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(57)【要約】
【課題】より快適なマッサージ動作を最適化（カスタマ
イズ）することが可能なマッサージ機を提供することを
目的とする。
を提供する。
【解決手段】マッサージ機は、被施療者の脳波を含む少
なくとも１種の生体情報を取得する取得部と、動作部に
よるマッサージ動作の制御を行う制御部と、生体情報に
基づいて被施療者の身体の各部位における各マッサージ
動作について被施療者が快適または不快と感じるかを判
別する判別部とを備える。判別部が快適と判別した場合
には、制御部は、動作部に対して同じ種類のマッサージ
動作の回数を維持する又は回数を増やすように制御し、
判別部が不快と判別した場合には、制御部は、動作部に
対してマッサージ動作を変更するかまたはマッサージ動
作を停止するように制御する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被施療者の身体におけるマッサージを受ける複数の部位のそれぞれにおいて複数種類の
マッサージ動作をすることが可能な動作部と、
　被施療者の脳波を含む少なくとも１種の生体情報を取得する取得部と、
　前記動作部によるマッサージ動作の制御を行う制御部と、
　前記生体情報に基づいて被施療者の身体の各部位における各マッサージ動作について被
施療者が快適または不快と感じるかを判別する判別部と
を備え、
　前記判別部が快適と判別した場合には、前記制御部は、前記動作部に対して同じ種類の
マッサージ動作の回数を維持する又は回数を増やすように制御し、
　前記判別部が不快と判別した場合には、前記制御部は、前記動作部に対してマッサージ
動作を変更するかまたはマッサージ動作を停止するように制御する、
ことを特徴とするマッサージ機。
【請求項２】
　前記判別部による判別結果を記憶することが可能な記憶部をさらに備え、
　前記動作部が前記身体の各部位において各マッサージ動作をする際に、前記制御部は、
前記記憶部に記憶された判別結果に基づいて、前記動作部のマッサージ動作を制御する、
請求項１に記載のマッサージ機。
【請求項３】
　前記制御部は、前記身体の各部について複数種類のうちの少なくとも１つのマッサージ
動作を予備的に行うように前記動作部を制御することにより、前記取得部は、前記身体の
各部における予備的なマッサージ動作に対する判別結果を取得し、かつ、前記記憶部は前
記判別結果を記憶し、
　前記制御部は、前記身体の各部に対応する前記記憶部に記憶された判別結果に基づいて
、前記身体の各部をマッサージする一連の前記動作部によるマッサージ動作を制御する、
請求項２に記載のマッサージ機。
【請求項４】
　前記取得部が前記制御部に対して生体情報の取得の開始に関する開始信号を前記制御部
に送信することが可能な構成を有し、
　前記制御部は、前記開始信号を受信したときに前記動作部に対してマッサージ動作を開
始するように制御する、
請求項１～３のいずれか１項に記載のマッサージ機。
【請求項５】
　前記取得部は、被施療者の身体に装着可能な脳波計を備えている、
請求項１～４のいずれか１項に記載のマッサージ機。
【請求項６】
　前記制御部は、前記取得部が取得した前記生体情報を反映させて、前記動作部のマッサ
ージ動作を制御する、
請求項１～５のいずれか１項に記載のマッサージ機。
【請求項７】
　前記マッサージ機は、前記生体情報および前記判別結果を報知する報知部を有する、
請求項１～６のいずれか１項に記載のマッサージ機。
【請求項８】
　前記取得部は、脈派を測定する脈拍計を備え、
　前記判別部は、脳波および脈波のそれぞれによって快適または不快の判別を個別に行い
、脳波の判別結果および脈波の判別結果に基づいて快適または不快の判別を決定する、
請求項１～７のいずれか１項に記載のマッサージ機。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載のマッサージ機と、
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　前記マッサージ機から独立して移動可能な外部情報端末と
を備え、
　前記マッサージ機は、前記生体情報および前記判別結果を前記外部情報端末へ送信する
送信部を有し、
　前記外部情報端末は、前記生体情報および前記判別結果を音声出力を含む出力で報知す
る報知部を有している、
マッサージ機システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マッサージ機およびそれを備えたマッサージ機システムに関し、脳波を含む
生体情報によって快適なマッサージ動作を最適化（カスタマイズ）することが可能なマッ
サージ機およびそれを備えたマッサージ機システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特許文献１記載のマッサージ機のように、マッサージ動作中の被施療者の脳波を
測定して、被施療者にとって快適なレベルを保つようにマッサージの強度や回数を調整す
るマッサージ機が知られている。
　このマッサージ機では、脳波に基く生体情報を快適度の基準となる指標（例えば、脳波
のα波とβ波の比）を目標値に近づけるように同じマッサージ動作の回数を増減させる制
御を行うことによって、所定時間ごとの目標値で構成されたトレンドグラフに近づくよう
にマッサージ動作を行う。これにより、所定回数のマッサージ動作を単純に繰り返す場合
よりも、快適度を向上させることが可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４８３７３９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述したようなマッサージ機では、被施療者の身体の各部位（首、肩、
背中、腰など）におけるある手技のマッサージ動作（例えば、もみ、たたき、指圧など）
が不快に思われる場合には、マッサージ動作の回数を増減するのみであり、被施療者にと
って不快なマッサージ動作を避けることができないという問題がある。
【０００５】
　また、このような各マッサージ動作の回数の変更による制御だけでは、一連のマッサー
ジコースの施療を受ける被施療者にとっては、マッサージ動作を快適な状態を維持するこ
とが難しいだけでなく、同じマッサージコースに慣れてしまうと飽きてしまって快適を感
じにくくなるおそれもある。
【０００６】
　そこで、本発明は、上述した如き課題に鑑みてなされたものであり、より快適なマッサ
