄ）残留するＮ－ビニルアミドおよび前記ポリ（Ｎ－ビニルアミド）混合物に由来する
不純物を除くのに十分な時間、前記捕捉剤を反応させる工程；
（ｅ）その後、十分な量の酸または塩基を前記ポリ（Ｎ－ビニルアミド）混合物に加えて
、加水分解反応混合物を作製し、そしてポリ（Ｎ－ビニルアミド）を架橋したポリ（ビニ
ルアミン）に加水分解する工程；
（ｆ）工程（ｅ）の架橋ポリ（ビニルアミン）を固体として単離する工程；
（ｇ）前記架橋ポリ（ビニルアミン）のアミノ基と反応し得る表面架橋剤を、前記の固体
の架橋ポリ（ビニルアミン）の表面を濡らすのに十分な量で、前記の固体の架橋ポリ（ビ
ニルアミン）に加える工程；および
（ｈ）前記の固体の架橋ポリ（ビニルアミン）を乾燥させ、そしてその表面での表面架橋
を形成させるのに十分な時間および十分な温度で、前記の濡らした架橋ポリ（ビニルアミ
ン）を加熱する工程。
【請求項４】
　前記Ｎ－ビニルアミドは、Ｎ－ビニルホルムアミド、Ｎ－ビニルアセトアミド、Ｎ－ビ
ニルスクシンアミド、Ｎ－ビニルプロピオンアミドおよびそれらの混合物からなる群から
選択される、請求項１又は３に記載の方法。
【請求項５】
　前記モノマー混合物はアゾ型の重合開始剤をさらに含む、請求項１又は３に記載の方法
。
【請求項６】
　０．１％～２％の前記捕捉剤が前記ポリ（ビニルアミド）混合物に加えられる、請求項
１に記載の方法。
【請求項７】
　０．１％～１％の前記捕捉剤が前記ポリ（ビニルアミド）混合物に加えられる、請求項
１又は３に記載の方法。
【請求項８】
　前記捕捉剤は、２０℃～８０℃の温度において１分間～１０分間でアルデヒドと反応す
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【請求項９】
　前記捕捉剤は、酸化剤、還元剤、グリニャール試薬、シアン化物および重亜硫酸塩、重
亜硫酸ナトリウム、ならびにアンモニア誘導体からなる群から選択される、請求項１又は
３に記載の方法。
【請求項１０】
　前記酸化剤は、過マンガン酸カリウム、アンモニア銀塩、二クロム酸カリウム、および
過酸化水素からなる群から選択される、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記還元剤は、触媒的水素化、水素化アルミニウムリチウム、ホウ水素化ナトリウム、
ジボラン、水素化アルミニウム、ＬｉＡｌＨ（Ｏ－ｔ－Ｂｕ）３、ＬｉＡｌＨ（ＯＣＨ３
）３、亜鉛（水銀）および濃塩酸、ならびにヒドラジンおよび塩基からなる群から選択さ
れる、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記アンモニア誘導体は、ヒドロキシルアミン、ヒドラジン、置換されたヒドラジン、
フェニルヒドラジン、およびセミカルバジンからなる群から選択される、請求項９に記載
の方法。
【請求項１３】
　前記捕捉剤はホウ水素化ナトリウムを含む、請求項１又は３に記載の方法。
【請求項１４】
　前記捕捉剤は、２５℃～８０℃の温度において１分間～１０分間で前記ポリ（Ｎ－ビニ
ルアミド）混合物と反応する、請求項１又は３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ポリ（Ｎ－ビニルアミド）混合物は、ポリ（Ｎ－ビニルアミド）に対して０．０５
：１～３：１のモル比の酸または塩基を使用して加水分解される、請求項１又は３に記載
の方法。
【請求項１６】
　前記ポリ（Ｎ－ビニルアミド）混合物は塩基で加水分解される、請求項１又は３に記載
の方法。
【請求項１７】
　前記ポリ（Ｎ－ビニルアミド）の１０％～１００％のアミド官能基がアミン官能基に加
水分解される、請求項１又は３に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ポリビニルモノマーは、
【化１】

（上式において、Ｘは、エチレン、プロピレン、トリメチレン、ヘキサメチレン、２－ヒ
ドロキシプロピレン、－（ＣＨ2ＣＨ2Ｏ）nＣＨ2ＣＨ2－、または
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【化２】

（ただし、ｎおよびｍは５～４０の整数である）である）；

【化３】

（上式において、ｌは２または３である）；
またはその混合物
を含む、請求項３に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ポリビニルモノマーは、ジビニルベンゼン、ジビニルエーテル、またはその混合物
を含む、請求項３に記載の方法。
【請求項２０】
　前記多官能基化合物は、多官能基アルデヒド、多官能基アクリラート、ハロヒドリン、
ジハロゲン化物、ジスルホン酸エステル、多官能基エポキシ、多官能基エステル、多官能
基酸塩化物、多官能基カルボン酸、無水カルボン酸、有機チタン酸塩、メラミン樹脂、ヒ
ドロキシメチルウレア、多官能基イソシアナート、およびそれらの混合物からなる群から
選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　前記表面架橋剤は、
（ａ）下記の式を有するジハロゲン化物またはジスルホン酸エステル：
　　　　　　　　　　　　　　Ｚ－（ＣＨ2）ｐ－Ｚ
（上式において、ｐは２～１２の整数であり、Ｚは独立して、ハロゲン、トシラート、メ
シラート、スルホン酸アルキルエステル、またはスルホン酸アリールエステルである）；
（ｂ）多官能基アジリジン；
（ｃ）多官能基アルデヒドならびにそのアセタールおよび重亜硫酸塩；
（ｄ）ハロヒドリン；
（ｅ）多官能基エポキシ化合物；
（ｆ）２個～１２個の炭素原子を含有する多官能基カルボン酸、ならびにそのようなカル
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ボン酸から誘導されるメチルエステル、エチルエステル、酸塩化物および無水物；
（ｇ）有機チタン酸塩；
（ｈ）メラミン樹脂；
（ｉ）ヒドロキシメチルウレア；および
（ｊ）多官能基イソシアナート
からなる群から選択される、請求項２に記載の方法。
【請求項２２】
　前記表面架橋剤は、
（ａ）下記の式を有するジハロゲン化物またはジスルホン酸エステル：
　　　　　　　　　　　　　　Ｚ－（ＣＨ2）ｐ－Ｚ
（上式において、ｐは２～１２の整数であり、Ｚは独立して、ハロゲン、トシラート、メ
シラート、スルホン酸アルキルエステル、またはスルホン酸アリールエステルである）；
（ｂ）多官能基アジリジン；
（ｃ）多官能基アルデヒドならびにそのアセタールおよび重亜硫酸塩；
（ｄ）ハロヒドリン；
（ｅ）多官能基エポキシ化合物；
（ｆ）２個～１２個の炭素原子を含有する多官能基カルボン酸、ならびにそのようなカル
ボン酸から誘導されるメチルエステル、エチルエステル、酸塩化物および無水物；
（ｇ）有機チタン酸塩；
（ｈ）メラミン樹脂；
（ｉ）ヒドロキシメチルウレア；および
（ｊ）多官能基イソシアナート
からなる群から選択される、請求項３に記載の方法。
【請求項２３】
　前記表面架橋剤はエチレングリコールジグリシジルエーテルを含む、請求項２に記載の
方法。
【請求項２４】
　前記表面架橋剤はエチレングリコールジグリシジルエーテルを含む、請求項３に記載の
方法。
【請求項２５】
　前記の濡れた架橋ポリ（ビニルアミン）は、２５℃～１５０℃において１分間～１５分
間加熱される、請求項２に記載の方法。
【請求項２６】
　前記の濡れた架橋ポリ（ビニルアミン）は、２５℃～１５０℃において１分間～１５分
間加熱される、請求項３に記載の方法。
【請求項２７】
　酸性の水性媒体を吸収する方法であって、酸性の水性媒体を低架橋度のポリ（ビニルア
ミン）と接触させることを含む方法。
【請求項２８】
　前記の低架橋度ポリ（ビニルアミン）は表面架橋される、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記ポリ（ビニルアミン）は、ポリ（ビニルアミン）に対する重量比で１％までの表面
架橋剤によって表面架橋される、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　水性媒体を吸収する方法であって、水性媒体を低架橋度ポリ（ビニルアミン）の塩と接
触させることを含む方法。
【請求項３１】
　前記水性媒体は電解質を含有する、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記水性媒体は、生理食塩水、血液、尿、または月経分泌物を含む、請求項３０に記載
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の方法。
【請求項３３】
　前記ポリ（ビニルアミン）塩は、少なくとも１０％～１００％の中和されたアミノ基を
含有する、請求項３０に記載の方法。
【請求項３４】
　前記の低架橋度ポリ（ビニルアミン）は表面架橋される、請求項３０に記載の方法。
【請求項３５】
　前記ポリ（ビニルアミン）は、ポリ（ビニルアミン）に対する重量比で１％までの表面
架橋剤によって表面架橋される、請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記ポリ（ビニルアミン）塩は、無機鉱酸で中和されたポリ（ビニルアミン）を１０モ
ル％～１００モル％含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３７】
　前記ポリ（ビニルアミン）塩はポリ（ビニルアミン）塩酸塩を含む、請求項３６に記載
の方法。
【請求項３８】
　前記ポリ（ビニルアミン）塩は、無機鉱酸で中和されたポリ（ビニルアミン）を３０モ
ル％～７０モル％含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３９】
（ａ）低架橋度のポリ（ビニルアミン）；および
（ｂ）酸性の吸水性樹脂
を含む高吸収性物質。
【請求項４０】
　前記ポリ（ビニルアミン）は表面架橋される、請求項３９に記載の高吸収性物質。
【請求項４１】
　前記ポリ（ビニルアミン）は、ポリ（ビニルアミン）に対する重量比で１％までの表面
架橋剤によって表面架橋される、請求項４０に記載の高吸収性物質。
【請求項４２】
　前記表面架橋剤はエチレングリコールジグリシジルエーテルを含む、請求項４０に記載
の高吸収性物質。
【請求項４３】
　前記酸性樹脂は、ポリアクリル酸、加水分解されたデンプン－アクリロニトリルグラフ
トコポリマー、デンプン－アクリル酸グラフトコポリマー、けん化された酢酸ビニル－ア
クリル酸エステルコポリマー、加水分解されたアクリロニトリルコポリマー、加水分解さ
れたアクリルアミドコポリマー、エチレン－無水マレイン酸コポリマー、イソブチレン－
無水マレイン酸コポリマー、ポリ（ビニルスルホン酸）、ポリ（ビニル硫酸）、ポリ（ビ
ニルリン酸）、スルホン酸化ポリスチレン、ポリ（ビニルホスホン酸）、およびそれらの
混合物からなる群から選択される、請求項３９に記載の高吸収性物質。
【請求項４４】
　前記ポリ（ビニルアミン）および前記酸性樹脂は５：９５～９５：５の重量比で存在す
る、請求項３９に記載の高吸収性物質。
【請求項４５】
　水性媒体を吸収する方法であって、前記媒体を請求項３９に記載の高吸収性物質と接触
させることを含む方法。
【請求項４６】
　請求項３９に記載の高吸収性物質を含む物品。
【請求項４７】
　（ａ）低架橋度のポリ（ビニルアミン）；および
（ｂ）酸性の吸水性樹脂
を含む高吸収性物質を少なくとも２５重量％含むコア材を有するおむつ。



