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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被施療者の脚部を収納する脚収納部と踵から先の足先を収納する足先収納部を夫々左右一
対具え、各脚収納部の底面には被施療者のふくらはぎを裏側から押圧する押圧手段を有し
、各足先収納部の底面には、土踏まずに当って足先が前方へずれるのを阻止するずれ防止
突部を設け、該ずれ防止突部は、土踏まずに合致するように内側が高くなるよう傾斜する
と共に平面視弓形に湾曲してなることを特徴とするマッサージ機。　
【請求項２】
前記脚収納部及び／又は足先収納部には、ふくらはぎや足先を側面から挟持する挟持手段
を具えてなる請求項１に記載のマッサージ機。
【請求項３】
前記押圧手段は、空気の供給排気により膨張収縮するエアバックより構成されてなる請求
項１又は請求項２に記載のマッサージ機。
【請求項４】
前記挟持手段は、空気の供給排気により膨張収縮するエアバックより構成されてなる請求
項２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、被施療者の脚部を収納する脚収納部と踵から先の足先を収納する足先収納部
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を具え、脚収納部の底面には被施療者のふくらはぎを裏側から押圧する押圧手段を具えた
マッサージ機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被施療者の脚部を収納する脚収納部と踵から先の足先を収納する足先収納部を具
え、脚収納部の底面にはふくらはぎを裏側から押圧する押圧手段を具えたマッサージ機は
、特許文献１に見られるように広く知られている。特許文献１のマッサージ機では、押圧
手段は、空気の供給排気により膨張収縮するエアバックより構成され、また脚収納部と足
先収納部には、ふくらはぎや足先を側面から押圧して挟持する挟持手段としてのエアバッ
クを具えている。そして押圧手段によりふくらはぎを裏側から押圧する際、ふくらはぎが
前方に押し出されないように、予め脚収納部や足先収納部の挟持手段としてのエアバック
を膨張させて、ふくらはぎや足先を動かないように固定し、ふくらはぎが前方に逃げない
ようにしている。
【特許文献１】特開２００４－２３００８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　予め脚収納部や足先収納部の挟持手段としてのエアバックを膨張させるには、押圧手段
のエアバックと挟持手段のエアバックを夫々独立して制御できる独立した別個の配管通路
にする必要がある。配管通路の構造簡素化やコストの低減を図るため、押圧手段のエアバ
ックと挟持手段のエアバックの配管通路を共通化させると、押圧手段のエアバックと挟持
手段のエアバックが同時に膨張し、ふくらはぎや足先を予め動かないように固定しておく
ことができず、ふくらはぎ裏側を押圧する際、ふくらはぎが前方に逃げてしまう。
【０００４】
　本発明の目的は、脚収納部や足先収納部にふくらはぎや足先を側面から挟持する挟持手
段がなくとも、ふくらはぎ裏面に押圧マッサージを施す際にふくらはぎが前方に逃げるこ
とのないマッサージ機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明は、被施療者の脚部を収納する脚収納部と踵から先
の足先を収納する足先収納部を夫々左右一対具え、各脚収納部の底面には被施療者のふく
らはぎを裏側から押圧する押圧手段を有するもので、各足先収納部の底面には、土踏まず
に当って足先が前方へずれるのを阻止するずれ防止突部を設け、該ずれ防止突部は、土踏
まずに合致するように内側が高くなるよう傾斜すると共に平面視弓形に湾曲したものであ
る。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明のマッサージ機によれば、ふくらはぎ裏面に押圧マッサージを施す際に、足先収
納部の底面に設けたずれ防止突部が土踏まずにくい込んで、足先が前方へ逃げるのを阻止
する。足先が固定されることで、ふくらはぎも前方へ逃げなくなり、効果的にふくらはぎ
裏面に押圧マッサージを施すことができる。またこのずれ防止突部により、土踏まずに刺
激を与えることができ、マッサージ効果が向上できる。
