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1. ばく露評価 

1.1 対象製品 

 本ケーススタディの対象製品は、自動車タイヤである。  

 

1.1.1 製品中のナノ粒子 

  タイヤの原材料としては、SBR（スチレンブタジエンゴム）等のゴム成分の他、補強剤、硫黄、加

硫促進剤、老化防止剤、オイル成分等が使用されている。工業ナノ物質は、トレッド部（タイヤが路

面と接触する部分の厚いゴム層）の補強剤としてカーボンブラックやナノ非晶質シリカが使用されて

いる（添付資料 1、2 参照）。 

 

1.2 ばく露経路に係る情報 

1.2.1 排出に係る情報 

(1) タイヤ使用による排出物 

 タイヤ使用による排出物としては、タイヤ走行により、タイヤゴム層の主体であるトレッド部が、自

動車走行に伴う路面との摩擦によって磨耗し、タイヤ由来の粉じんを生ずる。タイヤゴム層には前

述のように工業ナノ物質が含有されているので、ナノ粒子そのものが飛散しているのかどうかを考

慮する必要がある。 

 

(2) タイヤ走行に伴う粉じんの粒子径、組成等 

 タイヤの使用に伴って発生する粉じんを捕集・分析した結果が報告されている（Kreider et al., 

2010) 

（ア）道路を実際に走行する乗用車及びトラックに粉じん捕集装置を取り付けて下記の 2 種のタイヤ

からの捕集粉じんを混合して ROADWAY PARTICLES（RP）として分析用試料に供した。 

・ 乗 用 車 タ イ ヤ ： シ リ カ 配 合 MICHELIN PILOT PRIMACY  225/55/R16 95W                

及びカーボンブラック配合 GOODYEAR SAVA INTENSA 234/45/R17 

   ・ トラックタイヤ：MICHELIN DA2+315/80 R22.5 

 

（イ）タイヤ走行シミュレータ及び粉じん捕集装置を使用し、タイヤとして以下を用いてタイヤ走行シミ

ュレータ上で走行させて下記の 3 種のタイヤからの捕集粉じんを混合して TIRE WEAR PARTICLES

（TWP)として分析用試料に供した。 

・夏用シリカ配合タイヤ（MICHELIN PILOT PRIMACY 225/55/R16 95W） 

・冬用シリカ配合タイヤ（PIRELLI SOTTOZERO 225/55 R16 95W M+S） 

・夏用カーボンブラック配合タイヤ（BRIDGESTONE POTENZA RE 88 205/65 R15 94W） 

 

  分析結果としては、レーザー回折によって求められた RP の粒子径は容積ベースで 4－280μM

（平均 50μM）で、TWP の粒子径は 5－220μM（平均 75μM）とされている。また、組成（重量％）は、

表 1 のように報告されている。 
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表 1 発生粉じんの組成(重量%) 

 RP TWP 

可塑剤・オイル分 13 10 

ポリマー   23 16 

カーボンブラック    11 13 

ミネラル  53 61 

 

  しかしながら、この文献ではミクロンサイズよりも粒子径が小さい粒子に関する知見が得られて

いないため、以下で、更にタイヤゴム層中におけるカーボンブラック等の存在状態に関する知見を

整理する。 

 

(3) タイヤ補強剤のタイヤゴム層中における存在状態 

①カーボンブラック 

（ア）タイヤの製造プロセスでゴムとカーボンブラックとを混合すると、ゲルを形成することが知

られている。写真 1 は、天然ゴム中にカーボンブラックを 10PHR（ゴム 100 に対して重量で

10）添加して練った上でベンゼンで洗浄した後に残った構造を撮影したものである。ゲル

はカーボンブラック周囲のゴムだけでなくカーボンブラック粒子からかなり離れた部位との

架橋・絡み合いをも含んでいることを示している（社団法人日本ゴム協会, 1994）。 

 

 

