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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の数式１で表されるスパン値（ＳＰＡＮ）が１．０以上１．１以下であり、
　下記の数式２で表される加圧状態での吸水速度の条件を、同時に満足し、
　樹脂は、ＥＤＡＮＡ法ＷＳＰ２４１．２により測定した保水能が２５ｇ／ｇ乃至５０ｇ
／ｇであり、ＥＤＡＮＡ法ＷＳＰ２７０．２により測定した水可溶成分が１５重量％以下
であることを特徴とする、高吸水性樹脂であり、
　前記高吸水性樹脂は、酸性基を含み、少なくとも一部が中和した水溶性エチレン系不飽
和単量体を重合させた粉末形態のベース樹脂を、表面架橋剤で表面架橋させた、架橋重合
体を含み、
　ふるい（ｓｉｅｖｅ）を用いた平均粒径の大きさが１５０乃至８５０μｍであり、
　前記ベース樹脂は、粒度分布３００μｍ以上６００μｍ未満のポリマーの５０乃至８０
重量％、６００μｍ以上８５０μｍ以下のポリマーの７重量％以上および１５０μｍ以上
３００μｍ未満のポリマーの７重量％以上を含み、
　ＡＵＰ（６０ｍｉｎ）が２４．４ｇ／ｇ乃至２５．１ｇ／ｇである
高吸水性樹脂。
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【数１１】

　前記数式１において、
　Ｄ（９０％）は、粒子径の順において最も小さい粒子から累積が９０％となる粒子径で
あり、
　Ｄ（１０％）は、粒子径の順において最も小さい粒子から累積が１０％となる粒子径で
あり、
　Ｄ（５０％）は、粒子径の順において最も小さい粒子から累積が５０％となる粒子径で
あり、
【数１２】

　前記数式２において、
　ＡＲＵＬは、加圧下での吸水速度（Ａｂｓｏｒｂｉｎｇ　ｒａｔｅ　ｕｎｄｅｒ　ｌｏ
ａｄ）であり、ＡＵＰ（１０ｍｉｎ）は、１０分まで加圧時の、下記の数式３で表される
加圧吸水能（ＡＵＰ：Ａｂｓｏｒｂｅｎｃｙ　ｕｎｄｅｒ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ）値であり
、ＡＵＰ（６０ｍｉｎ）は、６０分まで加圧時の、下記の数式３で表される加圧吸水能値
であり、

【数１３】

　前記数式３において、
　Ｗａ（ｇ）は、吸水性樹脂の重量、および前記吸水性樹脂に荷重を付与可能な装置重量
の総和であり、
　Ｗｂ（ｇ）は、荷重（０．７ｐｓｉ）下、１０分または６０分の所定時間の間、前記吸
水性樹脂に水分を供給した後の水分の吸収した吸水性樹脂の重量、および前記吸水性樹脂
に荷重を付与可能な装置重量の総和である。
【請求項２】
　前記水溶性エチレン系不飽和単量体は、アクリル酸、メタアクリル酸、無水マレイン酸
、フマル酸、クロトン酸、イタコン酸、２－アクリロイルエタンスルホン酸、２－メタア
クリロイルエタンスルホン酸、２－（メタ）アクリロイルプロパンスルホン酸、または２
－（メタ）アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸の陰イオン性単量体とその塩
；（メタ）アクリルアミド、Ｎ－置換（メタ）アクリレート、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、またはポリエチレングリコール（メタ）アクリレー
トの非イオン系親水性含有単量体；および（Ｎ，Ｎ）－ジメチルアミノエチル（メタ）ア
クリレート、または（Ｎ，Ｎ）－ジメチルアミノプロピル（メタ）アクリルアミドのアミ
ノ基含有不飽和単量体とその４級化物；からなる群より選択された１種以上を含むことを
特徴とする、請求項１に記載の高吸水性樹脂。
【請求項３】
　上記表面架橋剤は、炭素数２～８のジオールまたはグリコール系化合物を含むことを特
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徴とする、請求項１または２に記載の高吸水性樹脂。
【請求項４】
　水溶性エチレン系不飽和単量体および重合開始剤を含むモノマー組成物を形成する段階
と、
　重合反応器で前記モノマー組成物を重合して含水ゲル重合体を製造する段階と、
　前記含水ゲル重合体を乾燥および粉砕する段階と、
　前記粉砕された含水ゲル状重合体を分級してベースポリマーを形成する段階と、
　前記分級されたベースポリマーそれぞれに水および表面架橋剤を含む表面処理溶液を噴
射して、ベースポリマーの表面を処理する段階とを含むことを特徴とする、請求項１に記
載の高吸水性樹脂の製造方法であって、
前記表面処理溶液は、噴射装置の油圧ノズルから１０°～３０°の角度に調節して、分級
された含水ゲル重合体が分布した基板に噴射され、
　前記分級されたベースポリマーは、粒度分布３００μｍ以上６００μｍ未満のポリマー
の５０乃至８０重量％、６００μｍ以上８５０μｍ以下のポリマーの７重量％以上および
１５０μｍ以上３００μｍ未満のポリマーの７重量％以上を含む製造方法。
【請求項５】
　記表面架橋剤は、炭素数２～８のジオールまたはグリコール系化合物を使用することを
特徴とする、請求項４に記載の高吸水性樹脂の製造方法。
【請求項６】
　前記表面を処理する段階において、
　分級された含水ゲル状重合体を１つの表面架橋反応器に供給し、
　１２０～２５０℃の温度で、１０分～１２０分間、含水ゲル重合体の表面架橋反応を進
行させる段階を含むことを特徴とする、請求項４または５に記載の高吸水性樹脂の製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、初期吸水性に優れ、時間経過後も、加圧時に水分が滲み出ない高吸水性樹脂
およびその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　高吸水性樹脂（Ｓｕｐｅｒ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｐｏｌｙｍｅｒ、ＳＡＰ）とは、自
重の５百～１千倍程度の水分を吸収可能な機能を有する合成高分子物質であって、開発業
者ごとにＳＡＭ（Ｓｕｐｅｒ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｃｙ　Ｍａｔｅｒｉａｌ）、ＡＧＭ（Ａ
ｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｇｅｌ　Ｍａｔｅｒｉａｌ）などのそれぞれ異なる名前で命名してい
る。このような高吸水性樹脂は、生理用具として実用化され始めて、今のところは子供用
紙おむつなどの衛生用品のほか、園芸用土壌保水剤、土木、建築用止水材、育苗用シート
、食品流通分野での鮮度保持剤、およびシップ用などの材料に幅広く使用されている。
【０００３】
　このような高吸水性樹脂を製造する方法としては、逆相懸濁重合による方法または水溶
液重合による方法などが知られている。逆相懸濁重合については、例えば、日本特開昭５
６－１６１４０８号、特開昭５７－１５８２０９号、および特開昭５７－１９８７１４号
などに開示されている。水溶液重合による方法としては、軸を備えた捏和機内で重合ゲル
を破断、冷却しながら重合する熱重合方法、および高濃度水溶液をベルト上で紫外線など
を照射して重合と乾燥を同時に行う光重合方法などが知られている。
【０００４】
　また、より優れた物性を有する含水ゲル状重合体を得るために、重合、粉砕、乾燥およ
び最終粉砕過程で得られた樹脂粉末に表面処理を施したり、前記重合、粉砕、乾燥段階の
効率を高めるための多様な工程上の変形を試みている。
【０００５】



