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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加硫クラムラバーの再生方法であって
　ａ）加硫クラムラバー、および、室温の潤滑剤を第１のミキサに導入するステップと、
　ｂ）前記クラムラバーおよび前記潤滑剤を室温にて十分な期間混合して、混合物を形成
するステップと、
　ｃ）前記混合物をサーモキネティックミキサへ移すステップであって、前記サーモキネ
ティックミキサは、不均一な内表面を有する、前記混合物を受け取るための気密固定チャ
ンバと、前記気密固定チャンバ内へ同軸上に延在する回転子軸と、を有し、前記回転子軸
は、前記回転子軸から前記気密固定チャンバの内へ延在する羽根を有し、かつ、少なくと
も２０００ｒｐｍまで変化する制御速度を有するステップと、
　ｄ）前記回転子軸の速度を上げて、前記混合物の温度を、第１の期間中に、脱硫温度に
到達するまで上昇させるステップであって、前記サーモキネティックミキサから内部衝撃
および摩擦が与えられることにより前記混合物の温度が上昇して前記クラムラバーの脱硫
が起こることを特徴とするステップと、
　ｅ）ステップｄ）において到達した前記混合物の前記温度を、第２の期間中に、より低
温に下げるステップと、
　ｆ）再生クラムラバーを前記気密固定チャンバから回収するステップと、
を含む方法。
【請求項２】
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　前記ステップｄ）において、前記脱硫温度が、前記加硫クラムラバーの炭素－硫黄結合
または硫黄－硫黄結合の部分的な開裂が起こるときに到達する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記気密固定チャンバの利用可能な内部容積の５０％を超える容積が、前記混合物で占
有される、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　ｇ）前記混合物を前記気密固定チャンバからドラムタンブラに移すステップをさらに含
み、そして、前記ドラムタンブラ内で、前記混合物を１０～４５秒の期間内に２０～７０
℃にさらに冷却する、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記回転子軸の前記制御速度が、
－前記サーモキネティックミキサの温度が室温であるときは、４００ｒｐｍであり、
－温度が脱硫温度であるときは、１４００～２０００ｒｐｍである、請求項１乃至４のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　温度を低減することは、前記回転子軸の速度を低減することと、前記気密固定チャンバ
の中に冷却剤を注入することである、請求項１乃至５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記冷却剤が、霧またはジェット気流の形である、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記加硫クラムラバーが、リサイクルされたスクラップゴムの副産物である、請求項１
乃至７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記潤滑剤が、カーボンブラック、タルク、パラフィン、黒鉛、プロセス油、植物油ま
たはその混合物である、請求項１乃至８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　ステップｄ）およびｅ）が、それぞれ７～６０秒の時間間隔内で実行される、請求項１
乃至９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ステップｃ）において、前記気密固定チャンバが、冷却注入システムと、前記気密
固定チャンバに接続された真空ポンプを備えていることを特徴とする請求項６に記載の方
法。
【請求項１２】
　前記ステップｅ）が、
　ｉ）前記気密固定チャンバ内に冷却剤を注入して、前記冷却剤が前記混合物との接触に
より気化し、前記ステップｄ）で生じた部分的脱硫に由来する硫黄派生物を捕捉するサブ
ステップと、
　ｉｉ）前記真空ポンプによって、気化した前記冷却剤と前記硫黄派生物の少なくとも幾
らかを前記気密固定チャンバから排出するサブステップと、からなることを特徴とする請
求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ステップｅ）において、前記より低温に下げるステップが、前記回転子軸の速度を
落とすステップと、前記気密固定チャンバを囲む冷却ジャケットに水を注入するステップ
と、前記冷却剤を霧状又はジェット気流状に注入するステップと、からなることを特徴と
する請求項１１又は１２に記載の方法。
【請求項１４】
　加硫クラムラバー再生用サーモキネティックミキサであって、
　不均一な内表面を有する、再生される前記クラムラバーを受け取るための気密固定チャ
ンバと、
　前記気密固定チャンバ内へ同軸上に延在する回転子軸と、を有し、そして、
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　前記回転子軸は、前記回転子軸から前記気密固定チャンバ内へ延在する羽根を有し、か
つ、少なくとも２０００ｒｐｍまで変化する制御速度を有し、
　前記クラムラバーと潤滑剤の混合物を、前記サーモキネティックミキサにおいて前記回
転子軸の速度を上げることにより脱硫させることを特徴とするサーモキネティックミキサ
。
【請求項１５】
　前記羽根それぞれが、不均一な外表面を有する、請求項１４に記載のサーモキネティッ
クミキサ。
【請求項１６】
　前記不均一な表面が、折目加工された表面および／またはビーズ状の非平滑表面である
、請求項１４または１５に記載のサーモキネティックミキサ。
【請求項１７】
　前記ビーズ状の非平滑表面は、溶接されたビーズの形状に硬化鋼で裏打ちされる、また
は前記溶接されたビーズと同じ形状に機械加工されている、請求項１６に記載のサーモキ
ネティックミキサ。
【請求項１８】
　前記羽根それぞれが、長手方向にひねられている、請求項１４乃至１７のいずれか一項
に記載のサーモキネティックミキサ。
【請求項１９】
　前記羽根は、互いに非平行の関係にある、請求項１４乃至１８のいずれか一項に記載の
サーモキネティックミキサ。
【請求項２０】
　前記気密固定チャンバが、冷却剤を前記気密固定チャンバの中に注入するように設けら
れた少なくとも１つの冷却注入デバイスを備えた、請求項１４乃至１９のいずれか一項に
記載のサーモキネティックミキサ。
【請求項２１】
　各注入デバイスが、前記冷却剤を霧またはジェット気流の形で前記気密固定チャンバの
中に注入するためのノズルデバイスである、請求項２０に記載のサーモキネティックミキ
サ。
【請求項２２】
　前記気密固定チャンバが、前記回転子軸および前記羽根が回転しているとき、前記不均
一な内表面の温度を冷却するために、前記不均一な内表面を外方に包囲する冷却ジャケッ
トをさらに備えた、請求項１４乃至２１のいずれか一項に記載のサーモキネティックミキ
サ。
【請求項２３】
　空気を前記気密固定チャンバの外に除去するために、前記気密固定チャンバと連結した
真空ポンプをさらに備えた、請求項１４乃至２２のいずれか一項に記載のサーモキネティ
ックミキサ。
【請求項２４】
　加硫ゴム再生用デバイス組立体であって、
