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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　砲身と砲尾（５）を有する全自動大口径携帯用自動装填火器（１）に取り付けるための
武器シミュレータ（３）であって、
　前記火器（１）上に備え付けられ、かつ圧力取入れ開口部（３１）と圧力出口開口部（
３３）とを有する圧力シリンダ（１３）と、
　前記圧力シリンダ（１３）内に配置され、前記圧力取入れ開口部（３１）と圧力出口開
口部（３３）とを開閉するスライダ（３５）と、
　前記圧力シリンダ（１３）内に可動可能に配置され、前記砲尾（５）を開くために使用
されるピストン（９）と、
　前記圧力シリンダ（１３）の前端部に取り付けられたキャップ（２７）と、
を具備し、
　前記ピストン（９）には、前記圧力取入れ開口部（３１）からの圧力により前記砲尾（
５）を後退させるピストンロッド（１１）と、前記スライダ（３５）を制御する制御ロッ
ド（１９）とを備えていることを特徴とする武器シミュレータ。
【請求項２】
　前記圧力シリンダ（１３）が火器の砲身の形状を有し、前記砲身の代わりに前記火器の
中に挿入可能であることを特徴とする請求項１に記載の武器シミュレータ。
【請求項３】
　前記圧力シリンダ（１３）が１つの圧力取入れ開口部（３１）と少なくとも１つの圧力
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出口開口部（３３）とを有し、かつすべての圧力取入れ開口部と圧力出口開口部（３１、
３３）が、前記砲尾（５）を保持する火器（１）のケース部分の外側に配置されているこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の武器シミュレータ。
【請求項４】
　前記スライダ（３５）が前記制御ロッド（１９）に形成されたセクション（２１）とス
トップリング（２３）とによって制御される請求項２または３に記載の武器シミュレータ
。
【請求項５】
　砲身が請求項２から４までのいずれか一項に記載の武器シミュレータ（３）によって取
り替えられることを特徴とする、前記砲身を有する携帯用火器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の一般項による、自動装填火器、詳しくはアンロック全自動大口径
携帯自動装填火器の中に取り付けるための武器シミュレータに関する。しかし本発明はま
た、本発明による武器シミュレータが挿入される請求項７に記載の自動装填火器にも関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　「上」または「前」のような位置的特定に関しては、これらの特定は常に、銃腔（銃身
の軸）が水平軸となり、その法線軸は垂直になるように保持されている火器を基にして、
以下で使用される。銃口は「前」を向いている。
【０００３】
　半自動武器、特に全自動の大口径自動装填手持ち火器、例えば自動装填式擲弾発射器で
は、これらの戦術的可能性をおおよそ使いこなすことができるようになる前に、かなりの
実技が必要である。しかしこの実技を兵舎の駐屯地訓練区域において実弾を使用して習得
することはできない。そのわけは、これらの訓練区域は大抵人口が密な地区にあり、保護
のために必要な安全距離を遵守することはできないからである。空間的な諸条件が満たさ
れる練兵場は稀であり、しかも数日を要する旅によってのみ到達できることが多い。した
がって時間、装備、燃料のより大きな費用が、弾薬のための多大な費用に加えられる。慢
性的な金不足はすべての軍隊にとって徴候的なものであるから、補充兵教練期間を保持し
なければならないとはいえ、そうでなければ訓練は行われない。
【０００４】
　正確な単発射撃の能力に関する限り、武器の中に挿入することができ、兵舎の中に通常
備えられるような掩蔽された小口径射撃場で使用可能な空包を撃つ装置が既に存在する。
当然、極めて稀な場合にのみ、この射撃特性は武器の射撃特性に一致するが、これはこの
種の火器の基本的な訓練には十分である。１つのモデルとして、バズーカ砲「Ｃａｒｌ　
Ｇｕｓｔａｖ」用のスウェーデンの訓練用装置を述べる。
【０００５】
　これは、大口径全自動火器とは異なる、例えば自動装填式擲弾発射器である。ここで、
砲尾の働きは、このために正確な発火爆裂を実際に行うことができるまでは、ある程度の
慣らし時間が必要であるほど印象が強い。この慣らし時間では、この衝撃に留意すること
は有用というよりは有害である。そのわけは、これが射撃する兵士の自負心を傷つけ、次
いで兵士は発火破裂が無用であると思い、後で行われる実際の行為では結果的に、発火破
裂が指令されるときに制御されない「おびえた発砲」としてのみ発射するからである。実
際には、このような火器を限定的に保有し、発火破裂を目的とすることができる。この結
