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(57)【要約】
本発明は、アイソメトリックエクササイズ器具と、それ
に伴うラックに関するものである。本器具は、台座と、
台座に接合された側壁とを持つフレームを含む。台座は
、ユーザーの身体を支えるためのエクササイズプラット
フォームを持つ。さらに、フレームに接続された拘束ア
ームアセンブリを備える。腕拘束アセンブリは、台座に
枢動可能な状態で接続されたスイングアームと、ユーザ
ーがアイソメトリックエクササイズを実行できるよう、
ユーザーの身体の一部の動作を制限するために、スイン
グアームに支持され、エクササイズプラットフォームの
上部に配置可能な拘束アームを含む。台座に対して一連
の異なる角度位置から選択されて事前に設定された角度
位置にスイングアームを固定するためのインデックスア
センブリを備える。ユーザーがアイソメトリックエクサ
サイズを実行できるよう、ユーザーの手足の動作を制限
するために、少なくとも１つの手足拘束アクセサリを、
台座に沿って事前に設定された位置に配置することがで
きる。本器具は、強化されたアイソメトリックワークア
ウト用にさまざまな筋肉群（または、同じ筋肉群のさま
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザーの身体を支えるためのエクササイズプラットフォームを持つ台座と、前記台座
に接合された側壁とを持つフレームと、
　前記フレームに接続された拘束アームアセンブリとを備え、
　前記拘束アームアセンブリが、
　枢動可能な状態で前記台座に接続されたスイングアームと、
　前記スイングアームによって支持され、ユーザーがアイソメトリックエクササイズを実
行できるよう、ユーザーの身体の一部の動作を制限するために、前記エクササイズプラッ
トフォームの上部に配置可能な拘束アームと、
　前記台座に対する一連の異なる角度位置から選択されて事前に設定された角度位置に前
記スイングアームを固定するためのインデックスアセンブリと、
　ユーザーがアイソメトリックエクササイズを実行できるよう、ユーザーの手足の動作を
制限するために、事前に設定された位置に配置可能な、少なくとも１つの手足拘束アクセ
サリと、
を備える、アイソメトリックエクササイズを行うための器具。
【請求項２】
　前記フレームが折りたたみ可能な、請求項１に記載のアイソメトリックエクササイズ器
具。
【請求項３】
　前記台座が蝶番によって前記側壁に接続される、請求項１に記載のアイソメトリックエ
クササイズ器具。
【請求項４】
　前記側壁が、第１の使用中の位置と、第２の不使用の位置との間で移動可能であり、
　前記第１の使用中の位置において、前記台座に対して前記側壁が少なくとも実質的に垂
直に配置され、
　前記第２の不使用の位置において、前記側壁が前記台座に対して折りたたまれる、
請求項３に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項５】
　前記側壁を使用中の位置に保つための、前記台座と前記側壁に係合可能なロッキング手
段をさらに備える、請求項４に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項６】
　前記側壁が、前記台座の方向に向いた前面と、前記前面とは反対側の背面とを持ち、
　ユーザーの身体の一部への衝撃を和らげるための、前記前面上に配置された少なくとも
１つのパッドをさらに含む、請求項１に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項７】
　前記の少なくとも１つのパッドが、第１のパッドと、前記第１のパッドから離れた第２
のパッドとを含む、請求項６に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項８】
　前記台座が、第１の側面、前記第１の側面とは反対側の第２の側面、前記第１の側面と
前記第２の側面との間で延長する第３の側面、および、前記第３の側面とは反対側に配置
され、前記第１の側面と前記第２の側面との間で延長する第４の側面を持ち、
　前記第１の面が第１のハンドルを備え、
　前記第２の側面が、間隔の空いたキャスタの第１のペアを備える、
請求項１に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項９】
　前記第３の側面が第２のハンドルを備え、
　前記第４の側面が、間隔の空いたキャスタの第２のペアを備える、
請求項８に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項１０】
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　前記の少なくとも１つの手足拘束アタッチメントが第１の手足拘束アタッチメントであ
り、
　前記器具が、前記エクササイズプラットフォームに取り外し可能な状態で接続された第
２の手足拘束アタッチメントを含む、
請求項１に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項１１】
　前記第２の手足拘束アタッチメントが双対の足拘束アタッチメントである、請求項１０
に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項１２】
　前記第２の手足拘束アタッチメントが足パッドである、請求項１０に記載のアイソメト
リックエクササイズ器具。
【請求項１３】
　前記拘束アームアセンブリが、前記フレームに取り外し可能な状態で接続される、請求
項１に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項１４】
　前記拘束インデックスアセンブリが、前記台座に取り付けられたインデックスプレート
、前記インデックスプレートの一部に取り外し可能な状態で係合可能なインデックスピン
、および、前記インデックスプレートに前記スイングアームを固定するための前記スイン
グアームの一部を含む、請求項１に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項１５】
　前記インデックスプレートに一連のインデックス開口部が定義され、前記各インデック
ス開口部が、事前に設定された角度位置のいずれかに対応し、
　前記スイングアームが、前記台座に枢動可能な状態で接続された第１の終端と、前記拘
束アームに取り付けられた第２の終端を持ち、かつ、前記第１の終端と前記第２の終端と
の中間位置に１つの穴を含み、
　前記インデックスピンを挿入できるように、前記スイングアームの前記穴が、前記イン
デックス開口部のいずれか１つに位置合わせ可能な、
請求項１４に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項１６】
　前記の一連のインデックス開口部が、前記インデックスプレートに半円形に配置された
、請求項１５に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項１７】
　前記インデックスアセンブリが、前記インデックスプレートおよび前記スイングアーム
から前記インデックスピンが外れることを防ぐためのロッキング手段を備えた、請求項１
５に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項１８】
　前記台座が長さと幅を持ち、
　前記拘束アームが、前記台座の幅方向にほぼ平行して延長する、
請求項１に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項１９】
　前記拘束アームが、前記スイングアームに取り付けられた第１の部分と、前記側壁に取
り外し可能な状態で接続された第２の部分とを持つ、請求項１８に記載のアイソメトリッ
クエクササイズ器具。
【請求項２０】
　前記側壁に一連のインデックス穴が定義され、
　前記の一連のインデックス穴が、事前に定義された角度位置のいずれかに対応し、かつ
、前記拘束アームの前記第２の部分を受け入れるように構成された、
請求項１９に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項２１】
　前記拘束アームが、管状のボディと、前記管状のボディ内部に格納される収納式のロッ
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キングピンアセンブリとを含み、前記ロッキングピンアセンブリが、先端を備えるロッキ
ングピンを含み、前記先端が、前記側壁の前記インデックス穴のいずれかに挿入するため
に構成された前記拘束アームの前記第２の部分を定義する、請求項２０に記載のアイソメ
トリックエクササイズ器具。
【請求項２２】
　前記ロッキングピンが、係合位置と収納位置との間で移動可能であり、
　前記係合位置においては、前記ロッキングピンが前記側壁と係合し、前記ロッキングピ
ンの先端が、前記インデックス穴のいずれか１つの内部に挿入され、
　前記収納位置においては、前記ロッキングピンが前記側壁から取り外される、
請求項２２に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項２３】
　前記ロッキングピンが前記係合位置においてバイアスされる、請求項２２に記載のアイ
ソメトリックエクササイズ器具。
【請求項２４】
　前記台座の外縁内部に一連のスロットが定義され、前記の一連のスロットが、事前に設
定された位置のいずれかに配置され、かつ、前記の少なくとも1つの手足拘束アタッチメ
ントの一部を受け入れるように構成された、請求項１に記載のアイソメトリックエクササ
イズ器具。
【請求項２５】
　前記台座が、第１の側面、前記第１の側面の反対側に位置した第２の側面、前記第１の
側面と前記第２の側面との間で延長する第３の側面、および、前記第３の側面の反対側に
位置し、かつ前記第１の側面と前記第２の側面との間で延長する第４の側面を持ち、
　前記の一連のスロットが、前記台座の前記第１の側面に沿って配置された少なくとも１
つのスロット、前記台座の前記第２の側面に沿って配置された少なくとも１つのスロット
、および、前記台座の前記第３の側面に沿って配置された少なくとも１つのスロットを含
む、請求項２４に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項２６】
　前記台座が、長手方向の軸と、前記長手方向の軸に対して垂直な短手方向の軸を持ち、
　前記の一連のスロットの少なくとも一部が、前記台座の前記長手方向の軸に対してほぼ
垂直に配置された、
請求項２４に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項２７】
　前記の一連のスロットの少なくとも一部が、前記台座の前記短手方向の軸に対してほぼ
垂直に配置された、請求項２６に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項２８】
　前記の一連のスロットの少なくとも一部が、前記台座の前記長手方向の軸に対して斜め
方向に配置された、請求項２６に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項２９】
　前記手足拘束アタッチメントの少なくとも１つが、
　前記の一連のスロットに挿入するための第１の終端および第２の終端を持つコネクタア
ームと、
　ユーザーの手足の一部を制限するための、前記コネクタアームの前記第１の終端上に配
置された保持部材と、
を含む、請求項２４に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項３０】
　前記保持部材が、（ａ）Ｕ字型と（ｂ）Ｃ字型のいずれかのグループから選択された形
状を持つ、請求項２９に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項３１】
　前記保持部材が、部分的に開いたカフの１つと、完全に閉じた１つのカフによって形成
される、請求項２９に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
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【請求項３２】
　前記保持部材が、前記コネクタアームに取り外し可能な状態で接続された、請求項２９
に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項３３】
　前記保持部材を第１の方向および第２の方向で前記コネクタアーム上に配置可能で、前
記第１の方向が前記第２の方向に対してほぼ垂直である、請求項２９に記載のアイソメト
リックエクササイズ器具。
【請求項３４】
　前記の少なくとも１つの手足拘束アタッチメントが、前記の一連のスロット内に前記コ
ネクタの第２の終端を固定するための手段をさらに含む、請求項２９に記載のアイソメト
リックエクササイズ器具。
【請求項３５】
　前記の少なくとも１つの手足拘束アタッチメントが腕拘束アタッチメントである、請求
項１に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項３６】
　ユーザーの身体を支えるためのエクササイズプラットフォームを持つ台座と、前記台座
に接合された側壁とを持つフレームと、
　前記フレームに接続可能な拘束アームアセンブリとを備え、
　前記拘束アームアセンブリが、
　枢動可能な状態で前記台座に接続可能なスイングアームと、
　前記スイングアームに取り付け可能で、ユーザーがアイソメトリックエクササイズを実
行できるよう、ユーザーの身体の一部の動作を制限するために、前記エクササイズプラッ
トフォームの上部に配置可能な拘束アームと、
　前記台座に対する一連の異なる角度位置から選択されて事前に設定された角度位置に、
前記スイングアームを固定するためのインデックスアセンブリと、
　ユーザーがアイソメトリックエクササイズを実行できるよう、ユーザーの手足の動作を
制限するために、事前に設定された位置に配置可能な、少なくとも１つの手足拘束アクセ
サリと、
を備える、アイソメトリックエクササイズ器具用のキット。
【請求項３７】
　ユーザーの身体を支えるためのエクササイズプラットフォームを持つ台座と、前記台座
に接合された側壁とを持つ折り畳み可能なフレームと、
　前記フレームに接続可能な拘束アームアセンブリとを備え、
　前記拘束アームアセンブリが、
　枢動可能な状態で前記台座に接続可能なスイングアームと、
　前記スイングアームに取り付け可能で、ユーザーがアイソメトリックエクササイズを実
行できるよう、ユーザーの身体の一部の動作を制限するために、前記エクササイズプラッ
トフォームの上部に配置可能な拘束アームと、
　前記台座に対する一連の異なる角度位置から選択されて事前に設定された角度位置に、
前記スイングアームを固定するためのインデックスアセンブリと、
　ユーザーがアイソメトリックエクササイズを実行できるよう、ユーザーの手足の動作を
制限するために、事前に設定された位置に配置可能な、少なくとも１つの手足拘束アクセ
サリと、
　前記フレームを折りたたんだ状態で吊るすためのラック構造と、
を備える、アイソメトリックエクササイズ器具とそれに伴う収納ラック用のキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全体的にエクササイズ器具に関するものであり、さらに具体的には、アイソ
メトリックエクササイズ器具およびその収納ラックに関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　一般的にはライフスタイル病と呼ばれる、肥満、高血圧、糖尿病などの健康状態に関す
る問題を抱える人の数が増えている。こうしたライフスタイル病は、適度なエクササイズ
と適切なダイエットにより、完全に治療または回避することができる。その結果、人々は
ますます健康的な体重を維持または達成しようとし、エクササイズの量を増やして健康に
なろうとしている。こうしたエクササイズは、チームスポーツや個人スポーツに参加する
か、あるいは有酸素運動や無酸素運動を取り入れたさまざまなエクササイズ療法、エクサ
サイズ手順、エクササイズプログラムを行うことにより、実践することができる。
【０００３】
　多くのエクササイズプログラムには、筋肉の成長と筋力の増強を促すために設計された
筋力トレーニングルーチンが組み込まれている。こうしたルーチンは、エクササイズを行
う人たちにとって、（１）心臓血管の働きを高め、その結果として血圧を下げて心臓疾患
を減らす、（２）骨密度を高め、その結果として骨疎鬆症と関節炎のリスクを減らす、（
３）代謝活性を高め、その結果として持続的に脂肪を減らす、などの効果があることがわ
かっている。一部の筋力トレーニングルーチンでは、フリーウェイトや、特定の筋肉や筋
肉群を対象としてランダムな動作を行う専用のマシンを使用した、特定の動的な運動また
はアイソトニックな運動を、エクササイズを行う人に課している。こうした動的な運動に
おいては、動作の範囲内で筋肉が収縮するため、対象となる筋肉の長さが変化する。この
ようなルーチンの普及により、動的なエクササイズマシンが大量に開発されて製造されて
いる。現在では、こうした器具は、カナダ国内のほとんどすべてのヘルスクラブやフィッ
トネスクラブで見ることができる。
【０００４】
　しかし、特定の環境においては、動的な運動（および、動的な運動を行うための器具）
を伴うレジスタンストレーニングは、器具がもたらす慣性効果により、エクササイズを行
う人が身体的なけがを負うリスクが高まる可能性がある。さらに、この種のレジスタンス
トレーニングは、特定の人、特にけがや病気からの回復期にあってリハビリを行っている
人にとっては、適していない場合がある。
【０００５】
　別のタイプの筋力トレーニングとして、アイソメトリックエクササイズ（アイソメトリ
ックスとも呼ばれる）の実践がある。このエクササイズにおいては、筋肉の収縮中に、関
節の角度と関連する筋肉の長さは変化しない。研究によると、アイソメトリックスによる
トレーニングは、最大筋力を、動的な運動よりも最大で３２パーセント（３２％）高め、
動的な運動で得られる筋持久力と比較して、最大で１１２パーセント（１１２％）まで筋
持久力を高め得ることがわかっている。さらに、アイソメトリックスは慣性効果が働かな
い傾向があるため、エクササイズを行う人に対する身体的なけがのリスクが大幅に減少す
る傾向があり、その結果、リハビリ的な用途においてはより適したエクササイズになる。
【０００６】
　アイソメトリックスの利点は５０年以上にもわたって認識されてきたが、この形態のト
レーニングは、動的なレジスタンストレーニングと同じだけの人気を獲得してはいない。
これは、アイソメトリックスの実践用として特別に開発された器具の数が非常に少ないこ
とが、原因の一部として考えられる。通常、アイソメトリックスは、動かすことのできな
い力や拘束物に対して関節と筋肉を働かせることによって実践する。従来、この拘束物に
は、床や壁などの構造物が使用されてきた。しかし、これらの種類の拘束物は、特定の関
節角度と筋肉にとっては適している傾向があるが、これらの拘束物を使用して他の関節と
筋肉をアイソメトリック的に適切に働かせることは、より困難なものになる可能性がある
。前述を踏まえ、アイソメトリック専用に設計されたエクササイズ器具が真に求められて
いる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　前述を踏まえると、さまざまな関節の動きに対して外的な拘束源を提供するアイソメト
リックスエクササイズ器具を使用することが有益である。また、こうした器具を簡単に組
み立てて、多数の用途に対応した異なるタイプの拘束物を素早く作成できることが望まし
い。これにより、さまざまなアイソメトリックエクササイズを実践する手段が、エクササ
イズを行う人に対して提供される。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の１つの広範な実施形態に従って、台座と、台座に接合された側壁を持つフレー
ムを有するアイソメトリックエクササイズ器具が提供される。台座は、ユーザーの身体を
支えるための１つのエクササイズプラットフォームを持つ。また、フレームに接続された
拘束アームアセンブリも提供される。アーム拘束アセンブリは、枢動可能な状態で台座に
接続されたスイングアームと、スイングアームによって支持される拘束アームを含む。こ
の拘束アームは、ユーザーがアイソメトリックエクササイズを実行できるよう、ユーザー
の身体の一部の動作を制限するために、エクササイズプラットフォームの上部に配置する
ことができる。台座に関連するさまざまな角度位置のセットから選択されて事前に設定さ
れた角度位置でスイングアームを固定するための、インデックスアセンブリが提供される
。ユーザーがアイソメトリックエクササイズを実行できるよう、ユーザーの手足の動作を
制限するため、少なくとも１つの手足拘束アクセサリを、台座に沿って事前に設定された
場所に配置することができる。
【０００９】
　もう１つの特徴において、フレームは折りたたむことができる。台座は、側壁に蝶番で
接続される。また、側壁は、使用中の第１の位置と不使用の第２の位置との間で移動する
ことができる。第１の使用中の位置では、側壁が台座に対して少なくとも実質的に垂直に
配置される。第２の不使用の位置では、側壁が台座に対して折りたたまれる。さらなる特
徴において、本器具は、側壁を第１の使用中の位置に保つための、台座と側壁に係合可能
なロック手段をさらに含む。
【００１０】
　さらにもう１つの特徴において、側壁は、台座に向いた前面と、それとは反対方向を向
いた背面とを持つ。本器具は、ユーザーの身体の一部への衝撃を和らげるための、側壁の
前面に配置される、少なくとも１つのパッドをさらに含む。この少なくとも１つのパッド
は、第１のパッドと、第１のパッドから離れた第２のパッドを含む。
【００１１】
　さらなる特徴において、台座は第１の側面、第１の側面とは反対側の第２の側面、第１
の側面と第２の側面との間で延長する第３の側面、および第３の側面とは反対側にあり、
第１の側面と第２の側面との間で延長する第４の側面を持つ。第１の側面は第１のハンド
ルを備え、第２の側面は間隔の空いた第１のキャスタのペアを備える。また、第３の側面
は第２のハンドルを備え、第４の側面は間隔の空いた第２のキャスタのペアを備える。
【００１２】
　さらに追加の特徴において、少なくとも１つの手足拘束アタッチメントは、第１の手足
拘束アタッチメントである。本器具は、取り外し可能な状態でエクササイズプラットフォ
ームに接続される、第２の手足拘束アタッチメントを含む。１つの特徴において、第２の
手足拘束アタッチメントは、双対の足拘束アタッチメントである。もう１つの特徴におい
て、第２の手足拘束アタッチメントは足パッドである。
【００１３】
　さらなる特徴において、拘束アームアセンブリは取り外可能な状態でフレームに接続さ
れる。
【００１４】
　さらにもう１つの特徴において、インデックスアセンブリは、台座に取り付けられたイ
ンデックスプレートと、スイングアームをインデックスプレートに固定するための、イン
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デックスプレートの一部とスイングアームの一部に取り外し可能な状態で係合可能なイン
デックスピンを含む。インデックスプレートには、一連のインデックス開口部が定義され
る。各インデックス開口部は、事前に設定された角度位置のいずれかに対応する。スイン
グアームは、枢動可能な状態で台座に接続された第１の終端と、拘束アームに取り付けら
れた第２の終端を持ち、さらに、第１の終端と第２の終端との中間の位置に１つの穴を含
む。スイングアームのこの穴は、一連のインデックス開口部のいずれか１つと直線上に揃
えることができ、これにより、インデックスピンをこの穴から挿入することができる。一
連のインデックス開口部は、インデックスプレートに沿って半円状に配置される。さらに
もう１つの特徴において、インデックスアセンブリは、インデックスプレートとスイング
アームからインデックスピンが外れることを防ぐためのロック手段を備える。
【００１５】
　追加の特徴において、台座は長さと幅とを持つ。拘束アームは、台座の幅方向に対して
ほぼ平行に延長する。さらに、拘束アームは、スイングアームに取り付けられた第１の部
分と、側壁に取り外し可能な状態で接続された第２の部分を持つ。さらなる特徴において
、側壁には、一連のインデックス穴が定義される。各インデックス穴は、事前に設定され
た角度位置のいずれかに対応し、拘束アームの第２の部分を受け入れるように構成される
。拘束アームは、管状のボディと、この管状のボディ内に収納される格納式ロッキングピ
ンアセンブリを含む。このロッキングピンアセンブリは、先端を備えるロッキングピンを
含む。この先端は、側壁のインデックス穴のいずれかに挿入するように構成された、拘束
アームの第２の部分を定義する。ロッキングピンは、係合位置と格納位置との間で移動す
ることができる。係合位置にある場合、ロッキングピンは側壁と係合し、ロッキングピン
の先端はいずれかのインデックス穴の内部に挿入される。格納位置にある場合、ロッキン
グピンは側壁から分離される。追加の特徴において、ロッキングピンは係合位置でバイア
スされる。
【００１６】
　さらにもう１つの特徴において、台座の外側縁内には、複数のスロットが定義される。
各スロットは、事前に設定された場所のいずれかに配置され、少なくとも１つの手足拘束
アタッチメントの一部を受け入れるように構成される。また、台座は、第１の側面、第１
の側面とは反対側の第２の側面、第１の側面と第２の側面との間で延長する第３の側面、
および、第３の側面とは反対側の、第１の側面と第２の側面との間で延長する第４の側面
を持つ。一連のスロットは、台座の第１の側面に沿って配置される少なくとも１つのスロ
ット、台座の第２の側面に沿って配置される少なくとも１つのスロット、および台座の第
３の側面に沿って配置される少なくとも１つのスロットを含む。
【００１７】
　さらにもう１つの特徴において、台座は、１つの長手方向の軸と、長手方向の軸に対し
て垂直方向に位置する１つの短手方向の軸を持つ。一連のスロットの少なくとも一部は、
台座の長手方向の軸に対してほぼ垂直方向に配置される。１つの追加の特徴において、一
連のスロットの少なくとも一部は、台座の短手方向の軸に対してほぼ垂直方向に配置され
る。もう１つの追加の特徴において、一連のスロットの少なくとも一部は、台座の長手方
向の軸に対して斜め方向に配置される。
【００１８】
　さらにもう１つの特徴において、少なくとも１つの手足拘束アッタッチメントは、１つ
のコネクタアームと、１つの保持部材を含む。コネクタアームは、第１の終端と、一連の
スロットのいずれかに挿入するための第２の終端を持つ。保持部材は、ユーザーの手足の
一部を固定するため、コネクタアームの第１の終端上で支えられる。保持部材は、（ａ）
Ｕ字型および（ｂ）Ｃ字型からなるグループから選択された形状を持つ。代替の特徴にお
いて、保持部材は、部分的に開いたカフの１つと、完全に閉じた１つのカフによって形成
することができる。
【００１９】
　さらなる特徴において、保持部材は取り外し可能な状態でコネクタアームに接続される



