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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属がアルカリ金属及びアルカリ土類金属から選ばれる少なくとも一種である有機金属
型の活性部位を分子中に有する共役ジエン化合物を単独重合して、又は共役ジエン化合物
と他のモノマーを共重合して得られた重合体の該活性部位にヒドロカルビルオキシシラン
化合物Ｉを反応させる第一次変性を行ない、その後さらにヒドロカルビルオキシシラン化
合物IIを反応させる第二次変性を行い、前記一次変性に使用するヒドロカルビルオキシシ
ラン化合物Ｉが一般式（Ｉ）
【化１】

（式中、Ａ1は（チオ）エポキシ、（チオ）イソシアネート、（チオ）ケトン、（チオ）
アルデヒド、シアン、イミン、アミド、イソシアヌル酸トリヒドロカルビルエステル、（
チオ）カルボン酸エステル、（チオ）カルボン酸エステルの金属塩、カルボン酸無水物、
カルボン酸ハロゲン化合物及び炭酸ジヒドロカルビルエステルの中から選ばれる少なくと
も一種の官能基を有する一価の基、Ｒ1は単結合又は二価の不活性炭化水素基、Ｒ2及びＲ
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3は、それぞれ独立に炭素数１～２０の一価の脂肪族炭化水素基又は炭素数６～１８の一
価の芳香族炭化水素基を示し、ｎは０～２の整数であり、ＯＲ3が複数ある場合、複数の
ＯＲ3はたがいに同一でも異なっていてもよく、また分子中には活性プロトン及びオニウ
ム塩は含まれない。）
で表されるヒドロカルビルオキシシラン化合物及び／又はその部分縮合物、
一般式（II）
【化２】

（式中、Ａ2は環状三級アミン、非環状三級アミン、ピリジン、スルフィド及びマルチス
ルフィドの中から選ばれる少なくとも一種の官能基を有する一価の基、Ｒ4は単結合又は
二価の不活性炭化水素基、Ｒ5及びＲ6は、それぞれ独立に炭素数１～２０の一価の脂肪族
炭化水素基又は炭素数６～１８の一価の芳香族炭化水素基を示し、ｍは０～２の整数であ
り、ＯＲ6が複数ある場合、複数のＯＲ6はたがいに同一でも異なっていてもよく、また分
子中には活性プロトン及びオニウム塩は含まれない。）
で表されるヒドロカルビルオキシシラン化合物及び／又はその部分縮合物、及び一般式(I
II)

【化３】

（式中、Ｒ7及びＲ8は、それぞれ独立に炭素数１～２０の一価の脂肪族炭化水素基又は炭
素数６～１８の一価の芳香族炭化水素基を示し、ｐは０～２の整数であり、ＯＲ8が複数
ある場合、複数のＯＲ8はたがいに同一でも異なっていてもよく、また分子中には活性プ
ロトン及びオニウム塩は含まれない。）
で表されるヒドロカルビルオキシシラン化合物及び／又はその部分縮合物の中から選ばれ
る少なくとも一種であり、前記第二次変性に使用するヒドロカルビルオキシシラン化合物
IIが、前記一般式（Ｉ）で表されるヒドロカルビルオキシシラン化合物及び／又はその部
分縮合物、前記一般式（II）で表されるヒドロカルビルオキシシラン化合物及び／又はそ
の部分縮合物、及び一般式（IV）
【化４】

（式中、Ａ3はアルコール、チオール、アミド、第一級アミン又はそのオニウム塩、環状
二級アミン又はそのオニウム塩、非環状二級アミン又はそのオニウム塩、環状三級アミン
又はそのオニウム塩、非環状三級アミン又はそのオニウム塩、アリール又はベンジルＳｎ
結合を有する基、スルホニル、スルフィニル及びニトリルの中から選ばれる少なくとも一
種の官能基を有する一価の基、Ｒ9は単結合又は二価の不活性炭化水素基、Ｒ10及びＲ11

は、それぞれ独立に炭素数１～２０の一価の脂肪族炭化水素基又は炭素数６～１８の一価
の芳香族炭化水素基を示し、ｑは０～２の整数であり、ＯＲ11が複数ある場合、複数のＯ
Ｒ11はたがいに同一でも異なっていてもよい。）
で表されるヒドロカルビルオキシシラン化合物及び／又はその部分縮合物、の中から選ば
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れる少なくとも一種であることを特徴とする変性重合体の製造方法。
【請求項２】
　前記重合体がアニオン重合により合成されたものであり、かつ前記他のモノマーが芳香
族ビニル化合物であることを特徴とする請求項１に記載の変性重合体の製造方法。
【請求項３】
　前記活性部位が重合体の末端にあり、かつ少なくともその一部が活性状態であることを
特徴とする請求項２に記載の変性重合体の製造方法。
【請求項４】
　金属がアルカリ金属及びアルカリ土類金属から選ばれる少なくとも一種である有機金属
型の活性部位を有する重合体に、第一次変性用ヒドロカルビルオキシシラン化合物Ｉを加
えて反応させ、該部位にヒドロカルビルオキシシラン化合物残基を導入したのち、第二次
変性用ヒドロカルビルオキシシラン化合物IIを反応系に加え、活性部位に導入されたヒド
ロカルビルオキシシラン化合物残基と縮合させる請求項１に記載の変性重合体の製造方法
。
【請求項５】
　金属がアルカリ金属及びアルカリ土類金属から選ばれる少なくとも一種である有機金属
型の活性部位を有する重合体に、第一次変性用ヒドロカルビルオキシシラン化合物Ｉを加
えて反応させ、該部位にヒドロカルビルオキシシラン化合物残基を導入したのち、未反応
のヒドロカルビルオキシシラン化合物Ｉをヒドロカルビルオキシシラン化合物IIとして、
活性部位に導入されたヒドロカルビルオキシシラン化合物残基と縮合させる第二次変性を
行う請求項１に記載の変性重合体の製造方法。
【請求項６】
　第二次変性反応において、反応系に縮合促進剤を加える請求項１ないし５のいずれかに
記載の変性重合体の製造方法。
【請求項７】
　縮合促進剤が、スズのカルボン酸塩及び／又はチタンアルコキシドと水との組み合わせ
である請求項６に記載の変性重合体の製造方法。
【請求項８】
　前記スズのカルボン酸塩が、下記一般式（Ｖ）
　Ｓｎ（ＯＣＯＲ12）2 ・・・（Ｖ）
（式中、Ｒ12は炭素数２～１９のアルキル基である。）
で表される酸化数２のスズ化合物、又は下記一般式（VI）
　Ｒ13

xＳｎＡ4
yＢ

1
4-y-x・・・（VI）

（式中、Ｒ13は炭素数１～３０の脂肪族炭化水素基、ｘは１～３の整数、ｙは１又は２、
Ａ4は炭素数２～３０のカルボキシル基、炭素数５～２０のα，γ－ジオニル基、炭素数
３～２０のヒドロカルビルオキシ基、及び炭素数１～２０のヒドロカルビル基及び／又は
炭素数１～２０のヒドロカルビルオキシ基で三置換されたシロキシ基から選ばれる基、Ｂ
1はヒドロキシル基又はハロゲンである。）
で表される酸化数４のスズ化合物であり、前記チタンアルコキシドが下記一般式（VII）
　Ａ5

zＴｉＢ2
4-z・・・（VII）

（式中、Ａ5は炭素数３～２０のアルコキシ基、炭素数１～２０のアルキル基及び／又は
炭素数１～２０のアルコキシ基で三置換されたシロキシ基から選ばれる基、Ｂ2は炭素数
５～２０のα，γ－ジオニル基、ｚは２又は４である。）で表されるチタン化合物である
請求項７に記載の変性重合体の製造方法。
【請求項９】
　前記共役ジエン化合物が１，３－ブタジエン又はイソプレンであることを特徴とする請
求項１ないし８のいずれかに記載の変性重合体の製造方法。
【請求項１０】
　前記芳香族ビニル化合物がスチレンであることを特徴とする請求項２ないし９のいずれ
かに記載の変性重合体の製造方法。
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【請求項１１】
　請求項１ないし１０のいずれかに記載の製造方法により得られたことを特徴とする変性
重合体。
【請求項１２】
　ムーニー粘度（ＭＬ1+4／１００℃）が１０～１５０である請求項１１記載の変性重合
体。
【請求項１３】
　請求項１１又は１２記載の変性重合体を含むことを特徴とするゴム組成物。
【請求項１４】
　（Ａ）請求項１１又は１２記載の変性重合体少なくとも３０重量％を含むゴム成分と、
その１００重量部当たり、（Ｂ）シリカ及び／又はカーボンブラック１０～１００重量部
を含む請求項１３記載のゴム組成物。
【請求項１５】
　請求項１３又は１４記載のゴム組成物を用いたことを特徴とする空気入りタイヤ。

