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(57)【要約】
【課題】マッサージ効果を維持しつつ使用者の身体が本
体ケースと接触することを抑制可能なエアマッサージ機
を提供する。
【解決手段】第１エアバッグ２３，２４には、エア給排
装置による空気の給排気が行われて膨縮動作可能な膨縮
部２３ａ，２４ａと、エア給排装置による空気の給排気
が不能な非膨縮部２３ｂ，２４ｂとに区切るべく、第１
エアバッグ２３，２４の内部空間を区切る区切り部３２
が備えられる。第１エアバッグ２３，２４の膨縮部２３
ａ，２４ａには、押圧部位Ｘの変位を増大させるべくそ
の周囲に蛇腹部３５が設けられるものであり、非膨縮部
２３ｂ，２４ｂにおいても同様の蛇腹部３５が設けられ
る。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エア給排装置による空気の給排気によって膨縮動作可能なエアバッグを本体ケースの外
表面に備え、
　前記エアバッグを膨縮動作させて使用者にマッサージを行うエアマッサージ機であって
、
　前記エアバッグは、前記エア給排装置による空気の給排気が行われて膨縮動作可能な膨
縮部と、前記エア給排装置による空気の給排気が不能な非膨縮部とに区切るべく、前記エ
アバッグの内部空間を区切る区切り部を備えたことを特徴とするエアマッサージ機。
【請求項２】
　請求項１に記載のエアマッサージ機において、
　前記エアバッグは、前記膨縮部及び非膨縮部が区切られた第１エアバッグとして構成さ
れ、その第１エアバッグに加えて膨縮部を備えた第２エアバッグが用いられ、
　前記第１エアバッグの非膨縮部に前記第２エアバッグの膨縮部が重ねて配置されたこと
を特徴とするエアマッサージ機。
【請求項３】
　請求項２に記載のエアマッサージ機において、
　前記第２エアバッグは、前記第１エアバッグよりも前記使用者側に配置されたことを特
徴とするマッサージ機。
【請求項４】
　請求項２又は３に記載のエアマッサージ機において、
　前記第１エアバッグの膨縮部には、押圧部位の変位を増大させるべくその周囲に蛇腹部
が設けられるものであり、前記非膨縮部においても同様の蛇腹部が設けられたことを特徴
とするマッサージ機。
【請求項５】
　使用者が着座可能な座部の前部にオットマンが設けられ、該オットマンには、請求項１
～４のいずれか一項に記載のエアマッサージ機が備えられて構成されることを特徴とする
マッサージ椅子。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、膨縮動作可能なエアバッグを有するエアマッサージ機及びそのエアマッサー
ジ機を備えたマッサージ椅子に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、膨縮動作可能なエアバッグにて使用者の施療部位に対し、マッサージを行うエア
マッサージ機が広く知られている。
　例えば、特許文献１のエアマッサージ機は、座部の前部に使用者の脚部をのせることが
できるオットマンに脚部用のエアマッサージ機が備えられている。この脚部用のマッサー
ジ機は、本体ケースに使用者の脚部を配置可能に形成される左右一対の収容溝部の外表面
側で、使用者の脚部を左右方向から挟み込むことが可能なエアバッグが設けられている。
そして、そのエアバッグを膨縮動作させることで、使用者の脚部を押圧してマッサージを
行うものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－９５８６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　ところで、特許文献１のエアマッサージ機において、例えば本体ケースが硬質の成型品
（例えばポリプロピレン）からなる場合、使用者の脚部と本体ケースの収容溝部（側壁）
の外表面とが接触すると痛みを伴ってしまうため、使用者の脚部と本体ケースの収容溝と
