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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
車体の前部に操向可能とされた左右一対の前輪（ＷFL，ＷFR）と、同車体の後部に駆動可
能である単一の後輪（ＷR）とを備えている三輪車において、
　車体フレーム（Ｆ）の前端に固設されているヘッドパイプ（２１）には、操向ハンドル
バー（２８）を車体前後方向の軸を中心に回動可能に軸支している操向ポスト（２７）が
回動可能に支承されており、
　前記ヘッドパイプ（２１）の上部に互いに一体に連結され且つ回動可能に軸支されてい
る上部リンク（３８）と、前記ヘッドパイプ（２１）の下部に互いに一体に連結され且つ
回動可能に軸支されている下部リンク（３９）を有し、
　左前輪（ＷFL）を回転可能に懸架せしめている左側前輪懸架部材（３０L）を直下に配
置して回動可能に支承している左側ホークポストパイプ（２９L）と、右前輪（ＷFR）を
回転可能に懸架せしめている右側前輪懸架部材（３０R）を直下に配置して回動可能に支
承している右側ホークポストパイプ（２９R）とが、前記ヘッドパイプ（２１）の両側に
配置されており、
　前記左側ホークポストパイプ（２９L）及び右側ホークポストパイプ（２９R）の上下両
部が、それぞれ、前記上部リンク（３８）及び下部リンク（３９）の左右両端部に、回動
可能に軸支されており、
　前記操向ハンドルバー（２８）の左右グリップ（７８L，７８R）より操向ポスト（２７
）側には、左右前輪コントロールケーブル固定具（５４L，５４R）が配設されており、
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　前記左側固定具（５４L）に一体に連結されているコントロールケーブル（５２L）を有
し、該コントロールケーブル（５２L）は延伸してゆき、前記上部リンクの右側部分（３
８R）に下向きに配設されている保持具（４９R）を転位可能に通って、前記下部リンクの
右側部分（３９R）に上向きに配設されている保持具（５０R）に一体に連結されており、
他方、前記右側固定具（５４R）に一体に連結されているコントロールケーブル（５２R）
を有し、該コントロールケーブル（５２R）は延伸してゆき、前記上部リンクの左側部分
（３８L）に下向きに配設されている保持具（４９L）を転位可能に通って、前記下部リン
クの左側部分（３９L）に上向きに配設されている保持具（５０L）に一体に連結されてお
り、
　前記操向ポスト（２７）の操向ハンドルバーの側の上部には、コントロールケーブル保
持具（２３）が固設されており、該コントロールケーブル保持具の左側（２３L）を転位
可能にコントロールケーブル（５２L）が通っていて、前記左側固定具（５４L）と当該コ
ントロールケーブル保持具の左側（２３L）との間には左側スプリング（４８L）が配設さ
れ、他方、該コントロールケーブル保持具の右側（２３R）を転位可能にコントロールケ
ーブル（５２R）が通っていて、前記右側固定具（５４R）と当該コントロールケーブル保
持具の右側（２３R）との間には右側スプリング（４８R）が配設されており、さらに、前
記上部リンクの保持具（４９R）と前記下部リンクの保持具（５０R）間には右側リターン
スプリング（５１R）が配設され、他方、前記上部リンクの保持具（４９L）と前記下部リ
ンクの保持具（５０L）間には左側リターンスプリング（５１L）が配設されている、
　そして
　前記操向ポスト（２７）は、ピットマンアームプレート（２２）が固設されており、該
ピットマンアームプレート（２２）には左右のステアリングロッド（３６L，３６R）が連
結されており、該ステアリングロッドは、ナックルアーム（３２L，３２R）を介して、左
右の前輪懸架部材（３０L，３０R）の上端部に連結している、
　ことを特徴とする、三輪車。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、前輪が２個で、後輪が１個である前二輪式三輪車に関するものである。特に
は、本発明は、人力のみで走行することが可能な構造を持ち、優れた旋回性能を有すると
共に、傾斜面を走行しても操作が容易な前二輪式三輪車に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　自転車としては、二輪車が一般的であるが、その走行にはある一定の技量が必要であり
、また、その構造上の特性から不安定な乗り物である。従って、一定の技量の習熟には至
らない者や、体力的な問題から、より安定した構造の乗り物が求められている。また、高
齢化社会となるにつれ、老齢者にとってより扱いやすく且つ安全性の高い乗り物として、
三輪車が注目されてきている。
　従来の三輪自転車としては、前輪が１個で、後輪が２個である後二輪式三輪自転車が一
般的である。しかしながら、後二輪式三輪自転車の場合には、後輪を駆動して前進する構
造とすることから、後輪が比較的固定的な構造であったり、複雑な構造となっている。
　ところで、後二輪式三輪自転車に乗って、旋回しようとする時には、旋回の外側方に向
かって遠心力が作用するため、この遠心力に対抗するためには、乗り手の体幹操作によっ
て車体を旋回内側方へ傾けなければならない。従来の後二輪式三輪自転車では、旋回時に
簡単に転倒してしまうことのないように、フレームが左右に揺動できるようにしてあり、
重心の左右への移動が可能となるようになっている。一方、旋回終了時には、復元バネの
作用により、正立位置に戻るようにしてある。ところが、こうした場合の重心の左右への
移動は、専ら乗り手の体幹操作にまかされているため、自転車にうまく乗れない人や体力
の劣る人では、臨機応変の移動操作などがうまくいかず、操縦が不安定になってしまうと
いう問題がある。また、後二輪の三輪車は、後ろに配置された二つの車輪が平行に固定さ
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れているため、旋回時に後輪が横滑りして旋回性能が悪くなると共に、小回りが効かない
という欠点もある。さらに、後二輪式三輪車を、降りて引いて歩く場合には、足が後輪に
当って歩きにくく、車両の後部が重くて、持ち上げて方向を変えたりするという操作が難
しいという問題がある。
【０００３】
　こうした問題を解決するものとして、前輪が２個で、後輪が１個である前二輪式三輪車
が提案されている〔特許文献１:特開平3-82689〕。前二輪式三輪車では、前にある操向輪