写真 1．天然ゴムとカーボンブラックとのゲル 

（ゴム重量 100 に対してカーボンブラックは 10） 

 

天然ゴム 

天然ゴム と結

合したカーボン

ブラック 
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（イ）このゲルを形成する化学的吸着力は、カーボンブラック表面に存在するフリーラジカル状

態と考えられる不対電子と、加工プロセス（練りプロセス）でゴムポリマーが切断されて発

生するフリーラジカルとの反応により生ずる共有結合と考えられている（Donnet ｅｔ ａｌ, 

1993）。 

（ウ）カーボンブラックは、ゴムとのこのような反応性により補強剤としての性能を発揮してい

る。 

②ナノ非晶質シリカ 

（ア）一方、ナノ非晶質シリカはカーボンブラックとは異なりそれ自体はゴムと反応しない。この

ため、補強剤としての機能を発揮させるためには、カップリング剤（一般にシラン化合物系。

カップリング剤の分子の一端がナノ非晶質シリカと、他の一端がゴムと反応して複雑な架

橋構造を形成する）と併用する必要がある。 

（イ）このようなプロセスにおける化学反応は、まずナノ非晶質シリカ表面とカップリング剤とが

反応して、更にカップリング剤の他端がゴムポリマーと反応することにより複雑な架橋構

造を形成すると理解されている（White ｅｔ aｌ, 2009）(添付資料 3 参照)。 

（ウ）カップリング剤は、ナノ非晶質シリカ配合重量に対して 8 重量％以上添加することがシリカ

メーカーから推奨されタイヤメーカーはこれを目安に添加している。この添加量で、カップ

リング剤分子数がナノ非晶質シリカの一次粒子数の 700倍を超えて混合されていることに

なる（添付資料 4 参照）。 

 

  以上から、カーボンブラックやナノ非晶質シリカの粒子は、タイヤゴムの分子と化学結合によって

結びついており、これらがゴムから遊離して飛散することは考えがたい。したがって、カーボンブラッ

ク等の工業ナノ物質の飛散により、健康リスクがもたらされる可能性も低いと考えられる。 

 

(4)一般大気環境中におけるタイヤ由来粉じんの濃度 

  世界の主要タイヤメーカーが、米国 CHEMRISK 社 ※1 に委託して、一般大気中のタイヤ由来と考

えられる粉じんの濃度を米国・フランス・日本において実測した結果が公表されている ※2。 

  この実測の対象地は、人口密度、交通量、自然環境、水質汚染・大気汚染の程度等を考慮して、

結果を比較しやすいように米国メリーランド州チェサピーク湾周辺、フランスセーヌ川流域（パリ市東

部）、日本淀川流域となっている。 

  タイヤ由来と考えられる粉じんの濃度は、次のように求めている。 

（ア）石英フィルターで一般大気中の粒子状物質を 24 時間捕集して分析対象とする ※3。 

（イ）タイヤを熱分解した場合の生成物（ブタジエンモノマー、スチレン、イソプレン、ビニルシクロヘキ

セン、ジペンテン）の検量線を予め作成して、上記（ア）のサンプル中の各物質の存在量を求める。 

（ウ）各生成物のタイヤ中の含有比率及びサンプリングの際の通気量を勘案して、タイヤ由来粉じ

ん全体の一般大気中濃度を算定する。 
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  この実測の結果では、一般大気中のタイヤ由来粉じんの濃度は、次のように報告されている。 

（ア）日本淀川流域 

・平均値（全 27 計測地点）           0.051μg/m3 

・最高値（滋賀県/琵琶湖畔）           0.16μg/m3 

(イ)日・米・仏 

・平均値（全 81 計測地点）            0.080μg/m3 

・最大値（セーヌ川流域パリ東部トロワ）   0.67μg/m3 

 

(5)参考となる情報 

微小粒子状物質に関する情報として、下記の参考情報がある。 

大気の汚染に係る環境基準（昭和 48 年５月８日環境庁告示第 25 号 改正平 8 環告第 73 号） 

「１時間値の１日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、１時間値が 0.20mg/m3以下であること。」 

