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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　持ち運び可能で多目的の全身エクササイズ器具であって、
　第１及び第２の開端部を有した剛質の円筒形であり、その第１の開端部が、第１のエン
ドキャップによって閉じられ、第２の開端部が、着脱可能であると共に係止可能な第２の
エンドキャップによって選択的に閉じられる剛質円筒形中空管と、
　その剛質円筒形中空管の内部の格納位置と第２の開端部での動作位置とに選択的に配置
される延長バーと、
　その延長バーに設けられた抵抗メカニズムと、を備える
　ことを特徴とする多目的可搬全身エクササイズ器具。
【請求項２】
　延長バーが、動作位置で、剛質円筒形中空管の両方の側端部から垂直に延在する
　請求項１に記載の多目的可搬全身エクササイズ器具。
【請求項３】
　延長バーの各端部に、回転可能なＵ字形金具及び回転可能な可変抵抗モジュールを備え
る
　請求項１に記載の多目的可搬全身エクササイズ器具。
【請求項４】
　Ｕ字形金具の回転シャフトに、溝が設けられ、回転制限メカニズムを作用させるための
止め具が、延長バーを通過して回転シャフトの溝内に延在する
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　請求項１に記載の多目的可搬全身エクササイズ器具。
【請求項５】
　可変抵抗モジュールが完全に一回転するのを防止するために、Ｕ字形金具のアームの側
面と選択的に係合するＶ字形の回転ストップ部が、可変抵抗モジュールに備わる
　請求項３に記載の多目的可搬全身エクササイズ器具。
【請求項６】
　可変抵抗モジュールが、第１の最小抵抗設定、第２の中間抵抗設計、第３の最大抵抗設
定を有する
　請求項３に記載の多目的可搬全身エクササイズ器具。
【請求項７】
　第２の開端部が、少なくとも１つの位置合わせ切欠きを備える
　請求項１に記載の多目的可搬全身エクササイズ器具。
【請求項８】
　延長バーが、第２の開端部の少なくとも１つの位置合わせ切欠きの内部に挿入されるた
めの相補形状の少なくとも１つの位置合わせフランジを備える
　請求項７に記載の多目的可搬全身エクササイズ器具。
【請求項９】
　延長バーが、第２の開端部の少なくとも１つの位置合わせ切欠きの内部に挿入されるた
めの相補形状の少なくとも１つの位置合わせフランジを有する位置決め部片を備える
　請求項７に記載の多目的可搬全身エクササイズ器具。
【請求項１０】
　第２の開端部の内面に形成された少なくとも１つのロックストップと、
　第２のエンドキャップに形成された少なくとも１つのロックストップ受取り部分とを備
え、
　少なくとも１つのロックストップが、少なくとも１つのロックストップ受取り部分の内
部に選択的に受け取られて保持される
　請求項１に記載の多目的可搬全身エクササイズ器具。
【請求項１１】
　第２のエンドキャップが、ハンドル及びバイアスロックボタンを備える
　請求項１に記載の多目的可搬全身エクササイズ器具。
【請求項１２】
　剛質円筒形中空管の第１及び第２の端部が露出した状態で、剛質円筒形中空管の外面の
一部分を覆う交換可能な弾性材料を備える
　請求項１に記載の多目的可搬全身エクササイズ器具。
【請求項１３】
　剛質円筒形中空管の内部の格納位置と第２の開端部での動作位置とで選択的に配置され
る垂直延長バーを備える
　請求項１に記載の多目的可搬全身エクササイズ器具。
【請求項１４】
　垂直延長バーが、使用者にスペースを提供する湾曲部を備える
　請求項１３に記載の多目的可搬全身エクササイズ器具。
【請求項１５】
　剛質円筒形中空管に、使用者にクッションを提供するクッションパッドを備える
　請求項１に記載の多目的可搬全身エクササイズ器具。
【請求項１６】
　剛質円筒形中空管の内部の格納位置で、中に延長バーを保持するための内側ケースを備
える
　請求項１に記載の多目的可搬全身エクササイズ器具。
【請求項１７】
　支持面で剛質円筒形中空管を覆う安定ボックスを備え、剛質円筒形中空管の少なくとも
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第１の開端部が、安定ボックスの端部を越えて延在する
　請求項１に記載の多目的可搬全身エクササイズ器具。
【請求項１８】
　延長バーの少なくとも一部分を覆う少なくとも１つの安定ステップを備え、延長バーの
一端に位置決めされた回転可能なＵ字形金具及び回転可能な可変抵抗モジュールが、少な
くとも１つの安定ステップによって覆われない
　請求項１に記載の多目的可搬全身エクササイズ器具。
【請求項１９】
　支持面での剛質円筒形中空管の回転を防止するために、剛質円筒形中空管と支持面との
間に配置される少なくとも１つの安定用楔を備える
　請求項１に記載の多目的可搬全身エクササイズ器具。
【請求項２０】
　多目的のエクササイズ装置であって、
　外面及び内面を有する剛質円筒形管と、
　その剛質円筒形管の端部が露出した状態で剛質円筒形管の外面の一部分を覆う交換可能
な弾性材料と、
　剛質円筒形管の各端部に位置する取付穴及び切欠きと、
　剛質円筒形管の内面に取り付けられ、チャネルの各バーにスロットを有する並設チャネ
ルであり、引込み式の延長バーがピン部材によってチャネルに枢動可能に固定され、ピン
部材がチャネルのスロット内部で摺動する構成の並設チャネルと、
　着脱可能に延長バーに接続でき、使用者が手で掴むかまたは使用者の足を通せるループ
を有する可変抵抗モジュールと、を備える
　ことを特徴とする多目的エクササイズ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エクササイズ及び治療用機器の分野に関する。詳細には、体幹フィットネス
を鍛えるための装置として、またはフィットネス全般やピラティスエクササイズのための
補助器具として、または治療及び／またはリハビリテーションの補助として、またはスト
レッチ全般、ボディローリング、バランストレーニングの補助として、または特定のスポ
ーツに関連する練習、例えばゴルフの練習、テニスの練習、バレーボールの練習、または
セーリングの練習の実施用としてなど、多目的で使用できる持ち運び可能な全身エクササ
イズ器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　市場には家庭用エクササイズ機器として多くの選択肢があり、それらはどれも特定の筋
肉群または複数の筋肉群を対象としたものであるが、運び可能な多目的全身エクササイズ
器具の実施形態で可能なように多くの形態で、フィットネス全般、治療の補助、リハビリ
テーションの補助、及びエクササイズのために利用することができる機器は、本発明者が
知る限りでは存在しない。
【０００３】
　１つの類似する器具は、１９９７年にＶａｎｉに付与された特許文献１による多目的エ
クササイズ器具であり、これは、円筒形ピロー（１２）と、ピローの横方向部分を越えて
延びる一対のハンドル（１４）とを備える。各ハンドルが、円筒形ピローのコアを通って
延びる可撓性管（１６）の端部に取り付けられる。この器具を使用していくつかのエクサ
サイズを行うことができるが、運動範囲及び抵抗の向きは制限される。
【０００４】
　別の器具は、２００５年にＬｉｎに付与された特許文献２によるものであり、弾性のボ
ール体（１０）に接続された細長い硬質ボード（２０）を備えるエクササイズバランスト
レーニング器具を開示する。ボードには複数の貫通穴（２４）があり、これらの貫通穴（
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２４）は可撓性ロープ（３１、３２）を受け取ることができる。可撓性ロープの一端にハ
ンドグリップ（３１３、３１２）が取り付けられる。ボディボールは、ボードの片側に取
