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(57)【要約】
【課題】低発熱性を維持しながらムーニー粘度を下げる
ことが可能なマスターバッチの製造方法を提供すること
である。
【解決手段】マスターバッチの製造方法が、充てん剤を
含む凝固処理前ゴムラテックスを凝固し、凝固物を得る
工程と、凝固物を脱水する工程とを含み、凝固物を脱水
する工程は、凝固物、または脱水した後の凝固物に、ゴ
ム、充てん剤およびしゃく解剤を含む混合物を添加し、
押出機で脱水することを含む。
【選択図】　図１



(2) JP 2019-112523 A 2019.7.11

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　充てん剤を含む凝固処理前ゴムラテックスを凝固し、凝固物を得る工程と、
　前記凝固物を脱水する工程とを含み、
　前記凝固物を脱水する前記工程は、前記凝固物、または脱水した後の前記凝固物に、ゴ
ム、充てん剤およびしゃく解剤を含む混合物を添加し、押出機で脱水することを含む、
　マスターバッチの製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載のマスターバッチの製造方法で得られたマスターバッチと配合剤とを混
練りする工程を含む、ゴム組成物の製造方法。
【請求項３】
　請求項１に記載のマスターバッチの製造方法を含む、タイヤの製造方法。
 
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、マスターバッチの製造方法、ゴム組成物の製造方法およびタイヤの製造方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　天然ゴムにカーボンブラックが分散したウェットマスターバッチは、ドライマスターバ
ッチとくらべて、ムーニー粘度が高い。ウェットマスターバッチは、たとえば、天然ゴム
ラテックスとカーボンブラックスラリーとを混合し、凝固し、脱水して得ることができる
。ドライマスターバッチは、たとえば、バンバリーミキサーのような密閉式混練機で、天
然ゴムにカーボンブラックを練り込んだものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－２２６１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ムーニー粘度を下げるために、バンバリーミキサーのような密閉式混練機で混練りする
際に、ウェットマスターバッチにしゃく解剤を添加することが考えられる。
【０００５】
　しかしながら、仮に、密閉式混練機で混練りする際にしゃく解剤を添加したとすると、
低発熱性が悪化する。これは、しゃく解剤が充分に分散する前にゴム分子鎖が切れ、しゃ
く解剤の分散が悪くなるためだと考えられる。しゃく解剤が充分に分散する前にゴム分子
鎖が切れると考えられるのは、密閉式混練機では、混練開始から急激にゴム温度が上昇す
るためである。
【０００６】
　本開示の目的は、低発熱性を維持しながらムーニー粘度を下げることが可能なマスター
バッチの製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示におけるマスターバッチの製造方法は、充てん剤を含む凝固処理前ゴムラテック
スを凝固し、凝固物を得る工程と、凝固物を脱水する工程とを含み、凝固物を脱水する工
程は、凝固物、または脱水した後の凝固物に、ゴム、充てん剤およびしゃく解剤を含む混
合物を添加し、押出機で脱水することを含む。
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【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施形態１で使用する押出機の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本開示における実施形態のマスターバッチの製造方法は、充てん剤を含む凝固処理前ゴ
ムラテックスを凝固し、凝固物を得る工程と、凝固物を脱水する工程とを含み、凝固物を
脱水する工程は、凝固物、または脱水した後の凝固物に、ゴム、充てん剤およびしゃく解
剤を含む混合物を添加し、押出機で脱水することを含む。本開示における実施形態のマス
ターバッチの製造方法は、凝固処理前ゴムラテックスを得るために、充てん剤スラリーと
ゴムラテックスとを混合する工程を含むことができる。
【００１０】
　本開示における実施形態のマスターバッチの製造方法は、低発熱性を維持しながらムー
ニー粘度を下げることができる。これは、凝固物に、ゴム、充てん剤およびしゃく解剤を
含有する混合物を添加し、これを押出機で脱水することによって、ゴムの温度上昇が緩や
かな状態でしゃく解剤を分散させることが可能であり、ゴム分子鎖の切断前にしゃく解剤
を分散させることができるためだと考えられる。
【００１１】
　さらに、本開示における実施形態のマスターバッチの製造方法は、ムーニー粘度を効果
的に下げることができる。これは、本開示における実施形態のマスターバッチの製造方法
が、ゴムの温度上昇の緩やかな状態でしゃく解剤を分散させることが可能であるため、し
ゃく解剤を効果的に分散できるためだと考えられる。よって、本開示における実施形態の
マスターバッチの製造方法は、ムーニー粘度を効果的に下げることができる。
【００１２】
　本開示における実施形態のゴム組成物の製造方法は、本開示における実施形態のマスタ
ーバッチの製造方法を含む。すなわち、本開示における実施形態のゴム組成物の製造方法
は、充てん剤を含む凝固処理前ゴムラテックスを凝固し、凝固物を得る工程と、凝固物を
脱水し、マスターバッチを得る工程と、マスターバッチおよび配合剤を混練りする工程と
を含む。
【００１３】
　本開示における実施形態のタイヤの製造方法は、本開示における実施形態のマスターバ
ッチの製造方法を含む。すなわち、本開示における実施形態のタイヤの製造方法は、充て
ん剤を含む凝固処理前ゴムラテックスを凝固し、凝固物を得る工程と、凝固物を脱水し、
マスターバッチを得る工程とを含む。
【００１４】
　本開示の実施形態において、充てん剤は、カーボンブラック、シリカ、クレー、タルク
、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、水酸化アルミニウムなどの無機充てん剤であるこ
とができる。これらのうち、一つまたは複数を選択して、使用することができる。
【００１５】
　実施形態１
　ここからは、本開示の実施形態１について説明する。実施形態１は、マスターバッチを
作製するための充てん剤としてカーボンブラックを使用する。
【００１６】
　実施形態１におけるタイヤの製造方法は、カーボンブラックスラリーとゴムラテックス
とを混合し、凝固処理前ゴムラテックスを得る工程と、凝固処理前ゴムラテックスを凝固
し、凝固物を得る工程と、凝固物を脱水し、マスターバッチを得る工程と、少なくともマ
スターバッチおよび配合剤を混練りし、ゴム混合物を得る工程と、ゴム混合物に加硫系配
合剤を練り込み、ゴム組成物を得る工程と、ゴム組成物で作製した未加硫タイヤを加硫成
型する工程とを含む。
【００１７】
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　実施形態１におけるタイヤの製造方法は、カーボンブラックスラリーとゴムラテックス
