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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】使用者の肩部、腰部又は臀部、足部の３箇所の
部位を個別に移動させて刺激し、マッサージ効果とトレ
ーニング効果を得ることができるベッド式身体部位刺激
装置を提供する。
【解決手段】ベッド式身体部位刺激装置は、ベッド本体
２に設けた肩当て部配置穴５、腰又は臀部当て配置穴６
に上面が露出する状態に、かつ、ベッド幅方向に回動可
能に配置した肩当て部７、腰又は臀部当て部８と、ベッ
ド本体２における腰又は臀部当て配置穴６側の末端部に
露出配置される足載せ部９と、ベッド本体２の内部に配
置されて、ベッド幅方向に往復回動駆動する肩当て部駆
動機構系及び腰又は臀部当て部駆動機構系と、足載せ部
９に載せた足部を上下駆動する足載せ部上下駆動系と、
肩当て部駆動機構系、腰又は臀部当て部駆動機構系の往
復回動制御と、足載せ部上下駆動系の往復上下駆動制御
を行う制御系と、を有する。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　ベッド本体上面に寝た状態の使用者の身体部位を刺激するベッド式身体部位刺激装置で
あって、
　ベッド本体上面の長さ方向に間隔を隔て設けた肩当て部配置穴、腰又は臀部当て配置穴
と、
　前記肩当て部配置穴、腰又は臀部当て配置穴に上面が露出する状態に、かつ、ベッド幅
方向に回動可能に配置した使用者の肩部を当接させる肩当て部、及び腰部又は臀部を当接
させる腰又は臀部当て部と、
　前記ベッド本体の内部に配置され、前記肩当て部の下部を支持してベッド幅方向に往復
回動駆動する肩当て部駆動機構系と、
　前記ベッド本体の内部に配置され、前記腰又は臀部当て部の下部を支持してベッド幅方
向に往復回動駆動する腰又は臀部当て部駆動機構系と、
　前記肩当て部駆動機構系の肩当て部、腰又は臀部当て部駆動機構系の腰又は臀部当て部
に対する非同期の往復回動制御を行う制御系と、
　を有し、
　前記肩当て部、腰又は臀部当て部の回動駆動をもって、使用者の肩部、腰部又は臀部を
個別に移動させて、当該各部に刺激を付与しつつ当該各部が捻じれるような状態であたか
も漁泳の如き形態を呈する捻転回動力を受けることにより、肩部から腰又は臀部に至る範
囲の血流・血行が良好となり、マッサージ効果が得られ、更には、肩部から腰又は臀部に
至る範囲に関連する筋肉の増強等のトレーニング効果をも得ることができるようにしたこ
とを特徴とするベッド式身体部位刺激装置。
【請求項２】
　ベッド本体上面に寝た状態の使用者の身体部位を刺激するベッド式身体部位刺激装置で
あって、
　ベッド本体上面の長さ方向に間隔を隔て設けた肩当て部配置穴、腰又は臀部当て配置穴
と、
　前記肩当て部配置穴、腰又は臀部当て配置穴に上面が露出する状態に、かつ、ベッド幅
方向に回動可能に配置した使用者の肩部を当接させる肩当て部、及び腰部又は臀部を当接
させる腰又は臀部当て部と、
　前記ベッド本体における腰又は臀部当て配置穴側の末端部に露出配置され使用者の足部
を載せる足載せ部と、
　前記ベッド本体の内部に配置され、前記肩当て部の下部を支持してベッド幅方向に往復
回動駆動する肩当て部駆動機構系と、
　前記ベッド本体の内部に配置され、前記腰又は臀部当て部の下部を支持してベッド幅方
向に往復回動駆動する腰又は臀部当て部駆動機構系と、
　前記足載せ部に載せた足部を上下駆動する足載せ部上下駆動系と、
　前記肩当て部駆動機構系の肩当て部、腰又は臀部当て部駆動機構系の腰又は臀部当て部
に対する非同期の往復回動制御、又は同期した往復回動制御、前記足載せ部上下駆動系の
足載せ部に対する往復上下駆動制御を行う制御系と、
　を有し、
　前記足載せ部の小刻みな上下駆動によって、当該足載せ部に載せた足が小刻みに上下動
して、足に上下動に伴う刺激が付与されて当該足に関連する血管の血流・血行が良好とな
りマッサージ効果を得ることができるようにしたとともに、
　前記肩当て部、腰又は臀部当て部の回動駆動をもって、使用者の肩部、腰部又は臀部を
個別に移動させて、当該各部に刺激を付与しつつ当該各部が捻じれるような状態であたか
も漁泳の如き形態を呈する捻転回動力を受けることにより、肩部から腰又は臀部に至る範
囲の血流・血行が良好となり、マッサージ効果が得られ、更には、肩部から腰又は臀部に
至る範囲に関連する筋肉の増強等のトレーニング効果をも得ることができるようにしたこ
とを特徴とするベッド式身体部位刺激装置。
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【請求項３】
　ベッド本体上面に寝た状態の使用者の身体部位を刺激するベッド式身体部位刺激装置で
あって、
　ベッド本体上面の長さ方向に間隔を隔て設けた肩当て部配置穴、腰又は臀部当て配置穴
と、
　前記肩当て部配置穴、腰又は臀部当て配置穴に上面が露出する状態に、かつ、ベッド幅
方向に回動可能に配置した使用者の肩部を当接させる肩当て部、及び腰部又は臀部を当接
させる腰又は臀部当て部と、
　前記ベッド本体の内部に配置され、前記肩当て部の下部を支持してベッド幅方向に往復
回動駆動する肩当て部駆動機構系と、
　前記ベッド本体の内部に配置され、前記腰又は臀部当て部の下部を支持してベッド幅方
向に往復回動駆動する腰又は臀部当て部駆動機構系と、
　前記肩当て部駆動機構系の肩当て部、腰又は臀部当て部駆動機構系の腰又は臀部当て部
に対する非同期の往復回動制御、又は同期した往復回動制御、前記足載せ部上下駆動系の
足載せ部に対する往復上下駆動制御を行う制御系と、
　を有し、
　前記肩当て部駆動機構系は、ベッド本体の底基台上で、かつ、前記肩当て部配置穴の下
方領域に配置した肩当て部駆動手段と、ベッド本体の底基台上の前記肩当て部駆動手段に
より囲まれる領域に配置した肩当て部被駆動手段と、を有し、
　前記肩当て部駆動手段は、前記肩当て部配置穴の下方領域において、原動軸をベッド長
さ方向に向けて底基台の一方の長辺近くに固定配置した肩当て部モータと、底基台の他方
の長辺近くでベッド長さ方向に沿って一対の軸受体により回動可能に軸支し、肩当て部モ
ータの回転力がベルトにより伝達される他辺側軸体と、底基台の一方の長辺近くでベッド
長さ方向に沿って一対の軸受体により回動可能に軸支し、他辺側軸体の回転力がベルトに
より伝達される一辺側軸体と、前記一辺側軸体に取り付けた円盤体に一端をネジ結合によ
り取り付け、ベッド幅方向に延在させ、前記他辺側軸体、一辺側軸体間の略中間位置に他
端に設けたネジ部を臨ませた往復動杆と、を具備し、
　前記肩当て部被駆動手段は、ベッド本体の底基台上の前記肩当て部駆動手段により囲ま
れる領域に配置されるとともに、ベッド長さ方向を軸線方向として一対の軸受体により回
動可能に支持した被駆動往復回動軸体と、前記被駆動往復回動軸体の下部外周部において
ネジ孔がベッド幅方向の配置となるように固着し、前記ネジ孔を前記往復動杆のネジ部と
ネジ結合した円環状連結体と、前記被駆動往復回動軸体に固着され肩当て部を支持する肩
当て部支持部材と、を具備し、
　前記腰又は臀部当て部駆動機構系は、ベッド本体の底基台上で、かつ、前記腰又は臀部
当て配置穴の下方領域に配置した腰又は臀部当て部駆動手段と、ベッド本体の底基台上の
前記腰又は臀部当て部駆動手段により囲まれる領域に配置した腰又は臀部当て部被駆動手
段と、を有し、
　前記腰又は臀部当て部駆動手段は、原動軸をベッド長さ方向に向けて底基台の一方の長
辺近くに固定配置した腰又は臀部当て部モータと、底基台の他方の長辺近くでベッド長さ
方向に沿って一対の軸受体により回動可能に軸支し、腰又は臀部当て部モータの回転力が
ベルトにより伝達される他辺側軸体と、底基台の一方の長辺近くでベッド長さ方向に沿っ
て一対の軸受体により回動可能に軸支し、他辺側軸体の回転力がベルトにより伝達される
一辺側軸体と、前記他辺側に取り付けた円盤体に一端をネジ結合により取り付け、ベッド
幅方向に延在させ、前記他辺側軸体、一辺側軸体間の略中間位置に他端に設けたネジ部を
臨ませた往復動杆と、を具備し、
　前記腰又は臀部当て部被駆動手段は、ベッド本体の底基台上の前記腰又は臀部当て部駆