(4) JP 6535056 B2 2019.6.26

10

20

30

40

　一方、高吸水性樹脂の物性を評価する時、粒度と吸水能、保水能が重要因子として判断
されてきており、これを改善すべく、多くの努力が行われている。また、吸水速度に対す
る概念が導入され、Ｖｏｒｔｅｘを利用した吸水速度として吸水の速さを評価する。
【０００６】
　しかし、既存の方法は、それぞれの物性の特徴だけを言及しており、前記物性が複合的
に結合された場合のシナジー効果については言及していない。また、既存の方法の場合、
高吸水性樹脂の無加圧状態での吸水速度だけが主に言及されている。さらに、従来は、吸
水速度が速く、着用感が同時に優れた高吸水性樹脂を提示していない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、高吸水性樹脂の表面処理を通じて、物性に優れていながら、特に初期吸水性
に優れ、長時間経過後も、加圧状態で水分がほとんど滲み出ることなく、吸水能に優れた
高吸水性樹脂およびその製造方法を提供する。
【０００８】
　また、本発明は、吸水速度が速く、着用感が同時に優れた高吸水性樹脂およびその製造
方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、下記の数式１で表されるスパン値（ＳＰＡＮ）が約１．２以下であり、
　下記の数式２で表される加圧状態での吸水速度の条件を、同時に満足する、高吸水性樹
脂を提供する。
【００１０】
【数１】

【００１１】
　前記数式１において、
　Ｄ（９０％）は、粒子径の順において最も小さい粒子から累積が９０％となる粒子径で
あり、
　Ｄ（１０％）は、粒子径の順において最も小さい粒子から累積が１０％となる粒子径で
あり、
　Ｄ（５０％）は、粒子径の順において最も小さい粒子から累積が５０％となる粒子径で
あり、
【００１２】

【数２】

【００１３】
　前記数式２において、
　ＡＲＵＬは、加圧下での吸水速度（Ａｂｓｏｒｂｉｎｇ　ｒａｔｅ　ｕｎｄｅｒ　ｌｏ
ａｄ）であり、ＡＵＰ（１０ｍｉｎ）は、１０分まで加圧時の、下記の数式３で表される
加圧吸水能（ＡＵＰ：Ａｂｓｏｒｂｅｎｃｙ　ｕｎｄｅｒ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ）値であり
、ＡＵＰ（６０ｍｉｎ）は、６０分まで加圧時の、下記の数式３で表される加圧吸水能値
であり、
【００１４】
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【数３】

【００１５】
　前記数式３において、
　Ｗａ（ｇ）は、吸水性樹脂の重量、および前記吸水性樹脂に荷重を付与可能な装置重量
の総和であり、
　Ｗｂ（ｇ）は、荷重（０．７ｐｓｉ）下、１時間の間、前記吸水性樹脂に水分を供給し
た後の水分の吸収した吸水性樹脂の重量、および前記吸水性樹脂に荷重を付与可能な装置
重量の総和である。
【００１６】
　前記高吸水性樹脂は、酸性基を含み、少なくとも一部が中和した水溶性エチレン系不飽
和単量体を重合させた粉末形態のベースポリマーを、炭素数２～８のジオールまたはグリ
コール系化合物で表面架橋させた、架橋重合体を含むことができる。
【００１７】
　また、本発明は、水溶性エチレン系不飽和単量体および重合開始剤を含むモノマー組成
物を形成する段階と、
　重合反応器で前記モノマー組成物を重合して含水ゲル重合体を製造する段階と、
　前記含水ゲル重合体を乾燥および粉砕する段階と、
　前記粉砕された含水ゲル状重合体を分級する段階と、
　前記分級された含水ゲル重合体それぞれに水および表面架橋剤を含む表面処理溶液を噴
射して、含水ゲル重合体の表面を処理する段階とを含む、前記高吸水性樹脂の製造方法を
提供する。
【００１８】
　この時、前記表面架橋剤は、炭素数２～８のジオールまたはグリコール系化合物を使用
することができる。
【００１９】
　また、前記表面処理溶液には、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、エ
チレングリコール、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、およびポリプロピ
レングリコールからなる群より選択された１種以上の有機溶媒をさらに含むことができる
。
【００２０】
　前記表面架橋剤は、全体表面処理溶液に対して０．１～１０重量％で含むことができる
。
【００２１】
　前記表面処理溶液は、パイプの形態またはノズルを介して処理を行うことができるが、
ノズルを介して含水ゲル重合体の表面に噴射されることが好ましい。
【００２２】
　また、前記表面を処理する段階において、
　分級された含水ゲル状重合体を１つの表面架橋反応器に供給し、１２０～２５０℃の温
度で、１０分～１２０分間、含水ゲル重合体の表面架橋反応を進行させる段階を含むこと
ができる。
【００２３】
　また、前記含水ゲル重合体を乾燥および粉砕する段階において、乾燥した含水ゲル重合
体を、粒度が１５０～８５０μｍとなるように粉砕を進行させることができる。
【００２４】
　また、前記分級する段階において、
　粉砕された含水ゲル重合体を、粒度１５０μｍ未満の粒子、および粒度１５０μｍ以上
８５０μｍ以下の粒子の２分に分級する段階、
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　粉砕された含水ゲル重合体を、粒度１５０μｍ未満の粒子、粒度１５０μｍ以上３００
μｍ未満の粒子、および粒度３００μｍ以上８５０μｍ以下の粒子の３分に分級する段階
、または
　粉砕された含水ゲル重合体を、粒度１５０μｍ未満の粒子、粒度１５０μｍ以上３００
μｍ未満の粒子、粒度３００μｍ以上６００μｍ未満の粒子、および粒度６００μｍ以上
８５０μｍ以下の粒子の４分に分級する段階を含むことができる。
【００２５】
　前記含水ゲル重合体の表面を処理した後に、含水ゲル重合体を粉砕し、粒度１５０～８
５０μｍの粒子に分級する段階をさらに含むことができる。
【００２６】
　前記含水ゲル重合体の乾燥段階の前に、重合された後の含水ゲル重合体を、粒度が１ｍ
ｍ～１５ｍｍに粉砕する段階をさらに含むことができる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、高吸水性樹脂の粒度、初期吸水能、および保水能にいずれも優れてお
り、特に加圧状態での吸水速度（Ａｂｓｏｒｂｉｎｇ　ｒａｔｅ　ｕｎｄｅｒ　ｌｏａｄ
、ＡＲＵＬ）が特定条件を満足して、加圧下で優れた吸水速度を示す効果がある。したが
って、本発明の高吸水性樹脂は、一定時間が経過しても水分が滲み出る量（リウェット量
、ｃｏｎｔｅｎｔ　ｏｆ　ｒｅｗｅｔｔｉｎｇ）が少なく、安らかで着用感に優れた衛生
用品の製造に適用することができる。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、発明の具体的な実施形態にかかる高吸水性樹脂の製造方法について具体的に説明
する。
【００２９】
　本発明は、高吸水性樹脂の製造時、粉砕工程での適切な分級により粒子径を調節し、特
に表面架橋処理工程において、溶媒としてグリコール系溶剤を用い、表面架橋剤としてジ
オールまたはグリコール系を用いて表面処理量および条件を特定することによって、長時
間の加圧状態でも吸水能に非常に優れた高吸水性樹脂の製造方法を提供する特徴がある。
【００３０】
　したがって、本発明によれば、高吸水性樹脂の粒度および物性に優れ、特に加圧状態で
の吸水比率（Ａｂｓｏｒｂｉｎｇ　ｒａｔｅ　ｕｎｄｅｒ　ｌｏａｄ、ＡＲＵＬ）が特定
条件を満足して、加圧下で優れた吸水速度を示し、一定時間が経過しても加圧状態で水分
が滲み出る量が少なく、着用感に優れた効果を提供することができる。したがって、本発
明の特定パラメータ物性を満足する高吸水性樹脂は、多様な衛生用品だけでなく、園芸用
土壌保水剤、土木、建築用止水材、育苗用シート、食品流通分野での鮮度保持剤、および
シップ用などの材料に幅広く使用可能である。
【００３１】
　このような本発明の方法は、発明の一実施形態により、下記の数式１で表されるスパン
値（ＳＰＡＮ　ｖａｌｕｅ）が１．２以下であり、下記の数式２で表される加圧状態での
吸水速度の条件を同時に満足する、高吸水性樹脂の製造方法を提供する。
【００３２】
【数４】

