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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筒孔内に信号弾を備えた発射筒と、
　長手方向に沿って設けられた差込孔部を有し、長手両端に開口部を設けたグリップキャ
ップと、
　を備え、
　前記発射筒は、
　　前記信号弾の発射方向後側に、前記信号弾を前記発射筒の先端から発射させる発射薬
および前記発射薬を発火させる雷管を設置し、
　前記グリップキャップは、
　　前記雷管を発火させる撃針機構部を一端側に備え、
　　前記信号弾を発射するとき、前記撃針機構部を備えた一端側の差込孔部に前記発射筒
を差込接合し、
　　前記信号弾を発射するとき以外は、他端側の開口部から前記発射筒を内部に収納して
、前記他端側の開口部を封鎖する第１塞栓と前記撃針機構部を備えた一端側の開口部を封
鎖する第２塞栓とを取り付けた、
　ことを特徴とする信号弾発射装置。
【請求項２】
　前記発射筒の筒孔内の前記発射薬と前記雷管との間に延期薬を設置し、
　前記撃針機構部が前記雷管を発火させた後、前記延期薬が燃焼して所定時間経過後に前
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記信号弾を発射させる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の信号弾発射装置。
【請求項３】
　前記発射筒の筒孔内に設置した薬剤の防湿を行うとともに、前記発射薬が発火するとき
前記発射筒の筒孔内圧を高める発射筒塞栓を、前記発射筒の先端に設置した、
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の信号弾発射装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、信号拳銃等を使用することなく上空へ発射することができる信号弾発射装置
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、信号弾を発射するときには、例えば拳銃型の専用発射装置に信号弾を装着し、こ
れのトリガなどを操作することによって適時に上空へ信号弾を発射していた。
　また、携行を容易にするため、例えば、片手で持てる程度の直方体状に形成した信号弾
発射装置がある（例えば、特許文献１参照）。この発射装置は、携行時には信号弾を列設
した装置本体を安全カバーに収納しておき、信号弾を発射する際に装置本体をスライドさ
せて安全カバーから引き出すように構成されている。
　上記の安全カバーには、操作レバーが備えられており、当該操作レバーを操作すると撃
針機構部が動作し、撃針によって雷管を起爆させて前述の信号弾を発射する。
　なお、この発射装置は、装置本体に備えられている信号弾を、装置本体の引き出し方向
（スライド方向）に対して鉛直方向に発射するように構成されており、装置本体をスライ
ドさせて安全カバーに収納すると、信号弾の発射口は安全カバーの側壁等によって覆われ
る。
【０００３】
　また、先端部分に信号弾を備えた筒内部に、下方から順に点火薬、推進薬、延時薬、放
出薬等を備えた信号弾がある（例えば、特許文献２参照）。
　この信号弾は、平面に設置された信号弾発射装置に固定され、点火薬に接続された点火
用脚線に所定の電流を流して上空へ発射される。
　点火用脚線に電流が流れると筒内の点火薬が発火し、この発火によって推進薬の燃焼が
開始される。この推進薬の燃焼によって信号弾を先端に備えた筒が上空へ向かって上昇し
、上記の点火薬の発火によって延時薬が所定時間をかけて燃焼して放出薬に延焼する。
　放出薬の延焼は、上記の筒が上空に上昇している間に生じ、放出薬が発火することによ
って筒内から信号弾が放出される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平５－２８０８９８号公報
