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最終頁に続く
(54)【発明の名称】耐圧性気球
(57)【要約】
【課題】簡単な構成でガス袋の体積を制御し飛翔高度を
変える耐圧性気球を提供する。
【解決手段】耐圧性気球は気密性の被膜材料から形成さ
れた紡錘形の複数のゴア２をその両側縁部を互いに接合
するとともに、ゴア２の両側縁部の接合部に沿って張力
に耐えるロードテープ３を取り付けた耐圧性のガス袋１
を有している。ガス袋１は満膨張状態のときに隣接する
ロードテープ３の間で外側に被膜材料の伸びによらずに
小さな曲率半径で膨出する。ガス袋１にはガス袋１を変
形させて体積を変化させる体積変化手段が設けられてい
る。
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【特許請求の範囲】

【請求項７】

【請求項１】

上記複数のゴアの長手方向の中央部にそれぞれ位置して

気密性の被膜材料から形成された紡錘形

上記体積変化手段は、

の複数のゴアをその両側縁部を互いに接合するととも

いるロードテープの部分の少なくとも２つに張り巡らさ

に、これらゴアの両側縁部の接合部に沿って張力に耐え

れるよう取り付けられている少なくとも１本の引張りロ

るロードテープを取り付けた耐圧性のガス袋と、

ープと、

満膨張状態の上記ガス袋を変形させてガス袋の体積を変

引張りロープの長さを変える引張りロープ長変化手段と

化させる体積変化手段とを備えており、

を有しており、上記引張りロープ長変化手段が引張りロ

上記ガス袋が膨張した後も上昇浮力分のガスを排出せず

ープの長さを変えたとき、ゴアの長手方向の中央部が互

に内部のガスの圧力を維持する耐圧性の気球であって、
上記ゴアの寸法は、

いに接近することを特徴とする請求項５に記載の耐圧性
10

気球。

上記ガス袋が満膨張状態のときに隣接する上記ロードテ

【発明の詳細な説明】

ープの間で外側に被膜材料の伸びによらずに膨出し、

【０００１】

上記膨出したゴアの、上記ロードテープと交差する方向

【発明の属する技術分野】本発明は、耐圧性気球に関す

の曲率半径が、上記ガス袋の径よりも小さく、

る。より詳細には、高層大気観測や宇宙観測に用いられ

上記膨出したゴアに働く張力の方向が、上記ロードテー

る科学観測気球、スポーツ用熱気球及びガス気球などの

プと交差する方向に向く、よう設定されていることを特

耐圧性気球に関する。

徴とする耐圧性気球。

【０００２】

【請求項２】

【従来の技術】高空を飛翔する気球として、例えば高度

上記体積変化手段は、上記ロードテープ

を上記ガス袋の内側に引っ張ることにより、満膨張状態
の上記ガス袋の形状を変形させることを特徴とする請求

３０〜４０Ｋｍの成層圏を飛翔する科学観測気球があ
20

る。このような高空用の気球は、飛翔高度を調節するた

項１に記載の耐圧性気球。

めに、浮力ガスの排気による浮力減少とバラスト投下に

【請求項３】

上記体積変化手段は、上記紡錘形のゴア

よる飛翔高度回復との組み合わせを利用している。しか

の長手方向の両端に位置している上記ロードテープの部

しながら、バラストを全て消費するとそれ以降は飛翔高

