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高吸水性樹脂（Super Absorbent

品、ペット関連、メディカル、電

Polymer、以下SAP）は、多量の水

気・電子材料分野など、幅広い分

を吸水してゲル化し、その吸水し

野に及んでいる。

た水を保持する機能を有した高分

本稿では、SAPの主用途であり

子 材 料 で あ る。1960年 こ ろ、

世界的に普及率が高まっている紙

PVA（ポリビニルアルコール）や

おむつの動向と、SAPの新シリー

PEG（ポリエチレングリコール）

ズとして開発し、2010年より本

などの水溶性高分子を架橋した親

格販売を開始した『サンウェット

水性架橋高分子が開発され、園芸

SG』
シリーズを紹介する。

紙おむつに

トップシート、バックシートなど

用の土壌保水剤などの用途に検討

紙おむつの動向

の部材で構成されている。これら

されていた。

近年、新興国を中心に子ども用

の部材の中ではパルプが最もかさ

しかし、吸水力が自重の10〜

紙おむつ、先進国を中心に大人用

高くなるため、近年のニーズであ

30倍程度であったため、商業用

紙おむつの普及率が世界的に高ま

る紙おむつのさらなる薄型化に対

途には性能不十分であった。さら

っている。これに伴い、紙おむつ

応すべく、紙おむつメーカー各社

に研究が続けられ、74年に米国

に対する消費者ニーズも多様化し

はパルプ量の低減を進めている。

農務省北部研究所が世界で初めて

てきている。

最近では、SAP：パルプの比率が

自重の数百倍の吸水力を有する

一般的な紙おむつの構成を図１

6：4になるなど、高SAP比率の

SAPを開発した。その後、三洋化

に示す。紙おむつはパルプ、SAP、

紙おむつも市場に広まっている。

成はコスト、安全性を改良するこ
とで工業化に適したSAPの開発を
行い、78年に世界で最初に商業
生産を開始した。それ以来、SAP
は紙おむつやナプキンなどの衛生
材料の吸収剤として必要不可欠な

表 1 ● SAP の組成例
分

類

組

合成ポリマー系

天然物由来系

成

例

ポリアクリル酸塩系、ポリスルホン酸塩系、無水マレイン酸塩系、ポリ
アクリルアミド系、ポリビニルアルコール系、ポリエチレンオキシド系
ポリアスパラギン酸塩系、ポリグルタミン酸塩系、ポリアルギン酸塩系、
デンプン系、セルロース系

ものとなっており、衛生材料メー
カーによるSAPの需要増に対応し

トップシート

ティッシュ
パルプ

てSAPメーカーが相次いで増設を
発表するなど、生産量も年々伸び
てきている。
一方、用途開発も多岐にわたっ
て進められており、現在では紙お
むつやナプキンなどの衛生材料の
みならず、農業・園芸、食品・流
通、土木・建築、日用雑貨・化粧

