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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パンクした空気入りタイヤ内に液状のシーリング剤を注入した後、空気入りタイヤ内へ
圧縮空気を供給して空気入りタイヤの内圧を昇圧するシーリング・ポンプアップ装置であ
って、
　シーリング剤を収容すると共に、該シーリング剤を吐出するための吐出口が下側に形成
された液剤容器と、
　前記吐出口を塞いで容器内を密閉するシール部材と、
　前記吐出口に連結され、前記シール部材を介して容器内部と反対側に形成された給液室
を内部に備えた注入ユニットと、
　前記シール部材と対向するように前記注入ユニットに設けられ、前記注入ユニットの外
部と前記給液室とを連通する通路と、
　一端が前記通路の中間部に開口する圧縮空気供給通路と、
　前記圧縮空気供給通路の他端に連結され、圧縮空気を供給するエア供給手段と、
　一端が前記給液室に連結され、他端が空気入りタイヤのバルブに接続可能とされる気液
供給配管と、
　前記通路の給液室側に少なくとも一部分が挿入され、前記シール部材を突き破るための
穿孔部材と、
　前記通路に対して前記注入ユニットの外部より挿入可能とされ、一端が先端側に開口し
、他端が前記先端側とは反対側の側面に開口する気体連通路を備え、前記通路に挿入した
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際には、前記気体連通路の一端が前記容器内の上側に到達すると共に、前記気体連通路の
他端が前記注入ユニットの気体供給路と連通する冶具と、
　を有することを特徴とするシーリング・ポンプアップ装置。
【請求項２】
　前記冶具を前記通路に挿入した際に、前記気体連通路の一端が、前記液剤容器の径の細
い首部より上側に位置する、ことを特徴とする請求項１記載のシーリング・ポンプアップ
装置。
【請求項３】
　前記冶具を前記通路に挿入した際に、前記気体連通路の一端が、容器内の前記シーリン
グ剤の液面よりも上側に到達する、ことを特徴とする請求項１記載のシーリング・ポンプ
アップ装置。
【請求項４】
　前記通路に挿入された前記穿孔部材の一部分は、前記通路の中間部に開口する前記圧縮
空気供給通路を塞ぐ、ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載のシーリング・ポ
ンプアップ装置。
【請求項５】
　前記穿孔冶具の前記シール部材と接触する部分の径は、前記冶具の径よりも大きい、こ
とを特徴とする請求項１乃至請求項４の何れか１項に記載のシーリング・ポンプアップ装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パンクした空気入りタイヤをシールするためのシーリング剤を空気入りタイ
ヤ内へ注入すると共に、空気入りタイヤ内に圧縮空気を供給して空気入りタイヤの内圧を
昇圧するタイヤのシーリング・ポンプアップ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、空気入りタイヤ（以下、単に「タイヤ」という。）がパンクした際に、タイヤ及
びホイールを交換することなく、タイヤをシーリング剤により補修して所定の基準圧まで
内圧をポンプアップするタイヤのシーリング・ポンプアップ装置（以下、単に「シーリン
グ装置」という。）が普及している。
【０００３】
　上記のようなシーリング装置としては、例えば、液状のシーリング剤を収容する液剤容
器と、この液剤容器が取付けられる注入ユニットを備えたシーリング装置がある。このシ
ーリング装置では、液剤容器の内部スペースを介してエアコンプレッサ等のエア供給源に
接続可能なエア供給路とシール対象物である空気入りタイヤに接続可能な気液供給路とが
相互に導通されており、これらのエア供給路及び気液供給路がそれぞれ注入ユニットに配
設されている。
【０００４】
　このシーリング装置でパンクした空気入りタイヤを修理する際に、エアコンプレッサ等
のエア供給源を作動させると、圧縮空気がエア流入口からエア供給路を介して液剤容器内
に導かれ、かつシーリング剤を通り抜けてシール剤境界面の上方側のスペース（空気層）
