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(57)【要約】
【課題】簡単な構成で前後方向に加え横方向にも移動で
きる移動装置を提供する。
【解決手段】第１の方向に互いに対向し少なくとも第１
の方向に垂直な第２の方向に移動することができる主車
輪６０，６２が配置された車輪ユニット２０ｐ，２２ｐ
が、第１の方向に互いに接近したり離れたりできるよう
に結合されている。第２の車輪ユニット２２ｐが第１の
方向の少なくとも一方側への移動が可能であり、第１の
車輪ユニット２０ｐが第１の方向の少なくとも他方側へ
の移動が禁止されている第１の横移動可能状態と、第２
の車輪ユニット２２ｐが第１の方向の少なくとも他方側
への移動が禁止され、第１の車輪ユニット２０ｐが第１
の方向の少なくとも一方側への移動が可能である第２の
横移動可能状態とにすることができる横移動機構を備え
る。
【選択図】図２９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の車輪ユニットと、
第２の車輪ユニットと、
前記第１の車輪ユニットと前記第２の車輪ユニットとが第１の方向に互いに接近したり
離れたりすることができるように、前記第１の車輪ユニットと前記第２の車輪ユニットと
を結合する結合ユニットと、
前記第１の車輪ユニットに、支持面に接しながら少なくとも前記第１の方向に垂直な第
２の方向に移動することができるように配置された第１の主車輪と、
前記第２の車輪ユニットに、前記第１の主車輪と前記第１の方向に対向するように、か
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つ、前記支持面に接しながら少なくとも前記第２の方向に移動することができるように配
置された第２の主車輪と、
前記第２の車輪ユニットが前記第１の方向の少なくとも一方側への移動が可能であり、
かつ、前記第１の車輪ユニットが前記第１の方向の少なくとも他方側への移動が禁止され
ている第１の横移動可能状態と、前記第２の車輪ユニットが前記第１の方向の少なくとも
前記他方側への移動が禁止され、かつ、前記第１の車輪ユニットが前記第１の方向の少な
くとも前記一方側への移動が可能である第２の横移動可能状態とにすることができる横移
動機構と、
を備えたことを特徴とする、移動装置。
【請求項２】
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前記第１の主車輪と、前記第２の主車輪とのうち少なくとも一方は、ホイール本体と、
前記ホイール本体の径方向外側に突出して前記支持面に接するように前記ホイール本体の
外周に沿って配置されたローラーとを有し、前記ホイール本体と前記ローラーとのうち一
方の回転により前記第１の方向に移動可能、かつ、他方の回転により前記第２の方向に移
動可能であり、
前記横移動機構は、
前記第１の主車輪の前記ホイール本体と前記ローラーとのうち前記一方の回転を禁止す
ることができる第１のブレーキ機構と、
前記第２の主車輪の前記ホイール本体と前記ローラーとのうち前記一方の回転を禁止す
ることができる第２のブレーキ機構と、
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のうち少なくとも一方を含むことを特徴とする、請求項１に記載の移動装置。
【請求項３】
前記第１の主車輪と、前記第２の主車輪とのうち少なくとも一方は、
ホイール本体と、前記ホイール本体の径方向外側に突出して前記支持面に接するように前
記ホイール本体の外周に沿って配置されたローラーとを有し、前記ホイール本体と前記ロ
ーラーとのうち一方の回転により前記第１の方向に移動可能、かつ、他方の回転により前
記第２の方向に移動可能であり、
前記横移動機構は、
前記第１の主車輪の前記ホイール本体と前記ローラーとのうち前記一方の回転について
、正逆２方向の回転のうち一方を許可し他方を禁止し、かつ、前記正逆２方向の回転のう
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ち許可／禁止する方向を切り替えることができる第１の回転可能方向切替機構と、
前記第２の主車輪の前記ホイール本体と前記ローラーとのうち前記一方の回転について
、正逆２方向の回転のうち一方を許可し他方を禁止し、かつ、前記正逆２方向の回転のう
ち許可／禁止する方向を切り替えることができる第２の回転可能方向切替機構と、
のうち少なくとも一方を含むことを特徴とする、請求項１に記載の移動装置。
【請求項４】
前記横移動機構は、
前記第１の車輪ユニットと前記第２の車輪ユニットとの少なくとも一方に配置され、ホ
イール本体と、前記ホイール本体の径方向外側に突出して前記支持面に接するように前記
ホイール本体の外周に沿って配置されたローラーとを有し、前記ホイール本体と前記ロー
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ラーとのうち一方の回転により前記第１の方向に移動可能、かつ、他方の回転により前記
第２の方向に移動可能である二方向車輪と、
前記第１の方向に移動可能とする前記二方向車輪の前記ホイール本体又は前記ローラー
の正逆２方向の回転のうち少なくとも１方向の回転を禁止することができるブレーキ機構
と、
を含み、
前記第１の車輪ユニットに前記二方向車輪が配置されているとき、前記第１の主車輪は
、ホイール本体と、前記ホイール本体の径方向外側に突出して前記支持面に接するように
前記ホイール本体の外周に沿って配置されたローラーとを有し、前記ホイール本体と前記
ローラーとのうち一方の回転により前記第１の方向に移動可能、かつ、他方の回転により
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前記第２の方向に移動可能であり、
前記第２の車輪ユニットに前記二方向車輪が配置されているとき、前記第２の主車輪は
、ホイール本体と、前記ホイール本体の径方向外側に突出して前記支持面に接するように
前記ホイール本体の外周に沿って配置されたローラーとを有し、前記ホイール本体と前記
ローラーとのうち一方の回転により前記第１の方向に移動可能、かつ、他方の回転により
前記第２の方向に移動可能であることを特徴とする、請求項１に記載の移動装置。
【請求項５】
前記横移動機構は、
前記第１の車輪ユニットに配置され、前記支持面に接しながら前記第２の方向に移動す
ることができ、かつ、前記支持面に接しながらの前記第１の方向の少なくとも他方側の移
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動が禁止されている第１の規制車輪を含み、前記第１の規制車輪を、前記支持面に接する
第１の接触位置と、前記支持面から離れた第１の退避位置とに移動させることができる第
１の規制機構と、
前記第２の車輪ユニットに配置され、前記支持面に接しながら前記第２の方向に移動す
ることができ、かつ、前記支持面に接しながらの前記第１の方向の少なくとも他方側の移
動が禁止されている第２の規制車輪を含み、前記第２の規制車輪を、前記支持面に接する
第２の接触位置と、前記支持面から離れた第２の退避位置とに移動させることができる第
２の規制機構と、
のうち少なくとも一方を含み、
前記横移動機構が前記第１の規制機構を含むとき、前記第１の主車輪は、ホイール本体
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と、前記ホイール本体の径方向外側に突出して前記支持面に接するように前記ホイール本
体の外周に沿って配置されたローラーとを有し、前記ホイール本体と前記ローラーとのう
ち一方の回転により前記第１の方向に移動可能、かつ、他方の回転により前記第２の方向
に移動可能であり、
前記横移動機構が前記第２の規制機構を含むとき、前記第２の主車輪は、ホイール本体
と、前記ホイール本体の径方向外側に突出して前記支持面に接するように前記ホイール本
体の外周に沿って配置されたローラーとを有し、前記ホイール本体と前記ローラーとのう
ち一方の回転により前記第１の方向に移動可能、かつ、他方の回転により前記第２の方向
に移動可能であることを特徴とする、請求項１に記載の移動装置。
【請求項６】
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前記横移動機構は、
前記第１の車輪ユニットに配置され、前記支持面に接しながら一方向にのみ移動が可能
である第１の規制車輪を含み、前記第１の規制車輪の向きを、前記支持面に接しながら前
記第１の方向への移動が可能である第１の向きと、前記支持面に接しながら前記第２の方
向への移動が可能である第２の向きとに切り替えることができる第１の規制機構と、
前記第２の車輪ユニットに配置され、前記支持面に接しながら一方向にのみ移動が可能
である第２の規制車輪を含み、前記第２の規制車輪の向きを、前記支持面に接しながら前
記第１の方向への移動が可能である第３の向きと、前記支持面に接しながら前記第２の方
向への移動が可能である第４の向きとに切り替えることができる第２の規制機構と、
のうち少なくとも一方を含み、
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前記横移動機構が前記第１の規制機構を含むとき、前記第１の主車輪は、ホイール本体
と、前記ホイール本体の径方向外側に突出して前記支持面に接するように前記ホイール本
体の外周に沿って配置されたローラーとを有し、前記ホイール本体と前記ローラーとのう
ち一方の回転により前記第１の方向に移動可能、かつ、他方の回転により前記第２の方向
に移動可能であり、
前記横移動機構が前記第２の規制機構を含むとき、前記第２の主車輪は、ホイール本体
と、前記ホイール本体の径方向外側に突出して前記支持面に接するように前記ホイール本
体の外周に沿って配置されたローラーとを有し、前記ホイール本体と前記ローラーとのう
ち一方の回転により前記第１の方向に移動可能、かつ、他方の回転により前記第２の方向
に移動可能であることを特徴とする、請求項１に記載の移動装置。
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【請求項７】
前記横移動機構は、
前記第１の車輪ユニットに配置され、前記支持面に接しながら前記第１の方向の少なく
とも一方側に移動することができる第１の解除車輪を含み、前記第１の解除車輪と前記第
１の主車輪との少なくとも一方を移動させて、前記第１の主車輪が前記支持面から離れ、
前記第１の解除車輪が前記支持面に接している第１の解除状態と、前記第１の主車輪が前
記支持面に接している第１の規制状態とにすることができる第１の車輪切替機構と、
前記第２の車輪ユニットに配置され、前記支持面に接しながら前記第１の方向の少なく
とも一方側に移動することができる第２の解除車輪を含み、前記第２の解除車輪と前記第
２の主車輪との少なくとも一方を移動させて、前記第２の主車輪が前記支持面から離れ、
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前記第２の解除車輪が前記支持面に接している第２の解除状態と、前記第２の主車輪が前
記支持面に接している第２の規制状態とにすることができる第２の車輪切替機構と、
のうち少なくとも一方を含み、
前記横移動機構が前記第１の車輪切替機構を含むとき、前記第１の主車輪は、前記支持
面に接しながら前記第２の方向にのみ移動可能であり、
前記横移動機構が前記第２の車輪切替機構を含むとき、前記第２の主車輪は、前記支持
面に接しながら前記第２の方向にのみ移動可能であることを特徴とする、請求項１に記載
の移動装置。
【請求項８】
前記第１の主車輪と前記第２の主車輪とのうち少なくとも一方は、
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前記支持面に接しながら前記第１の方向の一方側に移動可能、かつ前記第１の方向の他
方側への移動が禁止された一方側車輪と、
前記支持面に接しながら前記第１の方向の前記他方側に移動可能、かつ前記第１の方向
の前記一方側への移動が禁止された他方側車輪と、
を含み、
前記横移動機構は、
前記第１の主車輪である前記一方側車輪と前記他方側車輪とのうち一方が前記支持面に
接し、他方が前記支持面から離れている第１の状態と、前記他方が前記支持面に接し、前
記一方が前記支持面から離れている第２の状態とを切り替えることができる第１の主車輪
切替機構と、
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前記第２の主車輪である前記一方側車輪と前記他方側車輪とのうち一方が前記支持面に
接し、他方が前記支持面から離れている第３の状態と、前記他方が前記支持面に接し、前
記一方が前記支持面から離れている第４の状態とを切り替えることができる第２の主車輪
切替機構と、
のうち少なくとも一方を含むことを特徴とする、請求項１に記載の移動装置。
【請求項９】
前記横移動機構は、
前記第１の主車輪を、前記支持面に接する第１の接触位置と、前記支持面から離れた第
１の退避位置とに移動させる第１の主車輪移動機構と、
前記第２の主車輪を、前記支持面に接する第２の接触位置と、前記支持面から離れた第

50

(5)

