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(57)【要約】
　枕は、第１の布地層および第２の布地層と第３の布地
層および第４の布地層とを含み、その全ては同一で、そ
の外周部に沿って共に固定されている。第１の布地層と
第２の布地層との間に、枕の幅全体に亘って延在してお
りかつ枕の長手方向距離（寸法）のおおよそ３分の１お
よび３分の２の所に配置されている第１の横方向バッフ
ルと第２の横方向バッフルとを含むバッフル構造が配置
されている。バッフル構造は、おおよそ等しい大きさの
バッフルボックスを画定するように配置されている、２
つの中央バッフルと、２つの第１の端部バッフルと、２
つの第２の端部バッフルとを含む。２つの中央バッフル
は、枕の充填を可能にするためにその自由端と他方の横
方向バッフルとの間に空間を残して、一方の横方向バッ
フルから長手方向に延在している。第１の端部バッフル
は、枕の充填を可能にするために第１の端部バッフルと
枕の一方の横方向縁部との間に空間を残して、一方の横
方向バッフルから選択された距離だけ延在している。第
２の端部バッフルは、枕の充填を可能にするために第２
の端部バッフルと他方の横方向バッフルとの間に空間を
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　横方向縁部および長手方向縁部を有する、バッフルボックス枕であって、
　実質的に同一の第１および第２の布地層であって、その外周部周りで互いにまたは中間
ガセット部材に固定されている、第１および第２の布地層と、
　前記枕の一方の長手方向縁部から他方の長手方向縁部まで延在している、実質的に連続
した２つの横方向バッフルと、
　少なくとも１つの中央バッフルであって、前記横方向バッフルのうち一方の横方向バッ
フルの一表面に取り付けられており、他方の横方向バッフルと前記１つの中央バッフルと
の間に詰め物を入れるための空間を残して、前記他方の横方向バッフルに向かって延在し
ている、少なくとも１つの中央バッフルと、
　一方の横方向バッフルと前記枕の一方の横方向縁部との間の空間内で長手方向に延在し
ている、少なくとも１つの第１の長手方向端部バッフルであって、その一端で前記一方の
横方向バッフルまたは前記一方の横方向縁部のいずれかに固定され、かつ、前記１つの第
１の長手方向端部バッフルの他端の周囲に詰め物を入れるための空間を残している、少な
くとも１つの第１の長手方向端部バッフルと、
　前記他方の横方向バッフルと前記枕の他方の横方向縁部との間の空間内で長手方向に延
在している、少なくとも１つの第２の長手方向端部バッフルであって、その一端で前記他
方の横方向バッフルまたは前記枕の前記他方の横方向縁部のいずれかに固定され、かつ、
前記１つの第２の長手方向端部バッフルの他端の周囲に詰め物のための空間を残している
、少なくとも１つの第２の長手方向端部バッフルとを含み、
　前記中央バッフルと、前記第１の長手方向端部バッフルと、前記第２の長手方向端部バ
ッフルとは、前記第１の布地層と前記第２の布地層との間に複数の内部バッフルボックス
を画定し、
　前記バッフルボックス枕が、さらに、前記第１の布地層と前記第２の布地層との間の前
記バッフルボックス内に配置されている、詰め物を含んでいる、
バッフルボックス枕。
【請求項２】
　２つの中央バッフルと、２つの第１の長手方向端部バッフルと、２つの第２の長手方向
端部バッフルとを含み、一方の長手方向端部バッフルと、一方の中央バッフルと、一方の
第２の長手方向端部バッフルとは、長手方向に整列しており、他方の第１の長手方向端部
バッフルと、他方の中央バッフルと、他方の第２の長手方向端部バッフルとは、長手方向
に整列している、請求項１に記載の枕。
【請求項３】
　前記２つの横方向バッフルと、前記２つの第１の長手方向端部バッフルと、前記２つの
中央バッフルと、前記２つの第２の長手方向端部バッフルとは、前記枕の内部におおよそ
等しい大きさの９つの内部バッフルボックスを画定するように配置されている、請求項２
に記載の枕。
【請求項４】
　前記２つの中央バッフルは、前記一方の横方向バッフルに取り付けられ、かつ、前記枕
を充填するために前記２つの中央バッフルと前記他方の横方向バッフルとの間に空間を残
しており、前記２つの第１の長手方向端部バッフルは、前記一方の横方向バッフルに取り
付けられ、かつ、前記枕を充填するために前記２つの第１の長手方向端部バッフルと前記
枕の一方の横方向縁部との間に空間を残しており、前記２つの第２の長手方向端部バッフ
ルは、前記枕の他方の横方向縁部から、前記他方の横方向バッフルから離れた位置まで延
在して前記枕を充填するための空間を残している、請求項３に記載の枕。
【請求項５】
　前記第１の布地層および前記第２の布地層と大きさおよび形態がおおよそ同一である第