とを混合し、凝固処理前ゴムラテックスを得る工程を含む。カーボンブラックスラリーで
は、カーボンブラックが水中に分散している。カーボンブラックスラリーにおけるカーボ
ンブラックの量は、カーボンブラックスラリー１００質量％において、好ましくは１質量
％以上、より好ましくは３質量％以上である。カーボンブラックスラリーにおけるカーボ
ンブラック量の上限は、好ましくは１５質量％、より好ましくは１０質量％である。カー
ボンブラックスラリーは、たとえばカーボンブラックと水とを混合することで得ることが
できる。カーボンブラックとしては、たとえばＳＡＦ、ＩＳＡＦ、ＨＡＦ、ＦＥＦ、ＧＰ
Ｆなどのカーボンブラックのほか、アセチレンブラックやケッチェンブラックなどの導電
性カーボンブラックを使用することができる。カーボンブラックは、そのハンドリング性
を考慮して造粒された、造粒カーボンブラックであってもよく、未造粒カーボンブラック
であってもよい。カーボンブラックと水とは、高せん断ミキサー、ホモミキサー、ボール
ミル、ビーズミル、高圧ホモジナイザー、超音波ホモジナイザー、コロイドミルなどの一
般的な分散機で混合できる。このような方法で得られたカーボンブラックスラリーと混合
するためのゴムラテックスでは、ゴム粒子が，コロイド状に水に分散している。ゴムラテ
ックスは、たとえば天然ゴムラテックス、合成ゴムラテックスなどである。カーボンブラ
ックスラリーと混合するためのゴムラテックスの乾燥ゴム分は、好ましくは１０質量％以
上、より好ましくは２０質量％以上である。ゴムラテックスにおける乾燥ゴム分の上限は
、たとえば６０質量％、好ましくは４０質量％、さらに好ましくは３０質量％である。カ
ーボンブラックスラリーとゴムラテックスとは、高せん断ミキサー、ホモミキサー、ボー
ルミル、ビーズミル、高圧ホモジナイザー、超音波ホモジナイザー、コロイドミルなどの
一般的な分散機で混合できる。凝固処理前ゴムラテックスでは、ゴム粒子、カーボンブラ
ックなどが水中に分散している。凝固処理前ゴムラテックスは、老化防止剤を含んでいて
もよい。いっぽう、凝固処理前ゴムラテックスにはしゃく解剤が添加されておらず、凝固
処理前ゴムラテックスは、しゃく解剤を含んでいない。
【００１８】
　凝固処理前ゴムラテックスを凝固し、凝固物を得る工程を、実施形態１におけるタイヤ
の製造方法はさらに含む。凝固を起こすために、凝固処理前ゴムラテックスに凝固剤を添
加できる。凝固剤は、たとえば酸である。酸としてギ酸、硫酸などを挙げることができる
。凝固処理前ゴムラテックスを凝固することで得られた凝固物は水を含む。
【００１９】
　凝固物を脱水し、マスターバッチを得る工程を、実施形態１におけるタイヤの製造方法
はさらに含む。この工程は、凝固物に混合物（ゴムとカーボンブラックとしゃく解剤とを
含む混合物）を添加し、混合物添加後の凝固物を押出機２０（図１参照）で脱水すること
と、脱水された、混合物添加後の凝固物を成形することとを含む。脱水された、混合物添
加後の凝固物の水分量は、好ましくは１５％以下、より好ましくは１０質量％以下、さら
に好ましくは５質量％以下である。
【００２０】
　この工程（凝固物を脱水し、マスターバッチを得る工程）は、凝固物に混合物を添加し
、混合物添加後の凝固物を押出機２０（図１参照）で脱水することを含む。混合物は、ゴ
ムとカーボンブラックとしゃく解剤とを含む。混合物では、ゴム中に、カーボンブラック
としゃく解剤とが分散している。ゴムは、たとえば天然ゴム、イソプレンゴム、ブタジエ
ンゴム、スチレン－ブタジエンゴム、ニトリルゴム、クロロプレンゴムなどである。混合
物における天然ゴムの量は、混合物中のゴム１００質量％において、好ましくは７０質量
％以上、より好ましくは８０質量％以上、さらに好ましくは９０質量％以上、さらに好ま
しくは１００質量％である。カーボンブラックとしては、たとえばＳＡＦ、ＩＳＡＦ、Ｈ
ＡＦ、ＦＥＦ、ＧＰＦなどのカーボンブラックのほか、アセチレンブラックやケッチェン
ブラックなどの導電性カーボンブラックを使用することができる。カーボンブラックは、
そのハンドリング性を考慮して造粒された、造粒カーボンブラックであってもよく、未造
粒カーボンブラックであってもよい。混合物のカーボンブラックは、Ａｍｅｒｉｃａｎ 
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Ｓｏｃｉｅｔｙ ｆｏｒ Ｔｅｓｔｉｎｇ ａｎｄ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ（ＡＳＴＭ）で、凝
固物中のカーボンブラックと同じ分類に属していてもよく、異なる分類に属していてもよ
い。混合物におけるカーボンブラックの量は、混合物中のゴム１００質量部に対して、好
ましくは１０質量部以上、より好ましくは２０質量部以上、さらに好ましくは３０質量部
以上である。カーボンブラックの量は、混合物中のゴム１００質量部に対して、好ましく
は８０質量部以下、より好ましくは６０質量部以下である。しゃく解剤は、２，２’－ジ
ベンズアミドジフェニルジスルフィド（ＤＢＤ）を含有することが好ましい。しゃく解剤
は、ＤＢＤだけでなく、脂肪酸の金属塩を含有することが好ましい。脂肪酸の金属塩を構
成する脂肪酸としては、炭素数６～２８の飽和または不飽和脂肪酸であることができ、た
とえば、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、オレイン酸、リノー
ル酸、リノレン酸、アラキジン酸、ベヘン酸、ネルボン酸などを挙げることができる。な
かでも、炭素数１４～２０の飽和脂肪酸が好ましい。脂肪酸の金属塩を構成する金属とし
ては、カリウム、ナトリウムなどのアルカリ金属、マグネシウム、カルシウム、バリウム
などのアルカリ土類金属、亜鉛、ニッケル、モリブデンなどを挙げることができる。なか
でも亜鉛が好ましい。しゃく解剤におけるＤＢＤの量は、しゃく解剤１００質量％におい
て、好ましくは５質量％以上、より好ましくは１０質量％以上である。ＤＢＤ量の上限は
、しゃく解剤１００質量％において、たとえば３０質量％である。しゃく解剤の融点は、
５０℃～１１０℃が好ましい。混合物におけるしゃく解剤の量は、混合物中のゴム１００
質量部に対して、たとえば０．１質量部以上であることができ、０．５質量部以上である
こともできる。しゃく解剤の量は、混合物中のゴム１００質量部に対して、たとえば１５
０質量部以下であることができ、１００質量部以下であることもできる。なお、ＤＢＤを
含有するしゃく解剤の代わりに、またはＤＢＤを含有するしゃく解剤とともに、ほかのし
ゃく解剤を使用してもよい。このようなしゃく解剤として、たとえば、２－ベンズアミド
チオフェノールの亜鉛塩、キシリルメルカプタン、β－ナフチルメルカプタン、ペンタク
ロロチオフェノール（ＰＣＴＰ）などを挙げることができる。
【００２１】
　混合物は、前述の手順と同様の手順（具体的には、カーボンブラックスラリーとゴムラ
テックスとを混合し、凝固処理前ゴムラテックスを得る工程と、凝固処理前ゴムラテック
スを凝固する工程とを含む手順）で得られた凝固物（以下、「しゃく解剤添加前凝固物」
という）を脱水し、これとしゃく解剤とを混練りすることで製造することができる。しゃ
く解剤添加前凝固物の組成は、前述の凝固物（混合物が添加される凝固物）の組成と同じ
であっても、異なっていてもよい。しゃく解剤添加前凝固物を脱水するために、たとえば
、押出機２０を使用することができる。しゃく解剤と、しゃく解剤添加前凝固物とを混練
