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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　座部と、該座部に対して傾倒することが可能な背凭れ部とを備える椅子型のマッサージ
機において、
　前記背凭れ部の傾倒方向と略同一の方向へ移動することが可能であり、被施療者の腕部
を保持する保持部と、
　該保持部に設けられ、被施療者の腕部を施療する施療部と、
　前記背凭れ部の側部に設けられる背凭れ部側ガイドレールとを備え、
　前記保持部は、前記背凭れ部側ガイドレールに移動可能に取り付けられ、背凭れ部の傾
倒に応じて前記背凭れ部側ガイドレールに沿って移動することが可能な構成としてあるこ
とを特徴とするマッサージ機。
【請求項２】
　前記座部の両側方に設けられた座部側ガイドレールを更に備え、前記保持部は、前記座
部側ガイドレールに沿って移動することが可能であるように、前記座部側ガイドレールに
係合されている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】
　前記保持部は、被施療者の腕部を覆うことが可能な形状をなしてい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。
【請求項４】
　前記施療部は、被施療者の腕部を略全体に亘って施療することが可能であるように、前
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記保持部に設けられてい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】
　前記保持部は、被施療者の上腕を保持する第１保持部分と、被施療者の前腕を保持する
第２保持部分とを有することを特徴とする請求項１乃至４の何れかに記載のマッサージ機
。
【請求項６】
　前記第１保持部分と前記第２保持部分とが枢着されていることを特徴とする請求項５に
記載のマッサージ機。
【請求項７】
　可撓性を有し、前記第１保持部分と前記第２保持部分とを連結する連結部を更に備える
ことを特徴とする請求項５に記載のマッサージ機。
【請求項８】
　一端が前記保持部に接続された略棒状の連結部材と、該連結部材の他端及び前記座部を
接続するユニバーサルジョイントとを更に備えることを特徴とする請求項１乃至７の何れ
かに記載のマッサージ機。
【請求項９】
　前記支持棒は伸縮することが可能であるように構成されていることを特徴とする請求項
８に記載のマッサージ機。
【請求項１０】
　前記保持部は、保持した被施療者の腕部の長手方向へ伸縮することが可能であるように
構成されていることを特徴とする請求項１乃至９の何れかに記載のマッサージ機。
【請求項１１】
　前記保持部は、保持した被施療者の腕部の腕周りの方向へ回動することが可能であるよ
うに構成されていることを特徴とする請求項１乃至１０の何れかに記載のマッサージ機。
【請求項１２】
　前記保持部は、布部材によって構成されていることを特徴とする請求項１乃至１１の何
れかに記載のマッサージ機。
【請求項１３】
　前記施療部は、膨張・収縮することが可能な空気袋を有することを特徴とする請求項１
乃至１２の何れかに記載のマッサージ機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、被施療者の身体を施療するマッサージ機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
昨今、椅子型のマッサージ機が広く普及している。図１５は、この種のマッサージ機の構
成の一例を示す斜視図である。図１５に示すように、椅子型のマッサージ機１０１は、座
部１０２と、背凭れ部１０３とから主として構成されている。座部１０２の両側方には、
肘掛け部１０４が設けられている。また、背凭れ部１０３の内部には、図示しないマッサ
ージ機構が設けられている。被施療者は、座部１０２に着座し、肘掛け部１０４を腕置き
として用いて、マッサージ機１０１を使用する。また、背凭れ部１０３の下端部は、座部
１０２の後部で回動自在に枢支されており、背凭れ部１０３をリクライニングさせること
ができるようになっている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した如き従来のマッサージ機にあっては、肘掛け部１０４に例えばバ
イブレータ等の施療装置が設けられていないことが多く、被施療者の腕部を施療すること
ができないという問題があった。
【０００４】
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また、背凭れ部１０３を傾倒（リクライニング）させたときには、これに伴って被施療者
の上体も傾倒するため、肘掛け部１０４上で被施療者の腕部が移動することとなる。従っ
て、肘掛け部１０４にバイブレータ等の施療装置が設けられている場合であっても、背凭
れ部１０３を傾倒させる前後では、施療装置による施療箇所が被施療者の腕部の異なる部
位となったり、背凭れ部１０３の傾倒前には施療装置による被施療者の腕部の施療を行う
ことができても、傾倒後には被施療者の腕部から施療装置が離れてしまい、施療を行えな
い等の問題があった。
【０００５】
また、肘掛け部１０４の上面に、略前後方向へ移動可能な施療装置が設けられているマッ
サージ機もあるが、かかるマッサージ機では背凭れ部１０３の傾倒に合わせて施療装置を
移動させて、背凭れ部１０３の傾倒前後での被施療者の腕部の略同一箇所を施療装置によ
って施療することができても、肘掛け部１０４が前後に短い場合には、背凭れ部１０３の
傾倒後等に肘掛け部１０４の長さが足りずに被施療者の腕部が肘掛け部１０４から離れて
、肘掛け部１０４が腕置きとしての役割を十分に果たせないことがあった。
【０００６】
また、通常肘掛け部１０４は前後に長い略棒状をなしており、その上面を被施療者の腕置
きとして用いるようになっているため、バイブレータ等の施療装置を肘掛け部１０４に設
けた場合であっても、被施療者の腕部の下側部分だけを施療するように構成されているこ
とが多く、腕部の略全体を施療することができないものが殆どであった。
【０００７】
本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、被施療者の腕部を施療することが可能
であり、しかも背凭れ部を傾倒させた場合にも、傾倒前の部位と殆ど同一の部位を施療す
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。
【０００８】
また、本発明の他の目的は、例えば背凭れ部の傾倒によって、被施療者の腕部が移動した
場合であっても、被施療者の腕部を保持することができるマッサージ機を提供することに
ある。
【０００９】
また、本発明の更に他の目的は、被施療者の腕部の略全体を施療することが可能なマッサ
ージ機を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係るマッサージ機は、座部と、該座部に対して傾倒することが可能な背凭れ部
とを備える椅子型のマッサージ機において、前記背凭れ部の傾倒方向と略同一の方向へ移
動することが可能であり、被施療者の腕部を保持する保持部と、該保持部に設けられ、被
施療者の腕部を施療する施療部と、前記背凭れ部の側部に沿って設けられる背凭れ部側ガ
イドレールとを備え、前記保持部は、前記背凭れ部側ガイドレールに移動可能に取り付け
られ、前記背凭れ部の傾倒に応じて前記背凭れ側ガイドレールに沿って移動することが可
能な構成としてあることを特徴とする。
【００１１】
本発明に係るマッサージ機にあっては、保持部が背凭れ部の傾倒方向と略同一方向へ移動
