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(57)【要約】
【課題】　低発熱性及び耐摩耗性に優れたトレッドに好適なコム組成物を使用した空気入
りタイヤ。
【解決手段】　天然ゴム及び／又はジエン系合成ゴムに下記で表される特定構造の含水ケ
イ酸、分散改良剤としてヒドラジド化合物及びオキサゾリン、チアゾリン、アルコキシシ
ラン、アリルスズ部分と双極性の窒素含有部分とを有する化合物の少なくとも１種を含有
するゴム組成物をトレッドに用いる。
　セチルトリメチルアンモニウムブロミド吸着比表面積（ＣＴＡＢ）（ｍ２／ｇ）と音響
式粒度分布測定によって求められる一次凝集体の数の最頻値の直径Ａａｃ（ｎｍ）とが下
記式（Ａ）、（Ｂ）を満たす。
　　　Ａａｃ≧－０．７６×（ＣＴＡＢ）＋２７４・・・（Ａ）
熱減量（７５０℃で３時間加熱した時の質量減少％）と加熱減量（１０５℃で２時間加熱
した時の質量減少％）が
　　　（灼熱減量）－（加熱減量）≦３・・・（Ｂ）
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゴム成分１００質量部に対して、充填剤としてセチルトリメチルアンモニウムブロミド
吸着比表面積（ＣＴＡＢ）（ｍ２／ｇ）と音響式粒度分布測定によって求められる一次凝
集体の直径（ｎｍ）の最頻値Ａａｃとが下記式（Ａ）を、灼熱減量（７５０℃で３時間加
熱した時の質量減少％）と加熱減量（１０５℃で２時間加熱した時の質量減少％）との差
が下記式（Ｂ）を満たす含水ケイ酸１０～１５０質量部、
　　　Ａａｃ≧－０．７６×（ＣＴＡＢ）＋２７４・・・（Ａ）
　　　（灼熱減量）－（加熱減量）≦３・・・・・・・（Ｂ）
及び下記一般式（Ｉ）又は（ＩＩ）で表されるヒドラジド化合物及び一般式（ＩＩＩ）で
表される化合物の少なくとも１種を０．０５～５質量部を含有するゴム組成物をトレッド
に用いることを特徴とする空気入りタイヤ。
【化１】

〔式（Ｉ）中、Ａｒは芳香環、置換されているか、置換されていないヒダントイン環、炭
素数１～１８の飽和又は不飽和直鎖状炭化水素からなる群より選んだ１種 であり、Ｗは
【化２】

より選んだ少なくとも１種であり、Ｒ１～Ｒ４は、水素及び炭素数１～１８からなる直鎖
状又は分岐状のアルキル基、シクロアルキル基、芳香族環であり、それぞれ同じでも、異
なっていてもよい〕

【化３】

〔式（ＩＩ）中、Ｒ５～Ｒ６は、炭素数１～１８のアルキル基、シクロアルキル基、アリ
ールきで、Ｏ、Ｓ、Ｎ原子を含んでいてもよい〕
　　　　　Ｑ－Ａ－Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　（ＩＩＩ）
〔式（ＩＩＩ）中、Ｑは、双極性の窒素含有部分、Ｂはオキサゾリン部分、チアゾリン部
分、アルコキシシラン部分又はアリルスズ部分であり、ＡはＱとＢの間に橋かけを形成す
る連結原子又は基である〕
【請求項２】
　充填剤として、含水ケイ酸以外に、さらにカーボンブラック、酸化カーボンブラック、
タルク、カオリン、クレー、金属酸化物、アルミニウム水和物、マイカ又はそれらの混合
物を配合したゴム組成物をトレッドに用いることを特徴とする請求項１に記載の空気入り
タイヤ。
【請求項３】
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　含水ケイ酸以外の充填剤の配合量が、含水ケイ酸と合わせた総重量で１５０質量部以下
であることを特徴とする請求項２に記載の空気入りタイヤ。
【請求項４】
　カーボンブラックが、窒素吸着比表面積（Ｎ2ＳＡ）が３０～１８０ｍ2 ／ｇ、かつ、
ジブチルフタレート吸油量（ＤＢＰ）が６０～２００ｍｌ／１００ｇの特性を有すること
を特徴とする請求項２又は３に記載の空気入りタイヤ。
【請求項５】
　一般式（Ｉ）又は（ＩＩ）で表されるヒドラジド化合物が、Ｎ’－（１－メチルエチリ
デン）サリチル酸ヒドラジド、Ｎ’－（１－メチルプロピリデン）サリチル酸ヒドラジド
、Ｎ’－（１，３－ジメチルブチリデン）サリチル酸ヒドラジド、Ｎ’－（２－フリルメ
チレン）サリチル酸ヒドラジド、１－ヒドロキシ－Ｎ’－（１－メチルエチリデン）－２
－ナフトエ酸ヒドラジド、１－ヒドロキシ－Ｎ’－（１－メチルプロピリデン）－２－ナ
フトエ酸ヒドラジド、１－ヒドロキシ－Ｎ’－（１，３－ジメチルブチリデン）－２－ナ
フトエ酸ヒドラジド、１－ヒドロキシ－Ｎ′－（２－フリルメチレン）－２－ナフトエ酸
ヒドラジド、３－ヒドロキシ－Ｎ’－（１－メチルエチリデン）－２－ナフトエ酸ヒドラ
ジド、３－ヒドロキシ－Ｎ’－（１－メチルプロピリデン）－２－ナフトエ酸ヒドラジド
、３－ヒドロキシ－Ｎ′－（１，３－ジメチルブチリデン）－２－ナフトエ酸ヒドラジド
、３－ヒドロキシ－Ｎ’－（２－フリルメチレン）－２－ナフトエ酸ヒドラジドから選ば
れた少なくとも１種であることを特徴とする請求項１～４のいずれか１つに記載の空気入
りタイヤ。
【請求項６】
　一般式（ＩＩＩ）で表される化合物のＱが、ニトロン、ニトリルオキシド又はニトリル
イミンであることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の空気入りタイヤ。
【請求項７】
　一般式（ＩＩＩ）で表される化合物のＱが、式（ＶＩＩ）～（ＩＸ）からなる群から選
ばれることを特徴とする請求項６に記載の空気入りタイヤ。
【化４】

〔式中、Ｒ１４、Ｒ１５、Ｒ1６、Ｒ1７、Ｒ1８、及びＲ1９は、それぞれ独立してＡ、水
素、分岐状又は直鎖状のＣ1－Ｃ20アルキル基、分岐状又は直鎖状のＣ3－Ｃ20シクロアル
キル基、分岐状又は直鎖状のＣ6－Ｃ20アリール基、式（Ｘ）
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【化５】

（式中、Ｙは、ニトロ基、シアノ基、クロロ基、ブロモ基、分岐状又は直鎖状のＣ1－Ｃ2

0アシル基、分岐状又は直鎖状のＣ1－Ｃ20アルコキシカルボニル基、分岐状又は直鎖状の
Ｃ1－Ｃ20アルコキシ基、及び分岐状又は直鎖状のＣ7－Ｃ20アルキルアリール基からなる
群から選択される）で表わされる置換フェニル基である。〕
【請求項８】
　一般式（ＩＩＩ）で表される化合物において、Ｂのオキサゾリン部分及びチアゾリン部
分が、下記式（ＩＶ）～（ＶＩ）からなる群から選ばれることを特徴とする請求項６また
は７に記載の空気入りタイヤ。
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【化６】