【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は、変性重合体の製造方法、その方法で得られた変性重合体、ゴム組成物及び空気
入りタイヤに関する、さらに詳しくいえば、本発明は、シリカ系配合及びカーボンブラッ
ク系配合のゴム組成物の両方に用いた場合に、シリカ及びカーボンブラックとの相互作用
を高め、破壊特性、耐摩耗性及び低発熱性を同時に向上させると共に、良好な作業性を発
揮し得る変性重合体の製造方法この方法により得られた上記特性を有する変性重合体、こ
の変性重合体を含むゴム組成物及び該ゴム組成物を用いた空気入りタイヤに関するもので
ある。
背景技術
近年、省エネルギーの社会的な要請によって、自動車の低燃費化に対する要求はより過酷
なものとなりつつある。このような要求に対応するため、タイヤ性能についても転がり抵
抗の減少が求められてきている。タイヤの転がり抵抗を下げる手法としては、タイヤ構造
の最適化による手法についても検討されてきたものの、ゴム組成物としてより発熱の少な
い材料を用いることが最も一般的な手法として行われている。
このような発熱の小さいゴム組成物を得るために、これまで、ゴム組成物に使用する充填
材の分散性を高める技術開発が数多くなされてきた。その中でも特に、リチウム化合物を
用いたアニオン重合で得られるジエン系重合体の重合活性部位を充填材と相互作用を持つ
官能基にて修飾する方法が、最も一般的になりつつある。
このような方法の中で最も代表的なものとして、充填材にカーボンブラックを用い、重合
活性部位をスズ化合物にて修飾する方法（特公平５－８７６３０号公報）、同様にカーボ
ンブラックを用い、重合活性末端にアミノ基を導入する方法（特開昭６２－２０７３４２
号公報）などが知られている。
一方、近年、自動車の安全性への関心の高まりに伴い、低燃費性能のみならず、湿潤路面
での性能（以下ウェット性能という）、特に、制動性能についても要求が高まってきた。
このため、タイヤトレッドのゴム組成物に対する性能要求は、単なる転がり抵抗の低減に
止まらず、ウェット性能と低燃費性能を高度に両立するものが必要とされている。
このような良好な低燃費性と良好なウェット性能とを同時にタイヤに与えるゴム組成物を
得る方法として、補強用充填材として、これまで一般的に用いられてきたカーボンブラッ
クに変えてシリカを用いる方法がすでに行われている。
しかしながら、シリカを補強用充填材として用いた場合カーボンブラックと比較して、ゴ
ム組成物の破壊強度及び耐摩耗特性が著しく低下するのを免れないことも明らかとなって
いる。また、シリカの分散性が悪く、混練りを行う際の作業性についても、現実にタイヤ
を製造する上で大きな問題となってきている。
そこで、発熱性の良好なゴム組成物を生産性よく得るために、補強用充填材としてカーボ
ンブラック又はシリカを単独で用いるのみでなく、シリカとカーボンブラックを併用し、
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さらに、このような多様な充填材に対して広く相互作用をもち、充填材の良好な分散性と
、ゴム組成物の耐摩耗性とを与え得る活性部位変性重合体が必要とされている。
しかしながら、これまで、活性部位変性重合体の開発が、単一の充填材用として行われて
きたため、充填材の種類に関係なく、各種の充填材との相互作用を充分にもつ活性部位変
性重合体は、極めて限られているのが現状である。
例えば、前述のスズ化合物については、カーボンブラックに対する分散効果は大きいもの
の、シリカに対してはほとんど分散効果がない上、補強効果は全く発揮されない。また、
特開平９－１５１２７５号公報に、アミノシランのシリカに対する分散効果について報告
されているものの、その効果については、必ずしも充分ではない。
他方、シリカの分散効果及び補強性改善効果のあるアルコキシシランを用いる方法が開示
されているが（特開平１－１８８５０１号公報、特開平８－５３５１３号公報、特開平８
－５３５７６号公報）、アルコキシシリル基がカーボンブラックと相互作用を全くもたな
いため、カーボンブラックを補強用充填材として用いる場合には、効果がないことが明ら
かである。また、他のシリカ用変性重合体についても同様であり、例えばアミノアクリル
アミドを用いる方法が開示されている（特開平９－７１６８７号公報、特開平９－２０８
６３３号公報）。しかしながら、この方法は、シリカの分散改良についてはある程度の効
果を有するものの、カーボンブラックに対しては、分散改良効果はほとんど認められず、
カーボンブラックとシリカの併用系のゴム組成物やカーボンブラック配合のゴム組成物に
ついては、ヒステリシスロスが上昇するなどの問題がある。
また、アルキルリチウム又はリチウムアミドを重合開始剤とするアニオン重合により得ら
れた重合体の活性末端に、ジアルキルアミノ基を有するアルコキシシランを導入した変性
重合体が開示されている（特公平６－５３７６３号公報、特公平６－５７７６７号公報）
。しかしながら、この変性重合体を用いる場合、良好な作業性と共に、シリカ配合に対す
る補強性及びシリカとカーボンブラックの両者に対する一定の分散効果が得られるものの
、アミノ基がカーボンブラックに対する効果が少ないジアルキル基置換型であるために、
特にカーボンブラックの多い配合系に体しては、スズ系変性剤を使用して得られた変性重
合体を用いる場合と比較すると、充分な効果が得られない。
ところで、変性重合体を製造する際に用いられる活性部位を有する重合体は、通常、共役
ジエン化合物単独又は共役ジエン化合物と芳香族ビニル化合物をアニオン重合させること
により得られる。このようなアニオン重合により得られた重合体の活性部位に、物性改良
に大きな効果があると思われる一級アミノ基や有機オニウム塩基などの官能基を導入する
ことは、アニオン重合の特性上容易ではなく、過酷な条件下でのポスト重合処理や高価な
保護基を必要とし、その工業的価値は低いものであった。
また、これらの方法においては、重合体の活性部位に最高で一個の官能基を導入するので
あって、重合体１分子当たり、複数個の前記官能基を導入するには、ジリチウム系開始剤
やマクロモノマーを用いるなど、複雑な合成技術を使用する必要があるが、これらは工業
的に利用しやすい方法とはいえない。さらに、ゴム組成物を調製する際に、前記官能基を
ヒドロカルビル化合物とシラン変性重合体を熱機械処理することで、物性の改良が試みら
れているが、この場合、その効果は不充分である上、貴重な混練り機のマシンタイムを消
費する、混練り機中でのアルコール蒸散量が増えるなどの問題が生じ、工業的に好ましい
方法とはいえない。
本発明は、このような状況下で、シリカ系配合及びカーボンブラック系配合のゴム組成物
の両方に用いた場合に、シリカ及びカーボンブラックとの相互作用を高め、破壊特性、耐
摩耗性及び低発熱性を同時に向上させると共に、良好な作業性を発揮し得る変性重合体の
製造方法、この方法により得られた上記特性を有する変性重合体、この変性重合体を含む
ゴム組成物、及び該ゴム組成物を用いた空気入りタイヤを提供することを目的とするもの
である。
発明の開示
本発明者らは、前記目的を達成するために鋭意研究を重ねた結果、まず活性部位を有する
重合体の該活性部位にヒドロカルビルオキシシラン化合物残基を導入し、次いで，このヒ
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ドロカルビルオキシシラン化合物残基とヒドロカルビルオキシシラン化合物とを縮合させ
る方法で得られた変性重合体により、その目的を達成し得ることを見出した。本発明は、
かかる知見に基づいて完成したものである。
すなわち、本発明は、
（１）有機金属型の活性部位を分子中に有する重合体の該活性部位にヒドロカルビルオキ
シシラン化合物を反応させる第一次変性を行い、その後さらにヒドロカルビルオキシシラ
ン化合物を反応させる第二次変性を行うことを特徴とする変性重合体の製造方法、
（２）前記重合体が、共役ジエン化合物を単独して、又は共役ジエン化合物と他のモノマ
ーを重合して得られた重合体であることを特徴とする上記（１）の変性重合体の製造方法
、
（３）前記活性部位の金属がアルカリ金属及びアルカリ土類金属から選ばれる少なくとも
１種であることを特徴とする上記（１）又は上記（２）の変性重合体の製造方法、
（４）第二次変性反応において、反応系に縮合促進剤を加える上記（１）～（３）の変性
重合体の製造方法、
（５）上記（１）～（４）のいずれかの製造方法により得られたことを特徴とする変性重
合体、
（６）上記（５）の変性重合体を含むことを特徴とするゴム組成物、
（７）（Ａ）上記（５）の変性重合体少なくとも３０重量％を含むゴム成分と、その１０
０重量部当たり、（Ｂ）シリカ及び／又はカーボンブラック１０～１００重量部を含む上
記（６）のゴム組成物、及び
（８）上記（６）又は（７）のゴム組成物を用いたことを特徴とする空気入りタイヤ、
を提供するものである。
発明を実施するための最良の形態
まず、本発明の変性重合体の製造方法について説明する。
本発明の変性重合体の製造方法においては、有機金属型の活性部位を分子中に有する重合
体の該活性部位に、ヒドロカルビルオキシシラン化合物残基を導入する第一次変性を行い
、次いでヒドロカルビルオキシシラン化合物を反応させる第二次変性を行う。この第一次
変性及び第二次変性によって、前記活性部位に当量より多くのヒドロカルビルオキシシラ
ン化合物残基を導入することができる。
本発明の方法において用いられる有機金属型の活性部位を分子中に有する重合体の製造方
法については特に制限はなく、溶液重合法、気相重合法、バルク重合法のいずれも用いる
ことができるが、特に溶液重合法が好ましい。また、重合形式は、回分式及び連続式のい
ずれであってもよい。
また、前記活性部位の金属はアルカリ金属及びアルカリ土類金属から選ばれる１種である
ことが好ましく、特にリチウム金属が好ましい。
上記溶液重合法においては、例えばリチウム化合物を重合開始剤とし、共役ジエン化合物
単独又は共役ジエン化合物と芳香族ビニル化合物をアニオン重合させることにより、目的
の重合体を製造することができる。
さらには、ハロゲン含有モノマーを混在させ、ポリマー中のハロゲン原子を有機金属化合
物によって活性化することも有効である。例えば、イソブチレン単位、パラメチルスチレ
ン単位及びパラブロモメチルスチレン単位を含む共重合体の臭素部分をリチオ化して活性
部位とすることも有効である。
尚、前記活性部位は重合体の分子中に存在すればよく、特に限定されないが、重合体がア
ルカリ金属化合物及び／又はアルカリ土類金属化合物を重合開始剤としたアニオン重合に
よるものである場合には、一般的に前記活性部位は重合体の末端にくる。
上記共役ジエン化合物としては、例えば１，３－ブタジエン；イソプレン；１，３－ペン
タジエン；２，３－ジメチルブタジエン；２－フェニル－１，３－ブタジエン；１，３－
ヘキサジエンなどが挙げられる。これらは単独で用いてもよく、二種以上を組み合わせて
用いてもよいが、これらの中で、１，３－ブタジエン、イソプレンが特に好ましい。
また、これらの共役ジエン化合物との共重合に用いられる芳香族ビニル化合物としては、
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例えばスチレン；α－メチルスチレン；１－ビニルナフタレン；３－ビニルトルエン；エ
チルビニルベンゼン；ジビニルベンゼン；４－シクロヘキシルスチレン；２，４，６－ト
リメチルスチレンなどが挙げられる。これらは単独で用いてもよく、二種以上を組み合わ
せて用いてもよいが、これらの中で、スチレンが特に好ましい。
さらに、単量体として共役ジエン化合物と芳香族ビニル化合物を用いて共重合を行う場合
、それぞれ１，３－ブタジエン及びスチレンの使用が、単量体の入手の容易さなどの実用
性の面、及びアニオン重合特性がリビング性などの点で優れることなどから、特に好適で
ある。
また、溶液重合法を用いた場合には、溶媒中の単量体濃度は、好ましくは５～５０重量％
、より好ましくは１０～３０重量％である。尚、共役ジエン化合物と芳香族ビニル化合物
を用いて共重合を行う場合、仕込み単量体混合物中の芳香族ビニル化合物の含量は好まし
くは３～５０重量％、さらには５～４５重量％の範囲が好ましい。
重合開始剤のリチウム化合物としては、特に制限はないが、ヒドロカルビルリチウム及び
リチウムアミド化合物が好ましく用いられ、前者のヒドロカルビルリチウムを用いる場合
には、重合開始末端にヒドロカルビル基を有し、かつ他方の末端が重合活性部位である共
役ジエン系重合体が得られる。また、後者のリチウムアミド化合物を用いる場合には、重
合開始末端に窒素含有基を有し、他方の末端が重合活性部位である共役ジエン系重合体が
得られる。
上記ヒドロカルビルリチウムとしては、炭素数２～２０のヒドロカルビル基を有するもの
が好ましく、例えばエチルリチウム、ｎ－プロピルリチウム、イソプロピルリチウム、ｎ
－ブチルリチウム、ｓｅｃ－ブチルリチウム、ｔｅｒｔ－オクチルリチウム、ｎ－デシル
リチウム、フェニルリチウム、２－ナフチルリチウム、２－ブチル－フェニルリチウム、
４－フェニル－ブチルリチウム、シクロヘキシルリチウム、シクロペンチルリチウム、ジ
イソプロペニルベンゼンとブチルリチウムとの反応生成物などが挙げられるが、これらの
中で、ｎ－ブチルリチウムが好ましい。
一方、リチウムアミド化合物としては、例えばリチウムヘキサメチレンイミド、リチウム
ピロリジド、リチウムピペリジド、リチウムヘプタメチレンイミド、リチウムドデカメチ
レンイミド、リチウムジメチルアミド、リチウムジエチルアミド、リチウムジブチルアミ
ド、リチウムジプロピルアミド、リチウムジヘプチルアミド、リチウムジヘキシルアミド
、リチウムジオクチルアミド、リチウムジ－２－エチルヘキシルアミド、リチウムジデシ
ルアミド、リチウム－Ｎ－メチルピペラジド、リチウムエチルプロピルアミド、リチウム
エチルブチルアミド、リチウムメチルブチルアミド、リチウムエチルベンジルアミド、リ
チウムメチルフェネチルアミドなどが挙げられる。これらの中で、カーボンブラックに対
する相互作用効果及び重合開始能などの点から、リチウムヘキサメチレンイミド、リチウ
ムピロリジド、リチウムピペリジド、リチウムヘプタメチレンイミド、リチウムドデカメ
チレンイミドなどの環状リチウムアミドが好ましく、特にリチウムヘキサメチレンイミド
及びリチウムピロリジドが好適である。
これらのリチウムアミド化合物は、一般に、二級アミンとリチウム化合物とから、予め調
製したものを重合に使用することが多いが、重合系中（ｉｎ－ｓｉｔｕ）で調製すること
もできる。また、この重合開始剤の使用量は、好ましくは単量体１００ｇ当たり、０．２
～２０ミリモルの範囲で選定される。
前記リチウム化合物を重合開始剤として用い、アニオン重合によって共役ジエン系重合体
を製造する方法としては、特に制限はなく、従来公知の方法を用いることができる。
具体的には、反応に不活性な有機溶剤、例えば脂肪族、脂環族、芳香族炭化水素化合物な
どの炭化水素系溶剤中において、共役ジエン化合物又は共役ジエン化合物と芳香族ビニル
化合物を、前期リチウム化合物を重合開始剤として、所望により、用いられるランダマイ
ザーの存在化にアニオン重合させることにより、目的の共役ジエン系重合体が得られる。
前記炭化水素系溶剤としては、炭素数３～８のものが好ましく、例えばプロパン、ｎ－ブ
タン、イソブタン、ｎ－ペンタン、イソペンタン、ｎ－ヘキサン、シクロヘキサン、プロ
ペン、１－ブテン、イソブテン、トランス－２－ブテン、シス－２－ブテン、１－ペンテ
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ン、２－ペンテン、１－ヘキセン、２－ヘキセン、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチ
ルベンゼンなどを挙げることができる。これらは単独で用いてもよく、二種以上を混合し