に集合する。これにより、空気層内の圧縮空気によりシーリング剤が加圧され、この加圧
されたシーリング剤が気液供給路を通って空気入りタイヤ内へ注入され、規定量のシーリ
ング剤を注入した後、液剤容器及び気液供給路を通してタイヤ内へ圧縮空気を供給してタ
イヤをポンプアップする。
【０００５】
　シーリング剤は空気に触れることで粘度が高まるため、未使用時には、口部、即ち、注
入ユニットとの連結部にシールを取り付けたり、図４に示すように、液剤容器１０２の口
部の内側に中栓１００を取付けて液密性及び気密性を高めてシーリング剤の保存性を確保
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する必要があり、また、使用時には、シーリング剤を容器外へ取り出すために容器内を開
放しなければならない。
【０００６】
　例えば、液剤容器の口部がシールで塞がれている場合、空気圧でシールを飛ばしたり、
空気圧で突き破り冶具を押し出してシールを破る構成の装置がある。また、突き破り冶具
の押し出しと同時に流路が切り替わる機構を備え、シールを破った後に空気を容器内に導
入する構成の装置もある（特許文献１参照）。
【０００７】
【特許文献１】特許第５８２７３１号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、特許文献１の装置では、突き破り冶具の上端から容器内へ空気が導入される
が、突き破り冶具の上端が容器下部に位置しており、かつ粘性を有するシーリング剤の中
を泡となって上昇するため、突き破り冶具の上端から排出された空気が容器上部に到達し
て空気層を作るまでの時間がかかり、また、シーリング剤に多量の泡を生じさせ、これに
よって、シーリング剤の排出時間が遅いという問題がある。
【０００９】
　一方、図４に示すように、中栓１００がシーリング剤Ｃを充填した液剤容器１０２の内
部に配置されている場合、容器内に突出した配管１０４から空気を噴出して中栓１００を
容器内に押し出すようになっているが、中栓１００を容器内に押し出すためのスペースを
中栓上方に確保しなければならないため、配管１００の高さｈが制限される。このため、
配管１０４から排出された空気（泡）が容器上部に到達して空気層を作るまでの時間がか
かり、また、シーリング剤中に多量の泡を生じさせ、これによって、シーリング剤排出用
の気液供給路１０６からのシーリング剤の排出時間が遅いという問題がある。
【００１０】
　これらの問題を解決するため、図５に示すように、予め配管１０４の上端を容器上方に
配置しておくことが考えられるが、保管中にシーリング剤Ｃが漏れ出たり、硬化しないよ
うに、配管１０４、及び気液供給路１０６を塞ぐ必要があるため、シール構造が複雑化す
る問題がある。
【００１１】
　本発明の目的は、上記事実を考慮して、シーリング剤の保存性を確保するとともに、シ
ーリング剤を迅速に空気入りタイヤ内へ供給することができるタイヤのシーリング・ポン
プアップ装置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】
【００１２】
　請求項１に記載の発明は、パンクした空気入りタイヤ内に液状のシーリング剤を注入し
た後、空気入りタイヤ内へ圧縮空気を供給して空気入りタイヤの内圧を昇圧するシーリン
グ・ポンプアップ装置であって、シーリング剤を収容すると共に、該シーリング剤を吐出
するための吐出口が下側に形成された液剤容器と、前記吐出口を塞いで容器内を密閉する
シール部材と、前記吐出口に連結され、前記シール部材を介して容器内部と反対側に形成
された給液室を内部に備えた注入ユニットと、前記シール部材と対向するように前記注入
ユニットに設けられ、前記注入ユニットの外部と前記給液室とを連通する通路と、一端が
前記通路の中間部に開口する圧縮空気供給通路と、前記圧縮空気供給通路の他端に連結さ
れ、圧縮空気を供給するエア供給手段と、一端が前記給液室に連結され、他端が空気入り
タイヤのバルブに接続可能とされる気液供給配管と、前記通路の給液室側に少なくとも一
部分が挿入され、前記シール部材を突き破るための穿孔部材と、前記通路に対して前記注
入ユニットの外部より挿入可能とされ、一端が先端側に開口し、他端が前記先端側とは反
対側の側面に開口する気体連通路を備え、前記通路に挿入した際には、前記気体連通路の
