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(57)【要約】
【課題】　本発明は、施灸の際に簡便であり、また製造
段階において従来の合成樹脂製のように複雑な形状に成
形でき、更に艾の燃焼熱でも溶け難い間接灸用台座、及
び当該間接灸用台座を含んで構成される間接灸を提供す
ることを目的とする。
【解決手段】　筒状体１４をなし、筒状体１４が、植物
由来の素材と熱可塑性樹脂とを含んで成る複合樹脂製で
あることを特徴とする間接灸用台座１０である。また、
間接灸用台座１０と、間接灸用台座１０の上端開口１８
に挿嵌される艾成形体２２とから構成される間接灸２４
である。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筒状体をなし、
　該筒状体が、植物由来の素材と熱可塑性樹脂とを含んで成る複合樹脂製であることを特
徴とする間接灸用台座。
【請求項２】
　前記複合樹脂に占める前記植物由来の素材の配合割合が４０～７０重量％である請求項
１に記載の間接灸用台座。
【請求項３】
　前記植物由来の素材が、古紙、パルプ、木材、竹、おが屑、籾殻、そば殻、オカラ、か
ら選択される請求項１又は請求項２に記載の間接灸用台座。
【請求項４】
　前記筒状体の下端開口縁部に、該筒状体の内外を導通する切欠きが形成された請求項１
から請求項３の何れかに記載の間接灸用台座。
【請求項５】
　前記筒状体の下端開口縁部の壁厚が、該筒状体の上端開口縁部の壁厚より肉厚である請
求項１から請求項４の何れかに記載の間接灸用台座。
【請求項６】
　前記筒状体の下端開口縁部に粘着剤層を形成し、且つ該粘着剤層の表面に離型紙が貼着
された請求項１から請求項５の何れかに記載の間接灸用台座。
【請求項７】
　請求項１から請求項６の何れかに記載の間接灸用台座と、
　該間接灸用台座の上端開口に挿嵌される艾成形体と
から構成される間接灸。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、灸治に使用される間接灸に関し、特に間接灸に好適な台座に関する。
【背景技術】
【０００２】
　灸治には、図６（ａ）に示したような、紙製の筒体１０２内に艾（もぐさ）１０４を充
填した間接灸（紙筒灸）１００や、同図（ｃ）に示したような、厚紙、発泡樹脂等で形成
された台座１０６上に、薄紙で巻かれる、或いは糊で固められることによって成形された
艾１０８が取り付けられた間接灸１１０等が、広く一般に使用されている（例えば、特許
文献１及び２参照）。
【０００３】
　また、上記の艾１０８を載置するための筒体や容器として、木、紙、セラミック、合成
樹脂から成るものが多数開示されている（例えば、特許文献３～５参照。）。
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－２１１２５１号公報（第２頁、図１、２）
【特許文献２】特公平７－４９０４７号公報（第２頁、図３）
【特許文献３】特開２００３－３３４２３３号公報（請求項１、図１）
【特許文献４】特開２００２－３５５２９０号公報（第２頁、図１）
【特許文献５】実用新案登録第３１１５７８１号公報（請求項１、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、図６（ａ）に示した紙筒灸１００は、同図（ｂ）に示したように、施灸の際に
別途準備した押し棒１０１で筒体１０２内から艾１０４を押し出す必要があり、手間が掛
かる。
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【０００６】
　また、筒体１０２や特許文献３に開示された温灸器のように、艾を充填或いは載置する
ための筒体が紙や木から成る場合には、複雑な形状の筒体を成形することができず、図示
した筒体１０２のような円筒形に限定される。従って、筒体の安定性を確保するためには
、間接灸１１０のように、厚紙や発泡樹脂等で形成された台座１０６を別途形成して筒体
に取り付ける必要がある。
【０００７】
　更に、筒体を合成樹脂製とした場合、複雑な形状の筒体を成形することは可能となるが
、当該合成樹脂製の筒体内に載置された艾の燃焼熱により合成樹脂が溶けて、皮膚を火傷
