
JP 2016-537602 A 2016.12.1

10

(57)【要約】
　本発明は、銃弾、及び、生体認証機能又は無線信号に
よってロック／ロック解除されるように構成されている
電子部品を保持する弾倉であって、カートリッジの列及
び電子部品の双方を保持する容量を有するハウジングを
備える、弾倉を提供する。ハウジングは、標準的な火器
のいかなる変更も必要とすることなく、火器に挿入可能
であるように寸法決めされる。さらに、弾倉は、ハウジ
ングの外側に長手方向に延びる機械要素、又は、カート
リッジが弾倉のハウジングを出ることを防止するカート
リッジバリア要素；及び、受信した無線信号又は生体認
証機能によって解除されることに応答して、機械要素を
押し引きする手動又は電気機械的な作動手段；並びに、
全ての手段を作動するように入ってくる無線信号を処理
する、ハウジング内の電子手段、及び、ハウジングに取
り付けられるモバイル電源、によって火器の装填を防止
するアセンブリを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　銃弾と、生体認証機能又は無線信号によってロック／ロック解除されるように構成され
ている電子部品とを保持する弾倉であって、
　－カートリッジの列及び電子部品の双方を保持する容量を有するハウジングであって、
標準的な火器のいかなる変更も必要とすることなく、前記火器に挿入可能であるように寸
法決めされる、ハウジングと；
　－前記火器の装填を防止するアセンブリであって：
　　－前記ハウジングの外側に長手方向に延びる機械要素であって、機械要素が、武装又
は装填機構と称されることもある前記火器のコッキング機構の経路に突出するように堅く
ロックされる第１の状態を有するとともに、機械要素が前記コッキング機構の経路から少
なくとも部分的に押し出されて前記火器を動作させることを可能にする第２の状態を有す
る、機械要素；又は
　　－カートリッジバリアであって、カートリッジバリアがその第１の状態にあるときは
カートリッジが弾倉のハウジングを出ることを防止するとともに、カートリッジバリアが
その第２の状態にあるときはカートリッジを弾倉から解放して前記火器を動作させること
を可能にする、カートリッジバリア；
　　－受信した無線信号又は生体認証機能によって解除されることに応答して、前記機械
要素を押し引きする手動又は電気機械的な作動手段；
　　－前記ハウジングの外側に横方向に延びる機械部材であって、機械部材が前記火器の
キャビティに突出するように電子的にロックされる第１の状態を有し、突出部は、弾倉が
ロック位置にあるときは外方に延びる位置にあり、それによって、弾倉の取り出しを防止
し、且つ、無線信号又は生体認証機能によって解除されることにより電子的にロック解除
され、弾倉を前記火器から取り出すことを可能にする、機械部材；
　　－前記第１の機械要素及び前記第２の機械要素の双方を少なくとも間接的にロック／
ロック解除するように構成されている作動手段；
　　－前記作動手段に動作可能に接続される切り換え要素；
　　－生体認証機能によって解除されるか、又は、無線信号を受信するように前記ハウジ
ングに接続される無線受信手段；
　　－入ってくる無線信号又は解除された生体認証を少なくとも処理するとともに、前記
切り換え要素に対して、前記作動手段に給電／給電遮断させる、前記ハウジング内の電子
手段；並びに
　　－前記ハウジングに取り付けられるモバイル電源
を備える、アセンブリと、
を備える、弾倉。
【請求項２】
　前記弾倉には、前記機械要素が第２の位置に移動すると、そのような移動が前記作動手
段によって生成されたか、又は、前記火器を保持する任意の人が行った動作からかに関係
なく、遠隔コントローラに送信信号を送るように構成されている無線送信機が更に設けら
れ、前記送信信号は、該送信信号を生成する特定の弾倉の識別を可能にする要素を含む、
請求項１に記載の弾倉。
【請求項３】
　前記電子部品は、遠隔コントローラが弾倉の位置を表すデータを受信することを可能に
するようにＧＰＳ（全地球測位システム）部品を含む、請求項１に記載の弾倉。
【請求項４】
　前記ハウジングは、互い違いの列に積み重ねられるカートリッジを保持する標準的な弾
倉に取って代わるように寸法決めされる、請求項１に記載の弾倉。
【請求項５】
　弾倉は、第１の区画及び第２の区画に内部で分割され、前記第１の区画はカートリッジ
