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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】腰部と臀部と腿部の筋肉を同時に主動的に鍛錬
することができ、鍛錬効果が向上する足踏み式健康器を
提供する。
【解決手段】ベースユニット１０と、下向き傾斜枢着ユ
ニット２０と、足踏みユニット３０と、梃子連動ユニッ
ト４０と、を含む足踏み式健康器において、ベースユニ
ット３０は、上に伸びており立設柱を有し、下向き傾斜
枢着ユニット２０は、ベースユニット３０の立設柱１５
に設けられており、二つの下向き傾斜シャフトから構成
され、足踏みユニット３０は、二つのペダル３２を有し
、前記二つのペダル３２がそれぞれ下向き傾斜枢着ユニ
ット２０の両側に設けられた下向き傾斜シャフトに枢着
されており、梃子連動ユニット４０は、ベースユニット
３０に設けられており、前記ベースユニット３０の上で
水平に回動可能なプッシャ４５が設けられており、前記
プッシャ４５の両端がそれぞれ足踏みユニット３０の二
つのペダル３２に押付けている。
【選択図】図６
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
ベースユニットと、下向き傾斜枢着ユニットと、足踏みユニットと、梃子連動ユニットと
、を含む足踏み式健康器において、
前記ベースユニットは、上に伸びており立設柱を有し、
前記下向き傾斜枢着ユニットは、前記ベースユニットの立設柱に設けられており、二つの
下向き傾斜シャフトから構成され、前記二つの下向き傾斜シャフトは、より低い第一端と
、より高い第二端と、をそれぞれ有し、前記第二端が前記立設柱に固定されており、
前記足踏みユニットは、二つのペダルを有し、前記二つのペダルがそれぞれ前記下向き傾
斜枢着ユニットの両側に設けられた下向き傾斜シャフトに枢着されており、
前記梃子連動ユニットは、前記ベースユニットに設けられており、前記ベースユニットの
上で水平に回動可能なプッシャが設けられており、前記プッシャの両端がそれぞれ前記足
踏みユニットの二つのペダルに押付けており、前記プッシャを介して前記二つのペダルが
連動されて交錯に上下動可能であることを特徴とする、足踏み式健康器。
【請求項２】
前記梃子連動ユニットは、立設柱の内部に枢着具が枢着されており、前記枢着具に設けら
れたプッシャの両端が前記立設柱の周面から外部に突出しており、前記立設柱の周面には
前記プッシャに応じて案内溝が開設されており、前記足踏みユニットの両側に設けられた
ペダルには、下に向いている立設ロッドがそれぞれ設けられており、前記二つの立設ロッ
ドがそれぞれ前記プッシャの両端に押付けて連動され、前記立設ロッドにより前記枢着具
の両側に設けられたプッシャが水平に前後動可能であることを特徴とする、請求項１に記
載の足踏み式健康器。
【請求項３】
前記梃子連動ユニットは、前記立設柱の前記ペダルから遠ざかった側には外側に開口して
いるプッシャ台が設けられており、前記プッシャ台には水平に伸びているプッシャが枢着
されており、なお、前記下向き傾斜枢着ユニットの二つの下向き傾斜シャフトが前記立設
柱の前面に設けられた軸台に固定されており、前記足踏みユニットの両側に設けられたペ
ダルには、下に向いている立設ロッドがそれぞれ設けられており、前記二つの立設ロッド
がそれぞれ前記プッシャの両端と連動していることを特徴とする、請求項１に記載の足踏
み式健康器。
【請求項４】
前記プッシャ台は、前記立設柱の側面に伸びている二つの案内片を有し、前記立設柱の表
面の中心に応じて伸びロッドが枢着されており、前記伸びロッドの末端には螺旋段が設け
られており、前記立設柱の二つの側面には前記案内片に対応する切り面が設けられており
、前記立設柱には前記伸びロッドを挿通するための貫通孔が開設されており、前記貫通孔
を挿通する前記伸びロッドには、前記プッシャ台を調整するための調整ツマミが螺設され
