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(57)【要約】
【課題】　脚や足へのマッサージ機能を確保しつつ、不
使用時は装置全体を簡単に一体化でき、持ち運びの際の
取り扱いを容易にすると共に、機構部の衝撃に対する耐
性を高められ、機構部を保護できるマッサージ器を提供
する。
【解決手段】　マッサージ対象箇所を含む下肢部の所定
範囲を取り囲んで押圧手段でのマッサージを可能とする
押圧本体部１０に対し、押圧手段を作動させる機構部２
０が、基台部３１とカバー部３２を有する緩衝部で周囲
を覆われ、外部の空間から隔離状態とされることから、
機構部２０に人や物が直接当たったり機構部が床に落下
して、機構部に衝撃が加わる事態を起こりにくくして、
機構部の故障を防止できると共に、人が機構部の硬質部
分に直接当たるようなこともなく、人の安全も確保でき
る。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マッサージ対象箇所を押す押圧手段を一又は複数有して、マッサージ対象箇所を含む少
なくとも脚の所定範囲を取り囲むように左右の脚にそれぞれ装着される二つの押圧本体部
と、
　前記各押圧本体部の押圧手段と管及び／又はケーブルを介して接続されつつ、各押圧本
体部とは独立させて配設され、押圧手段を作動させる機構部と、
　緩衝性のある材質で形成され、前記機構部を周囲から覆う緩衝部とを備え、
　当該緩衝部が、前記機構部の底面寄りに位置する基台部と、機構部の上側に位置するカ
バー部とを有し、
　当該カバー部が、前記基台部との間に所定の収納空間を生じさせつつ、基台部に対し前
記収納空間を開閉可能として配設され、且つ収納空間に収納される物体及び基台部表面の
形状をカバー部外側から判別不能とする所定立体形状及び厚さを有するものとされ、
　前記各押圧本体部が、不使用時には前記緩衝部の収納空間の範囲内で基台部の上側に載
置可能な形状とされ、
　前記緩衝部のカバー部が、基台部に対し収納空間を開放した状態で、各押圧本体部を収
納空間に出し入れ可能とする一方、基台部に対し収納空間を閉じた状態では、機構部及び
基台部の上側をカバー部で全て覆えると共に、各押圧本体部を基台部上側に載置した上で
収納空間を閉じて、各押圧本体部を収納空間に収納可能とすることを
　特徴とするマッサージ器。
【請求項２】
　前記請求項１に記載のマッサージ器において、
　前記緩衝部の基台部が、収納空間に面する側に前記機構部を挿脱可能な凹部を設けられ
、機構部を凹部に挿入した状態で機構部の底面及び側面を隙間なく取り囲むことを
　特徴とするマッサージ器。
【請求項３】
　前記請求項１又は２に記載のマッサージ器において、
　前記緩衝部の基台部が、収納空間に面する側に凹部を設けられ、当該凹部に前記各押圧
本体部を挿入可能とされることを
　特徴とするマッサージ器。
【請求項４】
　前記請求項１ないし３のいずれかに記載のマッサージ器において、
　前記緩衝部の基台部が、中央の一部分を上方に突出する状態として形成され、
　前記各押圧本体部が、不使用時に前記収納空間に収納される状態で、基台部中央突出部
分の周りの基台部他部分上に、突出部分を取り囲むように載置されることを
　特徴とするマッサージ器。
【請求項５】
　前記請求項１に記載のマッサージ器において、
　前記機構部が、前記緩衝部の基台部中央に支持されて、基台部から上方に一部突出する
状態として配設され、
　前記各押圧本体部が、不使用時に前記収納空間に収納される状態で、機構部突出部分の
周りの基台部上に、機構部突出部分を取り囲むように載置されることを
　特徴とするマッサージ器。
【請求項６】
　前記請求項１ないし４のいずれかに記載のマッサージ器において、
　前記押圧手段の作動に係る使用者の操作を受け付け、操作内容を機構部に伝える操作部
が、前記機構部と接続され、前記緩衝部の基台部上部に操作可能に取り付けられることを
　特徴とするマッサージ器。
【請求項７】
　前記請求項１ないし６のいずれかに記載のマッサージ器において、
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　前記緩衝部のカバー部が、基台部に対し着脱可能として配設されることを
　特徴とするマッサージ器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マッサージ用の押圧手段を脚や足の周りに配設して、押圧手段を作動させて
用いるマッサージ器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下肢部（脚、足）をマッサージする機器は、多種多様なものが用いられているが、一般
の使用者が簡便に用いることができるものとして、エアバッグを備えて脚や足を筒状又は
袋状に包囲可能な押圧部を、脚や足の周りに装着し、エアバッグに空気を給排する機構を
作動させてエアバッグを膨縮させ、エアバッグにより脚や足のマッサージ対象箇所を押圧
、圧迫してマッサージを行う装置が広く用いられている。
【０００３】
　このようなマッサージ装置は、エアバッグを有して脚や足に装着される押圧部と、空気
の給排機構や操作部分のある機構部とが分離される一方、これら押圧部と機構部とをホー
ス等で接続し、このホース等を通じて空気をやり取りする構造とされるのが一般的であっ
た。こうした従来のマッサージ装置の例として、特開２００３－７９６８８号公報や、特
開２００３－３１０６７９号公報に示されるものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－７９６８８号公報
【特許文献２】特開２００３－３１０６７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来のマッサージ装置は前記各特許文献に示される構成となっており、脚や足の各部に
対しエアバッグで押圧、圧迫するマッサージを行うことができる。ただし、前記各特許文
献に示されるようなマッサージ装置は、マッサージを実行する押圧部と、給排機構や操作
部分のある機構部とが互いに独立し、離れているものの、マッサージ装置としては、離れ
た各部を一様に取り扱う必要があり、例えば、収納箇所から使用位置までマッサージ装置
を出したり、逆に収納する場合に、使用者は押圧部だけでなく機構部を共に持ち運ぶ作業
が必要であり、使用者にとって煩わしい面があった。
【０００６】
　また、マッサージ装置を持ち運ぶ際、使用者が機構部と押圧部を手に持って一緒に動か
すこととなるが、より小型である機構部に対する注意が散漫になりやすく、落下させてし
まうことがあった。また、マッサージ装置を使用する際も通常は機構部を床に置いた状態
で用いるため、機構部に誤って物をぶつけたり、人が蹴ったり踏んだりすることもあった
。この他、押圧部を装着したまま使用者が移動する際に機構部を持たずに移動してしまう
こともあり、ケーブル等で接続されていることに伴い、追随して動こうとする機構部が、
誤って物にぶつかる場合がある。こうした落下や物との接触等で機構部が受ける衝撃に対
し、従来は特に対策等の配慮はされておらず、故障に繋がってしまうという課題を有して
いた。
【０００７】
　本発明は前記課題を解消するためになされたもので、脚や足へのマッサージ機能を確保
しつつ、不使用時は装置全体を簡単に一体化でき、持ち運びの際の取り扱いを容易にする
と共に、機構部の衝撃に対する耐性を高められ、機構部を保護できるマッサージ器を提供
することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の開示に係るマッサージ器は、マッサージ対象箇所を押す押圧手段を一又は複数
