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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベビーカーにおいて、
　第１の側端が設けられた前脚フレームと、第２の側端が設けられた後脚フレームであっ
て、当該第１、第２の側端がそれぞれ結合部材に接続される前脚フレームおよび後脚フレ
ーム、
　前記結合部材を通過してスライド可能な第３の側端が設けられ、当該第３の側端が、当
該結合部材の上方に位置する第１の端部と、当該結合部材の下方に位置する第２の端部を
備える持ち手フレーム、
　後端部が第１の支点によって前記第１の側端に枢着される側方手摺、
　第１、第２の末端を備え、当該第１の末端が第２の支点によって前記側方手摺に枢着さ
れ、当該第２の末端が第３の支点によって第２の端部に枢着される接続ロッド、および、
　サイドバーを備える背もたれユニットであって、当該サイドバーは当該背もたれユニッ
トの縦軸に沿って延伸し、当該サイドバーの末端は前記第２、第３の支点の間で第４の支
点によって前記接続ロッドに枢着される背もたれユニット、を含むことを特徴とする、
　ベビーカー。
【請求項２】
　前記第１の側端は前記結合部材に固着され、前記第２の側端は前記結合部材に枢着され
る、ことを特徴とする請求項１に記載のベビーカー。
【請求項３】
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　前記ベビーカーが展開状態である場合、前記第４の支点は前記第１の支点と前記第２の
支点との間に位置する、ことを特徴とする請求項１に記載のベビーカー。
【請求項４】
　前記持ち手フレームの前記第３の側端は、前記第１、第２の端部の長さを変えるよう、
前記結合部材を通過してスライド可能である、ことを特徴とする請求項１に記載のベビー
カー。
【請求項５】
　前記ベビーカーが展開状態である場合、前記第４の支点の位置は前記第１、第２の支点
の高さよりも低い、ことを特徴とする請求項１に記載のベビーカー。
【請求項６】
　前記背もたれユニットは、側管が設けられた背もたれフレームをさらに備え、当該側管
は前記サイドバーと平行に延伸し、当該サイドバーは頭部ガード部材を介して前記背もた
れフレームに接続される、ことを特徴とする請求項１に記載のベビーカー。
【請求項７】
　支管が設けられたシートフレームをさらに含み、前記背もたれフレームの前記側管は当
該シートフレームの当該支管に枢着される、ことを特徴とする請求項６に記載のベビーカ
ー。
【請求項８】
　前記支管の先端は前記持ち手フレームにおける前記第２の端部に枢着され、前記支管の
後端は前記後脚フレームにおける前記第２の側端に枢着される、ことを特徴とする請求項
７に記載のベビーカー。
【請求項９】
　前記背もたれフレームにはさらに横管が設けられ、前記頭部ガード部材は当該横管に枢
着され、かつ、当該頭部ガード部材の側辺は、前記サイドバーにおける前記第４の支点と
対向する他の末端に接続され、当該サイドバーにおける当該他の末端は、前記頭部ガード
部材に対してスライドおよび枢動可能である、ことを特徴とする請求項６に記載のベビー
カー。
【請求項１０】
　前記頭部ガード部材の側辺には案内溝が設けられ、前記サイドバーにおける前記他の末
端には突起が設けられ、当該突起は前記案内溝に組み付けられて、当該案内溝に沿ってス
ライド可能であるとともに、前記頭部ガード部材に対して回転可能である、ことを特徴と
する請求項９に記載のベビーカー。
【請求項１１】
　前記前脚フレームにはさらに横端が設けられ、前記持ち手フレームにおける前記第２の
端部は当該前脚フレームにおける当該横端付近まで延伸する、ことを特徴とする請求項１
に記載のベビーカー。
【請求項１２】
　ベビーカーにおいて、