である二輪は、ハンドルに固結したロッド（又はレバーとリンク）により係動可能とした
構造のものが、一般的である。しかし、こうした構造の前二輪式三輪車では、左前輪及び
右前輪をそれぞれ個別に支持する前輪懸架部材、すなわち、左前輪懸架部材及び右前輪懸
架部材のそれぞれが、ヘッドパイプに固着されているホークポストパイプ、すなわち、左
側ホークポストパイプ及び右側ホークポストパイプに支承されており、旋回操作が容易で
ない。すなわち、旋回時には、旋回外側向きに力がかかるため、運転者の上体は旋回外側
に傾き易く、旋回外側への転倒を招きやすいという問題がある。こうしたことを防ぐため
には、通常、運転者はハンドル操作時、上体を旋回の内側に傾け、外側への転倒を防止し
ようとするが、固定された前輪支持構造の故に、車体自体を傾斜できないことから、操作
が非常に困難であった。こうした問題を解決する方法の一つとして、左前輪及び右前輪を
旋回時に傾斜せしめることを可能にする構造の提案がなされている〔特許文献２:国際公
開第99/61304号パンフレット〕。
【０００４】
　しかしながら、進行方向に対し直角で且つ地面に対して水平方向に伸びる操向ハンドル
バーは、操向ポスト（ステアリング軸）に固着せしめられているか、あるいは、一体とな
った構造とされている。上記したように、旋回時には、旋回外側向きに力がかかるため、
運転者の上体は旋回外側に傾き易く、そのため、旋回開始操作が思いのほか困難である。
また、当該前二輪式三輪車は、旋回時に操向ポストの傾斜に応じて前輪を傾斜せしめると
いった操作を必要とすることから、二輪自転車にうまく乗れない人や体力の劣る人では、
臨機応変の移動操作などがうまくいかず、操縦が不安定になってしまうという問題がある
。さらに、左右に傾斜した路面を走行する場合など、非常にハンドル操作が困難であり、
また、小回りなどの場合の操作性が劣るという問題もある。
【０００５】
【特許文献１】特開平3-82689
【特許文献２】国際公開第99/61304号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前二輪式三輪車は、基本的に、より安定した走行が可能な乗り物であり、二輪自転車に
うまく乗れない人や体力の劣る人にとっては、便利な乗り物である。したがって、こうし
た特性を活かす上でも、より運転性能の優れた前二輪式三輪車の提供が求められている。
特に、人力のみで走行することが可能な構造を持ち、優れた旋回性能を有すると共に、傾
斜面を走行しても操作が容易な前二輪式三輪車の開発が求められている。本明細書で、「
左」および「右」は、三輪車の進行方向前方に向いた状態での左、右を言うものである。
　本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、車体の旋回内側に傾斜する体の自
然な動きを利用してバンク走行始動を可能として舵取り走行性を向上せしめた三輪車を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は、上記目的を達成するために、前輪操向制御機構につき設計研究を鋭意行っ
た結果、前輪として少なくとも二輪を有している乗物車両において、操向操作をするため
のハンドルバー（通常、水平な路面に対して平行に配置され且つ車両進行方向に対して垂
直となるようにされており、該ハンドルバーの左右両端部にハンドルグリップが設けられ
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ており、当該グリップを運転者が握って操向操作をするようになっている）を、車両旋回
時に、旋回内側のハンドルグリップ側を押し下げる力を加える（路面側に力を加える）と
、左右の前輪が旋回内側方向に傾斜して（前輪の接地面とは反対側の車輪頂部が旋回内側
に傾斜して）、車両軸が旋回内側に傾く（操向ポストが旋回内側に傾く）ようにすると、
操向操作が容易になり、さらに、車両旋回開始動作も極めてスムーズであり、加えて、傾
斜した路面走行においても車両制御が容易であることを見出して、本発明を完成した。
　本発明は、旋回動作に伴って運転者が自然に旋回内側に重心を移動させようとする原理
を利用することを特徴としている。本発明では当該原理を利用するのに、ハンドルバーに
連結しているコントロールケーブルを使用して左右前輪を旋回内側方向に傾斜せしめる機
構を備えることを特徴としている。具体的には、本発明は、ハンドルバーの旋回内側のハ
ンドルグリップ側を路面方向に押し下げることにより、左右前輪を旋回内側方向に傾斜せ
しめる機構及び方法、及び／又はハンドルバーの旋回外側のハンドルグリップ側を路面と
反対方向に引っ張り上げる（すなわち、旋回に伴い旋回内側向きに引っ張り上げる向きに
力をかける）ことにより、左右前輪（さらには後輪）を旋回内側方向に傾斜せしめる機構
及び方法を提供することを特徴とするものである。
【０００８】
　本発明は、次のものを提供している。
　〔１〕　車体の前部に操向可能とされた左右一対の前輪（ＷFL，ＷFR）と、同車体の後
部に駆動可能である単一の後輪（ＷR）とを備えている三輪車において、
　　（Ａ）車体フレーム（Ｆ）の前端に固設されているヘッドパイプ（２１）には、操向
ハンドルバー（２８）を回動可能に軸支している操向ポスト（２７）が回動可能に支承さ
れており、
　　（Ｂ）前記ヘッドパイプ（２１）の上部に互いに一体に連結され且つ回動可能に軸支
されている上部リンク（３８）と、前記ヘッドパイプ（２１）の下部に互いに一体に連結
され且つ回動可能に軸支されている下部リンク（３９）を有し、左前輪（ＷFL）を回転可
能に懸架せしめている左側前輪懸架部材（３０L）を直下に配置して回動可能に支承して
いる左側ホークポストパイプ（２９L）と、右前輪（ＷFR）を回転可能に懸架せしめてい
る右側前輪懸架部材（３０R）を直下に配置して回動可能に支承している右側ホークポス
トパイプ（２９R）とが、前記ヘッドパイプ（２１）の両側に配置されており、且つ、前
記左側ホークポストパイプ（２９L）及び右側ホークポストパイプ（２９R）の上下両部が
、それぞれ、前記上部リンク（３８）及び下部リンク（３９）の左右両端部に、回動可能
に軸支されており、
　　（Ｃ）前記操向ハンドルバー（２８）には、左右前輪コントロールケーブル固定具（
５４L，５４R）が配設されており、前記左側固定具（５４L）に一体に連結されているコ
ントロールケーブル（５２L）を有し、該コントロールケーブル（５２L）は延伸してゆき