分の少なくとも一方を上記ガス袋の内側に引っ張ること

度の調節を続けられない。

を特徴とする請求項２に記載の耐圧性気球。

【０００３】一方、飛翔高度を一定に保つためのものと

【請求項４】

して、内圧に耐える耐圧性のガス袋を備えたスーパプレ

上記体積変化手段は、

上記紡錘形のゴアの長手方向の両端に位置している上記

ッシャー気球が知られている。このスーパプレッシャー

ロードテープの部分の少なくとも一方に取り付けられて

気球は、ガス袋が最大容積となった後にも上昇浮力分の

おり、ゴアの長手方向の両端間で延びている引張りロー

ガスを排出せず、ガス袋の最大容積および内部のガスの

プと、

30

圧力を維持したまま上昇を続け、大気密度の低下により

引張りロープの長さを変える引張りロープ長変化手段と

浮力が減少して一定の高度で水平飛翔する。このような

を有していることを特徴とする請求項３に記載の耐圧性

スーパプレッシャー気球は日没後にガスの温度が低下し

気球。

てもガス袋内のガス圧が低下するだけでこのガス袋の最

【請求項５】

上記体積変化手段は、上記複数のゴアの

大容積は変化せず、バラストを投下することなく最大高

長手方向の中央部にそれぞれ位置しているロードテープ

度を維持したまま水平飛翔を維持することができる。こ

の部分の少なくとも１つを上記ガス袋の内側に引っ張る

れによって、上記の気球のように大量のバラストを消費

ことを特徴とする請求項２乃至４のいずれか１項に記載

することがなく、より長時間の飛翔が可能となる。

の耐圧性気球。

【０００４】

【請求項６】

上記体積変化手段は、

上記複数のゴアの長手方向の中央部にそれぞれ位置して

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
40

うなスーパプレッシャー気球では高度を一定に保つこと

いるロードテープの部分の少なくとも１つに取り付けら

ができるが飛翔高度を変更することが容易でない。

れている引張りロープと、

【０００５】飛翔高度を調節する気球として、気球内部

上記ガス袋の内部に配置されており、引張りロープの長

の空気袋に外気をポンプで注入して膨張させて気球の有

さを変える引張りロープ長変化手段とを有しており、

効体積を変化させるものがある。しかしながら、大気が

上記引張りロープは、引張りロープが取り付けられたロ

希薄な成層圏では短時間に空気袋を膨らませるには強力

ードテープの上記部分のそれぞれと、引張りロープ長変

な送風器又はポンプが必要となり、特に大型気球では実

化手段との間で延びており、引張りロープ長変化手段が

現が困難である。

引張りロープの長さを変えたとき、ゴアの長手方向の中

【０００６】本発明は以上の事情に基づいてなされたも

央部は引張りロープ長変化手段に接近することを特徴と

のであり、本発明の目的は、バラストのような有限な搭

する請求項５に記載の耐圧性気球。

50

載物やポンプを用いることなく、簡単な構成でガス袋の
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体積を制御し、飛翔高度を変えることができる耐圧性気

