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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】スラグ弾の命中精度を高めることができるスラ
グ弾頭保持部材の提供。
【解決手段】スラグ弾頭を保持するためのスラグ弾頭保
持部材１０Ｂであって、前記スラグ弾頭保持部材が、円
板部１１と、前記円板部の一面上に突き出して形成され
た弾頭保持部１５とを有しており、更に前記円板部と前
記弾頭保持部に跨った凹部１４を有するものであり、前
記円板部が、前記弾頭保持部が突き出された上部周面部
１２と、前記弾頭保持部が形成された面と反対面側の中
心軸に向かって傾斜した環状傾斜面部１３を有している
、スラグ弾頭保持部材。
【選択図】図２



(2) JP 2013-210182 A 2013.10.10

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スラグ弾頭を保持するためのスラグ弾頭保持部材であって、
　前記スラグ弾頭保持部材が、円板部と、前記円板部の一面上に突き出して形成された弾
頭保持部とを有しており、更に前記円板部と前記弾頭保持部に跨った凹部を有するもので
あり、
　前記円板部が、前記弾頭保持部が突き出された上部周面部と、前記弾頭保持部が形成さ
れた面と反対面側の中心軸に向かって傾斜した環状傾斜面部を有している、スラグ弾頭保
持部材。
【請求項２】
　前記円板部の上部周面部の厚みＬ1と前記弾頭保持部の円板部表面からの高さＬ2との比
率（Ｌ2／Ｌ1）が０．４～２．５の範囲であり、前記弾頭保持部が形成された面と反対面
と前記環状傾斜面部とのなす角度αが４５～８５°の範囲である、請求項１記載のスラグ
弾頭保持部材。
【請求項３】
　薬莢内において、雷管、発射薬及び送りを含む複数の構成要素と共に、スラグ弾頭の凹
部に請求項１又は２記載のスラグ弾頭保持部材の弾頭保持部が嵌め込まれたものを備えた
、スラグ弾。
【請求項４】
　前記送りが、発射時の圧力により塑性変形する樹脂製のカップワッズであり、前記スラ
グ弾頭保持部材の凹部と前記カップワッズが軸方向に隣接し、かつ正対するように配置さ
れている、請求項３記載のスラグ弾。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スラグ弾頭を保持するために用いるスラグ弾頭保持部材と、前記スラグ弾頭
保持部材で保持したスラグ弾頭を備えたスラグ弾に関する。
【背景技術】
【０００２】
　散弾銃で用いるスラグ弾に要求される命中精度を高めるための発明が特許文献１に記載
されている。特許文献１の発明では、第４図～第６図に示されているように、弾丸９の内
部空間ａにコア１１を嵌め込んだものをスラグ弾に用いることにより、命中精度を高めた
ものであり、第４図には様々な形状のコア１１が示されている。
【０００３】
　弾丸９を発射したとき、発射時の圧力でコア１１は軸方向に押し縮められ、弾丸９の内
部空間ａにめり込んだ状態で一体に飛翔する（第６図）。また、第２図に示されているよ
うなプラスチック製ワッズ１０を備えている場合には、弾丸９はワッズ１０と分離した状
態で飛翔する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特公昭６４－２８８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１の発明では、第４図から理解できるとおり、コア１１の環状板部Ａの厚みは
、コア１１の凸部Ｂの厚み（高さ）と比べるとかなり小さくなっている。このため、発射
後の第６図の状態の全体長さは弾丸９の長さと大差ないため（即ち、弾丸９以外の長さが
小さくなっているため）直進性が損なわれて、命中精度が充分に高められないという点で
改善の余地がある。
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【０００６】
　本願発明は、特許文献１の発明を改良することにより、特にコア１１に相当する部材を
改良することにより、スラグ弾に使用したときにその命中精度をより高めることができる
スラグ弾頭保持部材と、それを用いたスラグ弾を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１の発明は、課題の解決手段として、
　スラグ弾頭を保持するためのスラグ弾頭保持部材であって、
　前記スラグ弾頭保持部材が、円板部と、前記円板部の一面上に突き出して形成された弾
頭保持部とを有しており、更に前記円板部と前記弾頭保持部に跨った凹部を有するもので
あり、
　前記円板部の厚みＬ1と前記弾頭保持部の円板部表面からの高さＬ2との比率（Ｌ2／Ｌ1