ージ動作を最適化（カスタマイズ）することが可能なマッサージ機を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以上のような目的を達成するために、本発明に係るマッサージ機は、被施療者の身体に
おけるマッサージを受ける複数の部位のそれぞれにおいて複数種類のマッサージ動作をす
ることが可能な動作部と、被施療者の脳波を含む少なくとも１種の生体情報を取得する取
得部と、前記動作部によるマッサージ動作の制御を行う制御部と、前記生体情報に基づい
て被施療者の身体の各部位における各マッサージ動作について被施療者が快適または不快
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と感じるかを判別する判別部とを備え、前記判別部が快適と判別した場合には、前記制御
部は、前記動作部に対して同じ種類のマッサージ動作の回数を維持する又は回数を増やす
ように制御し、前記判別部が不快と判別した場合には、前記制御部は、前記動作部に対し
てマッサージ動作を変更するかまたはマッサージ動作を停止するように制御することを特
徴とする。
【０００８】
　かかる構成では、判別部が、脳波を含む生体情報に基づいて、被施療者の身体の各部位
における各マッサージ動作について被施療者が快適または不快と感じるかを判別する。制
御部は、その判別結果に基づいて各部位の各マッサージ動作を快適または不快に適合する
ように調整または変更する。とくに、ある部位（例えば首）におけるある種類のマッサー
ジ動作（例えば、もみ、指圧、またはたたき）が不快であると判別されたときには、マッ
サージ動作をより快適に導く他のマッサージ動作へ変更したり、または停止するように制
御することが可能である。
【０００９】
　これにより、本発明では、従来のマッサージ機（例えば、自社出願の特許第４８３７３
９２号公報）のように脳波に基く生体情報の目標値に近づけるように同じマッサージ動作
の回数を増やす制御よりも、被施療者に不快を感じるマッサージ動作を避けながら快適に
感じるマッサージ動作の回数を効果的に増やすことが可能になる。その結果、より快適な
マッサージ動作を最適化（カスタマイズ）することが可能である。
【００１０】
　前記判別部による判別結果を記憶することが可能な記憶部をさらに備え、前記動作部が
前記身体の各部位において各マッサージ動作をする際に、前記制御部は、前記記憶部に記
憶された判別結果に基づいて、前記動作部のマッサージ動作を制御するのが好ましい。
　かかる構成では、前回のマッサージ動作における快適または不快のいずれかの判別結果
を次回のマッサージ動作に反映させ、次回のマッサージ動作をより快適になるように最適
化することが可能である。
【００１１】
　前記制御部は、前記身体の各部について複数種類のうちの少なくとも１つのマッサージ
動作を予備的に行うように前記動作部を制御することにより、前記取得部は、前記身体の
各部における予備的なマッサージ動作に対する判別結果を取得し、かつ、前記記憶部は前
記判別結果を記憶し、前記制御部は、前記身体の各部に対応する前記記憶部に記憶された
判別結果に基づいて、前記身体の各部をマッサージする一連の前記動作部によるマッサー
ジ動作を制御するのが好ましい。
　かかる構成では、予備的なマッサージ動作により身体の各部位における快適または不快
の判別結果をあらかじめ取得しておくことにより、身体の各部についての一連のマッサー
ジ動作について、不快を感じるマッサージ動作を避けながら快適に感じるマッサージ動作
の回数を効果的に増やしたマッサージコースに最適化（カスタマイズ）することが可能で
ある。
【００１２】
　前記取得部が前記制御部に対して生体情報の取得の開始に関する開始信号を前記制御部
に送信することが可能な構成を有し、前記制御部は、前記開始信号を受信したときに前記
動作部に対してマッサージ動作を開始するように制御するのが好ましい。
　かかる構成では、脳波の取得データとマッサージ動作とを時間的にリンクさせることが
可能になり、脳波の取得データを次のマッサージ動作に正確に反映させることが可能にな
る。その結果、複数のマッサージ動作で構成されるマッサージコースについて細かい最適
化が可能になる。
【００１３】
　前記取得部は、被施療者の身体に装着可能な脳波計を備えているのが好ましい。
　かかる構成では、被施療者がマッサージを受けている間に被施療者の身体が動いても、
被施療者の身体に装着された脳波計が身体から離れることがないので、脳波計によって脳
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波を確実に検出することが可能である。
【００１４】
　前記制御部は、前記取得部が取得した前記生体情報を反映させて、前記動作部のマッサ
ージ動作を制御するのが好ましい。
　これにより、マッサージ動作中に取得部が取得した生体情報を反映させて、動作部のマ
ッサージ動作を制御することにより、現在実行されている現時点におけるマッサージ動作
を最適化することが可能である。
【００１５】
　前記マッサージ機は、前記生体情報および前記判別結果を報知する報知部を有するのが
好ましい。
　かかる構成では、マッサージ機で被施療者は生体情報や各部位における判別結果を知る
ことができる。
【００１６】
　前記取得部は、脈派を測定する脈拍計を備え、前記判別部は、脳波および脈波のそれぞ
れによって快適または不快の判別を個別に行い、脳波の判別結果および脈波の判別結果に
基づいて快適または不快の判別を決定するのが好ましい。
　これにより、脳波の判別結果および脈波の判別結果の両方を用いて快適または不快の判
別をより正確に行うことが可能である。
【００１７】
　本発明のマッサージ機システムは、上記のマッサージ機と、前記マッサージ機から独立
して移動可能な外部情報端末とを備え、前記マッサージ機は、前記生体情報および前記判
別結果を前記外部情報端末へ送信する送信部を有し、前記外部情報端末は、前記生体情報
および前記判別結果を音声出力を含む出力で報知する報知部を有していることを特徴とす
る。
【００１８】
　本発明のマッサージ機システムでは、マッサージ機は生体情報および判別結果を外部情
報端末へ送信する送信部を有し、外部情報端末は生体情報および判別結果を報知する報知
部を有しているので、マッサージ機から離れた位置で外部情報端末の画面表示だけでなく
報知部によって生体情報および判別結果を音声出力などで報知することが可能である。そ
の結果、マッサージ機から離れた位置で被施療者の関係者等が生体情報および判別結果を
