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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　折畳まれていない位置から折畳まれた位置に可動である、折畳可能なプッシュチェアー
であって、座席部、背もたれ、および少なくとも３つの脚部を含み、ならびに：
　－上端と車輪付手段（６）を取付けられる下端と有する少なくとも１つの後側脚部（５
）を含む後側連結部（４）；
　－上端と車輪付手段（１０）を取付けられる下端と有する少なくとも１つの前側脚部（
９）を含む前側連結部（８）；
　－少なくとも１つの背もたれマウント（２）を含む背もたれ連結部（１）；および
　－前縁および後端を含み、前記背もたれの高さよりも短い長さを有する座席支持部（２
０）を含み；
　前記前側連結部（８）、前記後側連結部（４）、前記背もたれ連結部（１）および前記
座席支持部（２０）は互いに対して関節で繋がれ、同時に、前記プッシュチェアーがその
折畳まれていない位置からその折畳まれた位置に移動されるとき、確実に：
　－前記後側脚部（５）の前記下端が前記前側脚部（９）の上端の隣の位置に到達するま
で、前記後側脚部（５）の下端をヒンジを介して前方に移動させ、
　－前記前側脚部（９）の前記下端が前記後側脚部（５）の上端の隣の位置に到達するま
で、前記前側脚部（９）の下端をヒンジを介して後方に移動させ、
　－前記背もたれマウント（２）の上端が前記座席支持部の前縁および前記前側脚部の上
端の隣の位置に到達するまで、前記背もたれを前記座席部に対して折畳むように構成され
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る、折畳可能なプッシュチェアー。
【請求項２】
　前記座席支持部（２０）の後端は、少なくとも２つの自由度で前記背もたれマウント（
２）と関節で繋がれる、請求項１に記載の折畳可能なプッシュチェアー。
【請求項３】
　前記折畳可能なプッシュチェアーは３つのサブアセンブリを含み：
　－第１のサブアセンブリは、背もたれ連結部（１）を含み、前記背もたれ連結部（１）
は背もたれマウント（２）および背もたれ長手方向ロッド（３）を含み、前記背もたれ長
手方向ロッド（３）は横断回転軸（Ａ）の周りにおいて前記背もたれマウント（２）にヒ
ンジ留めされ；
　－第２のサブアセンブリは、後側連結部（４）を含み、前記後側連結部（４）は少なく
とも１つの後側脚部（５）および後側長手方向ロッド（７）を含み、前記後側長手方向ロ
ッド（７）は横断回転軸（Ｃ）の周りにおいて前記後側脚部（５）にヒンジ留めされ；
　－第３のサブアセンブリは、前側連結部（８）を含み、前記前側連結部（８）は少なく
とも１つの前側脚部（９）および前側長手方向ロッド（１１）を含み、前記前側長手方向
ロッド（１１）は横断回転軸（Ｂ）の周りにおいて前記前側脚部（９）にヒンジ留めされ
、
　前記プッシュチェアーはさらに後側ヒンジ体および前側ヒンジ体を含み；
　－前記後側ヒンジ体は、前記背もたれマウント（２）に対する前記後側脚部（５）およ
び前記前側長手方向ロッド（１１）の回動のための少なくとも１つの横断ヒンジ（１３，
１４，１５）を含み；
　－前記前側ヒンジ体は、前記前側脚部（９）に対する前記背もたれ長手方向ロッド（３
）、前記後側長手方向ロッド（７）、および前記座席支持部（２０）の回動のための少な
くとも１つの横断ヒンジ（１７，１８，１９，２１）を含み；および
　前記座席支持部（２０）の前記横断ヒンジ（２１）は前記前側脚部（９）の上端に位置
する、請求項１または２に記載の折畳可能なプッシュチェアー。
【請求項４】
　前記座席支持部（２０）は前記後側長手方向ロッド（７）により担持される、請求項３
に記載の折畳可能なプッシュチェアー。
【請求項５】
　前記後側ヒンジ体は、前記背もたれマウント（２）の下部の延長部であり、前記プッシ
ュチェアーが折畳まれていない位置にあるとき座席の下に位置する、請求項４に記載の折
畳可能なプッシュチェアー。
【請求項６】
　前記後側長手方向ロッド（７）は、折畳まれていない位置において前記プッシュチェア
ーの少なくとも１つのロッキング手段を含み、ロッキング位置において前記後側ヒンジ体
と相互作用する、請求項５に記載の折畳可能なプッシュチェアー。
【請求項７】
　前記後側ヒンジ体は前記前側長手方向ロッド（１１）を伴う前記背もたれマウント（２
）の横断ヒンジ（１５）を備え、前記横断ヒンジ（１５）は、前記プッシュチェアーが折
畳まれていない位置にあるとき、前記座席支持部（２０）より下に位置する、請求項４～
６のいずれか１つに記載の折畳可能なプッシュチェアー。
【請求項８】