３の布地層と第４の布地層であって、それらの外周部の周りで、前記第１の布地層および
前記第２の布地層の外周部に取り付けられている、第３の布地層と第４の布地層とを含み
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、前記第１の布地層と前記第３の布地層との間および前記第２の布地層と前記第４の布地
層との間に、詰め物をさらに含む、請求項２に記載の枕。
【請求項６】
　前記詰め物はダウン、羽毛またはそれらの組合せである、請求項５に記載の枕。
【請求項７】
　前記詰め物は粒子発泡材料を含む、請求項６に記載の枕。
【請求項８】
　前記詰め物はポリエステル繊維である、請求項７に記載の枕。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0001]本発明は、全般的に枕に関し、さらに具体的には、内部バッフル構造を有する枕
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]羽毛、ダウンまたは発泡材断片などの小粒子状物質で満たされた枕が、一般に抜
群の快適さをもたらすと同時に、枕の使用中に詰め物が移動する欠点を有し、それにより
、快適さおよび／または支持が低減する可能性がある。いくつかの枕が、種々のバッフル
装置を使用して、そのような詰め物の移動を低減してきた。そのような枕の例が、米国特
許第７，５６２，４０５号であり、本発明の出願人により所有されている。しかし、その
ような枕のバッフル構造は、バッフル部材全ての周囲を含めて枕を完全に充填するために
、詰め物の速く簡便な吹込みという製造要件の理由で制限されることが多い。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　[0003]したがって、使用中の詰め物の移動に対する防御を実現すると同時に、依然とし
て充填が簡便なバッフル構造を有する枕が望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　[0004]したがって、横方向縁部および長手方向縁部を有する、バッフルボックス枕は、
実質的に同一の第１および第２の布地層であって、その外周部周りで互いにまたは中間ガ
セット部材に固定されている、第１および第２の布地層と、前記枕の一方の長手方向縁部
から他方の長手方向縁部まで延在している、実質的に連続した２つの横方向バッフルと、
少なくとも１つの中央バッフルであって、前記横方向バッフルのうち一方の横方向バッフ
ルの一表面に取り付けられており、他方の横方向バッフルと前記１つの中央バッフルとの
間に詰め物を入れるための空間を残して、前記他方の横方向バッフルに向かって延在して
いる、少なくとも１つの中央バッフルと、一方の横方向バッフルと前記枕の一方の横方向
縁部との間の空間内で長手方向に延在している、少なくとも１つの第１の長手方向端部バ
ッフルであって、その一端で前記一方の横方向バッフルまたは前記一方の横方向縁部のい
ずれかに固定され、かつ、前記１つの第１の長手方向端部バッフルの他端の周囲に詰め物
を入れるための空間を残している、少なくとも１つの第１の長手方向端部バッフルと、前
記他方の横方向バッフルと前記枕の他方の横方向縁部との間の空間内で長手方向に延在し
ている、少なくとも１つの第２の長手方向端部バッフルであって、その一端で前記他方の
横方向バッフルまたは前記枕の前記他方の横方向縁部のいずれかに固定され、かつ、前記
１つの第２の長手方向端部バッフルの他端の周囲に詰め物のための空間を残している、少
なくとも１つの第２の長手方向端部バッフルとを含み、前記中央バッフルと、前記第１の
長手方向端部バッフルと、前記第２の長手方向端部バッフルとは、前記第１の布地層と前
記第２の布地層との間に複数の内部バッフルボックスを画定し、前記バッフルボックス枕
は、さらに、前記第１の布地層と前記第２の布地層との間の前記バッフルボックス内に配
置されている、詰め物を含んでいる。
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【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】[0005]枕の詰め物のための開口部を含む、本明細書に記載されている枕の斜視図
である。
【図２】[0006]図１の枕の分解図である。
【図３】[0007]図１および図２の枕の修正された装置の部分の立面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　[0008]図１および図２は、使用中に枕の詰め物の移動を制限すると同時に、枕の製造に
おいて詰め物の簡便な吹込みを可能にする特定の内部バッフル構造を有する、従来の大き
