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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベースと、
　前記ベース上に設けられ、前記ベースに対して上下移動することができる本体と、
　前記本体を所望の状態に上下移動するように操作することができるように、前記ベース
と前記本体との間の前記ベース上に取り付けられた昇降支持手段とを、備え、
　前記本体は、頭及び首部をそれぞれ支持するように人の丈方向である第１方向に沿って
並ぶ剛性材質からなるヘッド支持部及びネック支持部を有し、
　前記昇降支持手段は、前記ヘッド支持部又は前記ネック支持部に応じて前記ヘッド支持
部又は前記ネック支持部を上下移動するように操作できて前記ヘッド支持部と前記ネック
支持部と所望の状態にする段差を形成し、
　前記昇降支持手段は、前記ヘッド支持部及び前記ネック支持部が所望の状態にする段差
を形成するようにそれぞれ支持する少なくとも１つの第１の昇降支持部材を備え、
　前記第１の昇降支持部材は、前記第１方向と直角の第２方向に沿って互いに対向するよ
うに前記本体に設けられ、且つ対応する前記ヘッド支持部又は前記ネック支持部の横側に
配置された２つの第１の支持座と、前記ヘッド支持部又は前記ネック支持部を上下違う高
さ位置に係止支持するように前記ヘッド支持部又は前記ネック支持部の下に設けられ前記
第１の支持座に着脱自在に係止される第１の係止部材と、を備え、
　前記ベースには、前記第１の昇降支持部材に応じて少なくとも１つの第１の開口部を設
け、
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　前記第１の係止部材は、前記第１の開口部の上に配置され、
　前記第１の昇降支持部材は、前記ベースに対して上下移動可能にすると共に前記ヘッド
支持部及び前記ネック支持部の底部に固定する第１の取付板を更に有し、
　前記第１の係止部材は、前記第１の開口部に対応して前記ベース及び前記第１の取付板
の間に配置され、前記ヘッド支持部又は前記ネック支持部及び対応する前記第１の取付板
を上下違う高さ位置に支持すると共に前記第１の支持座に着脱自在に係止されるようにな
っている
　ことを特徴とする枕。
【請求項２】
　前記対向する２つの第１の支持座の対向面は、切り欠いて前記第１の係止部材が着脱自
在に係合される複数の第１の係止溝が設けられ、
　前記第１の係止部材は、それぞれの一側部が前記第１の係止溝に受け入れられる２つの
第１の係止片と、弾性的に拡張・圧縮することができるよう前記第１の係止片の前記第１
の係止溝への係脱をすることができるように前記２つの第１の係止片の他側部と連結しな
がら前記２つの第１の係止片の間に設けられた第１の弾性部材とを備えることを特徴とす
る請求項１に記載の枕。
【請求項３】
　前記ベースは、前記第１の取付板を貫通して前記第１の取付板が前記ベースに対して上
下移動するように案内する複数の第１のガイド柱が設けられることを特徴とする請求項１
に記載の枕。
【請求項４】
　前記本体はさらに、前記ヘッド支持部及び前記ネック支持部の両側に前記ヘッド支持部
及び前記ネック支持部を挟持するように前記第２方向に沿って対向して設けられる剛性材
質からなる２つのサイド支持部を備え、
　前記２つのサイド支持部は、前記ヘッド支持部及び前記ネック支持部より高いことを特
徴とする請求項１に記載の枕。
【請求項５】
　前記サイド支持部は、前記ネック支持部と間を隔てて設けられ、
　前記本体はさらに、弾力を付与するように湾曲形状をして、一端部が前記ネック支持部
に固定され、他端部が前記サイド支持部に進退可能に差し込まれ、前記ネック支持部から
対応する前記サイド支持部それぞれに掛けて跨がる２つのガイド部材を備えることを特徴
とする請求項４に記載の枕。
【請求項６】
　前記昇降支持手段はさらに、前記２つのサイド支持部をそれぞれ上下移動することがで
