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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リアフレーム（１）と、第２のフレームまたはシートフレーム（７）と、前記リアフレ
ームに対する前記第２のフレームまたはシートフレームの回転の軸となる枢支取り付け部
（５）と、を備える、折り畳み可能な車輪付き運搬具であって、前記第２のフレームまた
はシートフレーム（７）は、前記リアフレーム（１）に対して２つの安定な位置のうちの
１つを取ることができ、第１の位置は、前記リアフレーム（２０）に対して実質的に前方
に突出しているロックされた開いた位置であり、前記運搬具が折り畳まれる場合の第２の
折り畳まれた位置は、前記リアフレームに実質的に隣接し、
　後輪（６）が、前記リアフレームに取り付けられ、
　一以上の前輪（８）が前記第２のフレームまたは前記シートフレーム（７）に取り付け
られ、
　前記リアフレームが、一緒に接続される一対の離間した部材（２２）から構成され、か
つ前記部材の各々の一端に取り付けられた前記後輪と、前記部材の他端におけるハンドル
とを有し、
　前記リアフレーム（１）に含まれる前記一対の離間した部材（２２）の各々は、該離間
した部材（２２）の効果的な長さの変化を可能にするように、メインサイド部材（１）内
に入れ子式に伸縮自在にはめ込まれ、該メインサイド部材（１）に対する２つの位置のう
ちの１つにおいてロックするように取り付けられる下側部分（３）を有するメインサイド
部材（１）を備え、
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　前記メインサイド部材（１）および前記下側部分（３）は側面から見て弓形であり、前
記運搬具が折り畳まれていない位置にある場合、前記リアフレームに対する前記第２のフ
レームまたはシートフレームの前記枢支取り付け部（５）が、前記後輪（６）の中心と前
記リアフレーム（２０）の上部との間の垂直面の前方にあることを特徴とする、折り畳み
可能な車輪付き運搬具。
【請求項２】
　前記前輪（８）は、前記車輪付き運搬具が完全に折り畳まれていない状態で地面に置か
れる場合、地面に対して実質的に垂直であり、かつ、前記車輪付き運搬具が折り畳まれる
場合、前記第２のフレームまたはシートフレームの骨格内で折り畳み可能であることを特
徴とする、請求項１に記載の折り畳み可能な車輪付き運搬具。
【請求項３】
　前記第２のフレームまたはシートフレーム（７）の前記枢支取り付け部（５）が、前記
リアフレーム（２０）の前記メインサイド部材（１）上にあることを特徴とする、請求項
１または２に記載の折り畳み可能な車輪付き運搬具。
【請求項４】
　前記第２のフレームまたはシートフレーム（７）は略Ｕ字形であり、前記Ｕ字の各アー
ムの端部に近接した点において前記リアフレームに取り付けられ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折り畳み可能な車輪付き運搬具。
【請求項５】
　前記運搬具が折り畳まれていない場合において、コンテナ（１１）が取り付けられると
ともに、後輪（６）の上側に位置し得る取り付け手段（１４）を有することを特徴とする
、請求項１～４のいずれか一項に記載の折り畳み可能な車輪付き運搬具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人々、主に幼児および小児を運搬する使用を目的とする車輪付き運搬具（例
えば、乳母車（ベビーカー）および小型運搬車（ｐｕｓｈｃｈａｉｒ）など）に関するが
、それは、身体障害者およびけがをした人々を含む、成人を運搬するための小型運搬車な
どの器具における使用に容易に採用され、また、小児用玩具としての使用に縮小されても
よい。この構造により、本発明は主に、その使用を多目的にできるさらなる特徴および能
力を有する車輪付き運搬具の分野に入る。
【背景技術】
【０００２】
　無動力のベビーカー、バギーおよび小児用乳母車、ならびに身体障害者およびけがをし