〔式中、Ｘは酸素又は硫黄であって、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１、Ｒ１２、及び
Ｒ１３は、それぞれ独立して水素、分岐状又は直鎖状のＣ1－Ｃ20アルキル基、分岐状又
は直鎖状のＣ3－Ｃ20シクロアルキル基、分岐状又は直鎖状のＣ6－Ｃ20アリール基、分岐
状又は直鎖状のＣ7－Ｃ20アルキルアリール基、又はＡである。〕
【請求項９】
　一般式（ＩＩＩ）で表される化合物において、Ｂのアリルスズ部分が、
　式：－ＣＨ＝ＣＨＣＨ2Ｓｎ(Ｒ２０)3
〔式中、Ｒ２０は、それぞれ独立して分岐状又は直鎖状のＣ1－Ｃ20アルキル基、分岐状
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又は直鎖状のＣ3－Ｃ20シクロアルキル基、分岐状又は直鎖状のＣ6－Ｃ20アリール基及び
分岐状又は直鎖状のＣ7－Ｃ20アルキルアリール基からなる群から選択される〕
を含むことを特徴とする請求項６または７に記載の空気入りタイヤ。
【請求項１０】
　一般式（ＩＩＩ）で表される化合物において、Ｂのアルコキシシラン部分が、
　式：－Ｓｉ(ＯＲ２１)3
〔式中、Ｒ２１は、それぞれ独立して１から６個の炭素原子を含む〕
を含むことを特徴とする請求項６または７に記載の空気入りタイヤ。
【請求項１１】
　一般式（ＩＩＩ）で表される化合物において、Ａで表される連結原子又は基が、分岐状
又は直鎖状のＣ1－Ｃ20アルキレン、分岐状又は直鎖状のＣ3－Ｃ20シクロアルキレン、分
岐状又は直鎖状のＣ6－Ｃ20アリーレニル、または分岐状又は直鎖状のＣ7－Ｃ20アルキル
アリーレニルであることを特徴とする請求項６～１０のいずれかに記載の空気入りタイヤ
。
【請求項１２】
　一般式（ＩＩＩ）で表される化合物において、Ａで表される連結原子又は基が、
　[Ａ'－(Ｚ－Ａ”)k]
（式中、Ａ'及びＡ”は、それぞれ独立して分岐状又は直鎖状のＣ1－Ｃ20アルキレン、分
岐状又は直鎖状のＣ3－Ｃ20シクロアルキレン、分岐状又は直鎖状のＣ6－Ｃ20アリーレニ
ル、分岐状または直鎖状のＣ7－Ｃ20アルキルアリーレニルであり、Ｚは、酸素、硫黄又
はＣ＝Ｏであり、ｋは、１から約４である）を含むことを特徴とする請求項６～１１のい
ずれかに記載の空気入りタイヤ。
【請求項１３】
　一般式（ＩＩＩ）で表される化合物が、４-(２-オキサゾリル)-フェニル-Ｎ-メチル-ニ
トロン、４-(２-チアゾリル)-フェニル-Ｎ-メチル-ニトロン、４-(２-オキサゾリル)-フ
ェニル-Ｎ-フェニル-ニトロン、４-(２-チアゾリル)-フェニル-Ｎ-フェニル-ニトロン、
フェニル-Ｎ-４-(２-オキサゾリル)-フェニル-ニトロン、フェニル-Ｎ-４-(２-チアゾリ
ル)-フェニル-ニトロン、４-トリル-Ｎ-４-(２-オキサゾリル)-フェニル-ニトロン、４-
トリル-Ｎ-４-(２-チアゾリル)-フェニル-ニトロン、４-メトキシフェニル-Ｎ-４-(２-オ
キサゾリル)-フェニル-ニトロン、４-メトキシフェニル-Ｎ-４-(２-チアゾリル)-フェニ
ル-ニトロン、４-(２-オキサゾリル)-フェニル-ニトリルオキシド、４-(２-チアゾリル)-
フェニル-ニトリルオキシド、４-(２-オキサゾリル)-フェニル-Ｎ-メチル-ニトリルイミ
ン、４-(２-チアゾリル)-フェニル-Ｎ-メチル-ニトリルイミン、４-(２-オキサゾリル)-
フェニル-Ｎ-フェニル-ニトリルイミン、４-(２-チアゾリル)-フェニル-Ｎ-フェニル-ニ
トリルイミン、フェニル-Ｎ-４-(２-オキサゾリル)-フェニル-ニトリルイミン、フェニル
-Ｎ-４-(２-チアゾリル)-フェニル-ニトリルイミンからなる群から選ばれた少なくとも１
つであることを特徴とする請求項１～８、１１、１２のいずれかに記載の空気入りタイヤ
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、補強用充填剤として特定構造の含水ケイ酸を用い、充填剤の分散性を改善す
ることができる分散改良剤を用いた低発熱性、耐摩耗性に優れたゴム組成物を使用した空
気入りタイヤに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、省エネルギーの社会的な要請及び環境問題への関心の高まりに伴う世界的な二酸
化炭素排出規制の動きに関連して、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を減らし
た低発熱性のタイヤ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、
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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
発熱性の低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。
【０００３】
　これまで、かかる低発熱性のゴム組成物を得る方法として、補強用充填剤を改良するこ
と及びゴム成分を改良することが行われている。
　従来から、ゴム用補強充填剤としては、カーボンブラックが使用されている。これは、
カーボンブラックがゴム組成物に高い耐摩耗性を付与し得るからである。カーボンブラッ
クの単独使用で低発熱化を図ろうとする場合、カーボンブラックの充填量を減らす、ある
いは、粒径の大きいものを使用することが考えられるが、いずれの場合も耐摩耗性、湿潤
路面でのグリップ性が低下するのを避けられないことが知られている。一方、低発熱性を
向上させるために充填剤としてシリカが知られているが（例えば、特許文献１～４）、シ
リカは、その表面官能基であるシラノール基の水素結合により粒子同士が凝集する傾向に
あり、また、ゴム分子とのぬれ性も劣り、ゴム中へのシリカの分散は良くない。これをよ
くするためには混練時間を長くする必要がある。また、ゴム中へのシリカの分散が不十分
であるとゴム組成物のムーニー粘度が高くなり、押出しなどの加工性に劣る。さらに、シ
リカ粒子の表面は酸性であることから、ゴム組成物を加硫する際に、加硫促進剤として使
用される塩基性物質を吸着し、加硫が十分行われず、弾性率が上がらないという問題も有
していた。
【０００４】
　これらの欠点を改良するために、シランカップリング剤が開発されたが、依然としてシ
リカの分散は十分なレベルには達しておらず、特に工業的に良好なシリカ粒子の分散を得
ることは困難であった。そこで、疎水性化剤で表面を処理したシリカを混練してシランカ
ップリング剤の反応を促進することが行われている（特許文献５）。
【０００５】
　また、特許文献６には、疎水性沈降ケイ酸を用いることが開示されているが、完全疎水
化処理した沈降ケイ酸を用いているため、シランカップリング剤が反応する表面シラノー
ル基が存在しなくなるため、ゴムの補強が十分にとれないという問題があった。さらに、
低発熱性を高めるため、シリカを大粒径化することが行われているが、大粒径化すること
でシリカの比表面積が低下し、補強性が悪くなる。特許文献７には、特殊形状のシリカを
用いることが開示されているが、ゴム組成物の低発熱性、耐摩耗性が十分ではない。
【０００６】
　また、補強用充填剤のゴムへの分散性を改良し、低発熱性改良に加えて、ポリマー間の
相互作用を強固なものとすることで耐摩耗性、低発熱性を与える特定の化合物を添加する
ことが行われる。それらの化合物として、ヒドラジド（特許文献８）やニトロソキノリン
化合物（特許文献９）が挙げられ、ヒドラジド化合物は、トレッドゴムに好適なゴム組成
物に配合すると、加硫戻りによる過加硫に起因する弾性率の低下を抑え、低発熱性、耐摩
耗性の低下を抑制する作用を有することが知られている。
【０００７】
一方、ゴム成分を改良する方法として、シリカやカーボンブラックなどの充填剤と相互作
用する変性ゴムの技術開発が多くなされてきた。その中でも特に、有機リチウムを用いた
アニオン重合で得られる共役ジエン系重合体の重合活性末端を充填剤と相互作用する官能
基を含有するアルコキシシラン誘導体で変性する方法が有効なものとして提案されている
（例えば、特許文献１０、１１）。しかし、シリカやカーボンブラックを配合したゴム組
成物における変性効果は必ずしも充分なものが得られていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平６－２４８１１６号公報
【特許文献２】特開平７－７０３６９号公報
【特許文献３】特開平８－２４５８３８号公報
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【特許文献４】特開平３－２５２４３１号公報
【特許文献５】特開平６－２４８１１６号公報
【特許文献６】特開平６－１５７８２５号公報
【特許文献７】特開２００６－３７０４６号公報
【特許文献８】特開２００２－１４６１０２号公報
【特許文献９】特開昭６０－８２４０６号公報
【特許文献１０】特公平６－５３７６３号公報
【特許文献１１】特公平６－５７７６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、かかる実情に鑑みなされたもので、補強用充填剤及びそのゴム成分への分散
性を改良し、転がり抵抗の小さい、低発熱性及び耐摩耗性に優れたトレッドに好適なゴム
組成物を用いたタイヤを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のタイヤは、補強用充填剤として特定構造のシリカを用いて、転がり抵抗を小さ
くして低発熱性と共に耐摩耗性を向上させ、分散改良剤で充填剤のゴム成分への分散性を
よくして、耐摩耗性をさらに高めたゴム組成物を用いたタイヤである。
【００１１】
　本発明のタイヤに用いるゴム組成物は、天然ゴム及び／又はジエン系合成ゴムにシリカ
として特定構造の含水ケイ酸、及び分散改良剤を配合混練してなるゴム組成物である。
【００１２】
　本発明で使用する構造性含水ケイ酸は、次のような指標で表すことができる構造（一次
凝集）を持つことが特徴である。
　即ち、セチルトリメチルアンモニウムブロミド吸着比表面積（ＣＴＡＢ）（ｍ２／ｇ）
と音響式粒度分布測定によって求められる一次凝集体の直径（ｎｍ）の最頻値Ａａｃとが
下記式（Ａ）
　　　Ａａｃ≧－０．７６×（ＣＴＡＢ）＋２７４・・・（Ａ）
を満たし、さらに灼熱減量（７５０℃で３時間加熱した時の質量減少％）と加熱減量（１
０５℃で２時間加熱した時の質量減少％）とが下記式（Ｂ）
　　　（灼熱減量）－（加熱減量）≦３・・・（Ｂ）
を満たすことが好ましく、このような含水ケイ酸を含有するゴム組成物は、低発熱性と耐
摩耗性がともに優れる。
【００１３】
　本発明で使用する含水ケイ酸は、ケイ酸ナトリウム等のケイ酸アルカリ塩水溶液を硫酸
等の鉱酸で中和することにより含水ケイ酸を析出、沈殿させる方法、いわゆる沈殿法含水
ケイ酸の製造方法に準じた方法により得られる。
【００１４】
　本発明では下記一般式（Ｉ）又は（ＩＩ）で表されるヒドラジド化合物及び一般式（Ｉ
ＩＩ）で表される化合物の少なくとも１種を分散改良剤として使用する。
【化１】

