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(57)【要約】
【課題】例えばリハビリテーション用や運動器具用とし
て使用されるものであって、筋肉を電気的に刺激するこ
とにより筋肉が収縮するのを利用して筋肉を鍛える電気
的筋肉刺激を行うに際し、電極が運動の対象となる筋肉
の神経筋接合部を刺激することができる位置に設定され
るように、電極の位置決めを簡便に行うことができる電
気的筋肉刺激用着用具を提供する。
【解決手段】電気的筋肉刺激用着用具(A1)は、着用具本
体(1)と、着用具本体(1)を着用者が着用したときに、運
動の対象となる筋肉の神経筋接合部または神経筋接合部
を含む近傍に位置するよう着用具本体(1)に設けられた
所要数の開口部(2)と、着用具本体(1)を着用者が着用し
たときに、筋肉の神経筋接合部または神経筋接合部近傍
の皮膚面に位置するよう開口部(2)に設けられている電
極(8)とを備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
着用具本体(1,7)と、
該着用具本体(1,7)を着用者が着用したときに、運動の対象となる筋肉の神経筋接合部
または神経筋接合部を含む近傍に位置するよう着用具本体(1,7)に設けられた所要数の開
口部(2,2a)と、
前記着用具本体(1,7)を着用者が着用したときに、筋肉の神経筋接合部または神経筋接
合部近傍の皮膚面に位置するよう前記開口部(2,2a)に設けられている電極(8)と、
を備えている、
電気的筋肉刺激用着用具。
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【請求項２】
開口部(2,2a)に設けられる電極(8)を開口部(2,2a)内において固定することができる、
不導体で形成された電極固定体(3)を備えている、
請求項１の電気的筋肉刺激用着用具。
【請求項３】
電極固定体が網体(3)である、
請求項２の電気的筋肉刺激用着用具。
【請求項４】
電極固定体が網体(3)であり、電極は接続端子(4)に接触し前記網体(3)の網目を通して
皮膚面に接着可能な粘着シール電極(8)である、

20

請求項２の電気的筋肉刺激用着用具。
【請求項５】
一端部は各電極(8)に接続され、他端部には電気的筋肉刺激用機器(C1)が接続可能な電
気コード(5)が設けられている、
請求項１の電気的筋肉刺激用着用具。
【請求項６】
着用具本体(1,7)が、衣服形状である上半身用着用具または下半身用着用具またはその
双方で構成されている、
請求項１の電気的筋肉刺激用着用具。
【発明の詳細な説明】