は引張りロープ長変化手段に接近することを特徴として

球を提供することである。

いる。

【０００７】

【００１３】本発明の請求項７に係わる耐圧性気球で

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため

は、上記体積変化手段は、上記複数のゴアの長手方向の

に、本発明の請求項１に係わる耐圧性気球では、気密性

中央部にそれぞれ位置しているロードテープの部分の少

の被膜材料から形成された紡錘形の複数のゴアをその両

なくとも２つに張り巡らされるよう取り付けられている

側縁部を互いに接合するとともに、これらゴアの両側縁

少なくとも１本の引張りロープと、引張りロープの長さ

部の接合部に沿って張力に耐えるロードテープを取り付

を変える引張りロープ長変化手段とを有しており、上記

けた耐圧性のガス袋と、満膨張状態の上記ガス袋を変形
させてガス袋の体積を変化させる体積変化手段とを備え

引張りロープ長変化手段が引張りロープの長さを変えた
10

とき、ゴアの長手方向の中央部が互いに接近することを

ており、上記ガス袋が膨張した後も上昇浮力分のガスを

特徴としている。

排出せずに内部のガスの圧力を維持する耐圧性の気球で

【００１４】

あって、上記ゴアの寸法は、上記ガス袋が満膨張状態の

【発明の実施の形態】図１〜図１２を参照して、本発明

ときに隣接する上記ロードテープの間で外側に被膜材料

の実施の形態に係わる耐圧性気球を説明する。先ず、本

の伸びによらずに膨出し、上記膨出したゴアの、上記ロ

発明の第１の実施の形態の耐圧性気球を説明する。図１

ードテープと交差する方向の曲率半径が、上記ガス袋の

は、耐圧性気球の斜視図である。図中の１はガス袋であ

径よりも小さく、上記膨出したゴアに働く張力の方向

り、このガス袋１の内部には例えばヘリウム等が充填さ

が、上記ロードテープと交差する方向に向く、よう設定

れ、浮力を発生する。ガス袋１は膨張した後も上昇浮力

されていることを特徴としている。

分のガスを排出せずに内部のガスの圧力を維持する。こ

【０００８】本発明の請求項２に係わる耐圧性気球で

20

のガス袋１には、観測機器等のペイロードが搭載される

は、上記体積変化手段は、上記ロードテープを上記ガス

が、図中では省略する。

袋の内側に引っ張ることにより、満膨張状態の上記ガス

【００１５】ガス袋１は、概略的に球形をなしており、

袋の形状を変形させることを特徴としている。

ガス袋１を縦にＮ等分した紡錘形のゴア２を多数接合し

【０００９】本発明の請求項３に係わる耐圧性気球で

て構成されている。これらのゴア２は、軽量で高強度の

は、上記体積変化手段は、上記紡錘形のゴアの長手方向

織布、又はプラスチックフイルム等の気密性の被膜材料

の両端に位置している上記ロードテープの部分の少なく

で形成され、互いにその両側縁部を縫合又は接着等によ

とも一方を上記ガス袋の内側に引っ張ることを特徴とし

り接合され、ガス袋１を構成している。これらのゴア２

ている。

の接合線に沿って、高張力に耐えるロードテープ３が縫

【００１０】本発明の請求項４に係わる耐圧性気球で

い込まれ、または接着される。これらのロードテープ３

は、上記体積変化手段は、上記紡錘形のゴアの長手方向

30

は、これらゴア２相互の接合強度を高める他、ペイロー

の両端に位置している上記ロードテープの部分の少なく

ドの荷重を分散して各ゴア２に伝達し、またこのガス袋

とも一方に取り付けられており、ゴアの長手方向の両端

１の形状を所定の形状に維持する。各ゴア２の被膜材料

間で延びている引張りロープと、引張りロープの長さを

はガス袋１が満膨張状態のときに隣接するロードテープ

変える引張りロープ長変化手段とを有していることを特

３の間で外側に被膜材料の伸びによらずに膨出する。こ

徴としている。

こで、満膨張状態とは、ガス袋１の内外圧力差ｄＰ（内

【００１１】本発明の請求項５に係わる耐圧性気球で

部圧力−外部圧力に等しい）が正であり、内部圧力をさ

は、上記体積変化手段は、上記複数のゴアの長手方向の

らに増加させてもガス袋１の体積が皮膜材料の伸びによ

中央部にそれぞれ位置しているロードテープの部分の少

る以外には変化しない状態である。耐圧性気球は、満膨

なくとも１つを上記ガス袋の内側に引っ張ることを特徴
としている。

張状態のガス袋１を変形させてガス袋１の体積を変化さ
40

せる体積変化手段（後に詳述する）を備えている。

【００１２】本発明の請求項６に係わる耐圧性気球で

【００１６】ガス袋１は内外圧力差ｄＰ（＞０）に対応

は、上記体積変化手段は、上記複数のゴアの長手方向の

した自然型と呼ばれる形状をとることができる。説明の

中央部にそれぞれ位置しているロードテープの部分の少

便宜のために、ロードテープが設けられていない場合の

なくとも１つに取り付けられている引張りロープと、上

自然型のガス袋の形状について説明する。自然型は、ガ

記ガス袋の内部に配置されており、引張りロープの長さ

ス袋の上下方向の中心軸を地軸として、条件１：経線

を変える引張りロープ長変化手段とを有しており、上記

（子午線）の長さ一定、条件２：緯線（周）の長さは必

引張りロープは、引張りロープが取り付けられたロード

要なだけ自由に付加するとする２つの前提条件のもとで

テープの上記部分のそれぞれと、引張りロープ長変化手

最大の浮力が得られる形状である。この形状は地軸に対

段との間で延びており、引張りロープ長変化手段が引張

して回転対称である。条件２は、ガス袋の皮膜には経線

りロープの長さを変えたとき、ゴアの長手方向の中央部

50

方向に皺が発生していると仮定することができるので、
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周方向には張力が発生しない状態にあることを意味す