　加硫クラムラバーと潤滑剤を室温にて十分な期間混合して、混合物を形成するミキサと
、
　請求項１４乃至２３のいずれか一項に記載のサーモキネティックミキサと、
　前記混合物を前記ミキサから前記サーモキネティックミキサへ移すための移動デバイス
と、
を備えた、デバイス組立体。
【請求項２５】
　前記移動デバイスは、気密移動デバイスである、請求項２４に記載のデバイス組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、リサイクル、生産、および再生されたまたは再処理されたゴムの使用の分野
に関し、より詳細には、これに限定されないが、加硫スクラップのクラムラバーを再生す
る、新規の環境にやさしい、すなわち「グリーン」の方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
先行技術の説明
　タイヤは、生成量が多く、またそれらの耐久性に起因して、とりわけ最も大きく、最も
問題のある廃棄物源である。廃タイヤをそのような問題にする特徴は、ゴムが非常に弾性
があり、他の製品に再利用できるため、タイヤは最も再利用される廃材の１つにもなる。
タイヤまたは他のゴム製品も、たとえばタイヤ由来の燃料、土木工学の応用、スポーツ分
野および新しい靴製品のような使用にしばしばリサイクルされる。
【０００３】
　タイヤは、主にゴムからできているが、各タイヤの化学成分はタイヤの由来に依存する
。たとえば、トラックタイヤ、自動車タイヤまたはオフロードタイヤは、主にスチレンブ
タジエンゴム（ＳＢＲ）および天然ゴムから異なる濃度でできている。
【０００４】
　廃ゴムはまた、バイブレータおよび密閉具、ガラスランチャンネル、ラジエータ、庭ホ
ースおよび器具用ホース、管、ワッシャー、ベルト、電気絶縁体、ならびにスピーカーコ
ーンサラウンドなどの他の源にも由来する。また、ゴムは、高電圧の高分子ケーブルジョ
イント取り付けの耐水用の媒体として、屋根の薄膜、ジオメンブレン、ゴム製機械商品、
プラスチック衝撃改質剤、熱可塑性プラスチック、加硫物、エンジン油添加剤、池の中敷
き、電気ケーブル結合、ＲＶ車の屋根、および鎖帷子適用品としても使用される。これら
の特定の場合において、ゴムは主にエチレンプロピレンジエンモノマー（ＥＰＤＭ）ゴム
（Ｍクラスゴム）からできている。
【０００５】
　ゴムの「再生」または「再生する」とは、元の加硫ゴムが部分的な脱硫、さらに表面積
、篩径または密度などのその異なる特性の改変を受けることを意味する。
【０００６】
　脱硫は、廃タイヤゴムをリサイクルまたは再生利用する潜在的な方法である。ゴムの脱
硫は、歴史は長いが、この主題における新たな関心は、タイヤ廃棄を適切に管理にするた
めの規制および一般の関心が高まったことにより、過去１０～１５年に再燃した。その名
称が示唆するように、脱硫のプロセスにおいて、加硫廃ゴムの構造が修正された。得られ
る脱硫された材料を、有益な製品に再加硫するまたは変換することができる。脱硫された
ゴムは、廃ゴムの価値の高い形である。
【０００７】
　「加硫」とは、弾力性および製造されたゴム製品に望まれる他の特性を提供するために
、硫黄および硫黄の架橋をゴム分子の混合物に組み込む、熱化学プロセスが存在すること
を意味する。そのプロセスにおいて、硫黄原子は、ゴム分子の炭素分子に化学結合され、
硫化ゴム分子間の架橋（化学結合）として働く。加硫プロセスは、温度および圧力の基準
大気条件で不可逆である。
【０００８】
　歴史的および実質的に、ゴムの脱硫の概念は、炭素－硫黄（Ｃ－Ｓ）結合および／また
は硫黄－硫黄（Ｓ－Ｓ）結合などの化学網の分子間結合の開裂からなり、さらに鎖の短縮
も起こる。化学的に述べると、脱硫は、加硫ゴムのモノ硫化物、二硫化物、およびポリ硫
化物の架橋（炭素－硫黄結合または硫黄－硫黄結合）を開裂するプロセスである。理想的
には、脱硫されたゴムは、他の化合物の使用の有無に関わらず、再硫化できる。
【０００９】
　異なるタイプの脱硫プロセスはまた、ゴムの他の特性も変更する。これらのプロセスに
より、親ゴムの特性に比べ一部の特性の低下を引き起こす。理想的には、脱硫は、特性に
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関してまた製造費に関しての両方で、バージンゴムに代わる手段として働くことができる
製品を得ることである。
【００１０】
　今日、スクラップのエラストマーまたはゴムのリサイクル（タイヤから生成した燃料、
タイヤカーカスからの穿孔製品または型打ち製品、クラムラバーの結合技術を使用する敷
物および多くの低価格の応用）をしている大型市場がいくつかある。様々な特許権を有す
る方法により、熱、機械エネルギーまたは超音波処理などの、他の形のエネルギーに関与
する化学処理を使用する、廃ゴムの化学的部分脱硫が教示されている。例として、米国特
許第４，１４８，７６３号（Ｂｒｙｓｏｎ）、第５，７９８，３９４号（Ｍｙｅｒｓら）
、第６，１３３，４１３号（Ｍｏｕｒｉら）および第６，５４８，５６０号（Ｋｏｖａｌ
ａｋら）、ならびに仏国特許出願第２，８４６，６６１号（Ｓｃｈａｕｍｂｕｒｇ）を参
照されたい。しかし、加硫ゴムの一部の化学処理に由来する、再生ゴムに取り組むこれら
の公開は、環境に配慮する解決策の有望な代替手段ではない。
【００１１】
　ゴムをリサイクルするためのプロセス、およびこうしたリサイクルのための主な方法を
以下に説明する。より詳しくは、読者は、Ｂｉｌｌ　Ｋｌｉｎｇｅｎｓｍｉｔｈによる記
事「Ｒｅｃｙｃｌｉｎｇ，　ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｕｓｅ　ｏｆ　ｒｅｐｒｏ
ｃｅｓｓｅｄ　ｒｕｂｂｅｒｓ」（Ｒｕｂｂｅｒ　Ｗｏｒｌｄ、１９９１年３月、１６～
２１ページ）を参考にされたい。
【００１２】
　「超音波リサイクル」　高出力超音波を硬化されたゴムに押出し中に当て、高い圧力、
熱および機械的エネルギーが硫黄架橋を破壊し、押出し物をゴム状の新材料にし、新材料
を再硬化し、新しいゴム製品に形作ることができる。
【００１３】
　「タイヤ熱分解」　中古タイヤのリサイクルのための熱分解方法は、タイヤを作られた
材料に熱分解するために、中古タイヤを閉鎖した、無酸素環境のストーブ内で加熱する特
別な機構を使用する技法である。
【００１４】
　「マイクロ波リサイクル」　マイクロ波は、ゴムがディーゼル、合成ガス、ならびにカ
ーボンブラックおよびめっき鋼を含む、その構成部分に凝結される気体状態になるまで、
ゴムを励起する。このプロセスにおいて排出物は生成されず、すべての構成部品を再利用
することができる。
【００１５】
　「超臨界流体」　米国特許第７，１８２，７６２号（ＴＺＯＧＡＮＡＫＩＳ）として認
可された国際公開第２００３／０２９２９８号は、通常気体である超臨界ＣＯ2流体の存
在下で、ゴムが機械的引張およびせん断力を受けることを含む、架橋されたゴムを改変す
るプロセスを開示している。このプロセスにより、ゴムの制御可能な脱硫が可能になる。
脱硫されたゴムは、商標ＴＹＲＯＭＥＲ（登録商標）の下で商品化される。
【００１６】
　遺憾ながら、これらの方法の大型の商業的応用は、経済的観点から、または提案された
プロセスから得られる製品の特性が優れないという点での、いずれかにより妨げられてい
る。
【００１７】
　化学物質との組み合わせの有無に関わらず、製粉プロセスを使用して、廃タイヤ材料を
脱硫する試みがされてきた。たとえば、米国特許第５，８８３，１４０号（Ｆｉｓｈｅｒ
