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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タイヤのためのセグメント化モールドの一セグメントの支持ブロック（１２）に取り付
けられるようになった内張り要素（１４）であって、前記内張り要素（１４）がタイヤト
レッドの一部上にパターンを形成するようになっている、内張り要素（１４）において、
　前記内張り要素（１４）は、内容積部（３２）を画定する外側シェル（３０）と、前記
シェル内に設けられていて、前記タイヤを成型するときに前記シェルに作用する機械的力
に耐えるコア（３４）とを有し、前記シェル（３０）と前記コア（３４）は、レーザ焼結
によって一体に作られ、前記コア（３４）は、仕切り（３６）の網状組織を有する、
　ことを特徴とする内張り要素（１４）。
【請求項２】
　前記シェル（３０）の厚さは、０．２５ミリメートルから２ミリメートルの範囲にある
、
　請求項１記載の内張り要素（１４）。
【請求項３】
　前記シェル（３０）は、前記シェルにより画定された前記内容積部（３２）が密閉され
るように形作られている、
　請求項１又は２記載の内張り要素（１４）。
【請求項４】
　前記仕切り（３６）の網状組織は、ハニカム、菱形、三角形又は正方形の形に作られて
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いる、
　請求項１ないし３のいずれか１項に記載の内張り要素（１４）。
【請求項５】
　前記仕切り（３６）の厚さは、０．０５ミリメートルから１ミリメートルの範囲内にあ
る、
　請求項１ないし４のいずれか１項に記載の内張り要素（１４）。
【請求項６】
　前記コアは、相互に連結された支持バーの網状組織により形成されている、
　請求項１ないし５のいずれか１項に記載の内張り要素（１４）。
【請求項７】
　前記コア（３４）の前記仕切り（３６）相互間の空間は、金属粉末で占められている、
　請求項１ないし６のいずれか１項に記載の内張り要素（１４）。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれか１項に記載の内張り要素（１４）を製造する方法であって
、前記方法は、所与の方向に重ね合わされた材料の層の順次レーザ焼結方法である、
　ことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タイヤ加硫モールドの分野、特にセグメント化形式のモールドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　セグメント化モールドは、互いに結合されると、疑似ドーナツ形のモールドキャビティ
を画定する多くの別々の部品から成る。具体的に言えば、セグメント化モールドは、タイ
ヤのサイドウォールを成形する２つの側方シェルと、シェル相互間に位置していて、タイ
ヤトレッドを成形する数個の周辺セグメントとを有している。これら部品の全ては、選択
された機構体により、適当な作動シーケンスで互いに結合される。生タイヤは、正確なア
ーキテクチャ及び幾何学的寸法形状を得るために、モールドにしっかりと押し付けられ、
これに当てた状態で保持されなければならない。
【０００３】
　トレッドのパターンを形成するため、モールドのセグメントは、セグメントの半径方向
内面から突き出た要素を有し、これら要素は、タイヤトレッド上に成形されるべきパター
ンのネガを形成する。
【０００４】
　単一のモールドを用いて種々の形状のトレッドパターンを備えたタイヤを製造すること
ができるようにするため、例えば、欧州特許第０５２３９５８号明細書（特許文献１）に
は、モールドのセグメントを多数の要素、即ち、タイヤのトレッドの全体的曲率を定める
全体的形状を備えた支持ブロック及び支持ブロックに取り付けられると共にタイヤトレッ
ドのパターンを形成するよう設計された複数個の内張り要素で構成する公知の方法が記載
されている。
【０００５】
　この特許文献に記載されている内張り要素は、成形、例えばスチールの成形により製作
される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】欧州特許第０５２３９５８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　したがって、内張り要素は、製造するのに費用が高く、嵩張った重い要素である。
【０００８】
　本発明の目的は、特に、より経済的な内張り要素を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この目的のため、本発明は、タイヤのためのセグメント化モールドの一セグメントの支
持ブロックに取り付けられるようになった内張り要素であって、内張り要素がタイヤトレ
ッドの一部上にパターンを形成するようになっている、内張り要素において、内張り要素
