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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ユーザーの臀部および大腿部を支える着座部と、ユーザーの背部を支えるシートバックフ
レームとスライドフレームとを備えた背もたれ部と、上記着座部および背もたれ部を傾動
動作ならびに伸縮動作させるスタンドアップリクライニング機構とを備え、上記スタンド
アップリクライニング機構は、上記着座部を略水平な着座位置から略垂直な起立位置まで
傾動させるスタンドアップアクチュエーターと、上記背もたれ部を上記着座部に対し傾動
させるリクライニングアクチュエーターと、上記スライドフレームを上記シートバックフ
レームに対しスライドさせるスライドアクチュエーターと、上記スタンドアップアクチュ
エーターおよびリクライニングアクチュエーターならびにスライドアクチュエーターを個
別に制御可能なシートコントローラーと、このシートコントローラーに着座部と背もたれ
部の傾動操作およびスライドフレームのスライド操作を指令する操作スイッチとを備える
とともに、上記スタンドアップリクライニング機構はさらに、上記着座部の傾動角度を検
出する着座部傾動角度検出手段と、上記背もたれ部の傾動角度を検出する背もたれ部傾動
角度検出手段と、上記スライドフレームのスライド位置を検出するスライド位置検出手段
とを備え、さらに上記シートコントローラーは、上記着座部傾動角度検出手段および背も
たれ部傾動角度検出手段ならびにスライド位置検出手段からの入力信号に基づいて現在の
着座部および背もたれ部の傾動角度とスライドフレームのスライド位置とを演算する演算
部と、上記演算部が演算した現在の傾動角度およびスライド位置の情報と上記操作スイッ
チによる傾動操作およびスライド操作の指令情報とを比較し、ユーザーが所望する傾動角
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度およびスライド位置となるように上記スタンドアップアクチュエーターとリクライニン
グアクチュエーターとスライドアクチュエーターとを操作する操作部とを備えたことを特
徴とする電動車椅子。
【請求項２】
前記シートコントローラーはさらに、前記着座部および背もたれ部の各傾動角度に対する
最適なスライドフレームのスライド位置を記憶するメモリー部と、上記メモリー部に記憶
されたマップに応じて前記スタンドアップアクチュエーターおよびリクライニングアクチ
ュエーターの動きに合わせて前記スライドアクチュエーターをフィードバック制御するフ
ィードバック制御部とを備えたことを特徴とする請求項１に記載の電動車椅子。
【請求項３】
前記リクライニングアクチュエーターと前記スライドアクチュエーターを前記シートバッ
クフレームの背面側に車幅方向に並べて配設する一方、前記スタンドアップアクチュエー
ターを前記着座部の下方に配設したことを特徴とする請求項１または２に記載の電動車椅
子。
【請求項４】
前記スタンドアップアクチュエーターを伸縮シリンダー状に構成し、その一端を前記メイ
ンフレーム前部付近かつ前記着座シートの前端連結部の下方に回動自在に連結し、他端を
着座シートの下面かつ自由端寄りに回動自在に連結したことを特徴とする請求項３に記載
の電動車椅子。
【請求項５】
前記着座部はその前端部がメインフレーム前部付近に傾動自在に連結される一方、前記シ
ートバックフレームはその下端部が上記着座部の後端部に傾動自在に連結され、前記スラ
イドフレームは上記シートバックフレームに対し上下にスライド自在に支持されるととも
に、ユーザーの両肘を載せる左右一対のアームレストの後端部を固定支持し、且つユーザ
ーの背部に接する背当て部材を備えたことを特徴とする請求項１に記載の電動車椅子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着座シートのリクライニング動作とスタンドアップ動作の両方を可能にした
電動車椅子に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　電動車椅子の主なユーザーは、下半身のみならず上半身の可動部位にも制限がある人が
多く、その障害のために着座したユーザー自身による座位変換、体圧分散、シットアップ
等による除圧が困難な場合が多い。このため、特許文献１，２に記載されているように、
背もたれ部を電動等でリクライニング（傾動）可能に構成することにより体圧を分散し、
蓐瘡（床ずれ）等を予防可能にした電動車椅子がある。
【０００３】