30

【技術分野】
【０００１】
本発明は、電気的筋肉刺激用着用具に関するものである。更に詳しくは、リハビリテー
ション用や運動器具用として使用されるものであって、筋肉を電気的に刺激することによ
り筋肉が収縮するのを利用して筋肉を鍛える電気的筋肉刺激（骨格筋電気刺激）を行うに
際し、電極が運動の対象となる筋肉の神経筋接合部を刺激することができる位置に設定さ
れるように、電極の位置決めを簡便に行うことができるものに関する。
【背景技術】
【０００２】
リハビリテーションを補助する器具や運動器具（いわゆる健康器具を含む）に応用でき
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る有効な方法として、電気的筋肉刺激（ＥＭＳ：Electrical Muscle Stimulation）が注
目されている。電気的筋肉刺激による運動は、ダンベル運動のように重いものを使用する
運動とは相違して、筋肉を電気的に刺激することにより筋肉が収縮するのを利用して筋肉
を鍛えるというものであり、より安全性の高い運動方法として評価されている。
【０００３】
このような各器具においては、筋肉を電気で刺激するために電極を備えている。使用者
の身体に対する電極の位置の調節または設定は、通常は使用者や補助者の経験則によって
行われている。
なお、電気的筋肉刺激による運動においては、電気によって筋肉のどこを刺激してもよ
いという訳ではなく、十分な運動効果をあげるためには、電極を筋肉の神経筋接合部（運
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動神経が筋肉に接合される部分：モーターポイント）を刺激することができる位置に設定
することが極めて重要である。
【０００４】
前記運動器具の一例としては、本願出願人が提案した特許文献１の筋力増強器がある。
この筋力増強器は、筋肉に電気的刺激を与えて収縮させる電極部を備えた鍛錬部用装具と
、鍛錬部用装具と協働する支持部用装具と、鍛錬部用装具と支持部用装具の成す角度が所
定の角度から変わったことを感知する感知装置と、電極部に電気を供給するコントローラ
ーを備えており、感知装置が感知したとき、主動筋となる筋肉または拮抗筋となる筋肉に
電気的刺激が与えられるように電極部に電気を供給することができるというものである。
【０００５】
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【特許文献１】特許第３０２６００７号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
電気的筋肉刺激による運動方法を採用した一般的な運動器具において、電極を筋肉の神
経筋接合部を刺激するように位置させるには、正確な位置を探索する必要がある。この位
置の探索を、前記したように使用者や補助者の経験則によって行う作業及び操作は煩雑で
あり、長時間を要するという課題があった。
【０００７】
また、前記特許文献１の筋力増強器は、電気的筋肉刺激による運動を行うに際し、主動
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筋となる筋肉が収縮しているときに、拮抗筋となる筋肉に電気的刺激を与えることができ
るので、拮抗筋に遠心性収縮を伴う閉鎖性運動連鎖による運動をさせ、効果的な運動を行
うことができる点においては十分に有用であり、実用化も成されている。
しかしながら、筋力増強器は、電極部を備えた鍛錬部用装具及びこれと協働する支持部
用装具を備えた構造であり、鍛錬部用装具における電極の位置は決まっているため、身体
に対する電極の位置は鍛錬部用装具の装着位置によって決まる。このため、電極の位置の
細かな調節は難しい。
【０００８】
そこで、本発明の目的は、例えばリハビリテーション用や運動器具用として使用される
ものであって、筋肉を電気的に刺激することにより筋肉が収縮するのを利用して筋肉を鍛
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える電気的筋肉刺激を行うに際し、電極が運動の対象となる筋肉の神経筋接合部を刺激す
ることができる位置に設定されるように、電極の位置決めを簡便に行うことができる電気
的筋肉刺激用着用具を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
上記課題を解決するために本発明が講じた手段は次のとおりである。
本発明は、
着用具本体と、
該着用具本体を着用者が着用したときに、運動の対象となる筋肉の神経筋接合部または
神経筋接合部を含む近傍に位置するよう着用具本体に設けられた所要数の開口部と、
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前記着用具本体を着用者が着用したときに、筋肉の神経筋接合部または神経筋接合部近
傍の皮膚面に位置するよう前記開口部に設けられている電極と、
を備えている、
電気的筋肉刺激用着用具である。
【００１０】
本発明は、
開口部に設けられる電極を開口部内において固定することができる、不導体で形成され
た電極固定体を備えているのが好ましい。
【００１１】
本発明は、
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電極固定体が網体であるのが好ましい。さらには、電極固定体が網体であり、電極は接
続端子に接触し前記網体の網目を通して皮膚面に接着可能な粘着シール電極であるのが好
ましい。
【００１２】
本発明は、
