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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビードコアを覆うビード部と、前記ビード部からタイヤ半径方向外側に延びるサイド部
と、前記サイド部からタイヤ幅方向内側に延びるクラウン部と、を有する樹脂製のタイヤ
骨格部材と、
　樹脂又はゴムで被覆された複数のコードを備え、前記タイヤ骨格部材の前記ビード部か
ら前記サイド部へ延びて少なくとも前記サイド部の外周面を覆う補強層と、
　を備えたタイヤ。
【請求項２】
　前記補強層のタイヤ半径方向内側の端部は、少なくとも前記タイヤ骨格部材が組み付け
られるリムとタイヤ幅方向に重なる位置まで延びている、請求項１に記載のタイヤ。
【請求項３】
　前記補強層のタイヤ半径方向内側の端部は、前記サイド部の外周面から前記ビード部の
外周面を通って前記ビード部の内周面まで延びている、請求項２に記載のタイヤ。
【請求項４】
　前記補強層は、前記タイヤ骨格部材の前記ビード部からそれぞれ前記クラウン部の外周
面まで延びている、請求項１～３のいずれか１項に記載のタイヤ。
【請求項５】
　前記補強層のタイヤ半径方向外側の端部はオーバーラップしている、請求項４に記載の
タイヤ。
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【請求項６】
　前記クラウン部のタイヤ半径方向外側には、クラウン補強層が設けられており、
　前記クラウン補強層は、前記補強層のタイヤ半径方向外側の端部とオーバーラップして
いる、請求項４又は５に記載のタイヤ。
【請求項７】
　前記補強層のタイヤ半径方向内側の端部には、タイヤ半径方向に複数の切り込みが形成
されている、請求項１～６のいずれか１項に記載のタイヤ。
【請求項８】
　前記補強層の前記複数のコードは、それぞれラジアル方向に延びてタイヤ周方向に並列
されており、タイヤ周方向に向かって前記複数のコードの長さが周期的に変化している、
請求項１～７のいずれか１項に記載のタイヤ。
【請求項９】
　前記補強層の外周面には、前記ビード部から前記クラウン部まで延びるゴム被覆層が設
けられている、請求項１～８のいずれか１項に記載のタイヤ。
【請求項１０】
　前記タイヤ骨格部材の外周面には、樹脂で被覆された複数のコードを備え、前記タイヤ
骨格部材のタイヤ幅方向の中心部を跨ぐように配置されたクラウン補助層が設けられてい
る、請求項１～９のいずれか１項に記載のタイヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タイヤ骨格部材が樹脂材料を用いて形成されたタイヤに関する。
【背景技術】
【０００２】
　軽量化やリサイクルのし易さから、熱可塑性樹脂、熱可塑性エラストマー等をタイヤ材
料として用いることが提案されており、例えば、特開平３－１４３７０１号公報には、タ
イヤ本体を熱可塑性の高分子材料を用いて成形した空気入りタイヤが開示されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特開平３－１４３７０１号公報の空気入りタイヤでは、トレッド底部に補強層を設ける
ことにより剛性を高めている。しかしながら、軽量化及びタイヤとしての縦バネ低減のた
めにタイヤ本体を薄肉化した場合、耐圧性能や耐カット性能が低下してしまう。
【０００４】
　本発明は上記事実を考慮し、耐圧性能及び耐カット性能を向上させることのできるタイ
ヤを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の第１の態様に係るタイヤは、ビードコアを覆うビード部と、前記ビード部から
タイヤ半径方向外側に延びるサイド部と、前記サイド部からタイヤ幅方向内側に延びるク
ラウン部と、を有する樹脂製のタイヤ骨格部材と、樹脂又はゴムで被覆された複数のコー
ドを備え、前記タイヤ骨格部材の前記ビード部から前記サイド部へ延びて少なくとも前記
サイド部の外周面を覆う補強層と、を備えている。
【０００６】
　上記構成によれば、ビード部からサイド部に延びる補強層がタイヤ骨格部材のサイド部
の外周面を覆っているため、タイヤ骨格部材を薄肉化した場合であっても、耐圧性能や耐
