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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　重合反応に供された、架橋剤を含む親水性単量体の水溶液を連続式で重合することによ
り吸水性重合体を製造する方法であって、
　上記親水性単量体の供給地点からの距離が異なる複数の地点において、重合反応の反応
温度を非接触的に検出する工程を含み、
　上記重合反応の反応温度は赤外線放射温度計で測定され、重合反応のピーク温度が６０
℃～１２０℃の範囲内であり、
　重合反応の反応温度を非接触的に検出する上記工程において、重合反応のピーク温度、
ピーク温度を示したタイミングであるピーク位置、並びに、ピーク温度を示した後の重合
反応後半の反応温度、より選択される少なくとも一つを検出し、この検出結果に基づいて
、親水性単量体の供給量を変更する、親水性単量体の温度を変更する、開始剤の供給量を
変更する、単量体水溶液中の溶存酸素の残存の程度を変更する、ことから選択される少な
くとも一つにより、重合反応を制御する工程をさらに含むことを特徴とする吸水性重合体
の製造方法。
【請求項２】
　重合反応に供された、架橋剤を含む親水性単量体の水溶液を連続式で重合することによ
り吸水性重合体を製造する方法であって、
　上記親水性単量体の供給地点からの距離が異なる複数の地点において、重合反応の反応
温度を非接触的に検出する工程を含み、
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　重合反応の反応温度を非接触的に検出する上記工程において、重合反応のピーク温度、
ピーク温度を示したタイミングであるピーク位置、並びに、ピーク温度を示した後の重合
反応後半の反応温度、より選択される少なくとも一つを検出し、この検出結果に基づいて
重合反応を制御する工程をさらに含み、
　上記重合反応の制御が、上記親水性単量体の供給量を変更する、親水性単量体の温度を
変更する、開始剤の供給量を変更する、単量体水溶液中の溶存酸素の残存の程度を変更す
る、ことから選択される少なくとも一つにより行われることを特徴とする吸水性重合体の
製造方法。
【請求項３】
　親水性単量体の温度を変更する方法は、原料としての単量体、および／または、重合反
応に供された単量体の温度を変更する方法であって、単量体を貯蔵するモノマータンクに
貯蔵前の単量体を冷却または加熱しておく方法；モノマータンクや、親水性単量体の水溶
液を混合する混合塔を冷却または加熱する方法；製造装置の冷却ゾーンおよび／または加
熱ゾーンの設定温度を変更する方法；重合反応に供された単量体に窒素ガスを供給するこ
とにより潜熱を奪取する方法；から選択されることを特徴とする請求項１または２記載の
吸水性重合体の製造方法。
【請求項４】
　上記重合反応の反応温度は赤外線放射温度計で測定され、重合反応のピーク温度が６０
℃～１２０℃の範囲内であることを特徴とする請求項２または３記載の吸水性重合体の製
造方法。
【請求項５】
　上記重合反応は、一定期間冷却条件下で行われ、
　重合反応の反応温度を非接触的に検出する工程における検出結果に基づき、重合反応の
ピーク位置が上記一定期間内にくるように、該重合反応を制御することを特徴とする請求
項１～４の何れか１項に記載の吸水性重合体の製造方法。
【請求項６】
　上記重合反応は搬送ベルト上での静置重合として行われ、
　上記親水性単量体が親水性単量体水溶液として、液厚１ｍｍ～５０ｍｍの範囲内で供給
されることを特徴とする請求項１～５の何れか１項に記載の吸水性重合体の製造方法。
【請求項７】
　上記親水性単量体水溶液の濃度が２０重量％～５０重量％であり、上記親水性単量体が
アクリル酸系単量体であることを特徴とする請求項１～６の何れか１項に記載の吸水性重
合体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、親水性単量体を連続式で重合して吸水性重合体（吸水性樹脂、または親水性重
合体と同義）を製造する方法、及び該重合体の製造装置に関するものである。より具体的
には、重合ゾーン内に設けられた複数の温度検出手段（例えば、非接触温度計）を用いて
、重合反応の反応温度を非接触的に検出する工程を含む吸水性重合体の製造方法、及び該
重合体の製造装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
吸水性重合体は、例えば、生理用品、紙おむつ等の衛生用品の吸収材；ドリップ吸収剤；
土壌保水剤；等の広い用途に応用されている。これら吸水性重合体は、親水性単量体（以
下、単量体と称する）をバッチ式、または、連続式で重合することにより製造される。吸
水性重合体の原料としての単量体を連続式で重合する従来装置には、例えば、該単量体を
搬送する搬送ベルト（重合ベルト）を備えた重合機が設けられている。そして、単量体は
例えば水溶液として重合反応の開始剤等とともに上記搬送ベルト上に連続的に供給され、
該搬送ベルト上で連続的に静置重合される。したがって、吸水性重合体の製造を生産性良
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く行うことができるという利点を有する。
【０００３】
ところで、上記単量体を重合して吸水性重合体を製造する際には、重合反応に伴う発熱に
より単量体の温度（重合反応の反応温度）は大きく変化する。以下、重合反応中の単量体
の温度変化を、図３に基づいて具体的に説明する。尚、重合反応中の単量体とは、単量体
と該単量体よりなる吸水性重合体との混合体ゲル（反応系）を指すものとする。
【０００４】
図３の（Ａ）に示すように、重合反応前半は緩やかに重合反応が進行することにより、該
反応温度は緩やかに上昇する。続いて、重合反応のピーク（以下、重合ピークと称する）
に近づくにつれて該反応温度は急激に上昇し、ピーク温度に到達する。また、重合反応後
半、すなわち、重合ピーク以降の反応においては、該反応温度は、始め急激に低下し、時
間の経過とともに低下の度合いが次第に緩やかとなってゆく。
【０００５】
このような重合反応中の反応温度の変化は、最終的に製造される吸水性重合体の諸物性や
、その生産性に影響を与えることが知られている。例えば、重合ピーク時の反応温度（ピ
ーク温度）の過剰な上昇は、不要な副反応の割合が増加する、吸水性重合体中の可溶分が
増加する、吸水性樹脂の加圧下吸収倍率が低下する、等の問題を引き起こす。一方、重合
反応後半における反応温度の過剰な低下は、重合反応を不完全なものとし、吸水性重合体
中に残存する単量体が増加する、該吸水性重合体の取扱い性が低下する、等の問題を引き
起こす。
【０００６】
そこで上記問題を解決するべく、重合機において、単量体を一定期間（図３に示す、反応
時間０～ｔ）冷却しながら重合するとともに、冷却後の該単量体を、必要に応じて一定期
間（図３に示す、反応時間ｔ以降）加熱しながら重合する吸水性重合体の製造装置が実現
された。この製造装置において、重合反応に供された単量体は搬送ベルトにより重合機中
を搬送され、始めに、該単量体の温度（反応温度）の過剰な上昇を抑制しながら（すなわ
