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本技術：空気レス可変剛性タイヤ

Diameter of wheel 270mm

Width 165mm

Weight 3630g

ボルトの調整により
剛性モードと柔軟
モードを選択できる
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従来空気レスタイヤについて

側面のスポークにより

荷重支持するタイヤ

スポークによって

ホイールとタイヤが

一体のものとなっている

側面のハニカム構造が

地盤からの衝撃を吸収する

[1]http://www.bridgestone.co.jp/ [2]http://www.michelintweel.com/ 
[3]http://cdn.polarisindustries.com/polaris/mil/2013/documents/TerrainArmor.pdf

○ブリヂストン
“エアフリーコンセプト”[1]

○Michelin 
“Tweel”[2]

○Polaris “Non-
pneumatic tires”[3]

回転し, ⾞両を移動するということでは成⽴している！
耐久性や⾛⾏性能も良い！

決まったスペック(⾞重や想定⾛⾏路⾯)に依存した製作となる.
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空気レスタイヤのニーズ
1

[2]http://www.bridgestone.co.jp/ [3]http://www.michelintweel.com/ 
[4]http://cdn.polarisindustries.com/polaris/mil/2013/documents/TerrainArmor.pdf

空気レスタイヤはどのような現場, ⾞両に求められるか？

現状の空気レスタイヤは, ⾞両を選ぶ⽴場にいる
�構造上, 簡単に⾞両重量を変えることができないのでは！？

普通⾃動⾞？ 災害レスキュー用？ 消防⾞両？

特殊作業⽤⾞両？ 大型トラック？ オートバイ？



5

災害地域まで⾛⾏, 災害地でのレスキュー作業を考慮すると

災害地域⾛⾏⽤空気レスタイヤの開発の要求事項

空気レス 破損しな
いこと

高剛性 柔軟性 可変剛性

剛性調整

機能

交換の
有無

従来の空
気レス
タイヤ

○ ○ ◎ ○ × △

例えば, 災害地域⾛⾏⽤空気レスタイヤについて考える

○ 高剛性のパターンと柔軟性のパターンが必要

○ 災害地域でのタイヤ交換はレスキュー隊員に大きな負荷
となるためタイヤ交換はなるべく避けたい

○ パンクやタイヤの破損が無いこと
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本技術の原理
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空気に代わりをはたしている構造について

高いバネ定数
構造を検討

2次元繊維に注目

2次元繊維の “張り” を利⽤する

繊維素材を引っ張ると, 
“張り” が生じ, 
その張り方向に対して
垂直な方向に “弾性” が生じる

2次元繊維張り 張り

弾性増加
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変形前)
２次元繊維

カーカス

トレッド

2次元繊維の利⽤について

タイヤ回転軸

変形後)
２次元繊維

トレッド

負荷

カーカス

タイヤ回転軸
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2次元繊維

この距離を変化

2次元繊維：

“張る”or”緩む”

を調整可能

表⾯材料(トレッド)

カーカス

調整部

⾞軸ボックス

○構成図

緩んでいる
状態
(低圧タイヤ状態)

○実際に製作したもの

正面

裏側

空気レスタイヤの原理
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２次元繊維の設置とカーカス

カーカス

2次元繊維

○2次元繊維を⾞輪の
回転軸と同方向に設置

○カーカスは剛体材料(アルミ)
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提案空気レスタイヤの組み⽴てについて

Axis of wheel

Parts to mount 
2-D fibers dimensional

3-D fiber

2-D fiber

Wheel’s frameworks

Wheel’s holder to 
support wheel’s frameworks

3-D fiber 
as tread of wheel Parts to tug 2-D fibers
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2次元繊維の“張り”についての検討

2次元繊維の“張り”を変えた時の“加重による変位"につ
いて検証する

荷重

錘

3次元繊維

２次元繊維を固定

荷重後の2次元繊維2次元繊維

荷重時の2次元繊維
の変位量

プーリ プーリ
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試験⽤2次元繊維

ポリビニルアルコール(PVA)
⾼強度・低伸度

ポリエステルとPVAの平織り生地（平織り）
平織りにウレタンコーティングをした
生地（ウレタンコーティング）

ベクトラン
⾼強度・低吸⽔
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荷重変位試験結果

重り0gの時の変位

重り10000gの時の変位

•変位が⼩さいことが⾞輪の⾼い剛性につながる
•⽣地の伸びが⼤きいことが⾞輪の柔軟調整域が広くなる

ウレタンコーティング生地を採⽤

ウレタンコーティング生地が最も伸び, 
かつ10000gで引っ張ると最も変位が小さい
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タイヤ

回転軸

パラレルリンク

キャリッジ

タイヤ重量調整⽤バランサ

⾛⾏⽤地盤

シングルタイヤの⾛⾏試験について

Carriage

Wheel with Motor

Ground

Load 
Balancer

○回転数可

○タイヤ重量調整可
モーションキャンプチャーに
てタイヤの動きを測定

本提案の空気レスタイヤのスペック

径：

270mm

幅：165mm
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⾛⾏試験〜剛体面+釘〜
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⾛⾏試験〜剛体面+釘〜
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４輪テストベッドを⽤いた⾛⾏試験

○幅：850mm
○高さ：600mm
○⻑さ:700mm
○ホイールベース⻑：545mm
○重量：49.1kg
○ステアリング：前輪

○サスペンション：前輪懸架(パッシブル)
○モータ ⾞輪駆動⽤4個(Maxon)

ステアリング用2個(Maxon)

実験室内 アスファルト 泥⾯ 雪面

テストベッド

テスト⾞両のスペック

<⾛⾏路⾯について>
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4輪⾞両による⾛⾏試験

室内 屋外：アスファルト上

屋外：泥地盤上 屋外：雪上
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• 既存のタイヤに本技術を取り入
れることでタイヤの使⽤限度が
延びることを期待.

• いろいろな地盤・土壌が存在し
ている農業現場の利⽤を期待

• ⾞椅⼦等福祉機器として利⽤

を期待�移動範囲が増える

想定される⽤途

パンク
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• 現在の耐荷重は15kg程度(⾞両60kg程度)となって
おり, 今後, 耐荷重を上げるためには2次元繊維の構
成, あるいは複合材料などを取り入れて, 両モード時
の剛性を上げる必要がある.

�現在取り組み中

• モード切り替え時の方法を検討する必要がある. ⾞
体を持ち上げてモードチェンジしている限り実⽤化
は難しい. タイヤの構造内を分割し, ⾞重がかかって
いない部分(例;タイヤの上半分)からモードを変化さ
せるなどの対応が必要なってくる.

�現在取り組み中

実⽤化に向けた課題



22

• 「空気レス」あるいは, 「硬さが変化するパン
クしないタイヤ」のニーズをお持ちの場合, ぜ
ひ一緒に検討したい.

• この原理は, タイヤの径を選べる. 従って, 小
さな回転体としても利⽤できる. そのような
ニーズがある企業様, ぜひ一緒に検討したい.

• ⾞椅⼦などに適⽤したいと考えている. 福祉機
器の特殊タイヤとして共同研究したい.

企業への期待
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株式会社 信州ＴＬＯ 技術移転グループ

勝野 進一

ＴＥＬ 0268-25-5181

ＦＡＸ 0268-25-5188

e-mail info＠shinshu-tlo.co.jp

お問い合わせ先