）が０．４～２．５の範囲である、スラグ弾頭保持部材を提供する。
【０００８】
　本発明のスラグ弾頭保持部材は、上記したとおり、Ｌ2／Ｌ1の比率が所定範囲のもので
あるため、スラグ弾の発射後、スラグ弾頭とスラグ弾頭保持部材が一体になった状態で飛
翔したとき、特許文献１の発明における弾丸９とコア１１との関係と比べると、Ｌ2とＬ1

の合計長さが大きく、スラグ弾頭以外の部分の長さも大きくなっている。このため、スラ
グ弾の飛翔が安定し、着弾したときの命中精度がより高められる。
【０００９】
　請求項３の発明は、課題の他の解決手段として、
　スラグ弾頭を保持するためのスラグ弾頭保持部材であって、
　前記スラグ弾頭保持部材が、円板部と、前記円板部の一面上に突き出して形成された弾
頭保持部とを有しており、更に前記円板部と前記弾頭保持部に跨った凹部を有するもので
あり、
　前記円板部が、前記弾頭保持部が突き出された上部周面部と、前記弾頭保持部が形成さ
れた面と反対面側の中心軸に向かって傾斜した環状傾斜面部を有しており、
　前記円板部の上部周面部の厚みＬ1と前記弾頭保持部の円板部表面からの高さＬ2との比
率（Ｌ2／Ｌ1）が０．４～２．５の範囲である、スラグ弾頭保持部材を提供する。
【００１０】
　本発明のスラグ弾頭保持部材として上記したＬ2／Ｌ1の比率を所定範囲にして、かつ環
状傾斜面を有するもの用いることにより、更にスラグ弾の飛翔が安定して、着弾したとき
の命中精度がより高められる。
【００１１】
　請求項５の発明は、他の課題の解決手段として、薬莢内において、雷管、発射薬及び送
りを含む複数の構成要素と共に、スラグ弾頭の凹部に請求項１～４のいずれか１項記載の
スラグ弾頭保持部材の弾頭保持部が嵌め込まれたものを備えた、スラグ弾を提供する。
【００１２】
　送りは、カップワッズ又はフェルトとカップワッズの組み合わせからなるものを用いる
ことができる。前記カップワッズは、発射時の圧力により塑性変形する樹脂製のカップワ
ッズが好ましく、送りがカップワッズである場合には、スラグ弾頭の凹部とカップワッズ
が軸方向に隣接し、かつ正対するように配置されていることが好ましい。
【００１３】
　本発明のスラグ弾は、本発明のスラグ弾頭保持部材を用いているため、発射後の飛翔が
安定し、着弾したときの命中精度がより高められている。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明のスラグ弾は、特定形状のスラグ弾頭保持部材とスラグ弾を組み合わせたものを
用いているため、発射後の飛翔が安定し、着弾したときの命中精度がより高められている
。
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【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】（ａ）は、本発明のスラグ弾頭保持部材の正面図、（ｂ）は（ａ）の裏面図。
【図２】（ａ）は、本発明の別実施形態であるスラグ弾頭保持部材の正面図、（ｂ）は（
ａ）の裏面図。
【図３】本発明のスラグ弾頭保持部材を用いたスラグ弾の軸方向断面図。
【図４】図３のスラグ弾が発射された後の状態を示す図。
【図５】本発明のスラグ弾頭保持部材を用いた別実施形態であるスラグ弾の軸方向断面図
。
【図６】図５のスラグ弾が発射された後の状態を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　＜スラグ弾頭保持部材－１＞
　図１（ａ）は、スラグ弾頭保持部材１０Ａの正面図、図２（ｂ）は、図２（ａ）の裏面
図（底面１０ｂ側から見た平面図）である。
【００１７】
　スラグ弾頭保持部材１０Ａは、高密度ポリエチレン製であり、円板部１１と、円板部１
１の一面上に突き出して形成された弾頭保持部１５とを有している。円板部１１と弾頭保
持部１５は一体に成形されており、それぞれの中心軸Ｘは一致している。