　また、特許文献３，４，５に記載されているリクライニングシートや車椅子のように、
着座部や背もたれ部をスタンドアップ（起立）可能に構成し、ユーザーを着座姿勢から起
立姿勢に移行させやすくしたものもある。このようなスタンドアップ機能を持たせてユー
ザーが起立姿勢になることを補助することにより、上述のような体圧分散（体圧除去）が
より効果的に行えるとともに、ユーザーの「立ちたい」という願望も叶えることができる
。
【特許文献１】特開平5－305112号公報
【特許文献２】特開2005－253535号公報
【特許文献３】特公平6－98166号公報
【特許文献４】特許第3072463号公報
【特許文献５】特開平8－275970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】
【０００４】
　しかしながら、上述のように背もたれ部を電動等で傾動させた場合、背もたれ部の回動
中心（傾動軸）と、ユーザーの回動中心（背骨下端付近での回動ならびに臀部の転がり）
との位置が異なるために、ユーザーの背中と背もたれ部との間にずれが生じて不快感を覚
える。このため、特に着座姿勢から起立姿勢に移行する場合には、ユーザー自身で姿勢を
調整する必要があり、障害度の高いユーザーにとっては困難な場合があった。
【０００５】
　従来、ユーザーの体格に合わせて背もたれ部を伸縮可能にした車椅子もあり、これによ
れば背もたれ部を傾動させた際に背もたれ部を伸縮させて背中と背もたれ部との間にずれ
が生じることを防止できたが、背もたれ部の伸縮位置調整は手動で行われており、背もた
れ部の傾動時には伸縮動作が固定されていたため、介護者がいないと背もたれ部の伸縮調
整が行えなえないばかりか、ユーザーの体格差や日々の座り方のずれ等に十分対応できな
いといった問題があった。さらに、背もたれ部を伸縮させた時にユーザーの肘とアームレ
ストとの相対距離が変化してしまい、肘を安定良く支持できなくなる懸念があった。
【０００６】
　本発明は、上記のような問題を解決するためになされたものであり、リクライニング動
作とスタンドアップ動作と背もたれ部の伸縮動作とを全自動で同時にスムーズに行うこと
ができ、しかもユーザーの両肘を安定良く支持することができ、使用感が良くて構造がコ
ンパクトな上にメンテナンス性の良い電動車椅子を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明に係る電動車椅子は、ユーザーの臀部および大腿部を
支える着座部と、ユーザーの背部を支えるシートバックフレームとスライドフレームとを
備えた背もたれ部と、上記着座部および背もたれ部を傾動動作ならびに伸縮動作させるス
タンドアップリクライニング機構とを備え、上記スタンドアップリクライニング機構は、
上記着座部を略水平な着座位置から略垂直な起立位置まで傾動させるスタンドアップアク
チュエーターと、上記背もたれ部を上記着座部に対し傾動させるリクライニングアクチュ
エーターと、上記スライドフレームを上記シートバックフレームに対しスライドさせるス
ライドアクチュエーターと、上記スタンドアップアクチュエーターおよびリクライニング
アクチュエーターならびにスライドアクチュエーターを個別に制御可能なシートコントロ
ーラーと、このシートコントローラーに着座部と背もたれ部の傾動操作およびスライドフ
レームのスライド操作を指令する操作スイッチとを備えるとともに、上記スタンドアップ
リクライニング機構はさらに、上記着座部の傾動角度を検出する着座部傾動角度検出手段
と、上記背もたれ部の傾動角度を検出する背もたれ部傾動角度検出手段と、上記スライド
フレームのスライド位置を検出するスライド位置検出手段とを備え、さらに上記シートコ
ントローラーは、上記着座部傾動角度検出手段および背もたれ部傾動角度検出手段ならび
にスライド位置検出手段からの入力信号に基づいて現在の着座部および背もたれ部の傾動
角度とスライドフレームのスライド位置とを演算する演算部と、上記演算部が演算した現
在の傾動角度およびスライド位置の情報と上記操作スイッチによる傾動操作およびスライ
ド操作の指令情報とを比較し、ユーザーが所望する傾動角度およびスライド位置となるよ
うに上記スタンドアップアクチュエーターとリクライニングアクチュエーターとスライド
アクチュエーターとを操作する操作部とを備えたことを特徴とする。
【０００９】
　さらに、本発明に係る電動車椅子は、前記シートコントローラーはさらに、前記着座部
および背もたれ部の各傾動角度に対する最適なスライドフレームのスライド位置を記憶す
るメモリー部と、上記メモリー部に記憶されたマップに応じて前記スタンドアップアクチ
