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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　断面Ｌ字形状の支柱を四隅に夫々垂直に縦に並べ、正面、左側面、右側面及び背面の支
柱と支柱の間の上部と下部夫々に、開口及びリブが形成され、パネルを複数のボルトで夫
々面状に密着接合して直方体を形成し、支柱の上部に接合されたパネルのリブと天板をボ
ルトで面状に密着接合し、支柱の下部に接合されたパネルのリブとマットレスを載せる複
数の貫通孔の形成された敷板及び底板を夫々ボルトで面状に密着接合し、敷板と底板の間
に形成された空間は水、食料及び衣料の収容場所となる耐震ベットフレ－ムのユニット。
【請求項２】
　請求項１のユニットを複数連接した耐震ベットフレ－ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耐震ベッドフレームに関する。さらに詳細には、本発明は、複数のユニット
が連設されてなる耐震ベッドフレームに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、就寝中に地震が発生した場合、家具の転倒や、家屋の損壊により、就寝者が怪我
をする場合があった。このような場合に、就寝者を保護することを目的として、ベッドの
周囲に配設される柱などの支持部材と、支持部材に取り付けられた天蓋を含む高強度の構
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造体からなり、構造体によってベッドの上部空間を囲むようにするベッド用耐震防御フレ
ームが提案されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平９－１７３１８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に開示されたベッド用耐震防御フレームは、柱と天蓋により
構造体を形成しており、地震の揺れによる撓みに対する耐性が低いという問題がある。ま
た、特許文献１に開示されたベッド用耐震防御フレームは、１つの構造体によりベッドを
囲むものであり、外形寸法が大きくなり、搬入や搬出が困難である。このため、例えば、
大地震が発生した後に、余震が続く被災地において設置される避難所や、仮設住宅におい
て、被災者の安眠を確保するために用いることができない。
【０００５】
　本発明は、従来技術における前記課題を解決するためになされたものであり、剛性を向
上することが可能であり、搬出入が容易な耐震ベッドフレームを提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するため、本発明に係る耐震ベッドフレームの構成は、
　（１）　複数のユニットが連設されてなる耐震ベッドフレームであって、
　１つの前記ユニットは、外形が直方体形状に形成され、四隅に配置された４本の支柱と
、
　互いに隣接する前記支柱を連結するパネルと、を備え、
　前記パネルは、
　　上下方向に複数の締結部材によって支柱と接続され、
　　前記支柱の上部と下部とに、それぞれ接続されることを特徴とする耐震ベッドフレー
ム。
【０００７】
　本発明の耐震ベッドフレームの上記（１）の構成によれば、
　耐震ベッドフレームは、複数のユニットが連設されてなる。
　１つのユニットは、外形が直方体形状に形成され、４本の支柱と、パネルと、を備える
。
　４本の支柱は、各ユニットの四隅に配置される。
　パネルは、互いに隣接する支柱を連結し、上下方向に複数の締結部材によって支柱と接
続され、支柱の上部と下部とに、それぞれ接続される。
【０００８】
　これにより、柱とパネルとにより１つの構造体を形成するユニットを、複数連設するこ
とにより、耐震ベッドフレームを構成できるので、比較的少ない部品で、より強固な耐震
ベッドフレームを提供できる。また、耐震ベッドフレームを１つの構造体により形成した
場合に比べ、全体の剛性が向上する。また、搬出入を、ユニット毎に行うことができるの
で、搬出入が容易であるとともに、全て分解して搬出入した場合に比べ、組み立て作業が
容易になる。ユニットを分解した状態であれば、更に搬出入が容易になる。更に、各ユニ
ットにおいて、支柱の上部と下部とをパネルで接続することで、地震の揺れにより撓みが
比較的大きい支柱の上部と下部とを補強できるので、更に剛性を向上できる。
　したがって、剛性を向上することが可能であり、搬出入が容易な耐震ベッドフレームを
提供できる。
【０００９】
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　（２）前記パネルは、上端側及び下端側において、互いに隣接する一方の前記支柱から
他方の前記支柱に向かって延び、前記ユニットの内側に突出するリブを備えることが好ま
しい。