(9) JP 2012-521813 A 2012.9.20

10

20

30

40

50

。保持部材は、第１の方向と第２の方向において、コネクタアーム上に配置することがで
きる。第１の方向は、第２の方向に対して実質的に垂直になる。追加の特徴において、少
なくとも１つの手足拘束アタッチメントは、一連のスロットのいずれかの内部にコネクタ
の第２の終端を固定するための手段をさらに含む。さらにもう１つの特徴において、少な
くとも１つの手足拘束アタッチメントは、腕拘束アタッチメントである。
【００２０】
　本発明のもう１つの広範な実施形態に従い、台座と台座に接合された側壁とを持つフレ
ームを含むアイソメトリックエクササイズ器具が提供される。台座は、ユーザーの身体を
支持するためのエクササイズプラットフォームを持つ。また、フレームに接続可能な拘束
アームアセンブリも提供される。拘束アセンブリは、台座に枢動可能な状態で接続できる
スイングアームを含む。拘束アームはスイングアームに取り付けることができ、ユーザー
がアイソメトリックエクササイズを実行できるようにユーザーの身体の一部の動作を制限
するため、エクササイズプラットフォームの上部に配置することができる。インデックス
アセンブリは、台座に対する一連のさまざまな角度位置から選択され、事前に設定された
角度位置においてスイングアームを固定するために提供される。少なくとも１つの手足拘
束アクセサリは、ユーザーがアイソメトリックエクササイズを実行できるようにユーザー
の手足の動作を制限するため、台座に沿って事前に設定された位置に配置することができ
る。
【００２１】
　本発明のさらにもう１つの広範な実施形態に従い、アイソメトリックエクササイズ器具
用のキットと収納ラックが提供される。キットは、台座と台座に接合された側壁とを持つ
折りたたみ可能なフレームを含む。台座は、ユーザーの身体を支持するためのエクササイ
ズプラットフォームを持つ。また、フレームに接続可能な拘束アームアセンブリも提供さ
れる。拘束アセンブリは、枢動可能な状態で台座に接続されるスイングアームを含む。拘
束アームはスイングアームに取り付けることができ、ユーザーがアイソメトリックエクサ
サイズを実行できるようにユーザーの身体の一部の動作を制限するため、エクササイズプ
ラットフォームの上部に配置することができる。インデックスアセンブリは、台座に対す
る一連のさまざまな角度位置から選択され、事前に設定された角度位置において、スイン
グアームを固定するために提供される。少なくとも１つの手足拘束アクセサリは、ユーザ
ーがアイソメトリックエクササイズを実行できるようにユーザーの手足の動作を制限する
ため、台座に沿って事前に設定された位置に配置することができる。キットは、折りたた
まれた状態のフレームを吊るすためのラック構造もさらに含む。
【００２２】
　付属の図面と共に、以下に示す本発明の各実施形態の詳細な説明を参照することにより
、本発明の各実施形態がより明確に理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】配置可能ですぐに使用できる状態のアイソメトリックエクササイズ器具の正面左
の斜視図である。本発明の１つの実施形態に従い、器具のフレームの側壁を、器具のフレ
ームに対して直立した状態で示している。
【図２】図１に示すアイソメトリックエクササイズ器具の背面右の斜視図である。
【図３】図１に示すアイソメトリックエクササイズ器具を上から見た平面図である。器具
のフレームの台座パネルの外縁のさまざまな場所に取り付けられた一連の動作拘束アクセ
サリ（破線で表示）を示している。
【図４ａ】図１に示すアイソメトリックエクササイズ器具の正面立面図である。わかりや
すくするため、腕拘束アクセサリの１つを取り除いている。
【図４ｂ】図４ａに示す拘束アームアセンブリの拡大詳細図である。スイングアームとイ
ンデックスプレートを示している。スイングアーム内に定義された鍵穴がよく見えるよう
にするため、インデックスキーは省略している。
【図５】図１に示すアイソメトリックエクササイズ器具の端面図である。
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【図６】図５の反対方向から見た、アイソメトリックエクササイズ器具のもう１つの端面
図である。図５に示す足パッドアッタチメントが、双対の足拘束アタッチメントに置き換
えられている。
【図７】図１に示す台座パネルの個別の底面図である。わかりやすくするため、一連の動
作拘束アクセサリを省略し、台座に切削された一連のスロットを破線で示している。
【図８ａ】図１に示す台座パネルの外縁の１つに定義されたスロットの１つについて、個
別の正面立面図を拡大した図である。
【図８ｂ】「８ｂ－８ｂ」の線に沿って見た、図８ａに示すスロットの断面図である。
【図８ｃ】図８ａに示すスロットを上から見た平面図である。スロットの内部に組み込ま
れた腕拘束アタッチメントのコネクタアームを示している。
【図９】図１に示す斜視図に類似した、アイソメトリックエクササイズ器具の斜視図であ
る。拘束アームアセンブリの水平方向の拘束部材を、第１の位置から第２の位置に移動し
た状態を示している。
【図１０】図４ａに示す拘束アームアセンブリのインデックスプレートの部分的な背面斜
視図を拡大した図である。インデックスキーが、インデックスプレートに定義された１つ
の鍵穴の内部に係合され、インデックスキーの終端部の突き出したロッキングタブが鍵穴
のスロットとずれた位置になるように回転した状態を示している。
【図１１】図１０に示すインデックスキーの側面図である。
【図１２ａ】図９に示す拘束アームアセンブリの拘束アームの部分的な断面図を拡大した
図である。拘束アームのロッキングピンが、側壁のパネルに定義された穴の１つに係合さ
れた状態を示している。
【図１２ｂ】図１２ａで円に囲んで示した「１２ｂ」部分の拡大詳細図である。
【図１２ｃ】図１２ａに示す図に類似した、拘束アームの部分的な断面図を拡大した図で
ある。ただし、ロッキングピンが非係合位置に移動しているところが異なっている。
【図１２ｄ】図１２ｃで円に囲んで示した「１２ｄ」部分の拡大詳細図である。
【図１３ａ】図１に示す第１の腕拘束アタッチメントの個別の斜視図である。
【図１３ｂ】「１３ｂ－１３ｂ」の線に沿って見た、図１３ａに示す第１の腕拘束アタッ
チメントのコネクタアームの断面図である。
【図１３ｃ】図１３ａに示す第１の腕拘束アタッチメントの分解斜視図である。
【図１３ｄ】図１３ｃに示すロッキングキーの側面図である。
【図１３ｅ】図１３ｃに対する代替の実施形態による、保持部材の斜視図である。
【図１４ａ】図１４ａに対する代替の実施形態による、第１の代替腕拘束アタッチメント
の個別の斜視図である。
【図１４ｂ】図１４ａに示す第１の代替腕拘束アタッチメントの分解斜視図である。
【図１５】図１に示す足パッドの個別の斜視図である。
【図１６】図６に示す双対の足拘束アタッチメントの個別の斜視図である。
【図１７】図１に示すアイソメトリックエクササイズ器具内に位置するユーザーの正面立
面図である。ユーザーの脚のふくらはぎの筋肉の収縮を促すための拘束として足パッドア
クセサリを利用して、アイソメトリックエクササイズを実行している状態を示している。
わかりやすくするため、腕拘束アクセサリは省略している。
【図１８】図１に示すアイソメトリックエクササイズ器具内に位置するユーザーの正面立
面図である。ユーザーの臀部の屈筋の特定部位の収縮を促すための拘束として拘束アーム
アセンブリの水平方向の拘束部材を利用して、アイソメトリックエクササイズを実行して
いる状態を示している。わかりやすくするため、腕拘束アクセサリは省略している。
【図１９】図１に示すアイソメトリックエクササイズ器具内に位置するユーザーの正面立
面図である。ユーザーの腹筋の特定部位の収縮を促すための拘束として拘束アームアセン
ブリの水平方向の拘束部材を利用して、アイソメトリックエクササイズを実行している状
態を示している。わかりやすくするため、腕拘束アクセサリは省略している。
【図２０】図１に示すアイソメトリックエクササイズ器具内に位置するユーザーの正面立
面図である。ユーザーの背筋の特定部位の収縮を促すための拘束として拘束アームアセン
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ブリの水平方向の拘束部材を利用して、アイソメトリックエクササイズを実行している状
態を示している。わかりやすくするため、腕拘束アクセサリは省略している。
【図２１】図１に示すアイソメトリックエクササイズ器具内に位置するユーザーを上から
見た平面図である。ユーザーの菱形筋の収縮を促すための拘束として腕拘束アタッチメン
トを利用して、アイソメトリックエクササイズを実行している状態を示している。
【図２２】図１に示すアイソメトリックエクササイズ器具内に位置するユーザーを上から
見た平面図である。ユーザーの臀部の片側の屈筋の収縮を促すための拘束として側壁を利
用して、アイソメトリックエクササイズを実行している状態を示している。
【図２３】図１に示すアイソメトリックエクササイズ器具内に位置するユーザーの部分的
な斜視図である。ユーザーの下肢の筋肉の特定部位の収縮を促すための拘束として双対の
足拘束アタッチメントを利用して、アイソメトリックエクササイズを実行している状態を
示している。
【図２４】図１に示すアイソメトリックエクササイズ器具の部分的な分解斜視図である。
器具のフレームから分解された拘束アームアセンブリ、足パッド、腕拘束アタッチメント
、および弧状のパッドを示している。
【図２５】図２に示すアイソメトリックエクササイズ器具の一部の、個別の部分的な分解
背面斜視図である。サイドロッキングバーを器具のフレームから分解した状態を示してい
る。
【図２６】図１に示すアイソメトリックエクササイズ器具の斜視図である。器具のフレー
ムから、拘束アームアセンブリ、足パッド、腕拘束アタッチメント、弧状のパッド、およ
びサイドロッキングバーを取り外し、サイドパネルを折りたたみ位置に移動し、アイソメ
トリックエクササイズ器具を不使用の収納用の形状にした状態を示している。
【図２７ａ】図２６に示す側壁の第２の面に定義された受入ステーションの１つの個別の
斜視図である。
【図２７ｂ】図２６に示す台座の上面に定義された受入ステーション１つの個別の斜視図
である。
【図２８】本発明の１つの実施形態により、不使用の収納構成状態にある少なくとも１つ
のアイソメトリックエクササイズ器具を保持するためのラック部材の斜視図である。
【図２９】図２８に示すラック部材の側面図である。
【図３０】図２８に示すラック部材の部分的な分解斜視図である。アイソメトリックエク
ササイズ器具を不使用の収納構成にして、ラック部材に取り付けている途中の状態を示し
ている。
【図３１】図２８に示すラック部材の斜視図である。アイソメトリックエクササイズ器具
を収納用に取り付けた状態を示している。
【図３２】図２８に示すラック部材の部分的な正面立面図を拡大した図である。器具のフ
レームのキャスタの１つを、ラックのフレームの第１の側面支持部材に定義されたスロッ
ト内部に組み込んだ状態を示している。
【図３３】図１に対する代替の実施形態の正面左斜視図である。器具のフレームの台座に
対して直立した位置に器具の側壁が配置された、配置可能ですぐに使用できる状態のアイ
ソメトリックエクササイズ器具を示している。
【図３４】図３３に示すアイソメトリックエクササイズ器具を上から見た平面図である。
【図３５】図３３に示す台座パネルの個別の底面図である。わかりやすくするため、一連
の動作拘束アクセサリは省略し、台座に切削された一連のスロットは破線で示している。
【図３６】図３３に示すアイソメトリックエクササイズ器具の部分的な斜視図を拡大した
図である。蝶番アセンブリによって台座パネルが蝶番で側壁パネルに接続された状態を示
している。
【図３７】図３３に示す台座パネルの外縁の１つに定義されたスロットの１つの、個別の
正面立面図を拡大した図である。
【図３８】図３３に示す腕拘束アタッチメントの１つの分解斜視図である。
【図３９】図３３に示す台座パネルの部分的な斜視図である。図３８に示す腕拘束アタッ
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チメントとそのロッキングピンを台座パネルから分解した状態を示している。
【図４０】図３３に示す他方の腕拘束アタッチメントの分解斜視図である。
【図４１】図３３に示す他方の腕拘束アタッチメントの保持部材の個別の斜視図である。
【図４２】図３８に対する代替の腕拘束アタッチメントの斜視図である。
【図４３】図４２に示す代替腕拘束アタッチメントの保持部材の個別の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　これ以降の記述と、それに伴う実施形態は、本発明の原則と局面の特定の実施形態の１
つ以上の例を説明するために提供される。これらの例は、本発明の原則について、限定目
的ではなく説明目的で提供される。これ以降の記述では、同様の部品は仕様および図面全
体を通してそれぞれ同じ参照番号が付けられる。
【００２５】
　図１から図６では、アイソメトリックエクササイズを実行するための器具を示しており
、全体的に参照番号２０が指定されている。アイソメトリックエクササイズ器具２０はフ
レーム２２を持ち、フレーム２２は台座２４と、台座２４の一部に沿って蝶番で接続され
た側壁２６を含む。台座２４は、床などの支持面上に配置するように設計されている。た
だし、特定の用途においては、床から比較的低い高さの位置に台座２４を配置した方が望
ましい場合がある。この場合、アイソメトリックエクササイズ器具を改造して、台座に複
数の足を付けることができる。台座は、床と直接接触する複数の足によって支持すること
ができる。
【００２６】
　台座２４は、上面２８（図３を参照）とその反対方向の底面３０（図７を参照）を備え
る、実質的に長方形のパネル２７を含む。図７に最もよく示すように、パネル２７の形状
は、互いに向かい合った、比較的短い第１の側面３２と第２の側面３４のペア、および、
短い側面２８と３０との間で延長する、互いに向かい合った、比較的長い第１の側面３６
と第２の側面３８のペアによって定義される。第１の短い側面３２は、第１の丸角４０で
第１の長い側面３６と接触し、第２の丸角４２で第２の長い側面３８と接合する。パネル
２７の残りの２つの角（第３の丸角４４と第４の丸角４６）は、第２の短い側面３４と、
第１の長い側面３６および第２の長い側面３８それぞれの接合点によって形成される。第
１の長い側面３６と第２の長い側面３８との間の距離の約５分の４の位置で、第１の角４
０と第３の角４４に近い位置において、第１の短い側面３２と第２の短い側面３４の外縁
４８および５０が互いの方向に向かい、肩の部分５２および５４を形成する。肩の部分５
２と５４を超えて外縁４８と５０が互いに平行に配置され、それぞれの角４０と４４に向
かって延長する。
【００２７】
　パネル２７は、比較的硬いＡＢＳプラスチックで構成することができる。ただし、台座
２４は、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）やポリプロピレンなど、比較的軽量で、剛性、強度、
耐摩耗性の各特性が強化された、ＡＢＳプラスチック以外の素材を使用しても作成できる
ことを理解されたい。パネル２７は、アイソメトリックエクササイズ器具２０の運搬と取
扱いを容易にし、携帯性を高める目的で、重量を減らすための多くの穴や開口部をパネル
上に設けて製造することができる。
【００２８】
　好適な実施形態において、台座２４は長さＬ１（７２インチ）と幅Ｗ１（３３インチ）
を持つ。長さＬ１は、第２の角４２と第４の角４６にある外縁４８と５０との間で計測さ
れ、幅Ｗ１は、第３の角４４と第４の角４６にある外縁６２と６４との間で計測される。
台座２４の長さＬ１と幅Ｗ１は、アイソメトリックエクササイズ器具２０のさまざまなユ
ーザーの体型と身体のサイズに適応するように選択される。当然ながら、台座２４の寸法
は、ユーザーの特定の用途やタイプに応じて調整することができる。
【００２９】
　代替の実施形態において、台座の長さＬ１は、台座延長パネルを短い側面３２と３４の
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いずれか一方または両方に取り外し可能な状態で取り付けることにより、身長の高いユー
ザーに合わせて延長することができる。台座延長パネルとの干渉を防ぐため、台座延長パ
ネルを取り付ける短い側面３２と３４からは、アクセサリやその他の突き出した部品は取
り除かれることが了解される。台座延長パネルは、台座に取り付け可能なアクセサリやア
アタッチメントに関連して、これ以降で説明する方法と同様の方法で取り付けることがで
きる。
【００３０】
　図７に最もよく示すように、外縁４８の内側で、かつ角４２より肩の部分５２の方に近
い位置に、台座２４の上面２８と底面３０との間で延長する、全体的に長方形の開口部５
６が配置される。開口部５６は、ユーザーの手の指が通るように、サイズが調整される。
この方法では、外縁４８と開口部５８とによって形成される第１のハンドル５８は、第１
の短い側面３２に組み込まれる。第１のハンドル５８の反対側には、第２の短い側面３４
の外縁５０に取り付けられた、間隔の空いたキャスタ６６と６８のペアが配置される。第
１のハンドル５８は、ユーザーが握ることができ、キャスタ６６および６８と共に使用し
た場合、ある場所から別の場所への器具２０または台座２４の移動が容易になる。
【００３１】
　フレーム２２は、第１の角４０と第３の角４４との中間の位置に、第１の長い側面３６
に組み込まれた第２のハンドル６０をさらに備える。第１のハンドル５８と同様の方法で
、第２のハンドル６０は、第１の長い側面３６の外縁６２と、台座２４の上面２８と底面
３０との間で延長する、全体的に長方形の開口部７０によって形成される。第２のハンド
ル６０の反対側に配置されるキャスタ７２と７４のペアは、第２の長い側面３８の外縁６
４に取り付けられる。このように配置することにより、第２のハンドル６０をキャスタ７
２および７４と共に使用して、器具２０を目的の場所に転がして運ぶことができる。
【００３２】
　比較的大きな第１の穴７６と第２の穴７８は、第２のハンドル６０のいずれかの側に間
隔を空けて配置される。第１の穴７６は第１の角４０の近くに配置され、第２の穴７８は
第３の角４４の近くに形成される。各穴７６と７８は、ラック８０の支持アーム８２と８
４を受け入れるようにサイズが調整される（図２２および２３において最もよく示してい
る）。以下で詳細に説明するように、アイソメトリックエクササイズ器具２０は、使用し
ていない場合に収納するため、支持アーム８２と８４からラック８０に吊るすことができ
る。
【００３３】
　図７に示すように、底面３０は、握りやすくするためのいくつかのベルト片９０、９２
、および９６を備える。これらのベルトは、台座２４と支持面（図示していない）との間
に存在する摩擦を増加させる傾向があり、使用中にアイソメトリックエクササイズ器具２
０が動いたりずれたりするリスクを減少させる傾向がある。第１のベルト９０は比較的短
く、全体的に長方形である。第１のベルト９０は、第１の角４０と第１の穴６６との間で
延長する。第２のベルト９２も全体的に長方形であるが、第１の穴７６と第２の穴７８と
の間で延長するため、第１のベルト９０よりも比較的長い。穴７６と７８との中間の位置
に第２のハンドル６０が配置されるため、第２のベルト９２の幅がこの位置において狭く
なる。第３のベルト９４は、サイズと形状において第１のベルト９０と全体的に類似して
おり、第２の穴７８と第３の角４４との間で延長する。第４のベルト９６は、長方形のス
ペース１０８を形成するために構成された９８、１００、１００、および１０４という４
つの部分からできている点において、その他のベルトとは異なった構造になっている。
【００３４】
　この実施形態では、ベルト９０、９２、９４、および９６は、接着剤によって台座２４
に固定される。ただし、すべての用途においてこれが必要になるわけではない。他の実施
形態では、握りやすくするためのこれらのベルトは、マジックテープ（登録商標）やその
他のタイプの留め具を使用して台座に取り付けることができる。
【００３５】
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　図１から３では、長方形のステーション１１０が上面２８に形成されている。ステーシ
ョン１１０の境界線は、縁１１４、１１６、１１８、および１２０を持つフレーム１１２
によって区切られている。縁１１４、１１６、１１８はそれぞれ、対応する外縁４８、５
０、６４に向かって外側に延長する。ステーション１１０の内部には、アイソメトリック
エクササイズ器具２０を使用してエクササイズを行うユーザーの身体を支えるためのエク
ササイズプラットフォーム１２２が固定される。エクササイズプラットフォーム１２２は
、接着剤または留め具を使用してパネルに取り付けることができる。この実施形態では、
エクササイズプラットフォーム１２２は、ビニルなどの耐久性のある素材で覆われたメモ
リーフォームコアを備える弾性パッド１２４である。ただし、代替の実施形態では、エク
ササイズプラットフォームは、ゴムマット、または、適切な弾力性と耐摩耗性の特質を持
つその他の素材からなるマットにすることができる。
【００３６】
　エクササイズプラットフォーム１２２の上面と底面には、開口部１２６が定義され、貫
通している（図５を参照）。開口１２６は、台座２４の上面２８内に形成されたねじ付き
止まり穴（図示していない）に合わせて位置を揃えられ、この止まり穴への接続手段を提
