
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次の逐次工程：
　（Ａ）  少なくとも１つの予備混合工程において、次の成分を合計混合時間２～２０分
間、１４０～１９０℃に熱機械混合すること：
　（ｉ）  共役ジエン単独重合体および共重合体、並びに少なくとも１種の共役ジエンと
芳香族ビニル化合物との共重合体から選択される少なくとも１種の加硫性エラストマー１
００重量部、
　（ｉｉ）  沈降シリカ、アルミナ、アルミノシリケートおよびカーボンブラックのうち
の少なくとも１種を含む粒状充填材１５～１００ｐｈｒ、ここで上記充填材は５～８５重
量％のカーボンブラックを含有する、
　（ｉｉｉ）  式：Ｚ－Ｒ１ －Ｓｎ －Ｒ１ －Ｚ［式中、ｎは２～８の整数であり；Ｚは
【化１】
　
　
　
　
　
　
（式中、Ｒ２ は同じものでも異なるものでもよく、炭素原子数１～４のアルキル基および
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フェニルよりなる群から個々に選択され；Ｒ３ は同じものでも異なるものでもよく、炭素
原子数１～４のアルキル基、フェニル、炭素原子数１～８のアルコキシ基および炭素原子
数５～８のシクロアルコキシ基よりなる群から個々に選択され；そしてＲ１ は合計炭素原
子数が１～１８の置換または非置換アルキレン基および合計炭素原子数が６～１２の置換
または非置換アリーレン基よりなる群から選択される）
よりなる群から選択される］
の少なくとも１種のオルガノシランポリスルフィド化合物

を、
上記粒状充填材１重量部当たり０．０５～２０重量部；
　（ｉｖ）  （ａ）  （１）元素硫黄および（２）１４０℃～１９０℃で硫黄の少なくとも
一部を放出する性質を有する硫黄含有ポリスルフィド系有機化合物としての少なくとも１
種の硫黄供与体、のうちの少なくとも１種から選択される遊離硫黄源、但し、上記元素硫
黄の添加からおよび上記硫黄供与体の添加から得られる上記遊離硫黄の合計は０．０５～
２ｐｈｒである、並びに（ｂ）上記のような硫黄供与体ではない硫黄加硫性エラストマー
のための少なくとも１種の加硫促進剤０．１～０．５ｐｈｒ
から選択される化合物としての少なくとも１種の追加添加剤；並びに
　（Ｂ）  その後、最終熱機械混合工程において、上記成分を１００～１３０℃で１～３
分間、０．４～３ｐｈｒの元素硫黄および少なくとも１種の硫黄加硫促進剤と混合するこ
と、但し、上記予備混合工程で導入される元素硫黄および／または遊離硫黄と、上記最終
混合工程で加えられる元素硫黄との合計は０．４５～５ｐｈｒである
を含んでなるゴム組成物の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法によって製造される組成物。
【請求項３】
　請求項２に記載のゴム組成物を含むタイヤトレッド。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、シリカ強化材を含むゴム組成物の製造、および比較的高純度のオルガノシラン
ジスルフィドの形のシリカカップリング剤すなわち接着剤の使用に関する。
【０００２】
本発明はまた、トレッドを有するタイヤの製造に関する。１つの態様において、ゴム組成
物は、シリカ、アルミナおよび／またはアルミノシリケート、任意にカーボンブラック、
および比較的高純度のオルガノシランジスルフィドの形のシリカカップリング剤すなわち
接着剤の組み合わせで強化された、加硫性（加硫可能な）ゴムよりなる。
【０００３】
【従来の技術】
高い強度および耐摩耗性を必要とするゴムを利用する各種用途、特にタイヤおよび各種工
業製品のような用途の場合、かなりの量の強化充填材を含有する加硫ゴムが用いられる。
カーボンブラックはそのような目的に一般に用いられ、通常、加硫ゴムに良好な物理的特
性をもたらしたり、またはそれらの特性を高める。粒状沈降シリカは、特にシリカをカッ
プリング剤と共に使用するとき、そのような目的に時々使用される。場合によっては、シ
リカとカーボンブラックとの組み合わせが、タイヤ用トレッドを含めた各種ゴム製品のた
めの強化充填材用として用いられる。
【０００４】
場合によっては、アルミナはそのような目的に単独でまたはシリカとの組み合わせの形で
用いられてきた。”アルミナ”という用語は、シリカ酸化物、すなわちＡｌ 2Ｏ 3としてこ
こでは説明することができる。アルミナをゴム組成物に用いることは例えば米国特許第５
，１１６，８８６号およびヨーロッパ特許公開公報ＥＰＯ　６３１，９８２　Ａ２に記載
されている。
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【０００５】
アルミナは様々な形、例えば酸性、中性および塩基性の形にしうることは認められている
。一般に、ここでは中性の形が好ましいと考える。
【０００６】
場合によっては、アルミノシリケートをそのような目的に用いうる。”アルミノシリケー
ト”という用語は、二酸化珪素の珪素原子がアルミニウム原子で自然にまたは合成的に部
分的に置き換えられている、すなわち置換されている天然または合成物質として説明する
ことができる。例えば、二酸化珪素の珪素原子の約５～約９０％、あるいは約１０～約８
０％がアルミニウム原子で自然にまたは合成的に置き換えられる、すなわち置換されると
アルミノシリケートになる。そのような製造に適した方法は、例えば、シリケートとアル
ミネートとの塩基性溶液または混合物のｐＨ調整による共沈殿によるもの、また例えば、
ＳｉＯ 2、または二酸化珪素表面上のシラノールと、ＮａＡｌＯ 2との化学反応によるもの
として説明しうる。例えば、そのような共沈殿法では、合成共沈殿アルミノシリケートは
その表面の約５～約９５％がシリカ部分、および対応して、その表面の約９５～約５％は
アルミニウム部分よりなる。
【０００７】
天然アルミノシリケートの例は、白雲母、ベリル、ジクロイト、セピオライトおよびカオ
リナイトである。合成アルミノシリケートの例は、ゼオライト、および例えば式［（Ａｌ

2Ｏ 3） x・（ＳｉＯ 2） y・（Ｈ 2Ｏ） z］；［（Ａｌ 2Ｏ 3） x・（ＳｉＯ 2） y・ＭＯ］（式中
、Ｍはマグネシウムまたはカルシウムである）で表されるものである。アルミノシリケー
トをゴム組成物に用いることは、例えば米国特許第５，１１６，８８６号、ヨーロッパ特
許公開公報ＥＰＯ　０６３，９８２　Ａ２、 、第５
０巻、６０６頁（１９８８）および第６０巻、８４頁（１９８３）に記載されている。
【０００８】
一般に、シリカを、シリカカップラーまたはシリカ接着化合物もしくはカップリング剤と
も呼ばれるカップリング剤と併用しなければ、カーボンブラックがシリカよりもずっと効
果的なゴム製品用、特にゴムタイヤトレッド用強化充填材であると認識することは重要な
ことである。
【０００９】
そのようなシリカカップリング剤すなわちシリカ接着剤は、例えば、シリカ粒子と予備混
合または予備反応させるか、あるいはゴム／シリカ加工または混合段階の間にゴム混合物
に加える。カップリング剤およびシリカをゴム／シリカ混合または加工段階の間に別々に
ゴム混合物へ加えるのならば、カップリング剤はその場でシリカと化合すると考えられる
。
【００１０】
特に、そのようなカプリング剤は、時には、シリカ表面と反応しうる構成成分もしくは部
分（シラン部分）、およびまた、炭素－炭素二重結合すなわち不飽和を含むゴム、特に加
硫性ゴムと反応しうる構成成分もしくは部分を有するオルガノシランポリスルフィドのよ
うなオルガノシランよりなる。このように、その後、カップリング剤はシリカとゴムとの
間の結合ブリッジとして働いて、シリカのゴム強化作用を高める。
【００１１】
シリカおよびゴムの化合に用いられるカップリング剤は多数示されており、例えばポリス
ルフィドブリッジ部分が２～８個の硫黄単位よりなるポリスルフィド成分もしくは構造を
含むシランカップリング剤、例えばＤｅｇｕｓｓａ社からＳｉ６９として入手しうるビス
－（３－トリエトキシシリルプロピル）テトラスルフィドとも呼ばれるオルガノシランポ
リスルフィドがある。そのような”テトラスルフィド”の硫黄ブリッジ部分は、平均約３
．５～約４個の結合硫黄原子を有するが、実際は約２～約６または８個の結合硫黄原子を
そのブリッジ部分に有し、そのブリッジ部分の２５％以下は２個の結合硫黄原子を含むと
理解されている。従って、その硫黄ブリッジ部分の少なくとも７５％は３個以上の結合硫
黄原子を含むとここでは考えられる。例えば、米国特許第４，０７６，５５０号；第４，
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７０４，４１４号；および第３，８７３，４８９号参照。
【００１２】
遊離硫黄は例えば約１５０℃以上の温度で遊離されるので、硫黄ブリッジ部分に３個以上
の結合硫黄原子を含むそのようなオルガノシランポリスルフィドはまた、加硫性エラスト
マーの加硫または部分加硫に関係する遊離硫黄の遊離のための硫黄供与体としても作用す
ることが分かる。上記の温度はおおよその温度であり、その温度は様々な個々のオルガノ
シランポリスルフィドの選択並びに他のファクターによって決まるとここでは考えるが、
約１５０℃より低い温度では、それらの硫黄ブリッジ部分に３～８個の硫黄原子を含むた
いていの実用的なオルガノシランポリスルフィドの場合、遊離硫黄の遊離は、もし生じた
としても、比較的遅い速度で生じると考えられる。
【００１３】
そのような温度は、例えば予備的に、または一般的には遊離硫黄、硫黄供与体および／ま
たはゴム加硫促進剤を除いた、ゴムおよびゴム配合成分を混合する、非生産的（ non-prod
uctive）とも呼ばれる予備混合工程で経験的に分かるものである。そのような混合は、例
えば約１４０℃～約１８０℃で一般に行われ；少なくとも一部の混合は少なくとも１６０
℃以上で行われる可能性が最も高い。少量の遊離硫黄はその後、不飽和エラストマーとの
化合および／またはおそらく部分的な加硫に用いられ、これとシリカおよびカップリング
剤とはそのような混合段階で混合される。
【００１４】
各種オルガノシランポリスルフィドとしてのビス－（３－トリエトキシシリルプロピル）
ジスルフィドはまた、高純度の形としても、シリカ含有加硫性エラストマー組成物のため
のシリカカップリング剤として有用であることが、例えば米国特許第４，０４６，５５０
号およびドイツ特許公開公報ＤＴ２，３６０，４７１号に示されている。しかしながら、
そのようなジスルフィドは上記のゴム／シリカ／カップリング剤混合操作で遊離硫黄を普
通は遊離しないとここでは考えられる。
【００１５】
実際に、硫黄で加硫されたエラストマー製品は、ゴムおよび各種成分を順次段階的に熱機
械混合し、次に、配合ゴムを成形および硬化して加硫製品を形成することにより一般に製
造される。
【００１６】
まず、一般的には硫黄および加硫促進剤を除いた、ゴムおよび各種成分の上記混合のため
に、エラストマーおよび各種ゴム配合成分は適当な混合機中において少なくとも１つの、
通常は少なくとも２つの予備熱機械混合工程で一般に混合される。そのような予備混合は
非生産的混合、または非生産的混合工程もしくは段階としばしば呼ばれる。そのような予
備混合は約１４０℃～１９０℃、しばしば約１５０℃～１８０℃で通常行われる。
【００１７】
そのような予備混合段階の後、生産的混合段階とも呼ばれる最終混合段階で、硫黄および
加硫促進剤、並びにおそらく１種以上の添加成分がゴム配合物または組成物と、一般には
約１００℃～約１３０℃で混合される。この温度は、スコーチングとも呼ばれるゴム組成
物の加硫性ゴムの早期硬化を妨げるために、予備混合段階で用いた温度よりは低い温度で
ある。
【００１８】
ゴム配合物または組成物とも呼ばれるゴム混合物は、時には、上記各種混合段階の間の中
間ロール練り工程の後または間に、約５０℃以下の温度に一般に冷却される。
【００１９】
中間ロール練り混合工程を含めたそのような逐次の非生産的混合段階および最終混合工程
は、ゴム混合分野の業者には周知のことである。
【００２０】
熱機械混合とは、ゴム配合物、すなわちゴムおよびゴム配合成分の組成物が、自己加熱を
生じる高剪断条件下でゴム混合物内で混合され、主に、ゴム混合機中におけるゴム混合物
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内の剪断および摩擦による混合の結果、温度上昇が伴うことを意味する。
【００２１】
そのような熱機械的なゴム配合物の混合方法並びにそれに伴う剪断および温度上昇は、ゴ
ムの製造および混合分野の業者には周知のことである。
【００２２】
オルガノシランポリスルフィド（オルガノシリコンポリスルフィドとも呼ばれる）をシリ
カ強化加硫性ゴム組成物中のシリカカップリング剤として使用する場合、これは前に指摘
したような１つ以上の予備的な非生産的混合段階で一般に加えられ、例えば約１４０℃～
約１９０℃、あるいは約１５０℃～約１８０℃で一般に混合される。
【００２３】
【発明が解決しようとする課題】
特有なことに、上記の３つ以上の結合または連続結合ブリッジ硫黄単位を含むオルガノシ
ランポリスルフィドを用い、そしてこれを、加硫性エラストマー、シリカおよび関連配合
成分を混合して例えば約１４０℃～約１８０℃にする上記の予備混合段階で加えるとき、
ここで少なくとも３つの化学反応が生じると考えられる。
【００２４】
第１の反応は比較的速い反応であり、これはシリカと、オルガノシランポリスルフィドの
ようなオルガノシランのシラン部分との間で生じるとここでは考えられる。そのような反
応は比較的低い温度、例えば約１２０℃で生じうる。そのような反応は、オルガノシラン
ポリスルフィドをシリカカップリング剤として使用する加硫性エラストマーのシリカによ
る強化を経験した者には周知のものである。
【００２５】
第２および第３の反応は、オルガノシランポリスルフィドすなわちカップリング剤のポリ
スルフィド部分と、炭素－炭素二重結合を含む加硫性エラストマーとの間でより高い温度
、例えば約１４０℃より上の温度で生じるとここでは考えられる。１つ以上のそのような
第２および第３の反応は、そのような分野の業者また経験者には周知のものである。
【００２６】
上記の第２の反応は、オルガノシランポリスルフィドの硫黄とエラストマーの重合体鎖の
炭素との（おそらくアルファ炭素原子の、エラストマーの炭素－炭素二重結合への）共有
結合による、オルガノシランポリスルフィドのエラストマー主鎖へのグラフトの程度と一
致するとここでは考えられる。そのようなメカニズムについては文献（Ｓ．Ｗｏｌｆｆ、