動手段により囲まれる領域に配置されるとともに、ベッド長さ方向を軸線方向として一対
の軸受体により回動可能に支持した被駆動往復回動軸体と、前記被駆動往復回動軸体の下
部外周部においてネジ孔がベッド幅方向の配置となるように固着し、ネジ孔を前記往復動
杆のネジ部とネジ結合した円環状連結体と、前記被駆動往復回動軸体に固着固着され腰又
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は臀部当て部を支持する腰又は臀部当て部支持部材と、を具備し、
　前記肩当て部、腰又は臀部当て部の回動駆動をもって、使用者の肩部、腰部又は臀部を
個別に移動させて、当該各部に刺激を付与しつつ当該各部が捻じれるような状態であたか
も漁泳の如き形態を呈する捻転回動力を受けることにより、肩部から腰又は臀部に至る範
囲の血流・血行が良好となり、マッサージ効果が得られ、更には、肩部から腰又は臀部に
至る範囲に関連する筋肉の増強等のトレーニング効果をも得ることができるようにしたこ
とを特徴とするベッド式身体部位刺激装置。
【請求項４】
　ベッド本体上面に寝た状態の使用者の身体部位を刺激するベッド式身体部位刺激装置で
あって、
　ベッド本体上面の長さ方向に間隔を隔て設けた肩当て部配置穴、腰又は臀部当て配置穴
と、
　前記肩当て部配置穴、腰又は臀部当て配置穴に上面が露出する状態に、かつ、ベッド幅
方向に回動可能に配置した使用者の肩部を当接させる肩当て部、及び腰部又は臀部を当接
させる腰又は臀部当て部と、
　前記ベッド本体における腰又は臀部当て配置穴側の末端部に露出配置され使用者の足部
を載せる足載せ部と、
　前記ベッド本体の内部に配置され、前記肩当て部の下部を支持してベッド幅方向に往復
回動駆動する肩当て部駆動機構系と、
　前記ベッド本体の内部に配置され、前記腰又は臀部当て部の下部を支持してベッド幅方
向に往復回動駆動する腰又は臀部当て部駆動機構系と、
　前記ベッド本体の末端部内部領域に配置し、前記足載せ部に載せた足部を上下駆動する
足載せ部上下駆動系と、
　前記肩当て部駆動機構系の肩当て部、腰又は臀部当て部駆動機構系の腰又は臀部当て部
に対する非同期の往復回動制御、又は同期した往復回動制御、前記足載せ部上下駆動系の
足載せ部に対する往復上下駆動制御を行う制御系と、
　を有し、
　前記肩当て部駆動機構系は、ベッド本体の底基台上で、かつ、前記肩当て部配置穴の下
方領域に配置した肩当て部駆動手段と、ベッド本体の底基台上の前記肩当て部駆動手段に
より囲まれる領域に配置した肩当て部被駆動手段と、を有し、
　前記肩当て部駆動手段は、前記肩当て部配置穴の下方領域において、原動軸をベッド長
さ方向に向けて底基台の一方の長辺近くに固定配置した肩当て部モータと、底基台の他方
の長辺近くでベッド長さ方向に沿って一対の軸受体により回動可能に軸支し、肩当て部モ
ータの回転力がベルトにより伝達される他辺側軸体と、底基台の一方の長辺近くでベッド
長さ方向に沿って一対の軸受体により回動可能に軸支し、他辺側軸体の回転力がベルトに
より伝達される一辺側軸体と、前記一辺側軸体に取り付けた円盤体に一端をネジ結合によ
り取り付け、ベッド幅方向に延在させ、前記他辺側軸体、一辺側軸体間の略中間位置に他
端に設けたネジ部を臨ませた往復動杆と、を具備し、
　前記肩当て部被駆動手段は、ベッド本体の底基台上の前記肩当て部駆動手段により囲ま
れる領域に配置されるとともに、ベッド長さ方向を軸線方向として一対の軸受体により回
動可能に支持した被駆動往復回動軸体と、前記被駆動往復回動軸体の下部外周部において
ネジ孔がベッド幅方向の配置となるように固着し、前記ネジ孔を前記往復動杆のネジ部と
ネジ結合した円環状連結体と、前記被駆動往復回動軸体に固着され肩当て部を支持する肩
当て部支持部材と、を具備し、
　前記腰又は臀部当て部駆動機構系は、ベッド本体の底基台上で、かつ、前記腰又は臀部
当て配置穴の下方領域に配置した腰又は臀部当て部駆動手段と、ベッド本体の底基台上の
前記腰又は臀部当て部駆動手段により囲まれる領域に配置した腰又は臀部当て部被駆動手
段と、を有し、
　前記腰又は臀部当て部駆動手段は、原動軸をベッド長さ方向に向けて底基台の一方の長
辺近くに固定配置した腰又は臀部当て部モータと、底基台の他方の長辺近くでベッド長さ
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方向に沿って一対の軸受体により回動可能に軸支し、腰又は臀部当て部モータの回転力が
ベルトにより伝達される他辺側軸体と、底基台の一方の長辺近くでベッド長さ方向に沿っ
て一対の軸受体により回動可能に軸支し、他辺側軸体の回転力がベルトにより伝達される
一辺側軸体と、前記他辺側一辺側軸体に取り付けた円盤体に一端をネジ結合により取り付
け、ベッド幅方向に延在させ、前記他辺側軸体、一辺側軸体間の略中間位置に他端に設け
たネジ部を臨ませた往復動杆と、を具備し、
　前記腰又は臀部当て部被駆動手段は、ベッド本体の底基台上の前記腰又は臀部当て部駆
動手段により囲まれる領域に配置されるとともに、ベッド長さ方向を軸線方向として一対
の軸受体により回動可能に支持した被駆動往復回動軸体と、前記被駆動往復回動軸体の下
部外周部においてネジ孔がベッド幅方向の配置となるように固着し、ネジ孔を前記往復動
杆のネジ部とネジ結合した円環状連結体と、前記被駆動往復回動軸体に固着固着され腰又
は臀部当て部を支持する腰又は臀部当て部支持部材と、を具備し、
　前記足載せ部上下駆動系は、足載せ部上下駆動部と、当該足載せ部上下被駆動部と、を
具備し、
　前記足載せ部上下駆動部は、原動軸をベッド長さ方向に向けて、底基台の一方の長辺近
くに固定配置した足載せ部モータと、底基台の他方の長辺近くにベッド長さ方向に向けて
、かつ、一対の軸体により回動可能に配置して、ベルトにより足載せ部モータの回転力が
伝達される水平軸体と、水平軸体の往復回動動作により水平軸体を支軸として回動する回
動棒体と、回動棒体の他端側のネジ部にネジ結合した円環状体を介して上下動する連結杆
と、を具備し、
　前記足載せ部上下被駆動部は、ベッド本体の末端部において上下動可能に嵌装されると
ともに、前記連結杆の他端側を外周部に固着し、上端部に前記足載せ部を固着した上下動
軸体を具備し、
　前記足載せ部の小刻みな上下駆動によって、当該足載せ部に載せた足が小刻みに上下動
して、足に上下動に伴う刺激が付与されて当該足に関連する血管の血流・血行が良好とな
りマッサージ効果を得ることができるようにしたとともに、
　前記肩当て部、腰又は臀部当て部の回動駆動をもって、使用者の肩部、腰部又は臀部を
個別に移動させて、当該各部に刺激を付与しつつ当該各部が捻じれるような状態であたか
も漁泳の如き形態を呈する捻転回動力を受けることにより、肩部から腰又は臀部に至る範
囲の血流・血行が良好となり、マッサージ効果が得られ、更には、肩部から腰又は臀部に
至る範囲に関連する筋肉の増強等のトレーニング効果をも得ることができるようにしたこ
とを特徴とするベッド式身体部位刺激装置。
【請求項５】
　ベッド本体上面に寝た状態の使用者の身体部位を刺激するベッド式身体部位刺激装置で
あって、
　ベッド本体上面の長さ方向に間隔を隔て設けた肩当て部配置穴、腰又は臀部当て配置穴
と、
　前記肩当て部配置穴、腰又は臀部当て配置穴に上面が露出する状態に、かつ、ベッド幅
方向に回動可能に配置した使用者の肩部を当接させる肩当て部、及び腰部又は臀部を当接
させる腰又は臀部当て部と、
　前記ベッド本体の内部に配置され、前記肩当て部の下部を支持してベッド幅方向に往復
回動駆動する肩当て部駆動機構系と、
　前記ベッド本体の内部に配置され、前記腰又は臀部当て部の下部を支持してベッド幅方
向に往復回動駆動する腰又は臀部当て部駆動機構系と、
　前記肩当て部駆動機構系の肩当て部、腰又は臀部当て部駆動機構系の腰又は臀部当て部
に対する非同期の往復回動制御、又は同期した往復回動制御、前記足載せ部上下駆動系の
足載せ部に対する往復上下駆動制御を行う制御系と、
　を有し、
　前記肩当て部駆動機構系は、ベッド本体の底基台上で、かつ、前記肩当て部配置穴の下
方領域に配置した肩当て部駆動手段と、ベッド本体の底基台上の前記肩当て部駆動手段に