供する。この止まり穴は、アイソメトリックエクササイズ器具２０のアクセサリやアタッ
チメント（図１に示す足パッド１２８や、図６に示す双対の足拘束アクセサリ１３２など
）のねじ付きコネクタを受け入れるようにサイズが調整される。
【００３７】
　図１および２に最もよく示すように、台座２４は、その上面２８に、外縁６２と６４に
対してほぼ平行に配置された３つの蝶番チューブ（第１の蝶番チューブ１４０、第２の蝶
番チューブ１４２、および、第１の蝶番チューブ１４０と第２の蝶番チューブ１４２との
間に配置される第３の蝶番チューブ１４４）を有する。ギャップＧ１は、第１の蝶番チュ
ーブ１４０を第３の蝶番チューブ１４４から分離する。同様に、ギャップＧ２は、第２の
蝶番チューブ１４２と第３の蝶番チューブ１４４との間に存在する。蝶番チューブ１４０
、１４２、および１４４は、縁１２０と外縁６２との間に存在する領域内に配置される。
各蝶番チューブ１４０、１４２、１４４は、それぞれに定義された通路（図示していない
）を持つ。これらの通路は、蝶番ピンまたは蝶番ロッドの一部が相互に通ることができる
ように、互いの位置を合わせて配置される。以下で詳しく説明するように、蝶番チューブ
１４０、１４２、および１４４と蝶番ロッド１４６は、台座２４と側壁２６との間の蝶番
接続の一部を構成する。
【００３８】
　図３、５、６、および８では、参照番号１５０によって総称的に識別される一連のスロ
ットが、外縁４８、５０、および６４から、ステーション１１０に向かってパネル２７の
内部に延長する。以下で詳しく説明するように、アイソメトリックエクササイズ器具２０
のアクセサリのコネクタアームを受け入れて保持するために、スロット群１５０が適合さ
れる（図８ｃを参照）。好適な実施形態では、スロット群１５０は、１５０ａ、１５０ｂ
、１５０ｃ、１５０ｄ、１５０ｅ、１５０ｆ、１５０ｇ、１５０ｈ、１５０ｉ、１５０ｊ
、１５０ｋ、および１５０ｌという１２個のスロットを含む。これらのスロットは、側面
３２、３４、および３８に沿って異なる位置に配置され、対応する外縁４８、５０、およ
び６４に対して異なる方向を持つ。スロット群１５０の各スロットに関連する位置と方向
は、以下で詳しく説明する。
【００３９】
　スロット１５０ａは、第４の角４６とキャスタ６６との間（ただし、キャスタ６６の方
により近い位置）で第２の短い側面３４内に形成され、外縁５０に対して垂直方向に延長
する。スロット１５０ｂも短い側面３４内に形成されるが、第４の角４６に非常に近い位
置に配置され、斜めに形成される。より具体的には、スロット１５０ｂは、外縁５０から
計測して約３０度の角度に配置される。スロット１５０ｃ、１５０ｄ、および１５０ｅは
、第４の角４６に近接した第２の長い側面３８上で互いに隣接して配置される。スロット
１５０ｃは、第４の角４６から斜めの方向に離れていく形で配置され、外縁６４と共に６
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０度の角度を形成する。スロット１５０ｄは、スロット１５０ｃとスロット１５０ｅとの
間に配置され、外縁６４に対して垂直の方向を持つ。スロット１５０ｅは、第４の角４６
から最も離れて配置される。スロット１５０ｃの場合と同様に、スロット１５０ｅも、外
縁６４から計測して６０度の角度に延長する。ただし、スロット１５０ｅの場合、角度の
方向は第４の角４６に向かう。外縁６４に沿って第４の角４６からさらに離れた位置に、
スロット１５０ｆが配置される。スロット１５０ｆは第４の角に向かって配置され、外縁
６４に対して３０度の傾斜角度を持つ。
【００４０】
　第１の短い側面３２と第２の長い側面３８に沿って配置されるスロット１５０ｇ、１５
０ｈ、１５０ｉ、１５０ｊ、１５０ｋ、および１５０ｌのレイアウトは、第２の短い側面
３４と第２の長い側面３８に沿って配置されるスロット１５０ｆ、１５０ｅ、１５０ｄ、
１５０ｃ、１５０ｂ、および１５０ａ（それぞれに対応）のレイアウトと左右対称になる
。そのため、スロット１５０ｇから１５０ｌの配置については、これ以上の説明は必要な
い。
【００４１】
　スロット１５０ａから１５０ｌまでの配置と方向により、器具２０を使用してさまざま
なエクササイズを行う機会がユーザーに提供される。単純にアクセサリ（参照番号１５２
によって総称的に識別）の位置をあるスロットから別のスロットに変えるだけで、ユーザ
ーは、強化されたアイソメトリックワークアウト用にさまざまな筋肉群（または、同じ筋
肉群のさまざまな筋肉）を働かせるために、複数の関節角度を対象として素早く器具２０
を適応させることができる。当業者にとっては、この特徴はアイソメトリックエクササイ
ズ器具２０を非常に多機能なものにする傾向があることは明らかであろう。この多機能性
を例示するため、一連のアクセサリ１５２ａ、１５２ｃ、１５２ｄ、１５２ｆ、１５２ｉ
、１５２ｊ、１５２ｋ、および１５２ｌがそれぞれに対応するスロット１５０ａ、１５０
ｃ、１５０ｄ、１５０ｆ、１５０ｉ、１５０ｊ、１５０ｋ、および１５０ｌの内部に取り
付けられた状態を図３において破線で示している。
【００４２】
　前述の段落内で１２個のスロットの配置を説明したが、すべての用途においてこの配置
が必要になるわけではないことを理解されたい。他の実施形態では、異なる数のスロット
を使用することができる。さらに、パネルの外縁に沿ってスロットの配置を変えたり、角
度を変えたりすることもできる（つまり、さまざまな角度で、外縁に対して垂直または斜
めに配置することができる）。
【００４３】
　それぞれに異なる方向を持つことに起因する相違点を除けば、スロット群１５０はすべ
て全体的に同様の構造を持つ。そのため、１つの代表的なスロット（スロット１５０ｉ）
について説明すれば、他のスロットについても十分である。図８ａおよび８ｂでは、スロ
ット１５０ｉは先細形状のスロート１５４（外縁４８における幅が最も広く、スロット方
向に向かって狭くなる）を持つ。このスロートは、腕拘束アタッチメント１５２ｉのコネ
クタアーム１５６をスロット１５０ｉに配置するガイドとして機能する傾向がある。スロ
ート１５４は、断面が全体的に楕円状の、比較的大きな中央開口部１６０に向かって開い
ている。両側と境界を接し、かつ両側に向かって開いている中央開口部１６０は、第１の
Ｃ字型チャネル１６２と第２のＣ字型チャネル１６４である。チャネル１６２および１６
４は、各チャネルに沿ったロッキングピン１６６と１６８の移動に適応するようにサイズ
が調整される（図８ｃに最もよく示している）。ロッキングピン１６６と１６８は、コネ
クタアーム１５６のターミナル終端１７０から突き出している。チャネル１６２と１６４
はそれぞれ、背面部１７２と、背面部１７２に接合され、互いに向き合った上方アーム部
１７４と下方アーム部１７６とのペアを持つ。下方アーム部１７６は、ロッキング収納部
１８０に向って開いた切欠１７８を離れた位置に持つ。
【００４４】
　好適な実施形態では、下方アーム部１７６は、１７８ａ、１７８ｂ、１７８ｃの３つの
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切欠を備える。それぞれの切欠は、対応するロッキング収納部１８０ａ、１８０ｂ、１８
０ｃへの接続を提供する。第１の切欠１７８ａとそれに対応するロッキング収納部１８０
ｃは、スロート１５４に最も近い位置に配置され、第３の切欠１７８ｃとそれに対応する
ロッキング収納部１８０ｃは、スロート１５４から最も遠い位置に配置される。第２の切
欠１７８ｂとそれに対応するロッキング収納部１８０ｂは、第１の切欠１７８ａおよびそ
れに対応するロッキング収納部１８０ａと、第３の切欠１７８ｃおよびそれに対応するロ
ッキング収納部１８０ｃとの中間の位置に配置される。代替の実施形態では、特定の用途
に応じて、切欠とロッキング収納部の数を変えることができる。
【００４５】
　各ロッキング収納部１８０は、比較的短く、実質的に垂直な壁部分１８１、下方向に傾
斜した壁部分１８２、水平な壁部分１８４、垂直な壁部分１８６、および覆いかぶさるへ
り部分１８６によって定義される。実質的に垂直な壁部分１８１は、切欠１７８ｂから延
長し、下方向に傾斜した壁部分１８２に接続する。壁部分１８２は、第１の終端１９０の
位置で水平な壁部分１８４と接合する。その反対側の第２の終端１９２の位置で、水平な
壁部分１８４は、垂直な壁部分１８６の下方の終端１９４と接触する。覆いかぶさるへり
部分１８８は、垂直な壁部分１８６の上方の終端１９６に接続され、水平な壁部分１８４
とほぼ平行する形で切欠１７８の方向に戻る。
【００４６】
　コネクタアーム１５４のロッキングピン１６６と１６８がロッキング収納部１８０ａに
収納されると、アクセサリ１５２の位置は、最も延長した位置２００になる（図３に示す
アクセサリ１５２ｃを参照）。ロッキングピン１６６と１６８がロッキング収納部１８０
ｂに収納されている場合、アクセサリ１５２の位置は、部分的に格納された位置２０２に
なる（図３に示すアクセサリ１５２ａを参照）。最後に、ロッキングピン１６６と１６８
をロッキング収納部１８０ｃの内部に移動することにより、アクセサリ１５２を、最も格
納された位置２０４に移動することができる（図３に示すアクセサリ１５２ｉを参照）。
【００４７】
　当業者には理解されるように、一連の切欠１７８とロッキング収納部１８０を提供する
ことにより、ユーザーは、アクセサリ１５２が外縁６４から突き出す距離を調整すること
ができる。この機能により、ユーザーは、アイソメトリックエクササイズ器具２０を自分
の体型やサイズに合わせてカスタマイズすることができる。さらに、この距離を調整する
ことにより、ユーザーは、さまざまな関節角度を分離し、さまざまなエクササイズを行っ
たり、異なる筋肉を収縮させたりするために、器具２０を適応させることができる。
【００４８】
　図１、２、および４ａを参照しながら、側壁２６について詳しく説明する。側壁２６は
、第１の面２１４（図１を参照）と、その反対側の第２の面２１６（図２を参照）とを備
えた、実質的に長方形のパネル２１２を含む。パネル２１２の形状は、互いに向かい合っ
た、比較的短い第１の側面２１８と第２の側面２２０のペアと、短い側面２１８と２２０
との間で延長し、互いに向かい合った、比較的長い第１の側面２２２と第２の側面２２４
のペアによって定義される。第１の短い側面２１８は、第１の角２２６の位置で、第１の
長い側面２２２と接触し、第２の角２２８の位置で、第２の長い側面２２４と接合する。
パネル２１２の残り２つの角（第３の角２３０と第４の角２３２）は、第２の短い側面２
２０と、第１の長い側面２２２および第２の長い側面２２４それぞれとの接合点によって
形成される。
【００４９】
　パネル２１２は、台座２４のパネル２７で使用される素材と同様の素材で製作すること
ができる。視認性を高めるため、または見た目の美しさという理由で、パネルを透明また
は半透明にすることができる。好適な実施形態では、側壁２６は、台座２４の長さＬ１と
同じ長さＬ２を持ち、２６．５インチの幅Ｗ２（長い側面２２２と２２４の外縁３３０と
３０２との間を計測）を持つ。
【００５０】
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　図２に最もよく示すように、第２の長い側面２２４の外縁２３４からは、一連の蝶番ナ
ックル２３６、２３８、２４０、および２４２が突き出している。蝶番ナックル２３６と
２３８は、第３の角２２８と第４の角２３２にそれぞれ配置され、蝶番ナックル２３８と
２４０は、第１の角２２８と第４の角２３２との中間の位置に配置される。これらの位置
は、第１の蝶番チューブ１４０と第３の蝶番チューブ１４４との間に定義されたギャップ
Ｇ１と、第２の蝶番チューブ１４２と第３の蝶番チューブ１４４との間に定義されたギャ
ップＧ２にそれぞれ対応する。各蝶番ナックル２３６、２３８、２４０、および２４２は
、１つの通路（図示していない）を持つ。この通路を、蝶番チューブ１４０、１４２、お
よび１４４の内部に定義された通路の位置に揃えると、蝶番ピンまたは蝶番ロッド１４６
の一部を通すことができる。
【００５１】
　このように構成すると、台座２４と側壁２６との間の蝶番接続により、折りたたみ位置
２５０（図２６を参照）と直立位置２５２（図１および２を参照）との間で側壁２６を移
動することができる。側壁２６を折り畳み位置２５０に移動すると、側壁２６の第１の面
２１４が、台座２４の上面２８の反対側に配置され、器具２０の位置が不使用の収納位置
２５１になる。直立位置２５２では、図５および６に示すように、台座２４に対して側壁
２６が垂直に、または少なくとも実質的に垂直になるように配置され、器具が使用中の位
置２５３に配置される。
【００５２】
　収納の目的と、アイソメトリックエクササイズ器具２０の占有領域を最小化する（すな
わち、器具の小型化を高める）目的において、フレーム２２を折り畳み可能にすることは
一般的に望ましいことではあるが、すべての用途においてこれが必要になるわけではない
ことを理解されたい。代替の実施形態では、台座に対して側壁が固定された位置に維持さ
れるようにフレームを構成することができる。こうした実施形態では、台座に対して側壁
を垂直に延長し、縁に沿って側壁を台座に永続的に接合することができる。
【００５３】
　図２、５、６、および２０では、器具２０は、側壁２６を直立した使用中の位置２５２
に保つため、台座２４と側壁２６の両方に係合可能なサイドロッキングバー２５４と２５
６のペアを備える。ロッキングバー２５４と２５６はそれぞれ、比較的短い第１のアーム
２６０と、比較的長い第２のアーム２６２によって定義される、全体的にＬ字型のボディ
２５８を持つ。第１の短いアーム２６０は、第１の短いアーム２６０に接合された、近接
する終端２６４と、離れた終端または自由端２６６を含む（図５に最もよく示している）
。自由端２６６の内側方向の非常に近い位置に、第１の短いアーム２６０の周囲を覆う第
１のフランジ部分２６８が配置される。
【００５４】
　第１の短いアーム２６０の場合と同様に、第２の長いアーム２６２も、近接した終端２
７０と、離れた終端または自由端２７２を持つ。近接した終端２７０は、第１の短いアー
ム２６０の近接終端２６４に接続される。第２の長いアーム２６２も、自由端２７２の内
側に形成される、第２の長いアーム２６２の周囲を覆う第２のフランジ部分２７４を備え
る。
【００５５】
　第１のフランジ部分２６８と第２のフランジ部分２７４は、側壁２６と台座２４にそれ
ぞれ形成された受け入れステーション群（総称的に２７６として識別）の内部に保持され
るように構成される。側壁２６は、各サイドロッキングバー２５４と２５６の第１のフラ
ンジ部分２６８を受け入れるための、２７６ａと２７６ｂという２つの受け入れステーシ
ョンを持つ。ステーション２７６ａは、パネル２１２の第１の短い側面２１８の外縁２８
０内に定義され、第１の角２２６と第２の角２２８とのおおよその中間地点に配置される
。ステーション２７６ｂも同様に、第３の角２３０と第４の角２３２との中間地点におい
て、第２の短い側面２２０の外縁２８２内に形成される。
【００５６】
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　図２７ａでは、ステーション２７６ａと２７６ｂはそれぞれ、パネル２１２の第２の面
２１６の一部と、パネル２１２に固定されたプレート２８４によって定義される。さらに
具体的には、第２の面２１６には、短いアーム２６０の自由端２６６の受け入れ用にサイ
ズ調整された、親指の爪の形をした切り込み２８４が形成される。同様に、プレート２８
４は、切り込み２８４と向かい合い、切り込み２８４に合わせて位置を調整される、親指
の爪の形をした切欠２８６を持つ。切り込み２８４と切欠２８６の間には、第１のフラン
ジ部分２６８を受け入れるように設計された、比較的大きなスロット２８８が配置される
。そのため、当業者には、第１のフランジ部分がスロット２８８の内部に収納されると、
パネル２１２とプレート２８４との間でロッキングバーが係留的に保持され、ロッキング
バーの動きが５度以内の角度に制限されることが理解されよう。
【００５７】
　好適な実施形態では、３つの留め具２８７により、プレート２８４がパネル２１２に固
定される。代替の実施形態では、プレートを異なる方法で取り付けることができる。たと
えば、プレートをパネルに溶接することができる。
【００５８】
　側壁２６の場合と同様に、台座２４は、各サイドロッキングバー２５４と２５６の第２
のフランジ部分２７４を受け入れるための、２７８ａおよび２７８ｂという２つの受け入
れステーションを備える。ステーション２７８ａは、パネル２７の第１の短い側面３２の
外縁４８内に定義され、角４０の近くに配置される。ステーション２７８ｂも同様に、角
４４に近接する位置において、第２の短い側面３４の外縁５０内に形成される。
【００５９】
　図２７ｂは、ステーション２７８ａの拡大斜視図を示している。ステーション２７８ａ
は、親指の爪の形をした切り込み２９０、それとは反対側の、切り込み２９０に合わせて
位置を調整される、親指の爪の形をした切欠２９２、および、切り込み２９０と切欠２９
２との中間に配置された、比較的大きなスロット２９４によって定義されるという点にお
いて、全体的にステーション２７６ａと類似している。この場合、スロット２９４は、第
２のフランジ部分２７４を受け入れるように設計される。ステーション２７６ａとは逆に
、ステーション２７８ａは、全体的にパネル２７によって形成される。
【００６０】
　図２に最もよく示すように、ステーション２７８ａおよび２７８ｂから第２のフランジ
部分２７４が誤って外れてしまうことを防ぐため、器具２０は、ロッキングバー２５４と
２５６を所定の位置に固定するための、ロッキングピン３０３のペアをさらに備える。そ
れぞれのロッキングピン３０３は、台座２４内に定義された、ステーション２７８ａまた
は２７８ｂ（場合によっていずれか）に隣接する第１の穴３０５と、ロッキングバー２５
４と２５６の第２のフランジ部分２７４に形成された第２の穴３０７を通って挿入される
ように設計される。
【００６１】
　他の実施形態では、各ロッキングバーは、異なる場所に配置したり、異なる方法で構成
することができる。あるいは、１つのロッキングバーだけを使用することもできる。さら
に別の方法として、他のロッキング手段を使用して、側壁を使用中の位置に固定すること
もできる。
【００６２】
　図４ａでは、パネル２１２は、パネルの第１の面２１４に取り付けられた弧状のパッド
３０４と３０６のペアを持つ。これらのパッドは互いに向かい合い、角２２６と２３０に
近接した位置に配置される。パッド３０４と３０６の背面部分は、第１の面２１４内に形
成されたアーチ型の収納部３０７と３０８に収納される（図２４を参照）。パッド３０４
と３０６は、磁力によって収納部３０７と３０８の内部に保持することが望ましい。ただ
し、代替の実施形態では、別の方法で各パッドをパネル２１２に取り付けることができる
。たとえば、パッドと収納部をスナップフィット用に構成したり、マジックテープ（登録
商標）片を使用して共動させることもできる。さらに別の実施形態では、パネル２１２に
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定義されたメスのソケットに接続するための１つ以上のオスのコネクタを、各パッドに備
えることができる。
【００６３】
　各パッド３０４と３０６は、外縁２２２から少し離れた位置に配置された第１の終端３
１２と、外縁２２４から突き出した第２の終端３１４を持つ。台座２４と側壁２６を互い
に接続すると、第２の終端３１４が、台座２４の上面２８に隣接またはほとんど隣接する
。パッド３０４と３０６の芯は、メモリーフォームなどの弾力性のある素材で作成し、ビ
ニルで覆うことが望ましい。ただし、他の素材を使用してパッドを作成できることも理解
される必要がある。パッド３０４と３０６の位置と形状は、ユーザーが器具２０を使用し
てエクササイズを行っているときに、ユーザーの身体の一部がパッドに対して快適に当た
るように選択される。代替の実施形態では、各パッドの形状を変更し、パネル２１２の第
１の面２１４の異なる位置に配置することができる。
【００６４】
　パネル２１２は、参照番号３１０として総称される、間隔の空いた一連の止まり穴をさ
らに備える。これらの穴は、パネル２１２の第１の面２１４の内部に延長する。一連の止
まり穴３１０は、３１０ａ、３１０ｂ、３１０ｃ、３１０ｄ、３１０ｅ、３１０ｆ、３１
０ｇ、３１０ｈ、３１０ｉ、３１０ｊ、および３１０ｋという１１個の穴を含むことが望
ましい。これらの穴は、パネル２１２全体に半円状に配置される。３１０ａ、３１０ｂ、
３１０ｃ、３１０ｄ、３１０ｅ、３１０ｆ、３１０ｇ、３１０ｈ、３１０ｉ、３１０ｊ、
および３１０ｋの各穴は、θa、θb、θc、θd、θe、θf、θg、θh、θi、θj、θk、
およびθlという角度により、台座２４の平面からそれぞれ放射状に配置される。角度θg
、θh、θi、θj、θk、およびθlは、角度θa、θb、θc、θd、θe、およびθfにそれ
ぞれ対応する。好適な実施形態では、θaは２０度、θbは４０度、θcは５５度、θdは７
０度、θeは８０度、θfは９０度、θgは９０度、θhは８０度、θiは７０度、θjは５５
度、θkは４０度、およびθlは２０度という角度が計測される。
【００６５】
　これ以降で詳しく説明するように、一連の穴３１０の目的は、台座２４の平面に対して
事前に設定されたさまざまな角度位置で、エクササイズプラットフォーム１２２の上部に
拘束アーム３２０を保持するために、拘束または支持アーム３２０の一部を受け入れて係
留的に保持することである。そのため、パネル２１２に沿った一連の穴３１０の特定の配
置は、拘束アーム３２０に対する特定の、事前に定義された角度設定に対応することが理