て用いてもよい。
また、所望により用いられるランダマイザーとは、共役ジエン重合体のミクロ構造の制御
、例えばブタジエン－スチレン共重合体におけるブタジエン部分の１、２結合、イソプレ
ン重合体における３、４結合の増加など、あるいは共役ジエン化合物－芳香族ビニル化合
物共重合体における単量体単位の組成分布の制御、例えばブタジエン－スチレン共重合体
におけるブタジエン単位、スチレン単位のランダム化などの作用を有する化合物のことで
ある。このランダマイザーとしては、特に制限はなく、従来ランダマイザーとして一般に
使用されている公知の化合物の中から任意のものを適宜選択して用いることができる。具
体的には、ジメトキシベンゼン、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン、ジエチレング
リコールジブチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ビステトラヒドロ
フリルプロパン、トリエチルアミン、ピリジン、Ｎ－メチルモルホリン、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，
Ｎ’－テトラメチルエチレンジアミン、１，２－ジピペリジノエタンなどのエーテル類及
び第三級アミン類などを挙げることができる。また、カリウム－ｔ－アミレート、カリウ
ム－ｔ－ブトキシドなどのカリウム塩類、ナトリウム－ｔ－アミレートなどのナトリウム
塩類も用いることができる。
これらのランダマイザーは、一種を単独で用いてもよく、二種以上を組み合わせて用いて
もよい。また、その使用量は、リチウム化合物１モル当たり、好ましくは０．０１～１０
００モル当量の範囲で選択される。
この重合反応における温度は、好ましくは０～１５０℃、より好ましくは２０～１３０℃
の範囲で選定される。重合反応は、発生圧力下で行うことができるが、通常は単量体を実
質的に液相に保つに十分な圧力で操作することが望ましい。すなわち、圧力は重合される
個々の物質や、用いる重合媒体及び重合温度にもよるが、所望ならばより高い圧力を用い
ることができ、このような圧力は重合反応に関して不活性なガスで反応器を加圧する等の
適当な方法で得られる。
この重合においては、重合開始剤、溶媒、単量体など、重合に関与する全ての原材料は、
水、酸素、二酸化炭素、プロトン性化合物などの反応阻害物質を除去したものを用いるこ
とが望ましい。
尚、エラストマーとして重合体を得る場合は、得られる重合体又は共重合体の、示差熱分
析法により求めたガラス転移点（Ｔｇ）が－９０℃～－１５℃であることが好ましい。ガ
ラス転移点が－９０℃未満の重合体を得るのは困難であり、また－１５℃を超える場合に
は室温領域で粘度が高くなりすぎ、取り扱いが困難となる場合がある。
本発明においては、このようにして得られた有機金属型の活性部位を分子中に有する重合
体に対して、第一次変性用ヒドロカルビルオキシシラン化合物Ｉを、該活性部位に対して
、好ましくは、見かけの活性部位の０．５モル当量以上加え（通常、該第一次変性用ヒド
ロカルビルオキシシラン化合物Ｉは、その１モルが活性部位数モル当量に相当する）、該
活性部位に対する略当量のヒドロカルビルオキシシラン化合物Ｉを反応させて、該活性部
位の実質的に全てにヒドロカルビルオキシシラン化合物残基を導入したのち、第二次変性
用ヒドロカルビルオキシシラン化合物ＩＩを反応系に加え、活性部位に導入されたヒドロ
カルビルオキシシラン化合物残基とヒドロカルビルオキシシラン化合物ＩＩ、又は該残基
と未反応のヒドロカルビルオキシシラン化合物Ｉとを縮合させる方法を用いる。
この変性反応において、使用する重合体は、少なくとも２０％のポリマー鎖が該活性部位
を有するものが好ましい。
前記変性方法において、重合体の活性部位との反応に用いられる第一次変性用ヒドロカル
ビルオキシシラン化合物Ｉとしては、例えば一般式（Ｉ）
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（式中、Ａ１は（チオ）エポキシ、（チオ）イソシアネート、（チオ）ケトン、（チオ）
アルデヒド、シアン、ピリジン、イミン、アミド、イソシアヌル酸トリエステル、（チオ
）カルボン酸ヒドロカルビルエステル、（チオ）カルボン酸エステルの金属塩、カルボン
酸無水物、カルボン酸ハロゲン化物及び炭酸ジヒドロカルビルエステルの中から選ばれる
少なくとも一種の官能基を有する一価の基、Ｒ１は単結合又は二価の不活性炭化水素基、
Ｒ２及びＲ３は、それぞれ独立に炭素数１～２０の一価の脂肪族炭化水素基又は炭素数６
～１８の一価の芳香族炭化水素基を示し、ｎは０～２の整数であり、ＯＲ３が複数ある場
合、複数のＯＲ３はたがいに同一でも異なっていてもよく、また分子中には活性プロトン
及びオニウム塩は含まれない。）
で表されるヒドロカルビルオキシシラン化合物及び／又はその部分縮合物を用いることが
できる。ここで部分縮合物とは、ヒドロカルビルオキシシラン化合物のＳｉＯＲの一部（
全部ではない）が縮合によりＳｉＯＳｉ結合したものをいう。
前記一般式（Ｉ）において、Ａ１における官能基の中で、イミンはケチミン、アルジミン
、アミジンを包含し、（チオ）カルボン酸エステルは、アクリレートやメタクリレートな
どの不飽和カルボン酸エステルを包含する。また、（チオ）カルボン酸エステルの金属塩
の金属としては、アルカリ金属、アルカリ土類金属、Ａｌ、Ｓｎ、Ｚｎなどを挙げること
ができる。
Ｒ１のうちの二価の不活性炭化水素基としては、炭素数１～２０のアルキレン基を好まし
く挙げることができる。このアルキレン基は直鎖状，枝分かれ状，環状のいずれであって
もよいが、特に直鎖状のものが好適である。この直鎖状のアルキレン基の例としては、メ
チレン基，エチレン基，トリメチレン基，テトラメチレン基，ペンタメチレン基，ヘキサ
メチレン基，オクタメチレン基，デカメチレン基，ドデカメチレン基などが挙げられる。
Ｒ２及びＲ３としては、炭素１～２０のアルキル基，炭素数２～２０のアルケニル基，炭
素数６～１８のアリール基，炭素数７～１８のアラルキル基などを挙げることができる。
ここで、上記アルキル基及びアルケニル基は直鎖状，枝分かれ状，環状のいずれであって
もよく、その例としては、メチル基，エチル基，ｎ－プロピル基，イソプロピル基，ｎ－
ブチル基，イソブチル基，ｓｅｃ－ブチル基，ｔｅｒｔ－ブチル基，ペンチル基，ヘキシ
ル基，オクチル基，デシル基，ドデシル基，シクロペンチル基，シクロヘキシル基，ビニ
ル基，プロペニル基，アリル基，ヘキセニル基，オクテニル基，シクロペンテニル基，シ
クロヘキセニル基などが挙げられる。
また、該アリール基は、芳香環上に低級アルキル基などの置換基を有していてもよく、そ
の例としては、フェニル基，トリル基，キシリル基，ナフチル基などが挙げられる。さら
に該アラルキル基は、芳香環上に低級アルキル基などの置換基を有していてもよく、その
例としては、ベンジル基，フェネチル基，ナフチルメチル基などが挙げられる。
ｎは０～２の整数であるが、０が好ましく、また、この分子中には活性プロトン及びオニ
ウム塩を有しないことが必要である。
この一般式（Ｉ）で表されるヒドロカルビルオキシシラン化合物としては、例えば（チオ
）エポキシ基含有ヒドロカルビルオキシシラン化合物として、２－グリシドキシエチルト
リメトキシシラン、２－グリシドキシエチルトリエトキシシラン、（２－グリシドキシエ
チル）メチルジメトキシシラン、３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、３－グ
リシドキシプロピルトリエトキシシラン、（３－グリシドキシプロピル）メチルジメトキ
シシラン、２－（３、４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、２－（
３，４－エキシシクロヘキシル）エチルトリエトキシシラン、２－（３，４－エポキシシ
クロヘキシル）エチル（メチル）ジメトキシシランなど、及びこれらの化合物におけるエ
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ポキシ基をチオエポキシ基に置き換えたものを好ましく挙げることができるが、これらの
中で、特に３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン及び３－グリシドキシプロピル
トリエトキシシランが好適である。
また、イミン基含有ヒドロカルビルオキシシラン化合物として、Ｎ－（１，３－ジメチル
ブチリデン）－３－（トリエトキシシリル）－１－プロパンアミン，Ｎ－（１－メチルエ
チリデン）－３－（トリエトキシシリル）－１－プロパンアミン，Ｎ－エチリデン－３－
（トリエトキシシリル）－１－プロパンアミン，Ｎ－（１－メチルプロピリデン）－３－
（トリエトキシシリル）－１－プロパンアミン，Ｎ－（４－Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノベン
ジリデン）－３－（トリエトキシシリル）－１－プロパンアミン，Ｎ－（シクロヘキシリ
デン）－３－（トリエトキシシリル）－１－プロパンアミン及びこれらのトリエトキシシ
リル化合物に対応するトリメトキシシリル化合物，メチルジエトキシシリル化合物，エチ
ルジエトキシシリル化合物，メチルジメトキシシリル化合物，エチルジメトキシシリル化
合物などを好ましく挙げることができるが、これらの中で特に、Ｎ－（１－メチルプロピ
リデン）－３－（トリエトキシシリル）－１－プロパンアミン及びＮ－（１，３－ジメチ
ルブチリデン）－３－（トリエトキシシリル）－１－プロパンアミンが好適である。また
、イミン（アミジン）基含有化合物の他の例として、１－〔３－（トリエトキシシリル）
プロピル〕－４，５－ジヒドロイミダゾール，１－〔３－（トリメトキシシリル）プロピ
ル〕－４，５－ジヒドロイミダゾール，Ｎ－（３－トリエトキシシリルプロピル）－４，
５－ジヒドロイミダゾール、Ｎ－（３－イソプロポキシシリルプロピル）－４，５－ジヒ
ドロイミダゾール、Ｎ－（３－メチルジエトキシシリルプロピル）－４，５－ジヒドロイ
ミダゾール等が挙げられ、その中でも、Ｎ－（３－トリエトキシシリルプロピル）－４，
５－ジヒドロイミダゾールが好ましい。
さらに、その他のヒドロカルビルオキシシラン化合物として、カルボン酸エステル基含有
化合物が挙げられる。具体的には、３－メタクリロイロキシプロピルトリエトキシシラン
、３－メタクリロイロキシプロピルトリメトキシシラン、３－メタクリロイロキシプロピ
ルメチルジエトキシシラン、３－メタクリロイロキシプロピルトリイソプロポキシシラン
等が挙げられ、その中でも、３－メタクリロイロキシプロピルトリメトキシシランが好ま
しい。
また、ヒドロカルビルオキシシラン化合物としてイソシアネート基含有化合物が挙げられ
る。具体的には、３－イソシアナトプロピルトリメトキシシラン、３－イソシアナトプロ
ピルトリエトキシシラン、３－イソシアナトプロピルメチルジエトキシシラン、３－イソ
シアナトプロピルトリイソプロポキシシラン等が挙げられ、その中でも３－イソシアナト
プロピルトリエトキシシランが好ましい。
さらに、ヒドロカルビルオキシシラン化合物としては、カルボン酸無水物含有化合物が挙
げられる。具体的には、３－トリエトキシシリルプロピルコハク酸無水物、３－トリメト
キシシリルプロピルコハク酸無水物、３－メチルジエトキシシリルプロピルコハク酸無水
物等が挙げられ、その中でも、３－トリエトキシシリルプロピルコハク酸無水物が好まし
い。
さらに、その他のヒドロカルビルオキシシラン化合物としては、２－シアノエチルトリエ
トキシシラン、２－トリメトキシシリルエチルピリジンなどを挙げることができる。
これらのヒドロカルビルオキシシラン化合物（Ｉ）は、一種を単独で用いてもよく、二種
以上を組み合わせて用いてもよい。
次に、前記変性方法において、重合体の活性部位との反応に用いられる第一次変性用ヒド
ロカルビルオキシシラン化合物Ｉとしては、例えば一般式（ＩＩ）
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（式中、Ａ２は環状三級アミン、非環状三級アミン、ピリジン、シアン、スルフィド及び
マルチスルフィドの中から選ばれる少なくとも一種の官能基を有する一価の基、Ｒ４は単
結合又は二価の不活性炭化水素基、Ｒ５およびＲ６は、それぞれ独立に炭素数１～２０の
一価の脂肪族炭化水素基又は炭素数６～１８の一価の芳香族炭化水素基を示し、ｍは０～
２の整数であり、ＯＲ６が複数ある場合、複数のＯＲ６は互いに同一でも異なっていても
よく、また分子中には活性プロトン及びオニウム塩は含まれない。）
で表されるヒドロカルビルオキシシラン化合物及び／又はその部分縮合物を用いることが
できる。尚、ここで部分縮合物とは一般式（Ｉ）で記載したのと同様である。
前記一般式（ＩＩ）において、Ａ２のうちの非環状三級アミンはＮ，Ｎ－二置換アニリン
などのＮ，Ｎ－二置換芳香族アミンを包含し、また環状三級アミンは、環の一部として（
チオ）エーテル結合を含むことができる。Ｒ４のうちの二価の不活性炭化水素基、Ｒ５及
びＲ６については、それぞれ前記一般式（Ｉ）におけるＲ１、Ｒ２及びＲ３について説明
したとおりである。この分子中には活性プロトン及びオニウム塩は有しないことが必要で
ある。
この一般式（ＩＩ）で表されるヒドロカルビルオキシシラン化合物としては、例えば非環
状三級アミン基含有ヒドロカルビルオキシシラン化合物として、３－ジメチルアミノプロ
ピル（トリエトキシ）シラン，３－ジメチルアミノプロピル（トリメトキシ）シラン，３
－ジエチルアミノプロピル（トリエトキシ）シラン，３－ジエチルアミノプロピル（トリ
メトキシ）シラン、２－ジメチルアミノエチル（トリエトキシ）シラン、２－ジメチルア
ミノエチル（トリメトキシ）シラン、３－ジメチルアミノプロピル（ジエトキシ）メチル
シラン、３－ジブチルアミノプロピル（トリエトキシ）シランなどを挙げることができる
が、これらの中で、３－ジメチルアミノプロピル（トリエトキシ）シラン及び３－ジメチ
ルアミノプロピル（トリエトキシ）シランが好適である。
また、環状三級アミン基含有ヒドロカルビルオキシシラン化合物として、３－（１－ヘキ
サメチレンイミノ）プロピル（トリエトキシ）シラン，３－（１－ヘキサメチレンイミノ
）プロピル（トリメトキシ）シラン，（１－ヘキサメチレンイミノ）メチル（トリメトキ
シ）シラン，（１－ヘキサメチレンイミノ）メチル（トリエトキシ）シラン，２－（１－
ヘキサメチレンイミノ）エチル（トリエトキシ）シラン，２－（１－ヘキサメチレンイミ
ノ）エチル（トリメトキシ）シラン，３－（１－ピロリジニル）プロピル（トリエトキシ
）シラン，３－（１－ピロリジニル）プロピル（トリメトキシ）シラン，３－（１－ヘプ
タメチレンイミノ）プロピル（トリエトキシ）シラン，３－（１－ドデカメチレンイミノ
）プロピル（トリエトキシ）シラン，３－（１－ヘキサメチレンイミノ）プロピル（ジエ
トキシ）メチルシラン，３－（１－ヘキサメチレンイミノ）プロピル（ジエトキシ）エチ
ルシラン，３－〔１０－（トリエトキシシリル）デシル〕－４－オキサゾリンなどが挙げ
ることができるが、これらの中で、３－（１－ヘキサメチレンイミノ）プロピル（トリエ
トキシ）シラン及び（１－ヘキサメチレンイミノ）メチル（トリメトキシ）シランを好ま
しく挙げることができる。特に、３－（１－ヘキサメチレンイミノ）プロピル（トリエト
キシ）シランが好適である。
さらに、その他のヒドロカルビルオキシシラン化合物として、２－（トリメトキシシリル
エチル）ピリジン、２－（トリエトキシシリルエチル）ピリジン、２－シアノエチルトリ
エトキシシランなどを挙げることができる。
これらのヒドロカルビルオキシシラン化合物（ＩＩ）は、一種を単独で用いてもよく、二
種以上を組み合わせて用いてもよい。
また、前記変性方法において、重合体の活性部位との反応に用いられる第一次変性用ヒド
ロカルビルオキシシラン化合物Ｉとしては、例えば一般式（ＩＩＩ）