有して、マッサージ対象箇所を含む少なくとも脚の所定範囲を取り囲むように左右の脚に
それぞれ装着される二つの押圧本体部と、前記各押圧本体部の押圧手段と管及び／又はケ
ーブルを介して接続されつつ、各押圧本体部とは独立させて配設され、押圧手段を作動さ
せる機構部と、緩衝性のある材質で形成され、前記機構部を周囲から覆う緩衝部とを備え
、当該緩衝部が、前記機構部の底面寄りに位置する基台部と、機構部の上側に位置するカ
バー部とを有し、当該カバー部が、前記基台部との間に所定の収納空間を生じさせつつ、
基台部に対し前記収納空間を開閉可能として配設され、且つ収納空間に収納される物体及
び基台部表面の形状をカバー部外側から判別不能とする所定立体形状及び厚さを有するも
のとされ、前記各押圧本体部が、不使用時には前記緩衝部の収納空間の範囲内で基台部の
上側に載置可能な形状とされ、前記緩衝部のカバー部が、基台部に対し収納空間を開放し
た状態で、各押圧本体部を収納空間に出し入れ可能とする一方、基台部に対し収納空間を
閉じた状態では、機構部及び基台部の上側をカバー部で全て覆えると共に、各押圧本体部
を基台部上側に載置した上で収納空間を閉じて、各押圧本体部を収納空間に収納可能とす
るものである。
【０００９】
　このように本発明の開示によれば、マッサージ対象箇所を含む脚の所定範囲を取り囲ん
で押圧手段でのマッサージを可能とする押圧本体部に対し、押圧手段を作動させる機構部
が、基台部とカバー部を有する緩衝部で周囲を覆われ、外部の空間から隔離状態とされる
ことにより、機構部に人や物が直接当たったり機構部が床に落下して、機構部に衝撃が加
わる事態を起こりにくくして、機構部の故障を防止できると共に、人が機構部の硬質部分
に直接当たるようなこともなく、人の安全も確保できる。
【００１０】
　また、不使用時の押圧本体部を基台部上に載置し、カバー部で収納空間を閉じると、押
圧本体部を基台部とカバー部との間の収納空間に収納して、マッサージ器全体を一体化で
きることにより、マッサージ器の準備時や保管等における持ち運びの際に、押圧本体部及
び機構部を個別に取り扱わずに済み、これらを一まとめで移動させられる分、使用者の煩
わしさを解消でき、使い勝手を向上させられる。さらに、不使用時の押圧本体部を収納空
間に収納した状態とすると、マッサージ器全体をコンパクト化することができ、マッサー
ジ器としての保管スペースを抑えられると共に、外観がマッサージ器とは認識しにくいも
のとなって、室内にそのまま置かれていても違和感を生じさせないなど、取り扱いの自由
度を高められる。
【００１１】
　また、本発明の開示に係るマッサージ器は必要に応じて、前記緩衝部の基台部が、収納
空間に面する側に前記機構部を挿脱可能な凹部を設けられ、機構部を凹部に挿入した状態
で機構部の底面及び側面を隙間なく取り囲むものである。
【００１２】
　このように本発明の開示によれば、機構部が緩衝部の基台部における凹部に挿入されて
配設され、基台部に埋め込まれた状態となる分、収納空間における機構部の占有領域を減
らせることにより、不使用時に収納空間に収納される押圧本体部と機構部がスペースを共
有する度合いが緩和され、収納空間で各部品を混乱無く整頓された状態で収納できる。加
えて、機構部が基台部の一定箇所に配設されることで、緩衝部を動かした場合でも機構部
が不用意に動くことがなくなり、機構部を衝撃が加わりにくい状態に維持して機構部を適
切に保護できる。
【００１３】
　また、本発明の開示に係るマッサージ装置は必要に応じて、前記緩衝部の基台部が、収
納空間に面する側に凹部を設けられ、当該凹部に前記各押圧本体部を挿入可能とされるも
のである。
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【００１４】
　このように本発明の開示によれば、基台部の収納空間に面する箇所に凹部を設けて、不
使用時に押圧本体部を収納空間に収める際に、基台部の凹部に押圧本体部を入れられるこ
とにより、凹部に入った押圧本体部が基台部に対しずれにくくなり、開放された収納空間
で押圧本体部がずれて基台部の外側方にはみ出すことを防止でき、カバー部が基台部に対
し収納空間を閉じる際に、押圧本体部がはみ出して邪魔になるようなこともなく、カバー
部で押圧本体部及び基台部を被覆した状態へスムーズに移行させることができ、装置全体
を一体にまとめる作業の能率向上が図れる。
【００１５】
　また、本発明の開示に係るマッサージ装置は必要に応じて、前記緩衝部の基台部が、中
央の一部分を上方に突出する状態として形成され、前記各押圧本体部が、不使用時に前記
収納空間に収納される状態で、基台部中央突出部分の周りの基台部他部分上に、突出部分
を取り囲むように載置されるものである。
【００１６】
　このように本発明の開示によれば、基台部の中央部分を突出状態とし、緩衝部のカバー
部が基台部に対し収納空間を開放して、各押圧本体部を収納空間に収納する際に、基台部
の突出部分を中心として、その周りの部位に押圧本体部を配置することにより、基台部中
央の突出部分を押圧本体部の位置決めに用い、突出部分を中心にこれを取り囲むように押
圧本体部を配置すれば、適切に基台部上に押圧本体部を載置でき、容易に押圧本体部を収
納空間への収納状態とすることができ、作業能率の向上が図れる。
【００１７】
　また、本発明の開示に係るマッサージ装置は必要に応じて、前記機構部が、前記緩衝部
の基台部中央に支持されて、基台部から上方に一部突出する状態として配設され、前記各
押圧本体部が、不使用時に前記収納空間に収納される状態で、機構部突出部分の周りの基
台部上に、機構部突出部分を取り囲むように載置されるものである。
【００１８】
　このように本発明の開示によれば、機構部の一部を基台部の中央で上方へ突出状態とし
、緩衝部のカバー部が基台部に対し収納空間を開放して、各押圧本体部を収納空間に収納
する際に、機構部の突出部分を中心として、その周りの基台部上に押圧本体部を配置する
ことにより、機構部の突出部分を押圧本体部の位置決めに用い、突出部分を中心にこれを
取り囲むように押圧本体部を配置すれば、適切に基台部上に押圧本体部を載置でき、容易
に押圧本体部を収納空間への収納状態とすることができ、作業能率の向上が図れる。
【００１９】
　また、本発明の開示に係るマッサージ装置は必要に応じて、前記押圧手段の作動に係る
使用者の操作を受け付け、操作内容を機構部に伝える操作部が、前記機構部と接続され、
前記緩衝部の基台部上部に操作可能に取り付けられるものである。
【００２０】
　このように本発明の開示によれば、基台部に機構部と共に操作部を配設して、押圧本体
部が脚や足のマッサージ対象箇所のマッサージを可能とする状態で、基台部上部の操作部
を使用者が操作することにより、使用者が操作部を自ら持って支持することなく確実に操
作できると共に、操作部を操作する力が基台部に向かうことで、床に載置した基台部上で
操作部を安定させた状態で操作部に対する操作が行え、操作性を向上させられ、常に適切
に操作できる。また、操作部を使用しない時は、操作部は押圧本体部と共に収納空間に位
置することとなり、操作部も装置他部と同様に一体とした取り扱いが可能であり、装置の
準備時や実際の使用時に、操作部を装置他部とは別に取り扱わずに済み、これらを一括し
て取り扱える分、使用者の煩わしさを解消でき、使い勝手を向上させられる。
【００２１】
　また、本発明の開示に係るマッサージ装置は必要に応じて、前記緩衝部のカバー部が、
基台部に対し着脱可能として配設されるものである。
【００２２】