一般大気中の微小粒子状物質の環境基準（平成 21 年９月９日環境省告示第 33 号） 

「１年平均値が 15µg/m3 以下であり、かつ、１日平均値が 35µg/m3 以下であること。」 

 

1.2.2 ばく露シナリオ 

自動車走行により路面との摩擦によってタイヤが磨耗し、タイヤ由来の粉じんが飛散し、一般市

民が大気環境を経由して吸入ばく露される可能性が考えられる。しかしながら、カーボンブラックや

ナノ非晶質シリカなどのタイヤのゴム層に含有されるナノ粒子は、タイヤゴムの分子と化学結合によ

って強固に結びついており、これらのナノ粒子がゴムから遊離して飛散することは考えにくい。しか

しながら、ナノ粒子を含有している粉じんが発生していることに鑑み、実際のタイヤ由来の粉じんへ

のばく露による影響を考慮することが適当と考えられる。 

 

1.3 現時点で考慮すべきばく露量に関する情報 

上述の通り、一般市民が大気環境を経由してタイヤ由来のカーボンブラックや非晶質シリカなど

のナノ粒子そのものに吸入ばく露される可能性は小さいと考えられるが、タイヤ由来粉じん濃度に

関する情報としては、米国CHEMRISK社が実測した、日本淀川流域におけるタイヤ由来粉じんの最

高濃度 0.16μg/m3 ※2 がある。 

 

 

2. 有害性情報 

タイヤ粉じんの有害性情報として、タイヤ由来粒子状物質をラットに吸入ばく露した試験の報告

が得られた（Kreider et al., 2012a; 2012b）。ラット（雌雄1群10匹、SPRAGUE-DAWLEY）に、0、10（実

測値12．5）、40（実測値37．8）、100（実測値112．2）μg/m3 ※4のそれぞれの濃度のタイヤ由来粉じ

んを 6 時間/日、7 日間/週で 28 日間鼻部ばく露した試験である。 

タイヤ由来粉じん ※5 は、GERMAN FEDERAL HIGHWAY RESEARCH INSTITUTE のタイヤ走行シ
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ミュレータ（写真 2 参照）内に、サイクロンと HEPA フィルターを装備したバキュームシステムを設置

（写真 3 参照）して捕集した。シミュレータの路面は ISO10844 に従って 6．1％のビチュメン（B50/70）

を含有する標準化されたアスファルトコンクリートを使った。 

 

 

写真 2 タイヤ走行シミュレータ 

 

写真 3 バキュームシステム 

 

タイヤは、次の（ⅰ）～（ⅲ）を用いて、（ⅰ）、（ⅱ）、（ⅲ）からの粉じんを 1：1：2 の割合で混合した。

粉じんは 38μm でろ過した上、その粒子サイズがラットの吸入可能な粒子径の範囲にあることを、

吸入ばく露試験 3 日目、7 日目、21 日目にエアロダイナミック・パーティクル・サイザーで確認した。 

（ⅰ）夏用シリカ配合タイヤ（MICHELIN PILOT PRIMACY 225/55/R16 95W） 
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（ⅱ）冬用シリカ配合タイヤ（PIRELLI SOTTOZERO 225/55 R16 95W M+S） 