きるように支持する２つの第２の昇降支持部材を備えることを特徴とする請求項４に記載
の枕。
【請求項７】
　前記ベースは、前記第２の昇降支持部材に対応して２つの第２の開口部が形成され、
　前記第２の昇降支持部材は、
　前記ベースに対して上下移動可能にすると共に前記サイド支持部の底部に固定する第２
の取付板と、
　前記第１方向に沿って互いに対向するように前記第２の取付板の両側に設けられた２つ
の第２の支持座と、
　前記第２の開口部に対応して前記ベース及び前記第２の取付板の間に配置され、前記サ
イド支持部及び対応する前記第２の取付板を上下違う高さ位置に移動するように支持する
と共に前記第２の支持座に着脱自在に係止される第２の係止部材と、を備えることを特徴
とする請求項６に記載の枕。
【請求項８】
　前記対向する第２の支持座の対向面は、切り欠いて前記第２の係止部材が着脱自在に係
合される複数の第２の係止溝が設けられ、
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　前記第２の係止部材は、それぞれの一側部が前記第２の係止溝に受け入れられる２つの
第２の係止片と、弾性的に拡張・圧縮することができるよう前記第２の係止片の前記第２
の係止溝への係脱をすることができるように前記２つの第２の係止片の他側部と連結しな
がら前記２つの第２の係止片の間に設けられた第２の弾性部材とを備えることを特徴とす
る請求項７に記載の枕。
【請求項９】
　前記ベースは、前記第２の取付板を貫通して前記第２の取付板が前記ベースに対して上
下移動するように案内する複数の第２のガイド柱が設けられることを特徴とする請求項７
に記載の枕。
【請求項１０】
　さらに、前記本体及び前記ベースを覆うクッションカバーを備えることを特徴とする請
求項１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、より詳しくは、枕本体の高度を調整することができる枕に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　枕は、寝るときに頭や首を支えそれらの間にできる空間を埋め、肩から上部を自然な形
に支えて楽に休める役目をする。身体の自然な形とは、まっすぐ立っている時の背骨が、
ゆるやかなＳ字型を描いており、睡眠中も、この姿勢を保つことが理想といわれている。
身体が仰向きのとき頚椎（脊椎の上部７個を頚椎という）が、自然の湾曲に逆らわず首か
ら後頭部をバランスよく繋ぎ、横向きのとき頚椎は身体の丈方向にまっすぐ伸びた状態で
首と側頭部を支えるのが理想とされている。
【０００３】
　そこで、寝るときに頭や首をバランスよく上記のような望ましい状態にする枕が知られ
ている。例えば図１に示すように、枕本体内に液体が入っている複数の区画１１、１１、
・・・が形成されており、区画１１、１１、・・・内に首や頭を支持するようにエアバッ
グ１２、１２・・・が設けられ、仰向きや横向きのとき首や頭に対応する区画１１を押圧
して気体や液体の流動により枕本体の高さを変えて寝る姿勢に応じることができる枕１が
ある（特許文献１参照）。さらに、例えば図２に示すように、複数の弾力性のある材質か
らなるベース部材２１、２１の上に前側が高い首支持部２２１、後ろ側が低い頭支持部２
２２を設けた枕本体２２に形成してなり、ベース部材２１の数を加減して枕本体２２の高
さを調整することができる枕２が提案されている。（特許文献２参照。）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】台湾専利公報第Ｉ288623号
【特許文献２】台湾専利公報第390173号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１の枕１では、出荷する前にエアバッグの空気量を加減することによってとり
どりの枕の硬さおよび厚みのものを揃え、客の好みに合せて選ばせなければならない問題
