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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゴム組成物を含むトレッドを有するタイヤであって、前記組成物が、少なくとも１種の
ジエンエラストマー、１種の補強用充填剤および１種の可塑化系を含み；前記可塑化系が
、下記の成分を含み
　‐ガラス転移温度(Tg)が0℃よりも高い炭化水素樹脂；および、
　‐下記の式(II)で表されるアジペート：
　　　　　　　　　　H2m+1Cm-O-OC-(CH2)4-CO-O-CpH2p+1
 (式中、mおよびpは、同一または異なるものであって、1～30で変動する整数である)
　前記アジペートを10～30pce（エラストマー100質量部当たりの質量部）の量で含み、
　前記炭化水素樹脂を10～30pceの量で含む、
ことを特徴とするタイヤ。
【請求項２】
　mおよびpが、4～15で変動する、請求項１記載のタイヤ。
【請求項３】
　前記アジペートが、アジピン酸ジイソオクチル、アジピン酸ジイソノニル、アジピン酸
ジイソデシル、アジピン酸ジトリデシルおよびこれら化合物の混合物からなる群から選ば
れる、請求項２記載のタイヤ。
【請求項４】
　前記アジペートが、アジピン酸ジイソデシルである、請求項３記載のタイヤ。
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【請求項５】
　可塑化系に含まれる前記炭化水素樹脂が、シクロペンタジエン(CPDと略記する)または
ジシクロペンタジエン(DCPDと略記する)のホモポリマーまたはコポリマー樹脂、テルペン
ホモポリマーまたはコポリマー樹脂、C5留分ホモポリマーまたはコポリマー樹脂、および
これら樹脂の混合物からなる群から選ばれる、請求項１～４のいずれか１項記載のタイヤ
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タイヤトレッドおよびその製造を意図するゴム組成物に関する；さらに詳細
には、本発明は、そのような組成物を可塑化するのに使用することのできる可塑化系に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　知られているように、タイヤトレッドは、低転がり抵抗性、高耐摩耗性並びに乾燥道路
および湿潤道路双方上での高グリップ性のような多数の多くの場合相反する技術的要件を
満たさなければならない。
　諸性質における、とりわけ、転がり抵抗性および耐摩耗性の見地からのこの妥協は、近
年、とりわけ乗用車用に意図するエネルギー節減性の“グリーンタイヤ”に関連して、補
強用として説明されている特定の無機充填剤によって、とりわけ、補強力の点から、通常
のタイヤ級カーボンブラックと対抗し得る高分散性シリカ(HDS)によって主として補強さ
れていることを特徴とする新規な弱ヒステリシスゴム組成物の使用によって改善すること
ができた。従って、今日、これらの補強用無機充填剤は、タイヤトレッドにおいてカーボ
ンブラックと次第に置換わりつつあり、これらの補強用無機充填剤はもう１つの既知の特
長、即ち、降雨、積雪または氷結道路上でのタイヤグリップ性を増進させるという特長を
有するのでなおさらである。
　しかしながら、一方でグリップ特性を、他方で耐摩耗特性を増強させることは、タイヤ
が、充填剤としてシリカまたはカーボンブラックを含むトレッドのいずれを含むにしろ、
タイヤ設計者の不変の最大の関心事のままである。
【０００３】
　タイヤトレッドの耐摩耗性および/またはグリップ性を増進させるために、例えば、特
許または特許出願 US-A-3 927 144号、GB-A-2 178 046号、JP-A-61-190538号、JP-A-09-3
28577号、WO-A-91/18947号、WO-A-02/088238号、WO-A-02/072688号およびWO-A-02/072689
号に記載されているように、とりわけ、そのゴム組成物中で可塑化用炭化水素樹脂を使用
することが提案されている。
　上記の解決法に対する改良は、上記可塑化用炭化水素樹脂を他の特定の可塑剤と組合せ
ることによって得られている。
　即ち、タイヤトレッドの耐摩耗性をさらに増進させるために、MESまたはTDAEタイプの
非芳香族オイルをポリリモネンのようなテルペン炭化水素樹脂またはC5留分/ビニル芳香
族コポリマー炭化水素樹脂と組合せて含む可塑化系が提供されている(出願WO-A-2005/087
859号およびWO-A-2006/061064号参照)。
　降雨、積雪および氷結地面上でのこれらトレッドの耐摩耗性とグリップ性における妥協
点をさらに改良するために、出願WO-A-2004/022644号は、その１部において、例えばポリ
-α-ピネン樹脂のような可塑化用炭化水素樹脂を補完するに当ってグリセリン脂肪酸トリ
エステル、とりわけ、高レベルのオレイン酸を含むヒマワリ植物油の使用を提供している
。
【発明の概要】
【０００４】
　実際上、研究の継続中に、本出願法人は、炭化水素樹脂とMESオイルとの組合せと比較
して耐摩耗性のさらなる改良を可能にするのみならず、炭化水素樹脂とグリセリン脂肪酸
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トリエステルとのような組合せと比較してもこれらタイヤの湿潤グリップ性を増進させる
可塑化用炭化水素樹脂をベースとする新規な可塑化系を見出した。
　従って、本発明の第１の主題は、ゴム組成物を含むタイヤトレッドであり、上記組成物
は、少なくとも１種のジエンエラストマー、１種の補強用充填剤および１種の可塑化系を
含み、上記可塑化系が、組合せて、下記を含むことを特徴とする：
　‐ガラス転移温度(Tg)が0℃よりも高い可塑化用炭化水素樹脂；および、
　‐下記の式(I)で表されるカルボン酸ジエステル：
　　　　　　　　　　　　　　　R-O-OC-(CH2)n-CO-O-R
 (式中、nは、1～15の範囲内に含まれ；R基は、同一または異なるものであって、炭化水
素基を示す)。
【０００５】
　本発明のもう１つの主題は、改良された耐摩耗性と改良された湿潤グリップ性の双方を
示すタイヤトレッドの製造方法であり、このトレッドは、ジエンエラストマー、補強用充
填剤および可塑化系をベースとする組成物を含み、該方法は、下記の工程：
　‐ジエンエラストマー中に、ミキサー内で、補強用充填剤、可塑化系を混入し、全てを
、1回以上、110℃～190℃の最高温度に達するまで熱機械的に混練する工程；
　‐混ぜ合せた混合物を100℃よりも低い温度に冷却する工程；
　‐その後、架橋系を混入する工程；
　‐全てを110℃よりも低い最高温度まで混練する工程；
　‐そのようにして得られたゴム組成物をタイヤトレッドの形に押出加工する工程；
を含み、そして、上記可塑化系が、少なくとも、下記を含むことを特徴とする：
　‐ガラス転移温度(Tg)が0℃よりも高い可塑化用炭化水素樹脂；および、
　‐上記の式(I)で表されるカルボン酸ジエステル。
【０００６】
　式(I)のエステル、とりわけアジペートは、極めて長い間、プラスチックおよびゴムの
ような種々の他のポリマー用の可塑剤として知られている。これらのエステルは、“Oils
, Plasticizers and Other Rubber Chemicals”なる論文(chapter 8, section 8.2, page
s 132-137, of Basic Rubber Testing (2003), edited by Dick, John S., Publisher - 
ISBN: 0-8031-3358-8)において詳細に記載されており、さらにまた、いずれもタイヤゴム
組成物に関する特許出願EP-A-0 748 841号、EP-A-0 928 810号、EP-A-1 632 364号、US-A
-4 567 928号、US-A-5 679 744号およびUS-A-5 780 535号においては、他の可能性ある可
塑剤の中で全く同等に簡単に触れられている。
　しかしながら、本出願法人の知る限り、これらの式(I)のエステル類は、そのようなト
レッドにおいては、可塑化用炭化水素樹脂と組合せては決して使用されていない。
　とりわけ、上記式(I)のジエステルのうちでは、下記の特定の式(II)で表され、式中、m
およびpが、同一または異なるものであって、1～30で変動する整数であるアジペート類(
即ち、n = 4)が推奨される：
　　　　　　　　　　　　H2m+1Cm-O-OC-(CH2)4-OC-O-CpH2p+1
【０００７】
　本発明のもう１つの主題は、本発明に従うトレッドのタイヤの製造または再トレッド形
成における使用である。
　本発明のもう１つの主題は、本発明に従うトレッドを含むときのタイヤそれ自体である
。
　本発明のタイヤは、とりわけ、乗用車、SUV (スポーツ用多目的車)類、二輪車(とりわ
け、オートバイ)、航空機のような；バン類、重量車両(即ち、地下鉄、バス、重量道路輸
送車両(トラック、トラクター、トレーラー)、または重量農業用車両もしくは地ならし機
のような道路外車両)から選ばれる産業用車両；および、他の輸送または操作用車両のよ
うな自動車に装着することを意図する。
　本発明およびその利点は、以下の説明および典型的な実施態様に照らして容易に理解し
得るであろう。
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【発明を実施するための形態】
【０００８】
　I. 測定および試験
　上記ゴム組成物は、以下で示すようにして、硬化の前後において特性決定する。
　I-1. ムーニー可塑度
　フランス規格NF T-43-005(1991年)に記載されているような振動(oscillating)稠度計を
使用する。ムーニー可塑度測定は、次の原理に従って実施する：生状態(即ち、硬化前)の
ゴム組成物を100℃に加熱した円筒状の室内で成形する。１分間の予熱後、ローターが試
験片内で2回転/分で回転し、この運動を維持するための仕事トルクを４分間の回転後に測
定する。ムーニー可塑度(ML 1 + 4)は、“ムーニー単位”(MU、１MU = 0.83ニュートン.