JP 2018‑134892 A 2018.8.30

２の退避位置とに移動させる第２の主車輪移動機構と、
のうち少なくとも一方を含み、
前記横移動機構が前記第１の主車輪移動機構を含むとき、前記第１の主車輪は、前記支
持面に接しながら前記第２の方向にのみ移動が可能であり、
前記横移動機構が前記第２の主車輪移動機構を含むとき、前記第２の主車輪は、前記支
持面に接しながら前記第２の方向にのみ移動が可能であることを特徴とする、請求項１に
記載の移動装置。
【請求項１０】
前記横移動機構は、前記第１の主車輪移動機構と前記第２の主車輪移動機構とを含み、
前記結合ユニットは、
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前記支持面に接しながら前記第１の方向の少なくとも一方側に移動することができる中
間体車輪が配置された中間体と、
前記第１の車輪ユニットと前記中間体とを、前記第１の方向に互いに接近したり離れた
りすることができるように結合する第１の結合機構と、
前記第２の車輪ユニットと前記中間体とを、前記第１の方向に互いに接近したり離れた
りすることができるように結合する第２の結合機構と、
を含むことを特徴する、請求項９に記載の移動装置。
【請求項１１】
前記横移動機構は、
前記第１の主車輪が前記支持面に接している状態で前記第１の車輪ユニットの重心を前
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記支持面から離れる方向に移動させることによって、前記第１の主車輪が前記支持面から
離れるようにすることができる第１の重心移動機構と、
前記第２の主車輪が前記支持面に接している状態で前記第２の車輪ユニットの重心を前
記支持面から離れる方向に移動させることによって、前記第２の主車輪が前記支持面から
離れるようにすることができる第２の重心移動機構と、
の少なくとも一方を含み、
前記横移動機構が前記第１の重心移動機構を含むとき、前記第１の主車輪は、前記支持
面に接しながら前記第２の方向にのみ移動可能であり、
前記横移動機構が前記第２の重心移動機構を含むとき、前記第２の主車輪は、前記支持
面に接しながら前記第２の方向にのみ移動可能であることを特徴する、請求項１に記載の
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移動装置。
【請求項１２】
前記結合ユニットは、
中間体と、
前記第１の車輪ユニットと前記中間体とを、前記第１の方向に互いに接近したり離れた
りすることができるように結合する第１の結合機構と、
前記第２の車輪ユニットと前記中間体とを、前記第１の方向に互いに接近したり離れた
りすることができるように結合する第２の結合機構と、
を含むことを特徴する、請求項１乃至９、１１のいずれか一つに記載の移動装置。
【請求項１３】
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前記第１の結合機構は、前記第１の車輪ユニットと前記中間体とを、前記第１の方向に
相対移動可能に結合する第１の直動案内機構であり、
前記第２の結合機構は、前記第２の車輪ユニットと前記中間体とを、前記第１の方向に
相対移動可能に結合する第２の直動案内機構であることを特徴する、請求項１０又は１２
に記載の移動装置。
【請求項１４】
前記結合ユニットは、
中間体と、
前記第１の車輪ユニットと前記中間体とを、前記第１の方向に相対移動可能に結合する
第１の直動案内機構と、
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前記第２の車輪ユニットと前記中間体とを、前記第１の方向に相対移動可能に結合する
第２の直動案内機構と、
を含み、
前記横移動機構は、前記第１のブレーキ機構又は前記第１の規制機構と、前記第２のブ
レーキ機構又は前記第２の規制機構とを含み、
前記第１の車輪ユニットに、前記第１のブレーキ機構又は前記第１の規制機構を操作す
るための第１の操作部が配置され、
前記第２の車輪ユニットに、前記第２のブレーキ機構又は前記第２の規制機構を操作す
るための第２の操作部が配置されたことを特徴とする、請求項２又は５に記載の移動装置
。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は移動装置に関し、詳しくは、第１及び第２の主車輪を備え、前後方向に加え横
方向にも移動できる移動装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
図３３及び図３４に示すように、ホイール本体の回転駆動と、ホイール本体の外周に沿
って配置されたローラーの回転駆動とを行うことができる全方向車輪を備えた移動搬送機
構が提案されている。図３３は、この移動搬送機構の要部断面図である。図３４は、図３
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３の線Ａ−Ａに沿って切断した要部断面図である。図３３及び図３４に示すように、全方
向車輪１１０は、ホイール本体１２０が、回転中心軸１２１を中心に回転自在にケーシン
グ１１２に支持されている。ローラー１３０は、回転中心軸１２１を中心とする仮想円周
に沿う自転軸１３１を中心として自転自在にホイール本体１２０に支持され、ホイール本
体１２０の径方向外側にはみ出ている。ホイール本体１２０とローラー１３０は、モータ
１１４ａ，１１４ｂの回転が差動機構１４０を介して配分されて回転する。
【０００３】
差動機構１４０は、回転中心軸１２１と同軸に回転自在に配置された第１及び第２の入
力かさ歯車１１８ａ，１１８ｂと、第１及び第２の入力かさ歯車１１８ａ，１１８ｂの両
方に噛み合い、自転可能、かつ、回転中心軸１２１のまわりを公転可能である出力かさ歯
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車１４２とを含む。出力かさ歯車１４２は回転軸１４３の一端に固定され、回転軸１４３
は、ホイール本体１２０に固定された回転支持部材１２６によって、回転自在に支持され
ている。
【０００４】
モータ１１４ａ，１１４ｂの回転が第１及び第２の入力かさ歯車１１８ａ，１１８ｂに
伝達されて出力かさ歯車１４２が自転すると、出力かさ歯車１４２の自転による回転が、
中間歯車１４４，１４６や伝動ベルト１４９等の回転伝達部材によってローラー１３０に
伝達され、ローラー１３０が回転する。支持面１０２に接しているローラー１３０の回転
によって、全方向車輪１１０は第１の直線方向（図３３において左右方向、図３４におい
て紙面垂直方向）に移動する。
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【０００５】
モータ１１４ａ，１１４ｂの回転が第１及び第２の入力かさ歯車１１８ａ，１１８ｂに
伝達されて、出力かさ歯車１４２が回転中心軸１２１のまわりを公転すると、出力かさ歯
車１４２の公転に伴ってホイール本体１２０が回転し、全方向車輪１１０は、第１の直線
方向に垂直な第２の直線方向（図３３において紙面垂直方向、図３４において左右方向）
に移動する。
【０００６】
第１の直線方向の移動と第２の直線方向の移動との組み合わせによって、全方向車輪１
１０は、第１及び第２の直線方向に交差する斜め方向に移動する（例えば、特許文献１参
照）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第５１５８６９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
一般的な手動や電動の車椅子は、車椅子に座って左右の車輪を手やモータで回すことに
よって、前後方向に移動（すなわち、前進・後進）したり、車椅子の向きを変えたりする
ことが可能であるが、左右方向、すなわち横方向には移動できない。
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【０００９】
車椅子の車輪に全方向車輪を用いると、横方向の移動も可能となる。
【００１０】
しかしながら、特許文献１の全方向車輪は、ローラーをモータで回転駆動して横方向に
移動できるが、車輪内部の構造が複雑である。
【００１１】
本発明は、かかる実情に鑑み、簡単な構成で前後方向に加え横方向にも移動できる移動
装置を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
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本発明は、上記課題を解決するために、以下のように構成した移動装置を提供する。
【００１３】
移動装置は、（ａ）第１の車輪ユニットと、（ｂ）第２の車輪ユニットと、（ｃ）前記
第１の車輪ユニットと前記第２の車輪ユニットとが第１の方向に互いに接近したり離れた
りすることができるように、前記第１の車輪ユニットと前記第２の車輪ユニットとを結合
する結合ユニットと、（ｄ）前記第１の車輪ユニットに、支持面に接しながら少なくとも
前記第１の方向に垂直な第２の方向に移動することができるように配置された第１の主車
輪と、（ｅ）前記第２の車輪ユニットに、前記第１の主車輪と前記第１の方向に対向する
ように、かつ、前記支持面に接しながら少なくとも前記第２の方向に移動することができ
るように配置された第２の主車輪と、（ｆ）前記第２の車輪ユニットが前記第１の方向の
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少なくとも一方側への移動が可能であり、かつ、前記第１の車輪ユニットが前記第１の方
向の少なくとも他方側への移動が禁止されている第１の横移動可能状態と、前記第２の車
輪ユニットが前記第１の方向の少なくとも前記他方側への移動が禁止され、かつ、前記第
１の車輪ユニットが前記第１の方向の少なくとも前記一方側への移動が可能である第２の
横移動可能状態とにすることができる横移動機構と、を備える。
【００１４】
上記構成によれば、第１の主車輪の第２の方向の移動と、第２の主車輪の第２の方向の
移動との組み合わせにより、移動装置の第２の方向への移動と旋回とを可能にすることが
できる。第１の横移動可能状態のときに第２の車輪ユニットが第１の方向の一方側へ移動
し、第２の横移動可能状態のときに第１の車輪ユニットが第１の方向の一方側へ移動する
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ことによって、移動装置は第１の方向の一方側へ移動することができる。
【００１５】
好ましくは、前記第１の主車輪と、前記第２の主車輪とのうち少なくとも一方は、ホイ
ール本体と、前記ホイール本体の径方向外側に突出して前記支持面に接するように前記ホ
イール本体の外周に沿って配置されたローラーとを有し、前記ホイール本体と前記ローラ
ーとのうち一方の回転により前記第１の方向に移動可能、かつ、他方の回転により前記第
２の方向に移動可能である。前記横移動機構は、（ｉ）前記第１の主車輪の前記ホイール
本体と前記ローラーとのうち前記一方の回転を禁止することができる第１のブレーキ機構
と、（ii）前記第２の主車輪の前記ホイール本体と前記ローラーとのうち前記一方の回転
を禁止することができる第２のブレーキ機構と、のうち少なくとも一方を含む。
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【００１６】
この場合、第１のブレーキ機構により、第１の横移動可能状態のとき、第１の主車輪が
第１の方向の移動を禁止され、第１の車輪ユニットの第１の方向の移動が禁止され、第２
の横移動可能状態のとき、第１の主車輪が第１の方向の移動の禁止を解除され、第１の車
輪ユニットの第１の方向の移動が可能となるようにすることができる。第２のブレーキ機
構により、第１の横移動可能状態のとき、第２の主車輪が第１の方向の移動の禁止を解除
され、第２の車輪ユニットの第１の方向の移動が可能となり、第２の横移動可能状態のと
き、第２の主車輪が第１の方向の移動を禁止され、第２の車輪ユニットの第１の方向の移
動が禁止されるようにすることができる。
【００１７】
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好ましくは、前記第１の主車輪と、前記第２の主車輪とのうち少なくとも一方は、ホイ
ール本体と、前記ホイール本体の径方向外側に突出して前記支持面に接するように前記ホ
イール本体の外周に沿って配置されたローラーとを有し、前記ホイール本体と前記ローラ
ーとのうち一方の回転により前記第１の方向に移動可能、かつ、他方の回転により前記第
２の方向に移動可能である。前記横移動機構は、（ｉ）前記第１の主車輪の前記ホイール
本体と前記ローラーとのうち前記一方の回転について、正逆２方向の回転のうち一方を許
可し他方を禁止し、かつ、前記正逆２方向の回転のうち許可／禁止する方向を切り替える
ことができる第１の回転可能方向切替機構と、（ii）前記第２の主車輪の前記ホイール本
体と前記ローラーとのうち前記一方の回転について、正逆２方向の回転のうち一方を許可
し他方を禁止し、かつ、前記正逆２方向の回転のうち許可／禁止する方向を切り替えるこ
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とができる第２の回転可能方向切替機構と、のうち少なくとも一方を含む。
【００１８】
この場合、第１の回転可能方向切替機構により、第１の横移動可能状態のとき、第１の
主車輪が第１の方向の他方側への移動を禁止され、第１の車輪ユニットの第１の方向の他
方側への移動が禁止され、第２の横移動可能状態のとき、第１の主車輪が第１の方向の一
方側への移動を許可され、第１の車輪ユニットの第１の方向の一方側への移動が可能とな
るようにすることができる。第２の回転可能方向切替機構により、第１の横移動可能状態
のとき、第２の主車輪が第１の方向の一方側への移動を許可され、第２の車輪ユニットの
第１の方向の一方側への移動が可能となり、第２の横移動可能状態のとき、第２の主車輪
が第１の方向の他方側への移動を禁止され、第２の車輪ユニットの第１の方向の他方側へ
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の移動が禁止されるようにすることができる。
【００１９】
好ましくは、前記横移動機構は、二方向車輪と、ブレーキ機構とを含む。前記二方向車
輪は、（ａ）前記第１の車輪ユニットと前記第２の車輪ユニットとの少なくとも一方に配
置され、（ｂ）ホイール本体と、前記ホイール本体の径方向外側に突出して前記支持面に
接するように前記ホイール本体の外周に沿って配置されたローラーとを有し、（ｃ）前記
ホイール本体と前記ローラーとのうち一方の回転により前記第１の方向に移動可能、かつ
、他方の回転により前記第２の方向に移動可能である。前記ブレーキ機構は、前記第１の
方向に移動可能とする前記二方向車輪の前記ホイール本体又は前記ローラーの正逆２方向
の回転のうち少なくとも１方向の回転を禁止することができる。前記第１の車輪ユニット
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に前記二方向車輪が配置されているとき、前記第１の主車輪は、ホイール本体と、前記ホ
イール本体の径方向外側に突出して前記支持面に接するように前記ホイール本体の外周に
沿って配置されたローラーとを有し、前記ホイール本体と前記ローラーとのうち一方の回
転により前記第１の方向に移動可能、かつ、他方の回転により前記第２の方向に移動可能
である。前記第２の車輪ユニットに前記二方向車輪が配置されているとき、前記第２の主
車輪は、ホイール本体と、前記ホイール本体の径方向外側に突出して前記支持面に接する
ように前記ホイール本体の外周に沿って配置されたローラーとを有し、前記ホイール本体
と前記ローラーとのうち一方の回転により前記第１の方向に移動可能、かつ、他方の回転
により前記第２の方向に移動可能である。
【００２０】
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この場合、第１の車輪ユニットと第２の車輪ユニットとの少なくとも一方について、二
方向車輪のホイール本体又はローラーの回転をブレーキ機構を用いて解除可能に禁止する
ことによって、第１の方向の移動を解除可能に禁止することができる。第１の車輪ユニッ
トに二方向車輪が配置されている場合、ブレーキ機構により、第１の横移動可能状態のと
き、二方向車輪の第１の方向の移動が禁止され、第１の車輪ユニットの第１の方向の移動
が禁止され、第２の横移動可能状態のとき、二方向車輪の第１の方向の移動の禁止が解除
され、第１の車輪ユニットの第１の方向の移動が可能となるようにすることができる。第
２の車輪ユニットに二方向車輪が配置されている場合、ブレーキ機構により、第１の横移
動可能状態のとき、二方向車輪の第１の方向の移動の禁止が解除され、第２の車輪ユニッ
トの第１の方向の移動が可能となり、第２の横移動可能状態のとき、二方向車輪の第１の
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方向の移動が禁止され、第２の車輪ユニットの第１の方向の移動が禁止されるようにする
ことができる。
【００２１】
好ましくは、前記横移動機構は、（ｉ）前記第１の車輪ユニットに配置され、前記支持
面に接しながら前記第２の方向に移動することができ、かつ、前記支持面に接しながらの
前記第１の方向の少なくとも他方側の移動が禁止されている第１の規制車輪を含み、前記
第１の規制車輪を、前記支持面に接する第１の接触位置と、前記支持面から離れた第１の
退避位置とに移動させることができる第１の規制機構と、（ii）前記第２の車輪ユニット
に配置され、前記支持面に接しながら前記第２の方向に移動することができ、かつ、前記
支持面に接しながらの前記第１の方向の少なくとも他方側の移動が禁止されている第２の
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規制車輪を含み、前記第２の規制車輪を、前記支持面に接する第２の接触位置と、前記支
持面から離れた第２の退避位置とに移動させることができる第２の規制機構と、のうち少
なくとも一方を含む。前記横移動機構が前記第１の規制機構を含むとき、前記第１の主車
輪は、ホイール本体と、前記ホイール本体の径方向外側に突出して前記支持面に接するよ
うに前記ホイール本体の外周に沿って配置されたローラーとを有し、前記ホイール本体と
前記ローラーとのうち一方の回転により前記第１の方向に移動可能、かつ、他方の回転に
より前記第２の方向に移動可能である。前記横移動機構が前記第２の規制機構を含むとき
、前記第２の主車輪は、ホイール本体と、前記ホイール本体の径方向外側に突出して前記
支持面に接するように前記ホイール本体の外周に沿って配置されたローラーとを有し、前
記ホイール本体と前記ローラーとのうち一方の回転により前記第１の方向に移動可能、か
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つ、他方の回転により前記第２の方向に移動可能である。
【００２２】
この場合、第１の規制機構により、第１の横移動可能状態のとき、第１の規制車輪が支
持面に接し、第１の車輪ユニットの第１の方向の移動が禁止され、第２の横移動可能状態
のとき、第１の規制車輪が支持面から離れ、第１の車輪ユニットの第１の方向の移動が可
能となるようにすることができる。第２の規制機構により、第１の横移動可能状態のとき
、第２の規制車輪が支持面から離れ、第２の車輪ユニットの第１の方向の移動が可能とな
り、第２の横移動可能状態のとき、第２の規制車輪が支持面に接し、第２の車輪ユニット
の第１の方向の移動が禁止されるようにすることができる。
【００２３】
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好ましくは、前記横移動機構は、（ｉ）前記第１の車輪ユニットに配置され、前記支持
面に接しながら一方向にのみ移動が可能である第１の規制車輪を含み、前記第１の規制車
輪の向きを、前記支持面に接しながら前記第１の方向への移動が可能である第１の向きと
、前記支持面に接しながら前記第２の方向への移動が可能である第２の向きとに切り替え
ることができる第１の規制機構と、（ii）前記第２の車輪ユニットに配置され、前記支持
面に接しながら一方向にのみ移動が可能である第２の規制車輪を含み、前記第２の規制車
輪の向きを、前記支持面に接しながら前記第１の方向への移動が可能である第３の向きと
、前記支持面に接しながら前記第２の方向への移動が可能である第４の向きとに切り替え
ることができる第２の規制機構と、のうち少なくとも一方を含む。前記横移動機構が前記
第１の規制機構を含むとき、前記第１の主車輪は、ホイール本体と、前記ホイール本体の
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径方向外側に突出して前記支持面に接するように前記ホイール本体の外周に沿って配置さ
れたローラーとを有し、前記ホイール本体と前記ローラーとのうち一方の回転により前記
第１の方向に移動可能、かつ、他方の回転により前記第２の方向に移動可能である。前記
横移動機構が前記第２の規制機構を含むとき、前記第２の主車輪は、ホイール本体と、前
記ホイール本体の径方向外側に突出して前記支持面に接するように前記ホイール本体の外
周に沿って配置されたローラーとを有し、前記ホイール本体と前記ローラーとのうち一方
の回転により前記第１の方向に移動可能、かつ、他方の回転により前記第２の方向に移動
可能である。
【００２４】
この場合、第１の規制機構により、第１の横移動可能状態のとき、第１の規制車輪の向
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きが第２の向きになり、第１の車輪ユニットの第１の方向の移動が禁止され、第２の横移
動可能状態のとき、第１の規制車輪の向きが第１の向きになり、第１の車輪ユニットの第
１の方向の移動が可能となるようにすることができる。第２の規制機構により、第１の横
移動可能状態のとき、第２の規制車輪の向きが第３の向きになり、第２の車輪ユニットの
第１の方向の移動が可能となり、第２の横移動可能状態のとき、第２の規制車輪の向きが
第４の向きになり、第２の車輪ユニットの第１の方向の移動が禁止されるようにすること
ができる。
【００２５】
好ましくは、前記横移動機構は、（ｉ）前記第１の車輪ユニットに配置され、前記支持
面に接しながら前記第１の方向の少なくとも一方側に移動することができる第１の解除車
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輪を含み、前記第１の解除車輪と前記第１の主車輪との少なくとも一方を移動させて、前
記第１の主車輪が前記支持面から離れ、前記第１の解除車輪が前記支持面に接している第
１の解除状態と、前記第１の主車輪が前記支持面に接している第１の規制状態とにするこ
とができる第１の車輪切替機構と、（ii）前記第２の車輪ユニットに配置され、前記支持
面に接しながら前記第１の方向の少なくとも一方側に移動することができる第２の解除車
輪を含み、前記第２の解除車輪と前記第２の主車輪との少なくとも一方を移動させて、前
記第２の主車輪が前記支持面から離れ、前記第２の解除車輪が前記支持面に接している第
２の解除状態と、前記第２の主車輪が前記支持面に接している第２の規制状態とにするこ
とができる第２の車輪切替機構と、のうち少なくとも一方を含む。前記横移動機構が前記
第１の車輪切替機構を含むとき、前記第１の主車輪は、前記支持面に接しながら前記第２
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の方向にのみ移動可能である。前記横移動機構が前記第２の車輪切替機構を含むとき、前
記第２の主車輪は、前記支持面に接しながら前記第２の方向にのみ移動可能である。
【００２６】
この場合、第１の車輪切替機構により、第１の横移動可能状態のとき、第１の主車輪が
支持面に接し、第１の車輪ユニットの第１の方向の移動が禁止され、第２の横移動可能状
態のとき、第１の主車輪が支持面から離れ、第１の解除車輪が支持面に接し、第１の車輪
ユニットの第１の方向の移動が可能となるようにすることができる。第２の車輪切替機構
により、第１の横移動可能状態のときに、第２の主車輪が支持面から離れ、第２の解除車
輪が支持面に接し、第２の車輪ユニットの第１の方向の移動が可能となり、第２の横移動
可能状態のとき、第２の主車輪が支持面に接し、第２の車輪ユニットの第１の方向の移動

40

が禁止されるようにすることができる。
【００２７】
好ましくは、前記第１の主車輪と前記第２の主車輪とのうち少なくとも一方は、（ａ）
前記支持面に接しながら前記第１の方向の一方側に移動可能、かつ前記第１の方向の他方
側への移動が禁止された一方側車輪と、（ｂ）前記支持面に接しながら前記第１の方向の
前記他方側に移動可能、かつ前記第１の方向の前記一方側への移動が禁止された他方側車
輪と、を含む。前記横移動機構は、（ｉ）前記第１の主車輪である前記一方側車輪と前記
他方側車輪とのうち一方が前記支持面に接し、他方が前記支持面から離れている第１の状
態と、前記他方が前記支持面に接し、前記一方が前記支持面から離れている第２の状態と
を切り替えることができる第１の主車輪切替機構と、（ii）前記第２の主車輪である前記

50

(11)

JP 2018‑134892 A 2018.8.30

一方側車輪と前記他方側車輪とのうち一方が前記支持面に接し、他方が前記支持面から離
れている第３の状態と、前記他方が前記支持面に接し、前記一方が前記支持面から離れて
いる第４の状態とを切り替えることができる第２の主車輪切替機構と、のうち少なくとも
一方を含む。
【００２８】
この場合、第１の主車輪切替機構により、第１の横移動可能状態のとき、支持面に接し
ている第１の主車輪が第１の方向の他方側への移動を禁止され、第１の車輪ユニットの第
１の方向の他方側への移動が禁止され、第２の横移動可能状態のとき、支持面に接してい
る第１の主車輪が、第１の方向の一方側への移動を許可され、第１の車輪ユニットの第１
の方向の一方側への移動が可能となるようにすることができる。第２の主車輪切替機構に
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より、第１の横移動可能状態のとき、支持面に接している第２の主車輪が第１の方向の一
方側への移動を許可され、第２の車輪ユニットの第１の方向の一方側への移動が可能とな
り、第２の横移動可能状態のとき、支持面に接している第２の主車輪が第１の方向の他方
側への移動を禁止され、第２の車輪ユニットの第１の方向の他方側への移動が禁止される
ようにすることができる。
【００２９】
好ましくは、前記横移動機構は、（ｉ）前記第１の主車輪を、前記支持面に接する第１
の接触位置と、前記支持面から離れた第１の退避位置とに移動させる第１の主車輪移動機
構と、（ii）前記第２の主車輪を、前記支持面に接する第２の接触位置と、前記支持面か
ら離れた第２の退避位置とに移動させる第２の主車輪移動機構と、のうち少なくとも一方
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を含む。前記横移動機構が前記第１の主車輪移動機構を含むとき、前記第１の主車輪は、
前記支持面に接しながら前記第２の方向にのみ移動が可能である。前記横移動機構が前記
第２の主車輪移動機構を含むとき、前記第２の主車輪は、前記支持面に接しながら前記第
２の方向にのみ移動が可能である。
【００３０】
この場合、第１の主車輪移動機構により、第１の横移動可能状態のとき、第１の主車輪
が支持面に接し、第１の車輪ユニットの第１の方向の移動が禁止され、第２の横移動可能
状態のとき、第１の主車輪が支持面から離れ、第１の車輪ユニットの第１の方向の移動が
可能となるようにすることができる。第２の主車輪移動機構により、第１の横移動可能状
態のとき、第２の主車輪が支持面から離れ、第２の車輪ユニットの第１の方向の移動が可
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能となり、第２の横移動可能状態のとき、第２の主車輪が支持面に接し、第２の車輪ユニ
ットの第１の方向の移動が禁止されるようにすることができる。
【００３１】
より好ましくは、前記横移動機構は、前記第１の主車輪移動機構と前記第２の主車輪移
動機構とを含む。前記結合ユニットは、（ｉ）前記支持面に接しながら前記第１の方向の
少なくとも一方側に移動することができる中間体車輪が配置された中間体と、（ii）前記
第１の車輪ユニットと前記中間体とを、前記第１の方向に互いに接近したり離れたりする
ことができるように結合する第１の結合機構と、（iii）前記第２の車輪ユニットと前記
中間体とを、前記第１の方向に互いに接近したり離れたりすることができるように結合す
る第２の結合機構と、を含む。
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【００３２】
この場合、中間体は支持面に支持されているので、第１及び第２の主車輪を支持面から
離れる第１及び第２の退避位置に移動させることが容易になる。
【００３３】
好ましくは、前記横移動機構は、（ｉ）前記第１の主車輪が前記支持面に接している状
態で前記第１の車輪ユニットの重心を前記支持面から離れる方向に移動させることによっ
て、前記第１の主車輪が前記支持面から離れるようにすることができる第１の重心移動機
構と、（ii）前記第２の主車輪が前記支持面に接している状態で前記第２の車輪ユニット
の重心を前記支持面から離れる方向に移動させることによって、前記第２の主車輪が前記
支持面から離れるようにすることができる第２の重心移動機構と、の少なくとも一方を含
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む。前記横移動機構が前記第１の重心移動機構を含むとき、前記第１の主車輪は、前記支
持面に接しながら前記第２の方向にのみ移動可能である。前記横移動機構が前記第２の重
心移動機構を含むとき、前記第２の主車輪は、前記支持面に接しながら前記第２の方向に
のみ移動可能である。
【００３４】
この場合、第１の重心移動機構により、第１の横移動可能状態のとき、第１の主車輪が
支持面に接し、第１の車輪ユニットの第１の方向の移動が禁止され、第２の横移動可能状
態のとき、第１の主車輪が支持面から離れ、第１の車輪ユニットの第１の方向の移動が可
能となるようにすることができる。第２の重心移動機構により、第１の横移動可能状態の
とき、第２の主車輪が支持面から離れ、第２の車輪ユニットの第１の方向の移動が可能と

