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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者が着座可能な座部と、該座部の前部に使用者の脚部を載置可能なオットマンとを
備え、前記オットマンにマッサージ手段を設けて前記使用者の脚をマッサージするマッサ
ージ機であって、
　前記オットマンは、
　一面側に前記使用者の脚部を挿入配置可能な脚部用凹部と、前記使用者の足部を足裏か
ら支持可能な足部用凹部とを有し、前記脚部用凹部に前記マッサージ手段が設けられ、他
面側に前記使用者の脚部を載置可能な脚載部を有し、
　前記座部側に設けた支持部に対して左右方向に延びる態様で設けられる回転支軸にて回
転可能に支持され、前記オットマンを回転させることで前記各凹部を前記座部前方に露出
させるマッサージ可能状態と、前記脚載部を前記座部前方に露出させる脚載可能状態とに
変更可能に構成され、
　前記足部用凹部は、支持フレームに対して回動可能に支持され、該支持フレームが第１
付勢手段の付勢力によって前記脚部用凹部側へ付勢され、該付勢力を介在させて前記足部
用凹部が前記脚部用凹部に対してスライド可能に構成され、
　前記マッサージ可能状態において前部側となる前記足部用凹部の先端部位に一端が、前
記支持フレームに他端がそれぞれ固定されて前記足部用凹部の先端部位を前記回転支軸側
へ所定の付勢力で付勢する第２付勢手段を備えたことを特徴とするマッサージ機。
【請求項２】
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　請求項１に記載のマッサージ機において、
　前記足部用凹部は、回動可能に構成され、前記足部用凹部の底面と、前記脚部用凹部の
底面とがなす回動角度が鋭角となる格納位置に維持可能に構成されたことを特徴とするマ
ッサージ機。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のマッサージ機において、
　前記足部用凹部は、前記使用者の足部をマッサージする足部マッサージ手段を備えたこ
とを特徴とするマッサージ機。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載のマッサージ機において、
　前記マッサージ手段は、膨縮動作可能なエアバッグにて構成されたことを特徴とするマ
ッサージ機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使用者の脚部をマッサージ可能なマッサージ機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、使用者が着座可能な座部の前部に傾動可能なオットマンを配設し、そのオットマ
ンに使用者の脚部をマッサージする膨縮動作可能なエアバッグを内蔵したマッサージ機が
知られている（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　また、特許文献１のマッサージ機に備えられるオットマンでは、同文献の図３に示され
るように使用者の脚部を独立して挿入配置可能な一対の脚部用凹部が設けられ、その凹部
の側壁にエアバッグを内蔵させ、エアバッグの膨縮動作にて使用者の両脚（特に脹脛部）
それぞれを個別に挟んでマッサージすることが可能な構成とされている。
【０００４】
　また、近年のマッサージ機では、上記の脚部用凹部に加え、使用者の足部を例えば足裏
から支持可能な足部用凹部が前記脚部用凹部とは別体に設ける構成のものが開発されてい
る。また、このようなマッサージ機では、使用者個々の身長（特に膝下の長さ）を許容す
るべく、脚部用凹部及び足部用凹部が一体となって座部に対してスライド可能に構成され
たものも開発されている。このため、使用者個々によって異なる脚の長さに合わせてオッ
トマンをスライドさせて位置合わせが行え、使用者の好みの位置において脚を乗せること
ができるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３５０８７７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記のようなマッサージ機では、マッサージ機を使用する使用者個々によっ
て脚の長さが異なり、例えば使用者の脚が長いほど足裏から膝、また足裏から脹脛部まで
の距離が異なる。つまり、例えば、足部用凹部と脚部用凹部を脚の短い人に合わせてオッ
トマンの設計を行った場合、脚の長い人にとっては脚部用凹部の位置が脹脛部よりも足裏
に近い方にずれてしまい、脚部用凹部に設けられるマッサージ手段にて使用者の脹脛部を
好適にマッサージすることが困難となってしまう。このように、脚部用凹部及び足部用凹
部が一体となって座部に対してスライド可能に構成することでオットマン全体の位置調整
して好みの位置で使用することは可能となるものの、脚部用凹部も一体で動作するため脚
部用凹部に設けられるマッサージ手段にて使用者の脚部の好適な位置をマッサージするこ
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とが難しく、この改善が望まれている。
【０００７】
　また、オットマンには、前述したように脚部用凹部及び足部用凹部が備えられているた
め、座部に着座する際に各凹部が障害となる虞があることや、マッサージ機全体としての
意匠性向上の観点から各凹部を収納できる構成が望まれている。
【０００８】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、その目的は、脚部用凹部
及び足部用凹部を収納可能としつつ、使用者の体格に対応してより好適に脚部のマッサー
ジを行うことができるマッサージ機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、使用者が着座可能な座部と、該
座部の前部に使用者の脚部を載置可能なオットマンとを備え、前記オットマンにマッサー
ジ手段を設けて前記使用者の脚をマッサージするマッサージ機であって、前記オットマン
は、一面側に前記使用者の脚部を挿入配置可能な脚部用凹部と、前記使用者の足部を足裏
から支持可能な足部用凹部とを有し、前記脚部用凹部に前記マッサージ手段が設けられ、
他面側に前記使用者の脚部を載置可能な脚載部を有し、前記座部側に設けた支持部に対し
て左右方向に延びる態様で設けられる回転支軸にて回転可能に支持され、前記オットマン
を回転させることで前記各凹部を前記座部前方に露出させるマッサージ可能状態と、前記
脚載部を前記座部前方に露出させる脚載可能状態とに変更可能に構成され、前記足部用凹
部は、支持フレームに対して回動可能に支持され、該支持フレームが第１付勢手段の付勢
力によって前記脚部用凹部側へ付勢され、該付勢力を介在させて前記足部用凹部が前記脚
部用凹部に対してスライド可能に構成され、前記マッサージ可能状態において前部側とな
る前記足部用凹部の先端部位に一端が、前記支持フレームに他端がそれぞれ固定されて前
記足部用凹部の先端部位を前記回転支軸側へ所定の付勢力で付勢する第２付勢手段を備え
たことをその要旨とする。
【００１０】
　この発明では、オットマンには、一面側に脚部用凹部及び足部用凹部と、他面側に使用
者の脚部を載置可能な脚載部とが備えられる。また、オットマンは座部側に設けた支持部
に対して左右方向に延びる態様で設けられる回転支軸にて回転可能に支持され、オットマ
ンを回転させることで各凹部を座部前方に露出させるマッサージ可能状態と、脚載部を座
部前方に露出させる脚載可能状態とに変更可能に構成される。このように、脚部用凹部及
び足部用凹部を露出させるマッサージ可能状態と、各凹部を収容して他面側の脚載部を露
出させる脚載可能状態とに変更できるため、脚載可能状態において凹部の露出が無くなり
、使用者が容易に着座することが可能となる。また、オットマンをマッサージ可能状態と