、前記下部リンクの右側部分（３９R）に配設されている保持具（５０R）に一体に連結さ
れており、他方、前記右側固定具（５４R）に一体に連結されているコントロールケーブ
ル（５２R）を有し、該コントロールケーブル（５２R）は延伸してゆき、前記下部リンク
の左側部分（３９L）に配設されている保持具（５０L）に一体に連結されており、
　　（Ｄ）該前輪コントロールケーブル固定具（５４）の隣接部のコントロールケーブル
上にはスプリング（４８）が配設され、他方、該下部リンク（３９）のコントロールケー
ブル保持具（５０）にはリターンスプリング（５１）が配設されている、
　ことを特徴とする、三輪車。
　〔２〕　車体の前部に操向可能とされた左右一対の前輪（ＷFL，ＷFR）と、同車体の後
部に駆動可能である単一の後輪（ＷR）とを備えている三輪車において、
　　（ａ）車体フレーム（Ｆ）の前端に固設されているヘッドパイプ（２１）には、操向
ハンドルバー（２８）を回動可能に軸支している操向ポスト（２７）が回動可能に支承さ
れており、
　　（ｂ）前記ヘッドパイプ（２１）の上部に互いに一体に連結され且つ回動可能に軸支
されている上部リンク（３８）と、前記ヘッドパイプ（２１）の下部に互いに一体に連結
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され且つ回動可能に軸支されている下部リンク（３９）を有し、
　　（ｃ）左前輪（ＷFL）を回転可能に懸架せしめている左側前輪懸架部材（３０L）を
直下に配置して回動可能に支承している左側ホークポストパイプ（２９L）と、右前輪（
ＷFR）を回転可能に懸架せしめている右側前輪懸架部材（３０R）を直下に配置して回動
可能に支承している右側ホークポストパイプ（２９R）とが、前記ヘッドパイプ（２１）
の両側に配置されており、
　　（ｄ）前記左側ホークポストパイプ（２９L）及び右側ホークポストパイプ（２９R）
の上下両部が、それぞれ、前記上部リンク（３８）及び下部リンク（３９）の左右両端部
に、回動可能に軸支されており、
　　（ｅ）前記操向ハンドルバー（２８）の左右グリップ（７８L，７８R）より操向ポス
ト（２７）側には、左右前輪コントロールケーブル固定具（５４L，５４R）が配設されて
おり、
　　（ｆ）前記左側固定具（５４L）に一体に連結されているコントロールケーブル（５
２L）を有し、該コントロールケーブル（５２L）は延伸してゆき、前記上部リンクの右側
部分（３８R）に下向きに配設されている保持具（４９R）を転位可能に通って、前記下部
リンクの右側部分（３９R）に上向きに配設されている保持具（５０R）に一体に連結され
ており、他方、前記右側固定具（５４R）に一体に連結されているコントロールケーブル
（５２R）を有し、該コントロールケーブル（５２R）は延伸してゆき、前記上部リンクの
左側部分（３８L）に下向きに配設されている保持具（４９L）を転位可能に通って、前記
下部リンクの左側部分（３９L）に上向きに配設されている保持具（５０L）に一体に連結
されており、
　　（ｇ）前記操向ポスト（２７）の操向ハンドルバーの側の上部には、コントロールケ
ーブル保持具（２３）が固設されており、該コントロールケーブル保持具の左側（２３L

）を転位可能にコントロールケーブル（５２L）が通っていて、前記左側固定具（５４L）
と当該コントロールケーブル保持具の左側（２３L）との間には左側スプリング（４８L）
が配設され、他方、該コントロールケーブル保持具の右側（２３R）を転位可能にコント
ロールケーブル（５２R）が通っていて、前記右側固定具（５４R）と当該コントロールケ
ーブル保持具の右側（２３R）との間には右側スプリング（４８R）が配設されており、さ
らに、前記上部リンクの保持具（４９R）と前記下部リンクの保持具（５０R）間には右側
リターンスプリング（５１R）が配設され、他方、前記上部リンクの保持具（４９L）と前
記下部リンクの保持具（５０L）間には左側リターンスプリング（５１L）が配設されてい
る、
　そして
　　（ｈ）前記操向ポスト（２７）は、ピットマンアームプレート（２２）が固設されて
おり、該ピットマンアームプレート（２２）には左右のステアリングロッド（３６L，３
６R）が連結されており、該ステアリングロッドは、ナックルアーム（３２L，３２R）を
介して、左右の前輪懸架部材（３０L，３０R）の上端部に連結している、
　ことを特徴とする、三輪車。
　本発明は、前二輪式三輪車、特に前二輪式三輪自転車であって、ハンドルバーを軸支す
る操向ポストの支点を中心にハンドルバーを左右に回動するように動かすことにより、本
体フレームと同時に左右前輪を傾斜せしめてバンクすることを可能にしている前二輪式三
輪車を提供するものである。本発明では、運転者の体をバンクし、且つ、車体をバンクす
るという特徴を有している。これは、ハンドルバーに連なるコントロールケーブルを介し
て、左右前輪を懸架しているホークポストとフレーム先端のヘッドパイプとから構成され
る平行四辺形リンクを制御することで達成される。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の前二輪式三輪車、特に前二輪式三輪自転車は、ハンドルバーを傾けることによ
り（左右のグリップのいずれか一方を地面側に押すことにより）、本体フレームが左右前
輪の操向軸と３者一体で、該ハンドルバーを傾けた側に（グリップを地面側に押し付けた
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側に）平行に傾けることができるという特長を有しており、他者と異なり、機構的に車体
をバンクさせ、ドライバーの体をバンクさせるという結果を生み、傾斜地での直立走行も
可能にするといったように、ユニークな構造上の特徴だけでなく、優れた作用効果も奏す
るものである。本発明の前二輪式三輪車、特に前二輪式三輪自転車は、旋回性能が優れて
おり、小径での小回りにも優れている。また、傾斜した路面の走行でも、直立直進走行が
楽に行うことができるという、優れた操縦性能を発揮する。本発明の前輪操向制御機構は
、人力走行用自転車の場合、機構が簡単で部品の軽量化による車体の軽量化が可能であり
、また、保守管理も容易であり、製造も簡単であるという利点がある。また、部品点数も
少なくコスト上のメリットも期待できる。
　本発明のその他の目的、特徴、優秀性及びその有する観点は、以下の記載より当業者に
とっては明白であろう。しかしながら、以下の記載及び具体的な実施例等の記載を含めた
本件明細書の記載は本発明の好ましい態様を示すものであり、説明のためにのみ示されて