【０００７】
　また、ふくらはぎ裏面に押圧マッサージを施すためのエアバックを具え、脚収納部や足
先収納部には、ふくらはぎや足先を側面から挟持するエアバックからなる挟持手段を具え
た場合は、ふくらはぎ裏面の押圧用エアバックと、ふくらはぎや足先の挟持用エアバック
の空気供給用配管を共通化でき、コスト低減が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明のマッサージ機を、一例として示した椅子式マッサージ機について説明す
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る。図１及び図２は、椅子式マッサージ機１０の斜視図である。椅子式マッサージ機１０
は、被施療者が腰掛けるシート部１１の後部に背凭れ１２、前部にレッグレスト３０、レ
ッグレスト３０下端にフットレスト４０を具えて構成される。背凭れ１２は、シート部１
１に対して傾動可能且つ任意の位置で位置決め可能に連結される。レッグレスト３０は、
シート部１１の前方に上下に回動自在に且つ任意の位置で位置決め可能に連結される。ま
た、フットレスト４０は、レッグレスト３０に回動自在に連結される。
【０００９】
　背凭れ１２には、被施療者の肩、背中、腰をマッサージする公知のマッサージユニット
１５が背凭れ１２に沿って昇降可能に配備される。マッサージユニット１５は、左右に一
対の施療指１６、１６を具え、両施療指１６、１６を上下、左右及び／又は前後に移動さ
せることによって、被施療者の肩等に揉みや叩きなどのマッサージを施す。背凭れ１２や
シート部１１は、図示しないが布製のカバーやクッションで覆われている。
【００１０】
　レッグレスト３０は、図１及び図２に示すように、被施療者の左右の脚部（ふくらはぎ
）を夫々収納する脚収納部となる一対の樋状凹部３２、３２を有している。各樋状凹部３
２の両側面には、膨張することによりふくらはぎを側面から押圧して挟持する挟持手段と
なる側面エアバック３４が配備されている。側面エアバック３４は、配管を通して図示し
ないエアポンプに接続され、空気が供給されて膨張し、排出されて収縮する。
【００１１】
　樋状凹部３２、３２の底面上には、ふくらはぎを後側から押圧する押圧手段となる３個
の底面エアバック３７、３７、３７が、樋状凹部３２の軸方向に沿って並んで配備されて
いる。各底面エアバック３７には、指圧突部３７ａが溶着されている。底面エアバック３
７も、配管を通して図示しないエアポンプに接続され、空気が供給されて膨張し、排出さ
れて収縮する。レッグレスト３０は、布カバー７５（図３において網目で示す）により覆
われている。図１、図２、図４では布カバーを除いている。
【００１２】
　上記構成のレッグレスト３０において、被施療者が凹部３２にふくらはぎを挿入した状
態で、側面エアバック３４にエアポンプから圧縮空気の供給と排気を繰り返すことにより
、ふくらはぎは側面エアバック３４、３４に挟まれて、圧迫と解放を繰り返し、ふくらは
ぎに対しマッサージが施される。また底面エアバック３７に対しエアポンプから圧縮空気
を供給することにより膨張して、指圧突部３７ａによりふくらはぎの裏面を押圧し指圧マ
ッサージを施す。
【００１３】
　フットレスト４０は、図１及び図２に示すように、被施療者の左右の足先（踝よりも下
の踵から先の部分）を夫々挿入する足先収納部となる一対の樋状凹部４２、４２を有して
いる。各樋状凹部４２の両側面には、膨張することにより足先を側面から挟持する挟持手
段となる側面エアバック４４、４４が配備されている。側面エアバック４４は、配管を通
して図示しないエアポンプに接続され、空気が供給されて膨張し、排出されて収縮する。
【００１４】
　樋状凹部４２、４２の底面の裏側には、足裏を押圧する足裏用エアバック４７が配備さ
れている。足裏用エアバック４７の上面には、足裏を指圧する２個の指圧突部４７ａが図
３の如く左右方向に並んで溶着されている。足裏用エアバック４７も、配管を通して図示
しないエアポンプに接続され、空気が供給されて膨張し、排出されて収縮する。膨張する
と、指圧突部４７ａが、樋状凹部４２の底面に開口した穴４６（図６参照）から突出し、
足裏を指圧する。フットレスト４０も、布カバー７５により覆われている。
【００１５】
　上記構成のフットレスト４０において、被施療者が凹部４２に足先を挿入した状態で、
側面エアバック４４にエアポンプから圧縮空気の供給と排気を繰り返すことにより、足先
