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(57)【要約】
　乗ることと歩くことの両方を可能にする昇降歩行器椅
子。椅子は、平行四辺形動力装置によって上昇される。
シートは、サドル／シート上昇の変更に応じて、サドル
とシートとの間で変形する。さらに持上げ平行四辺形動
力装置構造。筋肉組織、共調運動性、または平衡性が損
なわれたことに因り移動性に制限のある人々のための、
または支援が所望される作業を実行しなければならない
身体的に健全な個人のための昇降歩行器椅子が、開示さ
れる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本明細書において説明または図示される実施形態のいずれかに記載の昇降歩行器椅子。
【請求項２】
　昇降歩行器椅子において、
　車輪付きフレームと、
　持上げ構造とを備え、
　前記持上げ構造は、
　前記車輪付きフレームに取り付けられた持上げシャシであって、
　　平行四辺形の辺を形成する持上げ支柱に取り付けられた延伸フレームを有する平行四
辺形構造を有し、
　　前記延伸フレームに受け棒を介して弾性的持上げカセットが取り付けられている、
　持上げシャシと、
　シートとを備え、
　前記持上げ構造は、前記シートを上昇させることができ、
　前記シートは、シートからサドルに変形可能であり、
　前記持上げ構造は、前記シートが、前記シート／サドルの上昇時にシートとサドルとの
間で変形するように、前記シートに機能的に取り付けられており、
　前記持上げ構造は、座位からさらに立位に移動するのを支援するために、乗員の体重を
釣り合わせることができる、昇降歩行器椅子。
【請求項３】
　前記シートと前記持上げ構造との間の取付部が、平行四辺形アームまでである、請求項
２に記載の昇降歩行器椅子。
【請求項４】
　右組立体および左組立体を有する肘掛け／シートバックフレームを有し、
　アームレスト組立体がそれぞれ、平行四辺形を形成するために２つの枢軸点で平行四辺
形支柱によって肘掛けかぶせ板に取り付けられた肘掛け支持板を有し、
　前記２つの平行四辺形支柱が異なる長さであり、前記支持板に対して前記かぶせ板を枢
動させると、前記かぶせ板と前記支持板との間の相対角度が変化し、乗員の前で交差する
ように前記かぶせ板を枢動させる、請求項１に記載の昇降歩行器椅子。
【請求項５】
　前記肘掛けの動きが、上昇機能および車輪をロックするおよびロック解除することを制
御する、請求項４に記載の昇降歩行器椅子。
【請求項６】
　前記シートが占有する面積を拡張し、乗員の脚が動くための空間をより大きくするため
に、前記持上げ構造の平行四辺形辺が曲がっている、請求項１に記載の昇降歩行器椅子。
【請求項７】
　前記持上げカセットが、１つまたは複数の持上げ動力装置を有することができ、
　前記持上げ動力装置が、ユニバーサル継手を有することにより交換可能であり得、
　前記カセットが、動力装置の異なる組合せに適応することができる、請求項１に記載の
昇降歩行器椅子。
【請求項８】
　前記持上げ装置延伸アームと、前記持上げ装置延伸アームが枢動可能に取り付けられる
前記持上げ支柱の平行四辺形辺とが、６．９の長さ比を有しており、曲がった平行四辺形
辺の長さは、枢軸から枢軸まで一直線に測定される、請求項１に記載の昇降歩行器椅子。
【請求項９】
　前記持上げ延伸部中心線とカセット中心線に沿って加えられる力との間の角度が、２９
°持上げ角度、または約２７°～約３１°の範囲である、請求項１に記載の昇降歩行器椅
子。
【請求項１０】
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　前記持上げ延伸部中心線とカセット中心線に沿って加えられる力との間の角度が、４８
°持上げ角度、または約４６°～約５０°の範囲である、請求項１に記載の昇降歩行器椅
子。
【請求項１１】
　前記座位と跨ぎ位置との間の高さ変形の範囲は、約４５．７２センチメートル（１８イ
ンチ）から約８６．３６センチメートル（３４インチ）までである、請求項１に記載の昇
降歩行器椅子。
【請求項１２】
　同時に回転するように前記肘掛けかぶせ板に固定されたクランクシャフト軸を備え、前
記クランクシャフトアームが、作動ワイヤを引っ張って、車輪ブレーキおよび／またはシ
ート高さロックと係合および解除するように適合される、請求項１に記載の昇降歩行器椅
子。
【請求項１３】
　前記昇降歩行器椅子に取り付けられた平衡アームをさらに備える、請求項１に記載の昇
降歩行器椅子。
【請求項１４】
　前記平衡アームの遠位端部に取り付けられたジンバル式ツールホルダをさらに備える、
請求項１３に記載の昇降歩行器椅子。
【請求項１５】
　前記平衡アームの前記遠位端部に取り付けられた肘掛けをさらに備える、請求項１３に
記載の昇降歩行器椅子。
【請求項１６】
　本明細書において説明または図示される実施形態のいずれかに記載の昇降歩行器椅子を
使用するリハビリテーションを実行するステップを含む、リハビリテーションの方法。
【請求項１７】
　本明細書に記載されるいずれかの実施形態に記載の、曲がったまたは直線の辺を備えた
平行四辺形構造と、前記平行四辺形に取り付けられ、前記平行四辺形の中、または外側に
配置された持上げカセットとを有する持上げデバイス。
【請求項１８】
　以下の特徴、すなわち
　前記持上げ支柱が、上側平行四辺形リンクまたは下側平行四辺形リンクであり、
　持上げ性能曲線を調整するためにカセットと持上げ延伸部中心線との間で角度を変える
ことを可能にするカセット軸スロット、
　モータ補助、自己内蔵型ドロップインモータ／電池／無線制御装置、
　前記シートをシート構成とサドル構成との間で変形するための伸縮式支柱展開機構、
　サドルが下降するときの、ｖ字形ヒンジに沿ったシート翼部のシートへの展開であって
、前記シートが、間に折畳みシート逃しカットアウトを有する中断ヒンジを有する、シー
トへの展開、
　上側シート高さが、受座に対して調整されるねじを利用して制限する、
　前記シートが旋回する、
　シート旋回の程度は、前記推進脚が接触している前記サドルの前記側縁が、前記デバイ
スの前後軸と平行になるように設定され、
　垂直軸を中心とした前記シートの回転の程度は、約３０度（右と左とに１５度）である
、
　前記シートの角回転の程度が、緩衝器もしくは止め部、または最大高さラッチおよび最
小高さラッチによって制限される、
の１つまたは複数を有する、請求項１から１７に記載のいずれか。
【請求項１９】
　昇降歩行器椅子において、
　車輪上のフレームと、
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　従来の椅子シートに変換可能な自転車様のサドルであって、前記シートは、前記シート
が上がる際に、折り畳まれてサドルになる、自転車様サドルと、
　右肘掛けと、
　左肘掛けと、
　複数の位置を有する２つの肘掛けであって、
　　第１の位置（従来型の）では、前記車輪は、ロックされており、
　　第２の位置では、前記車輪は、ロック解除され、シート高さがロックされており（ユ
ーザが前記シート高さを選択する）、
　　第３の前方位置は、前記サドルの高さをロックして、前記車輪を解放するが、前記ユ
ーザが、前記肘掛けの上にわずかに前方に寄り掛かることを可能にする、
　２つの肘掛けと、
　前記肘掛けの動きによって作動することができ、随意的に最大制動力を加えるときに、
前記ユーザが座位に下がるように、前記シート高さが自由になる制動機構であって、
　　フットレストが、ステアリングに影響するように構成され、
　　前記装置は、ユーザが、移動運動のために自身の脚を使用することができるように、
かつ立位でまたは立位に近い位置で、正常歩行またはほぼ正常歩行を利用することができ
るように構成され、
　　前記サドルは、前記ユーザの体重の一部を運ぶためのばね付勢されており、上下に調
整され得る、
　制動機構と、
　例えばガススプリングおよびリニア軸受によって、前記シート高さを上昇させる動力昇
降機構であって、
　前記シート／サドルは、折り畳まれたときに、前方幅およそ２．５４センチメートル（
１インチ）、後部幅１５．２４センチメートル（６インチ）の、「先がとがった」サドル
形状を提供するｖ字形パターンの前方後方ヒンジを有する、動力昇降機構と、
　シート高さロックおよび車輪制動機構であって、
　　前記肘掛けが、ケーブルが取り付けられた状態で周囲を枢動する２つの定点上のカム
を備え、
　　一方のカムは、小穴によって、ブレーキと係合する『弓の弦』に取り付けられたケー
ブルを引っ張ることができ、正位置の後ろで前記肘掛けを押すことで、このカムを、前記
ブレーキを解除する『オーバーセンタ』に至らし、
　　第２のカムは、前記第１のカムに対して１８０度に方向付けられ、前記肘掛けが前方
に押されて、寄り掛かり位置に入るとき、シートバックロープをクリートの中に引っ張り
、さらに『オーバーセンタ』を働かせることができ、前記肘掛けが後方に引かれるとき、
前記シート高さもロックされ、
　　各車輪ブレーキが独立して制御される、
　シート高さロックおよび車輪制動機構とを備える、昇降歩行器椅子。
【請求項２０】
　後構造アーチと前記シート組立体の最下柱との間に延伸する、平行四辺形取付台を上向
きに付勢する弾性的構成要素によって提供される持上げ動力を有する昇降歩行器椅子にお
いて、
　下側『シート』位置では、前記平行四辺形が、乗り手の体重によって下向きに付勢され
、
　上側位置では、前記乗り手が、『サドル』位置まで持ち上げられ、随意的に、前記持上
げ動力は、前記弾性的構成要素の終端点を上げ下げすることによって調整することができ
る、昇降歩行器椅子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0001]本国際特許出願は、２０１４年７月１４日に出願された「ＥＬＥＶＡＴＩＮＧ　
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ＷＡＬＫＥＲ　ＣＨＡＩＲ」という表題の米国仮特許出願第６２／０２４，００６号の優
先権を主張し、同出願の全体を、そのままここで説明するように、参照として本明細書に
援用する。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]移動に難しさを有する個人を助ける従来型のデバイスは、２つの幅広いカテゴリ
、すなわち乗員が立ち上がって、動き回るのを付加的に支援することができるいくつかの
中間的な組合せを加えた、歩行器と車椅子に分類される。
【０００３】
　[0003]標準的「ジマーフレーム」などの歩行器デバイスは、支持および安定性を付加す
るが、移動中に何かを運ぶこと、または操作することができない程、ユーザの手および腕
を必要とする。四輪型歩行器は、シートを含む場合もあるが、ユーザが立ち止まって、向
きを変えない限り、それらを使用することはできない。
【０００４】
　[0004]歩行器は、低速であり、孤立しており、座るために脇に置かれる場合、本質的に
危険である。
　[0005]ほとんどの車椅子（および電動車椅子）ユーザは、筋肉、循環、および心臓の健
康状態を犠牲にして無期限的に座ったままになる。
【０００５】
　[0006]『昇降』車椅子は、ベルトで固定された乗員を立位まで上げるのに大型モータを
使用しており、その一部は、直立した状態で、しかし歩行能力を強化することなく、また
は何らかの筋肉の負担を必要とせずに、乗員があちらこちらに移動する動力を付与するこ
とができる。
【０００６】
　[0007]支援デバイスの別の介在カテゴリには、乗員を上下に幾分持ち上げて、乗員が歩
くように助長する『立位式』歩行器が含まれる。
　[0008]不都合にも、既存の立位式歩行器は、前方および後部入口に大きい構造があるこ
とで、または不格好で居心地の悪い折畳みシート、手順、および拘束を備えていることで
、ユーザが世界と相互作用することを抑制している。そして、ユーザは、座位から立位ま
で上がるためには、なおも、体重のかなりの割合を脚および腕を用いて上げなければなら
ない。
【０００７】
　[0009]待ち望まれているのは、歩行制限のある個人が、意のままに座ったり、立ったり
し、自然な歩調で歩き、全く望ましい高さで、常に、自身のエネルギーおよび以前の運動
能力のわずかな成分だけを用いて、安全にかつ容易に周囲の環境と相互作用する、例えば
料理する、清掃する、洗濯を行う、服を着る、自身を運搬するための手段である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　[00010]筋肉組織、共調運動性、または平衡性が損なわれたことに因り移動性に制限の
ある人々のための、または支援が所望される作業を実行しなければならない身体的に健全
な個人のための昇降歩行器椅子が、開示される。昇降歩行器椅子は、人々の正常な歩調を
助長し、さらに落下を防ぐ、乗ることと歩くことを新規に混成させたものを提供する。本
発明の例証的な実施形態は、ユーザが、デバイスから出る必要なく、他の目的のために必
要に応じて両手が自由に使える状態で、完全に、機能的に釣り合いのとれた無重力状態で
、散策する、またがる、および惰走する、そして比較的に容易に座って、立ち上がること
を可能にする。
【０００９】
　[00011]以下の図は、本発明の例証的実施形態を示す。
【図面の簡単な説明】
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【００１０】
【図１】[00012]本発明の昇降跨ぎ式椅子の例証的実施形態の全体斜視図である。
【図２ａ】[00013]下降位置にある椅子を形成するために展開されたサドル／シートを示
す椅子１の側面図である。
【図２ｂ】上昇位置にあるサドルを形成するために翼部が折り畳まれた状態を示す椅子１
の側面図である。
【図３ａ】[00014]弾性的な持上げカセットの精密で透明な描画が加えられた、平行四辺
形支柱を含む本発明の持上げシャシ３の斜視図である。
【図３ｂ】弾性的な持上げカセットの精密で透明な描画が加えられた、平行四辺形支柱を
含む本発明の持上げシャシ３の斜視図である。
【図４】[00015]図４ａは、スロットに沿った、通常ペイロード持上げ性能の違いに関連
する、カセット軸の２つの代替位置についての側面図である。図４ｂは、スロットに沿っ