点がある。
【０００６】
　特許文献２の枕２では、ベース部材２１の加減により横向きか仰向きのいずれかの姿勢
に応じて枕の高さを調整することができるが、両方の姿勢に同時に対応することができな
い欠点がある。
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【０００７】
　本発明は、上記問題点を解消すべくなされたものであり、枕の高さを簡単に調整し、体
の向きに応じた自然な形に支えることができ、快眠効果が向上す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】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明は、ベースと、前記ベース上に設けられ、前記ベー
スに対して上下移動することができる本体と、前記本体を所望の状態に上下移動するよう
に操作することができるように、前記ベースと前記本体との間の前記ベース上に取り付け
られた昇降支持手段とを備え、前記本体は、頭及び首部をそれぞれ支持するように人の丈
方向である第１方向に沿って並ぶ剛性材質からなるヘッド支持部及びネック支持部を有し
、前記昇降支持手段は、前記ヘッド支持部又は前記ネック支持部に応じて前記ヘッド支持
部又は前記ネック支持部を上下移動するように操作できて前記ヘッド支持部と前記ネック
支持部と所望の状態にする段差を形成し、前記昇降支持手段は、前記ヘッド支持部及び前
記ネック支持部が所望の状態にする段差を形成するようにそれぞれ支持する少なくとも１
つの第１の昇降支持部材を備え、前記第１の昇降支持部材は、前記第１方向と直角の第２
方向に沿って互いに対向するように前記本体に設けられ、且つ対応する前記ヘッド支持部
又は前記ネック支持部の横側に配置された２つの第１の支持座と、前記ヘッド支持部又は
前記ネック支持部を上下違う高さ位置に係止支持するように前記ヘッド支持部又は前記ネ
ック支持部の下に設けられ前記第１の支持座に着脱自在に係止される第１の係止部材と、
を備え、
　前記ベースには、前記第１の昇降支持部材に応じて少なくとも１つの第１の開口部を設
け、
　前記第１の係止部材は、前記第１の開口部の上に配置され、
　前記第１の昇降支持部材は、前記ベースに対して上下移動可能にすると共に前記ヘッド
支持部及び前記ネック支持部の底部に固定する第１の取付板を更に有し、
　前記第１の係止部材は、前記第１の開口部に対応して前記ベース及び前記第１の取付板
の間に配置され、前記ヘッド支持部又は前記ネック支持部及び対応する前記第１の取付板
を上下違う高さ位置に支持すると共に前記第１の支持座に着脱自在に係止されるようにな
っていることを特徴とする枕を提供する。
【００１２】
　前記枕において、前記対向する２つの第１の支持座の対向面は、切り欠いて前記第１の
係止部材が着脱自在に係合される複数の第１の係止溝が設けられ、前記第１の係止部材は
、それぞれの一側部が前記第１の係止溝に受け入れられる２つの第１の係止片と、弾性的
に拡張・圧縮することができるよう前記第１の係止片の前記第１の係止溝への係脱をする
ことができるように前記２つの第１の係止片の他側部と連結しながら前記２つの第１の係
止片の間に設けられた第１の弾性部材とを備えることが好ましい。
【００１３】
　前記枕において、前記ベースは、前記第１の取付板を貫通して前記第１の取付板が前記
ベースに対して上下移動するように案内する複数の第１のガイド柱が設けられることが好
ましい。
【００１４】
　前記枕において、前記本体はさらに、前記ヘッド支持部及び前記ネック支持部の両側に
前記ヘッド支持部及び前記ネック支持部を挟持するように前記第２方向に沿って対向して
設けられる剛性材質からなる２つのサイド支持部を備え、前記２つのサイド支持部は、前
記ヘッド支持部及び前記ネック支持部より高いことが好ましい。
【００１５】
　前記枕において、前記サイド支持部は、前記ネック支持部と間を隔てて設けられ、前記
