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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス転移温度が－２５℃以上であるスチレンブタジエンゴムを１０重量％以上含むジ
エン系ゴム１００重量部に対し、窒素吸着比表面積が１４０～３５０ｍ２／ｇであるカー
ボンブラックを１０～１５０重量部含む充填剤を８０～１５０重量部、茶抽出物を０．０
１～５重量部、軟化剤を６０～２００重量部配合したタイヤトレッド用ゴム組成物。
【請求項２】
　前記スチレンブタジエンゴムのガラス転移温度が－２０℃以上であり、そのスチレンブ
タジエンゴムを前記ジエン系ゴム中に２０重量％以上配合した請求項１に記載のタイヤト
レッド用ゴム組成物。
【請求項３】
　軟化点が８０～１３０℃であるテルペンフェノール樹脂及び芳香族変性テルペン樹脂か
ら選ばれる少なくとも１種を、前記ジエン系ゴム１００重量部に対し５～７０重量部配合
した請求項１又は２に記載のタイヤトレッド用ゴム組成物。
【請求項４】
　前記茶抽出物が、（＋）－カテキン、（－）－エピカテキン、（＋）－ガロカテキン、
（－）－エピガロカテキン、（－）－エピカテキンガレート及び（－）－エピガロカテキ
ンガレートからなる群から選ばれる少なくとも１種である請求項１，２又は３に記載のタ
イヤトレッド用ゴム組成物。
【請求項５】



(2) JP 5381396 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

　請求項１～４のいずれかに記載のタイヤトレッド用ゴム組成物を使用した空気入りタイ
ヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タイヤトレッド用ゴム組成物に関し、更に詳しくは、ドライグリップ性能を
早く立上げ、そのドライグリップ性能の持続性を長くすると共に、耐ブロー性を向上する
ようにしたタイヤトレッド用ゴム組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　空気入りタイヤのグリップ性能は、タイヤ温度の影響が大きく、低温状態では十分なグ
リップ性能が得られないことが知られている。特に、レース用タイヤでは、トレッドを構
成するゴム組成物が、走行開始後、できるだけ早く高温状態に達するような特性を備えて
いることが要求されている。このため、トレッド用ゴム組成物にカーボンブラック等の充
填材を多量に配合するようにしている。しかし、充填剤を多量に配合したゴム組成物は、
高速走行が長時間になると熱ダレ現象を発生し、ドライグリップ性能が徐々に低下し、つ
いにはブローしてしまうという問題があった。
【０００３】
　この対策として、特許文献１は、タイヤトレッド用ゴム組成物としてガラス転移温度が
高いスチレンブタジエンゴムに小粒径のカーボンブラックを配合することにより、ドライ
グリップ性能の立上り性の向上と耐熱ダレ性の改善を図ることを提案している。しかしな
がら、このタイヤトレッド用ゴム組成物は、高速走行を続行したときの耐熱性（耐ブロー
性）については、まだ改善の余地があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２４６６２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、ドライグリップ性能の早期立上げ性と持続性を向上するのみならず、
耐ブロー性も向上するようにしたタイヤトレッド用ゴム組成物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成する本発明のタイヤトレッド用ゴム組成物は、ガラス転移温度が－２５
℃以上であるスチレンブタジエンゴムを１０重量％以上含むジエン系ゴム１００重量部に
対し、窒素吸着比表面積が１４０～３５０ｍ２／ｇであるカーボンブラックを１０～１５
０重量部含む充填剤を８０～１５０重量部、茶抽出物を０．０１～５重量部、軟化剤を６