た、通常ペイロード持上げ性能の違いに関連する、カセット軸の２つの代替位置について
の側面図である。
【図５】[00016]図５ａは、カセット中心線角度に対する持上げフレーム角度に一貫性が
ある場合に、延伸フレームを持ち上げて、潜在的に同一の持上げ性能をもたらすための、
さまざまな選択された取付角度についての側面図である。図５ｂは、カセット中心線角度
に対する持上げフレーム角度に一貫性がある場合に、延伸フレームを持ち上げて、潜在的
に同一の持上げ性能をもたらすための、さまざまな選択された取付角度についての側面図
である。
【図６ａ】[00017]シートモードにおけるシート高さおよび後輪をロックするおよびロッ
ク解除する左肘掛け組立体／右肘掛け組立体に関する展開位置を示す図である。
【図６ｂ】ユーザが、シートモードから上昇してサドルモードへ移行する際の、シート高
さおよび後輪をロックするおよびロック解除する左肘掛け組立体／右肘掛け組立体に関す
る展開位置を示す図である。
【図６ｃ】ユーザが、サドルモードから歩行運動へ移行する際の、シート高さおよび後輪
をロックするおよびロック解除する左肘掛け組立体／右肘掛け組立体に関する展開位置を
示す図である。
【図７ａ】[00018]ユーザが乗って、座高さまで下方に移行する際の、本発明の作動肘掛
け制御装置機能を用いた、ユーザによる係合の進行状態を示す図である。
【図７ｂ】ユーザが乗って、座高さまで下方に移行する際の、本発明の作動肘掛け制御装
置機能を用いた、ユーザによる係合の進行状態を示す図である。
【図７ｃ】ユーザが乗って、座高さまで下方に移行する際の、本発明の作動肘掛け制御装
置機能を用いた、ユーザによる係合の進行状態を示す図である。
【図７ｄ】ユーザが乗って、座高さまで下方に移行する際の、本発明の作動肘掛け制御装
置機能を用いた、ユーザによる係合の進行状態を示す図である。
【図８】[00019]折畳みサドル／シートに乗って、歩行する、跨ぐ、および／または惰走
するための姿勢を見せている、歩き回っているユーザを安定させ、部分的に支持するため
に使用されている肘掛けを示す図である。
【図９ａ】[00020]前方不均等平行四辺形支柱／後方不均等平行四辺形支柱の偏位によっ
て生み出される肘掛け位置を示すために、最上部かぶせ板１２ａを備えた肘掛け組立体を
右側作動させる斜視図である。
【図９ｂ】前方不均等平行四辺形支柱／後方不均等平行四辺形支柱の偏位によって生み出
される肘掛け位置を示すために、最上部かぶせ板１２ａを備えた肘掛け組立体を右側作動
させる斜視図である。
【図９ｃ】前方不均等平行四辺形支柱／後方不均等平行四辺形支柱の偏位によって生み出
される肘掛け位置を示すために、最上部かぶせ板１２ａを備えた肘掛け組立体を右側作動
させる斜視図である。
【図１０】[00021]翼部とシート取付台とを備えた折畳み椅子／サドル組立体を示す図で
あり、後方に跨ぐ脚のための経路を提供するために、シート取付柱が、どのようにしてシ
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ート／サドルの動的な左右の旋回の制限を促進しているのかを示す。
【図１１ａ】[00022]サドル／シートを示す図であり、サドルが下降したときに、どのよ
うにしてシート翼部が、翼部展開支柱によって上向きに揺動されてシートモードになるの
かを示す。
【図１１ｂ】サドル／シートを示す図であり、サドルが下降したときに、どのようにして
シート翼部が、翼部展開支柱によって上向きに揺動されてシートモードになるのかを示す
。
【図１２ａ】[00023]シート台車組立体を左弾性的部材／右弾性的部材およびリニア軸受
組立体を用いて、歩行高さとシート高さとの間で昇降させる昇降持上げ椅子を示す図であ
る。
【図１２ｂ】シート台車組立体を左弾性的部材／右弾性的部材およびリニア軸受組立体を
用いて、歩行高さとシート高さとの間で昇降させる昇降持上げ椅子を示す図である。
【図１２ｃ】[00024]リニア軸受トラック対の間に延在するリニア軸受組立体の斜視図で
ある。
【図１３ａ】[00025]労働者もしくは他のユーザ、弾性的動力ペイロード支持アーム、お
よびジンバル式工具ペイロードの総合重量に対する支持を提供する、工業的用途に適した
昇降歩行器椅子の低いシート展開を示す図である。
【図１３ｂ】労働者もしくは他のユーザ、弾性的動力ペイロード支持アーム、およびジン
バル式工具ペイロードの総合重量に対する支持を提供する、工業的用途に適した昇降歩行
器椅子の上昇されたサドル展開とを示す図である。
【図１４】[00026]最大高さ調整ねじおよび受座が、最大サドル高さを乗り手の股下丈測
定値に適するように設定するように機能することを示す図である。
【図１５ａ】[00027]シート形状からサドル形状に変形するのではない、昇降持上げ椅子
用のシートを示す図である。
【図１５ｂ】シート形状からサドル形状に変形するのではない、昇降持上げ椅子用のシー
トを示す図である。
【図１５ｃ】シート形状からサドル形状に変形するのではない、昇降持上げ椅子用のシー
トを示す図である。
【図１６】[00028]ジンバル式ツールホルダに取り付けられた多関節アームを示す図であ
る。
【図１７ａ】[00029]順次的な展開位置を通して制動機能および揚力ロック機能を作動さ
せる、カムまたはクランクシャフト軸を備えた例証的肘掛けを示す図である。
【図１７ｂ】順次的な展開位置を通して制動機能および揚力ロック機能を作動させる、カ
ムまたはクランクシャフト軸を備えた例証的肘掛けを示す図である。
【図１７ｃ】順次的な展開位置を通して制動機能および揚力ロック機能を作動させる、カ
ムまたはクランクシャフト軸を備えた例証的肘掛けを示す図である。
【図１７ｄ】順次的な展開位置を通して制動機能および揚力ロック機能を作動させる、カ
ムまたはクランクシャフト軸を備えた例証的肘掛けを示す図である。
【図１８ａ】[00030]昇降歩行器椅子用シートの裏面を示す図である。
【図１８ｂ】昇降歩行器椅子用シートの裏面を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　[00031]図１は、本発明の例証的実施形態による昇降歩行器椅子１の、上昇された『歩
行』位置で見られる斜視図を示し、持上げシャシ３に取り付けられた車輪付きフレーム２
を含み、フレームが、平行四辺形の支持された偏位の上方限界まで上がる際に、乗員の体
重を釣り合わせて、本質的に「無重力の」状態を提供することによって、折畳み式サドル
／シート６が乗員と釣り合うことを可能にするように調整された力で、その構成要素は、
持上げ延伸フレーム４ａを下方へ、そして取り付けられた持上げ支柱４を上方へ弾性的に
枢動させる。
【００１２】
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　[00032]肘掛け／シートバックフレーム８は、シート取付台７（図１０に示す）に取り
付けられ、肘掛け組立体９ａ、９ｂを支持する。左折畳み式シート翼部および右折畳み式
シート翼部６ａ、６ｂは、上昇座に適する『サドル』位置において下向きに折り畳まれて
示されている。肘掛け６ａ、６ｂは、格納位置で示されているが、随意的に前方へ展開す
ることができ、これは、歩行用の位置で胴を支持するのに役立つことができる。シートの
側部、およびその下方を含めて、シートの、接地フレーム２に対する充分な隙間が設けら
れており、歩行者の脚および足が後に向かって跨ぐこと、または必要に応じて地面と斜め
にかみ合うことが可能になっている。
【００１３】
　[00033]本発明の実施形態は、伝統的な歩行器で見られるような前方障害物のない状態
での歩行運動を可能にしているので、ユーザは、立っている高さを含むさまざまな高さで
シンク、ストーブ、クロゼットなどへの前方アクセスを保持し、その間で操作することが
可能である。
【００１４】
　[00034]図２ａ、図２ｂは、昇降歩行椅子１の側面図を示す。図２ａは、椅子を形成す
るために展開された、最も低い椅子高さ位置にあるサドル／シート６を示す。椅子高さは
、シート取付台７、下側平行四辺形持上げ支柱４、上側平行四辺形支柱５ａ、５ｂ、およ
び持上げシャシ３によって形成される平行四辺形装置によって変更される。この位置では
、昇降歩行椅子１は、椅子張りシートバックおよび肘掛け９ａ、９ｂ用パッドを随意的に
含むことができる従来型の椅子として機能する。シートフレーム２は、炭素繊維、湾曲し
たアルミニウム箱形ビームなどを含む何らかの適切に丈夫な材料で形成することができる
。持上げ支柱４および平行四辺形支柱５ａ、５ｂは、図面に示す本発明の例証的実施形態
では曲がっていることに留意されたい。曲がっていることで、シートは、そうでない場合
には利用できない空間を占有することが可能になり、それによって、支柱がまっすぐな実
施形態と比べて、シートの偏位距離が大きくなっている。図１１ａは、湾曲した平行四辺
形支柱５ａ、５ｂの中でのシート６の位置を示す。曲がっていることで、シートが下げら
れるとき、シートの背縁が支柱に当たらなくなる。湾曲した持上げ支柱４は、さらに、シ
ート６に使用可能な空間を広げることができる。持上げ支柱４および平行四辺形支柱５ａ
、ｂは、湾曲しているが、それらは、直線の平行四辺形の辺を備えた構造に似た様式で機
能するように構成されている。
【００１５】
　[00035]図２ｂは、歩行運動のために選択された上昇位置まで揺動されたシート６を示
す。シート翼部６ａ、６ｂは、先細のサドル６を形成するために折り畳まれている。シー
ト取付台７に取り付けられているシートフレーム８は、肘掛け組立体９ａ、９ｂを支持し
ている。後輪１７ａ、１７ｂは、好ましくは固定的方向性を有している、すなわち非旋回
可能型であり、モータ取付プレート１８ａ、１８ｂに取り付けられており、これらの取付
プレートは、随意的に、必要に応じて足および脚の力を補い、漸進的な前進トルクおよび
後進トルクを後輪に加えることによってステアリング操作を支援するために、従来型の小
型の、自蔵電動機と電池のセット（図示せず）を受けるように構成することができる。好
ましくは無線式ジョイスティック（図示せず）を、肘掛け９ａまたは９ｂの最上面に取り
付けて、必要に応じて、個人の能力を補うのにちょうど必要な程度だけわずかな前方、後
方、または回転原動力を加えることができる。
【００１６】
　[00036]図３ａは、その延伸可能なシャフト５６ａ、５６ｂ、５６ｃが、受け棒１３と
係合しているのが分かる弾性的動力装置１５ａ、１５ｂ、１５ｃ（図３ｂに示す）を収容
する持上げカセット１４を含む持上げシャシ３の斜視図を示す。受け棒１３は、持上げ延
伸フレーム４ａの端部の中で、軸１３ａ上で枢動しており、持上げ延伸フレーム４ａは、
下側平行四辺形持上げ支柱４に結合されて、その支柱を上方に回転させて、サドル／シー
ト６および人間のペイロードを上昇させる。
【００１７】
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　[00037]図３ｂは、内部に取り付けた、例えば小型の強力なガススプリングなどの弾性
的動力装置１５ａ、１５ｂ、１５ｃを示す、弾性的持上げカセット１４の透過描画を含む
。弾性的動力装置は、シート乗員の体重と厳密に釣り合う組合せで選択することができる
。カセット１４は、その内部弾性的装置（ガススプリングなどの）が、受け部１３と延伸
可能に接触した状態を維持するように、シャシ３の中で軸１４ａを中心に枢動する。図示
するガススプリング１５ａ、１５ｂ、１５ｃが強力な圧縮力を提供するので、それらは、
長い方の端部上の『軽い子供』と釣り合うことができる、シーソーの短い方の端部上の『
重い子供』のような方式で、延伸フレーム４ａを下向きに強く付勢する。実際に、この実
施形態の支柱４の有効な枢軸から枢軸までの長さが、延伸部４ａの枢軸長さの約６．９倍
であるので、その場合、所与の一組のガススプリング１５ａ、１５ｂ、１５ｃによって加
えられた力の合計は、その比率によって分割されて、それらが支持する人物の近似重量を
示すことができる。より近い近似値にするために、人間の両脚のおよそ半分の別の重量を
引いた、シート６の重量が含まれなければならないが、実際には、人間の体重に約４．５
ｋｇ（１０ｌｂ）を加えたものが、人間を立ち上がらせて、「無重力状態」にあるように
着座させる平衡状態で、人間をうまく『浮かせる』、ネットガススプリング持上げ動力を
正当に示すことができることが分かっている。
【００１８】
　[00038]下記図表は、本発明の実施形態で例証的に使用され得るような、いくつかの入
手可能なガススプリング型弾性的動力装置のネット持上げ値を示す。このリストの最も強
力なガススプリングは、各カセットが加圧されて、３１３．４ｋｇ（６９１ｌｂ）までの
延伸力を提供する際に、ほぼ４５．４ｋｇ（１００ｌｂ）のネットペイロードを実際に持
ち上げる（持上げ平行四辺形の前方ペイロード端部で）。
【００１９】
　[00039]外ガススプリング（１５ａおよび１５ｃ）は、同一であるように選択されなけ
ればならないが（大幅に中心を外れた負荷が受け棒１３および延伸フレーム４ａにかかる
ことを回避するために）、入手可能なネット持上げ値の組合せは、ほぼ３６．３ｋｇ（８
０ｌｂ）から１３６．１ｋｇ（３００ｌｂ）までの重さの人であれば誰でも、ほぼ『浮か
せる』ことが容易に明記され得ることが明らかである。
【００２０】
　[00040]弾性的動力構成要素の組合せとして、例えば単一の中心ばね、２つの同一の外
ばね、または１つの内ばねと２つの同一の外ばねの組合せが含まれ得る。他の数の個別の
動力構成要素を、使用することも可能であるが、中心をずれる力は回避することが、好ま
しい。本発明の例証的実施形態では、組合せは、乗り手の体重に約４．５ｋｇ（１０ｌｂ
）を加えたものに等しくなるように選択される。
【００２１】
　[00041]下記図表は、例証的なガススプリングのパラメータを示す。総揚力は、ばねが
固有に持っているものである。ネット揚力は、総揚力を、持上げ支柱４と延伸フレーム４
ａの長さ間の例証的な比率である６．９で割ったものである。この具体例では、全てのば
ねは、８．００センチメートル（３．１５インチ）のシャフト偏位を有している。
【００２２】
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【表１】

