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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ギャレーカート保管ベイ用の格納可能なプラカ
ードシステムが、提供する。
【解決手段】格納可能なプラカードシステム５０は、示
されている実施形態ではギャレーにおける作業カウンタ
ー１２の下面である、ベイ３０の上面５４に取り付けら
れている外側プレート５２を用いる。ベイの中央保管位
置３６が、空である又は１つのハーフサイズカートが積
み込まれて場合、外側プレートは、中央保管位置で下方
に実質的に垂直に垂れ下がる。レートに表示される。外
側プレートは、ヒンジ５６で表面に取り付けられ、これ
により、外側プレートは、カートを中央保管位置に挿入
するために、矢印５７によって示される第１の方向に回
転することができる。ハーフサイズカートが挿入され、
格納可能なプラカードシステムを越えると、外側プレー
トは、下に回転して、プラカードを表示する位置になる
。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ギャレーカート保管ベイ用の格納可能なプラカードシステムであって、
　カート保管ベイの表面にヒンジで取り付けられるように構成された外側プレートであっ
て、第１の位置で前記表面から垂直に垂れ下がり、ハーフサイズカートの第１の縁部が接
触すると、第１の方向に回転するように適合された外側プレートと、
　前記外側プレートに取り付けられたプラカードであって、前記外側プレートが前記第１
の位置にあると、前記カート保管ベイにおいて見ることができ、前記外側プレートが前記
第１の方向に第２の位置まで回転すると、格納されるプラカードと、
を備えるプラカードシステム。
【請求項２】
　前記カート保管ベイから取り出されつつある前記ハーフサイズカートの近接を検出する
センサと、
　前記センサに応答して、前記外側プレートを前記第１の位置から前記第１の方向に前記
第２の位置まで回転させる連結部と、
を更に備える、請求項１に記載のギャレーカート保管ベイ用の格納可能なプラカードシス
テム。
【請求項３】
　前記センサが、前記カート保管ベイの前記表面に第２のヒンジで取り付けられた内側プ
レートを備え、前記内側プレートが、第１の位置において前記表面から垂直に垂れ下がり
、前記ハーフサイズカートの第２の縁部が接触すると、第２の方向に回転するように適合
されている、請求項２に記載のギャレーカート保管ベイ用の格納可能なプラカードシステ
ム。
【請求項４】
　前記連結部が、
　前記外側プレートの縁部に接続された第１の圧縮／引張アームと、
　第１の端部において前記第１の圧縮／引張アームに接続され、前記カート保管ベイの前
記表面のピボットに取り付けられた回転アームと、
　前記内側プレートの縁部に接続され、前記回転アームの第２の端部に更に接続された第
２の圧縮／引張アームと、
を備える、請求項３に記載のギャレーカート保管ベイ用の格納可能なプラカードシステム
。
【請求項５】
　前記第１の圧縮／引張アームが、第１の自在継ぎ手で前記外側プレートの前記縁部に接
続され、
　前記回転アームが、第２の自在継ぎ手で前記第１の圧縮／引張アームに接続され、
　前記回転アームが、第３の自在継ぎ手で前記第２の圧縮／引張アームに接続され、
　前記第２の圧縮／引張アームが、第４の自在継ぎ手で前記内側プレートの前記縁部に接
続されている、
請求項４に記載のギャレーカート保管ベイ用の格納可能なプラカードシステム。
【請求項６】
　上面、左壁、右壁、及び後壁を有し、前記左壁に隣接する左側保管位置、前記右壁に隣
接する右側保管位置、及び前記左側保管位置と前記右側保管位置の中間にある中央保管位
置を有するカート保管ベイであって、前記左側保管位置、前記右側保管位置、及び前記中
央保管位置の各々が、１つのフルサイズギャレーカート又は２つのハーフサイズギャレー
カートを収容するように適合された、カート保管ベイと、
　前記外側プレートが、前記カート保管ベイの前記上面に前記ヒンジで取り付けられてい
る、請求項１から５のいずれか一項に記載の格納可能なプラカードシステムと、
を備える航空機ギャレー。
【請求項７】
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　　ギャレーカート保管ベイにおいてプラカードを表示し格納する方法であって、
　　前記プラカードを伴う外側プレートを第１の位置において中央保管位置上の上面から
吊るすことと、
　　ギャレーカートの第１の縁部による接触に応答して、前記外側プレートを第１の方向
に回転させて、回転した前記外側プレートの下に前記ギャレーカートを挿入するのを可能
にすることと、
　を含む方法。
【請求項８】
　前記ギャレーカートが、ハーフサイズカートであり、
　前記ハーフサイズカートを前記中央保管位置における後部位置に移動させることと、
　前記外側プレートを回転させて、前記プラカードが見えるように前記第１の位置に戻す
ことと、
を更に含む、請求項７に記載の、ギャレーカート保管ベイにおいてプラカードを表示し格
納する方法。
【請求項９】
　前記ハーフサイズカートを前記後部位置から移動させることと、
　センサで前記ハーフサイズカートの動きを感知することと、