解されよう。定義された一連の穴３１０の数により、拘束アーム３２０をさまざまな位置
に移動する機会がユーザーに提供される。これにより、さまざまな関節角度を分離し、さ
まざまなエクササイズを行ったり、異なる筋肉群を働かせることができる。
【００６６】
　一般的に、１１個の穴を備えることが望ましいが、他の実施形態では、ユーザーのニー
ズに応じて、これよりも多いまたは少ない穴をパネル２１２に備えることができる。同様
に、好適な実施形態とは異なる方法で、これらの穴を配置することもできる。たとえば、
放射状に配置された隣接する穴同士の間隔を変更することができる（つまり、増やしたり
減らしたりできる）。
【００６７】
　図１、４ａ、４ｂ、９、および１０を参照しながら、支持または拘束アームアセンブリ
３３０について詳しく説明する。拘束アームアセンブリ３３０は、台座２４に対して枢動
可能なスイングアーム３３２、スイングアーム３３２によって支持される拘束または支持
アーム３２０、および、台座２４の平面に対してスイングアーム３３２（および拘束アー
ム３２０）の角度位置を設定するためのインデックスアセンブリ３３４を含む。
【００６８】
　この実施形態では、スイングアーム３３２は、台座２４に枢動可能な状態で接続された
第１の終端３３８と、その反対側に位置する、拘束アーム３２０に接続された第２の終端
３４０を持つ細長いロッド３３６である。スイングアーム３３２と台座２４との間の軸接
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続は、一方の終端にノブ３３４を持ち、もう一方の終端にねじ切りを持つ軸ピン３４２に
よって形成される。軸ピン３４２は、第１の終端３３８内に定義された開口部（図示して
いない）を通って延長し、角４２と４６とのおおよその中間地点に位置する、第２の長い
側面３８の外縁６４内に形成されたねじ付き止まり穴（図示していない）に受け入れられ
る。
【００６９】
　ロッド３３６の第２の終端３４０よりも第１の終端３３８の方に近い位置に、鍵穴３４
６が定義される。図４ｂに示すように、鍵穴３４６は、中央に配置された円形の開口部３
４８を含む。この開口部３４８の両端には長方形のスロット３５０と３５２が配置され、
これらのスロットは円形の開口部３４８に向って開く。以下で説明するように、鍵穴３４
６は、インデックス部材またはインデックスキー３５４、およびインデックスアセンブリ
３３４の他の部分と連携して、事前に設定された一連の角度位置のいずれかにスイングア
ーム３３２を固定する。
【００７０】
　インデックスアセンブリ３３４は、台座２４に取り付けられたインデックスプレート３
６０と、インデックスプレート３６０の少なくとも一部に係合可能なインデックスピンま
たはインデックスキー３６２を含む。インデックスプレート３６０は実質的に半円形で、
その形状は、互いに向かい合った２つの終端を持つアーチ形の縁３６４と、アーチ形の縁
３６４の２つの終端の間で延長する直線状の縁３６６によって定義される。インデックス
プレート３４８の平面上に位置する直線状の縁３６６から、間隔を空けて配置された２つ
の取り付けタブ３６８と３７０が延長し、それぞれのタブは、横方向に延長する指状の突
起３７２を備える。取り付けタブ３６８と３７０は、スナップフィット用に、第２の長い
側面３８の外縁６４の内部に形成された、対応する収納部３７１と３７３の内部に適切に
収納されるように設計される。指状の突起３７２は、取り付けタブ３６８と３７０を収納
部の内部に収納する働きを持つ。取り付けタブ３６８と３７０との間に存在するギャップ
は、第１の終端３３８と台座２４との間の軸接続用のクリアランスを提供する。取り付け
タブ３６８と３７０を使用して台座２４に取り付けると、インデックスプレート３６０は
台座２４に対して直立し、インデックスプレート３６０の直線的な縁３６６が、台座２４
の上面２８に隣接する。
【００７１】
　インデックスプレート３６０は、参照番号３７４として総称される一連の鍵穴をさらに
備える。鍵穴３７４の数は、パネル２１２内に定義される止まり穴の数に対応する。図４
ａに示す実施形態では、一連の鍵穴３７４は、３７４ａ、３７４ｂ、３７４ｃ、３７４ｄ
、３７４ｅ、３７４ｆ、３７４ｇ、３７４ｈ、３７４ｉ、３７４ｊ、および３７４ｋとい
う１１個の鍵穴を含む。これらの鍵穴は、３１０ａ、３１０ｂ、３１０ｃ、３１０ｄ、３
１０ｅ、３１０ｆ、３１０ｇ、３１０ｈ、３１０ｉ、３１０ｊ、および３１０ｋの各止ま
り穴の配置に対応し、インデックスプレート３６０全体にわたって半円形に配置される。
これに従い、止まり穴３１０ａから３１０ｋと同様に、鍵穴３７４ａから３７４ｋが、θ
a、θb、θc、θd、θe、θf、θg、θh、θi、θj、およびθkの角度で、台座２４の平
面からそれぞれ放射状に配置される。
【００７２】
　各鍵穴３７４は、第１の面３７６（パネル２１２から離れた方向に配置）と、第２の面
３７８（パネル２１２の第１の面２１４の反対側に配置）の間で延長し、ロッド３３６内
に定義された鍵穴３４６と同様に構成される。具体的には、各鍵穴３７４も、中央に配置
された円形の開口部３８０を含み、この開口部３４８の両端には長方形のスロット３８２
と３８４が配置され、これらのスロットは円形の開口部３４８に向って開く（図１０を参
照）。さらに、鍵穴３４６の場合と同様に、各鍵穴３７４は、インデックスキー３５４の
一部を受け入れるように調整される。
【００７３】
　各鍵穴３７４には、インデックスキー３５４が鍵穴３７４に挿入され、ロック位置３８
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８まで回された場合に、インデックスキーの回転を防止するための停止部材３８６が関連
付けられる。この実施形態では、図１０に示すように、停止部材３８６は、比較的小さな
長方形の突起３９０の形状をとり、第２の面３７８から延長し、円形の開口部３８０に近
接した位置に配置される。他の実施形態では、別の方法でインデックスキーの停止を行う
ことができる。たとえば、突起の代わりに、インデックスプレート３６０の第２の面３７
８に１つ以上の溝または切り込みを切削することにより、停止を定義することができる。
切り込みは、インデックスキーの一部を受け入れて保持し、さらには鍵の回転を防止する
ように調整される。
【００７４】
　図１１では、インデックスキー３５４は、一方の終端に球根状のグリップまたはハンド
ル部分３９４を備えるボディ３９２、反対側の終端に固定された横断型の鍵部分３９６、
および、ハンドル部分３９４と鍵部分３９６との間で延長する円筒部分３９８を持つ。横
から見た場合、円筒部分３９８と鍵部分３９６は全体的にＴ字型の形状になる。鍵部分３
９６は、互いに向き合うロッキングタブ４００と４０２のペアを持ち、各ロッキングタブ
４００と４０２は、鍵部分３９６と円筒部分３９８との接合部から離れた方向に延長する
。鍵部分３９６の断面積は、ロッド３３６内に定義された鍵穴３１０と、インデックスプ
レート３６０内に定義された一連の鍵穴３７４のサイズよりも、わずかに小さくなる。こ
れは、インデックスキー３５４を、ロッドとインデックスプレート３６０を通して挿入で
きるようにするためである。
【００７５】
　インデックスキー３５４を鍵穴３７４に挿入し、ロック位置３８８まで回した場合、ロ
ッキングタブ４００と４０２の位置が長方形のスロット３８２と３８４の位置とは直線上
に揃わなくなるため、インデックスキー３５４を鍵穴３７４から抜き取ることができなく
なる。さらに、ロック位置３８８では、タブ４００と４０２のいずれかが停止部材３８６
に隣接する。
【００７６】
　図１２ａから１２ｄでは、拘束アーム３２０は全体的に円筒形のボディ４１０を持ち、
円筒形のボディ４１０は、スイングアーム３３２の第２の終端３４０に溶接された第１の
終端４１２と、パネル２１２の第１の面２１４の反対側に配置された第２の終端４１４を
持つ。第１の終端４１２と第２の終端４１４との中間の位置において、太くて短いハンド
ル４１３がボディ４１０から突き出す。ハンドル４１３の両側において、管状のパッド４
１５と４１７が円筒形のボディ４１０に沿って延長し、エクササイズを行うユーザーにと
ってクッションとなる。
【００７７】
　ボディ４１０には、収納式ロッキングピンアセンブリ４１８を部分的に収納する長手方
向の穴４１６が切削される。ロッキングピンアセンブリ４１８は、比較的薄くて細長いロ
ッドまたはロッキングピン４２０が、穴４１６の内部に係留的に保持されるが、穴４１６
の長手方向の軸に沿って限定的に移動でき、らせん状のスプリング部材４２２によってピ
ン４２０の周囲が緩やかに覆われる。ピン４２０は、スイングアーム３３２の第２の終端
に形成された比較的短い穴４２４を通って延長し、さらに穴４１６を通過する。ピン４２
０の第１の終端４２６は、スイングアーム３２２の縁を超えて延長し、比較的小さな第１
の停止部材４２８で停止する。この停止部材は二重の役割を持つ。この停止部材は、パネ
ル２１２からピン４２０が長手方向に取り外されることを防ぎ、同時にピン４２０を収納
するための引手としても機能する。同様に、ピン４２０の第２の終端４２８は拘束アーム
３２０の終端４１４を超えて突き出し、第２の停止部材４３０で停止する。第２の停止部
材４３０のサイズは、第１の停止部材４２８よりも全体的に大きくなるが、パネル２１２
の面２１４内に定義された一連の止まり穴３１０に適合するように構成される。第２の停
止部材４３０は、サイドパネル２１２から離れる方向で、ピン４２０が長手方向に取り外
されることを防ぐために機能する。
【００７８】
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　ロッキングピン４２０は、係合位置４３２（図１２ａおよび１２ｂを参照）と、収納位
置または非係合位置４３４（図１２ｃおよび１２ｄを参照）との間で移動することができ
る。ロッキングピン４２０が係合位置４３２にある場合、ロッキングピン４２０はパネル
２１２に係合され、ロッキングピン４２０の第２の停止部材４３０が、一連の止まり穴３
１０のいずれかの内部に収納される。ロッキングピン４２０は、らせん状のスプリング部
材４２２により、係合位置４３２においてバイアスされる。ロッキングピン４２０が収納
位置または非係合位置４３４にある場合、ロッキングピン４２０の第２の停止部材４３０
が穴３１０から引き抜かれているため、ロッキングピン４２０はパネル２１２とは係合し
なくなる。
【００７９】
　拘束アームアセンブリ３３０とロッキングピンアセンブリ４１８の典型的な操作モード
を詳しく説明する。図９は、スイングアーム３３２と拘束アーム３２０の最初の角度位置
を破線で示し、これらの部品の最終的な角度位置を実線で示している。最初の手順として
、スイングアーム３３２をインデックスプレート３６０から取り外し、スイングアーム３
３２が軸ピン３４２の周囲を自由に回転できるようにする。これは、インデックスキー３
５４を、ロッド３３６内に定義された鍵穴３４８と、インデックスプレート３６０内に形
成された鍵穴３７４ｂから抜き取ることにより、行うことができる。ユーザーは、インデ
ックスキー３５４のハンドル部分３９４を握り、ロッキングタブ４００と４０２の位置が
、鍵穴３４８のスロット３８２と３８４、および鍵穴３７４ｂのスロット３８２と３８４
の位置と直線上に揃うまで、ボディ３９２を回転させる。その後、インデックスキー３５
４をスイングアーム３３２とインデックスプレート３６０から抜き取る。
【００８０】
　次に、ユーザーは、スプリング部材４２２のバイアス効果を取り除くため、第１の停止
部材４２８を引いて、拘束アーム３２０をパネル２１２との係合から解放する。これによ
り、係合位置４３２から非係合位置４３４へのロッキングピン４２０の移動が促される。
ロッキングピン４２０を非係合位置４３４に移動することにより、スイングアーム３３２
と拘束アーム３２０が、台座２４に対して自由に回転できるようになる。第１の停止部材
４２８を押さえながら、ユーザーは太くて短いハンドル４１３を握り、このハンドルを使
用して、最終的な目的の角度位置に対応する止まり穴３１０ｆに拘束アーム３２０を合わ
せる。次にユーザーは、第１の停止部材４２８を解放して、ロッキングピン４２０を係合
位置４３２に戻す。拘束アーム３２０を所定の位置にロックした状態で、インデックスキ
ー３５４の鍵部分３９６を、位置合わせされた鍵穴３４８と３７４ｆを通して挿入するこ
とにより、スイングアーム３３２が固定される。その後、ロッキングタブ４００と４０２
のいずれかが長方形の突起３９０に隣接するまで、インデックスキー３５４が回転される
。
【００８１】
　アイソメトリックエクササイズ器具２０は、多機能性と快適性を高めるために、一連の
アタッチメントおよびアクセサリと共に使用することができる。こうしたアタッチメント
の例は、図１３ａから１３ｄに示す第１の腕拘束アタッチメント１５２、図１４ａから１
４ｄに示す第２の腕拘束アタッチメント５４０、足パッド１２８、および双対の足拘束ア
クセサリ１３２である。これらについては、すべて以下で詳しく説明する。当然ながら、
器具２０には、腹部と背部の拘束アタッチメントなど、他のアタッチメントを取り付ける
こともできる。こうしたアタッチメントは、取り付けアーム上において、垂直方向の拘束
パッドの形態を取ることができる。この取り付けアームは、取り付けアームの一方の終端
を滑らせて、台座の各側面内に定義されたいずれかのスロット（斜めに配置されたいずれ
かのスロットが望ましい）に挿入することにより、取り外し可能な状態で台座に接続する
ことができる。垂直方向の拘束パッドを台座に接続すると、このパッドは、胸椎と腰椎の
支点として機能することができる。
【００８２】
　図１３ａ、１３ｂ、および１３ｃでは、第１の腕拘束アタッチメント１５２を示してい
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る。アタッチメント１５２は、腕拘束アタッチメント１５２を台座２４に取り付けるため
のコネクタアーム１５４、コネクタアーム１５４に取り外し可能な状態で接続された、全
体的にＵ字型のスリーブまたは保持部材４４２、および、保持部材４４２をコネクタアー
ム１５４に固定するためのロッキングキー４４４を含む。好適な実施形態では、コネクタ
アーム１５４は、直立したソケット部材４４８と一体化したバー４４６によって形成され
る。バー４４６は、スロット１５０に挿入するために調整された第１の終端４５０と、ソ
ケット部材４４８を支える第２の終端４５２を持つ。第１の終端４５０の横方向の各縁か
らは、ロッキング収納部１８０（図８ｃを参照）の内部に収納されるように設計されたロ
ッキングピン１６６と１６８が外側に突き出している。バー４４６の第１の終端の輪郭は
、スロット１５０の形状と全体的に類似している。ただし、第１の終端４５０をスロット
１５０に挿入できるようにするため、第１の終端４５０の断面積はスロット１５０よりも
わずかに小さい。
【００８３】
　ソケット部材４４８は、バー４４６の上部に配置された上方の終端４５４と、バー４４
６から下方向に伸びる下方の終端４５６を持つ。上方の終端４５４の内部には、止まり穴
４５８が形成される。止まり穴４５８は、保持部材４４２のオスのコネクタピン４６２を
受け入れるためのメスのソケット４６０を定義する。２つのインデックス開口部４６４と
４６６は、ソケット部材４４８の外部面４７２から内側に延長し、メスのソケット４６０
に向かって開く。各インデックス開口部４６４と４６６は、鍵穴３７４と全体的に類似し
た形状を持ち、それぞれが、中央に配置された円形の開口部４６７を含み、この開口部４
６７の両端には長方形のスロット４６８と４７０が配置され、これらのスロットは円形の
開口部４６７に向って開く。インデックス開口部４６４と４６６は、ロッキングキー４４
４の一部を受け入れて挿入できるようにサイズが調整される。
【００８４】
　特に図１３ｃを参照すると、Ｕ字型の保持部材４４２は、背面部４７４と、間隔の空い
た２つのアーム部分４７６と４７８を含む。これらのアーム部分は、接合されて、背面部
４７４から上方に突き出す。この実施形態では、アーム部分４７６と４７８との間で延長
するスペースＳ１は、ユーザーの腕の一部に合わせてサイズが調整される。ただし、他の
実施形態では、ユーザーの脚の一部に合わせてこのスペースを拡張できることが理解され
よう。こうした実施形態では、腕拘束アタッチメントは、実質的に脚拘束アタッチメント
になる。
【００８５】
　スペースＳ１を囲む背面部４７４の内部の水平面４８０、アーム部分４７６の内部の垂
直面４８２、およびアーム部分４７８の内部の垂直面（図示していない）は、エクササイ
ズ中のユーザーの快適性を高めるためのクッションを備える。このクッションは、ビニル
などの耐久性のあるカバーで覆われたメモリーフォームの形態を取ることができる。
【００８６】
　全体的に長方形の切り込み４８１は、外部水平面４８２と外部垂直面４８３との接合部
において、背面部４７４の内部に切削される。第１の腕拘束アタッチメント１５２が、キ
ャスタ６６、７２、７４のいずれか１つに近接した位置で台座２４に取り付けられると（
たとえば、図３に示す腕拘束アーム１５２ｉを参照）、切り込み４８１は、キャスタを受
け入れるためのクリアランスを提供するために機能する。これにより、キャスタが保持部
材４４２の配置に干渉するのを防ぐことができる。
【００８７】
　背面部４７４の外部水平面４８２から下方向に、オスのコネクタピン４６２が突き出す
。コネクタピン４６２は全体的に円筒形で、背面部４７４に接合された、近接する終端４
８６と、メスのソケット４６０に挿入可能な、離れた終端または自由端４８８を持つ。好
適な実施形態では、３つのインデックス開口部４９０、４９２、および４９４は、近接す
る終端４８６と自由端４８８の間のそれぞれ離れた位置において、コネクタピン４６２の
内部に切削される。第１のインデックス開口部４９０は、近接する終端４８６に最も近い
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位置に配置される。第２のインデックス開口部４９２は、コネクタピン４６２をさらに下
方向に進んだ位置に配置され、第３のインデックス開口部４９４は、近接する終端４８６
から最も離れた位置で、かつ自由端４８８に近接する位置に配置される。オスのコネクタ
ピン４６２がメスのソケット４６０の内部に挿入されると、インデックス開口部４９０、
４９２、および４９４のいずれか１つが、ソケット部材４６０内に定義されたインデック
ス孔４６４および４６６のいずれか１つと位置合わせが可能な状態になる。位置合わせさ
れたインデックス開口部とインデックス孔を通してロッキングキー４４４を挿入すること
により、保持部材４４２をコネクタアーム１５４に固定することができる。
【００８８】
　図１３ｃに最もよく示すように、インデックス開口部４９０、４９２、および４９４は
、共通の垂直軸に沿ってすべての位置が互いに直線上に揃っているわけではなく、一部が
互いに放射状にずれた位置に配置されている。さらに具体的には、第１のインデックス開
口部４９０と第３のインデックス開口部４９４は互いに垂直方向に揃っているが、第２の
開口部４９２からは９０度の角度で放射状にずれた位置にある。
【００８９】
　インデックス溝４９０、４９２、および４９４をこのような配置にするのには、２つの
目的がある。第１の目的は、保持部材４４２がバー４４６の上部に配置される位置の高さ
を微調整できるようにすることであり、第２の目的は、保持部材４４２の向きを変えられ
るようにすることである。オスのコネクタピン４６２をメスのソケット部材に挿入すると
きに、第１のインデックス開口部４９０の位置を第１のインデックス孔４６４の位置に揃
えることにより、保持部材４４２がバー４６２から最も近い高さに配置される。ただし、
第３のインデックス開口部４９４の位置を第１のインデックス孔４６４の位置に揃えるこ
とにより、バー４４６に対する保持部材４４２の高さを高くできることを理解されたい。
保持部材４４２の高さを調整する機能は、器具２０の多機能性をさらに高めるものである
ため、非常に望ましいものになる傾向がある。これにより、追加の関節角度を分離し、異
なる筋肉に対してさまざまな角度でエクササイズを行うことができる。さらに、ユーザー
の特定の身体に対して、器具２０をさらに適切に適応させることができる。
【００９０】
　図１３ａでは、腕拘束アタッチメント１５２の保持部材４４２を、バー４４６の長手方
向の軸にほぼ平行な、互いに向かい合ったアーム４７６と４７８との間に定義されたスペ
ースＳ１と共に示している。スロット１５０ｃ内に取り付けられた状態で示しているアク
セサリ（図１を参照）の保持部材５００は、異なる方向を持っている。さらに具体的には
、スペースＳは、バー４４６の長手方向の軸とほぼ平行に延長する。この長手方向の配置
は、第２のインデックス開口部４９２の位置を、第１のインデックス孔４６４または第２
のインデックス孔４６６の位置に揃えることによって実現される。ここでも、保持部材４
４２の方向を変えることにより、いくつかのバリエーションのエクササイズが可能になる
ため、アイソメトリックエクササイズ器具２０の多機能性がさらに強化される。
【００９１】
　図１３ｄでは、ロッキングキー４４４がインデックスキー３５４と全体的に類似した方
法で構成される。ロッキングキー４４４は、一方の終端にハンドル部分５０４を持ち、横
断キー部分５０６が反対側の終端に固定され、ハンドル部分５０４と鍵部分５０６との間
で円筒形部分５０８が延長する。横から見た場合、円筒形部分５０８と鍵部分５０６の輪
郭は、全体的にＴ字型になる。鍵部分５０６は、互いに向かい合ったロッキングタブ５１