ｌａｓｔｉｃａと呼ばれる。この形状は以下のように求

る。即ち、ガス袋の内外圧力差によって皮膜に発生する

めることができる。

張力は経線方向のみとなる。内外圧力差ｄＰが増大する

【００１８】図２はこの形状を求めるために用いる、ガ

とともにガス袋は扁平していき、いわゆるパンプキン形

ス袋の概略的な断面図である。図２のように、ｘ，ｙ座

状に近づく。

標上で対称面である赤道面から上半分の形状を考える。

【００１７】本実施の形態のようにガス袋の内外圧力差

赤道の半径をｘ０ とする。皮膜には経線方向の張力しか

ｄＰが十分大きい場合、通常皮膜自体の重量や浮力を無

発生していないので、赤道上での張力の総和の力Ｆｍ は

視して形状を考えてよい。その場合には、ガス袋の形状

赤道での断面積Ｓと圧力差ｄＰの積となる。即ち、

は、前記の条件１、条件２のもとで体積が最大となるこ
とが条件となり、球を北極側と南極側から押しつぶした
ような上下対称の形状となる。これはＥｕｌｅｒ

Ｆｍ ＝Ｓ・ｄＰ…（１）
10

ｓｅ

である。形状曲線上の赤道での張力Ｔ０ 、任意の点、
（ｘ，ｙ）上での張力Ｔはそれぞれ、

Ｔ０ ＝Ｆｍ ／（２πｘ０ ）…（２）
Ｔ＝Ｆｍ ／（２πｘ）＝ｘ０

２

・ｄＰ／（２・ｘ）…（３）

となるので、経線の長さをＬ、その微少長さをｄＬ、そ

【００２１】ガス袋１がこのように構成されていること

の傾角をθｍ とすれば、その点の皮膜の曲率半径は

により、各ゴア２は内部圧力によって引き伸ばされずに

ｄＬ／ｄθｍ ＝Ｔ／ｄＰ…（４）

膨出する。このように膨出するゴア２の形状を所定の形

である。この微分方程式を、初期条件は赤道上の皮膜張

状に設定すると、ゴア２の長手方向の張力をほぼゼロに

力の方向はｙ軸と並行でかつ大きさはＴ０ として、数値

することができる。即ち、膨出したゴア２に働く張力の

解法により赤道上から順次形状を求めて解く。図３は数

方向は、ほぼロードテープ３と交差する方向に向く。

値解法により求められた形状の縦断面を示す曲線の例で

20

【００２２】このとき、ゴア２の短手方向の張力はロー

ある。実際の気球には、下部にペイロードがつり下げら

ドテープ３に作用し、ロードテープ３が外側に引っ張ら

れるので形状の上下対称性は若干損なわれるが、ほとん

れる。このゴア２の張力はロードテープ３の張力により

ど無視できる。上記パンプキン形状はこのような上下対

支承される。一方、膨出をもたない従来の気球では、経

称性が損なわれた形状を含んでいる。また、パンプキン

験上その強度は、同じ体積を有する球の強度と同等であ

形状は地軸に対して対称である。

る。成層圏大型気球では、球の半径は３０〜５０ｍとな

【００１９】このようなパンプキン形状をとるガス袋に

る。一方、膨出したゴア２の曲率半径は概略１ｍ程度を

ロードテープを付加したときのガス袋の形状を説明す

実現できる。従って、被膜に発生する張力はこの２つの

る。従来の気球では、ゴアの形状は地軸に対して対称な

半径の比率だけ減少し、その分気球は圧力に対し強度が

パンプキン形状をＮ等分した紡錘形に設定されている。

増す。さらに、ゴアの形状は被膜材料の幅からきまるの

ロードテープはパンプキン形状のガス袋の外表面に沿っ

30

で、気球を大型にしてもその曲率半径は変わらない。即

て延びている。本実施の形態の耐圧性気球では、隣接す

ち、気球の圧力に対する強度は、気球の容積に依存しな

るロードテープ３の間でゴア２が小さな曲率半径で膨出

い。従って、本実施の形態の耐圧性気球は気球の規模に

するようゴア２の形状が設定されている。かつこの場

よらず破損しにくい。

合、ゴア２は経線方向に十分大きな寸法を有しているも

【００２３】体積変化手段を詳細に説明する。図４はガ

のとする。後に示すように、膨出したゴア２の、ロード

ス袋１の縦断面図である。上述したように、この形状は

テープ３と交差する方向の曲率半径は、ガス袋１の径よ

球を北極側と南極側から押しつぶしたような形状であ

りも１桁程度小さい。

る。図４の断面は北極と南極を含んでいる。体積変化手