【００３３】
　前記数式１において、
　Ｄ（９０％）は、粒子径の順において最も小さい粒子から累積が９０％となる粒子径で
あり、
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　Ｄ（１０％）は、粒子径の順において最も小さい粒子から累積が１０％となる粒子径で
あり、
　Ｄ（５０％）は、粒子径の順において最も小さい粒子から累積が５０％となる粒子径で
あり、
【００３４】
【数５】

【００３５】
　前記数式２において、
　ＡＲＵＬは、加圧下での吸水速度（Ａｂｓｏｒｂｉｎｇ　ｒａｔｅ　ｕｎｄｅｒ　ｌｏ
ａｄ）であり、ＡＵＰ（１０ｍｉｎ）は、１０分まで加圧時の、下記の数式３で表される
加圧吸水能（ＡＵＰ：Ａｂｓｏｒｂｅｎｃｙ　ｕｎｄｅｒ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ）値であり
、ＡＵＰ（６０ｍｉｎ）は、６０分まで加圧時の、下記の数式３で表される加圧吸水能値
であり、
【００３６】
【数６】

【００３７】
　前記数式３において、
　Ｗａ（ｇ）は、吸水性樹脂の重量、および前記吸水性樹脂に荷重を付与可能な装置重量
の総和であり、
　Ｗｂ（ｇ）は、荷重（０．７ｐｓｉ）下、１時間の間、前記吸水性樹脂に水分を供給し
た後の水分の吸収した吸水性樹脂の重量、および前記吸水性樹脂に荷重を付与可能な装置
重量の総和である。
【００３８】
　本発明は、前記数式１および２で表される高吸水性樹脂の粒子サイズ分布に応じたパラ
メータと、一定時間が経過した後の加圧吸水能を通じた複合的な物性の結合でシナジー効
果を提供することができる。したがって、本発明は、吸水体製造時の優れた物性と安らか
な着用感を誘導することができる。
【００３９】
　この時、前記粒子サイズ分布は、「ＳＰＡＮ」として知られているパラメータによって
計算できる。したがって、前記スパン（ＳＰＡＮ）は、製造された高吸水性樹脂の粒子サ
イズ分布により測定できる。前記数式１において、Ｄは、「μｍ」で表される高吸水性樹
脂の粒子径であり、レーザ紛砕機で測定できるが、これに限定されない。また、Ｄ（１０
％）は、最終製造された１５０～８５０μｍの高吸水性樹脂粒子を均等に分級した後、前
記高吸水性樹脂を粒子径の順に並べた時、前記分級された粒子の全体重量を基準として粒
子径が最も小さい粒子からの累積が１０重量％の粒子の粒子径を意味する。また、Ｄ（５
０％）は、高吸水性樹脂を粒子径の順に並べた時、前記分級された粒子の全体重量を基準
として粒子径が最も小さい粒子からの累積が５０重量％の粒子の粒子径を意味する。さら
に、Ｄ（９０％）は、高吸水性樹脂を粒子径の順に並べた時、前記分級された粒子の全体
重量を基準として粒子径が最も小さい粒子からの累積が９０重量％の粒子の粒子径を意味
する。
【００４０】
　前記数式１で表されるスパン値が１．２以上の場合、粒度分布が均一でなく、物性の低
下および粉塵の飛散現象の問題を引き起こす。また、前記数式２で表される加圧（荷重）
下の吸水速度（ＡＲＵＬ）の条件が０．７未満の場合、加圧下の吸水速度が低下して、最
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終衛生製品において十分な吸水力を有することができず、水分が滲み出る問題がある。こ
の時、前記ＡＲＵＬ数値に影響を与える要素としては、架橋重合体の架橋密度、表面処理
密度、ベースポリマーの均一な粒度、表面処理剤の均一な分布などがある。したがって、
本発明では、前記ＡＲＵＬ値が上述した数式２の条件に符合するようにすることが重要で
あり、このために、後述する方法によって表面処理された架橋重合体を高吸水性樹脂とし
て使用することが好ましい。
【００４１】
　また、本発明によれば、前記最終高吸水性樹脂を製造するために、ベースポリマーを製
造して、これを分級した後、前記ベースポリマーの粒度分布を調節して優れた物性を付与
することができる。
【００４２】
　つまり、前記ベースポリマーの分級後、このようなベースポリマーの粒度分布が１５０
～８５０ミクロンの場合に、本発明で実現しようとする優れた物性を示すことができる。
具体的には、本発明は、３００～６００ミクロンのベースポリマーの含有量が高くてこそ
、高吸水性樹脂の粒度および物性を向上させることができる。例えば、３００～６００ミ
クロンのベースポリマーが、全体ベースポリマーに対して約５０重量％以上、あるいは約
６０重量％以上、例えば、約５０～８０重量％で含まれ、６００～８５０ミクロンおよび
１５０～３００ミクロンのベースポリマーが、全体ベースポリマーに対して約７重量％以
上、あるいは約１０重量％以上、例えば、７～２０重量％で含まれるように分級されたベ
ースポリマーを得て、これを用いて高吸水性樹脂を製造することにより、本発明の優れた
物性を達成することができる。この時、全体ベースポリマー中の残りの含有量は、それぞ
れ粒度分布が１５０ミクロン未満の粒子と８５０ミクロン以上の粒子が、それぞれ約１重
量％未満、あるいは約０．８重量％未満で含まれるとよい。
【００４３】
　一方、上述した物性を満足する本発明の高吸水性樹脂は、ＥＤＡＮＡ法ＷＳＰ２４１．
２により測定した保水能が２５ｇ／ｇ～５０ｇ／ｇであってよい。また、ＥＤＡＮＡ法Ｗ
ＳＰ２７０．２により測定した水可溶成分が１５重量％以下であってよい。
【００４４】
　一方、前記高吸水性樹脂は、酸性基を含み、少なくとも一部が中和した水溶性エチレン
系不飽和単量体を重合させた粉末形態のベース樹脂を、炭素数２～８のジオールまたはグ
リコール系化合物で表面架橋させた架橋重合体を含むことができる。
【００４５】
　さらに、前記架橋重合体の架橋密度は、前記ＡＲＵＬ数値に影響を与える要素となり得
るので、本発明にかかる方法によりベース樹脂を表面架橋させることが好ましい。
【００４６】
　また、前記物性を満足させる本発明の他の実施形態によれば、水溶性エチレン系不飽和
単量体および重合開始剤を含むモノマー組成物を形成する段階と、重合反応器で前記モノ
マー組成物を重合して含水ゲル重合体を製造する段階と、前記含水ゲル重合体を乾燥およ
び粉砕する段階と、前記粉砕された含水ゲル状重合体を分級する段階と、前記分級された
含水ゲル重合体それぞれに水および表面架橋剤を含む表面処理溶液を噴射して、含水ゲル
重合体の表面を処理する段階とを含む前記高吸水性樹脂の製造方法が提供される。
【００４７】
　つまり、本発明は、前記含水ゲル重合体の乾燥後、適切な分級処理を進行させ、分級さ
れた含水ゲル重合体の表面を処理時、特定の表面処理溶液および噴射条件によって、粒子
大きさの調節が容易なだけでなく、均一な大きさを有し、初期吸水能と長時間加圧後の水
分吸水能にいずれも優れた微粒子の高吸水性樹脂の製造方法を提供する。前記分級処理は