　－前記前側ヒンジ体および前記後側ヒンジ体は案内手段を介して相互接続され、互いに
関して長手方向に摺動し；
　－前記座席支持部（２０）は前記前側ヒンジ体により担持される、請求項３に記載の折
畳可能なプッシュチェアー。
【請求項９】
　前記プッシュチェアーは４つの脚部（５，９）を含む、請求項１～８のいずれか１つに
記載の折畳可能なプッシュチェアー。
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【請求項１０】
　前記プッシュチェアーは前記前側脚部（９）を接続する交差部材を含み、フットレスト
を形成する、請求項９に記載の折畳可能なプッシュチェアー。
【請求項１１】
　前記プッシュチェアーは４つの脚部（５，９）を含み、
　前記プッシュチェアーは前記前側脚部（９）を接続する交差部材を含み、フットレスト
を形成し、
　前記前側長手方向ロッド（１１）は、前記前側脚部（９）を接続する前記交差部材に回
動可能に取付けられる、請求項３～８のいずれか１つに記載の折畳可能なプッシュチェア
ー。
【請求項１２】
　３つの脚部（５，９）を含む、請求項１～８のいずれか１つに記載の折畳可能なプッシ
ュチェアー。
【請求項１３】
　前記背もたれは案内マウント（２３）により連続される、請求項１～１２のいずれか１
つに記載の折畳可能なプッシュチェアー。
【請求項１４】
　前記案内マウント（２３）は前記背もたれに回動可能または摺動可能に取付けられる、
請求項１３に記載の折畳可能なプッシュチェアー。
【請求項１５】
　前記座席支持部（２０）の長さは、前記背もたれの高さの７０％未満である、請求項１
～１４のいずれか１つに記載の折畳可能なプッシュチェアー。
【請求項１６】
　前記座席支持部（２０）の前端は前記前側脚部（９）の上端に接続される、請求項１～
１５のいずれか１つに記載の折畳可能なプッシュチェアー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、折畳まれていない位置と折畳まれた位置との間で可動である折畳可能なプ
ッシュチェアーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　先行技術においては、数多くの種類の折畳可能なプッシュチェアーがある。そのような
プッシュチェアーは、一般的には、背もたれ、背もたれに回動可能に連結された座席部、
および車輪を取付けられた３つまたは４つの脚部を含む。
【０００３】
　子供用プッシュチェアーの人間工学は、座席部の長手方向支持部の長さが、背もたれの
高さよりも顕著に短く、かつ脚部の長さよりも短くあることを余儀なくする。したがって
、これらの特性のため、先行技術におけるプッシュチェアーは、以下に説明するように、
折畳まれた際、相対的に嵩張った状態のままである。
【０００４】
　その結果、先行技術における解決策は、子供用プッシュチェアーの特性に従う際、十分
満足のいくものではない。
【０００５】
　特許出願ＦＲ２　５５３　３６２には、先行技術におけるプッシュチェアーの一例が示
されている。この文献には、座席部、背もたれおよび４つの脚部を含む折畳可能なプッシ
ュチェアーが記載されている。このプッシュチェアーは、後側連結部、前側連結部、背も
たれ連結部および座席支持部を含む。この文献に記載されるプッシュチェアーは、折畳ま
れた位置にあるとき、相対的に嵩張るものである。実際には、ハンドルバーの上端が、座
席支持部の前縁および前側脚部の上端に対して折畳まれる。したがって、折畳まれた位置
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では、この文献に従うプッシュチェアーの最大寸法は、ハンドルバーの全長にほぼ等しく
、それは相対的に嵩張った状態のままである。さらに、この文献では、プッシュチェアー
が折畳まれると、後輪と前輪とが対向し、プッシュチェアーが折畳まれた際、プッシュチ
ェアーを、車輪付手段の高さにおいて、相対的に大きなものにする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　この発明は、折畳まれた位置にあるとき小さな空間を占め、折畳動作および展開動作が
単純である、人間工学に基づいたプッシュチェアーを提案することにより、そのような問
題点を解決することを意図するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この目的のため、および第１の局面に従うと、この発明は、折畳まれていない位置から
折畳まれた位置に可動である、折畳可能な子供用プッシュチェアーであって、座席部、背
もたれ、および少なくとも３つの脚部を含み、ならびに：
　－上端と車輪付手段を取付けられる下端と有する少なくとも１つの後側脚部を含む後側
