
JP 5720067 B2 2015.5.20

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　　　　枕（２）の短辺に平行な中心線に対して、鋭角となるような方向に設けた針（
１３）を用いた、織物、編物張りの背もたれ（３１）に対する座席取付手段と
　　　　挟み付け器（１１）又は枕（２）の短辺に平行な中心線に対して、鋭角となるよ
うな方向に設けた針（１３）からなる枕装着手段とを結合した、軽い枕（２）用の枕取付
　　
具。
【請求項２】
　　　　　固形物でできた本体（１０）に、
　　　　枕（２）の短辺に平行な中心線に対して、鋭角となるような方向に設けた針（１
３）を用いた、織物、編物張りの背もたれ（３１）に対する座席取付手段と
　　　　挟み付け器（１１）又は枕（２）の短辺に平行な中心線に対して、鋭角となるよ
うな方向に設けた針（１３）からなる枕装着手段とを結合した、軽い枕（２）用の枕取付
　　
具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、枕を座席に取り付ける枕取付具に関する。詳しくは、旅客機等の航空機、新
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幹線等の列車、バス等の自動車、船舶及び家庭用等の椅子、腰掛及び座席の背もたれ部上
部に、枕、クッション等後頭部に当てる柔らかいものを取り付ける取付具に関する。
【背景技術】
【０００２】
通常、国際線の旅客機では、毛布と枕が配られる。この枕を後頭部に当てていると快適な
ものであるが、一瞬でも頭を前に動かすと、枕が落ちてしまう欠点がある。寝ているとき
は別にして、目を覚ましているときは、いろいろすることがあるので、常時頭を枕に付け
ておくのは難しい。頭を前に動かせたために枕が落ちてしまい、再び枕を後頭部に当てね
ばならないことは、よく経験することころである。
【０００３】
従来、枕を座席に取り付けるものでは、特許文献1の実登３１４５３１４号「旅行用枕固
定器具」公報に記載のものが知られている。面ファスナーとゴム紐とで、枕を座席の背も
たれに取り付けるものである。背もたれにゴム紐をたすき掛けに掛け、更にこの交点から
上方に１本のゴム紐を掛けている。このゴム紐と背もたれとの間に、枕を入れて取り付け
る。背もたれの上部には、面ファスナーとゴム紐をつなぎ合わせた円筒状本体が付いてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実登３１４５３１４号「旅行用枕固定器具」公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
従来の技術では、枕の取り付けが面倒で、枕取付後もゴム紐が枕の外側に出る。即ち、ゴ
ム紐が枕の後頭部に当たる箇所に出る。ゴム紐が後頭部に当たる他、ゴム紐が目立つ。外
観がよくない。又、ゴム紐や面ファスナーとゴム紐をつなぎ合わせた円形状本体が長くて
、かさばり旅行用に携帯するのは不便である。
【０００６】
枕の後頭部に当たる箇所に、ゴム紐があるのは、後頭部にゴム紐が当たり、不快である。
【０００７】
　本発明が解決しようとする課題は、これらの問題点を解決し、取り付けが簡単で、小さ
くて携帯に便利な枕取付具を提供することである。　
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明は、座席の背もたれ部上部に枕取付具により、簡単に枕を取り付けることを特徴と
する。
【０００９】
　　　　　請求項１に係る枕取付具１は、枕２の短辺に平行な中心線に対して、鋭角とな
るような方向に設けた針１３を用いた、織物、編物張りの背もたれ３１に対する座席取付
手段と挟み付け器１１又は枕２の短辺に平行な中心線に対して、鋭角となるような方向に
設けた針１３からなる枕装着手段とを結合した、軽い枕２用のものである。