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より囲まれる領域に配置した肩当て部被駆動手段と、を有し、
　前記肩当て部駆動手段は、前記肩当て部配置穴の下方領域において、原動軸をベッド長
さ方向に向けて底基台の一方の長辺近くに固定配置した肩当て部モータと、底基台の他方
の長辺近くでベッド長さ方向に沿って一対の軸受体により回動可能に軸支し、肩当て部モ
ータの回転力がベルトにより伝達される他辺側軸体と、前記他辺側軸体に取り付けた円盤
体に一端をネジ結合により取り付け、ベッド幅方向に延在させ、略中間位置に他端に設け
たネジ部を臨ませた往復動杆と、を具備し、
　前記肩当て部被駆動手段は、前記ベッド本体の底基台上のベッド幅方向中央位置でベッ
ド長さ方向を軸線方向として一対の軸受体により回動可能に支持した被駆動往復回動軸体
と、前記被駆動往復回動軸体の下部外周部においてネジ孔がベッド幅方向の配置となるよ
うに固着し、ネジ孔を前記往復動杆のネジ部とネジ結合した円環状連結体と、前記被駆動
往復回動軸体に固着され肩当て部を支持する肩当て部支持部材と、を具備し、
　前記腰又は臀部当て部駆動機構系は、ベッド本体の底基台上で、かつ、前記腰又は臀部
当て配置穴の下方領域に配置した腰又は臀部当て部駆動手段と、ベッド本体の底基台上の
前記腰又は臀部当て部駆動手段により囲まれる領域に配置した腰又は臀部当て部被駆動手
段と、を有し、
　前記腰又は臀部当て部駆動手段は、原動軸をベッド長さ方向に向けて底基台の一方の長
辺近くに固定配置した腰又は臀部当て部モータと、底基台の他方の長辺近くでベッド長さ
方向に沿って一対の軸受体により回動可能に軸支し、腰又は臀部当て部モータの回転力が
ベルトにより伝達される他辺側軸体と、前記他辺側軸体に取り付けた円盤体に一端をネジ
結合により取り付け、ベッド幅方向に延在させ、略中間位置に他端に設けたネジ部を臨ま
せた往復動杆と、を具備し、
　前記腰又は臀部当て部被駆動手段は、ベッド本体の底基台上のベッド幅方向中央位置で
ベッド長さ方向を軸線方向として一対の軸受体により回動可能に支持した被駆動往復回動
軸体と、前記被駆動往復回動軸体の下部外周部においてネジ孔がベッド幅方向の配置とな
るように固着し、ネジ孔を前記往復動杆のネジ部とネジ結合した円環状連結体と、前記被
駆動往復回動軸体に固着されて腰又は臀部当て部を支持する腰又は臀部当て部支持部材と
、を具備し、
　前記肩当て部、腰又は臀部当て部の回動駆動をもって、使用者の肩部、腰部又は臀部を
個別に移動させて、当該各部に刺激を付与しつつ当該各部が捻じれるような状態であたか
も漁泳の如き形態を呈する捻転回動力を受けることにより、肩部から腰又は臀部に至る範
囲の血流・血行が良好となり、マッサージ効果が得られ、更には、肩部から腰又は臀部に
至る範囲に関連する筋肉の増強等のトレーニング効果をも得ることができるようにしたこ
とを特徴とするベッド式身体部位刺激装置。
【請求項６】
　ベッド本体上面に寝た状態の使用者の身体部位を刺激するベッド式身体部位刺激装置で
あって、
　ベッド本体上面の長さ方向に間隔を隔て設けた肩当て部配置穴、腰又は臀部当て配置穴
と、
　前記肩当て部配置穴、腰又は臀部当て配置穴に上面が露出する状態に、かつ、ベッド幅
方向に回動可能に配置した使用者の肩部を当接させる肩当て部、及び腰部又は臀部を当接
させる腰又は臀部当て部と、
　前記ベッド本体における腰又は臀部当て配置穴側の末端部に露出配置され使用者の足部
を載せる足載せ部と、
　前記ベッド本体の内部に配置され、前記肩当て部の下部を支持してベッド幅方向に往復
回動駆動する肩当て部駆動機構系と、
　前記ベッド本体の内部に配置され、前記腰又は臀部当て部の下部を支持してベッド幅方
向に往復回動駆動する腰又は臀部当て部駆動機構系と、
　前記ベッド本体の末端部内部領域に配置し、前記足載せ部に載せた足部を上下駆動する
足載せ部上下駆動系と、
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　前記肩当て部駆動機構系の肩当て部、腰又は臀部当て部駆動機構系の腰又は臀部当て部
に対する非同期の往復回動制御、又は同期した往復回動制御、前記足載せ部上下駆動系の
足載せ部に対する往復上下駆動制御を行う制御系と、
　前記肩当て部駆動機構系、腰又は臀部当て部駆動機構系の非同期制御、或いは同期制御
、及び前記足載せ部上下駆動系の上下駆動制御を行う制御系と、
　を有し、
　前記肩当て部駆動機構系は、ベッド本体の底基台上で、かつ、前記肩当て部配置穴の下
方領域に配置した肩当て部駆動手段と、ベッド本体の底基台上の前記肩当て部駆動手段に
より囲まれる領域に配置した肩当て部被駆動手段と、を有し、
　前記肩当て部駆動手段は、前記肩当て部駆動手段は、前記肩当て部配置穴の下方領域に
おいて、原動軸をベッド長さ方向に向けて底基台の一方の長辺近くに固定配置した肩当て
部モータと、底基台の他方の長辺近くでベッド長さ方向に沿って一対の軸受体により回動
可能に軸支し、肩当て部モータの回転力がベルトにより伝達される他辺側軸体と、前記他
辺側軸体に取り付けた円盤体に一端をネジ結合により取り付け、ベッド幅方向に延在させ
、略中間位置に他端に設けたネジ部を臨ませた往復動杆と、を具備し、
　前記肩当て部被駆動手段は、前記ベッド本体の底基台上のベッド幅方向中央位置でベッ
ド長さ方向を軸線方向として一対の軸受体により回動可能に支持した被駆動往復回動軸体
と、前記被駆動往復回動軸体の下部外周部においてネジ孔がベッド幅方向の配置となるよ
うに固着し、ネジ孔を前記往復動杆のネジ部とネジ結合した円環状連結体と、前記被駆動
往復回動軸体に固着され肩当て部を支持する肩当て部支持部材と、を具備し、
　前記腰又は臀部当て部駆動機構系は、ベッド本体の底基台上で、かつ、前記腰又は臀部
当て配置穴の下方領域に配置した腰又は臀部当て部駆動手段と、ベッド本体の底基台上の
前記腰又は臀部当て部駆動手段により囲まれる領域に配置した腰又は臀部当て部被駆動手
段と、を有し、
　前記腰又は臀部当て部駆動手段は、原動軸をベッド長さ方向に向けて底基台の一方の長
辺近くに固定配置した腰又は臀部当て部モータと、底基台の他方の長辺近くでベッド長さ
方向に沿って一対の軸受体により回動可能に軸支し、腰又は臀部当て部モータの回転力が
ベルトにより伝達される他辺側軸体と、前記他辺側軸体に取り付けた円盤体に一端をネジ
結合により取り付け、ベッド幅方向に延在させ、略中間位置に他端に設けたネジ部を臨ま
せた往復動杆と、を具備し、
　前記腰又は臀部当て部被駆動手段は、ベッド本体の底基台上のベッド幅方向中央位置で
ベッド長さ方向を軸線方向として一対の軸受体により回動可能に支持した被駆動往復回動
軸体と、前記被駆動往復回動軸体の下部外周部においてネジ孔がベッド幅方向の配置とな
るように固着し、ネジ孔を前記往復動杆のネジ部とネジ結合した円環状連結体と、前記被
駆動往復回動軸体に固着され腰又は臀部当て部を支持する腰又は臀部当て部材と、を具備
し、
　前記足載せ部上下駆動系は、足載せ部上下駆動部と、当該足載せ部上下被駆動部と、を
有し、
　前記足載せ部上下駆動部は、原動軸をベッド長さ方向に向けて底基台の一方の長辺近く
に固定配置した足載せ部モータと、底基台の他方の長辺近くにベッド長さ方向に向けて、
かつ、一対の軸体により回動可能に配置して、ベルトにより足載せ部モータの回転力が伝
達される水平軸体と、水平軸体の往復回動動作により水平軸体を支軸として回動する回動
棒体と、回動棒体の他端側のネジ部にネジ結合した円環状体を介して上下動する連結杆と
、を具備し、
　前記足載せ部上下被駆動部は、ベッド本体の末端部において上下動可能に嵌装されると
ともに、前記連結杆の他端側を外周部に固着し、上端部に前記足載せ部を固着した上下動
軸体を具備し、
　前記足載せ部の小刻みな上下駆動によって、当該足載せ部に載せた足が小刻みに上下動
して、足に上下動に伴う刺激が付与されて当該足に関連する血管の血流・血行が良好とな
りマッサージ効果を得ることができるようにしたとともに、
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　前記肩当て部、腰又は臀部当て部の回動駆動をもって、使用者の肩部、腰部又は臀部を
