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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　首側を支持する首側部と頭頂側を支持する頭頂側部とを連結するとともに、縦幅よりも
横幅を長く形成した枕において、
　上記首側部及び上記頭頂側部を、縦幅方向断面が縦幅方向の中心線に対して上下対称の
略楕円状に形成するとともに、夫々横幅方向に中央エリア及び該中央エリアの左右に連続
する一対の側部エリアに分け、各エリアにおいて横幅方向に延びる上下の尾根線間の厚さ
を略同じに形成し、
　上記首側部の中央エリアの上記頭頂側部側に該頭頂側部側に突出する凸部を形成すると
ともに、上記頭頂側部の中央エリアの上記首側部側に上記凸部が入り込む凹所を形成し、
　上記首側部の中心線を通る上記頭頂側部側の横幅方向の首側部端縁と、上記頭頂側部の
中心線を通る上記首側部側の横幅方向の頭頂側部端縁とを帯状の連結部材で連結し、
　上記首側部の中央エリアの厚さをＨ１とし、上記首側部の側部エリアの厚さをＨ２とし
、上記頭頂側部の側部エリアの厚さをＨ３とし、上記頭頂側部の中央エリアの厚さをＨ４
としたとき、Ｈ１＞Ｈ２＞Ｈ３＞Ｈ４となるように各エリアを形成したことを特徴とする
枕。
【請求項２】
　上記首側部の中央エリアの厚さＨ１を５０ｍｍ～１１０ｍｍとし、上記首側部の側部エ
リアの厚さＨ２を４０ｍｍ～１００ｍｍとし、上記頭頂側部の側部エリアの厚さＨ３を３
５ｍｍ～６５ｍｍとし、上記頭頂側部の中央エリアの厚さＨ４を３０ｍｍ～５０ｍｍとし
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たことを特徴とする請求項１記載の枕。
【請求項３】
　上記首側部の中央エリアの縦幅方向の最大長さＡ１を１２０ｍｍ～２４８ｍｍとし、上
記首側部の側部エリアの縦幅方向の最大長さＡ２を１５０ｍｍ～１８６ｍｍとし、上記頭
頂側部の側部エリアの縦幅方向の最大長さＡ３を１００ｍｍ～１２４ｍｍとし、上記頭頂
側部の中央エリアの縦幅方向の最小長さＡ４を５０ｍｍ～６２ｍｍとしたことを特徴とす
る請求項１または２記載の枕。
【請求項４】
　上記首側部及び頭頂側部の横幅Ｂを５００ｍｍ～６００ｍｍに形成し、上記首側部の中
央エリアの横幅方向の長さをＢ１とし、上記首側部の側部エリアの横幅方向の長さをＢ２
とし、上記頭頂側部の側部エリアの横幅方向の長さをＢ３とし、上記頭頂側部の中央エリ
アの横幅方向の長さをＢ４としたとき、Ｂ１＝Ｂ２＝Ｂ３＝Ｂ４＝（１／３）・Ｂとなる
ように各エリアを形成したことを特徴とする請求項１乃至３何れかに記載の枕。
【請求項５】
　上記首側部に、トルマリンを収納したことを特徴とする請求項１乃至４何れかに記載の
枕。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、枕に関し、特に、首側を支持する首側部と頭頂側を支持する頭頂側部とを備
えた枕に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の枕としては、例えば、特許文献１（実登第３１１９５８１号公報）に掲
載されたものが知られている。図８に示すように、この枕Ｍａは、首側を支持する首側部
１００と頭頂側を支持する頭頂側部１０１とを連結するとともに、縦幅Ｙａよりも横幅Ｘ
ａを長く形成している。首側部１００及び頭頂側部１０１は、夫々、首部乃至頭頂部が載
置される上面１０２と、接地面に接地される下面１０３とを有している。また、上面１０
２は、縦幅Ｙａ方向断面が円弧状に形成され、下面１０３は、縦幅Ｙａ方向断面が接地面
に水平な直線状に形成されている。この枕Ｍａは、首側部１００及び頭頂側部１０１が、
夫々、横幅Ｘａ方向に延びる上面１０２の尾根線１０４と、尾根線１０４の垂線が下面に
交わる下線との距離Ｌ１，Ｌ２が、横幅Ｘａ方向に略同じに形成されている。更に、この
枕Ｍａには、首側部１００と頭頂側部１０１との連結部分であって、横幅Ｘａ方向の中央
部に、頭部の一部が入り込む頭部受け凹部１０５が形成されている。
【０００３】
　このように形成される枕Ｍａを使用すると、首部は首側部１００の上面１０２に支持さ
れ、頭頂部は頭頂側部１０１の上面１０２に支持されるようになる。特に、枕Ｍａの横幅
Ｘａ方向の中央部に頭部を載置して仰臥位で睡眠する場合、後頭部の一部が頭部受け凹部