りするために混練機を使用できる。混練機として密閉式混練機、オープンロールなどを挙
げることができる。密閉式混練機としてバンバリーミキサー、ニーダーなどを挙げること
ができる。
【００２２】
　図１に示すように、混合物添加後の凝固物を脱水するための押出機２０は、単軸押出機
であり、スクリュー２３と外筒２７とを備える。スクリュー２３の内部には、加熱流体用
の流路（図示せず）が設けられている。すなわち、スクリュー２３は、加熱流体用の流路
を備える。加熱流体としては、たとえば蒸気を挙げることができる。加熱流体の温度は、
たとえば１００℃～２３０℃であることが好ましい。押出機２０は、スクリュー２３の回
転だけでなく加熱流体で、混合物添加後の凝固物を加熱することができる。外筒２７は、
第一外筒２５と第二外筒２６とを含む。第二外筒２６は、第一外筒２５の下流に位置する
。第一外筒２５には、スリット２４が設けられている。第一外筒２５は、押出機２０の第
一領域２１を構成する。第二外筒２６は、押出機２０の第二領域２２を構成する。押出機
２０は、ジャケット２８をさらに備えることができる。押出機２０は、供給口２９を有す
る。押出機２０に、凝固物と混合物とを別個に投入してもよく、凝固物と混合物とを合わ
せ、これを押出機２０に投入してもよい。混合物添加後の凝固物は、第一領域２１と第二
領域２２とで脱水され、排出口３０から排出される。このように、押出機２０は、熱によ
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る水分除去と圧搾による水分除去とで、混合物添加後の凝固物を脱水できる。
【００２３】
　押出機２０で脱水された、混合物添加後の凝固物を成形することを、この工程（凝固物
を脱水し、マスターバッチを得る工程）は含むことができる。このようにして得られたマ
スターバッチは、ゴム、カーボンブラックおよびしゃく解剤を含む。
【００２４】
　マスターバッチはゴムを含む。ゴムは、たとえば天然ゴム、イソプレンゴム、ブタジエ
ンゴム、スチレン－ブタジエンゴム、ニトリルゴム、クロロプレンゴムなどである。マス
ターバッチにおける天然ゴムの量は、ゴム１００質量％において、好ましくは７０質量％
以上、より好ましくは８０質量％以上、さらに好ましくは９０質量％以上、さらに好まし
くは１００質量％である。
【００２５】
　マスターバッチは、混合物に由来するゴムを含む。混合物に由来するゴムの量は、マス
ターバッチ中のゴム１００質量％に対して、たとえば４０質量％以下であることができ、
３０質量％以下であることもでき、２０質量％以下であることもでき、１０質量％以下で
あることもできる。ただし、混合物に由来するゴムの量が多すぎると、低発熱性が悪化す
る傾向がある。これは、混合物に由来するゴムが、混練りによって熱とせん断とを受けて
いるためである。いっぽう、混合物に由来するゴムの量は、マスターバッチ中のゴム１０
０質量％に対して、たとえば１質量％以上であることができ、５質量％以上であることも
できる。
【００２６】
　マスターバッチはカーボンブラックをさらに含む。カーボンブラックの量は、マスター
バッチ中のゴム１００質量部に対して、好ましくは１０質量部以上、より好ましくは２０
質量部以上、さらに好ましくは３０質量部以上である。カーボンブラックの量は、マスタ
ーバッチ中のゴム１００質量部に対して、好ましくは８０質量部以下、より好ましくは６
０質量部以下である。
【００２７】
　マスターバッチはしゃく解剤をさらに含む。しゃく解剤の量は、マスターバッチ中のゴ
ム１００質量部に対して、好ましくは０．０１質量部以上、より好ましくは０．０５質量
部以上、さらに好ましくは０．１質量部以上である。いっぽう、しゃく解剤の量は、マス
ターバッチ中のゴム１００質量部に対して、好ましくは１５質量部以下、より好ましくは
１０質量部以下である。
【００２８】
　マスターバッチと配合剤とを混練りし、ゴム混合物を得る工程を、実施形態１における
タイヤの製造方法は含む。配合剤としては、充てん剤、亜鉛華、ステアリン酸、ワックス
、老化防止剤、シランカップリング剤など挙げることができる。これらのうち、一つまた
は複数を選択して、マスターバッチと混練することができる。この工程でマスターバッチ
に添加する配合剤はしゃく解剤を含んでいない。充てん剤として、カーボンブラック、シ
リカ、クレー、タルク、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、水酸化アルミニウムなどを
挙げることができる。なかでもシリカが好ましい。老化防止剤として、芳香族アミン系老
化防止剤、アミン－ケトン系老化防止剤、モノフェノール系老化防止剤、ビスフェノール
系老化防止剤、ポリフェノール系老化防止剤、ジチオカルバミン酸塩系老化防止剤、チオ
ウレア系老化防止剤などを挙げることができる。この混練りの工程では、マスターバッチ
および配合剤とともに、ほかのゴムを混練りすることができる。混練り時にマスターバッ
チに追加するゴムとして、たとえば、天然ゴム、ポリイソプレンゴム、スチレン－ブタジ
エンゴム、ニトリルゴム、クロロプレンゴムなどを挙げることができる。混練りは、混練
機でおこなうことができる。混練機として密閉式混練機、オープンロールなどを挙げるこ
とができる。密閉式混練機としてバンバリーミキサー、ニーダーなどを挙げることができ
る。
【００２９】
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　ゴム混合物に加硫系配合剤を練り込み、ゴム組成物を得る工程を、実施形態１における
タイヤの製造方法はさらに含む。加硫系配合剤として硫黄、有機過酸化物などの加硫剤、
加硫促進剤、加硫促進助剤、加硫遅延剤などを挙げることができる。硫黄として粉末硫黄
、沈降硫黄、不溶性硫黄、高分散性硫黄などを挙げることができる。加硫促進剤としてス
ルフェンアミド系加硫促進剤、チウラム系加硫促進剤、チアゾール系加硫促進剤、チオウ
レア系加硫促進剤、グアニジン系加硫促進剤、ジチオカルバミン酸塩系加硫促進剤などを
挙げることができる。
【００３０】
　ゴム組成物は、マスターバッチに由来するゴムを含む。マスターバッチに由来するゴム
の量は、ゴム組成物中のゴム１００質量％に対して、たとえば、４０質量％以上であるこ
とができ、６０質量％以上であることができ、８０質量％以上であることができ、１００
質量％であることもできる。
【００３１】
　ゴム組成物はカーボンブラックを含む。カーボンブラックの量は、ゴム組成物中のゴム
１００質量部に対して、好ましくは１０質量部以上、より好ましくは２０質量部以上、さ
らに好ましくは３０質量部以上である。カーボンブラックの量は、ゴム組成物中のゴム１
００質量部に対して、好ましくは８０質量部以下、より好ましくは６０質量部以下である
。
【００３２】
　ゴム組成物はしゃく解剤を含む。しゃく解剤の量は、ゴム組成物中のゴム１００質量部
に対して、好ましくは０．０１質量部以上、より好ましくは０．０５質量部以上、さらに
好ましくは０．１質量部以上である。いっぽう、しゃく解剤の量は、ゴム組成物中のゴム
１００質量部に対して、好ましくは１５質量部以下、より好ましくは１０質量部以下であ
る。
【００３３】
　ゴム組成物は、亜鉛華、ステアリン酸、ワックス、老化防止剤、硫黄、加硫促進剤など
をさらに含むことができる。硫黄の量は、ゴム組成物中のゴム１００質量部に対して、硫
黄分換算で好ましくは０．５質量部～５質量部である。加硫促進剤の量は、ゴム組成物中
のゴム１００質量部に対して、好ましくは０．１質量部～５質量部である。
