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まえがき＝CO 2 削減対策および省エネルギーは世界全
体のトレンドである。タイヤに関しても，自動車が排出
するCO 2 を削減するという観点から低燃費タイヤの利
用が促進されている。タイヤの低燃費化には転がり抵抗
を低減する必要がある。ところが，転がり抵抗を低減す
ることによってタイヤの重要な性能であるブレーキ性能
を悪化させることになる。このため，ブレーキ性能を維
持しつつ転がり抵抗を低減することは難しい。
　近年，タイヤ用ゴムの補強材として用いられているカ
ーボンブラックをシリカに置き換えることにより，ブレ
ーキ性能を維持したうえで低燃費化が可能な技術が開発
され，現在では低燃費タイヤ用のゴムはシリカを配合し
たものが主流となっている。
　いっぽう，タイヤの転がり抵抗をランク分けしたタイ
ヤラベリング制度が，ヨーロッパ，日本，韓国などをは
じめとした国々で既に始められている。この制度は今後
中国も開始予定であるなど，タイヤ低燃費化は世界的な
流れとなっている。2010年にラベリング制度が始まった
日本では，当時は21.7%であった低燃費タイヤの普及率
が2015年には68.3%に達するなど，普及は急速に進んで
いる。1 ）

　また，ラべリング制度の普及に伴う形でシリカを配合
したゴムも年々増加し続けている。シリカはカーボンと
異なってゴムとの親和性が低いため，混練する際にはカ
ップリング剤を加えてゴムとシリカを反応させ，分散さ
せる必要がある。また，シリカ配合ゴムは従来と比べて
粘度が高い傾向があるため混練が難しい。こうした事情
から，タイヤ生産ラインに用いられる混練機には，反応
時の分配や温度コントロール性能といった機能が求めら
れるようになってきている。

　そこで当社は，タイヤ生産設備として最も多く使用さ
れている接線式混練機のロータにおいて，シリカ配合ゴ
ムを混練する際に必要となる性能を発揮する新型ロータ
5 THRを開発した。本稿ではその概要を紹介する。

1 ．ゴム混練機の概要 2 ）

1. 1　混練機能
　ゴム混練機の構造を図 1 に示す。タイヤ原料の混練に
用いられるバッチ式混練機は，材料を押し込むためのウ
ェイト（Ram）を上部に，材料を排出するためのドロ
ップドアを下部に備えた密閉型が主に用いられている。
密閉型のバッチ式混練機は以下のようなサイクルで混練
を行う。
　　 1 ）ウェイトを上昇させた状態で材料投入口から材

料を投入する。
　　 2 ）ウェイトを下降させ，1 ）の材料をチャンバ内

に押し込む。
　　 3 ）ロータの回転によって材料にせん断力を与え混

練する。
　　 4 ）混練後，ドロップドアを開いて混練物を排出す

る。
　混練機の動作を示す混練チャートの例を図 2 に示す。
混練中に内部の状態を確認することはできないため，混
練条件を設定する際は，このチャートから内部の状態を
推定しながら条件調整を行っている。
　ゴム原料や使用される添加剤はそれぞれの材料によっ
て温度の上限が異なり，その温度以下で混練を行う必要
がある。長時間混練することでより分散状態の良い高品
質な混練物を得ることはできるが，そのためには温度上
限が制約となるうえ，生産性を犠牲にすることになる。
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　混練に際しては，限られた時間，上限温度の制約の中
でロータ回転数や材料投入のタイミング，ウェイト圧力
といったパラメータを適切に設定する必要がある。これ
らのパラメータ設定は非常に複雑であり，最適な条件を
選定することは容易ではない。そのため，最適な条件の
範囲が広くて条件設定が容易な装置であることが重要と
なる。
　また，混練機の性能を定める最も重要な要素がロータ
の形状である。図 3 にロータ各部の名称と性能を定める
形状因子を示す。
1. 2　接線式と噛合式
　密閉型の混練機は接線式と噛合（かみあい）式に分類
できる。どちらも基本動作や構造は同じであり，左右の
ロータ外周の回転円がオーバラップしないものが接線
式，回転円が相互にオーバラップするものが噛合式と呼
ばれている。接線式と噛合式の違いを図 4 に示す。
　同じチャンバ内径の装置で比較すると，噛合式の方が
左右のロータの回転軸間距離が小さくなるため，材料が
入る容積は小さい。同等の容積の装置で比較すると，噛
合式の方がロータの径が大きく機械サイズも大きくなる。
　当社製接線式（ 4 WHロータ，以下 4 WHという）と

