
JP 5583856 B2 2014.9.3

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持フレームと、
　前記支持フレームに結合され、地面から一定の高さに保持されたメインフレームと、
　前記メインフレーム上に設けられ、一端が前記メインフレーム上をスライド可能な背も
たれと、
　前記メインフレーム上に外力によって長さが可変であり、一端が前記背もたれの一端に
回転可能に結合された中央支持部と、
　一方向に伸縮可能に設けられ、一端が前記支持フレームまたは前記メインフレーム上に
回転可能に連結された第１駆動モジュールと、
　前記メインフレームに回転可能に結合され、前記メインフレームに結合されている回転
軸に対して一定間隔離隔した位置で前記第１駆動モジュールの他端に回転可能に結合され
て、前記第１駆動モジュールの伸縮により回転する回転部材と、
　前記回転部材に連結され、前記背もたれにスライド可能に結合するとともに、前記中央
支持部に回転可能に結合されて、前記第１駆動モジュールの伸縮時、前記回転部材を回転
させることにより前記背もたれの先端が上方に傾斜するとともに、前記中央支持部がスラ
イド移動するように設けられた第１連結モジュールと、
　前記メインフレーム上における前記背もたれの配置位置の他方に配置され、一端が前記
メインフレームに沿って離脱せず中間部が上方傾斜可能に連結された脚支持部と、
　前記脚支持部の前記メインフレームに沿う移動と同時に、前記脚支持部の中間部を上方
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に傾斜させる第２駆動モジュールと、
　一端は前記脚支持部の背面にスライド可能に結合され、他端は前記第２駆動モジュール
に回転可能に結合され、一端と他端の間は前記メインフレームに回転可能に結合された第
２連結モジュールと、から構成されることを特徴とする電動折り畳みベッド。
【請求項２】
　前記第１連結モジュールは、
　一端と他端を有し、前記一端と他端の間の中央部が前記回転部材に固定結合され、前記
一端が前記背もたれの背面に沿ってスライド可能に結合された動作リンクと、
　一端が前記動作リンクの他端に回転可能に結合され、他端が前記中央支持部に回転可能
に結合された延長リンクと、からなることを特徴とする請求項１記載の電動折り畳みベッ
ド。
【請求項３】
　前記延長リンクは伸縮可能に構成されていることを特徴とする請求項２記載の電動折り
畳みベッド。
【請求項４】
　前記中央支持部は、互いにスライド可能な複数の部材から構成され、外側に設けられた
部材の端部が前記背もたれに回転可能に結合されていることを特徴とする請求項１記載の
電動折り畳みベッド。
【請求項５】
　さらに、前記中央支持部の内部に、外力により前記中央支持部から離脱せずスライド可
能に結合された延長フレームを有することを特徴とする請求項１記載の電動折り畳みベッ
ド。
【請求項６】
　前記脚支持部は複数の部材から構成され、前記メインフレーム上に連続して設けられて
互いに回転可能に結合されていることを特徴とする請求項１記載の電動折り畳みベッド。
【請求項７】
　前記脚支持部を構成する複数の部材のうち最外側に設けられた部材の外側端部が前記メ
インフレームにスライド可能に結合されて、前記脚支持部が傾斜すると同時に外側端部が
スライド移動することを特徴とする請求項６記載の電動折り畳みベッド。
【請求項８】
　前記第１駆動モジュールと前記第２駆動モジュールとは同じ構成であることを特徴とす
る請求項１記載の電動折り畳みベッド。
【請求項９】
　支持フレームと、
　前記支持フレームに結合され、地面から一定の高さに保持されたメインフレームと、
　前記メインフレーム上に設けられ、一端が前記メインフレーム上をスライド可能な背も
たれと、
　一方向に伸縮可能に設けられ、一端が前記支持フレームまたは前記メインフレーム上に
回転可能に連結された第１駆動モジュールと、
　前記メインフレームに回転可能に結合され、前記メインフレームに結合されている回転
軸に対して一定間隔離隔した位置で前記第１駆動モジュールの他端に回転可能に結合され
て、前記第１駆動モジュールの伸縮により回転する回転部材と、
　前記回転部材に連結され、前記背もたれにスライド可能に結合されるとともに、前記背
もたれの一端に回転可能に結合されて、前記第１駆動モジュールの伸縮時、前記回転部材
を回転させることにより前記背もたれの他端が上方に傾斜するとともに、前記背もたれの
一端がスライド移動するように設けられた第１連結モジュールと、
　前記メインフレームにおける前記背もたれの配置位置の他方に配置され、一端が前記メ
インフレームに沿って離脱せず中間部が上方傾斜可能に連結された脚支持部と、
　前記脚支持部の前記メインフレームに沿う移動と同時に、前記脚支持部の中間部を上方
に傾斜させる第２駆動モジュールと、
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　一端は前記脚支持部の背面にスライド可能に結合され、他端は前記第２駆動モジュール
に回転可能に結合され、一端と他端の間は前記メインフレームに回転可能に結合された第
２連結モジュールと、から構成されることを特徴とする電動折り畳みベッド。
【請求項１０】
　前記第１連結モジュールは、
　一端と他端を有し、前記一端と他端の間の中央部が前記回転部材に固定結合され、前記
一端が前記背もたれの背面に沿ってスライド可能に結合された動作リンクと、
　一端が前記動作リンクの他端に回転可能に結合され、他端が前記背もたれの一端に回転
可能に結合された延長リンクと、からなることを特徴とする請求項９記載の電動折り畳み
ベッド。
【請求項１１】
　前記延長リンクは伸縮可能に構成されていることを特徴とする請求項１０記載の電動折
