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(57)【要約】
【課題】使用に抵抗感が少なく、また、実際の性行為に
似た正しい性感を得ることができるようにして、適度な
刺激で射精に導くことのできる男性器用マッサージ具を
提供する。また、安価で、且つ、簡単に製造できると共
に、手軽で使い心地の良い、安全な男性器用マッサージ
具を提供する。
【解決手段】柔軟且つ弾性に富む素材によって所定長さ
の筒状に外形形状を形成すると共に、その内部に一端を
開口し奥端を閉塞または開口した円筒状の空洞部を形成
した男性器用マッサージ具であって、この空洞部は、場
所によって内径が異なる同心円の連続によって所定の箇
所で複数の段部を形成するという手段を採用した。そし
て、上記素材は、親水性を有するという手段、及び、グ
ルコマンナンを主成分とするという手段を採用した。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　柔軟且つ弾性に富む素材によって所定長さの筒状に外形形状を形成すると共に、その内
部に一端を開口し奥端を閉塞または開口した円筒状の空洞部を形成した男性器用マッサー
ジ具であって、この空洞部は、場所によって内径が異なる同心円の連続によって所定の箇
所で複数の段部を形成したことを特徴とする男性器用マッサージ具。
【請求項２】
　上記素材は、親水性を有する請求項１記載の男性器用マッサージ具。
【請求項３】
　上記素材は、グルコマンナンを主成分とする請求項１または請求項２記載の男性器用マ
ッサージ具。
【請求項４】
　上記外形形状が、中間部を所定長さの円筒形の胴部とし、一端の挿入端部はその外周直
径を前記胴部の外周直径より大きくして緩やかな径大部を形成し、他端は半球状の半球頭
部を形成した請求項１から請求項３のいずれか１項記載の男性器用マッサージ具。
【請求項５】
　上記空洞部の一端の開口端部には、奥方にいくほど直径が小さくなる丸みを帯びた漏斗
状の挿入口を設けると共に、その径が最小となる前側小径部を経て再び漸次拡径する空間
部を形成した請求項１から請求項４のいずれか１項記載の男性器用マッサージ具。
【請求項６】
　上記前側小径部の径は、男性器の直径サイズより小さいものである請求項５記載の男性
器用マッサージ具。
【請求項７】
　上記空洞部は、上記空間部に連続して、複数のなだらか凹凸を連続させてなる襞部を所
定長さだけ形成した請求項５または請求項６記載の男性器用マッサージ具。
【請求項８】
　上記襞部の凹凸の内側への突出部分の最小径が、上記挿入口の前側小径部より大きく、
男性器の直径サイズより小さいものである請求項７記載の男性器用マッサージ具。
【請求項９】
　上記空洞部は、上記襞部の終端部分に上記前側小径部とほぼ同じ径の奥側小径部を形成
すると共に、この奥側小径部と連続して最奥端に拡径した最終空間部を形成した請求項７
または請求項８記載の男性器用マッサージ具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、男性器を刺激し、性行為に近い感覚で射精に導くことを目的とした男性器
用マッサージ具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、男性の性器をマッサージするものとして、種々のものが公知である。その多くは
、男性器を女性器へ挿入する感覚を再現するために、女性器の構造を模したものであり、
また、その構成も、使い捨ての簡単なものから、洗浄して再利用可能なのものまで多岐に
渡る。そして、この種のいわゆるジョークグッズとして販売されている男性器用マッサー
ジ具は、性感の増幅を目的として、女性器にはない過度の刺激を与えるものが大半であっ
た。
【０００３】
　また、一方では、不特定多数人との性交渉を要因としたエイズ（後天性免疫不全症候群
）の拡散を防止したり、性犯罪を抑止したりする観点から、男性の不可避的な性的欲求を
、手軽に且つ安全に、また抵抗感のない状態で解消する手段としても、この種のマッサー
ジ具が利用されている。
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【０００４】
　さらに、近年の社会的問題として少子化傾向が指摘されており、その一因として男性側
の機能不全（例えば射精障害）が挙げられる。ここで射精障害とは、性行為時に女性器内
で射精に至らない、あるいは受精が困難な程度に射精に勢いがない症状をいう。こうした
射精障害は、男性側の問題でありながら、男女ともに性的コンプレックスをもたらし、結
果的にＥＤ（勃起不全）に発展したり、セックスレスにつながるケースもある。
【０００５】
　そして、この射精障害は、２０～３０代の健康な男性にもみられ、その原因として、上
述したようなジョークグッズを用いた過度な刺激あるいは高頻度で行う自慰行為を挙げる
