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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）ゲル浸透クロマトグラフィーで測定したポリスチレン換算重量平均分子量が、２
００，０００以上の（Ｄ）芳香族ビニル化合物－共役ジエン化合物共重合体、（Ｅ）共役
ジエン重合体及び天然ゴムから選択された少なくとも１つの高分子量ゴム成分１００質量
部に対して、（Ｂ）少なくとも１つの官能基を有する変性前のゲル浸透クロマトグラフィ
ーで測定したポリスチレン換算重量平均分子量が、２，０００～８０，０００の低分子量
共役ジエン系重合体３～５０質量部、（Ｃ）充填材３０～９０質量部及び軟化剤を含み、
（Ｂ）成分及び軟化剤の合計量が、（Ａ）ゴム成分１００質量部に対して５～８０質量部
であることを特徴とするゴム組成物。
【請求項２】
　（Ｂ）成分のビニル結合量が共役ジエンの重合単位の５～８０質量％、（Ｂ）成分中の
芳香族ビニル化合物の含有量が５質量％以下である請求項１に記載のゴム組成物。
【請求項３】
　（Ｂ）成分が、ブタジエン単独重合体、もしくはブタジエン・スチレン共重合体である
請求項１又は２に記載のゴム組成物。
【請求項４】
　（Ｂ）成分の官能基がスズ、ケイ素、及び窒素原子を含む官能基である請求項１～３の
いずれかに記載のゴム組成物。
【請求項５】
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　前記（Ｃ）充填剤が、カーボンブラック及び／又はシリカである請求項１～４のいずれ
かに記載のゴム組成物。
【請求項６】
　前記（Ｄ）成分がスチレン－ブタジエン共重合体である請求項１～５のいずれかに記載
のゴム組成物。
【請求項７】
　前記（Ｅ）成分がブタジエン単独重合体である請求項１～６のいずれかに記載のゴム組
成物。
【請求項８】
　（Ｄ）成分及び（Ｅ）成分が、少なくとも１つの官能基を有する請求項１～７のいずれ
かに記載のゴム組成物。
【請求項９】
　（Ｄ）成分及び（Ｅ）成分の官能基が、スズ、珪素及び窒素原子を含む官能基である請
求項８に記載のゴム組成物。
【請求項１０】
　（Ｂ）成分及び軟化剤の合計量が、（Ａ）ゴム成分１００質量部に対して５～６０質量
部である請求項１～９のいずれかに記載のゴム組成物。
【請求項１１】
　（Ｂ）成分が軟化剤と（Ｂ）成分の合計量の２０質量％以上である請求項１～１０のい
ずれかに記載のゴム組成物。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれかに記載のゴム組成物がタイヤ用であることを特徴とするタイ
ヤ用ゴム組成物。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のタイヤ用ゴム組成物をタイヤ部材に用いたことを特徴とする空気入
りタイヤ。
【請求項１４】
　請求項１２に記載のタイヤ用ゴム組成物をトレッド、サイドウォール、ビードフィラー
、ボディプライスキム及びランフラットタイヤ用補強ゴムに適用した空気入りタイヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タイヤ用ゴム組成物に関し、さらに詳しくは、低転がり抵抗と低温での柔軟
性を高度に両立させたゴム組成物、及び該ゴム組成物をタイヤ部材に用いてなる上記性能
の改良された空気入りタイヤに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、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
、自動車の低燃費化と安全性に対する要求が強まりつつある。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低減、及びウェット性能、ドライ性能等のグリ
ップ性能の向上が求められている。
　ここで、タイヤの転がり抵抗を減少させる手法としては、タイヤのトレッド部に適用す
るゴム組成物としてより損失正接（tanδ）が低い低発熱性のゴム組成物を用いることが
有効である。従来からタイヤのトレッド部に汎用されるブタジエンゴム、或いは、低スチ
レン、低ビニル含量のスチレン－ブタジエン共重合体ゴムは、他の合成ゴムに比較してガ
ラス転移温度（Ｔｇ）が低いため、低温での柔軟性に優れていることが知られている。
【０００３】
　しかしながら、ブタジエンゴム、或いは、低スチレン、低ビニル含量のスチレン－ブタ
ジエン共重合体ゴムをトレッドに用いると、これらのゴム組成物の損失正接（ｔａｎδ）
が低いため、十分なグリップ性能を得難いという問題がある。
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【０００４】
　このような発熱性の低いゴム組成物を得る方法として、カーボンブラックやシリカ等の
充填剤の減量、又は大粒径のカーボンブラックの使用等が考えられるが、いずれの方法で
も、ゴム組成物の補強性、耐摩耗性及び湿潤路面でのグリップ性の低下が避けられない。
　また、発熱性の低いゴム組成物を得る方法として、ゴム組成物中の充填剤の分散性を高
める技術開発が数多くなされてきた。その中でも、特にアルキルリチウム用いたアニオン