【００２３】
　[00042]異なる力のばねまたは他の弾性的動力装置は、通常異なる外径または他の寸法
を有する。弾性的動力装置を容易に切替えるために、標準的接続部または他の調節部が、
持上げカセットの中に存在しており、標準直径スリーブなどのアダプタが、ある形の全て
の弾性的動力装置を、弾性的持上げカセット１４に適合させるために設けられている。
【００２４】
　[00043]図４ａ、図４ｂは、ペイロード持上げ性能に違いをもたらすスロット１４ｂに
沿ったカセット軸１４ａの２つの代替位置を図示する側面図を示す。「等弾力性」という
用語は、『Ｓｔｅａｄｉｃａｍ（登録商標）』カメラスタビライザペイロードを浮かせる
ように設計された平行四辺形アームによって得られた持上げ力の、最も低い偏位から最も
高い偏位までの、例示的な一貫性を指している。等弾力性は、人間を持ち上げるのに望ま
しいと考えられたので、したがって、人間は、座位から立位に上がるのに筋力を必要とし
ないが、しかし、カメラペイロードとは異なり、座っている人間は、上がって、サドルで
支えられた人間になり、この移行部を通して重量が変化する。実際には、ほとんどの人の
体重は、当初シート上にかかるが、残りの部分（脚および足のおよそ半分の重量）は、実
際には床の上にかかり、人間が立ち上がる準備をする際に、この割合は変化する。人間が
、上がろうと前方へ乗り出すとき、かなり多くの脚重量が、シートから床へ移される。結
果として、この移行全体を通して人を実際に『釣り合わせる』、または効果的に『無重力
状態』にするために、提供される揚力の量もまた、変化しなければならず、一貫した『等
弾力的』揚力は、最初はとても急激に、次いで、サドルに支持された乗員が立位姿勢に近
づくにつれて、とてもゆっくりと上昇し得ることが分かっている。
【００２５】
　[00044]図４ａは、持上げ延伸部中心線１９と力が加えられるカセット中心線２１に沿
って加えられる力との間の最適角度を示す。この角度は、カセット軸１４ａが、調整可能
なカセット位置調整スロット１４ｂの「後部」で摺動されるとき、本発明のこの例証的実
施形態で実現される。その結果この実施形態で得られる２９°持上げ角度は、不活性なペ
イロードを行程の底部に極端に低下させてから、あまりに活動的に最大高さに上昇させる
が、脚が床と接触し続ける人間を持ち上げるのには好ましい、『超等弾力的』持上げ力曲
線をもたらす。例証的な角度範囲は、約２７°から約３１°までである。結果的に得られ
る『超等弾力性』は、２つの理由で適切な持上げ力をもたらす。第１に、それは、力のペ
イロード重量に対する高い『シーソー』比率で限定的な弓形偏位に動力を供給する。第２
に、カセット中心線２１に沿った選択されたガススプリングの瞬間的な延伸力が、その行
程を通してある方向で、持上げ延伸部中心線角度１９に最適に加えられる。最初の２９°
力角度は、持ち上げるのには非効率的であり、乗員が前方へ乗り出すまでは、乗員を座っ
たままにさせ、したがって、充分な脚／足重量を地面に移して、平行四辺形を上方へ発進
させる。持上げ延伸フレーム４ａと称される、短いレバーアームに加えられる力の角度は
、サドル６がその最高上昇位置に達すると同時に、１１９°に達する。この延伸部では、
ガススプリング１５ａ、１５ｂ、１５ｃは、それらの元の力の約０．６だけを、しかし延
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伸部中心線１９まで比較的効果的な角度で出し、それは、不活性ペイロードを上側止め部
に激しく衝突させる。しかしながら一旦乗員の脚が垂直線に接近して、乗員の体重の多く
の割合がサドル上に載れば、持上げ性能は、人間のペイロードとより効果的に釣り合うこ
とができる。
【００２６】
　[00045]図４ｂは、対照的に、４８°の最適『等弾力的』持上げ角度を示しており、こ
の角度は、本発明のこの例証的実施形態では、不活性な非人間ペイロードを均一に持ち上
げる。しかしながら、動的に変化する人間のペイロードには、上記の通り、人間自身をシ
ート高さまで降ろす難しさが見られる。特に、一部の下降慣性が、実際には転用されて、
シート展開（図１１ａ、図１１ｂに示されるように）を作動させるので。さらに、地面に
到達している脚重量の割合が減少することで人間を事実上より重くするので、我々人間ペ
イロードは、最高高さに達する難しさをさらに有している。したがって、非明瞭に、等弾
力的揚力は、達成可能ではあるが、それは、本発明によって人間を釣り合わせる非常に特
別な要件には最適ではない。
【００２７】
　[00046]多くの等弾力的偏位のための例証的な持上げ角度範囲は、約４６°から約５０
°までである。通常、持上げ角度が４８°を上回って大きくなる際に、ペイロードは、行
程の最高部または底部にそれぞれ届くように、押上力または押下力が外部から追加される
ことを必要とし、他方で、４８°より小さい持上げ角度では、ペイロードは、最も低い位
置から上がるように押上力が追加されることが必要となり、最高高さから下降するように
押下力が追加されることが必要となる。
【００２８】
　[00047]図５ａ、図５ｂは、シート６がその最も低い偏位にあるときに、弾性的カセッ
ト中心線２１と持上げフレーム中心線１９との間の角度が、いずれの場合にも、２９°で
あるように配置されれば、持上げ延伸フレーム４ａ用のさまざまな他の選択された取付角
度は、類似または同一の持上げ性能をもたらすことができることを説明する側面図を示す
。図５ａは、本発明の例証的実施形態による、構造的な変形例を示し、持上げ延伸フレー
ム４ａは、前の図のような下側平行四辺形持上げ支柱４の代わりに、上側平行四辺形支柱
５ａ、５ｂに取り付けられている。持上げ性能は、類似または同一であることができ、持
上げフレーム中心線１９とカセット中心線２１との間の角度は、ここでも２９°または２
９°辺りに構築されているので、したがって、同様に、人間の乗員にも適していることに
留意されたい。この配置は、それが、持上げ構成要素を背もたれの後ろでより高位に保ち
、したがって、跨いで惰走するときに、それらの構成要素を足および脚の偏位からより離
れた状態に保つことなどのいくつかの理由で有利であり得る。
【００２９】
　[00048]図５ｂは、持上げ装置の角位置についての別の例証的な変形例を示す。この図
では、持上げ延伸部中心線１９は、持上げ支柱４が結合している持上げ支柱４の部分の長
手中心線５８に対してほぼ直角であり、弾性的持上げカセット１４は、背面からまっすぐ
に突き出ている。しかしながら、カセット中心線角度２１は、ここでも持上げフレーム中
心線１９に対して２９°の角度になっており、したがって、この変形は、単に例証的であ
り、特に機能的というわけではないが、人間のペイロードに対して、同様にまたは全く同
じに適切な持上げ性能を供給することに留意されたい。
【００３０】
　[00049]図５ａ、図５ｂに示すように、延伸フレーム４ａは、持上げ支柱４への取付部
で枢動中心を中心として任意の望ましい角度まで回転することができ、その角度は、図５
ａの構成では１９１度、図５ｂの構成では１１５度の角度であるように図示されている。
延伸フレーム４ａを回転させることで、持上げカセット１４を、枢軸５０ａ、５０ｂ、５
０ｃ、５０ｄによって画定される平行四辺形の内側または外側に要望通りに配置すること
ができる。
【００３１】
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　[00050]持上げカセット１４、延伸フレーム４ａ、および関連する平行四辺形構造を含
む持上げ装置は、平行四辺形持上げ構造が使用され得る他の、すなわち本明細書に記載さ
れる昇降持上げ椅子だけではない、応用例でも使用することができる。換言すれば、本明
細書に記載される持上げ装置は、本質的には、装置が提供する持上げ機能を必要とする他
のデバイスに組み込むことができる独立型機構である。これらの持上げ装置の、持上げ支
柱４および平行四辺形支柱１１ａ、１１ｂなどの平行四辺形の辺は、湾曲していてもよく
、または伝統的な平行四辺形連結のように直線であってもよい。平行四辺形の辺が湾曲し
ていることで、特殊用途に必要な最適偏位を可能にするように設計することができる。持
上げ装置は、スタンド、固定構造体もしくは移動可能構造体上に、またはユーザが着用す
るベストにも載置され得る。
【００３２】
　[00051]図６ａ、図６ｂ、図６ｃは、ユーザが、シートモードから上昇してサドルモー
ド、および歩行運動に移行する際に、シート高さおよび後輪１７ａ、１７ｂをロックする
およびロック解除することを適切に制御するように構成され得る、左肘掛け組立体／右肘
掛け組立体９ａ、９ｂに関する展開位置を示す。図６ａは、肘掛け９ａ、９ｂが、従来型
の肘掛けの役割をするために完全に引き込まれている椅子モードを示す。図６ｂは、部分
的に展開された肘掛け９ａ、９ｂを示す。前方平行四辺形展開支柱／後方平行四辺形展開
支柱１１ａ、１１ｂは、不均等な長さになっており、したがって、それらが側部から外側
に揺動される際に、肘掛け支持板１８ａ、１８ｂに対するかぶせ板１２ａ、１２ｂの角度
を変え始める。この肘掛け位置は、昇降歩行器椅子に『乗る』のには適している。図６ｃ
は、肘掛け９ａ、９ｂの最大前方展開を示し、適切な抑制および歩行運動に適切な肘掛け
面を形成するために、不均等な平行四辺形結合が、かぶせ板１２ａ、１２ｂを後方内向き
に揺動させている。図９ａ、図９ｂ、図９ｃで分かるように、これらの３つの肘掛け位置
は、本発明の例証的実施形態では、シート高さおよび後車輪ブレーキを別々にロックする
／ロック解除することを行うのに使用される。
【００３３】
　[00052]図７ａ、図７ｂ、図７ｃ、図７ｄは、ユーザが乗って、座高まで下方に移行さ
せる際の、昇降歩行用椅子の新規な作動肘掛け制御装置機能を用いた、ユーザによる係合
状態の進行を示す。図７ａでは、ユーザは、延伸位置にある（好ましくは後車輪ブレーキ
をロックしてある）肘掛けを握って、サドルに接近している。図７ｂでは、その人物は、
サドルに体重を移し、好ましくはシートベルトを締める（図示せず）。延伸させた肘掛け
位置は、さらに好ましくはシート高さをロック解除する。図７ｃでは、ユーザは、後ろに