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　このように本発明の開示によれば、緩衝部のカバー部を基台部に対し着脱可能として、
カバー部が基台部に対し収納空間を開放する場合は、カバー部を基台部から取り外す一方
、カバー部が基台部に対し収納空間を閉じる場合は、カバー部を基台部に取り付けるよう
にすることにより、収納空間開放状態でカバー部をいったん基台部から離して、基台部上
側を広く開けられることとなり、押圧本体部を使用する際にはカバー部を基台部から取り
外して、押圧本体部を基台部上から容易に持ち出せると共に、使用を終えた後は、押圧本
体部を基台部上に適切に載置して、カバー部を基台部に取り付けると、押圧本体部を収納
空間にスムーズ且つ確実に収納できるなど、基台部上側における押圧本体部等の取り扱い
を効率よく進められる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るマッサージ器の使用可能状態概略構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係るマッサージ器の押圧本体部におけるエアバッグ配
置説明図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係るマッサージ器のブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係るマッサージ器における給気系統図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係るマッサージ器における足甲部及び踵部の押圧状態
説明図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係るマッサージ器における足裏部の押圧状態説明図で
ある。
【図７】本発明の第１の実施形態に係るマッサージ器における各部接続解除状態説明図で
ある。
【図８】本発明の第１の実施形態に係るマッサージ器における緩衝部への押圧本体部等の
収納過程説明図である。
【図９】本発明の第１の実施形態に係るマッサージ器における緩衝部への押圧本体部等の
収納状態説明図である。
【図１０】本発明の第１の実施形態に係るマッサージ器における緩衝部の基台部へのカバ
ー部被覆状態説明図である。
【図１１】本発明の第１の実施形態に係るマッサージ器における緩衝部の押圧本体部収納
状態での断面図である。
【図１２】本発明の第１の実施形態に係るマッサージ器における第１の他の基台部への押
圧本体部等挿入状態説明図である。
【図１３】本発明の第１の実施形態に係るマッサージ器における第２の他の基台部への機
構部及び押圧本体部等挿入状態説明図である。
【図１４】本発明の第１の実施形態に係るマッサージ器における第３の他の基台部への機
構部及び押圧本体部等挿入状態説明図である。
【図１５】本発明の第２の実施形態に係るマッサージ器の使用可能状態概略構成図である
。
【図１６】本発明の第２の実施形態に係るマッサージ器の押圧本体部上部におけるエアバ
ッグ配置説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　（本発明の第１の実施形態）
　以下、本発明の第１の実施形態に係るマッサージ器を前記図１ないし図１１に基づいて
説明する。
　前記各図において本実施形態に係るマッサージ器１は、脚や足のマッサージ対象箇所を
押す押圧手段としてのエアバッグを複数有して、左右の脚及び足にそれぞれ装着される押
圧本体部１０と、これら押圧本体部１０のエアバッグと管を介して接続され、エアバッグ
を作動させる機構部２０と、緩衝性のある材質で形成され、機構部２０を周囲から覆う緩
衝部３０とを備える構成である。
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【００２５】
　前記押圧本体部１０は、押圧手段としてのエアバッグを複数有して、脚や足のマッサー
ジ対象箇所を含む脚及び足の所定範囲を取り囲むように左右の脚及び足にそれぞれ装着さ
れる構成である。
【００２６】
　より具体的には、押圧本体部１０は、脚のマッサージ対象箇所を含む、膝下部分から足
首にかけての部位を覆う脚押圧部１１と、足周囲に位置して足７０のマッサージ対象箇所
を含む各部を覆う足押圧部１２とを備える構成である。
【００２７】
　前記脚押圧部１１は、可撓性を有する材質で形成され、開口端部から長手方向に進むほ
ど脚形状に合わせて中空部分の断面積が徐々に小さくなる略円錐状の筒状体とされる構成
であり、この筒状体の大径側の開口端部から長手方向に所定長さ分切り目を設けられ、こ
の切り目部分に取り付けられた線ファスナー１１ｄ等の係合手段で、切り目を挟んで離れ
た所定箇所同士を寄せて着脱可能に係合させる仕組みである。
　この脚押圧部１１の内側に、脚の膝下部分のマッサージ対象箇所を押すエアバッグ１１
ａ、１１ｂがそれぞれ配設される。
【００２８】
　脚押圧部１１では、脚を中空部分に挿入してこの脚押圧部１１を脚周囲に位置させてか
ら、切り目を挟んで離れた所定箇所同士を係合手段により寄せて係合させることで、脚の
膝下部分の外周で脚押圧部１１が脚に接近し、エアバッグ１１ａ、１１ｂをふくらはぎの
外側近傍に位置させる状態を維持可能とされる。この状態で、脚押圧部１１は各エアバッ
グ１１ａ、１１ｂにより、ふくらはぎを押してマッサージを行える仕組みである。
【００２９】
　エアバッグ１１ａ、１１ｂは、脚押圧部１１が脚を取り囲んだ状態で、ふくらはぎ後方
とふくらはぎの左右で、ふくらはぎを取り囲むように複数配設される（図２参照）。
【００３０】
　ふくらはぎの左右に位置することとなる第一のエアバッグ１１ａは、主に膨縮する左右
のエアバッグ部分と、これを連通させる中間流路部分とからなり、機構部２０から伸びる
空気送通用の管２５と接続される構成である。中間流路部分で連通する左右のエアバッグ
部分が、同時に膨縮して同じタイミングでふくらはぎの左右のマッサージ対象箇所を押す
こととなり、ふくらはぎを手で掴むような押圧刺激を与えることができる。
　一方、第二のエアバッグ１１ｂは、機構部２０と管２５を介して接続され、ふくらはぎ
の後方に位置するよう配置される構成である。
【００３１】
　各エアバッグ１１ａ、１１ｂは、機構部２０の空気給排機構とそれぞれ管２５を介して
空気流通可能に接続されており、各エアバッグ１１ａ、１１ｂはその給排気系統を別々の
ものとされ、互いに独立して膨縮可能とされる仕組みである。
【００３２】
　そして、機構部２０から脚押圧部１１の各エアバッグ１１ａ、１１ｂや後述する足押圧
部１２の各エアバッグに向かう管は、脚押圧部１１の外側所定箇所に設けられた接続部１
１ｃで脚押圧部１１内外の管が連結する仕組みとなっている。脚押圧部１１内の各エアバ
ッグに通じる管は、脚押圧部１１に内蔵されて外からは見えないようにされる。
【００３３】
　各脚押圧部１１に設けられるエアバッグの数は前記二組に限られるものではなく、使用
態様に応じて適宜設定できる。また、エアバッグの配置も、左右のエアバッグ部の中間に
後方のエアバッグが挟まれる配置に限らず、エアバッグを上下方向にも複数並べたり、各
エアバッグの形状や大きさをふくらはぎのマッサージ対象箇所の性質に応じて大きく異な
らせ、脚押圧部においてエアバッグの形状や大きさに応じて並べた配置にする構成とする
こともできる。
【００３４】
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　エアバッグ１１ａ、１１ｂに対し、脚押圧部１１は、使用者や他物体との接触、摩擦や
各エアバッグ１１ａ、１１ｂからの圧力が加わっても破損しない丈夫な可撓性素材製のシ
