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(57)【要約】
【課題】火器の操作性を維持しつつ、残留物の回収量を
増加させることのできる回収装置を提供する。
【解決手段】火器２とは別体に設けられ、射撃の際、火
器２の排出口３から排出される残留物６を回収する収容
部１１と、排出口３から収容部１１へ残留物６を案内す
る通路部材１７を有する搬送部１６と、通路部材１７の
たわみを抑制するたわみ抑制手段２１とを備える。たわ
み抑制手段２１により通路部材１７のたわみが抑えられ
るため、発射レートの高い火器２から大量に残留物６が
排出されても、詰まりの除去のために射撃を中止するこ
となく残留物６を回収できる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　火器とは別体に設けられ、射撃の際、火器の排出口から排出される残留物を回収する収
容部と、
　前記排出口から前記収容部へ残留物を案内する通路部材を有する搬送部と、
　前記通路部材のたわみを抑制するたわみ抑制手段と、を備えることを特徴とする回収装
置。
【請求項２】
　前記通路部材は、曲げおよび伸縮が可能な素材で構成され、
　前記たわみ抑制手段は、前記通路部材が縮む方向に付勢することを特徴とする請求項１
に記載の回収装置。
【請求項３】
　前記たわみ抑制手段は、前記通路部材の長手方向に沿って螺旋状に取り付けられる弾性
部材を有することを特徴とする請求項１又は２に記載の回収装置。
【請求項４】
　前記通路部材は、その端部が前記収容部に進退可能に挿入され、
　前記たわみ抑制手段は、前記収容部内に前記通路部材を進入させる方向に付勢すること
を特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の回収装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、火器から射撃時に排出される薬きょう等の残留物を回収するための回収装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　弾薬の管理や、環境への配慮のため、火器から射撃時に排出される残留物を回収する必
要がある。このため、火器と一体に取り付けられる回収装置が提案されている（例えば、
特許文献１参照。）。この回収装置は、火器から排出される残留物が収容部内に収容され
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－６７９６０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　機関銃や機関砲等の自動火器では、弾薬の発射レートは、毎分１０００～６０００発に
及び、短時間に大量の残留物が生じる。したがって、回収装置による回収量は大きいほど
よいが、火器と一体の従来の回収装置で単純に収容部の容量を増加させると、回収後の残
留物により火器全体の重量が急速に増加し、火器の操作性が低下する。このため、従来の
回収装置では、収容部の容量を制限せざるを得なかった。
【０００５】
　本発明は、こうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、火器の操作性を維
持しつつ、残留物の回収量を増加させることができる回収装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のある態様は回収装置に関する。この回収装置は、火器とは別体に設けられ、射
撃の際、火器の排出口から排出される残留物を回収する収容部と、排出口から収容部へ残
留物を案内する通路部材を有する搬送部と、通路部材のたわみを抑制するたわみ抑制手段
とを備える。
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【発明の効果】
【０００７】
　本発明のある態様によれば、火器の操作性を維持しつつ、残留物の回収量を増加させる
ことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１実施形態に係る回収装置が使用される火器の構成を示す側面図である。
【図２】第１実施形態に係る回収装置の構成を示す側面断面図である。
【図３】第１実施形態に係る回収装置の構成を示す外観斜視図である。
【図４】火器が移動したときの回収装置の状態を示す側面図である。
【図５】（ａ）は、付勢装置が設けられていない回収装置の構成を示す側面断面図であり
、（ｂ）は、（ａ）のＢ部の拡大図である。
【図６】第２実施形態に係る付勢装置の構成を示す部分斜視図である。
【図７】第３実施形態に係る回収装置の構成を示す側面断面図である。
【図８】第３実施形態に係る回収装置の通路部材が移動した状態を示す側面断面図である
。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
（第１実施形態）
　図１は、第１実施形態に係る回収装置が使用される火器２の構成を示す側面図である。
回収装置は、機関銃、機関砲等の自動火器を含めた種々の火器２に使用される。火器２は
、地面、車両、航空機等の設置対象物の設置面４に、銃架５を介して設置される。火器２
は、水平軸５ａ周りに上下に回転可能で、かつ、鉛直軸周りに旋回可能に、銃架５に支持
