
JP 5498582 B2 2014.5.21

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前輪（１）がフォーク状の車輪キャリア（２）に回転可能に支持されており、車輪キャ
リア（２）が、フレームおよびハンドルバー（９）へと接続された車両の操舵バー（４）
に接続され、または接続可能であり、操舵バー（４）が、レバー接続（３）によって車輪
キャリア（２）へと接続されて、車輪キャリア（２）が、車輪キャリアとは別の関節接続
（５、６、７）によって少なくとも１つのフレームバー（１７、１８、１９）へと接続さ
れ、関節接続が、フレーム（８）における操舵バー（４）の関節取り付けと車輪キャリア
（２）における前輪（１）の支持との間の直線に実質的に位置しかつ操舵バー（４）に実
質的に平行である実質的に垂直な枢支軸（５）を有している特にオートバイ、自転車、な
どのシングルトラック車両の前輪サスペンションであって、
　操舵バー（４）が、前輪を部分的に囲むフォークバーからなり、該フォークバーのハン
ドルバー（９）から遠い方の端部が、レバー接続（３）を介してフォーク状の車輪キャリ
ア（２）へと接続されていることを特徴とする前輪サスペンション。
【請求項２】
　レバー接続（３）が、前輪（１）のアクスル（１１）の取り付けから離れた位置で車輪
キャリア（２）に係合していることを特徴とする、請求項１に記載の前輪サスペンション
。
【請求項３】
　車輪キャリア（２）の少なくとも１つのフレームバー（１７、１８、１９）への接続が
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、関節レバー接続（５、６、７）を介して達成されていることを特徴とする、請求項１ま
たは２に記載の前輪サスペンション。
【請求項４】
　関節レバー接続からなる関節接続が、フレームバーへと枢動可能に蝶着されたスイング
アーム（６）と、該スイングアーム（６）へと接続されるとともに、さらなるフレームバ
ー（１７、１９）へと蝶着され、特にサドル（１６）を受け止めるフレームバーへと蝶着
されている枢動可能なサスペンションストラット（７）とで形成されていることを特徴と
する、請求項１から３のいずれか一項に記載の前輪サスペンション。
【請求項５】
　サスペンションストラット（７）のばねの行程が調節可能であることを特徴とする、請
求項４に記載の前輪サスペンション。
【請求項６】
　レバー接続（３）および／または関節接続（５、６、７）の変位の経路が、調節可能か
つ制限可能であるように構成されていることを特徴とする、請求項１から５のいずれか一
項に記載の前輪サスペンション。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シングルトラック車両、特に、オートバイ、自転車、などの前輪サスペンシ
ョンであって、前輪がフォーク状の車輪キャリアに回転可能に支持されており、車輪キャ
リアが、フレームおよびハンドルバーへと接続された車両の操舵バーに接続され、または
接続可能であり、操舵バーが、レバー接続（ｌｅｖｅｒ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）によっ
て車輪キャリアへと接続されており、車輪キャリアが、この車輪キャリアとは別の関節接
続（ａｒｔｉｃｕｌａｔｅｄ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）によって少なくとも１つのフレー
ムバーへと接続され、関節接続は、フレームにおける操舵バーの関節取り付けと車輪キャ
リアにおける前輪の支持との間の直線に実質的に位置しかつ操舵バーに実質的に平行であ
る実質的に垂直な枢支軸を有している前輪サスペンションに関する。
【背景技術】
【０００２】
　フォーク棒によって形成され、適切な操舵バーを介してハンドルバーへと直接に接続さ
れ、または接続可能である実質的に剛体の車輪キャリアへの前輪の一般的かつ知られた接
合方式に加えて、シングルトラック車両の前輪サスペンションの領域において減衰効果を
実現するために、上述のようなフォーク状の車輪キャリアに伸縮自在のアームを備えるこ
とが知られている。
【０００３】
　さらに、例えば特に伸縮自在の直線ガイドにおけるばねサスペンションの良好でない応
答特性を回避し、関連の車台またはフレームへと大きな荷重が加わることがないようにす
るために、伸縮自在のフォークを持たないシングルトラック車両の前輪サスペンションが
知られている。この関連において、シングルトラック車両のキャリアのフレームに取り付
けられた２本の長手方向のハンドルバーを備えている平行四辺形のハンドルバーが、例え
ば知られている。操舵性を保証するために、前輪キャリアが、例えばボールジョイントに