た成人用の車椅子および緊急避難装置は既に知られており、一般に使用されている。しか
しながら、全ての公知の設計は、特に人がそれらを一緒に押すことを必要とする使用にお
いていくつかの欠点を有し、本発明はその欠点を克服することを目的する。
【０００３】
　小児または身体障害者、または部分的身体障害者に関わらず、乗っている者は時々、い
くらかの距離を歩くことを望むか、またはでこぼこの地面もしくはフェンスなどの障害物
を越えるためにやむを得ず歩かなければならないことが、公知の運搬具の使用において頻
繁に起こる。
【０００４】
　他の状況において、低年齢の小児は、自分で進んで歩いて家族と出かけ始め、そうする
ことを楽しむ場合があるが、家族は、運搬器具を車輪で押すか、または持ち運ぶ以外に選
択肢がなく、同様に子供が疲れている場合、途中まで運搬するか、またはそうしない場合
、子供を抱えるより他ない。
【０００５】
　また、追加的に物品を獲得する状況において、例えば買い物の間に運搬具を使用する場
合、乗っている者は歩くことを必要とされ得るか、または使用者が容器を運ぶことをさら
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に妨害されないように運搬具を進ませる場合、運搬具の上部に物品を置かなければならな
い。
【０００６】
　これらの課題の一部に対して何とかしようとする解決索は、海岸または買い物などで、
追加的な物品を運ぶために、運搬具を押している人がリュックサックも背負うか、または
別の容器（コンテナ）を運ぶか、あるいは可能な場合、人を運搬する装置を折り畳むこと
のように思われるので、本発明は、人を運搬する装置およびリュックサックの両方の機能
を組み合わせることを目的とする。
【０００７】
　他の状況としては、託児所まで小児を連れていき、次いで空のバギーを家まで押さなけ
ればならず、次いで小児を迎えに行くために戻り、親は扱いにくいバギーと共に公共交通
機関を使用し、小型運搬車（ベビーカー）、容器および小児と共にバスや電車に乗ること
が困難になり得ることが挙げられる。
【０００８】
　これらの状況は、親が、彼らの子供または身体障害を有する介護される人と共に、より
活動的に動くことの障害となり得るので、本発明は、親および介護者が彼らの子供または
患者と共に、より活動的に動くことを促すことが望まれるように設計される。
【０００９】
　これらの問題を扱う試みは、運搬され得る容器を取り付けるために、バギーのサイズを
減少させること、製品を折り畳む方法を変更すること、および一部の場合、車輪を取り除
くことができるようにすることによって、標準的なバギーの重量を減少させることに集中
している。
【００１０】
　しかしながら、これは、親または介護者が、彼らの荷物または他の物品を持ち運ぶため
に追加の容器（入れ物）を必要とするので、その製品により、持ち運ばなければならない
多くの物品が増加するという困難性が加わる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明において、折り畳み可能な車輪付き運搬具は、リアフレームと、前記リアフレー
ムに対して枢動可能に取り付けられるシートフレームとを備え、前記シートフレームは、
前記リアフレームに対して２つの安定な位置のうちの１つを取ることができ、第１の位置
は、リアフレームに対して実質的に前方に突出しているロックされた開いた位置であり、
運搬具が折り畳まれる場合、第２の折り畳まれた位置は、リアフレームに実質的に隣接し
ていることを特徴とする。
【００１２】
　本発明は、運搬具および幼児の重量を運搬するためにコンテナがシート領域の後部に取
り外し可能に構築され得る、改変されたフレーム設計を運搬具が有するという点で現在の
設計とは異なる。シートは、そのシートの後部に合わせられる（フィットされる）ものに
加えてまたはその代わりに運搬されるコンテナとして使用されてもよい。簡便には、運搬
具のフレームは、好適には剛性材料、例えばアルミニウム押出成形物、ステンレス鋼また