一端部は各電極に接続され、他端部には電気的筋肉刺激用機器が接続可能な電気コード
が設けられているのが好ましい。
【００１３】
本発明は、
着用具本体が、衣服形状である上半身用着用具または下半身用着用具またはその双方で
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構成されているのが好ましい。
【００１４】
着用具本体は、着用時に電極を筋肉の神経筋接合部近傍の皮膚面に正確に位置させるた
めには、例えばウエットスーツの上半身用着用具あるいは下半身用着用具のように、着用
者が着用することによって、着用者の身体に対する着用具の各部の位置が必然的に決まる
着用具であるのがより好ましい。
【００１５】
このような着用具では、あらかじめ開口部や電極の位置を決めておいても、着用のたび
に電極の位置がずれてしまうというような不都合は起こりにくい。
また、着用具本体としては、上半身用着用具あるいは下半身用着用具などのようにいわ
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ゆる衣服構造のものの他、例えばサポーターのように足（脚）や手（腕）に局部的に装着
する構造のものを採用することができる。
【００１６】
電極固定体は、開口部を覆うように、あるいは塞ぐように設けるのが好ましいが、限定
はしない。電極固定体は、固定される電極を表面側から裏面側へ貫通させたり、裏面側の
一部に導体を設け、この導体に表面側から電極を接続するなどして皮膚に通電することが
できる機能性を有している。電極固定体としては、このような機能性を備えている網体（
メッシュ、ネットを含む）を採用するのが好ましいが、これに限定せず、例えば穴を設け
た各種合成樹脂シート、フィルムや布、紙などを採用することもできる。
【００１７】
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電極固定体は、電極で皮膚に通電する場合は不導体で形成するのが好ましいが、導体で
形成することもできる。電極固定体を導体で形成する場合は、皮膚に接触する電極固定体
の全体が、固定される電極と同じように電極として作用するので、電極固定体の大きさや
形状を皮膚への通電、すなわち筋肉の神経筋接合部に刺激するために適応したものにする
と共に、より正確な位置決めが必要になる。
【００１８】
接続端子および電極の材質、形状、構造は、皮膚に対する通電を支障なく行うことがで
きれば特に限定するものではなく、所定の導電性物質を用いて形成される。このような導
電性物質としては、例えば金属板、金属線（撚り線などを含む）、銀、銀−塩化銀の化合
物、ニッケル、モリブデンなどの金属、あるいはカーボンブラック、グラファイトなどを
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単独で、あるいは二種類以上を混合して調製した導電性ペースト、銀などの金属箔やステ
ンレス繊維などの金属繊維をラミネートしたもの、あるいは金属繊維を含む糸で織成した
布などを採用することができる。特に、金属繊維を含む糸で織成した布は、自身に変形性
や柔軟性を持たせることが可能であるので、表面が曲面である皮膚に着用者が違和感のな
いように接触させるためにはより好ましい。
【００１９】
粘着シール電極は、皮膚面への密着を良好に行うことができれば、その材料、構造は特
に限定するものではない。例えば、導電性を有する粘着テープ材や粘着シール材、あるい
は導電性を有する粘着材と基材を貼り合わせて形成された粘着シール電極を採用すること
ができる。特に、基材シートと、基材シート表面に導電性物質を用いて形成された通電可
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能な導電層と、この導電層に接触して設けた導電性粘着材層を備えた構造の粘着シール電
極は、導電性粘着材層による皮膚面に対する密着性が良好であり、皮膚への通電の入力面
積を大きくすることができるため、皮膚面との間の接触インピーダンスが低減されるので
より好ましい。また、接続端子部に通電された電流は、接続端子部から導電性粘着材を通
じ、基材シートの表面に形成された導電層の全面に広がり、さらに導電性粘着材層を通じ
て皮膚面へ通電することができる機能を有している。
【００２０】
前記基材シートとしては、特に限定するものではないが、導電性粘着材層を皮膚面に密
着させるために、柔軟で比較的腰強度の高い樹脂フィルムまたはシートを採用するのが好
ましい。このような樹脂フィルムまたはシートとしては、例えばポリエチレンテレフタレ
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ート（ＰＥＴ）、ポリ塩化ビニル、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）など
を採用することができるが、腰強度が高く印刷も容易なポリエチレンテレフタレートを採
用するのがより好ましい。なお、基材シートの厚さは特に限定はしないが、例えば１０〜
５００μｍであり、適宜設定が可能である。
【００２１】
前記基材シート表面に形成された導電層は、通電を支障なく行うことができれば特に限
定するものではなく、所定の導電性物質を用いて形成される。このような導電性物質とし
ては、例えば銀、銀−塩化銀の混合物、ニッケル、モリブデンなどの金属、あるいはカー
ボンブラック、グラファイト等を単独であるいは二種以上を混合して調製した導電性ペー
