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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３～８個の炭素原子を有する不飽和カルボン酸の金属塩および該金属塩の重量を基準に
して１０重量％～３０重量％の植物油からなる分散体を調製する工程と、
　前記分散体をベースゴム材料に加える工程と、
　混合装置内で前記分散体とベースゴム材料を混合する工程と、
　前記ベースゴム材料と分散体の混合物に、架橋剤、加工助剤および充填剤からなる群か
ら選択される１つ以上を加える工程と、
　全ての成分を混合し続けて、均一なゴム組成物を形成する工程と、
を含む、ゴム組成物を作製する方法。
【請求項２】
　前記分散体を前記ベースゴム材料に加える前に、前記分散体を加熱する工程をさらに含
む、請求項１に記載のゴム組成物を作製する方法。
【請求項３】
　前記混合装置は、混練ミキサー、二軸スクリュー押出機、または２ロールミルである、
請求項１に記載のゴム組成物を作製する方法。
【請求項４】
　前記ベースゴム材料はポリブタジエンゴムであることを特徴とする請求項１に記載のゴ
ム組成物を作製する方法。
【請求項５】
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　前記分散体およびベースゴム材料は、混合される前に加熱される、請求項１に記載の方
法。
【請求項６】
　請求項１に記載のゴム組成物を硬化させることによって構成要素を調製するステップを
含む、ゴルフボールを製造する方法。
【請求項７】
　前記構成要素はコア層であることを特徴とする請求項６に記載のゴルフボールを製造す
る方法。
【請求項８】
　前記金属塩は、１００μｍよりも小さい平均粒度を有することを特徴とする請求項１に
記載のゴム組成物を作製する方法。
【請求項９】
　前記金属塩は、１０μｍよりも小さい平均粒度を有することを特徴とする請求項８に記
載のゴム組成物を作製する方法。
【請求項１０】
　前記金属塩は、マグネシウム、カルシウム、亜鉛、アルミニウム、リチウムおよびニッ
ケルからなる群から選択された金属を含む、アクリレートの金属塩、ジアクリレートの金
属塩、メタクリレートの金属塩およびジメタクリレートの金属塩からなる群から選択され
ることを特徴とする請求項１に記載のゴム組成物を作製する方法。
【請求項１１】
　前記金属塩は、ジアクリル酸亜鉛であることを特徴とする請求項１に記載のゴム組成物
を作製する方法。
【請求項１２】
　前記金属塩は、５μｍよりも小さい平均粒度を有することを特徴とする請求項１に記載
のゴム組成物を作製する方法。
【請求項１３】
　前記ベースゴム材料は、ポリブタジエン、ポリイソプレン、スチレン－ブタジエン、天
然ゴム、およびこれらの組合せからなる群から選択される材料を含むことを特徴とする請
求項１に記載のゴム組成物を作製する方法。
【請求項１４】
　前記分散体に含まれる金属塩の粒子は、前記混合装置内で前記分散体とベースゴム材料
とを混合する際に飛散およびプレートアウトを軽減するか又は生じさせない程度にまで湿
潤していることを特徴とする請求項１に記載のゴム組成物を作製する方法。
【請求項１５】
　請求項１に記載の均一なゴム組成物を、ゴルフボールの一部を形成するように成形する
工程を含むゴルフボールを作製する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、油中のアクリレートの金属塩の分散体に関する。本開示は、油分散
体中のアクリレートの金属塩を含むゴム組成物にも関する。さらに、本開示は、一般に、
油分散体中のアクリレートの金属塩を有するゴム組成物を含むゴルフボールおよびゴルフ
ボールを作製する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ゴルフは、アマチュアおよびプロのレベルの両方で人気が高まっているスポーツである
。ゴルフボールの製造および設計に関連する様々な技術が、当該技術分野において公知で
ある。このような技術により、様々なプレー特性および耐久性を有するゴルフボールが得
られた。例えば、あるゴルフボールは、初期速度、スピン、および総距離に関して、他の
ゴルフボールより良好な飛行性能を有する。
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【０００３】
　ゴルフボールは、通常、様々なタイプの材料から作製される。選択される材料は、完成
したゴルフボールに要求されるプレー特性に応じて決まる。例えば、ゴルファーは、ドラ
イバーまたはロングアイアンで打ったときに最大距離を提供するために、より硬質のゴル
フボールを望むことがある。他の場合、ゴルファーは、より短いアイアンを用いてゴルフ
ボールのスピンを制御するために、より軟質のゴルフボールを望むことがある。選択され
る材料は、ゴルフボールのプレー特性および感触に影響を与える。
【０００４】
　ゴルフボールを作製する方法は、ゴルフボールの特定の構成要素のために選択される材
料によって難しくなることがある。例えば、ゴム材料が選択される場合、ゴム組成物の混
合および硬化を補助するために、加工助剤が必要とされることが多い。ゴム材料に加えら
れる加工助剤は、ゴム組成物全体にわたって均一に分散するのが難しいことがある。さら
に、一部の加工助剤は、装置への堆積またはゴム材料の処理中の飛散による材料の損失の
ため、処理するのが難しい。したがって、かなりの応力が、処理装置にかかることで、方
法の効率が低下される。さらに、飛散による出発材料の損失により、出発材料を含む生成