【特許文献２】特開２０００－２３４９００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の信号弾発射装置等は以上のように構成されているので、信号弾を所望の場所で発
射するための準備操作、もしくは作業が必要になる。特に、信号弾が遠方から視認できる
ように、上空の所望位置へ打ち上げる場合には、発射方向を確実に安定させることが必要
である。
　特許文献１に開示された装置は、操作レバーの操作方向と信号弾の発射方向が概ね同軸
上になり、発射方向を安定させることが困難である。
　また、特許文献２の信号弾は、地面などに設置して発射することから、設置位置が水平
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でない場合、もしくは凹凸がある場合には、信号弾を所望方向へ発射することが困難にな
り、またさらに、発射までの作業が相当必要なことから、速やかに信号弾を発射すること
が難しいという問題点があった。
【０００６】
　本発明は、上記の問題点に鑑みなされたもので、携行に適した形状をしており、信号弾
の打ち上げ場所において容易に発射準備を行うことができ、また、コストを抑制した構成
の信号弾発射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】
【０００７】
　本発明に係る信号弾発射装置は、筒孔内に信号弾を備えた発射筒と、長手方向に沿って
設けられた差込孔部を有し、長手両端に開口部を設けたグリップキャップとを備え、前記
発射筒は、前記信号弾の発射方向後側に、前記信号弾を前記発射筒の先端から発射させる
発射薬および前記発射薬を発火させる雷管を設置し、前記グリップキャップは、前記雷管
を発火させる撃針機構部を一端側に備え、前記信号弾を発射するとき、前記撃針機構部を
備えた一端側の差込孔部に前記発射筒を差込接合し、前記信号弾を発射するとき以外は、
他端側の開口部から前記発射筒を内部に収納して、前記他端側の開口部を封鎖する第１塞
栓と前記撃針機構部を備えた一端側の開口部を封鎖する第２塞栓とを取り付けたことを特
徴とする。
【０００８】
　また、前記発射筒の筒孔内の前記発射薬と前記雷管との間に延期薬を設置し、前記撃針
機構部が前記雷管を発火させた後、前記延期薬が燃焼して所定時間経過後に前記信号弾を
発射させることを特徴とする。
【０００９】
　また、前記発射筒の筒孔内に設置した薬剤の防湿を行うとともに、前記発射薬が発火す
るとき前記発射筒の筒孔内圧を高める発射筒塞栓を、前記発射筒の先端に設置したことを
特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、携行時には簡素な形状とし、信号弾発射の際には専用の発射銃等が不
要となり、発射準備を簡便にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明による実施例の信号弾発射装置の構成を示す断面図である。
【図２】図１の信号弾発射装置の携行時の態様を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、この発明の実施の一形態を図面に基いて説明する。
［実施例］
【００１３】
　図１は、本発明による実施例の信号弾発射装置の構成を示す断面図である。図示した信
号弾発射装置１は、信号弾を発射可能な状態としたときの縦断面を表している。
　信号弾発射装置１は、信号弾である弾体５を内部に配置した発射筒１０と、発射筒１０
の下端部分を支持し、使用者等が片手で把持するグリップキャップ９とを備えている。
【００１４】
　発射筒１０は、後述する各薬剤の燃焼等に耐性を有する、具体的には燃焼温度によって
膨張や変形が発生せず、また、上記各薬剤の燃焼による筒内圧上昇によって損傷や変化が
発生しない剛性等を備えた、例えば樹脂または金属によって形成されている。
　また、発射筒１０は、直線状の筒孔部を有し、当該筒孔部は内径が均一で、孔内壁面が