カット性能の低下を抑制することができる。
【０００７】
　本発明の第２の態様に係るタイヤは、第１の態様に係るタイヤにおいて、前記補強層の
タイヤ半径方向内側の端部は、少なくとも前記タイヤ骨格部材が組み付けられるリムとタ
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イヤ幅方向に重なる位置まで延びている。
【０００８】
　上記構成によれば、補強層のタイヤ半径方向内側の端部がリムとタイヤ幅方向に重なる
位置まで延びているため、タイヤ骨格部材に生じる張力を補強層で負担することができる
。したがって、耐圧性能を向上させることができる。
【０００９】
　本発明の第３の態様に係るタイヤは、第２の態様に係るタイヤにおいて、前記補強層の
タイヤ半径方向内側の端部は、前記サイド部の外周面から前記ビード部の外周面を通って
前記ビード部の内周面まで延びている。
【００１０】
　上記構成によれば、補強層のタイヤ半径方向内側の端部がサイド部の外周面からビード
部の外周面を通ってビード部の内周面まで延びているため、タイヤ骨格部材に生じる張力
を補強層でより多く負担することができる。したがって、耐圧性能を更に向上させること
ができる。
【００１１】
　本発明の第４の態様に係るタイヤは、第１の態様～第３の態様の何れか一つの態様に係
るタイヤにおいて、前記補強層は、前記タイヤ骨格部材の前記ビード部からそれぞれ前記
クラウン部の外周面まで延びている。
【００１２】
　上記構成によれば、２本の補強層がタイヤ骨格部材のビード部からそれぞれクラウン部
の外周面まで延びている。ここで、クラウン部の外周面にはトレッドゴムが配置されるた
め、補強層はタイヤ骨格部材とトレッドゴムとの間に挟まれる。したがって、より多くの
張力を補強層に負担させることができるため、耐圧性能を向上させることができる。
【００１３】
　本発明の第５の態様に係るタイヤは、第４の態様に係るタイヤにおいて、前記補強層の
タイヤ半径方向外側の端部はオーバーラップしている。
【００１４】
　上記構成によれば、補強層のタイヤ半径方向外側の端部同士がオーバーラップしている
ため、耐カット性能を向上させることができる。また、より多くの張力を補強層に負担さ
せることができるため、耐圧性能を更に向上させることができる。
【００１５】
　本発明の第６の態様に係るタイヤは、第４の態様または第５の態様に係るタイヤにおい
て、前記クラウン部のタイヤ半径方向外側には、クラウン補強層が設けられており、前記
クラウン補強層は、前記補強層のタイヤ半径方向外側の端部とオーバーラップしている。
【００１６】
　上記構成によれば、補強層のタイヤ半径方向外側の端部とクラウン補強層とがオーバー
ラップしているため、耐カット性能を向上させることができる。また、補強層とクラウン
補強層とによって、より多くの張力を負担することができるため、耐圧性能を向上させる
ことができる。
【００１７】
　本発明の第７の態様に係るタイヤは、第１の態様～第６の態様の何れか一つの態様に係
るタイヤにおいて、前記補強層のタイヤ半径方向内側の端部には、タイヤ半径方向に複数
の切り込みが形成されている。
【００１８】
　上記構成によれば、補強層のタイヤ半径方向内側の端部に複数の切り込みが形成されて
いる。したがって、成形時に径の小さいビード側において補強層が切り込み部分でオーバ
ーラップするため、補強層のしわの発生を抑制することができる。
【００１９】
　本発明の第８の態様に係るタイヤは、第１の態様～第７の態様の何れか一つの態様に係
るタイヤにおいて、前記補強層の前記複数のコードは、それぞれラジアル方向に延びてタ
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イヤ周方向に並列されており、タイヤ周方向に向かって前記複数のコードの長さが周期的
に変化している。
【００２０】
　上記構成によれば、ラジアル方向に延びたコードの長さがタイヤ周方向に向かって周期
的に変化している。つまり、補強層がコードの短い部分とコードの長い部分とを有してい
るため、成形時に径の小さいビード側において補強層にしわが発生することを抑制するこ
とができる。
【００２１】
　本発明の第９の態様に係るタイヤは、第１の態様～第８の態様の何れか一つの態様にか