が接触しないようにエアバッグを配置することが望ましい。その解決手段として、例えば
大きい（大容量の）エアバッグを用いることが考えられるが、そうするとマッサージを行
う際に最も押圧力の高い部分（押圧部位）が狙った位置（例えば脹脛部のみ等）からずれ
てしまい好適なマッサージを行うことが難しかった。
【０００５】
　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、マッサージ
効果を維持しつつ使用者の身体が本体ケースと接触することを抑制可能なエアマッサージ
機及びマッサージ椅子を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、エア給排装置による空気の給排
気によって膨縮動作可能なエアバッグを本体ケースの外表面に備え、前記エアバッグを膨
縮動作させて使用者にマッサージを行うエアマッサージ機であって、前記エアバッグは、
前記エア給排装置による空気の給排気が行われて膨縮動作可能な膨縮部と、前記エア給排
装置による空気の給排気が不能な非膨縮部とに区切るべく、前記エアバッグの内部空間を
区切る区切り部を備えたことをその要旨とする。
【０００７】
　この発明では、エアバッグには、エア給排装置による空気の給排気が行われて膨縮動作
可能な膨縮部と、エア給排装置による空気の給排気が不能な非膨縮部とに区切るべく、エ
アバッグの内部空間を区切る区切り部が備えられる。これにより、エアバッグの膨縮部に
よって狙った位置のマッサージを行いつつ、例えば本体ケースの外表面を非膨縮部にて覆
うことが可能となるため、膨縮部によってマッサージ効果を維持しつつ、膨縮部及び非膨
縮部にて使用者の身体が本体ケースと接触することを抑えることも可能となる。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のエアマッサージ機において、前記エアバッ
グは、前記膨縮部及び非膨縮部が区切られた第１エアバッグとして構成され、その第１エ
アバッグに加えて膨縮部を備えた第２エアバッグが用いられ、前記第１エアバッグの非膨
縮部に前記第２エアバッグの膨縮部が重ねて配置されたことをその要旨とする。
【０００９】
　この発明では、エアバッグは、膨縮部及び非膨縮部が区切られた第１エアバッグとして
構成され、その第１エアバッグに加えて膨縮部を備えた第２エアバッグが用いられ、第１
エアバッグの非膨縮部に第２エアバッグの膨縮部が重ねて配置される。これにより、第１
エアバッグの非膨縮部がスペーサの役割となり、第２エアバッグによる使用者の身体（脚
部）の押圧力を大きくすることができる。また、所定押圧力になると第１エアバッグの非
膨縮部が変形するため、使用者に対して過度の押圧力を与えることが抑制される。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載のエアマッサージ機において、前記第２エア
バッグは、前記第１エアバッグよりも前記使用者側に配置されたことをその要旨とする。
　この発明では、第２エアバッグは、第１エアバッグよりも使用者側に配置される。この
ように、第２エアバッグが第１エアバッグよりも使用者側に配置されることで、第２エア
バッグの膨縮部による膨縮動作にて第１エアバッグが押し出されることが抑制されるため
、第１エアバッグの膨縮部の膨縮動作によるマッサージに影響を与えることが抑えられる
。
【００１１】
　請求項４に記載の発明は、請求項２又は３に記載のエアマッサージ機において、前記第
１エアバッグの膨縮部には、押圧部位の変位を増大させるべくその周囲に蛇腹部が設けら
れるものであり、前記非膨縮部においても同様の蛇腹部が設けられたことをその要旨とす
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る。
【００１２】
　この発明では、第１エアバッグの膨縮部には、押圧部位の変位を増大させるべくその周
囲に蛇腹部が設けられるものであり、非膨縮部においても同様の蛇腹部が設けられる。つ