（ⅲ）夏用カーボンブラック配合タイヤ（BRIDGESTONE POTENZA RE 88 205/65 R15 94W） 

実際に捕集された粉じんの粒子径分布に関するデータは上記の論文には記述されていないが、

HEPA フィルタで捕集できる粉じんに関する補足情報は次の通りである（大谷、2012）。（ア）HEPA フ

ィルタは、通常のろ過速度 5CM/S では、0.3μM が一番捕集しにくい粒子の大きさであり、それ以上

の大きさの粒子でも、それ以下の大きさの粒子でも、99.97％以上捕集できるものである。（イ）サイ

クロンを出た空気の中に浮遊状態で 0.1μM 以下の粒子が含まれているのであれば、HEPA フィル

タはそれらの粒子をほぼ 99.97％程度捕集していると考えられる。 

試験の結果、一般毒性については、タイヤ由来粉じんは、臨床観察、体重、体重増加量、摂餌・

摂水量、臓器重量、臓器重量体重比の各項目において、全てのばく露レベルで何の影響も示さな

かった。臨床化学検査及び血液学検査（凝血因子を含む）においても、TRWP ばく露に関連する影

響は見られなかった。 

 また、炎症マーカー及び細胞毒性マーカーについては、タイヤ由来粉じんは、BALF 中のサイトカ

イン量（IL-6・GRO-KC・TNF［TUMOR NECROSIS FACTOR］-α）や細胞形態（全細胞数・好中球

数・リンパ球数・マクロファージ数）を計測した限りでは、全てのばく露レベルで肺組織における炎症

反応を生じなかった。また、BALF 中の総タンパク、LDH（LACTATE DEHYDROGENASE）、ALP

（ALKALINE PHOSPHATASES）を測定した限りでは、全てのばく露レベルで細胞損傷の証拠はなか

った。さらに、全てのばく露レベルで酸化ストレスマーカー（heme oxygenase -1 及び TBARS

（THIOBARBITURIC ACID REACTIVE SUBSTANCES）を上昇させなかった。  

 

病理学的検査では、剖検において肺に異常はみられなかった。病理組織学的所見では、40 及び

100μg/m3 のばく露で、肺の肺胞壁と肺胞内に少数の単球性の炎症細胞浸潤が見られた。この亜

急性の炎症性変化は軽微な変化であり、限局性であった。この影響は、10μg/m3では生じなかった

が、40μg/m3 で 10 匹中 1 匹、100μg/m3 で 10 匹中 3 匹に見られた。 

以上、本試験では、100μg/m3 (実測値 112μg/m3) までの吸入ばく露によって、病理組織学的

検査で肺の軽微な炎症細胞の浸潤が見られたほかは、一般状態、血液学的検査、さらには、肺を

除く呼吸器系、心血管系への影響はみられなかった。著者らは今回観察された肺の限局性炎症細

胞浸潤については軽微であり、また限局性であることから、“ADVERSE EFFECT(毒性影響)”とは判

断していない（Kreider. et al., 2012b）。 

 

したがって、本試験におけるタイヤ由来粉じんの NOAEL は文献では 112μg/m3であるとされてい

る。しかしながら、この値は 6 時間/日、7 日/週の投与頻度で得られた値であるので、本ケーススタ

ディにおける NOAEL とし、一日および週平均化のための換算を行うと、換算値は 28 μg/m3)[ 112 

(μg/m3)× 6 (h) / 24 (h) × 7(日) / 7 (日)]となる。 

 一方、本試験の不確実係数については、ヒトと実験動物との種差に係る不確実性について、一般

的な 10 を採用する。次に、ヒトの集団で脆弱者が強い影響を受ける可能性がある個人差の不確実

係数 10 を採用する。また、NOAEL の根拠となっている試験が 28 日間試験であるので、これを慢性

試験の結果として考慮するためのばく露期間の外挿の係数を化学物質審査規制法に基づくスクリ
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ーニング評価で有害性評価値導出に用いている係数 6※6 を採用する。以上より、本試験の不確実

係数積は 600 であるとした。 

 

3. 自動車タイヤ中のナノ粒子のケーススタディのまとめ 

自動車走行により路面との摩擦によってタイヤが磨耗し、タイヤ由来の粉じんが飛散し、一般市

民が大気環境を経由して吸入ばく露される可能性が考えられる。しかしながら、ゴム層にはカーボ

ンブラックや非晶質シリカなどのナノ粒子が含有されているが、これらのナノ粒子は、タイヤゴムの

分子と化学結合によって強固に結びついており、ゴムから遊離して飛散することは考えにくいが、ナ

ノ粒子を含有するタイヤ粉じんが発生している。そのため現時点においては利用できるデータが存

在する実際のタイヤ由来の粉じんへのばく露を考慮することとした。 

 

