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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
店舗内をショッピングカートが移動中に製品及び広告情報を提供するためのショッピング
カートに搭載可能なポータブル情報端末器と、該ポータブル情報端末器に接続可能な外部
メモリー装置とを含むシステムであって、前記外部メモリー装置は、
メモリー収納体と、
前記メモリー収納体に収納されたデータ保存用非揮発性メモリーと、
前記メモリー収納体から突き出ており、プロセッサーを前記保存データにアクセスさせる
第１電気コネクターと、
前記ポータブル情報端末器の少なくとも１つの蓋体の解除機構を作動させるために前記第
１電気コネクターを越えて前記メモリー収納体内に突起するキー部材と、
を含んでおり、前記ポータブル情報端末器は、
ディスプレーを含む端末器収納体と、
前記端末器収納体に収納されており、前記ディスプレーに製品情報と広告情報とを表示さ
せるプロセッサーと、
前記端末器収納体に収納されており、前記第１電気コネクターと相補的であって、前記プ
ロセッサーに外部メモリー装置を接続するための第２電気コネクターと、
を含んでおり、前記端末器収納体は外部から前記第２電気コネクターに対してアクセスを
提供する通路と、該通路に凹状に提供され、前記外部メモリー装置を該通路に挿入するこ
とで該通路を妨害する第１位置から第２位置に移動が可能な少なくとも１つの蓋体とを含
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んでおり、前記ポータブル情報端末器は、
前記少なくとも１つの蓋体にスライド式に搭載され、前記解除機構を利用して前記少なく
とも１つの蓋体に対して横方向にスライドでき、前記少なくとも１つの蓋体が前記第１位
置から前記第２位置に移動するのを防止するラッチ位置と、前記少なくとも１つの蓋体を
前記第１位置から前記第２位置に移動させるラッチ解除位置との間で移動可能なラッチを
さらに含んでいることを特徴とするシステム。
【請求項２】
メモリー収納体は断面形状を有しており、通路は前記メモリー収納体をスライド式に受領
するように該断面形状と互いに整合する形状を有していることを特徴とする請求項１記載
のシステム。
【請求項３】
ラッチは溝へ突起する作動部を含んでいることを特徴とする請求項１または２記載のシス
テム。
【請求項４】
メモリー収納体は作動部と係合する部分を含んでいることを特徴とする請求項３記載のシ
ステム。
【請求項５】
ラッチは前記少なくとも１つの蓋体上に作動部を含んでいることを特徴とする請求項４記
載のシステム。
【請求項６】
作動部はメモリー装置が通路に挿入されたときに第１電気コネクターによって起動される
ように位置付けされていることを特徴とする請求項４記載のシステム。
【請求項７】
前記少なくとも１つの蓋体が第１位置から第２位置に移動することを妨害するラッチ位置
と、前記少なくとも１つの蓋体を前記第１位置から前記第２位置に移動させるラッチ解除
位置との間でそれぞれ移動が可能な少なくとも２体のラッチを含んでいることを特徴とす
る請求項１記載のシステム。
【請求項８】
前記少なくとも１つの蓋体は第１位置方向にバネ付勢されていることを特徴とする請求項
１記載のシステム。
【請求項９】
メモリー収納体はラッチをラッチ解除位置に移動させるために第１電気コネクターに隣接
する突起を含んでいることを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項１０】
前記少なくとも１つの蓋体は第１蓋体と第２蓋体とを含んでいることを特徴とする請求項
１記載のシステム。
【請求項１１】
店舗内をショッピングカートが移動中に製品及び広告情報を提供するためのショッピング
カートに搭載可能なポータブル情報端末器であって、
ディスプレーを含む端末器収納体と、
前記端末器収納体に収納されており、前記ディスプレーに製品情報と広告情報とを表示さ
せるプロセッサーと、
前記端末器収納体に収納されており、外部メモリー装置を前記プロセッサーに接続する第
２電気コネクターと、
を含んでおり、前記第２電気コネクターは前記外部メモリー装置から突起する第１電気コ