ストが挙げられる。また、電極部は、銀などの金属箔やステンレス繊維などの金属繊維を
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ラミネートすることよっても形成することができる。
【００２２】
前記導電性粘着材層としては、導電性を有し、かつ皮膚に対して刺激性が少なく十分な
粘着力を有するものであれば、特に限定されるものではなく、例えばポリアクリル酸ナト
リウム、ポリアクリル酸エステル、ポリアクリルアミドなどのポリアクリル酸誘導体また
はポリビニルピロリドン、ポリ−Ｎ−ビニルアセトアミドなどのポリ−Ｎ−ビニルアセト
アミド誘導体、あるいはポリウレタンなどをマトリックスとし、これに水、電解質塩など
を含有させた導電性粘着ゲルなどが好適に使用可能である。
【００２３】
（作用）
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本発明に係る電気的筋肉刺激用着用具の作用を説明する。なお、ここでは、説明で使用
する各構成要件に、後述する実施の形態において各部に付与した符号を対応させて付与す
るが、この符号は、特許請求の範囲の各請求項に記載した符号と同様に、あくまで内容の
理解を容易にするためであって、各構成要件の意味を上記各部に限定するものではない。
【００２４】
電気的筋肉刺激用着用具(A1,A2)は、この着用具を着用者が着用することにより、開口
部(2,2a)に設けられている電極(8)が、着用者の運動の対象となる筋肉の神経筋接合部ま
たは神経筋接合部を含む近傍の皮膚面に位置する。そして、電気的筋肉刺激用機器を使用
して電極(8)を介し皮膚に通電を行うことにより電気的筋肉刺激（ＥＭＳ）による運動を
行うことができる。
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【００２５】
このように、電極(8)が着用具(A1,A2)の前記所定の位置にあらかじめ取り付けられてい
るので、筋肉を電気的に刺激することにより筋肉が収縮するのを利用して筋肉を鍛える電
気的筋肉刺激を行うに際し、電極(8)の位置を使用の度ごとに調節する必要がなく、着用
具(A1,A2)を着用するだけで電極(8)の位置決めを簡便に行うことができる。
【００２６】
開口部(2,2a)に設けられる電極(8)を開口部(2,2a)内において固定することができる、
不導体で形成された電極固定体(3)を備えているものは、製造時または製造後において電
極(8)を固定する位置の調節が可能になるので、例えば着用具(A1,A2)を着用者の体型に応
じた複数のタイプに分ける場合などに、特に有用である。
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【００２７】
さらに、電極固定体(3)が網体であるものは、多数の網目が開口しているので、電極(8)
を網体の表面側に固定しても、網目を通して皮膚面に接触することができる。また、網体
は通気性が良好であり、比較的長時間の使用でも、電極が接触する皮膚面に汗をかきにく
い利点がある。
【００２８】
電極固定体が網体(3)であり、電極は接続端子(4)に接触し前記網体(3)の網目を通して
皮膚面に接着可能な粘着シール電極(8)であるものは、皮膚への通電の入力面積を大きく
することができるため、皮膚面との間の接触インピーダンスが低減されるのでより好まし
い。
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【００２９】
一端部は各電極(8)に接続され、他端部には電気的筋肉刺激用機器(C1)が接続可能な電
気コード(5)が設けられているものは、電気的筋肉刺激用機器(C1)を電気コード(5)に接続
することにより、簡単に電気的筋肉刺激による運動が可能となる。
【００３０】
着用具本体(1)が、衣服形状である上半身用着用具または下半身用着用具またはその双
方で構成されているものは、これを着用者が着用することによって、着用者の身体に対す
る着用具(A1,A2)の各部の位置が必然的に決まるので、あらかじめ開口部(2,2a)や電極(8)
の位置を決めておいても、着用のたびに電極の位置がずれてしまうというような不都合は
起こりにくい。
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【発明の効果】
【００３１】
本発明は、例えばリハビリテーション用や運動器具用として使用されるものであって、
筋肉を電気的に刺激することにより筋肉が収縮するのを利用して筋肉を鍛える電気的筋肉
刺激を行うに際し、電極が運動の対象となる筋肉の神経筋接合部を刺激することができる
位置に設定されるように、電極の位置決めを簡便に行うことができる電気的筋肉刺激用着
用具を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
本発明を図に示した実施例に基づき詳細に説明する。
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【実施例１】
【００３３】
図１は本発明に係る電気的筋肉刺激用着用具の第１実施形態を示す正面図、
図２は図１の電気的筋肉刺激用着用具の背面図、
図３は開口部と網体及び接続端子の取付構造を示す拡大説明図、
図４は図３におけるＩ−Ｉ部分の端面説明図である。
なお、図１、図２、図３、図４においては、粘着シール電極８の図示を省略している。
また、図４では電気コードの図示は省略している。
【００３４】
電気的筋肉刺激用着用具Ａ１は、着用具本体１を有している。着用具本体１は、衣服形