、５５（１９８２）、９６７）に記載されている。
この反応は、シリカ強化加硫性ゴム組成物または場合により加硫されたゴム組成物におけ
るオルガノシランポリスルフィドカップリング剤の強化作用の鍵であるとここでは考えら
れる。
【００２７】
第３の反応は、硫黄供与体、すなわち遊離硫黄を提供するものとしてのオルガノシランポ
リスルフィドによるものとここでは考えられる。オルガノシランポリスルフィドのＳ x（
ｘは３以上である）ブリッジの熱安定度の性質から、ゴム組成物の熱機械的混合に関係す
るエネルギーおよび関連して得られる温度、特に約１５０℃～約１８０℃の温度は、３つ
以上の結合硫黄原子の硫黄ブリッジを有するオルガノシランポリスルフィドの硫黄ブリッ
ジを壊すのに十分であるとここでは考えられる。従って、少量の遊離硫黄が通常形成され
る。そのような少量の遊離硫黄はその後、通常のエラストマーの加硫のようにして、エラ
ストマーの部分加硫に用いられる。そのような部分加硫すなわち硬化は、そのような加硫
がシリカカップリング剤すなわち接着剤によるシリカのゴムへのカップリングの直接的な
態様としてはここでは考えられないという意味で多少副反応と考えることができる。事実
、遊離硫黄によるエラストマーのそのような予備もしくは部分加硫または部分架橋が原因
で加工が著しく難しくなり、得られるゴム組成物の粘度が高くなりすぎて一般的なゴム混
合および／または加工装置でうまく処理できなかったり、あるいは得られるゴム組成物の
粘度がゴムのバッチごとに多少異なったり、特にゴム組成物の混合時間または温度が増加
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する方向に変化するかもしれない。
【００２８】
従って、および一部は、高剪断条件下の約１４０℃～約１８０℃の上記ゴム組成物混合工
程で生じる上記の望まれるシラン－重合体化学反応と、３つ以上の結合硫黄原子のブリッ
ジを含むオルガノシランポリスルフィドの硫黄供与体作用との組み合わせが複雑であると
いう理由で、物理的性質が一致しないゴム製品によって証明されるように、各ゴム混合物
からばらつきのないゴム製品を得ることは時には難しかった。従って、場合によっては実
際的であっても、可能な反応メカニズムの複雑性が、上記の多数の化学反応を生じながら
の、特に非生産的混合工程の間の、オルガノシランポリスルフィド反応とゴム加工との全
体反応の適切な制御を非常に困難にしている。
【００２９】
【課題を解決するための手段】
一方のシランカップリング剤とエラストマーとの間の上記共有結合形成（上記第２反応）
および他方の上記硫黄供与体作用（上記第３反応）が、少なくともオルガノシランポリス
ルフィドに関する限り互いに関係していない（脱カップルしている）場合、非常に異なる
かつより制御可能な硫黄／ゴム相互作用を行いうることを提案し、そして後記のようにこ
のことを見いだした。
【００３０】
事実、そのように互いに無関係であること（脱カップリング）は本発明の重要かつ重大な
側面であるとここでは考える。
【００３１】
脱カップリング作用を達成するためには、オルガノシランポリスルフィドを、ポリスルフ
ィドがジスルフィドまたは少なくとも比較的高純度のジスルフィドに限られるオルガノシ
ランポリスルフィドに限定する。そのような高純度オルガノシランジスルフィドは、含有
しているとしても最少限の、３つ以上の結合硫黄原子の硫黄ブリッジを含むオルガノシラ
ンポリスルフィドを含有する。
【００３２】
オルガノシランジスルフィドの作用は、例えば次のように説明しうる：
第１に、オルガノシランジスルフィドのジスルフィド部分は、全体混合時間が約１５分未
満またはことによると２０分以上ものゴム混合機（１つ以上）における１４０℃～１８０
℃の上記予備的非生産的ゴム混合工程の間、特に、一般的なゴム混合工程または場合によ
っては連続混合工程の比較的短い個々の混合時間の間、認めうるほどにまたは容易に遊離
硫黄を形成しない。これは、オルガノシランポリスルフィドの場合、ジスルフィドブリッ
ジの硫黄－硫黄結合および／またはジスルフィドブリッジに隣接する炭素－硫黄結合を壊
すのに要するエネルギーが、その他の点では似たオルガノシランポリスルフィドにおける
３つ以上の結合硫黄原子を含むポリスルフィドブリッジのそのような結合を同様に壊すの
に要するエネルギーよりもはるかに大きいからである。
【００３３】
従って、加硫性ゴム、シリカおよびオルガノシランポリスルフィドを高温度で混合する方
法において、オルガノシランポリスルフィドとエラストマーとの間の共有結合の形成に関
係する反応（上記第２反応）は、硫黄供与作用（上記第３反応）から脱カップリングする
ことができ、これはそのようなオルガノシランポリスルフィドを、ポリスルフィドを比較
的高純度のジスルフィドに変えた形で、別にかつ独立して加える加硫促進剤、または遊離
もしくは元素硫黄の硫黄源、あるいは加硫促進剤と硫黄源との組み合わせと組み合わせて
、少なくとも１つの上記予備ゴム組成物混合工程で用いることによって達成しうる。
【００３４】
そのような硫黄源は、例えば元素硫黄すなわちＳ 8それ自体、または硫黄供与体の形であ
る。硫黄供与体は、約１４０℃～約１９０℃で遊離もしくは元素硫黄を放つ硫黄含有有機
化合物としてここでは考える。そのような硫黄供与体は例えばポリスルフィド加硫促進剤
およびポリスルフィドブリッジに少なくとも３つの結合硫黄原子を有するオルガノシラン
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ポリスルフィドであるが、これらに限定されない。
【００３５】
混合物へ加える遊離硫黄源の量は、上記オルガノシランジスルフィドの添加とは比較的無
関係な選択問題として調整することができる。従って、例えば、硫黄源の独立した添加は
、その添加量によって、およびゴム混合物へのシリカ強化材のような他の成分の添加に対
する添加順序によって調整しうる。
【００３６】
そのようにして、硫黄ブリッジ部分に２つの結合硫黄原子を有するオルガノシランジスル
フィドを、上記の第１および第２関連反応に用いることができ、そして硫黄源、特に遊離
硫黄源の独立した添加を、上記の第３反応に主に用いることができる。
【００３７】
従って、上記反応の少なくとも部分的な脱カップリングがなされているとここでは考えら
れる。
【００３８】
予備的なゴム混合工程における上記のシラン／シリカ相互作用と組み合わせた、硫黄／ゴ
ム相互作用のそのような調整は、公知の従来の慣行からかなり離れているとここでは考え
られる。
【００３９】
これまでの特許公報に、オルガノシランジスルフィドをシリカカップリング剤としてエラ
ストマー配合物中に使用することが記載されていることは認められる。例えば、米国特許
第４，０７６，５５０号およびドイツ特許公開公報ＤＴ２，３６０，４７０Ａｌを参照。
しかしながら、伴う硫黄／エラストマー相互作用を調整する手段として、予備的なゴム－
シリカ混合工程において比較的高純度のオルガノシランジスルフィドを遊離硫黄源の独立
した添加と組み合わせて用いる本発明の上記の方法は、従来の慣行から離れた発明性のあ
るものと考えられる。そのような方法は、ゴム配合物の物理的性質のよりすぐれた再現性
、並びに調整可能な反応作用によって示されるようなかなり大きな融通性を配合または混
合にもたらすことが認められた。
【００４０】
上記の発明概念に加え、また、一般に約１／５０～約１／２のアルキルシラン対オルガノ
シランジスルフィドのモル比での、アルキルシランのカップリング剤系（オルガノシラン
ジスルフィド並びに追加遊離硫黄源および／または加硫促進剤）への添加は、ゴム組成物
または配合物、加工、並びに水分および／またはオゾンにさらされるような老化条件下で
通常生じる配合物の老化についてのさらにすぐれた調整を促すとここでは考えられる。
【００４１】
ここで使用される”ｐｈｒ”という用語は、従来の慣行に従って、”ゴムすなわちエラス
トマー１００重量部当たりの各材料の部”を意味する。
【００４２】
本発明の説明において、”ゴム”および”エラストマー”という用語がここで使用されて
いるならば、これは断りがなければ置き換えて使用してもよい。”ゴム組成物”および”
ゴム配合物”という用語がここで使用されているならば、これらは各種成分および材料と
配合または混合したゴムを意味し、そして”ゴムの配合”または”配合”はそのような材
料の混合を指すのに用いうる。そのような用語はゴムの混合またはゴムの配合分野の業者
にとって周知である。
【００４３】
エラストマーのＴｇがここで使用されているならば、これは１０℃／分の加熱速度で示差
走査熱量計によって測定することができるガラス転移温度を指す。
【００４４】
本発明の１つの態様によると、ゴム組成物は次の逐次工程：
（Ａ）　少なくとも１つの予備混合工程において、次の成分を合計混合時間約２～約２０
分間、代わりに約４～約１５分間、約１４０～約１９０℃、代わりに約１５０℃～約１８
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５℃の温度に熱機械混合すること：
（ｉ）　共役ジエン単独重合体および共重合体、並びに少なくとも１種の共役ジエンと芳
香族ビニル化合物との共重合体から選択される少なくとも１種の加硫性エラストマー　１
００重量部、
（ｉｉ）　沈降シリカ、アルミナ、アルミノシリケートおよびカーボンブラックのうちの
少なくとも１種を含む粒状充填材　約１５～約１００ｐｈｒ、代わりに約３０～約９０ｐ
ｈｒ、ここで上記充填材は約５～約８５重量％のカーボンブラックを含有する、
（ｉｉｉ）　式：
Ｚ－Ｒ 1－Ｓ n－Ｒ 1－Ｚ
［式中、ｎは２～８の整数であり、但し、少なくとも８０％、好ましくは約９５～約１０
０％のｎは２であり；
Ｚは
【化２】
　
　
　
　
　
　
（式中、Ｒ 2は同じものでも異なるものでもよく、炭素原子数１～４のアルキル基および
フェニルよりなる群から個々に選択され；Ｒ 3は同じものでも異なるものでもよく、炭素
原子数１～４のアルキル基、フェニル、炭素原子数１～８のアルコキシ基および炭素原子
数５～８のシクロアルコキシ基よりなる群から個々に選択され；そしてＲ 1は合計炭素原
子数が１～１８の置換または非置換アルキレン基および合計炭素原子数が６～１２の置換
または非置換アリーレン基よりなる群から選択される）
よりなる群から選択される］
の少なくとも１種のオルガノシランポリスルフィド化合物を、上記粒状充填材１重量部当
たり約０．０５～約２０重量部；
（ｉｖ）　（ａ）　（１）元素硫黄および（２）約１４０℃～約１９０℃で硫黄の少なく
とも一部を放出する性質を有する硫黄含有ポリスルフィド系有機化合物としての少なくと
も１種の硫黄供与体のうちの少なくとも１種から選択される遊離硫黄源、但し、上記元素
硫黄の添加からおよび上記硫黄供与体の添加から得られる上記遊離硫黄の合計は約０．０
５～約２ｐｈｒ、あるいは約０．２～約１ｐｈｒである、並びに（ｂ）上記のような硫黄
供与体ではない加硫性エラストマーのための少なくとも１種の加硫促進剤　約０．１～約
０．５ｐｈｒ、あるいは約０．１～約０．３ｐｈｒから選択される化合物としての少なく
とも１種の追加添加剤；並びに
（Ｂ）　その後、最終熱機械混合工程において、約１００～約１３０℃で、約１～約３分
間、上記成分を約０．４～約３ｐｈｒの元素硫黄および少なくとも１種の加硫促進剤と混
合すること、但し、上記予備混合工程で導入される元素硫黄および上記硫黄供与体の添加
から得られる硫黄と、上記最終混合工程で加えられる元素硫黄との合計は約０．４５～約
５ｐｈｒである
を含んでなる方法によって製造される。
【００４５】
本発明の１つの態様では、そのような方法は、上記予備混合を少なくとも２つの熱機械混
合工程で行い、そのような混合工程の少なくとも２つは約１４０℃～約１９０℃にし、上
記混合工程の少なくとも２の間でゴム組成物を約５０℃未満の温度に中間冷却するもので
ある。
【００４６】
さらに本発明では、ゴム組成物が製造され、そこでは予備工程（Ａ）が少なくとも２つの
逐次混合工程よりなり、上記エラストマー、粒状充填材、および少なくとも８０％のｎが
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２であるか、あるいは少なくとも９５％のｎが２である上記オルガノシランポリスルフィ
ド化合物が１つ以上の逐次混合工程で混合され、そして上記硫黄源および／または加硫促
進剤がその後の逐次予備混合工程で加えられる。
【００４７】
さらにまた本発明では、ゴム組成物が製造され、そこでは上記予備工程（Ａ）は少なくと
も２つの逐次混合工程よりなり、約２０～約６０重量％のシリカ、上記オルガノシランジ
スルフィド化合物および上記硫黄源および／または加硫促進剤が第１工程で加えられ、そ
してそれらの残りが少なくとも１つのその後の予備混合工程で加えられる。
【００４８】
本発明の方法では、上記高純度のオルガノシランジスルフィド、すなわち、少なくとも８
０％、あるいは少なくとも９５％のｎが２である上記オルガノシランポリスルフィド化合
物は、（ａ）約２５～約７５重量％、好ましくは約４０～約６０重量％の上記オルガノシ
ランポリスルフィド化合物、および対応して（ｂ）約７５～約２５重量％、好ましくは約
６０～約４０重量％の粒状カーボンブラックよりなる粒状物の形で、熱機械予備混合に任
意に加えられる。高純度ジスルフィドは通常液体、または実質的に液体の形であるとここ
では考えられるので、粒状物の形の高純度オルガノシランジスルフィドを本発明の方法に
供給する目的は、本発明の方法においてカーボンブラックが高純度オルガノシランジスル
フィドのための担体として働く、比較的乾燥したまたは実質的に乾燥した粉末状の高純度
オルガノシランジスルフィドを加えることである。粒状物にする利点は、本発明の方法の
予備混合工程において高純度オルガノシランジスルフィドの分散を促進すること、および
高純度ジスルフィドのゴム組成物混合物の予備混合への導入を助けることである。
【００４９】
さらに本発明では、本方法は製造されたゴム組成物を約１４０℃～約１９０℃で加硫する
追加工程を含む。
【００５０】
従って、本発明はまた、そのような方法で製造される加硫ゴム組成物に関するものである
。
【００５１】
さらに本発明において、本方法は、タイヤまたは加硫性ゴムと、本発明の方法によって製
造される上記ゴム組成物よりなるトレッドとの集成体を製造し、この集成体を約１４０℃
～約１９０℃で加硫する追加工程を含む。
【００５２】
従って、本発明はまた、そのような方法で製造される加硫タイヤに関するものである。
【００５３】
本発明の１つの態様では、任意に合計約０．０５～約５ｐｈｒの少なくとも１種のアルキ
ルシラン、特に式：Ｒ′－Ｓｉ－（ＯＲ） 3のアルキルシランを上記予備混合工程で熱機
械混合することができ、式中、Ｒはメチル、エチル、プロピルまたはイソプロピル基であ
り、Ｒ′は炭素原子数１～１８の飽和アルキル基または炭素原子数６～１２のアリールも
しくは飽和アルキル置換アリール基である。そのようなアリールまたは置換アリール基は
、例えばベンジル、フェニル、トリル、メチルトリルおよびアルファメチルトリル基であ
る。
【００５４】
アルキルシランの目的は、例えば充填材の混和および配合物の老化を改善することである
。アルキルシランの代表例は、例えばプロピルトリエトキシシラン、メチルトリエトキシ