わずかに寄り掛かって、自分の体重の数キログラム（ポンド）を除いた全てを支持しなが
ら、シートを下降させていることが示される。図７ｄでは、ユーザは、椅子の高さまで下
降していて、シート翼部が、自動的に外向きに展開されており、ユーザは、好ましくはシ
ート高さロックを作動させ、ブレーキを解放しながら（図９ａ、図９ｂ、図９ｃに示され
る手段で）、肘掛け背部をそれらの従来型の座位の方へ引き寄せている。
【００３４】
　[00053]図８は、肘掛け９ａ、９ｂが、前方歩行運動に適切な位置まで前方へ揺動され
ており、ユーザを取り囲み、歩行運動を容易にする肘掛け面を提供し、実施形態で利用可
能であれば、シート高さロックを作動させ、リヤブレーキを解放していることが示される
。従来型の歩行に適した姿勢にあるユーザが示される。ユーザの適応度および能力のレベ
ルによれば、ユーザは、さらに前方へ寄り掛かり、もう少し体重を肘掛けに移し、その間
で惰走しながら、足および脚が延びて地面に接触し、さらに後方に延びた状態で、いくら
か大きい歩幅で闊歩することを選択してもよい。
【００３５】
　[00054]高さ変形例の例証的な範囲、例えば図７ｄの座位と図８の跨ぎ位置との間は、
約４５．７２センチメートル（１８インチ）から約８６．３６センチメートル（３４イン
チ）までである。
【００３６】
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　[00055]図９は、透明な最上部かぶせ板１２ａを備えた、斜視図で示された右側作動肘
掛け組立体９ａを示し、長さが不均等である前方平行四辺形支柱／後方平行四辺形支柱１
１ａ、１１ｂの偏位によって生み出される肘掛け位置と、それらのそれぞれの作動機能と
を図示する。左上画像は、アーム組立体がその格納位置にあるときの前述の構成要素の位
置を示す。右上画像は、横に緩みつつある（好ましくは右後車輪ブレーキを作動させ始め
ている）肘掛け組立体９ａを示す。左下図面は、横に完全に延伸されている（好ましくは
持上げ機能をロック解除して、完全制動を実施している）肘掛け９ａを示す。右下画像は
、その最前方位置にある肘掛け９ａを示し、したがって、最上部かぶせ板は、少なくとも
一部がユーザの前に延伸しており、それによって、取り囲み、安定化し、そして歩行活動
を支持し、好ましくは、揚力をロックして右側車輪ブレーキの解放を作動させる。これら
の機能は、図９ａ、図９ｂ、図９ｃでさらに図示される。
【００３７】
　[00056]図９ａ、図９ｂ、図９ｃは、順次的な肘掛け展開位置の全体にわたって制動お
よび揚力ロック機能を作動させるための例証的機構を示す、肘掛け９ａの図である。クラ
ンクシャフト軸３７ａ、３７ｂは、前方肘掛け展開支柱／後方肘掛け展開支柱１１ａ、１
１ｂに固定されており、したがって、それらは、同時に回転する。図９ａ、図９ｂ、図９
ｃのクランクシャフト軸３７ａ、３７ｂから延びている矢印は、クランクシャフト軸と結
びついて取り付けられたアームの方向を示す。クランクシャフトアームは、作動ワイヤ３
６を引っ張るように構成され、両方の肘掛け上の点線によって示される。点線は、中心ワ
イヤ端部の経路を示し、これは、例えば４つの従来通りに終端された自転車型ブレーキケ
ーブル（図示せず）由来のものであってもよい。クランクシャフト軸３７ａによって作動
されると、各肘掛け上のワイヤ３６の一方の端部は、好ましくは、そのそれぞれの側の後
車輪ブレーキを従来通りに作動させ、解除するように構成される。各側上のワイヤ３６の
他方の端部は、１８０度クランクシャフト軸３７ｂによって反対方向に動かされ、これは
、さらに、バイクケーブル（図示せず）を介して使用されて、２つの冗長なシート高さロ
ック（図示せず）の一方を作動させることができる。シート高さロックは、他の従来型の
制動および抑制選択肢の中で、好ましくは、昇降歩行器椅子の持上げ平行四辺形の上向き
偏位および下向き偏位の両方を抑制するように働く、従来型の円板ブレーキまたは油圧ロ
ッキングシリンダ組立体を備えていてもよい。
【００３８】
　[00057]図９ａは、後方座位にある肘掛け組立体９ａ、９ｂを示す。両方の肘掛けの上
のクランクシャフト軸３７ａと結びついたクランクシャフトアームは、その点線のブレー
キケーブル３６がそれぞれの左車輪ブレーキ／右車輪ブレーキが解除されるように調整さ
れて、外に向けられる（矢印で示される）。各側上のクランクシャフト軸３７ｂと結びつ
いた前方クランクシャフトアームは、内に向けられ、そのブレーキ型ケーブルがシート高
さをロックさせるように調整される。図９ｂは、外へ揺動された肘掛けかぶせ板１２ａ、
１２ｂと、図のように、それぞれが９０°回転させている、両方の肘掛け上のクランクシ
ャフト軸３７ａ、３７ｂと固定的に結びついたクランクシャフトアーム（矢印で表される
）とを示す。左および右両方のクランクシャフトアームは、前方に揺動されており、した
がって、ブレーキワイヤ３６の端部が延伸されており、それぞれの左車輪ブレーキ／右車
輪ブレーキが確実に係合されている。したがって、左車輪制動／右車輪制動はそれぞれ、
その同じ側の肘掛け位置によって独立して制御され得ることにさらに留意されたい。これ
は、それぞれの左車輪または右車輪の進行を遅延させて、歩行運動の間ステアリングを支
援するために、瞬間的なわずかな車輪制動を独立して使用することを可能にする。さらに
左肘掛けおよび右肘掛け９ａ、９ｂ上で、クランクシャフト軸３７ｂは、ここでは後に揺
動されて示され、それぞれの重複した二重シート高さブレーキ（図示せず）を解除してい
る。座位または歩行位置（それぞれ図９ａおよび図９ｃ）のどちらかにあるいずれかの肘
掛けが、シートが上下するのを効果的に止めることができるように、シート高さをロック
解除することも、異なる理由で独立して作動されることができ、サドルに乗る、または座
位から上がる、または単に『棒スツール』高さなどの新しい中間的シート位置を単に選択
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するとき、シート／サドル６が、最小限の労力で、自由に釣り合わされた乗員を持ち上げ
、下げることができるように、両方の肘掛けは、シート高さロックを解除するために、こ
こに示している、側部まで延伸された位置に配置されなければならないことを留意された
い。図９ｃは、両方の肘掛けが、歩行位置まで前方に揺動されるときの、クランクシャフ
ト軸３７ａ、３７ｂと結びついた作動クランクシャフトアームの位置を示す。クランクシ
ャフト軸３７ａと結びついたクランクシャフトアームは、そのとき内向きになっており、
それぞれの車輪ブレーキケーブルを解除していることを留意されたい。クランクシャフト
軸３７ｂと結びついたクランクシャフトアームは、それぞれ外向きになっており、例えば
惰力運動の間に、両足が瞬間的に床を離れている場合、または棒スツール高さなどの高い
固定位置で、両足を選択的フットレスト（図示せず）上に置いてリラックスしている場合
に、サドルを下げずに歩行運動が成し遂げられるように、個別のシート－高さロックと係
合している。肘掛けの不均等な平行四辺形の展開は、平行四辺形支柱１１ａ、１１ｂの弓
形偏位に似ている適切な弓形状のアームの運動によって開始されることを留意されたい。
【００３９】
　[00058]図１０は、シート取付柱７ａの状態を示すために透明に描かれた、翼部６ａと
、シート取付台７とを備えた折畳み椅子／サドル６組立体を示し、シート取付台７の中で
回転することで、乗員の後方に跨ぐ動きをする大腿用の経路に障害物がないように、シー
ト／サドル６の動的な左右の旋回の制限を促進することができる。一方が、シート６の三
角形後方端部をじゃまにならない所に揺動させることによってできた障害物のない経路で
まっすぐ後方に揺動している際に、別の大腿が、障害物のない状態で前方へ向かっている
ので、新規なシート旋回構造は、活発な歩行運動の間、シート６の後部幅を効果的に狭く
する。図１８ａおよび図１８ｂは、サドル／シート６が、二者択一的にいずれかの側に遮
るものがない後向きの経路をつくるために、シート柱７の軸の周囲で旋回するときの、折
り畳まれたサドル／シート６の連続的な裏面図を示す。本発明のシート６は、好ましくは
、歩行運動の間いずれの側に少なくとも１５°まで旋回するように構成され、したがって
、サドルの広い方の後部分は、脚経路から離れる方向に動き、推進脚が接触しているサド
ルの側縁が、昇降歩行器椅子の前後軸と平行になる。緩衝器（図示せず）もしくは止め部
、または折り畳まれたシート翼部６ａ、６ｂの側部だけが、シート回転の程度を制限する
ことができる。
【００４０】
　[00059]図１１ａ、図１１ｂはそれぞれ、展開された位置および折り畳まれた位置にあ
るサドル／シート６を示し、サドルが下降する際に、シート翼部６ｂが、翼部展開支柱３
８をシートモードに縮めることによって、上向きに揺動される様子を示す。２つのそのよ
うな同一の支柱は、シート翼部６ａ、６ｂを両方同時に上げるのに使用することができる
が、明確にするために、ここでは右側支柱３８だけを示す。図１１ａは、シート側翼部６
ｂの裏面につながる支柱３８の上側（内側）の伸縮セグメントの玉継手３９を含む取付機
構を示す。図１１ｂは、シート展開の位相の間、上向きに翼部６ｂまで障害物のない経路
があるように、支柱３８の下側の外側区分が、玉継手３９および短いスタンドオフ管を用
いて、平行四辺形持上げ支柱４の下側部分に結合している状態を示す。伸縮式管３８は、
サドル６が、翼部６ｂが折り畳まれた状態で上げられるときに、完全に延伸されることを
留意されたい。図１１ａおよび図１１ｂを比較して図示するように、シート６が、シート
モードへ展開している底部に接近した際に、伸縮可能な行程が、完全に引き込まれたとき
、支柱３８は、初めて翼部６ｂを持ち上げ始める。
【００４１】
　[00060]図１２ａ、図１２ｂは、シート台車組立体２８を左弾性的構成要素／右弾性的
構成要素２９ａ、２９ｂおよびリニア軸受組立体２７ａ、２７ｂを用いて、歩行高さとシ
ート高さとの間で昇降させる昇降歩行器椅子の代替実施形態を示す。図１２ａは、サドル