【００３４】
　ゴム組成物は、タイヤの作製に使用できる。具体的には、タイヤを構成するタイヤ部材
の作製に使用可能である。たとえば、トレッドゴム、サイドウォールゴム、チェーハーゴ
ム、ビードフィラーゴムなどの作製にゴム組成物を使用できる。
【００３５】
　ゴム組成物で作製した未加硫タイヤを加硫成型する工程を、実施形態１におけるタイヤ
の製造方法は含む。未加硫タイヤは、ゴム組成物で作製したタイヤ部材を備える。すなわ
ち、未加硫タイヤが、ゴム組成物を含むタイヤ部材を備える。実施形態１の方法で得られ
たタイヤは、たとえば空気入りタイヤであることができる。
【００３６】
　ここまで説明したように、実施形態１におけるマスターバッチの製造方法は、低発熱性
を維持しながらムーニー粘度を下げることができる。これは、凝固物に、ゴム、カーボン
ブラックおよびしゃく解剤を含有する混合物を添加し、これを押出機２０で脱水すること
によって、ゴムの温度上昇が緩やかな状態でしゃく解剤を分散させることが可能であり、
ゴム分子鎖の切断前にしゃく解剤を分散させることができるためだと考えられる。
【００３７】
　変形例１
　実施形態１では、押出機２０で脱水する前の凝固物に混合物を添加し、これを押出機２
０で脱水するものの、実施形態１の変形例１では、押出機２０で凝固物を、一回または複
数回脱水し、混合物を添加し、これを押出機２０で脱水する。変形例１では、混合物添加
前の脱水のために、押出機２０に代えて、真空乾燥機、エアドライヤーなどを使用しても
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よい。変形例１では、混合物が添加される時点で、凝固物の水分が低減されているため、
混合物添加後の凝固物に熱とせん断とを効率よく与えることができる。
【００３８】
　変形例２
　実施形態１では、押出機２０で脱水する前の凝固物に混合物を添加し、これを、押出機
２０で一回脱水し、成形するものの、実施形態１の変形例２では、押出機２０で脱水する
前の凝固物に混合物を添加し、これを、押出機２０で複数回（たとえば二回）脱水し、成
形する。変形例２では、このさらなる脱水、すなわち２回目以降の脱水のために、押出機
２０に代えて、真空乾燥機、エアドライヤーなどを使用してもよい。
【００３９】
　変形例３
　実施形態１では、混合物を作製するために、湿式（具体的には、カーボンブラックスラ
リーとゴムラテックスとを混合し、凝固処理前ゴムラテックスを得る工程と、凝固処理前
ゴムラテックスを凝固する工程とを含む方式）で、しゃく解剤添加前凝固物を作製し、こ
れとしゃく解剤とを混練りするものの、実施形態１の変形例３では、混合物を作製するた
めに、ゴムに、カーボンブラックとしゃく解剤とを添加し、混練りする。
【００４０】
　変形例４
　実施形態１では、マスターバッチ混練り時に添加する配合剤がしゃく解剤を含んでいな
いものの、実施形態１における変形例４では、マスターバッチ混練り時に添加する配合剤
がしゃく解剤を含んでいる。すなわち、変形例４では、凝固物に混合物（ゴムとカーボン
ブラックとしゃく解剤とを含む混合物）を添加することで、しゃく解剤を加えるものの、
さらに、マスターバッチ混練り時にしゃく解剤を添加する。
【００４１】
　変形例５
　実施形態１では、カーボンブラックスラリーを得るために、カーボンブラックと水とを
混合するものの、実施形態１の変形例５では、この操作に代えて、カーボンブラックスラ
リーを得るために、カーボンブラックとゴムラテックス（以下、カーボンブラックと混合
するためのゴムラテックスを「希薄ゴムラテックス」という。）とを混合する。カーボン
ブラックと希薄ゴムラテックスとを混合することによって、カーボンブラックの再凝集を
防止できる。カーボンブラックの表面の一部または全部に極薄いラテックス相が生成し、
ラテックス相がカーボンブラックの再凝集を抑制すると考えられるからである。希薄ゴム
ラテックスでは、ゴム粒子が，コロイド状に水に分散している。希薄ゴムラテックスは、
たとえば天然ゴムラテックス、合成ゴムラテックスなどである。天然ゴムラテックス中の
天然ゴムの数平均分子量は、たとえば２００万以上である。合成ゴムラテックスは、たと
えばスチレン－ブタジエンゴムラテックス、ブタジエンゴムラテックス、ニトリルゴムラ
テックス、クロロプレンゴムラテックスである。希薄ゴムラテックスの乾燥ゴム分は、好
ましくは０．１質量％以上、より好ましくは０．２質量％以上、さらに好ましくは０．３
質量％以上である。乾燥ゴム分の上限は、たとえば５質量％、好ましくは２質量％、さら
に好ましくは１質量％である。
【００４２】
　これらの変形例から、一つまたは複数を選択して、実施形態１に、組み合わせることは
もちろん可能である。
【実施例】
【００４３】
　以下に、本開示の実施例を説明する。
【００４４】
　原料・薬品を次に示す。
       天然ゴムラテックス（乾燥ゴム分＝３１．２％　Ｍｗ＝２３．２万）　Ｇｏｌｄ
ｅｎ　Ｈｏｐｅ社製
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       凝固剤　ギ酸（一級８５％）ナカライテスク社製　（１０％溶液を希釈し、ｐＨ
１．２に調整し、使用した）
       Ｎ２３４カーボンブラック　東海カーボン社製
       Ｎ１３４カーボンブラック　東海カーボン社製
       Ｎ３３９カーボンブラック　東海カーボン社製
       しゃく解剤Ａ　「ノクタイザーＳＤ」（ＤＢＤとステアリン酸との混合物　ＤＢ
Ｄ含有量２５質量％　融点５４℃以上）大内新興化学工業社製
       しゃく解剤Ｂ　「Ａｋｔｉｐｌａｓｔ　ＭＳ」（ＤＢＤと脂肪酸亜鉛との混合物
　ＤＢＤ含有量１０質量％　融点９０℃～１００℃）Ｒｈｅｉｎ　Ｃｈｅｍｉｅ　Ｒｈｅ
ｉｎａｕ社製
       しゃく解剤Ｃ　「ストラクトールＡ８９」（ＤＢＤ含有量４０質量％　融点５５
℃）エスアンドエスジャパン社製
       亜鉛華　「１号亜鉛華」三井金属社製
       ステアリン酸　「ルナックＳ－２０」花王社製
       老化防止剤Ａ　「ノクラック６Ｃ」大内新興化学工業社製
       老化防止剤Ｂ　「ＲＤ」大内新興化学工業社製
       硫黄　「粉末硫黄」鶴見化学工業社製
       加硫促進剤Ａ　「サンセラーＣＭ」三新化学工業社製
       加硫促進剤Ｂ　「ノクセラーＤ」大内新興化学社製
       シリカ　「ニップシールＡＱ」東ソーシリカ工業社製
       シランカップリング剤　「Ｓｉ６９」エボニック社製
【００４５】
　混合物Ａの作製
　Ｇｏｌｄｅｎ　Ｈｏｐｅ社製の天然ゴムラテックスに２５℃で水を加え、乾燥ゴム分を
２５質量％に調整した。いっぽう、カーボンブラックを水に添加し、撹拌し、カーボンブ
ラックスラリーを得た。カーボンブラックスラリーを、乾燥ゴム分２５質量％の天然ゴム
ラテックスに表１にしたがって加え、撹拌し、凝固剤をｐＨ４になるまで添加し、凝固物
を得た。凝固物を、スクイザー式１軸押出脱水機（スエヒロＥＰＭ社製スクリュープレス
Ｖ－０２型）で脱水した。脱水後の凝固物に、表１にしたがってしゃく解剤Ａを添加し、
神戸製鋼社製のＢ型バンバリーミキサーで混練りし、混合物Ａを得た。
【００４６】
　混合物Ｂの作製
　混合物Ａにおける凝固物の作製と同じ手順で凝固物を得た。凝固物を、スクイザー式１
軸押出脱水機で脱水した。脱水後の凝固物を、神戸製鋼社製のＢ型バンバリーミキサーで
練り、混合物Ｂを得た。
【００４７】
【表１】