ネクターに対して補足的なものであり、前記外部メモリー装置は前記第１電気コネクター
を越えて突起するキー部材を含んでおり、前記端末器収納体は外部から前記第２電気コネ
クターに対してアクセスを提供する通路と、該通路に凹状に提供され、前記外部メモリー
装置を前記通路に挿入することで該通路を妨害する第１位置と第２位置との間で移動が可
能な少なくとも１つの蓋体と、前記少なくとも１つの蓋体の解除機構とを含んでおり、
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　該解除機構は前記外部メモリー装置の前記キー部材によって作動され、本ポータブル情
報端末器は、前記少なくとも１つの蓋体にスライド式に搭載され、前記解除機構を利用し
て前記少なくとも１つの蓋体に対して横方向にスライドでき、前記少なくとも１つの蓋体
が前記第１位置から前記第２位置に移動するのを防止するラッチ位置と、前記前記少なく
とも１つの蓋体を前記第１位置から前記第２位置に移動させるラッチ解除位置との間で移
動可能なラッチをさらに含んでいることを特徴とする情報端末器。
【請求項１２】
少なくとも１つの蓋体は収納器にヒンジ式に接続された少なくとも１体の蓋体を含んでい
ることを特徴とする請求項１１記載の情報端末器。
【請求項１３】
ラッチは溝へ突起する作動部を含んでいることを特徴とする請求項１１または１２記載の
情報端末器。
【請求項１４】
ラッチは前記少なくとも１つの蓋体上に作動部を含んでいることを特徴とする請求項１１
または１２記載のシステム。
【請求項１５】
前記ラッチ位置にあるとき前記蓋体の第１側面に位置するラッチは、前記蓋体の第２側面
に対して作用力が作用するとき前記蓋体が開くのを防止することを特徴とする請求項１記
載のシステム。
【請求項１６】
ラッチは別体の係止部材とスライド式に係合することを特徴とする請求項１記載のシステ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は２００５年４月２９日出願の米国仮特許願６０/６７５８４９の優先権を主張す
る。本発明はショッピングカートに搭載可能なポータブル情報端末器並びにその情報端末
器で使用が可能な外部メモリー装置に関し、特にはポータブルメモリー装置を受領するよ
うに設計され、蓋体によって保護されている開口部を備えたポータブル情報端末器並びに
その開口部に挿入されると蓋体を開くように設計されているポータブルメモリー装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　ショッピングカートは長年にわたってその基本構造を変えていない。しかし近年になっ
て安価でコンパクトなコンピュータの出現により、小型コンピュータをショッピングカー
トに搭載し、ユーザのショッピングを補助する試みが為されている。例えばバーコードリ
ーダー（読取装置）をショッピングカートに装着し、ユーザに価格チェック及び/又は自
己清算させるシステムが知られている。そのようなシステムの１例はグプタの米国特許５
３６１８７１で開示されている。しかし、グプタの装置は適正なカートの重収納（重ねて
収納すること）を妨害し、ショッピングカートの底部から延び出る充電用電気接点を必要
とする。このような電気接点は店舗内でのショッピングカートの移動時の器物との接触や
店舗駐車場の縁石等との接触によって故障することがある。そのような理由もあってグプ
タ特許で開示されているショッピング補助システムはさほど実用化されていないようであ
る。
【０００３】
　ショッピングカートハンドルに留め具等で装着できるショッピング補助装置も知られて
いる。しかしそれらの装置は使用に先立ってユーザ自身によって棚あるいはその他の保管
場所から取り出され、ショッピングカートハンドルに装着されなければならない。買物客
がレジカウンターに到達すると店舗従業員はショッピングカートからショッピング補助装
置を外し、その装置を保管場所へ戻すか、あるいは充電ステーションへ送らなければなら
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ない。あるいはそれら作業を買物客自身に委ねなければならない。装置利用時のそのよう