り付けられたドーム形の弾性体である。本明細書で開示する持ち運び可能な多目的全身エ
クササイズ器具の実施形態は、円筒形ローラを用いた改良型のエクササイズ法を提供する
。使用者はバランスを取りながら、またはバランスを取る必要なく、円筒形ローラ上に脊
椎をまっすぐ乗せることができる。
【０００５】
　２００３年にＳｉａｐｅｒｅｓに付与された特許文献３による別の器具は、箱型の本体
と蝶番式のカバーとを備える長方形状の多目的エクササイズ装置であり、カバーを持ち上
げることができ、抵抗タイプのエクササイズを行うときに使用者が器具に寄り掛かること
ができる。箱枠の側部に取り付けられたバンドによって抵抗が加えられるが、この器具は
重く、簡単には運べない。
【０００６】
　特許文献４に開示される手動操作式の治療用ローラ及びエクササイズ器具として知られ
ている別の装置は、硬質材料の中空コアからなる円筒形ローラを備え、フォームラバーが
ローラに接着されてローラを覆い、フォームラバー被覆の上に可撓性ゴムシートが固定さ
れている。円筒形ローラの各端部に円筒形の回転可能なシャフトが固定され、コアとシャ
フトの間の回転運動を可能にする。シャフトの各端部にあるソケットを通ってグリップハ
ンドルが延び、グリップハンドルは弾性コードに取り付けられる。弾性コードは、第１の
ソケットから内側に向かって、シャフトを通って、反対側のソケットに固定されたリター
ンプーリまで延び、前記第１のソケットの反対側の内側横方向表面に取り付けられる。弾
性コードが固定された位置にあり、エクササイズの強度を高めるために位置変更すること
ができないので、この器具も機能が限られている。
【０００７】
　別の器具は、フォームローラとして知られている。フォームローラは、フィットネス及
びリハビリテーションの業界ではよく知られていて、今日、ほぼどこのジムにも置いてあ
る。フォームローラは、ストレッチ及び柔軟性の向上、ならびに脊椎、体幹筋、または手
足のリハビリテーションのために使用される。フォームローラは簡単に運べるが、このロ
ーラだけを使って行うことができるエクササイズは限られている。一方、本明細書で開示
する持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具の実施形態は、多様なエクササイズのた
めに利用することができる取付け可能な付属部品を備える。
【０００８】
　別のスタイルのエクササイズ、すなわちピラティスは、姿勢制御及び体幹強度の改善を
達成するために、抵抗をかけながら特に生理学的姿勢で身体及び手足の特定の運動を行う
ことによって、体幹筋を発達させて強化するエクササイズの一形態である。筋肉を強化し
てけがを防止するために、適切な呼吸法を使用しながら所定の運動中に体幹筋及び体幹制
御に焦点を当てたエクササイズが行われる。けがからの回復が、ピラティス法の主要な目
的の１つである。
【０００９】
　本明細書で開示する本発明の実施形態は、フィットネス、ピラティス、及び／またはリ
ハビリテーション運動もしくはエクササイズの初心者から上級者に至るまで誰にとっても
、多様なフィットネス全般のエクササイズ、ピラティスタイプのエクササイズ、治療エク
ササイズ、リハビリテーションエクササイズ、及び体幹強化エクササイズを行うことがで
きるようにする独特の構成を組み込んでいる。
【００１０】
　ピラティスエクササイズに使用されている既存の機器は大型で高価であり、典型的には
ピラティススタジオにあり、個人の家にはなく、また個人トレーナーなど各所に飛び回る
人は所有していない。また、旅行先でピラティスタイプのエクササイズを行うことができ
ることは、仕事で家を離れてピラティススタジオに行けないことが多い者にとっては非常
に有益となる。
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【００１１】
　このような機器の１つは、ピラティスリフォーマとして知られている。リフォーマは、
体幹強化エクササイズに使用される大型の器具である。この器具は、ツインベッドのサイ
ズであり、すなわち固定型のものであり持ち運びは意図されていない。器具は、ベッドの
フレームによく似た形で構成され、動的部分はフレームの内側に固定され、様々なピラテ
ィスエクササイズのために使用できるようになっている。このタイプの器具は、スタジオ
または個人ジム環境でピラティス運動に使用することができるが、運ぶのには大きな労力
が必要である。
【００１２】
　ピラティスエクササイズに使用される別の装置は、キャデラックとして知られている。
このタイプの器具は、スタジオまたは他の固定環境で使用されるように設計された別の大
型の器具である。リフォーマと同様の基礎フレームを有するが、より背が高く、また基礎
フレームの各隅から垂直に延びる延長バーを備え、各垂直バーの頂部にクロスバーが接続
されている。これらの延長バーに関連付けていくつかのエクササイズ及びストレッチルー
チンが行われるが、この大型の器具もスタジオ環境で使用され、非常に高価である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】米国特許第５６８１２４８号
【特許文献２】米国特許第６８７２１７５号
【特許文献３】米国特許第６６３４９９８号
【特許文献４】米国特許第３２９８６８７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、個人が自宅にいながら、または旅行先で、フィットネス全般のエクササイズ
、ピラティスタイプのエクササイズ、体幹強化エクササイズ、治療エクササイズ、及びリ
ハビリテーションエクササイズを行うことができるようにする持ち運び可能な装置を提供
する。さらに、個人トレーナーまたはリハビリテーションの環境で、または集団トレーニ
ング用の従来のジムクラス環境で購入可能な価格であり使用することができる装置を提供
する。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本明細書で開示する持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具の実施形態は、付属部
品を格納することができ、そのような付属部品は、取り外しが簡単であり、多様なフィッ
トネス全般のエクササイズ、ピラティスタイプのエクササイズ、体幹強化エクササイズ、
治療エクササイズ、及びリハビリテーションエクササイズを行うように構成される。また
、最小限の労力で簡単に運ぶことができるものとする。また、最小限の労力で簡単に設置
することもできるものとする。また、多様なエクササイズを使用者が行えるようにする多
様な適合可能な付属部品を利用することができるものとする。
【００１６】
　本発明の実施形態は、多様なフィットネス全般のエクササイズ、ピラティスタイプのエ
クササイズ、体幹強化エクササイズ、治療エクササイズ、及びリハビリテーションエクサ
サイズを行うために使用することができる持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具を
提供する。この持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具は、直径が５～８インチ（約
１２．７～約２０．３２ｃｍ）の範囲内であり、長さが３～４フィート（約９１．４～約
１２１．９ｃｍ）である剛質管（「ローラ」と呼ぶことがある）からなる。剛質管は、ハ
ードプラスチック、アルミニウム、または別の剛質材料からなることがあり、使用者が管
の長さに沿って横たわったとき、管の上に立ったとき、または管の上にひざまずいたとき
に使用者の重さに耐えられるように十分に強くなければならない。管の壁厚は、使用され