１０５に入り込むようになるので、首部乃至頭頂部が適正に支持され、そのため、首部に
掛かる負担が軽減されて、頚椎への負担が軽減され、快適な睡眠を得ることができる。
【０００４】
【特許文献１】実登第３１１９５８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、この従来の枕Ｍａにおいては、仰臥位時に後頭部が頭部受け凹部１０５
に入り込んで支持されていることから、仰臥位から寝返りを打って横臥位に体位を移行し
難くかった。また、体位が仰臥位から横臥位に移行した場合、横臥位に移行すると枕Ｍａ
の上面１０２に接する頭部の部位が後頭部から側頭部に変わるが、横幅Ｘａ方向に延びる
上面１０２の尾根線１０４と尾根線１０４の垂線が下面に交わる下線との距離Ｌ１、Ｌ２
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が、横幅Ｘａ方向に略同じに形成されているので、横臥位においても首側部１００及び頭
頂側部１０１の厚さや形状が仰臥位と同様となり、それだけ、横臥位時の首部乃至頭頂部
の支持安定性が十分でなく、快適な睡眠を得られないという問題があった。また、体位が
仰臥位から横臥位に移行した場合、仰臥位のときの上面１０２に接する首部乃至頭頂部の
形状は凹凸が大きいが、横臥位のときの上面１０２に接する首部乃至頭頂部の形状は略平
坦になり、上面１０２に接する首部乃至頭頂部の形状が変化するが、この場合、下面１０
３の縦幅Ｙａ方向断面が接地面に水平な直線状に形成されているので、上面１０２に接す
る首部乃至頭頂部の形状の変化に対応して首側部１００及び頭頂側部１０１が追従して支
持することができず、この点でも、横臥位時の首部乃至頭頂部の支持安定性が十分でなく
、快適な睡眠を得られないという問題があった。
【０００６】
　本発明は、このような問題点に鑑みてなされたもので、仰臥位のみならず横臥位におい
ても首部乃至頭頂部の支持を安定させて快適な睡眠を得ることのできる枕を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　このような目的を達成するため、本発明の枕は、首側を支持する首側部と頭頂側を支持
する頭頂側部とを連結するとともに、縦幅よりも横幅を長く形成した枕において、上記首
側部及び上記頭頂側部を、縦幅方向断面が縦幅方向の中心線に対して上下対称の略楕円状
に形成するとともに、夫々横幅方向に中央エリア及び該中央エリアの左右に連続する一対
の側部エリアに分け、各エリアにおいて横幅方向に延びる上下の尾根線間の厚さを略同じ
に形成し、上記首側部の中央エリアの上記頭頂側部側に該頭頂側部側に突出する凸部を形
成するとともに、上記頭頂側部の中央エリアの上記首側部側に上記凸部が入り込む凹所を
形成し、上記首側部の中心線を通る上記頭頂側部側の横幅方向の首側部端縁と、上記頭頂
側部の中心線を通る上記首側部側の横幅方向の頭頂側部端縁とを帯状の連結部材で連結し
、上記首側部の中央エリアの厚さをＨ１とし、上記首側部の側部エリアの厚さをＨ２とし
、上記頭頂側部の側部エリアの厚さをＨ３とし、上記頭頂側部の中央エリアの厚さをＨ４
としたとき、Ｈ１＞Ｈ２＞Ｈ３＞Ｈ４となるように各エリアを形成した構成としている。
【０００８】
　これにより、本発明の枕を接地面に接地させると、首側部及び頭頂側部の各エリアの下
側の尾根線が接地面に接地するようになり、連結部材は接地面に接地しない。即ち、接地
面側の下面には、各エリアの下側の尾根線から連結部材に至る弧面及び連結部材と接地面
とで囲繞された下面空間が形成される。この状態で、使用者は、首部乃至頭頂部を下面と
は反対側の上面に載置して睡眠する。
【０００９】
　仰臥位のときは、首側部及び頭頂側部の中央エリアに首部乃至頭頂部を載置する。これ
によって、首部は首側部の上面に支持され、頭頂部は頭頂側部の上面に支持されるように
なる。首側部の中央エリアは縦幅方向断面が略楕円状に形成されているとともに、凸部が
形成されており、首側部の中央エリアの厚さＨ１が最も厚く、頭頂側部の中央エリアの厚
さＨ４が最も薄く形成されていることから、後頭部が凸部に載置されて、使用者は顎を突
き出す姿勢で仰臥するようになるので、気道が広げられ、睡眠中の呼吸が容易に行える。
また、首部乃至頭頂部に上面がフィットするので、首部乃至頭頂部の支持が安定し、その
ため、恰も膝枕をしているかのような使用感を得ることができ、快適な睡眠を得ることが
できる。
【００１０】