よって長手方向のハンドルバーの前端へとそれぞれ取り付けられる。フレームに取り付け
られたハンドルバーと前輪キャリアとの間の操舵トルクの伝達は、やはりボールジョイン
トおよび２つのさらなる枢支軸受を備えているシザーハンドルバー（ｓｃｉｓｓｏｒ　ｈ
ａｎｄｌｅｂａｒ）を介して行われる。ばね部材が、下側の長手方向のハンドルバーに直
接作用し、フレーム上に支持されており、多数のハンドルバーおよびジョイントが使用さ
れることできわめて複雑な構成となることが、一見して明らかである。同様の技術的解決
策が、例えば独国特許出願公開第４０２３８２１号明細書、独国特許出願公開第１０２０
９３９０号明細書、独国特許出願公開第１０２００６０１６１８３号明細書、独国特許出
願公開第１０１２３９４０号細書、国際公開第２００７／１１５６６８号、または欧州特
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許出願公開第０３２１８０３号明細書（イタリア特許出願公開第２３２０６８７号明細書
）に記載されている。全体として、すでに指摘したように、きわめて複雑な構造およびそ
れに関連した大きな重量、ならびに相当に間接的な操舵が、欠点として挙げられる。
【０００４】
　仏国特許出願公開第２６８７９７６号明細書から、前輪サスペンションが各側において
ばねおよび減衰システムに組み合わせられたレバー接続として構成された下側スイングア
ームによって実現されている車両が知られている。さらに、米国特許第５２９９８２０号
明細書が、いくつかのスイングアームまたはレバー状の部材が種々のレベルでショックア
ブソーバに組み合わせられている前輪サスペンションの改善された実施形態を開示してい
る。
【０００５】
　さらに、欧州特許出願公開第０７９６７８２号明細書およびカナダ特許出願公開第２４
５３０４６号明細書が、力が衝撃吸収部材へと導入される後輪サスペンションの種々の構
成を示している。後輪には操舵性が用意されないということゆえ、２輪車、特に、自転車
の後輪用のこのようなサスペンションは、上述した前輪サスペンションの構成と直接比較
することができず、または上述した前輪サスペンションの構成に組み合わせることができ
ない。
【０００６】
　伸縮自在のフォークを断念する他の一群の技術的解決策が、ハンドルバーキャリアへと
直接取り付けられた平行四辺形のハンドルバーを提案しており、この関連において、例え
ば国際公開第２００７／１３１５９０号、独国特許出願公開第１９７５１２５２号明細書
、または米国特許第４，４３３，８５０号明細書を参照することができる。それらの実施
形態は、特に、大きな運動力が長手方向のキャリアにおいて作用し、大きな慣性質量モー
メントが長手軸を中心にして生じるという欠点を抱えている。
【０００７】
　伸縮自在のフォークを省略するさらなる一群の提案が、二連の長手方向のハンドルバー
を使用する考え方を含んでおり、前輪がホイールハブに取り付けられ、操舵がタイロッド
の助けによって間接的に実行されており、この関連において、例えば米国特許第４，８３
４，４１２号明細書、仏国特許出願公開第２６０１６４１号明細書、独国特許出願公開第
１９６２５３１６号明細書、または欧州特許出願公開第０４６９４７５号明細書が参照さ
れる。これらの実施形態も、構成に係る費用が大であり、操舵が間接的であり、特に操舵
のロックが限られるという欠点を抱えている。加えて、上述の実施形態はすべて、その構
成ゆえに、モトクロスバイク、オールテラインバイク、またはマウンテンバイク、などと
いったオフロード用のシングルトラック車両において特に不充分である限られたばねの範
囲という欠点を抱えている。
【０００８】
　さらに、冒頭で述べた種類と同様のシングルトラック車両用の前輪サスペンションの実
施形態を、例えば欧州特許出願公開第１６１６７８０号明細書、欧州特許出願公開第０４
６８１３８号明細書、仏国特許出願公開第２８３２１２１号明細書、欧州特許出願公開第
１０５９２２７号明細書、特開昭６３－１４５１６８号公報、米国特許出願公開第２００
８／２３６９２３号明細書、独国実用新案第９４０４８７３号明細書、米国特許第５７４
３５４７号明細書、独国特許第３１５３２９７号明細書、および米国特許第６０３６２１
１号明細書から得ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】独国特許出願公開第４０２３８２１号明細書
【特許文献２】独国特許出願公開第１０２０９３９０号明細書
【特許文献３】独国特許出願公開第１０２００６０１６１８３号明細書
【特許文献４】独国特許出願公開第１０１２３９４０号明細書
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【特許文献５】国際公開第２００７／１１５６６８号
【特許文献６】欧州特許出願公開第０３２１８０３号明細書