 
【００４８】
　実施例１におけるマスターバッチの作製
　Ｇｏｌｄｅｎ　Ｈｏｐｅ社製の天然ゴムラテックスに２５℃で水を加え、乾燥ゴム分を
２５質量％に調整した。いっぽう、カーボンブラックを水に添加し、撹拌し、カーボンブ
ラックスラリーを得た。カーボンブラックスラリーと老化防止剤Ａとを、乾燥ゴム分２５
質量％の天然ゴムラテックスに表２にしたがって加え、撹拌し、凝固剤をｐＨ４になるま
で添加し、凝固物を得た。凝固物をスクイザー式１軸押出脱水機で一次脱水した。一次脱
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水後の凝固物に、表２にしたがって混合物Ａを添加し、これをスクイザー式１軸押出脱水
機で二次脱水し、マスターバッチを得た。
【００４９】
　実施例２におけるマスターバッチの作製
　実施例１と同じ手順で作製した凝固物に、表２にしたがって混合物Ａを添加し、これを
スクイザー式１軸押出脱水機で一次脱水した。これを、スクイザー式１軸押出脱水機で二
次脱水し、マスターバッチを得た。
【００５０】
　実施例３におけるマスターバッチの作製
　実施例１と同じ手順で作製した凝固物に、表２にしたがって混合物Ａを添加し、これを
スクイザー式１軸押出脱水機で脱水し、マスターバッチを得た。
【００５１】
　比較例１におけるマスターバッチの作製
　実施例１と同じ手順で作製した凝固物を、スクイザー式１軸押出脱水機で一次脱水した
。一次脱水後の凝固物に、表２にしたがって混合物Ｂを添加し、これを、スクイザー式１
軸押出脱水機で二次脱水し、マスターバッチを得た。
【００５２】
　比較例２におけるマスターバッチの作製
　実施例１と同じ手順で作製した凝固物を、スクイザー式１軸押出脱水機で一次脱水した
。一次脱水後の凝固物に、表２にしたがってしゃく解剤Ａを添加し、これをスクイザー式
１軸押出脱水機で二次脱水し、マスターバッチを得た。
【００５３】
　比較例３におけるマスターバッチの作製
　実施例１と同じ手順で作製した凝固物を、スクイザー式１軸押出脱水機で脱水し、マス
ターバッチを得た。
【００５４】
【表２】