０と５１２のペアを持ち、各ロッキングタブ５１０と５１２は、鍵部分５０６と円筒形部
分５０８との接合部から離れる方向に延長する。鍵部分５０６の断面積は、ソケット部材
４６０の内部に定義されたインデックス孔４６４および４６６と、コネクタピン４６２の
内部に形成されたインデックス開口部４９０、４９２、および４９４よりもわずかに狭く
なるようにサイズが調整される。これにより、ソケット部材４６８とコネクタピン４６２
を通してロッキングキー４４４を挿入することができる。ロッキングキー４４４をこれら
のインデックス開口部とインデックス孔に挿入して回転すると、ロッキングキー４４４の
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ロッキングタブ５１０と５１２の位置が、長方形のスロット４６８と４７０の位置からず
れるため、インデックス開口部とインデックス孔からロッキングキー４４４が外れること
がなくなる。
【００９２】
　図１３ｅでは、コネクタアーム１５４とロッキングキー４４４と共に使用可能な、代替
の保持部材５２０を示している。保持部材５２０は、全体的に保持部材４４２の構造に類
似した構造を有する。保持部材５２０も、背面部５２２、背面部４７４に接合されて背面
部４７４から上方向に突き出した、間隔の空いた２つのアーム部分５２４と５２６、およ
び、アーム部分５２４と５２６との間で延長するスペースＳ２を備える。ただし、この実
施形態では、スペースＳ２は、アーム部分５２４の水平な内部面５２８、背面部５２２の
垂直な内部面５３０、および、アーム部５２６の全体的にＵ字型の水平な内部面（図示し
ていない）によって囲まれる。また、全体的にＵ字型の保持部材４４２とは対照的に、保
持部材５２０の形状は、より「Ｃ」の形に類似している。保持部材４４２の場合、背面部
の水平な外部面から下方向にオスのコネクタピンが延長しているが、保持部材５２０のオ
スのコネクタピン５３２は、アーム部分５２４の水平な外部面５３４から下方向に延長し
ている。オスのコネクタピン５３２は、コネクタアーム１５４のソケット４６０の内部に
挿入されるように構成され、図１４ｂに示すオスのコネクタピン４６２とほぼ同じ方法で
、ロッキングキー４４４と相互に作用するように調整される。そのため、これ以上の説明
は必要ない。
【００９３】
　Ｃ字型の保持部材５２０を備えることには利点があり、垂直方向の力ベクトルを含むア
イソメトリックエクササイズをユーザーが実行できるという点において、器具２０の多機
能性を高めている。Ｃ字型の保持部材５２０、さらに具体的には、Ｃ字型の保持部材５２
０のアーム部分５２６は、こうしたアイソメトリックエクササイズの実行中に、ユーザー
の腕の一部に対する拘束として機能する。
【００９４】
　図１４ａおよび１４ｂでは、本発明の別の実施形態により、第２の腕拘束アタッチメン
ト５４０を示している。腕拘束アタッチメント５４０は、全体的にアタッチメント１５２
と類似している。腕拘束アタッチメント５４０も、腕拘束アタッチメント５４０を台座２
４に取り付けるためのコネクタアーム５４１、コネクタアーム５４１に取り外し可能な状
態で接続される、全体的にＵ字型のスリーブまたは保持部材５４２、および、保持部材５
４２をコネクタアーム５４１に固定するためのロッキングキー５４４を含む。
【００９５】
　コネクタアーム１５４の場合と同様に、コネクタアーム５４１は、直立したソケット部
材５４８と一体化したバー５４６によって形成される。バー５４６は、スロット１５０に
挿入するための第１の終端５５０と、ソケット部材５４８を支える第２の終端５５２を持
つ。第１の終端５５０の横方向の各縁からは、ロッキングピン５５１と５５３（図１４ａ
を参照）が突き出している。これらのロッキングピンは、ロッキングピン１６６と１６８
に全体的に類似し、ロッキング収納部１８０の内部に収納されるように設計される。バー
５４６の第１の終端の輪郭は、スロット１５０の形状と全体的に類似している。ただし、
第１の終端５５０をスロット１５０に挿入できるようにするため、第１の終端５５０の断
面積はスロット１５０よりもわずかに小さい。
【００９６】
　ソケット部材５４８は、全体的にソケット部材４４８と類似している。ソケット部材５
４８も、バー５４６の上部に配置された上方の終端５５４と、バー５４６から下方向に伸
びる下方の終端５５６を持つ。上方の終端５５４の内部には、止まり穴５５８が形成され
る。止まり穴５５８は、保持部材５４２のオスのコネクタピン５６２を受け入れるための
メスのソケット５６０を定義する。ただし、２つのインデックス孔４６６と４６８だけを
持つソケット部材４４８とは対照的に、ソケット部材５４８は、ソケット部材５４８の外
部面５７２から内側に延長し、かつメスのソケット５６０に向って開く４つのインデック
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ス孔５６４、５６６、５６８、および５７０を持つ。さらに、鍵穴の形状を持つのではな
く、インデックス孔４６４、４６６、４６８、および４７０は全体的に長方形で、ロッキ
ングキー４４４の一部を受け入れて挿入できるようにサイズが調整される。
【００９７】
　特に図１４ｂを参照すると、Ｕ字型の保持部材５４２は、全体的に保持部材４４２と類
似している。保持部材５４２は、背面部５７４、接合されて背面部４７４から上方に突き
出した、間隔の空いた２つのアーム部分５７６と５７８、および、アーム部分４７６と４
７８との間で延長するスペースＳ３を含む。スペースＳ３は、背面部５７４の内部面５８
０、アーム部分５７６の内部面５８２、およびアーム部分５７８の内部面（図示していな
い）によって囲まれる。
【００９８】
　背面部５７４の外部面５８２から下方向に、オスのコネクタピン５６２が突き出してい
る。ピン５６２は全体的に円筒形で、背面部５７４に接合された近接する終端５８６と、
メスのソケット５６０に挿入可能な離れた終端または自由端５８８を持つ。ただし、イン
デックス開口部４９０、４９２、および４４４のように両端にインデックス孔が開いてい
るのではなく、この実施形態におけるコネクタピン５６２は、近接する終端５８６と自由
端５８８との間の間隔の空いた位置に配置された４つのインデックス溝またはインデック
ス切り込み５９０、５９２、５９４、および５９６を持つ。第１のインデックス溝５９０
は、近接する終端５８６に最も近接する位置に配置される。第２のインデックス溝５９２
は、コネクタピン５６２からさらに下方に配置され、第３のインデックス溝５９４は、近
接する終端５８６からさらに下方に配置される。最後に、第４のインデックス溝は、近接
する終端５８６から最も離れた位置で、かつ自由端５８８に近接する位置に配置される。
オスのコネクタピン５６２がメスのソケット５６０の内部に挿入されると、インデックス
溝５９０、５９２、５９４、および５９６のいずれか１つ以上が、ソケット部材５６０内
に定義されたインデックス孔５６４、５６６、５６８、および５７０のいずれか１つ以上
と位置合わせが可能な状態になる。位置合わせされたインデックス溝とインデックス孔を
通してロッキングキー５４４を挿入することにより、保持部材５４２をコネクタアーム５
４１に固定することができる。
【００９９】
　図１４ｃに最もよく示すように、インデックス溝５９０、５９２、５９４、および５９
６は、共通の垂直軸に沿ってすべての位置が互いに直線上に揃っているわけではなく、一
部が互いに放射状にずれた位置に配置される。さらに具体的には、第１のインデックス溝
５９０と第３のインデックス溝５９４は、互いに垂直方向に揃っているが、第２の溝５９
２と第４の溝５９６（これらの溝も、互いに垂直方向に揃っている）からは、９０度の角
度で放射状にずれた位置にある。
【０１００】
　インデックス溝５９０、５９２、５９４、および５９６をこのような配置にするのには
、２つの目的がある。第１の目的は、保持部材５４２がバー５４６の上部に配置される位
置の高さを調整できるようにすることであり、第２の目的は、保持部材５４２の向きを変
えられるようにすることである。オスのコネクタピン５６２をメスのソケット部材に挿入
するときに、第１のインデックス溝５９０の位置を第１のインデックス孔５６４の位置に
揃えることにより、保持部材５４２がバー５６２から最も近い高さに配置される。ただし
、第３のインデックス溝５９４の位置を第１のインデックス孔５６４の位置に揃えること
により、バー５４６に対する保持部材５４２の高さを高くできることを理解されたい。
【０１０１】
　図１４ａでは、第２の腕拘束アタッチメント５２０の保持部材５４２を、バー５４６の
長手方向の軸にほぼ平行な、互いに向かい合ったアーム５７６と５７８との間に定義され
たスペースＳ３と共に示している。ただし、保持部材５４２の方向を変えて、バー５４６
の長手方向に対してほぼ垂直な方向にスペースＳ３を延長することができる。この長手方
向の配置は、第２のインデックス溝５９２の位置を、第１のインデックス孔５６４または
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第２のインデックス孔５６６の位置に揃えるか、または、第４のインデックス溝５９６の
位置を、インデックス孔５６４、５６６、５６８、および５７０のいずれかの位置に揃え
ることによって実現される。ここでも、保持部材５４２の方向を変えることにより、いく
つかのバリエーションのエクササイズが可能になるため、アイソメトリックエクササイズ
器具２０の多機能性がさらに強化される。
【０１０２】
　図１４ａでは、ロッキングピンと係合部分５９９を握りやすくするためのノブとして機
能する、全体的に長方形の部分５９７を持つロッキングピン５４４を示している。係合部
分５９９は、インデックス孔４６４、４６６、４６８、および４７０と、インデックス溝
５９０、５９２、５９４、および５９６に適合するように調整される。
【０１０３】
　図１５は、足パッド１２８を示している。足パッド１２８は、硬質のプレート６５２を
備えた、全体的に細長いボディ６５０を持つ。硬質のプレート６５２は、保護カバーに覆
われたフォームパッド６５４の下部に配置される。この実施形態では、フォームパッド６
５４は半円形の輪郭を持っているが、これはすべての用途において必要になるわけではな
い。代替の実施形態では、フォームパッドまたはそれに類するものについては、フォーム
パッド全体を異なる方法で構成してもかまわない。
【０１０４】
　硬質のプレート６５２の底面６５６からは、足パッド１２８を台座２４に固定するため
に使用されるねじ式コネクタ６５８が延長する。さらに具体的には、足パッド１２８を台
座２４に取り付けるときに、ねじ式コネクタ６５８がエクササイズプラットフォーム１２
２内に定義された開口部１２６を通って、台座２４の上面２８内に形成された止まりねじ
穴に挿入され（図２４を参照）、そこで固定される。台座２４に取り付ける際には、足パ
ッド１２８の細長いボディ６５０を、台座２４の短い面２８および３２とほぼ平行になる
位置に配置することが望ましい（図４に最もよく示している）。
【０１０５】
　図６および１６を参照しながら、双対の足拘束アクセサリ１３２を詳しく説明する。双
対の足拘束アクセサリ１３２は、間隔の空いた３つの垂直部材６６２、６６４、および６
６６によって定義される双対の弧状の構造６６０を持つ。第２の垂直部材６６４は、第１
の垂直部材６６２と第３の垂直部材６６６との間に配置される。第１の垂直部材６６２の
上端と第２の垂直部材６６４の上端のそれぞれを、第１の弧状部材６６８が接合する。同
様に、第２の弧状部材６７０が、第２の垂直部材６６４と第３の垂直部材６６６との間に
渡され、それぞれの垂直部材の上端を相互に接続する。第２の垂直部材６６２の下端から
延長するねじ式コネクタ６７２は、アクセサリ１３２を台座２４に固定するために使用さ
れる。足パッド１２８のねじ式コネクタ６５８の場合と同様に、ねじ式コネクタ６７２は
、エクササイズプラットフォーム１２２内に定義された開口部１２６を通って、台座２４
の上面２８内に形成された止まりねじ穴の内部に挿入される。
【０１０６】
　図６に最もよく示すように、双対の弧状の構造６６０を台座２４に取り付けると、台座
２４の短い側面２８と３２に対してほぼ平行の向きになる。双対の弧状の構造６６０は、
エクササイズプラットフォーム１２２と共に、ユーザーが脚を通すことができる開口部６
７６と６７８のペアを定義する。
【０１０７】
　双対の弧状の構造６６０は、硬質のプラスチックまたは金属で製造できるが、ユーザー
の快適性を高めるため、ゴムなどの弾力性のある素材で覆うことが望ましい。他の実施形
態では、双対の足拘束アクセサリを異なる方法で構成できることを理解されたい。たとえ
ば、代替の実施形態では、双対の足拘束アクセサリを、相互に接続された足ストラップの
ペアを持つ双対の弧状の構造で置き換えることができる。
【０１０８】
　図１７から図２４を参照しながら、アイソメトリックエクササイズ器具２０の使用例を
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説明する。図１７では、参照番号６８０によって総称的に識別されるユーザーが、足パッ
ド１２８を使用して、自分のふくらはぎの筋肉（腓腹筋）を働かせるためのエクササイズ
を行っている状態を示している。事前の準備として、ユーザー６８０は、スイングアーム
３３２が完全な垂直位置に移動されていることを確認する。または、さらなるクリアラン
スをユーザー６８０に与えるため、これ以降で説明するように、拘束アームアセンブリ３
３０をフレーム２２から取り外すことができる。次に、ユーザー６８０は、エクササイズ
プラットフォーム１２２に背中を預けて、台座２４の上で横になる。ユーザーの頭部６８
４は、第１の短い側面３２の外縁４８に近接する位置に配置され、ユーザーの身体の残り
の部分は、反対側の第２の短い側面３４の方向に延長する。ユーザーの臀部（図では見え
ない）と両膝６８６は、約４５度の角度に屈曲する。ユーザーの両足６８８は、足パッド
１２８のパッド６５４に両方の踵を載せた状態で、外縁４８と足パッド１２８との間に配
置される。適切な位置に就いたユーザーは、パッド６５４を両方の踵６９０に対する拘束
として利用しながら、自分の臀部（図では見えない）の方向に両方の踵６９０を引き寄せ
ようとする。これにより、両脚６９２のふくらはぎの筋肉がアイソメトリック的に収縮す
る。ユーザーは数秒から数十秒間この姿勢を保ち、必要な回数だけ繰り返すことができる
。このエクササイズは、一度に片脚ずつ行うことができ、さらに、片足（あるいは両足）
を内側または外側にひねって行うことができる。
【０１０９】
　図１８は、拘束アームアセンブリ３３０の水平拘束部材３２０を使用して、自分の屈筋
の特定部分を働かせるためのアイソメトリックエクササイズを行うユーザー６８０を示し
ている。事前の準備として、ユーザー６８０は、角度θa（図４ａを参照）によって定義
された第１の角度位置において、拘束アーム３２０がエクササイズプラットフォーム１２
２の上方に配置されるように、拘束アームアセンブリ３３０を調整する。次に、ユーザー
６８０は、エクササイズプラットフォーム１２２に背中を預けて、台座２４の上で横にな
る。ユーザーの頭部６８４は、第１の短い側面３２の外縁４８に近接する位置に配置され
、ユーザーの身体の残りの部分は、反対側の第２の短い側面３４の方向に延長する。ユー
ザーの両脚６９２は、拘束アーム３２０とエクササイズプラットフォーム１２２との間で
延長する。ユーザー６８０は、両膝（図では見えない）をまっすぐに伸ばしたまま、臀部
（図では見えない）を曲げることによって両脚６９２を持ち上げ、さらに、各脚の一部が
足首６９４よりも上になるようにして、拘束アーム３２０のフォームパッド４１５と４１
７を支える。この位置に就いたユーザー６８０は、拘束アーム３２０の拘束動作に逆らっ
て、両脚６９２をさらに高く上げようと試みる。これにより、両脚６９２の大腿直筋また
は臀部の屈筋がアイソメトリック的に収縮する。ユーザーは数秒から数十秒間この姿勢を
保ち、必要な回数だけ繰り返すことができる。このエクササイズは、一度に片脚ずつ行う
ことができ、さらに、片脚あるいは両脚を内側にひねって行うことができる。
【０１１０】
　図１９は、拘束アームアセンブリ３３０の水平拘束部材３２０を使用して、自分の腹筋
、さらに具体的には、腹横筋の特定部分を働かせるためのアイソメトリックエクササイズ
を行うユーザー６８０を示している。事前の準備として、ユーザー６８０は、角度θk（
図４ａを参照）によって定義された角度位置において、拘束アーム３２０がエクササイズ
プラットフォーム１２２の上方に配置されるように、拘束アームアセンブリ３３０を調整
する。ユーザー６８０はプラットフォーム１２２に座り、胸部６９６が拘束アーム３２０
に触れるまで胴体を起こす。この状態で、ユーザーはアーム３２０の拘束に逆らって、胸
部６９６または胴体の上部をアーム３２０に向って押す。これにより、腹部の筋肉がアイ
ソメトリック的に収縮する。ユーザーは数秒から数十秒間この姿勢を保ち、必要な回数だ
け繰り返すことができる。
【０１１１】
　図２０は、拘束アームアセンブリ３３０の水平拘束部材３２０を使用して、自分の背筋
、さらに具体的には、広背筋と上腕部の三頭筋を働かせるためのアイソメトリックエクサ
サイズを行うユーザー６８０を示している。事前の準備として、ユーザー６８０は、スイ
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ングアーム３３２を完全な垂直位置に移動する。ユーザーはプラットフォーム１２２に座
り、両脚６９２を背中７００に対して実質的に垂直になるように伸ばし、両脚６９２とほ
ぼ平行する位置で、両腕７０２を身体の前に伸ばす。これによりユーザーは、拘束アーム
３２０のフォームパッド４１５と４１７を握ることができる姿勢で、プラットフォーム上
に配置される。ユーザーは両方の手のひらを下に向け、拘束アーム３２０を下方向に引く
。これにより、広背筋と上腕三頭筋がアイソメトリック的に収縮する。ユーザーは数秒か
ら数十秒間この姿勢を保ち、必要な回数だけ繰り返すことができる。
【０１１２】
　図２１は、腕拘束アタッチメント１５２ｉを使用して、自分の菱形筋（左右の肩甲骨の
間の筋肉）を働かせるためのアイソメトリックエクササイズを行うユーザー６８０を示し
ている。事前の準備として、ユーザー６８０は、スイングアーム３３２を完全な垂直位置
に移動する。または、さらなるクリアランスをユーザー６８０に与えるため、これ以降で
説明するように、拘束アームアセンブリ３３０をフレーム２２から取り外すことができる
。次に、ユーザー６８０は、エクササイズプラットフォーム１２２に背中を預けて、台座
２４の上で横になる。ユーザーの頭部６８４は、第１の短い側面３２の外縁４８に近接す
る位置に配置され、ユーザーの身体の残りの部分は、反対側の第２の短い側面３４の方向
に延長する。ユーザーは、Ｕ字型の保持部材４４２内に定義されたスペースＳ１に、自分
の腕（さらに具体的は、自分の前腕部７０６）を差し込む。適切な位置に就いたユーザー
は、保持部材４４２のアーム部分４７６によって作成された拘束に逆らいながら、自分の
腕を身体の方向に引き寄せる。これにより、ユーザーの菱形筋がアイソメトリック的に収
縮する。ユーザーは数秒から数十秒間この姿勢を保ち、必要な回数だけ繰り返すことがで
きる。図２１では、自分の腕を外側にひねってこのエクササイズを行っているユーザー６
８０を示している。このエクササイズは、腕を内側にひねった状態や、手のひらを自分の
身体に向けた状態で行うこともできることを理解されたい。
【０１１３】
　図２２は、側壁２６を使用して、自分の片側の臀部の屈筋、さらに具体的には、大腿筋
膜張筋を働かせるためのアイソメトリックエクササイズを行うユーザー６８０を示してい
る。所定の位置に就くため、ユーザー６８０は、第１の短い側面３２の近くに両方の踵６
９０を置き、両脚６９２を肩幅と同程度に開いた状態で、第２の短い側面３４に向かって
プラットフォーム１２２の上に立つ。適切な位置に就いたユーザー６８０は、自分の足７
０８の側面が弧状のパッド３０４に当たるように、自分の右脚６９２ａを約２０度外転さ
せる（すなわち、ユーザーは、右脚６９２ａを左脚６９２ｂから離す）。ユーザー６８０
は、側壁２６によって作成された拘束に逆らいながら、自分の足７０８をパッド３０４の
内部に引き寄せる。これにより、大腿筋膜張筋がアイソメトリック的に収縮する。ユーザ
ーは数秒から数十秒間この姿勢を保ち、必要な回数だけ繰り返すことができる。ユーザー
は、反対側の短い側面３４に移動することにより、同じエクササイズを左脚に対しても行
うことができる。
【０１１４】
　図２３は、双対の足拘束アタッチメント１３２を使用して、片側の下肢部の筋肉、さら
に具体的には、膝の裏側の膝窩筋を働かせるためのアイソメトリックエクササイズを行う
ユーザー６８０を示している。事前の準備として、ユーザー６８０は、スイングアーム３
３２を完全な垂直位置に移動する。または、さらなるクリアランスをユーザー６８０に与
えるため、これ以降で説明するように、拘束アームアセンブリ３３０をフレーム２２から
取り外すことができる。次に、ユーザー６８０は、エクササイズプラットフォーム１２２
に背中を預けて、台座２４の上で横になる。ユーザーの頭部６８４は、第１の短い側面３
２の外縁４８に近接する位置に配置され、ユーザーの身体の残りの部分は、反対側の第２
の短い側面３４の方向に延長する。または、ユーザー６８０は、自分の背中が両脚６９２
とほぼ垂直になった状態で、プラットフォーム１２２に座ることができる。次に、ユーザ
ー６８０は、右足７８０ａを開口部６７８に入れ、左足７０８ｂを開口部６７９に入れる
。適切な位置に就いたユーザーは、両方の下肢部を内側にひねり、右足６９２ａと左足６