、ベースポリマーを提供するためであり、したがって、前記分級された含水ゲル重合体は
、ベースポリマーを含むことができる。このようなベースポリマーは、平均粒度分布が１
５０～８５０ミクロンであってよい。また、前記ベースポリマーは、粒度分布３００～６
００ミクロンのベースポリマー、６００～８５０ミクロンのベースポリマー、および１５
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０～３００ミクロンのベースポリマーの構成比を調節して優れた物性を達成できるように
する。具体的には、上述のように、３００～６００ミクロンのベースポリマーの含有量は
、全体ベースポリマーに対して約５０重量％以上、あるいは約６０重量％以上、例えば、
約５０～８０重量％で含まれ、６００～８５０ミクロンおよび１５０～３００ミクロンの
ベースポリマーが、全体ベースポリマーに対して約７重量％以上、あるいは約１０重量％
以上、例えば、７～２０重量％で含まれるように分級されたベースポリマーを使用するこ
とによって、初期吸水能に優れ、また、反対概念の無重力下の吸水倍率と加圧状態での吸
水能を同時に向上させられるシナジー効果を提供することができる。
【００４８】
　また、前記粉砕された含水ゲル重合体は、酸性基を含み、少なくとも一部が中和した水
溶性エチレン系不飽和単量体を重合させた粉末形態のベース樹脂（つまり、ベースポリマ
ー）であってよい。この時、前記水溶性エチレン系不飽和単量体は、アクリル酸、メタア
クリル酸、無水マレイン酸、フマル酸、クロトン酸、イタコン酸、２－アクリロイルエタ
ンスルホン酸、２－メタアクリロイルエタンスルホン酸、２－（メタ）アクリロイルプロ
パンスルホン酸、または２－（メタ）アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸の
陰イオン性単量体とその塩；（メタ）アクリルアミド、Ｎ－置換（メタ）アクリレート、
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、またはポリエチレングリ
コール（メタ）アクリレートの非イオン系親水性含有単量体；および（Ｎ，Ｎ）－ジメチ
ルアミノエチル（メタ）アクリレート、または（Ｎ，Ｎ）－ジメチルアミノプロピル（メ
タ）アクリルアミドのアミノ基含有不飽和単量体とその４級化物；からなる群より選択さ
れた１種以上を含むことができる。
【００４９】
　また、前記含水ゲル重合体の表面を処理する段階を通じて、本発明は、前記ベース樹脂
に特定表面処理溶液を噴射することによって、分級された含水ゲル重合体の表面架橋密度
を調節することができる。このような方法で製造された架橋重合体は、架橋濃度がベース
樹脂対比０．１～１．０重量％であってよい。
【００５０】
　一方、本発明にかかる表面処理溶液は、溶媒として水を含む水溶液であってよく、表面
架橋剤は、ジオール系またはグリコール系を使用し、必要に応じて他の種類のジオールや
メタノールなどの有機溶媒をさらに使用することができる。
【００５１】
　具体的には、前記表面処理溶液に使用する表面架橋剤は、炭素数２～８のジオールまた
はグリコール系化合物を使用することができる。具体的には、前記ジオール化合物は、１
，３－プロパンジオール、２，３，４－トリメチル－１，３－ペンタンジオール、２－ブ
テン－１，４－ジオール、１，４－ブタンジオール、１，３－ブタンジオール、１，５－
ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、および１，２－シクロヘキサンジメタノ
ールからなる群より選択された１種以上を使用することができる。前記グリコール系化合
物は、モノエチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テト
ラエチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレン
グリコール、ポリプロピレングリコール、グリセロール、およびポリグリセロールからな
る群より選択される１種以上を使用することができる。より好ましくは、前記表面架橋剤
として１，３－プロパンジオールを使用することができ、プロピレングリコールも使用す
ることができる。さらに、本発明において、表面架橋剤を２種以上混合使用する場合、そ
の混合重量比は、全体表面架橋剤の重量を基準として２：８～８：２であってよい。
【００５２】
　また、本発明は、前記表面処理溶液に有機溶媒をさらに含むことができる。前記有機溶
媒は、有機アルコールおよびジオールの中から選択されたいずれか１つ以上を使用するこ
とができ、この時、ジオールは、上述した架橋剤としても使用され、有機溶媒としても使
用可能である。さらに、必要に応じてグリコールエーテル系も追加的に使用可能である。
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【００５３】
　好ましくは、前記有機溶媒は、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、エ
チレングリコール、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、エチレングリコー
ルジグリシジルエーテル、およびポリプロピレングリコールからなる群より選択された１
種以上を使用することができる。
【００５４】
　前記表面架橋剤は、全体表面処理溶液に対して０．１～１０重量％、より好ましくは０
．３～８重量％で含むことができる。この時、表面架橋剤の含有量が０．１重量％未満で
あれば、十分な反応を誘発できない問題があり、１０重量％を超えると、過度な反応およ
び粘度の上昇によって管理の困難がある。したがって、前記表面架橋剤は、本発明の範囲
内で使用することが好ましい。
【００５５】
　そして、水は、表面処理溶液を水溶液に製造するための溶媒として使用されるものであ
るので、その含有量が特に限定されず、全体表面処理溶液の残量で含まれるとよい。また
、前記表面処理溶液に有機溶媒がさらに含まれる場合、全体表面処理溶液に対して０．１
～１０重量％で含まれるとよく、この場合も、残りの含有量は水で満たされるため、水の
含有量は限定されない。
【００５６】
　前記表面処理溶液は、パイプの形態またはノズルを介して処理を行うことができるが、
ノズルを介して含水ゲル重合体の表面に噴射されることが好ましい。
【００５７】
　この時、表面処理溶液の噴射速度は特に限定されないが、噴射角度および含有量は調節
した方が良い。
【００５８】
　好ましくは、前記表面処理溶液の噴射角度は、噴射装置の油圧ノズルから１°～４５°
、より好ましくは１０～３０°の角度に調節して、分級された含水ゲル重合体が分布した
基板に表面処理溶液を噴射することが好ましい。前記噴射角度が１°未満であれば、表面