は、内容積部を画定する外側シェルと、シェル内に設けられていて、タイヤを成型すると
きにシェルに作用する機械的力に耐えるコアとを有し、シェルとコアは、レーザ焼結によ
って一体に作られ、コアは、仕切りの網状組織を有することを特徴とする内張り要素を提
案する。
【００１０】
　内張り要素の外面だけがタイヤトレッドのパターンの成形に関与するので、内張り要素
の内側構造体は、要素の外側構造体とは異なっている場合がある。したがって、本発明は
、先行技術の場合のように中実ではなく、シェル及びコアを有する内張り要素の設計を提
案する。
【００１１】
　シェル及びコアの製造について互いに異なる構造体を選択することが可能である。ただ
し、内張り要素のこれら２つの部品が互いに異なる要件を満たさなければならないことを
条件とし、即ち、トレッドパターンの表面状態が正確であるようにするためにシェルは比
較的滑らかであることが重要であり、これに対し、コアは、タイヤの成型に起因して生じ
る機械的応力に耐えるほど十分強固でなければならない。
【００１２】
　本発明の内張り要素の特定の構造により、コアは、このコアが受ける応力に適合可能で
ある。仕切りの凹状組織を使用することにより、タイヤの成型に起因して生じる機械的応
力に耐えるのに十分な構造的強度を備えたコアを製作することが可能である。コアの強度
は、これら応力に合わせて設定されており、それにより、強度に関して一義的に必要であ
り且つ十分な特性を備えた組立体を製造することが可能である。本発明の組立体のコアの
強度は、過度に大きくはなく、このために、組立体の製造は容易になると共に簡単になる
。
【００１３】
　シェルとコアは、一体に形成され、このことは、シェルとコアが一材料で作られ、或い
は、換言すると、この場合にはレーザ焼結により同種の材料から作られることを意味して
いる。
【００１４】
　内張り要素は、レーザ焼結と通称されている選択的レーザ溶融によって作られる。物品
は、粉末の選択的溶融により作られ、層の重ね合わせによって構成される。また、この焼
結法の名称は、ＳＬＭ（selective laser melting：選択的レーザ溶融）と略記される。
部品を製造するこの方法の利点は、部品の形状をコンピュータによりモデル化することが
でき、そして部品をこのモデル化に基づいて焼結により容易に製作できるということにあ
る。レーザは、部品のモデルを備えたコンピュータによって制御でき、次に、部品を粉末
の重ね合わせ層の順次焼結により製造することができる。この方法は、モールドライナの
製造に特に適している。というのは、この方法を用いると、小さな内張り要素、例えばス
トリップ又はバンドを製造することができるからである。
【００１５】
　このレーザ焼結作業を互いに重ね合わされた材料の層に対して順次実施することにより
、内張り要素を所望の形状で製造することができる。任意所与の層の表面上に位置する領
域を形成するためには、レーザは、表面全体を走査しなければならず、これには、或る程
度の時間が必要である。しかしながら、焼結の目的は、任意所与の層に疑似直線状である
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領域、例えば垂直仕切りを形成することにある場合、製造されるべき直線状要素の長さに
沿ってレーザにより粉末を走査する必要がある。したがって、明らかなこととして、レー
ザ焼結による表面要素の形成には、直線状要素の形成よりも長い時間が必要になる。
【００１６】
　仕切りの形状及び配置状態は、様々であって良い。例えば、仕切りの網状組織は、二次
元形状、例えばハニカム、菱形、三角形又は正方形の真っ直ぐであっても良く又は湾曲し
ていても良い所定の配置状態で又は三次元の形状、例えば立方体の形状、ピラミッド形又
はダイヤモンド形等の形状の所定の配置状態で形作られる。上述したように、中実面に対
するレーザ走査により中実材料を形成する場合よりも直線の曲線又は小さな構造体に沿う
レーザ走査による仕切りの網状組織を形成する場合の方が迅速である。変形例として、コ
アの構造体も又、構造的組立体を形成するために相互に連結された支持バーの網状組織を
用いることにより形成できる。内張り要素をレーザ焼結により製造しようとする場合、こ
のライナがシェル及びコアを有していればレーザ焼結は特に有用である。というのは、こ
れにより、中実内張り要素と比較して時間の相当な節約が得られるからである。
【００１７】
　本発明の他のオプションとしての特徴は次の通りである。
　シェルは、中実材料で作られる。これにより、シェルは、タイヤのトレッドパターンの
正確な成形に必要な剛性及び表面状態を有するようになる。
　シェルの厚さは、０．２５ミリメートルから２ミリメートルの範囲にある。
　シェルは、このシェルにより画定された内容積部が密閉されるように形作られている。
この場合、コアの仕切り相互間に残存する粉末を取り除くことは、不可能になる。これは
、モールド要素の熱伝導率を高めるという利点を有する。また、この形態により、仕切り