一端が前記容器内の上側に到達すると共に、前記気体連通路の他端が前記注入ユニットの
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気体供給路と連通する冶具と、
を有することを特徴としている。
【００１３】
　次に、請求項１に記載のシーリング・ポンプアップ装置の作用を説明する。
　先ず、パンクしたタイヤのバルブに気液供給配管の他端を接続する。
　次に、冶具を、注入ユニットの通路に挿入する。これにより、冶具の先端で穿孔部材が
押され、穿孔部材はシール部材を突き破った後に容器内に押し込まれ、冶具の先端部分が
容器内に挿入され、これと同時に、注入ユニットの圧縮空気供給通路に対し、冶具の気体
連通路が連通する。
【００１４】
　シール部材が突き破られると、液剤容器内と給液室内とが連通し、液剤容器内のシーリ
ング剤を給液室内に流出させることが出来る。
　そして、エア供給手段を作動させ、圧縮空気を、気体供給通路、冶具の気体連通路を介
して容器内に供給する。液剤容器内に流入した圧縮空気は、液剤容器内の上側に空気層を
形成し、その圧力（空気圧）とシーリング剤の自重とで液剤容器内のシーリング剤が給液
室内に迅速に押し出され、給液室、及び気液供給配管を通って空気入りタイヤ内へ迅速に
供給される。
　シーリング剤が液剤容器から全て押し出された後は、容器内に供給された圧縮空気が給
液室、及び気液供給配管を介して空気入りタイヤ内へ供給される。
【００１５】
　請求項１に記載のタイヤのシーリング・ポンプアップ装置は、冶具を通路に挿入するこ
とで、冶具の先端側に開口する気体連通路の一端を容器内の上側に到達させることができ
るので、圧縮空気を供給した際に、圧縮空気が液体のシーリング剤を通過することなく（
即ち、圧縮空気をシーリング剤液面よりも上の空間に直接的に供給することが可能）、ま
た、例えシーリング剤中を通過する場合であっても、極めて短い距離を短時間で通過する
ので、容器内のシーリング剤を短時間で排出することができ、空気の泡の混じっていない
（または殆ど混じっていない）シーリング剤を、空気入りタイヤ内へ迅速に供給すること
が出来る。
【００１６】
　また、短時間で空気の泡の混じっていないシーリング剤を空気入りタイヤ内へ供給する
ので、空気入りタイヤ内へ供給するまでの間でシーリング剤の粘度が上昇する等の不具合
も生じ難くなる。
　また、保管時は、液剤容器がシール部材で気密性、液密性を保持しているので、通路、
配管等をシールする場合に比較して構成が簡単となる。
【００１７】
　請求項２に記載の発明は、請求項１記載のシーリング・ポンプアップ装置において、前
記冶具を前記通路に挿入した際に、前記気体連通路の一端が、前記液剤容器の径の細い首
部より上側に位置する、ことを特徴としている。
【００１８】
　次に、請求項２に記載のシーリング・ポンプアップ装置の作用を説明する。
　冶具を挿入すると、冶具の気体連通路の一端（即ち、上端）が、液剤容器の径の細い首
部より上側に配置されるので、圧縮空気を容器内に供給したときに、圧縮空気とシーリン
グ剤が混ざり難く、タイヤに供給される流体の単位体積あたりのシーリング剤の量を多く
維持できる。
【００１９】
　請求項３に記載の発明は、請求項１記載のシーリング・ポンプアップ装置において、前
記冶具を前記通路に挿入した際に、前記冶具の気体連通路の一端が、容器内の前記シーリ
ング剤の液面よりも上側に到達する、ことを特徴としている。
【００２０】
　次に、請求項３に記載のシーリング・ポンプアップ装置の作用を説明する。
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　冶具を挿入すると、冶具の気体連通路の一端（即ち、上端）が、シーリング剤の液面よ
りも上側に到達するので、圧縮空気を容器内に供給したときに、シーリング剤に泡を生じ
させることが無い。
【００２１】
　請求項４に記載の発明は、請求項１または請求項２に記載のシーリング・ポンプアップ
装置において、前記通路に挿入された前記穿孔部材の一部分は、前記通路の中間部に開口
する気体供給通路を塞ぐ、ことを特徴としている。
【００２２】
　次に、請求項４に記載のシーリング・ポンプアップ装置の作用を説明する。
