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(57)【要約】
【課題】着色層と該着色層の下に配設された下層ゴムと
の密着性及び加飾耐久性に優れた積層体を提供すること
、並びに、該積層体を用いたタイヤを提供することを目
的とする。
【解決手段】エネルギー線硬化型塗料を硬化してなる着
色層１２と、該着色層１２の下に配設され、アクリレー
ト化合物をゴム成分100質量部に対して0.8～30質量部配
合したゴム組成物を適用してなる下層ゴム１１と、を備
えることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エネルギー線硬化型塗料を硬化してなる着色層と、
　該着色層の下に配設され、アクリレート化合物をゴム成分100質量部に対して0.8～30質
量部配合したゴム組成物を適用してなる下層ゴムと、
を備えることを特徴とする積層体。
【請求項２】
　前記アクリレート化合物は、アクリレートオリゴマー及び／又はアクリレートモノマー
からなることを特徴とする請求項１に記載の積層体。
【請求項３】
　前記ゴム組成物の老化防止剤の含有量が、ゴム成分100質量部に対して3質量部以下であ
ることを特徴とする請求項１に記載の積層体。
【請求項４】
　前記エネルギー線が、紫外線であることを特徴とする請求項１に記載の積層体。
【請求項５】
　前記着色層の下層として、白色インク層をさらに備えることを特徴とする請求項１に記
載の積層体。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の積層体を、サイドウォール部に用いてなることを
特徴とするタイヤ。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着色層と該着色層と接して設けられたゴム層とからなる積層体、及び、該積
層体を用いたタイヤに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、タイヤ等のゴム製品においても、他の成型品と同様、加飾や視認性の向上等を目
的として、表面への塗装及び印刷といった着色加工が広く行われており、特許文献１には
、着色層の劣化を抑制しつつ、所望の加飾や視認性を確保するためにポリウレタン層から
なる着色層をサイドウォールに設けたタイヤが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２００４－５２６８１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に開示された着色層を、タイヤのゴム部材上に適用した場合
、着色層と下層のゴムとの密着性が低いため、繰り返して歪みが加えられた場合、形成し
た着色層の剥離やひび割れが発生するという問題があった。
【０００５】
　そのため本発明は、着色層と該着色層の下に配設された下層ゴムとの密着性及び加飾耐
久性に優れた積層体を提供すること、並びに、該積層体を用いたタイヤを提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の要旨は以下の通りである。
（１）本発明の積層体は、エネルギー線硬化型塗料を硬化してなる着色層と、該着色層の
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下に配設され、アクリレート化合物をゴム成分100質量部に対して0.8～30質量部配合した
ゴム組成物を適用してなる下層ゴムと、を備えることを特徴とする。
（２）また、前記アクリレート化合物は、アクリレートオリゴマー及び／又はアクリレー
トモノマーからなることが好ましい。
（３）なお、前記ゴム組成物の老化防止剤の含有量が、ゴム成分100質量部に対して3質量
部以下であることが好ましい。
（４）また、前記エネルギー線が、紫外線であることが好ましい。
（５）前記着色層の下層として、白色インク層をさらに備えることが好ましい。
（６）本発明によるタイヤは、上述した積層体を、サイドウォール部に用いてなることを
特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、所望の加飾や視認性を確保できることに加え、下層ゴムとの密着性及
び加飾耐久性に優れた着色層を備える積層体、並びに、該積層体を用いたタイヤを提供で
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明のゴム積層体の一実施形態について、その一部を模式的に示した断面図で
ある。
【図２】本発明のタイヤの一実施形態について、その一部を模式的に示した幅方向断面図
である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の構成と限定理由を、図面を用いて説明する。