処理溶液が狭い領域にのみ集中的に噴射されて表面処理が均等でない問題があり、４５°
を超えると、表面を処理しようとする含水ゲル重合体が分布した領域の外部に噴射されて
表面処理溶液の損失をもたらすことがある。
【００５９】
　また、前記表面処理溶液は、分級された含水ゲル重合体の１００重量部あたり２～１０
重量部、より好ましくは３～８重量部の噴射量で噴射されるように表面を処理することが
好ましい。
【００６０】
　本発明の表面処理溶液の噴射装置は、処理液の噴射角度および速度調節手段が別途に備
えらてよく、必要に応じて温度調節手段も備えられてよい。
【００６１】
　また、前記表面を処理する段階において、分級された含水ゲル状重合体を１つの表面架
橋反応器に供給し、１２０～２５０℃の温度で、１０分～１２０分間、含水ゲル重合体の
表面架橋反応を進行させる段階を含むことができる。前記表面架橋反応器は、温度調節手
段が備えられてよい。さらに、架橋反応時間が１０分未満でその時間が短すぎる場合、十
分な程度の架橋反応が起こらないことがある。また、架橋反応時間が１２０分を超える場
合、過度な表面架橋反応によって高吸水性樹脂の物性がむしろ劣化することがあり、反応
器で長期滞留による重合体の破砕が生じ得る。
【００６２】
　さらに、本発明によれば、前記含水ゲル重合体を乾燥および粉砕する段階において、乾
燥した含水ゲル重合体を、粒度が１５０～８５０μｍとなるように粉砕を進行させること
ができる。
【００６３】
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　また、前記粉砕された含水ゲル状重合体を分級する段階では、粒度別に２分以上に分級
することが好ましい。この場合、本発明は、前記粉砕された含水ゲル状重合体を、粒度別
に２分以上に分級する段階において、粉砕された含水ゲル重合体を、粒度１５０μｍ未満
の粒子、および粒度１５０μｍ以上８５０μｍ以下の粒子の２分に分級する段階、粉砕さ
れた含水ゲル重合体を、粒度１５０μｍ未満の粒子、粒度１５０μｍ以上３００μｍ未満
の粒子、および粒度３００μｍ以上８５０μｍ以下の粒子の３分に分級する段階、または
粉砕された含水ゲル重合体を、粒度１５０μｍ未満の粒子、粒度１５０μｍ以上３００μ
ｍ未満の粒子、粒度３００μｍ以上６００μｍ未満の粒子、および粒度６００μｍ以上８
５０μｍ以下の粒子の４分に分級する段階を含むことができる。さらに、粉砕された含水
ゲル重合体中において少量で存在する８５０μｍ以上の粒子を分級する段階をさらに含む
ことができる。
【００６４】
　そして、上述した実施形態にかかる製造方法において、分級段階前の段階は、高吸水性
樹脂製造のための、当該技術分野において通常使用される段階および方法を利用すること
ができる。
【００６５】
　前記含水ゲル重合体の乾燥温度および時間は、製造された含水ゲル重合体の含水率に応
じて適切に選択されて進行できるが、好ましくは１６０～１９０℃の温度条件で、２０分
～４０分間進行することが好ましい。乾燥時、温度が１６０℃未満の場合には、乾燥効果
がわずかで乾燥時間が過度に長くなり、含水量を１０重量％以下だけ低くすることが難し
い。また、乾燥温度が１９０℃を超える場合、含水ゲル重合体の表面だけが局部的に過度
に乾燥されて製品の物性が低下するだけでなく、後に行われる粉砕段階で多量の微粉が発
生して加圧吸水能が減少する傾向がある。
【００６６】
　前記乾燥工程時の装置の構成は特に限定されず、例えば、赤外線照射、熱風、極超短波
照射、または紫外線照射により乾燥を行うことができる。また、乾燥温度および時間は、
ＵＶ重合により重合された重合体の含水量に応じて適切に選択されて進行できるが、好ま
しくは、８０～２００℃の温度条件で、２０～１２０分間進行することが好ましい。乾燥
時、温度が８０℃未満の場合には、乾燥効果がわずかで乾燥時間が過度に長くなる問題が
あり、２００℃を超える温度で乾燥する場合、高吸水性樹脂が熱分解される問題がある。
【００６７】
　前記乾燥した含水ゲル重合体および表面処理された後の含水ゲル重合体の粉砕は、通常
の樹脂粉砕のために使用される方法であれば構成の限定なく選択可能である。好ましくは
、ピンミル（ｐｉｎ　ｍｉｌｌ）、ハンマーミル（ｈａｍｍｅｒ　ｍｉｌｌ）、スクリュ
ーミル、ロールミルなどからなる群より選択されるいずれか１つの粉砕装置を選択して粉
砕することができる。この時、最終高吸水性樹脂粒子の平均粒径が１５０～８５０μｍと
なるように進行させることが好ましい。
【００６８】
　この時、重合で得られた含水ゲル状重合体の通常の含水率は３０～６０重量％であるが
、前記乾燥過程を通じて得られた含水ゲル重合体の乾燥後の含水率は１～１０重量％であ
ってよい。この時、含水ゲル重合体の含水率は、全体含水ゲル重合体の重量に対して、水
分の占める含有量として含水ゲル重合体の重量から乾燥状態の重合体の重量を引いた値を
意味する。
【００６９】
　また、本発明では、前記含水ゲル重合体の表面を処理した後に、含水ゲル重合体を粉砕
し、粒度１５０～８５０μｍの粒子に分級する段階をさらに含むことができる。
【００７０】
　本発明によれば、前記含水ゲル重合体の乾燥段階の前に、重合された後の含水ゲル重合
体を、粒度が１ｍｍ～１５ｍｍに粉砕する段階をさらに含むことができる。この時、前記
含水ゲル重合体の粒度が１ｍｍ未満であれば、含水ゲル状重合体の高い含水率によって技
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術的に困難であり、また、粉砕された粒子間で互いに凝集する現象が生じることもある。
一方、含水ゲル重合体の粒度が１５ｍｍ超えるように粉砕する場合、粉砕による後の乾燥
段階の効率増大の効果がわずかになる。
【００７１】
　一方、本発明にかかる高吸水性樹脂の製造方法は、通常の含水ゲル重合体を製造するた
めの反応器を備えた重合装置を用いて製造できる。また、前記方法は、含水ゲル重合体を
２分以上に分級処理する装置と、含水ゲル重合体の表面処理液の噴射条件を調節可能な上
述した噴射装置をさらに備えることができる。
【００７２】
　また、前記モノマー組成物の重合は、ＵＶ重合または熱重合を進行させることができ、
その条件が特に限定されず、通常の方法を利用することができる。例えば、前記重合は、
２５～９９℃の温度で、１０秒～３０分間進行できる。具体的には、熱重合は、２５～５
０℃の温度で、２～３０分間重合するレドックス重合方法と、４０～９０℃の温度で２～
３０分間重合する熱重合に分けられる。また、ＵＶ重合（光重合）は、温度による影響が
多くないので、温度幅が広くて２５～９９℃の温度で、１０秒～５分間光を照射すること
によって進行できる。さらに、ＵＶ照射時、紫外線の光量は０．１～３０のｍＷ／ｃｍ2