個別に移動させて、当該各部に刺激を付与しつつ当該各部が捻じれるような状態であたか
も漁泳の如き形態を呈する捻転回動力を受けることにより、肩部から腰又は臀部に至る範
囲の血流・血行が良好となり、マッサージ効果が得られ、更には、肩部から腰又は臀部に
至る範囲に関連する筋肉の増強等のトレーニング効果をも得ることができるようにしたこ
とを特徴とするベッド式身体部位刺激装置。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、ベッド式身体部位刺激装置に関するものであり、詳しくは使用者の肩部、腰
部又は臀部、足部の３箇所の部位を個別に移動させて刺激し、特に、肩部、腰部又は臀部
を個別に移動させて刺激を付与しつつ捻じれるような状態であたかも漁泳の如き形態を呈
する捻転回動力を受けることにより、肩部から腰又は臀部に至る範囲の血流・血行が良好
となりマッサージ効果が得られ、更には、肩部から腰又は臀部に至る範囲に関連する筋肉
の増強等のトレーニング効果をも得ることができるベッド式身体部位刺激装置に関するも
のある。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複雑高度化した現代社会においては、仕事上のストレス、運動不足等に起因して
肩コリ、腰痛等に悩まされている人々が多い。
【０００３】
　他方、仕事の繁忙さから身体の運動不足を解消するための運動や筋肉トレーニングを実
施する時間もとれない人々も多数存在する。
【０００４】
　このため、例えば、就寝前又は起床直後において、使用しているベッドを利用して身体
の肩コリ、腰痛等を解消したり、又は筋肉トレーニングを実施できるような装置があれば
極めて便利である。
【０００５】
　特許文献１には、ベッド本体の内部領域に、モーターによって動く偏心駆動プレートを
設け、偏心駆動プレートによりスライドシートをベッド幅方向に往復駆動し、更に、スラ
イドシートと往復ラックを連結固定し、この往復ラック上に例えば使用者の臀部或いは腿
部或いは足部が載る一定幅のベッドマットを配置して、使用者の前記部位をベッド幅方向
に往復移動させる力を付与し、適切な運動或いはマッサージを与えるように構成したベッ
ドのスウイング装置が開示されている。
【０００６】
　この特許文献１におけるベッドのスウイング装置の場合、身体の特定部位の運動或いは
マッサージ効果を得られるものの、上述した一定幅のベッドマットは、ベッド全体の一箇
所に配置される構成であることから、例えば、使用者の肩部、腰部又は臀部の双方の部位
を同時に刺激したり、或いは使用者の肩部、腰部又は臀部、足部の３箇所の部位を同時に
刺激したりするようなことはできないものと推定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】登録実用新案第３０９５２８９号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００８】
　本考案が解決しようとする問題点は、使用者の肩部と、腰部又は臀部との双方の部位を
、或いは使用者の肩部、腰部又は臀部、足部の３箇所の部位を個別に移動させて刺激し、
特に、肩部、腰部又は臀部を個別に移動させて刺激を付与しつつ捻じれるような状態であ
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たかも漁泳の如き形態を呈する捻転回動力を受けることにより、肩部から腰又は臀部に至
る範囲の血流・血行が良好となりマッサージ効果が得られ、更には、肩部から腰又は臀部
に至る範囲に関連する筋肉の増強等のトレーニング効果をも得ることができるようなベッ
ド式身体部位刺激装置が存在しない点である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本考案は、ベッド本体上面に寝る使用者の身体部位を刺激するベッド式身体部位刺激装
置であって、ベッド本体上面の長さ方向に間隔を隔て設けた肩当て部配置穴、腰又は臀部
当て配置穴と、前記肩当て部配置穴、腰又は臀部当て配置穴に上面が露出する状態に、か
つ、ベッド幅方向に回動可能に配置した使用者の肩部を当接させる肩当て部、及び腰部又
は臀部を当接させる腰又は臀部当て部と、前記ベッド本体の内部に配置され、前記肩当て
部の下部を支持してベッド幅方向に往復回動駆動する肩当て部駆動機構系と、前記ベッド
本体の内部に配置され、前記腰又は臀部当て部の下部を支持してベッド幅方向に往復回動
駆動する腰又は臀部当て部駆動機構系と、前記肩当て部駆動機構系の肩当て部、腰又は臀
部当て部駆動機構系の腰又は臀部当て部に対する非同期の往復回動制御、又は同期した往
復回動制御、前記足載せ部上下駆動系の足載せ部に対する往復上下駆動制御を行う制御系
と、を有することを最も主要な特徴とする。
【考案の効果】
【００１０】
　請求項１記載の考案によれば、ベッド本体上に寝ている使用者は、そのままの姿勢でも
って、肩部、腰又は臀部の二つの部位が体軸の周りで捻じれるような、すなわち、あたか
も漁泳の如き形態を呈する捻転回動力を受けることになり、これにより、肩部から腰又は
臀部に至る範囲の血流・血行が良好となりマッサージ効果が得られ、更には、肩部から腰
又は臀部に至る範囲に関連する筋肉の増強等のトレーニング効果をも得ることができるベ
ッド式身体部位刺激装置を実現し提供することができる。
【００１１】
　請求項２記載の考案によれば、請求項１記載の考案と同様な効果を奏するとともに、足
載せ部上下駆動系による足載せ部の小刻みな上下駆動によって、前記足載せ部に載せた足
も小刻みに上下動して、足に上下動に伴う刺激が付与され、当該足に関連する血管の血流
・血行が良好となり、マッサージ効果を得ることができるベッド式身体部位刺激装置を実
現し提供することができる。
【００１２】
　請求項３記載の考案によれば、前記制御部の制御の基に、肩当て部駆動機構系における
肩当て部駆動手段の肩当て部モータ、腰又は臀部当て部駆動機構系における腰又は臀部当
て部駆動手段の腰又は臀部当て部モータを非同期で往復回転駆動し、肩当て部被駆動手段
を介して肩当て部支持部材により支持した肩当て部をベッド幅方向に往復回動させるとと
もに、腰又は臀部当て部被駆動手段を介して腰又は臀部当て部により支持した腰又は臀部
当て部をベッド幅方向に前記肩当て部と非同期のタイミングでベッド幅方向に往復回動さ
せる構成の基に、ベッド本体上に寝ている使用者は、そのままの姿勢で、肩部、腰又は臀
部の二つの部位が体軸の周りで捻じれるような、すなわち、あたかも漁泳の如き形態を呈
する捻転回動力を受けることになり、これにより、肩部から腰又は臀部に至る範囲の血流
・血行が良好となり、マッサージ効果が得られ、更には、肩部から腰又は臀部に至る範囲
に関連する筋肉の増強等のトレーニング効果をも得ることができるベッド式身体部位刺激
装置を実現し提供することができる。
【００１３】
　請求項４記載の考案によれば、請求項３記載の考案と同様な効果を奏するとともに、足
載せ部上下駆動系による足載せ部の小刻みな上下駆動によって、前記足載せ部に載せた足
も小刻みに上下動して、足に上下動に伴う刺激が付与され、当該足に関連する血管の血流
・血行が良好となり、マッサージ効果を得ることができるベッド式身体部位刺激装置を実
現し提供することができる。
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【００１４】
　請求項５記載の考案によれば、肩当て部駆動機構系における肩当て部駆動手段、腰又は
臀部当て部駆動機構系における腰又は臀部当て部駆動手段の構成を簡略化した構成の基に
、ベッド本体上に寝ている使用者は、そのままの姿勢で、肩部、腰又は臀部の二つの部位
が体軸の周りで捻じれるような、すなわち、あたかも漁泳の如き形態を呈する捻転回動力
を受けることになり、これにより、肩部から腰又は臀部に至る範囲の血流・血行が良好と
なり、マッサージ効果が得られ、更には、肩部から腰又は臀部に至る範囲に関連する筋肉
の増強等のトレーニング効果をも得ることができるベッド式身体部位刺激装置を実現し提
供することができる。
【００１５】