（式中、Ｒ７及びＲ８は、それぞれ独立に炭素数１～２０の一価の脂肪族炭化水素基又は
炭素数６～１８の一価の芳香族炭化水素基を示し、ｐは０～２の整数であり、ＯＲ８が複
数ある場合、複数のＯＲ８はたがいに同一でも異なっていてもよく、また分子中には活性
プロトン及びオニウム塩は含まれない。）
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で表されるヒドロカルビルオキシシラン化合物及び／又はその部分縮合物を用いることが
できる。尚、ここで部分縮合物とは一般式（Ｉ）で記載したのと同様である。
前記一般式（ＩＩＩ）において、Ｒ７及びＲ８は、前述の一般式（Ｉ）におけるＲ２及び
Ｒ３で説明したとおりである。
この一般式（ＩＩＩ）で表されるヒドロカルビルオキシシラン化合物としては、例えばテ
トラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラ－ｎ－プロポキシシラン、テトライ
ソプロポキシシラン、テトラ－ｎ－ブトキシシラン、テトライソブトキシシラン、テトラ
－ｓｅｃ－ブトキシシラン、テトラ－ｔｅｒｔ－ブトキシシラン、メチルトリメトキシシ
ラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリプロポキシシラン、メチルトリイソプロポ
キシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリエトキシシラン、プロピルトリエト
キシシラン、ブチルトリメトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエ
トキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、メチルフェニルジメトキシシラン、ビニルト
リメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ジビニルジメトキシシラン、ジビニルジ
エトキシシランなどを挙げることができるが、これらの中で、特にテトラエトキシシラン
が好適である。
このヒドロカルビルオキシシラン化合物（ＩＩＩ）は、一種を単独で用いてもよく、二種
以上を組み合わせて用いてもよい。
尚、この第一次変性において、重合体の活性部位との反応に用いられるヒドロカルビルオ
キシシラン化合物Ｉとして、前記一般式（Ｉ）（ＩＩ）及び（ＩＩＩ）で表されるヒドロ
カルビルオキシシラン化合物を任意に混合して用いることもできる。
次に本発明の変性方法においては、第一次変性に続いて第二次変性がなされる。この変性
方法においては、活性部位を有する重合体と、加えられたヒドロカルビルオキシシラン化
合物Ｉとがまず反応して、該活性部位にヒドロカルビルオキシシラン化合物残基が導入さ
れ、次いで、第二次変性用として新たに反応系に加えられたヒドロカルビルオキシシラン
化合物ＩＩ、あるいは反応系に残存する未反応のヒドロカルビルオキシシラン化合物を、
活性部位に導入されたヒドロカルビルオキシシラン化合物残基と縮合する第二次変性を行
う。
第二次変性用ヒドロカルビルオキシシラン化合物ＩＩとしては、例えば前記一般式（Ｉ）
の化合物及び／又はその部分縮合物、前記一般式（ＩＩ）の化合物及び／又は部分縮合物
、一般式（ＩＶ）

