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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手もたれを有する座部とその後方に配設された手押しハンドルとが前輪と後輪とによっ
て支持され、手もたれ若しくは座部の先端側部分を手押しハンドル側に操作することによ
り、手押し車を走行姿勢若しくは着座姿勢から折り畳み姿勢に折りたたみ可能に手押し車
のフレームを構成するとともに、当該手押し車のフレームに、手押し車を走行姿勢若しく
は着座姿勢をロック並びにロック解除可能なロック装置を設けてなる手押し車の折りたた
みロック装置において、
　下端部に後輪を支持し、上端部に手もたれを設けた後輪支持部材と、
　前輪を下端に支持させ、上端部が前記後輪支持部材の中間高さ位置に枢支された前輪支
持部材と、
　手押しハンドルの下端を後輪支持部材に連結する第一リンクプレートと、
　手押しハンドルの下端を前輪支持部材に連結する第二リンクプレートと、
　第二リンクプレートの上方で手押しハンドルと手もたれ部分の下方とを連結し座部の台
枠を形成する第三リンク部材と、
を備えて、手押し車のフレームを構成し、
　第一リンクプレートの手押しハンドル側部分を揺動枢支点とする操作プレートを揺動可
能に枢支させ、
　操作プレートには一方に操作部が、他方にフック状の掛合部と、操作プレートを掛合待
機位置に復帰させる復帰操作部とが形成され、



(2) JP 4852567 B2 2012.1.11

10

20

30

40

50

　当該操作プレートと第一リンクプレートとを前記揺動枢支点を挟んだ状態で、引っ張り
コイルバネで連結して操作プレートを掛合待機位置とロック解除位置との二位置に付勢す
るとともに、
　掛合部に掛合して手押し車を走行姿勢若しくは着座姿勢にロックする掛合具と、ロック
が解除されて手押し車が折り畳み操作されるときに復帰操作部に作用して操作プレートを
掛合待機位置に復帰させる復帰操作具とを後輪支持部材に設け、掛合部と復帰操作部との
間の操作プレートの外縁には手押し車の折り畳み時及び走行姿勢若しくは着座姿勢への移
行時において前記掛合具に当接可能な当接部を設けた、
ことを特徴とする手押し車の折りたたみロック装置。
【請求項２】
　手押しハンドルが前輪と後輪とによって支持され、前輪と後輪とを近接させることによ
り、手押し車を展開姿勢から折り畳み姿勢に折りたたみ可能に構成するとともに、当該手
押し車のフレームに、手押し車の展開姿勢をロック並びにロック解除可能なロック装置を
設けてなる手押し車の折りたたみロック装置において、
　前記手押し車のフレームが、前輪に支持される前輪支持部材と後輪に支持される後輪支
持部材と、手押しハンドルを上下に摺動可能に支持しかつ手押しハンドルに前輪支持部材
と後輪支持部材とを揺動可能に連結する連結部材と、を備えるとともに、前記手押しハン
ドルの下端部に、前輪支持部材及び後輪支持部材の中間高さ位置を連結させる中折れリン
クを備え、
　前記連結部材に操作プレートを揺動可能に枢支させ、
　該操作プレートにはロック解除の操作を行う操作部と、フック状の掛合部と、操作プレ
ートを掛合待機位置に復帰させる復帰操作部とが形成され、
　当該操作プレートとフレームとを操作プレートの揺動枢支点を挟んだ状態で、引っ張り
コイルバネで連結して操作プレートを掛合待機位置とロック解除位置との二位置に付勢す
るとともに、
　掛合部に掛合して手押し車を展開姿勢にロックする掛合具を手押しハンドルに設け、ロ
ックが解除されて手押し車が折り畳み操作されるときに復帰操作部に作用して操作プレー
トを掛合待機位置に復帰させる復帰操作具を後輪支持部材に設け、掛合部と復帰操作部と
の間の操作プレートの外縁には手押し車の折り畳み時及び走行姿勢若しくは着座姿勢への
移行時において前記掛合具に当接可能な当接部を設けた、
ことを特徴とする手押し車の折りたたみロック装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高齢者が杖代わりに或いは買い物等に利用する手押し車の折りたたみロック
装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年高齢者が杖の代わりや買い物等を運ぶ手段として手押し車を利用している。こうし
