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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガス充填船体と、縦方向に延びる船体の中央垂直平面の対向する側に配置された、船体
底面上の一対の離間された着陸装置手段と、を有する軽航空機であって、各着陸装置手段
が、バッグスカート手段含む空気クッションユニットと、バッグスカート手段に空気を供
給しまたバッグスカート手段から空気を除去する空気供給除去手段にして、一つ以上の空
気クッションを含むための作動可能構造形と非作動構造形との間でバッグスカート手段を
変化させることに使用できる作動手段によって特徴付けられる空気供給除去手段とを具備
する軽飛行機において、各空気クッションユニットのバッグスカート手段が、空気クッシ
ョンユニットの対向する側に沿って延在する第一及び第二バッグスカートであって、係合
可能かつ分離可能な接続手段を備えた第一及び第二バッグスカートを具備し、前記作動手
段が、バッグスカート手段の非作動構造形のときに接続手段を相互に接続すること及びバ
ッグスカート手段がそれらの作動可能構造形に変えられたとき接続手段を分離することに
使用でき、各バッグスカートが、船体底面に固定された可膨張かつ収縮可能な第一の空気
袋手段にして第二の可膨張空気袋手段を有する第一の空気袋手段を具備し、前記第二の可
膨張空気袋手段が、空気袋手段の全てが膨張されたとき第一の空気袋手段より下に延在す
るものである、軽航空機。
【請求項２】
　二つの空気クッションユニットのバッグスカート手段が、バッグスカート手段の作動可
能構造形にあるとき、膨張されて船体底面から下方に延びて、空気クッションが作り出さ
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れるところの下方に開放した空気キャビティを形成し、またバッグスカート手段の非作動
構造形にあるとき、船体底面に近接して配置されることを特徴とする、請求項１に記載の
軽航空機。
【請求項３】
　接続手段が、ジッパー又はその他同種のものの接続部と、第一及び第二バッグスカート
の歯列を噛み合わせるか又は分離させるためにスライダ部を移動させる作動手段と、を具
備することを特徴とする、請求項１又は２に記載の軽航空機。
【請求項４】
　空気をバッグスカート手段に供給しまた除去する前記空気供給除去手段が、バッグスカ
ート手段の作動可能構造形のときに空気袋手段を完全に膨張させると共に、空気クッショ
ンを提供するために同時に空気が空気キャビティに送り込まれるように意図されているこ
とを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の軽航空機。
【請求項５】
　空気袋手段に供給された空気を空気キャビティの中へ放出するための手段が設けられる
ことを特徴とする、請求項４に記載の軽航空機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気ガスより軽いガスを充填された船体を有する種類の航空機（以後“軽航
空機”と呼ぶ）であって、縦方向に延びる航空機の中央垂直平面の両側に離間されるよう
に配置された一対の伸縮自在な着陸装置手段とを有する種類の航空機に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　飛行船の形をした公知の軽航空機は、飛行船の着陸と離陸を容易にするために船体底面
に車輪を有している。そのような車輪は、着陸と離陸に使用されるときは下方の位置にあ
るが、飛行船が飛行中のときには抗力を減少させるために引っ込められる。航空機と軽航
空機とホバークラフトとの特徴を組み合わせたハイブリッド型航空機の形をしていて、側
方に離間されて縦方向に延びるエアクッション着陸装置ユニットをもつ軽航空機を提供す
ることも提案されている。これらの着陸装置ユニットは、普通は所謂“スカート”によっ
て境界を付けられている空気のクッションで船体を支えるが使用中に引っ込むようには設
計されていない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、伸縮自在のエアクッション着陸装置手段を備える軽航空機を提供することを
追求する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明によると、ガスが充填された船体と、縦方向に伸びる船体の中央垂直平面の両側
に配置された、船体底面の一対の離間された着陸装置手段と、を有する軽航空機であって
、各着陸装置手段が、バッグスカート手段を含むエアクッションユニットと、空気をバッ
グスカート手段へ供給しまたバッグスカート手段から除去するための手段と、一つ以上の
空気クッションを含むためにバッグスカート手段を作動可能構造形と非作動構造形との間
