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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベース、回転板及び回転軸で構成されるツイスト運動器具であって、前記回転板上で足
踏みすることで、使用者自らの意思で、または使用者自らの意思に拘らず、腰と脚の運動
を可能にし、前記器具のユーザーが前記回転板に乗り、その上で足踏みをし、前記回転板
はその体重と、バネの反発力又は圧縮空気の力を受け、前記板を上方又は下方に移動させ
、前記回転板の垂直運動と連動し、前記回転板が下方に移動しながら左回転し（下方への
左回転ステップ）、上方に移動しながら右回転し（上方への右回転ステップ）、下方に移
動しながら右回転し（下方への右回転ステップ）、上方に移動しながら左回転し（上方へ
の左回転ステップ）、上記４ステップが繰り返しサイクルを形成し、それらの４ステップ
の左右回転手段が少なくとも１ユニットを形成することを特徴とするツイスト・アンド・
ホッピング運動器具。
【請求項２】
　前記４ステップ左右回転手段は、
　前記回転板に固定される連結棒と、
　前記ベースに固定される固定棒と、
　上記連結棒と固定棒の反対側に対応して取り付けられる多軸ジョイントと、
　上記２つの多軸ジョイントを接合する連接棒と構成部として有することを特徴とする、
請求項１に記載のツイスト・アンド・ホッピング運動器具。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ツイスト運動器具であって、ユーザーが回転板に乗り、その上で足踏みする
（又は走る）と、前記回転板が自動的に左右に回転し、それにより強制的（活動的）な腰
のツイスト運動を可能にし、上り・下り歩行時と等しい有酸素運動効果をもたらすととも
に、強制的な腰の回転運動を生じさせてストレッチ運動効果を可能にすることを特徴とす
る運動器具である。
【背景技術】
【０００２】
　当技術分野で公知のように、ツイスト運動器具により、足又は腰をツイストすることが
可能であるが、それら運動器具のすべては、ユーザーが固定具を掴んで保持し、故意に腰
又は足をツイストすると回転板が回転するという手動の運動器具であり、その運動内容は
足又は腰のストレッチ運動に限られている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　当技術分野で公知のように、ツイスト運動器具では、ユーザーが前記回転板上で足踏み
をし、腰をツイストして前記回転板を回転させることで、下肢・腰の単なるツイスト・ス
トレッチ運動が提供されるものであって、受動的かつ単純で、限られた運動効果しか提供
せず、また、ユーザーが自発的に腰をツイストしない限り、何らの効果も提供しない。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明により上記問題点を解決するため、前記器具のユーザーが前記回転板に乗り、そ
の上で足踏みする（走る）と、前記回転板がその垂直運動と連動して左右に回転し、強制
的な腰のツイスト運動を引き起こし、あたかもユーザーが上り・下り歩行しているかのよ
うな有酸素運動効果をもたらし、さらに、前記回転板の自動的な左右の強制回転により、
ユーザーの腰は左右に回転するように強制され、腰の運動とストレッチ効果がもたらされ
るとともに、前記回転板から強力な腰の回転力がもたらされ、それによりストレッチ運動
効果も実現する。また、ユーザーは回転中に身体の平衡を維持するため、その上肢や腕を
物理的に動かす必要があるので、面白くかつ活動的な運動をもたらす。
【発明の効果】
【０００５】
　よって、一旦ユーザーが前記回転板上で足踏みすると、前記回転板は連動型の４ステッ
プ左右回転手段のため、下方への左回転、上方への右回転、下方への右回転及び上方への
左回転からなる４ステップサイクルを自動的に繰り返し、その上下運動を介して軽走時と
同様の有酸素運動を可能にし、また、前記回転板の強制的な回転により、腰のツイスト運
動を介してストレッチ運動効果も実現する。
【０００６】
　つまり、本発明のツイスト・アンド・ホッピング運動器具は、新しい運動手段、機器及
び効果を実現するものである。前記器具のユーザーが前記回転板に乗り、その上で足踏み
すると、前記回転板はユーザーの体重力とバネの反発力を受け、前記板を上方又は下方に
