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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
油中水型高分散相エマルションを成形および重合して得た多孔質架橋重合体を、吸引機構
を有する不織布ロールを用いて脱水するものである、多孔質架橋重合体シートの製造方法
。
【請求項２】
該不織布ロールに使用される不織布は、吸液力が１．０以上である、請求項１記載の多孔
質架橋重合体シートの製造方法。
【請求項３】
該多孔質架橋重合体に予備絞りを行い、その後に吸引機構を有する不織布ロールを用いて
脱水するものである、請求項１または２に記載の多孔質架橋重合体シートの製造方法。
【請求項４】
請求項１または２記載の脱水の際に、または請求項３記載の予備絞りおよび／またはその
後の脱水の際に、該多孔質架橋重合体と脱水ロールとの間にメッシュベルトを介すること
を特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の多孔質架橋重合体シートの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、油中水滴型高分散相エマルション（Water in Oil type High Internal Phase 
Emulsion；以下、単にＨＩＰＥとも称す）から得た特定厚さの多孔質架橋重合体を不織布
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ロールによって脱水して、極めて含水率の少ない多孔質架橋重合体シートを製造する方法
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
孔径が微細で均一な連続気泡からなる多孔質を得る方法として、特定の界面活性剤の存在
下にＨＩＰＥを架橋重合して重合体を得る方法がある。ここに、ＨＩＰＥとは、該エマル
ションの全容積に占める分散相の比率が７０容量％を超えるもの（K.J.LISSANT, Journal
 of Colloid and Interface Science vol.22,462(1966)）と一般にいわれている。例えば
米国特許第５，３３４，６２１号には、このようなＨＩＰＥを用いて多孔質架橋重合体を
製造する方法（以下、単にＨＩＰＥ法と称す。）が開示されている。
【０００３】
ここにＨＩＰＥ法は、（ｉ）油溶性ビニル単量体と分子内に２以上の官能基を有する架橋
単量体とを含有する重合性単量体混合物、（ｉｉ）エマルションの９０質量％、より好ま
しくは９５質量％、特に好ましくは９７質量％を占める水相、（ｉｉｉ）ソルビタン脂肪
酸エステルとグリセロールモノ脂肪酸エステルなどの界面活性剤、および（ｉｖ）重合開
始剤とを含有するＨＩＰＥを調製し、該ＨＩＰＥを加熱し、重合および架橋することで多
孔質架橋重合体を製造するものである。このＨＩＰＥ法によれば、逆相乳化重合により網
目状の連続気泡からなる多孔質架橋重合体が成形される。このため、ＨＩＰＥ法によって
得られる多孔質架橋重合体は低密度かつ吸水性、保持性、断熱性、防音性などの特性を有
するものとなる。
【０００４】
しかしながら、この様なＨＩＰＥ法によって製造される多孔質架橋重合体は、その製造工
程において、逆相乳化重合の際の内相である水相と外相である油相の比、つまりＷ／Ｏに
よって多孔の成形が影響を受ける。より空孔容積率の大きい多孔質架橋重合体を得ようと
すればＷ／Ｏは必然的に水相側の比率が高くなる。一方、このような多孔質架橋重合体の
需要は大きい。空孔容積率の大きな多孔質架橋重合体は、吸収性に加え、断熱性や防音性
にも優れるため、建築材料、オーディオ製品、園芸など数々の分野で使用することができ
るからである。このため、多孔質架橋重合体をＨＩＰＥ法によって製造する場合、例えば
上記米国特許第５，３３４，６２１号では特に好ましくは９７質量％（Ｗ／Ｏ＝３３／１
）であるとされ、一般的にもＷ／Ｏが３０／１～１００／１で実施されることが多い。す
なわち、ＨＩＰＥ法によって多孔質架橋重合体を製造しようとすれば、油中水滴型高分散
相エマルションを成形するために多量の水が必要となる。このことは、ＨＩＰＥ法で多孔
質架橋重合体を製造する場合には、多孔質架橋重合体の製造後に該多孔質架橋重合体に含
まれる水分の脱水および乾燥の必要があることを意味する。
【０００５】
このようなＨＩＰＥを重合して得た多孔質架橋重合体を脱水する方法としては、例えば、
特表２０００－５００，７９６号公報の実施例２では、該重合体をペーパータオルの間に
挟んでゆっくり絞り、水性相を除去している。
【０００６】
また、特表平１１－５０３，１７７号公報では、ＨＩＰＥフォームを圧縮して残存水を搾
り出し、またはフォームおよびその中の水を約６０℃ないし約２２０℃の温度またはマイ
クロウェーブ処理に供し、もしくは真空脱水し、または圧縮と熱的乾燥／マイクロウェー
ブ／真空脱水技術の組み合わせにより脱水を行っている。そして、このような圧縮脱水は
、重合したモノマーの質量の約３倍まで残存水相を減量させる真空を備えた一連の2つの
多孔質ニップロールによる圧縮によって行っている。
【０００７】
また、ＷＯ８６／０６，７６６号公報には、液体を含む被処理物から液体を除去するため
の吸液装置が開示されており、具体的には、初期吸液力が優れるフェルト等を吸液ロール
表面に巻き付けてなり、かつ吸引機構とを組み合わせることで、繊維質シートが本来有す
る多数の細孔に基づくキャピラリー効果を効果的に利用し、液移動をスムーズにし、吸液
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力および吸液力持続性を向上させるものである。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、ＨＩＰＥを重合して得た多孔質架橋重合体は、高含水率であって強度も弱
い。従って、特表２，０００－５００，７９６号公報や特表平１１－５０３，１７７号公
報で開示されたフォーム発泡体やＨＩＰＥを重合して得られる多孔質架橋重合体を脱水す
ると、十分に脱水ができないか、または十分な脱水を行おうとすると脱水工程で多孔質架
橋重合体が破損する場合がある。即ち、ＨＩＰＥを重合して得た多孔質架橋重合体は、使
用するＨＩＰＥのＷ／Ｏ比にもよるが、重合体質量を基準にした含水率は３００～２５，
０００（ｗ／ｗ）％に達するため機械的強度が特に弱いのである。一旦、金属ロールによ
る圧縮操作によってロール接触面に亀裂が入れば、製品の概観評価を低下させる原因とな
る。また、このような亀裂や折れ曲がり等が生じると、本来要求される吸水性を劣化させ
る原因ともなり、機能面における製品品質の劣化を招く場合もある。
【０００９】
また、ＨＩＰＥ作成時には乳化安定化作用を有する塩類を水相中に配合して乳化を円滑に
進行させるために塩化カルシウム等の電解質を添加している。このため、吸引機構を有す
る多孔質ニップロールを用いて脱水するのみでは、難溶性の析出物や未反応のモノマーも
脱水するために、ロール表面が汚れ、細孔が目詰まりして脱水能力が低下し、脱水工程を
停止させざるを得ない場合もある。このような脱水工程の停止は、特に、高速かつ連続し
た多孔質架橋重合体の製造において、生産効率の低下を招く原因となる。
【００１０】
したがって、本発明の目的は、ＨＩＰＥを重合して得た多孔質架橋重合体を、該重合体の
損傷を生じさせずに脱水し、かつ連続した脱水処理が円滑に行える多孔質架橋重合体シー
トの製造方法を提供するものである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明は、ＨＩＰＥを重合して得た多孔質架橋重合体を脱水する際に、多孔質架橋重合体
を不織布ロールと吸引機構とを併用して脱水処理することで、折れや割れ等がない重合体
シートを極めて効率的に製造することができることを見出し、本発明を完成させた。
【００１２】
即ち、本発明は、以下の（１）～（６）によって達成される。
【００１３】
（１）　油中水型高分散相エマルションを成形および重合して得た多孔質架橋重合体を、
吸引機構を有する不織布ロールを用いて脱水するものである、多孔質架橋重合体シートの
製造方法。
【００１４】
（２）　該不織布ロールに使用される不織布は、吸液力が１．０以上である、上記（１）
記載の多孔質架橋重合体シートの製造方法。
【００１５】
（３）　該多孔質架橋重合体を、シート移送速度０．５～１５０ｍ／分で脱水するもので
ある、上記（１）または（２）記載の多孔質架橋重合体シートの製造方法。
【００１６】
（４）　該多孔質架橋重合体に予備絞りを行い、その後に吸引機構を有する不織布ロール
を用いて脱水するものである、上記（１）～（３）のいずれかに記載の多孔質架橋重合体
シートの製造方法。
【００１７】
（５）　該予備絞りが、ゴムロール、金属ロール、金属ロールにフェルトシートを被覆し
たニップロールおよび吸引機構を有する不織布ロールからなる群から選ばれる少なくとも
1対のニップロールによるものである、上記（４）記載の多孔質架橋重合体シートの製造
方法。
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【００１８】
（６）　上記（１）～（３）のいずれかに記載の脱水の際には、または上記（４）または