シラン、ヘキサデシルトリエトキシシランおよびオクタデシルトリエトキシシランである
が、これらに限定されない。
【００５５】
本発明の特徴は、比較的高純度のオルガノシランジスルフィドを、元素硫黄および／また
は硫黄供与体のような硫黄源の添加、および／または硫黄供与体としてここでは考えられ
ない加硫促進剤の添加と組み合わせて用い、材料を少なくとも１つの予備混合段階で約１
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４０℃～約１８０℃に熱機械混合することによって、シリカカップリング剤／粒状充填材
組成物を予備段階でその場でゴム組成物内につくることである。事実、この方法を用いる
ことによって、ゴム混合工程は約１４０℃～約１９０℃のようなさらに高い温度で行うこ
とを考えてもよい。
【００５６】
これは、例えば３，３′－ビス（トリアルコキシアルキルシリル）テトラスルフィドまた
はトリスルフィドを他の硫黄源の不在下、約１４０℃～約１８０℃の非生産的ゴム組成物
混合段階で用いる慣行からはかなり離れたものと考えられる。
【００５７】
本発明の実施の際、予備混合に導入される硫黄、または硫黄供与体から放出しうる硫黄の
量は、一般に約０．０５～約２、あるいは約０．２～約１である。硫黄の添加は、オルガ
ノシランポリスルフィドのシラン反応と、ポリスルフィド部分から放たれる遊離硫黄の反
応との脱カップリングを意味すると認められる。これは、本発明では、上記条件下で硫黄
を認めうるほどに放出しない比較的高純度のジスルフィドを用いることによって達成され
、その結果、硫黄を例えば遊離硫黄としてまたは硫黄供与体から別に加えることができる
。この意味で、本発明の実施の際に予備混合に加えることができる遊離硫黄の量は、一般
に、オルガノシランポリスルフィドが硫黄ブリッジに約３～８個の硫黄原子を含んでいる
としたら、これから生じるはずの遊離硫黄にほぼ等しい。硫黄ブリッジの硫黄原子の実際
の数を求める必要があるので、実際の計算は多少難しいが、加える硫黄の範囲はここでは
ｐｈｒ、すなわちゴム１００部当たりによってより簡単に示される。これは、少なくとも
８０％、あるいは少なくとも９５％のｎが２であり、残りのｎが３～約８の整数である、
すなわち、少なくとも８０％、あるいは少なくとも９５％のオルガノシランポリスルフィ
ドがオルガノシランジスルフィドである、オルガノシランポリスルフィドに対する添加遊
離硫黄の適量を提供すると考えられる。上述のように、本発明の方法の予備混合では、硫
黄供与体であるとしてここでは考えない加硫促進剤も、上記硫黄源に代わるものとして加
えることができる。ゴム混合分野に通常詳しい業者であれば、望まれる混合および加工条
件並びに得られるゴム組成物の性質に応じて、予備混合への硫黄源の添加を容易に最適な
ものにすることができる。
【００５８】
本発明の実施の際、上記予備工程のための上記硫黄供与体は、加硫性エラストマー用のポ
リスルフィド加硫促進剤および少なくとも３つの結合硫黄原子を含むポリスルフィド部分
を有するオルガノシランポリスルフィドの少なくとも１つから選択される。
【００５９】
ここに示しうる上記の追加加硫促進剤は、例えば、ベンゾチアゾール、アルキルチウラム
ジスルフィド、グアニジン誘導体およびチオカルバメートのような種類のものである。そ
のような促進剤の代表例は、例えばメルカプトベンゾチアゾール、テトラメチルチウラム
ジスルフィド、ベンゾチアゾールジスルフィド、ジフェニルグアニジン、亜鉛ジチオカル
バメート、アルキルフェノールジスルフィド、ブチルキサントゲン酸亜鉛、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、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、Ｎ－オキシジエチレンベンゾチアゾール－２－スルフェンア
ミド、Ｎ，Ｎ－ジフェニルチオ尿素、ジチオカルバミルスルフェンアミド、Ｎ，Ｎ－ジイ
ソプロピルベンゾチアゾール－２－スルフェンアミド、亜鉛－２－メルカプトトルイミダ
ゾール、ジチオビス（Ｎ－メチルピペラジン）、ジチオビス（Ｎ－ベータヒドロキシエチ
ルピペラジン）およびジチオビス（ジベンジルアミン）であるが、これらに限定されない
。そのような材料は、加硫性エラストマー用の加硫促進剤として、ゴム配合分野の業者に
は周知のものであると考える。
【００６０】
追加の硫黄供与体については、例えばチウラムおよびモルホリン誘導体のような種類のも
のが認められる。そのような供与体の代表例は、例えばジモルホリンジスルフィド、ジモ
ルホリンテトラスルフィド、テトラメチルチウラムテトラスルフィド、ベンゾチアジル－
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２，Ｎ　ジチオモルホリド、チオプラスト類、ジペンタメチレンチウラヘキサスルフィド
およびジスルフィドカプロラクタムであるが、これらに限定されない。そのような材料は
ゴム配合分野の業者には周知の硫黄供与体であると考える。
【００６１】
上記追加の硫黄供与体については、ポリスルフィドブリッジに３つ以上の結合硫黄原子を
有するオルガノシランポリスルフィドを用いうる。その代表例は、例えば３，３′－ビス
（トリメトキシシリルプロピル）トリスルフィドおよびテトラスルフィド、３，３′－ビ
ス（トリエトキシシリルプロピル）トリスルフィドおよびテトラスルフィド、３，３′－
ビス（トリエトキシシリルエチルトリレン）トリスルフィドおよびテトラスルフィド、並
びにＨｕｅｌｓ　ＡＧのポリスルフィドオルガノシランＴ４７であるが、これらに限定さ
れない。
【００６２】
補強顔料としてシリカで主に強化されている、シリカ、アルミナおよび／またはアルミノ
シリケートのような珪土質充填材並びにまたカーボンブラック補強顔料を含有するゴム組
成物が好ましい場合、そのような珪土質顔料シリケート対カーボンブラックの重量比は少
なくとも３／１、好ましくは少なくとも１０／１、従って約３／１～約３０／１である。
【００６３】
本発明の１つの態様では、珪土質顔料は沈降シリカであるのが好ましい。
【００６４】
本発明の別の態様では、充填材は約１５～約９５重量％の沈降シリカ、アルミナおよび／
またはアルミノシリケート、および対応して約５～約８５重量％のカーボンブラックより
なり、上記カーボンブラックのＣＴＡＢ値は約８０～約１５０である。
【００６５】
本発明の実施の際、上記充填材は約６０～約９５重量％の上記シリカ、アルミナおよび／
またはアルミノシリケート、および対応して約４０～約５重量％のカーボンブラックより
なる。
【００６６】
上記オルガノシランジスルフィド化合物について、代表的なＲ 2基はアルキル基であり、
代表的なＲ 1基はアルカリール、フェニルおよびハロアリール基から選択される。
【００６７】
従って、本発明の１つの態様では、Ｒ 2およびＲ 1基は相互に排他的である。
【００６８】
アルキル基の代表例はメチル、エチル、ｎ－プロピルおよびｎ－デシル基である。
【００６９】
アラルキル基の代表例はベンジルおよびアルファ，アルファ－ジメチルベンジル基である
。
【００７０】
アルカリール基の代表例はｐ－トリルおよびｐ－ノニルフェノール基である。
【００７１】
ハロアリール基の代表例はｐ－クロロフェノール基である。
【００７２】
上記オルガノシランポリスルフィド化合物のオルガノシランジスルフィドの代表例は、例
えば次の化合物である：
２，２′－ビス（トリメトキシシリルエチル）ジスルフィド；
３，３′－ビス（トリメトキシシリルプロピル）ジスルフィド；
３，３′－ビス（トリエトキシシリルプロピル）ジスルフィド；
２，２′－ビス（トリエトキシシリルプロピル）ジスルフィド；
２，２′－ビス（トリプロポキシシリルエチル）ジスルフィド；
２，２′－ビス（トリ－ｓｅｃ－ブトキシシリルエチル）ジスルフィド；
３，３′－ビス（トリ－ｔ－ブトキエチル）ジスルフィド；
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３，３′－ビス（トリエトキシシリルエチルトリレン）ジスルフィド；
３，３′－ビス（トリメトキシシリルエチルトリレン）ジスルフィド；
３，３′－ビス（トリイソプロポキシプロピル）ジスルフィド；
３，３′－ビス（トリオクトキシプロピル）ジスルフィド；
２，２′－ビス（２′－エチルヘキソキシシリルエチル）ジスルフィド；
２，２′－ビス（ジメトキシエトキシシリルエチル）ジスルフィド；
３，３′－ビス（メトキシエトキシプロポキシシリルプロピル）ジスルフィド；
３，３′－ビス（メトキシジメチルシリルプロピル）ジスルフィド；
３，３′－ビス（シクロヘキソキシジメチルシリルプロピル）ジスルフィド；
４，４′－ビス（トリメトキシシリルブチル）ジスルフィド；
３，３′－ビス（トリメトキシシリル－３－メチルプロピル）ジスルフィド；
３，３′－ビス（トリプロポキシシリル－３－メチルプロピル）ジスルフィド；
３，３′－ビス（ジメトキシメチルシリル－３－エチルプロピル）ジスルフィド；
３，３′－ビス（トリメトキシメチルシリル－２－メチルプロピル）ジスルフィド；
３，３′－ビス（ジメトキシフェニルシリル－２－メチルプロピル）ジスルフィド；
３，３′－ビス（トリメトキシシリルシクロヘキシル）ジスルフィド；
１２，１２′－ビス（トリメトキシシリルドデシル）ジスルフィド；
１２，１２′－ビス（トリエトキシシリルドデシル）ジスルフィド；
１８，１８′－ビス（トリメトキシシリルオクタデシル）ジスルフィド；
１８，１８′－ビス（メトキシジメチルシリルオクタデシル）ジスルフィド；
２，２′－ビス（トリメトキシシリル－２－メチルエチル）ジスルフィド；
２，２′－ビス（トリエトキシシリル－２－メチルエチル）ジスルフィド；
２，２′－ビス（トリプロポキシシリル－２－メチルエチル）ジスルフィド；および
２，２′－ビス（トリオクトキシシリル－２－メチルエチル）ジスルフィド。
【００７３】
本発明の実施の際、上で指摘したように、ゴム組成物は少なくとも１種のジエンに基づく
エラストマーすなわちゴムを含む。適した共役ジエンはイソプレンおよび１，３－ブタジ
エンであり、適したビニル芳香族化合物はスチレンおよびアルファメチルスチレンである
。従って、エラストマーは加硫性エラストマーであると考えられる。そのようなジエンに
基づくエラストマーすなわちゴムは例えば、シス　１，４－ポリイソプレンゴム（天然お
よび／または合成ゴム、好ましくは天然ゴム）、エマルジョン重合で製造されるスチレン
／ブタジエン共重合体ゴム、有機溶液重合で製造されるスチレン／ブタジエンゴム、３，
４－ポリイソプレンゴム、イソプレン／ブタジエンゴム、スチレン／イソプレン／ブタジ
エン三元重合体ゴム、シス　１，４－ポリブタジエン、ビニル含有率が中程度のビニルポ
リブタジエンゴム（３５～５０％ビニル）、ビニル含有率が高いポリブタジエンゴム（５
０～７５％ビニル）、スチレン／イソプレン共重合体、エマルジョン重合で製造されるス
チレン／ブタジエン／アクリロニトリル三元重合体ゴムおよびブタジエン／アクリロニト
リル共重合体ゴムの少なくとも１種から選択しうる。
【００７４】
本発明の１つの態様では、結合スチレンが約２０～約２８％の比較的一般的なスチレン含
有率のエマルジョン重合誘導スチレン／ブタジエン（Ｅ－ＳＢＲ）、あるいは場合によっ
ては、結合スチレン含有率が比較的高い、すなわち、約３０～約４５％の結合スチレン含
有率のＥ－ＳＢＲを用いうる。
【００７５】
Ｅ－ＳＢＲが約３０～約４５％の比較的高いスチレン含有率であるということは、タイヤ
トレッドのけん引力（ｔｒａｃｔｉｏｎ）または耐スキッド性を高めるために有利である
と考えうる。特に溶液重合で製造されたＳＢＲ（Ｓ－ＳＢＲ）を用いた場合と比較して、
Ｅ－ＳＢＲ自体の存在は、未加硫エラストマー組成物混合物の加工性を高めるために有利
であると考えられる。
【００７６】
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エマルジョン重合で製造されるＥ－ＳＢＲとは、スチレンおよび１，３－ブタジエンが水
性エマルジョンとして共重合されることを意味する。そのようなことは当業者には周知の
ことである。結合スチレン含有率は例えば約５～５０％で変化させうる。１つの態様では
、Ｅ－ＳＢＲはまた、Ｅ－ＳＢＲのような三元重合体ゴムを形成するために、例えば約２
～約３０重量％の結合アクリロニトリルを三元重合体中に含有しうる。
【００７７】
約２～約４０重量％の結合アクリロニトリルを含有する、エマルジョン重合で製造される
スチレン／ブタジエン／アクリロニトリル三元重合体ゴムはまた、本発明で用いるジエン
に基づくゴムとしても考えられる。
【００７８】
溶液重合で製造されるＳＢＲ（Ｓ－ＳＢＲ）の結合スチレン含有率は一般に、約５～約５
０％、好ましくは約９～約３６％である。Ｓ－ＳＢＲは例えば、有機炭化水素溶媒存在下
のオルガノリチウム触媒作用によって都合よく製造することができる。
【００７９】
Ｓ－ＳＢＲを用いる目的は、これをタイヤトレッド組成物に用いたときのヒステリシスの
低下の結果として、タイヤローリング抵抗を改善するためである。
【００８０】
３，４－ポリイソプレンゴム（３．４－ＰＩ）は、これをタイヤトレッド組成物に用いた
とき、タイヤのけん引を高めるために有利であると考えられる。
【００８１】
３，４－ポリイソプレンエラストマーおよびその使用については、米国特許第５，０８７
，６６８号にさらに詳しく記載されており、参照することによってここに記載されたもの
とする。
【００８２】
シス　１，４－ポリブタジエンゴムは、タイヤトレッドの耐摩耗性、すなわち耐トレッド
摩耗性を高めるために有利であると考えられる。
【００８３】
そのようなポリブタジエンエラストマーは例えば、当業者に周知のように１，３－ブタジ
エンの有機溶液重合によって製造することができる。
【００８４】
ポリブタジエンエラストマーは都合のよいことには、例えば、シス　１，４－含有率が少
なくとも９０％であるという特徴を有する。
【００８５】
シス　１，４－ポリイソプレンおよびシス　１，４－ポリイソプレン天然ゴムはゴムの分
野の業者には周知である。
【００８６】
加硫ゴム組成物は、ほどよく高いモジュラスおよび高い引き裂き抵抗のものとなるのに十
分な量のシリカ、カーボンブラック（用いるならば）、および強化充填材を含有すべきで
ある。シリカ、アルミナ、アルミノシリケートおよびカーボンブラックの合計重量は上記
のように、ゴム１００部当たり約３０部の少ない量でもよいが、より好ましくは約３５～
約９０重量部である。
【００８７】
ゴムの配合に用いられる一般的な珪土質顔料は本発明ではシリカとして用いることができ
とここでは考えられるが、それらには例えば熱分解および沈降珪土質顔料が含まれ、（シ
リカ）アルミナ、アルミノシリケート、沈降シリカが好ましい。
【００８８】
本発明で用いるのが好ましい珪土質顔料は沈降シリカ、例えば珪酸ナトリウムのような可
溶性シリケートの酸性化によって得られるものである。そのような沈降シリケートは当業
者に周知である。
【００８９】
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そのような沈降シリカは例えば、窒素ガスを使用して測定したＢＥＴ表面積が好ましくは
約４０～約６００ｍ 2／ｇ、より通常は約５０～約３００ｍ 2／ｇであるという特徴を有す
る。表面積を測定するＢＥＴ法については

