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(57)【要約】
　【課題】就寝者の多様な睡眠形態に対して、胸や肩や
首などの圧迫感を除去して最適な安眠を支援することが
できるような安眠補助具を実現する。
　【解決手段】安眠補助具１は、左右対称構造の右補助
部２Ｒと左補助部２Ｌとによって構成されている。右補
助部２Ｒは、底面部３Ｒ１と立ち上がり部３Ｒ２とによ
ってＬ字状に形成されたＬ字体３Ｒと、立ち上がり部３
Ｒ２の頂部において長手方向に固着された腕掛け部４Ｒ
とによって構成されている。また、右補助具２Ｒは、Ｌ
字体３Ｒの一部においてへこみ部５Ｒが形成されている
。左補助部２Ｌも同様の構成である。就寝者は、自分の
身体を右補助具２Ｒと左補助具２Ｌとで挟み、右補助具
２Ｒの腕掛け部４Ｒと左補助具２Ｌの腕掛け部４Ｌに左
右それぞれの手を掛けて就床する。このような寝姿勢に
よって、手や腕が就寝者の胸を圧迫するおそれがなくな
るので安眠をサポートすることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　安定的に据置きができる幅を有する底面部と該底面部の端面からから直角に立ち上がる
立ち上がり部とによってＬ字状に形成されたＬ字体と、
　高さ方向に勾配を有する前記立ち上がり部の頂部において長手方向に固着された腕掛け
部とによって構成された補助具を備えてなることを特徴とする安眠補助具。
【請求項２】
　前記補助具は２個一対として左右対称の構成となっていることを特徴とする請求項１記
載の安眠補助具。
【請求項３】
　前記補助具は、プラスチック、合板、ウレタン、金属のうち少なくとも１つの素材によ
って構成されていることを特徴とする請求項１又は２記載の安眠補助具。
【請求項４】
　前記補助具は、前記Ｌ字体の一部においてへこみ部が形成されていることを特徴とする
請求項１、２、又は３記載の安眠補助具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は安眠補助具に関するものであり、特に、不眠症の人に安眠を支援するための安
眠補助具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、安眠を支援するために供される安眠補助具が種々開発されている。例えば、
枕の下部に枕ずれ防止装置を設けて枕ずれを防止することにより、充分な睡眠と髪の乱れ
防止とを実現させる安眠具の技術が開示されている（例えば、特許文献１参照）。この技
術によれば、プラスチック製のＬ字型補助リブの一端面を敷布団上端の裏側に挟み込み、
該Ｌ字型補助リブの他端側の面領域で枕の位置を支えることにより、睡眠中に頭部を移動
させても枕ずれを防止することができるので、就寝者の安眠を支援できると共に髪の寝ぐ
せを防止することができる。
【０００３】
　また、就寝者の頭部付近を温かく保つための安眠補助具の技術も開示されている（例え
ば、特許文献２参照）。この技術によれば、該安眠補助具は、枕の周辺を半包囲する包囲
体と、就寝者の頭部を搭載した枕の重みによって該包囲体の移動を防止する脚部とによっ
て構成されている。従って、このような安眠補助具を枕の周辺に配置することにより、す
きま風などの寒気から頭部を守ることができるので、就寝者の安眠を適切に支援すること
が可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２１６０９５号公報
【特許文献１】特開２００５－２７８７９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記特許文献１に開示された技術は、Ｌ字型補助リブによって枕ずれを
防止することができるが、就寝者の多様な寝かたに対して安眠をサポートすることはでき