することが可能であるため、背凭れ部の傾倒に伴って保持部が移動した場合には、背凭れ
部の傾倒前後において、被施療者の腕部と保持部との相対的な位置が殆ど変わることがな
い。よって、背凭れ部を傾倒させた場合にも、施療部によって傾倒前の部位と殆ど同一の
部位を施療することが可能となる。
【００１２】
また、被施療者の腕部を保持したまま、保持部が移動することが可能であるため、被施療
者の腕部が移動した場合であっても、被施療者の腕部を保持することができる。
【００１３】
　また、前記保持部は、前記背凭れ部の傾倒に応じて、背凭れ部の側部に沿って設けられ
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た背凭れ部側ガイドレールを移動するので、背凭れ部が傾倒した場合に、被施療者の肩の
位置に合わせて保持部が移動する。つまり保持部を傾倒前の姿勢を概ね保ったまま移動さ
せることが可能となり、傾倒後の被施療者の姿勢を自然なものとすることができる。
【００１４】
　また、上記発明においては、前記座部の両側方に設けられた座部側ガイドレールを更に
備え、前記保持部は、前記座部側ガイドレールに沿って移動することが可能であるように
、前記座部側ガイドレールに係合されている構成とすることが望ましい。
【００１５】
　背凭れ部が後方へ傾倒された場合には、被施療者の腕部もこれに伴って略後方へ移動す
る。従って、略前後方向へ延びた座部側ガイドレールに沿って、保持部を移動させる構成
とすることにより、保持部が被施療者の腕部を保持したまま、保持部を略前後方向へ移動
させることが可能である。よって、被施療者に自然な姿勢を保たせたまま、背凭れ部を傾
倒させることができる。
【００１７】
また、上記発明においては、前記保持部は、被施療者の腕部を覆うことが可能な形状をな
している構成とすることが望ましい。更にこの場合には、前記施療部は、被施療者の腕部
を略全体に亘って施療することが可能であるように、前記保持部に設けられている構成と
することが望ましい。これにより、被施療者の腕部を略全体に亘って施療することが可能
となる。
【００１８】
また、上記発明においては、前記保持部は、被施療者の上腕を保持する第１保持部分と、
被施療者の前腕を保持する第２保持部分とを有する構成とすることができる。更にこの場
合には、前記第１保持部分と前記第２保持部分とが枢着されている構成とするか、又は、
可撓性を有し、前記第１保持部分と前記第２保持部分とを連結する連結部を更に備える構
成とすることが望ましい。
【００１９】
背凭れ部が傾倒前後において、被施療者の肘の屈曲角度は変化する。従って、上記の構成
とした場合には、第１保持部と第２保持部とがなす角度を変化させることができるため、
背凭れ部の傾倒の前後で第１保持部と第２保持部とがなす角度を変化させることにより、
背凭れ部の傾倒の前後で被施療者が肘の屈曲角度を変えることができる。よって、被施療
者に自然な姿勢を保たせたまま、背凭れ部を傾倒させることができる。
【００２２】
また、上記発明においては、一端が前記保持部に接続された略棒状の連結部材と、該連結
部材の他端及び前記座部を接続するユニバーサルジョイントとを更に備える構成とするこ
とが望ましい。これにより、連結部材がユニバーサルジョイントを支点として如何なる方
向へでも傾倒することが可能であるので、保持部を多様な方向へ移動させることが可能と
なる。
【００２３】
また、この場合においては、前記支持棒は伸縮することが可能であるように構成されてい
ることが望ましい。これにより、被施療者の体格に合わせて、保持部の位置を調節するこ
とが可能となる。
【００２４】
また、上記発明においては、前記保持部は、保持した被施療者の腕部の長手方向へ伸縮す
ることが可能であるように構成されていることが望ましい。これにより、使用時（被施療
者の腕部を保持部が保持している状態のとき）には、被施療者の腕部の多くの部分を保持
部によって保持することができ、非使用時（被施療者の腕部を保持部が保持していない状
態のとき）には、保持部をコンパクトにすることができる。
【００２５】
また、上記発明においては、前記保持部は、保持した被施療者の腕部の腕周りの方向へ回
動することが可能であるように構成されていることが望ましい。これにより、被施療者の
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腕部の施療部位を調節することが可能となる。
【００２６】
また、上記発明においては、前記保持部は、布状部材によって構成されていることが望ま
しい。これにより、例えば肘掛けの上に保持部が配置されている場合であって、被施療者
の腕部を保持部によって保持せずに、被施療者の腕部以外の身体部位を施療する目的でマ
ッサージ機を使用するときには、保持部が肉薄であるので、被施療者が肘を掛けるときの
邪魔にならない。
【００２７】
また、上記発明においては、前記施療部は、膨張・収縮することが可能な空気袋を有する
構成とすることができる。
【００２８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００２９】
（実施の形態１）
図１は、本発明の実施の形態１に係るマッサージ機の構成を示す斜視図である。図１に示
す如く、本実施の形態１に係るマッサージ機１は、座部５，背凭れ部６，及びフットレス
ト７から主として構成されている。座部５は、水平配置された棒状の脚部５ａをその下部
両側に夫々有する基台５ｂの上部に、クッション部５ｃが配されて構成されている。クッ
ション部５ｃは、ウレタンフォーム，スポンジ，又は発泡スチロール製の内装材（図示せ
ず）が基台５ｂの上面に載置されており、更にこれをポリエステル製の起毛トリコット，
合成皮革，又は天然皮革等からなる外装材にて覆って構成されている。
【００３０】
座部５の上部前側には、被施療者の足首及び脹脛をマッサージするためのフットレスト７
の上端部が枢着されている。これにより、フットレスト７は、その上端部を中心にして前
後に回動可能とされている。
【００３１】
更に座部５の後部には、背凭れ部６が設けられている。背凭れ部６は、被施療者の上半身
を支持すべく、一般的な体格の成人がマッサージ機１に着座した際に、該成人の身体の一
部がその外部にはみ出ない程度の大きさとされており、前面視略長方形をなしている。背
凭れ部６の下端部は、座部５の後部に横方向の枢軸によって枢支されており、この枢軸を
中心に背凭れ部６が回動することにより、前後にリクライニングが可能とされている。
【００３２】
背凭れ部６の内部には、マッサージ機構８が設けられている。かかるマッサージ機構８の
構成については、例えば特開2000-350756号公報にその詳細が記載されているので、ここ
ではその説明を省略する。
【００３３】
また、座部５の両側方には、略前後方向へ延びたガイドレール９が設けられている。この
ガイドレール９には、夫々被施療者の腕部を保持するための保持部１０が係合している。
【００３４】
保持部１０の構成を更に詳しく説明する。図２は、保持部１０の構成を示す斜視図である
。図２に示すように、保持部１０は、被施療者の上腕を保持するための第１保持部分１１
と、被施療者の前腕を保持するための第２保持部分１２とから主として構成されている。
第１保持部分１１は、断面視において略Ｃ字状の略半円筒形状をなしており、その一端部
が背凭れ部６のガイドレール９より上方の箇所に取り付けられている。
【００３５】
第１保持部分１１の開口部（長手方向へ延びた欠落部分）は、一般的な体格の成人の上腕
の太さよりも若干大きい幅とされており、第２保持部分１２の開口部は、一般的な体格の
成人の前腕の太さよりも若干大きい幅とされている。従って、施療者の上腕及び前腕を第
１保持部分１１及び第２保持部分１２へ夫々の開口部から挿入することが可能である。
