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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸基の少なくとも一部が中和されていることがある酸基含有不飽和モノマーを必須とす
るモノマー成分を含むモノマー溶液を重合開始剤の存在下で連続的に重合させて吸水性樹
脂を製造する方法において、
　前記モノマー溶液は、６０～１１０℃の温度で重合系に供給することとし、かつ、重合
系に供給するまでの間、その溶存酸素量を１ｍｇ／Ｌ以上として、前記モノマー成分の重
合を前記の溶存酸素により抑制し、
　前記重合開始剤は、これを含む溶液の供給配管を前記モノマー溶液の供給配管に合流さ
せることにより前記モノマー溶液に連続的に供給するようにする、
ことを特徴とする、吸水性樹脂の製造方法。
【請求項２】
　酸基の少なくとも一部が中和されていることがある酸基含有不飽和モノマーを必須とす
るモノマー成分を含むモノマー溶液を重合開始剤の存在下で連続的に重合させて吸水性樹
脂を製造する方法において、
　前記モノマー溶液は、６０～１１０℃の温度で重合系に供給することとし、かつ、重合
系に供給したときには、前記モノマー溶液中の溶存酸素を脱気して脱気後の前記モノマー
溶液中の溶存酸素量を６ｍｇ／Ｌ未満となるようにし、前記モノマー成分の重合を可能と
させ、
　前記重合開始剤は、これを含む溶液の供給配管を前記モノマー溶液の供給配管に合流さ
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せることにより前記モノマー溶液に連続的に供給するようにする、
ことを特徴とする、吸水性樹脂の製造方法。
【請求項３】
　酸基の少なくとも一部が中和されていることがある酸基含有不飽和モノマーを必須とす
るモノマー成分を含むモノマー溶液を重合開始剤の存在下で連続的に重合させて吸水性樹
脂を製造する方法において、
　前記モノマー溶液は、６０～１１０℃の温度で重合系に供給することとし、かつ、　前
記モノマー溶液を重合系に供給するまでの間、前記モノマー溶液中の溶存酸素量を１ｍｇ
／Ｌ以上とし、
　前記モノマー溶液を重合系に供給したときには、前記モノマー溶液中の溶存酸素量を６
ｍｇ／Ｌ未満とし、
　前記重合開始剤は、これを含む溶液の供給配管を前記モノマー溶液の供給配管に合流さ
せることにより前記モノマー溶液に連続的に供給するようにする、
ことを特徴とする、吸水性樹脂の製造方法。
【請求項４】
　前記中和は、酸基含有不飽和モノマーを必須とするモノマー成分の供給配管にアルカリ
成分の供給配管を合流させることにより連続的に行うようになっている、請求項１から３
までのいずれかに記載の吸水性樹脂の製造方法。
【請求項５】
　前記溶存酸素の少なくとも一部が前記モノマー溶液中に気体として分散している状態で
ある、請求項１から４までのいずれかに記載の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、吸水性樹脂の製造方法に関する。詳しくは、酸基含有不飽和モノマーおよび
／またはその中和物（中和塩）を必須のモノマー成分として用いる吸水性樹脂の製造方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　吸水性樹脂は、体液（尿や血液など）等を吸収させることを目的とする紙オムツ、生理
用ナプキンおよび成人用失禁パット等の衛生材料や、土壌用保水剤などの用途において、
主要な構成材料として幅広く利用されており、大量に生産され、消費されている。
　このような吸水性樹脂としては、例えば、アクリル酸等の酸基含有不飽和モノマーおよ
び／またはその中和物（中和塩）を必須のモノマー成分として用い、このモノマー成分を
含む溶液を重合させて得られるもの（モノマー成分を重合させて得られるもの）が知られ
ている。
　従来、これら吸水性樹脂を製造する方法としては、水溶液重合等の技術がよく知られて
おり、例えば、親水性単量体を含む水溶液を、撹拌下、重合ゲルを砕断しながら重合する
方法（例えば、特許文献１参照。）や、単量体を含む水溶液を静置重合する方法（例えば
、特許文献２～６参照。）等を挙げることができる。特に、連続的に重合ゲルを砕断しな
がら重合する場合には、連続式ニーダー等の中に単量体水溶液を連続的に供給しながら重
合反応を行う方法などが採用でき、また、連続的に静置重合する場合には、エンドレスベ
ルト等の上に単量体水溶液を連続的に供給しながら重合反応を行う方法などが採用できる
。
【０００３】
　このような連続的に吸水性樹脂を製造する方法では、一般的に、所定のモノマー溶液を
溶存酸素が十分に除去された状態で重合装置等の実際に重合反応を行う系に連続的に供給
しながらモノマー成分の重合を行う（例えば、特許文献７参照。）。この供給段階におい
ては、以下のような問題点が認められる。
　すなわち、例えば、周辺温度の上昇やモノマー成分の中和反応時の中和熱や水和熱等に
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よりモノマー溶液の液温が重合反応が開始し得る温度に到達した場合、高濃度のモノマー
溶液を供給する場合、モノマー溶液に重合開始剤が添加された場合、モノマー溶液の供給
に長時間を要する場合あるいはモノマー溶液の一部が配管内で滞留する場合などでは、重
合系に到達するまでに供給用の配管内や装置内部で一部重合反応が進行してしまい製品品
質の低下および不均一性等を招くという問題が生じることとなる。また、生成した重合物
が上記配管や装置の内部で付着成長し供給ラインが閉塞してしまうという問題も生じる。
特に、高濃度あるいは高温のモノマー溶液に重合開始剤を混合した上で重合系に供給する
場合にあっては、誘導期間が短く重合反応も速く進むため、より一層困難を極める。
【０００４】
　上記問題を直接的かつより簡便に解決する手段としては、モノマー溶液の供給段階にお
いて、従来公知の各種重合禁止剤を、この段階での重合を十分に抑制できる量で添加して
おく方法が挙げられる。
【特許文献１】特開昭５７－３４１０１号公報
【特許文献２】特開昭６２－１５６１０２号公報
【特許文献３】特開平１－１２６３１０号公報
【特許文献４】特開平３－１７４４１４号公報
【特許文献５】特開平４－１７５３１９号公報
【特許文献６】特開平４－２３６２０３号公報
【特許文献７】特開平１１－１９９６０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、連続的な供給に伴い、上記各場合に応じて十分に重合を抑制するために
は、過剰量またはそれに近い量の重合禁止剤を投入し続ける必要があり、添加剤コスト面
等の経済性などに非常に劣ることとなる。
　またさらに、上述のごときモノマー溶液が重合系に供給された後においては、重合禁止
剤の過剰存在下で重合反応を進めざるを得ないため、その分、重合反応の開始および進行
に必要なエネルギーもより多く供与する必要が生じ、エネルギーコストや設備コスト面等
の経済性ひいては吸水性樹脂の生産性に至るまで極めて非効率となるばかりか、吸水性樹
脂の物性低下や着色等の問題もあった。
【０００６】
　そこで、本発明の解決しようとする課題は、モノマー溶液を連続的に重合系に供給して
重合させ吸水性樹脂を得るにあたり、その供給段階における重合物生成および供給ライン
の閉塞を経済的かつ十分に抑制・防止すること、および／または、その供給後の重合反応
を経済的かつ生産性よく極めて効率的に行うことができる、吸水性樹脂の製造方法を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は、上記課題を解決するため鋭意検討を行った。その過程において、モノマー
溶液中の溶存酸素が、該溶液中のモノマー成分の重合を十分に抑制し得る効果（以下、重
合抑制作用と言う。）を有することに着目した。この知見を利用して、吸水性樹脂製造の