いるものであることを理解されたい。本明細書に開示した本発明の意図及び範囲内で、種
々の変化及び／又は改変（あるいは修飾）をなすことは、以下の記載及び本明細書のその
他の部分からの知識により、当業者には容易に明らかであろう。本明細書で引用されてい
る全ての特許文献及び参考文献は、説明の目的で引用されているもので、それらは本明細
書の一部としてその内容はここに含めて解釈されるべきものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明は、操向ポストに回動可能に軸支されている操向ハンドルバーを軸支点を中心に
左右に動かすことにより、左右前輪を旋回内側に傾けられるようにしてある、前輪として
少なくとも二輪を有している車、特には人力のみで運転することが可能としてある乗り物
に関する。特には、操向ハンドルバーを軸支点を中心に、旋回内側を路面側に押し下げ、
一方、旋回外側を路面と反対で且つ旋回内側向きに力を加えることで、左右前輪を旋回内
側に傾けられるようにしてある、前輪として少なくとも二輪を有している車、特には人力
のみで運転することが可能な乗り物に関する。本発明では、上記のように操向ハンドルバ
ーを操作して左右前輪を旋回内側に傾けた後、操向ハンドルバーを直立姿勢側の位置に戻
すバネ力を得るようにしたり、操向ポストを直立姿勢側に戻すバネ力を得るようにしてあ
るものであることも特徴としている。
【００１１】
　本発明は、車体の前端に備えるヘッドパイプに、操向ハンドルバーに連なる操向ポスト
が回動可能に支承され、且つ、左前輪及び右前輪をそれぞれ回転自在に懸架せしめる左側
前輪懸架部材（左側前輪ホーク部並びにそれに連なるステアリングステム部）及び右側前
輪懸架部材（右側前輪ホーク部並びにそれに連なるステアリングステム部）が、前記ヘッ
ドパイプの左右両側に、ある一定の間隔を置いて配置されており、該前輪懸架部材を軸受
けしているそれぞれの左側ホークポストパイプおよび右側ホークポストパイプの上下には
左右のホークポストパイプ間を結ぶ上側リンク部材及び下側リンク部材が回動可能に軸着
せしめられており、上側リンク部材及び下側リンク部材の中間部は、上記ヘッドパイプに
回動可能に軸着せしめられて、左右のホークポストパイプ（あるいはそれに固着されたリ
ンク取り付け部材、リンクプレートスペーサー）と上記上下のリンク部材とから成る平行
四辺形リンクを形成し、前輪懸架部材（すなわち、前輪ホーク部に連なるステアリングス
テム頂部）が左側又は右側に傾斜するのに応じて、長方形から幾分菱形側へ変形すること
を可能とするようになっている。言い換えれば、当該平行四辺形を形成する部材のうちの
上下のリンク部材のいずれかに横向きの力を与えて、長方形から幾分菱形側へ変形せしめ
ることにより、ホークポストパイプ、そして前輪懸架部材を左側又は右側に傾けることが
できて、結局、前輪を接地面に対して傾けることが可能となる。この場合、本発明は、当
該リンク部材に横向きの力を付与するにあたり、乗り手の握るハンドルバーに与える圧力
によりそれがコントロールできるようにしてあることを特徴としている。すなわち、操向
ハンドルバーの左右グリップより操向ポスト側に左右前輪コントロールケーブル固定具が
配設されており、まず、該左側固定具からはそこに一体に連結固定されているコントロー
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ルケーブルが有って、そのコントロールケーブルは延伸してゆき、前記下部リンクの右側
部分に上向きに配設されている保持具に一体に連結固定されており、他方、該右側固定具
からはそこに一体に連結固定されているコントロールケーブルが有って、そのコントロー
ルケーブルは延伸してゆき、前記下部リンクの左側部分に上向きに配設されている保持具
に一体に連結固定されているとの構造を有している。
【００１２】
　本発明では、車体を旋回する場合、ハンドルバーに与えた圧力により、すなわち、旋回
内側のハンドルバーを地面側に押し下げる向きに力を加えると、ハンドルバーは、操向ポ
ストに軸支されている点を中心に回動し、旋回外側のハンドルバーを地面と反対側に上げ
ることとなり、コントロールケーブル固定具に連なるコントロールケーブルを引っ張るこ
ととなって、下部リンクに上向きに配設されている保持具であって旋回内側の保持具に対
して、引っ張る力が加わることとなり、当該平行四辺形のリンクを長方形から幾分菱形側
へ変形せしめ、結果、左右前輪の上方側（すなわち、前輪ステアリングステム頂部）を旋
回内側に傾ける。この場合、ハンドルバーを握る乗り手の腕は、旋回内側が旋回外側より
低くなるような位置を占めるようになるので、極自然に、旋回動作を行うことが可能であ
る。
　また、路面が傾斜している面を走行する場合、左右前輪の高さが路面の高さに応じて異
なることになるが、左右前輪の高さに差異が生ずると、左右のホークポストパイプ（ある
いはそれに固着されたリンク取り付け部材、リンクプレートスペーサー）と上下のリンク
部材とから成る平行四辺形リンクが変形することとなり、下部リンクに上向きに配設され
ている保持具であって前輪の高さが低い側の保持具より、コントロールケーブルに対して
引っ張る力が加わり、結局、前輪の高さが高い側のハンドルバーを、操向ポストに軸支さ
れている点を中心に回動せしめて、地面側に引っ張ることとなり、重力方向に対して乗り
手の体幹軸は真っ直ぐに立っている状態となり、安定した走行が期待できることとなる。
【００１３】
　本発明では、ハンドルバーに掛けた圧力を抜いた場合に、直ちに復元するように、前記
操向ポストの操向ハンドルバーの側の上部には、コントロールケーブル保持具が固設され
ており、該コントロールケーブル保持具の左側を転位可能にコントロールケーブルが通っ
ていて、前記左側固定具と当該コントロールケーブル保持具の左側との間には左側スプリ
ングが配設され、他方、該コントロールケーブル保持具の右側を転位可能にコントロール
ケーブルが通っていて、前記右側固定具と当該コントロールケーブル保持具の右側との間
には右側スプリングが配設されており、さらに、前記上部リンクの保持具と前記下部リン
クの保持具間には右側リターンスプリングが配設され、他方、前記上部リンクの保持具と
前記下部リンクの保持具間には左側リターンスプリングが配設されており、負荷された外
力に対抗するスプリングにより生ずる力を、復元に利用できるようになっている。
　本発明は、上記機能を達成することのできる三輪車、特には人力のみで走行することが