ュエーターおよびリクライニングアクチュエーターの動きに合わせて前記スライドアクチ
ュエーターをフィードバック制御するフィードバック制御部とを備えたことを特徴とする
。
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【００１０】
　そして、本発明に係る電動車椅子は、前記リクライニングアクチュエーターと前記スラ
イドアクチュエーターを前記シートバックフレームの背面側に車幅方向に並べて配設する
一方、前記スタンドアップアクチュエーターを前記着座部の下方に配設したことを特徴と
する。
【００１１】
　また、本発明に係る電動車椅子は、前記スタンドアップアクチュエーターを伸縮シリン
ダー状に構成し、その一端を前記メインフレーム前部付近かつ前記着座シートの前端連結
部の下方に回動自在に連結し、他端を着座シートの下面かつ自由端寄りに回動自在に連結
したことを特徴とする。
【００１２】
　さらに、本発明に係る電動車椅子は、前記着座部はその前端部がメインフレーム前部付
近に傾動自在に連結される一方、前記シートバックフレームはその下端部が上記着座部の
後端部に傾動自在に連結され、前記スライドフレームは上記シートバックフレームに対し
上下にスライド自在に支持されるとともに、ユーザーの両肘を載せる左右一対のアームレ
ストの後端部を固定支持し、且つユーザーの背部に接する背当て部材を備えたことを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る電動車椅子によれば、３つのアクチュエーターにより、着座部の傾動動作
と、背もたれ部の傾動動作と、背もたれ部の伸縮動作とを自動で個別に操作できる。しか
も、これら３つの動作を連動制御することができるため、リクライニング動作とスタンド
アップ動作をスムーズに行うことができる。
【００１４】
　リクライニング動作およびスタンドアップ動作の際には同時に背もたれ部を伸縮動作さ
せることができるため、ユーザーの背中と背もたれ部との間にずれが生じることを防止し
、使用感を向上させることができる。
【００１５】
　また、背もたれ部のスライドフレーム側にアームレストを固定支持したため、背もたれ
部の伸縮に応じてアームレストが上下し、これにより背もたれ部の伸縮時にユーザーの肘
とアームレストとの相対距離が変化せず、アームレストによりユーザーの肘を安定良く支
持することができる。
【００１６】
　さらに、３つのアクチュエーターがスペース効率良く配置されるため、スタンドアップ
リクライニング機構のコンパクト化を図ることができる。特に、伸縮シリンダー状に構成
したスタンドアップアクチュエーターの一端をメインフレーム前部付近に連結された着座
部の連結部下方に回動自在に連結し、他端を着座部の下面かつ自由端寄りに回動自在に連
結したことから、スタンドアップ動作時にはスタンドアップアクチュエーターが着座部と
ともに立ち上がる。このため、メインフレームの上が広く開口し、メインフレームに搭載
されている電源用バッテリーやコントローラー等の機材のメンテナンス性が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１８】
　図１は本発明に係る電動車椅子の一例を示す斜視図であり、図２は左側面図、図３は後
面（背面）図である。
【００１９】
　この電動車椅子１は、例えば鋼管や鋼板等を組み合わせた構成されたメインフレーム２
を備えており、このメインフレーム２の上に着座シート３が搭載されている。メインフレ
ーム２の前下部には左右一対の転舵可能な前輪４が設けられ、メインフレーム２の後下部
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には左右一対の後輪５が設けられている。左右の後輪５の内側にはそれぞれ駆動用の電動
モーター（駆動ユニット）６が配設され、その前方に電動モーター６および後述するスタ
ンドアップリクライニング機構16の電源となるバッテリー７が搭載され、バッテリー７の
上部と前部とに、それぞれメインコントローラー８やパワーステアリングコントローラー
９等の電子器材が載置されている。
【００２０】
　着座シート３は、サブフレーム11と、ユーザーの臀部および大腿部を支える着座部12と
、ユーザーの背部を支える背もたれ部13と、両肘を載せる左右一対のアームレスト14と、
両足を載せるフットレスト15と、着座部12および背もたれ部13を傾動動作ならびに伸縮動
作させるスタンドアップリクライニング機構16とを備えて構成されている。
【００２１】
　メインフレーム２の前上部には左右一対のスタンディングブラケット18がそれぞれボル