まり、非膨縮部を膨縮部同様に蛇腹形状の蛇腹部を設けることで、断面係数が大きくなり
、非膨縮部を変形しにくい構成とすることができ、非膨縮部をより好適なスペーサとして
使用することができる。
【００１３】
　請求項５に記載の発明は、使用者が着座可能な座部の前部にオットマンが設けられ、該
オットマンには、請求項１～４のいずれか一項に記載のエアマッサージ機が備えられて構
成されることをその要旨とする。
【００１４】
　この発明では、使用者が着座可能な座部の前部にオットマンが設けられ、該オットマン
には、請求項１～４のいずれか一項に記載のエアマッサージ機が備えられて構成されるた
め、請求項１～４の効果と同様の効果を奏することができるマッサージ椅子を提供するこ
とができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、マッサージ効果を維持しつつ使用者の身体が本体ケースと接触するこ
とを抑制可能なエアマッサージ機及びマッサージ椅子を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】マッサージ椅子の概略構成図である。
【図２】エアマッサージ機を備えたオットマンの斜視図である。
【図３】エアマッサージ機を備えたオットマンの正面図である。
【図４】膨縮部及び非膨縮部について説明するための説明図である。
【図５】膨縮部及び非膨縮部について説明するための説明図である。
【図６】エアマッサージ機を備えたオットマンの斜視図である。
【図７】エアマッサージ機を備えたオットマンの正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　（第１実施形態）
　以下、本発明を具体化した第１実施形態を図面に従って説明する。
　図１は、本実施形態のエアマッサージ機を備えたマッサージ椅子の概略構成を示す。図
１に示すように、マッサージ椅子１０の脚部１１は図示しない床面に載置されるとともに
、その脚部１１の上部には使用者が着座可能な座部１２が固定されている。その座部１２
の後側には、使用者が背中をもたれ掛けさせるための背もたれ部１３が傾動可能に設けら
れるとともに、座部１２の前側には使用者の脚を載せることができるオットマン１４が傾
動可能に設けられている。また、使用者の腕を置くための肘掛け部１５が背もたれ部１３
から座部１２の両側前方にかけて設けられている。
【００１８】
　背もたれ部１３は、前面が開口された硬質樹脂材料からなる図示しない本体ケース内に
、背もたれ部１３の上下方向に沿って図示しないガイドレールが設けられ、このガイドレ
ールに沿って上下方向にマッサージ機構１６が組み付けられている。このマッサージ機構
１６には、図示しない各種駆動モータが備えられており、これら各種駆動モータの駆動に
よってマッサージ機構１６の上下動や、該マッサージ機構１６に備えられる一対の施療子
１６ａによる所定の施療動作が行われるようになっている。
【００１９】
　オットマン１４は、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
側オットマン１４ａと、使用者の足部を載せて支持する足部側オットマン１４ｂとで構成
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され、脚部側オットマン１４ａが前記座部１２の前部に傾動可能に設けられ、脚部側オッ
トマン１４ａの前部に前記足部側オットマン１４ｂが傾動可能に設けられている。尚、こ
れらオットマン１４ａ，１４ｂは、例えばポリプロピレン等の硬質な成型品からなる本体
ケース１７を図示しないカバーで覆われて構成されている。
【００２０】
　また、本実施形態のマッサージ椅子１０の脚部側オットマン１４ａには、空気を利用し
て使用者に対して施療を行うエアマッサージ機２０としての機能が備えられている。エア
マッサージ機２０は、図１又は図２に示すように、椅子型のマッサージ椅子１０の脚部１
１内に設けられたエア給排装置２１と、このエア給排装置２１と図示しない給排気ホース