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る材料に応じて、１／８～１／２インチ（約０．３２～約１．２７ｃｍ）の範囲内でよい
。
【００１７】
　剛質管の外面の中央部分は、発泡樹脂やゴムなど交換可能な弾性材料で覆われ、この弾
性材料は厚さを１／２インチ～２インチ（約１．２７～約５．０８ｃｍ）の範囲にするこ
とができる。弾性材料は、剛質のローラ表面と使用者の身体との間にクッション面を提供
する。カバーは、使用者の好みに応じて、様々な硬さ及び厚さの弾性材料で交換可能であ
る。持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具の剛質管部分の端部は、弾性被覆を越え
て延在し、本明細書では「露出した」または「突出した」端部と呼ぶことがある。露出し
た端部は、様々なタイプの抵抗付属器具を受け取るための穴及び切欠きを有する。そのよ
うな付属器具は、可変抵抗モジュール（ＶＲＭ）を備える剛質の延長バーでよい。１つの
例示的実施形態では、付属器具は、管の剛質コアの内部から抜き出して広げ、それを受け
取ることができる切欠き内に嵌めることができる。
【００１８】
　別の付属器具は、抵抗バンドを備える中空ロッドでよく、ロッドの中空中央部を通って
延びるハンドループを有する。バンジーコードや弾性バンドなど直接の可撓性付属器具を
、剛質コアの露出した端部にある穴に直接取り付けることもできる。したがって、使用者
には、自分の希望またはエクササイズ実践に応じて様々な付属メカニズムの多様な選択肢
がある。
【００１９】
　１つの例示的実施形態では、本発明による持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具
は、引込み式の延長バーを含み、このバーは、中空剛質コアから引き出されて、コアロー
ラの長手軸に垂直に広がり出る。延長バーは可変抵抗モジュール（ＶＲＭ）を有し、可変
抵抗モジュールは着脱可能であり、前記延長バーの端部、または前記延長バーに沿った任
意の位置に取り付けることができる。多様なフィットネス全般のエクササイズ、ピラティ
スタイプのエクササイズ、体幹強化エクササイズ、治療エクササイズ、及びリハビリテー
ションエクササイズを可能にするために、前記延長バーの端部に他の抵抗メカニズムを取
り付けることもできる。
【００２０】
　この例示的実施形態では、２組の延長バーが、ローラの中空コアの各端部範囲内に並置
されていて、剛質ローラの内面に取り付けられたチャネル部材の内部で摺動する。チャネ
ルは、各チャネルの両脚にスロットを有し、スロットは保持ピンを受け取り、保持ピンは
各延長バーの端部に取り付けられ、保持ピンの周りで各延長バーが枢動する。延長バーは
、剛質管の中心から引き出され、コアローラの軸に対して垂直に外に広げられる。
【００２１】
　使用しないとき、延長バーは畳まれて、管の中空コア内部に摺動して戻される。持ち運
び中に各端部を閉じて延長バーを固定するために、着脱可能なエンドキャップをローラの
端部に嵌めることができる。楽に運べるようにする補助として、ショルダストラップ、ま
たはショルダストラップを有するキャリーケースを使用することができる。
【００２２】
　別の例示的実施形態は、長さが１２～２４インチ（約３０．４８～約６０．９６ｃｍ）
の延長バーを有し、これは、コアローラ内部に緩く格納され、コアローラの露出した端部
にある穴を通して取り出して固定することができる。旋回ブラケットにより、抵抗トレー
ニングエクササイズのために、可変抵抗モジュール（ＶＲＭ）、またはエクササイズバン
ドを含めた他の着脱可能な抵抗メカニズムを延長バーに取り付けることができるようにな
る。
【００２３】
　また、フィットネス全般のエクササイズ、ピラティスタイプのエクササイズ、体幹強化
エクササイズ、治療エクササイズ、及びリハビリテーションエクササイズのために、延長
バーが取り外された状態で、細いシート状の可撓性弾性材料からなる抵抗バンドをコアロ
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ーラの端部に直接接続することもでき、または延長バーに接続することもできる。
【００２４】
　さらなる例示的実施形態は、剛質ボードを有し、持ち運び可能な多目的全身エクササイ
ズ器具の剛質端部を受け取るために貫通穴が開けられている。剛質ボードは、コアローラ
を安定化させる働きをする。穴及び切欠きは、ボードの周縁に沿って設けられて、抵抗エ
クササイズ用の高伸縮性バンドを受け取る。剛質の安定用ボードは、様々な形状及びサイ
ズにすることができる。いくつかの例示的実施形態を説明する。
【００２５】
　エクササイズならびに器具の格納及び持ち運びの際に使用者の助けとなることがある他
の付属部品を提供することもできる。
【００２６】
　１つのそのような付属部品は安定用楔であり、これは、持ち運び可能な多目的全身エク
ササイズ器具の下に嵌まって、エクササイズ実施中にローラを安定化させる。安定用楔は
、床に接する平坦な面と、使用中にローラを安定化する助けとなるようにローラ表面に係
合する半円形の表面とを有する硬い材料からなる。
【００２７】
　別の付属部品は、ローラ床スタンドであり、これは、持ち運び可能な多目的全身エクサ
サイズ器具を垂直姿勢で保持するために使用される。いくつかのエクササイズは、ローラ
を垂直姿勢にして行うことができる。また、床スタンドにより、器具は、使用していない
ときに場所を取らず、しかもすぐにまた使えるようにすることができる。
【００２８】
　追加の付属部品としては骨盤支持パッドがあり、これは、骨盤領域を支持するためにロ
ーラと使用者の間に配置することができる。さらに安定ボックスがあり、これは、使用者
が上に座るまたは横たわるためのより大きな安定した支持面を提供するためにローラの上
に配置することができる。
【００２９】
　代替実施形態では、着脱可能であり格納可能な延長バーが提供され、この延長バーは、
ローラの開端部に挿入される着脱可能であり係止可能なエンドキャップを使用することに
よって、ローラの開端部で定位置に選択的に係止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】延長バーがしまわれた状態での持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具の斜
視図
【図２】テンションプーリ、重錘負荷メカニズム、可変抵抗モジュール（ＶＲＭ）、及び
ハンドループのための旋回ブラケットを備え、横方向延長バーが片側で延びた状態での持
ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具の斜視図
【図３】テンションプーリ、重錘負荷メカニズム、可変抵抗モジュール（ＶＲＭ）、及び
ハンドループのための旋回ブラケットを備え、かつ安定用楔が使用され、横方向延長バー
が延出し、垂直延長バーが取り付けられた状態ですべてのバーが図示されている持ち運び
可能な多目的全身エクササイズ器具の斜視図
【図４】安定用楔が使用され、横方向延長バー及び垂直延長バーがローラの両端に配置さ
れた状態での持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具の斜視図
【図５】延長バーが抜き出された位置にある状態で延長バーアセンブリを示す持ち運び可
能な多目的全身エクササイズ器具の斜視断面図
【図６】一部抜き出された延長バーを示す持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具の
平面断面図
【図７】格納された位置での延長バーを示す持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具
の平面断面図