ていることを特徴とする、請求項３に記載の足踏み式健康器。
【請求項５】
前記梃子連動ユニットは、前記ベースユニットの上で固定枠が設けられており、前記固定
枠の中段に調整ツマミが設けられており、前記調整ツマミの底端にはプッシャが枢着され
ており、前記プッシャの両端にはボール形状ヘッドがそれぞれ設けられており、なお、前
記足踏みユニットの二つのペダルの底面には、前記ボール形状ヘッドと嵌合するための枢
着枠がそれぞれ設けられており、前記プッシャにより前記二つのペダルが交錯に連動され
ていることを特徴とする、請求項１に記載の足踏み式健康器。
【請求項６】
前記足踏みユニットの二つのペダルは、それぞれ踏みロッドを介してブッシュに固定され
ており、前記ブッシュにより前記ペダルが前記下向き傾斜枢着ユニットの二つの下向き傾
斜シャフトに枢着されることを特徴とする、請求項１に記載の足踏み式健康器。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本考案は、足踏み運動に関し、特に、腰部と臀部と腿部の筋肉を同時に主動的に鍛錬する
ことができ、梃子原理を利用する足踏み式健康器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、足踏み式健康器は、ベースの両側には交錯に上下動可能なペダルが設けられており
、且つ各ペダルの下には減衰作用を発生するための油圧シリンダーが設けられている。な
お、各ペダルは、ベースの両側に水平に枢着されているので、交錯に上下動することだけ
ができ、ユーザは両足によってペダルを交錯に踏込むことだけができ、だから、鍛錬可能
な部位は腿部だけである。
【０００３】
上記の問題を解決するために、ある足踏み式健康器は、二つのペダルをＹ字形を呈するフ
レームに枢着することにより、一つのペダルが踏込まれているときには、当該ペダルは下
外へ斜めに移動され、このとき、他のペダルが上内へ斜めに移動され、そうすると、ユー
ザの重心が外側に拡がることになるので、このような足踏み式健康器に立っているユーザ
の重心が極めて安定し、そして運動している際に、ペダルによって腿部が下へ斜めに力を
加えるので、腰部と臀部の筋肉も受動的に連動されるようになり、だから、腰部と臀部と
腿部を同時に鍛錬することができる。
【０００４】
しかしながら、踏込まれているペダルが下外へ斜めに移動され、ユーザの重心が外側に平
広がることになるので、このような足踏み式健康器に立っているユーザの重心が極めて安
定し、そして運動している際に、ペダルによって腿部が下へ斜めに力を加えるが、腰部と
臀部の筋肉が受動的に連動され、受動的な運動の鍛錬効果はより低いものである。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
本考案の主な目的は、腰部と臀部と腿部の筋肉を同時に主動的に鍛錬することができ、鍛
錬効果が向上する足踏み式健康器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本考案の請求項１に記載の足踏み式健康器によると、ベースユニットと、下向き傾斜枢着
ユニットと、足踏みユニットと、梃子連動ユニットと、を含む足踏み式健康器において、
前記ベースユニットは、上に伸びており立設柱を有し、前記下向き傾斜枢着ユニットは、
前記ベースユニットの立設柱に設けられており、二つの下向き傾斜シャフトから構成され
、前記二つの下向き傾斜シャフトは、より低い第一端と、より高い第二端と、をそれぞれ
有し、前記第二端が前記立設柱に固定されており、前記足踏みユニットは、二つのペダル
を有し、前記二つのペダルがそれぞれ前記下向き傾斜枢着ユニットの両側に設けられた下
向き傾斜シャフトに枢着されており、前記梃子連動ユニットは、前記ベースユニットに設
けられており、前記ベースユニットの上で水平に回動可能なプッシャが設けられており、