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【００３６】
図３は、第１保持部分１１の背凭れ部６に対する取り付け構造を示す拡大斜視図である。
第１保持部分１１の一端部には、回転金具１３ａがその中央部分で枢着されている。この
回転金具１３ａは、略角板状の部材の両端を、夫々略クランク形状に屈曲させた如き形状
をなしている。即ち、回転金具１３ａの両端部は、夫々一方向へ突出した段部とされてい
る。この段部の突出側の夫々には、ローラ１３ｂが各別に枢着されている。
【００３７】
従って、回転金具１３ａは、第１保持部分１１に対する取付軸を中心に回動することが可
能であり、また、夫々のローラ１３ｂも回転金具１３ａに対して回転することが可能であ
る。
【００３８】
図４は、背凭れ部６に対する第１保持部分１１の取付構造を示す断面図である。図４に示
すように、ローラ１３ｂは背凭れ部６の側部に取り付けられたガイドレール１４に係合し
ている。このガイドレール１４は、背凭れ部６の側部の長手方向に沿って設けられており
、ローラ１３ｂがガイドレール１４内で転動することが可能である。よって、第１保持部
分１１は、ガイドレール１４に沿って移動することが可能であるとともに、回転金具１３
ａの取付軸を中心として回動することも可能である。
【００３９】
図５は、第１保持部分１１を幅方向へ切断したときの断面図である。図５に示すように、
図５に示すように、第１保持部分１１は、比較的硬度が高い材料からなり、略Ｃ字状の断
面形状を有する略半円筒形状の外殻部１１ａを備えている。この外殻部１１ａの内面の略
全体には、空気袋１１ｂが設けられている。また、この空気袋１１ｂの表面には、図２で
示すような、複数の空気袋１１ｃが設けられている。かかる空気袋１１ｂ，１１ｃは、夫
々ポンプ、電磁弁等からなる、座部５又は背凭れ部６に設けられた給排気装置（図示せず
）にエアホース（図示せず）によって接続されており、給排気装置の動作によって膨張・
収縮することが可能となっている。また、空気袋１１ｂと空気袋１１ｃとは夫々独立に膨
張・収縮するように構成されている。このような構成により、空気袋１１ｃが膨張・収縮
することによって、被施療者の上腕部に圧迫刺激を与えたり、それを解放することができ
、空気袋１１ｂが膨張・収縮することによって、空気袋１１ｃによる刺激の強さを調節す
ることができる。
【００４０】
一方、第２保持部分１２は、その下部から係合部１２ａが下方へ突出している（図１参照
）。そして、この係合部１２ａは、ガイドレール９に係合している。これにより、第２保
持部分１２は、ガイドレール９に沿って略前後方向へ移動することが可能となっている。
【００４１】
また、第２保持部分１２の内面であって、被施療者の手首又は掌に相当する部分には、振
動装置１５が設けられている。この振動装置が振動することにより、被施療者の手首又は
掌に刺激を与えることが可能となっている。なお、第２保持部分１２のその他の構成は、
第１保持部分の構成と略同様であるので、その説明を省略する。
【００４２】
このような第１保持部分１１と第２保持部分１２とは、略横方向の枢軸によって枢着され
ている。これによって、保持部１０は、この部分で屈曲することが可能となっている。
【００４３】
次に、本発明の実施の形態１に係るマッサージ機の動作について説明する。被施療者は、
座部５に着座し、背凭れ部６に上体を凭れかけた状態で、上腕部を第１保持部分１１に、
前腕部を第２保持部分１２に夫々挿入する。背凭れ部６が後方へ傾倒されたとき、第１保
持部分１１は、背凭れ部６とともに後方へ移動する。背凭れ部６の被施療者の肩に当接す
る位置（以下、肩位置という）は、背凭れ部６の傾倒前後において異なることとなる。即
ち、背凭れ部６の傾倒前における肩位置よりも、傾倒後における肩位置の方が、背凭れ部
６の下側となる。このとき、第１保持部分１１は、このような肩位置の変化に合わせて、
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ガイドレール１４に沿って背凭れ部６の長手方向へ移動する。
【００４４】
また、第１保持部分１１が後方へ移動するため、これに引っ張られて第２保持部分１２が
ガイドレール９に沿って略後方へ移動する。第１保持部分１１の背凭れ部６との連結箇所
は、背凭れ部６の傾倒とともに後方へ移動しつつ下方へ移動することとなる一方、第１保
持部分１１の第２保持部分１２との連結箇所は、略後方へ移動するのみであり、このため
第１保持部分１１は、背凭れ部６の傾倒に伴って、略後方へ移動しながら略後方へ傾倒す
ることとなる。これに対して、第２保持部分１２は、ガイドレール９に沿って略後方へ移
動するのみであるため、その傾倒角度は殆ど変化しない。よって、第１保持部分１１と第
２保持部分１２とがなす角度は、背凭れ部６の傾倒に伴って変化することとなる。また、
第１保持部分１１と第２保持部分１２との連結箇所は、被施療者の肘位置に相当するため
、被施療者は、保持部１０の屈曲角度の変化に合わせて、肘の屈曲角度を自然に変化させ
ることができる。これによって、背凭れ部６の傾倒後においても、被施療者は自然な姿勢
を保つことができる。
【００４５】
また、前述した給排気装置の動作によって、第１保持部分１１に設けられた空気袋１１ｂ
，１１ｃ及び第２保持部分１２に設けられた空気袋が膨張・収縮する。これにより、被施
療者の腕部を略全体に亘って施療することができる。
【００４６】
（実施の形態２）
図６は、本発明の実施の形態２に係るマッサージ機の構成を示す斜視図である。図６に示
すように、本発明の実施の形態２に係るマッサージ機１６は、椅子型をなしており、被施
療者が着座するための座部１７と、被施療者の上半身を支持するための背凭れ部１８と、
被施療者の足置きとして用いられるフットレスト１９とから主として構成されている。
【００４７】
座部１７は、基台１７ｂの上部に、クッション部１７ａが配されて構成されている。基台
１７ｂは、比較的高い硬度を有する合成樹脂製であり、その内側が凹状に窪んだ形状とさ
れている。クッション部１７ａは、ウレタンフォーム，スポンジ，又は発泡スチロール製
の内装材（図示せず）が基台１７ｂの内面に載置されており、更にこれをポリエステル製
の起毛トリコット，合成皮革，又は天然皮革等からなる外装材にて覆って構成されている
。従って、座部１７は、被施療者が着座したときに、被施療者の腰部及び大腿部を背部か
ら側部に亘って覆うような形状となっている。
【００４８】
また、クッション部１７ａは、被施療者の大腿部の背部に対応する凹状の内底部分と、該
内底部分の両側部に設けられ、被施療者の大腿部の側部に対応する内側部分とから構成さ
れており、内底部分の中央から左右に分割した領域が、夫々所定の曲率で窪んだ円弧面と
されていて、内底部分の中央部が他の部分より若干盛り上がっている。これによって、被
施療者が座部１７に着座したときに、被施療者の大腿部の形状とクッション部１７ａの形
状とが概ね合致しているため、被施療者の大腿部にかかる負担が少なくてすむ。
【００４９】
フットレスト１９は、被施療者の下腿部を保持するための上部部材１９ａと、被施療者の
足底を保持するための下部部材１９ｂとの２つの部材によって主として構成されている。
上部部材１９ａは、凹状に窪んだ形状をなすカバー部１９ｃと、該カバー部１９ｃの内側
に設けられたクッション部１９ｄとを有しており、クッション部１９ｄは、被施療者の両
下腿部を覆うように保持すべく、凹状に窪んだ形状とされている。また、上部部材１９ａ
の上端部は、座部１７の上部前側の部分に枢着されており、これによりフットレスト１９
がこの部分を支点として前後に回動可能とされている。
【００５０】
更にクッション部１９ｄの形状を詳しく説明すると、クッション部１９ｄは、被施療者の
下腿部の背部に対応する凹状の内底部分と、該内底部分の両側部に設けられ、被施療者の