メートル)で表す。
【０００９】
　I-2. 流動度測定
　測定は、規格DIN 53529：パート3 (1983年6月)従い、振動ディスクレオメーターにより
150℃で実施する。時間の関数としての流動度測定トルクの変化によって、加硫反応の結
果としての組成物の剛化の変化を説明する。測定値を規格DIN 53529：パート2 (1983年3
月)従い処理する：tiは、誘導時間、即ち、加硫反応を開始するのに必要な時間であり；t

α(例えば、t90)は、α%、即ち、最低トルクと最高トルクとの差のα％(例えば、90％)の
転換を達成するのに必要な時間である。30％転換と80％転換の間で算出した最初の位数で
あり、加硫速度の評価を可能にするK(min-1として表す)として記録した転換速度定数も測
定する。
【００１０】
　I-3. ショアA硬度
　硬化後の組成物のショアA硬度は、規格ASTM D 2240-86に従って評価する。
【００１１】
　I-4. 引張試験
　これらの試験は、弾性応力および破壊時諸特性の測定を可能にする。特に断らない限り
、これらの試験は、1988年9月のフランス規格 NF T 46-002に従って行う。“公称”割線
モジュラス(即ち、MPaでの見掛け応力)または“真”の割線モジュラス(この場合試験片の
真の断面まで減じる)を、10%伸び(それぞれ“M10”および“E10”と表す)、100%伸び(そ
れぞれ“M100”および“E100”)および300%伸び(それぞれ“M300”および“E300”)にお
いて、２回目の伸びで(即ち、順応サイクル後に)測定する。これらの引張測定は、全て、
フランス規格NF T 40-101 (1979年12月)に従い、温度(23±2℃)および湿度(50±5％相対
湿度)の標準条件下において実施する。破壊応力(MPaでの)および破壊時伸び(％での)も23
℃の温度で測定する。
【００１２】
　I-5. 動的特性
　動的特性は、規格ASTM D 5992-96に従って、粘度アナライザー(Metravib VA4000)にお
いて測定する。単純な交互正弦剪断応力に、10Hzの周波数で、40℃の温度で供した加硫組
成物のサンプル(厚さ4mmおよび400mm2の断面積を有する円筒状試験片)の応答を記録する
。歪み振幅掃引を、0.1％から50％まで行い(外方向サイクル)、次いで50％から1％まで行
う(戻りサイクル)；tan(δ)maxと表す損失係数の最高値を、戻りサイクルにおいて記録す
る。
【００１３】
　I-6. タイヤに関する試験
　A) 転がり抵抗性
　転がり抵抗性は、ISO 87-67 (1992年)の方法に従い、試験ドラムにおいて測定する。任
意に100と設定した対照の値よりも高い値が、改良された結果、即ち、低い転がり抵抗性
を示す。
　B) 耐摩耗性
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　タイヤを、特定の自動車において、走行による磨耗がトレッド溝内に位置させた磨耗指
標に達するまで、実際の道路上走行に供する。任意に100と設定した対照の値よりも高い
値が、改良された結果、即ち、高い走行マイレージを示す。
　C) 湿潤グリップ性
　湿潤グリップ性を評価するには、多数の屈曲部を有し且つ地面湿潤を保つように噴霧し
ているサーキット上での制限速度条件下での特定の自動車走行に適合させたタイヤの挙動
を分析する。サーキット全体を走行するのに必要な最短時間を記録する。任意に100と設
定した対照の値よりも高い値が、改良された結果、即ち、短い走行時間を示す。
【００１４】
　II. 発明の詳細な説明
　本発明に従うトレッドは、タイヤの製造または再トレッド形成において使用することが
でき、少なくとも１種のジエンエラストマー、１種の補強用充填剤および１種の特定の可
塑化系を含む。
　特に明確に断らない限り、本特許出願において示すパーセントは質量％である。
【００１５】
　II.1 ジエンエラストマー
　用語“ジエン”エラストマーまたはゴムは、知られているとおり、ジエンモノマー類(
共役型であり得るまたはあり得ない2個の炭素-炭素二重結合を担持するモノマー類)に少
なくとも一部由来する１種(１種以上と理解すべきである)のエラストマー(即ち、ホモポ
リマーまたはコポリマー)を意味するものと理解すべきである。
　これらのジエンエラストマーは、２つのカテゴリー、即ち、“本質的に不飽和”または
“本質的に飽和”に分類し得る。用語“本質的に不飽和”とは、一般に、15％(モル％)よ
りも多いジエン起源(共役ジエン類)の単位量を有する共役ジエンモノマー類に少なくとも
一部由来するジエンエラストマーを意味するものと理解されたい；従って、例えば、ブチ
ルゴムまたはジエン類とEPDMタイプのα-オレフィン類とのコポリマーのようなジエンエ
ラストマーは、上述の定義に属さず、“本質的に飽和”のジエンエラストマー(常に15%未
満である低いまたは極めて低いジエン起原単位量)として説明し得る。“本質的に不飽和
”のジエンエラストマーのカテゴリーにおいては、用語“高不飽和”ジエンエラストマー
は、とりわけ、50％よりも多いジエン起源(共役ジエン類)の単位量を有するジエンエラス
トマーを意味するものと理解されたい。
【００１６】
　これらの定義を考慮すると、本発明に従うトレッドの組成物において使用することので
きるジエンエラストマーなる用語は、とりわけ、下記を意味するものと理解されたい：
　(a) 4～12個の炭素原子を有する共役ジエンモノマーの重合によって得られた任意のホ
モポリマー；
　(b) １種以上の共役ジエン類相互或いは8～20個の炭素原子を有する１種以上のビニル
芳香族化合物との共重合によって得られる任意のコポリマー；
　(c) エチレンおよび3～6個の炭素原子を有するα-オレフィンと6～12個の炭素原子を有
する非共役ジエンモノマーとの共重合によって得られる３成分コポリマー、例えば、エチ
レンおよびプロピレンととりわけ1,4-ヘキサジエン、エチリデンノルボルネンまたはジシ
クロペンタジエンのような上記タイプの非共役ジエンモノマーとから得られるエラストマ
ー；
　(d) イソブテンとイソプレンのコポリマー(ブチルゴム)、さらにまた、このタイプのコ
ポリマーのハロゲン化形、とりわけ、塩素化または臭素化形。
　上記用語は任意のタイプのジエンエラストマーに当てはまるけれども、タイヤ技術にお
ける熟練者であれば、本発明は、好ましくは、とりわけ上記のタイプ(a)または(b)の本質
的に不飽和のジエンエラストマー類において使用するものであることを理解されたい。
【００１７】
　以下のものは、共役ジエン類としてとりわけ適している：1,3-ブタジエン；2-メチル-1
,3-ブタジエン；例えば、2,3-ジメチル-1,3-ブタジエン、2,3-ジエチル-1,3-ブタジエン
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、2-メチル-3-エチル-1,3-ブタジエンまたは2-メチル-3-イソプロピル-1,3-ブタジエンの