な不便性がこのような装置の普及の妨げとなっているようである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従って利用と維持が容易であり、前述の弱点を克服した電子ショッピング補助装置の出
現が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　これら諸問題及び他の問題は本発明により対処される。本願発明の第１の特徴ではショ
ッピングカートが店舗内を移動中に製品情報と広告情報とを提供するショッピングカート
搭載可能ポータブル情報端末器と、そのポータブル情報端末器に接続可能な外部メモリー
装置とが含まれたシステムが提供される。この外部メモリー装置はメモリー収納体と、メ
モリー収納体内の非揮発性メモリー保存データと、そのメモリー収納体から延び出ており
、プロセッサーにその保存データとアクセスさせる第１電気コネクターとを含む。ポータ
ブル端末器は、ディスプレー装置を含む端末器収納体と、端末器収納体に収納され、ディ
スプレー装置に製品情報と広告情報とを表示させるプロセッサーと、端末器収納体に収納
され、第１電気コネクターと相補的関係にあり、外部メモリー装置をそのプロセッサーに
接続する第２電気コネクターとを含む。端末器収納体は、端末器収納体の外部から第２電
気コネクターにアクセスさせる通路と、外部メモリー装置をその通路内に挿入することで
通路をブロックする第１ポジションから第２ポジションに移動が可能であり、通路内に凹
状に提供された少なくとも１体の蓋体とを含む。
【０００６】
　本発明の別な特徴ではショッピングカートが店舗内を移動しているときに製品情報と広
告情報とを提供するためにショッピングカートに搭載可能なポータブル情報端末器が提供
される。この端末器はディスプレー装置を含んだ収納体と、その収納体内に収納され、デ
ィスプレー装置に製品情報と広告情報とを表示させるプロセッサーと、収納体内に収納さ
れ、外部メモリー装置をそのプロセッサーに接続する電気コネクターとを含む。収納体は
、収納体の外部からその電気コネクターにアクセスさせる通路と、外部メモリー装置をそ
の通路内に挿入することで通路をブロックする第１ポジションから第２ポジションに移動
が可能であり、通路内に凹状に提供された蓋体とを含む。
【０００７】
　本発明の別な特徴ではショッピングカートが店舗内で移動しているときに製品情報と広
告情報とを提供するためにショッピングカートに搭載可能なポータブル情報端末器と、そ
のポータブル情報端末器に接続可能な外部メモリー装置とを含んだシステムで利用できる
外部メモリー装置が提供される。その外部メモリー装置はメモリー収納体と、そのメモリ
ー収納体内の非揮発性メモリー保存データと、メモリー収納体から延び出ており、その保
存データにプロセッサーをアクセスさせる第１電気コネクターと、その第１電気コネクタ
ーに隣接し、メモリー収納体から延び出る突起部材とを含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　添付図面は本発明の好適実施例の解説のみを意図しており、本発明の限定は意図されな
い。図１は中央収納体１４から延び出る第１グリップ及び第２グリップ１２を含んだショ
ッピングカートハンドルの形態で提供された情報端末器１０を図示する。中央収納体１４
は好適にはタッチスクリーン型であるディスプレー装置１６と、電子モジュール、図１７
で示すバッテリー１５、回路板、バーコードリーダー１７及び本明細書で解説するその他
の機能的要素を収納する中空内部とを含む。収納体１４はグリップ１２と一体的に形成さ
れた第１または前方部１８と、その前方部１８にネジ留め、またはスナップ留めにより着
脱式に装着されているか、例えば接着剤で永久固定された後方部２０とを含む。後方部２
０が着脱式に装着されている場合には適したガスケットが提供され、収納体１４の中空内
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部を液密状態に保ちつつ、同時に収納体１４の中空内部での湿気蓄積を最低限に留めるよ
うに装置内の湿気を排出させる。
【０００９】
　図１で示す情報端末器は一体的に取り付けられたグリップ１２を含むが、グリップ１２