(8) JP 4056285 B2 2008.3.5

10

20

30

40

50

下腿部の側部に対応する内側部分とから構成されており、内底部分の中央から左右に分割
した領域が、夫々所定の曲率で窪んだ円弧面とされていて、内底部分の中央部が他の部分
より若干盛り上がっている。
【００５１】
下部部材１９ｂもまた、凹状に窪んだ形状をなすカバー部１９ｅと、該カバー部１９ｅの
内側に設けられたクッション部１９ｆとを有している。クッション部１９ｆは、カバー部
１９ｅの凹状の内面の略全体にわたって設けられており、これによって、被施療者の両足
を覆うように保持することが可能となっている。
【００５２】
更にクッション部１９ｆの形状を詳しく説明すると、クッション部１９ｆは、クッション
部１９ｄと同様に、凹状の内底部分と、該内底部分の両側部に設けられた内側部分との３
つの部分から構成されている。このクッション部１９ｆの内底部分は、被施療者の足底に
対応し、内側部分は、被施療者の足の側部に対応している。また、クッション部１９ｄと
同様に、内底部分の中央から左右に分割した領域が、夫々所定の曲率で窪んだ円弧面とさ
れており、内底部分の中央部が他の部分よりも若干盛り上がっている。
【００５３】
また、下部部材１９ｂは、上部部材１９ａの下端部に枢着されており、前後方向に回動可
能とされている。また、上部部材１９ａの背部、即ちカバー部１９ｃの凹状の外側の部分
には、図示しないシリンダが設けられており、これによって上部部材１９ａと下部部材１
９ｂとがなす角度を調節することが可能となっている。
【００５４】
背凭れ部１８は、座部１７の後部に設けられている。この背凭れ部１８は、例えばその下
端部が基台１７ｂに前後に回動自在に枢着されており、これによってリクライニング可能
とされている。なお、背凭れ部１８を傾倒させるに伴って、背凭れ部１８の下部を座部１
７の内側に潜り込ませるように背凭れ部１８を移動させる構成としてもよい。このように
することによって、被施療者の胴体の背部と、背凭れ部１８に内蔵され、被施療者の背中
に機械的刺激を与えるためのマッサージ機構との相対的な位置のずれが発生することを抑
制することができる。
【００５５】
また、背凭れ部１８は、被施療者の胴体を支持するための部分と、被施療者の頭部を支持
するための部分とから主として構成されている。背凭れ部１８の全体は、内側が凹状に窪
んだ形状をなすカバー部１８ａによって一体的に構成されており、このカバー部１８ａの
内側に、被施療者の胴体を支持するためのクッション部１８ｂと、被施療者の頭部を支持
するためのクッション部１８ｃとが上下に並べられた状態で設けられている。カバー部１
８ａは、基台１７ｂと同じ材料によって、丸みを帯びた略舟形状に形成されており、クッ
ション部１８ｂ，１８ｃは、前述したクッション部１７ａと同じ内装材及び外装材によっ
て構成されている。
【００５６】
クッション部１８ｂは、被施療者が着座したときに、被施療者の胴体を背部から側部に亘
って覆うような形状となっている。また、背凭れ部１８の内部、被施療者の胴体の背部に
対応する箇所、即ち凹状の内底部分には、前述したマッサージ機構（図示せず）が設けら
れている。かかるマッサージ機構は、図示しないモータによって駆動され、背凭れ部１８
に沿って昇降することが可能であり、また所謂揉み動作及びたたき動作等の施療動作を行
うことが可能である。
【００５７】
また、カバー部１８ａは、クッション部１８ｂより前方に延設された部分を有しており、
この部分の内側にも、クッション部１８ｄが設けられている。このクッション部１８ｄは
、被施療者が着座したときに、被施療者の上腕部及び肩の側部を覆うような位置に設けら
れている。
【００５８】
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また、前述したような各クッション部１７ａ，１８ｂ，１８ｃ，１８ｄ，１９ｄ，１９ｆ
には、夫々複数の空気袋（図示せず）が設けられており、図示しない給排気装置にかかる
空気袋が接続されている。そして、このような給排気装置の動作によって、夫々の空気袋
が膨張・収縮することが可能となっている。このような構成により、被施療者の身体各部
、例えば、胴体の背部及び側部、肩部、頸部、大腿部の背部及び側部、下腿部の背部及び
側部、並びに足底等に刺激を与えることができるようになっている。
【００５９】
前述したような座部１７の両側部には、２つのガイドレール２１が設けられている。この
ガイドレール２１には、被施療者の腕部を保持するための保持部１０が係合している。
【００６０】
また、背凭れ部１８のカバー１８ａは、被施療者が着座したときに、被施療者の肩に相当
する部分が前方へ張り出した形状となっており、この先端部分に、保持部１０の第１保持
部分１１が取り付けられている。この第１保持部分１１の取り付け構造は、実施の形態１
に係るマッサージ機の第１保持部分１１の取り付け構造と同様であるので、その説明を省
略する。
【００６１】
また、本実施の形態２に係るマッサージ機１６の保持部１０のその他の構成及び作用は、
実施の形態１に係るマッサージ機１の保持部１０の構成及び作用と同様であるので、同符
号を付し、その説明を省略する。
【００６２】
（実施の形態３）
図７は、本発明の実施の形態３に係るマッサージ機の構成を示す斜視図である。本実施の
形態３に係るマッサージ機２２は、座部１７の両側部に、肘掛け部２３が夫々設けられて
いる。この肘掛け部２３は、略前後方向に延びており、上下に若干湾曲した如き棒状をな
しており、その上面を被施療者の腕置きとして利用することが可能となっている。また、
肘掛け部２３の上方には、被施療者の前腕を保持するための保持部２４が配されている。
【００６３】
図８は、肘掛け部２３及び保持部２４を幅方向へ切断したときの断面図である。図８に示
すように、肘掛け部２３の下部には、該肘掛け部２３の長手方向へ沿って、ガイドレール
２５が設けられている。このガイドレール２５は、上下方向を厚さ方向とした略板状をな
しており、その厚さ方向中間部分に、扁平な空隙部２５ａが設けられている。この空隙部
２５ａは、ガイドレールの外側面、即ち、座部１７の反対側の側面にて開口しており、ま
た、空隙部２５ａの座部１７側の端部は、その空隙の厚みが他の部分よりも拡大された拡
大部２５ｂとなっている。この拡大部２５ｂは、横方向へ所定長さだけ設けられている。