　前記センサに応答して連結部を用いて前記外側プレートを前記第１の方向に回転させて
、回転した前記外側プレートの下で前記ハーフサイズカートを取り出すのを可能にするこ
とと、
を更に含む、請求項８に記載の、ギャレーカート保管ベイにおいてプラカードを表示し格
納する方法。
【請求項１０】
　第２のハーフサイズカートの第１の縁部による接触に応答して、前記外側プレートを前
記第１の方向に回転させて、回転した前記外側プレートの下に前記第２のハーフサイズカ
ートを挿入するのを可能にすることと、
　前記プラカードが格納されて見えなくなった状態で、前記外側プレートを第２の位置に
維持することと、
を更に含む、請求項８又は９に記載の、ギャレーカート保管ベイにおいてプラカードを表
示し格納する方法。
【請求項１１】
　動きを感知するステップが、
　内側プレートを第１の位置においてセンサとして前記中央保管位置上の前記上面から吊
るすことと、
　前記ハーフサイズカートの第２の縁部による接触に応答して、前記内側プレートを第２
の方向に回転させることと、
　前記内側プレートの回転に応答して連結部を用いて前記外側プレートを前記第１の方向
に回転させて、回転した前記内側プレート及び前記外側プレートの下で前記ハーフサイズ
カートを取り出すのを可能にすることと、
を含む、請求項９又は１０に記載の、ギャレーカート保管ベイにおいてプラカードを表示
し格納する方法。
【請求項１２】
　ギャレーカートの第１の縁部による接触に応答して、前記外側プレートを第１の方向に
回転させるステップが、
　前記外側プレートの縁部に接続された第１の圧縮／引張アームを圧縮することと、
　第１の端部において前記第１の圧縮／引張アームに接続され、前記カート保管ベイの前
記上面のピボットに取り付けられた回転アームを回転させることと、
　前記回転アームの第２の端部に接続され、前記内側プレートの縁部に更に接続された第
２の圧縮／引張アームに引っ張る力を働かせて、前記内側プレートを前記第２の方向に回
転させることと、
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を更に含む、請求項１１に記載の、ギャレーカート保管ベイにおいてプラカードを表示し
格納する方法。
【請求項１３】
　前記外側プレートを前記連結部を用いて前記第１の方向に回転させるステップが、
　前記第２の圧縮／引張アームを圧縮することと、
　前記回転アームを回転させることと、
　前記第１の圧縮／引張アームに引っ張る力を働かせて、前記外側プレートを前記第１の
方向に回転させることと、
を含む、請求項１２に記載の、ギャレーカート保管ベイにおいてプラカードを表示し格納
する方法。
【請求項１４】
　第２のギャレーカートの第１の縁部による接触に応答して、前記外側プレートを前記第
１の方向に回転させるステップが、
　前記外側プレートの縁部に接続された第１の圧縮／引張アームを圧縮することと、
　第１の端部において前記第１の圧縮／引張アームに接続され、前記カート保管ベイの前
記上面のピボットに取り付けられた回転アームを回転させることと、
　前記回転アームの第２の端部に接続され、内側プレートの縁部に更に接続された第２の
圧縮／引張アームに引っ張る力を働かせて、前記内側プレートを第２の方向に回転させ、
回転した前記内側プレート及び前記外側プレートの両方の下に前記第２のギャレーカート
を挿入するのを可能にすることと、
を更に含む、請求項１０から１３のいずれか一項に記載の、ギャレーカート保管ベイにお
いてプラカードを表示し格納する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示の実施形態は、一般に、ギャレーカートの保管に関し、より詳細には、内側のギ
ャレー保管位置にハーフサイズカートがないことを示すように格納可能に配置された回転
可能なプラカードプレートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ギャレーカートは、飛行中の料理飲料サービスのために民間航空機で用いられる。ギャ
レーカートは、定められた高さ、幅、及び奥行きを有するフルサイズカート又はフルサイ
ズカートと実質的に同じ高さ及び幅を有するが、奥行きが半分のハーフサイズカートにお
いて、一般に利用可能である。離陸、着陸、又は荒れた飛行条件の間の保管のために、航
空機のギャレーは、一般にギャレー作業カウンターの下に、１つ以上のベイを有し、各ベ
イが、カートを受け入れるための高さと、２つ以上のカートを受け入れるのに十分な幅を
有する。ギャレーは、異なるカート収容能力を有する２つ以上のベイを用い得る。適切な
カート保管が達成されるのを保証するために、ベイに保管することができるギャレーカー
トの全数の容量、数、又は重量を識別するプラカードが用いられる。ベイが、カートの全
保管可能数で満たされていない場合、プラカードは、見ることができる。３つ以上のカー
ト用の幅を有するベイにおいて、ベイの壁に取り付けられたプラカードは、壁に対して積
み込まれたカートによって覆い隠され得る。従って、内側のカート位置（ベイの壁に隣接
して配置されていない）では、プラカードが見えないことがある。
【発明の概要】
【０００３】
　例示的な実施形態は、カート保管ベイの表面にヒンジで取り付けられた外側プレートを
用いる、ギャレーカート保管ベイ用の格納可能なプラカードシステムを提供する。外側プ