(7) JP 4168161 B2 2008.10.22

10

20

30

40

50

【請求項４８】
　前記コア材は少なくとも５０重量％の前記高吸収性物質を含む、請求項４７に記載のお
むつ。
【請求項４９】
　前記コア材は少なくとも７５重量％の前記高吸収性物質を含む、請求項４７に記載のお
むつ。
【請求項５０】
　前記ポリ（ビニルアミン）は０％～２５％が中和され、かつ前記酸性吸水性樹脂は０％
～２５％が中和されている、請求項４７に記載のおむつ。
【請求項５１】
　前記コア材は、２５％～１００％が中和された酸性の吸水性樹脂をさらに含む、請求項
５０に記載のおむつ。
【請求項５２】
　前記の中和された酸性の吸水性樹脂はポリ（アクリル酸）である、請求項５１に記載の
おむつ。
【請求項５３】
　前記コア材は、０．７ｐｓｉの負荷のもとで１００ｍｌの０．９％生理食塩水を吸収す
る吸収速度が１ｍｌ／秒よりも大きい、請求項４７に記載のおむつ。
【請求項５４】
　前記コア材は、その後の５０ｍｌの０．９％生理食塩水を吸収する吸収速度が０．８ｍ
ｌ／秒よりも大きい、請求項５３に記載のおむつ。
【請求項５５】
　前記コア材の第１の表面と接触しているトップシート、および前記コア材の第２の表面
と接触しているバックシートをさらに含み、前記の第２のコア材表面は前記の第１のコア
材表面の反対側に位置する、請求項４７に記載のおむつ。
【請求項５６】
　前記トップシートと前記コア材との間に配置された吸収層をさらに含む、請求項５５に
記載のおむつ。
【請求項５７】
　前記ポリ（ビニルアミン）は、ポリ（ビニルアミン）に対する重量比で１％までの表面
架橋剤によって表面架橋される、請求項４７に記載のおむつ。
【請求項５８】
　前記酸性樹脂は、ポリアクリル酸、加水分解されたデンプン－アクリロニトリルグラフ
トコポリマー、デンプン－アクリル酸グラフトコポリマー、けん化された酢酸ビニル－ア
クリル酸エステルコポリマー、加水分解されたアクリロニトリルコポリマー、加水分解さ
れたアクリルアミドコポリマー、エチレン－無水マレイン酸コポリマー、イソブチレン－
無水マレイン酸コポリマー、ポリ（ビニルスルホン酸）、ポリ（ビニル硫酸）、ポリ（ビ
ニルリン酸）、スルホン酸化ポリスチレン、ポリ（ビニルホスホン酸）、およびそれらの
混合物からなる群から選択される、請求項４７に記載のおむつ。
【請求項５９】
　前記ポリ（ビニルアミン）および前記酸性樹脂は５：９５～９５：５の重量比で存在す
る、請求項４７に記載のおむつ。
【請求項６０】
　前記ポリ（ビニルアミン）はホモポリマーである、請求項４７に記載のおむつ。
【請求項６１】
　前記ポリ（ビニルアミン）は、ビニルアミンと、少なくとも１つのさらなるモノエチレ
ン性不飽和モノマーとを含む、請求項４７に記載のおむつ。
【発明の詳細な説明】
（関連出願の相互参照）
本出願は、米国特許出願第０８／９７４，１１９号（１９９７年１１月１９日出願、係属