【００６４】
このような空隙部２５ａには、保持部２４が有する移動部材２４ａが挿入されている。移
動部材２４ａは、空隙部２５ａの薄い空隙部分よりも若干薄い板を、略直角に屈曲させた
如き形状をなしており、略水平な板状の部分と、略鉛直な板状の部分とから主として構成
されている。移動部材２４ａの略水平な板状の部分は、空隙部２５ａに係入せしめられて
いる。また、この移動部材２４ａの略水平な板状の部分の先端部は、他の部分より厚みを
増してあるストッパ２４ｂとされており、このストッパ２４ｂが前述した空隙部２５ａの
拡大部２５ｂ内に配されている。ストッパ２４ｂの厚さは、拡大部２５ｂの厚さよりも薄
く、空隙部２５ａの拡大部２５ｂ以外の部分よりも厚くされている。また、ストッパ２４
ｂの横方向の長さは、拡大部２５ｂの横方向の長さよりも短くされている。従って、移動
部材２４ａは、ストッパ２４ｂが、拡大部２５ｂの両側端に当接する範囲内で、横方向へ
移動することが可能となっている。
【００６５】
また、移動部材２４ａの前後方向の長さは、空隙部２５ａの前後方向の長さよりも短くさ
れている。これによって、移動部材２４ａは、その前後端が空隙部２５ａの前後端に当接
する範囲内で、前後方向へ移動することが可能となっている。
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【００６６】
このような移動部材２４ａの略鉛直な板状の部分の上端部は、ガイド部材２４ｃに接続さ
れている。ガイド部材２４ｃは、板状部材が略円弧状に湾曲された如き形状をなしており
、その湾曲の中心軸方向が略前後方向とされている。また、ガイド部材２４ｃの長手方向
（軸長方向）の中間部分には、円弧の円周方向へ長い切り欠き部２４ｄが設けられている
（図７参照）。
【００６７】
ガイド部材２４ｃの湾曲内側には、保持部分２６が配されている。この保持部分２６は、
幅方向に切断したときの断面視において略Ｃ字状の略半円筒形状をなしており、その外面
がガイド部材２４ｃの内面に略密接された状態となっている。
【００６８】
保持部分２６は、外殻部２６ａ及び空気袋２６ｂ，２６ｃによって主として構成されてい
る。外殻部２６ａは、幅方向の断面視において略Ｃ字状の湾曲板状をなしており、比較的
硬度が高い材料によって形成されている。また、外殻部２６ａの長さ方向（前後方向）中
間部分の外面には、突起２６ｄが設けられている。この突起２６ｄは、ガイド部材２４ｃ
の切り欠き部２４ｄの幅よりも若干短い幅とされており、その頭部において幅が拡大され
ている。このような突起２６ｄは、切り欠き部２４ｄを貫通しており、その頭によって抜
け止めがされた状態で、切り欠き部２４ｄに係合されている。従って、保持部分２６は、
突起２６ｄが切り欠き部２４ｄ内で移動することが可能な範囲内で、湾曲の円周方向へ移
動することが可能である。
【００６９】
また、外殻部２６ａの内面の略全面に亘って、空気袋２６ｂが設けられている。また、こ
の空気袋２６ｂの表面には、複数の空気袋２６ｃが設けられている。かかる空気袋２６ｂ
，２６ｃは、夫々ポンプ、電磁弁等からなる、座部１７又は背凭れ部１８に設けられた給
排気装置（図示せず）にエアホース（図示せず）によって接続されており、給排気装置の
動作によって膨張・収縮することが可能となっている。また、空気袋２６ｂと空気袋２６
ｃとは夫々独立に膨張・収縮するように構成されている。このような構成により、空気袋
２６ｃが膨張・収縮することによって、被施療者の上腕部に圧迫刺激を与えたり、それを
解放することができ、空気袋２６ｂが膨張・収縮することによって、空気袋２６ｃによる
刺激の強さを調節することができる。
【００７０】
また、外殻部２６ａの後端部分の外面の一箇所には、可撓性を有する連結部材２７の一端
が接続されている。この連結部材２７は、ホース状のフレキシブルアーム等によって構成
され、その内部に前記空気袋２６ｂ，２６ｃに連通するエアホース及び各種制御用の信号
線等が配されている。また、連結部材２７の他端は、背凭れ部１８のカバー部１８ａの外
面であって、マッサージ機２２に着座した被施療者の肩に相当する箇所に取り付けられて
いる。
【００７１】
本実施の形態３に係るマッサージ機２２のその他の構成は、実施の形態２に係るマッサー
ジ機１６の構成と同様であるので、同符号を付し、その説明を省略する。
【００７２】
以上の如き構成により、背凭れ部１８を後方へ傾倒させた場合には、連結部材２７によっ
て保持部分２６が後方へ引っ張られ、これによって保持部分２６がガイドレール２５に沿
って後方へ移動することとなる。よって、背凭れ部１８が後方へ傾倒された場合に、保持
部分２６が被施療者の腕部とともに後方へ移動することとなり、背凭れ部１８の傾倒後に
も、腕置きとしての役割を十分に発揮することができる。
【００７３】
また、保持部分２６が被施療者の腕部を中心として回動可能であるので、腕部の施療部位
を被施療者の嗜好に合わせて調節することもできる。
【００７４】
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（実施の形態４）
図９は、本発明の実施の形態４に係るマッサージ機の構成を示す斜視図である。図９に示
す如く、本実施の形態４に係るマッサージ機２８は、被施療者の上腕を保持するための第
１保持部分２９と、被施療者の前腕を保持するための第２保持部分３０とを有する保持部
３１を備えている。第１保持部分２９の前端部分と、第２保持部分３０の後端部分とは、
可撓性を有する連結部材３１ａによって連結されている。また、第１保持部分２９の後端
部分と、背凭れ部１８のカバー部１８ａの一箇所とは、可撓性を有する連結部材３１ｂに
よって連結されている。なお、連結部材３１ａ，３１ｂの構成は、実施の形態３で説明し
た連結部材２７の構成と同様であるので、説明を省略する。
【００７５】
また、第２保持部分３０の外面の下部には、移動部材２４ａが取り付けられている。なお
、第１保持部分２９及び第２保持部分３０のその他の構成は、実施の形態１において説明
した第１保持部分１１及び第２保持部分１２の構成と同様であるので、説明を省略する。
【００７６】
また、本実施の形態４に係るマッサージ機２８のその他の構成は、実施の形態３に係るマ
ッサージ機２２の構成と同様であるので、同符号を付し、その説明を省略する。
【００７７】