確実に取得することが可能である。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明のマッサージ機によれば、より快適なマッサージ動作を最適化（カスタマイズ）
することができる。
　本発明のマッサージ機システムによれば、マッサージ機から離れた位置で被施療者の関
係者等が生体情報および判別結果を確実に取得することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施形態に係るマッサージ機を備えたマッサージ機システムの構成を示
す概念図である。
【図２】図１のマッサージ機システムの構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施形態に係るマッサージ機の斜視図である。
【図４】脳波測定結果および脈波測定結果を用いて判定される快適、普通、不快について
示す判定表である。
【図５】首、肩、背中、腰それぞれについての現在のマッサージ動作から脳波による快適
、普通、不快の結果に基づいて次回の動作を変更するパターンを示す表である。
【図６】本発明のマッサージ機の実施形態に係る脳波判定結果に基づく次回のマッサージ
動作の変更を具体的に示すフローチャートである。
【図７】本発明のマッサージ機の他の実施形態に係る脳波判定結果に基づく現時点のマッ
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サージ動作の変更を具体的に示すフローチャートである。
【図８】本発明のマッサージ機のさらに他の実施形態に係る予備マッサージにおける脳波
判定結果に基づいてマッサージコースを使用者に合わせて最適化する一連の動作を示すフ
ローチャートである。
【図９】本発明のマッサージ機のさらに他の実施形態に係る予備マッサージにおける脳波
判定結果に基づいてマッサージコースを使用者に合わせて最適化する一連の動作を示すフ
ローチャートである。
【図１０】本発明のマッサージ機のさらに他の実施形態に係る予備マッサージにおける脳
波判定結果に基づいてマッサージコースを使用者に合わせて最適化する一連の動作を示す
フローチャートである。
【図１１】本発明のマッサージ機のさらに他の実施形態に係るメモリ判定に基づく本マッ
サージにおける動作の選択を示すフローチャートである。
【図１２】マッサージのツボの位置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下に、本発明の実施形態について図面に基づいて説明する。
【００２２】
　図１～２に示される本発明の実施形態に係るマッサージ機システム（１００）は、主要
な構成として、マッサージ機（１０）と、脳波を含む生体情報を取得する取得部であるウ
ェアラブル脳波計（２０）および脈拍計（６０）と、当該マッサージ機（１０）とインタ
ーネットなどの公衆回線網（５０）を介して双方向に通信可能に接続された外部情報端末
であるスマートホン（３０）とを備えている。
【００２３】
　本実施形態のウェアラブル脳波計（２０）は、ブルートゥース（登録商標）などの短距
離無線通信などの無線通信回線（４０）通じて、マッサージ機（１０）と相互に通信可能
に接続されている。脈拍計（６０）は、マッサージ機（１０）と無線又は有線で接続され
ている。これらウェアラブル脳波計（２０）および脈拍計（６０）などの取得部は、マッ
サージ動作中にマッサージ機（１０）とともに一体不可分に用いられるので、本発明では
マッサージ機（１０）の構成要素に含まれるものとする。無線通信回線（４０）としては
、ブルートゥースの他にも、無線ＬＡＮや赤外線通信などが採用可能である。
【００２４】
　マッサージ機（１０）は、図１～３に示されるように、主要な構成として、椅子本体（
１４）と、ウェアラブル脳波計（２０）および脈拍計（６０）などを含む取得部と、コン
トローラ（１１）とを備える。
【００２５】
　椅子本体（１４）は、座部や背凭れ部やフットレストや肘掛け部等を備え、動作部であ
るマッサージユニット（１２）と、マッサージユニット（１２）の動作を制御することが
可能な制御部（１３）とを内蔵する。
【００２６】
　マッサージユニット（１２）は、被施療者の身体におけるマッサージを受ける複数の部
位のそれぞれにおいて複数種類のマッサージ動作をすることが可能な施療子および駆動モ
ータを有し、本発明の動作部として機能する。施療子は、椅子本体（１４）の背もたれ部
分に内蔵され、背もたれ部分を上下方向に移動しながら、椅子本体（１４）に座る被施療
者の首、肩、背中、腰その他の部位へマッサージ動作、具体的にはもみ、たたき、指圧を
含む種々の動作をすることが可能な構成を有する。
【００２７】
　制御部（１３）は、マッサージユニット（１２）によるマッサージ動作の制御を行うこ
とが可能な構成を有する。制御部（１３）は、ＣＰＵやＲＡＭやＲＯＭやメモリ等から構
成されたものであり、マッサージ動作の際、後述するコントローラ（１１）の操作制御手
段（１１ｂ）から指示信号を受け取り、その指示信号に基づいて制御信号を出力してモー
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タ等を作動させ、施療子等によるマッサージを実行する。マッサージ動作は、記憶手段（
１１ｄ）に記憶されたマッサージコース（後述の基本のマッサージコースおよび最適化後
のマッサージコースの両方）にしたがってマッサージ動作を行うものだけでなく、被施療
者がコントローラ（１１）のディスプレイ（１１ｆ）上のタッチパネルを操作して行う所
望の部位の所望の動作についてのマッサージ動作を行う場合の両方を含む。
【００２８】
　コントローラ（１１）は、ＣＰＵやＲＡＭやＲＯＭやメモリ等から構成されたものであ
り、椅子本体（１４）側部のスタンド（図示せず）に着脱自在に配置される構成となって
いる。コントローラ（１１）は、具体的には、表示制御手段（１１ａ）と、操作制御手段
（１１ｂ）と、受信部（１１ｃ）と、記憶手段（１１ｄ）と、報知部（１１ｅ）と、ディ
スプレイ（１１ｆ）と、送信手段（１１ｇ）と、受信手段（１１ｈ）と、判別部（１１ｊ
）と、演算部（１１ｋ）とを備える。
【００２９】
　コントローラ（１１）は、マッサージ機（１０）における情報の入出力部として機能す
る。ディスプレイ（１１ｆ）には、表示制御手段（１１ａ）によって種々の画面、例えば
操作画面、生体情報を表示する画面、快適または不快の判別結果を表示する画面、判別結
果に基づく健康情報などを表示する画面など、種々の画面が表示される。ディスプレイ（
１１ｆ）上のタッチパネルまたディスプレイ周辺の操作ボタン等を操作することにより、