本体はさらに、弾力を付与するように湾曲形状をして、一端部が前記ネック支持部に固定
され、他端部が前記サイド支持部に進退可能に差し込まれ、前記ネック支持部から対応す
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る前記サイド支持部それぞれに掛けて跨がる２つのガイド部材を備えることが好ましい。
【００１６】
　前記枕において、前記昇降支持手段はさらに、前記２つのサイド支持部をそれぞれ上下
移動することができるように支持する２つの第２の昇降支持部材を備えることが好ましい
。
【００１７】
　前記枕において、前記ベースは、前記第２の昇降支持部材に対応して２つの第２の開口
部が形成され、前記第２の昇降支持部材は、前記ベースに対して上下移動可能にすると共
に前記サイド支持部の底部に固定する第２の取付板と、前記第１方向に沿って互いに対向
するように前記第２の取付板の両側に設けられた２つの第２の支持座と、前記第２の開口
部に対応して前記ベース及び前記第２の取付板の間に配置され、前記サイド支持部及び対
応する前記第２の取付板を上下違う高さ位置に移動するように支持すると共に前記第２の
支持座に着脱自在に係止されることができる第２の係止部材と、を備えることが好ましい
。
【００１８】
　前記枕において、前記対向する第２の支持座の対向面は、切り欠いて前記第２の係止部
材が着脱自在に係合される複数の第２の係止溝が設けられ、前記第２の係止部材は、それ
ぞれの一側部が前記第２の係止溝に受け入れられる２つの第２の係止片と、弾性的に拡張
・圧縮することができるよう前記第２の係止片の前記第２の係止溝への係脱をすることが
できるように前記２つの第２の係止片の他側部と連結しながら前記２つの第２の係止片の
間に設けられた第２の弾性部材とを備えることが好ましい。
【００１９】
　前記枕において、前記ベースは、前記第２の取付板を貫通して前記第２の取付板が前記
ベースに対して上下移動するように案内する複数の第２のガイド柱が設けられることが好
ましい。
【００２０】
　前記枕において、さらに、前記本体及び前記ベースを覆うクッションカバーを備えるこ
とが好ましい。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の枕は、本体のヘッド支持部や、ネック支持部、サイド支持部に応じて互いに独
立して操作することができる昇降支持手段が設けられているので、個人的に横向きか仰む
きのいずれかの姿勢に応じて枕の高さを調整することができ、使用勝手がよく、所望の状
態にすることもできる。したがって、枕の高さを簡単に調整し、体の向きに応じた自然な
形に支えることができ、快眠効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】従来の枕の使用状態を概略示す垂直断面図である。
【図２】他の従来の枕の構造を概略示す斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態にかかる枕の構造を概略示す組立斜視図である。
【図４】図３の枕にクッションカバーを使用した構造を概略示す組立斜視図である。
【図５】図４の枕の分解斜視図である。
【図６】図４のVI－VI線に沿った垂直断面図である。
【図７】図４のVII－VII線に沿った垂直断面図である。
【図８】昇降支持手段による本体のネック支持部の移動を概略示す垂直断面図である。
【図９】本発明の枕の他の使用状態を概略示す側面図である。
【図１０】図４のX－X線に沿った垂直断面図である。
【図１１】昇降支持手段による本体のサイド支持部の移動を概略示す垂直断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
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　他の本発明の特徴および効果は、添付の図面に関して以下の好ましい実施例の詳細な説