SAP

レッグギャザー
バックシート

図１●紙おむつの構成例
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一方、逆相懸濁重合法は、有機

水

水
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−

水
水

−

coo

coo

c

溶剤（通常、ヘキサン、トルエン

−

などを使用）中でモノマーである

水

アクリル酸とアクリル酸ナトリウ

吸水前

吸水後

ムの混合物と重合触媒、架橋剤か

図２● SAP の吸水原理

らなる水溶液を分散剤によって懸

SAP の組成
SAPには種々の組成が検討され

め、適度に架橋された三次元網目

濁させ、それを定温重合
（60〜80

［図２］
。
構造を有する必要がある

℃）するバッチ式重合法である。

てきたが、現在では吸水特性とコ

SAP の製造方法

重合後、遠心脱水などで大部分の

スト面からポリアクリル酸塩系ポ

SAPの一般的な製造方法として、

有機溶剤を除去し、さらに乾燥機

リマーの架橋体が主流になってい

水溶液重合法と逆相懸濁重合法が

などで有機溶剤と水を除去してパ

［表１］
。当社製品の
『サンウェッ
る

［表２］
。
ある

ール状のSAPを得る。

ト』シリーズおよび『アクアパー

水溶液重合法には、溶媒として

現在では、どちらの重合法でも

ル』シリーズも主にポリアクリル

水を使用し、モノマーであるアク

得られたSAP粒子に表面架橋を施

酸塩系ポリマーの架橋体である。

リル酸またはアクリル酸とアクリ

したものが主流となっている。こ

SAP の吸水原理

ル酸ナトリウムの混合物と、重合

の表面架橋によって、①液を吸っ

SAPの吸水力は、イオンの浸透

触媒、架橋剤などの混合溶液を反

てもゲルブロッキング（高吸水性

圧、高分子電解質の水との親和力、

応容器中で重合させる断熱式重合

樹脂粒子どうしが凝集すること）

架橋密度で決まり、イオンの浸透

法と、連続して動いているベルト

を起こしにくい、②膨潤ゲル弾性

圧と高分子電解質の水との親和力

上で上記の混合溶液を重合するベ

率が高くなり荷重下での吸水力が

は高いほど、架橋密度は低いほど

ルト式重合法などがある。なお、

高くなる、③耐吸湿ブロッキング

吸水力は高くなる。ただし、架橋

断熱式重合法には、①無かくはん

性がよいなどの特長が発現する。

密度を低くしすぎると、圧力をか

下で低温から重合させる方法と、

当社品の特長

けた場合に水を離しやすくなるた

②混錬機などでかくはんしながら

当社は三洋化成と三菱化学から、

表 2 ● SAP の製造方法
重合法

モノマー
アクリル酸また

水溶液重合法

断熱式重合

はアクリル酸と
アクリル酸 ナト
リウムの混合物

重合触媒

溶

媒

形

レドックス系
過硫酸塩系
アゾ系

アクリル酸とア

光開始剤
過硫酸塩系

う方法と②混錬機などで重合物をかくはんし、重

水
重合時のモノマー

（

逆相懸濁重合法

ウムの混合物

アゾ系

アクリル酸とア

レドックス系

バッチ式重合 クリル酸ナトリ
ウムの混合物

過硫酸塩系
アゾ系

その他
重合を反応管で行う場合は、①無かくはん下で行

）

濃度20〜50質量％

ベルト式重合 クリル酸ナトリ

状

になるように調整

合熱を除去しながら行う方法がある

粉末状
モノマーと重合触媒の混合液を連続的に流れるベ
ルト上に乗せ、 紫外線を照射または加熱しながら
重合する

有機溶剤

（

ヘキサン
トルエンなど

モノマー水溶液を有機溶剤に分散させるために界

）

パール状

水
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表面積を自由にコントロールでき
る。さらにSAP形状を当社独自の
技術を用い多孔質にすることによ
って、従来の逆相懸濁重合法で得
られるSAPと比較して吸水速度を
さらに向上させることを可能にし
た。
表面積の大きい『アクアパール』
シリーズは吸水速度が速く、紙お
むつ表面のドライ性が要求される
写真１●
『サンウェット』
（粉体）

写真２●
『サンウェット』
（膨潤ゲル）

大人用紙おむつや血液、軟便など
の高粘度液体の吸収に優れている
ことから、ナプキン用途、軟便対
応の紙おむつに好適である。
紙おむつのさらなる薄型化で
求められる新たな SAP の機能
紙おむつのさらなる薄型化のた
めにパルプ比率を低くすると、パ
ルプの役割である尿の拡散性が低
下する。尿の拡散性に優れる『サ