【００１０】
枕取付具１とは、枕２を座席３の背もたれ３１の上部に取り付ける働きをするものである
。枕２は、クッション等後頭部に当てる柔らかいものを含む。
【００１１】
座席取付手段とは、座席３に更に詳しくは、座席３の背もたれ３１の上部に枕取付具１を
取り付ける手段である。取り付けるとは、固定する、引っ付ける、離れない状態にするこ
とをいう。
【００１２】
枕装着手段とは、枕２に枕取付具１を装着する手段である。装着するとは、離れない状態
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にすることで、意味は取り付けると同じである。対象が枕２である場合は、座席３と区別
するため装着するとした。
【００１３】
枕取付具１は、座席取付手段と枕装着手段とを直接結合したものである。
【００１４】
座席取付手段について説明する。座席３の背もたれ３１の材料は、針１３を差し込んでも
針１３の跡が残らない織物、編物の類と針１３を差し込むと針１３の跡が残る皮革、合成
皮革、ビニールレザーの類とに大別される。
【００１５】
座席３の背もたれ３１の材料が針１３を差し込んでも跡が残らない織物、編物の類の場合
は、座席３への取付手段として針１３を用いる。
【００１６】
　　　　針１３は、先端が尖っていて、物を突き刺したり、突き通したり、差し込んだり
するもので、座席３の背もたれ３１や枕２の布地に差し込んで、枕取付具１を取り付けた
り、装着したりする。形状は、真っ直ぐでも、曲がっていても、折れ曲っていてもよい。
実施例の中では、直線状のもの、Jの字形に一部曲線状を含むもの、Ｖ字形に折れ曲がっ
たもの（Ｖの片方は短い）、Ｌ字形に折れ曲がったもの（片方は短い）の例をあげている
。針１３の材質は、金属とは限らない。枕２は軽いものであり、針１３は1本で十分枕２
を支える働きをする。針１３は、短くてもよい。勿論、針１３は、複数個用いてもよい。
形の異なるものを混ぜて使ってもよい。
【００１７】
座席３の背もたれ３１の材料が針１３の跡が残る皮革、合成皮革、ビニールレザーの類の
場合は、針１３が使えないので、座席３上部に付けてある雄（フック状）の面ファスナー
３２に枕取付具１を取り付けるため、雌（ループ状）の面ファスナー１４１を用いる。航
空機、新幹線等の座席３上部には、通常枕カバー（座席３の上部に付けてある、後頭部に
接する布・不織布等のことをいう）取付用の雄の面ファスナー３２が取り付けてあるので
、これを利用する。
【００１８】
紐１４の先に付けた雌の面ファスナー１４１とは、座席３の上部にある枕カバー取付用の
雄の面ファスナー３２に取り付けるためのもので、紐１４と雌の面ファスナー１４１とで
構成されている。紐１４により雌の面ファスナー１４１と枕装着手段とを結合する。
【００１９】
紐１４の先に付けた吸盤１４６は、ローカル線の車両等の座席で、座席３の背もたれ３１
が針１３の差した跡が残る材質で、座席３の上部に面ファスナー３２が付いてない場合に
用いるものである。例えば、ローカル線の車両等で座席の左右、上部の三方を枠で囲むよ
うな座席がある。このような座席３の上部に平らで、平滑な箇所があれば、吸盤１４６が
適用できる。紐１４により吸盤１４６と枕装着手段とを結合する。
【００２０】
紐１４の先に付けた粘着剤１４７は、上記吸盤１４６を適用できる箇所と同じようなとこ
ろに適用する。平滑性は、多少劣ってもよい。粘着力が低下してきたら、市販の両面粘着
テープを貼り直して適用する。粘着面には、使用しないときには、防着材例えば、剥離紙
のようなものを貼り付けて保護しておく。紐１４により粘着剤１４７と枕装着手段とを結
合する。
【００２１】
次に、枕装着手段について説明する。挟み付け器１１とは、挟み付けることによって物を
つかむものである。例えば、クリップのようなものである。クリップとは、紙等を挟み付
ける文具等のことをいい、バネにより挟むものの他、例えば帽子が飛ぶのを防止するもの
