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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　施療者が着座する座部と、
　座部に着座した施療者の背中を支持する背もたれ部と、
　前記背もたれ部の内部に組み込まれ、移動可能なローラ対を備えたマッサージユニット
と、
　前記背もたれ部に配設され、前記ローラ対を覆うカバー部材と、
　前記カバー部材を裏面側で支持する支持部材と、
を有するマッサージ機であって、
　前記カバー部材と支持部材は、係合手段によって、前記ローラ対が移動した際に一体的
に移動可能となるように係合されており、
　前記背もたれ部には、前記座部に着座した施療者の首筋部分に対応して、前記ローラ対
が可動する領域に切欠部を有する背面パッドが着脱可能に装着されることを特徴とするマ
ッサージ機。
【請求項２】
　前記切欠部が形成される領域に、少なくとも１枚以上のカバーを着脱可能としたことを
特徴とする請求項１に記載のマッサージ機。
【請求項３】
　前記支持部材は、前記座部に着座した施療者の背中に沿うように上下方向に亘って張設
される支持ベルトであることを特徴とする請求項１又は２に記載のマッサージ機。
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【請求項４】
　前記支持ベルトは、前記カバー部材に縫着されることを特徴とする請求項３に記載のマ
ッサージ機。
【請求項５】
　前記係合手段は、前記支持部材を挿通させるように、カバー部材の裏面に袋状に縫着さ
れる支持部材挿通部を有することを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載のマ
ッサージ機。
【請求項６】
　前記係合手段は、前記ローラ対の上下方向の移動範囲に亘って前記カバー部材の裏面に
設けられていることを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載のマッサージ機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、背もたれ部に、転動、もみ、叩き等の動作をするマッサージユニットを組み
込んだ椅子型のマッサージ機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、椅子型のマッサージ機は、例えば、特許文献１に開示されているように、背もた
れ部にマッサージユニットを組み込んでおり、施療者が座部に腰掛けて背もたれ部に背中
を当てた状態で、腰、背中、肩に対して、様々な施療（転動、もみ、叩き等）を施すよう
になっている。そして、このような施療動作は、通常、マッサージユニットに設けられた
もみ玉とも称されるローラ対（幅方向に所定間隔おいて設置されたローラ対であり、少な
くとも一対以上配設される）を、上下方向に転動したり、水平方向に揺動したり、施療者
の背中に対して叩き動作等することで行われる。
【０００３】
　一般的に、前記したような施療動作を行なうローラ対は、特許文献１の図８に開示され
ているように、マッサージユニットに対し、施療者側に突出するアームの先端に回転可能
に支持されており、アームの基端部をマッサージユニットの駆動部とリンク機構によって
連結することで、上記した施療動作が行なえるよう構成されている。
【０００４】
　また、前記ローラ対については、添付図面の図１に示すように、椅子の背もたれ部１０
の表面から露出しないように比較的柔らかい素材で形成された表面カバー１２ａによって
覆われている。そして、この表面カバー１２ａは、施療者の背中に沿うような形状に裁断
されており、背もたれ部１０の表面において、ローラ対の動きを施療者に伝え易いような
素材で構成されている。なお、上記した表面カバー１２ａは、例えば、ベロアのような繊
維状の素材、レザー、合成皮革、塩化ビニル樹脂等によって構成され、基材１３は、例え
ば、レザー、合成皮革、塩化ビニル樹脂等によって構成される。
【０００５】
　具体的には、背もたれ部１０は、図２に示すように、施療者の背中に沿って上下方向に
沿って形成された楕円状の開口１７ａを有する樹脂パネル１７をフレームとし、この樹脂
パネル１７に上記した素材で形成される基材１３を装着すると共に、開口１７ａの表側周
囲に前記表面カバー１２ａを止着し、かつ開口１７ａの裏側周囲に、図３に示すように裏
面カバー（ポリアミド樹脂等で形成される）１２ｂを止着することで構成されている。こ