滑らかに仕上げられており、発射筒１０の後端には中心に貫通孔のある底面部を有し、先
端には上記の筒孔部が開口している。
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【００１５】
　発射筒１０の底面部には、雷管２が備えられている。詳しくは、雷管２は、発射筒１０
をグリップキャップ９へ差込接合したとき、撃針７と対向する位置において、上記底面部
を貫通して設置されている。即ち、雷管２は、上記底面部において撃針機構部１１側に露
出している。
　雷管２は、例えば、センターファイア方式のボクサー型、発火金が一体化したベルダン
型、バッテリ型などである。雷管２に収容された爆紛（図示省略）は、例えば、その組成
に鉛を含まない無鉛爆粉であって、ジアゾジニトロフェノール、硝酸バリウム、ケイ化カ
ルシウム及び三硫化アンチモンが含まれている。特に、ジアゾジニトロフェノールが２０
～４０重量％、硝酸バリウムが２０～４０重量％、ケイ化カルシウムが５～３０重量％、
三硫化アンチモンが重量１～２０％からなるものとし、テトラセンを０～２０重量％、ガ
ラス粉を０～２０重量％含み、これらの合計１００重量％に対し、０．５～１０重量％の
粘調剤をさらに添加すると好ましい。さらに、ジアゾジニトロフェノールが２０～４０重
量％、硝酸バリウムが２０～４０重量％、ケイ化カルシウムが５～３０重量％、三硫化ア
ンチモンが重量１～２０％からなるものとし、テトラセンを０～２０重量％、ガラス粉を
０～２０重量％含んだ無鉛爆粉の組成において、これらの合計１００重量％に対し、０～
１０重量％のタルク若しくは二酸化ケイ素、またはタルク及び二酸化ケイ素の混合物を添
加することが好ましい。また、トリシネートを組成とするものなどが含まれていてもよい
。
　また雷管２の（弾体５の発射方向に沿って）前側に延期薬３を、その前側に発射薬４を
積層させるように、上記筒孔部の末端となる開口部分から順に各薬剤を挿入している。ま
た、発射薬４の前側に弾体５が載置されるように、筒孔部内に発射薬４を挿入した後、弾
体５を挿入している。
　延期薬３は、例えば、過酸化バリウム、鉛丹、クロム酸鉛に各種金属または合金の粉末
が混合された混合物などである。
【００１６】
　また、発射筒１０の先端には筒孔部の開口部分を封鎖する発射筒塞栓６が設置固定され
ている。
　発射筒塞栓６は、例えば適度な弾性を備えた樹脂を用いて形成されており、前述のよう
に、発射筒１０の筒孔部内に各薬剤ならびに弾体５を挿入した後、発射筒１０の筒孔部に
湿気などが侵入しない程度の密着圧を生じさせ、また、弾体５を発射させる際には、発射
薬４の燃焼によって筒孔部内圧を上昇させ、その後、適宜、弾体５の発射を妨げないよう
に発射筒１０先端から外れるように、当該筒孔部を封鎖している。
【００１７】
　グリップキャップ９は、例えば、樹脂、金属等を用いて長手方向を有する筒状に形成さ
れたもので、例えば貫通孔の差込孔部を有して、長手方向の両端に開口部を設けている。
なお、この差込孔部は、グリップキャップ９の両端において、それぞれの開口部から各々
適当な奥行きを設け、当該両端開口部を繋げない構成としてもよい。
　グリップキャップ９は、長手方向の一端側に撃針機構部１１が設置固定されている。詳
しくは、グリップキャップ９の一端側において、前述の差込孔部内に撃針機構部１１が設
置されており、この差込孔部の一端側に発射筒１０を差込接合したとき、撃針機構部１１
が発射筒１０の底面部と近接もしくは接触するように構成されている。換言すると、雷管
２に撃針７を衝突させることができる差込孔部内の位置に、撃針機構部１１が設置固定さ
れている。
　なお、グリップキャップ９は、外寸が使用者の片手で把持可能な大きさであり、また、
グリップキャップ９の外形は、前述のように例えば長手筒状であるが、詳細部位について
は片手把持が容易になるように鍔部などを設けた形状としてもよい。
　グリップキャップ９の差込孔部、もしくは当該差込孔部近傍の例えば孔形状及び孔大き