ち、単量体を一定期間冷却しながら）重合反応が行われる。続いて、該単量体の温度（反
応温度）の過剰な低下を抑制しながら（すなわち、単量体を一定期間加熱しながら）重合
反応が行われる。この結果、重合反応中の反応温度の変化は図３の（Ｂ）に示すようにな
り、良好な物性を有する吸水性重合体が、生産性良く製造される。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記反応温度の変化のパターンは、微細な条件の変化、より具体的には、例え
ば、１）単量体が水溶液（以下、単量体水溶液と称する）として重合反応に供される場合
の溶存酸素の残存度、２）搬送ベルト上に供給される単量体水溶液の液厚やその初期温度
、３）重合反応に供された単量体の冷却・加熱の温度設定、４）重合反応の開始剤の投与
量、等が微細に変化することにより、大きく変動する。
【０００８】
すなわち、重合反応における、重合ピークのタイミング（ピーク位置）および重合ピーク
時のピーク温度等は、微細な条件の変化により変動するものであり、上記例示の吸水性重
合体の製造装置を用いた製造方法によっても最終的に製造される吸水性重合体の諸物性や
、その生産性を良好なものとすることができない場合がある。
【０００９】
例えば、上記ピーク温度が想定よりも高くなった場合には、図３の（Ｃ）に示すように、
単量体を一定期間冷却することによっても該反応温度の過剰な上昇を充分に抑制すること
ができない虞がある。また、重合ピークのタイミングが想定よりも遅れると、例えば、重
合ピークを迎える前に該単量体に対する一定期間の加熱が始まり、図３の（Ｄ）に示すよ
うに、その反応温度は過剰に上昇する。さらに、上記ピーク温度が想定よりも低くなった
場合には、重合反応が不十分にしか行われない虞がある。
【００１０】
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上記例示のような想定外の重合反応が起こった場合、１）重合反応中に含水ゲルが破裂す
る、２）搬送ベルト等の搬送手段に粘着して剥離困難となる、また、３）最終製品として
の吸水性重合体の諸物性も低下する、等の問題が生じる。しかしながら、諸物性が低下し
ているか否か、即ち、想定通りの重合反応が起こったか否かは、該吸水性重合体の外見か
ら判断することが困難な場合がある。そして、吸水性重合体の諸物性は、例えば、重合後
の含水ゲルに対し、乾燥や（微）粉砕等の加工が施されて最終製品のかたちとされた後に
、物性試験により確認される。したがって、上記の吸水性重合体の製造装置を用いた製造
方法では、異常に気付かぬまま長時間重合反応が行われ、その結果、不良の吸水性重合体
が大量に生産されるとともに、原料としての単量体が無駄になる虞があった。
【００１１】
本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであって、その目的は、想定通りの
重合反応が起こっているか否かを早期に判定することのできる吸水性重合体の製造方法、
及び該重合体の製造装置を提供することにある。さらには、上記判定に基づき、重合反応
を制御する吸水性重合体の製造方法を提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　本発明にかかる吸水性重合体の製造方法は、上記の課題を解決するために、重合反応に
供された、架橋剤を含む親水性単量体の水溶液を連続式で重合することにより吸水性重合
体を製造する方法であって、上記親水性単量体の供給地点からの距離が異なる複数の地点
において、重合反応の反応温度を非接触的に検出する工程を含むことを特徴としている。
【００１３】
本発明にかかる吸水性重合体の製造方法はまた、上記の課題を解決するために、重合反応
の反応温度を非接触的に検出する上記工程において、重合反応のピーク温度、ピーク位置
、並びに、重合反応後半の反応温度、より選択される少なくとも一つを検出し、この検出
結果に基づいて重合反応を制御する工程をさらに含むことを特徴としている。
【００１４】
本発明にかかる吸水性重合体の製造方法はまた、上記の課題を解決するために、上記重合
反応は、一定期間冷却条件下で行われ、重合反応の反応温度を非接触的に検出する工程に
おける検出結果に基づき、重合反応のピークが上記一定期間内にくるように、該重合反応
を制御することを特徴としている。
【００１５】
本発明にかかる吸水性重合体の製造方法はさらに、上記の課題を解決するために、上記重
合反応の制御が、上記親水性単量体の供給量を変更する、および／または、親水性単量体
の温度を変更する、ことにより行われることを特徴としている。
【００１６】
　本発明にかかる吸水性重合体の製造方法では、上記の課題を解決するために、上記重合
反応は搬送ベルト上での静置重合として行われ、上記親水性単量体が親水性単量体水溶液
として、液厚１ｍｍ～５０ｍｍの範囲内で供給されることを特徴としている。また、本発
明にかかる吸水性重合体の製造方法では、上記の課題を解決するために、上記重合反応の
反応温度は赤外線放射温度計で測定され、重合反応のピーク温度が６０℃～１２０℃の範
囲内であることを特徴としている。
【００１７】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の一形態について説明すれば、以下の通りである。尚、これによって、本発
明が限定されるものではない。
【００１８】
〔吸水性重合体の製造方法〕
本発明にかかる吸水性重合体の製造方法は、重合反応に供された親水性単量体（以下に説
明する）を連続式で重合することにより吸水性重合体を製造する方法であって、上記親水
性単量体の供給地点からの距離が異なる複数の地点において、重合反応の反応温度を非接
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触的に検出する工程を含んでなるものである。
【００１９】
本発明において「親水性単量体」とは、吸水性重合体の原料として使用可能な単量体であ
れば特に限定されるものではない。具体的には、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、マ
レイン酸、ビニルスルホン酸、スチレンスルホン酸、２－（メタ）アクリルアミド－２－
メチルプロパンスルホン酸、２－（メタ）アクリロイルエタンスルホン酸、２－（メタ）
アクリロイルプロパンスルホン酸、等のアニオン性不飽和単量体およびその塩；アクリル
アミド、メタアクリルアミド、Ｎ－エチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－ｎ－プロピル（
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、２－ヒドロキシプ
ロピル（メタ）アクリレート、メトキシポリエチレングリコール（メタ）アクリレート、
ポリエチレングリコールモノ（メタ）アクリレート、ビニルピリジン、Ｎ－ビニルピロリ
ドン、Ｎ－ビニルアセトアミド、Ｎ－アクリロイルピペリジン、Ｎ－アクリロイルピロリ
ジン、等のノニオン性の親水基含有不飽和単量体；Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチル（メタ