移動させ、さらに、前記４ステップ左右回転手段と連動して自動的に下方に移動させ、か
つ、下方への左回転ステップ、上方への右回転ステップ、下方への右回転ステップ、及び
上方への左回転ステップという４ステップが１サイクルとなる運動を繰り返すことにより
、ユーザーの意思に拘らずその腰に左右回転を強要し、ランニングマシンと同様の有酸素
運動を可能にするとともに、腰の回転運動によりストレッチ効果も実現する。また、ユー
ザーは、回転板の左右回転中に平衡を維持するため、その上肢や腕を物理的に動かさなく
てはならないので、エアロビクスやダンスと同様の活動的で面白い運動がもたらされる。
前記ツイスト運動器具では起立運動が可能なので、ユーザーは運動中の退屈さを解消する
ため、テレビなどを観ることもでき、軽い運動であるので時間的制約もあまりない。また
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、軽い歩行と同様の脚運動を可能にする一方、ランニングマシンのような場所をとらない
ので、小さな限定されたスペースにおける簡便な運動を実現する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　上記課題を達成するため、本発明は、ベース、回転板及び回転軸からなるものであって
、ツイスト運動器具により前記回転板上で腰と脚の運動を可能にするものである。
【０００８】
　一旦ユーザーが前記器具に乗り、その上で足踏みすると、前記回転板はユーザーの体重
の力とバネ又は圧縮空気の反発力を受け、前記板を上方又は下方に移動させ、前記回転板
の垂直運動と連動して、少なくとも１ユニットの４ステップ左右回転サイクル手段を以下
のように可能にする。一旦前記回転板は、下方に移動すると左回転（下方への左回転ステ
ップ）を行い、上方に移動すると右回転（上方への右回転ステップ）を行い、再び下方に
移動すると右回転（下方への右回転ステップ）を行い、さらに再び上方に移動すると左回
転（上方への左回転ステップ）を行って、完全な４ステップサイクルを形成するものであ
る。
【０００９】
　上記４ステップ左右回転手段は、次に挙げる構成部を含むことを特徴とする。前記回転
板に固定される連結棒と、前記ベースに固定される固定棒と、上記連結棒と固定棒の反対
側に対応して取り付けられる多軸ジョイントと、上記２つの多軸ジョイントを接合する連
接棒。
【００１０】
　前記多軸ジョイントは、たとえばゴムのような可撓性のある材料で形成することも可能
である。
【００１１】
　以下に、本発明のツイスト運動器具の詳細を添付図面を参照して説明する。
【００１２】
　図１には、４ステップの後に前記回転板の最上点（ａ）から左方向に回転して元の位置
に戻るような前記ツイスト運動器具の４ステップ中の点から始まる単一のサイクルを表示
する。図２では、各部品を容易に理解するため、本発明の連接棒型ツイスト運動器具を分
解する。図３では、本発明の連接棒型ツイスト運動器具の４ステップ左右回転手段部を拡
大し、図４には、前記本発明の連接棒型ツイスト運動器具の垂直断面図を示し、図５には
、前記本発明の連接棒型ツイスト運動器具の、０度回転した状態の回転板を容易に認識で
きる斜視図を示し、図６には、－４５度回転した状態の斜視図を示し、図７には、－９０
度回転した状態の斜視図を示し、図８には、+４５度回転した状態の斜視図を示し、図９
には、+９０度回転した状態）斜視図をそれぞれ示す。
【００１３】
　各種図の詳細な説明は以下のとおりである。
【００１４】
　図１は、本発明のツイスト運動器具の４ステップ動作を段階的に示すものである。（ａ
）～（ｃ）セクションは下方への左回転であり、ユーザーが回転板（１）上で始めに足踏
みするときに生じ得る状態である。前記回転板（１）が下方に移動するにつれて、連接棒
（８）は左回転し、ユーザー体重がかかる足踏み力とスプリング（３）との間の平衡は下
死点となり、下方への移動と左回転運動を暫時停止し、最大に圧縮されたバネの力によっ
て、（ｃ）は底部から上部への回転に移動する状態になるように準備される。継続するに
は、ユーザーは、最大に圧縮されたバネ力を利用して、上方にジャンプ（ユーザーがわず
かにジャンプするか又は宙にジャンプしてその体重力を軽減させる状況）すると、前記回
転板はセクション（ｃ）～（ｅ）に示すように上方に移動するが、前記連動型連接棒（８
）は同時に右回転して上方への右回転ステップを生じる。これに続いて、前記回転板が上