の列を保持し、前記第２の区画は、前記電子部品及び無線部品、前記電源及び関連する部
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品を保持する、請求項１に記載の弾倉。
【請求項６】
　前記作動手段は電気モータである、請求項１に記載の弾倉。
【請求項７】
　遠隔のソースとの通信に使用される無線信号は、商業的に確立された標準的な無線技術
に適合するフォーマットを有する、請求項１に記載の弾倉。
【請求項８】
　前記第２の機械要素は、小型電気モータによって駆動されるねじ機構によって前記ハウ
ジングの外側で横方向にロックされる、請求項１に記載の弾倉。
【請求項９】
　前記ハウジングに取り付けられる「低バッテリ」警告装置が更に設けられる、請求項１
に記載の弾倉。
【請求項１０】
　前記作動手段はソレノイドである、請求項１に記載の弾倉。
【請求項１１】
　請求項１に記載の弾倉が装着されている火器。
【請求項１２】
　少なくとも１つの弾倉を遠隔制御するシステムであって、請求項１に記載の少なくとも
１つの弾倉を備え、その範囲において任意の特定の選択された弾倉の無線受信手段によっ
て受信されるとともに、前記弾倉のハウジング内に担持される電子手段によってロック／
ロック解除命令として理解される無線信号を生成可能な遠隔コントローラを含む、システ
ム。
【請求項１３】
　前記弾倉が規定の位置の外側の位置まで移動したこと、又は、武器の使用を可能にする
既定の期間が切れたことを前記遠隔コントローラが検出することに応じて、再ロック信号
が前記システムによって自動的に生成される、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　予め指定された人のみが使用する弾倉であって、生体認証データを受信する受信パッド
が設けられ、前記データは、受信されると、ハウジング内の電子比較回路に送信され、電
子手段が、前記指定された人に関連する予めプログラミングされた生体認証データを記憶
するために設けられ、前記比較回路が、新たなデータが前記予めプログラミングされたデ
ータに一致すると判断すると、前記弾倉をロック解除する信号を生成し、その後、遠隔の
ソースから生成される無線信号の受信に応じて前記弾倉を再ロックすることができる、弾
倉。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、火器を不正使用（ｍｉｓｕｓｅ）から保護することに関する。
　より詳細には、本発明は、大人又は子供による拳銃の不正使用の可能性を低減するため
に、遠隔制御されるロック／ロック解除システムを提供する。
【背景技術】
【０００２】
　拳銃等の武器のロックは特に難しくはないが、武器を、多くの場合に思いがけないとき
に、許可された人がすぐに使用できなければならないという要件も存在する。原則として
、武器が、許可された人の手中にあるときにのみ、その人が勤務中である時間だけ動作可
能であることが望ましい。一方で、この時間帯に、武器は、武器の発砲を正当化する安全
上の脅威が確定した数秒の間に使用準備が整わなければならない。
【０００３】
　今日、ピストル及びライフル銃は、建物の、並びに、ＶＩＰ及び旅行者の集団を保護す
る警備員の間で広く使用されている。武装した警備員によっては、通常は民間の警備会社
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に採用されているが、自身の決まった勤務の時間、場所及び範囲外でそれらの武器を使用
したいという衝動に抗えない者がいる。そのような犯罪的行為は、警備員が、疑われた場
合には、武器所有の有効なライセンスを提示するため、阻止することが難しい。警備員は
、法律を順守する警備員として、勤務の終了後に、翌日からの任務に都合良く利用できる
ように武器を家に持ち帰ることもある。
【０００４】
　２００７年５月２９日に発行された特許文献１においては、発明者らは、銃弾を保持せ
ず、武器をブロックし、武器の使用を許可された人の指紋と一致する人だけが取り出すこ
とができる火器の弾倉を特許請求している。したがって、ブロックする弾倉が適所にある
限り、許可されていない人は武器を使用することができず、子供が武器を発砲する危険が
ない。
【０００５】
　しかし、最近のニュースでは、場合によっては、家族又はビジネスに関連する口論を「
終わらせる」ために、武器の携行を許可された人により不正使用された拳銃によって行わ