脚載可能状態とに変更できるため、使用者のその時々の気分によってマッサージ可能状態
と脚載可能状態を選択でき、オットマンとしての利便性を向上させることができる。また
、オットマンの脚部用凹部は、マッサージ手段を備えるとともに、足部用凹部は、脚部用
凹部に対してスライド可能に構成されるため、使用者の脚の長さに合わせてオットマンの
全長を変更することができる。そして、足部用凹部を所望の位置で停止させることで間接
的に脚部用凹部を使用者の脚部（脹脛部）をマッサージ可能な位置に合わせることができ
る。このため、使用者の脚部をマッサージ手段にて好適にマッサージすることが可能とな
る。
【００１２】
　この発明では、足部用凹部には、マッサージ可能状態において前部側となる足部用凹部
の先端部位を回転支軸側に所定の付勢力で付勢する第２付勢手段が備えられる。このよう
に、第２付勢手段により回動可能な足部用凹部の先端部位を回転支軸側に所定の付勢力で
付勢することで、オットマン全体としてコンパクト化を図ることができる。そしてオット
マンを回転させる構成では、オットマンをコンパクト化させることでオットマンを容易に
回転させることが可能となる。また、前記使用者の足部を足裏から支持する足部用凹部の
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底面にマッサージ手段としてエアバッグを設ける構成とした際に、エアバッグを膨張動作
させた場合、回動可能な足部用凹部が使用者の足裏を押圧する方向から逃げるような作用
が働いて好適なマッサージ効果を得ることが困難となる。この時、本構成のように、足部
用凹部を前記付勢手段にて回転支軸側に付勢されているため、前述のような逃げる作用が
抑えられ、好適なマッサージ効果を得ることが可能となる。
【００１３】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のマッサージ機において、前記足部用凹部は
、回動可能に構成され、前記足部用凹部の底面と、前記脚部用凹部の底面とがなす回動角
度が鋭角となる格納位置に維持可能に構成されたことをその要旨とする。
【００１４】
　この発明では、足部用凹部は、回動可能に構成されるとともに、足部用凹部の底面と、
脚部用凹部の底面とがなす回動角度が鋭角となる格納位置に維持可能に構成される。この
ように、脚部用凹部に対し足部用凹部が回動され、足部用凹部の底面と脚部用凹部の底面
とでなる回動角度を鋭角、即ち従来のマッサージ機（オットマン）より足部用凹部を脚部
用凹部側に回動できるためオットマン全体としてコンパクト化を図ることが可能となる。
また、足部用凹部が回動可能な構成であるため回動角度を略直角とした使用位置にも変更
でき、例えば足部用凹部にマッサージ手段を設けた構成の場合に従来のマッサージ機と同
様の構成とでき、オットマンコンパクト化に伴うマッサージ効果の低減を抑えることが可
能となる。
【００１５】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載のマッサージ機において、前記足部用
凹部は、前記使用者の足部をマッサージする足部マッサージ手段を備えたことをその要旨
とする。
【００１６】
　この発明では、足部用凹部には、使用者の足部をマッサージする足部マッサージ手段が
備えられるため、使用者の足部のマッサージを行うことができる。
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれか一項に記載のマッサージ機において
、前記マッサージ手段は、膨縮動作可能なエアバッグにて構成されたことをその要旨とす
る。
【００１７】
　この発明では、マッサージ手段が膨縮動作可能なエアバッグにて構成されるため、使用
者に対し、柔軟なマッサージを行うことが可能となる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、脚部用凹部及び足部用凹部を収納可能としつつ、使用者の体格に対応