【図８】着脱可能なエンドキャップを備える持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具
の斜視図
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【図９】持ち運び用のバックパック内に入れられた持ち運び可能な多目的全身エクササイ
ズ器具を示す説明図
【図１０ａ】持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具で行うことができるエクササイ
ズの例を示す説明図
【図１０ｂ】持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具で行うことができるエクササイ
ズの例を示す説明図
【図１０ｃ】持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具で行うことができるエクササイ
ズの例を示す説明図
【図１０ｄ】持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具で行うことができるエクササイ
ズの例を示す説明図
【図１０ｅ】持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具で行うことができるエクササイ
ズの例を示す説明図
【図１０ｆ】持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具で行うことができるエクササイ
ズの例を示す説明図
【図１０ｇ】持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具で行うことができるエクササイ
ズの例を示す説明図
【図１０ｈ】持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具で行うことができるエクササイ
ズの例を示す説明図
【図１１ａ】着脱可能な延長ロッドがローラの一端に配置された状態での持ち運び可能な
多目的全身エクササイズ器具の斜視図
【図１１ｂ】旋回ブラケット及び可変抵抗モジュール（ＶＲＭ）がそれらの可能な格納位
置で示され、着脱可能な延長ロッドを備える持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具
の平面断面図
【図１２】安定用ボードに取り付けられた持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具の
斜視図
【図１３】床スタンド及び持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具の斜視図
【図１４】床スタンド及び持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具の斜視図
【図１５ａ】旋回ブラケットに取り付けられた可変抵抗モジュール（ＶＲＭ）の斜視図
【図１５ｂ】旋回ブラケットに取り付けられた可変抵抗モジュール（ＶＲＭ）の正面図、
側面図、底面図
【図１６】持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具の例示的実施形態の斜視図
【図１７】図１６に示される持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具の実施形態の一
端を示し、着脱可能であり係止可能なエンドキャップの部分斜視分解図
【図１８ａ】図１６に示される持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具の実施形態に
おける着脱可能であり係止可能なエンドキャップの係止メカニズムの部分斜視図
【図１８ｂ】図１６に示される持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具の実施形態に
おける着脱可能であり係止可能なエンドキャップの係止メカニズムの部分斜視図
【図１９】図１６に示される持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具の実施形態にお
ける延長アームの１つに取り付けられた旋回ブラケット（Ｕ字形金具）及び可変抵抗モジ
ュール（ＶＲＭ）の部分斜視図
【図２０】回転ストップが突き当たって停止した向きにあり、図１９のＵ字形金具及び可
変抵抗モジュール（ＶＲＭ）を示す部分斜視図
【図２１】内部構成要素を図示するためにカバーの半分を取り除いた可変抵抗モジュール
（ＶＲＭ）の斜視図
【図２２ａ】抵抗選択ボタンが押された状態であり、図２１に示される可変抵抗モジュー
ル（ＶＲＭ）の側面図
【図２２ｂ】抵抗選択ボタンが押された状態であり、図２１に示される可変抵抗モジュー
ル（ＶＲＭ）の平面図
【図２３ａ】抵抗選択ボタンが押されていない状態であり、図２１に示される可変抵抗モ
ジュール（ＶＲＭ）の側面図
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【図２３ｂ】抵抗選択ボタンが押されていない状態であり、図２１に示される可変抵抗モ
ジュール（ＶＲＭ）の平面図
【図２４ａ】押された状態での抵抗選択ボタンの部分平面図
【図２４ｂ】押されていない状態での抵抗選択ボタンの部分平面図
【図２５】抵抗選択ボタン単独での平面図である。
【図２６ａ】Ｕ字形金具が少なくとも１８０度の回転を可能にする状態であり、図１９の
Ｕ字形金具及び可変抵抗モジュール（ＶＲＭ）を示す側面図
【図２６ｂ】Ｕ字形金具が少なくとも１８０度の回転を可能にする状態であり、図１９の
Ｕ字形金具及び可変抵抗モジュール（ＶＲＭ）を示す側面図
【図２７】Ｕ字形金具用の回転制限メカニズムを示す可変抵抗モジュール（ＶＲＭ）及び
Ｕ字形金具の斜視図
【図２８】クッションパッドを含む持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具の斜視図
【図２９】安定ボックスを含む持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具の斜視図
【図３０】安定ステップを含む持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具の斜視図
【図３１】垂直延長バーを含む持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具の斜視図
【図３２】スペース形成湾曲を有する垂直延長バーを含む持ち運び可能な多目的全身エク
ササイズ器具の側面図
【図３３ａ】解体された延長バーと内側ケースを含む持ち運び可能な多目的全身エクササ
イズ器具の斜視図
【図３３ｂ】持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具のコアの内部に保持された内側
ケース内部に保持された延長バーを有する持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具の
側面図
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本発明の特徴、態様、及び利点は、以下の説明、添付の特許請求の範囲、及び添付図面
により良く理解される。
【００３２】
　図面の各図は必ずしも一律の縮尺では描かれておらず、その構成要素をより良く理解で
きるように描かれていて、本発明の範囲を限定する意図はなく、例を提示する意図のもの
である。さらに、各図は、持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具及びその構成要素
の例示的実施形態を示していて、本開示による持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器