〔式中、Ａ３はアルコール、チオール、アミド、第一級アミン又はそのオニウム塩、環状
二級アミン又はそのオニウム塩、非環状二級アミン又はそのオニウム塩、環状三級アミン
又はそのオニウム塩、非環状三級アミン又はそのオニウム塩、アリール又はベンジルＳｎ
結合を有する基、スルホニル、スルフィニル及びニトリルの中から選ばれる少なくとも一
種の官能基を有する一価の基、Ｒ９は単結合又は二価の不活性炭化水素基、Ｒ１０及びＲ
１１は、それぞれ独立に炭素数１～２０の一価の脂肪族炭化水素基又は炭素数６～１８の
一価の芳香族炭化水素基を示し、ｑは０～２の整数であり、ＯＲ１１が複数ある場合、複
数のＯＲ１１はたがいに同一でも異なっていてもよい。〕で表されるヒドロカルビルオキ
シシラン化合物及び／又はその部分縮合物、の中から選ばれる少なくとも一種を用いるこ
とができる。
前記一般式（ＩＶ）において、Ａ３のうちの一級アミンはアニリンなどの芳香族アミンを
包含し、また非環状二級アミンはＮ－一置換アニリンなどのＮ－一置換芳香族アミンを包
含する。さらに、非環状三級アミン又はそのオニウム塩は、Ｎ，Ｎ－二置換アニリンなど
のＮ，Ｎ－二置換芳香族アミン又はそのオニウム塩を包含する。また、環状二級アミンや
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環状三級アミンの場合は、環の一部として（チオ）エーテル結合を含むことができる。Ｒ
９のうちの二価の不活性炭化水素基、Ｒ１０及びＲ１１については、それぞれ前記一般式
（Ｉ）におけるＲ１、Ｒ２及びＲ３について説明したのと同様である。
この一般式（ＩＶ）で表されるヒドロカルビルオキシシラン化合物としては、例えば３－
アミノプロピルトリメトキシシラン、３－アミノプロピルトリエトキシシラン、ヒドロキ
シメチルトリメトキシシラン、ヒドロキシメチルトリエトキシシラン、メルカプトメチル
トリメトキシシラン、メルカプトメチルトリエトキシシラン、アミノフェニルトリメトキ
シシラン、アミノフェニルトリエトキシシラン、３－（Ｎ－メチルアミノ）プロピルトリ
メトキシシラン、３－（Ｎ－メチルアミノ）プロピルトリエトキシシラン、オクタデシル
ジメチル（３－トリメチルシリルプロピル）アンモニウムクロリド、オクタデシルジメチ
ル（３－トリエチルシリルプロピル）アンモニウムクロリド、シアノメチルトリメトキシ
シラン、シアノメチルトリエトキシシラン、スルホニルメチルトリメトキシシラン、スル
ホニルメチルトリエトキシシラン、スルフィニルメチルトリメトキシシラン、スルフィニ
ルメチルトリエトキシシラン、Ｎ－（２－アミノエチル）－３－アミノプロピルトリメト
キシシラン、２－（６－アミノヘキシル）アミノプロピルトリメトキシシランなどを挙げ
ることができる。
このヒドロカルビル化合物ＩＩは、一種を単独で用いてよく、二種以上を組み合わせて用
いてもよい。
尚、第二次変性用のヒドロカルビルオキシシラン化合物ＩＩの添加時期については、通常
第一次変性の後であるが、前記一般式（Ｉ）、（ＩＩ）及び（ＩＩＩ）で示されるヒドロ
カルビルオキシシラン化合物及び／又はその部分縮合物においては、第一次変性用ヒドロ
カルビルオキシシラン化合物Ｉと同時に添加してもよい。例えば、有機金属型の活性部位
を分子中に有する重合体を前記一般式（Ｉ）及び（ＩＩＩ）で示されるヒドロカルビルオ
キシシラン化合物で変性する場合には、一般式（Ｉ）の化合物が優先的に該活性部位と反
応し、第一次変性用ヒドロカルビルオキシシラン化合物Ｉとして機能する。一方、第一次
変性の後に、後述する縮合促進剤を添加すると、前記一般式（ＩＩＩ）で示されるヒドロ
カルビルオキシシラン化合物及び未反応の前記一般式（Ｉ）で示されるヒドロカルビルオ
キシシラン化合物が第二次変性用ヒドロカルビルオキシシラン化合物ＩＩとして機能する
。
また、第二次変性において、重合体の活性部位に導入された前記ヒドロカルビルオキシシ
ラン化合物Ｉの残基と、ヒドロカルビルオキシシラン化合物Ｉとして加えた未反応のヒド
ロカルビルオキシシラン化合物とを縮合させることにより、該活性部位に当量より多くの
ヒドロカルビル化合物残基を導入することも本発明に包含される。
これは、例えば、第一次変性の後に、後述する縮合促進剤を添加し、重合体の活性部位に
導入されたヒドロカルビル化合物残基と未反応のヒドロカルビルオキシシラン化合物Ｉを
縮合させることにより容易に達成される。この場合に用いるヒドロカルビルオキシシラン
化合物としては、前記一般式（Ｉ）、（ＩＩ）で表されるヒドロカルビルオキシシラン化
合物及び／又はその部分縮合物が好適に用いられ、これらは単独でも、また混合して使用
することもできる。該態様においては、第二次変性用のヒドロカルビルオキシシラン化合
物ＩＩを、第一次変性の後に添加することなく第二次変性が進行するが、第一次変性の後
に縮合促進剤とともに、第二次変性用ヒドロカルビルオキシシラン化合物ＩＩを添加して
もよい。
また、本発明における前記変性反応（第一次変性及び第二次変性を指す。）は、溶液反応
及び固相反応のいずれも用いることができるが、溶液反応（重合時に使用した未反応モノ
マーを含んでいてもよい。）が好適である。また、この変性反応の形式については特に制
限はなく、バッチ式反応器を用いて行ってもよく、多段連続式反応器やインラインミキサ
などの装置を用いて連続式で行ってもよい。また、該変性反応は、重合反応終了後、脱溶
媒処理、水処理、熱処理などを行う前に実施することが肝要である。
また、変性反応の温度は、２０℃以上で行うことが好ましいが、共役ジエン系重合体の重
合温度をそのまま用いることができ、３０～１２０℃がさらに好ましい範囲として挙げら
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れる。反応温度が低くなると重合体の粘度が上昇しすぎる、反応物の分散性が悪くなる、
第二次変性反応の反応速度が遅くなる等の傾向がある。一方、反応温度が高くなると、重
合活性部位が失活し易くなる傾向がある。
この変性反応においては、重合体の活性部位に導入されたヒドロカルビルオキシシラン化
合物Ｉ残基とヒドロカルビルオキシシラン化合物ＩＩ又は未反応のヒドロカルビルオキシ
シラン化合物Ｉとの縮合は、縮合促進剤の存在下に行うことが好ましい。この縮合促進剤
としては、一般にアルコキシ縮合硬化型室温架橋（ＲＴＶ）シリコーンのための硬化触媒
として知られている金属化合物と、水との組み合わせが使用でき、例えばスズのカルボン
酸塩及び／又はチタンアルコキシドと水との組み合わせを好ましく挙げることができる。
尚、水の反応系中への投入は、アルコール等の水と相溶性のある有機溶媒の溶液としても
よいし、種々の化学工学的手法を用いて水を直接炭化水素溶液中に注入・分散させても良
い。
縮合促進剤として用いられる金属化合物としては、下記一般式（Ｖ）で表される酸化数２
のスズ化合物、