図 1  ゴム混練機の基本構造
Fig. 1  Basic structure of rubber mixer

図 2  混練チャートの例
Fig. 2  Example of kneading chart

図 3  ロータの各部の名称と形状因子
Fig. 3  Names of  rotor parts and shape factors

図 4  接線式と噛合式ミキサの断面
Fig. 4  Cross sectional view of tangential type and intermesh type 

mixer



14 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 67 No. 2（May. 2018）

噛合式（KIR-Ⅱロータ，以下KIR-Ⅱという）を同一チャ
ンバ内径に換算して比較すると，KIR-Ⅱは 4 WHと比べ
てロータ表面積は約 4 ％減少し，混練容積も約38％減少
する。
　噛合式はシリカ配合に適しているとされており，その
要因の一つは冷却性能が優れていることであると考えて
いる。噛合式が冷却性能に優れている理由は，ボデーサ
イズに対する混練容積が小さいことである。いっぽう
で，接線式と同等の混練容積・生産性とするためには，
同等の混練容積を確保すべく機械サイズを大型化する必
要がある。

2 ．シリカ配合材の混練

　カーボンブラックはゴムとの親和性は高く，混練作用
を与えることで分散，分配が進行する。いっぽうで，シ
リカはゴムとの親和性は低く，混練作用だけでは充分な
製品品質を得ることができない。そのため，カップリン
グ剤を用いてゴムとシリカを反応させることで分散，分
配を進行させることが必要となる 3 ） 。 
　カップリング剤による反応を進行させるためには，カ

ップリング剤が反応する温度域に材料温度を保ちながら
混練する必要がある。しかしながら，その反応温度域は
材料が劣化してスコーチが始まる上限温度に近いため，
上限温度を超えないようコントロールしなければならな
い。
　図 5 にカーボン配合の場合とシリカ配合の場合の混
練の違いを示す。カーボンはゴムとの親和性が高いため
混練によってゴム中に分散して補強材として機能する。
いっぽう，シリカはゴムとの親和性が低いためカップリ
ング剤を添加し，ゴムとカップリング剤およびシリカを
化学的に結合させながら混練する必要がある。混練条件
を多ステップ化することで必要な混練，反応を行う方
式，あるいは図 5 に示したように，混練の後半にロータ
の回転速度を下げて材料温度を反応温度領域に保ちなが
ら分散，分配と反応を進めるための追加工程を設けてい
る。しかし，いずれの方法も混練時間が長くなって生産
性は低下する方向となる。最近では，材料温度測定値を
ロータ回転速度にフィードバックすることによって自動
的に材料温度を保つ制御が行われている。この工程にお
いては，温度制御性の面からも冷却性能の高い装置ほど
操作性が良いといえる 4 ）。
　また，シリカ配合ゴムの混練においては，反応を開始
する前の段階においてカップリング剤とシリカが充分に
混合されていることも重要な要素であり，混練初期の分
散，分配性能も当然のことながら重要である。これらの
ことから，反応ステップにおいては冷却性能，分配性能
に優れている噛合式が適していると考えられてきた。

3 ．新ロータ5 THRの特徴

　 5 THRは，シリカ配合に必要とされる要件，および
接線式と噛合式の差異を分析したうえで，基礎から開発
を行ったロータである。シリカ配合の混練に必要な材料
の取り込み性能，冷却性能，および分配性能などの要素
から，実験計画法に基づく検討およびコンピュータシミ
ュレーションによってロータ性能に及ぼす各パラメータ
の影響度を求めた。最終的には候補となるロータを数種