　本発明による積層体は、図１に示すように、着色層１３と、該着色層に接して設けられ
た着色層１２と、を備える。以下に、各部材の説明を行う。
【００１０】
（着色層）
　本発明の積層体を構成する着色層は、エネルギー線硬化型塗料を硬化してなることを特
徴とする。
　前記エネルギー線硬化型塗料を用いることにより、所望の加飾や視認性を確保しつつ、
着色層と該着色層の下に配設された下層ゴムとの密着性を向上できるとともに、該エネル
ギー線硬化型塗料は、熱硬化型や溶剤揮発型の塗料に比べて塗膜の硬化時間を大幅に短縮
することが可能となり、また塗膜の硬化時に熱がかからないため下層ゴムの変質を防止で
きるという効果を奏する。
【００１１】
　また、前記着色層は、所望の加飾や視認性を実現するため、着色剤を含む。前記着色剤
は、色層を下層ゴムと異なる色にするために配合され、例えば、下層ゴムが黒色である場
合は、黒色以外の着色剤が使用される。
　ここで、該着色剤としては、有機又は無機の顔料又は染料が使用できる。例えば、無機
顔料としては、酸化チタン等が挙げられる。例えば、白色着色剤としては、酸化チタン、
アンチモン白、硫化亜鉛等が挙げられ、赤色着色剤としては、ベンガラ、カドミウムレッ
ド、鉛丹、硫化水銀、カドミウム、パーマネントレッド４Ｒ、リソールレッド、ピラゾロ
ンレッド、ウォッチングレッド、カルシウム塩、レーキレッドＤ、ブリリアントカーミン
６Ｂ、エオシンレーキ、ローダミンレーキＢ、アリザリンレーキ、ブリリアントカーミン
３Ｂ、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド２等が挙げられ、青色着色剤としては、Ｃ．Ｉ．ピグメ
ントブルー１５：３、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１５、紺青、コバルトブルー、アルカリ
ブルーレーキ、ビクトリアブルーレーキ、フタロシアニンブルー、無金属フタロシアニン
ブルー、フタロシアニンブルー部分塩素化物、ファーストスカイブルー、インダンスレン
ブルーＢＣ等が挙げられ、黄色着色剤としては、黄鉛、亜鉛黄、カドミウムイエロー、黄
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色酸化鉄、ミネラルファーストイエロー、ニッケルチタンイエロー、ネーブルイエロー、
ナフトールイエローＳ、ハンザイエローＧ、ハンザイエロー１０Ｇ、ベンジジンイエロー
Ｇ、ベンジジンイエローＧＲ、キノリンイエローレーキ、パーマネントイエローＮＣＧ、
タートラジンレーキ、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１２等が挙げられる。なお、着色剤の
使用量は、オリゴマーとモノマーの総量の1～50質量％の範囲が好ましい。
【００１２】
　また、前記エネルギー線硬化型塗料とは、エネルギー線、好ましくは紫外線又は赤外線
、より好ましくは紫外線を照射することによって硬化する塗料である。具体的には、光重
合開始剤、オリゴマー、モノマー及び前記着色剤を主要成分とし、更に、必要に応じて紫
外線吸収剤、酸化防止剤、光安定剤、接着促進剤、レオロジー調整剤、分散剤等の配合剤
が配合される。また、前記エネルギー線硬化型塗料は、粘度調整のため、溶剤で希釈する
こともできる。
【００１３】
　前記光重合開始剤としては、例えば、光ラジカル重合開始剤が使用される。ここで、光
ラジカル重合開始剤は、より具体的には、ベンゾフェノン、ｏ－ベンゾイル安息香酸メチ
ル、４－ベンゾイル－４’－メチルジフェニルサルファイド、イソプロピルチオキサント
ン、ジエチルチオキサントン、４－（ジエチルアミノ）安息香酸メチル等の水素引き抜き
型開始剤；ベンゾインエーテル、ベンゾイルプロピルエーテル、ベンジルジメチルケター
ル等の分子内開裂型開始剤；２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニルプロパン－１－
オン、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、アルキルフェニルグリオキシレー
ト、ジエトキシアセトフェノン等のα－ヒドロキシアルキルフェノン型開始剤；２－メチ
ル－１－［４－（メチルチオ）フェニル］－２－モルフォリノプロパノン－１、２－ベン
ジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－モルフォリノフェニル）ブタノン－１等のα－ア
ミノアルキルフェノン型開始剤；アシルフォスフィンオキサイド等を挙げることができる
。これら光ラジカル重合開始剤は、一種単独で使用してもよいし、２種以上組み合わせて