（式中、Ｒ１２は炭素数２～１９のアルキル基である。）
下記一般式（ＶＩ）で表される酸化数４のスズ化合物、

（式中、Ｒ１３は炭素数１～３０の脂肪族炭化水素基、ｘは１～３の整数、ｙは１又は２
、Ａ４は炭素数２～３０のカルボキシル基、炭素数５～２０のα，γ－ジオニル基、炭素
数３～２０のヒドロカルビルオキシ基、及び炭素数１～２０のヒドロカルビル基及び／又
は炭素数１～２０のヒドロカルビルオキシ基で三置換されたシロキシ基から選ばれる基、
Ｂ１はヒドロキシル基又はハロゲンである。）
及び下記一般式（ＶＩ）で表されるチタン化合物

（式中、Ａ５は炭素数３～２０のアルコキシ基、炭素数１～２０のアルキル基及び／又は
炭素数１～２０のアルコキシ基で三置換されたシロキシ基から選ばれる基、Ｂ２は炭素数
５～２０のα，γ－ジオニル基、ｚは２又は４である。）
が好ましい。
より具体的には、前記スズのカルボン酸塩としては、二価のスズのジカルボン酸塩や、四
価のジヒドロカルビルスズのジカルボン酸塩（ビス（ヒドロカルビルジカルボン酸）塩を
含む）、ビス（α、γ－ジケトネート）、アルコキシハライド、モノカルボン酸塩ヒドロ
キシド、アルコキシ（トリヒドロカルビルシロキシド）、アルコキシ（ジヒドロカルビル
アルコキシシロキシド）、ビス（トリヒドロカルビルシロキシド）、ビス（ジヒドロカル
ビルアルコキシシロキシド）、等を好適に用いることができる。スズに結合したヒドロカ
ルビル基としては炭素数が４以上のものが望ましく、炭素数４から炭素数８のものが特に
好ましい。
前記チタン化合物としては、酸化数４のチタンのテトラアルコキシド、ジアルコキシビス
（α、γ－ジケトネート）、テトラキス（トリヒドロカルビオキシド）などが挙げられ、
特にテトラキス（トリヒドロカルビオキシド）が好適に用いられる。
水としては、単体やアルコール等の溶液、炭化水素溶媒中の分散ミセル等の形態が好適に
用いられるほか、必要ならば固体表面の吸着水や水和物の水和水等の、反応系中で水を放
出し得る化合物が潜在的に含んだ水分も有効に用いることができる。従って吸着水を持つ
固体や、水和物など、容易に水を放出することができる化合物を上記金属化合物と併用す
ることも好ましい態様として挙げられる。
縮合促進剤を形成するこれら二者は、反応系に別々に投入しても、使用直前に混合して混
合物として投入してもよいが、混合物の長期保存は金属化合物の分解を招くので好ましく
ない。
この縮合促進剤の使用量は、前記金属化合物の金属及びプロトン源の、系内に存在するヒ
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ドロカルビルオキシシリル結合総量に対するモル比が、共に０．１以上になるように選定
するのが好ましい。
前記金属化合物の金属および反応に有効な水のモル数は、反応系内に存在するヒドロカル
ビオキシシリル基の総量に対するモル比として、共に０．１以上が好ましい。上限は目的
や反応条件によっても異なるが、縮合処理以前の段階で重合体活性部位に結合されたヒド
ロカルビオキシシリル基の量に対して０．５から３モル当量の有効な水が存在することが
好ましい。
本発明においては、この変性反応時に、所望により、公知の老化防止剤や重合反応を停止
する目的でショートストップ剤を、重合体の活性部位にヒドロカルビルオキシシラン化合
物残基を導入した後の工程において、添加することができる。また、変性反応終了後、多
価アルコールの高級カルボン酸エステルなどの縮合抑制剤を反応系に添加してもよい。
このようにして変性処理したのち、脱溶媒などの従来公知の後処理を行い、目的の変性重
合体を得ることができる。この変性重合体の重合鎖活性部位変性基の分析は、高速液体ク
ロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）や、核磁気共鳴分光（ＮＭＲ）を用いて行うことができる
。
また、該変性重合体のムーニー粘度（ＭＬ１＋４，１００℃）は、好ましくは１０～１５
０、より好ましくは１５～７０である。ムーニー粘度が１０未満の場合は破壊特性を始め
とするゴム物性が十分に得られず、１５０を超える場合は作業性が悪く配合剤とともに混
練りすることが困難である。
本発明はまた、このようにして得られた変性重合体をも提供する。
本発明の変性重合体は、シリカ系配合及びカーボンブラック系配合のゴム組成物における
ゴム成分として用いた場合、シリカ及びカーボンブラックの両方に対する相互作用を高め
、破壊特性、耐摩耗性及び低発熱性を同時に向上させると共に、良好な作業性を発揮する
ことができる。
本発明のゴム組成物は、前記方法により得られた変性重合体を含むものであり、通常（Ａ
）該変性重合体少なくとも３０重量％を含むゴム成分と、その１００重量部当たり、（Ｂ
）シリカ及び／又はカーボンブラック１０～１００重量部を含む組成物が用いられる。
本発明のゴム組成物においては、（Ａ）成分のゴム成分として、前記変性重合体を少なく
とも３０重量％含むことが好ましい。この量が３０重量％未満では所望の物性を有するゴ
ム組成物が得られにくく、本発明の目的が達せられない場合がある。ゴム成分中の該変性
重合体のより好ましい含有量は３５重量％以上であり、特に４０～１００重量％が好適で
ある。
この変性重合体は一種用いてもよく、二種以上を組み合わせて用いてもよい。また、この
変性重合体と併用されるゴム成分としては、天然ゴム及びジエン系合成ゴムが挙げられ、
ジエン系合成ゴムとしては、例えばスチレン－ブタジエン共重合体（ＳＢＲ）、ポリブタ
ジエン（ＢＲ）、ポリイソプレン（ＩＲ）、ブチルゴム（ＩＩＲ）、エチレン－プロピレ
ン共重合体及びこれらの混合物等が挙げられる。また、その一部が多官能型変性剤、例え
ば四塩化スズのような変性剤を用いることにより分岐構造を有しているものでもよい。
本発明のゴム組成物においては、（Ｂ）成分の補強用充填剤として、シリカ及び／又はカ
ーボンブラックが好ましく用いられる。
上記シリカとしては特に制限はなく、従来ゴムの補強用充填材として慣用されているもの
の中から任意に選択して用いることができる。
このシリカとしては、例えば湿式シリカ（含水ケイ酸）、乾式シリカ（無水ケイ酸）、ケ
イ酸カルシウム、ケイ酸アルミニウム等が挙げられるが、中でも破壊特性の改良効果並び
にウェットグリップ性の両立効果が最も顕著である湿式シリカが好ましい。一方、カーボ
ンブラックとしては特に制限はなく、従来ゴムの補強用充填材として慣用されているもの
の中から任意のものを選択して用いることができる。このカーボンブラックとしては、例
えばＦＥＦ，ＳＲＦ，ＨＡＦ，ＩＳＡＦ，ＳＡＦ等が挙げられる。好ましくはヨウ素吸着
量（ＩＡ）が６０ｍｇ／ｇ以上で、かつ、ジブチルフタレート吸油量（ＤＢＰ）が８０ミ
リリットル／１００ｇ以上のカーボンブラックである。このカーボンブラックを用いるこ
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とにより、諸物性の改良効果は大きくなるが、特に、耐摩耗性に優れるＨＡＦ，ＩＳＡＦ
，ＳＡＦが好ましい。
この（Ｂ）成分の補強用充填剤の配合量は、前記（Ａ）成分のゴム成分１００重量部に対
して、１０～１００重量部であることが好ましい。（Ｂ）成分の補強用充填剤の配合量が
、前記（Ａ）成分のゴム成分に対し、１０重量部未満では補強性や他の物性の改良効果が
充分に発揮されにくく、また、１００重量部を超えると加工性などが低下する原因となる
。補強性や他の物性及び加工性などを考慮すると、この（Ｂ）成分の配合量は、２０～６
０重量部の範囲が特に好ましい。
本発明のゴム組成物においては、（Ｂ）成分の補強用充填材としてシリカを用いる場合、
その補強性をさらに向上させる目的で、シランカップリッグ剤を配合することができる。
このシランカップリング剤としては、例えばビス（３－トリエトキシシリルプロピル）テ
トラスルフィド、ビス（３－トリエトキシシリルプロピル）トリスルフィド、ビス（３－
トリエトキシシリルプロピル）ジスルフィド、ビス（２－トリエトキシシリルエチル）テ
トラスルフィド、ビス（３－トリメトキシシリルプロピル）テトラスルフィド、ビス（２
－トリメトキシシリルエチル）テトラスルフィド、３－メルカプトプロピルトリメトキシ
シラン、３－メルカプトプロピルトリエトキシシラン、２－メルカプトエチルトリメトキ
シシラン、２－メルカプトエチルトリエトキシシラン、３－トリメトキシシリルプロピル
－Ｎ、Ｎ－ジメチルチオカルバモイルテトラスルフィド、３－トリエトキシシリルプロピ
ル－Ｎ、Ｎ－ジメチルチオカルバモイルチトラスルフィド、２－トリエトキシシリルエチ
ル－Ｎ、Ｎ－ジメチルチオカルバモイルテトラスルフィド、３－トリメトキシシリルプロ
ピルベンゾチアゾールテトラスルフィド、３－トリエトキシシリルプロピルベンゾチアゾ
リルテトラスルフィド、３－トリエトキシシリルプロピルメタクリレートモノスルフィド
、３－トリメトキシシリルプロピルメタクリレートモノスルフィド、ビス（３－ジエトキ
シメチルシリルプロピル）テトラスルフィド、３－メルカプトプロピルジメトキシメチル
シラン、ジメトキシメチルシリルプロピル－Ｎ、Ｎ－ジメチルチオカルバモイルテトラス
ルフィド、ジメトキシメチルシリルプロピルベンゾチアゾールテトラスルフィドなどが挙
げられるが、これらの中で補強性改善効果などの点から、ビス（３－トリエトキシシリル
プロピル）テトラスルフィド及び３－トリメトキシシリルプロピルベンゾチアゾリルテト
ラスルフィドが好適である。これらのシランカップリング剤は一種を単独で用いてもよく
、二種以上を組み合わせて用いてもよい。
本発明のゴム組成物においては、ゴム成分として、分子活性部位にシリカとの親和性の高
い官能基が導入された変性重合体が用いられているため、シランカップリング剤の配合量
は、通常の場合より低減することができる。好ましいシランカップリング剤の配合量は、
シランカップリング剤の種類などにより異なるが、シリカに対して、好ましくは１～２０
重量％の範囲で選定される。この量が１重量％未満ではカップリング剤としての効果が充
分に発揮されにくく、また、２０重量％を超えるとゴム成分のゲル化を引き起こすおそれ
がある。カップリング剤としての効果及びゲル化防止などの点から、このシランカップリ
ング剤の好ましい配合量は、５～１５重量％の範囲である。
本発明のゴム組成物には、本発明の目的が損なわれない範囲で、所望により、通常ゴム工
業界で用いられる各種薬品、例えば加硫剤、加硫促進剤、プロセス油、老化防止剤、スコ
ーチ防止剤、亜鉛華、ステアリン酸などを含有させることができる。
上記加硫剤としては、硫黄等が挙げられ、その使用量は、ゴム成分１００重量部に対し、
硫黄分として０．１～１０．０重量部が好ましく、さらに好ましくは１．０～５．０重量
部である。０．１重量部未満では加硫ゴムの破壊強度、耐摩耗性、低発熱性が低下するお
それがあり、１０．０重量部を超えるとゴム弾性が失われる原因となる。
本発明で使用できる加硫促進剤は、特に限定されるものではないが、例えば、Ｍ（２－メ
ルカプトベンゾチアゾール）、ＤＭ（ジベンゾチアジルジスルフィド）、ＣＺ（Ｎ－シク
ロヘキシル－２－ベンゾチアジルスルフェンアミド）等のチアゾール系、あるいはＤＰＧ