(8) JP 4168161 B2 2008.10.22

10

20

30

40

50

中）の一部継続出願である。
（発明の分野）
本発明は、ポリ（ビニルアミン）またはその塩を含有する高吸収性ゲル、およびポリ（ビ
ニルアミン）の改善された製造方法に関する。本発明の高吸収性ゲルは、ポリ（ビニルア
ミン）を含み、そして好ましくは、ポリアクリル酸のような酸性の高吸収性ポリマーと混
合されたポリ（ビニルアミン）を含み、あるいはポリ（ビニルアミン）の塩を含む。
（発明の背景）
吸水性樹脂は、サニタリー用品、衛生用品、ふきん、保水剤、脱水剤、スラッジ凝集剤、
使い捨て式のタオルおよび浴室マット、使い捨て式の玄関マット、増粘剤、使い捨て式の
ペット用敷き床、凝結防止剤、および様々な化学品の放出制御剤において広く使用されて
いる。吸水性樹脂は、様々な化学的形態で得ることができる。これには、デンプン－アク
リロニトリルグラフトコポリマーの加水分解生成物、カルボキシメチルセルロース、架橋
ポリアクリレート類、スルホン酸化ポリスチレン類、加水分解されたポリアクリルアミド
類、ポリビニルアルコール、ポリエチレンオキシド、ポリビニルピロリドンおよびポリア
クリロニトリル類などの置換型および非置換型の天然ポリマーおよび合成ポリマーが含ま
れる。
【０００１】
そのような吸水性樹脂は、「高吸収性ポリマー」またはＳＡＰと呼ばれ、典型的には低架
橋度の親水性ポリマーである。ＳＡＰは、Ｇｏｌｄｍａｎ他の米国特許第５，６６９，８
９４号において一般的に議論されている。ＳＡＰは、その化学的構造において異なり得る
が、すべてのＳＡＰは、適度な圧力のもとにおいてでも、自分自身の重量の数倍に等しい
量の水性流体を吸収して保持することができる。例えば、ＳＡＰは、自重の１００倍また
はそれ以上の蒸留水を吸収することができる。一定の圧力のもとで水性流体を吸収し得る
能力は、おむつのような衛生用品において使用されるＳＡＰに必要な重要な条件である。
【０００２】
ＳＡＰの劇的な膨潤性および吸収性は、（ａ）ポリマー鎖に沿って存在する電荷間の静電
気的反発、および（ｂ）対イオンの浸透圧に起因する。しかし、このような吸収性は、生
理食塩水、尿および血液などの電解質を含有する溶液中では著しく減少することが知られ
ている。上記のポリマーは、そのような生理学的流体の存在下では効果的なＳＡＰとして
機能しない。
【０００３】
電解質を含有する液体の低下した吸収性は、代表的には、市販のＳＡＰ（すなわち、ポリ
アクリル酸ナトリウム）の脱イオン水および０．９重量％の塩化ナトリウム（ＮａＣｌ）
溶液での吸収性によって明らかにされる。市販のポリアクリル酸ナトリウムは、０ｐｓｉ
で１ｇのＳＡＰに対して１４６．２ｇの脱イオン水（ｇ／ｇ）を吸収することができ、０
．２８ｐｓｉでは１ｇのポリマーに対して１０３．８ｇの脱イオン水を吸収することがで
き、そして０．７ｐｓｉでは１ｇのポリマーに対して３４．３ｇの脱イオン水を吸収する
ことができる。これに対して、同じポリアクリル酸ナトリウムは、０ｐｓｉ、０．２８ｐ
ｓｉおよび０．７ｐｓｉにおいて、それぞれ、４３．５ｇ、２９．７ｇおよび２４．８ｇ
の０．９％ＮａＣｌ溶液を吸収し得るに過ぎない。従って、尿または月経分泌物のような
体液に対するＳＡＰの吸収能は、そのような流体には電解質が含まれているために、脱イ
オン水の場合よりもはるかに低い。この著しい吸収低下は、「塩中毒」と呼ばれている。
【０００４】
塩中毒作用は下記のように説明されている。ＳＡＰの吸水性および保水性は、イオン性官
能基がポリマー構造に存在することに起因する。イオン性官能基は、典型的にはカルボキ
シル基であり、ポリマーが乾燥しているときにはその大部分は塩の形態にあり、そして水
と接触すると、カルボキシル基は解離して溶媒和する。解離した状態において、ポリマー
鎖は、同じ電荷を有する多数の官能基を含有し、従って互いに反発する。このような電子
的反発はポリマー構造の拡張をもたらし、これにより、水分子のさらなる吸収が可能にな
る。しかし、ポリマーの拡張は、ポリマーの可溶化を妨げるのに十分な数が存在するポリ
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マー構造における架橋によって制限される。
【０００５】
著しい濃度で存在する電荷質は、イオン性官能基の解離を妨害し、そして「塩中毒」作用
が引き起こされることが理論的に考えられている。従って、ナトリウムイオンおよび塩化
物イオンなどの溶解したイオンは、ＳＡＰゲルに対して２つの作用を有する。そのような
イオンはポリマーの電荷を遮蔽し、そして対イオンがゲルの内外に存在するために、その
ようなイオンは浸透圧の不均衡をなくす。従って、溶解したイオンは、イオン性ゲルを非
イオン性ゲルに効果的に変換し、そして膨潤性が失われる。
【０００６】
尿のような電解質含有液体を吸収するために最も広く使用されているＳＡＰは、中和され
たポリアクリル酸、すなわち、少なくとも５０％で、１００％までの中和されたカルボキ
シル基を含有するポリアクリル酸である。しかし、中和されたポリアクリル酸は塩中毒を
受けやすい。従って、塩中毒に対する感受性がほとんどないＳＡＰを得るためには、中和
されたポリアクリル酸とは異なるＳＡＰを開発しなければならず、あるいは塩中毒作用を
少なくとも部分的に解消するために、中和されたポリアクリル酸を改変または処理しなけ
ればならない。
【０００７】
先行技術の研究者は塩中毒作用を中和し、それによって、月経分泌物および尿などの電解
質含有液体を吸収することに関するＳＡＰの性能を改善することを試みている。例えば、
Ｔａｎａｋａ他の米国特許第５，２７４，０１８号は、ポリアクリル酸のような膨潤性の
親水性ポリマーと、そのポリマー上に界面活性剤の単層が少なくとも形成されるのに十分
な量のイオン性界面活性剤とを含むＳＡＰ組成物を開示している。別の実施形態において
、四級化されたアンモニウム基を水酸化物形態（すなわち、ＯＨ型）で含有するゲルのよ
うなカチオン性ゲルが、イオン交換によって溶液から電解質を除くためのアニオン性ゲル
（すなわち、ポリアクリル酸）とともに使用されている。
【０００８】
Ｗｏｎｇの米国特許第４，８１８，５９８号には、吸収性を改善するために、ＤＥＡＥセ
ルロースのような繊維状アニオン交換材と、ポリアクリラートのようなヒドロゲルとを混
合することが開示されている。国際特許公開ＷＯ９６／１７６８１には、塩中毒作用を解
消するために、ポリアクリル酸のようなアニオン性ＳＡＰを多糖型カチオン性ＳＡＰと混
合することが開示されている。同様に、国際特許公開ＷＯ９６／１５１６３号には、少な
くとも２０％の官能基が塩基型（すなわち、ＯＨ型）であるカチオン性ＳＡＰを、少なく
とも５０％の官能基が酸型である陽イオン交換樹脂（すなわち、非膨潤性のイオン交換樹
脂）と混合することが開示されている。国際特許公開ＷＯ９６／１５１８０には、アニオ
ン性ＳＡＰ（例えば、ポリアクリル酸）および陰イオン交換樹脂（すなわち、非膨潤性の
イオン交換樹脂）を含む吸収性物質が開示されている。
【０００９】
これらの参考文献は、塩中毒作用を解消しようとする組み合わせを開示している。しかし
、ポリアクリル酸ナトリウムのような非常に優れた吸収性および保持性を示し、従って単
独でＳＡＰとして使用することができるＳＡＰを提供することは望ましい。塩中毒作用を
解消するために、そのようなＳＡＰをポリアクリル酸または他の酸含有ＳＡＰと混合する
こともまた望ましい。
（発明の要旨）
本発明は、ポリ（ビニルアミン）型高吸収性ゲルに関する。ポリ（ビニルアミン）ポリマ
ーは、塩中毒作用を解決するのを助けるために、ポリアクリル酸のような酸性の吸水性樹
脂とともに使用することができ、あるいは、ポリ（ビニルアミン）ポリマーの塩はＳＡＰ
として単独で使用することができる。本発明のポリ（ビニルアミン）ポリマーまた、酸性
媒体を吸収して保持するためのＳＡＰとして単独で使用することができる。より詳細には
、ＳＡＰとして、あるいはＳＡＰの成分として使用される本発明のポリ（ビニルアミン）
は低度に架橋され、好ましい実施形態において、吸収性を改善するために表面処理される
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。
【００１０】
従って、本発明の１つの局面は、ビニルアミンモノマーユニットを含み、適切な多官能基
ビニルモノマーを使用して架橋することができるポリ（ビニルアミン）の改善された製造
方法を提供することである。本発明の方法は、ポリ（ビニルアミン）のポリ（Ｎ－ビニル
アミド）前駆体に残留するＮ－ビニルアミドモノマーの量を実質的に減少させ、従って、
残留するモノマー含有物の問題を解決するためにこれまで使用されている厳しい精製手順
を不要にし、あるいは長い重合反応時間を短くする。従って、本発明の改善されたプロセ
スによって、処理時間および製造コストは減少する。
【００１１】
本発明の別の局面は、ポリアクリル酸ナトリウムのような従来型ＳＡＰに匹敵する吸収性
および保持性を有するＳＡＰを提供することである。本発明のＳＡＰは、少なくとも約１
０％（すなわち、約１０％～１００％）のアミン官能基が中和されるように、塩酸のよう
な酸の十分な量でポリ（ビニルアミン）を中和することによって製造される。得られたポ
リ（ビニルアミン）の塩は、水性媒体を吸収するのに優れたＳＡＰである。
【００１２】
本発明の別の重要な局面により、低架橋度のポリ（ビニルアミン）は、単独および非中和
型で、酸性の水性媒体を吸収して保持するために使用することができる。酸性の水性媒体
によって、低吸収性のポリ（ビニルアミン）は、吸収している途中で、高吸収性のポリ（
ビニルアミン）塩に変換される（すなわち、ポリマーはＳＡＰに変換される）。従って、
ポリ（ビニルアミン）は、酸流出液の除去および酸性化学種の浄化に優れた樹脂である。
【００１３】
本発明のさらに別の局面は、電解質の塩中毒作用を解決する改善されたＳＡＰを提供する
ことである。特に、本発明の改善されたＳＡＰ物質は、ポリアクリル酸のような酸性の膨
潤性樹脂とポリ（ビニルアミン）との混合物を含有する。
【００１４】
本発明のこれらの局面および他の局面は、下記の好適な実施態様の詳細な説明から明らか
になる。
（発明の詳細な説明）
本発明は、（ａ）ポリ（ビニルアミン）の改善された製造方法、（ｂ）ポリ（ビニルアミ
ン）およびポリ（ビニルアミン）塩およびＳＡＰとしてのそれらの使用、ならびに（ｃ）
ポリ（ビニルアミン）と酸性吸水性樹脂との混合物を含む改善されたＳＡＰ物質に関する
。
【００１５】
（ａ）ポリ（ビニルアミン）の改善された製造方法
ポリ（ビニルアミン）およびポリ（ビニルアミン）から誘導される塩は既知のポリマーで
ある。例えば、下記の特許には、ポリ（ビニルアミン）の合成または製造が開示されてい
る：米国特許第４，７９８，８７１号；同第４、８４３，１１８号；および同第４，８０
４，７９３号。さらに、米国特許第４，０１８，８２６号には、ポリ（ビニルアミン）お
よびその塩を調製するためのプロセスが開示されている。Ｆｏｒｄ他の米国特許第５，４
９１，１９９号には、遷移金属触媒の存在下でポリマーを加熱することによって、ホルマ
ートを含まないポリ（ビニルアミン）を調製することを開示している。
【００１６】
上記の特許は、一般的には、その後で加水分解されるＮ－ビニルホルムアミドのポリマー
を開示している。加水分解されると、ポリ（Ｎ－ビニルホルムアミド）はポリ（ビニルア
ミン）に変換される。加水分解は、酸性または塩基性の条件のもとで行うことができる。
得られたビニルアミンの陽イオン電荷（すなわち、電荷密度）は、媒体のｐＨに関連する
。低いｐＨでは、ポリ（ビニルアミン）はプロトン化され、陽イオンの大きな電荷密度を
有する。逆に、高いｐＨでは、ポリ（ビニルアミン）はプロトン化されず、そして存在し
たとしても、陽イオンの電荷密度は実質的に低下している。
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【００１７】
一般に、未架橋のポリ（ビニルアミン）は、水処理、個人の看護製品およびイオン交換樹