操作制御手段（１１ｂ）は、椅子本体（１４）の制御部（１３）に操作制御信号を送り、
マッサージユニット（１２）の動作を制御する。操作制御手段（１１ｂ）は、マッサージ
ユニット（１２）の制御部（１３）と信号線により有線又は無線接続され、制御部（１３
）に指示信号を出力する。　
【００３０】
　報知部（１１ｅ）は、生体情報および判別結果を音声出力や振動などで報知する。これ
により、マッサージ機（１０）で被施療者は生体情報や各部位における判別結果を知るこ
とができる。
【００３１】
　記憶手段（１１ｄ）は、判別部（１１ｊ）による判別結果を記憶することが可能な構成
を有する。本実施形態の記憶手段（１１ｄ）は、判別結果とともに生体情報（脳波、脈波
など）を測定時の時間とともに記憶する。
【００３２】
　また、記憶手段（１１ｄ）は、施療子等の動作パターンを示す基本のマッサージコース
に係るデータを格納し、予め複数の基本のマッサージコースを記憶している。それととも
に、記憶手段（１１ｄ）は、最適化した（カスタマイズ）後のマッサージコースも記憶す
る。
【００３３】
　基本のマッサージコースは、例えば揉み動作、叩き動作、指圧動作、ローリング動作、
脚揉み動作、引き揉み動作、臀部揉み動作、肛門部バイブレーション動作を特定の速度（
一定速度に限らず、速度が変化してもよい）で実行させたり、各動作を組み合わせ、所定
の手順で（同時又は順次に）実行させたりするためのものであり、マッサージの目的に応
じてむくみ解消コースや疲労回復コースやストレス解消コースやおやすみコース等が用意
されている。
【００３４】
　例えば、「疲労回復コース」とは、古代ヨーロッパで生まれた「マッサージ」の考えを
取り入れた技法で、体の末端から心臓へ向けて血流を促す。戻りにくい末端の血液を心臓
に送り返し、疲労回復を促し、新陳代謝を高めて体をリフレッシュさせる。また、「おや
すみコース」とは、古代中国で生まれた「あんま」の考えを取り入れたマッサージの技法
で、心臓から体の末端へ向けて血流を促す。全身の血行を促進し、末端まで血液を巡らせ
、リラックスさせる。なお、マッサージコースは、マッサージユニット（１２）の各種の
動作だけでなく、リクライニング角度変更動作やフットレスト角度変更動作もさらに組み
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合わせたものであってもよい。
【００３５】
　判別部（１１ｊ）は、ウェアラブル脳波計（２０）および脈拍計（６０）によって取得
された生体情報（脳波および脈波）に基づいて被施療者の身体の各部位における各マッサ
ージ動作について被施療者が快適または不快と感じるかを判別する。なお、判別部（１１
ｊ）の具体的な機能については後段で詳述する。
【００３６】
　制御部（１３）は、マッサージユニット（１２）が身体の各部位において各マッサージ
動作をする際に、記憶手段（１１ｄ）に記憶された判別結果に基づいて、マッサージユニ
ット（１２）のマッサージ動作を制御する。これにより、前回のマッサージ動作における
快適または不快のいずれかの判別結果を次回のマッサージ動作に反映させ、次回のマッサ
ージ動作をより快適になるように最適化することが可能である。
【００３７】
　ウェアラブル脳波計（２０）および脈拍計（６０）などの取得部は、マッサージ動作中
にマッサージ機（１０）の椅子本体（１４）に座る被施療者の脳波を含む少なくとも１種
の生体情報を取得する。本実施形態では取得部で取得される生体情報としては、ウェアラ
ブル脳波計（２０）から取得される脳波、脈拍計（６０）から取得される脈拍などである
。
【００３８】
　本実施形態のウェアラブル脳波計（２０）は、被施療者の身体に装着可能な携帯型の脳
波計であり、頭部において脳波が測定しやすい部位（おでこなど）に粘着テープなどの種
々の接着手段を用いてマッサージ動作中に脱落しないように測定部位に密着して貼り付け
られる。被施療者がマッサージを受けている間に被施療者の身体が動いても、被施療者の
身体に装着されたウェアラブル脳波計（２０）が身体から離れることがないので、脳波計
によって脳波を確実に検出することが可能である。
【００３９】
　ウェアラブル脳波計（２０）は、脳波を検出する検出部（２１）と、検出された脳波に
関する信号をマッサージ機（１０）の受信部（１１ｃ）へブルートゥースなどの無線通信
回線（４０）を用いて送る送信部（２２）と、トリガ信号生成部（２３）とを有する。
【００４０】
　ウェアラブル脳波計（２０）は、制御部（１３）に対して生体情報の取得の開始に関す
る開始信号を制御部（１３）に送信することが可能な構成として、開始信号を生成するト
リガ信号生成部（２３）と、送信部（２２）とを有する。制御部（１３）は、開始信号を
受信したときにマッサージユニット（１２）に対してマッサージ動作を開始するように制
御する。これにより、脳波の取得データとマッサージ動作とを時間的にリンクさせること
が可能になり、脳波の取得データを次のマッサージ動作に正確に反映させることが可能に
なる。その結果、複数のマッサージ動作で構成されるマッサージコースについて細かい最
適化が可能になる。
【００４１】
　なお、本発明における脳波を取得する取得部としては、上記のような被施療者の身体に
装着可能なウェアラブル脳波計だけでなく、椅子本体（１４）に固定された固定式の脳波
計などを用いてもよい。
【００４２】
　脈拍計（６０）は、被施療者の脈波を検出する検出部（６１）を有する。脈拍計（６０
）は、マッサージ動作中に被施療者の指、手首、耳たぶなどの脈波を検出可能な部位に装
着して用いられる。
【００４３】
　なお、本発明の生体情報を取得する取得部としては、上記の脳波計や脈拍計だけでなく
、血圧計、体温計、呼吸器計、筋電図計、ＳｐＯ２（経皮的動脈血酸素飽和度）計などを
用いてもよい。その場合、取得される可能性が有る生体情報としては、血圧、体温、呼吸
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数、筋電図などの筋肉で発生する電位変化、ＳｐＯ２など、種々の生体情報が含まれる。
【００４４】
　上述のように、ウェアラブル脳波計（２０）および脈拍計（６０）によって取得された
生体情報（脳波および脈波）に基づいて、コントローラ（１１）の判別部（１１ｊ）は、
被施療者の身体の各部位における各マッサージ動作について被施療者が快適または不快と
感じるかを判別する。
【００４５】
　判別部（１１ｊ）は、例えば、まずウェアラブル脳波計（２０）によって測定された脳
波のα波の量とβ波の量との比（β／α）を求め、（β／α）の予め設定した目標値に対