ト等で堅固に固定されて上斜め前方に立ち上がっており、その間が角パイプ状の横メンバ
ー20（図４参照）で連結されている。
【００２２】
　一方、サブフレーム11は、図３、図４、図５に示すように、左右一対の鋼板製のサイド
パネル22の間が車幅方向に延びる３本の横メンバー23，24，25により連結された構成であ
り、左右のサイドパネル22の前端部がピボット軸26を介してスタンディングブラケット18
の最上端部に回動（傾動）自在に連結されている。
【００２３】
　他方、着座部12は、ラダー状のシートアンダーフレーム28の上面に座面クッション29が
張設された構成であり、背もたれ部13は、シートバックフレーム31と、このシートバック
フレーム31の前面側にスライド自在に支持されるスライドフレーム32とを備えて構成され
ている。スライドフレーム32の前面にはユーザーの背部に接する背面クッション33が設け
られ、その上部にユーザーの後頭部に接するヘッドレストクッション34が設けられる。な
お、シートバックフレーム31の上部には後方に延びる左右一対の手押しハンドル35が設け
られている。
【００２４】
　シートバックフレーム31の下端部両側面に固着された左右一対のサイドプレート37には
車幅方向に軸線が沿う上側のピボット軸38と下側のピボット軸39が設けられ、ピボット軸
38がサブフレーム11（サイドパネル22）の後上部に回動自在に連結され、ピボット軸39が
着座部12（シートアンダーフレーム28）の後端部に傾動自在に連結されている。なお、ピ
ボット軸39は幅方向外側に突出し、サイドパネル22に穿設された扇状の長孔40に嵌合され
、この長孔40の長さによりピボット軸39の動き、即ちシートバックフレーム31の傾動角度
が規制される。なお、部材41は着座部12と背もたれ部13との間の相対移動を固定するロッ
クレバーである。
【００２５】
　図４、図５に示すように、シートアンダーフレーム28を構成する前側の横パイプ42は、
その両端がシートアンダーフレーム28の左右両側に突出し、ここに設けられたベアリング
ローラー43がサブフレーム11のサイドパネル22前部内面に固定された短いインナーレール
44の上にスムーズに前後移動可能に載置されている。インナーレール44は側面視で前上が
りに傾斜しており、その前後端部が上方に巻き上げられてストッパー形状とされ、ベアリ
ングローラー43の脱落が防止されている。
【００２６】
　左右一対のアームレスト14は、その後端部が背もたれ部13のスライドフレーム32に固定
支持されている。スライドフレーム32の側面には複数のアームレストボス46が形成されて
おり、これらのアームレストボス46のいずれかにアームレスト14を固定することにより、
アームレスト14の設置高さを任意に調整することができる。
【００２７】
　例えば右側のアームレスト14の前端にはコントロールボックス48が取り付けられる。こ
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のコントロールボックス48の上面にはユーザーが電動車椅子１の進行方向および進行速度
を制御可能な例えばジョイスティックレバー49が直立状態で設けられると共に、バッテリ
ー７の残量や走行可能時間等を表示する図示しない表示部およびスイッチ類等が設けられ
る。
【００２８】
　フットレスト15は、その上端部がピボット軸51によりシートアンダーフレーム28最端部
に回動自在に連結されている。フットレスト15の下端部にはユーザーの足を載せるステッ
プボード52が設けられている。また、図４に示すように、フットレスト15の上部を構成す
る横メンバー53に設けられた左右一対のリンクブラケット54と、サブフレーム11の最後部
の横メンバー25に設けられたリンクブラケット56との間が左右一対のリンクロッド57で連
接されている。
【００２９】
　一方、スタンドアップリクライニング機構16は、図６にもブロック図で示すように、リ
クライニングアクチュエーター61と、スライドアクチュエーター62と、スタンドアップア
クチュエーター63と、これらのアクチュエーター61，62，63を個別に制御可能なシートコ
ントローラー64と、操作スイッチ65と、リクライニングセンサー66（背もたれ部13傾動角
度検出手段）と、スライドセンサー67（スライド位置検出手段）と、スタンドアップセン
サー68（着座部12傾動角度検出手段）とを備えて構成されている。操作スイッチ65は、例
えば図１～図３に示すようにコントロールボックス48の後方に配置されており、直立した
操作レバー69を備えている。
【００３０】
　図７、図８にも示すように、リクライニングアクチュエーター61とスタンドアップアク