さと、撃針機構部１１の（筐体の）外側形状及び大きさは、グリップキャップ９の差込孔
内に発射筒１０の筐体外側部分が接合し、十分な強度を備えて固定されるように構成され
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ている。
【００１８】
　撃針機構部１１の内部には、撃針７が設置されている。
　撃針７は、図示を省略した支持部材によって、発射筒１０内部の雷管２まで移動可能に
支持されている。
　図示を省略した撃針７の支持部材は、当該撃針７の先端部分が発射筒１０内部の雷管２
へ突き刺さるように付勢する、換言すると、撃針７で雷管２が打撃されたとき、当該雷管
２が発火する程度の衝撃を与えるように付勢する、例えばバネ材などを備えている。
【００１９】
　また、撃針７の支持部材には、前述のように付勢された撃針７を、雷管２等から離間し
て静止させておく撃針解放栓８が備えられている。
　撃針解放栓８は、例えば一端部を撃針機構部１１の外部へ突出、もしくは露出させてお
り、この一端部には例えば使用者の指を掛ける輪状部材などが設けられている。
　即ち、撃針機構部１１は、使用者が上記の輪状部材に力を加え、当該撃針機構部１１か
ら撃針解放栓８を引き抜いたときに、撃針７が雷管２を打撃するように構成されている。
【００２０】
　図２は、図１の信号弾発射装置の携行時の態様を示す説明図である。この図は、使用者
等が信号弾発射装置１を携行するときの状態を示したもので、この状態における縦断面を
表している。
　信号弾発射装置１は、発射筒１０と、撃針機構部１１を備えたグリップキャップ９とを
、工具等を使用することなく、使用者等の手による操作のみによって着脱することができ
るように構成されている。信号弾発射装置１の工場出荷時や、使用者等による携行時には
図２に示したように、グリップキャップ９は、当該グリップキャップ９の一端に設けられ
た差込孔部に発射筒１０が挿入された状態となる。
【００２１】
　なお、この状態においてグリップキャップ９から容易に発射筒１０が抜け落ちないよう
にするため、例えば、発射筒１０の外壁とグリップキャップ９の差込孔部の内壁との接触
部位において、適度な摩擦力が生じるように当該発射筒１０外壁およびグリップキャップ
９差込孔部内壁の表面等が構成（加工）されている。
　あるいは、例えば、グリップキャップ９の差込孔部の両端側にノッチやタップなどを設
けておき、また、発射筒１０の外壁あるいは撃針機構部１１の筐体外側に上記のノッチや
タップと係合する部位を設けて、グリップキャップ９と発射筒１０が適当な強度で係合す
るとともに、容易に着脱可能となるように構成してもよい。
【００２２】
　また、図２に示した状態の信号弾発射装置１は、グリップキャップ９の両端において前
述の差込孔部の開口部を封鎖する、脱着可能な塞栓１２、塞栓１３が取付け固定されてい
る。塞栓１２は、後述するように発射筒１０を挿入（収納）した側の開口部を封鎖し、塞
栓１３は、前述の撃針機構部１１を設置した側の開口部を封鎖している。
　このように、グリップキャップ９の差込孔部を封鎖することにより、グリップキャップ
９内部の更なる防湿・防塵効果を高めると共に、当該信号弾発射装置１の落下時の変形を
抑える効果を得ることもできる。塞栓１２，１３の材質としては、前述の発射筒塞栓６と
同じでもよいが、強い密着性を必要としないため、発射筒塞栓６よりも軟質のものでも構
わない。
　図２に示した状態の信号弾発射装置１は、前述のようにグリップキャップ９の差込孔部
内に発射筒１０を収納しており、グリップキャップ９によって発射筒１０全体を覆ってい
る。
　即ち、発射筒１０の先端がグリップキャップ９差込孔部の奥側に配置され、その先方は
撃針機構部１１を介して塞栓１３によって封鎖されており、発射筒１０の後端（雷管２を
設置した底面部側）は塞栓１２によって封鎖されている。そのため、図２に示した状態で
は、発射筒１０筒孔内に設置された発射薬４、延期薬３、および、弾体５などは、前述の