連結部；
　－上端と車輪付手段を取付けられる下端と有する少なくとも１つの前側脚部を含む前側
連結部；
　－少なくとも１つの背もたれマウントを含む背もたれ連結部；および
　－前縁および後端を含み、背もたれの高さよりも短い長さを有する座席支持部を含むプ
ッシュチェアーに関する。
【０００８】
　前側連結部、後側連結部、背もたれ連結部および座席支持部は互いに対して関節で繋が
れ、同時に、プッシュチェアーがその折畳まれていない位置からその折畳まれた位置に移
動されるとき、確実に：
　－後側脚部の下端が前側脚部の上端の隣の位置に到達するまで、後側脚部の下端をヒン
ジを介して前方に移動させ、
　－前側脚部の下端が後側脚部の上端の隣の位置に到達するまで、前側脚部の下端をヒン
ジを介して後方に移動させ、
　－背もたれマウントの上端が座席支持部の前縁および前側脚部の上端の隣の位置に到達
するまで、背もたれを座席部に対して折畳むように構成される。
【０００９】
　このような構成の結果もたらされる折畳可能なプッシュチェアーはコンパクトなもので
あり、なぜならば、その最長寸法はおおよそ背もたれマウントの長さと等しいからである
。
【００１０】
　実際には、背もたれマウントの上端は、折畳まれた位置においては、座席支持部および
背もたれが有する異なる寸法にも拘らず、座席支持部の前縁の隣にくるため、および長さ
が背もたれの高さよりも短い前側脚部の上端は背もたれマウントの上端の隣に位置決めさ
れるため、したがって、折畳まれた位置におけるプッシュチェアーの最長寸法は背もたれ
の高さである。もちろん、この記載では、背もたれの高さは背もたれそれ自体の高さとし
て考えられることになっており、どのような延長の可能性（たとえば背もたれマウントに
取付けられるハンドルバーなど）も含まない。
【００１１】
　有利なことに、折畳まれた位置におけるプッシュチェアーの最大寸法の背もたれの高さ
は、折畳まれていない位置において、後側車輪付手段のリムと、背もたれと座席部との交
差部との間の距離としてとられる、後側脚部の高さとほぼ等しい。
【００１２】
　さらに、プッシュチェアーは、その折畳まれていない位置からその折畳まれた位置に容
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易に移動し得、なぜならば、脚部および背もたれの移動は連帯的に１つのステップで行な
われるからである。
【００１３】
　さらに、後側脚部および前側脚部は、プッシュチェアーの移動中において、お互いを通
過してその折畳まれた位置になり、したがって車輪は、折畳まれた位置においてプッシュ
チェアーの対向する端部に位置決めされる。その結果、折畳まれた位置では、前側脚部お
よび後側脚部に取付けられた車輪は互いの隣には位置決めされず、その結果、車輪付手段
の高さにおいてプッシュチェアーの空間を増大させることになるだろう。一般的に言うと
、脚部のこのような特定の移動は、この発明の他の特性と組合された際に、折畳まれた位
置においてプッシュチェアーがコンパクトであることに貢献する。
【００１４】
　ある有利な実施例では、座席支持部の後端は、少なくとも２つの自由度で背もたれマウ
ントと関節で繋がれる。したがって、座席支持部は背もたれに回動可能に連結されはせず
、背もたれに少なくとも２つの自由度を介して関節で繋がれ、背もたれの長さが座席支持
部よりも長くあるにも拘らず、座席支持部の前縁が背もたれの上端に到達することができ
る。
【００１５】
　有利なことに、プッシュチェアーは３つのサブアセンブリを含み：
　－第１のサブアセンブリは、背もたれ連結部を含み、背もたれ連結部は背もたれマウン
トおよび背もたれ長手方向ロッドを含み、背もたれ長手方向ロッドは横断回転軸の周りに
おいて背もたれマウントにヒンジ留めされ；
　－第２のサブアセンブリは、後側連結部を含み、後側連結部は少なくとも１つの後側脚
部および後側長手方向ロッドを含み、後側長手方向ロッドは横断回転軸の周りにおいて後
側脚部にヒンジ留めされ；
　－第３のサブアセンブリは、前側連結部を含み、前側連結部は少なくとも１つの前側脚
部および前側長手方向ロッドを含み、前側長手方向ロッドは横断回転軸の周りにおいて前
側脚部にヒンジ留めされる。
【００１６】
　加えて、プッシュチェアーは後側ヒンジ体および前側ヒンジ体を含み；
　－後側ヒンジ体は、背もたれマウントに対する後側脚部および前側ロッドの回動のため
の少なくとも１つの横断ヒンジを含み；
　－前側ヒンジ体は、前側脚部に対する背もたれ長手方向ロッド、後側ロッド、および座
席支持部の回動のための少なくとも１つの横断ヒンジを含む。
【００１７】
　さらに、座席支持部の前縁は前側ヒンジ体上に取付けられる。