具及びその構成要素の構造または構成を限定しない。
【００３３】
（Ａ．様々な実施形態の背景）
　本発明による持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具は、フィットネス全般のエク
ササイズ、ピラティスタイプのエクササイズ、体幹強化エクササイズ、治療エクササイズ
、及びリハビリテーションエクササイズを行うことを望む人が使用できるように設計され
る。いくつかの実施形態では、持ち運び型ではなく、家庭用、スタジオ用、または屋外用
の据付型の機器として設計される。基本的なユニットは、持ち運び可能であるように設計
され、簡単に設置して使用できるように拡張付属器具を備える。
【００３４】
　ヒトの体格には大きな個人差があるので、身長が６フィート３インチ（約１９０．５ｃ
ｍ）よりも高い人には、より大型の装置が必要となる。より大型のモデルは、長くて直径
が大きいが、基本器具と同じ拡張及び取付け機能を備える。さらに、平均よりも身体の小
さい人が使用できるように、より小型のモデルを提供することもできる。
【００３５】
（Ｂ．様々な実施形態の詳細な説明）
　本発明による持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具は、要求されるエクササイズ
またはストレッチのタイプに応じて様々な構成で利用することができる。例えば、図１は
、延長バーが格納位置にある状態での持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具の斜視
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図である。
　剛質コアローラ１１が、ローラの中央外面を弾性被覆１２によって覆われていて、剛質
部分１１の延在部（または突出端部）が露出している。弾性被覆１２は、コア１１の外面
に取り付けられ、擦り切れたら交換することができる。剛質コア１１の各端部は、テンシ
ョンバンド及び延長バーを受け取るための切欠き２０及び穴２１を有する。この構成での
持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具は、フィットネス全般、ピラティス、ストレ
ッチ、及びフォームローラに典型的な他のエクササイズに利用することができる。
【００３６】
　横方向延長バー１３ａ及び１３ｂがコアローラ１１の一端から抜き出されて、切欠き２
０に嵌められた状態での持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具の側面斜視図が図２
に示されている。
　可変抵抗モジュール（ＶＲＭ）１５ａ及び１５ｂが、旋回ブラケット１４ａ及び１４ｂ
を介して延長バー１３ａ及び１３ｂに取り付けられる。抵抗エクササイズのために、ハン
ドループまたはフットループ１６ａ及び１６ｂが、可変抵抗モジュール（ＶＲＭ）１５ａ
及び１５ｂ内部の引張コードに接続される。可変抵抗モジュール（ＶＲＭ）１５ａ及び１
５ｂは、例えば３、６、及び９ポンドの抵抗の範囲、または例えば５、１０、及び１５ポ
ンドの抵抗の範囲、または任意の他の適切な増分する重量範囲内で選択可能な増分する抵
抗量を加えられるように構成することができる。
【００３７】
　両方の横方向延長バー１３ａ及び１３ｂが抜き出され、垂直延長バー１７ａが剛質コア
ローラ１１の一端で穴２１ａに配置された状態での持ち運び可能な多目的全身エクササイ
ズ器具の側面斜視図が図３に示されている。
　抵抗メカニズム１５ｃ及び１５ｄが垂直延長バー１７ａに固定して取り付けられ、使用
者が垂直延長バー１７ａに頭を隣接させてコアローラの上に長手方向であおむけに寝たと
き、ハンドループまたはフットループ１６ｃ及び１６ｄを介してこの抵抗メカニズム１５
ｃ及び１５ｄを使用して、頭上強化エクササイズを行うことができる。
【００３８】
　持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具が円筒形状であるので、上級者は、コアロ
ーラ上でバランスを取りながら可変抵抗モジュール（ＶＲＭ）を用いてエクササイズを行
うことができる。そのエクササイズレベルに合っていない使用者は、安定用楔３０及び３
１を使うことができる。これらを使用してローラを固定することができ、その状態で、使
用者は、ローラの上に長手方向に横たわって、テンションプーリ、重錘負荷メカニズム、
または可変抵抗モジュール（ＶＲＭ）を使用して強化エクササイズを行う。楔はそれぞれ
、ローラの円周部を受け取るために長手方向側部に沿って略半円形状を切り取った単一の
長方形ブロックから形成することができる。あるいは、楔を２つの鏡映対称形の部片から
形成することができ、これらの部片は、端部どうしを突き合わせて配置したときに単一ブ
ロックの楔と同じ全体の構成になる。
【００３９】
　図４では、持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具は、その両端で、横方向延長バ
ー１３ａ、１３ｂ、１３ｃ、１３ｄと垂直延長バー１７ａ及び１７ｂを定位置に備える。
さらに、支持面でローラが移動しないように、安定用楔３０及び３１を提供することもで
きる。
【００４０】
　この例示的実施形態の非常に独特な特徴の１つは、延長バーの格納性である。図５は、
抜き出された位置での延長バー１３ａ及び１３ｂを示す、持ち運び可能な多目的全身エク
ササイズ器具の斜視断面図である。
　延長バー１３ａ及び１３ｂは、チャネル４０ａ及び４０ｂの内部で摺動することができ
、ピン４２ａ及び４２ｂによってチャネル４０ａ及び４０ｂに固定することができる。ピ
ン４２ａ及び４２ｂは、それぞれスロット４１ａ及び４１ｂ内で摺動して、コアローラ内
部に延長バーを固定する。
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【００４１】
　図６及び７は、一部抜き出された位置及び完全に引込んだ位置での延長バー１３ａ及び
１３ｂを示す上面断面図であり、旋回ブラケットもしくはテンションプーリ、重錘負荷メ
カニズム、または可変抵抗モジュール（ＶＲＭ）は取り付けていない状態である。
【００４２】
　図８は、ローラの格納及び持ち運びのために使用される着脱可能なエンドキャップ４６
を付けた、持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具を示す。
【００４３】
　図９は、楽に運べるようにキャリーバッグに入れた持ち運び可能な多目的全身エクササ
イズ器具を示す。
【００４４】
　図１０ａ～ｈは、本発明による持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具で行うこと
ができる６種のエクササイズを示す。
　例えば、図１０ｂには上腕三頭筋エクササイズが示され、図１０ｃには腹部／斜筋ひね
り（ａｂｄｏｍｉｎａｌ／ｏｂｌｉｑｕｅ　ｃｒｏｓｓ）エクササイズが示され、図１０
ｄにはつま先平行（ｐａｒａｌｌｅｌ　ｔｏｅｓ）エクササイズが示され、図１０ｅには
座位船漕ぎ（ｓｅａｔｅｄ　ｒｏｗ）エクササイズが示され、図１０ｆにはバタフライ（
「ペックフライ（ｐｅｃ　ｆｌｙ）」）エクササイズが示され、図１０ｇには「座位回転
スイング（ｓｅａｔｅｄ　ｒｏｔａｔｉｎｇ　ｓｗｉｎｇ）」エクササイズが示され、図
１０ｈには立位スクワット（ｓｔａｎｄｉｎｇ　ｓｑｕａｔ）エクササイズが示される。
【００４５】
　本発明者は、行うことができる多くのエクササイズを想定しているが、ここでは図示し
ない。例えば、表１に列挙されるように、様々なタイプのウォーミングアップエクササイ
ズ、ストレッチ、特定スポーツ向けの練習（例えばゴルフやテニスのスイング練習）、及
びフィットネス全般のエクササイズを行うことができる。
【００４６】