０～２００重量部配合したことを特徴とする。
【０００７】
　前記スチレンブタジエンゴムは、ガラス転移温度を－２０℃以上にするとよく、前記ジ
エン系ゴム中に２０重量％以上配合するとよい。
【０００８】
　また、テルペンフェノール樹脂及び芳香族変性テルペン樹脂から選ばれる少なくとも１
種を配合する場合には、軟化点が８０～１３０℃であるものを前記ジエン系ゴム１００重
量部に対し５～７０重量部配合するとよい。
【０００９】
　茶抽出物は、（＋）－カテキン、（－）－エピカテキン、（＋）－ガロカテキン、（－
）－エピガロカテキン、（－）－エピカテキンガレート及び（－）－エピガロカテキンガ
レートからなる群から選ばれる少なくとも１種であるとよい。
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【００１０】
　このタイヤトレッド用ゴム組成物は、空気入りタイヤの構成材料として好適に使用可能
である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明のタイヤトレッド用ゴム組成物によれば、ガラス転移温度が－２５℃以上である
スチレンブタジエンゴムを１０重量％以上含むジエン系ゴム１００重量部に対し、窒素吸
着比表面積が１４０～３５０ｍ２／ｇであるカーボンブラックを１０～１５０重量部含む
充填剤を８０～１５０重量部、軟化剤を６０～２００重量部配合したことにより、走行開
始後のドライグリップ性能の早期立上げを可能にすると共に、その持続性を可能にするこ
とができる。更に、茶抽出物を０．０１～５重量部配合したことにより、この茶抽出物が
酸化防止剤として機能しゴム組成物の耐熱性を向上すると共に、ゴム組成物の高温時のヒ
ステリシスロス（６０℃におけるｔａｎδ）の上昇を抑制する作用を行ない、高温状態に
なったタイヤの更なる発熱を抑制するため、耐熱ダレ性及び耐ブロー性を向上することが
できる。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明のタイヤトレッド用ゴム組成物において、ゴム成分にはジエン系ゴムが使用され
る。ジエン系ゴムとしては、ガラス転移温度が－２５℃以上であるスチレンブタジエンゴ
ムを必ず含むようにする。ガラス転移温度が－２５℃以上のスチレンブタジエンゴムを含
むことにより、高速走行時における耐熱ダレ性を向上する。スチレンブタジエンゴムのガ
ラス転移温度は、好ましくは－２０℃以上、より好ましくは－２０℃～－５℃にするとよ
い。なお、スチレンブタジエンゴムのガラス転移温度が高過ぎると、発熱性が大きくなる
までに時間がかかりドライグリップ性能を早期に立上げることができない。
【００１３】
　また、スチレンブタジエンゴムの種類は、上述したガラス転移温度を有するものであれ
ば、溶液重合スチレンブタジエンゴム、乳化重合スチレンブタジエンゴムのいずれでもよ
い。スチレンブタジエンゴムは油展品でもよいが、油展ＳＢＲのガラス転移温度は、オイ
ル成分を含まない状態におけるスチレンブタジエンゴムのガラス転移温度とする。また、
ガラス転移温度は、示差走査熱量測定（ＤＳＣ）により２０℃／分の昇温速度条件により
サーモグラムを測定し、低温側のベースラインと転移域の傾き（傾斜直線）とのそれぞれ
の延長線の交点の温度とする。
【００１４】
　ジエン系ゴムにおけるガラス転移温度が－２５℃以上のスチレンブタジエンゴムの配合
量は１０重量％以上、好ましくは２０重量％以上、より好ましくは２５～１００重量％で
ある。ガラス転移温度が－２５℃以上のスチレンブタジエンゴムの配合量が１０重量％未
満であると、ゴムの発熱が低すぎて初期グリップが低下する。更には周回を通してグリッ
プ性能が低いタイヤとなる。
【００１５】
　本発明において、ガラス転移温度が－２５℃以上のスチレンブタジエンゴム以外のジエ
ン系ゴムとしては、天然ゴム、イソプレンゴム、ブタジエンゴム、アクリロニトリル－ブ
タジエンゴム、ブチルゴム、ガラス転移温度が－２５℃未満のスチレン－ブタジエンゴム
等が挙げられる。なかでも、天然ゴム、イソプレンゴム、ブタジエンゴム、ガラス転移温