は炭素繊維などから作製され、例えば、シート領域およびコンテナキャリアは、頑丈なフ
レキシブルな材料、例えば重い織物またはフレキシブルなプラスチック材料から構築され
る。
【００１３】
　理想的には、運搬具が折り畳まれる場合、シートフレームはリアフレーム内にある。こ
れにより、折り畳まれた運搬具は次いで最小の可能な容積を占めることが理解され得る。
【００１４】
　本明細書において、運搬具が折り畳まれていない場合、リア（後部）はそのフレームの
相対的位置を意味する。
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【００１５】
　フレキシブルでさらに丈夫な車輪付き運搬具は、離間した部材を備えて構築され得、そ
の離間した部材は各々、離間した部材の効果的な長さの変動を可能にするためにメインサ
イド部材に対してスライドし、ロックされ得るように取り付けられる下側部分を有する別
個のメインサイド部材を備える。このような構成により、リア部材に対するシート部材の
相対的傾斜の容易な変更が可能となる。
【００１６】
　このような折り畳み可能な車輪付き運搬具は、簡便には、後輪と反対側の離間した部材
の端部において離間した部材の中空部分内でスライドできる離間した部材の間に取り付け
られる単一のハンドルを有する。ハンドルは、車輪付きの運搬具が完全に開かれている場
合、都合の良い高さを提供し、運搬具が折り畳まれた位置にある場合、後輪からハンドル
までの距離を減少させるために離間した部材に対してスライドするために離間した部材に
対する位置でロック可能であり得る。
【００１７】
　運搬具は車軸を与えられ、その車軸上に後輪があり、車軸は離間した部材を通し、リア
フレームの一部を備える場合、重量は最小化する。
【００１８】
　有益には、前記シートフレームは、第１の旋回軸によりそのシートフレームに取り付け
られる１つまたは複数の追加の車輪を有し、車輪付き運搬具が完全に折り畳まれていない
状態にあり、地面に置かれる場合、前記第１の旋回軸は地面に対して実質的に垂直である
。シートフレームをリアフレームに対して所望の位置に維持するために、かみ合いクラッ
チ、歯止め、摩擦運搬具または止めピンが提供されてもよい。
【００１９】
　特に有益な構成において、運搬具が折り畳まれていない位置にあると判断する場合、リ
アフレームにおけるシートフレームの枢支取り付け部は、後輪とハンドルとの間のライン
の前方にあるように、離間した部材は実質的に弓形である。簡便には、および軽さのため
に、シートフレームは略Ｕ字形であり、Ｕ字の中点において任意に単一の前輪を有し、Ｕ
字の各アームの端部に近接する点においてシートフレームはリアフレームに枢動可能に取
り付けられる。
【００２０】
　好ましい構成において、前輪は、枢支取り付け手段の周りでさらに枢動され、前記枢支
取り付け手段の旋回軸は、前記第１の旋回軸に対して実質的に垂直であり、運搬具が完全
に開かれている場合、最初に前輪を地面と接触させることができ、運搬具が折り畳まれた
位置にある場合、シートフレームの平面内に格納できるように、枢支手段は、少なくとも
２つの位置において再ロック可能である。この構成により、運搬具が、突出する前輪を有
さずに折り畳まれることが可能となり、非常に簡便な運搬を行える。簡便には、運搬具が
ハンドルを有する場合、折り畳まれると、シートフレームが離間した部材の間に含まれ、
ハンドルと係合するように、ハンドルが離間した部材の中空部分内にスライド可能に取り
付けられ得る。
【００２１】
　非常に簡便には、運搬具のシートフレームは、折り畳み可能なシートがリアおよびシー
トフレーム内に取り付けられるシートフレームであり、運搬具が折り畳まれていない場合
、前記シートはリアフレームにおけるシートフレームの枢支取り付け部の間に形成される
ラインの下に延びる。本発明のフレームの構成と併せて、シートが折り畳まれる場合、コ
ンテナがシート領域およびフレーム内に収容され得る簡便なコンテナキャリア領域がシー
ト内に画定される。シート位置がシートパン（ｓｅａｔ　ｐａｎ）内の開口部内に取り付