ート状体で形成され、エアバッグ１１ａ、１１ｂや管２５を被覆し保護する。
【００３５】
　なお、脚押圧部１１のうち、最も内側に位置して脚に直接触れる部分は、脚押圧部１１
の他部分に対し着脱可能として、必要に応じて取り外して交換したり、洗って再使用する
ことができるようにしてもかまわない。
【００３６】
　前記足押圧部１２は、脚押圧部１１同様の可撓性を有する材質で形成され、脚押圧部１
１をなす筒状体に対し向きを変えて連結一体化され、足先側に進むほど中空部分の断面積
が徐々に小さくなる略角錐状の筒状体とされる構成である。この足押圧部１２の内側に、
マッサージ対象の足７０の各部を押す押圧手段としてのエアバッグ１２ａ、１２ｂ、１２
ｃが配設され、足押圧部１２への足挿入状態で左右の足の周囲にそれぞれ位置する。
【００３７】
　足７０のマッサージ対象箇所を押すエアバッグ１２ａ、１２ｂ、１２ｃは、具体的には
、足押圧部１２の中空部分に足を挿入した状態での足７０の各マッサージ対象箇所の外側
近傍にそれぞれ位置するようにされる。詳細には、第三のエアバッグ１２ａが、踵を除く
足下面（足裏）部分に沿ってこれらを押圧可能に配設される（図２、図６参照）と共に、
第四のエアバッグ１２ｂが、足の上面（足甲）部分に沿ってこれらを押圧可能に配設され
る（図２、図５参照）。加えて、第五のエアバッグ１２ｃが、踵の背面から左右両側面に
かけての部位を取り囲むようにしてこうした部位を押圧可能に配設される（図２、図５参
照）。
【００３８】
　足７０の踵を除く足下面（足裏）部分の外側（下側）近傍に位置することとなる第三の
エアバッグ１２ａは、管（図示を省略）を介して機構部２０の空気給排機構と連通する構
成である。第三のエアバッグ１２ａが膨縮することで、所定のタイミングで足の踵を除く
足裏部分を押してマッサージとしての刺激を与えることとなる。なお、第三のエアバッグ
１２ａにおける足指付け根部下側に位置する部位には、膨張時に足指付け根部下面に与え
る刺激を強化する、突起部等の刺激付与手段を設けるようにすることもできる。
【００３９】
　足７０の足甲部分の外側（上側）近傍に位置することとなる第四のエアバッグ１２ｂも
、前記第三のエアバッグ１２ａ同様、管（図示を省略）を介して機構部２０の空気給排機
構と接続される構成である。
【００４０】
　こうして足の上下に位置する第三のエアバッグ１２ａと第四のエアバッグ１２ｂは、互
いに対向する配置とされる。そして、上側の第四のエアバッグは、足押圧部１２における
第三のエアバッグ１２ａの設置面に連結されて、足の足甲から足裏に及ぶ範囲を取り囲む
閉じた領域を形成しており、第三のエアバッグ１２ａと第四のエアバッグ１２ｂの間に足
を挿入した状態では、各エアバッグが足に対しずれることはない。
【００４１】
　さらに、第五のエアバッグ１２ｃは、足７０の踵部分の背面から左右側面にわたる部位
の外側近傍に位置するように設けられており、足の踵側面をマッサージ対象箇所として押
すことができる仕組みである。この第五のエアバッグ１２ｃも、前記各エアバッグ同様、
管（図示を省略）を介して機構部２０の空気給排機構と空気流通可能に接続される。ただ
し、この第五のエアバッグ１２ｃは、機構部２０の空気給排機構と接続される管を、第三
のエアバッグ１２ａと一部共用しており、第三のエアバッグ１２ａと同じタイミングで膨
縮可能とされる。
　一方、第三のエアバッグ１２ａ及び第五のエアバッグ１２ｃと、第四のエアバッグ１２
ｂとは、その給排気系統を別々のものとされており、互いに独立して膨縮可能とされる仕
組みである。
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【００４２】
　なお、足押圧部１２に設けられるエアバッグの数は前記三組に限られるものではなく、
使用態様に応じて適宜設定できる。また、エアバッグの配置も、三つのエアバッグ部が足
各部に対応して分散した配置に限らず、エアバッグを一部重ねて並べたり、各エアバッグ
の形状や大きさを足のマッサージ対象箇所の性質に応じて大きく異ならせ、足押圧部にお
いてエアバッグの形状や大きさに応じて並べた配置にする構成とすることもできる。
【００４３】
　こうした足押圧部１２は、空間部分に足を挿入、収容した状態で足押圧部の最も内側で
足に直接触れる部分として、着脱可能な内カバー部を設けて、必要に応じて取り外して交
換したり、洗って再使用することができるようにしてもかまわない。
【００４４】
　足押圧部１２の各エアバッグ１２ａ、１２ｂ、１２ｃへの空気流通を可能とする管は、
足押圧部１２と脚押圧部１１を経由し、脚押圧部１１外側の接続部で外部の管２５と連結
されており、この管２５を介して機構部２０の空気給排機構と接続される。これら足押圧
部１２の各エアバッグ１２ａ、１２ｂ、１２ｃに接続される管は、脚押圧部１１や足押圧
部１２に内蔵されて外からは見えないようにされる。
【００４５】
　この足押圧部１２に足を挿入した状態で、足押圧部１２が足を周囲から取り囲むように
することで、足押圧部１２が足を適切に包囲して足からずれにくい状態となり、足のマッ
サージ対象箇所に対し各エアバッグ１２ａ、１２ｂ、１２ｃを正しく位置させて適確にマ
ッサージが行える。
【００４６】
　この他、脚押圧部１１や足押圧部１２にはヒータを設けることもでき、その場合、使用
者の操作指示によりヒータが作動することで、ヒータからの熱が足裏に伝わって足を温め
ることができる
【００４７】
　前記機構部２０は、各押圧本体部１０のエアバッグと管を介して接続されつつ、各押圧
本体部１０とは独立させて配設され、各エアバッグを作動させるものである。
　詳細には、機構部２０は、所定圧力で空気を送給するポンプ部２１と、エアバッグ１１
ａ、１１ｂ、１２ａ、１２ｂ、１２ｃとポンプ部２１又は外部空間との連通・非連通を切
替える電磁弁２２ａ、２２ｂ、２２ｃ、２２ｄと、ポンプ部２１の駆動及び各電磁弁の開
閉動作の制御を実行して各エアバッグに対する空気の給排を調節する制御部２３とを備え
る構成である。この機構部２０は、ポンプ部２１等へ給電するための電源部（図示を省略
）を内蔵しており、電源ケーブル２４で外部の商用電源等と接続される。
【００４８】
　この機構部２０は、硬質のハウジングを有して、前記ポンプ部２１や各電磁弁、制御部
２３をなす回路基板をこのハウジングに収められる構成である。そして、機構部２０は、
使用者の操作を受け付ける操作部４０を上部に一体に配設されており、緩衝部３０の基台
部３１中央に操作部４０のある上面のみ収納空間３５側に露出させた状態で取り付けられ
、側面及び底面を基台部３１で覆われる。
【００４９】
　機構部２０の上部には、押圧本体部１０の各エアバッグ１１ａ、１１ｂ、１２ａ、１２
ｂ、１２ｃに空気を流通させるための管２５が接続される（図１参照）。この管２５は、
エアバッグごとの複数の管を左右の押圧本体部ごとに一まとまりにされたものであり、各
押圧本体部１０の接続部１１ｃに連結され、各エアバッグに連通する。
【００５０】
　前記操作部４０は、機構部２０上部で操作面を上方に向ける位置関係として配設され、
緩衝部３０のカバー部３２を基台部３１から取り外した状態で、使用者により操作可能に
外部に露出することとなる。操作部４０を機構部２０と一体に形成して基台部３１に配設
し、上方から操作可能とすることで、操作部４０を手で持つなど使用者が操作部４０を支
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持することなく適切に操作が行える。
【００５１】
　機構部２０は、脚押圧部１１における第一のエアバッグ１１ａ及び第二のエアバッグ１