使用してもよい。なお、光ラジカル重合開始剤の使用量は、後述するオリゴマーとモノマ
ーの総量の0.1～10.0質量％の範囲が好ましい。
【００１４】
　また、前記光重合開始剤として、光カチオン重合開始剤を用いることもできる。ここで
、前記光カチオン重合開始剤は、より具体的には、（４－メチルフェニル）［４－（２－
メチルプロピル)フェニル］ヨードニウム・ヘキサフルオロホスファート（IRGACURE 250
）等を挙げることができる。これら光カチオン重合開始剤は、一種単独で使用してもよい
し、２種以上組み合わせて使用してもよい。なお光カチオン重合開始剤の使用量は、後述
するオリゴマーとモノマーの総量の0.1～10.0質量％の範囲が好ましい。
【００１５】
　前記光ラジカル重合に用いられるモノマーとしては、アクリレートモノマー及びメタク
リレートモノマーが好ましい。ここで、アクリレートモノマー及びメタクリレートモノマ
ーは、ゴムとの密着性の向上、弾性率制御の役割を担っており、紫外線硬化型塗料の塗布
液の粘度調整にも必要である。その配合量は、使用するオリゴマーによって適宜調整して
決定される。上記モノマーの具体例としては、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレー
ト、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、４－ヒドロキシブチル（メタ）アク
リレート、２－エチルヘキシルポリエトキシ（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）ア
クリレート、イソボルニル（メタ）アクリレート、フェノキシエチル（メタ）アクリレー
ト、トリシクロデカンモノ（メタ）アクリレート、ジシクロペンテニルオキシエチル（メ
タ）アクリレート、テトラヒドロフルフリル（メタ）アクリレート、モルホリンアクリレ
ート（アクリロイルモルホリン）、Ｎ－ビニルカプロラクタム、２－ヒドロキシ－３－フ
ェニルオキシプロピル（メタ）アクリレート、ｏ－フェニルフェニルオキシエチル（メタ
）アクリレート、イソボニル（メタ）アクリレート等の１官能性モノマー；ネオペンチル
グリコールジ（メタ）アクリレート、ネオペンチルグリコールジプロポキシジ（メタ）ア
クリレート、ヒドロキシピバリン酸ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、ジ
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メチロールトリシクロデカンジ（メタ）アクリレート、１，６－ヘキサンジオールジ（メ
タ）アクリレート、ノナンジオールジ（メタ）アクリレート等の２官能性モノマー；トリ
メチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アク
リレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトール
ヘキサアクリレート、トリス〔（メタ）アクリロキシエチル〕イソシアヌレート、ジトリ
メチロールプロパンテトラ（メタ）アクリレート等の多官能性モノマーを挙げることがで
きる。なお、エネルギー線硬化型塗料中のモノマーの含有量は、10～80質量％の範囲が好
ましい。
【００１６】
　前記光ラジカル重合に用いられるオリゴマーとしては、ウレタン（メタ）アクリレート
、エポキシ（メタ）アクリレート、ポリエステル（メタ）アクリレート、アクリル樹脂の
（メタ）アクリレート等の反応性オリゴマーの他、反応性官能基を持たない化合物も適宜
使用することができる。ここで、「（メタ）アクリレート」は、アクリレートとメタクリ
レートの両方を包含する。なお、紫外線硬化型塗料中のオリゴマーの含有量は、20～80質
量％の範囲が好ましい。
【００１７】
　前記光カチオン重合に用いられるモノマーとしては、エポキシ系アクリレート又はメタ
クリレートが好ましい。ここで、エポキシ系アクリレート又はメタクリレートは、ゴムと
の密着性の向上、弾性率制御の役割を担っており、紫外線硬化型塗料の塗布液の粘度調整
にも必要である。その配合量は、使用するオリゴマーによって適宜調整して決定される。
上記モノマーの具体例としては、２－ヒドロキシ－３－フェノキシプロピルアクリレート
等を挙げることができる。なお、紫外線硬化型塗料中の前記モノマーの含有量は、10～80
質量％の範囲が好ましい。
【００１８】
　前記光カチオン重合に用いられるオリゴマーとしては、市販の光カチオン性重合可能な
オリゴマーを使用することが可能であり、具体的には、エポキシ系アクリレートオリゴマ
ーを使用することができる。なお、紫外線硬化型塗料中の前記オリゴマーの含有量は、20
～80質量％の範囲であることが好ましい。
【００１９】
