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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゴムを少なくとも１つのゴム消費装置（１４）に給送する方法であって、ゴムのストリ
ップ（Ｍ）をゴム供給装置（１２）から前記第１の消費装置（１４）まで連続的に移動さ
せる形式の方法において、前記連続移動中、前記消費装置（１４）への到達前に、残留分
（Ｒ）と呼ばれる一部分を前記ゴムのストリップ（Ｍ）から連続して取り出して下流側貯
蔵手段（４０）内に貯蔵し、前記供給装置（１２）は、ゴムを貯蔵する上流側貯蔵手段（
１６）を有し、前記ゴムのストリップ（Ｍ）は、前記上流側貯蔵手段から各前記消費装置
（１４）に向かって移動させられ、前記上流側貯蔵手段（１６）と前記下流側貯蔵手段（
４０）は、前記上流側貯蔵手段（１６）の前記ゴムのストリップ（Ｍ）が使用し尽くされ
た後、相互に交換される、方法。
【請求項２】
　前記残留分（Ｒ）は、前記ゴムのストリップ（Ｍ）から残留分用ストリップを連続して
切り取ることにより取り出される、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記残留分ストリップ（Ｒ）は、前記ゴムのストリップの幅の１／２～９／１０の幅を
有する、請求項１又は２記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の消費装置（１４）は、押出し機である、請求項１～３のうちいずれか一に記
載の方法。
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【請求項５】
　ゴムを少なくとも１つのゴム消費装置（１４）に給送する設備（１０）であって、ゴム
のストリップ（Ｍ）をゴム供給装置（１２）から第１の前記消費装置（１４）まで連続的
に移動させる手段を有する形式の設備において、前記設備は、残留分と呼ばれる一部分を
前記ゴムのストリップ（Ｍ）から連続して取り出す取出し手段（２４）を有し、前記取出
し手段（２４）は、前記第１の消費装置（１４）から見て上流側に配置され、前記設備は
、上流側ゴム貯蔵手段（１６）を更に有し、前記ゴムのストリップ（Ｍ）は、前記上流側
ゴム貯蔵手段から各前記消費装置（１４）に向かって移動させられるようになっており、
前記供給装置（１２）は、前記残留分を貯蔵する下流側貯蔵手段（４０）を更に有し、前
記設備は、前記上流側貯蔵手段（１６）と前記下流側貯蔵手段（４０）を相互に交換する
相互交換手段（４３）を更に有する、設備（１０）。
【請求項６】
　前記取出し手段（２４）は、前記ゴムのストリップ（Ｍ）から取り出されたストリップ
を連続的に切り取る手段（３４）を有する、請求項５記載の設備（１０）。
【請求項７】
　切断手段（３４）を前記ゴムのストリップ（Ｍ）の長手方向縁部に対して横断方向に自
動的に位置決めする手段（３８）を有する、請求項５又は６記載の設備（１０）。
【請求項８】
　前記第１の消費装置（１４）は、押出し機である、請求項５～７のうちいずれか一に記
載の設備（１０）。
【請求項９】
　前記押出し機（１４）は、直径が９０ｍｍ未満の押出し機ウォームスクリュー（Ｖ）を
有し、前記押出し機（１４）は、必要に応じて、３ｋｇ／分未満の押出し機ゴム送出し量
を提供する、請求項８記載の設備（１０）。
【請求項１０】
　前記相互交換手段（４３）は、軸線（Ｚ）回りに回転運動可能な可動支持体（１８）を
有し、前記上流側貯蔵手段（１６）及び前記下流側貯蔵手段（４０）は、前記可動支持体
（１８）によって支持されている、請求項５～９のうちいずれか一に記載の設備（１０）
。
【請求項１１】
　前記残留分（Ｒ）の幅を調節することにより少なくとも前記第１の消費装置（１４）へ
の給送量を調節する手段（４４）を有する、請求項５～１０のうちいずれか一に記載の設
備（１０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゴムをゴム消費装置に給送する方法及びゴムをゴム消費装置に給送する設備
に関する。
【０００２】