ない。例えば、就寝者が手で胸を圧迫した状態で寝る癖がある場合、手の重さを取り去る
ようなサポートを行って安眠を支援することはできない。また、前記特許文献２に開示さ
れた技術は、安眠補助具によって就寝者の頭部周辺を囲むことによって頭部周辺を寒気か
ら保護することはできるが、就寝者の肩や首などに加わる掛け布団の重さを取り去ること
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はできないので、最適な状態で就寝者の安眠を支援することはできない。
【０００６】
　すなわち、前記特許文献１、２を含めた従来の安眠補助具は、肩や首などに加わる掛け
布団の重さを取り去ることができなかったり、肩や首などに加わる重さを取り除いたとし
ても就寝者の手の重さによる胸の圧迫を取り除くことができないなど、多様な睡眠形態に
対して就寝者の安眠を適切に支援することができない。
【０００７】
　そこで、就寝者の多様な睡眠形態に対して、胸や肩や首などの圧迫感を除去して最適な
安眠を支援することができるような安眠補助具を実現するために解決すべき技術的課題が
生じてくるのであり、本発明はこの課題を解決することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は上記目的を達成するために提案されたものであり、請求項１記載の発明は、安
定的に据置きができる幅を有する底面部と該底面部の端面からから直角に立ち上がる立ち
上がり部とによってＬ字状に形成されたＬ字体と、高さ方向に勾配を有する前記立ち上が
り部の頂部において長手方向に固着された腕掛け部とによって構成された補助具を備えて
なることを特徴とする安眠補助具を提供する。
【０００９】
　この構成によれば、安眠補助具は、底面部と立ち上がり部とによってＬ字状に形成され
たＬ字体と、高さ方向に勾配を有する前記立ち上がり部の頂部において長手方向に固着さ
れた腕掛け部とによって形成されているので、シンプルな構造で据置が安定な安眠補助具
を構成することができる。
【００１０】
　請求項２記載の発明は、前記補助具は２個一対として左右対称の構成となっていること
を特徴とする請求項１記載の安眠補助具を提供する。
【００１１】
　この構成によれば、安眠補助具は、就寝者の寝姿勢に対して左右対称の構造となってい
る２個一対の補助具によって構成されているので、就寝者の多様な寝姿勢に対して安眠を
支援することができる。
【００１２】
　請求項３記載の発明は、前記補助具は、プラスチック、合板、ウレタン、金属のうち少
なくとも１つの素材によって構成されていることを特徴とする請求項１又は２記載の安眠
補助具を提供する。
【００１３】
　この構成によれば、安眠補助具を構成する補助具は、プラスチック、合板、ウレタン、
又は金属などの素材によって構成されているので、比較的安価な材料で安眠補助具を製作
することができる。
【００１４】
　請求項４記載の発明は、前記補助具はＬ字体の一部においてへこみ部が形成されている
ことを特徴とする請求項１、２、又は３記載の安眠補助具を提供する。
【００１５】
　この構成によれば、補助具のＬ字体にへこみ部が形成されているので、安眠補助具の腕
掛け部に手または腕を置いたときにひじや腕がＬ字体に当たらないので、多様な寝姿勢に
対して安眠補助具の使い勝手が極めてよくなる。
【発明の効果】
【００１６】
　請求項１記載の発明は、多様な寝姿勢に対応して就寝者の手や腕を安眠補助具に置くこ
とができるので、手や腕によって就寝者の胸を圧迫するおそれがなくなる。従って、就寝
者の安眠を効果的にサポートすることができる。
【００１７】



(4) JP 2012-110492 A 2012.6.14

10

20

30

40

50

　請求項２記載の発明は、就寝者の身体の両側に配置された安眠補助具が左右対称の構造