）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノエチル（メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチ
ルアミノプロピル（メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピル（メタ）アク
リルアミドおよびその四級塩等のカチオン性不飽和単量体；等を挙げることができる。上
記例示の単量体の中でも、アクリル酸、および、そのＬｉ，Ｎａ，Ｋ等のアルカリ金属塩
、アンモニウム塩等が主原料として好適に使用される。これらの単量体は、単独で重合反
応に使用してもよく、２種類以上のものを混合して使用してもよい。尚、以下、上記の親
水性単量体のことを単に単量体と称する。
【００２０】
上記「単量体」を水溶液として重合反応に供する場合、該単量体水溶液の濃度は特に限定
されるものではないが、２０重量％（質量百分率）～５０重量％であることが好ましく、
３０重量％～４５重量％であることがより好ましい。上記の濃度が２０重量％以上であれ
ば、得られる吸水性重合体の強度を確実に実用可能な値とすることができる。また、５０
重量％以下であれば重合反応により発生する反応熱の除去が容易であり、重合反応中の突
沸、及び得られる吸水性重合体中に含まれる可溶分の増加を防止することができる。
【００２１】
また、本発明において「単量体を連続式で重合する」とは、原料としての単量体を連続搬
送しながら重合することを指す。単量体を連続搬送するためには、例えば、搬送ベルト（
エンドレスタイプのものがより好ましい）等の搬送手段を少なくとも部分的に使用するこ
とがより好ましい。この場合、重合反応は搬送ベルト上での静置重合として行われる。「
単量体」を水溶液として重合反応に供する場合、上記搬送手段に供給される単量体水溶液
の液厚は特に限定されるものではないが、１ｍｍ～５０ｍｍの範囲内であることが好まし
く、１０ｍｍ～４０ｍｍの範囲内であることがより好ましく、２０ｍｍ～３０ｍｍの範囲
内であることがさらに好ましい。上記液厚が１ｍｍ以上であれば、吸水性重合体の生産を
工業的な水準で行うことができる。また、上記液厚が５０ｍｍ以下であれば重合反応によ
り発生する反応熱の除去が容易であり、重合反応中の突沸、得られる吸水性重合体中に含
まれる可溶分の増加、該吸水性重合体の強度の低下を防止することができる。
【００２２】
尚、上記重合反応においては、必要に応じて、重合反応の開始剤、架橋剤等の添加剤を使
用してもよい。上記開始剤としては、例えば、酸化性開始剤および還元剤を組み合わせて
なるレドックス系開始剤；熱分解型開始剤；光重合開始剤；等を挙げることができるが特
にこれらに限定されるものではない。これらの開始剤（重合開始剤）は、上記単量体の種
類に応じて一種類のみを使用してもよく、複数種のものを組み合わせて使用してもよい。
例えば、アクリル酸系単量体を原料として使用する場合には、例えば、過硫酸ナトリウム
（ＮａＰｓ）等の過硫酸塩（酸化性開始剤）とＬ－アスコルビン酸（塩）（還元剤）との
組合せ；過硫酸塩、過酸化水素（いずれも酸化性開始剤）、Ｌ－アスコルビン酸（塩）（
還元剤）の組合せ；過硫酸塩、過酸化水素（いずれも酸化性開始剤）、アゾ系開始剤（熱
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分解型開始剤）、Ｌ－アスコルビン酸（塩）（還元剤）の組合せ；等が好適に用いられる
。また、上記架橋剤は、分子内に２つ以上の官能基を有し、架橋構造の形成に寄与するも
のであれば特に限定されるものではない。さらに、場合によっては、重合反応終了後に架
橋剤を添加し、架橋構造を形成させることもできる。
【００２３】
次に、「親水性単量体の供給地点からの距離が異なる複数の地点において、重合反応の反
応温度を非接触的に検出する」ことに関し、「重合反応の反応温度を非接触的に検出する
」ことと、「反応温度の検出を、該単量体の供給地点からの距離が異なる複数の地点で行
う」こととに分けて説明を行う。
【００２４】
「重合反応の反応温度を非接触的に検出する」とは、「重合反応に供された単量体の温度
を非接触的に検出する」ことを意味する。すなわち、重合反応に供された単量体の温度を
、該単量体に触れることなく間接的に検出（測定を含む）する作業を行うことを指す。重
合反応に供された「単量体」とは、重合反応開始から該反応終了までの期間中における上
記「単量体」のことを指す。より具体的には、単量体と該単量体よりなる吸水性重合体と
の混合体（重合体ゲル、場合によっては反応系と称する）を指す。また、上記「単量体」
が重合反応に供されたものの、例えば、温度が低すぎる等の原因で該反応が起こらない場
合もありうる。このときには、上記「重合反応に供された単量体」とは、吸水性重合体の
原料としての「単量体」そのものを指す。重合反応の反応温度の検出が間接的に行われる
理由としては、単量体を連続式で重合することを妨げず、かつ、吸水性重合体の生産性を
低下させることなく温度を測定することができる事などが挙げられる。すなわち、連続式
で重合する場合、温度検出手段を反応系内部に突き刺す（接触させる）ことは工業的には
困難だからである。
【００２５】
重合反応の反応温度を間接的に検出する方法としては、例えば、電気的温度センサ（白金
線温度センサ等）、水晶温度センサ等の各種温度センサ；赤外線放射温度計等の温度計；
等の温度検出手段を重合反応に供された単量体近傍に設置し、該単量体近傍の気温、また
は、反応系の放熱量を温度として検出（測定を含む）する方法等を挙げることができる。
このような方法により間接的に検出された単量体の温度は、例えば、直接的な検出温度、
すなわち、該単量体に熱電対等を接触させることにより検出（測定を含む）される温度（
例えば、該単量体の表面温度）との相関関係を予めもとめておくこと等の方法で、単量体
の直接的な検出温度（重合反応の反応温度）に容易に変換することができる。
【００２６】
上記例示の温度検出手段の中では、温度計のような別途に変換回路を設ける必要のないも
のが通常より好ましい。また、温度計のなかでは、物体からの熱放射（赤外線）をとらえ
て温度を測定する赤外線放射温度計が、熱電対のような熱伝導子を利用する温度計と比較
して、非接触で確実に、かつ、迅速に温度を測定することができるためより好ましい。尚
、ここでいう温度検出手段は、温度を測定できるものであることがより好ましいが、場合
によっては、温度が所定の値以上（または、所定の値以下）となっていることを検出でき
るものであればよい。
【００２７】
また、「反応温度の検出を、単量体の供給地点からの距離が異なる複数の地点で行う」と
は、より具体的には、例えば、「単量体の供給地点」、すなわち、「単量体を重合ゾーン
（以下、製造装置の説明において詳細に記述する）に投入するモノマー投入ノズル（投入
管）」、からの距離が異なる複数の地点で、重合反応の反応温度の検出を行うことを指す
。これにより、該反応温度を経時的に検出し、その変化のパターンを容易にモニターする
ことが可能となる。
【００２８】