れた犯罪が急速に増えていることが報告されている。特許文献１の後に発行された複数の
特許を簡単に見直すと、そのような行為を防止若しくは制限し、及び／又は、管理する機
関が各拳銃の所在を知ることができ、且つ、そのような武器が許可されたエリア外の場所
に持ち出されると管理する機関に通報されるような解決策がまだ見出されていないことは
明らかである。
【０００６】
　従来技術に関して、上記特許が公開されてから発行された以下の米国特許を参照する。
これらの特許は、即時の使用の準備が整っていないか、或いは、実装のために火器の変更
を必要とする武器に言及している。これらの特許はまた、遠隔制御用に構成されていない
か又は遠隔制御用に構成することができない。これらの特許はまた、許可されたユーザ自
身による武器の使用を制限するという課題に関するものではない。
【０００７】
　ＭｃＧａｒｒｙに付与された特許文献２は、ピストル、弾倉及びブロック部材を特許請
求しており、弾倉の取り出しによってブロック部材を作動させ、撃針の使用を防止する。
弾倉が再び挿入された後で、アクチュエータを用いてブロック部材を離脱させることがで
きる。
【０００８】
　Ｂｕｂｉｔｓに付与された特許文献３は、弾倉受け入れスペースに挿入されるロック体
を提案しており、このロック体は、ピストルのキャッチに係合する偏心要素を有する。
　Ｓｃｈａｅｆｅｒに付与された特許文献４は、火器のスライド排出ポートをブロックす
ることが好ましいとしており、ロックが弾倉ハウジングの下端に回転可能に接続される。
【０００９】
　Ｃｌｉｆｔｏｎ　Ｊｒ．に付与された特許文献５は、装填ハンドルをブロックする弾倉
を特許請求している。
　Ｌｅｅに付与された特許文献６は、ばね式のスライドの代わりに電動モータが用いられ
る拳銃を開示しており、これは、武器の使用を可能にするためにアクセスコードの入力を
必要とする。使用されないときは、弾倉は取り出され、モータがスライドを後方に駆動す
る。
【００１０】
　Ａｂａｄによる特許文献７においては、ブリーチロード及びリボルバ式武器に限定され
る。シャックルロックが武器に挿入され、内部への弾倉の装着を防止する。
　Ａｓｋｅによる特許文献８においては、新規の着想が開示されており、発砲される列の
最初のカートリッジが安全カートリッジであり、発砲された場合に武器を詰まらせる。武
器の所有者は、発砲を可能にするために安全カートリッジを最初に排出させることによっ
て武器を操作することができる。
【００１１】
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　Ｍａｔｙｋｏ他による特許文献９では、弾倉挿入部材の上方部分から延びるブロック部
材を含むロックを記載している。
　従来技術の設計のいずれも、武器の使用を許可された人による武器の使用を制限するも
のではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】米国特許第７，２２２，４５０号明細書
【特許文献２】米国特許第７，５８１，３４５号明細書
【特許文献３】米国特許第７，５６８，３０９２号明細書
【特許文献４】米国特許第７，５４３，４０３号明細書
【特許文献５】米国特許第７，２４０，４４９号（米国特許出願公開第２００５／０１１
５１３２号）明細書
【特許文献６】米国特許出願公開第２００２／００６９５７０号明細書
【特許文献７】米国特許出願公開第２００２／０１６２２６５号明細書
【特許文献８】米国特許出願公開第２００４／０２１１１０３号明細書
【特許文献９】米国特許出願公開第２００８／０１２０８８８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　したがって、本発明の目的のうちの１つは、従来技術の限界を取り除くとともに、武器
が支給された人による使用を遠隔に制限するようにロックされることができる弾倉を提供
することである。
【００１４】
　本発明の更なる目的は、武器のいかなる変更も必要とすることなくこれを達成すること
である。
　本発明の更なる目的は、武器が合法に使用されるときにその即時の使用を可能にしなが
らこれを達成し、一方で、ユーザが武器を許可されていない場所又は時間において使用す
ることを示す状況では武器をロックすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明は、銃弾、及び、生体認証機能又は無線信号によってロック／ロック解除される