係るタイヤにおいて、前記補強層の外周面には、前記ビード部から前記クラウン部まで延
びるゴム被覆層が設けられている。
【００２２】
　上記構成によれば、補強層の外周面にゴム被覆層が設けられているため、ゴム被覆層に
よって補強層の紫外線劣化を抑制することができる。また、ゴム被覆層と補強層、及びト
レッドゴムとの接着性が高いため、タイヤの耐久性を向上させることができる。
【００２３】
　本発明の第１０の態様に係るタイヤは、第１の態様～第９の態様の何れか一つの態様に
係るタイヤにおいて、前記タイヤ骨格部材の外周面には、樹脂で被覆された複数のコード
を備え、前記タイヤ骨格部材のタイヤ幅方向の中心部を跨ぐように配置されたクラウン補
助層が設けられている。
【００２４】
　上記構成によれば、タイヤ骨格部材のタイヤ幅方向の中心部を跨ぐようにクラウン補助
層が設けられている。タイヤが路面上の突起等に乗り上げた際に、曲げによる引張応力が
最も大きくなるタイヤ幅方向の中心部にクラウン補助層を設けることにより、タイヤの耐
久性を向上させることができる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の一態様によれば、耐圧性能及び耐カット性能を向上させることのできるタイヤ
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の第１実施形態に係るタイヤの一部を示す斜視断面図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係るタイヤのタイヤ軸方向に沿った断面の片側を示す断
面図である。
【図３】本発明の第２実施形態に係るタイヤの補強層を示す平面図である。
【図４】本発明の第２実施形態に係るタイヤの一部を示す斜視断面図である。
【図５】本発明の第２実施形態に係るタイヤのタイヤ軸方向に沿った断面の片側を示す断
面図である。
【図６】本発明の第３実施形態に係るタイヤの補強層を示す平面図である。
【図７】本発明の第３実施形態に係るタイヤの一部を示す斜視断面図である。
【図８】本発明の第３実施形態に係るタイヤのタイヤ軸方向に沿った断面の片側を示す断
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
（第１実施形態）
　以下、本発明の第１実施形態について、図１、２を参照して説明する。なお、図中矢印
Ｗはタイヤ回転軸と平行な方向（以下、タイヤ幅方向とする）を示し、矢印Ｒはタイヤの
回転軸を通りタイヤ幅方向と直交する方向（以下、タイヤ半径方向とする）を示す。また
、矢印Ｃはタイヤの回転軸を中心とする円の円周方向（以下、タイヤ周方向とする）を示
す。また、ラジアル方向とは、タイヤ周方向と直交する方向であり、タイヤ半径方向及び
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タイヤ幅方向を含む方向とする。
【００２８】
　図１、２に示すように、第１実施形態に係るタイヤ１０は、タイヤ骨格部材１２と、補
強層１４と、被覆ゴム層（ゴム被覆層）１６と、トレッドゴム１８と、を備えている。
【００２９】
　タイヤ骨格部材１２は樹脂材料で成形され、一対のタイヤ片１２Ａをタイヤ軸方向に接
合することにより環状とされている。なお、３つ以上のタイヤ片１２Ａを接合することに
よりタイヤ骨格部材１２が形成されていてもよい。
【００３０】
　また、タイヤ骨格部材１２は、一対のビード部２０と、一対のビード部２０からそれぞ
れタイヤ半径方向外側に延びる一対のサイド部２２と、サイド部２２からタイヤ幅方向内
側に延びるクラウン部２４と、を有している。
【００３１】
　なお、ここで、タイヤ骨格部材１２のタイヤ半径方向内側端からタイヤ断面高さの３０
％までをビード部２０といい、トレッドゴム１８を配置する部分をクラウン部２４という
。
【００３２】
　タイヤ骨格部材１２を構成する樹脂材料としては、ゴムと同等の弾性を有する熱可塑性
樹脂、熱可塑性エラストマー（ＴＰＥ）、及び熱硬化性樹脂等を用いることができる。走
行時の弾性と製造時の成形性を考慮すると、熱可塑性エラストマーを用いることが望まし
い。なお、タイヤ骨格部材１２の全てを上記樹脂材料で形成してもよく、一部のみを上記
樹脂材料で形成してもよい。
【００３３】