ことができる。即ち、こうした行き過ぎた自慰行為は、日常化すれば、粘膜が皮膚化して
性感が鈍り、強い刺激に対する慣れも生じて、女性器内での射精障害となるものと考えら
れる。
【０００６】
　このような問題に対して、本発明の出願人は、先に、特許文献１に開示したような男性
器用マッサージ具を提案している。これは、使用時にのみ本体を空気や温水などで膨らま
せることができるようにした伸縮バッグ式のマッサージ具で、未使用時には偏平となり、
小さく折り畳むことができるため、保管や廃棄の際にもプライバシーが守られやすいもの
である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００９－２６８８０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、従来のマッサージ具は、上述したように、実際の性行為とは異なる過度
の刺激を与えるものが大半であったので、男性側の機能不全（例えば射精障害）の要因と
なるものであった。
【０００９】
　これに対して、特許文献１に記載のマッサージ具によれば、空気等の注入量によって圧
迫力や摩擦力を適度なものに調整できるため、刺激が過剰とならず、穏やかに射精に導く
ことができる。また、マッサージ層に括れ部を設けているので、ここを通過する男性器に
適度な刺激を与えるものとなっている。
【００１０】
　しかし、その構成は、非透過性を有する柔軟フィルム製の袋体を二つに折り返し、折り
返した向かい側の一辺を挿入口としてその両辺を閉塞することで表裏に互いに連通する基
体封入室を構成した略有底筒状のものであったので、挿入口及び内部の空洞部は、比較的
偏平な形状であり、実際の女性器の膣内部の構造とは差異がある。そのため、実際に挿入
する男性器に与える刺激は、現実の女性器によるものとは異なるものであることは否めな
い。そのため、一部の射精障害の解消に関しては、その目的を達成するのが困難であると
いう課題が残る。
【００１１】
　本発明は、かかる実情に鑑みてなされたものであり、使用に抵抗感が少なく、また、実
際の性行為に似た正しい性感を得ることができるようにして、適度な刺激で射精に導くこ
とのできる男性器用マッサージ具を提供することを目的とする。また、安価で、且つ、簡
単に製造できると共に、手軽で使い心地の良い、安全な男性器用マッサージ具を提供する
ことをも目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上述した課題を解決するため、本発明は、柔軟且つ弾性に富む素材によって所定長さの
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筒状に外形形状を形成すると共に、その内部に一端を開口し奥端を閉塞または開口した円
筒状の空洞部を形成した男性器用マッサージ具であって、この空洞部は、場所によって内
径が異なる同心円の連続によって所定の箇所で複数の段部を形成するという手段を採用し
た。
【００１３】
　そして、上記素材は、親水性を有するという手段を採用した。
【００１４】
　素材が親水性を有するため、男性器になじみやすく、違和感が少ない。
【００１５】
　さらに、上記素材は、グルコマンナンを主成分とするという手段を採用した。
【００１６】
　グルコマンナンを主成分とする素材は、熱可塑性を有するため、容易に成形することが
可能であると共に、適度な強度と柔軟性及び弾性によって、男性器に対して女性器に挿入
したような感覚を与える。
【００１７】
　そして、このマッサージ具の外形形状を、中間部を所定長さの円筒形の胴部とし、一端
の挿入端部はその外周直径を前記胴部の外周直径より大きくして緩やかな径大部を形成し
、他端は半球状の半球頭部を形成するという手段を採用した。
【００１８】
　かかる外形形状により、好適なグリップ感を与え、マッサージ具を片手で確実に且つ安
定的に保持できると共に、使用時に、握りの力加減で男性器に作用する刺激力を調整した
り、前後動させたりすることが容易となる。
【００１９】
　そして、上記空洞部の一端の開口端部には、奥方にいくほど直径が小さくなる丸みを帯
びた漏斗状の挿入口を設けると共に、その径が最小となる前側小径部を経て再び漸次拡径
する空間部を形成するという手段を採用した。
【００２０】
　また、上記前側小径部の径は、男性器の直径サイズより小さいものであるという手段を
採用した。
【００２１】
　かかる形状及び大きさは、男性器のスムーズな挿入を促すと共に、女性器に挿入すると
きの締め付け感を男性器に与え、さらに、該部からの水分の漏出を防止する作用を有して
いる。
【００２２】
　また、上記空洞部には、上記空間部に連続して、複数のなだらか凹凸を連続させてなる
襞部を所定長さだけ形成するという手段を採用した。
【００２３】
　そして、上記襞部の凹凸の内側への突出部分の最小径が、上記挿入口の前側小径部より
大きく、男性器の直径サイズより小さいものであるという手段を採用した。