であってよい。ＵＶ照射時に使用する光源および波長の範囲も、当業界でよく知られてい
る公知のものを使用することができる。
【００７３】
　また、前記モノマー組成物の熱重合またはＵＶ重合を進行させる方法において、使用さ
れる重合装置は特に限定されない。例えば、通常、熱重合を進行させる場合、ニーダー（
ｋｎｅａｄｅｒ）のような撹拌軸を有する反応器で進行可能であり、ＵＶ重合（光重合）
を進行させる場合、連続移動が可能なコンベヤベルトを備えた反応器で進行できるが、上
述した重合方法は一例であり、本発明は上述した重合方法に限定されない。
【００７４】
　一例として、上述のように撹拌軸を備えたニーダー（ｋｎｅａｄｅｒ）のような反応器
に、熱風を供給したり反応器を加熱して熱重合して得られた含水ゲル状重合体は、反応器
に備えられた撹拌軸の形態により、反応器の排出口に排出される含水ゲル状重合体は数セ
ンチメートル～数ミリメートルの形態であってよい。具体的には、得られる含水ゲル状重
合体の大きさは、注入されるモノマー組成物の濃度および注入速度などにより多様になり
得るが、通常、粒度が２～５０ｍｍの含水ゲル状重合体が得られる。
【００７５】
　また、上述のように移動可能なコンベヤベルトを備えた反応器で光重合を進行させる場
合、通常得られる含水ゲル状重合体の形態は、ベルトの幅を有するシート状の含水ゲル状
重合体であってよい。この時、重合体シートの厚さは、注入されるモノマー組成物の濃度
および注入速度によって異なるが、通常、０．５～５ｃｍの厚さを有するシート状の重合
体が得られるように単量体組成物を供給することが好ましい。シート状の重合体の厚さが
過度に薄い程度に単量体組成物を供給する場合、生産効率が低くて好ましくなく、シート
状の重合体の厚さが５ｃｍを超える場合には、過度に厚い厚さによって、重合反応が全厚
にわたって均等に起こらないことがある。
【００７６】
　前記モノマー組成物は、単量体および重合開始剤などの原料物質の供給部および溶媒供
給部が連結設置された混合器で混合を進行させて製造することができる。
【００７７】
　以下、前記モノマー組成物を形成するための各単量体の構成について説明する。
【００７８】
　本発明において、前記水溶性エチレン系不飽和単量体の重合は、水溶液状態で行われる
ことが好ましい。
【００７９】
　前記水溶性エチレン系不飽和単量体は、高吸水性樹脂の製造において通常使用される単
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量体であればその構成の限定なく使用可能である。大きく、陰イオン性単量体とその塩、
非イオン系親水性含有単量体、およびアミノ基含有不飽和単量体およびその４級化物から
なる群より選択されるいずれか１つ以上を使用することができる。
【００８０】
　例えば、水溶性エチレン系不飽和単量体は、上述のようなアクリル酸、メタアクリル酸
、無水マレイン酸、フマル酸、クロトン酸、イタコン酸、２－アクリロイルエタンスルホ
ン酸、２－メタアクリロイルエタンスルホン酸、２－（メタ）アクリロイルプロパンスル
ホン酸、または２－（メタ）アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸の陰イオン
性単量体とその塩；（メタ）アクリルアミド、Ｎ－置換（メタ）アクリレート、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、またはポリエチレングリコール（
メタ）アクリレートの非イオン系親水性含有単量体；および（Ｎ，Ｎ）－ジメチルアミノ
エチル（メタ）アクリレート、または（Ｎ，Ｎ）－ジメチルアミノプロピル（メタ）アク
リルアミドのアミノ基含有不飽和単量体とその４級化物；からなる群より選択された１種
以上を使用することができる。好ましくは、水溶性エチレン系不飽和単量体は、アクリル
酸とその塩を使用することができるが、これは物性に優れる点で有利である。
【００８１】
　前記モノマー組成物中の水溶性エチレン系不飽和単量体の濃度は、重合時間および反応
条件などを考慮して適切に選択して使用することができるが、好ましくは３５～５０重量
％であってよい。水溶性エチレン系不飽和単量体の濃度が３５重量％未満の場合、収率が
低くて経済性が低い問題があり、５０重量％以上の場合、モノマー溶解度低下の点で不利
である。
【００８２】
　前記重合開始剤は、アゾ系開始剤、過酸化物系開始剤、レドックス系開始剤、有機ハロ
ゲン化物開始剤、アセトフェノン、ベンゾイン、ベンゾフェノン、ベンジル系化合物、お
よびその誘導体からなる群より選択されるいずれか１つを使用することができる。例えば
、前記重合開始剤は、アセトフェノン、ベンゾイン、ベンゾフェノン、ベンジル系化合物
、およびその誘導体として、ジエトキシアセトフェノン、２－ヒドロキシ－２－メチル－
１－フェニルプロパン－１－オン、ベンジルジメチルタール、４－（２－ヒドロキシエト
キシ）フェニル－（２－ヒドロキシ）－２－プロピルケトン、１－ヒドロキシシクロヘキ
シルフェニルケトンなどのアセトフェノン誘導体；ベンゾインメチルエーテル、ベンゾイ
ルエチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾインイソブチルエーテルな
どのベンゾインアルキルエーテル類；ｏ－ベンゾイル安息香酸メチル、４－フェニルベン
ゾフェノン、４－ベンゾイル－４’－メチル－ジフェニル硫化物、（４－ベンゾイルベン
ジル）トリメチルアンモニウム塩化物などのベンゾフェノン誘導体；チオキサントン（ｔ
ｈｉｏｘａｎｔｈｏｎｅ）系化合物；ビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－フェ
ニルホスフィンオキシド、ジフェニル（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－ホスフィ
ンオキシドなどのアシルホスフィンオキシド誘導体；２－ヒドロキシメチルプロピオンニ
トリル、２，２’－｛アゾビス（２－メチル－Ｎ－［１，１’－ビス（ヒドロキシメチル
）－２－ヒドロキシエチル）プロピオンアミド］などのアゾ系化合物などからなる群より
選択される１つ以上の光重合開始剤を使用することができる。
【００８３】
　前記重合開始剤は、全体モノマー組成物に対して０．０１～１．０重量％で使用するこ
とができる。
【００８４】
　また、本発明にかかる前記モノマー組成物は、架橋剤をさらに含むことができる。
【００８５】
　前記架橋剤の種類は、前記架橋剤は、エチレン系不飽和単量体の水溶性置換基、エチレ
ン系不飽和単量体の水溶性置換基と反応可能な官能基を少なくとも１個有し、少なくとも
１個のエチレン性不飽和基を有する架橋剤、またはこれらの混合物；およびエチレン系不
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飽和単量体の水溶性置換基、ビニルモノマーの加水分解により生成する水溶性置換基と反
応可能な官能基を少なくとも２個以上有する架橋剤、およびこれらの混合物からなる群よ
り選択されたいずれか１つ以上を使用することができる。エチレン性不飽和基を２個以上
有する架橋剤としては、炭素数８～１２のビスアクリルアミド、ビスメタアクリルアミド
、炭素数２～１０のポリオールのポリ（メタ）アクリレート、および炭素数２～１０のポ
リオールのポリ（メタ）アリルエーテルなどが使用され、Ｎ，Ｎ’－メチレンビス（メタ
）アクリレート、エチレンオキシ（メタ）アクリレート、ポリエチレンオキシ（メタ）ア
クリレート、プロピレンオキシ（メタ）アクリレート、グリセリンジアクリレート、グリ
セリントリアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、トリアリルアミン
、トリアリールシアヌレート、トリアリルイソシアネート、ポリエチレングリコール、ジ
エチレングリコール、およびプロピレングリコールからなる群より選択されたいずれか１
つ以上を使用することができる。
【００８６】
　前記架橋剤は、全体モノマー組成物に対して０．０１～１．０重量％で使用することが
できる。
【００８７】
　以下、発明の具体的な実施例を通じて、発明の作用および効果をより詳述する。ただし
、このような実施例は発明の例示として提示されたに過ぎず、これによって発明の権利範
囲が定められるわけではない。
【００８８】
　実施例１
　アクリル酸１００ｇ、架橋剤としてポリエチレングリコールジアクリレート（Ｍｗ＝５
２３）０．５ｇ、ＵＶ開始剤としてジフェニル（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－
ホスフィンオキシド０．０３３ｇ、５０％苛性ソーダ水溶液（ＮａＯＨ）８３．３ｇ、お
よび水８９．８ｇを混合して、単量体の濃度が４５重量％のモノマー水溶液組成物を製造
した。
【００８９】
　以降、前記モノマー水溶液組成物を連続移動するコンベヤベルトからなる重合器の供給
部を介して投入した後、ＵＶ照射装置により紫外線を照射（照射量：２ｍＷ／ｃｍ2）し
、２分間ＵＶ重合を進行させて、含水ゲル重合体を製造した。
【００９０】
　前記含水ゲル重合体を切断機に移送した後、０．２ｃｍに切断した。この時、切断され
た含水ゲル重合体の含水率は５０重量％であった。
【００９１】
　次に、前記含水ゲル重合体に対して１６０℃の温度の熱風乾燥機で３０分間乾燥し、乾
燥した含水ゲル重合体をピンミル紛砕機で粉砕した。その後、ふるい（ｓｉｅｖｅ）を用
いて、粒度（平均粒径の大きさ）が１５０μｍ未満の重合体と粒度１５０μｍ～８５０μ
ｍの重合体を分級した。
【００９２】
　以降、分級された含水ゲル重合体に対する粒度調節により、ＳＰＡＮ１．０のベースポ
リマーＢＰ－１を製造した。また、粒度調節により、ＳＰＡＮ１．１のベースポリマーＢ
Ｐ－２を製造した。最後に、粒度調節により、ＳＰＡＮ１．３のベースポリマーＢＰ－３
を製造した。この時、各ベースポリマーの分類基準は表１の通りである。
【００９３】
　以降製造された、ベースポリマーＢＰ－１　１００重量部に、エチレングリコールジグ
リシジルエーテル１重量％、プロピレングリコール２重量％、および９７重量％の水が含
まれている表面処理溶液５重量部を噴射して、高吸水性樹脂の表面を処理した。この時、
前記表面処理溶液は、噴射装置により１５°の噴射角度で含水ゲル重合体の表面に噴射さ
れるようにした。また、前記表面を処理する段階において、分級された含水ゲル状重合体
を１つの表面架橋反応器に供給し、１３０℃の温度で、４０分間含水ゲル重合体の表面架
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橋反応を進行させた。
【００９４】
　前記表面処理後、含水ゲル重合体を粉砕し、ふるい（ｓｉｅｖｅ）を用いて、平均粒径
の大きさが１５０～８５０μｍの表面処理された高吸水性樹脂を得た。
【００９５】
　実施例２
　１，３－プロパンジオール５重量％、プロピレングリコール５重量％、および９０重量
％の水が含まれている表面処理溶液を使用したことを除いては、実施例１と同様の方法で
高吸水性樹脂を製造した。
【００９６】
　実施例３
　前記ベースポリマーＢＰ－１の代わりにベースポリマーＢＰ－２を使用したことを除い
ては、実施例１と同様の方法で高吸水性樹脂を製造した。
【００９７】
　実施例４
　前記ベースポリマーＢＰ－１の代わりにベースポリマーＢＰ－２を使用したことを除い
ては、実施例２と同様の方法で高吸水性樹脂を製造した。
【００９８】
　比較例１
　前記ベースポリマーＢＰ－１の代わりにベースポリマーＢＰ－３を使用したことを除い
ては、実施例１と同様の方法で高吸水性樹脂を製造した。
【００９９】
　比較例２
　前記ベースポリマーＢＰ－１の代わりにベースポリマーＢＰ－３を使用したことを除い
ては、実施例２と同様の方法で高吸水性樹脂を製造した。
【０１００】
　試験例：高吸水性樹脂の含水率および物性評価
　試験例１：含水率評価
　前記実施例および比較例で使用されたベースポリマーの粒度は、ＥＤＡＮＡ法ＷＳＰ２
２０．２方法により測定を行い、各ベースポリマーの粒度結果は表１に示した。
【０１０１】
【表１】