物を作製するための方法がより高コストになるだけでなく、生成物中に残る出発材料の量
の不正確さまたは誤差ももたらす。
【０００５】
　より詳細には、ゴム組成物は、過酸化物遊離基開始剤などの架橋剤を含み得る。このよ
うな架橋剤を含有するゴム組成物は、架橋助剤（ｃｏ－ａｇｅｎｔ）も含む。ジアクリル
酸亜鉛は、１つのこのような架橋助剤である。
【０００６】
　ジアクリル酸亜鉛は、ゴム組成物の調製の際に問題になり得る粉末材料である。この粉
末材料の典型的な粒度により、ジアクリル酸亜鉛は、混合中に環境中に飛散する傾向を有
し、これは、ジアクリル酸亜鉛の損失につながる。処理中の材料の損失は、必要な量より
多い材料が混合デバイスに含まれることを必要とし、それにより、プロセスがより高コス
トになる。
【０００７】
　さらに、ジアクリル酸亜鉛は、装置の金属部分に粘着する傾向を有する。この問題は、
プレートアウト（ｐｌａｔｉｎｇ　ｏｕｔ）として公知である。飛散またはプレートアウ
トによるジアクリル酸亜鉛の損失は、ゴム組成物の調製に不要な問題をもたらす。ジアク
リル酸亜鉛の使用により、プロセスが、より効率が低く、おそらくより高コストになる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　したがって、ゴム組成物の処理の改良が当該技術分野において必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　一態様において、本開示は、油中の加工助剤の分散体を提供する。本開示の実施形態に
おいて、加工助剤は架橋助剤である。架橋助剤は、アクリレートの金属塩を含み得る。他
の実施形態において、金属アクリレートは、ジアクリル酸亜鉛を含む。
【００１０】
　一態様において、本開示は、加工助剤および油の分散体を含むゴム組成物に関する。加
工助剤は、アクリレートの金属塩であり得る。金属アクリレートは、ジアクリル酸亜鉛を
含む。さらに、ジアクリル酸亜鉛および油は、分散体として調製される。分散体は、ゴム
材料中に導入される前に調製される。油およびゴム材料中の予混合されたジアクリル酸亜
鉛を含有するゴム組成物は、組成物全体にわたって架橋助剤のより均一な分布を有する。
均一な分布は、硬化されるとき、より均一なゴムをもたらす。
【００１１】
　一態様において、分散体を作製する方法が開示される。アクリレートの金属塩の粒子が
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、混合デバイス中に導入される。次に、好適な油が、混合デバイス中で金属アクリレート
の粒子に加えられる。２種の成分が、油中の金属アクリレートの均等に分布した粒子の分
散体のために混合される。
【００１２】
　別の態様において、ゴム組成物を作製する方法が開示される。本方法の実施形態におい
て、加工助剤および油の分散体が、ゴム材料に加えられる前に調製される。次に、分散体
は、ゴム材料中に導入される。ゴム材料は、さらに処理されて、ゴム組成物が形成される
。架橋剤、他の加工助剤および充填剤などのさらなる成分が、ゴム組成物に含まれていて
もよい。ゴム組成物を用いて、ゴルフボールの様々な部品が形成される。
【００１３】
　別の態様において、本開示は、油中の加工助剤を含有する分散体を含有するゴム組成物
を含む１つ以上の層を有するゴルフボールに関する。ある実施形態において、ゴルフボー
ルコアは、ゴム材料で作製される。他の実施形態において、１つ以上のコア層は、ゴム材
料で作製される。さらなる実施形態において、マントル層は、ゴム材料で作製される。
【００１４】
　本発明の他のシステム、方法、特徴および利点が、以下の図および詳細な説明の検討に
より、当業者に明らかであるか、または明らかになるであろう。この説明およびこの概要
内に含まれる全てのこのようなさらなるシステム、方法、特徴および利点が、本発明の範
囲内にあり、以下の特許請求の範囲によって保護されることが意図される。
【００１５】
　本発明は、以下の図面および説明を参照してよりよく理解され得る。図中の構成要素は
、必ずしも縮尺どおりであるとは限らず、代わりに、本発明の原理を示す際に強調される
。さらに、図中、類似の参照符号は、異なる図をとおして対応する部分を示す。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】２ピース構造のものである、本開示に係る代表的なゴルフボールを示す。
【図２】コア、内側カバー層、および外側カバー層を有する第２の代表的なゴルフボール
を示す。
【図３】内側コア、外側コア層、およびカバー層を有する第３の代表的なゴルフボールを
示す。
【図４】内側コア、外側コア層、内側カバー層、および外側カバー層を有する第４の代表
的なゴルフボールを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　一般に、本開示は、油中の加工助剤の分散体を提供する。さらに、本開示は、加工助剤
および油の分散体を形成するための方法を提供する。加工助剤および油の分散体は、ゴム
組成物中に混入される前に調製される。予混合された分散体は、ゴム組成物の調製中にゴ
ム材料に加えられる。さらにまた、本開示は、予混合された分散体を含有するゴム組成物
を調製するための方法を提供する。
【００１８】
　本開示の実施形態において、ゴム組成物のベースゴム材料としては、ポリブタジエン、
ポリイソプレン、スチレン－ブタジエンコポリマー、メタロセンで触媒されたポリオレフ
ィン、天然ゴム、およびそれらの組合せが挙げられる。
