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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】踏込む過程中に、脚部と共に腰部及び臀部を主
動的に鍛錬することができる滑り車式脚部鍛錬装置を提
供する。
【解決手段】ベースユニット１０と、下向き傾斜軸ユニ
ット２０と、足踏みユニット３０と、滑り車連動ユニッ
ト４０と、を含む滑り車式脚部鍛錬装置において、下向
き傾斜軸ユニット２０は、ベースユニット１０に設けら
れており、二つの下向き傾斜シャフトから構成され、前
記下向き傾斜シャフトのより低い一端がそれぞれベース
ユニット１０から遠ざかった側に位置しており、足踏み
ユニット３０は、二つのペダル３２を有し、前記二つの
ペダル３２がそれぞれ前記下向き傾斜シャフトに枢着さ
れており、滑り車連動ユニット４０は、足踏みユニット
３０の二つペダル３２の間に設けられており、滑り車４
１と、撓み性付きワイヤ４３と、を含み、滑り車４１が
ベースユニット１０に枢着されており、撓み性付きワイ
ヤ４３の両端がそれぞれ二つのペダル３２に固定されて
いる。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
ベースユニットと、下向き傾斜軸ユニットと、足踏みユニットと、滑り車連動ユニットと
、を含む滑り車式脚部鍛錬装置において、
前記下向き傾斜軸ユニットは、前記ベースユニットに設けられており、二つの下向き傾斜
シャフトから構成され、前記下向き傾斜シャフトのより低い一端がそれぞれ前記ベースユ
ニットから遠ざかった側に位置しており、
前記足踏みユニットは、二つのペダルを有し、前記二つのペダルがそれぞれ前記下向き傾
斜シャフトに枢着されており、
前記滑り車連動ユニットは、前記足踏みユニットの二つペダルの間に設けられており、滑
り車と、撓み性付きワイヤと、を含み、前記滑り車が前記ベースユニットに枢着されてお
り、前記滑り車に巻付けられている前記撓み性付きワイヤの両端がそれぞれ前記二つのペ
ダルに固定されており、前記滑り車連動ユニット及び前記撓み性付きワイヤにより、前記
二つのペダルは交錯に上下動することができることを特徴とする、滑り車式脚部鍛錬装置
。
【請求項２】
前記滑り車連動ユニットの滑り車は、枢着具を介して前記ベースユニットに枢着されてい
ることを特徴とする、請求項１に記載の滑り車式脚部鍛錬装置。
【請求項３】
前記滑り車連動ユニットの撓み性付きワイヤの両端には締付片がそれぞれ設けられており
、前記足踏みユニットの二つのペダルには下に伸びている連動片が設けられており、前記
二つの締付片がそれぞれ前記二つの連動片に固定されていることを特徴とする、請求項１
に記載の滑り車式脚部鍛錬装置。
【請求項４】
前記ベースユニットには固定台が設けられており、前記滑り車連動ユニットには前記固定
台の中段に応じて螺旋付きスリーブが設けられており、前記螺旋付きスリーブ内には調整
ボルトが螺着されており、前記調整ボルトの前記ペダルに対応する一端には滑り車支持具
が枢着されており、前記滑り車が前記滑り車支持具に枢着されていることを特徴とする、
請求項１に記載の滑り車式脚部鍛錬装置。
【請求項５】
前記足踏みユニットの二つのペダルには、減衰作用を発生するための減衰ユニットが設け
られていることを特徴とする、請求項１に記載の滑り車式脚部鍛錬装置。
【請求項６】
前記ベースユニット又は前記足踏みユニットの両側には、ユーザのアームを鍛錬するため
の弾性ロープがそれぞれ設けられていることを特徴とする、請求項１に記載の滑り車式脚
部鍛錬装置。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本考案は、健康器に関し、特に、脚部と共に腰部及び臀部を鍛錬することができる滑り車
式脚部鍛錬装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、足踏み式健康器は、ベースの両側には交錯に上下動可能なペダルが設けられており
、且つ各ペダルの下には減衰作用を発生するための油圧シリンダーが設けられている。な
お、各ペダルは、ベースの両側に水平に枢着されているので、交錯に上下動することだけ
ができ、ユーザは両足によってペダルを交錯に踏込むことだけができ、だから、鍛錬可能