度が－２５℃未満のスチレン－ブタジエンゴムが好ましい。これらジエン系ゴムは、単独
又は任意のブレンドとして使用することができる。
【００１６】
　本発明のタイヤトレッド用ゴム組成物は、カーボンブラックを配合することによりゴム
の強度を高くする。カーボンブラックの配合量は、ジエン系ゴム１００重量部に対し１０
～１５０重量部、好ましくは６０～１４０重量部である。カーボンブラックの配合量が１
０重量部未満の場合には、ゴム強度を十分に高くすることができない。また、カーボンブ
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ラックの配合量が１５０重量部を超えると、耐熱ダレ性が悪化する。また、タイヤトレッ
ド用ゴム組成物の粘度が増大し成形加工性が悪化する。
【００１７】
　本発明において好適に使用するカーボンブラックは、窒素吸着比表面積（Ｎ２ＳＡ）が
１４０～３５０ｍ２／ｇ、好ましくは１９０～３００ｍ２／ｇである。カーボンブラック
の窒素吸着比表面積が１４０ｍ２／ｇ未満の場合には、ゴム強度を十分に高くすることが
できない。窒素吸着比表面積が３５０ｍ２／ｇを超えると耐熱ダレ性及び耐ブロー性が悪
化する。また、ウェットグリップ性能が悪化すると共に、ゴム粘度が高くなり加工性が悪
化する。カーボンブラックの窒素吸着比表面積（Ｎ２ＳＡ）は、ＪＩＳ　Ｋ６２１７－２
に準拠して求めるものとする。
【００１８】
　本発明のタイヤトレッド用ゴム組成物は、カーボンブラック以外の充填剤を配合しても
よい。カーボンブラック１０～１５０重量部を含む充填剤の配合量は、ジエン系ゴム１０
０重量部に対し８０～１５０重量部、好ましくは１０～７０重量部である。したがって、
ジエン系ゴムにカーボンブラックだけを配合するときは、カーボンブラックの配合量を８
０～１５０重量部にする。カーボンブラックを含む充填剤の配合量が８０重量部未満の場
合には、ゴム強度を十分に高くすることができない。また、カーボンブラックを含む充填
剤の配合量が１５０重量部を超えると、耐熱ダレ性が悪化する。また、タイヤトレッド用
ゴム組成物の粘度が増大し成形加工性が悪化する。
【００１９】
　カーボンブラック以外の充填剤としては、例えば、シリカ、クレー、酸化チタン、タル
ク、炭酸カルシウム、水酸化アルミニウム、マイカ等が例示される。なかでもシリカが好
ましく、タイヤトレッド用ゴム組成物のウェットグリップ性能を向上することができる。
【００２０】
　なお、シリカは粒子表面に存在するシラノール基の水素結合により粒子同士が凝集しや
すいため、ジエン系ゴムに対する分散性が悪いという課題がある。シリカの分散性が悪い
と、ウェットグリップ性能を向上する作用が十分に得られない。本発明のタイヤトレッド
用ゴム組成物は、後述するように、茶抽出物を配合することにより、シリカの分散性を向
上するのでヒステリシスロスを一層小さくすることができる。
【００２１】
　タイヤトレッド用ゴム組成物において、シリカの配合量は、ジエン系ゴム１００重量部
に対し２０～１４０重量部が好ましく、より好ましくは３０～１３０重量部にするとよい
。シリカの配合量が２０重量部未満では、ウェットグリップ性能を向上する効果が十分に
得られない。また、シリカ配合量が１４０重量部を超えると、ゴムに混合することが難し
く、シリカ分散度が高い均一な状態のトレッド用ゴム組成物を得るのが難しい。またスコ
ーチタイムが短くなりトレッド用ゴム組成物の押出性も悪化し生産性が悪くなる。
【００２２】
　本発明において好適に使用するシリカは、ＣＴＡＢ吸着比表面積が好ましくは１００～
２５０ｍ２／ｇ、より好ましくは１１０～２００ｍ２／ｇであるとよい。シリカのＣＴＡ
Ｂ吸着比表面積が１００ｍ２／ｇ未満の場合には、ゴム強度を十分に高くすることができ
ない。シリカのＣＴＡＢ吸着比表面積が２５０ｍ２／ｇを超えるとゴム粘度が高くなり加
工性が悪化する。シリカのＣＴＡＢ吸着比表面積は、ＡＳＴＭ－Ｄ３７６５－８０の規格
に準拠して求めるものとする。
【００２３】
　本発明のタイヤトレッド用ゴム組成物に配合する茶抽出物は、酸化防止剤として機能し