【０１０２】
　前記表１の結果を通じて、本発明の実施例は、比較例（ＢＰ－３）に比べて、９０～６
００μｍの粒度分布が異なるベースポリマー（ＢＰ－１およびＢＰ－２）を用いて物性を
比較評価し、粒度の差を除いては、物性の類似するベースポリマーを構成した。
【０１０３】
　つまり、実施例で使用されたベースポリマーは、３００～６００ミクロンのベースポリ
マーが、全体ベースポリマーに対して約６０重量％以上含まれ、６００～８５０ミクロン
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および１５０～３００ミクロンのベースポリマーが、全体ベースポリマーに対してそれぞ
れ約１０重量％以上含まれるように分級されたベースポリマーを使用する。
【０１０４】
　試験例２：物性評価
　実施例および比較例の物性を評価するために、下記のような試験を進行させた。また、
実施例および比較例による吸水性樹脂の物性は、下記のような方法で測定し、その結果を
表２に示した。
【０１０５】
　（１）スパン値の測定
　実施例および比較例の高吸水性樹脂に対して、ＥＤＡＮＡ法ＷＳＰ２２０．２の粒度分
析方法により粒度を分析した後、次の式によりスパン値を測定した。
【０１０６】
【数７】

【０１０７】
　前記数式１－１において、
　Ｄ（９０％）は、粒子径の順において最も小さい粒子から累積が９０％となる粒子径で
あり、
　Ｄ（１０％）は、粒子径の順において最も小さい粒子から累積が１０％となる粒子径で
あり、
　Ｄ（５０％）は、粒子径の順において最も小さい粒子から累積が５０％となる粒子径で
ある。
【０１０８】
　（２）加圧状態での吸水速度（Ａｂｓｏｒｂｉｎｇ　ｒａｔｅ　ｕｎｄｅｒ　ｌｏａｄ
、ＡＲＵＬ）の測定
　実施例および比較例の高吸水性樹脂に対して、次の式によりＡＲＵＬ値を測定した。
【０１０９】