所定の段階で上記溶存酸素量を適宜制御・管理することにより、重合抑制作用を発揮させ
るか、あるいは、解除すればよいことを見出した。
　具体的には、モノマー溶液を重合系に供給する（モノマー溶液が重合系に到達する）ま
での間においては、少なくとも溶存酸素の前記効果を利用して重合抑制作用が発揮させる
ようにし、一方、モノマー溶液を重合系に供給したとき（供給した時点あるいはその後）
には、モノマー溶液中の溶存酸素を脱気する（すなわち、溶存状態から非溶存状態にして
溶液中から放散させて除く）ことを引き金にして重合抑制作用を解除し、モノマー成分の
重合を可能とさせるようにすれば、上記課題を一挙に解決し得ることを見出し、それを確
認して、本発明を完成するに至った。
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【０００８】
　したがって、本発明にかかる吸水性樹脂の製造方法は、酸基の少なくとも一部が中和さ
れていることがある酸基含有不飽和モノマーを必須とするモノマー成分を含むモノマー溶
液を重合開始剤の存在下で連続的に重合させて吸水性樹脂を製造する方法において、前記
モノマー溶液は、６０～１１０℃の温度で重合系に供給することとし、かつ、重合系に供
給するまでの間、その溶存酸素量を１ｍｇ／Ｌ以上として、前記モノマー成分の重合を前
記の溶存酸素により抑制する、ことを特徴とする。
　本発明にかかる吸水性樹脂の製造方法は、また、酸基の少なくとも一部が中和されてい
ることがある酸基含有不飽和モノマーを必須とするモノマー成分を含むモノマー溶液を重
合開始剤の存在下で連続的に重合させて吸水性樹脂を製造する方法において、前記モノマ
ー溶液は、６０～１１０℃の温度で重合系に供給することとし、かつ、重合系に供給した
ときには、前記モノマー溶液中の溶存酸素を脱気して脱気後の前記モノマー溶液中の溶存
酸素量を６ｍｇ／Ｌ未満となるようにし、前記モノマー成分の重合を可能とさせる、こと
を特徴とする。
【０００９】
　本発明にかかる吸水性樹脂の製造方法はまた、酸基の少なくとも一部が中和されている
ことがある酸基含有不飽和モノマーを必須とするモノマー成分を含むモノマー溶液を重合
開始剤の存在下で連続的に重合させて吸水性樹脂を製造する方法において、前記モノマー
溶液は、６０～１１０℃の温度で重合系に供給することとし、かつ、前記モノマー溶液を
重合系に供給するまでの間、前記モノマー溶液中の溶存酸素量を１ｍｇ／Ｌ以上とし、前
記モノマー溶液を重合系に供給したときには、前記モノマー溶液中の溶存酸素量を６ｍｇ
／Ｌ未満とする、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、モノマー溶液を連続的に重合系に供給して重合させ吸水性樹脂を得る
にあたり、その供給段階における重合物生成および供給ラインの閉塞を経済的かつ十分に
抑制・防止すること、および／または、その供給後の重合反応を経済的かつ生産性よく極
めて効率的に行うことができる、吸水性樹脂の製造方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明にかかる吸水性樹脂の製造方法について詳しく説明するが、本発明の範囲
はこれらの説明に拘束されることはなく、以下の例示以外についても、本発明の趣旨を損
なわない範囲で適宜変更実施し得る。
　本発明にかかる吸水性樹脂の製造方法（以下、本発明の方法と称することがある。）は
、酸基の少なくとも一部が中和されていることがある酸基含有不飽和モノマーを必須とす
るモノマー成分を含むモノマー溶液を重合開始剤の存在下で連続的に重合させて（すなわ
ち、上記モノマー成分を重合開始剤の存在下で連続的に重合させて）吸水性樹脂を製造す
る方法において、前記モノマー溶液を重合系に供給するまでの間、前記モノマー成分の重
合は前記モノマー溶液中の溶存酸素により抑制するか、および／または、前記モノマー溶
液を重合系に供給したときには、前記モノマー溶液中の溶存酸素を脱気して前記モノマー
成分の重合を可能とさせるようにしている。
【００１２】
　以下、本発明を実施する上での吸水性樹脂の一般的な製造方法を説明するとともに、本
発明の方法の特徴であるモノマー溶液中の溶存酸素の利用、すなわちモノマー溶液中の溶
存酸素量の制御・管理についても詳細に説明する。
　本発明の方法においては、酸基の少なくとも一部が中和されていることがある酸基含有
不飽和モノマー（以下、単に「酸基含有不飽和モノマーおよび／またはその塩」と言うこ
とがある。）を必須成分とするモノマー成分を用いる。
　上記酸基含有不飽和モノマーとしては、重合により吸水性樹脂の構成要素となり得るも
のであれば特に限定されないが、例えば、（メタ）アクリル酸、マレイン酸、無水マレイ
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ン酸、イタコン酸、ケイ皮酸、ビニルスルホン酸、アリルトルエンスルホン酸、ビニルト
ルエンスルホン酸、スチレンスルホン酸、２－（メタ）アクリルアミド－２－メチルプロ
パンスルホン酸、２－（メタ）アクリロイルエタンスルホン酸、２－（メタ）アクリロイ
ルプロパンスルホン酸および２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリロイルフォスフェート
等のアニオン性不飽和モノマーなどが挙げられる。また、酸基含有不飽和モノマーとして
は、重合後に加水分解を行うことによって酸基を含有することとなるモノマー（例えば、
アクリロニトリルなど）も挙げられるが、好ましくは、重合反応時に酸基を含有する前述
した酸基含有不飽和モノマーである。これら酸基含有不飽和モノマーは単独で用いても、
２種類以上を併用してもよい。なお、本明細書において、「（メタ）」を付した名称につ
いては、「（メタ）」の部分を「メタ」とする名称、および、「（メタ）」の部分を除い
た名称のいずれをも表しているとする。
【００１３】
　酸基が中和されている酸基含有不飽和モノマー（酸基含有不飽和モノマーの中和塩）と
しては、前述した酸基含有不飽和モノマーの酸基がアルカリ成分によって中和されてなる
中和塩（中和物）を挙げることができる。具体的には、例えば、ナトリウム、リチウム、
カリウム、アンモニウムおよびアミン類等の塩、なかでもコスト面等からナトリウム塩が
好ましい。
　本発明の方法において、酸基の少なくとも一部が中和されている酸基含有不飽和モノマ
ーを必須成分とする場合、その中和率は、特に限定はされないが、衛生用品などの人体に
触れる可能性のある用途においては重合後の中和を必要としないことも考慮すると、本発
明で使用する酸基含有不飽和モノマーの有する全酸基に対して、４０～９０モル％が好ま
しく、より好ましくは５０～８０モル％、さらに好ましくは６０～７５モル％である。な
お、本発明において「酸基の少なくとも一部が中和されている」とは、使用する酸基含有
不飽和モノマーの全量において存在する全ての酸基のうちの少なくとも一部が中和されて
いればよいことを意味している。よって、個々の酸基含有不飽和モノマーについて見たと
きに、該モノマーが分子内に有する酸基の一部または全部が中和されていてもよいし、あ
るいは、全く中和されていない場合があってもよく、特に限定はされない。
【００１４】
　酸基含有不飽和モノマーおよび／またはその塩としては、アクリル酸および／またはそ
の塩を必須とすることが好ましい。アクリル酸および／またはその塩を必須とする場合に
おいて併用できるモノマーとしては、併用しても本発明の効果が発揮され得るものであれ
ば特に限定されないが、好ましくは、例えば、メタクリル酸、マレイン酸、無水マレイン
酸、フマール酸、クロトン酸、イタコン酸、ビニルスルホン酸、２－（メタ）アクリルア
ミド－２－メチルプロパンスルホン酸および（メタ）アクリロキシアルカンスルホン酸な
らびにその塩（例えば、アルカリ金属塩やアンモニウム塩等）や、Ｎ－ビニル－２－ピロ