で変化させることに使える作動手段とを具備することを特徴とする軽航空機が提供される
。好ましくは二つのエアクッションユニットのバッグスカート手段は、それらが作動可能
構造形にあるときに、空気クッションが作り出されるところの下方に開放した空気キャビ
ティを形成するために膨張されて船体底面から下方に延び、またそれらの非作動構造形に
あるときには船体底面に近接して配置される。
【０００５】
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　バッグスカート手段をそれらの非作動構造形の際に船体底面に近接して配置することに
よってエアクッションユニットは、船体底面の方に引き寄せられるか又はつぶされて、よ
り流線型の形状の軽航空機を提供する。
【０００６】
　各エアクッションユニットのバッグスカート手段が、第一及び第二バッグスカートを具
備することが好ましく、前記第一及び第二バッグスカートは、エアクッションユニットの
対向する側に沿って延在して、係合可能かつ分離可能な接続手段を備えており、また作動
手段が、バッグスカート手段の非作動構造形において接続手段を相互に接続すること、及
びバッグスカート手段がそれらの作動可能構造形に移されたとき接続手段を分離すること
に使用可能である。接続手段は、その最も単純な形においてジッパー又はその他同種のも
のの接続部と、スライダ部を移動させる手段とを具備して、第一及び第二バッグスカート
の歯の列に噛み合うか又は歯の列を分離させる。各々のバッグスカート手段は、縦方向に
延びかつ離間されたバッグスカートに加えて、バッグスカートの間に延在する、縦方向に
離間された横断スカートを含んで、バッグスカートで少なくとも一つの空気キャビティを
提供する。
【０００７】
　各バッグスカートは、船体底面に固定された膨張及び収縮可能な空気袋手段を具備して
いることが好ましい。バッグ手段に空気を供給しまたバッグ手段から空気を除去するため
の手段は、バッグスカート手段の作動可能構造形の際に、空気袋手段を完全に膨張させ、
また同時に空気クッションを提供するために空気が空気キャビティの中に送り込まれるよ
うに意図されている。ホバークラフトの構造において在来的であるように、膨張された空
気袋手段の中に送り込まれた空気は、例えば空気袋手段の内側エッジの穴を通して空気キ
ャビティの中に放出可能にされる。バッグスカート手段がそれらの非作動構造形に移され
るとき、空気袋手段は少なくとも部分的に収縮されて、作動手段は、少なくとも部分的に
収縮された空気袋手段を相互に引き寄せて接続するように作動される。相互に接合された
とき、相互に接続されて少なくとも部分的に収縮された空気袋手段によって囲まれた空間
は、空気で部分的に満たされるか又は膨張されてクッションユニットを安定化する。この
“つぶれた”状態では、空気袋手段によって提供された外側の外皮は、空気袋手段がそれ
らの作動可能位置にあるときよりも船体に近接して配置される。
【０００８】
　各バッグスカートは、そこから吊るされたカーテンタイプスカートを有することが都合
がよい。
【０００９】
　ここで本発明の実施例が、添付図面への詳細な参照とともに例示のみを目的として説明
される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　図１から４は、参照符号１で全体的に示される、本発明による軽航空機を示している。
その航空機は、その全長の大部分にかけて扁平で概ね楕円形の断面をもつ船体２を有して
いて、圧力安定化の形であって好ましくは軟式の形をしている。船体２は、縦方向に伸び
る二つのサイドローブ３及び４の形をしており、また例えば高強度積層布のような補強さ
れたシート材料から作られている。船体内の、空気より軽い気体はヘリウムが便利である
。
【００１１】
　船体を作り出すシート材料は、正確で平らな形状に切断され、前記形状が共に接合され
て船体の正確な湾曲形状を提供する。ローブがヘリウムで充填されたとき、圧力安定化船
体はその長さに沿ったキャンバーを有するように形作られる。二つのサイドローブ３及び
４は、船体の下側で実際に接合されるか又は互いに近接して配置されて、船体の長さに沿
う中央の縦方向凹面又は凹部９を形成する。膨張された船体は、平たい形のものであり、
また航空機に空力的揚力をもたらすことができる概して空力的な形状を有している。一般
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的に、図解された構造で、航空機揚力の約１／４から１／２が、その持ち上げ本体形状に
よって空力的に提供され、また航空機揚力の約１／２から３／４が、例えばヘリウム等の
船体ガスの浮力によって提供される。縦方向断面では、船体は底面より頂面の方により大
きな凸面性を有している。
【００１２】
　航空機１の底面は、凹部９に配置された縦方向に延在するゴンドラ若しくはペイロード