以上の如き構成により、本実施の形態４に係るマッサージ機２８では、第１保持部分２９
と第２保持部分３０とが連結部材３１ａによって連結されているため、第１保持部分２９
と第２保持部分３０との間を、如何なる方向へでも屈曲させることができる。また、第１
保持部分２９と背凭れ部１８とが連結部材３１ｂによって連結されているため、背凭れ部
１８に対して、第１保持部材を所定の範囲内で如何なる位置へでも移動させることができ
る。また、凭れ部１８が後方へ傾倒された場合に、連結部材３１ｂによって第１保持部分
２９が後方へ引っ張られ、また連結部材３１ａによって第２保持部分３０が後方へ引っ張
られて、第２保持部分３０がガイドレール２５に沿って後方へ移動することとなる。よっ
て、背凭れ部１８が後方へ傾倒された場合に、第１保持部分２９と第２保持部分３０との
間の角度が変化しつつ、第１保持部分２９が被施療者の上腕とともに、第２保持部分３０
が被施療者の前腕とともに、後方へ移動することとなり、背凭れ部１８の傾倒後にも、保
持部３１が腕置きとしての役割を十分に発揮することができる。
【００７８】
また、本実施の形態４に係るマッサージ機２８では、第１保持部分２９が、連結部材３１
ａ，３１ｂによって、第２保持部分３０及び背凭れ部１８に夫々連結されているので、横
方向にも移動することができる。従って、被施療者の体格に合わせて、第１保持部分２９
が横方向へ移動することとなり、より一層被施療者に自然な姿勢をとらせることができる
。
【００７９】
（実施の形態５）
図１０は、本発明の実施の形態５に係るマッサージ機の要部の構成を示す拡大斜視図であ
る。本実施の形態５に係るマッサージ機は、図１０に示す如き保持部３２を備えている。
保持部３２は、２つの保持部分３３，３４を備えている。保持部分３３，３４は、夫々幅
方向に切断したときの断面視において略Ｃ字状の略半円筒形状をなしており、保持部分３
３が前方、保持部分３４が後方に位置するように、前後に並べて同軸的に配置されている
。保持部分３３，３４は、夫々略Ｃ字状の断面形状の湾曲板状をなす外殻部３３ａ，３４
ａと、外殻部３３ａ，３４ａの内面の略全面に亘って夫々設けられた空気袋３３ｂ，３４
ｂと、空気袋３３ｂ，３４ｂの表面に夫々複数設けられた空気袋３３ｃ，３４ｃとから主
として構成されている。なお、保持部分３３，３４の構成は、実施の形態３において説明
した保持部分２６の構成と同様であるので、説明を省略する。
【００８０】
保持部分３３，３４は、夫々第１支持部材３５によって支持されている。この第１支持部
材３５は、幅方向の断面視において略Ｃ字状の湾曲板状をなしており、その内面に保持部
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分３３，３４が夫々摺動可能に取り付けられている。更に詳しく説明すると、外殻部３３
ａの後端部分と、外殻部３３ｂの前端部分との両方に重なるように、第１支持部材３５は
設けられており、外殻部３３ａ，３４ｂは夫々独立に、第１支持部材３５の内面を前後方
向へ摺動することが可能となっている。
【００８１】
また、第１支持部材３５には、前後方向へ延びた２つの切り欠き部３５ａ，３５ｂが前後
に並設されている。前側の切り欠き部３５ａは、外殻部３３ａの表面に設けられた突起３
３ｄに係合しており、後側の切り欠き部３５ｂは、外殻部３４ａの表面に設けられた突起
３４ｄに係合している。これによって、保持部分３３は、突起３３ｄが切り欠き部３５ａ
内で移動可能な範囲において、第１支持部材３５に対して前後方向へ移動することが可能
であり、保持部分３４は、突起３４ｄが切り欠き部３５ｂ内で移動可能な範囲において、
第１支持部材３５に対して前後方向へ移動することが可能である。
【００８２】
このような第１支持部材３５は、第２支持部材３６に支持されている。第２支持部材３６
は、幅方向の断面視において略Ｃ字状の湾曲板状をなしており、その内面に第１支持部材
３５の外面が接するように、第１支持部材３５を支持している。また、第２支持部材３６
には、円弧の円周方向へ延びた２つの切り欠き部３６ａが設けられており、これらの切り
欠き部３６ａ夫々に、第１支持部材３５の外面に設けられた２つの突起３５ｃが係合して
いる。これによって、第１支持部材３５は、突起３５ｃが切り欠き部３６ａ内で移動可能
な範囲において、第２支持部材３６に対して円周方向へ移動することが可能である。
【００８３】
また、第２支持部材３６の外面には、移動部材２４ａが取り付けられている。本実施の形
態５に係る移動部材２４ａは、複数のリブによって補強されている。なお、本実施の形態
５に係るマッサージ機のその他の構成は、実施の形態３に係るマッサージ機２２の構成と
同様であるので、同符号を付し、その説明を省略する。
【００８４】
以上の如き構成により、本実施の形態５に係るマッサージ機では、保持部分３３，３４を
第１支持部材３５夫々前後方向へ移動することにより、被施療者の腕部の長さに合わせて
、保持部３２の長さを調節することができる。
【００８５】
また、第１支持部材３５を円周方向へ移動させることにより、これと保持部分３３，３４
が一体的に円周方向へ移動することとなり、空気袋３３ｃ，３４ｃによる施療位置を調節
することができる。
【００８６】
（実施の形態６）
図１１は、本発明の実施の形態６に係るマッサージ機の要部の構成を示す拡大斜視図であ
る。本実施の形態６に係るマッサージ機は、図１１に示す如き保持部３７を備えている。
保持部３７は、幅方向の断面視において略Ｃ字状の略半円筒形状をなす保持部分３８と、
この保持部分３８より小さい半径の略半円筒形状をなす保持部分３９とを有している。保
持部分３８の先端部は、保持部分３９の後端部に重なった状態とされており、図示しない
係合構造によって保持部分３８と保持部分３９とが相対的に前後方向へ移動可能な状態で
係合されている。
【００８７】
また、保持部分３８は、幅方向の断面視において略Ｃ字状の略半円筒形状をなす外殻部３
８ａと、空気袋３８ｂ，３８ｃとを備えている。外殻部３８ａの内面の内、保持部分３９
の移動によって保持部分３９と重なりうる範囲を除いた部分の略全体に亘って、空気袋３
８ｂが設けられており、この空気袋３８ｂの表面の数箇所に、複数の空気袋３８ｃが設け
られている。
【００８８】
一方、保持部分３９は、略半円筒形状の外殻部３９ａと、空気袋３９ｂ，３９ｃとを備え