　本発明は、特に、タイヤ製造において使用されるゴム押出し品を生産する押出し機への
ゴムの給送に利用される。
【背景技術】
【０００３】
　技術の現状において、ゴムを少なくとも１つのゴム消費装置に給送する方法であって、
ゴムのストリップをゴム供給装置から第１の消費装置まで連続的に移動させる形式の方法
が既に知られている。
【０００４】
　上述の特定の用途では、押出し機は、第１のゴム消費装置を構成する。押出し機にゴム
ストリップが給送される。ゴムのストリップの幅を押出し機の送出し量にマッチさせる必
要がある。
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【０００５】
　或る特定の状況では、小型押出し機、特に押出しゴムを毎分３ｋｇ（３ｋｇ／分）未満
の量で送り出す押出し機を用いることが望ましい。かかる送出し量は、かかる押出し機が
小型であることによってメリットが得られるとすれば申し分のないものである。
【０００６】
　ゴムのストリップの生産を最適化することにより、比較的幅が広いストリップ、典型的
には、幅が８００ミリメートル（ｍｍ）～１０００ｍｍのストリップが製作されることに
なる。したがって、形状寸法が大きすぎ、しかも上述した形式の比較的幅の広いゴムのス
トリップを直接消費することができる押出し機を用いない場合、ストリップは、複数のス
ライスの状態にスライスされ、これらの幅の各々は、押出し量の少ない押出し機に適合す
る。したがって、これにより、スライスされたゴムストリップの中間貯蔵及び（又は）取
扱いを含む費用のかかるスライス作業は、一般に、ゴムを消費する場所とは異なる場所で
行われる。
【０００７】
　本発明の目的は、種々の押出し量の押出し機、特に押出し量が少ない押出し機を使用で
きるようにする一方で、ゴムのストリップを給送するためにゴムのストリップをスライス
する作業をできるだけ多く制限することにある。
【発明の開示】
【０００８】
　この目的のため、本発明は、ゴムを少なくとも１つのゴム消費装置に給送する方法であ
って、上述した形式の方法において、かかる連続移動中、消費装置への到達前に、残留分
と呼ばれる一部分をゴムのストリップから連続して取り出す方法を提供する。
【０００９】
　適当な量の残留分を取り出すことにより、第１の消費装置に給送されるゴムのストリッ
プは、その押出し量がどれほどであれ、かかる押出し量にマッチさせられる。かくして、
本発明により、ゴムが消費される場所において、消費装置が低いゴム消費容量を備えてい
る場合には、ゴムのストリップ全体のより大きな割合を占める残留分をゴムストリップ全
体から取り出すことができ、又はこれとは逆に、消費装置が高いゴム消費容量を備えてい
る場合には、ゴムのストリップ全体のより少ない割合を占める残留分をゴムストリップ全
体から取り出すことができる。
【００１０】
　かくして、比較的幅の広いゴムのストリップの場合、低くても高くても十分さは同程度
の消費容量を有する消費装置への給送を行うことができ、他方、低消費容量型装置では、
ゴムを消費する場所から離れてゴムのストリップをスライスする必要性を回避し、スライ
スされたゴムの中間貯蔵を回避し、しかも、最初のゴムのストリップのスライスを取扱う
作業を回避することができる。
【００１１】
　オプションとしての本発明の方法の他の特徴は、次の通りである。
　・残留分は、ゴムのストリップから残留分用ストリップを連続して切り取ることにより
取り出される。
　・残留分ストリップは、ゴムのストリップの幅の１／２～９／１０の幅を有する。
　・第１の消費装置は、押出し機である。
　・供給装置は、上流側ゴム貯蔵手段を有し、ゴムのストリップは、上流側ゴム貯蔵手段
から各消費装置に向かって移動させられる。
【００１２】
　本発明の方法の別のオプションとしての特徴によれば、残留分は、下流側貯蔵手段内に
貯蔵される。
【００１３】
　有利には、上流側貯蔵手段と下流側貯蔵手段は、上流側貯蔵手段のゴムのストリップが
使用し尽くされた後、相互に交換される。
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【００１４】