重合で得られる共役ジエン系重合体の重合活性部位を充填剤と相互作用可能な官能基で修
飾する方法が、最も効果的である（特許文献１～３参照）。
　しかしながら、ゴム成分として上記変性共役ジエン系重合体を用いる場合、軟化剤、特
にアロマオイルを多量に配合した場合に、充填剤の分散性を改良する効果が十分に発現さ
れず、ゴム組成物の作業性、低発熱性、破壊特性及び耐摩耗性を十分に改善できないとい
う問題があった。
　また加工性を維持しながら低温柔軟性に優れた技術が知られているが、その効果は十分
ではなく、かつ同時に転がり抵抗を改善することはできなかった（特許文献４参照）
【０００５】
　一方、タイヤのトレッド部に適用するゴム組成物としては、貯蔵弾性率（Ｇ'）が高い
ゴム組成物がグリップを確保のためには好適であるため、損失正接（tanδ）が低く且つ
貯蔵弾性率（Ｇ'）が高いゴム組成物が求められている。これに対し、ゴム組成物の貯蔵
弾性率（Ｇ'）を向上させる手段としては、ゴム組成物に配合するカーボンブラックの配
合量を増量する方法があるが、ゴム組成物中のカーボンブラックの配合量を増量した場合
、ゴム組成物の貯蔵弾性率（Ｇ'）を向上させることができるものの、同時にゴム組成物
の損失正接（tanδ）が上昇して、ゴム組成物の低発熱性が低下してしまい、さらには、
ゴム組成物のムーニー粘度が上昇して、加工性が低下する問題がある。加工性改良のため
には軟化剤を添加する手法はあるが、上述のように耐摩耗性と転がり抵抗が低下してしま
う。従って、上記の相反する性能を両立させたゴム組成物の開発要求が高まってきている
。
【０００６】
【特許文献１】特公平５－８７５３０号公報
【特許文献２】特開平６－４９２７９号公報
【特許文献３】特開昭６２－２０７３４２号公報
【特許文献４】特開平１０－５３６７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、このような状況下で、低温柔軟性と低転がり抵抗性を高度に両立させたゴム
組成物、及び該ゴム組成物をタイヤ部材に用いてなる上記性能の改良された空気入りタイ
ヤを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　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、特定重量平均分子量
を有する高分子量ゴム成分に対して、特定の範囲の重量平均分子量を有する少なくとも１
つの官能基を有する低分子量の共役ジエン系重合体を軟化剤の一部と置換して用いること
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）（Ａ）ゲル浸透クロマトグラフィーで測定したポリスチレン換算重量平均分子量が
、２００，０００以上の（Ｄ）芳香族ビニル化合物－共役ジエン化合物共重合体、（Ｅ）
共役ジエン重合体及び天然ゴムから選択された少なくとも１つの高分子量ゴム成分１００
質量部に対して、（Ｂ）少なくとも１つの官能基を有する変性前のゲル浸透クロマトグラ
フィーで測定したポリスチレン換算重量平均分子量が、２，０００～８０，０００の低分
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子量共役ジエン系重合体３～５０質量部、（Ｃ）充填材３０～９０質量部及び軟化剤を含
み、（Ｂ）成分及び軟化剤の合計量が、（Ａ）ゴム成分１００質量部に対して５～８０質
量部であることを特徴とするゴム組成物、
（２）（Ｂ）成分のビニル結合量が共役ジエンの重合単位の５～８０質量％、（Ｂ）成分
中の芳香族ビニル化合物の含有量が５質量％以下である上記（１）のゴム組成物、
（３）（Ｂ）成分が、ブタジエン単独重合体、もしくはブタジエン・スチレン共重合体で
ある上記（１）又は（２）のゴム組成物、
（４）（Ｂ）成分の官能基がスズ、ケイ素、及び窒素原子を含む官能基である上記（１）
～（３）のいずれかのゴム組成物、
（５）前記（Ｃ）充填剤が、カーボンブラック及び／又はシリカである上記（１）～（４
）のいずれかのゴム組成物、
（６）前記（Ｄ）成分がスチレン－ブタジエン共重合体である上記（１）～（５）のいず
れかのゴム組成物、
（７）前記（Ｅ）成分がブタジエン単独重合体である上記（１）～（６）のいずれかのゴ
ム組成物、
（８）（Ｄ）成分及び（Ｅ）成分が、少なくとも１つの官能基を有する上記（１）～（７
）のいずれかのゴム組成物、
（９）（Ｄ）成分及び（Ｅ）成分の官能基が、スズ、珪素及び窒素原子を含む官能基であ
る上記（８）のゴム組成物、
（１０）（Ｂ）成分及び軟化剤の合計量が、（Ａ）ゴム成分１００質量部に対して５～６
０質量部である上記（１）～（９）のいずれかのゴム組成物、
（１１）（Ｂ）成分が軟化剤と（Ｂ）成分の合計量の２０質量％以上である上記（１）～
（１０）のいずれかののゴム組成物、
（１２）上記（１）～（１１）いずれかのゴム組成物がタイヤ用であることを特徴とする
タイヤ用ゴム組成物、
（１３）上記（１２）のタイヤ用ゴム組成物をタイヤ部材に用いたことを特徴とする空気
入りタイヤ、及び
（１４）上記（１２）のタイヤ用ゴム組成物をトレッド、サイドウォール、ビードフィラ
ー、ボディプライスキム及びランフラットタイヤ用補強ゴムに適用した空気入りタイヤ、