40

状の上半身用の着用具である。着用具本体１は、不導体（絶縁体）であり若干の伸縮性を
有する布で形成されている。
着用具本体１の胴部１０の両側に設けられている袖部１１、１２には、それぞれ上腕部
の正面側と背面側に、縁部形状がほぼ長円状の開口部２、２ａが設けられている。正面側
の各開口部２は、着用したときに着用者の上腕部の上腕二頭筋に対応するように開口され
ており、背面側の各開口部２ａは上腕三頭筋に対応するように開口されている。なお、開
口部２、２ａの形状は長円状に限定されるものではなく、円形、四角形など各種形状が適
宜採用できる。
【００３５】
各開口部２、２ａ（合計四箇所）の縁部表面側には、布製のパイピング部２０（図３参

50

(7)

JP 2009‑5851 A 2009.1.15

照）によって、合成樹脂製のメッシュ３が取り付けられている。メッシュ３は、パイピン
グ部２０の幅方向両側に沿ったステッチ２１によって、パイピング部２０及び袖部１１、
１２の生地部と一体化されており、各開口部２、２ａを塞いでいる（通気と透過視認は可
能）。なお、パイピング部２０とメッシュ３の前記材料は絶縁性のものである。なお、メ
ッシュ３の網目の大きさは、後述する粘着シール電極８が網目を通して着用者の皮膚面に
接触することができれば、特に限定するものではない。
【００３６】
各開口部２、２ａを塞いでいる各メッシュ３の表面側には、それぞれ接続端子４が取り
付けられている。接続端子４は、導体である布（金属繊維を含む糸で織成されたもの）で
長方形状に形成されており、メッシュ３と接する側には全面に絶縁シート（図示省略）が
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設けられている。接続端子４は、正面側の開口部２に設けられているメッシュ３では、長
尺側の両端の二箇所に相対向して取り付けられている（図１、図３参照）。また、接続端
子４は、背面側の開口部２ａに設けられているメッシュ３では、短尺側の一端の辺部二箇
所に所要の間隔で並んで取り付けられている（図２参照）。
【００３７】
各接続端子４は、長手方向の一端側がパイピング部２０に縫い付けて固定されており、
他端側がメッシュ３の糸部分に縫い付け部４０によって固定されている。また、各接続端
子４のパイピング部２０側の端部には、電気コード５の一端が接続されており、各接続端
子４と着用具本体１とは絶縁関係（着用具本体１には通電されない関係）にある。使用時
においては、各接続端子４と触れてこれを覆うように粘着シール電極８が貼付される。
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粘着シール電極８は、後述する図６に示すように樹脂フィルムで形成された基材シート
８０の片側表面の全面に導電層８１と導電性粘着材８２を層状に設けたものである。粘着
シール電極８の導電性粘着材８２には、接続端子４を通じて通電が行われ、導電性粘着材
８２はメッシュ３の網目を通して皮膚面に密着し、通電することができる。
【００３８】
各開口部２、２ａに各々二箇所づつ、合計八箇所に設けられている各接続端子４から延
長された電気コード５は、袖部１１、１２のそれぞれの背面側から両肩部を回り、胴部１
０の正面側へ導かれている。各電気コード５は、胴部１０の正面側で集束され、その先端
には電気的筋肉刺激用機器に接続するための端子５０が設けられている。なお、各電気コ
ード５は、要所で、着用具本体１表面に設けられている通し具６に通されている。
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【００３９】
（作用）
図５は接続端子と網体部分に粘着シール電極を貼付している状態を示す説明図、
図６は粘着シール電極を示す断面説明図、
図７は使用状態を示す説明図である。
【００４０】
電気的筋肉刺激用着用具Ａ１は、着用者Ｍが両腕の上腕三頭筋と上腕二頭筋の運動をす
るのに特に有用である。また、電気的筋肉刺激用機器Ｃ１と組み合わせて電気刺激の制御
を行うことにより、主動筋と拮抗筋の遠心性収縮と閉鎖性運動連鎖を組み合わせた運動が
可能になるものである。
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【００４１】
電気的筋肉刺激用着用具Ａ１は、着用者が着用することにより、各開口部２、２ａに設
けられている各接続端子４が、着用者Ｍの運動の対象となる筋肉（上腕三頭筋と上腕二頭
筋）の神経筋接合部近傍の皮膚面にメッシュ３を挟んで近接して位置する。なお、電気的
筋肉刺激用着用具Ａ１は衣服形状であり、着用者Ｍの身体に対する着用具本体１の各部の
位置が必然的に決まるので、あらかじめ開口部２、２ａや接続端子４の位置を決めておい
ても、着用のたびに接続端子４を覆うように貼付される粘着シール電極８の位置がずれて
しまうというような不都合は起こりにくい。
【００４２】
次に、図５に示すように各接続端子４を覆うように粘着シール電極８を貼付する。この
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際、粘着シール電極８をメッシュ３側へ強く押し付けることによって、粘着シール電極８
の粘着面である導電性粘着材８２はメッシュ３の網目を通して皮膚面に接着する。これに