た手押し車は一般に「シルバーカー」と呼ばれており、杖と異なり、自己の体重の一部を
預けた状態で押すことにより楽に移動することが出来るとともに、多くの場合、座って休
憩のできるように座部や背もたれ等が設けられて形成されている。
【０００３】
　このタイプの手押し車として下記特許文献１には、手押し車にブレーキをかけてその状
態を保持させたい時には、ロックレバーのレバー部を操作するだけで、強い力を必要とす
ることなく簡単にかつ確実にブレーキをかけた状態を保持できる手押し車のブレーキのロ
ック装置に関する開示がある。
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２８２０３８号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記手押し車は、手押し車の走行姿勢若しくは着座姿勢をロック並びに
ロック解除可能なロック装置に関する開示はなく、手押し車の走行姿勢若しくは着座姿勢
を、手間を要することなく簡単操作で容易にロック及びロック解除ができるようにしてシ
ルバーカーの安全性を高められるロック装置が求められていた。
【０００６】
　本発明は、上記した従来の問題点に鑑みてなされたものであって、手押し車の走行姿勢
若しくは着座姿勢を、手間を要することなく容易にロック及びロック解除可能なロック装
置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明に係る手押し車の折りたたみロック装置は、手もた
れを有する座部とその後方に配設された手押しハンドルとが前輪と後輪とによって支持さ
れ、手もたれ若しくは座部の先端側部分を手押しハンドル側に操作することにより、手押
し車を走行姿勢若しくは着座姿勢から折り畳み姿勢に折りたたみ可能に手押し車のフレー
ムを構成するとともに、当該手押し車のフレームに、手押し車を走行姿勢若しくは着座姿
勢をロック並びにロック解除可能なロック装置を設けてなる手押し車の折りたたみロック
装置において、下端部に後輪を支持し、上端部に手もたれを設けた後輪支持部材と、前輪
を下端に支持させ、上端部が前記後輪支持部材の中間高さ位置に枢支された前輪支持部材
と、手押しハンドルの下端を後輪支持部材に連結する第一リンクプレートと、手押しハン
ドルの下端を前輪支持部材に連結する第二リンクプレートと、第二リンクプレートの上方
で手押しハンドルと手もたれ部分の下方とを連結し座部の台枠を形成する第三リンク部材
と、を備えて、手押し車のフレームを構成し、第一リンクプレートの手押しハンドル側部
分を揺動枢支点とする操作プレートを揺動可能に枢支させ、操作プレートには一方に操作
部が、他方にフック状の掛合部と、操作プレートを掛合待機位置に復帰させる復帰操作部
とが形成され、当該操作プレートと第一リンクプレートとを前記揺動枢支点を挟んだ状態
で引っ張りコイルバネで連結して操作プレートを掛合待機位置とロック解除位置との二位
置に付勢するとともに、掛合部に掛合して手押し車を走行姿勢若しくは着座姿勢にロック
する掛合具と、ロックが解除されて手押し車が折り畳み操作されるときに復帰操作部に作
用して操作プレートを掛合待機位置に復帰させる復帰操作具とを後輪支持部材に設け、掛
合部と復帰操作部との間の操作プレートの外縁には手押し車の折り畳み時及び走行姿勢若
しくは着座姿勢への移行時において前記掛合具に当接可能な当接部を設けた構成にしてあ
る。
【０００８】
　また、手押しハンドルが前輪と後輪とによって支持され、前輪と後輪とが近接すること
により、手押し車を展開姿勢から折り畳み姿勢に折りたたみ可能に構成するとともに、当
該手押し車のフレームに、手押し車の展開姿勢をロック並びにロック解除可能なロック装
置を設けてなる手押し車の折りたたみロック装置において、前記手押し車のフレームが、
前輪に支持される前輪支持部材と後輪に支持される後輪支持部材と、手押しハンドルを上
下に摺動可能に支持しかつ手押しハンドルに前輪支持部材と後輪支持部材とを揺動可能に
連結する連結部材と、を備えるとともに、前記手押しハンドルの下端部に、前輪支持部材
及び後輪支持部材の中間高さ位置を連結させる中折れリンクを備え、前記連結部材に操作