モードで上がったシート６を示し、シート台車組立体２８を左リニア軸受組立体／右リニ
ア軸受組立体２７ａ、２７ｂを用いて上昇させ、左背もたれ張力プーリ組立体／右背もた
れ張力プーリ組立体３２ａ、３２ｂによって張力をかけながら、ローラ背もたれ布または
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被覆部３０を上に上げて、背もたれローラ組立体３１の上に引き込ませるために、弾性的
構成要素２９ｂ（例えばガススプリング）が、完全に延伸されている。例えばばねおよび
ガススプリングなどの弾性的構成要素２９ａ、２９ｂの力は、それらが延伸および収縮す
る際に、直線的に衰える。本明細書で使用されるように、左リニア軸受トラック対／右リ
ニア軸受トラック対２６ａ、２６ｂに沿って力を直線的に及ぼすためには、それらは、『
等弾力性』を有しているのではなく、完全圧縮時（または伸張性のある弾性的構成要素の
場合の延伸時）に、最も強く上がる。結果的に、図１２ａ、図１２ｂ、図１２ｃの直線的
動力供給実施形態は、いくらかの脚筋力を保持しているユーザに適しており、シート６が
行程の最上部に接近するときに、失った持上げ力を供給することができる。図１２ｂは、
シート台車２８がリニア軸受行程の底部に達したときに、完全に圧縮されたガススプリン
グ２９ａ、２９ｂを示し、ローラ背もたれ布３０は、延伸されていて、使える状態である
。左足／右足で操作されるキャスタステアリング踏み板３３ａ、３３ｂは、正面の旋回車
１６ａ、１６ｂの旋回軸と固定的に結びついており、さらに、上昇された椅子を親睦的に
『押す』形態を容易にするのを助ける動的なフットレストとして機能し、そこでは、乗員
が、目の高さに起きている、または、例えば肘掛け（必ずしも後方ハンドルではなく）を
容易に押すことができる付添人を伴っており、椅子に所望の経路を辿らせるためにキャス
タを選択的に回転させることによって、踏み板は、乗り手が『操縦する』ことを可能にす
る。同伴者のない乗り手も、片方の脚（スケートボードスタイル）で『闊歩』し続けるこ
とができ、狭い出入口を通るなど、正確な方向で進行するために、もう一方で操舵し続け
ることができ、片方のキャスタだけがこの方法で操舵されるとき、キャスタまたは精巧な
舵取幾何学の間のステアリングリンケージは必要とされなくてもよい。
【００４２】
　[00061]図１２ｃは、シート６、作動肘掛け組立体９ａ、９ｂ、およびローラ背もたれ
布３０を取り付けることもできる、シート台車組立体２８を上げ下げするために、左リニ
ア軸受トラック対／右リニア軸受トラック対２６ａ、２６ｂの間に延在する２つのリニア
軸受組立体２７ａ、２７ｂの１つの近景斜視図である。リニア軸受組立体２７ａ、２７ｂ
は、対向するリニア軸受トラック対２６ａ、２６ｂと接触し続けるように取り付けられた
テーパローラを用いて機能する。
【００４３】
　[00062]図１３ａ、図１３ｂは、ユーザ（図示せず）、Ｅｑｕｉｐｏｉｓ、ＬＬＣから
販売されるＺｅｒｏ－Ｇ（商標）支持アームなどの弾性的動力ペイロード支持アーム３５
、または他の平衡アームもしくは釣り合わせアーム、そして好ましくは、図１６に示すよ
うなジンバル式工業製品ペイロード、の総合重量に対する支持を提供する、本発明の例示
的実施形態の低い展開（シート）と上昇展開（サドル）をそれぞれ示す図である。図１６
は、例証的な多関節アーム５２およびジンバル式ツールホルダ５４を示す。他のツールホ
ルダおよびアームが、工業用または日常的な作業に関する個人的支援を提供するための、
特殊用途に対して適切に使用されてもよい。図１３ａ、図１３ｂは、２つの持上げリンク
をそれぞれ備えた持上げ多関節アームを示す。各リンクは、持上げ力を提供するために、
弾性的部材を備えた平行四辺形構成になっている。上述のアームは、１つまたは複数の持
上げリンクを有していてもよい。持上げアームの遠位端部に取り付けられるのは、持上げ
アームに取り付けられた載せ部で支えられている間、作業が行えるようにユーザの手を自
由にさせておく、手載せ部または肘掛けであってもよい。昇降歩行椅子のこの実施形態は
、工業用設定で重いツールの展開を支援することができ、助けがなければ、例えば作業時
間の間、それらをいっぱいに広げた状態に保持する反復的な歪による肩損傷を引き起こす
可能性がある。工業労働者は、仕事場状況間の比較的平易な歩行運動のために、アームお
よびツールペイロードを加えた自身を『サドル』高さに上げ、任意の特殊作業の高度に応
じて、繰返し、シート高さに下げて再び上方に上げて戻すことができる。
【００４４】
　[00063]昇降歩行椅子の特定の実施形態または応用例は、ユーザおよびペイロードの両
方をより完全に釣り合わせる必要があり得、したがって、図１に示される等弾力的平行四
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辺形動力実施形態を利用してもよく、それを用いると、乗員は、『ピックアンドプレイス
』（他に『材料運搬』とも呼ばれる）作業を容易に実行し得る。そのような昇降歩行器椅
子は、好ましくは、労働者を椅子の高さまで降ろし、アームをペイロードとかみ合わせ、
最小限の脚労力で上に上がり、ペイロードをその載せ場所まで動かし、沈めて（何らかの
選択された最高高さで都合よく抑制され得る）アームの負荷を降ろすことによって、重い
品目を持ち上げて、ほんの少しの労力で損傷のリスクをほとんど伴わずに運搬することを
可能にするように構成される。この手順は、運搬されたペイロードの重量を手から、はる
かに力強い大腿およびふくらはぎに移し、『ピックアンドプレイス』作業全体を通して労
働者自身の体重を『浮かせる』。
【００４５】
　[00064]図１４は、サドル最大高さをユーザの股下丈測定値に適するように設定して、
ユーザが、隣接する支持されていない立位から『乗り込む』移行を容易にするようにサド
ル／シート６高さが、適切に抑制されることを確実にし、ならびに歩行運動に最適なサド
ル高さを設定するために、上側平行四辺形支柱５ａ、５ｂの１つを抑制するように機能す
る最大高さ調整ねじ２４および受座２５を示す。
【００４６】
　[00065]図１５ａ、図１５ｂ、図１５ｃは、展開された『シート』モードおよび折り畳
まれた『サドル』モードの両方の人間形態と経済的に互換性があるように湾曲しており、
男性の乗り手にとって適した前方の狭さと、通常女性にとってより快適である、後方の方
がいくらか大きくなっている幅とを提供する折畳みシート／サドル６の例証的実施形態を
示す。図１５ａは、翼部６ａ、６ｂおよび折り畳まれたときにぴったりと結合するための
中心三角部分を含む、シート６のわずかに湾曲した平面を可能にしながらも、サドルとし
て前方区域で最適な狭さを維持するシート折畳み逃しカットアウト４１ａ、４１ｂを示す
裏面図である。前方ヒンジセット／後方ヒンジセット４０ａ、４０ｂが、示されており、
前方幅およそ２．５４センチメートル（１インチ）、後方幅１５．２４センチメートル（
６インチ）の先がとがったサドル形状に折り畳むようなｖ字形パターンに構成されている
。ヒンジセット４０ａ、４０ｂの前方構成要素および後方構成要素は、互いに同一線上に
配置されているが、その間は、左右の折畳みシート逃しカットアウト、４１ａ、４１ｂに
よって隔たれている。図１５ｂは、あたかも極めて大半径の円筒形区分から切り出された
かのように、シート６の展開された最上面全体に付与された極めて緩やかな曲線を示す。
この大半径の、『主な』湾曲およびカットアウト４１ａ、４１ｂを、ヒンジセット４０ａ
、４０ｂと組み合わせた結果が、椅子張りした形状であり、この形状は、図１５ｃでは、
折り畳まれて例示的な狭さのサドル形状になっているのが分かる。ゲル部分および弾力的
な被覆材などの椅子張り材料が、好ましくは使用されるので、シート６は、折り畳んでサ
ドルになったとき、展開されてシートになったときと同様に、狭いけれども快適に詰め物
された状態であり続ける。さらに、非椅子張りサドルは、任意選択である。
【００４７】
　[00066]この主な曲線の位相幾何学は、折り畳まれたときに構成され、折畳みの半径が
、無処置の直線ヒンジ線周辺と同程度に大きくなってないので、展開されたときに、椅子
張り部の膨れ防止を助ける。余剰材料は、折り畳まれたときに、『隅部を切り』、カット
アウト間隙の中に内向きに引き出され、展開されたときに、弾性的に放出される。さらに
、丈夫な可撓性外側被覆材は、カットアウト４１ａ、４１ｂが一緒に閉じる際に、乗り手
の衣類が、カットアウト４１ａ、４１ｂの側部に挟まらないことを確実にするのを助ける
。主な湾曲の半径が小さくなり、折畳み逃しカットアウト４１ａ、４１ｂの幅が大きくな
るにつれて、折り畳まれたサドルは、徐々により狭くなることに留意されたい。
【００４８】
　[00067]持上げ手段に関する『等弾力性』の概念は、米国特許第８，０６６，２５１号
、同第５，３６０，１９６号、同第７，６１８，０１６号、同第５４３５５１５号、同第
３２，２１３号、同第６，０３０，１３０号、同第４，３９４，０７５号、および同第４
，２０８，０２８号（参考文献として本明細書に援用する）を含む、Ｇａｒｅｔｔ　Ｗ．
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　Ｂｒｏｗｎのさまざまな特許によって説明されている。
【００４９】
　[00068]それぞれが、要素の異なる組合せを有する、本発明のさまざまな実施形態が、
記載されてきた。本発明は、開示される特定の実施形態に限定されるわけではなく、開示
される要素の異なる組合せ、またはいくつかの要素の省略、およびそのような構造の均等
物を含むことができる。
【００５０】
　[00069]本発明は、例証的実施形態によって記載されてきたが、当業者であれば、追加
的な利点および変更を想起されよう。したがって、より広い態様の本発明は、本明細書に
図と共に記載される特定の詳細に限定されない。変更は、本発明の趣旨および範囲から逸
脱しない限り、加えることができる。したがって、本発明は、特定の例証的実施形態に限
定されず、添付の請求の範囲およびそれらの均等物の完全な趣旨および範囲の中で解釈さ
れるように意図されている。