の場合、裏面カバー１２ｂには、上記したように、マッサージユニット２０によって駆動
されるアーム２２の先端に支持されたローラ対２３が接触している。
【０００６】
　なお、上記した表面カバー１２ａ及び裏面カバー１２ｂは、着座した施療者の背中を支
える部分でもあることから、図２に示すように、樹脂パネル１７の開口１７ａの上下方向
及び左右方向には支持ベルト１９ａ，１９ｂが張設されている。すなわち、このような支
持ベルト１９ａ，１９ｂが張設されることで、施療者が着座した際に、背もたれ部のフレ
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ームの開口１７ａ部分に背中が落ち込むことが防止されるようになっている。
【特許文献１】特開平６－２５４１２６号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上記した施療を施すべく、アーム２２の先端に支持されたローラ対２３につ
いては、更に、施療効果を高めるように、背もたれ部１０に対して略直交する方向の可動
範囲を大きくしたいという要請がある。すなわち、施療者に対し、例えば、首筋付近にも
効果的なマッサージを施すのであれば、その可動範囲を大きくしておくことが好ましい。
具体的には、図４（ａ）に示すように、従来のローラ対２３の施療者側に対する可動範囲
は、おおよそ７５ｍｍ程度に設定されていたが、これを図４（ｂ）に示すように、１１０
ｍｍ程度に設定することで、施療者の首筋領域に対しても効果的なマッサージが施せるよ
うになる。
【０００８】
　しかしながら、上記したような表面カバー１２ａ、及び裏面カバー１２ｂの支持構造（
支持ベルト１９ａ，１９ｂ）では、ローラ対２３の突出量（可動範囲）が多くなることに
より、そのまま裏面カバー１２ｂ及び表面カバー１２ａもつられて突出方向に移動してし
まう。このため、移動した位置でローラ対２３に対して上下方向や左右方向にずれが生じ
たり皺がよったり、或いは、ローラ対２３との間で絡みが生じる等、これが施療者に対し
不快感を与えてしまう可能性がある。
【０００９】
　本発明は、上記した問題に着目してなされたものであり、ローラ対の可動範囲を大きく
しても、それを覆うカバー部材のずれを抑制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】
【００１０】
　上記した目的を達成するために本発明に係るマッサージ機は、施療者が着座する座部と
、座部に着座した施療者の背中を支持する背もたれ部と、前記背もたれ部の内部に組み込
まれ、移動可能なローラ対を備えたマッサージユニットと、前記背もたれ部に配設され、
前記ローラ対を覆うカバー部材と、前記カバー部材を裏側で支持する支持部材とを有し、
前記カバー部材と支持部材は、係合手段によって、前記ローラ対が移動した際に一体的に
移動可能であることを特徴とする。
【００１１】
　上記した構成によれば、座部に着座した施療者が背もたれ部に背を当てた状態で、ロー
ラ対によってマッサージを受ける際、カバー部材及びそれを支持する支持部材によって、
背もたれ部の内部への落ち込みが防止される。そして、ローラ対の突出方向への可動範囲
を大きくしても、カバー部材は、支持部材と共に一体的に移動可能であり、支持部材から
離反することがないため、カバー部材がローラ対に対して上下方向や左右方向にずれが生
じたり皺がよったり、或いは、ローラ対との間で絡みが生じることが抑制されるようにな
る。
【００１２】
　上記した構成において、前記支持部材は、前記座部に着座した施療者の背中に沿うよう
に上下方向に亘って張設される支持ベルトを有することが好ましい。
【００１３】
　すなわち、このような支持ベルトがあることで、施療者の背中全体を確実に支持して、
カバー部材のずれ等を確実に防止することが可能となる。なお、上記した支持部材につい
ては、このような上下方向に張設される支持ベルト以外にも、水平方向に張設される支持
ベルトを備えていたり、斜め方向に張設される支持ベルト等を備えていても良い。或いは
支持部材をメッシュ状にする等、帯状の部材にしない構成であっても良い。
【００１４】
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　また、上記した構成において、前記係合手段は、前記支持部材を挿通させるように、カ
バー部材に袋状に縫着される支持部材挿通部を有することが好ましい。
【００１５】
　このように支持部材挿通部を設けて支持部材を挿通させることで、支持部材とカバー部