１ｂと、管２５を介して接続され、また、足押圧部１２における第三のエアバッグ１２ａ
、第四のエアバッグ１２ｂ、及び第五のエアバッグ１２ｃと管２５を介して接続される構
成である。より詳細には、機構部２０におけるポンプ部２１が、エアバッグごとに電磁弁
２２ａ、２２ｂを介して、脚押圧部１１の各エアバッグと接続される構成である。また、
ポンプ部２１は、電磁弁２２ｃを介して、足押圧部１２の第三のエアバッグ１２ａ及び第
五のエアバッグ１２ｃと接続されると共に、電磁弁２２ｄを介して、第四のエアバッグ１
２ｂと接続される構成である。
【００５２】
　各電磁弁２２ａ、２２ｂ、２２ｃ、２２ｄは、ポンプ部２１に連通する第１のポートと
、エアバッグに連通する第２のポートと、外部に連通する第３のポートを有し、制御部２
３による制御に応じて、第１のポートと第２のポートを連通させ、且つ第３のポートを閉
じて、ポンプ部２１からエアバッグへの給気を行える状態と、第２のポートと第３のポー
トを連通させ、且つ第１のポートを閉じて、エアバッグの空気を外部に排気させる状態と
、第１のポート、第２のポート、及び第３のポートをいずれも相互に連通させないように
して、エアバッグの内部圧力を維持できる状態、の三つの状態を切替可能とする公知の三
方弁であり、詳細な説明を省略する。
【００５３】
　これらポンプ部２１と電磁弁２２ａ、２２ｂ、２２ｃ、２２ｄが、各エアバッグの空気
給排機構をなし、制御部２３が、ポンプ部２１を作動させると共に、電磁弁２２ａ、２２
ｂ、２２ｃ、２２ｄの連通状態を調整制御することで、所望のエアバッグについて給気、
排気、又は圧力維持を図り、エアバッグを膨張、収縮させ、又は所定の膨張状態で維持で
きる仕組みである。エアバッグの膨張時には脚や足のエアバッグの内側に位置するマッサ
ージ対象箇所に対する押圧力を発生させる一方、収縮時には押圧が解除されることで、各
エアバッグ位置で変化に富んだマッサージ効果を与えることができる。
【００５４】
　前記制御部２３は、空気給排機構をなすポンプ部２１、電磁弁２２ａ、２２ｂ、２２ｃ
、２２ｄに対し、操作部４０から操作指示されたか、あらかじめ記録設定されたマッサー
ジの内容の情報に基づいて、適切なマッサージの実行のための制御を行うものである。
【００５５】
　この制御部２３は、そのハードウェア構成として、ＣＰＵやメモリ、入出力インターフ
ェース等を備えるコンピュータとなっており、メモリ等に格納されるプログラムにより、
コンピュータを制御部２３として動作させる仕組みである。この制御部２３をなすコンピ
ュータは、ＣＰＵやメモリ、ＲＯＭ等を一体的に形成されたマイクロコンピュータとされ
ており、機構部２０に問題なく内蔵可能とされる。
【００５６】
　前記緩衝部３０は、緩衝性のある材質で形成され、前記機構部２０を周囲から覆うもの
である。この緩衝部３０は、機構部２０の底面寄りに位置して機構部２０と一体化される
基台部３１と、機構部２０の上側に位置して機構部２０とは分離したカバー部３２とを有
する構成である。
【００５７】
　この緩衝部３０に対し、各押圧本体部１０が、不使用時の使用者に装着されていない状
態で、緩衝部の基台部３１とカバー部３２との間に生じる所定の収納空間３５に収納され
、この収納空間３５で基台部３１に載置されることとなる。
【００５８】
　前記基台部３１は、略台状に形成されるものであり、ウレタンフォーム等の緩衝性材質
部分を、最外周部の布等の可撓性素材製シート状体で被覆して、使用者や他物体との接触
、摩擦や外部からの圧力が加わっても容易には破損しない構造とされる。
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【００５９】
　この基台部３１は、収納空間３５を生じさせる凹部３１ａを上部に設けられ、さらにこ
の凹部３１ａの底となる部位の中央部分には機構部２０を挿入される小さめの凹部を設け
られる構成である。基台部３１中央の凹部に機構部２０が挿入されると、機構部２０周囲
に基台部３１が隙間無く密着し、機構部２０は基台部３１に対しその操作部４０のある上
面のみが露出した埋設状態となる仕組みである（図８、図１１参照）。そして、この埋設
状態となる機構部２０の上面を含む凹部３１ａの底面部分は、押圧本体部１０の載置部分
として使用される。この基台部３０が上側にカバー部３２を取り付けられて、凹部３１ａ
がカバー部３２で覆われると、閉じた収納空間３５が生じる仕組みである（図１１参照）
。
【００６０】
　前記カバー部３２は、基台部３１との間に押圧本体部１０を収納可能な収納空間３５を
生じさせつつ、基台部３１に対し着脱可能として、収納空間３５を開閉可能として配設さ
れ、収納空間３５に収納される物体、具体的には押圧本体部１０、の形状や基台部表面形
状をカバー部３２外側から判別不能とする略円筒形の立体形状及び厚さとされる構成であ
る。
【００６１】
　カバー部３２は、基台部３１から取り外して基台部３１に対し収納空間３５を開放した
状態で、各押圧本体部１０をそのままか、必要に応じ折り畳んだ上で、収納空間３５に出
し入れ可能とされる。また、カバー部３２は、基台部３１に各押圧本体部１０を載置した
上でカバー部３２を基台部３１に取り付け、収納空間３５に各押圧本体部１０を収納しつ
つ基台部３１に対し収納空間３５を閉じた状態では、各押圧本体部１０ごと基台部３１上
側を全て覆うこととなる。
【００６２】
　緩衝部３０において、カバー部３２を基台部３１に対し着脱可能として、カバー部３２
が基台部３１に対し収納空間３５を開放する場合は、カバー部３２を基台部３１から取り
外すことから、収納空間開放状態でカバー部３２をいったん基台部３１から離して、基台
部３１上側を広く開けられ、押圧本体部１０を使用する際にはカバー部３２を基台部３１
から取り外して、押圧本体部１０を基台部上から容易に持ち出せる。
【００６３】
　加えて、カバー部３２が基台部３１に対し収納空間３５を閉じる場合は、取り外したカ
バー部３２を基台部３１に取り付けることから、マッサージの使用を終えた後は、押圧本
体部１０を折り畳んで基台部３１上に適切に載置して、カバー部３２を基台部３１に取り
付けると、押圧本体部１０を収納空間３５にスムーズ且つ確実に収納できるなど、基台部
３１上側における押圧本体部１０等の取り扱いを効率よく進められる。
【００６４】
　カバー部３２の基台部３１への取付は、カバー部３２を基台部３１の側面まで被せた状
態をカバー部口部分の伸縮力で維持するようにして行う他、ボタン、ホック、面ファスナ
ー、線ファスナー等の係合手段を用いて係合させて行うようにすることもできる。そして
、カバー部３２の基台部３１への取付状態（図１０参照）では、緩衝部３０は一般的な厚
めのクッションのような形態となって室内にそのまま置いていても違和感を与えない外観
とすることができ、使用しない時に収納せず出したままとしても問題なく、その場合は押
し入れやクローゼット等の収納スペースにしまい込む必要がなくなり、収納の手間やスペ
ースを省略できる。
【００６５】
　次に、本実施形態に係るマッサージ器の使用者の脚及び足へのマッサージ準備及びマッ
サージ実行状態について説明する。前提として、マッサージ器１の押圧本体部１０は、マ
ッサージ器を使用する使用者の足７０や脚を挿入して、これらの外周に装着可能な大きさ
であるものとする。さらに、機構部２０は、電源と接続されて電力供給が正常になされる
と、制御部２３の制御によりポンプ部２１及び電磁弁２２ａ、２２ｂ、２２ｃ、２２ｄを
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適切に作動させられるものとする。
【００６６】