ような2,3-ジ(C1～C5アルキル)-1,3-ブタジエン類；アリール-1,3-ブタジエン、1,3-ペン
タジエンまたは2,4-ヘキサジエン。以下のものは、例えば、ビニル芳香族化合物として適
している：スチレン；オルソ-、メタ-およびパラ-メチルスチレン；“ビニルトルエン” 
市販混合物；パラ-(tert.ブチル)スチレン；メトキシスチレン類；クロロスチレン類；ビ
ニルメシチレン；ジビニルベンゼンまたはビニルナフタレン。
【００１８】
　上記のコポリマー類は、99～20質量％のジエン単位と1～80質量％のビニル芳香族単位
を含有し得る。これらのエラストマーは、使用する重合条件、とりわけ、変性剤および/
またはランダム化剤の存在または不存在並びに使用する変性剤および/またはランダム化
剤の量に依存する任意のミクロ構造を有し得る。これらのエラストマーは、例えば、ブロ
ック、ランダム、序列または微細序列エラストマーであり得；分散液または溶液中で調製
し得る；これらのエラストマーは、カップリング剤および/または星型枝分れ化剤(star-b
ranching agent)或いは官能化剤によってカップリング化および/または星型枝分れ化或い
は官能化し得る。
【００１９】
　以下が適切である：ポリブタジエン類、とりわけ、4%～80%の1,2-単位含有量(モル％)
を有するポリブタジエン類または80%よりも多いシス-1,4-単位含有量(モル％)を有するポ
リブタジエン類；ポリイソプレン類；ブタジエン/スチレンコポリマー類、とりわけ、5質
量％～50質量％とりわけ20質量％～40質量％のスチレン含有量、4％～65％のブタジエン
成分1,2-結合含有量(モル％)および20％～80％のトランス-1,4結合含有量(モル％)を有す
るコポリマー類；ブタジエン/イソプレンコポリマー類、とりわけ、5質量％～90質量％の
イソプレン含有量および－40℃～－80℃のガラス転移温度(Tg、ASTM規格 D3418に従って
測定)を有するコポリマー類；または、イソプレン/スチレンコポリマー類、とりわけ、5%
～50質量％のスチレン含有量および－25℃～－50℃のTgを有するコポリマー類。ブタジエ
ン/スチレン/イソプレンコポリマー類の場合、5質量％～50質量％とりわけ10質量％～40
質量％のスチレン含有量、15質量％～60質量％とりわけ20質量％～50質量％のイソプレン
含有量、5質量％～50質量％とりわけ20質量％～40質量％のブタジエン含有量、4%～85%の
ブタジエン成分1,2-単位含有量(モル％)、6%～80%のブタジエン成分トランス-1,4単位含
有量(モル％)、5％～70%のイソプレン成分1,2-＋3,4-単位含有量(モル％)および10%～50%
のイソプレン成分トランス-1,4単位含有量(モル％)を有するコポリマー類、さらに一般的
には、－20℃～－70℃のTgを有する任意のブタジエン/スチレン/イソプレンコポリマーが
、とりわけ適している。
【００２０】
　要するに、本発明に従うトレッドの組成物のジエンエラストマーは、好ましくは、ポリ
ブタジエン(“BR”と略記する)類、合成ポリイソプレン(IR)類、天然ゴム(NR)、ブタジエ
ンコポリマー類、イソプレンコポリマー類およびこれらエラストマー類の混合物からなる
高不飽和ジエンエラストマーの群から選択する。そのようなコポリマー類は、さらに好ま
しくは、ブタジエン/スチレンコポリマー(SBR)類、イソプレン/ブタジエンコポリマー(BI
R)類、イソプレン/スチレンコポリマー(SIR)類およびイソプレン/ブタジエン/スチレンコ
ポリマー(SBIR)類からなる群から選択する。
【００２１】
　好ましい実施態様によれば、ジエンエラストマーは、主として(即ち、50pceよりも多く
において)、SBR(エマルジョン中で調製したSBR (“ESBR”)または溶液中で調製したSBR (
“SSBR”)のいずれか)、或いはSBR/BR、SBR/NR(またはSBR/IR)、またはBR/NR(またはBR/I
R)またはSBR/BR/NR (またはSBR/BR/IR)ブレンド(混合物)である。SBR(ESBRまたはSSBR)エ
ラストマーの場合、とりわけ、中度のスチレン含有量(例えば、20質量％～35質量％)また
は高スチレン含有量(例えば、35～45％)、15％～70%のブタジエン成分ビニル結合含有量
、15%～75%のトランス-1,4結合含有量(モル％)および－20℃～－55℃のTgを有するSBRを
使用する；そのようなSBRは、有利には、好ましくは90%(モル％)よりも多いシス-1,4結合
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を有するBRとのブレンドとして使用し得る。
【００２２】
　もう１つの特定の実施態様によれば、ジエンエラストマーは、主として(50pceよりも多
くにおいて)、イソプレンエラストマーである。これは、とりわけ、本発明の組成物を、
タイヤにおいて、産業用車両のトレッドのゴムマトリックスを構築することを意図する場
合である。
　用語“イソプレンエラストマー”は、知られているとおり、イソプレンホモポリマーま
たはコポリマー、換言すれば、天然ゴム(NR)、合成ポリイソプレン(IR)、各種イソプレン
コポリマー類およびこれらエラストマーの混合物からなる群から選ばれたジエンエラスト
マーを意味するものと理解されたい。イソプレンコポリマーのうちでは、とりわけ、イソ
ブテン/イソプレンコポリマー(ブチルゴム；IIR)類、イソプレン/スチレンコポリマー(SI
R)類、イソプレン/ブタジエンコポリマー(BIR)類またはイソプレン/ブタジエン/スチレン
コポリマー(SBIR)類が挙げられる。このイソプレンエラストマーは、好ましくは、天然ゴ
ムまたは合成シス-1,4ポリイソプレンである；これらの合成ポリイソプレンのうちでは、
好ましくは90%よりも多い、より好ましくは98%よりも多いシス-1,4結合量(モル%)を有す
るポリイソプレンを使用する。
【００２３】
　本発明のもう１つの好ましい実施態様によれば、上記ゴム組成物は、(１種以上)の－65
℃～－10℃のTgを示す“高Tg”ジエンエラストマーと(１種以上)の－110℃～－80℃、よ
り好ましくは－105℃～－90℃のTgを有する“低Tg”ジエンエラストマーとのブレンドを
含む。高Tgエラストマーは、好ましくは、S-SBR類、E-SBR類、天然ゴム、合成ポリイソプ
レン類(好ましくは95％よりも高いシス-1,4-構造量(モル%)を示す)、BIR類、SIR類、SBIR
類およびこれらエラストマーの混合物からなる群から選ばれる。低Tgエラストマーは、好
ましくは、少なくとも70％に等しい量(モル％)に従うブタジエン単位を含む；低Tgエラス
トマーは、好ましくは、90％よりも多いシス-1,4-構造量(モル％)を示すポリブタジエン(
BR)からなる。
【００２４】
　本発明のもう１つの特定の実施態様によれば、上記ゴム組成物は、例えば、30～100pce
、とりわけ50～100pceの高Tgエラストマーを、0～70pce、とりわけ0～50pceの低Tgエラス