耐熱性を高くするため、タイヤトレッド用ゴム組成物の耐熱ダレ性及び耐ブロー性を向上
することができる。また、茶抽出物は意外にもゴム組成物の高温時のヒステリシスロス（
６０℃におけるｔａｎδ）を小さくし、高温状態になったタイヤが更に発熱するのを抑制
することにより、耐熱ダレ性及び耐ブロー性を一層向上することができる。この理由は明
らかではないが、カーボンブラック又はカーボンブラック及び充填剤と茶抽出物とを共に
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配合することにより、カーボンブラック及び充填剤の分散性が向上するためと考えられる
。
【００２４】
　茶抽出物の配合量は、ジエン系ゴム１００重量部に対し０．０１～５重量部、好ましく
は０．０３～４重量部である。茶抽出物の配合量が０．０１重量部未満であると、所期の
効果を得ることができない。また、茶抽出物の配合量が５重量部を超えると、却って充填
剤の分散性を悪化させるため、耐熱ダレ性及び耐ブロー性が悪化する。また、ウェットグ
リップ性能が悪化する。
【００２５】
　本発明で使用する茶抽出物は、緑茶、烏龍茶、紅茶から選ばれる少なくとも１種からの
抽出物であり、これらの茶葉又は茶葉の粉砕物から、水若しくは熱水、有機溶剤を抽出剤
とし５～６０℃の抽出温度で抽出するとよい。有機溶剤としては例えばメタノール、エタ
ノール、イソプロパノール、酢酸エチル、グリセリンなどが例示される。これらの抽出剤
は単独で使用してもよいし、複数を組合わせて使用してもよい。
【００２６】
　茶抽出物は、上記の抽出剤で抽出した画分を使用する。水若しくは熱水、有機溶剤で抽
出したときは、その抽出液を茶抽出物としてそのまま使用してもよいが、取扱い性の観点
からは、抽出液から噴霧乾燥や凍結乾燥等により水分を除去して粉末状にして使用すると
よい。
【００２７】
　本発明で使用する茶抽出物は、茶由来のポリフェノール類を含む。このポリフェノール
類はフラボノイドを主成分とし、フラボノイドはフラボン、フラボノール、フラバノール
、フラボン配糖体などが例示される。また、複数のフラボノイドが結合することにより縮
合型タンニンが生成する。フラボノイドのうちフラバノールが、フラバン－３－オール骨
格を有するカテキン類である。
【００２８】
　本発明において、茶抽出物に含まれるポリフェノール類をカテキン及びカテキン以外の
茶ポリフェノール類に大別するものとする。カテキンとしては、例えば（＋）－カテキン
、（－）－エピカテキン、（＋）－ガロカテキン、（－）－エピガロカテキン、（－）－
エピカテキンガレート、（－）－エピガロカテキンガレート等が例示される。茶抽出物と
しては、上述の化合物からなる群から選ばれる少なくとも１種を含むものであればよい。
茶抽出物は、とりわけカテキンを含むことが好ましく、茶抽出物中のカテキンの含有量は
、好ましくは５重量％以上、より好ましくは６～８５重量％にするとよい。カテキンの含
有量が５重量％未満であると、酸化防止性能が十分に得られない。
【００２９】
　また、カテキン以外の茶ポリフェノール類としては、カテキン以外の茶由来のフラボノ
イド類及びフラボノイド類以外の茶ポリフェノール類であるものとする。これら茶ポリフ
ェノール類を含有することにより、カテキンだけを配合した場合よりもゴム中へのカテキ
ンの分散性を良好にする。このためカテキンの抗酸化効果をより高くすると共に、茶ポリ
フェノール類の抗酸化効果との相乗効果が期待できる。
【００３０】
　本発明のタイヤトレッド用ゴム組成物に使用する茶抽出物は、上述した茶抽出物をその
まま使用してもよいし、他の天然化合物及び／又は界面活性剤を添加した混合物からなる
酸化防止剤として使用してもよい。天然化合物としては、例えばトコフェロール、アスコ
ルビン酸、茶由来のポリフェノールを除いたポリフェノール、植物油、動物油等を例示す
ることができる。界面活性剤としては、例えばモノグリセリン脂肪酸エステル、ポリグリ
セリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシ
エチレンソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ポリグリセ
リン縮合脂肪酸エステル等を例示することができる。
【００３１】
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　このような酸化防止剤は市販されており、例えば太陽化学社製サンフェノンＤＫ（茶カ
テキンを７４重量％含む茶由来ポリフェノールを９２重量％、ミネラル，灰分などを８量
％含む茶抽出物）、サンフラボンＨＧ（茶カテキンを７３重量％含む茶由来ポリフェノー
ルを８９重量％、ミネラル，灰分などを１１量％含む茶抽出物）、サンカトールＮｏ１（
茶カテキンを７０重量％含む茶由来ポリフェノールを１０重量％含有し、これを界面活性
剤で処理したもの）等を例示することができる。
【００３２】
　本発明のタイヤトレッド用ゴム組成物は、軟化剤を配合することによりドライグリップ
性能及びウェットグリップ性能を向上する。軟化剤の配合量は、ジエン系ゴム１００重量
部に対し６０～２００重量部、好ましくは７０～１８０重量部にする。軟化剤の配合量が
６０重量部未満であると、ドライグリップ性能及びウェットグリップ性能を向上する作用
が得られない。また、軟化剤の配合量が２００重量部を超えると、耐熱ダレ性及び耐ブロ
ー性が悪化する。なお、軟化剤は、タイヤトレッド用ゴム組成物中に含まれるすべての軟
化剤であり、軟化剤の配合量とは、ジエン系ゴムが油展品であるときは油展された軟化剤
成分（プロセス油又は伸展油）とゴム組成物に配合された軟化剤との合計量をいうものと
する。
【００３３】
　軟化剤としては、石油系軟化剤や植物油系軟化剤が挙げられ、石油系軟化剤としては例
えばパラフィン系オイル、アロマ系オイル、ナフテン系オイルなどが例示される。なかで
も、アロマオイルが好ましい。
【００３４】
　本発明のタイヤトレッド用ゴム組成物は、テルペンフェノール樹脂及び／又は芳香族変
性テルペン樹脂を配合することができる。テルペンフェノール樹脂及び芳香族変性テルペ
ン樹脂を配合することにより、タイヤトレッド用ゴム組成物の走行開始後、ドライグリッ
プ性能の早期の立上げを可能にすると共に、そのドライグリップ性能の持続性を可能にし
て耐熱ダレ性を向上することができる。
【００３５】
　テルペンフェノール樹脂及び／又は芳香族変性テルペン樹脂の配合量は、ジエン系ゴム
１００重量部に対し、好ましくは５～７０重量部、より好ましくは１０～６５重量部にす
るとよい。配合量が５重量部未満であると、ドライグリップ性能の早期立上り性を向上す
ることができない。また、配合量が７０重量部を超えると、ドライグリップ性能の早期立
ち上がり性には優れるが、ドライグリップ性能の持続性及び耐熱ダレ性が悪化する。
【００３６】
　本発明で使用するテルペンフェノール樹脂及び芳香族変性テルペン樹脂は、軟化点が８
０～１３０℃のものが好ましい。より好ましい軟化点は８５～１２５℃にするとよい。軟
化点が８０℃未満であると、ドライグリップ性能が十分に得られない。また、軟化点が１
３０℃を超えると、走行初期のドライグリップ性能の立上りを早くすることができない。
なお、軟化点とはＪＩＳ　Ｋ６２２０－１に準拠し、ＤＳＣ（示差走査熱量計）により測
定する軟化点をいう。
【００３７】
　このようなテルペンフェノール樹脂及び芳香族変性テルペン樹脂は、通常タイヤ用ゴム
組成物に使用されるものから適宜選択して使用することができる。テルペンフェノール樹
脂としては、例えばヤスハラケミカル社製ＹＳポリスターＴ１００（軟化温度１００℃）
、ＹＳポリスターＴ１１５（軟化温度１１５℃）、ＹＳポリスターＵ１１５（軟化温度１
１５℃）等を例示することができる。また、芳香族変性テルペン樹脂としては、例えばヤ
スハラケミカル社製ＹＳレジン　ＴＯ８５（軟化温度８５℃）、ＹＳレジン　ＴＯ１０５
（軟化温度１０５℃）、ＹＳレジン　ＴＯ１１５（軟化温度１１５℃）、ＹＳレジン　Ｔ
Ｏ１２５（軟化温度１２５℃）、等を例示することができる。