り畳みベッド。
【請求項１２】
　前記脚支持部は複数の部材から構成され、前記メインフレームに沿って連続して設けら
れて互いに回転可能に結合されていることを特徴とする請求項９記載の電動折り畳みベッ
ド。
【請求項１３】
　前記脚支持部を構成する複数の部材のうち最外側に設けられた部材の外側端部が前記メ
インフレームにスライド可能に結合されて、前記脚支持部が傾斜すると同時に外側端部が
スライド移動することを特徴とする請求項１２記載の電動折り畳みベッド。
【請求項１４】
　前記第１駆動モジュールと前記第２駆動モジュールとは同じ構成であることを特徴とす
る請求項９記載の電動折り畳みベッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動でベッドの背もたれを傾ける電動ベッドに関し、より詳しくは、内部に
備えた駆動モジュールを用いて、背もたれの一側が上方に傾斜(ｔｉｌｔｉｎｇ)するとと
もに他側がメインフレームに沿ってスライドして背もたれの離脱を防ぐように構成され、
使用者の腹部にかかる圧迫を最小化できる医療用電動折り畳みベッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常は形態および高さなどが不変な固定式ベッドが使用されているが、固定式ベッドで
あっても、病院などで使用されるベッドでは、患者の状態を考慮して頭、脚、腰などの身
体の一部を上下方向に傾ける変形が可能である。
【０００３】
　身体が不自由な患者が使用するベッドは、患者の背もたれが上方に角度調節可能な構造
になっているため使用上便利であり、さらに患者の脚に位置するマットレスは、手動操作
または電気的駆動力によって上方に角度調節可能な構造になっている。
【０００４】
　したがって、身体が不自由な患者がテレビを見たり、本を読んだり、休息を取ったりす
るときに、マットレスの一方を上昇させることができる。このマットレスの角度調節構造
は、駆動モータの回転に伴うネジ軸の昇降によるものであり、患者一人で駆動モータの作
動時間を制御することにより、所望の角度に調節して便利に使用することができる。
【０００５】
　患者用ベッドの下部一側は、上記のような駆動モータによる角度調節はもちろん、手動
操作による角度調節が可能になっているが、手動操作の場合、患者一人では角度調節がで
きないため、通常、自動角度調節構造を備えたベッドが採択されている。
【０００６】
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　このように、従来の電動ベッドの便宜性を向上させるために、様々な電動ベッドが開発
されてきている。
【０００７】
　以下、図１および図２を参照しながら、従来の電動ベッドについて説明する。図１は従
来の電動ベッドの構成を示す斜視図であり、図２は図１に示す電動ベッドの動作を示す図
である。
【０００８】
　図１および図２に示すように、従来の電動ベッドは大きく、ベッドフレーム１０と、ベ
ッドフレーム１０上に設けられ、互いに回転可能に結合された背もたれ２１および脚支持
部２２を含む動作モジュール２０と、動作モジュール２０に回転可能に結合され、外力に
よって駆動される複数のリンクからなる駆動モジュール３０(図２参照)と、ベッドフレー
ム１０の下方に設けられ、駆動モジュール３０の動作のための外力を加える動力モジュー
ル４０(図２参照)とから構成されている(例えば、特許文献１参照)。
【０００９】
　ベッドフレーム１０は動作モジュール２０の全体を支持しており、内部には一側が回転
可能に結合された駆動モジュール３０を備えている。
【００１０】
　動作モジュール２０は複数の部材から構成され、ベッドに横たわった使用者の身体部位
の夫々に対応して、動作モジュール２０の動作によって傾斜する。動作モジュール２０は
背もたれ２１と、大腿部２２ａと、下腿部２２ｂと、足掛かり部２２ｃとから構成される
。
【００１１】
　駆動モジュール３０は複数のリンクから構成され、ベッドフレーム１０の下方に設けら
れて互いにヒンジ結合し、動力モジュール４０による外力によって動作モジュール２０の
状態を調節する。
【００１２】
　動力モジュール４０は第１アクチュエータ４１(図２参照)および第２アクチュエータ４
２(図２参照)から構成される。第１アクチュエータ４１は背もたれ２１が傾くように動力
を与え、第２アクチュエータ４２は脚支持部２２が傾くように動力を与える。
【００１３】
　背もたれ２１はベッドフーレム１０上に設けられ、一端がベッドフレーム１０に設けら
れた固定部５０に回転可能に結合されて、駆動モジュール３０によって他端が上方に傾斜
する。
【００１４】
　大腿部２２ａは一端が固定部５０の他側に回転可能に結合され、下腿部２２ｂは一端が
大腿部２２ａの他端に回転可能に結合され、足掛かり部２２ｃは一端が大腿部２２ａの他
端に回転可能に結合される。
【００１５】
　このように構成された脚支持部２２が、ベッドフレーム１０に結合されている駆動モジ
ュール３０によって上方に傾斜する。
【００１６】
　駆動モジュール３０は、動力モジュール４０に備えられた第１アクチュエータ４１の伸
縮によって背もたれ２１の傾斜を調節する第１リンク部３１(図２参照)と、第２アクチュ
エータ４２の伸縮によって脚支持部２２の傾斜を調節する第２リンク部３２(図２参照)と
から構成される。
【００１７】
　第１リンク部３１は、一側が背もたれ２１の背面に回転可能に結合された第１駆動リン
ク３１ａ(図２参照)と、一側が第１駆動リンク３１ａの他側に回転可能に結合されるとと
もに第１アクチュエータ４１に回転可能に結合され、他側がベッドフレーム１０に回転可
能に結合された第１補助リンク３１ｂ(図２参照)とから構成される。