 
【００５５】
　各例における未加硫ゴムの作製
　マスターバッチに、硫黄と加硫促進剤とを除く配合剤を表３にしたがって添加し、神戸
製鋼社製のＢ型バンバリーミキサーで混練りし、ゴム混合物を排出した。ゴム混合物と硫
黄と加硫促進剤とをＢ型バンバリーミキサーで混練りし、未加硫ゴムを得た。
【００５６】
　損失正接ｔａｎδ
　未加硫ゴムを１５０℃で３０分間加硫し、加硫ゴムの発熱性を、ＪＩＳ Ｋ－６３９４
に準じてｔａｎδで評価した。ｔａｎδは、ＵＢＭ社製レオスペクトロメーターＥ４００
０を使用し、５０Ｈｚ、８０℃、動的歪２％の試験で求めた。比較例１のｔａｎδを１０
０とした指数で、各例のｔａｎδを表示した。指数が小さいほど発熱性が低く、良好であ
る。
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【００５７】
　ムーニー粘度
　ＪＩＳ Ｋ６３００に準じて、東洋精機製作所製のロータレスムーニー測定機を用い、
ゴム混合物を１００℃で１分間予熱した後にローターを回転させ、回転開始から４分後の
トルク値をムーニー単位で記録した。比較例１のムーニー粘度を１００とした指数で、各
例のムーニー粘度を表示した。指数が小さいほどムーニー粘度が低く、加工性に優れる。
【００５８】
【表３】