チュエーター63は例えば伸縮シリンダー状に構成されている。また、スライドアクチュエ
ーター62は例えばモーターユニット71とウォームギヤユニット72とが一体化された構成で
ある。これらのアクチュエーター61，62，63は共に前述したバッテリー７の電力により駆
動される。
【００３１】
　リクライニングアクチュエーター61とスライドアクチュエーター62はシートバックフレ
ーム31の背面に幅方向に並べて配設されており、リクライニングアクチュエーター61が右
側に設置され、スライドアクチュエーター62がシートバックフレーム31の左側に固着され
たベースプレート73の背面に設置されている。また、スタンドアップアクチュエーター63
は着座部12の下方に配設されている。
【００３２】
　図２～図５および図７、図８に示すように、リクライニングアクチュエーター61は、そ
の下端部がサブフレーム11最後部の横メンバー25の中間部に固着されたロアーシリンダー
ブラケット75に、上端部がシートバックフレーム31の最上部の横メンバー76の中間部に固
着されたアッパーシリンダーブラケット77に、それぞれ回動自在に連結されており、シー
トバックフレーム31を着座部12に対し傾動させる役割を担う。
【００３３】
　リクライニングアクチュエーター61が最も伸びた時には図１、図２に示すように背もた
れ部13（シートバックフレーム31）が急角度に起立し、フットレスト15が下方に降りたノ
ーマルポジションとなる。そして、リクライニングアクチュエーター61が縮むに従い、背
もたれ部13が後方に傾動すると同時に前述のリンクロッド57によりフットレスト15が前方
に押し出されてリクライニングポジションとなる。
【００３４】
　リクライニングアクチュエーター61が最も縮んだ時には図９に示すように背もたれ部13
とフットレスト15が水平になるまで回動し、着座シート３全体がフラットな寝台状になる
。このフラットポジションに移行する際、シートアンダーフレーム28後端部のピボット軸
39がサイドパネル22後部の扇状の長孔40内を下から上に移動するとともに、着座部12前端
のベアリングローラー43がインナーレール44上を前斜め上方に走行し、これにより着座部
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12がほぼ水平になる。着座シート３の各部は図１、図２のノーマルポジションから図９の
フラットポジションまで無段階かつスムーズにリクライニング動作することができる。
【００３５】
　一方、図７、図８に示すように、スライドアクチュエーター62は、そのウォームギヤユ
ニット72の部分がベースプレート73の後面に固定され、このウォームギヤユニット72の中
心部から突出するピニオンギヤ80がベースプレート73の前面に突出している。なお、シー
トコントローラー64はスライドアクチュエーター62の上方に配置されており、スライドア
クチュエーター62とシートコントローラー64とが図１および図12に示す保護カバー81によ
り後方から覆われる。
【００３６】
　ベースプレート73には軸受筒82（図８参照）が貫通固着され、この軸受筒82にスライド
アーム83の回動軸84が回転自在に軸支されている。スライドアーム83にはさらにセクター
ギヤ85が回動一体に設けられ、このセクターギヤ85がスライドアクチュエーター62のピニ
オンギヤ80に噛み合う。そして、スライドアーム83の先端と、スライドフレーム32の下側
の横メンバー87中央部に固着されたスライドブラケット88との間がリンクプレート89を介
して連結されている。
【００３７】
　スライドアクチュエーター62のモーターユニット71が作動すると、ピニオンギヤ80の回
転によりセクターギヤ85が駆動されてセクターギヤ85とスライドアーム83とが一体に回動
する。スライドアーム83が上方に回動すると、スライドフレーム32が背面クッション33お
よびヘッドレストクッション34と共にシートバックフレーム31に対して伸びる方向にスラ
イド動作し、スライドアーム83が下方に回動するとスライドフレーム32（33，34）がシー
トバックフレーム31に対して縮む方向にスライド動作する。
【００３８】
　アームレスト14はスライドフレーム32に固定支持されているため、スライドフレーム32
がシートバックフレーム31に対してスライドするとアームレスト14もスライドフレーム32
と共に移動する。したがって、スライドフレーム32がどの位置にあっても、アームレスト
14の上面からスライドフレーム32の上端までの距離Ｈ（図２参照）が変化しない。
【００３９】