（５）記載の予備絞りおよび／またはその後の脱水の際に、該多孔質架橋重合体と脱水ロ
ールとの間にメッシュベルトを介することを特徴とする、上記（１）～（５）のいずれか
に記載の多孔質架橋重合体シートの製造方法。
【００１９】
【発明の実施の形態】
本発明の第一は、油中水型高分散相エマルションを成形および重合して得た多孔質架橋重
合体を、吸引機構を有する不織布ロールを用いて脱水するものである、多孔質架橋重合体
シートの製造方法である。
【００２０】
吸引機構を有する不織布ロールを使用して脱水することを特徴とするが、特にニップロー
ル表面に不織布を被覆させたことで、圧縮によって出水した水を瞬時に除くことができる
からである。特に、多孔質架橋重合体は、多量の水を含むためにそれ自体が脆く、脱水の
ためのロール線圧を高めると容易に亀裂が入ったり脆く崩れる場合がある。しかしながら
、本発明では、ニップロールの表面に不織布を使用する事で十分な初期吸引力を確保でき
、これによって多孔質架橋重合体を破損することなく、極めて効率的に脱水することがで
きるのである。
【００２１】
特に、多孔質架橋重合体の脱水機構としては、絞りを物理的に考えた場合、絞り初期は、
ニップロールのロール線圧による体積減少分だけ水を放出する。多孔質に残存する水は、
毛管現象によってロール線圧による体積減少を維持するので、その体積減少分は多孔質架
橋重合体に対して永久圧縮ひずみとして残る。本発明では、これを第一段階と称する。し
かし、絞りが進んで毛管現象による永久圧縮ひずみよりも多孔質架橋重合体の弾性力が増
大するようになる。この場合には、ニップロールによる圧縮によって出水するが、圧縮が
開放されると直に膨張して出水した水を瞬時に取り戻すように作用する。本発明では、こ
れを第二段階と称する。これを図１を用いて説明するが、図１は、含水率４，５００（ｗ
／ｗ）％、厚み１０ｍｍの多孔質架橋重合体シートをニップロールを用いて脱水した場合
の、脱水による含水率の変化とシートの体積変化との関係を示す図である。４，５００（
ｗ／ｗ）％から１，０００（ｗ／ｗ）％の間は、圧縮による脱水に従って体積も減少する
。これが第一段階である。しかし、１，０００（ｗ／ｗ）％を下回ると圧縮によって含水
率は変化するが、シート体積は変動しない。即ち、第二段階である。本発明では、不織布
ロールを使用する事で、特に第二段階における脱水率を効率よく、かつ極めて低値にまで
到達含水率を低下させることができることが判明したのである。
以下、本発明を詳細に説明する。
【００２２】
[Ｉ]脱水処理
（１）吸引機構を有する不織布ロール
本発明で使用する吸引機構を有する不織布ロールは、吸液部であるニップロール表面に不
織布を被覆したものであり、該構成を有すれば、特に制限はない。
【００２３】
（ａ）不織布
本発明において、「不織布」とは、紡いだり、織ったり、または編んだりせずに繊維を集
積し、熱や機械的、化学的作用により接着もしくは絡み合わせたシート状の単繊維構造体
をいう。
【００２４】
本発明において不織布を構成する繊維について、特に制限はなく、合成繊維、植物繊維、
動物繊維、ガラス繊維、金属繊維、炭素繊維、セラミック繊維およびこれらの混紡繊維を
好ましく使用することができる。合成繊維としては、ポリアミド系繊維、ポリエステル系
繊維、ポリアクリロニトリル系繊維、ポリビニルアルコール系繊維、ポリ塩化ビニル系繊
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維、ポリ塩化ビニリデン系繊維、ポリオレフィン繊維、アラミド繊維、その他ポリウレタ
ン系繊維、ポリエチレン系繊維、ポリプロピレン系繊維、ポリフルオロエチレン系繊維、
アセチルセルロース系繊維、レーヨン系繊維などがある。また、動物性繊維としては、絹
、羊毛、ヤギ毛、モヘア、カシミヤ、アルパカ、ラクダ、ウサギ、ビーバー、豚毛などが
ある。また、植物繊維としては、木綿、アマ、タイマ等の靱皮繊維、アサなどの葉脈繊維
がある。ガラス繊維としては、いわゆるグラスファイバーであり、溶融ガラスよりつくら
れる繊維で、短繊維と長繊維がある。
【００２５】
金属繊維としては、ステンレス繊維、アルミニウム繊維がある。
【００２６】
セラミック繊維としては、シリカ、アルミナファイバーがある。
本発明では、耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性、耐久性などの観点から合成繊維を使用する
ことが好ましく、特にポリエステル系繊維を使用することが好ましい。本発明では、これ
らの繊維の1種を単独で使用するほか、２種以上を混合して使用してもよい。
【００２７】
不織布を構成する繊維は、その太さが、５０デニール以下であることが好ましく、より好
ましくは０．０２～１０デニール、特には０．０２～０．４デニールである。このような
極細い繊維を使用することで、脱水処理の際に、キャピラリー効果に基づく初期吸液力お
よび吸液した液体の移動に基づく吸液力持続性の双方を確保することができるからである
。繊度があまり小さくなりすぎると、液体保持力が劣る傾向があり、好ましくない。その
一方、５０デニールを越えると、吸液した液体を受け入れる空間が小さくなり、吸液力が
短時間で失われるので好ましくない。
【００２８】
不織布は、従来公知の方法によって調製でき、例えば、予め繊維シート層を形成し、つい
で該繊維シート層を結合すればよい。また、繊維シート層を形成する方法としては、乾式
法、スパンボンド法、メルトブロー法、湿式法等があり、繊維シート層を結合する方法と
しては、サーマルボンド法、ケミカルボンド法(含浸法)、ケミカルボンド法、、ニードル
パンチ法、水流絡合法等がある。本発明では、いずれの方法で繊維シート層を構成しても
よく、いずれの方法で該シート層を結合してもよい。
【００２９】
該不織布は、吸液力が１．０以上、好ましくは１．０～１５、より好ましくは１．０～５
．０、特に好ましくは１．３～４．０である。吸液力が１．０を下回ると、初期吸液力が
低下し、その一方、吸液力が大きすぎると初期吸液力は増加するが、脱水、吸引、再吸収
において劣るようになるため、好ましくない。
【００３０】
なお、本発明における「吸液力」とは、３０ｃｍ×３０ｃｍの不織布を水中に１時間浸漬
させた後、マングル絞液し、これを４回繰り返した後、再び試料を水に浸漬して引き上げ
、ろ紙上に３秒間置き表面の水を吸い取らせた直後、試料の質量を測定した場合の質量増
加率で示すものとする。従って、吸液力とは、（湿質量－乾質量）／乾質量で表される数
値である。本発明で使用する不織布は、上記吸液力を有すれば厚みなどは問わない。
【００３１】
また、本発明の不織布は、高分子弾性体を不織布の空隙に充填してもよい。該高分子弾性
体の存在により、不織布全体の弾性が過度に保たれ、吸液力および吸液力持続性を向上さ
せ、かつ不織布の形態を安定させることができるからである。
【００３２】
このような高分子弾性体としては、吸液力１．０以上を確保できれば、その種類、配合量
等に制限はないが、ポリウレタンエラストマーが好ましい。高分子弾性体が不織布の空隙
に充填された繊維質シートは従来公知の方法により容易に得られる。具体的には、不織布
を調製した後に、ポリウレタンエラストマー溶液または分散液に含浸させまたは塗布し、
湿式凝固させて、高分子弾性体を含む不織布を調製することができる。
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【００３３】
本発明では、特に、極細繊維が立体的に絡合された不織布の空隙部に高分子弾性体が多孔
質構造で充填された構造が特に好ましく、このような繊維シートは高分子相互配列体繊維
、混合紡糸法、直接紡糸法、複合紡糸法等の方法により得られた極細繊維形成繊維を不織
布とし、ついで極細化と高分子弾性体の含浸・湿式凝固を適宜な順に実施することにより
得られる。
【００３４】
（ｂ）吸引機構
本発明で使用する不織布ロールは、ニップロール部が吸液部となり、この吸液部に吸引機
構を付設するものである。従って、該吸液部はロール状である。吸液機構は、不織布から
液体を積極的に吸引できるものであるならば、特に制限はない。例えば、ニップロールの
内部または表面部に負圧発生源に連結した吸引機構を設けることができる。内部に吸引機
構を設ける場合には、ロールの筒状軸の内部を減圧にすればよい。
【００３５】
（ｃ）不織布ロールの製造方法
本発明で使用する吸引機構を有する不織布ロールは、例えば、多数の貫通孔を有するステ
ンレススチールなどの金属板を巻き上げたロール本体に、上記した不織布を巻き付けて製
造することができる。この場合は、吸引性を均一にするために、接着剤を点状に付与した
り、または、不織布が熱溶融性樹脂を含む場合には熱圧着したり、更には、不織布を縫い
付けたりすることもできる。なお、本発明で使用する不織布ロールは、ニップロールに巻
き付ける不織布の重ね枚数に制限はない。しかしながら、１～１５枚であることが好まし
く、より好ましくは１～５枚である。
【００３６】
また、図３に示すように、細孔２を有するロール本体１の片端にフランジ３を設け、他の
片端からこのフランジ３に、順次、所望の大きさのディスク状にカットした前記不織布４
を何枚も貫通させ、次いで他の片端にもフランジを設け、これら両フランジと多数の不織
布シートとで吸液機構を有する不織布ロールを製造することもできる。通常、上記ディス