リドン、Ｎ－ビニルアセトアミド、（メタ）アクリルアミド、Ｎ－イソプロピル（メタ）
アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチル（メタ）アクリルアミド、２－ヒドロキシエチル（メ
タ）アクリレート、メトキシポリエチレングリコール（メタ）アクリレート、ポリエチレ
ングリコール（メタ）アクリレート、イソブチレンおよびラウリル（メタ）アクリレート
等の水溶性または疎水性不飽和モノマーなどが挙げられる。これらは１種のみ併用させて
も、２種以上を組み合わせて併用させてもよい。
【００１５】
　酸基含有不飽和モノマーおよび／またはその塩として、アクリル酸および／またはその
塩を必須とする場合、その使用割合は、酸基含有不飽和モノマーおよび／またはその塩の
全モノマー成分に対して７０モル％以上が好ましく、より好ましくは８０モル％以上、さ
らに好ましくは９０モル％以上、特に好ましくは９５モル％以上である。このような使用
割合で用いることにより、得られる吸水性樹脂の吸収性能がより一層向上すると共に、吸
水性樹脂をより一層安価に得ることができる。
　本発明の方法で用い得るモノマー成分としては、上記酸基含有不飽和モノマーおよび／
またはその塩以外にも、他のモノマーを併用することができる。他のモノマーとしては、



(6) JP 4754169 B2 2011.8.24

10

20

30

40

50

併用しても本発明の効果が発揮され得るものであれば特に限定はされない。
【００１６】
　本発明の方法においては、必須成分としている酸基含有不飽和モノマーおよび／または
その塩の使用割合は、モノマー成分の全使用量に対して、８０モル％以上が好ましく、よ
り好ましくは９０モル％以上、さらに好ましくは９５モル％以上、特に好ましくは１００
モル％である。上記使用割合で用いることにより、吸収特性向上などの効果が得られる。
　本発明の方法においてモノマー成分を重合する方法としては、特に限定されず、例えば
、水溶液重合、逆相懸濁重合、バルク重合、沈殿重合などが挙げられるが、性能面、重合
の制御の容易さ、および、膨潤ゲルの吸収特性等の観点からすれば、水溶液重合や逆相懸
濁重合が好ましい。従って、モノマー成分は、溶液状態（特に、水溶液状態）にしてモノ
マー溶液（特に、モノマー水溶液）として用いることが好ましい。
【００１７】
　水溶液重合とは、分散溶媒を用いずにモノマー水溶液を重合させる重合法であり、例え
ば、米国特許４６２５００１号、同４８７３２９９号、同４２８６０８２号、同４９７３
６３２号、同４９８５５１８号、同５１２４４１６号、同５２５０６４０号、同５２６４
４９５号、同５１４５９０６号および同５３８０８０８号などの米国特許や、欧州特許０
８１１６３６号、同０９５５０８６号および同０９２２７１７号などの欧州特許に記載さ
れている重合方法が採用できる。逆相懸濁重合とは、モノマー水溶液を疎水性有機溶媒に
懸濁させて重合させる重合法であり、例えば、米国特許４０９３７７６号、同４３６７３
２３号、同４４４６２６１号、同４６８３２７４号、同５２４４７３５号などの米国特許
に記載されている重合方法が採用できる。これら重合法に例示のモノマー成分や重合開始
剤などを本発明の方法に適用することもできる。
【００１８】
　本発明の方法で使用されるモノマー溶液中のモノマー成分の濃度は、モノマー溶液の温
度やモノマー成分の種類によって適宜設定することができ、特に限定はされないが、２０
質量％（重量％）以上であることが好ましく、より好ましくは２５～８０質量％、さらに
好ましくは３０～７０質量％である。高濃度で重合しやすい４０質量％以上、さらには４
５質量％以上というモノマー濃度条件において、特に、本発明の優位性は明らかとなって
くる。上記モノマー成分の濃度が２０質量％未満の場合は、生産性が低くなるおそれがあ
る。
　本発明の方法で使用されるモノマー溶液の粘度は、特に限定はされないが、０．１～５
００ｍＰａ・ｓであることが好ましく、より好ましくは０．１～１００ｍＰａ・ｓ、さら
に好ましくは０．１～５０ｍＰａ・ｓである。モノマー溶液の粘度が高すぎると、例えば
、供給ライン内の移送や撹拌操作を行うのに過剰な動力が必要となり操作自体が困難とな
ったりコスト高となり、あるいは、重合開始剤等の各種添加剤の混合性も悪化してしまう
おそれがある。
【００１９】
　本発明の方法により得られる吸水性樹脂においては架橋構造を有するようにする。かか
る架橋構造は、架橋剤を使用しない自己架橋型のものであっても好ましいが、一分子中に
２個以上の重合性不飽和基や２個以上の反応性基を有する架橋剤（吸水性樹脂の内部架橋
剤）を、重合反応の際に用いて得られた架橋構造であることがより好ましい。また、重合
後の吸水性樹脂に上記架橋剤を反応させて、かかる架橋構造を得ることもできる。
　内部架橋剤としては、従来公知の各種内部架橋剤を用いることができる。具体的には、
例えば、Ｎ，Ｎ´－メチレンビス（メタ）アクリルアミド、（ポリ）エチレングリコール
ジ（メタ）アクリレート、（ポリ）プロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリ
メチルロールプロパントリ（メタ）アクリレート、グリセリントリ（メタ）アクリレート
、グリセリンアクリレートメタクリレート、エチレンオキサイド変性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ヘキサ（メタ）アクリレート、ト
リアリルシアヌレート、トリアリルイソシアヌレート、トリアリルホスフェート、トリア
リルアミン、ポリ（メタ）アリロキシアルカン、（ポリ）エチレングリコールジグリシジ
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ルエーテル、グリセロールジグリシジルエーテル、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、グリセリン、１，４－ブタンジオール、ペンタエリス
リトール、エチレンジアミン、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ポリエ
チレンイミン、グリシジル（メタ）アクリレート等を挙げることができる。これらのうち
から、反応性を考慮して、１種または２種以上を用いることができる。なかでも、２個以
上の重合性不飽和基を有する化合物を必須として用いることが好ましい。なお、本明細書
においては、「（ポリ）」を付して表している化合物等の名称は、「ポリ」が付された名
称および付されていない名称のいずれをも表しているとする。
【００２０】
　内部架橋剤を用いて架橋構造を重合体（吸水性樹脂）内部に導入する場合には、内部架
橋剤を、モノマー成分の重合前または重合途中にモノマー溶液に添加するようにすればよ
い。該添加は、一括添加であっても、連続添加であっても、分割添加であってもよい。
　内部架橋剤の使用量は、使用するモノマー成分（架橋剤を除く）全体に対して、０．０
０１～５モル％であることが好ましく、より好ましくは０．００１～２モル％、さらに好
ましくは０．００５～０．５モル％、特に好ましくは０．０１～０．２モル％、最も好ま
しくは０．０３～０．１５モル％である。内部架橋剤の使用量が０．００１モル％未満で
あると、ゲル強度が低下し可溶分が増加するおそれがあり、２モル％を超える場合には、
得られる吸水性樹脂が十分な吸収特性を発揮できない（吸収倍率が低下する）おそれがあ
る。
【００２１】
　本発明の方法においては、重合反応に際し、澱粉、澱粉誘導体、セルロース、セルロー
ス誘導体、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸（塩）およびポリアクリル酸（塩）架
橋体等の親水性高分子や、次亜燐酸（塩）等の連鎖移動剤や、キレート剤などを、モノマ
ー溶液に添加してもよい。
　本発明の方法において使用できる重合開始剤としては、特に限定はされないが、モノマ