脂などの多くの実用的な適用を有する水溶性ポリマーである。ポリ（ビニルアミン）は、
ポリマーを架橋することによって不溶性にされる。ポリビニルアミンおよびその塩はよく
知られているが、そのようなポリマーがＳＡＰとして使用できることはこれまで提案され
ていなかった。
【００１８】
典型的には、ポリ（ビニルアミン）ポリマーは、酸性または塩基性のいずれかの条件でポ
リ（Ｎ－ビニルホルムアミド）を加水分解することによって製造される。ポリ（ビニルア
ミン）はまた、ポリ（Ｎ－ビニルアセトアミド）、ポリ（Ｎ－ビニルプロピオンアミド）
およびポリ（Ｎ－ビニルスクシンアミド）のような他のポリ（Ｎ－ビニルアミド）から製
造することができる。ポリ（ビニルアミド）の加水分解は、実質的には、本質的に完了す
るまで、すなわち、約１０％～１００％の完了度であり、好ましくは約３０％～１００％
の完了度であることが望ましい。本発明の十分な利点を達成するためには、少なくとも約
５０％のアミド基、より好ましくは少なくとも約９０％のアミド基がアミン官能基に加水
分解される。アミン官能基ポリマーは、ポリマーが実質的にビニルアミンユニットである
限り（すなわち、少なくとも１０％、好ましくは少なくとも２５％がビニルアミンユニッ
トである限り）、他の共重合可能なユニット（すなわち、他のモノエチレン性不飽和モノ
マー）を含有することができる。本発明の十分な利点を達成するためには、ポリマーは、
少なくとも５０％、より好ましくは少なくとも７５％のビニルアミンユニットを含有する
。
【００１９】
残留モノマーまたは他の不純物がポリ（ビニルアミド）に存在する場合、加水分解条件は
、ポリ（ビニルアミン）の分子量を大きくし、そして望ましくなく予測できないゲルの形
成をもたらし得る架橋を生じさせることがある。従って、ポリ（ビニルアミン）を合成す
る現行の方法は、ポリ（Ｎ－ビニルホルムアミド）の厳密な精製を必要とし、あるいは、
残留するポリ（Ｎ－ビニルホルムアミド）モノマーのすべてが重合中に確実に消費される
ように極端に長い反応時間および比較的高い反応温度を必要とする。
【００２０】
ポリ（ビニルアミン）の製造は、残留するＮ－ビニルアミドモノマーをポリ（Ｎ－ビニル
アミド）から除く改善された方法によって容易になり、そして製造コストが低下する。従
って、本発明の重要な特徴により、ポリ（ビニルアミン）の改善された製造方法が開示さ
れる。
【００２１】
上記のように、Ｎ－ビニルホルムアミドを重合し、その後で加水分解することは、ポリ（
ビニルアミン）の最も一般的な製造方法である。重合は、架橋剤（すなわち、多官能基の
有機化合物）の存在下または非存在下で行うことができる。しかし、残留するＮ－ビニル
ホルムアミドモノマー、あるいはアルデヒドのような他のモノマー不純物は、加水分解中
に、架橋反応および望ましくないゲル形成をもたらし得る。本発明の重要な特徴により、
残留するモノマー含有物および存在する他の不純物の問題は、ポリ（Ｎ－ビニルアミド）
から残留モノマーおよび他の不純物を除くために適切な捕捉剤を使用することによって解
決できることが見出された。捕捉剤の使用は、Ｎ－ビニルアミドモノマーおよび他の不純
物のすべてを加水分解前に確実に消費させるために現在検討されている処理時間およびコ
ストを大きく減少させるという利点を有する。
【００２２】
本発明の重要な特徴により、捕捉剤は、重合において使用されるＮ－ビニルアミドモノマ
ーの重量に基づいて、約０．１％～約３％の量で、好ましくは約０．１％～約２％の量で
、加水分解する前に、ポリ（Ｎ－ビニルアミド）に加えられる。本発明の十分な利点を達
成するために、捕捉剤は、Ｎ－ビニルアミドモノマーの重量に基づいて、約０．１重量％
～約１重量％の量で加えられる。
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【００２３】
捕捉剤は、Ｎ－ビニルホルムアミドのようなＮ－ビニルアミド、およびホルムアルデヒド
またはアセトアルデヒドのような他のアルデヒド不純物と、加水分解条件（すなわち、酸
または塩基の存在下で約２５℃～約８０℃の温度で約４時間～約２４時間）のもとで反応
し得る任意の化合物であり得る。典型的には、捕捉剤は、約２０℃～約８０℃の温度にお
いて約１分間～約１０分間でアルデヒドと反応することができる。
【００２４】
捕捉剤の例には、下記のものが含まれるが、それらに限定されない：（ａ）酸化剤、例え
ば、過マンガン酸カリウム、アンモニア銀塩（トレンス試薬）、二クロム酸カリウムおよ
び過酸化水素；（ｂ）還元剤、例えば、触媒的水素化、水素化アルミニウムリチウム、ホ
ウ水素化ナトリウム、ジボラン、水素化アルミニウム、ＬｉＡｌＨ（Ｏ－ｔ－Ｂｕ）３（
リチウム＝アルミニウム＝トリｔ－ブトキシ＝ヒドリド）、ＬｉＡｌＨ（ＯＣＨ３）３（
リチウム＝アルミニウム＝トリメトキシ＝ヒドリド）、亜鉛（水銀）および濃塩酸、なら
びにヒドラジンおよび塩基；（ｃ）グリニャール試薬、例えば、アリールマグネシウムハ
ロゲン化物およびアルキルマグネシウムハロゲン化物；（ｄ）重亜硫酸ナトリウムと一緒
にされたシアン化ナトリウムまたはシアン化カリウム；（ｅ）重亜硫酸ナトリウム；なら
びに（ｆ）アンモニア誘導体、例えば、ヒドロキシルアミン、ヒドラジン、置換されたヒ
ドラジン（例えば、フェニルヒドラジン）、およびセミカルバジン。還元剤は、好ましい
捕捉剤である。ホウ水素化ナトリウムは、最も好ましい捕捉剤である。そのような捕捉剤
は、安価であり、ポリ（Ｎ－ビニルアミド）を得るための反応時間を大きく減少させ、そ
してポリ（Ｎ－ビニルアミド）を精製する必要がなくなるという利点を有する。
【００２５】
本発明の十分な特徴を達成するために、捕捉剤は、例えば約１０重量％～約１５重量％の
ホウ水素化ナトリウムと水酸化ナトリウムとを含有する水溶液である。ホウ水素化ナトリ
ウムは迅速に作用し、非常に効果的であり、安価である。さらなる利点として、水酸化ナ
トリウムは、ポリ（Ｎ－ビニルアミド）のその後の塩基性での加水分解において有益であ
る。ポリ（Ｎ－ビニルアミド）を加水分解する前に、ポリ（Ｎ－ビニルアミド）および捕
捉剤は、本質的にすべて（すなわち、約９５％～１００％）の残留モノマーおよび不純物
を除くために、約２５℃～約８０℃において約１分間～約１０分間保たれる。
【００２６】
捕捉剤を使用して残留モノマーおよび不純物を除いた後で、ポリ（Ｎ－ビニルアミド）は
加水分解される。溶液でポリ（Ｎ－ビニルアミド）を加水分解するために使用される酸ま
たは塩基の量は、広範囲に変化させることができるが、一般には、最初に得られたポリマ
ーのＮ－ビニルアミドモノマー含有物に対する酸または塩基のモル比が約０．０５：１～
約３：１で加えられ、好ましくは約０．３：１～約１：１で加えられる。本発明の十分な
特徴を達成するために、Ｎ－ビニルアミドモノマーに対する酸または塩基のモル比は約０
．７：１～約１：１である。
【００２７】
一般に、加水分解は、無機酸（例えば、塩酸、臭化水素酸、フッ化水素酸、硫酸、硝酸、
リン酸など）などの適切な酸を用いて行われる。さらに、無機塩基（例えば、水酸化ナト
リウム、アンモニア、水酸化アンモニウム、水酸化カリウムなど）のなどの適切な塩基も
また使用することができる。加水分解は、約２５℃～約１００℃の温度で約４時間～約２
４時間行われる。
【００２８】
加水分解度は、酸または塩基の量、反応温度、および／または反応時間によって制御され
る。一般に、酸または塩基の量が多いほど、反応温度が高いほど、そして反応時間が長い
ほど、大きな加水分解度が得られる。
【００２９】
従って、本発明の方法は、架橋型または未架橋型のいずれかのポリ（ビニルアミン）の改
善された製造方法である。下記の実施例は、未架橋型ポリ（ビニルアミン）の改善された
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製造方法を例示する。
【００３０】
実施例１
Ｎ－ビニルホルムアミド（４００ｇ、５．６ｍｏｌ）を３，０００ｇの脱イオン水に溶解
し、次いで、得られたモノマー溶液にアルゴンを１時間吹き込んだ。別の容器において、
５ｇの２，２’－アゾビス（２－アミジノプロパン）塩酸塩の開始剤（すなわち、Ｖ－５
０開始剤、和光純薬工業（株）（大阪、日本）から入手可能）を７０ｇの脱イオン水に溶
解し、次いで、得られた開始剤溶液にアルゴンを０．５時間吹き込んだ。開始剤溶液の７
ｇ部分をモノマー溶液に加えた。開始剤溶液の残りを、得られた反応混合物を約４５℃に
加熱しながら１時間かけてモノマー溶液に加えた。反応温度を約４５℃で約４時間維持し
た。次いで、得られた反応混合物を５５℃に加熱して２時間保った。最後に、２０ｇの１
５重量％のＶ－５０水溶液を反応混合物に加えた。この重合反応物を６５℃で１２時間保
ち、ポリ（Ｎ－ビニルホルムアミド）を得た。
【００３１】
次いで、このポリ（Ｎ－ビニルホルムアミド）水溶液を約７０℃に加熱して、（４１％水
酸化ナトリウム水溶液における）１２重量％のホウ水素化ナトリウム溶液の２０ｇをポリ
マー溶液に加えた。捕捉剤溶液を加えた後で、４８０ｇの５０％水酸化ナトリウム水溶液
をポリマー溶液に加えた。得られた溶液を約７０℃で約８時間攪拌して、ポリ（Ｎ－ビニ
ルホルムアミド）を加水分解した。
【００３２】
所望する場合には、得られたポリ（ビニルアミン）溶液を、次いで、限外濾過によって精
製することができる。この必要に応じて行われる操作において、ポリ（ビニルアミン）溶
液は３リットルの脱イオン水で希釈された。次いで、希釈された溶液を、分子量カットオ
フが１００，０００のタンジェンシャルフロー限外濾過モジュールを用いて限外濾過した
。希釈されたポリマー溶液を２５リットルの脱イオン水で洗浄し、次いで２，５００ｍｌ
に濃縮して、ギ酸ナトリウムを含まないポリ（ビニルアミン）の４ｗｔ％溶液を得た。
【００３３】
実施例１を繰り返したが、ホウ水素化ナトリウムを使用する捕捉剤工程は省略した。加水
分解の途中で、ポリ（Ｎ－ビニルホルムアミド）の水溶液はゲル化した。ゲル化は、捕捉
剤処理工程で除かれなかったＮ－ビニルホルムアミドモノマーに存在する不純物に起因し
た。
【００３４】
下記の実施例は、ポリ（ビニルアミン）の合成における反応時間を減少させるホウ水素化
ナトリウムのような捕捉剤の能力を例示する。
【００３５】
実施例２
５リットルのフラスコに４００ｇのＮ－ビニルホルムアミドモノマーおよび２，９７０ｇ
の脱イオン水を仕込んだ。得られたモノマー溶液にアルゴンを１時間吹き込んだ。これと
は別に、開始剤溶液を、５ｇのＶ－５０を６７ｇの脱イオン水に溶解し、そしてアルゴン
を０．５時間吹き込むことによって調製した。開始剤溶液の一部（７ｇ）をモノマー溶液
に加えた。開始剤溶液の残りを、得られた反応混合物を約４５℃に加熱しながら１時間か
けてモノマー溶液に加えた。反応温度を約４５℃で２．５時間保ち、次いで５５℃に加熱
し、さらに２．５時間保ち、そして最後に、６５℃に加熱して、さらに１時間保った。次
に、４１％水酸化ナトリウム水溶液における１２％のホウ水素化ナトリウムの２０ｇを反
応混合物に加え、その後、直ちに４８０ｇの５０％水酸化ナトリウム水溶液を加えた。反
応混合物は迅速にピンク色になったが、その後、無色には戻らなかった。加水分解工程を
７０℃でさらに８時間続けた。次いで、得られたポリ（ビニルアミン）溶液を、所望する
場合には、実施例１に示されるような限外濾過によって精製することができる。ホウ水素
化ナトリウム捕捉剤の非存在下において、反応は、実施例１に示されるようなＮ－ビニル
ホルムアミドモノマーおよび他の不純物のすべてを反応させるためにはさらに数時間を必
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要とする。
【００３６】
実施例３
新しく蒸留したＮ－ビニルホルムアミド（２５０ｇ、３．５ｍｏｌ）および２．８ｇの１
５％Ｖ－５０開始剤を４００ｇの脱イオン水に溶解した。次いで、得られた反応溶液にア
ルゴンを１５分間吹き込んだ。次に、この反応溶液をガラス皿に注ぎ、１５ｍＷ／ｃｍ2