　請求項６記載の考案によれば、請求項５記載の考案と同様な効果を奏するとともに、足
載せ部上下駆動系による足載せ部の小刻みな上下駆動によって、前記足載せ部に載せた足
も小刻みに上下動して、足に上下動に伴う刺激が付与され、当該足に関連する血管の血流
・血行が良好となり、マッサージ効果を得ることができるベッド式身体部位刺激装置を実
現し提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は本考案の実施例に係るベッド式身体部位刺激装置の外観斜視図である。
【図２】図２は本実施例に係るベッド式身体部位刺激装置の肩当て部駆動機構系、腰又は
臀部当て部駆動機構系及び足載せ部上下駆動系の配置を示す概略説明図である。
【図３】図３は本実施例に係るベッド式身体部位刺激装置における肩当て部駆動機構系の
構成を示す概略平面図である。
【図４】図４は本実施例に係るベッド式身体部位刺激装置における肩当て部駆動機構系を
構成する肩当て部及び肩当て部支持部材の構成を示す概略部分拡大断面図である。
【図５】図５は本実施例に係るベッド式身体部位刺激装置における腰又は臀部当て部駆動
機構系の構成を示す概略平面図である。
【図６】図６は本実施例に係るベッド式身体部位刺激装置における腰又は臀部当て部駆動
機構系を構成する腰又は臀部当て部、及び前記腰又は臀部当て部支持部材の構成を示す概
略部分拡大断面図である。
【図７】図７は本実施例に係るベッド式身体部位刺激装置における足載せ部上下駆動系の
構成を示す概略平面図である。
【図８】図８は本実施例に係るベッド式身体部位刺激装置における足載せ部上下駆動系に
おける足載せ部上下被駆動部の構成を示す概略断面図である。
【図９】図９は本実施例に係るベッド式身体部位刺激装置における制御系の概略ブロック
図である。
【図１０】図１０は本実施例に係るベッド式身体部位刺激装置におけるスイッチボックス
を示す正面図である。
【図１１】図１１は本実施例に係るベッド式身体部位刺激装置における肩当て部、腰又は
臀部当て部の非同期駆動の状態を示す動作説明図である。
【図１２】図１２は本実施例に係るベッド式身体部位刺激装置における肩当て部、腰又は
臀部当て部の非同期駆動の状態を示す動作説明図である。
【図１３】図１３は本実施例に係るベッド式身体部位刺激装置における肩当て部、腰又は
臀部当て部の同期駆動の状態を示す動作説明図である。
【図１４】図１４は本考案の実施例に係るベッド式身体部位刺激装置における肩当て部駆
動機構系の変形例の構成を示す概略平面図である。
【図１５】図１５は本実施例に係るベッド式身体部位刺激装置における腰又は臀部当て部
駆動機構系の変形例の構成を示す概略平面図である。
【考案を実施するための形態】
【００１７】
　本考案は、使用者の肩部と、腰部又は臀部との双方の部位を、或いは使用者の肩部、腰
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部又は臀部、足部の３箇所の部位を同時に又は個別に移動させて刺激を付与することがで
き、使用者が効率よくマッサージ効果、トレーニング効果を得ることができるベッド式身
体部位刺激装置を提供するという目的を、ベッド本体上面に寝る使用者の身体部位を刺激
するベッド式身体部位刺激装置であって、ベッド本体上面の長さ方向に間隔を隔て設けた
肩当て部配置穴、腰又は臀部当て配置穴と、前記肩当て部配置穴、腰又は臀部当て配置穴
に上面が露出する状態に、かつ、ベッド幅方向に回動可能に配置した使用者の肩部を当接
させる肩当て部、及び腰部又は臀部を当接させる腰又は臀部当て部と、前記ベッド本体に
おける腰又は臀部当て配置穴側の末端部に露出配置され使用者の足部を載せる足載せ部と
、前記ベッド本体の内部に配置され、前記肩当て部の下部を支持してベッド幅方向に往復
回動駆動する肩当て部駆動機構系と、前記ベッド本体の内部に配置され、前記腰又は臀部
当て部の下部を支持してベッド幅方向に往復回動駆動する腰又は臀部当て部駆動機構系と
、前記足載せ部に載せた足部を上下駆動する足載せ部上下駆動系と、前記肩当て部駆動機
構系の肩当て部、腰又は臀部当て部駆動機構系の腰又は臀部当て部に対する非同期の往復
回動制御、又は同期した往復回動制御、前記足載せ部上下駆動系の足載せ部に対する往復
上下駆動制御を行う制御系と、を有する構成により実現した。
【実施例】
【００１８】
　以下、本考案の実施例に係るベッド式身体部位刺激装置について図面を参照して詳細に
説明する。
【００１９】
　本実施例に係るベッド式身体部位刺激装置１は、図１に示すように、全体として直方体
箱型状に形成したベッド本体２を有し、このベッド本体２を、上方が開口した直方体箱型
状のベッド基体３と、ベッド基体３の開口部全体を覆う形態で着脱可能であり、かつ、マ
ット形態としたベッド蓋体４と、により構成している。
【００２０】
　前記ベッド蓋体４には、ベッド本体２の上面の長さ方向に間隔を隔て設けた四角形状の
肩当て部配置穴５、腰又は臀部当て配置穴６を設けている。
【００２１】
　前記肩当て部配置穴５、腰又は臀部当て配置穴６には、その上面が露出する状態に、か
つ、ベッド幅方向に回動可能に配置した使用者の肩部を当接させる薄型直方体状の肩当て
部７、及び同じく薄型直方体状の使用者の腰部又は臀部を当接させる腰又は臀部当て部８
を配置するように構成している。
【００２２】
　前記腰又は臀部当て部８は、使用者の腰又は臀部がぴったりと当接するようにそのベッ
ド幅方向中央部分を凹陥した形状に形成している。
【００２３】
　また、前記ベッド本体２における前記腰又は臀部当て配置穴６側の末端部には、使用者
の足部を載せる足載せ部９を詳細は後述するが露出配置に、かつ、上下動可能に配置して
いる。
【００２４】
　なお、図１において、１０は前記ベッド本体２の末端部に前記足載せ部９と並設した固
定配置の足載せ補助具である。
【００２５】
　また、図２においては、前記ベッド本体２の内部における肩当て部駆動機構系１１、腰
又は臀部当て部駆動機構系４１及び足載せ部上下駆動系７１の配置を点線で示している。
【００２６】
　次に、前記肩当て部駆動機構系１１、腰又は臀部当て部駆動機構系４１及び足載せ部上
下駆動系７１の詳細構造について図３乃至図８を参照して説明する。
　なお、足載せ部９の形状は、使用者の足を足載せ部９に載せた際、使用者の足が安定す
るように、その上面を上方にやや湾曲したものとして形成しても良い。
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【００２７】
　前記肩当て部駆動機構系１１は、前記肩当て部７の下部を支持してベッド幅方向に往復
回動駆動するものであり、図３に示すように、前記ベッド本体２を構成するベッド基体３
の底部に設けた底基台１２上で、かつ、前記肩当て部配置穴５の下方領域に配置した肩当
て部駆動手段１３Ａと、前記底基台１２上の前記肩当て部駆動手段１３Ａにより囲まれる
領域に配置した肩当て部被駆動手段１３Ｂと、を有している。
【００２８】
　前記肩当て部駆動手段１３Ａは、原動軸をベッド長さ方向に向けて底基台１２の一方の
長辺近くに固定配置した肩当て部モータ１４と、前記肩当て部モータ１４の原動軸に取り
付けた原動プーリ１５と、前記底基台１２の他方の長辺近くでベッド長さ方向に沿って一
対の軸受体１６により回動可能に軸支した他辺側軸体１７と、他辺側軸体１７の前記原動
プーリ１５の位置に対応する一端に取り付けた従動プーリ１８と、前記原動プーリ１５、
従動プーリ１８間にベッド幅方向の配置で掛け渡し、前記肩当て部モータ１４の回転力を
他辺側軸体１７に伝達する第１ベルト１９と、前記他辺側軸体１７の他端に取り付けた伝
達プーリ２０と、底基台１２の一方の長辺近くでベッド長さ方向に沿って一対の軸受体２
１により回動可能に軸支した一辺側軸体２２と、一辺側軸体２２の前記伝達プーリ２０の
位置に対応する他端に取り付けた伝達プーリ２３と、両伝達プーリ２０、２３間にベッド
幅方向の配置で掛け渡し、前記他辺側軸体１７の回転力を一辺側軸体２２に伝達する第２
ベルト２４と、前記一辺側軸体２２に取り付けた円盤体２５の外周部に一端をネジ結合に
より取り付け、ベッド幅方向に延在させ、前記他辺側軸体１７、一辺側軸体２２間の略中