死点に達するが、その右回転速度は最大速度に達するセクション（ｅ）の状態となり、運
動慣性力によって前記回転板は上死点を通過した後も回転を継続することができ、その時
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点で、先にタイミングに合わせてジャンプしたユーザーは前記回転板上に着地し、伸びて
反発力の弱まった前記バネをその体重力で圧迫し、それにより、前記回転板を継続して下
方に移動させることができ、前記回転板は下方に移動しながら前記連動型連接棒（８）の
助けで右回転を継続し、セクション（ｅ）～（ｇ）における下方への右回転ステップを生
じる。一旦、前記（ｃ）で行われたステップとは逆の下方への右回転ステップが完了し、
該回転板が下死点に達して（ｇ）に示すような状態になる時点で右回転ステップは完了し
、ユーザーの身体は以前の下死点（ｃ）とは逆の方向に移動し、最大に圧縮されたスプリ
ング（３）力を利用してユーザーが上方にジャンプすると、前記回転板（１）は左回転し
ながら上方に移動し、セクション（ｇ）～（ａ）の状態を形成し、上死点が始点に達する
時点で上方への左回転ステップ生じ、４ステップサイクルを完了する。ユーザーが連続的
に前記回転板上で足踏み（又はジャンプ）をすることで、上記４ステップサイクル［下方
への左回転｛（ａ）～（ｃ）｝、上方への右回転｛（ｃ）～（ｅ）｝、下方への右回転｛
（ｅ）～（ｇ）｝、上方への左回転｛（ｇ）～（ａ）｝］が繰り返され、それにより同時
ツイスト運動とともに上下ジャンプが可能になる。
【００１５】
　図２は、各部品を容易に認識するために本発明の連接棒型ツイスト運動器具を分解する
ものであり、前記回転板（１）には、足を押圧するための突出部が含まれ、器具構造を維
持するための回転板用鋼板（ｌｆ）と単一体を形成するための応力によってカバーされる
回転圧カバー（ｌｅ）で構成される。下部回転中心では、回転板軸（１４）はボルト（５
０）によって固定され、その上には２つのボールリテーナスプリング（３２）があり、前
記２つのスプリング間にはボールリテーナ（９）があり、それによって、ベース（２）の
軸シリンダー（２４）に挿入される複数のベアリングボール（９１）の位置が維持される
。前記軸シリンダー（２４）の外壁には、前記スプリング（３）が挿入され、前記回転板
を主要な力で支持する。また、前記回転板（１）の下部層上には、連結棒（８１ａ）が前
記回転軸の周囲にボルト（５０）で固定され、前記ベース（２）の上部層上には、上記に
面するように固定棒（８１ｂ）がボルト（５）で固定され、前述連結棒（８１ａ）と固定
棒（８１ｂ）との側面には、多軸ジョイントの交差軸（８４）があり、多軸ジョイント交
差固定ボルトロッド（８１ｂ）によって固定された多軸ジョイントを構成している。上記
多軸ジョイント交差軸（８４）には、連接棒（８）が連結されて、４ステップ左右回転手
段部を形成している。
【００１６】
　図３には、前記４ステップ左右回転手段部のみを表示し、前記連接棒と前記多軸ジョイ
ントの動作を示す。各多軸ジョイントは、２つの垂直方向の多軸ジョイント回転中心（８
４ａ）、（８４ｂ）を持つので、上記多軸ジョイントに連結された前記連接棒（８）は、
ユニバーサルジョイントの場合と同じく、すべての方向に移動することが可能である。し
たがって、前記連接棒（８）は、前記回転板の上下運動又は回転運動のために、前記回転
板側の多軸ジョイントを移動させるにつれて、上記に連結された前記連接棒（８）は、他
側の多軸ジョイント節点のベース（２）によって固定され、前記連結棒（８１ａ）の多軸
ジョイントが一定の円筒状外壁に沿って３次元運動で移動し、それに続いて、前記回転板
が同時に上下移動と左右回転とを行うようになる。また、前記多軸ジョイントは、ユニバ
ーサルジョイントタイプでなく、ボール型の多軸ジョイントであってもよい。
【００１７】
　図４は、図２における分解図に示した部品の組立てと結合を表示する、本発明の連接棒
型ツイスト運動器具の垂直断面図である。
【００１８】
　図５～図９には、本発明の回転板の連接棒型ツイスト運動器具の斜視図を４５度の角度
で５つの異なる位置において示し、かつ、各状況における前記回転板の位置に応じた前記
多軸ジョイントの変形形態をも表示する。
【００１９】
　上記からわかるように、本発明のツイスト運動器具の効果は以下のとおりである。