　かくして、第１の消費装置に給送されるゴムのストリップが完全に使用し尽くされると
、上流側貯蔵手段と下流側貯蔵手段を相互に交換して残留分を収容している貯蔵手段が、
今度はゴム供給装置になるようにする。相互交換作業は、最初のストリップの幅及び消費
装置の消費量が所与の場合、できるだけ多く実施されるのが良い。
【００１５】
　さらに、最後の残留分に相当する最後の給送ストリップを消費装置に直接給送すること
ができ、かくして、生産を中断しないで貯蔵手段を同時に再充填することができる。
【００１６】
　特許請求の範囲に記載されていない本発明の具体化例では、第２のゴム消費装置に残留
分を給送する。
【００１７】
　ゴムのストリップが、２つの消費装置への給送に適した幅を備えている場合、第１の消
費装置に給送されたストリップの幅は、第１の消費装置の消費容量に合わされ、残留分の
幅は、第２の消費装置の消費容量に合わされる。これにより、残留分を貯蔵する必要が回
避される。
【００１８】
　切断されたストリップの幅を適当な手段の支援により調節し、それにより、リアルタイ
ムで消費装置への給送量を調節することが可能であり、このことは、消費装置が下流側の
製作プロセスと関連した変化に適合することが必要な場合、特に有利なことがある。
【００１９】
　本発明は又、ゴムを少なくとも１つのゴム消費装置に給送する設備であって、ゴムのス
トリップをゴム供給装置から第１の消費装置まで連続的に移動させる手段を有する形式の
設備において、この設備は、残留分と呼ばれる一部分をゴムのストリップから連続して取
り出す取出し手段を有し、取出し手段は、第１の消費装置から見て上流側に配置されてい
ることを特徴とする設備を提供する。
【００２０】
　かかる設備により、残留分を第１の消費装置に給送されたゴムのストリップが第１の消
費装置に合わされるような仕方で取り出すことが可能である。
【００２１】
　本発明の設備のオプションとしての特徴は、次の通りである。
　・取出し手段は、ゴムのストリップから取り出されたストリップを連続的に切り取る手
段を有する。
　・設備は、切断手段をゴムのストリップの長手方向縁部に対して横断方向に自動的に位
置決めする手段を有する。かかる手段は、有利であり、その理由は、かかる手段により、
漸変幅の残留分ストリップ及び消費装置に給送される幅が一定のストリップを使用するこ
とができるからである。かくして、かかる設備は、ゴムのストリップが不規則な長手方向
縁部を備えている場合、有利である。
　・第１の消費装置は、押出し機である。
　・押出し機は、直径が９０ｍｍ未満の押出し機ウォームスクリューを有し、押出し機は
、必要に応じて、３ｋｇ／分未満の押出し機ゴム送出し量を提供する。
　・設備は、上流側ゴム貯蔵手段を更に有し、ゴムのストリップは、上流側ゴム貯蔵手段
から各消費装置に向かって移動させられる。
　・供給装置は、残留分を貯蔵する下流側貯蔵手段を更に有する。
　・設備は、上流側貯蔵手段と下流側貯蔵手段を相互に交換する相互交換手段を更に有す
る。
　・相互交換手段は、軸線回りに回転運動可能な可動支持体を有し、上流側貯蔵手段及び
下流側貯蔵手段は、可動支持体によって支持される。かかる交換手段は、有効であり、構
成するのが容易である。
【００２２】



(5) JP 5196999 B2 2013.5.15

10

20

30

40

50

　特許請求の範囲に記載されていない設備の実施形態では、設備は、残留分が供給される
第２のゴム消費装置を有する。
【００２３】
　本発明の設備の別のオプションとしての特徴によれば、設備は、残留分の幅を調節する
ことにより少なくとも第１の消費装置への給送量を調節する調節手段を有する。
【００２４】
　かかる調節手段により、ゴムのストリップの幅を第１の消費装置の消費量に合わせるこ
とができ、かかる消費量は、可変であるのが良い。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　純粋に非限定的な例として与えられ、添付の図面を参照して行われる以下の説明を読む
と本発明の内容を一層良く理解できよう。
【００２６】
　図１は、本発明の実施形態を構成し、全体が符号１０で示されたゴム給送設備を示して