【００２０】こうした形状を形成するために、ゴア２の

段は、ロードテープ３をガス袋１の内側に引っ張ること

形状寸法は従来の気球のゴアの形状に対して、その幅お
よび長さが大きくされている。即ち、ゴア２の長手方向

により、満膨張状態のガス袋１の形状を変形させる。よ
40

り詳細には、体積変化手段は、紡錘形のゴア２の長手方

の中心線の長さは、隣接するロードテープ３の間で膨出

向の両端に位置しているロードテープ３の部分をガス袋

する部分の経線方向の中心線の長さに等しく、ゴア２の

１の内側に引っ張る。即ち、体積変化手段は、ガス袋１

幅はこの膨出した部分の緯線方向の長さに等しくされて

の両極間の距離を変化させる。

いる。この結果、ゴア２の両側縁部の長さはロードテー

【００２４】体積変化手段は、ゴア２の長手方向の両端

プ３よりも長くなるので、各ゴア２は、それらの両側縁

間で延びている引張りロープ４と、引張りロープ４の長

部がロードテープ３の長さに対応した長さに均一に皺が

さを変える引張りロープ長変化手段５とを有している。

形成されて短縮された状態でロードテープ３に接合され

引張りロープ４の一端は、ゴア２の上側の端、即ちガス

ている。尚、ロードテープ３の長さは、ゴア２の自然型

袋１の北極に位置しているロードテープ３の部分に取り

の形状の両側縁部の長さに対応した長さに設定されてい

付けられている。ガス袋１の北極には全てのロードテー

る。

50

プ３が集まっている。引張りロープ４は、これらのロー

( 5 )
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8

ドテープ３を均一に引っ張るようロードテープ３に取り

ガス袋１の形状はｘ＝０を回転軸として図６の断面を回

付けられている。北極に位置しているロードテープ３の

転させると得られる。８つの閉曲線の内、両極間距離

部分にはリング（図示せず）が取り付けられており、こ

（ｘ＝０上の２点間の距離）が最大でかつ囲む面積が最

のリングに引張りロープ４の一端が結ばれている。引張

大である曲線がＥｕｌｅｒ

りロープ４の他端は、ゴア２の南極側に配置されている

る。両極間距離が小さくなるにつれて囲む面積が小さく

引張りロープ長変化手段５に取り付けられている。ゴア

なる。図７に両極間距離とガス袋の体積の関係を示す。

２の南極側にはペイロード（図示せず）が吊されてい

両座標軸ともＥｕｌｅｒ

る。

のものを１として正規化されている。図７で示されるよ

【００２５】図５は引張りロープ長変化手段５の概略図
である。引張りロープ長変化手段５は、引張りロープ４

ｓｅｌａｓｔｉｃａであ

ｓ

ｅｌａｓｔｉｃａのとき

うに、両極間距離が減少すると体積が単調に減少する。
10

従って、両極間距離を変えることにより比較的容易に浮

が巻かれる円筒形のドラム５ａと、ドラム５ａを回転さ

力を制御することができる。ゴア２の膨出を考慮したと

せるモータ５ｂとを有している。モータ５ｂは取付部５

きのガス袋１では、ロードテープ３が上記計算から得ら

ｃを介してガス袋１の南極に位置しているロードテープ

れた形状に沿って延び、ゴア２が隣接するロードテープ

３の部分に取り付けられている。

３の間で膨出する。

【００２６】引張りロープ長変化手段５には両極間にわ

【００３０】本実施の形態には様々な修正と変形とが可

たっている引張りロープ４の長さを検知するセンサが設

能である。本実施の形態では引張りロープ４はガス袋１

けられている。引張りロープ４の全長は、ガス袋１にガ

の両極間で延びているが、本発明はこれに限定されな

スが注入される前の気球の長さ、即ちガス袋１の経線の

い。例えば、１以上の引張りロープの一端が引張りロー

長さである。ガスが注入されて気球が膨張するにつれて

プ長変化手段５を介して下側の南極に取り付けられ、引

両極間の直線距離は短くなるので、その分の引張りロー

20

張りロープの他端が北極とは異なるロードテープの部分

プ４は絶えずドラム５ａに巻き取られる。同様に、耐圧

に取り付けられていても良い。

