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(57)【要約】
【課題】使用者の快適性を高める空調されるベッドアセ
ンブリを提供する。
【解決手段】空調されるベッドは、上部の芯材表面から
下部の芯材表面まで延びた通路（５２）を備えている芯
材、芯材表面に沿ってまたは近くに位置しており、通路
と流体連通状態にある流体分配部材（７０）であって、
流体分配部材内において流体を受け入れ、分配するよう
に構成されている、流体分配部材（７０）、および流体
分配部材（７０）に隣接して位置している快適化層（８
０）を備えている上方部分と、流体モジュールにより移
送される流体の湿度レベルを検出する湿度センサと、を
備えている。通路は、通路を通って上方部分の流体分配
部材（７０）に流体を選択的に移送するように構成され
ているか、または流体分配部材（７０）から流体を選択
的に移送するように構成されている流体移送デバイスを
備えた流体モジュール（１００）から空気を選択的に受
け入れるように構成されている。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　　上部の芯材表面および下部の芯材表面を有しており、前記上部の芯材表面から前記
下部の芯材表面まで延びた少なくとも１つの通路を備えている、芯材、
　　　前記芯材の前記上部の芯材表面に沿ってまたは近くに位置しており、前記芯材の前
記少なくとも１つの通路と流体連通状態にある、少なくとも１つの流体分配部材であって
、前記少なくとも１つの流体分配部材内において流体を受け入れ、少なくとも部分的に分
配するように構成されている、少なくとも１つの流体分配部材、および
　　　前記少なくとも１つの流体分配部材に隣接して位置している少なくとも１つの快適
化層、
　を備えている上方部分と、
　少なくとも１つの流体モジュールにより移送される流体の湿度レベルを検出するように
構成されている少なくとも１つの湿度センサと、
を備えており、
　前記少なくとも１つの通路は、該少なくとも１つの通路を通って前記上方部分の前記少
なくとも１つの流体分配部材に流体を選択的に移送するように構成されているか、または
前記流体分配部材から流体を選択的に移送するように構成されている流体移送デバイスを
備えた前記少なくとも１つの流体モジュールから空気を選択的に受け入れるように構成さ
れている、空調されるベッド。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの流体モジュールは、前記流体移送デバイスにより移送される流体
を選択的に加熱または冷却するように構成されている温度調整デバイスをさらに有してい
る、請求項１に記載のベッド。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの流体分配部材は、スペーサ布と連続気泡フォームのうち少なくと
も一方を備えている、請求項１または２に記載のベッド。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの通路は、前記芯材の内部を通る、請求項１から３のいずれか１項
に記載のベッド。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの快適化層は、キルト層、粘弾性フォーム、ポリウレタンフォーム
、形状記憶フォーム、および他の熱可塑性材料のうちの少なくとも１つを含んでいる、請
求項１から４のいずれか１項に記載のベッド。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの流体モジュールの少なくとも１つの作動パラメータを制御するよ
うに構成されている主制御装置をさらに有している、請求項１から５のいずれか１項に記
載のベッド。
【請求項７】
　前記ベッドの少なくとも１つの作動パラメータをユーザが選択的に調節することが可能
となるように構成されている少なくとも１つの遠隔制御装置をさらに備えている、請求項
１から６のいずれか１項に記載のベッド。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの遠隔制御装置は、（ａ）無線式遠隔制御装置と（ｂ）前記ベッド
に配線されている遠隔制御装置のうちの少なくとも一方を有している、請求項７に記載の
ベッド。
【請求項９】
　前記流体モジュールにより移送される流体の温度を検出するように構成されている少な
くとも１つの温度センサをさらに備えている、請求項１から８のいずれか１項に記載のベ
ッド。
【請求項１０】
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　前記芯材の前記少なくとも１つの通路の内に少なくとも部分的に位置している前記通路
インサートをさらに有している、請求項１から９のいずれか１項に記載のベッド。
【請求項１１】
　前記上方部分は、下方部分上に位置するように構成されている、請求項１から１０のい
ずれか１項に記載のベッド。
【請求項１２】
　前記下方部分をさらに有している、請求項１１に記載のベッド。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの流体モジュールは、前記下方部分上または内部に位置している、
請求項１１または１２に記載のベッド。
【請求項１４】
　前記下方部分は、少なくとも１つの下方部分開口を備えている上部表面を備えており、
前記少なくとも１つの下方部分開口は、前記芯材の前記少なくとも１つの通路のうちの少
なくとも１つと位置がそろい、流体連通状態になるように構成されている、請求項１１か
ら１３のいずれか１項に記載のベッド。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの流体分配部材は、水力学的に隔離された少なくとも２つの区域に
区分されている、請求項１から１４のいずれか１項に記載のベッド。
【請求項１６】
　前記水力学的に隔離された区域の少なくとも１つには、その中で前記流体を分配するよ
うに構成された少なくとも１つのスペーサ部材が設けられている、請求項１５に記載のベ
ッド。
【請求項１７】
　前記水力学的に隔離された区域はそれぞれ、異なる流体モジュールと流体連通状態にあ
り、それにより、各前記水力学的に隔離された区域が個別に制御されるように構成されて
いる、請求項１５または１６に記載のベッド。
【請求項１８】
　前記流体分配部材は、縫いシーム（ＳＥＷ ＳＥＡＭＳ）、ステッチ（ＳＴＩＴＣＨ）
、グルービード（ＧＬＵＥ ＢＥＡＤ）、または窓枠構造を用いて、水力学的に隔離され
た少なくとも２つの区域に区分されている、請求項１５から１７のいずれか１項に記載の
ベッド。
【請求項１９】
　　　上部の芯材表面および下部の芯材表面を有しており、前記上部の芯材表面から前記
下部の芯材表面まで延びた少なくとも１つの通路を備えている、芯材、および
　　　前記芯材の前記上部の芯材表面に沿ってまたは近くに位置しており、前記芯材の前
記少なくとも１つの通路と流体連通状態にある、少なくとも１つの流体分配部材であって
、前記流体分配部材内において流体を受け入れ、少なくとも部分的に分配するように構成
されている、少なくとも１つの流体分配部材
　を備えている上方部分と、
　少なくとも１つの流体モジュールにより移送される流体の温度を検出するように構成さ
れている少なくとも１つの温度センサと、
を備えており、
　前記少なくとも１つの通路は、該少なくとも１つの通路を通って前記上方部分の前記流
体分配部材に流体を選択的に移送するように構成されているか、または該少なくとも１つ
の通路を通って前記上方部分の前記流体分配部材から流体を選択的に移送するように構成
されている流体移送デバイスを備えた前記少なくとも１つの流体モジュールから空気を選
択的に受け入れるように構成されている、空調されるベッド。
【請求項２０】
　　　上部の芯材表面および下部の芯材表面を有しており、前記上部の芯材表面から前記
下部の芯材表面まで延びた少なくとも１つの通路を備えている、芯材、および
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　　　前記芯材の前記上部の芯材表面に沿ってまたは近くに位置しており、前記芯材の前
記少なくとも１つの通路と流体連通状態にある、少なくとも１つの流体分配部材であって
、前記少なくとも１つの流体分配部材内において流体を受け入れ、少なくとも部分的に分
配するように構成されている、少なくとも１つの流体分配部材
　を備えている上方部分と、
　少なくとも１つの流体モジュールの少なくとも１つの作動パラメータを制御するように
構成された主制御装置と、
を備えており、
　前記少なくとも１つの通路は、該少なくとも１つの通路を通って前記上方部分の前記少
なくとも１つの流体分配部材に流体を選択的に移送するように構成されているか、または
該少なくとも１つの通路を通って前記上方部分の前記少なくとも１つの前記流体分配部材
から流体を選択的に移送するように構成されている流体移送デバイスを備えた少なくとも
１つの流体モジュールから空気を選択的に受け入れるように構成されている、空調される
ベッド。
【請求項２１】
　　　上部の芯材表面および下部の芯材表面を有しており、前記上部の芯材表面から前記
下部の芯材表面まで延びた少なくとも１つの通路を備えている、芯材、および
　　　前記芯材の前記上部の芯材表面に沿ってまたは近くに位置しており、前記芯材の前
記少なくとも１つの通路と流体連通状態にある、少なくとも１つの流体分配部材であって
、前記少なくとも１つの流体分配部材内において流体を受け入れ、少なくとも部分的に分
配するように構成されている、少なくとも１つの流体分配部材
　を備えている上方部分を有しており、
　前記少なくとも１つの通路は、該少なくとも１つの通路を通って前記上方部分の前記少
なくとも１つの流体分配部材に流体を選択的に移送するように構成されているか、または
該少なくとも１つの通路を通って前記上方部分の前記少なくとも１つの前記流体分配部材
から流体を選択的に移送するように構成されている流体移送デバイスを備えた少なくとも
１つの流体モジュールから空気を選択的に受け入れるように構成されており、
　前記少なくとも１つの流体分配部材は、水力学的に隔離された少なくとも２つの区域に
区分されている、空調されるベッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、空調に関し、さらに詳細には、ベッドまたは同様のデバイスの空調に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　生活空間または労働空間を環境制御するための、温度調整されたおよび／または周囲の
空気は、典型的には、建造物全体、選択されたオフィス、または建造物内の一続きの部屋
等々の、比較的広範なエリアに供給される。家、オフィス、および図書館等々の閉鎖され
たエリアの場合には、その内部空間は、典型的には、単一単位として冷却または加熱され
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、より選択的なまたはより限定された空気の温度の調整が望ましい状況が、多数
存在する。例えば、ベッドまたは他の着座デバイスに対して個別化された空調を行うこと
によって所望の加熱または冷却を達成可能となるようにすることが、しばしば望ましい。
例えば、暑く通気性の劣悪な環境内に置かれたベッドが、その使用者にとって不快である
場合がある。さらに、正常な空気調整が行われる場合でも、暑い日には、ベッドの使用者
の背中および他の圧点が、横たわっている間中汗にまみれた状態のままとなる場合がある