ように構成されている電子部品を保持する弾倉を提供することによって上記の目的を達成
する。この弾倉は、
　－カートリッジの列及び電子部品の双方を保持する容量を有するハウジングであって、
標準的な火器のいかなる変更も必要とすることなく、そのような火器に挿入可能であるよ
うに寸法決めされる、ハウジングと；
　－火器の装填を防止するアセンブリであって：
　　－上記ハウジングの外側に長手方向に延びる機械要素であって、機械要素が、武装又
は装填機構と称されることもある火器のコッキング機構の経路に突出するように堅くロッ
クされる第１の状態を有し、且つ、機械要素がコッキング機構の経路から少なくとも部分
的に押し出されて火器を動作させることを可能にする第２の状態を有する、機械要素；又
は
　　－カートリッジバリア要素であって、カートリッジバリア要素がその第１の状態にあ
るときは、カートリッジが弾倉のハウジングを出ることを防止するとともに、カートリッ
ジバリア要素がその第２の状態にあるときは、カートリッジを弾倉から解放して火器を動
作させることを可能にする、カートリッジバリア要素；
　　－受信した無線信号又は生体認証機能によって解除されることに応答して、機械要素
を押し引きする手動又は電気機械的な作動手段；
　　－ハウジングの外側に横方向に延びる機械部材であって、機械部材が火器のキャビテ
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ィに突出するように電子的にロックされる第１の状態を有し、突出部は、弾倉がロック位
置にあるときは外方に延びる位置にあり、それによって、弾倉の取り出しを防止し、且つ
、無線信号又は生体認証機能によって解除されることにより電子的にロック解除され、弾
倉を火器から取り出すことを可能にする、機械部材；
　　－第１の機械要素及び第２の機械要素の双方を少なくとも間接的にロック／ロック解
除するように構成されている作動手段；
　　－作動手段に動作可能に接続される切り換え要素；
　　－生体認証機能によって解除されるか、又は、無線信号を受信するようにハウジング
に接続される無線受信手段；
　　－入ってくる無線信号又は生体認証機能による解除を少なくとも処理するとともに、
切り換え要素に対して、作動手段に給電／給電遮断させる、ハウジング内の電子手段；並
びに
　　－ハウジングに取り付けられるモバイル電源
を備える、アセンブリと、
を備える。
【００１６】
　本発明の好ましい実施形態では、弾倉であって、機械要素が第２の位置に移動すると、
そのような移動が作動手段によって生成されたか、又は、火器を保持する任意の人が行っ
た動作からかに関係なく、遠隔コントローラに送信信号を送るように構成されている無線
送信機を更に含み、送信信号は、当該送信信号を生成する特定の弾倉の識別を可能にする
要素を含む、弾倉が提供される。
【００１７】
　本発明の更なる好ましい実施形態では、弾倉であって、ハウジングが、互い違いの列に
積み重ねられるカートリッジを保持する標準的な弾倉に取って代わるように寸法決めされ
る、弾倉が提供される。
【００１８】
　本発明の別の好ましい実施形態では、弾倉であって、第１の区画及び第２の区画に内部
で分割され、第１の区画は、カートリッジの列を保持し、第２の区画は、電子部品及び無
線部品、電源及び関連する部品を保持する、弾倉が提供される。
【００１９】
　本発明の更なる好ましい実施形態では、弾倉であって、作動手段が電気モータである、
弾倉が提供される。
　本発明の更なる好ましい実施形態では、弾倉であって、遠隔のソースとの通信に使用さ
れる無線信号が、商業的に確立された標準的な無線技術に適合するフォーマットを有する
、弾倉が提供される。
【００２０】
　本発明の更なる好ましい実施形態では、弾倉であって、第１の区画及び第２の区画に内
部で分割され、第１の区画は、カートリッジの列を保持し、第２の区画は電子部品及び無
線部品、電源及び関連する部品を保持する、弾倉が提供される。
【００２１】
　本発明の別の好ましい実施形態では、弾倉であって、作動手段が電気モータである、弾
倉が提供される。
　本発明の最も好ましい実施形態では、弾倉であって、遠隔のソースとの通信に使用され
る無線信号は、商業的に確立された標準的な無線技術に適合するフォーマットを有する、
弾倉が提供される。
【００２２】
　本発明の別の好ましい実施形態では、弾倉であって、第２の機械要素が、小型電気モー