【特許文献７】イタリア特許出願公開第２３２０６８７号明細書
【特許文献８】仏国特許出願公開第２６８７９７６号明細書
【特許文献９】米国特許第５２９９８２０号明細書
【特許文献１０】欧州特許出願公開第０７９６７８２号明細書
【特許文献１１】カナダ特許出願公開第２４５３０４６号明細書
【特許文献１２】国際公開第２００７／１３１５９０号
【特許文献１３】独国特許出願公開第１９７５１２５２号明細書
【特許文献１４】米国特許第４，４３３，８５０号明細書
【特許文献１５】米国特許第４，８３４，４１２号明細書
【特許文献１６】仏国特許出願公開第２６０１６４１号明細書
【特許文献１７】独国特許出願公開第１９６２５３１６号明細書
【特許文献１８】欧州特許出願公開第０４６９４７５号明細書
【特許文献１９】欧州特許出願公開第１６１６７８０号明細書
【特許文献２０】欧州特許出願公開第０４６８１３８号明細書
【特許文献２１】仏国特許出願公開第２８３２１２１号明細書
【特許文献２２】欧州特許出願公開第１０５９２２７号明細書
【特許文献２３】特開昭６３－１４５１６８号公報
【特許文献２４】米国特許出願公開第２００８／２３６９２３号明細書
【特許文献２５】独国実用新案第９４０４８７３号明細書
【特許文献２６】米国特許第５７４３５４７号明細書
【特許文献２７】独国特許第３１５３２９７号明細書
【特許文献２８】米国特許第６０３６２１１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、冒頭で述べた種類のシングルトラック車両用の前輪サスペンションであって
、知られている実施形態の上述の欠点および問題点を最小化または除去し、特に操舵性に
優れ、特に可動のばね下質量が小さく、力の導入および分配が改善されている優れたばね
サスペンションをもたらす前輪サスペンション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】
【００１１】
　上記の目的を達成するために、冒頭で述べた種類のシングルトラック車両用の前輪サス
ペンションは、基本的に、操舵バーが、前輪を部分的に囲むフォークバーからなり、この
フォークバーのハンドルバーから遠い方の端部が、レバー接続を介してフォーク状の車輪
キャリアへと接続されていることを特徴とする。操舵バーをフォーク状の車輪キャリアへ
と接続するためのレバー接続と、車輪キャリアの少なくとも１つのフレームバーへの関節
接続（この接続は、車輪キャリアとは別である）とが、前輪サスペンションのために設け
られるということゆえに、特に、とりわけ応答遅延時間が最小限である改善されたばねサ
スペンション、直接的な操舵、および小さなばね下質量の提供に関して、上述の要件に合
致する構造的に簡単な実施形態をもたらすことが可能になっている。加えて、本発明によ
る構成によって、シングルトラック車両のフレームまたは車台への要求を軽くするために
、フレームに作用する荷重を最小にし、またはフレーム上の異なる各点に分散させ、伝達
することが可能になっている。充分に大きな操舵ロックを、操舵軸を中心とする慣性の小
さな質量モーメントと同時にもたらすために、関節接続が、フレームにおける操舵バーの
関節取り付けと車輪キャリアにおける前輪の支持との間の直線に実質的に位置しかつ操舵
バーに実質的に平行である実質的に垂直な枢支軸を有することが、提案される。
【００１２】
　フレームへと導入される力の導入および分配をさらに改善するために、本発明によれば
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、操舵バーを前輪を部分的に囲むフォークバーで構成し、このフォークバーのハンドルバ
ーから遠い方の端部を、レバー接続を介してフォーク状の車輪キャリアへと接続すること
が提案される。
【００１３】
　さらに、所望の直接的な操舵およびサスペンションの適切な剛性を達成するために、レ
バー接続を、本発明によるサスペンションのさらなる好ましい実施形態に対応するように
、前輪の軸の取り付けから離れた位置で車輪キャリアに係合させることが提案される。
【００１４】
　相応に安全かつ信頼できる車輪キャリアの取り付けをもたらし、前輪に作用する力をフ
レームへと導入するために、さらなる好ましい実施形態によれば、少なくとも１つのフレ
ームバーへの車輪キャリアの接続を、関節レバー接続を介して達成することが提案される
。
【００１５】
　小さいばね下質量において適切なばね効果を達成すると同時に、オフロード用の車両に
おいて特に追求および要求されるような長いばねの行程をもたらすために、さらなる好ま
しい実施形態によれば、関節レバー接続からなる関節接続を、フレームバーへと枢動可能
に蝶着されたスイングアームと、このスイングアームへと接続された枢動可能なサスペン