ー成分の種類や重合反応条件などにより、通常の吸水性樹脂製造において使用されている
重合開始剤から適宜選択できる。例えば、熱分解型開始剤（例えば、過硫酸ナトリウム、
過硫酸カリウムおよび過硫酸アンモニウム等の過硫酸塩；過酸化水素、ｔ－ブチルパーオ
キシド、ｔ－ブチルハイドロパーオキシドおよびメチルエチルケトンパーオキシド等の過
酸化物；アゾニトリル化合物、アゾアミジン化合物、環状アゾアミジン化合物、アゾアミ
ド化合物、アルキルアゾ化合物、２，２´－アゾビス（２－アミジノプロパン）ジヒドロ
クロリドおよび２，２´－アゾビス［２－（２－イミダゾリン－２－イル）プロパン］ジ
ヒドロクロリド等のアゾ化合物など。）や、光分解型開始剤（例えば、ベンゾイン誘導体
、ベンジル誘導体、アセトフェノン誘導体、ベンゾフェノン誘導体（２－ヒドロキシ－２
－メチル－１－フェニル－プロパン－１－オン等）およびアゾ化合物など。）などを挙げ
ることができる。なかでも、コスト面や残存モノマー低減能を考慮すると、過硫酸塩が好
ましい。より好ましくは、光分解型開始剤と熱分解型開始剤とを併用することである。ま
た、これら重合開始剤とともに、重合開始剤の分解を促進する還元剤を併用し、両者を組
み合わせてレドックス系開始剤として用いてもよい。上記還元剤としては、特に限定はさ
れないが、例えば、亜硫酸ナトリウムおよび亜硫酸水素ナトリウム等の（重）亜硫酸（塩
）、Ｌ－アスコルビン酸（塩）、第一鉄塩等の還元性金属（塩）ならびにアミン類等が挙
げられる。
【００２２】
　重合開始剤は、通常、溶液あるいは分散液といった液状態で用いられる。液状であれば
そのままモノマー溶液と混合することができる。レドックス系開始剤のように酸化性重合
開始剤と還元剤とを組み合わせて用いる場合は、両者のモノマー溶液への混合の仕方は特
に限定はされないが、例えば、両者それぞれを一緒にまたは別々に、供給段階のモノマー
溶液に合流させたり（合流のさせ方については後述する。）重合系に供給されたモノマー
溶液に添加してもよいし、還元剤だけを予め（酸化性重合開始剤を混合する前から）、モ
ノマー溶液あるいはモノマー溶液に用いる液に混合しておいてもよい。
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　重合開始剤の使用量は、モノマー溶液中の全モノマー成分に対して、通常、０．００１
～２質量％であることが好ましく、より好ましくは０．０１～０．５質量％である。
【００２３】
　本発明の方法では、前記モノマー溶液を重合系に供給するまでの間、すなわちモノマー
溶液の供給段階において、モノマー溶液中のモノマー成分の重合を溶存酸素により抑制し
ておくようにすることが重要である。
　本発明の方法においては、モノマー溶液を重合系に連続的に供給する方法としては、特
に限定はされないが、供給段階での溶存酸素による重合抑制効果の発揮させやすさの点で
、例えば、供給配管を通じて各種重合装置等の重合系に連続的に供給することが好ましい
。この際、各種調製装置等において調製されたモノマー溶液が、該装置等から直接供給配
管に送り込まれて重合系に供給されてもよいし、該装置等から一旦タンク（クッションタ
ンク等）を介したり貯蔵槽に蓄えられたりしてから供給配管に送り込まれて重合系に供給
されてもよく、特に限定はされない。また、供給配管を通じての供給においては、密閉し
た供給配管を用いるようにする。密閉した供給配管としては、モノマー溶液を通じさせて
重合系に移送するまでの配管部分全体において、配管内部と配管外部とに実質的に接触す
る部分が無い（実施し得る条件下において配管外部に配管内部の液体や気体が漏れない）
ものであればよく、安全性のため配管形状を工夫して配管内部に空気溜りを設けているよ
うなものも含むとするが、溶存酸素による重合抑制効果を初期段階から均一に発揮させよ
うとすると、上記空気溜りのような特殊な形状部分の無い密閉配管であることが好ましい
。
【００２４】
　供給配管（以下に述べる各種供給配管もすべて含むとする。）としては、通常よく使用
されているステンレス鋼管を用いることが好ましいが、内面がフッ素樹脂コートされた鋼
管やフッ素樹脂性の配管を用いることがより好ましい。
　モノマー溶液の供給量（時間あたりの供給量）は、所望の吸水性樹脂生産量に合うよう
に適宜調節される。その際、供給配管を通じて供給するにあたっては、配管の管径やモノ
マー溶液の流速は、流体（モノマー溶液）の性状に応じて適当な範囲内に選べばよく、さ
らに経済的なども考慮して最適な管径や流速となるようにすればよい。詳しくは、公知の
参考書（例えば、「配管工学（著者：小河内美男、工学図書株式会社より出版）」等）を
参照することができる。
【００２５】
　供給するモノマー溶液としては、前述したように、酸基の少なくとも一部が中和されて
いる酸基含有不飽和モノマーを用いることがある。
　本発明においては上記中和反応、すなわち酸基含有不飽和モノマーとアルカリ成分との
反応を行う具体的方法やタイミング等は、特に限定はされず、例えば、(i)予め酸基含有
不飽和モノマーにアルカリ成分を加えて中和反応させて得られたモノマー溶液を一旦前記
タンクや貯蔵槽での過程を経させてから供給配管に送り込んで供給してもよいし、(ii)前
記タンクや貯蔵槽において酸基含有不飽和モノマーとアルカリ成分とを反応させ、得られ
たモノマー溶液を供給配管に送り込んで供給してもよいし、あるいは、(iii)酸基含有不
飽和モノマーとアルカリ成分とを供給配管内で連続的に反応させつつ得られたモノマー溶
液を供給するようにしてもよい。
【００２６】
　上記(iii)の方法としては、具体的には、前記中和は、酸基含有不飽和モノマーを必須
とするモノマー成分の供給配管にアルカリ成分の供給配管を合流させることにより連続的
に行うようにすることが好ましい。実際には、上記合流は、酸基含有不飽和モノマーを必
須とするモノマー成分の供給配管に、アルカリ成分の供給配管を連結させて行うことがで
きる。
　前記中和反応に際しては、酸基含有不飽和モノマーとアルカリ成分との中和熱、あるい
は、アルカリ成分の水和熱が発生し、この熱によって短時間でモノマー溶液全体の液温が
上昇する。通常、モノマー溶液が高温になった場合、モノマー成分の重合が起こりやすく
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なる一方で、重合抑制能を有するモノマー溶液中の溶存気体（溶存酸素等）も脱気しやす
い。よって、中和反応時に発生する酸素等の気体を解放系に逃してしまわず、そのままモ
ノマー溶液と共に（具体的には、発生した気体をモノマー溶液に混合しながら、いわゆる
バブリングまたはそれに近い状態で）連続的に重合系まで移送することのできる上記(iii
)の方法であれば、供給段階において所望の溶存酸素量をより効率的に確保することがで
きるのである。
【００２７】
　前記中和反応に際してはまた、前述した中和時の発生熱を、より効率的に重合系まで保
持し重合反応に利用することができる点でも、上記(iii)の方法が好ましい。詳しくは、
一旦タンクや貯蔵槽を経由させる上記(i)や(ii)の方法の場合はその経由の時点またはそ
の前後の時間的ロス等により上記中和時の発生熱を損失し易い。また、上記(ii)の方法に
あっては、タンク等の容量の大きい系において中和反応を無制限に行うと、過剰な熱とと
もに大量の気体が発生する恐れがあるなど安全性に劣る場合があるため、例えば、一方の
みを大量に仕込んでおいたところに他方を少しずつ加えるようにして発生する熱を反応系
全体に吸収させながら過剰に高温になることを避けるように工夫したり、場合によっては
反応系全体を冷却したりする必要があり、必然的に発生熱を損失してしまうことになる。
さらに、設備上の空間的な側面も考慮すると、タンクや貯蔵槽等を設置することにより、
その分、不可避的に設備全体をコンパクトに抑えることができず、中和反応を行う箇所か
ら重合系までの配管等の距離や時間が長くなる。そうすると、必然的に中和による発生熱