 
【００５９】
　実施例１における加硫ゴムのｔａｎδと、比較例１のそれとの差はわずか３ポイントで
あったものの、実施例１におけるゴム混合物のムーニー粘度は、比較例１のそれにくらべ
て、１９ポイント優れていた。
【００６０】
　実施例１におけるゴム混合物のムーニー粘度は、比較例２のそれにくらべて、９ポイン
ト優れていた。
【００６１】
　実施例３における加硫ゴムのｔａｎδは、比較例３のそれにくらべて、８ポイント優れ
ていた。
【００６２】
　表４～６にしたがって、未加硫ゴムを作製した。すなわち、表４にしたがって、混合物
Ｃと混合物Ｄと混合物Ｅとを作製し、表５にしたがって各例のマスターバッチを作製し、
表６にしたがって各例の未加硫ゴムを作製した。
【００６３】
　ｔａｎδとムーニー粘度とを、すでに説明した方法で測定した。各例のｔａｎδは、実
施例Ａのｔａｎδを１００とした指数で表示した。指数が小さいほど発熱性が低く、良好
である。いっぽう、各例のムーニー粘度は、実施例Ａのムーニー粘度を１００とした指数
で表示した。指数が小さいほどムーニー粘度が低く、加工性に優れる。
【００６４】
【表４】