〔式（Ｉ）中、Ａｒは芳香環、置換されているか、置換されていないヒダントイン環、炭
素数１～１８の飽和又は不飽和直鎖状炭化水素からなる群より選んだ１種であり、Ｗは
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【化２】

より選んだ少なくとも１種であり、Ｒ１～Ｒ４は、水素及び炭素数１～１８からなる直鎖
状又は分岐状のアルキル基、シクロアルキル基、芳香族環であり、それぞれ同じでも、異
なっていてもよい。〕
【００１５】

【化３】

〔式（ＩＩ）中、Ｒ５～Ｒ６は、炭素数１～１８のアルキル基、シクロアルキル基、アリ
ールきで、Ｏ、Ｓ、Ｎ原子を含んでいてもよい。〕
【００１６】
　　　　　　　　　　　　　　Ｑ－Ａ－Ｂ　　　　　　　（ＩＩＩ）
〔式（ＩＩＩ）中、Ｑは、不飽和炭素－炭素結合に１，３－双極子することが可能な双極
性の窒素含有部分、Ｂはオキサゾリン部分、チアゾリン部分、アルコキシシラン部分又は
アリルスズ部分であり、ＡはＱとＢの間に橋かけを形成する連結原子又は基である。〕
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、低発熱性、耐摩耗性に優れたゴム組成物が得られ、これをタイヤトレ
ッド部材として用いるとき、低燃費で省エネルギーに大きく寄与することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下に、本発明の実施形態を詳しく説明する。
　本発明のタイヤに用いるゴム組成物のゴム成分としては、天然ゴム及び／又はジエン系
合成ゴムが好ましい。ジエン系合成ゴムの具体例は、合成ポリイソプレンゴム、ポリブタ
ジエンゴム、スチレン－ブタジエンゴム等が挙げられる。これらのゴム成分は、単独でも
２種以上混合して用いてもよい。
【００１９】
　本発明で用いる構造性含水ケイ酸は、シリカやカーボンブラックなどで一般に測定され
ている方法で測定した特性値が、次のよう関係を満たすことで確認できる。
【００２０】
　即ち、セチルトリメチルアンモニウムブロミド吸着比表面積（ＣＴＡＢ）（ｍ２／ｇ）
と音響式粒度分布測定によって求められる一次凝集体の数の最頻値の直径Ａａｃ（ｎｍ）
とが下記式（Ａ）
　　　Ａａｃ≧－０．７６×（ＣＴＡＢ）＋２７４・・・（Ａ）
を満たし、好ましくは灼熱減量（７５０℃で３時間加熱した時の質量減少％）と加熱減量
（１０５℃で２時間加熱した時の質量減少％）とが下記式（Ｂ）
　　　（灼熱減量）－（加熱減量）≦３・・・（Ｂ）
を満たす含水ケイ酸である。
【００２１】
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　セチルトリメチルアンモニウムブロミド吸着比表面積（ＣＴＡＢ）は、含水ケイ酸表面
に対するセチルトリメチルアンモニウムブロミドの吸着量から算出した含水ケイ酸の比表
面積（ｍ２／ｇ）である。
　ＣＴＡＢの測定は、ＡＳＴＭ　Ｄ３７６５－９２記載の方法に準拠して行うことができ
る。ＡＳＴＭ　Ｄ３７６５－９２記載の方法は、カーボンブラックのＣＴＡＢを測定する
方法であるので、若干の修正を加える。即ち、カーボンブラックの標準品を使用せず、セ
チルトリメチルアンムニウムブロミド（以下、ＣＥ－ＴＲＡＢと略記する）標準液を調製
し、これによって含水ケイ酸ＯＴ（ジ－２－エチルヘキシルスルホコハク酸ナトリウム）
溶液の標定を行い、含水ケイ酸表面に対するＣＥ－ＴＲＡＢ１分子当たりの吸着断面積を
０．３５ｎｍ２としてＣＥ－ＴＲＡＢの吸着量から、比表面積を算出する。
【００２２】
　本発明で用いる含水ケイ酸は、ＣＴＡＢが５０～２５０ｍ２／ｇ、好ましくは１００～
２００ｍ２／ｇであることが望ましい。ＣＴＡＢが５０ｍ２／ｇ未満であるとゴム組成物
の貯蔵弾性率が著しく低下し、２５０ｍ２／ｇより大きいと未加硫時のゴム組成物の粘度
が上昇するおそれがある。
【００２３】
　含水ケイ酸の粒子径として、音響式粒度分布測定装置によって測定した径（音響式粒度
分布径）が構造性の発達の指標になる。含水ケイ酸の粒子は、微粒径の粒子が一次凝集し
たものと、僅かに二次凝集しているものも含んでいる。
　音響式粒度分布測定装置による測定は、含水ケイ酸の０．０１Ｍ　ＫＣｌ水溶液を超音
波で５分間分散処理し、泡を除去して二次凝集体を破壊した後、測定する。含水ケイ酸の
一次凝集体の粒径と粒子数の分布が得られ、このうち、最も頻度が多く現われた粒子の直
径をＡａｃ（ｎｍ）とすると、
　　　Ａａｃ≧－０．７６×（ＣＴＡＢ）＋２７４・・・（Ａ）
を満足するとき、ゴム組成物の低発熱性と耐摩耗性が共に改善される。Ａａｃが、この条
件を満たさない時、低発熱性と耐摩耗性のどちらか又は両方が低下する。さらに、Ａａｃ