　準備作業として、まず、使用者は、緩衝部３０に押圧本体部１０を収納して一体となっ
たマッサージ器１を床に置き、緩衝部３０のカバー部３２を基台部３１から取り外し、押
圧本体部１０を基台部３１から離して伸ばし、脚等に装着可能な状態とする。続いて、脚
押圧部１１前側部分の係合手段としての線ファスナー１１ｄによる係合を解いて、脚押圧
部１１を広げた状態とすると共に、この広げた脚押圧部１１の中空部分の入口が上から見
て開放した状態とする。使用者は脚押圧部１１に足７０及び脚を挿入して収容し、脚押圧
部１１を使用者の脚周りに位置させたら、線ファスナー１１ｄを係合させて装着する。
【００６７】
　この状態で、押圧本体部１０における脚押圧部１１の各エアバッグ１１ａ、１１ｂのう
ち第一のエアバッグ１１ａがふくらはぎの左右側方に位置すると共に、第二のエアバッグ
１１ｂがふくらはぎの後方に位置している。また、足押圧部１２のエアバッグ１２ａ、１
２ｂ、１２ｃのうち第三のエアバッグ１２ａが足の足裏部の外側（下側）に位置する（図
６参照）と共に、第四のエアバッグ１２ｂが足の足甲部の外側（上側）に、第五のエアバ
ッグ１２ｃが踵の背面側から左右側面に至る部位の外側にそれぞれ位置している（図５参
照）。
【００６８】
　そして、使用者は、基台部３１をその手の届く範囲に配置して、基台部３１上部の操作
部４０に対し操作可能とした上で、この操作部４０に対し、マッサージモード等の指示を
入力するなど操作を行うと、制御部２３が作動制御を開始し、制御部２３は空気給排機構
としてのポンプ部２１及び電磁弁２２ａ、２２ｂ、２２ｃ、２２ｄに対し制御指令を送出
して、これらを作動させ、各エアバッグ１１ａ、１１ｂ、１２ａ、１２ｂ、１２ｃをそれ
ぞれ膨縮させることとなる。
【００６９】
　各エアバッグの膨縮にあたっては、あらかじめ複数の膨縮パターンが設定されており、
マッサージ実行の際には一又は複数の膨縮パターンに従ってエアバッグを膨縮させ、且つ
これを繰り返して、エアバッグによる押圧状態を様々に変化させて所望のマッサージ効果
が得られるようにしている。
【００７０】
　足押圧部１２で、例えば、エアバッグ１２ａ、１２ｂ、１２ｃ全てを一様に膨張させる
場合、制御部２３は、空気給排機構としてのポンプ部２１及び電磁弁２２ｃ、２２ｄに対
し制御指令を送出して、第三のエアバッグ２２及び第五のエアバッグ２４と、第四のエア
バッグ２３の各組に対し、所定時間給気を行い、各エアバッグをそれぞれ膨張させて、足
の足裏部分と足甲部分、踵周囲を押圧する。こうして三つのエアバッグ１２ａ、１２ｂ、
１２ｃを膨張させることで、足全体を一様に締めるように押圧することができる。
【００７１】
　所定時間経過後、制御部２３は、空気給排機構に対し給気停止、圧力保持の制御指令を
送出して、各エアバッグ１２ａ、１２ｂ、１２ｃへの給気を停止する一方、排気はまだ行
わないようにして、各エアバッグの膨張状態をさらに所定時間保持する。この後、制御部
２３は、空気給排機構に対し新たな制御指令を送出し、排気状態に移行させて、所定時間
にわたる排気で各エアバッグを収縮させて、一連の膨縮過程を終了する。以上の一連の膨
縮過程を、必要に応じて複数回繰り返すようにすることもできる。
【００７２】
　一方、脚押圧部１１でも、足押圧部１２と同時、又はタイミングをずらして、所定の膨
縮パターンに従ってエアバッグを膨縮させることとなる。例えば、足押圧部１２の各エア
バッグの膨張後、脚押圧部１１のエアバッグ１１ａ、１１ｂ全てを一様に膨張させる場合
について説明する。
【００７３】
　制御部２３は、エアバッグ１１ａ、１１ｂの空気給排機構としてのポンプ部２１及び電
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磁弁２２ａ、２２ｂに対し制御指令を送出して、第一のエアバッグ１１ａと、第二のエア
バッグ１１ｂの両方に対し、給気を行い、各エアバッグをそれぞれ膨張させて、脚のふく
らはぎを押圧する。給気は所定時間継続され、その間押圧状態も継続する。
【００７４】
　こうして二つのエアバッグ１１ａ、１１ｂを膨張させることで、ふくらはぎ全体を締め
るように押圧することができる。そして、これにより、ふくらはぎにおいて、牛の乳搾り
のように周囲から圧迫し締めて血流を生じさせる（いわゆるミルキング）状態を生じさせ
ることができる。
【００７５】
　所定時間経過後、制御部２３は、空気給排機構に対し給気停止、圧力保持の制御指令を
送出して、各エアバッグ１１ａ、１１ｂへの給気を停止する一方、排気はまだ行わないよ
うにして、各エアバッグの膨張状態をさらに所定時間保持する。この後、制御部２３は、
空気給排機構に対し新たに制御指令を送出し、排気状態に移行させて、所定時間にわたる
排気で各エアバッグを収縮させて、一連の膨縮過程を終了する。以上の一連の膨縮過程を
、必要に応じて複数回繰り返すようにすることもできる。
　上記の例では、足押圧部１２と脚押圧部１１の各エアバッグのタイミングをずらした押
圧により、足から脚に向かい、さらに脚を上昇する向きに血流を生じさせるようなマッサ
ージが行える。
【００７６】
　あらかじめ設定されたマッサージモードでは、複数の膨縮パターンの中から所定の膨縮
パターンが適宜選択されて所定の順序で組み合わされており、こうしたマッサージモード
を使用者が選択すると、制御部２３がマッサージモードに従ってエアバッグ１１ａ、１１
ｂ、１２ａ、１２ｂ、１２ｃの膨縮を実行するようにしていることで、使用者は特別な操
作を要求されることなく、各エアバッグによる効果的な押圧の組み合わせを容易に生じさ
せることができ、効率的なマッサージを受けることができる。マッサージモードとしては
、膨縮パターンの組み合わせをさらに複数回繰り返すようにしてもよい。
【００７７】
　マッサージ器によるマッサージが終了したら、使用者は機構部２０から管２５や電源ケ
ーブル２４を取り外す一方、脚押圧部１１の線ファスナーを係合解除状態とし、脚押圧部
１１及び足押圧部１２の拘束を緩めてから、押圧本体部１０から脚及び足７０を抜くよう
にして押圧本体部１０を脚及び足７０から外す。この脚等から外した押圧本体部１０につ
いては、脚押圧部１１前側部分の線ファスナーを係合させて脚押圧部１１の広がりを抑え
つつ、そのまま、又は必要に応じ折り畳んで小さくして（図８参照）、基台部３１上に載
置可能とする。
【００７８】
　そして、使用者は、あらかじめ開放状態とした基台部３１の凹部３１ａに、押圧本体部
１０を入れ、適切に収まったら（図８、図９参照）、カバー部３２を基台部３１に被せて
取り付け、緩衝部３０として一体化する（図１０参照）。これにより、緩衝部３０に押圧
本体部１０を収納してマッサージ器１全体が一体となった状態が得られる。この緩衝部３
０のみが最外周に位置して一体となったマッサージ器１は、必要に応じて、そのまま床に
置いたり、椅子に載せたり、所定の収納スペースに収納するなど、自由に取り扱うことが
できる。
【００７９】
　このように、本実施形態に係るマッサージ器は、マッサージ対象箇所を含む脚や足の所
定範囲を取り囲んでエアバッグでのマッサージを可能とする押圧本体部１０に対し、エア
バッグを作動させる機構部２０が、基台部３１とカバー部３２を有する緩衝部３０で周囲
を覆われ、外部の空間から隔離可能とされることから、機構部２０に人や物が直接当たっ
たり機構部２０が床に落下、衝突して、機構部２０に衝撃が加わる事態を起こりにくくし
て、機構部２０の故障を防止できると共に、人が機構部２０の硬質部分に直接当たるよう
なこともなく、人の安全も確保できる。また、不使用時の押圧本体部１０を基台部３１上



(14) JP 2017-453 A 2017.1.5

10

20

30