【００１９】
　架橋剤および充填剤などの加工助剤が、ゴム組成物に含まれていてもよい。好適な架橋
剤は、過酸化物、ジアクリル酸亜鉛、アクリル酸マグネシウム、メタクリル酸亜鉛、およ
びメタクリル酸マグネシウムからなる群から選択され得る。
【００２０】
　典型的に、過酸化物は、ゴム組成物における架橋剤として使用され得る。遊離基開始剤
として好適な有機過酸化物としては、例えば、過酸化ジクミル（ＤＣＰ）；ｎ－ブチル－
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４，４－ジ（ｔ－ブチルペルオキシ）バレレート；１，１－ジ（ｔ－ブチルペルオキシ）
３，３，５－トリメチルシクロヘキサン（ＴＭＣＨ）；２，５－ジメチル－２，５－ジ（
ｔ－ブチルペルオキシ）ヘキサン；ジ－ｔ－ブチルペルオキシド；ジ－ｔ－アミルペルオ
キシド；ｔ－ブチルペルオキシド；ｔ－ブチルクミルペルオキシド；２，５－ジメチル－
２，５－ジ（ｔ－ブチルペルオキシ）ヘキシン－３；ジ（２－ｔ－ブチル－ペルオキシイ
ソプロピル）ベンゼン；過酸化ジラウロイル；過酸化ジベンゾイル；ｔ－ブチルヒドロペ
ルオキシド；およびそれらの組合せが挙げられる。過酸化物遊離基開始剤は、一般に、０
．０５ｐｈｒ、または０．１ｐｈｒ、または０．２５ｐｈｒ、または１重量部、または１
．５ｐｈｒの下限、および２．５ｐｈｒ、または３ｐｈｒ、または５ｐｈｒ、または６ｐ
ｈｒ、または１０ｐｈｒ、または１５ｐｈｒの上限を有する範囲内の量で、ゴム組成物中
に存在する。
【００２１】
　架橋助剤が、ゴム組成物の硬化を向上させるために、過酸化物とともに使用され得る。
好適な架橋助剤としては、例えば、３～８個の炭素原子を有する不飽和カルボン酸の金属
塩；不飽和ビニル化合物および多官能性モノマー（例えば、トリメチロールプロパントリ
メタクリレート）；フェニレンビスマレイミド；およびそれらの組合せが挙げられる。特
に好適な金属塩としては、例えば、アクリレート、ジアクリレート、メタクリレート、お
よびジメタクリレートの１つ以上の金属塩が挙げられ、ここで、金属は、マグネシウム、
カルシウム、亜鉛、アルミニウム、リチウム、およびニッケルから選択される。特定の実
施形態において、架橋助剤は、アクリレート、ジアクリレート、メタクリレート、および
ジメタクリレートの亜鉛塩から選択される。別の特定の実施形態において、架橋助剤は、
ジアクリル酸亜鉛（ＺＤＡ）である。
【００２２】
　架橋助剤が、ジアクリル酸亜鉛および／またはジメタクリル酸亜鉛である場合、架橋助
剤は、典型的に、１ｐｈｒ、または５ｐｈｒ、または１０ｐｈｒ、または２０ｐｈｒの下
限、および２５ｐｈｒ、または３０ｐｈｒ、または３５ｐｈｒ、または４０ｐｈｒ、また
は５０ｐｈｒ、または６０ｐｈｒの上限を有する範囲内の量で、ゴム組成物に含まれる。
モノメタクリル酸亜鉛ならびに様々な液体アクリレートおよびメタクリレートなどの１つ
以上の活性が低い架橋助剤が使用される場合、使用される活性が低い架橋助剤の量は、ジ
アクリル酸亜鉛およびジメタクリル酸亜鉛架橋助剤と同じであってもまたはそれより多く
てもよい。
【００２３】
　金属アクリレートは、様々な粒度で利用可能である。金属アクリレートなどの粉末材料
である場合、この粉末材料の粒度は、典型的に、３００μｍ以下である。本開示の実施形
態は、約１００μｍ以下の数平均粒度を有する金属アクリレートを含む。ある実施形態に
おいて、約１０μｍ以下の数平均粒度。他の実施形態において、約５μｍ以下の数平均粒
度。より詳細には、金属アクリレートの数平均粒度は、約０．０１μｍ～約１０μｍの範
囲であり得る。
【００２４】
　上記の硬化剤および架橋助剤に加えて、１つ以上の好適な充填剤が、ゴム組成物に含ま
れていてもよい。好適な充填剤としては、酸化亜鉛、タングステン、硫酸バリウム、炭酸
カルシウム、炭酸マグネシウムおよびアルミナが挙げられる。開示される方法において、
酸化亜鉛が、充填剤として使用され得る。
【００２５】
　分散剤および活性剤などのさらなる加工助剤が、任意選択で、本開示のゴム組成物に含
まれていてもよい。特に、ステアリン酸亜鉛が、加工助剤として（例えば、活性剤として
）加えられ得る。
【００２６】
　上述されるように、特定の加工助剤が、ゴム組成物の処理の際に問題になる。特に、金
属アクリレートは、ゴム組成物中の加工助剤として使用され得る、問題を引き起こす粉末
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材料である。より詳細には、金属アクリレートに関連する１つの問題には、ゴム組成物を
処理するのに使用される装置の金属表面における金属アクリレートの堆積またはプレート
アウトが含まれていた。さらに、金属アクリレートを含む粉末材料は、埃っぽく、環境中
に飛散する傾向を有し、これは、処理の際の材料の損失につながる。材料の損失により、
ゴム組成物の処理がより高コストになり得る。さらに、出発材料の損失により、ゴム組成
物中に残っている出発材料の量の測定の正確性が低下する。これらの欠点はさらに、ゴム
組成物全体にわたる金属アクリレートの不十分な分散につながる。
【００２７】
　本発明者らは、金属アクリレートおよび油の分散体の使用により、ゴム組成物の処理の
際の粉末材料の使用に関連する欠点が回避されることを発見した。より詳細には、金属ア
クリレートおよび油の分散体が、調製され、次に、ゴム組成物中に導入される。金属アク
リレートおよび油を、ゴム組成物中への導入の前に予混合することによって、金属アクリ
レートの飛散が大幅に減少されるかまたはなくされる。さらに、装置の金属部分における