モジュール１０と、船体ローブ３及び４のそれぞれのエアクッション着陸装置ユニット１
１及び１２とを含んでいる。これらユニットの配置は、船体の長さに沿って概ね平らな船
体の、少なくともこれらのユニットが配置されるところの船体中央部の底面によって容易
にされる。各着陸装置ユニットは軟質外側スカートを典型的に具備しており、前記軟質外
側スカートは、船体２の底面に固定されて各ユニットの対向する側に沿う第一の空気袋手
段５、５’を具備する離間された可膨張バッグスカートによって形成されている。第一の
空気袋手段５及び５’の間の空間は、縦方向で離間された三つの軟質横断スカート６によ
って仕切られて二つの空気キャビティ７及び７’を形成している。空気袋手段５、５’の
各々はその長さに沿って、第二の可膨張空気袋手段２０及び２０’を有しており、前記第
二の可膨張空気袋手段２０及び２０’は、空気袋手段の全てが膨張されたとき第一の可膨
張空気袋手段より下に延在するものであり、また第二の可膨張空気袋手段２０及び２０’
はそれらの長さに沿ってジッパーの噛み合い可能な歯の形をした相互係合可能な接続手段
を有している。接続手段は、ジッパーのスライド部材（非図示）によって一方の端で接合
され、前記スライド部材は、作動手段（非図示）によって着陸装置ユニットの長さに沿っ
て可動にされて、接続手段を相互に引き寄せ、またそれらを一つに組み合わせて接続する
。スライド部材がその元の位置へ移動して戻るときには、接続手段は互いに分離される。
このように空気袋手段５、５’は共に“ジッパーで閉じられる”か又は必要に応じて“ジ
ッパーで開けられる”ことが可能である。
【００１３】
　使用の際、空気袋手段５、５’は、動作可能構造形にあるとき、相互に接続されないか
又は“ジッパーで閉じられ”ないで膨張されている。空気は、着陸、離陸、及び誘導手順
の際に航空機を支持するための空気クッションを提供するために、空気キャビティ７及び
７’に供給される。可膨張空気袋手段５、５’に供給された空気は、空気クッションを提
供するために、空気袋手段５、５’の内側エッジから空気キャビティ７及び７’の中に漏
れ出ることを可能にされている。代わりに又は更に、空気が空気キャビティの中に独立し
て供給されてもよい。着陸装置ユニットの一つの作動可能構造形が図５に概略的に示され
ている。
【００１４】
　飛行中は、空気袋手段５、５’は、少なくとも部分的に収縮され、そして船体２の底面
に近接するように相互に接続されるか又は“ジッパーで閉じ”られる（図６参照）。共に
接合された空気袋手段５、５’の内側に形成される空間２１が、エアクッション着陸装置
ユニットをその非作動構造形のときに安定化するために、部分的に膨張されてもよい（図
７参照）。それらの非作動構造形では、着陸装置ユニットは、船体２の底面の方に向けて
“平らにされ”て、作動可能構造形にあるときよりもより流線型の輪郭を提供する。換言
すると、エアクッション着陸装置ユニットは、航空機が飛行しているときに、より小さな
抗力を与えてより効率的な空力的表面を提供する。
【００１５】
　図９は、空気袋手段５の一つがどのように膨張されまた収縮されるかを概略的に図解し
ている。図示されるように、二つのキャビティ４０及び４１が、船体２から封止されるよ
うに、船体２の中に収容されて空気袋手段５の内側と連通する。例えばキャビティ４０及
び４１にそれぞれ収容された７４．６ｋｗ（１００ｈｐ）の可逆モータによって駆動され
るファン４２及び４３の選択的動作によって、空気は空気袋手段５の中に注入及び空気袋
手段５から排気されることが可能である。特に作動可能構造形において、ファン４２は空
気を外部から空気袋手段５の中に供給して空気袋手段５を膨張させるように働く。同時に
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空気は、キャビティ４１を通って、ことによるとファン又は弁手段（非図示）によって調
整されて、空気キャビティ７の中に流れて、空気キャビティ内に空気クッションを提供す
ることが可能にされる。非作動構造形の状態で、ファン４２及び４３の片方又は両方は、
空気袋手段５から空気を取り除きそれにより少なくとも部分的に収縮するように運転され
ることが可能である。二つの空気袋手段５、５’が共に接続されるか又は“ジッパーで閉
じ”られたとき、共に接続された空気袋手段と船体底面との間の空間は、空気袋手段の羽
ばたき運動を防止するためにファン４２及び４３の選択的使用によって部分的に加圧され
ることが可能である。
【００１６】
　空気袋手段が加圧されるとき、航空機を地上の所定位置に抑えるために吸引力又は押さ
え力が作用されるように、空気は各空気キャビティから急速に排気される。この吸引力は
、空気が空気キャビティから空気袋手段５及び５’の各々の中に送り込まれるようにファ
ン４２及び４３を運転することによって生み出される。船体２の長さに比較して低い高さ
と組み合わせられた、比較的広く離間されたエアクッション着陸装置ユニット１１及び１