タによって駆動されるねじ機構によってハウジングの外側で横方向にロックされる、弾倉
が提供される。
【００２３】
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　本発明の別の好ましい実施形態では、弾倉であって、ハウジングに取り付けられる「低
バッテリ」警告装置を更に有する、弾倉が提供される。
　本発明の別の好ましい実施形態では、弾倉であって、作動手段はソレノイドである、弾
倉が提供される。
【００２４】
　本発明は、上述したような弾倉が装着される火器も含む。
　本発明の他の好ましい実施形態では、少なくとも１つの弾倉を遠隔制御するシステムで
あって、少なくとも１つの弾倉を備え、その範囲において任意の特定の選択された弾倉の
無線受信手段によって受信されるとともに、弾倉ハウジング内に担持される電子手段によ
ってロック／ロック解除命令として理解される無線信号を生成可能な遠隔コントローラを
含む、少なくとも１つの弾倉を遠隔制御するシステムが提供される。
【００２５】
　本発明の別の好ましい実施形態では、少なくとも１つの弾倉を遠隔制御するシステムで
あって、弾倉が規定の位置の外側の位置まで移動したこと、又は、武器の使用を可能にす
る既定の期間が切れたことを遠隔コントローラが検出することに応じて、再ロック信号が
遠隔システムによって自動的に生成される、少なくとも１つの弾倉を遠隔制御するシステ
ムが提供される。
【００２６】
　本発明の更なる好ましい実施形態では、予め指定された人のみが使用する弾倉であって
、生体認証データ（ｂｉｏｍｅｔｒｉｃ　ｄａｔａ）を受信する受信パッドが設けられ、
生体認証データは、受信されると、ハウジング内の電子比較回路に送信され、電子手段が
、指定された人に関連する予めプログラミングされた生体認証データを記憶するために設
けられ、電子比較回路が、新たなデータが予めプログラミングされたデータに一致すると
判断すると、弾倉をロック解除する信号を生成し、その後、遠隔のソースから生成される
無線信号の受信に応じて弾倉を再ロックすることができる、弾倉が提供される。
【００２７】
　したがって、本発明の新規の装置が、武器の使用を、その使用に関して許可された時間
及び場所に制限するように機能することが認識される。警備の任務又は護身のために武器
が与えられている人が、任務中に数秒以内に使用準備を整えなければならない武器を不正
使用することを完全に防止する方法はないが、差し迫った不正使用を示す状況において武
器をロックすることができれば、より多くを達成することができる。
【００２８】
　本発明は、武器がその許可されたエリアから持ち出されたことを示す機能を提供する。
これは、窃盗の結果として、又は、警備員が「雪辱を晴らす」ことを望む場所に行くとい
う計画的な決断として起こり得る。
【００２９】
　武器の無線制御は、遠隔制御に有用であるだけではなく、雇われている警備員が配備さ
れる現場を巡回する管理者にも有用である。例えば、管理者は、警備員がアルコール又は
違法薬物の影響下にあると疑う場合、違反者に直面することすらなく、おそらく現場で武
器をロックする。
【００３０】
　本発明を、本発明の好ましい実施形態を例として提示する添付の図面を参照して更に説
明する。構造的な詳細は、その基本的な理解に必要な限りしか示されていない。説明され
る例は、図面とともに、本発明の更なる形態を実現することができる方法を当業者に明ら
かにするであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明による弾倉の好ましい実施形態の立面図である。
【図２】同じ実施形態の側断面図である。
【図３】コントローラと２つの方法で通信する実施形態の側断面図である。
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【図４】図３と同様であるが、ＧＰＳリンクが設けられている図である。
【図５】電気モータによって駆動される火器へのロック手段を有する実施形態の断面図で
ある。
【図６ａ】上側突起をロックするソレノイド駆動実施形態の図である。
【図６ｂ】上側突起をロック解除するソレノイド駆動実施形態の図である。
【図７】本発明による弾倉を有するピストルの立面図である。
【図８】複数の弾倉を制御するシステムの概略図である。
【図９】生体認証データを入力することによってロック解除可能な実施形態の断片的な断