材との間に多少の遊びが生じ、カバー部材の動作にゆとりが生じ、施療者が背もたれした
際の支持感覚を向上させることが可能となる。もちろん、支持部材は、カバー部材に対し
て、縫着などによって、直接、止着された構成であっても良い。
【００１６】
　また、上記した構成において、前記支持部材挿通部は、前記ローラ対の上下方向の移動
範囲に亘って前記カバー部材に設けられていることが好ましい。
【００１７】
　このように、ローラ対の上下方向の移動範囲に亘って支持部材挿通部を設けておくこと
で、上下方向全体に亘ってカバー部材のずれ等を効果的に抑制することが可能となり、施
療者に対する支持感覚を向上することが可能となる。
【００１８】
　また、前記背もたれ部に対し、カバー部材における施療箇所、特に、施療者が着座した
際の首筋部分（肩部分を含んでいても良い）に対応して、ローラ対が可動する領域が薄肉
厚となる切欠部を有する背面パッドを着脱可能に装着することが好ましい。
【００１９】
　背もたれ部に、このような背面パッドを装着することで、背面パッドがない場合と比較
して、マッサージ効果を軽減することが可能となる。また、背面パッドを装着した状態で
は、切欠部が形成されている領域は切欠部が形成されていない領域と比較してマッサージ
効果を高めることが可能となり、特に、カバー部材の表面から距離のある首筋領域に対し
て効果的なマッサージを施すことが可能となる。なお、上記した背面パッドを装着した構
成において、更に切欠部が形成される領域に、少なくとも１枚以上のカバーを着脱可能に
しておくことで、施療者の好みに応じてマッサージ効果を調整することも可能となる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明のマッサージ機によれば、背もたれ部に設置されたマッサージユニットのローラ
対の可動範囲を大きくしても、それを覆うカバー部材のずれを抑制することが可能となっ
て、施療者に対する支持感覚を向上することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の一実施形態について、添付図面を参照しながら具体的に説明する。
【００２２】
　なお、本発明に係るマッサージ機は、上述した従来の技術において説明した図１、図２
、及び図４に示したものと同一であるため、全体的な構成の説明については、これらの図
面を援用して説明すると共に、異なる部分の構成については、別途、添付する図面に従っ
て詳細に説明する。
【００２３】
　本発明の実施形態を説明する図面として、図１は、マッサージ機の全体構成を示す斜視
図、図２は、背もたれ部のフレーム構造を示す図、図４は、背もたれ部に設置されるマッ
サージユニットのローラ対の可動範囲を概略的に示す図であって、（ａ）は、従来品の可
動範囲、（ｂ）は、本発明の可動範囲を説明する図である。また、図５は、背もたれ部に
設置されるマッサージユニット及びフレームの概略構成を示す図、図６は、図５に示す構
成において、カバー部材と支持部材との係合関係を拡大して示す図である。
【００２４】
　本実施形態に係るマッサージ機は、椅子型として構成されており、その本体１は、施療
者が着座する座部２１と、座部２１に着座した施療者の背中を支持するよう、座部２１の
後方に設けられた背もたれ部１０と、座部２１の両側に設けられ、所定の高さを有する肘
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掛部２４と、座部２１の前方に設けられ、座部２１に着座した施療者の両脚部を保持する
脚保持部２５とを備えている。
【００２５】
　これらの椅子を構成する各構成要素には、従来のマッサージ機と同様、着座した施療者
に対してマッサージを施すマッサージユニットが組み込まれている。すなわち、背もたれ
部１０の内部には、上述したように、上下方向への転動動作、揺動動作、叩き動作等する
ローラ対２３を具備したマッサージユニット２０が組み込まれている。そして、前記ロー
ラ対２３は、上述したように、アーム２２の先端に回転可能に支持されており、マッサー
ジユニット２０によって、上記した動作が成されるよう駆動制御される。
【００２６】
　また、マッサージ機は、それ以外の箇所に各種のマッサージユニットを組み込んでいて
も良く、例えば、脚保持部２５に、脚部に対してマッサージを施すように、エアバック等
のマッサージユニット（図示せず）を組み込んでおいても良いし、座部２１や肘掛部２４
、或いは、肩領域の両サイドにホルダ２７を設け、同様なマッサージユニットを組み込ん