間位置に他端に設けたネジ部２６ａを臨ませた往復動杆２６と、を具備し、これら各要素
が全体として底基台１２上で平面視略四角形状を呈する配置としている。
【００２９】
　前記肩当て部被駆動手段１３Ｂは、図３、図４に示すように、前記ベッド本体２の底基
台１２上の前記肩当て部駆動手段１３により囲まれる領域に配置されるとともに、ベッド
長さ方向を軸線方向として一対の軸受体２７により回動可能に支持した被駆動往復回動軸
体２８と、前記被駆動往復回動軸体２８の下部外周部においてネジ孔をベッド幅方向の配
置となるようにして固着し、ネジ孔を前記往復動杆２６のネジ部２６ａとネジ結合（螺合
）した円環状連結体２９と、前記被駆動往復回動軸体２８に固着されて、前記肩当て部７
の下部を支持する肩当て部支持部材３０と、を具備している。
【００３０】
　前記肩当て部支持部材３０は、図４に示すように、前記被駆動往復回動軸体２８の外周
からベッド幅方向の水平両方向に突設した一対の水平支持杆３１と、一対の水平支持杆３
１に対して各々垂直上方向に向けて所定寸法突出する状態に取り付けた一対の垂直支持杆
３２と、一対の垂直支持杆３２の上端に架設した肩当て部支持板３３と、を具備し、前記
肩当て部支持板３３の上面に前記肩当て部７の下部を当接しネジ止め等により前記肩当て
部７を一体的に支持する構成としている。
【００３１】
　前記腰又は臀部当て部駆動機構系４１は、前記腰又は臀部当て部８の下部を支持してベ
ッド幅方向に往復回動駆動するものであり、図５に示すように、前記ベッド本体２を構成
するベッド基体３の底部に設けた底基台４２上で、かつ、前記腰又は臀部当て配置穴６の
下方領域に配置した腰又は臀部当て部駆動手段４３Ａと、前記底基台４２上の前記腰又は
臀部当て部駆動手段４３により囲まれる領域に配置した腰又は臀部当て部被駆動手段４３
Ｂと、を有している。
【００３２】
　前記腰又は臀部当て部駆動手段４３は、原動軸をベッド長さ方向に向けて底基台４２の
一方の長辺近くに固定配置した腰又は臀部当て部モータ４４と、前記腰又は臀部当て部モ
ータ４４の原動軸に取り付けた原動プーリ４５と、底基台４２の他方の長辺近くでベッド
長さ方向に沿って一対の軸受体４６により回動可能に軸支した他辺側軸体４７と、他辺側
軸体４７の前記原動プーリ４５の位置に対応する一端に取り付けた従動プーリ４８と、前
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記原動プーリ４５、従動プーリ４８間にベッド幅方向の配置で掛け渡し、前記腰又は臀部
当て部モータ４４の回転力を他辺側軸体４７に伝達する第１ベルト４９と、前記他辺側軸
体４７の他端に取り付けた伝達プーリ５０と、底基台４２の一方の長辺近くでベッド長さ
方向に沿って一対の軸受体５１により回動可能に軸支した一辺側軸体５２と、一辺側軸体
５２の前記伝達プーリ５０の位置に対応する他端に取り付けた伝達プーリ５３と、両伝達
プーリ５０、５３間にベッド幅方向の配置で掛け渡し、前記他辺側軸体４７の回転力を一
辺側軸体５２に伝達する第２ベルト５４と、前記一辺側軸体５２に取り付けた円盤体５５
に一端をネジ結合により取り付け、ベッド幅方向に延在させ、前記他辺側軸体４７、一辺
側軸体５２間の略中間位置に他端に設けたネジ部５６ａを臨ませた往復動杆５６とを具備
し、これら各要素が全体として底基台４２上で平面視略四角形状を呈する配置としている
。
【００３３】
　前記腰又は臀部当て部被駆動手段４３Ｂは、図５、図６に示すように、前記ベッド本体
２の底基台４２上の前記腰又は臀部当て部駆動手段４３により囲まれる領域に配置される
とともに、ベッド長さ方向を軸線方向として一対の軸受体５７により回動可能に支持した
被駆動往復回動軸体５８と、前記被駆動往復回動軸体５８の下部外周部においてネジ孔を
ベッド幅方向の配置となるようにして固着し、ネジ孔を前記往復動杆５６のネジ部５６ａ
とネジ結合（螺合）した円環状連結体５９と、前記被駆動往復回動軸体５８に固着した腰
又は臀部当て部支持部材６０と、を具備している。
【００３４】
　前記腰又は臀部当て部支持部材６０は、図６に示すように、前記被駆動往復回動軸体５
８の外周からベッド幅方向の水平両方向に突設した一対の水平支持杆６１と、一対の水平
支持杆６１に対して各々垂直上方向に向けて所定寸法突出する状態に取り付けた一対の垂
直支持杆６２と、一対の垂直支持杆６２の上端に架設した腰又は臀部当て部支持板６３と
、を具備し、前記腰又は臀部当て部支持板６３の上面に前記腰又は臀部当て部８の下部を
当接しネジ止め等により前記腰又は臀部当て部８を一体的に支持する構成としている。
【００３５】
　前記足載せ部上下駆動系７１は、使用者の足部を載せる足載せ部９を例えば小刻みに上
下動させるものであり、図７、図８に示すように、前記ベッド本体２を構成するベッド基
体３の末端部の底部に設けた底基台７２上に配置した足載せ部上下駆動部７３Ａと、足載
せ部上下被駆動部７３Ｂとを有している。
【００３６】
　前記足載せ部上下駆動部７３Ａは、原動軸をベッド長さ方向に向けて底基台７２の一方
の長辺近くに固定配置した足載せ部モータ７４と、底基台７２の他方の長辺近くにベッド
長さ方向に向けて、かつ、一対の軸体７５により回動可能に配置し、ベルト７７により足
載せ部モータ７４の回転力が伝達される水平軸体７６と、この水平軸体７６の端部に一体
的に取り付けた円盤体７６ａからベッド幅方向に向けて突設され、水平軸体７６の往復回
動動作により前記水平軸体７６を支軸として回動する回動棒体７８と、前記回動棒体７８
の他端側に設けたネジ部７８ａにネジ結合した円環状体７９を介して上下動する連結杆８
０と、を具備している。
【００３７】
　前記足載せ部上下被駆動部７３Ｂは、ベッド本体２の末端部において、上下所定間隔を
隔てて配置した一対の垂直軸受体８１に垂直方向に上下動可能に嵌装されるとともに、前
記連結杆８０の他端側を外周部に固着し、ベッド本体２の末端部から垂直上方の突出させ
た上端部に前記足載せ部９を固着した上下動軸体８２と、を具備している。
【００３８】
　次に、本実施例における前記肩当て部駆動機構系１１、腰又は臀部当て部駆動機構系４
１、及び前記足載せ部上下駆動系７１の制御を行う制御系について図９、図１０を参照し
て説明する。
【００３９】
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　この制御系は、箱型状に構成したコントロールボックス９１を有し、このコントロール
ボックス９１の正面部には、肩当て部調整ダイヤル９２、腰又は臀部当て部ダイヤル９３
、足載せ部ダイヤル９４、電源スイッチ１００を配置している。
【００４０】
　前記肩当て部調整ダイヤル９２は、ダイヤル操作によって肩当て部７の回動状態を、遅
い、中間、速いの３段階に切り替える切替信号を出力するように構成している。
【００４１】
　前記腰又は臀部当て部ダイヤル９３は、ダイヤル操作によって腰又は臀部当て部８の回
動状態を、遅い、中間、速いの３段階に切り替える切替信号を出力するように構成してい
る。
【００４２】
　前記足載せ部ダイヤル９４は、ダイヤル操作によって、足載せ部９の上下動状態を遅い
、中間、速いの３段階に切り替える切替信号を出力するように構成している。
【００４３】
　また、コントロールボックス９１の内部には、前記肩当て部調整ダイヤル９２、腰又は
臀部当て部ダイヤル９３、足載せ部ダイヤル９４のダイヤル操作に応じた各切替信号に基
づいて、前記肩当て部駆動機構系１１の肩当て部モータ１４、腰又は臀部当て部駆動機構
系４１の腰又は臀部当て部モータ４４に対する非同期の往復回転制御、又は同期した往復
回転制御、前記足載せ部上下駆動系７１の足載せ部モータ７４の足載せ部９に対する上下
駆動のための往復回転制御を行う動作プログラムを格納したプログラムメモリ９５と、前
記動作プログラムに基づいて動作する制御部９６と、前記制御部９６の制御の基に肩当て
部モータ１４を往復回転駆動する肩当て部モータドライバ９７と、前記制御部９６の制御
の基に腰又は臀部当て部モータ４４を往復回転駆動する腰又は臀部当て部モータドライバ
９８と、前記制御部９６の制御の基に足載せ部モータ７４を往復回転駆動する足載せ部モ