により接続されるとともにマッサージ椅子１０の脚部側オットマン１４ａの本体ケース１
７に配置される第１エアバッグ２３，２４とから構成されている。
【００２１】
　エアマッサージ機２０を構成する第１エアバッグ２３，２４は、図２に示すように、脚
部側オットマン１４ａの本体ケース１７に形成される左右一対の収容溝部２５に沿って、
設けられ、使用者の脚部（脹脛部）を左右方向から挟み込むことが可能となっている。
【００２２】
　第１エアバッグ２３，２４は、図２～図４に示すように給排気ホースと接続される接続
口３０と、その接続口３０から流入及び流出する空気を通す流路３１とを備え、前記エア
給排装置２１からの空気を前記接続口３０及び流路３１を介し、第１エアバッグ２３，２
４のそれぞれに設けられる膨縮動作可能な膨縮部２３ａ，２４ａまで供給されるようにな
っている。
【００２３】
　また第１エアバッグ２３，２４には、その内部空間を区切ってエア給排装置２１からの
空気の給排気によって膨縮動作可能な前記膨縮部２３ａ，２４ａと、エア給排装置２１か
らの空気の給排気が不能とされて膨縮動作不能な非膨縮部２３ｂ，２４ｂとなるように区
切る区切り部３２が設けられている。尚、第１エアバッグ２３，２４の膨縮部２３ａ，２
４ａ及び非膨縮部２３ｂ，２４ｂは本体ケース１７の外表面（側壁）１７ａに配置されて
いる。
【００２４】
　第１エアバッグ２３，２４の膨縮部２３ａ，２４ａには、使用者の脚部を押圧する押圧
部位Ｘの変位を増大させるべくその周囲に蛇腹部３５が設けられる。また、第１エアバッ
グ２３，２４の非膨縮部２３ｂ，２４ｂにも、同様にその表面に蛇腹形状の蛇腹部３５が
設けられている。この蛇腹部３５は、図５に示すようにエアバッグ２３，２４の膨縮部２
３ａ，２４ａ及び非膨縮部２３ｂ，２４ｂの前面３６及び後面３７の両面に設けられてい
る。また、前面３６及び後面３７に設けられる蛇腹部３５は、前面３６側の凹部３６ａ及
び凸部３６ｂと、後面３７側の凹部３７ａ及び凸部３７ｂとで構成されており、それぞれ
の凹部３６ａ，３７ａとそれぞれの凸部３６ｂ，３７ｂとが交互に配置されるようになっ
ている。また、蛇腹部３５は、前面３６側の凹部３６ａの位置の後面３７側が後面３７側
の凸部３７ｂが位置するように、前面３６側の凸部３６ｂの位置の後面３７側が後面３７
側の凹部３７ａが位置するように形成されている。そのため、エアバッグ２３，２４成形
段階において前面３６側の凹部３６ａ及び凸部３６ｂが後面３７側の凸部３７ｂ及び凹部
３７ａと当接しにくくなっており、成形段階における成形ミスを抑えることができる。
【００２５】
　尚、第１エアバッグ２３，２４は、その膨縮部２３ａ，２４ａ、非膨縮部２３ｂ，２４
ｂ及び蛇腹部３５が所謂ブロー成形（袋状に膨らませつつ成形型にて成形）にて一体的に
構成されているため、膨縮部２３ａ，２４ａ、非膨縮部２３ｂ，２４ｂ及び蛇腹部３５を
別工程で成形するといった工程数の増加を抑えることができ、加工コストも抑えられてい
る。
【００２６】
　上記の構成にて、エアマッサージ機２０は、エア給排装置２１からの空気の給排により



(6) JP 2010-172478 A 2010.8.12

10

20

30

40

50

エアバッグ２３，２４の膨縮部２３ａ，２４ａを膨縮動作させ、マッサージ椅子１０に着
座した使用者の脚部（脹脛部）等を挟み込んで押圧してマッサージを施すようになってい
る。
【００２７】
　また、エアマッサージ機２０を構成するエアバッグ２３，２４には、その内部空間が区
切られて膨縮部２３ａ，２４ａ及び非膨縮部２３ｂ，２４ｂとなるように区切り部３２が
設けられている。そして膨縮部２３ａ，２４ａ及び非膨縮部２３ｂ，２４ｂにてエアマッ
サージ機２０を構成するオットマン１４ａの本体ケース１７の外表面１７ａが覆うととも
に、膨縮部２３ａ，２４ａが膨縮動作される。そのため、膨縮部２３ａ，２４ａの膨縮動
作にて使用者の身体（脚部）の狙った位置である脹脛部をマッサージして従来の装置と同