ら、１９９９年）は、ゴムの塊が２５０℃未満の温度で３０００～４０００ｒｐｍの回転
翼速度を使用して、非常に強力な機械的衝撃力を受けることにより、加硫ゴムから得られ
る再生利用ゴムを作成するプロセスを開示している。該プロセスは、ゴム内の硬化速度の
遅延で公知の、様々な化学物質を少量（通常１重量％～２重量％程度）加えて使用できる
。
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【００１８】
　米国特許第７，３４２，０５２号（Ｆｕｌｆｏｒｄら、２００８年）は、スクラップの
エラストマーを器（具体的にはＧＥＬＩＭＡＴ（登録商標）ミキサ）の中に導入し、振動
させ、次いでエラストマーが分解を開始する温度より低い温度に加熱することにより、ス
クラップのエラストマーを再生エラストマーに変換するプロセスを開示している。次に熱
油（１９０～２００℃）を器に導入して、スクラップのエラストマーに混ぜる。次いで混
合物を冷却する。このプロセスの主な欠点の１つは、ゴムに追加される前に、油を約２０
０℃の温度に予熱しなければならないことにある。
【００１９】
　タイヤを処理する第１のステップは、概して異なるメッシュサイズのクラムラバーが得
られるまで、タイヤを刻むまたは圧搾するものである。次いでクラムラバーは、そのメッ
シュサイズに従って異なる応用に販売される。約３０～８０の分布のメッシュサイズの小
型クラムラバーは、圧搾プロセス中に成形もされる。小型クラムラバーは、概して安価の
「充填」材のみであり、大量に使用されることはまれである。実際、クラムラバーは、ア
クティブな比表面積（ｍ2／ｇ）が低いが、依然として加硫される（高い架橋密度）ので
、別の化合物（ポリマーなど）と充填材として使用される際に、あまりよく付着しない。
【００２０】
　サーモキネティックミキサは、概してクラムラバーの機械的リサイクルのために使用さ
れることがあることが、公知である。しかし、当技術分野のサーモキネティックミキサは
、ゴムを圧搾する副産物である、クラムラバーを処理するのに十分なほど有効ではない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　それ故、前述を踏まえて、加硫クラムラバーを再生する改良された、高価でない、かつ
より迅速な方法および装置が依然として必要とされており、これはそういったステップ、
設計および構成部品により、前述の先行技術の問題の一部を、好ましくはすべてを克服で
きるはずである。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　したがって、本発明の目的は、スクラップのエラストマーまたは加硫ゴムを、再生エラ
ストマーまたはゴムに変換する方法および装置を提供することである。本発明の別の目的
は、対応するバージンゴムと同様の特性を有する再生ゴムを提供することである。
【００２３】
　本発明の一態様によれば、加硫クラムラバーを再生する方法であって、
　ａ）加硫クラムラバーおよび潤滑剤を第１のミキサに導入するステップであって、潤滑
剤は室温である、導入するステップと、
　ｂ）クラムラバーおよび潤滑剤を混合物を形成するために、十分な期間室温で混合する
ステップと、
　ｃ）該混合物をサーモキネティックミキサの中に移動するステップであって、サーモキ
ネティックミキサは、
　混合物を受け取るための気密固定チャンバであって、チャンバは不均一な内表面を有す
る、気密固定チャンバと、
　チャンバの中に同軸上に延在する回転子軸であって、回転子軸は、軸からチャンバの中
に延在する羽根を有し、制御された速度は少なくとも約２０００ｒｐｍまで変化する、回
転子軸と、を備える、移動するステップと、
　ｄ）混合物の温度を、第１の期間中に脱硫温度に到達するまで上昇させるために、回転
子軸の速度を上げるステップと、
　ｅ）ステップｄ）において到達した混合物の温度を、第２の期間中により低温に下げる
ステップと、
　ｆ）再生クラムラバーをチャンバから回収するステップと、を含む、方法が提供される
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。
【００２４】
　本発明の別の態様によれば、上に定義した方法によって得た、再生クラムラバーが提供
される。
【００２５】
　本発明の別の態様によれば、加硫クラムラバーの再生のためのサーモキネティックミキ
サが提供される。サーモキネティックミキサは、
　再生されるクラムラバーを受け取るための固定チャンバであって、チャンバは不均一な
内表面を有する、固定チャンバと、
　固定チャンバの中に同軸上に延在する回転子軸であって、回転子軸は、軸からチャンバ
の中に延在する羽根を有し、制御された速度は少なくとも約２０００ｒｐｍまで変化する
、回転子軸と、を備える。
【００２６】
　本発明の別の態様によれば、加硫ゴムを再生するデバイス組立体が提供される。デバイ
ス組立体は、
　クラムラバーと潤滑剤を、混合物を形成するために十分な期間室温で混合するためのミ
キサと、
　上に定義されたようなサーモキネティックミキサと、
　混合物をミキサからサーモキネティックミキサの中に移動するための移動デバイスと、
を備える。
【００２７】
　本発明の別の態様によれば、加硫ゴムを作成するプロセスであって、
　上に定義された方法によって得たような再生クラムラバー、および十分な量の加硫剤を
含む混合物を、加硫されるバージンゴムポリマーに加えるステップと、
　加硫ゴムを得るために、該混合物およびバージンゴムポリマーが加硫を受けるステップ
と、を含む、プロセスが提供される。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明の利点の１つは、加硫クラムラバーと混合される潤滑剤を室温で使用することに
あり、したがってエネルギー消費が削減される。
【００２９】
　別の利点は、該方法は加硫製品を促進する化学物質の使用を必要としないことにあり、
この方法を環境にやさしい、すなわち「グリーン」にする。
【００３０】
　本発明の方法および装置により、容易な方法を使用して、クラムラバーの部分的な脱硫
、径の増加、および比表面積の増加がもたらされる。処理された材料の内側表面および外
側表面の一部は脱硫され、これと増加した比表面積と組み合わさることによりポリマーま
たはバージンゴムなどの他の化合物との混合、ならびに新しい架橋ゴムの加硫による形成
が可能になる。
【００３１】
　本発明およびその利点は、添付図面を参照に、好ましい実施形態の以下の説明を読めば
よりよく理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の好ましい実施形態による、方法およびデバイス組立体を示す流れ図であ
る。
【図２】本発明の好ましい実施形態による、サーモキネティックミキサ（以下「Ｋ－ミキ
サ」とも呼ばれる）における温度（℃）、および時間（秒）の関数としてのＫ－ミキサの
軸速度（ｒｐｍ）の変化を示すグラフである。
【図３】未処理の（加硫された）と、本発明の方法の好ましい実施形態によって得た、再
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生クラムラバーの篩分析（メッシュサイズ）を比較するグラフである。
【図４】本発明の好ましい実施形態による、サーモキネティックミキサを示す図である。
【図５】図４に示されたサーモキネティックミキサの軸および羽根の部分図である。
【図６】メッシュサイズの関数として、架橋（Ｘ－リンク）密度（１０-5ｍｏｌ／ｃｍ3