前記プッシャの両端がそれぞれ前記足踏みユニットの二つのペダルに押付けており、前記
プッシャを介して前記二つのペダルが連動されて交錯に上下動可能であることを特徴とす
る足踏み式健康器である。
【０００７】
本考案の請求項２に記載の足踏み式健康器によると、前記梃子連動ユニットは、立設柱の
内部に枢着具が枢着されており、前記枢着具に設けられたプッシャの両端が前記立設柱の
周面から外部に突出しており、前記立設柱の周面には前記プッシャに応じて案内溝が開設
されており、前記足踏みユニットの両側に設けられたペダルには、下に向いている立設ロ
ッドがそれぞれ設けられており、前記二つの立設ロッドがそれぞれ前記プッシャの両端に
押付けて連動され、前記立設ロッドにより前記枢着具の両側に設けられたプッシャが水平
に前後動可能である。
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【０００８】
本考案の請求項３に記載の足踏み式健康器によると、前記梃子連動ユニットは、前記立設
柱の前記ペダルから遠ざかった側には外側に開口しているプッシャ台が設けられており、
前記プッシャ台には水平に伸びているプッシャが枢着されており、なお、前記下向き傾斜
枢着ユニットの二つの下向き傾斜シャフトが前記立設柱の前面に設けられた軸台に固定さ
れており、前記足踏みユニットの両側に設けられたペダルには、下に向いている立設ロッ
ドがそれぞれ設けられており、前記二つの立設ロッドがそれぞれ前記プッシャの両端と連
動している。
【０００９】
本考案の請求項４に記載の足踏み式健康器によると、前記プッシャ台は、前記立設柱の側
面に伸びている二つの案内片を有し、前記立設柱の表面の中心に応じて伸びロッドが枢着
されており、前記伸びロッドの末端には螺旋段が設けられており、前記立設柱の二つの側
面には前記案内片に対応する切り面が設けられており、前記立設柱には前記伸びロッドを
挿通するための貫通孔が開設されており、前記貫通孔を挿通する前記伸びロッドには、前
記プッシャ台を調整するための調整ツマミが螺設されている。
【００１０】
本考案の請求項５に記載の足踏み式健康器によると、前記梃子連動ユニットは、前記ベー
スユニットの上で固定枠が設けられており、前記固定枠の中段に調整ツマミが設けられて
おり、前記調整ツマミの底端にはプッシャが枢着されており、前記プッシャの両端にはボ
ール形状ヘッドがそれぞれ設けられており、なお、前記足踏みユニットの二つのペダルの
底面には、前記ボール形状ヘッドと嵌合するための枢着枠がそれぞれ設けられており、前
記プッシャにより前記二つのペダルが交錯に連動されている。
【００１１】
本考案の請求項６に記載の足踏み式健康器によると、前記足踏みユニットの二つのペダル
は、それぞれ踏みロッドを介してブッシュに固定されており、前記ブッシュにより前記ペ
ダルが前記下向き傾斜枢着ユニットの二つの下向き傾斜シャフトに枢着される。
【考案の効果】
【００１２】
本考案の足踏み式健康器によれば、腰部と臀部と腿部の筋肉を同時に主動的に鍛錬するこ
とができ、鍛錬効果が向上するという効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本考案の部品の構成とその相対関係を示す分解斜視図である。
【図２】本考案に係る足踏み式健康器の外観を示す概略図である。
【図３】本考案に係る足踏み式健康器の正面図である。
【図４】本考案に係る足踏み式健康器の踏まれた状態を示す背面図である。
【図５】本考案に係る足踏み式健康器の踏まれた状態を示す平面図である。
【図６】本考案の実施例２に係る足踏み式健康器の一部の分解斜視図である。
【図７】本考案の実施例２に係る足踏み式健康器の外観を示す概略図である。
【図８】本考案の実施例３に係る足踏み式健康器の外観を示す概略図である。
【図９】本考案の実施例４に係る足踏み式健康器の外観を示す概略図である。
【考案を実施するための形態】
【００１４】