明において明らかになる。
【実施例】
【００２４】
　図３は、本発明の一実施形態にかかる枕の構造を概略示す組立斜視図である。図４は、
図３の枕にクッションカバー６を使用した構造を概略示す組立斜視図である。図５は、図
４の枕の分解斜視図である。図６は、図４のVI－VI線に沿った垂直断面図である。図７は
、図４のVII－VII線に沿った垂直断面図である。図８は、昇降支持手段による本体のネッ
ク支持部の移動を概略示す垂直断面図である。図９は、本発明の枕の他の使用状態を概略
示す側面図である。図１０は、図４のX－X線に沿った垂直断面図である。図１１は、昇降
支持手段による本体のサイド支持部の移動を概略示す垂直断面図である。
【００２５】
　図３～５に示すように、本発明にかかる枕は、ベース３と、ベース３の上に搭載した本
体４と、本体４を支持して違う高さ位置に移動するように操作する昇降支持手段５とから
なり、クッションカバー６を用いて枕を覆うことによって人の首、頭を快適に載せること
ができる。
【００２６】
　ベース３は、長方形をなし、例えばベッドなどの水平面１００（図６に示す）に配置さ
れる。図５に示されるように、ベース３は、人の丈方向である第１方向Ｘに沿って並ぶ２
つの第１の開口部３１、３１を形成し、第１方向Ｘと直角且つ同一平面の第２方向Ｙに沿
って第１の開口部３１、３１を間において対向する第２の開口部３１Ａ、３１Ａを形成し
ている。ベース３の第１の開口部３１、３１及び第２の開口部３１Ａ、３１Ａの両側に、
第１方向Ｘ及び第２方向Ｙに垂直する第３方向Ｚに沿って本体４側に延伸する複数の第１
のガイド柱３２、３２・・・、複数の第２のガイド柱３２Ａ、３２Ａ、・・・が設けられ
ている。
【００２７】
　本体４は、ベース３に対して垂直に上下移動可能にベース３の上に搭載している。図５
に示されるように、本体４は、剛性材質からなり、第１方向Ｘに沿って並ぶヘッド支持部
４１とネック支持部４２と、第２方向Ｙに沿ってヘッド支持部４１とネック支持部４２の
両側に配置される２つのサイド支持部４３を備えている。図３、図６などの各図に示すよ
うに、水平面１００において人の仰むきのとき頚椎の自然の湾曲に逆らわない望ましい状
態で首から後頭部をバランスよく支えるようにネック支持部４２はヘッド支持部４１より
も高く形成され、また横向きのとき頚椎が身体の丈方向にまっすぐ伸びた所望の状態で首
と側頭部をバランスよく支持するように、２つのサイド支持部４３はヘッド支持部４１又
はネック支持部４２より高く形成されている。
【００２８】
　２つのサイド支持部４３は、例えば図３、図７に示されているように、ヘッド支持部４
１又はネック支持部４２から離れて間隔を隔てて配置されている。ネック支持部４２の両
側面及び２つのサイド支持部４３、４３の対向する一側面に互いに対応する複数の通孔４
２０、４２０、・・・、４３１、４３１、・・・が形成され、本体４はさらに、弾力を付
与するように複数のリブから柵状になり一端部４４１がネック支持部４２に差し込んで固
定され、他端部４４２がサイド支持部４３に進退可能に差し込まれるように湾曲形状をし
、ネック支持部４２から対応するサイド支持部４３、４３にそれぞれ渡り掛ける２つのガ
イド部材４４、４４を備え、ガイド部材４４、４４におけるネック支持部４２とサイド支
持部４３との間隔に渡る部分４４３は、図５に示すようにやや凹状に湾曲する形状をする
。ガイド部材４４、４４を用いてネック支持部４２と対応するサイド支持部４３との間隔
をわたってネック支持部４２から対応するサイド支持部４３、４３に渡り掛けているので
、体の寝る姿勢に応じて人の首が支障なくネック支持部４２からサイド支持部４３に移動
することができる。なお、通気性及び軽量化するために、ヘッド支持部４１、ネック支持
部４２、サイド支持部４３には通孔が複数設けられている。
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【００２９】