な部位は腿部だけである。
【０００３】
上記の問題を解決するために、ある足踏み式健康器は、二つのペダルをＹ字形を呈するフ
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レームに枢着することにより、一つのペダルが踏込まれているときには、当該ペダルは下
外へ斜めに移動され、このとき、他のペダルが上内へ斜めに移動され、そうすると、ユー
ザの重心が外側に拡がることになるので、このような足踏み式健康器に立っているユーザ
の重心が極めて安定し、そして運動している際に、ペダルによって腿部が下へ斜めに力を
加えるので、腰部と臀部の筋肉も受動的に連動されるようになり、だから、腰部と臀部と
腿部を同時に鍛錬することができる。
【０００４】
しかしながら、踏込まれているペダルが下外へ斜めに移動され、ユーザの重心が外側に拡
がりになるので、このような足踏み式健康器に立っているユーザの重心が極めて安定であ
り、そして運動している際に、ペダルによって腿部が下へ斜めに力を加えるが、腰部と臀
部との筋肉が受動的に連動され、受動的な運動の鍛錬効果はより低いものである。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
本考案の主な目的は、踏込む過程中に、脚部と共に腰部及び臀部を主動的に鍛錬すること
ができ、鍛錬効果が向上する滑り車式脚部鍛錬装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本考案の請求項１に記載の滑り車式脚部鍛錬装置によると、ベースユニットと、下向き傾
斜軸ユニットと、足踏みユニットと、滑り車連動ユニットと、を含む滑り車式脚部鍛錬装
置において、前記下向き傾斜軸ユニットは、前記ベースユニットに設けられており、二つ
の下向き傾斜シャフトから構成され、前記下向き傾斜シャフトのより低い一端がそれぞれ
前記ベースユニットから遠ざかった側に位置しており、前記足踏みユニットは、二つのペ
ダルを有し、前記二つのペダルがそれぞれ前記下向き傾斜シャフトに枢着されており、前
記滑り車連動ユニットは、前記足踏みユニットの二つペダルの間に設けられており、滑り
車と、撓み性付きワイヤと、を含み、前記滑り車が前記ベースユニットに枢着されており
、前記滑り車に巻付けられている前記撓み性付きワイヤの両端がそれぞれ前記二つのペダ
ルに固定されており、前記滑り車連動ユニット及び前記撓み性付きワイヤにより、前記二
つのペダルは交錯に上下動することができることを特徴とする滑り車式脚部鍛錬装置であ
る。
【０００７】
本考案の請求項２に記載の滑り車式脚部鍛錬装置によると、前記滑り車連動ユニットの滑
り車は、枢着具を介して前記ベースユニットに枢着されている。
【０００８】
本考案の請求項３に記載の滑り車式脚部鍛錬装置によると、前記滑り車連動ユニットの撓
み性付きワイヤの両端には締付片がそれぞれ設けられており、前記足踏みユニットの二つ
のペダルには下に伸びている連動片が設けられており、前記二つの締付片がそれぞれ前記
二つの連動片に固定されている。
【０００９】
本考案の請求項４に記載の滑り車式脚部鍛錬装置によると、前記ベースユニットには固定
台が設けられており、前記滑り車連動ユニットには前記固定台の中段に応じて螺旋付きス
リーブが設けられており、前記螺旋付きスリーブ内には調整ボルトが螺着されており、前
記調整ボルトの前記ペダルに対応する一端には滑り車支持具が枢着されており、前記滑り
車が前記滑り車支持具に枢着されている。
【００１０】
本考案の請求項５に記載の滑り車式脚部鍛錬装置によると、前記足踏みユニットの二つの
ペダルには、減衰作用を発生するための減衰ユニットが設けられている。
【００１１】
本考案の請求項６に記載の滑り車式脚部鍛錬装置によると、前記ベースユニット又は前記
足踏みユニットの両側には、ユーザのアームを鍛錬するための弾性ロープがそれぞれ設け
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られている。
【考案の効果】
【００１２】
本考案の滑り車式脚部鍛錬装置によれば、踏込む過程中に、脚部と共に腰部及び臀部を主
動的に鍛錬することができ、鍛錬効果が向上するという効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本考案の実施例１に係る滑り車式脚部鍛錬装置の外観図である。