　保管時は、穿孔部材の一部分が、通路の中間部に開口する気体供給通路を塞いでいるの
で、保管時に、気体供給通路に異物が入ることを防止できる。
【００２３】
　請求項５に記載の発明は、請求項１乃至請求項４の何れか１項に記載のシーリング・ポ
ンプアップ装置において、前記穿孔冶具の前記シール部材と接触する部分の径は、前記冶
具の径よりも大きい、ことを特徴としている。
【００２４】
　次に、請求項５に記載のシーリング・ポンプアップ装置の作用を説明する。
　穿孔冶具を冶具で押し出すことでシール部材に孔が開けられるが、穿孔冶具のシール部
材と接触する部分の径が冶具の径よりも大きく設定されているので、シール部材の孔の径
は、穿孔冶具の径以上となる。その後に、挿入される冶具は、シール部材に開いた孔より
も細いので、冶具と孔との間に大きな隙間を設けることが出来、容器内のシーリング部材
を冶具と孔との間の大きな隙間を介して迅速に排出することが出来る。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明のシーリング・ポンプアップ装置は、シーリング剤の保存性を確保するとともに
、シーリング剤を迅速に空気入りタイヤ内へ供給できる、という優れた効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の一実施形態に係るシーリング・ポンプアップ装置について説明する。
　図１には、本発明の一実施形態に係るタイヤのシーリング・ポンプアップ装置（以下、
単に「シーリング装置」という。）が示されている。シーリング装置１０は、自動車等の
車両に装着された空気入りタイヤ（以下、単に「タイヤ」という。）がパンクした際、そ
のタイヤ及びホイールを交換することなく、タイヤをシーリング剤により補修して所定の
基準圧まで内圧を再加圧（ポンプアップ）するものである。
【００２７】
　図１に示されるように、シーリング装置１０はコンプレッサユニット１２を備えており
、このコンプレッサユニット１２には、その内部にモータ、エアポンプ、電源回路等が配
設されると共に、電源回路からユニット外部へ延出する電源ケーブル（図示省略）が設け
られている。この電源ケーブルの先端部に設けられたプラグを、例えば、車両に設置され
たシガレットライターのソケットに差込むことにより、車両に搭載されたバッテリにより
電源回路を通してモータ等へ電源が供給可能になる。ここで、コンプレッサユニット１２
は、そのエアポンプにより修理すべきタイヤ１４の種類毎に規定された基準圧よりも高圧
（例えば、３００ｋＰａ以上）の圧縮空気を発生可能とされている。
【００２８】
　図２に示すように、シーリング装置１０には、シーリング剤３２を収容した液剤容器１
８及び、この液剤容器１８が融着される注入ユニット２０が設けられている。液剤容器１
８の下端には、下方に突出する略円筒状の首部２６が一体的に形成されている。首部２６
は、それよりも上側の容器本体部分よりも径が細く形成されている。首部２６の開口部分
（下端）には、シーリング剤３２を液剤容器１８内に密封するためのアルミシール３０が
配設されている。
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【００２９】
　ここで、液剤容器１８は、ガス遮断性を有する各種の樹脂材料やアルミ合金等の金属材
料を素材として成形されている。また液剤容器１８内には、シーリング装置１０により修
理すべきタイヤ１４の種類、サイズ等に応じた規定量（例えば、２００ｇ～４００ｇ）よ
りも若干多めのシーリング剤３２が充填されている。
【００３０】
　なお、本実施形態の液剤容器１８においては、図２に示されるように、空間を設けるこ
となくシーリング剤３２が隙間無く充填されているが、シーリング剤３２の酸化、窒化等
による変質を防止するため、出荷時にＡｒ等の不活性ガスをシーリング剤３２共に液剤容
器１８内へ若干量封入するようにしても良い。
【００３１】
　シーリング装置１０では、液剤容器１８を注入ユニット２０の上側に直立した状態にす
ると、液剤容器１８内のシーリング剤３２が自重により、液剤容器１８のアルミシール３
０に押し付けられた状態となる。
【００３２】
　図２に示されるように、注入ユニット２０には、略円筒状に形成されたユニット本体３