　また、仰臥位から寝返りを打って横臥位に体位が移行すると、上面に載置される頭部の
部位が後頭部から側頭部に変わる。即ち、仰臥位のときの上面に接する首部乃至頭頂部の
形状は凹凸が大きいが、横臥位のときの上面に接する首部乃至頭頂部の形状は略平坦にな
り、上面に接する首部乃至頭頂部の形状が変化する。この横臥位では、首側部及び頭頂側
部の左右のどちらかの側部エリアに首部乃至頭頂部が載置されるようになる。このとき、
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首部乃至頭頂部が載置された側の首側部及び頭頂側部の側部エリアは、頭部の重さにより
、その上側の尾根線から連結部材に至る弧面が押圧され、連結部材が接地面側に移動して
、下面空間が押し潰される。詳しくは、首側部端縁及び頭頂側部端縁が連結部材とともに
接地面側に移動し、これに伴って中心線が接地面に対して傾斜するようになるので、首側
部及び頭頂側部は、連結部材を支点としてローリングするようになる。即ち、横臥位にな
ったとき等、上面に接する首部乃至頭頂部の形状が変化しても、これに対応して首側部及
び頭頂側部が自動的に追従して支持するようになるので、首部乃至頭頂部に上面が確実に
フィットし、そのため、首部乃至頭頂部の支持が安定して、恰も膝枕をしているかのよう
な使用感を得ることができ、快適な睡眠を得ることができる。
【００１１】
　そして、必要に応じ、上記首側部の中央エリアの厚さＨ１を５０ｍｍ～１１０ｍｍとし
、上記首側部の側部エリアの厚さＨ２を４０ｍｍ～１００ｍｍとし、上記頭頂側部の側部
エリアの厚さＨ３を３５ｍｍ～６５ｍｍとし、上記頭頂側部の中央エリアの厚さＨ４を３
０ｍｍ～５０ｍｍとした構成としている。使用者によって体格や頭部の大きさが異なるが
、各エリアの厚さを上記の範囲内とすることにより、汎用性が向上する。また、各エリア
の厚さを上記の範囲内とすることにより、仰臥位及び横臥位において、より一層首部乃至
頭頂部の支持を安定させることができるとともに、より一層快適な睡眠を得ることができ
る。更に、首側部の中央エリアの厚さＨ１と首側部の側部エリアの厚さＨ２とを上記の対
応関係とすることで、仰臥位から横臥位への体位の移行をスムーズに行なうことができる
ので、例えば、睡眠中に仰臥位から横臥位に体位が移行しても違和感を覚えて目覚めるこ
と等がなく、そのため、より一層快適な睡眠を得ることができる。
【００１２】
　また、必要に応じ、上記首側部の中央エリアの縦幅方向の最大長さＡ１を１２０ｍｍ～
２４８ｍｍとし、上記首側部の側部エリアの縦幅方向の最大長さＡ２を１５０ｍｍ～１８
６ｍｍとし、上記頭頂側部の側部エリアの縦幅方向の最大長さＡ３を１００ｍｍ～１２４
ｍｍとし、上記頭頂側部の中央エリアの縦幅方向の最小長さＡ４を５０ｍｍ～６２ｍｍと
した構成としている。使用者によって体格や頭部の大きさが異なるが、各エリアの縦幅方
向の最大長さを上記の範囲内とすることにより、汎用性が向上する。また、各エリアの縦
幅方向の長さを上記の範囲内とすることにより、仰臥位及び横臥位において、より一層首
部乃至頭頂部の支持を安定させることができるとともに、より一層快適な睡眠を得ること
ができる。更に、首側部及び頭頂側部の側部エリアの縦幅方向の最大長さＡ２，Ａ３を上
記の範囲内とすることで、横臥位になったとき、頭部が、上側の尾根線から連結部材に至
る弧面をより確実に押圧するようになり、これによって、首側部及び頭頂側部がより確実
にローリングするようになるので、首側部及び頭頂側部が首部乃至頭頂部を自動的に追従
して支持するようになり、そのため、より一層首部乃至頭頂部の支持が安定して、より一
層快適な睡眠を得ることができる。
【００１３】
　更に、必要に応じ、上記首側部及び頭頂側部の横幅Ｂを５００ｍｍ～６００ｍｍに形成
し、上記首側部の中央エリアの横幅方向の長さをＢ１とし、上記首側部の側部エリアの横
幅方向の長さをＢ２とし、上記頭頂側部の側部エリアの横幅方向の長さをＢ３とし、上記
頭頂側部の中央エリアの横幅方向の長さをＢ４としたとき、Ｂ１＝Ｂ２＝Ｂ３＝Ｂ４＝（
１／３）・Ｂとなるように各エリアを形成した構成としている。使用者によって体格や頭
部の大きさが異なるが、各エリアの横幅方向の長さを上記の範囲内とすることにより、汎
用性が向上する。また、各エリアの横幅方向の長さを上記の範囲内とすることにより、仰
臥位及び横臥位において、より一層首部乃至頭頂部の支持を安定させることができるとと