【数８】

【０１１０】
　前記数式２－１において、
　ＡＲＵＬは、加圧下での吸水速度であり、ＡＵＰ（１０ｍｉｎ）は、１０分まで加圧時
の、下記の数式３で表される加圧吸水能（ＡＵＰ：Ａｂｓｏｒｂｅｎｃｙ　ｕｎｄｅｒ　
Ｐｒｅｓｓｕｒｅ）値であり、ＡＵＰ（６０ｍｉｎ）は、６０分まで加圧時の、下記の数
式３で表される加圧吸水能値であり、
【０１１１】
【数９】

【０１１２】
　前記数式３において、
　Ｗａ（ｇ）は、吸水性樹脂の重量、および前記吸水性樹脂に荷重を付与可能な装置重量
の総和であり、
　Ｗｂ（ｇ）は、荷重（０．７ｐｓｉ）下、１時間の間、前記吸水性樹脂に水分を供給し
た後の水分の吸収した吸水性樹脂の重量、および前記吸水性樹脂に荷重を付与可能な装置
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重量の総和である。
【０１１３】
　この時、加圧吸水能（ＡＵＰ：Ａｂｓｏｒｂｅｎｃｙ　ｕｎｄｅｒ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ
）は、次の方法を測定した。
【０１１４】
　つまり、内径６０ｍｍのプラスチックの円筒底にステンレス製４００ｍｅｓｈの鉄網を
装着させた。常温、湿度５０％の条件下、鉄網上に吸水性樹脂０．９０ｇを均一に散布し
、その上に４．８３ｋＰａ（０．７ｐｓｉ）の荷重を均一にさらに付与可能なピストン（
ｐｉｓｔｏｎ）は、外径が６０ｍｍより若干小さく、円筒の内壁と隙間がなく、上下の動
きが妨げられないようにした。この時、前記装置の重量Ｗａ（ｇ）を測定した。
【０１１５】
　直径１５０ｍｍのペトリ皿の内側に直径９０ｍｍで厚さ５ｍｍのガラスフィルタを置い
て、０．９０重量％の塩化ナトリウムで構成された生理食塩水をガラスフィルタの上面と
同一レベルとなるように投入した。その上に直径９０ｍｍのろ過紙１枚を載せた。ろ過紙
の上に前記測定装置を載せ、溶液が一定荷重下で１時間吸収されるようにした。１時間後
、測定装置を持ち上げて、その重量Ｗｂ（ｇ）を測定した。
【０１１６】
　（３）無荷重下の吸水倍率（ＣＲＣ、Ｃｅｎｔｒｉｆｕｇｅ　Ｒｅｔｅｎｔｉｏｎ　Ｃ
ａｐａｃｉｔｙ）
　ＥＤＡＮＡ法ＷＳＰ２４１．２により、前記実施例および比較例の吸水性樹脂に対して
、無荷重下の吸水倍率による保水能を測定した。
【０１１７】
　つまり、実施例および比較例で得られた樹脂Ｗ（ｇ）（約０．２ｇ）を不織布製袋に均
一に入れて密封（ｓｅａｌ）した後に、常温で、０．９重量％の生理食塩水に浸水した。
また、高吸水性樹脂を用いずに同一の操作をした後に、その時の質量Ｗ１（ｇ）を測定し
た。得られた各質量を用いて、次の式によりＣＲＣ（ｇ／ｇ）を算出して保水能を確認し
た。
【０１１８】

【数１０】

【０１１９】
　（４）水可溶成分（Ｅｘｔｒａｃｔａｂｌｅ　ｃｏｎｔｅｎｔ）
　水可溶成分の測定は、ＥＤＡＮＡ法ＷＳＰ２７０．２に開示されている手順と同様の方
法で測定した。
【０１２０】

【表２】

【０１２１】
　前記表２からみると、本発明の実施例１～４は、比較例１および２と比較して、既存と
同等以上の物性を示すことが分かる。つまり、本発明の実施例は、初期吸水能に優れ、ま
た反対概念の無重力下の吸水倍率と加圧状態での吸水能を同時に向上させられるシナジー
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効果を示した。また、本発明の実施例は、３００～６００ミクロンのベースポリマーが、
全体ベースポリマーに対して約５０重量％以上、あるいは約６０重量％以上、例えば約５
０～８０重量％で含まれ、６００～８５０ミクロンおよび１５０～３００ミクロンのベー
スポリマーが、全体ベースポリマーに対して約７重量％以上、あるいは約１０重量％以上
、例えば、７～２０重量％で含まれるように分級されたベースポリマーを得て、これを高
吸水性樹脂の製造に用いて、既存に比べて相対的に優れた物性を提供することができる。
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