様のマッサージ効果を維持しつつ、膨縮部２３ａ，２４ａ及び非膨縮部２３ｂ，２４ｂに
て使用者の脚部（身体）と本体ケース１７とが接触することが抑制されている。また、第
１エアバッグ２３，２４の膨縮部２３ａ，２４ａの表面（前面３６及び後面３７）に蛇腹
部３５を形成したため、エア給排装置２１による空気供給時に、オットマン１４の幅方向
に膨張しやすくなり、好適に使用者の脚部を押圧することが可能となる。
【００２８】
　また、非膨縮部２３ｂ、２４ｂには、膨縮部２３ａ，２４ａ同様に蛇腹形状の蛇腹部３
５が設けられることで、断面係数が大きくなり、非膨縮部２３ｂ，２４ｂを変形しにくい
構成とすることができ、非膨縮部２３ｂ，２４ｂをより好適なスペーサとして使用するこ
とができる。
【００２９】
　次に、本実施形態の特徴的な作用効果を記載する。
　（１）エアバッグ２３，２４には、エア給排装置２１による空気の給排気が行われて膨
縮動作可能な膨縮部２３ａ，２４ａと、エア給排装置２１による空気の給排気が不能な非
膨縮部２３ｂ，２４ｂとに区切るべく、エアバッグ２３，２４の内部空間を区切る区切り
部３２が備えられる。これにより、エアバッグ２３，２４の膨縮部２３ａ，２４ａによっ
て狙った位置のマッサージを行いつつ、例えば本体ケース１７の外表面１７ａを非膨縮部
２３ｂ，２４ｂにて覆うことが可能となるため、膨縮部２３ａ，２４ａによってマッサー
ジ効果を維持しつつ、膨縮部２３ａ，２４ａ及び非膨縮部２３ｂ，２４ｂにて使用者の身
体が本体ケース１７と接触することを抑えることも可能となる。
【００３０】
　（２）エアバッグ２３，２４の押圧部位Ｘの周囲に蛇腹部３５を設けたことで、押圧部
位Ｘが膨張しやすくなり、使用者の脚部を挟み込んで押圧し、効果的なマッサージを施す
ことができる。
【００３１】
　（３）第１エアバッグ２３，２４の膨縮部２３ａ，２４ａには、押圧部位Ｘの変位を増
大させるべくその周囲に蛇腹部３５が設けられるものであり、非膨縮部２３ｂ，２４ｂに
おいても同様の蛇腹部３５が設けられる。つまり、非膨縮部２３ｂ，２４ｂを膨縮部２３
ａ，２４ａ同様に蛇腹形状の蛇腹部３５を設けることで、断面係数が大きくなり、非膨縮
部２３ｂ，２４ｂを変形しにくい構成とすることができ、非膨縮部２３ｂ，２４ｂをより
好適なスペーサとして使用することができる。
【００３２】
　（第２実施形態）
　以下、本発明を具体化した第２実施形態を図６，図７に従って説明する。尚、第１実施
形態と同じ部材については同じ符号を付して図面及び説明の全て又は一部を割愛する。
【００３３】
　図１に本実施形態のマッサージ椅子１０の第１エアバッグ２３，２４の内側（マッサー
ジ時において使用者の脚部側）には、図６及び図７に示すように、第１エアバッグ２３，
２４に沿って第２エアバッグ４０，４１が設けられている。この第２エアバッグ４０，４
１は、前記エア給排装置２１と図示しない給排気ホースによって接続される接続口４２と
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、その接続口４２から流入及び流出する空気を通す流路４３とを備え、第２エアバッグ４
０，４１のそれぞれに設けられる膨縮動作可能な膨縮部４０ａ，４１ａまで供給されるよ
うになっている。
【００３４】
　また、第２エアバッグ４０，４１の膨縮部４０ａ，４１ａには第１エアバッグ２３，２
４同様にその表面（前面４４及び後面４５）に蛇腹形状の蛇腹部４６（図６中、第２エア
バッグ４０，４１のそれぞれに１つずつ図示）が設けられている。
【００３５】
　上記のように構成されたエアマッサージ機２０は、エア給排装置２１からの空気の給排
により第１エアバッグ２３，２４の膨縮部２３ａ，２４ａと、第２エアバッグ４０，４１
の膨縮部４０ａ，４１ａを膨縮動作させ、マッサージ椅子１０に着座した使用者の脚部（
脹脛部）等を挟み込んで押圧してマッサージを施すようになっている。尚、第２エアバッ
グ４０，４１の膨縮部４０ａ，４１ａには、第１エアバッグ２３，２４の膨縮部２３ａ，