尚、「反応温度の検出を、単量体の供給地点からの距離が異なる複数の地点で行う」とは
、換言すれば、原料としての単量体を搬送ベルト等により連続搬送しながら重合する場合
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、その搬送方向に異なる複数の地点において重合反応の反応温度の検出を行うことを指す
。さらに言い換えれば、重合反応に供された単量体を一定速度で連続搬送しながら重合す
る場合、搬送時間（すなわち、重合反応に供された時間）が異なる単量体の温度を検出す
ることである。
【００２９】
上記反応温度の検出を行うための異なる複数の地点の数や、該地点間の間隔等は特に限定
されるものではなく、例えば、重合反応の種類に応じて、または、使用する製造装置に応
じて、適宜設定することができる。また、反応温度のうち、Ａ）ピーク温度（重合ピーク
時の反応温度）、また場合によっては、Ｂ）重合反応後半（重合ピーク後の重合反応）に
おける反応温度は、最終的に製造される吸水性重合体の諸物性、およびその生産性に影響
を与えるという点から特に重点的に検出することが好ましい。したがって、少なくとも上
記Ａ）の検出が可能な様に、上記地点の数や、該地点間の間隔等を設定することが好まし
く、加えて、上記Ｂ）の検出が可能な様に、上記地点の数や、該地点間の間隔等を設定す
ることがより好ましい。
【００３０】
上記Ａ）、Ｂ）の検出が重要であることは、次の観点に基づく。ピーク温度が高すぎる場
合、不要な副反応の割合が増加する、吸水性重合体中の可溶分が増加する、吸水性重合体
の加圧下吸収倍率が低下する、該吸水性重合体のゲル強度が低下する、開始剤が一時に消
費され未反応の単量体が多量に残存する、等の問題を引き起こす。一方、該ピーク温度、
または、重合反応後半における反応温度が低すぎる場合、重合反応が不完全なものとなり
、吸水性重合体中に残存する単量体が増加する、該吸水性重合体の取扱い性や吸水倍率が
低下する、等の問題を引き起こす。すなわち、これら想定外の重合反応は、最終的に製造
される吸水性重合体の諸物性や、その生産性を低下させる虞がある。尚、吸水性重合体の
取扱い性が低下するとは、例えば、吸水性重合体の粘度が上昇し、上記搬送手段等から剥
離困難となる点、該吸水性重合体（含水ゲル状のもの）を粗砕処理、粒状化処理、等する
際に練られる点等が挙げられる。
【００３１】
尚、上記の「ピーク温度が高すぎる、または、低すぎる」との判定基準や、「重合反応後
半における反応温度が低すぎる」との判定基準は、重合反応の種類、最終的に得られる吸
水性重合体にもとめられる物性等に応じて決めることができる。また、重合反応のピーク
のタイミングを判定基準として、想定外の重合反応であるか想定する重合反応であるかの
判定を行うこともできる。これらの判定基準としては、例えば、以下に示す「重合反応を
制御する工程」の説明において、制御目標として例示された温度範囲（「所定の範囲」と
して記載）や、ピークのタイミング等を挙げることができる。
【００３２】
以上のように本発明にかかる吸水性重合体の製造方法によれば、「重合反応に供された単
量体の温度（重合反応の反応温度）を、該単量体の供給地点からの距離が異なる複数の地
点において非接触的に検出する」ので、該反応温度を経時的に検出（測定を含む）し、そ
の変化のパターンをモニターすることができる。これにより、想定する重合反応が起こっ
ているか否かを早期に判定することが可能となる。特に、ピーク温度周辺や重合反応後半
における反応温度の変化のパターンをモニターすることにより、ピーク温度、重合反応の
ピークのタイミング（ピーク位置）、重合反応後半における反応温度を知ることができ、
想定する重合反応が起こっているか否かを早期に判定することが可能となる。
【００３３】
尚、想定する重合反応が起こらない場合としては、例えば、以下の１）～４）に示すもの
が挙げられる。１）単量体水溶液中の単量体濃度やその溶存酸素除去の程度が、想定した
ものでなかった場合、２）搬送ベルト上に供給される単量体水溶液の液厚やその初期温度
が、想定したものでなかった場合、３）重合反応に供された単量体の冷却・加熱の温度設
定が、想定したものでなかった場合、４）重合反応の開始剤の投与量が、想定したもので
なかった、等の場合。これら１）～４）は、エジェクタ等の溶存酸素除去装置、冷却機、
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加熱機、開始剤の投与装置等の不具合により容易に発生する。
【００３４】
重合反応の反応温度の経時的な検出により、想定する重合反応が起こっていない（または
、想定する重合反応が起こらなくなる可能性がある）と判定された場合（図３の（Ｃ）、
（Ｄ）参照）には、例えば、即座に製造ラインを停止することにより、不良な吸水性重合
体の製造と原料としての単量体の浪費とを最低限に抑えることができる。または、以下に
説明する重合反応を制御する工程をさらに含むことで、製造ラインを停止することなく対
処することができる。
【００３５】
すなわち、本発明にかかる吸水性重合体の製造方法は、上記検出結果に基づいて、例えば
、重合反応のピーク温度、および、重合反応後半の反応温度が、所定の範囲内となるよう
に該重合反応を制御する工程をさらに含んでなるものであってもよい。
【００３６】
最終的に製造される吸水性重合体の諸物性、およびその生産性を良好なものとするために
上記ピーク温度、または重合反応後半の反応温度としてもとめられる値（上記「所定の範
囲」）は、重合反応の種類、最終的に得られる吸水性重合体にもとめられる物性等によっ
て異なる。通常、該ピーク温度としては６０℃～１２０℃の範囲内であることが好ましく
、７０℃～１０５℃の範囲内であることがより好ましく、８０℃～１００℃の範囲内であ
ることがさらに好ましい。また、重合反応後半の反応温度としては通常５０℃以上である
ことが好ましく、６０℃以上であることがさらに好ましい。尚、ここで例示した「所定の
範囲」は、重合反応に供された単量体の表面温度として求められる重合反応の反応温度で
あり、該反応温度をこの制御目標に合うように制御することで、最終的に製造される吸水
性重合体の諸物性、およびその生産性が良好となる。
【００３７】
また、上記重合反応は、一定期間冷却条件下で行われる（以下、第一の重合反応と称する
）場合もある。この場合、重合反応の反応温度を非接触的に検出する工程における検出結
果に基づき、重合反応のピークが、上記一定期間内にくるように、該重合反応を制御して
もよい。この様にすれば、重合ピークが冷却条件下で行われる期間外にくることがなく、
重合反応の反応温度の過剰な上昇が抑制される。
【００３８】
さらにまた、上記重合反応は、一定期間冷却条件下で行われ（第一の重合反応）、これに
後続して一定期間加熱条件下で行われ（以下、第二の重合反応と称する）る場合もある。
この場合には、重合反応の反応温度を非接触的に検出する工程における検出結果に基づき
、重合反応のピークが上記第一の重合反応時にくるように、該重合反応を制御してもよい
。この様にすれば、重合反応の反応温度の過剰な上昇が抑制されることに加え、重合反応