でおいても良い。
【００２７】
　上記した背もたれ部１０は、図２に示したように、施療者の背中に沿って上下方向に沿
って形成された楕円状の開口１７ａを有する樹脂パネル１７をフレームとし、この樹脂パ
ネル１７に、基材（背面パッド）１３を装着することで構成される。この場合、基材１３
は、開口１７ａ以外の樹脂パネル１７を覆うように装着されており、開口１７ａの表側周
囲には、表面カバー１２ａを止着し、かつ開口１７ａの裏側周囲には、図５に示すような
裏面カバー１２ｂを止着することで構成されている。すなわち、表面カバー１２ａ及び裏
面カバー１２ｂ（これらをカバー部材１２と称する）は、開口１７ａの部分に位置して、
施療者の背中部分を支持すると共に、裏側からローラ対２３が接触して背中部分にマッサ
ージ効果を与える。
【００２８】
　なお、本実施形態では、前記基材１３は、塩化ビニル樹脂で構成され、前記表面カバー
１２ａは、ベロアのような繊維状の素材で構成され、前記裏面カバー１２ｂは、ポリアミ
ド樹脂で構成されているが、これらの素材については、それ以外のもの（例えば、レザー
、合成皮革、その他各種の合成樹脂や繊維状の素材等）で構成されていても良い。また、
基材１３に対しては、別途、同様な素材で構成される背面パッド（図示せず）が着脱可能
に装着されるようになっており、着座した施療者に対しては、必要に応じて背面パッドを
介在させて、マッサージ効果を軽減させて付与できるようになっている。なお、この背面
パッドは、後述する図７に示すように、首筋領域に薄肉厚となる切欠部を有するように構
成されたものであっても良いし、そのような切欠部が形成されていない構成であっても良
い。
【００２９】
　上記した樹脂パネル１７の開口１７ａの部分には、上述したように、カバー部材１２が
取着されるため、樹脂パネル１７には、施療者の背中を効果的に支えるように支持部材３
０が装着されている。本実施形態においては、支持部材は、開口１７ａの中心位置におい
て、上下方向に亘って張設される所定の幅を有する帯状の支持ベルト１９ａによって構成
されており、施療者の背骨に対応する部分を効果的に支持して、開口部分に背中が落ち込
むことが防止されるようになっている。なお、支持部材として、さらに別の支持ベルト、
例えば、施療者の頭部領域を支持するように、水平方向に亘って張設される支持ベルト１
９ｂを備えていても良い。或いは支持部材は、ベルト状の部材でなくても良い。
【００３０】
　そして、前記カバー部材１２と支持部材３０は、係合手段４０によって、前記ローラ対
２３が移動した際（特に施療者側に向けて移動した際）、一体的に移動可能となるように
係合されている。具体的に、本実施形態にいては、係合手段４０は、裏面カバー１２ｂに
袋状に縫着されて支持ベルト１９ａを挿通させる挿通部４１によって構成されている。す
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なわち、裏面カバー１２ｂを樹脂パネル１７に止着するに際して、挿通部４１に支持ベル
ト１９ａを挿通させることで、カバー部材１２（裏面カバー１２ｂ）がローラ対２３によ
って前方方向にシフトしても、カバー部材１２（裏面カバー１２ｂ）は、支持ベルト１９
ａと共に一体的に移動可能となり、支持ベルト１９ａから離反することはない。
【００３１】
　従って、ローラ対２３の突出方向の可動範囲を、図４（ｂ）に示すように、従来の構成
より大きくしても、カバー部材１２は、支持ベルト１９ａから離反することはなく、マッ
サージ動作中に、カバー部材１２がローラ対２３に対して上下方向や左右方向にずれが生
じたり皺がよったり、或いは、ローラ対２３との間で絡みが生じることが抑制されるよう
になる。これにより、施療者が背もたれしてマッサージを受ける際の、カバー部材による
支持感覚が低下することはない。
【００３２】
　また、上記した構成では、支持ベルト１９ａは、裏面カバー１２ｂに直接止着されるの
ではなく、挿通部４１に対して挿通されていることから、支持ベルト１９ａと裏面カバー
１２ｂとの間に多少の遊びが生じ、カバー部材１２の動作にゆとりが生じ、施療者が背も
たれしてマッサージを受ける際の支持感覚をより向上させることが可能となる。もちろん
、係合手段４０は、支持ベルト１９ａを裏面カバー１２ｂに対して、縫着などによって直
接、止着するような構成であっても良い。
【００３３】
　また、上記した構成において、挿通部４１は、上下方向に所定の範囲に亘って形成され