40

50

に載置し、カバー部３２を基台部３１に取り付けて収納空間３５を閉じると、押圧本体部
１０を収納空間３５に収納して、マッサージ器全体を一体化できることから、マッサージ
器の準備時や保管等の際に、押圧本体部１０や機構部２０を個別に取り扱わずに済み、こ
れらを一まとめで移動させられる分、使用者の煩わしさを解消でき、使い勝手を向上させ
られる。
【００８０】
　さらに、不使用時の押圧本体部１０を収納空間３５に収納した状態とすると、マッサー
ジ器全体をコンパクト化することができ、マッサージ器としての保管スペースを抑えられ
ると共に、基台部３１とカバー部３２からなる外観がマッサージ器とは認識しにくいもの
となって、室内にそのまま置かれていても違和感を生じさせないなど、取り扱いの自由度
を高められ、使い勝手を向上させられる。
【００８１】
　なお、前記実施形態に係るマッサージ器において、緩衝部３０は上から見て丸形となる
円筒状に形成する構成としているが、これに限られるものではなく、上から見て角形とな
る形状に形成することもできる。また、カバー部３２の上面は平面状とされているが、こ
の他、上方に膨出した曲面形状など他の形状に形成してもかまわない。さらに、カバー部
３２はその上面と側面とを明確に分ける角部を有する形状とされているが、これに代えて
、角部を丸く面取りした形状や、そもそも明瞭な角部がなく、側面と上面とを兼ねる曲面
状の外面を有する構成とすることもできる。
【００８２】
　また、前記実施形態に係るマッサージ器においては、基台部３１内の機構部２０各部に
対し、商用電源等と接続される内蔵の電源部により電力供給を行う構成としているが、こ
れに限らず、機構部２０に対し所定の電源接続部を介してＡＣアダプタ等の外部電源（図
示を省略）を接続して給電を行うようにすることもできる。さらに、基台部又は機構部が
、各エアバッグを作動させるポンプ部や電磁弁その他の電源として、電池を内蔵する構成
とすることもできる。
【００８３】
　この場合、電源となる電池が機構部に内蔵されて、外部から給排機構その他を作動させ
るための電力を導入せずに済むようにしていることから、使用にあたって電源接続部と外
部電源とを接続する作業を行わずに済み、使用者の煩わしさを解消できる。また、電源接
続部と電源等とを接続するケーブル等の部品を省略でき、使用の際に使用者がこうしたケ
ーブル等による拘束を受けずに済み、取り扱いの自由度を高めて使い勝手を向上させられ
る。
【００８４】
　電池としては、活物質が電池内に保持される一般的な乾電池（マンガン電池、アルカリ
電池）や二次電池（ニッケル水素電池、リチウムイオン電池）の他、活物質を補充可能な
燃料電池のうち小型のものを用いることもできる。
【００８５】
　なお、こうして電源として電池を採用するにあたり、基台部又は機構部に内蔵された電
池を頻繁に交換する機会が生じる場合には、電池交換のために基台部３１や機構部２０の
一部を開放可能とすると共に、この一部開放に対応して、基台部３１に、その一部のみを
必要に応じ開口状態とするためのファスナー等の係合手段を設けるようにしてもよい。
【００８６】
　さらに、機構部２０の電源として、充電可能な二次電池を内蔵して用いる場合、電池の
充電を行うための電力導入にあたり、基台部３１の底部に、充電器に対し接近又は接触さ
せるだけで充電を可能とするワイヤレス充電機構を設け、基台部３１を充電器に載置する
などして近付ければ充電が行える構成とすることもでき、充電の際に基台部側の充電用端
子部と外部の充電器とを使用者がケーブル等で接続する作業を行わずに済み、使用者の煩
わしさを解消して使い勝手のさらなる向上が図れる。
【００８７】
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　また、前記実施形態に係るマッサージ器においては、押圧本体部１０における押圧手段
として複数のエアバッグを設ける構成としているが、これに限られるものではなく、押圧
本体部を装着した使用者のマッサージ対象箇所を押圧可能なものであれば、他の押圧手段
、例えば、機構部とケーブルを介して電気的に接続された上で、電力供給により作動して
マッサージ対象箇所の押圧を行うものとすることもできる。
【００８８】
　また、前記実施形態に係るマッサージ器において、押圧本体部１０の収納空間３５への
収納にあたり、基台部３１の収納空間３５に面する上側部分に凹部３１ａを設け、この凹
部３１ａに押圧本体部１０を挿入する構成としているが、この他、図１２に示すように、
基台部３１をその中央部の操作部４０及び機構部２０配設部分を含む所定範囲が上方に突
出する形状とし、押圧本体部１０を収納にあたって基台部３１上に載置する場合には、基
台部中央の突出部分３１ｂに対しこれを取り囲むように、押圧本体部１０を基台部３１上
に載置する、すなわち、中央の突出部分３１ｂを位置決めに用いながらこの突出部分３１
ｂの周りの基台部上に押圧本体部１０を載置可能な構成とすることもでき、突出部分３１
ｂを基準として容易に押圧本体部１０を所定の位置に偏りなく適切に載置でき、収納まで
の作業が効率よく行えることに加え、一定の収納状態が得られることで押圧本体部１０の
取り出しも容易となり、マッサージ前の押圧本体部１０の準備作業もスムーズに進められ
る。この場合、押圧本体部１０を図１２のように折り畳む以外に、押圧本体部を伸ばした
状態から基台部中央の突出部分３１ｂを取り囲むように湾曲させるのみとして、基台部３
１上に載置する構成とすることもでき、前記同様に中央の突出部分３１ｂを位置決めに用
いて、この突出部分３１ｂの周りの基台部上に押圧本体部を簡易に配置して収納できる。
【００８９】
　さらに、別の例として、基台部３１の収納空間３５に面する上側部分を単なる平面状と
し、押圧本体部１０の収納空間３５への収納にあたり、押圧本体部１０を基台部３１上に
載置する際には、基台部３１上に押圧本体部１０を特に決められた配置等とすることもな
く単に載置する構成とすることもでき、基台部構造の簡略化によるコストダウンが図れる
こととなる。
【００９０】
　また、前記実施形態に係るマッサージ器においては、基台部３１の収納空間３５に面す
る上側部分に設けた凹部３１ａの下側、すなわち、押圧本体部１０を挿入するスペースの
下側に、さらに小さな凹部を設け、これに機構部２０を挿入して、基台部３１に機構部２
０を隙間無く埋め込んだ状態で配設する構成としているが、この他、図１３に示すように
、機構部２０より大きな凹部３１ｃを設けて、凹部３１ｃに機構部２０を挿入した状態で
は機構部周囲に隙間が生じるようにする構成とすることもでき、凹部３１ｃに対し機構部
２０を出し入れする機会が多い場合に、機構部２０を凹部３１ｃから容易に取り出すこと
ができる。
【００９１】
　さらに、基台部３１の上部に設けた凹部３１ａの下側にさらに小さな凹部を設ける構成
に代えて、図１４に示すように、基台部３１の収納空間３５に面する上側部分に唯一の凹
部３１ｄを設け、これに押圧本体部１０と機構部２０を共に収納する構成とすることもで
き、基台部構造の簡略化によるコストダウンが図れることとなる。なお、図１４において
は、凹部３１ｄに折り畳んだ押圧本体部１０を収納する構成を示しているが、押圧本体部
を折り畳まず伸ばしたままでも収納可能である場合には、そのまま折り畳まずに収納する
ようにしてもかまわない。
【００９２】
　また、前記実施形態に係るマッサージ器において、機構部２０は基台部３１に埋め込ま
れて、操作部４０のある上面のみ収納空間３５側に露出する構成としているが、これに限
らず、機構部２０の上部を基台部３１から上方に突出させる構成とし、押圧本体部１０の