(5) JP 5583856 B2 2014.9.3

10

20

30

40

50

【００１８】
　第２リンク部３２は、一側が脚支持部２２の背面に回転可能に結合された第２駆動リン
ク３２ａ(図２参照)と、一側が第２駆動リンク３２ａの他側に回転可能に結合され、他側
がベッドフレーム１０に回転可能に結合され、中間部が第２アクチュエータ４２に回転可
能に結合された第２補助リンク３２ｂ(図２参照)とから構成される。
【００１９】
　さらに駆動モジュール３０は、一側が第２駆動リンク３２ａの中間部に回転可能に結合
され、他側がベッドフレーム１０の背面に回転可能に結合されて、第２駆動リンク３１ａ
を支持する支持リンク３２ｃ(図２参照)を含む。
【００２０】
　以下、図２を参照しながら折り畳みベッドの駆動についてより詳しく説明する。
【００２１】
　まず、図２（ａ）に示すように、第１アクチュエータ４１および第２アクチュエータ４
２が収縮すると、第１アクチュエータ４１に連結されている第１駆動リンク３１ａが時計
方向に回転し、第１補助リンク３１ｂが第１駆動リンク３１ａと異なる方向に回転する。
第１駆動リンク３１ａが時計方向に回転すると、背もたれ２１はベッドフレーム１０側に
傾いてベッドフレーム１０上に水平状態で固定される。
【００２２】
　また、第２アクチュエータ４２が収縮しながら第２アクチュエータ４２に連結されてい
る第２補助リンク３２ｂが反時計方向に回転し、第２補助リンク３２ｂに連結されている
第２駆動リンク３２ａが時計方向に回転しながら下方に移動する。
【００２３】
　このように、第２駆動リンク３２ａの駆動によって脚支持部２２が下方に傾斜し、これ
により脚支持部２２はベッドフレーム１０上に水平状態で固定される。
【００２４】
　次に、図２（ｂ）に示すように、第１アクチュエータ４１および第２アクチュエータ４
２が引張すると、第１駆動リンク３１ａが反時計方向に回転し、第１駆動リンク３１ａの
駆動によって背もたれ２１の外側が上方に傾斜する。
【００２５】
　また、第２アクチュエータ４２が引張しながら第２アクチュエータ４２に連結されてい
る第２補助リンク３２ｂが時計方向に回転し、第２補助リンク３２ｂに連結されている第
２駆動リンク３２ａが反時計方向に回転しながら上方に移動する。第２駆動リンク３２ａ
の駆動によって脚支持部２２は上方が傾斜する。
【００２６】
　以上、図２を参照しながら、背もたれ２１および脚支持部２２の駆動について説明した
が、このように構成された従来の電動ベッドは、背もたれ２１が上方に傾斜する際、傾斜
角の基本的な調節だけが可能であるので、ベッドに横たわった使用者の腹部に圧迫がかか
る不都合が生じる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２７】
【特許文献１】韓国登録特許１０－０６２１３４９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２８】
　本発明は、上記のような問題を解決するためになされたものであり、背もたれの傾斜だ
けではなく、背もたれの一端に回転可能に結合された中央支持部の長さを可変として、ベ
ッドの背もたれが傾斜する場合、それと同時に中央支持部がスライドして伸びることによ
り、使用者の腹部にかかる圧迫を軽減することができる医療用電動折り畳みベッドを提供
することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００２９】
　上記目的を達成するための本発明の一実施形態による電動折り畳みベッドは、支持フレ
ームと、支持フレームに結合され、地面から一定の高さに保持されたメインフレームと、
メインフレーム上に設けられ、一端がメインフレーム上をスライド可能な背もたれと、メ
インフレーム上に外力によって長さが可変であり、一端が背もたれの一端に回転可能に結
合された中央支持部と、一方向に伸縮可能に設けられ、一端が支持フレームまたはメイン
フレーム上に回転可能に連結された第１駆動モジュールと、メインフレームに回転可能に
結合され、メインフレームに結合されている回転軸に対して一定間隔離隔した位置で第１
駆動モジュールの他端に回転可能に結合されて、第１駆動モジュールの伸縮により回転す
る回転部材と、回転部材に連結され、背もたれにスライド可能に結合されるとともに、中
央支持部に回転可能に結合されて、第１駆動モジュールの伸縮時、回転部材を回転させる