を提供するものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、重量平均分子量が２，０００～２００，０００未満の範囲内で、官能
基を有する低分子量共役ジエン系重合体を適用することで、低温柔軟性と低転がり抵抗性
を高度に両立させたゴム組成物、及び該ゴム組成物をタイヤ部材に用いてなる上記性能の
改良された空気入りタイヤを提供することができる。
　特に重量平均分子量が２，０００～１５０，０００の官能基を有する低分子量共役ジエ
ン系重合体を適用した場合は、ウェット性能を高度に維持し、重量平均分子量が２０，０
００～２００，０００未満の低分子量共役ジエン系重合体を適用した場合は、特に高温で
の貯蔵弾性率、低転がり抵抗性が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　先ず、本発明のタイヤ用ゴム組成物は、（Ａ）ゲル浸透クロマトグラフィーで測定した
ポリスチレン換算重量平均分子量が、２００，０００以上の高分子量ゴム成分に対して、
（Ｂ）少なくとも１つの官能基を有する変性前のゲル浸透クロマトグラフィーで測定した
ポリスチレン換算重量平均分子量が、２，０００～２００，０００未満の低分子量共役ジ
エン系重合体、及び（Ｃ）充填材を含むこと必要とする。
　ここで、変性前とは重合反応終了後変性剤を添加して変性反応を行なう以前の未変性の
状態を言う。但し、リチウムアミド化合物のような官能基を有する重合開始剤を使用して
重合した場合は変性反応と区別されるが、このような場合も重合体中に官能基を有するた
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め本発明の範囲内である。
　本発明のゴム組成物は、（Ａ）ゴム成分として、少なくとも１つの（Ｄ）芳香族ビニル
化合物－共役ジエン化合物共重合体、（Ｅ）共役ジエン重合体、及び天然ゴムを含む高分
量子ゴム成分の群から選択され、ゲル浸透クロマトグラフィーで測定したポリスチレン換
算重量平均分子量が２００，０００以上であることが必要である。高分子量ゴム成分の好
ましい重量平均分子量は、２００，０００～１，０００，０００の範囲である。
　高分子量ゴム成分の重量平均分子量を上記範囲にすることによって、（Ｂ）成分の低分
子量共役ジエン系重合体を配合したときにムーニー粘度の低下、破壊物性及び耐摩耗性の
低下を抑制し、優れた加工性を得ることができる。
【００１１】
　一方、（Ｂ）成分の少なくとも１つの官能基を有する低分子量共役ジエン系重合体の変
性前のゲル浸透クロマトグラフィーで測定したポリスチレン換算重量平均分子量が、２，
０００～２００，０００未満であることが必要である。（Ｂ）成分の重量平均分子量を上
記範囲にすることのよって、加工性を損なうこと無しにウェットグリップ性を維持し、高
温での貯蔵弾性率及び低転がり抵抗性を高度に両立させたゴム組成物を得ることができる
。さらに前記諸性能のほかに低温から高温に至る広い温度範囲でのグリップ性を改良する
観点から２０，０００～１５０，０００の範囲が好ましく、より好ましくは、５０，００
０～１００，０００の範囲である。
【００１２】
　（Ｂ）成分である重量平均分子量が２，０００～２００，０００未満の少なくとも1つ
の官能基を有する低分子量共役ジエン系重合体を適用することによって、低転がり性、耐
摩耗性及びグリップ性能は共に改善されるが、特に重量平均分子量が２，０００～５０，
０００、好ましくは２，０００～３０，０００の（Ｂ）成分を適用した場合は、低温での
柔軟性及びウェット性能を高度に維持し、重量平均分子量が２０，０００～２００，００
０未満、好ましくは５０，０００～１５０，０００の（Ｂ）成分を適用した場合は、特に
高温での貯蔵弾性率及び低転がり抵抗性が向上する。
　従って、タイヤ性能としてウェット性能、ドライ性能及びその中間性能のいずれかの性
能を重視する場合はその重視する性能に応じて、（Ｂ）成分の重量平均分子量の範囲を選
択することができる。
【００１３】
　前記（Ａ）成分１００質量部に対して、前記（Ｂ）成分を１～６０質量部含有すること
が好ましい。より好ましくは、３～５０質量部である。軟化剤の一部を（Ｂ）成分で置換
し（Ｂ）成分の含有量を上記範囲にすることによって、加工性を損なうこと無く、ウェッ
ト性能を維持し低転がり抵抗性、ドライ性能を改善することができる。
【００１４】
　本発明のゴム組成物に用いられる（Ａ）成分の高分子量ゴム成分は、特に限定されるこ
となく、天然ゴム、合成ジエン系ゴムである（Ｄ）芳香族ビニル化合物－共役ジエン化合
物共重合体、（Ｅ）共役ジエン重合体を含む高分量子ゴム成分の群の中から選択すること
ができる。（Ａ）成分の高分子量ゴム成分としては、未変性のゴム及び変性ゴムのいずれ
を用いてもよい。
　天然ゴム又はイソプレンゴム（ＩＲ）については特に制限されず、一般に入手できるす
べての天然ゴム又はイソプレンゴムを用いることができる。
　（Ｄ）成分の芳香族ビニル化合物－共役ジエン化合物共重合体は、特にスチレン－ブタ
ジエン共重合体が好ましい。
　ここで、共役ジエン単量体としては、例えば１，３－ブタジエン、１，３－ペンタジエ
ン、イソプレン、１，３－ヘキサジエンなどが挙げられ、中でも１，３－ブタジエンが好
ましい。また、共役ジエン単量体との共重合に用いられる芳香族ビニル単量体としては、