レートは、第１の位置において表面から実質的に垂直に垂れ下がり、ハーフサイズカート
の第１の縁部が接触すると、第１の方向に回転するように適合される。プラカードは、外
側プレートに取り付けられて、外側プレートが第１の位置にあると、ベイにおいて見るこ
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とができ、外側プレートが第２の位置まで第１の方向に回転すると、格納される。
【０００４】
　実施形態は、プラカードを伴う回転可能な外側プレートを第１の位置において中央保管
位置上の上面から吊るすことによって、ギャレーカート保管ベイにおいてプラカードを表
示し格納する方法を提供する。次いで、回転可能な外側プレートは、ギャレーカートの第
１の縁部による接触に応答して、第１の方向に回転し、回転したプレートの下にカートを
挿入することを可能にする。
【０００５】
　論じられた特徴、機能、及び利点が、本発明の種々の実施形態において独立に達成され
ることができ、又は更に別の実施形態において組み合わされてもよく、その更なる詳細が
、以下の説明及び図面を参照して、理解することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１Ａ】７ギャレーカート幅用の保管ベイを提供する例示的なギャレーレイアウトであ
る。
【図１Ｂ】５ギャレーカート幅用の保管ベイを提供する例示的なギャレーレイアウトであ
る。
【図２Ａ】フルサイズギャレーカートの図である。
【図２Ｂ】ハーフサイズギャレーカートの図である。
【図３】３カート幅ギャレーベイの中にフルサイズカートとハーフサイズカートを組み合
わせた保管配置の図である。
【図４Ａ】第１の満杯に積み込まれた配置における３カート幅ベイの図である。
【図４Ｂ】部分的に積み込まれた配置における図４Ａの３カート幅ベイの図である。
【図５Ａ】第２の部分的に積み込まれた配置における３カート幅ベイの図である。
【図５Ｂ】満杯に積み込まれた配置における図５Ａの３カート幅ベイの図である。
【図６Ａ】第３の部分的に積み込まれた配置における３カート幅ベイの図である。
【図６Ｂ】第４の部分的に積み込まれた配置における３カート幅ベイの図である。
【図７】回転可能なプラカードプレートアセンブリの例示的実施形態の側面図である。
【図８】例示的実施形態の図である。
【図９Ａ】カートの挿入の最初の段階における格納の開始を示す例示的実施形態の側面図
である。
【図９Ｂ】カートの挿入の完全に格納された段階における例示的実施形態の側面図である
。
【図１０Ａ】後部位置からハーフサイズカートを引き出す最初の段階における格納の開始
を示す例示的実施形態の側面図である。
【図１０Ｂ】ハーフサイズカートの引き出しの完全に格納された段階における例示的実施
形態の側面図である。
【図１１】２つのカートが挿入された例示的実施形態の側面図である。
【図１２Ａ】図８に対応する回転していない位置における回転可能なプラカードプレート
アセンブリの作動機構の上面図である。
【図１２Ｂ】図９に対応する部分的に回転した位置における回転可能なプラカードプレー
トアセンブリの作動機構の上面図である。
【図１２Ｃ】図１０又は図１１に対応する完全に回転した位置における回転可能なプラカ
ードプレートアセンブリの作動機構の上面図である。
【図１３】本明細書に開示された実施形態を用いる方法を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本明細書の実施形態は、ベイの全ての部分的積み込み状態において識別可能である、ギ
ャレーカートベイにプラカード掲示する方法を提供する。より詳細には、本明細書に記載
の実施形態は、ギャレーベイにおける中央カート位置に対するプラカードシステムを提供
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し、本システムは、フルサイズ又はハーフサイズカートのいずれか一方の挿入又は引き出
しを可能にするために格納可能であるが、その位置にカートが挿入されていない又は１個
のハーフカートのみが挿入されている場合、伸展した位置のままである。回転可能なプレ
ートは、航空機ギャレーコンパートメント内のギャレーカート保管のギャレー容量、数、
又は重量を表示するプラカードを支持し、コンパートメント内の最後のカート配置まで、
客室乗務員に可視性を提供する。機能において、プラカードは、ベイの壁に隣接していな
いギャレーカート保管ベイ位置が、空である、又はハーフサイズカートを１つ含んでいる
場合に、プラカードが可視のままであるように、客室乗務員にとって可視である位置に機
械的に置かれている。最後の容量にギャレーカートが挿入されると、プラカードは、保管
エリア内のカート配置をふさがないように機械的に格納し、客室乗務員の視界から見えな
くなる。
【０００８】
　図面を参照すると、図１Ａは、作業カウンター１２、ウォールビン１４、コーヒーメー
カー１６、並びにギャレーカート２０用の３つの保管ベイ１８ａ，１８ｂ及び１８ｃを有
するギャレー１０のための例示的構成を示す。保管ベイ１８ａ及び１８ｃは、２カート幅
で構成され、保管ベイ１８ｂは、３カート幅で構成され、７つのフルサイズカート又はフ
ル及びハーフサイズカートの所望の任意の混ぜ合わせで最大１４個のハーフサイズカート