ことにより背もたれの先端が上方に傾斜するとともに、中央支持部がスライド移動するよ
うに設けられた第１連結モジュールと、メインフレームにおける背もたれの配置位置の他
方に配置され、一端がメインフレームに沿って離脱せず中間部が上方傾斜可能に連結され
た脚支持部と、脚支持部のメインフレームに沿う移動と同時に、中間部を上方に傾斜させ
る第２駆動モジュールと、一端は脚支持部の背面にスライド可能に結合され、他端は第２
駆動モジュールに回転可能に結合され、一端と他端の間はメインフレームに回転可能に結
合された第２連結モジュールと、から構成されている。
【００３０】
　第１連結モジュールは、中央部が回転部材に固定結合され、一端が背もたれの背面に沿
ってスライド可能に結合された動作リンクと、一端が動作リンクの他端に回転可能に結合
され、他端が中央支持部に回転可能に結合された延長リンクと、からなる。
【００３１】
　延長リンクは、伸縮可能に構成されている。中央支持部は、互いにスライド可能な複数
の部材から構成され、外側に設けられた部材の端部が背もたれに回転可能に結合されてい
る。さらに、中央支持部の内部に、外力により中央支持部から離脱せずスライド可能に結
合された延長フレームを有する。
【００３３】
　脚支持部は複数の部材から構成され、メインフレーム上に連続して設けられて互いに回
転可能に結合されている。脚支持部を構成する複数の部材のうち最外側に設けられた部材
の外側端部がメインフレームにスライド可能に結合されて、脚支持部が傾斜すると同時に
外側端部がスライド移動する。
【００３４】
　第１駆動モジュールと第２駆動モジュールとは同じ構成である。
【００３５】
　本発明の他の実施形態による電動折り畳みベッドは、支持フレームと、支持フレームに
結合され、地面から一定の高さに保持されたメインフレームと、メインフレーム上に設け
られ、一端がメインフレーム上をスライド可能な背もたれと、一方向に伸縮可能に設けら
れ、一端が支持フレームまたはメインフレーム上に回転可能に連結された第１駆動モジュ
ールと、メインフレームに回転可能に結合され、メインフレームに結合されている回転軸
に対して一定間隔離隔した位置で第１駆動モジュールの他端に回転可能に結合されて、第
１駆動モジュールの伸縮により回転する回転部材と、回転部材に連結され、背もたれにス
ライド可能に結合されるとともに、背もたれの一端に回転可能に結合されて、第１駆動モ
ジュールの伸縮時、回転部材を回転させることにより背もたれの他端が上方に傾斜すると
ともに、背もたれの一端がスライド移動するように設けられた第１連結モジュールと、メ
インフレームにおける背もたれの配置位置の他方に配置され、一端がメインフレームに沿
って離脱せず中間部が上方傾斜可能に連結された脚支持部と、脚支持部のメインフレーム
に沿う移動と同時に、中間部を上方に傾斜させる第２駆動モジュールと、一端は脚支持部
の背面にスライド可能に結合され、他端は第２駆動モジュールに回転可能に結合され、一
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端と他端の間はメインフレームに回転可能に結合された第２連結モジュールと、から構成
されている。
【００３６】
　第１連結モジュールは、中央部が回転部材に固定結合され、一端が背もたれの背面に沿
ってスライド可能に結合された動作リンクと、一端が動作リンクの他端に回転可能に結合
され、他端が背もたれの一端に回転可能に結合された延長リンクと、からなる。延長リン
クは,伸縮可能に構成されている。
【００３８】
　脚支持部は複数の部材から構成され、メインフレームに沿って連続して設けられて互い
に回転可能に結合されている。脚支持部を構成する複数の部材のうち最外側に設けられた
部材の外側端部がメインフレームにスライド可能に結合されて、脚支持部が傾斜すると同
時に外側端部がスライド移動する。
【００３９】
　第１駆動モジュールと第２駆動モジュールとは同じ構成である。
【発明の効果】
【００４０】
　上記課題を解決するための本発明は、以下のような効果を有する。
【００４１】
　使用者の腹部が位置する中央支持部の長さが可変であり、駆動モジュールが作動すれば
、駆動モジュールに連結された連結モジュールによって背もたれが上方に傾斜するととも
に中央支持部の長さが変化して、ベッドに横たわった使用者の腹部にかかる圧迫を最小化