トマーとのブレンドとして含む；もう１つの例によれば、上記ゴム組成物は、100pceの全
体において、１種以上の溶液中で調製したSBRを含む。
　本発明のもう１つの特定の実施態様によれば、上記組成物のジエンエラストマーは、90
％よりも多いシス-1,4-構造量(モル％)を示すBR(低Tgエラストマーとして)とS-SBRまたは
E-SBR(高Tgエラストマーとして)とのブレンドを含む。
　上記組成物は、単独のジエンエラストマーまたは数種のジエンエラストマーの混合物を
含み得、これら単独または複数のジエンエラストマーは、ジエンエラストマー以外の任意
のタイプの合成エラストマーと、実際にはエラストマー以外のポリマー、例えば、熱可塑
性ポリマーとさえ組合せ使用することが可能である。
【００２５】
　II-2. 補強用充填剤
　タイヤ類の製造において使用することのできるゴム組成物を補強するその能力について
知られている任意のタイプの補強用充填剤、例えば、カーボンブラックのような有機充填
剤、シリカのような補強用無機充填剤、またはこれら２つのタイプの充填剤のブレンド、
とりわけカーボンブラックとシリカとのブレンドを使用することができる。
　全てのカーボンブラック、とりわけ、タイヤにおいて通常使用されるHAF、ISAFまたはS
AFタイプのブラック類(“タイヤ級”ブラック類)が、カーボンブラックとして適している
。さらに詳細には、後者のうちでは、例えば、N115、N134、N234、N326、N330、N339、N3
47またはN375ブラック類のような100、200または300シリーズの補強用カーボンブラック
類(ASTM級)を、さらにまた、目標とする用途次第で、より高級シリーズのブラック類(例
えば、N660、N683またはN722)も挙げることができる。カーボンブラックは、マスターバ
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ッチの形で、イソプレンエラストマー中にすでに混入させていてもよい(例えば、出願 WO
 97/36724号またはWO 99/16600号を参照されたい)。
　カーボンブラック以外の有機充填剤の例としては、出願 WO-A-2006/069792号およびWO-
A-2006/069793号に記載されているような官能化ポリビニル芳香族有機充填剤を挙げるこ
とができる。
【００２６】
　用語“無機補強用充填剤”とは、本特許出願においては、定義により、カーボンブラッ
クに対比して“白色充填剤”、“透明充填剤”または“非黒色充填剤”としてさえも知ら
れており、それ自体単独で、中間カップリング剤以外の手段によることなく、タイヤ製造
を意図するゴム組成物を補強し得、換言すれば、通常のタイヤ級カーボンブラックとその
補強役割において置換わり得る、その色合およびその起源(天然または合成)の如何にかか
わらない任意の無機または鉱質充填剤を意味するものと理解すべきである；そのような充
填剤は、一般に、知られているとおり、その表面でのヒドロキシル(-OH)基の存在に特徴
を有する。
　補強用無機充填剤を供給する物理的状態は、粉末、マイクロビーズ、顆粒、ビーズまた
は任意の他の適切な濃密化形のいずれの形状であれ重要ではない。勿論、補強用無機充填
剤なる用語は、種々の補強用無機充填剤、とりわけ、下記で説明するような高分散性シリ
カ質および/またはアルミナ質充填剤の混合物を意味することも理解されたい。
【００２７】
　シリカ質タイプの鉱質充填剤、とりわけシリカ(SiO2)、またはアルミナ質タイプの鉱質
充填剤、とりわけアルミナ(Al2O3)が、補強用無機充填剤としてとりわけ適している。使
用するシリカは、当業者にとって既知の任意の補強用シリカ、とりわけ、共に450m2/g未
満、好ましくは30～400m2/gであるBET表面積とCTAB比表面積を示す任意の沈降または焼成
シリカであり得る。高分散性(“HD”)沈降シリカとしては、例えば、Degussa社からのUlt
rasil 7000およびUltrasil 7005シリカ類；Rhodia 社からのZeosil 1165MP、1135MPおよ
び1115MPシリカ類；PPG社からのHi-Sil EZ150Gシリカ；Huber社からのZeopol 8715、8745
または8755シリカ類；または、出願 WO 03/16837号に記載されているような高比表面積を
有するシリカ類が挙げられる。使用する補強用無機充填剤は、とりわけシリカである場合
、好ましくは45～400m2/g、より好ましくは60～300m2/gのBET表面積を有する。
【００２８】
　好ましくは、補強用充填剤全体(カーボンブラックおよび/またはシリカのような補強用
無機充填剤)の量は、20～200pce、より好ましくは30～150pceであり、最適量は、知られ
ている通り、目標とする特定の用途によって異なる：例えば、自転車タイヤに関して期待
される補強レベルは、継続的に高速走行し得るタイヤ、例えば、モーターサイクルタイヤ
、乗用車用タイヤ、または重量車両のような実用車両用タイヤに関して要求される補強レ
ベルよりも勿論低い。
　本発明の好ましい実施態様によれば、30～150pce、より好ましくは50～120pceの無機充
填剤、とりわけシリカおよび任意構成成分としてのカーボンブラックを含む補強用充填剤
を使用する；カーボンブラックは、存在する場合、好ましくは20pce未満、より好ましく
は10pce未満(例えば、0.1～10pce)の量で使用する。
【００２９】
　補強用無機充填剤をジエンエラストマーにカップリングさせるためには、知られている
通り、無機充填剤(その粒子表面)とジエンエラストマー間に化学および/または物理的性
質の十分な結合を与えることを意図する少なくとも二官能性のカップリング剤(または結
合剤)、とりわけ、二官能性オルガノシランまたはポリオルガノシロキサン類を使用する
。
　とりわけ、例えば、出願 WO03/002648号(またはUS 2005/016651号)およびWO03/002649
号(またはUS 2005/016650号)に記載されているような、その特定の構造によって“対称形
”または“非対称形”と称されるシランポリスルフィドを使用する。
【００３０】
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　下記の一般式(III)で表される“対称形”シランポリスルフィドは、以下の定義に限定
されることなく、とりわけ適している：
　　　　　　　　　　　　　　(III)　　　　Z-A-Sx-A-Z
（式中、xは、2～8 (好ましくは2～5)の整数であり；
　Aは、２価の炭化水素基(好ましくはC1～C18アルキレン基またはC6～C12アリーレン基、
とりわけC1～C10、とりわけC1～C4アルキレン基、特にプロピレン)であり；
　Zは、下記の式の１つで表される：
【化１】

（式中、R1基は、置換されているかまたは置換されてなくて、互いに同一かまたは異なる
ものであって、C1～C18アルキル、C5～C18シクロアルキルまたはC6～C18アリール基(好ま