後半において該反応温度が経時的に低下することを確実に抑制することができる。尚、上
記第一の重合反応と第二の重合反応との間には、冷却も加熱もなされずに重合反応が行わ
れる期間があってもよい。尚、上記の冷却条件・加熱条件とはそれぞれ、反応系を冷却・
加熱できる条件のことをいう。
【００３９】
重合反応のピークが上記第一の重合反応時にくるように重合反応を制御する場合、該ピー
クが第一の重合反応の前半または後半に偏りすぎると、以下に示す問題が生じる虞がある
。すなわち、上記ピークが第一の重合反応の前半に偏りすぎると、第一の重合反応が終了
するまでに重合反応の反応温度が過剰に低下する虞がある。その結果、残存する単量体や
可溶分が増加する虞がある。また、重合反応の反応温度が重合反応に供された単量体の表
面温度として検出される場合に上記ピークが第一の重合反応の後半に偏りすぎると、内部
の単量体の重合反応のピークが、第一の重合反応時以降に起こる虞がある。そして、含水
ゲルの破裂や、残存する単量体および可溶分の増加、等の問題が発生する虞がある。この
ような場合には、例えば、冷却条件、開始剤の使用量、単量体水溶液中の溶存酸素量、等
を調整する方法により重合反応の制御を行えばよい。
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【００４０】
以上のように本発明にかかる吸水性重合体の製造方法によれば、重合反応の反応温度の非
接触的な検出結果に基づいて、例えば、重合反応のピーク温度、および、重合反応後半の
反応温度が所定の範囲内となるように重合反応の制御が行われる。また、上記検出結果に
基づいて、例えば、重合反応のピークが上記第一の重合反応時にくるように重合反応の制
御が行われる。すなわち、想定する重合反応が起こっていない（または、想定する重合反
応が起こらなくなる可能性がある）と判定された場合であっても、製造ラインを停止する
ことなく、想定する重合反応へと復帰させることができるという効果を奏する。
【００４１】
尚、重合反応を制御する工程で用いられる具体的な制御方法としては、単量体の供給量を
変更する、および／または、単量体の温度を変更する、等の方法が挙げられるが、これら
に関しては、以下、本発明にかかる製造装置の記載において詳細に説明を行う。
【００４２】
〔吸水性重合体の製造装置〕
本発明にかかる吸水性重合体の製造装置は、重合反応に供された単量体（親水性単量体）
を連続式で重合する重合ゾーンを備えた吸水性重合体の製造装置であって、上記重合ゾー
ン内における、単量体の供給地点からの距離が異なる複数の地点に、重合反応に供された
上記単量体の温度を非接触的に検出するための温度検出手段が設けられている構成を有す
る。換言すればすなわち、重合反応の反応温度を、単量体の供給地点からの距離が異なる
複数の地点において非接触的に検出することができる吸水性重合体の製造装置である。
【００４３】
上記製造装置は、例えば、図１に示すように、吸水性重合体の原料としての単量体（モノ
マー）を貯蔵するモノマータンク１１、不活性ガスを供給するエジェクタ１２、酸化性開
始剤を貯蔵する開始剤タンク１３、還元剤を貯蔵する還元剤タンク１４、上記単量体、酸
化性開始剤、及び還元剤を混合する混合塔１５、該混合塔１５に設けられたノズル口１５
ａから重合機１８内に供給された単量体を搬送方向に搬送する搬送ベルト（搬送手段）１
６を有しており、さらに、重合機１８上部壁には複数の温度検出手段２７としての赤外線
放射温度計Ｔ1 ～Ｔ6 が設けられている。尚、図１に示す製造装置において重合ゾーンと
は、重合反応が起こるゾーン全体、より具体的には、重合機１８を指す。また、混合塔１
５は、単量体を重合機１８に投入するモノマー投入ノズル（投入管）を兼ねている。
【００４４】
　モノマータンク１１には、上記単量体が、例えば水溶液として（以下、単量体水溶液と
称する）貯蔵されており、該単量体水溶液はエジェクタ１２から供給される不活性ガスに
より溶存酸素が除去された後に、単量体供給路１７を経由して混合塔１５に導入される。
単量体水溶液中の溶存酸素を除去するための不活性ガスは特に限定されるものではないが
、具体的には、例えば、窒素、アルゴン、ヘリウム等が好適に使用される。また、単量体
水溶液中の溶存酸素の除去方法も特に限定されるものではなく、上記エジェクタ１２に代
えて、アスピレータにより不活性ガスを導入する方法や、減圧条件下で脱気する方法、こ
れらの方法の組合せなどの従来公知の溶存酸素の除去方法を使用することができる。また
、単量体水溶液中の溶存酸素の除去はモノマータンク１１内で行うことも可能である。
【００４５】
混合塔１５に導入された溶存酸素除去済の単量体水溶液に対し、重合反応の開始剤（酸化
性開始剤）としての過硫酸ナトリウム（ＮａＰｓ）が開始剤タンク１３より、開始剤供給
路１３ａを経由して供給される。続いて、該単量体水溶液に対し、還元剤としてのＬ－ア
スコルビン酸が還元剤タンク１４より、還元剤供給路１４ａを経由して供給される。これ
により、単量体、酸化性開始剤、及び還元剤が混合される。尚、重合反応は、重合ゾーン
内で開始される。
【００４６】
上記単量体水溶液の温度は特に限定されるものではないが、重合反応が開始される直前に
おいて１０℃～４０℃の範囲内であることが好ましく、１５℃～２５℃の範囲内であるこ
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とがより好ましく、１５℃～２０℃の範囲内であることがさらに好ましい。上記単量体水
溶液の温度が１０℃以上であれば確実に重合反応が開始され、重合反応開始までの誘導期
間が長くなりすぎる虞などがない。また、該温度が４０℃以下であれば、重合反応により
発生する熱の除去が容易であり、重合反応中の突沸、得られる吸水性重合体中に含まれる
可溶分の増加、該吸水性重合体の強度の低下を防止することができる。加えて、重合反応
の急激な進行を抑止することができるので、酸化性開始剤や還元剤が一時に消費されて未
反応の単量体が多量に残存することを確実に防止することができる。
【００４７】
モノマー投入ノズルを兼ねる混合塔１５に導入された単量体水溶液は、続いてノズル口１
５ａを経由して重合機１８内に設けられた搬送ベルト１６の上面に供給される。混合塔１
５の一端に設けられたノズル口１５ａは、搬送ベルト１６による単量体水溶液の搬送方向
と同方向に屈曲されている。この屈曲構造は、１）搬送ベルト１６の上面への単量体水溶
液の供給をスムーズに行うため、２）搬送ベルト１６の上面への単量体水溶液の供給量を
一定とするため、の構造であるが、特にこの構造に限定されるものではない。搬送ベルト
１６の上面への単量体水溶液の供給量（フィード量：ノズル口１５ａの幅が固定されてい
る場合、液厚に相当）は特に限定されるものではない。
【００４８】
搬送ベルト１６は、より具体的には、同方向に一定速度で回転する駆動軸２０・２０によ
り支持・駆動されるエンドレスタイプのベルトコンベアであり、その上方に設けられたフ
ード４１に覆われるとともに、窒素置換されている。また、搬送ベルト１６の上面は、そ
の搬送方向前段側に位置する一定領域（冷却ゾーン１８ａ）が冷却されているとともに、
その搬送方向後段側に位置する一定領域（加熱ゾーン１８ｂ）が加熱されている。