　熱可塑性エラストマーとしては、ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー（ＴＰＯ）、
ポリスチレン系熱可塑性エラストマー（ＴＰＳ）、ポリアミド系熱可塑性エラストマー（
ＴＰＡ）、ポリウレタン系熱可塑性エラストマー（ＴＰＵ）、ポリエステル系熱可塑性エ
ラストマー（ＴＰＣ）、動的架橋型熱可塑性エラストマー（ＴＰＶ）等が挙げられる。
【００３４】
　また、熱可塑性樹脂としては、ポリウレタン樹脂、ポリオレフィン樹脂、塩化ビニル樹
脂、ポリアミド樹脂等が挙げられる。さらに、熱可塑性材料としては、例えば、ＩＳＯ７
５－２又はＡＳＴＭ　Ｄ６４８に規定されている荷重たわみ温度（０．４５ＭＰａ荷重時
）が７８℃以上、ＪＩＳ　Ｋ７１１３に規定される引張降伏強さが１０ＭＰａ以上、同じ
くＪＩＳ　Ｋ７１１３に規定される引張破壊伸び（ＪＩＳ　Ｋ７１１３）が５０％以上。
ＪＩＳ　Ｋ７２０６に規定されるビカット軟化温度（Ａ法）が１３０℃以上であるものを
用いることができる。
【００３５】
　タイヤ骨格部材１２のビード部２０には、ビードコア２６が埋設されている。ビードコ
ア２６を構成する材料としては、金属、有機繊維、有機繊維を樹脂で被覆したもの、又は
硬質樹脂等を用いることができる。なお、ビード部２０の剛性が確保され、図２に示すリ
ム２８との嵌合に問題がなければ、ビードコア２６を省略してもよい。
【００３６】
　タイヤ骨格部材１２の一対のタイヤ片１２Ａの間には、クラウン部２４のタイヤ幅方向
の中心部に樹脂製の接合部材３０が設けられている。接合部材３０は断面視で略台形状に
形成されており、接合部材３０の両側面にタイヤ片１２Ａが接合されることにより、一対
のタイヤ片１２Ａが互いに連結されている。
【００３７】
　なお、接合部材３０としては、タイヤ片１２Ａと同種又は異種の熱可塑性材料や溶融樹
脂を用いることができる。また、接合部材３０を用いずにタイヤ片１２Ａを連結すること
もできる。
【００３８】
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　この場合、例えば、タイヤ片１２Ａの端部の間に熱板を挟みつけ、端部同士を接近する
方向に押付けながら熱板を除去して溶着する熱板溶着方法や、接着剤でタイヤ片１２Ａ同
士を接着する方法を用いることができる。
【００３９】
　クラウン部２４の外周面には、ベルト層３２が設けられている。このベルト層３２は、
例えば、樹脂被覆されたコードをタイヤ周方向に螺旋状に巻いて構成されている。
【００４０】
　補強層１４は、ゴムで被覆された複数の補強コード３４を備えている。補強層１４は、
タイヤ骨格部材１２の一方のビード部２０の外周面からサイド部２２の外周面へ延び、ベ
ルト層３２の外周面を経て他方のビード部２０の外周面へと延びて配置されている。
【００４１】
　また、補強層１４は、タイヤ周方向に一周に亘って延びて配置されている。なお、本実
施形態では、補強層１４の両端部は、それぞれタイヤ骨格部材１２のタイヤ半径方向内側
端まで延びているが、少なくともリム２８とタイヤ幅方向に重なる位置まで延びていれば
よい。
【００４２】
　補強コード３４は、有機繊維のモノフィラメント（単線）、又は有機繊維を撚ったマル
チフィラメント（撚り線）であり、それぞれラジアル方向に延びてタイヤ周方向に並列さ
れている。なお、補強コード３４の角度は、ラジアル方向に対して１０度以内の範囲で傾
斜していてもよい。
【００４３】
　有機繊維としては、ナイロンやＰＥＴ、ガラス、アラミド等の材料を用いることができ
る。なお、補強コード３４の材料として、スチール等の金属を用いてもよい。また、補強
層１４は、補強コード３４をゴムではなく樹脂で被覆したものであってもよい。
【００４４】
　補強層１４の外周面には、タイヤ骨格部材１２のビード部２０からクラウン部２４のタ
イヤ幅方向外側まで延びる一対の被覆ゴム層１６が設けられている。被覆ゴム層１６は、
従来のゴム製の空気入りタイヤのサイドウォールに用いられているゴムと同種のものを用
いることができる。
【００４５】
　なお、被覆ゴム層１６のタイヤ半径方向内側の端部は、それぞれタイヤ骨格部材１２の
ビード部２０の内周面まで延びており、補強層１４の両端部が被覆ゴム層１６によって覆
われている。
【００４６】
　クラウン部２４及びベルト層３２のタイヤ半径方向外側には、トレッド層としてのトレ