　有利なことに、上述のように、座席支持部の後端は、連結部の１点に接続されるが、背
もたれマウントには回動可能なようには取付けられない。
【００１８】
　この発明に従うと、プッシュチェアーのその折畳まれていない位置とその折畳まれた位
置との間における移動は単純なものであり、なぜならば、軸に沿って２つの後側ヒンジ体
と前側ヒンジ体とを分離または合せる結果、脚部、背もたれおよび座席部の、それぞれ、
それらの折畳まれていない状態における、折畳がもたらされるからである。
【００１９】
　この発明の一実施例では、座席支持部は後側長手方向ロッドにより担持される。
　有利なことに、後側ヒンジ体は背もたれマウントの下部の延長部であり、前記前側長手
方向ロッドを取付けられる背もたれのヒンジは、プッシュチェアーが折畳まれていない位
置にあるとき、座席の下に位置する。
【００２０】
　このようにして、前側長手方向ロッドは、プッシュチェアーのためのフットレストを形
成するための適切な距離で、前側脚部に接続される交差部材に接続され得る。
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【００２１】
　有利なことに、プッシュチェアーの連結部は、ロッキング位置において、背もたれまた
は後側ヒンジ体と相互作用する座席の１つの要素（後側ロッド、座席支持部または座席部
）に基づいて、折畳まれていない位置においてプッシュチェアーの少なくとも１つのロッ
キング手段を含む。
【００２２】
　第２の実施例では、
　－前側ヒンジ体および後側ヒンジ体は案内手段を介して相互接続され、互いに関して長
手方向に摺動し；
　－座席支持部は前側ヒンジ体により担持される。
【００２３】
　この発明に従う折畳可能なプッシュチェアーは３つまたは４つの脚部を含み得る。
　プッシュチェアーが４つの脚部を含む場合、それは、前側脚部間に交差部材を含み得る
。この場合、後側脚部は、折畳まれた位置において前記交差部材の周りを回るよう、有利
に曲げられることになる。
【００２４】
　ある好ましい実施例では、背もたれマウントは案内マウントにより連続される。案内マ
ウントは背もたれマウントに回動可能または摺動可能に取付けられる。したがって、案内
手段は、折畳まれた位置においてプッシュチェアーに対しさらなる空間を殆どまたは全く
生じさせない。
【００２５】
　有利なことに、座席支持部の前縁は前側脚部の上端に接続される。
　この発明のさらなる目的および利点を示す例示的実施例を、ここで、添付の図面を参照
して記載する。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１ａ】先行技術の第１の例の、折畳まれていない位置における概略的な横方向図であ
る。
【図１ｂ】先行技術の第１の例の、折畳まれた位置における概略的な横方向図である。
【図２ａ】先行技術の第２の例の、折畳まれていない位置における概略的な横方向図であ
る。
【図２ｂ】先行技術の第２の例の、折畳まれた位置における概略的な横方向図である。
【図３】この発明に従うプッシュチェアー連結部の、折畳まれていない位置における原理
を示す横方向図である。
【図４】この発明に従うプッシュチェアー連結部の、中間位置における原理を示す横方向
図である。
【図５】この発明に従うプッシュチェアー連結部の、折畳まれた位置における原理を示す
横方向図である。
【図６】この発明の第１の実施例に従う折畳可能なプッシュチェアー連結部の、折畳まれ
ていない位置における概略的な横方向図である。
【図７】この発明の第１の実施例に従う折畳可能なプッシュチェアー連結部の、中間位置
における概略的な横方向図である。
【図８】この発明の第１の実施例に従う折畳可能なプッシュチェアー連結部の、中間位置
における概略的な横方向図である。
【図９】この発明の第１の実施例に従う折畳可能なプッシュチェアー連結部の、折畳まれ
た位置における概略的な横方向図である。
【図１０】第１の実施例を示す折畳可能なプッシュチェアーの、折畳まれていない位置に
おける斜視図である。
【図１１】この発明の第２の実施例に従う折畳可能なプッシュチェアー連結部の、折畳ま
れていない位置における概略的な横方向図である。



(7) JP 5516906 B2 2014.6.11

10

20

30

40

50

【図１２】この発明の第２の実施例に従う折畳可能なプッシュチェアー連結部の、中間位
置における概略的な横方向図である。
【図１３】この発明の第２の実施例に従う折畳可能なプッシュチェアー連結部の、折畳ま
れた位置における概略的な横方向図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　図１ａおよび図１ｂは、先行技術においてしばしば見られる第１の原理に従うプッシュ