２は、着陸のとき航空機に高い安定性を与え、複雑な固定システムを不要にできる（吸引
押え付けエアクッション着陸装置ユニットに加えて複雑さの低下した固定システムが必要
とされることがあるが）。
【００１７】
　図１から４の各々では、着陸装置ユニット１１はその空気袋手段が加圧された状態で示
され、また着陸装置ユニット１２はその空気袋手段が減圧された状態で示されている。も
ちろん実際には、二つの着陸装置ユニット１１及び１２の空気袋手段は、両方とも加圧さ
れるか又は両方とも減圧されるかのどちらかである。
【００１８】
　図８は、ゴンドラの形をしたペイロードモジュール１０内のオペレータのための良好な
視野方向を提供するために、着陸装置ユニット１１及び１２がどのように配置されるかを
図解している。各着陸装置ユニット１１及び１２は、ゴンドラに近い低圧バッグスカート
５０と、ゴンドラから遠い高圧バッグスカート５１との形をしている。このことは、ゴン
ドラからの視線を遮らないように、バッグスカート５０がバッグスカート５１の輪郭より
も低い輪郭を有することを可能にする。
【００１９】
　エアクッション着陸装置ユニット１１及び１２の使用の特有の利点は、荒れた自然のま
まの土地、湿地、沼沢地、及び例えば海等の水面を含む適度に平らな面で航空機が離着陸
できることである。特別な滑走路は、車輪の着陸装置を有する航空機のように必要とされ
ない。更に横風着陸装置抗力は減少されるか又は除かれる。飛行中には抗力は、着陸装置
ユニットの収縮によって著しく減少される。着陸装置ユニット１１及び１２は、離着陸の
際に航空機に安定性を与えるために広く離間されて配置される。
【００２０】
　航空機の後端は、二つのサイドローブ３及び４の離間された端部によって形作られてい
る。原動機１３及び１４がローブ３及び４の船尾にそれぞれ取り付けられ、またこれらの
原動機は、垂直及び水平運動を制御するように設計される。追加の原動機１５及び１６が
、船体の各々の側に取り付けられて、垂直及び水平の進路変更を提供するために好ましく
はスイベルに取り付けられる。垂直推力ベクトルが船体の重心及び圧力中心を通って作用
することを可能にするように位置決めされたベクタードスラストエンジンの使用が、航空
機の垂直な離着陸を可能にする。
【００２１】
　船体の後端の近くに角のある四つの尾翼１７～２０が配置されている。
【００２２】
　使用のとき、航空機が着陸して空気キャビティ内の空気が放出されて、航空機を押さえ
るために吸引力が付与されるとき、航空機は着定してペイロードモジュール１０を地表に
徐々に近づける。車輪自動車が、ロールオン／ロールオフコンテナ船又はその他同種のも
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ののやり方でペイロードモジュールに入出することを可能にするために、モジュールは下
げ降ろし傾斜板（非図示）を適宜有する。船体の長さに比較して低い高さは、エアクッシ
ョン着陸装置ユニットによって提供される吸引力に結び付いて、航空機に地上での高い安
定性と地上での取扱いの容易さとを与える。
【００２３】
　航空機は、大きな積荷を安全に長距離にわたって運搬できるように設計されている。一
例として、記載及び図解された航空機は、全長３０７ｍ、高さ７７ｍ、及び幅１３６ｍを
典型的に有している。そのような航空機は、船体外皮体積２００００００ｍ3、４０００
ｎ ｍｉｌｅの範囲、２７４３ｍ（９０００ｆｔ）の飛行高度を有している。航空機は１
００ｋｎの巡航速度と１１０ｋｎの最大速度とを典型的に有している。ペイロードは１０
０００００ｋｇで、デッキスペースは、長さ８０ｍ、幅１２ｍ、及び高さ８ｍである。例
えば１トン未満のペイロードのような小さな別形体を作ることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明による軽航空機の概略正面図である。
【図２】本発明による軽航空機の概略背面図である。
【図３】本発明による軽航空機の概略側面図である。
【図４】本発明による軽航空機の概略底面図である。
【図５】作動可能位置から非作動位置へ進む、図１から４に示された航空機のエアクッシ
ョンユニットの三つの位置の一つを図解する概略図である。
【図６】作動可能位置から非作動位置へ進む、図１から４に示された航空機のエアクッシ
ョンユニットの三つの位置の一つを図解する概略図である。
【図７】作動可能位置から非作動位置へ進む、図１から４に示された航空機のエアクッシ
ョンユニットの三つの位置の一つを図解する概略図である。
【図８】エアクッションユニットの代替の構造を図解する概略図である。
【図９】空気がエアクッションユニットの空気袋手段の一つの内部にどのように供給され
るか又は前記内部からどのように抜き取られるかを示す概略図である。
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