米国 CHEMRISK 社が実測した、日本淀川流域におけるタイヤ由来粉じんの最高濃度 0.16μg/m3

と、タイヤ由来粉じんの吸入ばく露試験の NOAEL を更に換算した値 28μg/m3 と比較すると、ばく露

マージンは 175 となる。これと本試験の不確実係数積 600 と比較すると、リスクの懸念がありとの評

価になりうる。しかしながら、今回の吸入ばく露試験の NOAEL は、最大投与量でも有害影響がみら

れなかったと報告されたデータに基づく値であること、また、タイヤ粉じん濃度の実測値は、大気の

汚染に係る環境基準（昭和 48 年５月８日環境庁告示第 25 号 改正平 8 環告第 73 号）「１時間値の

１日平均値が 0.10mg/m3 以下であり、かつ、１時間値が 0.20mg/m3 以下であること。」及び、一般大

気中の微小粒子状物質の環境基準（平成 21 年９月９日環境省告示第 33 号）「１年平均値が

15µg/m3以下であり、かつ、１日平均値が35µg/m3以下であること。」を下回っていることから、タイヤ

由来粉じんへのばく露が一般市民にリスクをもたらす可能性は低いと考えられる。 
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White, De, and Naskar, 2009. Editors Rubber Technologist’s Handbook, Vol.2, Smithers Rapra 

Technologies, Ltd, Shropshire, UK pages65-68 

大谷吉生（2012）、金沢大学 大谷吉生教授による私信 
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社団法人日本ゴム協会（1994）ゴム工業便覧<第四版> 日本ゴム協会編、p.1257 

 

 

文末脚注 

※1 化学物質のリスク評価に関するコンサルティング会社、本社は米国サン・フランシスコ市。会社

ホームページは HTTP://WWW.CHEMRISK.COM/ 

 

※2 WBCSD(WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 持続可能な開発

のための世界経済人会議 ) ホームページからサマリーレポートの閲覧可能。 

http://www.wbcsd.org/pages/edocument/edocumentdetails.aspx?id=54&nosearchcontextkey=true 

（最後のドキュメント）  

 

※3 我が国で実際に大気中粉じんの捕集を行った日本環境衛生センターに確認した結果、大気中

粉じんの捕集方法は、米国の PM2．5 の測定法（我が国の測定法も殆ど同じ）に準拠していることが

確認された。 

 

※4 本試験のばく露濃度の上限を 100（実測値 112．2）μg/m3 とした理由を、本試験研究の実施者

である米国 CHEMRISK 社に確認したところ、以下の回答があった。 

（ア）ディーゼル排ガス粒子を用いた吸入ばく露試験を実施した研究で、ばく露濃度を、30、100、

300、1000μg/m3 としている事例がある (Seagrave et al, 2005)。 

（イ）本試験研究において上記①の方法で捕集した粉じんの数量では、ばく露濃度を 300      

μg/m3 とすることができなかったため、上限値を 100μg/m3 とした。 

 

Seagrave, J., McDonald, J.D., Reed, M.D., Seilkop, S.K., Mauderly, J.L. (2005) Responses to subchronic inhalation of 

low concentrations of diesel exhaust and hardwood smoke measured in rat bronchoalveolar lavage fluid. Inhal 

Toxicol. ;17, 657-70. 