　昇降支持手段５は、本体３のヘッド支持部４１、ネック支持部４２、サイド支持部４３
を所望の状態に上下違う高さ位置に移動するように操作することができるように、ベース
３と本体４との間にベース３上に取り付けられている。昇降支持手段５は、ヘッド支持部
４１、ネック支持部４２、サイド支持部４３が所望の状態にする段差を形成するように昇
降操作するために、ヘッド支持部４１、ネック支持部４２、サイド支持部４３に応じて設
けられる第１の昇降支持部材５０と、第２の昇降支持部材５０Ａとをそなえている。
【００３０】
　前記第１の昇降支持部材５０は、ベース３に対して上下移動可能にすると共にヘッド支
持部４１及びネック支持部４２の底部に固定する第１の取付板５１、５１と、第１方向Ｘ
と直角且つ同一平面の第２方向Ｙに沿って互いに対向するように取付板５１、５１の両側
にてベース３上に設けられた２つの第１の支持座５２、５２と、第１の開口部３１、３１
に対応してベース３及び第１の取付板５１、５１の間に配置され、ヘッド支持部４１、ネ
ック支持部４２及び対応する第１の取付板５１を上下違う高さ位置に移動するように支持
すると共に前記第１の支持座５２に着脱自在に係止される第１の係止部材５３、５３と、
を備えている。
【００３１】
　第２の昇降支持部材５０Ａは、ベース３に対して上下違う高さ位置にすると共に例えば
図１１に示すようにボルト止めなどによりサイド支持部４３、４３の底部に固定する第２
の取付板５１Ａ、５１Ａと、第１方向Ｘに沿って互いに対向するように第２の取付板５１
Ａ、５１Ａの両側に設けられた２つの第２の支持座５２Ａ、５２Ａと、第２の開口部３１
Ａ、３１Ａに応じてベース３及び第２の取付板５１Ａ、５１Ａの間に配置され、サイド支
持部４３、４３及び対応する第２の取付板５１Ａ、５１Ａを上下違う高さ位置に移動する
ように支持すると共に第２の支持座５２Ａ、５２Ａに着脱自在に係止される第２の係止部
材５３Ａ、５３Ａと、を備えている。
【００３２】
　なお、第１の昇降支持部材５０、第２の昇降支持部材５０Ａは、ヘッド支持部４１、ネ
ック支持部４２、サイド支持部４３、４３の大きさに応じてサイズは異なるが、構成、機
能などは類似するので、重複な説明を省略する。
【００３３】
　対向する２つの第１の支持座５２、５２の対向面は、切り欠いて第１の係止部材５３が
着脱自在に連結される複数の第１の係止溝５２１、５２１、・・・が設けられている。な
お、支持座５２は、例えば垂直する貫通孔が設けられ、ベース３に設けられたロッドによ
りベース３に固定されている。第１の係止部材５３は、それぞれの一側部が第１の係止溝
５２１に受け入れられる２つの第１の係止片５３１、５３１と、第１の係止片５３１、５
３１の第１の係止溝５２１、５２１への係脱をすることができるように例えば長方形をし
た２つの第１の係止片５３１、５３１の他側部と連結しながら２つの第１の係止片５３１
、５３１の間に設けられた第１の弾性部材５３２とを備えている。第１の弾性部材５３２
は、弾性的に拡張・圧縮することができるよう２つ折りしてほぼＶの字形をし、係止片５
３１は、係止溝５２１に受け入れられるように一側部５３１ａからつばが突出て、他側部
５３１ｂが折り曲げて弾性部材５３２の対応脚部を押さえて連結され、また、係止片５３
１には、長手方向に沿って延伸するスロット５３１ｃが形成されている。
【００３４】
　取付板５１は、係止片５３１のスロット５３１ｃにて受け入れられて左右に滑り移動す
る突起５１３が形成され、取付板５１の周りにベース３のガイド柱３２、３２、・・・が
受け入れられるように貫通孔５１１、５１１、・・・及び係止片５３１の一側部のつばが
出入りすることができる切欠き５１２が設けられている。同様にして、第２の昇降支持部
材５０Ａの取付板５１Ａ、５１Ａの周りにベース３のガイド柱３２Ａ、３２Ａ、・・・が
受け入れられるように貫通孔５１１Ａ、５１１Ａが設けられている。このようにして、手
動で開口部３１（３１Ａ）を通じて弾性部材５３（５３Ａ）を操作するとき対応する取付