のような、バネによらないものでもよい。いろいろな形状のものがあるが、図１の（Ｂ)
のような形をしたプラスチック製のクリップも市販されている。挟み付けることによって
、枕取付具１を枕２に装着する。挟み付けることによって物をつかむものであれば、形状
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はどのようなものでもよい。
【００２２】
針１３は、前記座席取付手段の所で説明したものと同じである。
【００２３】
径が可変のループ状のベルト１２若しくは紐１４について説明する。ループ状とは、輪状
、環状のことで、Ｏの字形につながった形をいう。ベルト１２若しくは紐１４とは、ベル
ト１２或いは紐１４のことで、「若しくは」は「又は」よりも下位の選択をいう。ベルト
１２の幅は、狭くても、広くてもよい。ゴムベルトの場合は、紐のようなものでもよい。
径は、ループを円としたときの直径の意味で、ループ状のベルト１２若しくは紐１４（枕
２に巻き付けたもののみ）の長さと言い換えることもできる。可変とは変えられることで
、枕２の大きさに応じて変えることができるということである。面ファスナー１２１の場
合は、雄雌の面ファスナーの止める位置によりベルト１２の長さの調整ができる。枕２の
大小は、極端な大小はないので、調整の幅は、極端に大きくはない。伸縮可能なベルト１
２とは、ゴム紐状、ゴムバンド状のベルト１２のことで、伸縮性により枕２の大小に応じ
て長さを変える。紐１４（枕２に巻き付けたもののみ）の場合は、投げ縄式の輪が枕２の
大きさに応じて変わる。
【００２４】
　　　　請求項２に係る枕取付具１は、固形物でできた本体１０に、枕２の短辺方向の中
心線に対して、鋭角となるような方向に設けた針１３を用いた、織物、編物張りの座席取
付手段と挟み付け器１１又は枕２の短辺に平行な中心線に対して、鋭角となるような方向
に設けた針１３からなる枕装着手段とを結合した、軽い枕２用のものである。
 
【００２５】
請求項１に係る枕取付具１が、座席取付手段と枕装着手段とを直接結合したものであるの
に対して、請求項２に係る枕取付具は、固形物でできた本体１０を介して、座席取付手段
と枕装着手段とを結合したものである。
【００２６】
固形物でできた本体１０の固形物とは、一定の形体を有するものであり、形状・大小は問
わない。充実体の他、発泡体でもよいし、ゴムのように伸び縮みしたり柔軟なものでもよ
い。強度は、枕２の荷重に耐えればよい。基本的には、座席取付手段と枕装着手段との間
をつなぐものであればよい。
【００２７】
請求項１に係る枕取付具１の座席取付手段及び枕装着手段と請求項２に係る枕取付具１の
座席取付手段及び枕装着手段とは、同じものである。請求項１に係る枕取付具１と請求項
２に係る枕取付具１との違いは、本体１０の有る無しだけである。従って、座席取付手段
及び枕装着手段の説明は、省略する。座席取付手段の紐１４は、請求項１に係る枕取付具
１の場合は、枕装着手段と結合するのに対し、請求項２に係る枕取付具１の場合は、本体
１０を介して、枕装着手段と結合する。
【発明の効果】
【００２８】
請求項１の発明は、枕２を簡単に座席３の背もたれ３１の上部に取り付けることができる
という効果がある。
【００２９】
請求項2の発明は、枕２を簡単に座席３の背もたれ３１の上部に取り付けることができる
という効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】実施例１の枕取付具及び使用状態を示す側面図、斜視図及び平面図である。
【図２】実施例２の枕取付具及び使用状態を示す側面図及び部分断面図である。
【図３】実施例３の枕取付具を示す斜視図、側面図及び平面図である。
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【図４】実施例４の枕取付具、使用状態及び部品を示す側面図及び斜視図である。