してより好適に脚部のマッサージを行うことができるマッサージ機を提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本実施形態におけるマッサージ機の概略構成図である。
【図２】オットマンの足部用凹部をスライドさせた状態について説明するための説明図で
ある。
【図３】オットマンの脚載可能状態について説明するための説明図である。
【図４】オットマンの正面図である。
【図５】オットマンの側面図である。
【図６】別例におけるオットマンのスライド機構について説明するための説明図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明を具体化した一実施形態を図面に従って説明する。
　図１は、本実施形態のマッサージ機の概略構成を示す。マッサージ機１０の脚部１１は
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、図示しない床面に載置されるとともに、その上部には、使用者が着座可能な座部１２が
設けられている。
【００２１】
　座部１２には、その後部に背もたれ部１３、その前部にオットマン１４がそれぞれ座部
１２に対して傾動可能に設けられている。また、座部１２には、座部１２の後部側から前
部側に延びる一対のフレーム１５（図１では１つのみ図示）の前端に、それぞれ支持枠１
６の基端が接続されている。そして、この支持枠１６の先端には、座部１２の左右方向（
図１において紙面直交方向）に延びる回転支軸１６ａにて前記オットマン１４が回転可能
に設けられている。
【００２２】
　オットマン１４は、前記支持枠１６の先端側が接続されるとともに座部１２に着座した
使用者の脚部（脹脛部）を挿入配置可能な脚部用凹部１４ａと、使用者の足部を載せて支
持する足部用凹部１４ｂとを有している。また、脚部用凹部１４ａ及び足部用凹部１４ｂ
の裏面側には使用者の脚部を載置可能な略平面状の脚載部１４ｃが脚部用凹部１４ａに固
定されている。このため、本実施形態のマッサージ機１０では、オットマン１４を回転支
軸１６ａ中心に回転させることで、各凹部１４ａ，１４ｂの表面側に設けられるマッサー
ジ手段としてのエアバッグ２３，２８，２９（図４参照）を本マッサージ機１０前面側に
露出させて使用者をマッサージ可能なマッサージ可能状態（図１参照）と、裏面側の脚載
部１４ｃ側を本マッサージ機１０前面側に露出させて使用者の脚部を配置可能な脚載可能
状態（図３参照）とに変更が可能となっている。
【００２３】
　脚部用凹部１４ａは、図４に示すように、底面２０の左右端部及び左右方向中央部から
略同一方向に延出する３つの側壁２１ａ～２１ｃの側壁対向面２２には、マッサージ手段
としての２つのエアバッグ２３が設けられている。
【００２４】
　脚部用凹部１４ａの裏面側に固定される脚載部１４ｃは、その内部に所定の空間が形成
されており、その空間に足部用凹部１４ｂを支持するＬ字状の支持フレーム１７の基端側
がスライド可能に挿入されている。そして、支持フレーム１７の基端側はばね１８によっ
て脚載部１４ｃの内部における挿入方向下流側の端部１４ｄに付勢されている。このため
、使用者の脚（足）によって足部用凹部１４ｂの底面２５（図４参照）をばね１８に抗し
たスライド方向（挿入方向上流側）に一定の力をかけることで、図２に示すように足部用
凹部１４ｂが脚部用凹部１４ａに対してスライドしたスライド状態に変更可能に構成され
ている。また、足部用凹部１４ｂにおいてばね１８に抗する力が作用していない時には、
ばね１８にて支持フレーム１７が挿入方向下流側に付勢され、図１に示す通常状態が維持
されるようになっている。
【００２５】
　支持フレーム１７の先端に設けられる足部用凹部１４ｂは、図４に示すように、底面２
５の左右端部及び左右方向中央部から略同一方向に延出する３つの側壁２６ａ～２６ｃの
側壁対向面２７には、マッサージ手段としてのエアバッグ２８が設けられている。また、
足部用凹部１４ｂの底面２５には、足裏マッサージ手段としてのエアバッグ２９が設けら