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】従来の電動ベッドの構成を示す斜視図である。
【図２】図１に示す電動ベッドの動作を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施形態による電動折り畳みベッドの構成を示す斜視図である。
【図４】図３に示す電動折り畳みベッドの構成を示す分解斜視図である。
【図５】図３に示す背もたれの動作を示す図である。
【図６】図３に示す脚支持部の動作を示す図である。
【図７】図３に示す中央支持部の変形例を示す図である。
【図８】本発明の第２の実施形態による電動折り畳みベッドの構成を示す斜視図である。
【図９】図８に示す背もたれの動作を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　以下、上記目的を具体的に実現できる本発明の好ましい実施形態について添付図面を参
照して詳細に説明する。この実施形態は本発明をより容易に理解するためのものであり、
本発明を限定するものではない。なお、実施形態の説明において、同一または相当部分は
同一名称および符合を付してその説明を省略する。
【００４４】
　（第１の実施形態）
　図３は本発明の第１の実施形態による電動折り畳みベッドの構成を示す斜視図であり、
図４は図３に示す電動折り畳みベッドの構成を示す分解斜視図である。
【００４５】
　本発明の第１の実施形態による電動折り畳みベッドは大きく、下部に設けられて上部の
構造物を支持する支持フレーム１００と、支持フレーム１００上に結合されたメインフレ
ーム２００と、メインフレーム２００上に設けられた背もたれ３００と、メインフレーム
２００上に設けられ、背もたれに回転可能に結合された中央支持部４００と、メインフレ
ーム２００上の背もたれ３００の他方に設けられ、中央支持部４００に回転可能に結合さ
れた脚支持部５００と、メインフレーム２００または支持フレーム１００に連結されて伸
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縮可能な第１駆動モジュール６１０および第２駆動モジュール６２０と、第１駆動モジュ
ール６１０によって回転する回転部材７００と、回転部材７００の回転により背もたれ３
００の一側を傾ける第１連結モジュール８００と、第２駆動モジュール６２０によって脚
支持部５００の駆動状態を調節する第２連結モジュール９００と、から構成されている。
【００４６】
　この実施形態において、メインフレーム２００上にベッド(図示せず)が載置され、ベッ
ドの長手方向、すなわち普通の成人がベッドに背面を接して横たわったときの頭から足ま
での身長による方向は、メインフレーム２００の長手方向と同じである。
【００４７】
　メインフレーム２００は支持フレーム１００に結合され、地面から一定の高さ以上に保
持されている。背もたれ３００はメインフレーム２００上に設けられ、一端がメインフレ
ーム２００の長手方向に沿ってスライド可能になっている。中央支持部４００はメインフ
レーム２００上に設けられ、外力によって長さが可変であり、一端が背もたれ３００の一
端に回転可能に結合されている。
【００４８】
　中央支持部４００を構成する複数の部材のうち、背もたれ３００に最も隣接したスライ
ド部材４１０が外力によってスライドすることにより、中央支持部４００の長さを調節す
ることができる。中央支持部４００の変形例については、図７を参照しながら後述する。
【００４９】
　脚支持部５００はメインフレーム２００における背もたれ３００の他方に配置され、一
端がメインフレーム２００に沿って離脱せず中間部が上方に傾斜するように中央支持部４
００にヒンジ結合されている。この実施形態では、脚支持部５００は第１脚支持部５１０
および第２脚支持部５２０の２つの部材からなっているが、これはより明確な理解のため
のものであり、このような構成には限定されない。第１脚支持部５１０は一端が中央支持
部４００に回転可能に結合され、他端が第２脚支持部５２０の一端に回転可能に結合され
ている。また第２脚支持部５２０の他端はメインフレームに長手方向に沿ってスライド可
能に結合されている。
【００５０】
　第１駆動モジュール６１０は、メインフレーム２００または支持フレーム１００に結合
されて伸縮可能なアクチュエータから構成される。第１駆動モジュール６１０は伸縮によ
って第１連結モジュール８００を回転させる。