いる。設備１０は、ゴム供給装置１２及びゴムを消費するゴム消費装置１４を有している
。
【００２７】
　以下において、設備１０の上流側手段と下流側手段は、供給装置１２から消費装置１４
に向かって進むゴムの移動方向に関して区別される。
【００２８】
　本発明のこの実施形態では、ゴム供給装置１２は、ゴムのストリップＭが貯蔵される受
流側ゴム貯蔵手段１６、例えばパレットを有する。
【００２９】
　ゴムのストリップＭは、以下に説明する手段により供給装置１２から消費装置１４に移
動されるようになっている。
【００３０】
　図示の例では、ゴムのストリップＭは、幅が約２００ｍｍであり、このゴムのストリッ
プは、約１０ｍｍの平均厚さを有する。変形例では、ゴムのストリップの幅及び厚さは、
これらとは異なっていても良い。具体的に言えば、ゴムのストリップの幅は、２００ｍｍ
よりも大きくても良く、８００ｍｍという大きな幅であっても良い。ゴムのストリップＭ
は、長手方向に、上流側貯蔵手段１６内では犂耕体（boustrophedon ）のように前後に折
り畳まれる。
【００３１】
　上流側貯蔵手段１６は、ベース１８上に支持され、このベースは、実質的に垂直の軸線
Ｚ回りに回転移動するよう設けられた第１の支持体を形成している。
【００３２】
　ゴムのストリップを消費装置１４に向かって進めるために、設備１０は、支持体２２に
よって支持された変位手段２０を有している。支持体２２は、軸線Ｚと実質的に一致した
軸線の垂直ポスト２３によって支持されている。具体的に説明すると、変位手段２０は、
それぞれの互いに平行な回転軸線回りに回転するよう支持体２２に取り付けられた２つの
重ね合わされた駆動ローラ２４から成っている。ゴムのストリップＭは、ローラ２４相互
間を通ることにより駆動される。
【００３３】
　支持体２２は、支持体２２を通ってゴムのストリップＭを案内するための案内手段２６
を更に支持している。
【００３４】
　一例を挙げると、案内手段２６は、フェアリード２８を形成する上流側案内部材、駆動
ローラ２４から見てそれぞれ上流側及び下流側で支持体２２に回転可能に取り付けられた
２つの案内ローラ２９、及びプレート３０，３２により形成された２つの下流側案内部材
を有している。
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【００３５】
　押出し機により構成された消費装置１４は、押出しウォームスクリューＶを有している
。図示の例では、ウォームスクリューＶの直径は、９０ｍｍ未満であり、したがって、押
出し機は、ゴムを消費する比較的制限された容量を有し、ゴムを押し出す量は、３ｋｇ／
分未満のままである。押出し機は、基準ＭＣにより支持されたゴムストリップの残部を消
費する。
【００３６】
　ゴムストリップＭの幅を装置１４の比較的僅かな消費容量に適合させるため、設備１０
は、ゴムストリップＭの一部を連続的に取り出す手段３４を有し、取り出された部分は、
残留分Ｒと呼ばれている。これら取出し手段３４は、消費装置１４から見て上流側に配置
されている。かくして、図示の例では、取出し手段３４は、ゴムのストリップＭから取り
出されたストリップを連続的に切り取る切断手段３６を有している。駆動ローラ２４によ
り支持されたこれら切断手段３６は、駆動ローラ２４のうちの一方により支持された少な
くとも１つの回転刃又は鋏を形成するよう２つの駆動ローラ２４により支持された２つの
回転刃を有している。
【００３７】
　残留分ストリップＲが切り取られる長手方向に対するゴムのストリップＭの横方向位置
が実質的に一定のままであるようにするために、設備１０は、切断手段３４をゴムのスト
リップＭの長手方向縁部に対して横方向に自動的に位置決めする手段３８を有している。
【００３８】
　かくして、図示の例では、横方向位置決め手段３８は、支持体２２とポスト２３の頂端
部との間に配置されている。
【００３９】
　本発明のこの実施形態では、設備１０は、残留分Ｒを貯蔵する下流側貯蔵手段４０を有
している。一例を挙げると、これら下流側手段４０は、ベース１８により支持されたパレ