の保管を可能にする。図１Ｂは、５つのフルサイズカート２０又は最大１０個のハーフサ
イズカート２１の保管用の、それぞれ２カート幅と３カート幅の２つの保管ベイ１９ａ及
び１９ｂを有するギャレー１１の第２の例示的構成を示す。最大で４カート幅のベイを有
する代替的な実施形態が用いられてもよいし、３又は４カート幅の１つのベイのみを用い
るギャレーも一般的である。
【０００９】
　図２Ａは、高さ２２、幅２４及び奥行き２６を有するフルサイズカート２０の図である
。図２Ｂは、フルサイズカートと共通の高さ２２及び幅２４であるが、半分の奥行き２８
であるハーフサイズカート２１の図である（カートの車輪は、簡単にするために示されて
いない）。図３は、例示的な３カート幅ベイ３０を示し、フルサイズカート２０が、左壁
３４に隣接する左側保管位置３２に保管され、２つのハーフサイズカート２１ａ及び２１
ｂが、中央保管位置３６に保管され、２つのハーフサイズカート２１ｃ及び２１ｄが、ベ
イ３０の右壁４０に隣接する右側保管位置３８に保管されている。
【００１０】
　図４Ａは、左側保管位置３２にハーフサイズカート２１ａ及び２１ｂを、中央保管位置
３６にフルサイズカート２０を、並びに右側保管位置３８に２つのハーフサイズカート２
１ｃ及び２１ｄを、満杯に積み込んだベイ３０を示す。第１の部分的に満たされたベイの
状態についての図４Ｂに見られるように、フルサイズカート２０が、中央保管位置３６か
ら取り出され、外側のハーフサイズカート２１ａ及び２１ｃが、それぞれ左側保管位置３
２と右側保管位置３８から取り出されると、左壁３４、右壁４０、及び後壁４４に配置さ
れたプラカード４２が見えて、カートがベイにないことを示す。第２の部分的に満たされ
たベイの状態についての図５Ａに見られるように、フルサイズカート２０が、中央保管位
置３６に再積み込みされ、ハーフサイズカート２１ｃが、右側保管位置３８に再積み込み
されると、後壁４４と右壁４０上のプラカードは、覆い隠される。しかしながら、中央保
管位置と右側保管位置の両方が満たされているので、これは容認できる。左側保管エリア
のハーフカート位置が空であることが、左壁３４に見えるプラカード４２によって、まだ
表示されている。左側保管位置にハーフサイズカート２１ａを積み込むと、左壁のプラカ
ードを覆い隠すが、再び、この位置は満たされ、これは容認できる状態である。右側保管
位置又は左側保管位置のいずれか一方が、フルサイズカートによって占められていた場合
、壁上のプラカードは覆い隠されるであろう。しかしながら、この保管位置は満たされて
いるので、これもまた容認できる状態である。
【００１１】
　第３の部分的に満たされた配置についての図６Ａで見られるように、中央保管位置が、
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後壁４４のプラカードを覆い隠しているフルサイズカート２０で満たされている。この位
置は満たされているので、これは容認できる。右側保管位置及び左側保管位置は、各々、
ハーフサイズカート２１ｂ及び２１ｄを含む。左壁３４及び右壁４０のプラカードは見え
るので、これは容認できる状態である。第４の部分的に満たされた配置についての図６Ｂ
において、左側保管位置にフルサイズカート２０を積み込み、右側保管位置に２つのハー
フサイズカート２１ｃ及び２１ｄを積み込むと、それぞれ左壁３４及び右壁４０のプラカ
ードを覆い隠すが、これらの位置は満たされているので、容認できる。しかしながら、中
央保管位置に１つのハーフサイズカート２１ａを積み込むことは、後壁４４のプラカード
を覆い隠す一方で、中央保管位置の満たされていない部分が存在する。これは、乗務員が
プラカードを見るのを妨げるが、ベイは、まだ完全には満たされていない。これは、容認
できる状態ではない。
【００１２】
　この状態を救済する格納可能なプラカードシステムの例示的な実施形態が、図７に示さ
れる。作業カウンター１２の下のベイ３０が、参照のために１つのハーフサイズカート２
１とともに示される。格納可能なプラカードシステム５０は、示されている実施形態では
ギャレーにおける作業カウンター１２の下面である、ベイ３０の上面５４に取り付けられ
ている外側プレート５２を用いる。ベイ３０の中央保管位置３６が、空である又は１つの
ハーフサイズカートが積み込まれて場合、外側プレート５２は、中央保管位置で下方に実
質的に垂直に垂れ下がり、図８に見られるように、プラカード５５が、外側プレートに表
示される。外側プレート５２は、ヒンジ５６で表面５４に取り付けられ、これにより、外
側プレートは、カートを中央保管位置３６に挿入するために、図７の矢印５７によって示
される第１の方向に回転することができる。ハーフサイズカートが挿入され、格納可能な
プラカードシステム５０を越えると、外側プレート５２は、下に回転して、プラカードを
表示する位置になる。後で図１１に関して説明されるように、第２のハーフサイズカート
又はフルサイズカートが挿入され、中央保管位置を満たすと、外側プレート５２の下方縁
部５８が、カートの上面に載り、プラカードが視界から隠れる格納された又は第２の位置
に残る。
【００１３】
　図７に戻ると、中央保管位置３６の後部スペースからハーフサイズカート２１を取り出
すのを容易にするために、内側プレート６０が、カート取り出しセンサとしてヒンジ６２
を用いてベイ３０の中の表面５４に取り付けられる。外側プレート５２と内側プレート６