10

なり、第２の横移動可能状態のとき、第２の主車輪が支持面に接し、第２の車輪ユニット
の第１の方向の移動が禁止されるようにすることができる。
【００３５】
好ましくは、前記結合ユニットは、（ｉ）中間体と、（ii）前記第１の車輪ユニットと
前記中間体とを、前記第１の方向に互いに接近したり離れたりすることができるように結
合する第１の結合機構と、（iii）前記第２の車輪ユニットと前記中間体とを、前記第１
の方向に互いに接近したり離れたりすることができるように結合する第２の結合機構と、
を含む。
【００３６】
この場合、中間体を備えるため、使用者は中間体に搭乗することができる。
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【００３７】
より好ましくは、前記第１の結合機構は、前記第１の車輪ユニットと前記中間体とを、
前記第１の方向に相対移動可能に結合する第１の直動案内機構である。前記第２の結合機
構は、前記第２の車輪ユニットと前記中間体とを、前記第１の方向に相対移動可能に結合
する第２の直動案内機構である。
【００３８】
この場合、構成を簡単にすることができる。
【００３９】
好ましくは、前記結合ユニットは、（ｉ）中間体と、（ii）前記第１の車輪ユニットと
前記中間体とを、前記第１の方向に相対移動可能に結合する第１の直動案内機構と、（ii
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i）前記第２の車輪ユニットと前記中間体とを、前記第１の方向に相対移動可能に結合す
る第２の直動案内機構と、を含む。前記横移動機構は、前記第１のブレーキ機構又は前記
第１の規制機構と、前記第２のブレーキ機構又は前記第２の規制機構とを含む。前記第１
の車輪ユニットに、前記第１のブレーキ機構又は前記第１の規制機構を操作するための第
１の操作部が配置されている。前記第２の車輪ユニットに、前記第２のブレーキ機構又は
前記第２の規制機構を操作するための第２の操作部が配置されている。
【００４０】
この場合、例えば中間体に座った使用者が、第１の操作部と第２の操作部を用いて、第
１のブレーキ機構又は第１の規制機構と、第２のブレーキ機構又は第２の規制機構とを操
作したり、第１及び第２の車輪ユニットを相対移動させたりすることによって、移動装置
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を第１の方向に移動させることができる。
【発明の効果】
【００４１】
本発明の移動装置は、簡単な構成で前後方向に加え横方向にも移動できる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】図１は移動装置の構成を示す説明図である。（実施例１−１）
【図２】図２は移動装置の動作の説明図である。（実施例１−１）
【図３】図３は移動装置の動作の説明図である。（実施例１−１）
【図４】図４は移動装置の動作の説明図である。（実施例１−１）
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【図５】図５は移動装置の側面図である。（具体例１）
【図６】図６は移動装置の要部平面図である。（具体例１）
【図７】図７は移動装置の要部断面図である。（具体例１）
【図８】図８は移動装置の要部断面図である。（具体例１）
【図９】図９は移動装置の要部側面図である。（具体例１）
【図１０】図１０は移動装置の要部断面図である。（具体例１）
【図１１】図１１は移動装置の要部断面図である。（具体例１）
【図１２】図１２は移動装置の動作の説明図である。（具体例１）
【図１３】図１３は移動装置の構成を示す説明図である。（実施例１−２）
【図１４】図１４は移動装置の動作の説明図である。（実施例１−２）
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【図１５】図１５は移動装置の構成を示す説明図である。（実施例２−１）
【図１６】図１６は移動装置の構成を示す説明図である。（実施例２−２）
【図１７】図１７は移動装置の要部断面図である。（具体例２）
【図１８】図１８は移動装置の構成を示す説明図である。（実施例２−２ａ）
【図１９】図１９は移動装置の構成を示す説明図である。（実施例２−２ｂ）
【図２０】図２０は移動装置の構成を示す説明図である。（実施例２−３）
【図２１】図２１は移動装置の構成を示す説明図である。（実施例２−３の変形例）
【図２２】図２２は移動装置の構成を示す説明図である。（実施例２−４）
【図２３】図２３は移動装置の構成を示す説明図である。（実施例２−５）
【図２４】図２４は移動装置の構成を示す説明図である。（実施例２−６）
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【図２５】図２５は移動装置の構成を示す説明図である。（実施例３−１）
【図２６】図２６は移動装置の動作の説明図である。（実施例３−１）
【図２７】図２７は移動装置の動作の説明図である。（実施例３−１）
【図２８】図２８は移動装置の構成を示す説明図である。（実施例３−２）
【図２９】図２９は移動装置の構成を示す説明図である。（実施例４）
【図３０】図３０は移動装置の構成を示す説明図である。（実施例５）
【図３１】図３１は移動装置の動作の説明図である。（実施例５）
【図３２】図３２は移動装置の動作の説明図である。（実施例５）
【図３３】図３３は移動搬送機構の要部断面図である。（従来例１）
【図３４】図３３の線Ａ−Ａに沿って切断した要部断面図である。（従来例１）
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【発明を実施するための形態】
【００４３】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００４４】
まず、第１グループの実施例及び具体例について説明する。第１グループは、結合ユニ
ットが中間体と第１及び第２の直動案内機構とを含み、第１及び第２の主車輪がオムニ車
輪であり、横移動機構として第１及び第２のブレーキ機構又は第１及び第２の回転可能方
向切替機構を備える。
【００４５】
＜実施例１−１＞

実施例１−１の移動装置１０について、図１〜図４を参照しながら
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説明する。図１は、移動装置１０の構成を概念的に示す説明図である。図２〜図４は、移
動装置１０の動作の説明図である。図１〜図４や、他の実施例の同様の図において、紙面
上で右方向が移動装置の右方向、紙面上で左方向が移動装置の左方向、紙面に垂直かつ紙
面表側から裏側へ向かう方向が移動装置の前方向、紙面に垂直かつ紙面裏側から表側へ向
かう方向が移動装置の後方向を示すとする。
【００４６】
図１に示すように、移動装置１０は、２個の車輪ユニット２０，２２と、第１及び第２
の直動案内機構３０，３２と、中間体１２とを備えている。中間体１２の左側に、第１の
直動案内機構３０を介して、第１の車輪ユニット２０が結合され、中間体１２の右側に、
第２の直動案内機構３２を介して、第２の車輪ユニット２２が結合されている。直動案内
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機構３０，３２は、車輪ユニット２０，２２と中間体１２とを、移動装置１０の左右方向
（すなわち、第１の方向）に相対移動が自在であるように結合する。
【００４７】
直動案内機構３０，３２は、例えば後述する具体例１のように、第一部材と、第一部材
に沿って直線移動自在に配置された第二部材とを有し、中間体１２に第二部材が固定され
、車輪ユニット２０，２２に第一部材が固定される。第二部材が第一部材に対して相対移
動する方向が、移動装置１０の左右方向となるように、直動案内機構３０，３２は配置さ
れる。なお、中間体１２に第一部材が固定され、車輪ユニット２０，２２に第二部材が固
定されてもよい。
【００４８】
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直動案内機構３０，３２の第一部材に対して第二部材が相対的に移動する動作を、直動
案内機構３０，３２の伸縮と呼ぶことにする。直動案内機構３０，３２の伸縮により、車
輪ユニット２０，２２と中間体１２との間の左右方向の距離が変化する。
【００４９】
車輪ユニット２０，２２は、直動案内機構３０，３２の第一部材又は第二部材に固定さ
れる本体２１，２３と、オムニ車輪６０，６２を回転自在に支持する車輪支持部６０ｋ，
６２ｋとが、一体に形成されている。すなわち、第１及び第２の車輪ユニット２０，２２
は、第１及び第２の主車輪としてオムニ車輪６０，６２を含んでいる。
【００５０】
オムニ車輪６０，６２は、円板状のホイール本体の外周に沿って１個又は複数個のロー
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ラーが回転自在に支持され、ローラーはホイール本体の径方向外側に突出している。オム
ニ車輪６０，６２は、ホイール本体が回転し、ローラーがホイール本体と一体となって移
動するとき（以下、単に「ホイール本体が回転する」ともいう。）には一方向に移動し、
ローラーがホイール本体に対して相対的に回転するとき（以下、単に「ローラーが回転す
る」ともいう。）には他の一方向に移動する。一般には、ローラーの回転中心軸の方向は
、ホイール本体の回転中心軸まわりの周方向と略一致し、ホイール本体が回転するときに
移動する方向と、ローラーが回転するときに移動する方向とは直交するが、斜めに交差す
るように構成することも可能である。
【００５１】
２つのオムニ車輪６０，６２は同じ構成であり、それぞれのホイール本体の外径（支持
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面４に接しているローラーの接地点とホイール本体の回転中心軸との間の距離の２倍）が
同じであり、それぞれのホイール本体の回転中心軸が移動装置１０の左右方向と平行、か
つ同軸になるように配置されている。そのため、オムニ車輪６０，６２のローラーが同じ
速度で同じ方向に回転するとき、移動装置１０は移動装置１０の左右方向（第１の方向）
に移動し、オムニ車輪６０，６２のホイール本体が同じ方向に同じ速度で回転するとき、
移動装置１０は移動装置１０の前後方向（すなわち、第１の方向に垂直な第２の方向）に
移動する。オムニ車輪６０，６２は、互いに第１の方向に対向するように、車輪ユニット
２０，２２に配置される。
【００５２】
各車輪ユニット２０，２２には、オムニ車輪６０，６２のローラーのホイール本体に対

40

する相対的な回転（以下、「ローラーの回転」という。）を禁止する状態と、ローラーの
回転の禁止を解除する状態とを切り替える不図示のブレーキ機構が備えられている。車輪
ユニット２０，２２は、ブレーキがＯＮのとき、ローラーの回転が禁止されるため、左右
方向の移動が禁止され、ブレーキがＯＦＦのとき、ローラーの回転の禁止が解除されるた
め、左右方向の移動が可能となる。
【００５３】
ブレーキ機構は、例えば、円板状のブレーキパッドが、オムニ車輪のホイール本体の回
転中心軸と同軸でオムニ車輪のホイール本体の角速度と同じ角速度で回転し、かつホイー
ル本体の回転中心軸方向に移動可能に、オムニ車輪６０，６２に隣接して配置されるよう
に構成する。ブレーキパッドをローラーに接触させることによってローラーの回転を阻止
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し、ブレーキパッドをローラーから離すことによってローラーの回転を可能にする。
【００５４】
ブレーキパッドは、ローラーを挟むようにオムニ車輪の両側に配置し、ローラーの両側
から接触させても、オムニ車輪の片側のみに配置し、ローラーの片側のみから接触させて
もよい。ローラーの両側から接触させる場合、オムニ車輪の両側に設置された２枚のブレ
ーキパッドをオムニ車輪に近付く方向にそれぞれ移動させ、ローラーに接触させる。
【００５５】
あるいは、オムニ車輪と一方のブレーキパッドを、オムニ車輪のホイール本体の回転中
心軸方向に移動可能に配置し、かつ、他方のブレーキパッドは回転中心軸方向に移動不可
能に配置し、移動可能な一方のブレーキパッドを回転中心軸方向に動かし、一方のブレー

10

キパッドでオムニ車輪を付勢してオムニ車輪を回転軸方向に移動させ、オムニ車輪のロー
ラーを他方のブレーキパッドに接触させるようにしてもよい。
【００５６】
オムニ車輪６０，６２のホイール本体の回転、直動案内機構３０，３２の伸縮、オムニ
車輪６０，６２のローラーのブレーキのＯＮ／ＯＦＦの切り替えは、能動的に行うことが
できる。ここで言う「能動的に行う」には、モータなどの駆動源によって行う場合だけで
なく、移動装置の使用者などの人が行う場合も含む。すなわち、操作する意図をもって駆
動されることを意味する。モータなどの駆動源を使わず、人が行う場合は、それらの部分
は、それら単体では受動的なものとなる。以降の実施例においても、「能動的」の意味は
同じである。

20

【００５７】
次に、移動装置１０の動作について説明する。移動装置１０は、オムニ車輪６０，６２
のホイール本体の回転、直動案内機構３０，３２の伸縮、ブレーキのＯＮ／ＯＦＦを適宜
に組み合わせることによって、左右方向の移動と、前後方向の移動と、旋回とが可能であ
る。
【００５８】
移動装置１０の前後方向の移動は、オムニ車輪６０，６２のローラーのブレーキをＯＮ
にしてローラーの回転を禁止した状態で、オムニ車輪６０，６２のホイール本体を同じ方
向に同じ回転速度で回転すれば、実現できる。
【００５９】
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移動装置１０の旋回は、オムニ車輪６０，６２のローラーのブレーキをＯＮにしてロー
ラーの回転を禁止した状態で、オムニ車輪６０，６２のホイール本体を同じ方向に互いに
異なる回転速度で回転させたり、オムニ車輪６０，６２のホイール本体を互いに異なる方
向に回転させたり、オムニ車輪６０，６２の一方のホイール本体のみを回転させたりすれ
ば、実現できる。
【００６０】
移動装置１０の左右方向（横方向）の移動は、直動案内機構３０，３２の伸縮と、オム
ニ車輪６０，６２のローラーのブレーキのＯＮ／ＯＦＦの切り替えを適宜な順序で行うこ
とにより、実現できる。以下では、移動装置１０を右方向に移動させる場合について、図
２〜図４を参照しながら、３つの横移動方法を説明する。図２〜図４において、斜線が付
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されたオムニ車輪６０，６２はローラーのブレーキがＯＮの状態、斜線が付されていない
オムニ車輪６０，６２はローラーのブレーキがＯＦＦの状態を示している。
【００６１】
第１の横移動方法について、図２を用いて説明する。第１の横移動方法では、２つの直
動案内機構３０，３２のうち、第２の直動案内機構３２のみを伸縮させる。
【００６２】
図２（ａ）のように、第２の直動案内機構３２が縮んでいる状態で、かつ、第１のオム
ニ車輪６０のローラーのブレーキがＯＮ、第２のオムニ車輪６２のローラーのブレーキが
ＯＦＦの状態を初期状態とする。
【００６３】
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まず、図２（ｂ）のように、第２の直動案内機構３２を伸ばす。このとき、第１の車輪
ユニット２０は、オムニ車輪６０のローラーのブレーキがＯＮであるため、左右方向（横
方向）に移動しない。第２の車輪ユニット２２は、オムニ車輪６２のローラーのブレーキ
がＯＦＦであるため、第２の直動案内機構３２を伸ばした長さと同じ距離だけ右方向に移
動する。中間体１２は、第１の車輪ユニット２０と同様に、横方向に移動しない。
【００６４】
このとき、第２の車輪ユニット２２が第１の方向（左右方向）の少なくとも一方側（右
側）への移動が可能であり、かつ、第１の車輪ユニット２０が第１の方向の少なくとも他
方側（左側）への移動が禁止されている第１の横移動可能状態である。第２の直動案内機
構３２を伸ばすことによって、第１の車輪ユニット２０が静止したまま、第２の車輪ユニ

10

ット２２を第１の方向の一方側（右側）に移動させることができる。
【００６５】
次に、図２（ｃ）のように、第１のオムニ車輪６０のローラーのブレーキをＯＦＦ、第
２のオムニ車輪６２のローラーのブレーキをＯＮにする。
【００６６】
そして、図２（ｄ）のように、第２の直動案内機構３２を縮める。このとき、第２の車
輪ユニット２２はオムニ車輪６２のローラーのブレーキがＯＮであるため、横方向に移動
しない。第１の車輪ユニット２０は、オムニ車輪６０のローラーのブレーキがＯＦＦであ
るため、第２の直動案内機構３２を縮めた長さと同じ距離だけ右方向に移動する。中間体
１２は、第１の車輪ユニット２０と同様に、第１の車輪ユニット２０と同じ距離だけ右方
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向に移動する。
【００６７】
このとき、第２の車輪ユニット２２が第１の方向の少なくとも他方側（左側）への移動
が禁止され、かつ、第１の車輪ユニット２０が第１の方向の少なくとも一方側（右側）へ
の移動が可能である第２の横移動可能状態である。第２の直動案内機構３２を縮めること
によって、第２の車輪ユニット２２が静止したまま、第１の車輪ユニット２０を第１の方
向の一方側（右側）に移動させることができる。
【００６８】
以上の動作を繰り返すことで、移動装置１０は右方向へ任意の距離を移動することがで
きる。中間体１２から見ると、この右方向への移動は、停止と移動を繰り返す断続的な運
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動である。
【００６９】
以上では第２の直動案内機構３２のみを伸縮させる場合について説明したが、第１の直
動案内機構３０のみを伸縮させることによっても、同様の動作で、移動装置１０は右方向
に移動することができる。
【００７０】
第２の横移動方法について、図３を用いて説明する。第２の横移動方法では、第１及び
第２の直動案内機構３０，３２を同時に伸縮させる。
【００７１】
図３（ａ）のように、第１及び第２の直動案内機構３０，３２が縮んでいる状態で、か
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つ、第１のオムニ車輪６０のローラーのブレーキがＯＮ、第２のオムニ車輪６２のローラ
ーのブレーキがＯＦＦの状態を初期状態とする。
【００７２】
まず、図３（ｂ）のように、第１及び第２の直動案内機構３０，３２を伸ばす。このと
き、第１の車輪ユニット２０は、オムニ車輪６０のローラーのブレーキがＯＮであるため
、横方向に移動しない。第２の車輪ユニット２２は、オムニ車輪６２のローラーのブレー
キがＯＦＦであるため、第２の直動案内機構３２を伸ばした長さと第１の直動案内機構３
０を伸ばした長さとを足し合わせた距離だけ、右方向に移動する。中間体１２は、第１の
直動案内機構３０を伸ばした長さと同じ距離だけ、右方向に移動する。
【００７３】
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すなわち、第１の横移動可能状態で、第１及び第２の直動案内機構３０，３２を伸ばす
ことによって、第１の車輪ユニット２０が静止したまま、第２の車輪ユニット２２を第１
の方向の一方側（右側）に移動させる。
【００７４】
次に、図３（ｃ）のように、第１のオムニ車輪６０のローラーのブレーキをＯＦＦ、第
２のオムニ車輪６２のローラーのブレーキをＯＮにする。そして、図３（ｄ）のように、
第１及び第２の直動案内機構３０，３２を縮める。この場合、第２の車輪ユニット２２は
オムニ車輪６２のローラーのブレーキがＯＮであるため、横方向に移動しない。第１の車
輪ユニット２０は、オムニ車輪６０のローラーのブレーキがＯＦＦであるため、第２の直
動案内機構３２を縮めた長さと第１の直動案内機構３０を縮めた長さとを足し合わせた距

10

離だけ、右方向に移動する。中間体１２は、第２の直動案内機構３２を縮めた長さと同じ
距離だけ、右方向に移動する。
【００７５】
すなわち、第２の横移動可能状態で、第１及び第２の直動案内機構３０，３２を縮める
ことによって、第２の車輪ユニット２２が静止したまま、第１の車輪ユニット２０を第１
の方向の一方側（右側）に移動させる。
【００７６】
以上の動作を繰り返すことで、移動装置１０は右方向へ任意の距離を移動することがで
きる。中間体１２から見ると、この右方向への移動は、停止と移動を繰り返す断続的な運
動である。
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【００７７】
第３の横移動方法について、図４を用いて説明する。第３の横移動方法では、第１及び
第２の直動案内機構３０，３２を別々に伸縮させる。
【００７８】
図４（ａ）のように、初期状態では、第１の直動案内機構３０は縮んだ状態で、第２の
直動案内機構３２は十分に伸縮できる程度の長さに伸びた状態であり、かつ、第１のオム
ニ車輪６０のローラーのブレーキがＯＦＦ、第２のオムニ車輪６２のローラーのブレーキ
がＯＮの状態である。
【００７９】
まず、図４（ｂ）のように、第２の直動案内機構３２を縮めながら、第１の直動案内機
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構３０を伸ばし、そして第１のオムニ車輪６０のローラーのブレーキをＯＮにする。
【００８０】
次に、図４（ｃ）のように、第２の直動案内機構３２を縮めることと第１の直動案内機
構３０を伸ばすことを続けながら、第２のオムニ車輪６２のローラーのブレーキをＯＦＦ
にする。
【００８１】
次に、図４（ｄ）のように、第１の直動案内機構３０を伸ばすことを続けながら、第２
の直動案内機構３２を素早く伸ばす。すなわち、第１の横移動可能状態で、第１及び第２
の直動案内機構３０，３２を伸ばすことによって、第１の車輪ユニット２０が静止したま
ま、第２の車輪ユニット２２を第１の方向の一方側（右側）に移動させる。
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【００８２】
次に、図４（ｅ）のように、第１の直動案内機構３０を伸ばすことを続けながら、第２
の直動案内機構３２を縮め、そして第２のオムニ車輪６０のローラーのブレーキをＯＮに
する。
【００８３】
次に、図４（ｆ）のように、第１の直動案内機構３０を伸ばすことと第２の直動案内機
構３２を縮めることを続けながら、第１のオムニ車輪６０のローラーのブレーキをＯＦＦ
にする。
【００８４】
次に、図４（ｇ）のように、第２の直動案内機構３２を縮めることを続けながら、第１
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の直動案内機構３０を素早く縮める。すなわち、第２の横移動可能状態で、第１及び第２
の直動案内機構３０，３２を縮めることによって、第２の車輪ユニット２２が静止したま
ま、第１の車輪ユニット２０を第１の方向の一方側（右側）に移動させる。
【００８５】
以上の動作を繰り返すことで、移動装置１０は右方向へ任意の距離を移動することがで
きる。第３の横移動方法では、中間体１２が右方向に移動を開始した後は、どの段階でも
少なくとも１つの直動案内機構３０，３２の伸縮によって中間体１２は右方向に駆動され
るため、中間体１２から見ると、この右方向への移動は、常に右方向への移動を行う連続
的な運動である。
10

【００８６】
なお、第１ないし第３の横移動方法において左右を入れ替えることによって、左方向へ
の移動も可能である。
【００８７】
なお、第１ないし第３の横移動方法のいずれの場合も、初期状態において第１及び第２
の直動案内機構３０，３２が横移動に必要な範囲で十分に伸縮することが可能であれば、
上記とは異なる初期状態であってもよい。
【００８８】
なお、第１ないし第３の横移動方法のいずれの場合も、移動の途中で移動装置１０や中
間体１２の慣性による移動を利用してもよい。直動案内機構３０，３２は伸縮自在である
ため、例えば、移動装置１０が右方向に移動している途中で２つのオムニ車輪６０，６２
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のローラーのブレーキを一時的にＯＦＦにすると、右方向に駆動をしなくても、すなわち
直動案内機構３０，３２の能動的な伸縮を停止しても、しばらくの間は移動装置１０は右
方向に移動し続ける。また、中間体１２が右方向に移動している途中で２つの直動案内機
構３０，３２の伸縮を一時的に受動的に動作可能にすると、すなわち直動案内機構３０，
３２の能動的な伸縮を一時的に停止し、自由に伸縮可能にすると、右方向に駆動をしなく
ても、しばらくの間は慣性力によって中間体１２は右方向に移動し続ける。
【００８９】
本実施例の動作の特徴をまとめる。本実施例の移動装置１０は、第１及び第２のオムニ
車輪６０，６２のホイール本体の回転により、前後方向の移動と旋回が可能である。直動
案内機構３０，３２の伸縮とオムニ車輪６０，６２のローラーのブレーキのＯＮ／ＯＦＦ
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の切り替えにより、左右方向（横方向）に移動することができる。前後方向の移動と左右
方向の移動を同時に行うことで、すなわち、オムニ車輪６０，６２のホイール本体を同じ
方向に同じ速度で回転させながら、第１ないし第３の横移動方法を実施することで、斜め
方向に移動することができる。
【００９０】
オムニ車輪６０，６２のホイール本体の回転、直動案内機構３０，３２の伸縮、ブレー
キのＯＮ／ＯＦＦの切り替えは、人の力で駆動して実現してもよいし、モータなどの駆動
源で駆動して実現してもよい。図１に示したオムニ車輪６０，６２に加えて他の車輪を備
えていてもよく、能動的に駆動されない補助的な車輪が備えられていてもよい。２つのオ
ムニ車輪６０，６２のホイール本体の回転中心軸は、互いに平行で高さが異なるように配
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置されてもよい。
【００９１】
＜具体例１＞