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　図１及び図２では、本明細書において後述するカートリッジ１２及び電子部品を保持す
る弾倉１０が示される。弾倉１０は、遠隔制御ステーションから、又は、現場の監督者等
が近傍から無線信号１４によってロック／ロック解除することができる。
【００３３】
　弾倉１０の２つのロック機構を、図５及び図６を参照して説明する。
　弾倉１０には、カートリッジ１２の列、及び、弾倉を制御する電子部品２４の双方を保
持する容量を有するハウジング２２が設けられる。ハウジング２２は、火器のいかなる変
更も必要とすることなく、標準的な火器２０（図７に示す）に挿入できるように寸法決め
される。これは、弾倉１０の使用を容易にするためだけではなく、内部に穴を開けるとい
った火器の何らかの変更が、製造業者の火器の保証を無効にすることも理由に、重要であ
る。
【００３４】
　図示されているハウジング２２は、互い違いの列で積み重ねられるカートリッジを保持
する標準的な弾倉に取って代わるように寸法決めされる。電子部品２４のスペースは、カ
ートリッジ１２を幅狭の直線的な列２６に配置することによって提供される。
【００３５】
　カートリッジ１２及び電子部品２４は、第１の区画３０及び第２の区画３２を形成する
内部仕切り２８によってハウジング２２内で互いから離れたままにされる。第１の区画３
０はカートリッジ１２の列２６を保持する。第２の区画は、電子部品２４、無線部品３４
及び電源３６を保持する。
【００３６】
　火器２０（図７に示す）は、そのコッキング機構が、ハウジング２２の開口面４０の外
側に長手方向に延びる機械要素３８によって妨げられるため、発砲が防止される。第１の
状態では、機械要素３８は堅くロックされ、ハウジング２２の開口面４０を越えて、武装
又は装填機構と称されることもある火器コッキング機構の経路４２内に突出し、したがっ
て、火器の使用を防止する。代替的には、第１の要素がその第１の状態にあるときに、カ
ートリッジ１２が開口面４０を通って出ることを防止するカートリッジバリア４４が提供
される。
【００３７】
　本発明の２つの図において示される、ロック解除された第２の状態では、機械要素３８
は、コッキング機構の経路４２から出てハウジング２２に一時的に少なくとも部分的に押
し込まれる。ばね式のカートリッジプッシャ６４がカートリッジを上昇させ、一方で、先
頭のカートリッジ１２が開口面４０を通って発砲チャンバに入り、火器を動作させること
を可能にする。
【００３８】
　さらに、火器の弾倉キャッチ（図示せず）内に突出するように、ハウジング２２の外側
にボルト状に横方向に延びる機械部材４６が設けられ、これは、弾倉１０が火器から不用
意に離脱することを防止する。第１の状態では、機械部材４６は電子的にロックされ、そ
の状態では、弾倉１０はロックされ、火器から取り出すことができない。この状態では、
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本発明の弾倉が使用不能になるだけではなく、何らかの代替的な弾倉を火器に挿入するこ
とも不可能である。
【００３９】
　弾倉１０は、許可された人のみが送ることができる無線信号１４の受信のみによって自
由にすることができる。カートリッジがこの自由な第２の状態にあるとき、コッキング動
作が可能であり、これによって、カートリッジ１２を弾倉１０から発砲チャンバ内に解放
する。
【００４０】
　図５及び図６は、弾倉をロックするモータ５０又はソレノイド１０８等の作動手段の例
を説明する。
　トランジスタ等の切り換え要素４８が、バッテリ３６と、図５及び図６に示される電磁
作動手段５０、１０８との間で動作可能に接続される。切り換え要素４８は、無線信号１
４の無線受信手段３４を含む回路によって電子的に命令を受け、信号１４は通常、１つの
みの所定の弾倉１０によって受信されるように構成されている。当然ながら、適切であれ
ば、幾つかの弾倉１０が１つの信号１４によって制御されるように構成することが可能で
ある。
【００４１】
　有利なことには、無線信号１４は、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）又はＷｉＦ
ｉ（商標）である商業的に確立された標準的な無線技術に適合するフォーマットを有する
。
【００４２】