 
【００６５】
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【表５】

 
【００６６】

【表６】

 
【００６７】
　表７～９にしたがって、未加硫ゴムを作製した。すなわち、表７にしたがって、混合物
Ｆと混合物Ｇとを作製し、表８にしたがって各例のマスターバッチを作製し、表９にした
がって各例の未加硫ゴムを作製した。
【００６８】
　ｔａｎδとムーニー粘度とを、すでに説明した方法で測定した。各例のｔａｎδは、比
較例６のｔａｎδを１００とした指数で表示した。指数が小さいほど発熱性が低く、良好
である。いっぽう、各例のムーニー粘度は、比較例６のムーニー粘度を１００とした指数
で表示した。指数が小さいほどムーニー粘度が低く、加工性に優れる。
【００６９】

【表７】

 
【００７０】



(13) JP 2019-112523 A 2019.7.11

10

20

30

40

【表８】

 
【００７１】
【表９】

 
【００７２】
　表１０～１２にしたがって、未加硫ゴムを作製した。すなわち、表１０にしたがって、
混合物Ｈと混合物Ｉとを作製し、表１１にしたがって各例のマスターバッチを作製し、表
１２にしたがって各例の未加硫ゴムを作製した。
【００７３】
　ｔａｎδとムーニー粘度とを、すでに説明した方法で測定した。各例のｔａｎδは、比
較例８のｔａｎδを１００とした指数で表示した。指数が小さいほど発熱性が低く、良好
である。いっぽう、各例のムーニー粘度は、比較例８のムーニー粘度を１００とした指数
で表示した。指数が小さいほどムーニー粘度が低く、加工性に優れる。
【００７４】

【表１０】

 
【００７５】
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【表１１】

 
【００７６】
【表１２】

 
【００７７】
　表１３～１５にしたがって、未加硫ゴムを作製した。すなわち、表１３にしたがって、
混合物Ｊと混合物Ｋとを作製し、表１４にしたがって各例のマスターバッチを作製し、表
１５にしたがって各例の未加硫ゴムを作製した。
【００７８】
　ｔａｎδとムーニー粘度とを、すでに説明した方法で測定した。各例のｔａｎδは、比
較例１０のｔａｎδを１００とした指数で表示した。指数が小さいほど発熱性が低く、良
好である。いっぽう、各例のムーニー粘度は、比較例１０のムーニー粘度を１００とした
指数で表示した。指数が小さいほどムーニー粘度が低く、加工性に優れる。
【００７９】

【表１３】

 
【００８０】
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【表１４】

 
【００８１】
【表１５】

 
【００８２】
　表１６～１８にしたがって、未加硫ゴムを作製した。すなわち、表１６にしたがって、
混合物Ｘと混合物Ｙとを作製し、表１７にしたがって各例のマスターバッチを作製し、表
１８にしたがって各例の未加硫ゴムを作製した。
【００８３】
　ｔａｎδとムーニー粘度とを、すでに説明した方法で測定した。各例のｔａｎδは、比
較例１２のｔａｎδを１００とした指数で表示した。指数が小さいほど発熱性が低く、良
好である。いっぽう、各例のムーニー粘度は、比較例１２のムーニー粘度を１００とした
指数で表示した。指数が小さいほどムーニー粘度が低く、加工性に優れる。
【００８４】

【表１６】

 
【００８５】
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【表１７】

 
【００８６】
【表１８】

 
【００８７】
　表１９～２１にしたがって、未加硫ゴムを作製した。すなわち、表１９にしたがって、
混合物Ｌと混合物Ｍとを作製し、表２０にしたがって各例のマスターバッチを作製し、表
２１にしたがって各例の未加硫ゴムを作製した。
【００８８】
　ｔａｎδとムーニー粘度とを、すでに説明した方法で測定した。各例のｔａｎδは、比
較例１４のｔａｎδを１００とした指数で表示した。指数が小さいほど発熱性が低く、良
好である。いっぽう、各例のムーニー粘度は、比較例１４のムーニー粘度を１００とした
指数で表示した。指数が小さいほどムーニー粘度が低く、加工性に優れる。
【００８９】
【表１９】

 
【００９０】
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【表２０】

 
【００９１】
【表２１】
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