(5) JP 2014-147836 A 2014.8.21

10

20

30

40

50

。冬季には、特に加熱ユニットが室内空間を素早く暖めそうにはない場合には、使用者の
ベッドを素早く暖めることによって使用者の快適性を促進することができると、非常に望
ましい。したがって、空調されるベッドアセンブリを提供する必要性が存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　いくつかの構成によれば、空調されるベッドが、上部の芯材表面および下部の芯材表面
を有する芯材を備えた上方部分を備えている。この芯材は、上部の芯材表面から下部の芯
材表面まで延びている少なくとも１つの通路を備えている。ベッドの上方部分は、芯材の
上方に位置した少なくとも１つの流体分配部材をさらに備えており、この流体分配部材は
、芯材の少なくとも１つの通路と流体連通状態にある。流体分配部材は、流体分配部材内
において流体を少なくとも部分的に分配するように構成されている。ベッドの上方部分は
、流体分配部材に隣接して位置した少なくとも１つの快適化層をさらに備えている。ベッ
ドは、上方部分を支持するように構成された下方部分と、上方部分の流体分配部材にまた
は流体分配部材から空気を選択的に移送するように構成された少なくとも１つの流体モジ
ュールと、をさらに備えている。いくつかの構成においては、流体モジュールは、流体移
送デバイスと、流体移送デバイスにより移送される流体を選択的に温度調整するための熱
電デバイスと、を備えている。
【０００５】
　いくつかの実施態様によれば、空調されるベッドが、上部の芯材表面および下部の芯材
表面を有する芯材を備えた上方部分を備えている。芯材は、上部の芯材表面から下部の芯
材表面まで延びる１つ以上の通路を備えている。ベッドの上方部分は、芯材の通路と流体
連通状態にある１つ以上のスペーサを含む少なくとも１つの流体分配部材と、流体分配部
材に隣接して位置している少なくとも１つの快適化層とをさらに備えている。いくつかの
実施態様においては、ベッドは、上方部分を支持するように構成されている下方部分と、
上方部分の流体分配部材に、または流体分配部材から空気を選択的に移送するように構成
されている少なくとも１つの流体モジュールと、をさらに備えている。
【０００６】
　いくつかの実施態様においては、スペーサは、スペーサ布、スペーサ材料、および／ま
たは、中に流体を概して通すことができるように構成された任意の他の部材を含んでいる
。一実施態様においては、スペーサは、流体分配部材の凹部内に概して位置している。他
の構成においては、上方部分は、スペーサの下方に位置している障壁層をさらに備えてお
り、障壁層は、複数の流体に対して概して不透過性である。いくつかの実施態様において
は、障壁層は、高密度に織られた布および／またはフィルム等々を含んでいる。
【０００７】
　いくつかの構成によれば、流体分配部材は、水力学的に隔離された少なくとも２つの区
域に区分されており、区域はそれぞれ、スペーサ材料を含んでいる。一実施態様において
は、これらの区域はそれぞれ、異なる流体モジュールと流体連通状態にあり、それにより
、各区域を個別に制御することが可能である。他の実施態様においては、流体分配部材は
、縫いシーム（ＳＥＷ ＳＥＡＭＳ）、ステッチ（ＳＴＩＴＣＨＩＮＧ）、グルービーズ
（ＧＬＵＥ ＢＥＡＤＳ）、および／または任意の他の流れ阻止部材もしくは流れ阻止構
成体を用いて、２つ以上の区域に区分されている。
【０００８】
　いくつかの構成においては、流体モジュールは、ベッドの下方部分の内部に位置してい
る。一実施態様においては、この流体モジュールは、ブロワ、ファン、または他の流体移
送デバイスを備えている。他の実施態様においては、流体モジュールは、流体移送デバイ
スにより移送される流体を選択的に加熱または冷却するように構成された熱電デバイスを
さらに備えている。
【０００９】
　いくつかの実施態様によれば、通路インサートが、芯材の通路の中の少なくとも１つの
中に概して位置している。一実施態様においては、通路インサートが、１つ以上のベロー
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ズ、ライナ（例えば繊維ライナ）、コーティング（例えば液体コーティング）、および／
またはフィルム等々を含んでいる。他の構成においては、下方部分は、芯材の通路と位置
がそろい、流体連通状態におかれるように構成された少なくとも１つの下方部分開口を備
える上部表面を備えている。一構成においては、下方部分開口および通路の一方が、取付
具を備えており、この取付具は、下方部分および上方部分が適切に位置合わせされると、
下方部分開口および通路の他方の中にはまるように構成されている。
【００１０】
　いくつかの実施態様においては、快適化層は、キルト層または他のクッション性材料を
含んでいる。いくつかの構成においては、芯材は、独立気泡フォームおよび／または他の
タイプのフォームを含んでいる。他の構成においては、流体分配部材は、フォームを含ん
でいる。他の実施態様においては、快適化層は、流体分配部材の上方に概して位置してい
る。他の構成においては、追加の快適化層が、流体分配部材と芯材との間に概して位置し
ている。いくつかの実施態様においては、ベッドは、流体分配部材に隣接して配置された
１つ以上の分流器をさらに備えており、これらの分流器は、流体分配部材の内部における
、ある体積の空気の分配を向上させるように構成されている。
【００１１】
　いくつかの実施態様によれば、ベッドは、少なくとも流体モジュールの作動を制御する
ように構成されている主制御装置をさらに備えている。他の構成においては、空調される
ベッドアセンブリは、流体モジュールにより移送される流体の温度を検出するように構成
されている１つ以上の温度センサをさらに備えている。他の実施態様においては、ベッド
アセンブリは、温度センサの代わりに、またはそれに加えて、１つ以上の湿度センサ、お
よび／または流体のある特性を検出するように構成されている他のタイプのセンサを備え
ることが可能である。一実施態様においては、ベッドは、ベッドの少なくとも１つの作動
パラメータをユーザが選択的に調節することが可能となるように構成されている、少なく
とも１つの遠隔制御装置をさらに備えている。いくつかの構成においては、この遠隔制御
装置は、無線式のものである。他の実施態様においては、この遠隔制御装置は、ベッドの
１つ以上の部分または構成要素に配線されている。いくつかの構成においては、１つの上
方部分が、少なくとも２つの下方部分の頂部上に概して位置している。いくつかの実施態
様においては、流体モジュールは、ベッドの上に位置している使用者の方向に空気または
他の流体を送るように構成されている。他の構成においては、流体モジュールは、ベッド
の上に位置している使用者から離れる方向に空気または他の流体を引き出すように構成さ
れている。
【００１２】
　他の実施態様によれば、空調されるベッドが、上方部分を備えており、この上方部分は
、上部の芯材表面および下部の芯材表面を有している芯材と、上部の芯材表面および下部
の芯材表面の一方から上部の芯材表面および下部の芯材表面の他方まで流体を送るように
構成されている通路と、この通路と流体連通状態にある１つまたは複数の流体分配部材と
、この流体分配部材に隣接して位置している少なくとも１つの快適化層とを備えている。
一実施態様においては、流体分配部材は、１つ以上のスペーサを含んでいる。空調される
ベッドは、上方部分を支持するように構成されている下方部分と、通路を介して上方部分
の流体分配部材に、または流体分配部材から空気を選択的に移送するように構成されてい
る、少なくとも１つの流体モジュールと、をさらに備えている。いくつかの実施態様にお
いては、通路が、芯材の中を通り引き回されている。他の構成においては、通路は、芯材
の外部にあり、または芯材とは別個であり、または芯材の周囲に引き回されている。
【００１３】
　本発明のいくつかの実施態様によれば、空調されるベッドが、使用者を支持するための
第１の側部と第２の側部とを備えた外方表面を有するクッション部材を備えており、第１
の側部および第２の側部は、逆の方向に概して向いており、このクッション部材は、その
第１の側部または第２の側部に沿って少なくとも１つの凹状部位を有している。一実施態
様においては、ベッドは、クッション部材を支持するように構成されている上部側、下部
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側、および上部側と下部側との間に概して位置している内部空間を有する支持構造体をさ
らに備えており、支持構造体の上部側および下部側は、逆の方向に概して向いており、さ
らにこのベッドは、クッション部材の凹状部位と共に少なくとも部分的に位置している流
れ調整部材と、クッション部材の第１の側部に沿って位置している空気透過性最上部部材
と、流体温度調整システムとを備えている。流体温度調整システムは、流体移送デバイス
と、熱電デバイス（ＴＥＤ）と、流体移送デバイスから熱電デバイスに流体を移送するよ
うに概して構成されている導管システムと、を備えている。流体温度調整システムは、あ
る体積の流体を受け、それを流れ調整部材および最上部部材に送るように構成されている
。
【００１４】
　一実施態様においては、空調されるベッドにおいて使用するための温度制御部材が、自
体の表面に沿って少なくとも１つの凹状部位を備えている弾性クッション材料と、クッシ
ョンの凹状部位内に少なくとも部分的にはまるように構成されている多孔性材料の少なく
とも１つの層と、クッションおよび多孔性材料の層に隣接して位置している最上部部材と
を備えており、この最上部部材は、多孔性材料の層から使用者の方向に排出されるある体
積の空気を受けるように構成されている。
【００１５】
　いくつかの実施態様によれば、ベッドが、互いの対向側に概して位置している第１の側
部および第２の側部を有する実質的に不透過性のマットレスを備えており、このマットレ
スは、この第１の側部から第２の側部まで延びている少なくとも１つの開口を備えており
、さらにこのベッドは、マットレスの第１の側部に沿って位置し、このマットレス中の開
口と流体連通状態におかれている、流れ調整部材と、この流れ調整部材に隣接して位置し
ている少なくとも１つの上部層とを備えており、この流れ調整部材は、このマットレスと
少なくとも１つの上部層との間に概して位置しており、さらにこのベッドは、マットレス
中の開口および流れ調整部材と流体連通状態にある、流体移送デバイスおよび熱電ユニッ
トを備えている。
【００１６】
　本発明のいくつかの実施態様によれば、空調されるベッドが、使用者を支持するための
第１の側部および第２の側部を有するクッション部材を備えており、この第１の側部およ
び第２の側部は、逆の方向に概して向いており、さらにこのベッドは、このクッション部
材を支持するように構成されている上部側、下部側、およびこの上部側と下部側との間に
概して位置している内部空間を有している支持構造体を備えており、支持構造体のこの上
部側および下部側は、逆の方向に概して向いており、さらにこのベッドは、このクッショ
ン部材の第１の側部の上に少なくとも部分的に位置している少なくとも１つの流れ調整部
材を備えており、この流れ調整部材は、使用者が背臥位においてクッション部材の上に横
たわっている場合に、この使用者の前側および背側の両方に調整された流体を供給するよ
うに構成されており、さらにこのベッドは、流体温度調整システムを備えている。
【００１７】
　この空調されるベッドは、使用者の近位に流れ調整部材の上に位置しており、使用者が
脊椎位置においてクッション部材の上に横たわっている場合に、この使用者の前側および
背側の両方に調整された流体を供給するように構成された空気透過性分配層と、少なくと
も１つの流れ調整部材のその部分に沿って概して位置することが可能であり、使用者が背
臥位においてクッション部材の上に、およびこの空気透過性分配層から少なくとも１つの
流れ調整部材の逆側に沿って横たわっている場合に、この使用者の前側に調整された流体
を供給するように構成することが可能である空気不透過性層と、をさらに有することが可
能である。この流体温度調整システムは、流体移送デバイスと、熱電デバイスと、流体移
送デバイスから熱電デバイスに流体を移送するように概して構成されている導管システム
と、を有することが可能である。この流体温度調整システムは、ある体積の流体を受け、
それを流体調整部材に、および空気透過性分配層を介して使用者に送るように、構成する
ことが可能である。
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【００１８】
　いくつかの実施態様によれば、この流れ調整部材は、使用者を実質的に囲むように構成
することが可能である。いくつかの実施態様においては、ベッドは、流体温度調整システ
ムの流体入口と廃棄流体出口との間の流体連通を最小限に抑えるように構成された流体障
壁を有することが可能であり、流体障壁は、支持構造体の内部空間の第２の領域から第１
の領域を隔離することが可能であり、この流体入口および廃棄流体出口は、支持構造体の
それぞれ異なる領域内に位置しているか、または、一方が内部空間の中に位置しており、
他方が内部区間の外に位置している。
【００１９】
　一実施態様においては、ベッドが、第１の側部および第２の側部を有する実質的に不透
過性のマットレスを備えており、この第１の側部および第２の側部は、互いの対向側に概
して位置しており、このマットレスは、第１の側部から第２の側部まで延びている少なく
とも２つの開口を備えており、さらにこのベッドは、マットレスの第１の側部に沿って位
置している少なくとも１つの流れ調整部材の第１のセットと、マットレスの第１の側部の
上に部分的にのみ位置している少なくとも１つの流れ調整部材の第２のセットと、を備え
ており、各セットは、他方のセットを除くマットレス中のその少なくとも２つの開口の中
の少なくとも１つのグループと流体連通状態にあり、さらにこのベッドは、流れ調整部材
に隣接して位置している少なくとも１つの分配層を備えており、この第１のセットは、マ
ットレスとこの少なくとも１つの分配層との間に概して位置しており、さらにこのベッド
は、空気不透過性層を備えており、この第２のセットは、この空気不透過性層と少なくと
も１つの分配層との間に位置しており、この少なくとも１つの分配層は、使用者がベッド
の中にいない場合には、それ自体の他方の上に折り畳まれているか、または互いに隣接し
て位置しており、使用者がベッドの中にいる場合には、使用者を囲んでおり、さらにこの
ベッドは、流体移送デバイスと、少なくとも１つの熱電ユニットの第１のセットと、少な
くとも１つの熱電ユニットの第２のセットとを備えており、熱電ユニットの各セットは、
少なくとも１つの流れ調整部材の対応するセットと流体連通状態にある。
【００２０】
　いくつかの実施態様によれば、空調されるベッドが、調整領域を有することが可能であ
る。この調整領域は、中央流体調整領域、流体調整部材、流体分配部材、および流体不透
過性部材を備えることが可能である。この調整領域は、上部側および下部側を含む調整領
域の複数の側部および角度から、中央流体調整領域に、調整された流体を供給することが
可能である。中央流体調整領域は、中央流体調整領域内の対象の形状に概して適合するこ
とが可能である。流体調整部材は、中央流体調整領域を囲むことが可能である。流体分配
部材は、流体調整部材の表面に沿って位置することが可能であり、中央流体調整領域を囲
むこともまた可能である。流体不透過性部材は、流体調整部材の表面の一部に沿って位置
することが可能であり、調整領域の上部側を形成することが可能である。
【００２１】
　いくつかの好ましい実施形態の図面を参照として、本発明のこれらのおよび他の特徴、
態様、および利点を説明する。これらの図面は、本発明を例示するように意図されるもの
であり、本発明を限定するようには意図されない。図面は、７５個の図を含む。添付の図
面は、本発明のコンセプトを図示するために提示されるものであり、縮尺通りではない場
合があることを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１Ａ】一実施形態による空調されるベッドの断面図を概略的に示す。
【図１Ｂ】別の実施形態による空調されるベッドの断面図を概略的に示す。
【図２】さらに別の実施形態による空調されるベッドの断面図を概略的に示す。
【図２Ａ】一実施形態による、芯材と流体分配部材との間に位置するように構成されてい
る快適化層の斜視図を示す。
【図３Ａ】一実施形態による空調されるベッドの下方部分の斜視図を示す。
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【図３Ｂ】布または他のカバー部材が上部表面に沿って位置している、図３Ａの空調され
るベッドの下方部分の斜視図を示す。
【図３Ｃ】布または他のカバー部材が上部表面に沿って位置している、図３Ａの空調され
るベッドの下方部分の斜視図を示す。
【図４Ａ】図３Ａ～図３Ｃの下方部分の１つ以上の部位に固定されている流体モジュール
の一実施形態の斜視図を示す。
【図４Ｂ】図３Ａ～図３Ｃの下方部分の１つ以上の部位に固定されている流体モジュール
の一実施形態の斜視図を示す。
【図５】一実施形態による、上方部分が下方部分の頂部上に概して位置している、空調さ
れるベッドの斜視図を示す。
【図６】図５のベッドの分解正面斜視図を示す。
【図７Ａ】は、一実施形態による空調されるベッドの分解断面図を示す。
【図７Ｂ】図７Ａのベッドの断面の斜視図を示す。
【図８Ａ】一実施形態による空調されるベッドの上面図を概略的に示す。
【図８Ｂ】図８Ａの空調されるベッドの断面図を概略的に示す。
【図９Ａ】別の実施形態による空調されるベッドの上面図を概略的に示す。
【図９Ｂ】図９Ａの空調されるベッドの断面図を概略的に示す。
【図１０Ａ】は、さらに別の実施形態による空調されるベッドの上面図を概略的に示す。
【図１０Ｂ】図１０Ａの空調されるベッドの断面図を概略的に示す。
【図１１Ａ】別の実施形態による空調されるベッドの断面図を概略的に示す。
【図１１Ｂ】図１１Ａの空調されるベッドの流体分配部材の上面図を示す。
【図１１Ｃ】図１１Ａの空調されるベッドの流体分配部材の底面図を示す。
【図１１Ｄ】図１１Ａの空調されるベッドの流体分配部材の断面図を示す。
【図１１Ｅ】別の一実施形態による空調されるベッドの断面図を概略的に示す。
【図１２Ａ】一実施形態による、内部チャネルを備えている流体分配部材の断面図を概略
的に示す。
【図１２Ｂ】別の実施形態による、内部チャネルを備えている流体分配部材の断面図を概
略的に示す。
【図１２Ｃ】一実施形態による空調されるベッドの分解断面図を概略的に示す。
【図１３Ａ】別の実施形態による空調されるベッドの分解断面図を概略的に示す。
【図１３Ｂ】さらに別の実施形態による空調されるベッドの分解断面図を概略的に示す。
【図１４】別の実施形態による空調されるベッドの分解断面図を示す。
【図１５Ａ】一実施形態による土台または下方部分の底面斜視図を示す。
【図１５Ｂ】一実施形態による熱ベッドスカートを有している図１５Ａの土台の側面図を
示す。
【図１５Ｃ】図１５Ｂの土台および熱ベッドスカートの底面斜視図を示す。
【図１６Ａ】一実施形態による空調されるマットレスの部分断面図を示す。
【図１６Ｂ】図１６Ａの空調されるマットレスの斜視図を示す。
【図１７Ａ】別の実施形態による空調されるベッドの部分断面図を示す。
【図１７Ｂ】図１７Ａの空調されるベッドの詳細な断面図を示す。
【図１７Ｃ】図１７Ａの空調されるベッドの詳細な断面図を示す。
【図１７Ｄ】さらに別の実施形態による空調されるベッドの部分断面図を示す。
【図１７Ｅ】一実施形態による、土台または他のベースと、その上に位置している空調さ
れるマットレスとを示す。
【図１８Ａ】一実施形態による、下方部分の外側に沿って制御パネルを有している空調さ
れるベッドの斜視図を示す。
【図１８Ｂ】一実施形態による、下方部分の一方の外側に沿って制御パネルを有している
空調されるベッドの斜視図を示す。
【図１８Ｃ】別の実施形態による、下方部分の外側に沿って制御パネルを有している空調
されるベッドの斜視図を示す。
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【図１８Ｄ】一実施形態による、下方部分の一方の外側に沿って制御パネルを有する空調
されるベッドの斜視図を示す。
【図１８Ｅ】一実施形態による、外部制御モジュールが、下方部分の外側に沿って位置し
た制御パネルに作動的に連結されている、空調されるベッドの斜視図を示す。
【図１９Ａ】空調されるベッドアセンブリの下方部分内に位置し、制御パネルを受けるよ
うに構成されている筐体の一実施形態の斜視図を示す。
【図１９Ｂ】空調されるベッドアセンブリの下方部分内に位置し、制御パネルを受けるよ
うに構成されている筐体の一実施形態の斜視図を示す。
【図２０Ａ】空調されるベッドアセンブリの下方部分内に位置し、制御パネルを受けるよ
うに構成されている筐体の別の実施形態の斜視図を示す。
【図２０Ｂ】空調されるベッドアセンブリの下方部分内に位置し、制御パネルを受けるよ
うに構成されている筐体の別の実施形態の斜視図を示す。
【図２０Ｃ】空調されるベッドアセンブリの下方部分内に位置し、制御パネルを受けるよ
うに構成されている筐体の別の実施形態の斜視図を示す。
【図２１Ａ】空調されるベッドアセンブリの下方部分内に位置し、制御パネルを受けるよ
うに構成されている筐体のさらに別の実施形態の斜視図を示す。
【図２１Ｂ】空調されるベッドアセンブリの下方部分内に位置し、制御パネルを受けるよ
うに構成されている筐体のさらに別の実施形態の斜視図を示す。
【図２１Ｃ】空調されるベッドアセンブリの下方部分内に位置し、制御パネルを受けるよ
うに構成されている筐体のさらに別の実施形態の斜視図を示す。
【図２２Ａ】一実施形態による、制御パネルを受けるように構成されている筐体の斜視図
を示す。
【図２２Ｂ】一実施形態による、制御パネルを受けるように構成されている筐体の斜視図
を示す。
【図２２Ｃ】一実施形態による、制御パネルを受けるように構成されている筐体の斜視図
を示す。
【図２２Ｄ】一実施形態による、制御パネルを受けるように構成されている筐体の斜視図
を示す。
【図２３】別の実施形態による、制御パネルを受けるように構成されている筐体の斜視図
を示す。
【図２４Ａ】一実施形態による、流体モジュールを収容するように構成されている芯材の
断面図を概略的に示す。
【図２４Ｂ】別の実施形態による、流体モジュールを収容するように構成されている芯材
の底面斜視図を概略的に示す。
【図２５】一実施形態による、家庭用ＨＶＡＣシステムと流体連通状態にある空調される
ベッドアセンブリの側面図を概略的に示す。
【図２６】一実施形態による、家庭用ＨＶＡＣシステムへのレジスタまたは他の出口の斜
視図を示す。
【図２７】別の実施形態による、家庭用ＨＶＡＣシステムと流体連通状態にある空調され
るベッドアセンブリの側面図を概略的に示す。
【図２８Ａ】一実施形態による、家庭用ＨＶＡＣシステムと流体連通状態にある空調され
るベッドアセンブリを概略的に示す。
【図２８Ｂ】別の実施形態による、家庭用ＨＶＡＣシステムと流体連通状態にある空調さ
れるベッドアセンブリを概略的に示す。
【図２９Ａ】一実施形態による、家庭用ＨＶＡＣシステムおよび別個の流体供給源と流体
連通状態にある空調されるベッドアセンブリを概略的に示す。
【図２９Ｂ】別の実施形態による、家庭用ＨＶＡＣシステムおよび別個の流体供給源と流
体連通状態にある空調されるベッドアセンブリを概略的に示す。
【図２９Ｃ】一実施形態による、別個の流体供給源と流体連通状態にある空調されるベッ
ドアセンブリを概略的に示す。
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【図３０】別の実施形態による、家庭用ＨＶＡＣシステムおよび別個の流体供給源と流体
連通状態にある空調されるベッドアセンブリを概略的に示す。
【図３１】一実施形態による、空調されるベッドおよびその様々な制御構成要素の概略図
を示す。
【図３２Ａ】区分された雰囲気区域を有している空調されるベッドの一実施形態の断面図
を概略的に示す。
【図３２Ｂ】温度および相対湿度に関して快適区域の一実施形態を示すグラフを示す。
【図３３】一実施形態による空調されるベッドアセンブリ用の冷却枕を概略的に示す。
【図３４】一実施形態による、使用者の複数の側部に調整された流体を選択的に供給する
ように構成されている空調されるベッドアセンブリの断面図を概略的に示す。
【図３５】は、一実施形態による、巻き付け式分配層を有している空調されるベッドアセ
ンブリの正面図を概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本出願は、ベッドまたは他の着座アセンブリのための空調システムを概して対象とする
。本明細書においては、この空調システムとそれに付随する様々なシステムおよび構成体
（ＦＥＡＴＵＲＥＳ）とを、ベッドアセンブリのコンテクストにおいて説明する。なぜな
らば、それらは、ベッドアセンブリのコンテクストにおいて特に有用性を有しているため
である。しかし、本明細書において説明する空調システムおよび方法、ならびにそれらの
様々なシステムおよび構成体は、例えば、自動車、電車、航空機、オートバイ、バス、他
のタイプの車両、車椅子、他のタイプの医用椅子、ベッド、着座アセンブリ、ソファ、タ
スクチェア、オフィスチェア、および／または他のタイプの椅子等々のためのシートアセ
ンブリなどの（しかしそれに限定されない）、他のコンテクストにおいても利用すること
が可能である。
【００２４】
　本明細書において説明および例示する種々の実施形態およびその同等なものは、ベッド
アセンブリの１つ以上の部分に、周囲のおよび／または温度調整された空気または他の流
体を供給するための、改良されたデバイス、アセンブリ、および方法を概して開示する。
本明細書においてさらに詳細に論じるように、そのような実施形態の結果として、空気ま
たは他の流体をより効率的な態様において使用者に、および／または使用者から搬送する
ことが可能となる。したがって、空気または他の流体が空調されるベッドの種々の構成要
素を介して輸送される際に、望ましくない流体の損失を低下させるまたは最小限に抑える
ことが可能となる。例えば、スペーサ（例えばスペーサ布または他の材料）、快適化層（
例えばキルト層）、縫いシーム、ステッチ、熱溶着バリア（ＨＯＴ　ＭＥＬＴ　ＢＡＲＲ
ＩＥＲＳ）、加工材料、分流器、通路、インサート、および／または、布および他の不透
過性部材等々を、単独でまたは互いに組み合わせて使用することが、ベッドの１つ以上の
部分へとさらに目標設定された流体流を供給するのに役立ち得る。さらに、本明細書にお
いて開示する構成は、ベッドまたは他の着座アセンブリの１人以上の使用者にまたは使用
者から流体を送る際に、熱の損失を低下させるまたは最小限に抑えるのに有効となり得る
。したがって、有利なことに、より均一な熱の適用範囲が実現可能となる。
【００２５】
　本明細書において開示する実施形態の様々な特徴および実施例は、空調されるベッドと
、例えば空気室ベッド、調節可能ベッド、スプリング入りベッド、スプリング無使用ベッ
ド、形状記憶フォームベッド、フルフォームベッド、病院用ベッド、他の医用ベッド、布
団、ソファ、リクライニングチェア等々の同様のデバイスとにおいて、とりわけ有益であ
る。しかし、そのような特徴および実施例は、例えば自動車または他の車両のシート、オ
フィスチェア、および／またはソファ等々の、他のタイプの空調着座アセンブリに適用し
てもよい。
【００２６】
　図１Ａの概略図を参照すると、ベッド１０Ａは、下方部分２０（例えばボックススプリ
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ング、土台等々）と、上方部分４０（例えばマットレス）とを備えていることが可能であ
る。いくつかの実施形態においては、下方部分２０および上方部分４０は、互いに隣接し
て位置するように構成された別個の部材である。本明細書においてさらに詳細に論じるよ
うに、下方部分２０および上方部分４０は、１つ以上の接続デバイスまたは接続方法を用
いて、互いに取外し可能にまたは永続的に固定することが可能である。下方部分２０は、
上に位置する上方部分４０を支持するためのボックススプリングまたは他の構造部材のよ
うに構成することが可能である。いくつかの実施形態においては、図１５～図１８に図示
するように、２つ以上の下方部分２０を使用して、１つの上方部分４０を支持することが
可能である。他の構成においては、ベッド１０Ａは、所望に応じて、または特定の用途も
しくは使用法による必要に応じて、より多数のまたはより少数の部分、層、構成体、およ
び／または他の部材を含むことが可能である。例えば、ベッド１０Ａが、上部部分２０の
上方表面に沿って概して位置する枕上部部分（図示せず）を備えていることが可能である
。
【００２７】
　他の実施形態においては、１つ以上の中間層が、下方部分２０と上方部分４０との間に
概して位置している。そのような中間層は、上方部分４０と下方部分２０との間における
移動の可能性を低下させるために、上方部分と下方部分との界面を介した、あるいは流体
の逆流（下方へ、下方部分の方向への）による流体の損失を低下させるために、特定の所
望の位置にベッドアセンブリの１つ以上の構成要素を維持するのを補助するために、およ
び／または、任意の他の目的のために、設けることが可能である。この中間層は、上方部
分４０と下方部分２０との間に連続的にまたは実質的に連続的に延びることが可能である
。代替としては、図１４を参照として本明細書においてさらに詳細に論じるように、その
ような中間層または部材（例えばフェルトスクリム）は、上方部分４０と下方部分２０と
の間に断続的に位置することが可能である。いくつかの構成においては、この中間層は、
所望に応じてまたは必要に応じて、接着剤、固定具、および／または任意の他の接続方法
もしくはデバイスを用いて、上方部分４０および／または下方部分２０に固定されている
。
【００２８】
　図１Ａに図示するように、下方部分２０は、ベッド１０Ａの１つ以上の部分に、温度調
整された（例えば加熱された、冷却された、等々）空気または他の流体を供給するように
構成された、１つ以上の流体モジュール１００を備えることが可能である。図示する断面
図においては、ベッド１０Ａは、２つの流体モジュール１００を備えている。他の構成に
おいては、所望に応じてまたは必要に応じて、より多数のまたはより少数の流体モジュー
ル１００を備えることが可能である。流体モジュール１００は、ベッド１０Ａ中を１人以
上の使用者の方向に送られる空気または他の流体を、選択的に加熱または冷却することが
可能である。しかし、流体モジュール１００は、温度調整の実施を全く伴わずに、１人以
上の使用者の方向に、または１人以上の使用者から離れる方向に、周囲の空気または流体
を送るように構成することが可能である。さらに、ユーザの所望に応じて、加熱、冷却、
および／または他の流体調整のレベルを選択的に制御することが可能である。例えば、図
８Ａ～図１１Ｄ、図３１、および図３２を参照として本明細書においてさらに詳細に論じ
るように、空調ベッドが、所望に応じてまたは必要に応じて使用者が各区域を選択的に調
節することが可能であるような、２つ以上の別個の区域を備えることが可能である。代替
の実施形態においては、流体モジュール１００は、ベッド１０Ａの頂部の方に流体を送る
ように構成する代わりに、またはそれに加えて、ベッド１０Ａの頂部から離れる方向に空
気または流体をくみ出すように構成することが可能である。
【００２９】
　流体モジュール１００は、流体移送デバイス１０２（例えばブロワ、ファン等々）、熱
電デバイスすなわちＴＥＤ１０６（例えばペルチエデバイス）、対流ヒータ、熱ポンプ、
除湿器および／または他のタイプの調整デバイス、および／または、流体モジュール１０
０の種々の構成要素とベッド１０Ａの他の部分とを互いに流体連通状態になるための導管
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等々を含むことが可能である。さらに、下方部分２０は、空気または他の流体が下方部分
２０の内部空間２１に入るまたは内部空間２１から出ることを可能にする、１つ以上の入
口および出口（図示せず）を備えていることが可能である。したがって、本明細書におい
てさらに詳細に説明するように、空気または他の流体が、（例えば１つ以上の入口を介し
て）下方部分２０の内部空間２１に進入すると、空気または他の流体は、１つ以上の流体
モジュール１００によって上方部分４０の方向に配向され得る。上述のように、本明細書
において開示する実施形態またはその同等なものいずれにおいても、流体モジュール１０
０は、熱電デバイスではない加熱デバイス、冷却デバイス、および／または他の調整（例
えば温度、湿度、等々）デバイスを備えている。例えば、そのような調整デバイスは、対
流ヒータ、熱ポンプ、および／または除湿器等々を含むことが可能である。対流ヒータに
関するさらなる情報は、２００８年３月１４日に出願され米国特許明細書第２００８／０
２２３８４１号として公開された米国特許出願第１２／０４９，１２０号と、２００９年
１月２９日に出願された米国仮特許出願第６１／１４８，０１９号とに提示されている。
これらの出願の全体が、ここに参照により本明細書に組み込まれる。
【００３０】
　さらに、本明細書において開示する実施形態またはその同等なものいずれにおいても、
流体モジュールは、例えば熱電デバイス、対流ヒータ、熱ポンプ、および／または除湿ユ
ニット等々の、１つ以上の流体調整デバイスと流体連通状態にあることが可能である。そ
れらのデバイスは、流体モジュールに組み込むことが可能であり、流体モジュールに物理
的に（例えば直接的もしくは間接的に）または作動的に装着されてもよく、および／また
は、単に流体モジュールと流体連通状態にあってもよい。例えば、一構成においては、空
調されるベッドアセンブリが、このアセンブリの空調システムの１つまたは複数の入口内
に引き込まれる空気または他の流体から望ましくない量の湿気を除去するように構成され
た除湿ユニットを備えている。
【００３１】
　したがって、有利にも、熱電デバイス（および／または任意の他の温度調整デバイス）