しくはC1～C6アルキル、シクロヘキシルまたはフェニル基、とりわけC1～C4アルキル基、
とりわけメチルおよび/またはエチル)を示し；
　R2基は、置換されているかまたは置換されてなくて、互いに同一かまたは異なるもので
あって、C1～C18アルコキシルまたはC5～C18シクロアルコキシル基(好ましくは、C1～C8
アルコキシルおよびC5～C8シクロアルコキシル基から選ばれた、より好ましくはC1～C4ア
ルコキシル基、とりわけメトキシルおよびエトキシルから選ばれた基)を示す）。
【００３１】
　上記式(III)で表されるアルコキシシランポリスルフィド類の混合物、とりわけ、商業
的に入手可能な通常の混合物の場合、“x”指数の平均値は、好ましくは2～5の間、より
好ましくは4に近い分数である。しかしながら、本発明は、例えば、アルコキシシランジ
スルフィド(x = 2)によっても有利に実施し得る。
　シランポリスルフィドの例としては、とりわけ、例えば、ビス(3-トリメトキシシリル
プロピル)またはビス(3-トリエトキシシリルプロピル)ポリスルフィド類のような、ビス(
(C1～C4)アルコキシル(C1～C4)アルキルシリル(C1～C4)アルキル)ポリスルフィド類(とり
わけ、ジスルフィド類、トリスルフィド類またはテトラスルフィド類)が挙げられる。と
りわけ、これらの化合物のうちでは、式[(C2H5O)3Si(CH2)3S2]2を有するTESPTと略称され
るビス(3-トリエトキシシリルプロピル)テトラスルフィド、または式[(C2H5O)3Si(CH2)3S
]2を有するTESPDと略称されるビス(トリエトキシシリルプロピル)ジスルフィドを使用す
る。また、好ましい例としては、特許出願WO 02/083782号(または、US 2004/132880号)に
記載されているような、ビス(モノ(C1～C4)アルコキシルジ(C1～C4)アルキルシリルプロ
ピル)ポリスルフィド類(とりわけ、ジスルフィド類、トリスルフィド類またはテトラスル
フィド類)、とりわけ、ビス(モノエトキシジメチルシリルプロピル)テトラスルフィドも
挙げられる。
【００３２】
　アルコキシシランポリスルフィド類以外のカップリング剤の例としては、とりわけ、特
許出願WO 02/30939号(またはUS 6 774 255号)およびWO 02/31041号(またはUS 2004/05121
0号)に記載されているような、二官能性POS (ポリオルガノシロキサン)類またはヒドロキ
シシランポリスルフィド(上記式(III)において、R2 = OH)が挙げられる。
　本発明に従うトレッドのゴム組成物においては、カップリング剤の含有量は、好ましく
は4～12pce、より好ましくは3～8pceである。
　当業者であれば、もう１つの性質、とりわけ有機性を有する補強用充填剤を、この補強
用充填剤がシリカのような無機層で被覆されているか、或いは、その表面上に、充填剤と
エラストマー間の結合を形成させるためにカップリング剤の使用を必要とする官能部位(
とりわけ、ヒドロキシル)を含むかを条件として、この項において説明した補強用無機充
填剤と等価の充填剤として使用し得ることを理解されたい。
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【００３３】
　II-3. 可塑化系
　本発明に従うトレッドのゴム組成物は、下記で詳述するように、Tgが0℃よりも高い可
塑化用炭化水素樹脂と式(I)で表されるカルボン酸ジエステルとを組合せて含む可塑化系
を使用するという本質的な特徴を有する。
【００３４】
　II-3-A. 可塑化用炭化水素樹脂
　当業者にとっては知られている通り、名称“可塑化用樹脂”は、本特許出願においては
、定義によれば、一方では、周囲温度(23℃)で固体であり(オイルのような液体可塑化用
化合物とは対照的に)、他方では、意図するゴム組成物と相溶性せあって(即ち、典型的に
は5pceよりも多い使用量において混和性であって)真の希釈剤として作用する化合物につ
いて当てはまる。
　従って、同一のゴムマトリックスまたは組成物においては、可塑化用樹脂は、一般的に
は低めの質量レベル(典型的には5pce未満)で使用され、定義によれば非混和性であり、従
って、表面に移行して上記組成物に粘着性を付与する“粘着化用”樹脂と混同すべきでは
ない。
【００３５】
　炭化水素樹脂は、当業者にとって周知のポリマーであり、“可塑化用”であるとして付
加的に説明される場合、ジエンエラストマー組成物中で本来混和性である。
　炭化水素樹脂は、本明細書の序論において触れた特許および特許出願において、さらに
また、例えば、R. Mildenberg、M. ZanderおよびG. Collin (New York, VCH, 1997, ISBN
 3-527-28617-9)による“Hydrocarbon Resins”と題した著作物(その第５章は、炭化水素
樹脂のとりわけタイヤゴム分野の用途に充てられている(5.5. "Rubber Tires and Mechan
ical Goods"))において広範囲に説明されている。
　炭化水素樹脂は、脂肪族または芳香族或いは脂肪族/芳香族タイプでもあり得る、即ち
、脂肪族および/または芳香族モノマーをベースとし得る。炭化水素樹脂は、天然または
合成であり得、オイル系であっても或いはなくてもよい(その場合、石油樹脂の名称でも
知られている)。炭化水素樹脂は、好ましくは、専ら炭化水素である、即ち、炭化水素樹
脂は、炭素および水素原子のみを含む。
【００３６】
　好ましくは、可塑化用炭化水素樹脂は、下記の特徴の少なくとも１つ、より好ましくは
全部を示す：
　・20℃よりの高いTg；
　・400～2000g/モルの数平均分子量(Mn)；
　・3よりも低い多分散性指数(PI) (注：PI = Mw/Mn；Mwは質量平均分子量)。
　さらに好ましくは、この可塑化用炭化水素樹脂は、下記の特徴の少なくとも１つ、さら
により好ましくは全部を示す：
　・30℃よりの高いTg；
　・500～1500g/モルのMn；
　・2よりも低いPI。
【００３７】
　ガラス転移温度(Tg)は、規格ASTM D3418 (1999年)に従い、DSC (示唆走査熱量測定法)
により既知の方法で測定する。
　上記炭化水素樹脂のマクロ構造(Mw、MnおよびPI)は、サイズ排除クロマトグラフィー(S
EC)によって測定する：溶媒 テトラヒドロフラン；温度 35℃；濃度 1g/l；流量 1ml/分
；注入前に0.45μmの有孔度を有するフィルターにより濾過した溶液；ポリスチレン標準
によるムーア(Moore)較正；直列の3本“Waters”カラムセット(“Styragel” HR4E、HR1
およびHR0.5)；示差屈折計(“Waters 2410”)およびその関連操作ソフトウェア(“Waters
 Empower”)による検出。
【００３８】
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　とりわけ好ましい実施態様によれば、上記可塑化用炭化水素樹脂は、シクロペンタジエ