【００２４】
　かかる形状及び大きさは、男性器を適度に締め付け、女性器内の襞に擦れるような感覚
を男性器に与えるものである。
【００２５】
　また、上記空洞部には、上記襞部の終端部分に上記前側小径部とほぼ同じ径の奥側小径
部を形成すると共に、この奥側小径部と連続して最奥端に拡径した最終空間部を形成する
という手段を採用した。
【００２６】
　かかる形状は、男性器の先端に、子宮口に当たっているような感覚を与え、最終空間部
は、精液溜まりとして、満足のいく射精感を与えるものである。
【発明の効果】
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【００２７】
　上述した本発明に係る男性器用マッサージ具は、柔軟且つ弾性に富む素材で形成し、そ
の内部構造は、場所によってそれぞれの部位の内径が異なる円筒で形成されているので、
挿入した男性器は、それぞれの部位から異なる刺激を受け、恰も女性器のように、膣口か
ら膣道を通ってし子宮口に至るような感覚を体感することができ、適度な刺激で射精に導
くことができる。そのため、従来のような、女性器にはない過度の刺激を与えるものと異
なり、実際の性行為に似た正しい性感を得ることができるものである。そのため、射精障
害等の機能不全の予防、治療に寄与する。
【００２８】
　また、柔軟且つ弾性に富む素材として親水性を有する素材、及び、グルコマンナンを主
成分とする素材を使用しているので、容易且つ安価に成形することが可能であると共に、
親水性によりなじみやすく、また、適度な強度と柔軟性及び弾性によって、男性器に女性
器に挿入したような感覚を与える。さらに、植物由来の成分であるので、安全性が高く、
粘膜に直接触れても害がない。
【００２９】
　また、熱可塑性を有し、温水で溶けるので、洗面所やトイレなどで流して処分すること
が可能であり、水に流しても水質を汚染するおそれがない。また、一度限りの使い捨てで
あるので、使用後の洗浄等の手間の必要がなく、衛生的である。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】（Ａ）は、本発明に係る男性器用マッサージ具の正面図、（Ｂ）はそのＡ－Ａ線
断面図、（Ｃ）は開口側を示す左側面図である。
【図２】他の実施形態の断面図である。
【図３】グルコマンナンの化学式の一例を示すものである。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明に係る男性器用マッサージ具の好ましい実施形態を添付した図面に従って
説明する。図１（Ａ）は本マッサージ具の正面図であって、その全体の外形形状を示すも
のであるが、全体としては所定長さのほぼ円筒形であり、柔軟で、且つ、弾性に富む素材
で形成している。なお、その具体的な素材については後述する。そして、この円筒におい
て下述する挿入口を設ける挿入端部１は、その外周直径をやや大きくして、緩やかな径大
部１ａを形成している。また、中間部は、所定長さのほぼ円筒形の胴部２としている。ま
た、他方の先端はほぼ半球状の半球頭部３としている。かかる外形形状によって、使用時
にストレスを感じない好適なグリップ感を与え、マッサージ具を片手で確実、且つ、安定
的に保持することができる。そのため、使用時に、握りの力加減で男性器に作用する刺激
力を調整したり、前後動させたりすることが容易となる。なお、この実施形態ではほぼ円
筒形のものを図示しているが、これに限定されるものではなく、外形形状は持ちやすく手
になじみやすい形状等であれば、所望の外形形状を採用できる。
【００３２】
　次に、図（Ｂ）はマッサージ具の内部構造を示し、上記挿入端部１側を開口し、半球頭
部３側を閉塞した長尺の空洞部４を形成している。この空洞部４は、上記外形形状と対応
して基本的に円筒形であるが、場所によって内径が異なる同心円の連続で形成され、所定
個所で多数の段部を形成している。
【００３３】
　この空洞部４の開口端部に設ける挿入口４ａは、奥方にいくほど直径が小さくなる丸み
を帯びた漏斗状であり、男性器のスムーズな挿入を促すような形状としている。そして、
その内奥の径が最小となる前側小径部４ｂを経て再び漸次拡径して広い空間部４ｃを形成
している。この前側小径部４ｂは、平均的な男性器の直径サイズより小さいものとして、
その弾性により、女性器に挿入するときの締め付け感を男性器に与えるような形状及び直
径を有している。また、該部の締め付けにより、男性器に弾性的に密着して空洞部４の内
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部に発生する水分等を該部から漏出させないようにも作用する。なお、拡径した空間部４
ｃは、男性器が前側小径部４ｂを弾性的に通過した後の開放感を与える。
【００３４】
　上記空間部４ｃに連続して、複数のなだらかな凹凸部を連続させてなる襞部４ｄを所定