もに、より一層快適な睡眠を得ることができる。更に、首側部及び頭頂側部の中央エリア
の横幅方向の長さＢ１，Ｂ４を上記の範囲内とすることで、仰臥位から寝返りを打って横
臥位に体位が移行する際、首部乃至頭頂部が、どちらかの首側部及び頭頂側部の側部エリ
アにより確実に載置されるようになり、そのため、横臥位時においても、側部エリアで確
実に首部乃至頭頂部を支持することができる。更にまた、首側部及び頭頂側部の側部エリ
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アの横幅方向の長さＢ２，Ｂ３を上記の範囲内とすることで、仰臥位から寝返りを打って
横臥位に体位が移行する際、首部乃至頭頂部が、各側部エリアからはみ出ることがなく、
そのため、側部エリアで確実に首部乃至頭頂部を支持することができる。
【００１４】
　更にまた、必要に応じ、上記首側部に、トルマリンを収納した構成としている。トルマ
リンは遠赤外線を放出するため、枕に使用すると頭部に対する温度をさほど高くすること
なく人体へ熱を浸透させることができ、暖による快適性を得ることを可能にすることがで
きる。そのため、人体の血行を良くしたり、筋肉の疲れやこりをとったりする等の温熱効
果により、健康の向上に供することができるようになる。また、トルマリンは、外力を加
えると、その周囲にマイナスイオンを発生させることから、トルマリンを枕に収納すると
、使用時に頭部の重さによってトルマリンに外力が掛かかるので、必然的にマイナスイオ
ンが発生するようになる。マイナスイオンは、森林の中や海岸等に多く存在しており、身
体や精神に好影響を与えることが一般に知られている。そのため、本発明の枕を使用する
と、森林浴をしているような爽やかさを満喫でき、気分が爽快になり、寝心地が向上させ
られ、快適な睡眠を得ることができるようになる。その結果、身体や精神に極めて良く、
健康回復やストレス解消など精神の健全化に極めて有効になる。更に、トルマリンは、マ
イナスイオンの生成能力が高く、マイナスイオンを効率良く生成することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の枕によれば、使用者が仰臥位の状態で睡眠するときは、首側部及び頭頂側部の
中央エリアに首部乃至頭頂部を載置する。これによって、首部は首側部の上面に支持され
、頭頂部は頭頂側部の上面に支持されるようになる。首側部の中央エリアは縦幅方向断面
が略楕円状に形成されているとともに、凸部が形成されており、首側部の中央エリアの厚
さＨ１が最も厚く、頭頂側部の中央エリアの厚さＨ４が最も薄く形成されていることから
、仰臥位時においては、後頭部が凸部に載置されて、使用者は顎を突き出す姿勢で仰臥す
るようになるので、気道が広げられ、睡眠中の呼吸が容易に行える。また、首部乃至頭頂
部に上面がフィットするので、首部乃至頭頂部の支持が安定し、そのため、恰も膝枕をし
ているかのような使用感を得ることができ、快適な睡眠を得ることができる。
【００１６】
　また、仰臥位から寝返りを打って横臥位に体位が移行すると、上面に載置される頭部の
部位が後頭部から側頭部に変わる。即ち、仰臥位のときの上面に接する首部乃至頭頂部の
形状は凹凸が大きいが、横臥位のときの上面に接する首部乃至頭頂部の形状は略平坦にな
り、上面に接する首部乃至頭頂部の形状が変化する。この横臥位では、首側部及び頭頂側
部の左右のどちらかの側部エリアに首部乃至頭頂部が載置されるようになる。このとき、
首部乃至頭頂部が載置された側の首側部及び頭頂側部の側部エリアは、頭部の重さにより
、その上側の尾根線から連結部材に至る弧面が押圧され、連結部材が接地面側に移動し、
この連結部材の移動とともに首側部端縁及び頭頂側部端縁が接地面側に移動し、これに伴
って中心線が接地面に対して傾斜するようになるので、首側部及び頭頂側部は、連結部材
を支点としてローリングするようになる。即ち、横臥位になったとき等、上面に接する首
部乃至頭頂部の形状が変化しても、これに対応して首側部及び頭頂側部が自動的に追従し
て支持するようになるので、首部乃至頭頂部に上面が確実にフィットし、そのため、首部
乃至頭頂部の支持が安定して、恰も膝枕をしているかのような使用感を得ることができ、
快適な睡眠を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、添付図面に基づいて本発明の実施の形態に係る枕を説明する。