４及び、このユニット本体３４の下端部から外周側へ延出するプレート状の脚部３６が設
けられている。ユニット本体３４の上部には、液剤容器１８の首部２６の一部分が押し込
まれた状態で融着されている。
【００３３】
　ユニット本体３４内には、アルミシール３０が突き破られると液剤容器１８の内部と連
通する略円柱状の加圧給液室４０が設けられている。具体的には、加圧給液室４０の形状
は、図２で示すように、加圧給液室４０の中心より図面右側が、図面左側よりも深く成型
されている。
　注入ユニット２０の中央には、下面から加圧給液室４０へ向けて垂直方向に延びる断面
円形の冶具挿入孔４２が形成されている。
【００３４】
　また、シーリング装置１０には、図１に示されるように、コンプレッサユニット１２か
ら延出する耐圧ホース４４が設けられると共に、図２に示されるように、注入ユニット２
０から延出し、ジョイントカプラ４６を介して耐圧ホース４４に着脱可能に接続される圧
力配管４８が設けられている。耐圧ホース４４は、その基端部がコンプレッサユニット１
２内におけるエアポンプに接続されており、その内部をコンプレッサユニット１２の作動
時にはエアポンプが発生した圧縮空気を耐圧ホース４４側へ供給する。また圧力配管４８
の先端部は、ユニット本体３４の周壁部を貫通して、垂直方向に延びる冶具挿入孔４２の
中間部分に開口している。
【００３５】
　冶具挿入孔４２には、加圧給液室４０側に穿孔部材５０の軸部５０Ａが挿入されている
。穿孔部材５０は、軸部５０Ａの上端部に、径方向外側へ拡径する円盤状の穿孔部５０Ｂ
を備えている。穿孔部５０Ｂの上面には、アルミシール３０を突き破りやすくするための
刃５０Ｃが複数形成されている。
【００３６】
　軸部５０Ａには、一対のオーリング溝５６が形成されており、各オーリング溝５６には
オーリング５８が嵌めこまれている。
　軸部５０Ａは、全体が冶具挿入孔４２に挿入されており、圧力配管４８の先端部が、軸
部５０Ａのオーリング５８とオーリング５８との間で塞がれている。
【００３７】
　また、軸部５０Ａは、オーリング５８と冶具挿入孔４２の内周面との摩擦により、冶具
挿入孔４２の内部に保持されている。この状態では、穿孔部５０Ｂがアルミシール３０の
正面中央に対向しており、穿孔部５０Ｂとアルミシール３０との間には若干の隙間を設け
ている。
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【００３８】
　また、シーリング装置１０には、基端部がニップル５２を介してユニット本体３４に接
続されたジョイントホース５４が設けられている。このジョイントホース５４は、図２に
示されるように、ニップル５２を介して加圧給液室４０内の下端側内側面へ連通している
。また、図１に示されるように、ジョイントホース５４の先端部には、タイヤ１４のタイ
ヤバルブ１６に着脱可能に接続されるバルブアダプタ７６が設けられている。
【００３９】
（冶具）
　次に、シーリング装置１０からシーリング剤３２を吐出させる際に用いる冶具６０を説
明する。
　図２に示すように、冶具６０は、棒状の挿入部６０Ａと、挿入部６０Ａの一端に一体的
に形成される円盤状のベース部６０Ｂを備えている。
【００４０】
　挿入部６０Ａには、ベース部側とは反対側の先端からベース部側に向けて延びる第１通
路６２が中心部分に形成されていると共に、第１通路６２のベース部側端から外周へ貫通
する第２通路６４が複数本形成されている。また、挿入部６０Ａの外周面には、第２通路
６４の開口部分に空気通路となる環状の溝６６が形成されており、溝６６の両側には、一
対のオーリング溝６８が形成されている。なお、オーリング溝６８には、オーリング７０
が嵌め込まれている。
　なお、本実施形態の冶具６０では、挿入部６０Ａの先端が斜めに切り落とされたように
傾斜しているが、軸方向に対して直角であっても良い。
【００４１】
　この冶具６０のベース部６０Ｂから第１通路６２の先端までの距離Ｌ１（図２に示すよ
うに、第１通路６２の開口が傾斜している場合は、開口の内でベース部側の端部までの距
離とする。）は、シーリング装置１０の脚部３６の下面から、液剤容器１８の内部上壁面
までの距離ＬＯよりも短く設定されている。
【００４２】
　また、冶具６０のベース部６０Ｂから第２通路６４の中心までの距離Ｌ３は、シーリン