性気球が放球された後、飛翔高度が上がるにつれて大気

【００３１】次に、本発明の第２の実施の形態の耐圧性

圧が下がり体積は膨張を続け、両極間の直線距離は短く

気球を説明する。本実施の形態の構成の大部分は、基本

なるので、その分のロープもドラム５ａに巻き取られ

的に第１の実施の形態の構成と同じである。尚、本実施

る。

の形態において、第１の実施の形態の図１〜図３を参照

【００２７】さらに膨張してガス袋１が満膨張状態にな

して説明した構成部材と実質的に同一の構成部材は、第

ると、ガス袋１は膨出した部分をもつパンプキン形状に

１の実施の形態の対応する構成部材を指示していた参照

なる。このときガス袋１は最大の体積、即ち最大の浮力

符号と同じ参照符号を付して詳細な説明を省略する。

をもつ。この状態で、両極間の引張りロープ４の長さを

【００３２】本実施の形態の構成が第１の実施の形態の

短くすると、ガス袋１はこれの両極が接近するように変

30

構成と異なる点は、体積変化手段の構成である。図８は

形する。これにより、ガス袋１の体積が減少するので浮

ガス袋１の赤道で切断した断面を示す横断面図である。

力が減少する。引張りロープ４の長さを調節することで

本実施の形態の体積変化手段は、複数のゴア２の長手方

浮力を制御することができるので、耐圧性気球の飛翔高

向の中央部にそれぞれ位置しているロードテープ３の部

度を調節することができる。

分をガス袋１の内側に引っ張る。即ち、ガス袋１の赤道

【００２８】両極間の引張りロープ４の長さを変えたと

に位置しているロードテープ３の部分の少なくとも２つ

きのガス袋１の変形形状は以下のようにして求められ

をガス袋１の内側に引っ張る。

る。Ｅｕｌｅｒ

ｅｌａｓｔｉｃａを求めたときと

【００３３】体積変化手段は、ロードテープ３のこれら

同様にして、ロードテープは取り付けられていないもの

の部分の少なくとも２つに取り付けられている複数の引

ｓ

とする。変形形状は上記（４）式
ｄＬ／ｄθｍ ＝Ｔ

張りロープ４と、引張りロープ４の長さを変える引張り

／ｄＰ…（４）

40

ロープ長変化手段１５とを有している。引張りロープ長

を満たす。但し、（４）式を解く際、皮膜の張力の方向

変化手段１５はガス袋１の内部に配置されている。引張

はｙ軸と並行で大きさをＥｕｌｅｒ

りロープ４は、引張りロープ４が取り付けられたロード

ｃａの場合より小さな値Ｔ
Ｔ

＝Ｔ＋ｄＴ

ｓ

ｅｌａｓｔｉ

とする。即ち、

テープ３の部分のそれぞれと、引張りロープ長変化手段

（ｄＴ＜０）…（５）

１５との間で延びている。

として、（４）式を解くと、両極間距離を変えたときの

【００３４】本実施の形態では全てのロードテープ３に

変形形状が得られる。ｄＴを変えた場合に、経線の長さ

１本づつ引張りロープ４が取り付けられている。ロード

Ｌが一定になるような赤道半径ｘ０ を求めると、同一ガ

テープ３には引張りロープ４の一端がリング（図示せ

ス袋で両極間距離を変えた形状とその体積を求めること

ず）を介して取り付けられている。実線で示した複数の

ができる。

引張りロープ４ａの一端と、２点差線で示した複数の引

【００２９】図６は変形形状の縦断面の計算例である。

50

張りロープ４ｂ一端とはガス袋１の赤道上に交互に並ん

( 6 )
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10

でいる。引張りロープ４ａ，４ｂの他端は全て引張りロ

出を考慮したときのガス袋１では、両極間距離を変えた

ープ長変化手段１５に取り付けられている。

ときと同様に、ロードテープ３が図１０の形状に沿って

【００３５】図９は引張りロープ長変化手段１５の概略

延び、ゴア２が隣接するロードテープ３の間で膨出す

図である。引張りロープ長変化手段１５は、複数の引張

る。

りロープ４ａが巻かれる円筒形のドラム１５ａと、複数

【００４０】本実施の形態には様々な修正と変形とが可

の引張りロープ４ｂが巻かれる円筒形のドラム１５ｂ

能である。本実施の形態では赤道上のロードテープ３全