可能な構造を持ち、優れた旋回性能を有すると共に、傾斜面を走行しても操作が容易な前
二輪式三輪車に関するものである。
【００１４】
　以下に実施例を掲げ、本発明を具体的に説明するが、この実施例は単に本発明の説明の
ため、その具体的な態様の参考のために提供されているものである。これらの例示は本発
明の特定の具体的な態様を説明するためのものであるが、本願で開示する発明の範囲を限
定したり、あるいは制限することを表すものではない。本発明では、本明細書の思想に基
づく様々な実施形態が可能であることは理解されるべきである。全ての実施例は、他に詳
細に記載するもの以外は、標準的な技術を用いて実施したもの、又は実施することのでき
るものであり、これは当業者にとり周知で慣用的なものである。
　本発明の実施の形態を、添付図面に示した本発明の実施例に基づいて、以下、説明する
。図1乃至図８において、本発明の三輪自転車の車体フレームＦは、ヘッドパイプ２１、
メインパイプ１４、サドルポスト１２、後部フレーム９９（リアホークを含む）及びフレ
ームリンク１５で構成されている。
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　車体フレームＦに固設されており、上下に延びるヘッドパイプ２１には、該ヘッドパイ
プ２１に嵌合される操向ポスト（ハンドルステム）２７が回動可能に支承されており、操
向ポスト２７の上端には、操向ハンドルバー２８が回動可能に軸支されて固設される。操
向ハンドルバーを操向ポストに取り付ける箇所には、ベアリングを配置してハンドル部を
地面に対して上下できて操向ポスト取り付け部を支点に困難なく回動できるものであるこ
とが好ましい。
　ヘッドパイプ２１の左、右両側には、該ヘッドパイプ２１と平行にして上下に延びる円
筒状の左側ホークポストパイプ２９L及び右側ホークポストパイプ２９Rが配置されており
、左前輪ＷFLを回転自在に支持する左側前輪懸架部材（左側前輪ホーク部並びにそれに連
なるステアリングステム部）３０Lが左側ホークポストパイプ２９Lに回動可能に支承され
、また、右前輪ＷFRを回転自在に支持する右側前輪懸架部材（右側前輪ホーク部並びにそ
れに連なるステアリングステム部）３０Rが右側ホークポストパイプ２９Rに回動可能に支
承される。
【００１５】
　ヘッドパイプ２１の上側には横方向に細長い部材である上部リンク３８の中央部が軸着
されて互いに一体に連結され、軸支部を中心に回動可能とされており、同様に、ヘッドパ
イプ２１の下側には横方向に細長い部材である下部リンク３９の中央部が軸着されて互い
に一体に連結され、軸支部を中心に回動可能とされている。左側ホークポストパイプ２９

L及び右側ホークポストパイプ２９Rには、平行四辺形のリンク構造が形成できるように、
リンクプレートスペーサー４２L，４２Rが固設されており、上下に延びる左右のリンクプ
レートスペーサーの上下両端部が、それぞれ、上部リンク３８及び下部リンク３９の左右
の両端部において軸着されて互いに一体に連結されており、結果、左右のホークポストパ
イプの上下両端部は、上部リンク３８及び下部リンク３９の左右の両端部において、回動
可能に軸支されることとなり、左右ホークポストパイプ（それに固設された左右のスペー
サー）２９L，２９R（４２L，４２R）と上下リンク３８，３９とにより、変形可能な平行
四辺形のリンク構造が形成されている。ヘッドパイプ２１の上部リンク３８及び下部リン
ク３９の取り付け側には、左右ホークポストパイプの上部リンク３８及び下部リンク３９
の取り付け側と同様に、リンク用スペーサー４３が固設されていると、リンク部材の取り
付けが容易になって好ましい。
　ヘッドパイプ２１を中心線として、上部リンク３８及び下部リンク３９の両端部は、左
側ホークポストパイプ２９L及び右側ホークポストパイプ２９Rの各上下端部に軸着されて
互いに一体に連結され、軸支部を中心に回動可能とされて、平行四辺形のリンクを形成し
ている。該上部リンク３８の左側部分を３８L、そして右側部分を３８Rと表示し、同様に
、該上部リンク３９の左側部分を３９L、そして右側部分を３９Rと表示する。つまり、左
側ホークポストパイプ２９Lは左側上部リンク３８Lおよび左側下部リンク３９Lを介して
回動可能に連結されて、ヘッドパイプ２１と共に左側平行リンクを構成し、一方、右側ホ
ークポストパイプ２９Rは右側上部リンク３８Rおよび右側下部リンク３９Rを介して回動
可能に連結されて、ヘッドパイプ２１と共に右側平行リンクを構成し、車体が路面に対し
垂直に立っている状態では、当該左右平行リンクは、ヘッドパイプ２１に関して左右対称
に形成される。
【００１６】
　左側から右側に伸びる上部リンク３８は平板棒状のものであり、それは一体に形成され
ている部材で、ヘッドパイプ２１および両ホークポストパイプ２９L，２９Rの前方側に配
置され、前記上部リンク３８の中央部における連設部が前後に延びる軸線を有する連結具
７１を介してヘッドパイプ２１の上部に回動可能に連結される。当該連結具７１としては
、ボルトとナット（例えば、袋ナットを包含する）といった所定の機能を果たすものであ
ってよく、ピンなどを使用することも可能であり、各部材が回動できるもので、安定して
部材間を連結しておくことのできるものであれば、当該分野で知られたものを適用でき、
特に限定されない。当該連結具にはベアリングを組み込んであって、各部材の回動が容易
にされていることもできる。また左側および右側上部リンク３８L，３８Rの外端部は前記
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連結具７１と平行な軸線を有する連結具７３L，７３Rを介して両ホークポストパイプ２９

L，２９Rの上部に回動可能に連結される。
　同様に、左側から右側に伸びる下部リンク３９は平板棒状のものであり、一体に形成さ
れている部材で、ヘッドパイプ２１および両ホークポストパイプ２９L，２９Rの前方側に
配置され、前記下部リンク３９の中央部における連設部が前後に延びる軸線を有する連結
具７２を介してヘッドパイプ２１の下部に回動可能に連結される。また左側および右側下
部リンク３９L，３９Rの外端部は前記連結具７１や７２と平行な軸線を有する連結具７４

L，７４Rを介して両ホークポストパイプ２９L，２９Rの下部に回動可能に連結される。連
結具７２，７３L，７３R，７４L及び７４Rは、いずれも、連結具７１と同様なものである
ことができる。したがって、部品を共通化できてコスト的にも有利であるし、組み立ても