(30) JP 2012-521813 A 2012.9.20

10

20

30

40

50

９２ｂを、双対の弧状の構造６６０の垂直部材６６４にそれぞれ引き寄せる。この場合、
垂直部材６６４が、ユーザーの動作に対する拘束として機能し、これによりユーザーの両
方の下肢部の膝窩筋のアイソメトリック的な収縮が促される。ユーザーは数秒から数十秒
間この姿勢を保ち、必要な回数だけ繰り返すことができる。このエクササイズは、一度に
片脚ずつ行うことができ、さらに、一方の下肢部あるいは両方の下肢部を外側にひねって
行うことができる。両方の下肢部を外側にひねってエクササイズを行うと、双対の弧状の
構造６６０の垂直部材６６２と６６６から引き戻される力が足６９２ａと６９２ｂにかか
る。
【０１１５】
　上で説明した例は、網羅的なものでも限定的なものでもなく、単に、アイソメトリック
エクササイズ器具２０の考えられる使用方法のごく一部を例示しているに過ぎない。
【０１１６】
　ユーザーがアイソメトリックエクササイズ器具２０でのエクササイズを終了したら、器
具２０の収納を容易にするため、器具２０のフレーム２２を折りたたむことができる。器
具２０を、使用中の位置２５３から不使用の位置２５１に移動する手順を、図２４、２５
、および２６を参照しながら説明する。最初の手順として、パッド３０４と３０６、スイ
ングアセンブリ３３０、およびすべてのアタッチメント（すなわち、足パッド１２８、腕
拘束アタッチメント１５２、およびその他すべてのアタッチメント）を、アイソメトリッ
クエクササイズ器具２０から取り外す。さらに具体的には、十分な力をパッド３０４と３
０６に加えて、パッド３０４と３０６をパネル２１２に固定している磁力を解除する。
【０１１７】
　次に、スイングアセンブリ３３０を部分的に分解する。インデックスキー３５４のタブ
４００と４０２の位置が、インデックスプレート３６０内に定義されたインデックス開口
部３７４のスロット３８２と３８４、および、ロッド３３６内に定義された鍵穴３４６の
スロット３５０と３５２の位置と直線上に揃うまでインデックスキー３５４を回転して引
き抜くことにより、インデックスキー３５４がインデックスプレート３６０から外れる。
次に、軸ピンを台座２４から外し、拘束アーム３２０のロッキングピン４２０を収納位置
または非係合位置４３４に移動する。これにより、スイングアーム３３２がフレーム２２
から解除される。
【０１１８】
　次に、足パッド１２８のねじ付きコネクタ６５８を台座２４から外す。双対の足拘束６
６０が器具２０に取り付けられている場合は、足拘束６６０のねじ付きコネクタ６７２を
外すことによって取り外すことができる。腕拘束アクセサリ１５２を台座から取り外すに
は、コネクタアーム１５４を外側かつ上方向に引いて、ロッキング収納部１８０からロッ
キングピン１６６と１６８を解除する。これらのロッキングピンを解除した状態で、コネ
クタアーム１５４をスロット１５０から引き抜くことができる。
【０１１９】
　上記の取り外し手順は例としてのみ示しており、これに限定的されるものではない。他
の実施形態では、アクセサリの取り外し手順を変更することができる。たとえば、腕拘束
アクセサリを最初に取り外し、次に足パッド、最後に弧状のパッドを取り外すことができ
る。
【０１２０】
　次に、ロッキングピン３０３を外し、各ロックバー２５４と２５６の第１のフランジ部
分２６８と第２のフランジ部分２７４を、それぞれのステーション２７６ａと２７６ｂま
たは２７８ａと２７８ｂ（場合によって異なる）からスライドして外すことにより、ロッ
クバー２５４と２５６をフレーム２２から取り外す（図２５を参照）。次に、蝶番ロッド
１４６を軸にして、側壁２６を折りたたみ位置２５０まで倒す。側壁２６を台座２６に重
ねると、フレーム２２が折りたたまれた状態になり、図２６に示すように、器具２０が不
使用の位置２５３になる。不使用の位置２５３になった器具２０は持ち運び可能な状態に
なり、比較的容易に運んだり運搬したりすることができる。この実施形態では、フレーム
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２２からすべてのアタッチメントとアクセサリを取り外して折りたたむと、その重量は約
４５ポンドになる。ただし、他の実施形態では、器具の使用目的と、その使用目的にとっ
て器具の携帯性が持つ重要性が高いのか低いのかによって、フレームの重量を変えること
ができる。
【０１２１】
　図２８、２９、および３２では、不使用の収納位置２５３にある１台以上のアイソメト
リックエクササイズ器具２０を収納するために構成された収納ラック８０を示している。
収納ラック８０はフレーム８０２を持ち、フレーム８０２は台座８０４と、台座８０４が
支えるサポート構造８０６を含む。台座８０４は、間隔の空いた構造側面部材８０８と８
１０のペアを持つ。これらの部材は、比較的薄い結合部材８１２と、より太い横断部材８
１４によって互いに接合される。
【０１２２】
　それぞれの構造側面部材８０８と８１０は、第１の終端８１６と、それとは反対側の第
２の終端８１８との間で延長する。それぞれの構造粗面部材８０８と８１０の内部には、
第１の終端８１６から第２の終端８１８に向って延長する細長い通路８２０が形成される
。ただし、通路８２０は、第２の終端８１８まで完全に延長するわけではない。第１の終
端８１６よりも第２の終端８２０の方に近い位置において、通路８２２は橋台面８２２に
よって封鎖される。以降で詳しく説明するように、細長い通路８２０は、器具２０を収納
ラック８００に配置する際に、器具２０のキャスタ７２と７４の方向を定めて収納するた
めのガイド手段として機能する。先細形状のスロート８２２（最も外側の縁で最も幅が広
く、第２の終端８１８に向って狭くなる）は、通路８２０へのアクセスを提供し、キャス
タ７２と７４の通路８２０への挿入を容易にする傾向がある。図３２に最もよく示すよう
に、通路８２自体は、背面部８２４と、背面部８２４に接合されて直立する、間隔の空い
た脚部分８２６と８２８のペアによって定義される。
【０１２３】
　結合部材８１２は、第２の終端８１８よりも第１の終端８１６の方に近い位置において
、第１の構造側面部材８０８と第２の構造側面部材８１０に取り付けられる。この実施形
態では、結合部材８１２は、構造側面部材８０８と８１０の内部垂直面８３１に対して、
前方および後方フランジ部分８３０を各終端に備える。留め具８３２は、フランジ部分８
３０を、構造側面部材８０８と８１０に固定する。代替の実施形態では、溶接により、結
合部材８１２を構造側面部材８０８と８１０に固定することができる。
【０１２４】
　横断部材８１４は、第２の終端８１８に近接する位置において、構造側面部材８０８と
８１０との間に配置される。横断部材８１４は、その各終端に、前方および後方フランジ
部分のペアまたはタブ８３４を持つ。フランジ部分８３０の場合と同様に、フランジ部分
８３４は、構造側面部材８０８と８１０の内部垂直面８３１対して配置され、留め具８３
６によって所定の位置に固定される。
【０１２５】
　サポート構造８０６は、間隔の空いた第１の管状サポートアーム８２と第２の管状サポ
ートアーム８４のペアと、サポートアーム８２と８４を相互に接続する横断型補強部材８
４４を含む。補強部材８４４は、留め具８４５により、サポートアーム８２と８４に取り
付けられる。ただし、他の実施形態では、補強部材をサポートアームに溶接することがで
きる。
【０１２６】
　各サポートアーム８２と８４は、近接した終端８４４を持ち、この終端は、円形のフラ
ンジ部分８４６と、離れた終端または自由端８４８を備える。円形のフランジ部分８４６
は、横断部材８１４の上面８５０に隣接し、留め具８５２によって所定の位置に固定され
る。他の実施形態では、サポートアームは台座に溶接することができる。各サポートアー
ム８２と８４は、第１の終端８４４から遷移ゾーンまたはベンド８５６に向う第１の垂直
延長部分８５４と、ベンド８５６から自由端８４６に向う第２の水平延長部分８５８をさ
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らに含む。補強部材８４４は、第１の終端８４４よりもベンド８５６の方に近い位置にお
いて、第１の垂直延長部分８５４に固定される。
【０１２７】
　図２９に最もよく示すように、第２の水平延長部分８５４は、第１の垂直延長部分８５
４に対して垂直に延長し、構造側面部材８０８および８１０と平行に、かつ第１の終端８
１６の方向に延長する。第２の垂直延長部分８５４は、台座２４の幅Ｗ１を受け入れるだ
けの十分な高さで、台座８０４によって支えられる。各水平延長部分８５４の直径は、ア
イソメトリックエクササイズ器具２０の台座２４内に定義された第１の穴７６と第２の穴
７８よりもわずかに小さなサイズに調整される。
【０１２８】
　位置が揃った穴８６２のペアは、自由端８４６に近接した位置において、第２の水平延
長部分８５４内に定義される。穴８６２は、全体的にＴ字型のロッキングピン８６４を受
け入れるように構成される。
【０１２９】
　図３０および３１を参照しながら、器具２０を収納ラック８０に配置する手順を詳しく
説明する。事前の準備として、サポートアーム８０と８２からロッキングピン８６４を取
り外す。次に、ユーザーは、ハンドル５６と６０を握りながら器具２０を持ち上げ、第２
の水平延長部分８５８を穴７６と７８に合わせ、キャスタ７２と７４が、構造側面部材８
０８と８１０の通路８２０と直線上に揃っていることを確認する。次に、第２の水平延長
部分８５８を穴７６と７８に挿入し、器具２０（現在、サポートアーム８０と８２から吊
り下がった状態になっている）を、サポートラック８０の後方に移動する（すなわち、垂
直延長部分８５４の方向に移動する）。サポートアーム８２と８４に沿った器具２０の移
動の一部は、キャスタ７２と７４が通路８２０の内部に係合されることによって促される
。ベンド８５６に近接する位置において、サポートアーム８２と８４に沿った器具２０の
さらなる移動は、垂直延長部分８５４と、構造側面部材８０８と８１０の橋台面８２２に
よって抑止される。収納された器具２０が誤ってサポートラック８０から外れることがな
いよう、ロッキングピン８６４を所定の位置に挿入する。
【０１３０】
　図３１では、２台のアイソメトリックエクササイズ器具２０ａと２０ｂを収納するサポ
ートラック８０を示している。ただし、この実施形態におけるサポートラック８０は、１
０台のアイソメトリックエクササイズ器具を並べて収納できるように構成されている。こ
の構成は、すべての実施形態で必要になるわけではない。他の実施形態では、これよりも
多いまたは少ない数の器具を収納するように、サポートラックを構成することができる。
器具２０を家庭での使用に合わせて設計する場合、１台の器具だけを収納するように、サ
ポートラックを構成することができる。
【０１３１】
　図３３から３５では、参照番号９００によって総称的に指定される代替のアイソメトリ
ックエクササイズ器具を示している。器具９００は、構造と機能の両方において、全体的
に器具２０と類似している。器具２０と同様に、器具９００はフレーム９０２を持ち、フ
レーム９０２は、台座９０４と、台座２４の一部に沿って蝶番接続された側壁９０６を含
む。ただし、器具９０で使用されている蝶番接続は、器具２０で使用されている蝶番接続
とは異なる。器具２０の台座２４と同様に、台座９０４は、動作拘束用のアタッチメント
やアクセサリを受け入れるように構成される。ただし、これらのアクセサリヤアタッチメ
ントの一部を台座９０４に取り付ける方法は、同様のアタッチメントを台座２４に固定す
る方法とは異なる。こうした設計の変更については、以下で詳しく説明する。
【０１３２】
　台座９０４は、上面９１０（図３４を参照）と、それとは反対側の底面９１２（図３５
を参照）を備える、実質的に長方形のパネル９０８を含む。図３５に最もよく示すように
、パネル９０８の形状は、互いに向かい合った、比較的短い第１の側面９１４と第２の側
面９１６のペアと、互いに向かい合い、第１の短い側面９１４と第２の短い側面９１６と
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の間で延長する、比較的長い第１の側面９１８と第２の側面９２０のペアによって定義さ
れる。第１の短い側面９１４は、第１の丸角９２２において、第１の長い側面９１８と接
触し、第２の丸角９２４において、第２の長い側面９１６と接合する。パネル９０８の残
り２つの角（第３の丸角９２６と第４の丸角９２８）は、第２の短い側面９２０と、第１
の長い側面９１８および第２の長い側面９２０それぞれの接合点によって形成される。第
１の長い側面９１８と第２の長い側面９２０との間の距離の約５分の４の位置で、第１の
角９２６と第３の角９２８に近い位置において、第１の短い側面９３４と第２の短い側面
９３６の外縁９３０および９３２が互いの方向に向かい、肩の部分９３４と９３６を形成
する。肩の部分９３４と９３６を超えて外縁９３０と９３２が互いに平行に配置され、そ
れぞれの角９２２と９２６に向かって延長する。
【０１３３】
　パネル２７の場合と同様に、パネル９０８も、パネル２７に定義されたハンドル５８お
よび６０の構造と位置に全体的に類似した第１のハンドル９４０と第２のハンドル９４２
を備え、キャスタ６６、６８、７２、および７４にそれぞれ全体的に対応したキャスタ９
４４、９４６、９４８、および９５０を備える。サイズと位置において穴７６と７８に類
似した穴９５２と９５４が、パネル２７内に定義される。アイソメトリックエクササイズ
器具９００は、穴９５２と９５４から、ラック８０のサポートアーム８２と８４に吊るす
ことができる。
【０１３４】
　図３５に示すように、底面９１２は、いくつかの握りやすくするためのベルト片９６０
、９６２、９６４、および９６６を備える。これらのベルトは、図７に示すベルト９０、
９２、９４、および９６と形状において類似し、これらのベルトと類似したレイアウトで
、底面９１２に配置される。
【０１３５】
　図３３および３４では、上面２８には長方形のステーション９７０が形成される。ステ
ーション９７０の境界線は、縁９７４、９７６、９７８、および９８０を持つフレーム９
７２によって定義される。各縁９７４、９７６、９７８は、対応する外縁９３０、９３２
、９８２に向かってそれぞれ外側に延長する。ステーション９７０の内側には、アイソメ
トリックエクササイズ器具９００を使用してエクササイズを行うユーザーの身体を支える
エクササイズプラットフォーム９８４が固定される。その他のすべての点において、エク
ササイズプラットフォーム９８４は、図３に示すエクササイズプラットフォーム１２２に
類似する。
【０１３６】
　図２に示すパネル２７とは対照的に、図３３に示すパネル９０８は、蝶番チューブを一
切持たない。以下で詳しく説明するように、この代替の実施形態では、蝶番接続は、４つ
の蝶番アセンブリ１０２０、１０２２、１０２４、および１０２６によって形成される。
【０１３７】
　図３３および３５では、参照番号９９０によって総称的に識別される一連のスロットは
、外縁９３０、９３２、および９３２から、ステーション９７０に向ってパネル９０８の
内側に延長する。以下で詳しく説明するように、スロット群９９０は、アイソメトリック
エクササイズ器具９００のアクセサリのコネクタアームを受け入れるように調整される（
図３７を参照）。スロット群９９０は、９９０ａ、９９０ｂ、９９０ｃ、９９０ｄ、９９
０ｅ、９９０ｆ、９９０ｇ、９９０ｈ、９９０ｉ、９９０ｊ、９９０ｋ、および９９０ｌ
という１２個のスロットを含み、側面９１４、９１６、および９１８に沿って異なる位置
に配置され、それぞれのスロットに対応する外縁９３０、９３２、および９８２に対して
異なる方向を持つ。スロット９９０ａ、９９０ｂ、９９０ｃ、９９０ｄ、９９０ｅ、９９
０ｆ、９９０ｇ、９９０ｈ、９９０ｉ、９９０ｊ、９９０ｋ、および９９０ｌの相対的な
位置と方向は、図７に示すそれぞれの対応するスロット１５０ａ、１５０ｂ、１５０ｃ、
１５０ｄ、１５０ｅ、１５０ｆ、１５０ｈ、１５０ｉ、１５０ｊ、１５０ｋ、および１５
０ｌの相対的な位置と方向に実質的に一致する。
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【０１３８】
　それぞれに異なる方向を持つことに起因する相違点を除けば、スロット群９９０は全体
的にすべて同様の構造を持つ。そのため、１つの代表的なスロット（スロット９９０ｄ）
について説明すれば、他のスロットについても十分である。図３６では、スロット９９０
ｄは先細形状のスロート９９２（外縁９３０における幅が最も広く、スロット方向に向か
って狭くなる）を持つ点において、スロット１５０ｉと全体的に類似する。このスロート
は、腕拘束アタッチメント９９６ｄのコネクタアーム９９４をスロット９９０ｄに配置す
るガイドとして機能する傾向がある。スロート９９２は、断面が全体的に楕円形の、比較
的大きな中央開口部９９８に向かって開く。ただし、スロット１５０ｉとは対照的に、ス
ロット９９０ｄは、どちらの側面もＣ字型のチャネルに接しておらず、ロッキング収納部