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、２，２，６－ト
リルスチレンなどが挙げられ、中でもスチレンが好ましい。
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　（Ｅ）成分の共役ジエン重合体は、共役ジエン単独重合体、共役ジエン同士の共重合体
などが挙げられ、共役ジエン単独重合体のポリブタジエンが好ましい。
　天然ゴムや、（Ｄ）成分（Ｅ）成分はそれぞれ一種単独で用いても、二種以上を混合し
て用いてもよい。
【００１５】
　上記共役ジエン系重合体は乳化重合又は溶液重合等の種々の方法で製造することができ
、重合方式としては、バッチ重合方式または連続重合方式のいずれでもよい。好ましい製
造方法を挙げれば次のようなものである。
　すなわち、共役ジエンを含む単量体を不活性溶媒、好ましくは炭化水素溶媒中で、有機
金属などの開始剤、好ましくは有機リチウム化合物開始剤の存在下で重合して得られる。
上記炭化水素溶媒としては特に制限はないが、例えばｎ－ペンタン、ｎ－ヘキサン、ｎ－
ヘプタン、シクロヘキサン、ベンゼン、トルエンなどが上げられ、好ましい溶媒は、シク
ロヘキサン及びｎ－ヘキサンである。これらの炭化水素溶媒は単独で用いてもよいし、２
種以上混合してもよい。
　前記開始剤として用いられる有機リチウムとしては、少なくとも１個のリチウム原子が
結合されかつ炭素数２から２０の炭化水素リチウム化合物が好ましく、例えば、ｎ－ブチ
ルリチウム、エチルリチウム、ｎ－プロピルリチウム、ｔｅｒｔ－オクチルリチウム、フ
ェニルリチウムなどであり、好ましいものはｎ－ブチルリチウムである。これらの有機リ
チウム開始剤は、単独で用いてもよいし、２種以上混合して用いてもよい。
【００１６】
　さらに、本発明において用いられる（Ｄ）成分及び（Ｅ）成分の共役ジエン系重合体は
、その分子内又は末端にスズ、ケイ素を含む変性重合体又は窒素原子を含む変性重合体を
用いることが好ましい。
このような変性重合体は、温度上昇による弾性率の低下を抑制すると共に、スズ原子又は
窒素原子を導入した場合はカーボンブラック配合ゴム組成物において、珪素原子を導入し
た場合はシリカなどの補強性無機充填剤を配合したゴム組成物において発熱を抑制するこ
ともできるので好ましい。
　また、（Ｄ）成分又は（Ｅ）成分の分子内又は末端にスズ原子、窒素原子及び珪素原子
の少なくとも１つを含む重合体の含有量が５０％以上であることが好ましく、前記（Ｄ）
成分又は（Ｅ）成分の８０質量％以上が、分子中にスズ原子、窒素原子及び珪素原子の少
なくとも１つを含んでいる変性重合体であることが好ましい。
【００１７】
　また、前記（Ｄ）成分及び（Ｅ）成分は、特に分岐構造を有するものが好ましい。分岐
構造は三官能以上の開始剤、三官能以上の変性剤、重合活性基を二つ以上有する単量体な
どを用いることにより導入することができ、三官能以上の変性剤を用いることが好ましい
。
　上記の変性重合体は公知の方法により製造される。通常、有機リチウム開始剤によって
重合を開始させた後、リチウム活性末端を有する重合体の溶液に各種変性剤を添加するこ
とによって得られる（特公平６－８９１８３号公報、特開平１１－２９６５９号公報など
）。変性剤の投入は、重合終了後であることが好ましい。
　カップリング剤としては、ハロゲン化錫、ハロゲン化ケイ素のようなハロゲン化物であ
る。カップリング剤中のハロゲンは、一般的には、フッ素、塩素、臭素もしくはヨウ素で
あるが、中でも塩素が好ましい。また、第ＶＩａ族の原子のスズ、ケイ素が好ましく、ス
ズが特に好ましい。
　例えば、スズ原子は、四塩化スズ、トリブチルスズ、ジオクチルスズジクロリド、ジブ
チルスズジクロリド、塩化トリフェニルスズなどのスズ化合物によって導入できる。また
、２官能以上のスズ変性剤を用いた場合、リチウム活性末端を有する重合体は、変性剤に
よってカップリングされ、スズ原子は分子内に取り込まれ、塩化トリフェニルスズのよう
な単官能の変性剤を用いた場合、リチウム原子は重合体の末端に取り込まれることになる
。
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【００１８】
　窒素原子は、２，４－トリレンジイソシアナート、ジイソシアナートジフェニルメタン
などのイソシアネート系化合物；４，４’ビス（ジエチルアミノ）－ベンゾフェノン、４
－（ジメチルアミノ）ベンゾフェノンなどのアミノベンゾフェノン化合物、１，３－ジメ
チル－２－イミダゾリジノン、１，３－ジエチル－２－イミダゾリジノン、１，３－ジメ
チル－３，４，５，６－テトラヒドロピリミジンなどの尿素誘導体、その他、４－ジメチ
ルアミノベンジリデンアニリン、ジメチルイミダゾリジノン、Ｎ－メチルピロリドンなど
の窒素含有化合物によって導入することができる。
　また、窒素原子は、重合開始剤としてリチウムアミド化合物を用いる場合、重合開始末
端に窒素含有官能基を有し、他方の末端が重合活性部位である（共）重合体が得られ、該
（共）重合体は、変性剤で変性することなく、一つの官能基を有する（Ａ）成分の高分子
量（共）重合体として用いることができる。
　上記リチウムアミド化合物としては、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、リチウムジプロピルアミド、