のＵＶ光線で２５分間硬化させた。重合は発熱的であり、最終的には約１００℃に達した
。得られた濃縮されたポリ（Ｎ－ビニルホルムアミド）溶液は非常に粘稠であった。
【００３７】
濃縮されたポリ（Ｎ－ビニルホルムアミド）溶液（３１２ｇ）を、次いで、２リットルの
脱イオン水で希釈し、そして希釈されたポリマー溶液を７０℃に加熱した。６ｇのホウ水
素化ナトリウム溶液（４１％の水酸化ナトリウム水溶液において１５重量％）を、加熱し
たポリマー溶液に５分かけて滴下して加え、その後、１４３ｇの５０％水酸化ナトリウム
水溶液を加えた。得られた溶液を７０℃で８時間維持して、ポリ（Ｎ－ビニルホルムアミ
ド）を加水分解し、次いで、冷却して、実施例１の場合のように精製した。
【００３８】
ポリ（ビニルアミン）を製造する本発明の改善された方法はまた、ポリ（ビニルアミン）
が、例えば、Ｎ－ビニルアセトアミド、Ｎ－ビニルプロピオンアミド、Ｎ－ビニルスクシ
ンアミド、および類似するＮ－ビニルカルボキサミドから得られるプロセスにおいて使用
することができる。
【００３９】
ポリ（ビニルアミン）を製造する本発明の改善された方法はまた、架橋型ポリ（ビニルア
ミン）の製造において使用することができる。上記のように、ＳＡＰは、ポリマーが水に
不溶性であるように十分な程度に架橋される。架橋は、ポリ（ビニルアミン）ポリマーを
実質的に水に不溶性にするのに役立ち、そして部分的には、ポリマーの吸収能を決定する
のに役立つ。吸収適用において使用される場合、ポリ（ビニルアミン）は低度に架橋され
る：すなわち、架橋密度は、約２０未満であり、好ましくは約１０％未満であり、そして
最も好ましくは約０．０１％～約７％である。
【００４０】
架橋剤が使用される場合、架橋剤は、最も好ましくは、モノマーの総重量に基づいて、約
７ｗｔ％未満の量で、典型的には約０．１ｗｔ％～約５ｗｔ％の量で含まれる。ポリ（ビ
ニルアミン）は、２つの異なる経路によって架橋することができる。１つの経路では、Ｎ
－ビニルアミドと共重合し、従ってポリマー骨格の一部を形成するオレフィン性不飽和型
の架橋性モノマーが利用される。次いで、架橋ポリ（Ｎ－ビニルアミド）は、架橋ポリビ
ニルアミンを得るために加水分解される。
【００４１】
架橋性ポリビニルモノマーの例には、下記の式（Ｉ）によって表されるポリアクリル酸（
またはポリメタクリル酸）エステル；および下記の式（ＩＩ）によって表されるビスアク
リルアミド類が含まれるが、これらに限定されない：
【００４２】
【化４】

【００４３】
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（上式において、Ｘは、エチレン、プロピレン、トリメチレン、ヘキサメチレン、２－ヒ
ドロキシプロピレン、－（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｎＣＨ２ＣＨ２－、または
【００４４】
【化５】