収納空間３５への収納にあたり、押圧本体部１０を基台部３１上に載置する際には、基台
部中央の機構部突出部分に対しこれを取り囲むように押圧本体部１０を配置して、基台部
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上に載置する、すなわち、機構部突出部分を位置決めに用いながらこの機構部突出部分の
周りの基台部上に押圧本体部１０を載置するようにしてもよく、前記図１２に示す場合と
同じように、機構部２０の突出部分を基準として容易に押圧本体部１０を基台部上の所定
の位置に偏りなく適切に載置でき、収納までの作業が効率よく行えることに加え、一定の
収納状態が得られることで押圧本体部１０の取り出しも容易となり、マッサージ前の押圧
本体部１０の準備作業もスムーズに進められる。
【００９３】
　また、前記実施形態に係るマッサージ器において、操作部と一体化した機構部２０にお
ける操作部４０のある上面は、基台部３１に覆われず収納空間３５側に露出し、基台部３
１とカバー部３２を合わせて緩衝部３０とした状態で、はじめて機構部２０が緩衝性材質
部分で全体を囲まれる構成としているが、この他、操作部と機構部が独立した構造の場合
、機構部が基台部３１に上面も含めて全て覆われて、基台部３１内部に位置する構成とす
ることもでき、押圧本体部の使用時で、緩衝部のカバー部が基台部に対し収納空間を開放
した状態となっている場合でも、機構部の周囲に緩衝性のある材質からなる基台部各部が
存在していることにより、押圧本体部駆動のために機構部を作動させる際に、騒音や振動
が発生したとしても、それらが外部に伝わりにくく、こうした騒音等の悪影響を周囲に与
えない状態を確保できる。
【００９４】
　また、前記実施形態に係るマッサージ器において、緩衝部３０のカバー部３２は基台部
３１から全て取り外して基台部３１から分離可能な構成としているが、これに限られるも
のではなく、基台部３１に対し収納空間３５を開閉可能とするものであれば、カバー部が
収納空間を開放状態とした場合でも、カバー部が基台部３１から完全には分離しない構成
、例えば、カバー部が基台部上側からは外れるものの、所定の連結部材を介して基台部と
の連結を維持して、基台部近傍に位置するものや、カバー部が収納空間を閉じて基台部上
側を覆う状態から開放状態に至る際に、面ファスナー等の係合手段の係合を解くことで押
圧本体部１０の出入り可能な所定の開口を生じさせるのみで、係合を解かれて分かれたカ
バー部の各部は基台部上側にそのまま位置し続けるもの、としてもかまわない。
【００９５】
　さらに、前記実施形態に係るマッサージ器において、使用者の操作を受け付ける操作部
４０は、機構部２０と一体化して基台部３１の上部中央に配設され、カバー部３２を基台
部３１から取り外した状態で外部に露出して、そのまま操作可能とされる構成としている
が、この他、操作部を、機構部２０とケーブルで接続しつつ、各押圧本体部１０及び機構
部２０とは独立させて配設する構成とすることもでき、使用者は操作部を手で支持しつつ
手元での操作が行える。この場合、マッサージ器を使用しない時は、操作部は各押圧本体
部１０と共に緩衝部３０の収納空間に収納され、マッサージ器全体が一体化した状態とさ
れる。
【００９６】
　こうして、機構部２０から独立して設けられた操作部でも、不使用時には押圧本体部１
０と共に収納空間に位置させて、操作部も装置他部と同様に一体とした取り扱いが可能で
あり、装置の準備時や実際の使用時に、操作部を装置他部とは別に取り扱わずに済み、こ
れらを一括して取り扱える分、使用者に煩わしさを感じさせない。
【００９７】
　（本発明の第２の実施形態）
　前記第１の実施形態に係るマッサージ器において、押圧本体部１０は脚押圧部１１と足
押圧部１２を有して、脚の膝から下部分と足の所定部位をマッサージ対象箇所としてマッ
サージを行う構成としているが、これに限らず、図１５及び図１６に示すように、押圧本
体部１０の一部として、脚押圧部１１の上側に配設され、脚の大腿部に装着される大腿部
押圧部１３を有して、脚の大腿部についてもマッサージを行える構成とすることもできる
。
【００９８】
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　この場合、大腿部押圧部１３は、大腿部への装着により、大腿部の外周で連続する筒状
形態とされ、筒状形態で内側となる部位に配設されたエアバッグ１３ａを大腿部の外側近
傍に位置させ、大腿部７０のマッサージ対象箇所を押圧可能とする。そして、前記第１の
実施形態同様、使用者の操作に基づいて、制御部２３が機構部２０のポンプ部２１や各電
磁弁の作動を制御することで、大腿部押圧部１３のエアバッグ１３ａも膨縮することとな
る。
【００９９】
　例えば、足押圧部１２と脚押圧部１１の各エアバッグを順次膨張させた後、大腿部押圧
部１３のエアバッグ１３ａを膨張させるようにすれば、足押圧部１２と脚押圧部１１の各
エアバッグのタイミングをずらした押圧に伴う、足から脚に向かい、さらに脚を上昇する
向きに血流を生じさせるようなマッサージに追加して、大腿部押圧部１３のエアバッグ１
３ａの膨張で周囲から大腿部背面側全体を締めるように押圧することができ、大腿部背面
側において脚付け根側に向かう血流を生じさせられ、脚を上昇する向きの血流が生じるマ
ッサージをより効率よく実行できる。
【０１００】
　なお、前記第１及び第２の各実施形態に係るマッサージ器において、押圧本体部１０は
、脚押圧部１１と足押圧部１２を有して、脚の膝から下部分と足の所定部位をマッサージ
対象箇所としてマッサージを行える構成としているが、この他、押圧本体部が、脚の膝下
部分から足首にかけての部位を覆う略筒形状とされて足押圧部を有さず、ふくらはぎなど
、脚の膝から下部分のマッサージ対象箇所のみにマッサージを行う構成としてもかまわな
い。
【０１０１】
　この場合、押圧本体部をコンパクト化できることから、これを緩衝部３０の収納空間３
５へ収納するにあたっては、押圧本体部を折り畳むことなく基台部３１上に載置して収納
可能としてもよく、押圧本体部の収納作業に加え、使用する際の押圧本体部の取り出しや
脚への装着もより容易且つ速やかに行えることとなり、マッサージ器をさらに使いやすい
ものとすることができる。
【符号の説明】
【０１０２】
　１　　　　　　　　マッサージ器
　１０　　　　　　　押圧本体部
　１１　　　　　　　脚押圧部
　１１ａ　　　　　　第一のエアバッグ
　１１ｂ　　　　　　第二のエアバッグ
　１１ｃ　　　　　　接続部
　１２　　　　　　　足押圧部
　１２ａ　　　　　　第三のエアバッグ
　１２ｂ　　　　　　第四のエアバッグ
　１２ｃ　　　　　　第五のエアバッグ
　１３　　　　　　　大腿部押圧部
　１３ａ　　　　　　エアバッグ
　２０　　　　　　　機構部
　２１　　　　　　　ポンプ部
　２２ａ、２２ｂ　　電磁弁
　２２ｃ、２２ｄ　　電磁弁
　２３　　　　　　　制御部
　２４　　　　　　　電源ケーブル
　２５　　　　　　　管
　３０　　　　　　　緩衝部
　３１　　　　　　　基台部
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　３１ａ　　　　　　凹部
　３１ｂ　　　　　　突出部分
　３１ｃ　　　　　　凹部
　３１ｄ　　　　　　凹部
　３２　　　　　　　カバー部
　３５　　　　　　　収納空間
　４０　　　　　　　操作部
　７０　　　　　　　足

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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