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(57)【要約】
【課題】　車両の荷重を充分に支えるだけでなく、均一
な接触圧力及び接触面積を提供して、ウェブスポーク部
の耐久性向上、回転抵抗改善などをもたらすことができ
る非空気入りタイヤを提供する。
【解決手段】　地面に接触するトレッド部６、車軸に連
結されるリム部５、前記トレッド部６の内側と界面をな
す外側環状バンド部１、前記リム部と界面をなす内側環
状バンド部３、前記外側環状バンド部１と内側環状バン
ド部３の間に位置し、支持部の役目をするスポーク部、
及びスポークを互いに連結する連結部を含んでなる非空
気入りタイヤであって、角線材構造の構造補強物７がト
レッド部６、外側環状バンド部１、内側環状バンド部３
のいずれか一方の内部に円周方向に沿って配置される。
【選択図】　図１ｃ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地面に接触するトレッド部、車軸に連結されるリム部、前記トレッド部の内側と界面を
なす外側環状バンド部、前記リム部と界面をなす内側環状バンド部、前記外側環状バンド
部と内側環状バンド部の間に位置し、支持部の役目をするスポーク部、及びスポークを互
いに連結する連結部からなる非空気入りタイヤにおいて、
　前記非空気入りタイヤは、角線材構造の構造補強物をさらに含むことを特徴とする、非
空気入りタイヤ。
【請求項２】
　前記角線材構造の構造補強物は、トレッド部の内部に円周方向に沿って配置されること
を特徴とする、請求項１に記載の非空気入りタイヤ。
【請求項３】
　前記角線材構造の構造補強物は、外側環状バンド部の内部に円周方向に沿って配置され
ることを特徴とする、請求項１に記載の非空気入りタイヤ。
【請求項４】
　前記角線材構造の構造補強物は、内側環状バンド部の内部に円周方向に沿って配置され
ることを特徴とする、請求項１に記載の非空気入りタイヤ。
【請求項５】
　前記角線材構造の構造補強物は、薄帯状の角線材が螺旋状に複数回巻き取られてなるこ
とを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載の非空気入りタイヤ。
【請求項６】
　前記角線材構造の構造補強物は、薄帯状の角線材が螺旋状に複数回巻き取られたものを
多重で構成されることを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載の非空気入りタ
イヤ。
【請求項７】
　前記角線材構造の構造補強物材質は、金属、鋼、炭素、アラミド、及びガラス繊維から
なる群から選ばれるいずれか１種またはこれらの複合物からなることを特徴とする、請求
項１～４のいずれか一項に記載の非空気入りタイヤ。
【請求項８】
　前記角線材構造の構造補強物は、高さ（ｈ）が幅（ｗ）より大きいまたは小さいもので
あり、４ヶ所の角部は所定半径の丸形部であることを特徴とする、請求項１～４のいずれ
か一項に記載の非空気入りタイヤ。
【請求項９】
　前記角線材構造の構造補強物は、内部が中空の形態であることを特徴とする、請求項１
～４のいずれか一項に記載の非空気入りタイヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は自動車用タイヤに関し、より詳しくは空気圧を用いなくても空気入りタイヤに
類似した操縦性を持つとともに構造的に車両の荷重を支える非空気入りタイヤに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、車両用タイヤは、その構造によってラジアルタイヤ、バイアスタイヤ、ソリッ
ドタイヤなどに分類することができる。その中で、乗用車及び特殊な目的の自動車には大
部分ラジアルタイヤ、つまり空気圧（または空気入り）タイヤが使われている。しかし、
このような空気圧タイヤは構造が複雑で、かつ製造工程が８段階などになって多く、これ
による有害物質の排出量が無視できないほどであるのみならず、空気圧タイヤの性能発揮
及び安全性に絶対的に重要な空気圧を随時点検しなければならない管理の不便さと、走行