【００４５】
（ただし、ｎおよびｍはそれぞれ５～４０の整数である）であり、そしてｋは１または２
である）；
【００４６】
【化６】

【００４７】
（上式において、ｌは２または３である）。
【００４８】
式（Ｉ）の化合物は、ポリオール類（エチレングリコール、プロピレングリコール、トリ
メチロールプロパン、１，６－ヘキサンジオール、グリセリン、ペンタエリトリトール、
ポリエチレングリコールまたはポリプロピレングリコールなど）をアクリル酸またはメタ
クリル酸と反応することによって調製される。式（ＩＩ）の化合物は、ポリアルキレンポ
リアミン類（ジエチレントリアミンおよびトリエチレンテトラミンなど）をアクリル酸と
反応することによって得られる。
【００４９】
具体的な架橋性モノマーには、下記の物質が含まれるが、これらに限定されない：１，４
－ブタンジオールジアクリラート、１，４－ブタンジオールジメタクリラート、１，３－
ブチレングリコールジアクリラート、１，３－ブチレングリコールジメタクリラート、ジ
エチレングリコールジアクリラート、ジエチレングリコールジメタクリラート、エトキシ
ル化ビスフェノールＡジアクリラート、エトキシル化ビスフェノールＡジメタクリラート
、エチレングリコールジメタクリラート、１，６－ヘキサンジオールジアクリラート、１
，６－ヘキサンジオールジメタクリラート、ネオペンチルグリコールジメタクリラート、
ポリエチレングリコールジアクリラート、ポリエチレングリコールジメタクリラート、ト
リエチレングリコールジアクリラート、トリエチレングリコールジメタクリラート、トリ
プロピレングリコールジアクリラート、テトラエチレングリコールジアクリラート、テト
ラエチレングリコールジメタクリラート、ジペンタエリトリトール＝ペンタアクリラート
、ペンタエリトリトール＝テトラアクリラート、ペンタエリトリトール＝トリアクリラー
ト、トリメチロールプロパン＝トリアクリラート、トリメチロールプロパン＝トリメタク
リラート、トリス（２－ヒドロキシエチル）イソシアヌラート＝トリアクリラート、トリ
ス（２－ヒドロキシエチル）イソシアヌラート＝トリメタクリラート、ポリカルボン酸の
ジビニルエステル、ポリカルボン酸のジアリルエステル、テレフタル酸トリアリル、マレ
イン酸ジアリル、フマル酸ジアリル、ヘキサメチレンビスマレイミド、トリメリト酸トリ
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アリル、アジピン酸ジビニル、コハク酸ジアリル、エチレングリコールのジビニルエーテ
ル、シクロペンタジエンジアクリラート、テトラアリルアンモニウムハロゲン化物、また
はこれらの混合物。ジビニルベンゼンおよびジビニルエーテルのような化合物もまた、ポ
リ（Ｎ－ビニルアミド）を架橋するために使用することができる。特に好ましい架橋剤は
、Ｎ，Ｎ’－メチレンビスアクリルアミド、Ｎ，Ｎ’－メチレンビスメタクリルアミド、
エチレングリコールジメタクリラート、およびトリメチロールプロパン＝トリメタクリラ
ートである。
【００５０】
下記の実施例は、本発明によって調製された架橋ポリ（ビニルアミン）を例示する。
【００５１】
実施例４
Ｎ－ビニルホルムアミド（２５０ｇ）、脱イオン水（２５０ｇ）、メチレンビスアクリル
アミド（１．０９ｇ）およびＶ－５０開始剤（０．４２ｇ）を含有するモノマー混合物を
浅い皿に入れ、次いで、実施例３に示されているように紫外線ランプのもとで重合させて
、混合物をゴム状ゲルに重合させた。次いで、濃縮されたポリ（Ｎ－ビニルホルムアミド
）を、実施例１に記載されているようにホウ水素化ナトリウム／水酸化ナトリウムの溶液
で処理して、低架橋度のポリ（ビニルアミン）を得た。架橋したポリ（ビニルアミン）中
に存在するギ酸ナトリウムは、樹脂をアセトン／水の混合物で洗浄することによって、あ
るいは当業者に知られている他の適切な方法によって除くことができる。
【００５２】
ポリ（ビニルアミン）はまた、未架橋のポリ（ビニルアミン）を水性媒体に懸濁または溶
解し、次いで、ポリマーのアミノ基との反応によってポリ（ビニルアミン）を架橋し得る
二官能基化合物または多官能基化合物を加えることによって溶液中で架橋することができ
る。そのような架橋剤には、例えば、多官能基アルデヒド（例えば、グルタルアルデヒド
）、多官能基アクリラート（例えば、ブタンジオールジアクリラート、ＴＭＰＴＡ）、ハ
ロヒドリン（例えば、エピクロロヒドリン）、ジハロゲン化物（例えば、ジブロロモプロ
パン）、ジスルホン酸エステル（例えば、ＷＳ－（Ｏ２）Ｏ－（ＣＨ２）ｎ－ＯＳ（Ｏ）
２Ｗ：ただし、ｎは１～１０であり、Ｗはメチルまたはトシルである）、多官能基エポキ
シ（例えば、エチレングリコールジグリシジルエーテル）、多官能基エステル（例えば、
アジピン酸ジメチル）、多官能基酸ハロゲン化物（例えば、オキサリルクロリド）、多官
能基カルボン酸（例えば、コハク酸）、無水カルボン酸（例えば、無水コハク酸）、有機
チタン酸塩（例えば、デュポン（Ｄｕｐｏｎｔ）社から得られるＴＹＺＯＲ　ＡＡ）、メ
ラミン樹脂（例えば、サイテック（Ｃｙｔｅｃ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ、Ｗａｙｎｅ、Ｎ
Ｊ）社から得られるＣＹＭＥＬ３０１、ＣＹＭＥＬ３０３、ＣＹＭＥＬ３７０およびＣＹ
ＭＥＬ３７３）、ウレア類（例えば、Ｎ，Ｎ’－ジヒドロキシメチル－４，５－ジヒドロ
キシエチレンウレア）、および多官能基イソシアナート（例えば、トルエンジイソシアナ
ート）が含まれる。架橋剤はまた、Ｐｉｎｓｃｈｍｉｄｔ，Ｊｒ．他の米国特許第５，０
８５，７８７号（これは参考として本明細書中に援用される）および欧州特許第４５０　
９２３号に開示されている。
【００５３】
一般に、架橋剤は水溶性であることが望ましく、そして好ましくは約２５℃～約１５０℃
の温度において制御された様式で架橋反応が起こるようにポリ（ビニルアミン）との十分
な反応性を有することが望ましい。好ましい架橋剤は、水溶性のジグリシジルエーテルで
あるエチレングリコールジグリシジルエーテル（ＥＧＤＧＥ）である。
【００５４】
下記の実施例は、ポリマーのアミノ基と反応する多官能基架橋剤を使用して、ギ酸ナトリ
ウムを含まない本発明のポリ（ビニルアミン）を低度に架橋することを例示する。
【００５５】
実施例５
３重量％のポリ（ビニルアミン）水溶液の２リットルに０．１８ｇのエチレングリコール
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ジグリシジルエーテル（ＥＧＤＧＥ）を加えた。得られた混合物を攪拌して、ＥＧＤＧＥ
を溶解した。次いで、混合物を約６０℃に加熱し、１時間保ってゲル化させた。ゲルを約
８０℃に加熱して、約９０％の水が除かれるまで保った。次いで、得られたゲルを押し出
し成型し、そして一定の重量になるまで８０℃で乾燥した。次いで、乾燥した低架橋度の
ポリ（ビニルアミン）を凍結粉砕して、水または酸溶液を吸収し得る顆粒物にした。この
ゲルは、０．１Ｍ塩酸（ＨＣｌ）において下記の吸収特性を示した：
ＡＵＮＬ１＝５９．３ｇ／ｇ
ＡＵＬ２（０．２８ｐｓｉ）＝３７．８ｇ／ｇ
ＡＵＬ２（０．７ｐｓｉ）＝２６．４ｇ／ｇ
1無負荷時における吸収；および
2負荷時における吸収。
【００５６】
負荷時における吸収（ＡＵＬ）は、加えられた圧力のもとで流体を吸収するＳＡＰの能力
の大きさである。ＡＵＬは、米国特許第５，１４９，３３５号（これは参考として本明細
書中に援用される）に開示されているように下記の方法で測定された。
【００５７】
ＳＡＰ（０．１６０ｇ＋／－０．００１ｇ）を、２５ｍｍの内径を有する中空のプレキシ
ガラス製シリンダーの底部に取り付けられた１４０ミクロンの水透過性メッシュの上に注
意深くまき散らす。サンプルを１００ｇのカバープレートで覆って、シリンダーアセンブ
リーの重量を測定する。これは、２０ｇ／ｃｍ2（０．２８ｐｓｉ）の負荷圧力をもたら
す。あるいは、サンプルは、２５０ｇのカバープレートで覆って、５１ｇ／ｃｍ2（０．
７ｐｓｉ）の負荷圧力を加えることができる。シリンダーの編み目の底部を、２５ｍｌの
試験溶液（通常は、０．９％生理食塩水）を含有する１００ｍｍのペトリ皿に入れて、１
時間（または３時間）ポリマーに吸収させる。（加えられた圧力のもとでの）ＡＵＬは、
シリンダーアセンブリーの重量を再測定して、吸収した液体の重量を、液体と接触する前
のポリマーの乾燥重量で除することによって計算される。下記において議論されているよ
うに、このポリ（ビニルアミン）粒子はまた、外圧のもとで改善された性能を有する吸収
剤を得るために、エチレングリコールジグリシジルエーテルのような架橋剤で表面処理す
ることができる。
【００５８】
好ましい実施形態において、低架橋度のポリ（ビニルアミン）は、ポリ（Ｎ－ビニルアミ
ン）の表面がさらに架橋される処理工程に付される。ポリ（ビニルアミン）を表面架橋す
ることによって、負荷のもとで水性媒体を吸収して保持するポリマーの能力が高められる
ことが見出された。
【００５９】
表面架橋は、ポリ（ビニルアミン）粒子に表面架橋剤のイソプロピルアルコール溶液を噴
霧して、ポリ（ビニルアミン）粒子の主として外側表面のみを濡らすことによって達成さ
れる。次いで、ポリマーの表面架橋および乾燥が、好ましくはポリ（ビニルアミン）粒子
の濡れた表面を少なくとも加熱することによって行われる。
【００６０】
典型的には、ポリ（ビニルアミン）粒子は、表面架橋剤のアルコール性溶液で表面処理さ
れる。粒子は、例えば、顆粒、フォーム、ビーズ、フレーク、ファイバーまたは粉末の形
態であり得る。溶液は、約０．０１重量％～約４重量％の表面架橋剤を含有し、好ましく
は約０．４重量％～約２重量％の表面架橋剤を適切な溶媒に含有する。溶液は、ポリ（ビ
ニルアミン）対表面架橋剤溶液の比が約１：０．０１重量部～約１：０．５重量部で、タ
ンブリング処理中のポリ（ビニルアミン）の表面に細かい噴霧として加えることができる
。表面架橋剤は、ポリ（ビニルアミン）の０重量％～約１重量％の量で存在し、好ましく
は０重量％～約０．５重量％の量で存在する。本発明の十分な利点を達成するために、表
面架橋剤は約０．００１重量％～約０．１重量％の量で存在する。
【００６１】
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表面処理を行ったポリ（ビニルアミン）粒子の架橋反応および乾燥は、表面処理を行った
ポリマーを、適切な温度で、例えば、約２５℃～約１５０℃で、好ましくは約１０５℃～
約１２０℃で加熱することによって達成される。しかし、ポリ（ビニルアミン）粒子を表
面架橋するために表面架橋剤を反応させる他の任意の方法、およびポリ（ビニルアミン）
粒子を乾燥する他の任意の方法、例えば、マイクロ波エネルギーなどを使用することがで
きる。
【００６２】
適切な表面架橋剤には、アミノ基および架橋するポリ（ビニルアミン）と反応し得る二官
能基分子または多官能基分子が含まれる。好ましくは、表面架橋剤は、アルコールまたは
水に可溶性であり、そして約２５℃～約１５０℃の温度で、制御された様式で架橋反応が
生じるようにポリ（ビニルアミン）との十分な反応性を有する。
【００６３】
適切な表面架橋剤の非限定的な例には下記の物質が含まれる：
（ａ）ジハロゲン化物またはジスルホン酸エステル、例えば、下記の式を有する化合物：
Ｚ－（ＣＨ2）p－Ｚ
（上式において、ｐは２～１２の数であり、Ｚは独立して、ハロゲン（好ましくは、ブロ
モ）、トシラート、メシラート、あるいは他のスルホン酸アルキルエステルまたはスルホ
ン酸アリールエステルである）；
（ｂ）多官能基アジリジン類；
（ｃ）多官能基アルデヒド（例えば、グルタルアルデヒド、トリオキサン、パラホルムア
ルデヒド、テルフタルデヒド、マロンアルデヒド、およびグリオキサール）ならびにその
アセタールおよび重亜硫酸塩；
（ｄ）エピクロロヒドリンのようなハロヒドリン；
（ｅ）多官能基エポキシ化合物、例えば、エチレングリコールジグリシジルエーテル、ビ
スフェノールＡジグリシジルエーテル、およびビスフェノールＦジグリシジルエーテル；
（ｆ）多官能基カルボン酸ならびにそのようなカルボン酸から誘導されるメチルエステル
、エチルエステル、酸塩化物および無水物、例えば、２個～１２個の炭素原子を含有する
ジカルボン酸およびポリカルボン酸、ならびにそれらから誘導されるメチルエステル、エ
チルエステル、酸塩化物および酸無水物、具体的には、シュウ酸、アジピン酸、コハク酸
、ドデカン酸、マロン酸およびグルタル酸、ならびにそれらから誘導されるエステル、無
水物および酸塩化物；
（ｇ）デュポン社（Ｅ．Ｉ．ＤｕＰｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ、Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏ
ｎ、ＤＥ）から得られるＴＹＺＯＲ　ＡＡのような有機チタン酸塩；
（ｈ）サイテック社（Ｃｙｔｅｃ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ、Ｗａｙｎｅ、ＮＪ）から得ら
れるＣＹＭＥＬ樹脂のようなメラミン樹脂；
（ｉ）Ｎ，Ｎ’－ジヒドロキシメチル－４，５－ジヒドロキシエチレンウレアのようなヒ
ドロキシメチルウレア類；および
（ｊ）トルエンジイソシアナート、イソホロンジイソシアナート、キシレンジイソシアナ
ートおよびヘキサメチレンジイソシアナートのような多官能基イソシアナート。
【００６４】
好ましい表面架橋剤は、エチレングリコールジグリシジルエーテル（ＥＧＤＧＥ）である
。これは、約２５℃～約１５０℃の温度でポリ（ビニルアミン）を架橋する水溶性のジグ
リシジルエーテルである。
【００６５】
下記の実施例６は、低架橋度のポリ（ビニルアミン）の表面処理および架橋を例示する。
【００６６】
実施例６
ジビニルベンゼン架橋剤（１．０８５ｇ、スチレン／エチルスチレンにおいて５５重量％
活性）、Ｖ－５０開始剤水溶液（２．５４１ｇ、１５％）およびＮ－ビニルホルムアミド
（２４５ｇ、３．４５ｍｏｌ）を３５０ｇの脱イオン水に混合した。得られた溶液にアル
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ゴンを１５分間吹き込み、次いで、ＵＶ光線（１５ｍＷ／ｃｍ2）のもとで１時間重合さ
せた。得られたゲルを押し出し成型し、１００℃で乾燥し、そして粉砕して、低架橋度の
ポリ（ビニルアミン）の粒子を得た。
【００６７】
ポリ（Ｎ－ビニルホルムアミド）粒子の一部（８２ｇ）を、１６８ｇのシクロヘキサン、
１１２ｇの１－ブタノールおよび４６ｇの粉末化した水酸化ナトリウムを含有する溶液に
粒子を分散させることによって加水分解した。次いで、得られた懸濁物を約７０℃で約６
時間加熱した。次に、１５０ｇの脱イオン水を懸濁物に加え、有機溶媒をデカンテーショ
ンにより除いた。次いで、アセトン（２３０ｇ）を加えて、ゲルを砕き、そして副生成物
のギ酸ナトリウムを除いた。水／アセトンの洗浄をさらに３回繰り返し、その後、ゲルを
乾燥し、次いで再粉砕した。次いで、得られたポリ（ビニルアミン）ゲルを様々な量のエ
チレングリコールジグリシジルエーテルで表面処理し、そして表面架橋を得るために１４
５℃で乾燥した。
【００６８】
次いで、ポリ（ビニルアミン）を、０．１Ｍ塩酸を吸収して保持する能力について調べた
。
【００６９】
【表１】