【図５】実施例５の枕取付具、使用状態及び部品を示す側面図、斜視図及び平面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　取り付けが簡単で、携帯に便利な枕取付具を提供するという目的を座席取付手段と枕装
着手段とを結合した枕取付具により実現した。以下、発明を実施するための最良の形態を
実施例により説明する。実施例1から実施例3は座席取付手段が針状物であるもの、実施例
4は枕装着手段がベルトと面ファスナー等であるもの、実施例５は座席取付手段が紐と面
ファスナー等であるものである。
【実施例１】
【００３２】
実施例１の枕取付具を図1に基づいて説明する。実施例１の枕取付具1は、座席取付手段に
針１３を用いたものである。図1の（Ａ）は、枕取付具１を用いて、枕２を座席３の背も
たれ３１の上部に取り付け、取り付けられた枕２に頭４の後頭部が当たっているところを
示す側面図である。（Ｂ）は、挟み付け器としてクリップ１１に座席取付手段の針１３を
設けた枕取付具１を示す斜視図である。（Ｃ）は枕2の両側面部に（Ｂ）に示した枕取付
具１を取り付けた状態を示す斜視図である。（Ｄ）は、座席３の背もたれ３１上部に（Ｃ
）に示した枕２を取り付けた状態を示す側面図である。（（Ａ）の一部を詳細に示したも
のである。)（Ｅ）は、バネ１１２をプラスチックの弾性に求めた枕取付具１の平面図で
ある。Ｈ字形の水平部分に相当する、２枚の板状物の結合部１１２の弾性をバネにしてい
る。使い方は、（Ａ）のものと同じである。
【００３３】
図1の（Ａ）は、枕取付具１の使用状態を示す概略図である。（Ｂ）に示すものは、クリ
ップ１１の挟み部１１１を用いて（Ｃ）に示すように、枕２の両側面部を挟み、枕取付具
１の針１３を背もたれ３１に差し込んで、取り付ける枕取付具である。針１３は、Ｌ字形
に折れ曲がった形(片方は短い)をしたものである。バネ１１２によって、クリップ１１は
挟む力を与えられている。螺旋形のバネ１１２の先は、図面でＬ字形に見える部分で、ク
リップ１１を押さえて挟む力になっている。つまみ１１３を押さえると、挟み部１１１が
開く。挟み部１１１で枕２の側面部や上部の端部を挟む(実施例１の場合は、両側面部)。
針１３を突き差すので、背もたれ３１が織物・編物のように、突き差した針１３を抜いた
跡が残らない材料でできた座席３に適用が限られる。
【００３４】
 従って、枕２は、背もたれ３１に取り付けられ、落下しない。枕取付具１は、枕２の両
側面部に取り付けられているので、枕２の後頭部に当たる部分には何もないし、枕２は安
定している。なお、座席３の背もたれ３１の上部には、枕カバーが通常取り付けてあるが
、この枕カバーの上から針１３を差し込んでもよい。なお、針１３の向きを９０度変えて
、針先を挟み部１１１側に向けると、枕２の中央部の端部を挟んで、座席３に取り付ける
ことができる。枕取付具１が１個でよい。実施例１に示した枕取付具１は、基本的なもの
で、小型で携帯に便利という効果がある。
【実施例２】
【００３５】
実施例2の枕取付具１を図2に基づいて説明する。実施例２のものは、座席取付手段と枕装
着手段とが共に針１３である枕取付具である。図２の（Ａ）は、枕取付具１の使用状態を
示側面図である。（Ｂ）は、針１３が両方とも収納時には格納できる枕取付具１を示す側
面図である。（Ｃ)は、（Ｂ）の針１３が格納できる状態を示す部分断面図である。
【００３６】
図２の（Ａ）は、本体１０の両面に針１３を取り付けている。針１３は、両方共Ｌ字形に
折り曲げたものである。針１３の一方を枕２に差し込んで、枕２に装着し、もう一方の針
１３を座席３の背もたれ３１に差し込んで座３に取り付ける。なお、針１３は、対称的に
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取り付けてあるので、本体１０の向きは、どちらでも同じである。枕２の荷重は、針１３