して、目標値よりも小さい場合には、被施療者は快適であると判別し、目標値より大きい
場合には不快であると判別することにより、快適か不快かを判別する。
【００４６】
　判別部（１１ｊ）による具体的な判別手法としては、本件出願人の自社特許である特許
第４８３７３９２号の段落００２０～００２１に記載されている方法を採用することが可
能である。
【００４７】
　すなわち、演算部（１１ｋ）は、ウェアラブル脳波計（２０）で測定された脳波のα波
、β波についてＦＦＴを用い周波数毎のパワースペクトルを求め、それぞれの周波数帯の
パワースペクトルの総和によって α波の量、β波の量を求め、α波の量とβ波の量との
比（ β／α）を求める。なお、脳波のうち８Ｈｚ以上１３Ｈｚ未満の周波数帯をα波と
し、１３Ｈｚ以上３０Ｈｚ未満の周波数帯をβ波としている。
【００４８】
　まず、マッサージユニット（１２）の施療子によって適切なマッサージ動作をしたこと
によって得られる生体情報の目標値、つまり、被施療者が快適であると感じている状態で
発せられる脳波のα波の量とβ波の量の比（β／α）の目標値が予め設定される。この目
標値は記憶手段（１１ｄ）にあらかじめ記憶される。そして、判別部（１１ｊ）は、マッ
サージ動作中における被施療者からの脳波の測定値が、この目標値よりも小さい場合、被
施療者は快適と感じており、大きいと不快と感じていると設定されている。なお、この比
（β／α）の設定方法は、例えば実験により、マッサージユニット（１２）によって不快
となるマッサージ動作を行った場合と、快適となるマッサージ動作とをそれぞれ行った場
合での脳波を測定し、それぞれ前記比（β／α）を求め 、不快となる場合と快適となる
場合との境界（中間）の値として設定することができる。
【００４９】
　 例えば、被施療者が通常の（良好な）健康状態において、痛いが快適な指圧（快圧法
）によるマッサージ動作を「前記快適となるマッサージ動作」とした場合、前記比（β／
α） の目標値を、例えば１．６と設定することができる。なお、前記目標値は他の値と
することもできる。さらに、「快適となるマッサージ動作」の種類・具合（例えば、軽圧
法、強圧法）や、被施療者が風邪気味の状態や疲労状態など健康状態ごとに目標値を設定
し、これを記憶手段（１１ｄ）に記憶させ、マッサージを行う前にコントローラ（１１）
の操作によって被施療者がこれら複数種類の目標値のうちの一つを選択できる構造とする
こともできる。このような目標値は、例えば、被施療者が風邪気味であるときに快適とな
るマッサージ動作が行われた際、取得された脳波のα波の量とβ波の量の比（β／α）と
して記憶させればよい。被施療者は日によって体調が異なることがあるが、大きな体調（
健康状態）の変化については、その体調に応じて前記目標値をマッサージ前に選択して設
定することができ、この目標値に基づいた以下の制御が可能となり、また、小さな体調の
変化については、設定された目標値に基づいて以下の制御が可能となる。これにより、被
施療者の日々の健康状態に応じた快適なマッサージが可能となる。
【００５０】
　上記判定方法をもとに快適・普通・不快の３段階を判定する場合、判別部（１１ｊ）は
、目標値を中心値とする±Ａの範囲を設定しておき、比（β／α）が目標値±Ａの範囲内
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の場合には普通と判定し、（目標値－Ａ）より小さい場合を快適と判定し、（目標値十Ａ
）より大きい場合を不快と判定する。
【００５１】
　また、本実施形態の判別部（１１ｊ）は、ウェアラブル脳波計（２０）によって検出さ
れた脳波の結果と脈拍計（６０）によって検出された脈波の結果（すなわち、脈波と関連
する自律神経の結果）を２つの結果を組み合せることにより、より精度を上げた快適・普
通・不快の３段階の判定が可能になる。
　ここで、脈波の結果を用いた判別方法として、上記の脳波を用いた判別と同様に、目標
値±Ｂの範囲内の場合には普通と判定し、（目標値－Ｂ）より小さい場合を快適と判定し
、（目標値十Ｂ）より大きい場合を不快と判定するようにすればよい。
【００５２】
　具体的には、判別部（１１ｊ）は、図４の脈波測定と脳波測定との組合せ判定を示す判
定表に示されるように、脳波の結果に基づく快適・普通・不快の３段階の結果と、脈波の
結果に基づく快適・普通・不快の３段階の結果とによって構成されるマトリックスを用い
て、脳波および脈波の両方の結果に基づいて総合的に判断して、最終的な判定結果を導き
出す。判別部（１１ｊ）は、図４の判定表に示されるように、最終的な判定結果は、４段
階、すなわち、◎快適大、〇快適小、△普通、×不快で判定する。
　この図４の判定表では、脈波測定の結果を優先的にして最終的な判定結果が構成される
。その理由は、脳波測定の結果は、被施療者自身によってある程度コントロールできてし
まうのに対し、脈波測定の結果は自身でコントロールができないかまたはできにくく、客
観的な結果として判定することが可能であるため、脈波測定の結果を優先的にするからで
ある。
【００５３】
　判別部（１１ｊ）がこの図４の判定表を用いて判別を行うことにより、脳波判定の結果
とともに脈波判定の結果を用いて被施療者の実際の状態に合った快適度合いの判別をする
ことが可能である。例えば、脳波判定の判定結果と脈波判定の判定結果とをみて、脳波判
定で普通と判定が出ても、脈波判定で快適との判定が出れば、快適とみなすことができる
。
【００５４】
　このように、本実施形態では、マッサージ機（１０）は脈波を測定する脈拍計（６０）
を備え、判別部（１１ｊ）は、脳波および脈波のそれぞれによって快適または不快の判別
を個別に行い、脳波の判別結果および脈波の判別結果に基づいて快適または不快の判別を
決定する。これにより、脳波の判別結果および脈波の判別結果の両方を用いて快適または
不快の判別をより正確に行うことが可能である。
　判別部（１１ｊ）が快適と判別した場合には、制御部（１３）は、マッサージユニット
（１２）に対して同じ種類のマッサージ動作の回数を維持する又は回数を増やすように制
御する。
　判別部（１１ｊ）が不快と判別した場合には、制御部（１３）は、マッサージユニット
（１２）に対してマッサージ動作を変更するかまたはマッサージ動作を停止したり、ある
いは回数を低減するように制御する。
【００５５】
　具体的には、制御部（１３）は、もみ、指圧、およびたたきのマッサージ動作について
、被施療者の身体の首、肩、背中、腰の部位の各部位ごとに優先順位を決めておき、不快
なときには、不快感の少ない下位の動作へ変更（シフト）していき、最下位の動作で不快