【００７０】
吸収の結果は、表面架橋することにより、負荷時（特に、０．７ｐｓｉの負荷時）におけ
るポリ（ビニルアミン）の吸収がかなり改善されることを示している。
【００７１】
（ｂ）ポリ（ビニルアミン）型ＳＡＰ
ポリ（ビニルアミン）は、ポリマー上にイオン性電荷が存在しないために、典型的には、
その中性形態ではＳＡＰとして機能しない。従って、水の吸収および保持に必要な駆動力
が不足している。しかし、塩に変換された場合、あるいはポリアクリル酸のような酸性の
吸水性樹脂と一緒に使用された場合、ポリ（ビニルアミン）はＳＡＰのように挙動する。
上記の改善された方法、あるいは先行技術の従来的な方法のいずれかによって製造された
ポリ（ビニルアミン）はポリ（ビニルアミン）型ＳＡＰにおいて使用できることを理解し
なければならない。
【００７２】
（ｉ）ポリ（ビニルアミン）の塩
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業的な適用において最も広く使用されているＳＡＰである。ポリ（アクリル酸）ナトリウ
ムは、吸収剤適用におけるその優れた性能をもたらす多電解質特性を有している。このよ
うな特性には、大きな電荷密度、およびポリマー骨格に比較的近い電荷が含まれる。
【００７３】
ポリ（ビニルアミン）は中性のポリマーであり、従って、ＳＡＰを得るために必要な多電
解質特性を有していない。しかし、ポリ（ビニルアミン）の塩は、ＳＡＰを得るために十
分な多電解質特性を有している。ＳＡＰを得るために使用されるポリ（ビニルアミン）は
、低架橋度のポリ（ビニルアミン）であり、好ましくは上記のように表面架橋される。
【００７４】
必要に応じて表面架橋されたそのよう低架橋度のなポリ（ビニルアミン）ポリマーは、こ
の分野で知られている方法によって塩に変換される。例えば、ポリ（ビニルアミンＨＣｌ
）は、Ｐｉｎｓｃｈｍｉｄｔ，Ｊｒ．他の米国特許第５，０８５，７８７号およびＧｌｅ
ｓｓ，Ｊｒ．他の米国特許第４，０１８，８２６号に示されているように、塩酸をポリ（
ビニルアミン）に加えることによって調製され、あるいはポリ（Ｎ－ビニルアミド）を塩
酸で加水分解することによって調製される。
【００７５】
しかし、ＳＡＰとして有用なポリ（ビニルアミン）の塩は、塩酸塩に限定されない。ポリ
（ビニルアミン）は、ＳＡＰとして有用なポリ（ビニルアミン）の塩を得るために様々な
酸と反応させることができるが、好ましい酸は鉱酸である。本発明の十分な利点を達成す
るためには、ポリ（ビニルアミン）の塩は塩酸塩である。
【００７６】
ＳＡＰとして作用するポリ（ビニルアミン）塩の能力を明らかにするために、実施例５の
低架橋度のポリ（ビニルアミン）を、この分野で十分に知られている方法によって塩酸塩
に変換した。このポリ（ビニルアミン）塩を、脱イオン水および電解質含有水性媒体（す
なわち、０．９重量％の塩化ナトリウム水溶液）を吸収して保持するその能力について調
べた。
【００７７】
具体的には、実施例５で調製されたポリ（ビニルアミン）のサンプルを、種々の量の１Ｎ
塩酸（ＨＣｌ）を使用して塩酸塩に変換した。次いで、ポリ（ビニルアミン）塩の得られ
たゲルを乾燥し、０．９重量％のＮａＣｌ水溶液を吸収する能力ついて評価した。結果を
表２にまとめる。
【００７８】
【表２】
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【００７９】
表２にまとめられた吸収性の結果は、吸収性は、負荷時および無負荷時の両方において、
ポリ（ビニルアミン）が塩酸塩に変換されたときに、特に、塩への変換が約３０モル％～
約７０モル％の範囲において劇的に増大していることを示している。本発明の重要な特徴
により、ポリ（ビニルアミン）は、約１０モル％～約１００モル％の量で、好ましくは約
２０モル％～約９０モル％の量で塩に変換されたときにＳＡＰの特性を示している。本発
明の十分な利点を達成するために、ポリ（ビニルアミン）は、ポリ（ビニルアミン）を調
製するために使用されたＮ－ビニルアミドモノマーの重量に基づいて、約２５モル％～約
７５モル％の量で塩に変換される。
【００８０】
別の試験において、実施例６で調製された低架橋度のポリ（ビニルアミン）が、イソプロ
ピルアルコールにおける様々なレベルのエチレングリコールジグリシジルエーテル（ＥＧ
ＤＧＥ）で表面処理され、その後、８０℃の乾燥および硬化が行われた。次いで、低架橋
度のポリ（ビニルアミン）の表面架橋した顆粒を、１ＮＨＣｌで部分的に（すなわち、５
０モル％）中和した。次いで、表面架橋したポリ（ビニルアミン）塩を、０．９％ＮａＣ
ｌ水溶液を吸収して保持する能力について調べた。結果を表３にまとめる。この結果より
、中和され、そして表面架橋したポリ（ビニルアミン）はＡＵＬが改善されていることを
示していることが認められる。
【００８１】
【表３】
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【００８２】
（ｉｉ）ＳＡＰにおけるポリ（ビニルアミン）
上記のように、ポリ（ビニルアミン）は、その遊離の塩基型では、中性～塩基性の水性媒
体に対するＳＡＰとして機能しない。同様に、ポリアクリル酸は、その遊離の酸型では、
中性～酸性の水性媒体に対するＳＡＰとして機能しない。それぞれの場合、ポリマーは電
荷密度が低く、従って、吸収および保持に必要な大きな駆動力、すなわち、静電的反発が
失われている。対照的に、部分的に中和されたポリアクリル酸は十分な電荷密度を有し、
そしてそれ自身ＳＡＰとして現在使用されている。同様に、上記に開示されているように
、ポリ（ビニルアミン）塩は、大きな電荷密度を有し、優れたＳＡＰである。
【００８３】
しかし、ポリ（ビニルアミン）は、その遊離の塩基型において、実施例５および実施例６
に例示されているように、酸性の水性媒体（すなわち、ｐＨが７未満の媒体）に対する吸
収剤として作用することができる：実施例５および実施例６において、１ｇのポリ（ビニ
ルアミン）は、それぞれ、５９．３ｇおよび５１ｇの０．１Ｍ塩酸を無負荷のもとで吸収
した。酸性媒体はポリ（ビニルアミン）のアミノ基をプロトン化し、それによって、ＳＡ
Ｐとして機能するのに十分な電荷密度が、プロトン化されたポリ（ビニルアミン）にもた
らされる。従って、ポリ（ビニルアミン）は、それ自身で、酸性の水性媒体を吸収するた
めに、例えば、酸性の流出液を吸収するために使用することができる。
【００８４】
ポリ（ビニルアミン）ポリマーは、その遊離の塩基型において、酸性の吸水性樹脂をさら
に含有する高吸収性物質における有用成分であることもまた見出された。例えば、本発明
の高吸収性物質は、ポリ（ビニルアミン）ポリマーと、ポリアクリル酸のような酸性吸水
性樹脂との混合物である。本発明の高吸収性物質は、電解質を含有する水性媒体を吸収し
て保持することに関して特に有用である。
【００８５】
現在、２つの吸収性成分を含有する高吸収性物質（すなわち、２成分系のＳＡＰ物質）が
、改善された種類のＳＡＰとして検討されている。典型的には、一方の成分は吸水性樹脂
であり、そして第２の成分は、水性媒体から電解質を除くためのイオン交換の機能で作用
している。
【００８６】
対照的に、本発明は、それぞれが膨潤することができ、そして水性媒体を吸収することが
できる２つの非荷電の低架橋度ポリマーを含む２成分系ＳＡＰ物質に関する。水と接触し
たときに、この２つの非荷電のポリマーは互いに中和して、高吸収性物質となる。いずれ
のポリマーも、その非荷電の形態では、水と接触したときに、それ自身でＳＡＰとして挙
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動しない。従って、本発明の２成分系高吸収性物質は、その電解質形態において吸収剤と
して作用し得る２つの樹脂（一方が酸性樹脂であり、もう一方が塩基性樹脂である）を含
有する。ポリアクリル酸は、酸性樹脂に関して優れた選択であるが、本発明が開示される
までは、適当な塩基性樹脂は存在していない。
【００８７】
従って、本発明の重要な特徴により、ポリ（ビニルアミン）は、２成分系ＳＡＰ物質に必
要な塩基性樹脂として使用される。このポリ（ビニルアミン）は低度に架橋され、そして
ポリ（ビニルアミン）粒子は、好ましくは、吸収特性を改善するために表面架橋される。
ポリ（ビニルアミン）と酸樹脂との組み合わせは、水（特に、塩水）の存在下でＳＡＰの
ように挙動する。このようなポリ（ビニルアミン）は、本明細書中に開示されている改善
された方法によって、あるいはこの分野で知られている先行技術の方法によって調製する
ことができる。架橋および表面架橋は、上記のように行うことができる。
【００８８】
ポリ（ビニルアミン）は、酸性樹脂と混合される塩基性の樹脂である。酸性樹脂は、その
中和された形態でＳＡＰとして作用する任意の樹脂であり得る。このような酸性樹脂は、
典型的には、複数のカルボン酸基、スルホン酸基、ホスホン酸基、リン酸基、または硫酸
基、またはそれらの混合を含有する。
【００８９】
酸性樹脂の例には、下記のものが含まれるが、それらに限定されない：ポリアクリル酸、
加水分解されたデンプン－アクリロニトリルグラフトコポリマー、デンプン－アクリル酸
グラフトコポリマー、けん化された酢酸ビニル－アクリル酸エステルコポリマー、加水分
解されたアクリロニトリルコポリマー、加水分解されたアクリルアミドコポリマー、エチ
レン－無水マレイン酸コポリマー、イソブチレン－無水マレイン酸コポリマー、ポリ（ビ
ニルスルホン酸）、ポリ（ビニル硫酸）、ポリ（ビニルリン酸）、スルホン酸化ポリスチ
レン、ポリ（ビニルホスホン酸）、およびそれらの混合物。好ましい酸性樹脂は、ポリア
クリル酸類である。
【００９０】
ポリ（ビニルアミン）はその非荷電形態（すなわち、遊離の塩基型）で存在し、酸性樹脂
はその遊離の酸型で存在する。例えば、低い割合（すなわち、２５％以下）のアミン官能
基および酸官能基が、処理のために、それらの荷電形態であり得ることが考えられる。低
い割合の荷電官能基は高吸収性物質の性能に悪影響を及ぼさないが、荷電官能基の量は最
小限にしなければならない。
【００９１】
ポリ（ビニルアミン）および酸性樹脂は、約５：９５～約９５：５の重量比で混合され、
好ましくは約１０：９０～約９０：１０の重量比で混合される。本発明の十分な利点を達
成するために、これらの樹脂は、約３０：７０～約７０：３０の重量比で混合される。本
発明の２成分系ＳＡＰ物質は、均一な粒子状物を得るためにポリ（ビニルアミン）および
酸性樹脂の粒子を単に混合することによって調製される。
【００９２】
本発明の２成分系ＳＡＰ物質を例示するために、下記の例示物を調製して、試験を行った
。
【００９３】
実施例７
実施例５で調製された粉末化ポリ（ビニルアミン）（粒子サイズ：２１０μｍ～７１０μ
ｍ）を、低架橋度のポリアクリル酸（粒子サイズ：２１０μｍ～７１０μｍ、中和度：０
％）と、６３％のポリアクリル酸に対して３７％のポリ（ビニルアミン）の重量比で混合
した。得られた２成分系ＳＡＰの吸収特性を、０．９重量％のＮａＣｌ水溶液に関する吸
収特性について調べて比較した。結果を表４に示す。
【００９４】
【表４】
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【００９５】
表４は、ポリ（ビニルアミン）／ポリアクリル酸の混合物が、ポリ（ビニルアミン）単独
と比較して、実質的に改善された吸収特性を有していることを示している。
【００９６】
２成分系ＳＡＰ物質は、液体（特に、電解質を含有する液体）を吸収して保持することを
目的とする物品において特に有用である。そのような物品には、例えば、おむつおよび生
理用品が含まれる。
【００９７】
本発明の２成分系ＳＡＰ物質の改善された吸収特性を明らかにするために、下記の表５に
記載される混合物を調製して、０．７ｐｓｉの負荷のもとで合成尿を吸収する能力につい
て調べた。この場合に、そして本明細書を通して使用されているように、ポリ（ＡＡ）（
ＤＮ＝７０）は、約７０％～約８０％が中和された標準的な市販のポリ（ＡＡ）を示す。
ポリ（ＡＡ）（ＤＮ＝０）は、未中和のポリ（ＡＡ）を示す。
【００９８】
【表５】
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【００９９】
表５に示す結果は、単独で使用された場合（すなわち、例４）、あるいはポリ（ＡＡ）（
ＤＮ＝７０）のような標準的なＳＡＰ物質と組み合わせて使用された場合（すなわち、例
１）において、本発明の２成分系ＳＡＰ物質によって達成される吸収性が実質的に改善さ
れていることを示している。
【０１００】
本発明の２成分系ＳＡＰ物質は、現行のＳＡＰと比較して、液体を吸収して保持する能力
が改善されていることをさらに明らかにするために、本発明の２成分系ＳＡＰ物質を含有
する実験室的なおむつコア材を調製して、従来のＳＡＰを含有する実験室的なおむつコア