は、１μｍ以下であることが好ましい。１μｍより大きいと含水ケイ酸が破壊核となり、
ゴム組成物の力学的特性が損なわれる虞がある。
【００２４】
　さらに、本発明で用いる含水ケイ酸を加熱した時の質量の減少（％）と灼熱した時の質
量減少（％）の差が、
　　　（灼熱減量）－（加熱減量）≦３・・・（Ｂ）
であることが好ましい。
　加熱減量及び灼熱減量は、ＪＩＳ　Ｋ６２２０－１ゴム用配合剤の試験方法に準じて行
い、加熱減量は通常１０５±２℃で２時間加熱した時の質量の減少％、灼熱減量は通常７
５０±２５℃で３時間強熱した時の質量の減少％である。
【００２５】
　本発明で使用する含水ケイ酸は、沈殿法含水ケイ酸の製造方法に準じて製造される。例
えば、予め一定量の温水を張り込んだ反応容器中に、ｐＨ、温度を制御しながらケイ酸ナ
トリウムおよび硫酸を入れ、一定時間して含水ケイ酸スラリーを得る。
続いて、該含水ケイ酸スラリーをフィルタープレス等のケーキ洗浄が可能なろ過機により
濾別、洗浄して副生電解質を除去した後、得られた含水ケイ酸ケーキをスラリー化し、噴
霧乾燥機等の乾燥機を用いて乾燥し製造される。
【００２６】
　本発明で用いる含水ケイ酸の使用量は、好ましくはゴム成分１００質量部に対して、１
０～１５０質量部である。この配合量が１０質量部未満であると、転がり抵抗の低減効果
が小さく、低発熱性が向上しない。また、１５０質量部超過では、耐摩耗性が悪化するた
め好ましくない。
【００２７】
　本発明では、シランカップリング剤を使用することが好ましい。シランカップリング剤
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とゴムとの結合橋として作用し補強相を形成する。
　シランカップリング剤の使用量は、含水ケイ酸の量に対して、１～２０質量％が好まし
い。使用量が１質量％未満では、十分なカップリング効果が得られないことがあり、２０
質量％を超えると、ポリマーのゲル化を引き起こすことがある。
【００２８】
　本発明で用いるゴム組成物には、上記の含水ケイ酸以外の充填剤を配合することができ
る。それらの充填剤としては、特に限定されるものではないが、カーボンブラック、酸化
カーボンブラック、タルク、カオリン、クレー、金属酸化物、アルミニウム水和物、マイ
カ等の反応性の表面基を有する鉱物系充填剤、及びこれらの混合物が挙げられる。
【００２９】
　カーボンブラックとしては、窒素吸着比表面積（Ｎ2ＳＡ）が３０～１８０ｍ2 ／ｇで
、かつ、ジブチルフタレート吸油量（ＤＢＰ）が６０～２００ｍｌ／１００ｇの特性を有
するものが使用でき、好ましくは、窒素吸着比表面積が１０５～１６０ｍ2／ｇで、かつ
、ＤＢＰが８５～１４０ｍｌ／１００ｇである。カーボンブラックのＮ2ＳＡが３０未満
、ＤＢＰが６０未満では発熱性の改良効果が少ない。また、Ｎ2ＳＡ＞１８０、ＤＢＰ＞
２００では未加硫ゴム粘度が上昇し作業性が悪くなる。
【００３０】
　ケイ酸以外の充填剤の配合量は、含水ケイ酸と合わせた総量で１５０質量部以下、好ま
しくは１２０質量部以下である。この配合量で低発熱性と耐摩耗性を両立させることがで
きる。
【００３１】
　次に、本発明で用いる分散改良剤は、下記一般式（Ｉ）又は（ＩＩ）で表されるヒドラ
ジド化合物及び一般式（ＩＩＩ）で表される化合物の少なくとも１種を使用する。
【化４】

〔式（Ｉ）中、Ａｒは芳香環、置換されているか、置換されていないヒダントイン環、炭
素数１～１８の飽和又は不飽和直鎖状炭化水素からなる群より選んだ１種 であり、Ｗは
【化５】

より選んだ少なくとも１種であり、Ｒ１～Ｒ４は、水素及び炭素数１～１８からなる直鎖
状又は分岐状のアルキル基、シクロアルキル基、芳香族環であり、それぞれ同じでも、異
なっていてもよい。〕
【００３２】
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【化６】

〔式（ＩＩ）中、Ｒ５～Ｒ６は、炭素数１～１８のアルキル基、シクロアルキル基、アリ
ールきで、Ｏ、Ｓ、Ｎ原子を含んでいてもよい。〕
【００３３】
　　　　　　　　　　　　　　Ｑ－Ａ－Ｂ　　　　　　　（ＩＩＩ）
〔式（ＩＩＩ）中、Ｑは双極性の窒素含有部分、Ｂはオキサゾリン部分、チアゾリン部分
、アルコキシシラン部分又はアリルスズ部分であり、ＡはＱとＢの間に橋かけを形成する
連結原子又は基である。〕
【００３４】
　一般式（Ｉ）又は（ＩＩ）で表されるヒドラジド化合物は、ゴム組成物の低発熱性を維
持しながら粘度増加を抑制する作用を有するもので、その作用機構はゴムポリマーの反応
性を低下させ、かつ、カーボンブラックとの反応性を向上させるものである。
【００３５】
　一般式（Ｉ）で表わされる化学物質の内で、好ましくは、一般式（Ｉ）中のＡｒが芳香
族環、Ｗが下記式及びヒドロキシ基、アミノ基より選んだ少なくとも１種であり、Ｒ1～
Ｒ4は、水素及び炭素数１～１８からなる直鎖状又は分岐状のアルキル基、シクロアルキ
ル基、芳香族環（それぞれ同じでも、異なっていてもよい）より選択された化学物質の少
なくとも１種であることが望ましい。
【化７】