　第１の側端が設けられた前脚フレームと、第２の側端が設けられた後脚フレームであっ
て、当該第１、第２の側端がそれぞれ結合部材に接続される前脚フレームおよび後脚フレ
ーム、
　前記結合部材を通過してスライド可能な第３の側端が設けられ、当該第３の側端が、当
該結合部材の上方に位置する第１の端部と、当該結合部材の下方に位置する第２の端部を
備える持ち手フレーム、
　後端部が第１の支点によって前記第１の側端に枢着される側方手摺、
　第１、第２の末端を備え、当該第１の末端が第２の支点によって前記側方手摺に枢着さ
れ、当該第２の末端が第３の支点によって第２の端部に枢着される接続ロッド、および、
　背もたれフレーム、サイドフレームおよび頭部ガード部材を備える背もたれユニットで
あって、前記背もたれフレームと前記サイドフレームが前記頭部ガード部材にそれぞれ接
続され、前記背もたれフレームが側管を含み、前記サイドフレームがサイドバーを含み、
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当該サイドバーは前記側管に沿って延伸し、かつ、前記サイドバーの末端は前記第２、第
３の支点の間で第４の支点によって前記接続ロッドに枢着される背もたれユニット、を含
むことを特徴とする、
　ベビーカー。
【請求項１３】
　支管が設けられたシートフレームをさらに含み、前記背もたれフレームの前記側管は当
該シートフレームの当該支管に枢着される、ことを特徴とする請求項１２に記載のベビー
カー。
【請求項１４】
　前記支管の先端は前記持ち手フレームにおける前記第２の端部に枢着され、前記支管の
後端は前記後脚フレームにおける前記第２の側端に枢着される、ことを特徴とする請求項
１３に記載のベビーカー。
【請求項１５】
　前記第１の側端は前記結合部材に固着され、前記第２の側端は前記結合部材に枢着され
る、ことを特徴とする請求項１２に記載のベビーカー。
【請求項１６】
　前記ベビーカーが展開状態である場合、前記第４の支点は前記第１の支点と前記第２の
支点との間に位置する、ことを特徴とする請求項１２に記載のベビーカー。
【請求項１７】
　前記ベビーカーが展開状態である場合、前記第４の支点の位置は前記第１、第２の支点
の高さよりも低い、ことを特徴とする請求項１２に記載のベビーカー。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は乳幼児積載装置に関し、特にベビーカーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、ベビーカーは主として乳幼児を乗せて大人が押動するものであり、乳幼
児をベビーカーに乗せている場合、通常、大人はベビーカーシートの後方に位置する。一
般的に、ベビーカーの背もたれは、乳幼児を安臥および就寝させやすいよう平臥状態に調
整可能である。ベビーカーの背もたれの左右両側にはさらにサイドガードを設けてもよく
、背もたれと左右のサイドガードによって快適かつ安全な安臥スペースが画定される。し
かし、サイドガードを組み合せると、通常はフレーム構造がより複雑となり、かつフレー
ムの折り畳みに不便となってしまう。
【０００３】
　これに鑑みて、現在では上記のような不備を改善可能であるとともに、コスト的により
市場競争力があり、かつ、いっそう操作しやすいベビーカーを提供することが求められて
いる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、背もたれユニットを各傾斜角度間で調整可能であるとともに、持ち手フレー
ムを上下にスライドさせることで簡単に折り畳みまたは展開が可能なベビーカーを提供す
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一実施例は、第１の側端が設けられた前脚フレームと、第２の側端が設けられ