チェアーの折畳を示す。
【００２８】
　プッシュチェアーの連結部を横方向図において考えると、それは、特に、背もたれマウ
ント２、座席支持部２０および前側脚部９を含む。座席支持部２０は、背もたれマウント
２において軸Ｄの周りを回動可能なように、および前側脚部９において軸Ｊの周りを回動
可能なように取付けられる。
【００２９】
　さらに、プッシュチェアーの連結部は、後側脚部５を含む。脚部５，９の各々は、車輪
付手段６，１０を備える。
【００３０】
　プッシュチェアーの平坦な折畳を得るため（図１ｂ）、座席支持部２０は背もたれマウ
ント２上に倒れ、前側脚部９は座席支持部２０に対して倒れる。
【００３１】
　この第１の種類の構造は、子供用プッシュチェアーに対してそれほどコンパクトな折畳
は可能にはしないことがわかる。実際には、子供用プッシュチェアーの人間工学は、長手
方向の座席支持部２０の長さが、背もたれマウント２の高さよりも顕著に短く、かつ前側
脚部９の長さ（軸Ｊと車輪付手段１０との間の距離）よりも短くあることを要する。折畳
まれた位置においては、座席支持部２０の前縁は、したがって、背もたれマウント２の上
端から離れた点上に倒される。この結果、前側脚部９の下端は背もたれマウント２を越え
て延在する。折畳まれたプッシュチェアーの全長は、したがって、背もたれマウント２の
高さよりも顕著に長い。
【００３２】
　図２ａおよび図２ｂは、先の原理と組合されることがある、先行技術においてしばしば
遭遇する第２の原理に従ったプッシュチェアーの折畳を示す。
【００３３】
　プッシュチェアーの連結部を横方向図において考えると、それは、特に、背もたれマウ
ント２、座席支持部２０、前側脚部９および肘掛支持部３を含む。
【００３４】
　肘掛支持部３は、背もたれマウント２において軸Ａの周りを回動可能なように、および
前側脚部９の上端において軸Ｇの周りを回動可能なように取付けられる。
【００３５】
　座席支持部２０の前縁は、前側脚部９において、軸Ｇの下に位置する軸Ｊの周りを回動
するように取付けられる。座席支持部２０の後縁は、プッシュチェアー連結部の別の点（
図示せず）に接続される。
【００３６】
　肘掛支持部３、座席支持部２０、背もたれマウント２および前側脚部９により形成され
る形は、歪可能な平行四辺形または擬似平行四辺形である。
【００３７】
　さらに、プッシュチェアー連結部は後側脚部５を含む。
　プッシュチェアーが子供用プッシュチェアーである場合、脚部５，９の各々は車輪付手
段６，１０を備える。
【００３８】
　プッシュチェアーの平坦な折畳を達成するため（図２ｂ）、肘掛支持部３は背もたれマ
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ウント２上に倒れる。座席支持部２０および前側脚部９も、両方とも、背もたれマウント
２に対しておおよそ平行に倒れる。
【００３９】
　この第２の種類の構造も、子供用プッシュチェアーに対してそれほどコンパクトな折畳
を可能にしはしないことがわかる。実際には、たとえ肘掛支持部３が背もたれマウント２
の上端上に倒れたとしても、座席支持部２０の前縁が、もう一度、背もたれマウント２の
前記上端から離れたある点上に倒される。この結果、前側脚部９の下端は背もたれマウン
ト２を越えて延在し、折畳まれたプッシュチェアーの全長は、ここでも、背もたれマウン
ト２の高さよりも顕著に長い。
【００４０】
　このような問題点を解決するため、図３～図５は、折畳まれた際に非常にコンパクトで
ある、子供を運んで移動することに対して適合された、自己運搬型プッシュチェアーの折
畳を示す。
【００４１】
　プッシュチェアー連結部を横方向図において考えるとき、それは、以下に記載される３
つのサブアセンブリ１，４，８から形成される。
【００４２】
　第１のサブアセンブリは背もたれ連結部１からなり、背もたれマウント２および背もた
れ長手方向ロッド３を含む。第２のサブアセンブリは前側連結部８にあり、前側脚部９お
よび前側長手方向ロッド１１を含む。第３のサブアセンブリは後側連結部４にあり、後側
脚部５および後側長手方向ロッド７を含む。
【００４３】
　さらに、座席連結部は座席支持部２０を含み、それは、有利に剛性または半剛性であり
得る。座席支持部２０の長さは背もたれの高さよりも顕著に短い。座席の長さは背もたれ
高さの７０％未満であり、好ましくは背もたれ高さの６０％未満であり、背もたれ高さの
約５５％である。
【００４４】
　この発明に従うと、プッシュチェアーが折畳まれていない位置にあるとき、前側脚部９
および後側脚部５は直立位置にあり、交差しないことに注目されたい。
【００４５】