 

※5 実際に捕集された粉じんの粒子径分布に関するデータは上記の論文には記述されていない

が、HEPAフィルタで捕集できる粉じんに関する補足情報は次の通りである（大谷、2012）。 

（ア）HEPAフィルタは、通常のろ過速度5CM/Sでは、0.3μMが一番捕集しにくい粒子の大きさ

であり、それ以上の大きさの粒子でも、それ以下の大きさの粒子でも、99.97％以上捕集で

きるものである。 

（イ）サイクロンを出た空気の中に浮遊状態で0.1μM以下の粒子が含まれているのであれば、

HEPAフィルタはそれらの粒子をほぼ99.97％程度捕集していると考えられる。 

 

大谷吉生（2012）、金沢大学 大谷吉生教授による私信 
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※6 化審法におけるスクリーニング評価手法および不確実性係数については、「化審法におけるス

クリーニング評価手法」（2011）等を参照のこと。 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/ra/screening.

pdf 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/ra/screening.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/ra/screening.pdf
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添付資料1 

対象製品の情報 

 

1. 自動車タイヤの基本構造  

①タイヤは基本的に図 1 に示す 8 つの部位から構成されている。 

②トレッド部等のゴム層（補強剤等の様々な副成分を含有）をスチールワイヤー等で補強した構

造を持っており、空洞部（タイヤの内側）には空気透過性の少ないゴム（インナーライナー）を貼

り付けた構造（チューブタイヤの場合はチューブを使用）。乗用車用とトラック用のタイヤは概ね

同一の構造、構成物質から成る。 

 

図 1 タイヤの構造と部位の名称 

 

ⅰ）トレッド部 

タイヤが路面と接触する部分の厚いゴム層をいう。路面等からの衝撃や外傷から内部の

カーカスを保護するとともに、摩耗寿命延長の役目をしている。また、各種のトレッドパター

ンが刻み込まれている。 

ⅱ）ショルダー部 

トレッドとサイドウォール間（肩部）のゴム層をいう。カーカスを保護するとともに、走行時に

発生する熱拡散の役目をしている。 

ⅲ）サイドウォール部 

ショルダーとビード間のゴム層をいい、カーカスを保護する役目をしている。また、タイヤの

寸法、製造会社名等が表示されている。 
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ⅳ）コード 

タイヤの内部でカーカスやベルト等を形成している“ヨリ”を与えられた繊維（あるいは金属

線等）をいう。 

ⅴ）カーカス 

ゴムで被覆したコードを貼り合わせ、層としたものをいう。タイヤの骨格となっており、カー

カス配列のタイプにより、ラジアル（放射状）とバイアス（斜め）とがある。  

ⅵ）ベルト 

ラジアルタイヤのトレッドとカーカス間のコード層をいう。カーカスを桶のタガのように強く締

め付けてトレッドの剛性を高める働きをしている（バイアスタイヤでは、トレッドとカーカス間

のコード層をブレーカといい、路面からの衝撃を緩和し、トレッドに受けた外傷が直接カー

カスに達することを防ぐとともに、トレッドとカーカスの剥離防止の役目をしている）。 

ⅶ）インナーライナー 

チューブレスタイヤの内面に貼り付けられた気密保持性の高いゴム層をいう。 

ⅷ）ビード部 

スチールワイヤー（鋼線）を束ね、ゴムで被覆したリング状の補強部をいう。空気を充填し

たときに、タイヤをリムに固定する役目をしている。 

 

2. タイヤの製造プロセス(3 つの工程) 

①ゴム練り 

バンバリーミキサーでゴム（天然ゴム・合成ゴム）と薬品（補強材・硫黄・老化防止剤等）を混ぜ

て練り、トレッド用ゴム、カーカス用ゴム、ビード用ゴム等を作る。 

②パーツ作成 

タイヤの構成パーツであるトレッド部分・カーカス部分・ビードワイヤー部分を作成する。トレッド

用ゴムは、押出機で板状に押し出され、タイヤ 1 本分のサイズに切断される。 

③組み立て等 

パーツの組み立て、パターン・刻印、検査を行う。 

 