ッドゴム１８が配置されている。なお、補強層１４、被覆ゴム層１６、ベルト層３２、ト
レッドゴム１８は、タイヤ骨格部材１２に積層された後、加硫接着されている。
【００４７】
　トレッドゴム１８は、タイヤ骨格部材１２を形成している樹脂材料よりも耐摩耗性に優
れたゴムで形成されており、従来のゴム製の空気入りタイヤに用いられているトレッドゴ
ムと同種のものを用いることができる。
【００４８】
　また、トレッドゴム１８の踏面には、タイヤ周方向に延びる排水用の溝１８Ａが形成さ
れている。本実施形態では、３本の溝１８Ａが形成されているが、これに限らず、さらに
多くの溝１８Ａを形成してもよい。また、トレッドパターンとしては、公知のものが用い
られる。
【００４９】
　次に、本実施形態に係るタイヤ１０の作用及び効果について説明する。本実施形態に係
るタイヤ１０では、タイヤ骨格部材１２の外周面が補強層１４で覆われているため、タイ
ヤ骨格部材１２を薄肉化した場合であっても、耐圧性能や耐カット性能の低下を抑制する
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ことができる。
【００５０】
　具体的には、補強層１４でタイヤ骨格部材１２を補強することにより、耐カット性能を
向上させることができる。また、タイヤ骨格部材１２に生じる張力の一部を補強層１４に
負担させることにより、内圧を保持することができるため、耐圧性能を向上させることが
できる。
【００５１】
　また、補強層１４は、補強コード３４をゴムで被覆することにより形成されているため
、加工が容易である。さらに、補強層１４と被覆ゴム層１６及びトレッドゴム１８との接
着性が高いため、タイヤの耐久性を向上させることができる。なお、被覆ゴム層１６によ
って補強層１４の紫外線劣化を抑制することもできる。
【００５２】
（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態について、図３～５を参照して説明する。なお、第１実施
形態と同様の構成については、同じ符号を付し、説明を省略する。
【００５３】
　図３は、本実施形態に係る補強層４２の、タイヤ骨格部材１２への配置前の平面的に延
ばされた状態を示すものである。なお、第２実施形態に係るタイヤ４０は、図４、５に示
すように、一対の補強層４２を有している。
【００５４】
　補強層４２は、第１実施形態の補強層１４と同様に、ラジアル方向に延びる複数の補強
コード４４をゴムで被覆することにより形成されている。また、図３に示すように、短手
方向の片側の端部４２Ａには、複数の切り込み４６が形成されている。
【００５５】
　補強層４２をタイヤ骨格部材１２へ配置する際には、補強層４２の切り込み４６を有す
る端部４２Ａが、タイヤ半径方向内側に位置するよう配置される。具体的には、一対の補
強層４２は、図４に示すように、切り込み４６を有する端部４２Ａがタイヤ骨格部材１２
のビード部２０の内周面に位置するよう配置される。
【００５６】
　このとき、複数の切り込み４６はそれぞれタイヤ半径方向に延び、切り込み４６部分に
おいて、補強層４２の端部４２Ａはオーバーラップしている。補強層４２は、ビード部２
０の内周面から外周面へ折り返されてサイド部２２の外周面へと延び、補強層４２のタイ
ヤ半径方向外側の端部はベルト層３２のタイヤ幅方向外側にそれぞれ位置している。
【００５７】
　なお、被覆ゴム層１６のタイヤ半径方向内側の端部は、それぞれタイヤ骨格部材１２の
ビード部２０の内周面まで延びており、補強層４２の端部４２Ａは被覆ゴム層１６によっ
て覆われている。
【００５８】
　また、図４、図５に示すように、クラウン部２４のタイヤ半径方向外側には、クラウン
補強層４８が設けられている。クラウン補強層４８は、有機繊維のコードをゴムで被覆す
ることにより形成されている。
【００５９】
　具体的には、クラウン補強層４８は、ベルト層３２の外周面に沿って延びており、両端
部が一対の補強層４２のタイヤ半径方向外側の端部とそれぞれオーバーラップしている。
【００６０】
　さらに、タイヤ骨格部材１２のクラウン部２４とベルト層３２との間には、クラウン補
助層４９が設けられている。クラウン補助層４９は、図示しない有機繊維のコードを樹脂