(13) JP 4056285 B2 2008.3.5

10

20

30

40

50

ている。外殻部３９ａの内面の略全体に亘って、空気袋３９ｂが設けられており、この空
気袋３９ｂの表面の数箇所に、複数の空気袋３９ｃが設けられている。
【００８９】
また、外殻部３８ａの後端の一箇所には、可撓性を有する連結部材４０の一端が接続され
ている。この連結部材４０の他端は、図示しない背凭れ部に接続されている。また、外殻
部３９ａの下部には、連結部材４１の一端が接続されている。この連結部材４１の他端は
、図示しない座部に接続されている。このような連結部材４０，４１の構成は、実施の形
態３で説明した連結部材２７の構成と同様であるので、説明を省略する。
【００９０】
なお、本実施の形態６に係るマッサージ機のその他の構成は、実施の形態３に係るマッサ
ージ機２２からガイドレール２５を取り除いたもの同様の構成であるので、同符号を付し
、その説明を省略する。
【００９１】
以上の如き構成により、本実施の形態６に係るマッサージ機では、保持部分３８と保持部
分３９とが相対的に長手方向へ移動することが可能であるので、被施療者の体格に合わせ
て、保持部３７の長さを調節することができる。
【００９２】
また、保持部３７が、連結部材４０，４１によって背凭れ部及び座部に連結されているの
で、所定の範囲で保持部３７を如何なる方向へでも移動することができ、被施療者の体格
に合わせて、保持部３７の位置の調整を行うことができる。
【００９３】
なお、本実施の形態６においては、連結部材４１が可撓性を有している構成について述べ
たが、これに限定されるものではなく、例えば、連結部材４１を棒状部材によって構成し
、その上端を外殻部３９ａの下部に取り付け、その下端をユニバーサルジョイントを介し
て座部に接続する構成としてもよい。
【００９４】
また、この場合、連結部材４１を、例えばネジ構造等の公知の伸縮構造を利用することに
より、伸縮自在に構成することが好ましい。これにより、被施療者の体格に合わせて保持
部３７の位置（高さ）を調節することができる。
【００９５】
（実施の形態７）
図１２は、本発明の実施の形態７に係るマッサージ機の構成を示す斜視図である。本実施
の形態７に係るマッサージ機４２は、被施療者の右腕用の第２保持部分１２の先端に、操
作パネル４３が設けられている。この操作パネル４３には、図示しない複数の操作ボタン
が設けられており、被施療者がこれらを押圧することによりマッサージ機に対して各種の
動作指示を行うことができるようになっている。
【００９６】
なお、本実施の形態７に係るマッサージ機４２のその他の構成は、実施の形態２に係るマ
ッサージ機１６の構成と同様であるので、同符号を付し、その説明を省略する。
【００９７】
以上の如き構成により、右腕用の第２保持部分１２と一体的に操作パネル４３が移動する
こととなるので、背凭れ部１８を傾倒させた場合であっても、被施療者の手元から操作パ
ネル４３が離れることがなく、被施療者がマッサージ機４２の操作を行いやすい。
【００９８】
図１３は、本発明に係るマッサージ機の保持部の形状を説明する模式的断面図である。以
上で説明した実施の形態１～７においては、被施療者の腕部を保持する保持部を、図１３
（ａ）で示すような、幅方向に切断したときの断面視において略Ｃ字状の半円筒形状をな
しているものとしたが、これに限定されるものではなく、図１３（ｂ）～（ｅ）に夫々示
すような形状としてもよい。
【００９９】