の長さだけ形成している。この襞部４ｄの内側への突出部分の最小径は前記挿入口４ａの
前側小径部４ｂの径よりは大きいが、男性器の直径サイズよりは小さく、適度に男性器を
締め付ける大きさである。即ち、この襞部４ｄは、いわば女性器内の襞に擦れるような感
覚を男性器に与える部分である。さらに、複数の凹凸部が連続することで、凹部内は圧力
が低くなり、適度な真空感、吸着感を男性器に与える。
【００３５】
　この襞部４ｄの終端部分には、前記前側小径部４ｂとほぼ同じ径の奥側小径部４ｅを形
成している。この奥側小径部４ｅは、いわば女性器の子宮口に相当する部分で、挿入した
男性器の先端に、子宮口に当たっているかのような感覚を与えるものである。
【００３６】
　そして、この奥側小径部４ｅと連続して、最奥端には、拡径した最終空間部４ｆを形成
している。この部分は、いわば精液溜まりとして、満足のいく射精感を得られるような広
い空間となっている。
【００３７】
　このように、本マッサージ具の内部構造は、挿入口４ａ、前側小径部４ｂ、空間部４ｃ
襞部４ｄ、奥側小径部４ｅ、最終空間部４ｆと連続し、場所によってそれぞれの部位の内
径が異なる円筒で形成されているので、男性器は、恰も女性器のように、膣口から膣道を
通って子宮口へ至るような感覚を体感することができる構造となっているのである。
【００３８】
　次に、図２は他の実施形態を示すもので、空洞部４の奥端の最終空間部４ｆに終端開口
部４ｇを設けたものである。この終端開口部４ｇは、男性器の挿入によって空洞部４内の
空気が圧縮された場合に、それを外方へ逃がす役割を有する。即ち、終端開口部４ｇを設
けていない場合には、男性器が空洞部４内の周壁に密着しているので、男性器の挿入に従
い、内部の空気が次第に圧縮されることになる。そして、圧縮が一定以上になると、男性
器との密着部分を通って、空気が逆流し、挿入口４ａ側から空気が漏れ出すことになる。
このとき、挿入口４ａが振動して、不快音を発生することがあった。そこで、最終空間部
４ｆに終端開口部４ｇを設けて内部の空気を開放することで、空気を逃がして、不快音の
発生を防止したものである。
【００３９】
　また、終端開口部４ｇがないと、男性器を引き抜く際に内部が負圧となり、引き抜く際
に力が必要となり、男性器の抜き差しに支障を生じる場合があり、これを防止することも
できる。
【００４０】
　次に、上記構成の本発明に係る男性器マッサージ具を形成する素材について説明する。
本マッサージ具は、上述したような内部構造として、これを柔軟で、且つ、弾性に富む素
材で形成することで、男性器に女性器内部に挿入したような感覚を与えるものである。そ
のため、従来はシリコンゴム等を使用していたが、本発明では、グルコマンナン（glucom
annan）を主成分とする柔軟素材で形成することとした。このグルコマンナンは、例えば
こんにゃく芋に多く含まれる水溶性中性多糖であり、六炭糖のグルコースとマンノースが
およそ２：３の割合でβ－１，４結合したもので、直鎖状である。その化学構造式の例を
図２に示す。図において、Ｇはグルコース、Ｍはマンノースを示している。このグルコマ
ンナンを、例えばエステル化等することで、親水性、並びに、適度な強度と柔軟性に富む
素材を得ることができる。
【００４１】
　このグルコマンナンを主成分とする素材は、加熱することで溶融し、冷却すると元の固
体に戻る性質を示す熱成形可能な熱可塑性を有するため、容易に上記形状に成形すること
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が可能である。即ち、上述した外形形状を有する雌型と、上記内部構造の形状を有する雄
型とからなる成形型に加熱溶融した素材を流し込み、冷却固化することで容易に成形でき
る。そして、できた成形物は柔軟性に富むので、雄型を強制的に抜き取ることで、完成品
となる。
【００４２】
　なお、上記完成品の男性器用マッサージ具は、乾燥に弱いので、水中に保管することが
望ましい。即ち、適宜な形状の容器に、水と共に密封することで、その取り扱いが容易と
なり、商品として展示、販売が可能となる。
【００４３】
　また、使用後は、熱により溶融するので、所定温度の温水を注ぎ掛けることにより、洗
面所や風呂場、トイレなどで流して処分することが可能であり、使い捨てが容易である。
よって、一度限りの使い捨てであるので、使用後の洗浄等の手間の必要がなく、衛生的で
ある。また、主成分が植物由来のグルコマンナンであるので、安全性が高く、水に流して
も水質を汚染するおそれがない。
【符号の説明】
【００４４】
　１　　挿入端部
　１ａ　径大部
　２　　胴部
　３　　半球頭部
　４　　空洞部
　４ａ　挿入口
　４ｂ　前側小径部
　４ｃ　空間部
　４ｄ　襞部
　４ｅ　奥側小径部
　４ｆ　最終空間部
　４ｇ　終端開口部
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