ていたり、間欠的に形成されていても良いが、図５に示すように、ローラ対２３の上下方
向の移動範囲に亘って裏面カバー１２ｂに設けられていることが好ましい。
【００３４】
　このように、ローラ対２３の上下方向の移動範囲に亘って挿通部４１を設けておくこと
で、上下方向全体に亘って（マッサージ領域全体に亘って）カバー部材１２のずれ等を抑
制することが可能となり、施療者に対する支持感覚を向上することが可能となる。
【００３５】
　なお、挿通部４１を裏面カバー１２ｂの水平方向に設け、前記水平方向に張設された支
持ベルト１９ｂを挿通させるような構成であっても良い。
【００３６】
　図７は、上記したカバー部材１２（背もたれ部１０の表面）に、別途、背面パッド５２
を装着する例を示す図である。
【００３７】
　この図に示した背面パッド５２は、基材１３と同じ材料（塩化ビニル樹脂）で構成され
ており、この背面パッド５２には、施療者が着座した際の肩部分、及び首筋部分に対応し
て、前記ローラ対２３が可動する領域に薄肉厚となる切欠部５２ａが形成されている。こ
の切欠部５２ａは、背面パッド５２のその他の部分よりも薄くなっていれば良く、例えば
背面パッド５２に切欠部となる開口を形成しておくことで構成したり、或いは、このよう
に形成された開口部分に薄いシート状のカバー等を縫着することで薄肉厚とすることが可
能である。なお、切欠部５２ａは、施療者を背後から見た際の頭から首筋、及び肩にかけ
ての形状に対応しており、両サイドから中央に向けて凹状の湾曲を有するような形状とな
っている。
【００３８】
　このような構成によれば、背面パッド５２を装着することでマッサージ効果を軽減する
ことができると共に、背面パッドを装着した状態では、切欠部５２ａが形成されている領
域において、ローラ対２３によるマッサージ効果を高めることが可能となり、特に、カバ
ー部材５２の表面から距離のある首筋領域に対して効果的なマッサージを施すことが可能
となる。
【００３９】
　なお、上記した構成において、切欠部５２ａが形成される領域に、図８に示すように、
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少なくとも１枚以上のカバー６０を着脱可能にしておいても良い。このような構成によれ
ば、施療者の好みに応じて、マッサージ効果を調整することが可能となる。
【００４０】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上記した実施形態に限定され
ることはなく、種々変形することが可能である。例えば、上記した背もたれ部１０におけ
るカバー部材１２は、ローラ対２３を覆うように基材１３に対して止着されるものであれ
ば良く、本実施形態のように複数のカバー１２ａ，１２ｂを重ねることなく、１枚で構成
されていても良い。また、その構成素材については適宜変形することが可能である。また
、支持部材３０や係合手段４０の構成についても、施療者の背中が樹脂パネル１７の開口
部分に深く入り込まないように支持できるものであり、かつローラ対２３の可動に伴って
、カバー部材１２と支持部材３０が一体的に移動できるように構成されていれば、上記し
た実施形態に限定されることはなく、適宜変形することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】マッサージ機の全体構成を示す斜視図。
【図２】背もたれ部に配設されるフレームを示す図。
【図３】フレームに配設される従来のカバー部材と支持部材との関係を示す図。
【図４】背もたれ部に設置されるマッサージユニットのローラ対の可動範囲を概略的に示
す図であり、（ａ）は、従来品の可動範囲を、（ｂ）は、本発明の可動範囲を説明する図
。
【図５】背もたれ部に設置されるマッサージユニット及びフレームの概略構成を示す図。
【図６】図５に示す構成において、カバー部材と支持部材との係合関係を拡大して示す図
。
【図７】背もたれ部に背面パッドを装着する図。
【図８】図７に示す背面パッドに対し、別途、着脱可能なカバーを取着した状態を示す図
。
【符号の説明】
【００４２】
１　マッサージ機
１０　背もたれ部
１２　カバー部材
１２ａ　表面カバー
１２ｂ　裏面カバー
１３　基材
１７　樹脂パネル（フレーム）
１９ａ，１９ｂ　支持ベルト
２０　マッサージユニット
２１　座部
２３　ローラ対
３０　支持部材
４０　係合手段
４１　挿通部
５２　背面パッド
５２ａ　切欠部
６０　カバー
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