プレートを揺動可能に枢支させ、該操作プレートにはロック解除の操作を行う操作部と、
フック状の掛合部と、操作プレートを掛合待機位置に復帰させる復帰操作部とが形成され
、当該操作プレートとフレームとを操作プレートの揺動枢支点を挟んだ状態で、引っ張り
コイルバネで連結して操作プレートを掛合待機位置とロック解除位置との二位置に付勢す
るとともに、掛合部に掛合して手押し車を展開姿勢にロックする掛合具を手押しハンドル
に設け、ロックが解除されて手押し車が折り畳み操作されるときに復帰操作部に作用して
操作プレートを掛合待機位置に復帰させる復帰操作具を後輪支持部材に設け、掛合部と復
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帰操作部との間の操作プレートの外縁には手押し車の折り畳み時及び走行姿勢若しくは着
座姿勢への移行時において前記掛合具に当接可能な当接部を設けたものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る手押し車の折りたたみロック装置によれば、手もたれを有する座部とその
後方に配設された手押しハンドルとが前輪と後輪とによって支持され、手もたれ若しくは
座部の先端側部分を手押しハンドル側に操作することにより、手押し車を走行姿勢若しく
は着座姿勢から折り畳み姿勢に折りたたみ可能に手押し車のフレームを構成するとともに
、当該手押し車のフレームに、手押し車を走行姿勢若しくは着座姿勢をロック並びにロッ
ク解除可能なロック装置を設けてなる手押し車の折りたたみロック装置において、下端部
に後輪を支持し、上端部に手もたれを設けた後輪支持部材と、前輪を下端に支持させ、上
端部が前記後輪支持部材の中間高さ位置に枢支された前輪支持部材と、手押しハンドルの
下端を後輪支持部材に連結する第一リンクプレートと、手押しハンドルの下端を前輪支持
部材に連結する第二リンクプレートと、第二リンクプレートの上方で手押しハンドルと手
もたれ部分の下方とを連結し座部の台枠を形成する第三リンク部材と、を備えて、手押し
車のフレームを構成し、第一リンクプレートの手押しハンドル側部分を揺動枢支点とする
操作プレートを揺動可能に枢支させ、操作プレートには一方に操作部が、他方にフック状
の掛合部と、操作プレートを掛合待機位置に復帰させる復帰操作部とが形成され、当該操
作プレートと第一リンクプレートとを前記揺動枢支点を挟んだ状態で、引っ張りコイルバ
ネで連結して操作プレートを掛合待機位置とロック解除位置との二位置に付勢するととも
に、掛合部に掛合して手押し車を走行姿勢若しくは着座姿勢にロックする掛合具と、ロッ
クが解除されて手押し車が折り畳み操作されるときに復帰操作部に作用して操作プレート
を掛合待機位置に復帰させる復帰操作具とを後輪支持部材に設け、掛合部と復帰操作部と
の間の操作プレートの外縁には手押し車の折り畳み時及び走行姿勢若しくは着座姿勢への
移行時において前記掛合具に当接可能な当接部を設けたので、手押し車の走行姿勢若しく
は着座姿勢を手間を要することなく容易にロック及びロック解除可能である利点がある。
【００１１】
　また、手押しハンドルが前輪と後輪とによって支持され、前輪と後輪とが近接すること
により、手押し車を展開姿勢から折り畳み姿勢に折りたたみ可能に構成するとともに、当
該手押し車のフレームに、手押し車の展開姿勢をロック並びにロック解除可能なロック装
置を設けてなる手押し車の折りたたみロック装置において、前記手押し車のフレームが、
前輪に支持される前輪支持部材と後輪に支持される後輪支持部材と、手押しハンドルを上
下に摺動可能に支持しかつ手押しハンドルに前輪支持部材と後輪支持部材とを揺動可能に
連結する連結部材と、を備えるとともに、前記手押しハンドルの下端部に、前輪支持部材
及び後輪支持部材の中間高さ位置を連結させる中折れリンクを備え、前記連結部材に操作
プレートを揺動可能に枢支させ、該操作プレートにはロック解除の操作を行う操作部と、
フック状の掛合部と、操作プレートを掛合待機位置に復帰させる復帰操作部とが形成され
、当該操作プレートとフレームとを操作プレートの揺動枢支点を挟んだ状態で、引っ張り
コイルバネで連結して操作プレートを掛合待機位置とロック解除位置との二位置に付勢す
るとともに、掛合部に掛合して手押し車を展開姿勢にロックする掛合具を手押しハンドル