けられる場合、この利点は増幅され得、前記シートパンは前記リアおよびシートフレーム
に取り付けられ、リアフレームにおけるシートフレームの枢支取り付け部の間に形成され
るラインにおいてヒンジにより動き、シートがフレキシブルな材料から作製される場合、
さらに利点を有する。これらの構成により、シート、シートフレームおよびリアフレーム
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は収容部を形成し、運搬具が折り畳まれていない位置にある場合、その収容部にコンテナ
が配置され、支持され得る。
【００２２】
　シート上の負荷運搬構成に加えて、またはその代わりに、運搬具は、後輪の上側にコン
テナ運搬取り付け具を有してもよい。「上側」は運搬具が折り畳まれていない場合である
と判断される。リアフレームが弓形である場合、従ってコンテナの重力の中心は車輪を通
り抜けるように構成され得、運搬具をハンドルにより誰も押していない状態でコンテナに
より転倒するのを防ぐ。取り付け手段は簡便にはジッパーであってもよく、その一方はシ
ートに取り付けられ、その他方はコンテナに取り付けられる。このようなコンテナはキャ
リアストラップを有してもよく、それにより、運搬具が折り畳まれる場合、コンテナと運
搬具の組み合わせが運搬され得る。別の構成において、運搬具を折り畳んだ位置において
人の背中で運搬できるように運搬具自体がキャリアストラップを有する。
【００２３】
　従って折り畳むために、フレームはその一部をヒンジで動かすかまたは回転させ得る手
段および使用中に運搬具の高さおよび角度の変動を達成するために互いに対して一方をス
ライドさせる手段が設けられてもよいことは理解されるだろう。車輪付き運搬具としての
使用を可能にするために車輪がフレームに取り付けられ得、それらの車輪は使用に必要と
されない場合、折り畳まれてもよいか、または除去されてもよい。
【００２４】
　折り畳まれると運搬具は非常にスリムになり、折り畳みは単一の動きにより達成でき、
片手で行うことができる。運搬具は折り畳まれると、人の背中に用意に背負われ、コンテ
ナが他の物品を運搬できるように運搬され、それによって、使用者の両手が自由になり、
彼らの子供を抱き、例えば特に公共交通機関での移動の場合に子供の安全を確保できる。
【００２５】
　拡張物を拡張すると、運搬具は「ショッピングカート」式の運搬具として作用でき、運
搬具を引いたりまたは押したりでき、物品を運搬する補助として運搬具を利用できる。物
品をベビーカーまたは車椅子のシートに単に置くよりも、コンテナは物品に対するより良
い安全性を提供し、またより操作しやすくかつコンパクトにもするだろう。
【００２６】
　前輪を持ち上げ、シートを折り畳んでいない状態では、ベビーカーとして使用するため
に子供を座らせた状態で運搬具を後方に運搬することもできる。多くの公知のベビーカー
での困難性は、目的地に一旦到着すると、子供を寝かせるかまたは座らせる場所がないの
で、通常、親の膝の上に座らせるより他ない。
【００２７】
　本発明のスリムな設計を維持するために、運搬具は、異なる高さでロックできる、運搬
具の後方における押出物の高さを調節することによりリクライニングされる。
【００２８】
　記載される運搬具は、そのサイズのみに応じて子供または成人による使用に容易に適合
できることは容易に理解され得る。玩具として使用するための縮小版も自明なアイデアの
拡張であり、同様に例えば山岳救助または軍隊などの救急サービスによる使用もそうであ
る。
【００２９】
　本明細書において、「コンテナ」という用語はリュックサック、バッグなどを含む。
【００３０】
　ここで、本発明の一実施形態を添付の図面を参照して説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は、乗っている者を運搬するための準備ができている、折り畳まれていない
状態の本発明に係る運搬具を示す。
【図２】図２は、前部要素が後部に折り畳まれた、折り畳まれた状態の図１の運搬具を示