される。
【００１０】
　射撃の際、火器２に設けられた排出口３から残留物が排出される。排出口３の位置及び
数、残留物の種類は、火器２の種類による。残留物の例は薬きょうやリンクである。薬き
ょうは、実包の発射薬を収納する筒状のケースをいう。リンクは、複数の実包を接続して
弾帯を構成するものをいう。残留物は、火器２の排出機構に応じた勢いで排出口３から排
出される。なお、ここでは説明の簡便のため、排出口３が外部に露出するよう図示してい
る。
【００１１】
　図２は、第１実施形態に係る回収装置１の構成を示す側面断面図であり、図３は、その
外観斜視図である。図３では、銃架５や後述の付勢装置２１を省略する。
【００１２】
　回収装置１は、収容部１１、搬送部１６、付勢装置２１を備える。収容部１１は、残留
物６を収容して回収する。収容部１１は、火器２とは別体に設けられる。すなわち、収容
部１１は、火器２から離れて設けられ、収容部１１に対する火器２の相対移動が許容され
る。収容部１１は、本実施形態において、硬質の箱状の容器だが、軟質の袋等の容器でも
よい。収容部１１は、この他にも、車両、航空機等の設置対象物となる構造体の内部に設
けられた閉空間で構成してもよい。収容部１１は、回収すべき残留物６の大きさ、回収量
に応じて、その形状、寸法が設定される。
【００１３】
　搬送部１６は、火器２の排出口３と、収容部１１に設けられた導入口１２とをつなぐ。
導入口１２は、排出口３より低位置に配置される。搬送部１６は、排出口３から収容部１
１へ残留物６を自重により落下させて案内する通路部材１７を有する。通路部材１７は、
曲げおよび伸縮が可能な素材の可撓管１８で構成される。搬送部１６は、通路部材１７が
曲げおよび伸縮することによって、火器２の移動に追従して移動する。
【００１４】
　可撓管１８は、収容部１１の導入口１２に接続され、ガイド管１９を介して排出口３に
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接続される。ガイド管１９は金属等の硬質材料で構成される。排出口３から排出される残
留物６は、ガイド管１９の内壁面に衝突しつつ通路部材１７内に案内される。可撓管１８
は、排出口３に直接に接続されてもよい。これら部材は、ねじ、ピン等の公知の接続手段
を用いて着脱可能に接続される。
【００１５】
　図３では、火器２の複数の排出口（図示せず）と収容部１１とが複数の搬送部１６によ
りつながれている。複数の排出口からは、それぞれ薬きょうとリンクが排出される。以下
、説明の簡便のため、火器２と収容部１１とが一つの搬送部１６によりつながれていると
して説明する。
【００１６】
　図２に戻り、付勢装置２１は、固定部材２３、弾性部材２５を備える。固定部材２３は
、ホースクランプ等から構成され、通路部材１７の長手方向に複数固定される。弾性部材
２５は、引張ばねから構成されるが、線状のゴム等から構成されてもよい。弾性部材２５
は、その両端部にフック（図示せず）が設けられ、固定部材２３に形成された貫通穴等に
フックを引っかけて固定される。弾性部材２５は、通路部材１７の長手方向に伸びた状態
でその両端部が固定される。通路部材１７は、弾性部材２５の弾性復元力により張力が付
加され、通路部材１７が縮む方向に付勢される。
【００１７】
　付勢装置２１は、銃架５に支持された火器２が移動する可動範囲内において、常に通路
部材１７を付勢することが好ましい。本実施形態では、収容部１１の導入口１２から排出
口３が最も近い位置にあるとき、弾性部材２５により通路部材１７に張力が付加されてい
る。この位置から排出口３が離れても、弾性部材２５が伸びることで、常に通路部材１７
が付勢される。これにより、火器２の移動に追従して通路部材１７が移動しても、通路部
材１７が安定して付勢される。
【００１８】
　弾性部材２５は、通路部材１７の中心軸Ｐ１周りに等角度間隔で複数取り付けられる。
図示の例では、通路部材１７の中心軸Ｐ１周りに略１８０°の間隔で二つの弾性部材２５
が取り付けられる。四つの弾性部材２５を取り付ける場合は、通路部材１７の中心軸Ｐ１
周りに略９０°の間隔で取り付ける。弾性部材２５が等角度間隔で取り付けられることに
より、付勢力が通路部材１７の周方向に均等に付加され、弾性部材２５を取り付けた範囲
Ｓ１での通路部材１７のたわみが抑えられる。
【００１９】
　弾性部材２５は、通路部材１７の収容部１１寄りの部位に取り付けられる。これにより
、火器２の移動に追従して通路部材１７が移動しても、弾性部材２５が大きく移動し難く
、通路部材１７が安定して付勢される。
【００２０】
　図４は、火器２が移動したときの回収装置１の状態を示す側面図である。図４では、収
容部１１から排出口３が離れるように移動したときの状態を実線で示し、排出口３が近づ
くように移動したときの状態を二点鎖線で示す。収容部１１から排出口３が離れたとき、
通路部材１７は、火器２の移動に追従して伸び、排出口３から収容部１１までの長さが長
くなる。一方、収容部１１に排出口３が近づいたとき、通路部材１７は、付勢装置２１の
付勢により縮み、そのたわみが抑制される。このように付勢装置２１は、通路部材１７の
たわみを抑制するたわみ抑制手段として設けられる。
【００２１】
　本実施形態に係る回収装置１の効果について説明する。図５（ａ）は、付勢装置２１が