に設け、ロックが解除されて手押し車が折り畳み操作されるときに復帰操作部に作用して
操作プレートを掛合待機位置に復帰させる復帰操作具を後輪支持部材に設け、掛合部と復
帰操作部との間の操作プレートの外縁には手押し車の折り畳み時及び走行姿勢若しくは着
座姿勢への移行時において前記掛合具に当接可能な当接部を設けた場合は、上記と同様に
手押し車の展開姿勢を、手間を要することなく容易にロック及びロック解除することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の最良の実施形態を図面に基づいて説明する。ここに、図１は本発明の一実施形
態に係る折りたたみロック装置を備えた手押し車の斜視図、図２は前記手押し車の左側面
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図、図３は、前記手押し車を折りたたんだ状態の左側面図、図４～６は折りたたみロック
装置の動作を示す図である。
　各図において、この実施形態に係る手押し車１は、高齢者などが歩行時や着座時等に使
用するものであって、手もたれ２を有する座部３とその後方に配設された手押しハンドル
４とが前輪８と後輪９とによって支持された構造を有する。
【００１４】
　この手押し車１は、手もたれ２若しくは座部３の先端側部分を手押しハンドル４側に近
接させる操作を行うことにより、図１，２に示す走行姿勢若しくは着座姿勢から、図３に
示す折りたたみ姿勢に折りたたむことができるようになっている。
【００１５】
　この手押し車１のフレーム１０は、後輪支持部材１１、前輪支持部材１２、第一リンク
プレート１３、第二リンクプレート１４、第三リンク部材１５を備えている。
　後輪支持部材１１は、下端部に後輪９を支持し、上端部に手もたれ２を設けており、前
輪支持部材１２は、前輪８を下端に支持させ、上端部が前記後輪支持部材１１の中間高さ
位置に枢支されている。
【００１６】
　第一リンクプレート１３は、手押しハンドル４の下端を後輪支持部材１１に連結するた
めの部材であって側面視において、くの字状にやや湾曲した形状を有し、第二リンクプレ
ート１４は手押しハンドル４の下端を前輪支持部材１２に連結するため設けている。
　そして、第三リンク部材１５は第二リンクプレート１４の上方で手押しハンドル４と手
もたれ２部分の下方とを連結するとともに座部３の台枠を形成している。
【００１７】
　この手押し車１のフレーム１０には、図１，２に示す手押し車１の走行姿勢若しくは着
座姿勢をロック並びにロック解除可能なロック装置２０を設けている。
　なお、ロック装置２０はフレーム１０の左右にそれぞれ設けられており、それらと連動
するように連動杆１９により連結されて同様に作用をするので、説明の便宜上、一方のロ
ック装置について以下に説明する。
【００１８】
　図４に示すように、ロック装置２０は、第一リンクプレート１３に枢支された操作プレ
ート２１及び、後輪支持部材１１に設けた掛合具３０及び復帰操作具３１を備えている。
　操作プレート２１は、側面視やや変形した三日月状に形成され、第一リンクプレート１
３の一方の端部である手押しハンドル４側部分を揺動枢支点２６として、第一リンクプレ
ート１３に揺動可能に枢支された構造を有する。
【００１９】
　操作プレート２１には一方の先端部（上端部）に操作部２２が、他方の先端部（下端部
）よりやや中央寄りの位置にフック状の掛合部２３が形成され、更に、他方の先端部に操
作プレート２１を掛合待機位置Ｗに復帰させるためのフック状の復帰操作部２４が形成さ
れている。
　また、操作プレート２１と第一リンクプレート１３とを前記揺動枢支点２６を挟んだ状
態で連結して、操作プレート２１を図４の掛合待機位置Ｗと図５のロック解除位置Ｋとの
二位置に付勢する引っ張りコイルバネ２５を設けている。
【００２０】
　操作プレート２１のフック状の掛合部２３、復帰操作部２４、及び該掛合部２３と復帰
操作部２４との間の操作プレート２１の外縁である当接部２７は強度や耐久性を考慮して
鉄等の金属の表面にメッキを施し構成されており、操作プレート２１の他の部分は美観や
軽量化を考慮して合成樹脂などにより構成されている。
【００２１】
　掛合具３０及び復帰操作具３１は、フック状の掛合部２３及び復帰操作部２４がそれぞ