果、火器は充実した使用がなされないのみならず、むしろ無駄に使用される。
【０００６】
　事実、武器シミュレータが米国特許第４４８０９９９号Ａから既に知られており、この
シミュレータの床尾は自動装填ピストルの銃尾に取って代わり、この床尾は銃身を退ける
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。しかしこのピストルは、周知の武器シミュレータが、撃針ばねの短いばねガイドに取っ
て代わる長い制御ロッドからバルブ装置を正確に機能させるように、交換するか組み込む
べき追加のエレメントと、この制御ロッドによって制御されるバルブとを有する。
【０００７】
　さらに、ドイツ特許ＤＥ３６３１２６２Ａ１からスポーツ・ピストルが示されており、
この上部は完全に交換可能であり、この交換可能な上部にＣＯ2カートリッジが嵌められ
、ＣＯ2カートリッジが銃尾の代わりに備えられた圧力ピストンを駆動する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、武器の本来の動作要素を変えることなく、内部空間においても、武器
の上に追加の要素を取り付けることなく、火炎爆裂の実技を可能にする装置を見出すこと
である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この目的は、請求項１の一般項に記載の武器シミュレータの場合に、火器の中に挿入可
能であって、開放方式で銃尾に対して作用する圧力ピストンを備えることによって解決さ
れる（請求項１）。本明細書では「挿入可能」を、「火器の上に取付け可能」としても理
解されたい。
【００１０】
　本発明による武器シミュレータの場合、圧力ピストンは、圧力ピストンに遊底を反発さ
せて、これによりアンロック火器の砲尾を反発させることによって、発火した薬莢のよう
に火器に作用を及ぼし、この砲尾にロック反動砲の砲身が作用し、これによって砲身開口
部を加速し、またはガス・ピストンの移動経路に係合し、こうして砲尾を反動させる。
【００１１】
　圧力ピストンは圧縮空気によって衝撃を与えられることが好ましいが、ＣＯ2などの他
の圧力媒体を使用することもできる。圧縮空気はリザーバ、特に詰め換え可能なリザーバ
、すなわち弾倉または類似物の代わりに火器の上に取り付けられた前記容器からとること
ができるが、管路（作業場または自動車における圧縮空気管）から引き出すこともできる
。例えば、自動装填擲弾発射器の場合には約１０バールだけが必要であるから、上記の空
気圧縮源は全く十分である。
【００１２】
　圧力ピストンを砲身の中に挿入することができ、これは本来の砲身を使用することがで
きるという利点を有する。しかし本発明の一設計では、圧力ピストンは圧力シリンダの中
にぴったり嵌っていることが好ましい。この圧力シリンダを、ピストンの移動が砲尾の動
作のために必要である火器の上に取り付けることができる。例えば、圧力シリンダを、例
えば火器のガス・シリンダの代わりにガス動作式ライフルのスロットル制御棒の中に統合
することができ、次いで圧力ピストンはガス・ピストンに応じて動く。
【００１３】
　しかし本発明によれば、圧力ピストン・シリンダはスライダを含むことが好ましく、こ
のスライダは、砲尾を最前方位置にして圧力取入れ開口部を開に保持し、圧力排出開口部
を閉に保持し、砲尾が最後方位置にあるときには圧力取入れ開口部を閉じ、圧力取入れ開
口部を開に保持する（請求項１）。こうして、オープン・ボルト発火方式の火器（すなわ
ち、従来の機関銃のようにオープン砲尾が発射用引金によって解放される火器）の場合に
は、持続させる単発発射の場合には完全な機能が保証され、火器の動作要素（安全装置、
引金）のみが必要であり、同時に圧力シリンダ内のスライダはこの圧力ピストンによって
、追加の装備を全く必要としないように動かされる。当然、圧力の供給は通常、例えばシ
ミュレーションをしようとする射撃の数に、つまりシミュレーションを行う火器が、例え
ば正規の弾倉または正規の弾帯が有する射撃数を越えようとするとき、その他の射撃がで
きないように設定されることが可能な、直列連結安全弁などの追加の要素を有する。
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【００１４】
　このような安全装置はまたスライダを直接制御することもでき（請求項２）、したがっ
て前記スライダは、結局は単に圧力シリンダの前方に終端弁を形成する。しかし、スライ
ダは圧力ピストンによって制御されることが好ましい（請求項４）。したがって、スライ
ダのための個別の制御システムについて要求はないが、むしろ結局はスライダによって、
オープン・ボルト式発火方式の火器が圧力ピストンを介してそれ自体を制御し、したがっ
てこの火器があたかも実弾によって作動されているかのように正確に挙動するのを見るこ
とができ、最終的には、スライダを備えた圧力シリンダが砲身の代わりに使用され、圧縮