実施例１−１の移動装置の具体的な構成例として、具体例１の移動装置

１０ｓについて、図５〜図１２を参照しながら説明する。
【００９２】
図５は、移動装置１０ｓの側面図である。図６は、移動装置１０ｓの要部平面図である
。図６において、中間体１２を鎖線で示し、背もたれ板１２ａ及び足載せ板１２ｂの図示
を省略している。
【００９３】
図５に示すように、移動装置１０ｓは、使用者２が座る中間体１２に、背もたれ板１２
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ａと足載せ板１２ｂとが結合されている。図６に示すように、中間体１２の後部左側に、
第１のオムニ車輪６０を含む第１の車輪ユニット２０が、第１の直動案内機構３０を介し
て結合されている。中間体１２の後部右側に、第２のオムニ車輪６２を含む第２の車輪ユ
ニット２２が、第２の直動案内機構３２を介して結合されている。中間体１２の前部左側
に、第３のオムニ車輪６６が回転自在に支持されている。中間体１２の前部右側に、第４
のオムニ車輪６８が回転自在に支持されている。図５に示すように、オムニ車輪６０，６
２，６６，６８は、地面や床面等の支持面４に接する。
【００９４】
図６に示すように、直動案内機構３０，３２は、棒状の第一部材３０ｂ，３２ｂと、第
一部材３０ｂ，３２ｂに沿って直線移動自在に配置された第二部材３０ａ，３２ａとを有
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する。第二部材３０ａ，３２ａは中間体１２に固定されている。第一部材３０ｂ，３２ｂ
は、第二部材３０ａ，３２ａに対して相対移動すると、中間体１２から突出する。直動案
内機構３０，３２は、第一部材３０ｂ，３２ｂが第二部材３０ａ，３２ａに対して相対移
動する方向が、移動装置１０ｓの左右方向と平行になるように配置されている。
【００９５】
直動案内機構３０，３２は、中間体１２の適宜位置に設けられたロック機構２９によっ
て、第一部材３０ｂ，３２ｂの第二部材３０ａ，３２ａに対する相対移動が禁止される。
なお、第１及び第２の直動案内機構３０，３２は、一直線上に揃えて配置してもよい。ロ
ック機構２９は省略可能である。
【００９６】
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車輪ユニット２０，２２は、直動案内機構３０，３２の第一部材３０ｂ，３２ｂのうち
中間体１２から突出する側の端部に、本体２１，２３が固定され、本体２１，２３に設け
られた軸部２１ｚ，２３ｚに、オムニ車輪６０，６２のホイール本体が回転自在に支持さ
れている。本体２１，２３には、オムニ車輪６０，６２のローラーのブレーキを操作する
ための第１及び第２の操作部である第１及び第２のレバー５０，５２が設けられている。
【００９７】
図７及び図８は、移動装置１０ｓの要部断面図であり、支持面４に垂直、かつオムニ車
輪６０，６２のホイール本体３４の回転中心軸を通る断面を示している。図９は、図７の
線Ａ−Ａに沿って見た要部側面図である。図１０は、図７の線Ｂ−Ｂに沿って見た要部断
面図である。図１１は、図７の線Ｃ−Ｃに沿って見た要部断面図である。
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【００９８】
図７及び図８に示すように、第１及び第２のオムニ車輪６０，６２は、ホイール本体３
４と、ホイール本体３４の外周に沿って配置された複数のローラー３６とを有する。ロー
ラー３６は、ホイール本体３４の回転中心軸を中心とする仮想円周に沿う回転軸を中心と
して回転自在にホイール本体３４に支持され、ホイール本体３４よりも径方向外側にはみ
出ている。
【００９９】
第１及び第２のオムニ車輪６０，６２のホイール本体３４は、第１及び第２の車輪ユニ
ット２０，２２の本体２１，２３に設けられた軸部２１ｚ，２３ｚに、軸受３５を介して
回転自在に支持されている。ホイール本体３４には、中間体１２とは反対側に露出するよ
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うに環状部材３８が固定され、環状部材３８とホイール本体３４とは一体となって回転す
る。
【０１００】
図７〜図１１に示すように、第１及び第２のオムニ車輪６０，６２に隣接して、それぞ
れ、第１及び第２のオムニ車輪６０，６２のローラー３６の回転を禁止又は許可する第１
及び第２の操作機構２６，２８が設けられている。第１及び第２の操作機構２６，２８は
、支持部４４と、第１及び第２のブレーキである当接部材４０と、ばね４０ｘと、第１及
び第２の操作部である第１及び第２のレバー５０，５２と、Ｌアーム５４とを含んでいる
。
【０１０１】
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支持部４４は、中空円筒状の形状を有し、ホイール本体３４と同軸、かつ、中間体１２
側に突出するように、ホイール本体３４に固定されている。
【０１０２】
当接部材４０は、中心に丸穴４０ｐ，４０ｑが形成され円形の外形を有する一対の側板
４０ｓ，４０ｔが同軸かつホイール本体３４の回転中心軸方向に所定の間隔を設けて結合
されている。当接部材４０の一方の側板４０ｔの丸穴４０ｑに、隙間を設けて支持部４４
が挿入され、当接部材４０の径方向の移動範囲が規制されている。
【０１０３】
ばね４０ｘは、当接部材４０とホイール本体３４とを接続し、その張力によって、当接
部材４０をホイール本体３４側に引き寄せ、当接部材４０がローラー３６の外周面に押し
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当てられるようにする。当接部材４０は、ホイール本体３４と一体となって回転する。当
接部材４０がローラー３６の外周面に接すると、ローラー３６の回転が禁止される。
【０１０４】
なお、当接部材４０は、ローラー３６の外周面に接する構成に限らず、ローラー３６の
外周面以外の部分、例えば軸直角端面に接して、ローラー３６の回転を禁止するように構
成してもよい。
【０１０５】
第１及び第２のレバー５０，５２は、第１及び第２の車輪ユニット２０，２２の本体２
１，２３に形成された貫通穴２１ｘ，２３ｘに移動自在に挿通され、本体２１，２３の両
側に、第１及び第２のレバー５０，５２の移動範囲を規制するフランジ５０ｓ，５０ｔ；
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５２ｓ，５２ｔが形成されている。なお、第１及び第２のレバー５０，５２の移動方向は
、矢印８０で示す上下方向に限らず、移動装置１０ｓの左右方向とは異なる方向であれば
よい。
【０１０６】
Ｌアーム５４は、第１片５４ａと第２片５４ｂがＬ字状に結合されている。Ｌアーム５
４は、第１片５４ａと第２片５４ｂとの結合部５４ｃが、第１及び第２の車輪ユニット２
０，２２の本体２１，２３の下部に固定されたリンク支持部５５に、リンク結合されてい
る。Ｌアーム５４の第１片５４ａは、第１及び第２のレバー５０，５２の下部にリンク結
合されている。Ｌアーム５４の第２片５４ｂには軸受５６が固定されている。軸受５６は
、当接部材４０の一対の側板４０ｓ，４０ｔの間の空間４２内に配置されている。
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【０１０７】
図７に示す初期状態では、当接部材４０が第１及び第２の回転禁止位置に配置されてい
る。すなわち、当接部材４０は、ばね４０ｘの張力によってローラー３６に押し付けられ
、すべてのローラー３６の外周面に接してローラー３６の回転を禁止している。支持面４
に接しているローラー３６ｓも回転が禁止されているため、第１及び第２のオムニ車輪６
０，６２は、左右方向の移動が不可能である。
【０１０８】
このとき、環状部材３８が回されると、当接部材４０とホイール本体３４とは一体とな
って回転し、支持面４に接しているローラー３６ｓが交代する。当接部材４０によってす
べてのローラー３６の回転が禁止されているため、支持面４に接しているローラー３６ｓ
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の回転禁止状態が継続される。そのため、環状部材３８が回されると、第１及び第２のオ
ムニ車輪６０，６２は、左右方向（横方向）に移動することなく、前後方向にのみ移動す
る。
【０１０９】
図８において矢印８２で示すように、第１及び第２のレバー５０，５２が上げられると
、当接部材４０は第１及び第２の回転許可位置に配置される。すなわち、第１及び第２の
レバー５０，５２に連動してＬアーム５４が傾き、Ｌアーム５４の第２片５４ｂに固定さ
れた軸受５６が、当接部材４０の他方の側板４０ｓに当接して当接部材４０を傾け、当接
部材４０は、支持面４に接しているローラー３６ｓから離れる。これによって、支持面４
に接しているローラー３６ｓは回転禁止が解除され、回転が可能になるため、第１及び第
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２のオムニ車輪６０，６２は、左右方向の移動が可能になる。
【０１１０】
このとき、環状部材３８が回されると、当接部材４０は、ホイール本体３４と略一体と
なって回転する。すなわち、支持面４に接しているローラー３６ｓから当接部材４０が離
れた状態が保たれるように、当接部材４０は、ホイール本体３４に対する傾き方向を変え
ながら回転する。そのため、環状部材３８が回されると、第１及び第２のオムニ車輪６０
，６２は、移動装置１０ｓの左右方向（横方向）に移動可能な状態で、前後方向に移動す
る。
【０１１１】
第１及び第２のレバー５０，５２が上げられた状態のまま、第１及び第２のレバー５０
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，５２が左右方向に押し出され、あるいは引き寄せられると、第１及び第２のレバー５０
，５２を支持している第１及び第２の車輪ユニット２０，２２の本体２１，２３と、第１
及び第２の車輪ユニット２０，２２の本体２１，２３に支持されている第１及び第２のオ
ムニ車輪６０，６２とは、第１及び第２のレバー５０，５２と一体となって左右方向に移
動する。
【０１１２】
次に、移動装置１０ｓの操作について説明する。図５に示すように中間体１２に座った
使用者２が、左手で第１のレバー５０を操作し、右手で第２のレバー５２を操作すること
によって、移動装置１０ｓを移動装置１０ｓの左右方向、すなわち横方向に移動させるこ
とができる。また、中間体１２に座った使用者２が、第１及び第２のオムニ車輪６０，６
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２に固定された環状部材３８を手で回すことによって、一般的な車椅子と同様に、移動装
置１０ｓを移動装置１０ｓの前後方向に移動させたり、移動装置１０ｓの向きを変えたり
することができる。
【０１１３】
具体例として、中間体１２に座った使用者２が、前述した第２の横移動方法によって移
動装置１０ｓを左右方向に移動させる手順について、図１２を参照しながら説明する。図
１２は、移動装置１０ｓの動作の説明図であり、移動装置１０ｓを上から見た状態を示し
ている。図１２では、中間体１２を鎖線で示し、背もたれ板１２ａ及び足載せ板１２ｂの
図示を省略している。
【０１１４】
（１）
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まず、図１２（ａ）に示すように、第１及び第２の第一部材３０ｂ，３２ｂが

中間体１２に収納された状態で、ロック機構２９を操作してロックを解除し、第１及び第
２の第二部材３０ａ，３２ａに対して第１及び第２の第一部材３０ｂ，３２ｂを相対移動
自在にする。
【０１１５】
（２）

次いで、図１２（ｂ）において矢印９０，９２で示すように、左手で第１のレ

バー５０を下げた状態のまま左方向に押し出すとともに、右手で第２のレバー５２を上げ
た状態のまま右方向に押し出す。
【０１１６】
第１のレバー５０が下がることによってローラーの回転が禁止された第１のオムニ車輪
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６０は静止している。この状態で、第１のレバー５０を左方向に押し出すことによって第
１の第一部材３０ｂが中間体１２から繰り出され、それに伴って中間体１２は第１のオム
ニ車輪６０から離れる右方向に移動する。
【０１１７】
また、第２のレバー５２が上がることによって左右方向の移動が許可された第２のオム
ニ車輪６２は、中間体１２が第１のオムニ車輪６０から離れる右方向に移動することによ
って右方向に移動する。これに加え、第２のレバー５２を右方向に押し出すことによって
第２の第一部材３２ｂが中間体１２から繰り出され、それに伴って第２のオムニ車輪６２
は中間体１２から離れる右方向に移動する。
【０１１８】
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なお、上記（２）の段階において、第１及び第２のレバー５０，５２を同時に操作する
と操作が理解しやすいが、第１及び第２のレバー５０，５２を操作する順序は任意である
。例えば、第１及び第２のレバー５０，５２の一方の押し出しが完了した後に他方を押し
出しても、第１及び第２のレバー５０，５２を交互に何回かに分けて押し出しても構わな
い。
【０１１９】
（３）

次いで、図１２（ｃ）において矢印９４，９６で示すように、左手で第１のレ

バー５０を上げた状態のまま右方向に引き寄せるとともに、右手で第２のレバー５２を下
げた状態のまま左方向に引き寄せる。
【０１２０】
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これによって、図１２（ｄ）に示すように、第１のレバー５０が上がることによって左
右方向に移動可能である第１のオムニ車輪６０が、中間体１２に近付く方向に移動して、
第１の第一部材３０ｂが中間体１２に収納される。また、第２のレバー５２が下がること
によって左右方向の移動が禁止された第２のオムニ車輪が静止している状態で、第２のレ
バー５２を左方向に引き寄せることによって、中間体１２は、静止している第２のオムニ
車輪６２に近付く方向に移動し、中間体１２に第２の第一部材３２ｂが収納される。
【０１２１】
なお、上記（３）の段階でも、上記（２）の段階と同様に、第１及び第２のレバー５０
，５２を操作する順序は任意である。
【０１２２】
（４）

20

必要に応じて上記（２）及び（３）の段階を繰り返し、中間体１２を右方向の

所望位置まで移動させる。
【０１２３】
中間体１２が所望位置まで移動したときに、第１及び第２のオムニ車輪６０，６２が中
間体１２から繰り出されている場合には、例えば、第１及び第２のレバー５０，５２のう
ち一方を下げた状態とし、他方を上げた状態のまま中間体１２側に引き寄せ、次いで、他
方を下げた状態とし、一方を上げた状態のまま中間体１２側に引き寄せることよって、第
１及び第２の第一部材３０ｂ，３２ｂが中間体１２に収納された状態にする。
【０１２４】
（５）

次いで、第１及び第２のレバー５０，５２を下げて、第１及び第２のオムニ車
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輪６０，６２の左右方向の移動が禁止された状態にするとともに、ロック機構２９を操作
してロックし、第１及び第２の第二部材３０ａ，３２ａに対する第１及び第２の第一部材
３０ｂ，３２ｂの相対移動を禁止する。
【０１２５】
上記（１）〜（５）の段階によって、移動装置１０ｓに座った使用者２の操作によって
、移動装置１０ｓを左右方向に移動させることができる。上記（５）の段階が完了すると
、移動装置１０ｓは、左右方向に移動させることができない。
【０１２６】
移動装置１０ｓを左右方向に移動させるための上記（１）〜（５）の段階中に、第１及
び第２のオムニ車輪６０，６２のホイール本体３４は回転可能であるので、上記（１）〜
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（５）の段階中に、第１及び第２のオムニ車輪６０，６２の環状部材３８を回すことによ
って、移動装置１０ｓを前後方向に移動させることや、移動装置１０ｓの向きを変えるこ
とも可能である。
【０１２７】
移動装置１０ｓは、第１及び第２のオムニ車輪６０，６２のローラー３６をモータなど
の駆動源を用いて回転駆動することなく、中間体１２を左右方向に移動させることが可能
である。そのため、オムニ車輪のローラーをモータなどの駆動源を用いて回転駆動する場
合に比べ、簡単な構成で左右方向（横方向）の移動が可能である。
【０１２８】
また、移動装置１０ｓは、第１及び第２のオムニ車輪６０，６２の外部に、第１及び第

50

(23)

JP 2018‑134892 A 2018.8.30

２の操作機構２６，２８が設けられている。そのため、第１及び第２のオムニ車輪６０，
６２の内部に、支持面４に接しているローラー３６ｓの回転を禁止する第１及び第２のブ
レーキを設ける場合に比べ、移動装置１０ｓの構成を簡単にすることができる。
【０１２９】
なお、第３及び第４のオムニ車輪６６，６８は、第１及び第２のオムニ車輪６０，６２
と同じ構成でも異なる構成でも構わない。第３及び第４のオムニ車輪６６，６８は、少な
くとも左右方向と前後方向とに移動可能であればよく、さらに左右方向と前後方向の両方
に交差する斜め方向にも移動可能であってもよい。例えば、第３及び第４のオムニ車輪６
６，６８に、キャスターのように移動可能な方向が自在に変わる車輪を用いてもよい。
10

【０１３０】
第１及び第２のオムニ車輪６０，６２とは別に備える車輪は、第３及び第４のオムニ車
輪６６，６８の２個に限らず、１個でも、３個以上でも構わない。さらには、例えば、中
間体１２を吊り下げたり、磁力の反発力を利用して中間体１２を支持面４から浮かせたり
して、支持面４の上方に中間体１２を移動自在に配置することによって、移動装置１０ｓ
が第１及び第２のオムニ車輪６０，６２以外の車輪を全く備えない構成とすることも可能
である。
【０１３１】
第１及び第２のブレーキである当接部材４０は、少なくとも、支持面４に接しているロ
ーラー３６ｓの回転を禁止すればよく、支持面４に接しているローラー３６ｓ以外のロー
ラーの回転を許可しても構わない。

20

【０１３２】
＜実施例１−２＞

実施例１−２の移動装置１０ａについて、図１３及び図１４を参照

しながら説明する。本実施例の移動装置１０ａは、実施例１−１の移動装置１０と略同じ
構成であるが、オムニ車輪６０，６２の横方向の受動移動（以下、単に「移動」ともいう
。）の許可／禁止を切り替える方式が異なる。以下では、実施例１−１と同じ構成部分に
は同じ符号を用い、実施例１−１との相違点を中心に説明する。
【０１３３】
図１３は、本実施例の移動装置１０ａの構成を概念的に示す説明図である。図１３に示
すように、本実施例の移動装置１０ａの車輪ユニット２０ａ，２２ａは、オムニ車輪６０
，６２のローラーの回転を許可／禁止するブレーキ機構の代わりに、第１及び第２の回転

30

可能方向切替機構６０ｙ，６２ｙを備えている。回転可能方向切替機構６０ｙ，６２ｙは
、オムニ車輪６０，６２のローラーの一方向への回転を許可し、反対方向への回転を禁止
し、かつ、ローラーの回転許可／禁止方向を切り替えることができる。回転可能方向切替
機構６０ｙ，６２ｙは、例えば、一方向クラッチ（ワンウェイクラッチ）を組み合わせた
ものや、爪の角度を切り替えることで回転可能方向を変更可能なラチェット機構などであ
る。
【０１３４】
オムニ車輪６０，６２のホイール本体の回転、直動案内機構３０，３２の伸縮、回転可
能方向切替機構６０ｙ，６２ｙが許可／禁止する回転方向の切り替えは、能動的に行うこ
とができる。

40

【０１３５】
移動装置１０ａは、ホイール本体の回転中心軸が同軸になるように配置された第１及び
第２のオムニ車輪６０，６２のホイール本体の回転によって、前後方向の移動と旋回がで
きる。また、移動装置１０ａは、直動案内機構３０，３２の伸縮とオムニ車輪６０，６２
のローラーについて回転を許可／禁止する方向の切り替えにより、左右方向に移動できる
。
【０１３６】
以下に、実施例１−１で説明した第２の横移動方法に相当する横移動方法について、図
１４を用いて説明する。図１４は、移動装置１０ａの動作の説明図である。図１４におい
て、矢印は、オムニ車輪６０，６２のローラーのうち支持面４に接しているローラーにつ
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いて、回転可能方向切替機構６０ｙ，６２ｙによって選択されている回転可能方向を示す
。移動装置１０ａが右方向に移動する場合を説明する。
【０１３７】
図１４（ａ）のように、第１及び第２の直動案内機構３０，３２が縮んでいる状態で、
かつ、第１及び第２のオムニ車輪６０，６２のローラーのうち支持面４に接しているロー
ラーが、回転可能方向切替機構６０ｙ，６２ｙにより、右方向移動に相当する方向にのみ
回転可能となっている状態を、初期状態とする。
【０１３８】
まず、図１４（ｂ）のように、第１及び第２の直動案内機構３０，３２を伸ばす。この
場合、第１の車輪ユニット２０ａは、オムニ車輪６０の左方向への移動が禁止されている