より、導電性粘着材８２によって接続端子４と接触している各粘着シール電極８によって
皮膚面に対して広い面積で通電が可能になり、各粘着シール電極８は、この位置において
各筋肉の神経筋接合部（モーターポイント）に対して効果的に電気的刺激を与えることが
できる。
【００４３】
さらに、運動を行う際には、図７に示すように上腕部に締付具９を巻いて、各粘着シー
ル電極８と皮膚面の接触をより確実に維持できるようにする。なお、メッシュ３は通気性
が良好であり、比較的長時間の使用でも、粘着シール電極８が接触する皮膚面またはその
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近傍の皮膚面に汗をかきにくい利点がある。
【００４４】
そして、ベルトＢによって着用者Ｍの腰部に取り付けられた電気的筋肉刺激用機器Ｃ１
を使用して、各粘着シール電極８を介し皮膚面に通電を行うことにより電気的筋肉刺激（
ＥＭＳ）による運動を行うことができる。
ここで、電気的筋肉刺激用着用具Ａ１と電気的筋肉刺激用機器Ｃ１を使用した電気的刺
激による運動方法を簡単に説明する。
【００４５】
（１）肘の関節を屈曲させる運動の場合
肘の関節を伸展させた状態から屈曲させる通常の運動では、上腕二頭筋が主動筋となっ
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て収縮し、上腕三頭筋が拮抗筋となって弛緩する。つまり、この運動の際には、電気的筋
肉刺激用着用具Ａ１の袖部１１、１２の背面側の開口部２ａに設けられている各粘着シー
ル電極８から皮膚面に通電され、他の粘着シール電極８からは通電されない。
これによって、上腕三頭筋は弛緩状態になることはなく、適度に収縮する。つまり、こ
の運動では、本来は拮抗筋となっている上腕三頭筋の収縮による抵抗が適度な負荷となっ
て主動筋である上腕二頭筋を鍛えることができると共に、上腕三頭筋に対しては遠心性収
縮による負荷がかかり、これにより上腕三頭筋も同時に鍛えることができる。
【００４６】
（２）肘の関節を伸展させる運動の場合
肘の関節を屈曲させた状態から伸展させる通常の運動では、上腕三頭筋が主動筋となっ
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て収縮し、上腕二頭筋が拮抗筋となって弛緩する。つまり、この運動の際には、電気的筋
肉刺激用着用具Ａ１の袖部１１、１２の正面側の開口部２に設けられている各粘着シール
電極８から皮膚面に通電され、他の粘着シール電極８からは通電されない。
これによって、上腕二頭筋は弛緩状態になることはなく、適度に収縮する。つまり、こ
の運動では、本来は拮抗筋となっている上腕二頭筋の収縮による抵抗が適度な負荷となっ
て主動筋である上腕三頭筋を鍛えることができると共に、上腕二頭筋に対しては遠心性収
縮による負荷がかかり、これにより上腕二頭筋も同時に鍛えることができる。
【００４７】
なお、着用者Ｍの左手首には、電気的筋肉刺激用機器Ｃ１による制御の設定や調節を行
うためのコントローラＣ２が取り付けられている。
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また、前記各運動は交互に連続的に繰り返して行われ、各運動時の制御の切り換えは各
種センサを使用して行われる。このような制御機器、制御方法についての詳細は、ここで
は省略する。これについては、後述する電気的筋肉刺激用着用具Ａ２の作用の説明でも同
様である。
【００４８】
図８は本発明に係る電気的筋肉刺激用着用具の第２実施形態を示す正面図、
図９は図８の電気的筋肉刺激用着用具の背面図である。
なお、本実施の形態では、図において前記電気的筋肉刺激用着用具Ａ１と同等箇所に同
一符号を付して示し、構造について重複する説明は基本的に省略する。また、図８、図９
においては、粘着シール電極８の図示を省略している。
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【００４９】
電気的筋肉刺激用着用具Ａ２は、着用具本体７を有している。着用具本体７は、衣服形
状の下半身用の着用具（パンツ）である。着用具本体７は、不導体（絶縁体）であり若干
の伸縮性を有する布で形成されている。
着用具本体７の腰部７０の両側に設けられている脚部７１、７２には、それぞれ大腿部
の正面側と背面側に、縁部形状がほぼ長円状の開口部２、２ａが設けられている。正面側
の各開口部２は、着用したときに着用者の大腿部の大腿四頭筋に対応するように開口され
ており、背面側の各開口部２ａは大腿二頭筋に対応するように開口されている。なお、開
口部２、２ａの形状は長円状に限定されるものではなく、円形、四角形など各種形状が適
宜採用できる。
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【００５０】
各開口部２、２ａ（合計四箇所）の縁部表面側には、前記電気的筋肉刺激用着用具Ａ１
と同様の構造でパイピング部２０とメッシュ３及び接続端子４が設けられている。また、
各接続端子４には、同様に電気コード５の一端が接続され、集束された各電気コード５の
先端には、同様に端子５０が設けられている。
【００５１】
（作用）
電気的筋肉刺激用着用具Ａ２と電気的筋肉刺激用機器Ｃ１を使用した電気的刺激による
運動方法を簡単に説明する。
【００５２】