の保持効率は低下すると考えられる。一方、上記(iii)の方法であれば、前述した配管の
合流等の手段により酸基含有不飽和モノマーとアルカリ成分とを接触させた後、中和を十
分に行わせるための時間や必要に応じて行うモノマー溶液の撹拌や重合開始剤の添加（詳
しくは後述する）等に要する時間などを考慮しさえすれば、すぐに（短時間・短距離で）
モノマー溶液を重合系に供給することも可能であり、最大限に中和時の発生熱を利用する
ことができる。
【００２８】
　供給段階において、溶存酸素によりモノマー溶液中のモノマー成分の重合を抑制してお
く方法としては、特に限定はされないが、一つは、モノマー溶液がもともと有している溶
存酸素（溶存気体）（具体的には、例えば、モノマー溶液の調製に用いるモノマー成分を
含む液やアルカリ成分を含む液等がもともと有している溶存酸素）を、重合系に供給する
までの段階において必要量保持するようにし、重合抑制能を確保する方法が挙げられる。
供給段階においては、前述のように中和反応でモノマー溶液の液温が高くなること、ある
いは、設備周辺の雰囲気温度（気温等）が高い場合にも同様に液温が高くなることがある
が、このような場合モノマー溶液から溶存酸素が脱気しやすく、そのまま逃してしまえば
必要な溶存酸素量を確保することはできない。よって、具体的には、モノマー溶液および
その調製に用いる液の供給経路全体を密閉した系とすることが望まれる。また、上記(ii)
の方法を採用する場合であれば、中和時の発生熱によるモノマー液全体の液温上昇を、前
述したような手段で極力抑えるようにすれば、これによっても溶存酸素の脱気を抑制し必
要な溶存酸素量を確保することができる。すなわち、供給段階における経路全体において
、モノマー溶液の液温が過剰に上昇しないようにする（中和反応のさせ方や経路の冷却な
ど）ことでも必要な溶存酸素量を確保することができる。
【００２９】
　二つめの方法としては、供給段階における経路の任意の箇所で、モノマー溶液が必要量
の溶存酸素を保持するよう積極的に酸素（酸素を含む気体）を供給することが挙げられる
。具体的には、例えば、モノマー溶液やその調製に用いる液に、供給段階全体における溶
存酸素の低減量を予測・考慮した上で、予め、必要量の溶存酸素を保持させておく方法や
、モノマー溶液の液温上昇等により溶存酸素量が低減しやすい箇所の前後においてモノマ
ー溶液に必要量の溶存酸素を保持させる方法などが挙げられる。具体的手段としては、例
えば、酸素またはこれを含む気体（空気等）をバブリングしたり、エジェクタやアスピレ
ータによりノズルから噴射したりすること等が挙げられる。
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【００３０】
　なお、供給段階においては、上記バブリング等によって、溶存酸素の少なくとも一部が
モノマー溶液中に気体として（例えば微小気泡等の状態で）分散している状態となり得る
が、この場合は、その後重合系へ供給したときにモノマー溶液から放散（脱気）されにく
く重合反応が妨げられるおそれがある。そこで、上記分散状態（微小気泡等の状態）にあ
る酸素等の合一を促し、重合系へ供給したときに放散されやすくするため、供給段階の配
管中のモノマー溶液に窒素等の不活性ガスあるいは空気等をさらに少量導入しておくこと
が好ましい。不活性ガス等の導入量は、限定はされないが、モノマー溶液に対する容積比
で、１．０以下が好ましく、より好ましくは０．５以下、さらに好ましくは０．３以下で
ある。不活性ガス等の導入量が、上記容積比で１．０を超えると、溶存酸素による重合抑
制効果を弱めてしまうおそれがある。
【００３１】
　溶存酸素により重合抑制効果を得るにあたっては、上記いずれの方法においても、供給
段階の経路全体を密閉系にすることが好ましい。ここでいう密閉系も、前述した供給配管
に関する密閉系と同様に定義される。
　本発明の方法において、溶存酸素によりモノマー溶液中のモノマー成分の重合を抑制す
るためには、モノマー溶液中の溶存酸素量を、１ｍｇ／Ｌ以上とすることであり、好まし
くは２ｍｇ／Ｌ以上、さらに好ましくは３ｍｇ／Ｌ以上とすることである。上記溶存酸素
量が１ｍｇ／Ｌ未満であると、供給段階で重合物が生成するおそれがある。また、後述す
るように、重合系に供給したときにモノマー溶液中の溶存酸素を脱気することを引き金に
して重合を可能とさせることを考慮すると、供給段階におけるモノマー溶液中の溶存酸素
量の上限に関しては、１５ｍｇ／Ｌ以下とすることが好ましく、より好ましくは１０ｍｇ
／Ｌ以下である。上記溶存酸素量が１５ｍｇ／Ｌを超えると、十分に脱気することが困難
となり、重合系への供給後から重合開始までの時間が長くなったり重合不良で物性が低下
したりするおそれがある。なお、本発明の方法においては、供給段階に供するモノマー溶
液あるいはモノマー溶液を調製するための各種溶液（モノマー成分のみの溶液やアルカリ
成分を含む溶液など）は、予め適宜（好ましくは重合抑制作用が発揮され得る範囲内で）
脱気しておいてもよい。
【００３２】
　供給段階におけるモノマー溶液の温度は、前述の中和反応による液温上昇等も考慮する
と、６０～１１０℃である。上記温度が６０℃未満であると、後の重合系においての誘導
期間や重合反応を可能とさせる（開始させる）までの時間が長くなり、結果として生産性
が低下するのみならず、吸水性樹脂の物性も低下するおそれがある。本発明の方法におい
ては、モノマー溶液の温度が６０℃以上という比較的高温の場合であっても、モノマー組
成等が安定した状態でモノマー溶液を重合系に連続的に供給することができる。また、後
述するように、モノマー溶液を重合系に供給することのみによって（別途、モノマー溶液
の加熱等を必要とせず）、モノマー溶液から溶存酸素を脱気してモノマー成分の重合を可
能とさせ得ることを考慮すると、供給段階におけるモノマー溶液の温度は、６０～１１０
℃であり、好ましくは８０～１１０℃、さらに好ましくは８５～１１０℃、さらに好まし
くは９０～１１０℃、さらに好ましくは９０～１０５℃、特に好ましくは９０～１００℃
、最も好ましくは９５～１００℃である。
【００３３】
　本発明の方法においては、重合開始剤の存在下でモノマー溶液中のモノマー成分を重合
させる。ここで、モノマー溶液に重合開始剤を供給する手段については、特に限定はされ
ないが、例えば、重合開始剤を含む溶液（以下、重合開始剤溶液と言うことがある。）を
その調製装置から直接供給するようにしてもよいし、あるいは、調製した重合開始剤溶液
を一旦タンク（クションタンク等）や貯留槽等に蓄えておいて必要時に必要量供給するよ
うにしてもよく、特に限定はされない。また、モノマー溶液に重合開始剤を供給するタイ
ミングについても、特に限定されず、供給段階におけるモノマー溶液の流れ（すなわち重
合系に供給されるまでのモノマー溶液）に供給するようにしてもよいし、重合系に供給し
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たとき又はそれ以後の段階のモノマー溶液（すなわち重合系に供給されたモノマー溶液）
に供給するようにしてもよいが、引き続き以下では、前者のタイミングで供給する場合に
ついて詳しく説明する。
【００３４】
　重合開始剤溶液をモノマー溶液に供給する具体的手段としては、特に限定はされないが
、例えば、重合開始剤溶液の供給配管をモノマー溶液の供給配管に合流させることにより
、供給配管内のモノマー溶液に連続的に供給するようにすることが好ましい。実際には、
上記合流は、モノマー溶液の供給配管に、重合開始剤溶液の供給配管を連結させて行うこ
とができる。
　重合開始剤溶液は、後述するモノマー溶液と同様に、撹拌してからモノマー溶液に合流
させてもよいが、特に撹拌操作を行うことなくモノマー溶液に合流させればよい。
　重合開始剤溶液は、モノマー溶液の流れに対して１箇所から合流させてもよいし、複数
箇所から同時に合流させてもよい。重合開始剤溶液の供給について、その流速や配管径等