【図１】 【図２ａ】
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【図２ｂ】 【図３ａ】

【図３ｂ】 【図４ａ】

【図４ｂ】
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【図５ａ】

【図５ｂ】

【図６ａ】

【図６ｂ】 【図６ｃ】
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【図７ａ】 【図７ｂ】

【図７ｃ】 【図７ｄ】
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【図８】

【図９ａ】

【図９ｂ】

【図９Ｃ】

【図１０】 【図１１ａ】
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【図１１ｂ】 【図１２ａ】

【図１２ｂ】 【図１２Ｃ】
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【図１３ａ】 【図１３ｂ】

【図１４】 【図１５ａ】

【図１５ｂ】
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【図１５ｃ】 【図１６】

【図１７ａ】 【図１７ｂ】
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【図１７ｃ】 【図１７ｄ】

【図１８ａ】 【図１８ｂ】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年4月4日(2017.4.4)
【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】
　昇降歩行器椅子において、
　複数の車輪が取り付けられて転がり可能な構造となるフレームであって、
　前部及び後部を有し、前記前部は乗員が前方運動で歩き回るときにリードする前記昇降
歩行器椅子の辺であり、
　前記昇降歩行器椅子の前記乗員は前記前部から前記椅子にアクセスするように構成され
た、
　フレームと、
　持上げユニットと、を備え、
　前記持上げユニットは、
　前記フレームに取り付けられた持上げシャシであって、
　　平行四辺形の辺を形成する持上げ支柱に取り付けられた延伸フレームを有する平行四
辺形構造を有し、
　　前記延伸フレームに受け棒を介して取り付けられた弾性部材を備えた、
　シャシと、
　乗員をサポートするためのサドルと、を備え、
　前記持上げユニットは前記サドルを昇降させることができ、
　前記持上げユニットは乗員の体重を部分的に釣り合わせることができることにより、前
記乗員が座位からさらに立位に移動するのを支援するのに必要な力を減らすことができる
、昇降歩行器椅子。
【請求項２】
　前記サドルは、サドルからシートに変形可能であり、
　前記持上げユニットは、下降時に前記サドルがシートに変形するとともに、上昇時に前
記シートがサドルに変形するように、前記サドルに機能的に取り付けられている、請求項
１に記載の昇降歩行器椅子。
【請求項３】
　前記サドルは旋回する、請求項１に記載の昇降歩行器椅子。
【請求項４】
　垂直軸を中心とした前記サドルの回転の程度は、約±１５度である、請求項３に記載の
昇降歩行器椅子。
【請求項５】
　前記サドルは中心部分と右翼部と左翼部とを有し、それぞれの翼部は、前記シートの中
心部分と前記左翼部及び右翼部との間の結合部分の反対側端部どうしに配置された２つの
ヒンジで前記シートの中心部分に取り付けられている、請求項２に記載の昇降歩行器椅子
。
【請求項６】
　前記乗員の支持部をシートとサドルとの間で変形するための伸縮式支柱展開機構を備え
た、請求項２に記載の昇降歩行器椅子。
【請求項７】
　シートバックフレームと、
　前記シートバックフレームに取り付けられた右肘掛け組立体、
　及び前記シートバックフレームに取り付けられた左肘掛け組立体であって、
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　前記右肘掛け組立体及び前記左肘掛け組立体の各々は、
　前記シートバックフレームに取り付けられた肘掛け支持板を有する、
　右肘掛け組立体及び左肘掛け組立体と、
　第１の展開支柱、及び前記第１の展開支柱と異なる長さの第２の展開支柱であって、各
々が近位端及び遠位端を有し、各々が近位端で前記肘掛け支持板に軸支された、
　第１の展開支柱及び第２の展開支柱と、
　前記第１の展開支柱及び前記第２の展開支柱の前記遠位端が軸支された肘掛けかぶせ板
であって、前記肘掛けかぶせ板と前記第１の展開支柱及び前記第２の展開支柱とが四角形
構造を形成する、
　肘掛けかぶせ板と、をさらに備え、
　前記第１の展開支柱と前記第２の展開支柱との長さの違いにより、前記第１の展開支柱
及び前記第２の展開支柱が前記肘掛け支持板に対して軸移動したときに前記かぶせ板を乗
員の前を横断する、請求項１に記載の昇降歩行器椅子。
【請求項８】
　前記肘掛け組立体は、前記シートを選択された垂直方向の位置にロックする及びロック
解除するとともに、前記複数の車輪の少なくとも１つをロックする及びロック解除するよ
うに構成された、請求項２に記載の昇降歩行器椅子。
【請求項９】
　前記持上げユニットの平行四辺形の辺の少なくとも２つは、枢軸点間が非直線である、
請求項１に記載の昇降歩行器椅子。
【請求項１０】
　前記持上げユニットは、１つまたは複数の持上げ動力ユニットを有し、
　前記持上げ動力ユニットが、ユニバーサル継手を有することにより交換可能に構成され
、
　前記持上げユニットは、異なる動力ユニットの異なる組合せに適応することができる、
請求項１に記載の昇降歩行器椅子。
【請求項１１】
　前記持上げユニット延伸フレームは、旋回できるように前記持上げ支柱に取り付けられ
ており、
　前記持上げユニット延伸部は、近位枢軸及び遠位枢軸を有し、
　前記持上げ支柱は、近位枢軸及び遠位枢軸を有し、前記持上げ支柱の前記遠位枢軸は、
前記持上げユニット延伸部の前記近位枢軸と一致し、
　前記持上げユニット延伸フレーム及び前記持上げ支柱は、６．９：１の長さ比を有して
おり、前記持上げユニット延伸フレームの長さは近位枢軸から遠位枢軸にかけて測定され
、前記持上げ支柱の長さは近位枢軸から遠位枢軸にかけて測定され、前記持上げユニット
延伸フレーム及び前記持上げ支柱の両方の長さは、それぞれが曲がっていようが真っ直ぐ
であろうが真っ直ぐに測定される、請求項１に記載の昇降歩行器椅子。
【請求項１２】
　前記持上げユニット延伸フレームの中心線と前記弾性部材によって加えられる力との間
の角度が、約２７°～約３１°の範囲である、請求項１に記載の昇降歩行器椅子。
【請求項１３】
　前記持上げユニット延伸フレームの中心線と前記弾性部材によって加えられる力との間
の角度が、約２９°である、請求項１２に記載の昇降歩行器椅子。
【請求項１４】
　前記持上げユニット延伸フレームの中心線と前記弾性部材によって加えられる力との間
の角度が、約４６°～約５０°の範囲である、請求項１に記載の昇降歩行器椅子。
【請求項１５】
　前記持上げユニット延伸フレームの中心線と前記弾性部材によって加えられる力との間
の角度が、約４８°である、請求項１４に記載の昇降歩行器椅子。
【請求項１６】
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　前記座位と跨ぎ位置との間の高さ変形の範囲は、約４５．７２センチメートル（１８イ
ンチ）から約８６．３６センチメートル（３４インチ）までである、請求項１に記載の昇
降歩行器椅子。
【請求項１７】
　前記右肘掛け及び前記左肘掛けの少なくとも１つに配置されたクランクシャフトを備え
、前記クランクシャフトは、作動ワイヤに機能的に取り付けられており、前記クランクシ
ャフトは、前記右かぶせ板または前記左かぶせ板の移動により、前記作動ワイヤを引っ張
って、車輪ブレーキ、シート高さロック、または両方と係合および解除するように適合さ
れた、請求項２に記載の昇降歩行器椅子。
【請求項１８】
　請求項１による昇降歩行器椅子を使用する物理的なリハビリテーションを実行するステ
ップを含む、リハビリテーションの方法。
【請求項１９】
　前記持上げ力と前記持上げ延伸部の中心線との間の角度は、調整可能である、請求項１
に記載の昇降歩行器椅子。
【請求項２０】
　前記昇降歩行器椅子は、モータ駆動に適合された、請求項１に記載の昇降歩行器椅子。
【請求項２１】
　前記モータ駆動の無線制御装置を備えた、請求項２０に記載の昇降歩行器椅子。
【請求項２２】
　前記シート高さの上限は、前記シート高さを制限するように適合された調整ねじ及び制
限受座により設定される、請求項１に記載の昇降歩行器椅子。
【請求項２３】
　複数の位置を有する２つの肘掛けであって、
　　第１の位置では、前記車輪は、ロックされ、
　　第２の位置では、前記車輪は、ロック解除され、シート高さがロックされ、
　　第３の前方位置は、前記サドルの高さをロックして、前記車輪を解放するが、前記ユ
ーザが、前記肘掛けの上にわずかに前方に寄り掛かることを可能にする、
　２つの肘掛け、を備えた請求項１に記載の昇降歩行器椅子。
【請求項２４】
　それぞれ複数の位置を有する右肘掛け及び左肘掛けと、
　前記肘掛けの一方または両方の動きによって作動することができ、実質的に転動を除去
するまで制動されたときに前記シートは乗員を着座位置に下ろす、制動機構と、を備えた
、請求項１に記載の昇降歩行器椅子。
【請求項２５】
　持上げデバイスにおいて、
　フレームに取り付けられた持上げシャシであって、
　　前記平行四辺形の辺を形成する持上げ支柱に取り付けられた延伸フレームを有する平
行四辺形構造を有し、
　　前記延伸フレームに受け棒を介して取り付けられた弾性部材を備えた、
　持上げシャシとを備えた、持上げデバイス。
【請求項２６】
　後構造アーチと前記シート組立体の最下柱との間に延伸する、平行四辺形取付台を上向
きに付勢する弾性的構成要素によって提供される持上げ動力を有する昇降歩行器椅子にお
いて、
　下側『シート』位置では、前記平行四辺形が、乗り手の体重によって下向きに付勢され
、
　上側位置では、前記乗り手が、『サドル』位置まで持ち上げられ、
　随意的に、前記持上げ動力は、前記弾性的構成要素の終端点を移動させることによって
調整することができる、昇降歩行器椅子。
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【請求項２７】
　昇降歩行器椅子において、
　車輪上のフレームであって、
　前部及び後部を有し、前記前部は乗員が前方運動で歩き回るときにリードする前記昇降
歩行器椅子の辺を形成し、
　前記昇降歩行器椅子の前記乗員は前記前部から前記椅子にアクセスするように構成され
た、
　フレームと、
　椅子シートに変換可能な自転車様のサドルであって、前記シートは、前記シートが上が
る際に、折り畳まれてサドルになる、自転車様サドルと、