）および処理されたゴムの再生度（％）の変化を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　前述のように、本発明の第１の態様によれば、加硫ゴムは、以下のようにゴムを処理す
ることによって再生することができる。方法およびデバイス組立体は、図１の流れ図によ
り示すことができる。
【００３４】
　方法の第１のステップａ）は、好ましくは予洗された清潔で粉末に挽いた加硫クラムラ
バー（１）、および潤滑剤（３）をバッチミキサ（５）の中に導入するものであり、潤滑
剤（３）およびバッチミキサ（５）は室温である。使用されるバッチミキサ（５）は、当
技術分野で公知のあらゆる種類の工業用ミキサでよい。
【００３５】
　本明細書で使用される「室温」または「周囲温度」とは、本発明の異なる材料が処理さ
れる、保管される、または使用される、あるいは指定される温度であると理解されたい。
好ましくは、室温は、約１５～３０℃、より好ましくは２０～２５℃である。
【００３６】
　「加硫（された）ゴム」とは、リサイクルされたスクラップゴムの副産物であるゴムな
どの、当技術分野で周知のプロセスにより、予め加硫されたゴムであることを理解された
い。好ましくは、加硫スクラップゴムは、タイヤゴム（自動車タイヤ、トラックタイヤ、
オフロードタイヤなど）、靴または加硫ゴムからなる他の品物である。ゴムは、概して天
然ゴムまたはＳＢＲ（スチレンブタジエンゴム）またはＥＰＤＭ（エチレンプロピレンジ
エンモノマー（Ｍクラス））ゴムなどの合成ゴムからできている。
【００３７】
　「クラム」とは、１０未満のメッシュサイズ（１０より大きいクラムのサイズ）、好ま
しくは１０～１００を有するゴムの固体粉末であると理解されたい。当技術分野で周知で
あるように、クラムのサイズは、均一の値ではないが、むしろ１インチ四方当たりの穴の
数によって定義される異なるメッシュサイズの分布である。好ましくは、クラムラバーは
、「新鮮」でなければならず、要素（たとえば、ＵＶ、極端な温度）に曝されてはならな
い。
【００３８】
　「潤滑剤」とは、抵抗を低減する熱転写材料として当技術分野で公知の、あらゆる種類
の固体または流体の潤滑剤であると理解されたい。本方法に潤滑剤が存在すると、クラム
の「拡大」が促進され、それにより以下に実証されるように、径および比表面積が高くな
る。流体の潤滑剤は、植物油（キャノーラ、コーンオイルなど）などの有機溶媒もしくは
油、または鉱油でよい。さらに油は、未使用、リサイクルされた、または処理されたもの
でよい。固体の潤滑剤は、固体もしくはペースト状のカーボンブラック、タルク、黒鉛、
パラフィン、当技術分野で公知の微粉末の形状を有するあらゆる他の固体潤滑剤、または
その混合物であってもよい。
【００３９】
　潤滑剤が植物油である場合、潤滑剤は再生方法中に有毒ガスを除去する。植物油は、方
法をより「グリーン」で人にやさしくし、出費も少ない。
【００４０】
　潤滑剤は、好ましくは、全質量の百分率（重量百分率またはｗｔ．％）としてクラムラ
バーに加えられる。好ましくは、１つまたは複数の潤滑剤は、約２～１２ｗｔ．％、より
好ましくは、約５ｗｔ．％（すなわち、１００ｌｂｓのクラムラバーが処理される場合は
、５ｌｂｓの油が加えられて、合計１０５ｌｂｓになる）の範囲で原料内に存在すること
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ができる。
【００４１】
　本明細書および特許請求の範囲に使用される用語「約」とは、本明細書に示された測定
が、この測定を得るために使用する装置の精度より劣ってはならない精度を有するものと
理解されたい。１０％の精度の測定は許容可能であり、用語「約」を含むことが通常許容
される。
【００４２】
　方法の第２のステップｂ）は、混合物を形成するために、クラムラバー（１）と潤滑剤
（複数可）（３）を室温で十分な期間混合するものである。
【００４３】
　「十分な期間」とは、潤滑剤をクラムラバーに混合および／または浸透させることがで
きるのに十分な期間であると理解されたい。この期間は、混合する加硫クラムラバー（１
）の量、選択された潤滑剤の性質（流体または固体）、およびこの第２のステップに使用
されるミキサの型により変化する。好ましくは、十分な期間は、約２～１５分である。
【００４４】
　方法の第３のステップｃ）は、ステップｂ）において作成された混合ゴム／潤滑剤をサ
ーモキネティックミキサ（７）の中に移動するものである。好ましくは、このような移動
は、ＳＡＳ（９）などの分離チャンバを介して行われる。より好ましくは、分離チャンバ
は、気密分離チャンバである。「気密分離チャンバ」とは、デバイス組立体の分離チャン
バが、空気および酸素が分離チャンバの中に浸透するのを回避するために、好ましくは密
封しているものと理解されたい。
【００４５】
　好ましくは、第１のミキサ（５）は、重力の利点を生かすために、サーモキネティック
ミキサ（７）の上に配置されたＳＡＳ（９）の上に配置される。
【００４６】
　本発明のサーモキネティックミキサ（または以下Ｋ－ミキサとも呼ばれる）は、米国特
許第５，８８３，１４０号に記載されたＧＥＬＩＭＡＴ（登録商標）などの、当技術分野
で公知のサーモキネティックミキサのすべての特徴を含む。塊が受ける非常に強力な機械
的衝撃により、また運動学的復元のゴムの特性により、Ｋ－ミキサは、通常プロセスの過
程で、たとえば、上に論じた衝撃に続く、クラムの形状の急速な変形および弾性の復元か
ら発生する、ヒステリシスまたは内部摩擦の損失の結果として、温度のかなり急激な上昇
を示す。好ましくは、働きは、塊が約５℃／秒～約６０℃／秒、より好ましくは、約１０
℃／秒～約５０℃／秒の温度上昇の割合を表すものである。
【００４７】
　ＧＥＬＩＭＡＴ（登録商標）に比べて、本発明のＫ－ミキサは改良されている。まず、
Ｋ－ミキサは、特にチャンバが不均一な内表面を有する、混合物を受け取るための気密固
定チャンバを有する。Ｋ－ミキサは、チャンバ内に回転自在に同軸上に搭載された回転子
軸を有する。回転子軸は、軸からチャンバの中に延在する羽根を有し、制御された速度は
少なくとも約２０００ｒｐｍ（１分当たりの回転数）まで変化する。
【００４８】
　サーモキネティックミキサは、可変の電気速度制御を備えてもよい。高速のＫ－ミキサ
は、約４００ｒｐｍから約１４００～２０００ｒｐｍまで、または必要ならそれ以上に上
昇する回転を有する回転軸を有する。Ｋ－ミキサにおいては、温度は、Ｋ－ミキサの軸お
よび羽根の回転機能で変化する。好ましくは、Ｋ－ミキサの軸および羽根の組合せの半径
は、約８インチ（２０．３ｃｍ）である。さらに本発明のＫ－ミキサに関する好ましい実
施形態の説明は、以下に与えられる。
【００４９】
　「気密」とは、Ｋ－ミキサのチャンバが、好ましくは、高温でクラムラバーの自然発火
を引き起こし得る、空気および酸素がチャンバの中へ浸透するのを回避するために、密封
するものと理解されたい。より好ましくは、チャンバは、さらに処理中にチャンバを真空
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にするための真空ポンプ（１０）に連結される。
【００５０】
　方法の第４のステップｄ）では、クラムラバーに衝撃を与え、第１の期間中に脱硫温度
が到達するまで混合物の温度を上昇させるために、回転子軸の速度を上げる。好ましくは
、軸の制御された速度は、サーモキネティックミキサの温度がほぼ室温であるときは、約
４００ｒｐｍであり、温度がほぼ脱硫温度であるときは、約１４００～２０００ｒｐｍで
ある。
【００５１】
　「脱硫温度」とは、加硫ゴムのモノ硫化物、二硫化物、およびポリ硫化物の架橋（炭素
－硫黄結合または硫黄－硫黄結合）を完全にまたは部分的に開裂する温度であると理解さ
れたい。理想的には、脱硫は、特性の観点および製造コストの観点の両方から、バージン
ゴムの代用品としての働きをすることができる、再生ゴムを得るはずである。
【００５２】
　好ましくは、ステップｄ）において到達した脱硫温度は、約３００℃～約３３０℃、よ