【００４９】
搬送ベルト１６の上面を冷却・加熱する方法は特に限定されるものではないが、例えば、
冷却機・加熱機を用いて該上面を裏側より冷却・加熱する方法、冷水シャワー・温水シャ
ワーを用いて該上面を裏側より冷却・加熱する方法、等を挙げることができる。冷水シャ
ワーを用いて該上面を裏側より冷却する場合、冷水の温度は特に限定されるものではない
が、０℃～３０℃の範囲内であることがより好ましい。また、温水シャワーまたは加熱機
を用いて該上面を裏側より加熱する場合、加熱後の該上面の温度は特に限定されるもので
はないが、５０℃以上であることが好ましく、６０℃以上であることがさらに好ましい。
【００５０】
ノズル口１５ａを経由して搬送ベルト１６の上面に供給（投入）された単量体は、該上面
において連続静置重合される。搬送ベルト１６の上面における重合反応は、冷却ゾーン１
８ａにおいて一定期間冷却条件下で行われ（第一の重合反応）、これに後続して、加熱ゾ
ーン１８ｂにおいて一定期間加熱条件下で行われ（第二の重合反応）る。これにより、重
合反応に供された単量体水溶液は搬送ベルト１６により重合機１８中を搬送され、始めに
、反応温度の過剰な上昇を抑制しながら重合反応が行われる。続いて、該反応温度の過剰
な低下を抑制しながら重合反応・熟成が行われ、含水ゲル（吸水性重合体の一形態）１９
が製造される。
【００５１】
また、上記の重合反応、すなわち、第一の重合反応および第二の重合反応は、重合機１８
の上部壁に取り付けられた赤外線放射温度計Ｔ1 ～Ｔ6 により、その反応温度が非接触的
に測定されながら行われる。上記赤外線放射温度計Ｔ1 ～Ｔ6 は、図１に示すように、単
量体の搬送方向に距離が互いに異なる複数の地点において、上記反応温度の測定を行うも
のである。これにより、該反応温度を経時的に測定し、その変化のパターンを容易にモニ
ターすることが可能となる。
【００５２】
尚、該製造装置において、測定されるべき重合反応の反応温度は、反応系の表面温度（搬
送ベルト１６の上面に対して遠位側における表面温度）であることがより好ましい。その
理由は、製造装置が冷却ゾーン１８ａや加熱ゾーン１８ｂを有する場合、反応系はその厚



(11) JP 4679683 B2 2011.4.27

10

20

30

40

50

さ方向に温度分布を有するためである。より具体的には、冷却ゾーン１８ａにおける重合
反応では、上記反応系の搬送ベルト１６近傍は十分に除熱され、上記反応系の表面温度と
比較してその反応温度（内部温度と称する）が低くなっている。そして、重合反応の反応
温度として該内部温度を採用すると、反応系が加熱ゾーン１８ｂに搬送された際に、例え
ば、上記表面温度が例えば上記所定の範囲外となることを見逃す可能性があるからである
。
【００５３】
上記反応温度のうち、Ａ）ピーク温度と、Ｂ）重合反応後半における反応温度とは、最終
的に製造される吸水性重合体の諸物性、およびその生産性に影響を与えるという点から特
に重点的に測定することが望まれる。本製造装置は、加熱ゾーン１８ｂを有するため、重
合反応後半における反応温度が所定の温度以下になることは通常なく、上記Ｂ）の測定は
必須ではない。しかしながら、加熱ゾーン１８ｂに設けられる加熱機等が故障する場合も
考えられる。したがって本製造装置において上記赤外線放射温度計Ｔ1 ～Ｔ6 は、少なく
とも上記Ａ）の測定が可能な様に、さらには上記Ｂ）の測定が可能な様に、設置されてい
ることが望ましい。また、場合によっては、混合塔１５に温度検出手段２７を設置する構
成としてもよい。尚、重合ゾーン内に設けられる赤外線放射温度計の数や、その設置間隔
等は特に限定されるものではない。
【００５４】
図１に示す吸水性重合体の製造装置によれば、赤外線放射温度計Ｔ1 ～Ｔ6 を用いて、「
重合反応に供された単量体の温度（重合反応の反応温度）を、単量体の供給地点からの距
離が異なる複数の地点において非接触的に検出（測定）する」ので、該反応温度を経時的
に測定し、その変化のパターンをモニターすることにより、想定する重合反応が起こって
いるか否かを早期に判定することが可能となる。特に、ピーク温度周辺や、重合反応後半
における反応温度の変化のパターンをモニターすることで、想定する重合反応が起こって
いるか否かを早期に判定することができる。
【００５５】
重合反応の反応温度の経時的な測定により、想定する重合反応が起こっていない（または
、想定する重合反応が起こらなくなる可能性がある）と判定された場合には、例えば、即
座に製造ラインを停止することにより、不良な吸水性重合体の製造と原料としての単量体
の浪費とを最低限に抑えることができる。または、以下に説明するように重合反応を制御
することで、製造ラインを停止することなく想定する重合反応へと復帰させることができ
る。
【００５６】
想定する重合反応が起こっていない（または、想定する重合反応が起こらなくなる可能性
がある）と判定された場合、例えば、以下のように重合反応の制御が行われる。すなわち
、上記反応温度の非接触的な測定結果に基づき、例えば、ａ）重合反応のピーク温度が上
記「所定の範囲」内となるように、ｂ）重合反応後半の反応温度が上記「所定の範囲」内
となるように、ｃ）重合反応のピークが上記第一の重合反応時にくるように、該重合反応
の制御が行われる。上記ａ）を満たすように重合反応の制御を行うことにより重合反応の
反応温度の過剰な上昇または低下が抑制される。また、上記ｂ）を満たす様に重合反応の
制御を行うことにより、重合反応後半における該反応温度の経時的な低下を抑制すること
ができる。さらに、上記ｃ）を満たす様に重合反応の制御を行うことにより重合反応の反
応温度の過剰な上昇が抑制される。
【００５７】
重合反応の制御は、具体的には、例えば、単量体の供給量を変更する、および／または、
単量体の温度を変更する、等の方法により行うことができる。「単量体の供給量を変更す
る」方法は特に限定されるものではないが、具体的には、例えば、ノズル口１８ａと搬送
ベルト１６との距離（ノズル高さ）、搬送ベルト１６の搬送速度、モノマータンク１１か
ら混合塔１５への単量体水溶液の供給速度、等を変更することにより、搬送ベルト１６の
上面への単量体の供給量（ここでは、単量体水溶液の液厚と同義）を変更する方法；単量
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体水溶液の濃度、等を変更することにより、搬送ベルト１６の上面への単量体の供給量を
変更する（単量体水溶液の液厚は一定である）方法；等を指す。搬送ベルト１６の上面へ
の単量体の供給量を変更することにより、重合反応の反応速度自体を変更することができ
る。また、単量体水溶液の液厚を変更することにより、反応熱の放散量を変更することが
できる。これにより、製造ラインを停止することなく該反応温度の変化のパターンを変更
し、想定する重合反応へと復帰させることができる。
【００５８】
「単量体の温度を変更する」方法は特に限定されるものではないが、具体的には、例えば
、モノマータンク１１に貯蔵前の単量体を冷却または加熱しておく方法；モノマータンク
１１や混合塔１５を冷却または加熱する方法；冷却ゾーン１８ａ、および／または、加熱