　さらに、前記エネルギー線硬化型塗料に配合されるその他の配合剤は、耐候性、耐熱性
等の向上、粘度調整等のため適宜配合される。
【００２０】
　なお、前記エネルギー線硬化型塗料を用いて、前記着色層を形成する方法については特
に限定されない。
　例えば、前記エネルギー線硬化型塗料を、加硫済みの下層ゴム表面上に、スクリーン印
刷、インクジェット印刷、凸版印刷、タンポ印刷等の方法で塗布した後に、塗布層にエネ
ルギー線を照射して硬化させることで、下層ゴムの外表面に着色層を形成することができ
る。また、予めエネルギー線硬化型塗料を、剥離フィルム等の上に塗布し、エネルギー線
を照射して硬化させて得たフィルムをタイヤ等のゴム材料の加硫時に挿入するインモール
ド成型によって、ゴム材料表面に着色層を設けてもよい。
【００２１】
　また、前記着色層の厚さについては、特に限定はされないが、5～100μmの範囲である
ことが好ましい。5μm未満の場合、意匠性を十分に確保できないおそれがあり、一方、10
0μmを超えると製造コストが大きくなるためである。
【００２２】
　さらに、前記着色層の下層として、白色インク層をさらに備えることが好ましい。白色
インク層を設けることで、下層ゴムの黒色を隠ぺいすることが可能となり、その上にカラ
ー層を形成すれば、意匠性をより向上できるためである。前記白色層の厚さは、配合する
白色顔料の量にもよるが10～40μm程度設けることが好ましい。
【００２３】
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（下層ゴム）
　本発明の積層体は、図１に示すように、前記着色層１２の下に、下層ゴム１１を備え、
該下層ゴムは、アクリレート化合物を配合したゴム組成物を適用することを特徴とする。
該下層ゴム１１を構成するゴム組成物に配合されたアクリレート化合物が、前記着色層１
２を構成するエネルギー硬化性塗料と反応し、共に硬化することによって、前記下層ゴム
１１と前記着色層１２との接着性及び加飾耐久性を大幅に向上できる。前記アクリレート
化合物が硬化するメカニズムを以下に示す。
【化１】

【００２４】
　さらに、前記アクリレート化合物を前記ゴム組成物中に配合すると、前記アクリレート
化合物が比較的低分子量であるため、前記下層ゴムの加硫後に、その表面へと移行しやす
く、表面近傍に偏在しやすいことから、少量の添加量であっても前記着色層との高い密着
性を確保できるという利点もある。
【００２５】
　ここで、前記アクリレート化合物は、前記エネルギー線硬化型塗料と反応するものであ
れば特に限定はされず、例えば、アクリレートオリゴマー及び／又はアクリレートモノマ
ーからなる。
【００２６】
　ここで、前記アクリレートモノマーとしては、上述したエネルギー線硬化型塗料の場合
と同様のモノマーが挙げられる。また、前記アクリレートオリゴマーは、上述したアクリ
レートモノマーの重合体であり、その重合度は、2～500程度である。
【００２７】
　さらに、前記アクリレートオリゴマーの配合量は、前記ゴム成分100質量部に対して、0
.8～30質量部とする必要があり、0.8～25質量部とすることが好ましい。前記配合量が0.8
質量部未満の場合、前記アクリレートオリゴマーの含有が十分でないため、前記着色層と
の密着性が低下し、一方、前記配合量が30質量部を超えると、ゴム物性の低下、未加硫時
の作業性が低下するためである。
【００２８】
　また、前記下層ゴムを構成するゴム組成物に含まれるゴム成分としては、天然ゴム（Ｎ
Ｒ）や合成ゴムを使用することができる。ここで、合成ゴムとしては、合成ポリイソプレ
ンゴム（ＩＲ）、スチレン－ブタジエン共重合体ゴム（ＳＢＲ）、ポリブタジエンゴム（
ＢＲ）等のジエン系ゴム、ブチルゴム（ＩＩＲ）、ハロゲン化ブチルゴム［臭素化ブチル
ゴム（Ｂｒ－ＩＩＲ）、塩素化ブチルゴム（Ｃｌ－ＩＩＲ）等］、エチレン－プロピレン
－ジエンゴム（ＥＰＤＭ）等の非ジエン系ゴムが挙げられる。これらゴム成分は一種単独
で用いても、二種以上を混合して用いてもよい。なお、本発明において、非ジエン系ゴム
とは、該非ジエン系ゴムを構成するモノマー単位中のジエン系モノマー由来の単位の割合
が5mol％以下のゴムを意味する。ここで、ジエン系モノマーとしては、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等が挙げられる。
一方、非ジエン系ゴムを構成するジエン系以外（非ジエン系）のモノマーとしては、エチ
レン、プロピレン、イソブテン等が挙げられる。
【００２９】
　また、前記下層ゴムを構成するゴム組成物は、その老化防止剤の含有量が、ゴム成分10
0質量部に対して、3質量部以下であることが好ましく、1.5質量部以下であることがより
好ましく、1.0質量部未満であることが特に好ましい。該下層ゴムに適用するゴム組成物