グ装置１０の脚部３６の下面から圧力配管４８の中心部までの距離Ｌ４と同一寸法に設定
されている。
【００４３】
　（シーリング・ポンプアップ装置の作用）
　次に、本実施形態に係るシーリング装置１０を用いてパンクしたタイヤ１４を修理する
作業手順を説明する。
　タイヤ１４にパンクが発生した際には、先ず、作業者は、ジョイントホース５４のバル
ブアダプタ７６をタイヤ１４のタイヤバルブ１６にねじ止めし、ジョイントホース５４を
通して加圧給液室４０をタイヤ１４内へ連通させる。
【００４４】
　次いで、作業者は、冶具６０の挿入部６０Ａをシーリング装置１０の冶具挿入孔４２に
挿入し、冶具６０のベース部６０Ｂをシーリング装置１０の脚部３６に突き当てる。これ
により、挿入部６０Ａで押された穿孔部材５０の穿孔部５０Ｂがアルミシール３０を突き
破って容器内に押し込まれ、挿入部６０Ａが容器内に進入する。
　その後、脚部３６が下、液剤容器１８が上になるようにシーリング装置１０を、例えば
路面の上等に配置する。
【００４５】
　冶具６０の挿入部６０Ａをシーリング装置１０の冶具挿入孔４２に挿入すると、図３に
示すように挿入部６０Ａの先端が液剤容器１８の内部上壁面近くに位置し、また、アルミ
シール３０に開けられた孔３０Ａと挿入部６０Ａとの間の環状の隙間を介して容器内のシ
ーリング剤３２が加圧給液室４０へ流出する。これにより、容器内上部には、加圧給液室
４０へ流出したシーリング剤３２の容積に相当する空間７２が形成され、挿入部６０Ａの
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先端に開口する第１通路６２の端部を、シーリング剤３２の液面よりも上側に位置させる
ことができる。
【００４６】
　そして、図３に示す状態、即ち、注入ユニット２０の上側に液剤容器１８が位置するよ
うに注入ユニット２０及び液剤容器１８を保持しつつ、コンプレッサユニット１２を作動
させる。コンプレッサユニット１２により発生した圧縮空気は、耐圧ホース４４、圧力配
管４８、冶具６０の第２通路６４、及び第１通路６２を介して液剤容器１８に供給される
。前述したように、第１通路６２の端部がシーリング剤３２の液面よりも上側に位置して
いるので、圧縮空気はシーリング剤３２の中を泡となって浮上することはない。
【００４７】
　圧縮空気が容器内に供給されると、容器内上部に形成された空間７２の容積が拡大して
シーリング剤３２を加圧し、加圧されたシーリング剤３２は、アルミシール３０に開けら
れた孔３０Ａと挿入部６０Ａとの間の環状の隙間を介して加圧給液室４０、及びジョイン
トホース５４を通って空気入りタイヤ１４内へ供給される。
【００４８】
　なお、容器内のシーリング剤３２が全て排出された後は、加圧給液室４０内のシーリン
グ剤３２が加圧されてジョイントホース５４を通って空気入りタイヤ１４内へ供給される
。
　その後、シーリング装置１０から全量のシーリング剤３２が吐出されると、圧縮空気は
液剤容器１８、加圧給液室４０、及びジョイントホース５４を介してタイヤ１４内へ供給
される。
【００４９】
　次に、作業者は、コンプレッサユニット１２に設けられた圧力ゲージ７８によりタイヤ
１４の内圧が規定圧になったことを確認したならば、コンプレッサユニット１２を停止し
、バルブアダプタ７６をタイヤバルブ１６から取り外す。
【００５０】
　作業者は、タイヤ１４の膨張完了後一定時間内に、シーリング剤３２が注入されたタイ
ヤ１４を用いて一定距離に亘って予備走行する。これにより、タイヤ１４内部にシーリン
グ剤３２が均一に拡散し、シーリング剤３２がパンク穴に充填されてパンク穴を閉塞する
。予備走行完了後に、作業者は、タイヤ１４の内圧を再測定し、必要に応じて再びジョイ
ントホース５４のバルブアダプタ７６をタイヤバルブ１６にねじ止めし、コンプレッサユ
ニット１２を再作動させてタイヤ１４を規定の内圧まで加圧する。これにより、タイヤ１
４のパンク修理が完了し、このタイヤ１４を用いて一定の距離範囲内で一定速度以下（例
えば、８０Ｋｍ／ｈ以下）での走行が可能になる。
【００５１】
　本実施形態のシーリング装置１０では、容器内のシーリング剤３２を吐出させる際に、
シーリング剤３２の中に空気を通さないでの、タイヤ内で迅速にシーリング剤３２を供給
できる。