以下、本考案の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【実施例１】
【００１５】
まず、図１及び図２を参照する。本考案に係る足踏み式健康器は、少なくとも、ベースユ
ニット１０と、二つの下向き傾斜シャフト２１を有する下向き傾斜枢着ユニット２０と、
二つのペダル３２を有する足踏みユニット３０と、梃子連動ユニット４０と、を含み、足
踏みユニット３０の二つのペダル３２は、それぞれ下向き傾斜枢着ユニット２０の二つの
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下向き傾斜シャフト２１に枢着されている。
【００１６】
なお、本考案の詳細の構成は、図１、図２及び図３に示すように、ベースユニット１０が
フレーム１１を有し、フレーム１１の両端には、第一横ロッド１２と、第二横ロッド１３
と、がそれぞれ設けられており、第一横ロッド１２の中段には上に伸びている立設柱１５
が設けられており、立設柱１５にはメータ１８が設けられている。
【００１７】
下向き傾斜枢着ユニット２０の二つの下向き傾斜シャフト２１は、より低い第一端と、よ
り高い第二端と、をそれぞれ有し、前記第二端が立設柱１５に固定されており、二つの下
向き傾斜シャフト２１は、各ペダル３２の両端に軸受具２２が設けられており、前記第一
端の近傍にファスナ２４が設けられており、なお、下向き傾斜シャフト２１とペダル３２
の枢着箇所の両端には、立設柱１５に隣接するスリーブ２３と、端部に位置するチューブ
マスク２５と、がそれぞれ設けられている。
【００１８】
また、足踏みユニット３０の二つのペダル３２がそれぞれ踏みロッド３１の頂面に固定さ
れており、踏みロッド３１の下向き傾斜シャフト２１に対応する一端にはブッシュ３５が
設けられており、二つの踏みロッド３１の自由端の底面には第二横ロッド１３の頂面に対
応する緩衝具３３が設けられており、二つのブッシュ３５の底面には下に伸びている立設
ロッド３６がそれぞれ設けられており、梃子連動ユニット４０により、立設ロッド３６を
介して二つのペダル３２が下向き傾斜シャフト２１に対して旋回可能である。
【００１９】
梃子連動ユニット４０は、立設柱１５の内部に枢着具４１が枢着されており、枢着具４１
に設けられたプッシャ４２の両端が立設柱１５の周面から外部に突出しており、立設柱１
５の周面には、プッシャ４２に応じて案内溝１４が開設されており、足踏みユニット３０
の両側に設けられたペダル３２には、下に向いている立設ロッド３６がそれぞれ設けられ
ており、二つの立設ロッド３６がそれぞれプッシャ４２の両端に押付けて連動され、立設
ロッド３６により、二つのペダル３２が下向き傾斜シャフト２１に対して往復に旋回可能
である。
【００２０】
また、足踏みユニット３０の両側に設けられたペダル３２には、減衰作用を発生するため
の減衰ユニット５０がそれぞれ設けられており、減衰ユニット５０は、ベースユニット１
０のフレーム１１の第一横ロッド１２に近接する一端の両側には伸びロッド５１がそれぞ
れ延設されており、両側にある伸びロッド５１とペダル３２の底面とには、減衰作用を発
生するためのシリンダー５５が設けられており、シリンダー５５の両端はそれぞれユニバ
ーサルジョイントを介して伸びロッド５１とペダル３２とに連接されている。
【００２１】
次に、図２乃至図５を参照しながら本考案の使用状態を説明する。二つのペダル３２が踏
みロッド３１のブッシュ３５を介して下向き傾斜シャフト２１に枢着されているので、二
つのペダル３２のうちの何れかの一つを踏込むと、当該ペダル３２が下内側へ斜めに旋回
され、なお、他のペダル３２は、プッシャ４２及び立設ロッド３６に押されて上外側へ斜
めに旋回される。
【００２２】
このように、ペダル３２は、減衰ユニット５０によって臀部と腿部の筋肉を鍛錬すること
ができると共に、ペダル３２を踏込んでいるときには、二つのペダル３２が同じ方向へ斜