を差し込んだ逆方向に掛かり、座席３の背もたれ３１に差し込んだ針１３にかかる荷重は
、針１３を差し込んだ方向に掛かるので、枕２は落ちない。針１３が露出する問題点の対
策は、ケースに入れる。（後記）　
【００３７】
（Ｂ）は、（Ａ）のものの針１３を、両方ともＶ字形にして（真っ直ぐにして）、収納時
には格納できるように、格納用の凹部と針１３を止める針止め片１３２とを設けたもので
ある。使い方は、（Ａ）のものと同じである。使用時には、針１３を出し、収納時には、
針１３を凹部に入れ、針止め片１３２に掛ける。（（Ｃ）に示す。)
【００３８】
（Ｃ)は、（Ｂ）の格納部の詳細を示すものである。針１３の実線は使用時の状態を示し
、点線は格納時の状態を示す。針１３は、弾性により、放せば実線状になり、押えれば点
線状になる。拡大円内は、針１３が針止め片１３２に掛かった格納状態を示す。
【００３９】
実施例２の枕取付具１は、構造が簡単で安全で低価格で製造できる効果がある。
【実施例３】
【００４０】
実施例３の枕取付具１を図３に基づいて説明する。実施例３のものは、クリップ型の挟み
付け器１１に針１３を付けた枕取付具１に、保護ケース１５を設けたものである。保管時
等に針先による事故にならないように、保護ケース１５を被せる。枕取付具１の使用方法
は、実施例１のものと同じである。
【００４１】
　図３の（Ａ）は、挟み付け器のクリップ１１に針１３として安全ピン１３１の針１３を
設けたものを示す斜視図である。使用時には、安全ピンの針１３を図の点線のように外し
た状態にする。保管時には、安全ピンは、針１３を図の実線のように、閉じておく。図面
では、バネ１１２は省略している。
【００４２】
（Ｂ）に示すものは、保管時には、別体の箱型の保護ケース１５を被せるものを示す側面
図である。図の点線が保管時の状態を示す。保護ケースに入れる枕取付具１は、針１３の
付いたものであれば、どのようなものでもよい。針１３は、ケース１５側に来るようにす
る。
【００４３】
（Ｃ）に示すものは、箱型の保護ケース１５がヒンジ１５１によって取り付けてあり、開
閉可能にしたものである。使用時には、実線の状態に開き、保管時には、点線の状態に閉
じるものを示す側面図である。(保管時には蓋をした状態にする。) 
【００４４】
（Ｄ）に示すものは、保管時には、深い箱状の保護ケース１５を被せるものを示す斜視図
である。保管時には、丁度本のケースを被せるように、保護ケース１５を被せる。
【００４５】
（Ｅ）は、枕取付具１を２個重ねて、ケース１５に入れるものを示す斜視図である。枕取
付具１は、互いに針１３が内側になるようにして重ねる。
【００４６】
（Ｆ）は、針１３付きの枕取付具１を、針１３を内側にして２個重ねて、両端に押え片１
５２をはめるものを示す側面図である。押え片１５２は、細長い、側面がコの字を伸ばし
た形の保護具である。
【００４７】
（Ｇ）は、（Ｆ）を発展させたもので、（Ｆ）の押え片１５２の一端をヒンジ状で、一方
の枕取付具１の両端に結合したものを示す側面図である。保管時（収納時）には、針１３
のある面が互いに接するように重ねて、ヒンジ１５１を支点にして、押え片１５２を動か
せて、押え片１５２の付いてない方の枕取付具１を固定する。使用時には、押え片１５２
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を外して、枕取付具1を別々にする。
【００４８】
（Ｈ）は、本体１０の一端に、先端がＵ字形に分れ、両方の先に山形のふくらみをもった
突起１５３を設け、他端にこの突起１５３に対応した凹部１５４を設けた枕取付具１を示
す側面図である。拡大円内は、突起１５３の詳細を示す。保管時には、針１３を内側にし
て、２個の本体１０を重ね合わせると、突起１５３と凹部１５４とが互いにかみ合って、
２個の本体１０は固定される。なお、突起１５３が出ていても、小さなものであり、座席