れている。尚、足部用凹部１４ｂの側壁対向面２７に設けられるエアバッグ２８は、脚部
用凹部１４ａの側壁対向面２２に設けられるエアバッグ２３より各対向面２２，２７の対
向中心側に配置される。
【００２６】
　足部用凹部１４ｂは、脚部用凹部１４ａに対し、回動支軸３０を中心として回動可能に
支持されており、足部用凹部１４ｂの先端部位（図１において左側）が、例えば、ばね等
の付勢部材３１により脚部用凹部１４ａ（回転支軸１６ａ）側に常時付勢されている。具
体的には、付勢部材３１は、その一端が支持フレーム１７の側面の固定点Ｘにて固定され
、この固定点Ｘが足部用凹部１４ｂの先端部位（図１において左側）の固定点Ｙよりも高
い位置（座部１２側）となるように設けられている。このため、足部用凹部１４ｂの先端
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部位は回動支軸３０を中心として脚部用凹部１４ａ側に付勢されている。これにより、オ
ットマン１４全体としてコンパクト化を実現することが可能となり、オットマン１４回転
時においてその回転を容易とすることが可能となっている。また、前述したようにエアバ
ッグ２８は、エアバッグ２３よりも各対向面２２，２７の対向中心側に配置されるため、
エアバッグ２３及びエアバッグ２８が左右方向にずれる構成となり、足部用凹部１４ｂを
格納位置に回動させた際に、エアバッグ２３とエアバッグ２８とが干渉することを抑制す
ることができ、所望の位置である格納位置までより確実に足部用凹部１４ｂを回動させる
ことができる。
【００２７】
　また、特に、図５に示すように、付勢部材３１に足部用凹部１４ｂを脚部用凹部１４ａ
側に付勢した状態において、足部用凹部１４ｂ側の側壁２６ａ～２６ｃにおける脚部用凹
部１４ａの側壁２１ａ～２１ｃとの対向端面３５は、脚部用凹部１４ａの側壁２１ａ～２
１ｃの端面３６との距離が略等間隔となるように形成されている。このため、よりオット
マン１４全体としての大きさを抑えることが可能となり、オットマン１４回転時において
好適に回転させることが可能となっている。この時、足部用凹部１４ｂは、付勢部材３１
により所定の半径を有する仮想円Ｃ内に納まるように、足部用凹部１４ｂの底面２５と脚
部用凹部１４ａの底面２０との回動角度Ｄが略５５度程度となる位置まで付勢されている
。ここで、仮想円Ｃは、その半径を例えば図示しない床面から座部１２の下面までの距離
を１／２とした長さとすることで、オットマン１４の大きさを最大限にしつつ、オットマ
ン１４を回転する際に床面及び座部１２の下面とオットマン１４とが干渉することが抑え
られる。
【００２８】
　尚、足部用凹部１４ｂを付勢する付勢部材３１は、脚部用凹部１４ａ側への付勢力に抗
する力がこの付勢力よりも強い場合、回動支軸３０を中心として足部用凹部１４ｂの先端
部位が脚部用凹部１４ａとは反対方向に回動される。そして、図５に示すように、付勢部
材３１の各固定点Ｘ，Ｙ間を繋ぐ直線（図示略）が回動支軸３０の中心点ＣＰを超えた場
合、付勢部材３１により脚部用凹部１４ａとは反対側に付勢されるようになっている。こ
の時、例えば脚部用凹部１４ａの底面２０と足部用凹部１４ｂの底面２５とが略平行とな
る位置（伸展位置）で、足部用凹部１４ｂを固定させることで例えば脚部の長い使用者に
対応することも可能となっている。また、使用者の脚部から足部の足首までかけて脚部用
凹部１４ａ及び足部用凹部１４ｂのエアバッグ２３，２８にてマッサージすることが可能
となっている。
【００２９】
　上記のように構成されたマッサージ機１０のオットマン１４では、図示しないエアポン
プが制御され、エアポンプからの給排気により各エアバッグ２３，２８，２９が適宜膨縮
動作され、使用者の脚部及び足部をマッサージすることができる。また、本実施形態のマ
ッサージ機１０では、オットマン１４の一面側にマッサージ手段としてのエアバッグ２３
，２８，２９を有し、他面側に平面状の脚載部１４ｃを有し、オットマン１４が回転可能