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し、ハンドルおよび下側ユニットが引っ込められ、前部車輪が折り畳み込まれている。
【図３】図３は、折り畳まれていない状態において図１および２の運搬具を示す背面図で
あり、取り付けられるコンテナのための可能な位置をさらに示す。
【図４】図４は、図２のように折り畳まれた状態における同じ運搬具を示す背面図であり
、取り付けられたリュックサックの形態のコンテナのための可能な位置をさらに示す。
【図５】図５は、乗っている者を運搬するための準備ができている、折り畳まれていない
状態における同じ運搬具を示す側面図であり、リュックサックの形態のコンテナが取り付
けられ、また、後輪を担持している下側ユニットが部分的に引っ込められ、シートのため
のリクライニングをある程度達成している。
【図６】図６は、折り畳まれた状態の同じ運搬具を示すが、ハンドルユニットおよび下側
ユニットが部分的に拡張され、ショッピングカートとしての使用などで運搬装置として使
用され得るように装置全体が回転する。
【図７】図７は、ハンドルおよび下側ユニットが引っ込められ、シートが折り畳まれてお
らず、リュックサックが後部に取り付けられ、子供がシートに乗せられ、後方に運ばれる
ことができる運搬具を示す。
【図８】図８は、コンテナが子供または成人の代わりにシート上で運搬され得る、代替の
構成を示す。
【図９】図９は、コンテナについての代替の位置を示す、完全に折り畳まれた運搬具を示
す。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　図面を参照すると、運搬具は、中空のメイン部材１を各々備える離間した部材２２自体
から構成される硬い剛性のリアフレーム２０の周囲で構築され、そのメイン部材１の端部
にスライド可能に挿入されるハンドル２（離間した部材の各々につき１つのハンドルまた
は離間した部材をつないでいるように示されている単一のハンドル）と、剛性の「Ｕ」字
形アセンブリを形成する、車軸４により下側端部で接続される２つの下側部分３と、を備
える。下側部分３の上側端部は、メインサイド部材１の下側端部にスライド可能に挿入さ
れる。ハンドル２は、所定の範囲内で上下にスライドでき、離間した部材２２の端部を越
えてハンドル２が突出する高さを調整でき、そうすることにより、地面からのハンドルの
高さを調整できることが理解され得る。同様に、車軸４により一緒に結合される下側部分
３は、メインサイド部材１の下側端部内で上下にスライドでき、そうすることにより、地
面からのアセンブリ全体の高さも調整でき、さらに、地面に対するアセンブリの傾きまた
は傾斜の角度も調整できる。
【００３３】
　メインサイド部材１におけるハンドル２および下側部分３のスライド作用は、スプリン
グピン、ラチェット装置、摩擦グリップなどの適切な手段または他の適切な手段により停
止またはロックされて、望ましくない動きを防止できる（図示せず）。物品１、２および
３は、好ましくは、軽い、剛性の見た目に魅力的な材料、例えばアルミニウム合金、ステ
ンレス鋼、炭素線維または他の適切な材料から構築される。
【００３４】
　車軸４には、その外側端部に一対の後輪、ローラーまたは同様の装備が設けられる。車
軸４は、離間した部材２２の間に延びる支柱、および後輪６が取り付けられる下側部分３
の外側のスタブ軸に置き換えられてもよい。
【００３５】
　ある程度まで、メインサイド部材１は、一対の回転器具または旋回ユニット５の片方に
固定され、それらの回転は適切な範囲に制限され、かみ合いクラッチ、ラチェット、摩擦
器具、止めピンまたは他の適切な手段（図示せず）などの適切な手段によって選択位置で
ロックできる。
【００３６】
　メインサイド部材１に対して回転できる旋回ユニット５の要素は、シートフレーム７の
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端部で固定して保持される。シートフレーム７は好ましくはメインサイド部材１、ハンド