内で生じる凝結物の量を低減させることが可能となる。そのような除湿器は、流体モジュ
ール内に配置することが可能である。代替としては、除湿器は、流体モジュールの上流お
よび／または下流に配置することが可能である。熱電デバイスを含む流体モジュール構成
において、流体モジュールの上流に配置された除湿器は、熱電デバイス内で損傷を与え得
るおよび／または破壊的なものとなり得る凝結物が発生する可能性を低下させるのに有効
であり得る。除湿ユニットおよび／または任意の他の調整デバイスは、土台（またはベッ
ドの下方部分）内に、マットレス（またはベッドの上方部分）内に、および／または、ベ
ッドアセンブリ内もしくはベッドアセンブリ外の任意の他の構成要素または位置に、位置
することが可能である。凝結物の検出コンセプト、除去コンセプト、および関連するコン
セプトに関するさらなる情報は、２００９年２月２日に出願された米国特許出願第１２／
３６４，２８５号に提示されている。該出願の全体が、ここに参照により本明細書に組み
込まれる。
【００３２】
　流体モジュールが熱電デバイスまたは同様のデバイスを備える（あるいは、熱電デバイ
スまたは同様のデバイスと流体連通状態にある）実施形態においては、廃棄流体流が一般
的に生成される。冷却された空気が、（例えば上方部分の中のまたは上方部分の周囲の１
つ以上の通路を介して）ベッドアセンブリに供給されつつある場合には、廃棄流体流は、
主流体流に比較して概して高温となり、そしてその逆もまた同様である。したがって、い
くつかの構成においては、下方部分２０の内部から外にそのような廃棄流体を送ることが
望ましい場合がある。例えば、ダクトまたは他の導管を使用して、下方部分２０の外側表
面に沿って位置した１つ以上の出口（図示せず）または他の開口に廃棄流体を搬送するこ
とが可能である。そのような構成に関するさらなる詳細を、図１５Ａ～図１５Ｃを参照と
して本明細書において提示する。下方部分２０が２つ以上の熱電デバイスを備える構成に
おいては、２つ以上の熱電デバイスからの廃棄流体流が、１つの廃棄導管に集結されても
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よい。
【００３３】
　引き続き図１Ａを参照すると、ベッド１０Ａの上方部分４０は、１つ以上のタイプの芯
材設計を含むことが可能である。例えば、芯材６０は、１つ以上のフォーム部分、充填材
料、スプリング、および／または空気室（例えば空気マットレスにおいて使用されるよう
な）等々を含むことが可能である。いくつかの構成によれば、上方部分４０が、変更され
た標準的なスプリングマットレスを備えている。図１Ａに図示するように、いくつかの実
施形態においては、芯材６０は、１つ以上の流体通路５２、開口、または他の導管を備え
ており、これらは、下方部分２０（例えばボックススプリング、他のベース構造または支
持構造、等々の内部空間２１内に位置した流体モジュール１００）を、上方部分４０の頂
部、および／または、芯材６０の上方に（例えば１つ以上のフォーム層内に、スプリング
同士の間または他の弾性部材同士の間に、等々）位置した任意の部材、層、および／また
は部分７０、８０と流体連通状態になるように構成されている。流体通路５２は、図１Ａ
に図示するように、芯材６０の内方部分を貫通するように位置することが可能である。代
替としては、１つ以上の流体通路は、芯材の側部に沿って位置することが可能であり、お
よび／または、芯材とは別個のアイテムであることが可能である（例えば、芯材の周囲に
空気または他の流体を送るように構成される）。
【００３４】
　いくつかの実施形態においては、芯材６０は、中に配置された１つ以上の流体通路５２
を備えることが可能である。代替としては、通路５２は、芯材６０が完全にまたは部分的
に形成された後に、作製することが可能である。さらに、通路５２は、概して円形の断面
を有する概して円筒状の形状を有することが可能である。しかし、他の実施形態において
は、通路５２は、所望に応じてまたは必要に応じて、例えば楕円形、正方形、矩形、他の
多角形、および／または不規則形状等々の、異なる断面形状を有することが可能である。
いくつかの構成においては、空気または他の流体は、通路５２内に直接的に搬送される。
しかし、通路５２は、流体が中を通り移送されるインサート５４（図７Ａおよび図１４）
を収容するように構成することが可能である。そのようなインサート５４は、ベッド１０
Ａを使用している際の移動（例えば圧縮、膨張、回転、等々）を許容するのを補助するた
めに、１つ以上のベローズまたは他の構成体を含むことが可能である。さらに、インサー
ト５４は、通路５２を介して搬送される空気または他の流体が、意図される目標以外の位
置に図らずも配向される（例えば、概して上方部分４０と下方部分２０との間の空間を通
り進む、芯材６０または上方部分４０の他の部分もしくは層内に漏出する、等々）可能性
を低下させることが可能であり、または、（例えば芯材６０の周囲のフォーム、ラテック
ス、および／または他の材料からの）望ましくない臭気、もしくは他の場合であれば空気
または他の流体が接触するおそれのある他の物質を捕獲する可能性を低下させることが可
能である。いくつかの実施形態においては、通路５２は、空気または他の流体が透過する
のを妨げ、または空気または他の流体が透過する可能性を低下させるのを助けるために、
ライナ（例えば繊維ライナ）、コーティング（例えば液体コーティング）、フィルム、ま
たは他の物質もしくは部材を備えることが可能である。したがって、インサート５４、ラ
イナ、コーティング、フィルム、または他の構成体の使用は、空気または他の流体が、通
路５２の内壁部を介して芯材６０内にまたは芯材６０から拡散する、浸透する、または、
透過する可能性を低下させるのに有効であり得る。通路５２に関する数量、形状、サイズ
、位置、間隔、および／または他の詳細は、所望に応じて、または特定の用途もしくは使
用法による必要に応じて、本明細書において例示および説明するものとは異なることが可
能である。
【００３５】
　いくつかの実施形態においては、流体モジュール（例えばブロワ、熱電デバイス、また
は対流ヒータ、等々）の出口は、通路５２もしくはインサート５４を経由するように構成
されたインサートまたは他のダクトに、直接的にまたは間接的に連結される。したがって
、通路５２（または、例えばインサート５４などの、中に位置する１つ以上の構成要素）
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と流体モジュールとの接合部は、面シール、ラジアルシール、機械的装着具、結合具、お
よび／または別の接合デバイス等々を備えることが可能である。
【００３６】
　図１Ａに図示するように、各通路５２は、流体モジュール１００に位置合わせされ、流
体モジュール１００と流体連通状態におかれるように構成されている。下方部分２０およ
び上方部分４０は、下方部分２０および上方部分４０が互いに対して固定されるか、また
は互いに対して適切な関係におかれる場合に、通路５２が１つ以上の流体モジュール１０
０の出口または出口導管に概して位置合わせされるように、構成することが可能である。
例えば、図７Ａおよび図１４を参照として論じるように、取付具３８、３８’（例えばフ
ランジ）、相互連結導管３９、３９’、および／または他の接合部材が、概して下方部分
２０、２０’と上方部分４０、４０’との間に配置されることにより、流体モジュール１
００、１００’が上方部分４０、４０’の対応する通路５２、５２’に適切に位置合わせ
される（例えば物理的に、水力学的に等々）ようにすることが可能である。したがって、
ベッドの上方部分および下方部分の対応し合う表面上の突出するおよび／または凹状の取
付具または構成体を使用することにより、上方部分と下方部分との位置合わせを容易にす
ることが可能となる。本明細書においてさらに詳細に論じるように、そのような取付具３
８、３９、構成要素、および／または他のデバイスは、特にベッドの使用時において、下
方部分２０と上方部分４０との間における相対移動の可能性を低下させるのにさらに有効
であり得る。
【００３７】
　さらに、図１４を参照として論じるように、１つ以上の中間部材３７’を、空調ベッド
アセンブリの上方部分と下方部分との間に概して位置することが可能である。例えば、図
１４の実施形態においては、中間部材３７’は、中央開口を有する概して円形のフェルト
スクリムまたは他の層を備えている。いくつかの構成においては、フェルトスクリムまた
は部材３７’は、厚さが約２ｍｍであり、直径が約１５５ｍｍ（６．１インチ）である。
図示するように、中間部材３７’は、中央開口を備えることが可能であり、この中央開口
は、いくつかの実施形態においては、空調ベッドの隣接する構成要素（例えば、フランジ
３８’、相互連結導管３９’、通路５２’内に位置するインサート５４’、等々）の開口
サイズに概して一致するように形状設定され、サイズ設定されている。他の実施形態にお
いては、中間部材３７’の形状、サイズ、および他の特徴は、所望に応じてまたは必要に
応じて変更することが可能である。中間部材３７’は、接着剤（例えば接着ストリップ）
、固定具、および／または任意の他の連結デバイスもしくは連結方法を用いて、ベッドア
センブリの上方部分および／または下方部分の隣接する表面に固定するように構成するこ
とが可能である。
【００３８】
　そのようなスクリムまたは他の中間部材３７’は、それらの厳密な形状、サイズ、およ
び構成にかかわらず、１つ以上の利益および他の利点を提供することが可能である。例え
ば、中間部材３７’は、使用時にインサート５４’の下方端部（例えばフランジ状端部）
の位置を保つことにより、インサート５４’の通路５２’内への望ましくないプルスルー
（ｐｕｌｌ‐ｔｈｒｏｕｇｈ）を防ぐのに有効であり得る。さらに、そのような中間部材
３７’は、調整されたおよび／または調整されない空気または他の流体が、流体モジュー
ルから使用者の方向に搬送される際に、漏出の可能性を低下させるのに有効であり得る。
例えば、中間部材３７’は、調整された空気が、インサートを通りベッドアセンブリの上
方部分と下方部分との間の界面の方向に逆流するのを防ぐまたは実質的に防ぐように、構
成することが可能である。フェルトスクリム３７’または他の中間部材は、本明細書に開
示する空調されるベッドアセンブリのいずれの実施形態またはその同等なものにも組み込
むことが可能である。
【００３９】
　引き続き図１Ａを参照すると、１つ以上の部材７０、８０、層、および／または部分を
、ベッド１０Ａの上方部分４０の頂部上に位置することが可能であり、または上方部分４
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０の上端部に沿った層として組み込むことが可能である。例えば、図示する実施形態は、
スペーサ（例えばスペーサ布）、または流体を概して分配するように構成された他の材料
（例えば連続気泡フォーム、開格子構造を有する部材、バッグもしくは他の封入体内に配
置されたスペーサまたは他の材料、等々）を含む、流体分配部材７０を備えている。図１
２Ａおよび図１２Ｂに図示する実施形態に関して本明細書においてさらに詳細に論じるよ
うに、流体分配部材は、中に流体を配向され得る、１つ以上のチャネルまたは他の導管を
備えることが可能である。そのようなチャネルまたは他の導管は、流体分配部材の、した
がってベッドアセンブリの選択された部分に、空気または他の流体を分配するように構成
することが可能である。チャネルまたは他の導管は、流体分配部材を製造している際に形
成することが可能である（例えば射出成形技術、他の成形技術、等々を利用して）。代替
としては、チャネルまたは他の導管は、流体分配部材が完成した後に、１つ以上の形成デ
バイスまたは形成方法を用いて形成することが可能である。本明細書において指摘される
ように、上方部分４０は、空気室ベッド、調節可能ベッド、スプリング入りベッド、スプ
リング無使用ベッド、形状記憶フォームベッド、フルフォームベッド、病院用ベッド、他
の医用ベッド、布団、ソファ、および／またはリクライニングチェア等々を含み、それら
に限定されない、任意のタイプのベッド向けに構成することが可能である。
【００４０】
　厳密な構成にかかわらず、通路５２からこのような流体分配部材７０内に送られる空気
または他の流体は、流体分配部材７０中全体にわたって部分的にまたは完全に分散され得
る。これは、流体モジュール１００により送られる流体が、ベッド１０Ａの所望の上部表
面部位の全体にわたって概して分配されるようにするのに有効であり得る。
【００４１】
　図１Ａに図示するように、ベッド１０Ａは、使用者の快適性を高めるように概して構成
された、快適化層８０（例えばキルト層）または他の層もしくは部材を備えることも可能
である。いくつかの構成においては、そのような快適化層８０は、流体を貫通させ得るよ
うに構成されている。いくつかの構成によれば、本明細書において開示する任意の実施形
態またはその同等なものにおいて使用されるような快適化層８０は、快適化層８０に対し
て印加される背圧が閾値に達した場合にのみ、空気または他の流体を貫通させ得るように
構成されている。快適化層およびキルト層という用語は、本明細書においては相互に使用
される。
【００４２】
　さらに、いくつかの条件下においては、快適化層８０に対してかけられる背圧を所望の
最大レベルまでに制限することが望ましい場合がある。したがって、快適化層８０は、所
与の流体流量に対する所望の背圧範囲を有してもよい。例えば、一実施形態においては、
使用者がベッドアセンブリの頂部上に位置している場合に、流体モジュール（例えばブロ
ワまたは他の流体移送デバイス）にて測定される背圧が、１０ｓｃｆｍの流体流量で１水
柱インチ未満であることが可能である。他の実施形態においては、そのような最大背圧が
、１水柱インチを越えるまたは１水柱インチ未満である（例えば、０．０１水柱インチ未
満、０．０５水柱インチ未満、０．１水柱インチ未満、０．２水柱インチ未満、０．３水
柱インチ未満、０．４水柱インチ未満、０．５水柱インチ未満、０．６水柱インチ未満、
０．７水柱インチ未満、０．８水柱インチ未満、０．９水柱インチ未満、１．１水柱イン
チ未満、１．５水柱インチ未満、２．０水柱インチ未満、５．０水柱インチ未満、１０．
０水柱インチ未満、１０．０水柱インチ超、それらの値の間の範囲、等々）ことが可能で
ある。目標背圧範囲は、例えば流体通路、取付具、および他の水力学的構成要素による摩
擦損失、ベッドの種々の構成要素を含む材料のタイプ、種々のベッド構成要素またはベッ
ド層の形状、サイズ、および他の特性、および／または使用されるスペーサ（例えばスペ
ーサ布）のタイプ、等々の、１つ以上の要素または考慮要件によって決定することが可能
である。
【００４３】
　空調されるベッドアセンブリの快適化層および／または他の構成要素もしくは層の背圧
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および／または流体流量を制限することにより、いくつかの利点をもたらすことが可能で
ある。例えば、そのような制限により、ベッドアセンブリの露出された上部表面での適切
な触感を確保して、使用者の快適度レベルを概して向上させることが可能となる。さらに
、そのような制限は、空調ベッド中を移動する空気または他の流体によって発せられる騒
音を低下させるのに有効であり得る。他の実施形態においては、そのような制限は、電力
を節減し、ベッドアセンブリの作動費用を削減するのに有効であり得る。空調ベッドアセ
ンブリのための騒音および振動の緩和構成体に関するさらなる開示を、以下に行う。
【００４４】
　したがって、いくつかの実施形態においては、周囲流体または温度調整された流体が、
流体分配部材７０内に送られると、この周囲流体または温度調整された流体は、快適化層
８０を通りベッド１０Ａの上部表面の方向に配向され得る。他の実施形態においては、図
２を参照として本明細書において論じるように、１つ以上の他の層６８または部材を、ベ
ッドの上方部分４０中に（例えば芯材６０とベッドの上部表面との間に）選択的に含むこ
とが可能である。
【００４５】
　図１Ｂに図示する実施形態においては、ベッド１０Ｂは、芯材６０の通路５２またはベ
ッドの上方部分４０の他の位置の上方に概して位置した、１つ以上の分流部材７４をさら
に備えている。本明細書においてさらに詳細に論じるように、そのような分流部材または
分流器７４は、流体分配部材７０（例えばスペーサ布または他の材料）中に配向される空
気または他の流体を分配するのを補助することが可能である。図示するように、分流部材
７４は、流体分配部材の上方に（例えば流体分配部材７０と快適化層８０との間に）位置
することが可能である。分流部材７４は、流体分配部材７０の所望の部分内おいて所望の
空気流分散パターンを生じさせるように、サイズ設定し、形状設定し、または構成するこ
とが可能である。分流部材７４は、所望に応じてまたは必要に応じて、１つ以上の空気不
透過材料、空気半透過材料、または空気透過材料を含むことが可能である。例えば、幾分
かの流体が、分流部材７４を通過することが可能であっても、分流部材７４が芯材６０の
通路５２の上方に単に存在することによって、空気または他の流体を側方または概して側
方に偏向させることが可能となる。分流部材および分流器という用語は、本明細書におい
ては相互に置き換え可能に使用される。
【００４６】
　図２は、空調されるベッド１０Ｃの別の実施形態の断面図を概略的に示す。図示するベ
ッド１０Ｃは、流体分配部材７０と芯材６０との間に追加の快適化層６８または他の部材
を備えていることを除いては、図１Ａおよび図１Ｂに図示し本明細書において論じる構成
と同様である。この追加の快適化層６８または部材は、芯材６０とは別個であることが可
能であり、または、芯材６０と一体構造を形成することが可能である。追加の快適化層６
８は、ベッドの使用者に対する快適度レベルをさらに高めるように構成することが可能で
ある。いくつかの実施形態においては、追加の快適化層６８は、フォーム（例えば、粘弾
性フォーム、ポリウレタンフォーム、形状記憶フォーム、および／または他の熱可塑性材
料もしくは他のクッション性材料、等々）を含んでいる。
【００４７】
　引き続き図２を参照すると、追加の快適化層６８は、芯材６０の通路５２に概して位置
合わせされ、通路５２と流体連通状態にある、導管６９を備えることが可能である。本明
細書において論じるように、いくつかの構成によれば、追加の快適化層６８は、芯材６０
と一体構成を形成している。しかし、他の実施形態においては、追加の快適化層６８は、
芯材６０とは別個のアイテムであり、この芯材６０は、接着剤、ステッチ（ＳＴＩＴＣＨ
ＩＮＧ）、固定具、および／または任意の他の連結デバイスもしくは方法を使用して、追
加の快適化層６８に装着することが可能である。したがって、空気または他の流体は、芯
材６０の通路５２および追加の快適化層６８の導管６９を介して流体分配部材７０の方向
に搬送することが可能である。ベッドアセンブリ１０Ｃの頂部の方向に出てゆく前に（例
えば１つ以上の快適化層８０、他の層または構成要素、等々を通る）、空気および／また
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は他の流体は、この流体分配部材７０から、少なくとも部分的に側方に分散されることが
可能である（例えば分流部材７４の補助を伴って、または伴わずに）。
【００４８】
　いくつかの実施形態によれば、空気不透過性のまたは実質的に空気不透過性のフィルム
７１、層、または他の部材が、流体分配部材７０の下方に概して配置されている。これは
、空気または他の流体が、流体分配部材７０から追加の快適化層６８および芯材６０の方
向に望ましくなく搬送される可能性を妨げるまたは低下させるのに有効であり得る。他の
実施形態においては、そのようなフィルム７１は、流体分配部材７０の頂部上に位置した
快適化層８０または他の層よりも、空気透過性が低い。このフィルム７１または他の層は
、本明細書に開示する実施形態またはその同等なもののいずれにおいても使用することが
可能である。
【００４９】
　他の実施形態においては、図２Ａに図示するように、追加の快適化層６８Ａは、追加の
快適化層６８Ａの深さにわたって全体的にまたは部分的に延びているように構成された複
数の開口６７Ａを備えている。このような穿孔された追加の快適化層６８Ａが、芯材６０
に隣接して位置すると、開口６７Ａの少なくともいくつかが、芯材の通路５２と流体連通
状態におかれ得る。その結果、開口６７Ａは、空気または他の流体が、芯材６０の通路５
２から、追加の快適化層６８Ａの上方に置かれた流体分配部材７０に搬送されるのを可能
にし得る。これは、追加の快適化層の導管６９（図２）を芯材６０の通路５２に位置合わ
せする必要性を解消することが可能であるため、有利にも、追加の快適化層６８Ａの設計
を単純化することが可能である。代替として、穿孔された追加の快適化層６８を、種々の
通路サイズ、通路位置、通路間隔、通路配向、および／または他の特徴を有する芯材と共
に使用することが可能である。
【００５０】
　ベッドの上方部分４０（例えばフォーム、スプリング、または他のタイプのマットレス
）は、本明細書において開示する様々な実施形態に関連して例示または説明する層または
部材のいずれかに加えて、またはそれらの代わりとして、１つ以上の他の層または部材を
備えることが可能である。ベッドの隣接し合う層または部材は、例えば接着剤、ステッチ
、シーム、および／または固定具等々の、１つ以上の連結方法または連結デバイスを用い
て、互いに装着することが可能である。さらに、ベッドに含まれる種々の層または部材の
サイズ、厚さ、形状、材料、および／または他の詳細は、所望に応じて、またはある特定
の用途もしくは使用法による必要に応じて、変更可能である。
【００５１】
　空調されるベッドの下方部分２０または支持部材の一実施形態を、図３Ａに図示する。
図示するように、下方部分２０は、下方フレーム２２および上方フレーム構造部２４を備
えていることが可能である。図３Ａにおいては、下方フレーム２２は、ベッドの下方端部
を概して形成する比較的大きな剛性部材（例えば木材、鋼、複合材料等々）を含んでいる
。上方フレーム構造部２４は、３次元構造を形成するように形状設定された複数の比較的
小さな金属部材を含むことが可能である。いくつかの構成においては、上方フレーム構造
部２４は、上方部分４０の芯材および他の構成要素を弾性的に支持するように構成されて
いる。
【００５２】
　引き続き図３Ａを参照すると、１つ以上の流体モジュール１００を、下方部分２０の内
部に位置することが可能である。図示する実施形態は、２つの流体モジュール１００を備
えているが、より多数のまたはより少数の流体モジュール１００を所望に応じてまたは必
要に応じて備えることが可能である。さらに、流体モジュール１００は、１つ以上の配線
接続および／または無線接続を利用して、制御装置１６（例えば制御ユニット）に電気的
に接続することが可能である。図示するように、各流体モジュール１００に、および／ま
たは各流体モジュール１００から延びている電源ワイヤおよび制御ワイヤは、電気用導管
１８または他の封入体を通して配線することが可能である。他の実施形態においては、流
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体モジュール、制御装置、および／または、空調システムの任意の他の構成要素もしくは
部分は、下方部分２０および／またはベッドの任意の他の部分の外部に位置することが可
能である。
【００５３】
　図３Ｂおよび図３Ｃに図示するように、下方部分２０は、外側部位に沿ってカバー材料
３０を備えていることが可能である。明瞭化のため、図３Ｂおよび図３Ｃにおいては、下
方部分２０の上部部位のみが、カバー材３０を備えている。しかし、他の構成においては
、カバー材３０は、下方部分２０の他の部位に沿って配置することが可能である。例えば
、下方部分２０の外側表面全体が、カバー材３０を備えることが可能である。カバー材３
０は、布および／またはフィルム等々を含むことが可能である。いくつかの実施形態にお
いては、下方部分２０の頂部の少なくとも一部が、下方部分２０と隣接する上方部分（例
えば芯材）との間における移動を低減させるのを補助するように構成されたカバー材３０
を備えている。例えば、カバー材料３０は、滑りにくいまたは実質的に滑りにくい表面テ
クスチャまたは表面構成体（例えば隆起部、溝、等々）を備えることが可能である。代替
としては、カバー材は、１つ以上の滑りにくい材料（例えばゴム）を含むことが可能であ
る。さらに、カバー材料３は、下方部分２０内に位置した流体モジュール１００と概して
位置合わせされる、１つ以上の開口３４を備えていることが可能である。
【００５４】
　図４Ａおよび図４Ｂを参照すると、流体モジュール１００は、下方部分２０の１つ以上
の部位に固定することが可能である。図示する実施形態においては、流体モジュール１０
０は、フレーム構造部２４に固定するように構成されている支持部材１０８Ａ、１０８Ｂ
または他の部分もしくは構成体を備えている。しかし、流体モジュール１００の支持部材
１０８Ａ、１０８Ｂまたは任意の他の部分は、下方部分２０の任意の他の部位に固定する
ことが可能である。さらに、流体モジュール１００は、任意の他のデバイスまたは方法を
用いてベッドの下方部分２０に固定することが可能である。他の実施形態においては、図
１４を参照として本明細書において論じるように、下方部分２０’は、支持ボード１１０
を備えており、空調ベッドアセンブリ１０’の１つ以上の構成要素（例えば流体モジュー
ル１００’、電源１１２’、制御ユニット１１４’、湿度センサ１１６’、他のタイプの
センサ、等々）は、この支持ボード１１０に固定するように構成されている。そのような
実施形態に関するさらなる詳細を、以下に提示する。
【００５５】
　引き続き図３Ａ～図３Ｃを参照すると、空気または他の流体は、ベッドアセンブリの下
方部分２０に沿って配置された１つ以上の通気孔または他の開口（図示せず）を介して流
体モジュール１００に入ることが可能である。同様に、流体モジュール１００から出る任
意の廃棄空気または廃棄流体は、１つ以上の通気孔または開口（図示せず）を介して下方
部分２０の内部から外に配向することが可能である。他の実施形態においては、空気また
は他の流体は、空気透過性層（例えば本明細書において論じるような、布または他のカバ
ー材３０）および／または任意の他の部材を通り、ベッドの下方部分２０の内部に入り、
またはベッドの下方部分２０の内部から出る。図１５Ａ～図１５Ｃを参照として本明細書
においてさらに詳細に論じるように、空調されるベッドアセンブリの土台または下方部分
１２０は、流体モジュールの主導管を流体モジュールの廃棄導管から概して離しておくた
めの別個の温度区域を備えるように構成することが可能である。図１５Ｂおよび図１５Ｃ
において図示するように、いくつかの実施形態においては、底部部分が、温度的に区分さ
れたそのような区域の完全性を保つのをさらに促進するために特殊設計されたベッドスカ
ート１４０を備えている。そのような構成に関するさらなる情報を、以下に提示する。
【００５６】
　図５は、下方部分２０の頂部上に位置しているベッド１０の上方部分４０を図示する。
論じるように、下方部分２０は、フレーム２２と、フレーム２２の頂部上に概して位置し
ているフレーム構造体２４と、を備えることが可能である。さらに、図５に図示するよう
に、下方部分２０は、複数の脚部２６または他の支持部材を備えることが可能である。い
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くつかの実施形態においては、１つ以上の脚部２６または他の支持部材が、床に対するベ
ッド１０の移動を容易にするために車輪を備えている。
【００５７】
　さらに図５を参照すると、ベッドの上方部分４０は、芯材６０と、芯材６０の上に位置
している１つ以上の層または部分７０、８０とを備えることが可能である。例えば、図１
Ａ、図１Ｂ、および図２を参照として論じるように、流れ調整部材７０（例えばスペーサ
または他の材料）、快適化層８０（例えばキルト層）、分流部材７４、および／または他
の層もしくは部材を、所望に応じて、またはある特定の用途による必要に応じて、芯材６
０の頂部上に位置することが可能である。いくつかの実施形態においては、上方部分４０
は、スプリング入りベッド、空気室ベッド、調節可能ベッド、スプリング無使用ベッド、
形状記憶フォームベッド、フルフォームベッド、病院用ベッド、別のタイプの医用ベッド
、布団、ソファ、および／またはリクライニングチェア等々の、一般的な構造および特徴
を備えている。図５において図示する構成は、流体モジュール１００、主制御ユニット、
および／または、ベッド１０を作動させるために使用される任意の他の構成要素もしくは
デバイスに作動的に接続されている（例えば配線により、無線により、等々）、ユーザイ
ンターフェースデバイス１２（例えばハンドヘルド式制御装置）をさらに備えている。
【００５８】
　図６は、図５のベッド１０の分解図を示す。図示するように、土台または下方部分２０
は、上方部分４０（例えば芯材６０）に接触するように構成されているその上部表面に沿
って、カバー材３０または他の層を備えることが可能である。下方部分２０の内部に位置
している流体モジュール１００は、カバー材中の１つ以上の開口３４を介して、芯材６０
の通路５２（図７Ａ）と流体連通状態になることが可能である。１つ以上の取付具３８ま
たは他のデバイスを任意に使用して、流体モジュール１００を通路５２と流体連通状態に
なるのを補助することが可能である。さらに、論じるように、そのような取付具３８は、
上方部分４０（例えば芯材６０）が下方部分２０に対して滑動しない、または移動しない
ようにするのに有効であり得る。上方部分４０と下方部分２０との接合部に位置決してい
るそのような取付具および他のデバイスに関するさらなる情報を、図１４を参照として本
明細書において提示する。
【００５９】
　図７Ａおよび図７Ｂの断面図において示すように、芯材６０の通路５２のそれぞれが、
インサート５４を備えることが可能である。したがって、空気または他の流体は、通路５
２を通り、部分的にまたは完全にそのようなインサート５４内を搬送され得る。論じるよ
うに、これは、空気または他の流体が、通路５２の壁部を通り、ベッドアセンブリのマッ
トレス４０または上方部分の芯材６０または他の部分内に拡散する可能性を低下させるの
に有効であり得る。さらに、インサート５４は、インサート５４内を搬送される空気また
は他の流体が、流体分配部材７０、快適化層８０、および／または、上方部分４０の頂部
に沿って位置している任意の他の部分の方向に搬送されつつある際に、望ましくない臭気
を捕獲するのを回避させるのに有効であり得る。図示するように、インサート５４は、イ
ンサート５４が、ベッド１０に対して加えられる１つ以上の荷重、モーメント、応力、ま
たは他の力に応じて撓む、縮む、伸びる、および／または動くのを助長する、ベローズま
たは他の構造体を備えることが可能である。インサート５４、および／またはインサート
５４が連結される任意の取付具３８は、芯材６０、流体分配部材７０、下方部分２０、お
よび／またはベッドの任意の他の構成要素の隣接する表面に接触するように構成された、
フランジまたは他の突出構成体を備えることが可能である。そのようなフランジまたは他
の構成体を使用することは、芯材６０の通路５２に対してインサート５４および／または
取付具３８を固定することよって、流体の漏出、インサート５４のプルスルー、および／
または任意の他の望ましくない事態の可能性を低下させるのに有効であり得る。
【００６０】
　引き続き図７Ｂを参照すると、芯材６０は、１つ以上の層６２、６４、６６、６８また
は部分を備えることが可能である。一実施形態においては、芯材６０は、芯材６０の下方
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部分に沿って位置した主フォーム部分６２を備えている。代替としては、ベッドアセンブ
リがスプリングマットレスタイプである実施形態においては、芯材６０は、フォームおよ
び／または他の充填材料の代わりに、またはそれらに加えて、複数の内部スプリングまた
はコイルを備えている。さらに、芯材６０は、１つ以上の他のタイプのフォームまたは他
の材料を含み得る、１つ以上の上方層６４、６６、６８を有することが可能である。異な
るフォームまたは他の材料を使用することにより、所望に応じてまたは必要に応じていく
つかの特性（例えば剛性、可撓性、快適性、弾性、等々）を有するベッド１０を製造する
ことが可能となり得る。例えば、芯材６０の種々の層６２、６４、６６、６８が、高性能
フォーム、粘弾性フォーム、形状記憶フォーム、連続気泡フォーム、独立気泡フォーム、
他のタイプのフォーム、充填材料、他の天然材料もしくは合成材料、および／またはスプ
リングコイル等々を含むことが可能である。いくつかの実施形態においては、芯材は、ラ
テックス、粘弾性フォーム、または他の粘弾性材料からなる、１つ、２つ、３つ、または
それ以上の層を備えることが可能である。他の実施形態においては、論じるように、芯材
は、所望に応じてまたは必要に応じて、空気室、スプリング、および／または任意の他の
タイプの構成要素もしくは構造体を備えることが可能である。
【００６１】
　図７Ｂにおいては、主芯材層６２の頂部上に位置している層６４、６６、６８は、それ
ぞれ高性能フォーム、粘弾性フォーム、および軟質フォームを含むことが可能である。し
かし、他の実施形態においては、芯材６０は、フォームの代わりに、またはそれに加えて
、種々の材料（例えば充填材料、熱可塑性材料、空気室、スプリング、他の天然材料もし
くは合成材料、等々）を含むことが可能である。さらに、芯材は、本明細書において開示
するよりも多数のまたは少数の部分、層、および／または材料を備えることが可能である
。芯材６０が２つ以上の部分または層を備える構成においては、そのような部分または層
は、接着剤、ステッチ、固定具、および／または任意の他のデバイスもしくは方法を利用
して、互いに装着することが可能である。例えば、一実施形態においては、芯材６０の種
々の層が、互いに熱溶着されている。
【００６２】
　引き続き図７Ａおよび図７Ｂを参照すると、周囲のおよび／または温度調整された空気