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において、老化防止剤の含有量がゴム成分100質量部に対して1.5質量部を超えると、老化
防止剤の表面層への移行（ブルーム）が多くなり、前記エネルギー線硬化型塗料の硬化が
阻害され、また、着色層と下層ゴムとの密着性が低下するおそれがある。一方、該下層ゴ
ムに適用するゴム組成物において、老化防止剤の含有量がゴム成分100質量部に対して1.0
質量部未満とすることで、エネルギー線硬化型塗料の硬化が特に良好となり、着色層と下
層ゴムとの密着性を更に向上できる。
【００３０】
　前記老化防止剤としては、例えば、Ｎ－フェニル－Ｎ’－（１，３－ジメチルブチル）
－ｐ－フェニレンジアミン（６ＰＰＤ）、２，２，４－トリメチル－１，２－ジヒドロキ
ノリン重合体（ＴＭＤＱ）、６－エトキシ－２，２，４－トリメチル－１，２－ジヒドロ
キノリン（ＡＷ）、Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－ｐ－フェニレンジアミン（ＤＰＰＤ）、Ｎ，
Ｎ′－ジ－ｓｅｃ－ブチル－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ－フェニル－Ｎ’－（メチルヘ
プチル）－ｐ－フェニレンジアミン等が挙げられる。
【００３１】
　前記下層ゴムに適用するゴム組成物には、上述のゴム成分、老化防止剤の他、さらに、
カーボンブラック等の充填剤、硫黄等の加硫剤、加硫促進剤、プロセスオイル、スコーチ
防止剤、亜鉛華、ステアリン酸等のゴム工業で通常使用される配合剤を、本発明の目的を
害しない範囲内で適宜選択して配合することができる。これら配合剤としては、市販品を
好適に使用することができる。上記下層ゴムに適用するゴム組成物は、ゴム成分に、必要
に応じて適宜選択した各種配合剤を混練り、熱入れ、押出等することにより製造すること
ができる。
【００３２】
（保護層）
　本発明のゴム積層体は、図１に示すように、前記着色層１２上に、保護層１３をさらに
備えることが好ましい。該保護層１３は、その弾力性や、耐衝撃性、耐磨耗性等を有し、
前記着色層１２を保護するための層である。
【００３３】
　また、前記保護層は、一般に、変形しない物に対しては、無機の硬質の材料からなる種
々の保護層が知られている。例えば、本発明のゴム積層体を空気入りタイヤのサイドウォ
ール部に用いて、外部からの摩擦や衝撃に対して保護することを考えると、前記保護層と
しては、このような摩擦や衝撃で傷が生じないような硬質の材料からなることが好ましく
、水系ウレタン樹脂よりなる保護層が特に好適である。このような水系ウレタン樹脂を、
前記保護層として用いることで、弾力性があってタイヤ変形に伴う繰り返し歪に耐え、耐
衝撃性、耐摩耗性、耐汚染性、耐水性に優れる保護層が得られる。したがって、悪路走行
時や洗車時にも、保護層１３より内側のゴム又はペイント層の傷や剥離を防止することが
でき、よってタイヤのサイドウォール部のゴム又はそのゴム表面上に形成された塗料より
なる装飾の美観を維持することができる。
【００３４】
　前記水系ウレタン樹脂の一例としては、ポリオール成分及び多塩基成分を反応させて得
られる水酸基含有ポリエステルと、ポリイソシアネートとを含有し、当該ポリオール成分
及び多塩基成分のうちの少なくともポリオール成分は、その成分の分子内に脂環構造を有
するものである水系ウレタン樹脂（ウレタン樹脂例１）があり、例えば、特開平１０－２
３４８８４号公報や特開２００１－２７１０２７号公報に記載の水系ウレタン樹脂を適用
することができる。
【００３５】
　また、前記保護層の膜厚としては、5～40μmの範囲とすることが好ましい。この範囲に
満たないと、保護層としてのタイヤ保護の効果が十分でなく、この範囲を超えるとタイヤ
変形に伴う繰り返し歪に耐えられず、保護層として割れるという点で不利である。より好
ましい範囲は、10～30μｍの範囲である。
【００３６】
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　また、前記また、保護層が紫外線吸収剤を含むことが、本発明のゴム積層体をタイヤ部
材として用いた場合に、ゴムや着色被膜の変色や老化を抑制し、耐候性を高めることがで
きるので好ましい。その結果、老化防止剤の含有量を低減できるという効果もある。
　紫外線吸収剤は、例えば、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤、ベンゾトリアゾール系紫外
線吸収剤、トリアジン系紫外線吸収剤又はシアノアクリレート系紫外線吸収剤等、市販の
紫外線吸収剤を用いることができる。
【００３７】
　また、紫外線吸収剤の配合量としては、硬化型ウレタン被膜100質量部に対して0.5～4.