設けられていない回収装置１の構成を示す側面断面図であり、図５（ｂ）は、図５（ａ）
のＢ部の拡大図である。
【００２２】
　付勢装置２１が設けられていないと、収容部１１に排出口３が近づくように火器２が移
動したとき、通路部材１７にたわみが生じる。通路部材１７のたわみが生じた箇所には、
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残留物６が滞留し易い。残留物６の滞留が生じてしまうと、通路部材１７内で残留物６が
詰まる恐れがあり、詰まりを除去するために射撃の中止が必要となる。残留物６の滞留は
、火器２の発射レートが高いほど生じ易い。
【００２３】
　一方、本実施形態に係る回収装置１によれば、付勢装置２１により通路部材１７のたわ
みが抑えられるため、発射レートの高い火器２から大量に残留物６が排出されても、詰ま
りの除去のため射撃を中止することなく残留物６を回収できる。また、回収装置１の収容
部１１を火器２に一体に取り付ける必要がなく、回収後の残留物６により火器２全体の重
量が増加しないため、火器２の操作性を維持しつつ残留物６の回収量を大きく増加させら
れる。また、火器２の移動に追従して通路部材１７が移動するため、火器２の操作性を維
持しつつ、残留物６を回収できる。また、残留物６が通路部材１７内を自重により落下し
て案内される構造であるため、残留物６の回収のために複雑な機構を必要とせず、簡単に
実現できる。
【００２４】
（第２実施形態）
　図６は、第２実施形態に係る付勢装置２１の構成を示す部分斜視図である。以下の実施
形態では、第１実施形態で説明した要素と同一の要素に同一の符号を付し、重複する説明
を省略する。
【００２５】
　付勢装置２１により通路部材１７が縮んでたわむと、複数の弾性部材２５の間から通路
部材１７が抜け出る恐れがある。この通路部材１７の抜け出しを抑えるため、本実施形態
に係る弾性部材２５は、通路部材１７の長手方向に沿って螺旋状に取り付けられる。これ
により、通路部材１７の周方向の広い範囲に弾性部材２５が接触し、弾性部材２５により
通路部材１７の抜け出しを防止できる。
【００２６】
　各弾性部材２５は、通路部材１７の抜け出しが抑えられるように、通路部材１７の長手
方向軸に対する弾性部材２５の傾きや、弾性部材２５の数等が調整される。図示の例では
、一の弾性部材２５から通路部材１７の長手方向に間隔を空けた位置に、周方向に隣り合
う他の弾性部材２５が配置されるよう調整されている。たとえば、一の弾性部材２５Ａの
Ｃ１点から、通路部材１７の長手方向に間隔を空けて、他の弾性部材２５ＢのＣ２点が配
置されることになる。
【００２７】
（第３実施形態）
　図７は、第３実施形態に係る回収装置１の構成を示す側面断面図である。第３実施形態
に係る通路部材１７は、その端部１７ａが収容部１１に進退可能に挿入される。搬送部１
６は、通路部材１７が収容部１１に進退移動し、かつ、通路部材１７が曲げられることに
よって、火器２の移動に追従して移動する。付勢装置２１の弾性部材２５は、その一端部
２５ａが固定部材２３に固定され、他端部２５ｂが収容部１１に固定される。通路部材１
７は、弾性部材２５により収容部１１内に進入する方向に付勢される。
【００２８】
　図８は、図示しない火器２が移動したときの通路部材１７の状態を示す側面断面図であ
る。図８では、収容部１１から図示しない排出口３が離れるように移動したときの状態を
実線で示し、排出口３が近づくように移動したときの状態を二点鎖線で示す。収容部１１
から排出口３が離れたとき、通路部材１７は、火器２の移動に追従して収容部１１から引
き出され、排出口３から収容部１１までの長さが長くなる。一方、収容部１１に排出口３
が近づくように火器２が移動したとき、通路部材１７は、付勢装置２１の付勢により収容
部１１内に進入し、そのたわみが抑制される。
【００２９】
　以上の第３実施形態によれば、通路部材１７が長手方向に伸縮可能に構成されていなく
とも、通路部材１７のたわみが抑制されるため、長手方向に伸縮性のない可撓管１８等を
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通路部材１７に用いることができ、設計の自由度が向上する。
【００３０】
　以上、実施の形態に基づき本発明を説明したが、実施の形態は、本発明の原理、応用を
示しているにすぎない。また、実施の形態には、請求の範囲に規定された本発明の思想を
逸脱しない範囲において、多くの変形例や配置の変更が可能である。
【００３１】
　回収装置１は、銃架５に支持された火器２に使用する以外に、銃架５に支持されていな
い火器２に使用されてもよい。また、搬送部１６は、複数の金属部材を組み合わせて構成
してもよく、その途中にホッパー等が配置されてもよい。また、通路部材１７のたわみは
、付勢装置２１による付勢以外の手段により抑制されてもよい。
【符号の説明】
【００３２】
１：回収装置、２：火器、３：排出口、５：銃架、６：残留物、１１：収容部、１６：搬
送部、１７：通路部材、２１：付勢装置、２５：弾性部材

【図１】 【図２】



(7) JP 2014-163588 A 2014.9.8

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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