または他の流体は、流体モジュール１００から通路５２（例えば１つ以上の取付具３８、
インサート５４、等々）を介して移送されると、１つ以上の流体分配層７０に入ることが
可能となる。本明細書においてさらに詳細に論じるように、流体分配層７０の上方に計画
的に位置している１つ以上の分流部材７４または分流器は、流体分配層７０に進入する空
気または他の流体の少なくとも幾分かを、側方または実質的に側方に再配向するのを補助
することが可能である。これは、流体分配部材７０内におけるより均一な流体の分配およ
び分散を促進するのに有効であり得る。いくつかの実施形態においては、分流器７４は、
例えばポリマー材料および／または繊維等々の、１つ以上の材料を含むことが可能である
。いくつかの実施形態においては、分流部材７４は、少なくとも幾分かの空気または流体
を透過させ得るように構成されている。代替としては、分流部材７４は、所望に応じてま
たは必要に応じて、空気不透過性または実質的に空気不透過性であることが可能である。
【００６３】
　分流部材７４は、接着剤、ステッチ、および／または他の連結デバイスもしくは連結方
法を用いて、ベッドアセンブリ１０の流体分配部材７０および／または１つ以上の隣接す
る層に装着することが可能である。流体分配部材７０および／または分流器７４の数量、
サイズ、形状、配向、および／または他の詳細は、所望に応じてまたは必要に応じて変更
することが可能である。例えば、いくつかの構成によれば、ベッドは、分流部材７４を全
く備えていない。他の実施形態においては、１つ以上の他の層または部材を、流体分配部
材７０と分流部材７４との間に位置することが可能である。
【００６４】
　図７Ａおよび図７Ｂに図示するように、１つまたは複数の快適化層８０は、流体分配部
材７０の上方および／または下方に位置することが可能である。いくつかの実施形態にお
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いては、快適化層８０は、連続気泡フォーム、形状記憶フォーム、他の軟質フォーム、ダ
ウンフェザー、および／または他の天然充填材料もしくは合成充填材料等々の、１つ以上
の軟質材料を含んでいる。そのような快適化層８０は、流体分配部材７０の頂部を出る空
気または他の流体が中を通り輸送され得るように、空気透過性であることが可能である。
快適化層８０の厚さ、サイズ、ベッドの他の層に対する配向、構成材料、および／または
他の特徴は、所望に応じてまたは必要に応じて変更することが可能である。
【００６５】
　ベッドの上方部分４０内に含まれている種々の層または構成要素（例えば、芯材６０お
よびその種々の層６２、６４、６６、６８、流れ分配層７０、分流部材７４、快適化層８
０等々）は、接着剤、ステッチ、および／または任意の他のデバイスもしくは方法を用い
て、互いに貼付けすることが可能である。代替としては、上方部分４０の１つ以上の構成
要素または層を、互いに別個であるように、または分離可能となるように構成することが
可能である。
【００６６】
　図８Ａおよび図８Ｂは、本明細書において説明するようないくつかの特徴、構成要素、
および利点を有する空調されるベッドアセンブリ２１０の上方部分２４０の一実施形態を
概略的に示す。図示する実施形態においては、上方部分２４０は、芯材２６０を備えてお
り、この芯材２６０は、その深さ部分を横断する４つの内部通路２５２を備えている。図
示するように、通路２５２は、概して円筒状の形状を有することが可能である。しかし、
通路２５２は、例えば正方形、矩形、三角形、他の多角形、楕円形、および／または不規
則形状等々の、任意の他の所望のまたは必要な断面形状を備えることが可能である。さら
に、いくつかの構成においては、通路２５２は、芯材２６０に沿って対称的に配置されて
いる。これは、土台または下方部分内に位置している流体モジュールに通路２５２を概し
て位置合わせする（例えば物理的に、水力学的に等々）ことを依然として可能にしながら
、下方部分（図８Ａおよび図８Ｂには図示せず）に対して上方部分２４０を回転させるこ
とを可能にし得る。代替としては、芯材２６０の通路２５２は、非対称の配向を有するこ
とが可能である。さらに、他の実施形態においては、芯材２６０は、所望に応じて、また
はある特定の用途もしくは使用法による必要に応じて、４つよりも多いまたは少ない内部
通路２５２を備えることが可能である。さらに、通路２５２および／または芯材２６０の
サイズ、形状、間隔、配向、および／または任意の他の詳細は、本明細書において例示ま
たは説明するものとは異なることが可能である。
【００６７】
　いくつかの実施形態によれば、温度調整されるベッドの上方部分内に含まれている内部
通路２５２の個数は、このようなベッドが備えている個別に制御される種々の区域に基づ
いて選択することが可能である。そのような構成に関するさらなる開示は、図８Ａ～図１
１Ｄ、図３１、および図３２に関連して本明細書において示す。
【００６８】
　本明細書においてさらに詳細に論じるように、芯材２６０は、例えばフォーム、他の熱
可塑性プラスチック、空気室、コイルスプリング、他の弾性部材、および／または充填材
料等々の、１つ以上の材料または構成要素を含むことが可能である。図８Ａおよび図８Ｂ
には図示しないが、上方部分２４０は、下方部分（例えば土台、ボックススプリング、他
のフレーム、等々）の上に選択的に位置するように構成することが可能である。本明細書
においてさらに詳細に論じるように、芯材２６０の通路２５２は、ベッドアセンブリの上
方部分および下方部分が互いに対して適切に配置されると、下方部分中の開口に概して位
置合わせされて、通路２５２を１つ以上の流体モジュール（例えばファン、ブロワまたは
他の流体移送デバイス、熱電デバイス、対流ヒータまたは他の温度調整デバイス、等々）
と流体連通状態になるように構成することが可能である。したがって、示すように、周囲
のまたは温度調整された空気または他の流体は、有利には、通路２５２を通り、芯材２６
０の上方に配置されている１つ以上の層または構成要素を通り、上方部分の上部表面の方
向に搬送され得るようになる。
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【００６９】
　例えば、図８Ｂに図示するように、空気または他の流体が、通路２５２から、流体分配
部材２７０（例えばスペーサ材料、スペーサ布、もしくは他の材料）内に、またはベッド
の内部において流体（例えば空気）を側方にまたは実質的に側方に分配するように概して
構成されている任意の他の部材内に配向され得ることにより、そのような流体は、有利に
は、ベッド２１０の所望の上部表面に沿って配向される。空気または他の流体は、流体分
配部材２７０内に至ると、ベッド２１０の頂部に沿って配置されている１つ以上の層また
は部材を通過することが可能となる。例えば、図８Ｂに図示する実施形態においては、上
方部分２４０は、空気または他の流体を中に拡散させ得るように構成された快適化層２８
０（例えばキルト層）を備えている。他の実施形態に関連して本明細書においてさらに詳
細に論じるように、上部部分２４０（例えばマットレス）は、所望の触感（例えば硬さ）
、快適度レベル、または流体分配配置等々を実現するために、１つ以上の他の快適化層、
流体分配部材、充填材料、および／またはコイルスプリングもしくは他の弾性部材等々を
備えることが可能である。
【００７０】
　空調されるベッドアセンブリ３１０の別の実施形態を、図９Ａおよび図９Ｂに概略的に
示す。図示するベッド３１０は、図８Ａおよび図８Ｂを参照として本明細書において例示
および説明するものと同様である。しかし、図９Ａおよび図９Ｂにおけるベッド３１０の
上方部分３４０は、流体通路５２のそれぞれの上方に分流部材３７４または分流器をさら
に備えている。いくつかの実施形態においては、分流部材３７４は、円形の形状を有して
おり、流体分配部材３７０（例えばスペーサ、スペーサ布またはスペーサ材料、等々）と
快適化層３８０（例えばキルト層）との間に位置している。図示するように、そのような
分流器３７４は、流体分配部材３７０に入る空気または他の流体を概して側方に少なくと
も部分的に偏向させるのに役立ち得る。したがって、空気または他の流体は、快適化層３
８０および／またはベッド３１０の他の上部層の方向へと出る前に、流体分配部材３７０
内においてより均一に分配することが可能である。他の実施形態に関連して本明細書にお
いて論じるように、分流部材３７４は、所望に応じてまたは必要に応じて、空気透過性、
部分的に空気透過性、または空気不透過性であることが可能である。
【００７１】
　図１０Ａおよび図１０Ｂを参照すると、上方部分４４０を、２つ以上の異なる空調区域
４４２、４４４または部位に区分することが可能である。したがって、空調ベッドアセン
ブリ４１０は、使用者（または複数の使用者）の好みに応じて各区域４４２、４４４を個
別に冷却および／または加熱するように構成することが可能である。例えば、そのような
構成の下では、２人の人間がベッド４１０の上に位置する場合には、各人は、ベッド４１
０の自身の側に沿って行われる加熱、冷却、および／または通気のレベルを個別に制御す
ることが可能である。したがって、いくつかの実施形態においては、１人のユーザが、ベ
ッドの自身の側を加熱する一方で、別の使用者が、ベッドの自身の側を同時に冷却または
通気する。他の構成においては、両ユーザが、ベッドの自身の各側を加熱（または冷却ま
たは通気）することが可能であるが、それぞれ異なる程度においてそれらを行うことが可
能である。
【００７２】
　図１０Ａおよび図１０Ｂに図示する実施形態においては、区分された加熱および／また
は冷却区域４４２、４４４は、縫いシーム（ＳＥＷ ＳＥＡＭＳ）、加工ステッチ、他の
タイプのステッチ、および／またはグルービーズ（ＧＬＵＥ ＢＥＡＤＳ）、等々の構成
体４７６を使用して形成することが可能である。例えば、そのような縫いシーム、ステッ
チ、またはグルービーズは、流体分配部材４７０のいくつかの部分または部位内に流体流
を部分的に、完全に、または実質的に留めるために、使用することが可能である。したが
って、いくつかの構成においては、ある区域４４２、４４４からの空気または他の流体は
、隣接する区域４４２、４４４に進入することが概して不可能である。さらに、図１０Ｂ
に図示するように、流体分配部材４７０の外方端部に沿って使用されるシーム、ステッチ
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、および／またはグルービーズ等々の流れ阻止構成体は、ベッド４１０の側部に沿った流
体の損失を回避させるのに役立ち得る。他の構成においては、図１１Ａ～図１１Ｄを参照
として本明細書において論じるように、１つ以上の流体分配部材は、空気不透過性または
実質的に空気不透過性の層または部分によって、概して境界制限するか、または囲むこと
が可能である。したがって、流体分配部材に入る空気または他の流体は、ある特定の外方
境界を通過して側方に搬送されることが概して不可能となる。
【００７３】
　引き続き図１０Ａおよび図１０Ｂを参照すると、縫いシーム４７６、ステッチ、または
ビーズ等々により形成される個々の空調区域または部位４４２、４４４は、ベッド４１０
の部位の殆どの範囲にわたって広がっているようにサイズ設定されている。しかし、他の
実施形態においては、区域４４２、４４４が広がっている区域は、所望に応じてまたは必
要に応じて、図１０Ａおよび図１０Ｂに図示するものよりも広いまたは狭いことが可能で
ある。さらに、他の構成においては、ベッド４１０は、より多数のまたはより少数の区域
または部位４４２、４４４を備えることが可能である。図示する実施形態においては、空
気または他の流体は、芯材４６０中の２つの通路４５２によって各区域４４２、４４４に
供給される。代替としては、より多数のまたはより少数の通路４５２が、各区域または部
位４４２、４４４に関連付けされる（例えば流体連結状態にある）ことが可能である。本
明細書において開示する他の実施形態を参照として論じるように、１つ以上の通路４５２
は、芯材４６０と別個であってもよく、および／または、芯材４６０の外部に沿ってもし
くは芯材４６０の概して周囲に位置していてもよい。
【００７４】
　空気または他の流体は、概して最大で、シームまたはビーズ４７６（または例えば図１
１Ａ～図１１Ｄに図示するような外方フレームなどの任意の他の流体障壁）によって形成
されている外方境界部まで、流体分配部材４７０内において拡散することが可能である。
いくつかの実施形態においては、縫いシーム、ステッチ、ビーズ４７６、または任意の他
の障壁は、幾分かの流体を隣接する区域または部位４４２、４４４内へと横断させ得るよ
うに構成されている。したがって、流体分配部材４７０のシーム、ステッチ、ビーズ、ま
たは他の流体阻止構成体４７６は、それらによって概して形成されている境界を空気また
は他の流体が横断するのを完全には妨げないように構成されていてもよい。しかし、区域
４４２、４４４を互いから熱的に区分された状態に維持することが重要である場合には、
流体分配部材４７０は、流体流がある特定のシーム、ステッチ、ビーズ、および／または
他の流れ阻止デバイスもしくは構成体４７６を越えるのを妨げるまたは実質的に妨げるよ
うに構成することが可能である。これは、隣接し合う区域４４２、４４４を隔てる、流体
分配部材４７０の中間付近の縫いシーム、ステッチ、またはビーズ４７６に関してとりわ
け重要であり得る。
【００７５】
　図１０Ａおよび図１０Ｂに図示するように、分流部材４７４または分流器は、芯材４６
０の各流体通路４５２の上方に概して位置することが可能である。したがって、他の実施
形態に関連して本明細書において論じるように、各区域または部位４４２、４４４の中お
よび外の両方において、空気のより均一な分配を実現することが可能となる。他の構成と
同様に、流体分配部材４７０の各区域４４２、４４４の頂部を出る空気を、１つ以上の上
部層４８０（例えばキルト層、他の快適化層、等々）の方向に、およびそれらの中に配向
することが可能である。
【００７６】
　本明細書において図示および説明する実施形態またはその同様なもの参照として説明す
る分留技術および／または流れ阻止技術は、任意の他の構成の空調されるベッドアセンブ
リに組み込まれてもよい。例えば、空調されるベッドの上方部分が、１つ以上の縫いシー
ム、ステッチ、グルーシーム、および／または境界部等々を備えることが可能である。論
じるように、それらの構成体は、周囲のおよび／または温度調節された流体をベッドアセ
ンブリの１つ以上の目標領域に配向するのを補助することが可能である。いくつかの実施
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形態においては、ユーザは、ベッドアセンブリの自身の部分に対してもたらす冷却効果、
加熱効果、および／または通気効果を選択的に制御することが可能である。
【００７７】
　さらに、本明細書において開示する実施形態またはその同様なもののいずれについても
、１つ以上の所望の作動方式の下でベッドアセンブリを選択的に作動させることが可能で
ある。そのような方式は、タイマおよび／または１つ以上のセンサ等々（例えば圧力セン
サ、温度センサ、湿度センサ、等々）に少なくとも部分的に基づくことが可能である。そ
のような作動方式は、電力を節減し、使用者の快適性を高め、および／または他の利点を
もたらすのに有効であり得る。例えば、所望の作動方式にしたがってベッドを作動させる
ことが可能である（例えば、使用者へまたは使用者から送られる流体の温度および／また
は流量が、時間の経過または何らかの他の条件に基づいて変化するなど）。他の実施形態
においては、ベッドアセンブリは、１人以上の使用者が上に位置する上部表面に沿って、
所望の温度または感触を維持するように作動される。したがって、本明細書においてさら
に詳細に論じるように、ベッドは、１つ以上のセンサ（例えば温度センサ、湿度センサ、
流体特性を検出するように構成されている他のセンサ、等々）、制御装置、タイマ、およ
び／またはユーザ入力デバイス等々を備えることが可能である。
【００７８】
　図１１Ａ～図１１Ｄは、区分された加熱、冷却、および／または通気区域５４２、５４
４を有している空調されるベッド５１０の上方部分５４０の別の実施形態を示す。本明細
書において開示する他の構成と同様に、図示する上方部分５４０は、芯材５６０、流体分
配部材５７０、および快適化層５８０を備えている。しかし、本明細書においてさらに詳
細に論じるように、上方部分５４０は、より多数のまたはより少数の層もしくは部分、お
よび／または完全に異なる層もしくは部分を備えることが可能である。さらに、層または
部分は、所望に応じてまたは必要に応じて、異なって（例えば垂直方向における順序など
）構成することが可能である。
【００７９】
　引き続き図１１Ｂ～図１１Ｄを参照すると、流体分配部材５７０は、空調区域または空
調部位５４２、５４４を含む隣接する嵌め込み部分ととりわけ比較した場合に、空気不透
過性または実質的に空気不透過性となるように構成されているベース部分５７２またはフ
レームを備えることが可能である。いくつかの実施形態によれば、ベース部分５７２は、
独立気泡フォーム、および／または、比較的高い背圧特性を有する任意の他の材料（例え
ば高密度フォーム、他のタイプのフォーム、繊維、フィルム、等々）を含んでいる。図示
するように、流体分配部材５７０は、嵌め込み部分または部材５７４を中に位置すること
ができる１つ以上の開口または凹部を、その上部表面に沿って備えることが可能である。
嵌め込み部分５７４は、ベース部分５７２の凹部内に空気を分配するのを補助するように
構成されているスペーサ（例えばスペーサ布）および／または他の空気透過性材料を含む
ことが可能である。いくつかの構成においては、嵌め込み部分または部材５７４は、ベー
ス部分５７２の凹部内にぴったりとまたは実質的にぴったりと嵌るように、サイズ設定さ
れ、形状設定され、または構成されている。代替としては、嵌め込み部分または部材５７
４は、凹部の一部分のみにわたって延びることが可能である。さらに、嵌め込み部分また
は部材５７４は、接着剤、固定具、および／または任意の他のデバイスもしくは方法を用
いて、ベース部分５７２に固定することが可能である。
【００８０】
　本明細書において開示する任意の空調されるベッドアセンブリまたはその同等なものに
ついて、図１１Ｄに図示するようないくつかの実施形態によれば、凹部は、流体分配部材
５７０の深さの一部分のみにわたって延びている。しかし、他の構成においては、凹部は
、流体分配部材５７０の深さ全体にわたって延びている。その結果、嵌め込み部分または
部材５７４は、それらが中に固定される流体分配部材５７０と実質的に同一の深さまたは
厚さを有するように構成することが可能である。
【００８１】
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　いくつかの実施形態によれば、流体分配部材５７０は、その下部表面に沿って、キャリ
ア層５７６（例えば布、フィルム、等々）または他の部材をさらに備えている。そのよう
なキャリア層５７６は、空気不透過性または実質的に空気不透過性であることが可能であ
り、したがって、空気または他の流体が流体分配部材５７０の底部を通り上方部分５４０
から流出して望ましくない状態になる可能性を妨げるまたは低下させるのに有効であり得
る。したがって、ベース部分５７２および／またはキャリア層５７６は、流体分配部材５
７０の嵌め込み部分５７４内に搬送される空気または他の流体が通過し得る１つ以上の開
口５７８を備えることが可能である。しかし、凹部が流体分配部材５７０の深さ全体にわ
たって延びている実施形態においては、そのような開口５７８は、存在しなくてもよい。
【００８２】
　流体分配部材５７０の上方に位置している１つまたは複数の層の方向に、およびそれら
の層の中に配向される前に、空気または他の流体は、嵌め込み部分５７４内に至ると、流
体分配部材の一部または全体内で側方に拡散される。例えば、図１１Ａ～図１１Ｄに図示
する実施形態においては、空気または他の流体は、ベッド５１０の頂部を出る前に、快適
化層５８０を通過する。本明細書において論じるように、上方部分５４０は、追加の快適
化層および／または任意の他の層もしくは部材を備えることが可能である。そのような追
加の層または部材は、所望に応じてまたは必要に応じて、流体分配部材５７０の上方およ
び／または下方に位置することが可能である。さらに、上述されるように、ベース部分５
７２の形状により画定される外方フレームまたは境界部は、ある特定の嵌め込み部分５７
４内に、したがってベッドの目標部位内に空気または流体を閉じ込めるのに有効であり得
る。
【００８３】
　したがって、ベッド５１０は、有利には、１つ以上の区分された空調区域５４２、５４
４を備えることが可能であり、それによりユーザは、自身の好みに応じてベッド５１０の
１つ以上の部位を選択的に加熱する、冷却する、および／または通気させることが可能と
なる。各区域５４２、５４４は、１つ以上の流体モジュール（例えばファン、ブロワ、他
の流体移送デバイス、熱電デバイス、対流ヒータ、等々）と流体連通状態にあることが可
能である。例えば、他の実施形態に関連して本明細書において論じるように、流体モジュ
ールは、ベッドの土台または他の下方部分の内部空間内に位置することが可能であり、ま
たはその内部空間内に組み込むことが可能である。例えば、図１４を参照として本明細書
において論じるように、空調システムの種々の構成要素は、土台の支持ボード１１０また
は他の剛性もしくは半剛性の表面に固定することが可能である。ベッドアセンブリの種々
の空調構成要素のこのような一体化は、製造、出荷、組立て、および設置の容易化、コス
トの削減、および／またはシステムの設計全体の単純化等々を含む（しかしそれらに限定
されない）、いくつかの利点をもたらすことが可能である。
【００８４】
　さらに、本明細書において開示する他の構成を参照として例示および説明するように、
流体モジュールは、上方部分５４０（例えば芯材５６０、他の層、等々）を通して、また
は上方部分５４０の周囲に、または上方部分５４０の付近に引き回されている１つ以上の
通路を使用して、１つ以上の流体分配部材５７０（例えばスペーサ布、多孔性フォーム、
開格子構造体、等々）と流体連通状態になることが可能である。いくつかの実施形態によ
れば、各空調区域５４２、５４４は、有利には、所望に応じてまたは必要に応じて、１つ
以上の異なる流体モジュール（例えばブロワまたは他の流体移送デバイス、熱電デバイス
、対流ヒータ、等々）から、温度調整されたおよび／または周囲の空気または他の流体を
受けるように構成することが可能であり。代替としては、流体モジュールは、周囲のおよ
び／または温度調整された空気または他の流体を、ベッドの１つ以上の異なる区域５４２
、５４４に供給するように構成することが可能である。
【００８５】
　引き続き図１１Ａ～図１１Ｄを参照すると、ベッド５１０は、芯材５６０の内部部分を
通り引き回された、合計で４つの通路５５２を備えることが可能である。図示する実施形
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態においては、各嵌め込み部分５７４（例えばスペーサ、スペーサ布、または他の材料）
が、２つの通路５５２から空気または他の流体を受けるように構成されている。しかし、
他の構成においては、嵌め込み部分５７４は、より多数のまたはより少数の通路５５２と
流体連通状態にあることが可能である。
【００８６】
　図１１Ｅに図示するように、空気または他の流体は、１つ以上の外側通路５５２’を用
いて流体分配部材５７０’へと配向させることが可能である。例えば、外部に引き回され
た通路５５２’を用いて、流体分配部材５７０’の各嵌め込み部分５７４’（例えばスペ
ーサ、スペーサ布または他の材料、等々）を、１つ以上の流体モジュール（図示せず）と
流体連通状態になることが可能である。そのような構成は、芯材５６０’の内部または上
方部分５４０’の他の領域を通り引き回されている通路の必要性を解消するのに役立つ。
その結果、製造、組立て、および／または、空調されるベッドアセンブリの提供に関連す
る他の作業を、単純化することが可能となる。図示する実施形態においては、別個の外部
通路５５２’が、各嵌め込み部分５７４’に、周囲のおよび／または温度調整された流体
を送るために使用される。しかし、他の実施形態においては、通路５５２’は、空気また
は他の流体を２つ以上の異なる嵌め込み部５７４’またはベッド５１０’の他の部分に供
給するように構成することが可能である。さらに、２つ以上の通路５５２’を、１つの嵌
め込み部５７４’と流体連通状態になることが可能である。本明細書において例示および
説明する他の構成と同様に、図１１Ｅに図示する上方部分５４０’は、流体分配部材５７
０’の上方および／または下方に位置している１つ以上の他の層（例えばキルトまたは快
適化層５８０’）を備えることが可能である。
【００８７】
　他の構成によれば、空調されるベッドアセンブリは、空気または他の流体を中に配向さ
せ得る１つ以上の内部チャネルまたは他の導管を備えた流体分配部材を備えることが可能
である。これは、ベッドアセンブリの１つ以上の所望の部分に流体を分配するのに有効で
あり得る。
【００８８】
　そのような流体分配部材６７０Ａを有している空調されるベッド６１０Ａの一実施形態
を、図１２Ａに概略的に示す。図示するように、流体分配部材６７０Ａは、流体が中を通
過し得る流体分配部材６７０Ａ内の１つ以上のチャネル６７４Ａ、凹部、または他の部位
と流体連通状態にある入口６７８Ａを備えることが可能である。図示する構成においては
、流体分配部材６７０Ａは、内部チャネル６７４Ａと流体連通状態にある複数の開口６７
５Ａを備えている。
【００８９】
　そのような構成により、入口６７８Ａおよびチャネル６７４Ａを通り送られる空気また
は他の流体を、ベッドの上部（例えばキルトまたは快適化層６８０Ａ、マットレスの他の
層または部分、等々）の方向に分配することが可能となる。流体分配部材６７０Ａの、入
口６７８Ａ、チャネル６７４Ａ、開口６７５Ａ、および／または、任意の他の部分の数量
、形状、サイズ、位置、間隔、および他の詳細は、所望に応じて、またはある特定の用途
もしくは使用法による必要に応じて変更することが可能である。さらに、図１２Ｂの実施
形態を参照として本明細書において論じるように、スペーサ（例えばスペーサ布）または
他の概して流れ透過性の材料を、流体分配部材６７０Ａのチャネル６７４Ａおよび／また
は他の部分の１つ以上の位置内に位置することが可能である。さらに、明細書においては
例示しないが、インサート、ライナ、フィルム、または他の材料を、流体分配部材６７０
Ａのチャネル６７４Ａまたは任意の他の部分に沿って位置することが可能である。そのよ
うなインサートは、流体分配部材６７０Ａの主要部分６７２Ａを横断する流体損失を低下
させる、または妨げるのに役立ち得る。さらに、そのような部材または構成要素は、とり
わけベッド６１０Ａが使用されている際に、流体分配部材６７０Ａの内部チャネルおよび
他の通路を構造的に補強するのに有効であり得る。したがって、通路のサイズおよび形状
は、空気または他の流体が中を通過するのを可能にするように概して維持することが可能
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である。
【００９０】
　図１２Ｂを参照すると、流体分配部材６７０Ｂは、流体入口６７８Ｂおよび１つ以上の
凹状部位６７４Ｂを備えことが可能である。図示するように、スペーサ６７６Ｂ（例えば
スペーサ布、他の空気透過性材料または空気透過性部材、等々）を、凹状部位６７４Ｂ内
に部分的にまたは完全に位置することが可能である。スペーサ６７６Ｂは、凹状部位６７
４Ｂを構造的に補強するのに有効であり得る。さらに、スペーサ６７６Ｂは、空気または
他の流体が、流体分配部材６７０Ｂの１つ以上の所望の部分により均一に分配されるよう
にするのを確かなものにすることが可能である。本明細書における他の実施形態を参照と
して論じるように、流体分配部材６７０Ｂの凹状部位６７４Ｂまたは他の部分は、インサ
ート、ライナ、フィルム、または他の部材を備えることが可能である。入口６７８Ｂに入
る空気または他の流体は、スペーサ６７６Ｂを通り（例えば垂直方向に、側方に等々）分
配され得る。この空気または他の流体が、流体分配部材６７０Ｂの頂部を通り出ると、空
気または他の流体は、１つ以上の層または部材（例えば快適化層６８０Ｂ）を通りベッド
アセンブリ６１０Ｂの上部の方向に配向され得る。
【００９１】
　図１２Ｃは、空調されるベッド６１０Ｃのための上方部分６４０Ｃの別の実施形態の分
解断面図を示す。図示するように、上方部分６４０Ｃは、１つ以上の内部通路６５２Ｃを
有している芯材６６０Ｃを備えることが可能である。図示する構成においては、芯材６６
０Ｃは、通路６５２Ｃを１つだけ備えている。しかし、芯材は、所望に応じて、またはあ
る特定の用途による必要に応じて、２つ以上の通路６５２Ｃを備えていてもよいことが理
解されよう。上方部分６４０Ｃは、芯材６６０Ｃの頂部上に位置した、流体分配部材６７
０Ｃおよび１つ以上の他の層６８０Ｃ（例えば快適化層）をさらに備えていることが可能
である。
【００９２】
　引き続き図１２Ｃを参照すると、流体分配部材６７０Ｃは、部材６７０Ｃ全体にわたっ
て空気または他の流体をより均一に分配するように構成された、スペーサ６７４Ｃおよび
／または他の空気透過性部分を備えることが可能である。いくつかの実施形態においては
、スペーサ６７４Ｃ（例えばスペーサ布もしくは他の材料）または他の分配部分は、空気
不透過性または実質的に空気不透過性の層６７２Ｃまたは部材によって、少なくとも部分
的に囲まれている。空気不透過性層６７２Ｃは、織物、別のタイプの布、フィルム、ラミ
ネート、バッグ、および／または他の封入体等々を含むことが可能である。
【００９３】
　図１２Ｃにおいては、空気不透過性層６７２Ｃ中の２つの開口６７６Ｃが、概して流体
分配部材６７０Ｃの上部表面に沿って延びている。したがって、図示するように、（例え
ば１つ以上の下部入口６７８Ｃを通り）流体分配部材６７０Ｃに入る空気または他の流体
を、スペーサ６７４Ｃまたは他の分配部分内に分配することが可能である。空気または他
の流体は、空気不透過性層６７２Ｃの１つ以上の開口６７６Ｃを通り、１つ以上の上部層
（例えばキルトまたは快適化層６８０Ｃ、追加の流体分配部材、他の層または部材、等々
）の方向へと、流体分配部材６７０Ｃの内部から出ることが可能である。代替としては、
図１１Ｅを参照として論じるように、空気または他の流体は、内部通路６５２Ｃの代わり
に、またはそれに加えて、１つ以上の外部通路（図１２Ｃには図示せず）を介して、流体
分配部材６７０Ｃに送ることが可能である。
【００９４】
　図１３Ａは、芯材７６０Ａの頂部上に位置するように構成された上部部材７９０Ａを備
えている、空調されるベッドアセンブリ７１０Ａの一実施形態を示す。いくつかの構成に
よれば、上部部材７９０Ａは、流体分配部分７９２Ａ（例えばスペーサ、スペーサ布また
は他の材料、等々）、下部界面層７９６Ａ、および上部快適化層７９４Ａを備えている。
下部界面層７９６Ａは、使用者の快適度レベルを高めるように構成されたフォームまたは
別の概してクッション性の材料を含むことが可能である。
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【００９５】
　いくつかの実施形態においては、上部部材７９０Ａの種々の層および／または構成要素
は、一体構成体として共に接合されるように構成されている。例えば、流体分配部分７９
２Ａ、下部界面層７９６Ａ、および上部快適化層７９４Ａは、接着剤、ステッチ、ステー
プル、他の固定具、および／または任意の他のデバイスもしくは方法を用いて、互いに固
定することが可能である。その結果、上部部材７９０Ａは、一体として、芯材７６０Ａに
装着させることが可能となり、それにより上部部分７４０Ａの組立てが容易になる。いく
つかの構成においては、上部部材７９０Ａは、芯材７６０Ａに固定されると、芯材７６０
Ａの１つ以上の通路７５２Ａと流体連通状態になるように構成されている。
【００９６】
　他の構成においては、上部部材７９０Ａは、所望に応じてまたは必要に応じて、追加の
またはより少数の層または部分を備えている。例えば、上部部材７９０Ａは、１つ以上の
追加の上部層（例えば快適化層）を備えることが可能である。代替としては、上部部材７
９０Ａは、下部界面層７９６Ａを備えていなくてもよく、それにより、流体分配部分７９
２Ａ（例えばスペーサまたは他の材料）は、芯材７６０Ａの上部表面に直接的に接触する
。
【００９７】
　図１Ａ～図３５に図示するような実施形態を含む、本明細書において開示する実施形態
のいずれにおいても、下方部分の種々の層または部材（例えばフレーム、支持構造体、カ
バー材料、等々）および／または上方部分の種々の層または部材（例えば芯材、流体分配
部材または部分、快適化層、界面層、等々）の中の１つ、いくつか、または全ては、接着
剤、ステッチ、ステープル、他の固定具等々を用いて、互いに装着することが可能である
ことが理解されよう。その結果、上方部分および下方部分のそれぞれを、１つの部材また
は２つ以上の別個の部材として提供することが可能となる。例えば、いくつかの構成にお
いては、図１３Ａを参照として本明細書において論じるものなどの、一体構造を有する上
部部材７９０Ａが、バイヤー、組立て業者、または、後に上部部材７９０Ａを芯材７６０
Ａもしくはベッドアセンブリ７１０Ａの他の部分に固定させ得る他の者に提供されてもよ
い。他の実施形態においては、完成したまたは実質的に完成した上方部分（例えば芯材、
流体分配部材、快適化層、等々）を、ベッドアセンブリへの組み込みのために、単体構造
体として提供することが可能である。代替としては、種々の層、部材、または部分を、空
調されるベッドアセンブリに後に組み込まれることになる別個のアイテムとして、他者に
提供することが可能である。
【００９８】
　図１３Ｂに図示するように、空調ベッドアセンブリ７１０Ｂは、芯材７６０Ｂの内部の
端部にまたは端部付近に位置した１つ以上の通路７５２Ｂを備えることが可能である。空
気または他の流体は、有利には、そのような通路７５２Ｂを介して、２つ以上の流体モジ
ュール１００からベッド７１０Ｂの頂部（例えば流体分配部材７７０Ｂ、快適化層７８０