容易となる。ホークポストパイプあるいはそれに固設されたスペーサーと上部リンク間、
ホークポストパイプあるいはそれに固設されたスペーサーと下部リンク間、さらに、ヘッ
ドパイプと上部リンク間並びにヘッドパイプと下部リンク間は、軸着して連結されている
ので、上記軸線を支点として互いに連動して回動するようになっている。
【００１７】
　本発明の車両では、前記操向ハンドルバー２８の左右グリップ７８L，７８Rより操向ポ
スト２７側には、左右前輪コントロールケーブル固定具５４L，５４Rが配設されている。
該前輪コントロールケーブルの左側固定具５４Lには、コントロールケーブル５２Lが連接
されるようになっており、該左側固定具５４Lからは、ボールジョイント５６Lを介してコ
ントロールケーブル５２Lに接続されている。該前輪コントロールケーブルの右側固定具
５４Rには、コントロールケーブル５２Rが連接されるようになっており、該右側固定具５
４Rからは、ボールジョイント５６Rを介してコントロールケーブル５２Rに接続されてい
る。当該接続にあたっては、ナット５５L，５５R，５７L及び５７Rを使用するなどして固
着できる。ボールジョイント５６L，５６Rとコントロールケーブル５２L，５２Rとの間の
接続は、当該分野の当業者に知られたものであってよく、例えば、二輪自転車のブレーキ
ケーブルにおけるのと同様な手法、構造、部品を使用することであってよい。
　前記左側コントロールケーブル固定具５４Lに一体に連結されているコントロールケー
ブル５２Lは延伸してゆき、前記上部リンクの右側部分３８Rに下向きに配設されている保
持具４９Rを転位可能に通って、前記下部リンクの右側部分３９Rに上向きに配設されてい
る保持具５０Rに一体に連結されている。同様に、前記右側コントロールケーブル固定具
５４Rに一体に連結されているコントロールケーブル５２Rは延伸してゆき、前記上部リン
クの左側部分３８Lに下向きに配設されている保持具４９Lを転位可能に通って、前記下部
リンクの左側部分３９Lに上向きに配設されている保持具５０Lに一体に連結されている。
【００１８】
　ところで、前記操向ポスト２７の操向ハンドルバーの側の上部には、コントロールケー
ブル保持具２３が固設されており、該コントロールケーブル保持具の左側２３Lを転位可
能にコントロールケーブル５２Lが通っており、該コントロールケーブル保持具の左側保
持部２３Lには、コントロールケーブルシース固定具５８L，５９Lがあって、そこから前
記上部リンクの保持具４９Rまで連続するコントロールケーブルシース５３Lを連結固着し
ている。該コントロールケーブルシース５３Lは、図７のように、保持具４９Rのヘッドパ
イプ側に設けられた部分にケーブルシース固定具６０R，６１Rにより固着せしめられてい
る。他方、コントロールケーブル５２Rは、該コントロールケーブル保持具の右側２３Rを
転位可能に通っており、該コントロールケーブル保持具の左側保持部２３Rには、コント
ロールケーブルシース固定具５８R，５９Rがあって、そこから前記上部リンクの保持具４
９Lまで連続するコントロールケーブルシース５３Rを連結固着している。該コントロール
ケーブルシース５３Rは、図７のように、保持具４９Lのヘッドパイプ側に設けられた部分
にケーブルシース固定具６０L，６１Lにより固着せしめられている。本発明では、該コン
トロールケーブル保持具２３はプレート板であってもよい。
　コントロールケーブルシース固定具５８L，５９L，５８R，５９R，６０L，６１L，６０

R及び６１Rは、当該分野の当業者に知られたものであってよく、例えば、二輪自転車のブ
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レーキケーブルにおけるのと同様な手法、構造、部品を使用することであってよい。当該
コントロールケーブルシース固定具５８L，５９L，５８R，５９R，６０L，６１L，６０R

及び６１Rは、例えば、中空ボルト、ナット、ワッシャで構成するものであってよい。
　前記前輪コントロールケーブルの左側固定具５４Lと当該コントロールケーブル保持具
の左側２３Lとの間には左側スプリング４８Lが配設されている。同様に、前記前輪コント
ロールケーブルの右側固定具５４Rと当該コントロールケーブル保持具の右側２３Rとの間
には右側スプリング４８Rが配設されている。当該左右のスプリング４８L，４８Rのコイ
ルの中心部にはそれぞれコントロールケーブル５２L，５２Rが通っており、それぞれのス
プリングの端部は固定具５７，保持具２３により規制されており、それぞれの部材５７，
２３に対して付勢が可能となっている。したがって、図５のように、左側のハンドルグリ
ップ７８Lを下方に押し下げると、左側スプリング４８Lが圧縮されて元に戻すバネの力が
作用することになる。かくして、操向ハンドルバーを直立姿勢をとっているときに占める
位置に容易にもどすことが可能となっている。該スプリングとしては、コイルとなってい
るバネを好適に使用できるが、所要の働きを有するものであればそれに限定されない。
【００１９】
　平行四辺形リンク側では、コントロールケーブル５２Lは、コントロールケーブル保持
具５０Rに固定具６２R，６３Rによって固着せしめられている。図７を参照して明らかな
ように、保持具４９Rと保持具５０Rとの間のコントロールケーブル５２Lに平行しては、
ヘッドパイプ２１よりも前方側に、右側リターンスプリング５１Rが配置されており、当
該右側リターンスプリング５１Rは下部リンク３９の右側部分３９Rの中程よりもさらに右
側に且つ下部リンクの上に上向きに配設されている保持具５０Rの所のコントロールケー
ブルの固定されている箇所より車体前方側の箇所にスプリング規制ヘッド８０Rを有する
ボルトとナット、ワッシャなどの取り付け具を使用して取り付けてある。スプリング規制
ヘッドを有するボルトのロッド部が、保持具５０Rの所で移動自在に挿通せしめられるよ
う、保持具５０Rの取付部にはガイド孔が設けられている。他方、コントロールケーブル
５２Rは、コントロールケーブル保持具５０Lに固定具６２L，６３Lによって固着せしめら
れている。図７を参照して同様に明らかなように、保持具４９Lと保持具５０Lとの間のコ
ントロールケーブル５２Rに平行しては、ヘッドパイプ２１よりも前方側に、左側リター
ンスプリング５１Lが配置されており、当該左側リターンスプリング５１Lは下部リンク３
９の左側部分３９Lの中程よりもさらに左側に且つ下部リンクの上に上向きに配設されて
いる保持具５０Lの所のコントロールケーブルの固定されている箇所より車体前方側の箇