　また、保管時では、液剤容器１８がアルミシール３０で密閉されており、冶具挿入孔４
２が穿孔部材５０で塞がれて、圧力配管４８、及び加圧給液室４０が密閉されて装置内部
の流路への異物の進入が防止され、使用時には、冶具６０を冶具挿入孔４２に押し込むと
いう簡単な操作でシーリング剤３２の流出を可能としている。
　なお、上記実施形態では、液剤容器１８の首部２６よりも上側に冶具６０の第１通路６
２の先端が位置するように挿入部６０Ａの長さを設定した。第１通路６２の先端が液剤容
器１８の首部２６よりも上側であれば、圧縮空気によってシーリング剤３２が押されて、
迅速にシーリング剤３２をタイヤ内に供給可能である。一方、第１通路６２の先端が液剤
容器１８の首部６２の上端よりも下側であると、シーリング剤３２の流路が細いため、圧
縮空気がシーリング剤３２と混ざって、シーリング剤３２が迅速にタイヤ内に供給できな
くなる。
　さらに詳述すると、シーリング剤３２の供給速さに影響する構成は、冶具６０の上端位
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置が液剤容器１８の細い首部２６より上方にあるか否かである。冶具６０の上端位置が液
剤容器１８の細い首部２６より上方にある場合には、圧縮空気が液剤容器内で開放される
位置が、シーリング剤３２が孔３０Ａに向かう流れの流路の広いところにあるので、圧縮
空気とシーリング剤３２とが混ざり難く、タイヤに供給される流体の単位体積あたりのシ
ーリング剤３２の量が多く維持できる。一方、冶具６０の上端位置が液剤容器１８の首部
２６の上端よりもよりも下側にある場合には、シーリング剤３２が孔３０Ａに向かって流
れる流路が細くなった後のところで圧縮空気が開放されるため、圧縮空気がシーリング剤
３２と混ざりやすく、タイヤに供給される流体の単位体積あたりのシーリング剤３２の量
が少なくなり、効率が低下し、注入時間が短くなる。
【００５２】
　［試験例］
　シーリング剤のタイヤへの注入時間と、冶具６０の第１通路６２の先端（図２に示すよ
うに、第１通路６２の開口が傾斜している場合は、開口の内でベース部側の端部を基準と
する。）から液剤容器１８の首部２６下端（孔３０Ａ）までの距離ｈ１、首部２６上端か
ら孔３０Ａまでの距離ｈ２との関係を実機による試験で調べた。
【００５３】
　なお、試験に用いた装置では、図３に示すように、長さの異なる複数の冶具６０を作製
し、第１通路６２の先端から液剤容器１８の孔３０Ａまでの距離ｈ１を変え、シーリング
剤のタイヤへの注入時間を測定した。
　なお、圧縮空気の圧力は３５０ｋＰａ、環境温度は２０°Ｃである。
　試験の結果は、以下の表１に記載した通りであり、距離ｈ１が距離ｈ２よりも長いもの
の注入時間が短いことが分かる。
【００５４】
【表１】

【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の一実施形態に係るシーリング・ポンプアップ装置の構成を示す構成図で
ある。
【図２】図１に示されるシーリング・ポンプアップ装置における液剤容器、注入ユニッン
トの構成、及び冶具を示す側面断面図である。
【図３】冶具を挿入した液剤容器、及び注入ユニットの断面図である。
【図４】従来例にかかる液剤容器の断面図である。
【図５】他の従来例にかかる液剤容器の断面図である。
【符号の説明】
【００５６】
１０　シーリング装置
１２　コンプレッサユニット
１４　タイヤ
１６　タイヤバルブ
１８　液剤容器
２０　注入ユニット
２６　首部
３０　アルミシール
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３２　シーリング剤
３４　ユニット本体
３６　脚部
４２　冶具挿入孔（通路）
４０　加圧給液室
４４　耐圧ホース
４６　ジョイントカプラ
４８　圧力配管（圧縮空気供給通路）
５０　穿孔部材
５２　ニップル
５４　ジョイントホース（気液配給管）
６２　第１通路（気体連通路）
６４　第２通路（気体連通路）

【図１】 【図２】
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【図５】
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