２４ａと同様に押圧部位Ｘの周囲に、押圧部位Ｘの変位を大きくするべく蛇腹部３５が形
成されている。
【００３６】
　また、エアバッグ２３，２４，４０，４１は、膨縮部２３ａ，２４ａ及び非膨縮部２３
ｂ，２４ｂを備えた第１エアバッグ２３，２４と、膨縮部４０ａ，４１ａを備えた第２エ
アバッグ４０，４１とで構成され、第１エアバッグ２３，２４の非膨縮部２３ｂ，２４ｂ
に第２エアバッグ４０，４１の膨縮部４０ａ，４１ａが重ねて配置されている。そのため
、第１エアバッグ２３，２４の非膨縮部２３ｂ，２４ｂがスペーサの役割となり、第２エ
アバッグ４０，４１による使用者の身体（脚部）の押圧力を大きくすることができる。ま
た、所定押圧力になると第１エアバッグ２３，２４の非膨縮部２３ｂ，２４ｂが変形する
ため、使用者に対して過度の押圧力を与えることが抑制される。
【００３７】
　また、第２エアバッグ４０，４１は、第１エアバッグ２３，２４よりも使用者側（収容
溝部）に配置されている。このため、第２エアバッグ４０，４１が第１エアバッグよりも
使用者側に配置されることで、第２エアバッグ４０，４１の膨縮部４０ａ，４１ａによる
膨縮動作にて第１エアバッグ２３，２４が押し出されることが抑制されるため、第１エア
バッグ２３，２４の膨縮部２３ａ，２４ａの膨縮動作によるマッサージに影響を与えるこ
とが抑えられる。
【００３８】
　また、エアバッグの非膨縮部２３ｂ，２４ｂは、その表面（前面４４及び後面４５）が
蛇腹形状となる蛇腹部４６が形成されている。このような構成とすることで、非膨縮部２
３ｂ，２４ｂの断面係数が大きくなり、変形しにくい構成とすることができ、非膨縮部２
３ｂ，２４ｂをより好適なスペーサとして使用することができる。これにより、第２エア
バッグ４０，４１の膨縮部４０ａ，４１ａの膨縮動作を安定して行うことが可能となる。
【００３９】
　以上記述したように、本実施形態によれば、前記第１実施形態の効果に加え、以下の効
果を奏することができる。
　（１）エアバッグ２３，２４，４０，４１は、膨縮部２３ａ，２４ａ及び非膨縮部２３
ｂ，２４ｂが区切られた第１エアバッグ２３，２４として構成され、その第１エアバッグ
２３，２４に加えて膨縮部４０ａ，４１ａを備えた第２エアバッグ４０，４１が用いられ
、第１エアバッグ２３，２４の非膨縮部２３ｂ，２４ｂに第２エアバッグ４０，４１の膨
縮部４０ａ，４１ａが重ねて配置される。これにより、第１エアバッグ２３，２４の非膨
縮部２３ｂ，２４ｂがスペーサの役割となり、第２エアバッグ４０，４１による使用者の
身体（脚部）の押圧力を大きくすることができる。また、所定押圧力になると第１エアバ
ッグ２３，２４の非膨縮部２３ｂ，２４ｂが変形するため、使用者に対して過度の押圧力
を与えることが抑制される。
【００４０】
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　（２）また、第１エアバッグ２３，２４の非膨縮部２３ｂ、２４ｂには、蛇腹部３５が
形成され、その非膨縮部２３ｂ，２４ｂと第２エアバッグ４０，４１の膨縮部４０ａ，４
１ａとが重ねて配置されるため、第２エアバッグ４０，４１の膨縮部４０ａ，４１ａの膨
張時に、その膨張動作を安定して行うことが可能となる。
【００４１】
　（３）第２エアバッグ４０，４１は、第１エアバッグ２３，２４よりも使用者側（内側
）に配置される。このように、第２エアバッグ４０，４１が第１エアバッグよりも使用者
側に配置されることで、第２エアバッグ４０，４１の膨縮部４０ａ，４１ａによる膨縮動
作にて第１エアバッグ２３，２４が押し出されることが抑制されるため、第１エアバッグ
２３，２４の膨縮部２３ａ，２４ａの膨縮動作によるマッサージに影響を与えることが抑
えられる。
【００４２】
　尚、本発明の実施形態は、以下のように変更してもよい。
　・上記第１実施形態では、蛇腹部３５を前面３６側の凹部３６ａ及び凸部３６ｂと、後
面３７側の凹部３７ａ及び凸部３７ｂとで構成したが、前面３６側の凹部３６ａ及び凸部