10

ため、左右方向（横方向）に移動しない。一方、第２の車輪ユニット２２ａは、オムニ車
輪６２の右方向への移動が許可されているため、第２の直動案内機構３２を伸ばした長さ
と第１の直動案内機構３０を伸ばした長さを足し合わせた距離だけ右方向に移動する。中
間体１２は、第１の直動案内機構３０を伸ばした長さと同じ距離だけ右方向に移動する。
【０１３９】
次に、図１４（ｃ）のように、第１及び第２の直動案内機構３０，３２を縮める。この
場合、第２の車輪ユニット２２は、オムニ車輪６２の左方向への移動が禁止されているた
め、横方向に移動しない。第１の車輪ユニット２０は、オムニ車輪６０の右方向への移動
が許可されているため、第２の直動案内機構３２を縮めた長さと第１の直動案内機構３０
を縮めた長さを足し合わせた距離だけ右方向に移動する。中間体１２は、第２の直動案内

20

機構３２を縮めた長さと同じ距離だけ右方向に移動する。
【０１４０】
以上の動作を繰り返すことで、移動装置１０ａは右方向へ任意の距離を移動することが
できる。中間体１２から見ると、この右方向への駆動は、停止と移動を繰り返す断続的な
運動である。
【０１４１】
以上では、実施例１−１の第２の横移動方法に相当する横移動方法を取り上げて説明し
たが、本実施例の移動装置１０ａは、実施例１−１の第１又は第３の横移動方法に相当す
る横移動方法を用いても、同様に左右方向に移動することができる。また、左方向への移
動は、回転可能方向切替機構６０ｙ，６２ｙが許可する回転方向を反対方向にすることに
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よって可能となる。
【０１４２】
移動装置１０ａを前後に移動させる場合や旋回をさせる場合などで、横方向移動が不要
な場合は、第１のオムニ車輪６０のローラーの回転可能方向切替機構６０ｙが許可する回
転方向と、第２のオムニ車輪６２のローラーの回転可能方向切替機構６２ｙが許可する回
転方向とを、互いに反対方向となるようにすれば、移動装置１０ａの横方向移動が禁止さ
れた状態となる。
【０１４３】
本実施例の移動装置１０ａの動作の特徴は、実施例１−１の移動装置１０の動作の特徴
と同様である。

40

【０１４４】
オムニ車輪６０，６２のホイール本体の回転、直動案内機構３０，３２の伸縮、回転可
能方向切替機構６０ｙ，６２ｙが許可／禁止する回転方向の切り替えは、人の力で駆動し
て実現してもよいし、モータなどの駆動源で駆動して実現してもよい。図１３に示した車
輪６０，６２に加えて他の車輪を備えていてもよく、能動的に駆動されない補助的な車輪
が備えられていてもよい。受動的な移動を禁止するブレーキ機構、あるいはブレーキと同
等の機能を有する別部分が備えられていてもよい。２つのオムニ車輪６０，６２のホイー
ル本体の回転中心軸は、互いに平行で高さが異なるように配置されてもよい。
【０１４５】
次に、第２グループの実施例及び具体例について説明する。結合ユニットは、中間体と
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、第１及び第２の直動案内機構とを含む。横移動機構は、（ａ）第１及び第２の規制車輪
を含む第１及び第２の規制機構、（ｂ）第１及び第２の解除車輪を含む第１及び第２の車
輪切替機構、又は（ｃ）第１及び第２の主車輪切替機構、を含む。
【０１４６】
＜実施例２−１＞

実施例２−１の移動装置１０ｂについて、図１５を用いて説明する

。実施例２−１の移動装置１０ｂは、実施例１−１の移動装置１０とは、オムニ車輪６０
，６２の横方向の受動移動の許可／禁止を切り替える構成が異なる。
【０１４７】
図１５は、実施例２−１の移動装置１０ｂの構成を概念的に示す説明図である。図１５
に示すように、実施例２−１の移動装置１０ｂは、実施例１−１の移動装置１０と同じ構

10

成に、第１及び第２の規制車輪として、さらに別のオムニ車輪６１，６３（切替用オムニ
車輪６１，６３と呼ぶ）を、第１及び第２の車輪ユニット２０ｂ，２２ｂに１個ずつ追加
している。切替用オムニ車輪６１，６３は、車輪ユニット２０ｂ，２２ｂの本体２１ｂ，
２３ｂに回転自在に支持されている。切替用オムニ車輪６１，６３は、切替用オムニ車輪
６１，６３のホイール本体の回転中心軸が、移動装置１０ｂの前後方向と平行になるよう
に配置されており、ホイール本体の回転により左右方向に移動し、ローラーの回転により
前後方向に移動する。
【０１４８】
車輪ユニット２０ｂ，２２ｂには、オムニ車輪６０，６２のローラーの回転を許可／禁
止するブレーキ機構が備えられていないが、第１及び第２の規制機構として、切替用オム

20

ニ車輪６１，６３と切替用オムニ車輪６１，６３のホイール本体の回転の許可／禁止を切
り替えることができるブレーキ機構（図示せず）が備えられている。
【０１４９】
２つのオムニ車輪６０，６２のホイール本体の回転中心軸は、図１５では同軸に配置さ
れているが、互いに平行かつ支持面４からの高さが異なるように配置してもよい。２個の
オムニ車輪６０，６２及び２個の切替用オムニ車輪６１，６３は、すべてが同時に支持面
４に接地するように配置されている。このためにサスペンションなどの高さ調節機構を備
えていてもよい。
【０１５０】
オムニ車輪６０，６２のホイール本体の回転、直動案内機構の伸縮、ブレーキのＯＮ／
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ＯＦＦの切り替えは能動的に行うことができる。
【０１５１】
次に、移動装置１０ｂの動作について説明する。
【０１５２】
切替用オムニ車輪６１，６３のローラーは回転自在であるため、オムニ車輪６０，６２
のホイール本体を回転させることで、移動装置１０ｂは前後方向の移動と旋回が可能であ
る。
【０１５３】
また、切替用オムニ車輪６１，６３のホイール本体のブレーキのＯＮ／ＯＦＦを切り替
えることで、車輪ユニット２０ｂ，２２ｂの左右方向の移動を禁止または許可する状態を

40

切り替えることができる。このため、本実施例の移動装置１０ｂは、実施例１−１の移動
装置１０と同様の方法で横方向に移動することができる。
【０１５４】
本実施例の動作の特徴は、実施例１−１の動作の特徴と同様である。
【０１５５】
オムニ車輪６０，６２のホイール本体の回転、直動案内機構３０，３２の伸縮、ブレー
キのＯＮ／ＯＦＦの切り替えは、人の力で駆動して実現してもよいし、モータなどの駆動
源で駆動して実現してもよい。図１５に示したオムニ車輪６０〜６３に加えて他の車輪を
備えていてもよく、能動的に駆動されない補助的な車輪が備えられていてもよい。
【０１５６】
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実施例２−１において、オムニ車輪６０，６２は第１及び第２の主車輪であり、切替用
オムニ車輪６１，６３は第１及び第２の規制車輪である。
【０１５７】
＜実施例２−２＞

実施例２−２の移動装置１０ｃについて、図１６を参照しながら説

明する。本実施例の移動装置１０ｃは、実施例２−１の移動装置１０ｂとは、オムニ車輪
６０，６２の横方向の受動移動の許可／禁止を切り替える構成が異なる。
【０１５８】
図１６は、実施例２−２の移動装置１０ｃの構成を概念的に示す説明図である。図１６
に示すように、実施例２−２の移動装置１０ｃは、第１及び第２の車輪ユニット２０ｃ，
２２ｃに、第１及び第２の規制車輪として、切替用オムニ車輪６１，６３の代わりに普通

10

車輪７０，７２を含む第１及び第２の規制機構を備える点で、実施例２−１の移動装置１
０ｂと異なる。普通車輪７０，７２は、外周にローラーがなく、車輪を回転させると１方
向に駆動されるが、駆動される方向と交差する方向には能動的にも受動的にも移動できな
い車輪である。
【０１５９】
普通車輪７０，７２は、車輪支持部７０ｋ，７２ｋに回転自在に支持されている。車輪
支持部７０ｋ，７２ｋと、車輪ユニット２０ｃ，２２ｃの本体２１ｃ，２３ｃとは、直動
案内機構４６，４８（切替用直動案内機構４６，４８と呼ぶ）を介して結合されている。
第１及び第２の規制機構は、切替用直動案内機構４６，４８の伸縮によって、普通車輪７
０，７２を鉛直方向に能動的に移動させて、普通車輪７０，７２が支持面４に接する接触
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位置と、支持面４から離れた退避位置とに移動させることができる。普通車輪７０，７２
は、支持面４に接地したときに前後方向に移動する向きに配置されている。
【０１６０】
２つのオムニ車輪６０，６２のホイール本体及び２つの普通車輪７０，７２の回転中心
軸は、支持面４に接地した状態で同軸に、又は互いに平行かつ高さが異なるように配置さ
れている。
【０１６１】
オムニ車輪６０，６２のホイール本体の回転、直動案内機構３０，３２の伸縮、切替用
直動案内機構４６，４８の伸縮は、能動的に行うことができる。
【０１６２】
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本実施例の移動装置１０ｃの動作について説明する。
【０１６３】
オムニ車輪６０，６２のホイール本体を回転させることで、移動装置１０ｃは前後方向
の移動と旋回が可能である。普通車輪７０，７２が支持面４に接しているとき、オムニ車
輪６０，６２は左右方向の移動が禁止される。普通車輪７０，７２が支持面４から離れて
いるとき、オムニ車輪６０，６２の左右方向の移動は許可される。
【０１６４】
例えば、図１６（ｂ）は、第１の普通車輪７０が支持面４に接しており、第１の車輪ユ
ニット２０ｃは左右方向の移動が禁止された状態である。第２の普通車輪７２は支持面４
から離れており、第２の車輪ユニット２２ｃは左右方向の移動が許可された状態である。
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【０１６５】
このため、普通車輪７０，７２が支持面４に接した状態と接していない状態とを切り替
えることで、本実施例の移動装置１０ｃは、実施例１−１の移動装置１０と同様に、第１
ないし第３の横移動方法を用いて、左右方向に駆動することができる。
【０１６６】
移動装置１０ｃは、前後方向の移動と左右方向の移動を同時に行うことができるので、
前後方向の移動と左右方向の移動を同時に行うことによって斜め方向に移動することがで
きる。
【０１６７】
本実施例の動作の特徴は、実施例１−１の動作と同様である。
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【０１６８】
オムニ車輪６０，６２のホイール本体の回転、直動案内機構３０，３２の伸縮、切替用
直動案内機構４６，４８の伸縮は、人の力で駆動して実現してもよいし、モータなどの駆
動源で駆動して実現してもよい。図１６（ａ）に示した車輪６０，６２，７０，７２に加
えて他の車輪を備えていてもよく、能動的に駆動されない補助的な車輪が備えられていて
もよい。オムニ車輪６０，６２のホイール本体を能動的に回転させず、普通車輪７０，７
２を能動的に回転させるように構成してもよい。
【０１６９】
オムニ車輪６０，６２を第１及び第２の主車輪と考えると、普通車輪７０，７２は第１
及び第２の規制車輪であり、（ａ）普通車輪７０と切替用直動案内機構４６とを含む第１
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の規制機構は、切替用直動案内機構４６の伸縮によって、第１の規制車輪である普通車輪
７０を、支持面４に接する第１の接触位置と、支持面４から離れた第１の退避位置とに移
動させることができ、（ｂ）普通車輪７２と切替用直動案内機構４８とを含む第２の規制
機構は、切替用直動案内機構４８の伸縮によって、第２の規制車輪である普通車輪７２を
、支持面４に接する第２の接触位置と、支持面４から離れた第２の退避位置とに移動させ
ることができる。
【０１７０】
普通車輪７０，７２を、支持面４に接しながら第２の方向にのみ移動可能である第１及
び第２の主車輪と考えると、オムニ車輪６０，６２は第１及び第２の解除車輪であり、（
ａ）オムニ車輪６０と切替用直動案内機構４６とを含む第１の車輪切替機構は、切替用直
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動案内機構４６の伸縮によって、第１の主車輪である普通車輪７０が支持面４から離れ、
第１の解除車輪であるオムニ車輪６０が支持面４に接している第１の解除状態と、第１の
主車輪である普通車輪７０が支持面４に接している第１の規制状態とにすることができ、
（ｂ）オムニ車輪６２と切替用直動案内機構４８とを含む第２の車輪切替機構は、切替用
直動案内機構４８の伸縮によって、第２の主車輪である普通車輪７２が支持面４から離れ
、第２の解除車輪であるオムニ車輪６２が支持面４に接している第２の解除状態と、第２
の主車輪である普通車輪７２が支持面４に接している第２の規制状態とにすることができ
る。
【０１７１】
＜具体例２＞

実施例２−２の移動装置の具体的な構成の一例として、具体例２の移動
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装置１０ｔについて、図１７を参照しながら説明する。
【０１７２】
図１７は、移動装置１０ｔの要部断面図である。図１７に示すように、具体例２の移動
装置１０ｔは、オムニ車輪６０，６２のローラー３６のうち支持面４に接しているローラ
ー３６ｓの回転を禁止又は許可する第１及び第２の操作機構２６ａ，２８ａの構成が、具
体例１の移動装置１０ｓの第１及び第２の操作機構２６，２８とは異なる。
【０１７３】
具体例２の移動装置１０ｔの第１及び第２の操作機構２６ａ，２８ａは、具体例１の移
動装置１０ｓの第１及び第２の操作機構２６，２８と同様に、第１及び第２のレバー５０
，５２が、車輪ユニット２０ｃ，２２ｃの本体２１ｃ，２３ｃに、移動自在に支持されて
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いる。第１及び第２のレバー５０，５２の下端に、第１及び第２の規制車輪である普通車
輪７０，７２が回転自在に支持されている。普通車輪７０，７２の回転中心軸は、第１及
び第２のオムニ車輪６０，６２のホイール本体３４の回転中心軸と平行に保たれている。
第１及び第２のレバー５０，５２を下げると普通車輪７０，７２が支持面４に接し、普通
車輪７０，７２は普通車輪７０，７２の回転中心軸方向、すなわち左右方向の移動が、支
持面４との摩擦によって禁止される。第１及び第２のレバー５０，５２を上げると普通車
輪７０，７２が支持面４から離れる。
【０１７４】
第１及び第２のオムニ車輪６０，６２と普通車輪７０，７２とは一体に移動する。その
ため、普通車輪７０，７２が左右方向に移動不自在に支持面４に接すると、第１及び第２

50

(28)

JP 2018‑134892 A 2018.8.30

のオムニ車輪６０，６２は左右方向の移動が禁止される。普通車輪７０，７２が支持面４
から離れているとき、第１及び第２のオムニ車輪６０，６２は左右方向の移動が許可され
る。すなわち、普通車輪７０，７２は、第１及び第２のレバー５０，５２の移動に連動し
て、左右方向に移動不自在に支持面４に接する第１及び第２の接触位置、又は支持面４か
ら離れている第１及び第２の退避位置に配置される。
【０１７５】
具体例２においても、具体例１と同様に、第１及び第２のレバー５０，５２を下げるこ
とによって、第１及び第２のオムニ車輪６０，６２の左右方向の移動が禁止され、第１及
び第２のレバー５０，５２を上げることによって、第１及び第２のオムニ車輪６０，６２
の左右方向の移動禁止が解除される。第１及び第２のレバー５０，５２のうち一方を上げ
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た状態のまま第１及び第２のレバー５０，５２を押し出し、又は引き寄せることによって
、第１及び第２のオムニ車輪６０，６２を左右方向に移動させることができる。そのため
、具体例２においても、具体例１と同じ操作によって、移動装置を左右方向に移動させる
ことができる。
【０１７６】
また、第１及び第２のレバー５０，５２を下げた状態で環状部材３８を回すことによっ
て、移動装置を、左右方向の移動が禁止された状態で、第２の方向（すなわち、前後方向
）に移動させたり、移動装置の向きを変えたりすることができる。
【０１７７】
普通車輪７０，７２は、第１及び第２のオムニ車輪６０，６２の外部に設けることがで
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きるため、第１及び第２のオムニ車輪６０，６２の内部に第１及び第２のブレーキを設け
る場合に比べ、構成を簡単にすることができる。
【０１７８】
＜実施例２−２ａ＞

図１８は、実施例２−２ａの移動装置１０ｄの構成を概念的に示

す説明図である。図１８に示すように、本実施例の移動装置１０ｄは、実施例２−２の移
動装置１０ｃに対して、普通車輪７０，７２とオムニ車輪６０，６２の配置を入れ替えた
ものである。
【０１７９】
普通車輪７０，７２は能動的に回転でき、その回転により前後方向に移動するように、
車輪ユニット２０ｄ，２２ｄの本体２１ｄ，２３ｄに支持されている。オムニ車輪６０，
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６２は車輪支持部６０ｋ，６２ｋに回転自在に支持され、車輪支持部６０ｋ，６２ｋと車
輪ユニット２０ｄ，２２ｄの本体２１ｄ，２３ｄとは、切替用直動案内機構４６，４８を
介して相対移動可能に結合されている。切替用直動案内機構４６，４８はオムニ車輪６０
，６２を鉛直方向に能動的に移動させることができ、オムニ車輪６０，６２を支持面４に
接触させたり、支持面４から離したりすることができる。
【０１８０】
普通車輪７０，７２は第１及び第２の主車輪であり、オムニ車輪６０，６２は第１及び
第２の解除車輪である。オムニ車輪６０，６２と切替用直動案内機構４６，４８は、第１
及び第２の車輪切替機構である。
【０１８１】
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２つのオムニ車輪６０，６２のホイール本体及び２つの普通車輪７０，７２の回転中心
軸は、支持面４に接地した状態で同軸または互いに平行で高さが異なるように配置されて
いる。
【０１８２】
普通車輪７０，７２の回転、直動案内機構３０，３２の伸縮、切替用直動案内機構４６
，４８の伸縮は、能動的に行うことができる。
【０１８３】
本実施例の移動装置１０ｄの動作は、実施例２−２の移動装置１０ｃと同様である。た
だし、オムニ車輪６０，６２及び普通車輪７０，７２が支持面４に接した状態と離れた状
態を切り替える方法が異なる。
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【０１８４】
普通車輪７０，７２を接地させる場合、切替用直動案内機構４６，４８を縮めることで
オムニ車輪６０，６２を支持面４から離し、普通車輪７０，７２のみを接地させる。この
場合、各車輪ユニット２０ｄ，２２ｄの左右方向の移動は禁止されるが、普通車輪７０，
７２を回転させることによって、移動装置１０ｄを前後方向に移動させたり、旋回させた
りすることができる。
【０１８５】
普通車輪７０，７２を支持面４から離す場合、切替用直動案内機構４６，４８を伸ばし
、オムニ車輪６０，６２を接地させるとともに、車輪ユニット２０ｄ，２２ｄを持ち上げ
ることで普通車輪７０，７２を支持面４から離す。この場合、車輪ユニット２０ｄ，２２
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ｄの左右方向の移動は許可される。車輪ユニット２０ｄ，２２ｄの一方を持ち上げる場合
は、移動装置１０ｄ全体がわずかに傾く。
【０１８６】
例えば、図１８（ｂ）では、第１の車輪ユニット２０ｄは、普通車輪７０が接地してい
るから横方向の移動が禁止された状態であり、第２の車輪ユニット２２ｄは、オムニ車輪
６２が接地し、普通車輪７２が支持面４から離れているから、横方向の移動が許可された
状態である。
【０１８７】
なお、車輪ユニット２０ｄ，２２ｄの横方向の移動が禁止された状態にするために、普
通車輪７０，７２とオムニ車輪６０，６２の両方が支持面４に接するようにしてもよい。
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【０１８８】
本実施例の移動装置１０ｄは、前後、左右方向の移動と旋回が可能である。オムニ車輪
６０，６２のホイール本体の回転を能動的に行えるように構成した場合、斜め方向にも移
動することができる。
【０１８９】
普通車輪７０，７２の回転、直動案内機構３０，３２の伸縮、切替用直動案内機構４６
，４８の伸縮は、人の力で駆動して実現してもよいし、モータなどの駆動源で駆動して実
現してもよい。図１８（ａ）に示した車輪６０，６２，７０，７２に加えて、他の車輪を
備えてもよく、能動的に駆動されない補助的な車輪を備えていてもよい。普通車輪７０，
７２を能動的に回転させず、オムニ車輪６０，６２のホイール本体を能動的に回転させる
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ように構成してもよい。
【０１９０】
第１及び第２のオムニ車輪６０，６２の代わりに、回転軸が前後方向に平行となるよう
に配置された普通車輪を使ってもよい。この場合、回転軸が前後方向に平行となるように
配置された普通車輪が支持面４に接し、普通車輪７０，７２が支持面４から離れた状態で
は、横方向の移動が許可された状態となり、回転軸が前後方向に平行となるように配置さ
れた普通車輪が支持面４から離れ、普通車輪７０，７２が支持面４に接した状態では、横
方向の移動が禁止された状態となる。
【０１９１】
普通車輪７０，７２を第１及び第２の主車輪と考えると、オムニ車輪６０，６２は第１
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及び第２の解除車輪であり、（ａ）オムニ車輪６０と切替用直動案内機構４６とを含む第
１の車輪切替機構は、切替用直動案内機構４６の伸縮によって、第１の主車輪である普通
車輪７０が支持面４から離れ、第１の解除車輪であるオムニ車輪６０が支持面４に接して
いる第１の解除状態と、第１の主車輪である普通車輪７０が支持面４に接している第１の
規制状態とにすることができ、（ｂ）オムニ車輪６２と切替用直動案内機構４８とを含む
第２の車輪切替機構は、切替用直動案内機構４８の伸縮によって、第２の主車輪である普
通車輪７２が支持面４から離れ、第２の解除車輪であるオムニ車輪６２が支持面４に接し
ている第２の解除状態と、第２の主車輪である普通車輪７２が支持面４に接している第２
の規制状態とにすることができる。
【０１９２】
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オムニ車輪６０，６２を第１及び第２の主車輪と考えると、普通車輪７０，７２は第１
及び第２の規制車輪であり、（ａ）普通車輪７０と切替用直動案内機構４６とを含む第１
の規制機構は、切替用直動案内機構４６の伸縮によって、第１の規制車輪である普通車輪
７０を、支持面４に接する第１の接触位置と、支持面４から離れた第１の退避位置とに移
動させることができ、（ｂ）普通車輪７２と切替用直動案内機構４８とを含む第２の規制
機構は、切替用直動案内機構４８の伸縮によって、第２の規制車輪である普通車輪７２を
、支持面４に接する第２の接触位置と、支持面４から離れた第２の退避位置とに移動させ
ることができる。
【０１９３】
＜実施例２−２ｂ＞

