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進化へとタイヤを走らせ続けるモメンティブ
技術の急速な発展と世界的な燃料消費の増加を受けて、タイヤに求められ
るものは変わってきています。私たちは、より遠くまで走らせることができる
優れた製品を作らなければないことを理解しています。そして、より良い製
品を作るためには標準的なアプローチでは足りないことを知っています。 
そこで私たちは、専門知識とビジョン、そして科学的データを組み合わせた
ユニークなソリューションを提供します。

豊富な専門知識による知見
当社の多くの化学者および技術者にとって、タイヤ
の世界への入口はタイヤ工場でした。業界のエキ
スパート集団であるモメンティブ・パフォーマンス・
マテリアルズ・チームのメンバーになる前、彼らは
皆様と同様、「タイヤの作り手」だったのです。数々
の受賞歴を誇り、50 件以上の特許を取得。タイヤ
業界で延べ 250 年以上もの経験を積んできまし
た。その経歴と現場に根ざした経験に基づく独自
の視点を生かし、配合の開発および調整を行って
います。

イノベーション実現のためのビジョン
シリカタイヤ製造に変革を求める声に応えるため、
当社は 20 年以上も前にタイヤ向けに進化したシ
ランを世に送り出しました。それ以来、NXT* Silane 
製品のイノベーションを推進し続けています。NXT 
Silanes は、ウェットトラクションを維持しながら、可
能な限り小さい転がり抵抗を実現します。これらの
シランを当社開発のソリューションに配合すること
で、無数のメリットが得られます。 

科学による高度化
NXT Silanes の最大のメリットと当社独自のソ
リューションをお客様に提供できるよう、私たちは
研究所で日々研鑽を積んでいます。当社の化学者
は、合成研究施設で分子を発明。最先端のゴム研究
所で材料を試験しています。この独自のアプローチ
により、私たちは求める結果に到達するまで、性能
特性および配合調整の効果について研究を繰り返
すことができます。その結果として、お客様の用途に
適した最先端のソリューションを生み出しています。

未来を見据えた製品
当社独自のアプローチと高度なシランにより、私た
ちはタイヤの未来に焦点を当てることができます。
当業界における当社の経験、NXT Silanes および
データ駆動型のメソッドを集結して、皆様が今日の
世界のみならず、将来のニーズにも対応する製品を
世に送り出せるよう支援したいと考えています。
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NXT* Silanes：成功に導く材料 
未来を切り開くため、当社は高品質な製品の実現と製造の向上を支援するソリューションの考案に努めて
います。NXT Silanes の提供を通じて、ショールームで注目を集め、路上で高い性能を発揮するタイヤの実
現を、新たなレベルでサポートします。 

低減された転がり抵抗 
燃料削減目標は、今後数十年にわたり世界的に
義務化されています。新しい基準を満たすために
は、タイヤの転がり抵抗の改善が必要です。NXT 
Silanes をタイヤトレッドに組み込むことによって、
転がり抵抗を大幅に低減できる可能性があります。
その結果、安全性を損なうことなく、より少ないエ
ネルギーと燃料でタイヤを走らせることが可能に
なります。 

ウェットトラクションの向上 
NXT Silanes により、ウェットトラクションを維持し
ながら、燃料の効率的な消費をかなえる小さい転
がり抵抗を実現できます。この重要な安全機能によ
り、車両はより早く停止できるとともに、道路上での
グリップ力が向上。消費者の期待を上回る性能を発
揮することができます。 

良好なテスト結果 
NXT Silanes は、ゴムコンパウンドで次のような効
果を実現し、設計の可能性を広げます。 

• ペイン効果の向上 
• 反発弾性の向上 
• tan δ 値の低下（50～60℃） 
• 低温（-20～+10℃）でのより優れた動力学的

特性 

効率性を高める製造
NXT Silanes は、優れたタイヤ性能を実現するだけ
ではなく、製造面でも貢献します。シリカが高充填
されていても、高度なシランが分散性を向上。コン
パウンドの粘度が引き下げられることで、加工、混
合、粉砕、押出成型が容易になります。これにより、
数々の潜在的なメリットが生まれます。以下はその
一例です。 

• 製造プロセスの工程を簡素化 
• トレッド押し出し速度を迅速化 
• タイヤトレッドをよりスムースでクリーンに 
• 再粉砕が必要になるまでの保存可能期間を延長
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NXT Silane 
NXT Silane は、ウェットトラクションを維持し
ながら転がり抵抗の低減を可能にする、チオ
カルボキシラート官能性シランです。この高 
度なシランによって、標準的な硫黄含有 
シランに比べ、メーカーはタイヤ生産におけ
る全体的な効率を向上させることができます。 

NXT LowV* Silane
NXT LowV Silane は、タイヤ製造の工程で
発生するエタノールの排出量を大幅に低減。
他のシランと比較してエタノール排出量を 66 
パーセント以上削減できます。またシリカの加
工工程を減らせるため、製造時間を短縮し、効
率性を向上させます。

Carbo NXT Silane
Carbo NXT Silane は、加工の柔軟性を実現
するため、粉末形状で提供されます。液体形
状のものと同等の高いタイヤ性能と効率性を
提供します。 