Ｂ、等々）の方向に送ることが可能である。他の実施形態においては、１つ以上の流体通
路７５３Ｂを、芯材７６０Ｂの外側および／またはベッド７１０Ｂの他の部分に沿って位
置することが可能である。そのような構成の下では、芯材７６０Ｂを通る内部開口の必要
性を解消することが可能となる。
【００９９】
　図１Ａ～図３５に関連して例示および説明するものを含む、本明細書において開示する
空調されるベッドの実施形態のいずれにおいても、上方部分および／または下方部分は、
１つ以上のカバー層またはカバー材料を備えることが可能である。論じるように、芯材、
流体分配部材、および快適化層は、接着剤、ステッチ、固定具、および／または他の連結
方法もしくはデバイスを用いて、互いに固定することが可能である。さらに、これらの構
成要素または部分のいくつかまたは全ては、１つ以上の布層、バッグまたは他の封入体、
および／または他のカバー材料等々によって、選択的に包むことが可能である。
【０１００】
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　空調されるベッドアセンブリに関するさらなる詳細については、２００７年１０月１５
日に出願され、米国特許明細書第２００８／０１４８４８１号として公開された、米国特
許出願第１１／８７２，６５７号を参照されたい。該出願の全体が、ここに参照により本
明細書に組み込まれる。本明細書において説明および／または例示する実施形態の構成要
素、特徴、および／または利点の１つ以上を、米国特許出願第１１／８７２，６５７号に
開示されている特定の実施形態のいずれかに適用することが可能であり、その逆も可能で
ある。
【０１０１】
　図１４は、上方部分４０’（例えばマットレス）および下方部分２０’（例えば土台、
ボックススプリング、等々）を有している空調ベッドアセンブリ１０’の別の実施形態の
部分断面図を示す。図示するように、上方部分４０’は、芯材６０’（例えばフォーム、
他の充填材料、スプリング、等々）の上方に位置した、キルトまたは快適化層８０’およ
び流体分配部材７０’を備えている。他の実施形態を参照として本明細書において論じる
ように、芯材６０’は、上方部分４０’の底部から、芯材６０’の頂部上に配置されてい
る流体分配部材７０’（例えばスペーサ布）まで概して延びた、１つ以上の内部通路５２
’を備えることが可能である。いくつかの実施形態においては、図１４に図示するように
、上方部分４０’に入る流体が、流体分配部材７０’またはマットレス４０’の他の層も
しくは領域に入る前に（例えば通路５２’の壁部を通り、上方部分４０’と下方部分２０
’との間の界面を通り等々）図らずも漏出または流出しないようにするのを補助するため
に、インサート５４’（例えばベローズ状導管）が、通路５２’内に位置している。
【０１０２】
　引き続き図１４を参照すると、空気または他の流体が、流体分配部材７０’に入ると、
この空気または他の流体は、分配され（例えば側方に）、それにより流体分配部材７０’
の一部分の全体にわたってより均一に流れることが可能である。この流体分配効果を高め
るために、分流部材または分流器７４’を、芯材６０’の各内部通路５２’の出口の上方
に概して位置することが可能である。図１４に概略的に図示するように、分流器７４’は
、流体分配部材７０’の少なくとも一部分の全体にわたって空気または流体を側方に分流
させるように、形状設定し、サイズ設定し、位置し、または構成することが可能である。
その結果、分流器７４’を使用することにより、空調ベッド１０’の上部表面に沿ってよ
り均一な冷却効果、加熱効果、および／または通気効果をもたらすことが可能となる。
【０１０３】
　いくつかの実施形態によれば、分流器７４’は、流体分配部材７０’と流体分配部材７
０’の上方に位置したキルトまたは快適化層８０’との間に概して位置決している、空気
不透過性または部分的に空気不透過性の部材を備えている。したがって、分流器７４’は
、一片の布、ライナ、および／または剛性、半剛性、もしくは可撓性の材料等々を含むこ
とが可能である。そのような構成においては、分流部材７４’は、サイズが比較的小さく
、流体分配部材７０’を覆って断続的に位置しているにすぎない。しかし、他の実施形態
においては、ベッドは、流体分配部材７０’の表面部位の殆どまたは全てを覆って広がる
、１つ以上の分流部材を備えることが可能である。例えば、一構成においては、分流器は
、概して流体分配部材７０’の上方に位置した層または部材（例えば快適化層８０’、複
数の流体開口を有している別個の快適化層または他のタイプの層、等々）を備えている。
【０１０４】
　引き続き図１４を参照すると、空気または他の流体がベッド１０’の側部を通り流出す
るのを防ぐのを補助するように、流体分配部材７０’は、その端部に沿ってベースまたは
フレーム７２’を備えることが可能である。代替としては、本明細書においてさらに詳細
に論じるように、縫いシーム、ステッチ、グルービーズ、および／または任意の他の流体
阻止部材もしくは流体阻止構成体を使用することによって、側部からの損失を防ぐまたは
低下させることが可能である。さらに、上方部分４０’は、ユーザにさらなる快適性およ
び／または他の利益をもたらすために、１つ以上の他の層または部材を備えることが可能
である。例えば、追加のキルトまたは快適化層（図１４には図示せず）を、別個の層とし
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て流体分配部材７０’の下方に位置することが可能であり、または、芯材６０’の一部と
して組み込むことが可能である。
【０１０５】
　図１４に図示するように、１つ以上の中間部材３７’を、環境制御されるベッドアセン
ブリの概して上方部分と下方部分との間に位置することが可能である。例えば、中間部材
３７’は、中央開口を有しているフェルトスクリムを含むことが可能である。いくつかの
構成においては、フェルトスクリム３７’は、厚さが約２ｍｍであり、直径が約１５５ｍ
ｍ（６．１インチ）である。他の実施形態においては、フェルトスクリムまたは他の中間
部材３７’は、例えば正方形、斜方形、他の矩形、他の多角形、楕円形、および／または
不規則形状等々の、異なる形状を備えている。図示するように、中間部材３７’は、中央
開口を備えることが可能であり、この中央開口は、いくつかの実施形態においては、空調
ベッドの隣接する構成要素（例えばフランジ３８’、相互連結導管３９’、通路５２’内
に位置しているインサート５４’、等々）の開口サイズに概して一致するまたは他の態様
において対応するように、形状設定され、サイズ設定されている。他の実施形態において
は、中間部材３７’の形状、サイズ、および他の特徴は、所望に応じてまたは必要に応じ
て変更することが可能である。中間部材３７’は、接着剤（例えば接着ストリップ）、固
定具、および／または任意の他の連結デバイスもしくは方法を用いて、ベッドアセンブリ
の上方部分および／または下方部分の隣接する表面に固定するように構成することが可能
である。
【０１０６】
　厳密な形状、サイズ、および構成にかかわらず、そのようなスクリムまたは他の中間部
材３７’は、環境制御されるベッドアセンブリに１以上の利益および利点をもたらすこと
が可能である。例えば、中間部材３７’は、インサート５４’のフランジ状端部５５’を
覆い、このフランジ状端部５５’を上方部分４０’の隣接する下方表面に固定するように
構成することが可能である。したがって、中間部材は、インサート５４’が通路５２’の
対向し合う端部同士の間において適切に延びるようにするのを補助し、それにより、通路
５２’内へのインサート５４’の望ましくないプルスルーを回避させることが可能である
。さらに、そのようなスクリムまたは他の中間部材３７’は、調整されたおよび／または
調整されていない流体が流体モジュールから使用者の方向に搬送される際の漏出の可能性
を低下させるのに有効であり得る。例えば、中間部材３７’は、調整された空気が逆流す
る（例えばインサートを通りベッドアセンブリの上方部分と下方部分との間の界面の方向
に、通路を通り、等々）のを防ぐまたは実質的に防ぐように構成することが可能である。
【０１０７】
　引き続き図１４の断面図を参照すると、下方部分２０’（例えば土台）は、支持ボード
１１０または他のパネル部材を備えることが可能であり、この支持ボード１１０または他
のパネル部材には、空調ベッドアセンブリ１０’の１つ以上の構成要素（例えば流体モジ
ュール１００’、電源１１２’、制御ユニット１１４’、湿度センサ１１６’、他のタイ
プのセンサ、等々）を固定することが可能である。図１４においては、支持ボード１１０
は、土台２０’の下方端部に組み込まれており、ベッド１０’の長さ全体にわたって延び
ている。しかし、他の構成においては、支持ボード１１０は、土台または他の下方部分２
０’内において異なる位置または配向を有することが可能である。さらに、支持ボード１
１０は、下方部分２０’およびベッド１０’の部位の一部のみにわたって広がっているよ
うに構成することが可能である。
【０１０８】
　支持ボード１１０は、所望に応じて、またはある特定のベッドによる必要に応じて、概
して剛性の、半剛性の、および／または可撓性の構造を有することが可能である。例えば
、いくつかの構成においては、支持ボード１１０は、土台２０’の１つ以上の側部に沿っ
て外方パネルまたは壁部を形成するように構成された、プラスチックの、および／または
他の剛性または半剛性の材料を含んでいる。しかし、他の実施形態においては、支持ボー
ド１１０は、土台２０’の内側領域内に位置している。そのような構成においては、下方
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部分２０’は、下方部分の内部空間を概して遮蔽するために、別個のパネル（例えば、プ
ラスチック、木材、または他の剛性、半剛性、もしくは可撓性の材料を含む）またはカバ
ー部材（例えば布）を備えることが可能である。
【０１０９】
　支持ボード１１０の厳密な形状、サイズ、ベッドの一部分内における位置および配向、
および／または、支持ボード１１０の特徴の中の他のものにかかわらず、支持ボード１１
０は、いくつかの利点をもたらすことが可能である。例えば、空調システムの１つ以上の
構成要素（例えば流体モジュール、制御モジュールまたは制御ユニット、電源、センサ、
等々）の構築、設置、および組立てを容易にすることが可能である。なぜならば、これら
の構成要素は、土台２０’内に支持ボード１１０を組み込む前に、支持ボード１１０に固
定することが可能であるからである。これに関連して、独立的な支持ボード１１０の構成
が、空調されるベッドアセンブリの保管、出荷、および輸送の助けとなり得る。さらに、
ベッドの土台または他の部分から支持ボード１１０を選択的に取り外すことが可能である
実施形態においては、ベッドの修理およびメンテナンスを容易化することが可能である。
例えば、空調システムを点検する必要がある場合に、支持ボード１１０を取り外すことが
可能となり、ベッドアセンブリの位置から離れた位置で（例えば遠隔地の点検施設におい
て、別室において、等々）必要な修理、点検、および／または他の調節を実施することが
可能となり、好都合である。本明細書において指摘されるように、支持ボード１１０は、
土台２０’または下方部分の下部部分、上部部分、側部部分、内部部分、および／または
任意の他の部分に沿って位置することが可能である。他の実施形態においては、支持ボー
ド１１０は、空調されるベッドのマットレスまたは別のタイプの上方部分４０’に直接的
に組み込まれるように設計することが可能である。例えば、支持ボードは、マットレスの
下方表面の少なくとも一部分を概して形成するように構成することが可能である。
【０１１０】
　支持ボード１１０は、それに固定される種々の構成要素を収容するようになされている
１つ以上の開口および／または他の構成体を備えることが可能である。例えば、図１４に
図示する実施形態においては、支持ボード１１０は、各流体モジュール１１０’の入口に
開口１３４を備えている。さらに、支持ボード１１０は、ケーブルおよび／または他の配
線接続部を中に通し得る開口１３５Ａ、１３５Ｂを備えることが可能である。さらに、本
明細書においては例示しないが、有利には、支持ボード１１０は、それに装着される種々
の構成要素をより良好に収容するように構成することが可能である。例えば、支持ボード
１１０は、ねじ、固定具、および／または他の連結デバイス等々をより容易に収容するよ
うに構成された、凹部（例えば流体モジュール、電源、等々を受容するようにサイズ設定
および形状設定されている）、タブ、スロット、フランジ、ねじ連結部、および他の構成
体を備えることが可能である。
【０１１１】
　引き続き図１４を参照すると、土台２０’は、土台２０’の内部を２つ以上の別個の領
域に概して隔てるように意図された、１つ以上の断熱バッフル２３’または流体ダムを備
えることが可能である。図示する構成においては、土台２０’は、温度調整されたおよび
／または周囲の空気をマットレスまたは上方部分４０’の対応する通路５２’を介して選
択的に供給するようになされた、合計で２つの流体モジュール１００’を備えている。ベ
ッドが「冷却」モードの下で作動している場合には、各流体モジュール１００’の下流の
主出口導管１０６’は、比較的冷たい空気を搬送し、廃棄出口導管１０８’は、比較的熱
い空気を搬送する。図１４に図示するように、主出口導管１０６’は、土台２０’の頂部
から出るまでは、断熱バッフル２３’同士の間に概して画定されている部位である主区域
Ｍ内に位置するままである。
【０１１２】
　さらに、廃棄出口導管１０８’により搬送される流体は、断熱バッフル２３’を横断し
て、主区域Ｍの両側に配置されている別個の廃棄区域Ｗ1、Ｗ2内に配向される。他の実施
形態においては、土台または下方部分２０’は、所望に応じてまたは必要に応じて、より
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多数のまたはより少数の主区域Ｍおよび／または廃棄区域Ｗ1、Ｗ2を備えることが可能で
ある。例えば、一構成においては、下方部分は、１つのみの主区域および１つのみの廃棄
区域を備えている。したがって、流体モジュールの下流のこの主流体出口および／または
この廃棄流体出口を、単一の区域内へと配向することが可能である。
【０１１３】
　断熱バッフル２３’またはダムにより、土台２０’の各区域Ｍ、Ｗ1、Ｗ2内の温度は、
ベッドの空調システムの作動中に変更することが可能である。例えば、上述のように、冷
たい空気が、上方部分４０’に供給されつつある場合には、主部分は、比較的冷たく、廃
棄部分Ｗ1、Ｗ2は、比較的熱くなる。廃棄流体が、主出口１０６’から離れる方向に（例
えば廃棄区域Ｗ1、Ｗ2の方向に）配向されるため、廃棄流体の熱は、比較的冷たい主流体
の温度に影響を及ぼすことは概して不可能となる。同様に、そのような構成の下では、ベ
ッドが「高温」モードの下で作動している場合に、有利には、主出口導管１０６’および
主区域Ｍから失われる熱の量を低減させることが可能である。これは、廃棄出口導管１０
８’を通り搬送される比較的冷たい空気が、主出口導管１０６’および主区域Ｍから熱を
引き抜くことが概して不可能であるためである。したがって、有利には、ベッドアセンブ
リ内で行われる温度調整プロセスの効率を向上させることが可能となる。
【０１１４】
　さらに、ベッドの空調システムの１つ以上の構成要素に対して望ましい作動環境を与え
るために、土台内において独立した「冷たい」区域および「熱い」区域Ｍ、Ｗ1、Ｗ2を維
持することが望ましい場合がある。例えば、ある特定のベッドアセンブリに対して期待さ
れる作動モードに応じて、流体モジュール１００’、電源１１２’、制御ユニット１１４
’、温度センサ、湿度センサ１１６’、および／または他のタイプのセンサ等々が、ある
特定の周囲温度を有する環境内に配置されている場合には、より効率的にまたはより確実
に作動する場合がある。これに関連して、そのような構成要素をある特定の温度範囲を有
する環境内に配置すると、そのような構成要素の耐用年数を延ばすことが可能となる。
【０１１５】
　主流と廃棄流との間に追加の熱遮蔽を形成するために、土台２０’内に配置されている
種々の流体導管１０３’、１０６’、１０８’が、１つ以上の断熱材料１０５’、１０７
’、１０９’（例えばフォームまたは繊維ガラスの断熱材、他の断熱材、等々）を含むこ
とが可能である。例えば、図１４に図示するように、ブロワ１０２’または他の流体移送
デバイスを対応する熱電デバイス１０４’と流体連通状態になる導管１０３’が、断熱材
１０５’を備えることが可能である。さらに、流体モジュール１００’の下流の出口導管
１０６’、１０８’の１つ以上が、所望に応じてまたは必要に応じて断熱されていること
も可能である。
【０１１６】
　図１５Ａ～図１５Ｃは、１つ以上の熱的に区分された区域を維持するように構成された
、空調されるベッドの下方部分１２０（例えば土台）の種々の図を示す。さらに、いくつ
かの構成によれば、本明細書においてさらに詳細に論じるように、土台１２０は、土台１
２０の主部分１３０の直下の空間内のそのような区分された熱区域を保護するのを補助す
るために、熱カーテンまたは熱ベッドスカート１４０を備えている。
【０１１７】
　特に図１５Ａを参照すると、空調されるベッドアセンブリの土台１２０（または他の下
方部分）は、空調システムの種々の構成要素（例えば流体モジュール、電源、制御ユニッ
ト、センサ、等々）を中に収容することが可能な主区域Ｍまたは領域を備えることが可能
である。図１４を参照として論じるように、主区域Ｍを画定するのを補助する１つ以上の
パネル、壁部、または他の部材は、支持ボードを含むことが可能である。例えば、図示す
る実施形態においては、主下方パネル１３２は、支持ボードを含んでおり、この支持ボー
ドは、内側表面に沿って空調システムの１つ以上の構成要素を受けるように構成されてい
る。図示するように、支持ボードパネル１３２は、土台の主区域Ｍの内部に位置している
流体モジュール（例えば流体移送デバイス）の入口に概して対応するようにサイズ設定さ
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れ、形状設定され、構成された開口１３４を備えることが可能である。いくつかの構成に
おいては、図１５Ａおよび図１５Ｂに図示するように、土台１２０は、側部パネル１２３
をさらに備えており、これらの側部パネル１２３は、主下方パネル１３２と共に、主区域
Ｍを画定するのを補助する。側部パネル１２３は、隣接する廃棄区域Ｗ1、Ｗ2のそれぞれ
から主区域Ｍを物理的に、および／または熱的に隔離するように構成された、剛性、半剛
性、および／または可撓性の部材を備えることが可能である。例えば、いくつかの実施形
態においては、そのような側部パネル１２３は、良好な流体阻止特性および／または断熱
特性を有する１つ以上の材料を含んでいる。
【０１１８】
　図１４を参照として本明細書において論じるように、流体モジュールを出る廃棄空気は
、１つ以上の廃棄出口導管を用いて、土台の主区域Ｍから出て、隣接する廃棄区域Ｗ1、
Ｗ2内へと配向することが可能である。図１５Ａ～図１５Ｃの実施形態においては、廃棄
出口導管１３５は、土台の廃棄区域Ｗ1、Ｗ2の内部領域１３６内に廃棄流体を配向する。
いくつかの構成においては、そのような内部領域１３６は、１つ以上のパネルおよび／ま
たはカバー材料１３７（例えば布層、シート、ライナ、等々）によって画定されている。
例えば、図１５Ａにおいては、カバー材料は、空気透過性または概して空気透過性の布を
含むことが可能である。他の実施形態においては、土台１２０は、空気または他の流体が
主区域Ｍおよび／または廃棄区域Ｗ1、Ｗ2に自由に出入することを可能にする、１つ以上
の流体出口（図示せず）を備えている。
【０１１９】
　土台１２０の構造部分１３０の下方の断熱区域を拡張するために、土台が、熱ベッドス
カート１４０またはカーテンを備えることが可能である。熱ベッドスカート１４０の一実
施形態を、図１５Ｂおよび図１５Ｃに示す。図示するように、スカート１４０は、スカー
ト１４０の内部空間を別個の領域に分割するのを補助する複数の外部および内部セクショ
ン１４２、１４６、１４８を備えることが可能である。熱スカート１４０またはカーテン
は、流体流の移送および／または熱の伝達に対して少なくとも部分的に障壁を設けるため
に構成することが可能である。
【０１２０】
　図示する実施形態においては、別個の領域は、土台の構造的上方部分１３０の区域Ｍ、
Ｗ1、Ｗ2に概して位置合わせされる。例えば、熱スカート１４０またはカーテンの内部セ
クション１４８は、スカート１４０が土台１２０に適切に固定されている場合には、主区
域Ｍの側部パネルの直下またはほぼ直下に配置されている。したがって、周囲空気は、ス
カート１４０の下部に沿った凹部１４４、ノッチ、または他の切欠部と、主下方パネル１
３２中の入口１３４とを介して、流体モジュール（図示せず）内に引き込むことが可能で
ある。いくつかの構成においては、熱スカート１４０の内部セクション１４８は、廃棄流
体（例えば廃棄区域Ｗ1、Ｗ2のそれぞれの中、下方、または付近に存在する）が主区域Ｍ
に（例えば流体モジュールの入口の方向に）入る可能性を妨げるまたは低下させるように
構成されている。熱スカート１４０は、例えばステッチ、接着剤、クリップ、フック、ス
テープル、および／または他の固定具等々の、１つ以上の連結方法またはデバイスを用い
て、土台１２０の隣接する部分に固定することが可能である。
【０１２１】
　図１６Ａおよび図１６Ｂは、環境制御されるベッドアセンブリと共に使用するために構
成されているマットレス１５０（例えば上方部分）の一実施形態を示す。図示するように
、マットレス１５０は、下部層１５２、上部流体分配層１５６、およびそれらの間に位置
している中間層１５４を備えることが可能である。一構成によれば、下部層１５２は、所
望に応じて、またはある特定の設計に対する必要に応じて、フォーム、スペーサ布、キル
トもしくは快適化層、他の充填材料、スプリング、空気室、および／または任意の他の材
料もしくは構成要素を含んでいる。さらに、中間層１５４は、可撓性であり概して流体不
透過性である、シート、フィルム、布、または任意の他の材料を含むことが可能である。
中間層１５４は、洗浄可能（例えばきれいに拭くことが可能である、または滅菌すること
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が可能である）および再利用可能となるようにすることが可能である。いくつかの構成に
おいては、中間層１５４は、ビニル、他のポリマー材料、および／または任意の他の合成
材料もしくは天然材料を含む、シートまたは層である。さらに、上方層１５６は、少なく
とも部分的に多孔性または空気透過性の、スペーサ布、別の流体分配部材、および／また
は他の材料を含むことが可能である。代替としては、上方層１５６は、１つ以上の概して
流体不透過性の材料を含んでいるにもかかわらず、流体を中に分配させ得るおよび通過さ
せ得る（例えば内部チャネル、孔、等々を使用して）ように構成することが可能である。
【０１２２】
　いくつかの実施形態によれば、上方層１５６（例えばスペーサ布）は、マットレス１５
０の隣接する層および部分から選択的に分離され取り外されるように構成されている。そ
の結果、上方層１５６を洗浄し、本明細書においてさらに詳細に論じるように後にマット
レス１５０に再度装着することが可能となる。代替としては、上方層１５６は、取り外し
、新しい上方層１５６と交換することが可能である。中間層１５４（例えばビニルシート
）は、有利には、上方層１５６がマットレス１５０から取り外された場合にいつでも、洗
浄（例えばきれいに拭く）または処理することが可能である。したがって、マットレスの
中間層１５６および下部層１５２は、ベッドの使用者またはベッドがさらされる場合のあ
る任意の汚染物と接触状態になることがまずないため、複数回にわたって再利用すること
が可能である。そのような構成は、ベッドの頻繁な洗浄が望ましいまたは必要とされるよ
うな、および／またはベッドがある一定の期間に複数のユーザにわたって利用される可能
性のあるような、医療ベッドおよび他の用途にとって、とりわけ有益なものとなり得る。
【０１２３】
　いくつかの構成においては、マットレス１５０の下部層１５２および中間層１５４は、
例えばステッチ、接着剤、クリップ、および／または他の固定具等々の、１つ以上の連結
デバイスまたは方法を用いて、互いに固定されている。同様に、マットレス１５０の深さ
の少なくとも一部分にわたって貫通している流体インサート１５８（例えばベローズ状ダ
クト）を、１つ以上の連結方法またはデバイスを用いて、中間層１５４（例えばビニル層
）に装着することが可能である。本明細書において指摘されるように、いくつかの構成に
よれば、上方層１５６（例えばスペーサ布）は、１つ以上の取外し可能な連結具を用いて
、マットレス１５０の隣接する層または部分にリリース可能に装着されている。例えば、
図１６Ａおよび図１６Ｂにおいては、上方層１５６は、１つ以上のその外方端部に沿って
またはその付近に、複数の比較的細いスリット１５７または他の開口を備えている。図示
する実施形態においては、上方層１５６は、その側部のそれぞれに沿って１つずつ、合計
で４つのスリット１５７を備えている。しかし、スリット１５７に関する数量、サイズ、
形状、位置、間隔、および／または他の詳細は、所望に応じてまたは必要に応じて多様で
あることが可能である。
【０１２４】
　引き続き図１６Ａおよび図１６Ｂを参照すると、スリット１５７または他の開口は、中
間層１５４（例えばシートまたはフィルム）の余端部を中に受けるように、サイズ設定し
、形状設定し、または、適合化することが可能である。したがって、マットレス１５０に
上方層１５６（例えばスペーサ布）を固定するためには、１つ以上の中間層の自由端部を
、上方層１５６の下部から対応するスリット１５７を通して上方に送ることが可能である
。図１６Ｂに図示するように、中間層１５４の全ての自由端部が、対応するスリット１５
７を適切に貫通すると、これらは、上方層１５６の上部表面に沿って（例えばマットレス
の中央の方向にまたは中央から離れる方向に）折り曲げられてもよい。他の実施形態にお
いては、マットレス１５０は、使用時に、上方層１５６が、マットレス１５０の隣接する
部分および層から分離しないように、またはそれらの部分および層に対して図らずも移動
しないようにするのを補助する、１つ以上の追加のデバイスまたは構成体を備えている。
例えば、ボタン、ジッパ、スナップ連結具、マジックテープ、および他のタイプの固定具
を使用して、マットレス１５０に上方層１５６を一時的に固定することが可能である。
【０１２５】
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　空調されるベッドアセンブリのマットレスまたは上方部分１７０の別の実施形態を、図
１７Ａ～図１７Ｃに示す。図示するように、マットレス１７０は、複数の層または部分１
７２、１７４、１７６を備えることが可能である。そのような部分１７２、１７４、１７
６は、外方カバー１７８または他の封入体を使用して互いに対して望ましい配向に維持さ
れた、別個の部材であることが可能である。いくつかの構成においては、外方カバー１７
８は、ユーザがカバー１７８の内部空間内の層または部分を選択的に包み込む（または解
放する）のを可能にする、１つ以上のジッパおよび／または他のタイプのリリース可能な
装着デバイスもしくは構成体（例えば、ボタン、スナップ連結具、マジックテープ、およ
び他のタイプの固定具）を備えている。
【０１２６】
　引き続き図１７Ａ～図１７Ｃを参照すると、マットレス１７０は、所望に応じてまたは
必要に応じて高性能フォーム、粘弾性フォーム、形状記憶フォーム、連続気泡フォーム、
独立気泡フォーム、他のタイプのフォーム、充填材料、他の天然材料もしくは合成材料、
スプリングコイル、および／または空気室等々を含む、下方および上方部分１７２、１７
６を備えることが可能である。図示するように、このマットレスは、概して下方部分１７
２と上方部分１７６との間に配置される中間部分１７４をさらに備えることが可能である
。いくつかの構成によれば、中間部分または中間層１７４は、例えば流体を少なくとも部
分的に中に分配することが可能なスペーサ布または任意の他の材料もしくは部材など（例
えば連続気泡フォーム、開格子構造を有する部材、多孔性構造を有する部材、等々）の、
流体分配部材を備えている。したがって、中間部分１７４に入る空気または他の流体は、
上方部分１７２を通り出る前に、側方に分配され得る。他の実施形態を参照として本明細
書において論じるように、流体分配部材内における空気または他の流体のより均一な分配
を実現するのを助けるために、分流部材１８４または分流器を、概して中間部分１７４の
上方に（例えば流体インサートまたはダクトの位置に、またはその付近の位置に）位置す
ることが可能である。
【０１２７】
　図１７Ａおよび図１７Ｃに図示するように、流体インサート１８０（例えばベローズ状
導管）を、マットレス１７０の内部に位置することが可能である。図示する実施形態にお
いては、インサート１８０は、マットレスの下部から中間部分１７４（例えばスペーサ布
または他の流体分配部材）の下方端部まで延びている。図１４を参照として本明細書にお
いて論じるように、インサートを所望の配向に位置するのを補助するために（例えば下方
部分１７２の対応する通路内へのインサートの望ましくないプルスルーを防ぐために）、
マットレスの１つ以上の望ましくない部分または部位を介した流体の逆流（例えば下方部
分１７２を介した漏出、インサート１８０が中に通される通路を介した漏出、等々）の発
生を減少させるのを助けるために、および／または同様の目的のために、１つ以上の中間
部材１８２（例えばフェルトインシュレータ、別のタイプのスクリム、等々）をインサー
ト１８０のフランジ状端部１８１に隣接して位置することが可能である。
【０１２８】
　引き続き図１７Ａ～図１７Ｃを参照すると、ベローズ状ダクト１８０または任意の他の
インサートは、有利には、中間部分１７４（例えばスペーサ布、他の流体分配部材等々）
を流体モジュール１００と流体連通状態になることが可能である。いくつかの構成におい
ては、流体モジュール１００は、中を通る空気または他の流体を選択的に加熱または冷却
するように構成されている。代替としては、流体モジュール１００は、周囲空気を単に移
送するように構成することが可能であり、したがって、流体を温度調整する能力を有して
いる必要はない。したがって、ある特定のマットレスに関して望まれる環境調整のレベル
に応じて、流体モジュール１００は、例えばブロワもしくは他の流体移送デバイス、熱電
デバイス（例えばペルチエ回路）、対流ヒータもしくはある他のタイプの温度調整デバイ
ス、温度センサ、相対湿度センサ、および／または他のタイプのセンサ等々の、１つ以上
の構成要素または構成体を備えることが可能である。図１７Ａに図示するように、いくつ
かの実施形態においては、流体モジュール１００は、土台Ｆまたは他の支持部材（例えば
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フレーム、ボックススプリング、等々）の概して下方に位置している。代替としては、他
の構成を参照として本明細書において論じるように、流体モジュール１００は、土台Ｆの
上方に（例えばマットレス１７０の下方に、マットレスの１つ以上の部分に組み込まれて
等々）位置することが可能である。
【０１２９】
　いくつかの構成によれば、上方部分１７６および／または下方部分１７２は、空気また
は他の流体を貫通させ得るように構成されている。例えば、これらの部分は、多孔性構造
体（例えば連続気泡フォーム）を備えることが可能である。代替としては、部分１７２、
１７６は、流体が通過し得る複数の穴、チャネル、または他の開口を備えることが可能で
ある。図１７Ｂに図示するように、いくつかの構成においては、上方部分１７６（例えば
多孔性フォーム部材）および中間部分（例えば流体分配部材）は、追加的な封入体１７７
の内部空間に含まれている。いくつかの実施形態においては、そのような封入体１７７は
、上方部分１７６および中間部分１７４を部分的にまたは完全に囲むように構成された、
プラスチックシートもしくはプラスチックフィルム、バッグ、および／または任意の他の
部材を含んでいる。そのような構成は、流体分配部材にいったん送られた空気または他の
流体が、下方部分１７２を通って逆流して望ましくない状態にならないようにすることが
さらに可能である。この追加的な封入体１７７は、多孔性の上部表面を備えることが可能
であり、それにより、流体は、上方部分１７６を出て、外方カバー１７８の方向に、およ
び外方カバー１７８を通ることが可能である。
【０１３０】
　作動時には、温度調整された（例えば冷却された、加熱された）または温度調整されな
い（例えば周囲の）空気は、流体モジュール１００により中間部分１７４（例えば流体分
配部材）に送られた後に、マットレス１７０の上方部分１７６（例えば複数の流体開口を
有しているフォーム、他の多孔性部材、等々）を通過することが可能である。そこから、
この空気または他の流体は、上方部分１７６の上部表面を出て、上部部分の上方に配置さ
れている様々な層（例えば封入体１７７、外方カバー１７８、等々）を通り、概してマッ
トレスの使用者の方向へと進むことが可能である。
【０１３１】
　そのような実施形態は、有利には、ユーザが、修理、点検、交換、および／または任意
の他の作業もしくはタスクのためにマットレス１７０の１つ以上の部分または部材を選択
的に取り外すことを可能にし得る。いくつかの構成においては、マットレス１７０の種々
の部分が、（例えばジッパ、ボタン、等々を使用して）開閉が可能なカバーまたは他の封
入体を使用して、所望の相対配向に維持されている。さらに、比較的単純であるが固有の
設計を有しているマットレスは、製造、組立て、保管、輸送、修理、およびメンテナンス
が比較的廉価になる。
【０１３２】
　いくつかの構成においては、マットレスは、図１７Ａ～図１７Ｃに図示するものよりも
多数のまたは少数の（および／または異なる）部分または層を備えることが可能である。
例としては、図１７Ｄに図示するマットレス１７０’は、図１７Ａ～図１７Ｃのマットレ