０が、連結部６４で接続される。外側プレート５２に取り付けられた第１の圧縮／引張ア
ーム６６が、回転アーム７０の第１の端部６８まで延在する。回転アーム７０は、ピボッ
ト７２で表面５４に取り付けられる。内側プレート６０に取り付けられた第２の圧縮／引
張アーム７４が、回転アーム７０の第２の端部７６まで延在する。圧縮／引張アーム６６
及び７４の外側プレート５２及び内側プレート６０並びに回転アーム７０への接続は、自
在継ぎ手７８で達成される。後部位置からハーフサイズカート２１を引き出すと、センサ
としての内側プレートに接触し、矢印８０によって表される第２の方向に内側プレート６
０を回転させ、これは、後で詳細に説明されるように、連結部６４を通して伝えられ、外
側プレートを第１の方向５７に回転させる。回転する機械的連結部として本明細書では説
明されているが、代替的実施形態において、カート取り出しセンサは、カートの位置を電
気的又は光学的に感知してもよく、連結部は、センサに応答して外側プレート５２を回転
させる電気機械的回転機構を備えてもよい。カート取り出しセンサは、カート保管ベイか
ら取り出されつつあるハーフサイズカートの近接を検出する任意の適当なセンサである。
【００１４】
　図９Ａに見られるように、ハーフサイズカート２１の挿入のために、カート２１の内側
上方縁部８２が、外側プレート５２に接触し、外側プレート５２を第１の方向５７に回転
させる。連結部６４が、内側プレート６０による第２の方向８０への相補的回転を引き起
こす。図９Ｂに見られるように、外側プレート５２が、カート２１がプレートの下を通る
のに十分に回転したとき、内側プレート６０は、カート２１が通るのに十分に回転されて
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いる。外側プレート５２と内側プレート６０の両方が、下方縁部５８に湾曲した足部８４
を有し、カート２１の上面８６とのスライド相互作用を提供する。カート２１は、中央保
管位置３６の後部に押されることができ、カート２１の外側上方縁部８８が、内側プレー
ト６０の足部８４を通過すると、内側プレート６０と外側プレート５２の両方が、図７に
示された最初の位置まで下方に回転する。内側プレート６０と外側プレート５２の重量が
、重力による下方回転を引き起こすために用いられ得る。しかしながら、プレートを積極
的に下方向に動かすために連結部にばねアシストが、用いられてもよい。
【００１５】
　図１０Ａに見られるように、中央保管位置３６の後部からハーフサイズカート２１を取
り出すために、カート２１の外側上方縁部８８が、取り出しのためカート２１が近接する
のを検出する取り出しセンサとしての内側プレート６０に接触し、内側プレート６０を第
２の方向８０に回転させる。連結部６４が、外側プレート５２による第１の方向５７への
相補的回転を引き起こす。図１０Ｂに見られるように、内側プレート６０が、カート２１
が内側プレート６０の下を通るのに十分に回転したとき、外側プレート５２は、カート２
１が通るのに十分に回転されている。カート２１の内側上方縁部８２が、外側プレート５
２の足部８４を通過すると、内側プレート６０と外側プレート５２の両方が、図７に示す
最初の位置まで下方に回転する。
【００１６】
　第１のカート２１ａが、ベイ３０の中央保管位置３６に据え付けられているとき、第２
のカート２１ｂが、図９Ａ及び図９Ｂに関して説明されたのと同様な、外側プレート５２
及び内側プレート６０を回転させるプロセスで、据え付けられ得る。図１１に示されてい
るように、回転した外側プレート５２と内側プレート６０が、第２のカート２１ｂの存在
によって、回転した位置に維持され、これにより、外側プレート５２に取り付けられたプ
ラカード５５の格納された位置を維持する。
【００１７】
　外側プレート５２及び内側プレート６０の相補的回転を得るための連結部６４の動作が
、図１２Ａ～図１２Ｃに示される。図面に示された実施形態において、圧縮／引張アーム
６６が、図１２Ｂと図１２Ｃに最もよく示されているように、ほぼ中間点９２で、（図７
に見られるような）ヒンジ５６と実質的に直角な外側プレート５２の縁部９０に、自在継
ぎ手７８を用いて取り付けられる。同様に、圧縮／引張アーム７４が、ほぼ中間点９６に
おいて自在継ぎ手７８を用いて内側プレート６０の縁部９４に取り付けられる。内側プレ
ート５２及び外側プレート６０の伸展した又は回転していない位置が、図７及び図８に示
される位置に対応する図１２Ａに示される。カート２０又は２１が外側プレート５２又は
内側プレート６０のいずれか一方と接触すると、プレート５２又は６０の回転が、それぞ
れのアーム６６又は７４の圧縮を引き起こし、これが回転アーム７０に伝えられ、ピボッ
ト７２の周りの回転を引き起こす。その後、回転アーム７０は、内側プレート６０又は外
側プレート５２の相補的回転を含む反対側のアーム７４又は６６に引張を引き起こす。図
９Ａ及び図１０Ａに対応する部分的に回転した位置が、図１２Ｂに示され、一方、図９Ｂ
、図１０Ｂ、及び図１１の完全に回転した位置が、図１２Ｃに示される。
【００１８】
　図１３に見られるように、本明細書に開示された実施形態は、カート保管ベイの表面５
４から外側プレート５２を回転可能に吊るすことによって、格納可能なプラカードシステ