ク状物を多数重畳したものに、重ね合わせ方向にプレス作業を行う。これにより緻密なロ
ールを得ることができる。多孔質架橋重合体シートをこのような不織布ロールを複数使用
して脱水する場合には、不織布の異なるニップロールを使用することができる。
【００３７】
吸液部を構成するロールは、不織布からなるディスク状物を多数枚重畳して製造したもの
が、初期吸液力およびその持続性に優れるばかりか、被処理物の表面を傷つけることがな
いので好ましい。更に、不織布の端部を接着剤で止める必要も無いため、ロール表面を均
一に形成することが可能である。その上、重畳するディスク状物の枚数を増やすことで、
容易に幅広のロールとすることができ、また、形態安定性が極めてよく、ロール表面が長
持間使用により損傷を受けた場合でも、該表面を削ることにより再び良好なロール表面と
することが可能である。
【００３８】
また、不織布が極細繊維を使用したものであって、多孔質構造の高分子弾性体が充填され
ている場合には、極めて細い連続した空隙部を形成する。これがいわゆるキャピラリー効
果となって、ロールの濾液部に優れた吸液力を付与するのである。また、上記不織布のデ
ィスク状物を重畳してロールとすると、ロール厚み方向に上記の極めて細い連続した空隙
部に断続点が生じないので、キャピラリー効果が最大限に発揮されるのである。
【００３９】
係るロールにおいては、不織布が極細繊維と高分子弾性体からなっている場合には、ロー
ル表面がソフトであり、かつ緻密であって、被処理物に対してあまりロール線圧をかけな
くても絞ることができ、被処理物の表面を傷つけることなく均一に絞ることができる。特
に、繊維が極細繊維の場合には、この効果が顕著に生ずるので好ましい。また、ディスク
状の不織布を多数枚重畳してなるロールを芯とし、更にこの表面に吸液性の良好なシート
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状物を巻きつけるようにすると、このシート状物で構成された外層部を有するため、芯部
が目詰まりしたり被処理物などから損傷を受けて径が小さくなったり、凹凸が生じたりす
るなどのトラブルから保護される。そのため、芯部の形態が保持されたまま長期間に亘り
優れた吸液性を維持することができる。
【００４０】
（２）脱水方法
次に、図２を用いて本発明の多孔質架橋重合体シートの製造方法の連続方法による一例を
説明する。まず、図２に示すように、ＨＩＰＥ１０１をＨＩＰＥ供給部１１９から連続的
にシート材２０３上に供給し、回転ローラー２０９の設定高さ調整により所定厚みのシー
ト状に成形する。シート材２０３はコンベアベルト２０１と同期できるように巻出・巻取
ローラー２０８，２１２の回転速度が制御されている。シート材２０５はＨＩＰＥ１０１
の厚さが一定になるようにテンションをかけながら回転ローラー２０９，２１１と巻出・
巻取ローラー２０７，２１３により回転速度が制御されている。該コンベアベルト２０１
の下部から温水シャワーからなる加熱昇温手段２１９とコンベアベルト上方から熱風循環
装置からなる加熱昇温手段２１７によって、重合炉２１５内でＨＩＰＥ１０１を重合させ
て多孔質架橋重合体１０２を得る。上下のシート材２０３，２０５が剥された該重合体を
脱水装置３０３の回転ロールによる搬送用コンベア３０２によって回転するベルト上に載
せ、ベルトの上下に設けた吸引機構を有する不織布ロール３０１の間に挟んでロールを回
転しつつ脱水する。なお、脱水した多孔質架橋重合体１０２は連続して設けたエンドレス
バンドナイフ式スライサー４０１に移送させ回転するバンドナイフ４０２により厚み方向
にスライスすることができる。
【００４１】
なお、本発明では、このような連続方法に限られるものでなく、ＨＩＰＥをバッチ式でシ
ート状に重合したものを脱水する場合や、バッチ式で重合したものを更に適当な厚さにス
ライスしたものを連続的またはバッチ式に脱水して、多孔質架橋重合シートを製造するこ
とができる。
【００４２】
（ａ）シート移送速度
本発明によって多孔質架橋重合体を脱水するためには、従来公知のニップロールによる脱
水工程において、ニップロールとして、吸引機構を有する不織布ロールを使用し、これに
よって多孔質架橋重合体を脱水すればよい。一般には、シート状の多孔質架橋重合体シー
トを連続的に脱水するには、例えば、加熱装置によってベルトコンベアーのベルト表面が
加温される構造等の、走行するベルト上にＨＩＰＥを連続的に供給し、ベルトの上で平滑
なシート状にＨＩＰＥを成形しつつ重合し、次いでこれを上記したニップロールで脱水す
る。
【００４３】
本発明では、上記不織布ロールによる脱水に際しては、シート移送速度０．５～１５０ｍ
／分で脱水することが好ましい。より好ましくは、シート移送速度２～１００ｍ／分、特
に好ましくはシート移送速度５～７５ｍ／分である。また、この際のロール線圧は、適宜
調整されるものであるが、３０ｋｇ／ｃｍ以下であることが好ましい。また、各不織布ロ
ールによる線圧は、それぞれ同一でも異なっていてもよい。ロール線圧が低すぎると物理
的な圧縮による脱水が十分に行われないために好ましくない。その一方、ロール線圧がロ
ール線圧が３０ｋｇ／ｃｍを超えると、シート移送速度の如何を問わず多孔質架橋重合体
を破損する場合があり好ましくない。また、シート移送速度が０．５ｍ／分を下回ると、
生産性の低下に直結する。その一方、１５０ｍ／分を上回ると、脱水効率が低下して脱水
装置を長くする必要が生じ好ましくない。
【００４４】
また、多孔質架橋重合体の機械的強度は、ＨＩＰＥのＷ／Ｏ比によって変動する。本発明
ではＷ／Ｏ比について特に制限はないが、Ｗ／Ｏ比が３／１以上であればよいが、より好
ましくは１０／１～２５０／１、特には１０／１～８０／１の場合に有効である。Ｗ／Ｏ
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比が３／１を下回ると、重合性モノマーを含む油相の含量が多すぎて、機械的強度は向上
するが単位体積当たりの保水力に優れる多孔質架橋重合体シートが得られず、その一方、
２５０／１を越えると脱水時にシートに亀裂が入り、またはシートがばらばらになる場合
もあるからである。
【００４５】
（ｂ）メッシュベルト
なお、本発明では、該多孔質架橋重合体と不織布ロールとの間の多孔質架橋重合体の上下
または上もしくは下の片面に、メッシュベルトを介して脱水することもできる。多孔質架
橋重合体を不織布ロールで脱水すると、多孔質架橋重合体の狭い範囲にロール線圧がかか
るために、不織布ロールによって挟まれた部分が破損しやすくなる。しかしながら、メッ
シュベルトを介することにより、強度の弱い高含水率の多孔質架橋重合体の搬送を容易に
し、ロールから受けるせん断力およびロール線圧を緩和し、多孔質架橋重合体が粉砕され
ることを防ぐことができる。
【００４６】
このようなメッシュベルトの素材としては、金属ワイヤ、合成樹脂、植物繊維、動物繊維
、ガラス繊維およびこれらの混紡物をメッシュに構成させたものである。メッシュベルト
を構成する金属ワイヤとしては、ステンレス、アルミニウム、鉄、亜鉛などがある。また
、合成樹脂としては、ポリアミド系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアクリロニトリル系
樹脂、ポリビニルアルコール系樹脂、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリ塩化ビニリデン系樹脂
、その他ポリウレタン系樹脂、ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、ポリフルオ
ロエチレン系樹脂、アセチルセルロース系樹脂、レーヨン系樹脂などがある。また、動物
性繊維としては、絹、羊毛、ヤギ毛、モヘア、カシミヤ、アルパカ、ラクダ、ウサギ、ビ
ーバー、豚毛などがある。また、植物繊維としては、木綿、アマ、タイマ等の靱皮繊維、
アサなどの葉脈繊維がある。ガラス繊維としては、いわゆるグラスファイバーであり、溶
融ガラスよりつくられる繊維で、短繊維と長繊維がある。本発明では、耐熱性、耐酸性、
耐アルカリ性、耐久性などの観点から合成樹脂を使用することが好ましく、特にポリエス
テル系樹脂を使用することが好ましい。本発明では、これらの素材の1種を単独で使用す
るほか、２種以上を混合してメッシュベルトを調製してもよい。
【００４７】
メッシュベルトのメッシュ間隔は、充分な通液度があることが好ましく、好ましくは５０
００ｍｌ／ｃｍ2・ｍｉｎ以上、特に好ましくは１００００～６００００ｍｌ／ｃｍ2・ｍ
ｉｎである。５０００ｍｌ／ｃｍ2・ｍｉｎを下回ると通液が不十分となるからである。
【００４８】
このメッシュベルトの幅に関しては、多孔質架橋重合体のシート幅と同じ幅以上のものを
用いることができる。なお、このようなメッシュベルトは、ＨＩＰＥの重合が終了した時
点で、多孔質架橋重合体上に上置きすることができ、脱水終了後に巻き上げることで回収
および再使用することができるが、メッシュベルトは、上下の脱水ロールをそれぞれにエ
ンドレスメッシュベルトとして設置されることがより好ましい。なお、エンドレスメッシ
ュベルトを使用して、脱水する場合を図４を用いて説明する。まず、図４は、図２で示す
脱水工程の一部における、メッシュベルトの使用例を示すものである。図４に示すように
、多孔質架橋重合体１０２を吸引機構を有する不織布ロール３０１で脱水する際に、多孔