　入ってくる無線信号１４を処理するとともに、切り換え要素４８に命令して図５及び図
６において示される作動手段５０、１０８に給電／給電遮断させる、電子手段５４が提供
される。
【００４３】
　電気蓄電池３６等の、ハウジング内のモバイル電源がハウジング２２内に含まれ、必要
な電力を提供する。
　好ましくは、「低バッテリ」警告装置５８が、弾倉１０が火器に挿入された後も見える
位置においてハウジング２２に取り付けられる。状態指示器５６、範囲外警告６０及び時
間切れ指示器６２等の更なる指示器を加えることができる。
【００４４】
　他の図面に関して、同様の部分を識別するのに同様の参照符号が用いられている。
　図３は、送信信号７０を遠隔コントローラ７２にも送るように構成されている無線送信
機６８が更に設けられている弾倉６６の実施形態を示している。そのような信号７０は、
機械要素３８がその第２の位置に移動したこと、すなわちロック解除されたことをコント
ローラに通知することができる。通知は、そのような移動が、無線波１４によって命令さ
れるような作動手段によって生成されたか、又は、火器を保持する任意の人が行った許可
されない動作に起因したかに関係なく受信される。信号７０は、この信号を生成する特定
の弾倉の識別を可能にする要素を含む。
【００４５】
　図４に示されるのは、図３に示された弾倉６６と同様の弾倉７４であり、電子部品はＧ
ＰＳ（全地球測位システム）部品７６を含む。ＧＰＳ部品７６は、遠隔コントローラが、
弾倉７４の位置を表すデータを受信することを定期的に可能にする。したがって、弾倉７
４が所定のエリア外に移動されると直ちに管理者に通報され、遠隔コントローラが、弾倉
７４の不正使用を防止するために弾倉７４を直ちにロックすることができる。
【００４６】
　ここで図５を参照すると、第１のロック状態における弾倉７８が示されている。火器２
０（図７に示す）は、コッキング機構の経路４２が、ハウジング２２の開口面４０の外側
に長手方向に延びる第１の機械要素３８によって妨げられるため、発砲が防止される。
【００４７】
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　電磁アクチュエータは双方向電気モータ５０である。
　この実施形態では、第２の機械要素４６は、ハウジング２２の外側に横方向に延びるば
ね式の水平軸ボルト部材である。雌ねじが切られたロックピン８２が、軸方向に自由に移
動するように構成されるが、回転は制限される。ロックピン８２は、モータ５０が、雄ね
じが切られた部材８６を回転させてロックピン８２に入れるため、第２の機械要素４６の
凹部８４に軸方向に押し込まれている。ロックピン８２の結果として生じる上方への移動
は、要素４６が引き出されることを防止し、したがって、弾倉７８が図７に示される火器
から引き出されることを防止する。
【００４８】
　弾倉７８は、モータ５０に命令して反対方向に動作させるように電子部品２４が処理す
る無線信号１４によってロック解除される。
　この実施形態では、無線信号の受信又は送信を必要としない電子回路への電力を絶つ節
電スイッチ８０が設けられる。プッシュロッド９０に対する指の圧力によって、電力が、
電子部品２４の全ての必要とされる回路に戻る。
【００４９】
　図６ａ及び図６ｂは、ハウジング２２の開口面４０の外側に長手方向に延びる第１の機
械要素３８をロック／ロック解除するのに有用な機構を示している。
　２棒トグル機構９２、９４が、９６においてハウジング２２にピン蝶着されており、９
８において停止部材にピン蝶着されている。停止部材９８は、１００においてハウジング
２２にピン留めされており、図６ａに示されるロック位置では、停止部材は要素３８の凹
部１１２に入る。停止部材９８はしたがって、要素３８のいかなる下方への移動も防止し
、軽量ばね１０２によってロック状態に安全に保持されることができる。この状態では、
図６ａに示されるように、機械要素３８は堅くロックされ、ハウジング２２の開口面４０
を越えて、火器コッキング機構の経路４２内に突出し、したがって、火器の使用を防止す
る。この図は、機械要素３８のスロット１０６によって機械要素３８を案内するハウジン
グピン１０４も示している。
【００５０】
　「ロック解除」命令が実行されるとき、押し引きソレノイド１０８が給電されてジョイ
ント１１０を上方に押し、それによって、図６ｂに示されるように、停止部材９８を凹部