【００３８】
　本発明のタイヤトレッド用ゴム組成物には、加硫剤、加硫促進剤、老化防止剤、カップ
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リング剤などのタイヤトレッド用ゴム組成物に一般的に使用される各種添加剤を配合する
ことができ、かかる添加剤は一般的な方法で混練してタイヤトレッド用ゴム組成物とし、
加硫又は架橋するのに使用することができる。これらの添加剤の配合量は本発明の目的に
反しない限り、従来の一般的な配合量とすることができる。本発明のタイヤトレッド用ゴ
ム組成物は、公知のゴム用混練機械、例えば、バンバリーミキサー、ニーダー、ロール等
を使用して、上記各成分を混合することによって製造することができる。
【００３９】
　本発明のタイヤトレッド用ゴム組成物は、走行開始後のドライグリップ性能の早期立上
げを可能にすると共に、その早く立上げたドライグリップ性能の持続性を可能にすること
ができる。また、ゴム組成物の耐熱性が高いと共に、高温時のヒステリシスロスを抑制す
るため、耐熱ダレ性を一層高くし、耐ブロー性を向上することができる。このタイヤトレ
ッド用ゴム組成物は、レース用タイヤとしてだけでなく、乗用車用タイヤにも好適に使用
することができる。これらの空気入りタイヤは、ドライグリップ性能が優れると共に、耐
ブロー性が優れるので高速走行を安全に行なうことができる。
【００４０】
　以下、実施例によって本発明を更に説明するが、本発明の範囲はこれらの実施例に限定
されるものではない。
【実施例】
【００４１】
　表１，２に示す配合からなる１４種類のタイヤトレッド用ゴム組成物（実施例１～８、
比較例１～６）を、それぞれ硫黄及び加硫促進剤を除く配合成分を秤量し、１６Ｌのバン
バリーミキサーで１０分間混練し、温度１６０℃でマスターバッチを放出し室温冷却した
。このマスターバッチを１６Ｌのバンバリーミキサーに供し、硫黄及び加硫促進剤を加え
混合し、タイヤトレッド用ゴム組成物を調製した。
【００４２】
　得られた１４種類のタイヤトレッド用ゴム組成物（実施例１～８、比較例１～６）をそ
れぞれ所定形状の金型中で、１５０℃、３０分間加硫して試験片を作製し、下記に示す方
法により耐ブロー性を測定した。
【００４３】
　　　耐ブロー性
　グッドリッチ式フレクソメータ（上島製作所社製）を使用して、ＪＩＳ　Ｋ６２６５に
準拠するように、荷重２０ｋｇ、ストローク４．４ｍｍ、回転数１８００ｒｐｍ、雰囲気
温度１００℃の条件で、疲労破壊が起きるまでの時間を測定した。得られた結果は、比較
例１を１００にする指数として、表１，２に示した。この指数が大きいほど耐ブロー性が
優れていることを意味する。
【００４４】
　また、得られた１４種類のゴム組成物によりタイヤトレッド部を構成したタイヤサイズ
１９５／５５Ｒ１５のレース用空気入りタイヤを製作した。得られた空気入りタイヤを、
それぞれリムサイズ１５×６Ｊに空気圧１５０ｋＰａでリム組し、競技車両に装着し、テ
ストドライバーがウェット条件のサーキットコース（一周約２ｋｍ）を５周及びドライ条
件のサーキットコース（一周約２ｋｍ）を１０周走行させたときの周回毎のラップタイム
を計測し、下記の判定方法によりウェットグリップ性能、ドライグリップ性の初期性能（
走行前半のドライグリップ性能）及びドライグリップ性能の持続性（走行後半のドライグ
リップ性能）を評価し、得られた結果を表１に示した。
【００４５】
　　　ドライグリップの初期性能（走行前半のドライグリップ性能）
　ドライ条件のサーキットコースを１０周連続走行したときの１～３ラップの平均タイム
を、比較例１の空気入りタイヤの平均タイムを基準タイムとし、以下の判定基準により評
価した。評点が高いほど走行初期のドライグリップ性能の早期立上りが優れることを意味
する。
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５：平均ラップタイムが、基準タイムより０．５秒以上速い。
４：平均ラップタイムが、基準タイムより０．２秒以上０．５秒未満速い。