は側面エアバック４４、４４に挟まれて、圧迫と解放を繰り返し、マッサージが足先に対
し施される。また足裏用エアバック４７に対しエアポンプから圧縮空気を供給することに
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より膨張して、指圧突部４７ａにより足裏を押圧し指圧マッサージを施す。
【００１６】
　図５は、レッグレスト３０やフットレスト４０の回動機構を示す。レッグレスト３０は
その底部の金属パイプからなる枠状フレーム３１で骨組みが構成され、このフレーム３１
の左右両端が上下に延長され、上方に延長された部分が、シート部１１の前方に支軸３３
により回動自在に連結されている。
【００１７】
　フットレスト４０はその底部の金属パイプからなる枠状フレーム４１で骨組みが構成さ
れ、このフレーム４１の左右両側の中央付近より斜め上方へ突出片４３が突設され、この
突出片４３の上端と前記枠状フレーム３１の左右両端の下方へ延長した部分が、支軸４６
で回動自在に連結されている。
【００１８】
　また枠状フレーム４１の後側の中央部には、リンク４７の下端が支軸４９より回動自在
に連結され、このリンク４７の上端は、シート部１１の裏側に支軸５０により回動自在に
連結されている。５１は駆動機構で、ケース５２とケース５２内をモータ５３により出没
移動するロッド５４で構成され、ロッド５４の一端がリンク４７に支軸５５にて回動自在
に連結され、ケース５２の一端が椅子の底部適所に支軸５６にて回動自在に連結されてい
る。
【００１９】
　図５は、ロッド５４がケース５２内へ最も引き込まれた状態で、レッグレスト３０やフ
ットレスト４０は、図１の状態にある。そこでモータ５３を駆動してロッド５４を突出さ
せることにより、リンク４７を介してレッグレスト３０やフットレスト４０を持ち上げて
いくが、上述のような構成によって、フットレスト４０はレッグレスト３０の回動にもか
かわらず、略水平状態を保ちながら持ち上げられる。図２は最も持ち上げられてた状態を
示す。モータ５３を一時停止させることにより、レッグレスト３０やフットレスト４０は
、任意の位置で停止される。
【００２０】
　ここでレッグレスト３０の構成について更に詳しく説明する。レッグレスト３０は、そ
の底部の枠状フレーム３１に、一対の樋状凹部３２、３２が形成された合成樹脂製のボデ
ィ３５を取り付けて構成される。樋状凹部３２の底面上に、底面エアバック３７が、樋状
凹部３２の両側面に側面エアバック３４、３４が夫々配備され、各エアバック３４、３７
へは、ボディ３５の裏側より配管を通して空気が供給される。各樋状凹部３２の外側の側
面３２ａの裏側には、金属製補強パイプ６０が配備される。この補強パイプ６０は、図３
、図４、図７に示すように、枠状フレーム３１の左右両側フレームに基端が固着され、前
方へ向かって、且つ少しばかり内側に向かって延びている。そして補強パイプ６０は、樋
状凹部３２の外側の側面３２ａの裏側に形成した突部３２ｂに当接している。突部３２ｂ
は、図７に示す如く、ボディ３５上面の裏側より一体に形成されたコ字型のリブからなる
。
【００２１】
　側面エアバック３４、３４が膨張してふくらはぎを押圧すると、樋状凹部３２の側面は
、エアバック３４を介して外側への反力Ｆ（図７参照）を受ける。ここで補強パイプ６０
がないと、レッグレスト３０のボディ３５は合成樹脂製なので、樋状凹部３２の側面は外
側へ変形して逃げてしまい、ふくらはぎへの押圧が充分にできなくなるところであるが、
補強パイプ６０が、樋状凹部３２の外側側面３２ａの裏側に形成した突部３２ｂに当接す
ることにより、かかる側面３２ａが外側へ逃げるのを阻止でき、ふくらはぎに充分な押圧
力を加えることができる。
【００２２】
　補強パイプ６０は、樋状凹部３２の外側の側面３２ａに当って変形を防止しており、内
側の側面３２ｃに対しては補強パイプが配備されていない。これは、各樋状凹部３２、３
２の内側の側面３２ｃは、互いに反対方向に変形しようとする力を受け、その結果打ち消
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しあうので、内側側面３２ｃに対して補強パイプで補強しなくても、ふくらはぎへの押圧
力の影響は少ないからである。
【００２３】
　なお、補強パイプ６０はレッグレスト３０に設けたが、フットレスト４０の樋状凹部４
２の側面裏側に同様な補強パイプを設けてもよい。
【００２４】
  次にフットレスト４０の構成について更に詳しく説明する。フットレスト４０は、その