リチウムジブチルアミド、リチウムジヘキシルアミド、リチウムジヘプチルアミド、リチ
ウムジオクチルアミド、リチムジ-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
フェネチルアミド等が挙げられ、これらの中でも、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
メチレンイミド等の環状のリチウムアミド化合物が好ましく、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特に好ましい。
【００１９】
　珪素原子は、アルコキシシランやアミノアルコキシシランなどの末端変性剤によって導
入することができる。
　具体的には、エポキシ基含有アルコキシシラン化合物としては、ヒドロカルビルオキシ
シラン化合物としては、例えば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リシシラン、（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－エポキシシクロヘキ
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が挙げられる。
【００２０】
　また、アミノ基含有アルコキシシラン化合物としては、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）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）シランなどのジ置換アミノ基含有ヒド
ロカルビルオキシシラン化合物、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
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サメチレンイミノ）プロピル（ジエトキシ）エチルシラン、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、３－〔１０－（トリエトキシシリル）デシ
ル〕－４－オキサゾリンなどの環状アミノ基含有ヒドロカルビルオキシシラン化合物が挙
げられる。
【００２１】
　さらに、イミノ基含有アルコキシシラン化合物としては、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－プロパンアミンなどが挙げられる。
【００２２】
　また、例えばジエチルアミンのような２級アミノ化合物或いはヘキサメチレンイミンの
ようなイミン化合物と有機リチウム化合物とから得られるリチウムアミド開始剤を用いて
重合させることにより、或いは、該重合により得られたリチウム活性末端を有する重合体
の溶液に、さらに前記の変性剤を添加することによっても前記の変性重合体を得ることが
できる。
　この分子鎖中に官能基を導入した変性重合体も、温度上昇による弾性率の低下を抑制す
ると共に、シリカなどの補強性無機充填剤を配合したゴム組成物における低発熱性を効果
的に改良することもできるので好ましく、特に多官能変性剤を用いることにより得られる
分岐構造を有するものが好ましい。また、アルコキシシリル基と共にアミノ基、イミノ基
、エポキシ基またはスズ原子を導入した変性重合体は、補強性充填剤として、前記無機充
填剤と共にカーボンブラックを用いた場合に特に有効に適用できる。
【００２３】
　次に、本発明のゴム組成物は、前述のように（Ｂ）成分として少なくとも１つの官能基
を有する変性前のゲル浸透クロマトグラフィーで測定したポリスチレン換算重量平均分子
量が、２，０００～２００，０００未満の低分子量共役ジエン系重合体含むことが必要で
ある。
　（Ｂ）成分の低分子量共役ジエン系重合体は、少なくとも１つの官能基を有し、上記重
量平均分子量を満足するものであれば特に制限されないが、共役ジエン重合体としては、
ブタジエン単独重合体が、芳香族ビニル化合物－共役ジエン化合物共重合体としては、芳
香族ビニル化合物が５質量％以下のスチレン－ブタジエン共重合体が好ましい。アロマオ
イル等の軟化剤の一部を置換して上記ブタジエン系の低分子量重合体を本発明の組成物に
配合することによって、ムーニー粘度の上昇はなく、低温域での貯蔵弾性率（Ｇ'）の低
減と高温域での貯蔵弾性率（Ｇ'）の向上と低転がり抵抗性に結びつく高温域でのｔａｎ
δの低減が可能となり、さらに破壊特性の向上により耐摩耗性が向上した。また、スチレ
ン含量を５％以下にすることによって低温での弾性率を低く保つことができ、さらに、低
ガラス転移温度（Ｔｇ）ポリマーは耐摩耗性を向上させることができる。
【００２４】
　また、上記（Ｂ）成分の低分子量ブタジエン系重合体は、共役ジエン化合物部分のビニ
ル結合量が５～８０質量％であることがこのましい。共役ジエン化合物部分のビニル結合
量を上記範囲にすることによって、ゴム組成物の貯蔵弾性率（Ｇ'）の向上と損失正接（t
anδ）の低減とを両立することができる。
【００２５】
　上記（Ｂ）成分の低分子量共役ジエン系重合体は、（Ａ）高分子量ゴム成分のところで
詳述したように（１）単量体である芳香族ビニル化合物と共役ジエン化合物とを重合開始
剤を用いて共重合させ、重合活性部位を有する共役ジエン系重合体を生成させた後、該重