(14) JP 4056285 B2 2008.3.5

10

20

30

40

50

図１３（ｂ）は、保持部の形状を、幅方向の断面視において略Ｌ字状とした場合について
説明する断面図である。図１３（ｃ）は、保持部の形状を、幅方向の断面視において所定
角度だけ傾斜させた略チャネル状とした場合について説明する断面図である。図１３（ｄ
）は、保持部の形状が幅方向の断面視において略Ｌ字状となっており、しかも保持部がそ
の角部において屈曲されることが可能な構成について説明する断面図である。また、図１
３（ｅ）は、保持部の形状を、幅方向の断面視において上方が開口する略チャネル状とし
た場合について説明する断面図である。
【０１００】
また、図１３（ａ）～（ｅ）で示すように、夫々の保持部をガイドレール等によって左右
方向へ移動することが可能に構成してもよい。
【０１０１】
（実施の形態８）
図１４は、本発明の実施の形態８に係るマッサージ機の要部の構成を示す拡大斜視図であ
る。本実施の形態８に係るマッサージ機は、図１４に示す如き保持部４４を備えている。
保持部４４は、例えば略長方形の袋状の布製のカバー４４ａの内部に、複数の空気袋（図
示せず）が設けられて構成されている。このカバー４４ａの両側縁部には、互いに係合可
能なファスナ４４ｂの２つの歯状部材が夫々取り付けられている。従って、ファスナ４４
ｂを閉じた場合には、保持部４４は筒状となり、ファスナ４４ｂを開ききった場合には、
保持部４４は略長方形状に展開されることとなる。
【０１０２】
また、保持部４４は、肘掛け部に、前後方向へ移動自在に取り付けられていてもよい。更
に、保持部４４は、図示しない背凭れ部にその一端（被施療者の上腕の肩近傍部に対応す
る箇所）が連結されていてもよい。
【０１０３】
なお、以上で説明した実施の形態１～８に係るマッサージ機においては、左腕用の保持部
の空気袋と、右腕用の保持部の空気袋とを夫々独立に駆動する構成とすることが望ましい
。一般的に、同時に施療する箇所が少ないほど、マッサージ効果は高まると考えられてい
る。これは、多くの箇所を同時に施療するよりも、少ない箇所を同時に施療する方が、施
療箇所に対して加わっている刺激に被施療者の意識が集中しやすいためである。従って、
被施療者の腕部を片腕毎に施療することにより、両腕を同時に施療する場合に比して、マ
ッサージ効果を高めることが期待できる。また、被施療者の腕部を片腕毎に施療すること
によって、施療されていない腕でマッサージ機の操作を行うこともできる。
【０１０４】
【発明の効果】
以上詳述した如く、本発明に係るマッサージ機によれば、施療部によって被施療者の腕部
を施療することが可能であり、また、背凭れ部を傾倒させた場合にも、施療部によって被
施療者の腕部の殆ど同一の部位を、傾倒前後において施療することが可能となる。
【０１０５】
また、被施療者の腕部の略全体を施療することが可能となる等、本発明は優れた効果を奏
する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１に係るマッサージ機の構成を示す斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係るマッサージ機が備える保持部の構成を示す斜視図で
ある。
【図３】第１保持部分の背凭れ部に対する取り付け構造を示す拡大斜視図である。
【図４】背凭れ部に対する第１保持部分の取付構造を示す断面図である。
【図５】第１保持部分を幅方向へ切断したときの断面図である。
【図６】本発明の実施の形態２に係るマッサージ機の構成を示す斜視図である。
【図７】本発明の実施の形態３に係るマッサージ機の構成を示す斜視図である。
【図８】本発明の実施の形態３に係る肘掛け部及び保持部を幅方向へ切断したときの断面
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図である。
【図９】本発明の実施の形態４に係るマッサージ機の構成を示す斜視図である。
【図１０】本発明の実施の形態５に係るマッサージ機の要部の構成を示す拡大斜視図であ
る。
【図１１】本発明の実施の形態６に係るマッサージ機の要部の構成を示す拡大斜視図であ
る。
【図１２】本発明の実施の形態７に係るマッサージ機の構成を示す斜視図である。
【図１３】本発明に係るマッサージ機の保持部の形状を説明する模式的断面図である。
【図１４】本発明の実施の形態８に係るマッサージ機の要部の構成を示す拡大斜視図であ
る。
【図１５】従来のマッサージ機の構成の一例を示す斜視図である。
【符号の説明】
１　マッサージ機
５　座部
６　背凭れ部
７　フットレスト
８　マッサージ機構
９　ガイドレール
１０　保持部
１１　第１保持部分
１１ａ　外殻部
１１ｂ　空気袋
１１ｃ　空気袋
１２　第２保持部分
１２ａ　係合部
１３ａ　回転金具
１３ｂ　ローラ
１４　ガイドレール
１５　振動装置
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