ン(CPDと略記する)またはジシクロペンタジエン(DCPDと略記する)のホモポリマーまたは
コポリマー樹脂、テルペンホモポリマーまたはコポリマー樹脂、C5留分ホモポリマーまた
はコポリマー樹脂、およびこれらの樹脂の混合物からなる群から選ばれる。
　好ましくは、上記のコポリマー樹脂のうちでは、(D)CPD/ビニル芳香族コポリマー樹脂
、(D)CPD/テルペンコポリマー樹脂、(D)CPD/C5留分コポリマー樹脂、テルペン/ビニル芳
香族コポリマー樹脂、C5留分/ビニル芳香族コポリマー樹脂、およびこれらの樹脂の混合
物からなる群から選ばれるコポリマーを使用する。
【００３９】
　用語“テルペン”は、この場合、知られている通り、α-ピネンモノマー、β-ピネンモ
ノマーおよびリモネンモノマーを包含する；好ましくは、リモネンモノマーを使用する；
この化合物は、知られている通り、３種の可能性ある異性体の形で存在する：L-リモネン
(左旋性鏡像体)、D-リモネン(右旋性鏡像体)或いはジペンテン、右旋性鏡像体および左旋
性鏡像体のラセミ体。
　スチレン；フェノール；α-メチルスチレン；オルソ-、メタ-またはパラ-メチルスチレ
ン；ビニルトルエン；パラ(tert-ブチル)スチレン；メトキシスチレン類；クロロスチレ
ン類、ビニルメシチレン；ジビニルベンゼン；ビニルナフタレン；またはC9留分(または
、より一般的にはC8～C10留分)に由来する任意のビニル芳香族モノマーは、例えば、ビニ
ル芳香族モノマーとして適切である。
　好ましくは、ビニル芳香族化合物は、スチレンまたはC9留分(または、より一般的にはC

8～C10留分)に由来するビニル芳香族モノマーである。好ましくは、ビニル芳香族化合物
は、検討中のコポリマー中では、モル画分として表して少量モノマーである。
　さらにとりわけ好ましい実施態様によれば、上記可塑化用炭化水素樹脂は、(D)CPDホモ
ポリマー樹脂、(D)CPD/スチレンコポリマー樹脂、ポリリモネン樹脂、リモネン/スチレン
コポリマー樹脂、リモネン/(D)CPDコポリマー樹脂、C5留分/スチレンコポリマー樹脂、C5
留分/C9留分コポリマー樹脂、およびこれらの樹脂の混合物からなる群から選ばれる。
【００４０】
　上記の好ましい樹脂は、当業者にとって周知であり、商業的に入手可能であり、例えば
、下記に関しては販売されている：
　・ポリリモネン樹脂：DRT社から品名“Dercolyte L120”(Mn=625g/モル；Mw=1010g/モ
ル；PI=1.6；Tg=72℃)として、またはArizona Chemical Company社から品名“Sylvagum T
R7125C”(Mn=630g/モル；Mw=950g/モル；PI=1.5；Tg=70℃)として；
　・C5留分/ビニル芳香族、とりわけ、C5留分/スチレンまたはC5留分/C9留分コポリマー
樹脂：Neville Chemical Company社から品名“Super Nevtac 78”、“Super Nevtac 85”
または“Super Nevtac 99”として、Goodyear Chemicals社から品名“Wingtack Extra”
として、Kolon社から品名“Hikorez T1095”および“Hikorez T1100”として、またはExx
on社から品名“Escorez 2101”および“ECR 373”として；
　・リモネン/スチレンコポリマーのようなテルペン/ビニル芳香族コポリマー、またはテ
ルペン/フェノールコポリマー樹脂：DRT社から品名“Dercolyte TS 105”として、または
Arizona Chemical Company社から品名“ZT115LT”および“ZT5100”または“Sylvares TP
”として；そのような樹脂は、出願WO 2007/017060号においてさらに詳細に説明されてい
る。
　炭化水素樹脂の量は、好ましくは、5～60pceである。上記下限値よりも低いと、目標と
する技術的効果が不適切であることが判明し得ており、一方、60pceよりも多いと、生状
態の組成物の粘着性が、混合装置に対して、ある場合には、工業的見地から全く許容し得
なくなり得る。これらの理由により、炭化水素樹脂の量は、より好ましくは5～40pce、さ
らにより好ましくは10～30pceである。
【００４１】
　II-3-B. カルボン酸ジエステル
　使用する可塑化系のカルボン酸ジエステルは、下記の式(I)で表される：
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　　　　　　　　　　　　　　　R-O-OC-(CH2)n-CO-O-R
 (式中、nは、1～15の範囲内に含まれ；R基は、同一または異なるものであって、好まし
くは1～30個の炭素原子を有し且つとりわけS、OおよびNから選ばれるヘテロ原子を含み得
る任意の炭化水素基(または鎖)を示す)。
　好ましくは、nは、2～12の範囲内に含まれ；R基は、1～20個の炭素原子を含む線状、枝
分れまたは環状のアルキル基、および6～20個の炭素原子を有するアリール、アラルキル
またはアルカリルからなる群から選ばれる。
　さらに好ましくは、nは、3～10の範囲内に含まれ；R基は、4～15個の炭素原子を含む線
状、枝分れまたは環状のアルキル基を示す。
　4～15個の炭素原子を含むそのような好ましいR基としては、例えば、ブトキシエチル、
ブトキシエトキシエチル、ブチル、イソブチル、ジブチル、ジイソブチル、ベンジルブチ
ル、ヘプチル、2-エチルヘキシル、ベンジルオクチル、ジオクチル、ジイソオクチル、イ
ソノニル、イソデシル、ジイソデシル、トリデシルまたはオクチルデシル基を挙げること
ができる。
【００４２】
　とりわけ、アジピン酸(即ち、アジペート、n = 4)、アゼライン酸(即ち、アゼレート、
n = 7)またはセバシン酸(即ち、セバケート、n = 8)のジエステル、とりわけ、アジピン
酸のジエステル即ちアジペート(上記式(I)において、n = 4)を使用する。
　一般式(I)のアジペート類は、極めて長い間、プラスチックおよび各種他のポリマー、
例えば、ゴム用の可塑剤として知られている。これらのアジペートは、“Oils, Plastici
zers and Other Rubber Chemicals”と題する前述の論文において詳細に記載されている
。
【００４３】
　さらに好ましくは、式(I)のアジペートのうちでは、下記の式(II)で表されるアジペー
トを使用する：
　　　　　　　　　　　　H2m+1Cm-O-OC-(CH2)4-CO-O-CmH2m+1
 (式中、mは、1～30、より好ましくは4～15、とりわけ7～13で変動する)。
　相応する好ましい分子量は、典型的には286～567g/モル、より好ましくは342～511g/モ
ルの範囲内に含まれる。
【００４４】
　これらの式(II)のアジペートは、商業的に入手可能である；これらのアジペートは、PV
Cのような硬質プラスチックの可塑化用として本質的に開発されてきた。例えば、Exxon M