ル２、および下側部分３と同様の材料から作製される。シートフレーム７は実質的に「Ｕ
」字形の要素であり、その各々の端部は旋回ユニット５の１つの対応する部分に固定され
る。
【００３７】
　２つの旋回ユニット５から等距離のフレーム７の中央部に、車輪または一対の車輪８が
取り付けられ、（運搬具が図１のように完全に開いている場合）運搬具のステアリングを
可能にするように車輪８を実質的に垂直軸周囲で旋回させる枢支取り付け部１７を有する
。枢支取り付け部５もまた、垂直面においてロック可能な回転を可能にし、それにより、
それらはシートフレーム７の平面と一致して折り畳まれることができ、車輪はシートフレ
ーム７と共に折り畳まれた位置に含まれ得る。メインサイドフレーム１およびシートフレ
ーム７の両方は、シート９を形成するフレキシブルな膜に取り付けられる。このシート９
は、好適には、フレーム要素の折り畳み作用を可能にする弾性かつフレキシブルな材料か
ら構築され、快適なシート形状を形成するように適切な硬化要素および成形部分１９に配
置され得る。また、成形部分１９の下にぶら下がっているシート９は、シートおよびシー
トが取り付けられる成形部分に形成される開口部のリムによって支持される収容部（ｃｏ
ｎｔａｉｎｍｅｎｔ）１５を形成することも理解されるだろう。シート９は、好ましくは
、丈夫な織物またはナイロンなどの頑丈な防水布および容易に洗浄される材料から構築さ
れ、その性能を最大化するような材料を混入してもよい。旋回ユニット５で回転を制限さ
れるロックを解放すると、シートフレーム７は、離間したメインサイド部材２２のライン
内に折り畳まれ得る。ハンドル２および下側部材３は、図２に示すように、メインサイド
フレーム１内に完全に引っ込められ得、その位置で固定され得る。この場合、運搬具の剛
性部分は、それらの拡張したサイズのほぼ半分まで減少する。
【００３８】
　図３は、シート９の後方に取り付けられたリュックサック１１の形態のコンテナを備え
る運搬具を示し、リュックサック１１に２つの持ち運び用ストラップまたはショルダース
トラップ１０が取り付けられている。従来のリュックサックと同様に運搬具全体の後方に
おいて取り付けられ得ることは容易に理解され得る。この場合、シート９の背面とリュッ
クサック１１との間にジッパー１４が設けられる。ジッパーの一方の半分は運搬具に取り
付けられ、他方はリュックサック自体に取り付けられる。シートの背面にリュックサック
などのコンテナを固定する他の手段は自明であり、それらには、Ｖｅｌｃｒｏ（登録商標
）、クリップ、ストラップなどが含まれる。
【００３９】
　しかしながら、図４に示すように、上記のように種々の要素をスライドさせ、折り畳む
ことによって剛性フレームおよびシートのサイズを減少させると、より使い勝手が良くな
るだろう。このように、運搬具は、子供または身体障害者がそれを必要としない場合、容
易かつ簡便に親または介護者により運ばれることができる。
【００４０】
　図５に示すように運搬具を組み立てると、シートフレーム７は、シートとしての使用の
ためにその位置において下方に回転するが、下側部分３はメインサイド部材１内に部分的
にのみスライドし、ロックされる。見られ得るように、これにより、ある程度の後方への
傾きまたはシートのリクライニングが達成され、シートに座っている者がリラックスまた
は眠ることを必要とする場合に有用であろう。ハンドル２は、ハンドルの高さを快適にす
るためにメインサイドユニット１の上部の中または上部から外へスライドできる。また、
図５において、この好ましい実施形態において、メインフレーム、ハンドルおよび下側ア
センブリを形成する種々のフレーム部材は湾曲して形成される。これは、スペースを節約
する目的で部分的に、および見た目を良くする目的で部分的に採用されるが、主に、より
快適なハンドル位置およびより長いホイールベースを提供するためであり、運搬具を誰か
が押すことなく、シートの背面に取り付けられたコンテナ１１を維持するのと同時に車輪
６の周りで運搬具が倒れる傾向がある回転モーメントをコンテナ１１が与えることを防止