に構成されている。このため、使用者の気分によってオットマン１４をマッサージ器具と
して使用するのか、脚載部１４ｃとして使用するのか選択可能となっている。
【００３０】
　マッサージする際には、例えば着座した使用者により使用者の足部（足裏）にて足部用
凹部１４ｂの底面２５をばね１８の付勢する方向に抗する方向に押して足部用凹部１４ｂ
を脚部用凹部１４ａに対してスライドさせ、脚部用凹部１４ａが使用者の脹脛部と対向す
る位置となるように足部用凹部１４ｂを停止させることが可能となっている。これにより
、脚部用凹部１４ａに設けられるエアバッグ２３にて使用者の脚部（脹脛部）を好適にマ
ッサージすることが可能となっている。
【００３１】
　また、オットマン１４は、脚部用凹部１４ａの底面２０及び足部用凹部１４ｂの底面２
５とでなす回動角度が鋭角となる略５５度の格納位置で保持可能に構成されている。この
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ように足部用凹部１４ｂを従来のマッサージ機（オットマン）よりも脚部用凹部１４ａ側
に回動できるため、オットマン１４のコンパクト化を図ることが可能となっている。その
ため、オットマン１４を容易に回転させることができる。
【００３２】
　また、足部用凹部１４ｂが回動可能に構成され、従来のマッサージ機のように回動角度
Ｄが直角となる使用状態に変更できるため、オットマン１４のコンパクト化に伴うエアバ
ッグ２８によるマッサージ効果の低下を抑えることができるようになっている。
【００３３】
　次に、本実施形態の特徴的な作用効果を記載する。
　（１）オットマン１４には、一面側に脚部用凹部１４ａ及び足部用凹部１４ｂと、他面
側に使用者の脚部を載置可能な脚載部１４ｃとが備えられる。また、オットマン１４は座
部１２側に設けた支持枠１６に対して左右方向に延びる態様で設けられる回転支軸１６ａ
にて回転可能に支持され、オットマン１４を回転させることで各凹部１４ａ，１４ｂを座
部１２前方に露出させるマッサージ可能状態と、脚載部１４ｃを座部１２前方に露出させ
る脚載可能状態とに変更可能に構成される。このように、脚部用凹部１４ａ及び足部用凹
部１４ｂを露出させるマッサージ可能状態と、各凹部１４ａ，１４ｂを収容して他面側の
脚載部１４ｃを露出させる脚載可能状態とに変更できるため、脚載可能状態において凹部
１４ａ，１４ｂの露出が無くなり、使用者が容易に着座することが可能となる。また、オ
ットマン１４をマッサージ可能状態と脚載可能状態とに変更できるため、使用者のその時
々の気分によってマッサージ可能状態と脚載可能状態を選択でき、オットマン１４として
の利便性を向上させることができる。また、オットマン１４の脚部用凹部１４ａは、マッ
サージ手段としてのエアバッグ２３を備えるとともに、足部用凹部１４ｂは、脚部用凹部
１４ａに対してスライド可能に構成されるため、使用者の脚の長さに合わせてオットマン
１４の全長を変更することができる。そして、足部用凹部１４ｂを所望の位置で停止させ
ることで間接的に脚部用凹部１４ａを使用者の脚部（脹脛部）をマッサージ可能な位置に
合わせることができる。このため、使用者の脚部（脹脛部）をエアバッグ２３にて好適に
マッサージすることが可能となる。
【００３４】
　（２）足部用凹部１４ｂには、マッサージ可能状態において前部側となる足部用凹部１
４ｂの先端部位を回転支軸１６ａ側に所定の付勢力で付勢する付勢部材３１が備えられる
。このように、付勢部材３１により回動可能な足部用凹部１４ｂの先端部位を回転支軸１
６ａ側に所定の付勢力で付勢することで、オットマン１４全体としてコンパクト化を図る
ことができる。また、オットマン１４を回転させる本構成では、オットマン１４をコンパ
クト化させることでオットマン１４を容易に回転させることが可能となる。また、使用者
の足部を足裏から支持する足部用凹部１４ｂの底面２５にマッサージ手段としてエアバッ
グ２９を設ける構成とした際に、エアバッグ２９を膨張動作させた場合、回動可能な足部