合活性部位を各種変性剤で変性する方法や、（２）単量体である芳香族ビニル化合物と共
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役ジエン化合物とを官能基を有する重合開始剤を用いて共重合させる方法で得ることがで
きる。
【００２６】
　上記（Ｂ）成分の共役ジエン系重合体の合成に用いる重合開始剤としては、有機リチウ
ム化合物が好ましく、ヒドロカルビルリチウム及びリチウムアミド化合物がさらに好まし
い。なお、重合開始剤として有機リチウム化合物を用いた場合、芳香族ビニル化合物と共
役ジエン化合物とは、アニオン重合で共重合される。重合開始剤としてヒドロカルビルリ
チウムを用いる場合、重合開始末端にヒドロカルビル基を有し、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。一方、重合開始剤としてリチウムアミド化合物
を用いる場合、重合開始末端に窒素含有官能基を有し、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、該共役ジエン系重合体は、変性剤で変性することなく、本
発明における（Ｂ）成分の少なくとも一つの官能基を有する低分子量共役ジエン系重合体
として用いることができる。なお、重合開始剤の使用量は、単量体１００ｇ当り０．２～
２０ｍｍｏｌの範囲が好ましい。
【００２７】
　上記ヒドロカルビルリチウムとしては、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等が挙げられ、これらの中
でも、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-デシルリチウム等のアルキルリチ
ウムが好ましく、ｎ-ブチルリチウムが特に好ましい。
　尚、リチウムアミド化合物については、（Ａ）高分子量ゴム成分のところで説明した通
りである。
【００２８】
　上記重合反応は、ランダマイザーの存在下で実施してもよい。該ランダマイザーは、共
役ジエン系重合体の共役ジエン化合物部分のミクロ構造を制御することができ、より具体
的には、共役ジエン系重合体の共役ジエン化合物部分のビニル結合量を制御したり、共役
ジエン系重合体の共役ジエン化合物単位と芳香族ビニル化合物単位とをランダム化する等
の作用を有する。上記ランダマイザーとしては、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、カリウム-ｔ-アミレート、カリウム-ｔ-ブトキシド、ナトリウム-ｔ-アミレー
ト等が挙げられる。これらランダマイザーの使用量は、重合開始剤１モル当り０．０１～
１００モル当量の範囲が好ましい。
【００２９】
　上記重合反応は、溶液重合で実施することが好ましく、重合反応溶液中の上記単量体の
濃度は、５～５０質量％の範囲が好ましく、１０～３０質量％の範囲がさらに好ましい。
なお、共役ジエン化合物と芳香族ビニル化合物との混合物中の芳香族ビニル化合物の含有
率は、５質量％以下の範囲が好ましく、より好ましくは０％である。
【００３０】
　上記重合反応の重合温度は、０～１５０℃の範囲が好ましく、２０～１３０℃の範囲が
さらに好ましい。また、該重合は、発生圧力下で実施できるが、通常は、使用する単量体
を実質的に液相に保つのに十分な圧力下で行うのが好ましい。ここで、重合反応を発生圧
力より高い圧力下で実施する場合、反応系を不活性ガスで加圧することが好ましい。また
、重合に使用する単量体、重合開始剤、溶媒等の原材料は、水、酸素、二酸化炭素、プロ
トン性化合物等の反応阻害物質を予め除去したものを用いることが好ましい。
【００３１】
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　上記重合活性部位を有する共役ジエン系重合体の重合活性部位を変性剤で変性するにあ
たって、使用する変性剤としては、スズ、ケイ素、又は窒素原子を含む変性剤化合物が好
ましい。中でも、スズを含む変性剤化合物及び窒素を含む化合物が好ましい。尚、変性剤
の具体例については（Ａ）成分の高分子量ゴム成分の変性のところで述べた通りである。
【００３２】
　上記変性剤による重合活性部位の変性反応は、溶液反応で行うことが好ましく、該溶液
中には、重合時に使用した単量体が含まれていてもよい。また、変性反応の反応形式は特
に制限されず、バッチ式でも連続式でもよい。さらに、変性反応の反応温度は、反応が進
行する限り特に限定されず、重合反応の反応温度をそのまま採用してもよい。なお、変性
剤の使用量は、共重合体の製造に使用した重合開始剤１ｍｏｌに対し、０．２５～３．０
ｍｏｌの範囲が好ましく、０．５～１．５ｍｏｌの範囲がさらに好ましい。
【００３３】
　本発明においては、上記（Ｂ）成分を含む反応溶液を乾燥して（Ｂ）成分を分離した後
、得られた（Ｂ）成分を上記（Ａ）成分に配合してもよいし、（Ｂ）成分を含む反応溶液
を上記（Ａ）成分のゴムセメントに溶液状態で混合した後、乾燥して、（Ａ）成分及び（
Ｂ）成分の混合物を得てもよい。
【００３４】
　本発明のゴム組成物は、さらに（Ｃ）成分の充填剤を配合することが必要であり、上記
（Ａ）成分１００質量部に対して３０～９０質量部含有することが好ましい。充填剤の配
合量を上記範囲にすることによって作業性悪化を抑制し、優れた加硫ゴムの破壊特性及び