【００１０】
　上記（２）の好ましい構成によれば、パネルの曲げ強度を向上できるとともに、リブに
、板材を載置することで、マットレスを載置したり、棚等を設けることが可能となる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の耐震ベッドフレームによれば、剛性を向上することが可能であり、搬出入が容
易な耐震ベッドフレームを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施の形態における耐震ベッドフレーム１の構成を示す斜視図である
。
【図２】本発明の一実施の形態におけるユニット１０の構成を示す斜視図である。
【図３】図２に示すユニット１０から、底板１３、敷板１４及び天板１５を取り外した状
態を示す斜視図である。
【図４】本発明の一実施の形態におけるパネル１２の構成を示す斜視図である。
【図５】本発明の一実施の形態におけるユニット１０におけるパネル１２の突きつけ部分
の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、好適な実施の形態を用いて本発明をさらに具体的に説明する。但し、下記の実施
の形態は本発明を具現化した例に過ぎず、本発明はこれに限定されるものではない。
【００１４】
　［耐震ベッドフレームの構成］
　本発明の一実施の形態における耐震ベッドフレーム１の構成について説明する。
　図１は、本発明の一実施の形態における耐震ベッドフレーム１の構成を示す斜視図であ
る。
　耐震ベッドフレーム１は、内部に、例えば、マットレスや布団等が配置され、使用者の
寝床となる。なお、マットレスの上下にキャビネット（物入れ）、テレビ、インターネッ
ト接続設備、オーディオセット、照明器具、造花、カーテン、天蓋等の使用者の好みの装
飾品を設置してもよい。
【００１５】
　耐震ベッドフレーム１は、複数（例えば、３つ）のユニット１０が、所定方向に連設さ
れてなる。なお、耐震ベッドフレーム１は、本実施形態では、３つ連設されているが、こ
れに限らず、例えば、使用者の体格に応じて、２つ（例えば、子供用）や４つ（例えば、
身長が比較的高い者用）であってもよい。
【００１６】
　また、耐震ベッドフレーム１は、ユニット１０の配列方向と並列連設する方向に複数連
設してもよい。これにより、例えば、２つ連設すれば２人用となるとともに、これらを連
結することで、全体の強度や安定性がより向上し、更に、３～１０人用とすることも可能
である。
【００１７】
　また、耐震ベッドフレーム１は、カーテン等を取り付け可能であり、このカーテン等に
より、外部と内部とを遮蔽することで、内部にプライベートな空間を形成することも可能
である。
【００１８】
　図２は、本発明の一実施の形態におけるユニット１０の構成を示す斜視図である。
　ユニット１０は、外形が直方体形状に形成され、四隅に配置された４本の支柱１１と、
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互いに隣接する支柱１１を連結するパネル１２と、最下部に配置される底板１３と、パネ
ル１２の上に載置される敷板１４と、最上部に配置される天板１５と、を備える。これら
の板材は、ユニット１０全体の補強板の機能も兼ねている。
【００１９】
　図３は、図２に示すユニット１０から、底板１３、敷板１４及び天板１５を取り外した
状態を示す斜視図である。
　支柱１１は、例えば、断面が略Ｌ字形状の鋼材で形成され、Ｌ字の各辺が互いに隣接す
る支柱１１の方に向けて配置される。
　なお、支柱１１の形状は、略Ｌ字形状に限らず、必要な強度が確保できれば、例えば、
断面が、略四角形状、略三角形状等の任意の形状にすることができる。
【００２０】
　パネル１２は、互いに隣接する支柱１１の間に配置され、上下方向に延びる両側縁の一
端が一方の支柱１１に接続され、他端が他方の支柱１１に接続される。パネル１２は、上
下方向に配列された複数の締結部材（例えば、ボルト等）によって、支柱１１に接続され
る。
【００２１】
　パネル１２は、支柱１１の下部に接続される第１パネル１２１と、支柱１１の上部に接
続される第２パネル１２２と、を含む。パネル１２は、鋼製部材や木製部材で形成されて
いる。
　本実施形態において、第１パネル１２１は、第２パネル１２２より高さ方向の寸法が大
きく形成されている。このように、パネル１２を、高さ方向の寸法が異なる複数種類で構
成することで、用途や必要な強度に応じて使い分けることが可能となる。
【００２２】
　また、詳細は後述するが、支柱１１の下部に接続されたパネル１２の上には、敷板１４
（図２参照）が載置され、敷板の上にはマットレスや布団等が載置される。すなわち、耐
震ベッドフレーム１は、支柱１１の下部に接続されたパネル１２の高さ方向の寸法に応じ
て寝床の高さが変わる。本実施形態では、支柱１１の下部に比較的高さ寸法が大きい第１