図 6  各種ロータの外観
Fig. 6  Appearance of various rotors

図 5  カーボン配合とシリカ配合の混練の違い
Fig. 5  Mixing difference between carbon compound and silica 

compound
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類試作し，実験で性能評価したうえで完成させた 5 ）。
　図 6 に新ロータ 5 THRと当社製の従来の接線ロータ

（ 4 WN，4 WH）および噛合ロータ（KIR-Ⅱ）の外観を
示す。5 THRは，従来用いられてきた接線ロータや噛
合ロータとは外観が大きく異なり，太いランド幅と大き
くねじれた翼を特徴としている。
　同一サイズの接線ロータ 4 WHと比べて 5 THRは，
表面積を約15％増加させることによって冷却性能を高め
ている。チャンバ内の容積は11％減少しているが，ロー
タの面積を増加させたことによって従来の接線式ミキサ
と同等の生産性を維持できている。これは，ロータ形状
を改良したことによって平均的な混練時間を短くするこ
とができたためである。

4 ．5 THRの性能

4. 1　実験方法
　 5 THRの性能を評価するため，容量16Lクラスのラ
ボ機（BB-16，BB-14IM）を用いて当社製噛合ロータ
KIR-Ⅱ，接線ロータ 4 WNとの比較実験を行った。評価
に用いたラボ機の仕様を表 1 に示す。実験に用いた配合
は低燃費タイヤのトレッド材を想定して選定した。な
お，シリカ配合量は，ゴム混練分野においてはゴム100
に対する添加量で表すことが一般的であることから，以
降ではphr （per hundred parts of rubber）表記とする。
　本実験ではSBRにシリカを120phr配合するものを紹
介する。配合の詳細を表 2 に示す。また，混練条件にお
ける材料投入量は各ロータの容積に合わせて調整してい
るが，そのほかの条件は全て同じ設定とした。全ての材
料を最初のステップで投入して50秒間混練した後，ウェ
イトの上昇・下降を行ってウェイト上部を清掃し（クリ
ーニングステップ），145℃に達した後に120秒の反応ス
テップを行う設定とした。
4. 2　実験結果
4. 2. 1　接線ロータとの比較
　図 7 に 5 THRおよび 4 WNの運転チャートを示す。

全材料投入後の最初のステップで，ウェイトを下降させ
ながら50秒間混練を行っているが， 4 WNの場合はこの
段階でウェイトは完全に下降していない。5 THRは本
ステップの終了直前で最下点に到達している。シリカ原
料は非常にかさ高いため，全ての原料の"みかけ体積"
はチャンバ容積より大きい。そのため，ゴム中にシリカ
が取り込まれていかなければウェイトは下降できない。
4 WNの場合はゴム中にシリカが取り込まれる速度が遅
く，粉状のままのシリカが多く残っているために下降が
遅くなっていると推定する。逆に 5 THRは，ウェイト
の下降状態からゴム中へのシリカの取り込みが速く進ん
でいると考える。また 4 WNでは，クリーニングステッ
プ後に温度上昇が鈍くなる現象がみられる。この時点に
おいても粉状のシリカが多く残留していることから，粉
によるスリップ現象が発生していると推定される。
　モータ電力をみると， 5 THRでは電力低下はみられ
るが 4 WNでは短時間で電力が上昇し始めている。この
違いによって全混練時間に48秒の差異が生じている。
5 THRは 4 WNと比べて容積が13%小さくなっている
にもかかわらず，混練時間が16%短くなっている。すな
わち， 5 THRの生産性は 4 WNより高くなることがわ
かった。
4. 2. 2　噛合ロータとの比較
　 5 THRとKIR-Ⅱとの比較実験を行った結果を図 8 に
示す。5 THRのチャートは図 7 と同じである。KIR-Ⅱで

表 1  ラボ機仕様
Table 1  Specifications of laboratory mixer

表 2  実験配合
Table 2  Experiment formulation

図 8  5 THRとKIR-Ⅱのシリカ120phr配合の混練チャート比較
Fig. 8  Comparison of mixing charts of 5THR and KIR-Ⅱ using 