なときには、その部位におけるマッサージ動作をしないように、マッサージユニット（１
２）を制御する。これにより、不快感の少ないより快適なマッサージ動作を行うことが可
能になる。
【００５６】
　例えば、図５の表に示されるように、現在の動作（もみ、指圧、たたき）をしたときに
、快適、普通、不快の３種類で判別されたときに、次回の動作を不快感の少ない下位の動
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作へ変更する。
【００５７】
　ここで、図５の最上段に示される首へのマッサージ動作においては、マッサージ動作の
優先順位として、もみ→指圧→たたき→なしの順にあらかじめ決められ、首のマッサージ
動作の優先順位に関する情報が記憶手段（１１ｄ）に記憶されている。
【００５８】
　したがって、現在のもみ動作が快適の場合には、次回のもみ動作の回数を増やし、現在
のもみ動作が普通の場合は次回のもみ動作も同じ回数を行い、現在のもみ動作が不快な場
合は次回の動作をもみ動作よりも不快感の少ない下位の指圧動作に変更する。
【００５９】
　また、下位の指圧動作についても、快適の場合は次回の回数を増やし、普通の場合は次
回の回数を維持するが、不快の場合は次回はより不快感の少ない下位のたたき動作に変更
する。
【００６０】
　さらに下位のたたき動作についても、快適の場合は次回の回数を増やし、普通の場合は
次回の回数を維持するが、不快の場合は次回には首へのたたき動作をしない（他の部位の
マッサージ動作へスキップする）ように変更する。
【００６１】
　同様に、図５の２段目に示される肩へのマッサージ動作においては、マッサージ動作の
優先順位として、指圧→もみ→たたき→なしの順に決められている。
　したがって、現在の肩についての各マッサージ動作（指圧、もみ、たたき）が快適の場
合には次回の回数を増やし、普通の場合には次回も同じ回数を行うが、不快の場合には、
次回の動作は、指圧→もみ→たたき→なしの順に不快感の少ない下位の動作へ変更し、最
下位のたたき動作が不快の場合には、次回には肩へのたたき動作をしない（他の部位のマ
ッサージ動作へスキップする）ように変更する。
【００６２】
　同様に、図５の３段目に示される背中へのマッサージ動作においては、マッサージ動作
の優先順位として、もみ→たたき→指圧→なしの順に決められている。
【００６３】
　したがって、現在の背中についての各マッサージ動作（もみ、たたき、指圧）が快適の
場合には次回の回数を増やし、普通の場合には次回も同じ回数を行うが、不快の場合には
、次回の動作は、もみ→たたき→指圧→なしの順に不快感の少ない下位の動作へ変更し、
最下位の指圧動作が不快の場合には、次回には背中への指圧動作をしない（他の部位のマ
ッサージ動作へスキップする）ように変更する。
【００６４】
　同様に、図５の最下段に示される腰へのマッサージ動作においては、マッサージ動作の
優先順位として、指圧→もみ→たたき→なしの順に決められている。したがって、上記の
図５の肩へのマッサージ動作と同様の優先順位で動作を変更する。
【００６５】
（次回マッサージ動作反映マッサージコース）
　本実施形態のマッサージ機（１０）を用いて、現在のマッサージ動作の判別結果を次回
のマッサージ動作に反映させるマッサージコースは、例えば、図６に示されるフローチャ
ートに示される手順で行われる。
【００６６】
　まず、図６のステップＳ１において、マッサージ部位を検出する。マッサージ部位の検
出は、まず、肩の位置を検出する。具体的には、マッサージユニット（１２）の施療子が
被施療者の背中を圧迫しながら上昇していき、施療子が肩よりも上に達して施療子にかか
る反力が無くなる（または低減する）位置を肩の位置として、記憶手段（１１ｄ）に記憶
する。また、演算部（１１ｋ）は、腰、おしりの位置を肩の位置から計算によって導き出
す。
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【００６７】
　ついで、施療子が首のマッサージを（例えばもみ３回）行い、判別部（１１ｊ）は、そ
のときの快適、普通、不快のいずれかを脳波で判定する（ステップＳ２～Ｓ３）。その判
定結果に基づいて、次回の首のマッサージについては、快適の場合には次回のもみ回数と
して３＋α回を記憶手段（１１ｄ）に記憶し、普通の場合は次回のもみ回数は３回のまま
記憶し、不快の場合には次回のマッサージ動作としてたたき３回を記憶する。
【００６８】
　同様に、施療子が肩のマッサージを（例えばもみ５回）行い、判別部（１１ｊ）は、そ
のときの快適、普通、不快のいずれかを脳波で判定する（ステップＳ４～Ｓ５）。その判
定結果に基づいて、次回の肩のマッサージについては、快適の場合には次回のもみ回数と
して５＋α回を記憶手段（１１ｄ）に記憶し、普通の場合は次回のもみ回数は５回のまま
記憶し、不快の場合には次回のマッサージ動作として５－α回を記憶する。
【００６９】
　同様に、施療子が背中のマッサージを（例えば指圧３回）行い、判別部（１１ｊ）は、
そのときの快適、普通、不快のいずれかを脳波で判定する（ステップＳ６～Ｓ７）。その
判定結果に基づいて、次回の背中のマッサージについては、快適の場合には次回の指圧回
数として３＋α回を記憶手段（１１ｄ）に記憶し、普通の場合は次回の指圧回数は３回の
まま記憶し、不快の場合には次回のマッサージ動作を行わないことを記憶する。
【００７０】
　同様に、施療子が腰のマッサージを（例えばたたき３回）行い、判別部（１１ｊ）は、
そのときの快適、普通、不快のいずれかを脳波で判定する（ステップＳ８～Ｓ９）。その
判定結果に基づいて、次回の腰のマッサージについては、快適の場合には次回のたたき回
数として３＋α回を記憶手段（１１ｄ）に記憶し、普通の場合は次回のたたき回数は３回
のまま記憶し、不快の場合には次回のたたき回数として３－α回を記憶する。
【００７１】
　その後、ステップＳ１０において、次回の首のマッサージとして、前回の首のマッサー
ジの際に取得した記憶手段（１１ｄ）のメモリを呼び出して、快適、普通、不快の判別結
果に応じたマッサージ（もみ３＋α回、もみ３回、たたき３回のいずれか）を行う。
【００７２】
　ついで、ステップＳ１１において、次回の肩のマッサージとして、前回の肩のマッサー
ジの際に取得した記憶手段（１１ｄ）のメモリを呼び出して、快適、普通、不快の判別結
果に応じたマッサージ（もみ５＋α回、もみ５回、もみ５－α回のいずれか）を行う。
【００７３】
　ついで、ステップＳ１２において、次回の背中のマッサージとして、前回の背中のマッ
サージの際に取得した記憶手段（１１ｄ）のメモリを呼び出して、快適、普通、不快の判