り好ましくは、３１５℃である。脱硫温度は、約５～３０秒、好ましくは、図２に示され
た例に示されたように、約２０秒の短期間で到達する。その後、温度は０．２５秒～３秒
間一定を保った後下がる。
【００５３】
　方法の第５のステップｅ）では、混合物の温度は、第２の期間中より低温に低減される
。好ましくは、この低温は、約１５０～２５０℃であり、第２の期間は約２～３０秒であ
る。
【００５４】
　好ましくは、ステップｄ）およびｅ）は、約１２０秒の時間間隔内、より好ましくは、
６０秒未満内で実行される。新しいサーモキネティックミキサを使用すると、その構成部
品によって、より高温による処理時間を低減することが可能になるので、ゴムが亀裂し自
然発火する危険を回避し、さらにより低いエネルギー消費で再生クラムラバーの大量生産
が可能になる。
【００５５】
　チャンバの中に入れる混合物の温度を低減することは、回転子軸の速度を好ましくは、
１４００～２０００ｒｐｍから約４００ｒｐｍに低減し、チャンバの中に冷却剤を注入す
ることである。冷却剤は、熱エネルギーを消失できる特性を有する、あらゆる種類の公知
の冷却剤でよい。冷却剤は、ジェット気流または霧などの異なる形で注入できる。
【００５６】
　より好ましくは、冷却剤または溶液は、高温ゴムと接触して気化する特性を有する水で
ある。次いで蒸気は、Ｋ－ミキサから出ることがあり、ゴムの部分的な脱硫から生じる不
純物および硫黄派生物が出ていく。
【００５７】
　上述の水の注入に加えて、またはこれを伴わずに、Ｋ－ミキサの内表面を冷却すること
によって、混合物を冷却することができる。以下に説明されるように、ウォータージャケ
ットは、チャンバの表面下で使用してよい。
【００５８】
　Ｋ－ミキサのチャンバは、利用可能な内部容積、すなわち、チャンバの全容積から回転
子軸および羽根によって占有された容積を引いたものを有する。好ましくは、混合物自体
の衝撃および摩擦を改善するために、利用可能な内部容積の約５０％を超えて、好ましく
は、約５０％～約９０％、より好ましくは、内部容積の３分の２、すなわち約６７％を混
合物で占有される。
【００５９】
　方法の第６のステップｆ）では、ゴムは再生ゴム（１３）としてＫ－ミキサ（７）から
出る。
【００６０】
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　図１に示されたように、方法は、混合物をＫ－ミキサ（７）のチャンバ（２２）からド
ラムタンブラ（１５）の中に移動する際に、混合物を約１０～４５秒の期間内に約１５０
～２５０℃から約２０～７０℃にさらに冷却するものである、第７のステップｇ）をさら
に含んでもよい。ゴムがＫ－ミキサから出る際に、ゴムを冷却するために他の方法を使用
できることは明白である。ドラムタンブラを使用する利点は、ゴムを迅速に冷却し膨張さ
せることである。ゴムは、広い表面上においてそれ自体を冷却することができる。また、
ペルチェ冷却器を単独で、または他の冷却システムと組み合わせて使用して、脱硫された
クラムラバーの最終冷却を促進してもよい。
【００６１】
　本発明の別の態様によれば、上述の方法によって得た、再生クラムラバーが提供される
。
【００６２】
　好ましくは、本発明の方法により、通常１０～４０の範囲内のメッシュサイズで、再生
固体のクラムラバーを作成できる。このクラムラバーは、加硫を特徴とする様々な応用に
おける材料として使用することができる。
【００６３】
　再生ゴムは、粒子分布、密度、アセトン抽出成分、揮発性成分、再生／脱硫度、耐熱性
、灰分、形態論、比表面積を使用して、篩の径（メッシュサイズの分布）などの、当技術
分野で周知の物理的および／または化学的特性を評価または測定することによって特徴付
けられてもよい。
【００６４】
　以下の例示において詳述される特徴のこれらの方法を通じて、脱硫度の測定（硫黄－橋
架橋密度）、径（メッシュサイズの分布）および比表面積は、商品化される再生ゴムの品
質を数値化するために、最も関心のあるパラメータを保持する。さらに、これらの特性に
より、再生ゴムを方法のステップａ）において使用される元の加硫ゴムから、また当技術
分野で公知の異なるプロセスによって得たその他の再生ゴムから、容易な差別化が可能に
なる。
【００６５】
　たとえば、再生ゴムは、ステップａ）の加硫ゴムの架橋密度に比べて低い架橋密度を有
してもよい。再生ゴムは、ステップａ）の加硫クラムラバーより２０％～９０％少ない、
好ましくは約２８％～７７％少ない、より好ましくは、加重平均値が６１％少ない架橋を
有してもよい。
【００６６】
　ステップａ）において加硫クラムラバーの径および脱硫された材料を、篩からメッシュ
サイズを使用して数値化できる。約３０～８０メッシュの最初のメッシュの分布、および
およそ４０の加重平均メッシュサイズの、加硫クラムラバーは、脱硫されたメッシュサイ
ズの分布が約１０～４０、加重平均メッシュサイズがおよそ１４となる。
【００６７】
　本発明の方法によって得た再生ゴムは、約０．８ｍ2／ｇより大きい比表面積、または
ステップａ）の加硫ゴムの比表面積の約２～５倍大きい比表面積を有することがある。
【００６８】
　以下の例は、本発明の再生ゴムが、再生ゴムが充填剤として使用される際に、未処理の
ゴムと比較して同等またはより良好でさえある特性を化合物に与えることを示す。
【００６９】
　本発明の別の態様によれば、本明細書でＫ－ミキサとも知られ、また呼ばれており、図
４および５に示されたミキサのような、サーモキネティックミキサが提供される。
【００７０】
　サーモキネティックミキサ（２０）は、粒径が約１０メッシュ～２００メッシュ（２０
００～７４ミクロン）、好ましくは、約３０～１００メッシュ（５９５～１４９ミクロン
）の粉砕された加硫ゴム（クラムラバーとも呼ばれる）の再生、または脱硫に特に適合す
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る。図３に示されたように、加硫クラムは、約４０メッシュ（３８８ミクロン）に集中し
た分布を有する異なるサイズのクラムを含む。
【００７１】
　Ｋ－ミキサ（２０）は、気密固定チャンバ（２２）を備える。図４上で、チャンバ（２
２）は、チャンバ（２２）の不均一な内表面（２４）を示すために、開いた構成内に表し
た。
【００７２】
　また、Ｋ－ミキサ（２０）は、チャンバ（２２）の回転子軸（２６）から内表面（２４
）に向かって延びる羽根（２８）を有する、チャンバの中に同軸上に延在する回転子軸（
２６）を備える。
【００７３】
　図５に示された軸は、６個の羽根（２８１、２８２）を有し、これは４０リットル容積
のＫ－ミキサ（チャンバの利用可能な容積）に対する羽根の典型的な数である。羽根は、
軸上に不規則に配置されてよい。羽根の寸法、それらの相対的位置、および形は、クラム
材料をチャンバの内部で軸を中心に移動し続けるために修正することができ、したがって
Ｋ－ミキサの中に処理されるゴムのバッチ全体に均一な温度を分布することが確実になる
。前述のように、羽根の形は、たとえば、（船のプロペラなどの）羽根を長手方向にひね
ることによって、変更することができる。
【００７４】
　図４（拡大図）および図５にも示されたように、羽根（２８、２８１、２８２）は、軸
（２６）の片側上に３個の羽根（２８１）、および軸（２６）の反対側の上に別の３個の
羽根（２８２）を備え、互いに非平行の関係にあることが可能である。
【００７５】
　ゴムの再生のために、本明細書に記載されたミキサのように、Ｋ－ミキサ（２０）の回
転子軸（２６）および羽根（２８）は、約４００ｒｐｍから始まって約１４００～２００
０ｒｐｍまで変化し得る制御された回転速度を有する。当然のことながら、この特定の範
囲外の回転速度は、必要とされる場合、使用することができ、本発明は、この例示的回転
速度の範囲に限定されない。半径は、前述のｒｐｍに対しておよそ２０．３ｃｍ（８イン
チ）である。
【００７６】
　本発明のＫ－ミキサの特異性は、回転子軸（２６）を包囲するチャンバ（２２）が、不
均一な内表面（２４）を有することにある。好ましくは、各羽根（２８）は、不均一な外