で被覆することにより形成されている。被覆する樹脂の材料としては、例えばタイヤ骨格
部材１２を構成する樹脂と同様のものが用いられる。
【００６１】
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　なお、クラウン補助層４９は、クラウン部２４のタイヤ幅方向の中心部を跨ぐように、
すなわち、タイヤ骨格部材１２のタイヤ片１２Ａの接合部である接合部材３０を覆うよう
に、タイヤ周方向に一周に亘って延びて配置されている。
【００６２】
　次に、本実施形態に係るタイヤ４０の作用及び効果について説明する。本実施形態に係
るタイヤ４０では、補強層４２のタイヤ半径方向内側の端部４２Ａに複数の切り込み４６
が形成されている。
【００６３】
　したがって、補強層４２をタイヤ骨格部材１２へ配置する際に、サイド部２２に比べて
径の小さいビード部２０側において、補強層４２を切り込み４６部分でオーバーラップさ
せることができるため、補強層４２のしわの発生を抑制することができる。
【００６４】
　また、補強層４２の端部４２Ａがサイド部２２の外周面からビード部２０の外周面を通
ってビード部２０の内周面まで延びているため、タイヤ骨格部材１２に生じる張力を補強
層４２でより多く負担することができる。したがって、耐圧性能を更に向上させることが
できる。
【００６５】
　また、クラウン部２４のタイヤ半径方向外側にクラウン補強層４８が設けられている。
クラウン補強層４８によって、トレッドゴム１８の外周側からの衝撃がタイヤ骨格部材１
２に伝わることを抑制することができ、耐カット性能を向上させることができる。
【００６６】
　さらに、補強層４２のタイヤ半径方向外側の端部とクラウン補強層４８とがオーバーラ
ップしている。したがって、補強層とクラウン補強層とによってより多くの張力を負担す
ることができるため、耐圧性能を向上させることができる。
【００６７】
　なお、補強層４２とクラウン補強層４８とは、ベルト層３２のタイヤ幅方向外側でオー
バーラップしているが、クラウン部２４のタイヤ半径方向外側であればどの位置でオーバ
ーラップしていてもよく、ベルト層３２の外周面で補強層４２とクラウン補強層４８とが
オーバーラップしていてもよい。
【００６８】
　また、タイヤ骨格部材１２とベルト層３２との間には、接合部材３０を覆うようにクラ
ウン補助層４９が設けられている。タイヤ４０が路面上の突起等に乗り上げた際に、クラ
ウン部２４のうち曲げによる引張応力が最も大きくなり、かつ他の部分より変形し易い接
合部をクラウン補助層４９で覆うことで、変形を抑制してタイヤ４０の耐久性を向上させ
ることができる。
【００６９】
（第３実施形態）
　次に、本発明の第３実施形態について、図６～８を参照して説明する。なお、第１実施
形態、第２実施形態と同様の構成については、同じ符号を付し、説明を省略する。
【００７０】
　図６は、本実施形態に係る補強層５２の、タイヤ骨格部材１２への配置前の平面的に延
ばされた状態を示すものである。なお、第３実施形態に係るタイヤ５０は、図７、８に示
すように、一対の補強層５２を有している。
【００７１】
　補強層５２は、第１実施形態、第２実施形態の補強層１４、４２と同様に、ラジアル方
向に延びる複数の補強コード５４をゴムで被覆することにより形成されている。また、図
６に示すように、補強コード５４のそれぞれの長さは、タイヤ周方向に向かって周期的に
変化している。
【００７２】
　具体的には、補強層５２の幅が、最も長い補強コード５４が埋設された最大幅部５６と
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最も短い補強コード５４が埋設された最小幅部５８との間で周期的に変化している。
【００７３】
　なお、補強層５２の短手方向の片側の端部５２Ａには、長い補強コード５４Ａのみが延
びているため、端部５２Ａは最大幅部５６から最小幅部５８にかけて、周期的に切り欠か
れた形状とされている。
【００７４】
　補強層５２をタイヤ骨格部材１２へ配置する際には、長い補強コード５４Ａのみが延び
ている端部５２Ａが、タイヤ半径方向内側に位置するよう配置される。具体的には、一対
の補強層５２は、図７に示すように、端部５２Ａがタイヤ骨格部材１２のビード部２０の
内周面に位置するよう配置される。
【００７５】