３６ｂ、若しくは後面３７側の凹部３７ａ及び凸部３７ｂの少なくとも一方で構成しても
よい。また、第２実施形態の蛇腹部４６についても同様である。また、各エアバッグ２３
，２４，４０，４１の前面３６，４４及び後面３７，４５に蛇腹部３５，４６の数や形成
位置を任意に変更してもよく、また、第１エアバッグ２３，２４及び第２エアバッグ４０
，４１のいずれか一方のみに蛇腹部３５，４６を設ける構成や、膨縮部２３ａ，２４ａ及
び非膨縮部２３ｂ，２４ｂのいずれか一方にのみに蛇腹部３５を設ける構成、更には蛇腹
部３５，４６を省略した構成を採用してもよい。
【００４３】
　・上記第２実施形態では、第１エアバッグ２３，２４の非膨縮部２３ｂ，２４ｂの内側
に第２エアバッグ４０，４１の膨縮部４０ａ，４１ａを配置する構成としたが、これに限
らず、第２エアバッグ４０，４１の膨縮部４０ａ，４１ａの内側に第１エアバッグ２３，
２４の非膨縮部２３ｂ，２４ｂを配置する構成を採用してもよい。
【００４４】
　・上記第２実施形態では、第１エアバッグ２３，２４の内側に第２エアバッグ４０，４
１を配置する構成としたが、これに限らず、第２エアバッグ４０，４１の内側に第１エア
バッグ２３，２４を配置する構成を採用してもよい。また、第２エアバッグ４０，４１に
非膨縮部を設けてもよい。また、第２エアバッグ４０，４１を省略した構成を採用しても
よい。
【００４５】
　・上記各実施形態では、所謂ブロー成形にて第１エアバッグ２３，２４を成形したが、
その他の成形方法にて第１エアバッグ２３，２４を成形してもよい。例えば、膨縮部２３
ａ，２４ａ及び非膨縮部２３ｂ，２４ｂを別体で形成し、膨縮部２３ａ，２４ａ及び非膨
縮部２３ｂ，２４ｂを溶着して一体的に成形してもよい。また、特に言及していないが、
第２エアバッグ４０，４１は、ブロー成形やその他の成形方法を用いてよい。
【００４６】
　・上記各実施形態では、エアバッグ２３，２４，４０，４１を脚部側オットマン１４ａ
の収容溝部２５に配置する構成としたが、その他の場所に更にエアバッグを増設してもよ
い。
【００４７】
　・上記各実施形態では、背もたれ部１３にマッサージ機構１６を有したマッサージ椅子
１０に、エアバッグ２３，２４，４０，４１によるエアマッサージ機２０を設ける構成と
したが、その他のタイプのマッサージ機にエアバッグ２３，２４，４０，４１によるエア
マッサージ機２０を設ける構成を採用してもよい。また、オットマン１４単体にエアマッ
サージ機２０を設ける構成を採用してもよい。
【００４８】
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　・上記各実施形態では、マッサージ椅子１０の背もたれ部１３にマッサージ機構１６を
設けたが、マッサージ機構１６を省略した構成を採用してもよい。
　・上記各実施形態では、脚部側オットマン１４ａを傾動可能としたが、傾動不能、つま
り固定する構成であってもよい。また、足部側オットマン１４ｂを傾動可能としたが、傾
動不能、つまり固定する構成であってもよい。
【００４９】
　・上記各実施形態では、オットマン１４の収容溝部２５に配置される第１エアバッグ２
３，２４に適用したが、これ以外の位置にエアバッグを設け、そのエアバッグに、膨縮部
２３ａ，２４ａ及び非膨縮部２３ｂ，２４ｂに区切る区切り部３２を設けるといった上記
各実施形態を適用してもよい。
【００５０】
　・上記各実施形態では、肘掛け部１５を設ける構成としたが、肘掛け部１５を省略した
構成を採用してもよい。
【符号の説明】
【００５１】
　１０…マッサージ椅子、１２…座部、１４，１４ａ，１４ｂ…オットマン、１７…本体
ケース、１７ａ…外表面、２０…エアマッサージ機、２１…エア給排装置、２３，２４…
第１エアバッグ、２３ａ，２４ａ，４０ａ，４１ａ…膨縮部、２３ｂ，２４ｂ…非膨縮部
、３２…区切り部、３５，４６…蛇腹部、４０，４１…第２エアバッグ、Ｘ…押圧部位。

【図１】 【図２】
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