ータドライバ９９と、を搭載した制御ユニットを配置している。
【００４４】
　前記制御部９６の制御に基づく肩当て部モータ１４の往復回転駆動は、前記肩当て部７
を、例えば水平位置と、ベッド幅方向に例えば水平位置から２０度又は３０度程度傾けた
位置とにわたって往復回動させるように行う構成としている。
【００４５】
　前記制御部９６の制御に基づく腰又は臀部当て部モータ４４の往復回転駆動は、前記腰
又は臀部当て部８を、例えば水平位置と、ベッド幅方向に例えば水平位置から２０度又は
３０度程度傾けた位置とにわたって往復回動させるように行う構成としている。
【００４６】
　なお、本実施例に係るベッド式身体部位刺激装置１の動作に必要な電力供給は、商用電
源を用いるが、電力供給系については図示省略する。
【００４７】
　次に、上述した構成からなる本実施例に係るベッド式身体部位刺激装置１の作用、効果
について、図１１乃至図１３を参照して説明する。
【００４８】
　本実施例に係るベッド式身体部位刺激装置１により、使用者の肩部１０１、腰又は臀部
１０２に刺激を加えるに際して、使用者は、ベッド本体２上に使用者が寝て、肩部１０１
を前記肩当て部７に、腰又は臀部１０２を前記腰又は臀部当て部８に接触させる。
　また、使用者の足部はベッド本体２の末端側に伸ばしたままとするか、又は前記足載せ
部９上に載せる。
【００４９】
　この状態で、前記電源スイッチ１００をオンにし、ベッド式身体部位刺激装置１を始動
させる。
【００５０】
　これにより、前記制御部９６の制御の基に肩当て部駆動機構系１１における肩当て部駆
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動手段１３Ａの肩当て部モータ１４、腰又は臀部当て部駆動機構系４１における腰又は臀
部当て部駆動手段４３Ａの腰又は臀部当て部モータ４４が非同期（回転タイミングを半周
期ずらし）で往復回転し、又は同期（回転タイミングを同一）した往復回転を行う。
【００５１】
　肩当て部モータ１４の往復回転力は、肩当て部駆動手段１３Ａの第１ベルト１９、他辺
側軸体１７、第２ベルト２４を経て一辺側軸体２２に伝達され、更に、円盤体２５から往
復動杆２６に伝達されて、この往復動杆２６は前記一辺側軸体２２の往復回転に応じて図
３に示すようにベッド幅方向に往復移動する。
【００５２】
　前記往復動杆２６のベッド幅方向の往復移動に応じて、前記肩当て部被駆動手段１３Ｂ
における被駆動往復回動軸体２８も往復回転し、この被駆動往復回動軸体２８に連動する
肩当て部支持部材３０、肩当て部７が、図１１左欄及び図１２左欄に示すように往復回動
する。
【００５３】
　一方、前記腰又は臀部当て部駆動機構系４１においては、前記制御部９６の制御の基に
前記腰又は臀部当て部駆動手段４３Ａの腰又は臀部当て部モータ４４が非同期（回転タイ
ミングを半周期ずらし）で往復回転し、又は同期（回転タイミングを同一）した往復回転
を行う。
【００５４】
　腰又は臀部当て部駆動手段４３Ａの腰又は臀部当て部モータ４４の往復回転力は、第１
ベルト４９、他辺側軸体４７、第２ベルト５４を経て一辺側軸体５２に伝達されて、更に
、円盤体５５から往復動杆５６に伝達されて、この往復動杆５６は前記一辺側軸体５２の
往復回転に応じて図５に示すようにベッド幅方向に往復移動する。
【００５５】
　前記往復動杆５６のベッド幅方向の往復移動に応じて、前記腰又は臀部当て部被駆動手
段４３Ｂにおける被駆動往復回動軸体５８も往復回転し、この被駆動往復回動軸体５８に
連動する腰又は臀部当て部支持部材６０、腰又は臀部当て部８が、図１１右欄及び図１２
右欄に示すように、往復回動する。
　この場合、肩当て部モータ１４、腰又は臀部当て部モータ４４を非同期（回転タイミン
グを半周期ずらし）で往復回転させた場合には、前記肩当て部７上の使用者の肩部１０１
は、図１１左欄、図１２左欄の状態を交互に繰り返しし、また、前記腰又は臀部当て部８
上の腰又は臀部１０２は、図１１右欄、図１２右欄の状態を交互に繰り返す。
【００５６】
　この結果、前記肩当て部７上の使用者の肩部１０１、腰又は臀部当て部８上の腰又は臀
部１０２には、使用者の体軸の周りで非同期に捻転させる捻転回動力が付与されることに
なる。
【００５７】
　このようにして、本実施例に係るベッド式身体部位刺激装置１によれば、ベッド本体２
上に寝ている使用者は、そのままの姿勢で、肩部１０１、腰又は臀部１０２の二つの部位
が体軸の周りで捻じれるような、すなわち、あたかも漁泳の如き形態を呈する捻転回動力
を受けることになり、これにより、肩部１０１から腰又は臀部１０２に至る範囲の刺激を
受けることになり、血流・血行が良好となり、マッサージ効果が得られ、更には、肩部１
０１から腰又は臀部１０２に至る範囲に関連する筋肉の増強等のトレーニング効果をも得
ることができる。
【００５８】
　また、前記肩当て部モータ１４、腰又は臀部当て部モータ４４を同期（回転タイミング
を同一）して往復回転させた場合には、前記肩当て部７上の使用者の肩部１０１、前記腰
又は臀部当て部８上の腰又は臀部１０２は、図１３に示すように、ともに同一方向に往復
回動する。
【００５９】
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　この結果、前記肩当て部７上の使用者の肩部１０１、腰又は臀部当て部８上の腰又は臀
部１０２には、使用者の体軸の周りで連動して往復回動させる往復回動力が付与されるこ
とになり、肩部１０１から腰又は臀部１０２に至る範囲の刺激を受けることができる。
【００６０】
　次に、前記足載せ部９及び足載せ部上下駆動系７１の作用効果について説明する。
【００６１】
　前記ベッド本体２上に寝ている使用者が、前記足載せ部９上に自己の足を載せ、足載せ
部上下駆動系７１の足載せ部モータ７４を始動させて小刻みに往復回転させる。
　前記足載せ部上下駆動系７１は、使用者の足部を載せる足載せ部９を例えば小刻みに上
下動させる
【００６２】
　足載せ部モータ７４の回転力は、ベルト７７により水平軸体７６に伝達され、水平軸体
７６も往復回転し、これにより回動棒体７８が水平軸体７６を支軸として小刻みに回動す
る。
【００６３】
　この結果、前記回動棒体７８の他端側にネジ結合した円環状体７９を介して連結杆８０
、したがって、上下動軸体８２も小刻みに上下動し、その上端部に固着した前記足載せ部
９も小刻みに上下動する。
【００６４】
　これにより、前記足載せ部９に載せた前記足も小刻みに上下動して、足に上下動に伴う
刺激が付与され、当該足に関連する血管の血流・血行が良好となり、マッサージ効果が得
られる。
【００６５】
　なお、前記上下動軸体８２又は足載せ補助具１０にベルト（図示せず）を掛けて、使用
者がウェストストレッチを行うという使用態様も可能である。上下動軸体８２にベルトを
掛けて、使用者がウェストストレッチを行う場合は、上下動軸体８２の動きがベルトに伝
達しつつ使用者のウェストに伝わってストレッチ効果を向上させることができる。
　上記ベルトの上下動軸体８２又は足載せ補助具１０への掛ける状態（図示せず）は、如
何なる手段でもって掛けても良い。
【００６６】
　次に、本実施例に係るベッド式身体部位刺激装置１における前記肩当て部駆動機構系１
１、腰又は臀部当て部駆動機構系４１の変形例について、図１４、図１５を参照して説明
する。
【００６７】
　なお、図１４、図１５に示す肩当て部駆動機構系１１Ａ、腰又は臀部当て部駆動機構系
４１Ａにおいて、既述した肩当て部駆動機構系１１、腰又は臀部当て部駆動機構系４１の
場合と同一の要素については同一の符号を付して示す。
【００６８】
　図１４は、前記肩当て部駆動機構系１１の変形例である肩当て部駆動機構系１１Ａを示
すものである。
【００６９】
　肩当て部駆動機構系１１Ａは、前記肩当て部駆動機構系１１よりも構成を簡略化したも
のであり、前記ベッド本体２を構成するベッド基体３の底部に設けた底基台１２上で、か
つ、前記肩当て部配置穴５の下方領域に配置した肩当て部駆動手段１３Ｃと、前記底基台
１２上に配置した肩当て部被駆動手段１３Ｄと、を有している。
【００７０】
　前記肩当て部駆動手段１３Ｃは、原動軸をベッド長さ方向に向けて底基台１２の一方の