ゾーン１８ｂの設定温度を変更する方法；重合反応に供された単量体に窒素ガス等を供給
（噴射）することにより潜熱を奪取する方法；等の、原料としての単量体、および／また
は、重合反応に供された単量体の温度を変更する方法を指す。これにより、製造ラインを
停止することなく該反応温度の変化のパターンを変更し、想定する重合反応へと復帰させ
ることができる。
【００５９】
重合反応の制御を目的とする上記例示の制御方法は、単独で使用してもよく、複数を組合
せて使用してもよい。また、重合反応の開始剤を使用する場合には、該開始剤の供給量を
変更する方法によっても重合反応の制御を行うことができる。さらに、単量体水溶液中の
溶存酸素の残存の程度を変更する方法によっても重合反応の制御を行うことができる。よ
り具体的には、単量体水溶液に窒素やアルゴン等の不活性ガスを供給して溶存酸素を除去
する場合、単量体水溶液への不活性ガスの供給量を適宜変更することで、重合反応を容易
に制御することが可能できる。
【００６０】
上記説明のように、重合反応の反応温度の測定、および、必要に応じて重合反応の制御が
なされて製造された含水ゲル１９は、搬送ベルト１６により重合機１８から搬出される。
搬出された含水ゲル１９は、重合機１８とゲル粗砕機２１との間に設けられた、複数の回
転ロール４０…により構成されるコロコンベアにより搬送されて、ゲル粗砕機２１に搬入
される。そして、ゲル粗砕機２１により、例えば約１０ｃｍ角の大きさに粗砕される。続
いて、粗砕された含水ゲル１９は、ゲル細粒化装置２２により粒状化され、例えば、平均
粒径０．５ｍｍ～３．０ｍｍの粒状ゲル（吸水性重合体の一形態）とされる。粒状ゲルは
、さらに必要に応じて、図示しない乾燥機により乾燥された後にミル型粉砕機により微粉
砕され、例えば、平均粒径２５０μｍ～５００μｍの吸水性微細粒子（吸水性重合体の一
形態）とされる。上記ゲル細粒化装置２２は特に限定されるものではなく、例えば、ニー
ダー、ミートチョッパー、堅型粉砕機、シュレッダー、ペレタイザー、スクリュウ式押出
機、等を挙げることができる。また、上記ミル型粉砕機は特に限定されるものではなく、
例えば、ピンミル、ロールミル、ハンマーミル、等を挙げることができる。
【００６１】
尚、本発明にかかる吸水性重合体の製造装置は、想定する重合反応が実現可能なものであ
れば、図１に例示のものに限定されるものではない。例えば、加熱ゾーン１８ｂを有しな
い製造装置であってもよく、場合によっては、冷却ゾーン１８ａを有しない製造装置や、
加熱ゾーン１８ｂと冷却ゾーン１８ａとの双方を有しない製造装置であってもよい。
【００６２】
本発明にかかる吸水性重合体の製造方法はまた、親水性単量体を連続式で静置重合するこ
とにより吸水性重合体を製造する方法において、親水性単量体の供給地点からの距離が異
なる複数の地点において、反応系の表面温度を、重合反応の反応温度として測定する工程
を含んでなる方法であっても良い。
【００６３】
本発明にかかる吸水性重合体の製造方法はさらに、重合反応の反応温度を複数の地点で測
定することにより、重合ピーク温度およびピーク位置を検出し、重合反応を制御する工程
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を含んでなる方法であってもよい。
【００６４】
本発明にかかる吸水性重合体の製造方法はさらに、反応系の表面温度を熱型赤外線温度計
により非接触的に測定する工程を含んでなる方法であってもよい。
【００６５】
本発明にかかる吸水性重合体の製造方法はさらに、親水性単量体をベルト面を冷却および
／または加熱する装置を備えた駆動するベルト重合装置に供給する工程を含んでなるもの
であってもよい。
【００６６】
【実施例】
以下、実施例により、本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらにより何ら限定
されるものではない。
【００６７】
〔実施例１〕
図１に示す製造装置を用いて吸水性重合体の製造を行った。本実施例において、搬送ベル
ト１６は、幅６０ｃｍ、長さ（すなわち、駆動軸２０・２０の中心間距離）２４ｍのステ
ンレス製のエンドレスベルトである。また、搬送ベルト１６の搬送速度は１ｍ／分であり
、また、冷却ゾーン１８ａの長さは１５ｍ、加熱ゾーン１８ｂの長さは９ｍである。上記
冷却ゾーン１８ａは冷却機により１５℃に冷却されており、上記加熱ゾーン１８ｂは加熱
機により７０℃に加熱されている。また、搬送ベルト１６上面近傍の雰囲気は、窒素が供
給されることにより、酸素含有量が１体積百分率（ｖｏｌ％）以下となるべく制御されて
いた。
【００６８】
温度検出手段２７としての赤外線放射温度計Ｔ1 ～Ｔ6 はそれぞれ、ベルト面からの高さ
が約５０ｃｍの温度を測定すべく重合機１８の上部壁に取り付けられている。より具体的
には、赤外線放射温度計Ｔ1 ～Ｔ5 は、長さ１５ｍの冷却ゾーン１８ａの上方に３ｍ間隔
（冷却ゾーン１８ａの端部を基点として、順に、３ｍ、６ｍ、９ｍ、１２ｍ、１５ｍの位
置）で設けられており、赤外線放射温度計Ｔ6 は、重合機１８の出口近傍（加熱ゾーン１
８ｂの上方）に設けられている。尚、本実施例において、赤外線放射温度計Ｔ1 ～Ｔ6 に
より測定される温度は、重合反応の反応温度（ここでは、重合反応に供された単量体水溶
液の表面温度）と等しいことは予備実験により確認されている。
【００６９】
吸水性重合体の原料として７０％中和アクリル酸ナトリウム（単量体）を使用した。始め
に、該アクリル酸ナトリウムの３９重量％水溶液を調製し、該水溶液に架橋剤としてのポ
リエチレングリコールジアクリレートを該アクリル酸ナトリウム１モルに対して０．１モ
ルとなるように加えたものをモノマー水溶液（単量体水溶液）としてモノマータンク１１
に供給した。
【００７０】
続いて上記モノマー水溶液をエジェクタ１２に供給し、該モノマー水溶液に窒素ガスを連
続供給することで溶存酸素の除去を行った。窒素ガス連続供給後のモノマー水溶液中の溶
存酸素量は、０．５～１ｍｇ／Ｌの範囲内となるように制御されていた。また、この時の
モノマー水溶液の温度は１８～１９℃に保たれていた。溶存酸素除去後のモノマー水溶液
は、続いて混合塔１５に供給された。混合塔１５においては、上記アクリル酸ナトリウム
１モルに対し０．１２ｇの過硫酸ナトリウム（ＮａＰｓ）が開始剤タンク１３より供給さ
れ、該アクリル酸ナトリウム１モルに対し０．００２ｇのＬ－アスコルビン酸が還元剤タ
ンク１４より供給され、モノマー水溶液と混合された。
【００７１】
続いて、上記モノマー水溶液は、ノズル口１５ａを経由して、その液厚が２３ｍｍとなる
ように搬送ベルト１６の上面に連続供給（連続投入）された。搬送ベルト１６の上面にお
ける重合反応は、赤外線放射温度計Ｔ1 ～Ｔ6 によりその反応温度を測定しながら行われ
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た。赤外線放射温度計Ｔ1 ～Ｔ6 による反応温度の測定結果は、順に、３０℃、５２℃、
８０℃、９５℃、９３℃、７５℃、であった。図２に、反応時間と反応温度との関係を表