がなく、しかも、シェルの密閉容積部内に存在する押し固め状態の粉末がそれ自体、必要
且つ十分な機械的剛性をシェルに与えることができるコアを形成することが可能である。
　コアの仕切りの厚さは、０．０５ミリメートルから１ミリメートルの範囲にある。
　‐コアは、相互に連結された支持バーの網状組織により形成される。
【００１８】
　本発明は又、上述した内張り要素を製造する方法であって、順次レーザ焼結を所与の方
向に重ね合わされた材料の層に対して実施することを特徴とする方法を提案する。
【００１９】
　この方法で用いられる材料は、例えば、金属粉末であるのが良い。
　本発明は、例示として与えられているに過ぎず、図面を参照して行なわれる以下の説明
からより明確に理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】タイヤ加硫モールドの一セグメントの分解組立て斜視図であり、セグメントが本
発明の複数個の内張り要素を有している状態を示す図である。
【図２】図１の図と同一の図であり、一セグメントを示す図である。
【図３】図１のセグメントの内張り要素の詳細斜視図である。
【図４】図３に示された要素の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図１及び図２は、タイヤの加硫のためのセグメント化モールドのセグメント１０を示し
ている。セグメント化モールド（図示せず）は、加硫されるべきタイヤのトレッドの全体
的形状を定めるよう筒体の形態に周方向に分布して配置された複数個のセグメントを有す
る。
【００２２】
　図１では、セグメント１０を構成する種々の要素が分解組立て図の形態で示されており
、図２では、セグメントは、セグメント１０の全ての要素が互いに組み立てられた状態で
示されている。
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【００２３】
　セグメント１０は、支持ブロック１２及び成型されるべきタイヤのトレッドの一部のパ
ターンを形成するようになった内張り要素１６の組１４を有している。
【００２４】
　内張り要素１６の組１４は、図２に示されているように、セグメント１２の半径方向内
側の表面１８に取り付けられるようになっている。
【００２５】
　組１４は、種々の形式の内張り要素１６で構成され、例えば、組１４は、タイヤに対し
て実質的に周方向に差し向けられると共にトレッドの表面に設けられる溝を形成するよう
になったストリップ２０又は各々が周方向に差し向けられたバンド２４及びタイヤに対し
て軸方向に差し向けられた１組のブレード２６を備えた櫛状部２２を有するのが良い。ブ
レード２６は、タイヤトレッドの縁部に溝を形成するようになっている。
【００２６】
　櫛状部２２の詳細が図３に示されている。
【００２７】
　図４は、図３に示されたバンド２４とブレード２６の組立体の断面図である。
【００２８】
　図３に示された内張り要素１６は、内容積部３２を画定する外側シェル３０及び内容積
部３２を占めている内側コア３４を有していることが理解できる。
【００２９】
　外側シェル３０は、中実材料で作られ、内側コア３４は、正方形を形成するよう配置さ
れた仕切り３６の網状組織から成っている。
【００３０】
　コアを形成している網状組織に属する仕切り３６相互間には空のスペースが残されてい
る。
【００３１】
　シェルの内部は、主として、コア３４の仕切り３６により分離された空のスペースから
成る。
【００３２】
　セグメント１０の内張り要素１６は、内張り要素１６のシェル３０とコア３４が一体に
作られるように金属粉末の層の選択的レーザ焼結法により作られている。
【００３３】
　この内張り要素の製作にあたり、壁のレーザ焼結に必要な時間は、壁の厚さにつれて長
くなる。これは、レーザにより走査されるべき金属粉末層の表面積が壁の厚さにつれて増
大するからである。したがって、明らかなこととして、仕切りの網状組織の形態をしたコ
ア３４の製造は、コアが中実である場合よりも迅速である。
【００３４】
　シェル３４の厚さは、例えば、０．２５～２ミリメートルの範囲で様々であって良く、
それにより、その概観は、滑らかであり且つ汚れのないトレッドのタイヤパターンを形成
するために比較的滑らかであるようになる。コア３４の仕切り３６の厚さは、０．０５ミ
リメートルから１ミリメートルの範囲で様々であって良い。これは、コア３４が内張り要
素１６の全体的剛性を提供するようになっており、その結果、その表面状態が完全である
必要がないからである。
【００３５】
　さらに、レーザ焼結によりコアの仕切りの網状組織を形成することが特に有利であるこ
とに注目されるべきである。というのは、この方法により、網状組織の隙間の中に金属粉
末が残るからである。この金属粉末の存在により、内張り要素１６の熱伝導率を増大させ
ることができ、タイヤの加硫中における内張り要素の熱的挙動が改善される。
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