所にスプリング規制ヘッド８０Lを有するボルトとナット、ワッシャなどの取り付け具を
使用して取り付けてある。同様に、スプリング規制ヘッドを有するボルトのロッド部が、
保持具５０Lの所で移動自在に挿通せしめられるよう、保持具５０Lの取付部にはガイド孔
が設けられている。かくして、図５を参照して容易に理解されるように、車軸が左側に傾
いている場合、当該ボルトのロッド部は保持具５０Lの取付部を転位して左側に出るが、
左側リターンスプリング５１Lは５０Lで規制されて圧縮されることとなり、元に戻そうと
するバネの力が働くこととなる。一方、右側リターンスプリング５１Rの場合、規制ヘッ
ド８０Rにより直立姿勢では当接して付勢せしめられている保持具４９Rに対しては、右側
リターンスプリング５１Rは規制ヘッド８０Rがあるので、バネの力が働くことはない。
　スプリング規制ヘッド８０によりリターンスプリング５１の横方向の長さは、車体が、
水平な地面上にあって車体の軸が直立姿勢である場合に、保持具４９と保持具５０との間
となるように、そして安定して直立姿勢を保つようにバネの力が働くように設定しておく
ことができる。固定具６２L，６３L，６２R及び６３Rは、当該分野の当業者に知られたも
のであってよく、例えば、二輪自転車のブレーキケーブルにおけるのと同様な手法、構造
、部品を使用することであってよい。当該固定具６２L，６３L，６２R及び６３Rは、例え
ば、ナット、ワッシャで構成するものであってよい。該リターンスプリングとしては、コ
イルとなっているバネを好適に使用できるが、所要の働きを有するものであればそれに限
定されない。
【００２０】
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　ヘッドパイプ２１の上方でコントロールケーブル保持具２３より下方の前記操向ポスト
２７には、ピットマンアームプレート２２が固設されており、該ピットマンアームプレー
ト２２には左右のステアリングロッド３６L，３６Rが連結されており、該ステアリングロ
ッドは、ナックルアーム３２L，３２Rを介して、左右のステアリングステムパイプ２９L

，２９Rの上端よりも上方にある、左右の前輪懸架部材３０L，３０Rの上端部、すなわち
、ステアリングステムの上端部に連結している。ナックルアーム３２L，３２Rは、ステア
リングステム３０L，３０Rの上端部に固着されており、ステアリングロッド３６L，３６R

の各々は左右のナックルアーム３２L，３２Rや左右のピットマンアーム部２２L，２２Rに
は、その両端部でボールジョイント３４を介して連結される。これにより、操向ハンドル
バー２８を左、右に回動操作するのに応じて、操向ポスト２７を介してピットマンアーム
プレート２２が左、右に回動し、それに応じて左右のピットマンアーム部２２L，２２Rに
連なるステアリングロッド３６L，３６Rを介して左、右のナックルアーム３２L，３２Rが
左、右に回動し、左前輪ＷFLおよび右前輪ＷFRが左、右に転向することになる。
【００２１】
　本発明の三輪車では、図１及び３を参照して理解できるように、メインパイプ１４に連
なるサドルポスト１２、後部フレーム９９及びフレームリンク１５などからなる車体後部
、すなわち駆動輪である後輪ＷR並びにサドル９０などを含む部分の車体構造（駆動構造
を含む）は、二輪自転車の後部と同じかあるいは実質的に同じ構造（手法）とすることが
できる。また、車両の制動機構並びに装置（ブレーキなどを含む）も、二輪自転車と同じ
かあるいは実質的に同じ構造（手法）とすることができる。
　本発明の車両で後部構造が自転車態様となっているときには、フレームから後方に延出
される両リヤフォーク９９L，９９Rの後端に駆動輪である後輪ＷRが軸支される。クラン
ク軸９４の両端にクランクペダル９５L，９５Rが固定され、クランク軸９４には駆動スプ
ロケット９６が固定されており、後輪ＷRに固定された被動スプロケット９７と前記駆動
スプロケット９６とに無端状のチェーン９８が巻掛けられる。したがって両クランクペダ
ル９５L，９５Rの踏込み操作により後輪ＷRが回転駆動されることになる。
　本発明では、メインフレーム及び後輪を含む車体の後部全般の構造は、汎用の二輪自転
車のメインフレーム及び後輪を含む車体の後部構造と共通にできるので、従来の二輪自転
車の部品並びに駆動機構を利用適用でき、製造上及びコスト上有利である。
【００２２】
　本発明では、ヘッドパイプ２１と、左側および右側ホークポストパイプ２９L，２９Rと
の間で、左側および右側平行四辺形リンクが構成されているのであるが、それはハンドル
バー２８に連結されているコントロールケーブル５２を介して制御できるようになってお
り、そのことにより、図５で示すように、ハンドルバーの左側端部７８Lを路面方向に押
し下げることにより（ハンドルバーの右側端部７８Rが持ち上がることにより）、ケーブ
ル５２Rが引っ張られて（図７で見てみると、コントロールケーブル５２Rが引っ張られる
と、保持具５０Lが右側へ引っ張られることとなり、下部リンク３９が右側に引っ張られ
ることになり）当該平行四辺形リンクが変形し、ヘッドパイプ２１が左側へ傾く、すなわ
ち、車体の軸が左側へ傾くのに応じて、両ホークポストパイプ２９L，２９Rも左側に傾く
こととなり、この際、左側の保持具４９Lと保持具５０Lとの間に配置されている左側のリ
ターンスプリング５１Lは圧縮されつつ、ヘッドパイプ側の保持具４９Lを右側に押す力が
働き、一方、ホークポストパイプ側の保持具５０Lを左側に押す力が働くが、右側の保持
具４９Rと保持具５０Rとの間に配置されている右側のリターンスプリング５１Rでは当該
ヘッドパイプ側の保持具４９Rとホークポストパイプ側の保持具５０Rとの間が広がるが、
当該リターンスプリング５１Rのヘッドパイプ側の頂部はスプリング規制ヘッド８０Rによ
り押さえられているから、該ヘッドパイプ側の保持具４９Rとの間に隙間が生じ、リター
ンスプリングよりの反発力が保持具４９Rに掛かることは無い。
　圧縮を受けたリターンスプリング５１Lにより、ヘッドパイプ側の保持具４９Lを右側に
押す力と、ホークポストパイプ側の保持具５０Lを左側に押す力が働くことにより、いく
ぶん菱形に変形した平行四辺形をもとの長方形に戻す力が作用することになり、ヘッドパ
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イプ２１を直立姿勢側に戻す力が作用する、すなわち、車体の軸を直立姿勢側に戻すよう