【００３６】
　一般式（Ｉ）で表わされる具体的な化学物質としては、例えば、Ｎ2，Ｎ4－ジ（１－メ
チルエチリデン）イソフタル酸ジヒドラジド、Ｎ2，Ｎ4－ジ（１－メチルプロピリデン）
イソフタル酸ジヒドラジド、Ｎ2，Ｎ4－ジ（１，３－ジメチルブチリデン）イソフタル酸
ジヒドラジド、Ｎ’－（１－メチルエチリデン）サリチル酸ヒドラジド、Ｎ’－（１－メ
チルプロピリデン）サリチル酸ヒドラジド、Ｎ’－（１－メチルブチリデン）サリチル酸
ヒドラジド、Ｎ’－（１，３－ジメチルブチリデン）サリチル酸ヒドラジド、Ｎ’－（２
－フリルメチレン）サリチル酸ヒドラジド等が挙げられる。
【００３７】
　また、一般式（ＩＩ）で表わされる具体的な化学物質としては、例えば、１－ヒドロキ
シ－Ｎ’－（１－メチルエチリデン）－２－ナフトエ酸ヒドラジド、１－ヒドロキシ－Ｎ
’－（１－メチルプロピリデン）－２－ナフトエ酸ヒドラジド、１－ヒドロキシ－Ｎ’－
（１－メチルブチリデン）－２－ナフトエ酸ヒドラジド、１－ヒドロキシ－Ｎ’－（１，
３－ジメチルブチリデン）－２－ナフトエ酸ヒドラジド、１－ヒドロキシ－Ｎ’－（２－
フリルメチレン）－２－ナフトエ酸ヒドラジド、３－ヒドロキシ－Ｎ’－（１－メチルエ
チリデン）－２－ナフトエ酸ヒドラジド、３－ヒドロキシ－Ｎ’－（１－メチルプロピリ
デン）－２－ナフトエ酸ヒドラジド、３－ヒドロキシ－Ｎ’－（１－メチルブチリデン）
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－２－ナフトエ酸ヒドラジド、３－ヒドロキシ－Ｎ’－（２－フリルメチレン）－２－ナ
フトエ酸ヒドラジド等が挙げられる。
【００３８】
　好ましい一般式（Ｉ）又は（ＩＩ）で表される化学物質は、合成の容易性及びコスト面
と得られる分散性効果から、一般式（Ｉ）ではＮ’－（１－メチルエチリデン）サリチル
酸ヒドラジド、Ｎ’－（１－メチルプロピリデン）サリチル酸ヒドラジド、Ｎ’－（１，
３－ジメチルブチリデン）サリチル酸ヒドラジド、Ｎ’－（２－フリルメチレン）サリチ
ル酸ヒドラジドであり、また、一般式（ＩＩ）では、１－ヒドロキシ－Ｎ’－（１－メチ
ルエチリデン）－２－ナフトエ酸ヒドラジド、１－ヒドロキシ－Ｎ’－（１－メチルプロ
ピリデン）－２－ナフトエ酸ヒドラジド、１－ヒドロキシ－Ｎ’－（１，３－ジメチルブ
チリデン）－２－ナフトエ酸ヒドラジド、１－ヒドロキシ－Ｎ′－（２－フリルメチレン
）－２－ナフトエ酸ヒドラジド、３－ヒドロキシ－Ｎ’－（１－メチルエチリデン）－２
－ナフトエ酸ヒドラジド、３－ヒドロキシ－Ｎ’－（１－メチルプロピリデン）－２－ナ
フトエ酸ヒドラジド、３－ヒドロキシ－Ｎ′－（１，３－ジメチルブチリデン）－２－ナ
フトエ酸ヒドラジド、３－ヒドロキシ－Ｎ’－（２－フリルメチレン）－２－ナフトエ酸
ヒドラジドが望ましい。
【００３９】
　これらの一般式（Ｉ）又は（ＩＩ）で表される化学物質は、原料となる３－ヒドロキシ
－２－ナフトエ酸ヒドラジド等と、アセトン、メチルイソブチルケトン等とを加温して反
応させることにより容易に合成することができる。なお、これらの化学物質のうち代表的
な化合物の合成例を後述する実施例の欄で更に説明する。
【００４０】
　一般式（ＩＩＩ）で表される化合物で、Ｑはニトロン、ニトリルオキシド及びニトリル
イミンからなる部分から選ばれる。かかる部分は、ポリマーの分子構造中の不飽和炭素－
炭素結合に付加できる。Ｂはオキサゾリン部分、チアゾリン部分、アルコキシシラン部分
又はアリルスズ部分であり、充填剤の凝集体及び／又は粒子上の一又は複数の反応性表面
基に結合する。従って、Ｑ－Ａ－Ｂ化合物はポリマーの全分子構造に沿って充填剤の凝集
体及び／又は粒子を結合させることによって、充填剤の分散を促進することができる。
【００４１】
　一般式（ＩＩＩ）で表される化合物において、オキサゾリン部分及びチアゾリン部分と
は、下記式（ＩＶ）～（ＶＩ）
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【化８】

〔式中、Ｘは酸素又は硫黄であって、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１、Ｒ１２、及び
Ｒ１３は、それぞれ独立して水素、分岐状又は直鎖状のＣ1－Ｃ20アルキル基、分岐状又
は直鎖状のＣ3－Ｃ20シクロアルキル基、分岐状又は直鎖状のＣ6－Ｃ20アリール基、分岐
状又は直鎖状のＣ7－Ｃ20アルキルアリール基、又はＡ（ここで、Ａは、ＱとＢの間に橋
かけを形成する連結原子又は基である）である。〕で表される構造を含む。
【００４２】
　アリルスズ部分は、式：－ＣＨ＝ＣＨＣＨ2Ｓｎ(Ｒ２０)3
〔式中、Ｒ２０は、それぞれ独立して分岐状又は直鎖状のＣ1－Ｃ20アルキル基、分岐状
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又は直鎖状のＣ3－Ｃ20シクロアルキル基、分岐状又は直鎖状のＣ6－Ｃ20アリール基及び
分岐状又は直鎖状のＣ7－Ｃ20アルキルアリール基からなる群から選択される〕で表され
る。
　アリルスズ部分の－ＣＨ部位は、前記化合物中のＡに結合する。
【００４３】
　アルコキシシラン部分は、式：－Ｓｉ(ＯＲ２１)3
〔式中、Ｒ２１は、それぞれ独立して１から６個の炭素原子を含む〕で表される。
　アルコキシシラン部分の－Ｓｉ部位は、前記化合物中のＡに結合する。
【００４４】
　式（ＩＩＩ）中のＱは、ニトロン、ニトリルオキシド又はニトリルイミンを含むことが
できる。例えば、Ｑは、それぞれ、式（ＶＩＩ）～（ＩＸ）
【化９】

〔式中、Ｒ１４、Ｒ１５、Ｒ1６、Ｒ1７、Ｒ1８、及びＲ1９は、それぞれ独立してＡ、水
素、分岐状又は直鎖状のＣ1－Ｃ20アルキル基、分岐状又は直鎖状のＣ3－Ｃ20シクロアル
キル基、分岐状又は直鎖状のＣ6－Ｃ20アリール基、式（Ｘ）
【化１０】

（式中、Ｙは、ニトロ基、シアノ基、クロロ基、ブロモ基、分岐状又は直鎖状のＣ1－Ｃ2

0アシル基、分岐状又は直鎖状のＣ1－Ｃ20アルコキシカルボニル基、分岐状又は直鎖状の
Ｃ1－Ｃ20アルコキシ基、及び分岐状又は直鎖状のＣ7－Ｃ20アルキルアリール基からなる
群から選択される）で表わされる置換フェニル基である〕で表されるニトロン、ニトリル
オキシド又はニトリルイミンを含む。
【００４５】
　式（ＩＩＩ）中のＡで表される連結原子又は基は、分岐状又は直鎖状のＣ1－Ｃ20アル
キレン、分岐状又は直鎖状のＣ3－Ｃ20シクロアルキレン、分岐状又は直鎖状のＣ6－Ｃ20
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。
　更に、Ａは、[Ａ'－(Ｚ－Ａ”)k]
（式中、Ａ'及びＡ”は、それぞれ独立して分岐状又は直鎖状のＣ1－Ｃ20アルキレン、分
岐状又は直鎖状のＣ3－Ｃ20シクロアルキレン、分岐状又は直鎖状のＣ6－Ｃ20アリーレニ
ル、分岐状または直鎖状のＣ7－Ｃ20アルキルアリーレニルであり、Ｚは、酸素、硫黄又
はＣ＝Ｏであり、ｋは、１から約４である）を含むことができる。
　例えば、Ａは、Ｑ及び／又はＢとのオルト、メタもしくはパラ結合を有するフェニル基
を含むことができる。他の例では、Ａは、(ＣＨ2)ｍ（式中、ｍは、１から約１０である
）を含むことができる。
【００４６】
　式（ＩＩＩ）で表される化合物の一実施態様は、式（ＸＩ）
【化１１】