obil社から販売されている“Jayflex”シリーズの可塑剤、とりわけ、アジペート“Jayfl
ex DIOA”(式IIにおいてm = 8、即ち、アジピン酸ジイソオクチル)、“Jayflex DINA”(m
 = 9、即ち、アジピン酸ジイソノニル)、“Jayflex DIDA”(m = 10、即ち、アジピン酸ジ
イソデシル)または“Jayflex DTDA”(m = 13、即ち、アジピン酸ジトリデシル)を挙げる
ことができる。
　式(II)のアジペートの多の例としては、Bayer社からの“Adimoll”シリーズ、C.P. Hal
l社からの“Plasthall”シリーズまたはLonza社からの“Diplast”シリーズの可塑剤を挙
げることができる。
　式(II)の好ましいアジペートは、アジピン酸ジイソオクチル(m = 8)、アジピン酸ジイ
ソノニル(m = 9)、アジピン酸ジイソデシル(m = 10)およびアジピン酸ジトリデシル(m = 
13)である。
【００４５】
　本発明のトレッドのゴム組成物においては、カルボン酸ジエステルの量は、好ましくは
、好ましくは、5～60pceである。この下限値よりも低いと、目標とする技術的効果が不適
切であることが判明し得ており、一方、60pceよりも多いと、グリップ性低下のリスクが
存在する。これらの理由により、ジエステルの量は、より好ましくは5～40pce、さらによ
り好ましくは10～30pceである。
　本発明のトレッドにおける可塑化系の全体量に関しては、その量は、好ましくは10～10
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0pce、より好ましくは20～80pce (とりわけ20～50pce)である。
　この項で説明しているカルボン酸ジエステル、とりわけアジペートは、全て、周囲温度
(23℃)では液体である。これらのジエステルは、典型的に－80℃よりも低いTgを示す。従
って、本発明の特定の実施態様によれば、これらのジエステルは、本発明のトレッド中に
存在するジエンエラストマーの増量オイルとして全部または一部使用し得る。
【００４６】
　II-4. 各種添加剤
　また、本発明に従うトレッドにおいて使用するゴム組成物は、例えば、他の可塑剤、好
ましくは非芳香族または極めて僅かに芳香族系の可塑剤、例えば、ナフテン系またはパラ
フィン系オイル、MESまたはTDAEオイル、グリセリンエステル(とりわけ、トリオレート)
、とりわけナタネまたはヒマワリ植物油のような天然エステル；顔料；オゾン劣化防止ワ
ックス、化学オゾン劣化防止剤、酸化防止剤のような保護剤；疲労防止剤；補強用樹脂；
メチレン受容体(例えば、フェノールノボラック樹脂)またはメチレン供与体(例えば、HMT
またはH3M)；イオウまたはイオウ供与体および/または過酸化物および/またはビスマレイ
ミドをベースとする架橋系；加硫促進剤；加硫活性化剤または戻り防止剤のような、その
ようなトレッドの製造を意図するエラストマー組成物において一般的に使用する通常の添
加剤の全部または１部を含み得る。
【００４７】
　また、これらの組成物は、カップリング剤以外に、カップリング活性化剤、無機充填剤
の被覆用の薬剤、またはゴムマトリックス中での充填剤の分散性の改善および組成物の粘
度の低下により、公知の方法で、生状態における組成物の加工特性を改善することのでき
るより一般的な加工助剤も含有し得、これらの薬剤は、例えば、アルキルアルコキシシラ
ンのような加水分解性シラン類；ポリオール類；ポリエーテル類；第１級、第２級または
第３級アミン類；または、ヒドロキシル化または加水分解性ポリオルガノシロキサン類で
ある。
【００４８】
　II-5. ゴム組成物の製造
　上記組成物は、適切なミキサー内で、当業者にとって周知の２つの連続する製造段階、
即ち、110℃～190℃、好ましくは130℃～180℃の最高温度までの高温で熱機械的に加工ま
たは混練する第１段階(“非生産”段階)、並びに、その後の典型的には110℃よりも低い
、例えば、40℃～100℃の低めの温度で機械加工する第２段階(“生産”段階)を使用して
製造し、この仕上げ段階において架橋系を混入する。
【００４９】
　改良された耐摩耗性と改良された湿潤グリップ性の双方を示すタイヤトレッドを製造す
る本発明に従う方法は、下記の工程：
　‐ジエンエラストマー中に、第１段階(“非生産”段階)において、少なくとも１種の補
強用充填剤および１種の可塑化系を混入し、全てを、1回以上、110℃～190℃の最高温度
に達するまで熱機械的に混練する工程；
　‐混ぜ合せた混合物を100℃よりも低い温度に冷却する工程；
　‐その後、第２段階(“生産”段階)において、架橋系を混入する工程；
　‐全てを110℃よりも低い最高温度まで混練する工程；
　‐そのようにして得られたゴム組成物をタイヤトレッドの形に押出加工する工程；
を含み、そして、上記可塑化系が、Tgが0℃よりも高い可塑化用炭化水素樹脂および上記
の式(I)に、好ましくは上記式(II)で表されるカルボン酸ジエステルを組合せて含むこと
を特徴とする。
【００５０】
　例えば、上記非生産段階は、１回の熱機械段階で実施し、その間に、第１工程において
、全ての必須ベース成分(ジエンエラストマー、補強用充填剤およびカップリング剤、必
要に応じての可塑化系)を、通常の密閉ミキサーのような適切なミキサー内に導入し、次
いで、第２工程において、例えば1～2分後の混練後、架橋系を除いた他の添加剤、任意構
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成成分としてのさらなる被覆剤および加工助剤を導入する。そのようにして得られた混合
物を冷却した後、その場合は、架橋系を開放ミルのような開放ミキサー内に導入し、低温
(例えば、40℃～100℃)に維持する。その後、混ぜ合せた混合物を、数分間、例えば、2～
15分間混合する(生産段階)。
【００５１】
　架橋系は、好ましくは、イオウおよび促進剤をベースとする加硫系である。イオウの存
在下にジエンエラストマーの加硫促進剤として作用し得る任意の化合物、とりわけ、2-メ
ルカプトベンゾチアジルジスルフィド(“MBTS”と略記する)、N-シクロヘキシル-2-ベン
ゾチアゾールスルフェンアミド(“CBS”と略記する)、N,N-ジシクロヘキシル-2-ベンゾチ
アゾールスルフェンアミド(“DCBS”と略記する)、N-tert-ブチル-2-ベンゾチアゾールス
ルフェンアミド(“TBBS”と略記する)、N-tert-ブチル-2-ベンゾチアゾールスルフェンイ
ミド(“TBSI”と略記する)およびこれらの化合物の混合物からなる群から選ばれる化合物
を使用し得る。好ましくは、スルフェンアミドタイプの一次促進剤を使用する。
　さらに、この加硫系には、各種既知の二次促進剤または加硫活性化剤、例えば、酸化亜
鉛、ステアリン酸、グアニジン誘導体(とりわけ、ジフェニルグアニジン)等を、上記第１
非生産段階中および/または上記生産段階中に混入する。イオウの量は、例えば、0.5～3.