を取り付けず、情報端末器１０を現存ショッピングカートのハンドルに取り付けるための
搭載器具（図示せず）を提供することもできる。グリップ１２のない情報端末器１０’は
図３７に図示されている。
【００１０】
　グリップ１２はグリップ部分２１を含み、収納体１４にカートハンドル１０の強度を増
している補強部２２を介して連結されており、カートハンドルに対する前後圧力あるいは
上下圧力による収納体１４の損傷の可能性が低減されている。グリップ部分２１はそのほ
ぼ全長において約３インチまたは約８ｃｍの円周（グリップ部分が円形断面を有していな
ければその周囲）を有しており、ユーザの握り具合を快適にしている。補強部２２はラッ
パ状に開いており、収納体１４の側部に向かってグリップ部分２１よりも徐々に太くなっ
ている。図１と図２から理解されようが、ラッパ形状の補強部分２２はグリップ１２のグ
リップ部分２１の全周囲を取り囲むように提供されている。
【００１１】
　収納体と収納機器は例えば零下４５℃から７５℃の温度領域でも正常に機能するように
設計されており、装置は、例えば極寒の真冬や酷暑の真夏にでも屋外で保管でき、ショッ
ピングカートハンドルに対する雨や雪による湿気あるいは物理的衝撃にも耐えられるよう
になっている。好適にはグリップ及び収納体は適した熱可塑性材料で製造される。
【００１２】
　バッテリー１５は充電式で、好適には１回の充電で約１６時間以上にわたって電子モジ
ュールを作動させるものが使用される。
【００１３】
　例えば図８で図示するように、収納体１４はモジュール式バーコードリーダー１７を受
領する開口部２４と、内部Ｉ/Ｏポートまたはコネクター３０に対するアクセスを提供す
る通路２８とを含んでいる。これは本発明の好適実施例ではＵＳＢポートを含んでいる。
収納体１４に収納される機器は様々な機能を果たし、スクリーン１６に様々な表示を提供
する。これら機能と表示内容は本発明の一部を構成するものではない。
【００１４】
　収納体１４内の機器は起動装置をＩ/Ｏポート３０に挿入することで起動される。本実
施例では起動装置はポート３０と適合するＵＳＢインターフェースを有した固体メモリー
装置３２を含む。あるいは電子モジュールは、例えば顧客カードで承認されたユーザがバ
ーコードをスキャン処理するバーコードリーダー１７を使用して起動することができる。
メモリー装置３２が使用されるとき、メモリー装置３２のユーザに関する情報はオプショ
ンにて収納体１４内のプロセッサーに利用可能となり、及び/又はショッピングカートハ
ンドルの電子情報端末器１０との無線交信により中央サーバーに送信される。
【００１５】
　メモリー装置３２は情報端末器１０から、あるいは情報端末器と通信状態にあるサーバ
ーから情報を受領して保存するのに利用できる。この情報にユーザは、例えばホームコン
ピュータを介してアクセスできる。個人情報の保護が問題になる場合は、電子モジュール
と通信状態にあるサーバーを保護するためにメモリー装置３２にメモリー装置３２を特定
する番号を含ませることができる。このような場合には、顧客情報はメモリー装置３２に
は保存されない。これでメモリー装置３２が紛失したときにも個人情報の漏出が防止でき
る。本発明の目的においては、承認ユーザがメモリー装置３２または顧客カードのバーコ
ードにより収納体１４内のプロセッサーに識別可能であり、さらに、例えばサーバー及び
/又はインターネットと無線通信状態にある電子モジュールのプロセッサーが以前に保存
された特権に基づき情報端末器１０のユーザに対して情報が提供できることを知る必要が
あるだけである。
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【００１６】
　着脱式メモリー装置３２は図４、図２７及び図２９に図示されており、メモリー本体部
３４を含む。本体部には適したコンパクトなフラッシュメモリーまたは他の固体メモリー
３５が収納されている。本体はさらに、ポート３０に挿入可能なＵＳＢコネクター３６、
キャップ３８及びリング４０または同様なアレンジを含み、メモリー装置３２をキーリン
グと接続させている。
【００１７】
　前述したように、情報端末器１０は屋内と屋外の両方で使用でき、全天候型である。こ