た後脚フレームであって、当該第１、第２の側端がそれぞれ結合部材に接続される前脚フ
レームおよび後脚フレーム、前記結合部材を通過してスライド可能な第３の側端が設けら
れ、当該第３の側端が、当該結合部材の上方に位置する第１の端部と、当該結合部材の下
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方に位置する第２の端部を備える持ち手フレーム、後端部が第１の支点によって前記第１
の側端に枢着される側方手摺、第１、第２の末端を備え、当該第１の末端が第２の支点に
よって前記側方手摺に枢着され、当該第２の末端が第３の支点によって第２の端部に枢着
される接続ロッド、および、サイドバーを備える背もたれユニットであって、当該サイド
バーは当該背もたれユニットの縦軸に沿って延伸し、当該サイドバーの末端は前記第２、
第３の支点の間で第４の支点によって前記接続ロッドに枢着される背もたれユニット、を
含むことを特徴とするベビーカーを提供する。
【０００６】
　前記ベビーカーは、前記第１の側端は前記結合部材に固着され、前記第２の側端は前記
結合部材に枢着されることを特徴とする。
【０００７】
　前記ベビーカーは、展開状態である場合、前記第４の支点が前記第１の支点と前記第２
の支点との間に位置することを特徴とする。
【０００８】
　前記ベビーカーは、前記持ち手フレームの前記第３の側端は、前記第１、第２の端部の
長さを変えるよう、前記結合部材を通過してスライド可能であることを特徴とする。
【０００９】
　前記ベビーカーは、前記ベビーカーが展開状態である場合、前記第４の支点の位置は前
記第１、第２の支点の高さよりも低いことを特徴とする。
【００１０】
　前記ベビーカーにおいて、前記背もたれユニットは、側管が設けられた背もたれフレー
ムをさらに備え、当該側管は前記サイドバーと平行に延伸し、当該サイドバーは頭部ガー
ド部材を介して前記背もたれフレームに接続されることを特徴とする。
【００１１】
　前記ベビーカーは、支管が設けられたシートフレームをさらに含み、前記背もたれフレ
ームの前記側管は当該シートフレームの当該支管に枢着されることを特徴とする。
【００１２】
　前記ベビーカーは、前記支管の先端は前記持ち手フレームにおける前記第２の端部に枢
着され、前記支管の後端は前記後脚フレームにおける前記第２の側端に枢着されることを
特徴とする。
【００１３】
　前記ベビーカーは、前記背もたれフレームにさらに横管が設けられ、前記頭部ガード部
材は当該横管に枢着され、かつ、当該頭部ガード部材の側辺は、前記サイドバーにおける
前記第４の支点と対向する他の末端に接続され、当該サイドバーにおける当該他の末端は
、前記頭部ガード部材に対してスライドおよび枢動可能であることを特徴とする。
【００１４】
　前記ベビーカーは、前記頭部ガード部材の側辺には案内溝が設けられ、前記サイドバー
における前記他の末端には突起が設けられ、当該突起は前記案内溝に組み付けられて、当
該案内溝に沿ってスライド可能であるとともに、前記頭部ガード部材に対して回転可能で
あることを特徴とする。
【００１５】
　前記ベビーカーは、前記前脚フレームにはステップボード用としての横端がさらに設け
られ、前記持ち手フレームにおける前記第２の端部は当該前脚フレームにおける当該横端
付近まで延伸することを特徴とする。
【００１６】
　本発明の他の実施例は、第１の側端が設けられた前脚フレームと、第２の側端が設けら
れた後脚フレームであって、当該第１、第２の側端がそれぞれ結合部材に接続される前脚
フレームおよび後脚フレーム、前記結合部材を通過してスライド可能な第３の側端が設け
られ、当該第３の側端が、当該結合部材の上方に位置する第１の端部と、当該結合部材の
下方に位置する第２の端部を備える持ち手フレーム、後端部が第１の支点によって前記第