(8) JP 5718945 B2 2015.5.13

10

20

30

40

することによって運搬具に安定性を加えることを考慮している。
【００４１】
　この運搬具の設計の機能的特徴はまた、まっすぐなフレームまたはより角度のある形状
などの他のフレーム形状を用いて満足のいくように作動するように製造されてもよく、示
される実施形態は本発明の一実施形態のみであることが強調される。シートフレーム７は
折り畳み式であるが、ハンドルユニット２および下側部材３が完全に拡張した状態で、運
搬具は、図６に示すように便利なショッピングカートまたはグッズキャリアーとして作用
できる。
【００４２】
　図７において示すように、シートフレーム７はその下側位置に下方に折り畳められ、車
輪８は折り畳められ、ハンドルユニット２および下側部分３は、ホームをメインサイド部
材１内のそれらの完全に格納された位置にスライドし、運搬具が親または介護者の背中に
取り付けられることができ、完全な使用により、コンテナの運搬能力を利用でき、さらに
子供がシートに座ることができ、加えて簡便に運搬され得ることが見られ得る。子供は安
全ベルト（図示せず）を形成する市販の部品により安全に運ばれる。
【００４３】
　座っている者が存在しない場合、運搬具は、図８に示すように収容部１５内に取り外し
可能に固定されるコンテナ１３を運ぶことができる。次いで運搬具全体はその車輪で動く
ことができるか、またはストラップ１２によって背中で運ばれることができる。リュック
サックが、図４および５におけるリュックサック１１によって占められる位置にさらにフ
ィットされてもよいことは容易に理解され得る。
【００４４】
　シート領域を占めているコンテナを有する、図８に示す運搬具を車輪により動かすこと
が必要とされない場合、運搬具は完全に折り畳まれることができ、コンテナ１３はシート
の下側に取り付けられ、背面のストラップ１２により運ばれる。再度、第２のコンテナは
、図４および５におけるリュックサック１１により占められる位置にフィットされてもよ
い。
【００４５】
　要約すると、本発明として例示した運搬具は、直面する状況によって様々な構成を容易
に選択および達成できる多様性および順応性の形態および機能により、本明細書で公知と
なる設計および製品を用いて、上記で概説した問題を解決する。
【００４６】
　上記で詳細に示し、記載した説明は本発明の１つの可能な実施形態のみであり、特許請
求の範囲により本発明の利点が得られ、当業者は、材料、車輪およびロックまたは回転装
置などの詳細な部品に対して様々な詳細な変更を達成できるか、あるいは本発明および例
示した装置を越えるさらなる新規性を導入せずに代替のフレーム形状の構成を達成しても
よい。
【００４７】
　さらに、カラバナ（ｃａｒａｂａｎａ）またはフックがハンドルに取り付けられ、より
多くのバッグを運ぶことができる。これは運搬具を不安定にする場合があるので、必要な
場合、運搬具に取り付けられるこのような追加の重量、いわゆるフロントフレーム周囲に
配置され得る「バギー重量（ｂｕｇｇｙ　ｗｅｉｇｈｔ）」により平衡化してもよい。そ
れらは硬質プラスチックまたは材料重量である。



(9) JP 5718945 B2 2015.5.13

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(10) JP 5718945 B2 2015.5.13

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】



(11) JP 5718945 B2 2015.5.13

10

20

フロントページの続き

(56)参考文献  特公昭６１－０２４２２４（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特開２００１－１５１１１９（ＪＰ，Ａ）　　　
              欧州特許出願公開第０２２２８２８１（ＥＰ，Ａ２）　　
              英国特許出願公開第０２４１３５３４（ＧＢ，Ａ）　　　
              特表２００４－５０８２４２（ＪＰ，Ａ）　　　
              仏国特許出願公開第０２３７８６６４（ＦＲ，Ａ１）　　
              仏国特許発明第０２２１４２７８（ＦＲ，Ａ５）　　
              国際公開第２００９／１３８２４３（ＷＯ，Ａ１）　　
              米国特許第０３９８４１１５（ＵＳ，Ａ）　　　
              米国特許第０３５５０９９７（ＵＳ，Ａ）　　　
              米国特許第０５６６２３３９（ＵＳ，Ａ）　　　
              米国特許第０４７６２２５６（ＵＳ，Ａ）　　　
              米国特許第０４１５７８３７（ＵＳ，Ａ）　　　
              米国特許第０４６３２４０９（ＵＳ，Ａ）　　　
              米国特許第０４４８７４２８（ＵＳ，Ａ）　　　
              米国特許第０５７０９４００（ＵＳ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６２Ｂ　　　７／００－１９／０４　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