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板５１（５１Ａ）が安定に昇降することができる。
【００３５】
　クッションカバー６は、図５に示すように本体４を覆う第１のカバー６１、第２のカバ
ー６２と、ベース３を囲んで被覆する第３のカバー６３からなる。
【００３６】
　次に、本発明の枕の高度調整の操作について説明する。
　図６に示すように、例えば仰むきのとき、首がネック支持部４２とカバー６３からの隙
間があり、ネック支持部４２を高くしたいとき、図７に示すようにベース３の開口部３１
を通じて指で弾性部材５３２のばね性に抗して対向する係止片５３１、５３１の折り曲げ
た他側部５３１ｂ、５３１ｂを近寄らせて、係止片５３１の一側部５３１ａ、５３１ａの
つばが支持座５２、５２の対応する係止溝５２１、５２１から脱離し、取付板５１を所望
の高度になるように上げる。ネック支持部４２が所望の高度になると、図８に示すように
、係止片５３１の一側部５３１ａ、５３１ａのつばが支持座５２、５２の対応する係止溝
５２１、５２１に受け入れられながら対向する係止片５３１、５３１の折り曲げた他側部
５３１ｂ、５３１ｂから指を離す。結果、ネック支持部４２を上下違う高さ位置に簡単に
移すことができる。ヘッド支持部４１についても、同様の操作によりヘッド支持部４１を
上下違う高さ位置にすることができる。
【００３７】
　図９～１１に示されるように、サイド支持部４３の高度を調整したいとき、前記操作と
同様にベース３の開口部３１Ａを通じて指で弾性部材５３２Ａのばね性に抗して対向する
係止片５３１Ａ、５３１Ａの折り曲げた他側部５３１ｂ、５３１ｂを近寄らせて、係止片
５３１の一側部５３１ａ、５３１ａのつばが支持座５２Ａ、５２Ａの対応する係止溝５２
１Ａ、５２１Ａから脱離し、取付板５１Ａを所望の高度になるように上げる。サイド支持
部４３が所望の高度になると、係止片５３１Ａの一側部５３１ａ、５３１ａのつばが支持
座５２Ａ、５２Ａの対応する係止溝５２１Ａ、５２１Ａに受け入れられながら対向する係
止片５３１Ａ、５３１Ａの折り曲げた他側部５３１ｂ、５３１ｂから指を離す。結果、サ
イド支持部４３を上下違う高さに簡単に変えることができる。
【００３８】
　以上のように、本発明の枕は、ヘッド支持部４１、ネック支持部４２、サイド支持部４
３に応じて昇降支持部材５０、５０Ａを設けているので、ヘッド支持部４１、ネック支持
部４２、サイド支持部４３は互いに干渉せずに安定に昇降することができる。また、本発
明の枕によれば、個人に応じてヘッド支持部４１、ネック支持部４２、サイド支持部４３
の高度を変えることができる。その結果、個人差によらず身体の向きに応じた自然な形に
支えるように首や頭をバランスよく支持し、快眠効果が向上することができる枕が得られ
る。
【符号の説明】
【００３９】
　　１００　水平面
　　３　ベース
　　３１、３１Ａ　開口部
　　３２、３２Ａ　ガイド柱
　　４　本体
　　４１　ヘッド支持部
　　４２　ネック支持部
　　４２０、４３１　通孔
　　４３　サイド支持部
　　４４　ガイド部材
　　４４１、４４２　端部
　　４４３　掛け渡る部分
　　５　昇降支持手段
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　　５０、５０Ａ　昇降支持部材
　　５１、５１Ａ　取付板
　　５１１　貫通孔
　　５１２　切欠き
　　５１３　突起
　　５２、５２Ａ　支持座
　　５２１、５２１Ａ　係止溝
　　５３、５３Ａ　係止部材
　　５３１、５３１Ａ　係止片
　　５３１ａ、５３１ｂ　係止片の側部
　　５３１ｃ　スロット
　　５３２、５３２Ａ　弾性部材
　　６　クッションカバー
　　６１、６２、６３　カバー
　　Ｘ、Ｙ、Ｚ　方向

【図１】 【図２】
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