となっているので、請求項１記載の発明の効果に加えて、就寝者の多様な寝姿勢に対して
安眠をさらに効果的にサポートすることができる。
【００１８】
　請求項３記載の発明は、安眠補助具は、プラスチック、合板、ウレタン、又は金属など
の汎用の素材によって構成されているので、請求項１又は２記載の発明の効果に加えて、
比較的安価な材料で安眠補助具を製作することができる。
【００１９】
　請求項４記載の発明は、安眠補助具のＬ字体にへこみ部が形成されているので、請求項
１、２、又は３記載の発明の効果に加えて、安眠補助具の腕掛け部に手または腕を置いた
ときにひじや上腕がＬ字体に当たらないので、多様な寝姿勢に対して安眠補助具の使い勝
手が極めてよくなる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明に適用される安眠補助具の斜視図。
【図２】実施例１において、安眠補助具を上向楽枕として用いた場合の寝姿勢を示す図。
【図３】実施例２において、安眠補助具を左横向楽枕として用いた場合の寝姿勢を示す図
。
【図４】実施例３において、安眠補助具を右横向楽枕として用いた場合の寝姿勢を示す図
。
【図５】実施例４において、安眠補助具をダッコ楽枕として用いた場合の寝姿勢を示す図
。
【図６】実施例５において、安眠補助具をブリッジ楽枕として用いた場合の寝姿勢を示す
図。
【図７】実施例６において、安眠補助具を宇宙楽枕として用いた場合の寝姿勢を示す図。
【図８】実施例７において、安眠補助具を頭枕圧楽枕として用いた場合の寝姿勢を示す図
。
【図９】実施例８において、安眠補助具を頸部枕圧楽枕として用いた場合の寝姿勢を示す
図。
【図１０】実施例９において、安眠補助具を肩枕圧楽枕として用いた場合の寝姿勢を示す
図。
【図１１】実施例１０において、安眠補助具を背枕圧楽枕として用いた場合の寝姿勢を示
す図。
【図１２】実施例１１において、安眠補助具を腰枕圧楽枕として用いた場合の寝姿勢を示
す図。
【図１３】実施例１２において、安眠補助具を臀部枕圧楽枕として用いた場合の寝姿勢を
示す図。
【図１４】実施例１３において、安眠補助具を脹脛枕圧楽枕として用いた場合の寝姿勢を
示す図。
【図１５】実施例１４において、安眠補助具を腱枕圧楽枕として用いた場合の寝姿勢を示
す図。
【図１６】実施例１５において、安眠補助具を足底枕圧楽枕として用いた場合の寝姿勢を
示す図。
【図１７】実施例１６において、安眠補助具を上腕枕圧楽枕として用いた場合の寝姿勢を
示す図。
【図１８】実施例１７において、安眠補助具を下腕枕圧楽枕として用いた場合の寝姿勢を
示す図。
【図１９】実施例１８において、安眠補助具を掌枕圧楽枕として用いた場合の寝姿勢を示
す図。
【発明を実施するための形態】
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【００２１】
　本発明は、就寝者の多様な睡眠形態に対して、胸や肩や首などの圧迫感を除去して最適
な安眠を支援することができるような安眠補助具を実現するという目的を達成するために
、安定的に据置きができる幅を有する底面部と該底面部の端面からから直角に立ち上がる
立ち上がり部とによってＬ字状に形成されたＬ字体と、高さ方向に勾配を有する前記立ち
上がり部の頂部において長手方向に固着された腕掛け部とによって形成された補助具を備
えてなる安眠補助具を構成することによって実現した。
【００２２】
《最良の実施形態》
　以下、本発明に係る安眠補助具の好適な実施例を図１乃至図１９に従って詳細に説明す
る。図１は、本発明に適用される安眠補助具の斜視図である。同図に示すように、安眠補
助具１は、右補助具２Ｒと左補助具２Ｌの一対の補助具によって構成されていて、両者は
左右対称形の構造となっている。
【００２３】
　右補助具２Ｒは、Ｌ字型に形成されたＬ字体３Ｒと、該Ｌ字体３Ｒの一端の頂部に固定