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１の側端に枢着される側方手摺、第１、第２の末端を備え、当該第１の末端が第２の支点
によって前記側方手摺に枢着され、当該第２の末端が第３の支点によって第２の端部に枢
着される接続ロッド、および、背もたれフレーム、サイドフレームおよび頭部ガード部材
を備える背もたれユニットであって、前記背もたれフレームと前記サイドフレームが前記
頭部ガード部材にそれぞれ接続され、前記背もたれフレームが側管を含み、前記サイドフ
レームがサイドバーを含み、当該サイドバーは前記側管に沿って延伸し、かつ、前記サイ
ドバーの末端は前記第２、第３の支点の間で第４の支点によって前記接続ロッドに枢着さ
れる背もたれユニット、を含むことを特徴とするベビーカーを提供する。
【００１７】
　前記ベビーカーは、支管が設けられたシートフレームをさらに含み、前記背もたれフレ
ームの前記側管は当該シートフレームの当該支管に枢着されることを特徴とする。
【００１８】
　前記ベビーカーは、前記支管の先端は前記持ち手フレームにおける前記第２の端部に枢
着され、前記支管の後端は前記後脚フレームにおける前記第２の側端に枢着されることを
特徴とする。
【００１９】
　前記ベビーカーは、前記第１の側端は前記結合部材に固着され、前記第２の側端は前記
結合部材に枢着されることを特徴とする。
【００２０】
　前記ベビーカーは、展開状態である場合、前記第４の支点が前記第１の支点と前記第２
の支点との間に位置することを特徴とする。
【００２１】
　前記ベビーカーは、前記ベビーカーが展開状態である場合、前記第４の支点の位置は前
記第１、第２の支点の高さよりも低いことを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施例にかかるベビーカーを示す斜視図である。
【図２】頭部ガード部材および背もたれフレーム、サイドフレームの組み付けを示す拡大
図である。
【図３】ベビーカーの折り畳みを示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図１は、本発明の一実施例にかかるベビーカー１００を示す斜視図である。ベビーカー
１００は、前脚フレーム１０２、後脚フレーム１０４、シートフレーム１０６、持ち手フ
レーム１０８、フロントガードユニット１１０、および背もたれユニット１１２を含む。
前脚フレーム１０２には左右の側端１０２Ａが設けられ、後脚フレーム１０４には左右の
側端１０４Ｂが設けられ、各側端１０２Ａ，１０４Ｂの下端部にはそれぞれ車輪１１３が
設けられ、各側端１０２Ａ，１０４Ｂの上端部は結合部材１１４に接続される。
　本発明の実施例では、側端１０２Ａ，１０４Ｂは管体から構成すればよい。各側端１０
２Ａの上端部はそれぞれ結合部材１１４に固着され、各側端１０４Ｂの上端部はそれぞれ
結合部材１１４に枢着され、ベビーカー１００を展開または折り畳めるよう、後脚フレー
ム１０４は前脚フレーム１０２と結合部材１１４に対して枢動可能となっている。また、
前脚フレーム１０２には横端１０２Ｂがさらに設けられており、横端１０２Ｂは両側端１
０２Ａ間にステップボードとして固着されている。
【００２４】
　持ち手フレーム１０８には、左右両側端１１６および横端１１８が含まれる。横端１１
８は両側端１１６間に接続される。各側端１１６は、それぞれ前脚フレーム１０２の側端
１０２Ａと平行に延伸し、対応する結合部材１１４内に設けられた貫通孔をそれぞれ通過
して、側端１１６の両端部１１６Ａ，１１６Ｂを画定する。端部１１６Ａは結合部材１１
４、側端１０２Ａおよび１０４Ｂの上方に位置する。端部１１６Ｂは結合部材１１４の下
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方に位置するとともに、側端１０２Ａと平行に前脚フレーム１０２の横端１０２Ｂ付近ま
で延伸すればよい。