も一切構成されていない。
【０１３９】
　各スロット９９０に対応する位置において、縁９７４、９７６、および９７８に沿って
、一連の円形の切り込みが配置される。これらの切り込みは、参照番号９８６によって総
称的に識別され、パネル９０８の上面９１０内に定義される。さらに具体的には、９８６
ａ、９８６ｂ、９８６ｃ、９８６ｄ、９８６ｅ、９８６ｆ、９８６ｇ、９８６ｈ、９８６
ｉ、９８６ｊ、９８６ｋ、および９８６ｌという１２個の切り込みがある。各切り込み９
８６の中央には、関連するスロット９９０に向って開く開口部９９８がある。以下で詳し
く説明するように、各開口部９９８は、腕拘束アタッチメント９９６の接続アーム９９４
をスロット９９０に固定するためのロッキングピン９９０を受け入れるようにサイズが調
整される。
【０１４０】
　図３３を参照しながら、側壁９０６について詳しく説明する。側壁９０６は、第１の面
１００２（図３３を参照）と、それとは反対側の第２の面（図示していない）を備える実
質的に長方形のパネル１０００を含む点において、側壁２６と全体的に類似している。パ
ネル１０００の形状は、互いに向かい合った、比較的短い第１の側面１００２と第２の側
面１００４のペアと、互いに向かい合い、短い第１の側面１００２と第２の側面１００４
との間で延長する、比較的長い第１の側面１００６と第２の側面１００８のペアによって
定義される。第１の短い側面１００２は、第１の角１０１０において第１の長い側面１０
０６と接触し、第２の角１０１２において第２の長い側面１００８と接合する。パネル１
０００の残り２つの角（第３の角１０１４と第４の角１０１６）は、第２の短い側面１０
０４と、第１の長い側面１００６および第２の長い側面１００８それぞれの接合点によっ
て形成される。
【０１４１】
　図２に示すパネル２１２とは対照的に、図３３に示すパネル１０００の外縁には、蝶番
ナックルは一切溶接されない。代わりに、側壁９０６のパネル１０００は、間隔の空いた
第１の蝶番アセンブリ１０２０、第２の蝶番アセンブリ１０２２、第３の蝶番アセンブリ
１０２４、および第４の蝶番アセンブリ１０２６により、台座９０４のパネル９０８に蝶
番接続される。蝶番アセンブリ１０２０、１０２２、１０２４、および１０２６は、外縁
９８２と９９８に対してほぼ平行に、縁９８０と外縁９９８との間の領域に配置される。
第２の蝶番アセンブリ１０２２と第３の蝶番アセンブリ１０２４は、第１の蝶番アセンブ
リ１０２０と第４の蝶番アセンブリ１０２６との間に配置される。
【０１４２】
　図３６では、各蝶番アセンブリ１０２０、１０２２、１０２４、および１０２６は、第
１の蝶番ブラケット１０３０、第１の蝶番ブラケット１０３４の一部に係合可能な第２の
蝶番ブラケット１０３２、第１の蝶番ブラケット１０３２を第２の蝶番ブラケット１０３
４に固定するための蝶番ピン１０３６を含む。第１の蝶番ブラケット１０３０は、台座プ
レート１０３６と、台座プレート１０３６から直立した、間隔の空いた取り付けタブ１０
３８のペアを含む。取り付けタブ１０３８と台座プレート１０３６は、互いに連携してチ
ャネル（図示していない）を定義する。このチャネルは、パネル１０００の第１の長い側
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面１００６の一部を受け入れるようにサイズが調整される。第１の蝶番ブラケット１０３
２は、各取り付けタブ１０３８からパネル１０００の第１の面および第２の面を通過して
延長する留め具１０４０のペアにより、パネル１０００に固定される。台座プレート１０
３６から反対側の取り付けタブ１０３８の方向に、間隔の空いた蝶番ナックル１０４２と
１０４４のペアが延長する。各蝶番ナックル１０４２と１０４４には、蝶番ピン１０３６
の一部を受け入れるようにサイズ調整された開口部１０４６が定義される。
【０１４３】
　第２の蝶番ブラケット１０３４は、台座プレート１０５０と、台座プレート１０５０か
ら直立した単一の蝶番ナックル１０５２を含む。台座プレート１０５０は、留め具１０５
４により、台座パネル９０８の上面９１０に固定される。第１の蝶番ブラケット１０３２
を第２の蝶番ブラケット１０３４に係合すると、蝶番ナックル１０５２が蝶番ナックル１
０４２と１０４４との間に配置され、蝶番ナックル１０５２内に定義された開口部（図示
していない）が、蝶番ナックル１０４２と１０４４内に定義された開口部１０４６と直線
上に揃い、これらの開口部に蝶番ピン１０３６が挿入される。
【０１４４】
　このように構成すると、台座９０４と側壁との間の蝶番接続により、折りたたみ位置（
図示していない）と直立した位置１０５４（図３３および３４を参照）との間で側壁９０
６を移動することができる。この実施形態の器具９００では、側壁９０６を直立位置１０
５４に保つため、器具２０で採用されているサイドロッキングバーと受け入れステーショ
ンに類似した配置を採用している。側壁９０６を折り畳み位置に移動すると、側壁９０６
の第１の面１００２が、台座９０４の上面９１０と向かい合う位置に配置され、器具９０
０が不使用の収納位置に配置される。
【０１４５】
　上記で説明した点を除き、すべての点において、側壁９０６のパネル１０００は、側壁
２７のパネル２１２と類似した方法で構成される。
【０１４６】
　同様に、器具９００は、構造や機能を含め、すべての点において器具２０に採用されて
いるサポートアームアセンブリ３３０と類似したサポートまたは拘束アームアセンブリ１
０６０を備える。そのため、これ以上の説明は必要ない。
【０１４７】
　器具２０と同様に、器具９００は、多機能性と快適性を高めるため、一連のアタッチメ
ントやアクセサリと共に使用することができる。こうしたアタッチメントの例として、図
３８および３９に示す第３の腕拘束アタッチメント９９６、図４０および４１に示す第４
の腕拘束アタッチメント１０９０、足パッド１２８、および双対の足拘束アクセサリ１３
２がある。当然ながら、器具９００には、他のアタッチメントを採用することもできる。
【０１４８】
　図３８では、第３の腕拘束アタッチメント９９６を示している。アタッチメント９９６
は、腕拘束アタッチメント９９６を台座９０４に取り付けるためのコネクタアーム９９４
と、コネクタアーム９９４に取り外し可能な状態で接続されるスリーブまたは保持部材１
０６２、および保持部材１０６２をコネクタアーム９９４に固定するための、ロッキング
キー４４４に類似したロッキングキー１０６４を含む点において、アタッチメント１５２
と全体的に類似している。ただし、全体的にＵ字型の保持部材４４２とは対照的に、この
実施形態における保持部材１０６２は全体的にＣ字型をしており、すべての点において、
図１３ｅに示す代替の保持部材５２０に類似している。保持部材１０６２のコネクタピン
１０６３は、コネクタアーム９９４のソケット部材１０６８に挿入するように構成され、
図１４に示すオスのコネクタピン４６２がソケット４６０と係合し、ロッキングキー４４
４と相互に作用するのと同様の方法で、ロッキングキー１０６４と相互に作用するように
調整される。そのため、これ以上の説明は必要ない。
【０１４９】
　コネクタアーム９９４は、直立したソケット部材１０６８と一体化したバー１０６６に
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よって形成される点において、コネクタアーム１５４と全体的に類似している。バー１０
６６は、スロット９９０に挿入するために調整された第１の終端１０７０と、ソケット部
材１０６８を支える第２の終端１０７２を持つ。ただし、バー４４６とは異なり、バー１
０６６には、第１の終端１０７０の横方向の各縁から突き出すロッキングピンは一切ない
。また、第１の終端１０７０に近接する位置において、バー１０６６は、バー１０６６の
上面と底面との間で延長する３つの穴１０７４、１０７６、および１０７８を持つ。上記
で説明した点を除き、すべての点において、コネクタアーム９９４はコネクタアーム１５
４と類似している。そのため、これ以上の説明は必要ない。
【０１５０】
　当業者は、器具２０のアタッチメント１５２で採用されている方法とは異なる方法で、
アタッチメント９９６が台座９０４に取り付けられることを理解するだろう。特に図３９
では、腕拘束アタッチメント９９６を台座９０４に固定するため、コネクタアーム９９４
の第１の終端１０７０をスロット９９０に挿入し、穴１０７４、１０７６、および１０７
８のいずれか１つを、台座９０４内に定義された開口部９９８および１０８０と直線上に
揃えている。その後、位置合わせされた穴１０７４、１０７６、１０７８のいずれか１つ
と、開口部９８８および１０８０を通してロッキングピン９９９が挿入され、アタッチメ
ント９９６が適切な位置に固定される。
【０１５１】
　図４０および４１を参照しながら、腕拘束アタッチメント１０９０について詳しく説明
する。腕拘束アタッチメント１０９０は、コネクタアーム１０９２、コネクタアーム１０
９２に取り外し可能な状態で接続された延長ロッド１０９４、延長ロッド１０９４の下端
１０９６をコネクタアーム１０９２に固定するためのロッキングキー１０９５、延長ロッ
ド１０９４の上面１１００に取り外し可能な状態で接続された保持部材１０９８、および
、延長ロッド１０９４の上面１１００を保持部材１０９８に固定するためのロッキングピ
ン１１０２を含む。コネクタアーム１０９２は、すべての点においてコネクタアーム９９
４と類似している。そのため、これ以上の説明は必要ない。
【０１５２】
　延長ロッド１０９４は、上端１１００と下端１０９６との間で延長する、全体的に円筒
形のボディ１１０４を持つ。下端１０９６は、ボディ１１０４上の間隔の空いた位置に切
削された３つのインデックス開口部１１０６、１１０８、および１１００を備えるという
点において、図１３ｃに示すオスのコネクタピン４６２と同様に構成される。第１のイン
デックス開口部１１０６は、上端１１００に最も近い位置に配置される。第２のインデッ
クス開口部１１０８は、開口部１１０６よりも低い位置でボディ１１０４上に配置され、
第３のインデックス開口部１１００は、下方の先端１１１２に近接する位置で、上端１０
９８からは最も離れた位置に配置される。インデックス開口部１１０６、１１０８、およ
び１１００は、共通の垂直軸に沿ってすべての位置が互いに直線上に揃っているわけでは
なく、一部が互いに放射状にずれた位置に配置される。さらに具体的には、第１のインデ
ックス開口部１１０６と第３のインデックス開口部１１１０は、互いに垂直方向に揃って
いるが、第２の開口部１１０８からは、９０度の角度で放射状にずれた位置にある。下端
１０９６は、ソケット１１１４に挿入するように構成され、図１４ｂに示すオスのコネク
タピン４６２がソケット４６０と係合し、ロッキングキー４４４と相互に作用するのと同
様の方法で、ロッキングキー１０９５と相互に作用するように調整される。そのため、こ
れ以上の説明は必要ない。
【０１５３】
　上端１１０から少し下がった位置で、ボディ１１０４に切り込みまたは溝１１２０が定
義される。保持部材１０９８の止まり穴１１２２（図４１を参照）に延長ロッド１０９４
を挿入すると、切り込み１１２０が、保持部材１０９８の背面１１２６内に定義された開
口部１１２４と直線上に揃う。保持部材１０９８を延長ロッド１０９４に固定するため、
開口部１１２４を通してロッキングピン１１０２が挿入され、切り込み１１２０と係合す
る。
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【０１５４】
　この実施形態では、延長ロッドの長さは約１２インチである。他の実施形態では、この
ロッドの長さを特定の用途に合わせて変更することができる。
【０１５５】
　図４０から４１を参照しながら、保持部材１０９８について詳しく説明する。保持部材
１０９８は、背面１１２６によって定義されるボディ１１３０、その反対側のアーチ形の
面１１３２、背面１１２６とアーチ形の面１１３２との間で延長する横方向の面１１３４
、上面１１３６、およびその反対側の底面１１３８を持つ。背面１１２６はほぼ正方形で
、上面１１３６よりも底面１１３８の方に近い位置に定義された、指紋形の切り込み１１
４０を持つ。切り込み１１４０の内部に、開口部１１２４が形成される。同様に、背面１
１３８内に穴１１２２が定義される。
【０１５６】
　アーチ形の面１１３２は、ユーザーの腕の一部を受け入れるようにサイズ調整された、
部分的なまたは開いたカフ１１４２を定義する。カフ１１４２は、アイソメトリックエク
ササイズを行うユーザーの腕の動作を制限するための拘束として機能する。特に、垂直方
向の分力を伴う動作を制限する場合に、有効に使用することができる。また、延長ロッド
１０９４を備えることにより、腕拘束アタッチメント１５２、５４０、および９９６を使
用した場合とは異なる関節角度と筋肉を対象としたアイソメトリックエクササイズをユー
ザーが実行できるようになるため、器具９００の多機能性が強化される。
【０１５７】
　延長ロッド１０９４と保持部材１０９８を使用すると、図１３ｃに示すコネクタアーム
１５４と同等に有用であることが理解される必要がある。
【０１５８】
　図４２は、参照番号１１５０によって総称的に識別される、さらにもう１つの腕拘束ア
タッチメントを示している。アタッチメント１１５０は、コネクタアーム１５５２、コネ
クタアーム１１５２に取り外し可能な状態で接続された延長ロッド１１５４、延長ロッド
１１５４の下端をコネクタアーム１１５２に固定するためのロッキングキー１１５６、延
長ロッド１１５４の上端に取り外し可能な状態で接続された保持部材１１６０、および、
延長ロッド１１５４の上端を保持部材１１６０に固定するためのロッキングピン１１６４
を含む。コネクタアーム１１５２、延長ロッド１１５４、およびロッキングキー１１５６
は、すべての点において、それぞれの対応する要素１０９２、１０９４、および１０９５
と類似している。そのため、これ以上の説明は必要ない。
【０１５９】
　図４３では、保持部材１１６０はボディ１１７０を持つ。ボディ１１７０は、背面の壁
１１７２、底面の壁１１７４、背面の壁１１７２と底面の壁１１７４を接合するアーチ形
の壁１１７６、および、背面の壁１１７２、底面の壁１１７４、およびアーチ形の壁１１
７６のそれぞれの縁によって定義される横方向の面１１７５のペアによって定義される。
背面の壁１１７２は全体的に長方形で、背面の壁１１７２とアーチ形の壁１１７６の接合
点よりも底面の壁１１７４の方に近い位置に定義された指紋形の切り込み１１８０を持つ
。切り込み１１８０の内部には、開口部１１８２が形成される。同様に、延長ロッド１１
５４の上端を受け入れるための穴（図示していない）が、底面の壁１１７４の内部に定義
される。
【０１６０】
　アーチ形の壁１１７６と内側の面１１８６は、互いに連携して、全体的に長円形の開口
部１１９０を囲む、閉じたカフ１１８８を形成する。開口部１１９０は、ユーザーの腕の
一部を受け入れるようにサイズが調整される。カフ１１８８は、アイソメトリックエクサ
サイズを行うユーザーの腕の動作を制限する拘束として機能する。特に、垂直方向の分力
を伴う動作を制限する場合に、有効に使用することができる。多機能性を強化するため、
長円形の開口部１１９０は、垂直軸Ｖ－Ｖから４５度の角度に配置された長い軸１１９２
の方向に向けられる。他の実施形態では、特定の用途に合わせてこの開口部の方向を変更
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できることを理解されたい。さらなる代替の実施形態では、この開口部の形状を円形や楕
円形などに変更したり、あるいはまったく異なる幾何学的形状で構成することもできる。
【０１６１】
　これまでに説明した各腕拘束アタッチメントでは、保持部材とコネクタアームは、相互
に取り外し可能な状態で構成される。これは、すべての用途において必要になるわけでは
ない。代替の実施形態では、保持部材は、コネクタアームに永続的に固定することができ
る。
【０１６２】
　ここまで、本発明の好適な実施形態と、いくつかの代替の実施形態について説明してき
た。ただし、本アイソメトリックエクササイズ器具は、本発明の原則に従って改造できる
ことを理解されたい。たとえば、好適な実施形態では、本アイソメトリックエクササイズ
器具は１人のユーザー用に構成される。代替の実施形態では、１つの側壁を共有する、隣
り合った２つのエクササイズプラットフォームを備えた比較的大きな台座を構成して、本
器具を改造することができる。この場合、共通の側壁の両面は、複数のフォームパッドと
穴を備える。各ユーザーは、各自のエクササイズプラットフォームで各自のエクササイズ
を行う。このように改造された器具は、たとえばエクササイズ教室などの環境で使用する
ことができる。
【０１６３】
　上記の説明とそれに伴う各図面は、本発明の特定の好適な実施形態であると発明者が現
在考えている実施形態に関するものであるが、本発明の原則から逸脱することなく、さま
ざまな変更、改造、および調整が可能であることが理解されるであろう。

