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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天然ゴムを３０～５０質量％、アクリロニトリル－スチレン－ブタジエン三元共重合体
を５～３０質量％およびスチレンブタジエンゴムを含むゴム成分１００質量部に対して、
カーボンブラックおよびシリカの少なくともいずれかを５～１５０質量部含む、ゴム組成
物。
【請求項２】
　請求項１に記載のゴム組成物を用いたタイヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アクリロニトリル－スチレン－ブタジエン三元共重合体を含み、低燃費性お
よびウェットグリップ性能のバランスに優れたゴム組成物およびそれを用いたタイヤに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年省資源、省エネルギー、加えて、環境保護の立場から排出炭酸ガスの低減の社会的
要求が強まっている。自動車に対しても排出炭酸ガスの低減を目的として、自動車の軽量
化・電気エネルギーの利用等の様々な対応策が検討されている。自動車の共通の課題とし
て、タイヤの転がり抵抗改善による燃費性能の向上が必要とされており、更に自動車に対
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しては、走行時の安全性向上の要求も強まっている。これら自動車の燃費性能及び安全性
は使用されるタイヤの性能に負うところが大きく、自動車用のタイヤに対しては、低燃費
性、操縦安定性、耐久性の改善要求が強まっている。これらのタイヤ特性は、タイヤの構
造・使用材料等種々の要素に左右されるが、特に路面に接するトレッド部分に用いるゴム
組成物の性能が低燃費性・安全性・耐久性等のタイヤ特性への寄与が大きい。このため、
タイヤ用ゴム組成物の技術的改良が多く検討・提案され、実用化されている。
【０００３】
　例えば、タイヤトレッドゴムの性能として、低燃費性向上にはヒステリシスロスが小さ
いこと、ウェットグリップ性能向上にはウェットスキッド抵抗性が高いことが要求されて
いる。しかしながら、低ヒステリシスロスとウェットスキッド抵抗性との関係は相反する
ものであり、一つだけの性能向上では問題点の解決は難しいのが現状である。タイヤ用ゴ
ム組成物の改良の代表的な手法は、使用する原材料の改良であり、ＳＢＲやＢＲに代表さ
れる原料ゴムの構造の改良、カーボンブラック・シリカ等の補強充填剤、加硫剤、可塑剤
等の構造や組成の改良が行われている。
【０００４】
　ヒステリシスロスの小さいゴムを得るために、これまでに各種変性重合体の検討が行な
われており、例えばスチレン－ブタジエン重合体の末尾をアルキルシリル基（特許文献１
）、ハロゲン化シリル基（特許文献２）、アミノ基（特許文献３）などで変性されたジエ
ン系ゴムが提案されている。しかし近年では、環境問題からタイヤの低燃費性に対する要
求はますます厳しくなっており、上記の方法では低燃費性に対する要求を満たすことがで
きない。
【特許文献１】特開平１－１８８５０１号公報
【特許文献２】特開平５－２３０２８６号公報
【特許文献３】特開平９－７１６８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、低燃費性とウェットグリップ性能に優れたゴム組成物およびそれを用
いた空気入りタイヤを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、天然ゴムを少なくとも３０質量％含むゴム成分中に、アクリロニトリル－ス
チレン－ブタジエン三元共重合体を５～３０質量％含むゴム組成物である。
【０００７】
　本発明に係るゴム組成物は、前記ゴム成分１００質量部に対して、カーボンブラックお
よび／またはシリカを５～１５０質量部含むことが好ましい。
【０００８】
　本発明に係るゴム組成物は、前記ゴム成分が、天然ゴム、スチレンブタジエンゴムおよ
びアクリロニトリル－スチレン－ブタジエン三元共重合体の混合物であることが好ましい
。
【０００９】
　さらに、本発明は、前記ゴム組成物を用いたタイヤである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は、低燃費性とウェットグリップ性能のバランスに優れたゴム組成物、およびそ
れを用いたタイヤを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　＜ゴム組成物＞
　（ゴム成分）
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　本発明において、ゴム組成物のゴム成分としては天然ゴムおよび／またはジエン系合成
ゴムからなり、ジエン系合成ゴムとしては、たとえば、イソプレンゴム（ＩＲ）、ブタジ
エンゴム（ＢＲ）、スチレンブタジエンゴム（ＳＢＲ）、アクリロニトリルブタジエンゴ