120phr silica compound

図 7  5 THRと 4 WNのシリカ120phr配合の混練チャート
Fig. 7  Mixing charts of 5THR and 4WN using 120phr silica 

compound
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は，充填率を接線ロータのときより低めの55%とした。
55%としたのは，それ以上の充填率では混練時間が極端
に長くなったことによる。ただし，充填率55%でもウェ
イト下降時間が長く，最初のステップ50秒での混練が不
十分であったため，KIR-Ⅱは10秒延長して60秒とした。
　KIR-Ⅱにおいては，クリーニングステップ後の動力低
下が比較的長い時間生じており，最初のステップを10秒
延長したのと合わせて，総混練時間は 5 THRより約30
秒長くなっている。また，反応ステップの際のロータ回
転速度は， 5 THR，KIR-Ⅱともほぼ同等であった。
4. 2. 3　各ロータの生産性比較
　各ロータは混練容積が異なる。そのため本稿では，混
練容積を混練時間で割った値を生産性として評価する。
図 9 に示すように，同一充填率FF=55%で比較すると，
5 THRはKIR-Ⅱに対して約17%生産性が高い。また，
KIR-Ⅱ（FF=55%）， 5 THR（FF=55%，65%） お よ び
4 WN （FF=65%）での比較を行うと，KIR-Ⅱに対して
4 WNは約10%， 5 THR（FF=65%）は34%も生産性が
高い結果となった 6 ）。
4. 3　品質比較結果
　混練機における混練作用の強弱は，材料 1 kgあたり
に与えた比エネルギ（Specific Energy，以下Espという。 
単位：kWh/kg）で評価している。図10に各ロータでの
Espを示す。4 WNのEspが最も低い結果となり，ゴム
に取り込まれていない粉状のシリカの存在時間が長いも
のと推定される。5 THRは，FF=55%および65%の両条
件においてもKIR-Ⅱと同等のEspとなった。
　つぎに，ファイナルステージ混練後のムーニ粘度を
図11に示す。一般的に，ムーニ粘度の低下が大きいほ

ど混練効果が高いとされている。KIR-Ⅱのムーニ粘度が
85.3ML（ 1 + 4 ）100 ℃ に 対 し， 5 THRが73.0，69.2ML
（ 1 + 4 ）100℃と 5 THRの結果が勝っている。
　最後にウェットグリップの指標となるtanδ0℃を図
12に，また転がり抵抗の指標となるtanδ60℃を図13に
示す。tanδ0℃は高いほど良い指標であるが 5 THRお
よびKIR-Ⅱがほぼ同等の結果となり， 4 WNがやや劣る
結果となった。いっぽう，低いほど良い指標であるtan
δ60℃では， 5 THRがKIR-Ⅱと比べ 3 ～ 4 %低い（良
好な）結果となっている。

むすび＝本稿では，16Lクラスのラボ機による実験結果
を基に 5 THRの性能を紹介した。既に多くのタイヤメ
ーカに採用いただいている当社の噛合ロータKIR-Ⅱと
比較して， 5 THRは生産性および製品品質ともに同等
以上の性能であることがわかった。5 THRは，生産機

図10  各ロータにおける比エネルギーの比較
Fig.10  Comparison of specific energies of each rotor

図 9  各ロータにおける生産性の比較
Fig. 9  Comparison of productivities of each rotor

図12  各ロータにおけるtanδ0℃の比較
Fig.12  Comparison of tan δ0℃s of each rotor

図11  各ロータにおけるムーニ粘度の比較
Fig.11  Comparison of Mooney viscosities of each rotor

図13  各ロータにおけるtanδ60℃の結果の比較
Fig.13  Comparison of tanδ60℃ results in each rotor
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スケールにおいても噛合式との比較実験を終えており，
本稿で示した結果と同等の性能であることが確認できて
いる。既にBB-270，BB-370という生産機としての実績
も持ち，今後他の機種への展開を進めてゆく。5 THR
の大きなメリットは，既に多く使用されている接線式ミ
キサとの互換性にある。すなわち，5 THRは既存の接
線式と同一デザインであるため，ほとんどの場合でモー
タおよび減速機を流用することによる置き換えが可能で
ある。
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