は、前述したモノマー溶液と同様に、供給量と流体の種類等を考慮し適宜設定することが
できる。
【００３５】
　モノマー溶液の供給配管に重合開始剤溶液の供給配管を合流させた箇所から、重合装置
等の重合系までの供給配管においては、その途中にネジ込み継手やユニオン等をなるべく
用いないことが好ましい。それらが存在することにより、継手部分等にデッドスペースが
生じやすくモノマー溶液が滞留して重合物が生成するおそれがあり、また、継手部分等に
おいて重合物が付着成長するおそれもある。
　重合開始剤溶液をモノマー溶液に合流させた後、重合系（重合装置等）までの供給配管
の管路長は、重合開始剤の性状やモノマー溶液の撹拌状態、モノマー溶液の温度と重合開
始剤の分解速度、および、誘導時間などの各種条件を考慮して適宜設定すればよいが、通
常、１ｃｍ以上であることが好ましく、より好ましくは５ｃｍ以上、さらに好ましくは１
０ｃｍ以上である。
【００３６】
　本発明の方法においては、前述の中和を行う箇所、および／または、上記重合開始剤（
重合開始剤溶液）の供給を行う箇所において、モノマー溶液を配管内で撹拌するようにす
ることが好ましい。前述の中和を行う箇所や上記重合開始剤（重合開始剤溶液）の供給を
行う箇所とは、実際にこの中和や供給を行った部分およびその前後の周辺部分を意味して
いるものとする。従ってモノマー溶液の撹拌は、上記中和や供給を行うまさにその部分で
行うようにしてもよいし、その手前の位置で行うようにしても、その後の位置で行うよう
にしてもよく、特に限定はされない。
　このようにモノマー溶液を撹拌することで、上記中和反応をより効率的かつ完全に進め
ることができ、重合開始剤溶液をより短時間で均一にモノマー溶液に混合することができ
る。また、供給配管内で完全には均一混合されていなかったとしても、重合系に供給され
たときにモノマー溶液が依然として撹拌状態にあれば、重合装置内においてもより混合さ
れやすいという利点がある。
【００３７】
　なかでも、中和反応を行った後、かつ、重合開始剤溶液の供給を行う前に撹拌するよう
にすれば（すなわち撹拌されたモノマー溶液に重合開始剤を合流させるようにすれば）、
モノマー溶液に重合開始剤を短時間でより均一に混合することができ、得られる吸水性樹
脂の物性を良好なものにすることもできると共に、撹拌機内や配管内での（特に撹拌機内
での）重合物の生成による閉塞も効果的に回避することができるため、特に好ましい。
　連続的に供給されるモノマー溶液に撹拌操作を加えるための装置としては、通常、液体
に対して用いることのできる公知の各種撹拌機が使用でき、特に、モノマー溶液を連続的
に流通させている配管の途中で撹拌を行う、インライン構造の撹拌機が好ましい。インラ
イン構造の撹拌機としては、例えば、筒状の配管内に回転可能な撹拌羽根を有する小型撹
拌機や、長方形の板を１箇所または２箇所以上で１８０度ひねって形成したエレメント（
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混合素子）を配管内に挿入しておき、液流がこのエレメントを通過することで撹拌される
ようにするスタティックミキサーなどが挙げられる。また、配管内に噴射ノズル、スロー
ト、オリフィス、邪魔板、分岐管および合流管などを設置して、モノマー溶液に撹拌操作
を加えることもできる。
【００３８】
　配管中を連続的に流れるモノマー溶液に撹拌操作を加えたときの、モノマー溶液の流動
状態は、流体を入れる容器（撹拌槽）と撹拌羽根とからなる撹拌装置で撹拌された流体の
流動状態を表すのに用いられる撹拌レイノルズ数を、模式的に適応して評価することがで
きる。このとき、撹拌操作を加えたモノマー溶液の撹拌レイノルズ数Ｒｅが５０以上とな
るようにすることが好ましい。一般に、Ｒｅ＜５０では層流状態、Ｒｅ＞１０００では乱
流状態と評価される。また、５０＜Ｒｅ＜１０００の範囲では層流状態と乱流状態が混在
する遷移状態と評価される（例えば、「化学工学便覧（改定六版）、ｐ．４２４、化学工
学会編、出版社：丸善」参照。）。
【００３９】
　本発明の方法においては、重合反応を一旦中断する場合には、供給配管内に滞留するモ
ノマー溶液を洗い流し出すために配管水洗を行うことが好ましい。これにより、一時中断
した後再開する場合も、配管内や各種装置内が重合物で閉塞してしまうことを効果的に防
ぐことができる。
　本発明の方法では、前記モノマー溶液を重合系に供給したときには、前述したモノマー
溶液中の溶存酸素を脱気してモノマー成分の重合を可能とさせることが重要である。
　上記重合系では供給されたモノマー溶液（モノマー成分）の重合を行う。重合方法とし
ては、特に限定はされないが、供給されたモノマー溶液を撹拌しながら重合させる撹拌重
合法や、供給されたモノマー溶液を静置状態で重合させる静置重合法などが挙げられる。
【００４０】
　上記重合系においては、供給されたモノマー溶液（モノマー成分）の重合を行うための
重合装置を備える。本発明の方法においては、モノマー溶液を重合系に供給するとは、特
に断らない限り、モノマー溶液を重合装置に供給することを意味する。重合装置としては
、連続的に供給されるモノマー溶液を連続的に重合させ得る装置であれば特に限定される
ものではなく、一般的に吸水性樹脂製造で用いられる公知の重合装置を採用できるが、例
えば、前記撹拌重合法により重合する場合は、連続撹拌重合機等が使用され、前記静置重
合法により重合する場合は、連続ベルト重合機等が使用される。
　連続撹拌重合機に関しては、一軸撹拌機でも使用可能であるが、連続ニーダーなどの複
数撹拌軸を備えた撹拌機を用いることが好ましい。
【００４１】
　連続ベルト重合機に関しては、特開２０００－３４３０５号公報、特開平１１－２２８
６０４号公報、特開昭６２－１５６１０２号公報などに記載された技術が適用できる。
　重合反応は、通常、装置や設備のコンパクト化および簡単化の為、ならびに、操作を容
易にする為などを考慮して常圧下で行われるが、モノマー溶液の沸騰温度を下げるために
減圧にして行うのも好ましい態様である。
　本発明の方法においては、上記重合系としては、重合反応に際して発生する気体等を逃
し得る系、あるいは、必要に応じて逃し得る系（以下、解放系と言うことがある。）が好
ましく採用できる。
【００４２】
　重合系に供給されたモノマー溶液中の溶存酸素を脱気する方法としては、特に限定はさ
れず、例えば、供給されたモノマー溶液を積極的に加熱する方法、あるいは必要に応じて
減圧する方法などが採用できる。また、供給されるモノマー溶液自体が既に十分な加熱状
態にあった場合（すなわち、前述した供給段階において既にモノマー溶液が十分な加熱状
態にあった場合）は、前述のごとく重合系として解放系を採用すれば、モノマー溶液を重
合系に供給するだけで該モノマー溶液中の溶存酸素を脱気することもできる。なお、この
場合においても、所望の溶存酸素量とする為さらに脱気するときや、より素早く脱気した
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いときは、必要に応じて、モノマー溶液を積極的に加熱したり、減圧したりしてもよい。
【００４３】
　ここで、上記脱気とは、重合系に供給されたモノマー溶液中に溶存している酸素を非溶
存状態として該モノマー溶液中から放散させることをいう。なお、一旦放散させた酸素に
ついては、再びモノマー溶液中に溶存し得ない条件下に排気することが好ましい。
　本発明の方法において、上記脱気をしてモノマー成分の重合を可能とさせることとは、
前述の供給段階においてモノマー成分の重合を抑制するために用いていた溶存酸素の少な
くとも一部を、上記脱気によりモノマー溶液中から除くことが、上記重合抑制作用を解除
させ且つモノマー成分の重合を開始させることの引き金となるようにすること、を意味す
る。
【００４４】
　本発明の方法において、上記脱気によりモノマー成分の重合を可能とさせるためには、