的に搭載された腕掛け部４Ｒとによって構成されている。また、Ｌ字体３Ｒは、腕掛け部
４Ｒに手または腕を置いたときにひじが当たらないようにへこみ部５Ｒが形成されている
。なお、Ｌ字体３Ｒの底面部３Ｒ１の幅は、腕掛け部４Ｒに手または腕を置いたときに該
Ｌ字体３Ｒが倒れないように安定的に載置できる幅寸法となっている。さらに、Ｌ字体３
Ｒの立ち上がり部３Ｒ２の高さは、人が寝たときに腕掛け部４Ｒに手や腕を自然に掛けら
れる程度の高さとなっていると共に、腕掛け部４Ｒに腕を掛けたときに楽な腕姿勢となる
ように立ち上がり部３Ｒ２の高さ方向に勾配が設けてある。
【００２４】
　また、左補助具２Ｌも同様に、Ｌ字型に形成されたＬ字体３Ｌと、該Ｌ字体３Ｌの一端
の頂部に固定的に搭載された腕掛け部４Ｌとによって構成されている。また、Ｌ字体３Ｌ
は、腕掛け部４Ｌに手または腕を置いたときにひじが当たらないようにへこみ部５Ｌが形
成されている。なお、Ｌ字体３Ｌの底面部３Ｌ１の幅は、腕掛け部４Ｌに手または腕を置
いたときに該Ｌ字体３Ｌが倒れないように安定的に載置できる幅寸法となっている。さら
に、Ｌ字体３Ｌの立ち上がり部３Ｌ２の高さは、人が寝たときに腕掛け部４Ｌに手や腕を
自然に掛けられる程度の高さとなっていると共に、腕掛け部４Ｒに腕を掛けたときに楽な
腕姿勢となるように立ち上がり部３Ｌ２の高さに勾配が設けてある。
【００２５】
　このような右補助具２Ｒ及び左補助具２Ｌは、例えば、プラスチック製の板材で構成す
ることができるが、木製の合板などで構成してもよい。すなわち、安眠補助具１を構成す
る右補助具２Ｒ及び左補助具２Ｌの素材は、プラスチック、合板、ウレタン、金属などの
板材によって製作することができる。尚、右補助具２Ｒ及び左補助具２Ｌは、それぞれ布
などの柔らかい素材で覆うことによって安眠補助具１の使い心地をさらに向上させること
ができる。
【００２６】
　以下、図１に示す安眠補助具１を用いた多様な寝姿勢を『安眠補助具楽枕百態』として
、具体的な多数の実施例について説明する。
【実施例１】
【００２７】
　図２は、実施例１において、安眠補助具を上向楽枕として用いた場合の寝姿勢を示す図
である。すなわち、図２に示すように、就寝者１１は、右補助具２Ｒと左補助具２Ｌをそ
れぞれ身体の左右に配置し、該右補助具２Ｒの頂部の腕掛け部４Ｒと該左補助具２Ｌの頂
部の腕掛け部４Ｌに左右それぞれの手を掛けて就床する。言い換えると、就寝者１１は、
自分の身体を右補助具２Ｒと左補助具２Ｌとで挟み、該右補助具２Ｒの腕掛け部４Ｒと該
左補助具２Ｌの腕掛け部４Ｌに左右それぞれの手を掛けて就床する。
【００２８】
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　このとき、右補助具２ＲのＬ字体３Ｒには、図１に示すようにへこみ部５Ｒが形成され
ているので、右補助具２Ｒの腕掛け部４Ｒに右手を置いたときに右上腕が右補助具２Ｒに
当たるおそれはない。また、左補助具２ＬのＬ字体３Ｌにも、図１に示すようにへこみ部
５Ｌが形成されているので、左補助具２Ｌの腕掛け部４Ｌに左手を置いたときに左上腕が
左補助具２Ｌに当たるおそれはない。
【００２９】
　就寝者１１は、右補助具２Ｒと左補助具２Ｌとを用いて図２に示すような寝姿勢をとる
ことによって手で胸を圧迫する状態を回避することができるので、より快適な寝姿勢で安
眠することが可能となる。すなわち、右補助具２Ｒと左補助具２Ｌとからなる安眠補助具
１は、就寝者１１が手で胸を圧迫する寝姿勢を回避するようにサポートして、該就寝者１
１を安眠へと導くことができる。
【実施例２】
【００３０】
　図３は、実施例２において、安眠補助具を左横向楽枕として用いた場合の寝姿勢を示す
図である。すなわち、図３に示すように、就寝者１１は、右腕を上にした状態で左横向き
で就床し、左補助具２Ｌの頂部の腕掛け部４Ｌに右腕及び手を掛ける。この寝姿勢では右