で表わされる４-(２-オキサゾリル)-フェニル-Ｎ-メチル-ニトロン（４ＯＰＭＮ）である
。
【００４７】
　他の一実施態様としては、式（ＸＩＩ）

【化１２】

で表わされる４-(２-オキサゾリル)-フェニル-Ｎ-フェニル-ニトロン（４ＯＰＰＮ）が挙
げられる。
【００４８】
　さらなる実施態様例としては、式（ＸＩＩＩ）
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【化１３】

で表わされるフェニル-Ｎ-[４-(２-オキサゾリル)フェニル]ニトロン（Ｐ４ＯＰＮ）が挙
げられる。
【００４９】
　さらに、式（ＩＩＩ）で表される化合物として、４-(２-オキサゾリル)-フェニル-Ｎ-
メチル-ニトロン、４-(２-チアゾリル)-フェニル-Ｎ-メチル-ニトロン、４-(２-オキサゾ
リル)-フェニル-Ｎ-フェニル-ニトロン、４-(２-チアゾリル)-フェニル-Ｎ-フェニル-ニ
トロン、フェニル-Ｎ-４-(２-オキサゾリル)-フェニル-ニトロン、フェニル-Ｎ-４-(２-
チアゾリル)-フェニル-ニトロン、４-トリル-Ｎ-４-(２-オキサゾリル)-フェニル-ニトロ
ン、４-トリル-Ｎ-４-(２-チアゾリル)-フェニル-ニトロン、４-メトキシフェニル-Ｎ-４
-(２-オキサゾリル)-フェニル-ニトロン、４-メトキシフェニル-Ｎ-４-(２-チアゾリル)-
フェニル-ニトロン、４-(２-オキサゾリル)-フェニル-ニトリルオキシド、４-(２-チアゾ
リル)-フェニル-ニトリルオキシド、４-(２-オキサゾリル)-フェニル-Ｎ-メチル-ニトリ
ルイミン、４-(２-チアゾリル)-フェニル-Ｎ-メチル-ニトリルイミン、４-(２-オキサゾ
リル)-フェニル-Ｎ-フェニル-ニトリルイミン、４-(２-チアゾリル)-フェニル-Ｎ-フェニ
ル-ニトリルイミン、フェニル-Ｎ-４-(２-オキサゾリル)-フェニル-ニトリルイミン、フ
ェニル-Ｎ-４-(２-チアゾリル)-フェニル-ニトリルイミン等が挙げられるが、これらに限
定されるものではない。
【００５０】
　通常の化学合成法を用いて、過度の実験を行うことなく、前記典型的な化合物及び他の
Ｑ－Ａ－Ｂ化合物を製造することができる。４ＯＰＰＮ、４ＯＰＭＮ及びＰ４ＯＰＮの典
型的な製造方法を実施例の欄で説明する。しかしながら、他の出発物質及び中間体を用い
た他の公知の化学合成法を用いても、これら及び他のＱ－Ａ－Ｂ化合物を製造できる。
【００５１】
　Ｂがアリルスズ部分であるＱ－Ａ－Ｂ化合物の典型的な製造法として、以下の方法が挙
げられる。
　アルキルスズリチウム化合物（ＲａＳｎＬｉ）を１-ブロモ-４-クロロブタ-２-エン（
Ｃｌ－ＣＨ2ＣＨ＝ＣＨＣＨ2－Ｂｒ）と反応させて、ＲａＳｎ－ＣＨ2ＣＨ＝ＣＨＣＨ2－
Ｃｌ（ａ）を生成させる。次に、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）の存在下、（ａ）をリチ
ウムと反応させて、ＲａＳｎ－ＣＨ2ＣＨ＝ＣＨＣＨ2－Ｌｉ（ｂ）を生成させる。次に、
（ｂ）をジブロムキシレン（Ｂｒ－ＣＨ2－フェニレン－ＣＨ2－Ｂｒ）と反応させて、モ
ノ付加体ＲａＳｎ－ＣＨ2ＣＨ＝ＣＨＣＨ2－ＣＨ2－フェニル－ＣＨ2－Ｂｒ（ｃ）を生成
させ、若干のジ付加体及び未反応の原料ジブロモキシレンとを得る。次に、生成物（ｃ）
を分離し、ヘキサメチレンテトラアミン及び酸と反応させて、ＲａＳｎ－ＣＨ2ＣＨ＝Ｃ
ＨＣＨ2－ＣＨ2－フェニル－ＣＨ＝Ｏ（ｄ）を生成させる。次いで、（ｄ）を、ＮＨ2Ｏ
Ｈと反応させてニトリルオキシド（ｅ）を生成させ、或いはＲＮＨＯＨと反応させてニト
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ロン（ｆ）を生成させる。
【００５２】
　Ｂがアルコキシシラン部分であるＱ－Ａ－Ｂ化合物の典型的な製造法としては、上記で
得た化合物（ｅ）又は（ｆ）を使用できる。例えば、アリルスズと過剰のＳｉＣｌ4との
反応、及びその後のアルコールＲＯＨによる個々の生成物の処理によって、（ｅ）又は（
ｆ）の一方からシランを生成させ、トリアルコキシシロキサン－ニトリルオキシド又は－
ニトロンを生成させる。これら典型ルートの夫々において、ＡはＣＨ2であり、各Ｂは、
結合したアリル基を含む。上述のように、上記化合物の合成は単なる一例であり、他の出
発物質及び中間体を用いた他の公知の化学合成法を用いても、これら及び他のＱ－Ａ－Ｂ
化合物を製造できるので、製造法は特に限定されない。
【００５３】
　上記一般式（Ｉ）、（ＩＩ）又は（ＩＩＩ）で表わされる化学物質は、単独又は２種以
上を併用することができ、これらはゴム成分１００重量部に対し、０．０５～５重量部の
範囲で用いられ、好ましくは、０．１～３．０重量部である。上記化合物が０．０５重量
部未満では、耐発熱性の改良効果なく、５重量部より多い場合は未加硫ゴムの粘度上昇を
生じるため、好ましくない。
【００５４】
　ゴム組成物には、必要に応じて、ゴム工業で通常使用される配合剤、例えば、加硫剤、
加硫促進剤、老化防止剤、亜鉛華、ステアリン酸、ワックス、軟化剤等を適宜配合するこ
とができる。
【００５５】
　本発明で使用するゴム組成物は、ロール等の開放式混練機やバンバリーミキサー等の密
閉式混練機等を用いて混練することにより得られる。
【００５６】
　本発明の空気入りタイヤは、上記ゴム組成物をトレッド部材に適用することを特徴とす
る。該ゴム組成物をトレッド部材に用いたタイヤは、ゴム組成物が低発熱性であるため転
がり抵抗が低く、耐摩耗性に優れている。本発明のタイヤに充填する気体としては、通常
又は酸素分圧を変えた空気、又は窒素等の不活性ガスも使用できる。
【実施例】
【００５７】
　以下、実施例及び比較例により本発明を更に詳しく説明するが、本発明は下記実施例に
何ら限定されるものではない。
　以下の実施例、比較例において、含水ケイ酸の物性及びゴム組成物の低発熱性、耐摩耗
性を下記の方法により測定、評価した。
【００５８】
　含水ケイ酸の物性
（１）音響式粒度分布径の測定
　含水ケイ酸の０．０１Ｍ　ＫＣｌ水溶液を超音波で５分間分散処理し、泡を除去した後
、超音波式粒度分布測定装置ＤＴ１２００（Ｄｉｓｐｅｒｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ
ｙ社製）を用いて、含水ケイ酸の１次凝集体の直径の最頻値Ａａｃ（ｎｍ）を測定した。
【００５９】
（２）ＣＴＡＢの測定
　ＡＳＴＭ　Ｄ３７６５－９２記載の方法に準拠して実施した。ＡＳＴＭ　Ｄ３７６５－
９２記載の方法は、カーボンブラックのＣＴＡＢを測定する方法であるので、若干の修正
を加えた。すなわち、カーボンブラックの標準品であるＩＲＢ＃３（８３．０ｍ２／ｇ）
を使用せず、別途セチルトリメチルアンムニウムブロミド（以下、ＣＥ－ＴＲＡＢと略記
する）標準液を調製し、これによって含水ケイ酸ＯＴ（ジ－２－エチルヘキシルスルホコ
ハク酸ナトリウム）溶液の標定を行い、含水ケイ酸表面に対するＣＥ－ＴＲＡＢ１分子当
たりの吸着断面積を０．３５ｎｍ２としてＣＥ－ＴＲＡＢの吸着量から、比表面積（ｍ２