ム５０を提供するように、構成され得る（ステップ１３０２）。ベイ３０にハーフサイズ
ギャレーカート２１を受け入れ、外側プレート５２をカート２１の第１の縁部８２と接触
させる（ステップ１３０４）。第１の縁部８２との接触に応答して、第１の方向５７に外
側プレート５２を回転させ、ギャレーカート２１の挿入を可能にする（ステップ１３０６
）。例示的実施形態において、外側プレート５２の回転は、外側プレート５２の縁部９０
に接続された第１の圧縮／引張アーム６６を圧縮する（ステップ１３０８）。第１の端部
６８で第１の圧縮／引張アーム６６に接続され、ベイ３０の表面５４のピボット７２に取
り付けられた回転アーム７０が、回転され（ステップ１３１０）、回転アーム７０の第２
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の端部７６に接続され、内側プレート６０の縁部９４に更に接続された第２の圧縮／引張
アーム７４に引っ張る力を働かせ、内側プレート６０を第２の方向８０に回転させる（ス
テップ１３１２）。その後、カート２１は、中央保管位置３６の後部位置に移動され（ス
テップ１３１４）、外側プレート５２が、回転して、プラカード５５が見えるように、第
１の位置に戻る（ステップ１３１６）。
【００１９】
　カート２１を取り出すために、ハーフサイズカート２１は、後部位置から移動され、ギ
ャレーカート２１の近接が、センサで感知される（ステップ１３１８）。これは、開示さ
れた実施形態において、カート２１の第２の縁部８８を内側プレート６０と接触させ、第
２の方向８０に回転させることによって、達成される。その後、外側プレート５２が、セ
ンサに応答する連結部６４によって第１の方向５７に回転される。これは、開示された実
施形態において、第２の圧縮／引張アーム７４を圧縮することによって達成される（ステ
ップ１３２０）。回転アーム７０が回転され（ステップ１３２２）、引っ張る力が、第１
の圧縮／引張アーム６６に働き、外側プレート５２を第１の方向５７に回転させ（ステッ
プ１３２４）、回転したプレート５２、６０の下でギャレーカート２１を取り出すことを
可能にする。
【００２０】
　第２のハーフサイズカート２１ｂが、中央保管位置３６に挿入される場合、外側プレー
ト５２が、第２のギャレーカート２１ｂの第１の縁部８２による接触に応答して、第１の
方向５７に回転され、回転した外側プレート５２の下に第２のギャレーカート２１ｂを挿
入することを可能にする（ステップ１３２６）。外側プレート５２が、第２の位置に維持
され、プラカード５５が格納されて見えなくなり、両方のカート２１ａ，２１ｂが、中央
保管位置３６に挿入される。ステップ１３０８～ステップ１３１２が、例示的実施形態に
おいて、第２のギャレーカート２１ｂの通過のため、内側プレート６０を回転させるため
にもまた、遂行される。内側プレート６０が、第２の位置に維持され、プラカード５５が
格納されて見えなくなり（ステップ１３２８）、両方のカート２１ａ，２１ｂが、中央保
管位置３６に挿入される。
【００２１】
　更に、本開示は、以下の条項による実施形態を含む。
【００２２】
　条項１．　ギャレーカート保管ベイ用の格納可能なプラカードシステムであって、カー
ト保管ベイの表面にヒンジで取り付けられるように構成された外側プレートであって、第
１の位置で表面から実質的に垂直に垂れ下がり、ハーフサイズカートの第１の縁部が接触
すると、第１の方向に回転するように適合された外側プレート、及び、前記外側プレート
に取り付けられたプラカードであって、外側プレートが第１の位置にあると、カート保管
ベイにおいて見ることができ、外側プレートが第１の方向に第２の位置まで回転すると、
格納されるプラカード、を備えるプラカードシステム。
【００２３】
　条項２．　カート保管ベイから取り出されつつあるハーフサイズカートの近接を検出す
るセンサと、センサに応答して、外側プレートを第１の位置から第１の方向に第２の位置
まで回転させる連結部と、を更に備える、条項１に規定されたギャレーカート保管ベイ用
の格納可能なプラカードシステム。
【００２４】
　条項３．　センサが、カート保管ベイの表面に第２のヒンジで取り付けられた内側プレ
ートを備え、前記内側プレートが、第１の位置において表面から実質的に垂直に垂れ下が
り、ハーフサイズカートの第２の縁部が接触すると、第２の方向に回転するように適合さ
れている、条項２に規定されたギャレーカート保管ベイ用の格納可能なプラカードシステ
ム。
【００２５】
　条項４．　連結部が、外側プレートの縁部に接続された第１の圧縮／引張アーム、第１
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の端部において第１の圧縮／引張アームに接続され、カート保管ベイの表面のピボットに
取り付けられた回転アーム、及び、内側プレートの縁部に接続され、回転アームの第２の
端部に更に接続された第２の圧縮／引張アームを備える、条項３に規定されたギャレーカ
ート保管ベイ用の格納可能なプラカードシステム。
【００２６】
　条項５．　第１の圧縮／引張アームが、第１の自在継ぎ手で外側プレートの縁部に接続
され、回転アームが、第２の自在継ぎ手で第１の圧縮／引張アームに接続され、回転アー
ムが、第３の自在継ぎ手で第２の圧縮／引張アームに接続され、第２の圧縮／引張アーム
が、第４の自在継ぎ手で内側プレートの縁部に接続されている、条項４に規定されたギャ