質架橋重合体１０２の上下に設けた複数のロール３０１において、該ロール３０１と回転
ロール２１１とにエンドレスベルトをかけて脱水する。エンドレスベルトは、すべての吸
引機構を有する不織布ロール３０１に亘り使用する必要はなく、図４のＢに示すように、
一部の吸引機構を有する不織布ロール３０１に使用してもよい。
【００４９】
（ｃ）二段階脱水
本発明においては、使用する不織布ロールの数には制限はない。この場合、本発明におい
ては脱水処理に使用するニップロールは、全てが吸引機構を有する不織布ロールである必
要はない。ＨＩＰＥを重合して得た多孔質架橋重合体を予め他のニップロールで脱水し、
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次いで、吸引機構を有する不織布ロールを用いて脱水してもよい。この際、予備絞り後の
脱水率としては、初期含水率が１０００～３０００（ｗ／ｗ）％の場合には、１０００（
ｗ／ｗ）％以下に、初期含水率が３０００～７０００（ｗ／ｗ）％の場合には５００～２
０００（ｗ／ｗ）％に、初期含水率が７０００～２５０００（ｗ／ｗ）％の場合には、１
０００～５０００（ｗ／ｗ）％の範囲に予備絞りすることが好ましい。
【００５０】
即ち、先に図１を用いて説明した通り、ニップロールによって脱水すると、含水率の観点
から脱水機構は、永久圧縮ひずみを生ずる第一段階とそれ以降の第二段階とに分けること
ができる。本発明では、特に第二段階における脱水に極めて優れた効果を生ずるものであ
るため、第二段階において吸引機構を有する不織布ロールを使用すれば、特に第一段階に
おいて他のニップロールを使用してもよい。第二段階のみに使用する場合であっても、最
終的な脱水率、即ち到達脱水率に与える影響は極めて少ないからである。この点、予備絞
りにおける脱水率を多孔質架橋重合体の初期含水率によって異なる数値として上記範囲に
定めは、一般に、上記各初期含水率における脱水率の下限が、上記脱水機構における第一
段階の状態に該当するからである。また、多孔質架橋重合体から排出される水には、ＨＩ
ＰＥ調製時の不純物や未反応モノマー、塩類、未架橋重合体などが含まれる。このため、
直ちに吸引機構を有する不織布ロールを使用すると、不織布にこれらの不純物が付着し、
吸引能力を低下させ、装置の早期停止や定期点検を余儀なくされ、多孔質架橋重合体の生
産効率を低下させる原因となる。
【００５１】
具体的には、例えば連続的な多孔質架橋重合体シートの製造方法において、二段絞りを行
う場合には、図２における脱水不織布ロール３０１の脱水装置を複数設け、第一の脱水装
置３０３で予備絞りを行い、ついで第二の脱水装置３０３で吸引機構を有する不織布ロー
ルによる脱水を行うことができる。なお、二段脱水も、このような連続式に限られず、バ
ッチ法で得た多孔質架橋重合体シートをそれぞれ非連続的に予備絞りおよび吸引機構を有
する不織布ロールによる脱水を行うことができる。
【００５２】
予備絞りに適するニップロールとしては、従来公知のニップロールを広く使用することが
できる。例えば、ゴムロール、金属ロール、金属ロールにフェルトシートを被覆したニッ
プロール、吸引機構を有する不織布ロールがある。
【００５３】
また、予備絞りは本絞りと同様に、シート移送速度０．５～１５０ｍ／分で脱水すること
が好ましい。より好ましくは、シート移送速度２～１００ｍ／分、特に好ましくはシート
移送速度５～７５ｍ／分である。この際のロール線圧は、適宜調整されるものであるが、
３０ｋｇ／ｃｍ以下であることが好ましい。また、各不織布ロールによる線圧はそれぞれ
同一でも異なっていてもよい。ロール線圧が低すぎると物理的な圧縮による脱水が十分に
行われないために好ましくない。その一方、ロール線圧が３０ｋｇ／ｃｍを超えると、シ
ート移送速度の如何を問わず多孔質架橋重合体を破損する場合があり好ましくない。また
、シート移送速度が０．５ｍ／分を下回ると、生産性の低下に直結する。その一方、１５
０ｍ／分を上回ると、脱水効率が低下して脱水装置を長くする必要が生じ好ましくない。
【００５４】
なお、予備絞りにおいて複数のニップロールを使用する場合には、ロール線圧はそれぞれ
同一でもことなっていてもよい。また、上記したメッシュベルトに関しては、予備絞りの
際に使用することも、また使用せずに脱水することもできる。
【００５５】
［ＩＩ］多孔質架橋重合体の調製
次ぎに、本発明で脱水する多孔質架橋重合体について説明する。本発明の脱水の対象とな
る多孔質架橋重合体は、ＨＩＰＥを調製した後にこれを重合したものである。以下、多孔
質架橋重合体の調整について説明する。
【００５６】
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（１）ＨＩＰＥの使用原料
ＨＩＰＥの使用原料は、少なくとも（ａ）重合性単量体、（ｂ）架橋性単量体および（ｃ
）界面活性剤を油相を構成する必須成分として含有し、（ｄ）水を水相を構成する必須成
分として含有するものであればよい。さらに、必要に応じて、（ｅ）重合開始剤、（ｆ）
塩類、（ｇ）その他の添加剤を油相および／または水相を構成する任意成分として含有す
るものであってもよい。
【００５７】
（ａ）重合性単量体
上記重合性単量体としては、分子内に１個の重合性不飽和基を有するものであればよく、
分散または油中水滴型高分散相エマルション中で重合可能であって気泡を形成できれば特
に制限されるものではない。好ましくは少なくとも一部は（メタ）アクリル酸エステルを
含むものであり、より好ましくは（メタ）アクリル酸エステルを２０質量％以上を含むも
のであり、特に好ましくは（メタ）アクリル酸エステルを３５質量％以上を含むものであ
る。重合性単量体として、（メタ）アクリル酸エステルを含有することにより、柔軟性や
強靭性に富む多孔質架橋重合体を得ることができるため望ましい。
【００５８】
重合性単量体としては、具体的には、スチレン等のアリレン単量体；スチレン、エチルス
チレン、α－メチルスチレン、ビニルトルエン、ビニルエチルベンゼンなどのモノアルキ
レンアリレン単量体；（メタ）アクリル酸メチル、（メタ）アクリル酸エチル、（メタ）
アクリル酸ブチル、（メタ）アクリル酸イソブチル、（メタ）アクリル酸イソデシル、（
メタ）アクリル酸２－エチルヘキシル、（メタ）アクリル酸ラウリル、（メタ）アクリル
酸ステアリル、（メタ）アクリル酸シクロヘキシル、（メタ）アクリル酸ベンジルなどの
（メタ）アクリル酸エステル；塩化ビニル、塩化ビニリデン、クロロメチルスチレン等の
塩素含有単量体；アクリロニトリル、メタクリロニトリル等のアクリロニトリル化合物；
その他、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、Ｎ－オクタデシルアクリルアミド、エチレン
、プロピレン、ブテン等が例示できる。これらは、１種を単独で使用する他、２種以上を
併用してもよい。
【００５９】
上記重合性単量体の使用量は、該重合性単量体と下記架橋性単量体からなる単量体成分全
体の質量に対し、１０～９９．９質量％の範囲であることが好ましい。この範囲で、微細
な孔径の多孔質架橋重合体が得られるからである。より好ましくは３０～９９質量％、特
に好ましくは３０～７０質量％の範囲である。重合性単量体の使用量が１０質量％未満の
場合には、得られる多孔質架橋重合体が脆くなったり吸水倍率が不充分となることがある
。一方、重合性単量体の使用量が９９．９質量％を超える場合には、得られる多孔質架橋
重合体の強度、弾性回復力などが不足したり、充分な吸水量および吸水速度を確保できな
いことがある。
【００６０】
（ｂ）架橋性単量体
上記架橋性単量体としては、分子内に少なくとも２個の重合性不飽和基を有するものであ
ればよく、上記重合性単量体と同様に、分散または油中水滴型高分散相エマルション中で
重合可能であって気泡を形成できれば特に制限されるものではない。
【００６１】
架橋性単量体としては、具体的には、ジビニルベンゼン、トリビニルベンゼン、ジビニル
トルエン、ジビニルキシレン、ｐ－エチル－ビニルベンゼン、ジビニルナフタレン、ジビ
ニルアルキルベンゼン類、ジビニルフェナンスレン、ジビニルビフェニル、ジビニルジフ
ェニルメタン、ジビニルベンジル、ジビニルフェニルエーテル、ジビニルジフェニルスル
フィド等の芳香族系単量体；ジビニルフラン等の酸素含有単量体；ジビニルスルフィド、
ジビニルスルフォン等の硫黄含有単量体；ブタジエン、イソプレン、ペンタジエン等の脂
肪族単量体；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、ポリエチレングリ
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コールジ（メタ）アクリレート、１，３－ブタンジオールジ（メタ）アクリレート、１，
４－ブタンジオールジ（メタ）アクリレート、１，６－ヘキサンジオールジ（メタ）アク
リレート、オクタンジオールジ（メタ）アクリレート、デカンジオールジ（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、ペンタエリスリトールジ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリ
トールトリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、