長辺近くに固定配置した肩当て部モータ１４と、前記肩当て部モータ１４の原動軸に取り
付けた原動プーリ１５と、前記底基台１２の他方の長辺近くでベッド長さ方向に沿って一
対の軸受体１６により回動可能に軸支した他辺側軸体１７と、他辺側軸体１７の前記原動
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プーリ１５の位置に対応する一端に取り付けた従動プーリ１８と、前記原動プーリ１５、
従動プーリ１８間にベッド幅方向の配置で掛け渡し、前記肩当て部モータ１４の回転力を
他辺側軸体１７に伝達する第１ベルト１９と、前記他辺側軸体１７に取り付けた円盤体２
５の外周部に一端をネジ結合により取り付け、ベッド幅方向に延在させ、ベッド幅方向の
略中間位置に他端に設けたネジ部２６ａを臨ませた往復動杆２６と、を具備し、これら各
要素が全体として底基台１２上で平面視略Ｌ形状を呈する配置としている。
【００７１】
　前記肩当て部被駆動手段１３Ｄは、図１４に示すように、前記ベッド本体２の底基台１
２上で、ベッド長さ方向を軸線方向として一対の軸受体２７により回動可能に支持した被
駆動往復回動軸体２８と、前記被駆動往復回動軸体２８の下部外周部においてネジ孔をベ
ッド幅方向の配置となるようにして固着し、ネジ孔を前記往復動杆２６のネジ部２６ａと
ネジ結合（螺合）した円環状連結体２９と、前記被駆動往復回動軸体２８に固着され、前
記肩当て部７の下部を支持する肩当て部支持部材３０と、を具備している。
【００７２】
　なお、前記肩当て部支持部材３０は、図４に示す場合と同一の構成としている。
【００７３】
　図１５は、前記腰又は臀部当て部駆動機構系４１の変形例である腰又は臀部当て部駆動
機構系４１Ａを示すものである。
【００７４】
　この腰又は臀部当て部駆動機構系４１Ａは、前記腰又は臀部当て部駆動機構系４１より
も構成を簡略化したものであり、腰又は臀部当て部駆動手段４３Ｃと、腰又は臀部当て部
被駆動手段４３Ｄと、を有している。
【００７５】
　前記腰又は臀部当て部駆動手段４３Ｃは、原動軸をベッド長さ方向に向けて底基台４２
の一方の長辺近くに固定配置した腰又は臀部当て部モータ４４と、前記腰又は臀部当て部
モータ４４の原動軸に取り付けた原動プーリ４５と、底基台４２の他方の長辺近くでベッ
ド長さ方向に沿って一対の軸受体４６により回動可能に軸支した他辺側軸体４７と、他辺
側軸体４７の前記原動プーリ４５の位置に対応する一端に取り付けた従動プーリ４８と、
前記原動プーリ４５、従動プーリ４８間にベッド幅方向の配置で掛け渡し、前記腰又は臀
部当て部モータ４４の回転力を他辺側軸体４７に伝達する第１ベルト４９と、前記他辺側
軸体４７に取り付けた円盤体５５に一端をネジ結合により取り付け、ベッド幅方向に延在
させ、前記他辺側軸体４７、一辺側軸体５２間の略中間位置に他端に設けたネジ部５６ａ
を臨ませた往復動杆５６とを具備し、これら各要素が全体として底基台４２上で平面視略
Ｌ形状を呈する配置としている。
【００７６】
　前記腰又は臀部当て部被駆動手段４３Ｂは、図１５に示すように、前記ベッド本体２の
底基台４２上配置されるとともに、ベッド長さ方向を軸線方向として一対の軸受体５７に
より回動可能に支持した被駆動往復回動軸体５８と、前記被駆動往復回動軸体５８の下部
外周部においてネジ孔をベッド幅方向の配置となるようにして固着し、ネジ孔を前記往復
動杆５６のネジ部５６ａとネジ結合（螺合）した円環状連結体５９と、前記被駆動往復回
動軸体５８に固着した腰又は臀部当て部支持部材６０と、を具備している。
【００７７】
　なお、腰又は臀部当て部支持部材６０は、図６に示す場合と同一の構成としている。
【００７８】
　本実施例に係るベッド式身体部位刺激装置１において、肩当て部駆動機構系１１、腰又
は臀部当て部駆動機構系４１に替えて、図１４、図１５に示す構成を簡略化した肩当て部
駆動機構系１１Ａ、腰又は臀部当て部駆動機構系４１Ａを採用してベッド式身体部位刺激
装置１を構成した場合においても、既述した場合と同様な同様な作用効果を発揮するとと
もに、構造の簡略化、部品点数の削減により、より低廉な製造コストでベッド式身体部位
刺激装置１を実現することができる。
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　なお、本実施例に係るベッド式身体部位刺激装置１における前記肩当て部７、腰又は臀
部当て部８、足載せ部９は、これらを同時に並行して駆動使用しても良く、また、これら
を個別に駆動使用しても良い。更には、前記肩当て部７、腰又は臀部当て部８を同時に駆
動使用し、足載せ部９だけを使用しないとか、足載せ部９だけを駆動使用し、前記肩当て
部７、腰又は臀部当て部８は使用しないとか、使用者が自在に選定して使用できる。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
　本考案のベッド式身体部位刺激装置は、一般家庭用、病院、介護施設、スポーツ施設等
において、使用者の肩部、腰又は臀部、足部のトレーニング用、マッサージ用の装置とし
て広範に使用可能である。
【符号の説明】
【００８０】
　　１　　ベッド式身体部位刺激装置
　　２　　ベッド本体
　　３　　ベッド基体
　　５　　肩当て部配置穴
　　６　　腰又は臀部当て部配置穴
　　７　　肩当て部
　　８　　腰又は臀部当て部
　　９　　足載せ部
　１０　　足載せ補助具
　１１　　肩当て部駆動機構系
　１１Ａ　肩当て部駆動機構系
　１２　　底基台
　１３　　肩当て部駆動手段
　１３Ａ　肩当て部駆動手段
　１３Ｂ　肩当て部被駆動手段
　１３Ｃ　肩当て部駆動手段
　１３Ｄ　肩当て部被駆動手段
　１４　　肩当て部モータ
　１５　　原動プーリ
　１６　　軸受体
　１７　　他辺側軸体
　１８　　従動プーリ
　１９　　第１ベルト
　２０　　伝達プーリ
　２１　　軸受体
　２２　　一辺側軸体
　２３　　伝達プーリ
　２４　　第２ベルト
　２５　　円盤体
　２６　　往復動杆
　２６ａ　ネジ部
　２７　　軸受体
　２８　　被駆動往復回動軸体
　２９　　円環状連結体
　３０　　肩当て部支持部材
　３１　　水平支持杆
　３２　　垂直支持杆
　３３　　肩当て部支持板
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　４１　　腰又は臀部当て部駆動機構系
　４１Ａ　腰又は臀部当て部駆動機構系
　４２　　底基台
　４３　　腰又は臀部当て部駆動手段
　４３Ａ　腰又は臀部当て部駆動手段
　４３Ｂ　腰又は臀部当て部被駆動手段
　４３Ｃ　腰又は臀部当て部駆動手段
　４３Ｄ　腰又は臀部当て部被駆動手段
　４４　　腰又は臀部当て部モータ
　４５　　原動プーリ
　４６　　軸受体
　４７　　他辺側軸体
　４８　　従動プーリ
　４９　　第１ベルト
　５０　　伝達プーリ
　５１　　軸受体
　５２　　一辺側軸体
　５３　　伝達プーリ
　５４　　第２ベルト
　５５　　円盤体
　５６　　往復動杆
　５６ａ　ネジ部
　５７　　軸受体
　５８　　被駆動往復回動軸体
　５９　　円環状連結体
　６０　　腰又は臀部当て部支持部材
　６１　　水平支持杆
　６２　　垂直支持杆
　６３　　腰又は臀部当て部支持板
　７１　　足載せ部上下駆動系
　７２　　底基台
　７３Ａ　　足載せ部上下駆動部
　７３Ｂ　足載せ部上下被駆動部
　７４　　足載せ部モータ
　７５　　軸体
　７６　　水平軸体
　７６ａ　円盤体
　７７　　ベルト
　７８　　回動棒体
　７８ａ　ネジ部
　７９　　円環状体
　８０　　連結杆
　８１　　垂直軸受体
　８２　　上下動軸体
　９１　　コントロールボックス
　９２　　肩当て部調整ダイヤル
　９３　　腰又は臀部当て部ダイヤル
　９４　　足載せ部ダイヤル
　９５　　プログラムメモリ
　９６　　制御部
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　９７　　肩当て部モータドライバ
　９８　　腰又は臀部当て部モータドライバ
　９９　　足載せ部モータドライバ
１００　　電源スイッチ
１０１　　肩部
１０２　　腰又は臀部
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