　他方、スタンドアップアクチュエーター63は、その一端（ここでは前端）がメインフレ
ーム２の前部付近、かつ着座シート３の前端連結部であるピボット軸26の下方に連結され
る。例えば、左右のスタンディングブラケット18の間を連結している横メンバー20の中間
部に設けられたフロントシリンダーブラケット91（図４参照）にスタンドアップアクチュ
エーター63の前端部が回動自在に連結されている。
【００４０】
　また、スタンドアップアクチュエーター63の他端（ここでは後端）は着座シート３の下
面かつ自由端寄りに連結される。例えば、サブフレーム11を構成している横メンバー24の
中間部に設けられた図示しないリヤシリンダーブラケットにスタンドアップアクチュエー
ター63の後端部が回動自在に連結されている。
【００４１】
　スタンドアップアクチュエーター63が最も縮んだ時には、図２に示すように着座部12が
略水平な着座位置Ａに置かれ、スタンドアップアクチュエーター63が伸びるにつれ、図10
に示すように着座部12がピボット軸26を回動中心にして起立し、スタンドアップアクチュ
エーター63が最も伸びると図11に示すように着座部12が略垂直な起立位置Ｂまで起き上が
る。
【００４２】
　スタンドアップアクチュエーター63が伸びると同時にリクライニングアクチュエーター
61が縮むように制御すれば、図２のノーマルポジションから図10の状態を経て図11のスタ
ンドアップポジションに移行する。このようなスタンドアップ動作によれば、ユーザーが
起立姿勢になることを補助したり、ユーザーの体圧分散（体圧除去）をより効果的に行う
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ことができる。図12はスタンドアップポジションを右斜め後方から見た斜視図である。
【００４３】
　ところで操作スイッチ65は、シートコントローラー64に着座部12とシートバックフレー
ム31の傾動操作およびスライドフレーム32のスライド操作を指令するものである。例えば
、着座部12と背もたれ部13とフットレスト15が図２のノーマルポジションにあり、操作ス
イッチ65の操作レバー69が直立状態にある時はノーマルポジションを維持し、この状態か
ら、操作スイッチ65の図示しない作動モード切替スイッチをリクライニングモードに設定
し、操作レバー69を後方に倒し続けるとリクライニングアクチュエーター61が縮んで図９
のフラットポジションまで連続的に変形動作する。また、フラットポジションからノーマ
ルポジションに戻すには操作レバーを前方に倒し続けると、リクライニングアクチュエー
ター61が伸びてノーマルポジションに戻すことができる。
【００４４】
　さらにまた、操作スイッチ65の操作図示しない作動モード切替スイッチをスタンドアッ
プモードに設定し、操作レバー69を前方に倒し続けると、スタンドアップアクチュエータ
ー63が伸びると同時にリクライニングアクチュエーター61が縮んで図11のスタンドアップ
ポジションになるまで連続的に変形動作する。なお、上記変形動作中に操作レバー69を放
せば全ての動きが停止する。また、スライドアクチュエーター62はリクライニングアクチ
ュエーター61の動きに連動させてスライドフレーム32をシートバックフレーム31に対して
伸縮させる。
【００４５】
　図７に示すように、前述したリクライニングセンサー66がシートバックフレーム31の例
えば左側のサイドプレート37内側に設けられている。このリクライニングセンサー66は例
えばロータリーセンサーであり、センサードリブンギヤ93を備えている。一方、シートア
ンダーフレーム28の左側後部には上記センサードリブンギヤ93に噛合するセクターギヤ状
のセンサードライブギヤ94が固着されている。
【００４６】
　リクライニングアクチュエーター61の伸縮動作によりシートバックフレーム31が傾動す
ると、センサードライブギヤ94に対しセンサードリブンギヤ93が回動するため、リクライ
ニングセンサー66により背もたれ部13（シートバックフレーム31）の傾動角度が検出され
、その情報がシートコントローラー64に入力される。
【００４７】
　また、図８に示すように、スライドセンサー67がベースプレート39の後面に設けられて
いる。このスライドセンサー67も例えばロータリーセンサーであり、センサードリブンギ
ヤ96を備えている。一方、スライドアーム83の回動軸84には上記センサードリブンギヤ96
に噛合するセクターギヤ状のセンサードライブギヤ97が回動一体に固着されている。
【００４８】
　スライドアクチュエーター62によりスライドフレーム32がスライドすると、センサード