取付時には、背もたれ３１に食い込むので、問題はない。なお、針１３を内側にして、２
個の枕取付具１を重ね合わせて固定するのは、他の方法でもよい。
【００４９】
（Ｉ）は、本体１０の両面に針１３を設けた枕取付具１を横に２個並べて、保管時には、
箱型の保護ケース１５に入れるものを示す平面図である。針１３の点線分は、裏面側にあ
るものを表す。
【００５０】
実施例３に示した枕取付具１は、実施例１のものに比べて、保護ケース１５付きであるの
で、安全性が増すという効果がある。
【実施例４】
【００５１】
実施例４の枕取付具１を図４に基づいて説明する。実施例４のものは、実施例１、実施例
２及び実施例３で説明したもの以外のもので、座席取付手段が針１３である枕取付具１で
ある。
【００５２】
図４の（Ａ）に示すものは、枕装着手段がベルト１２と面ファスナー１２１とであり、座
席取付手段が針１３である枕取付具１を座席３に取り付けたところを示す側面図である。
枕２をベルト１２で巻き付け、面ファスナー１２１で止めて、枕２に枕取付具１を装着す
る。下向きの針１３を座席３の背もたれ３１に差し込んで、枕２を背もたれ３１に取り付
ける。通常、枕２の両側面部にこの枕取付具１を装着する。両側面部に取り付けられるこ
とにより、枕２が安定する。なお、この枕取付具１を枕２の中央部に装着して、座席３の
背面３１に取り付けることもできる。ベルト１２の幅は、広いものではないので、後頭部
に当たる位置にあっても邪魔にはならない。幅が狭い場合は、なおさらである。
【００５３】
（Ｂ）に示す枕取付具１は、（Ａ）のものに保護ケース１５を設けたものの斜視図である
。針１３は、Ｌ字形に折れ曲がったものを使用している。保護ケース１５は、上下に動く
ので、保管時には針１３を隠す位置に移動させ、使用時には針１３を出す位置に移動させ
る。保護ケース１５は、Ｏの字形を押しつぶした形で、全周つながった形である。使い方
は、（Ａ）のものと同じである。
【００５４】
（Ｃ）は、伸縮可能なベルト１２（ゴム紐状又はゴムバンド状）をリング状に本体１０に
付けて、針１３を本体１０に設けた枕取付具１に、保護ケース１５を付けものを示す斜視
図である。針１３は、逆Jの字形のものを使用している。保護ケース１５は、Ｃの字形を
伸ばした形のもので、針１３をカバーする反対側は、つながっていない、拡大円内は、保
護具１５の形状を示す斜視図である。使い方は、枕２の両側面部にリング状のベルト１２
をはめて、（Ａ）と同様に背もたれ３１に取り付ける。枕２の中央部に１個を装着しても
よい。
【００５５】
実施例４に示した枕取付具１は、構造が簡単であり、帯状のもので枕２を巻き付けて装着
する。枕２の表面材料が高級品等の理由により、枕装着手段として、針状物が適用できな
い場合でも使用できるという効果がある。
【実施例５】
【００５６】
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実施例５の枕取付具１を図５に基づいて説明する。実施例５の枕取付具１は、座席取付手
段が紐１４と面ファスナー１４１等とで構成されたものである。紐１４は、細いものでも
よい。太くてもよい。枕２は軽いので、強度は要らない。細い方がかさばらなくてよい。
紐１４は、糸を含む。幅のあるベルト状のものでもよい。座席３の背もたれ３１が皮革、
合成皮革、ビニールレザー等の針１３を差し込むとその跡が残るものには、座席取付手段
が針１３である枕取付具１は、適用できない。旅客機、新幹線等の座席３の上部には、通
常、枕カバー取付用にフック状の雄の面ファスナー３２が取り付けてあるので、これを利
用するものである。　　　　　　
【００５７】
図５の（Ａ）は、クリップ１１に紐１４を付け、その先にループ状の雌の面ファスナー１
４１を付けた枕取付具１を枕２の両側面部に装着し、座席３の上部にある雄の面ファスナ
ー３２に、枕取付具１の雌の面ファスナー１４１を付けた状態を示す側面図である。又は