(5) JP 4912403 B2 2012.4.11

10

20

30

40

50

【００２０】
　前記器具のユーザーが前記回転板（１）に乗ると、前記回転板は下記の動作を示す。
（１）ユーザーの体重力を受け、前記板を下方に移動させる。この時点で、前記回転板は
前記連接棒のために左回転し、その下方への移動と左回転は、ユーザーが前記回転板上で
足踏みする力と前記スプリング（３）が下死点で平衡点に達するまで継続する（下方への
左回転ステップ）。一旦下死点に達すると、下方への移動と左回転運動が暫時停止され、
最大力で圧縮されたバネの力により、前記回転板が底部から上部へ移動される。この力を
利用して、セクションで示すように前記回転板が上方に移動するにつれてユーザーは上方
にジャンプ（ユーザーがわずかにジャンプするか又は宙にジャンプしてその体重力を軽減
させる状況）するが、前記連接棒は上死点にくるまで前記回転板を右回転させる（上方へ
の右回転ステップ）。一旦上死点に到達すると、前記回転板の右回転速度は最大速度に達
するが、前記運動慣性力により、上死点を通過後も前記回転板が回転を継続することがで
き、その時点で、先にタイミングに合わせてジャンプしたユーザーは前記回転板上に着地
し、ユーザーの体重力が、伸びて反発力が弱まった前記バネを圧迫し、それにより、前記
回転板が継続して下方に移動することができ、前記回転板は前記連結棒の助けで前記質量
と前記バネ圧縮力の平衡によって作り出される下死点に達するまで下方に移動しながら右
回転を継続する（下方への右回転）。一旦下死点に到達すると、ユーザーの身体は以前の
下死点とは逆の方向に移動し、最大に圧縮されたバネ力を利用してユーザーが上方にジャ
ンプすると、前記回転板は左回転しながら再び上方に移動して上死点に達する（上方への
左回転ステップ）。一旦始点である上死点と運動方向に到達すると１サイクルが完了し、
ユーザーが連続的に前記回転板上で足踏み（又はジャンプ）をすることで、上記４ステッ
プサイクル［下方への左回転｛（ａ）～（ｃ）｝、上方への右回転｛（ｃ）～（ｅ）｝、
下方への右回転｛（ｅ）～（ｇ）｝、上方への左回転｛（ｇ）～（ａ）｝］は繰り返され
、それにより、ユーザーの意思に拘らず、自動ツイスト運動と同時に上下ジャンプが可能
になる。
【００２１】
　すなわち、一旦ユーザーが前記回転板上で足踏みすると、前記回転板は連動型の４ステ
ップ左右回転手段のため、下方への左回転、上方への右回転、下方への右回転及び上方へ
の左回転からなる４ステップサイクルを自動的に繰り返し、その上下運動を介して軽走時
と同様の有酸素運動を可能にし、また、前記回転板の強制的な回転により、腰のツイスト
運動を介してストレッチ運動効果も実現する。
【産業上の利用可能性】
【００２２】
　本発明のツイスト運動器具の効果は以下のとおりである。
　前記器具のユーザーが前記回転板に乗り、その上で足踏みすると、前記回転板はユーザ
ーの体重力とバネの反発力を受け、前記板を上方又は下方に移動させ、さらに、前記４ス
テップ左右回転手段と連動して自動的に下方に移動させ、かつ、下方への左回転ステップ
、上方への右回転ステップ、下方への右回転ステップ、及び上方への左回転ステップとい
う４ステップが１サイクルとなる運動を繰り返すことにより、ユーザーの意思に拘らずそ
の腰に左右回転を強要し、ランニングマシンと同様の有酸素運動を可能にするとともに、
腰の回転運動によりストレッチ効果も実現する。また、ユーザーは、回転板の左右回転中
に平衡を維持するため、その上肢や腕を物理的に動かさなくてはならないので、エアロビ
クスやダンスと同様の活動的で面白い運動がもたらされる。前記ツイスト運動器具では起
立運動が可能なので、ユーザーは運動中の退屈さを解消するため、テレビなどを観ること
もきで、軽い運動であるので時間的制約もあまりない。また、軽い歩行と同様の脚運動を
可能にする一方、ランニングマシンのような場所をとらないので、小さな限定されたスペ
ースにおける簡便な運動を実現する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明に係るツイスト運動器具における４ステップの説明。
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【図２】本発明に係る連接棒型ツイスト運動器具の分解斜視図。
【図３】本発明に係る連接棒型ツイスト運動器具のリンクエリアの斜視図。
【図４】被写体の画像を取得して認識する従来の方法の概略的な構成図。
【図５】本発明に係る連接棒型ツイスト運動器具の斜視図（０度回転した状態）。
【図６】本発明に係る連接棒型ツイスト運動器具の斜視図（－４５度回転した状態）。
【図７】本発明に係る連接棒型ツイスト運動器具の斜視図（－９０度回転した状態）。
【図８】本発明に係る連接棒型ツイスト運動器具の斜視図（－４５度回転した状態）。
【図９】本発明に係る連接棒型ツイスト運動器具の斜視図（+９０度回転した状態）。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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