20

（１）膝の関節を屈曲させる運動の場合
膝の関節を伸展させた状態から屈曲させる通常の運動では、大腿二頭筋が主動筋となっ
て収縮し、大腿四頭筋が拮抗筋となって弛緩する。つまり、この運動の際には、電気的筋
肉刺激用着用具Ａ２の脚部７１、７２の正面側の開口部２に設けられている各粘着シール
電極８から皮膚面に通電され、他の粘着シール電極８からは通電されない。
これによって、大腿四頭筋は弛緩状態になることはなく、適度に収縮する。つまり、こ
の運動では、本来は拮抗筋となっている大腿四頭筋の収縮による抵抗が適度な負荷となっ
て主動筋である大腿二頭筋を鍛えることができると共に、大腿四頭筋に対しては遠心性収
縮による負荷がかかり、これにより大腿四頭筋も同時に鍛えることができる。
【００５３】
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（２）膝の関節を伸展させる運動の場合
膝の関節を屈曲させた状態から伸展させる通常の運動では、大腿四頭筋が主動筋となっ
て収縮し、大腿二頭筋が拮抗筋となって弛緩する。つまり、この運動の際には、電気的筋
肉刺激用着用具Ａ２の脚部７１、７２の背面側の開口部２ａに設けられている各粘着シー
ル電極８から皮膚面に通電され、他の粘着シール電極８からは通電されない。
これによって、大腿二頭筋は弛緩状態になることはなく、適度に収縮する。つまり、こ
の運動では、本来は拮抗筋となっている大腿二頭筋の収縮による抵抗が適度な負荷となっ
て主動筋である大腿四頭筋を鍛えることができると共に、大腿二頭筋に対しては遠心性収
縮による負荷がかかり、これにより大腿二頭筋も同時に鍛えることができる。
【００５４】

40

なお、本明細書で使用している用語と表現は、あくまでも説明上のものであって、なん
ら限定的なものではなく、本明細書に記述された特徴およびその一部と等価の用語や表現
を除外する意図はない。また、本発明の技術思想の範囲内で、種々の変形態様が可能であ
るということは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明に係る電気的筋肉刺激用着用具の第１実施形態を示す正面図。
【図２】図１の電気的筋肉刺激用着用具の背面図。
【図３】開口部と網体及び接続端子の取付構造を示す拡大説明図。
【図４】図３におけるＩ−Ｉ部分の端面説明図。
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【図５】接続端子と網体部分に粘着シール電極を貼付している状態を示す説明図。
【図６】粘着シール電極を示す断面説明図。
【図７】使用状態を示す説明図。
【図８】本発明に係る電気的筋肉刺激用着用具の第２実施形態を示す正面図。
【図９】図８の電気的筋肉刺激用着用具の背面図。
【符号の説明】
【００５６】
Ａ１

電気的筋肉刺激用着用具

１
１０

着用具本体
10

胴部

１１、１２

袖部

２、２ａ

開口部

２０

パイピング部

２１

ステッチ

３

メッシュ

４

接続端子

４０
５

縫い付け部

５０

電気コード
端子

６

通し具

８

粘着シール電極

８０

基材シート

８１

導電層

８２

導電性粘着材

９

締付具

Ｂ

ベルト

Ｃ１

電気的筋肉刺激用機器

Ｃ２

コントローラ

Ｍ

20

Ａ２

着用者

７

電気的筋肉刺激用着用具
着用具本体

７０

腰部

７１

脚部
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【図１】

【図２】

【図３】

【図５】

【図６】
【図４】
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【図７】

【図９】

【図８】
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