NXT Z* Silane 
NXT Z Silane は、実質的にエタノールを含ま
ない革新的で高度なシランです。加工が容易
で、保存安定性の高い化合物を実現します。
このシランは、タイヤの動力学的および物理
的特性を劇的に改善。前例のない性能水準
をもたらします。

NXT* Silane 製品 
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当社の研究所：アイデアが飛び立つところ 
適切な材料を選択することは、成功への道に向けた重要な出発点のようなものであると私たちは認識し、
大きな旅の準備をする皆様を、支援したいと考えています。そのためには、シランソリューション利用時の性
能をテストする当社独自の能力が欠かせません。当社のニューヨーク州タリータウン、ノースカロライナ州
シャーロットにある最先端の研究所は、アイデアがソリューションに形を変える場所です。

研究所での生活 
私たちは毎日、研究所でタイヤ
業界向けの高度なシランの開発
に打ち込んでいます。さまざま
なゴムコンパウンドが実際の環
境でどのように反応するかを正
確に把握するため、タイヤに組
み込まれる材料を調査していま
す。そのデータを生成するため、
ニューヨーク州タリータウンの施
設でソリューションを開発。ノー
スカロライナ州シャーロットにあ
る最新鋭のゴム研究所で、一連
の綿密なテストを行い、配合を
微調整しています。

材料の性能を実証 
ノースカロライナ州シャーロット
にある 2 万平方フィートの敷地
を誇るタイヤ研究所では、物理
的および動力学的特性を評価す
ることで、シリカ充填システム内
の NXT Silane およびその他の
カップリング剤を試験していま
す。張力、圧迫、曲げおよびせん
断への応力をテストすることで、
転がり抵抗、トラクション、および
ゴムの強度を予測。さらに、シリ
カ分散をはじめとする数多くの
特性を測定し、潜在的な製造効
率性を特定しています。

複雑な課題をテスト 
これらの施設では、複雑な問題を
調査し、お客様のニーズに特化し
たソリューションを見つけられる
よう支援します。幅広いテストと
分析を通じて、注目すべき性能特
性を追及。他に類のないタイヤの
製造に貢献します。 
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当社の製造工場：旅に向け 
た準備 
ヨーロッパに建設予定の新しい製造施設と北米の施設では、高性能
タイヤへの世界的な需要急増に向けて準備しています。ドイツのレ
ヴァークーゼンの新施設では、NXT* Silane 製品の生産能力を倍増
し、世界中により効率的にソリューションを提供する予定です。 
一方、米国にある工場では、引き続き世界各国のお客様にサービス
を提供。世界的な基準が一層厳格化する中、当社はお客様のタイヤ
性能の強化に貢献するため成長を続けています。 



複素粘度 Ƞ* (kPa•s)、100 ºC、0.1 Hz、ひずみ 250%
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当社の研究室では、S2/S4 シランと NXT* Silane とを比較する一般的なコンパウンドの分析を実施。結果
を以下のチャートに示しています。この種のデータにより科学者は、リバージョン、架橋密度、スコーチおよ
び他のコンパウンドの特性をよく理解することができ、お客様がそのニーズに適したコンパウンドを開発 
できるよう支援します。これらの研究では、80 phr のシリカ充填コンパウンド内の標準 S2/S4 シランと、 
80/85 phr のシリカ充填コンパウンド内の NXT Silane とを比較しています。 

図 1：バッチ粘度の比較 

0   5   10   15   20  25  30

NXT コンパウンドの粘度
は、シリカ高充填の場合で
も、標準シランコンパウン
ドに比べ一般的には低くな
ります。 

NXT Silane を使用するこ
とで、初期トルクおよび誘
導時間は、シリカの充填量
にかかわらず、標準シラン
と比べ向上させることがで
きます。 

図 2：160 ºC での MDR 曲線比較

混合ステージ

注：試験データのため、実際の結果とは異なる場合があります。

時間（分）

注：試験データのため、実際の結果とは異なる場合があります。
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注：試験データのため、実際の結果とは異なる場合があります。

図 3：温度スイープ、ひずみ 0.5% で 10.0 Hz 

NXT Silane を使用して、動力
学的特性の最適な組み合わ
せを実現できます。60℃ で最
低の tanδは、0℃ での tanδ
の損失がなく、転がり抵抗がよ
り小さいことを示します。これ
は、同等あるいはより良好な
ウェットトラクションであるこ
とも示唆しています。 
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E" 曲線は、標準シランに対して NXT* Silane の制振力が小さいことを示し、動的モジュラスが同等またはよ
り良好であることを証明しています。tan δの最大値が、強い動的モジュラスおよび小さい制振力によって小
さくなるとき、より小さい転がり抵抗が期待できます。 

図 4：E" 値、10.0Hz、55ºC 

図 5：ひずみスイープ、10.0Hz、55ºC 
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注：試験データのため、実際の結果とは異なる場合があります。
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注：試験データのため、実際の結果とは異なる場合があります。
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図 6：Tan δ最大値、10.0Hz、55ºC 

図 7：NXT* Silane 使用による低粘度と保管安定性の向上 
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注：試験データのため、実際の結果とは異なる場合があります。

Tan δ
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NXT Silane を使用し
たコンパウンドでは、
凝集および再粉砕の必
要性を最小限に抑える
ことができます。 
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