金属アクリレートのプレートアウトも大幅に減少されるかまたはなくされる。出発材料の
損失の減少により、ゴム組成物中の金属アクリレートのより正確な用量が得られ、ひいて
は、ゴム組成物を調製するコストが減少され得る。
【００２８】
　さらに、油中の分散体としての金属アクリレートの導入は、ゴム組成物全体にわたる金
属アクリレートのより均等な分布を提供する。金属アクリレートのより均等な分布はさら
に、ゴム組成物のより均等な硬化をもたらす。
【００２９】
　分散体の実施形態は、ジアクリル酸亜鉛などの金属アクリレート、およびゴム組成物に
使用するのに好適な任意の油を含む。さらに、分散体の実施形態は、金属アクリレートと
組み合わされるのに好適な油を含む。予混合された分散体のために選択される油は、任意
の好適な粘度のものであり得る。本開示の実施形態において、金属アクリレートと予混合
された分散体のために選択される油は、低粘度を有する。低粘度油の使用により、金属ア
クリレート粒子が、ゴム組成物の調製の際の飛散およびプレートアウトを減少させるかま
たはなくすのに十分に湿潤しているようにする。
【００３０】
　分散体の油は、プロセス油、植物油、加硫または官能化植物油、動物油、官能化油、油
性可塑剤、およびそれらのブレンドからなる群から選択される。典型的に、分散体の油は
、プロセス油、植物油、官能化植物油、およびそれらのブレンドからなる群から選択され
る。
【００３１】
　好適なプロセス油としては、例えば、ＡＳＴＭ　Ｄ２２２６によって分類される、芳香
族油、ナフテン系油、およびパラフィン系油が挙げられる。当業者が認識しているように
、このような油は、典型的に、芳香族油と、ナフテン系油と、パラフィン系油とのブレン
ドであり、油の主なタイプの特性および特徴によって分類される。一実施形態において、
プロセス油は、パラフィン系油、ナフテン系油、およびそれらのブレンドから選択される
。芳香族油は、同じ量のナフテン系油またはパラフィン系油よりゴム組成物の粘度を低下
させるが、厳しく規制される可能性がより高いであろう。
【００３２】
　芳香族油としては、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｌｕｂｒｉｃａｎｔｓ　＆　Ｃｈｅｍｉｃａｌ
ｓ，ＬＬＣ（Ｏｈｉｏ，ＵＳＡ）を含む多くの供給源から入手可能な芳香族油のＳｕｎｄ
ｅｘ（登録商標）系列が挙げられる。特に好適なパラフィン系油およびナフテン系油とし
ては、例えば、Ｓｕｎｏｃｏ，Ｉｎｃ．（Ｐｅｎｎｓｙｌｖａｎｉａ，ＵＳＡ）およびＨ
ｏｌｌｙＦｒｏｎｔｉｅｒ　Ｒｅｆｉｎｉｎｇ　ａｎｄ　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇから市販さ
れている油の系列であるＳｕｎｐａｒ（登録商標）パラフィン系油；Ｃｈｅｖｒｏｎ　Ｃ
ｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，ＵＳＡ）から市販されている油の系列で
あるＰａｒａｌｕｘ（登録商標）パラフィン系油；Ｅｒｇｏｎ，Ｉｎｃ．（Ｍｉｓｓｉｓ
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ｓｉｐｐｉ，ＵＳＡから市販されている油の系列であるＵｎｉｔｈｅｎｅ（登録商標）ナ
フテン系油；およびＤｉａｎａ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｏｉｌ　ＰＳの名称でＩｄｅｍｉｔｓ
ｕ　ＵＳＡから市販されている油の系列が挙げられる。
【００３３】
　ある実施形態において、好適な油は、軽度抽出溶媒和物（ＭＥＳ）、処理留出物芳香族
抽出物（ＴＤＡＥ）、および重質のナフテン系油を含む低ＰＣＡ／ＰＨＡ（多環式芳香族
／多環芳香族炭化水素）油も含む。好適な低ＰＣＡ油は、米国特許第６，９７７，２７６
号明細書（第４欄第３１行から第６欄第２７行まで）にさらに開示されており、その全開
示内容が、参照により本明細書に援用される。全開示内容が、参照により本明細書に援用
される米国特許第６，９３９，９１０号明細書に開示されるものを含む水素化ナフテン系
油も、ある実施形態において好適である。
【００３４】
　本開示の実施形態において使用するのに好適な植物油としては、例えば、ナタネ油、ヒ
マシ油、アマニ油、ダイズ油、およびキリ油が挙げられる。好適な加硫植物油としては、
例えば、あめサブ（ｓｅｍｉ－ｔｒａｎｓｌｕｃｅｎｔ　ｆａｃｔｉｃｅ）、ブラックフ
ァクチス（ｂｌａｃｋ　ｆａｃｔｉｃｅ）、および黒サブ（ｂｒｏｗｎ　ｆａｃｔｉｃｅ
）；特に、「Ｆ１４」および「Ｆ１７」硫黄加硫ナタネ油、「Ｋ１４Ｄ」硫黄加硫変性脂
肪酸、「Ｇｌｏｒｉａ　１７」硫黄加硫ナタネ油、「Ｈａｍｂｕｒｇ　４」部分水素化ナ
タネ油、ならびに硫黄および塩素を含まない「ＷＰ」過酸化物架橋変性ヒマシ油が挙げら
れ、それらの全てが、Ｒ．Ｔ．Ｖａｎｄｅｒｂｉｌｔ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｉｎｃ．（Ｎｏ
ｒｗａｌｋ，Ｃｏｎｎ．）から市販されている。
【００３５】
　本開示の実施形態は、官能化植物油も使用する。官能化植物油としては、例えば、エポ
キシ化ダイズ油、エポキシ化アマニ油、およびエポキシ化アルキル油が挙げられる。１つ
の好適なエポキシ化ダイズ油の系列は、Ｖｉｋｏｆｌｅｘ（登録商標）という商標でＡｒ
ｋｅｍａ　Ｉｎｃ．（Ｐｅｎｎｓｙｌｖａｎｉａ，ＵＳＡ）から入手可能である。官能化
植物油は、エポキシ化油と、過酸化物、アミン、ポリアミド、またはイソシアネート含有