中に外部物体による突き刺されや衝撃によってタイヤが破損する安全性の問題がいつも内
在していることが事実である。
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【０００３】
　しかし、非空気入りタイヤは、このような空気圧タイヤとは異なり、素材及び工程の単
純化によって生産コストを大幅に節減することができるだけではなく、エネルギー使用量
及び有害物質の発生量を大幅に節減することができる新しい概念の工程及び構造からなる
タイヤであり、空気圧の不足などによって引き起こされることができる問題点から脱する
ことができる大きな利点を持っている。さらに、空気圧タイヤで発生されるスタンディン
グウェーブ（standing wave）現象を防止することができ、回転抵抗を大きく改善するこ
とができる利点を持っている。
【０００４】
　非空気圧式タイヤは従来の空気圧式タイヤとは全く異なる構造を有しており、空気圧式
とは異なり、圧縮空気を全く用いない設計方式であるため、空気圧の損失または不足（fl
at tire）によって走行中に発生する事故の危険がない。
【０００５】
　このような非空気圧式タイヤは従来にも存在した。前々の馬車ないし自転車の車輪の他
に最近の事例を挙げると、特許文献１はタイヤの負荷を多重のステープルを含む多数の支
持部材で支持する技術を開示しており、特許文献２は弾性材で製造される本体及び接地面
として機能する円周方向延長型クラウン部分及びそれに接合する延長型サイドウォールで
構成された車両用非空気式タイヤを開示している。また、タイヤの負荷を支持する補強型
環状バンドと、ホイールまたはハブ間の負荷力を引張状態で伝達する多数のウェブスポー
クを含む非空気圧式タイヤが特許文献３に開示されている。
【０００６】
　 特許文献３は、多数のウェブスポークを含む非空気圧式タイヤの場合、ウェブスポー
クが持つ引張力によって荷重が支持されると紹介している。このような場合は、ウェブス
ポークと地面に接触するトレッドとの間に構造補強物が挟み込まれて車両の荷重を支持し
、空気圧タイヤにおいて空気圧のような機能をする。例えば、特許文献４は、連続ルーフ
補強組立体を持つ構造的支持型非空気圧式ホイールの場合において、このような構造補強
物として螺旋状に巻き付けられたコイル形態を開示している。
【０００７】
　しかし、このようなコイル形態などの従来技術の構造補強物は車両の荷重を支持する荷
重支持力に限界があり、これによってウェブスポーク部の耐久性の低下及び車両の操縦安
全性及び乗り心地の低下などの多くの問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】大韓民国特許公開第２００６－００５１５１３号明細書
【特許文献２】大韓民国特許公開第２００８－００３８２７４号明細書
【特許文献３】大韓民国特許公開第２００４－００２７９８４号明細書
【特許文献４】大韓民国出願公開第２０１２－７０２３４３５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は前記のような従来技術の問題点を解決するためになされたもので、本発明の目
的は、従来のコイル形態の補強物に比べ、構造的にずっと強い荷重支持力を有する角線材
構造の構造補強物を適用することで、車両の荷重を充分に支えるだけでなく、均一な接触
圧力及び接触面積を提供して、ウェブスポーク部の耐久性の向上、回転抵抗の改善などを
もたらすことができる非空気入りタイヤを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記のような目的を達成するための本発明の一様相は、地面に接触するトレッド部、車
軸に連結されるリム部、前記トレッド部の内側と界面をなす外側環状バンド部、前記リム
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部と界面をなす内側環状バンド部、前記外側環状バンド部と内側環状バンド部の間に位置
し、支持部の役目をするスポーク部、及びスポークを互いに連結する連結部からなる非空