ット４２から成る。かくして、ベース１８は、上流側貯蔵手段１２と下流側貯蔵手段４０
を交換する手段４３となる。
【００４０】
　好ましくは、設備１０は、残留分Ｒを形成するゴムのストリップの幅を調節することに
より消費装置１４への給送量を調節する手段４４を更に有している。
【００４１】
　消費装置１４と給送設備１０との間に、ストリップの可変長さＭＣの補償ループ４６を
形成することが可能である。ループ４６の長さの変化は、この変化を連続的に検出する検
出手段４８、例えば、ループの長さの変化につれて変化する傾斜角θを提供する首振りフ
ィーラによって検出でき、変形例では、これは、ループの長さの極値を検出する手段４８
Ａ，４８Ｂを用いて実施しても良い。図１では、連続した線で引かれたループ４６は、そ
の最小長さ形態にあり、これに対し、破線では、その最大長さ形態にある。
【００４２】
　ループに接触するしないにかかわらず、長さの変化を検出する他形式の手段４８を利用
することができる。
【００４３】
　設備１０は、ゴムを消費装置１４に給送する方法を具体化するのに役立ち、本発明と関
連したこの方法の主要な特徴を以下に説明する。
【００４４】
　消費装置１４にゴムを供給するため、ゴムのストリップＭを変位手段２０の支援により
、供給装置１２から消費装置１４に向かって連続的に移動させる。
【００４５】
　この連続変位中、消費装置１４に到達する前に、残留分Ｒを手段３４の支援により連続
的に取り出す。
【００４６】
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　図示の例では、残留分Ｒを取り出すのに、ゴムのストリップＭを形成しているストリッ
プを連続的に切断する。残留分ストリップは、好ましくは、ゴムのストリップの幅の１／
２～９／１０の幅を備える。
【００４７】
　残留分Ｒを取り出しているときに、これを手段４０内に貯蔵する。上流側貯蔵手段１２
のゴムのストリップＭを使用し尽くした後、上流側手段１２を下流側貯蔵手段４０と交換
し、この下流側貯蔵手段は、その結果、上流側貯蔵手段になる。次に、最初のゴムのスト
リップＭと同様、残留分Ｒを供給装置１２から消費装置１４に連続的に移動させ、新たな
残留分が、この変位中、上述したやり方と類似したやり方で取り出される。
【００４８】
　移動速度をループの長さの変化の関数として調節する。連続検出手段４８により、この
速度を連続的に調節することができる。ループの長さの極値を検出する手段４８Ａ，４８
Ｂは、変位手段２０を停止させ又は始動させることにより調節を行うのに役立つ。
【００４９】
　図２は、特許請求の範囲に記載されていない実施形態を構成する設備１０を示している
。図２では、図１の要素に類似した要素は、同一の参照符号で示されている。
【００５０】
　この実施形態では、設備１０は、２つのゴム消費装置、即ち、上述したような第１の装
置１４及び例えば押出し機により第１の装置１４のように構成された第２の装置１４Ａを
有している。
【００５１】
　第２の消費装置１４Ａに残留分Ｒを給送する。必要に応じて、手段４４を利用して残留
分Ｒの幅を調節することにより２つの消費装置１４Ａ，１４Ｂの給送量を同一であるよう
に調節する。第１の消費装置１４及び第２の消費装置１４が、ゴム押出し量が互いに異な
る２つの押出し機によって形成されている場合、手段４４を利用して給送量を調節するこ
とも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の実施形態を構成するゴム給送設備の概略立面図である。
【図２】特許請求の範囲に記載されていない設備の第２の実施形態を構成するゴム給送設
備の概略立面図である。
【符号の説明】
【００５３】
　１０　ゴム給送設備
　１２　ゴム供給装置
　１４　ゴム消費装置
　１６　上流側貯蔵手段
　１８　ベース
　２０　変位手段
　２２　支持体
　２３　ポスト又は支柱
　２６　案内手段
　２９　案内ローラ
　３８　位置決め手段
　４０　下流側貯蔵手段
　４６　補償ループ
　４８　検出手段
　Ｍ　ゴムのストリップ
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