【００１８】
　弾頭保持部１５は、スラグ弾頭の凹部（弾頭空洞部）に嵌め込まれるものであるため、
その外形と大きさは、前記弾頭空洞部の形状と大きさに合わせて形成されている。図１（
ａ）では、弾頭保持部１５は円柱部１６と円錐台部１７からなっているが、前記した弾頭
空洞部の形状に応じて適宜変更することができる。
【００１９】
　スラグ弾頭保持部材１０Ａは、円板部１１と弾頭保持部１５に跨って形成された凹部１
４を有している。凹部１４は、底面１０ｂ側に開口しており、頂面１０ａ側には貫通され
ていない。
【００２０】
　スラグ弾頭保持部材１０Ａは、円板部１１の厚みＬ1と弾頭保持部１５の円板部１１表
面からの高さＬ2との比率（Ｌ1／Ｌ2）が０．４～２．５の範囲であり、好ましくは０．
５～２．０の範囲、より好ましくは０．６～１．５の範囲である。
【００２１】
　＜スラグ弾頭保持部材－２＞
　図２（ａ）は、スラグ弾頭保持部材１０Ｂの正面図、図２（ｂ）は、図２（ａ）の裏面
図（底面１０ｂ側から見た平面図）である。
【００２２】
　スラグ弾頭保持部材１０Ｂは、高密度ポリエチレン製であり、円板部１１と、円板部１
１の一面上に突き出して形成された弾頭保持部１５とを有している。円板部１１と弾頭保
持部１５は一体に成形されており、それぞれの中心軸Ｘは一致している。
【００２３】
　円板部１１は、その周面が、上部周面部１２と、中心軸Ｘに向かって傾斜した環状傾斜
面部１３に分けられている。上部周面部１２の外径は、銃身の内径とほぼ等しい寸法に設
定されている。そして、底面１０ｂと環状傾斜面部１３とのなす角度αは４５～８５°の
範囲が好ましく、６０～８３°の範囲がより好ましい。
【００２４】
　弾頭保持部１５は、スラグ弾頭の凹部（弾頭空洞部）に嵌め込まれるものであるため、
その外形と大きさは、前記弾頭空洞部の形状と大きさに合わせて形成されている。図１（
ａ）では、弾頭保持部１５は円柱部１６と円錐台部１７からなっているが、前記した弾頭
空洞部の形状に応じて適宜変更することができる。
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【００２５】
　スラグ弾頭保持部材１０Ｂは、円板部１１と弾頭保持部１５に跨って形成された凹部１
４を有している。凹部１４は、底面１０ｂ側に開口しており、頂面１０ａ側には貫通され
ていない。
【００２６】
　スラグ弾頭保持部材１０Ｂは、円板部１１の厚みＬ1と弾頭保持部１５の円板部１１表
面からの高さＬ2との比率（Ｌ1／Ｌ2）が０．４～２．５の範囲であり、好ましくは０．
５～２．０の範囲、より好ましくは０．６～１．５の範囲である。
【００２７】
　スラグ弾頭保持材１０ＢのＬ1長さは、図１に示すスラグ弾頭保持材１０ＡのＬ1長さよ
りも短くすることができ、１０ＡのＬ1長さの１５～８５％の範囲にすることができる。
【００２８】
　＜スラグ弾－１＞
　図３、図４により、スラグ弾２０Ａの一実施形態を説明する。図３は、スラグ弾２０Ａ
の軸方向断面図、図４は、図３のスラグ弾２０Ａが発射された後の状態を示す軸方向断面
図である。
【００２９】
　筒状の薬莢２１の一端開口部はベースメタル２２で閉塞されている。そして、ベースメ
タル２２側の端部には雷管２４、ベースワッズ２３が配置され、更に所要量の火薬（発射
薬）２５が充填されている。
【００３０】
　火薬２５の先には、送り（低密度ポリエチレン製のカップワッズ）２６ａが配置され、
その先には、スラグ弾頭２７の凹部（弾頭空洞部）２８内に、弾頭保持部１５が嵌め込ま
れた状態でスラグ弾頭保持部材１０Ｂが組み合わされたものが配置されている。スラグ弾
頭保持部材１０Ｂとカップワッズ２６ａは、ともにスラグ弾頭２７よりも軽量の部材であ
る。スラグ弾頭保持材１０Ｂの頂面１０ａとスラグ弾頭２７の間には、発射時の変形によ
り、弾頭２７の頂部が極端に薄肉化しないようにするため、空間を設けることが好ましい
。
【００３１】