、第６０巻、３０４頁（１９３０）に記載され
ている。
【００９０】
シリカは、ジブチルフタレート（ＤＢＰ）吸収値が約１００～約３５０、より通常は約１
５０～約３００であるという特徴を一般に有する。
【００９１】
さらに、シリカ、並びに上記アルミナおよびアルミノシリケートのＣＴＡＢ表面積は約１
００～約２２０であることが求められる。ＣＴＡＢ表面積は、ｐＨ９で、臭化セチルトリ
メチルアンモニウムによって測定される外表面積である。その方法についてはＡＳＴＭ　
Ｄ　３８４９に設定および評価法が記載されている。ＣＴＡＢ表面積はシリカを特性づけ
るための周知の手段である。
【００９２】
水銀表面積／多孔度は、水銀多孔度測定法によって測定される比表面積である。そのよう
な方法の場合、熱処理して揮発性物質を除去した後、水銀を試料の細孔に浸透させる。設
定条件は１００ｍｇの試料を使用し；揮発性物質を２時間、１０５℃および周囲大気圧で
除去し；周囲圧～２０００バ－ル圧の範囲で測定するものが適している。そのような評価
はＷｉｎｓｌｏｗ，Ｓｈａｐｉｒｏ、ＡＳＴＭ　ｂｕｌｌｅｔｉｎ、３９頁（１９５９）
またはＤＩＮ　６６１３３に記載の方法に従って行いうる。そのような評価を行うために
、ＣＡＲＬＯ－ＥＲＢＡポロシメーター２０００を使用しうる。
【００９３】
シリカの平均水銀多孔度比表面積は約１００～３００ｍ 2／ｇにすべきである。
【００９４】
そのような水銀多孔度評価によるシリカ、アルミナおよびアルミノシリケートの適した細
孔サイズ分布は次のようなものであるとここでは考えられる：
５％以下の細孔の直径は約１０ｎｍ未満であり；６０～９０％の細孔の直径は約１０～約
１００ｎｍであり；１０～３０％の細孔の直径は約１００～約１０００ｎｍであり；そし
て５～２０％の細孔の直径は約１０００ｎｍより大である。
【００９５】
電子顕微鏡で測定したシリカの平均極限粒子サイズが例えば０．０１～０．０５ミクロン
であることが求められるが、シリカ粒子はこれより小さくても、大きくてもよい。
【００９６】
各種市販のシリカを本発明に用いることができ、その例は、Ｈｉ－Ｓｉｌ　２０１、２４
３等のＨｉ－Ｓｉｌの商標名でＰＰＧインダストリーズ社から販売されているシリカ；例
えばＺｅｏｓｉｌ　１１６５ＭＰの商標名でＲｈｏｎｅ－Ｐｏｕｌｅｎｃ社から販売され
ているシリカ、例えばＶＮ２、ＶＮ３等の商標名でＤｅｇｕｓｓａ社から販売されている
シリカ、および例えばＨｕｂｅｒｓｉｌ　８７４５の商標名でＨｕｂｅｒ社から販売され
ているシリカであるが、これらに限定されない。
【００９７】
本発明の目的に用いうるアルミナの代表例は天然および合成アルミナ酸化物（Ａｌ 2Ｏ 3）
である。そのようなアルミナは例えば、水酸化アルミニウムの調整沈殿によってうまく合
成することができる。例えば、天然の酸性および塩基性Ａｌ 2Ｏ 3はアルドリッチ　ケミカ
ル社から入手することができる。本発明の実施の際、中性アルミナが好ましいが、酸性、
塩基性および中性の形のアルミナを使用しうるとここでは考えられる。アルミナとオルガ
ノシランジスルフィドカップリング剤との望まれる反応の妨害を減じるためには、中性ま
たは実質的に中性の形は、酸性の形と比較して表面－ＯＨ基の数が少ない形で用いるため
に、そしてまた、強塩基を表すＡｌＯ－イオンであるアルミナの塩基性部位を減じるため
に優先されるものとして示される。