表面（３０）も有する。
【００７７】
　図４に示されたように、Ｋ－ミキサの内表面または壁（２４）および／または羽根の外
表面は、折目加工されているか、または型押しされてもよい。表面は、ビーズ状の非平滑
表面（２４、３０）を生成する、溶接されたビーズの形状に硬化鋼で裏打ちされてもよい
。加えて、表面は、ビーズ状の非平滑表面をモデル化するために機械加工されることもで
きる。
【００７８】
　これらの非平滑表面（２４、３０）は、該表面とクラムラバーとの間で接触する表面を
増加し、クラムラバーの中により良好な衝撃および温度分布または拡散が可能になる。
【００７９】
　Ｋ－ミキサは、チャンバの内表面（２４）の下に冷却デバイス（３２）をさらに備える
ことが好ましい。冷却デバイスは、軸（２６）および羽根（２８）が回転する際、内表面
（２４）の温度を冷却するのに適合する。冷却デバイスの例として、ウォータージャケッ
ト（３２）を使用して、ミキサの内部表面を正しい割合で、必要な時間内に引き続き処理
されるバッチを通して冷却できる。
【００８０】
　また本発明のサーモキネティックミキサ（２０）は、Ｋ－ミキサが回転中、ゴム粉末を
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冷却するために、水などの冷却剤をチャンバの中に注入または噴霧するように適合された
、少なくとも１つの冷却注入デバイス（３４）も備えてもよい。図４（拡大図）に示され
たように、各注入デバイスは、霧またはジェット気流の形で、チャンバの中に水を噴霧す
るように適合したノズル（３４）であることができる。水注入デバイスの数およびその具
体的な配置は、図４に示された４個のノズルに限定されない。
【００８１】
　また、本発明のサーモキネティックミキサ（２０）のチャンバ（２２）は、プロセスの
間ゴムの燃焼を回避するために気密である。好ましくは、ミキサ（２）は、空気、すなわ
ち酸素をチャンバから除去するために、チャンバ（２２）と連結した真空ポンプ（１０）
をさらに備える。真空ポンプがないと、入口は気密チャンバのための抜け口として使用さ
れるはずである。
【００８２】
　さらに、Ｋ－ミキサ（２０）の容積は、関連した生産およびプロセスの容量の必要に従
って調節できる。Ｋ－ミキサ（２０）の利用可能な容積の５０％を超える容積が、処理さ
れる材料によって占有されるべきであり、それにより、クラムラバー間の内部衝撃および
摩擦が可能になる。好ましくは、容積の５０～９０％、より好ましくは、３分の１（約６
７％）が占有されるべきである。通常、Ｋ－ミキサは、幅を増加させる一方で、望ましい
容積が達成されるように、回転子および羽根の径をできる限り維持するべきである。たと
えば、４０リットルのＫ－ミキサは、長さ約３０．５ｃｍ（１２インチ）で、直径（内寸
）約４３．２ｃｍ（１７インチ）である。
【００８３】
　本発明の別の態様によれば、加硫ゴムを再生するためのデバイス組立体が提供される。
【００８４】
　図１に示されたように、デバイス組立体は、クラムラバーと潤滑剤を室温で混合するた
めの第１のミキサ（５）（方法のステップａ））、ならびに上述の、また図４に示されて
いるミキサなどの本発明のＫ－ミキサ（２０）を備える。
【００８５】
　またデバイス組立体は、混合物を第１のミキサからＳＡＳ（搭載し分離する区画）など
のＫ－ミキサ（図１の７、または図４の２０）の中に移動するための移動デバイス（９）
も備える。好ましくは、移動は、空気がＫ－ミキサチャンバ（２２）の中に移動する可能
性を回避するために、気密である。
【００８６】
　図４および５に示されたように、移動デバイス（９）からチャンバ（２２）への移動は
、好ましくは、Ｋ－ミキサ（２）の入口で軸（２６）の周囲に配置された、ウォーム駆動
またはスクリュー駆動（３６）を使用して行われてもよい。
【００８７】
　次に、本発明は、ゴム製品（新しいタイヤ、ゴムの床、ゴムの靴など）の作成のため、
またはプラスチック複合材料を作成するための充填剤として、上述の方法によって得た再
生クラムラバーの使用も対象とする。したがって、本発明の別の態様によれば、
　上に定義された方法によって得た再生クラムラバー、および十分な量の加硫剤を含む混
合物を加硫されるバージンゴムポリマーに加えるステップと、
　加硫ゴムを得るために、混合物およびバージンゴムポリマーが加硫を受けるステップと
、を含む、加硫ゴムを作成するプロセスが提供される。
【００８８】
　好ましくは、プロセスは、活性剤、アミド、被覆金属酸化物、被覆硫黄、結合剤、均質
化剤、マンドレル除去、金型洗浄剤、解膠剤、可塑剤、ポリエチレン・ワックス、加工剤
または分散剤（たとえば、商標Ｓｔｒｕｋｔｏｌ（登録商標）の下で提供されたもの）な
どの、当技術分野で周知の１つまたは複数の加硫添加剤を、バージンゴムポリマーに加え
るステップをさらに含む。
【００８９】
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　好ましくは、上のプロセスにおいて、再生クラムラバーおよび加硫剤を含む混合物は、
加硫添加剤（複数可）を加える前に、バージンゴムポリマーに加えられる。
【００９０】
　バージンゴムポリマーは、バージンゴムポリマーをベースとする化合物（即ち、バージ
ンゴムポリマー系化合物）でよい。「バージンゴムポリマーをベースとする化合物」とは
、バージンゴムポリマーが、少なくとも１つの加硫剤および／または添加剤とすでに混合
されたことを意味する。ベースとなる化合物は、したがって再生粉末／加硫剤の混合物で
処理される（たとえば表６を参照）。
【００９１】
　好ましくは、加硫剤は、粉末状であるか、または硫黄を含むＣＢＳ促進剤（ＣＢＳはＮ
－シクロヘキシル－２－ベンゾチアジルスルホンアミドである）などの流体に予め含まれ
ている。上のプロセスで使用される加硫剤（複数可）は、ゴム加硫の当技術分野で公知の
あらゆる加硫剤であることができ、好ましくは硫黄を含む。過酸化物、ウレタン架橋剤、
または金属酸化物などの、当技術分野の他の加硫剤を使用できる。
【００９２】
　硫黄と化合した硫化剤は、再生クラムラバーの約１重量％～約１０重量％および約１～
３ｐｈｒ（ゴムの重量部）、好ましくは、バージンゴムポリマーの約１．５ｐｈｒの濃度
で使用することができる。これらの濃度は適用によって変化する。
【００９３】
　適用の機能では、加硫プロセスにおいて使用される再生クラムラバーの容積は、３～９
９％でよい。
【００９４】
　しかし、初めて、本発明の方法は、約１０～４０メッシュのメッシュサイズで再生クラ
ムラバーを作成できた（図３参照）。したがって、１００％の再生クラムラバーは、ある
種のゴム商品を作成するために加硫プロセスに使用してもよい。
【００９５】
　したがって本発明は、上に定義された、再生硫化されたゴムの方法によって得た、再生
クラムラバーの１００％の加硫によって作成された、加硫ゴムを含むあらゆるゴム商品も
対象とする。
【００９６】
　再生クラムラバーが、バージンゴムポリマーを含む化合物と混合されるときは、硫黄な
どの加硫剤は、加硫中に再生クラムラバーに移動し、バージンポリマーと反応する加硫剤
の量が不十分なために、再生度が低くなる。この加硫剤の移動は、再生ゴムとバージンゴ
ムが混合される前に、別の十分な量の加硫剤を再生クラムラバーに加えることによって回
避される。
【００９７】
　再生クラムを含むバージンゴムポリマーは、当技術分野で公知のゴムのあらゆる加硫を
対象としてよい。
【実施例１】
【００９８】
再生クラムラバーの準備および特徴
　再生ゴムの製造における第１のステップは、再生利用されるゴム部分の粉砕である。次
いでスクラップのゴム内に存在することがある金属不純物を、機器への損傷の可能性を回
避するために、磁石の使用などによって除去できる。
【００９９】
　さらに、供給業者からの材料は「フラッフがない」ものとする。「フラッフ」は、未処
理のクラムラバーから除去されていない場合がある、ポリエステル繊維またはナイロンで
ある。
【０１００】
　一旦粉砕されると、未処理ゴムは、下の表１および図３のグラフに報告されているよう