スに追加された部分を備えている。さらに、図示する実施形態においては、種々の部分の
配向および全体的な構成もまた異なっている。例えば、図１７Ｄにおいては、マットレス
は、その上方領域に沿って追加の層１９０’、１９２’を備えている。さらに、流体モジ
ュール１００は、マットレス１７０’の上部により近く配置されているスペーサ布または
他の流体分配部材１９２’中に流体を選択的に送るように構成されている。図１７Ａ～図
１７Ｃの構成と同様に、マットレス１７０’は、土台Ｆまたは他のベース部材の上に位置
することが可能である。流体モジュール１００が、土台Ｆの下方に位置している場合には
、ベローズ状ダクト１８０’または他の導管の通路を収容するために、土台Ｆを通る開口
を設けることが可能である。代替としては、流体モジュールは、土台Ｆの周囲に（中を貫
通せずに）延びているように構成されている１つ以上の導管を使用して、マットレスと流
体連通状態になることが可能である。引き続き図１７Ｅを参照すると、図１７Ａ～図１７
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Ｄを参照として本明細書において論じるものまたはその同等なものなどの、空調されるマ
ットレス１７０を、土台Ｆ、ボックススプリング、および／または任意の他のタイプのベ
ッドフレームの上に位置するようにサイズ設定し、形状設定し、または適合化することが
可能である。いくつかの実施形態においては、図１７Ｅに図示するように、土台Ｆは、ユ
ーザにより所望の方法で選択的に角度調節されるか、または移動されるように構成するこ
とが可能である。
【０１３３】
　本明細書において開示する実施形態またはその同等なもののいずれかによる空調アセン
ブリは、１つ以上の騒音緩和構成体または騒音軽減構成体を備えるように構築し、組み立
て、または構成することが可能である。そのような措置は、空気伝播騒音および／または
構造伝播騒音を低下させることを目的とすることが可能である。
【０１３４】
　例えば、いくつかの実施形態においては、１つ以上の騒音消音デバイスが、流体吸入口
（例えば土台の入口開口、流体モジュール入口等々）の上または付近に位置している。代
替としては、１つ以上の、空調されるベッドアセンブリに関連付けられている流体吸入口
を、ベッドの遠くに位置するように設計することが可能である。例えば、周囲空気吸入口
を、別室に、建造物の別の内部の位置に、窓または他の開口の付近に、および／またはベ
ッドを収容している建造物の外部部分に沿って等々に、位置することが可能である。した
がって、入口が、ベッドから十分に遠く離れて配置されている場合には、有利には、任意
の空気伝播騒音の使用者に対する影響は、緩和され得る。他の構成においては、吹流し、
羽根、格子または他の流量調整部材、遮音材料、および／または他の防音デバイスもしく
は方法を、ベッドの空調システムの入口、出口、流体導管、および／または任意の他の水
力学的構成要素の中、上、または付近において使用することが可能である。用いられる特
定の騒音軽減技術にかかわらず、ベッドの種々の構成要素および部分を通る空気の移動に
より生じるホワイトノイズおよび／または他の空気伝播騒音のレベルを軽減することが可
能である。
【０１３５】
　さらに、空調されるベッドアセンブリは、構造伝播騒音を軽減するのに役立つ１つ以上
のデバイスおよび／または方法を備えることが可能である。いくつかの実施形態によれば
、振動減衰デバイスおよび構成要素をベッドの様々な位置で用いることが可能である。例
えば、ある特定の頻度で回転する、または動くように構成されている、空調システムの流
体モジュール（例えばブロワ、流体移送デバイス等々）および／または任意の他の構成要
素の連結部にて、またはその付近にて、ゴムグロメットを用いることが可能である。その
ようなデバイスは、振動を低減させるのに有効であり、したがって、使用時に環境調整さ
れるベッドにより生成される構造伝播騒音レベル全体を低下させるのに有効であり得る。
上記において指摘されるように、そのような騒音軽減措置は、本明細書において開示する
ベッドの実施形態またはその同等なもののいずれにも組み込むことが可能である。
【０１３６】
　図１８Ａは、本明細書において開示する構成要素または構成体の中の１つ以上を備えて
いる空調されるベッド８１０の一実施形態を示す。図示するように、ベッド８１０は、下
方部分８２０の頂部上に概して位置した上方部分８４０を備えている。下方部分８２０は
、その外方表面の中の１つに沿って制御パネル８５０を備えることが可能である。例えば
、図１８Ａに図示する構成においては、パネル８５０が、オン／オフスイッチ８５２、電
源ポート８５４（例えば電源コード８６０を受けるように構成されたＡＣポート）、およ
び、遠隔制御デバイス８６２、８６４もしくは同様の制御装置を接続するための１つ以上
のポート８５６、８５８を備えている。
【０１３７】
　制御パネル８５０およびその種々の構成体は、空調されるベッド８１０の、流体モジュ
ール、制御装置または他の制御ユニット、および／または任意の他の電気構成要素に作動
するように接続することが可能である。したがって、ユーザは、遠隔制御デバイス８６２
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、８６４を、および／または、ベッド８１０の制御パネル８５０もしくは任意の他の部分
の上に位置している任意のスイッチ、ノブ、および／または他のセレクタを用いて、ベッ
ド８１０の作動を制御することが可能である。図示するように、電源コード８６０または
遠隔制御デバイス８６２、８６４等々は、制御パネル８５０上の対応するスロットまたは
他の接続箇所に取外し可能に装着することが可能である。これは、ベッドの空調構成体が
望ましくない場合に、またはベッドが検査、修理、移動、もしくは再度位置する際に、ユ
ーザがパネル８５０からいくつかのまたは全ての構成要素を接続解除することを可能にし
得る。
【０１３８】
　本明細書において開示する実施形態またはその同等なもののいずれかに関して、ベッド
アセンブリの作動は、１つ以上の無線制御デバイス（例えば遠隔制御装置または他のハン
ドヘルド式デバイス）を使用して制御することが可能である。例えば、いくつかの構成に
おいては、制御デバイスは、赤外線、無線周波数（ＲＦ）、および／または任意の他の無
線方法もしくは無線技術を用いて、メインプロセッサ、制御ユニット、１つ以上の流体モ
ジュール、タイマ、センサ（例えば温度センサ、湿度センサ、等々）、および／または任
意の他の構成要素と通信するように構成することが可能である。
【０１３９】
　図１８Ｂは、２つの別個の下方部分９２０Ａ、９２０Ｂを備えている空調されるベッド
アセンブリ９１０の別の実施形態を示す。各下方部分９２０Ａ、９２０Ｂは、空調システ
ムの１つ以上の流体モジュール（図示せず）、制御装置、および／または他の構成要素を
備えることが可能である。上方部分９４０は、両下方部分９２０Ａ、９２０Ｂの頂部上に
位置するように構成することが可能である。他の実施形態に関連して本明細書において論
じるように、上方部分９４０は、芯材、流体分配部材、快適化層、および／または任意の
他の層もしくは構成要素を備えることが可能である。図示する構成においては、下方部分
９２０Ａ、９２０Ｂおよび上方部分９４０は、流体モジュールからの周囲のおよび／また
は温度調整された空気を、１つ以上の通路、流体分配部材、および／または快適化層等々
を介して、ベッド９１０の上部の方向に搬送させ得るように構成されている。
【０１４０】
　引き続き図１８Ｂを参照すると、各下方部分９２０Ａ、９２０Ｂは、制御パネル９５０
Ａ、９５０Ｂを備えることが可能である。いくつかの実施形態においては、制御パネル９
５０Ａ、９５０Ｂは、オン／オフスイッチ９５２、電源コード９６０Ａ、９６０Ｂを取外
し可能に接続するためのスロットもしくは他の接続箇所９５４、９５６、９５８、遠隔制
御デバイス９６２、９６４、および／または任意の他の構成要素を備えることが可能であ
る。
【０１４１】
　空調ベッド１０１０の別の実施形態を、図１８Ｃに示す。図１８Ｂの構成と同様に、図
示するベッド１０１０は、２つの別個の下方部分１０２０Ａ、１０２０Ｂと、１つの上方
部分１０４０とを備えている。下方部分１０２０Ａ、１０２０Ｂのそれぞれが、側部表面
に沿って概して位置している制御パネル１０５０Ａ、１０５０Ｂを備えている。いくつか
の実施形態においては、これらのパネル１０５０Ａ、１０５０Ｂは、互いに異なる。例え
ば、パネル１０５０Ａの中の１つが、オン／オフスイッチ１０５２、１つ以上の電源コー
ド１０６０を取外し可能にドッキングするためのスロットまたは他の接続箇所１０５４、
１０５６、１０５８、および／または遠隔制御デバイス１０６２、１０６４等々を備える
ことが可能である。さらに、この制御パネル１０５０Ａは、第２の下方部分１０２０Ｂの
制御パネル１０５０Ｂの上の対応するポート１０５９Ｂと電力接続状態および／またはデ
ータ通信状態におかれているケーブル１０６１または他のコネクタを受けるように構成さ
れているポート１０５９Ａまたは他の接続箇所を備えることが可能である。したがって、
有利には、第１の下方部分１０２０Ａの上に位置している制御パネル１０５０Ａを使用し
て、第２の下方部分１０２０Ｂの中に位置した、または関連付けされた、任意の流体モジ
ュール、制御装置、および／または任意の他の構成要素を制御することが可能となる。こ
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れにより、例えば制御デバイス（例えばオン／オフスイッチ１０５２）および／または接
続箇所等々（例えば電源コードポート１０５４、遠隔制御デバイスポート１０５６、１０
５８、等々）の、必要とされる構成体または構成要素の個数がさらに少なくなることによ
って、第２の下方部分１０２０Ｂの制御パネル１０５０Ｂを簡素化することが可能となる
。
【０１４２】
　図１８Ｄは、２つの別個の下方部分１１２０Ａ、１１２０Ｂと、１つの上方部分１１４
０とを有している、空調されるベッドアセンブリ１１１０の別の実施形態を示す。簡略化
のために、空調システムの種々の構成要素および他の構成体（例えば上方部分１１４０お
よび下方部分１１２０Ａ、１１２０Ｂ内の入口、取付具、または通路、等々）は、図示し
ない。図１８Ｄにおいては、下方部分の一方１１２０Ｂのみが、制御パネル１１５０を備
えている。したがって、図示するように、下方部分１１２０Ａ、１１２０Ｂの電気構成要
素は、１つ以上の相互接続ケーブル１１７２、１１７４を使用して作動するように接続す
ることが可能である。図示する構成においては、相互接続ケーブル１１７２、１１７４は
、ベッド１１１０が組み立てられた場合に、これらのケーブル１１７２、１１７４が隠さ
れた状態に留まるように、下方部分１１２０Ａ、１１２０Ｂの内側の隣接し合う表面に沿
って互いに接続するように構成されている。しかし、他の構成においては、相互接続ケー
ブル１１７２、１１７４または他のデバイスは、ベッド１１１０の下方部分１１２０Ａ、
１１２０Ｂおよび／または別の部位の任意の位置に位置することが可能である。
【０１４３】
　空調されるベッドアセンブリ１２１０の別の構成を、図１８Ｅに示す。図示するように
、下方部分１２２０Ａ、１２２０Ｂのそれぞれが、制御パネル１２５０Ａ、１２５０Ｂを
備えている。いくつかの実施形態においては、各制御パネル１２５０Ａ、１２５０Ｂは、
ケーブルを受けるように構成されている単一のポート１２５２または他の接続箇所を備え
ている。しかし、制御パネルは、所望に応じてまたは必要に応じて、１つ以上の追加のポ
ートまたは他の接続箇所を備えることが可能である。制御パネル１２５０Ａ、１２５０Ｂ
のポート１２５２に接続される相互接続ケーブル１２５４Ａ、１２５４Ｂは、外部制御モ
ジュール１２７０に接続することが可能である。
【０１４４】
　引き続き図１８Ｅを参照すると、外部制御モジュール１２７０は、相互接続ケーブル１
２５４Ａ、１２５４Ｂを受けるように構成されたポート１２８２を備えることが可能であ
る。さらに、外部制御モジュール１２７０は、１つ以上のスイッチまたは他の制御デバイ
ス（例えばオン／オフスイッチ１２７２）および／または他のポートもしくは接続箇所等
々（例えば電源コードポート１２７４、遠隔制御デバイスポート１２７６、１２７８、等
々）を備えることが可能である。したがって、外部制御モジュール１２７０を使用して、
ベッドアセンブリ１２１０の種々の電気構成要素（例えば流体モジュール、制御ユニット
等々）に電力を供給することが可能となる。さらに、外部制御モジュール１２７０は、そ
れらの構成要素を作動するように制御し得る単一のデバイスを提供することが可能である
。いくつかの実施形態においては、外部制御モジュール１２７０は、ベッド１２１０の使
用時に、ベッドアセンブリ１２１０の下方にまたは別の非連続的な位置に配置されるよう
に構成することが可能である。
【０１４５】
　図１９Ａから図２３は、空調されるベッド用の制御パネルを受けるように構成された筐
体の種々の実施形態を示す。図示する筐体は、各ベッドアセンブリの下方部分に沿って概
して位置している。しかし、そのような筐体は、ベッドの別の部分の中または付近に位置
することが可能である。
【０１４６】
　図１９Ａ～図１９Ｃを参照すると、ベッド１３１０は、下方部分１３２０内に固定され
る場合に、下方部分１３２０の外側表面（例えば後部、前部、側部、等々）に概して当接
する筐体１３２５を備えている。図示するように、制御パネル１３５０を受けるように、
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筐体１３２５の種々の構造的構成要素または他の構成要素をサイズ設定し、形状設定し、
または、構成することが可能である。筐体１３２５は、下方部分１３２０の１つ以上の領
域（例えばフレーム部材、フレーム構造体、等々）に固定することが可能である。さらに
、制御パネル１３５０は、１つ以上のねじ、および／または他の固定具等々を用いて、こ
の筐体に装着することが可能である。
【０１４７】
　図２０Ａ～図２０Ｃに図示するように、筐体１４２５は、より多数のまたはより少数の
構造的部材または非構造的部材を備えることが可能である。さらに、筐体１４２５は、所
望に応じてまたは必要に応じて、種々のタイプの固定具（例えばねじ、タブ、等々）およ
び／または他の部材を備えることが可能である。いくつかの実施形態においては、筐体は
、木材、金属（例えば鋼）、複合材料、熱可塑性プラスチック、他の合成材料、および／
または繊維等々を含む、剛性、半剛性、および／または非剛性（例えば可撓性）の部材を
備えている。
【０１４８】
　図２１Ａ～図２１Ｃに図示する実施形態においては、筐体１５２５は、ベッドアセンブ
リ１５１０の下方部分１５２０の外側に沿って概して位置しているフレーム１５２６を備
えている。フレーム１５２６は、１つ以上の連結方法または連結デバイスを用いて、下方
部分１５２０に装着することが可能である。図示するように、筐体１５２５は、ケージ１
５２７または同様のものをさらに備えることが可能である。図２１Ｃを参照すると、ケー
ジ１５２７は、ベッド１５１０の下方部分１５２０のフレーム１５２６および１つ以上の
部位に装着することが可能である。制御パネル１５５０は、筐体１５２５の内部に位置す
ると、１つ以上のタブ１５２９、他の固定具、溶接、および／または任意の他の連結デバ
イスもしくは連結方法を用いて、筐体１５２５のフレーム１５２６および／またはケージ
１５２７に装着することが可能となる。
【０１４９】
　いくつかの実施形態においては、図２２Ａ～図２２Ｄに図示するように、制御パネル１
６２５は、より単純な構造を用いて、ベッドの下方部分１６２０または他の部分に固定す
ることが可能である。例えば、図２２Ａに図示する筐体１６２５は、より小さなフレーム
１６２６と、このフレーム１６２６に隣接する補強構造体１６２７とを備えている。した
がって、筐体は、空調されるベッドアセンブリの下方部分１６２０または他の部分の内部
に延びているとしても、非常に遠くまでは延びていなくてもよい。この例示する構成にお
いては、布１６３５または１つ以上の他の保護フィルムもしくは保護層を、下方部分１６
２０の筐体１６２５と外側との間に位置することが可能である。したがって、そのような
布１６３５は、筐体１６２５を隠し、筐体１６２５と、筐体１６２５に固定される制御パ
ネル１６５０と、の間の境界部としての役割を果たすことが可能である。
【０１５０】
　１つ以上の追加の部材またはデバイスを使用して、ベッドアセンブリの筐体または他の
部位内に制御パネルを固定することが可能である。例えば、図２３を参照すると、フェー
スプレート１７９０を、制御パネル１７５０の外側に沿って位置することが可能である。
いくつかの実施形態においては、そのようなフェースプレート１７９０または他の部材は
、対応する筐体に制御パネル１７５０を固定するのを補助することが可能である。図１～
図２８Ｂに図示するものを含む、本明細書において開示する空調されるベッドアセンブリ
の実施形態のいずれにおいても、制御パネルは、ベッドの対応する筐体または他の部位か
ら選択的に取外し可能となるように構成することが可能であることが理解されよう。これ
により、製造、組立て、輸送、メンテナンス、修理、および／または、空調されるベッド
の提供および作動に関連する任意の他の作業を容易化することが可能となる。
【０１５１】
　さらに、例えば図１４～図２３に図示するものなどの、スイッチ、他の制御デバイス、
および／またはポート等々を備えた制御パネルを備えている実施形態においては、ユーザ
は、ごく少数のステップにて、使用のために空調されるベッドアセンブリを構成すること
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が可能であり、便利である。例えば、そのようなベッドアセンブリの空調構成体を作動さ
せることを可能にするために、ユーザは、１つ以上の制御パネル（例えばベッドの下方部
分に沿った）に、電源ケーブル、遠隔制御デバイス、相互接続ケーブル、および／または
任意の他のデバイスを接続する必要があってもよい。いくつかの実施形態においては、ユ
ーザは、オン／オフスイッチおよび／または任意の他の制御デバイスを使用して、所望の
作動設定または作動モードを選択する必要がさらにあってもよい。
【０１５２】
　いくつかの実施形態においては、図２４Ａに図示するように、流体モジュール１００（
例えばブロワまたは他の流体移送デバイス、熱電デバイス、等々）を、芯材１８６０Ａの
凹部部位１８９０Ａまたは他の空洞部内に位置する（例えば部分的にまたは完全に）こと
が可能である。その結果、流体モジュール１００を、芯材１８６０Ａの１つ以上の通路１
８５２Ａと流体連通状態になることが可能となる。図示する構成においては、流体モジュ
ール１００により移送される（例えばベッドアセンブリ１８１０Ａの頂部の方向にまたは
その頂部から離れる方向に）空気または他の流体は、凹部部位１８９０Ａおよび／または
通路１８５２Ａ内に概して位置しているインサート１８５４Ａ内に搬送される。図示する
ように、インサート１８５４Ａは、ベッドアセンブリ１８１０Ａの使用時に芯材１８６０
Ａにおける移動を許容するために、ベローズまたは他の同様の構成体を備えることが可能
である。本明細書において論じる他の実施形態と同様に、空気または他の流体は、芯材１
８６０Ａの上方に位置した１つ以上の流体分配部材１８７０Ａ（例えばスペーサ）、快適
化層１８８０Ａ、および／または任意の他の層もしくは部材を通して、流体モジュール１
００からベッドアセンブリ１８１０Ａの上部表面に搬送することが可能である。代替とし
ては、空気は、ベッドアセンブリ１８１０Ａの上部部位から離れるように引き出すことが
可能である。
【０１５３】
　そのような構成は、１つ以上の流体モジュールを収容する別個の下方部分または他の構
成要素の必要性を解消するのに有効であり得る。例えば、図２４Ａに図示する空調される
ベッド１８１０Ａは、ボックススプリング、床、または他の表面の上に直接的に位置する
ことが可能である。流体モジュール１００は、接着剤、固定具、および／または任意の他
の装着デバイスもしくは装着方法を用いて、ベッドアセンブリ１８１０Ａの芯材１８６０
Ａおよび／または任意の他の部分に固定することが可能である。
【０１５４】
　１つ以上の流体モジュール１００を収容するように構成されている芯材１８６０Ａの別
の実施形態を、図２４Ｂに概略的に示す。図示するように、流体モジュール１００は、芯
材１８６０Ｂの下部表面に沿って形成された凹部部位１８９０Ｂまたは他の空洞部内に位
置することが可能である。他の実施形態においては、流体モジュール１００は、芯材１８
６０Ｂの異なる表面に沿って、または別の部分内に位置している。論じるように、そのよ
うな構成は、流体モジュール１００を収容するように構成された別個の下方部分または他
のベッド構成要素の必要性を解消するのに有効であり得る。その結果、芯材１８６０Ｂは
、標準的なボックススプリング、床、または任意の他の表面の上に位置してもよい。
【０１５５】
　引き続き図２４Ｂを参照すると、芯材１８６０Ｂは、空気または他の流体を流体モジュ
ール１００の入口内に引き込むことを可能にする入口チャネル１８９２Ｂを備えることが
可能である。同様に、芯材１８６０Ｂは、ベッドアセンブリ１８１０Ｂから離れる方向に
、ある体積の空気または他の流体を取り除くように構成されている出口チャネル１８９４
Ｂを備えていることが可能である。例えば、流体モジュール１００が熱電デバイスを備え
ている実施形態においては、出口チャネル１８９４Ｂを使用して、芯材１８６０Ｂから離
れる方向に廃棄空気流（例えば、ベッドアセンブリ１８１０Ｂの頂部に冷却された空気が
送られつつある場合には、加熱された空気、またはその逆）を取り除くことが可能である
。
【０１５６】
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　いくつかの実施形態においては、空気が芯材１８６０Ｂに入る可能性を低下させるため
に、チャネル１８９２Ｂ、１８９４Ｂを構造的に補強するために、および／または任意の
他の目的のために、チャネル１８９２Ｂ、１８９４Ｂが、ライニング（例えばフィルム、
コーティング、ライナ、インサート等々を用いて）を施されている。さらに、入口チャネ
ル１８９２Ｂは、埃、塵、微粒子、または他の望ましくない物質が流体モジュールに全く
入らないようにするために、１つ以上のフィルタを備えることが可能である。さらに、ベ
ッドアセンブリ１８１０Ｂが作動されており、それにより空気がベッドアセンブリ１８１
０Ｂの上に位置している使用者から離れる方向に引き出されつつある場合には、空気は、
入口チャネル１８９２Ｂおよび／または出口チャネル１８９４Ｂを介して排出することが
可能である。凹部１８９０Ｂ、入口チャネル１８９２Ｂ、および／または出口チャネル１
８９４Ｂに関するサイズ、形状、数量、間隔、位置、配向、および／または他の詳細は、
所望に応じてまたは必要に応じて変更し得ることが理解されよう。
【０１５７】
　図２５～図３０に図示するように、本明細書において開示する実施形態のいずれかによ
る、空調されるベッドアセンブリは、家庭または他の施設（例えばホテル、病院、学校、
航空機等々）のＨＶＡＣシステムと流体連通状態になることが可能である。図２５および
図２６を参照すると、ベッドアセンブリ１９１０の１つ以上の通路１９３０または他の入
口は、相互連結ダクト１９２０または他の導管を使用して、主ＨＶＡＣシステム（例えば
中央空気）または他の空調システムのレジスタＲまたは他の出口と流体連通状態になるこ
とが可能である。そのような相互連結ダクト１９２０は、標準的なレジスタＲ、非標準的
なレジスタ、および／または他の出口等々に固定される（またはそれらに代わる）ように
構成することが可能である。他の実施形態においては、相互連結ダクト１９２０は、レジ
スタＲへの連結を容易にするように、および／または、床または壁に対するベッド１９１
０の移動を許容するように、可撓性または実質的に可撓性である。
【０１５８】
　引き続き図２５を参照すると、相互連結ダクト１９２０は、ベッドアセンブリ１９１０
の底部、側部、および／または任意の他の部分に沿って通路１９３０（または他の内部導
管または外部導管）に連結することが可能である。そのようなダクト１９２０は、所望に
応じてまたは必要に応じて、１つ以上の雰囲気区域（ＣＲＩＭＡＴＥ　ＺＯＮＥ）と流体
連通状態にあるベッドアセンブリの通路１９３０に連結することが可能である。図２６に
図示するように、ＨＶＡＣシステムのレジスタＲまたは他の出口は、部屋の床、壁、また
は任意の他の部位に沿って位置することが可能である。代替としては、ベッドアセンブリ
は、主ＨＶＡＣシステムまたは他の空調システムから調整された空気を受けるホースＨま
たは他の導管と流体連通状態になることが可能である。図２６に図示する構成においては
、そのようなホースＨは、壁の開口Ｏを通して送ることが可能である。しかし、他の実施
形態においては、ホースＨまたは他の導管は、床、天井、または任意の他の位置に沿って
位置している開口を介してアクセスを得ることが可能である。いくつかの構成においては
、そのようなＨＶＡＣ連結部および他の構成要素（例えばホース、他の導管、開口、等々
）を考慮して、家庭または他の施設を建築するまたは改装することが可能である。
【０１５９】
　図２７は、相互連結ダクト２０２０を使用して家庭のまたは他の施設のＨＶＡＣシステ
ムと流体連通状態におかれた、空調されるベッドアセンブリ２０１０の別の実施形態を示
す。図示するように、相互連結ダクト２０２０は、隣接する壁に沿って位置しているレジ
スタＲに連結することが可能である。いくつかの実施形態においては、相互連結ダクト２
０２０は、レジスタＲとベッド２０１０の通路２０３０との間の必要な連結を完遂するた
めに、容易に曲げ得るもしくは、扱われるチューブまたは他の導管を備えることが可能で
ある。例えば、相互連結ダクト２０２０は、プラスチック、ゴム、および／または任意の
他の可撓性材料を含むことが可能である。他の実施形態においては、相互連結ダクト２０
２０は、それ自体に所望の可撓性特性をもたらす、ベローズ、波形状部、および／または
他の構成体を備えている。
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【０１６０】
　ベッドアセンブリの１つ以上の雰囲気区域をＨＶＡＣシステムまたは他の空調システム
と流体連通状態になることにより、そのような連結が達成される方法にかかわらず、いく
つかの利点をもたらすことが可能となる。例えば、そのようなシステムの下では、ベッド
アセンブリの一部としての別個の流体モジュールの必要性を解消することが可能となる。
したがって、加熱された、冷却された、除湿された、および／または、調整された空気を
、ベッドアセンブリに直接的に送ることが可能となる。その結果、有利には、複雑さがよ
り抑えられ、費用対効果のより高いベッドアセンブリを提供することが可能となる。さら
に、電気構成要素の必要性を解消することが可能となる。そのようなベッドアセンブリ２
１１０の一実施形態を、図２８Ａに概略的に示す。図示するように、１つ以上の相互連結
ダクト２１２０’、２１２０’’、２１２０’’’を使用して、ベッド２１１０を主ＨＶ
ＡＣシステムと流体連通状態になることが可能である。論じるように、ダクトは、ある特
定の部屋の壁Ｗおよび／または床Ｆに沿って位置したレジスタ、出口、ホース、および／
または他の導管に固定することが可能である。
【０１６１】
　他の実施形態においては、家庭のまたは他の施設のＨＶＡＣシステムから、ベッドアセ
ンブリの１つ以上の流体モジュールの入口内に、調整された空気を供給することが可能で
ある。これは、ベッドアセンブリの流体モジュールまたは他の構成要素によって必要とさ
れる温度調整（例えば加熱、冷却、等々）の量を低減させ得るため、エネルギー効率およ
び費用対効果のより高いシステムをもたらすことが可能である。図２８Ｂは、そのような
空調されるベッドアセンブリ２２１０の一実施形態を概略的に示す。図示するように、１
つ以上の相互連結ダクト２２２０’、２２２０’’、２２２０’’’を使用して、主ＨＶ
ＡＣシステムから１つ以上の流体モジュールに空気を送ることが可能である。いくつかの
実施形態においては、本明細書においてさらに詳細に論じるように、流体モジュールは、
ベッドアセンブリの下方部分内に位置している。したがって、相互連結ダクトは、そのよ
うな下方部分の内部に調整された空気を送ることが可能である。しかし、他の構成におい
ては、調整された空気は、１つ以上の流体モジュールの入口内に直接的に送られる。
【０１６２】
　図２９Ａに概略的に図示するように、相互連結ダクト２３２０は、１つ以上の追加の流
体供給源２３６０を受けるように構成することが可能である。その結果、中央ＨＶＡＣシ
ステムのレジスタＲまたは他の出口から移送される空気を、所望に応じてまたは必要に応
じて、流体および／または他の物質の外部供給源２３６０と選択的に組み合わせることが
可能となる。ベッド２３１０に送られるこの追加の流体および／または他の物質は、いく
つかの利益をもたらすことが可能である。例えば、いくつかの実施形態においては、１つ
以上の薬剤が、ＨＶＡＣ空気と選択的に組み合わされ、ベッド２３１０の流体分配システ
ム（例えば入口、内部通路２３３０、等々）に送られる。喘息薬剤、抗真菌剤もしくは抗
菌剤、高酸素含有空気、および／または睡眠薬等々を含む（しかしそれらに限定されない
）、任意のタイプの薬（例えば処方薬、一般市販薬）、ホメオパシー物質、他の治療物質
、および／または他の薬剤を、ベッド２３１０に送ることが可能である。ベッドが、病院
または他の医療施設内に置かれている医用ベッド、車椅子、または他の着座アセンブリを
含む実施形態においては、医師、看護師、または他の医療専門家が、治療、疼痛緩和、ま
たは任意の他の目的のための１つ以上の薬剤および他の物質の投与を監視することが可能
である。
【０１６３】
　他の実施形態においては、ベッドは、ＨＶＡＣ空気および／または薬剤に加えて、また
はその代わりに、流体供給源２３６０から他のタイプの流体または物質を受けるように構
成されている。例えば、昆虫により健康上のリスクまたは一般的な鬱陶しさがもたらされ
る環境に置かれているベッドに、防虫剤（例えばシトロネラ、ディート、等々）を供給す
ることが可能である。いくつかの構成においては、芳香剤および／または他の美容物質が
、望ましい睡眠環境または快適な環境を作るのを補助するために、ベッドに送られる。所
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望に応じてまたは必要に応じて、任意の他の液体、ガス、流体、および／または物質を空
調ベッドに選択的に送ることが可能である。
【０１６４】
　引き続き図２９Ａを参照すると、送給導管２３５０を使用して、流体供給源２３６０を
相互連結ダクト２３２０と流体連通状態になることが可能である。図示する実施形態にお
いては、流体供給源２３６０および送給導管２３５０は、ベッドアセンブリ２３１０の外
部の位置に位置している。代替としては、流体供給源２３６０および／または送給導管２
３５０は、ベッド２３１０または他の着座アセンブリの１つ以上の部分内に少なくとも部
分的に位置することが可能である。例えば、流体供給源２３６０および／または付随する
送給導管２３５０は、ベッド２３１０（例えばマットレスまたは他の上方部分、ボックス
スプリングまたは他の下方部分、等々）の側部の中または上に位置することが可能である
。したがって、流体供給源２３６０および／または付随する送給導管２３５０は、ＨＶＡ
Ｃ相互連結ダクトへ入り込まないように、または連結しないように、構成することが可能
である。図２９Ｃに図示するものなどのいくつかの実施形態においては、流体供給源２３
６０’は、専用コンパートメント２３６２’内に配置されるように構成されており、その
ため、見えないように概して隠されている。そのような構成に関するさらなる詳細を以下
に提示する。
【０１６５】
　いくつかの構成によれば、流体供給源２３６０から導管２３５０および／または他の水
力学的構成要素（例えば相互連結ダクト２３２０、ベッドまたは他の着座アセンブリの流
体分配システム、等々）に所望の体積の流体を移送するために、流体移送デバイス（例え
ばポンプ）が使用される。代替としては、流体供給源２３６０内に収容されている流体お
よび／または他の物質は、例えばイジェクタ（または他のベルヌーイタイプのデバイス）
または重力等々の、１つ以上の他のデバイスまたは方法を利用して、ベッドまたは他の着
座アセンブリに送ることが可能である。
【０１６６】
　本明細書において論じ、図２９Ｂの構成において例示するように、送給導管２３５０を
使用して、流体供給源を相互連結ダクト２３２０と流体連通状態になることが可能である
。図示する実施形態においては、相互連結ダクト２３２０は、主ＨＶＡＣシステムのレジ
スタＲまたは他の出口から、空調される着座アセンブリ２３１０（例えばベッド、シート
、車椅子、等々）の入口通路２３３０に、空気を搬送するように構成されている。いくつ
かの構成においては、結合具２３５４（例えば迅速連結具、他のタイプの結合具、等々）
が、送給導管２３５０と相互連結ダクト２３２０との間の連結ポイントに、またはその付
近に配置されている。そのような結合具または他のデバイスは、送給導管２３５０が相互
連結ダクト２３２０に連結される、または相互連結ダクト２３２０から取り外される方法
を、容易化することが可能である。したがって、いくつかの実施形態においては、送給導
管２３５０は、流体供給源２３６０の薬剤および／または任意の他の物質の追加が望まし
いまたは必要である場合にのみ、（例えば相互連結ダクト２３２０を介して）ベッドまた
は他の着座アセンブリの流体分配システムと流体連通状態になることが可能である。さら
に、このシステムは、図らずも流体がシステムの種々の導管および他の構成要素を介して
望ましくない方向に送られないようにするために、１つ以上の逆止弁、他の流量制御デバ
イスもしくは流量調整デバイス、および／または他の水力学的構成要素を備えることが可
能である。
【０１６７】
　図２９Ｃは、ベッド２３１０’または他の着座アセンブリの内部コンパートメント２３
６２’、空洞部、または他の内部部分内に収容された、流体供給源２３６０’の一実施形