（ジフェニルグアニジン）等のグアジニン系の加硫促進剤等を挙げることができ、その使
用量は、ゴム成分１００重量部に対し、０．１～５．０重量部が好ましく、さらに好まし
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くは０．２～３．０重量部である。
また、本発明のゴム組成物で使用できるプロセス油としては、例えばパラフィン系、ナフ
テン系、アロマチック系等を挙げることができる。引張強度、耐摩耗性を重視する用途に
はアロマチック系が、ヒステリシスロス、低温特性を重視する用途にはナフテン系又はパ
ラフィン系が用いられる。その使用量は、ゴム成分１００重量部に対して、０～１００重
量部が好ましく、１００重量部を超えると加硫ゴムの引張強度、低発熱性が悪化する傾向
がある。
本発明のゴム組成物は、ロール、インターナルミキサー等の混練り機を用いて混練りする
ことによって得られ、成形加工後、加硫を行い、タイヤトレッド、アンダートレッド、サ
イドウォール、カーカスコーティングゴム、ベルトコーティングゴム、ビードフィラー、
チェーファー、ビードコーティングゴム等のタイヤ用途を始め、防振ゴム、ベルト、ホー
スその他の工業品等の用途にも用いることができるが、特にタイヤトレッド用ゴムとして
好適に使用される。
本発明の空気入りタイヤは、本発明のゴム組成物を用いて通常の方法によって製造される
。すなわち、必要に応じて、上記のように各種薬品を含有させた本発明のゴム組成物が未
加硫の段階で各部材に加工され、タイヤ成形機上で通常の方法により貼り付け成形され、
生タイヤが成形される。この生タイヤを加硫機中で加熱加圧して、タイヤが得られる。
このようにして得られた本発明の空気入りタイヤは、低燃費性が良好であると共に、特に
破壊特性及び耐摩耗性に優れており、しかも該ゴム組成物の加工性が良好であるので、生
産性にも優れている。
実施例
次に、本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明は、これらの例によってな
んら限定されるものではない。
なお、重合体の物性は、下記の方法に従って測定した。
《重合体の物性》
重合体の数平均分子量（Ｍｎ）及び重量平均分子量（Ｍｗ）の測定は、ゲルパーミエーシ
ョンクロマトグラフィー〔ＧＰＣ；東ソー製ＨＬＣ－８０２０、カラム；東ソー製ＧＭＨ
－ＸＬ（２本直列）〕により行い、示差屈折率（ＲＩ）を用いて、単分散ポリスチレンを
標準としてポリスチレン換算で行った。
重合体のブタジエン部分のミクロ構造は、赤外法（モレロ法）によって求め、重合体中の
スチレン単位含有量は１Ｈ－ＮＭＲスペクトルの積分比より算出した。
重合体のムーニー粘度は東洋精機社製のＲＬＭ－０１型テスターを用いて、１００℃で測
定した。
また、加硫ゴムの物性を下記の方法で測定すると共に、ゴム組成物のムーニー粘度を下記
のようにして測定した。
《加硫ゴムの物性》
（１）低発熱性
粘弾性測定装置（レオメトリックス社製）を使用し、温度５０℃、歪み５％、周波数１５
Ｈｚでｔａｎδ（５０℃）を測定した。ｔａｎδ（５０℃）が小さい程、低発熱性である
。
（２）破壊特性（引張強力）
切断時の強力（Ｔｂ）をＪＩＳ　Ｋ６３０１－１９９５に従って測定した。
（３）耐摩耗性
ランボーン型摩耗試験機を用い、室温におけるスリップ率６０％の摩耗量を測定し、コン
トロールの耐摩耗性を１００として、耐摩耗指数として指数表示した。指数が大きい方が
良好となる。
《ゴム組成物のムーニー粘度》
ＪＩＳ　Ｋ６３００－１９９４に準拠し、１３０℃にてムーニー粘度〔ＭＬ１＋４／１３
０℃〕を測定した。
また、重合に用いる原材料としては、特にことわりのない限り、乾燥精製したものを用い
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た。
製造比較例１　無変性重合体の製造
乾燥し、窒素置換された８００ミリリットルの耐圧ガラス容器に、シクロヘキサン３００
ｇ、１，３－ブタジエン４０ｇ、スチレン１０ｇ、２，２－ジテトラヒドロフリルプロパ
ン０．３４ミリモルを注入し、これにｎ－ブチルリチウム（ＢｕＬｉ）０．３８ミリモル
を加えた後、５０℃で１．５時間重合を行った。重合転化率はほぼ１００％であった。
この後、重合系にさらに２，６－ジ－ｔ－ブチル－ｐ－クレゾール（ＢＨＴ）のイソプロ
パノール５重量％溶液０．５ミリリットルを加えて反応の停止を行い、さらに常法に従い
乾燥することにより重合体Ａを得た。得られた重合体の分析値を第１表に示す。
製造比較例２　一段変性重合体の製造
乾燥し、窒素置換された８００ミリリットルの耐圧ガラス容器に、シクロヘキサン３００
ｇ、１，３－ブタジエン４０ｇ、スチレン１０ｇ、２，２－ジテトラヒドロフリルプロパ
ン０．３８ミリモルを注入し、これにｎ－ブチルリチウム（ＢｕＬｉ）０．４２ミリモル
を加えた後、５０℃で１．５時間重合を行った。重合転化率はほぼ１００％であった。
この重合系にテトラエトキシシラン０．３５２ミリモルを加えた後、さらに５０℃で３０
分間変性反応を行った。この後、重合系に、２，６－ジ－ｔ－ブチル－ｐ－クレゾール（
ＢＨＴ）のイソプロパノール５重量％溶液０．５ミリリットルを加えて反応の停止を行い
、さらに常法に従い乾燥することにより重合体Ｂを得た。得られた重合体の分析値を第１
表に示す。
製造比較例３～７　一段変性重合体の製造
製造比較例２において、変性剤であるテトラエトキシシランの代わりに、第１表に示す種
類の変性剤を用いた以外は、製造比較例２と同様にして重合体Ｃ～重合体Ｇを得た。得ら
れた各重合体の分析値を第１表に示す。
製造実施例１　二段変性重合体の製造
乾燥し、窒素置換された８００ミリリットルの耐圧ガラス容器に、シクロヘキサン３００
ｇ、１，３－ブタジエン４０ｇ、スチレン１０ｇ、２，２－ジテトラヒドロフリルプロパ
ン０．３８ミリモルを注入し、これにｎ－ブチルリチウム（ＢｕＬｉ）０．４２ミリモル
を加えた後、５０℃で１．５時間重合を行った。重合転化率はほぼ１００％であった。
この重合系にテトラエトキシシラン０．３８ミリモルを加えた後、さらに５０℃で３０分
間第一段目の変性反応を行った。この後、重合系に、さらにＮ－（３－トリエトキシシリ
ルプロピル）－４，５－ジヒドロイミダゾール０．３８ミリモル、ビス（２－エチルヘキ
サノエート）スズ２．２８ミリモル及び水２．２８ミリモルを加えた後、５０℃で６０分
間第二段目の変性反応を行った。この際、２，６－ジ－ｔ－ブチル－ｐ－クレゾール（Ｂ
ＨＴ）のイソプロパノール５重量％溶液０．５ミリリットルを添加し、反応を停止させた
。その後、常法に従い乾燥することにより、重合体Ｈを得た。得られた重合体の分析値を
第１表に示す。
製造実施例２～１４　二段変性重合体の製造
製造実施例１において、変性剤であるテトラエトキシシラン及び／又はＮ－（３－トリエ
トキシシリルプロピル）－４，５－ジヒドロイミダゾールを、第１表に示す種類のものに
変更した以外は、製造実施例１と同様にして重合体Ｉ～重合体Ｕを得た。得られた重合体
の分析値を第１表に示す。
製造実施例１５　二段変性重合体の製造
製造実施例１において、縮合促進剤であるビス（２－エチルヘキサノエート）スズの代わ
りに、チタンテトラキス（２－エチルヘキシルオキシド）を用いた以外は、製造実施例１
と同様にして重合体Ｖを得た。得られた重合体の分析値を第１表に示す。
製造実施例１６　二段変性重合体の製造
製造実施例１において、重合開始剤であるｎ－ブチルリチウムの代わりに、反応系で調製
されたリチウムヘキサメチレンイミド（ヘキサメチレンイミド／Ｌｉモル比＝０．９）を
、リチウム当量で０．４２ミリモル用いた以外は、製造実施例１と同様にして重合体Ｗを
得た。得られた重合体の分析値を第１表に示す。
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製造比較例８　一段変性重合体の製造
製造比較例２において、重開始剤であるｎ－ブチルリチウムの代わりに、反応系で調製さ
れたリチウムヘキサメチレンイミド（ヘキサメチレンイミド／Ｌｉモル比＝０．９）を、
リチウム当量で０．４２ミリモル用いた以外は、製造比較例２と同様にして重合体Ｘを得
た。得られた重合体の分析値を第１表に示す。
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（注）
Ｂａｓｅ　Ｍｗ　　；変性反応前の重量平均分子量（Ｍｗ）
Ｔｏｔａｌ　Ｍｗ　；一段目変性反応後の重量平均分子量（Ｍｗ）
ＢＥＨＡＳ　　　　；ビス（２－エチルヘキサノエート）スズ
ＴＥＨＯ　　　　　；チタンテトラキス（２－エチルヘキシルオキシド）
ＨＭＩ　　　　　　；反応系で合成されたヘキサメチレンイミノリチウム
ＴＥＯＳ　　　　　；テトラエトキシシラン
ＴＴＣ　　　　　　；四塩化スズ
ＴＥＯＳＰＤＩ　　；Ｎ－（３－トリエトキシシリルプロピル）－４，５－ジヒドロイミ
ダゾール
ＤＭＢＴＥＳＰＡ　；Ｎ－（１，３－ジメチルブチリデン）－３－（トリエトキシシリル
）－１－プロパンアミン
ＧＰＭＯＳ　　　　；３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン
ＧＰＥＯＳ　　　　；３－グリシドキシプロピルトリエトキシシラン
ＡＰＴＥＳ　　　　；３－アミノプロピルトリエトキシシラン
ＤＭＡＰＴＭＳ　　；３－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）プロピルトリメトキシシラン
ＭＡＰＴＭＳ　　　；３－（Ｎ－メチルアミノ）プロピルトリメトキシシラン
ＨＭＴＥＳ　　　　；ヒドロキシメチルトリエトキシシラン
ＯＴＭＳＡＣ　　　；オクタデシルジメチル（３－トリメトキシシリルプロピル）アンモ
ニウムクロリド
ＡＰＴＭＯＳ　　　；アミノフェニルトリメトキシシラン
ＴＭＳＥＰ　　　　；２－（トリメトキシシリルエチル）ピリジン
ＡＥＡＰＥＯＳ　　；２－（６－アミノエチル）－３－アミノプロピルトリメトキシシラ
ン
実施例１～１６及び比較例１～８
製造実施例１～１６及び製造比較例１～８で得られた重合体を用い、第２表に示す配合１
及び配合２に従って、それぞれシリカ系配合のゴム組成物及びカーボンブラック系配合の
ゴム組成物を以下に示す方法により調製し、ゴム組成物のムーニー粘度を測定すると共に
、１６０℃、１５分間の条件で加硫し、加硫ゴムの物性を測定した。その結果を第３表に
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示す。
《配合１　シリカ系配合》
第３表に示す種類の重合体１００重量部に対し、第２表の配合１に従って、シリカ、アロ
マオイル、ステアリン酸、カップリング剤及び老化防止剤６Ｃを配合してマスターバッチ
を調製し、さらに亜鉛華、加硫促進剤ＤＰＧ、ＤＭ、ＮＳ及び硫黄を配合してシリカ系配
合ゴム組成物を調製した。
《配合２　カーボンブラック系配合》
第３表に示す種類の重合体１００重量部に対し、第２表の配合２に従って、カーボンブラ
ック、アロマオイル、ステアリン酸及び老化防止剤６Ｃを配合してマスターバッチを調製
し、さらに亜鉛華、加硫促進剤ＤＰＧ、ＤＭ、ＮＳ及び硫黄を配合してカーボンブラック
系配合ゴム組成物を調製した。