さの寝台枕を示す。
【０００７】
　[0009]全体的に１０で示されている枕は、第１および第２の対向する布地（fabric）層
１２および１４を含む。布地層１２および１４は、綿材料またはポリエステル材料などの
、任意の従来の枕の外郭(shell)構造またはカバー(tick)材料であってもよい。第１の布
地層と第２の布地層とは、大きさおよび構造が同一であり、例えばレギュラー（ツイン）
サイズ、クイーンサイズもしくはキングサイズ、または所望に応じて他のサイズを含む、
様々な大きさであってもよい。一例として、クイーンサイズ枕では、布地層１２および１
４は、長手方向に約７６．２ｃｍ（３０インチ）、横方向に５０．８ｃｍ（２０インチ）
であろう。図３に示されている通り、布地層１２および１４は、その外周部周りで共にま
たは代替的に中間ガセット部材１３に、固定されている。
【０００８】
　[0010]バッフル構造が、布地層１２と１４との間に配置されている。全体的に１６で示
されているバッフル構造は、綿またはポリエステルなどの種々の材料であり得る複数の布
地条片を含む。布地条片は、図示の実施形態では約１５．２４ｃｍ（６インチ）などの様
々な高さであり得る。布地条片の高さは変動し得るが、通常、１０．１６ｃｍ（４インチ
）から２０．３２ｃｍ（８インチ）の範囲内である。図示の実施形態では、バッフル構造
１６が、枕を、９つのおおよそ等しい大きさの個々のボックスに分割する。バッフル構造
は、枕のほぼ全幅に亘って延在しておりかつ第１の布地層１２および第２の布地層１４の
内面に固定されている２つの横方向バッフル１８および２０を含む。図示の実施形態では
、２つの横方向バッフル１８および２０は、枕の内部に、枕の長手方向距離のおおよそ３
分の１および３分の２の所に間隔を置いて配置されている。これが好適であるが、横方向
バッフルの位置はまた、ある程度変更され得る。バッフル１８および２０は、図示の実施
形態では平行であり、枕の長手方向縁部（寸法）に対して約９０°で、枕を横断して延在
している。
【０００９】
　[0011]バッフル構造１６はまた、複数の長手方向バッフルを含む。長手方向バッフルは
２つの中央バッフル２４および２６を含み、これらは、図示の実施形態では、縫付けまた
は他の適切な手段により一端２５、２７で横方向バッフル１８に取り付けられており、横
方向バッフル２０の他方のバッフル端部２５ａ、２７ａ間に詰め物用の開口空間を残して
いる。しかし、この装置は、逆に、中央バッフル２４、２６が横方向バッフル２０に取り
付けられている状態にすることができると考えられる。図示の実施形態では、２つの中央
バッフル２４、２６は、枕の横方向寸法のおおよそ３分の１の点および３分の２の点に配
置されているが、やはり、中央バッフルの位置は変更され得る。図示の実施形態における
バッフル２４、２６は平行であり、横方向バッフルおよび枕の横方向縁部（寸法）に対し
て約９０°に配置されている。
【００１０】
　[0012]バッフル構造１６は、中央バッフル２４、２６とおおよそ長手方向に整列してお
りかつ横方向バッフル１８への該中央バッフルの取付け部から延在している第１の端部バ
ッフル２８と第２の端部バッフル３０とをさらに含み、それらは、通常、布地層１２およ
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び１４の横方向縁部３２すなわち枕の横方向縁部から少しの距離すなわち約３．１７５ｍ
ｍ（８分の１インチ）の点まで縫い付けられている。端部バッフル２８および３０と布地
層の横方向縁部との間の空間は、詰め物が枕の内部内に吹き込まれることを可能にする。
【００１１】
　[0013]バッフル構造１６は、枕の反対側端部に第３の端部バッフル３８と第４の端部バ
ッフル４０とをさらに含み、それらは、図示の実施形態では、布地層１２および１４の反
対側横方向縁部４２すなわち枕１０の横方向縁部に取り付けられており、かつそれから横
方向バッフル２０の方へ延在している。端部バッフル３８および４０はまた、中央バッフ
ル２４、２６とおおよそ長手方向に整列しているが、横方向バッフル２０まで延在してお
らず、その端部３１および３３と横方向バッフル２０との間に空間（約３．１７５ｍｍ（
８分の１インチ））を残しており、やはり枕の簡便な充填を可能にする。長手方向バッフ
ルは全て、縫付けまたは他の手段により、布地層１２および１４に取り付けられている。
【００１２】
　[0014]端部バッフル２８および３０ならびに端部バッフル３８および４０の取付け／位
置は図示のものと逆にされ得る、すなわち端部バッフル２８、３０は、端部バッフル２８
および３０の自由端と横方向バッフル１８との間に端部バッフル２８および３０のための
充填空間を備えて、枕の横方向縁部に取り付けられることが可能であり、一方、端部バッ