図１９は、実施例２−２ｂの移動装置１０ｅの構成を概念的に示
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す説明図である。図１９に示すように、本実施例の移動装置１０ｅは、実施例２−２の移
動装置１０ｃと比較すると、普通車輪７０，７２とオムニ車輪６０，６２の両方を切替用
直動案内機構４６〜４９を介して車輪ユニット２０ｅ，２２ｅの本体２１ｅ，２３ｅに結
合した点が異なる。
【０１９４】
切替用直動案内機構４６〜４９はオムニ車輪６０，６２や普通車輪７０，７２を鉛直方
向に能動的に移動させることができ、オムニ車輪６０，６２や普通車輪７０，７２を支持
面４に接触させたり、支持面４から離したりすることができる。オムニ車輪６０，６２の
ホイール本体と普通車輪７０，７２の両方あるいは片方は能動的に回転させることができ
、能動的に回転させられない場合は受動的に回転自在である。普通車輪７０，７２とオム
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ニ車輪６０，６２の向きは実施例２−２と同様である。２つのオムニ車輪６０，６２のホ
イール本体及び２つの普通車輪７０，７２の回転中心軸は、支持面４に接地した状態で同
軸または互いに平行で高さが異なるように配置されている。
【０１９５】
オムニ車輪６０，６２のホイール本体と普通車輪７０，７２の両方あるいは片方の回転
、直動案内機構３０，３２の伸縮、切替用直動案内機構４６〜４９の伸縮は能動的に行う
ことができる。
【０１９６】
本実施例の移動装置１０ｅの動作は、実施例２−２の移動装置１０ｃと同様である。た
だし、オムニ車輪６０，６２と普通車輪７０，７２が支持面４に接した状態と離れた状態
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を切り替える方法が異なる。
【０１９７】
各車輪ユニット２０ｅ，２２ｅにおいて、普通車輪７０，７２を接地させる場合、普通
車輪７０，７２が接続された切替用直動案内機構４６，４８を伸ばすことで普通車輪７０
，７２を接地させ、オムニ車輪６０，６２が接続された切替用直動案内機構４７，４９を
縮めることでオムニ車輪６０，６２を支持面４から離す。この場合、各車輪ユニット２０
ｅ，２２ｅは、普通車輪７０，７２のみが接地しており、車輪ユニット２０ｅ，２２ｅの
左右方向の移動は禁止される。なお、第１及び第２の車輪ユニット２０ｅ，２２ｅの横方
向の移動が禁止された状態にするために、普通車輪７０，７２とオムニ車輪６０，６２の
両方が支持面４に接するようにしてもよい。
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【０１９８】
各車輪ユニット２０ｅ，２２ｅにおいて、オムニ車輪６０，６２を支持面４に接触させ
る場合、オムニ車輪６０，６２が接続された切替用直動案内機構４７，４９を伸ばすこと
でオムニ車輪６０，６２を接地させ、普通車輪７０，７２が接続された切替用直動案内機
構４６，４８を縮めることで普通車輪７０，７２を支持面４から離す。この場合、各車輪
ユニット２０ｅ，２２ｅは、オムニ車輪６０，６２のみが支持面４に接触しており、車輪
ユニット２０ｅ，２２ｅの左右方向の移動は許可される。
【０１９９】
例えば、図１９（ｂ）では、第２の車輪ユニット２２ｅは、普通車輪７２が接地してい
るから、横方向の移動が禁止された状態であり、第１の車輪ユニット２０ｅは、オムニ車
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輪６０のみが接地しているから、横方向の移動が許可された状態である。
【０２００】
普通車輪７０，７２は第１及び第２の規制車輪であり、オムニ車輪６０，６２は第１及
び第２の主車輪である。普通車輪７０，７２と切替用直動案内機構４６〜４９は、第１及
び第２の規制機構である。別の見方をすると、普通車輪７０，７２は第１及び第２の主車
輪であり、オムニ車輪６０，６２は第１及び第２の解除車輪である。オムニ車輪６０，６
２と切替用直動案内機構４６〜４９は、第１及び第２の車輪切替機構である。
【０２０１】
本実施例の移動装置１０ｅは、前後、左右方向の移動と旋回ができる。オムニ車輪６０
，６２のホイール本体の回転を能動的に行えるように構成した場合、斜め方向にも移動す

10

ることができる。
【０２０２】
普通車輪７０，７２やオムニ車輪６０，６２のホイール本体の両方あるいは片方の回転
、直動案内機構３０，３２の伸縮、切替用直動案内機構４６〜４９の伸縮は、人の力で駆
動して実現してもよいし、モータなどの駆動源で駆動して実現してもよい。図１９（ａ）
に示した車輪６０，６２，７０，７２に加えて他の車輪を備えていてもよく、能動的に駆
動されない補助的な車輪が備えられていてもよい。
【０２０３】
オムニ車輪６０，６２の代わりに、回転軸が前後方向に平行となるように配置された普
通車輪を使ってもよい。この場合、各車輪ユニット２０ｅ，２２ｅは、回転軸が前後方向

20

に平行となるように配置された普通車輪が支持面４に接し、普通車輪７０，７２が支持面
４から離れた状態では、横方向の移動が許可された状態となり、回転軸が前後方向に平行
となるように配置された普通車輪が支持面４から離れ、普通車輪７０，７２が支持面４に
接した状態では、横方向の移動が禁止された状態となる。
【０２０４】
普通車輪７０，７２を第１及び第２の主車輪と考えると、オムニ車輪６０，６２は第１
及び第２の解除車輪であり、（ａ）オムニ車輪６０と切替用直動案内機構４６，４７とを
含む第１の車輪切替機構は、切替用直動案内機構４６，４７の伸縮によって、第１の主車
輪である普通車輪７０が支持面４から離れ、第１の解除車輪であるオムニ車輪６０が支持
面４に接している第１の解除状態と、第１の主車輪である普通車輪７０が支持面４に接し
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ている第１の規制状態とにすることができ、（ｂ）オムニ車輪６２と切替用直動案内機構
４８，４９とを含む第２の車輪切替機構は、切替用直動案内機構４８，４９の伸縮によっ
て、第２の主車輪である普通車輪７２が支持面４から離れ、第２の解除車輪であるオムニ
車輪６２が支持面４に接している第２の解除状態と、第２の主車輪である普通車輪７２が
支持面４に接している第２の規制状態とにすることができる。
【０２０５】
オムニ車輪６０，６２を第１及び第２の主車輪と考えると、普通車輪７０，７２は第１
及び第２の規制車輪であり、（ａ）普通車輪７０と切替用直動案内機構４６，４７とを含
む第１の規制機構は、切替用直動案内機構４６，４７の伸縮によって、第１の規制車輪で
ある普通車輪７０を、支持面４に接する第１の接触位置と、支持面４から離れた第１の退

40

避位置とに移動させることができ、（ｂ）普通車輪７２と切替用直動案内機構４８，４９
とを含む第２の規制機構は、切替用直動案内機構４８，４９の伸縮によって、第２の規制
車輪である普通車輪７２を、支持面４に接する第２の接触位置と、支持面４から離れた第
２の退避位置とに移動させることができる。
【０２０６】
＜実施例２−３＞

図２０は、実施例２−３の移動装置１０ｆの構成を概念的に示す説

明図である。図２０に示すように、本実施例の移動装置１０ｆは、実施例２−２ｂと同様
に、各車輪ユニット２０ｆ，２２ｆが普通車輪７０，７２とオムニ車輪６０，６２とを有
しており、普通車輪７０，７２とオムニ車輪６０，６２とが支持面４に接するか離れるか
を切り替えることができるものであるが、切り替える方法が実施例２−２ｂと異なる。
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【０２０７】
各車輪ユニット２０ｆ，２２ｆは、普通車輪７０，７２が回転部材２４ｆ，２６ｆに支
持されており、回転部材２４ｆ，２６ｆが回転ジョイント２５，２７を介して、車輪ユニ
ット２０ｆ，２２ｆの本体２１ｆ，２３ｆに結合されている。普通車輪７０，７２は、接
地した状態で回転すると前後方向に移動するように配置され、能動的に回転させることが
できる。回転ジョイント２５，２７の回転軸は前後方向と平行であり、回転部材２４ｆ，
２６ｆは能動的に回転させることができる。さらに、回転部材２４ｆ，２６ｆには、オム
ニ車輪６０，６２が回転自在に支持されている。オムニ車輪６０，６２の向きは、ホイー
ル本体の回転軸が前後方向に対して垂直となる方向である。中間体１２、直動案内機構３
０，３２の構成は実施例２−２ｂと同じである。２つの普通車輪７０，７２の回転中心軸
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は、普通車輪７０，７２が接地したときに同軸となるように配置されているが、互いに平
行で高さが異なるように配置してもよい。オムニ車輪６０，６２のホイール本体の回転中
心軸は、普通車輪７０，７２の回転中心軸と同一平面内に存在するように配置されている
。
【０２０８】
普通車輪７０，７２の回転、直動案内機構３０，３２の伸縮、回転部材２４ｆ，２６ｆ
の回転ジョイント２５，２７周りの回転は、能動的に行うことができる。
【０２０９】
本実施例の移動装置１０ｆの動作について説明する。回転部材２４ｆ，２６ｆを回転ジ
ョイント２５，２７周りに回転させることで、普通車輪７０，７２を支持面４に接触させ
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てオムニ車輪６０，６２を支持面４から離したり、普通車輪７０，７２を支持面４から離
してオムニ車輪６０，６２を支持面４に接触させることができる。例えば、図２０（ｂ）
は、第１の車輪ユニット２０ｆでは普通車輪７０が接地した状態で、第２の車輪ユニット
２２ｆではオムニ車輪６２が接地した状態である。このため、各車輪ユニット２０ｆ，２
２ｆにおいて、支持面４に接している車輪を、オムニ車輪６０，６２か普通車輪７０，７
２に切り替えることで、本実施例の移動装置は、実施例２−２ｂの移動装置１０ｅと同様
に横方向の移動が可能である。
【０２１０】
普通車輪７０，７２は第１及び第２の主車輪であり、オムニ車輪６０，６２は第１及び
第２の解除車輪である。オムニ車輪６０，６２と回転ジョイント２５，２７は、第１及び
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第２の車輪切替機構である。別の見方をすると、普通車輪７０，７２は第１及び第２の規
制車輪であり、オムニ車輪６０，６２は第１及び第２の主車輪である。普通車輪７０，７
２と回転ジョイント２５，２７は、第１及び第２の規制機構である。
【０２１１】
本実施例の移動装置１０ｆは、前後、左右方向の移動と旋回ができる。オムニ車輪６０
，６２のホイール本体の回転を能動的に行えるように構成した場合、斜め方向にも移動す
ることができる。
【０２１２】
普通車輪７０，７２の回転、直動案内機構３０，３２の伸縮、回転部材２４ｆ，２６ｆ
の回転ジョイント２５，２７周りの回転は、人の力で駆動して実現してもよいし、モータ

40

などの駆動源で駆動して実現してもよい。図２０（ａ）に示した車輪６０，６２，７０，
７２に加えて他の車輪を備えていてもよく、能動的に駆動されない補助的な車輪が備えら
れていてもよい。普通車輪７０，７２を能動的に回転させず、オムニ車輪６０，６２のホ
イール本体を能動的に回転させるように構成してもよい。
【０２１３】
オムニ車輪６０，６２の代わりに、回転軸が前後方向に平行となるように配置された普
通車輪を使ってもよい。この場合、各車輪ユニット２０ｆ，２２ｆは、回転軸が前後方向
に平行となるように配置された普通車輪が支持面４に接し、普通車輪７０，７２が支持面
４から離れた状態では、横方向の移動が許可された状態となり、回転軸が前後方向に平行
となるように配置された普通車輪が支持面４から離れ、普通車輪７０，７２が支持面４に
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接した状態では、横方向の移動が禁止された状態となる。
【０２１４】
図２０（ａ）に示すように第１の車輪ユニット２０ｆでは普通車輪７０の右側にオムニ
車輪６０があるが、左側にオムニ車輪６０があってもよく、第２の車輪ユニット２２ｆで
は普通車輪７２の左側にオムニ車輪６２があるが、右側にオムニ車輪６２があってもよい
。
【０２１５】
普通車輪７０，７２を第１及び第２の主車輪と考えると、オムニ車輪６０，６２は第１
及び第２の解除車輪であり、（ａ）オムニ車輪６０と回転ジョイント２５とを含む第１の
車輪切替機構は、回転ジョイント２５の回転によって、第１の主車輪である普通車輪７０

10

が支持面４から離れ、第１の解除車輪であるオムニ車輪６０が支持面４に接している第１
の解除状態と、第１の主車輪である普通車輪７０が支持面４に接している第１の規制状態
とにすることができ、（ｂ）オムニ車輪６２と回転ジョイント２７とを含む第２の車輪切
替機構は、回転ジョイント２７の回転によって、第２の主車輪である普通車輪７２が支持
面４から離れ、第２の解除車輪であるオムニ車輪６２が支持面４に接している第２の解除
状態と、第２の主車輪である普通車輪７２が支持面４に接している第２の規制状態とにす
ることができる。
【０２１６】
オムニ車輪６０，６２を第１及び第２の主車輪と考えると、普通車輪７０，７２は第１
及び第２の規制車輪であり、（ａ）普通車輪７０と回転ジョイント２５とを含む第１の規
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制機構は、回転ジョイント２５の回転によって、第１の規制車輪である普通車輪７０を、
支持面４に接する第１の接触位置と、支持面４から離れた第１の退避位置とに移動させる
ことができ、（ｂ）普通車輪７２と回転ジョイント２７とを含む第２の規制機構は、回転
ジョイント２７の回転によって、第２の規制車輪である普通車輪７２を、支持面４に接す
る第２の接触位置と、支持面４から離れた第２の退避位置とに移動させることができる。
【０２１７】
図２１は、変形例の移動装置１０ｇの構成を概念的に示す説明図である。図２１に示す
ように、車輪ユニット２０ｇ，２２ｇの本体２１ｇ，２３ｇに回転ジョイント２５，２７
を介して結合された回転部材２４ｇ，２６ｇに、普通車輪７０，７２と、普通車輪７０，
７２の左側と右側の両方に配置されたオムニ車輪６０，６２，６４，６６とが回転自在に

30

支持される構成としてもよい。
【０２１８】
＜実施例２−４＞

図２２は、実施例２−４の移動装置１０ｈの構成を概念的に示す説

明図である。図２２に示すように、本実施例の移動装置１０ｈは、実施例２−３の移動装
置１０ｆと略同じ構成であるが、車輪ユニット２０ｈ，２２ｈの本体２１ｈ，２３ｈに回
転ジョイント２５，２７を介して結合された回転部材２４ｈ，２６ｈに、それぞれ２個の
オムニ車輪６０，６４；６２，６６が配置される点、オムニ車輪６０，６２，６４，６６
のホイール本体の回転軸が移動装置１０ｈの前後方向に平行である点、オムニ車輪６０，
６２，６４，６６のホイール本体には一方向回転機構６０ｘ，６２ｘ，６４ｘ，６６ｘが
設けられている点が、実施例２−３と異なる。
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【０２１９】
一方向回転機構６０ｘ，６２ｘ，６４ｘ，６６ｘは、一方向クラッチ（ワンウェイクラ
ッチ）やラチェット機構などであり、一方向への回転を許可し、反対方向への回転を禁止
するものである。各オムニ車輪６０，６２，６４，６６のホイール本体の回転可能方向は
、図２２において矢印で示す方向である。すなわち、各回転部材２４ｈ，２６ｈにおいて
、左側に配置されているオムニ車輪６４，６２は、接地したときに左方向に移動する方向
に回転可能であり、右側に配置されているオムニ車輪６０，６６は、接地したときに右方
向に移動する方向に回転可能である。２つの普通車輪７０，７２の回転中心軸は、同軸に
配置されているが、互いに平行で高さが異なるように配置してもよい。
【０２２０】
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各車輪ユニット２０ｈ，２２ｈを右側に移動させる場合は、各回転部材２４ｈ，２６ｈ
の右側のオムニ車輪６０，６６を接地させ、左側に移動させる場合は、各回転部材２４ｈ
，２６ｈの左側のオムニ車輪６４，６２を接地させる。
【０２２１】
回転部材２４ｈ，２６ｈの回転ジョイント２５，２７は能動的に動かしてもよいが、直
動案内機構３０，３２の伸縮に伴い回転部材２４ｈ，２６ｈを回転させる力が生じるため
、回転部材２４ｈ，２６ｈの回転ジョイント２５，２７は、必ずしも能動的に動かす必要
はない。
【０２２２】
例えば、普通車輪７０，７２が接地しているとき、直動案内機構３０，３２を伸縮して

10

車輪ユニット２０ｈ，２２ｈの本体２１ｈ，２３ｈを右側または左側に動かすと、普通車
輪７０，７２は左右方向には移動しないため、回転部材２４ｈ，２６ｈを回転ジョイント
２５，２７周りに回転させる運動が生じる。
【０２２３】
普通車輪７０，７２が接地している状態で、車輪ユニット２０ｈ，２２ｈの本体２１ｈ
，２３ｈが右方向に動くと、回転部材２４ｈ，２６ｈの右側のオムニ車輪６０，６６が接
地し、車輪ユニット２０ｈ，２２ｈの本体２１ｈ，２３ｈが左方向に動くと、回転部材２
４ｈ，２６ｈの左側のオムニ車輪６４，６２が接地する。
【０２２４】
回転部材２４ｈ，２６ｈの右側のオムニ車輪６０，６６が接地した状態で、車輪ユニッ
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ト２０ｈ，２２ｈの本体２１ｈ，２３ｈが右方向に動くと、オムニ車輪６０，６６のホイ
ール本体は回転可能であるため、オムニ車輪６０，６６は右方向に移動する。回転部材２
４ｈ，２６ｈの右側のオムニ車輪６０，６６が接地した状態で、車輪ユニット２０ｈ，２
２ｈの本体２１ｈ，２３ｈが左方向に動くと、オムニ車輪６０，６６のホイール本体は回
転禁止であるため、回転部材２４ｈ，２６ｈを回転ジョイント２５，２７周りに回転させ
る運動が生じ、普通車輪７０，７２が接地する状態に復帰する。
【０２２５】
回転部材２４ｈ，２６ｈの左側のオムニ車輪６４，６２が接地した状態についても同様
であり、車輪ユニット２０ｈ，２２ｈの本体２１ｈ，２３ｈが左方向に動くと、オムニ車
輪６４，６２は左方向に移動し、車輪ユニット２０ｈ，２２ｈの本体２１ｈ，２３ｈが右