10

20

30

40

50

(14) JP 3708205 B2 2005.10.19

Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃ
ａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ



【００９８】
本発明の目的に用いうるアルミノシリケートの代表例は、例えば、スペイン、トレドのＴ
ｏｌｓａ社からＰＡＮＳＩＬとして入手しうる天然アルミノシリケートのセピオライトお
よびＤｅｇｕｓｓａ社から入手しうる合成アルミノシリケートのＳＩＬＴＥＧであるが、
これらに限定されない。そのようなアルミノシリケートは前に例示したような天然材料ま
たは合成材料として用いることができる。
【００９９】
ゴム組成物は、ゴム配合分野で一般に知られた方法、例えば、各種加硫性構成ゴムと、一
般に用いられる各種添加材料、例えば硫黄、活性剤、遅延剤および促進剤のような硬化助
剤、油のような加工用添加剤、粘着付与樹脂を含めた樹脂、シリカ、および可塑剤、充填
材、顔料、脂肪酸、酸化亜鉛、ワックス、酸化防止剤およびオゾン亀裂防止剤、しゃく解
剤、およびカーボンブラックのような強化材とを混合することによって配合することは当
業者に容易に理解されることである。当業者には明らかなように、加硫性および加硫され
た材料（ゴム）の使用目的により、上記添加剤は選択されかつ従来用いられてきた量で一
般に使用される。
【０１００】
使用するならば、本発明における強化タイプのカーボンブラックの一般的な使用量は上記
の通りである。シリカカップリング剤はカーボンブラックと共に用いてよく、すなわち、
ゴム組成物へ添加する前にカーボンブラックと予備混合してよく、そしてそのようなカー
ボンブラックは、ゴム組成物配合に対する上記のカーボンブラックの量で含有させる。使
用するならば、粘着付与樹脂の一般的な使用量は、約０．５～約１０ｐｈｒ、通常は約１
～約５ｐｈｒである。加工助剤の一般的な量は約１～約５０ｐｈｒである。そのような加
工助剤は例えば芳香族ナフテン系および／またはパラフィン系プロセス油である。酸化防
止剤の一般的な量は約１～約５ｐｈｒである。代表的な酸化剤は、例えばジフェニル－ｐ
－フェニレンジアミン、および他のもの、例えば

（１９７８）、３４４～３４６頁に記載されているものである。オゾン
亀裂防止剤の一般的な量は約１～約５ｐｈｒである。使用するならば、ステアリン酸を含
めた脂肪酸の一般的な量は約０．５～約３ｐｈｒである。酸化亜鉛の一般的な量は約２～
約５ｐｈｒである。ワックスの一般的な量は約１～約５ｐｈｒである。しばしばマイクロ
クリスタリンワックスが用いられる。しゃく解剤の一般的な量は約０．１～約１ｐｈｒで
ある。一般的なしゃく解剤は例えばペンタクロロチオフェノールおよびジベンズアミドジ
フェニルジスルフィドである。
【０１０１】
加硫は加硫剤の存在下で行われる。適した加硫剤の例は、元素硫黄（遊離硫黄）または硫
黄供与加硫剤、例えばアミンジスルフィド、高分子量ポリスルフィドまたは硫黄オレフィ
ン付加物であり、これらは最終の生産的ゴム組成物混合工程に一般に加えられる。たいて
いの場合、加硫剤は元素硫黄であるのが好ましい。当業者には明らかなように、加硫剤は
約０．４～約３ｐｈｒ、状況によっては約８ｐｈｒ以下の量で生産的混合段階に用いられ
、すなわち加えられ、約１．５～約２．５ｐｈｒ、時には２～２．５ｐｈｒであるのが通
常好ましい。
【０１０２】
促進剤を用いて、加硫に要する時間および／または温度を調整したり、加硫ゴムの性質を
改良する。１つの具体例では、単一促進剤系、すなわち、第１促進剤を用いうる。第１促
進剤の合計量は約０．５～約４ｐｈｒ、好ましくは約０．８～約１．５ｐｈｒである。別
の具体例では、第１促進剤と第２促進剤との組み合わせを用い、第２促進剤は活性化する
ためにおよび加硫ゴムの性質を改良するためにより少量（約０．０５～約３ｐｈｒ）で用
いる。これらの促進剤の組み合わせは、最終の性質に相乗効果をもたらすことが予想され
、いずれかの促進剤のみを用いて製造したものよりも多少すぐれている。さらに、通常の
加工温度には影響されないが、普通の加硫温度で十分に硬化する遅効性促進剤を用いても
よい。加硫遅延剤を用いてもよい。本発明で用いうる適した種類の促進剤はアミン、ジス
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ルフィド、グアニジン、チオ尿素、チアゾール、チウラム、スルフェンアミド、ジチオカ
ルバメートおよびキサンテートである。第１促進剤はスルフェンアミドであるのが好まし
い。第２促進剤を用いるならば、第２促進剤はグアニジン、ジチオカルバメートまたはチ
ウラム化合物であるのが好ましい。
【０１０３】
本発明のゴム組成物は様々な目的に用いることができる。例えば、各種タイヤ配合物に用
いることができる。そのようなタイヤは公知のおよび当業者に明らかな様々な方法によっ
て製造、成形および硬化することができる。
【０１０４】
本発明を次の実施例によってさらに詳しく説明する。実施例中の部および％は断りがなけ
れば重量によるものである。
【０１０５】
【実施例】

シリカ強化材を含有する加硫性ゴム混合物を、３，３－ビス（トリエトキシシリルプロピ
ル）テトラスルフィドおよび高純度３，３－ビス（トリエトキシシリルプロピル）ジスル
フィドを各々用いて製造した。
【０１０６】
上記オルガノシランテトラスルフィド硫黄ブリッジ部分は平均約３．５～約４個の結合硫
黄原子を含み、結合硫黄原子の範囲は約２～６または８個であり、２５％以下のその硫黄
ブリッジ部分は結合硫黄原子が２以下であると考えられる。
【０１０７】
上記オルガノシランポリスルフィドおよび高純度オルガノシランジスルフィドはエラスト
マーおよび配合成分と、一連の予備混合段階で逐次段階的に混合した。
【０１０８】
高純度３，３－ビス（トリエトキシシリルプロピル）ジスルフィドを用いる場合、少量の
遊離硫黄も第１予備混合段階に加える。最終混合段階では、追加のおよび定量以上の量の
遊離硫黄を加硫促進剤と共に加える。
【０１０９】
各混合工程の後、ゴム混合物をロール機に分取し、短時間混練混合し、ロール機から取り
出したゴムをスラブにし、そして約３０℃以下に冷却した。
【０１１０】
表１に示す材料を含有するゴム組成物を、各々温度が１６０℃、１６０℃および１２０℃
、時間が約８分、２分および２分の、３つの別々の添加（混合）段階、すなわち、２つの
予備混合段階および１つの最終混合段階を用いて、ＢＲバンバリーミキサー中で製造した
。オルガノシランテトラスルフィド、オルガノシランジスルフィドおよび遊離元素硫黄の
量は表１では”可変”と記し、表２でより詳しく示す。
【０１１１】
高純度オルガノシランジスルフィドを用いた試料２および３を、オルガノシランポリスル
フィドを用いた試料１と比較すると、シリカ強化エラストマーの混合工程を調整する手段
として、高純度オルガノシランジスルフィドを遊離硫黄の添加と組み合わせて用いる利点
がよく分かる。
【０１１２】
【表１】
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【０１１３】
１）　エラストマーの組み合わせ、すなわち、１０／２５／４５／２０の乾燥ゴム重量比
のシス　１，４－ポリイソプレン天然ゴム、Ｔｇが約－３１℃の約４０％スチレン含有Ｅ
－ＳＢＲ（グットイヤー　タイヤ　＆　ラバー社）、Ｔｇが約－４４℃のイソプレン／ブ
タジエン（５０／５０）共重合体エラストマー（グットイヤー　タイヤ　＆　ラバー社）
、およびＢＵＤ　１２０７として得られるシス　１，４－ポリブタジエンエラストマー（
グットイヤー　タイヤ　＆　ラバー社）；Ｅ－ＳＢＲは、２５ｐｈｒのゴムおよび１５ｐ
ｈｒの油を含有するように、油で増量されている。
２）　フェニレンジアミンタイプ；
３）　Ｒｈｏｎｅ　Ｐｏｕｌｅｎｃ社のＺｅｏｓｉｌ　１１６５　ＭＰ；
４）　Ｓｉ６９［本明細書では前にビス－（３－トリエトキシシリルプロピル）テトラス
ルフィドと呼んでいたもの（このテトラスルフィドはまたＤｅｇｕｓｓａ社からＳｉ６９
として入手しうる）］とカーボンブラックとの５０／５０配合物の形でＸ５０ＳとしてＤ
ｅｇｕｓｓａ社から入手しうる複合材料、すなわち、テトラスルフィドは複合材料の５０
％であり、従って活性剤は５０％であると考えられる；そして
５）　ドイツのＫａｌｉ　Ｃｈｅｍｉｅ社からＳ 8元素硫黄として得た。
【０１１４】
高純度オルガノシランジスルフィドは、例えば、５００重量部のメルカプトプロピルトリ
エトキシシランを約３２０重量部の二酸化マグネシウムへ加え、混合物を激しく振盪する
条件の下で、メルカプトプロピルトリエトキシシランを二酸化マグネシウム上で酸化する
ことによって、うまく製造することができる。反応は初めはほぼ室温、または約２３℃で
生じ、その後、発熱反応プロセスにより約９０℃に上昇する。次に、約５００重量部の乾
燥トルエンを加える。混合物の反応を約５０℃で約１時間続ける。次いで、二酸化マグネ
シウムを濾過により除去し、残りの有機相を濾過する。
【０１１５】
オルガノシランジスルフィドの純度は少なくとも９８重量％であることが測定された。す
なわち、オルガノシランポリスルフィド化合物をこの実施例の方法に用いた場合のｎの少
なくとも９８％の値は２であった。純度はＮＭＲ（核磁気共鳴）、およびｉ）ＧＣ－ＭＳ
、すなわちガスクロマトグラフィー質量分析法、およびｉｉ）ＨＰＬＣ、すなわち高性能
液体クロマトグラフィーによって測定した。
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【０１１６】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１１７】
１）　硫黄は予備の非生産的混合段階で加えた；
２、３、４）　各々、非生産的混合段階１および段階２（ＮＰ１およびＮＰ２）並びに生
産的混合段階（Ｐ）からのゴム混合物のムーニー粘度（ＭＬ－４）；および
５）　ＮＰ１混合段階からのゴム混合物のムーニー（ＭＬ－４）ピーク値は、ムーニー対
時間としてプロットしたムーニー曲線から判定した最大ムーニー値を意味する。
【０１１８】
特に、この実施例からは、高純度オルガノシランジスルフィドと、非常に少量の遊離硫黄
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、すなわち、オルガノシランテトラスルフィドを用いた場合（実施例３）に混合工程で生
じる推定遊離硫黄に近い量の遊離硫黄の調整添加とによって、オルガノシランテトラスル
フィドを用いた実施例１のゴム組成物の性質にある程度似た性質のゴム組成物が得られる
ことが分かる。
【０１１９】
この実施例からはさらに、非生産的ゴム混合段階における遊離硫黄の量の調整が、実施例
１対実施例３によって特に証明されるように、等しい性質でのゴム配合物の加工調整に有
利であることが分かる。１つの態様において、実施例２のＤＩＮ摩耗性は実施例１および
実施例３のそれより有意に低い。そのような性質は耐タイヤトレッド摩耗性を示すと時々
考えられるので、これは、遊離硫黄を調整添加せずにオルガノシランジスルフィドを用い
るときの利点と考えられる。それにもかかわらず、遊離硫黄を実施例３のゴム混合物に用
いることは、タイヤローリング抵抗性が熱弾性反撥およびタンデルタ値によって証明され
るように改善されていると思われるので、やはり有利であると考える。
【０１２０】
さらに、ゴム混合物の粘度の測定としてのムーニー可塑性値は、表２に示されるムーニー
値、特に非生産的混合段階からのゴムのムーニーピーク値により証明されるように、配合
物の加工に関する限りは、オルガノシランテトラスルフィドの使用と比較して、遊離硫黄
を添加することなくジスルフィドを用いる利点を強調しており、これらの値は実施例２か
ら実施例３へ、そして実施例１へとしだいに大きくなっている。
【０１２１】
従って、加硫性エラストマー、シリカおよびオルガノシランポリスルフィドカップリング
剤を高温で混合する際に、（ｉ）オルガノシランポリスルフィドとエラストマーとの間の
共有結合の形成（上記第２反応）を（ｉｉ）硫黄供与作用（上記第３反応）から脱カップ
リングする方法が提供されたことが証明されたとここで考える。
【０１２２】