する恐れがあり、また悪臭の発生という問題もある。更に、使用後の筒体の処分も問題と
なる。また、合成樹脂が溶けるのを防止するため、例えば、艾における筒体に接する箇所
に断熱材を巻く、或いは筒体内部における艾が載置される場所に断熱材を使用する等、別
途の断熱処理が必要となり、コスト高を招く。
【０００８】
　そこで本発明者は、上記の問題点に鑑み、施灸の際に簡便であり、また製造段階におい
て従来の合成樹脂製のように複雑な形状に成形でき、更に艾の燃焼熱でも溶け難い間接灸
用台座、及び当該間接灸用台座を含んで構成される間接灸を提供するべく鋭意検討を重ね
た結果、本発明に至ったのである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　即ち、本発明の間接灸用台座の要旨とするところは、筒状体をなし、該筒状体が、植物
由来の素材と熱可塑性樹脂とを含んで成る複合樹脂製であることにある。
【００１０】
　かかる間接灸用台座において、前記複合樹脂に占める前記植物由来の素材の配合割合は
４０～７０重量％であることが好ましい。
【００１１】
　かかる間接灸用台座において、前記植物由来の素材は、古紙、パルプ、木材、竹、おが
屑、籾殻、そば殻、オカラ、から選択され得る。
【００１２】
　かかる間接灸用台座において、前記筒状体の下端開口縁部には、該筒状体の内外を導通
する切欠きが形成され得る。
【００１３】
　かかる間接灸用台座において、前記筒状体の下端開口縁部の壁厚が、該筒状体の上端開
口縁部の壁厚より肉厚であり得る。
【００１４】
　かかる間接灸用台座において、前記筒状体の下端開口縁部に粘着剤層を形成し、且つ該
粘着剤層の表面に離型紙が貼着され得る。
【００１５】
　また、本発明の別の要旨とするところは、上記の本発明に係る間接灸用台座と、該間接
灸用台座の上端開口に挿嵌される艾成形体とから構成される間接灸である。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の間接灸用台座によると、筒状体が植物由来の素材と熱可塑性樹脂とを含んで成
る複合樹脂製であるため、通常の射出成形が可能となり、複雑な形状の間接灸用台座を提
供することが可能になる。更に、射出成形が可能になるため、筒状体の表面に文字や化粧
線等を容易に形成することもでき、筒状体に装飾効果を付与することが可能となる。
【００１７】
　また、間接灸用台座を複合樹脂製とする、更に、当該複合樹脂に占める植物由来の素材
の配合割合を４０～７０重量％とすることによって、従来の合成樹脂製のものに比べて溶
け難くなるため、皮膚を火傷する恐れが軽減されると共に、悪臭の問題も略解消できる。
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また更に、植物由来の素材の配合割合を５１～７０重量％とすることによって、使用後の
間接灸用台座は家庭系一般廃棄物として焼却処分できる。
【００１８】
　また、間接灸用台座に係る筒状体の下端開口縁部に切欠きを形成することによって、施
灸時に通気口として機能し、艾の燃焼時の酸欠を防止し、温度分布を一定にできる。
【００１９】
　また、本発明の間接灸用台座において、筒状体の下端開口縁部の壁厚を、筒状体の上端
開口縁部の壁厚より肉厚とすることによって、施灸の際に皮膚への接触面積が増大し、別
途台座を取り付けることなく、安定性を確保することができる。更に、本発明に係る筒状
体の下端開口縁部に粘着剤層を形成し、粘着剤層の表面に離型紙を貼着しておくことによ
って、施灸がより簡便に行い得ると共に、安定性も向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の間接灸用台座の実施形態について、図面に基づき説明する。図１に示し
た本実施の形態に係る間接灸用台座１０は、中間部に段部１２を備えた筒状体１４をなし
、且つ筒状体１４の下端開口１６は、段部１２から筒状体１４の下方に向かって上端開口
１８より拡径されている。また、筒状体１４の下端開口縁部１７には、筒状体１４の内外
を導通する切欠き２０が形成されている。
【００２１】
　そして、筒状体１４は、植物由来の素材と熱可塑性樹脂とを含んで成る複合樹脂製であ