別結果に応じたマッサージを行うかまたは背中のマッサージを行わないようにする（指圧
３＋α回、指圧３回、なしのいずれか）を行う。
【００７４】
　最後に、ステップＳ１３において、次回の腰のマッサージとして、前回の腰のマッサー
ジの際に取得した記憶手段（１１ｄ）のメモリを呼び出して、快適、普通、不快の判別結
果に応じたマッサージ（たたき３＋α回、たたき３回、たたき３－α回のいずれか）を行
った後、マッサージコースが終了する（ステップＳ１４）。
【００７５】
（現時点マッサージ動作反映マッサージコース）
　また、マッサージ機（１０）は、現時点のマッサージ動作における快適、普通、不快の
判別結果に応じて回数を増減したり、マッサージ動作を変更するようにしてもよい。例え
ば、図７のフローチャートに示されるように現時点のマッサージ動作を反映させるような
マッサージコースを実行してもよい。まず、図７のステップＳ１においてマッサージ部位
を検出（具体的には図６のステップＳ１と同じ動作をする）した後、首のマッサージ（例
えばもみ３回）を行い、判別部（１１ｊ）は、そのときの快適、普通、不快のいずれかを
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脳波で判定する（ステップＳ２～Ｓ３）。その判定結果に基づいて、現在の首のマッサー
ジとして、快適の場合には引き続き３＋α回を行い、普通の場合は引き続き３回行い、不
快の場合には引き続き３－α回を行う。
【００７６】
　つぎに、肩のマッサージ（例えばもみ５回）を行い、判別部（１１ｊ）は、そのときの
快適、普通、不快のいずれかを脳波で判定する（ステップＳ４～Ｓ５）。その判定結果に
基づいて、現在の肩のマッサージとして、快適の場合には引き続きもみ５＋α回を行い、
普通の場合は引き続きもみ５回行い、不快の場合には引き続きもみを停止する。
【００７７】
　つぎに、背中のマッサージ（例えば指圧３回）を行い、判別部（１１ｊ）は、そのとき
の快適、普通、不快のいずれかを脳波で判定する（ステップＳ６～Ｓ７）。その判定結果
に基づいて、現在の背中のマッサージとして、快適の場合には引き続き指圧３＋α回を行
い、普通の場合は引き続き指圧３回行い、不快の場合には引き続き指圧を停止してたたき
２回をする。
【００７８】
　最後に、腰のマッサージ（例えばたたき３回）を行い、判別部（１１ｊ）は、そのとき
の快適、普通、不快のいずれかを脳波で判定する（ステップＳ８～Ｓ９）。その判定結果
に基づいて、現在の腰のマッサージとして、快適の場合には引き続きたたき３＋α回を行
い、普通の場合は引き続きたたき３回行い、不快の場合には引き続きたたき３－αをした
後、マッサージコースを完了する（ステップＳ１０）。
【００７９】
　図７のように現時点のマッサージ動作に反映するマッサージコースでは、快適なマッサ
ージ動作については回数を多く行い、不快なマッサージ動作については回数を減らしたり
、停止したり、または他のマッサージ動作に移行するので、被施療者にとってマッサージ
コース全体の満足度が向上する。
【００８０】
　以上のように本実施形態のマッサージ機（１０）では、判別部（１１ｊ）が、脳波を含
む生体情報に基づいて、被施療者の身体の各部位における各マッサージ動作について被施
療者が快適または不快と感じるかを判別する。制御部（１３）は、その判別結果に基づい
て各部位の各マッサージ動作を快適または不快に適合するように調整または変更する。と
くに、ある部位（例えば首）におけるある種類のマッサージ動作（例えば、もみ、指圧、
またはたたき）が不快であると判定されたときには、マッサージ動作をより快適に導く他
のマッサージ動作へ変更したり、または停止するように制御することが可能である。
【００８１】
　これにより、本実施形態のマッサージ機（１０）では、従来のマッサージ機のように脳
波に基く生体情報の目標値に近づけるように同じマッサージ動作の回数を増やす制御より
も、被施療者に不快を感じるマッサージ動作を避けながら快適に感じるマッサージ動作の
回数を効果的に増やすことが可能になる。その結果、より快適なマッサージ動作を最適化
（カスタマイズ）することが可能である。
【００８２】
　また、制御部（１３）は、図７のフローチャートのように、マッサージ動作中において
、ウェアラブル脳波計（２０）および脈拍計（６０）が取得した生体情報を反映させて、
マッサージユニット（１２）のマッサージ動作をリアルタイムに制御する。これにより、
マッサージ動作中に取得部が取得した生体情報を反映させて、動作部のマッサージ動作を
制御することにより、現在実行されている現時点におけるマッサージ動作を最適化するこ
とが可能である。
【００８３】
（自分最適コース）
　本実施形態のマッサージ機（１０）を用いれば、予備マッサージをした際に得た快適ま
たは不快の判別結果に基づいてマッサージコースを最適化（カスタマイズ）することによ
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り、個々の被施療者にとって最適なマッサージコース（自分最適コース）を得ることが可
能である。
【００８４】
　まず、予備マッサージでは、制御部（１３）が身体の各部について複数種類のうちの少
なくとも１つのマッサージ動作を予備的に行うようにマッサージユニット（１２）を制御
する。これにより、ウェアラブル脳波計（２０）および脈拍計（６０）は、身体の各部に
おける予備的なマッサージ動作に対する判別結果を取得する。かつ、記憶手段（１１ｄ）
は判別結果を記憶する。その後、本マッサージでは、制御部（１３）は、身体の各部に対
応する記憶手段（１１ｄ）に記憶された判別結果に基づいて、身体の各部をマッサージす
る一連のマッサージユニット（１２）によるマッサージ動作を制御する。
【００８５】
　これにより、予備的なマッサージ動作により身体の各部位における快適または不快の判
別結果をあらかじめ取得しておくことにより、身体の各部についての一連のマッサージ動
作について、不快を感じるマッサージ動作を避けながら快適に感じるマッサージ動作の回
数を効果的に増やしたマッサージコースに最適化（カスタマイズ）することが可能である
。
【００８６】
　具体的には、図８～１１に示されるフローチャートにしたがって、マッサージ機（１０
）は、予備マッサージおよび本マッサージを実行する。この例では、マッサージ機（１０
）の記憶手段（１１ｄ）は、もみ動作の判定結果を記憶する第１メモリ、たたき動作の判
定結果を記憶する第２メモリ、指圧動作の判定結果を記憶する第３メモリを有する。
【００８７】