0質量部の範囲とするのが好ましい。また、硬化型ウレタン被膜には、先にも述べたよう
に紫外線吸収剤以外にも顔料、蛍光増白剤、硬化触媒、レベリング剤等を含有させること
ができる。
【００３８】
（タイヤ）
　本発明によるタイヤは、上述した本発明の積層体を、サイドウォール部に用いてなるこ
とを特徴とする。
　例えば、図２に示すように、前記タイヤは、一対のビード部１と、一対のサイドウォー
ル部と、両サイドウォール部に連なるトレッド部３と、該ビード部１に各々埋設されたビ
ードコア４間にトロイド状に延在させたカーカス５と、該カーカス５のクラウン部のタイ
ヤ半径方向外側に配置したベルト６とを具え、サイドウォール部２のタイヤ外表面の一部
に着色層７を具え、該着色層７のタイヤ内面側（図示例では、タイヤ幅方向内側）に隣接
して下層ゴム８、タイヤ外面側に保護層９を具える。
【００３９】
　図示例のカーカス５は、一枚のカーカスプライから構成され、また、一対のビードコア
４間にトロイド状に延在する本体部と、各ビードコア４の周りで、タイヤ幅方向の内側か
ら外側に向けて半径方向外方に巻上げた折り返し部とからなるが、本発明のタイヤにおい
て、カーカス５のプライ数及び構造は、これに限られるものではない。また、図示例のタ
イヤにおいては、カーカス５のクラウン部のタイヤ半径方向外側には二枚のベルト層から
なるベルト６が配置されており、該ベルト層は、通常、タイヤ赤道面に対して傾斜して延
びるスチールコードのゴム引き層からなり、２枚のベルト層は、該ベルト層を構成するス
チールコードが互いにタイヤ赤道面を挟んで交差するように積層されてベルト６を構成す
る。なお、図中のベルト６は、二枚のベルト層からなるが、本発明のタイヤにおいては、
ベルト６を構成するベルト層の枚数は、３枚以上であってもよい。また、図２に示すタイ
ヤは、乗用車用タイヤであるが、本発明のタイヤはこれに限定されない。
【００４０】
　また、図２に示すタイヤは、タイヤの最大幅部において、タイヤ側部２のタイヤ外表面
に着色層７を具え、その下（タイヤ内面側）に下層ゴム８を具えるが、本発明のタイヤは
、これに限定されるものではなく、例えば、タイヤ側部２のカーカス５のタイヤ幅方向外
側に配置するゴムの全体が下層ゴム８であり、その上に着色層７が配置されているタイヤ
等も本発明の好適態様の一つである。
【実施例】
【００４１】
　以下、実施例を挙げて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるも
のではない。
【００４２】
（実施例１～４及び比較例１～５）
（１）ゴム組成物の作製
　表１に示す原材料を、バンバリーミキサーにより混合して、ゴム組成物を調製した。そ
の後、得られたゴム組成物を160℃、13分の条件で加硫することで、下層ゴムを作製した
。
【００４３】
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（２）積層体の作製
　次に、得られた下層ゴムの表面上に、ポリカプロラクタム骨格ウレタンアクリレートオ
リゴマー（16質量％）、ポリエステル骨格ウレタンアクリレートオリゴマー（21質量％）
、フェノキシエチルアクリレート（21質量％）、ジシクロペンタニルアクリレート（26質
量％）、光重合開始剤（IRGACURE 127）（3質量％）及び、光重合開始剤（IRGACURE 652
）（3質量％）を混合した紫外線硬化型塗料を、膜厚が10μｍになるようにインクジェッ
ト法で塗布した。