に力が働くことになる。車体の軸を右側へ傾けた場合には、上記と左右逆にした動作とな
る。
【００２３】
　ヘッドパイプ２１を介して、左側ホークポストパイプ２９Lおよび右側ホークポストパ
イプ２９Rとの間に、平行四辺形リンクが構成されるので、ヘッドパイプ２１の左、右へ
の傾きに応じて両ホークポストパイプ２９L，２９Rも同時に左、右に傾くことになり、左
、右前輪ＷFL，ＷFRを左、右に傾かせることができ、車体フレームＦを左、右いずれかに
傾けて走行するバンク走行が可能であり、舵取り走行性を向上することができるのである
が、操向ハンドルバーに連結するコントロールケーブルを介して当該平行四辺形リンクを
変形せしめて左、右前輪ＷFL，ＷFRを左、右に傾かせることができることから、旋回開始
がスムーズに行うことができて自転車にうまく乗れない人や体力の劣る人でも簡単に操作
できて優れた旋回性能を発揮する。
　平行リンクにおける上部リンク３８及び下部リンク３９の取り付け構造は簡単な構造と
なっており、平行リンクを構成する部品点数も極力少なくできるし、組付工数の低減を図
ることも可能となっている。
　さらに、操向ハンドルバーに配設されたコントロールケーブル固定具に隣接して、コン
トロールケーブルに付与される力に対抗して復元を図るスプリングが配置されており、車
体の傾斜位置から直立姿勢側に戻すばね力を発揮する。
【００２４】
　また、左側平行リンクの左側下部リンクに設けられたコントロールケーブル保持具には
、ヘッドパイプ２１の直立姿勢から左側への傾斜に応じて該ヘッドパイプ２１を直立姿勢
側に戻すばね力が働くが、右側平行リンクの側ではこのような力はかからない。一方、右
側平行リンクの右側下部リンクに設けられたコントロールケーブル保持具には、ヘッドパ
イプ２１の直立姿勢から右側への傾斜に応じて該ヘッドパイプ２１を直立姿勢側に戻すば
ね力が働くが、左側平行リンクの側ではこのような力はかからない。
　したがって、車体フレームＦを左、右いずれかに傾けたときには車体フレーム２１を直
立姿勢側に戻すばね力が車体フレームＦに作用することになり、非乗車状態で三輪自転車
を停止させているときには、車体フレームＦを直立姿勢として安心して三輪自転車に乗車
することができ、また車体フレームＦを傾けた旋回走行状態から直進走行時に移行したと
きには車体フレームＦが直立姿勢に復元することになり、操縦性をより一層向上すること
ができる。
【００２５】
　さらに、操向ポスト２７と左右の前輪懸架部材３０L，３０Rとの各間を連動連結する操
向連動手段、即ちピットマンアーム２２、ナックルアーム３２、ステアリングロッド３６
およびボールジョイント３４がヘッドパイプ２１および左右のステアリングステムパイプ
２９L、２９Rの上方にコンパクトに配置されているので、ヘッドパイプ２１および両ステ
アリングステムパイプ３０L，３０Rの前面および上方に、操向連動手段に干渉されない広
いスペースを確保でき、キャリヤ等の設置が容易となっている。しかも、上記のように左
右の前輪ＷFL，ＷFRの支持のためには、ボールジョイントを使用しないので、前輪ＷFL，
ＷFRの支持剛性の確保が容易であると共に、コストの低減を図ることができる。
【００２６】
　本発明の前二輪式三輪自転車は、旋回性能が優れており、小径での小回りにも優れてい
る。また、傾斜した路面の走行でも、直立直進走行が楽に行うことができるという、優れ
た操縦性能を発揮する。ハンドルに体重をかけることにより、極く自然にバンク走行状態
となり、転倒しにくいという利点もあり、登り坂の走行も二輪より楽に行うことができる
。
　本発明の前二輪式三輪自転車は、バンクをハンドルでコントロールすることから、人体
に備わっているバランス感覚を利用でき、例えば、右手に力を掛けることにより車体を右
にバンクし、左手に力を掛けることにより車体を左にバンクし、力を抜くと元に戻るとい



(13) JP 4686765 B2 2011.5.25

10

20

30

う操作が可能である。
　本発明の前輪操向制御機構は、人力走行用自転車の場合、機構が簡単で部品の軽量化に
よる車体の軽量化が可能であり、また、保守管理も容易であり、製造も簡単であるという
利点がある。また、部品点数も少なくコスト上のメリットも期待できる。
　本発明の前輪操向制御機構は、軽量な乗り物（車両）に応用されて有利であり、専ら人
力のみを利用して走行されるものばかりでなく、補助モーター（電機モーターを含む）の
付いている乗り物に使用しても優れている。本発明は、人力駆動による三輪自転車だけで
なく、動力源付きの三輪車、もしくは人力をアシストする動力源を備える三輪車にも適用
可能である。特には、本発明は、人力のみで動かすことを予定している三輪車に応用され
て優れた作用効果を得ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００２７】
　本発明は、前輪が２個で、後輪が１個である前二輪式三輪車であって、特には、人力の
みで走行することが可能な構造を持ち、優れた旋回性能を有すると共に、傾斜面を走行し
ても直立走行可能で、操作が容易な前二輪式三輪車を提供する。当該車は、ハンドルバー
を操作することにより、車体フレームと前輪の傾斜を誘導できるもので、その機構が単純
化され且つ部品も簡単な部品を使用することで構成できるので優れている。
　本発明は、前述の説明及び実施例に特に記載した以外も、実行できることは明らかであ
る。上述の教示に鑑みて、本発明の多くの改変及び変形が可能であり、従ってそれらも本
件添付の請求の範囲の範囲内のものである。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の前二輪式三輪自転車の側面図である。
【図２】本発明の前二輪式三輪自転車の前方より見た正面図である。
【図３】本発明の前二輪式三輪自転車の上方より見た平面図である。
【図４】本発明の前二輪式三輪自転車の拡大正面図である。
【図５】ハンドルバーの左側を押し下げて操向ポストによる軸支点を中心にハンドルバー
を回動せしめて車体フレームを左側に傾けた状態での、本発明の前二輪式三輪自転車の拡
大正面図である。
【図６】図４の要部拡大図である。ハンドルバー、操向ポスト、ヘッドパイプ、上部リン
ク、下部リンク、左右ホークポスト、コントロールケーブル、そしてスプリングとの関係
を示している。
【図７】図６のＡ－Ａ断面より眺めた図である。
【図８】本発明の操向ポストの断面図である。
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