ションストラットとで形成し、このサスペンションストラットを、さらなるフレームバー
へと蝶着され、特にサドルを受け止めるフレームバーへと蝶着されることが、さらに提案
される。
【００１６】
　さらには、特に運動学的にプログレッシブ（Ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅ）なサスペンショ
ンストラットの動作を達成するために、本発明による前輪サスペンションのさらなる好ま
しい実施形態に対応するように、サスペンションストラットのばねの行程が調節可能であ
ることが提案される。
【００１７】
　さらに、種々の使用目的のための前輪サスペンションを提供し、本発明による前輪サス
ペンションについて種々のパラメータの簡単な調節を可能にするために、レバー接続およ
び／または関節接続の変位の経路を、調節可能かつ制限可能に構成することが、好ましく
は提案される。
【００１８】
　本発明による前輪サスペンションにより、特に以下に要約される利点、すなわち
　ばね取り付けの最小限の応答遅延時間、
　直接的な操舵、
　操舵軸を中心とする慣性の小さな質量モーメント、
　サスペンションの高い剛性、
　小さなばね下質量、
　運動学的に調節可能なブレークダイブ（ｂｒｅａｋ　ｄｉｖｅ）の補償、
　車台またはフレームへの小さな構造的荷重、
　たわみ時のキャスターおよび操舵角の可能な限り小さい変化、
　オフロード用車両に向けた大きなばねの行程、
　容易に調節可能である運動学的にプログレッシブなサスペンションストラットの動作、
および
　あらゆる走行状態、特に旋回時の充分に大きい地面とのすき間
　を、連続生産へと容易に適用することも可能である簡潔な設計の構造にて達成できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】オフロード用自転車またはマウンテンバイクを概略的に示している。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
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　以下で、本発明を、図面に概略的に示されたオフロード用自転車またはマウンテンバイ
クの典型的な実施形態によって、さらに詳しく説明する。この点において、本発明による
前輪サスペンションの構成を、オートバイ、モペット、などといった自転車以外のシング
ルトラック車両においてもそのまま使用または採用できることに、留意すべきである。
【００２１】
　図面に示されている自転車（全体が１０によって指し示されている）から、前輪１がフ
ォーク状の車輪キャリア２に取り付けられていることが明らかであり、フォーク状の車輪
キャリア２の端部への前輪１の取り付けの軸が、１１によって指し示されている。
【００２２】
　一方では、フォーク状の車輪キャリア２の２つのバーの各々が、レバー接続または下側
スイングアーム３を介して、前輪１を少なくとも部分的に囲んでいる操舵フォークバー４
へと接続されており、操舵バー４が、それ自体は知られている方式で９によって指し示さ
れているハンドルバーへと接続されている。操舵バー４の下端の軸１２の領域におけるレ
バー接続３の関節接続に加え、フォーク状の車輪キャリア２へと接続された部材１３にお
けるさらなる関節接続が、１４によって指し示されている。
【００２３】
　さらに、フォーク状の車輪キャリア２の車輪１の取り付けアクスル１１から遠い方の端
部が、さらなる関節レバー接続または上側スイングアーム（全体が６で指し示されている
）によって、アングルジョイントとして特に設計されたジョイント５を介して、フレーム
（全体が８で指し示されている）へと接続されている。実質的に斜めに延びるフレームバ
ー１８に位置する軸１５を中心とする関節接続または枢動可能な接続に加え、関節レバー
接続６は、さらなるサスペンションストラット７を介してさらなるフレームバーへと接続
されている。図面に示されている実施形態においては、接続が、上側または実質的に水平
に延びるフレームバー１９およびサドル１６を受け止めるフレームバー１７へと行われて
いる。
【００２４】
　サスペンションストラット７の長さ、およびサスペンションストラット７のばねの有効
行程は、この場合には調節可能である。
【００２５】
　さらに、すべてのレバーおよび関節接続３、６のレバーおよびジョイントの運動の範囲
は、特に種々の使用目的に合わせて調節および制限可能である。
【００２６】
　図面に示されている実施形態の代わりに、個々の関節接続、特に、別途または追加の関
節接続の関節取り付けを、異なる関節点に設けることができ、特に互いに離れたフレーム
バーに設けることができる。
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