れ掛合できるよう後輪支持部材１１の側方から突出した形状に形成されている。
　そして、掛合具３０は操作プレート２１の掛合部２３に掛合して手押し車１を図２の走
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行姿勢若しくは着座姿勢にロックする構造を有し、また、復帰操作具３１は、前記ロック
が解除されて手押し車１が折りたたみ操作されるときに復帰操作部２４に作用して操作プ
レート２１を掛合待機位置Ｗに復帰させるようになっている。
【００２２】
　また、手押し車１には、　図１及び図２に示すように、ブレーキ５及び背凭れ６を設け
ており、更に座部３の下方には荷物などを収容するための収容袋７が設けられている。
【００２３】
　上記のように構成された手押し車１の折りたたみロック装置２０の動作につき、以下に
説明する。
　手押し車１の走行時または着座時には、図１，２に示す走行姿勢若しくは着座姿勢を保
持する。
　その際、折りたたみロック装置２０の操作プレート２１は、図４に示すように、操作部
２２が上端部となる掛合待機位置Ｗにあり、係る掛合待機位置Ｗにおいては掛合部２３に
掛合具３０が掛合している。
　また、掛合部２３が掛合具３０から外れないよう引っ張りコイルバネ２５が付勢するこ
とで、手押し車１が走行姿勢若しくは着座姿勢を保持できるようロックされている。
　これにより、手押し車１が不意に折り畳まれたりすることがない。
【００２４】
　手押し車１を折りたたむ際には、まず、図５に示すように、ロック装置２０のロックを
解除するため操作部２２を前方（図５において右方）に倒し、操作プレート２１を、揺動
枢支点２６を回転中心として揺動させる。
　これにより掛合部２３が掛合具３０から外れ、続いて復帰操作部２４部分が復帰操作具
３１に掛合するように当接する。
【００２５】
　この復帰操作部２４が復帰操作具３１に掛合した状態では、復帰操作部２４のフックが
復帰操作具３１から外れないよう引っ張りコイルバネ２５が付勢し、操作プレート２１が
ロック解除位置Ｋに保持されるようになっているので、使用者が操作部２２から手を離し
ても、操作プレート２１はロック解除位置Ｋに留まり、図４に示す掛合待機位置Ｗに戻る
ことがない。
　このように、手押し車１の走行姿勢若しくは着座姿勢のロックを解除する際は、引っ張
りコイルバネ２５によって付勢された操作プレート２１の操作部２２を一度前方に倒す操
作を行うだけでよく、少ない力で容易にロック解除を行うことができる。
【００２６】
　この操作部２２を一度前方に倒す操作により図５に示すように引っ張りコイルバネ２５
の軸心Ｃが操作プレート２１の揺動枢支点２６を越えると、操作プレート２１は、引っ張
りコイルバネ２５の引っ張り力により揺動枢支点２６を回転中心として操作プレート２１
の復帰操作部２４が復帰操作具３１に当接した状態で受け止められる。
【００２７】
　そして、手押し車１の折り畳み操作を行うことで、第１リンクプレート１３の後輪支持
部材１１側部分を揺動枢支点２８として第１リンクプレート１３が図５において左方に揺
動し、これに伴って手押しハンドル４が後輪９側へと後退する。
　またこのとき、復帰操作具３１は復帰操作部２４を押し上げる方向に作用する。
　この結果、図６に示すように、操作プレート２１は揺動枢支点２６を回転中心として反
時計回りに揺動するが、掛合部２３は掛合具３０に掛合することなく、後方へと抜け出て
、当接部２７が掛合具３０の下面乃至後側面に当接しつつ後退する。
【００２８】
　図３に示すように、手もたれ２若しくは座部３の先端側部分を手押しハンドル４側に最
も近接させると、図３，７に示すように操作プレート２１の操作部２２は後輪支持部材１
１の後方まで後退し、該操作部２２が揺動枢支点２６の下方に位置する状態に至り、手押
し車１を折り畳み操作が完了する。
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【００２９】
　その際、操作プレート２１の復帰操作部２４は、ハンドル４、後輪支持部材１１、第二
リンクプレート１４、第三リンクプレート１５で形成される４連リンク機構と、この４連
リンク機構のハンドル４の下端部を後輪支持部材１１に連結する第一リンクプレート１３