分子との反応生成物も含む。本発明者らは、理論によって制約されるのを望まないが、エ
ポキシ化油および官能化油は、ゴム組成物のポリマー構造に組み込まれ得る。いずれの場
合も、官能化油は、油のかなり低い可動性を示すため、油のブルーミング（ｂｌｏｏｍｉ
ｎｇ）を減少させ、すなわち、ゴム組成物からの油の分離を減少される。
【００３６】
　官能化する部分は、典型的に、約０．５ｐｈｒ～１０ｐｈｒ、より典型的に、約１ｐｈ
ｒ～５ｐｈｒ、さらにより特定的に、約１．２５～３ｐｈｒの量で存在する。また、官能
化する部分は、典型的に、官能化油の重量を基準にして、約５重量パーセント～約２０重
量パーセント、より典型的に、官能化油の重量を基準にして、約８重量パーセント～約１
２重量パーセントを占める。
【００３７】
　好適な動物油としては、例えば、魚油が挙げられる。
【００３８】
　上に開示される油に加えて、好適な油性可塑剤も、金属アクリレートとともに分散体を
調製するのに使用され得る。好適な可塑剤としては、アジピン酸ジオクチル（ＤＯＡ）、
フタル酸ジオクチル（ＤＯＰ）、テレフタル酸ジオクチル（ＤＯＴＰ）、およびそれらの
ブレンドが挙げられる。
【００３９】
　油は、金属アクリレートに対して約１０重量％～約３０重量％の範囲の量で、分散体中
に存在する。さらに、本開示の実施形態において、ゴム組成物は、金属アクリレート油分
散体から加えられる油に加えて、プロセス油、分散油および伸展油などのさらなる油を含
有し得る。それらの実施形態において、ゴム中の油の総量、すなわち、ゴム中に既に存在
するプロセス油、分散油、および伸展油の合計は、約２０ｐｈｒ未満、典型的に、約１ｐ
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ｈｒ～約１８ｐｈｒ、より典型的に、約２ｐｈｒ～約１５ｐｈｒである。油の総量が約２
０ｐｈｒを超えない限り、様々な油が、存在する各油の量の任意の組合せでゴム組成物中
に存在してもよい。本明細書に提供される指針により、当業者は、ゴム中に存在する油の
量を制限するゴムの成分を選択することができる。
【００４０】
　本開示の実施形態において、分散体は、金属アクリレートおよび油を組み合わせて、分
散体を形成することによって調製される。本開示にしたがって金属アクリレートを油と混
合するのに好適な装置としては、パドルミキサーまたは塗料ミキサーが挙げられる。
【００４１】
　分散体を調製するために、１０μｍ以下の粒度を有する金属アクリレートは、混合装置
に加えられる。次に、油は、ジアクリル酸亜鉛に対して約１０重量％～３０重量％の量で
、金属アクリレート粒子に加えられる。次に、成分は、金属アクリレート粒子が油中に実
質的に分散されるまで混合される。ある実施形態において、油および金属アクリレート分
散体は、後に使用されるように貯蔵容器に移されてもよい。さらに、油および金属アクリ
レート分散体は、ゴム組成物が調製された直後または少し後にゴム組成物に加えられ得る
。
【００４２】
　金属アクリレートおよび油分散体が使用前に貯蔵される実施形態において、分散体は、
ゴム組成物中への導入の前に、撹拌または混合され得る。分散体の混合により、金属アク
リレート粒子が油全体にわたって確実に均等に分布される。ひいては、油中への金属アク
リレートの均等な分布により、適切な量の油および金属アクリレートが、ゴム材料中に導
入され、また、ゴム組成物全体にわたって均一に分布されることが確実になる。
【００４３】
　一旦形成されると、油および金属アクリレート分散体は、任意の好適な方法で、ゴム組
成物を形成するためにゴム組成物と混合され得る。分散体の調製と同様に、本開示のある
実施形態において、油および金属アクリレート分散体およびゴム材料は、任意の好適な方
法で混練または溶融混合される。本開示にしたがってゴム材料を油および金属アクリレー
ト分散体と混合するのに好適な装置としては、二軸スクリュー押出機、Ｂａｎｂｕｒｙ型
ミキサー、２ロールミル（２ロールシーターとしても知られている）、またはゴム材料を
油および金属アクリレート分散体と混練する別の態様が挙げられる。典型的に、Ｂａｎｂ
ｕｒｙ型ミキサー、２ロールミル、または任意の好適な混練デバイスによる混練を用いて
、油および他の成分をゴム材料と混合する。
【００４４】
　油および金属アクリレート分散体に加えて、上記の架橋剤、加工助剤および充填剤など
の他の成分が、装置に導入されて、ゴム組成物と混合される。
【００４５】
　本開示の実施形態において、成分の少なくとも１つ以上が、混練機、２ロールミル、ま
たは他の混合デバイスにそれぞれを導入する前に加熱される。ゴム材料は、焼点（ｓｃｏ
ｒｃｈ　ｐｏｉｎｔ）未満の温度に加熱されるべきであり、油および金属アクリレート分
散体は、発煙点未満の温度に加熱されるべきである。ゴム組成物の他の成分は、必要に応
じて加熱され得る。このように、成分を混合するのに必要な時間およびかなりのエネルギ
ー投入量が、生成物の品質を低下させずに減少される。
【００４６】
　ゴルフボールは、複数の構成要素を有し得る。例えば、ゴルフボールは、１つ以上のコ
ア層、任意選択で、１つ以上の中間またはマントル層、および１つ以上のカバー層を有し
得る。様々なタイプの材料が、ゴルフボールの構成要素を形成するのに使用され得る。あ
る実施形態において、ゴルフボールの異なる部分が、同じ材料から形成され得る。他の実
施形態において、ゴルフボールの各部分は、異なる材料から形成される。各構成要素に使
用される材料は、様々な要因に応じて決まる。例えば、選択される材料は、完成したゴル
フボールの所望のプレー特性に応じて決まるであろう。