(12) JP 5650213 B2 2015.1.7

10

20

【表１Ａ】

【００４７】
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【表１Ｂ】

【００４８】



(14) JP 5650213 B2 2015.1.7

10

20

30

40

【表１Ｃ】

【００４９】
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【表１Ｄ】

【００５０】
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【表１Ｅ】

【００５１】
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【表１Ｆ】

【００５２】
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【表１Ｇ】

【００５３】
　表１に列挙したエクササイズの例から分かるように、エクササイズ器具をより持ち運び
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やすくするためにローラのコア内部に収めることができ、実際に収まる多数の付属部品と
、持ち運び可能なエクササイズ器具の例示的実施形態の多数の構成とにより、エクササイ
ズ器具を使用して行うことができるエクササイズの選択肢の数が増え、基本器具の用途が
増える。
【００５４】
　本発明者が想定している他の実施形態も提供される。１つのそのような実施形態は図１
１におけるものであり、この実施形態は延長バーを含み、延長バーは、コアローラ内部に
緩く格納されていて、取り外され、剛質コアローラの端部にある穴内に配置されている。
抵抗エクササイズのために、延長バーの端部の穴にテンションバンドが固定されることが
ある。
【００５５】
　図１１ｂは、コアローラ内部での様々な格納形態で示される旋回ブラケット及び可変抵
抗モジュールを有する延長バーを示す。
【００５６】
　図１２に示される別の実施形態は、持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具の剛質
端部の１つを受け取るために穴を開けられた安定用ボード３２であり、使用中のローラの
安定性をさらに高める補助となるように使用することができる。テンションバンドは、穴
３３内に配置されるか、または安定化機構の裏面の周りに固定されることがあり、さらな
る抵抗エクササイズのために前記安定用ボードの切欠き３４と係合することができる。
【００５７】
　図１２の安定用ボード３２は様々な形状でよく、長方形、さらには使用中に床に接する
平坦な縁部を有する円形にすることができる。剛質コアの端部にある穴２１内に配置され
た保持ピン３５が、使用中に安定用ボードが剛質コアローラ１１の端部から外れて摺動す
るのを防ぐ。
【００５８】
　別の付属部品が図１３及び図１４に示されている。床スタンド３６を採用して、本発明
による持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具を、特定のタイプのエクササイズで使
用するために垂直に保つことができ、または床面積をあまり取らないでエクササイズ器具
を簡単に収納できる。
【００５９】
　別の例示的実施形態として、図１５ａに、抵抗変更ノブを含む、可変抵抗モジュール１
５に取り付けられた旋回ブラケット１４の斜視図を示す。
【００６０】
　図１５ｂは、可変抵抗モジュール１５に取り付けられた旋回ブラケット１４の正面図、
側面図、及び底面図を示す。
【００６１】
（Ｃ．代替実施形態）
　持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具の代替実施形態を図１６～２１ｂに示す。
前述した実施形態と実質的に同様の構成を有するこの実施形態では、交換可能な弾性被覆
５２を有する剛質コアローラ５０が提供される。
【００６２】
　図１６に示すように、剛質コアローラ５０は、突出（開）端部を有し、この端部は、弾
性被覆５２の長手方向で弾性被覆５２の端部を越えて延在する。剛質ローラ５０の一方の
開端部はダミーキャップ５４によって閉じることができ、このダミーキャップ５４は、簡
単に取り外せるようには意図されていない。ダミーキャップ５４は、ローラ５０と一体に
形成することができ、または別個に形成して、例えば接着結合やリベットによってローラ
の開端部にほぼ永久的に取り付けることもできる。剛質ローラ５０の他方の開端部５６は
、着脱可能であり係止可能なキャップ５８によって選択的に閉じることができる。
【００６３】
　ローラ５０の開端部を閉じる着脱可能であり係止可能なキャップ５８の詳細を図１７～
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１８ｂに示し、以下でさらに論じる。
【００６４】
　着脱可能な延長バー６４は、ローラ５０の開端部５６に位置するように備え付けられて
、ローラの本体から離れるように延びる垂直延長アームを提供する。Ｕ字形金具６６及び
可変抵抗モジュール（ＶＲＭ）６８が、延長バー６４のそれぞれの端部に提供される。ハ
ンドループまたはフットループ７４がケーブルまたはコード７６に接続され、ケーブルま
たはコード７６は、可変抵抗モジュール（ＶＲＭ）６８内に巻き取られ、それにより、ハ
ンドループまたはフットループ７４を掴んでいるかループの中に挿し入れられている使用
者の手または足に対して抵抗を加える。このようにして、本発明による持ち運び可能な多
目的全身エクササイズ器具は、多数の前述したエクササイズの任意のものに使用すること
ができる。
【００６５】
　図１９及び２０で最も良く見られるように、可変抵抗モジュール（ＶＲＭ）６８は、ほ
ぼ３６０度にわたってＵ字形金具６６内で回転することができ、可変抵抗モジュール（Ｖ
ＲＭ）６８のケーシングに提供される回転ストッパ部分７０によってのみ回転角度を制限
される。回転ストッパ部分７０は、Ｕ字形金具６６の支持アームに選択的に係合して、可
変抵抗モジュール（ＶＲＭ）６８が妨げなく完全に回転するのを防止する。回転ストッパ
部分７０は、盛り上がったほぼＶ字の形状で構成することができ、それにより、Ｖ字形回
転ストッパ７０の片側がＵ字形金具６６のアームの片側に選択的に係合して、一方向での
回転を防止し、Ｖ字形の回転ストッパ７０の他方の側がＵ字形金具６６のアームの他方の
側に選択的に係合して、逆方向での回転を防止する。したがって、Ｖ字形回転ストッパ７
０とＵ字形金具のアームとの選択的な係合が、可変抵抗モジュール（ＶＲＭ）６８が完全
に一回転するのを妨げる。
【００６６】
　図１９で最も良く見ることができるように、可変抵抗モジュール（ＶＲＭ）６８はまた
、２つの抵抗選択ボタン７２を含む。前述したように、可変抵抗モジュール（ＶＲＭ）６
８は、３つの異なる増分する抵抗量を提供することができる。２つの抵抗選択ボタン７２
のどちらも押されていないとき、第１の最小の抵抗量が生成される。２つの抵抗選択ボタ
ン７２の一方が押されているとき、第２の中間の抵抗が生成される。第３の最大の抵抗は
、両方の抵抗選択ボタン７２が押されたときに生成される。
【００６７】
　可変抵抗は、可変抵抗モジュール（ＶＲＭ）６８内部に設けられた複数のばね抵抗部材
によって達成される。ここで、異なる抵抗選択ボタン７２が押されるときに、複数のばね
抵抗部材のうち選択された部材が係合され、ケーブルまたはコード７６の回転及び巻き解
きに抵抗する。ケーブルまたはコード７６を巻き取る内部プーリは、使用者がケーブルま
たはコード７６に加えている引張力が解放されたときにケーブルまたはコード７６を自動
的に巻き取るようにバイアス力をかけることができる。
【００６８】
　可変抵抗モジュール（ＶＲＭ）６８の内部構成要素が、図２１、２２ａ、２２ｂ、２３
ａ、２３ｂ、２４ａ、２４ｂ、及び２５に最も良く示されている。抵抗選択メカニズムは
、どちらの抵抗選択ボタン７２に関しても同じであり、したがって、一方の抵抗選択ボタ
ン７２の以下の説明が両方の抵抗選択ボタン７２に当てはまる。
【００６９】
　特に、図２１、２２ａ、２２ｂでは、１つの抵抗選択ボタン７２が押された構成で示さ