サイズ１９５／６５Ｒ１５のタイヤを、それらのトレッド用に実施例１、２および３のゴ
ム組成物を用いて製造した。表３に示すような結果が得られた：
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１２３】
１）　高速値を示す。例えば、実施例３の場合は８′１５″／２７０の値を用いると、こ
れは適当な動力計上で２７０ｋｍ／ｈの相当する車の速度（回転速度ではない）にてタイ
ヤが８分１５秒耐えたことを意味する。
【０１２４】
この実施例は、実施例３のゴム組成物のトレッドを有するタイヤが、実施例１のゴム組成
物のトレッドを有するタイヤと似たタイヤローリング抵抗および耐トレッド摩耗性をもた
らすことを示している。
【０１２５】
タイヤに実施例３のトレッドを用いると、実施例１に較べて、改良された非加硫配合物の
加工では、性質、すなわちウエットスキッド、耐トレッド摩耗性およびローリング抵抗の
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バランスが最良となるので有利であるとここでは考えられるが、実施例２はより高い耐ト
レッド摩耗性およびよりすぐれたアスファルト上のウエットスキッドを示した。
【０１２６】
本発明の説明のために特定の代表的な具体例および詳細を示したが、本発明の精神または
範囲から逸脱することなく変更しうることは当業者にとって明らかなことである。
［本発明の態様］
１．  次の逐次工程：
（Ａ）  少なくとも１つの予備混合工程において、次の成分を合計混合時間約２～約２０
分間、約１４０～約１９０℃に熱機械混合すること：
（ｉ）  共役ジエン単独重合体および共重合体、並びに少なくとも１種の共役ジエンと芳
香族ビニル化合物との共重合体から選択される少なくとも１種の加硫性エラストマー  １
００重量部、
（ｉｉ）  沈降シリカ、アルミナ、アルミノシリケートおよびカーボンブラックのうちの
少なくとも１種を含む粒状充填材  約１５～約１００ｐｈｒ、ここで上記充填材は約５～
約８５重量％のカーボンブラックを含有する、
（ｉｉｉ）  式：Ｚ－Ｒ 1－Ｓ n－Ｒ 1－Ｚ［式中、ｎは２～８の整数であり、但し、少なく
とも８０％のｎは２であり；Ｚは
【化２】
　
　
　
　
　
　
　
　
（式中、Ｒ 2は同じものでも異なるものでもよく、炭素原子数１～４のアルキル基および
フェニルよりなる群から個々に選択され；Ｒ 3は同じものでも異なるものでもよく、炭素
原子数１～４のアルキル基、フェニル、炭素原子数１～８のアルコキシ基および炭素原子
数５～８のシクロアルコキシ基よりなる群から個々に選択され；そしてＲ 1は合計炭素原
子数が１～１８の置換または非置換アルキレン基および合計炭素原子数が６～１２の置換
または非置換アリーレン基よりなる群から選択される）
よりなる群から選択される］
の少なくとも１種のオルガノシランポリスルフィド化合物を、上記粒状充填材１重量部当
たり約０．０５～約２０重量部；
（ｉｖ）  （ａ）  （１）元素硫黄および（２）約１４０℃～約１９０℃で硫黄の少なくと
も一部を放出する性質を有する硫黄含有ポリスルフィド系有機化合物としての少なくとも
１種の硫黄供与体、のうちの少なくとも１種から選択される遊離硫黄源、但し、上記元素
硫黄の添加からおよび上記硫黄供与体の添加から得られる上記遊離硫黄の合計は約０．０
５～約２ｐｈｒである、並びに（ｂ）上記のような硫黄供与体ではない硫黄加硫性エラス
トマーのための少なくとも１種の加硫促進剤  約０．１～約０．５ｐｈｒ
から選択される化合物としての少なくとも１種の追加添加剤；並びに
（Ｂ）  その後、最終熱機械混合工程において、上記成分を約１００～約１３０℃で約１
～約３分間、約０．４～約３ｐｈｒの元素硫黄および少なくとも１種の硫黄加硫促進剤と
混合すること、但し、上記予備混合工程で導入される元素硫黄および／または遊離硫黄と
、上記最終混合工程で加えられる元素硫黄との合計は約０．４５～約５ｐｈｒである
を含んでなるゴム組成物の製造方法。
２．  合計約０．０５～約５ｐｈｒの少なくとも１種のアルキルシランを上記予備熱機械
混合工程に加え、このアルキルシランが式：Ｒ′－Ｓｉ－（ＯＲ） 3を有し、式中、Ｒは
メチル、エチル、プロピルまたはイソプロピル基であり、Ｒ′は炭素原子数１～１８の飽
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和アルキル基または炭素原子数６～１２のアリールもしくは飽和アルキル置換アリール基
である、１の方法。
３．上記アルキルシランが、プロピルトリエトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、
ヘキサデシルトリエトキシシランおよびオクタデシルトリエトキシシランの１種以上から
選択される、１の方法。
４．上記予備混合を少なくとも２つの熱機械混合工程で行い、そのような混合工程の少な
くとも２つは約１４０℃～約１９０℃にし、上記混合工程の少なくとも２つの間のゴム組
成物の中間冷却は約５０℃未満にする、１の方法。
５．製造されたゴム組成物を約１４０℃～約１９０℃で加硫する追加工程を含む、１の方
法。
６．５の方法により製造される加硫ゴム組成物。
７．硫黄加硫性ゴムのタイヤと上記ゴム組成物よりなるトレッドとの集成体を製造し、そ
して集成体を約１４０℃～約１９０℃で加硫する追加工程を含む、１の方法。
８．請求項７の方法により製造される、加硫されたゴムタイヤ。
９．製造されたゴム組成物を約１４０℃～約１９０℃で加硫する追加工程を含む、４の方
法。
１０．９の方法により製造される、加硫されたゴム組成物。
１１．加硫性ゴムのタイヤと上記ゴム組成物よりなるトレッドとの集成体を製造し、そし
て集成体を約１４０℃～約１９０℃で加硫する追加工程を含む、４の方法。
１２．１１の方法により製造される、加硫されたゴムタイヤ。
１３．上記加硫性エラストマーについて、上記共役ジエンがイソプレンおよび１，３－ブ
タジエンから選択され、そして上記ビニル芳香族化合物がスチレンおよびアルファメチル
スチレンから選択される、１の方法。
１４．上記加硫性エラストマーが天然および合成シス  １，４－ポリイソプレンゴム、エ
マルジョン重合で製造されるスチレン／ブタジエン共重合体ゴム、有機溶液重合で製造さ
れるスチレン／ブタジエン共重合体ゴム、３，４－ポリイソプレンゴム、イソプレン／ブ
タジエンゴム、スチレン／イソプレン／ブタジエン三元重合体ゴム、シス  １，４－ポリ
ブタジエンゴム、ビニル含有率が中程度のビニルポリブタジエンゴム（３５～５０％ビニ
ル）、ビニル含有率が高いポリブタジエンゴム（５０～７５％ビニル）、エマルジョン重
合で製造されるスチレン／ブタジエン／アクリロニトリル三元重合体ゴムおよびブタジエ
ン／アクリロニトリル共重合体ゴムの少なくとも１種から選択される、１の方法。
１５．シリカが、ＢＥＴ表面積が約１００～約３００ｍ 2／ｇ、ジブチルフタレート（Ｄ
ＢＰ）吸収値が約１５０～約３５０、ＣＴＡＢ値が約１００～約２２０、および水銀多孔
度測定法による細孔サイズ分布が：５％未満の細孔の直径は約１０ｎｍ未満であり；６０
～９０％の細孔の直径は約１０～約１００ｎｍであり；１０～３０％の細孔の直径は約１
００～約１０００ｎｍであり；そして５～２０％の細孔の直径は約１０００ｎｍより大で
あるという特徴を有する、１の方法。
１６．上記充填材が約１５～約９５重量％の沈降シリカ、および対応して約５～約８５重
量％のカーボンブラックを含み；上記カーボンブラックが約８０～約１５０のＣＴＡＢ値
を有する、１５の方法。
１７．充填材が約６０～約９５重量％のシリカ、および対応して約４０～約５重量％のカ
ーボンブラックを含む、１６の方法。
１８．上記充填材が約１５～約１００重量％のアルミナ、および対応して約５～約８５重
量％のカーボンブラックを含み；上記カーボンブラックが約８０～約１５０のＣＴＡＢ値
を有し、上記アルミナが約１００～約２２０のＣＴＡＢ値を有し、そして水銀多孔度測定
法による細孔サイズ分布が：５％未満の細孔の直径は約１０ｎｍ未満であり；６０～９０
％の細孔の直径は約１０～約１００ｎｍであり；１０～３０％の細孔の直径は約１００～
約１０００ｎｍであり；そして５～２０％の細孔の直径は約１０００ｎｍより大である、
１の方法。
１９．上記充填材が約６０～約９５重量％のアルミナ、および対応して約４０～約５重量
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％のカーボンブラックを含む、１８の方法。
２０．上記充填材が約１５～約１００重量％のアルミノシリケート、および対応して約５
～約８５重量％のカーボンブラックを含み；上記カーボンブラックが約８０～約１５０の
ＣＴＡＢ値を有し、上記アルミノシリケートが約１００～約２２０のＣＴＡＢ値を有し、
そして水銀多孔度測定法による細孔サイズ分布が：５％未満の細孔の直径は約１０ｎｍ未
満であり；６０～９０％の細孔の直径は約１０～約１００ｎｍであり；１０～３０％の細
孔の直径は約１００～約１０００ｎｍであり；そして５～２０％の細孔の直径は約１００
０ｎｍより大である、１の方法。
２１．上記充填材が約６０～約９５重量％のアルミノシリケート、および対応して約４０
～約５重量％のカーボンブラックを含む、２０の方法。
２２．上記アルミノシリケートが（ａ）白雲母、ベリル、ジクロイト、セピオライトおよ
びカオリナイトから選択される天然アルミノシリケートおよび（ｂ）（ｉ）シリケートと
アルミネートとの塩基性溶液もしくは混合物のｐＨ調整による共沈殿によってまたは（ｉ
ｉ）二酸化珪素の表面のシラノールとＮａＡｌＯ 2との化学反応によって製造される合成
アルミノシリケートの少なくとも１種から選択される、１の方法。
２３．上記合成共沈殿アルミノシリケートについて、約５～約９５％のその表面がシリカ
部分、および対応して約９５～約５％のその表面がアルミニウム部分を含む、２２の方法
。
２４．上記合成アルミノシリケートが式：［（Ａｌ 2Ｏ 3） x・（ＳｉＯ 2） y・（Ｈ 2Ｏ） z