耐摩耗性を得ることが出来る。
　ここで、充填剤としては、カーボンブラック及びシリカが好ましい。なお、カーボンブ
ラックとしては、ＦＥＦ，ＳＲＦ，ＨＡＦ，ＩＳＡＦ，ＳＡＦグレードのものが好ましく
、ＨＡＦ，ＩＳＡＦ，ＳＡＦグレードのものがさらに好ましい。一方、シリカとしては、
湿式シリカ及び乾式シリカ等が好ましく、湿式シリカがさらに好ましい。これら補強性の
充填剤は、一種単独で用いてもよいし、二種以上を混合して用いてもよい。
【００３５】
　本発明のゴム組成物は、さらに軟化剤を含んでもよい。ここで、軟化剤としては、パラ
フィンオイル、ナフテン系オイル、アロマオイル等のプロセスオイルが挙げられ、破壊特
性及び耐摩耗性の観点からは、アロマオイルが好ましく、低発熱性及び低温特性の観点か
らは、ナフテン系オイル及びパラフィンオイルが好ましい。上記軟化剤の配合量は、特に
限定されるものではないが、上記（Ｂ）成分の低分子量共役ジエン系重合体及び軟化剤の
総配合量が、上記（Ａ）成分１００質量部に対して５～８０質量部、より好ましくは５～
６０質量部となるように配合することが好ましい。上記（Ｂ）成分及び軟化剤の総配合量
を上記範囲にすることによって、加硫ゴムの破壊特性の低下を抑制することができる。
【００３６】
　本発明のゴム組成物には、上記（Ａ）成分、（Ｂ）成分、（Ｃ）成分の充填剤、軟化剤
の他に、ゴム工業界で通常使用される配合剤、例えば、老化防止剤、シランカップリング
剤、加硫促進剤、加硫促進助剤、加硫剤等を、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。上記ゴム組成物は、（Ａ）成分に、（Ｂ）成分と、必要に応じて適宜選択した各種配
合剤とを配合して、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。
【００３７】
　本発明の空気入りタイヤは、上記ゴム組成物をタイヤ部材としてトレッド、サイドウォ
ール、ビードフィラー及びボディプライスキムに用いたことを特徴とする。
　上記ゴム組成物をトレッド部の少なくとも接地部分に用いたタイヤは、低燃費性及び操
縦安定性に優れる。なお、本発明の空気入りタイヤは、上述のゴム組成物をも散るタイヤ
部材については、特に制限は無く、常法に従って製造することができる。また、該タイヤ
に充填する気体としては、通常の或いは酸素分圧を調整した空気の他、窒素、アルゴン、
ヘリウム等の不活性ガスを用いることができる。
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【実施例】
【００３８】
　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、各種の測定法は下記の方法に基づいておこなっ
た。
＜未加硫ゴムの物性＞
（１）重量平均分子量（Ｍw）
　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）、検出器：示差屈折率計（ＲＩ）］で単分散ポリ
スチレンを基準として、各重合体のポリスチレン換算の重量平均分子量（Ｍw）を求めた
。
【００３９】
（２）ミクロ構造及び結合スチレン量
　重合体のミクロ構造を赤外法（モレロ法）で求め、重合体の結合スチレン量を1Ｈ-ＮＭ
Ｒスペクトルの積分比より求めた。
【００４０】
＜加硫ゴムの物性＞
（３）貯蔵弾性率（Ｇ'）及び損失正接（tanδ）
　レオメトリックス社製の粘弾性測定装置を用いて、温度－２０℃、周波数１５Hz、歪１
％で貯蔵弾性率（Ｇ'）を温度５０℃、周波数１５Hz、歪１％で貯蔵弾性率（Ｇ'）、損失
正接（tanδ）及び温度０℃、周波数１５Hz、歪１％で損失正接（tanδ）を測定し比較例
１の貯蔵弾性率（Ｇ'）及び損失正接（tanδ）をそれぞれ１００として指数表示した。５
０℃における貯蔵弾性率（Ｇ'）については、指数の値が大きい程、貯蔵弾性率が高いこ
とを示し、－２０℃における貯蔵弾性率（Ｇ'）は指数の値が小さい方が低温の柔軟性に
優れることを示す。
　一方、５０℃における損失正接（tanδ）については、指数値が小さい程、低発熱性に
優れることを示す。また、０℃における損失正接（tanδ）については数値が大きい程ウ
エット性能が優れていることを示す。
【００４１】
＜（Ｂ）成分：低分子量ポリブタジエンの製造例－１＞
　乾燥し、窒素置換した８００ｍＬの耐圧ガラス容器に、シクロへキサン ３００ｇ、１,
３-ブタジエン ５０ｇを注入し、ジテトラヒドロフリルプロパン／ｎ-ブチルリチウムの
比が０．０３になるようにジテトラヒドロフリルプロパンを注入した。更にｎ-ブチルリ
チウム（ｎ-ＢｕＬｉ）を３．６ｍｍｌ加えた後、５０℃で５時間重合反応を行い２５，
０００の重量平均分子量、ビニル量２０％の未変性低分子量ブタジエンを得た。他の分子
量のものはｎ-ブチルリチウムの量を常法により変化させて合成した。
　この際の重合転化率は、ほぼ１００％であった。次に、重合反応系に、変性剤として四
塩化スズの場合には四塩化スズ/ｎ－ブチルリチウム=０．２２、テトラエトキシシラン/
ｎ－ブチルリチウム=０．９、クルードＭＤＩ/ｎ－ブチルリチウム=０．９になるように
変性剤を速やかに加え、更に５０℃で３０分間変性反応を行った。その後、重合反応系に