れている。抵抗選択ボタン７２は、バイアス部材１２２を受け止めるシャフト１２０を含
み、このシャフト１２０は、可変抵抗モジュール（ＶＲＭ）６８内部に位置決めされたシ
ャフト受取りケージ１２４を通って延びる。
【００７０】
　抵抗選択ボタン７２とは反対側のシャフト１２０の端部は、回動カム１２６に係合する
。回動カム１２６はロッカーバー１２８に係合し、ロッカーバー１２８は、その一端に係
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合歯１３０を含む。
【００７１】
　図２４ａ及び２４ｂに例として最も良く示されているように、回動カム１２６とロッカ
ーバー１２８はそれぞれ、互いに所要の接触を行うようにバイアス力をかけられる（回動
カム１２６は、シャフト１２０の端部と接触するようにバイアス力をかけられ、ロッカー
バー１２８は、回動カム１２６と接触するようにバイアス力をかけられる）。
【００７２】
　抵抗を選択するために抵抗選択ボタン７２が押されるとき、回動カム１２６が枢動され
、ロッカーバー１２８が回転し、それにより係合歯１３０がラチェット板１３２上のラチ
ェット歯の１つに係合する。ラチェット板１３２はトーションばね（図示せず）に結合さ
れ、このトーションばねがばね板１３４に係合し、ばね板１３４は巻取りプーリ１３６に
結合され、巻取りプーリ１３６もまたトーションばね（図示せず）を含むことがあり、第
１の抵抗、及び／またはケーブル／コード７６を巻き上げるためのメカニズムを形成する
。
【００７３】
　抵抗を選択するために抵抗選択ボタン７２が押され、ロッカーバー１２８の係合歯１３
０がラチェット板１３２のラチェット歯に係合すると、ラチェット板１３２は、可変抵抗
モジュール（ＶＲＭ）６８内部で自由には回転できなくなり、それによりトーションばね
がラチェット板１３２とばね板１３４の間に係合されて、ケーブル／コード７６の引張り
に対するさらなる抵抗力を生み出す。
【００７４】
　図２３ａ及び２３ｂに示されるように、抵抗選択ボタン７２が押されないとき、ロッカ
ーバー１２８の係合歯１３０はラチェット板１３２の歯に係合せず、したがってラチェッ
ト板１３２は自由に回転することができ、そのためトーションばねはラチェット板１３２
とばね板１３４の間に係合されず、したがってトーションばね及び巻取りプーリ１３６の
みによって抵抗が提供される。
【００７５】
　抵抗選択ボタン７２を図２５に詳細に示す。抵抗選択ボタン７２は、ボタンを一度押す
と押された状態でロックされ、もう一度押すと、ロックされた押された状態から解除され
るように構成される。このようにして、可変抵抗モジュール（ＶＲＭ）６８の抵抗は、押
された状態でロックされている抵抗選択ボタン７２が１つであるか、２つであるか、また
はどちらもロックされていないかに応じて、３つの設定の１つに設定してロックすること
ができる。
【００７６】
　より多様な強度トレーニングを提供するために、異なる抵抗増分を有する交換可能な可
変抵抗モジュール（ＶＲＭ）６８を提供して、延長バー６４に取り付けることができる。
【００７７】
　図２６ａ及び２６ｂに示されるように、Ｕ字形金具６６は、可変抵抗モジュール（ＶＲ
Ｍ）６８の回転軸に垂直な軸の周りでの回転も提供する。Ｕ字形金具６６は、任意の大き
さの所望の回転を行えるようにすることができ、または回転制限メカニズムを設けること
ができる。
【００７８】
　例えば、図２７に示されるように、Ｕ字形金具６６の回転制限メカニズムが提供される
。例示の回転制限メカニズムは、延長バー６４の端部に挿入されたＵ字形金具回転シャフ
ト９６に形成された溝９４の形態である。溝９４の円周方向サイズが、Ｕ字形金具６６の
角度回転量を決定する。止め具９８（この場合にはねじまたは小ねじ）が、延長バー６４
を通して挿入され、溝９４内に位置して、延長バー６４に対するＵ字形金具６６の回転を
制限する。Ｕ字形金具回転シャフト９６の円周に沿って所望の回転量で溝９４を提供する
ことによって、任意の適切な所望の回転範囲、例えば２７０度、１８０度、９０度、４５
度、または任意の他の所望の３６０度以内の範囲を提供することができる。
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【００７９】
　前述した実施形態と同様に、延長バー６４は、ローラ５０から取外し可能であり、多目
的全身エクササイズ器具の持ち運びを容易にするためにローラ５０の中空キャビティ内部
に格納することができる。
【００８０】
　簡単に何度でも延長バー６４をローラ５０に適切に配置できるように、図１７に示され
るように、ローラ５０の開端部５６でローラ５０の壁に位置合わせ切欠き６０が提供され
る。４つの位置合わせ切欠き６０が示されているが、それよりも多いまたは少ない切欠き
を利用することもできる。
【００８１】
　延長バー６４は位置合わせフランジ７８を含み、位置合わせフランジ７８は、位置合わ
せ切欠き６０に対して相補形であって対応して位置決めされ、したがって位置合わせ切欠
き６０内部に位置して延長バー６４を適切に位置決めする。
【００８２】
　さらに、延長バー６４の適切な位置決め及び保持をさらに保証するために位置決め部片
８０を提供することができる。位置決め部片８０も位置合わせフランジ８２を含み、延長
バー６４の上で、延長バー６４に対して垂直にローラ５０の開端部５６内に挿入すること
ができ、それにより、位置合わせフランジ８２は、延長バー６４の位置合わせフランジ７
８が係合しない位置合わせ切欠き６０と係合する。
【００８３】
　さらに、着脱可能及び係止可能なエンドキャップ５８がローラ５０の開端部５６に取り
付けられて、延長バー６４及び位置決め部片８０を定位置に係止する。
【００８４】
　図１７で見られるように、ロックストップ６２が、着脱可能及び係止可能なエンドキャ
ップ５８上のロックストップ受取り部分８６と選択的に係合するように、ローラ５０の開
端部５６の内周面に沿って位置決めされる（図１８ａ、１８ｂ）。
【００８５】
　着脱可能及び係止可能なエンドキャップ５８にはハンドル８４が設けられ、それにより
使用者はハンドル８４を掴んで、エンドキャップ５８をローラ５０の開端部５６に挿入し
、エンドキャップ５８を非係止向きから係止向きに回転させることができる。
【００８６】
　ハンドル８４はバイアスロックボタン８８を含む。図１８ａ及び１８ｂに示されるよう
に、バイアスロックボタン８８は、ロックストップ６２に選択的に係合するように係止縁
部９２を片側に有する傾斜部分９０を含み、非係止向きへのエンドキャップ５８の意図し
ていない回転を防止する。
【００８７】
　使用時、エンドキャップ５８をローラ５０の開端部５６に挿入し、ロックストップ６２
を、それぞれのロックストップ受取り部分８６に挿入するために位置合わせする。次いで
、ロックボタン８８を係合させない状態でエンドキャップ５８を回転させることができ、
それによりロックストップ６２は、ロックボタン８８の傾斜部分９０に接触して、バイア
ス力に反してロックボタン８８を移動させ、ロックボタン８８を通り過ぎてロックストッ
プ受取り部分８６に入ることができるようになる。
【００８８】
　ロックストップ６２がロックボタン８８を通り過ぎてロックストップ受取り部分８６ま
で移動した後、ロックボタン８８が非作動位置にバイアス力をかけられて戻り、それによ
り係止縁部９２がロックストップ６２に係合して、ロックストップ６２がロックストップ
受取り部分８６から外れて回転するのを防止する。エンドキャップ５８を取り外すために
は、ロックボタン８８をバイアス力に反して作動させる。それにより係止縁部９２はロッ
クストップ６２との係合から外れ、したがってロックストップ６２を回転させてロックス
トップ受取り部分８６から外すことができる。
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【００８９】
　このようにすると、着脱可能なエンドキャップ５８は、その意図していない回転を防止
するように選択的に係止可能であり、ローラ５０の開端部５６に接続された延長バー６４
を確実に保持する。
【００９０】
　したがって、本発明による持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具のこの実施形態