ジペンタエリスリトールジ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールトリ（メタ）
アクリレート、ジペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ’－メチレ
ンビス（メタ）アクリルアミド、イソシアヌル酸トリアリル、トリアリルアミン、テトラ
アリロキシエタン、並びにヒドロキノン、カテコール、レゾルシノール、ソルビトールな
どの多価アルコールとアクリル酸又はメタクリル酸とのエステル化合物などが例示できる
。これらは、１種を単独で使用する他、２種以上を併用してもよい。
【００６２】
上記架橋性単量体の使用量は、上記重合性単量体と該架橋性単量体からなる単量体成分全
体の質量に対し、０．１～９０質量％の範囲であることが好ましく、より好ましくは１～
７０質量％、特に好ましくは３０～７０質量％の範囲である。上記架橋性単量体の使用量
が０．１質量％未満では、得られる多孔質架橋重合体の強度、弾性回復力などが不足した
り、単位体積当たりまたは単位質量当たりの吸収量が不十分となり、充分な吸水量および
吸水速度を確保できないことがある一方、上記架橋性単量体の使用量が９０質量％を越え
ると、多孔質架橋重合体が脆くなったり吸水倍率が不充分となることがある。
【００６３】
（ｃ）界面活性剤
上記界面活性剤としては、ＨＩＰＥを構成する油相中で水相を乳化し得るものであれば特
に制限はなく、従来公知のノニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、アニオン性界
面活性剤、両性界面活性剤等を使用することができる。
【００６４】
このうち、ノニオン性界面活性剤としては、ノニルフェノールポリエチレンオキサイド付
加物；エチレンオキサイドとプロピレンオキサイドのブロックポリマー；ソルビタンモノ
ラウレート、ソルビタンモノミリスチレート、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタン
モノステアレート、ソルビタントリステアレート、ソルビタンモノオレエート、ソルビタ
ントリオレエート、ソルビタンセスキオレエート、ソルビタンジステアレート等のソルビ
タン脂肪酸エステル；グリセロールモノステアレート、グリセロールモノオレエート、ジ
グリセロールモノオレエート、自己乳化型グリセロールモノステアレート等のグリセリン
脂肪酸エステル；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セチルエー
テル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、
ポリオキシエチレン高級アルコールエーテル等の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ノニルフェニルエーテル等のポリオキシエチレンアルキルアリールエ
ーテル； ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート、ポリオキシエチレンソルビタ
ンモノラウレート、ポリオキシエチレンソルビタンモノパルミテート、ポリオキシエチレ
ンソルビタンモノステアレート、ポリオキシエチレンソルビタントリステアレート、ポリ
オキシエチレンソルビタンモノオレエート、ポリオキシエチレンソルビタントリオレエー
ト等のポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル；テトラオレイン酸ポリオキシエチ
レンソルビット等のポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル；ポリエチレングリ
コールモノラウレート、ポリエチレングリコールモノステアレート、ポリエチレングリコ
ールジステアレート、ポリエチレングリコールモノオレエート等のポリオキシエチレン脂
肪酸エステル；ポリオキシエチレンアルキルアミン；ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油；
アルキルアルカノールアミド等があり、特にＨＬＢが１０以下、好ましくは２～６のもの
が好ましい。これらのうち２種以上のノニオン性界面活性剤を併用してもよく、併用によ
りＨＩＰＥの安定性が改良される場合がある。
【００６５】
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カチオン性界面活性剤としては、ステアリルトリメチルアンモニウムクロライド、ジタウ
ロジメチルアンモニウムメチルサルフェート、セチルトリメチルアンモニウムクロライド
、ジステアリルジメチルアンモニウムクロライド、アルキルベンジルジメチルアンモニウ
ムクロライド等の第四級アンモニウム塩；ココナットアミンアセテート、ステアリルアミ
ンアセテート等のアルキルアミン塩；ラウリルトリメチルアンモニウムクロライド、ラウ
リルベタイン、ステアリルベタイン、ラウリルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダ
ゾリニウムベタイン等のアルキルベタイン；ラウリルジメチルアミンオキサイド等のアミ
ンオキサイドがある。カチオン性界面活性剤を用いることにより、得られる多孔質架橋重
合体を吸水材等に利用する場合に優れた抗菌性等を付与することもできる。
【００６６】
アニオン界面活性剤としては、アニオン部と油溶性部とを有するものが好ましく使用でき
、例えば、ナトリウムドデシルサルフェート、カリウムドデシルサルフェート、アンモニ
ウムアルキルサルフェート等の如きアルキルサルフェート塩；ナトリウムドデシルポリグ
リコールエーテルサルフェート；ナトリウムスルホリシノエート；スルホン化パラフィン
塩等の如きアルキルスルホネート；ナトリウムドデシルベンゼンスルホネート、アルカリ
フェノールヒドロキシエチレンのアルカリ金属サルフェート等の如きアルキルスルホネー
ト；高アルキルナフタレンスルホン酸塩；ナフタレンスルホン酸ホルマリン縮合物、ナト
リウムラウレート、トリエタノールアミンオレエート、トリエタノールアミンアヒエート
等の如き脂肪酸塩；ポリオキシアルキルエーテル硫酸エステル塩；ポリオキシエチレンカ
ルボン酸エステル硫酸エステル塩、ポリオキシエチレンフェニルエーテル硫酸エステル塩
；コハク酸ジアルキルエステルスルホン酸塩；ポリオキシエチレンアルキルアリールサル
フェート塩等の如き二重結合を持った反応性アニオン乳化剤等が使用できる。アニオン性
界面活性剤にカチオン性界面活性剤を併用してＨＩＰＥを調製することができる。
【００６７】
なお、ノニオン性界面活性剤とカチオン性界面活性剤を併用するとＨＩＰＥの安定性が改
良される場合がある。
【００６８】
上記界面活性剤の使用量は、重合性単量体と架橋性単量体からなる単量体成分全体の質量
１００質量部に対し、１～３０質量部であることが好ましく、より好ましくは３～１５質
量部である。界面活性剤の使用量が１質量部未満の場合には、ＨＩＰＥの高分散性が不安
定化することがあったり、界面活性剤本来の作用効果が充分に発現できないことがある。
一方、上記界面活性剤の使用量が３０質量部を超える場合には、得られる多孔質架橋重合
体が脆くなり過ぎることがあり、これを超える添加に見合うさらなる効果が期待できず、
不経済である。
【００６９】
（ｄ）水
上記水は、水道水、純水、イオン交換水の他、廃水の再利用を図るべく、多孔質架橋重合
体を製造して得た廃水をそのまま、または所定の処理を行ったものを使用することができ
る。
【００７０】
上記水の使用量は、連続気泡を有する多孔質架橋重合体の使用目的（例えば、吸水材、吸
油材、防音材、フィルターなど）等によって適宜選択することができる。すなわち、水の
使用量は、ＨＩＰＥの水相／油相（Ｗ／Ｏ）比を変化させることによって多孔質架橋重合
体の空孔比率が決定されることから、用途、目的に合致する空孔比率になるようにＷ／Ｏ
比を選択すれば、自ずと決定される。
【００７１】
（ｅ）重合開始剤
本発明の目的である非常に短時間でのＨＩＰＥの重合を達成するためには、重合開始剤を
用いることが好ましい。該重合開始剤としては、逆相乳化重合で使用できるものであれば
よく、水溶性、油溶性の何れも使用することができる。
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【００７２】
このうち、水溶性重合開始剤としては、例えば、２，２’－アゾビス（２－アミジノプロ
パン）二塩酸塩等のアゾ化合物；過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウ
ム等の過硫酸塩；過酢酸カリウム、過酢酸ナトリウム、過炭酸カリウム、過炭酸ナトリウ
ム等の過酸化物等が挙げられる。
【００７３】
油溶性重合開始剤としては、例えば、クメンヒドロパーオキサイド、ｔ－ブチルヒドロペ
ルオキシド、ｔ－ブチルペルオキシ－２－エチルヘキサノエート、ジ－ｔ－ブチルパーオ
キサイド、ジイソプロピルベンゼンヒドロペルオキシド、ｐ－メンタンヒドロペルオキシ
ド、１，１，３，３－テトラメチルブチルヒドロペルオキシド、２，５－ジメチルヘキサ
ン－２，５－ジヒドロペルオキシド、ベンゾイルペルオキシド、メチルエチルケトンペル
オキシドなどの過酸化物などが挙げられる。これら重合開始剤は、単独で用いてもよく、