ム（ＮＢＲ）、クロロプレンゴム（ＣＲ）、ブチルゴム（ＩＩＲ）などがあげられる。中
でも、グリップ性能および耐摩耗性をバランスよく示すことから、ＮＲ、ＢＲ、ＳＢＲが
好ましい。これらのゴムは単独で用いてもよく、２種以上組み合わせてもよい。
【００１２】
　（アクリロニトリル－スチレン－ブタジエン三元共重合体）
　本発明のゴム組成物においては、アクリロニトリル－スチレン－ブタジエン三元共重合
体（以下ＮＳＢＲともいう）の配合量は、ゴム成分中、５～３０質量％、さらに１０～２
０質量％であることが好ましい。該配合量が５質量％未満であると低燃費性およびウェッ
トグリップ性能の改善効果が得られにくい傾向がある。
【００１３】
　また、ＮＳＢＲのガラス転移点（Ｔｇ）は－２３℃が好ましい。
　本発明において、ＮＳＢＲ中のアクリロニトリル共重合量は２～５０質量％が好ましい
。該アクリロニトリル共重合量が２質量％未満だと性能改善効果が小さくなり、５０質量
％を超えると耐摩耗性が悪化するため好ましくない。
【００１４】
　なお、前記アクリロニトリル共重合量は、例えばＩＲスペクトル法、ゲルダール法また
はガスクロマトグラフ法などの従来から公知の方法によって測定することができる。また
、本発明においてアクリロニトリル共重合量とは、アクリロニトリル－スチレン－ブタジ
エン三元共重合体ゴム全体の質量に対するアクリロニトリルの質量の比率である。
【００１５】
　本発明において、ＮＳＢＲ中のスチレン共重合量は２～５０質量％が好ましい。該スチ
レン共重合量が２質量％未満だとウェットグリップ性能が低く、５０質量％を超えると燃
費性能が悪化するため好ましくない。
【００１６】
　なお、前記スチレン共重合量は、例えばＩＲスペクトル法、ゲルダール法またはガスク
ロマトグラフ法などの従来から公知の方法によって測定することができる。また、本発明
においてスチレン共重合量とは、アクリロニトリル－スチレン－ブタジエン三元共重合体
ゴム全体の質量に対するスチレンの質量の比率である。
【００１７】
　本発明において、ＮＳＢＲ中のブタジエン共重合量は５～９０質量％が好ましい。該ブ
タジエン共重合量が５質量％未満だと燃費性能が悪化する傾向があり、９０質量％を超え
るとウェットグリップ性能が悪くなるため好ましくない。
【００１８】
　なお、前記ブタジエン共重合量は、例えばＩＲスペクトル法、ゲルダール法またはガス
クロマトグラフ法などの従来から公知の方法によって測定することができる。また、本発
明においてブタジエン共重合量とは、アクリロニトリル－スチレン－ブタジエン三元共重
合体ゴム全体の質量に対するブタジエンの質量の比率である。
【００１９】
　（カーボンブラック）
　本発明のゴム組成物は補強剤としてカーボンブラックを配合することが可能である。
【００２０】
　カーボンブラックは、チッ素吸着比表面積（Ｎ2ＳＡ）が好ましくは８０～２８０ｍ2／
ｇであり、より好ましくは１００～２５０ｍ2／ｇである。チッ素吸着量が８０ｍ2／ｇ未
満では十分なウェットグリップ性能が得られず、また耐摩耗性が低下する傾向があり、２
８０ｍ2／ｇを超えると分散性に劣り、耐摩耗性が低下する傾向がある。
【００２１】
　カーボンブラックの配合量は、ゴム成分１００質量部に対して、好ましくは５～１５０
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質量部、より好ましくは１０～１００質量部である。カーボンブラックの配合量が５質量
部未満では耐摩耗性が低下する傾向があり、１５０質量部を超えると、加工性が悪化する
傾向がある。カーボンブラックは単独で用いてもよく、２種以上組み合わせて用いてもよ
い。
【００２２】
　（シリカ）
　本発明のゴム組成物においては補強剤としてシリカを配合することが好ましい。
【００２３】
　前記シリカのチッ素吸着比表面積（Ｎ2ＳＡ）は５０～３００ｍ2／ｇであることが好ま
しく、特には８０～２５０ｍ2／ｇであることが好ましい。チッ素吸着比表面積が５０ｍ2

／ｇ未満のシリカでは補強効果が小さく耐摩耗性が低下する傾向があり、３００ｍ2／ｇ
をこえるシリカでは分散性が悪く、ヒステリシスロスが増大し燃費性能が低下する傾向が
ある。
【００２４】
　また前記シリカの配合量は、ゴム成分１００質量部に対して、５～１５０質量部が好ま
しく、１０～１００質量部がより好ましい。シリカの配合量が５質量部未満であると耐摩
耗性が十分でない傾向があり、一方、シリカの配合量が１５０質量部をこえると、加工性
が悪化する傾向がある。シリカは単独で用いてもよく、２種以上組み合わせて用いてもよ
い。
【００２５】
　（シランカップリング剤）
　シリカを配合する場合、シランカップリング剤を併用しても良い。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
チオカルバモイルテトラスルフィド、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あげられる。なかでも、