ライブギヤ97に対しセンサードリブンギヤ96が回動するため、スライドセンサー67により
スライドフレーム32のスライド位置が検出され、その情報がシートコントローラー64に入
力される。なお、スライドセンサー67をリニアゲージセンサー等に置き換えてスライドフ
レーム32の動きを直接検知するように簡略化しても良い。
【００４９】
　さらに、図10および図11に示すように、スタンドアップセンサー68は例えばスタンドア
ップアクチュエーター63に直接取り付けられている。このスタンドアップセンサー68はス
タンドアップアクチュエーター63の伸縮量を直接計測するリニアゲージセンサーとなって
おり、スタンドアップセンサー68により検出されたスタンドアップアクチュエーター63の
伸縮量の情報が着座部12の傾動角度としてシートコントローラー64に入力される。なお、
スタンドアップセンサー68をリクライニングセンサー66と同様なロータリーセンサー状に
構成してもよい。
【００５０】
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　図６に示すように、シートコントローラー64は演算部101と操作部102とを備えている。
演算部101は、リクライニングセンサー66とスライドセンサー67とスタンドアップセンサ
ー68からの入力信号に基づいて現在の着座部12および背もたれ部13の傾動角度とスライド
フレーム32のスライド位置とを演算する。操作部102は、演算部101が演算した現在の傾動
角度およびスライド位置の情報と、操作スイッチ65による傾動操作およびスライド操作の
指令情報とを比較し、ユーザーが所望する傾動角度およびスライド位置となるようにリク
ライニングアクチュエーター61とスライドアクチュエーター62とスタンドアップアクチュ
エーター63を個別に操作する。
【００５１】
　さらに、シートコントローラー64はメモリー部103とフィードバック制御部104とを備え
ている。メモリー部103は、背もたれ部13（シートバックフレーム31）の各傾動角度に応
じたユーザーにとっての最適なスライドフレーム32のスライド位置を予め記憶することが
でき、その記憶情報はユーザーに応じて任意に設定変更できる。また、フィードバック制
御部104は、メモリー部103に記憶されたマップに応じて、リクライニングアクチュエータ
ー61およびスタンドアップアクチュエーター63の動きに合わせてスライドアクチュエータ
ー62を同時に作動させるフィードバック制御を実行する。
【００５２】
　以上のように構成された電動車椅子１によれば、背もたれ部13を傾動動作させるリクラ
イニングアクチュエーター61と、背もたれ部13を伸縮動作させるスライドアクチュエータ
ー62と、着座部12を傾動動作させるスタンドアップアクチュエーター63とをシートコント
ローラー64により個別に制御可能であり、しかもシートコントローラー64は各アクチュエ
ーター61，62，63の動きを連動させることができるため、ユーザーに不快感やストレスを
与えることなくリクライニング動作とスタンドアップ動作を非常にスムーズに行うことが
できる。
【００５３】
　特に、着座部12および背もたれ部13の傾動動作と同時に背もたれ部13を伸縮動作させる
ことができるため、ユーザーの背中と背もたれ部13（背面クッション33）との間にずれが
生じることを防止して電動車椅子１の使用感を著しく向上させることができる。
【００５４】
　また、アームレスト14を直接スライドフレーム32に固定支持したことから、スライドフ
レーム32のスライドに同期してアームレスト14が動き、アームレスト14上面からスライド
フレーム32上端までの距離Ｈが変化しないため、アームレスト14によりユーザーの肘を安
定良く支持することができる。
【００５５】
　さらに、この電動車椅子１では、リクライニングアクチュエーター61とスライドアクチ
ュエーター62とをシートバックフレーム31の背面に車幅方向に並べて配設し、スタンドア
ップアクチュエーター63を着座部12の下方に配設したため、スタンドアップリクライニン
グ機構16をコンパクトに構成することができる。さらに、リクライニングアクチュエータ
ー61よりも上下方向寸法の小さいスライドアクチュエーター62の上方にシートコントロー
ラー64を設置したため、三部材61，62，64を近接配置して更なるコンパクト化を達成する
ことができる。
【００５６】
　しかも、伸縮シリンダー状に構成したスタンドアップアクチュエーター63の前端をメイ
ンフレーム２の前部付近に連結し、後端を着座部12の下面かつ自由端寄りに回動自在に連