レーカート保管ベイ用の格納可能なプラカードシステム。
【００２７】
　条項６．　表面を有するカート保管ベイ、及びカート保管ベイの表面に取り付けられた
、条項１から５のいずれか一項に規定された格納可能なプラカードシステム、を備える航
空機ギャレー。
【００２８】
　条項７．　上面、左壁、右壁、及び後壁を有し、左壁に隣接する左側保管位置、右壁に
隣接する右側保管位置、及び左側保管位置と右側保管位置の中間にある中央保管位置を有
するカート保管ベイであって、左側保管位置、右側保管位置、及び中央保管位置の各々が
、１つのフルサイズギャレーカート又は２つのハーフサイズギャレーカートを収容するよ
うに適合された、カート保管ベイと、カート保管ベイの上面にヒンジで取り付けられた外
側プレートであって、第１の位置において中央保管位置で上面から実質的に垂直に垂れ下
がり、ハーフサイズカートの第１の縁部が接触すると、第１の方向に回転するように適合
された外側プレートと、前記外側プレートに取り付けられたプラカードであって、外側プ
レートが第１の位置にあると、中央保管位置で見ることができ、外側プレートが第１の方
向に第２の位置まで回転すると格納されるプラカードと、を備える航空機ギャレー。
【００２９】
　条項８．　カート保管ベイから取り出されつつあるハーフサイズカートの近接を検出す
るセンサと、センサに応答して、外側プレートを第１の位置から第１の方向に第２の位置
まで回転させる連結部と、を更に備える、条項７に規定された航空機ギャレー。
【００３０】
　条項９．　センサが、カート保管ベイの表面にヒンジで取り付けられた内側プレートを
備え、前記内側プレートが、第１の位置において表面から実質的に垂直に垂れ下がり、ハ
ーフサイズカートの第２の縁部が接触すると、第２の方向に回転するように適合されてい
る、条項８に規定された航空機ギャレー。
【００３１】
　条項１０．　連結部が、外側プレートの縁部に接続された第１の圧縮／引張アーム、第
１の端部において第１の圧縮／引張アームに接続され、カート保管ベイの表面のピボット
に取り付けられた回転アーム、及び、内側プレートの縁部に接続され、回転アームの第２
の端部に更に接続された第２の圧縮／引張アームを備える、条項９に規定された航空機ギ
ャレー。
【００３２】
　条項１１．　第１の圧縮／引張アームが、第１の自在継ぎ手で外側プレートの縁部に接
続され、回転アームが、第２の自在継ぎ手で第１の圧縮／引張アームに接続され、回転ア
ームが、第３の自在継ぎ手で第２の圧縮／引張アームに接続され、第２の圧縮／引張アー
ムが、第４の自在継ぎ手で内側プレートの縁部に接続されている、条項１０に規定された
航空機ギャレー。
【００３３】
　条項１２．　プラカードを伴う回転可能な外側プレートを第１の位置において中央保管
位置上の上面から吊るすことと、回転可能な外側プレートを、ギャレーカートの第１の縁
部による接触に応答して、第１の方向に回転させ、回転したプレートの下にギャレーカー
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トを挿入することを可能にすることと、を含む、ギャレーカート保管ベイにおいてプラカ
ードを表示し格納する方法。
【００３４】
　条項１３．　ギャレーカートが、ハーフサイズカートであり、ハーフサイズカートを中
央保管位置の後部位置に移動させることと、回転可能な外側プレートを回転させて、プラ
カードが見えるように第１の位置に戻すことと、を更に含む、条項１２に規定された、ギ
ャレーカート保管ベイにおいてプラカードを表示し格納する方法。
【００３５】
　条項１４．　ギャレーカートを後部位置から移動させることと、センサでギャレーカー
トの動きを感知することと、回転可能なプレートをセンサに応答する連結部で第１の方向
に回転させて、回転したプレートの下でギャレーカートを取り出すことを可能にすること
と、を更に含む、条項１３に規定された、ギャレーカート保管ベイにおいてプラカードを
表示し格納する方法。
【００３６】
　条項１５．　第２のギャレーカートの第１の縁部による接触に応答して、回転可能なプ
レートを第１の方向に回転させて、回転したプレートの下に第２のギャレーカートを挿入
することを可能にすることと、プラカードが格納されて見えなくなった状態で、回転可能
なプレートを第２の位置に維持することと、を更に含む、条項１３又は１４に規定された
、ギャレーカート保管ベイにおいてプラカードを表示し格納する方法。
【００３７】
　条項１６．　動きを感知するステップが、回転可能な内側プレートを第１の位置におい
てセンサとして中央保管位置上の上面から吊るすことと、ギャレーカートの第２の縁部に
よる接触に応答して、回転可能な内側プレートを第２の方向に回転させることと、回転可
能な内側プレートの回転に応答する連結部によって、回転可能な外側プレートを第１の方
向に回転させ、回転したプレートの下でカートを取り出すことを可能にすることと、を含
む、条項１４又は１５に規定された、ギャレーカート保管ベイにおいてプラカードを表示
し格納する方法。
【００３８】
　条項１７．　ギャレーカートの第１の縁部による接触に応答して、回転可能な外側プレ
ートを第１の方向に回転させるステップが、回転可能な外側プレートの縁部に接続された
第１の圧縮／引張アームを圧縮することと、第１の端部において第１の圧縮／引張アーム