　この例のマッサージコースでは、まず、予備マッサージを図８～９に示されるフローチ
ャートにしたがって実行する。これらのフローチャートでは、まず、部位検出を行った後
、首の予備マッサージとして、首のもみ、たたき、指圧の動作をそれぞれ行い、それぞれ
の動作についての快適、普通、不快の３段階の判定を脳波を用いて判定し、もみ動作の判
定結果を第１メモリに記憶し、たたき動作の判定結果を第２メモリに記憶し、指圧動作の
判定結果を第３メモリに記憶する。
【００８８】
首の予備マッサージを実行した後、第１～第３メモリに記憶された判定結果を用いて、図
１１のフローチャートに基づいてメモリ判定をおこなう。
【００８９】
　具体的には、第１～第３メモリに記憶された判定結果を総合して、首における３種のマ
ッサージ動作（もみ、たたき、指圧）について快適の判定結果が１つ以上ある場合には、
快適の判定を受けたマッサージ動作のうちで快適の度合い（例えば上記のα波の量とβ波
の量の比（β／α）の目標値から下回る度合いなど）が高い動作（例えば首のもみ動作）
を、その部位におけるマッサージ動作に決定する。
【００９０】
　一方、首における３種のマッサージ動作について３つとも不快の判定結果が出た場合に
は、快適の度合いが最も高いマッサージ動作に決定するか、またはその部位についてはマ
ッサージ動作をしないことにする。
【００９１】
　また、上記のいずれにも当てはまらない場合、すなわち、首において３種のマッサージ
動作について１つ以上の普通の判定結果が出た場合には、普通の判定を受けた動作のうち
で快適の度合いが最も高いマッサージ動作に決定する。
【００９２】
　以上のメモリ判定の結果に基づいて、首の本マッサージの動作を決定する。
【００９３】
　同様に、肩、背中、腰についても、上記の首の場合と同様に、もみ、たたき、指圧の予
備マッサージを実行するとともに快適、普通、不快の３段階の判定を行う。そして、判定
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結果を第１～第３メモリのいずれかに記憶し、第１～第３メモリに記憶された判定結果に
基づいてメモリ判定し、メモリ判定の結果に基づいて肩、背中、腰についての本マッサー
ジの動作を決定する。
【００９４】
　すべての本マッサージの動作が決定した後、予備マッサージ動作を終了する。その後、
図１０に示されるように、本マッサージを開始し、首、肩、背中、腰の本マッサージを順
に行い、すべての本マッサージを終えればマッサージコースが完了する。
【００９５】
　本実施形態のマッサージ機システム（１００）は、マッサージ機（１０）から独立して
移動可能な外部情報端末の一種であるスマートホン（３０）を備えている。スマートホン
（３０）は、マッサージ機（１０）とインターネットなどの公衆回線網（５０）を介して
通信可能に接続されている。
【００９６】
　スマートホン（３０）は、マッサージ機（１０）の送信手段（１１ｇ）から送信される
生体情報および判別結果情報を受信する受信部（３１）と、スマートホン（３０）からマ
ッサージ機（１０）の受信手段（１１ｈ）に情報要求などのための信号等を送信する送信
手段（３２）と、上記生体情報および判別結果情報を記憶する記憶部（３３）と、生体情
報および判別結果情報を文字やグラフで表示する画面（液晶または有機ＥＬなどの薄型デ
ィスプレイ）を有する表示部（３４）と、報知部（３５）とを備える。
【００９７】
　報知部（３５）は、マッサージ機（１０）の報知部（１１ｅ）と同様に、生体情報およ
び判別結果を音声出力を含む出力で報知する機能を有する。報知部（３５）は、例えば、
音声などを用いて生体情報および判別結果を報知する。これにより、生体情報および判別
結果を、表示部（３４）の画面表示だけでなく、報知部（３５）による音声出力など出力
（音声や振動など）によって、被施療者に確実に伝えることが可能である。
【００９８】
　なお、マッサージ機（１０）から離れて独立して使用可能な外部情報端末としては、ス
マートホンの他に、タブレットコンピュータ、ノートパソコンその他の端末が採用され得
る。
【００９９】
　なお、上記の実施形態では、本発明のマッサージ機の動作の一例として、脳波を用いて
判別される快適または不快の判別結果に基づいて各マッサージ部位におけるマッサージ動
作（もみ、たたき、指圧など）の回数や動作の変更をする例が示されているが、本発明は
これに限定されるものではない。判別部（１１ｊ）において不快と判別された場合には、
マッサージ部位を変更してマッサージ動作を行うようにしてもよい。いいかえれば、本発
明におけるマッサージ動作の変更には、マッサージ部位を変更して新たなマッサージ部位
でマッサージ動作を行うことも含まれる。
【０１００】
　上記のようにマッサージ部位を変更する場合、マッサージ機（１０）では、マッサージ
部位を検出をする際に演算部（１１ｋ）が肩などの基準となる位置に基づいて各ツボ位置
を算出し、その各ツボ位置に対してマッサージ動作を行う。ある部位におけるマッサージ
動作が不快と判別部（１１ｊ）によって判定された場合にはマッサージ部位を他のツボ位
置に変更する。例えば、背中のあるツボ位置（図１２における肺兪「はいゆ」）で不快と
感じたら、次にマッサージ動作を行う際には肺兪とは別のツボ位置（例えば心兪「しんゆ
」）にマッサージユニット（１２）の施療子を移動してマッサージ動作を行うようにすれ
ばよい。
【産業上の利用可能性】
【０１０１】
　本発明に係るマッサージ機およびそれを備えたマッサージ機システムは、脳波を含む生
体情報によって快適なマッサージ動作を最適化（カスタマイズ）することが可能なマッサ
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ージ機およびそれを備えたマッサージ機システムとして有用である。
【符号の説明】
【０１０２】
１０　マッサージ機
１１　コントローラ
１１ａ　表示制御手段
１１ｂ　操作制御手段
１１ｃ　受信部
１１ｄ　記憶手段
１１ｅ　報知部
１１ｆ　ディスプレイ
１１ｇ　送信手段
１１ｈ　受信手段
１１ｊ　判別部
１１ｋ　演算部
１２　マッサージユニット
１３　制御部
１４　椅子本体
２０　ウェアラブル脳波計（取得部）
２１　検出部
２２　送信部
２３　トリガ信号生成部
３０　スマートホン（外部情報端末）
３１　受信部
３２　送信部
３３　記憶部
３４　表示部
３５　報知部
４０　無線回線
５０　公衆回線網
６０　脈拍計（取得部）
６１　検出部
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