フル３８および４０は、端部バッフル３８、４０の自由端と枕の横方向縁部との間に存在
する端部バッフル３８および４０のための充填空間を備えて、横方向バッフル２０に取り
付けられることが可能であることを理解すべきである。
【００１３】
　[0015]前述の装置の全てが、好ましくはおおよそ等しい大きさの９つの個々のバッフル
ボックスをもたらすが、バッフルの位置は変更されて、異なる大きさのバッフルボックス
を作り出すことが可能である。しかし、修正された装置では、２つの中央バッフルおよび
中央バッフルの両側にある２つの端部バッフルは、単一のバッフルと置き換えられること
が可能であり、必ずという訳ではないが通常は整列しており、それにより、結果として６
ボックスバッフル構造をもたらす。
【００１４】
　[0016]製造では、布地層１２および１４がそれらの外周部周りで最初に縫い付けられ、
２つの吹込み開口部５８および６０（図１）を残し、そこを通して、詰め物が枕の内部内
に、バッフル構造１６ならびに布地層１２および１４により画定されている個々のバッフ
ルボックス全ての中に、吹き込まれる。図示の実施形態では、各々長さ約１２．７ｃｍ（
５インチ）の２つの開口部５８および６０のみが、詰め物の吹込み（図２の矢印５７）を
達成するのに必要である。充填工程が実施されると、吹込み開口部５８および６０は縫い
付けられ閉じられる。詰め物は、通常、羽毛およびダウンまたはそれらの組合せであるが
、粒子発泡材料、例えばポリエステル繊維、を含み得ると考えられる。
【００１５】
　[0017]枕１０はまた、第３の（外側）布地層５２と第４の（外側）布地層５４とを含み
得る。布地層５２および５４は布地層１２および１４と実質的に同一であり、通常、それ
らの布地層と同じ材料から作製されている。布地層５２および５４は、布地層１２および
１４にそれらの各外周部周りに固定されている。これにより、布地層１２と５２との間か
つ布地層１４と５４との間にそれぞれ、２つの外側室５９および６１が画定される。２つ
の外側室５９および６１を充填するために、吹込み開口部６２および６４が設けられてい
る。外側室５９および６１が充填されると、吹込み開口部６２および６４は縫い付けられ
閉じられる。外側室５８および６０のための詰め物は、羽毛もしくはダウンまたはそれら
の組合せとすることができる。さらに、粒子発泡材、例えばポリエステル繊維もまた、単
独でまたは羽毛および／もしくはダウンとの組合せでのどちらかにより、使用され得る。
【００１６】
　[0018]したがって、枕の外郭構造またはカバーの内部で特定のバッフル構造を使用して
、枕の簡便な充填を可能にすると同時に、使用中の詰め物の移動を防止するかまたは制限
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する、新しい枕構造が開示された。
【００１７】
　[0019]本発明の好適な実施形態が例示目的で開示されたが、後続の特許請求の範囲によ
り定められる本発明の精神から逸脱することなく、種々の変更、修正および置換が本実施
形態に組み込まれてもよいことを理解すべきである。

【図１】

【図２】

【図３】



(7) JP 2013-517902 A 2013.5.20

10

20

30

40

【国際調査報告】



(8) JP 2013-517902 A 2013.5.20

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,
BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,I
D,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO
,NZ,OM,PE,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,
ZA,ZM,ZW

(74)代理人  100137039
            弁理士　田上　靖子
(72)発明者  リーガン，ローラ・エイ
            アメリカ合衆国ワシントン州９８０１２，ボセル，ワンハンドレッドアンドナインティサード・プ
            レイス・サウスイースト　２９１５
(72)発明者  ブローガン，ルース
            アメリカ合衆国ワシントン州９８１１７，シアトル，ノースウエスト・ナインティセヴンス・スト
            リート　２３２２
Ｆターム(参考) 3B102 AA07  AB07  AC01 

【要約の続き】
残して、枕の反対側の横方向縁部から他方の横方向バッフルの方へ延在している。
【選択図】図１
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