3. 自動車タイヤの数量と種類 

①タイヤの生産数量は 2010 年で 159 百万本であり、乗用車用 79％、トラック（小形含む）・バス用

タイヤ 21％となっている。バス・トラック用のタイヤもゴム層の構成物質の種類や配合比は乗

用車用タイヤとほとんど同じである。 

  ②気候によって適するタイヤは異なっており、夏用タイヤ、冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ、スノー

タイヤ）がある。一般的には、一年を通じて夏用タイヤが使用されるが、冬季の降雪地域では

冬用タイヤが使用されることが多い。 
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添付資料2 

自動車タイヤの原材料と工業ナノ物質の配合 

 

1. 自動車タイヤの原材料 

①タイヤの原材料としては、SBR（スチレンブタジエンゴム）等のゴム成分の他、補強剤（カーボン

ブラック・ナノ非晶質シリカ）、硫黄、加硫促進剤、老化防止剤、オイル成分等が使用されてい

る。 

②表 1 に最新の原材料配合構成を示す。 

 

表 1．タイヤ原材料の配合構成 

 

（注）数字は、新ゴム重量を 100 とした場合の他の原材料の重量比を示す。 

出典：タイヤの LCCO2 算定ガイドライン Ver.2.0（2012 年 4 月）、一般社団法人 日本自動

車タイヤ協会 

 

2. タイヤ補強剤としての工業ナノ物質の配合 

①工業ナノ物質であるカーボンブラック、ナノ非晶質シリカはゴム層の補強剤として使用されている。

補強剤を使用しなければ、タイヤとしての強度が全く確保できず使用できない。ナノ非晶質シリカ

はゴムの補強剤として機能し、また、転がり抵抗性能（制動性能と二律背反）を向上させつつ制

動性能を確保する効果等がカーボンブラックに比べて優れていると言われてる。 

②表 1の通り、補強剤としては通常カーボンブラックとナノ非晶質シリカが併用されるが、汎用タイヤ

に対して低燃費タイヤではナノ非晶質シリカの配合比が高い。（表 1 の汎用タイヤを「カーボンブ

ラック配合タイヤ」、低燃費タイヤを「シリカ配合タイヤ」と呼ぶことがある。）」 
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添付資料3 

カップリング剤に係る反応 

 

 

図 1．非晶質シリカ粒子とシランカップリング剤との一次反応 

 

 

図 2．非晶質シリカ粒子とシランカップリング剤との二次反応 
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図 3．カップリング剤と不飽和ゴムポリマーとの反応 
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添付資料4 

タイヤ中のナノ非晶質シリカ粒子に対するカップリング剤の存在量 

 

1. 試算の前提 

（1）ナノ非晶質シリカ 

1 次粒子径を 20nm（市販ナノ非晶質シリカの 1 次粒子径は 14～24nm）、粒子形状は球形、比重

を 2.0 とする。 

 

（2）カップリング剤 

  ①代表的なものとして、BIS(TRIETHOXYSILYLPROPYL)TETRASULFIDE（TESPT）を想定。 

化学式：-(S-S-CH2-CH2-CH2-SI-(O-CH2-CH3)3)2 

分子量：539 

②添加量：カップリング剤をナノ非晶質シリカ配合重量に対して 8%(シリカメーカーが提示している

添加量)添加する。 

 

2. 試算内容 

・ナノ非晶質シリカ 1 粒子の体積： 4187nm3（A） 

・ナノ非晶質シリカ 1 粒子の重量： (A)×2÷1027＝8.37×10-18g（B） 

・ナノ非晶質シリカ 1 粒子当りの TESPT 量：（B）×0.08＝6.70×10-19g（C） 

 

○ナノ非晶質シリカ 1 粒子当りの平均 TESPT 分子存在個数は、748 分子 

アボガドロ数×（非晶質シリカ 1 粒子当りの TESPT 量（C）÷TESPT 分子量） 

＝6.02×1023X6.70×10-19／539＝748 

 