気入りタイヤであって、角線材構造の構造補強物がトレッド部、外側環状バンド部、内側
環状バンド部のいずれか一方の内部に円周方向に沿って配置されることを特徴とする非空
気入りタイヤである。
【００１１】
　本発明の一実施形態による非空気入りタイヤにおいて、前記角線材構造の構造補強物は
、トレッド部、外側環状バンド部、内側環状バンド部のいずれか二つ以上に同時に適用さ
れることもできる。
【００１２】
　本発明の一実施形態による非空気入りタイヤにおいて、前記角線材構造の構造補強物は
、薄帯状の角線材が螺旋状に複数回巻き取られてなることができる。この際、前記構造補
強物は、螺旋状に複数回巻き取られたものを多重で構成することもできる。
【００１３】
　本発明の一実施形態による非空気入りタイヤにおいて、前記角線材構造の構造補強物の
材質は、金属、鋼、炭素、アラミド、及びガラス繊維からなる群から選ばれるいずれか一
種またはこれらの複合物からなることができる。
【００１４】
　本発明の一実施形態による非空気入りタイヤにおいて、前記角線材構造の構造補強物は
、高さ（ｈ）が幅（ｗ）より大きいとか小さく、４ヶ所の角部は所定半径の丸形部となる
ことができる。また、前記角線材構造の構造補強物は、内部が中空の形態であることがで
きる。
【発明の効果】
【００１５】
　前記のような構成を持つ本発明による非空気入りタイヤは、角線材構造よりなる構造補
強物を適用することで、車両の荷重をより効率よく充分に支えるとともに、接触面積、変
形及び回転抵抗の性能が調和してウェブスポーク部の耐久性の向上、乗り心地及び操縦性
能の向上を期待することができる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１ａ】本発明の一実施形態による非空気入りタイヤの主要構成成分を概略的に示す図
である。
【図１ｂ】本発明の一実施形態による非空気入りタイヤのＦＥＡ解釈の一セクションを概
略的に示す図である。
【図１ｃ】図１ａによる非空気入りタイヤの概略的斜視図である。
【図１ｄ】本発明の一実施形態による角線材構造の構造補強物を概略的に示す図である。
【図１ｅ】本発明の一実施形態による角線材構造の構造補強物の諸元を概略的に示す図で
ある。
【図２】本発明の一実施形態による非空気入りタイヤのイメージ写真である。
【図３】本発明の一実施形態による非空気入りタイヤの静特性評価の接地形状例を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の好ましい実施形態について添付の図に基づいてより詳細に説明する。ま
た、本発明の説明において、公知の汎用の機能や構成についての詳細な説明は省略する。
【００１８】
　本発明は、角線材構造の構造補強物を適用することで、車両の荷重をより効率よく充分
に支えるだけでなく、ウェブスポーク部の耐久性を向上し、かつ乗り心地及び操縦安全性
を向上させることができる非空気入りタイヤに関するものである。
【００１９】
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　図１ａは本発明の一実施形態による非空気入りタイヤの主要構成成分を概略的に示す図
である。図１ａを参照すれば、本発明による非空気入りタイヤは、一定の幅を持ち、地面
に接触して動力を伝達して操縦性を発揮するトレッド部６、自動車のハブとタイヤの締結
をなすリム部５、前記トレッド部６の内側と界面をなし、トレッド部６を支持する外側部
の外側環状バンド部１、リム部５と界面をなす内側部の内側環状バンド部３、前記外側環
状バンド部１と内側環状バンド部３の中間に位置し、支持部の役目を果たすスポーク部４
、及びスポークを互いに連結する連結部２で構成される。
【００２０】
　図１ｂは前記図１ａによる非空気入りタイヤの一セクションを概略的に示す図であり、
図１ｂに示したセクション２４個が繰り返されて非空気入りタイヤをなしている。
【００２１】
　図１ｃは角線材構造の構造補強物７がトレッド部６に適用された実施形態を概略的に示