空気またはその他の圧力媒体によって制御される以外に、必要とされるものはない。
【００１５】
　しかし、圧力シリンダは火器の砲身の形状を有し、前記砲身の代わりに火器の中に挿入
することができ（請求項２）、圧力ピストンは砲尾に対して作用していることが好ましい
。この結果、ピストン内の圧力を低下させる特大口径の圧力ピストンを使用できるのみな
らず、圧力ピストンとして使用するときにかき傷が付くこともある砲身が節約される。そ
の上に、圧力シリンダの内面には、圧力ピストンの機能を妨げるランドも溝もない。
【００１６】
　圧力ピストンは通常、少なくとも１つの圧力取入れ開口部と圧力排出開口部を有し、こ
れらはその外観を損なわないように火器の内部に配置することができる。しかし本発明に
よれば、１つの圧力取入れ開口部と少なくとも１つの圧力排出開口部とを有する圧力シリ
ンダの場合には、すべての圧力取入れ開口部と圧力排出開口部は火器のケース・セクショ
ンの外側に配置されることが好ましく、したがって前記セクションは砲尾をいわば火器の
外側に保持する（請求項３）。こうして、シミュレートされる動作中の火器の機能はいず
れのガス流によっても妨げられず、火器自体へつながるガス管はないことが保証される。
したがって、火器自体を急速に、かつ注目すべき構造的干渉もなく取り替えることが可能
であるから、どのような単一火器の一般的挙動のシミュレーション動作も経験することが
できる。こうして、あらゆる個別火器をシミュレーション動作で試験することができるの
で、実弾射撃の前でも、例えば摩耗、誤った組立てなどがあるかどうかが明らかになるこ
とが多い。
【００１７】
　本発明は、武器シミュレータのみならず、同様な様式で携帯小火器、特に、上述のよう
に、圧力シリンダによって取り替えられる砲身を有するアンロック全自動式自動装填擲弾
発射器にも関する（請求項５）。まだ使用可能な砲身を取り替えることによって、火器は
完全な機能性を維持する。例えば追加の訓練装備を必要としない。シミュレータ動作にお
いて砲身の代わりに使用される圧力シリンダを、容易かつ安価に製造することができ、砲
口サイレンサを備えることができるので、シミュレータを備えた火器は実際の火器と視覚
的には変わらない。
【００１８】
　したがって例えば、本発明の火器によって、練兵場または射撃練習場において火器を簡
単に試行し、例えば圧力シリンダをトラックの圧縮空気導管に連結して、訓練対象の射手
に火器の機能の第１の印象を与えることが可能である。同じ火器によって射手は、シミュ
レータを砲身に取り替えた僅か数分後に実際ラウンドによって射撃訓練を続けることがで
きる。火器を修理した後に、シミュレータによって機能試験を実施することも可能であり
、次にこの試験を実弾によって完了することだけが必要である。
【００１９】
　これは特に、実弾による動作が広い練兵場を必要とし、空砲による動作が射撃場を必要
とし、継続射撃動作が小口径の空砲によって（特殊なライナによって）実習できない場合
の、携帯自動装填擲弾発射器に対して関心が寄せられる。
【００２０】
　次に本発明の目的を、自動装填擲弾発射器の砲身の代わりに使用することができるシミ
ュレータの助けによって、さらに詳細に説明する。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　図１では、シミュレータは左を向いており（左は「前」）、図２、図３ではシミュレー
タは右を向いている。
【００２２】
　図１では、擲弾発射器１の前端部が示され、この場合、筒形シミュレータ３全体が砲身
の代わりにボルト７によって締め付けられている。ボルト７を外した後に、シミュレータ
３を前方に（図面では左側に）引き出すことができ、砲身（図示せず）と取り替えること
ができる。
【００２３】
　シミュレータ３は外側の細長いシリンダ１３を有し、このシリンダ１３の中に往復移動
することができピストン９が置かれ、シリンダ１３の内壁にじかに接している。
【００２４】
　ピストン・ロッド１１がピストン９に一体となって連結されており、このピストン・ロ
ッドはピストン９から火器ケース１へ延び、シリンダ１３の火器側の端部に備えられたガ
イド１５を貫通している。ピストン・ロッド１１は、ピストン９の反対側のガイドの側で
プラスチック・バッファ１７の中ので終わっており、プラスチック・バッファ１７はその
部分が火器の砲尾５に支持されている。
【００２５】
　火器は、引金が引かれたときに砲尾５が単に最前位置にあるように、オープン・ボルト
から発射する自動装填擲弾発射器であり、弾倉に能動的な薬莢はない。妨害されない発射
操作の場合には、薬莢を込めてこの薬莢が発火するとき、砲尾５は最前位置を占有する。
【００２６】
　ピストン９に使用可能な経路は、図示された位置と引金のロック係合部の背後の位置と
の間を砲尾５が覆っている経路に対応する。
【００２７】
　火器ケース１と反対側では、制御ロッド１９がピストン９の中に締め付けられている。