の理由でＵＳＢや他のＩ/Ｏポートを収納体１４の外側で露出させるのは好ましくない。
図２６と図２７で図示するように、コネクター３０と収納体内部を保護する蓋体を提供す
ることが望ましい。図１は収納体１４の上方に提供された通路２８を図示しているが、通
路２８は収納体１４の他の部分に提供することもできる。一般的には収納体の下方に提供
され、あるいは上方に斜めに傾斜した状態で提供され、雨や雪に直接接触しないように配
慮される。
【００１８】
　図２６と図２７で図示するように１実施例においては蓋体１５０が通路２８に提供され
る。蓋体１５０は通路２８の側壁１５２と密着しており、収納体１４内への湿気の侵入を
最小限度に抑えている。蓋体１５０は図２６で示す閉鎖位置側にバネ１５４によって付勢
されており、図２７で示すように本体部３４が通路２８に挿入されたときヒンジピン１５
６の周囲で回動式に開くことができる。これら図面から理解されようが、蓋体１５０は本
体部３４が収納体１４から取り出されるとバネ１５４の作用で閉じる。
【００１９】
　図２８と図２９はそれぞれバネ１６２で閉鎖位置に付勢される第１蓋体及び第２蓋体１
６０を含む通路２８の異なる閉鎖機能を図示する。図２９で図示するように、通路２８に
挿入された本体部３４は蓋体１６０をバネ１６２の付勢力に対抗して押し開き、ポート３
０に対するアクセスを提供する。蓋体１６０は本体部３４が通路２８から取り出されると
バネ１６２の作用で閉鎖位置に戻る。
【００２０】
　通路２８に異物を侵入させないように蓋体１５０または蓋体１６０を固定するラッチを
提供することが好ましい場合も存在する。通路２８のサイズは一般的に成人の親指よりも
細いが、幼児が棒等を使用してポート３０に損傷を及ぼす恐れは残る。情報端末器１４の
成人による金槌やドライバー等を使用しての意図的損傷を防止するにはそのようなラッチ
の効果は限定的であるが、ラッチ機構による追加の安全策で内部機器の単なる出来心の悪
戯による損傷を防止する効果は望むことができる。
【００２１】
　図２６で示す蓋体１５０に提供された第１ラッチ機構は図３０と図３１に図示されてい
る。図３０と図３１で図示するように、このラッチ機構は蓋体１５０にスライド式に取り
付けられ、収納体１４の壁部に提供されている開部１７４内にバネ１７２によって付勢さ
れているか、別体の係止部材１７６によって係止されているラッチ部材１７０を含んでい
る。図３０で示すようにピン１７８は蓋体１５０を貫通しており、バネ１８０によって上
昇位置に保持されている。ワイヤ１８２がピン１７８の１端に連結されており、ラッチ部
材１７０の端部にまで留具１８４を介して延びている。図３１で示すようにピン１７８が
本体部３４により押下げられると、ワイヤ１８２は係止部材１７６からラッチ部材１７０
を引き寄せ、本体部３４の圧力で蓋体１５０を開かせる。
【００２２】
　別例のラッチ機構は図３２及び図３３にて図示されている。そこでは蓋体１５０は１体
または複数体のラッチ部材１９０によって閉鎖状態に留められている。各ラッチ部材は通
路２８の側壁１５２から突き出ているカム面１９２と蓋体１５０に隣接するラッチ端１９
４とを含んでいる。従って本体部３４が通路２８に挿入されるとカム面１９２は外側に押
し出され、ラッチ端１９４は蓋体１５０から外れる。すなわち本体部３４が押し込まれる
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と蓋体１５０は開くことになる。複数のラッチ部材１９０は互いに独立して作動する。よ
って、複数のラッチ部材１９０が提供されると、本体部３４または同様なサイズと形状の
物体を使用せずに全ラッチ部材１９０を同時的に作動させることは困難となる。
【００２３】
　別のメモリー装置４２は図５に図示されている。メモリー装置４２は固体メモリー３５
、ＵＳＢコネクター４６、キャップ４８及びリング５０を保持しているメモリー本体部４
４に加えて所定の形状を有した突起すなわちキー部材５２を含んでいる。このキー部材は
本発明では十字状である。キー部材５２の形状は図７で図示するキー開部７４の形状と整
合する。キー部材５２はメモリー装置４２が使用されるときキー開部５４内にフィットす
る。キー部材５２は本体部４４からさらに突起し、キー開部５４に挿入され、ポート３０