３：平均ラップタイムと基準タイムとの差が０．２秒未満の範囲内にある。
２：平均ラップタイムが、基準タイムより０．２秒以上０．５秒未満遅い。
１：平均ラップタイムが、基準タイムより０．５秒以上遅い。
【００４６】
　　　ドライグリップの持続性（走行後半のドライグリップ性能）
　ドライ条件のサーキットコースを１０周連続走行したときの８～１０ラップの平均タイ
ムを、比較例１の空気入りタイヤの平均タイムを基準タイムとし、以下の判定基準により
評価した。評点が高いほどドライグリップ性能の持続性が優れることを意味する。
５：平均ラップタイムが、基準タイムより０．５秒以上速い。
４：平均ラップタイムが、基準タイムより０．２秒以上０．５秒未満速い。
３：平均ラップタイムと基準タイムとの差が０．２秒未満の範囲内にある。
２：平均ラップタイムが、基準タイムより０．２秒以上０．５秒未満遅い。
１：平均ラップタイムが、基準タイムより０．５秒以上遅い。
【００４７】
　　　ウェットグリップ性能
　ウェット条件のサーキットコースを５周連続走行したときの５ラップ平均タイムを、比
較例１の空気入りタイヤの平均タイムを基準タイムとし、以下の判定基準により評価した
。評点が高いほどウェットグリップ性能が優れることを意味する。
５：平均ラップタイムが、基準タイムより０．５秒以上速い。
４：平均ラップタイムが、基準タイムより０．２秒以上０．５秒未満速い。
３：平均ラップタイムと基準タイムとの差が０．２秒未満の範囲内にある。
２：平均ラップタイムが、基準タイムより０．２秒以上０．５秒未満遅い。
１：平均ラップタイムが、基準タイムより０．５秒以上遅い。
【００４８】
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【００４９】
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【表２】

【００５０】
　なお、表１，２において使用した原材料の種類を下記に示す。
ＳＢＲ１：乳化重合スチレンブタジエンゴム、ガラス転移温度－２０℃（日本ゼオン社製
ＮＩＰＯＬ　９５２９、ＳＢＲ１００重量部に対しアロマオイル５０重量部添加の油展品
）
ＳＢＲ２：乳化重合スチレンブタジエンゴム、ガラス転移温度－３５℃（日本ゼオン社製
ＮＩＰＯＬ　９５２６、ＳＢＲ１００重量部に対しアロマオイル５０重量部添加の油展品
）
カーボンブラック１：窒素吸着比表面積１２５ｍ２／ｇ（昭和キャボット社製Ｎ２３４）
カーボンブラック２：窒素吸着比表面積１４２ｍ２／ｇ（三菱化学社製ダイアブラックＡ
）
カーボンブラック３：窒素吸着比表面積２５０ｍ２／ｇ（コロンビアンケミカルスカンパ
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ニー社製Ｒａｖｅｎ２５００ＵＬＴＲＡ）
カーボンブラック４：窒素吸着比表面積３９０ｍ２／ｇ（コロンビアンケミカルスカンパ
ニー社製ＣＤ２０１９）
シリカ：デグッサ社製７０００ＧＲ（ＣＴＡＢ吸着比表面積１５５ｍ２／ｇ）
カップリング剤：シランカップリング剤、デグッサ社製Ｓｉ６９
茶抽出物：茶カテキンを７０重量％含む茶由来ポリフェノールを１０重量％含有しこれを
界面活性剤で処理したもの、太陽化学社製サンカトールＮｏ１
芳香族テルペン樹脂：芳香族変性テルペン樹脂、軟化温度８５℃（ヤスハラケミカル社製
ＹＳレジン　ＴＯ８５）
テルペンフェノール樹脂：軟化温度１２５℃（ヤスハラケミカル社製ＹＳレジン　ＴＯ１
２５）
アロマオイル：ジャパンエナジー社製プロセスＸ－１４０
酸化防止剤１：フレキシス社製ＳＡＮＴＯＦＬＥＸ　６ＰＰＤ
酸化防止剤２：フレキシス社製ＳＡＮＴＯＦＬＥＸ　３Ｃ
亜鉛華：正同化学工業社製酸化亜鉛３種
ステアリン酸：日油社製ビーズステアリン酸ＹＲ
加硫促進剤１：大内新興化学工業社製ノクセラーＴＯＴ－Ｎ
加硫促進剤２：大内新興化学工業社製ノクセラーＣＺ－Ｇ
硫黄：鶴見化学工業社製金華印油入微粉硫黄
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