【図２】本考案の実施例１に係る滑り車式脚部鍛錬装置の分解斜視図であって、部材の構
成とその相対関係を示す。
【図３】本考案の実施例１に係る滑り車式脚部鍛錬装置の正面図である。
【図４】本発明の実施例１に係る滑り車式脚部鍛錬装置の踏まれた状態を示す上面図であ
る。
【図５】本考案の実施例２に係る滑り車式脚部鍛錬装置の外観図である。
【図６】本考案の実施例３に係る滑り車式脚部鍛錬装置の分解斜視図である。
【図７】本考案の実施例３に係る滑り車式脚部鍛錬装置の外観図である。
【図８】本考案の実施例４に係る滑り車式脚部鍛錬装置の外観図である。
【図９】本考案の実施例５に係る滑り車式脚部鍛錬装置の外観図である。
【図１０】本考案の実施例６に係る滑り車式脚部鍛錬装置の外観図である。
【考案を実施するための形態】
【００１４】
以下、本考案の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【実施例１】
【００１５】
まず、図１及び図２を参照する。本考案に係る滑り車式脚部鍛錬装置は、ベースユニット
１０と、ベースユニット１０に設けられている下向き傾斜軸ユニット２０と、下向き傾斜
軸ユニット２０に二つのペダル３２が枢着されている足踏みユニット３０と、二つのペダ
ル３２の間に設けられている滑り車連動ユニット４０と、を含み、このような構成によれ
ば、二つのペダル３２は交錯に上下動することができる。
【００１６】
次に、図１乃至図３を参照しながら本考案の構成を詳細に説明する。ベースユニット１０
は第一横ロッド１１を有し、第一横ロッド１１の中段には上に突出している固定台１２が
設けられており、固定台１２の頂端に近接する箇所では後側へ斜めに伸びている跨りロッ
ド１３が設けられており、跨りロッド１３の他端には第二横ロッド１４が設けられており
、固定台１２にはメータ１５が設けられている。
【００１７】
下向き傾斜軸ユニット２０は二つの下向き傾斜シャフト２１を有し、二つの下向き傾斜シ
ャフト２１は、より低い第一端と、より高い第二端と、をそれぞれ有し、前記第二端が固
定台１２に固定されており、二つのペダル３２の両端に応じて、二つの下向き傾斜シャフ
ト２１には、第一軸受２２と、第二軸受２３とがそれぞれ設けられている。
【００１８】
足踏みユニット３０の二つのペダル３２はそれぞれ踏みロッド３１の上面に固定されてお
り、踏みロッド３１は、下向き傾斜シャフト２１に枢着されているブッシュ３５を有し、
二つのブッシュ３５の底面には下に伸びている連接片３６がそれぞれ設けられており、滑
り車連動ユニット４０及び連接片３６により、二つのペダル３２は下向き傾斜シャフト２
１に対して旋回することができる。
【００１９】
滑り車連動ユニット４０は、滑り車４１と、撓み性付きワイヤ４３と、を含み、滑り車４
１は枢着具４２を介してベースユニット１０に水平に枢着されており、滑り車４１に巻付
けられている撓み性付きワイヤ４３の両端は、それぞれ締付片４３０と締付具４４とを介
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してペダル３２の連動片３６に固定されている。
【００２０】
足踏みユニット３０の二つのペダル３２には、減衰作用を発生するための減衰ユニット５
０が設けられており、減衰ユニット５０には、ペダル３２の底面に応じて減衰作用が発生
するシリンダー５１が設けられており、シリンダー５１の他端は、ユニバーサルジョイン
ト５２を介してベースユニット１０に連接されている。
【００２１】
次に、図１乃至図４を参照しながら本考案の使用状態を説明する。二つのペダル３２が踏
みロッド３１のブッシュ３５を介して下向き傾斜シャフト２１に枢着されているので、二
つのペダル３２のうちの何れか一つを踏込むと、当該ペダル３２が下内側へ斜めに旋回さ
れ、なお、滑り車連動ユニット４０によって、他のペダル３２の下向き傾斜シャフト２１
から遠ざかった一端が上外側へ斜めに旋回される。
【００２２】
このように、ペダル３２のうちの一つが踏込まれているときには、二つのペダル３２が同
じ方向へ斜めに旋回され、ユーザの身体の下半部が二つのペダル３２と一緒にずれ、且つ
踏込まれるペダル３２が内側へずれるので、身体のバランスを維持するために、ユーザは