に接続され、カート保管ベイの上面のピボットに取り付けられた回転アームを回転させる
ことと、回転アームの第２の端部に接続され、回転可能な内側プレートの縁部に更に接続
された第２の圧縮／引張アームに引っ張る力を働かせて、回転可能な内側プレートを第２
の方向に回転させることと、を更に含む、条項１６に規定された、ギャレーカート保管ベ
イにおいてプラカードを表示し格納する方法。
【００３９】
　条項１８．　回転可能な外側プレートを連結部によって第１の方向に回転させるステッ
プが、第２の圧縮／引張アームを圧縮することと、回転アームを回転させることと、第１
の圧縮／引張アームに引っ張る力を働かせて、回転可能な外側プレートを第１の方向に回
転させることと、を含む、条項１７に規定された、ギャレーカート保管ベイにおいてプラ
カードを表示し格納する方法。
【００４０】
　条項１９．　第２のギャレーカートの第１の縁部による接触に応答して、回転可能なプ
レートを第１の方向に回転させるステップが、回転可能な外側プレートの縁部に接続され
た第１の圧縮／引張アームを圧縮することと、第１の端部において第１の圧縮／引張アー
ムに接続され、カート保管ベイの表面のピボットに取り付けられた回転アームを回転させ
ることと、回転アームの第２の端部に接続され、回転可能な内側プレートの縁部に更に接
続された第２の圧縮／引張アームに引っ張る力を働かせて、回転可能な内側プレートを第
２の方向に回転させ、回転した両方のプレートの下に第２のギャレーカートを挿入するこ
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とを可能にすることと、を更に含む、条項１５から１８のいずれか一項に規定された、ギ
ャレーカート保管ベイにおいてプラカードを表示し格納する方法。
【００４１】
　本開示の様々な実施形態を詳細に記載したので、当業者は、本明細書に開示した特定の
実施形態に対する修正案及び代替案を認めるであろう。そのような修正案は、以下の特許
請求の範囲に規定されるような本開示の範囲及び意図の範囲内にある。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図３】
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【図７】 【図８】
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【図１０Ａ】 【図１０Ｂ】
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【図１２Ｂ】 【図１２Ｃ】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年12月4日(2018.12.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面、左壁、右壁、及び後壁を有し、左壁に隣接する左側保管位置、右壁に隣接する右
側保管位置、及び左側保管位置と右側保管位置の中間にある中央保管位置を有するカート
保管ベイであって、左側保管位置、右側保管位置、及び中央保管位置の各々が、１つのフ
ルサイズギャレーカート又は２つのハーフサイズギャレーカートを収容するように適合さ
れた、カート保管ベイと、
　カート保管ベイの上面にヒンジで取り付けられた外側プレートであって、第１の位置に
おいて中央保管位置で上面から垂直に垂れ下がり、ハーフサイズカートの第１の縁部が接
触すると、第１の方向に回転するように適合された外側プレートと、
　前記外側プレートに取り付けられたプラカードであって、外側プレートが第１の位置に
あると、中央保管位置で見ることができ、外側プレートが第１の方向に第２の位置まで回
転すると格納されるプラカードと
を備える航空機ギャレー。
【請求項２】
　カート保管ベイから取り出されつつあるハーフサイズカートの近接を検出するセンサと
、
　センサに応答して、外側プレートを第１の位置から第１の方向に第２の位置まで回転さ
せる連結部と
を更に備える、請求項１に記載の航空機ギャレー。
【請求項３】
　センサが、カート保管ベイの表面にヒンジで取り付けられた内側プレートを備え、前記
内側プレートが、第１の位置において表面から垂直に垂れ下がり、ハーフサイズカートの
第２の縁部が接触すると、第２の方向に回転するように適合されている、請求項２に記載
の航空機ギャレー。
【請求項４】
　連結部が、
　外側プレートの縁部に接続された第１の圧縮／引張アームと、
　第１の端部において第１の圧縮／引張アームに接続され、カート保管ベイの表面のピボ
ットに取り付けられた回転アームと、
　内側プレートの縁部に接続され、回転アームの第２の端部に更に接続された第２の圧縮
／引張アームと
を備える、請求項３に記載の航空機ギャレー。
【請求項５】
　第１の圧縮／引張アームが、第１の自在継ぎ手で外側プレートの縁部に接続され、回転
アームが、第２の自在継ぎ手で第１の圧縮／引張アームに接続され、
　回転アームが、第３の自在継ぎ手で第２の圧縮／引張アームに接続され、
　第２の圧縮／引張アームが、第４の自在継ぎ手で内側プレートの縁部に接続されている
、請求項４に記載の航空機ギャレー。
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