態を概略的に示す。図示するように、流体供給源２３６０’は、送給導管２３５０’を利
用して、ベッドの流体分配システム２３３０’（例えばチャネル、導管、通路、等々）と
流体連通状態になることが可能である。他の実施形態を参照として本明細書において論じ
るように、流体供給源２３６０’内に収容されている薬剤、他の流体、および／または任
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意の他の物質は、流体移送デバイス（例えばポンプ）、イジェクタもしくは他のベルヌー
イタイプの機構、重力、および／または任意の他のデバイスもしくは方法を利用して、ベ
ッドアセンブリの流体分配システム２３３０’に選択的に移送することが可能である。さ
らに、ベッドアセンブリ２３１０’は、流体および他の物質が、所望のまたは所要の方法
にしたがってベッドの分配システム２３３０’に送られるようにするのを補助するために
、１つ以上の弁および／または他の流量調整デバイスもしくは流量調整構成体を備えるこ
とが可能である。
【０１６８】
　上述のように、別個の流体供給源が、着座アセンブリに環境調整された空気（例えば加
熱されたまたは冷却された空気、周囲空気、湿度調整された空気、等々）を供給するよう
に構成されているＨＶＡＣシステムに連結される必要はない。例えば、図３０に図示する
ように、ベッドアセンブリ２４１０は、ＨＶＡＣシステムのレジスタＲまたは他の出口と
別個の流体供給源２４６０とをこのアセンブリと流体連通状態になるように構成された、
別個の導管２４２０、２４５０を備えることが可能である。さらに、本明細書において開
示する実施形態のいずれにおいても、ベッドまたは他の空調される着座アセンブリは、Ｈ
ＶＡＣシステムから空気を受けるように構成されることなく、別個の流体供給源２４６０
から薬剤および／または他の物質を受けるように構成することが可能である。
【０１６９】
　本明細書において開示する種々の実施形態またのその変形形態のいずれにおいても、流
体供給源は、空調される着座アセンブリと共に使用されるように、別の方法で構成されて
いるコンテナ（例えばタンク、リザーバ、ボトル、ビン、アンプル、ゲルパック、等々）
を備えることが可能である。例えば、そのようなコンテナは、図２９Ｃに図示するアセン
ブリの内部コンパートメント２３６２’内に嵌るように、サイズ設定および形状設定する
ことが可能である。さらに、そのようなコンテナは、ユーザにより迅速かつ容易に設置、
取外し、および／または交換されるように構成することが可能であり、それにより、ユー
ザは、着座アセンブリ（例えばベッド）へとまたはその中に送られる薬剤、防虫剤、芳香
剤、および／または任意の他の物質を変更することが可能となる。
【０１７０】
　いくつかの構成においては、ＨＶＡＣシステム内で搬送される調整された空気の温度レ
ベル、流量レベル、湿度レベル、および／または他の特徴もしくは特性に関する情報は、
検出され、ベッドの空調システムの制御モジュール（例えばＥＣＵ）に送信される（例え
ば配線接続または無線接続を利用して）ことが可能である。したがって、ベッドの空調シ
ステムは、１人以上のベッドの使用者にとって望ましい冷却および／または加熱効果を達
成するように、１つ以上のデバイスまたは設定を調節することが可能である。相互連結ダ
クトは、ベッドアセンブリに送られる空気の体積を選択的に制限するために、１つ以上の
弁（例えば調節弁、ブリード弁、バイパス弁、等々）または他のデバイスを備えることが
可能である。例えば、ベッドの上部表面に沿って望ましい冷却状態または加熱状態を実現
するために、調整前の空気流全体が、空調されるベッドアセンブリから離れる方向に送ら
れる必要があってもよい。本明細書において開示する空調されるベッドアセンブリの実施
形態またはその同等なものはいずれも、主ＨＶＡＣシステムと流体連通状態になることが
可能である。
【０１７１】
　いくつかの実施形態によれば、ベッドの空調システムの種々の制御モジュールが、主Ｈ
ＶＡＣシステムからベッドアセンブリの１つ以上の雰囲気区域に送られる空気に関する情
報（例えば温度、流量、湿度、等々）を受領するように構成されている。その結果、雰囲
気モジュール（ＣＲＩＭＡＴＥ　ＭＯＤＵＬＥ）は、この情報を用いて、種々の温度モジ
ュールからの支援を伴ってまたは伴うことなく、各雰囲気区域にとって望ましい冷却効果
、加熱効果、および／または通気効果を達成することが可能となる。いくつかの構成にお
いては、ベッドの空調システムに送られる空気を、ベッドアセンブリの１つ以上の部分に
沿って所望の温度調整を実現するために調整する（例えばダンパ、弁、ブリードオフ、調
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整器、等々により）ことが可能である。
【０１７２】
　いくつかの構成においては、ベッドアセンブリが置かれている部屋の温度および／また
は湿度に関するデータまたは情報が、ベッドの空調システムに送信される。一実施形態に
おいては、そのようなデータは、ユーザ入力デバイスおよび／または任意の他の構成要素
もしくはデバイスを介してユーザに提供することが可能である。代替的な構成においては
、ベッドの雰囲気区域（または複数の雰囲気区域）、流体モジュールの作動、および／ま
たはベッドの任意の他の作動的側面に関する情報が、家庭の主ＨＶＡＣシステムの制御装
置（例えばサーモスタット）によって、送信および／または表示され得る。したがって、
１つ以上の環境調整されるベッドアセンブリは、有利には、家庭のサーモスタットまたは
他の制御装置を用いて制御することが可能となる。同様に、１つ以上のユーザ入力デバイ
スを使用して、家庭の主ＨＶＡＣシステムの作動を調節または制御することが可能である
。
【０１７３】
　いくつかの実施形態によれば、空調ベッドまたは他の着座アセンブリが、より大きな区
域の冷却システムの単なる一構成要素を構成することが可能である。本明細書において論
じるように、ベッドは、家庭または他の施設（例えば病院、診療所、病後療養所または他
の医療施設、ホテル、等々）の、１つ以上のＨＶＡＣシステム（例えば中央加熱および冷
却ユニット、暖房炉、他の温度調整デバイス、等々）または他の温度調整デバイスもしく
はシステムと流体連通状態および／またはデータ通信状態になることが可能である。その
結果、ある特定の部屋またはエリア内に配置されているベッドまたは他の着座アセンブリ
の空調システムは、１つ以上の空調システム（例えば主ＨＶＡＣシステム）の制御システ
ムと作動するように接続することが可能となる。したがって、そのような構成を用いて、
１つ以上の目的を達成するのを補助するように、空調されるベッド（または他の着座アセ
ンブリ、例えば医用ベッド、車椅子、ソファ、他の椅子、等々）および建造物の他の空調
システムを作動させることが可能である。例えば、エネルギー効率モードの下においては
、有利には、空調されるベッドが作動している場合に、建造物の対応する部屋またはエリ
ア内で行われる冷却、加熱、または通気のレベルを低下させるまたはゼロにすることが可
能となる。そのような実施形態においては、ベッドまたは他の着座アセンブリは、より大
きな空調区域（例えば部屋）の中のより小さな空調区域と見なすことが可能である。
【０１７４】
　代替としては、ベッドが使用されていない場合には、家庭のまたは他の施設のＨＶＡＣ
制御システムは、着座アセンブリが位置している部屋またはエリアの全体内において所望
の快適度レベル（例えば温度、湿度、等々）を達成するように作動するように構成するこ
とが可能である。
【０１７５】
　他の構成においては、部屋（または他の画定されたもしくは画定されていないエリア）
は、この部屋全体内における第１の調整効果（例えば冷却、加熱、通気、等々）と、この
部屋内に位置しているベッドまたは他の着座アセンブリのみに対して指定された第２の調
整効果とを達成するように作動される。したがって、使用される制御アルゴリズムに応じ
て、主ＨＶＡＣシステムは、ベッド（または他の着座アセンブリ）のための空調システム
と同時に作動されていてもよく、または作動されていなくてもよい。しかし、いくつかの
実施形態においては、利用される厳密な作動方式にかかわらず、着座アセンブリの空調シ
ステムは、家庭のまたは他の施設のＨＶＡＣシステム（例えば中央空気、暖房炉、等々）
の制御システムに作動するように接続されており、この制御システムと協働して作動して
いる。
【０１７６】
　空調されるベッドまたは他の着座アセンブリは、１つ以上のセンサ（例えば温度センサ
、水分センサ、湿度センサ、等々）を備えることが可能である。本明細書においてさらに
詳細に論じるように、そのようなセンサは、所望の範囲または区域内においてアセンブリ
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の空調システムを作動させるために使用することが可能である。しかし、ベッドまたは他
の着座アセンブリの上、中、または付近においてそのようなセンサを用いることにより、
さらなる利益および利点をもたらすことが可能である。例えば、１つ以上の温度センサを
、ベッド、医用ベッド、車椅子、または他の着座アセンブリの上方部分に沿って（例えば
使用者が位置することが予期される位置に、またはその付近に）位置することが可能であ
る。そのようなセンサは、使用者の体温を検出するのに有効となり得る。いくつかの実施
形態においては、そのような測定値は、アラーム、ディスプレイ、他の出力器、制御ユニ
ット、プロセッサ、および／または他のデバイスもしくは構成要素に送信されて、使用者
および／または関係する第三者に使用者の体温を通知することが可能である。
【０１７７】
　そのような構成は、患者のバイタルサインを綿密に監視することが重要となる病院また
は他の医療施設において（例えば患者の発熱、低体温症、等々を適切な人員に知らせるた
めに）、特に有益なものとなり得る。さらに、そのような構成は、乳児、幼児、若年小児
、高齢者、および／または老衰者等々の体温を監視するために、家庭または他の環境にお
いて使用することが可能である。他の実施形態においては、ベッドまたは他の着座アセン
ブリは、体温測定値を使用して、所望に応じてまたは特定の制御スキームの必要に応じて
アセンブリの空調システムに対して対応的な変更を行う（例えば加熱効果、冷却効果、ま
たは通気効果を上昇または低下させる）ように構成されている。
【０１７８】
　他の構成においては、着座アセンブリ（例えばベッド、医用ベッド、車椅子、等々）が
、１つ以上の水分センサを備えている。そのようなセンサは、着座アセンブリの頂部に沿
って、上部部分（例えばマットレス）の内側に沿って、および／または任意の他の位置に
、位置することが可能である。これらの厳密な数量、タイプ、位置、および他の詳細にか
かわらず、そのような水分センサは、水、汗、尿、他の体液、および／または任意の他の
液体もしくは流体の存在を検出するように構成することが可能である。体温センサを参照
として本明細書において論じるように、水分センサは、１つ以上のアラーム、モニタ、制
御ユニット、および／または他のプロセッサ等々に作動するように連結することも可能で
ある。したがって、１つ以上のセンサにおけるまたはその付近の水分の存在を、使用者お
よび／または関係する第三者に即座に通知することが可能となる。そのような実施形態は
、自身のベッドまたは他の着座アセンブリ（例えば車椅子、椅子、等々）を濡らしがちな
人々（例えば子供、高齢者、老衰者、等々）を監視するのにとりわけ有益となり得る。さ
らに、そのような構成は、使用者が排出する可能性のある汗または他の流体の存在を検出
することが望ましい場合に、望ましいものとなり得る。
【０１７９】
　図３１は、空調されるベッドアセンブリ２５１０と、それに作動するように接続される
種々の構成要素およびシステムの一実施形態を概略的に示す。ベッドは、本明細書におい
て提示する実施形態またはその同等なものいずれかに応じて構成することが可能である。
図示するように、ベッド２５１０は、互いに別個に作動され得る２つ以上の異なる区域、
部位、または部分を備えることが可能である。図示する構成においては、ベッド２５１０
は、合計で４つの雰囲気区域２５１１Ａ～２５１１Ｄを備えている。代替としては、ベッ
ド２５１０または他の着座アセンブリは、所望に応じてまたは必要に応じて、より多数の
またはより少数の雰囲気区域を備えることが可能である。
【０１８０】
　引き続き図３１を参照すると、２つの雰囲気区域２５１１Ａ、２５１１Ｃが、ベッド２
５１０の左側Ｌに沿って位置しており、２つの雰囲気区域２５１１Ｂ、２５１１Ｄが、ベ
ッド２５１０の右側Ｒに沿って配置されている。図示する実施形態においては、ベッドの
各側（例えば左側Ｌおよび右側Ｒ）が、２つの区域または部位にさらに分割されている。
例としては、左側Ｌは、ベッド２５１０の上方部分に沿って配置されている第１の雰囲気
区域２５１１Ａと、ベッド２５１０の下方部分に沿って配置されている第２の雰囲気区域
２５１１Ｃとを備えている。これらの区域により、使用者は、所望に応じてまたは必要に
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応じて、ベッドの自身の側に関する空調効果を選択的に調節することが可能となり得る。
例えば、左側Ｌに沿って位置するベッドの使用者が、第２の雰囲気区域２５１１Ｂよりも
暖かいまたは冷たい設定で第１の雰囲気条件区域２５１１Ａを作動させるように選択して
もよい。そのような構成により、ユーザは、有利には、第２のユーザの所望の加熱効果、
冷却効果、および／または通気効果に影響を及ぼすことなく、ベッド２５１０の自身の側
に関する加熱効果、冷却効果、および／または通気効果をカスタマイズすることが可能と
なり得る。
【０１８１】
　いくつかの実施形態によれば、空気または他の流体は、１つ以上の温度モジュール２５
２０Ａ～２５２０Ｄを用いて、各雰囲気区域２５１１Ａ～２５１１Ｄに供給される。例え
ば、図３１においては、各雰囲気区域２５１１Ａ～２５１１Ｄは、１つの温度モジュール
２５２０Ａ～２５２０Ｄを備えている。したがって、各使用者は、ベッドアセンブリ２５
１０の自身の側の方向に送られる、温度調整されたおよび／または周囲の空気または他の
流体の流れを調整することが可能となる。さらに、論じるように、２つ以上の雰囲気区域
を、１人の使用者を支持するように意図されたベッドの一部分に沿って設けることが可能
である。したがって、有利には、使用者は、所望に応じて、ベッド２５１０の自身の側の
様々な領域（例えば頭部または頸部部位、脚部部位、主胴体部位、等々）に沿って冷却効
果、加熱効果、および／または通気効果を調節することが可能となる。
【０１８２】
　他の実施形態を参照として本明細書においてさらに詳細に論じるように、各温度モジュ
ール２５２０Ａ～２５２０Ｄは、所望に応じてまたは必要に応じて、流体移送デバイス（
例えばブロワ、ファン、等々）、熱電デバイス（例えばペルチエ回路）または流体を温度
調整することが可能な任意の他の加熱デバイスもしくは冷却デバイス（例えば対流ヒータ
）、１つ以上のセンサ、他の制御構成体、および／または任意の他の構成要素もしくは構
成体を備えることが可能である。設置上の便宜および設置の容易化のために、これらの構
成要素のいくつかまたは全てを、単一のハウジングまたは他の筐体内に収容することが可
能である。さらに詳細に論じるように、各温度モジュール２５２０Ａ～２５２０Ｄは、有
利には、１人以上のベッドの使用者の方向に、温度調整された（例えば冷却された、加熱
された、等々）および／または温度調整されていない（例えば周囲の）空気または他の流
体を選択的に供給するように構成することが可能である。
【０１８３】
　例えば、図３２Ａの断面図を参照すると、ベッドアセンブリ２５１０’のマットレス２
５１２’または他の上方部分が、中で流体を送り得る１つ以上の内部通路２５１３’また
は導管を備えることが可能である。いくつかの実施形態においては、図２５２Ａに図示す
るように、温度モジュール２５２０Ａ’、２５２０Ｂ’が、マットレス２５１２’または
他の上方部分の概して下方に位置しており、内部通路２５１３’の中の１つ以上と流体連
通状態におかれている。したがって、流体は、各温度モジュール２５２０Ａ’、２５２０
Ｂ’から、ベッドアセンブリ２５１０’の上方部分にまたはその付近に配置されている流
体分配部材２５１８’に選択的に送られて、ベッドのそれらに対応する領域または部位に
沿って所望の加熱効果、冷却効果、および／または通気効果を生じさせることが可能であ
る。本明細書において開示する構成のいずれにおいても、ベッドアセンブリの隣接し合う
雰囲気区域２５１１Ａ～２５１１Ｄは、所望に応じてまたは必要に応じて、互いから部分
的にまたは完全に隔離（例えば熱的に、水力学的に、等々）することが可能である。代替
としては、隣接し合う雰囲気区域は、それらを区分する特定の温度障壁または水力学的障
壁を用いることなく、互いに概して融合するように構成することが可能である。他の実施
形態においては、環境（例えば温度）調整されたおよび／または調整されていない流体が
、ベッドアセンブリの上方部分に配向される方法が、図３２Ａに図示するものとは異なる
ことが可能である。
【０１８４】
　代替としては、本明細書においてさらに詳細に論じるように、家庭の主ＨＶＡＣシステ
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ム（例えば家庭の空気調整および／または加熱のための通気孔）から空気または他の流体
を受けるように、そしてベッドの上に位置している１人以上の使用者の方向にそのような
流体を選択的に送るように、ベッドアセンブリの通路または導管の１つ以上を構成するこ
とが可能である。空調されるベッドの異なる実施形態に関するさらなる開示および他の詳
細は、空気調整されるベッド（ＡＩＲ ＣＯＮＤＩＴＩＯＮＥＤ ＢＥＤ）と題された、米
国特許明細書第２００８／０１４８４８１号に見出すことが可能である。該公開の全体が
、ここに参照により本明細書に組み込まれる。
【０１８５】
　厳密な設計にかかわらず、温度調整されるベッドアセンブリは、上に位置する１人以上
の使用者に空気または他の流体（例えば加熱されたおよび／または冷却された空気、周囲
空気、等々）を選択的に供給するように構成することが可能である。したがって、ベッド
１０に様々な雰囲気区域２５１１Ａ～２５１１Ｄを組み込むことにより、結果的に得られ
る加熱効果、冷却効果、および／または通気効果の使用者による制御能力を概して高める
ことが可能である。例えば、そのようなベッドは、各使用者について異なる温度調整され
た環境をもたらすように構成することが可能である。さらに、特定の使用者が、自身の個
人的領域または空間内において、加熱方式、冷却方式、および／または通気方式を変更す
ることが可能である（例えばベッドの頭部部位が、ベッドの中間セクションまたは下方部
分とは異なるように作動され得る）。
【０１８６】
　引き続き図３１の概略図を参照すると、ベッドアセンブリ２５１０の温度モジュール２
５２０Ａ～２５２０Ｄを、空調モジュール２５５０または他の電子制御ユニット（ＥＣＵ
）に作動するように接続することが可能である。図示するように、制御モジュール２５５
０は、ベッド２５１０から遠い位置に位置することが可能である。代替としては、制御モ
ジュール２５５０、ＥＣＵ、および／または他の制御ユニットは、ベッドアセンブリの１
つ以上の部分（例えば土台の支持ボード、ボックススプリング、他の支持部材、等々）内
に組み込むことが可能である。さらに、制御モジュール２５５０は、例えば流体移送デバ
イス、熱電デバイスおよび／または温度モジュール２５２０Ａ～２５２０Ｄの他の部分、
制御モジュール２５５０自体、ユーザ入力デバイス２５６２、２５６４、および／または
任意の他のアイテム、デバイス、もしくはシステムなどの、空調システムの種々の電子構
成要素に必要な電流を供給するように構成されている電源２５５４に作動するように接続
することが可能である。
【０１８７】
　いくつかの構成によれば、電源２５５４は、標準的な壁コンセント、ＤＣアダプタ、お
よび／またはバッテリ等々に接続されるように構成されたケーブル２５６０を有するＡＣ
アダプタを備えている。図３１に概略的に示すように、制御モジュール２５５０および電
源２５５４は、単一のハウジングまたは他の筐体２５４０内に設けることが可能である。
しかし、代替の実施形態においては、制御モジュール２５５０および電源２５５４は、所
望に応じてまたは必要に応じて、別個の筐体内に設けることが可能である。
【０１８８】
　図３１に図示するように、ベッドアセンブリ２５１０の２つ以上の温度モジュール２５
２０Ａ～２５２０Ｄを、互いに作動するように接続することが可能である。そのような相
互接続により、温度モジュール２５２０Ａ～２５２０Ｄから、例えば制御モジュール２５
５０もしくは他のＥＣＵ、電源２５５４、および／またはユーザ入力デバイス２５６２、
２５６４等々の空調システムの他の部分への、電流の伝達および／またはデータの送信が
容易になり得る。空調ベッドアセンブリの種々の電気デバイス、構成要素、および／また
はシステム間の接続は、所望に応じて、またはある特定の用途もしくは使用法による必要
に応じて、配線によるもの（例えばケーブル、コード、ワイヤ、等々を使用して）、およ
び／または無線によるもの（例えば無線周波、ブルートゥース、等々）が可能である。い
くつかの実施形態によれば、ベッドの片側２５１０（例えば左側Ｌ、右側Ｒ、等々）に流
体を送るように構成されている温度モジュールは、１つ以上の配線接続および／または無
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線接続を用いて、互いに接続されている。例えば図３１においては、ベッド２５１０の左
側Ｌの上の２つの温度モジュール２５２０Ａ、２５２０Ｃが、互いに作動するように接続
されている。同様に、右側Ｒの上の２つの温度モジュール２５２０Ｂ、２５２０Ｄが、や
はり互いに接続されている。したがって、図示するように、単一の接続を使用して、温度
モジュール２５２０Ａ～２５２０Ｄの各対または各他のグループに、および／またはその
各対または各他のグループから、電力および／または他の電気信号もしくは通信等々を送
ることが可能である。空調システムの種々の温度モジュール、制御ユニット、および／ま
たは他の構成要素が配置されるやり方は、変更することが可能である。
【０１８９】
　引き続き図３１を参照すると、ベッドの空調システムは、１つ以上のユーザ入力デバイ
ス２５６２、２５６４をさらに備えることが可能である。図示する実施形態においては制
御モジュール２５５０に作動するように接続されているそのようなユーザ入力デバイス２
５６２、２５６４は、ユーザが空調システムの作動方法を選択的に調整し得るように、構
成されている。空調システムの他の電気構成要素と同様に、ユーザ入力デバイス２５６２
、２５６４は、配線接続および／または無線接続（例えば無線周波、ブルートゥース、等
々）を用いて、制御モジュール２５５０および／または任意の他の構成要素に接続するこ
とが可能である。
【０１９０】
　いくつかの実施形態によれば、ユーザ入力デバイス２５６２、２５６４は、空調される
ベッドアセンブリ２５１０の１つ以上の作動パラメータを調整するように構成された少な
くとも１つの制御装置を備えている。ユーザ入力デバイス２５６２、２５６４は、１つ以
上のボタン（例えば押しボタン）、スイッチ、ダイアル、ノブ、および／またはレバー等
々を備えることが可能である。そのような制御装置により、ユーザは、所望の作動モード
、全般的な加熱方式、冷却方式、および／または通気方式、温度設定もしくは温度範囲、
および／または任意の他の作動パラメータを選択することが可能となり得る。例えば、い
くつかの構成においては、ユーザ入力デバイス２５６２、２５６４により、ユーザは、「
加熱」、「冷却」、または「通気」の間で選択することが可能となる。他の実施形態にお
いては、加熱、冷却、もしくは通気のある特定のレベル（例えば、低、中、高、等々）、
または、ベッド２５１０の上方表面に沿って位置する使用者の方向に送られる流体の好ま
しい温度を選択するために、入力デバイスの制御装置を調節することが可能である。
【０１９１】
　代替としては、入力デバイス２５６２、２５６４は、ベッド２５１０の作動に関係し得
るユーザに様々なデータおよび他の情報を提供するように構成することが可能である。例
えば、入力デバイスは、現在の作動モード、リアルタイムの温度もしくは湿度の読取値、
および／または日時等々を表示するように構成されたディスプレイ（ＬＣＤ画面）を備え
ることが可能である。いくつかの実施形態においては、入力デバイスは、ユーザに情報を
提供し、（例えばソフトキーを使用して）ユーザから指示を受けるように構成された、タ
ッチスクリーンディスプレイを備えている。本明細書においてさらに詳細に論じるように
、ユーザ入力デバイス２５６２、２５６４は、所望に応じてまたは必要に応じて、例えば
デジタル音楽プレーヤ、テレビ、アラーム、ランプ、他の照明具、および／または照明等
々の、空調システムの作動に概して関係のない、またはごくわずかに関係している、１つ
以上の他のデバイス、構成要素、および／またはシステムをさらに制御するように構成す
ることが可能である。いくつかの構成においては、ベッドアセンブリ１０のユーザ入力デ
バイス２５６２、２５６４は、１つ以上の配線接続および／または無線接続を用いて、そ
れらのような他のデバイス、構成要素、またはシステムに作動するように接続することが
可能である。
【０１９２】
　いくつかの構成においては、ユーザ入力デバイスは、顧客の所要または所望に応じてカ
スタマイズされる。本明細書において論じるように、例えば、ユーザ入力デバイスは、使
用者が、ベッドの空調システムの１つ以上の側面（例えば目標温度調整の設定、またはベ
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ッドの上部表面に沿った温度設定）を調整し得るように構成することが可能である。さら
に、ユーザ入力デバイス２５６２、２５６４は、他のデバイスまたはシステムがベッドア
センブリ２５１０に直接的には関係しない場合でも、それらのデバイスまたはシステムを
調整するように構成することが可能である。例えば、入力デバイスが、デジタルメディア
プレーヤ（例えばｉＰｏｄ、ｍｐ３プレーヤ、等々）、テレビ、ランプ、家庭の照明シス
テム、アラーム時計、および／または家庭の主ＨＶＡＣシステム（例えば中央空気調整シ
ステムおよび／または加熱システム）等々の、１つ以上の側面を制御することが可能であ
る。ユーザ入力デバイスは、そのような他のデバイスまたはシステムと適切に通信するた
めに、１つ以上の配線接続および／または無線接続を備えることが可能である。いくつか
の実施形態によれば、入力デバイスは、１つ以上の他のデバイスおよび／またはシステム
と共に使用されるようにすでに構成された状態で、エンドユーザに供給される。しかし、
代替としては、ユーザは、１つ以上の補助的なデバイスまたはシステムに入力デバイスを
作動するように接続するために、（例えば入力デバイスが作動するように接続されること
になるデバイスまたはシステムの特定の製造業者のコードを使用して）この入力デバイス
を少なくとも部分的に設定するか、または、セットアップすることが必要となる場合があ
る。
【０１９３】
　さらに、ユーザ入力デバイス２５６２、２５６４は、空調ベッドアセンブリに関する情
報を提供するように構成されているタッチスクリーンもしくは他のディスプレイ、および
／または制御されるまたは入力デバイスに作動するように接続される任意の他のデバイス
もしくはシステムを備えることが可能である。例えば、そのようなディスプレイは、空調
システムが作動されている特定の作動モード、空調システムが達成するように設定されて
いる目標温度設定点もしくは目標温度範囲、ベッドが配置されている部屋の周囲環境に関
する温度、湿度、および／または他の測定値、日時、ベッドの制御ユニットが作動的に接
続されているアラームもしくは他の構成体の状態、および／または、入力デバイスが作動
するようい接続されているデジタルメディアプレーヤもしくはテレビに関する情報（例え
ば曲名、テレビ番組の題名、および他の情報、等々）等々を表示することが可能である。
さらに、ユーザ入力デバイスは、所望に応じてまたは必要に応じて、外板または他の装飾
構成体を用いて個人向けにアレンジすることがさらに可能である。
【０１９４】
　空調ベッドアセンブリは、代替的には、ユーザ入力デバイスの代わりに、またはそれに
加えて、１つ以上の他のデバイスまたはシステムによって少なくとも部分的に制御するこ
とが可能である。例えば、いくつかの実施形態においては、ユーザは、デスクトップデバ
イス（例えばパーソナルコンピュータ）、個人用携帯端末（ＰＤＡ）、および／またはス
マートフォンもしくは他のモバイルデバイス等々を利用して、ベッドアセンブリの作動を
調整する（例えば作動モードを選択する、作動温度もしくは作動範囲を選択する、特定の
作動方式または作動プロトコルを開始させる、等々）、および／または、ベッドアセンブ
リが作動するように接続されている任意の他のデバイスもしくはシステムを制御すること
が可能である。他の構成においては、空調されるベッドの空調システムが、例えば家庭用
ＨＶＡＣシステムのためのサーモスタットなどの壁面取付型デバイスとデータ通信状態に
あることが可能である。したがって、単一の制御装置が、家庭の中央空気調整および加熱
システムと、１つ以上の空調されるベッドアセンブリとの作動を選択的に調整することが
可能である。さらに、図２５～図３０を参照として本明細書においてさらに詳細に論じる
ように、家庭のＨＶＡＣシステムは、ベッドアセンブリの１つ以上の流体通路、導管、ま
たは他の部分と流体連通状態になることが可能である。
【０１９５】
　ベッドアセンブリ２５１０のための空調システムは、１つ以上のネットワークと継続的
にまたは断続的に通信して、システムの正確な作動の確保を補助するファームウェアのア
ップデートおよび／または他のアップデートを受信するように、さらに構成することが可
能である。例えば、ネットワーク（例えばインターネット）に接続するように、制御モジ
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ュール２５５０、ユーザ入力デバイス２５６２、２５６４、および／または空調システム
の任意の他の構成要素を設計することが可能である。いくつかの実施形態においては、ベ
ッドアセンブリは、必要なアップデートまたはパッチを受信するように、製造業者または
供給業者のウェブサイトに作動するように接続されている。他の構成においては、そのよ
うなネットワーク接続により、技術者による現地訪問を要することなく、空調ベッドアセ
ンブリの修理、メンテナンス、またはトラブルシューティングを容易化することが可能と
なる。
【０１９６】
　ユーザ入力デバイスは、ベッドまたは他の着座アセンブリのための異なる空調システム
と共に使用するように構成することが可能である。例えば、ユーザ入力デバイスが、空調
システムの制御モジュールまたは他の部分の対応するポートまたは結合部によって受けら
れるようにサイズ設定され、形状設定され、または、適合化された、ケーブルまたは他の
配線接続を備えることが可能である。同様に、ユーザ入力デバイスが無線によるもの（例
えば遠隔制御、他のハンドヘルド式、等々）である実施形態においては、入力デバイスは
、２つ以上の異なる空調システムと共に作動するように構成することが可能である。これ
は、複雑なおよび／または長時間を要する再設計の必要を伴わずに、温度調整されるベッ
ドまたは他の着座アセンブリの１つ以上の構成要素が組み合わせられる、モジュール式シ
ステムの作製に有効であり得る。
【０１９７】
　いくつかの構成によれば、各ユーザ入力デバイス２５６２、２５６４は、空調されるベ
ッドアセンブリ２５１０の１つ以上の温度モジュール、雰囲気区域、および／または他の
デバイスもしくは構成要素を調整するように構成されている。例えば、引き続き図３１の
概略図を参照すると、第１のユーザ入力デバイス２５６２は、温度モジュール２５２０Ａ
、２５２０Ｃの、したがって、ベッド２５１０の左側Ｌに沿って配置されている対応する
雰囲気区域２５１１Ａ、２５１１Ｃの作動を調整することが可能である。同様に、第２の
ユーザ入力デバイス２５６４は、温度モジュール２５２０Ｂ、２５２０Ｄの、したがって
、ベッド２５１０の右側Ｒに沿って配置されている対応する雰囲気区域２５１１Ｂ、２５
１１Ｄの作動を調整することが可能である。その結果、各ベッドの使用者は、ベッド２５
１０の自身の側に沿って加熱方式、冷却方式、および／または通気方式を選択的に調整す
ることが可能となる。さらに、本明細書において論じるように、ベッドは、１人の使用者
を受け入れるようにサイズ設定および、構成された領域内に、２つ以上の異なる温度モジ
ュール２５２０Ａ～２５２０Ｄおよび／または雰囲気区域２５１１Ａ～２５１１Ｄを備え
ることが可能である。したがって、いくつかの実施形態においては、入力デバイス２５６
２、２５６４は、所望に応じて、ある温度モジュール（または雰囲気区域）を、別の温度
モジュール（または雰囲気区域）とは別個かつ無関係に調整することが可能である。した
がって、有利には、図３１に図示するように、入力デバイス２５６２、２５６４は、ベッ
ドアセンブリ２５１０の一方の側（例えば左側Ｌ、右側Ｓ等々）または任意の他の領域に
沿って概して配置されている、１つ以上の温度モジュールまたは雰囲気区域を制御するよ
うに構成することが可能である。
【０１９８】
　いくつかの構成によれば、空調されるベッドアセンブリ１０の様々なデバイス、構成要
素、および構成体が、温度モジュール２５２０Ａ～２５２０Ｄの作動を調整することによ
り、加熱、冷却、および／または通気のタイプおよび／またはレベルを調節するように構
成されている。例えば、有利には、使用者の方向に移送される（例えばブロワ、ファン、
または他の流体移送デバイスを使用して）流体の流量を制御することが可能である。さら
に、熱電デバイスに送られる電流の量および方向を変更して、流体移送デバイスにより移
送される流体へのまたはその流体からの、所望のレベルの熱伝達を実現することが可能で
ある。このシステムの１つ以上の性状を調整して、所望の作動方式を実現することもまた
可能である。
【０１９９】