底部の枠状フレーム４１に、一対の樋状凹部４２、４２が形成された合成樹脂製のボディ
４５を取り付けて構成される。樋状凹部４２の底面の裏側には、足裏用エアバック４７が
、樋状凹部４２の両側面に側面エアバック４４、４４が夫々配備され、各エアバック４４
、４７へは、ボディ４５の裏側より配管を通して空気が供給される。樋状凹部４２の底面
の裏側には、図４に示すように、エアバック受板４８が、ボディ４５の底面と共に枠状フ
レーム４１に共締めされている。足裏用エアバック４７は、このエアバック受板４８上に
配備され、膨張によって、指圧突起４７ａが樋状凹部４２の底面の穴４６より突出する。
 
 
【００２５】
　各樋状凹部４２の底面には、図４や図６に示すように、丁度樋状凹部４２上に置いた足
先の土踏まずが当る位置に、ずれ防止突部７０が一体に突設されている。このずれ防止突
部７０は、土踏まずに合致するように、内側が高くなるよう傾斜し、且つ平面視弓形に湾
曲している。
【００２６】
　このずれ防止突部７０の働きについて説明する。レッグレスト３０の樋状凹部３２と、
フットレスト４０の樋状凹部４２に、ふくらはぎと足先を挿入して、レッグレストの底面
エアバック３７を膨張して、指圧突部３７ａによりふくらはぎの裏面を押圧し指圧マッサ
ージを施す場合、ふくらはぎが前方へ押されて逃げようとする。しかしながらずれ防止突
部７０が土踏まずにくい込んで、足先が前方へ逃げるのを阻止する。足先が固定されるこ
とで、ふくらはぎも前方へ逃げなくなり、ふくらはぎ裏面に対し、指圧突部３７ａにより
充分な押圧力を与えることができ、良好な指圧マッサージを得ることができる。図４にお
いてはふくらはぎや足先を二点鎖線示している。
【００２７】
　ふくらはぎの裏面に指圧マッサージを施す場合、レッグレスト３０の側面エアバック３
４、３４及び／又はフットレスト４０の側面エアバック４４、４４を予め膨張させて、ふ
くらはぎや足先を側方から押圧して挟持することにより、ふくらはぎの前方への逃げを阻
止することもできるが、エアバックへの配管通路の構造簡素化やコストの低減を図るため
に、底面エアバック３７への配管通路と側面エアバック３４や側面エアバック４４への配
管通路を共通化させると、底面エアバック３７と側面エアバック３４や側面エアバック４
４が同時に膨張し、ふくらはぎや足先を予め動かないようにしっかりと固定しておくこと
ができなくなる。
【００２８】
　しかしながらずれ防止突部７０によって、底面エアバック３７や側面エアバック３４や
側面エアバック４４の配管状態に関係なく、もっといえば、側面エアバック３４や側面エ
アバック４４を膨張させなくても、ふくらはぎの前方への逃げを阻止することができる。
【００２９】
　このずれ防止突部７０は、ふくらはぎの裏面に指圧マッサージを施す場合に、ふくらは
ぎの前方への逃げを阻止する働きの他に、土踏まずに刺激を与えることができ、マッサー
ジ効果を向上することができる。勿論土踏まずでなく踵で踏めば、踵を刺激することもで
きる。
【００３０】
　以上は、椅子式マッサージ機について説明したが、本発明は、脚部を収納する脚収納部
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と踵から先の足先を収納する足先収納部を具えたものであれば、椅子式マッサージ機に限
らない。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明のマッサージ機の斜視図である。
【図２】同マッサージ機のレッグレストとフットレストを持ち上げた状態の斜視図である
。
【図３】同マッサージ機のレッグレストとフットレストを示す図１の状態の正面図である
。
【図４】同マッサージ機のレッグレストとフットレストを示す図１の状態の縦断面図であ
る。
【図５】同マッサージ機のレッグレストとフットレストの回動機構を説明する側面図であ
る。
【図６】同マッサージ機のフットレストの足先収納部を示す要部斜視図である。
【図７】図３におけるＡ－Ａ線に基づく断面図である。
【符号の説明】
【００３２】
３０　　レッグレスト
３２　　樋状凹部（脚収納部）
４０　　フットレスト
４２　　樋状凹部（足先収納部）
３７　　底面エアバック（押圧手段）
７０　　ずれ防止突部
３４　　側面エアバック（挟持手段）
４４　　側面エアバック（挟持手段）
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