(15) JP 5892703 B2 2016.3.23

10

20

30

40

50

に、３０～８０メッシュの加硫クラムラバーに対する、通常のメッシュサイズを有する。
【０１０１】
　本発明の具体的な例の本記述において、文字Ｕは用語「未処理」を象徴し、ＳＢＲは「
スチレンブタジレンゴム」を意味するが、記号Ｔは、本発明の方法によって処理された／
再生された／脱硫されたゴムに使用される。表１に述べられたＵ－ＳＢＲは、例で原料と
して使用されたトラックタイヤトレッドから処理されなかったクラムラバーを表す。
【表１】

【０１０２】
　本例では、選択された潤滑剤は、約５ｗｔ．％の量の原料と混合された植物油である（
すなわち、１００ｌｂｓのクラムラバーが処理された場合は、５ｌｂｓの油を加えて合計
１０５ｌｂｓになる）。油およびクラムラバーを、ＭＡＲＩＯＮ　ＭＩＸＥＲＳ　ＩＮＣ
．の低速度ミキサＭｏｄｅｌ　ＳＰＣ－３６９６（商標）を使用して、約４分間均一に混
合する。
【０１０３】
　一旦油とクラムラバーが混合されると、混合投入は、ＳＡＳ内に落とされ、次いで高速
ミキサに送り込まれる。ＳＡＳの投入量は、２２ｌｂｓ～２００ｌｂｓと異なってよい。
当然のことながら、ＳＡＳの投入量は、サーモキネティックミキサの容量に依存する。た
とえば、本例において使用されたサーモキネティックミキサは、４０Ｌの容量を有し、可
変周波数電気速度制御を含む。
【０１０４】
　第１のミキサは、Ｋ－ミキサの上に配置されたＳＡＳ上に配置される。Ｕ－ＳＢＲは、
ＳＡＳを通って重力により落下し、次いでウォーム駆動（スクリュー駆動とも呼ばれる）
によりＫ－ミキサに運ばれる。一旦処理されると、対応する処理された材料（Ｔ－ＳＢＲ
）は、Ｋ－ミキサから出て冷却を仕上げるためにタンブラードラムの中に進む。
【０１０５】
　図２に示されたように、Ｋ－ミキサ内の材料は、特定の温度分布に従う。温度は、室温
（すなわち、本例では約２０℃の温度）で始まり、約２２秒以内におよそ３１５℃に上昇
し、２００℃まで冷却される前に０．２５～３秒間一定に維持される。示されたように、
Ｋ－ミキサにおいてこれらの各温度相の時間は、非常に短い。
【０１０６】
　図２に示されたように、Ｋ－ミキサは、好ましくは４００ｒｐｍ～１８００ｒｐｍで変
化するように制御された、その回転羽根の速度変化により、温度の迅速な上昇を可能にす
る。軸および羽根の速度は、約１０秒間以内に４００ｒｐｍから約１８００ｒｐｍに増加
する。次いで、速度は、次の約１０秒間一定に維持される。最後に、速度は、約５秒間以
内に４００ｒｐｍに落ち、再生されたクラムがＫ－ミキサから出るまで一定に維持される
。
【０１０７】
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　さらに図２に示されたように、温度は、軸の回転が４００ｒｐｍに落ちても、上昇し続
ける。次いで、温度は、約２００℃に温度が下がる前に、約０．２５～３秒間一定に維持
される。温度の低下は、本例では約２０秒間続く。
【０１０８】
　全ステップは、約６０秒未満、好ましくは４５秒未満行われ、このことは、より低いエ
ネルギー消費で、再生されたクラムラバーを大量生産するという点で特に興味深い。
【０１０９】
　Ｋ－ミキサおよびその内容物は、軸の回転速度を落とすことによって、さらに、たとえ
ば噴霧器を使用することにより、Ｋ－ミキサのチャンバ内の異なる位置で、霧の形で水を
注入することによって、冷却される。水は、油、硫黄および材料から出る他の不純物を運
び、真空ポンプを通ってＫ－ミキサから出る蒸気に即座に変換される。Ｋ－ミキサ内で行
われるゴムの脱硫または脱硫黄の証拠として、Ｋ－ミキサから出るこれらの蒸気は、洗浄
器の使用で除去できる、強い硫黄臭を有する。
【０１１０】
　またＫ－ミキサは、チャンバを包囲する冷却ジャケットを備え、その中で冷えた冷却剤
がチャンバを冷却するために循環され、必要とされる温度に下げて材料を処理することが
できる。冷却ジャケットおよび噴霧器は、チャンバを冷却するために、両方を合同で使用
することができる。
【０１１１】
　処理されたＳＢＲは、Ｋ－ミキサから出てドラムタンブラの中に入り、その中で約１０
～４５秒でおよそ１４０℃から３０℃までさらに冷却される。この最後の冷却段階により
、材料を必要に応じて拡大できる。さらに、ドラムタンブラは、より小さいクラムラバー
は不純物と考えてもよいので、より小さいクラムラバー（たとえば４０メッシュ以下）を
除去するための篩として使用されてもよい。
【０１１２】
　次に、クラムラバーは、梱包する前に室温（約２０℃）までさらに冷却されてもよい。
【０１１３】
　リサイクルされたＳＲＢの機械化学特性および本発明の再生方法の効果を論じるために
、いくつかの特徴が示されている。２つのＳＢＲの粉末が、受け取られ試験された。未処
理のクラムＳＢＲはここではＵ－ＳＢＲとも呼ばれ、再生されたクラムラバーはＴ－ＳＢ
Ｒとも呼ばれる。
【０１１４】
　異なる開口、１０、１４、２０、３０、４０、５０、６０、７０、８０、および９０か
ら（皿の中で最小の粉末）メッシュサイズを引いた９組の篩で粒度分布を測定した。材料
の約１８０ｇを、Ｒｏ－Ｔａｐ（登録商標）自動篩振とう機内で１０分間篩にかけた。
【０１１５】
　処理ガスとして純窒素を使用して、Ｕｌｔｒａｐｙｃ（商標）１２００ｅガス比重瓶で
固相密度を測定した。試験は、室温（２３℃）で１０ｃｍ3のチャンバ内で行われた。
【０１１６】
　ＡＳＴＭ－Ｄ２９７（ゴム製品化学分析の標準試験方法、http://www.astm.org/Standa
rds/D297.htm）に従って、アセトン抽出物を測定した。ロータリーエバポレータを使用し
てアセトンを除去した後、残留物を制御されたオーブン内に８５℃で一定重量に（一晩）
乾燥した。アセトン抽出物は式（１）のように計算された。
【数１】

　上式で、ａ％はアセトン抽出物（％）、Ｒは残留物の重量（ｇ）およびＭは試料の重量
（ｇ）である。
【０１１７】
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　ＡＳＴＭ　Ｄ１２７８（http://www.astm.org/Standards/D1278.htm）に従って、Ａ＆
Ｄ　ＭＦ　－　５０(登録商標)水分収支モデルで揮発性成分を測定した。以下の２つの試
験が実行された。すなわち、水分（水）および他の軽い揮発性成分を決定できる１００℃
の揮発性成分、および油分が決定できる１６０℃の揮発性成分である。揮発性成分は式（
２）によって得られた。
【数２】

上式で、Ｖ％は揮発性成分（％）、Ｍは試料の最初の重量（ｇ）、Ｒは試料の最後の重量
（ｇ）である。
【０１１８】
　あらゆる架橋ゴムの再生度（または脱硫度）は、通常ポリマーと溶媒との相互作用によ
って決定される。構造の中に浸透する溶媒量は、溶媒の機能（ポリマー親和性および架橋
密度に関する利用可能な自由空間の量）である。より多くの自由空間により、架橋密度に
おける低減に直接関連した、より多くの溶媒浸透（または膨張）が可能になる。基本原理
は、ＡＳＴＭ　Ｄ６８１４（架橋密度に基づいたクラムラバーの脱硫百分率を決定するた
めの標準試験方法、http://www.astm.org/Standards/D6814.htmで利用可能）に関連した
処理の前後の架橋密度を決定することである。このプロトコルを尊重したが、クラムラバ
ーと作用することによって、課せられた条件に対処するために修正された。
【０１１９】
　再生度（ＲＤ）は、対照試料（未処理）架橋密度に対する試料（処理された）架橋密度
変化として定義される。

【数３】

上式で、処理された試料（Ｖs）および未処理の制御試料（Ｖr）の架橋密度は、当技術分
野で公知のフローリー・レーナーの式を使用して得られる。
【０１２０】
　ＡＳＴＭ　Ｄ６８１４方法はゴムブロックまたはゴムパッドのために開発されたので、
小さいクラム（粉末）に容易に適用できない。これらの不都合を克服するために、手順に
いくつかの修正が行われなければならない。（Ａ．　Ｍａｃｓｉｎｉｕc、Ａ．　Ｒｏｃ
ｈｅｔｔｅ、Ｄ．　Ｒｏｄｒｉｇｕｅによる「Ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ　ｔｈｅ　ｒ
ｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ＥＰＤＭ　ｃｒｕｍｂ　ｒｕｂｂｅｒ　ｆｒｏｍ　ｕｓ
ｅｄ　ｔｉｒｅｓ」Ｐｒｏｇｒｅｓｓ　ｉｎ　Ｒｕｂｂｅｒ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ　＆　Ｒ
ｅｃｙｃｌｉｎｇ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、２６、２、５１～８１、２０１０）。
【０１２１】
　Ａ）抽出および第１の乾燥ステップ後、試料の約２ｇを計量瓶内に移動する。量は、瓶
の容積の４分の３未満を満たすように調節することができる。次に、瓶をトルエンで完全
に満たす。２４時間毎にトルエンを交換する。合計７２時間後、過剰トルエンを濾過によ
り除去し、膨張した試料を瓶の中に保持して迅速に計量し、オーブン内で８５℃で２４時
間乾燥させる。最後に、乾燥した試料を計量する。決定された時間間隔で瓶の計量を繰り
返すことにより、平衡状態で保持されたトルエンの質量（ｍs）および試料の質量（ｍr）
を決定できた。粉末の密度を決定するために、ガス比重瓶を使用した。
【０１２２】
　Ｂ）各材料に対して、３つのレプリカを分析する。再生度は、各ＳＢＲの粉末に対して
平均架橋密度を使用して計算される。標準偏差は、以下の式を通して決定される（Ｄ．Ａ
．　Ｓｋｏｏｇ、Ｄ．Ｍ．　Ｗｅｓｔ、Ｆ．Ｊ．Ｈｏｏｌｅｒ、Ｃｈｉｍｉｅ　Ａｎａｌ
ｙｔｉｑｕｅ、Ｄｅ　Ｂｏｅｃｋ、３５ページ（２００２））。
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上式で、ＳＤv-sampleは、試料の架橋密度（Ｖsample）に対して得た標準偏差であり、Ｓ
Ｄv-controlは対照試料の架橋密度（Ｖcontrol）対して得た標準偏差である。
【０１２３】
　未処理のクラムラバー、Ｕ－ＳＢＲは、対照試料として使用された。
【０１２４】
　熱重量分析（ＴＧＡ）または示差熱重量分析（ＤＴＧＡ）は、ゴムの熱安定性について
のいくつかの情報を提供する。レプリカから得たＴＧＡとＤＴＧＡ曲線の比較は、材料の
均質性についての情報も提供できる。それらの結果は、可能な構成の修正についての情報
を与える。ＴＧＡのデータは、空気流量２５ｍｌ／分、昇温速度５℃／分で、プラチナ皿
を使用して５０～６５０℃でＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　ｍｏｄｅｌ　Ｑ５０００（
商標）に集められた。
【０１２５】
　灰分は、ＴＧＡ分析により間接的に提供される。値は、以下のように、１００％の試料
から焼成後の最終塊の損失％を引いた差から得られる。