　薬莢２１の他端開口部周縁には、図示するように内側に折り込まれた折り込み部２１ａ
が形成されており、この折り込み部２１ａがスラグ弾頭２７に当接されることで、スラグ
弾頭２７の軸方向の移動が防止されている。
【００３２】
　次に、図３に示すスラグ弾２０Ａを散弾銃に装填し、発射したときの状態変化を説明す
る。
【００３３】
　散弾銃で発射後、スラグ弾頭２７は、銃身内部の移動中において、火薬２５の燃焼ガス
圧力により、弾頭保持部材１０Ｂに押されて、軸方向に圧縮変形されると共に、外径が拡
大されるが、その後、外径は銃身内径と合致するように変形される。このとき、スラグ弾
頭２７の弾頭空洞部２８も押し縮められるが、弾頭保持部材１０Ｂの弾頭保持部１５が弾
頭空洞部２８に密着して、図４に示すような状態になる。このため、弾頭保持部材１０Ｂ
の圧縮強度は、スラグ弾頭２７及びカップワッズ２６ａの圧縮強度よりも高くなるように
設定されている。またカップワッズ２６ａは、発射時の押圧によって、塑性変形するもの
である。
【００３４】
　そして、銃身から飛び出した後は、図４に示すように、スラグ弾頭２７と弾頭保持部材
１０Ｂが密着され、弾頭保持部材１０Ｂの凹部１４内にカップワッズ２６ａの中央部分は
めり込んだ状態となり、全体として一体なった状態で飛翔する。このとき、Ｌ11とＬ12の
合計長さ（特にＬ11の長さ）が、特許文献１の第６図と比べると長くなるため、飛翔が安
定され、着弾したときの命中精度が高められる。
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【００３５】
　＜スラグ弾－２＞
　図５、図６により、スラグ弾２０Ｂの一実施形態を説明する。図５は、スラグ弾２０Ｂ
の軸方向断面図、図６は、図５のスラグ弾２０Ｂが発射された後の状態を示す軸方向断面
図である。
【００３６】
　筒状の薬莢２１の一端開口部はベースメタル２２で閉塞されている。そして、ベースメ
タル２２側の端部には雷管２４，ベースワッズ２３が配置され、更に所要量の火薬（発射
薬）２５が充填されている。
【００３７】
　火薬２５の先には、送り（カップワッズ）２６ｂが配置され、その先には、円板状の送
り（フェルト）２９が配置されている。フェルト２９の先には、スラグ弾頭２７の凹部（
弾頭空洞部）２８内に、弾頭保持部１５が嵌め込まれた状態でスラグ弾頭保持部材１０Ｂ
が組み合わされたものが配置されている。スラグ弾頭保持部材１０Ｂとカップワッズ２６
ａは、ともにスラグ弾頭２７よりも軽量の部材である。スラグ弾頭保持材１０Ｂの頂面１
０ａとスラグ弾頭２７の間には、発射時の変形により、弾頭２７の頂部が極端に薄肉化し
ないようにするため、空間を設けることが好ましい。
【００３８】
　薬莢２１の他端開口部周縁には、図示するように内側に折り込まれた折り込み部２１ａ
が形成されており、この折り込み部２１ａがスラグ弾頭２７に当接されることで、スラグ
弾頭２７の軸方向の移動が防止されている。
【００３９】
　次に、図５に示すスラグ弾２０Ｂを散弾銃に装填し、発射したときの状態変化を説明す
る。
【００４０】
　散弾銃で発射後、スラグ弾頭２７は、銃身内部の移動中において、火薬２５の燃焼ガス
圧力により、弾頭保持部材１０Ｂに押されて、軸方向に圧縮変形されると共に、外径が拡
大されるが、その後、外径は銃身内径と合致するように変形される。このとき、スラグ弾
頭２７の弾頭空洞部２８も押し縮められるが、弾頭保持部材１０Ｂの弾頭保持部１５が弾
頭空洞部２８に密着して、図６に示すような状態になる。フェルト２９は、繊維質で変形
し難いため、図３、４に示すカップワッズ２６ａのように、弾頭保持部材１０Ｂの凹部１
４内にめり込んだ状態にはならない。
【００４１】
　その後、銃身から飛び出した後は、図６に示すように、スラグ弾頭２７及び弾頭保持部
材１０Ｂのみが一体になった状態で飛翔する。このとき、Ｌ21とＬ22の合計長さ（特にＬ