　図１乃至図７には、本発明の実施の形態に係る枕Ｍを示している。本枕Ｍは、首側を支
持する首側部１と頭頂側を支持する頭頂側部１０とを連結するとともに、縦幅Ａよりも横
幅Ｂを長く形成している。本枕Ｍは、その縦幅Ａが２５０ｍｍ～３１０ｍｍに形成されて
いる。望ましくは２６０ｍｍ～３００ｍｍに形成し、より望ましくは２７０ｍｍ～２９０
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ｍｍに形成する。実施の形態では、Ａ＝２８０ｍｍに形成している。また、本枕Ｍは、そ
の横幅Ｂが、５００ｍｍ～６００ｍｍに形成されている。望ましくは５２０ｍｍ～５８０
ｍｍに形成し、より望ましくは５４０ｍｍ～５６０ｍｍに形成する。実施の形態では、Ｂ
＝５５０ｍｍに形成している。更に、首側部１及び頭頂側部１０は、実施の形態では、綿
が６０％、ポリエステルが４０％の割合で混合された混綿を用いて構成されている。尚、
綿とポリエステルとの混合割合は、上記に限定されるものではない。
【００１８】
　首側部１は、縦幅Ａ方向断面が縦幅Ａ方向の中心線２に対して上下対称の略楕円状に形
成され、横幅Ｂ方向に中央エリア１ａ及びこの中央エリア１ａの左右に連続する一対の側
部エリア１ｂに分け、各エリア１ａ、１ｂにおいて横幅Ｂ方向に延びる上下の尾根線３間
の厚さが略同じに形成されている。この首側部１には、その中央エリア１ａの頭頂側部１
０側に、頭頂側部１０側に突出する凸部４が形成されている。
【００１９】
　この首側部１の中央エリア１ａは、その厚さＨ１が５０ｍｍ～１１０ｍｍに形成されて
いる。望ましくは６０ｍｍ～８０ｍｍに形成し、より望ましくは６５ｍｍ～７５ｍｍに形
成する。実施の形態では、Ｈ１＝７０ｍｍに形成している。また、この首側部１の中央エ
リア１ａは、その縦幅方向の最大長さＡ１が１２０ｍｍ～２４８ｍｍに形成されている。
望ましくは２０８ｍｍ～２４０ｍｍに形成し、より望ましくは２１６ｍｍ～２３２ｍｍに
形成する。実施の形態では、Ａ１＝２２４ｍｍに形成している。更に、この首側部１の中
央エリア１ａは、その横幅方向の長さＢ１が（１／３）・Ｂに形成されている。
　また、首側部１の一対の側部エリア１ｂは、その厚さＨ２が４０ｍｍ～１００ｍｍに形
成されている。望ましくは５０ｍｍ～７０ｍｍに形成し、より望ましくは５５ｍｍ～６５
ｍｍに形成する。実施の形態では、Ｈ２＝６０ｍｍに形成している。更に、この首側部１
の一対の側部エリア１ｂは、その縦幅方向の最大長さＡ２が１５０ｍｍ～１８６ｍｍに形
成されている。望ましくは１５６ｍｍ～１８０ｍｍに形成し、より望ましくは１６２ｍｍ
～１７４ｍｍに形成する。実施の形態では、Ａ２＝１６８ｍｍに形成している。更にまた
、この首側部１の一対の側部エリア１ｂは、その横幅方向の長さＢ２が（１／３）・Ｂに
形成されている。
【００２０】
　また、図２及び図３に示すように、この首側部１には、トルマリンが収納されている。
具体的には、首側部１には、矩形のシート状で網状に形成され、トルマリンが塗布されて
マイナスイオンを発生する樹脂性の可撓性部材８が内装されている。この可撓性部材８は
、マイナスイオン発生物質のトルマリン粉末を溶解した溶液を塗布し、その後、乾燥させ
て形成されている。溶液は、樹脂製塗料を主体としている。トルマリンは所謂電気石とも
言われ、固体誘電体として天然に産する鉱石である。このトルマリンの粉末を配合した樹
脂製塗料は、可撓性部材８の表面に例えば１０～１０００μｍの膜厚で塗布される。トル
マリンの粉末の粒径は、０．５μｍ～６０μｍ、望ましくは、１．２μｍ～２０μｍであ
る。この範囲でマイナスイオンの生成を効率よく行なわせることができる。樹脂製塗料と
しては、例えば、フェノール樹脂塗料，フタル酸樹脂塗料，ビニル樹脂塗料，ポリウレタ
ン樹脂塗料，シリコーン樹脂塗料，エポキシ樹脂塗料等適宜のものを用いてよい。
また、この可撓性部材８は、矩形帯状に形成され、短手方向の長さが８０ｍｍ～１２０ｍ
ｍ、長手方向の長さが２２０ｍｍ～２８０ｍｍに形成されている。実施の形態では、短手
方向の長さが１００ｍｍ、長手方向の長さが２５０ｍｍに形成されている。可撓性部材８
は、可撓性部材８の長手方向が、首側部１の横幅Ｂ方向に沿うように、首側部１の少なく
とも中央エリア１ａの一方面側に収納されている。更に、このトルマリンが塗布された可
撓性部材８からは遠赤外線が放出される。更にまた、トルマリンは、外力を加えると、そ