／ｇ）を算出した。これは、カーボンブラックと含水ケイ酸とでは表面が異なるので、同
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一表面積でもＣＥ－ＴＲＡＢの吸着量に違いがあると考えられるからである。
【００６０】
（３）加熱減量及び灼熱減量の測定
　含水ケイ酸サンプルを秤量し、加熱減量の場合は１０５℃でサンプルを２時間加熱し、
灼熱減量の場合は７５０℃でサンプルを３時間加熱した後、質量を測定し、加熱前のサン
プル質量との差を加熱前の質量に対して％で表した。
【００６１】
（４）低発熱性
　粘弾性スペクトロメーター（東洋精機株式会社製）を使用し、温度６０℃、歪１％、周
波数５０Ｈｚでｔａｎδを測定した。比較例１の値を１００として指数で表示した。この
数値が小さい程、低発熱性に優れる。
【００６２】
（５）耐摩耗性
　ランボーン型摩耗試験機を用い、ＪＩＳ　Ｋ６２６４に従い、室温におけるスリップ率
６０％の摩耗量を測定し、摩耗量の逆数を比較例１を１００として指数で表示した。この
数値が大きい程、耐摩耗性が良好である。
【００６３】
　含水ケイ酸の製造
　製造例Ａ
　攪拌機を備えた容量１８０Ｌのジャケット付ステンレス製反応槽に、水９３Ｌとケイ酸
ナトリウム水溶液（ＳｉＯ２