す本発明による非空気入りタイヤの概念的斜視図である。図１ｃを参照すれば、本発明に
よる非空気入りタイヤは、角線材構造の構造補強物７がトレッド部６の内部に円周方向に
沿って配置されることを特徴とする。ここで“内部”とはトレッド部６の外側面と内側面
の間を意味し、円周方向とはタイヤの進行方向を意味する(図１ｃはトレッド部の外側面
を除去した状態で概略的に示す図である）。
【００２２】
　本発明の一実施形態による非空気入りタイヤにおいて、角線材構造の構造補強物７は、
外側環状バンド部及び内側環状バンド部のいずれか一方の内部に円周方向に沿って配置さ
れることもでき、トレッド部、外側環状バンド部及び内側環状バンド部のいずれか二つ以
上に同時に適用されることもできる。
【００２３】
　図１ｄは本発明の一実施形態による角線材構造の構造補強物７を概略的に示す図であり
、図１ｅは角線材構造の構造補強物の諸元を概略的に示す図である(円周方向に対して直
角方向における断面図である)。
【００２４】
　図１ｄ及び図１ｅを参照すれば、前記角線材構造の構造補強物７は、薄帯状の角線材Ａ
が螺旋状に複数回巻き取られてなる。この際、前記構造補強物７は螺旋状に複数回巻き取
られたものを多重で構成することもできる。
【００２５】
　前記薄帯状の角線材Ａは、幅１～１００ｍｍ、厚さ（または高さ）１～２０ｍｍの範囲
であることがよい。一方、構造補強物７の材質は、金属、鋼、炭素、アラミド、及びガラ
ス繊維からなる群から選ばれるいずれか１種またはこれらの複合物からなることができる
。
【００２６】
　本発明の一実施形態による非空気入りタイヤにおいて、前記角線材構造の構造補強物７
は、高さ（ｈ）が幅（ｗ）より大きいまたは小さいものであることができ、４ヶ所の角部
は半径（ｒ）の丸形部であることができる。また、前記角線材構造の構造補強物７は中空
の形態になることもできる。
【００２７】
　この時幅（ｗ）は、タイヤ幅の０．１％～９５％であることが好ましい。
【００２８】
　さらに、図２は本発明による非空気入りタイヤのイメージを示したもので、空気圧タイ
ヤの性能発揮に重要である空気圧を必要とせずにタイヤとしての機能が可能であることを
示している。
【００２９】
　図３は本発明の一実施形態による非空気入りタイヤの静特性評価の接地形状例を示す図
である。図３から分かるように、本発明による非空気入りタイヤは、スポーク同士の干渉
現象が発生しなかっただけでなく、空気圧タイヤで現れるものと類似した接地形状を表し
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【００３０】
　下記の表１は、互いに異なるそれぞれの構造補強材を適用したときのタイヤ静特性性能
の評価結果の事例をまとめたもので、角線材構造の構造補強物を適用した場合において、
接触面積、変形程度及び低燃費性能を意味する回転抵抗値に優れた性能を示すことが分か
る。
【００３１】
【表１】

　以上で説明したように、本発明による非空気入りタイヤは、角線材構造からなる構造補
強物を適用することで、車両の荷重をより効率よく充分に支えるとともに、接触面積、変
形及び回転抵抗性能が調和して、ウェブスポーク部の耐久性の向上、並びに乗り心地及び
操縦性能の向上を期待することができる効果がある。
【００３２】
　以上、本発明の好ましい実施形態に基づいて本発明を詳細に説明したが、本発明は前述
した実施形態に限定されなく、本発明の技術思想の範囲内で本発明が属する技術分野の当
業者によって多くの変形が可能であるのは明らかであろう。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
　本発明は、空気圧を用いなくても空気入りタイヤに類似した操縦性を持つとともに構造
的に車両の荷重を支える非空気入りタイヤに適用可能である。
【符号の説明】
【００３４】
　１　　外側環状バンド部
　２　　連結部
　３　　内側環状バンド部
　４　　スポーク部
　５　　リム部
　６　　トレッド部
　７　　角線材構造の構造補強物
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