　右肘掛けと、
　左肘掛けとを備え、
　前記肘掛けは、制動及びシート高さのロック機能を同時に制御するように適応された複
数の位置を有し、
　　前記装置は、乗員が、移動運動のために自身の脚を使用することができるように、か
つ立位でまたは立位に近い位置で、正常歩行またはほぼ正常歩行を利用することができる
ように構成され、
　　前記サドルは、前記サドルを上方または下方に調節可能に構成された持上げユニット
によって支持され、
　　前記シートは、移動運動のために自身の脚を使用する前記乗員を容易にするように旋
回する、昇降歩行器椅子。
【請求項２８】
　昇降歩行器椅子において、
　車輪上のフレームと、
　椅子シートに変換可能な自転車様のサドルであって、前記シートは、前記シートが上が
る際に、折り畳まれてサドルになる、自転車様サドルと、
　右肘掛けと、
　左肘掛けと、
　複数の位置を有する２つの肘掛けであって、
　　第１の位置では、前記車輪は、ロックされており、
　　第２の位置では、前記車輪は、ロック解除され、シート高さがロックされており、
　　第３の前方位置は、前記サドルの高さをロックして、前記車輪を解放するが、前記ユ
ーザが、前記肘掛けの上にわずかに前方に寄り掛かることを可能にする、
　２つの肘掛けと、
　前記肘掛けの動きによって作動することができ、随意的に最大制動力を加えるときに、
前記ユーザが座位に下がるように、前記シート高さが自由になる制動機構であって、
　　フットレストが、ステアリングに影響するように構成され、
　　前記装置は、ユーザが、移動運動のために自身の脚を使用することができるように、
かつ立位でまたは立位に近い位置で、正常歩行またはほぼ正常歩行を利用することができ
るように構成され、
　　前記サドルは、前記ユーザの体重の一部を運ぶためのばね付勢されており、上下に調
整され得る、
　制動機構と、
　例えばガススプリングおよびリニア軸受によって、前記シート高さを上昇させる動力昇
降機構であって、
　前記シート／サドルは、折り畳まれたときに、前方幅およそ２．５４センチメートル（
１インチ）、後部幅１５．２４センチメートル（６インチ）の、「先がとがった」サドル
形状を提供するｖ字形パターンの前方後方ヒンジを有する、動力昇降機構と、
　シート高さロックおよび車輪制動機構であって、
　　前記肘掛けが、ケーブルが取り付けられた状態で周囲を枢動する２つの定点上のカム
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を備え、
　　一方のカムは、小穴によって、前記ブレーキと係合する『弓の弦』に取り付けられた
ケーブルを引っ張ることができ、正位置の後ろで前記肘掛けを押すことで、このカムを、
前記ブレーキを解除する『オーバーセンタ』に至らし、
　　第２のカムは、前記第１のカムに対して１８０度に方向付けられ、前記肘掛けが前方
に押されたとき、前記シートバックロープをクリートの中に引っ張り、さらに『オーバー
センタ』を働かせることができ、前記肘掛けが後方に引かれるとき、前記シート高さもロ
ックされ、
　各車輪ブレーキが独立して制御される、昇降歩行器椅子。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
【図１】[00012]本発明の昇降跨ぎ式椅子の例証的実施形態の全体斜視図である。
【図２ａ】[00013]下降位置にある椅子を形成するために展開されたサドル／シートを示
す椅子１の側面図である。
【図２ｂ】上昇位置にあるサドルを形成するために翼部が折り畳まれた状態を示す椅子１
の側面図である。
【図３ａ】[00014]弾性的な持上げカセットの精密で透明な描画が加えられた、平行四辺
形支柱を含む本発明の持上げシャシ３の斜視図である。
【図３ｂ】弾性的な持上げカセットの精密で透明な描画が加えられた、平行四辺形支柱を
含む本発明の持上げシャシ３の斜視図である。
【図４ａ】[00015]スロットに沿った、通常ペイロード持上げ性能の違いに関連する、カ
セット軸の２つの代替位置についての側面図である。
【図４ｂ】スロットに沿った、通常ペイロード持上げ性能の違いに関連する、カセット軸
の２つの代替位置についての側面図である。
【図５ａ】[00016]カセット中心線角度に対する持上げフレーム角度に一貫性がある場合
に、延伸フレームを持ち上げて、潜在的に同一の持上げ性能をもたらすための、さまざま
な選択された取付角度についての側面図である。
【図５ｂ】カセット中心線角度に対する持上げフレーム角度に一貫性がある場合に、延伸
フレームを持ち上げて、潜在的に同一の持上げ性能をもたらすための、さまざまな選択さ
れた取付角度についての側面図である。
【図６ａ】[00017]シートモードにおけるシート高さおよび後輪をロックするおよびロッ
ク解除する左肘掛け組立体／右肘掛け組立体に関する展開位置を示す図である。
【図６ｂ】ユーザが、シートモードから上昇してサドルモードへ移行する際の、シート高
さおよび後輪をロックするおよびロック解除する左肘掛け組立体／右肘掛け組立体に関す
る展開位置を示す図である。
【図６ｃ】ユーザが、サドルモードから歩行運動へ移行する際の、シート高さおよび後輪
をロックするおよびロック解除する左肘掛け組立体／右肘掛け組立体に関する展開位置を
示す図である。
【図７ａ】[00018]ユーザが乗って、座高さまで下方に移行する際の、本発明の作動肘掛
け制御装置機能を用いた、ユーザによる係合の進行状態を示す図である。
【図７ｂ】ユーザが乗って、座高さまで下方に移行する際の、本発明の作動肘掛け制御装
置機能を用いた、ユーザによる係合の進行状態を示す図である。
【図７ｃ】ユーザが乗って、座高さまで下方に移行する際の、本発明の作動肘掛け制御装
置機能を用いた、ユーザによる係合の進行状態を示す図である。
【図７ｄ】ユーザが乗って、座高さまで下方に移行する際の、本発明の作動肘掛け制御装
置機能を用いた、ユーザによる係合の進行状態を示す図である。
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【図８】[00019]折畳みサドル／シートに乗って、歩行する、跨ぐ、および／または惰走
するための姿勢を見せている、歩き回っているユーザを安定させ、部分的に支持するため
に使用されている肘掛けを示す図である。
【図９ａ】[00020] 順次的な展開位置を通して制動機能および持上げロック機能を作動さ
せる、カムまたはクランクシャフト軸を備えた例証的肘掛けを示す図である。
【図９ｂ】順次的な展開位置を通して制動機能および持上げロック機能を作動させる、カ
ムまたはクランクシャフト軸を備えた例証的肘掛けを示す図である。
【図９ｃ】順次的な展開位置を通して制動機能および持上げロック機能を作動させる、カ
ムまたはクランクシャフト軸を備えた例証的肘掛けを示す図である。
【図１０】[00021]翼部とシート取付台とを備えた折畳み椅子／サドル組立体を示す図で
あり、後方に跨ぐ脚のための経路を提供するために、シート取付柱が、どのようにしてシ
ート／サドルの動的な左右の旋回の制限を促進しているのかを示す。
【図１１ａ】[00022]サドル／シートを示す図であり、サドルが下降したときに、どのよ
うにしてシート翼部が、翼部展開支柱によって上向きに揺動されてシートモードになるの
かを示す。
【図１１ｂ】サドル／シートを示す図であり、サドルが下降したときに、どのようにして
シート翼部が、翼部展開支柱によって上向きに揺動されてシートモードになるのかを示す
。
【図１２ａ】[00023]シート台車組立体を左弾性的部材／右弾性的部材およびリニア軸受
組立体を用いて、歩行高さとシート高さとの間で昇降させる昇降持上げ椅子を示す図であ
る。
【図１２ｂ】シート台車組立体を左弾性的部材／右弾性的部材およびリニア軸受組立体を
用いて、歩行高さとシート高さとの間で昇降させる昇降持上げ椅子を示す図である。
【図１２ｃ】[00024]リニア軸受トラック対の間に延在するリニア軸受組立体の斜視図で
ある。
【図１３ａ】[00025]労働者もしくは他のユーザ、弾性的動力ペイロード支持アーム、お
よびジンバル式工具ペイロードの総合重量に対する支持を提供する、工業的用途に適した
昇降歩行器椅子の低いシート展開を示す図である。
【図１３ｂ】労働者もしくは他のユーザ、弾性的動力ペイロード支持アーム、およびジン
バル式工具ペイロードの総合重量に対する支持を提供する、工業的用途に適した昇降歩行
器椅子の上昇されたサドル展開とを示す図である。
【図１４】[00026]最大高さ調整ねじおよび受座が、最大サドル高さを乗り手の股下丈測
定値に適するように設定するように機能することを示す図である。
【図１５ａ】[00027]シート形状からサドル形状に変形するのではない、昇降持上げ椅子
用のシートを示す図である。
【図１５ｂ】シート形状からサドル形状に変形するのではない、昇降持上げ椅子用のシー
トを示す図である。
【図１５ｃ】シート形状からサドル形状に変形するのではない、昇降持上げ椅子用のシー
トを示す図である。
【図１６】[00028]ジンバル式ツールホルダに取り付けられた多関節アームを示す図であ
る。
【図１７ａ】[00029] 前方不均等平行四辺形支柱／後方不均等平行四辺形支柱の偏位によ
って生み出される肘掛け位置を示すために、最上部かぶせ板を備えた肘掛け組立体を右側
作動させる斜視図である。
【図１７ｂ】前方不均等平行四辺形支柱／後方不均等平行四辺形支柱の偏位によって生み
出される肘掛け位置を示すために、最上部かぶせ板を備えた肘掛け組立体を右側作動させ
る斜視図である。
【図１７ｃ】前方不均等平行四辺形支柱／後方不均等平行四辺形支柱の偏位によって生み
出される肘掛け位置を示すために、最上部かぶせ板を備えた肘掛け組立体を右側作動させ
る斜視図である。
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【図１７ｄ】前方不均等平行四辺形支柱／後方不均等平行四辺形支柱の偏位によって生み
出される肘掛け位置を示すために、最上部かぶせ板を備えた肘掛け組立体を右側作動させ
る斜視図である。
【図１８ａ】[00030]昇降歩行器椅子用シートの裏面を示す図である。
【図１８ｂ】昇降歩行器椅子用シートの裏面を示す図である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　[00055]図１７は、透明な最上部かぶせ板１２ａを備えた、斜視図で示された右側作動
肘掛け組立体９ａを示し、長さが不均等である前方平行四辺形支柱／後方平行四辺形支柱
１１ａ、１１ｂの偏位によって生み出される肘掛け位置と、それらのそれぞれの作動機能
とを図示する。図１７ａは、アーム組立体がその格納位置にあるときの前述の構成要素の
位置を示す。図１７ｂは、横に緩みつつある（好ましくは右後車輪ブレーキを作動させ始
めている）肘掛け組立体９ａを示す。図１７ｃは、横に完全に延伸されている（好ましく
は持上げ機能をロック解除して、完全制動を実施している）肘掛け９ａを示す。図１７ｄ
は、その最前方位置にある肘掛け９ａを示し、したがって、最上部かぶせ板は、少なくと