腰部以上の身体の上半部を逆方向にずらすことが必要になり、なお、他のペダル３２が踏
込まれているときには、滑り車連動ユニット４０によってより低い位置に位置しているペ
ダル３２が上へ斜めに旋回され、そうすると、ユーザが二つのペダル３２を交錯に踏込む
と、腰部と臀部と腿部の筋肉を同時に主動的に鍛錬することができ、鍛錬効果が更に向上
する。
【実施例２】
【００２３】
また、図５及び図６に示すのは本考案の実施例２に係る滑り車式脚部鍛錬装置であって、
滑り車連動ユニット４０が前後に調整可能であり、すなわち、ベースユニット１０の固定
台１２には螺旋付きスリーブ４５が設けられており、螺旋付きスリーブ４５内には調整ボ
ルト４６が螺着されており、調整ボルト４６の跨りロッド１３に対応する一端には滑り車
支持具４７が枢着されており、滑り車４１が滑り車支持具４７に水平に枢着されており、
ユーザが調整ボルト４６によって滑り車４３の位置を前後に調整すると、撓み性付きワイ
ヤ４３の引張力が調整される。
【実施例３】
【００２４】
また、図７に示すのは本考案の実施例３に係る滑り車式脚部鍛錬装置であって、下向き傾
斜軸ユニット２０には、ベースユニット１０の固定台１２の両側に応じて上外側に傾斜し
ている傾斜板２５が設けられており、下向き傾斜軸ユニット２０の二つの下向き傾斜シャ
フト２１がそれぞれ傾斜板２５に設けられており、これにより、二つの下向き傾斜シャフ
ト２１が下外側に傾斜しているようになり、二つの下向き傾斜シャフト２１に二つのペダ
ル３２がそれぞれ枢着されている。
【実施例４】
【００２５】
また、図８に示すのは本考案の実施例４に係る滑り車式脚部鍛錬装置であって、下向き傾
斜軸ユニット２０の二つの下向き傾斜シャフト２１は、それぞれベースユニット１０の跨
りロッドの両側に固定されており、ベースユニット１０の第一横ロッド１１の中段には上
に伸びている立設柱１６が設けられており、立設柱１６の上端には手すりロッド１７が設
けられており、調整子１８によって手すりロッド１７の高さを調整することができる。
【実施例５】
【００２６】
また、図９に示すのは本考案の実施例５に係る滑り車式脚部鍛錬装置であって、本考案に
係るベースユニット１０又は足踏みユニット３０には弾性ロープ３８が設けられており、
運動時に弾性ロープ３８を両手で引っ張ると、ユーザはアームを鍛錬することができる。
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【実施例６】
【００２７】
また、図１０に示すのは本考案の実施例６に係る滑り車式脚部鍛錬装置であって、滑り車
連動ユニット４０は、調整ボルト４６を介してベースユニット１０の固定台１２に滑り車
４１が水平に枢着されており、滑り車４１に巻き付けられている撓み性付きワイヤ４３の
両端がそれぞれ二つのペダル３２に連結されており、調整ボルト４６を回転することによ
り撓み性付きワイヤ４３の引張力が調整され、また、固定台１２には上に伸びている伸び
ロッド１９が設けられており、伸びロッド１９の上端には手すりロッド１９０が設けられ
ており、調整子１９１によって手すりロッド１９０の高さを調整することができる。
【符号の説明】
【００２８】
１０：ベースユニット、１１：第一横ロッド、１２：固定台、１３：跨りロッド、１４：
第二横ロッド、１５：メータ、１６：立設柱、１７：手すりロッド、１８：調整子、１９
：伸びロッド、２０：下向き傾斜軸ユニット、２１：下向き傾斜シャフト、２２：第一軸
受、２３：第二軸受、２５：傾斜板、３０：足踏みユニット、３１：踏みロッド、３２：
ペダル、３５：ブッシュ、３６：連動片、３８：弾性ロープ、４０：滑り車連動ユニット
、４１：滑り車、４２：枢着具、４３：撓み性付きワイヤ、４４：締付具、４５：螺旋付
きスリーブ、４６：調整ボルト、４７：滑り車支持具、５０：減衰ユニット、５１：シリ
ンダー、５２：ユニバーサルジョイント、１９０：手すりロッド、１９１：調整子、４３
０：締付片。

【図１】
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【図３】
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【図６】
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