　このとき、短い補強コード５４Ｂはビード部２０の外周面までしか到達せず、長い補強
コード５４のみがビード部２０の内周面まで到達する。したがって、ビード部２０におい
て補強コード５４同士がオーバーラップする虞がない。
【００７６】
　なお、被覆ゴム層１６のタイヤ半径方向内側の端部は、それぞれタイヤ骨格部材１２の
ビード部２０の内周面まで延びており、補強層５２の端部５２Ａは被覆ゴム層１６によっ
て覆われている。
【００７７】
　補強層５２は、ビード部２０の内周面から外周面へ折り返され、サイド部２２の外周面
を通ってベルト層３２の外周面まで延びている。このとき、一対の補強層５２のタイヤ半
径方向外側の端部は、ベルト層３２の外周面でオーバーラップしている。
【００７８】
　なお、補強層５２同士がオーバーラップする位置は、クラウン部２４のタイヤ半径方向
外側であればどの位置でもよいが、タイヤ骨格部材１２のタイヤ片１２Ａの接合部である
接合部材３０のタイヤ半径方向外側の位置でオーバーラップするのが望ましい。
【００７９】
　次に、本実施形態に係るタイヤ５０の作用及び効果について説明する。本実施形態に係
るタイヤ５０では、補強層５２のタイヤ半径方向外側の端部同士がオーバーラップしてい
る。
【００８０】
　したがって、トレッドゴム１８の外周側からの衝撃がタイヤ骨格部材１２に伝わること
を抑制することができ、耐カット性能を向上させることができる。また、より多くの張力
を補強層５２に負担させることができるため、耐圧性能を更に向上させることができる。
【００８１】
　また、補強層５２の補強コード５４のそれぞれの長さが、タイヤ周方向に向かって周期
的に変化している。このため、短い補強コード５４Ｂはビード部２０の外周面までしか到
達せず、長い補強コード５４のみがビード部２０の内周面まで到達する。
【００８２】
　したがって、補強層５２をタイヤ骨格部材１２へ配置する際に、サイド部２２に比べて
径の小さいビード部２０側において、補強コード５４同士がオーバーラップする虞がなく
、補強層５２のしわの発生を更に抑制することができる。
【００８３】
（その他の実施形態）
　なお、本発明について実施形態の一例を説明したが、本発明はかかる実施形態に限定さ
れるものではなく、本発明の範囲内にて他の種々の実施形態が可能である。
【００８４】
　例えば、上記補強層１４、４２、５２は、タイヤ周方向に一周に亘って延びて配置され
ていたが、ラジアル方向に延びる複数の補強層片をタイヤ周方向に並列することによって
補強層が形成されていてもよい。
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　その場合、補強層片の形状が、それぞれタイヤ半径方向内側に位置する端部側へ向かっ
て先細りとなっていると、径の小さいビード部２０側において、補強層片同士がオーバー
ラップする虞がない。
【００８６】
　また、第２実施形態において、補強層４２のタイヤ半径方向内側の端部４２Ａではなく
、タイヤ半径方向外側の端部に複数の切り込みを形成し、ビード部２０に合わせて補強層
４２を配置してもよい。
【００８７】
　その場合、補強層４２をタイヤ骨格部材１２へ配置する際に、ビード部２０に比べて径
の大きいサイド部２２側において、切り込み部分の隙間が広がった状態で補強層４２を配
置することができる。したがって、補強層４２のしわの発生を抑制することができる。
【００８８】
　さらに、上記第１実施形態～第３実施形態は、適宜組み合わせることができる。例えば
、第１実施形態の補強層１４を、第２実施形態の補強層４２のような切り込み４６を有す
る構成とすることができる。また、第３実施形態のタイヤ５０を、第２実施形態のタイヤ
４０のようなクラウン補助層４９を備える構成とすることもできる。
【００８９】
　２０１４年７月３０日に出願された日本国特許出願２０１４－１５５１６５号の開示は
、その全体が参照により本明細書に取り込まれる。
　本明細書に記載されたすべての文献、特許出願、及び技術規格は、個々の文献、特許出
願、及び技術規格が参照により取り込まれることが具体的かつ個々に記された場合と同程
度に、本明細書中に参照により取り込まれる。

【図１】 【図２】
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