］；［（Ａｌ 2Ｏ 3） x・（ＳｉＯ 2） y・ＭＯ］（式中、Ｍはマグネシウムまたはカルシウ
ムである）で表される、２０の方法。
２５．上記硫黄供与体追加添加剤が、ジモルホリンテトラスルフィド、テトラメチルチウ
ラムテトラスルフィド、ベンゾチアジル－２，Ｎ－ジチオモルホリド、チオプラスト類、
ジペンタメチレンチウラムヘキサスルフィドおよびジスルフィドカプロラクタムの少なく
とも１種から選択される、１の方法。
２６．硫黄加硫性エラストマー追加添加剤のための上記加硫促進剤が、メルカプトベンゾ
チアゾール、テトラメチルチウラムジスルフィド、ベンゾチアゾールジスルフィド、ジフ
ェニルグアニジン、亜鉛ジチオカルバメート、アルキルフェノールジスルフィド、ブチル
キサントゲン酸亜鉛、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、
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、Ｎ－オキシジエチレンベ
ンゾチアゾール－２－スルフェンアミド、Ｎ，Ｎ－ジフェニルチオ尿素、ジチオカルバミ
ルスルフェンアミド、Ｎ，Ｎ－ジイソプロピルベンゾチアゾール－２－スルフェンアミド
、亜鉛－２－メルカプトトルイミダゾール、ジチオビス（Ｎ－メチルピペラジン）、ジチ
オビス（Ｎ－ベータヒドロキシエチルピペラジン）およびジチオビス（ジベンジルアミン
）の少なくとも１種から選択される、１の方法。
２７．上記硫黄供与体追加添加剤が、３，３′－ビス（トリメトキシシリルプロピル）ト
リスルフィドおよびテトラスルフィド；３，３′－ビス（トリエトキシシリルプロピル）
トリスルフィドおよびテトラスルフィド；３，３′－ビス（トリエトキシシリルエチルト
リレン）トリスルフィドおよびテトラスルフィド；並びに３，３′－ビス（トリメトキシ
シリルエチルトリレン）トリスルフィドおよびテトラスルフィドの少なくとも１種から選
択される、１の方法。
２８．上記オルガノシランポリスルフィド化合物について、上記Ｒ 2基がアルキル基であ
り、上記Ｒ 1基がアルカリール、フェニルおよびハロアリール基から選択される、１の方
法。
２９．上記アルキル基がメチル、エチル、ｎ－プロピルおよびｎ－デシル基から選択され
；上記アラルキル基がベンジルおよびアルファ，アルファ－ジメチルベンジル基から選択
され；上記アルカリール基がｐ－トリルおよびｐ－ノニルフェノール基から選択され；そ
して上記ハロアリール基がｐ－クロロフェノール基である、２８の方法。
３０．上記オルガノシランポリスルフィド化合物のオルガノシランジスルフィドが：２，
２′－ビス（トリメトキシシリルエチル）ジスルフィド；３，３′－ビス（トリメトキシ
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シリルプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（トリエトキシシリルプロピル）ジスル
フィド；２，２′－ビス（トリエトキシシリルプロピル）ジスルフィド；２，２′－ビス
（トリプロポキシシリルエチル）ジスルフィド；２，２′－ビス（トリ－ｓｅｃ－ブトキ
シシリルエチル）ジスルフィド；３，３′－ビス（トリ－ｔ－ブトキエチル）ジスルフィ
ド；３，３′－ビス（トリエトキシシリルエチルトリレン）ジスルフィド；３，３′－ビ
ス（トリメトキシシリルエチルトリレン）ジスルフィド；３，３′－ビス（トリイソプロ
ポキシプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（トリオクトキシプロピル）ジスルフィ
ド；２，２′－ビス（２′－エチルヘキソキシシリルエチル）ジスルフィド；２，２′－
ビス（ジメトキシエトキシシリルエチル）ジスルフィド；３，３′－ビス（メトキシエト
キシプロポキシシリルプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（メトキシジメチルシリ
ルプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（シクロヘキソキシジメチルシリルプロピル
）ジスルフィド；４，４′－ビス（トリメトキシシリルブチル）ジスルフィド；３，３′
－ビス（トリメトキシシリル－３－メチルプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（ト
リプロポキシシリル－３－メチルプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（ジメトキシ
メチルシリル－３－エチルプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（トリメトキシシリ
ル－２－メチルプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（ジメトキシフェニルシリル－
２－メチルプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（トリメトキシシリルシクロヘキシ
ル）ジスルフィド；１２，１２′－ビス（トリメトキシシリルドデシル）ジスルフィド；
１２，１２′－ビス（トリエトキシシリルドデシル）ジスルフィド；１８，１８′－ビス
（トリメトキシシリルオクタデシル）ジスルフィド；１８，１８′－ビス（メトキシジメ
チルシリルオクタデシル）ジスルフィド；２，２′－ビス（トリメトキシシリル－２－メ
チルエチル）ジスルフィド；２，２′－ビス（トリエトキシシリル－２－メチルエチル）
ジスルフィド；２，２′－ビス（トリプロポキシシリル－２－メチルエチル）ジスルフィ
ド；および２，２′－ビス（トリオクトキシシリル－２－メチルエチル）ジスルフィドの
少なくとも１種から選択される、請求項１の方法。
３１．上記オルガノシランポリスルフィド化合物のオルガノシランジスルフィドが：３，
３′－ビス（トリメトキシシリルプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（トリエトキ
シシリルプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（トリエトキシシリルエチルトリレン
）ジスルフィド；および３，３′－ビス（トリメトキシシリルエチルトリレン）ジスルフ
ィドの少なくとも１種から選択される、１の方法。
３２．上記オルガノシランポリスルフィドについて、少なくとも９５％のｎが２であり；
上記Ｒ 2基がメチル、エチル、ｎ－プロピルおよびｎ－デシル基から選択されるアルキル
基であり；上記Ｒ 1基がベンジル、アルファ，アルファ－ジメチルベンジル基、ｐ－トリ
ル、ｐ－ノニルフェノール基およびｐ－クロロフェノール基から選択される、１の方法。
３３．上記オルガノシランポリスルフィド化合物のオルガノシランジスルフィドが：３，
３′－ビス（トリメトキシシリルプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（トリエトキ
シシリルプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（トリエトキシシリルエチルトリレン
）ジスルフィド；および３，３′－ビス（トリメトキシシリルエチルトリレン）ジスルフ
ィドの少なくとも１種から選択される、３２の方法。
３４．上記オルガノシランポリスルフィド化合物の上記オルガノシランジスルフィドが：
３，３′－ビス（トリメトキシシリルプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（トリエ
トキシシリルプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（トリエトキシシリルエチルトリ
レン）ジスルフィド；および３，３′－ビス（トリメトキシシリルエチルトリレン）ジス
ルフィドの少なくとも１種から選択され；上記カーボンブラックのＣＴＡＢ値が約８０～
約１５０であり、上記シリカ、アルミナおよびアルミノシリケートのＢＥＴ表面積が約１
００～約３００ｍ 2／ｇ、ジブチルフタレート（ＤＢＰ）吸収値が約１５０～約３５０、
ＣＴＡＢ値が約１００～約２２０、および水銀多孔度測定法による細孔サイズ分布が：５
％未満の細孔の直径は約１０ｎｍ未満であり；６０～９０％の細孔の直径は約１０～約１
００ｎｍであり；１０～３０％の細孔の直径は約１００～約１０００ｎｍであり；そして
５～２０％の細孔の直径は約１０００ｎｍより大であり；上記硫黄供与体追加添加剤が、
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ジモルホリンジスルフィド、ジモルホリンテトラスルフィド、テトラメチルチウラムテト
ラスルフィド、ベンゾチアジル－２，Ｎ－ジチオモルホリド、チオプラスト類、ジペンタ
メチレンチウラムヘキサスルフィドおよびジスルフィドカプロラクタムの少なくとも１種
から選択され；硫黄加硫性エラストマー追加添加剤のための上記加硫促進剤が、メルカプ
トベンゾチアゾール、テトラメチルチウラムジスルフィド、ベンゾチアゾールジスルフィ
ド、ジフェニルグアニジン、亜鉛ジチオカルバメート、アルキルフェノールジスルフィド
、ブチルキサントゲン酸亜鉛、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、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、Ｎ－オキシジエ
チレンベンゾチアゾール－２－スルフェンアミド、Ｎ，Ｎ－ジフェニルチオ尿素、ジチオ
カルバミルスルフェンアミド、Ｎ，Ｎ－ジイソプロピルベンゾチアゾール－２－スルフェ
ンアミド、亜鉛－２－メルカプトトルイミダゾール、ジチオビス（Ｎ－メチルピペラジン
）、ジチオビス（Ｎ－ベータヒドロキシエチルピペラジン）およびジチオビス（ジベンジ
ルアミン）の少なくとも１種から選択され；そして上記オルガノシランポリスルフィド追
加添加剤が、３，３′－ビス（トリメトキシシリルプロピル）トリスルフィドおよびテト
ラスルフィド；３，３′－ビス（トリエトキシシリルプロピル）トリスルフィドおよびテ
トラスルフィド；３，３′－ビス（トリエトキシシリルエチルトリレン）トリスルフィド
およびテトラスルフィド；並びに３，３′－ビス（トリメトキシシリルエチルトリレン）
トリスルフィドおよびテトラスルフィドの少なくとも１種から選択される、１の方法。
３５．製造されたゴム組成物を約１４０℃～約１９０℃で加硫する追加工程を含む、３４
の方法。
３６．３５の方法により製造されるゴム組成物。
３７．加硫性ゴムのタイヤと上記ゴム組成物よりなるトレッドとの集成体を製造し、そし
て集成体を約１４０℃～約１９０℃で加硫する追加工程を含む、３４の方法。
３８．３７の方法により製造されるタイヤ。
３９．上記加硫性エラストマーについて、上記共役ジエンがイソプレンおよび１，３－ブ
タジエンから選択され、そして上記ビニル芳香族化合物がスチレンおよびアルファメチル
スチレンから選択される、４の方法。
４０．硫黄加硫性エラストマーが天然および合成シス  １，４－ポリイソプレンゴム、エ
マルジョン重合で製造されるスチレン／ブタジエン共重合体ゴム、有機溶液重合で製造さ
れるスチレン／ブタジエン共重合体ゴム、３，４－ポリイソプレンゴム、イソプレン／ブ
タジエンゴム、スチレン／イソプレン／ブタジエン三元重合体ゴム、シス  １，４－ポリ
ブタジエンゴム、エマルジョン重合で製造されるスチレン／ブタジエン／アクリロニトリ
ル三元重合体ゴムおよびブタジエン／アクリロニトリル共重合体ゴムの少なくとも１種か
ら選択される、４の方法。
４１．シリカが、ＢＥＴ表面積が約１００～約３００ｍ 2／ｇ、ジブチルフタレート（Ｄ
ＢＰ）吸収値が約１５０～約３５０、ＣＴＡＢ値が約１００～約２２０、および水銀多孔
度測定法による細孔サイズ分布が：５％未満の細孔の直径は約１０ｎｍ未満であり；６０
～９０％の細孔の直径は約１０～約１００ｎｍであり；１０～３０％の細孔の直径は約１
００～約１０００ｎｍであり；そして５～２０％の細孔の直径は約１０００ｎｍより大で
あるという特徴を有する、４の方法。
４２．上記充填材が約１５～約１００重量％の沈降シリカ、および対応して約５～約８５
重量％のカーボンブラックを含み；上記カーボンブラックが約８０～約１５０のＣＴＡＢ
値を有する、４１の方法。
４３．充填材が約６０～約９５重量％のシリカ、および対応して約４０～約５重量％のカ
ーボンブラックを含む、４２の方法。
４４．上記充填材が約１５～約１００重量％のアルミナ、および対応して約５～約８５重
量％のカーボンブラックを含み；上記カーボンブラックが約８０～約１５０のＣＴＡＢ値
を有し、上記アルミナが約１００～約２２０のＣＴＡＢ値を有し、そして水銀多孔度測定
法による細孔サイズ分布が：５％未満の細孔の直径は約１０ｎｍ未満であり；６０～９０
％の細孔の直径は約１０～約１００ｎｍであり；１０～３０％の細孔の直径は約１００～
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約１０００ｎｍであり；そして５～２０％の細孔の直径は約１０００ｎｍより大である、
４の方法。
４５．上記充填材が約６０～約９５重量％のアルミナ、および対応して約４０～約５重量
％のカーボンブラックを含む、４４の方法。
４６．上記充填材が約１５～約１００重量％のアルミノシリケート、および対応して約５
～約８５重量％のカーボンブラックを含み；上記カーボンブラックが約８０～約１５０の
ＣＴＡＢ値を有し、上記アルミノシリケートが約１００～約２２０のＣＴＡＢ値を有し、
そして水銀多孔度測定法による細孔サイズ分布が：５％未満の細孔の直径は約１０ｎｍ未
満であり；６０～９０％の細孔の直径は約１０～約１００ｎｍであり；１０～３０％の細
孔の直径は約１００～約１０００ｎｍであり；そして５～２０％の細孔の直径は約１００
０ｎｍより大である、４の方法。
４７．上記充填材が約６０～約９５重量％のアルミノシリケート、および対応して約４０
～約５重量％のカーボンブラックを含む、４６の方法。
４８．上記アルミノシリケートが（ａ）白雲母、ベリル、ジクロイト、セピオライトおよ
びカオリナイトから選択される天然アルミノシリケートおよび（ｂ）（ｉ）シリケートと
アルミネートとの塩基性溶液もしくは混合物の共沈殿によってまたは（ｉｉ）二酸化珪素
のシラノールとＮａＡｌＯ 2との化学反応によって製造される合成アルミノシリケートの
少なくとも１種から選択される、４６の方法。
４９．上記合成アルミノシリケートについて、約５～約９５％のその表面がシリカ部分、
および対応して約９５～約５％のその表面がアルミニウム部分を含む、４８の方法。
５０．上記合成アルミノシリケートが式：［（Ａｌ 2Ｏ 3） x・（ＳｉＯ 2） y・（Ｈ 2Ｏ） z