【００５１】
　第２駆動モジュール６２０は、第１駆動モジュール６１０と同様にアクチュエータから
構成されているが、第２連結モジュール９００に連結されて伸縮によって第２連結モジュ
ール９００を回転させる。
【００５２】
　ここで、第１駆動モジュール６１０および第２駆動モジュール６２０としてアクチュエ
ータを採用しているが、第１連結モジュール８００および第２連結モジュール９００を回
転させる外力を加えることができればよく、これに限定されない。
【００５３】
　回転部材７００は背もたれ３００の下方に設けられ、メインフレーム２００の幅方向に
回転可能に結合されている。また回転部材７００の中央部にブラケットが突設しており、
第１駆動モジュール６１０に回転可能に結合されて第１駆動モジュール６１０の伸縮によ
って回動する。また回転部材７００は第１連結モジュール８００に固定結合されており、
駆動時に第１連結モジュール８００とともに駆動する。
【００５４】
　第１連結モジュール８００は、回転部材７００によって回転し、一端が背もたれ３００
の背面にスライド可能に結合された動作リンク８１０と、該動作リンク８１０の他端に回
転可能に結合され、他端が中央支持部４００の背面に回転可能に結合されて、動作リンク
８１０の駆動によって一緒に駆動される延長リンク８２０とからなる。
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【００５５】
　第２連結モジュール９００は、一端が第１脚支持部５１０の背面にスライド可能に結合
され、他端が第２駆動モジュール６２０に回転可能に結合され、中間部がメインフレーム
２００に回転可能に結合されて、第２駆動モジュール６２０の伸縮によって回動する。
【００５６】
　このように第１駆動モジュール６１０の動作によって第１連結モジュール８００の動作
状態が、また第２駆動モジュール６２０の動作によって第２連結モジュール９００の動作
状態が定められる。
【００５７】
　次に、図４を参照しながら、電動折り畳みベッドの構成についてより詳しく説明する。
【００５８】
　背もたれ３００は、背面にスライド可能に結合された第１連結モジュール８００の動作
リンク８１０が外力によって動作すると、これにより一側が上方に傾斜する。動作リンク
８１０は、メインフレーム２００に幅方向に回転可能に設けられた回転部材７００に結合
され、回転部材７００とともに回転する。回転部材７００は、第１駆動モジュール６１０
に回転可能に結合され、第１駆動モジュール６１０の伸縮によって回転する。
【００５９】
　スライド部材４１０は延長リンク８２０に回転可能に結合され、延長リンク８２０は一
端が動作リンク８１０に結合されている。よって、動作リンク８１０の動作とともに延長
リンク８２０が動作してスライド部材４１０をスライドさせることにより、中央支持部４
００の長さが調節できる。
【００６０】
　このような構成により、第１駆動モジュール６１０の動作によって背もたれ３００が傾
斜するとともに、中央支持部４００がスライドして長さが調節される。
【００６１】
　ここで、延長リンク８２０は、背もたれ３００が傾斜しスライド部材４１０がスライド
する場合、円滑な動作のために伸縮可能である。延長リンク８２０が伸縮可能であるので
、動作リンク８１０の回転時、一定部分回転後に止まることを防止することができる。
【００６２】
　脚支持部５００は２つの部材から構成されるが、中央支持部４００に隣接した部材であ
る第１脚支持部５１０の背面に第２連結モジュール９００の一端がスライド可能に結合さ
れて、第２連結モジュール９００の動作によって第１脚支持部５１０および第２脚支持部
５２０の動作が定められる。
【００６３】
　第２連結モジュール９００は、一端が第１脚支持部５１０の背面にスライド可能に結合
され、他端が第２駆動モジュール６２０に回転可能に結合され、中間部がメインフレーム
２００に回転可能に結合されて、第２駆動モジュール６２０の伸縮によって第２連結モジ
ュール９００の駆動状態が定められる。
【００６４】
　第１脚支持部５１０は一端が中央支持部４００に回転可能に結合され、第２連結モジュ
ール９００によって他端が上方に傾斜するように構成されている。第２脚支持部５２０は
一端が第１脚支持部５１０の他端に回転可能に結合されている。第１脚支持部５１０が上
方に傾斜すると、第２脚支持部５２０の他端が下方に傾斜する。
【００６５】