の周囲にマイナスイオンを発生させることから、トルマリンが塗布された可撓性部材８に
外力を加えるとマイナスイオンが発生するようになる。このときの可撓性部材８から発生
するマイナスイオンの発生量が１００～１２００（個／ｃｍ3）になるように、可撓性部
材８にトルマリンを塗布する。実施の形態では、マイナスイオンの発生量が８００（個／
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ｃｍ3）±２０％になるように、可撓性部材８にトルマリンを塗布している。
【００２１】
　頭頂側部１０は、縦幅Ａ方向断面が縦幅Ａ方向の中心線１１に対して上下対称の略楕円
状に形成され、横幅Ｂ方向に中央エリア１０ａ及びこの中央エリア１０ａの左右に連続す
る一対の側部エリア１０ｂに分け、各エリア１０ａ、１０ｂにおいて横幅Ｂ方向に延びる
上下の尾根線１２間の厚さが略同じに形成されている。この頭頂側部１０には、その中央
エリア１０ａの首側部１側に、首側部１の凸部４が入り込む凹所１３が形成されている。
【００２２】
　この頭頂側部１０の一対の側部エリア１０ｂは、その厚さＨ３が３５ｍｍ～６５ｍｍに
形成されている。望ましくは４０ｍｍ～６０ｍｍに形成し、より望ましくは４５ｍｍ～５
５ｍｍに形成する。実施の形態では、Ｈ３＝５０ｍｍに形成している。また、この頭頂側
部１０の一対の側部エリア１０ｂは、その縦幅方向の最大長さＡ３が１００ｍｍ～１２４
ｍｍに形成されている。望ましくは１０４ｍｍ～１２０ｍｍに形成し、より望ましくは１
０８ｍｍ～１１６ｍｍに形成する。実施の形態では、Ａ３＝１１２ｍｍに形成している。
更に、この頭頂側部１０の一対の側部エリア１０ｂは、その横幅方向の長さＢ３が（１／
３）・Ｂに形成されている。
　また、頭頂側部１０の中央エリア１０ａは、その厚さＨ４が３０ｍｍ～５０ｍｍに形成
されている。望ましくは３５ｍｍ～４５ｍｍに形成し、より望ましくは３８ｍｍ～４２ｍ
ｍに形成する。実施の形態では、Ｈ４＝４０ｍｍに形成している。更に、この頭頂側部１
０の中央エリア１０ａは、その縦幅方向の最小長さＡ４が５０ｍｍ～６２ｍｍに形成され
ている。望ましくは５２ｍｍ～６０ｍｍに形成し、より望ましくは５４ｍｍ～５８ｍｍに
形成する。実施の形態では、Ａ４＝５６ｍｍに形成している。更にまた、この頭頂側部１
０の中央エリア１０ａは、その横幅方向の長さＢ４が（１／３）・Ｂに形成されている。
【００２３】
　また、本発明の実施の形態に係る枕Ｍは、首側部１及び頭頂側部１０の各エリア１ａ、
１ｂ、１０ａ、１０ｂの厚さＨ１～Ｈ４が、Ｈ１＞Ｈ２＞Ｈ３＞Ｈ４となるように形成さ
れている。更に、首側部１及び頭頂側部１０の各エリア１ａ、１ｂ、１０ａ、１０ｂの横
幅方向の長さＢ１～Ｂ４が、Ｂ１＝Ｂ２＝Ｂ３＝Ｂ４＝（１／３）・Ｂとなるように形成
されている。
【００２４】
　連結部材２０は、帯状に形成され、首側部１の中心線２を通る頭頂側部１０側の横幅Ｂ
方向の首側部端縁５と、頭頂側部１０の中心線１１を通る首側部１側の横幅Ｂ方向の頭頂
側部端縁１４とを連結している。
【００２５】
　従って、この実施の形態に係る枕Ｍを使用すると以下のように作用する。
　先ず、本発明の枕Ｍを接地面に接地させる。このとき、トルマリンが塗布された可撓性
部材８が収納されていない側の面を接地面に接地させる。接地させると、首側部１及び頭
頂側部１０の各エリア１ａ、１ｂ、１０ａ、１０ｂの下側の尾根線３、１２が接地面に接
地するようになり、連結部材２０は接地面に接地しない。即ち、接地面側の下面７、１６
には、各エリア１ａ、１ｂ、１０ａ、１０ｂの下側の尾根線３、１２から連結部材２０に
至る弧面及び連結部材２０と接地面とで囲繞された下面空間３０が形成される。この状態
で、使用者は、首部乃至頭頂部を下面７、１６とは反対側の上面６、１５に載置して睡眠
する。
【００２６】
　仰臥位のときは、図６に示すように、首側部１及び頭頂側部１０の中央エリア１ａ、１
０ａに首部乃至頭頂部を載置する。これによって、首部は首側部１の上面６に支持され、
頭頂部は頭頂側部１０の上面１５に支持されるようになる。首側部１の中央エリア１ａは
縦幅Ａ方向断面が略楕円状に形成されているとともに、凸部４が形成されており、首側部
１の中央エリア１ａの厚さＨ１が最も厚く、頭頂側部１０の中央エリア１０ａの厚さＨ４
が最も薄く形成されていることから、後頭部が凸部４に載置されて、使用者は顎を突き出