　さらに、前側脚部９および後側脚部５の長さは背もたれ２の高さとおおよそ同様である
ことにも注目されたい。
【００４６】
　背もたれ長手方向ロッド３は、背もたれマウント２において、軸Ａの周りを回動可能な
ように取付けられる。前側長手方向ロッド１１は、前側脚部９において、軸Ｂの周りを回
動可能なように取付けられる。後側長手方向ロッド７は、後側脚部５において、軸Ｃの周
りを回動可能なように取付けられる。
【００４７】
　さらに、プッシュチェアーは前側ヒンジ体および後側ヒンジ体を含む。
　後側ヒンジ体は後側剛性支持部１２を含み、背もたれ２のために回転軸Ｄの周りにヒン
ジ１３を担持し、前側ロッド１１のために回転軸Ｅの周りにヒンジ１５を担持し、後側脚
部５のために回転軸Ｆの周りにヒンジ１４を担持する。
【００４８】
　前側ヒンジ体は前側剛性支持部１６を含み、背もたれ長手方向ロッド３のために回転軸
Ｇの周りにヒンジ１７を担持し、前側脚部９のために回転軸Ｈの周りにヒンジ１９を担持
し、後側ロッド７のために回転軸Ｉの周りにヒンジ１８を担持し、座席支持部２０のため
に回転軸Ｊの周りにヒンジ２１を担持する。ヒンジ１９は前側脚部９の上端に位置する。
座席支持部２０は、したがって、前側脚部９に対して、その上端近く接続される。換言す
ると、前側脚部９は、前側ヒンジ体において、前側ヒンジ体上の座席支持部２０のヒンジ
２１近くに、回動可能なように取付けられる。
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【００４９】
　座席支持部２０の後端２２は、ここには示されない手段によって、プッシュチェアー連
結部の別の要素に接続される。プッシュチェアーを折畳むために、そのような座席支持部
２０は、背もたれマウント２の下部に回動可能に取付けられる剛性体ではない。
【００５０】
　前側支持部１６および後側支持部１２は軸Ｘ－Ｘ′上に位置し、プッシュチェアーがそ
の折畳まれていない位置（図３）からその折畳まれた位置（図５）に移動すると、この軸
に沿って互いから遠ざかるように移動する。
【００５１】
　さらに、前側支持部１６および後側支持部１２は、ここには示されないロッキング手段
を備える。折畳まれていない位置では、ロッキング手段は、後側支持部１２が軸Ｘ－Ｘ′
に沿って前側支持部１６に対して移動することを防ぎ、それらの回転も防ぐ。
【００５２】
　ロッキング手段を解除すると、プッシュチェアーはその折畳まれていない位置からその
折畳まれた位置に移動してもよい。これを達成するため、前側支持部１６および後側支持
部１２は軸Ｘ－Ｘ′に沿って互いから離れるように移動される。この結果、背もたれ２を
延在状態で保持するヒンジ付連結部１、後側脚部５を延在状態で保持するヒンジ付連結部
４、および前側脚部９を延在状態で保持するヒンジ付連結部８の歪およびそして平坦化が
もたらされる。
【００５３】
　したがって、前側支持部１６および後側支持部１２が軸Ｘ－Ｘ′に沿って互いから遠ざ
かるように移動すると、前側脚部９の下端は前側ロッド１１の作用のため、ヒンジを介し
て後方に移動し、後側脚部５の下端は、後側ロッド７の作用のため、ヒンジを介して前方
に移動し、背もたれマウント２は背もたれロッド３の作用のため、座席部に抗して、ヒン
ジを介して前方に移動する。さらに、座席支持部２０の後端２２の軸Ｘ－Ｘ′上の突出は
後側支持部１２から遠ざかるように移動する。
【００５４】
　プッシュチェアーの、その折畳まれていない位置とその折畳まれた位置との間における
運動中、前側脚部９および後側脚部５は互いを通過する。したがって、折畳まれた位置に
おいては、前側脚部９の下端は後側脚部５の上端の隣に移動し、後側脚部５の下端は前側
脚部９の上端の隣に移動する。明らかに、前側脚部９および後側脚部５が互いを通過する
ようにするため、前側脚部および後側脚部は同じ横方向平面には位置しない。
【００５５】
　有利なことに、後側脚部５は、前側脚部９がある横方向平面の間に位置する横方向平面
において延在し、後側脚部５は、プッシュチェアーがその折畳まれた位置に移動するとき
、前側脚部９の間を進み得る。後側脚部は、好ましくは、車輪の回転軸近くに延在し、こ
のサブアセンブリを剛性化する交差部材によって相互接続される。したがって、そのよう
な場合においては、後側脚部５は、プッシュチェアーがその折畳まれていない位置からそ
の折畳まれた位置に移動する際に前側脚部９間を進むものであることが重要である。さら
に、前側脚部９がフットレストを形成する交差部材２８によって相互接続されるとき、後
側脚部５は、プッシュチェアーが折畳まれた位置にあるとき交差部材２８の周りを回って
進むよう、曲げられることに注目されたい。
【００５６】
　プッシュチェアーが折畳まれた位置にあるとき（図５）、背もたれマウント２、後側脚