上の蓋体５８を解放すべく解除機構５６を作動させる。解除機構５６は軸２０２周囲を回
動でき、ラッチ２０４に連結されたカム２００を含む。カム２００はカムに対して突起５
２により加えられた圧力によって回動し、ラッチ２０４を蓋体５８から外し、ＵＳＢコネ
クター４６によって加圧されると蓋体５８（図３５と図３６には１体のみ図示）を内側に
振らせる。突起５２はＵＳＢコネクター４６よりも収納体４４からさらに遠く延び出して
いるため、通路２８から引き出されるとき、ラッチ２０４は図３６で図示するように蓋体
５８がメモリー装置４２の背後で閉鎖されるまで引込位置に残る。このような構造によっ
てＵＳＢポート３０に対して非承認装置を使用することがさらに困難となる。キー５２は
、例えば図５で図示する親指スライド５３によって引入れが可能であり、ユーザのホーム
コンピュータに存在するポートのごとき標準ＵＳＢポートによるＵＳＢドライブ（ポート
）３０の使用を可能にする。
【００２４】
　収納体１４内の電子モジュールの作動に加えて、メモリー装置３２または４２の挿入は
安全機能をも発揮させる。図９から図１２にかけて図示するように、情報端末器１０が搭
載されたショッピングカート５９はショッピングカートの車輪６０を固定させる車輪ロッ
ク装置を含むことができる。これら車輪ロック装置は車輪６０の回転を実質的に阻止する
ように車輪６０の開部分内にロッド６４を選択式に送り込むためのソレノイド６２を含む
ことができる。ソレノイド６２は収納体１４のプロセッサーからの信号によって制御され
、正規メモリー装置３２または４２がポート３０内に挿入されたときのみ車輪６０のロッ
クを解除する。
【００２５】
　図１２は情報端末器１０を備えた複数の重収納されているショッピングカートを図示す
る。収納体１４のサイズと取付け位置とは、収納体１４が様々な標準ショッピングカート
に搭載されたときにショッピングカートの重収納を端末器１０が妨害しないように選択さ
れる。さらに情報端末器１０はディスプレー１６が水平に対して約３０°の角度を形成す
るように搭載され、角度的に見やすくすると同時に反射光の影響を最低にしており、ショ
ッピングカートでのチャイルドシートの利用あるいはショッピングカートの重収納の妨害
とならないようにしている。
【００２６】
　図１３は重収納状態である複数のショッピングカート８０、８２、８４の収納体１４に
内蔵された充電式バッテリー１５のデージーチェイン接続状態を図示する。これらの図か
ら理解されようが各収納体１４は電力コード８６、コンセント８８及びショッピングカー
トへの充電時に点灯するＬＥＤ９０を含んでいる。第１ショッピングカート８０の電力コ
ード８６は適したＤＣ電源９２（例えばＡＣ電源に接続された変電器）に接続され、第２
ショッピングカート８２の電力コード８６は第１ショッピングカート８０のコンセント８
８に差し込まれ、第３ショッピングカート８４の電力コード８６は第２ショッピングカー
ト８２のコンセント８８に差し込まれる。各ショッピングカートのＬＥＤ９０はショッピ
ングカートが電源に接続されると点灯する。このように重収納されているショッピングカ
ートの充電状態は直ちに判明する。この構成は列状態で重収納されているショッピングカ
ートの最後尾から使用される形態に最適であり、多数のショッピングカートが連結され、
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ユーザーに利用される前に一晩で完全充電させるような状況に適している。別構成では複
数の重収納状態になったショッピングカートのそれぞれを充電完了時まで個別にコンセン
トに接続することもできる。このような形態では利用時間全般にわたって最長時間充電し
ているショッピングカートから順番に引き出して利用することができる。
【００２７】
　図１４は第１レール体及び第２レール体１０２を有したショッピングカートラック体１
００を図示する。それぞれのレール体１０２には図１７で明瞭に図示する電源１０３に接
続された導電性の充電レール体１０４が提供されている。ラック体１００はラック体内に
ショッピングカートを導き入れる第１傾斜ガイド部材及び第２傾斜ガイド部材１０６を含
む。グリップ１２の端部の電気接点１０８はこれら充電レール体と接触して収納体１４内