0pceであり、また、一次促進剤の量は、好ましくは、0.5～5.0pceである。
　加硫(即ち硬化)は、公知の方法で、一般的には130℃～200℃の温度で、とりわけ硬化温
度、使用する加硫系および検討中の当該組成物の加硫速度に応じて、例えば、5～90分で
変動し得る十分な時間で実施する。
　本発明は、“生”状態(即ち、硬化前)および“硬化”または加硫状態(即ち、加硫後)双
方の上述のトレッドに関する。
【実施例】
【００５２】
　III. 本発明の実施例
　III-1. ゴム組成物およびトレッドの製造
　下記の試験を、以下の方法で実施する：加硫系を除いた、補強用充填剤、カップリング
剤、可塑化系、ジエンエラストマーおよび各種他の成分を、70%まで満たし且つ約60℃の
初期容器温度を有する密閉ミキサーに連続的に導入する。その後、熱機械加工(非生産段
階)を１段階で実施し、この段階は、165℃の最高“落下”温度に達するまで合計で約3～4
分間続く。
　そのようにして得られた混合物を回収し、冷却し、その後、イオウおよびスルフェンア
ミドタイプの促進剤を30℃の開放ミキサー(ホモ・フィニッシャー)において混入し、混ぜ
合せた混合物を適切な時間(例えば、5～12分間)混合する(生産段階)。
　そのようにして得られた組成物を、その後、その物理的または機械的性質の測定のため
のゴムのプラーク(2～3mm厚)または薄シートの形にカレンダー加工するか、或いは乗用車
タイヤトレッドの形に押出加工する。
【００５３】
　III-2. ゴム試験およびタイヤ走行試験
　これらの試験の目的は、従来技術の２種の対照組成物との比較において、本発明に従う
トレッド用に意図するゴム組成物の改良された性能を実証することである。
　このために、シリカおよびカーボンブラックで補強したジエンエラストマー(SSBRとBR
とのブレンド)をベースとするC-1、C-2およびC-3と記す３種の組成物を製造する。３種の
組成物は、トレッドの製造およびこれらのトレッドを含むタイヤでの走行試験の実施を可
能にするのに十分に大きいミキサー内で製造する。
【００５４】
　試験する３種の組成物は、第１の可塑剤としての同一の可塑化用炭化水素樹脂(ポリリ
モネン)と第２の可塑剤としての各種タイプの化合物とを組合せて含む使用可塑化系以外
は同一である。
　‐組成物C-1：ポリリモネン樹脂＋MESオイル；
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　‐組成物C-2：ポリリモネン樹脂＋ヒマワリ油；
　‐組成物C-3：ポリリモネン樹脂＋カルボン酸ジエステル。
　本明細書の序文において説明しているように、組成物C-1およびC-2は、一方で耐磨耗性
の点(組成物C-1)での、他方で湿潤グリップ性の点(組成物C-2)でのその優れた性能の裏付
けをさらになお提供している本出願法人における参照組成物である。
【００５５】
　MES(“軽度抽出溶媒和物(Medium Extracted Solvates)”)オイルは、DAE(“留出芳香族
抽出物(Distillate Aromatic Extracts)”)オイルの名称で知られている高レベルの芳香
族物質を含む通常の石油系芳香族オイルとの比較において、極めて低レベルのポリ芳香族
物質(ほぼ20～50倍低い)に特徴を有する“非芳香族”タイプのオイルである。ヒマワリ植
物油は、前記の出願WO-A-2004/022644号において推奨されているように、“オレイン”ヒ
マワリ油であり、極めて高レベルのオレイン酸を含む(該脂肪酸全体の少なくとも85質量
％)。
　従って、組成物C-3のみが、本発明に従う。
【００５６】
　表１および２は、上記３種の組成物の構成(表１：“pce”即ちエラストマー(１種以上)
の100質量部当りの質量部で表した各種成分量)および硬化(150℃で30分)前後のこれら組
成物の諸性質を示している；加硫系は、イオウおよびスルフェンアミドからなる。
　表２における各種結果を検証すると、測定した諸ゴム特性は、硬化前後において、組成
物間で互いに実質的に同等であることが示されている。
　従って、これらの性質においては、下記で詳細に説明するように、本発明のトレッドに
おいて予期に反して観察されている改良された走行性能を当業者が予測するのを可能にす
るものは何もなかった。
【００５７】
　その後、３種の組成物を、通常に製造し、トレッドの構成ゴム組成物、即ち、対照タイ
ヤ(それぞれ、T-1およびT-2と記す)用の組成物C-1およびC-2並びに本発明のタイヤ(T-3と
記す)用の組成物C-3は別にして全ての点で同一である、195/65 R15のサイズ(速度格付け 
H)を有するラジアルカーカス乗用車タイヤのトレッドとして試験した。
　各タイヤを、前出の項I-6の説明に従って試験した(グリップ試験においては“Volvo S6
0”車；耐摩耗性試験においては“Mercedes C200”車)。
　得られた回転結果は、下記の表３に示している。
【００５８】
　上記の結果は、タイヤT-1およびT-2と比較して、本発明のタイヤ(T-3)のみが、これら
のT-3タイヤにおいては下記でもって、試験した３つの基準の各々に関して100よりも高い
点数を得ていることを明白に示している：
　‐耐摩耗性基準に関しては参照を決して構成しない組成物C-1の可塑化系(ポリリモネン
＋MESオイル) (前出の出願WO-A-2005/087859号参照)に対して有意に増強された耐摩耗性
のみならず；
　‐１部では湿潤グリップ性の基準に関するもう１つの参照を構成する組成物C-2の可塑
化系(ポリリモネン＋ヒマワリ油) (前出の出願WO-A-2004/022644号参照)に対して極めて
実質的に改良されたグリップ性。
【００５９】
　本発明に従わない他のタイヤ(表３においてT-4と記す)を、ポリリモネン樹脂とエステ
ル可塑剤群からの他の可塑剤、この場合は、フタレートジエステル(フタル酸ジイソノニ
ル；Exxon Mobil社からの“Jayflex DINP”)を組合せて使用することによって製造した；
タイヤT-3とT-4のトレッドの配合は、使用したジエステル可塑剤の性質を別にして同一で
あった。表３に示す走行試験の結果は、共に著しく優れている耐摩耗性および湿潤グリッ
プ性によって、本発明のトレッドの優位性を明白に確証している。
　従って、その新規な特定の可塑化系によって、本発明のトレッドは、従来技術において
既知の最良のタイヤトレッドとの比較において、転がり抵抗性、耐摩耗性および湿潤グリ
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している。
【００６０】
表１

(1) 25%のスチレン、64%の1,2-ポリブタジエン単位および25%のトランス-1,4-ポリブタジ
エン単位を含むSSBR (Tg = -18℃)；
(2) 4.3%の1,2-、2.7%のトランス-1,4-、93%のシス-1,4-を含むBR (Tg = -106℃)；
(3) Rhodia社からのシリカ“Zeosil 1165MP”、“HDS”タイプ (BETおよびCTAB：約160 m
2/g)；
(4) カップリング剤TESPT (Rhodia社からの“Si69”)；
(5) カーボンブラックN234 (ASTM級)；
(6) ポリリモネン樹脂(DRT社からの“Dercolyte L120”
(7) MESオイル (Shell社からのCatenex SNR)；
(8) グリセリントリオレート(85質量％のオレイン酸を含むヒマワリ油；Novance社からの
“Lubrirob Tod 1880”)；
(9) アジピン酸ジイソデシル(Exxon Mobil社からの“Jayflex DIDA”
(10) ジフェニルグアニジン (Flexsys社からの“Perkacit DPG”)
(11) N-(1,3-ジメチルブチル)-N-フェニル-パラ-フェニレンジアミン (Flexsys社からの
“Santoflex 6-PPD”)；
(12) CBS (Flexsys社からの“Santocure)
【００６１】
表２



(17) JP 5378230 B2 2013.12.25

10

20

【００６２】
表３

100よりも高い値が、基礎点100の対照T-1と対比して改良された性能を示す。
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