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
ドおよび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ましい
。これらのシランカップリング剤は単独で用いてもよく、２種以上を組み合わせて用いて
もよい。
【００２６】
　前記シランカップリング剤の配合量は、前記シリカ１００質量部に対して１質量部以上
であることが好ましく、２質量部以上であることがより好ましい。シランカップリング剤
の配合量が１質量部未満では、未加硫ゴム組成物の粘度が高く加工性が悪くなる傾向があ
る。また、シランカップリング剤の配合量は、前記シリカ１００質量部に対し、２０質量
部以下であることが好ましく、１５質量部以下であることがより好ましい。シランカップ
リング剤の配合量が２０質量部をこえると、その配合量ほどのシランカップリング剤の配
合効果が得られず、コストが高くなる傾向がある。
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【００２７】
　（老化防止剤）
　本発明のタイヤ用ゴム組成物は、老化防止剤を含むことができる。老化防止剤としては
、アミン系、フェノール系、イミダゾール系の各化合物や、カルバミン酸金属塩、ワック
スなどを適宜選択して使用することが可能である。
【００２８】
　（軟化剤）
　本発明のタイヤ用ゴム組成物は、軟化剤を含むことができる。軟化剤としては、プロセ
スオイル、潤滑油、パラフィン、流動パラフィン、石油アスファルト、ワセリンなどの石
油系軟化剤、大豆油、パーム油、ヒマシ油、アマニ油、ナタネ油、ヤシ油などの脂肪油系
軟化剤、トール油、サブ、蜜ロウ、カルナバロウ、ラノリンなどのワックス類、リノール
酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ラウリン酸などの脂肪酸、などが挙げられる。軟化剤
の配合量は、ゴム成分１００質量部に対してたとえば１００質量部以下とされることが好
ましく、この場合、該ゴム組成物がタイヤに使用された際のウエットグリップ性能を低下
させる危険性が少ない。
【００２９】
　（加硫剤）
　本発明のタイヤ用ゴム組成物は、加硫剤を含むことができる。加硫剤としては、有機過
酸化物もしくは硫黄系加硫剤を使用できる。有機過酸化物としては、たとえば、ベンゾイ
ルパーオキサイド、ジクミルパーオキサイド、ジ－ｔ－ブチルパーオキサイド、ｔ－ブチ
ルクミルパーオキサイド、メチルエチルケトンパーオキサイド、クメンハイドロパーオキ
サイド、２，５－ジメチル－２，５－ジ（ｔ－ブチルパーオキシ）ヘキサン、２，５－ジ
メチル－２，５－ジ（ベンゾイルパーオキシ）ヘキサン、２，５－ジメチル－２，５－ジ
（ｔ－ブチルパーオキシ）ヘキシン－３あるいは１，３－ビス（ｔ－ブチルパーオキシプ
ロピル）ベンゼン等を使用することができる。また、硫黄系加硫剤としては、たとえば、
硫黄、モルホリンジスルフィドなどを使用することができる。これらの中では硫黄が好ま
しい。
【００３０】
　（加硫促進剤）
　本発明のタイヤ用ゴム組成物は、加硫促進剤を含むことができる。加硫促進剤としては
、スルフェンアミド系、チアゾール系、チウラム系、チオウレア系、グアニジン系、ジチ
オカルバミン酸系、アルデヒド－アミン系またはアルデヒド－アンモニア系、イミダゾリ
ン系、もしくは、キサンテート系加硫促進剤のうち少なくとも一つを含有するものを使用
することが可能である。
【００３１】
　（加硫助剤）
　本発明のタイヤ用ゴム組成物は、加硫助剤を含むことができる。加硫助剤としては、ス
テアリン酸、酸化亜鉛（亜鉛華）などを使用することができる。
【００３２】
　本発明のタイヤ用ゴム組成物には、その他の補強剤、各種オイル、可塑剤、カップリン
グ剤などのタイヤ用または一般のゴム組成物用に配合される各種配合剤および添加剤を配
合することができる。また、これらの配合剤、添加剤の含有量も一般的な量とすることが
できる。このようにして得られた本発明のゴム組成物は、加工性、低燃費性とウェットグ
リップ性能において優れたバランスを示すものである。
【００３３】
　（その他の成分）
　本発明のタイヤ用ゴム組成物には、その他の補強剤、加硫剤、加硫促進剤、各種オイル
、老化防止剤、軟化剤、可塑剤、カップリング剤などのタイヤ用または一般のゴム組成物
に配合される各種配合剤および添加剤を配合することができる。また、これらの配合剤、
添加剤の含有量も一般的な量とすることができる。
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【００３４】
　＜ゴム組成物の製造方法＞
　本発明のゴム組成物は、従来公知の製造方法により製造することができ、その製造方法
が限定されるものではない。たとえば、上記各成分をバンバリーミキサーや混練ロール等
の混練機を用いて、通常の方法および条件で混練することによって製造することができる