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す姿勢で仰臥するようになるので、気道が広げられ、睡眠中の呼吸が容易に行える。また
、首部乃至頭頂部に上面６、１５がフィットするので、首部乃至頭頂部の支持が安定し、
そのため、恰も膝枕をしているかのような使用感を得ることができ、快適な睡眠を得るこ
とができる。
【００２７】
　また、使用者によって体格や頭部の大きさが異なるが、首側部１の中央エリア１ａの厚
さＨ１、縦幅方向の最大長さＡ１、横幅方向の長さＢ１を上記の範囲内で形成し、頭頂側
部１０の中央エリア１０ａの厚さＨ４、縦幅方向の最小長さＡ４、横幅方向の長さＢ４を
上記の範囲内で形成しているので、仰臥位時に、より一層首部乃至頭頂部の支持を安定さ
せて、より一層快適な睡眠を得ることができるとともに、後頭部が確実に凸部４に載置さ
れて、使用者が顎を突き出す姿勢で仰臥するようになるので、汎用性が向上する。
【００２８】
　そして、睡眠中に、仰臥位から寝返りを打って横臥位に体位が移行すると、図７に示す
ように、上面６、１５に載置される頭部の部位が後頭部から側頭部に変わる。即ち、仰臥
位のときの上面６、１５に接する首部乃至頭頂部の形状は凹凸が大きいが、横臥位のとき
の上面６、１５に接する首部乃至頭頂部の形状は略平坦になり、上面６、１５に接する首
部乃至頭頂部の形状が変化する。この横臥位では、首側部１及び頭頂側部１０の左右のど
ちらかの側部エリア１ｂ、１０ｂに首部乃至頭頂部が載置されるようになる。このとき、
首側部１及び頭頂側部１０の中央エリア１ａ、１０ａの横幅方向の長さＢ１，Ｂ４を上記
の範囲内で形成しているので、仰臥位から寝返りを打って横臥位に体位が移行する際、首
部乃至頭頂部が、どちらかの首側部１及び頭頂側部１０の側部エリア１ｂ、１０ｂにより
確実に載置されるようになり、そのため、横臥位時においても、側部エリア１ｂ、１０ｂ
で確実に首部乃至頭頂部を支持することができる。横臥位になったとき、首部乃至頭頂部
が載置された側の首側部１及び頭頂側部１０の側部エリア１ｂ、１０ｂは、頭部の重さに
より、その上側の尾根線３、１２から連結部材２０に至る弧面が押圧され、連結部材２０
が接地面側に移動して、下面空間３０が押し潰される。詳しくは、首側部端縁５及び頭頂
側部端縁１４が連結部材２０とともに接地面側に移動し、これに伴って中心線２、１１が
接地面に対して傾斜するようになるので、首側部１及び頭頂側部１０の側部エリア１ｂ、
１０ｂは、連結部材２０を支点としてローリングするようになる。また、この側部エリア
１ｂ、１０ｂのローリングに伴って、首側部１及び頭頂側部１０の中央エリア１ａ、１０
ａも連結部材２０を支点としてローリングするようになる。即ち、横臥位になったとき等
、上面６、１５に接する首部乃至頭頂部の形状が変化しても、これに対応して首側部１及
び頭頂側部１０が自動的に追従して支持するようになるので、首部乃至頭頂部に上面６、
１５が確実にフィットし、そのため、首部乃至頭頂部の支持が安定して、恰も膝枕をして
いるかのような使用感を得ることができ、快適な睡眠を得ることができる。
【００２９】
　また、使用者によって体格や頭部の大きさが異なるが、首側部１の側部エリア１ｂの厚
さＨ２、縦幅方向の最大長さＡ２、横幅方向の長さＢ２を上記の範囲内で形成し、頭頂側
部１０の側部エリアの厚さＨ３、縦幅方向の最大長さＡ３、横幅方向の長さＢ３を上記の
範囲内で形成しているので、横臥位時に、首部乃至頭頂部が、上側の尾根線３、１２から
連結部材２０に至る弧面をより確実に押圧するようになり、これによって、首側部１及び
頭頂側部１０がより確実にローリングするようになるので、首側部１及び頭頂側部１０が
首部乃至頭頂部を自動的に追従して支持するようになり、そのため、より一層首部乃至頭
頂部の支持を安定させて、より一層快適な睡眠を得ることができるとともに、汎用性が向
上する。
【００３０】
　更に、首側部１及び頭頂側部１０の側部エリア１ｂ、１０ｂの横幅方向の長さＢ２、Ｂ
３を上記の範囲内で形成しているので、仰臥位から寝返りを打って横臥位に体位が移行す
る際、首部乃至頭頂部が、側部エリア１ｂ、１０ｂからはみ出ることがなく、そのため、
側部エリア１ｂ、１０ｂで確実に首部乃至頭頂部を支持することができる。更にまた、首
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側部１の中央エリア１ａの厚さＨ１と首側部１の側部エリア１ｂの厚さＨ２とを上記の対