(54) JP 2014-147836 A 2014.8.21

10

20

30

40

50

　各雰囲気区域２５１１Ａ～２５１１Ｄ内において所望の温度調整効果を達成するために
、温度モジュール２５２０Ａ～２５２０Ｄ、空調システムの他の構成要素、および／また
は、ベッド２５１０の他の部分が、１つ以上のセンサを備えることが可能である。そのよ
うなセンサは、温度センサ、湿度センサ、および／または使用者検出センサ等々を含むこ
とが可能である。したがって、空調システムは、有利には、所望のレベルの温度調整（例
えば温度値または温度範囲の設定、等々）を維持することが可能となる。温度センサは、
熱電デバイス内（例えば熱電デバイスの基板の上または基板に沿って）、温度モジュール
の他の部分または構成要素の中または上、温度モジュールの上流または下流（例えば温度
モジュール内で行われる温度調整量を検出するために、流体経路の中または付近に）、ベ
ッドアセンブリ２５１０の１つ以上の上部表面に沿って、および／または他の位置に、位
置することが可能である。
【０２００】
　一実施形態によれば、温度調整されるベッドアセンブリ２５１０は、閉ループ制御方式
を備えており、この方式の下では、１つ以上の温度モジュール（例えばブロワもしくは他
の流体移送デバイス、および／または熱電デバイスもしくは他の加熱／冷却デバイス、等
々）の機能が、所望の作動設定を維持するために自動的に調節される。例えば、空調シス
テムは、所望の設定（例えば目標温度値または目標温度範囲、目標冷却効果、目標加熱効
果、または目標通気効果、等々）を、１つ以上のセンサにより取得されたデータ（例えば
周囲温度、調整された流体温度、相対湿度、等々）と比較することによって、調整するこ
とが可能である。
【０２０１】
　いくつかの構成においては、ベッドまたは他の着座アセンブリのための空調システムが
、温度モジュール２５２０Ａ～２５２０Ｄの熱電デバイスの中の１つ以上において行われ
る極性切替えのレベルを低下させるまたは最低限に抑えるように構成されている修正され
たアルゴリズムを有する閉ループ制御方式を備えることが可能である。その結果、有利に
は、空調システム全体の信頼性を向上させることが可能となる。
【０２０２】
　本明細書においてさらに詳細に論じるように、温度調整されるベッド２５１０または他
の着座アセンブリは、１つ以上の種々の雰囲気区域２５１１Ａ～２５１１Ｄを備えること
が可能である。いくつかの実施形態においては、図３１に概略的に示すように、そのよう
なベッド２５１０は、各使用者に対して個別の雰囲気区域を備えている。さらに、各使用
者に関連付けられる部位または他の部分（例えば左側Ｌ、右側Ｒ、等々）が、２つ以上の
区分された雰囲気区域２５１１Ａ～２５１１Ｄを備えることが可能であり、それにより、
使用者は、自身の好みに応じて加熱方式、冷却方式、および／または通気方式をさらにカ
スタマイズすることが可能となる。したがって、上述のように、ユーザは、所望に応じて
または必要に応じて、ベッドの異なる部分（例えば上部部位または頭部部位、中央部位、
下方部位または脚部部位、等々）に異なるレベルの温度調整を行うように、ベッドアセン
ブリ２５１０の自身の側を設定することが可能となる。
【０２０３】
　空調されるベッドまたは他の着座アセンブリは、複数の異なる方式の下で作動させるこ
とが可能である。例えば、簡単な構成においては、ユーザが、所望の全般的設定または全
般的モード（例えば「加熱」、「冷却」、「通気」、「高」、「中」、「低」、等々）を
選択し、空調システムが、ある一定の期間にわたって、またはユーザが他の方法でシステ
ムに指示するまで、その設定またはモードを維持する。他の構成においては、ユーザは、
目標温度値もしくは目標温度範囲、または何らかの他の所望の冷却効果、加熱効果、もし
くは通気効果を選択し、空調システムが、そのような値、範囲、または効果を維持するの
に必要な調節を自動的に行う。そのような方式の下では、空調システムは、システムが所
望の設定を達成する（例えばフィードバックループを用いて）のを補助するように構成さ
れた１つ以上のセンサ（例えば温度センサ、湿度センサ、等々）を備えることが可能であ
る。他の実施形態においては、空調されるベッドの様々な構成要素を、予め定められたス
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ケジュールまたはプロトコルにしたがって作動させることが可能である。そのようなスケ
ジュールまたはプロトコルは、時刻、ユーザが典型的にまたは実際にベッドに入る時間、
計画されたまたは実際の起床時間、ベッドが配置されている部屋の中または外の周囲温度
、および／または任意の他の要因に基づくことが可能である。したがって、空調システム
の制御モジュール５０および／または他の構成要素が、ある特定のプロトコルを実行する
のを補助する制御アルゴリズムを備えているか、またはそのアルゴリズムに作動するよう
に接続されていることが可能である。
【０２０４】
　本明細書において開示する実施形態のいずれにおいても、制御システムは、有利には、
環境調整されるベッドまたは他の着座アセンブリの作動をユーザが選択的に調整すること
を可能にし、１つ以上の入力デバイス２５６２、２５６４に作動するように接続すること
が可能である。本明細書においてさらに詳細に論じるように、そのような入力デバイスに
よって、ユーザが、ユーザの要望または好みに応じて、ベッドまたは他のアセンブリを制
御する方法をカスタマイズすることが可能となり得る。
【０２０５】
　いくつかの実施形態によれば、ベッドまたは他の着座アセンブリのための空調システム
は、所望のレベルの温度事前調整を行うように構成することが可能である。そのような事
前調整機能によって、ユーザは、ベッドが使用前にある特定の温度または設定を実現する
ように、ベッドを設定することが可能となり得る。例えば、ユーザは、入力デバイスを使
用して、ユーザの予定睡眠時間の前にベッドを冷却、加熱、および／または通気するよう
に空調システムに指示することが可能である。同様に、ユーザは、予定睡眠期間の間に温
度または温度調整効果を調整するように空調システムを選択的に設定することが可能であ
る。そのような構成においては、ユーザは、ある特定の期間に対して、異なる目的温度、
温度調整効果、所望の快適度、および／または任意の他の設定を設定することが可能であ
る。そのような設定ポイントは、様々な所望のまたは所要の期間（例えば１０分、１５分
、３０分、１時間、２時間、３時間、４時間、等々）に対して設定することが可能である
。したがって、ユーザは、自身の特定の必要または好みに応じて、空調されるベッドアセ
ンブリの作動をカスタマイズすることが可能である。
【０２０６】
　さらに、制御システムは、所望に応じてまたは必要に応じて、ユーザの起床を補助する
ために、ベッドの加熱設定、冷却設定、および／または通気設定を変更するように構成す
ることが可能である。例えば、ベッドの上部表面に送られる空気の流量、温度、および／
または他の特性を上昇または低下させて、使用者の目覚めを促す、または使用者をベッド
から出るように追いやることが可能である。
【０２０７】
　さらに、ベッドまたは他の着座アセンブリのための空調システムは、ある一定の期間の
経過後に、および／または１つ以上の他の事象もしくは要因に応答して、停止するように
構成することが可能である。いくつかの構成においては、１つ以上の温度モジュールの作
動が、ある特定の時間に、または、使用者がベッドまたは他の着座アセンブリの上に初め
に位置してから予め定められた期間後に、変更される（例えば流体移送デバイスの速度が
上昇または低下される、加熱効果および／または冷却効果が低下または上昇される等々）
、または完全に終了する。したがって、いくつかの実施形態においては、ベッドまたは他
の着座アセンブリは、上にいる使用者の存在を正確に検出するために、１つ以上の使用者
センサを備えている。
【０２０８】
　本明細書において論じるように、空調されるベッドまたは他の着座アセンブリは、１つ
以上の湿度センサを備えることが可能である。そのような湿度センサは、ベッドの空調シ
ステムの任意の構成要素（例えばユーザ入力デバイス、制御モジュール、温度モジュール
、等々）に沿って、および／またはベッドアセンブリの任意の他の部分（例えばマットレ
スまたは上方部分、土台または下方部分、等々）等々に沿って、位置することが可能であ
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る。厳密な構成、位置、および他の詳細にかかわらず、湿度センサは、ユーザに追加の制
御オプションを提供するために、空調システムに作動するように接続することが可能であ
る。
【０２０９】
　いくつかの構成によれば、ベッドアセンブリの流体モジュール、通路、および／または
他の部分を通過する空気または他の流体の相対湿度を検出して、それらの中における望ま
しくないおよび危険なおそれのある凝結物の発生を防ぐことが可能である。例えば、比較
的湿った空気が、温度モジュールにより十分に冷却されると、凝結物が、アセンブリの空
調システムの１つ以上の構成要素または部分に沿って生じる場合がある。除去または処理
されない場合には、そのような凝結物は、腐食および／または水分に関わる他の問題を引
き起こすおそれがある。さらに、結果として生じるどのような凝結物も、空調システムの
１つ以上の電気回路または他の脆弱な構成要素に悪影響を及ぼす場合がある。
【０２１０】
　したがって、いくつかの構成においては、ベッドまたは他の着座アセンブリのための空
調システムは、凝結物の発生の可能性を低下させるために必要な作動変更を行うように構
成されている。例えば、ベッドアセンブリを通って送られる空気に対して温度モジュール
（例えば熱電デバイスまたは他の冷却デバイス）により与えられる冷却量を、低下させる
ことが可能である。代替としては、制御システムは、発生しているであろう凝結物を蒸発
させるために、加熱モードと冷却モードとの間を繰り返すように構成することが可能であ
る。いくつかの構成においては、有利には、温度、相対湿度、および他の周囲条件をスク
リーンまたはディスプレイ上に示して、望ましくない可能性のある状況をユーザに通知す
ることが可能である。
【０２１１】
　他の実施形態においては、環境制御されるベッドまたは他の着座アセンブリは、その中
において生じた凝結物を収集および除去するように構成されている。例えば、そのような
凝結物は、所望に応じてまたは必要に応じて、蒸発させるか、他にはベッドもしくは他の
着座アセンブリから離れる方向に送ることが可能である。着座アセンブリからの凝結物の
収集および／または除去に関するさらなる情報は、２００９年２月２日に出願され、熱電
デバイスのための凝結物センサおよび湿度センサ（ＣＯＮＤＥＮＳＡＴＩＯＮ ＡＮＤ Ｈ
ＵＭＩＤＩＴＹ ＳＥＮＳＯＲＳ ＦＯＲ ＴＨＥＲＭＯＥＬＥＣＴＲＩＣ ＤＥＶＩＣＥＳ
）と題された、米国特許出願第12/364,285号において提示されている。該出願の全体が、
ここに参照により本明細書に組み込まれる。
【０２１２】
　さらに、相対湿度センサの使用により、環境制御されるベッドまたは他の着座アセンブ
リは、望ましい快適区域で作動することが可能となり得る。（網掛けされたエリア２６１
０によって概して示す）そのような快適区域の一実施形態を、図３２Ｂのグラフ２６００
において概略的に示す。図示するように、望ましい快適区域２６１０は、ある特定の環境
（例えば周囲空気、温度調整された空気、湿度レベルが調整された空気、および／または
空調されるベッドもしくは他のシートアセンブリ中に送られる他の流体、等々）の温度お
よび相対湿度に少なくとも部分的に基づくことが可能である。したがって、相対湿度があ
る特定の温度に対して過度に低いまたは高い場合、またはその逆の場合には、そのような
環境内に位置する使用者に対する快適度レベルは、低下するか、または目標エリアの概し
て外側にあるおそれがある。
【０２１３】
　例えば、図３２Ｂのグラフ２６００上において点２６２０Ｃとして概して示す条件を参
照すると、この相対湿度は、この特定の温度に対して過度に高い。代替的には、点２６２
０Ｃの温度は、この特定の相対湿度に対して過度に高いと言うことが可能である。これに
かかわらず、いくつかの実施形態においては、この環境内にいる使用者の快適度レベルを
向上させるために、目標快適区域２６１０を達成する（例えば矢印２６２０Ｃによって概
して示す方向に）ように周囲条件を変化させるように、空調システムを構成することが可
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能である。同様に、点２６２０Ｄにより示す環境条件内に位置するベッドまたは他の着座
アセンブリのための空調システムは、目標快適区域２６１０を達成する（例えば矢印２６
２０Ｄにより概して示す方向に）ように周囲条件を変化させるように作動するように構成
することが可能である。図３２Ｂにおいては、点２６２０Ａおよび２６２０Ｂにより概し
て示す環境条件は、すでに目標快適区域２６１０内に位置している。したがって、いくつ
かの実施形態においては、空調システムは、少なくとも使用者が対応するベッドまたは他
の着座アセンブリの上に位置している間、そのような周囲環境条件を維持するように構成
することが可能である。
【０２１４】
　いくつかの実施形態においては、ベッドのための空調システムが、追加の快適区域また
は目標作動条件を備えるように構成されている。例えば、図３２Ｂにおいて概略的に示す
ように、第２の快適区域２６１４が、主快適区域２６１０内に、より小さなエリアとして
含まれ得る。第２の快適区域２６１４は、主快適区域２６１０の他の部分よりもさらによ
り好ましい環境条件（例えば温度、相対湿度、等々）の組合せを表すことが可能である。
したがって、図３２Ｂにおいては、点２６２０Ｂにより示す環境条件は、主快適区域２６
１０内にあるが、第２のより好ましい快適区域２６１４の外側に含まれる。したがって、
点２６２０Ｂにより示す環境条件内に位置するベッドまたは他の着座アセンブリのための
空調システムは、第２の快適区域２６１４の方向に（例えば矢印２６２０Ｂにより概して
示す方向に）周囲条件を変化させるように作動するように構成することが可能である。
【０２１５】
　他の実施形態においては、空調システムは、所望に応じてまたは必要に応じて、１つ以
上の目標快適区域を備えることが可能である。例えば、空調システムは、夏季および冬季
の作動について別個の目標区域を備えることが可能である。したがって、そのような構成
においては、空調システムは、時季、および／または、空調されるベッドもしくは他のシ
ートアセンブリを作動すべき望ましい快適区域を検出するように構成することが可能であ
る。
【０２１６】
　空調システムにそのような自動制御方式を組み込むことにより、空調されるベッドまた
は他のシートアセンブリのより洗練された作動方法を概して実現することが可能となる。
さらに、そのような方式は、空調されるベッドの作動を簡略化する、および／またはコス
ト（例えば製造コスト、作動コスト、等々）を削減するのにも有効であり得る。これは、
例えば病院用ベッドおよび／または他のタイプの医用ベッド等々の中にいる患者に対して
など、しきい値快適性レベルを維持することが必要である、または非常に望ましい場合に
、とりわけ重要なものとなり得る。さらに、そのような制御方式は、移動の限定された使
用者を受け入れるように構成されているベッドまたは他の着座アセンブリにとって、およ
び／または、使用者が一般的に長期間にわたって着座するベッドおよび他の着座アセンブ
リ（例えばベッド、病院用ベッド、回復期患者のベッド、他の医用ベッド、等々）にとっ
て、とりわけ有益なものとなり得る。
【０２１７】
　いくつかの実施形態によれば、１つ以上のセンサにより取得されたデータまたは他の情
報は、空調システムを選択的に制御して、望ましい快適区域２６１０、２６１４（図３２
Ｂ）内に位置する環境条件を達成するために使用される。例えば、空調システムは、１つ
以上の温度センサおよび／または相対湿度センサを備えることが可能である。本明細書に
おいてさらに詳細に論じるように、それらのセンサは、ベッドまたは他の着座アセンブリ
の様々な部分（例えば熱電デバイス、温度モジュール、流体分配システム、流体移送デバ
イスの入口または出口、流体入口、着座した使用者が位置して接するアセンブリの表面、
等々）に沿って、および／または、ベッドまたは他の着座アセンブリと同一の周囲環境（
例えば寝室、病室、等々）内の任意の他の位置に沿って、配置することが可能である。他
の実施形態においては、（例えばベッドまたは他の着座アセンブリの上に使用者が位置し
ている場合を自動的に検出するように構成されている）例えば使用者検出センサなどの、
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１つ以上の追加のタイプのセンサもまた設けられている。
【０２１８】
　ある特定のアセンブリ内に含まれている様々なセンサに関する数量、タイプ、位置、お
よび／または他の詳細にかかわらず、空調システムの種々の構成要素は、所望の制御アル
ゴリズムにしたがって（一実施形態においては、好ましくは自動的に）作動するように構
成することが可能である。いくつかの実施形態によれば、制御アルゴリズムは、現存する
環境条件（例えば温度、相対湿度、等々）および目標快適区域に少なくとも部分的に基づ
いて、ベッドアセンブリに与えられる加熱量および／または冷却量を自動的に変更するよ
うに、あるレベルの複雑性を備えている。
【０２１９】
　したがって、いくつかの実施形態においては、環境調整されるベッドまたは他の着座ア
センブリのための制御システムは、その制御アルゴリズムへの入力として、１つ以上の位
置からの温度および相対湿度に関するデータおよび他の情報を受けるように構成されてい
る。例えば、空調されるベッドは、支持部材（例えばマットレス）の頂部または任意の他
の部分に沿って配置された流体分配システム２５１８’（図３２Ａ）を備えることが可能
である。各流体分配システム１８’が、温度モジュール２５２０Ａ～２５２０Ｄ（例えば
流体移送デバイスおよび／または熱電デバイス等々）と流体連通状態にあることが可能で
ある。
【０２２０】
　例えば２つ以上の温度モジュール２５２０Ａ～２５２０Ｄが同時に作動している場合な
ど、いくつかの作動シナリオの下では、空調されるベッドにより生成される騒音レベルは
、鬱陶しさをもたらすか、または煩わしいものとなる場合がある。したがって、いくつか
の実施形態においては、空調システムの制御モジュールまたは他の部分は、ベッドまたは
他の着座アセンブリから生じる騒音レベル全体が所望のまたは所要のしきい値レベル未満
に留まる状態を確保するように、温度モジュール２５２０Ａ～２５２０Ｄが作動される、
作動停止される、変調される、および／または作動されるように、設定されている。例え
ば、図３１に図示するベッドアセンブリを参照すると、各雰囲気区域２５１１Ａ～２５１
１Ｄに関連する温度モジュール２５２０Ａ～２５２０Ｄが、そのようなしきい値騒音レベ
ル未満に留まるように循環運転され得る（例えばオンまたはオンに切り替わる）。いくつ
かの実施形態においては、しきい値のまたは最大の騒音レベルは、安全基準および健康基
準、他の法的要件、および／または業界基準等々によって決定される。他の構成において
は、使用者は、自身の好みに応じて、少なくとも基準および他の規則により定められる範
囲内で、しきい値のまたは最大の騒音レベルを設定することが可能である。そのような設
定は、ユーザ入力デバイスを使用して、ユーザが空調システム（例えば制御モジュール）
に対して行うことが可能である。
【０２２１】
　これに関連して、ベッドまたは他の着座アセンブリの空調システムは、ある特定のアル
ゴリズムまたはプロトコルにしたがって様々な温度モジュール２５２０Ａ～２５２０Ｄを
循環運転して（例えばオンまたはオフに切り替えて、変調して、等々）、所望の電力節減
レベルを達成するように構成されることも可能である。温度モジュールの循環運転が、騒
音の低下、電力の節減、および／または任意の他の目的で行われるかにかかわらず、例え
ばブロワ、ファンもしくは他の流体移送デバイス、および／または熱電デバイス等々の、
単一の温度モジュール２５２０Ａ～２５２０Ｄの個々の構成要素は、互いに独立して制御
することが可能である。そのような作動方式に関するさらなる詳細は、通気式のシートま
たはベッドアセンブリのための作動制御方式（ＯＰＥＲＡＴＩＯＮＡＬ ＣＯＮＴＲＯＬ 
ＳＣＨＥＭＥＳ ＦＯＲ ＶＥＮＴＩＬＡＴＥＤ ＳＥＡＴ ＯＲ ＢＥＤ ＡＳＳＥＭＢＬＩ
ＥＳ）と題された米国特許明細書第２００９／００６４４１１号に見出すことが可能であ
る。該公開の全体が、ここに参照により本明細書に組み込まれる。
【０２２２】
　いくつかの実施形態によれば、環境調整されるベッドまたは他のシートアセンブリの電
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源２５５４（例えばＡＣ電源）は、高められた、向上した、または最適な冷却性能を実現
するようにサイズ設定されている。その結果、無駄な電気エネルギーの量が削減または最
小限に抑えられることにより、そのような設計特徴は、電力消費量をさらに低下させ、空
調システムがより効率的に作動し得るようにするのを促進することが可能である。
【０２２３】
　本明細書において論じるように、本明細書において開示する空調されるベッドまたは他
の着座アセンブリの実施形態のいずれもが、「温度アラーム」を備えることが可能である
。例えば、空調システムは、温度および／または空気流において比較的高速の変更を行っ
て、ベッドの使用者の中の１人以上の目覚めを促すように構成することが可能である。人
々の個人的な傾向および睡眠習慣に応じて、そのような温度アラームは、快適性を低下さ
せる、意識を呼び覚ます、および／または任意の他の方法により、ベッドの使用者を首尾
よく目覚めさせることが可能である。いくつかの構成においては、温度アラームは、ベッ
ドアセンブリの上部表面に沿って温度を上昇させることを含んでいる。そのような機能に
より、使用者は自然にまたは徐々に起床することが可能になり得る。代替としては、ユー
ザの好みに応じて、温度アラームは、温度を低下させて、使用者の快適度レベルを徐々に
または迅速に下げることを含むことが可能である。空調されるベッドアセンブリは、１つ
以上の他のタイプのアラーム（例えば従来型の可聴式アラーム、ラジオ、またはデジタル
メディアプレーヤ等々を備えるアラーム、等々）を備えることも可能である。いくつかの
構成においては、そのようなアラーム構成体および／またはアラームデバイスは、空調シ
ステムの制御モジュールに作動するように接続されて、入力デバイス２５６２、２５６４
または任意の他の制御装置を介してユーザがそれらの機能を調整することを可能にし得る
。
【０２２４】
　いくつかの実施形態によれば、環境制御されるベッドアセンブリは、使用者の１つ以上
の領域に沿って、温度調整された空気または他の流体を有利に供給するように構成するこ
とが可能である。例えば、図３３に概略的に示すように、ベッドアセンブリ２９００は、
使用者がその上に適切に位置している場合に使用者の頭部の近傍に配置されるように構成
された、枕２９１０または他の部材を備えることが可能である。いくつかの状況の下では
、ベッドが加熱モードまたは冷却モードのいずれの下で作動されているかにかかわらず、
使用者の頭部領域および頸部領域（またはベッドの任意の他の部分）の方向に冷却された
空気を供給することが望ましい場合がある。
【０２２５】
　本明細書において開示する他の実施形態を参照として論じるように、ベッドアセンブリ
２９００は、ベッドの目標部分または目標部位に流体を選択的に移送するように構成され
た、および／または、移送前にそれらの流体を選択的に温度調整する（例えば加熱する、
冷却する、等々）ように構成された、１つ以上の流体モジュール２９２０を備えることが
可能である。図３３の概略図においては、流体モジュール２９３０は、入口２９３０を備
えており、周囲空気または他の流体は、この入口２９３０を通り、ブロワ、他の流体移送
デバイス、および／または、モジュール２９２０の任意の他の構成要素内に入る。いくつ
かの構成においては、流体流は、流体モジュール２９２０にて、流体モジュール２９２０
内で、流体モジュール２９２０の付近で、または流体モジュール２９２０の下流で、主流
体流２９４０と廃棄流体流２９５０とに概して分離される。例えば、ベッドが１つ以上の
上部表面に冷却された空気を供給するように作動される場合には、主流体流２９５０は比
較的冷たく、廃棄流体流２９６０は比較的熱い。ベッドが使用者に加熱された空気を供給
するように作動される場合には、逆のことが当てはまる。
【０２２６】
　したがって、ベッドアセンブリが冷却されつつある場合には、主流体流２９４０中にお
いて送られる調整された空気の少なくとも一部分を、（例えば導管ブランチ２９４４およ
び他の下流導管２９６０、２９６２、２９６２’を介して）枕２９１０の入口内に配向す
ることが可能である。図３３に図示するように、枕２９１０に温度調整された空気を送る
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ように構成されている様々な導管は、マットレス２９０４または他のベッド部分まで内部
を通りまたは外部を通り引き回すことが可能である。好都合には、ベッドが加熱されつつ
ある場合に、比較的冷たい廃棄流体流の少なくとも一部分を枕２９１０に送ることが可能
である。簡略化のために、主流体流２９４０および廃棄流体流２９５０の下流ラインが、
流体モジュール２９２０をこの冷却される枕２９１０と流体連通状態になる導管を共有す
ることが可能である。同様の構成を用いて、所望に応じてまたは必要に応じて、ベッドの
１つ以上の他の部分（例えば、脚部領域、主胴体領域、等々）に加熱されたおよび／また
は冷却された空気を供給することが可能である。
【０２２７】
　図３４は、空調されるベッド３０１０の一実施形態の概略図を示す。図示するように、
ベッド３０１０は、上方部分３０６０および下方部分３０２０を備えることが可能である
。さらに、ベッド３０１０は、流体分配層３０７０および上部部材３０８０を有すること
が可能である。上部部材３０８０は、空気透過性材料から作製することが可能である。さ
らに、図３４に図示するように、ベッド３０１０は、第２の流体分配層３０７１をさらに
備えることが可能である。特定の実施形態によれば、そのような第２の流体分配層３０７
１は、下側層３０８１を備えている。第２の流体分配層３０７１は、上側層３０９０を有
することも可能である。第２の流体分配層３０７１、下側層３０８１、および上側層３０
９０は、空気などの流体流を使用者の方に配向するように構成することが可能である。さ
らに、下側層３０８１は、様々な実施形態の説明した上部部材３０８０と同様の特性を有
することが可能である。例えば、下側層３０８１は、１つ以上の空気透過性材料を含むこ
とが可能である。図３４に図示するように、上部部材３０８０は、使用者が背臥位の場合
に、使用者の背側の方向に流体を配向するように構成することが可能であり、下側層３０
８１は、使用者の前側の方向に流体を配向するように構成することが可能である。
【０２２８】
　上側層３０９０は、流体が上側層３０９０を通り流出しないように、空気不透過性材料
から作製することが可能である。他の実施形態においては、上側層３０９０は、下側層３
０８１よりも、層３０９０を通る流体流のより高い抵抗を概して生じさせることが可能で
ある。したがって、上側層３０９０は、それ自体を通るよりもむしろ下側層３０８１を通
るように流体の流れを促すことが可能である。いくつかの実施形態においては、上側層３
０９０、下側層３０８１、および／または第２の流体分配層３０７１は、協働して、所望
の温度に使用者を保つのを助ける。一構成においては、上側層３０９０は、流体流が全く
または実質的に全く通過することのできない遮断材として機能することが可能である。
【０２２９】
　いくつかの構成によれば、快適性をさらに高め、安全性を促進し、および／またはさら
なる利点をもたらすために、１つ以上の最上部部材または最上層３０８０を、クッション
部材３０６４および流れ調整部材３０７０の上方に選択的に位置することが可能である。
同様に、下側部材または下側層３０８１の中の１つ以上を、流れ調整部材３０７１の下方
に位置することが可能である。例えば、いくつかの実施形態においては、概して側方に空
気を分配するように、下方の最上層を構成することが可能であり、垂直方向（例えば使用
者の方向）に空気を分配するように、上方の最上層を構成することが可能である。しかし
、より多数のまたはより少数の最上層および／または下側層を、ある特定のベッドアセン
ブリに含むことが可能であることが理解されよう。さらに、最上層および／または下側層
は、本明細書において論じるものとは異なるように、空気を分配するまたは、流量調整す
るように構成することが可能である。例えば、垂直方向および側方の両方に空気を分配す
るように、これらの層の中の１つ以上を構成することが可能である。
【０２３０】
　引き続き図３４を参照すると、ベッド３０１０は、導管３０４６を介して各流体分配層
３０７０、３０７１に対して作用する、流体移送デバイス３０４０および熱電デバイス３
０５０の２つの別個のセットを備えることが可能である。いくつかの実施形態によれば、
１つの流体モジュール（例えば１つの流体移送デバイス３０４０およびその対応する熱電
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デバイス３０５０）が、ベッド３０１０のために概して機能する。いくつかの実施形態に
おいては、２つ以上の流体モジュール（例えば流体移送デバイス、熱電デバイス、および
／または他の構成要素）が、所望に応じてまたは必要に応じて、１つのベッド３０１０の
流体分配層または複数の流体分配層に対して作用する。
【０２３１】
　空調されるベッド３０１０の図示する実施形態は、ベッドの様々な部位に対して異なる
レベルの流体調整を行うように構成することが可能である。これは、少なくとも部分的に
は、使用者が、ベッド中に設定された様々な区域または領域のそれぞれに対して温度調整
効果（例えば冷却、加熱、通気、等々）を選択的に制御することが可能となることによっ
て、実現され得る。さらに、空調システムは、ユーザが、ベッド３０１０の１つ以上の領
域に送られる流体の流量を選択的に制御することがやはり可能となるように構成すること
が可能である。
【０２３２】
　図３５に示すように、いくつかの実施形態においては、１つの流体分配層７０が、使用
者の前部または背部の両方に調整された流体を供給することが可能である。図３５は、巻
き付け式流体分配層３１７２として特徴付けすることが可能な流体分配層３１７０を有し
ているベッド３１１０を概略的に示す。この図示する構成は、２つの巻き付け式流体分配
層３１７２を有しているベッド３１１０の断面図を示す。そのような構成は、有利には、
ベッドのいくつかの部分に対して強化された冷却制御および／または加熱制御を行うこと
が可能である。例えば、２人以上のユーザが１つのベッドを共有する場合に、各ユーザが
、これらの巻き付け式流体分配層３１７２の１つのみの中に調整されたおよび／または調
整されていない流体を配向することによって、自身の好みに応じて温度調整効果をカスタ
マイズすることが可能である。
【０２３３】
　使用者の前側および背側の両方に対して冷却を行うことにより、雰囲気を調整されるベ
ッドは、複数方向への流体流を供給して、１人以上の使用者に調整された流体をより良好
に供給することが可能となる。調整された流体を供給するように構成された１つの側部の
みを備えている、雰囲気を調整されるベッドにおいては、温度勾配が、使用者の前側と背
側との間において持続されるおそれがあり、これは、あるレベルの不快度をもたらす場合
がある。図３４および図３５に図示するような巻き付け式流体調整層または複数の流体調
整層は、そのような問題を軽減することが可能である。
【０２３４】
　例えば図３４および図３５に図示する空調されるベッドなどの、本明細書において例示
する実施形態のいずれにおいても、空調されるベッドは、下方部分の底部と、ベッドが上
に位置する床との間にさらなる隙間を与えるために、脚部または他の支持部材を備えるこ
とが可能である。これは、流体入口または他の開口を、下方部分の下部表面上に非連続的
に位置するのを可能にするのにも有効であり得る。
【０２３５】
　引き続き図３４および図３５を参照すると、いくつかの実施形態においては、ステッチ
、障壁部材（例えば窓枠構造）、グルービーズ、および／またはラミネーション等々を使
用して、流れ調整部材３０７０、３０７１、３０７２、および３１７０、３１７１、３１
７２内の流体流を向上させることが可能である。例えば、加工ステッチが、周辺部および
／または任意の他の部位に沿って設けられて、流れ調整部材内の空気または他の流体の流
れをより良好に制御することが可能となる。いくつかの構成においては、システムが、中
を通る調整されたおよび／または調整されていない流体の流れを制御するために、特定の
ステッチパターン、直径、針サイズ、糸径、および／または他の特徴を用いている。
【０２３６】
　ステッチまたは他の流れ阻止デバイスもしくは構成体を使用して、流体の望ましくない
側方流を制御することも可能である。例えば、ステッチを、デバイスの周辺部の周りに加
えて、流体が１つ以上の所望の調整された部位の外部に移動するのを防ぐまたは実質的に



(62) JP 2014-147836 A 2014.8.21

10

20

30

40

50

防ぐことが可能である。適切なステッチ圧縮、パターン、および／または他の構成体を用
いることにより、流体（例えば空気）が１人以上の使用者の方向に流れるための経路を提
供するのを補助することが可能である。ステッチのサイズおよびステッチの密度は、使用
者に均一な流体分配をもたらすために、調整または、制御することが可能である。したが
って、１枚だけのスペーサ布を使用し、ステッチ、ラミネーション、および／または他の
システムを用いて流体の流れを制御することにより、費用対効果のより高い上方部分３０
６０、３１６０または最上アセンブリを実現することが可能となる。したがって、加工ス
テッチおよび／または他の同様の構成体により、流体流を向上させることが可能になると
共に、使用者に対する快適度レベルを高めることが可能となる。
【０２３７】
　本明細書において他の実施形態に関連して論じるように、空調されるベッドアセンブリ
の垂直方向への並進を許容するために、ベローズまたは他の可動部材を使用して、所望の
可撓性特性および／または絶縁特性をもたらすことが可能である。流体導管、流体移送デ
バイス、および／または、空調システムを備えている他のアイテムを保護するために、ベ
ッドのいくつかの構成要素の移動、および／または隣接し合うベッド構成要素同士の間の
相対移動を考慮することが望ましい場合がある。
【０２３８】
　空気調整されるベッド内を移動する流体に関する１つの重要な考慮要件は、流体吸入口
および流体排出口を用意することである。したがって、本明細書において例示および開示
するデバイスおよびシステムのいくつかの実施形態においては、流体移送システムは、有
利には、周囲環境から流体を受け、ベッドまたは他の着座アセンブリに流体を送る、比較
的効率的な手段を備えている。
【０２３９】
　本明細書において開示する実施形態またはその同等なもののいずれかに関して、空調シ
ステムは、有利には、資本コストおよび／または作動コスト（例えばエネルギーコスト）
を削減するように、構成および／または制御することが可能である。例えば、ベッドアセ
ンブリの空調システムが、より少数の流体モジュール（例えばブロワ、他の空気移送デバ
イス、熱電デバイス、等々）を備えることが可能である。さらに、いくつかの実施形態に
おいては、空調システムは、エネルギー消費量を削減するように構成されている１つ以上
の制御ルーチンにしたがって作動することが可能である。さらに、そのようなエネルギー
およびコスト削減措置は、空調されるベッドアセンブリの性能を維持または向上させつつ
、実装することが可能である。
【０２４０】
　制御システムのエネルギー消費量は、１つ以上のブロワ、熱電デバイス、および／また
は任意の他の流体モジュールもしくはその構成要素の作動を有利に制御することによって
、低減させることが可能である。例えば、１つ以上の熱電デバイスを、エネルギー削減制
御方式にしたがってオンまたはオフに切り替えることが可能である。他の実施形態におい
ては、１つ以上の熱電デバイスに送られる電流が、この熱電デバイスを通過する空気に対
して所望のレベルの冷却および／または加熱を達成するように変調される。
【０２４１】
　いくつかの実施形態においては、ブロワまたは他の空気移送デバイスは、流体モジュー
ルの他の構成要素（例えば熱電デバイス）がオン／オフに切り替えられる、または変調さ
れる際に、継続的に作動するように構成されている。しかし、代替的には、流体移送デバ
イスの中の１つ以上を、空調システムの作動中にオンまたはオフに切り替わるように構成
することが可能である。他の実施形態においては、ブロワの速度を制御することにより、
１つ以上の弁を調整することにより、または何らかの他の方法により、ブロワまたは他の
流体移送デバイスに送られる空気の体積を変更することが可能である。
【０２４２】
　いくつかの実施形態においては、所望の作動シーケンスが、時刻またはタイマ（例えば
ある特定の事象または出来事からの経過時間）等々に基づいて、自動的に開始および／ま
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たは終了するように構成されている。例えば、空調されるベッドアセンブリは、睡眠サイ
クルの初期部分の間により高い冷却効果または加熱効果をもたらし、時間の経過と共にそ
の温度効果を徐々に低下させるように構成することが可能である。他の実施形態において
は、ユーザは、所望の方式にしたがって作動するようにベッドを選択的にカスタマイズす
ることが可能である。さらに他の構成においては、１つ以上のセンサから受領したフィー
ドバックを用いて、ある特定の作動方式を開始および／または停止することが可能である
。例えば、温度センサ、湿度センサ、運動センサ、圧力センサ、または別のタイプの使用
者検出センサ等々を使用して、空調されるベッドアセンブリの上または付近における人の
存在を検出することが可能である。したがって、そのようなアセンブリは、ユーザがセン
サまたは他の起動デバイスを始動させると、所望の方法で機能するように構成することが
可能である。
【０２４３】
　さらに、空調されるベッドは、２つ以上の作動モードの下で機能するように構成するこ
とが可能である。例えば、ある空調されるベッドは、その使用者の中の１人以上が、冷却
および／または加熱のレベル（例えば「低－中－高」、「１－２－３－４－５」等々）を
選択するのを可能にし得る。代替としては、ベッドが、ユーザによる実際の温度状態の入
力が可能な空調システムを備えるように、構成することが可能である。他の実施形態にお
いては、ユーザは、ノブ、レバー、スイッチ、またはキーパッド等々（例えば、とりわけ
図５、図１８Ａ～図１８Ｅ、および図３１に図示する制御デバイス）を使用して、所望の
設定、温度、および／または他の作動モードを選択することが可能である。さらに他の構
成においては、ユーザは、空調されるベッドアセンブリに対して、ユーザ個人の好みおよ
び／または要件を満たす作動方式を設定することが可能である。
【０２４４】
　論じるように、空調システムの流体モジュールおよび／または任意の他の構成要素の制
御は、１つ以上のセンサから受領したフィードバックに少なくとも部分的に基づくことが
可能である。例えば、空調されるベッドは、１つ以上の温度センサ、湿度センサ、光セン
サ、運動センサ、可聴センサ、および／または圧力センサ等々を備えることが可能である
。いくつかの実施形態においては、そのようなセンサは、アセンブリの冷却および／また
は加熱のいずれが必要であるか、または望ましいかを決定するために、空調されるベッド
の表面の上または付近に位置することが可能である。例えば、温度センサは、ベッドアセ
ンブリの表面の温度が所望のレベル超であるかまたは所望のレベル未満であるかを決定す
るのを補助することが可能である。代替としては、１つ以上の温度センサおよび／または
湿度センサを、流体モジュール、流体導管（例えば流体通路）、および／または、ベッド
の上方部分の層（例えば流体分配部材、快適化層、等々）の中または付近に位置して、排
出される流体の温度および／または湿度を検出することが可能である。同様に、圧力セン
サは、ユーザがある長期間にわたりベッドの表面と接触状態にあった場合を検出するよう
に構成することが可能である。センサのタイプに応じて、センサは、ベッドアセンブリの
一部分に接触することが可能である。論じるように、いくつかの実施形態においては、セ
ンサは、ベッドアセンブリの表面の中および／または上に配置されている。しかし、他の
構成においては、センサは、ベッドのどの部分にも接触しないように構成されている。そ
のような作動方式は、電力を節減し、快適度を高め、他の利点をもたらすのに有効となり
得る。空調されるアセンブリのためのセンサ、タイマ、および制御方式等々の使用に関す
るさらなる詳細に関しては、２００８年９月１０日に出願され、米国特許明細書第２００
９／００６４４１１号として公開された、米国特許出願第１２／２０８，２５４号を参照
されたい。該出願の全体が、ここに参照により本明細書に組み込まれる。
【０２４５】
　開示する実施形態の説明を支援するために、上方向、上方、下方向、下方、垂直方向、
水平方向、上流、下流、頂部、底部、軟性、剛性、単純、複雑等々の言葉を上述において
用いて、様々な実施形態を論じ、添付の図面を説明した。しかし、例示する実施形態また
はその同等なものは、様々な所望の位置に配置および配向することが可能であり、したが
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【０２４６】
　いくつかの好ましい実施形態および例のコンテクストにおいて、これらの発明を開示し
たが、本発明は、具体的に開示した実施形態を超えて、本発明の他の代替的な実施形態お
よび／または使用法と、明らかな修正形態およびその同等なものにまで範囲が及んでいる
ことが、当業者には理解されよう。さらに、本発明の複数の変形形態を詳細に示し説明し
たが、これらの発明の範囲内に含まれる他の修正形態が、この開示に基づいて当業者には
容易に明らかになろう。また、これらの実施形態の特定の特徴および側面の様々な組合せ
または下位組合せを行ってもよく、依然としてこれらの発明の範囲内に含まれることが予
期される。したがって、開示する発明の変形モードを実施するために、開示する実施形態
の様々な特徴および側面を互いに組み合わせること、または互いに置換することが可能で
あることを理解されたい。したがって、本明細書において開示する本発明の範囲は、上記
の特定の開示する実施形態によって限定されるべきではなく、特許請求の範囲の公正な読
解によってのみ決定されるべきであることが意図される。
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