ることを特徴としている。植物由来の素材は特に限定されるものではないが、例えば古紙
、パルプ、木材、竹、おが屑、籾殻、そば殻、オカラ等が挙げられる。これらから選択さ
れる１種または２種以上の植物由来の素材と、熱可塑性樹脂とを含んで成る複合樹脂を筒
状体１４の成形に用いることによって、まず通常の射出成形が可能となる。従って、図６
（ａ）に示した筒体１０２のような円筒形に限定されず、従来の合成樹脂を用いた場合と
同様にして、筒状体１４のような複雑な形状のものを容易に成形することができる。
【００２２】
　また、筒状体１４を当該複合樹脂製とすることによって、得られる間接灸用台座１０の
耐熱性が向上し、艾の燃焼熱によっても溶け難くなる。従って、従来の合成樹脂製のもの
に比べて、皮膚を火傷する恐れが軽減されると共に、悪臭の問題も略解消できる。また多
少溶けた場合であっても、発生する臭いは微少であって、施灸時に気になる程の悪臭では
ない。
【００２３】
　ここで、上記の効果をより一層発揮するためには、複合樹脂に占める植物由来の素材の
配合割合を４０～７０重量％とすることが好ましい。植物由来の素材の配合割合を当該範
囲に設定することによって、耐熱性の向上が図られると共に、成形性も十分に確保するこ
とができる。つまり、配合割合が４０重量％未満では、複合樹脂に占める熱可塑性樹脂の
配合割合が多くなるため、耐熱性の向上が殆ど図られず、施灸時に艾の燃焼熱でも溶け難
い間接灸用台座１０を得ることが困難となる。一方、植物由来の素材の配合割合が７０重
量％を超えると、成形性が悪化して、射出成形による複雑な形状の成形が困難となる。
【００２４】
　また更に、植物由来の素材の配合割合を５１～７０重量％とすることによって、使用後
の間接灸用台座１０は家庭系一般廃棄物として焼却処分できる。例えば、植物由来の素材
として古紙、パルプを用いた場合、これらの素材の配合割合を５１重量％以上とする複合
樹脂製の筒状体１４は、容器包装リサイクル法上、紙に分類されるため、使用後の間接灸
用台座１０は家庭系一般廃棄物として焼却処分が可能となる。
【００２５】
　なお、本発明に係る複合樹脂を構成する熱可塑性樹脂についても特に限定されず、例え
ばポリオレフィン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリビニル系樹脂等
を用いることができる。また、複合樹脂に配合される熱可塑性樹脂は、これらから選択さ
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れる１種に限定されず、２種以上の熱可塑性樹脂が配合されてもよい。
【００２６】
　以上のように、本実施形態に係る間接灸用台座１０は、植物由来の素材と熱可塑性樹脂
とを含んで成る複合樹脂製の筒状体１４であるが、筒状体１４を成形する際に複合樹脂を
用いることによって、図示したような複雑な形状の筒状体１４を射出成形により容易に得
ることができる。筒状体１４は、段部１２から筒状体１４の下方に向かって上端開口１８
より拡径されているため、従来の円筒形の筒体１０２（図６（ａ））に比べて安定性が向
上し、別途台座を取り付ける必要もない。また、射出成形が可能であるため、筒状体１４
の成形時に切欠き２０も同時に形成できる。この切欠き２０は、施灸時に通気口として機
能し、艾の燃焼時の酸欠を防止し、温度分布を一定にする効果が得られる。
【００２７】
　更に、筒状体１４の射出成形が可能になることによって、筒状体１４の成形時において
、筒状体１４の表面に文字や化粧線等を同時に形成することもできる。従って、筒状体１
４に装飾効果を付与することが可能となる。特に、筒状体１４の外形状を図示したような
形状とすることによって、筒状体１４に係る段部１２や、段部１２より下方に位置する筒
状体１４の外周面に、スライドコアを用いることなく文字や化粧線等を形成することがで
き、製造コストを抑制しつつ、間接灸用台座１０に装飾効果を付与することができる。
【００２８】
　図２（ａ）は、本発明の間接灸の一実施形態を図示したものであり、上記の間接灸用台
座１０の上端開口１８に、艾を糊等で固めて成形した艾成形体２２を挿嵌して構成された
間接灸２４である。本実施形態の間接灸２４によると、施灸の際、間接灸用台座１０の上