【図１】 【図２】
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【図４２】 【図４３】

【手続補正書】
【提出日】平成23年12月2日(2011.12.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザーの身体を支えるためのエクササイズプラットフォームを持つ台座と、前記台座
に接合された側壁とを持つフレームと、
　前記フレームに接続された拘束アームアセンブリとを備え、
　前記拘束アームアセンブリが、
　枢動可能な状態で前記台座に接続されたスイングアームと、
　前記スイングアームによって支持され、ユーザーがアイソメトリックエクササイズを実
行できるよう、ユーザーの身体の一部の動作を制限するために、前記エクササイズプラッ
トフォームの上部に配置可能な拘束アームと、
　前記台座に対する一連の異なる角度位置から選択されて事前に設定された角度位置に前
記スイングアームを固定するためのインデックスアセンブリと、
　ユーザーがアイソメトリックエクササイズを実行できるよう、ユーザーの手足の動作を
制限するために、事前に設定された位置に配置可能な、少なくとも１つの手足拘束アクセ
サリと、
を備える、アイソメトリックエクササイズを行うための器具。
【請求項２】
　前記フレームが折りたたみ可能な、請求項１に記載のアイソメトリックエクササイズ器
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具。
【請求項３】
　前記台座が蝶番によって前記側壁に接続される、請求項１に記載のアイソメトリックエ
クササイズ器具。
【請求項４】
　前記側壁が、第１の使用中の位置と、第２の不使用の位置との間で移動可能であり、
　前記第１の使用中の位置において、前記台座に対して前記側壁が少なくとも実質的に垂
直に配置され、
　前記第２の不使用の位置において、前記側壁が前記台座に対して折りたたまれる、
請求項３に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項５】
　前記側壁を使用中の位置に保つための、前記台座と前記側壁に係合可能なロッキング手
段をさらに備える、請求項４に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項６】
　前記側壁が、前記台座の方向に向いた前面と、前記前面とは反対側の背面とを持ち、
　ユーザーの身体の一部への衝撃を和らげるための、前記前面上に配置された少なくとも
１つのパッドをさらに含む、請求項１に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのパッドが、第１のパッドと、前記第１のパッドから離れた第２の
パッドとを含む、請求項６に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項８】
　前記台座が、第１の側面、前記第１の側面とは反対側の第２の側面、前記第１の側面と
前記第２の側面との間で延長する第３の側面、および、前記第３の側面とは反対側に配置
され、前記第１の側面と前記第２の側面との間で延長する第４の側面を持ち、
　前記第１の面が第１のハンドルを備え、
　前記第２の側面が、間隔の空いたキャスタの第１のペアを備える、
請求項１に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項９】
　前記第３の側面が第２のハンドルを備え、
　前記第４の側面が、間隔の空いたキャスタの第２のペアを備える、
請求項８に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの手足拘束アクセサリが第１の手足拘束アクセサリであり、
　前記器具が、前記エクササイズプラットフォームに取り外し可能な状態で接続された第
２の手足拘束アクセサリを含む、
請求項１に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項１１】
　前記第２の手足拘束アクセサリが足拘束アクセサリである、請求項１０に記載のアイソ
メトリックエクササイズ器具。
【請求項１２】
　前記第２の手足拘束アクセサリが足パッドである、請求項１０に記載のアイソメトリッ
クエクササイズ器具。
【請求項１３】
　前記拘束アームアセンブリが、前記フレームに取り外し可能な状態で接続される、請求
項１に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項１４】
　前記拘束インデックスアセンブリが、前記台座に取り付けられたインデックスプレート
、前記インデックスプレートの一部に取り外し可能な状態で係合可能なインデックスピン
、および、前記インデックスプレートに前記スイングアームを固定するための前記スイン
グアームの一部を含む、請求項１に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。



(52) JP 2012-521813 A 2012.9.20

【請求項１５】
　前記インデックスプレートに一連のインデックス開口部が定義され、前記各インデック
ス開口部が、事前に設定された角度位置のいずれかに対応し、
　前記スイングアームが、前記台座に枢動可能な状態で接続された第１の終端と、前記拘
束アームに取り付けられた第２の終端を持ち、かつ、前記第１の終端と前記第２の終端と
の中間位置に１つの穴を含み、
　前記インデックスピンを挿入できるように、前記スイングアームの前記穴が、前記イン
デックス開口部のいずれか１つに位置合わせ可能な、
請求項１４に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項１６】
　前記一連のインデックス開口部が、前記インデックスプレートに半円形に配置された、
請求項１５に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項１７】
　前記インデックスアセンブリが、前記インデックスプレートおよび前記スイングアーム
から前記インデックスピンが外れることを防ぐためのロッキング手段を備えた、請求項１
５に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項１８】
　前記台座が長さと幅を持ち、
　前記拘束アームが、前記台座の幅方向にほぼ平行して延長する、
請求項１に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項１９】
　前記拘束アームが、前記スイングアームに取り付けられた第１の部分と、前記側壁に取
り外し可能な状態で接続された第２の部分とを持つ、請求項１８に記載のアイソメトリッ
クエクササイズ器具。
【請求項２０】
　前記側壁に一連のインデックス穴が定義され、
　前記一連のインデックス穴が、事前に定義された角度位置のいずれかに対応し、かつ、
前記拘束アームの前記第２の部分を受け入れるように構成された、
請求項１９に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項２１】
　前記拘束アームが、管状のボディと、前記管状のボディ内部に格納される収納式のロッ
キングピンアセンブリとを含み、前記ロッキングピンアセンブリが、先端を備えるロッキ
ングピンを含み、前記先端が、前記側壁に定義される前記インデックス穴のいずれかに挿
入するために構成された前記拘束アームの前記第２の部分を定義する、請求項２０に記載
のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項２２】
　前記ロッキングピンが、係合位置と収納位置との間で移動可能であり、
　前記係合位置においては、前記ロッキングピンが前記側壁と係合し、前記ロッキングピ
ンの先端が、前記インデックス穴のいずれか１つの内部に挿入され、
　前記収納位置においては、前記ロッキングピンが前記側壁から取り外される、
請求項２１に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項２３】
　前記ロッキングピンが前記係合位置においてバイアスされる、請求項２２に記載のアイ
ソメトリックエクササイズ器具。
【請求項２４】
　前記台座の外縁内部に一連のスロットが定義され、前記の一連のスロットが、事前に設
定された位置のいずれかに配置され、かつ、前記の少なくとも1つの手足拘束アタッチメ
ントの一部を受け入れるように構成された、請求項１に記載のアイソメトリックエクササ
イズ器具。
【請求項２５】
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　前記台座が、第１の側面、前記第１の側面の反対側に位置した第２の側面、前記第１の
側面と前記第２の側面との間で延長する第３の側面、および、前記第３の側面の反対側に
位置し、かつ前記第１の側面と前記第２の側面との間で延長する第４の側面を持ち、
　前記の一連のスロットが、前記台座の前記第１の側面に沿って配置された少なくとも１
つのスロット、前記台座の前記第２の側面に沿って配置された少なくとも１つのスロット
、および、前記台座の前記第３の側面に沿って配置された少なくとも１つのスロットを含
む、請求項２４に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項２６】
　前記台座が、長手方向の軸と、前記長手方向の軸に対して垂直な短手方向の軸を持ち、
　前記一連のスロットの少なくとも一部が、前記台座の前記長手方向の軸に対してほぼ垂
直に配置された、
請求項２４に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項２７】
　前記一連のスロットの少なくとも一部が、前記台座の前記短手方向の軸に対してほぼ垂
直に配置された、請求項２６に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項２８】
　前記一連のスロットの少なくとも一部が、前記台座の前記長手方向の軸に対して斜め方
向に配置された、請求項２６に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項２９】
　前記手足拘束アタッチメントの少なくとも１つが、
　前記の一連のスロットのいずれかに挿入するように構成されたコネクタアームと、
　前記ユーザーの手足の一部を拘束するための、前記コネクタアームによって支持された
保持部材と、
を含む、請求項２４に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項３０】
　前記保持部材が、（ａ）Ｕ字型と（ｂ）Ｃ字型のいずれかのグループから選択された形
状を持つ、請求項２９に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項３１】
　前記保持部材が、部分的に開いたカフの１つと、完全に閉じた１つのカフによって形成
される、請求項２９に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項３２】
　前記保持部材が、前記コネクタアームに取り外し可能な状態で接続された、請求項２９
に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項３３】
　前記保持部材を第１の方向および第２の方向で前記コネクタアーム上に配置可能で、前
記第１の方向が前記第２の方向に対してほぼ垂直である、請求項２９に記載のアイソメト
リックエクササイズ器具。
【請求項３４】
　前記少なくとも１つの手足拘束アクセサリが、前記一連のスロットのいずれかの内部で
前記コネクタアームを固定するための手段をさらに含む、請求項２９に記載のアイソメト
リックエクササイズ器具。
【請求項３５】
　前記少なくとも１つの手足拘束アクセサリが、腕拘束アクセサリである、請求項１に記
載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項３６】
　ユーザーの身体を支えるためのエクササイズプラットフォームを持つ台座と、前記台座
に接合された側壁とを持つフレームと、
　前記フレームに接続可能な拘束アームアセンブリと、を備え、
　前記拘束アームアセンブリが、
　枢動可能な状態で前記台座に接続可能なスイングアームと、
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　前記スイングアームに取り付け可能で、ユーザーがアイソメトリックエクササイズを実
行できるよう、ユーザーの身体の一部の動作を制限するために、前記エクササイズプラッ
トフォームの上部に配置可能な拘束アームと、
　前記台座に対する一連の異なる角度位置から選択されて事前に設定された角度位置に、
前記スイングアームを固定するためのインデックスアセンブリと、
　ユーザーがアイソメトリックエクササイズを実行できるよう、ユーザーの手足の動作を
制限するために、事前に設定された位置に配置可能な、少なくとも１つの手足拘束アクセ
サリと、
を備える、アイソメトリックエクササイズ器具用のキット。
【請求項３７】
　ユーザーの身体を支えるためのエクササイズプラットフォームを持つ台座と、前記台座
に接合された側壁とを持つ折り畳み可能なフレームと、
　前記フレームに接続可能な拘束アームアセンブリと、を備え、
　前記拘束アームアセンブリが、
　枢動可能な状態で前記台座に接続可能なスイングアームと、
　前記スイングアームに取り付け可能で、ユーザーがアイソメトリックエクササイズを実
行できるよう、ユーザーの身体の一部の動作を制限するために、前記エクササイズプラッ
トフォームの上部に配置可能な拘束アームと、
　前記台座に対する一連の異なる角度位置から選択されて事前に設定された角度位置に、
前記スイングアームを固定するためのインデックスアセンブリと、
　ユーザーがアイソメトリックエクササイズを実行できるよう、ユーザーの手足の動作を
制限するために、事前に設定された位置に配置可能な、少なくとも１つの手足拘束アクセ
サリと、
　前記フレームを折りたたんだ状態で吊るすためのラック構造と、
を備える、アイソメトリックエクササイズ器具とそれに伴う収納ラック用のキット。
【請求項３８】
　前記拘束アームが、前記スイングアームと前記側壁との間で延長するように配置可能で
あり、
　前記インデックスアセンブリが、前記側壁の反対側に配置可能である、請求項３６およ
び３７のいずれか１つに記載のキット。
【請求項３９】
　前記台座が、前記台座に定義される一連のスロットを含み、それぞれのスロットが、事
前に設定された位置の１つに配置され、その中で前記少なくとも１つの手足拘束アクセサ
リの一部を受け入れるように構成された、請求項３６および３７のいずれか１つに記載の
キット。
【請求項４０】
　前記少なくとも１つの手足拘束アクセサリが、
　前記の一連のスロットの１つに挿入されるように構成されたコネクタアームと、
　前記ユーザーの手足の一部を拘束するための、前記コネクタアームによって支持される
保持部材と、を含む、請求項３６および３７のいずれか１つに記載のキット。
【請求項４１】
　前記ラック構造が、台座と前記ラック構造の前記台座上に担持された支持構造を含み、
前記支持構造が、そこから前記折りたたんだ状態で前記フレームが吊るされる、少なくと
も１つの支持アームを含む、請求項３７に記載のキット。
【請求項４２】
　前記アイソメトリックエクササイズ器具の前記台座が、開口部から離れた２つの縁の隣
接する１つを形成し、
　前記少なくとも１つの支持アームが、前記アイソメトリックエクササイズ器具の前記台
座に形成された前記２つの開口部を通して挿入するのに適した大きさの、２つの、相隔た
る支持アームを含む、請求項４１に記載のキット。
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【請求項４３】
　前記ラック構造の前記台座が、前記アイソメトリックエクササイズ器具の前記フレーム
の前記ラック構造の上への配置を案内する案内手段を含む、請求項４１に記載のキット。
【請求項４４】
　前記拘束アームが、前記スイングアームと前記側壁との間で延長し、
　前記インデックスアセンブリが、前記側壁の反対側に位置する、請求項１に記載のアイ
ソメトリックエクササイズ器具。
【請求項４５】
　前記台座が、頂面および反対側に配置された底面を有し、前記底面が、前記台座と前記
支持面との間の摩擦を高めるためにその上に配置された少なくとも１つの把持強化帯を有
する、請求項１に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項４６】
　前記フレームが、支持面よりも上の所望の高さに前記台座を支持するための脚を備える
、請求項１に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項４７】
　前記フレームが、台座延長パネルを備え、前記台座延長パネルが、前記台座の側部に取
り外し可能な状態で取り付けることができる、請求項１に記載のアイソメトリックエクサ
サイズ器具。
【請求項４８】
　前記拘束アームが、そこから突出するハンドルを含む、請求項１に記載のアイソメトリ
ックエクササイズ器具。
【請求項４９】
　前記器具が、可搬型である、請求項２に記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項５０】
　前記第２の手足拘束アクセサリが、体幹及び脊柱拘束アクセサリである、請求項１０に
記載のアイソメトリックエクササイズ器具。
【請求項５１】
　前記インデックス穴が、前記側壁沿いに半円形に配置された、請求項２０に記載のアイ
ソメトリックエクササイズ器具。
【請求項５２】
　前記台座に対する前記保持部材の前記高さが、調整可能である、請求項２９に記載のア
イソメトリックエクササイズ器具。
【請求項５３】
　前記少なくとも１つの手足拘束アタッチメントが、前記コネクタアームを前記保持部材
に接続する延長ロッドをさらに含む、請求項２９に記載のアイソメトリックエクササイズ
器具。
【請求項５４】
　アイソメトリックエクササイズを実行するための器具において、
　台座と前記台座に接合された側壁とを有するフレームであって、前記側壁が、ユーザー
の身体を支えるために前記台座上にそれぞれ第１および第２の、対向する、エクササイズ
プラットフォームを定義する、フレームと、
　前記側壁のどちらかの側面にそれぞれ配置され、前記フレームに接続される第１および
第２の拘束アームアセンブリであって、それぞれの拘束アームアセンブリは、
　枢動可能な状態で前記台座に接続されたスイングアームと、
　前記スイングアームによって担持され、前記ユーザーがアイソメトリックエクササイズ
を実行できるように、前記ユーザーの身体の一部の動作を制限するために、前記エクササ
イズプラットフォームより上に配置可能な拘束アームであって、前記拘束アームが、前記
スイングアームと前記側壁の一方の側面との間に延長する、拘束アームと、
　前記台座に対する一連の異なる角度位置から選択されて事前に設定された角度位置に前
記スイングアームを固定するために前記側壁の前記一方の側面の反対側に配置されたイン
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デックスアセンブリと、を含む、第１および第２の拘束アームアセンブリと、
　前記ユーザーがアイソメトリックエクササイズを実行できるように、前記ユーザーの手
足の動作を制限するために、前記台座沿いに事前に設定された位置に配置可能な、少なく
とも１つの手足拘束アクセサリと、を備える器具。
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【要約の続き】
ざまな筋肉）を働かせるために、複数の関節角度を対象として素早く調整または構成することができる。
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