部５、前側脚部９および座席支持部２０は、軸Ｘ－Ｘ′におおよそ平行かつそれに近く位
置決めされ、全体の連結部は低減された空間を占める。前側脚部９および後側脚部５に取
付けられる車輪は、折畳まれたプッシュチェアーの反対側に位置決めされる。前側脚部９
上の車輪付手段は、折畳まれたプッシュチェアーの後部に向かって位置決めされ、後側脚
部５上の車輪付手段は、折畳まれたプッシュチェアーの前部に向かって位置決めされる。
【００５７】
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　さらに、プッシュチェアーの折畳まれた位置におけるコンパクト性を向上させるため、
連結部のさまざまなヒンジが、好ましくは、座席支持部２０の前縁およびしたがって前側
脚部９の上端がおおよそ背もたれ２の上側縁部に対して倒れるように位置決めされること
になる。
【００５８】
　代替的に、たとえば、背もたれ２を前側剛性支持部１６に向かって倒すこと、前側脚部
９を後方に向かって倒すこと、または後側脚部５を前方に向かって倒すことなどによって
、連結サブアセンブリのうちの任意のサブアセンブリに直接作用することにより、プッシ
ュチェアーの同様の折畳を得ることも可能である。
【００５９】
　明らかに、そのような移動を可能にするため、一方で前側脚部９および前側ロッド１１
、他方では後側脚部５および後側ロッド７は、同じ横方向面に位置決めされるべきではな
い。
【００６０】
　図示される実施例では、脚部５，９の各々は、プッシュチェアーを支持するために脚部
５，９の下端に固定される車輪付手段６，１０を備える。
【００６１】
　プッシュチェアーが、図３および図４の面に垂直な軸に従って三次元に拡張されると、
背もたれマウント２は、好ましくは、特に、プッシュチェアーの背もたれを支持するため
、およびプッシュチェアーのための操舵手段として、ダブルにされるべきである。
【００６２】
　同様に、プッシュチェアーは２つの平行な後側脚部５を含む。
　前側脚部９およびその車輪付手段１０は、三輪プッシュチェアーを構築するために１つ
であるか、または四輪プッシュチェアーを構築するため２倍にされ得る。
【００６３】
　さらに、ある好ましい実施例では、折畳可能なプッシュチェアーは、折畳可能なプッシ
ュチェアーの構造を補強するよう、座席および背もたれの両側において延在する、前側ロ
ッド１１の対、後側ロッド７の対、および／または背もたれロッド３の対を含む。さらに
、ある実施例では、背もたれロッド３はプッシュチェアーに乗る者に対して横方向の拘束
を与える。
【００６４】
　図６～図１０は、この発明の第１の実施例に従うプッシュチェアー連結部を示す。
　この実施例では、後側剛性支持部１２は背もたれマウント２の下部の延長部として位置
し、前記背もたれマウント２に固定的に取付けられる。先に示したように、後側支持部１
２は、後側脚部５に対して、ヒンジを設けられた回動軸１４を担持し、前側長手方向ロッ
ド１１に対して、ヒンジを設けられた回動軸１５を担持する。
【００６５】
　さらに、前側ヒンジ体の高さにおいて、背もたれロッド３、後側ロッド７および前側脚
部９は、図６～図８の面に垂直な単一の軸に従って回動可能に取付けられる。
【００６６】
　この実施例では、座席支持部２０は後側ロッド７と統合される。
　さらに、この実施例では、背もたれロッド３の長さは軸Ａと背もたれマウント２の上端
との間の距離とおおよそ等しいことがわかる。
【００６７】
　背もたれ２５は背もたれマウント２に固定的に取付けられる。座席２６は座席支持部２
０に固定的に取付けられる。たとえば、座席２６および背もたれ２５は、単一の可撓性の
ある布から形成され得るか、またはいくつかの、可撓性のある、剛性または半剛性要素か
ら形成され得る。
【００６８】
　背もたれマウント２，２′は背もたれ交差部材２７によって相互接続される（図１０）
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【００６９】
　連結部は１つまたは複数のロッキング手段２４を備え、折畳まれていない位置における
プッシュチェアーのロッキングを可能にする（図６および図１０）。ロッキング手段２４
は、たとえば、摩擦方式または捕捉機構においてある。図６～図１０に示されるように、
ロッキング手段２４は、後側支持部１２を担持する背もたれマウント２の下端上における
後側ロッド７をブロックするよう位置決めされる。この目的のため、ロッキング手段２４
は、後側ロッド７と（図示される実施例）、または後側支持部１２と一体であるかもしれ
ない。
【００７０】
　図示されない他の実施例でも同じ結果を得ることができるかもしれず、たとえば、ロッ