、枕取付具１を１個使用し、クリップ１１で枕2の中央上部を挟んで装着し、後は、（Ａ
）と同様にして、座席３の上部にある雄の面ファスナー３２に、枕取付具の面ファスナー
１４１を付けてもよい（図面省略）。枕２の上部中央に１個だけ装着しているので、枕２
の安定性は劣るが、後頭部で押さえているので、枕２は動かないし、頭４を外したときも
枕２が大きく傾くことはない。枕取付具１が１個で済む効果がある。枕取付具１を２個用
いた場合は、安定性が増す。
【００５８】
（Ｂ）は、紐１４に枕装着手段の針１３を付け、紐１４の先に雌の面ファスナー１４１を
付けた枕取付具で、枕２に針１３を差し込んで装着し、座席３の上部にある雄の面ファス
ナー３２に、雌の面ファスナー１４１を付けた状態を示す側面図である。枕２の両側面部
に２個の枕取付具を装着してもよいし、枕２の上部中央に１個の枕取付具を装着してもよ
い。枕取付具の針１３を付ける部分に本体を設けてもよい。枕装着手段の針１３に直接座
席取付手段の紐１４と雌の面ファスナー１４１とを結合した枕取付具の１例を示すもので
ある。
【００５９】
（Ｃ）は、（Ｂ）に示す枕取付具１の針１３の上方に、保管時針１３に被せる保護ケース
１５を備えた枕取付具の側面図である。針１３は、V字型（Vの片方が長い形）に折れ曲が
ったものを使用している。使用方法は、枕２に針１３を差し込み、座席３の上部にある雄
の面ファスナー３２に雌の面ファスナー１４１を取り付ける。枕装着手段に直接座席取付
手段を結合したものの１例である。
【００６０】
（Ｄ）は、枕装着手段がベルト１２と面ファスナー１２１とであり、ベルト１２に紐１４
を付け、その先に雌の面ファスナー１４１を付けて、座席取付手段とした枕取付具である
。枕２の両端にベルト１２を巻き付けて、ベルト１２両端の面ファスナー１２１同士を付
けて枕取付具を装着し、紐１４の先の雌の面ファスナー１４１を座席３の上部にある雄の
面ファスナー３２に付けて、枕２を座席３に取り付けたところを示す側面図である。枕２
の位置を調整するため、紐１４には、長さ調整器（図示せず、後記）を付けた方がよい。
これも枕装着手段に直接座席取付手段を結合したものの１例である。
【００６１】
（Ｅ）は、枕装着手段が伸縮可能なベルト１２（ゴム紐状、ゴムベルト状）をループ状に
したものに紐１４を付け、その先に雌の面ファスナー１４１を付けた枕取付具である。図
は、枕２にループ状の伸縮可能なベルト１２をはめて装着し、座席３の上部にある雄の面
ファスナー３２に、枕取付具から紐１４を介して設けた雌の面ファスナー１４１を付けて
、枕２を取り付けた状態を示す側面図である。枕２の両側面部に２個の枕取付を装着して
もよいし、枕２の中央に１個の枕取付具を装着してもよい。中央に１個の枕取付具を装着
した場合は、枕２の中央にベルト１２があるが、ベルト１２の幅は狭いし、軟らかいので
、後頭部（図示せず）に当たっても問題はない。これも枕装着手段に直接座席取付手段を
結合したものの１例である。
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【００６２】
（Ｆ）は、枕装着手段が径が可変のループ状の紐１４であり、座席取付手段が紐１４と雌
の面ファスナー１４１とである枕取付具を示す側面図である。径が可変のループ状の紐１
４とは、投げ縄のように、先端に小さな輪１４５を付けた紐１４の他端をこの小さな輪１
４５の中に通し、この他端に雌の面ファスナー１４１を付けたものである。図に示すよう
に投げ縄の輪の中に枕２を入れる。紐１４の他端を引くことにより、投げ縄の輪は、小さ
くなり枕２を装着する。枕２の両側面部に装着してもよいし、中央に１本装着してもよい
。構造が簡単で、軽量で小さくできる効果がある。枕２の位置を調整するため、紐１４に
は、長さ調整器（図示せず）を付けた方がよい。これも枕装着手段に直接座席取付手段を
結合したものの１例である。
【００６３】