また、２種類以上を併用してもよい。１０時間で濃度が半分になるときの温度である１０
時間半減期温度の異なる２種以上の重合開始剤を併用する事が好ましい。当然のことなが
ら、水溶性重合開始剤と油溶性重合開始剤とを併用してもよいことはいうまでもない。
【００７４】
上記逆相乳化重合で使用できる重合開始剤の使用量は、上記単量体成分および重合開始剤
の組み合わせにもよるが、重合性単量体と架橋性単量体からなる単量体成分全体の質量１
００質量部に対し、０．０５～２５質量部の範囲であることが好ましく、より好ましくは
１．０～１０質量部である。上記重合開始剤の使用量が０．０５質量部未満の場合には、
未反応の単量体成分が多くなり、従って、得られる多孔質架橋重合体中の残存単量体量が
増加するので好ましくない。一方、上記重合開始剤の使用量が２５質量部を超える場合に
は、重合の制御が困難となったり、得られる多孔質架橋重合体中の機械的性質が劣化する
ので好ましくない。
【００７５】
さらに、上記重合開始剤と還元剤とを組み合わせてなるレドックス重合開始剤系を使用し
ても良い。この場合、重合開始剤としては、水溶性、油溶性の何れも使用することができ
、水溶性レドックス重合開始剤系と油溶性レドックス重合開始剤系とを併用してもよい。
【００７６】
上記還元剤のうち、水溶性還元剤としては、例えば、亜硫酸水素ナトリウム、亜硫酸水素
カリウム、チオ硫酸ナトリウム、チオ硫酸カリウム、Ｌ－アスコルビン酸、第１鉄塩、ホ
ルムアルデヒドナトリウムスルホキシレート、グルコース、デキストロース、トリエタノ
ールアミン、ジエタノールアミン等が挙げられる。また、油溶性還元剤としては、例えば
、ジメチルアニリン、オクチル酸スズ、ナフテン酸コバルト等が挙げられる。これらレド
ックス重合開始剤系の還元剤は、単独で用いてもよく、また、２種類以上を併用してもよ
い。
【００７７】
上記レドックス重合開始剤系の場合の還元剤の含有比率（質量比）は、重合開始剤（酸化
剤）／還元剤＝１／０．０１～１／１０、好ましくは１／０．２～１／５程度である。
【００７８】
なお、上記重合開始剤（レドックス重合開始剤系を含む）は、少なくともＨＩＰＥの重合
時に存在していればよく、後述するように、▲１▼油相および／または水相中に予め添加
してＨＩＰＥを成形しても良いほか、▲２▼ＨＩＰＥを成形させると同時に、または▲３
▼成形させた後に、添加しても良い。また、レドックス重合開始剤系の場合には、重合開
始剤（酸化剤）と還元剤を別々のタイミングで添加させても良い。
【００７９】
（ｆ）塩類
上記塩類としては、ＨＩＰＥの安定性を改良するために必要であれば使用してもよい。
【００８０】
上記塩類としては、具体的には、塩化カルシウム、硫酸ナトリウム、塩化ナトリウム、硫
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酸マグネシウムなどのアルカリ金属、アルカリ土類金属のハロゲン化物、硫酸塩、硝酸塩
などの水溶性塩が挙げられる。これらの塩類は、単独で用いてもよく、また、２種類以上
を併用してもよい。これらの塩類は、水相中に添加することが好ましい。なかでも、重合
時のＨＩＰＥの安定性の観点から多価金属塩が好ましい。
【００８１】
この様な塩類の使用量は、水１００質量部に対し、０．１～２０質量部とすることが好ま
しく、より好ましくは０．５～１０質量部である。塩類の使用量が２０質量部を超える場
合には、ＨＩＰＥから搾り出された廃水中に多量の塩類を含むことになり、廃水を処理す
るコストがかさみ、これを超える添加に見合うさらなる効果も期待できず不経済である。
塩類の使用量が０．１質量部未満の場合には、塩類の添加による作用効果が十分に発現で
きないおそれがある。
【００８２】
（ｇ）その他添加剤
さらに、他の各種添加剤をこれらが有する性能・機能を付加することにより、製造条件や
得られるＨＩＰＥ特性や多孔質架橋重合体の性能の向上につながるものであれば適当に使
用しても良く、例えば、ｐＨ調整のために、塩基および／または緩衝剤を加えても良い。
これらの他の添加剤の使用量については、それぞれの添加の目的に見合うだけの性能・機
能、さらには経済性を十分に発揮できる範囲内で添加すればよい。このような添加剤とし
ては、活性炭、無機粉末、有機粉末、金属粉末、消臭剤、抗菌剤、防かび剤、香料、各種
高分子などが例示できる。
【００８３】
（２）ＨＩＰＥの調製法
本発明に用いることのできるＨＩＰＥの調製法については、特に制限されるものではなく
、従来既知のＨＩＰＥの調製法を適宜利用することができる。以下にその代表的な調製法
につき、具体的に説明する。
【００８４】
まず、それぞれ上記に規定する使用量にて、重合性単量体、架橋性単量体および界面活性
剤、さらに必要に応じて添加し得る油溶性重合開始剤（油溶性レドックス重合開始剤系を
含む）、その他の添加剤からなる油相を構成する成分を所定温度で撹拌し均一の油相を調
製する。
【００８５】
一方、それぞれ上記に規定する使用量にて、水に、さらに必要に応じて添加し得る水溶性
重合開始剤（水溶性レドックス重合開始剤系を含む）、塩類、その他の添加剤からなる水
相を構成する成分を加えながら撹拌し、３０～９５℃の所定温度に加温して均一の水相を
調製する。
【００８６】
次に、上記により調製された、単量体成分、界面活性剤などの混合物である油相と、水、
水溶性塩などの混合物である水相とを合一し、以下に説明するＨＩＰＥの成形温度（乳化
温度）にて、効率良く混合撹拌して適度のせん断力をかけ、乳化することによってＨＩＰ
Ｅを安定に調製することができる。特に、ＨＩＰＥを安定に調製するための水相と油相の
撹拌・混合法としては、油相の撹拌下、油相に水相を数分ないし数十分に亘って連続的に
添加する方法が好ましい。また、水相成分の一部と油相成分とを撹拌・混合してヨーグル
ト状のＨＩＰＥを成形し、その後に残りの水相成分を加えながら撹拌・混合して所望のＨ
ＩＰＥを製造しても良い。
【００８７】
（３）水相／油相（Ｗ／Ｏ）比
こうして得られるＨＩＰＥの水相／油相（Ｗ／Ｏ）比（質量比）は、連続気泡を有する多
孔質架橋重合体の使用目的（例えば、吸水材、吸油材、防音材、フィルターなど）等によ
って適宜選択することができるものであり、特に制限されるものではなく、先に規定した
とおり３／１以上のものであればよいが、好ましくは１０／１～２５０／１、特には１０
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／１～８０／１である。
【００８８】
（４）ＨＩＰＥの製造装置
上記ＨＩＰＥの製造装置としては、特に制限されるものではなく従来公知の製造装置を利
用することができる。例えば、水相と油相とを混合撹拌するために使用する撹拌機（乳化
器）としては、公知の撹拌機、混練機が使用できる。例えば、プロペラ型、櫂型、タービ
ン型などの羽根の撹拌機、ホモミキサー類、ラインミキサー、ピンミルなどが例示でき、
これらの何れでもよい。
【００８９】
（５）ＨＩＰＥの乳化温度
ＨＩＰＥの乳化温度は、通常２０～１１０℃の範囲であり、ＨＩＰＥの安定性の点からは
、好ましくは３０～１０５℃の範囲、より好ましくは４０～１００℃の範囲である。ＨＩ
ＰＥの乳化温度が２０℃未満の場合には、重合温度によっては加熱に長持間を有する場合
があり、一方、ＨＩＰＥの乳化温度が１００℃を超える場合には、成形したＨＩＰＥの安
定性に劣る場合がある。なお、油相および／または水相の温度を予め所定の乳化温度に調
整しておいて撹拌・混合して乳化し、所望のＨＩＰＥを成形することが望ましい。ただし
、ＨＩＰＥの調製では、水相の分量が多いため、少なくとも水相の温度を所定の乳化温度
に調整しておくことが好ましいといえる。また、乳化中に重合性単量体や架橋性単量体の
重合が開始され、重合体が生成するとＨＩＰＥが不安定になることがある。このためＨＩ
ＰＥ調製時に予め重合開始剤（レドックス重合開始剤系を含む）を含ませる場合は、ＨＩ
ＰＥの乳化温度は、重合開始剤（酸化剤）が実質的に熱分解を起こし、これによってＨＩ
ＰＥの重合が開始されない温度とするのが好ましい。このため、乳化温度は、重合開始剤
（酸化剤）の半減期が１０時間である温度（１０時間半減期温度）よりも低温とすること
がより好ましい。
【００９０】
（６）ＨＩＰＥの成形
調製されたＨＩＰＥは、ＨＩＰＥ中のモノマーを重合する前に所望の形に成形する。本発
明では、成形は、ＨＩＰＥをバッチ法または連続法で供給して行うことができる。ここに
「連続法」とは、得られたＨＩＰＥを連続的に成形装置に供給し、次いでこれらを連続的
に重合装置で重合する場合をいい、「バッチ法」とは、ＨＩＰＥの全量を成形しおよび重
合することをいう。
【００９１】
ＨＩＰＥを連続的に成形および重合する連続法は生産性が高く、連続的に脱水することが
できるため、本発明の製造方法を最も有効に利用できるので好ましい方法である。具体的
には、シート状の多孔質架橋重合体シートの連続製造方法としては、例えば、加熱装置に
よってベルトコンベアーのベルト表面が加温される構造等の、走行するベルト上にＨＩＰ
Ｅを連続的に供給し、ベルトの上で平滑なシート状にＨＩＰＥを成形しつつ重合する方法
である。該コンベアーのエマルション接触面が平滑であればＨＩＰＥを所定厚みでベルト
上に供給することで所望の厚みの連続したシート状物を得ることができる。
【００９２】