す。尚、図２において、反応時間Ｔ１～Ｔ６とはそれぞれ、単量体の供給地点から赤外線
放射温度計Ｔ1 ～Ｔ6 の真下の位置に単量体が搬送されるに必要な時間を指している。本
実施例では、搬送ベルト１６は一定速度（１ｍ／分）で駆動されている。そのため、上記
反応時間Ｔ１～Ｔ６とは、具体的には、単量体が搬送ベルト１６の上面に供給された時点
を起点として、順に、３分後、６分後、９分後、１２分後、１５分後、２４分後を指す。
【００７２】
上記の測定結果によれば、本実施例における重合反応の反応温度は、赤外線放射温度計Ｔ

3 ～Ｔ5 （反応時間Ｔ３～Ｔ５）にかけて上に凸型となっていることが判る。したがって
、該重合反応のピークは、赤外線放射温度計Ｔ3 ～Ｔ5 に対応する位置、すなわち、冷却
ゾーン１８ａの端部を基点として、９ｍ～１５ｍの位置（冷却ゾーン１８ａ内）において
起こっていると推定される。また、重合反応のピーク温度は、１００℃前後であると推定
される。また、重合反応後半の反応温度は、赤外線放射温度計Ｔ6 の測定結果より、常に
７５℃以上を維持していると推定される。
【００７３】
すなわち、本実施例における重合反応は、そのピークが冷却条件下で重合反応（第一の重
合反応）が行われる一定期間内にくると推定される。また、そのピーク温度および重合反
応後半の反応温度がともに、通常望まれる値、それぞれ順に、６０℃～１２０℃の範囲内
であり、５０℃以上であると推定される。したがって、想定する重合反応のもとに含水ゲ
ル１９が製造されていると判定される。
【００７４】
続いて、含水ゲル１９を図１に示すゲル粗砕機２１で粗砕後、ゲル細粒化装置２２により
粒状化して粒状ゲルを得た。そして、該粒状ゲルを１７０℃で４０分間乾燥することによ
り吸水性重合体Ｂを得た。吸水性重合体Ｂは、水の飽和吸収倍率が３２（ｇ／ｇ）、可溶
分の含有量が７重量％、残存した単量体（残存モノマー）量が３００ｐｐｍ、であり、想
定どおりに良好な物性を有することが確認された。尚、水の飽和吸収倍率とは、（吸水性
重合体Ｂに吸収される水の最大量（ｇ））を、（吸水性重合体Ｂの重量（ｇ））で除した
値を指すものとする。
【００７５】
〔実施例２〕
上記実施例１と同様の製造装置を用いて、同一の条件下で吸水性重合体の製造を行った。
しかしながら、赤外線放射温度計Ｔ1 ～Ｔ6 による反応温度の測定の結果、図３に示す（
Ｃ）のパターン同様、重合反応の前半で重合が急激に進行していることが予想された。そ
こで、重合機１８への、モノマー水溶液のさらなる供給を停止した。
【００７６】
こうして得られた含水ゲル１９を、上記の実施例１と同様の方法で、粗砕、粒状化、乾燥
して吸水性重合体Ｃを得た。吸水性重合体Ｃは、水の飽和吸収倍率が３０（ｇ／ｇ）、可
溶分の含有量が１０重量％、残存した単量体（残存モノマー）量が８００ｐｐｍ、であり
、上記実施例１で得られた吸水性重合体Ｂと比較してその物性がいずれも劣っていること
が確認された。
【００７７】
尚、重合機１８へのモノマー水溶液の供給を停止することなく、１）過硫酸ナトリウム（
ＮａＰｓ）の供給量、および／または、Ｌ－アスコルビン酸の供給量を低減する、２）エ
ジェクタ１２による窒素ガスの単位時間当りの供給量を低減する、３）搬送ベルト１６上
面におけるモノマー水溶液の液厚を薄くする、４）冷却機が、冷却ゾーン１８ａを冷却水
により冷却する場合、該冷却水の温度を下げる、および／または、冷却水の循環量を増加
させる、等の方法を選択することにより、重合反応を望ましいパターン、より具体的には
図３に示す（Ｂ）のパターンとすることができる。
【００７８】
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〔実施例３〕
上記実施例１と同様の製造装置を用いて、同一の条件下で吸水性重合体の製造を行った。
しかしながら、赤外線放射温度計Ｔ1 ～Ｔ6 による反応温度の測定の結果、図３に示す（
Ｄ）のパターン同様、重合反応の開始が遅れていることが予想された。そこで、重合機１
８への、モノマー水溶液のさらなる供給を停止した。
【００７９】
こうして得られた含水ゲル１９を、上記の実施例１と同様の方法で、粗砕、粒状化、乾燥
して吸水性重合体Ｄを得た。吸水性重合体Ｄは、水の飽和吸収倍率が３４（ｇ／ｇ）、可
溶分の含有量が１２重量％、残存した単量体（残存モノマー）量が１０００ｐｐｍ、であ
り、上記実施例１で得られた吸水性重合体Ｂと比較して、「可溶分の含有量」および「残
存した単量体量」が著しく多いことが確認された。
【００８０】
尚、重合機１８へのモノマー水溶液の供給を停止することなく、１）過硫酸ナトリウム（
ＮａＰｓ）の供給量、および／または、Ｌ－アスコルビン酸の供給量を増加させる、２）
エジェクタ１２による窒素ガスの単位時間当りの供給量を増加させる、３）搬送ベルト１
６上面に供給されるモノマー水溶液の温度を上げる、４）冷却機が、冷却ゾーン１８ａを
冷却水により冷却する場合には、該冷却水の温度を上げる、等の方法を選択することによ
り、重合反応を望ましいパターン、より具体的には図３に示す（Ｂ）のパターンとするこ
とができる。
【００８１】
【発明の効果】
以上のように、本発明にかかる吸水性重合体の製造方法によれば、重合反応の反応温度を
経時的に検出（測定を含む）し、その変化のパターンをモニターすることができる。これ
により、想定する重合反応が起こっているか否かを早期に判定することが可能となるとい
う効果を奏する。特に、ピーク温度周辺や重合反応後半における反応温度の変化のパター
ンをモニターすることにより、ピーク温度、重合反応のピークのタイミング（ピーク位置
）、重合反応後半における反応温度を知ることができ、想定する重合反応が起こっている
か否かを早期に判定することが可能となるという効果を奏する。
【００８２】
さらに、重合反応の反応温度の非接触的な検出結果に基づいて重合反応の制御を行うこと
により、想定する重合反応が起こっていない（または、想定する重合反応が起こらなくな
る可能性がある）と判定された場合であっても、製造ラインを停止することなく、想定す
る重合反応へと復帰させることができるという効果を奏する。
【００８３】
以上のように、本発明にかかる吸水性重合体の製造装置によれば、重合反応の反応温度を
経時的に検出（測定を含む）し、その変化のパターンをモニターすることができる。これ
により、想定する重合反応が起こっているか否かを早期に判定することが可能となるとい
う効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明にかかる吸水性重合体の製造装置の一例を示す概略の構成図である。
【図２】本発明にかかる製造方法により吸水性重合体を製造する場合における、重合反応
に供された単量体の表面温度（重合反応の反応温度）の温度変化のパターンを示すグラフ
である。
【図３】従来の製造方法により吸水性重合体を製造する場合における、重合反応の反応温
度の温度変化のパターンを示すグラフである。
【符号の説明】
１５　　混合塔（投入管を兼ねる）
１８　　重合機（重合ゾーン）
１９　　含水ゲル（吸水性重合体の一形態）
２７　　温度検出手段
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