も一部がユーザの前に延伸しており、それによって、取り囲み、安定化し、そして歩行活
動を支持し、好ましくは、揚力をロックして右側車輪ブレーキの解放を作動させる。これ
らの機能は、図９ａ、図９ｂ、図９ｃでさらに図示される。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　[00069]本発明は、例証的実施形態によって記載されてきたが、当業者であれば、追加
的な利点および変更を想起されよう。したがって、より広い態様の本発明は、本明細書に
図と共に記載される特定の詳細に限定されない。変更は、本発明の趣旨および範囲から逸
脱しない限り、加えることができる。したがって、本発明は、特定の例証的実施形態に限
定されず、添付の請求の範囲およびそれらの均等物の完全な趣旨および範囲の中で解釈さ
れるように意図されている。
（項目１）
　本明細書において説明または図示される実施形態のいずれかに記載の昇降歩行器椅子。
（項目２）
　昇降歩行器椅子において、
　車輪付きフレームと、
　持上げ構造とを備え、
　前記持上げ構造は、
　前記車輪付きフレームに取り付けられた持上げシャシであって、
　　平行四辺形の辺を形成する持上げ支柱に取り付けられた延伸フレームを有する平行四
辺形構造を有し、
　　前記延伸フレームに受け棒を介して弾性的持上げカセットが取り付けられている、
　持上げシャシと、
　シートとを備え、
　前記持上げ構造は、前記シートを上昇させることができ、
　前記シートは、シートからサドルに変形可能であり、
　前記持上げ構造は、前記シートが、前記シート／サドルの上昇時にシートとサドルとの
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間で変形するように、前記シートに機能的に取り付けられており、
　前記持上げ構造は、座位からさらに立位に移動するのを支援するために、乗員の体重を
釣り合わせることができる、昇降歩行器椅子。
（項目３）
　前記シートと前記持上げ構造との間の取付部が、平行四辺形アームまでである、項目２
に記載の昇降歩行器椅子。
（項目４）
　右組立体および左組立体を有する肘掛け／シートバックフレームを有し、
　アームレスト組立体がそれぞれ、平行四辺形を形成するために２つの枢軸点で平行四辺
形支柱によって肘掛けかぶせ板に取り付けられた肘掛け支持板を有し、
　前記２つの平行四辺形支柱が異なる長さであり、前記支持板に対して前記かぶせ板を枢
動させると、前記かぶせ板と前記支持板との間の相対角度が変化し、乗員の前で交差する
ように前記かぶせ板を枢動させる、項目１に記載の昇降歩行器椅子。
（項目５）
　前記肘掛けの動きが、上昇機能および車輪をロックするおよびロック解除することを制
御する、項目４に記載の昇降歩行器椅子。
（項目６）
　前記シートが占有する面積を拡張し、乗員の脚が動くための空間をより大きくするため
に、前記持上げ構造の平行四辺形辺が曲がっている、項目１に記載の昇降歩行器椅子。
（項目７）
　前記持上げカセットが、１つまたは複数の持上げ動力装置を有することができ、
　前記持上げ動力装置が、ユニバーサル継手を有することにより交換可能であり得、
　前記カセットが、動力装置の異なる組合せに適応することができる、項目１に記載の昇
降歩行器椅子。
（項目８）
　前記持上げ装置延伸アームと、前記持上げ装置延伸アームが枢動可能に取り付けられる
前記持上げ支柱の平行四辺形辺とが、６．９の長さ比を有しており、曲がった平行四辺形
辺の長さは、枢軸から枢軸まで一直線に測定される、項目１に記載の昇降歩行器椅子。
（項目９）
　前記持上げ延伸部中心線とカセット中心線に沿って加えられる力との間の角度が、２９
°持上げ角度、または約２７°～約３１°の範囲である、項目１に記載の昇降歩行器椅子
。
（項目１０）
　前記持上げ延伸部中心線とカセット中心線に沿って加えられる力との間の角度が、４８
°持上げ角度、または約４６°～約５０°の範囲である、項目１に記載の昇降歩行器椅子
。
（項目１１）
　前記座位と跨ぎ位置との間の高さ変形の範囲は、約４５．７２センチメートル（１８イ
ンチ）から約８６．３６センチメートル（３４インチ）までである、項目１に記載の昇降
歩行器椅子。
（項目１２）
　同時に回転するように前記肘掛けかぶせ板に固定されたクランクシャフト軸を備え、前
記クランクシャフトアームが、作動ワイヤを引っ張って、車輪ブレーキおよび／またはシ
ート高さロックと係合および解除するように適合される、項目１に記載の昇降歩行器椅子
。
（項目１３）
　前記昇降歩行器椅子に取り付けられた平衡アームをさらに備える、項目１に記載の昇降
歩行器椅子。
（項目１４）
　前記平衡アームの遠位端部に取り付けられたジンバル式ツールホルダをさらに備える、
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項目１３に記載の昇降歩行器椅子。
（項目１５）
　前記平衡アームの前記遠位端部に取り付けられた肘掛けをさらに備える、項目１３に記
載の昇降歩行器椅子。
（項目１６）
　本明細書において説明または図示される実施形態のいずれかに記載の昇降歩行器椅子を
使用するリハビリテーションを実行するステップを含む、リハビリテーションの方法。
（項目１７）
　本明細書に記載されるいずれかの実施形態に記載の、曲がったまたは直線の辺を備えた
平行四辺形構造と、前記平行四辺形に取り付けられ、前記平行四辺形の中、または外側に
配置された持上げカセットとを有する持上げデバイス。
（項目１８）
　以下の特徴、すなわち
　前記持上げ支柱が、上側平行四辺形リンクまたは下側平行四辺形リンクであり、
　持上げ性能曲線を調整するためにカセットと持上げ延伸部中心線との間で角度を変える
ことを可能にするカセット軸スロット、
　モータ補助、自己内蔵型ドロップインモータ／電池／無線制御装置、
　前記シートをシート構成とサドル構成との間で変形するための伸縮式支柱展開機構、
　サドルが下降するときの、ｖ字形ヒンジに沿ったシート翼部のシートへの展開であって
、前記シートが、間に折畳みシート逃しカットアウトを有する中断ヒンジを有する、シー
トへの展開、
　上側シート高さが、受座に対して調整されるねじを利用して制限する、
　前記シートが旋回する、
　シート旋回の程度は、前記推進脚が接触している前記サドルの前記側縁が、前記デバイ
スの前後軸と平行になるように設定され、
　垂直軸を中心とした前記シートの回転の程度は、約３０度（右と左とに１５度）である
、
　前記シートの角回転の程度が、緩衝器もしくは止め部、または最大高さラッチおよび最
小高さラッチによって制限される、
の１つまたは複数を有する、項目１から１７に記載のいずれか。
（項目１９）
　昇降歩行器椅子において、
　車輪上のフレームと、
　従来の椅子シートに変換可能な自転車様のサドルであって、前記シートは、前記シート
が上がる際に、折り畳まれてサドルになる、自転車様サドルと、
　右肘掛けと、
　左肘掛けと、
　複数の位置を有する２つの肘掛けであって、
　　第１の位置（従来型の）では、前記車輪は、ロックされており、
　　第２の位置では、前記車輪は、ロック解除され、シート高さがロックされており（ユ
ーザが前記シート高さを選択する）、
　　第３の前方位置は、前記サドルの高さをロックして、前記車輪を解放するが、前記ユ
ーザが、前記肘掛けの上にわずかに前方に寄り掛かることを可能にする、
　２つの肘掛けと、
　前記肘掛けの動きによって作動することができ、随意的に最大制動力を加えるときに、
前記ユーザが座位に下がるように、前記シート高さが自由になる制動機構であって、
　　フットレストが、ステアリングに影響するように構成され、
　　前記装置は、ユーザが、移動運動のために自身の脚を使用することができるように、
かつ立位でまたは立位に近い位置で、正常歩行またはほぼ正常歩行を利用することができ
るように構成され、
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　　前記サドルは、前記ユーザの体重の一部を運ぶためのばね付勢されており、上下に調
整され得る、
　制動機構と、
　例えばガススプリングおよびリニア軸受によって、前記シート高さを上昇させる動力昇
降機構であって、
　前記シート／サドルは、折り畳まれたときに、前方幅およそ２．５４センチメートル（
１インチ）、後部幅１５．２４センチメートル（６インチ）の、「先がとがった」サドル
形状を提供するｖ字形パターンの前方後方ヒンジを有する、動力昇降機構と、
　シート高さロックおよび車輪制動機構であって、
　　前記肘掛けが、ケーブルが取り付けられた状態で周囲を枢動する２つの定点上のカム
を備え、
　　一方のカムは、小穴によって、ブレーキと係合する『弓の弦』に取り付けられたケー
ブルを引っ張ることができ、正位置の後ろで前記肘掛けを押すことで、このカムを、前記
ブレーキを解除する『オーバーセンタ』に至らし、
　　第２のカムは、前記第１のカムに対して１８０度に方向付けられ、前記肘掛けが前方
に押されて、寄り掛かり位置に入るとき、シートバックロープをクリートの中に引っ張り
、さらに『オーバーセンタ』を働かせることができ、前記肘掛けが後方に引かれるとき、
前記シート高さもロックされ、
　　各車輪ブレーキが独立して制御される、
　シート高さロックおよび車輪制動機構とを備える、昇降歩行器椅子。
（項目２０）
　後構造アーチと前記シート組立体の最下柱との間に延伸する、平行四辺形取付台を上向
きに付勢する弾性的構成要素によって提供される持上げ動力を有する昇降歩行器椅子にお
いて、
　下側『シート』位置では、前記平行四辺形が、乗り手の体重によって下向きに付勢され
、
　上側位置では、前記乗り手が、『サドル』位置まで持ち上げられ、随意的に、前記持上
げ動力は、前記弾性的構成要素の終端点を上げ下げすることによって調整することができ
る、昇降歩行器椅子。
【手続補正６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図７ｃ】 【図７ｄ】
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【図１１ａ】 【図１１ｂ】
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【図１２ｃ】 【図１３ａ】

【図１３ｂ】 【図１４】
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【図１５ａ】
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【図１５ｃ】

【図１６】 【図１７ａ】
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【図１７ｂ】 【図１７ｃ】

【図１７ｄ】

【図１８ａ】 【図１８ｂ】
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