　よって、２つの部材からなる脚支持部５００は第２連結モジュール９００によって中間
部が上方に傾斜し、両端がメインフレーム２００に連結されて下方に向く。このような構
成により、第２駆動モジュール６２０の動作によって脚支持部５００の中間部が上方に傾
斜する。
【００６６】
　この実施形態においては、脚支持部５００が２つの部材からなっているが、これはより
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明確な理解のためのものであり、脚支持部５００の部材数はこれに限定されない。脚支持
部５００の中間部が上方に傾斜し両端が下方に向くようにすることができれば、勿論脚支
持部５００の部材数は変更可能である。
【００６７】
　次に、図５を参照しながら、背もたれ３００の動作状態について説明する。図５は図３
に示す背もたれ３００の動作を示す図である。図５(ａ)に示すように、第１駆動モジュー
ル６１０が収縮すると、回転部材７００は時計方向に回転する。回転部材７００が時計方
向に回転すると、回転部材７００に一側が固定結合された動作リンク８１０がともに時計
方向に回転する。
【００６８】
　また回転部材７００に回転可能に結合された延長リンク８２０が反時計方向に回転して
、背もたれ３００に最も隣接した中央支持部４００のスライド部材４１０が左側に移動す
る。
【００６９】
　このように、動作リンク８１０が時計方向に回転すると、背もたれ３００はメインフレ
ーム２００上にメインフレーム２００と平行状態になり、中央支持部４００は延長リンク
８２０によって収縮する。
【００７０】
　また、図５(ｂ)に示すように、第１駆動モジュール６１０が引張すると、回転部材７０
０は反時計方向に回転する。回転部材７００が反時計方向に回転すると、回転部材７００
に固定結合された動作リンク８１０がともに反時計方向に回転する。動作リンク８１０が
反時計方向に回転すると、背もたれ３００の背面に設けられた第１ガイド３１０に沿って
動作リンク８１０の一端が内側にスライド移動しながら背もたれ３００が上方に傾斜する
ように外力を加える。
【００７１】
　また回転部材７００に結合された延長リンク８２０は結合軸を中心として時計方向に回
転し、延長リンク８２０の回転によって背もたれ３００に最も隣接した中央支持部４００
のスライド部材４１０が右側に移動する。ここで、スライド部材４１０が右側に移動する
際、スライド部材４１０に回転可能に結合されている背もたれ３００の一端もメインフレ
ーム２００に沿って一緒に右側にスライド移動する。このような構成により、第１駆動モ
ジュール６１０の動作によって背もたれ３００の一端が上方に傾斜するとともに、他端が
右側にスライド移動する。
【００７２】
　次に、図６を参照しながら、脚支持部５００の動作状態について説明する。図６は図３
に示す脚支持部５００の動作を示す図である。図６(ａ)に示すように、第２駆動モジュー
ル６２０が収縮すると、第２連結モジュール９００が時計方向に回転する。第２連結モジ
ュール９００が時計方向に回転すると、一側が第１脚支持部５１０の背面に設けられた第
２ガイド５１２に沿って右側に移動し、第１脚支持部５１０が反時計方向に回転してメイ
ンフレーム２００と平行状態になる。また第２脚支持部５２０は第１脚支持部５１０と反
対方向に回転して、メインフレーム２００と平行状態になる。
【００７３】
　また、図６(ｂ)に示すように、第２駆動モジュール６２０が引張すると、第２駆動モジ
ュール６２０が反時計方向に回転する。第２駆動モジュール６２０が反時計方向に回転す
ると、一側が第１脚支持部５１０の背面に設けられた第２ガイド５１２に沿って左側に移
動するとともに、第１脚支持部５１０が反時計方向に回転するように外力を加える。
【００７４】
　第１脚支持部５１０が第２駆動モジュール６２０によって時計方向に回転すると、第１
脚支持部５１０に回転可能に結合されている第２脚支持部５２０が反対方向に回転する。
【００７５】
　このように第２駆動モジュール６２０が引張すると、脚支持部５００の中央部が上方に
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傾斜し、両端が下部に固定される。
【００７６】
　図示していないが、さらに、第２脚支持部５２０の他端に回転可能に結合されたスライ
ド固定部材、およびメインフレーム２００にスライド固定部材を支持して長手方向にスラ