］；［（Ａｌ 2Ｏ 3） x・（ＳｉＯ 2） y・ＭＯ］（式中、Ｍはマグネシウムまたはカルシウ
ムである）で表される、４６の方法。
５１．上記硫黄供与体追加添加剤が、ジモルホリンテトラスルフィド、テトラメチルチウ
ラムテトラスルフィド、ベンゾチアジル－２，Ｎ－ジチオモルホリド、チオプラスト類、
ジペンタメチレンチウラムヘキサスルフィドおよびジスルフィドカプロラクタムの少なく
とも１種から選択される、４の方法。
５２．加硫性エラストマー追加添加剤のための上記加硫促進剤が、メルカプトベンゾチア
ゾール、テトラメチルチウラムジスルフィド、ベンゾチアゾールジスルフィド、ジフェニ
ルグアニジン、亜鉛ジチオカルバメート、アルキルフェノールジスルフィド、ブチルキサ
ントゲン酸亜鉛、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、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、Ｎ－オキシジエチレンベンゾ
チアゾール－２－スルフェンアミド、Ｎ，Ｎ－ジフェニルチオ尿素、ジチオカルバミルス
ルフェンアミド、Ｎ，Ｎ－ジイソプロピルベンゾチアゾール－２－スルフェンアミド、亜
鉛－２－メルカプトトルイミダゾール、ジチオビス（Ｎ－メチルピペラジン）、ジチオビ
ス（Ｎ－ベータヒドロキシエチルピペラジン）およびジチオビス（ジベンジルアミン）の
少なくとも１種から選択される、４の方法。
５３．上記硫黄供与体追加添加剤が、３，３′－ビス（トリメトキシシリルプロピル）ト
リスルフィドおよびテトラスルフィド；３，３′－ビス（トリエトキシシリルプロピル）
トリスルフィドおよびテトラスルフィド；３，３′－ビス（トリエトキシシリルエチルト
リレン）トリスルフィドおよびテトラスルフィド；並びに３，３′－ビス（トリメトキシ
シリルエチルトリレン）トリスルフィドおよびテトラスルフィドの少なくとも１種から選
択される、４の方法。
５４．上記オルガノシランポリスルフィド化合物について、上記Ｒ 2基がアルキル基であ
り、上記Ｒ 1基がアルカリール、フェニルおよびハロアリール基から選択される、４の方
法。
５５．上記アルキル基がメチル、エチル、ｎ－プロピルおよびｎ－デシル基から選択され
；上記アラルキル基がベンジルおよびアルファ，アルファ－ジメチルベンジル基から選択
され；上記アルカリール基がｐ－トリルおよびｐ－ノニルフェノール基から選択され；そ
して上記ハロアリール基がｐ－クロロフェノール基である、５４の方法。
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５６．上記オルガノシランポリスルフィド化合物のオルガノシランジスルフィドが：２，
２′－ビス（トリメトキシシリルエチル）ジスルフィド；３，３′－ビス（トリメトキシ
シリルプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（トリエトキシシリルプロピル）ジスル
フィド；２，２′－ビス（トリエトキシシリルプロピル）ジスルフィド；２，２′－ビス
（トリプロポキシシリルエチル）ジスルフィド；２，２′－ビス（トリ－ｓｅｃ－ブトキ
シシリルエチル）ジスルフィド；３，３′－ビス（トリ－ｔ－ブトキエチル）ジスルフィ
ド；３，３′－ビス（トリエトキシシリルエチルトリレン）ジスルフィド；３，３′－ビ
ス（トリメトキシシリルエチルトリレン）ジスルフィド；３，３′－ビス（トリイソプロ
ポキシプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（トリオクトキシプロピル）ジスルフィ
ド；２，２′－ビス（２′－エチルヘキソキシシリルエチル）ジスルフィド；２，２′－
ビス（ジメトキシエトキシシリルエチル）ジスルフィド；３，３′－ビス（メトキシエト
キシプロポキシシリルプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（メトキシジメチルシリ
ルプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（シクロヘキソキシジメチルシリルプロピル
）ジスルフィド；４，４′－ビス（トリメトキシシリルブチル）ジスルフィド；３，３′
－ビス（トリメトキシシリル－３－メチルプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（ト
リプロポキシシリル－３－メチルプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（ジメトキシ
メチルシリル－３－エチルプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（トリメトキシシリ
ル－２－メチルプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（ジメトキシフェニルシリル－
２－メチルプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（トリメトキシシリルシクロヘキシ
ル）ジスルフィド；１２，１２′－ビス（トリメトキシシリルドデシル）ジスルフィド；
１２，１２′－ビス（トリエトキシシリルドデシル）ジスルフィド；１８，１８′－ビス
（トリメトキシシリルオクタデシル）ジスルフィド；１８，１８′－ビス（メトキシジメ
チルシリルオクタデシル）ジスルフィド；２，２′－ビス（トリメトキシシリル－２－メ
チルエチル）ジスルフィド；２，２′－ビス（トリエトキシシリル－２－メチルエチル）
ジスルフィド；２，２′－ビス（トリプロポキシシリル－２－メチルエチル）ジスルフィ
ド；および２，２′－ビス（トリオクトキシシリル－２－メチルエチル）ジスルフィドの
少なくとも１種から選択される、４の方法。
５７．上記オルガノシランポリスルフィド化合物のオルガノシランジスルフィドが：３，
３′－ビス（トリメトキシシリルプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（トリエトキ
シシリルプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（トリエトキシシリルエチルトリレン
）ジスルフィド；および３，３′－ビス（トリメトキシシリルエチルトリレン）ジスルフ
ィドの少なくとも１種から選択される、４の方法。
５８．上記オルガノシランポリスルフィド化合物について、少なくとも９５％のｎが２で
あり；上記Ｒ 2基がメチル、エチル、ｎ－プロピルおよびｎ－デシル基から選択されるア
ルキル基であり；上記Ｒ 1基がベンジル、アルファ，アルファ－ジメチルベンジル基、ｐ
－トリル、ｐ－ノニルフェノール基およびｐ－クロロフェノール基から選択される、４の
方法。
５９．上記オルガノシランポリスルフィド化合物のオルガノシランジスルフィドが：３，
３′－ビス（トリメトキシシリルプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（トリエトキ
シシリルプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（トリエトキシシリルエチルトリレン
）ジスルフィド；および３，３′－ビス（トリメトキシシリルエチルトリレン）ジスルフ
ィドの少なくとも１種から選択される、５８の方法。
６０．上記オルガノシランポリスルフィド化合物の上記オルガノシランジスルフィドが：
３，３′－ビス（トリメトキシシリルプロピル）ジスルフィド； 3，３′－ビス（トリエ
トキシシリルプロピル）ジスルフィド；３，３′－ビス（トリエトキシシリルエチルトリ
レン）ジスルフィド；および３，３′－ビス（トリメトキシシリルエチルトリレン）ジス
ルフィドの少なくとも１種から選択され；上記カーボンブラックのＣＴＡＢ値が約８０～
約１５０であり、上記シリカ、アルミナおよびアルミノシリケートのＢＥＴ表面積が約１
００～約３００ｍ 2／ｇ、ジブチルフタレート（ＤＢＰ）吸収値が約１５０～約３５０、
ＣＴＡＢ値が約１００～約２２０、および水銀多孔度測定法による細孔サイズ分布が：５
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％未満の細孔の直径は約１０ｎｍ未満であり；６０～９０％の細孔の直径は約１０～約１
００ｎｍであり；１０～３０％の細孔の直径は約１００～約１０００ｎｍであり；そして
５～２０％の細孔の直径は約１０００ｎｍより大であり；上記硫黄供与体追加添加剤が、
ジモルホリンジスルフィド、ジモルホリンテトラスルフィド、テトラメチルチウラムテト
ラスルフィド、ベンゾチアジル－２，Ｎ－ジチオモルホリド、チオプラスト類、ジペンタ
メチレンチウラムヘキサスルフィドおよびジスルフィドカプロラクタムの少なくとも１種
から選択され；加硫性エラストマー追加添加剤のための上記加硫促進剤が、メルカプトベ
ンゾチアゾール、テトラメチルチウラムジスルフィド、ベンゾチアゾールジスルフィド、
ジフェニルグアニジン、亜鉛ジチオカルバメート、アルキルフェノールジスルフィド、ブ
チルキサントゲン酸亜鉛、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、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、Ｎ－オキシジエチレ
ンベンゾチアゾール－２－スルフェンアミド、Ｎ，Ｎ－ジフェニルチオ尿素、ジチオカル
バミルスルフェンアミド、Ｎ，Ｎ－ジイソプロピルベンゾチアゾール－２－スルフェンア
ミド、亜鉛－２－メルカプトトルイミダゾール、ジチオビス（Ｎ－メチルピペラジン）、
ジチオビス（Ｎ－ベータヒドロキシエチルピペラジン）およびジチオビス（ジベンジルア
ミン）の少なくとも１種から選択され；そして上記オルガノシランポリスルフィド追加添
加剤が、３，３′－ビス（トリメトキシシリルプロピル）トリスルフィドおよびテトラス
ルフィド；３，３′－ビス（トリエトキシシリルプロピル）トリスルフィドおよびテトラ
スルフィド；３，３′－ビス（トリエトキシシリルエチルトリレン）トリスルフィドおよ
びテトラスルフィド；並びに３，３′－ビス（トリメトキシシリルエチルトリレン）トリ
スルフィドおよびテトラスルフィドの少なくとも１種から選択される、４の方法。
６１．製造されたゴム組成物を約１４０℃～約１９０℃で加硫する追加工程を含む、４の
方法。
６２．６１の方法により製造される加硫ゴム組成物。
６３．加硫性ゴムのタイヤと上記ゴム組成物よりなるトレッドとの集成体を製造し、そし
て集成体を約１４０℃～約１９０℃で加硫する追加工程を含む、６０の方法。
６４．６３の方法により製造される、加硫されたゴムタイヤ。
６５．上記オルガノシラン化合物について、少なくとも９５％のｎが２である、６０の方
法。
６６．製造されたゴム組成物を約１４０℃～約１９０℃で加硫する追加工程を含む、６５
の方法。
６７．６６の方法により製造される、加硫されたゴム組成物。
６８．加硫性ゴムのタイヤと上記ゴム組成物からなるトレッドとの集成体を製造し、そし
て集成体を約１４０℃～約１９０℃で加硫する追加工程を含む、６５の方法。
６９．６８の方法により製造される、加硫されたゴムタイヤ。
７０．上記予備工程（Ａ）が、上記エラストマー、上記粒状充填材および上記オルガノシ
ランポリスルフィド化合物を上記の逐次混合工程の１つ以上に加え、そして上記硫黄源お
よび／または加硫促進剤をその後に続く予備混合工程に加える、少なくとも２つの逐次混
合工程を含む、４の方法。
７１．上記予備工程（Ａ）が、約２０～約６０重量％のシリカ、上記オルガノシランジス
ルフィド化合物および上記硫黄源および／または加硫促進剤を１つ以上の混合工程に加え
、そしてそれらの残りを少なくとも１つのその後の予備混合工程に加える、少なくとも２
つの逐次混合工程を含む、４の方法。
７２．少なくとも８０％のｎが２である上記オルガノシランポリスルフィド化合物を、約
２５～約７５重量％の上記オルガノシランポリスルフィド化合物、および対応して約７５
～約２５重量％の粒状カーボンブラックを含む粒状物の形で、上記熱機械予備混合工程に
加える、１の方法。
７３．少なくとも８０％のｎが２である上記オルガノシランポリスルフィド化合物を、約
２５～約７５重量％の上記オルガノシランポリスルフィド化合物、および対応して約７５
～約２５重量％の粒状カーボンブラックを含む粒状物の形で、上記熱機械予備混合に加え
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る、４の方法。
７４．少なくとも８０％のｎが２である上記オルガノシランポリスルフィド化合物を、約
２５～約７５重量％の上記オルガノシランポリスルフィド化合物、および対応して約７５
～約２５重量％の粒状カーボンブラックを含む粒状物の形で、上記熱機械予備混合に加え
る、６０の方法。
７５．少なくとも９５％のｎが２である上記オルガノシランポリスルフィド化合物を、約
２５～約７５重量％の上記オルガノシランポリスルフィド化合物、および対応して約７５
～約２５重量％の粒状カーボンブラックを含む粒状物の形で、上記熱機械予備混合に加え
る、６０の方法。
７６．硫黄加硫性ゴムのタイヤと上記ゴム組成物よりなるトレッドとの集成体を製造し、
そして集成体を約１４０℃～約１９０℃で加硫する追加工程を含み；そして少なくとも８
０％のｎが２であるオルガノシランポリスルフィド化合物を、約４０～約６０重量％の上
記オルガノシランポリスルフィド化合物、および対応して約６０～約４０重量％の粒状カ
ーボンブラックを含む粒状物の形で、上記熱機械予備混合に加える、６０の方法。
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