との働きにより、この手押し車１の折り畳み時に、復帰操作具３１に当接し受け止められ
ていた状態から、復帰操作具３１から遠ざかっていく状態となる。
　更に、このロック解除の操作により、復帰操作具３１に当接している復帰操作部２４が
、復帰操作具３１から遠ざかっていくときに、復帰操作具３１が復帰操作部２４を介して
操作プレート２１を反時計回りに揺動させる。
　そして、引っ張りコイルバネ２５の軸心Ｃが操作部２２の揺動枢支点２６を、図５で左
方へ越えると、操作プレート２１は、引っ張りコイルバネ２５の引っ張り力により揺動枢
支点２６を回転中心としてロック解除位置Ｋから復帰されてロック待機姿勢となる。
【００３０】
　したがって、復帰操作具３１はロックを解除する１つの操作をするだけで、ロックが解
除された後、手押し車が折り畳み操作されるとき、復帰操作部２４に作用して操作プレー
ト２１を後退させ、掛合待機位置Ｗに復帰させることができる。
【００３１】
　次に、図３に示す手押し車１を折り畳んだ状態から、図１に示す走行姿勢若しくは着座
姿勢へと移行する際には、手もたれ２若しくは座部３の先端側部分を手押しハンドル４か
ら離す方向に押し下げる操作を行う。
　これにより、ロック装置２０の操作プレート２１は、上記折り畳みの動作とは逆に、引
っ張りコイルバネ２５によって付勢されつつ当接部２７が掛合具３０の下面に当接しなが
ら揺動枢支点２６を回転中心として前方へ揺動する。
　そして、掛合部２３のフックが掛合具３０の突起に掛合し、これにより、手押し車１を
展開した状態がロックされる。
【００３２】
　以上より、本実施形態に係る手押し車１のロック装置２０は、走行姿勢若しくは着座姿
勢のロックを解除する際に、引っ張りコイルバネ２５に付勢されつつ操作部２２を倒すだ
けですむので、少ない力で容易にロック解除ができる。
　また、操作プレート２１は手押し車の折り畳み操作によって自動的に掛合待機位置Ｗに
復帰するので、何ら手間を要せず非常に容易にロックの待機状態に復帰させることができ
る。
【００３３】
　また、手押し車１を折り畳んだ状態から展開する際には、手押し車１を展開する操作と
同時に走行姿勢若しくは着座姿勢がロックされた状態となるので、ロックのための他の操
作を要することなく自動的にロックすることができる。
　よって、手押し車１の走行姿勢若しくは着座姿勢がロックされていないために手押し車
１が意に反して折りたたまれてしまうことがなく、手押し車１の安全性を向上させること
ができる。
【００３５】
　図８は、本発明の他の実施形態にかかる手押し車の斜視図であり、図８（ａ）は左斜め
前方から、図８（ｂ）は左斜め後方から見た図となっている。図８において、手押し車1
ａのフレーム１０ａは、手押しハンドル４ａが前輪８ａと後輪９ａとによって支持され、
前輪８ａと後輪９ａとを近接させることにより、手押し車１ａを展開姿勢から図９に示す
折り畳み姿勢に折りたためるよう構成されている。
【００３６】
　この手押し車１ａのフレーム１０ａは、手押しハンドル４ａを上下に摺動可能に支持す
る連結部材２９を備えており、連結部材２９は前輪８ａに支持される前輪支持部材１２ａ
と後輪９ａに支持される後輪支持部材１１ａとを、揺動可能に枢支することで、前輪支持
部材１２ａと後輪支持部材１１ａとを手押しハンドル４ａに連結するようになっている。
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　また、前輪支持部材１２ａ及び後輪支持部材１１ａの中間高さ位置は、手押しハンドル
４ａの下端部に中折れリンク３０で連結され、手押しハンドル４ａの下方への摺動操作に
よって図８に示す中折れリンク３０が直線状に伸びた状態から、図９に示すように、手押
しハンドル４ａ下端部に枢支された長手方向中央部で折れ曲がる状態へと変形し、前輪８
ａと後輪９ａを近接させるようになっている。
【００３７】
　図８（ｂ）に示すように、連結部材２９の内側面には、操作プレート２１ａが揺動可能
に枢支させている。
　図１０（ａ），（ｂ）は、操作プレート２１ａの拡大図である。操作プレート２１ａに
はロック解除の操作を行う操作部２２ａと、フック状の掛合部２３ａと、操作プレート２
１ａを掛合待機位置Ｋに復帰させるフック状の復帰操作部２４ａとが形成されている。
　操作部２２ａは図８（ｂ）に示すように、左右の操作プレート２１ａを連結するよう架