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【００４７】
　本開示の実施形態において、ゴルフボールの構成要素を形成するためのベース材料は、
熱硬化性材料を含み得る。ある実施形態において、熱硬化性材料は、ゴム材料であり得る
。一般に、ゴルフボールの部分、例えば、ゴルフボールコアを形成するのに使用される材
料は、ゴルフボールコアに特定のプレー特性を与えるために、架橋または硬化可能な材料
であり得る。
【００４８】
　本開示の実施形態において、ゴム組成物は、少なくとも２つの層を有するゴルフボール
、典型的に、少なくとも３つの層、またはピースを有するゴルフボール、より典型的に、
少なくとも４つの層を有するゴルフボールの部分に使用される。典型的に、本開示のゴム
組成物は、ゴルフボール２００のコア２３０（図２）；ゴルフボール３００のコア３３０
（図３）；およびゴルフボール４００のコア４４０（図４）などの、少なくとも３つの層
、またはピースを有するゴルフボールのコアを形成する。本開示の実施形態は、開示され
るゴム組成物を含み、５つ以上の層を有するコアを有するゴルフボールも含む。
【００４９】
　典型的に、ポリブタジエンが、ゴルフボールコア用のベースゴムとして使用され得る。
より詳細には、１，４－シス－ポリブタジエンが、ゴルフボールコアのベースゴムとして
使用され得る。
【００５０】
　当業者は、ポリブタジエンゴムが、高シス（典型的に、約４パーセント未満のトランス
および約４パーセント未満のビニルとともに、約９２パーセントを超えるシス構造）；低
シス（約３５パーセント程度のシス構造）およびビニルを含む様々な形態（これらの構造
の全てが、本開示の実施形態において好適である）で利用可能であることを認識している
。
【００５１】
　典型的に、高シス粘度ポリブタジエンゴムが、本明細書における本開示にしたがって使
用される。主にトランス構造を有するポリブタジエンは、弾性製品ではなく、むしろ結晶
性のプラスチック製品である。したがって、主にトランス構造を含むポリブタジエンは、
典型的に、ゴム（弾性）製品として使用されないため、本開示に使用するのに好適でない
が、エラストマーポリブタジエンゴム中の微量の結晶性トランスポリブタジエンは、除去
するのが困難であり得、予測され得る。エラストマーポリブタジエンゴム中の微量の結晶
性トランスポリブタジエンは、弾性ポリブタジエンゴム製品の特性および特徴に悪影響を
与えない。
【００５２】
　本発明者らは、ゴム製のコアをＨＮＰの層で実質的に取り囲むまたは実質的に覆うこと
が、高い反発係数（ＣＯＲ）を有するコアまたはゴルフボール部分を形成するのに特に有
効であることを発見した。ここで、開示されるゴム組成物を中に含むコアを有する本開示
の実施形態は、ＨＮＰを含むカバー１１０（２ピース）、内側カバー２２０（３ピース）
、外側コア３２０（３ピース）、または内側カバー４３０（４ピース）を有するのが有利
である。
【００５３】
　本開示の実施形態において使用するのに好適なＨＮＰとしては、高度に中和されたター
ポリマーアイオノマーが挙げられる。ＨＰＦ１０００、ＨＰＦ２０００、ＨＰＦ　ＡＤ１
０２４、ＨＰＦ　ＡＤ１０２７、ＨＰＦ　ＡＤ１０３０、ＨＰＦ　ＡＤ１０３５、ＨＰＦ
　ＡＤ１０４０、およびＥ．Ｉ．ＤｕＰｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍ
ｐａｎｙ製のＨＮＰのＨＰＦ系列の他のものなどのＨＰＦ樹脂が、本開示の実施形態に好
適に使用されるＨＮＰの例である。本明細書に提供される指針により、当業者は、本明細
書に開示されるゴム組成物を含むコアを実質的に覆うのに使用するのに好適なＨＮＰを特
定することができる。
【００５４】
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　本開示の実施形態のゴム組成物はまた、外側コア層（３２０または４３０）またはマン
トル層としても知られている内側カバー層（２２０または４２０）を形成するのに使用さ
れ得る。本開示の実施形態のゴムは高密度であるため、薄い内側カバー層が、スピンを制
御し、高い慣性モーメント（ＭＯＩ）のゴルフボールを提供するのに有用であり得る。
【００５５】
　本明細書に特に記載されていない層の配置については、任意の層が、目的に適した任意
の材料で作製され得る。例えば、外側カバー層は、丈夫でかつ耐擦り傷性であるべきであ
る。したがって、熱可塑性ポリウレタン（ＴＰＵ）および熱硬化性ポリウレタンが、ＨＮ
Ｐおよびアイオノマーと同様に、外側カバー層に使用するのに好適である。本来は耐擦り
傷性でない熱可塑性ポリウレタンは、表面処理などによって、表面を硬化するように処理
され得る。好適なアイオノマーとしては、Ｅ．Ｉ．ＤｕＰｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ
　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎｙ製のアイオノマーポリマーのＳｕｒｌｙｎ（登録商標）系列の
ものおよびＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ製の製品
のＩｏｔｅｋ（登録商標）系列のものが挙げられる。
【００５６】
　本発明者らは、本開示のゴム組成物が、ＨＮＰと混合されて、ゴム組成物が使用され得
る任意の層に使用され得る混合された材料が形成され得ることも発見した。ブレンドは、
高ＣＯＲを有するため、高性能ゴルフボールのコア、特に外側コアとして用いるのに特に