１１２から引き出すとともに、機械要素３８がコッキング機構の経路４２から出て下方に
移動することを可能にする。機械要素３８はここで、火器のコッキング機構の経路４２か
ら離れるように下方に自由に移動し、したがって火器の使用を可能にする。
【００５１】
　ロック位置は、ソレノイド１０８への電力が絶たれた後であっても保持される。
　図７において、図１を参照して記載したような弾倉１０が装着される火器２０が示され
ている。弾倉１０は、標準的な火器２０、例えばこの図に示されるようなピストルに、そ
のいかなる変更も必要とすることなく嵌まる。火器２０はそのロック状態において示され
る。
【００５２】
　図８に表されているのは、図４を参照して説明したような幾つかの弾倉７４の遠隔制御
システム１２０である。システム１２０は本発明の一部である。
　遠隔コントローラ１２２が、いずれか又は全ての弾倉７４をロック／ロック解除するよ
うに構成されている。コントローラ１２２は、その範囲において任意の特定の選択された
弾倉の無線受信手段によって受信されるとともに、弾倉ハウジング内に担持される電子手
段によってロック／ロック解除命令として理解される無線信号７０を生成するように構成
されている。弾倉７４は、弾倉７４の位置を含むデータを提供する無線信号１４を生成す
る。
【００５３】
　図面に概略的に示されているシステム１２０の好ましい実施形態では、弾倉のうちの１
つの弾倉７４ａが所定の許可されたエリア１２６外の位置１２４に移動したと遠隔コント
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よって自動的に生成される。さらに、コントローラ１２２は、タイマ１２８によって作動
されてもよく、弾倉７４の使用を可能にする既定の期間が切れると、例えば警備員の夜勤
の終了後に、弾倉７４は無線信号によって自動的にロックされる。
【００５４】
　幾つかの状況では、許可された人が使用する必要があるときに弾倉のロック解除を可能
にすることが望ましい場合がある。図９は、この目的を果たす弾倉１３０のそのような実
施形態を示している。弾倉の上側部分は、図１の実施形態と同じであるため、示されてい
ない。図面に示される弾倉の下側部分では、許可された人が、指紋等の生体認証データを
入力するために受信パッド１３２を使用する。特定の人に関連する予めプログラミングさ
れた生体認証データを記憶するために電子メモリ回路１３４が設けられる。新たなデータ
が予めプログラミングされたデータに一致すると比較回路１３６が判断する場合、信号１
３８が生成されて弾倉１３０をロック解除する。
【００５５】
　その後、更なる無線信号１４０の受信に応じて弾倉１３０を再ロックすることができる
。
　記載した発明の範囲は、以下の特許請求の範囲の主旨内に入る全ての実施形態を含むこ
とが意図される。上記の例は、本発明の有用な形態を示すが、当業者が、以下の特許請求
の範囲の主旨から逸脱することなく本発明の更なる変形及び変更を容易に考案することが
できると認識するため、その範囲を限定するものとはみなされないものとする。

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図７】



(13) JP 2016-537602 A 2016.12.1

【図８】

【図９】



(14) JP 2016-537602 A 2016.12.1

10

20

30

40

【国際調査報告】



(15) JP 2016-537602 A 2016.12.1

10

20

30

40



(16) JP 2016-537602 A 2016.12.1

10

20

30

40



(17) JP 2016-537602 A 2016.12.1

10

20

30

40



(18) JP 2016-537602 A 2016.12.1

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,H
N,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(72)発明者  アートシーリー、エヤル
            イスラエル国　９０６８５００　モシャブ　ヤフィット　ディ．エヌ．モシャブ　ヤフィット


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