設された中空管により構成される。
【００３８】
　引っ張りコイルバネ２５ａは、操作プレート２１ａとフレーム１０ａの連結部材２９と
を操作プレート２１ａの揺動枢支点２６ａを挟んだ状態で連結して、操作プレート２１ａ
を掛合待機位置Ｗとロック解除位置Ｋとの二位置に付勢している。
【００３９】
　手押し車1ａのフレーム１０ａには、掛合部２３ａに掛合して手押し車1ａを展開姿勢に
ロックする掛合具３０ａと、ロックが解除されて手押し車1ａが折り畳み操作されるとき
に復帰操作部２４ａに作用して操作プレート２１ａを掛合待機位置Ｋに復帰させる復帰操
作具３１ａを設けている。　
【００４０】
　この手押し車１ａは図１０（ａ）に示す状態で展開姿勢がロックされている。即ち、掛
合部２３ａが掛合具３０ａに掛合した掛合待機位置Ｗを引っ張りコイルバネ２５ａで付勢
している。
　そして、手押し車１ａのロック解除を行う際には、図１０（ａ）に示すロック状態から
、操作部２２ａを上方に引き上げる操作を行うことによって操作プレート２１ａを図１０
（ａ）において時計回りに揺動し、図１０（ｂ）に示すように復帰操作部２４ａを復帰操
作具３１ａに掛合するとともに、この復帰操作部２４ａを復帰操作具３１ａに掛合した状
態であるロック解除位置Ｋを引っ張りコイルバネ２５ａによって付勢する。
　この掛合待機位置Ｗからロック解除位置Ｋへ至る際、引っ張りコイルバネ２５の軸心Ｃ
は操作プレート２１ａの揺動枢支点２６ａを越えることとなる。
【００４１】
　その後、手押しハンドル４ａを押し下げる操作を行うことで中折れリンク３０が折れ、
これにより前輪支持部材１２ａと後輪支持部材１１ａとが接近し手押し車１ａが折り畳ま
れる。
　その際、後輪支持部材１１ａは、図１０（ｂ）において矢印Ｙで示すように、連結部材
２９を回転中心として反時計回りに揺動し、これに伴って復帰操作具３１ａが操作プレー
ト２１ａの復帰操作部２４ａを反時計回りに揺動させるよう作用する。
【００４２】
　やがて、復帰操作部２４ａが復帰操作具３１ａから外れ、引っ張りコイルバネ２５ａの
軸心Ｃが揺動枢支点２６ａを越えると引っ張りコイルバネ２５ａは操作プレート２１ａを
図９において反時計回りに揺動する向きに付勢する。
　この時点では、手押しハンドル４ａが下方へ移動しているので、掛合具３０ａは掛合待
機位置Ｗより下方に移動している。よって、掛合具３０ａに掛合部２３ａが掛合すること
なく、当接部２７ａが掛合具３０ａの後側面に当接し、手押し車1ａが更に折り畳まれる
。
【００４３】
　これにより、操作部２２ａを操作するのみで容易にロック解除を行うことができ、手押
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【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の一実施形態に係る手押し車の斜視図である。
【図２】前記手押し車の左側面図である。
【図３】前記手押し車を折り畳んだ状態の左側面図である。
【図４】前記手押し車のロック装置の動作を示す図である。
【図５】前記手押し車のロック装置の動作を示す図である。
【図６】前記手押し車のロック装置の動作を示す図である。
【図７】前記手押し車のロック装置の動作を示す図である。
【図８】本発明の他の実施形態に係る手押し車の斜視図である。
【図９】前記手押し車を折り畳んだ状態の左側面図である。
【図１０】前記手押し車のロック装置の動作を示す図である。
【符号の説明】
【００４５】
１，１ａ　　手押し車
２　　手もたれ
３　　座部
４，４ａ　　手押しハンドル
８，８ａ　　前輪
９，９ａ　　後輪
１０　フレーム
１１，１１ａ　後輪支持部材
１２，１２ａ　前輪支持部材
１３　第一リンクプレート
１４　第二リンクプレート
１５　第三リンク部材
２０，２０ａ　ロック装置
２１，２１ａ　操作プレート
２２，２２ａ　操作部
２３，２３ａ　掛合部
２４，２４ａ　復帰操作部
２５　引っ張りコイルバネ
３０，３０ａ　掛合具
３１，３１ａ　復帰操作具
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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