適している。ブレンドは、ゴム組成物自体よりわずかに高い密度を有し得るため、好適な
マントル（内側カバー）層を形成することもできる。
【００５７】
　混合された製品中のゴム組成物対ＨＮＰの相対重量割合は、約６０：４０～約９９．５
：０．５、典型的に、約７０：３０～約９９：１、より典型的に、約７５：２５～約９９
：１の範囲である。
【００５８】
　ゴム組成物およびＨＮＰは、ゴム組成物が作製されるのと同じ方法で、すなわち、２ロ
ールシーターまたは他の混練デバイスで混合され得る。ゴムおよびＨＮＰ用の相溶化剤ま
たはリンカーが、これらの成分の密接なブレンドを形成するのに必要とされる可能性が高
い。
【００５９】
　本明細書に開示されるゴム組成物、およびＨＮＰとのゴム組成物のブレンドはまた、外
側カバー層として好適に使用され得る。ゴム組成物またはブレンドが外側カバー層として
使用される場合、含まれる油が「ブルーム（ｂｌｏｏｍ）」せず、ゴム組成物から分離し
ないことを確実にするのが通常である。その場合、および優れた相溶性を維持することが
重要である任意の他の状況では、相溶化剤が用いられ得る。
【００６０】
　相溶化剤としては、無水マレイン酸、シラン、およびチタネートが挙げられる。当業者
は、シランが一般式ＳｉｎＨ２ｎ＋２で表されることを認識している。典型的に、ｎは約
８未満であるが、これは、より大きい分子が、稀にしか形成されないためである。チタネ
ートは、当業者に公知の化合物である。例えば、Ｋｅｎｒｉｃｈ　Ｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉ
ｃａｌ，Ｉｎｃ．（Ｎｅｗ　Ｊｅｒｓｅｙ，ＵＳＡ）から入手可能なチタネートカップリ
ング剤のＫｅｎ－Ｒｅａｃｔ（登録商標）系列が、好適なチタネートである。好適なチタ
ネートとしては、ＫＲ（登録商標）ＴＴＳ（チタンＩＶ２－プロパノラト、トリスイソオ
クタデカノアト－Ｏ）およびＫＲ　７（チタンＩＶビス２－メチル－２－プロペノアト－
Ｏ、イソオクタデカノアト－Ｏ　２－プロパノラト）などのモノアルコキシチタネート；
ＫＲ（登録商標）１３４Ｓ（チタンＩＶビス［４－（２－フェニル）２－プロピル－２］
フェノラト、オキソエチレンジオラト）およびＫＲ　１３８Ｓ（チタンＩＶビス（ジオク
チル）ピロホスファト－Ｏ、オキソエチレンジオラト、（付加物）、亜リン酸（水素）（
ジオクチル））などのオキシアセテートキレートチタネート；ＫＲ（登録商標）２１２（
チタンＩＶビス（ジオクチル）ホスファト－Ｏ、エチレンジオラト）およびＫＲ２３８Ｓ
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（チタンＩＶビス（ジオクチル）ピロホスファト－Ｏ、エチレンジオラト（付加物）、亜
リン酸水素ビス（ジオクチル））などのＡ，Ｂエチレンキレートチタネート；ＫＲ（登録
商標）１３８Ｄ（チタンＩＶビス（ジオクチル）ピロホスファト－Ｏ、オキソエチレンジ
オラト、（付加物）２モルの２－Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ－２－メチルプロパノール）お
よびＫＲ　１５８Ｄ（チタンＩＶビス（ブチルメチル）ピロホスファト－Ｏ、（付加物）
２モルの２－Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ－２－メチルプロパノール）などの第四級チタネー
ト（ｑｕａｔｅｒｎａｒｙ　ｔｉｔａｎａｔｅ）；ＫＲ（登録商標）４１Ｂ（チタンＩＶ
テトラキス２－プロパノラト、付加物２モルのリン酸水素（ジオクチル））およびＫＲ　
４６Ｂ（チタンＩＶテトラキスオクタノラト付加物２モルの亜リン酸水素（ジ－トリデシ
ル））などの配位チタネート（ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅ　ｔｉｔａｎａｔｅ）；ＬＩＣＡ（
登録商標）０１（チタンＩＶ２，２（ビス２－プロペノラトメチル）ブタノラト、トリス
ネオデカノアト－Ｏ）およびＬＩＣＡ　０９（チタンＩＶ２，２（ビス２－プロペノラト
メチル）ブタノラト、トリス（ドデシル）ベンゼンスルホナト－Ｏ）などのネオアルコキ
シチタネート；およびＫＲ（登録商標）ＯＰＰＲ（チタンＩＶビスオクタノラト、シクロ
（ジオクチル）ピロホスファト－Ｏ，Ｏ）およびＫＲ　ＯＰＰ２（チタンＩＶビスシクロ
（ジオクチル）ピロホスファト－Ｏ，Ｏ）などのシクロヘテロ原子チタネート（ｃｙｃｌ
ｏｈｅｔｅｒｏａｔｏｍ　ｔｉｔａｎａｔｅ）が挙げられる。本明細書に提供される指針
により、当業者は、本開示の実施形態に使用するのに好適なチタネートを特定することが
できる。
【００６１】
　当業者は、層、またはピースが、充填剤および／または添加剤などのさらなる成分も含
み得ることを認識している。充填剤および添加剤は、物理的特性、耐紫外線性、および他
の特性の向上などの、様々な所望の特徴のいずれかに基づいて使用され得る。例えば、耐
紫外線性を向上させるために、光安定剤が加えられる。光安定剤としては、ヒンダードア
ミン、紫外線安定剤、またはそれらの混合物が挙げられる。
【００６２】
　無機または有機充填剤も、任意の層に加えられ得る。好適な無機充填剤としては、ケイ
酸塩鉱物、金属酸化物、金属塩、粘土、金属シリケート、ガラス繊維、天然繊維状鉱物、
合成繊維状鉱物またはそれらの混合物が挙げられる。好適な有機充填剤としては、カーボ
ンブラック、フラーレンおよび／またはカーボンナノチューブ、メラミンコロフォニー、
セルロース繊維、ポリアミド繊維、ポリアクリロニトリル繊維、ポリウレタン繊維、芳香