補助具２Ｒは何の支援も行っていないので、右補助具２Ｒは就寝者１１の右側に配置され
ていてもよいが、配置されていなくても構わない。このような寝姿勢をとることによって
手で胸を圧迫する状態を回避することができるので、就寝者１１はより快適な寝姿勢で安
眠することができる。
【実施例３】
【００３１】
　図４は、実施例３において、安眠補助具を右横向楽枕として用いた場合の寝姿勢を示す
図である。すなわち、図４に示すように、就寝者１１は、左腕を上にした状態で右横向き
に就床し、右補助具２Ｒの頂部の腕掛け部４Ｒに左腕及び手を掛ける。この寝姿勢では左
補助具２Ｌは何の支援も行っていないので、左補助具２Ｌは就寝者１１の左側に配置され
ていてもよいが、配置されていなくても構わない。このような寝姿勢をとることによって
手で胸を圧迫する状態を回避することができるので、就寝者１１はより快適な寝姿勢で安
眠することができる。
【実施例４】
【００３２】
　図５は、実施例４において、安眠補助具をダッコ楽枕として用いた場合の寝姿勢を示す
図である。すなわち、図５に示すように、就寝者１１は、左横向きで就床して右腕と左腕
とで左補助具２Ｌを抱きかかえるようにする。このような寝姿勢をとることによって手で
胸を圧迫する状態を回避することができるので、就寝者１１はより快適な寝姿勢で安眠す
ることができる。尚、就寝者１１は、図５とは反対向きの右横向きで就床して右腕と左腕
とで右補助具２Ｒを抱きかかえるようにしてもよい。
【実施例５】
【００３３】
　図６は、実施例５において、安眠補助具をブリッジ楽枕として用いた場合の寝姿勢を示
す図である。すなわち、図６に示すように、就寝者１１は、左横向きで就床して左補助具
２Ｌの腕掛け部４Ｌと右補助具２Ｒの腕掛け部４Ｒとによって右腕の手とひじとをブリッ
ジ状に架ける。このような寝姿勢をとることによって手で胸を圧迫する状態を回避するこ
とができるので、就寝者１１はより快適な寝姿勢で安眠することができる。尚、就寝者１
１は、図６とは反対向きの右横向きで就床して、右補助具２Ｒの腕掛け部４Ｒと左補助具
２Ｌの腕掛け部４Ｌとによって左腕の手とひじとをブリッジ状に架けてもよい。
【実施例６】
【００３４】
　図７は、実施例６において、安眠補助具を宇宙楽枕として用いた場合の寝姿勢を示す図
である。すなわち、図７に示すように、右補助具２Ｒの腕掛け部４Ｒと左補助具２Ｌの腕
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掛け部４Ｌとの間に掛け布団１２を掛けることにより就寝者１１には掛け布団１２の重み
が加わらないので、就寝者１１の安眠を支援することができる。
【実施例７】
【００３５】
　図８は、実施例７において、安眠補助具を頭枕圧楽枕として用いた場合の寝姿勢を示す
図である。すなわち、図８に示すように、右補助具２Ｒの腕掛け部４Ｒ及びＬ字体３Ｒの
底面部３Ｒ１の各長辺側端面を敷布団上に載せるように該右補助具２Ｒを横倒しにして、
就寝者１１の頭をＬ字体３Ｒの角部に載せる。そして、該Ｌ字体３Ｒの角部によって就寝
者１１の頭をマッサージする。これによって就寝者１１の頭を右補助具２Ｒの角でマッサ
ージしてほぐすことができる。尚、左補助具２Ｌを図８のように用いても同様のマッサー
ジ効果を得ることができる。
【実施例８】
【００３６】
　図９は、実施例８において、安眠補助具を頸部枕圧楽枕として用いた場合の寝姿勢を示
す図である。すなわち、図９に示すように、右補助具２Ｒの腕掛け部４Ｒ及びＬ字体３Ｒ
の底面部３Ｒ１の各長辺側端面を敷布団上に載せるように該右補助具２Ｒを横倒しにして
、就寝者１１の頸部（首）をＬ字体３Ｒの角部に載せる。そして、該Ｌ字体３Ｒの角部に
よって就寝者１１の頸部（首）をマッサージする。これによって就寝者１１の頸部を右補