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ように発射筒１０の先端を封止する発射筒塞栓６と、発射筒１０を覆っているグリップキ
ャップ９によって外気に触れることがなくなる（もしくは強く抑制される）。
　なお、発射筒１０の後端側は、前述のように雷管２によって防湿が図られており、当該
雷管２と共に塞栓１２によって外気等の侵入を抑えている。そのため、例えば、取り扱い
に気を配ることが難しい野外などを携行する場合においても、防湿効果を維持することが
できる構成となっている。
【００２３】
　弾体５を発射するときには、グリップキャップ９の両端を塞いでいる塞栓１２、塞栓１
３を取り除いて発射筒１０をグリップキャップ９の外部へ取り出し、図１に示したように
発射筒１０をグリップキャップ９の撃針機構部１１設置側に取り付け固定する。
　この後、使用者は塞栓１２をグリップキャップ９の発射筒１０取出し側に再度取り付け
てグリップキャップ９を把持し、例えば撃針解放栓８を引き抜く。すると、撃針機構部１
１の筐体内部で撃針７が発射筒１０の底面部の雷管２へ進行して、当該雷管２を打撃する
。この衝撃によって雷管２が発火し、延期薬３が燃焼する。
　延期薬３は、発火してから例えば５秒程度の時間を掛けて燃焼し、発射薬４に着火する
。発射薬４が発火すると、発射筒１０の筒孔内圧が上昇して当該発射筒１０先端から発射
筒塞栓６が外れ、弾体５が発射される。
【００２４】
　延期薬３は、上記のように弾体５の発射を遅延させるためのもので、撃針解放栓８が操
作された後、例えば、弾体５を発射する方向へ発射筒１０の先端を向ける時間を設けてい
る。
　換言すると、発射筒１０の筒孔内に挿入する延期薬３の量によって、弾体５が発射され
るまでの遅延時間を設定することができ、例えば、前述のように５秒程度の遅延時間が生
じる量の延期薬３が発射筒１０内に備えられる。
【００２５】
　以上のように本実施例によれば、信号弾（弾体５）を発射するとき以外は、グリップキ
ャップ９で発射筒１０を覆うことができることから、発射筒１０先端を封鎖する発射筒塞
栓６とともに、発射筒１０内部の防湿効果を高めることができ、薬剤などの劣化を抑制し
て当該信号弾発射装置１の長期保存が可能になる。
　また、グリップキャップ９によって発射筒１０を覆うことにより、携行時などに発射筒
塞栓６が損傷することを防ぐことができる。また、グリップキャップ９によって発射筒１
０を覆うことにより、信号弾発射装置１の外側に突起部位などが露出することを防ぐこと
が可能になり、携行または運送等の際に使用者等が怪我を負うことを防ぎ、取り扱い上の
安全性を高めることができる。
　また、信号弾発射装置１を、グリップキャップ９の差込孔部に発射筒１０を挿入した状
態とすることにより、信号弾発射装置１の長手方向のサイズを抑えることができ、収納ス
ペースを抑制することができる。
【００２６】
　また、信号弾（弾体５）を発射するときには、発射筒１０をグリップキャップ９の一端
、もしくは撃針機構部１１設置側に固定するだけでよく、専用の発射銃などに信号弾をセ
ットする必要がないため、簡易な準備操作により信号弾を発射することができ、また、上
記の発射銃などを携行する必要がなくなる。
　また、信号弾を発射するときには、撃針解放栓８を操作した後、延期薬３の燃焼によっ
て発射までの延時秒時が設けられることから、おちついて信号弾発射装置１を所望の方向
に向けることが可能になり、信号弾を確実に上空等の目標位置へ発射することができる。
【符号の説明】
【００２７】
　１信号弾発射装置
　２雷管
　３延期薬
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　４発射薬
　５弾体
　６発射筒塞栓
　７撃針
　８撃針解放栓
　９グリップキャップ
　１０発射筒
　１１撃針機構部
　１２，１３塞栓

【図１】 【図２】
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