21の長さ）が、特許文献１の第６図と比べると長くなるため、飛翔が安定され、着弾した
ときの命中精度が高められる。
【００４２】
　なお、図４のＬ11とＬ12の合計長さと比べると、Ｌ21とＬ22の合計長さの方が短くなっ
ているが、図４の状態と比べると、弾頭保持部材１０Ｂの環状傾斜面部１３が空気と接し
易くなっているため、前記環状傾斜面部１３の作用により、図３のスラグ弾２０Ａと同等
の命中精度が維持できる。
【実施例】
【００４３】
　実施例１～６、比較例１～３
　（スラグ弾頭保持部材）
　高密度ポリエチレン（日本ポリエチレン社製，商品名：ノバテック　ＨＢ３３０ＮＰ）
を用い、射出成形して、図１又は図２に示す形状で、表１に示す寸法のスラグ弾頭保持部
材を製造した。表１中、円板部の最大径は、図１の保持部材は円板部１１の外径、図２の
保持部材は上部周面部１２の外径を示す。
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【００４４】
　（スラグ弾）
　表１に示すスラグ弾頭保持部材を用いて、図３又は図５に示す構造のスラグ弾を製造し
た。但し、図１の保持部材１０Ａを用いたスラグ弾（図５）は、保持部材１０Ｂが保持部
材１０Ａとなる。スラグ弾頭保持部材以外は公知の部材を用いた。
【００４５】
　（発射試験）
　表１に示す各スラグ弾を用い、銃器は、射台固定式とし、ゲージ番号１２、銃身長３０
インチ銃口絞り平筒を使用した。試験は、表１に示す初速にて、５０ｍ先の標的に向けて
スラグ弾を５回ずつ発射し、標的上の５発の弾痕を全て含む最小円の直径を測定し、命中
精度とした。前記直径が小さいほど、命中精度が高いことを示す。なお、標的に命中後の
状態は、実施例１～４、比較例１は図６に示すような状態であり、実施例５、６は、図４
に示すような状態であった。結果を表１に示す。
【００４６】



(8) JP 2013-210182 A 2013.10.10

10

20

30

40

50

【表１】

【００４７】
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　実施例１～６の命中精度は、いずれも１０ｃｍ未満であり、比較例１～３と比べると、
高くなっていた。
【００４８】
　実施例１と実施例４の比較から、図２の環状傾斜面を有する保持部材の方が、図１の保
持部材よりも命中精度が良かった。
【００４９】
　実施例４におけるＬ22＋Ｌ21の長さと、実施例５、６におけるＬ12＋Ｌ11の長さの対比
から、Ｌ22＋Ｌ21又はＬ12＋Ｌ11に相当する部分の長さが大きい方が、命中精度が良かっ
た。
【符号の説明】
【００５０】
　１０Ａ，１０Ｂ　スラグ弾頭保持部材
　１１　円板部
　１２　上部周面部
　１３　環状傾斜面部
　１４　凹部
　１５　弾頭保持部
　２０Ａ、２０Ｂ　スラグ弾
　２７　スラグ弾頭

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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