上記脱気後のモノマー溶液中の溶存酸素量を、６ｍｇ／Ｌ未満とすることであり、好まし
くは５ｍｇ／Ｌ未満、さらに好ましくは４ｍｇ／Ｌ未満、特に好ましくは２ｍｇ／Ｌ未満
とすることである。上記溶存酸素量が６ｍｇ／Ｌ以上であると、残存する溶存酸素の重合
抑制作用により、モノマー成分の重合反応が効率良く行えないおそれがある。
　なお、先に述べたように、供給段階に供するモノマー溶液あるいはモノマー溶液を調製
するための各種溶液（モノマー成分のみの溶液やアルカリ成分を含む溶液など）を、適当
な条件で予め脱気しておいた場合は、本発明でいう上記脱気をより容易かつ短時間で効率
的に行うことができ好ましい。
 
【００４５】
　前記モノマー溶液を加熱する方法としては、特に限定はされないが、例えば、連続撹拌
重合機等の装置を用いて重合を行う場合は、該装置へ加熱用ジャケットを設置する方法等
が挙げられ、連続ベルト重合機等の装置を用いて重合を行う場合は、ベルト面をヒーター
により直接的あるいは間接的に加熱する方法等が挙げられる。
　上記加熱の程度は、モノマー溶液の温度を重合開始温度以上にするとともに、モノマー
溶液中の溶存酸素を前述のごとくモノマー成分の重合を可能とさせる量まで脱気できる程
度であればよく、特に限定はされないが、本発明の方法においては、上記加熱の程度は、
一般的に、モノマー溶液の温度を８０以上℃となるようにする程度が好ましく、より好ま
しくは９０℃以上、さらに好ましくは９５℃以上である。
【００４６】
　前記モノマー溶液を減圧する方法としては、特に限定はされず、公知の減圧方法を適宜
採用すればよい。
　上記減圧の程度は、モノマー溶液中の溶存酸素を前述のごとくモノマー成分の重合を可
能とさせる量まで脱気できる程度であればよく、特に限定はされない。
　前述の、モノマー溶液を重合系に供給するだけで該モノマー溶液中の溶存酸素を脱気で
きる実施態様としては、具体的には、例えば、前記供給段階において、中和反応の際に発
生した熱によりモノマー溶液が十分な加熱状態となっている場合や、供給配管等の周辺の
雰囲気が高温であることによりモノマー溶液が十分な加熱状態となっている場合等を挙げ
ることができる。これら態様の場合、上記加熱状態のモノマー溶液の温度が重合開始温度
以上となっていれば、重合系に供給したときの溶存酸素の脱気のみを引き金として、モノ
マー成分の重合を可能とさせることができる。
【００４７】
　本発明の方法においては、前述のように、モノマー溶液を重合系に供給したときには上
記脱気により上記重合を可能とさせるようにするが、詳しくは、上記脱気するタイミング
については、モノマー溶液を重合系に供給した時点以降であれば特に限定はされないこと
を意味する。すなわち、モノマー溶液を重合系に供給した時点もしくはそれ以降の段階に
おいて、モノマー溶液中の溶存酸素を脱気して上記重合を可能とさせるようにする。具体
的には、例えば、前記供給段階において既にモノマー溶液が十分な加熱状態であって重合
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系が解放系である場合であれば、通常、モノマー溶液が重合系に供給された時点から（特
に外部からの加熱等の操作を加える必要も無く）溶存酸素を脱気できることになる。一方
、重合系が解放系であるか否かに関わらず、モノマー溶液が重合系に供給されただけでは
溶存酸素を脱気できない場合は、通常、供給された時点より後の段階において積極的な加
熱や減圧等により溶存酸素を脱気することになるが、予め重合系を加熱や減圧等しておけ
ば供給された時点から溶存酸素を脱気することができる。
【００４８】
　本発明の方法によれば、特に重合が起こりやすい高温や高濃度のモノマー溶液に対して
も、供給段階において、供給配管や各種装置などの供給ライン内部を閉塞等させることな
く、重合系への良好な連続供給が実現でき、有用である。また、重合系への供給後におい
ては、前記供給段階において重合抑制作用を発揮させる為に溶存させていた酸素を利用し
、逆にモノマー溶液中からこの溶存酸素を脱気することを重合開始の引き金とすることで
、経済的かつ生産性よく極めて効率的な重合反応を実現でき、有用である。よって、本発
明の方法は、例えば、特開２００２－２１２２０４号公報に記載の高温・高濃度重合技術
の連続化等に好ましく適用され得る。この場合の好ましい重合装置としては、エンドレス
ベルト式連続重合装置であって、ベルトがフッ素樹脂製または表面がフッ素樹脂コーティ
ングされており、ベルト装置が加熱ないし保温され、蒸発水や蒸発モノマー溶液を回収再
利用するシステムを有するものである。また、ベルトはモノマー溶液の逆流防止のために
水平であるか、あるいは、モノマー溶液の供給部分がベルトの進行方向の上流側に対して
低くなっていることが好ましく、ベルト上から重合ゲルが排出されてから再度上流側の前
記供給部分に戻るまでの間に、ベルト洗浄工程が設置されたものがより好ましい。ベルト
上に展開されるモノマー溶液の厚みは、溶存酸素の脱気のしやすさを考慮すると、５０ｍ
ｍ以下であることが好ましく、より好ましくは３０ｍｍ以下、さらに好ましくは２０ｍｍ
以下である。上記モノマー溶液の厚みが５０ｍｍを超えると、比表面積が減少し、溶存酸
素を十分に脱気できないおそれがある。
【００４９】
　本発明の吸水性樹脂の製造方法を実施することにより、吸水性樹脂の重合ゲル（含水ゲ
ル状架橋重合体）が得られる。重合の際に、前述の連続ベルト重合機を用いた場合では、
帯状に連続した吸水性樹脂の重合ゲルが得られる。また、連続撹拌重合機を用いた場合で
は、塊状、粒子状、凝集粒子状またはこれらが混在した状態の吸水性樹脂の重合ゲルが得
られる。
　得られた重合ゲルは、そのままで使用することもできるし、細かく粉砕して使用するこ
ともできる。通常は、重合ゲルをさらに乾燥および粉砕して粒子状吸水性樹脂とし、得ら
れた吸水性樹脂粒子はさらに表面架橋（二次架橋）処理されたり、造粒されたりして吸水
性樹脂製品として使用される。重合ゲルの乾燥や粉砕および表面架橋処理については、公
知の技術を採用することができる。
【実施例】
【００５０】
　以下に、実施例により、本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらにより何
ら限定されるものではない。なお、以下では、便宜上、「重量部」を単に「部」と、「リ
ットル」を単に「Ｌ」と記すことがある。また、「質量％」を「ｗｔ％」と記すことがあ
る。特に断りのない限り、測定温度は２３±２℃の範囲であるとする。
　実施例および比較例における、測定方法および評価方法を以下に示す。
　＜無荷重下吸収倍率（ＧＶ）の測定＞
　吸水性樹脂約０．２ｇを量り取り、不織布製の袋（６０ｍｍ×６０ｍｍ）に均一に入れ
、０．９重量％塩化ナトリウム水溶液（生理食塩水）中に浸漬した。３０分後に袋を引き
上げ、遠心分離器を用いて２５０×９．８１ｍ／ｓ２（２５０Ｇ）で３分間水切りを行っ
た後、袋の重量Ｗ１（ｇ）を測定した。同様の操作を、吸水性樹脂を用いないで行い、そ
のときの重量Ｗ０（ｇ）を測定した。そして、これら重量Ｗ１、Ｗ０から、下記式（１）
：
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      ＧＶ（ｇ／ｇ）＝〔（Ｗ１－Ｗ０）／吸水性樹脂の重量〕－１　　　（１）
に従ってＧＶ（無荷重下吸収倍率）を算出した。
【００５１】
　＜可溶分量の測定＞
　２５０ｍＬ容量の蓋付きプラスチック容器に０．９重量％ＮａＣｌ水溶液（生理食塩水
）の１８４．３ｇを量り取り、その水溶液中に吸水性樹脂１．００ｇを加え１６時間撹拌
することにより樹脂中の可溶分を抽出した。この抽出液を濾紙を用いて濾過することによ
り得られた濾液の５０．０ｇを量り取り測定溶液とした。はじめに生理食塩水だけを、ま
ず、０．１ＮのＮａＯＨ水溶液でｐＨ１０まで滴定を行い、その後、０．１ＮのＨＣｌ水
溶液でｐＨ２．７まで滴定して空滴定量（〔ｂＮａＯＨ〕ｍＬ、〔ｂＨＣｌ〕ｍＬ）を得