（Ｇ）は、座席取付手段が紐１４と吸盤１４６とである枕取付具を示す側面図である。列
車等によくある座席３の上部に平滑な板状物がある場合に適用できるものである。平滑な
板状物に吸盤１４６を取り付ける。枕装着手段（図示せず）は、いろいろなものが適用で
きる。これも枕装着手段に直接座席取付手段を結合したものの１例である。
【００６４】
（Ｈ）は、座席取付手段が紐１４と粘着剤１４７とである枕取付具を示す側面図である。
列車等によくある座席３の上部に平滑な板状物がある場合に適用できるものである。平滑
な板状物に粘着剤１４７で取り付ける。平滑度が多少劣っていても適用できる。粘着剤１
４７の粘着力が低下してきた場合は、新しい両面粘着テープを貼り付ける。粘着剤１４７
の表面には、不使用時には、防着材例えば剥離紙を貼り付けておく。枕装着手段（図示せ
ず）は、いろいろなものが適用できる。これも枕装着手段に直接座席取付手段を結合した
ものの１例である。
【００６５】
（Ｉ）は、紐１４の長さ調整器１４３を示す斜視図である。長さ調整器１４３は、紐１４
がやっと通る大きさの孔１４４を２個有し、この孔１４４に紐１４を図のように、一方の
穴１４４に通した後、他方の穴１４４に逆向きに通す。Ｕ字形に形成された紐１４の長さ
を変えることにより、紐１４の長さを調整する。長さ調整器１４３は、他の形式のもので
もよい。
【００６６】
（Ｊ）は、座席取付補助具を示す側面図である。座席取付手段が針１３の場合、座席３の
背もたれ３１が皮革、合成皮革、ビニールレザーのように針１３を差し込むと針１３の跡
が付くような材料の場合には、適用できない。このような場合に使う補助具で、紐１４の
一端に雌の面ファスナー１４１を付け、他端に補助片１４２を付ける。補助片１４２は、
布等の布帛、不織布、フェルト、皮革・ビニールレザー類、ゴム・軟質プラスチックシー
ト等の針１３が差し込めるものがよい。枕取付具の針１３を差し込んだり、クリップ１１
で挟んだりして取り付ける。座席取付補助具は、長さ調整器の働きもする。枕２の位置が
丁度よいところで、補助片１４２に枕取付具を取り付ければよい。
【００６７】
（Ｋ）は、他の座席取付補助具を示す平面図である。帯状の補助片１４２の一端に雌の面
ファスナー１４１を付けた座席取付補助具を示す。補助片１４２の材質は、（Ｊ）と同様
、針１３が差し込めるものがよい。枕取付具の針１３を差し込んだり、クリップ１１で挟
んだりして取り付ける。長さ調整器の働きもするのは、（Ｊ）と同じである。
【００６８】
実施例５に示した枕取付具１は、座席取付手段が紐１４と雌の面ファスナー１４１、吸盤
１４６又は粘着剤１４７とで構成されているので、座席３の背もたれ３１の材料が皮革、
合成皮革、ビニールレザーのような針１３を差し込んだ跡が付くため、座席取付手段とし
て針状物が使用できない場合に使用できるという効果がある。又、長さ調整器１４３及び
座席取付補助具は、枕取付具１の位置を調整するという効果がある。
【産業上の利用可能性】
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本発明の枕取付具は、携帯が容易で、枕を簡単に座席の背もたれに取り付けるのに適用で
きる。
【符号の説明】
【００７０】
１………枕取付具
１０……本体
１１……挟み付け器、クリップ
１１１…挟み部
１１２…バネ
１１３…つまみ
１２……ベルト
１２１…面ファスナー
１３……針
１３１…安全ピン
１３２…針止め片
１４……紐
１４１…雌の面ファスナー
１４２…補助片
１４３…長さ調整器
１４４…孔
１４５…輪
１４６…吸盤
１４７…粘着剤
１５……保護ケース
１５１…ヒンジ
１５２…押え片
１５３…突起
１５４…凹部
２………枕
３………座席
３１……背もたれ
３２……雄の面ファスナー
４………頭
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