【数５】

【０１２６】
　ＴＧＡ分析はＡＳＴＭ　Ｄ２９７によって規定された値より１００℃高い温度で行われ
、ＴＧＡ分析はより小さい試料（約１３ｍｇ）を使用するので、代表性が低い可能性があ
る。結果の精度を確実にするために、灰分は、ＡＳＴＭ　Ｄ２９７の方法も使用して決定
された。この場合、より大きい試料を使用し（１～１．４ｇ初期塊）、焼成はオーブン内
で５５０℃で９０分間実行された。
【０１２７】
　粒子形態論は、光学実体顕微鏡（Ｏｌｙｍｐｕｓ（商標）ＳＺ－ＰＴ）および走査型電
子顕微鏡（ＪＥＯＬ　ＪＳＭ　８４０Ａ（商標））で決定される。粉末と成形された試料
には異なる倍率を使用した。
【０１２８】
　比表面積は、ＴｒｉＳｔａｒ　３０００（商標）装置でＢＥＴ方法を使用して、窒素吸
着等温線によって決定される。約０．２８ｇの試料を使用した。
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【表２】

【０１２９】
　表２は、２％重量の硫黄（Ｍ１）と混合され、さらに０．５７％のＣＢＳ反応促進剤（
Ｍ２）を追加した従来処理の形で、１００％処理された材料の、典型的な合成されていな
い材料の機械的特性の例を表す。Ｍ１と特にＭ２の両方の高い引張特性により、適切なレ
ベルの硫黄および反応促進剤で１００％再生された材料を使用して、新製品の開発が可能
になる。
【０１３０】
　表２において
（１）「反応促進剤」　ＣＢＳ（Ｎ－シクロヘキシル－２－ベンゾチアジルスルホンアミ
ド）は、遅延作用の反応促進剤である。従来処理（反応促進剤０．５７％、硫黄２％）を
尊重した。
（２）処理特徴は、再処理化合物内のＲＥＧＥＮ－Ｔ０１の２５％加重を使用して得た。
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結果は、化合物内のＲＥＧＥＮ－Ｔ０１の加重の百分率が異なると変化する。
（３）「機械的特性」　元の標準は、脱硫シートのために開発されたが、この仕様は、再
生されたクラムラバーを取り扱う現実に必要な調整を特徴付けた。材料の機械的特性は、
１００％のＲＥＧＥＮ－Ｔ０１に対して得た。部分厚さは、試験試料が鋳型内のクラムの
微小変位によって引き起こされる空間がないことを確実にするために、３ｍｍであった。
試験スラブ部分は、１６０℃で８分間処理された。部分圧は、研究者がその部分を圧迫し
処理しなければならないので、２，０００ｐｓｉであった。
（４）再生度　ＡＳＴＭ　Ｄ６８１４は、クラムラバーの取り扱いに関係する問題を説明
するために、修正される。
【０１３１】
　クラムのサイズ／径の分布　図３にも報告された上の表１のデータは、処理されたＴ－
ＳＢＲが、未処理ＳＢＲ（加重平均約４０メッシュ）より大きい篩径（加重平均約１４メ
ッシュ）を有することを示す。
【０１３２】
　比表面積　下の表３のデータは、処理されたＳＢＲが、未処理ＳＢＲより単位重量当た
り利用可能な面積が、およそ５倍より大きい面積を有することができることを立証する。
立体斜視図から、処理は、ＳＢＲクラムとその中に含まれるマトリクスとの間の可能な接
触領域が、実質的に増加する。
【表３】

【０１３３】
　「脱硫」　脱硫に関して、修正されたＡＳＴＭ　Ｄ６８１４（ここでは再生度と呼ばれ
る）の結果は、下の表４に示されており、図６に転記されている。実行された分析に基づ
いて、両方のＳＢＲは、処理されたＳＢＲが未処理のＳＢＲより低い値を有する、著しく
異なる架橋密度を有する。この場合、４０メッシュの処理された材料が除去されると（こ
の試験では、処理後に４０メッシュが平均で、わずかに再加硫された）、その処理により
、６１％の再生度（ＲＤ％）が生成された。メッシュサイズと再生度との間に明白な関係
が存在する（Ｒ2＝０．９０）。概念的に、処理されたクラムの径が大きいほど、再生度
は大きい。
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【表４】

【０１３４】
　得た結果に基づいて、処理されたＳＢＲクラムと未処理のＳＢＲクラムとの間に差が観
測された。一般的には、再生されたＳＢＲは、密度、比表面積、アセトン抽出物および篩
径がより高い。一方、再生されたＳＢＲは、脱硫を示す架橋密度がより低く（約６１％少
ない架橋）、径はより大きい（メッシュサイズは、処理前は４０、処理後は１４に集中し
ていた）。
【０１３５】
　本発明のプロセスに従って得た、再生されたまたは処理されたクラムラバーは、異なる
種類の用途のためのバージンゴムとして、現在使用することができる。
【０１３６】
　たとえば、再生されたゴムは、新しい架橋を形成するその能力および表面積の増加（よ
り大きい結合表面）に起因して、別の化合物と混合することができる。
【０１３７】
　処理されたクラムラバーの第２の化合物との互換性をさらに増加させる、「グリーン」
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添加物も加えてよい。当技術分野で公知のように、この添加物は、再生されたゴムが第２
の化合物を引き付けることをさらに促進するはずである。
【実施例２】
【０１３８】
再生されたクラムラバーを含む加硫プロセス
　下の表５では、ゴムの加硫の例（バージンゴムおよび再生されたゴム）が詳述される。
たとえば、プロセスのために、バンバリーミキサを使用することができる。
【表５】

【０１３９】
　表５において詳述された混合の順番は、再生されたクラムラバーに対して配慮するべき
、再生されたゴムの追加に比べて、より良好な結果を提供する（ステップ３参照）。ステ
ップ３では、再生されたクラムの所要重量は、所要加重を得るために、総重量の百分率と
して予混合した硫黄に追加される。たとえば、８５ｌｂｓの混合化合物（ポリマー、カー
ボンブラックおよび添加剤）に対して、１５ｌｂｓの発明者が再生したクラム（予混合し
た硫黄を含む）を加え、１５重量％加重を得るために混合する（合計重量は１００ｌｂｓ
である）。
【０１４０】
　混合プロトコルを変更すると、様々な混合物特性を顕著に生成することができ、また結
果を向上させる機会も表す。
【０１４１】
　新しい処理されたクラムラバーおよび硫黄混合剤を含む化合物は、いつでも部品に加硫
される状態にある。たとえば、２ｍｍの試験プラークは、７７４ｐｓｉで３０分間１４５
℃で材料を圧迫することによって作成できる。業界で作成される部品は、鋳造プロセス中
に、様々な圧力、時間、部品形状および温度を使用する。
【０１４２】
　再生されたクラムラバーをバージンゴムポリマーに加えるか、または加えないことに従
って、加硫プロセスの２つの比較例が、下の表６に与えられている。
【０１４３】
　下の表６に示されたように、１５％の再生されたゴムを加えることにより、使用される
バージンゴムポリマーをベースとする化合物の量を削減でき、その結果、加硫添加剤の量
がベースとなる化合物に含まれる。
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【表６】

【０１４４】
　下の表７は、１５重量％加重で、通常処理されたタイヤ化合物内に混合された材料に対
する、化合物材料の機械的特性を示す。これらの結果は、処理された材料（１５重量％）
で充填された化合物が、硬さ、係数（１００％、２００％、３００％）、引張強度、破断
点および裂け目の延びによって与えられる、より良好な、または同様の機械的性能を有す
ることを実証する。再生されたクラム内の硫黄のレベルと化合物内に存在する硫黄を調節
すると、機械的特性が著しく変わる。
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【表７】

【０１４５】
　本発明は、その好ましい実施形態によって上記に説明されたが、特許請求の範囲は、例
において説明されたこれらの好ましい実施形態に限定されるべきではなく、全体として説
明と一致する最大限の解釈が与えられるべきであることに、注目されたい。
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