キング手段２４は、座席２６上において背もたれ交差部材２７をブロックし、またはさら
には座席２６上において後側支持部１２をブロックする。
【００７１】
　さらに、プッシュチェアーの構造を補強するため、それは、図１０に示される水平方向
交差部材２８を含み、前側脚部９を接続し、プッシュチェアーのためにフットレストを支
持する。横方向図では、このフットレストは、プッシュチェアーが折畳まれていない位置
にあるとき、おおよそ水平である。
【００７２】
　有利なことに、前側ロッド１１は前記交差部材２８に接続される。この目的のため、図
６～図１０に示されるように、後側ヒンジ体は、プッシュチェアーが折畳まれていない位
置にあるとき座席支持部２０下の、背もたれマウント２の下側延在部であり、背もたれマ
ウント２を前側ロッド１１に接続するヒンジ１５は背もたれマウント２の下端に位置する
。したがって、交差部材２８はフットレストを支持するための適切な高さに位置決めされ
る。
【００７３】
　図１１～図１３はこの発明の第２の実施例を示す。
　この実施例では、前側ヒンジ体および後側ヒンジ体は、それぞれ、前側支持部１６およ
び後側支持部１２によって支持される。前側支持部１６は、背もたれロッド３、後側ロッ
ド７および前側脚部９の回動のために横断ヒンジ１７，１８，１９を含む。後側支持部１
２は、背もたれマウント２、後側脚部５および前側ロッド１１の回動のために横断ヒンジ
１３，１４，１５を含む。前側支持部１６および後側支持部１２は互いに対して摺動可能
なように取付けられる。
【００７４】
　さらに、この実施例では、座席支持部２０は前側支持部１６と統合される。
　一例として、図示される実施例では、前側支持部１６および後側支持部１２は、互いに
対して摺動可能に取付けられる２つの半枠にある。この目的のため、前側支持部１６の内
部は後側支持部１２の摺動案内部を形成するよう設計される。
【００７５】
　先に記載された実施例に適用可能なこの発明の有利な代替物では、連結部は、連結部が
自動的に折畳まれるかまたは展開するよう位置決めされる後退手段を備えてもよい。弾性
的な後退手段は、特に、牽引ばね、圧縮ばねまたは捻ればねにあってもよい。
【００７６】
　後退手段は、特に、プッシュチェアー連結部の回転軸の１つの高さに位置決めされる１
つもしくは複数の捻ればね、または－第２の実施例に対しては－後側支持部１２に対する
前側支持部１６の摺動運動を行なう圧縮ばねまたは牽引ばねからなってもよい。
【００７７】
　ある好ましい実施例では、連結部は、さらに、プッシュチェアーのための案内マウント
を含む。図６、図１０および図１１に示されるように、プッシュチェアーが折畳まれてい
ない位置にあるとき、案内マウント２３は、背もたれマウント２のおおよそ連続において
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ント２３は、背もたれマウント２に対して、前記背もたれマウント２の上端に近く位置す
る軸Ｋの周りを回動可能なよう取付けられる。回動軸は、プッシュチェアーを案内する人
の高さに適合するよう、いくつかのブロック位置に従って、案内マウント２３のためのブ
ロック手段を備える。
【００７８】
　折畳み中、図７～図９、図１２および図１３に示されるように、案内マウント２３は、
後方に、背もたれマウント２に対して折畳まれる。したがって、折畳まれた位置にあるプ
ッシュチェアーの長さは、特に、背もたれマウント２の長さと等しいままである。
【００７９】
　別の実施例では、図示されないが、背もたれマウント２に関して摺動可能に取付けられ
る案内マウント２３で同じ結果を得ることが可能である。この場合、捕捉システムなどの
ようなロッキング手段は、背もたれマウント２に対する案内マウント２３の摺動運動をブ
ロックすることを可能にする。
【００８０】
　したがって、上に記載されるこの発明に鑑み、その最長寸法が、一旦折畳まれると、背
もたれマウント２の長さとおおよそ等しい、特にコンパクトな連結部を有する構造を得る
ことが可能である。さらに、この連結部は、容易に展開されるという利点を有する。
【００８１】
　この発明を上において一例として記載した。当業者であれば、この発明の実施例におい
て、この発明の範囲を逸脱することなく変形をもたらすことは容易であることが理解され
るべきである。
【００８２】
　たとえば、この種の連結部は、他の種類のプッシュチェアー、たとえばツインプッシュ
チェアー、玩具プッシュチェアー、身体障害者のためのプッシュチェアーまたは他の自己
運搬型カートなどに容易に適用可能であることに注目されたい。
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