用凹部１４ｂが使用者の足裏を押圧する方向から逃げるような作用が働いて好適なマッサ
ージ効果を得ることが困難となる。この時、本構成のように、足部用凹部１４ｂを付勢部
材３１にて回転支軸１６ａ側に付勢されているため、前述のような逃げる作用が抑えられ
、好適なマッサージ効果を得ることが可能となる。
【００３５】
　（３）足部用凹部１４ｂは、回動可能に構成されるとともに、足部用凹部１４ｂの底面
２５と、脚部用凹部１４ａの底面２０とがなす回動角度Ｄが鋭角となる格納位置に維持可
能に構成される。このように、脚部用凹部１４ａに対し足部用凹部１４ｂが回動され、各
底面２０，２５でなる回動角度Ｄを鋭角、即ち従来のマッサージ機（オットマン）より足
部用凹部１４ｂを脚部用凹部１４ａ側に回動できるためオットマン全体としてコンパクト
化を図ることが可能となる。また、足部用凹部１４ｂが回動可能な構成であるため回動角
度Ｄを略直角とした使用位置にも変更でき、足部用凹部１４ｂにエアバッグ２８を設けた
本実施形態において従来のマッサージ機と同様の構成とでき、オットマン１４コンパクト
化に伴うマッサージ効果の低減を抑えることが可能となる。
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【００３６】
　（４）足部用凹部１４ｂには、使用者の足部をマッサージする足部マッサージ手段とし
てのエアバッグ２３が備えられるため、使用者の足部のマッサージを行うことができる。
　（５）マッサージ手段が膨縮動作可能なエアバッグ２３，２８，２９にて構成されるた
め、使用者に対し、柔軟なマッサージを行うことが可能となる。
【００３７】
　尚、本発明の実施形態は、以下のように変更してもよい。
　・上記実施形態では、足部用凹部１４ｂを支持する支持フレーム１７を脚載部１４ｃ内
に挿入させスライド可能に配置して、支持フレーム１７の一端がばね１８にて挿入方向下
流側に付勢するようにしてスライド可能に構成したが、これに限らない。例えば、図６に
示すように、脚載部１４ｃ内部に設けられて回転駆動するモータ４０と、このモータ４０
に駆動連結される送りねじ４１と、この送りねじ４１と螺合して回転することで直動する
送りナット４２とを備え、支持フレーム１７に送りナット４２を固定する構成を採用して
もよい。このような構成とすることでモータ４０を回転駆動させることで支持フレーム１
７をスライドさせて足部用凹部１４ｂを使用者の所望の位置に移動させることができる。
【００３８】
　・上記実施形態では、付勢部材３１にて回転中心である支軸１６ａ側に足部用凹部１４
ｂを付勢する構成を採用したが、これに限らない。
　・上記実施形態では、足部用凹部１４ｂを格納状態とした際に、足部用凹部１４ｂの底
面２５と、脚部用凹部１４ａの底面２０とがなす回動角度Ｄが鋭角（略５５度）となるよ
うに構成したが、これに限らず、例えば回動角度Ｄが直角であってもよい。
【００３９】
　・上記実施形態では、足部用凹部１４ｂにエアバッグ２８，２９を設ける構成としたが
、足部用凹部１４ｂにエアバッグを設けない構成を採用してもよい。
　・上記実施形態では、特に言及していないが、例えば背もたれ部１３に施療子にて使用
者の上半身をマッサージするマッサージ機構を配設した構成を採用してもよい。
【００４０】
　・上記実施形態では、背もたれ部１３を座部１２に対して傾動可能に設けたが、これに
限らず、背もたれ部１３を傾動不能、つまり固定した構成であってもよい。また、背もた
れ部１３を省略した構成であってもよい。
【符号の説明】
【００４１】
　１０…マッサージ機、１１…脚部、１２…座部、１４…オットマン、１４ａ…脚部用凹
部、１４ｂ…足部用凹部、１４ｃ…脚載部、１６…支持枠（支持部）、１６ａ…回転支軸
、２０，２５…底面、２３，２８，２９…エアバッグ（マッサージ手段）、３１…付勢部
材（付勢手段）、Ｄ…回動角度。
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