めに旋回され、ユーザの身体の下半部が二つのペダル３２と一緒にずれ、且つ踏込まれる
ペダル３２が内側へずれるので、身体のバランスを維持するために、ユーザは腰部以上の
身体の上半部を逆方向にずらすことが必要になり、なお、他のペダル３２を踏込んでいる
ときには、梃子連動ユニット４０によってより低い位置に位置しているペダル３２が上へ
斜めに旋回され、そうすると、ユーザが二つのペダル３２を交錯に踏込むと、腰部と臀部
と腿部の筋肉を同時に主動的に鍛錬することができ、鍛錬効果が更に向上する。
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【実施例２】
【００２３】
図６及び図７を参照する。梃子連動ユニット４０は、ベースユニット１０の立設柱１５の
ペダル３２から遠ざかった一側には外側に開口しているコ字形のプッシャ台４３が設けら
れており、プッシャ台４３には、立設柱１５の側面に伸びている案内片４３０が二つ設け
られており、立設柱１５の表面の中心に応じて伸びロッド４３２が枢着されており、伸び
ロッド４３２の末端には螺旋段が設けられており、立設柱１５の二つの側面には案内片４
３０に対応する切り面１６０が設けられており、立設柱１５には伸びロッド４３２を挿通
するための貫通孔１７が開設されており、貫通孔１７を挿通する伸びロッド４３２には、
プッシャ台４３を調整するための調整ツマミ４６が螺設されており、また、プッシャ台４
３が枢着ピン４４を介して水平に伸びているプッシャ４５に枢着されており、下向き傾斜
枢着ユニット２０の二つの下向き傾斜シャフト２１が立設柱１５の前面に設けられた軸台
２６に固定されており、これにより、下向き傾斜シャフト２１に設けられたペダル３２の
立設ロッド３６がそれぞれプッシャ４５の両端の背面に押付けており、そうすると、梃子
連動ユニット４０のプッシャ４５によって二つのペダル３２を交錯に連動することができ
ると共に、プッシャ台４３によってプッシャ４５を前後に移動して二つのペダル３２の上
下への揺動幅を変更することができる。
【実施例３】
【００２４】
また、図８を参照する。梃子連動ユニット４０は、ベースユニット１０のフレーム１１の
上で固定枠４７が設けられており、固定枠４７の中段に調整ツマミ４８が設けられており
、調整ツマミ４８の底端にはプッシャ４９が枢着されており、調整ツマミ４８によりプッ
シャ４９の高さを変更することができ、また、プッシャ４９の両端にはボール形状ヘッド
４９０がそれぞれ設けられており、なお、足踏みユニット３０の二つのペダル３２の踏み
ロッド３１の底面には、ボール形状ヘッド４９０と嵌合するための枢着枠３７がそれぞれ
設けられており、梃子連動ユニット４０のプッシャ４９によって足踏みユニット３０の二
つのペダル３２が連動されて交錯に上下動することができる。
【実施例４】
【００２５】
図９には、本考案の実施例４を示す。同図に示すように、立設柱１５の上端には上に伸び
ている手すりロッド１９を設けることができる。
【符号の説明】
【００２６】
１０：ベースユニット、１１：フレーム、１２：第一横ロッド、１３：第二横ロッド、１
４：案内溝、１５：立設柱、１６：切り面、１７：貫通孔、１８：メータ、１９：手すり
ロッド、２０：下向き傾斜枢着ユニット、２１：下向き傾斜シャフト、２２：軸受具、２
３：スリーブ、２４：ファスナ、２５：チューブマスク、２６：軸台、３０：足踏みユニ
ット、３１：踏みロッド、３２：ペダル、３３：緩衝具、３５：ブッシュ、３６：立設ロ
ッド、３７：枢着枠、４０：梃子連動ユニット、４１：枢着具、４２：プッシャ、４３：
プッシャ台、４４：枢着ピン、４５：プッシャ、４６：調整ツマミ、４７：固定枠、４８
：調整ツマミ、４９：プッシャ、５０：減衰ユニット、５１：伸びロッド、５５：シリン
ダー、４３０：案内片、４３２：伸びロッド、４９０：ボール形状ヘッド。
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