と、これらを回転させるモータ１５ｃとを有している。

てに１本づつ引張りロープ４が取り付けられているが、

ドラム１５ａ，１５ｂはそれぞれ上下に配置されてい

ロードテープ３全てに取り付けられなくとも良い。例え

る。モータ１５ｃは下側のドラム１５ｂの内部に固定さ
れている。ドラム１５ａ，１５ｂ及びモータ１５ｃの回

ば、複数の引張りロープ４の一端が赤道上にほぼ均一に
10

並ぶように、複数のロードテープ３の内の一部に引張り

転軸は一致してそれぞれ上下方向に向けられている。ド

ロープ４を１本づつ取り付けても良い。

ラム１５ａ，１５ｂはモータ１５ｃの回転軸１５ｄを介

【００４１】また、本実施の形態では引張りロープ４の

して接続されている。

一端がロードテープ３に他端が引張りロープ長変化手段

【００３６】モータ１５ｃが回転すると、ドラム１５

１５に取り付けられているが、本発明はこれに限定され

ａ，１５ｂはそれぞれ反対方向に回転する。これによ

ない。例えば、引張りロープ４の一端がロードテープ３

り、ロープ４ａ，４ｂの巻出し／巻き取りが行われる。

に、他端が赤道とは異なるロードテープの部分にそれぞ

引張りロープ長変化手段１５が巻出し／巻き取りを行っ

れ取り付けられていても良い。この場合、引張りロープ

て引張りロープ４の長さを変えると、ゴア２の長手方向

長変化手段１５は引張りロープ４が延びる経路上に配置

の中央部は引張りロープ長変化手段に接近する。満膨張

される。また、引張りロープ４の一端がロードテープ３

状態のとき、ガス袋１の両極は上下に向き、引張りロー

20

に、他端が引張りロープ長変化手段１５を介して赤道と

プ長変化手段１５は引張りロープ４ａ，４ｂに吊され

は異なるロードテープの部分に取り付けられていても良

る。モータ１５ｃは下側のドラム１５ｂに固定されてい

い。この際、引張りロープ４は１本でも良い。

るので、吊されたときの姿勢が安定する。

【００４２】次に、本発明の第３の実施の形態の耐圧性

【００３７】ロープ４ａ，４ｂはそれぞれガス袋１の赤

気球を説明する。本実施の形態の構成の大部分は、基本

道半径の長さを有している。ガスがガス袋１に注入され

的に第２の実施の形態の構成の大部分と同じである。

る前は巻き取られており、ガスが注入されて体積が膨張

尚、本実施の形態において、第２の実施の形態の図８及

し赤道半径が長くなるのに応じて巻き戻される。ガス袋

び図９を参照して説明した構成部材と実質的に同一の構

１が満膨張状態になった後、第１の実施の形態と同様に

成部材は、第２の実施の形態の対応する構成部材を指示

して、引張りロープ４の長さを調節することで浮力を制

していた参照符号と同じ参照符号を付して詳細な説明を

御し、耐圧性気球の飛翔高度を調節することができる。

30

省略する。

【００３８】赤道半径を変えたときのガス袋１の変形形

【００４３】本実施の形態の構成が第２の実施の形態の

状は以下のようにして求められる。Ｅｕｌｅｒ

構成と異なる点は、体積変化手段の構成である。図１２

ｓ

ｅ

ｌａｓｔｉｃａを求めたときと同様にして、ロードテー

はガス袋１の赤道で切断した断面を示す横断面図であ

プは取り付けられていないものとする。赤道半径を変え

る。体積変化手段は、すくなくとも１本の引張りロープ

たときの変形形状は両極間距離を変えたときと同様にし

４と、図９を用いて説明した引張りロープ長変化手段１

て

５とを有している。引張りロープ４はガス袋１の赤道に

ｄＬ／ｄθｍ ＝Ｔ
Ｔ

＝Ｔ＋ｄＴ

／ｄＰ…（４）

それぞれ位置しているロードテープ３の部分の少なくと

（ｄＴ＜０）…（５）

も２つに張り巡らされるよう取り付けられている。

を用いて求めることができる。
【００３９】変形形状を求めるとき、ガス袋の両極の形

【００４４】本実施の形態では１本の引張りロープ４が
40

赤道上にあるロードテープ３の部分の全てに取り付けら

状は平坦となり、かつ経線の長さが同じになるような張

れている。ロードテープ３のこれらの部分の全てにはリ

力の方向および赤道半径を選ぶと、図１０に示すような