のバッテリー１５を充電させる。電気接点１０８を別々の端部キャップ１０７内に形成す
ることもできる。グリップ１２を適切な長さに切断した後にこれをグリップ１２に取り付
けることができる。電気接点１０８または充電レール体１０４をフレキシブルあるいは移
動可能なものとすることもでき、その特徴により充電レール体１０２間の距離またはハン
ドル端部間の距離が一定ではない場合でも電気接点１０８と充電レール体１０４との間に
良好な電気接続が提供される。あるいは端部キャップ１０７をハンドルグリップ１２内に
伸縮式に搭載して充電レール体間の間隔の変動を吸収するよう、スプリングによって互い
に離れる方向に付勢することもできる。ラック体１００はさらにヒンジ式フラップ部１１
２等の構造部を含み、ショッピングカートがラック体を一方通行し、最長充電したショッ
ピングカートから順番に引き出されるようにアレンジされている。
【００２８】
　図１８はデージーチェーンショッピングカート警備システムに組み入れられた充電シス
テムを図示する。このような警備システムでは重収納されたショッピングカートは隣接シ
ョッピングカートのスロット１１６内に１台のショッピングカートに繋がれた部材１１４
を挿入することで安全性が確保される。部材１１４は１台のショッピングカートをコイン
または金銭等を投入することで解放できる。コイン等は利用後にショッピングカートが重
収納場所に戻されたときに返却される。そのようなデージーチェーンロックシステムの１
例はレネーダの米国特許４４７４２８２で解説されている（本発明の充電システムを含ま
ず）。
【００２９】
　図１９と図２０で図示するように、部材１１４は掛け具１１５を含む。掛け具はスロッ
ト１１６のロック装置と、スロット１１６の電気接点１２０に係合する電気接点１１８と
を接続し、２台のショッピングカートを電気的に接続させる。スロット１１６の電気接点
１２０はワイヤ１２１によって、そのショッピングカートに繋がれた部材の電気接点１１
８に接続される。それは一連となった複数の重収納ショッピングカートを電気的に接続し
、相互に安全性を確保するため、同様な方法で隣接ショッピングカートのスロット１１６
に挿入できる。
【００３０】
　図２１は、例えば壁部１３２に取り付けられた１本のレール体１３０を含む充電システ
ムを図示する。レール体１３０は溝部１３３を含む。溝部には２つの離れた電気接点１３
４が重なるように提供されており、カートハンドル１３８の端部で２つの垂直に突き出る
電気接点１３６と電気接続する。ガイド溝１４０はレール体１３０に隣接する地面上に提
供され、ショッピングカートの車輪をガイドし、レール体１３０に対してショッピングカ
ートハンドル１３８を適正に設置する。このアレンジはスペース的に効率的であり、ショ
ッピングカートハンドルの１端を介してバッテリー充電させることができる。
【００３１】
　本発明をいくつかの実施例を利用して解説した。これらの細部の変更は可能であり、本
発明の範囲に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
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　本発明の種々な特徴を添付図面を利用して以下で詳細に解説する。
【図１】図１は、本発明の１実施例による、電子モジュールを収納する収納体を有し、着
脱式メモリー装置を受領する通路を有したポータブル情報端末器の前方斜視図である。
【図２】図２は図１の情報端末器の後方斜視図である。
【図３】図３は図１の情報端末器の正面図である。
【図４】図４は図１の情報端末器と共に使用する第１着脱式メモリー装置の側面図である
。
【図５】図５は収納体の蓋体のラッチを解除する突起を含んだ図１の情報端末器と共に使
用する第２着脱式メモリー装置の側面図である。
【図６】図６はキャップが外された状態の図５の着脱式メモリー装置の平面図である。
【図７】図７は図５のメモリー装置を受領する図１の収納体の通路を図示する。
【図８】図８は図７の通路内に受領されている図５のメモリー装置を図示する。
【図９】図９はショッピングカートの車輪ロック装置と共に使用する本発明の１実施例に
よる情報端末器を図示しており、車輪ロック装置は情報端末器によって制御される。