また、三次元立体形状の多孔質架橋ポリマーを製造するには、ＨＩＰＥを該形状のメス型
に注入して重合する方法、即ち注型重合を行うこともできる。なお、注型重合は上記のご
とくバッチ法でもよく、型を連続して走行させる連続法でもよい。
【００９３】
なお、ＨＩＰＥは、ＰＥＴなどのフィルムで密封し、ＨＩＰＥ表面が空気に触れないよう
にすることが好ましい。空気接触面は多孔が維持できず、得られた多孔質架橋重合体の吸
水性が劣る場合があるからである。この密封は、ＨＩＰＥの重合が終了したのちに開放す
る。
【００９４】
（７）ＨＩＰＥの重合
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（ａ）重合開始剤の添加の時期
ＨＩＰＥは、重合開始剤の添加と加熱によって重合を開始する。重合開始剤は、▲１▼Ｈ
ＩＰＥを成形させる前の水相および／または油相に重合開始剤を予め添加、混合するか、
▲２▼ＨＩＰＥを成形させると同時に、または▲３▼ＨＩＰＥを成形させた後に重合開始
剤を添加する。▲２▼による場合にも、上記ＨＩＰＥの成形法において説明した▲１▼と
同様に、レドックス重合開始剤系を用いても良い。
【００９５】
この際、重合開始剤または還元剤が油溶性の場合は油相に、水溶性の場合は水相に予め添
加しておく方法が簡便である。また、水相に油溶性重合開始剤（酸化剤）または還元剤の
乳化物を加える方法なども例示できる。また、重合開始剤は、無希釈、または水や有機溶
剤の溶液、あるいは分散体などの形態で使用することができる。ＨＩＰＥを成形させると
同時に、またはＨＩＰＥを成形させた後に添加した場合、添加した重合開始剤は、単量体
成分の不均一な重合を回避するためにＨＩＰＥにすばやく均一に混合することが好ましい
。
【００９６】
重合開始剤を混合したＨＩＰＥは、速やかに重合装置である重合容器あるいは連続重合機
に導入する。ＨＩＰＥを調製する乳化器から重合容器あるいは連続重合機への経路に還元
剤または酸化剤その他の重合開始剤の導入経路を設けてＨＩＰＥに添加し、ラインミキサ
ーで混合するなどの方法が推奨される。
【００９７】
（ｂ）重合温度と重合時間
ＨＩＰＥの重合温度は、通常、常温～１５０℃の範囲である。ＨＩＰＥの安定性、重合速
度の観点から、好ましくは６０～１１０℃の範囲、より好ましくは８０～１１０℃、特に
好ましくは９０～１００℃の範囲である。重合温度が常温未満では、重合に長時間を要し
、工業的生産に好ましくない場合がある。他方、重合温度が１５０℃を越える場合には、
得られる多孔質架橋重合体の孔径が不均一となったり、また多孔質架橋重合体の強度が低
下するため好ましくない場合がある。また、重合温度は、重合中に２段階、さらには多段
階に変更させてもよく、こうした重合の仕方を排除するものではない。
【００９８】
ＨＩＰＥの重合時間は、通常１分～２０時間の範囲である。好ましくは１時間以内、より
好ましくは３０分以内、特に好ましくは１～２０分の範囲である。重合時間が２０時間を
超える場合には、生産性に劣り工業的に好ましくない場合がある。なお、１分未満の場合
には、多孔質架橋重合体の強度が十分でない場合がある。勿論上記より長い重合時間を採
用することを排除するものではない。
【００９９】
なお、重合後は、所定の温度まで、冷却ないし徐冷されるが、特に限定されず、重合され
た多孔質架橋重合体を冷却することなく、後述する脱水やスライス、洗浄、圧縮などの後
処理工程に移行してもよい。また、多孔質架橋重合体の脱水およびスライスが可能な程度
の機械的強度を保持していれば、ＨＩＰＥ中に含まれる重合性単量体の重合が完了してい
る必要はない。この場合には、脱水処理またはスライス後に多孔質架橋重合体を加熱など
することによって重合を完了させることができる。
【０１００】
なお、得られた多孔質架橋重合体を、脱水前に所望の厚さにスライスする場合には、従来
公知の多孔質架橋重合体をスライスするための機器をそのまま使用することができる。一
般的には、ガイドに挟まれた鋸刃を回転させることによって脱水後の多孔質架橋重合体を
スライスするが、鋸刃の運動が回転運動によらず、前後、左右、上下運動によるものであ
ってもよく、ガイドが存在しなくてもよい。
【０１０１】
（ｃ）重合装置
本発明に用いることのできる重合装置は、特に制限されるものではなく、例えば、温度調
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整装置を備えたベルトコンベア方式の連続重合機、連続式注型重合機などを使用できる。
ＨＩＰＥの成形の項で記載したように、ＨＩＰＥを連続的に成形および重合する連続法で
は、加熱装置によってベルトコンベアーのベルト表面が加温される構造等の、走行するベ
ルト上にＨＩＰＥを連続的に供給し、ベルトの上で平滑なシート状にＨＩＰＥを形成しつ
つ重合する装置などがある。もちろん、バッチ式重合槽やバッチ式注型重合機を用いるこ
ともできる。
【０１０２】
バッチ式でＨＩＰＥを重合する場合には、例えばＨＩＰＥを円柱状の重合容器に投入し、
該重合容器を外部から加熱する。但し、シート状の多孔質架橋重合体を得るためには、上
記したように該円柱状の多孔質架橋重合体を従来公知のピーリングマシンで所定厚にスラ
イスして、予め長尺のシート状物を得ておく。
【０１０３】
（ｄ）多孔質架橋重合体
本発明において、脱水する多孔質架橋重合体の厚さは、好ましくは１００ｍｍ以下であり
、より好ましくは０．５～５０ｍｍ、特には０．５～３０ｍｍである。上記のごとく、こ
の範囲であれば、シート中央まで均一に、かつ極めて低値にまで到達含水率を下げること
ができるからである。したがって、バッチ式でＨＩＰＥを重合して多孔質架橋重合体を製
造した場合にも、ピーリングマシンで厚さ０．５～１００ｍｍにスライスしておく。
【０１０４】
また、得られた該多孔質架橋重合体は、一般に含水量が３００～２５００ｗ／ｗ％である
。
【０１０５】
［ＩＩＩ］多孔質架橋重合体シートの他の処理
本発明の多孔質架橋重合体シートは、上記方法によって脱水して得られたシートであるが
、必要に応じてその前後で他の処理を行うこともできる。このような処理としては、圧縮
処理、洗浄処理、乾燥処理、その他所定の特性を付与させるための含浸処理や細切処理な
どがある。これらは、目的に応じて多孔質架橋重合体を調製した後のどの段階でも行うこ
とができる。
【０１０６】
（ａ）洗浄処理
多孔質架橋重合体シートの表面状態を改良するなどの目的で、多孔質架橋重合体を純水や
任意の添加剤を含む水溶液、溶剤で洗浄してもよい。また、洗浄後の多孔質架橋重合体シ
ートを脱水する場合には、上記脱水方法によって脱水することができる。この際の含水率
は、目的に応じて任意に好ましい含水率を選択することができる。
【０１０７】
（ｂ）乾燥処理
本発明で製造した多孔質架橋重合体シートは、必要であれば、熱風、マイクロ波などで加
熱乾燥してもよく、また加湿して水分を調整してもよい。
【０１０８】
（ｃ）含浸加工処理
洗浄剤、芳香剤、消臭剤、抗菌剤などの添加剤を含浸加工して機能性を付与することもで
きる。
【０１０９】
（ｄ）圧縮処理
本発明の多孔質架橋重合体シートは、元の厚みの数分の１に圧縮した形態にすることがで
きる。圧縮したシート状などの形態は、元の多孔質架橋重合体に比べて容積が小さく、輸
送や貯蔵のコストを低減できる。圧縮形態の多孔質架橋重合体は、多量の水に接すると吸
水して元の厚みに戻る性質があり、吸水速度は元の厚みのものより速くなる特徴がある。
【０１１０】
圧縮形態にするには、均一に多孔質架橋重合体全体に圧力が加わり、一様に圧縮し得るよ
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うに、多孔質架橋重合体の形態に応じた圧縮手段を用いればよい。特にシート状の多孔質
架橋重合体では、スライス後に所定の間隔に調整したロールやベルト間を通せばよい。こ
の圧縮工程で、多孔質架橋重合体を圧縮する時の温度は、多孔質架橋重合体のガラス転移
温度より高い温度で行うのが好ましい。当該温度が重合体のガラス転移温度より低いと多
孔質構造が破壊されたり、孔径が変化することがある。なお、輸送や在庫スペースの節約
、取り扱いやすさの点から、元の厚みの１／２以下に圧縮するのが効果的である。より好
ましくは元の厚みの１／４以下に圧縮するのがよい。なお、脱水工程終了後のシート厚み
が、所定範囲内にあれば、改めて圧縮工程を設ける必要はない。
【０１１１】
【実施例】
以下、本発明の実施例により具体的に説明する。
【０１１２】
（製造例１）
０．１デニールのポリエステル極細繊維２００質量部を多次元的に絡合した不織布の空隙
部にポリウレタン１００質量部を多孔質構造で充填して、吸液力が２．３の繊維質シート
を得た。これをディスク状に打ち抜き、吸引機構を有する金属製の軸に多数重畳し、５０
ｋｇ／ｃｍ2の圧力を加えてロール末端を固定し、次いでロール表面を研磨して吸引機構
を有する不織布ロールを調製した。これを脱水装置に配設した。
【０１１３】
（製造例２）
１デニールのポリエステル繊維１００質量部と５デニールのポリエステル繊維１００質量
部の混合物を多次元的に絡合した吸液力が５．５の繊維質シートを得た。これをディスク
状に打ち抜き、吸引機構を有する金属製の軸に多数重畳し、５０ｋｇ／ｃｍ2の圧力を加
えてロール末端を固定し、次いでロール表面を研磨して吸引機構を有する不織布ロールを
調製した。これを脱水装置に配設した。
【０１１４】
（製造例３）