　持ち手フレーム１０８は、結合部材１１４の上下側における側端１１６の長さを変化さ
せることでベビーカー１００を展開または折り畳めるよう、結合部材１１４を通過してス
ライド可能である。各側端１０２Ａの横端１０２Ｂ付近には、持ち手フレーム１０８を前
脚フレーム１０２の側端１０２Ａと平行に上下へスライドするよう誘導すべく、それぞれ
ガイド部材１１９を設ければよい。一実施例では、ガイド部材１１９は例えば側端１０２
Ａに固定されるリング部材であり、持ち手フレーム１０８の側端１１６はスライド可能に
ガイド部材１１９に挿通される。
【００２５】
　また、前脚フレーム１０２および後脚フレーム１０４に対する持ち手フレーム１０８の
移動をロックすべく、各結合部材１１４にはさらにロック機構（図示しない）を設ければ
よい。当該ロック機構は例えば係合部材を含み、当該係合部材は、持ち手フレーム１０８
の位置をロックするよう、持ち手フレーム１０８の側端１１６に形成された貫通孔と係合
可能とされる。
　結合部材１１４のロック機構は解除機構１２０に接続すればよく、保育者が解除機構１
２０を操作するとロック機構が解除に切り換わり、持ち手フレーム１０８を上下に変位可
能となる。図示するように、解除機構１２０は例えば持ち手フレーム１０８の横端１１８
に設けられ、各結合部材１１４の係合部材にそれぞれ接続される２本のワイヤ（図示しな
い）を含めばよい。
【００２６】
　図１に示すように、シートフレーム１０６は結合部材１１４の下方において前脚フレー
ム１０２、後脚フレーム１０４に枢着される。本発明の実施例では、シートフレーム１０
６には左右の支管１０６Ａが設けられている。各支管１０６Ａの先端は支点Ｒ１によって
持ち手フレーム１０８の端部１１６Ｂに枢着され、各支管１０６Ａの後端は支点Ｒ２によ
って後脚フレーム１０４における対応する側端１０４Ｂに枢着される。シートフレーム１
０６の左右の支管１０６Ａ上には、乳幼児にとって快適な座面を提供して支持すべく、シ
ート用生地を覆設可能である。
【００２７】
　フロントガードユニット１１０は支管１０６Ａの上方に設けられており、左右両側の手
摺１２２および横ガード部１２４を含む。各側方手摺１２２の後端部は支点Ｐ１によって
対応する側端１０２Ａに枢着され、各側方手摺１２２の先端部は横ガード部１２４に固定
される。一実施例では、横ガード部１２４は例えば食事用プレートとなっている。
　また、各側方手摺１２２は先端部付近において、それぞれ接続ロッド１２６を介して持
ち手フレーム１０８の側端１１６に接続される。より具体的には、接続ロッド１２６は湾
曲形状とすればよく、接続ロッド１２６における第１の末端は支点Ｐ２によって側方手摺
１２２の先端部に枢着される。接続ロッド１２６における第２の末端は側方手摺１２２の
下方で、支点Ｐ３によって側端１１６における結合部材１１４下方の端部１１６Ｂに枢着
される。支点Ｐ３は持ち手フレーム１０８の端部１１６Ｂ上であって支点Ｒ１の上方に位
置し、かつ、支点Ｐ３は側方手摺１２２の縦軸沿いに支点Ｐ１とＰ２の間に位置している
。
【００２８】
　背もたれユニット１１２には、背もたれフレーム１３０、サイドフレーム１３２および
頭部ガード部材１３４が含まれる。背もたれフレーム１３０は、左右両側の側管１３０Ａ
および横管１３０Ｂを含む。両側管１３０Ａは互いに平行であり、横管１３０Ｂは両側管
１３０Ａ間に接続されている。かつ、各側管１３０Ａにおける横管１３０Ｂと対向する末
端部は、それぞれ支点Ｐ５によってシートフレーム１０６の対応する支管１０６Ａに枢着
される。
【００２９】
　サイドフレーム１３２は、背もたれフレーム１３０の側管１３０Ａとそれぞれ平行に延
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伸する左右両側のサイドバー１３６を含む。各サイドバー１３６における第１の末端１３