端開口１８に、予めこの上端開口１８に嵌挿可能に成形された円柱状の艾成形体２２を嵌
挿するのみで施灸でき、非常に簡便である。
【００２９】
　艾成形体の他の実施形態として、例えば図２（ｂ）に示した艾成形体２２ａは、上部が
間接灸用台座１０の上端開口１８より大径の上部円柱部２６と、下部が間接灸用台座１０
の上端開口１８に嵌挿可能な下部円柱部２８とで構成されており、これら上部円柱部２６
と下部円柱部２８との境界部には段差部３０が形成される。この艾成形体２２ａと間接灸
用台座１０とで構成した間接灸２４ａでは、間接灸用台座１０の上端開口１８から下部円
柱部２８を嵌挿していくと、段差部３０が間接灸用台座１０の上端開口縁部１９に当接し
た段階でそれ以上、艾成形体２２を嵌挿することが不可能となる。つまり、上記の間接灸
２４に係る艾成形体２２によると、上端開口１８への嵌挿長さを施灸時に任意に設定する
ことが可能であり、本実施形態の間接灸２４ａに係る艾成形体２２ａによると、上端開口
１８への嵌挿長さを一定にすることができる。なお、下部円柱部２８の長さが予め種々設
定された艾成形体２２ａを準備しておくことによって、施灸時に任意の嵌挿長さを一定に
して施灸することができる。
【００３０】
　図３及び図４は、本発明の間接灸用台座の他の実施形態を示す縦断面図である。本発明
の間接灸用台座は、筒状体をなすものであるが、当該筒状体を複合樹脂で形成することに
よって、これらに図示したような種々の形態の筒状体を容易に成形することができる。具
体的には、まず図３（ａ）に示した間接灸用台座１０ａに係る筒状体１４ａは、内径が同
一、つまり下端開口１６ａと上端開口１８ａとが同一径をなしているが、筒状体１４ａの
下部の外径が、上部の外径に比べて拡径されている。即ち、筒状体１４ａの下端開口縁部
１７ａの壁厚ｔ１が、上端開口縁部１９ａの壁厚ｔ２より肉厚となっている。このような
筒状体１４ａから成る間接灸用台座１０ａによると、施灸の際に皮膚への接触面積が増大
し、別途台座を取り付けることなく、安定性を確保することができる。
【００３１】
　図３（ｂ）及び（ｃ）に示した間接灸用台座１０ｂ、１０ｃは、上記の間接灸用台座１
０ａと同様、筒状体１４ｂ、１４ｃの内径はそれぞれ同一である。そして、間接灸用台座
１０ｂでは、筒状体１４ｂの外径が、上端開口縁部１９ｂから下方に向かって徐々に拡径
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されており、間接灸用台座１０ｃでは、筒状体１４ｃの外径が、筒状体１４ｃの中間部に
形成された段部１２から下方に向かって徐々に拡径されている。これら間接灸用台座１０
ｂ、１０ｃの態様においても、筒状体１４ｂ、１４ｃの下端開口縁部１７ｂ、１７ｃの壁
厚ｔ１が、上端開口縁部１９ｂ、１９ｃの壁厚ｔ２より肉厚となっているので、安定性を
確保することができる。
【００３２】
　また、これら間接灸用台座１０ａ～１０ｃと、上記の艾成形体２２、２２ａとによって
、本発明の間接灸を構成することができる。艾成形体２２と、間接灸用台座１０ａ～１０
ｃの何れかで構成した間接灸によると、上端開口への嵌挿長さを施灸時に任意に設定する
ことが可能な間接灸を得ることができる。一方、艾成形体２２ａと、間接灸用台座１０ａ
～１０ｃの何れかで構成した間接灸によると、上端開口への嵌挿長さを一定にすることが
可能な間接灸を得ることができる。
【００３３】
　図４は、筒状体の下端開口縁部の壁厚ｔ１が、上端開口縁部の壁厚ｔ２より肉厚とされ
た間接灸用台座の他の実施形態を示した縦断面図である。同図（ａ）に示した間接灸用台
座１０ｄに係る筒状体１４ｄは、外形が円筒形状をなしている。一方、艾成形体が嵌挿さ
れる筒状体１４ｄの内側は、上部と下部で内径が異なっている。具体的には、筒状体１４
ｄに係る下端開口１６ｄの内径ｄ１が、上端開口１８ｄの内径ｄ２より小さくなっている
。このように、筒状体１４ｄの下部の内径ｄ１を上部の内径ｄ２より小さくすることによ
って、筒状体１４ｄの外径が上部と下部で同じ場合、下端開口縁部１７ｄの壁厚ｔ１は上
端開口縁部１９ｄの壁厚ｔ２より肉厚となり、従来の筒体１０２（図６（ａ））に比べて
施灸の際に皮膚への接触面積が増大し、別途台座を取り付けることなく、安定性を確保す