【図１０】図１０はメモリー装置が情報端末器に存在しないときカート車輪をロックする
図９の車輪ロック装置を図示する。
【図１１】図１１はメモリー装置が情報端末器の収納体の通路内に挿入されたとき、カー
ト車輪のロックを解除している状態の図９の車輪ロック装置を図示する。
【図１２】図１２は図１の情報端末器を含む複数のショッピングカートの重収納状態を概
略的に図示する。
【図１３】図１３は情報端末器がバッテリー充電のために電気的に相互接続されている状
態の図１の情報端末器を含んだ複数のショッピングカートの重収納状態を図示する斜視図
である。
【図１４】図１４は充電レール体を有したラック体によりバッテリー充電されている状態
のショッピングカートのハンドルに接続された本発明の情報端末器の第２実施例を含んだ
複数のショッピングカートの重収納状態を図示する。
【図１５】図１５は図１４で示すハンドルの端部の斜視図である。
【図１６】図１６は図１５で示すハンドル端部の側面図である。
【図１７】図１７は図１４で示すラック体の２本の充電レール体間で接続されたハンドル
に装着された情報端末器を概略的に図示する。
【図１８】図１８は隣接ショッピングカート同士を前後で固定するために電気コネクター
がロック装置と一体化している状態の情報端末器の第３実施例を図示する。
【図１９】図１９は隣接ショッピングカートの収納体内に存在する図１８で示す電気コネ
クターの１つを図示する。
【図２０】図２０は図１９で示すコネクター端部の平面図である。
【図２１】図２１はハンドルに接続された情報端末器のバッテリーを充電する充電レール
体とガイド溝体を図示する。
【図２２】図２２は図２１で示すハンドルの１端と充電レール体の断面図である。
【図２３】図２３は第１ハンドルグリップの断面図である。
【図２４】図２４は第２ハンドルグリップの断面図である。
【図２５】図２５は第３ハンドルグリップの断面図である。
【図２６】図２６は図１の通路の蓋体を図示する概略側面図である。
【図２７】図２７は図２６の蓋体を開いた状態で保持している状態のメモリー装置の概略
側面図である。
【図２８】図２８は図１の通路内の第１蓋体及び第２蓋体の概略側面図である。
【図２９】図２９は図２８の蓋体を開いた状態で保持しているメモリー装置の概略側面図
である。
【図３０】図３０は図２６の蓋体を固定するためにラッチ位置に存在する第１ラッチの概
略側面図である。
【図３１】図３１は非ラッチ位置に存在する図３０のラッチの概略側面図である。
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【図３２】図３２は図２６の蓋体を固定するための第３ラッチの概略側面図である。
【図３３】図３３は図２６の蓋体を固定するための図３２のラッチの２つを図示する概略
側面図である。
【図３４】図３４は図１の通路に提供された２つの蓋体を示す平面図である。
【図３５】図３５は図３４の蓋体を固定するためのラッチを概略的に図示する側面図であ
る。
【図３６】図３６は図５のメモリー装置によって開かれている図３５のラッチを概略的に
示す側面図である。
【図３７】図３７は接続されたグリップを備えていない情報端末器の斜視図である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】



(12) JP 4986994 B2 2012.7.25

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】



(13) JP 4986994 B2 2012.7.25

【図２２】
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【図２６】
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【図２９】

【図３０】

【図３１】

【図３２】

【図３３】

【図３４】

【図３５】

【図３６】
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【図３７】
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