30

方向に動くと、普通車輪７０，７２が接地する状態に復帰する。
【０２２６】
普通車輪７０，７２の回転、直動案内機構３０，３２の伸縮は能動的に行うことができ
る。
【０２２７】
普通車輪７０，７２が支持面４に接した状態では、普通車輪７０，７２を駆動すること
により、移動装置１０ｈは前後方向の移動と旋回が可能である。回転部材２４ｈ，２６ｈ
の右側のオムニ車輪６０，６６が接地した状態では、実施例１−２で回転可能方向切替機
構が右方向移動を許可している状態と同じであるので、実施例１−２と同じ方法で右方向
に移動できる。同様に、回転部材２４ｈ，２６ｈの左側のオムニ車輪６４，６２が接地し

40

た状態では左方向に移動できる。
【０２２８】
普通車輪７０，７２は第１及び第２の主車輪であり、オムニ車輪６０，６４；６２，６
６は第１及び第２の解除車輪である。オムニ車輪６０，６４；６２，６６と回転ジョイン
ト２５，２７は、第１及び第２の車輪切替機構である。別の見方をすると、普通車輪７０
，７２は第１及び第２の規制車輪であり、オムニ車輪６０，６４；６２，６６は第１及び
第２の主車輪である。普通車輪７０，７２と回転ジョイント２５，２７は、第１及び第２
の規制機構である。
【０２２９】
本実施例の移動装置１０ｈは、前後、左右の移動と旋回が可能である。
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【０２３０】
普通車輪７０，７２の回転、直動案内機構３０，３２の伸縮は、人の力で駆動して実現
してもよいし、モータなどの駆動源で駆動して実現してもよい。回転部材２４ｈ，２６ｈ
の回転ジョイント２５，２７周りの回転は、直動案内機構３０，３２の伸縮に伴い受動的
に回転されてもよいし、人力で駆動されてもモータなどの駆動源で駆動されてもよい。図
２２に示した車輪に加えて他の車輪を備えていてもよく、能動的に駆動されない補助的な
車輪が備えられていてもよい。
【０２３１】
オムニ車輪６０，６２，６４，６６の代わりに、回転軸が前後方向に平行となるように
配置された普通車輪を使ってもよい。この場合、回転軸が前後方向に平行となるように配

10

置された普通車輪が支持面４に接し、普通車輪７０，７２が支持面４から離れた状態では
、横方向の移動が許可された状態となり、回転軸が前後方向に平行となるように配置され
た普通車輪が支持面４から離れ、普通車輪７０，７２が支持面４に接した状態では、横方
向の移動が禁止された状態となる。
【０２３２】
普通車輪７０，７２を第１及び第２の主車輪と考えると、オムニ車輪６０，６２，６４
，６６は第１及び第２の解除車輪であり、（ａ）オムニ車輪６０，６４と回転ジョイント
２５とを含む第１の車輪切替機構は、回転ジョイント２５の回転によって、第１の主車輪
である普通車輪７０が支持面４から離れ、第１の解除車輪であるオムニ車輪６０又は６４
が支持面４に接している第１の解除状態と、第１の主車輪である普通車輪７０が支持面４

20

に接している第１の規制状態とにすることができ、（ｂ）オムニ車輪６２，６６と回転ジ
ョイント２７とを含む第２の車輪切替機構は、回転ジョイント２７の回転によって、第２
の主車輪である普通車輪７２が支持面４から離れ、第２の解除車輪であるオムニ車輪６２
又は６６が支持面４に接している第２の解除状態と、第２の主車輪である普通車輪７２が
支持面４に接している第２の規制状態とにすることができる。
【０２３３】
オムニ車輪６０，６２，６４，６６を第１及び第２の主車輪と考えると、普通車輪７０
，７２は第１及び第２の規制車輪であり、（ａ）普通車輪７０と回転ジョイント２５とを
含む第１の規制機構は、回転ジョイント２５の回転によって、第１の規制車輪である普通
車輪７０を、支持面４に接する第１の接触位置と、支持面４から離れた第１の退避位置と

30

に移動させることができ、（ｂ）普通車輪７２と回転ジョイント２７とを含む第２の規制
機構は、回転ジョイント２７の回転によって、第２の規制車輪である普通車輪７２を、支
持面４に接する第２の接触位置と、支持面４から離れた第２の退避位置とに移動させるこ
とができる。
【０２３４】
＜実施例２−５＞

図２３は、実施例２−５の移動装置１０ｉの構成を概念的に示す説

明図である。図２３に示すように、本実施例の移動装置１０ｉは、実施例２−２の移動装
置１０ｃの構成に近いが、普通車輪７０，７２に接続しているものは切替用直動案内機構
４６，４８ではなく、回転ジョイント７６，７８である点が異なる。
【０２３５】

40

普通車輪７０，７２は支持面４に接しており、回転ジョイント７６，７８により鉛直軸
周りに旋回することができ、移動方向を前後、左右、斜めなど様々な方向に切り替えるこ
とができる。２つのオムニ車輪６０，６２のホイール本体の回転中心軸は、同軸に配置さ
れているが、互いに平行で高さが異なるように配置してもよい。普通車輪７０，７２の回
転中心軸は、普通車輪７０，７２の移動方向が前後方向となっているとき、オムニ車輪６
０，６２のホイール本体の回転中心軸と同軸または互いに平行で高さが異なるように配置
されている。２個のオムニ車輪６０，６２及び２個の普通車輪７０，７２はすべて同時に
接地するように配置されている。このためにサスペンションなどの高さ調節機構を備えて
いてもよい。
【０２３６】
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オムニ車輪６０，６２の回転、直動案内機構３０，３２の伸縮、回転ジョイント７６，
７８の回転は、能動的に行うことができる。
【０２３７】
本実施例の移動装置１０ｉの動作について説明する。普通車輪７０，７２の移動方向が
前後方向となっているとき、オムニ車輪６０，６２を駆動することで、前後方向の移動と
旋回が可能である。また、このときは、左右方向には能動的にも受動的にも移動不可能で
あるから、車輪ユニット２０ｉ，２２ｉの横方向の移動は禁止される。普通車輪７０，７
２の移動方向が左右方向となっているとき、車輪ユニット２０ｉ，２２ｉの横方向の移動
は許可される。このため、普通車輪７０，７２の向きを切り替えることで、本実施例の移
動装置１０ｉは、実施例１−１の移動装置１０と同様の方法で横方向に移動することがで

10

きる。
【０２３８】
普通車輪７０，７２は第１及び第２の規制車輪であり、オムニ車輪６０，６２は第１及
び第２の主車輪である。普通車輪７０，７２と回転ジョイント７６，７８は、第１及び第
２の規制機構である。
【０２３９】
本実施例の移動装置１０ｉは、前後、左右方向の移動と旋回が可能である。普通車輪７
０，７２の向きを、移動装置１０ｉの移動方向に応じて適切に調整すれば、斜め方向の移
動も可能である。
20

【０２４０】
オムニ車輪６０，６２のホイール本体の回転、直動案内機構３０，３２の伸縮、回転ジ
ョイント７６，７８の回転は、人の力で駆動して実現してもよいし、モータなどの駆動源
で駆動して実現してもよい。図２３に示した車輪に加えて他の車輪を備えていてもよく、
能動的に駆動されない補助的な車輪が備えられていてもよい。
【０２４１】
オムニ車輪６０，６２は第１及び第２の主車輪であり、普通車輪７０，７２は第１及び
第２の規制車輪である。普通車輪７０と回転ジョイント７６とを含む第１の規制機構は、
回転ジョイント７６の回転によって、第１の規制車輪である普通車輪７０の向きを、支持
面４に接しながら第１の方向への移動が可能である第１の向きと、支持面４に接しながら
第２の方向への移動が可能である第２の向きとに切り替えることができる。普通車輪７２

30

と回転ジョイント７８とを含む第２の規制機構は、回転ジョイント７８の回転によって、
第２の規制車輪である普通車輪７２の向きを、支持面４に接しながら第１の方向への移動
が可能である第３の向きと、支持面４に接しながら第２の方向への移動が可能である第４
の向きとに切り替えることができる。
【０２４２】
＜実施例２−６＞

図２４は、実施例２−６の移動装置１０ｊの構成を概念的に示す説

明図である。図２４に示すように、本実施例の移動装置１０ｊでは、車輪ユニット２０ｊ
，２２ｊは、それぞれ２個のオムニ車輪６０，６４；６２，６６を備えており、各オムニ
車輪６０，６２，６４，６６は、切替用直動案内機構４６〜４９を介して、車輪ユニット
２０ｊ，２２ｊの本体２１ｊ，２３ｊに結合されている。切替用直動案内機構４６〜４９

40

は、オムニ車輪６０，６２，６４，６６を鉛直方向に能動的に移動させることができ、オ
ムニ車輪６０，６２，６４，６６を支持面４に接地させたり支持面４から離したりするこ
とができる。各オムニ車輪６０，６２，６４，６６のローラーには、一方向回転機構６０
ｘ，６２ｘ，６４ｘ，６６ｘが備えられており、ローラーの回転可能方向が一方向に制限
されている。一方向回転機構６０ｘ，６２ｘ，６４ｘ，６６ｘには、一方向クラッチ（ワ
ンウェイクラッチ）やラチェット機構などを用いてもよい。
【０２４３】
図２４において矢印は、支持面４に接しているローラーが回転可能な方向を示している
。各車輪ユニット２０ｊ，２２ｊの一方のオムニ車輪６０，６６は、接地したときに右方
向に移動可能な方向にローラーが回転可能であり、他方のオムニ車輪６４，６２は、接地
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したときに左方向に移動可能な方向にローラーが回転可能である。ローラーが互いに反対
方向に回転する２種類のオムニ車輪６０，６６；６４，６２は、各車輪ユニット２０ｊ，
２２ｊにおいて左側、右側のどちらに配置されてもよい。その他の構成は、実施例２−１
と同じである。４つのオムニ車輪６０，６２，６４，６６のホイール本体の回転中心軸は
、接地したときに同軸になるように配置されているが、互いに平行で高さが異なるように
配置してもよい。
【０２４４】
オムニ車輪６０，６２，６４，６６のホイール本体の回転、直動案内機構３０，３２の
伸縮、切替用直動案内機構４６〜４９の伸縮は、能動的に行うことができる。
【０２４５】

10

本実施例の移動装置１０ｊの動作について説明する。各車輪ユニット２０ｊ，２２ｊに
ついて、右方向に移動可能なオムニ車輪６０，６６と、左方向に移動可能なオムニ車輪６
４，６２とのうち、いずれか一方を接地させ、他方を支持面４から離すことで、車輪ユニ
ット２０ｊが移動可能な方向を、右方向または左方向に切り替えることができる。このた
め、本実施例の移動装置１０ｊは、実施例１−２の移動装置１０ａと同様の方法で横方向
に移動することができる。
【０２４６】
各車輪ユニット２０ｊ，２２ｊの右方向に移動可能なオムニ車輪６０，６６及び左方向
に移動可能なオムニ車輪６４，６２の両方を同時に接地させると、車輪ユニット２０ｊ，
２２ｊは左右方向の移動が禁止された状態となる。移動装置１０ｊを前後方向に移動する

20

場合や旋回する場合には、車輪ユニット２０ｊ，２２ｊの左右方向移動が禁止された状態
にすることで、左右方向の受動的な移動が拘束される。
【０２４７】
オムニ車輪６０，６４は、第１の主車輪の一方側車輪と他方側車輪である。オムニ車輪
６２，６６は、第２の主車輪の一方側車輪と他方側車輪である。切替用直動案内機構４６
，４７を含む第１の主車輪切替機構は、切替用直動案内機構４６，４７の伸縮によって、
第１の主車輪であるオムニ車輪６０，６４の一方が支持面４に接し、他方が支持面４から
離れている第１の状態と、他方が支持面４に接し、一方が支持面４から離れている第２の
状態とを切り替えることができる。切替用直動案内機構４８，４９を含む第２の主車輪切
替機構は、切替用直動案内機構４８，４９の伸縮によって、第２の主車輪であるオムニ車
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輪６２，６６の一方が支持面４に接し、他方が支持面４から離れている第３の状態と、他
方が支持面４に接し、一方が支持面４から離れている第４の状態とを切り替えることがで
きる。
【０２４８】
本実施例の移動装置１０ｊは、前後、左右方向の移動と旋回ができる。また、斜め方向
の移動が可能である。
【０２４９】
オムニ車輪６０，６２，６４，６６のホイール本体の回転、直動案内機構３０，３２の
伸縮、切替用直動案内機構４６〜４９の伸縮は、人の力で駆動して実現してもよいし、モ
ータなどの駆動源で駆動して実現してもよい。図２４に示した車輪に加えて他の車輪を備

40

えていてもよく、能動的に駆動されない補助的な車輪が備えられていてもよい。
【０２５０】
第２グループの移動装置１０ｃ，１０ｄ，１０ｅ，１０ｊに備えられた切替用直動案内
機構４６〜４９は、回転軸が鉛直方向以外の方向である回転ジョイントに置き換えられて
もよい。すなわち、回転ジョイント周りの回転により、オムニ車輪６０，６２と、普通車
輪７０，７２若しくはオムニ車輪６４，６６とについて、支持面４に接地した状態と離れ
た状態を切り替えるように構成してもよい。オムニ車輪６０，６２と、普通車輪７０，７
２若しくはオムニ車輪６４，６６とについて、支持面４に接地した状態と支持面４から離
れた状態を切り替えるように構成される限り、複数のジョイントが組み合わされていても
よい。
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【０２５１】
次に、第３グループの実施例について説明する。第３グループは、結合ユニットが中間
体と第１及び第２の直動案内機構とを含み、第１及び第２の主車輪は支持面に接しながら
第２の方向にのみ移動可能であり、横移動機構として第１及び第２の主車輪移動機構を備
える。
【０２５２】
＜実施例３−１＞

図２５（ａ）は、実施例３−１の移動装置の構成を概念的に示す説

明図である。
【０２５３】
図２５（ａ）に示すように、本実施例の移動装置１０ｋは、主車輪である普通車輪７０

10

，７２が、前後方向に移動可能となるように、車輪ユニット２０ｋ，２２ｋの本体２１ｋ
，２３ｋに回転自在に支持されている。
【０２５４】
第１及び第２の車輪ユニット２０ｋ，２２ｋの本体２１ｋ，２３ｋに直動案内機構３０
，３２の第二部材がそれぞれ固定され、直動案内機構３０，３２の第一部材が回転ジョイ
ント１４，１６を介して中間体１２ｋに結合されている。第１及び第２の回転ジョイント
１４，１６の回転軸は前後方向に平行であり、能動的に回転させることができる。回転ジ
ョイント１４，１６の回転によって、車輪ユニット２０ｋ，２２ｋは持ち上げられ、普通
車輪７０，７２は支持面４から離れる。
【０２５５】
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第１の回転ジョイント１４は、第１の主車輪である普通車輪７０を、支持面４に接する
第１の接触位置と、支持面４から離れた第１の退避位置とに移動させる第１の主車輪移動
機構である。第２の回転ジョイント１６は、第２の主車輪である普通車輪７２を、支持面
４に接する第２の接触位置と、支持面４から離れた第２の退避位置とに移動させる第２の
主車輪移動機構である。普通車輪７０，７２は、支持面４に接しながら第２の方向にのみ
移動が可能である。
【０２５６】
中間体１２ｋには、オムニ車輪６４が配置されている。オムニ車輪６４は、ホイール本
体の回転により前後方向に移動し、ローラーの回転により横方向に移動する向きに配置さ
れている。オムニ車輪６４は、支持面４に接しながら第１の方向と第２の方向とに移動す
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ることができる中間体車輪である。
【０２５７】
第１及び第２の普通車輪７０，７２と、オムニ車輪６４の計３個の車輪は、同時に接地
することができる。２つの普通車輪７０，７２の回転中心軸と、オムニ車輪６４のホイー
ル本体の回転中心軸とは、常に同一平面内にあるように配置されている。
【０２５８】
普通車輪７０，７２の回転、直動案内機構３０，３２の伸縮、回転ジョイント１４，１
６の回転は、能動的に行うことができる。
【０２５９】
本実施例の移動装置１０ｋの動作について説明する。第１及び第２の普通車輪７０，７
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２を回転させることで、移動装置１０ｋは前後方向の移動と旋回ができる。
【０２６０】
図２６、図２７を用いて、移動装置１０ｋが右方向に移動する場合を説明する。図２６
、図２７は、移動装置１０ｋの動作の説明図である。ここでは、第１及び第２の直動案内
機構３０，３２を同時に伸縮させる場合の横移動方法を説明する。
【０２６１】
図２６（ａ）のように、第１及び第２の直動案内機構３０，３２が縮んでいる状態で、
かつ、第１及び第２の普通車輪７０，７２、オムニ車輪６４がすべて接地している状態を
初期状態とする。
【０２６２】
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まず、図２６（ｂ）のように、第２の回転ジョイント１６を回転させて、第２の普通車
輪７２を支持面４から離れた第２の退避位置に移動させる。この際、移動装置１０ｋや使
用者の全体の重心Ｇの左右方向の位置が、第１の普通車輪７０とオムニ車輪６４の間にあ
る状態にする。この状態で、図２６（ｃ）のように、第１及び第２の直動案内機構３０，
３２を伸ばす。第１の車輪ユニット２０ｋは普通車輪７０を介して接地しているため、横
方向に移動しない。中間体１２ｋはオムニ車輪６４を介して接地しているため、第１の直
動案内機構３０を伸ばした長さと同じ距離だけ右方向に移動する。この間も、移動装置１
０ｋや使用者の全体の重心Ｇの左右方向位置が、第１の普通車輪７０とオムニ車輪６４の
間にある状態を保持する。
【０２６３】
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次に、図２６（ｄ）のように、第２の回転ジョイント１６を回転させて、第２の普通車
輪７２を支持面４に接する第２の接触位置に移動させ、接地させる。
【０２６４】
その後、図２７（ｅ）のように、第１の回転ジョイント１４を回転させて、第１の普通
車輪７０を支持面４から離れた第１の退避位置に移動させる。この際、重心Ｇの左右方向
位置が、第２の普通車輪７２とオムニ車輪６４の間にある状態にする。この状態で、図２
７（ｆ）のように、第１及び第２の直動案内機構３０，３２を縮める。第２の車輪ユニッ
ト２２ｋは普通車輪７２を介して接地しているため、横方向に移動しない。中間体１２ｋ
は、オムニ車輪６４を介して接地しているため、第２の直動案内機構３２を縮めた長さと
同じ距離だけ右方向に移動する。この間も、重心Ｇの左右方向位置が、第２の普通車輪７
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２とオムニ車輪６４の間に存在する状態を保持する。
【０２６５】
直動案内機構３０，３２が縮んだのち、図２７（ｇ）のように、第１の回転ジョイント
１４を回転させて、第１の普通車輪７０を支持面４に接する第１の接触位置に移動させ、
接地させる。
【０２６６】
以上の動作を繰り返すことで、移動装置１０ｋは右方向へ任意の距離を移動することが
できる。中間体１２ｋから見ると、この右方向への移動は、停止と移動を繰り返す断続的
な運動である。
【０２６７】
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以上では第１及び第２の直動案内機構３０，３２を同時に伸縮させる場合について説明
しており、実施例１−１で説明した第２の横移動方法に相当する方法である。実施例１−
１で説明した第３の横移動方法のように、第１及び第２の直動案内機構３０，３２を別々
に伸縮させることで、本実施例の移動装置１０ｋは連続的に横方向に移動することができ
る。
【０２６８】
本実施例の移動装置１０ｋは、前後、左右の移動と旋回が可能である。オムニ車輪６４
のホイール本体を能動的に回転できるようにすれば、斜め方向への移動も可能である。
【０２６９】
普通車輪７０，７２の回転、直動案内機構３０，３２の伸縮、回転ジョイント１４，１
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６の回転は、人の力で駆動して実現してもよいし、モータなどの駆動源で駆動して実現し
てもよい。図２５（ａ）に示した車輪６４，７０，７２に加えて他の車輪を備えていても
よく、能動的に駆動されない補助的な車輪が備えられていてもよい。
【０２７０】
オムニ車輪６４のホイール本体の回転は、能動的に回転できてもよいし、受動的に回転
自在に支持されていてもよい。オムニ車輪６４は、ホイール本体の回転により前後方向に
移動し、ローラーの回転により横方向に移動する向きとは異なる向きに配置されてもよい
。
【０２７１】
重心Ｇの移動は、使用者が体を傾ける方法や、質量をもったものや使用者の体の一部ま
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たは全部を右側または左側に移動させる方法などで実現する。重心Ｇを移動させるだけで
なく、中間体１２ｋに接続されたオムニ車輪６４を、中間体１２ｋに対して右側または左
側に相対的に移動させる機構を備えることで、重心Ｇの左右方向位置を、第１又は第２の
普通車輪７０，７２とオムニ車輪６４の間に位置するように調整してもよい。または、前
述の補助的な車輪を設け、重心Ｇを移動させることなく、重心Ｇを支持面４に投影した点
が、車輪の接地点が作る多角形の内側に常に存在するように構成してもよい。
【０２７２】
回転ジョイント１４，１６は、その回転によって普通車輪７０，７２を支持面４から離
すことができればよく、直動案内機構３０，３２と中間体１２ｋとを結合する代わりに、
車輪ユニット２０ｋ，２２ｋの本体２１ｋ，２３ｋと直動案内機構３０，３２とを結合し
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てもよいし、車輪ユニット２０ｋ，２２ｋの本体２１ｋ，２３ｋと車輪支持部とを結合し
てもよい。回転ジョイント１４，１６の位置は、その回転により、普通車輪７０，７２が
支持面４などと干渉することなく、普通車輪７０，７２を支持面４に接地させた状態と支
持面４から離した状態を円滑に切り替えることができる限り、移動装置１０ｋにおいてど
こに配置されてもよい。
【０２７３】
回転ジョイントの回転軸は、鉛直方向以外の方向であればよい。例えば図２５（ｂ）の
移動装置１０ｒの回転ジョイント１５，１７のように、回転ジョイント１５，１７の回転
軸が左右方向と平行となるようにしてもよい。
20