ることができる。
【００３４】
　図４（ｂ）に示した間接灸用台座１０ｅに係る筒状体１４ｅは、筒状体１４ｅの内側は
上記筒状体１４ｄと同様に形成されているが、外径が筒状体１４ｅの中間部から下方に向
かって拡径されている。このように筒状体１４ｅを形成することによって、筒状体１４ｅ
に係る下端開口縁部１７ｅの壁厚ｔ１を、上記の筒状体１４ｄに係る下端開口縁部１７ｄ
の壁厚ｔ１より更に肉厚とすることができ、施灸の際、皮膚への接触面積が増大し、間接
灸用台座１０ｄに比べて安定性が更に向上する。
【００３５】
　また、図４（ｃ）に、本実施形態に係る間接灸用台座１０ｅと、艾成形体２２とから構
成される本発明の間接灸２４ｂを示す。当該間接灸２４ｂを構成する間接灸用台座１０ｅ
に係る筒状体１４ｅでは、下端開口１６ｅの内径ｄ１と、上端開口１８ｅの内径ｄ２との
違いによって、筒状体１４ｅの内側には段差部３２が形成されるため、例えば上端開口１
８ｅの内径ｄ２と同径の艾成形体２２を上端開口１８ｅに嵌挿した場合には、艾成形体２
２の下面外周縁部が段差部３２に当接して、段差部３２より下方へは嵌挿できなくなるた
め、艾成形体２２の嵌挿長さを一定にすることができる。なお、上記実施形態に係る間接
灸用台座１０ｄにおいても同様の効果が得られる。
【００３６】
　更に、本発明の間接灸用台座の他の実施形態として、図５に示したように、間接灸用台
座１０ｅに係る筒状体１４ｅの下端開口縁部１７ｅに粘着剤層３４が形成され、この粘着
剤層３４の表面に離型紙３６が貼着されていることが好ましい。下端開口縁部１７ｅに粘
着剤層３４を形成することによって、施灸の際、皮膚への貼着が容易となる。なお、図１
～図４に示した種々の実施形態に係る間接灸用台座についても、施灸の簡便さという観点
から、各間接灸用台座の下端開口縁部に粘着剤層３４及び離型紙３６を備えていることが
より好ましい。
【００３７】
　以上に例示した本発明の実施形態に係る間接灸用台座及び間接灸は、本発明の技術的思
想を実質的に限定するものと解してはならない。例えば、各図に示した実施形態に係る間
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接灸用台座では、筒状体の下端開口縁部に通気口として機能する切欠き２０が形成されて
いる。当該切欠き２０は、射出成形時に、スライドコアを用いることなく容易に形成でき
るため、製造コストの抑制等の観点から好ましいが、通気口としては当該切欠き２０に限
定されず、筒状体に複数の貫通孔が設けられてもよい。本発明は、その要旨を逸脱しない
範囲で、当業者の創意と工夫により、適宜に改良、変更又は追加をしながら実施できる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の間接灸用台座の一実施形態を示したものであり、（ａ）は斜視図、（ｂ
）は縦方向断面図である。
【図２】（ａ）は本発明の間接灸の一実施形態を示す縦方向断面図であり、（ｂ）及び（
ｃ）は本発明の間接灸の他の実施形態を示す縦方向断面図である。
【図３】（ａ）～（ｃ）は各々本発明の間接灸用台座の他の実施形態を示す縦方向断面図
である。
【図４】（ａ）及び（ｂ）は各々本発明の間接灸用台座の他の実施形態を示す縦方向断面
図、（ｃ）は（ｂ）に図示した間接灸用台座を含む本発明の間接灸を示す縦方向断面図で
ある。
【図５】本発明の間接灸用台座の他の実施形態を示す縦方向断面図である。
【図６】（ａ）～（ｃ）は従来の間接灸を示す斜視図、又は縦方向断面図である。
【符号の説明】
【００３９】
　１０、１０ａ～１０ｅ：間接灸用台座
　１２：段部
　１４、１４ａ～１４ｅ：筒状体
　１６、１６ａ～１６ｅ：下端開口
　１７、１７ａ～１７ｅ：下端開口縁部
　１８、１８ａ～１８ｅ：上端開口
　１９、１９ａ～１９ｅ：上端開口縁部
　２０：切欠き
　２２、２２ａ：艾成形体
　２４、２４ａ、２４ｂ：間接灸
　２６：上部円柱部
　２８：下部円柱部
　３０、３２：段差部
　３４：粘着剤層
　３６：離型紙
　ｔ１：下端開口縁部の壁厚
　ｔ２：上端開口縁部の壁厚
　ｄ１：下端開口の内径
　ｄ２：上端開口の内径
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