１デニールのポリエチレンテレフタレート繊維１００質量部と５デニールのポリエチレン
テレフタレート繊維１００質量部の混合物を多次元的に絡合した吸液力が６．０の繊維質
シートを得た。これを吸引機構を有する金属製の軸表面に巻き付けて吸引機構を有する不
織布ロールを調製した。これを脱水装置に配設した。
【０１１５】
（実施例１）
２－エチルヘキシルアクリレート５．０質量部、５５％ジビニルベンゼン３．０質量部の
混合物にジグリセリンモノオレエート０．４質量部を添加し均一に溶解し油相を調整した
。一方、塩化カルシウム８．０質量部と過硫酸カリウム０．２質量部を純水３６９．８質
量部に溶解し水相を調整した後６５℃に加温した。油相と水相を１／４５の比率で動的混
合装置内に連続的に供給して混合・乳化し、ＨＩＰＥを作成した。このＨＩＰＥを重合槽
に注入した後、重合温度６５℃、重合時間１６時間で重合して形状形成されて多孔質架橋
重合体を得た。この重合体を重合槽から取り出し、厚み５ｍｍにスライスした。これを表
１に示す条件で脱水した。結果を表１に示す。
【０１１６】
なお、表１において、不織布の項における種類は、Ａが製造例１で得たもの、Ｂが製造例
２で得たもの、Ｃが製造例３で得たものである。また、Ｄは、金属ロールにゴムシートを
巻き付けたロールを対設（吸引機構なし）したものであり、Ｅは対設したステンレスロー
ルの下ロール部にサクションボックスを併設したものである。
【０１１７】
（実施例２～４、比較例１～３）
実施例１で得た多孔質架橋重合体について、表１に示す条件で脱水を行った。結果を表１
に示す。
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【０１１８】
この結果、脱水ロールに不織布を用いたものは、いずれも到達含水率が低く良好な結果と
なった。また、比較例２，３においては、対設したステンレスロールの下ロール部にサク
ションボックスを併設したロール（Ｅ）を用いて、本数を増やし、更に絞り込んだが、到
達含水率はほとんど変化しなかった。
【０１１９】
【表１】

【０１２０】
(実施例５）
２－エチルヘキシルアクリレート５．０質量部、５５％ジビニルベンゼン３．０質量部の
混合物にジグリセリンモノオレエート０．４質量部を添加し均一に溶解し油相を調整した
。一方、塩化カルシウム８．０質量部と過硫酸カリウム０．２質量部を純水２８５．８質
量部に溶解し水相を調整した後６５℃に加温した。油相と水相を１／３５の比率で動的混
合装置内に連続的に供給して混合・乳化し、ＨＩＰＥを作成した。
【０１２１】
このＨＩＰＥをエンドレススチールベルトと上下のＰＥＴフィルムからなる連続重合装置
により重合温度９５℃、重合時間１０分、重合速度７ｍ／分で、厚み３５ｍｍに形状を形
成させた後、上下のＰＥＴフィルムを巻き取った。表２の条件で脱水した結果を表２に示
す。なお、表２におけるロールの種類は、表１と同じである。
【０１２２】
（実施例６～８、比較例４、５）
実施例５で得た多孔質架橋重合体について、表２に示す条件で脱水を行った。結果を表２
に示す。
【０１２３】
この結果、不織布ロールを使用した実施例５～８のものは効率よく脱水できた。これに対
し、不織布ロールを使用しない比較例４，５では、必要とするロール数が多く、到達含水
率も低かった。
【０１２４】
【表２】
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【０１２５】
（実施例９、１０、比較例６）
２－エチルヘキシルアクリレート５．０質量部、５５％ジビニルベンゼン３．０質量部の
混合物にジグリセリンモノオレエート０．４質量部を添加し均一に溶解し油相を調整した
。一方、塩化カルシウム８．０質量部と過硫酸カリウム０．２質量部を純水４５３．８質
量部に溶解し水相を調整した後６５℃に加温した。Ｗ／Ｏ比を６５／１として動的混合装
置内に連続的に供給して混合・乳化し、ＨＩＰＥを作成した。
【０１２６】
このＨＩＰＥをエンドレススチールベルトと上下のＰＥＴフィルムからなる連続重合装置
により重合温度９５℃、重合時間１０分、重合速度１５ｍ／分で、厚み１０ｍｍに形状に
形成させた後、上下のＰＥＴフィルムを巻き取り、表３に示した各種脱水ロールで徐々に
絞り到達含水率を比較した。結果を表３に示す。なお、表３におけるロールの種類は、表
１と同じである。
【０１２７】
Ｗ／Ｏ比の高い、非常につぶれ易く弱い多孔質架橋重合体を脱水する場合には、多孔質架
橋重合体と脱水ロールとの間にメッシュベルトを介さずに絞ると、多孔質架橋重合体の割
れ、壊れを防ぐために徐々に絞り込む必要が生じ、必要ロール本数も多くなり、絞りライ
ン速度も速くできなかった。多孔質架橋重合体と脱水ロールの間にメッシュベルトを介し
たものは、効率よく絞ることができ、割れや壊れを生じることなく、到達脱水率も低く良
好な結果となった。
【０１２８】
【表３】

【０１２９】
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（実施例１１～１３、比較例７、８）
２－エチルヘキシルアクリレート５．０質量部、５５％ジビニルベンゼン３．０質量部の
混合物にジグリセリンモノオレエート０．４質量部を添加し均一に溶解し油相を調整した
。一方、塩化カルシウム８．０質量部と過硫酸カリウム０．２質量部を純水３６９．８質
量部に溶解し水相を調整した後６５℃に加温した。油相と水相を１／４５の比率で動的混
合装置内に連続的に供給して混合・乳化し、ＨＩＰＥを作成した。このＨＩＰＥをエンド
レススチールベルトと上下のＰＥＴフィルムからなる連続重合装置により重合温度９５℃
、重合時間１０分、重合速度１０ｍ／分で、厚み１０ｍｍに形状を形成させた後、上下の
ＰＥＴフィルムを巻き取り、表４に示した各種脱水ロールで絞った。結果を表４に示す。
なお、表４におけるロールの種類は、表１と同じである。また、耐久性評価は、○は、連
続運転による脱水能力の低下は認められなかった、△は、連続運転により脱水効率がやや
低下し、逆洗浄を必要とした、×は、連続運転により目詰まりを生じた、である。
【０１３０】
この結果、予備絞りと不織布ロールの組み合わせは、到達含水率も低くなり、不織布ロー
ルの耐久性も優れるものであった。
【０１３１】
【表４】

【０１３２】
(実施例１４～１６、比較例９)
２－エチルヘキシルアクリレート５．０質量部、５５％ジビニルベンゼン３．０質量部の
混合物にジグリセリンモノオレエート０．４質量部を添加し均一に溶解し油相を調整した
。一方、塩化カルシウム８．０質量部と過硫酸カリウム０．２質量部を純水４１１．８質
量部に溶解し水相を調整した後６５℃に加温した。Ｗ／Ｏ比を５５／１として動的混合装
置内に連続的に供給して混合・乳化し、ＨＩＰＥを作成した。このＨＩＰＥをエンドレス
スチールベルトと上下のＰＥＴフィルムからなる連続重合装置により重合温度９５℃、重
合時間１０分、重合速度１０ｍ／分で、厚み２５ｍｍに形状形成させた後、上下のＰＥＴ
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フィルムを巻き取り、表５に示した各種脱水ロールで絞った。結果を表５に示す。なお、
表５におけるロールの種類は、表１と同じであり、耐久性評価は、表４と同じである。こ
の結果、予備絞りと不織布ロールの組み合わせは、到達含水率も低くなり、不織布ロール
の耐久性も優れるものであった。
【０１３３】
【表５】

【０１３４】
【発明の効果】
本発明によれば、吸引機構を有する不織布ロールを使用することで、多孔質架橋重合体を
、極めて低い含水率にまで脱水することができる。従来の方法でこの含水率を得ようとす
れば、ロール線圧を高くする必要があり、多孔質架橋重合体を破損させることが一般的で
あった。しかしながら、本発明では、特に多孔質架橋重合体の厚さを特定したことで、極
めて効率的に、しかも、シートの中央まで十分に脱水することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　多孔質架橋重合体を脱水した場合の、含水量と多孔質架橋重合体の体積との関
係を示す図である。
【図２】　図１は、本発明の多孔質架橋重合体の製造方法における、好適な連続重合装置
の代表的な一実施態様を表す概略側面図である。
【図３】　ディスク状に切断した不織布を用いて吸引機構を有する不織布ロールを製造す
る概略図である。
【図４】　エンドレスメッシュベルトの使用方法を示す図である。
【符号の説明】
１…ロール本体、２…細孔、３…フランジ、４…ディスク状の不織布、
５…エンドレスメッシュベルト、
１０１…ＨＩＰＥ、１０２…多孔質架橋重合体、１１９…ＨＩＰＥ供給装置部、
２０１…エンドレスベルト式のコンベア（駆動搬送装置付き）、
２０３，２０５…シート材、２０７，２０８…巻出ローラー、
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２０９，２１１…回転ローラー、２１２，２１３…巻取ローラー、
２１５…重合炉、２１７…加熱昇温手段、２１９…温水シャワー、
３０１…吸引機構を有する不織布ロール、３０２…搬送用コンベア、
３０３…脱水装置、４０２…バンドナイフ、４０１…スライサー、
４０３、４０５…搬送用コンベア。

【図１】 【図２】
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