イドできるスライドガイドを有することができる。このスライド固定部材およびスライド
ガイドによって、第２脚支持部５２０の他端がメインフレーム２００から離脱せず長手方
向にスライド移動することができる。
【００７７】
　次に、図７を参照しながら、中央支持部４００の変形例について説明する。図７は図３
に示す中央支持部４００の変形例を示す側面図である。図７(ａ)に示すように、第１の実
施形態と同様に、中央支持部４００は複数の部材から構成され、第１駆動モジュール６１
０の動作によって背もたれ３００に最も隣接したスライド部材４１０が分離されてスライ
ド可能である。
【００７８】
　一方、図７(ｂ)に示すように、中央支持部４００が複数の部材ではなく１つの部材で構
成され、内部にスライド可能に設けられた延長フレーム４２０をさらに有することができ
る。
【００７９】
　中央支持部４００は延長フレーム４２０のスライドによって長さが調節され、図７(ａ)
に示した複数の部材から構成された中央支持部４００と同じ効果を得られる。
【００８０】
　このような電動折り畳みベッドによって、背もたれ３００が傾斜した場合に使用者の腹
部に加えられる圧迫を最小化することができる。
【００８１】
　（第２の実施形態）
　以下、図８を参照しながら、本発明の第２の実施形態による電動折り畳みベッドの構成
について説明する。図８は本発明の第２の実施形態に係る電動折り畳みベッドの構成を示
す斜視図である。この実施形態は第１の実施形態と基本的な構成は同様であるが、中央支
持部４００が複数の部材からなりスライドする構成ではなく、単一部材からなり長さが調
節されない構成になっている。
【００８２】
　第１連結モジュール８００に設けられた延長リンク８２０は、中央支持部４００ではな
く背もたれ３００内に設けられた一端に回転可能に結合される。また背もたれ３００が中
央支持部４００から分離されており、一端がメインフレーム２００に沿ってスライド可能
であり、他端は外側に設けられて動作リンク８１０によって上方に傾斜する。
【００８３】
　このような構成により、第１駆動モジュール６１０によって第１連結モジュール８００
が動作する場合、背もたれ３００は中央支持部４００から分離されて上方に傾斜する。
【００８４】
　次に、図９を参照しながら、背もたれ３００および第１駆動モジュール６１０の動作に
ついてより詳しく説明する。図９は図８に示す背もたれ３００の動作を示す図である。図
９に示すように、第１駆動モジュール６１０が引張して回転部材７００が反時計方向に回
転すると、背もたれ３００の背面に設けられた動作リンク８１０が第１ガイド３１０に沿
って左側に下方スライドしながら背もたれ３００を上方に傾斜させる。
【００８５】
　また延長リンク８２０は、一端が動作リンク８１０に回転可能に結合され、他端が背も
たれ３００の一端に回転可能に結合されて、動作リンク８１０との結合軸を中心として時
計方向に回転しながら背もたれ３００の一端がメインフレーム２００に沿って離脱せず右
側にスライド移動するように外力を加える。ここで、背もたれ３００と中央支持部４００
は互いに分離されているため、中央支持部４００は如何なる動作も行わない。
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【００８６】
　なお、この実施形態の説明において言及していない事項については、第１の実施形態の
駆動および構成と同様である。
【００８７】
　以上、本発明を好ましい実施形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施
形態に記載の範囲には限定されない。上記実施形態に多様な変更を加えることが可能であ
ることは本発明が属する分野の通常の知識を有する者にとっては明らかであり、このよう
な変更を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが請求範囲の記載から明らか
である。

【図１】

【図２（ａ）】

【図２（ｂ）】

【図３】
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【図４】

【図５（ａ）】

【図５（ｂ）】

【図６（ａ）】

【図６（ｂ）】

【図７（ａ）】

【図７（ｂ）】

【図８】

【図９】
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