た。同様の滴定操作を測定溶液についても行うことにより滴定量（〔ＮａＯＨ〕ｍＬ、〔
ＨＣｌ〕ｍＬ）を求めた。例えば、アクリル酸とそのナトリウム塩からなる吸水性樹脂の
場合、その単量体としての重量平均分子量Ｍｗと上記操作により得られた滴定量をもとに
、吸水性樹脂中の可溶分量を、下記式（２）～（４）により算出した。
【００５２】
　可溶分（ｗｔ％）＝０．１×Ｍｗ×１８４．３×１００×
　　　　　（〔ＨＣｌ〕－〔ｂＨＣｌ〕）／（１０００×１．０×５０．０）　　（２）
ただし、
　Ｍｗ＝７２．０６×（１－中和率／１００）＋９４．０４×中和率／１００　　（３）
　中和率（モル％）＝〔１－（〔ＮａＯＨ〕－〔ｂＮａＯＨ〕）／
　　　　　　　　　　　　　　　（〔ＨＣｌ〕－〔ｂＨＣｌ〕）〕×１００　　　（４）
　＜残存モノマー量の測定＞
　脱イオン水１０００ｇに吸水性樹脂０．５ｇを加え、撹拌下で２時間抽出した後、濾紙
を用いて膨潤ゲル化した吸水性樹脂を濾別し、濾液中の残存モノマー量を液体クロマトグ
ラフィーで分析した。一方、既知濃度のモノマー標準溶液を同様にして分析して得た検量
線を外部標準とし、濾液の希釈倍率を考慮して、吸水性樹脂中の残存モノマー量を求めた
。
【００５３】
　＜溶存酸素量の測定＞
　超精密型ＤＯメーター（セントラル科学（株）製、製品名：ＵＤ－１型）を用いて、モ
ノマー溶液の溶存酸素量を測定した。なお、モノマー溶液の溶存酸素量については、便宜
上、重合ゲル化を防ぐために重合開始剤を除いた状態で調製したモノマー溶液について測
定した。
　重合系に供給される溶存酸素脱気前のモノマー溶液中の溶存酸素量（ａ）は、断熱材で
覆われた５００ｍＬのポリプロピレン製の容器中に、供給配管から出てくるモノマー溶液
約３００ｍＬ採取し、すぐに密閉して、室温まで急冷した後のモノマー溶液について測定
した溶存酸素量とした。
【００５４】
　溶存酸素を脱気した後のモノマー溶液中の溶存酸素量（ｂ）は、断熱材で覆われた５０
０ｍＬのポリプロピレン製の容器中に４０ｍｍのスターラーピースを入れ、この容器に、
供給配管から出てくるモノマー溶液約１００ｍＬ採取し、すぐに４５０ｒｐｍで１０秒間
撹拌してから密閉して、室温まで急冷した後のモノマー溶液について測定した溶存酸素量
とした。
　〔実施例１〕
　４８．５ｗｔ％の水酸化ナトリウム水溶液（Ａ）、５４．３ｗｔ％のアクリル酸水溶液
（Ｂ）、ポリエチレングリコールジアクリレート（平均分子量：５２３）が９．３３ｗｔ
％、ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトンが０．３４７ｗｔ％、４６ｗｔ％ジエチレ
ントリアミン５酢酸３ナトリウム水溶液が０．３７７ｗｔ％、アクリル酸４５．０ｗｔ％
および工業用純水４５．０ｗｔ％からなる溶液（Ｃ）、ならびに、３．０ｗｔ％過硫酸ナ
トリウム水溶液（Ｄ）を別々に調製し、それぞれ異なるタンク１～４（図１参照）に入れ
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て保存した。各タンク内の溶液の液温は、水溶液（Ａ）が３３℃、水溶液（Ｂ）が１１℃
、溶液（Ｃ）が２４℃および水溶液（Ｄ）が２４℃となるようにした。
【００５５】
　図１に示す連続重合装置を用い、各溶液の供給量（流量）を水溶液（Ａ）が１７．８ｋ
ｇ／ｈ、水溶液（Ｂ）が４０．３ｋｇ／ｈ、溶液（Ｃ）が０．７７８ｋｇ／ｈおよび水溶
液（Ｄ）が１．０３ｋｇ／ｈとなる設定で、供給配管７中においてこれら溶液を混合しモ
ノマー溶液を調製した。上記混合に際しては、図１における分散機６より下流の供給配管
７中に、２００ｍＬ／ｍｉｎの流量で窒素ガスを導入した。供給配管７中のモノマー溶液
の温度は９７℃で安定させた。供給配管７中のモノマー溶液の溶存酸素量（ａ）は８．６
ｍｇ／Ｌであった。
　供給配管７内のモノマー溶液を、続けて重合系としてのベルト重合機８に供給し、重合
を行った。ベルト重合機８は、表面がフッ素樹脂コーティングされた長さ３．８ｍ、幅６
０ｃｍのエンドレスベルト９を備え、該ベルト９上にＵＶランプが設置され、ベルト９の
底面側および重合機８の周囲が約１００℃に加熱され且つ保湿され、中央部に蒸発水を回
収するための吸気配管を備えている。重合系への供給により溶存酸素を脱気した後のモノ
マー溶液の溶存酸素量（ｂ）は３．５ｍｇ／Ｌであった。モノマー溶液を供給配管から上
記ベルト９上に連続的に供給して重合を行い、帯状の重合ゲル１０を得た。
【００５６】
　得られた帯状の重合ゲル１０を、連続的にミートチョッパーで粉砕し、１８０℃の熱風
で乾燥した後、乾燥物をロールミルで粉砕して、粒子状の吸水性樹脂（１）を得た。
　吸水性樹脂（１）をふるいにより分級し、３００～６００μｍの範囲の吸水性樹脂粒子
（１）を得て、その物性を測定した。その結果を表１に示す。
　〔実施例２〕
　分散機６のジャケットに冷却水を適量通すことにより供給配管７中のモノマー溶液の温
度を８９℃となるように調整して安定させた以外は、実施例１と同様にして、粒子状の吸
水性樹脂（２）を得た。
【００５７】
　なお、供給配管７中のモノマー溶液の溶存酸素量（ａ）は９．５ｍｇ／Ｌであった。重
合系への供給により溶存酸素を脱気した後のモノマー溶液の溶存酸素量（ｂ）は４．８ｍ
ｇ／Ｌであった。
　吸水性樹脂（２）をふるいにより分級し、３００～６００μｍの範囲の吸水性樹脂粒子
（２）を得て、その物性を測定した。その結果を表１に示す。
　〔実施例３〕
　各タンク１～４内の溶液の液温を水溶液（Ａ）が２５℃、水溶液（Ｂ）が７℃、溶液（
Ｃ）が２４℃および水溶液（Ｄ）が２４℃となるようにし、タンク２内の水溶液（Ｂ）を
窒素バブリングすることで水溶液（Ｂ）の溶存酸素量を１ｍｇ／Ｌ以下となるようにし、
分散機６のジャケットに冷却水を適量通すことにより供給配管７中のモノマー溶液の温度
を８０℃となるようにして安定させ、重合機８のベルト９の底面側の温度を８０℃となる
ようにした以外は、実施例１と同様にして、粒子状の吸水性樹脂（３）を得た。
【００５８】
　なお、供給配管７中のモノマー溶液の溶存酸素量（ａ）は５．２ｍｇ／Ｌであった。重
合系への供給により溶存酸素を脱気した後のモノマー溶液の溶存酸素量（ｂ）は４．３ｍ
ｇ／Ｌであった。
　吸水性樹脂（３）をふるいにより分級し、３００～６００μｍの範囲の吸水性樹脂粒子
（３）を得て、その物性を測定した。その結果を表１に示す。
　〔比較例１〕
　分散機８より下流の供給配管に、新たにガス抜き部分１１を設けた以外は、実施例１と
同様の操作を行った。しかし、連続操作中に供給配管７内の圧力が徐々に上昇して、操作
開始から数十分後には重合機へのモノマー溶液の供給ができなくなった。原因を調べたと
ころ、供給配管７内に重合物の塊が生成して詰まっていた。
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【００５９】
【表１】

【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本発明にかかる製造方法は、例えば、体液（尿や血液など）等を吸収させることを目的
とする紙オムツ、生理用ナプキンおよび成人用失禁パット等の衛生材料、および、土壌用
保水剤などの用途において主要な構成材料として幅広く利用できる、吸水性樹脂を得る方
法としてこ好ましく適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の製造方法を実施できる連続重合装置の配置構造の概略図である。
【符号の説明】
【００６２】
１　　水溶液（Ａ）のタンク
２　　水溶液（Ｂ）のタンク
３　　溶液（Ｃ）のタンク
４　　水溶液（Ｄ）のタンク
５　　ポンプ
６　　分散機（混合機）
７　　供給配管
８　　ベルト重合機
９　　エンドレスベルト（ベルトコンベア）
１０　重合ゲル
１１　ガス抜き部分
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