助具２Ｒの角でマッサージしてほぐすことができる。尚、左補助具２Ｌを図９のように用
いても同様のマッサージ効果を得ることができる。
【実施例９】
【００３７】
　図１０は、実施例９において、安眠補助具を肩枕圧楽枕として用いた場合の寝姿勢を示
す図である。すなわち、図１０に示すように、右補助具２Ｒの腕掛け部４Ｒ及びＬ字体３
Ｒの底面部３Ｒ１の各長辺側端面を敷布団上に載せるように該右補助具２Ｒを横倒しにし
て、就寝者１１の肩をＬ字体３Ｒの角部に載せる。そして、該Ｌ字体３Ｒの角部によって
就寝者１１の肩をマッサージする。これによって就寝者１１の肩を右補助具２Ｒの角でマ
ッサージしてほぐすことができる。尚、左補助具２Ｌを図１０のように用いても同様のマ
ッサージ効果を得ることができる。
【実施例１０】
【００３８】
　図１１は、実施例１０において、安眠補助具を背枕圧楽枕として用いた場合の寝姿勢を
示す図である。すなわち、図１１に示すように、右補助具２Ｒの腕掛け部４Ｒ及びＬ字体
３Ｒの底面部３Ｒ１の各長辺側端面を敷布団上に載せるように該右補助具２Ｒを横倒しに
して、就寝者１１の背中をＬ字体３Ｒの角部に載せる。そして、該Ｌ字体３Ｒの角部によ
って就寝者１１の背中をマッサージする。これによって就寝者１１の背中を右補助具２Ｒ
の角でマッサージしてほぐすことができる。尚、左補助具２Ｌを図１１のように用いても
同様のマッサージ効果を得ることができる。
【実施例１１】
【００３９】
　図１２は、実施例１１において、安眠補助具を腰枕圧楽枕として用いた場合の寝姿勢を
示す図である。すなわち、図１２に示すように、右補助具２Ｒの腕掛け部４Ｒ及びＬ字体
３Ｒの底面部３Ｒ１の各長辺側端面を敷布団上に載せるように該右補助具２Ｒを横倒しに
して、就寝者１１の腰をＬ字体３Ｒの角部に載せる。そして、該Ｌ字体３Ｒの角部によっ
て就寝者１１の腰をマッサージする。これによって就寝者１１の腰を右補助具２Ｒの角で
マッサージしてほぐすことができる。尚、左補助具２Ｌを図１２のように用いても同様の
マッサージ効果を得ることができる。
【実施例１２】
【００４０】
　図１３は、実施例１２において、安眠補助具を臀部枕圧楽枕として用いた場合の寝姿勢
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を示す図である。すなわち、図１３に示すように、右補助具２Ｒの腕掛け部４Ｒ及びＬ字
体３Ｒの底面部３Ｒ１の各長辺側端面を敷布団上に載せるように該右補助具２Ｒを横倒し
にして、就寝者１１の臀部をＬ字体３Ｒの角部に載せる。そして、該Ｌ字体３Ｒの角部に
よって就寝者１１の臀部をマッサージする。これによって就寝者１１の臀部を右補助具２
Ｒの角でマッサージしてほぐすことができる。尚、左補助具２Ｌを図１３のように用いて
も同様のマッサージ効果を得ることができる。
【実施例１３】
【００４１】
　図１４は、実施例１３において、安眠補助具を脹脛枕圧楽枕として用いた場合の寝姿勢
を示す図である。すなわち、図１４に示すように、右補助具２Ｒの腕掛け部４Ｒ及びＬ字
体３Ｒの底面部３Ｒ１の各長辺側端面を敷布団上に載せるように該右補助具２Ｒを横倒し
にして、就寝者１１のふくらはぎをＬ字体３Ｒの角部に載せる。そして、該Ｌ字体３Ｒの
角部によって就寝者１１のふくらはぎをマッサージする。これによって就寝者１１のふく
らはぎを右補助具２Ｒの角でマッサージしてほぐすことができる。尚、左補助具２Ｌを図
１４のように用いても同様のマッサージ効果を得ることができる。
【実施例１４】
【００４２】
　図１５は、実施例１４において、安眠補助具を腱枕圧楽枕として用いた場合の寝姿勢を
示す図である。すなわち、図１５に示すように、右補助具２Ｒの腕掛け部４Ｒ及びＬ字体
３Ｒの底面部３Ｒ１の各長辺側端面を敷布団上に載せるように該右補助具２Ｒを横倒しに
して、就寝者１１のアキレス腱をＬ字体３Ｒの角部に載せる。そして、該Ｌ字体３Ｒの角