ピストン９、制御ロッド１９、ピストン・ロッド１１は、火器の砲腔の軸と同軸である。
【００２８】
　ピストン９に隣接する端部には、制御ロッド１９は厚くなったセクション２１を有し、
他の端部には、（砲腔の軸と同軸の）中心端部ねじ２５を有し、このねじ２５は軟質プラ
スチックで作られたストップ・リング２３を保持する。
【００２９】
　制御ロッド１９の移動経路は、キャップ２７によって囲まれ保護されており、キャップ
２７の前端部の上に、本物の砲身の砲口に適合する砲身ダミー２９が滑って嵌っている。
後端部によって、キャップ２７はシリンダ１３の前端部の中に嵌められるが、制御ロッド
１９の厚くなったセクション２１は、シリンダ１３の最前方セクションの中に位置する。
シリンダ１３に注ぐ空気取入れ部３１もこの個所に備えられている。空気取入れ口３１と
シリンダの前端部との間で、シリンダの壁には空気出口開口部３３の帯が貫通している。
この方法では、キャップ２７の後端部は空気出口開口部３３の僅か前に位置し、シリンダ
１３より小さな内径を有する。
【００３０】
　さらに、シリンダの内壁に密封状であるが移動可能に適合したスライダ３５が備えられ
、これには制御ロッド１９が貫通し、このロッドに平行に少なくとも１つの空気孔が貫通
している。図１および図２に示す位置では、スライダ３５はキャップ２７の武器側端部と
厚くなったセクション２１の砲口側端部に接触しており、空気出口開口部３３を覆って閉
鎖しているが、空気取入れ口３１は解放している。個別のスライダ孔３７（図２）がスラ
イダ３５用のシリンダ１３の中に設けられ、このスライダ孔の直径はピストン９用のシリ
ンダ孔の直径より小さいが、これと同軸に通っている。スライダ孔３７とシリンダ１３の
シリンダ孔との間には、直径が最も小さい短いセクションが存在する。
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　シリンダ９の後端部にあるガイド１５を通って、空気が出入りできるように孔が開けら
れている。シリンダ１３の内部における空気は、ピストン９のこの側では特別の過剰圧力
は有していない。
【００３２】
　圧縮空気が動作中に空気取入れ口３１に流入すると（図１と図２の位置）、空気はスラ
イダ３５の中の（１つまたは複数の）ボアホールを通って流れ、別の側にあるピストン９
を前方から打ち、前記ピストンはピストン・ロッド１１とプラスチック・バッファ１７と
によって砲尾５を押圧し、砲尾５はその一部について、武器特有の砲尾閉鎖ばね装置（図
示せず）によって前方へ押圧される。空気圧が上昇すると、ピストン９はピストン・ロッ
ド１１とプラスチック・バッファ１５と共に、制御ロッドの前端部のストップ・リング２
３がスライダ３５と衝突してこれを後方へ押圧するまで、砲尾５を後方へ動かす。次にス
ライダは空気取入れ口３１を閉鎖し、スライダ・ボアホール３７の端部と衝突する。この
過程で、スライダ３５は空気出口開口部３３を解放する。次にスライダは図３の位置にな
り、この位置で砲尾５は最後部の位置に運ばれる。
【００３３】
　次に引金（図示せず）を引くと、キャップ２７内の（既に解放された）空気は空気出口
開口部３３を通じて押圧され、シリンダ内の空気がガイド１５内の（１つまたは複数の）
ボアホールを通じて自由に吸引されるので、実際に砲尾５は自由に前方へ走行する。この
点について、特に空気出口開口部のサイズは、シミュレートされた「発射速度」を決定す
る。ピストンは、厚くなったセクション２１がスライダ３５と合致するまで前方に移動し
、厚くなったセクション２１をスライダ３５と共に前方に運ぶ。これによって、空気出口
開口部３３は再び閉鎖されて、空気取入れ口３１は再び開かれる。引金が引かれたままで
ある限り（火器を「持続発射」に設定した場合）、また圧縮空気が利用可能である限り、
火器の砲尾は実際の射撃の場合にように前後に移動する。引金を解除すると、実施の射撃
の場合のように砲尾は後部位置に、したがって発射準備位置に残る。
【００３４】
　所定数の「発砲」、例えば弾薬帯に対応する発砲数の後に圧縮空気の供給を自動的に中
断する調量装置によって、シミュレータの動作に改良を加えることができる。
【００３５】
　射手には身近な作業である砲身の除去とシミュレータの取付けを除いて、武器自体に対
するいかなる変更も必要とされない。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明によるシミュレータが砲身の代わりに使用される、自動装填擲弾発射器の
前方部分の概略縦断面図である。
【図２】圧縮空気による衝撃以前の位置における、図１の武器シミュレータのより詳細な
縦断面図である。
【図３】図２と同様であるが、武器シミュレータが圧縮空気によって衝撃を受け、シミュ
レーション射撃ラウンドが準備済みの場合を示す図である。
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