パネル１２１を配置しているが、例えば、耐震ベッドフレーム１を、子供や高齢者用に、
寝床の高さを比較的低くしたい場合には、比較的高さ寸法が小さい第２パネル１２２を配
置し、寝床の高さを比較的低くすることもできる。
【００２３】
　また、パネル１２は、第１パネル１２１又は第２パネル１２２のいずれかだけで構成し
、支柱１１の上部及び下部をいずれかだけで連結してもよい。これにより、耐震ベッドフ
レーム１を構成する部品の種類を更に少なくすることが可能となる。
【００２４】
　図４は、本発明の一実施の形態におけるパネル１２の構成を示す斜視図である。
　パネル１２は、四角形状の板状体である本体１２ａと、本体１２ａの上端側及び下端側
に設けられたリブ１２０ｂ及びリブ１２ｃと、を備える。なお、リブは、２本に限らず、
３本以上設けてもよい。
【００２５】
　本体１２ａは、水平方向の両側縁近傍に、締結部材によって支柱１１に取り付け可能な
取付部１２ｄと、略中央に開口１２ｅが形成されている。
【００２６】
　リブ１２ｂ，ｃは、互いに隣接する一方の支柱１１（図３参照）から他方の支柱１１に
向かって延び、ユニット１０（図３参照）の内側に突出する。すなわち、リブ１２ｂ，ｃ
は、本体１２ａに対して直交する方向に突出している縁取りである。
　このようなリブ１２ｂ，ｃには、図２に示す底板１３、敷板１４、天板１５等が載置さ
れる。
【００２７】
　また、リブ１２ｂ，ｃは、端部が、略４５度の角度で傾斜した面取り形状に形成されて
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いる。これにより、図５に示すように、支柱１１にパネル１２を取り付けたときに、互い
に直交するパネル１２の突き付け部分が隙間無く当接する。
【００２８】
　取付部１２ｄは、例えば、ボルトの挿通孔であり、上下方向に複数（図４に示す例では
３つ）形成されている。
　開口１２ｅは、軽量化を図るとともに、例えば、パネル１２の内側（ユニット１０（図
３参照）の内部）の物（例えば、防災用品、食料、飲料水等）を出し入れ可能とするもの
である。これにより、耐震ベッドフレーム１にシェルターとしての機能を発揮させること
が可能となる。
【００２９】
　図２に戻って、底板１３、敷板１４及び天板１５は、板状体で形成されており、４本の
支柱１１がパネル１２により互いに連結された状態（図３に示す状態）において、４本の
支柱１１の内側に形成される形状と略同一形状（図２に示す例では、上面視で正方形形状
）に形成されている。
【００３０】
　図２に示す例では、敷板１４は、複数の貫通孔が形成されている。これにより、例えば
、敷板１４の上にマットレスや布団が載置された場合、下からの通気を確保でき、衛生面
が向上する。
　なお、底板１３、敷板１４及び天板１５は、同一の板材で形成してもよい。これにより
、耐震ベッドフレーム１を構成する部品の種類を更に少なくすることが可能となる。
【００３１】
　また、底板１３、敷板１４及び天板１５は、パネル１２のリブ１２ｃに、固定部材（例
えば、ボルトやネジ等）により固定してもよい。これにより、ユニット１０の水平方向の
ねじれに対する強度が向上する。これにより、ユニット１０全体の強度も向上する。
【００３２】
　また、敷板１４は、パネル１２のリブ１２ｃに載置するだけでもよい。この場合、底板
１３と敷板１４との間であって、４枚のパネル１２に囲まれた空間を物入れとして機能さ
せることが可能となる。この物入れには、衣料、食料品、飲料水、防災用品等を収容する
ことができる。これにより、耐震ベッドフレーム１にシェルターとしての機能を発揮させ
ることが可能となる。また、敷板１４の縁に、クッションを設置することで、使用者が敷
板１４から落下したり、支柱１１に衝突し負傷したりするのを防止できる。
【００３３】
　次に、耐震ベッドフレーム１の組み立て方について説明する。
　まず、４本の支柱１１の上部及び下部を、それぞれ４枚（上部及び下部合わせて８枚）
のパネル１２で連結することで、図３に示す状態とする。
【００３４】
　次に、底板１３、敷板１４及び天板１５を取り付けることで、図２に示すユニット１０
を、必要数（例えば、３つ等）作成する。
【００３５】
　そして、必要数作成したユニット１０を所定方向に並べ、互いに固定することで、図１
に示す耐震ベッドフレーム１を完成する。
【符号の説明】
【００３６】
１　耐震ベッドフレーム
１０　ユニット
１１　支柱
１２　パネル
１２ａ　本体
１２ｃ　リブ
１２ｄ　取付部
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１２ｅ　開口
１３　底板
１４　敷板
１５　天板
１２１　第１パネル
１２２　第２パネル

【図１】 【図２】



(7) JP 6802949 B2 2020.12.23

【図３】 【図４】

【図５】
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