６Ａは、支点Ｐ４によって対応する接続ロッド１２６に枢着される。支点Ｐ４は、支点Ｐ
１とＰ２の間の領域であって、接続ロッド１２６の両端部における支点Ｐ２とＰ３の間に
位置する。各サイドバー１３６における第１の末端１３６Ａと対向する第２の末端１３６
Ｂは、頭部ガード部材１３４を介して背もたれフレーム１３０の横管１３０Ｂに接続され
る。
【００３０】
　図２は、頭部ガード部材１３４および背もたれフレーム１３０、サイドフレーム１３２
の組み付けを示す拡大図である。頭部ガード部材１３４は板状であり、背もたれユニット
１１２の横方向に延伸していればよい。頭部ガード部材１３４は背もたれフレーム１３０
の横管１３０Ｂに枢着されればよく、かつ、頭部ガード部材１３４の左右両側辺には、対
称かつ長尺の案内溝１３４Ａがそれぞれ設けられている。
　各サイドバー１３６の第２の末端１３６Ｂにはそれぞれ突起１４０が設けられていれば
よく、突起１４０は対応する案内溝１３４Ａに組み付けられ、案内溝１３４Ａに沿ってス
ライド可能であるとともに、頭部ガード部材１３４に対して回転可能である。よって、各
サイドバー１３６の第２の末端１３６Ｂは、頭部ガード部材１３４に対して回転可能であ
るとともに、案内溝１３４Ａに沿ってスライド可能である。背もたれユニット１１２が平
臥状態の場合、サイドフレーム１３２が左右両側でサイドガード機能を供し、かつ、頭部
ガード部材１３４が背もたれフレーム１３０に対し垂直となって、乳幼児の安臥スペース
画定に寄与する。
【００３１】
　引き続き図１を参照する。背もたれユニット１１２が所望の傾斜角度を維持できるよう
、ベビーカー１００にはさらに背もたれ固定装置１５０（図１では点線で示しているが、
図３には示していない）が設けられている。一実施例では、背もたれ固定装置１５０はベ
ルト１５２および長さ調整機構１５４を含む。ベルト１５２は、持ち手フレーム１０８の
側端１１６に接続するとともに、背もたれフレーム１３０の後方に巻き回せばよい。保育
者は、長さ調整機構１５４によって背もたれフレーム１３０に巻き回されるベルト１５２
の長さを変更可能である。よって、ベルト１５２により支持される背もたれユニット１１
２は、ベルト１５２の長さを変えることで各傾斜角度に維持可能となる。
【００３２】
　以下、図１及び図３を参照して、ベビーカー１００の操作方法について説明する。ベビ
ーカー１００が図１に示すような展開状態である場合、フロントガードユニット１１０の
側方手摺１２２はそれぞれ結合部材１１４の下方に延伸しており、支点Ｐ３は側方手摺１
２２の縦軸沿いに支点Ｐ１とＰ２の間に位置し、支点Ｐ４は接続ロッド１２６の両端部に
おける支点Ｐ２とＰ３の間に置かれる。また、支点Ｐ３，Ｐ４の位置は支点Ｐ１，Ｐ２の
鉛直高さよりも低く（かつ、支点Ｐ３は支点Ｐ４の下方に位置する）、支点Ｐ５は支点Ｐ
２，Ｐ３，Ｐ４の後方に位置する。
【００３３】
　保育者が背もたれユニット１１２の傾斜角度を調整しようとする場合、まずは長さ調整
機構１５４を緩めれば、ベルト１５２の長さを調整可能となる。ベルト１５２の長さが調
整されると、これに連動して背もたれフレーム１３０とサイドフレーム１３２が回転可能
となることで、背もたれフレーム１３０が支点Ｐ５周りにシートフレーム１０６の支管１
０６Ａに対して回動するとともに、サイドフレーム１３２のサイドバー１３６がこれに連
動して支点Ｐ４周りに接続ロッド１２６に対して回転する。
　背もたれユニット１１２の傾斜角度が調整されるのと同時に、頭部ガード部材１３４も
背もたれフレーム１３０、サイドフレーム１３２に対して枢動可能である。背もたれユニ
ット１１２が所望の傾斜角度に到達すると、長さ調整機構１５４がベルト１５２の長さを
ロックすることで、背もたれユニット１１２の位置が維持される。なお、背もたれユニッ
ト１１２がほぼ平臥位置に調整された場合、頭部ガード部材１３４は側管１３０Ａ、サイ