材と比較した。具体的には、下記のコア材を調製した：
コア材Ａ１－５０％のポリ（ＡＡ）（ＤＮ＝７０）および３０％の綿毛、
コア材Ａ２－７０％のポリ（ＡＡ）（ＤＮ＝７０）および５０％の綿毛、
コア材Ｂ－２７．５％のポリ（ビニルアミン）、２２．５％のポリ（ＡＡ）（ＤＮ＝０）
および５０％の綿毛パルプ（重量比）、
コア材Ｃ－コア材Ｂと同一（ただし、ポリ（ビニルアミン）は５００ｐｐｍのＥＧＤＧＥ
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で表面架橋された）、
コア材Ｄ－３８．５％のポリ（ビニルアミン）、３１．５％のポリ（ＡＡ）（ＤＮ＝０）
および３０％の綿毛パルプ（重量比）、
コア材Ｅ－コア材Ｄと同一（ただし、ポリ（ビニルアミン）は５００ｐｐｍのＥＧＤＧＥ
で表面架橋された）。
【０１０１】
典型的には、市販のおむつは、液体の迅速な吸収を達成するために４５重量％～６０重量
％のパルプを含有する。おむつのコア材Ａ～コア材Ｅを、本発明の２成分系ＳＡＰ物質を
含有するコア材を有するおむつによってもたらされる改善された透過性および吸収速度、
ならびに液体の改善された吸収および保持を明らかにするために互いに比較した。
【０１０２】
現行のおむつは、一般には、着用者の皮膚と接触する不織材から作製されたトップシート
、トップシートの下部（すなわち、着用者の皮膚とは反対側）の吸収層、吸収層の下部に
位置するコア材、およびコア材の下部のバックシートからなる。このような構造は、この
産業界では十分に知られている。
【０１０３】
コア材Ａ～コア材Ｅを、下記のような従来の実験室手順を使用して調製した。
【０１０４】
２つのチャンバー真空系を含む実験室的なコア材成形ユニットにより、エアレイド（ａｉ
ｒｌａｉｄ）された綿毛パルプ－吸収剤のマトリックスを作製して、１２ｃｍ×２１ｃｍ
のおむつコア材を作製した。このコア材成形ユニットは、速度が変更できる実験室モータ
ーに取り付けられたローラーブラシ、ブラシの非常に近いところに位置するファイバー分
配スクリーン、調節可能なダンパーに取り付けられた成形用スクリーン、および８インチ
水柱～１５インチ水柱の間で一定で連続的な負圧を提供し得る真空系を含む。
【０１０５】
コア材成形ユニットは、真空によって、ファイバーおよび顆粒状物が、調節可能な導入ス
ライドから、回転ブラシおよび分配スクリーンを通って、直接的に成形用スクリーン上に
引かれるように含まれる。真空排気は成形スライドの入り口を通って再循環され、それに
よって操作中の温度および湿度が制御される。
【０１０６】
コア材が成形されるとき、所望量の脱繊維化綿毛パルプが、上部チャンバーにおいてブラ
シローラー上に少量ずつ一様にばらまかれる。下部チャンバーにおいて、矩形織物または
トップシート（２１ｃｍｘ１２ｃｍ）が成形用スクリーン上に置かれる。大部分のコア材
の場合、滑動する上部チャンバーの蓋は、約１／２インチの隙間を残して部分的に閉じら
れる。均一的なパルプ／ＳＡＰのコア材の場合、ＳＡＰは、ブラシが回転し始めた直後に
、その隙間から上部チャンバー内にばらまかれる。均一な分布を得るために、少量のＳＡ
Ｐが、モーターの始動前に綿毛に加えられる。残りのＳＡＰを導入するために使用される
時間の長さは、用いられる綿毛パルプの量によって変化する。ファイバーおよび吸収性ポ
リマー物質が堆積した後、モーターを止め、実験室的なコア材を含有するダンパーユニッ
トを下部チャンバーから取り出す。次いで、未圧縮のコア材を、ポリマーフィルムから作
製されたバックシートの上に置き、圧縮ユニットに入れる。このとき、別の矩形織物およ
び不織カバーストックをコア材の上部に置く。吸収性コア材を、所定の時間、典型的には
５分間、水圧プレス機を用いて約５，０００ｐｓｉ～約１０，０００ｐｓｉの間の圧力（
典型的には、約７，０００ｐｓｉの圧力）で圧縮して、所望の密度を達成する。５分後、
実験室的に調製された吸収性コア材をプレス機から取り出して、重量および厚さを測定す
る。
【０１０７】
コア材Ａ～Ｈ２、および他の実験室的コア材、および市販のおむつを、０．７ｐｓｉの負
荷のもとでの逆もれ、液体吸収時間、および液体吸収速度について調べた。下記に、おむ
つのような衛生用品の負荷時における吸収および逆もれを測定するための手順を記載する
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。これらの試験は、０．７ｐｓｉの負荷のもとでの３回～５回のそれぞれの液体吸収に関
する衛生用品による０．９重量％の生理食塩水の吸収速度および液体保持を示す。
【０１０８】
装置：
１００ｍｌの分液ロート（７ｍｌ／秒の流速で送達されるように調節する）または同等物
；
３．６４２ｋｇの円筒型おもり（０．７ｐｓｉ）、直径１０ｃｍ、おもりの中心を通る内
径が２．３８ｃｍのパースペックス（ｐｅｒｓｐｅｘ）製投入チューブを伴う；
ＶＷＲ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ社の９ｃｍろ紙または同等物；
デジタル式時計；
電子天秤（０．０１ｇの精度）；
ストップウォッチ。
【０１０９】
手順：
１．調製
（ａ）試験すべき衛生用品（例えば、おむつ）の重量（ｇ）を記録する；
（ｂ）衛生用品を、例えば、何らかの弾性材を除くこと、および／または当該用品の両端
を実験台上面にテープで固定することによって実験台上面に広げる；
（ｃ）３．６４ｋｇの円筒型おもりを、パースペックス製投入チューブの開口部が吸収点
（すなわち、中心から５ｃｍ前方のところ）に置かれた当該衛生用品に載せる。
【０１１０】
２．初回の吸収および逆もれ試験
（ａ）１００ｍｌの０．９％ＮａＣｌ溶液（すなわち、脱イオン水または蒸留水における
０．９重量％の塩化ナトリウム）を計って分液ロートに入れる。このＮａＣｌ溶液を、７
ｍｌ／秒の流速で、おもりのパースペックス製チューブに分配して、タイマーを直ちに始
動させる。すべてのＮａＣｌ溶液がパースペックス製チューブの底部に位置する衛生用品
の表面から完全に消失したときにタイマーを止める。この時間を最初の吸収時間（秒）と
して記録する。
（ｂ）１０分経過した後、おもりを除いて、逆もれ試験の手順を行う：
（ｉ）１０枚のろ紙を積み重ねて重量測定し、この値を記録する（乾燥重量）、
（ｉｉ）このろ紙を衛生用品の吸収点の上に置く。タイマーを２分に設定する。２．５ｋ
ｇのおもりをろ紙の上に加えて、直ちにタイマーを始動させる。
（ｉｉｉ）２分経過した後、おもりを除いて、ろ紙の重量を再度測定する（湿重量）。ろ
紙の乾燥重量を湿重量から引き、この値を逆もれ値とする。この値を初回の逆もれ値（ｇ
）として記録する。
【０１１１】
３．２回目の吸収および逆もれ試験
（ａ）３．６４ｋｇのおもりを、衛生用品の前と同じ位置に置く。５０ｍｌのＮａＣｌ溶
液を使用して（吸収時間を２回目の吸収時間として記録する）工程２ａを、そして２０枚
のろ紙を使用して（逆もれ値を２回目の逆もれとして記録する）工程２ｂの（ｉ）～（ｉ
ｉｉ）を繰り返す。
【０１１２】
４．３回目およびさらなる吸収および逆もれ試験
（ａ）負荷を、おむつの前と同じ位置に置く。５０ｍｌのＮａＣｌ溶液を使用して（吸収
時間を３回目の吸収時間として記録する）工程２ａを、そして３０枚のろ紙を使用して（
逆もれ値を３回目またはその後の逆もれとして記録する）工程２ｂの（ｉ）～（ｉｉｉ）
を繰り返す。
【０１１３】
図１～図４は、本発明の２成分系ＳＡＰ物質を含有するおむつの改善された特性を示して
いる。
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【０１１４】
図１は、コア材Ａ１、ＢおよびＣを含有するおむつについて、０．７ｐｓｉの負荷のもと
での０．９％生理食塩水の吸収回数に対する吸収時間のプロットを含む。図１において、
コア材Ｂおよびコア材Ｃは本発明のコア材である。コア材Ａ１は比較用コア材である。
【０１１５】
コア材Ｂおよびコア材Ｃは、０．７ｐｓｉの負荷のもとで０．９％生理食塩水を吸収する
優れた能力を示した。コア材Ａ１は、特に再吸収のときに生理食塩水を比較的ゆっくり吸
収した。コア材Ａ１は、５０％のＳＡＰを含有する標準的なコア材を表し、コア材Ｂまた
はコア材Ｃよりも大きな吸収時間を有する。コア材Ａ１の吸収時間は、吸収が非常に遅か
ったので、４回目以降の吸収は測定できなかった。
【０１１６】
図２は、コア材Ａ２、ＤおよびＥの吸収時間を示す。図２は、コア材Ｄおよびコア材Ｅ（
すなわち、本発明のコア材）は、０．７ｐｓｉの負荷のもとでの０．９％生理食塩水の吸
収時間に関して、比較用の実験室的コア材（コア材Ａ２）よりも著しく性能が優れている
ことを示している。
【０１１７】
図３および図４は、本発明のコア材（すなわち、コア材Ｂ～Ｅ）が、ポリ（ＡＡ）（ＤＮ
＝７０）を含有する比較用の実験室的なコア材よりも大きな吸収速度を有することを示し
ている。
【０１１８】
全体的に、図１～図４に示されている結果は、本発明のおむつコア材が、５回の吸収に関
して、変動しない、すなわち、本質的に一定した吸収時間、あるいは著しく減少した吸収
時間を維持していることを示しているが、先行技術のコア材は、先行技術のコア材に関す
る吸収時間が増大していることを示している。これらの結果はまた、吸収回数の増大に従
って改善された吸収速度を示している。そのような結果は、先行技術のコア材が吸収回数
の増大に従って、特に１回目と２回目との吸収の間で吸収速度の増大を示しているので予
想されないものであった。本発明のコア材は、生理食塩水を用いた２回目の吸収の後にお
いて、最初の吸収速度を維持している（図３を参照のこと）。従って、本発明のコア材は
、１回目の吸収速度よりも多くても２０％遅い吸収速度を有し、好ましくは１回目の吸収
速度と少なくとも等しい２回目の吸収速度を有し得る。このような改善された特性の実用
的な結果は、液量の多い状況および逆もれの状況での漏れを防止する改善された能力を有
するコア材である。
【０１１９】
これらの結果は、コア材において現在使用されている標準的なポリ（ＡＡ）（ＤＮ＝７０
）が本発明の２成分系ＳＡＰ物質によって完全に取り換えられた場合に、液体吸収におけ
る改善が速度論および保持の両方に関して認められることを示している。
【０１２０】
本発明のコア材によって明らかにされる改善された結果によって、コア材の厚さもまた減
らすことができる。典型的には、コア材は、ゲル阻止のような問題を回避しながら迅速な
液体吸収を達成するために５０％以上の綿毛またはパルプを含有する。２成分系ＳＡＰ物
質を含有する本発明のコア材は、ゲル阻止のような問題を軽減するために液体を十分に早
く吸収する。従って、コア材における綿毛またはパルプの量を減らすことができる。低密
度の綿毛の量を減らすことによって、より薄いコア材が得られ、従って、より薄いおむつ
が得られる。
【０１２１】
約２５重量％もの少量の２成分系ＳＡＰ物質を含有するコア材は、液体を吸収して保持す
る優れた能力を示す。好ましくは、本発明のコア材は、少なくとも５０％の２成分系ＳＡ
Ｐ物質、最も好ましくは少なくとも７５％のＳＡＰ物質を含有する。２成分系ＳＡＰ物質
は、コア材において単独で使用することができ、あるいは綿毛、および／またはポリ（Ａ
Ａ）（ＤＮ＝７０）のような標準的なＳＡＰ粒子と組み合わせて使用することができる。
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２成分系ＳＡＰ物質は、おむつのコア材に導入するために、綿毛および／または標準的な
ＳＡＰ粒子と混合することができる。あるいは、おむつのコア材は、２成分系ＳＡＰ粒子
の層および標準的なＳＡＰ粒子の層を含有することができる。
【０１２２】
前記のように、本発明の多くの改変および変化を、本発明の精神および範囲から逸脱する
ことなく行うことができる。従って、添付した請求項によって示されているそのような限
定のみが賦されるだけである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は、実験室的に調製された一連のおむつコア部に関して、０．７ｐｓｉの
負荷のもとでの吸収回数に対する吸収時間（秒）を示す図である。
【図２】　図２は、実験室的に調製された一連のおむつコア部に関して、０．７ｐｓｉの
負荷のもとでの吸収回数に対する吸収時間（秒）を示す図である。
【図３】　図３は、実験室的に調製された一連のおむつコア部に関して、０．７ｐｓｉの
負荷のもとでの吸収回数に対する吸収速度（ｍｌ／秒）を示す図である。
【図４】　図４は、実験室的に調製された一連のおむつコア部に関して、０．７ｐｓｉの
負荷のもとでの吸収回数に対する吸収時間（ｍｌ／秒）を示す図である。

【図１】 【図２】
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