族および／脂肪族ジカルボン酸エステルをベースとするポリエステル繊維、炭素繊維また
はそれらの混合物が挙げられる。無機および有機充填剤は、個別にまたはそれらの混合物
として使用され得る。充填剤の総量は、層の約０．５～約５０重量パーセントであり得る
。
【００６３】
　低い密度を有する中空ビーズなどの他の密度調節剤も、選択された層に使用され得る。
【００６４】
　当業者は、特に、密度調節剤を含むこれらの添加剤が、層の性能特性および特徴に影響
を与えることを認識している。したがって、任意の充填剤の量は、ゴルフボールの性能に
悪影響を与える量を超えてはならない。
【００６５】
　任意の層、特に、熱可塑性ポリウレタンの難燃性を向上させるために、難燃剤も使用さ
れ得る。好適な難燃剤としては、有機リン酸塩、金属リン酸塩、金属ポリリン酸塩、金属
酸化物（酸化アルミニウム水和物、三酸化アンチモン、酸化ヒ素など）、金属塩（硫酸カ
ルシウム、膨張性黒鉛など）、およびシアヌル酸誘導体（シアヌル酸メラミンなど）が挙
げられる。これらの難燃剤は、個別にまたはそれらの混合物として使用され得、難燃剤の
総量は、例えば、ポリウレタン成分の約１０～約３５重量パーセントであり得る。
【００６６】
　熱可塑性ポリウレタンエラストマーの靭性および圧縮反発を向上させるために、熱可塑
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くとも１つの分散剤を含んでいてもよい。好適なモノマーの例としては、スチレン、アク
リル酸エステルが挙げられ；好適なオリゴマーの例としては、ジ－およびトリ－アクリレ
ート／メタクリレート、エステルアクリレート／メタクリレート、ウレタン、または尿素
アクリレート／メタクリレートが挙げられる。
【００６７】
　ゴルフボールの最外層は、より良好な可視性を補助するために少なくとも１つの白色顔
料も含み得る。白色顔料は、二酸化チタン、酸化亜鉛またはそれらの混合物からなる群か
ら選択され得る。
【００６８】
　本明細書に提供される指針により、当業者は、ゴルフボールの各層またはピースのため
の添加剤を選択することができる。
【実施例】
【００６９】
　１０個のゴルフボールコアを、本開示の実施形態にしたがって作製する。ゴルフボール
コアの組成物は、表１のとおりであり、油の割合および属性は、表２に記載されるとおり
である。
【００７０】
【表１】

【００７１】
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【表２】

【００７２】
　３２９°Ｆで８分間ゴムを硬化することによって、コアを調製する。
【００７３】
　本発明者らの経験では、本開示の実施形態に係るゴム組成物の調製は、ゴム組成物の調
製中の金属アクリレートの飛散をほとんどまたは全く生じないことが予測される。さらに
、ジアクリル酸亜鉛は、ゴム組成物中により均等に分布される。さらに、装置の金属部分
における金属アクリレートのプレートアウトも大幅に減少されるかまたはなくされる。出
発材料の損失の減少により、ゴム組成物中の金属アクリレートのより正確な用量が得られ
、ひいては、ゴム組成物を調製するコストが減少され得る。
【００７４】
　さらに、上記の実施例を、開示される数平均粒度範囲のそれぞれで、ジアクリル酸亜鉛
を用いて調製する。約１００μｍ以下、約１０μｍ以下、および約５μｍ以下の平均粒度
を有するジアクリル酸亜鉛を有する各実施例を調製する。
【００７５】
　上述されるように、約１００μｍ以下、約１０μｍ以下、および約５μｍ以下の粒度を
有する実施例が、ゴム組成物の調製中のジアクリル酸亜鉛の飛散をほとんどまたは全く生
じないことが予測される。さらに、ジアクリル酸亜鉛は、ゴム組成物中により均等に分布
される。さらに、装置の金属部分における金属アクリレートのプレートアウトも大幅に減
少されるかまたはなくされる。出発材料の損失の減少により、ゴム組成物中の金属アクリ
レートのより正確な用量が得られ、ひいては、ゴム組成物を調製するコストが減少され得
る。
【００７６】
　全ての引用される粒度範囲における油中の金属アクリレートの分散は、上記の利点を提
供するが、油中の金属アクリレートの分散の影響は、１００μｍ以下の平均粒度を有する
金属アクリレートを含む分散体より、約１０μｍ以下の平均粒度を有する金属アクリレー
トを含む分散体についてより容易に観察され得る。さらに、油中の金属アクリレートの分
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散の影響は、１０μｍ以下の平均粒度を有する金属アクリレートを含む分散体より、約５
μｍ以下の平均粒度を有する金属アクリレートを含む分散体についてより容易に観察され
得る。しかしながら、全ての粒度範囲における全ての実施例が、飛散をほとんどまたは全
く生じず、ゴム組成物中の金属アクリレートのより均等な分布、大幅に減少されたプレー
トアウト、および金属アクリレートが加えられる組成物中の金属アクリレートのより正確
な用量が得られる。
【００７７】
　本開示の様々な実施形態が説明されてきたが、説明は、限定的ではなく、例示的である
ことが意図され、本開示の範囲内にある多くのさらなる実施形態および実装例が可能であ
ることが、当業者に明らかであろう。したがって、本開示は、添付の特許請求の範囲およ
びその均等物を考慮することを除いて限定されるものではない。また、様々な変更および
変形が、添付の特許請求の範囲内で行われ得る。

【図１】 【図２】
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