写真３●
『アクアパール』
（粉体）

写真４●
『アクアパール』
（膨潤ゲル）

ンウェット』シリーズを使用した
場合でも、これまで以上にパルプ

それぞれ水溶液重合法と逆相懸濁

ーの架橋体を合成している。その

比率が低くなると吸尿時にゲルブ

重合法の技術を継承しており、こ

結果『サンウェット』シリーズの分

ロッキングが起こりやすくなり、

の２つの技術を有するSAPメーカ

子量はアクリル酸ナトリウムを用

。そ
尿の拡散性が低下する[図３］

ーは世界でも当社だけである。

いた重合法で製造したものに比べ

こで、紙おむつ中のパルプ比率が

て高いことが特長である。高分子

低い場合でも、紙おむつ中の尿の

量のSAPは吸水量、保水量が高く、

拡散性を維持し、尿を繰り返し吸

膨潤ゲル弾性率も高いことから特

収して、長時間使用できるよう対

に荷重下での吸水力に優れる。

応するためには、SAPの機能とし

［水溶液重合法の『サンウェット』
シリーズ ］
アクリル酸やアクリル酸ナトリ
ウムを用いる重合では、重合時に

そのため『サンウェット』シリー

て尿の拡散性をさらに高めること

得られるSAPの分子量が左右され

ズは高い膨潤ゲル弾性率を有して

で、紙おむつの広範囲で尿を吸収

る。低いpHで重合するほうが高

おり、紙おむつ全面への液の拡散

させ、尿の有効吸収量を増やすこ

分子量のSAPを得ることができる。

が良好なため、ゲルブロッキング

とが必要となる。

したがって、重合時のモノマーと

を抑えることができ、特に液の拡

してアクリル酸を使用するかアク

散性を必要とするパルプ使用量が

リル酸ナトリウムを併用するかが、

少ない薄型紙おむつに好適である。

おける重合液の初期pHによって、

大きく分子量に影響を及ぼす。
『サンウェット』シリーズはモノ

［ 逆相懸濁重合法の『アクアパー
ル』シリーズ ］

そこで、当社は『サンウェット
SG』
シリーズを開発した。
『サンウェットSG』シリーズの
開発コンセプト
このパルプ比率の低減による尿

マーとして主にアクリル酸を用い

一般に表面積の大きいSAPは吸

の拡散性低下の課題を解決するた

ている。得られた重合物を水酸化

水 速 度 が 速 く な る 傾 向 が あ る。

めに開発した『サンウェットSG』

ナトリウムで部分中和することに

『アクアパール』シリーズは、パー

シリーズのコンセプトは以下のと

よってポリアクリル酸塩系ポリマ

ル状のSAP形状を制御することで

おりである。まず、SAPの組成設
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計を工夫し、SAPの尿に対する初
『サンウェットSG』
シリーズ

従来の『サンウェット』
シリーズ
紙おむつ

SAP粒子の膨潤により
拡散が妨げられる

おむつ中で尿を拡散させる。その

SAP粒子

後、後期吸収速度を速めることで

ＳＡＰ粒子の間の
水が流れやすい

パルプ

期吸収速度を遅くすることで、紙

高拡散

拡散させた尿を急速に吸収する
[図3、4]。これにより、パルプ比

率が低くなった場合でも『サン
ウェットSG』シリーズを使った紙
おむつは拡散した尿を広範囲で吸
収できる。

ゲルブロッキング

この結果、従来に比べて紙おむ
つの有効吸収量が１割以上増えて

ゲルの膨潤倍率が低いので
比較的水が流れやすい

吸水したゲルの間は
水が流れにくい

おり、長時間使用（繰り返しの尿
の吸収）
にも優れている。
『サンウェットSG』シリーズの
市場性と今後の計画

高吸収

『サンウェットSG』シリーズは、
薄型化のニーズが続いている紙お
むつに最適なSAPである。世界の

図３●パルプ比率が低い場合での紙おむつの吸収イメージ
多

SAP需要量はますます伸びること
が予想され、かつ、紙おむつの薄

『サンウェットSG』

型化による省資源化のニーズも強
まってきており、今後は『サンウ

高吸収
吸収量

ェットSG』シリーズの需要は伸び
ると予測している。

従来の『サンウェット』

『サンウェットSG』シリーズは、
初期および後期の吸収速度パター
ンをコントロール [図５] すること
少
0

高拡散
2

が可能であるため、紙おむつメー
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カー各社の紙おむつ設計に自由度
を与えることができるだけでなく、

図４●『サンウェット SG』シリーズの吸収速度のイメージ
多

さらに薄型化した紙おむつの吸収
量向上も図ることができる。当社

『サンウェットSG』

では『サンウェットSG』シリーズ
のさらなる高性能化を図り、薄型
吸収量

紙おむつ用のSAPとして、市場の
ニーズに応えていく。

従来の『サンウェット』

コントロール可能
少
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図５●『サンウェット SG』シリーズの吸収速度パターンのコントロールイメージ
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