ング６がそれぞれ取り付けられている。リング６はガス

縦断面が得られる。ガス袋１の形状はｘ＝０を回転軸と

袋１の内側に配置されている。引張りロープ４は、赤道

して図１０の断面を回転させると得られる。赤道半径を

に沿って周回するようリング６の全てに通されている。

変えると縦断面が変形していくことが分かる。図１１に

【００４５】引張りロープ長変化手段１５は隣り合う２

赤道半径とガス袋の体積の関係を示す。両座標軸ともＥ

つのリング６の間に配置されている。引張りロープ４の

ｕｌｅｒ

両端はドラム１５ａ，１５ｂ（図９参照）にそれぞれ取

ｓ

ｅｌａｓｔｉｃａのときのものを１とし

て正規化されている。両極間距離を変えたときと同様

り付けられている。モータ１５ｃが回転して引張りロー

に、赤道半径が減少すると体積が単調に減少するので、

プ４の長さが変わると、ゴア２の長手方向の中央部が互

比較的容易に浮力を制御することができる。ゴア２の膨

50

いに接近する。これを利用して第２の実施の形態と同様

( 7 )
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12

に、ガス袋１の赤道半径を変化させることができるの

【図２】Ｅｕｌｅｒ

で、浮力を制御し、耐圧性気球の飛翔高度を調節するこ

めに用いる、ガス袋の概略的な断面図。

とができる。

【図３】Ｅｕｌｅｒ

【００４６】本実施の形態には様々な修正と変形とが可

縦断面を示す曲線のグラフ。

能である。本実施の形態では１本の引張りロープ４をリ

【図４】本発明の第１の実施の形態における耐圧性気球

ング６に張り巡らせているが、複数本の引張りロープ４

のガス袋の縦断面図。

を張り巡らせても良い。例えば、２本の引張りロープ４

【図５】本発明の第１の実施の形態における耐圧性気球

を用い、一方の引張りロープ４を複数のリング６の内の

の引張りロープ長変化手段の概略図。

一部に張り巡らせ、他方の引張りロープ４を残りのリン
グ６に張り巡らせても良い。

ｓ
ｓ

ｅｌａｓｔｉｃａを求めるた
ｅｌａｓｔｉｃａのガス袋の

【図６】両極間距離が変化したときのガス袋の縦断面を
10

示す曲線のグラフ。

【００４７】また、本実施の形態では全てのロードテー

【図７】両極間距離とガス袋の体積の関係を示すグラ

プ３に引張りロープ４が取り付けられているが、複数の

フ。

ロードテープ３の内の一部に取り付けられても良い。

【図８】本発明の第２の実施の形態における耐圧性気球

【００４８】また、両極間距離を変える第１の実施の形

のガス袋の赤道で切断した断面を示す横断面図。

態の体積変化手段と、赤道半径を変える第２又は第３の

【図９】本発明の第２及び第３の実施の形態における耐

実施の形態の体積変化手段とを組み合わせても良い。

圧性気球の引張りロープ長変化手段の概略図。

【００４９】尚、本発明は上述した実施の形態に限定さ

【図１０】赤道半径が変化したときのガス袋の縦断面を

れるものではなく、発明の趣旨を逸脱しない範囲内にお

示す曲線のグラフ。

いて種々の変形や応用が可能であることは勿論である。

【図１１】赤道半径とガス袋の体積の関係を示すグラ

【００５０】
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フ。

【発明の効果】以上詳述したことから明らかなように、

【図１２】本発明の第３の実施の形態における耐圧性気

本発明に従った耐圧性気球は、バラストのような有限な

球のガス袋の赤道で切断した断面を示す横断面図。

搭載物やポンプを用いることなく、簡単な構成でガス袋

【符号の説明】

の体積を制御し、飛翔高度を変えることができる。

１ ガス袋２

【図面の簡単な説明】

３ ロードテープ

【図１】本発明の第１の実施の形態における耐圧性気球

４，４ａ，４ｂ

の斜視図。

５，１５
【図１】

【図４】

【図２】

ゴア
引張りロープ

引張りロープ長変化手段
【図３】
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