結したことから、スタンドアップ動作時には図10～図12に示すようにスタンドアップアク
チュエーター63が着座部12とともに立ち上がる。このため、スタンドアップポジションで
はメインフレーム２の上が広く開口し、これによりメインフレーム２に搭載されているバ
ッテリー７やコントローラー８等の機材のメンテナンス性を格段に向上させることができ
る。
【００５７】



(10) JP 4923605 B2 2012.4.25

10

20

30

40

　なお、本実施形態で述べた着座シート３の部分の構成は電動車椅子に用いるのが好適で
はあるが、電動車椅子のみに限らず、リクライニングシートやマッサージチェア、診療椅
子等としても幅広く応用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明に係る電動車椅子の一例を示す斜視図。
【図２】図１に示す電動車椅子の左側面図。
【図３】図１に示す電動車椅子の後面図。
【図４】スタンドアップリクライニング機構を左斜め前から見た斜視図。
【図５】スタンドアップリクライニング機構の左側面図。
【図６】スタンドアップリクライニング機構の構成を示すブロック図。
【図７】スライド機構を前方から見た斜視図。
【図８】スライド機構を後方から見た斜視図。
【図９】フラットポジションを示す左側面図。
【図１０】ノーマルポジションからスタンドアップポジションに変形動作している状態を
示す左側面図。
【図１１】スタンドアップポジション示す左側面図。
【図１２】スタンドアップポジションを右斜め後方から見た斜視図。
【符号の説明】
【００５９】
１　電動車椅子
２　メインフレーム
３　着座シート
11　サブフレーム
12　着座部
13　背もたれ部
14　アームレスト
15　フットレスト
16　スタンドアップリクライニング機構
28　シートアンダーフレーム
29　座面クッション
31　シートバックフレーム
32　スライドフレーム
33　背面クッション（背当て部材）
61　リクライニングアクチュエーター
62　スライドアクチュエーター
63　スタンドアップアクチュエーター
64　シートコントローラー
65　操作スイッチ
66　リクライニングセンサー（背もたれ部傾動角度検出手段）
67　スライドセンサー（スライド位置検出手段）
68　スタンドアップセンサー（着座部傾動角度検出手段）
69　操作レバー
101　演算部
102　操作部
103　メモリー部
104　フィードバック制御部
Ａ　着座位置
Ｂ　起立位置



(11) JP 4923605 B2 2012.4.25

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(12) JP 4923605 B2 2012.4.25

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】



(13) JP 4923605 B2 2012.4.25

【図１０】 【図１１】

【図１２】



(14) JP 4923605 B2 2012.4.25

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００４－２７５４８６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１２４７９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２５３５３５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２０４７０４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１５５９０８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表平１０－５１２７８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表平１－５０２７９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭６０－１９０３２２（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｇ　　　５／０４　　　　
              Ａ６１Ｇ　　　５／００　　　　
              Ａ６１Ｇ　　　５／０２　　　　
              Ａ４７Ｃ　　　３／２０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