ドバー１３６に対してほぼ垂直状態となる。一方、背もたれユニット１１２がやや直立状



(8) JP 5946875 B2 2016.7.6

10

20

30

40

態となった場合、頭部ガード部材１３４の平面は、側管１３０Ａ、サイドバー１３６の延
伸方向に近接する。
【００３４】
　図３を参照する。保育者がベビーカー１００を折り畳もうとする場合、持ち手フレーム
１０８をロック解除するために、まずは持ち手フレーム１０８に対する結合部材１１４の
ロック状態を解除する。そして、持ち手フレーム１０８を下方へ変位させ、持ち手フレー
ム１０８の側端１１６を、結合部材１１４を通過させて下方へスライドさせることで、側
端１１６の結合部材１１４下方における端部１１６Ｂの長さを長くし、結合部材１１４上
方に位置する端部１１６Ａの長さを短くすればよい。持ち手フレーム１０８の側端１１６
が下方へ変位するに伴い、接続ロッド１２６（支点Ｐ３，Ｐ４を含む）およびシートフレ
ーム１０６の先端が下方へ移動可能であるため、フロントガードユニット１１０が支点Ｐ
１周りに前脚フレーム１０２に向かって下方へ回転するとともに、背もたれユニット１１
２の上端が持ち手フレーム１０８の側端１１６に向かって上方へ回転する。
　特に、サイドフレーム１３２のサイドバー１３６および背もたれフレーム１３０の側管
１３０Ａは、それぞれ支点Ｐ４，Ｐ５周りに、接続ロッド１２６、シートフレーム１０６
の支管１０６Ａに対して持ち手フレーム１０８の側端１１６へ向かって上方に回転可能で
ある。同時に、シートフレーム１０６の後端は持ち手フレーム１０８の側端１１６に向か
って折り畳まれ、後脚フレーム１０４は前脚フレーム１０２へ近接可能である。これによ
り、折り畳まれたベビーカー１００は占有スペースが小さくなる。
【００３５】
　保育者がベビーカー１００を展開しようとする場合には、持ち手フレーム１０８を上方
へ変位させ、持ち手フレーム１０８の側端１１６を、それぞれ結合部材１１４を通過させ
て上方へスライドさせることで、側端１１６の結合部材１１４上方における端部１１６Ａ
の長さを短くし、結合部材１１４下方に位置する端部１１６Ｂの長さを長くすればよい。
　持ち手フレーム１０８の側端１１６が上方へ変位するに伴い、接続ロッド１２６（支点
Ｐ３，Ｐ４を含む）およびシートフレーム１０６の先端が上方へ移動可能であるため、フ
ロントガードユニット１１０が支点Ｐ１周りに前脚フレーム１０２から離間する方向に回
転するとともに、背もたれユニット１１２の上端が側端１１６から離間する方向へ回転す
る。同時に、シートフレーム１０６の後端が側端１１６から離間するように下方へ回転し
、後脚フレーム１０４が前脚フレーム１０２に対して展開可能なことから、ベビーカー１
００は図１に示すような展開状態となる。
【００３６】
　本発明が提供するベビーカーは、背もたれユニットの構成要件および組み付け関係が非
常にシンプルである。また、背もたれユニットのサイドフレームは接続ロッドを介して持
ち手フレームに接続されるため、保育者が持ち手フレームを上下に移動させることで、背
もたれユニット、シートフレーム、前脚フレームおよび後脚フレームを簡単に折り畳みま
たは展開可能であり、たいへん操作しやすい。
【００３７】
　以上、本発明における複数の異なる実施例について述べたが、それぞれの特徴は単体で
あっても各種組み合わせによっても実施可能である。すなわち、本発明の実施形態が開示
する内容は、本発明の原則を詳述するための具体的実施例であって、本発明は開示の実施
例に限定されない。さらに、上述の記載および図面は本発明の一例にすぎず、これに限定
されない。その他部材の変更または組み合わせも可能であり、本発明の精神および範囲に
矛盾しない。
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