【０２７４】
普通車輪７０，７２が支持面４に接地し、オムニ車輪６４が支持面４から離れた状態も
実現できるのであれば、オムニ車輪６４は接地した状態では左右方向のみ移動可能な車輪
でもよく、接地した状態では前後方向に移動できない車輪でもよい。すなわち、オムニ車
輪６４は、オムニ車輪ではなく、普通車輪で左右方向のみ移動可能にしたものでもよい（
左右方向のみ移動可能な普通車輪は左右移動時には支持面４に接地させるが、前後移動時
には支持面４から離す）。
【０２７５】
＜実施例３−２＞

図２８は、実施例３−２の移動装置の構成を概念的に示す説明図で

ある。
【０２７６】
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図２８（ａ）に示すように、本実施例の移動装置１０ｍは、実施例３−１の移動装置１
０ｋの構成に近いが、回転ジョイント１４，１６が無く、直動案内機構３０，３２と中間
体１２ｍとが結合されている点、オムニ車輪６４が切替用直動案内機構４５を介して中間
体１２ｍに接続されている点が異なる。
【０２７７】
２つの普通車輪７０，７２及びオムニ車輪６４のホイール本体の回転中心軸は、支持面
４に接地した状態で同軸または互いに平行で高さが異なるように配置されている。
【０２７８】
普通車輪７０，７２の回転、直動案内機構３０，３２の伸縮、切替用直動案内機構４５
の伸縮は、能動的に行うことができる。
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【０２７９】
本実施例の移動装置１０ｍの動作について説明する。第１及び第２の普通車輪７０，７
２を回転させることで、移動装置１０ｍは前後方向の移動と旋回ができる。
【０２８０】
オムニ車輪６４が接続された切替用直動案内機構４５を伸ばし、オムニ車輪６４が２つ
の普通車輪７０，７２よりも下方向に突き出た状態にする。移動装置１０ｍや使用者の全
体の重心（以下、単に重心という。）を左側に移動させると、移動装置１０ｍが傾き、第
１の普通車輪７０とオムニ車輪６４が接地し、かつ、第２の普通車輪７２が支持面４から
離れる。重心を右側に移動させると、第２の普通車輪７２とオムニ車輪６４が接地し、か
つ、第１の普通車輪７０が支持面４から離れる。このため、本実施例の移動装置１０ｍは
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、実施例３−１の移動装置１０ｋと同様の方法で横方向に移動することができる。
【０２８１】
第１及び第２の主車輪移動機構は、切替用直動案内機構４５と、重心を右側又は左側に
移動させる不図示の機構（例えば、重心を右側又は左側に移動させる機構、あるいは、中
間体１２ｍに乗っている使用者が、重心を右側又は左側に移動させるときに掴む取手）と
を含む。第１の普通車輪７０は、支持面４に接しながら第２の方向にのみ移動が可能であ
る第１の主車輪である。第２の普通車輪７２は、支持面４に接しながら第２の方向にのみ
移動が可能である第２の主車輪である。
【０２８２】
本実施例の移動装置１０ｍは、前後、左右方向への移動と旋回が可能である。オムニ車
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輪６４のホイール本体を能動的に回転できるようにすれば、斜め方向への移動も可能であ
る。
【０２８３】
普通車輪７０，７２の回転、直動案内機構３０，３２の伸縮、切替用直動案内機構４５
の伸縮は、人の力で駆動して実現してもよいし、モータなどの駆動源で駆動して実現して
もよい。図２８（ａ）に示した車輪６４，７０，７２に加えて他の車輪を備えていてもよ
く、能動的に駆動されない補助的な車輪が備えられていてもよい。
【０２８４】
重心移動は、使用者が体を傾ける方法や、質量をもったものや使用者の体の一部または
全部を右側または左側に移動させる方法などで実現できる。重心を直接的に移動させるだ
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けでなく、中間体１２ｍに対してオムニ車輪６４を右側または左側に相対的に移動させる
機構を備えることで、重心の左右方向位置を普通車輪７０，７２とオムニ車輪６４の間に
位置するように調整し、切替用直動案内機構４５を伸ばした時に移動装置１０ｍが傾く方
向を変更してもよい。
【０２８５】
図２８（ｂ）の移動装置１０ｎのように、車輪ユニット２０ｎ，２２ｎに切替用直動案
内機構４６，４８を設け、オムニ車輪６４を上下に動かさずに、普通車輪７０，７２を上
下に動かす構成でもよい。また、オムニ車輪６４と、普通車輪７０，７２の両方を別々に
上下に動かす構成でもよい。
【０２８６】
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また、切替用直動案内機構４５；４６，４８が結合するのは、オムニ車輪６４の車輪支
持部６４ｋと中間体１２ｍ、または普通車輪７０，７２の車輪支持部７０ｋ，７２ｋと車
輪ユニット２０ｎ，２２ｎの本体２１ｎ，２３ｎではなく、車輪ユニット２０ｍ，２２ｍ
；２０ｎ，２２ｎと直動案内機構３０，３２、または中間体１２ｍ，１２ｎと直動案内機
構３０，３２でもよい。
【０２８７】
普通車輪７０，７２を上下させる構成では、左右方向の移動時に、重心移動により移動
装置を傾ける動作の代わりに、切替用直動案内機構４６，４８を縮めて普通車輪７０，７
２を支持面４から離し、実施例３−１のように車輪の接地点がつくる多角形の内側に常に
重心を支持面に投影した点が存在するように調整する動作を行ってもよい。
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【０２８８】
普通車輪７０，７２が支持面４に接地し、オムニ車輪６４が支持面４から離れた状態も
実現できるのであれば、オムニ車輪６４は接地した状態では左右方向のみ移動可能な車輪
でもよく、接地した状態では前後方向に移動できない車輪でもよい。すなわち、オムニ車
輪６４は、オムニ車輪ではなく、普通車輪で左右方向のみ移動可能にしたものでもよい（
左右方向のみ移動可能な普通車輪は左右移動時には支持面４に接地させるが、前後移動時
には支持面４から離す）。
【０２８９】
以上に説明した第３グループの移動装置において、第１及び第２の主車輪切替機構とし
て備えられた切替用直動案内機構４５，４６，４８または回転ジョイント１４〜１７は、
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普通車輪７０，７２とオムニ車輪６４の上下方向の位置関係を入れ替えることができる限
り、一方または両方が複数配置されてもよく、また、移動装置内のどこに配置されてもよ
く、また、どの方向に配置されてもよい。
【０２９０】
次に、第４グループの実施例４について説明する。
【０２９１】
＜実施例４＞

図２９は、実施例４の移動装置１０ｐの構成を概念的に示す説明図であ

る。実施例４は、中間体の無い構成の例である。
【０２９２】
図２９に示すように、本実施例の移動装置１０ｐは、実施例１−１の移動装置１０の構
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成に近いが、中間体を備えていない点、直動案内機構３１が１つであり、直動案内機構３
１が２つの車輪ユニット２０ｐ，２２ｐを結合している点が、実施例１−１の移動装置と
異なる。直動案内機構３１は結合ユニットであり、第１の車輪ユニット２０ｐと第２の車
輪ユニット２２ｐとが第１の方向に互いに接近したり離れたりすることができるように、
第１の車輪ユニット２０ｐと第２の車輪ユニット２２ｐとを結合する。直動案内機構３１
の代わりに、直動案内機構以外の案内機構や、リンク機構、ジョイント（継手）などを用
いてもよい。
【０２９３】
本実施例の移動装置１０ｐの動作について説明する。第１及び第２のオムニ車輪６０，
６２のホイール本体の回転により、前後方向の移動と旋回ができる。オムニ車輪６０，６
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２のローラーにはブレーキがあるため、実施例１−１で説明した第１の横移動方法のよう
に、１つの直動案内機構３１のみを伸縮させる方法を用いることで、本実施例の移動装置
は横方向に移動できる。
【０２９４】
本実施例の移動装置１０ｐは、前後、左右方向の移動と旋回が可能である。また、斜め
方向の移動も可能である。
【０２９５】
オムニ車輪６０，６２のホイール本体の回転、直動案内機構３１の伸縮、ブレーキのＯ
Ｎ／ＯＦＦの切り替えは、人の力で駆動して実現してもよいし、モータなどの駆動源で駆
動して実現してもよい。図２９に示したオムニ車輪６０，６２に加えて他の車輪を備えて
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いてもよく、能動的に駆動されない補助的な車輪が備えられていてもよい。
【０２９６】
実施例１−１の移動装置１０の構造で、第１又は第２の車輪ユニット２０，２２と中間
体１２を、直動案内機構３０又は３２を介さずに接合させた移動装置は、本実施例に相当
する。
【０２９７】
本実施例の横移動機構は、実施例１−１の移動装置１０の横移動機構に限らず、第１グ
ループ、第２グループ、第５グループの他の移動装置の横移動機構であってもよい。
【０２９８】
次に、第５グループの実施例について説明する。第５グループは、結合ユニットが中間
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体と第１及び第２の直動案内機構とを含み、第１及び第２の主車輪は第２の方向にのみ移
動可能であり、横移動機構は第１及び第２の主車輪移動機構と第１及び第２の重心移動機
構とを含む。
【０２９９】
＜実施例５＞

図３０は、実施例５の移動装置１０ｑの構成を概念的に示す説明図であ

る。図３０に示すように、本実施例の移動装置１０ｑは、図２８（ｂ）の実施例３−２の
移動装置１０ｎの構成に近いが、中間体１２にはオムニ車輪がない点で、実施例３−２の
移動装置１０ｎとは異なる。第１及び第２の普通車輪７０，７２は主車輪であり、切替用
直動案内機構４６は、第１の主車輪移動機構であり、切替用直動案内機構４８は、第２の
主車輪移動機構である。
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【０３００】
本実施例の移動装置１０ｑは、第１及び第２の普通車輪７０，７２の回転により、前後
方向の移動と旋回ができる。また、直動案内機構３０，３２の伸縮と、切替用直動案内機
構４６，４８の伸縮とを組み合わせることによって、横方向の移動が可能である。
【０３０１】
図３１、図３２を用いて、移動装置１０ｑが右方向に移動する場合を説明する。図３１
、図３２は、移動装置１０ｑの動作の説明図である。ここでは、第１及び第２の直動案内
機構３０，３２を同時に伸縮させる場合の横移動方法を説明する。
【０３０２】
図３１（ａ）のように、第１及び第２の直動案内機構３０，３２が縮んでいる状態を初

10

期状態とする。
【０３０３】
まず、図３１（ｂ）のように、第２の切替用直動案内機構４８を素早く伸ばして停止さ
せることによって、第２の車輪ユニット２２ｑを跳ね上げて、第２の車輪ユニット２２ｑ
の普通車輪７２が支持面４から離れた状態にする。この状態の間に、図３１（ｃ）のよう
に、第１及び第２の直動案内機構３０，３２を伸ばす。このとき、第１の車輪ユニット２
０ｑは普通車輪７０を介して接地しているため、横方向に移動しない。中間体１２は、第
１の直動案内機構３０を伸ばした長さと同じ距離だけ第１の方向の一方側（接地した状態
で右方向となる方向）に移動する。
【０３０４】
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第２の切替用直動案内機構４８は、第２の重心移動機構であり、第２の主車輪である普
通車輪７２が支持面４に接している状態で第２の車輪ユニット２２ｑの重心を支持面４か
ら離れる方向に移動させることによって、第２の主車輪である普通車輪７２が支持面４か
ら離れるようにすることができる。第２の主車輪である普通車輪７２は、支持面４に接し
ながら第２の方向にのみ移動可能である。
【０３０５】
次に、図３１（ｄ）のように、第２の車輪ユニット２２ｑの普通車輪７２が支持面４に
接する状態になる。素早く伸ばして停止させた第２の切替用直動案内機構４８は、元の長
さまで縮める。
【０３０６】
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次に、図３２（ｅ）のように、第１の切替用直動案内機構４６を素早く伸ばして停止さ
せ、第１の車輪ユニット２０ｑを跳ね上げて、第１の車輪ユニット２０ｑの普通車輪７０
が支持面４から離れた状態にする。この状態の間に、図３２（ｆ）のように、第１及び第
２の直動案内機構３０，３２を縮める。第２の車輪ユニット２２ｑは普通車輪７２を介し
て接地しているため、横方向に移動しない。中間体１２は、第２の直動案内機構３２を縮
めた長さと同じ距離だけ第１の方向の一方側（接地した状態で右方向となる方向）に移動
する。
【０３０７】
第１の切替用直動案内機構４６は、第１の重心移動機構であり、第１の主車輪である普
通車輪７０が支持面４に接している状態で第１の車輪ユニット２０ｑの重心を支持面４か

40

ら離れる方向に移動させることによって、第１の主車輪である普通車輪７０が支持面４か
ら離れるようにすることができる。第１の主車輪である普通車輪７０は、支持面４に接し
ながら第２の方向にのみ移動可能である。
【０３０８】
次に、図３２（ｇ）のように、第１の車輪ユニット２０ｑの普通車輪７０が支持面４に
接する状態になる。素早く伸ばして停止させた第１の切替用直動案内機構４６は、元の長
さまで縮める。
【０３０９】
以上の動作を繰り返すことで、移動装置１０ｑは右方向へ任意の距離を移動することが
できる。中間体１２から見ると、この右方向への駆動は、停止と移動を繰り返す断続的な
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運動である。
【０３１０】
以上では第１及び第２の直動案内機構３０，３２を同時に伸縮させる場合について説明
しており、実施例１−１で説明した第２の横移動方法に相当する方法である。本実施例の
移動装置１０ｑは、実施例１−１で説明した第３の横移動方法と同様に、第１及び第２の
直動案内機構３０，３２を別々に伸縮させることによっても、連続的に横方向に駆動する
ことができる。
【０３１１】
本実施例の移動装置１０ｑは、前後、左右の移動と旋回が可能である。
10

【０３１２】
普通車輪７０，７２の回転、直動案内機構３０，３２の伸縮、切替用直動案内機構４６
，４８の伸縮は、人の力で駆動して実現してもよいし、モータなどの駆動源で駆動して実
現してもよい。
【０３１３】
図３０に示した普通車輪７０，７２に加えて他の車輪を備えていてもよく、能動的に駆
動されない補助的な車輪が備えられていてもよい。
【０３１４】
あるいは、普通車輪７０，７２を支持面４から離すために、伸ばされた状態の切替用直
動案内機構４６，４８を縮めて、普通車輪７０，７２を上方向に加速させてもよい。この
場合、移動装置１０ｑが傾いて上方向に加速させた普通車輪７０，７２が接地するまでの
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間、第１及び第２の直動案内機構３０，３２を伸縮させることが可能である。
【０３１５】
普通車輪７０，７２を支持面４から離す重心移動機構は、切替用直動案内機構４６，４
８以外にも様々なものが考えられる。
【０３１６】
例えば、重心移動機構として、移動装置の上で質量をもったものを加速あるいは減速さ
せる機構を備えることで、車輪ユニットの普通車輪を支持面から離すことができる。質量
を持ったものを直線的にあるいは曲線的に加速あるいは減速させてもよく、質量を持った
ものの回転運動においてその回転を加速あるいは減速させてもよい。使用者が体を早く動
かしたり、体を傾けたりすることで、車輪ユニットの普通車輪を支持面から離すことがで
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きる。
【０３１７】
あるいは、図２５（ａ）に示す実施例３−１の移動装置１０ｋの構成からオムニ車輪６
４をなくしたものを用いて、第２の回転ジョイント１６を素早く時計回りに回転させて停
止させることで、第２の車輪ユニット２２ｋを跳ね上げて、第２の車輪ユニット２２ｋの
普通車輪７２を支持面４から離すことができる。あるいは、第２の回転ジョイント１６を
素早く反時計回りに回転させることで、第２の車輪ユニット２２ｋの普通車輪７２を支持
面４から離すことができる。この場合、第１及び第２の回転ジョイント１４，１６は、第
１及び第２の重心移動機構である。
40

【０３１８】
使用者が普通車輪７０．７２を上方向に持ち上げて支持面４から離すために、移動装置
に取手が取り付けられていてもよい。この場合、取手は重心移動機構である。
【０３１９】
＜まとめ＞

以上に説明した移動装置は、簡単な構成で前後方向に加え横方向にも移動

できる。
【０３２０】
なお、本発明は、上記実施の形態に限定されるものではなく、種々変更を加えて実施す
ることが可能である。
【０３２１】
例えば、第１の車輪ユニットと第２の車輪ユニットとに設ける横移動を可能にするため
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の横移動機構は、第１の車輪ユニットと第２の車輪ユニットとで構成が同じ場合を説明し
たが、第１の車輪ユニットと第２の車輪ユニットと構成が異なっても構わない。
【０３２２】
実施例で説明した第１の直動案内機構３０は、「第１の車輪ユニットと中間体とを、第
１の方向に互いに接近したり離れたりすることができるように結合する第１の結合機構」
の一例であり、第２の直動案内機構３２は、「第２の車輪ユニットと中間体とを、第１の
方向に互いに接近したり離れたりすることができるように結合する第２の結合機構」の一
例である。第１及び第２の結合機構は、直動案内機構以外の案内機構や、リンク機構、ジ
ョイント（継手）などを用いて構成してもよい。
10

【０３２３】
第１及び第２の主車輪は、第１の方向に互いに対向するように、第１及び第２の車輪ユ
ニットに配置されるが、互いに異なる寸法でも、互いに異なる構成でも構わない。また、
第１及び第２の主車輪が、それぞれの回転軸が一直線上に並ぶようには第１及び第２の車
輪ユニットに配置されていない構成としてもよい。この場合、第１及び第２の主車輪は、
それぞれの回転軸が互いに平行ではない状態で、互いに第１の方向に対向するように、第
１及び第２の車輪ユニットに配置されても構わない。
【産業上の利用可能性】
【０３２４】
本発明は、前進・後進のみならず、横方向、斜め方向の移動が求められる機器、例えば
、車椅子、高齢者用移動装置などの福祉機器や、工場や倉庫で使用される搬送台車、搬送
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車、フォークリフト、移動車両などの移動搬送機器などの用途に適用できる。
【符号の説明】
【０３２５】
４

支持面

１０，１０ａ〜１０ｋ，１０ｍ，１０ｎ，１０ｐ〜１０ｔ
１２，１２ｋ，１２ｍ，１２ｎ
１４〜１７

移動装置

中間体

回転ジョイント

２０，２０ａ〜２０ｋ，２０ｍ，２０ｎ，２０ｐ，２０ｑ

第１の車輪ユニット

２２，２２ａ〜２２ｋ，２２ｍ，２２ｎ，２２ｐ，２２ｑ

第２の車輪ユニット

２５，２７
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回転ジョイント

３０

第１の直動案内機構（第１の結合機構）

３１

直動案内機構（結合ユニット）

３２

第２の直動案内機構（第２の結合機構）

３４

ホイール本体

３６，３６ｓ
４５〜４９

ローラー
切替用直動案内機構

５０

第１のレバー

５２

第２のレバー

６０，６２，６４，６６，６８
６１，６３

オムニ車輪
40

切替用オムニ車輪

６０ｘ，６２ｘ，６４ｘ，６６ｘ
６０ｙ，６２ｙ

一方向回転機構

回転可能方向切替機構

７０，７２

普通車輪

７６，７８

回転ジョイント
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