、２,６-ジ-ｔ-ブチル-ｐ-クレゾール（ＢＨＴ）のイソプロパノール溶液（ＢＨＴ濃度：
５質量％）０．５ｍＬを加えて、重合反応を停止させ、更に常法に従って乾燥してそれぞ
れの変性低分子量ポリブタジエンを得た。
　変性反応を行なわなかった場合は、その反応を除き同様な処理を行なってそれぞれの低
分子量ポリブタジエンを得た。
【００４２】
＜（Ｂ）成分：低分子量ポリブタジエンの製造例－２＞
　上記製造例１の重合触媒をｎ-ブチルリチウム（ｎ-ＢｕＬｉ）からリチウムヘキサメチ
レンイミド（ＨＭＩ－Ｌｉ）３．６ｍｍｏｌに変更した以外は製造例１同様に重合反応を
行い、重合反応終了後、変性反応を行わずに、重合反応系に２,６-ジ-ｔ-ブチル-ｐ-クレ
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ゾール（ＢＨＴ）のイソプロパノール溶液（ＢＨＴ濃度：５質量％）５ｍＬを加えて、重
合反応を停止させ、更に常法に従って乾燥低分子量ポリブタジエンを得た。
【００４３】
＜（Ａ）成分：高分子量スチレン－ブタジエン共重合体の製造例－３＞
　乾燥し、窒素置換された８００ｍＬの耐圧ガラス容器に、ブタジエンのシクロヘキサン
溶液（１６％）、スチレンのシクロヘキサン溶液（２１％）を、ブタジエン単量体４０ｇ
、スチレン単量体１０ｇとなるように注入し、２,２-ジテトラヒドロフリルプロパン０．
１２ミリモルを注入し、これに、ｎ-ブチルリチウム（ＢｕＬｉ）０．４ミリモルを加え
た後、５０℃の温水浴中で１．５時間重合する。重合転化率はほぼ１００％である。この
後、重合系に、更に、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０．５ｍＬを添加し、反応を停止させる。その後、常法に従い乾燥すること
により、Ｓ-ＳＢＲを得る。得られた高分子量スチレン－ブタジエン共重合体は、結合ス
チレン量が２０質量％で、ビニル結合量が５８％、重量平均分子量が２９０．０００であ
った。
【００４４】
＜（Ａ）成分：変性高分子量スチレン－ブタジエン共重合体の製造例－４＞
　上記重合反応系に、変性剤として四塩化スズを０．１ｍｍｏｌ加え、更に５０℃で３０
分間変性反応を行った。その後、重合反応系に、２,６-ジ-ｔ-ブチル-ｐ-クレゾール（Ｂ
ＨＴ）のイソプロパノール溶液（ＢＨＴ濃度：５質量％）０．５ｍＬを加えて、重合反応
を停止させ、更に常法に従って乾燥してそれぞれの高分子量スチレン－ブタジエン共重合
体を得た。
【００４５】
【表１】

「注」
＊１．東海カーボン(株)製, 商標：シーストＫＨ（Ｎ３３９）
＊２．東・ソーシリカ (株)製, 商標：ニプシルＡＱ.
＊３．デグサ社製, 商標Ｓｉ６９, ビス(３-トリエトキシシリルプロピル)テトラスルフ
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ィド　
＊４．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
＊５．ジフェニルグアニジン
＊６．ジベンゾチアジルジスルフィド
＊７．Ｎ-ｔ-ブチル-２-ベンゾチアジルスルフェンアミド
【００４６】
【表２】

【００４７】
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【表３】

【００４８】
　上記の製造例１～４で製造した低分子量ポリブタジエン及び高分子量スチレン－ブタジ
エン共重合体の重量平均分子量（Ｍw）、ミクロ構造、結合スチレン量を上記の方法で測
定した。それぞれの結果を第２表に示す。
【００４９】
実施例１～１２、参考例１～３及び比較例１～４
　次に、上記の製造例１～４で製造した低分子量ポリブタジエン及び高分子量スチレン－
ブタジエン共重合体を用いて、第１表に示す配合処方のゴム組成物を調製し、さらに、該
ゴム組成物を１６０℃で１５分間加硫して加硫ゴムを得、該加硫ゴムの貯蔵弾性率（Ｇ'
）及び損失正接（tanδ）を上記の方法により測定した。結果を第２表に示す。
【００５０】
　第２表－１から変性前の分子量が２，０００～２００，０００未満の場合には、０℃の
損失正接を低下させずに、－２０℃の貯蔵弾性率を低下でき、５０℃の損失正接を低下で
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　第２表－２から、変性剤種を窒素、ケイ素含有のものに変更しても効果が見られる。
　また、高分子量ポリマーを変性しても、さらに－２０℃の貯蔵弾性率を低下でき、５０
℃の損失正接を低下できる。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　本発明のタイヤ用ゴム組成物は、重量平均分子量が２，０００～２００，０００未満の
範囲内で、官能基を有する低分子量共役ジエン系重合体を適用することで、低温柔軟性に
優れウェットグリップ性を維持し、高い高温貯蔵弾性率、低転がり抵抗性及び耐摩耗性を
高度に両立させたゴム組成物、及び該ゴム組成物をタイヤ部材に用いてなる上記性能の改
良された空気入りタイヤを提供することができる。
　タイヤ用部材としては、トレッド、サイドウォール、ビードフィラー及びボディプライ
スキム等に適用することができる。
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