は、延長バーを器具内部に格納した持ち運び可能な構成から動作構成に器具を構成する迅
速で簡単な方法を提供する。動作構成では、行うことができる多数の異なるエクササイズ
を使用者に提供する助けとなるように、抵抗モジュールを設けるために延長バーが器具の
端部に配置される。
【００９１】
（Ｄ．様々な付属部品）
　本発明による持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具のための様々な付属部品を提
供することもできる。
【００９２】
　例えば、図２８に示されるように、高齢者や骨粗鬆症患者など、骨盤及び寛骨が比較的
弱い使用者のために、追加の保護付属部品を提供することができる。特に、ローラの上に
使用者が横たわるまたは座る必要がある特定のエクササイズ中に、クッションパッド１０
０を提供して、ローラにわたって使用者の骨盤領域の下に平らに敷くことができる。クッ
ションパッド１００は、任意の適切な形状またはサイズでよく、適切な粘弾性フォームま
たはゲル材料、例えばシリコーンなどから形成されることがあり、または膨張可能な嚢を
含むことがある。このようにすると、クッションパッド１００が使用者の骨盤領域をさら
に支持する。
【００９３】
　骨盤及び寛骨が比較的弱い使用者、または、比較的大きな使用者のためにやはり提供す
ることができる図２９に示される代替付属部品は安定ボックス１０２である。
　安定ボックス１０２は細長いボックスの形態であり、これがローラの上に配置され、そ
れにより使用者は、特定のエクササイズを行うために、ローラ５０ではなく安定ボックス
１０２の上に横たわるまたは座ることができる。安定ボックス１０２は、その長手方向両
端で開いていてよく、ローラ５０の端部の一方または両方が安定ボックス１０２の端部を
越えて延在することができるように安定ボックス１０２内部にローラを収容する。このよ
うにすると、安定ボックス１０２は、特定のエクササイズを行う間に使用者が横たわるま
たは座るためのより安定した大きな表面積を提供することができ、それでも依然としてロ
ーラ自体とのあるレベルのユーザインターフェースを可能にし、いくつかのエクササイズ
の不安定要素を残しておく。
【００９４】
　図３０に示されるように、ローラをステップエクササイズ器具としての使用に適した構
成にするために、安定ボックス１０２と同様の付属部品を提供することができる。
　特に、（安定ボックス１０２がローラ５０を覆うのと同様に）安定ステップ１０４を設
けて延長バー６４の上に座れるようにすることができ、また延長バー６４の下に支持を設
けて、支持面でのローラ５０の回転を防止することができる。安定ステップ１０４が延長
バー６４の上に定位置に被さり、かつ延長バー６４を支持した状態で、使用者は、可変抵
抗モジュール（ＶＲＭ）６８を利用するためにハンドループ７４を操作しながら、または
操作することなく、ステップエクササイズを行うことができる。
【００９５】
　図３１及び３２に示されるように、追加の付属部品は延長バー１０６（その全般的な詳
細は延長バー６４に関して上述した）でよく、例えば、着脱可能なエンドキャップ５８に
提供された穴に垂直延長バー１０６の一端を挿入することによって、着脱可能なエンドキ
ャップ５８に延長バー１０６を着脱可能に接続することができる。
　着脱可能なエンドキャップ５８に垂直延長バー１０６を着脱可能に接続するための任意
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の他の適切なメカニズムを使用することもできる。図示されるように、垂直延長バー１０
６は、反対側の端部に接続された２つの可変抵抗モジュール（ＶＲＭ）６８を含むことが
できる。図３２に示される例示的実施形態では、垂直延長バー１０６は、着脱可能なエン
ドキャップ５８の近くにスペース形成湾曲１０８を設けて、使用者と垂直延長バー１０６
の間により大きなスペースを提供することができる。延長バー６４と同様に、垂直延長バ
ー１０６も、運びやすくするために、ローラ５０の中空部分の中央に保持されるように構
成することができる。
【００９６】
　さらなる付属部品の使用が図３３ａ及び３３ｂに示される。
　特に、内側ケース１１０は、延長バーがローラ５０の内部に格納されるときに、延長バ
ー６４を収容して保護するために提供される。内側ケース１１０は、概して円筒形状に形
成することができ、閉じた端部を有し、その一方の側に沿って開口１１２が概して長手方
向に設けられる。開口１１２を通してケース１１０内に延長バー６４を挿入することがで
きる。内側ケース１１０は、任意の適切な材料から形成することができ、半剛質または軟
質ケースでよい。例示の材料としては、例えば、軟質布地、ネオプレンゴム、任意の他の
連続気泡フォームもしくは独立気泡フォーム、または任意のゲル材料、または任意の適切
なプラスチック材料、例えば低密度もしくは高密度ポリエチレンがある。ケース１１０が
布地材料から形成される場合、開口は、例えば、ジッパー閉止、スナップ閉止、及び／ま
たはフックとループによる閉止の使用によって閉じることができる。半剛質プラスチック
ケースの場合、材料の固有の弾性により開口が閉じることもよくある。
【００９７】
　開口１１２を通して延長バー６４をケース１１０内に挿入した後、図３３ｂに示される
ようにローラ５０の開いた空間内にケース１１０を挿入して、エクササイズ器具を収納し
て容易に持ち運びできるようになる。
【００９８】
　提供することができるさらなる付属部品として、限定はしないが、エクササイズ器具を
楽に運べるようにエクササイズ器具を中に入れるために提供される外装キャリーバッグ（
例えば図９に示される）がある。
　そのようなキャリーバッグは、１つまたは複数のストラップ、例えばショルダストラッ
プを含むことができ、それにより手が空いた状態で、より楽にエクササイズ器具を持ち運
ぶことができる。そのようなショルダストラップは、例えばエクササイズ器具自体の端部
に直接着脱可能に取り付けることができる。これは、例えばスナップファスナによって、
またはエクササイズ器具の端部に固定されたリングに着脱可能に接続するストラップの端
部にあるクリップによって行われる。
【００９９】
（Ｅ．結語）
　本発明による持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具及びその構成要素は、任意の
適切な材料から形成することができる。
【０１００】
　また、本発明による持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具の構成要素に関する特
定のサイズ範囲を開示したが、本発明による持ち運び可能な多目的全身エクササイズ器具
及びその構成要素は、様々な体型の人が使用するのに適するように任意の適切なサイズを
有することができる。
【０１０１】
　当然ながら、本発明の任意の特定の実施形態に従って必ずしもすべての目的または利点
を実現することができるわけではない。すなわち、例えば、本明細書で教示した１つの利
点または利点のグループを実現または最適化するように本発明を具現化または実施するこ
とができ、本明細書で教示または示唆した他の目的または利点は必ずしも実現しなくても
よい。
【０１０２】
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　熟練したトレーナーまたはアスリートは、開示した実施形態及び変形形態からの様々な
開示した特徴の交換性を認識できる。本明細書で説明した変形形態に加えて、当業者は、
各特徴に関する他の既知の均等形態を組み合わせて合致させ、本発明の原理による持ち運
び可能な多目的全身エクササイズ器具を構成することができる。
【０１０３】
　本発明を例示的実施形態及び実施例の文脈で開示したが、本発明は、特に開示した本発
明の実施形態を越えて他の代替実施形態及び／または使用法ならびに本発明の明白な修正
形態及び均等形態にまで及ぶ。本出願で開示する本発明の範囲は、上で開示した特定の実
施形態のみに限定すべきではないものと意図されている。
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