部によって就寝者１１のアキレス腱をマッサージする。これによって就寝者１１のアキレ
ス腱を右補助具２Ｒの角でマッサージしてほぐすことができる。尚、左補助具２Ｌを図１
５のように用いても同様のマッサージ効果を得ることができる。
【実施例１５】
【００４３】
　図１６は、実施例１５において、安眠補助具を足底枕圧楽枕として用いた場合の寝姿勢
を示す図である。すなわち、図１６に示すように、右補助具２Ｒの腕掛け部４Ｒ及びＬ字
体３Ｒの底面部３Ｒ１の各長辺側端面を敷布団上に載せるように該右補助具２Ｒを横倒し
にして、就寝者１１の足の裏をＬ字体３Ｒの角部に載せる。そして、該Ｌ字体３Ｒの角部
によって就寝者１１の足の裏をマッサージする。これによって就寝者１１の足の裏を右補
助具２Ｒの角でマッサージしてほぐすことができる。尚、左補助具２Ｌを図１６のように
用いても同様のマッサージ効果を得ることができる。
【実施例１６】
【００４４】
　図１７は、実施例１６において、安眠補助具を上腕枕圧楽枕として用いた場合の寝姿勢
を示す図である。すなわち、図１７に示すように、右補助具２Ｒの腕掛け部４Ｒ及びＬ字
体３Ｒの底面部３Ｒ１の各長辺側端面を敷布団上に載せるように該右補助具２Ｒを横倒し
にして、就寝者１１の上腕をＬ字体３Ｒの角部に載せる。そして、該Ｌ字体３Ｒの角部に
よって就寝者１１の上腕をマッサージする。これによって就寝者１１の上腕を右補助具２
Ｒの角でマッサージしてほぐすことができる。尚、左補助具２Ｌを図１７のように用いて
も同様のマッサージ効果を得ることができる。
【実施例１７】
【００４５】
　図１８は、実施例１７において、安眠補助具を下腕枕圧楽枕として用いた場合の寝姿勢
を示す図である。すなわち、図１８に示すように、右補助具２Ｒの腕掛け部４Ｒ及びＬ字
体３Ｒの底面部３Ｒ１の各長辺側端面を敷布団上に載せるように該右補助具２Ｒを横倒し
にして、就寝者１１の下腕をＬ字体３Ｒの角部に載せる。そして、該Ｌ字体３Ｒの角部に
よって就寝者１１の下腕をマッサージする。これによって就寝者１１の下腕を右補助具２
Ｒの角でマッサージしてほぐすことができる。尚、左補助具２Ｌを図１８のように用いて
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【実施例１８】
【００４６】
　図１９は、実施例１８において、安眠補助具を掌枕圧楽枕として用いた場合の寝姿勢を
示す図である。すなわち、図１９に示すように、右補助具２Ｒの腕掛け部４Ｒ及びＬ字体
３Ｒの底面部３Ｒ１の各長辺側端面を敷布団上に載せるように該右補助具２Ｒを横倒しに
して、就寝者１１の掌をＬ字体３Ｒの角部に載せる。そして、該Ｌ字体３Ｒの角部によっ
て就寝者１１の掌をマッサージする。これによって就寝者１１の掌を右補助具２Ｒの角で
マッサージしてほぐすことができる。尚、左補助具２Ｌを図１９のように用いても同様の
マッサージ効果を得ることができる。
【００４７】
　以上、本発明の安眠補助具における具体的な実施例の幾つかについて述べたが、本発明
は、これらの実施例に限定されるものではなく、本発明の精神を逸脱しない限り種々の改
変を為すことができ、そして、本発明が該改変されたものに及ぶことは当然である。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明の安眠補助具は、一般大衆向けの安眠支援装置として寝具業界等において有効に
利用することができる。
【符号の説明】
【００４９】
　１　　安眠補助具
　２Ｒ　右補助具
　２Ｌ　左補助具
　３Ｒ、３Ｌ　Ｌ字体
　３Ｒ１、３Ｌ１　底面部
　３Ｒ２、３Ｌ２　立ち上がり部
　４Ｒ、４Ｌ　腕掛け部
　５Ｒ、５Ｌ　へこみ部
　１１　就寝者
　１２　掛け布団
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