　そして、ＳＵＢＺＥＲＯ ０８５（ＵＶランプシステム，インテグレーション社製，出
力100W／cm）を用いて、800mW／cm2、60秒の条件でインク組成物（紫外線硬化型塗料）を
硬化した。積算光量及びピーク照度の測定は、紫外線光量計Ｐｏｗｅｒ Ｐａｃｋ（ＥＩ
Ｔ社製）を用いて行った。これにより、着色層及び加層ゴムを備える積層体のサンプルを
作製した。
【００４４】
（評価）
（１）着色層の密着性
　各積層体のサンプルを60℃の恒温槽中に48時間放置した後、着色層に対して、ＪＩＳ 
Ｋ５６００－５－６に準拠して碁盤目密着試験を行い、着色層の密着性を評価した。比較
例４のタイヤの着色層の剥がれた碁盤目の数の逆数を40として、指数表示した。指数値が
高い程、着色層と下層ゴムとの密着性及び加飾耐久性が高いことを示す。評価結果を表１
に示す。なお、着色層が硬化せず着色層と下層ゴムとの密着性評価ができなかったサンプ
ルについては、（未硬化）と表示した。
【００４５】
（２）耐破壊性
　各積層体のサンプルについて、2mm厚に成形した後、ＪＩＳ＃３に準拠した引っ張り試
験を行い、各サンプルの破断強度を測定することで、耐破壊性の評価を行った。
　評価については、実施例１を100としたときの指数値として表示し、数値が大きいほど
破断強度が大きく、耐破壊性が良好となる。評価結果を表１に示す。
【００４６】

【表１】

【００４７】
※１：　ＲＳＳ製　＃１
※２：　カーボンブラック、ＦＥＦ、ヨウ素吸着量＝４３ｇ／ｋｇ、ＤＢＰ吸油量＝１２
１ｍｌ／１００ｇ、Ｎ２ＳＡ（窒素吸着比表面積）＝４２ｍ２／ｇ、旭カーボン（株）製
　「旭＃６５」
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※３： ミヨシ油脂製　ＭＸＳＴ
※４：Ｎ－（１，３－ジメチルブチル）－Ｎ’－ｐ－フェニレンジアミン、大内新興化学
（株）製　ノックラック６Ｃ
※５：　九州白水製　「ハクスイテック」
※６：　Ｎ－シクロヘキシル－２－ベンゾチアゾリルスルフェンアミド、大内新興化学（
株）製　ノクセラーＣＺ－Ｇ
※７：　四国化成工業株式会社製　ミュークロンＯＴ－２０
※８：　ペンタエリスリトールトリアクリレート ヘキサメチレンジイソシアネート ウレ
タンプレポリマー（ダイセル・サイテック製）
※９：　ヒドロキシピバリン酸ネオペンチルグリコールアクリル酸付加物（共栄社化学株
式会社製）
※１０：　２－ヒドロキシプロピルエチルエステル（共栄社化学株式会社製）
【００４８】
　表１の結果から、本発明の各実施例に係る積層体は、いずれも着色層の密着性及び耐破
壊性についてバランスよく優れていることがわかった。一方、比較例については、実施例
に比べるといずれかの性能に劣ることがわかった。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　本発明によれば、着色層と該着色層の下に配設された下層ゴムとの密着性及び加飾耐久
性に優れた積層体を提供できる。その結果、該積層体をタイヤに用いた場合、より長期間
においてタイヤを使用することが可能となり、産業上有用な効果を奏する。
【符号の説明】
【００５０】
　１　ビード部
　２　タイヤ側部
　３　トレッド部
　４　ビードコア
　５　カーカス
　６　ベルト
　７　着色層
　８　下層ゴム
　９　保護層
１０　積層体
１１　下層ゴム
１２　着色層
１３　保護層
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