　１６０ｇ／Ｌ、ＳｉＯ２／Ｎａ２Ｏモル比３．３）０．６
Ｌを入れ９６℃に加熱した。得られた溶液中のＮａ２Ｏ濃度は０．００５ｍｏｌ／Ｌであ
った。
　この溶液の温度を９６℃に維持しながら、上記と同じのケイ酸ナトリウム水溶液を５４
０ｍｌ／分、硫酸（１８ｍｏｌ／Ｌ）を２４ｍｌ／分の流量で同時に滴下した。流量を調
整しながら、反応溶液中のＮａ２Ｏ濃度を０．００～０．０１ｍｏｌ／Ｌの範囲に維持し
て中和反応を行なった。反応途中から白濁をはじめ、４７分目に粘度が上昇してゲル状溶
液となった。さらに添加を続けて９０分で反応を停止した。反応停止後、反応液温度を９
６℃に３０分間維持した。生じた溶液中のシリカ濃度は５５ｇ／Ｌであった。引き続いて
、上記濃度の硫酸を溶液のｐＨが３になるまで添加してケイ酸スラリーを得た。得られた
ケイ酸スラリーをフィルタープレスで濾過、水洗を行なって湿潤ケーキを得た。次いで、
湿潤ケーキを乳化装置を用いてスラリーとして、噴霧式乾燥機で乾燥して湿式法含水ケイ
酸Ａを得た。
　得られた含水ケイ酸の物性は、以下の通りであった。
　　ＣＴＡＢ：１１２ｍ２／ｇ、　　－０．７６×ＣＴＡＢ＋２７４：１８９
　　粒度分布径Ａａｃ：２０８ｎｍ、　　灼熱減量－加熱減量：２．６質量％
【００６４】
　ヒドラジド化合物の合成
　製造例Ｂ
３－ヒドロキシ－Ｎ’－（１－メチルエチリデン）－２－ナフトエ酸ヒドラジドの合成
　温度計、還流冷却器及び撹拌機を取り付けた四つ口フラスコ（３リットル）に、３－ヒ
ドロキシ－２－ナフトエ酸ヒドラジド１２１．２ｇ（０．６モル）、ｐ－トルエンスルホ
ン酸１．１４ｇ（０．００６モル）及びアセトン２リットルを加え、５時間加熱還流した
。反応液を２０℃以下に冷却した後、析出した結晶を濾別し、減圧乾燥して微黄色結晶を
得た〔１３０．５ｇ（０．５４モル）、収率９０％〕。この微黄色結晶は、下記に示すよ
うに、ＮＭＲ分析の結果、３－ヒドロキシ－Ｎ’（１－メチルエチリデン）－２－ナフト
エ酸ヒドラジドであることが分かった。
融点２４１℃
１Ｈ－ＮＭＲ（ＤＭＳＯ）１．９６（ｓ，３Ｈ）、２．０３（ｓ，３Ｈ）、７．３２（ｍ
，２Ｈ）、７．５０（ｍ，１Ｈ）、７．７５（ｍ，１Ｈ）、７．９５（ｍ，１Ｈ）、８．
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５７（ｓ，１Ｈ）、１１．２０（ｂ，１Ｈ）、１１．６２（ｂ，１Ｈ）
【００６５】
　製造例Ｃ
３－ヒドロキシ－Ｎ’－（１－メチルプロピリデン）－２－ナフトエ酸ヒドラジドの合成
　温度計、還流冷却器及び撹拌機を取り付けた四つ口フラスコ（３リットル）に、３－ヒ
ドロキシ－２－ナフトエ酸ヒドラジド１２１．２ｇ（０．６モル）及びメチルエチルケト
ン２リットルを加え、５時間加熱還流した。反応液を２０℃以下に冷却した後、析出した
結晶を濾別し、減圧乾燥して微黄色結晶を得た〔１３５．１ｇ（０．５３モル）、収率８
８％〕。この微黄色結晶は、下記に示すように、ＮＭＲ分析の結果、３－ヒドロキシ－Ｎ
’－（１－メチルプロピリデン）－２－ナフトエ酸ヒドラジドであることが分かった。
融点２４０℃
１Ｈ－ＮＭＲ（ＤＭＳＯ）０．９２～１．１５（ｍ，３Ｈ）、１．９０～２．０５（ｍ，
３Ｈ）、２．２５～２．４２（ｍ，２Ｈ）、７．７５～８．６０（ｍ，６Ｈ）、１１．０
０～１１．８０（ｂ，２Ｈ）
【００６６】
　式Ｑ－Ａ－Ｂで表される化合物の合成
　製造例Ｄ
４－(２－オキサゾリル)－フェニル－Ｎ－フェニルニトロン（４ＯＰＰＮ）の合成
　３００ｍｌのクロロホルム中に１５．０ｇの４－ホルミル－ベンゾイルクロライド（１
当量、ｅｑ．）を含む混合物に、攪拌しながら、－１０℃で、２－アミノエタノール（２
ｅｑ．）をクロロホルム（２００ｍｌ）中に溶解させた溶液１０．９ｇを滴下した。添加
後、得られた混合物を２５℃で２時間撹拌し、生成した白色の沈殿物を濾過で除去した。
次に、濾液をロータべーパー（ｒｏｔａｖａｐｏｒ）で乾燥し、１７．４ｇの黄色液体、
４－ホルミル－Ｎ－(２－ヒドロキシエチル)－ベンズアミドを得た。
【００６７】
　濃硫酸（５０ｍｌ）を、４－ホルミル－Ｎ－(２－ヒドロキシエチル)－ベンズアミド（
１７．４ｇ）に撹拌しながら滴下し、混合物を１００℃で1時間加熱した。この溶液を、
水酸化ナトリウム（２０％，５００ｍｌ）及びクロロホルム（５００ｍｌ）の混合液に撹
拌しながら滴下し、１５℃未満に冷却して温度を維持した。次に、有機相を分離し、乾燥
した。６．３ｇの４－(２－オキサゾリル)－ベンズアルデヒドを回収した。
【００６８】
　４－(２－オキサゾリル)－ベンズアルデヒド（１ｅｑ．６．３ｇ）とＮ－フェニル－ヒ
ドロキシアミン（１ｅｑ．,３．９ｇ）との混合物を、エタノール（１００ｍｌ）中で３
０分間還流し、５０ｍｌの体積に濃縮した。等量（５０ｍｌ）の水を加え、混合物を冷蔵
庫中５℃で一晩冷却した。濾過によって単離し、乾燥して白色の結晶を得た。６．７ｇの
４－(２－オキサゾリル)－フェニル－Ｎ－フェニルニトロンが生成した。
【００６９】
　製造例Ｅ
フェニル－Ｎ－[４－(２－オキサゾリル)フェニル]ニトロン（Ｐ４ＯＰＮ）の製造
　４５０ｍｌの暖かいベンゼン中にｐ－ニトロ－ベンゾイルクロライド（１８５．６ｇ,
１．００ｍｏｌ）を溶解させた溶液を、１３５０ｍｌの水中にエタノールアミン（６３．
５ｇ,１．０４ｍｏｌ）を含む混合物に添加した。次に、５％の水酸化ナトリウム溶液８
３０ｍｌを徐々に加えた。ｐ－ニトロ－Ｎ－(２－ヒドロキシエチル)ベンズアミドを含む
白色の沈殿物が生成し、この沈殿物を濾過及び乾燥した。乾燥したｐ－ニトロ－Ｎ－(２
－ヒドロキシエチル)ベンズアミド粉末の重量は、１９６ｇ（０．９３ｍｏｌ）であった
（収率９３％）。
【００７０】
　チオニルクロライド（１３２ｍｌ,１．８ｍｏｌ）を撹拌しながら１９６ｇのｐ－ニト
ロ－Ｎ－(２－ヒドロキシエチル)ベンズアミド粉末に滴下した。激しい反応の後、生成し
た混合物を１Ｌのエーテル中に注いだ。ｐ－ニトロ－Ｎ－(２－クロロエチル)ベンズアミ
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ドを含む不溶性の物質がエーテル中に生成し、この不溶性物質を濾過及び乾燥して、白色
の粉末を得た。１９２ｇ（０．８４ｍｏｌ）のｐ－ニトロ－Ｎ－(２－クロロエチル)ベン
ズアミドが得られた（収率９０％）。
【００７１】
　１９２ｇのｐ－ニトロ－Ｎ－(２－クロロエチル)ベンズアミドを１Ｌのメタノールに加
え、溶液を還流した。５％の水酸化ナトリウム９００ｍｌを、撹拌しながら還流溶液に加
えた。生成した溶液を２ｋｇの氷及び水中に注いだ。ｐ－ニトロ－フェニル－２－オキサ
ゾリンを含む不溶性の物質が氷及び水中に生成し、この不溶性物質を濾過及び乾燥すると
、白色の粉末が残った。１５０ｇ（０．７８ｍｏｌ）のｐ－ニトロ－フェニル－２－オキ
サゾリンを得た（収率９３％）。
【００７２】
　１５０ｇのｐ－ニトロ－フェニル－２－オキサゾリン及び４６ｇ（０．８６ｍｏｌ）の
アンモニウムクロライドを、１Ｌのメタノール及び１Ｌの水に加えた。この溶液を６０℃
に加熱した。加熱された溶液に、１０２ｇ（１．５６ｍｏｌ）の亜鉛粉末をゆっくりと加
え、生成した混合物を濾過、冷却及び乾燥した。薄黄色の結晶性沈殿物が生成し、この沈
殿物は、１０５ｇ（０．５１ｍｏｌ）のｐ－Ｎ－(ヒドロキシ－アミノ)－フェニル－２－
オキサゾリンを含んでいた（収率６５％）。
【００７３】
　１Ｌのエタノール中に１０５ｇのｐ－Ｎ－(ヒドロキシ－アミノ)－フェニル－２－オキ
サゾリン及び５３ｇ（０．５１ｍｏｌ）のベンズアルデヒドを含む混合物を３０分間還流
し、５００ｍｌの体積に濃縮した。この混合物に１５０ｍｌの水を加え、混合物を冷却し
た。薄黄色の沈殿物が生成し、該沈殿物を濾過及び乾燥した。この沈殿物は、８３ｇ（０
．３１ｍｏｌ）のフェニル－Ｎ－[４－(２－オキサゾリル)フェニル]ニトロンを含んでい
た（収率６０％,全体での反応収率３１％）。
【００７４】
実施例１～６及び比較例１
　実施例１～６においては、それぞれ製造例Ａで製造した含水ケイ酸Ａ又はローディア社
製プレミアム２００ＭＰと製造例Ｂ～Ｅで製造した分散改良剤を使用したゴム組成物を、
比較例１においては市販のシリカを使用したゴム組成物を、表１及び表２に示す種類と量
のゴム成分及び配合剤を使用して常法により調製した。
　各実施例、比較例において調製したゴム組成物の評価結果を表２に示した。
【００７５】
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【表１】

　注
１）ＳＢＲ＃１７１２〔ＪＳＲ社製〕ゴム成分１００質量部に対して３７．５質量部のア
ロマ油で油展
２）ＢＲ　１５０Ｌ〔宇部興産製〕
３）シースト７ＨＭ〔東海カーボン社製〕
４）ニップシールＡＱ〔日本シリカ工業社製〕
５）表２に記載
６）シランカップリング剤Ｓｉ６９〔Ｄｅｇｕｓｓａ社製〕
７）表２に記載
８）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
９）ジフェニルグアニジン
１０）Ｎ－ｔ－ブチル－２－ベンゾチアジルスルフェンアミド
【００７６】
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【表２】

　注
１）ニップシールＡＱ〔日本シリカ工業社製〕
２）製造例Ａで製造した含水ケイ酸Ａ
３）ローディア社製　プレミアム２００ＭＰ
４）３－ヒドロキシ－Ｎ’－（１－メチルエチリデン）－２－ナフトエ酸ヒドラジド
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５）３－ヒドロキシ－Ｎ’－（１－メチルプロピリデン）－２－ナフトエ酸ヒドラジド
６）Ｑ－Ａ－Ｂ化合物：４－(２－オキサゾリル)－フェニル－Ｎ－フェニルニトロン
７）Ｑ－Ａ－Ｂ化合物：フェニル－Ｎ－[４－(２－オキサゾリル)フェニル]ニトロン
【００７７】
　含水ケイ酸及び分散改良剤を含む実施例のゴム組成物では、これらの一部又はいずれも
含有しない比較例のゴム組成物に比べて、低発熱性と耐摩耗性が大幅に向上している。
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