応関係とすることで、仰臥位から横臥位への体位の移行をスムーズに行なうことができる
ので、例えば、睡眠中に仰臥位から横臥位に体位が移行しても違和感を覚えて目覚めるこ
と等がなく、そのため、より一層快適な睡眠を得ることができる。
【００３１】
　また、仰臥位時及び横臥位時において、首部乃至頭頂部を上面６、１５に載置した際、
首側部１の上面６側には、トルマリンが塗布された可撓性部材８が収納されているので、
首部乃至頭頂部の重さによって、トルマリンに外力が掛かり、マイナスイオンが発生する
ようになる。マイナスイオンは、森林の中や海岸等に多く存在しており、身体や精神に好
影響を与えることが一般に知られている。そのため、本発明の枕Ｍを使用すると、森林浴
をしているような爽やかさを満喫でき、気分が爽快になり、寝心地が向上させられ、快適
な睡眠を得ることができるようになる。その結果、身体や精神に極めて良く、健康回復や
ストレス解消など精神の健全化に極めて有効になる。更に、トルマリンは、マイナスイオ
ンの生成能力が高く、マイナスイオンを効率良く生成することができる。更にまた、トル
マリンは遠赤外線を放出するため、枕Ｍに使用すると頭部に対する温度をさほど高くする
ことなく人体へ熱を浸透させることができ、暖による快適性を得ることを可能にすること
ができる。そのため、人体の血行を良くしたり、筋肉の疲れやこりをとったりする等の温
熱効果により、健康の向上に供することができるようになる。
【００３２】
　尚、上記実施の形態において、首側部１及び頭頂側部１０を、綿とポリエステルとの混
綿で構成したが、必ずしもこれに限定されるものではなく、適度な弾性を有する素材であ
れば良く、適宜変更して差支えない。例えば、綿、ポリエステルの他に、絹、ウール等の
素材を用いることが可能であり、これらの素材単体であっても良く、また、これらを混合
させたものであっても良い。
　また、上記実施の形態において、可撓性部材８を矩形帯状に形成したが、必ずしもこれ
に限定されるものではなく、どのような形状でも良く、適宜変更して差支えない。
　更に、上記実施の形態において、可撓性部材８を上記の大きさに形成したが、必ずしも
これに限定されるものではなく、首側部１に収納される大きさであれば良く、適宜変更し
て差支えない。
　更にまた、上記実施の形態において、トルマリンを粉末状にし、これを溶解した溶液を
可撓性部材８に塗布し、その後、乾燥させたが、必ずしもこれに限定されるものではなく
、首側部１にトルマリンが収納されれば良く、適宜変更して差支えない。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の実施の形態に係る枕を示す斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る枕を示す正面図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る枕を示す側面図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る枕を示す平面図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る枕を示す底面図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る枕を仰臥位で使用した状態を示し、（Ａ）は正面図、
（Ｂ）は側面図である。
【図７】本発明の実施の形態に係る枕を横臥位で使用した状態を示し、（Ａ）は正面図、
（Ｂ）は側面図である。
【図８】従来の枕の一例を示し、（Ａ）は斜視図、（Ｂ）は側面断面図である。
【符号の説明】
【００３４】
Ｍ　枕
Ａ　縦幅
Ｂ　横幅
１　首側部
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１ａ　中央エリア
１ｂ　側部エリア
２　中心線
３　尾根線
４　凸部
５　首側部端縁
６　上面
７　下面
８　可撓性部材
１０　頭頂側部
１０ａ　中央エリア
１０ｂ　側部エリア
１１　中心線
１２　尾根線
１３　凹所
１４　頭頂側部端縁
１５　上面
１６　下面
２０　連結部材
３０　下面空間

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】 【図８】
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