（注）
シリカ　　　　　　；日本シリカ工業（株）製「ニプシルＡＱ（商標）」
カーボンブラック　；東海カーボン（株）製「シーストＫＨ（Ｎ３３９）（商標）」
カップリング剤　　；デグサ社製シランカップリング剤「Ｓｉ６９（商標）」、ビス（３
－トリエトキシシリルプロピル）テトラスルフィド
老化防止剤６Ｃ　　；Ｎ－（１，３－ジメチルブチル）－Ｎ’－フェニル－ｐ－フェニレ
ンジアミン
加硫促進剤ＤＰＧ　；ジフェニルグアニジン
加硫促進剤ＤＭ　　；メルカプトベンゾチアジルジスルフィド
加硫促進剤ＮＳ　　；Ｎ－ｔ－ブチル－２－ベンゾチアジルスルフェンアミド
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以上の結果、本発明の変性重合体（実施例１～１６）は、シリカ系配合及びカーボンブラ
ック系配合のいずれにおいても、ムーニー粘度の上昇を抑え、かつ破壊特性を損なうこと
なく、低発熱性及び耐摩耗性を著しく向上させていることが分かる。
産業上の利用の可能性
本発明によれば、シリカ系配合及びカーボンブラック系配合のゴム組成物の両方に用いた
場合に、シリカ及びカーボンブラックとの相互作用を高め、破壊特性、耐摩耗性及び低発
熱性を同時に向上させると共に、良好な作業性を発揮し得る変性重合体を提供することが
できる。
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