。
【００３５】
　＜タイヤの製造方法＞
　本発明のゴム組成物 を用いてタイヤを製造する方法は特に限定されず、たとえば、本
発明のゴム組成物 を未加硫の段階で適用されるタイヤの部材の形状に合わせて押出加工
し、タイヤ成型機によって加圧してタイヤを得る方法等、通常用いられる方法を採用する
ことができる。
【００３６】
　このようにして得られた本発明のタイヤは、低燃費性およびウェットグリップ性能にお
いて優れたバランスを示すものである。
【実施例】
【００３７】
　以下、本発明の実施例に基づいて具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるも
のではない。
【００３８】
　（実施例１－４、比較例１－２）
　表１および２に示す配合処方にしたがって、混練り配合し、各種供試未加硫ゴム組成物
を得た。これらの配合物を１７０℃で２０分間プレス加硫して加硫物を得て、これらにつ
いて以下に示す試験方法により加工性、低燃費性およびウェットグリップ性能を評価した
。
【００３９】
　（低燃費性）
　（株）上島製作所製スペクトロメーターを用いて、動的歪振幅１％、周波数１０Ｈｚ、
温度６０℃でｔａｎδを測定した。ｔａｎδの逆数の値について実施例１－２については
比較例１を１００として、実施例３－４については比較例２を１００として指数表示した
。数値が大きいほど転がり抵抗が小さく、低燃費性であることを示している。
【００４０】
　（ウェットグリップ性能（１））
　（株）上島製作所製フラットベルト式摩擦試験機（ＦＲ５０１０型）を用いてグリップ
性能を評価した。幅２０ｍｍ、直径１００ｍｍの円筒形のゴム試験片を用い、速度２０ｋ
ｍ／時間、荷重４ｋｇｆ、路面温度２０℃の条件で、路面に対するサンプルのスリップ率
を０～７０％まで変化させ、その際に検出される摩擦係数の最大値を読みとった。実施例
１－２については比較例１を１００として、実施例３－４については比較例２を１００と
して指数表示した。指数が大きいほどウェットグリップ性能が高いことを示す。
【００４１】
　また、前記未加硫ゴム組成物をトレッドの形状に成形し、他のタイヤ部材とともに貼り
合せて未加硫タイヤを形成し、１７０℃の条件下で１０分間プレス加硫し、タイヤ（サイ
ズ１９５／６５Ｒ１５）を製造した。製造したタイヤを用いて以下の試験を行なった。
【００４２】
　（ウェットグリップ性能（２））
　水を撒いて湿潤路面としたテストコースにて、タイヤを排気量２０００ｃｃの国産ＦＲ
車に装着し、速度７０ｋｍ／ｈで制動し、タイヤに制動をかけてから停車するまでの走行
距離（制動距離）を測定し、その距離の逆数の値を実施例１－２については比較例１を１
００として、実施例３－４については比較例２を１００として指数表示した。数値が大き
いほどウェットグリップ性能が高いことを示す。
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【００４３】
【表１】

【００４４】
【表２】



(8) JP 5361270 B2 2013.12.4

10

20

【００４５】
　以下に、実施例および比較例で用いた各種薬品について説明する。
　ＮＲ：ＲＳＳ＃３
　ＳＢＲ：日本ゼオン（株）製のＳＢＲ１５０２
　ＮＳＢＲ（アクリロニトリル－スチレン－ブタジエン三元共重合体）：ランクセス（株
）製のＫｒｙｎａｃＳ２２５０（アクリロニトリル含量：２０質量％、スチレン含量：２
２．５質量％）
　カーボンブラック：昭和キャボット（株）製のショウブラックＮ２２０
　シリカ：テグッサ社製のウルトラシルＶＮ３（チッ素吸着比表面積：２１０ｍ2／ｇ）
　シランカップリング剤：テグッサ社製のＳｉ６９
　老化防止剤：大内新興化学工業（株）製のノクラック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）
　軟化剤Ａ：日本油脂（株）製のステアリン酸
　軟化剤Ｂ：大内新興化学工業（株）製のサンノックワックス
　加硫助剤：三井金属鉱業（株）製の亜鉛華１号
　加硫剤：鶴見化学（株）製の粉末硫黄
　加硫促進剤Ａ：大内新興化学工業（株）製のノクセラーＣＺ
　加硫促進剤Ｂ：大内新興化学工業（株）製のノクセラーＤ
　（評価結果）
　表１および２に示すように、ＮＳＢＲを含有した実施例１－４のゴム組成物は、比較例
１－２のゴム組成物に比べて、低燃費性とウェットグリップ性能のバランスに優れたゴム
組成物を提供することができる。
【００４６】
　今回開示された実施の形態および実施例はすべての点で例示であって制限的なものでは
ないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲に
よって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれるこ
とが意図される。
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